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祝 辞 
 
からきだ菖蒲館開館にあたり、一言お祝いを申し上げます。からきだ菖蒲館

が地域におけるコミュニティ活動の拠点として運営をスタートされましたこと
を、心からお慶び申し上げます。運営協議会の皆様におかれましては、住みよ
いまちづくりを進めるため、これまでも数多くの事業を通じて地域コミュニテ
ィの醸成に多大なご貢献をいただき、心から感謝申し上げます。 

先の東日本大震災では多くの尊い命が奪われ、多くの皆さんが被災されまし
た。津波、さらには原発など災害の規模・影響も大きく、まだまだ多くの困難
はありますが、「共に生きよう 自然エネルギーを大切に」と想いを新たに復興
支援に力を尽くしていきましょう。今回の震災でも改めて感じましたが、地域
の絆はまちづくりを支えています。コミュニティセンターは、地域イベントや
各種サークル活動、様々な会議等を通じて住民相互の交流・親睦を深めるとと
もに、市民の皆様が活力ある地域づくりに自ら取り組むための重要な施設です。 
コミュニティセンターの建設にあたっては、建設協議会の時代から皆様方が

毎回の会議で検討され“わ（調「和」・会「話」・人々の「輪」）”を基本コンセ
プトに掲げ、取り組んでこられました。ぜひ、このからきだ菖蒲館を拠点にし、
これまでにも増して地域の“わ”を広げていっていただきたいと思います。地
域住民の皆様に唐木田コミュニティセンターを大いに活用していただき、「市民
主権のまちづくり」がさらに発展することを期待しております。最後に、開館
にあたりご尽力いただきました関係者の皆様のご労苦に敬意を表しますととも
に、唐木田コミュニティセンター運営協議会が地域に根ざした活動により、今
後ますますご発展されますことを祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。 

 
 
平成２３年５月２１日 

多摩市長 阿部 裕行 
 

ごあいさつ 
 
この 10年間、幾多の曲折がありました。平成 13年に結成された「（仮称）唐

木田地域コミュニティセンター」第 1期建設協議会では建設地の選定から始ま
り、コミュニティセンターとしてのコンセプト（キーワード：“わ”（和・話・
輪））と建物の基本設計に対する案を創出し市に提出しましたが、平成 15年～
18年は市財政の窮迫により 3年間、事業計画が中断しました。その後、実施設
計者として選出した新居千秋建築設計事務所が地域環境に溶け込んだユニーク
な形状の実施設計をしてくれました。そして、竣工した唐木田コミュニティセ
ンターと図書館および児童館で構成されたこの複合施設は「からきだ菖蒲館」
と命名され、今年の 4月 1日に開館しました。 
もともと私どものコミュニティセンターにかける思いは、ハード（建物）よ

りソフト（人のつきあい）です。住民付き合いの大切さを痛感させられる今日、
その地域の絆や付き合いのにぎやかさを皆が望んでいます。これからは、この
広報紙やホームページを通して皆様に「からきだ菖蒲館」の市民活動をお知ら
せします。音楽・演劇・工芸・料理などの文化活動、健康促進の体操・各種ス
ポーツの講習教室やイベント、まちづくりや環境･ごみ問題を促進する活動、高
齢者や障がい者の方々への支援や福祉活動などです。そして、皆さんが積極的
に参加できるコミュニティの触れ合いを支援します。 
この１０年間の歴史は、ひとえに地域住民、市の担当者、建設工事に携わっ

た多くの関係者各位のご支援とご協力の賜です。関係各位の皆様に心から感謝
を申し上げます。また、今後はこの施設を利用される皆様の温かいご支援とご
協力を心からお願いします。 
 

 
 
平成２３年５月２１日 
                唐木田コミュニティセンター運営協議会 
                            会長 橋本 正晴 

 

  

 

 

ホール 

100名規模のホールで、グランドピアノ・照明音響設備・ロールスクリ
ーン・可動舞台などが配備され、発表会・講演・集会等多目的な利用が
できます。 

図書館 児童館 ロビー 

唐木田地区は多摩丘陵
の豊かな自然の面影を
残し、緑を多く取り入れ
た施設やまちづくりが
なされ居住環境の優れ
た地域です。この地域に
コミュニティセンター
が誕生しました。誰も
が、いつでも、楽しく、
ふれあい交流し、文化の
薫り高いコミュニティ
拠点とすることを目指 
しています。                 
 

施設のご案内 

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 



  
 
 

 

 

“歯の悩みはどんなことでもご相談ください” 

