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市民企画事業 

 

▽目的 

小平市制施行５０周年を記念して、この５０周年の節目を好機と捉え、これまでの蓄積を次

世代に受け継ぎ、地域の魅力を最大化することにより、未来の小平市民が誇りや愛着をもてる

まちづくりを目指すとともに、多くの市民の方々や市民団体などがこの事業に参加し、市制施

行５０周年を契機とし、「市民のちから」で記念事業を展開していくことを目的とする。 

あわせて、この事業の実施により、市民活動が活性化し、市民の方々の創意による地域の実

情に即した公共的なサービスの充実が図られるとともに、小平市の協働の基盤づくりが推進さ

れることを目指す。 

 

▽事業概要 

市民企画事業は、市民団体等が自主的に行う事業で、５０周年記念事業の趣旨に合うと認め

られる事業に対して、市民活動公募支援事業の手続き等に準じ、「市制施行５０周年記念事業」

の位置づけを行なうとともに、財政支援を行なった。 

 

▽補助金額 

上限２０万円（事業にかかる費用） 

但し、団体の経常的な活動運営、構成員の賃金や謝金、飲食に要する経費などは、補助対象

経費としない。 

 

▽実施状況 

事業の募集を行い、９件の応募があり選考審査の結果、６件採択した。 
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市民企画事業報告書 

事業名称 自治基本条例に関する市民啓発事業 

団体名称 小平市自治基本条例市民の集い 

事 

業 

概 

要 

実施日 平成 24年 7月 29日～平成 25年 3月 17日（作成期間） 

実施場所 編集会議：小平市民活動支援センターあすぴあ、中央公民館等 

事業目的 

 「小平市自治基本条例」の原案を作成した当団体では、条例の周知

啓発のため、記録誌の刊行、市職員向け研修会への協力等を行ってい

る。この事業は「小平市自治基本条例」の意義を、青少年層にもより

理解を深めてもらいたいと考えて企画提案をした。 

事業内容 

 「小平市自治基本条例」の意義等を青少年層に周知するため、わか

りやすく楽しんで読める「小平市自治基本条例」の解説用小冊子（マ

ンガ入り）「さく・こだ  さくっとわかる！小平市自治基本条例」を作

成した。作成した解説用小冊子については、市内小・中学校、公共施

設に配布し、「小平市自治基本条例」の周知、啓発に努めた。 

参加者数 延べ人数 192人（ボランティア含む） 

事業成果 

作成するにあたって、市の関係各部署との協議・検討を何度も行っ

た。冊子「さく・こだ  さくっとわかる！小平市自治基本条例」は市

民の集いの独自性、独立性を生かしつつ、市との協働により完成する

ことができた。 

 

補助金額 200,000円 

事業実施後の感想 

（市民団体） 

 市民が原案を作成して制定された「小平市自治基本条例」について、

市民がさらに、その周知啓発に努力し将来の小平市を担う青少年層に

働きかけられたことは、文字通り企画事業の先駆性、独創性の象徴と

なったと考える。市の基本的なルールともいえる「小平市自治基本条

例」について、その意義等を将来の小平市を担う青少年層を中心に市

民に周知啓発する機会を得たことは、市制施行５０周年記念事業とし

て相応しいものであったと考えている。 
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● 自治基本条例に関する市民啓発事業 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小平市自治基本条例の解説用小冊子 

「さく・こだ さくっとわかる！小平市自治基本条例」 

「小平市自治基本条例市民の集い」メンバーによる白熱した会議の様子 
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市民企画事業報告書 

