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NPO法人 国立子育ちティエラ 
理事長 薮田圭以子さん、こぐま
のいえ園長・薮田大典さん

プラムジャムは、国立市の中間支援組織「く

にたち地域コラボ」が運営および拠点とす

るコミュニティスペースです。国立市の花で

ある梅（プラム）、ジャムセッション（即興演奏）

のジャムが由来。利用者同士がこの場で出

会い、コラボレーションし、新しい活動や展

開へとつながることをめざしています。打ち

合せや会議、教室、仕事場など、いろんな

人の知が触れ合うことでますます楽しい拠点

に。どうぞお気軽にお越しください。

　「私たちは、子どもたちが最初に出会う“他人”

なんですよね」。そう笑うのは、東京都認証保育

所（Ａ型）「こぐまこどものいえ」を運営する

NPO法人 国立子育ちティエラの理事長・薮田

圭以子さんと園長・薮田大典さん親子。現在、０

～２歳児27名が通うこぐまこどものいえは、

1979年の開所以来、一人ひとりの個性が豊か

に育つ保育を心掛けてきた。スタッフ数（保育士

９名、調理師１名、管理栄養士１名）でいえば、

35名まで対応可能だが、あえて人数を抑える。

「とことん寄り添ってこそ、笑顔や個性を表現す

る感性が生まれてくる」と薮田理事長は話す。

　そんな理事長の想いに応えるように、子ども

たちは今日も元気いっぱい。毎朝恒例のお風呂

の後、裸のまま駆けまわる子。一生懸命、お着替

えしている子。

国立市富士見台第一団地 1号棟 102 号
JR 南武線　谷保駅より徒歩 5分
JR 中央線　国立駅よりバス「第一団地」下車

農業サークルぽてと
NPO法人 在宅ケアを支えあう会
ジェイズ学習塾

ドリームサポート
Baseball MAPS

2015 年度の新規会員 利用会員

（4 月～6月入会）

年会費：正会員 2,500 円  利用会員  500 円
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郡悦子氏指導のもと、懐かしい“あの歌”を、ピア
ノを囲んでみんなで歌います。 ※申込み不要

日時 毎月第2日曜日 13：00～15：30
講師 郡悦子氏　
参加費 1,000円（2回目以降900円）

学校で習う書道とは違った、型にはまらない自由
な書道です。自由に文字を書く楽しみを味わい
ながら、最後にはうちわを作成します。

日時 8月2日(日) 14:00～15:30
講師 宙子氏（国立市在住の書家）　
参加費 800円
定員 15人　対象 小学生以下のお子さま

会場 ＫＦまちかどホール(プラムジャム隣)
お申込みURL 「夏のまちかど教室」で検索
お問合わせ 
メール：machi.info@gmail.com
TEL：042-573-1141（平日13:00～17:00）
主催 くにたち富士見台人間環境キーステーション

利用時間

貸切利用

1 時間 100 円（年会費別途・下記）

13: 00～17:00（月・火・木・金）

10:00～12:00（月～土）
17:00～20:00（月～土）

10:00～20:00（日）

あなたの「まち活」
応援します！
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　今年4月に谷保・ダイヤ街商店街にオープンした「コトナハウス」を

ご存知ですか？ ここはオトナとコドモをつなぐシェアハウスです。リ

ビングやキッチンなどの1階の半分はまちに開く「チャノマ」。オープ

ン以来、まちの人とごはんを食べたり、各種イベントや教室を開催し

ています。

　チャノマを運営するのは、「オトナとコドモをつなぐ場ってなんだ

ろう？」とともに考え、育ていこうと集まった有志たち。昔ながらの

商店街ならではの懐かしさと温もりの中、コドモもオトナも安心して

つながれる場所―。ただいまチャノマ運営メンバーを募集中です。
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　園の特色は「食」へのこだわり。山形県・庄内

