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大田区区民活動支援施設 こらぼ大森
WEB リニューアルのお知らせ

こらぼ大森開催の秋の防災訓練

こらぼ

大森 第 17 号
ニュース

■
■
■
■

スズムシの声を聴きつつ 本の虫になる秋
読み聞かせネットワークヒッポの読書支援
こらぼ大森夏まつり＆平和祈念写真展
掲示板「WEBリニューアル」「防災訓練情報」など

備えあれば患いなし いざ、という時のために

「予約状況」の定期更新を開始しました！
こらぼ大森内の「グラウンド」
「体育館」
「多目的室」
「いろいろルーム」
「会議室」の予約状況を WEB で公
開しています。週単位で定期更新をしています。
施設抽選前の状況を公開しています。ご承知おきく
ださい。ぜひ、ご活用ください。
こらぼ大森 WEB サイトより、
「予約状況」の項目を
クリックしてください。
http://collabo-ohmori.com/facility_reservation/

①沢田四町会 合同防災訓練
日 時：9/4（日）9:00～12:00
会 場：こらぼ大森 グラウンド
内 容：消防用ホース訓練 他
問合せ：3762-2988（近嵐）

②沢田東町会 避難訓練
日 時：10/9（日）9:00~12:00
会 場：こらぼ大森 グラウンド
内 容：炊き出し訓練 他

達磨の会の夜間実技教室

問合せ：3763-7275（田中）

毎月第 2 水曜夜開催！日常生活で使える
簡単な住まいのリフォームを学んでみませんか？
日

時：9/14・10/12・11/9（第２水）18:30～20:30

会

場：こらぼ大森 会議室

内

容：9 月 ペンキの塗り方
10 月 壁紙の張り方
11 月 クッションフロアーの張り方

対

象：どなたでも。 若いパパ世代歓迎。

定

員：10 人 参加費：各回 1500 円（材料費込み）

申

込：yukiosuo@icloud.com （代表：周防）

注

意：動きやすく、汚れてもいい服装でどうぞ。

こらぼ大森を考えるワークショップ
みんなとこらぼ！みんなでコラボ！
～新しいこらぼ大森～
日 時：10/5(水) 19：00～21：00（18：３０開場）
会 場：こらぼ大森 多目的室
内 容：協働を軸にした地域力をより推進し、より親しまれる
こらぼ大森にするために、皆様と意見交換と交流を図
ります。みんなと、みんなで、コラボしましょう！
どなたでも意見が述べやすいワークショップで開催。

こらぼ大森ボランティア募集！
ボランティアの「はじめの一歩」-出来ることから-

対 象：こらぼ大森近隣の方々、区民活動団体の方々、など
定 員：40 名

参加費：無料

申 込：こらぼ大森 情報交流室Ⅰ
ＴＥＬ/ＦＡＸ：5753-6560

こらぼ大森のボランティア活動を通して、地域との

Ｅ-ｍａｉｌ：ｃｂｃ10286＠nifty.com

接点を持っていただけましたら幸いです

氏名、所属、年齢、性別、

内

こらぼ大森の利用の有無を明記のうえ送信。

容：植木の水やり 芝生の整備
イベントの準備
ニュースやチラシの郵送作業
イベント開催のお手伝い
（会場設営・受付、写真撮影など）

活動日：毎週木曜日 13 時～１5 時 他 週末など
申込み：右記連絡先までご連絡ください。
※事前に登録手続きがあります。

発 行：こらぼ大森ニュース編集委員会
ＴＥＬ/ＦＡＸ：03-5753-6560
Ｅ-ｍａｉｌ：ｃｂｃ10286＠nifty.com
ＵＲＬ：http://collabo-ohmori.com/
住 所：大田区大森西 2-16-2
大田区区民活動支援施設大森【こらぼ大森】

スズムシの声を聴きつつ 本の虫になる 秋
大森西５丁目にある大森西図書館は、大森町商店街に程近く大森町駅からも徒歩5分ほどの便利
な場所にあります。閲覧コーナーもゆったりしていて「生涯学習コーナー」など情報も充実して
います。また隣接する大森三輪公園には大田区の指定文化財の東海道一本灯籠があります。木陰
のベンチに腰掛けて、しばし読書にふけるのもいいですね。
（でも歩きながらの読書はキケンですのでやめましょう）

Ｌet’s こらぼ

暦では初秋に入りました。読書の秋とよく言
いますが、普段の読書習慣を見直す方も多い
かと思います。子どもの頃に良書にいかに巡
り会うかによって、その後の人生の読書の習
慣は大きく違うことでしょう。ヒッポさんは、
こらぼ大森周辺では開桜小学校の図書室も整
備を担当されたそうです。

