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新 年 会

魅力あふれる
街、自由が丘を
「アラジーポッ
ト」の本拠地と
して、５年目に
入りました。
現在、全国に
１２００余名の会員を擁
し、毎月一回緑が丘文化
会館（事務所はまだあり
ません）で「しゃべり場」
を開催しています。「ア
レルギー児入園入学マニュ
アル」を資料として目黒
区立東山小学校の「学校
保健委員会」から始まっ
た講演活動は、保育園・
幼稚園、保健所、国立・
県立・市立などの病院や
大学にも広がり、５０回
をこえました。
私たちは厚労省・文科
省主催のアレルギー検討
会の委員として、学会の
専門医の先生方と一緒に
作った治療や自己管理の
パンフレットで友達にア
レルギーを分かってもら
うことです。絵本や紙芝
居等を常備し、また食物
アレルギーの子どもたち
でも食べられるものを用
意して、アレルギーに関
する情報は全て手に入る
小さいけれど中身がいっ
ぱい詰まった「アレルギー
情報センター」を自由が
丘に作ることが夢です。
アラジーポットにお立ち
寄り下さい。そしてぜひ
アレルギーのある子ども
たちを応援してください。

滴

アレルギー児を支える全
国ネット
アラジーポット
専務理事 栗山真理子
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住 民会 議 に参 加 しま せ んか

防災住区

委員会

環境整備

自由が丘住区とは

委員会

会長挨拶（要旨）
昨年の「おまつり広場」
では学校・ＰＴＡから多
大のご協力をいただき、
また町会・自治会の方々
と一同に集い、触れ合う
場を持てました。
住民会議の地域交流事
業では「女神まつり」や
「桜まつり」で住区セン
ターと分室を開館して、
地域の方々とのコミュニ
ティを持つことができま
した。
また昨年は自由が丘駅
７７周年の記念事業に住
民会議からも多数参加し
て、地域の盛り上がりを
一緒に体験できました。
先日の西部地区スポー
ツ大会では、西部の五住
区と顔合わせができ、ス
ポーツを通じて交流をも
つことができました。
今年は子供たちの安全
と地域の皆さまとのふれ
あい・助けあいを目的に

自由が丘住区住民会
議の新年会が、１月３
０日（火）緑が丘文化
会館で開かれました。
青木区長はじめ行政・
消防・住区・学校・商
店会・町会関係から多
くの来賓の参加を得て
一二〇人ほどの盛大な
会となりました。
飯塚会長のあいさつに
活動したいと思いますの
始まり、来賓代表の祝辞、
でよろしくお願いいたし
来賓・役員の紹介などを
ます。
はさんで、各委員会や協
力団体の方々の交歓・親 区長挨拶（要旨）
睦の場となりました。
これから議会が始まり
ます。来年度はこんな予
算を作らせてくださいと
議会にお示ししました。
第一の課題は「安全・
安心」で、現在、毎日朝
から夕方まで地域のパト
ロールを行っていますが、
夜から朝にかけて犯罪や
火災が多くなっています。
そこで一日２４時間、パ
トロールができる予算を
お願いしています。
第二の課題は「子育て
の支援」です。目黒区の
出生率は０・７２です。
目黒区の場合は家賃が高
いなどの経済的な負担が
あります。これを軽減す
るため、昨年から小学生
の入院費を無料にしまし
た。実際は入院より通院
が多いため、来年度は通
院の無料化も議会にお願
いしています。
今年は亥年、飯塚会長
を中心に前へ前へ、一層
の活力ある住区の発展を
祈念いたします。

詳しくはホームページをご覧ください。
自由が丘住区センター
または同宮前分室へお
申し出でください。

自由が丘住区住民会議は、地域の人々や町
会・自治会・商店会と協力しあいながら、私
たちのまちをより美しく住みやすくするため
の活動を委員会によって行っています。
この活動を通じて住民の心のつながりが生
まれ、区の行政にも私たちの考えが反映でき
る、そんなまちづくりの組織です。

