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平成２３年度実施 

【小平市いきいき協働事業活動状況報告書】 

 

いきいき 

協働事業 

の 名 称 

 

小平の観光資源発掘・発信事業 

 

実施結果 

実施日・ 

実施期間 
平成 23 年 5 月 1 日から平成 24 年 3 月 26 日まで 

実施場所 小平市中央公民館ほか指定場所 

人員体制 

(スタッフ) 

●事業企画（3 日／月×7 ヶ月） 

準備・調整   主担当  １人×21 日 

         副担当  2 人×21 日     計６３日 

●ブログ塾当日 

※２期合計   主担当  １人×６日 

         副担当  ５人×６日      計３６日 

●動画塾当日 

※２期合計   主担当  １人×４日 

         副担当  ６人×４日      計２８日 

●講師養成講座当日 

※2 コース合計 主担当  １人×２日 

         副担当  ７人×２日      計１６日 

●ツイッターポータル立上げ・管理（3 日／月×7 ヶ月） 

      主担当  １人×２１日 

         副担当  １人×２１日     計４２日 

●こんなに大好きこだいらサイト立上げ・管理、コンテスト運営 

（7 日／月×5 か月） 

      主担当  １人×３５日 

         副担当  １人×３５日     計７０日 

           

                        計２５５日 

参加者数 

・ブログ塾、動画塾、講師養成講座 

講座参加者延べ人数 112 人 

・こんなに大好きこだいら 50 選 

 作品エントリー参加者延べ人数 366 人 

 作品投票参加者延べ人数 5027 人 
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内  容 

・ブログ塾 1 期、2 期 

・動画塾 1 期、2 期 

・ブログ塾講師養成講座 

・動画塾講師養成講座 

・ツイッターポータル「小平なう」立上げ 

・こんなに大好きこだいら 50 選 

 サイト立ち上げ、写真・動画作品募集、ウェブ投票 

集計、結果発表 
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１. ブログ塾 

【事業名】 小平市いきいき協働事業 地域と私・始めの一歩 ブログ塾 

【事業概要】  

ブログを通じて自分の想いを地域に発信することで地域デビューできることを伝え、新たな地

域の人材を掘り起こし、発信力のある市民、新たな地域の活動の担い手を育てていく。 

 

（１）第一期ブログ塾 

【日時】 2011年 6月 25日（土）、7月 9日（土）、7月 23日（土） 午後 2時～5時 

【場所】 小平市立第五小学校パソコンルーム（小平市花小金井 6-24-1） 

【参加人数】 延べ 39名  

受講生  第１回：14名（男 6名、女 8名） 第 2回：15名（男 6名、女 9名） 

第３回：10名（男 5名、女 5名）   

その他  小平市市民協働課 河原、産業振興課 松尾、杉山   

※スタッフ（従事者） 竹内、多田、木村、松澤、岩嶋 

【受益対象者の範囲】 小平市およびその周辺の情報発信に興味のある市民 

【プログラム】 

第 1回 

6月 25日（土）わたしの地域活動づくり 

講師：堀池喜一郎、瀧沢ちはる（敬称略） 

 いま、なぜ地域の発信なのか。そこか

ら何が始まるのか。実践例から学びま

す。 

 「私は誰」「誰に」「何を」発信？ 

ワークショップも交えて頭と心の整 

理をします。 

 ブログ作成、ソーシャルメディアの利

用の手引き 

第 2回 

7 月 9 日（土）  明確な発信の演習     

講師：堀池喜一郎、瀧沢ちはる  

 ブログ発信の手順、役立て方 

 ブログ発信（タイトル、本文、写真、

検索文）演習 

 自宅での更新方法 

第 3 回 7 月 23 日（土） 一般への告知と

コミュニティの作り方 

講師：堀池喜一郎、瀧沢ちはる  

 各自のブログへの助言  

 発信したい相手への告知 

 ブログの改良 

 楽な更新方法 

 危険と対策 

 

 

 



