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多摩区まちづくり協議会へのご意見、ご質問、プロジェクト
への参加申し込みはこちらへお願いします。

昔取った杵柄で、ほんの少し筆を執ったものの足手まといに
なっていないだろうかと自問自答している中、締切りが迫る。
何はともあれ、走り綴らなければと・・・。また、一方では心躍
らせていることもある。「実のあるイベントが目白押し」是非、
まち協に参加してみませんか！！   　　　　　　　  （小澤）
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たま今昔

現在の交差点
（平成28 年８月２９日撮影）

区制が敷かれてから 40年以上を
経た多摩区の昔の姿を探ります

　今は車であふれている府中街道と世田谷町田線（津

久井道）が交差する多摩警察署前交差点の1955（昭和

30）年頃と現在の写真です。昔の写真は当時ここにあっ

た消防署の望楼から写したもので、現在はコンビニが

あり同じ高度からの写真をとることはできません。写

真左から右手に走る道路が府中街道で左手が川崎方面、

左下から右に延びるのが津久井道で左手が多摩水道橋

方面です。現在の多摩警察署の場所にある木造建物が

当時の警察署です。道路も大幅に拡幅した今とでは隔

世の感があります。　　　　　　　　　　   ［文：児井］

多摩警察前交差点その17

昔

　　　
昭和３０年頃　撮影：當麻凉一郎　

（ご家族より借用しています）

今

　洋食の椅子には背筋を伸ばして浅く腰掛け、前屈み
にならないよう、両手は重ねてテーブルの上に出しま
す。足を組むのはタブーです。フルコースの場合、オー
ドブル、スープ、魚料理、肉料理、ロースト、サラダ、
デザート、フルーツ、コーヒーという順に出てくるのが
正式で、オードブル、魚料理、ローストが省略されてい
るものも、近頃結構増えているようです。オードブルが
出てきたとき、皿に立ててあるナプキンを取るわけです
が、これは二つ折りにしたまま、折り目を手前にして膝
に載せます。パンにバターをベッタリ付けるのはトース
トの時だけだそうで、通常は一口ずつちぎり、それに

～ 洋食についてのマナー～

バターを付けて食べます。またパンは、正式にはスー
プが運ばれてきてから食べることになっているといいま
す。大声で話すのは下品で、これはどこの国で食事をし
ても同じことのようです。ナイフやフォークなどを落とし
たら、必ず小声でウェイターに拾ってもらいます。料理
は左側から、飲み物は右からサービスされます。ウェイ
ターが来たら、身体を適当にずらすなどの気遣いができ
るよう、そして会話は中断し、食事中に中座する際はナ
プキンを椅子の上に置くのがマナーです。食べ終わった
合図としてナイフとフォークは一般的には４時２０分、イ
ギリスでは６時２０分の位置に揃えて置くといいます。

　現在、小田急線の登戸駅では下り線の線路を増やす工事

が行われています。これは下りの線路を２線にする工事です。

これにより、登戸駅までの列車運行がよりスムーズになる

ため、所要時間が短縮されるほか、安定輸送の向上につな

がります。完成予定は、2017 年度で、現在は下りホームの

改修、線路、高架橋などを構築する工事が行われています。

　快適な輸送サービスの実現に向けて、東北沢～和泉多

摩川間（約10.4ｋｍ）では複々線化事業を進めており、残

る東北沢～世田谷代田間の複々線化が、2017 年度に完成

を予定しています。現在は朝ラッシュ時（新宿駅に８時

半頃到着）に、登戸から新宿まで23分かかっておりますが、

この複々線化が完成すると、18 分になる（予定）など所

要時間が短縮されるとともに、電車の増発も可能となり

混雑率も緩和されます。最混雑区間の混雑率 191％（現在）

が、新聞や雑誌を楽な姿勢で読むことができる 160％程度

にまで緩和されるそうです。さらに千代田線直通電車も

増発（予定）することが可能になることです。

　小田急登戸駅は１日の平均利用客数は約 16 万人、小

田急線の中では 70 駅中の５番目という主要駅です

（2015 年度）。小田急線登戸駅は 1927（昭和２）年４月「稲

田多摩川駅」として開業しています（1958 年現称）。南

武線駅の開業もほぼ同じ頃でした。今後は多摩区内の主

要駅として、駅周辺の区画整理の進捗とも相まって、ま

すます便利な駅になるものと思われます。

【駅長紹介】

　今年７月から小田急では初となる女性駅長（水島悦子

さん）が就任しています。同駅を含めた百合ヶ丘駅まで

の５駅を管轄しているそうです。2001年に小田急に入社後、

人事部、旅客営業部などを経て現職となりました。人との

つながりを大切に、地域に密着した親しまれ

る駅長でありたいと抱負を話しています。

このシリーズでは、現在多摩区内で進行中、または進行予定
のプロジェクトを随時取り上げて行く予定です。

地震災害により、家
屋の倒壊・消失等の
被害を受けた方を一
時的に受け入れるた
めに、平常時から避
難所運営の役割を決
め、災害時には避難

所の円滑な運営をすることを目的に、会議と
訓練を繰り返し実施しています。メンバーは、
稲田中学校の通学区域の宿河原町会・宿河
原四丁目町会・宿河原５丁目町会・登戸南武
町会・多摩新町自治会・宿河原東住宅自治会
と稲田中学校で構成されています。

