
                                 

                                                                                                                                                          

                                         

 

  
 

 

 

 

しょうぶかん 

多摩市立 唐木田コミュニティセンター  〒206-0034 多摩市鶴牧６丁目１４番地 TEL: 042-338-6333    休館日：毎週月曜日（９月末まで） 

      
 
からきだ菖蒲館ではロビーやホールで親しみやすいクラシックの名曲や朗読をお贈りします。 夏の夕方、爽快で心和むクラシックの演奏をお楽しみください。 
今後、コンサート・イベント実行委員会にて、数々のコンサートやイベントを企画し、皆様にお届けしてまいります。 どうぞお誘い合わせの上、お気軽にお出かけください。 
詳しくはホームページをご覧ください。            

 
からきだ菖蒲館設計の考え方 

（株）新居千秋都市建築設計 

                                         新美 智進 

【設計プロセス】 

からきだ菖蒲館は、コミュニティセンター、児童館、図書館の複合施設です。今回まず多摩市の類

似施設全て（コミュニティセンター6館、児童館 10館、図書館 5館）についての調査（ヒアリング・

実測）を行い、職員や市民と直接対話し、多摩市の地域性や独自の施設の使われ方を見出していきま

した。 

それを元に市民（建設協議会）、行政の方とワークショップを重ね、3つの施設の配置、諸室の必要

性・大きさ・使い方、複合の方法、相互活用の仕方など、ハード、ソフト両面について丁寧な話し合

いを進めながら設計に反映させていきました。このような既存施設の調査や市民、行政とのワークシ

ョップを経て、各室が多機能に、また全体が複合的に使えるようにすることで、多くの地域住民に愛

され、地域コミュニティの中心施設になるよう設計しています。 

【全体コンセプト・配置計画】 

敷地は小さな丘でした。その丘で遊んで育った人々の記憶、窓から眺めて暮らした人たちの想い出、

それを建築として再構築しました。敷地の周囲を巡る約一層分の高低差を利用し、西側＝前面道路側

を二層、東側を一層とし、図書館やコミュニティセンターのメインエントランスを西側に、児童館の

入口を東側にしています。建物の周囲に今までなかった歩道や植栽を巡らし、建物の屋根を緩やかな

起伏のついた緑化で覆い、その土地の記憶を蘇らせるようにしました。結果として 21世紀型の建築、

つまり環境に配慮した地球にやさしい建築にもなりました。 

【自然エネルギーの活用】 

敷地内や屋上緑化によって、環境負荷の低減、ヒートアイランド現象の緩和に配慮しています。地

上の植栽は１年を通して様々な色の花が咲いていくこと、特に園庭には花の匂い、色、果実の移り変

わりから子供たちが自然から季節を学べるような庭を考えています。屋上緑化はノシバを植え、植栽

に有効な水と空気を十分に保っておくことができ、潅水設備の不要なシステムを取り入れています。 

             建物には十分な開口部と、建物の中央（エントランス、図書館の入口、 

廊下部分）に対して屋上の長いトップライトから十分な光を取り入れて

います。節電により照明を半分消しても十分に明るく、人々が集う空間

となっています。そのトップライトは１階の換気口と連動する通風・排

熱用の窓でもあり、その屋根面に薄く、違和感なく太陽光発電パネル（約

10kw容量）を組み込んでいます。3つの施設が空間的に完全につながる

構成において、施設全体に通風を起こすことができ、自然エネルギーが

効果的に活用できるようになっています。 

 
からきだの里に菖蒲園があったころ （その１） 

横倉 舜三 

 