事業名称 食物資源（生ごみ）循環はいのちの循環 

団体名称 特定非営利活動法人 小平・環境の会 

事 

業 

概 

要 

実施日 
①平成 24年 10月 27日（土） 午後 2時～4時 

②平成 24年 11月 24日（土） 午後 1時 30分～4時 30分 

実施場所 ①中央公民館（講座室 2） ②中央公民館（ホール） 

事業目的 

現在、小平市では食物資源(生ごみ)循環モデル事業を実施している

が、この事業についての市民の関心を深め、事業の拡大を図る。 

市がダンボールコンポストの実証実験を行うことに先立ち、ダンボー

ルコンポストの講習会を開催する。 

事業内容 

現在実施している食物資源（生ごみ）循環モデル事業について、市

民の関心を深めることと、市民一人ひとりのライフスタイルに合った

様々な生ごみリサイクルを進めることを目標に、講習会を開催した。 

①ダンボールコンポスト講習会 

講師：石川洋一さん（クリーンむさしのを推進する会） 

②講演とダンボールコンポストの講習会 

講演「野菜大好き！～いのちのつながりを体でつかむ 

生ごみリサイクル 元気野菜作り～」 

講師：吉田俊道さん（ＮＰＯ大地といのちの会理事長） 

ダンボールコンポスト指導：石川洋一さん 

（クリーンむさしのを推進する会） 

参加者数 ①26人  ②95人 

事業成果 

 ダンボールコンポストを提供した 52人に約１か月半後、アンケート

調査を実施したところ、「生ごみが減った」「堆肥ができるのが楽しみ」

と好評で、90％が「今後も継続する」と回答した。また、講演も好評

で、会場でのアンケートによると「面白かった」「ためになった」「元

気が出た」などが多数を占めていて、取組への意識を定着することが

できた。 

補助金額 132,000円  

事業実施後の感想 

（市民団体） 

この事業を通して、生ごみの資源化や堆肥づくりに多くの市民が関

心を抱いていることがわかった。この関心をきめ細かく掘り起こして

いけば、当事業の拡大が期待できる。 

今後は、町内会や自治会の協力を得て身近な地域での実施を希望し

たい。 
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● 食物資源（生ごみ）循環はいのちの循環 

 

      

ダンボールコンポスト講習会の様子 

 

 

腐葉土の入ったダンボール 
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市民企画事業報告書 

事業名称 竹内洋岳氏講演会 

団体名称 小平こども劇場 

事 

業 

概 

要 

実施日 平成 25年 2月 11日（月）午後 2時～3時 30分 

実施場所 ルネこだいら中ホール 

事業目的 

平成 24年 5月 26日にダウラギリ（8,167ｍ、ネパール）に登頂し、

日本人初の８，０００ｍ峰１４座登頂に成功した小平市出身の登山家

竹内洋岳氏の講演会を開催し、努力をして夢を成し遂げる人間の素晴

らしさ、夢を持つこと、あきらめずに進むことの素晴らしさを多くの

市民、特に子ども達に感じてもらうことを目的とする。 

事業内容 

講師に竹内洋岳氏を迎えて講演会を実施した。 

①ＤＶＤ上映（８，０００ｍ峰１４座登山の道のり、ダウラギリ登山

のダイジェスト）②講演 ③質疑応答 

参加者数 331人（大人 263人、子ども 68人） 

事業成果 

 「雪崩れに遭遇し救出してくれた他登山家達に命をもらったこと、

重傷、激痛の中“生きる”と決心した出来事」「自分の目標に向かって

歩み続けることの大切さ」「仲間を信じること」等々、多くの感動を受

けた講演会だった。 

当日集めたアンケートも全て高評価で、お話に勇気をもらい「自分

も前に進んでいく」という記述もあった。それぞれが自分の中に大切

な言葉を持ち帰ることができたと思う。特に子どもに向けて平易に話

した内容ではなかったが、子ども達もこれから先、自分の道に向かっ

て進む時に、竹内さんの語った話の中から、自分の背中を押してくれ

る言葉たちを思い出してくれるのではないかと思う。 

補助金額 195,044円  

事業実施後の感想 

（市民団体） 

 会場を中央公民館からルネこだいら中ホールへ変更したことで、参

加希望者をお断りすることなく、多くの方に竹内さんのお話を聞いて

もらうことができて良かった。講演会はとても素晴らしくプロ登山家

として高い意志を持ち目標を達成した竹内さんに感動し、前に向かっ

て進み続ける勇気をもらえたと思う。 

 テーマによっては、これだけ多くの市民の方に参加してもらえるこ

とが今回わかった。子どもや子どもを囲む環境に対して、自分達の力

でできることを今後探していきたい。 
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● 竹内洋岳氏講演会 

      
      登山家 竹内洋岳さん 

（撮影 中島ケンロウ氏） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入場前の大行列の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        会場（ルネこだいら 中ホール）は満員御礼！ 
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市民企画事業報告書 

