発行：2022 年 6 月 26 日 (隔月発行)
唐木田コミュニティセンター運営協議会
公式ホームページ：https://karakida.org/
メ ー ル ア ド レ ス：info@karakida.org

しょうぶかん

No.076

編集：広報部会

◆ ９月３日(土) 17:30 開場 18:00 開演
おがさわら

主

りょう

すぎやま

けい

す ず き

けん と

やまさき

■小笠原 涼（テナーサックス） ■杉山 慧（ギター）
■鈴木 賢登（ベース）
ロビー
NY 州立大
洗⾜学園
2018 年
￥５００
学ジャズ
大学音楽
SEIKO
５０名 （受付：６月２６日 10:00～）
科出身 33
学部ジャ
summer
回浅草ジ
ズ科卒。エ
小笠原 涼、杉山 慧、鈴木賢登、山崎隼人
jazz
ャズコン
リック・ミ
camp に
On the Sunny Side of the Street
テストで
ヤシロ等
て最優秀
My Favorite Things ほか
とも共演。現在、ライブほか
賞受賞。現在、都内ライブハ 最 優 秀 グ ラ ン プ リ 受 賞 。
TOKU バンド他で活動中。
幅広く活動中。
ウスを中心に活動中。
催 ： 文化部会

会 場
入場料
定 員
出 演
曲 目

一ノ宮の「一本木」
橋場万里子

玉川

一ノ宮

一本木

筆者紹介：橋場万里子(はしば まりこ)
パルテノン多摩(公益財団法人多摩市⽂化
振興財団)学芸員。東京都立大学、東京医療
学院大学非常勤講師。

筆者紹介：上野 淳(うえの じゅん)
東京都立大学名誉教授・工博。前学⻑。専
門は建築計画・地域計画。
多摩市在住 30 年。
著書に‘多摩ニュータウン物語’など。

絵図③ 関⼾村一之宮 絵図④ 川欠明細絵図
村境界絵図面
(多摩市教育委員会所蔵)

写真⑤ 国土地理院空中写真(昭和 22 年)

所と一致すると思われます。
確認のために昔の航空写真を見てみ
ましょう。これを見ると、⻩線で⽰した
道が絵図③④と同じだと分かります。
〇 印の樹木が①~④の木と考えられま
す。なお、寛保 2 年の別史料には「一
本榎」と書かれており、①②と③④で
樹種が異なる可能性がありますが、
少なくともほぼ同じ場所に立ち続けて
いたと言えるのではないでしょうか。
ここは、かつて「⿃居⼾」とも呼ば
れ、小野神社への参道の入り口だった
とされています。⿃居⼾は⽂禄年間の
検地帳にも見える地名です。ここから
小野神社方面は微高地であり、地元で
は水害の水が来にくかったという伝承
が残っています。一本木は一ノ宮と関
⼾の「境界」を名実ともに⽰す場所だっ
たと言えるのかもしれません。
なお、ケヤキの根元には、神奈川県水
量標識があり、これは多摩市の旧跡に
も指定されています。今度この場所を
訪れたら、じっくり見てみてください。

私達が住む｢多摩ニュータウン｣に最
初の入居が実現したのは 1971 年春、諏
訪・永山地区においてです。以来、多
摩ニュータウンは 50 年の歴史を刻ん
できました。この年の秋に多摩町に市
政が施行され、｢多摩市｣も市政 50 周年
を迎えました。
多摩ニュータウンは戦後高度経済成
⻑による深刻な住宅不⾜に対応するた
め、良好な宅地・住宅を供給することを
目的に 1965 年に都市計画決定され事
業がスタートしました。多摩、八王子、
町田、稲城の４市域にわたり、開発面
積 3,000ha、東⻄ 14km、南北 3km の
広さ。現在は約 22 万人が居住する、我
が国最大のニュータウンです。
関⻄圏では｢千里ニュータウン｣、中
部圏では｢高蔵寺ニュータウン｣などが
開発されましたが、多摩ニュータウン
はこれらよりずっと規模が大きく、し
かも開発期間が半世紀以上と永きにわ
たっていることも特徴です。
計画・開発期間が半世紀以上と永き
にわたっていることから、この街には
住宅地開発(街の創り方)、集合住宅の
計画(住宅の設計方法)において、戦後

上野 淳

参考：パルテノン多摩 2017『災害と多摩』
同｢絵図で見る多摩の村々｣展パネル

一本木
一本木

聖蹟桜ヶ丘駅

聖蹟桜ヶ丘駅近くに写真①のような
場所があるのをご存知ですか。一ノ宮
の渡しが付近にあったことを記念した
「一ノ宮の渡しの碑」の傍らに、印象的
なケヤキの木が立っています。
このケヤキの昭和 30 年代のようす
を写したものが写真②です。周辺の景
色の違いに驚きますが、当時からケヤ
キがあったことが分かります。
この場所の木は江⼾時代の絵図にも
描かれています。正徳 3 年(1713)の絵
図③では、一ノ宮村と関⼾村の境界塚
が水害で流されてしまった際に目印と
する｢一本木｣が描かれています(〇
印)。
寛保 2 年(1742)の絵図④にも同じ木
が描かれています。右側の「ゑご田」と
いう地名は現・聖蹟桜ヶ丘駅の北側付
近です。よって木が描かれている場所
は現・一ノ宮の渡しの碑がある宮下通
り沿い、つまり写真①②のケヤキの場