青少年住区
委員会

地域活動
委員会

実行委員募集

住民会議の活動やまちの出来事などを年４回、
「じゆうがおか住区ニュース」として発行し、
ご家庭にお届けしています。また４年前に開設
したホームページでも行事案内や活動報告を掲
載しています。ぜひご利用ください。

広報委員会

個人ができる身近な問題から進めようと
放置自転車の追放、違反広告物の除去、日
常的な駅前地区の清掃と花壇の手入れ、住
民参加による統一美化デー行事、さらに路
上喫煙禁止キャンペーンや施設見学も行っ
ています。
最近、大地震が頻発しています。東京
でも近く起こると言われている今こそ
「身近な防災」を合言葉に皆で防災訓練
を行いたいと思います。参加してお互い
に顔見知りになりましょう。

学校や家庭、地域の大人たちと協力し
ながら、子どもたちとキャンプ・花火・
飯ごう炊さん・もちつきなどの行事や宮
前分室での木曜工作ランドなどの活動を
行っています。皆様のご参加をお待ちし
ています。
リサイクルセールの収益で車椅子を寄付
し 地 域 に 貢 献 し て い ま す 。 ヘ ル シ ー メ ニ ュー
の 料 理 講 習 会 、 大 人 の お も て な し 料 理 の 会、
楽 し く 皆 で 歩 こ う 会 な ど そ の つ ど 地 域 の 人々
に呼びかけ、友だちの輪を広げています。
ふるってご参加ください。

平成19年2月25日発行
（八雲３丁目・中根１丁目23～25番・自由が丘１丁目～３丁目・緑が丘２丁目）
自由が丘住区住民会議

住民会議は私達のまちをより美しく住みやすくする活動をしています

緑ヶ丘小と宮前小
の通学区域です
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自由が丘住区センターと同宮前分室では、さまざまな団体が活動しています。
あなたも一緒に参加してみませんか。
①団体名 ②活動内容 ③活動日 ④会費 ⑤連絡先

おしるこ大会

１月 日、宮前小学校
校庭にて、おしるこ大会
を開催し、約１００名の
参加がありました。開放
運営委員会が中心となり、
住区の方と一緒に大なべ
でおしるこを、作ってい
る間、子どもたちは昔な
20

① 手編みクラブ
② 編み物が好きな方の技術向上と交流が目的で
す。製図して編みますので、身体にあったも
のができます。セーター、ベスト、カーディ
ガン、小物など各自編みたいものを作ります。
③ 第２、第４水曜日 午後1:00～4:00
（宮前分室）
④ 3,000円／月
⑤ 堀江美枝 03-3723-0467

書きぞめ大会

あがったおもちを自分た
ちでちぎって、おしょう
油や、きな粉でいただき
ました。「おいしい！」
と言いながら、皆満足そ
うに食べていました。 3
年生が作ってくれた野沢
菜もたいへん好評でした。

自由が丘住区センター利用団体紹介

もちつき大会
１月９日、宮前小学校
にて、始業式に引き続い
てもちつき大会が行われ
ました。全校児童と先生
方、主事さん方も参加し、
地域の方、住区の方々の
ご指導のもと、全員がお
もちつきを経験し、つき

がらの凧揚げ、羽根つき、
こま回しなどをして遊び
ました。おしるこは皆で
おかわりをしてあっとい
う間になくなってしまう
ほどおいしかったです。
「ホッ」とあったまるひ
と時でした。

青少年住区委員会

お詫び
住区ニュース一〇四号
第２面の「表彰」欄で、
特別功労表彰者原淳子様
の名前が間違っておりま
した。お詫びいたします。

編集後記
「目黒区は緑が少ない」
という東京都の発表があ
り、意外な感じを受けま
したが、これは区の所有
地のみの比較で、民間の
分を含めれば決して少な
くないと思われます。我
が家の周りを見ても緑は
沢山あり、宮前分室前の
桜並木などは満開のとき
は都内有数の「美しい風
景」でしょう。ひと月後
には「さくら祭り」がやっ
て来ます。多くの方の参
加を期待しています。
岸田 哲

jiugak19@plum .plala.or.jp

１月５日、緑が丘小学
校体育館で書初め大会を
開催しました。田中校長・
後藤副校長他２名の先生
方、１年から６年まで計
名の子どもたちが参加
してくれました。ピンと
張りつめた空気の中、子
どもたちの集中力は素晴
らしく、立派な作品がで
きあがりました。