4 

【配布資料】 

第 1回 テキスト「地域と私・始めの一歩塾 講義編／演習編」 

     資料：facebookの始め方 ～小平ブログ塾のグループページで交流しましょう～ 

     インストラクションシート３日分 

第 2回 資料：facebookのプライバシー設定 

第 3回 事後アンケート 

【振り返り・備考】 

・申し込みは市報とＨＰからだけで、ちらしからはなかった。 

・講師としての堀池さんの個性が十分に発揮された講座だった。 

・5 小のパソコン室は 3 台が１つのテーブルになっていて、アシスタントからは見えにくいレイ

アウトだった。 

・校門からの誘導が的確でなく、初回は何人かの方が正面から入れなかった。 

【受講生アンケートから】 

・全 2回ではマスター困難で 4回くらいほしい。 

・編集の説明が少し速かったと思います。 

・作業の速度と説明が速すぎるように感じました。 

 

（２）第二期ブログ塾 

【日時】 2011年 10月 9日（日）、10月 16日（日）、10月 23日（日） 

午後 2時～5時 

【場所】 小平市立第五小学校パソコンルーム（小平市花小金井 6-24-1） 

【参加人数】 

延べ 17名  

受講生 第 1回：6名（男 5名、女 1名） 

 第 2回：6名（男 5名、女 1名） 

第 3回：5名（男 4名、女 1名） 

※スタッフ（従事者） 

 竹内、多田、岩嶋、鈴木 

【受益対象者の範囲】 小平市およびその周辺 

の情報発信に興味のある市民 

【プログラム】 

第 1回 10月 9日（日） 

わたしの地域活動づくり 

講師：竹内千寿恵、多田智子、岩嶋寿子 

 いま、なぜ地域の発信なのか。そこから

何が始まるのか。実践例から学びます。 

 「私は誰」「誰に」「何を」発信？ワーク

ショップも交えて頭と心の整理をします。 

 ブログ作成、ソーシャルメディア利用の

手引き 

第 2回 10月 16日（日） 

明確な発信の演習 

講師：竹内千寿恵、多田智子  

 ブログ発信の手順、役立て方 

 ブログ発信（タイトル、本文、写真、検

索文）演習 
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 自宅での更新方法 

第 3回 10月 23日（日） 

一般への告知とコミュニティの作り方  

講師：多田智子、岩嶋寿子 

 各自のブログへの助言  

 発信したい相手への告知 

 ブログの改良 

 楽な更新方法 

 危険と対策 

【配布資料】 

第 1回 

テキスト「ブログ塾 地域と私・始めの一歩塾 ＰＣ実習編」 

 テキスト「ブログ塾地域と私・始めの一歩 

 塾ＰＣ 実習③」facebook登録、グループ参 

加手順 

 テキスト「ブログ塾地域と私・始めの一歩塾 

 講義①」 

インストラクションシート３日分 

記事投稿チェックシート 

第 2回 

テキスト「ブログ塾地域と私・始めの一歩塾 講義②」 

テキスト「ブログ塾 地域と私・始めの一歩塾 講義③」 

第 3回 

ブログ構想シート／継続投稿のためのチェックシート 

【振り返り・備考】 

・今回の開催時期は、他の行事と日程が重な 

 り参加者が少なかった。 

・マイスタイル＠こだいらオリジナル講座として改編して実施した。 

テキストをすべて作り直し、それぞれの強みを活かした講座となった。 

・アシスタントとして第一期ブログ塾の鈴木さん（講師養成講座受講）に加わっていただくこと

ができた。 

 

２. 動画塾 

【事業名】 小平市いきいき協働事業 地域と私・始めの一歩 動画塾 

【事業概要】 

地域への発信力をつけて、一人一人の個性が見える、「つながりのあるまち」にしていくという

テーマを掲げ、動画塾を開催。デジタルカメラで写真を取るような気軽な感覚で、撮影して動画

を作成。編集した動画はブログなどに掲載して、市民一人一人の発信力を一層高めていく。 

 

（１）第一期動画塾 

【日時】 2011年 7月 29日（金）8月 5日（金） 

 午後２時～５時 

【場所】 1日目：職業能力開発総合大学校東京校 

（小平市小川西町 2-32-1） 
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2日目：小平市中央公民館 

