発行： 2019 年 10 月 27 日 (隔月発行)
No.060
唐木田コミュニティセンター運営協議会 編集： 広報部会
公式ホームページ：http://karakida.org/
メ ー ル ア ド レ ス：info@karakida.org

しょうぶかん

からきだ菖蒲館コンサート
~ X'mas スペシャル JAZZ NIGHT ~

◆ 12 月 22 日(日)

はま

れい

■濵田 麗(Vo)

17:30 開場 18:00 開演
会

だ

場 ： ロビー

入場料 ： ￥500 (小学生以下無料)
出 演 ： 濵田 麗、熊村剛輔、勝田ロン
田村修、佐藤隆治
主 催 ： 文化部会

2013 年フランス文化芸術勲章オフ
ィシェ受賞。2017 年 10 月 NY にて
初ライブを成功させる。鈴木直樹
& SwingAce ビッグ
バンドや、自身のバ
ンドでホテル、ライ
ブハウス、外国人記
者倶楽部、イベント
等で活躍中。

千葉からきた村医者と産婆
多摩の歴史さんぽ（１８）
先日の台風 15 号では千葉県が大き
な被害に見舞われました。千葉にボラ
ンティアに駆け付けた方もおられたこ
とでしょう。実は近代の多摩を医療面
で支えた人物のなかに千葉県出身者が
含まれているのをご存知でしょうか。
まず、多摩村の開業医第一号の沼野
元章(釜吉)は千葉県出身の人物です。
元章は千葉県小湊(現・鴨川市)の代々
産婦人科医の家に生まれました。父の
玄昌は佐倉順天堂で医学を学び｢三羽
烏｣と呼ばれたほどで、医学所(東京大
学医学部の前身)で種痘医の免許を受
けるなど先進的な人物でした。しかし
明治 10 年(1877)、安房郡鴨川町でコレ
ラが発生した際、患者を隔離するため
に現地へ向かった玄昌は、医学的知識
のなかった地元住民により｢患者の生
き胆を抜き、井戸に毒をまいてコレラ
を流行させている｣という誤解を受け、
殺害されてしまいます。元章が 14 歳の
時のことでした。のちに玄昌への誤解
は解け、昭和 53 年(1978)、玄昌死去の
地・汐留松林に慰霊碑が建立され、記念
誌が刊行されています。
父を亡くした元章は、｢三羽烏｣の一
人でもある長谷川泰の創設した済生学
舎(日本医科大学の前身)にて学び、わ

■熊村剛輔(Sax)

■勝田ロン(Bass)

■田村修(Piano)

■佐藤隆治(Dr)

サックス奏者として
ばかりでなく、音楽
ライターとしても活
動。世界を飛びまわ
るマルチタレント。

ウッドベースからエ
レキベースを弾きこ
なし、クラシックの
オーケストラまで幅
広く活躍中。

幼少よりエレクトー
ンを始め、ピアノ、
シンセサイザーもこ
なすマルチキーボー
ディスト。

16 歳からドラムを始
め、大学在学中からラ
イブハウスで演奏。ボ
ーカルのサポートを中
心に活躍中。

私らしい働き方を CoCo プレイスで
橋場万里子

ずか 19 歳で医学開業試験に合格しま
す。その後、郷里の小湊や都内で開業
し、明治 26 年 4 月に多摩村東寺方の森
澤商店そばに｢沼野医院｣を開きまし
た。以後、昭和 8 年までの 40 年間、多
摩村の村医者として村人に種痘を接種
し、連光寺村御猟場の怪我人を診察す
るなど村の診療に力を注ぎました。
多摩で活躍した千葉県出身者は沼野
元章だけではありません。戦前に多摩
の産婆として活躍した市川みよも千葉
県出身でした。みよは、千葉県安房郡和
田町に生まれ、阿蘇郡の産婆学校養成
所を出て、牛込区の産婆・石川サイのも
とで修業します。多摩村にやってきた
のは、昭和 7 年に多摩村の獣医・市川
精一と結婚しためでした。
多摩村にやってきてからは、みよが
一手に多摩村のお産を引き受けまし
た。 昼は自転車で往診し、夜は妊婦の
家族が自転車やリヤカーで迎えに来た
そうです。 腕が良く、責任感が強いみ
よは地域の人から信頼され、みよ自身
や家族の名前を赤ん坊に付けた人もい
たほどでした。戦前の多摩村は出産ラ
ッシュで、多忙だったみよは、 残念な
がら昭和 25 年に 46 歳の若さで亡くな
りました。残された手帳にはびっしり
と取り上げた子どもたちの名前や体重
が記されていました。
こうした千葉県出身者を含む医療関
係者に多摩は支えられてきたのです。