事業名称 小平市民憲章や市歌等を参加者が毛筆で書く文化承継事業 

団体名称 小平市書道連盟 

事 

業 

概 

要 

実施日 平成 24年 10月 27日（土）午後 2時～4時 

実施場所 小平第十四小学校（体育館） 

事業目的 

 小平市市民憲章や小平市歌を、子どもたちが大きな毛筆で※揮ごう

し、詩の重みと歴史を感じ、来場された市民の皆さんとともに市制施

行５０周年を祝すことを目的とする。 

※揮ごう…毛筆で文字を書くこと 

事業内容 

①市民憲章、小平市歌の揮ごう 

 市内小・中・高校生 42名が来場者の前で一斉に揮ごうした。 

舞台上での作品発表あり。 

②津田塾大学書道部による書道パフォーマンス 

③書道連盟役員による揮ごう 

④一般参加者の書道体験 

（毛筆で文字を書く日本文化の美しさを体験してもらう） 

参加者数 揮ごうの小・中・高校生 42人、来場者 92人  計 134人 

事業成果 

 市内で書道を勉強している子どもたちが市民憲章や市の歌を大きな

毛筆で大きな紙に市民の前で書き、称賛されることで書道文化の良さ

が再認識され、次世代への承継の起点となることができた。 

 また、来場者から「最初は物怖じしていた子どもが最後は堂々と書

いていて感心した」「久しぶりに筆を持つことができ気持ちが良かっ

た」といった声があった。 

補助金額 133,260円 

事業実施後の感想 

（市民団体） 

 市内の書道教室から推薦を受けた小・中・高校生が全員参加し、作

品に向かう真剣な姿勢は集中力に満ちていた。揮ごう後に体育館の舞

台にあがり、来場者から拍手で称賛されたときの子どもたちの誇らし

げな表情に、この事業を企画した主催者として満足をしている。 

 これからも書道連盟は書道の良さを市内で伝え続けたい。 
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● 小平市民憲章や市歌等を参加者が毛筆で書く文化承継事業 

 

 

市内の小・中・高校生の作品発表の様子 

 

 

 

 

たくさんの人の思いが詰まった大きな「夢」 
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小平市市民企画事業報告書 

事業名称 
市民フォーラム「シニアが自分らしくいきいきと安全に過ごすための

知恵探し」 

団体名称 特定非営利活動法人 ふれあいアカデミー 

事 

業 

概 

要 

実施日 平成 25年 2月 16日（土）午後 1時 30分～4時 30分 

実施場所 中央公民館ホール 

事業目的 

 会社生活を終え、地域に戻ったが自分の居場所を見つけられないで

いるシニア（特に人数の多い団塊の世代の高齢者）が少なくない状況

で、そのようなシニアが、自分らしくいきいきとセカンドライフを過

ごせる知恵を提供することを目的とする。 

 

事業内容 

シニアの方々が、自分らしく、いきいきとそして安全にセカンドラ

イフを過ごすための知恵をテーマに、基調講演とパネルディスカッシ

ョンを開催した。  

1部 講師：白木大五郎さん（企業リスク研究所代表） 

 2部 講師をアドバイザーとしたパネルディスカッション 

参加者数 132人 

事業成果 

 市内及び近隣の市からの参加者を含めて 132 名と昨年のフォーラム

の倍以上もの大幅な参加者があった。アンケート結果をみても、９割

近くの方から満足との回答を得た。 

 

補助金額 118,500円 

事業実施後の感想 

（市民団体） 

 フォーラム開催日の同じ時間帯に別の講演会が開催されるため、集

客が厳しくなると予想していた。そのため、基調講演の講師やパネリ

ストの知人や所属団体への声掛けをお願いした結果、多くの参加者が

みられ、講演も充実していて総合的に顧客満足度の高いフォーラムを

開催することができた。 

 ７０歳代(５３％)に比べ、６０歳代(４０％)の参加者が少ないので、

この年代の層を発掘したい。６０歳代の希望テーマとして多かった「い

きいき長生きの秘訣」「ネットワークづくりの秘訣」といったテーマを

視野に入れて、今後もフォーラムを開催していきたい。 
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● 市民フォーラム 「シニアが自分らしくいきいきと安全に過ごすための知恵探し」 

   

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネルデイスカッション 

 

 

 

 

 

