
 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                          

                                         

水生で浄化槽、汚水槽などで発生しま
す。家屋内には、幼虫が排水管を伝っ
て侵入してくる場合と、成虫が燈火に
誘因されて入ってくる場合がありま
す。 
 最近は、ペットを室内で飼うことが
多くなりました。ペットには種々の虫
やダニが寄生します。その内でもネコ
ノミが問題となっています。以前に
は、ヒトにはヒトノミが、イヌにはイ
ヌノミ、ネコにはネコノミが寄生して
いました。ところがヒトノミは東京都
内では３０年も見つかっていません。
イヌノミも都市部では見られなくな
りました。現在我々が見ているのはほ
とんどがネコノミです。ノミの卵は粘
着性が無く床などにバラバラと産み
落とされます。孵化した幼虫は、吸血
せず体からの落脱物などを食べて成
長し蛹となります。一度家屋内に住み
着くと駆除が大変です。イヌの散歩な
どの場合には、野良猫がたむろしてい
るような場所は回避すると良いでし
ょう。 
 この連載は今回で終わりです。家屋
内には、ゴキブリなどまだまだ沢山の
虫がいます。また機会があれば他の虫
も紹介します。 
 
 
 
 
執筆者の紹介 
篠永 哲(しのながさとし) 医学博士 
虫研究の権威で、虫捕り名人。東京医
科歯科大学で研究、教育。著書：家庭
昆虫園（平凡社新書）など多数。 
東京動物園協会評議員。唐木田在住。  
 
後記：この連載は好評のうちに終わら
せて頂きました。有難うございまし
た。 
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３．“みどり”が骨格の街づくり計画 

 落合・鶴牧地区は、それまでのニュー
タウン計画を反省し、「一生暮したい“ふ
るさと”と誇りにできる街づくり」を目
指しました。そこで、この地区に僅かに
残った緑と多摩市と町田市境の尾根筋を
自然歩道「多摩よこやまの道」とし、府
中カントリークラブの緑や丹沢の山々、
遠くは富士山を景観に取り入れる計画に
しました。また、この地区の四つの近隣
公園を環の様に連続して配置し、基幹と
なる緑の空間(基幹空間)を設定し、その外
側には歩行者専用道路による緑の環を設
けるなどして街に“緑の骨格”を造りま
した。宝野公園と奈良原公園には、皆様
もご存じの富士山を真正面に据えた富士
見通り(幅 40m 延長約 500m)を設定しま
した。また、鶴牧東公園には、わが街を
一望できる鶴牧山(山頂標高 149m)を築
きました。山頂は初日の出を迎える良い
場所にもなりました。次回は、鶴牧西公
園についてのお話をしたいと思います。 

 

 

 

 

 

図‐1        図‐２ 

図-1 は街を正面に据えた構想図(UR パンフレットよ

り、造園家 上野泰氏描く) 図-2 は「落合・鶴牧地

区」のみどりの概念図 

 

 

 

 

 

 

 
 
執筆者の紹介 

造園家：大石 武朗（おおいしたけろう） 

元住宅・都市整備公団勤務、多摩ニュータ

ウン開発に長く携わる。多摩市唐木田在住 

はじめに 
菖蒲館のある鶴牧地区は、落合地区と

共に昭和５７年(1982)春から入居開始し、
唐木田地区も、区画整理事業と新住事業
の工事がほぼ同時に始まり、以来約３１
年経ちました。また、平成 2 年(1990)3 月
には唐木田駅が開業し、早くも 23 年経つ
ことになります。そこで、落合・鶴牧・
唐木田地区の “みどり”の 成り立ちに
ついてお話することにします。 