〒206-0033 東京都多摩市落合 2-33 

クロスガーデン多摩３階 

院長 藤原 勲 

TEL 042-313-8418  FAX 042-313-8461 

                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         

 

 
 

ドコモショップ多摩センター店は 
4/23 ココリア多摩センターに移転し、 
リニューアルオープン致しました。 

皆さまのご来店を心よりお待ちしております 
 
ドコモショップ ココリア多摩センター店 

東京都多摩市落合 1-46-1 
ココリア多摩センタ-3F 

 
TEL:0120-520-608 営業時間：10:30～21:00 

 

菖蒲館のある生活はなかなか素敵です。 
広報部会の仕事は、広報紙やホームページなどを通じて、菖蒲館
を多くの皆様に知って頂く事です。「和・話・輪」をキーワード
として運営されるコミュニティセンターの様々な活動に参加し
たり、読書や友人とお茶を飲んだりして、この素敵な菖蒲館のあ
る心豊かな生活を楽しんで頂きたいと思います。私たちは、開館
PR のチラシを作り、受付に菖蒲館のご案内（リーフレット）を
用意しました。これらのデザインは部会のメンバーによるもの
で、菖蒲館らしいセンスを感じて頂けたら嬉しいですね。正面玄
関を入った左側の壁面には、写真による「唐木田のいま・むかし」
とこの地の歴史を知る「唐木田物語」があり、奥には静かな里山
の風景画があります。瀟洒な佇まいを見せる菖蒲館が開発の歴史
の中から誕生したことが分かります。 
この広報紙「からきだ菖蒲館」ハローFrom Shobukan は皆様が楽
しめる企画と情報をお届けいたします。また、間もなくホームペ
ージもお目見えして、よりタイムリーな情報をお知らせします。
広報部会は、何か少しでもお手伝いしたいというメンバーのボラ
ンティア精神あふれる素晴らしいチームスピリットに支えられ
て、皆様に菖蒲館を楽しんで頂くため、活発なコミュニケーショ
ンを図ってまいります。 
広報部会長 橋本 勲 
 

 

からきだ駅前クリニック 
 

多摩市唐木田 1-1-7 1階 
（唐木田郵便局となり） 

診療科目：消化器科、呼吸科、内科、ひふ科 
診療時間：午前  8:00 ～ 12:00 

午後  16:00 ～ 19:00 
休診日：毎週火曜日 

土曜日・日曜日・祝日は午前中のみ診療 

郵便局株式会社 

唐木田駅前郵便局 

   〒206-0035 東京都多摩市唐木田
1-122 

TEL 042-389-4816

「地域の皆様の声に耳をか
たむけ、笑顔あふれる」をモ
ットーに」 
唐木田地域の皆様の悲願で
あったからきだ菖蒲館がオ
ープンしました。わたしたち
文化部会は、唐木田の地域性
を考え、菖蒲館のコンセプト
でもある「和・話・輪」を大
事にしながら、事業を考え、
進めてまいります。子供さん
から子育て中のお父さん、お
母さん、また高齢者の方にも
参加しやすく地域に密着し
た事業を検討していきます。
皆様が集い、楽しみ、学べる
楽しさ、笑顔あふれる文化部
会に多くの方が参加される
ことを心からお待ちしてい
ます。 
文化部会長 関 容子 
 

各部会のご案内 

楽しく、親しみ易いコミュニティセンターと図書
館・児童館の複合施設である「からきだ菖蒲館」
が落成し、４月 1日にオープンしました。苦節１
０年の夢が実現しました。 
これに先立ち開催した内覧会では、初日１０００
名を超える来館者、５０団体の登録と想定以上の
大盛況でした。先ずは順調な船出でしたが、何時
も天気晴朗とは限らず、幾多の困難に遭遇するこ
ともあるでしょう。不断の努力と研鑽を積み重ね
てこそ、巡航速度の航海への道であることを銘記
し、着実な歩みを続けて行きたいものです。 
総務企画部会は、諸規定の整備をはじめ施設の管
理、防犯、防災、総務庶務的事項など多岐にわた
る分野を担っています。運営協議会の基本コンセ
プトである“わ”「調和」・「会話」・「人々の輪」
を念頭におきながら、地域コミュニティ形成の拠
点として、親しみ易く、清潔で、安全、安心なコ
ミュニティセンターを目指し、「縁の下の力持ち」
となれるような事業活動を展開していきたいと
願っています。 
総務企画部会長 河本 博治 

