
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−辻会⻑の｢みんな仲よく｣というメッ
セージに強く共感されたと。 
小巻 サンリオができて 60 年、ハロー
キティが生まれて 45 年ということで、
ハローキティに特化してお話しします
と、最初はデザインとしてのキャラク
ターでした。ですが、30 年前にピュー
ロランドができて、歌ったり、演じた
り、写真を撮れるような存在に変化し
ていきました。それはもはや平面なデ
ザインというよりはハローキティその
ものが｢いる｣という｢being｣の存在に
なってきたのです。このような変化が
ありお客様とは本当に心の距離が近い
キャラクターとなってきています。   
現在は世界中で災害やテロ事件なども
あり、家族やその子どもたちが何か癒
しを求めている時代だと思います。そ
んな時代にキャラクターが活躍できる
のは、キャラクターがメッセージ性を
持っているからだと思います。ハロー
キティなら寄り添ってくれるというメ
ッセージ性を、社会的な課題を解決す
る方向でも役立てていけるのではない
かと思っています。国連の持続可能な
開発目標(SDGs)17 番目にパートナー
シップで目標を達成しようという項目
がありますが、まさにそこが私たちの
一番強みがあるところです。 
−多摩センターは｢ハローキティにあ
える街｣として、各イベントへの参加など
への取り組みは素晴らしく、感謝ととも
に今後も大いに期待しております。 
小巻 サンリオピューロランドはこれ
からも地域との連携を深め、地域貢献
をしていきたいと思っています。また、
昨年の 3 月に｢多摩市観光まちづくり 

 

前回は多摩で活躍した千葉出身の医
療関係者についての話を書きました。
今回は多摩村出身の医者・杉田武義の
お話です。 

杉田武義は多摩村の東寺方出身で、
明治 30 年(1897)に済生学舎(日本医科
大学の前身)に入所し、実習生として顕
微鏡や外科を学びました。そして、翌
年におこなわれた医術開業試験で合格
し、医師の資格を得ています。 

杉田は当時の最先端ともいえる伝染
病研究所の講習会にも参加しました。
伝染病研究所の創設者は、破傷風菌の
血清療法を確立した世界的な医学者・
北里柴三郎でした。明治 31 年に杉田が
参加した講習会には野口英世も参加し
ており、集合写真が残っています。 

杉田は医師資格取得後、警視庁検疫
官を担う一方、明治 33 年には都内に診
療所を開設し、開業医となりました。
さらに明治 35 年には東寺方に｢玉南医
院｣を開業し、多摩村での医療活動もス
タートさせています。この年、八王子
でおこったペスト騒動の時には、杉田
の顕微鏡が活躍しました。 

当時の社会は赤痢やコレラなどの伝
染病が課題となっており、検疫や衛生
思想の普及が必要でした。杉田は多摩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

交流協議会｣が発⾜し、会⻑に就任しま
した。多摩センターはいろいろな企業
を誘致していたり、多摩市では「健幸都
市」を提唱していたり、とても未来のあ
る都市だと思います。私たちも共にこ
の多摩市を盛り上げていきたいと思い
ます。 
−多くのキャラクターがいるそうです
が、小巻さんのお好きな子は？ 
小巻 今年で誕生 10 周年を迎えるウ
ィッシュミーメルというウサギのキャ
ラクターがいます。このメルちゃんと
いう子は一時閉じこもっていた時があ
ったのです。出てくるきっかけとして、
ファンの方からのメッセージなどがき
っかけで外に出られるようになったという
ストーリーのあるキャラクターです。 
このストーリーは、現代の時代背景の
中で、とても良いメッセージを発信し
てくれるのではないかなと思いまし
た。以前はピューロランドでしか会う
ことができず私の中ではすごく思い入
れのあるキャラクターです。 
現在のピューロランドはファミリーだ
けでなく、大人だけでご来場されるお
客様も多くいらっしゃっています。様
変わりしたピューロランドをぜひお楽
しみください。          (了) 
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村で衛生講和会を開催するなどして衛
生思想の普及に努めるとともに、種痘
医として天然痘の予防にも尽力しまし
た。痘苗を寄付したこともありました。 