 
１．多摩ニュータウン計画の見直し 

多摩ニュータウンの入居は、昭和４６
年(1971)３月に諏訪・永山・愛宕地区から
開始しました。昭和４８年３月までの２
年間に集合住宅約 8500 戸が入居しまし
た。この急激な入居により多摩市などの
地元自治体の学校建設等による行財政問
題や通勤対策(鉄道開通の見通し)、自然環
境喪失等の問題が顕在化しました。そこ
でニュータウン計画は、昭和４９年１０
月にこれらの問題を解決し、住宅戸数優
先から住宅の質の向上や快適な生活環境
の確保を目指して、緑とオープンスペー
スを住区（街）面積の 30％以上確保し、
豊かな緑を環境資産とする街づくりに向
けて大幅に見直すことになりました。 

 
２．昔の緑を失っていた落合・鶴牧地区 

落合・鶴牧地区の計画見直しは、昭和
５１年(1976)秋から始まりました。その時
には既に以前の住宅戸数優先の計画によ
り写真‐1 の様に造成され、落合地区の多
摩中央公園から青木葉天満宮までの東斜
面と鶴牧地区の鶴牧西公園付近の西斜面
に雑木林が残っているのみでした。 

 
私たちの街のみどり   (第一回)     

～ふるさとと誇りにできる街づくりを～      大石 武朗 

虫はなぜ嫌われる    (最終回)         

篠永 哲 

家屋内の虫やダニ 

寒くなってきました。屋外の虫たちは
冬越しの支度にかかっているでしょう。
その形態は、種類ごとに異なります。卵、
幼虫、蛹（さなぎ）、成虫というように
それぞれの虫で異なります。ところが、
我々の家屋内ではどうでしょうか。最近
は冷暖房が完備して１年中快適な生活
をしている家が増えました。そうなると
家屋内に生息している虫の生活も変化
しました。新築直後の家では、木材やコ
ンクリートが乾燥してなく屋内の環境
が安定していません。このような状態で
は、そこに生息している虫やダニの種数
がとても多く、調べてみると３０数種に
もなることがあります。その後、家屋内
の環境が安定するとヒョウヒダニとい
うダニ（写真）が７０％以上を占めるよ
うになります。このダニは体長 0.3~0.5 
mm、寝具、畳、絨毯などに多く、その
糞、脱皮殻、死骸などを常時吸入してい
ると、体質によりますがアレルギー性鼻
炎や喘息などの原因となることがあり
ます。それを調べるには、掃除機の中の
ゴミからダニを抽出します。ゴミを篩( 

ふるい)にかけ大きなゴミは取り除き
200メッシュの篩に残った細塵１g中の
ダニを調べます。１g 中に 500 匹くら
いならば症状が出ないとされています。 

チャタテムシという昆虫がいます。体
長約 1.0mm、 背腹が扁平で畳の上や乾
燥食品などで見られます。この虫は、食
品害虫として知られ、ソーメン、パスタ、
鰹節などを長期間常温で貯蔵している
と多数発生していることがあります。 
時には、新しい畳や押し入れの中などで
も大発生することがあります。 

洗面所や風呂場の壁に体長 3~4mm、
チョウのような鱗毛をもった灰色の虫
がとまっていることがあります。オオチ
ョウバエです。蚊の仲間ですが吸血した
り病気の媒介などはしません。幼虫は 

 

 

 写真-1「多摩センター・落合・鶴牧地区」(1976 UR

撮影パルテノン多摩所蔵) 

  

 

 
写真-2「落合・鶴牧地区」の空中斜め写真 1987

年 7 月撮影 UR パンフレットより) 

 

 

唐木田コミュニティセンター運営協議会一同 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ハロー From Shobukan   

 

 

日曜朝市  

地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！ 
 
☆日 時：第 15 回 1 月 20 日（日）9 時～11 時 

第 16 回 2 月 17 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 

 

次号は 2 月下旬 発行予定 

 

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/ 

 

 

 

 