この度、唐木田コミュニティセンターの新設にあたり通称「からきだ菖蒲館」

と命名されたことに喜んでいる一人である。小田急唐木田駅構内にあるステン

ドグラスの菖蒲と共に後世に語り継がれてゆくことだろう。 

かつて、山合いの寒村であった唐木田の里は毎年六月の中頃になると時なら

ぬ賑わいを見せていた。それは紫や白、ピンクなど色とりどりの花を咲かせる

花菖蒲を見に訪れる多くの市民の憩いの場所ともなっていたからである。その

人々に応えるかのように年々その種類を増やし続けてきたことが地域の風景も

変えることになり「からきだ菖蒲館」の始まりともなっていたのである。 

 「唐木田物語」の一節に菖蒲の話が語られている。唐木田稲荷神社の前から

南西の方向にある谷戸を「沼沢の谷戸」と呼んでいた。ある年珍しいことに「ア

ヤメ」が濃い紫の花を沼沢の原一面に咲かせた。この時期に三日三晩大雨が降

り続け、地軸も流さんばかりの豪雨に見舞われ、沼沢原の中央にあった影取り

池から溢れ出た水で沼沢原一面が池となってしまった。そして、その水圧に耐

えられなくなった影取池の堤防が崩れ、沼沢谷戸から土砂が流れだし、田畑や

家までも埋まってしまった。以来、沼沢谷戸は「大ビャク谷戸」と呼ばれ、復

旧後は「荒田」または「新田」とも呼ばれるようになった。【注：大ビャクとは

土砂崩れをいう】 

沼沢原から流れ出た土砂と共にアヤメ（現在は野花菖蒲と云う菖蒲の原種）

の一株が戦後、昭和３０年代の頃までひっそりと唐木田の里荒田周辺で生息し

ていたのだと想像される。私はこの野花菖蒲を発見した瞬間、この里の花とし

て殖やし残してゆくことが私の役目であると思い、菖蒲園の名を掲げることに

したのだ。 

 いま一つ菖蒲園の礎となっていたのが戦後休耕田として田んぼに稲を実らせ

なくてもいいようになっていたことだ。初めの頃は田んぼの畔に何株かを植え

ていて楽しんでいたのが実状であったが、多くの人々から関心が寄せられたこ

ともあって本格的栽培へと移っていった。 

（次号に続く） 
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執筆者の紹介 

横倉舜三氏は多摩ニュータウンタイムズ社社主で、 

この地をこよなく愛し、地元の発展にご尽力され、 

この地の歴史と共に歩んでこられました。 

 
◆８月６日（土）「トリオ演奏会」１8：３０開演 会場：ロビー 
 

子供向けの曲から大人の曲までお楽しみください。 

サックス： 日野林 晋（ひのばやし すすむ） 

バークリー音楽院卒業、ディズニーシーJAZZ 演奏  

ミュージシャンとして活動の傍ら管波楽器講師と 

して後進の指導にあたる。 

エレクトーン： 正木 裕子（まさき ゆうこ） 

国立音楽大学ピアノ科卒業 ヤマハ音楽システム教育講師として活動のほ

か、国際交流、学校演奏会にも毎年参加、ピアノ、エレクトーンを自在に

こなし、子供から大人まで多くのファンを持つ 

パーカッション： 池松 寛治（いけまつ かんじ） 

管波楽器社員 学校等でパーカッションの指導演奏を行う 

 

 
◆８月２７日（土）「ピアノ演奏会」１６：３０開演 会場：ホール 
 
良く知られたクラシック音楽をお届けいたします。 

ピアニスト： 松岡 磨美（まつおか まみ） 

桐朊学園大学ピアノ科卒業 パリ地方音楽院最高課程卒業 

多摩市鶴牧在住 ピアニストとしてこの地域から活動を始める 

 
◆９月４日（日）「朗読（風鈴とコスモス」１７：３０開演 会場：ロビー 

 
お子様から大人の方まで引き込まれる朗読を音楽を加えてお届けします。 

朗読の素晴らしさをお楽しみください。 

朗読： 木下 由紀子（きのした ゆきこ） 

 

 

      主催：唐木田コミュニティセンター運営協議会 コンサート・イベント実行委員会 

    

 

 

  

 



  
 
 

 

 

 

■一般・小児・外科・矯正・審美・インプラント 

■10:00～20:00 

■落合 2-33 クロスガーデン多摩 3F 

■TEL 042-313-8418   

                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         

 