・コーデイネーター 

田口誠弘さん 

・パネリスト 

  五十嵐京子さん 

  中山光弘さん 

  野口佐稔さん 

・アドバイザー 

  白木大五郎さん 

会場（中央公民館 ホール）の様子 

基調講演 白木大五郎さん（企業リスク研究所代表） 

パネルディスカッション 
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小平市市民企画事業報告書 

事業名称 映像を活用した地域の魅力発見 シンポジウム 

団体名称 ＮＰＯ法人 Mystyle＠こだいら 

事 

業 

概 

要 

実施日 平成 25年 2月 23日（土）午後 1時～4時 30分 

実施場所 小平元気村おがわ東（多目的ホール） 

事業目的 

 地域映像発信の可能性を広く地域に向けて提案し、市民参加による

映像を活用した観光・地域活性化への潮流をつくっていくとともに、

市外に向けた小平の魅力発信の契機とすることを目指す。 

事業内容 

映像を活用した地域の魅力発見シンポジウムで、先駆的な事例紹介、

パネルディスカッション・これまでの小平での地域映像の取組の成果

発表を行った。また、タイアップ企画として制作した小平ミニムービ

ーの映像を流した。 

講師：桧森隆一さん（嘉悦大学副学長） 

ｹﾞｽﾄ：松江勇武さん（武蔵野映画社代表） 

    高橋和勧さん（NPOﾜｯﾌﾟﾌｨﾙﾑ代表） 

    栗山宗大さん（脚本家・ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ） 他 

参加者数 68人 

事業成果 

目標人数を上回る参加者を得ることができ、アンケート結果を見て

も満足したという声が多かった。 

このようなシンポジウム自体も意義があるが、それ以上に、地域映

画には地域の魅力を発見しそれまでのプロセスから多くのことを学

び、今後につながる信頼関係を築くことができたことが、大きな成果

であると考えている。 

補助金額 190,000円 

事業実施後の感想 

（市民団体） 

 本シンポジウムは、映像によるまちの活性化のキックオフとして位

置づけられる。今後は、動画講座や映像作りワークショップ、小平の

まち歩き動画の制作など実施を計画しており、継続して映像と地域づ

くりに取組む予定である。 
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● 映像を活用した地域の魅力発見 シンポジウム 

       

会場いっぱいの参加者の皆さん 

 

トークライブの様子  

               

   参加者同士でシンポジウムを振り返り、対話する様子 

・パネリスト 

松江勇武さん（武蔵野映画社代表） 

高橋和勧さん（NPO法人ワップフィルム代表） 

栗山宗大さん（ものがたり法人 FireWoks 

脚本家・プロデューサー） 

市川裕之さん（こだいら奏でるマップ） 

・コーディネーター 

竹内千寿恵さん（NPO法人 Mystyle@こだいら） 
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協賛事業 

 

市制施行５０周年を市民の皆さんとともに祝い、一緒に盛り上げていくため、市民団体や企業

等が実施する事業や作成する商品・掲示物等に「小平市制施行５０周年記念」の冠表示、ロゴマ

ーク・キャッチコピーの使用を認め、協賛事業として、広く市制施行５０周年のＰＲに貢献して

いただいた。 

 

▽小平市制施行５０周年ロゴマーク等の使用承認実績 

● 「市制施行５０周年記念」の冠事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ロゴマーク、キャッチコピー等の使用 

  申請者 事業名称 用 途 

1 小平親と子のよい映画をみる会 第 60回 定期上映会 チラシ・ポスター 

2 小平消防署 「防災のつどい」 リーフレット 

3 ＮＰＯ法人小平市民活動ネットワーク 広報誌「連」発行 広報誌 

4 中村園 農産物販売 商品パッケージ 

5 株式会社まるやす商店 弁当販売 商品パッケージ 

6 小平洋菓子組合 小平丸ポストサブレ 商品パッケージ 

7 小平市アマチュア無線クラブ 交信証・ＨＰ掲載 ＨＰその他 

8 小平酒商組合 酒類販売 商品パッケージ 

9 有限会社マネジメントスタッフ ホームページ掲載（リンク先指定） ホームページ 

10 津田塾大学チカスウニダス まちチョコプロジェクト 
商品パッケージ・チラ

シ・ポスター 

11 たかの台駅前郵便局 オリジナルフレーム切手 記念切手 

12 有限会社ママン・ママン 焼き菓子製造 焼き菓子 

13 すてきな日本・小平を知る会 
小平市制施行５０周年記念展示

会 
チラシ・ポスター 

14 公益財団法人小平市文化振興財団 第 50回小平市民文化祭 ポスター、パンフレット 

  事業名 実施日 主催 使用内容 

1 国際交流フェスティバル 7/15 小平市国際交流協会 イベントにて周知 

2 第 48回高齢者福祉大会 9/14 
小平市・小平市社会

福祉協議会 
イベントにて周知 

3 憲法講座 
9/11～

12/18 
小平市中央公民館 

受講者等が小平のまちを

撮影し、映像作品を製作 
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市制施行５０周年記念ラッピングバスの運行 