がんになっても元気に生きられる！ 

～最新のがん治療法～ 

第 5回からきだ菖蒲館の地域医療講座 
 

☆日 時：1 月 12 日(土)13 時 30 分～15 時 30 分 

☆場 所：２階ホール （入場無料） 

☆講 師：吉田 寛氏 日本医科大学多摩永山病院 

消化器外科･乳腺外科･一般外科 部長 

☆主 催：運営協議会・地域医療講座特別委員会 

☆後 援：多摩市、多摩市医師会、多摩市社会福祉協議会 

☆問合せ：042-338-6333（事務局） 

からきだ菖蒲館広報紙 

スポーツ吹矢体験教室(5日コース) 
 

スポーツ吹矢は誰でもできる安全な健康スポーツです。

2013 東京国体のデモンストレーションスポーツとして 

多摩市にて開催されます。（9 月 21 日(土) 於総合体育館) 

スポーツ吹矢をマスターして国体に参加しましょう！ 

☆日  時：1 月～3 月の日曜日(全 5 回)午後 2 時～4時 

(1 月 27 日､2 月 10 日､2 月 24 日､3 月 10 日､3 月 24 日) 

☆場  所：菖蒲館 2 階遊戯室 

☆募集人員：先着 25 名（5 回とも参加可能な方） 

☆参加資格：小学校 3 年生以上の老若男女どなたでも 

☆参 加 費：全 500 円（マウスピース代・保険料・資料代） 

☆服  装：軽い体操ができる普段着で可。上履き必要。 

☆講  師：(社)日本スポーツ吹矢協会 公認指導員 

リーダー 山田信彦氏(多摩市中央支部支部長) 

青木悦子氏(多摩落合くれない支部支部長)他 

☆申 込 先：菖蒲館受付 042-338-6333 

☆共  催：東京都スポーツ吹矢協会 

運営協議会 

☆後  援：唐木田児童館 

 
 

 

住み慣れた地域でしあわせな老後を 
 

高齢者セミナー「最後まで在宅で過ごすために」 
  

☆日 時： 1 月 26 日（土）13 時～14 時 30 分 

☆場 所：２階ホール   ☆参加費：無料 

☆講 師：からきだ駅前クリニック院長 

関原正先生 

（座 長）関原先生 

（発表者）訪問看護師さん、 

在宅で世話をされてるご家族 2 名 

☆対象者：どなたでもご参加ください。                          

☆主 催：運営協議会，福祉・環境部会 

☆後 援：多摩市社会福祉協議会 

☆問合せ：042-338-6333 （事務局） 

絵本よみきかせ  
 

～おはなしのいす～ 
 

☆日 時：1 月 5 日（土）11 時～11 時 40 分  

          2 月 2 日（土）11 時～11 時 40 分       

☆場 所：2 階和室 

☆申 込：事前の申込は不要です。 

☆対象者：絵本は誰もが楽しめ心を豊かにして 

くれます。 

☆主 催：運営協議会，福祉・環境部会 

☆問合せ：042-376-4538（白石） 

   

 

 

 

   
新都市センタービル ＋ ３階クリニックフロアー  

新垣内科外科クリニック 
 

診療時間 
月火水金：9時～12時  15時～18時  

土：9時～12時  
休診日：木曜日 日曜日 祝日 

  
東京都多摩市鶴牧 1-24-1 （多摩郵便局隣） 
☎ FAX 042-373-0514 

                             医師 新垣美郁代 

 

■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 

 

唐木田コミュニティセンター 事務スタッフ募集のお知らせ 

 当協議会では事務スタッフを募集します。 

☆職種：時間勤務、夜間勤務 各１名 

☆募集要項の配布：12 月 20 日（木）より受付にて 

☆問合せ ：042-338-6333 （事務局） 

      

  

 

◆1月 19日(土) 開場 17:00 開演 17:30  会場：ロビー 入場料 ５００円 
出演： 菊塚 多佳子(きくつか たかこ）, 菊尾 千鷲(きくお ちしゅう）, 菊千満 千賀(きくちま ちが） 

主催： 運営協議会 文化部会 

大人のための折紙講習会 

～あの日背負ったランドセルを好きな色で折ってみませんか～ 
 
☆日 時：1 月 26 日(土）10 時～12 時(開場 9 時 50 分) 