 
 
 

からきだ駅前クリニック 
 

多摩市唐木田 1-1-7 1階 
（唐木田郵便局となり） 

診療科目：消化器科、呼吸科、内科、ひふ科 
診療時間：午前  8:00 ～ 12:00 
          午後 16:00 ～ 19:00 

休診日：毎週火曜日 
土曜日・日曜日・祝日は午前中のみ診療 

TEL:042-376-3800 

 
健康・スポーツ部会の夢 
 

ラジオ体操を、からきだ菖

蒲館の前の広場でやり、その

後は公園巡りウオーキング。

夜間は遊戯室で青少年の健全

育成事業を積極的に展開。「元

気になれる、元気を出せるコ

ミセン健康体操」をキャッチ

フレーズに自分に合った健康

法を見つけるきっかけを作り

ます。将来はコミセンを中心

にした総合型地域スポーツク

ラブを目指します。 

 

 

 

健康・スポーツ部会長  

松原 俊範 

 

各部会のご案内 （その２） 

 
「一人きりをなくそう」の目標を掲げて 

 
 多摩市の高齢者人口比率は，過去数年，毎年 1 ポイントずつという驚くべき速さで上昇し

ています。今年 1月には 21％を超えたということです。 

  6 月に公表された市が実施した別の調査によれば，高齢者の 21％が一人暮らしです。家族

と同居している高齢者であっても 41％が日中一人になることがよくあると答えています。 

 当運営協議会は，「市民文化の醸成」などと並んで「地域福祉の向上」を視野に入れて活動

するとしています（会則 2条）。この「地域福祉」というのは，幅の広い用語ですが，高齢

者福祉が最大のウェイトを占めていることは間違いないでしょう。 

 福祉・環境部会は，初年度から何ができるだろうかと悩みつつ「一人きりをなくそう」を

目標に掲げて，手探りですが，先ず高齢者福祉の推進に関する事業に取組んで行こうと思い

ます。「高齢者食事会・懇談会」や「福祉なんでも相談会」を開催します。 

3.11 を経て次に強化したいのは環境事業です。 

 前掲の市の調査では，ボランティア活動に参加している高齢者は 13％にとどまるとのこ

と。多くの皆さまが福祉・環境に関する活動に目を向け，或いは参加されますことを心より

お待ちしています。                                    

 

 

福祉・環境部会長 石上 栄一 

唐木田コミュニティセンター 
 
 

 

 

Q：どうしてコミュニティセンター、児童館と

図書館の休館日が違うのですか？ 

A：それぞれの条例及び規則に基づき各施設で

開館日や休館日を設定しています。また、

各施設で業務形態が異なり、利用者層も

違うことから、一斉休館することは逆に

それぞれの利用者に対して不利益を生じ

させてしまうことにもなりかねません。

こういったいくつかの事情から、それぞ

れの休館日が異なっています。 

Q: 個人の利用はできますか？ 

A: コミュニティセンターという名の通り、

基本的にはコミュニティ形成の場を目的

として使用して頂く貸室となっているた

め、団体での使用を原則としています。

しかしながら、個人でもコミュニケーシ

ョンが生まれるような発表会、報告会、

展示会等のために使用する場合はこの限

りではありません。また、1 階のロビーラ

ウンジ、喫茶コーナー、ブラウジングコ

ーナーは個人での利用ができます。 

Q: 太陽光発電はどれくらいの電力を賄って

いますか？ 

A: 最大出力 10kwh で、図書館相当分の照明

を賄っている計算になります。 

     ※詳しくはホームページをご覧下さい。 

         http://karakida.org/ 

 

唐木田コミュニティセンター総会が開 
催されました。 
 

平成 23 年 5 月 21 日（日）第１回定期総会 

はからきだ菖蒲館 2 階ホールにて、出席者 46

名（および委任状 9 名）の出席を得て開催さ 

れました。 

事業計画、予算などが審議され、全議案とも 

全会一致で原案通り可決されました。 

※詳しくはホームページをご覧下さい。 

 
ラジオ体操のお知らせ 

 
からきだ菖蒲館前庭にてラジオ体操をやってい
ます。ぜひご参加下さい。 
日時：7 月・8 月毎週日曜日午前６時半より 
 

健康スポーツ部会 

 

