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かわら版第２１号 

ひだまり友遊会館 

指定管理者：シダックス大新東ヒュー

マンサービス株式会社 

住所：世田谷区若林 4－37－8 

電話：０３－３４１９－２３４１  

FAX：０３－３４１３－９４４４ 

 

電 車 

●東急世田谷線 若林駅 徒歩 6分 

●東急世田谷線 松陰神社前駅 徒歩 8分 

ひだまり友遊会館 

 

バ ス 

●松陰神社前 徒歩 10分 

●世田谷区民会館 徒歩 6分 

 

ひだまり友遊会館は、区内にお住いの 60歳以上の方が目的やライフスタイルに合わせ

て施設を利用し、趣味の集まりや学習等を楽しむための施設です。「高齢者何でも相談」

や「福祉電話訪問」などの相談活動のほか、「生涯現役情報ステーション」では中高年齢

向けの暮らしに役立つ情報の収集及び展示を行っています。 

ひだまり友遊会館就任にあたって  新館長久永清高 

 この度、指定管理者として 4 月より務めさせていただきますシダックス大新東ヒューマン

サービス（株）の久永 清高と申します。 

世田谷区立ひだまり友遊会館は、高齢者の方の心身の健康増進と生のため活向上のた

めの相談及び福祉活動を行うと喪に憩いの場をご提供することに加え、高齢者の方への

地域活動への参加や、世代間の交流を進めることで、区民の皆様への福祉向上を図るこ

とを目的としております。 

どうぞ、地域の皆様のご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げ、就任のあいさつとさ

せていただきます。 
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（写真は地域風景資産に選定されている場所） 

二子玉川公園の紹介（２５年４月開園） 

国分寺崖線のみどりと多摩川の水辺に囲まれた自

然豊かな場所に位置しています。 

みどりとみずをつなぎながら、人々がふれあい、憩

い、こどもがのびのびと遊べるような公園を住民参

加で話し合いながら、作りました。（パンフレットから） 

公園緑地課の職員に取材して公園の自慢したいと

ころを聞きました。 

○日本庭園もバリアフリー 

○子供広場は何時も子供の声があふれている 

○区立公園では初の本格的日本庭園 

○みんなで植樹した命の森 

○展望広場から富士山がよく見える 

○カフェもある 

○防災にも役立っている 

最後の未整備区域も４月１日公開されました。 

５月の連休案内片手に訪れませんか。 

お問い合わせ 

二子玉川公園ビジターセンター 

世田谷区玉川１－１６－１ 

TEL03－3700－2735 FAX03－6805－7591 

http;//www.futako-tamagawa-park.jp 

寄付ベンチ「かたらいのいす」の募集もあります。 

 

地域風景資産とは 都市デザイン課より 

世田谷区では、地域で大切にしたい風景を、「地

域風景資産」として選定し、区民の手で守り・育

て・つくっていく活動を支援しています。 

地域風景資産の選定は、風景に優劣をつけること

や、制限を加え保存することが目的ではありませ

ん。選定を通し大切にしたい風景の価値を考える

きっかけをつくり、身近な街の環境を良くしてい

くために考え、活動につなげていくことを目的と

しています。 

平成１４年度の第１回選定から計３回の選定を

行い、地域の公園、歴史的な建造物のある空間、

散策路など、区内の特徴ある風景が地域風景資産

として計８６箇所選定されています。 

世田谷区内には、地域ごとに特徴のある素敵な風

景が数多くあります。生活や文化が感じられる街

並みや、人々が行き交う商店街のにぎわい、また

風景を特徴づけている大切な要素である建物や

構造物、緑などがあります。 

地域風景資産とは、一人ひとりが大切にていきた

いと考えている風景の中で、多くの人が大切だと

共感し、風景づくり活動の対象となるものを区民

参加で選定されたものです。 

新緑の季節、区内には素敵な風景がいっぱいあり

ます。身近にある素敵な風景との出会いを求め

て、「レッツ・ウォーキング」してみませんか。

きっとあなたにとって大切にしたい、素敵な風景

との出会いがあると思いますよ。 

                

 



 

 

●いずみ会  

平成 25 年度の高齢者書道講習会受講者と既存

自主クラブからの希望者、約 20名により発足した自

主書道クラブです。月 2 回、後藤俊秋先生（毎日書

道展審査会員、書燈社顧問）のご指導の下、古典の

臨書、漢字かな交じり文、創作などに取組んでいま

す。 4 月から、兄弟グループの「のぞみ会」と共に

ひだまり友遊会館に活動拠点を移しました。 

会員の多くにとっては六十の手習いですが、「じっく

りと書の勉強にとりくみ、楽しみながら、書の実用性

と芸術性とを追求する」という先生のお考えに従い、

和やかな雰囲気の中、字を書くことの楽しさを味わ

っています。書道展鑑賞を通じて、鑑賞・理解力の

習得にも心がけています。ハードルは高そうです

が、文字の美しさとそれぞれの個性を表現すること

に努め、何れの日にか「習字」から「書道」へとレベ

ルアップし、芸術の域に一歩でも近づけるよう皆夢

見ています。 先生のご指導よろしきを得て、書道

展で入選するような会員も出て参りました。 

幹事 紅林 實 

 