「ステンドグラス小皿講習会」 
 
美しいガラスを見て感じた気持
ちやお子様の絵を作品にしてみ
ませんか？物作りの好きな男性、
大歓迎です。ご参加をお待ちして
います。 
・材料費：一人 1,300円 
・講 師：斎藤 梅代 氏 
・日 時：6月 5日（日）13時～ 
・場 所：からきだ菖蒲館会議室
３（２階） 
・定 員：１０名 
・お申込み、お問い合わせ 
 斎藤 Tel 090-6042-9996 
  

♪ ともしび うたごえの会 ♪ 
 
たまには大きな声を出して、皆で楽しく歌いま
せんか？ 
・参加費 500 円 
・講 師 高田 一広氏 
・日 時 5 月 28 日（土）13 時～ 
・場 所 2 階ホール 
・お申込み、お問い合わせ 
  高田 Tel 080-2053-1367                
＊当日の参加も大歓迎です。 

 
ココリア多摩センター４階（三越上に）新装
オープン！ 
ヤマハ音楽教室・ヤマハ英語教室 ヤマハ大人の音楽レッス

ン サックス・フルート・ギター・ドラム・ボーカル・ポピ

ュラーピアノ etc. 

■ 多摩市落合 1-46-1 ココリア多摩センター4F 
■ 営業時間 10:30～21:00 
■ 電話 042-375-5312 
■ ht tp :/ /www. sugan ami.com 
■ 多摩センター地区共同利用駐車場割引有 

体操で元気になれる！元気を出せる！ 
 

震災被災者支援 
第 1回菖蒲館健康体操の会 

 
ストレッチと筋力トレーニングを組み合わせるこ
とで、しなやかで若々しいからだ作りができます。
疲れやすい方、関節痛でお悩みの方などその効果
を体感しませんか？ 7月より毎月第 1月曜日に
開催してまいります。 
 
◆日 時：7月 4日（月） 14：00～16：00 
◆場 所；2階ホール 
◆定 員：30人（申込み先着順） 
◆講 師：青木美樹氏 
◆参加費：500円（収益金は東日本大震災の義援

金とさせていただきます） 
◆対象者：中高年 
◆持ち物：飲み物、バスタオル、上履き 
◆服 装：運動の行いやすい服装 
◆お問い合わせ 
 健康スポーツ部会 松原 
 Tel 042-372-5787 

イベント情報 

絵本の読み聞かせ会   
日時：6月４日（土）11時～11時 40分 
場所：2階和室 
 

       年齢の制限は有りません。 
       お気軽にご参加ください。 
       楽しい時間を過ごしましょう。  
 

毎月第 1土曜日に開催します。 
次回：7月 2日（土）11時～11時 40分 

協力：唐木田図書館、唐木田児童館 
問合せ：福祉環境部会、白石 Tel 
042-376-4538 

新都市センタービル ３階クリニックフロアー 

新垣内科外科クリニック 

療時診間      月 火 水 木 金 土 日 

9:00-12:00 ○ ○ ○ 休 ○ ○ 休 

15:00--18:00 ○ ○ ○ 休 ○ 休 休 

休診日：木・日・祝      院長 新垣美郁代 

多摩市鶴牧1-24-1 （多摩郵便局隣）☎ 042-373-0514 

（運営協議会には総務企画部会、文化部会、福祉環境部会、まちづくり部会、健康スポーツ部会、広報部会の６つの部会があります。

今回 掲載できなかった部会につきましては次号に掲載いたします。） 

 
「喫茶コーナー」 開業準備すすむ 

長らくお待たせしてまいりました喫茶コーナーが開業し
ます。市内の障害者福祉団体とコミセン運営協議会が共同
で喫茶コーナーを運営することとなりました。ただ今、開
業を目指して準備中ですので、もう少しお待ちください。 
 

試行的に運営を始めました 
 

上記の本格稼働を前にして、さる５月５日、事務局スタッ
フが試行的にコーヒー、紅茶、クッキー等の提供を始めま
した。どうぞご利用ください。 
（営業日時：火・木・土 11 時～15 時） 

囲碁の会開催のお知らせ 
第一回「囲碁の会」を下記の要領で開催する運びとなりました。
初心者の方もお気軽にご参集ください。 

記 
日時：6月 5日（日曜日）13時～17時 
場所：からきだ菖蒲館会議室２（2階） 
お問い合わせ 
文化部 トモナガ Tel 042-338-4869 
 

ご報告 
日本赤十字社を通して
「東日本大震災義援金」
金 23,421 円を送付しま
した。ご来館の折ご協力
頂いた皆様にお礼申し
上げます。 運営協議会 

 

 

ハロー From Shobukan   


