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しょうぶかん

パルテノン多摩全面協力による
松岡磨美ピアノリサイタルを聴いて

秋のサロンコンサートのご案内
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をお贈りしております。
どうぞお誘い合わせの上、お気軽にお出かけください。

◆11 月 5 日（土）「ピアノ三重奏の楽しみ」 １３：３０開場 / １4：0０開演 会場：２階ホール
ヴァイオリン・チェロ・ピアノによる憩いのひとときをお届けいたします。
パルテノン多摩訪問コンサート
出演者：ヴァイオリン：山本友重（東京都交響楽団コンサートマスター）
チェロ：柳瀬順平
ピアノ：田中麻紀
曲 目：メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第１番ニ短調作品４９ほか
主 催：公益財団法人 多摩市文化振興財団 （パルテノン多摩）

去る 8 月 27 日、地元出身の若き女流ピアニスト、松岡磨
美さんのリサイタルがからきだ菖蒲館ホールで開催されま
した。彼女にとって実質的な地元デビューですが、ホールと
ピアノも今春デビューという、若々しさに満ち溢れたリサイ
タルとなりました。松岡さんの演奏はしなやかで抒情性にあ
ふれ、それぞれの作品に込められた夢、希望そして祈りを真
摯に表現され、ホールを埋めた 90 名の聴衆に大きな感動を
与えていました。
地元出身の若き演奏家によって門が開かれたとも言える
若きからきだ菖蒲館ホール。これから積み重ねていくであろ
う歴史を思うと胸が躍る、そんな夕べとなりました。
＊10 月 7 日パルテノン多摩にてリサイタルがあります。

唐木田コミュニティセンター運営協議会/文化部会

＊問い合わせ：からきだ菖蒲館受付
Tel 042-338-6333

入場料 500 円

からきだの里に菖蒲園があったころ （その２）
横倉 舜三

唐木田の里は昭和三十年代の後半にかけて田んぼや畔に華麗な花が目につ
くようになってきた。都道府中相模原線を通り抜ける人々もこれらの菖蒲の
花が目に留まり車を止めて立ち寄る人も多くなり、一躍、
「菖蒲の里」として
の知名度も高まっていった。
花の咲いている姿を見て、自分の庭にも優雅な花を咲かせて見たいと、苗
や切り花を求めようとする人々が増えてきた。そして、六月の土、日曜日に
は家族総出で、苗を欲しい方達への対応をしたり、親戚からも手伝いに来て
もらうようになって、ますます菖蒲園としての賑わいを見せることになった。
そのため、菖蒲の種類を増やし、植栽方法や生育状況などを他の菖蒲園を
視察見学に行き、栽培方法の改善に努めていった。
毎年六月から七月にかけての植え替えの時期には京王百花苑を訪れ、当園
に無い品種などの苗を購入して種類を増やしていった。その結果として、五
十種類を越える代表的な種類（品質）を集める事ができた。
昭和五十年に行われた多摩市民祭の一環として、催されたミス多摩コンテ
ストでは、選ばれたミス多摩と準ミスの三名による当菖蒲園での撮影会も開
催され、多くのカメラ愛好家の活躍の場ともなった。
当時の園内には売店や自動販売機もなく、休憩所もテント一張りあるだけ
だった。来園者の喉を潤すことも出来ないことから、来園者には抹茶を差し
上げようと裏千家愛用の御園棚を持ち出し、茶席を設けたこともあったが、
落ち着かない雰囲気で長続きしなかった。親戚の娘にも頼んで琴の演奏を行
ったりして梅雨の晴れ間を縫ってのひとときを優雅に菖蒲の花を眺めながら
楽しんでもらおうと企画をしたこともあった。
しかしながら、多摩ニュータウンの造成工事が着手されることになり、旧
住民は庭木一本も残すことなく家もろとも唐木田の里から一時集団移転で離
れることになった。
（次号に続く）
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す。
この地をこよなく愛し、地元の発展ご尽力され、この
地の歴史と共に歩んでこられました。

