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第24号

－上北沢桜並木会議ではこれからも地元の情報をお届けします－
上北沢桜並木会議では、地域が抱える様々な問題を皆で考え、そのための情報を発信し
ます。安全で住みやすい街、人と人の絆を大切にする街にするため、実践的な活動をひと
つひとつ着実に行っていきます。
●皆様の声を聞く
・ご意見箱
・メール
・アンケート

●協働
・行政（主に区）
と桜並木会議
との協働

●ミーティング
●立ち話し

討
議

●まちの歴史・文化を
知る
・街あるき
・文献調査
・対話(昔の人に話を聞く)

●桜並木の保全
・お掃除
・害虫駆除
・余分な枝切り

●調査等
・桜並木の実態調査
・桜並木の診断
・セミナーの開催

●まちのことを知る
・住宅街の変貌
・商店会の変貌
・松沢病院と公園の変貌

保全

●まちの行事・
キャンペーン参加
・桜まつり
・区民センター文化祭
・路上禁煙
・地域防災

桜への愛着
まちへの愛着
●市民団体や子供達
との協働
・まちづくり協議会
・景観保全等の団体
・上北沢小、福音寮

●配布物
・定期通信
・レター
・チラシ
●ホームページ
（桜並木会議）

●報道
・テレビ
・ラジオ
・新聞、区広報
●ホームページ
（区等）

いまの地域の問題に正面から取り組んだことにより、その活動が多岐にわたってきて
います。
どれも大事なことです。ぜひ多くのみなさまにどれかの活動へ少しでも参加していた
だけますようお願い致します。
また、桜並木清掃のときの立ち話しミーティングやご意見箱への投書を参考にして、
会報や会議、活動に生かしていくよう取り組みますますので、ご意見をお寄せ下さい。
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ことしの活動方針
約９０年の歴史を持つ上北沢の桜並木は老木が多くなり、手を掛け、労っていかなけ
ればなりません。たとえば、植えますの土は腐朽菌に侵されていたりしていて植え替え
の方法などもみんなで話し合っていかなければなりません。
また、都の計画道路、京王線高架化、松沢病院、将軍池公園、まちづくり協議会など
上北沢のまちの環境を変えていく問題がいくつも持ち上がっており、住みやすいよりよ
いまちを実現するために、わたしたち住民は情報を共有し、もっとお互いに話し合うこ
とが必要になってきています。
桜並木会議では、これらのことに従来から取り組んで参りましたが、参加しやすい方
法を調え、もっと多くの方の参加をお願いしていきたいと考えています。
どうか何かひとつでもご参加いただければと思います。
１）桜並木清掃と立ち話などで、住民間の情報や意見の交換をはか
ります。
毎月第２日曜日の午前１０時から３０分を桜並木の清掃、そのあ
とに立ち話会議をおこないます。思いついた時に、ちょっとで
も参加してみてください。掃除道具はありますので、手ぶらで
ご参加下さい。
春の桜の花びらが散る時、秋の葉が落ちる時は、毎週２回清掃を行います。
期間など詳細はホームページや桜に掲げるビラでお知らせ致します。
２）通信（会報）やホームページで情報を発信し、テーマごとのアンケ
ートを実施したり、ご意見箱を設置し、話し合いを深めていきたい
と考えています。
３）月例会への参加者を広く募り、世田谷区役所との情報交換の場として有効活
用致します。どなたでも参加できます。
月例会は毎月第３火曜日午後６時３０分から８時、上北沢区民センター会
議室で行います。内容についての詳細は、ホームページでご報告致します。
４）上北沢桜並木会議の運営に関しては事務局会議で決めていきます。
毎月第１木曜日午前９時から１１時、上北沢区民センター会議室で行いま
す。どなたも参加できます。
５）桜の実態調査や桜の勉強会（セミナー）を開
催致します。
日程などは、通信、ホームページ、まちの掲示
板や、桜に掲げるビラでお知らせ致します。
６）上北沢の歴史、文化についていろいろと紹介
します。
よりよいまちをつくるためには、誇るべき町の
歴史や文化を知り、愛着を感じることが大事と
考えます。通信（会報）やホームページをご覧
下さい。
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昭和７年頃の上北沢周辺

旧上北沢町２

現在の桜上水５丁目、
上北沢１・３丁目
旧上北沢町３ 現在の上北沢２・３丁目
旧山谷 現在の上北沢４・５丁目

路上禁煙
キャンペーン

７）町会、世田谷区などによる地域の行事に参加します。
桜まつり、区民センター文化祭、路上禁煙活動等に参
加・協力します。
８）会員はすべて正会員とし、年会費は 1 口１０００円と改め
ました。
ひとりでも多くの方に会員になって戴き、各種活動にすこし
でも参加していただきたいとの願いです。

よろしく
お願いしま～す

いまこの地域で問題になっていること…《まちのこと》《桜のこと》
まちのこと

東側公園予定地：約 5,200 ㎡

◎将軍池公園
以前の通信でもお伝えしているように、松沢
病院の東西にそれぞれ１箇所の公園ができてい
ます。
東側：「将軍池公園」
西側：「松沢けやき公園」
設計計画段階ではすでに両公園ともオープン
しているはずでしたが、西側公園では水場の問
題があって、一部完成していません。
東側公園は、広場の土壌等の問題で開園は来
年になる予定です。
なお、桜並木会議では開園延期の説明会（４
月１６日）を踏まえて、区に以下の内容で要望
書を提出しました（５月２６日）。