 

平成 24年が市制施行５０周年であることを、多くの方にアピールするためのメッセージ伝達手

段として、にじバス３台のうち、１台の車体全体を、市制施行５０周年記念デザインに衣がえし

て、ラッピングバスを運行した。 

 

▽運行期間 

平成 24年 7月 7日～平成 25年 3月 31日 

 

▽市制施行５０周年記念デザインラッピングバス 

ロゴマーク、キャッチコピー、ぶるべーをデザインしたラッピングバスに変更し、運行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽市制施行５０周年記念ラッピングバスの展示 

運行開始にあたり、市制施行５０周年記念ラッピングバスを展示した。 

展示日時：平成 24年 7月 5日（木）午後 0時 30分～午後 1時 30分 

展示場所：小平市役所庁舎正面玄関ロータリー付近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽事業費 

593,250円 

 

庁舎見学に来庁していた小平第五小学校３年生の 

皆さんと一緒に記念撮影 

当日は、ラッピングバスのデザイン

にも採用されている「ぶるべー」も

祝福にやって来ました！ 
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小平市公共交通マップ作成 

 

▽目的 

市の総合的な公共交通マップを作成・配布し、市民の外出時の利便性の向上及び公共交通の

利用促進を図る。 

▽事業概要 

ＪＲ中央線方面まで含めた地図上に公共交通網（鉄道・路線バス・

コミュニティ交通）の他、市内運行各路線バス情報を掲載した「小平

市公共交通マップ」を10,000部作成し、市内転入者を中心に配布した。 

▽配布先 

市役所、東部・西部出張所、動く市役所など 

▽事業効果  

転入者は外出手段が定着する前であり、公共交通マップを配布する

ことで公共交通利用習慣のきっかけづくりをすることができる。また、

自家用車での外出が多い市民に対しても、総合的な公共交通網の情報

提供により、公共交通利用への意識転換を図ることができる。 

▽事業費 

945,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

公共交通マップ表紙 

マップの他に、時刻表、バスの乗り方や乗車券情報などの便利な情報を掲載 
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ＮＨＫ「ＢＳ日本のうた」公開収録 

 

▽目的 

全国等に向けて放送されるＮＨＫの公開番組を収録・放送し、小平市のＰＲを図ることを目

的とする。 

▽主催 

小平市 

▽共催 

日本放送協会（ＮＨＫ） 

▽事業内容 

時代を超えて愛され続ける日本の名曲の数々を、多彩な歌手の競演でお送りする番組の公開

収録及びテレビ放送 

▽公開収録日 

平成 24年 7月 19日（木） 

▽場所 

ルネこだいら大ホール 

▽観覧者数 

946人（往復はがきによる事前申込制） 

応募枚数 12,052枚、当選枚数 510枚（1枚で 2人入場可、小平市民の割合は約６割） 

▽出演者 

市川由紀乃、キム・ヨンジャ、香西かおり、小金沢昇司、中村美律子、西尾夕紀、藤原浩、 

三山ひろし、森昌子、山川豊、和田アキ子、渡辺真知子（50音順） 

コーラス…一橋大学・津田塾大学合唱団ユマニテ 

▽放送日時 

・平成 24年 9月 2日（日）午後 7時 30分から 

・平成 24年 9月 5日（水）午後 5時から 

・平成 24年 9月 8日（土）正午から 

▽放送チャンネル 

ＮＨＫ・ＢＳプレミアム 

▽参加者の声 

「公開録画を見たのは初めてなので、舞台転換など、番組の裏側の様子が分かってとても良

かった。」、「多数の出演者がいて、いい経験をした。」、「テレビでの放送を見て、あらためて楽

しませてもらった。」などの声が寄せられ、会場は大いに盛り上がり、とても楽しんでいた様子

が伺えた。 

▽事業費 

132,982円
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出演者 

市川由紀乃、キム・ヨンジャ、 

香西かおり、小金沢昇司、 

中村美律子、西尾夕紀、 

藤原浩、三山ひろし、 

森昌子、山川豊、和田アキ子、 

渡辺真知子 

出演者勢揃いのオープニング 

 満員の観覧席（ルネこだいら大ホール） 

収録前に司会の青井実アナウンサーが 

市内のブルーベリー農園を訪問 

司会の青井実アナウンサーとコーラス

を担当した一橋大学・津田塾大学合唱

団ユマニテの皆さん 
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夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会 