+
活動

　首都直下型地震に備えて！！
平成28年度川崎市総合防災訓練
　川崎市の防災訓練は昨年の宮前区に続き、今年は８月28 日（日）、
多摩区（多摩川河川敷二ヶ領せせらぎ館周辺および市立稲田中学校）
で、多摩区自主防災組織連絡協議会、多摩消防団をはじめとする
多数の市民団体・企業・学校・医療機関等約 60 団体（機関）、総
勢約 1,800 人が参加し、小雨も降るなか真剣に行われました（遺体安
置所開設訓練は９月８日（木）、多摩スポーツセンターにて実施）。
　震度６弱以上の直下型地震を想定、家屋の倒壊・火災、交通網
の寸断、電気・水道・ガスの遮断に対応、人命救助、応急医療、
初期消火、交通路確保、ライフライン復旧、食料補給、避難所設営
から遺体取扱まで、多岐にわたる実践的な防災訓練でした。
近い将来予想される危機発生に備え、市民・区民の防災意識の高
揚と地域防災力の強化が求められています。

多摩の

　風景

多
様
な
団
体
が
集
ま

り行う大切な訓練です
　　

　

　

記事・写真

藤田

多摩区まちづくり協議会は、区民の自主的なまちづくり活動組織です。
区民が取り組む地域活動を、年４回発行でお知らせしています。

多摩区まちづくり協議会

私たちのまちづくり
2016年

（平成28年）10月 53
号

多くの団体が関わっています
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多摩区の明日に向かって
第１回 小田急線登戸駅

稲田中学校避難所運営会議

警察署救出救助避難所
ボランティア

受付

起き上がり訓練

一斉放水

救援物資受入配布訓練

トリアージ 消防署救出救助

応急救護 自衛隊救出救助



　「たまむすび～遊び場支援プラットフォーム～」プロジェ
クトでは、10月29日（土）に登戸新川町会と協働で、「み
んなで作って食べよう！食を通じた、多世代交流の場
『ポレポレたま食堂』」を開催します。かまどでご飯を炊き、
みんなでおにぎりを
握ります。食後は折
り紙教室を楽しみま
しょう。
　赤ちゃんからシニ
アまで、どなたでも大
歓迎です。詳細はチ
ラシをご覧ください。 かまどを使ってご飯を炊いてみよう！

http://tamaku-machikyo.com/magnet-tama/
「マグネット多摩」ホームページのＵＲＬ

記事

　マグネット多摩 Web リニューアル大作戦が進行して
います。まずは、マグネット多摩のトップページが見や
すさや使いやすさを重視した新しいサービスに生まれ
変わりました！みなさま、ぜひ一度お立ち寄り下さい。

マグネット多摩築地記事
岡本　ポレポレたま食堂

　多摩エコスタイルは 9 月 17 日（土）、登戸東通り商店会と区役所通り登栄会、東京都
市大学、のぼりとゆうえん隊と、東通り商店会の空地で“まちなか遊縁地”を行いました。
　当プロジェクトは「エコカフェ」を開催、環境について沢山の皆さまと交流できました。
　今後、10月22 日（土）の登栄会ハロウィンも含め、11月19日（土）、来年1月21日（土）に
継続開催予定。エコポイントカードも使える店が増えました。ぜひ商店街に足を運んでください！

 　新しい交流広場“まちなか遊縁地”を始める

　多摩区社会福祉協議会福祉教育推進委員会サ
ポートグループでは、「親子参加講座」としてフロアバ
レーボールを実施します。視覚障害者と一緒に楽しめ
る「フロアバレーボール」とはどんなスポーツなのでしょ
うか？体験・見学を皆さまに呼びかけています。
［日時］10 月 29日（土）9 時 30 分～ 12 時
［場所］生田小学校体育館 
［申込・問合せ先］
多摩区社会福祉協議会
電話：044-935-5500
※〆切：10 月 21日 ( 金 )