自分らしく生きる女性たちを応援しています（３）
３回目は、昨年開業した「保育室付き
コワーキングスペース CoCo プレイ
ス（以下、CoCo プレイス）」について
お話します。5 年前から、ココリア多摩
センター5 階に、
「おしごとカフェ＆ホ
ール キャリア・マム」を運営していま
すが、
「女性が社会にもう一歩踏み出せ
るような場づくりができないか」、
「年
齢性別を超えて、地域のさまざまな人
たちの出発点になれないか」という想
いで CoCo プレイスをオープンしまし
た。東京都および多摩市の認定創業支
援施設です。
私自身、長男が２歳の時に起業しま
した。働き方は自由なので子どものそ
ばにはいたものの、会社を維持するた
めに長時間労働にならざるをえません
でした。自分の選んだ生き方に今でも
後悔はありませんが、もし少しだけわ
がままを言えるなら、運動会などの特
別なイベントの時だけではなく、もっ
と普段の子どもの姿を見たかったな、
という想いがあります。ベテラン保育
士がいて、子どもに優しい玩具や絵本
がたくさんある、木のぬくもりを感じ、
子どもも親も安心して働ける場所を作
りたいなと思っていました。 CoCo プ
レイスは、すぐ横に防音ガラスで仕切
られた保育室があり、デスクからふと

参考文献：パルテノン多摩『村医者と医者村』

当時の市川邸 戦前／市川洋子氏所蔵

堤

香 苗

目を上げると、楽しく遊ぶ子どもの姿
を見ることができます。このような場
を活用して、仕事も家庭も大事にしな
がら、自分のペースで働ける女性が増
えればいいなと思っています。
ご利用は女性だけに限定はしていま
せん。会員の交流会が月に一度あるの
ですが、資格取得の勉強やあるいは独
立創業、シニアの方など、さまざまな方
にご参加いただいています。地域の多
様性を会員同士が感じることができ、
新たな交流も生まれています。
また、厚生労働省のサテライトオフ
ィス事業の一環で、企業の従業員は平
日（月～金）無料で老若男女を問わずご
利用いただけます（無料登録手続有）。
家のリビングで仕事をするよりも、
ココリア多摩センター最上階、東向き
の大きなガラス張りの空間のほうが集
中でき、効率が上がると会員の皆様か
ら大好評です。PC、プリンターなども
完備。また別フロアには丸善やユザワ
ヤ、スーパーなどもあり、お買い物も困
りません。ビル内で仕事もプライベー
トも完結するという、まさにこれから
の働き方と言えるのではないでしょう
か。ぜひ、映画館に行ったつもりで、自
分が主人公のドラマをここで創ってみ
てはいかがですか？
最後までありがとうございました。
次は、 CoCo プレイスでお会いしまし
ょう！
筆者紹介：堤 香苗(つつみ かなえ)
神戸女学院高等学部、早大文学部卒。大学
在宅中よりフリーアナウンサーとして
様々なメディアで活躍。多摩市で起業。
今期 20 期目を迎える株式会社キャリア・
マム代表取締役。
鶴牧在住

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。

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
※唐木田図書館休館日：毎週月曜日、祝祭日

休館日：第 2・第 4 月曜日

※和カフェ定休日：毎週月曜日、祝祭日

ハロー From Shobukan

からきだ菖蒲館広報紙
鶴牧中学校 吹奏楽部 アンサンブルコンサート

第 39 回地域健康医療講座

～ 吹いて 奏でて 楽しむ吹奏楽 ～

～ 健康医療貯筋体操 ～
☆日 時：11 月 4 日(月) 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：30 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
※ 動きやすい服装で
☆主 催：健康･スポーツ部会

TAMA フレイル予防プロジェクト（TFPP)
～ あなたがもっと健幸になるためのフレイル度測定会 ～
年を重ねて気力や体力が衰えた状態を｢フレイル｣と言い
ます。あなたの状態をチェックしてみましょう。

☆日 時： 11 月 30 日(土) 10:00～12:00
☆場 所：2 階ホール
☆参加費：無料(当日は直接会場へ)
※ 歩行測定がありますので、動きやすい服装で
滑らない上履きをご準備ください

