
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉祥院(現・多摩市豊ヶ丘)には、江戸

時代の関戸村(多摩市関戸)出身の絵

師・相澤五流が描いた板絵があります。

絵の一部には鉛筆の落書きの跡が見ら

れます。落書きの主は、戦時中、多摩に

疎開に来ていた学童たちです。今回は

学童疎開の話をしてみましょう。 

 戦争が激しくなると、都心の子ども

が郊外や地方に移転する｢学童疎開｣が

おこなわれました。多摩地域には、旧・

赤坂区と旧・品川区からの疎開があり、

多摩村・稲城村では品川区の山中国民

学校の子どもたちを受け入れました。 

 村の寺院は子どもたちが生活を送る

｢学寮｣となりました。吉祥院(4 年生男

子 37 人)、大福寺(5 年生男子 33 人)、

高蔵院(5 年生女子 21 人)のほか、稲城

村の 6 つの寺院が学寮でした。 

子どもたちは昭和 19 年 8 月 14 日、

大井町駅を出て聖蹟桜ヶ丘駅に到着

し、徒歩で学寮に向かいました。学童の

ひとりは、当時の様子を｢駅前は一面田

んぼ。(中略)バスもなく駅よりてくて

く歩いて乞田の吉祥院まで来た覚えが

あります。周辺は田んぼ、畑、竹藪で大

変な処へ来たと思いました｣と回想し

ています。聖蹟桜ヶ丘駅から学寮に向

かう途中、多摩国民学校(現・多摩市役

所の地)で麦茶とトマトの歓待を受け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れば、チーム全体で対応するので安心

して仕事を始めることができます。 

 

女性は、自分の都合だけでは働き方

を決められず、家族の都合を優先する

ことも多いですよね。でも、在宅ワーク

なら働き続ける事ができます。 

特別な資格や素質が必要な仕事もあ

れば、今日からでも始める事ができる

仕事もあります。 今はキャリア・マム

のような在宅ワークの仕事を紹介して

くれる仲介業者や、インターネット上

で仕事を発注してくれるシステムを提

供しているクラウドソーシング事業会

社も増えました。会員登録は無料の場

合が多いので、モノは試し、と是非のぞ

いてみてください。 単純な入力以外

に、書く仕事やテストの採点、営業の資

料作り、翻訳、経理事務代行など、多種

多様な仕事であふれています。 ｢自宅

の夕ご飯の食卓を撮影して！｣なんて

いう仕事もあるんですよ。 

仕事を通じて、家族だけでなく社会

が自分を必要としていると感じられる

と、 毎日が活き活きとしてきます。そ

して、自分の自由に使えるお金が得ら

れる。最近はコワーキングスペースと

いう「働く場」が増えてきて、多摩セン

ターにもできました。 次回は、そんな

新しいワークスペースについてお伝え

します。 

しょうぶかん 
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新しい働き方 ～ 在宅ワークって何？ 

橋場万里子 多摩の歴史さんぽ（１７） 

 

多摩の学童疎開 

堤  香 苗  
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たそうです。 

子どもたちはお寺の本堂や拝殿など

に布団を敷いて寝ました。お寺なので、

葬式の棺桶を本堂に置くこともあり、

怖くてトイレに行けず廊下で放尿して

叱られた思い出を持つ子もいました。

食糧事情は学寮によって違っており、

食べ物を分けてもらったり菜園を作る

などして、あまり辛い思いはしなかっ

た学寮がある一方、ひもじくて馬の食

べ残しの人参を食べざるをえない所も

ありました。子どもたちは親と会えな

い寂しさや、ノミ・シラミ・疥癬などに

も悩まされました。また、焼夷弾を落と

された稲城の学寮もありました。 

 昭和 20 年 8 月 15 日の玉音放送を子

どもたちは疎開先で聞きました。米軍

が来たら闘うつもりで竹槍を作った学

童がいた一方、終戦の報を知って解放

感を感じた学童もいたそうです。多摩

村の疎開学童の大半にあたる 44 人は

20年 10月に一斉に品川に帰りました。

残った子どもは妙見寺に集められ、21

年の 3 月に疎開が終了しました。 

終戦後、山中国民学校の磯校長先生

や一部の学童は、多摩・稲城に定住しま

した。また、学寮だったお寺に手紙を送

り、来訪する元・疎開学童たちもいまし

た。疎開は 1 年という短い期間の経験

でしたが、子どもたちには多摩の印象

とともに、大きな忘れがたい記憶とし

て残ったのでしょう。 

キャリア・マムでは、子育てや介護、

障がいなどでフルタイムの勤務が難し

くても、諦めずに自分らしく楽しく働

くことを応援してきました。 

今回は｢チームで在宅ワーク｣とい

う、キャリア・マム独自の働き方につい

てご紹介します。 

一般的に｢在宅ワーク｣というのは、

主にパソコンやインターネットのよう

な情報通信技術を活用して働きます。

いわゆる｢会社員・パート｣のような｢雇

用｣とは異なり、｢委託、請負｣という契

約になります。 例えば、依頼された仕

事を自宅やコワーキングスペースなど

で自分のペースで責任をもって行うよ

うな働き方です。 

雇用ではないので｢雇用保険｣｢失業

保険｣などの保障はありませんが、｢定

年｣もないのでいつまでも働く事がで

きます。また、性別、国籍や障がいの有

無なども関係なく、小さい子供や介護

している家族がいても、すきま時間で

も、少しずつ稼ぐことができます。 

そして、｢チームで｣というのがポイ

ント。キャリア・マムでは業務を担当す

るにあたり、チームを組み、業務を取り

まとめるマネージャーがいます。突然

の家族の病気等で仕事が予定通りに進

まない時でも、マネージャーに相談す 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

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 

自分らしく生きる女性たちを応援しています（２） 

 