 
体操で元気になれる！元気を出せる！ 

 
第２回菖蒲館健康体操の会 

 
ストレッチと筋力トレーニングを組み合わせること

で、しなやかで若々しいからだ作りができます。疲れ

やすい方、関節痛でお悩みの方などその効果を体感し

ませんか？  

 

◆日 時：8 月 3 日（水） 14：00～16：00 

◆場 所：2 階ホール 

◆定 員：30 人 

◆講 師：青木 美樹氏 

◆参加費：200円 

◆対象者：中高年 

◆持ち物：飲み物、バスタオル、上履き 

◆服 装：運動の行いやすい服装 

◆主 催：健康スポーツ部会 

 

※お問い合わせ：からきだ菖蒲館受付 

              Tel 042-338-6333 

イベント情報 

 
第３１回落合夏祭盆踊り大会 

 
開催日：8月 6～７日（土・日）雨天中止 

場 所：パルテノン大通り 

内 容：盆踊り大会：両日とも午後 6 時～午後 8時 10 分 

    縁日(出店）：両日とも午前 10 時～午後 8時 30 分 

 

 

（運営協議会には総務企画部会、文化部会、福祉・環境部会、まちづくり部会、健康・スポーツ部会、広報部会の６つの部会があります。） 

 
ホームページがオープンしました！ 
 
今後はこのサイトから唐木田コミュニティセンターの活動に関する最新情報

をご提供してまいります。 

 
ホームページ http://karakida.org/ 

 

 

郵便局株式会社 

唐木田駅前郵便局 

〒206-0035 東京都多摩市唐木田 1-122 

TEL 042-389-4816 

 

ハロー From Shobukan   

 
初めての茶道体験 
（ミニ国際交流） 

 
パリで、普段から日本食や日本文化に親しん 

でいる大学生の Marie ですが、ホームスティ 

先の多摩市からきだ菖蒲館での初めての茶道体 

験（tea-ceremony）は、殊の外、印象に残った 

ようです。 

    落合 白山神社 
                 9 月 10日 (宵宮)  9月 11日 (式年祭） 

                 多摩市落合 2丁目 2番地の 1 パルテノン多摩東側 200ｍ 

 

 

 

 
地域のコミュニティの発展のために 

 

地域のみなさん、建設関係者の皆さん「からきだ菖蒲館」

おめでとうございます。完成までに１０年かかったこの素

晴らしいコミュニティセンターの開館は少し変わっており

ました。開設式典も無く、４月 1 日の開館当日、私の首に

は鶴牧西公園育ち青竹筒で作られた東日本大震災の募金筒

が下げられていました。そうです岩手、宮城、福島の未曾

有の大震災があり、衆苦に意を表明し、自粛したのです。

震災現地のことを思えば理解できることです。しかし、市

民の地域の皆さん、この素晴らしい施設は自粛せずに大い

に活用、地域のコミュニティ発展のため安心安全のために、

利用活用してゆこうではありませんか？ 

まちづくり部会では、中沢池公園の菖蒲園見学や防災訓

練・救命講習会、クリーンアップ作戦など様々な活動を予

定しています。          （４月３０日 記） 

 

      

まちづくり部会長 宮本 格 

   

 

ロビーに「和」なごみカフェがオープンしました。 

営業時間：10 時～18 時 

定 休 日：月曜日、祝日 

メニュー：飲み物と軽食 

(サンドイッチ、カレー等） 

和 nagomi Cafe は唐木田コミュニティセンター運営協議会と

NPO 法人どんぐりパンが共同で運営しています。どんぐりパン

は、障がい者の就労を支援する事業を行っている団体です。 

 

 

 
 

  

 

 

 

 