　岡本太郎美術館、日本民家園、かわさき宙（そら）と
緑の科学館など文化教育施設がある自然豊かな会場
で、区民同士がふれあう場として親しまれている多摩区
最大のイベントです。約80の市民・団体による出店やパ
ネル展示、音楽やダンスなど区民が出演する舞台ステー
ジで約 20 演目の公演など催しものが盛りだくさんです。
 ［日時］10月15日（土）9 時 30 分～ 15 時
　　　 （雨天実施、ただし
           荒天時は中止 )
 ［会場］生田緑地中央広場周辺

フロアバレーボールって何！？

まち協全体研修会の様子

まちづくり協議会のホームページ　　

平成２８年度全体研修会を開催！！　　
　去る８月２９日（月）１４時から多摩区役所で、委員ほか
１５名がまちづくり活動に必要な知識等を学習する「全体
研修会」に参加しました。今年度は第５期の初年度に当た
り、新委員を交え、当協議会の情報発信源である公式ホー
ムページの基本的情報（コンテンツ）の紹介、記事の編集
方法やFacebook の活用方法等について学びました。

　いかによい活動をしたとしても、それが多くの人々に知られなければ意味がありません。
今回の全体研修会を通じて、より積極的にホームページ上にまち協の活動内容を掲載
し、周知してまいります。

まち協ホームページでは、まちカツ！、多摩★まち大学、多摩★まちＣａｆｅ等イベント情報、地域の課題解決を実践する３プ

ロジェクト（①多摩エコスタイル、②マグネット多摩、③たまむすび）の活動情報の他、当広報誌をデータ化して掲載しております。

　来たる１２月３日（土）、多摩区総合庁舎にて、「弾けろ！音魂」（音魂＝OTOTAMA）
のキャッチフレーズのもと、第６回たま音楽祭が開催されます。この音楽祭は、ジャンルを
問わず、地域の音楽グループの発表の場であるとともに集いの場でもあります。「熱気溢れ
る音との“語らい”“出会い”“ふれあい”が音楽の輪であり、夢音への道だ。」と実行委
員長の斉藤さんはおっしゃっていました。
　今年は十代から七十代までの幅広い世代の実行委
員が結集し、充実した会合が重ねられ、素敵なアイ
デアや新鮮さが満載とのこと。「多摩区民による
多摩区のための音楽」、いや「川崎一」という
弁は納得いく催しに違いないかもしれません。
　どうぞ皆さん音の波、いや鑑賞に足を運ん
でみてはいかがでしょうか。

音魂が弾ける！

報告

まちづくり
TOPICS
多摩区まちづくり協議会が内外で行っている
さまざまな活動の紹介や、身近なまちの情報
などを、トピックス仕立てでお届けします！

【まち協ホームページ】
http://tamaku-machikyo.com/

　第 7 回川崎市緑化センターまつりは、11月12日（土）
10 時～ 15 時まで緑化センターで行われます。今年は
「緑いっぱい楽しさいっぱい
広げよう地域の輪」がテー
マで、緑を主体にしたイベ
ントになるようです。芝生広
場での音楽ステージに始ま
り、手作り市、フリーマーケッ
ト、体験教室、飲食店など
もあり、楽しい催し物がいっ
ぱいです。

【雨天の場合：翌13日（日）】

山下記事

情報
第39回多摩区民祭
 　  ～この指とまれ2016～

障害者と健常者が
　　 一緒にスポーツを！ 古川記事

生田緑地の緑豊かな会場

『弾けろ！音魂』 第６回たま音楽祭

緑化センターまつり開催 古川記事

昨年のゴスペルステージ

温室群前園路でフリマ

小澤記事

商店街の緑の空き地が楽しくてエコ遊緑地に！ エコカフェで地域の皆さんと環境を考えました

322

多摩区まちづくり協議会 検索

区内のイベント情報（10月～ 12月）

※ イベントの内容は変更になる場合があります。
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第39回多摩区民祭
10／ 15（土）9時半～生田緑地 中央広場ほか

「光る太郎をつくろう」ワークショップ
10／ 26（水）【第1回】13時～【第2回】18時～
＠専修大学サテライトキャンパス

多摩区・稲城市連携ウォーキング（※雨天中止）
10／ 29（土）8時45分～
＠JR稲城長沼駅（集合）～稲城大橋～多摩川緑地公園～
　穴澤天神社～小沢城址～薬師堂～稲田公園（解散）

民家園まつり
11／ 3（木・祝）9時半～＠日本民家園

ひなた山の森で自然と遊ぼう！
11／ 20（日）10時～
＠日向山の森（東生田緑地）ぼっこ広場

第６回たま音楽祭
12／ 3（土）13時半～多摩市民館２階ホール他

プロジェクト プロジェクト

プロジェクト