西側公園予定地：約 800 ㎡

・周辺のフェンスが壊れやすいこと
・広場の地盤と同様に、丘となっている部分の地盤も悪いこと
・水飲み場が少ないこと
・車椅子に対する対応が充分でないこと
・防犯上の問題があること
・球技等をする利用者には開放しないで欲しいこと
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桜のこと
◎老朽化
【№２９の桜】
以前から枝が曲がって通行の妨げになるばかりではなく、倒木の恐れもありました。
この桜は、曲がった枝から新しい良い
枝も出て、
「不定根」も育ち、どうにか持
ちこたえて欲しいと願っていました。
伐
採
しかしながら、枝に葉が付き、雨が降
後
って水がたまるとさらに倒木の危険が増
すことになり、やむを得ず伐採すること
になりました。
空いたスペースには、新しい桜を植え
ることになっています。

【№４２の桜】
キノコの菌によって根元から冒されて、
今年は花もほとんど咲きませんでした。
伐
上部をみると、他の桜は青々とした葉
採
後
を付けているのに、この桜は枯れ枝が目
立ちます。
画像診断によれば、台風シーズンには
倒木の恐れがあると指摘されました。
そのために伐採し、新しい木を植える
こととしました。
伐採後の「材」は、しっかりとしているように見受けられました。

『ご意見箱』の設置
皆様のご意見・ご要望を広く集め
ます。
いつでも以下のところに投げ込ん
で下さい。様式は問いません。
石井

石井 昭 ：上北沢 3-23-10
長峰 博明：上北沢 1-33-18

ご意見

長峰
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会計報告と今年度の予算計画
桜並木会議は皆様の会費および寄付がすべての活動資金です。
昨年度は、繰越金をあわせて約 49 万円の収入があり、支出は約 36 万円
でした。今年度への繰越金は約 13 万円です。
今年度の会費収入は、会費を減額にしたため昨年度より少なくなると予想
され、この計画を立てています。
収入：約 33 万円(繰越金含む)、支出：約 26 万円、次年度繰越金：約 7 万円
昨年度の収支結果と今年度の計画の詳細はつぎのとおりです。
【22 年度の収入】

【23 年度の収入予定】

会費（寄付金含む）：340,600 円
その他収入
：
22 円
前期繰越金
：149,649 円
合 計
：490,271 円

会費（寄付金含む）：200,000 円
前期繰越金
：126,100 円
合

計

：326,100 円

２３年度 支出計画(３２６,１００円)

２２年度 支出(４９０,２７１円）

その他
3.9%
繰越金
25.7%

講師
および
ＨＰ
16.3%

消耗
品費
4.8%
会議費
4.1%

複写
印刷費
36.5%

機材
備品費
2.4%

その他
9.8%

消耗
品費
7.2%
会議費
3.1%
機材
備品費
0.0%

通信費
6.3%

繰越金
20.1%

複写
印刷費
30.7%

講師
および
ＨＰ
21.5%

通信費
7.7%

会費および寄付のお願い
当会議の活動の趣旨に賛同くださる方に、会費または寄付金をお願い申し
あげます。
個人会員：１口 １,０００円／年（１口以上）
法人会員：１口 ５,０００円／年（１口以上）
寄 付 金：金額はご自由に
同封いたしました振込用紙をご利用いただくか、当会の事務局員がお判り
であればご連絡下さい。
また、ご意見箱設置場所である『石井』あるいは『長峰』へご連絡下さい。
今年度もよろしくお願いいたします。
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美容院
住

所：世田谷区上北沢４－１５－７
ベルシャトー上北沢２Ｆ
TEL ０３－３３２９－８０９１
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.hair-aura.com/
アクセス：上北沢駅 北口出口徒歩約２分
受付時間：<カラー・パーマ> 9：30～17：30
<カット>
9：30～18：30
定 休 日：毎週火曜日・第３水曜日

Ａｕｒａ

Ａｕｒａは１２年前の１９９９年１２月オープンしました。
オーナー曰く、
「京王線、井の頭線のすべての駅に一度下りて
店舗を探した時に、印象的だった場所が２つあった」そうで、
今思えばその１つが上北沢の桜並木だったそうです。
Ａｕｒａは桜並木とは逆の方向なので、しばらくは気付かな
かったそうですが、踏切の向こう側に行った時“ここだった
んだ！”と感激したそうです。
桜並木を守ってくれる人達がいたからこそ、Ａｕｒａは上北
沢に惹かれて来たのかもしれませんね(^^)
桜並木に携わるたくさんの方ともお会いできるのを楽しみに

↑「Ａｕｒａ」の外観↑

しています♪
Ａｕｒａでやっている事：
安心してカラーを楽しんで頂けるように、直接地肌にカラー剤を付けない。
『セー
フティーシステム』という技術を取り入れています。
カラーに不安のある方はもちろん、カラーをされている方、これからしようとい
う方も、是非ご相談下さい。
そして、少しの空いた時間でマッサージを受けたい、シャンプーだけしてほしい
方や、今回の東日本大震災での心的ストレス
（被災地から離れた東京でも受けている方は
多いんですヨ）を少しでも忘れて頂ければと
『リビラブ』という技術も提供しています。
（記：スタッフＡ）

↑「Ａｕｒａ」の従業員の皆さん↑
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