（小平市小川町 2-1325） 

【参加人数】 延べ 27名 

受講生 第 1回：14名（男 8名、女 6名） 

第 2回：13名（男 8名、女 5名） 

職業能力開発総合大学校東京校 小林 

※スタッフ（従事者）竹内、多田、木村、 

松澤 

【受益対象者の範囲】 

 小平市およびその周辺の情報発信に興味のある市民 

【プログラム】 

第 1回 7月 29日（金） わたしの地域活動づくり 

 講師：堀池喜一郎、須藤恵美（敬称略） 

 【実践編】デジタルカメラで取材、撮影して

編集 

 練習素材による実習 

 撮影やインタビューをして動画作成 

第２回 8月 5日（金） 明確な発信の演習 

 講師：堀池喜一郎、須藤恵美 

 【鑑賞編】出来上がった動画の鑑賞。大切な

注意点（肖像権など） 

 作成した動画をブログなどに貼り付けて発

信（タイトル、本文、写真、検索文）演習 

 発信の対象、テーマ、目標の確認 

 個人情報や肖像権の扱いなどの注意点を確

認 

 ｆacebookのプライベート設定 

【配布資料】 

テキスト 「サンプル素材を使って動画をつくってみよ

う！」 

 WLMM動画の作り方 

 Chapter3「ムービーをインターネットで公開す

る」 

 Chapter4「参考資料・その他」 

 ｆacebook の始め方～小平ブログ塾のグループ

ページで交流しましょう～ 

 ｆacebookのプライバシー設定 

 インストラクションシート 2日分 

【振り返り・備考】 

・PC実習が少しテンポが速すぎるという感想があった。 

・写真は得意だけれど、PC操作が苦手という参加者は動画作成に苦労していた。 

【受講生アンケートから】 

・全 2回はマスター困難で全 4回ぐらいほしい。 

・編集の説明が少し速かったと思います。 

（２）第 2 期動画塾 
【日時】2011年 11月 5日（土） 
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11月 12日（土） 午後２時～５時 

【場所】 

1日目：職業能力開発総合大学校東京校（小平市小川西町 2-32-1） 

2日目：小平市中央公民館（小平市小川町 2-1325） 

【参加人数】 

延べ 22名  

第 1回:受講生 8名（男 2名、女 6名）その他 職業能力開発総合大学校東京校 小林先生 

※内部関係者（従事者）竹内、多田、木村 

第 2回：受講生 4名（男 1名、女 3名）その他 職業能力開発総合大学校東京校 小林先生、

オブザーバー参加 東京都商工会連合会吉岡さん、市民活動ネットワーク谷原さん（取材） 

※スタッフ（従事者） 竹内、多田、木村 

【受益対象者の範囲】小平市およびその周辺 

の情報発信に興味のある市民 

【プログラム】 

第 1回 11月 5日(土)  

【実践編】デジタルカメラで取材、撮影して

編集  講師：百田 浩(敬称略)  

 サンプル素材を使ってムービー編

集 

 自分で撮影してムービーをつくる 

 ＹＯＵ‐ＴＵＢＥとフェイスブッ

クの説明 

第２回 11月 12日（土） 

【鑑賞編】出来上がった動画の鑑賞。大切な

注意点（肖像権など） 講師：百田 浩  

 作品鑑賞 

 ブログなどでの使用方法 

 発信の対象、テーマ、目標の確認 

 個人情報や肖像権の扱いなどの注

意点を確認 

 ｆacebookのプライベート設定 

【配布資料】 

テキスト 「サンプル素材を使って動画を 

つくってみよう！」 

 WLMM動画の作り方 

 Chapter3「ムービーをインターネットで公

開する」 

 Chapter4「参考資料・その他」 

 ｆacebook の始め方～小平ブログ塾のグ

ループページで交流しましょう～ 

 ｆacebookのプライバシー設定 

 インストラクションシート 2日分 

 

３. ブログ塾・動画塾講師養成講座 

【事業名】 
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小平市いきいき協働事業 地域と私・始めの一歩 

講師養成講座 

【事業概要】 

ブログ塾、動画塾の最大の特色は、単なるスキルを 

身につける講座ではなく、情報発信によって、 

地域へのはじめの一歩、コミュニティをつくるツールとしてのブログ・動画の活用を伝えること

にあり、そのアプローチ方法を伝えることを目的に開催。 

 

ブログ塾講師養成講座 

【日時・場所】  2011年 9月 3日(土) 13：30～16：30 

三鷹産業プラザ PCルーム（三鷹市下連雀 3-38-4） 

【参加人数】   受講生 7名 （男性 2名 女性 5名） 

         小平市産業振興課 杉山 

  ※スタッフ（従事者） 竹内・木村・多田 

【内容】 

講師：堀池喜一郎、瀧澤ちはる（敬称略） 

 一歩塾の狙い、講座の役割 

 講座の運営と講師の役割 

 講座の準備及び講師の役割 

【配布資料】 

テキスト：地域と私・始めの一歩塾 講師養成講座 

 