 

▽目的 

全国各地で開催される「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」を事業として開催すること

により市民の健康福祉増進に寄与するとともに、ＮＨＫラジオ第１で全国放送されることで、

市制施行５０周年を迎えた小平市を広くＰＲする。 

▽主催 

（株）かんぽ生命保険、ＮＨＫ、ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟 

▽共催 

小平市、小平市教育委員会 

▽後援 

一般社団法人小平市体育協会、東京地方ラジオ体操連盟 

▽協力 

郵便局（株） 

▽主管 

（株）かんぽ生命保険小金井支店、小平市ラジオ体操会連盟 

▽事業内容 

平成 24年 7月 20日～8月 31日の期間中に全国４３会場で開催された「夏期巡回ラジオ体操・

みんなの体操会」を 8月 31日に中央公園グラウンドで開催した。また当日の模様はＮＨＫラジ

オ第１にて全国に生放送された。 

▽実施日 

平成２４年８月３１日（金） 午前６時～６時５０分 

▽場所 

小平市立中央公園グラウンド 

▽講師等招聘者 

・体操講師：西川 佳克氏 

・ピアノ伴奏者：加藤 由美子氏 

・体操アシスタント：有賀 暁子氏、金子 梨沙氏 

▽来場者数 

2,800人 

▽成果 

当日は、早朝にもかかわらず、2,800人もの方が来場され、ＮＨＫテレビ・ラジオ体操講師の

指導のもと、元気にラジオ体操を行い、市制施行５０周年を盛大に盛り上げた。いつでも、ど

こでも、だれでも手軽にできるラジオ体操を通して、市民一人ひとりの健康に対する意識の向

上に寄与した。 

また、当日の模様は、ＮＨＫラジオ第１にて生放送され、小平市が紹介されるとともに、来

場者には参加記念品として小平産ブルーベリーを使用したブルーベリージュースを贈呈し、市

内外へ小平市の特産物をＰＲすることができた。 

体操終了後には、平成 25年度に開催される「スポーツ祭東京２０１３」のマスコットキャラ
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クター「ゆりーと」による「ゆりーとダンス」を披露し、「スポーツ祭東京２０１３」のＰＲに

も効果があった。 

 

▽事業費 

1,657,654円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体操指導の西川佳克氏 

 

みんなで元気にラジオ体操 

子どもたちと握手 ゆりーとダンスの披露 
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４ 市制施行５０周年記念ロゴマーク、キャッチコピー 

 

市制施行５０周年を迎えるにあたり、市制施行５０周年を市民の皆さんとともに機運を盛り上

げ、市内外に魅力をアピールできるような「ロゴマーク」と「キャッチコピー」を作成するため、

提案の募集を行った。 

 

▽募集内容 

市制施行５０周年を記念することにふさわしく、市民の機運を盛り上げ、多くの市民が共通

理解し、親しみのもてる内容であること。 

● ロゴマーク 

市制施行５０周年が一目で分かり、５０周年を象徴する図案 

● キャッチコピー 

市制施行５０周年を20文字以内で端的に表現する文章 

 

▽募集資格 

年齢、在住は問わない 

 

▽募集期間 

平成22年11月20日～平成23年1月7日 

 

▽選考 

● ロゴマーク 

美術・デザイン関係の学識者などで構成する選考委員会を設置して選考し、採用作品（1点）

を決定した。 

● キャッチコピー 

庁内で組織する小平市制施行５０周年記念事業推進本部で選考し、採用作品（1点）を決定

した。 

 

▽賞品 

● ロゴマーク 

３万円相当の図書券 

● キャッチコピー 

１万円相当の図書券 

 

▽応募作品数 

● ロゴマーク   90点（市内応募28点） 

● キャッチコピー 61点（市内応募2点） 
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▽採用作品 

● ロゴマーク（兵庫県 小柴 雅樹さんの作品） 

 

 

 

 

 

 

● キャッチコピー（北海道 朝倉 修さんの作品） 

こんなに だいすき 小平市！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽ロゴマーク、キャッチコピーの使用 