Q： 屋上緑化をしていますが、芝生の手入れはどうなっていますか。ま
た、雑草が生えていますが、その処理をどうするのですか？
A： 専門の植木屋によりカット整備をおこないます。また、雑草の除去
も行うべきとの一部の方のご意見も頂いておりますが、地域の自然
を優先する植生環境に沿った建物の設計がなされており、背の高い
草等も緑化の一部と考えておりますので、ご理解をお願いします。

ホームページも合わせてご覧ください！
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おりますので、是非
ご覧になって下さい。
ホームページ http://karakida.org/

事務局長からのご挨拶
からきだ菖蒲館が開館してから、早半年が経とうとしています。これまで菖蒲館をご
利用の皆様方から、｢菖蒲館は雰囲気がとても明るくていい｣｢スタッフが笑顔で接してい
るところがいいですね｣｢いつもよくしていただき、感謝しています｣｢菖蒲館で卒業生が
学習する場があるのはありがたい｣など、温かい言葉を掛けていただくことがあります。
反面、｢館内の表示がわかりづらい｣｢通気口から結露が落ちてきた｣｢子どもの声がうるさ
い、何とかならないの｣｢バイク置き場が狭い｣｢職員の説明が不親切だ｣など、お叱りの言
葉や、｢会場の申込みを３ヶ月前にしていただきたい｣などのご要望を直接お伺いしたり、
｢リクエストカード｣に記入していただくこともあります。
皆様方からの温かい言葉は、職員にとって何よりの励みとなります。いくつか改善さ
せていただいたものもありますが、解決までに時間を必要とするなど苦慮しているもの
も数多くあります。そのため、皆様方にはいろいろとご不便をお掛けしていて、申し訳
なく思います。
私は、ご意見やご要望はすべてが貴重なものであり、何よりも大切にしなければなら
ないと考えています。皆様方からのご意見、ご要望を大切にし、菖蒲館運営の改善に活
かしていってこそ、誰もが、いつでも、和やかに、ふれあい、交流し合える菖蒲館を実
現することになると確信しております。からきだ菖蒲館は、皆様方のご意見、ご要望を
真摯に受けとめ、改善に活かしていきますので、今後も率直なご意見、ご要望をお寄せ
くださいますようお願いいたします。
唐木田コミュニティセンター事務局長 橋本 正則

楽器･楽譜ショールーム ＆ ヤマハ音楽教室
ココリア多摩センター４Ｆ（多摩センター三越上）
TEL.042-375-5311 営業時間 10:30～21:00
http://www.suganami.com/tama/

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

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 1-1-22
TEL 042-389-4816

休館日：毎週第２・第４月曜日

ハロー From Shobukan
◆イベント情報

日曜朝市

「太極拳入門」

認知症サポーター養成講座

10 月 16 日から「日曜朝市」が始まります。
地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広
場に！

動と静の中に健康と長寿あり！

認知症ってなあに？ 物忘れとどう違うの？
等々……について一緒に学びましょう！

☆日 時：
（雨天でも実施）
第１回 10 月 16 日（日）9 時～11 時
第 2 回 11 月 13 日（日）
〃
第 3 回 12 月 18 日（日）
〃
毎月 1 回実施します（原則第 3 日曜日）
☆場 所：からきだ菖蒲館 玄関前広場
☆野菜販売：周辺の農業生産者のご協力
による
☆主 催：運営協議会・日曜朝市実行委員会

絵本よみきかせ
☆日 時：10 月 1 日（土）11 時～11 時 40 分
11 月 5 日（土）
〃
☆場 所：からきだ菖蒲館 2 階・和室
☆申 込：事前の申込は不要です。
☆対 象：幼児から大人まで，どなたでも楽
しめる内容となっています。
☆主 催：運営協議会，福祉・環境部会
☆問合せ先： ℡376-4538（白石）
皆様のご参加をお待ちしております

◆日 時：10 月 13 日（木）18 時～21 時（途中休憩有）
◆場 所：2 階 ホール ◆定 員：30 人
◆講 師：徐 広林氏（広林大極文化センター代表）
◆参加費：500 円
◆対象者：健康増進に関心のある方
◆持ち物：飲み物、タオル、上履き
◆服 装：運動の行いやすい服装