動画塾講師養成講座 

【日時・場所】  2011年 9月 7日(水) 13：30～16：30 

三鷹産業プラザ PCルーム（三鷹市下連雀 3-38-4） 

【参加人数】   受講生 10 名 （男性 5 名 女性 5 名） 

         小平市産業振興課 松尾 

※スタッフ（従事者） 竹内・百田・多田・木村・岩嶋 

【内容】 

講師：堀池喜一郎、瀧澤ちはる、須藤恵美 （敬称略） 

 動画塾の狙い、講座の構想 

 講座の準備、講師の心得 

 講座の進行 

 

【両講座の受益対象者の範囲】 

ブログ塾・動画塾の受講経験または同程度のスキルを持ち、地域に情報発信のツールとしてブロ

グや動画の活用を普及していくことに興味を持っている市民 

【振り返り・備考】 

・講師をつとめてくださる方と会場の関係から、二つの講座の日程が非常に詰まっていたので、 

両方を受講する方は少なかった。 

 

４. ツイッターポータル「小平なう」 
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http://kodanow.com/ 

 

ツイッターから小平ゆかりのツイートを集めた小平のツイッターポータル。 

現在以下の 6 つのカテゴリー別に枠を設けて表示させている。 

・ツイートの中にキーワード「小平」が含まれるもの 

・市民のつぶやき 

・企業、商店のつぶやき 

・市内団体のつぶやき 

・市議、行政のつぶやき 

・大学、学生団体のつぶやき 

 

あわせて、ブログ塾受講生が立ち上げたブログ一覧のページ、動画塾受講生の動画一覧のペー

ジも別途作成し、いきいき協働事業の講座成果を一堂に見ることができるページ構成となって

いる。 
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５. こんなに大好きこだいら 50選 

http://kodanow.com/daisuki-kodaira/ 

 

◎テーマ 

「こんなに大好きこだいら」を題材に、誇れる、自慢したくなる「小平らしい」「小平ならでは」

の魅力をＰＲする写真・動画のエントリー作品を募集。ウェブ人気投票をよびかけ、得票数 50

位までを 50 選として選定するもの。 

 

◎応募期間 

平成 23 年 12 月 6 日(火)～平成 24 年 1 月 31 日(火) 

 

◎募集部門 

【写真】部門 

【動画】部門 

 

◎応募資格 

中学生以上。 

小平に関する作品であれば、小平市外の方からの応募も可。 
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◎エントリー結果 

作品エントリー参加者延べ人数 366 人 

 

◎選定方法 

WEB 投票（平成２４年２月６日～３月１１日）にて 50 選を選び、平成２４年３月２６日に

サイトにて「こんなに大好きこだいら 50 選」として発表。あわせて特別賞３点を選定。 

 

◎選定結果 

作品投票参加者延べ人数 5027 人 

 

＜50 選＞ 

順

位 

得 票

数 

ジ ャ

ンル 

タイトル コメント 

1 282 動画 小平糧うどん（ふ

るさと村） 

「武蔵野手打ちうどん保存普及会」では、週末、ふるさと村で

おいしい手打ちうど-んを作って、みなさんに味わっていただ

いています。うどん作りの様子を紹介するほか、会長さんに「小

平糧うどんの魅力」について語っていただきました。 

2 218 動画 ふるさと村で昔あ

そびにチャレン

ジ！ 

ふるさと村では、さまざまな昔あそびにチャレンジできます。

やさしい技からむずかしい技まで、ひとつひとつ挑戦してみよ

う！ 

3 196 写真 ふるさと村の小平

糧うどん（武蔵野

手打ちうどん保存

普及会） 

「武蔵野手打ちうどん保存普及会」の方が週末にふるさと村で

作っている「小平糧うどん」です。通好みの耳（うどんの切れ

端）ものせてくれるのが嬉しいですね♪ 

4 178 写真 小平のおいしい文

化を未来に伝える

「武蔵野手打ちう

どん保存普及会」 

昭和 63 年に、小平の伝統的な食文化である手打ちうどんを保

存・普及するために発足した会です。週末ふるさと村でおいし

い手打ちうどんを作って、みなさんに味わっていただいていま

す。また、地域の方々と子どもたちに作り方を教えてくださっ

ています。 

5 174 動画 自生野草観察ゾー

ン 

自生野草観察ゾーンの写真を見てください。 

6 160 写真 百縁商店街 光が

丘商店街 

花小金井の光が丘商店街では、百縁商店街をときどき開催。百

円均一で、百円玉をにぎりしめて、あっちの店、こっちのお店

と気軽に楽しめます。 

7 158 写真 “ふれあい屋台カ

フェ☆Jimmys\' 