杉田の活躍は政治の世界にも広がっ
ていきました。大正 4 年(1915)には東
京府議会議員選挙に牛込区から立候補
し、次点で落選したものの、犬養毅か
ら慰めの手紙をもらっています。 

また、学校医としても活躍し、結核が
流行する中、子どもたちの栄養改善に
も心を配りました。昭和 9 年(1934)に
は、栄養教育のために「学童栄養歌」を
自ら作詞し、レコードを作りました。
この歌は「ごはんは滋養の七分づき」な
ど、栄養にまつわる様々な知識が歌詞
に盛り込まれ、歌いながら楽しく栄養
知識を得られるようになっています。 

杉田は東京市学校医会の理事⻑にな
るなど、学校医のけん引役にもなりま
した。昭和 13 年には学校衛生婦・学校
看護婦制度の職制を制定することを請
願し、採択されています。 

このように杉田の活動は地域の医療
にとどまらず、当時の課題の解決を社
会に呼び掛ける広がりをもっていまし
た。彼は昭和 32 年に亡くなりました
が、その活動は、公衆衛生や学校衛生
の発展に大きな役割を果たしたといえ
るでしょう。 

参考文献：公益財団法人多摩市文化振興財団
『村医者と医者村』より 

 
 
 
 
 
 

 

撮影：田中登代子氏 

橋場万里子橋場万里子橋場万里子橋場万里子    多摩の歴史さんぽ（１多摩の歴史さんぽ（１多摩の歴史さんぽ（１多摩の歴史さんぽ（１９９９９））））    

多摩村出身の医者・杉田武義多摩村出身の医者・杉田武義多摩村出身の医者・杉田武義多摩村出身の医者・杉田武義    新春インタビュー新春インタビュー新春インタビュー新春インタビュー    

        サンリオピューロランドは「笑顔」と「癒やし」がいっぱいですサンリオピューロランドは「笑顔」と「癒やし」がいっぱいですサンリオピューロランドは「笑顔」と「癒やし」がいっぱいですサンリオピューロランドは「笑顔」と「癒やし」がいっぱいです    （２）（２）（２）（２）        小巻小巻小巻小巻    亜矢亜矢亜矢亜矢    

プロフィール：小巻 亜矢(こまき あや) 
(株)サンリオエンターテイメント代表取締役社長。

サンリオピューロランド館長。東京大学大学院修

了。1983 年(株)サンリオ入社。結婚退社などを経 

て 2014 年(株)サンリオエ

ンターテイメント顧問。

2016 年サンリオピューロ

ランド館長。2019 年 6 月

より現職。著書「サンリオ

ピューロランドの人づく

り」(ダイヤモンド社)ほか 
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筆者紹介：橋場万里子(はしば まりこ) 
パルテノン多摩歴史ミュージアム(公益財
団法人多摩市文化振興財団)学芸員。首都
大学東京、東京医療学院大学、お茶の水女
子大学非常勤講師。 

 
玉南医院 昭和 12 年(1937)5 月／『村医者と医者村』より 

からきだ菖蒲館コンサート 
◆ 3 月 28 日(土)  17:30 開場  18:00 開演 

会  場 ： ロビー 

入場料 ： ￥500 (小学生以下無料) 

出  演 ： ピアノ 石坂 奏 

曲  目 ： ドビュッシー／ アラベスク 1 番、映像 2 集 

         ベートーヴェン／ ピアノソナタ 第 14 番『月光』 

       リスト／ 3 つの演奏会用練習曲より 第 3 曲『ため息』 他 

主  催 ： 文化部会  ※前売りチケット発売中 

■■■■石坂石坂石坂石坂
い し ざ か

    奏奏奏奏
そ う

（ピアノ）（ピアノ）（ピアノ）（ピアノ）    

多摩市出身。第 29 回市川市新人演
奏家コンクール最優秀賞。第 12 回
ルーマニア国際音楽コンクール第
4 位。第 7 回野島稔・よこすかピ
アノコンクール入選。 
ピアノを杉田邦江、松浦 健、渡辺
健二、江口玲の各氏に師事。 
現在、東京藝術大学大学院音楽研
究科修士課程 2 年に在籍。  