体操で元気になれる！元気を出せる！

☆日
時：10 月 20 日（木）14 時～15 時 30 分
☆場
所：菖蒲館 2 階 ホール
☆定
員：30 人（申込み先着順）
☆申込み先：からきだ菖蒲館（受付）℡338-6333
☆参 加 費：無料
☆主
催：運営協議会，福祉・環境部会
（担当：℡338-6068 石上）

菖蒲館健康体操の会
◆日 時：10 月 3 日（月）、17 日（月）13 時～15 時
11 月 7 日（月）、21 日（月）
〃
12 月 5 日（月）、19 日（月）
〃
◆場 所：2 階 ホール
◆講 師：青木 美樹氏
◆参加費：6 回 3000 円（収益金の一部は震災復興の為
に役立たせて頂きます。
）
◆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
＊継続講座につき、満員となる場合があります。

中高年からの健康づくり

からきだ菖蒲館 屋上見学会 ＆ 環境セミナー
からきだ菖蒲館の屋上を見学しませんか。
ソーラー発電システム、屋上緑化など
☆日
時：10 月 23 日（日） 14 時～15 時 雨天決行
☆場
所：菖蒲館・屋上 ＆ 2 階・会議室 3
☆定
員：25 名（申込み先着順）
☆対
象：地区内にお住まいの方（中学生以上）
☆講
師：（株）日本電力サービス、嶋野一郎氏
☆主
催：運営協議会，福祉・環境部会
☆申込み先：℡338-6068（石上）

元気はつらつ活き活きセミナーのお知らせ

「災害への備えと対策」（多摩市出前講座）
大震災を教訓に、地域の安心安全をどのよう
に確保するか
◆日 時：10 月 15 日（土）14 時～
◆場 所：2 階 ホール
◆講 師：新倉育夫氏（多摩市防災安全課）
◆参加費：無料
◆主 催：まちづくり部会
◆問い合わせ：からきだ菖蒲館（受付）
℡338-6333

「老いと向き合いながら、これからの人生をより楽しく
元気で過ごすために」
◆日 時：10 月 22 日（土） 10 時～12 時
◆場 所：2 階 ホール ◆参加費：300 円
◆講 師：堀井英昭氏 ニューライフ研究会ほか
◆内 容：1 “健康寿命”を延ばそう！
2 EQ 性格判断遊び
3 健康体操の実技
4 歌でつなぐ青春の思い出
＊お申込み・お問い合わせ：からきだ菖蒲館受付
℡338-6333
◆主 催：健康・スポーツ部会

男の料理教室
初心者向け・楽しんで料理つくりをしましょう
☆日
☆場
☆定
☆申

時：10 月 19 日（水） 9 時 30 分～13 時
所：菖蒲館 1 階・調理室
員：12 人（申込み先着順）
込：10 月 1 日～10 日菖蒲館受付まで
（電話による申込は受付けておりません。）
☆参加費：材料費 500 円を当日お支払いください。
☆内 容：
「秋鮭の香草焼き」と「炊き込みご飯」等。
☆主 催：運営協議会，福祉・環境部会
（担当：北川℡339-6356）

唐木田ウォーキングのご案内

11 月 13 日（日）
楽しい盛りだくさん
のイベントを企画中
です。
次号は、
菖蒲館祭り特集号で 11
月初旬発行予定です。
協賛広告のご案内
広報紙では広告を募集
しております。
詳しくはホームページ
をご覧ください。

遺言や相続等の相談・書類作成
国・都・市への許認可申請等諸手続
篠崎行政書士事務所
行政書士

篠崎一雄
多摩市鶴牧 2-23-12
TEL: 042-374-4492

新垣内科外科クリニック

■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

新都市センタービル
３階クリニックフロアー
診療科目：内科、外科、消化器科、循環器科
診療時間：午前 9:00 ～ 12:00
午後 15:00 ～ 18:00
休 診 日： 木曜日・日曜日・祝日
土曜日は午前中のみ診療 院長 新垣美郁代
多摩市鶴牧 1-24-1 （多摩郵便局隣）☎ 042-373-0514

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