Paradise☆” 

昭和の香りを残す商店街の、魚屋さんだけになった元ショッピ

ングセンターを改修して作られた“光ヶ丘ふれあいスペース”

内にあるカフェ。 文字通り若者からお年寄り、ペットまで、

ご近所の方々のふれあいの場に。 音楽好きも多く、ときには

街角セッションも。 このカフェで出 

8 137 写真 ワンちゃんとのお

散歩ついでに寄り

たい屋外カフェ 

光が丘商店街・ふれあいスペースにある Jimmy\'sParadise

は、美味しい珈琲、ユニークなドリンクメニューのほか、ワン

ちゃん用のおやつも！グリーンロードからすぐなのでお散歩

のお立ち寄りコースに最適です。 
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9 118 動画 小平玉川上水 清

流の復活 

玉川上水に清流の復活までの様子をまとめてみました。 

10 84 動画 あじさい公園 あじさい公園の紹介、素晴らしい花々を見てください。 

11 81 写真 にじバスで行こう コミュニティバスのにじバス。津田公民館・図書館前にて。住

宅街を縫うように走り、思わぬところを通る。思いのほか楽し

い。小平駅南口に着いたら、北口からコミュニティタクシーぶ

るべー号に乗ってみよう。 

12 69 写真 カフェ ＴＯＯＬ

ＢＯＸ 

花小金井東部公園の向かいのカフェ。個室もあって便利です。

ヘルシーな裏メニューもあり。１階喫煙、２階禁煙。 

13 67 写真 こんなに大好きあ

すぴあ 

小平市民活動支援センターあすぴあは、NPO 小平市民活動ネ

ットワークが市民目線で管理運営しています。交流スペース

は、気楽に訪れて、ゆったりと資料調べや作業ができる空間で

す。市民活動について相談もできますよ。 

14 62 写真 秋の夜の幻燈会

「セロ弾きのゴー

シュ」in 中央公園

雑木林 

中央公園雑木林で開催した月夜の幻燈会「セロ弾きのゴーシ

ュ」を、スクリーン裏から撮影しました。月明かりの下、虫た

ちも合唱で参加する秋の幻燈会は、身近な自然と芸術のコラボ

レーション！おススメです。 

15 60 写真 ジャーナリスト楽

校 in こだいら 

“ジャーナリスト楽校 in こだいら”は、小平市民・学生・市職

員が一体となって、小平の魅力発信に役立つスキルアップのた

めの講座を企画・運営しています。写真は、嘉悦大学で行われ

ている授業風景の一こまです。 

16 56 写真 わんちゃん OK。

ベーグルやご飯が

おいしいカフェ

HOLOHOLO 

小平団地の北にあるちょっと南国風のランチカフェ。パーティ

ーやケータリングもやっています。ベーグルは約 30 種類！ 

17 55 写真 「だあぁ～～～ぃ

好き！」 

学園西町「モト」にて。 お土産の窯焼きプディング(ル パティ

シエ クニヒロ)を前に「大感激！」のポーズ。 

18 53 写真 ドヤ顔の狐 きつねっぱら公園の狐。なぜかドヤ顔に見えるところがたまら

なく可愛かった。 

19 52 動画 小平の馬の背 馬の背は、日本各地にありますが、いずれも高い山や丘の上で

す。 小川氏ご先祖が拓いた平らな地域が、小平です。 その小

平の「馬の背」を、ＰＲしてみました。 

20 52 動画 サンバ DE ぶるべ

ー」お披露目ミニ

ライブ at 学園坂 

2011 年 7 月 2 日撮影。 小平ブルーベリー協会のマスコット

（ゆるキャラ）のぶるべーのテーマ曲である、「サンバ DE ぶ

るべー」のお披露目ミニライブを模様を撮影。 

21 52 写真 小平団地のモクレ

ンの大樹 

小平団地東側、毎年桜の季節に満開になる大きなモクレン。

2011 年 3 月 27 日撮影。 団地周辺はソメイヨシノ、ヤマザ

クラなど、春は花ざかりです。警察学校前の「桜のトンネル」

とあわせて春の散歩コースとしてオススメ。 

22 50 写真 きつねっぱら公園 入口では、かわいいキツネの親子がお出迎え。玉川上水沿いの

落ち着いた公園です。グリーンロード散策の休憩ポイントに最

適！ その昔、この辺りは「きつねっぱら」と呼ばれていたら

しい。（小平の民話「東小川橋のきつね」より） 
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23 49 写真 イチョウと体育館