〜 ピアニスト 石坂 奏 独奏の夕べ 〜 

 



                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さくらコンサートさくらコンサートさくらコンサートさくらコンサート    
南鶴牧小学校合唱団 

◆３月１５日(日) 13：30～15：00 

場 所 ： 南鶴牧小学校体育館（入場無料） 

主 催 ： 南鶴牧小学校合唱団父母  

後 援 ： 文化部会 

菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング    

    ～～～～    さくらさくらさくらさくらとととと尾根緑道尾根緑道尾根緑道尾根緑道    ～～～～    

☆日 時：4 月 1 日(水)  9:00 菖蒲館集合 
☆コース：⻑池公園〜尾根緑道〜南⼤沢駅(解散)      

(約 8 ㎞、3 時間) 
☆参加費：100 円(保険代ほか) 当日直接受付 
☆持ち物：飲み物、帽子、雨具等※ 歩きやすい靴と服装で 
☆主 催：健康･スポーツ部会 

第第第第 41414141 回地域健康医療講座回地域健康医療講座回地域健康医療講座回地域健康医療講座    

    ～～～～    健健健健幸幸幸幸貯筋体操貯筋体操貯筋体操貯筋体操    ～～～～    

☆日 時：3 月 13 日(金) 14:00〜15:30 
☆場 所：2 階ホール ☆対 象：65 歳以上 
☆参加費：100 円(保険代ほか) 
☆定 員：20 名(当日会場にて受付、先着順) 
☆講 師：石田都恵氏(健康運動実践指導者) 
☆持ち物：飲み物、タオル、室内用運動靴  
☆主 催：健康･スポーツ部会 

 

ハローハローハローハロー    From ShobukanFrom ShobukanFrom ShobukanFrom Shobukan    からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙    

次号は次号は次号は次号は    4444 月月月月 22226666 日日日日    発行予定発行予定発行予定発行予定    

  

 

 

 

 

 

日曜朝市日曜朝市日曜朝市日曜朝市 
地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！    

☆日 時：第 101 回 3 月 15 日(日) 9:00〜11:00 
第 102 回 4 月 19 日(日) 9:00〜11:00 

毎月 1 回実施(原則第 3 日曜日)     
☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 
☆販売品：地元産の野菜など 
☆主 催：日曜朝市実行委員会 

 
※※※※問合問合問合問合せ・せ・せ・せ・申込：申込：申込：申込：☎☎☎☎042042042042----338338338338----6333633363336333(事務局)10:00 より 

  

 

 

花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい運動運動運動運動でつくるでつくるでつくるでつくる“絆”“絆”“絆”“絆”    

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花で
いっぱいです。協力員の方々とご一緒にご参加下さい。 
☆日 時：3 月 21 日(土) 10:00〜 
     4 月 18 日(土) 10:00〜 
☆場 所：菖蒲館玄関前 
☆主 催：まちづくり部会 
※この活動は一般財団法人セブン-イレブン記念財団の助成を受けています 

唐木田コミュニティセンターは、多摩市から
「まちの環境美化推進」に貢献したとして、
他の団体とともに表彰されました。 
セブン・イレブン記念財団のご支援に感謝申
し上げます。 

福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会    

～～～～    福祉、介護、認知症ほか福祉、介護、認知症ほか福祉、介護、認知症ほか福祉、介護、認知症ほか    気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、    

                    どなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口です    ～～～～    

☆日 時： 3 月 17 日(火) 14:00〜16:00 
      4 月 21 日(火) 14:00〜16:00 
☆場 所：1 階第１会議室 ☆参加費無料(直接会場へ) 

※相談員は社協・包括の職員｡相談内容は守られます 
☆主 催：福祉部会、多摩市社会福祉協議会 
     多摩センター地域包括支援センター 

 

 

 

 

菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）    

～～～～    お陰様で３３回目の開催になります！「桜だより」を聞お陰様で３３回目の開催になります！「桜だより」を聞お陰様で３３回目の開催になります！「桜だより」を聞お陰様で３３回目の開催になります！「桜だより」を聞
きながらきながらきながらきながら    皆様とご一緒に食事と懇談・ゲームなどで皆様とご一緒に食事と懇談・ゲームなどで皆様とご一緒に食事と懇談・ゲームなどで皆様とご一緒に食事と懇談・ゲームなどで
楽しい一時を過ごしましょう！楽しい一時を過ごしましょう！楽しい一時を過ごしましょう！楽しい一時を過ごしましょう！    ～～～～    

☆日 時：3 月 27 日(金) 12:00〜13:30 
☆場 所：1 階ギャラリー 
☆対象者：市内在住の 75 歳以上の方 
     （付き添いの方もご一緒にどうぞ） 
☆参加費：1 人 300 円 
☆定 員：18 名(申込み先着順、受付 2/23 10:00〜) 
      ※本人が直接申込み下さい(電話可) 
☆献 立：わかめご飯、鶏肉の甘酢づけ、茶碗蒸し、

煮びたし、お吸い物、デザート 
※アレルギーの方はご相談下さい 

☆主 催：福祉部会 

 

映画鑑賞会映画鑑賞会映画鑑賞会映画鑑賞会    

インビクタスインビクタスインビクタスインビクタス／／／／負けざる者たち負けざる者たち負けざる者たち負けざる者たち    

南アフリカの⿊人⼤統領マンデラは、人種差別や経済格差
をなくして国をまとめるため、95 年に同国開催のラグビ
ー・ワールドカップでの優勝を目指す感動の物語 

2009 年米映画 
監督：クリント・イーストウッド 
主演：モーガン・フリーマン 

☆日 時：3 月 16 日(月) 14:00〜16:20 
☆場 所：2 階ホール 
☆参加費：無料(申込み不要、直接会場へ) 
☆定 員：80 名(先着順) 
☆主 催：福祉部会映画同好会 

 

 

 

 

パソコン教室パソコン教室パソコン教室パソコン教室    

～～～～    やさしいやさしいやさしいやさしい Windows10Windows10Windows10Windows10 入門入門入門入門((((初級初級初級初級) ) ) ) ～～～～    

☆日 時：4 月 16 日から毎週木曜 10:00〜12:00 
☆場 所：2 階第 2 会議室 全５回 
☆定 員：5 名(申込み先着順 受付 10:00〜)電話受付可 
☆受講料：2000 円(5 回分一括納入) 
☆機 器：ノートパソコンを貸与 
☆主 催：パソコン教室特別委員会 

大人のためのクラフト大人のためのクラフト大人のためのクラフト大人のためのクラフト    

～～～～    おしゃれなハーバリウムづおしゃれなハーバリウムづおしゃれなハーバリウムづおしゃれなハーバリウムづくりくりくりくり    ～～～～    

☆日 時：3 月 21 日(土) 10:00〜12:00 
☆場 所：1 階第１会議室 
☆定 員：10 名(要予約 受付 10:00〜) 
☆参加費：1000 円(材料費込み)  
☆主 催：文化部会 

 

  鶴牧⻄公園 しだれ桜 

 

２０２０２０２０２０２０２０２０年度「団体登録」のお知らせ年度「団体登録」のお知らせ年度「団体登録」のお知らせ年度「団体登録」のお知らせ    

4 月 1 日以降の貸室予約には再登録、新規登録にかか
わらず、新年度の登録手続きが必要となります。 
お早めに代表者の方が登録をお願いいたします。 

※本人確認できるもの、会員名簿のご提示をお願い
しております。ご不明な点は受付まで  事務局 

 

特報 

 

ご好評につき 
続けて Win10 
 

３月 20日(金)、21 日(土)予定    
鶴牧西公園 農家風休憩施設前 

詳細は後日､掲示板､ホームページでお知らせします 
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テキストボックス
このイベントは新型コロナウィルスのため延期となりました。