い大会でした。
実行委員長 山田敦子

おまつり広場実行委員会
がエコ・
チャレンジ顕彰
このたび自由が丘住区
「おまつり広場実行委員
会」は、２月 日（土）
に行われた平成 年度目
黒区エコ・チャレンジ顕
彰式において、目黒区長
より被顕彰者として感謝
状を受けました。
これは当実行委員会が昨
秋実施した「おまつり広
場みやまえ」において、
ごみの分別に止まらず積
極的にごみ資源の再生を
行った地域環境保全のた
めの顕著な取り組みに対
して顕彰されたものです。
なお顕彰式には、杉浦実
行委員長はじめ飯塚会長
が出席しました。

① 自由が丘俳画会
② 北村喜穂先生のご指導により、四季折々の色
を工夫し、自由にのびのびと書きながら、俳
句の心を絵で表現する俳画を、楽しく描き、
味わい、上達するのが目的です。
③ 第２金曜日 午後1:30～3:00
④ 1,000円／月
⑤ 紅谷 敦 03-3724-4689
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西部地区スポーツ大会
１月 日 日( ９)時 分
より八雲体育館で恒例の
西部地区スポーツ大会が
開かれました。見学者を
含め２５０名以上の参加
者でした。午前はニュー
スポーツ体験があり、午
後行われた住区交流ミニ
運動会では、東根地区が
優勝しました。西部地区
の方々の協力とまとまり
のよさを感じた素晴らし

30

リサイクルセール
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地域活動委員会主催の
リサイクルセールは、２
月４日（日）緑が丘文化
会館で開催されました。
前夜、委員総出で会場設
営にあたり、地域住民の
多くの方々に委員が持ち
寄った品々を並べ、値段
をつけたりの準備をしま
した。当日は 時に会場、
時終了まで１２０名余
の方が来会され、あれこ
れ物色されるお客様で賑
わいました。この収益金
で９台目の車椅子を目黒
区社会福祉協議会に寄贈
します。ご協力ください
ました皆様のおかげと深
く感謝しております。
28

倉駅まで出て昼食をとり、
歩こう会
八幡宮をお参りして帰り
新春の鎌倉ウォーキング に寄ったぼたん庭園は、
花の少ないこの時期に私
たちを楽しませてくれま
した。よく手入れされ色
とりどりの花々は、趣向
をこらした傘の下で我者
顔に自己主張していまし
た。１万７千歩以上歩い
た満足感もありました。

桜まつり実行委員会

日時 平成19年５月13日(日)午後1時30分より
場所 緑が丘文化会館本館

メールアドレス

20

日時 ３月25日(日)10時より
場所 自由が丘住区センター
宮前分室前 呑川遊歩道

自由が丘住区住民会議
第２９回定時総会のお知らせ

発行 自由が丘
住区住民会議
編集 広報委員会
電話 (3718)1195

快晴に恵まれた１月
日 日( 自)由が丘駅８時
分集合で鎌倉へと出発し
ました。参加者 名で初
詣気分です。鎌倉駅西口
より御成町の住宅街を鎌
倉在住の方の案内で散策
し、故吉屋信子邸の前を
通って鎌倉文学館に向か
いました。明治・大正・
昭和の鎌倉ゆかりの文学
資料が展示され、鎌倉を
愛した作家の原稿を見る
ことができました。日本
最大級の木彫観音が本尊
の長谷寺も季節により風
情が異なり、見ごたえの
あるお寺です。ここより
自由参加で長谷大仏を見
物し、江ノ電に乗って鎌

みやま え桜まつり
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