と青空 

中央公園のイチョウ並木は美しいです。秋には黄色いじゅうた

んになります。ふと見上げると青空。総合体育館の丸屋根と青

空、そしてイチョウがきれいでした。 

24 48 写真 小平ふるさと村

DE けん玉ぶるべ

ー 

小平ふるさと村の「懐かしおもちゃコーナー」で、けん玉に挑

戦するぶるべーを見かけました！できてなかったけど・・・。 

25 48 写真 病院内も丸ポス

ト！ 

丸いポストが街並みに溶け込み、ホンワカした、暖かい街を演

出しています。 昭和病院内のポストも丸型。 ほっと心が和

みます。 

26 47 写真 農家のおいしいピ

ザ屋さん「ミノー

ル・マルシェ」 

御幸町の農家の方がはじめた五日市街道沿いのピザ屋さんで

す。畑で採れた新鮮野菜を使用。お店の前では野菜も販売して

います。 

27 46 動画 もうひとつの図書

館 ‘ひらく’ 

「もうひとつの図書館」 書店や図書館で見つけにくかった本

が並んでいます。「アイディアが浮かぶ場所」 「誰もが生き

やすい社会をつくる拠点」 それが、こんなに大好きな小平市

男女共同参画センター‘ひらく’です。 

28 41 写真 鈴木稲荷のもちつ

き大会 

毎年 1 月 15 日頃、鈴木稲荷神社で開かれるもちつき大会（青

少対鈴木小地区主催）。お椀と箸を持って餅や豚汁をいただき

に行きます。 2012 年 1 月 15 日撮影。今年もにぎわってい

ました。 

29 41 写真 小平市民まつりの

鈴木囃子 

第 36 回小平市民まつりのひとこま。あかしあ通りを進む鈴木

囃子の山車は圧巻。小平の伝統芸能のひとつです。2011 年

10 月 16 日撮影。 

30 40 動画 小平グリーンロー

ド自転車の旅 

小平グリーンロードを自転車で走っていて、用水路（川）を眺

めていたら、カルガモや鯉がたくさん泳いでいたので、今回は

雑木林が数多くある中でそちらの方に絞ってみました。 

31 40 写真 中央公園内のうさ

ぎはし付近を通

る、西武国分寺線。 

電車が通過するのを狙って撮りました。また、「うさぎはし」

が映っていますので、これはどこで撮ったかがよくわかります

ね（笑） 

32 38 動画 地域宣伝隊「コダ

レンジャー」お披

露目握手会  at 

ルネこだいら 

2011 年 10 月 2 日撮影。 自宅にコダレンジャーのお披露目

のＰＲパンフが来たので、試しに来てみたら、結構な人数がい

てびっくりした。皆さん、地元を大切にする方々なんですね…

多分。 恐らく、コダレンジャー唯一の動画ではないだろうか。 

33 37 写真 電車の先頭車両が

見れる公園 

小平市中央公園から目の前で電車が見ることができます。電車

が好きな人には良いスポットかと思います。 

34 35 写真 こんなに だいす

き 小平市！ 

だいすきで だいすきで ぜんぶ食べた?い。 （おはしは、西

武線です。） 

35 29 写真 生物多様性 小平市内の生物多様性、ここに極まれり。「未知との遭遇」に

心せよ。会ったら「御挨拶」も忘れずに(？) 上水新町某所で。 

36 28 写真 小平グリーンロー

ド（狭山・境緑道）

の「馬の背」 

何かで「馬の背」というものを知り、これはと思い、実際に自

分も行って、見てみようと思いました。 因みに、「馬の背」は

歩行者のみの通行です。自転車は右側の車道にて。 
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37 27 写真 オープンガーデン