産直センターから仕入れた少農薬米に、自前で

発芽させた発芽玄米を混ぜるのが主だ。日に

よって黒米や赤米（古代米）、大麦も。パンやうど

んは、めったに出ない。野菜は有機農家と契約

し、旬の野菜をいつも届けてもらっている。

　「音楽」も本物にこだわる。毎月１回、日本を

代表するテノール歌手・田中誠氏による音楽あ

そびを実施している。

「泣いている子も泣き止みますよ（笑）。『本物』に

触れる感動は子どもたちに絶対に伝わります。

ですから、園内の壁に飾る絵も原画にこだわっ

ていますね」（薮田理事長）

　こうした姿勢に共感し、「ぜひ、通わせたい！」

とわざわざ府中や立川、三鷹から来る人もいる

ほどだ。

うたごえ喫茶

あれん字～文字×アレンジ～

「こんな講座を受けたい！」などのイベント案を
募集中。ジャンル不問。ご自身が講師としての応
募も大歓迎！ 応募の中から一つだけ私たちが実
現させます。

応募方法 WebサイトまたはKFまちかどホール前
に設置の応募用紙
締め切り ７月末

まちかどプロデューサー
～あなたの”やりたい”叶えます～

生きがい

人づくり

学び

助け合い
地域
づくり

まち活

イベント情報
オトナとコドモをつなぐ新しい居場所。

東京都国立市富士見台 1-8-42 
お問い合わせ： 080-5686-3453
https://www.facebook.com/kotonahouse

写真左 : ごはんイベントの様子。
写真右 : 月１回、チャノマメンバーが
集まりミーティングを行う。

コトナハウス
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夏講座も開催中です！
杉並区生まれ。9 歳で手にした玩具のカメラが原点。武蔵野
美術短期大学で卒業後、中学、小学校講師を経て、1988 年
より北極（主にグリーンランド）の人達を撮影。商業写真では
ビデオ機器等、『るるぶ』『東京ウォーカー』『散歩の達人』等
の旅行系情報誌、料理写真などを撮影。また、渋谷の「写真の
学校」でプロコース講師担当。「また写真を撮りたくなったあ
なた。しまい込んだカメラを取り出して楽しみましょう！」

福井県生まれ。外資系企業、ラジオDJ などを経て、フリーの
音楽キュレイター（選曲）＆英会話コーチ。ビートルズをきっ
かけに、英語に興味を持ち、英会話を身につけた自身の経験
から、ロック音楽の歌詞を題材に「世界を知る」 音楽地図プ
ロジェクトを展開中。「外国に住んだこともない、留学経験も
ない、そんな僕がどうして英語でのコミュニケイションに問題
がないのか。そのコツや秘訣をお教えします」

国立市の対策
　空家対策法の施行により、自治体による立
入調査や、固定資産税情報の活用などが可能
となったため、今後は、より効果的に空き家
対策に取り組んでいくことができると考えてい
ます。また、空き家に関する施策を総合的に
進めていくためには、実態調査を行う必要が
あると考えています。

Cover story

国立市の空き家の数は？

　適切な管理がされていない空き家が、防災、衛生、景観等の

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、市

民の生命、財産等を保護し、生活環境の保全を図るため、「空

家等対策の推進に関する特別措置法（空家対策法）」が施行さ

れました。これを受け、国立市においても空き家対策の検討を始

めたところです。

〒186-0003　東京都国立市富士見台 3-35-15
TEL / FAX 042-571-2312
mail koguma-yabuta@nifty.com
URL http://homepage2.nifty.com/kogumakodomonoie/

テノール歌手・田中誠氏コンサート
日時：9/5（土） 14 時～　場所：くにたち市民芸術小ホール
お問い合わせ：こぐまこどものいえ

こぐまこどものいえ

国立市の空き家の状況
　市内の空き家の数については、平成 25 年住宅・土地統計調査によ
ると、住宅総数4万1,650戸のうち、空き家の総数は 5,300戸、空
き家率は12.7％となっています。平成 20 年の調査では、住宅総数 3
万 8,850 戸、空き家総数4,950 戸で、５年間で空き家数が350戸増
加しています。ただし、住宅総数も増加しているため、空き家率はほと
んど増減ありません。このうち、空き家対策の対象となる居住用一戸
建ての空き家数は450戸で、平成20年調査と比べほぼ同数でした。

