
 

小田野中央公園まちづくりの会「第２回総会」が開催されました。 
平成21年５月２６日（火）東京都八王子福祉園（事務局）を会場に、第２回まちづくり総会が開催

され、「平成２０年度事業報告及び決算報告・監査報告」並びに「平成２１年度事業計画及び収支予算」

が承認されました。 

 今年度の主な活動内容 

① 地域活力づくり（多世代が一同に集えるイベントの企画・運営、コンサート、親子ふれあいスポー
ツ大会、さくらまつりの開催等） 

② 防犯・防災（地域が連携した安心・安全なまちづくり活動、地域総合防災訓練への参画） 
③ 青少年育成（元木小総合学習花壇の手入れ、恩方中学校生徒会公園調査等） 
④ 環境保全（剪定、清掃、除草、ごみ拾い、公園パトロール、トイレ管理等） 
まちづくりの会は、八王子市との市民協働事業です。公園づくりで培った地域ネットワークを基盤に、

地域の多くの団体・個人が会員となって組織されています。公園を拠点として、顔のみえる人と人のつ

ながりを大切にしながら地域で支えあいのまちづくり活動を行っています。どなたでも会員になれます。

多くの方のご参加をお待ちしております。〔事務局 芝敏子〕 

八王子市立元木小学校 3年生が公園づくりに参加しています。 
 
元木小学校では、毎年3年生総合の時間で小田野

中央公園づくりに参加しています。平成 20 年度

の活動では、4月30日に小田野中央公園に行き、

歴代の3年生がしてきた活動や公園作りについて

オリエンテーションをしました。10月8日には、

かめの日時計の花壇にアスターや矢車草などの花

を植えました。また、12 月 2 日には、春に向け

てチューリップの球根を植えました。年明けには、

築山の近くにヒヤシンスの球根を、トイレから南

側の道沿いにムスカリの球根を植えました。そし

て、公園を大切にいつまでもきれいに使ってほし

いという願いから 12 枚のポスターを作り川沿い

のフェンスに設置しました。  

1年間の活動を3月14日に行われた第2回さ

くらまつりで地域の方々へ報告させていただきま

した。1 年間を通して、地域の方々の多大なるご

協力を得て、毎年3年生の学習を進めることがで

きています。また、それに伴い、子どもたちが自

分たちで公園作りに参加しているという満足感や

郷土愛の育成にもつながり、教育活動の場として

も小田野中央公園は大変意義のあるものだと感じ

ます。 

〔平成 20 年度 元木小学校 3年生担任 岡 利和先生〕 
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みんなで球根を植えました

今までの元木小学校の公園づくり活動について勉強しました 



2009 年 3 月 14 日第 2回さくら祭りを開催しました。
平成 21 年春は昨年より早く訪れたようで、

さくら祭りの3月 14日、昨年はまだ蕾だった

“河津さくら”は満開を過ぎていましたが、ま

だ十分に一足早いさくらを楽しむ事ができまし

た。昨年の経験を生かして、つくる会祭り準備

委員会は昨年以上の“桜まつり”を企画しまし

た。小学生や中学生の出番や地域の人たちの太

皷やお囃子、大道芸、踊り連といった得意な出

し物、町会やつくる会のメンバーによる模擬店、

フリーマーケットなど内容は盛り沢山でした。

前日の準備作業も万端に当日を迎えましたが、

朝は小雨模様。天候はよくなる予報を信じ、1

時間ずらして 11 時からのスタートとなりまし

た。雨除けのために予定より多くのテントを設

置したり、人出の減少を見越しての調整など臨

機応変の対策とりました。あいにくと小雨は止

まないままの祭りとなりましたが、太鼓の音で

開催を知って訪れる人、電話で確認してやって

くる人など、予想していたより多くの人が会場

を訪れ、イベントや模擬店での買い物などを楽

しんでくれたようです。 

今回の祭は近隣の人達の協力で出来た公園で、

地域の人たちが主催する祭りを地域の人たちが

盛り上げることができました。祭り直後の反省

会にも多くの人が参加し、「雨が降っても開催す

る自信がついた」など、次回のさくら祭り開催

に向けての前向きな意見も多く出ました。この

さくら祭りを恒例行事として根付かせたい気持

ちを皆と共有できました。 

〔まちづくりの会会長 船引孝昭〕 

 

おりひめ会 よさこいソーラン フリーマーケット 

陣馬太鼓 川原宿囃子連 宝生寺囃子連 

大道芸 バナナの叩き売り 

もちつき体験 河津ざくらも満開予定していたチェロの演奏体験は、あいにくの雨で中止
となってしまいました。現場まで来て準備していただい
たガスパールカサド国際チェロコンクール実行委員会
のみなさま、ありがとうございました。 



八王子市立恩方中学校生徒さんの感想文 

「第 2回さくら祭りに参加して」 
 僕は司会という大役を初めてさせていただきま

した。すごく緊張していましたが、終わったとき

には何かをやりとげた実感がわきました。地域の

方たちと一緒にこのようなことをしたのも初めて

で、自分にとって貴重な体験になりました。これ

からは役員会だけでなく、恩方中の生徒全員が地

域の方たちと接することができる場を設けたいと

思います。今回は本当にありがとうございました。

〔生徒会 会長 島田大気君〕 

 私にとって初めてのさくら祭は雨でした。もし

雨ではなく晴れだったら、もっとたくさんの人が

来て、もっと盛り上がっていたのかなと思い、悲

しくなりました。でも、思っていた以上ににぎや

かで、雨が降っていることさえ忘れてしまうほど

でした。私はジュースを売る担当でした。はじめ

は雨のせいもあってジュースの売れ行きがあまり

良くなかったのですが、声を出してお客さんを呼

んでいるうちに、だんだん

と客足が増え、ほとんどを

売りきることができました。 

 さくら祭で私はさまざま

なことを経験することがで

きました。これからも、町

の人だけでなく、さまざま

な人たちにさくら祭を楽し

んでもらいたいです。 

〔ボランティア参加 木村七海さん〕 

 