☆講 師：国士舘大学、多摩センター地域包括支援
センター、多摩市高齢支援課
☆主 催：福祉部会

菖蒲館ウォーキング

～ よりよく生きるためのコツを学ぶ！ ～
事前勉強不要！自分らしくいきいきと暮らし続けるため
に役立つ知識を｢明るく楽しく｣学びましょう。

☆日 時：11 月 30 日(土) 12:15～ (1 時間程度)
☆場 所：2 階ホール ☆参加費：無料
☆申込み：締切 11 月 22 日(金) 電話受付可
☆講 師：健幸まちづくり推進室 職員
☆主 催：多摩市健幸まちづくり推進室
唐木田コミュニティセンター運営協議会

福祉なんでも相談会
～ 福祉、介護、認知症ほか 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 ～

☆日 時： 11 月 19 日(火) 14:00～16:00
※12 月は休みです。次回は 1 月 21 日(火)を予定

☆場 所：1 階第１会議室

時：12 月 14 日(土) 10:30～11:40
所：2 階ホール
場：無料(※写真撮影等禁止)
催：文化部会
援：唐木田児童館

～ 街路樹の紅葉と黒川の美術展 ～
☆日 時：11 月 29 日(金) ※小雨決行
9:30 菖蒲館集合
☆コース：豊ヶ丘南公園～瓜生見返り橋
～諏訪南公園～海道ひだまり公園
～黒川駅(約 8ｋｍ、3 時間)
☆参加費：100 円(保険代ほか) 当日直接受付 野津田公園
☆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

大人のためのクラフト
～ ちょっと早めの X'mas ステンドグラスつくり ～

☆日 時：11 月 30 日(土) 9:40～
☆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

日本の文化に触れ合う
日曜朝市
地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！
☆日 時：第 97 回 11 月 17 日(日) 9:00～11:00
第 98 回 12 月 15 日(日) 9:00～11:00
毎月 1 回実施(原則第 3 日曜日)

お試し ライフウェルネス検定

☆日
☆場
☆入
☆主
☆後

☆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

〜 ひょうたん、しゃもじにペイントしよう！〜
☆日 時：12 月 7 日(土) 10:00～12:00
☆定 員：20 名(要予約)
☆対 象：地域の子ども､親子､大人のみも可
※幼児は保護者同伴

☆場 所：唐木田児童館遊戯室
☆申込み：11/2(土)～ 唐木田児童館 ℡ 042-338-2277
☆主 催：唐木田児童館、文化部会

映画鑑賞会

パソコン教室

妻よ薔薇のように 家族はつらいよ III

～ ネットで年賀状を作ろう ～

「へそくり」を夫が批判、怒った主婦が家出。残された２
人の息子と夫にその両親一家の大騒動。主婦の有難さを感
ずる人情喜劇(2018 年松竹作品)

監督：山田 洋次
主演：橋爪 功、吉行 和子
☆日 時：11 月 15 日(金) 上映 14:00～16:10
☆場 所：2 階ホール
☆参加費：無料(事前の申込み不要、直接会場へ)
☆定 員：80 名(先着順)
☆主 催：福祉部会映画同好会

☆参加費無料(直接会場へ)

☆日 時：第１回 11 月 21 日(木) 10:00～12:00
13:00～15:00
第２回 11 月 28 日(木) 10:00～12:00
13:00～15:00
第３回 12 月 5 日(木) 10:00～12:00
13:00～15:00
☆場 所：2 階第 2 会議室
☆定 員：各回 5 名(申込み先着順 受付 10:00～)電話受付可
☆受講料：1000 円(いずれの回も同一内容)
☆機 器：ノートパソコン(Windows10)を貸与
☆主 催：パソコン教室特別委員会

※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

幼児のための出張ひろば プチ・フェアリー
～週１回、児童館から遠い地域で出張ひろばを
開設しています。おもちゃや絵本などを用意しています
お気軽にあそびに来てください。～

☆日 時：原則毎週水曜日 10:30～15:30 (時間内自由)
☆場 所：社会福祉法人楽友会 白楽荘 4 階多目的室
☆対 象：地域在住の未就学児の親子
☆参加費：無料(申込み不要)
☆主 催：唐木田児童館 ℡042-338-2277
☆後 援：広報部会

菖蒲の会（高齢者食事会）
～ 令和に変わって一年目 早～クリスマスソングが流れる
季節になりました。一足先にクリスマス気分で皆さんと
一緒に食事会をして楽しい一時を過ごしましょう！ ～

☆日 時：11 月 21 日(木) 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

花いっぱい運動でつくる“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：11 月 16 日(土) 10:00～
12 月 21 日(土) 10:00～

（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 10:00～)
※本人が直接申込み下さい(電話可)

☆献 立：ポトフ､オムレツ､サラダ､パン､デザート
※アレルギーの方はご相談下さい

☆主 催：福祉部会

☆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

※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より

次号は 1 月 3 日 発行予定