国立市役所 生活コミュニティ課

くにたち地域コラボ　役員一同

32

もう一度、イチから始める写真
人物編 7/27（開催中） ＊体験希望要相談
風景編 9/7、14、28  ３回分4,500円　
講師：富澤享（写真家）

おいしいスイーツを食べながらの相続セミナー
7/20 500円  ＊8/15（土）も開催
講師：上田英樹（ファイナンシャルプランナー）

キホンのデッサン
8/4～ 隔週火曜 全８回 ８回分8,000円 
講師：山内唯志（まちかどデッサン会）

家族をつなぐ52のキーワード
7/29  1回1,500円
講師：水野順一（ジェイズ学習塾）

PC、スマホ、タブレットお困りごと相談
7/23～、毎月第2・4木曜  ＊無料 
講師：隈井裕之（国立せいさく所）

富澤享（写真家）
「もう一度、イチから始める写真」

マーサ（音楽キュレイター&英会話コーチ）
「日本人が『英語を話す50の方法』」

　2005年に東京都認証保育所（Ａ型）となり、

現在の富士見台３丁目に移転した。これを機に

大典さんが園長に就任した。物心つく頃から母

が働く姿を目にし、自然と自分も保育の道と

思っていたものの、「母からはいっさい勧められ

ませんでした。こちらから『やらせてください！』

とお願いした次第で（笑）」という。

　厳しい保育の世界。薮田理事長は「そんなに

甘くない。まず他所で修行を」と思ったという

が、当時は90年代半ばの超不景気の時代。人手

も足りず、大典さんの申し入れは有り難かった

という。

　開所から36年、子どもたちを取り巻く社会環

境は変わった。「当時は、朝ごはんを食べない人

が多かった時代。いまは食べない子は減りまし

たが、手作りじゃない、買ってきたものだったり、

食事の質が問われています」。保育士の人手不足

も慢性的だ。こぐまこどものいえでも一時期、ス

タッフが定着しないことがあったが、ここ５年は

安定し、質の高い保育を提供できている。

　「少子化問題もありますが、私たちが提供す

ることは変わりません。子どもたちが初めて出会

う、大切な“他人”として、けっして押し付けず、一

人ひとりに寄り添い、豊かな個性と感性を育む

こと。それが、豊かな地域づくり、社会づくりに

つながるのではないでしょうか」（薮田理事長）

　くにたち地域コラボは、5月26日（火）、プラム

ジャムにて平成27年度通常総会を開催し、国立

市の中間支援組織として市民活動支援のあり

方を模索しながら、新事業にも取り組んできた

1年を振り返りました。

　昨年7月から実験的に始めたのは『ごぜん塾』

(Ｐ２左下参照)。学習を通じたコミュニティづく

りを企画したものですが、3月末までに122コ

マ、のべ484名の参加がありました。午前中の

部屋の利用促進にもなる上に周囲の商店街に

も好評で、今年度も講師の方々とともに継続し

ていきます。

　研修事業としては、昨年秋に『目指せ！あなた

も住民ディレクター　番組づくりは地域づくり』

連続講座（全3回）を、参加無料で実施しまし

た。番組制作の手法だけでなく制作のプロセス

が参加者の交流ともなり、互いの活動への理解

が深まる研修でした。

　こうした事業報告や会員の活動を紹介する広

報誌『プラムジャム通信』(1000部)の発行は年

3回。今年度中にはＷＥＢサイトも一新し、より

充実した情報発信に努めていきます。

　昨年はおかげさまで正会員、利用会員あわせ

て70名の会員登録がありました。会員のみなさ

まには今年度も引き続き、登録更新をお待ちし

ております。どうぞよろしくお願いいたします。

　

富士見台 まちかど
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木

木

関連イベント

土

金

ハンドエステ体験
7/23、8/27 ＊8/5（水）も開催 
15分/500円、特別エステ1,000円
講師：藤井麻由美（ママエステアシスト協会）

クリスのPractical English
初級クラス 9：30～10：30
毎週金曜  月4,800円 ＊４回分

中級以上クラス 10：30～12：00
毎週金曜  月6,000円 ＊４回分
講師：クリストファー・ロビン
（カナダ人英会話講師）

日本人が「英語を話す50の方法」
7月講座：開催中（7/18、25の２回参加もOK）
８月講座：8/1、8、22、29　
全４回 5,000円  定員８名
講師:マーサ（音楽キュレイター&英会話コーチ）

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

総会風景 住民ディレクター講座の様子 ごぜん塾講座風景
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お風呂の後は、お楽しみの
お昼ごはん。食事はすべて
てづくりだ。壁にはイタリア
の画家の原画も（右）

（入場無料・要予約）
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