 さくら祭のテーマは「エコ」でした。そこで僕

と底押君はエコをテーマにした漫才をしました。

漫才は上々の出来だと思っています。漫才を考え

る過程で、今地球が抱えている大きな問題につい

て深く考えさせられました。地球温暖化とその影

響です。ある国では水没の危機をむかえ、また他

の国では植物の異常繁殖、新型ウイルスの発生な

どが起こっています。この問題を解決する策を考

えました。それは、マイバッグの持参、節約する

など、一人ひとりが行わないと解決にはいたらな

いことです。そこで、これらを含めたことを漫才

で行いました。うまく伝わっていればうれしいで

す。 〔卒業生 鈴木龍汰君（当時３年生）〕 

 お祭りなのに最悪の雨。吹奏楽部としては今す

ぐ雨があがらないかなと思っていたが、お天道様

はそんなのも無視。私たちは雨の中いざ出発。到

着したら休む間もなくすぐ楽器運び。そしてぬか

るんだ地面に立って演奏を始めた。いつもなら楽

しいはずの演奏。やっぱり雨だから吹いていて楽

しくない。それでも雨の中来てくださったお客さ

んのために精一杯吹いた。するとお客さんの顔が、

虹がかかるようにパッと変わった。雨が降ってい

るにもかかわらず、私たちの曲をしっかり聞いて

下さっている。とてもうれしかった。雨の演奏も

アリかもしれない。 

〔吹奏楽部 部長 柳清水愛子さん〕 



今年も浅川にほたるが飛びました。 
6月下旬から、今年も浅川でホタルが飛びま

した。これからもほたるが生息できる環境を保

全していきましょう。 

 

 

 

公 園 を 拠 点 と し た 

ま ち づ く り の 発 展 を 願 う 
〔八王子市まちなみ整備部部長 山田政文〕 

小田野中央公園は昨年の３月、地元の多くの方

のご努力により４年の歳月を経て完成しました。

住民の手づくりによる公園整備は、市内はもちろ

ん全国的にも先駆的な事例のひとつとして素晴ら

しい成果をあげていただきましたが、市ではこの

取り組みをお手本として市内各地に展開して行き

たいと考えております。 

公園の管理は、本年４月からほぼ全面的に指定

管理者に移行しましたが、小田野中央公園につき

ましては、これまでの取り組みの実績と住民自治

の理念に基づき、公園を拠点としたまちづくり活

動を行うことを目的として昨年７月「小田野中央

公園まちづくりの会」が設立されました。 

そこで市としてはこのまちづくり活動を全面的

に支援するために補助金を出すことと決定いたし

ました。まちづくりの会は２０年度事業報告のと

おり、この1年間地域活力づくり事業や環境保全

活動など活発に事業展開していただきました。こ

の管理運営方式は新たな取り組みでしたが、船引

会長はじめ事務局及び会員の協力により、見事に

事業を成し遂げていただき感謝しております。市

といたしましては、この取り組みをモデルケース

として一定の条件が整っている公園におきまして

は、この方式を導入して行きたいと考えておりま

す。今後も公園を拠点とした、自主的・自発的な

まちづくり事業の展開を期待するとともに、一層

の会の発展を願っております。 

 

 

 

 

公園づくりを通してのまちづくりに期待 
〔八王子市市民活動推進部協働推進課課長 松日楽義隆〕 

約4年の歳月をかけ、地域住民の皆様と行政との

協働により、小田野中央公園が見事に完成してか

ら、はや1年が経過しました。私も第１回ワーク

ショップから参加した一人として感慨深いものが

あります。自動車など大型ごみが不法投棄され、

荒れ果てていた竹やぶも今は見違えるように明る

く安全な場所となり、日々子どもたちが元気に遊

ぶ姿が見られるようになりました。また、四季折々

に咲く花々や多くの小鳥たちのさえずりは公園を

訪れる人々の心を癒してくれます。 

 現在、公園の管理は公園づくりに携わった多く

の地域住民の皆様のお力によって行われています

が、このことは地域住民相互の出会いやふれあい

の機会となり、コミュニティ意識の醸成を図るう

えで、大変意義のあることだと思います。 

 今後も小田野中央公園まちづくりの会が中心と

なり、多くの地域住民の皆様の参加により、公園

づくりを通して本地域がますます発展されること

を心からご祈念申し上げます。 

 

 

 

まちづくりの会は、共助のまち・支え合いのまちづくりを目指しています。

まちづくりの会の活動予定 

11 月 7日（土）公園ワークショップ開催 

公園での野外コンサート、アウトドア遊びなどを

企画中です。お楽しみに 

11 月 15日（日）恩方地区総合防災訓練に参加 

12 月 6日（日）親子ふれあいスポーツ大会に参加 

2010 年 3月 14日（日）第 3回さくら祭り開催 

東京都八王子福祉園の利用者さんが、 

公園の清掃活動を行っています。 

毎週火曜日に、福祉園の利用者さんが公園の清掃活

動を行っています。第2回さくらまつりにおいて、

この活動を地域のみなさんに報告しました。 

毎週火曜日にごみを拾っています 

第 2回さくらまつりは、あいにくの雨でしたが、
地域のみなさんがたくさん訪れました 

八王子市と市民の協働のまちづくり 