にいなな会の映画サロン 予定のお知らせ 

5月 8日  『終着駅、トルストイの最後の旅』 

5月 22日 『アンナ・カレリナ』 

6月 12日 『Ｚ（ゼット）』 

6月 26日 『フィラデルフィア物語』 

いずれも金曜日午後 1時から会館 2階講習室 

参加費 300円（お茶 お菓子付） 

ひだまりｉＰａｄ講習会   

講師 せたがやすまほ研究会 

隔週金曜日 6月 5・19日、7月 3・17日 

時刻；1日 2講座 14：00～16：30 

定員 15名 参加費（4回・8講座分）6,000円 

 

 

 

 

●世田谷マジッククラブ 

「タネも仕掛けもあります！」 

『世田谷マジッククラブ』は、2011年 6月に発足しまし

た。厚生会館の集会室で月２回集まって、新しいネタ

を習得したり、各自で持ち寄ったりしながら、和気

藹々とスキルアップに努めています。現在、会員は

17名です。 

世田谷区社会福祉協議会の特技ボランティアに登録

したことや、シルバー人材センターとの縁もあり、区

内の福祉施設やイベントの余興などで披露する機会

が、少しずつ増えて来ました。いつの日か、大きなス

テージで演じられることを夢見ています。厚生会館の

閉館に伴い、この 4月よりひだまり友遊会館を利用す

ることになりました。練習の場は、会議室のみならず

“休養室”や“ふれあいルーム”に及ぶことがあるかも

しれません。また、館外での活動も積極的に行ってい

ますので、私たちの演技を見掛けた時は、暖かな声

援をお願いします。興味のある方は、ご連絡くださ

い。連絡先：3420-5909（鈴木） 

 

風薫る５月地図を持って街に出ようよ！ 

情報ステーションでは地図の特集をしています。 

花 さくら並木など 

崖 国分寺外線発見マップ 

風景 MAP 見て！観て！感じて！せたがやの風景 

せたがや文化マップ 

歩いて出会う世田谷２４の物語 

おいしい地図 世田谷みやげ  

私鉄沿線散歩ガイド 小田急線、田園都市線など 

砧健康づくりウォーキングマップ 

健康遊具マップ  北部版、南部版 

ふれあい農園 MAP 

都バス路線案内 みんくるガイド 

防災地図 災害時行動マニュアル 

 

 

参加して楽しい団体活動紹介 



 

 

 

 

 

 

● ひだまり友遊会館利用案内 
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ひだまり友遊会館講習会 受講生募集 

☆書道教室（漢字） 講師 後藤俊秋 

いずれも月曜 6月 8・22日、7月 6・20日 

(全 4回) 時刻；13：30～16：00 

定員 30名、資料代 500円（一括） 

☆俳句入門講座   講師 堀井より子  

 いずれも火曜日 5月 26日、6月 9・2３日、 

7月 1４・2１日(全 5回) 

時刻；10：00～12：00 

定員 15名、資料代 500円（一括） 

☆将棋入門講座   講師 武市三郎 

いずれも火曜 5月 26日、6月 9・23日、 

7月 7・21日(全 5回) 

時刻；9：30～11：30 

定員 20名、資料代 500円（一括） 

☆囲碁入門講座   講師 水口藤雄 

 いずれも金曜 6月 12・26日、7月 14・21日 

（全 4回） 

時刻；13：30～16：00 

定員 20名 資料代 1,000円（一括） 

参加申込みは往復はがき、問合わせは会館 

事務室までお願いします。 

参加対象は、60歳以上区内在住 講座の重 

複申込はできません。申込者多数の場合抽選 

応募方法 5月 15日までに往復はがきに 

①教室・講座名 ②住所 ③氏名（ふりがな） 

 ④年齢 ⑤電話番号    

※返信用ハガキにも、住所氏名を記入ください 

●あて先は、〒154-0023  

世田谷区若林４-３７-８ ひだまり友遊会館           

 

５月～６月 ひだまり友遊会館のお知らせ 

●ひだまり友遊会館利用案内 

１．開館時間 

 ・午前 9時～午後 10時 

２．休館日 

 ・第２日曜日 

 ・年末年始（１２月２８日～１月４日） 

３．館内利用時間の区分 

（１） 会議室・講習室 

・午前・午後・夜間の３コマに区分しコ

マ単位での利用です。 

午前 午前９時～正午まで 

午後 午後１時～午後５時まで 

夜間 午後６時～午後１０時まで 

（２） 体育室 

・利用時間を１コアを２時間に区切り

コマ単位の利用です。 

・１団体につき、１日・１回・１コマのみ

の利用です。 

１ 午前９時～午前１１時まで 

２ 午前１１時～午後１時まで 

３ 午後１時～午後３時まで 

４ 午後３時～午後５時まで 

５ 午後５時～午後７時まで 

６ 午後７時～午後９時３０分まで 

 
●情報ステーションから 

情報ステーションの場所が２階から１階の入

り口の部屋に変わりました。 

皆様に役立つ情報やサークル、グループの

情報も収集しておりますので会館においで

のときは気軽にお寄り下さるようお願いいた

します。 

●編集後記 

「かわら版」４月発行予定が５月になりました

が２１号をお届けいたします。皆様からの情

報をおよせください。編集広報委員 

 