多摩ニュータウン物語（１）

我が国が試みてきたあらゆる実践例が
現存しています。例えば、初期団地の
諏訪・永山の住宅は２ＤＫ、３ＤＫな
どでしたが、それより少し後の貝取・
豊ヶ丘では住宅面積が大きくなり３Ｌ
ＤＫなどのＬＤＫスタイルが供給され
ました。画一的な団地風景への挑戦と
して、入居者が居住プランを選べるコ
ーポラティブ・メニュー方式(鶴牧)、街
の景観に変化を与える試みのフリース
ペース付き住宅(プロムナード多摩)、
⼾建て住宅地の環境に近いタウンハウ
ス住宅(諏訪、永山、鶴牧など)、街全体
の景観をデザインコントロールするマ
スターアーキテクト手法(南大沢ベル
コリーヌ)、などが試みられました。
私は密かに｢多摩ニュータウンの存
在は貴重な⽂化遺産に匹敵する｣と想
っています。実は、この考え方に賛同
してくださる方も少なからずいらっし
ゃいます。
永い期間をかけて創ってきた街なの
で、初期入居地域では居住者の高齢化、
住宅の老朽などが現象化し始めている
ことは事実です。心ない人々が｢オール
ド タウ ン ｣と無 責任 に揶 揄す る声 も
時々聞かれますが。そんなことはあり
ません。多摩ニュータウンには初期団
地を始めとして、団地建替えなどの新
しい再生の様々な試みが既に始まって
います。永い年月をかけて創ってきた
街ですが、これから永い時間をかけて
再生・活性化を目指す街でもあります。

小野神社

写真② 山口泰資氏所蔵

3 歳からド
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半世紀の歴史を刻む‘多摩ニュータウン’

多摩の歴史さんぽ（３３）

写真① ケヤキ
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■山崎 隼人（ドラム）
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多摩ニュータウン：諏訪永山の団地風景

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：第 2・第 4 月曜日

※唐木田図書館休館日：毎週月曜日、祝祭日

ハロー From Shobukan

からきだ菖蒲館広報紙

からきだ菖蒲館寄席

三笑亭可龍 納涼落語会
◆ ８月６日(土)
会 場：
入場料：
定 員：
出 演：
主 催：

開場 13:30 開演 14:00

２階ホール
￥５００
５０名 （受付：６月２６日 10:00～）
三笑亭 可龍
文化部会

菖蒲館 七夕飾り

日曜朝市

～ 願いを「短冊」に書いてみませんか ～

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！

☆日 時：6 月 28 日(火)〜7 月７日(木)
☆場 所：1 階ロビー
子どもたちが作っ
た吹き流しの展示

七夕飾り用笹竹の無料配布（先着 30 本）

☆日 時：第 129 回 7 月 17 日(日) 9:00〜11:00
第 130 回 8 月 21 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

■三笑亭 可龍
1978 年 東京都府中市出身

1996 年 九代目三笑亭可楽に入門
2010 年 真打昇進

2013 年 3 月菖蒲館初出演

現在、新宿末広亭、浅草演芸ホール、池袋演芸
場、国立演芸場、お江⼾日本橋亭などで活躍中

菖蒲館ウォーキング
～ ブルーベリー摘み ～
☆日 時：７月 29 日(金)、8 月 6 日(土) 7:00 頃
☆定 員：詳細は掲示板･ホームページに掲載(7 月 1 日)
☆参加費：100 円(保険代ほか)
☆場 所：町田市図師町の農園
☆持ち物：タオル､飲み物､帽子､敷物、バス代など

～ ご家庭でも七夕飾りを ～
☆日
☆場
☆主
☆協

時：6 月 28 日(火) 10:00〜
所：菖蒲館 玄関前
催：文化部会
力：からきだの道の会

「多摩の歴史さんぽ」 好評発売中 ￥300
～ からきだ菖蒲館 開館 10 周年記念出版 ～
☆販売：からきだ菖蒲館、パルテノン多摩、丸善多摩センター

新会長挨拶
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：7 月 19 日(火) 14:00〜16:00
※8 月は休みです。次回は９月 20 日(火)を予定
☆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

からきだ菖蒲館は昨年開館 10 周年を無事迎えること
が出来ました。これも偏に皆様のご支援ご協力の賜物
と心より感謝申し上げます。運営協議会は、これから
の新しい 10 年がより充実したものとなるよう、これ
までの実績を基に、更なる地域の人々の交流の拡がり・
深化を目指して、多様な事業を企画実施し、交流の場
を提供していきたいと思っています。同じ思いを共に
し、新たに運営協議会に参加して頂ける人がいれば幸
いです。
会⻑ 横倉 敏郎

唐木田コミュニティセンター 総会開催
去る 5 月 14 日(土)運営協議会「第 12 回定期総会」は
３年ぶりに対面での開催となり、令和３年度の事業報
告及び決算報告、ならびに令和４年度の事業計画や予
算、役員選任などの議案が審議され、全議案とも原案
通り可決されました。

事務局スタッフの募集
☆募 集：時間勤務(8:45-12:45､11:45-16:45)若干名
☆募集要項配布･応募期間 (7 月 11 日休館日を除く)
：6 月 26 日(日)〜７月 16 日(土)10:00〜20:00
☆面接日：7 月 31 日(日) ☆採用日：9 月 1 日(木)
※詳細は受付で配布の募集要項をご覧下さい。

☆主 催：健康・スポーツ部会

第 12 回

10/15＆16(土＆日)
花いっぱい運動でつくる“絆”
みなさんのご協力で、駅前広場や菖蒲館は四季折々、
様々な草花でいっぱいです。お気軽にご参加下さい。

☆日 時：7 月 16 日(土) 10:00〜
8 月 20 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

の助成を受けています

事務局からのお知らせ
7 月 1 日から市外団体も貸室が利用できるようになり
ます。市外団体は料金が倍額で、予約はインターネッ
トでの仮予約が必須になります。詳細は受付までお問
い合わせ下さい。
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より

次号は 8 月 28 日 発行予定