「ヒッポの読書支援は、
環境支援も行っています！」

第 13 回こらぼ大森夏まつり実行委員会 副実行委員長 和田 文子
去る、8 月 21 日（日）
「第 13 回こらぼ大森

NPO 法人 読み聞かせネットワークヒッポ
副理事長 近藤 真奈美 さん
ならば、ここはヒッポが環境整備のアドバイス

し、読書を通じた地域社会の発展と子どもの健

をしよう！そして、2011年から始まった学校

全育成を目的としています。大田区では、図書

図書館の改装・整備・運営アドバイスは11校

館などで乳幼児親子さんを対象に、赤ちゃんか

となりました。

こらぼ大森夏まつりは、実行委員会形式をと

夏まつり」を開催いたしました。今年のテーマ

り地域の皆様に支えられ毎年開催しています。

は、「てをつなごう！みんなの力！」とし、東

昨年の反省を活かし、より多くの出店（展）先

北・熊本被災地応援を掲げ、さらには大田区制

にご来場者様に足を運んでいただきたく、スタ

70 周年記念として開催いたしました。

ンプラリーを行いました。地域で活躍されてい

前日に台風が３つ発生した影響で、当日の開

ヒッポの事業活動は、子どもの読書を支援

ら絵本に親しむお話会を実施しています。小学

こらぼ夏まつり 今年も暑い中ご参加＆ご協力ありがとうございました！

催も危ぶまれましたが、猛暑の晴天の中の開催
となりました。炎天下の中ご来場いただきまし
た皆様と出店（展）やボランティアなど、ご協
力してくださった皆様に、この場をお借りし
て、改めて御礼申し上げます。

る新たな出店（展）団体のご紹介もいただきま
した。諸所ある反省を前向きにとらえ、さらに
笑顔いっぱいの夏まつりが続きますよう、努め
てまいります。
なお、当日の模様は、「季刊こらぼ 20 号」
にてカラー写真付きで改めて、ご紹介いたしま
す。どうぞ、お楽しみにしてください。

学校図書館が整うと、子どもたちも先生方

平和の心を 次の世代に つなぐ 平和祈念写真展を開催して

校では多くの読み聞かせボランティアさんが、

もボランティアさんも変わるのです。子どもた

朝の読み聞かせやお話会活動をしています。子

ちは、学校図書館に足を運び、本を探すことを

どもたちは、お話が大好きです。なのに、本離

楽しみながら借りていきます。先生方は、学校

れしてしまう子どもたちが多くいることに、活

図書館を授業、教科に利用します。ボランティ

動をしながらずっと疑問を抱いていました。そ

アさんは、子どもたちのために整った学校図書

して、多くの小学校でお話会をしているうち

館を維持しようと活動しています。整備をする

に、ほとんどの学校図書館がお世辞にも整備さ

前と後では本当に違います。1校でも多く、一

大田区立郷土博物館からは、戦前から戦後に

れているとは言えない状況に気がつきました。

人でも多くの子どもの笑顔のために、ヒッポは

かけての懐かしい風景の写真を、また開桜小学

方でなければお聞きできない内容のお話でし

新旧の本が混在し、分類された配架ではない。

この事業を継続します。学校図書館の整備に質

これでは、読みたい本を探すのに時間がかか

問がありましたら、ヒッポにご連絡ください。

校郷土資料室からは、地中に埋まっていた焼夷

た。貴重なお話をお聞かせいただいたことに深

弾の一部や当時の方が実際に使っていたゲー

く感謝申し上げます。

り、大変だろうなと。ボランティアさんたちも、

（今後の整備実施予定校2016年12月小池

どこをどう整理したらいいか、よくわからな

小学校、2017年5月志茂田小学校）

い、そんな声も聞こえてきました。

HP：http://book.geocities.jp/hipohipo_land

読みたい本を
探しやすく
なったよ！

こらぼ大森 事務長 森 光男
昨年に続き第２回こらぼ大森平和祈念写真
展を開催しました。

トル等、貴重な品々を展示させていただきまし

まだ子供だったころ、空襲下を家族と逃げま
どったご経験やご兄弟が若くして戦地へ招集
され戻られなかったこと等、どれも体験された

今回の写真展には、2 日間で 85 名の方がお

た。新しい校舎が完成した 1950 年、当時の在

いで下さいました。ありがとうございました。

校生が制作した紙芝居作品「私たちの学校」の

最後に、写真提供などでご協力くださいまし

展示も行いました。また、南部生活協働組合か

た大田区立郷土博物館と開桜小学校、南部生活

らは広島・長崎へ投下された原爆に関する写真

協働組合の皆様に深く感謝申し上げます。

資料をお借りして展示しました。
31 日には、戦時中の体験をお聞きする会を
開催し、4 人の方から当時の体験をうかがいま
した。

講話会でのお話しの様子
戦争体験の貴重なお話を
いただきました。