 
吉祥院に疎開した子どもたち 昭和 19 年(1944) 
『街から子どもがやってきた』より 

  

会  場 ： ロビー 

入場料 ： ￥500 (小学生以下無料) 

出  演 ： 髙島田 薫、山本 佳祐、加瀬田 聡 

曲  目 ： ジブリメドレー、黄昏のビギン、サークルオブライフ 
(ミュージカル 「ライオンキング」より) 

主  催 ： からきだ菖蒲館まつり実行委員会 

1997年～2009年劇団四

季にて｢ライオンキン

グ｣、｢CATS｣等に出演。

現在はフリーでライブ

中心に活動、後進の指導

も行う。舞夢プロタレン

ト養成部講師、東京放送

芸術&映画・俳優専門学

校講師も勤める。 

 

◆ 10月 19日(土)  18:00開場  18:20開演 

 

  

  

多摩市在住。｢劇団四

季ライオンキング名

古屋公演｣に参加。

2006 年にキューバへ

留学。劇団イッツフ

ォーリーズのミュー

ジカルにも出演する

などジャンルを問わ

ず多方面で活動中。 

 

ミュージカルライブ

での演奏、ゴスペル

のバックバンドやオ

リジナル楽曲制作も

行う。他にもジャン

ルに捕われない自由

なピアノ弾き。月に

20 本以上のライブ

をこなす。 

 
 

■ 髙
だか

島田
し ま だ

 薫
かおる

（ヴォーカル） 

 

■ 山本
やまもと

 佳
けい

祐
すけ

（ピアノ） 

 

■ 加瀬田
か せ だ

 聡
さとし

（パーカッション） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営協議会からのお知らせ 

～ 第 9回「利用者懇談会」を開催しました ～ 

去る６月 23 日(日)、19 団体が参加して開催しました。

各団体からの意見要望等について、質疑応答を行いま

した。主なものは、和室の畳の張り替え・ホールの物

置の物品整理・調理室の利用方法・入会チラシを置き

たいが・広報紙を利用して団体への入会をＰＲできな

いか・窓口での一部対応の改善・物品ロッカーの設置

等でした。 

今後、改善方法を検討の上、具体化については掲示等

でお知らせします。     (担当：総務企画部会) 

 

菖蒲館ウォーキング 

 ～風にそよぐススキの穂波と野津田公園～ 

☆日 時：10 月 4 日(金) 9:00 菖蒲館集合 

☆コース：菖蒲館～鶴之橋～小野路城址 

～道祖神～野津田高入口～ 

野津田公園～ススキ草地～ 

小野神社～里山交流館(解散)    

☆参加費：100 円(保険代ほか) 当日直接受付 

☆持ち物：タオル、飲み物、帽子等 

☆主 催：健康･スポーツ部会           

ハロー From Shobukan からきだ菖蒲館広報紙 

 

次号は ｢菖蒲館まつり特集号｣ 10 月 6 日 発行予定 

 

  

 

 

 

 

 

日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 95 回  9 月 15 日(日) 9:00～11:00 
第 96 回 10 月 13 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 

映画鑑賞会 

ニューシネマパラダイス 

大戦後のイタリアの村 映画館の映写技師と少年トトの

温い交流。その後の二人の人生を成長したトトが回想し、

映写技師の深い愛情に涙するヒューマンドラマ 

1989 年 カンヌ映画祭特別審査員賞 

1990 年 アカデミー最優秀外国映画賞ゴールデングローブ賞 

1991 年 日本アカデミー賞 

監督：ジュゼッペ・トルナトーレ 

出演：フイリップ・ノワレ(映写技師) 

 サルバトーレ・カシオ(少年) 

☆日 時：9 月 11 日(水) 上映 14:00～16:10 

☆場 所：2 階ホール  

☆定 員：先着 80 名 

☆参加費：無料(直接会場へ) 

☆主 催：福祉部会映画同好会 

 
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より 

  

    

 

 

 

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： 9 月 21 日(土)10:00～ 

     10 月 19 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 

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： 9 月 17 日(火) 14:00～16:00 

      10 月 15 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 

パソコン教室 

～ Excel 2016初級講座 ～ 

もう一度勉強したい方もどうぞ 

☆日 時： 9 月 12 日、19 日、26 日 

10 月 3 日、10 日 

毎週木曜 10:00～12:00 

☆場 所：2 階第 2 会議室 

☆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(Windows10)を貸与 

☆主 催：パソコン教室特別委員会 

 

 

 

「南京たますだれ」体験会 

〜 皿回し・こま回し（伝統文化）へチャレンジ 〜 

☆日 時：9 月 7 日(土) 10:00～12:00 

      １回目：10:00～10:55 

      ２回目：11:00～11:45 

☆定 員：各回７名(申込み先着順) 

      ※小学生以上(大人のみも可) 

☆参加費：無料 ☆場 所：唐木田児童館遊戯室 

☆申込み：唐木田児童館 ℡ 042-338-2277 

☆講 師：南京玉すだれ多摩お江戸隊 

☆主 催：唐木田児童館・文化部会 

 

 

  

 

菖蒲の会（高齢者食事会） 

～ 収穫の秋、実りの秋、食欲の秋！   
皆さんと一緒に楽しい秋を満喫しませんか !! ～ 

☆日 時：9 月 18 日(水) 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 10:00～) 

      ※本人が直接申込み下さい(電話可) 

☆献 立：枝豆しらすご飯、和風豆腐ハンバーグ、 

寒天寄せ、サラダ、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 

～～～～～食事会風景とメニュー～～～～～ 

 

 

 
 

 

 
小学生 89 名が参加 

 

  

 

野津田公園 
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