のあるやすらぎの

Cafe ラグラス 

グリーンロードのあじさい公園隣にあるカフェ。お庭はオープ

ンガーデンになっていて、草花に囲まれたやさしい雰囲気の中

で、素材にこだわったお料理やティータイムを楽しめます。 

38 26 写真 小平糧うどん 小平名物のうどん、「小平糧うどん」。作り方が市のホームペー

ジにも載っているくらいです♪ 

39 26 写真 ある日の定食 学

園西町「モト」に

て 

学園西町「モト」の定食。本日は「春巻き定食」。 地元小平産

野菜も十全に活用。ご飯は少なくしていただいている。通常は

もっとご飯は多いし、大盛りも可。 昼夜ともに定食 750 円。 

40 25 写真 小平ふるさと村の

かかし君 

「小平ふるさと村」は家からも近いので、ときどき子供を連れ

て散策したり、昔の人々の生活に思いを馳せたりしています。 

潤いのある自然環境や歴史を身近に感じられる「こだいら」が

私は大好きです。 

41 24 写真 小平糧うどん ふ

るさと村 

グリーンロード狭山境緑道沿いのふるさと村で、保存会のみな

さんがなさってる、小平糧うどんです。農家のお座敷で、昔な

がらのそぼくな味が楽しめます。 

42 24 写真 サンバ DE ぶるべ

ー 

小平のゆるきゃら「ぶるべー」のオリジナルソング(CD）で、

サンバのリズムです～。 

43 24 写真 地域の支え、コミ

ュニティカフェラ

グラスの“おいし

いごはん” 

地場野菜を使った美味しいご飯、自家製ケーキにほっとする空

間。夜はコンサートも。食と音楽で地域のを紡ぐカフェラグラ

スは、グリーンロード多摩湖自転車道を小平駅から東に行った

あじさい公園手前にあります。 

44 23 写真 玉川上水オープン

ギャラリー 

玉川上水をテーマにした写真や絵などの展示をしている野外

ギャラリー。24 節気ごとに展示作品が変わり、それに合わせ

て月２回、友の会定例会・ミニ観察会などが行われます。鷹の

台駅より玉川上水を少し西へ行ったところ。 

45 21 写真 通学路は玉川上

水・小金井桜１１

９ 

小金井桜の古木 No.119 は早咲きの桜で、3 月の下旬に開花し

ました。小平三小の子どもたちを百年くらい（？）昔からずっ

と見守っている大きな存在です。 

46 20 写真 小平ノスタルジア かつて小平村役場だった仲町公民館。村役場当時の門柱の横に

並ぶ丸ポスト。公民館は、青梅街道沿いの仲町図書館との合築

リニューアルが決まり、どちらも移動されます。小平の歴史を

見てきたご両人、なにおか語らんや。 

47 20 写真 日本一愛されてい

るルネこだいら前

巨大丸ポスト 

高さ 2.8m、日本一の巨大丸ポストが１歳のお誕生日のお祝い

に、ベビー服を着せてもらっていました。こんなに愛されてい

るポストって他にあるでしょうか？2011 年 10 月には 2 歳

になり、ますます元気な日本一丸ポストです。 

48 20 写真 ５月の庭（カフェ 

ラグラス） 

オールドローズのやさしい香りに、道行く人がふと足を止めま

す。バラの香りに包まれて、テラスで本を読んだり、おしゃべ

りしたり、思い思いに楽しむことができる５月の庭、小鳥たち

のさえずりも聞こえてきます。 

49 20 写真 こだいら菜の花プ

ロジェクトの畑 

花小金井 4 丁目にある畑で、菜の花とひまわりを咲かせて油を

採っています。農地の保全、地産地消、廃食油をバイオディー

ゼル燃料にして、小平でのささやかな資源循環の試みです。そ

んなことが可能な小平って素敵です。 
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50 19 写真 地域宣伝隊コダレ

ンジャー 産業ま

つりに見参！ 

ご存知「地域宣伝隊コダレンジャー」丸ポストレッド、グリー

ンロードグリーン、ブルーベリーパーブル。もう覚えました？ 

 

 

 

＜特別賞＞ 

☆ほっと心が和むで賞☆ 

最多得票数１位 足達千恵子さん 作品名「小平糧うどん（ふるさと村）」 

☆こだいらの魅力再発見賞☆ 

最多エントリー 鈴木マナさん 

☆市民と商店街の懸け橋賞☆  

商業振興に貢献したジャンルで最多得票数 百田浩さん  

作品名「百縁商店街光が丘商店街 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