☆場 所：1 階 第１会議室 

☆講 師：佐藤ようこ氏  日本折紙協会会員、 

おりがみ「つるの会」主宰、多摩市在住 

☆参加費：300 円(材料費込み） 

☆持ち物：ハサミ、カッター 

☆申込・問合せ：042-338-6333 （事務局） 

☆主 催：運営協議会・文化部会 

 

■曲目 越後獅子(えちごじし） 黒髪(くろかみ) たぬき 明治松竹梅 （めいじしょうちくばい）  

 

 

 

 

冬の里山を歩いてみませんか！ 

☆日 時： 

1 月 26 日(土)尾根緑道方面(約 8km)南大沢駅解散 

2 月 14 日(木)はるひ野方面(約 7km) はるひ野駅解散 

3 月  1 日(金)黒川方面(約 8km)黒川駅解散 

☆集 合：9 時 30 分菖蒲館玄関前 ＊雨天中止 

☆参加費：100 円(保険代含む）＊事前申込み不要 

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具等 山道あり！ 

     底の厚い歩きやすい靴と服装で 

☆問合せ：042-338-6333 （事務局） 

☆主 催：運営協議会 健康・スポーツ部会 

使用料改定のお知らせ 
平成 25 年 1 月から貸室の使用料が改定されます。 

☆問合せ：042-338-6333 （事務局） 

唐木田コミュニティセンター 活動メンバーの募集 

当協議会は、菖蒲館を運営し、地域住民の親睦と交流を

目的として、ボランティアで活動しています。 健康 

スポーツ、福祉環境、文化、まちづくり、総務、広報の 

6 部会があります。お気軽に事務局にお問合せ下さい。 

☆問合せ ：042-338-6333 （事務局） 

故三世菊塚千楽を祖父にもち、幼少のころより母、菊塚麗子に手ほ

どきを受ける。新曲を沢井忠夫師、一恵師に師事し、1986 年 NHK

オーディションに合格。古典曲を人間国宝の故菊原初子師に師事。

1993 年社団法人当道音楽会主催第一回地歌箏曲コンクール菊原初

子賞を受賞、同年上海音楽院にて公演。インド、香港、スイス、ア

メリカ等からも招聘され演奏。現在、地歌を五代目菊原光治師に師

事、胡弓を菊津木昭師に師事。地歌舞の会等に出演。東京千楽会主

宰、公益社団法人当道音楽会東京支部長。 

 

1960 年地歌箏曲入門。1973 年、故三世菊塚千楽師より

菊尾千鷲の称号を授与される。1988 年、故菊原初子師よ

り野川流三絃本手組歌及び生田流箏曲組歌を全曲習得、

伝授巻物を授与される。1991 年、ＮＨＫ邦楽オーディシ

ョン合格、1993 年社団法人当道音楽会主催第一回地歌箏

曲コンクールにて菊原初子賞受賞。現在、菊原光治師に

師事し、後進の指導にあたっている。東京千楽会会員、

公益社団法人当道音楽会東京副支部長。 

1967 年地歌箏曲入門。18 歳の時社団法人当道音

楽会にて少授導の職格を授与される。近年は東京

千楽会米国ツアーのコーディネーター兼演奏、国

際交流基金の研究生（米国バークリー音楽院准教

授）への邦楽実技と歴史指導、都内美術館での地

歌舞イベントや津軽三味線リサイタルへの助演

等。東京千楽会会員、いとね会主宰。 

 

■菊塚 多佳子 プロフィール ■菊尾 千鷲 プロフィール ■菊千満 千賀 プロフィール 

 

ｽﾎﾟｰﾂ吹矢ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰｰ｢ﾌｷｬｯﾄ｣

○ｃ日本ｽﾎﾟｰﾂ吹矢協会 

 

 

～日本の調べ 地歌箏曲（じうた そうきょく）～ 