ロゴマーク及びキャッチコピーは、市制施行５０周年を象徴するいわばトレードマークとし

て、「小平市制施行５０周年記念ロゴマーク等使用承認事務取扱基準」を定め、市の印刷物やPR

グッズに使用した。具体的には、窓口封筒、各種事業の実施の際に作成する印刷物や小物類、

庁用車、名刺などへの表示を行った。各種の周知・記念グッズ等の作成やロゴマーク・キャッ

チコピーの使用を通して、職員の間においても、市制施行５０周年を市全体で取組んでいる姿

勢を共有した。 

また、市民の皆さんと一緒に盛り上げていくため、市民や団体等の希望者からの申請により、

ロゴマーク・キャッチコピーの使用を認め、広く市制施行５０周年のＰＲに貢献していただい

た。 

 

ロゴマークとキャッチコピーに込められた思い 

≪ロゴマーク≫  

「小平」の文字を用いて、市民の笑顔が表現されており、柔らかく、ほっとする

デザインです。 

≪キャッチコピー≫  

小平市への愛着と５０周年の喜びをリズムよく明るく表現しています。 

ともに、元気な小平のイメージが込められています。 
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▽デザインコード 

市制施行５０周年関係アイテムに統一感を持たせるため、ロゴマーク、キャッチコピーとの

調和を図りながら、デザインコードを定め、市制施行５０周年関連の取組であることを効果的

に印象づけるようＰＲを行った。 

 

● 横長サイズＡ               ● 縦長サイズＡ   ●縦長サイズＢ 

 

 

 

 

 

 

 

● 横長サイズＢ 

 

 

 

 

● 正方形サイズ               ● 丸形サイズ 

  

 

 

 

 

 

 

 

● 統一デザイン  
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５ 広報ＰＲ 

市制施行５０周年の各種取組を効果的に実施するためには、市内外に対する積極的な広報・Ｐ

Ｒが必要であることから、市のホームページ、各種発行物などを活用し幅広くＰＲを行うことと

した。 

統一的なデザインコードの作成、ロゴマーク・キャッチコピーの活用、周知・記念グッズの作

成、各種メディアの活用により、平成 23年度から平成 24年度末にかけて継続的に取組みながら、

市民的な機運の盛り上がりに努めた。 

 

▽５０周年ホームページの開設 

平成 23年 11月に市ホームページ内に、５０周年

のページを開設し、市長のメッセージをはじめ、記

念事業やイベントの内容、日程を知らせる「記念事

業」コーナー、事業の進捗状況、活動の様子を記録

した「活動記録」コーナー、小平市の概要や簡単な

歴史、昔の写真を掲載した「小平を知る」コーナー、

市からのメッセージおよびイベントなどへの参加者

募集の「広報・募集」コーナーを設け、事業の進捗

に応じて、各ページのコンテンツを充実させた。 

 

▽メディアの活用 

記者会見の機会やイベントなどの実施時期を捉えて、プレス等の各種メディアにも取り上げ

てもらえるよう、情報発信に努めた。また、記者会見用に、ロゴマーク、キャッチコピーが入

ったバックボードを作成し、マスコミを通して市制施行５０周年の発信を行った。 

このほか、ＮＨＫ「ＢＳ日本のうた」（7月 19日市民文化会館）や「夏期巡回ラジオ体操・み

んなの体操会」（8月 31日中央公園グラウンド）の公開収録に際して、イベントへの市民の参加

の呼びかけとともに市制施行５０周年の対外的なＰＲを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５０周年ホームページ 

市長記者会見 

５０周年記念仕様のバックボード 
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▽周知・記念グッズの作成 

灯りまつりや市内公共施設等でのうちわの配布、ＦＣ東京との街頭フラッグの共同制作、原

動機付自転車のご当地ナンバープレートの作成、職員の名刺への印刷、記者会見用バックボー

ドの作成、記念事業周知のためのポスター・チラシの作成等を行った。 

また、コミュニティバスの車体ラッピング、小平駅前広場への看板掲示、コミュニティタク

シー及び庁用車へのマグネットシート貼付などを行い、市民が目に触れる機会を増やした。 

● 街頭フラッグ 

ＦＣ東京との共同で、５０周年をＰＲ

する街頭フラッグを制作し、商店街や市

施設などに掲示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ● ５０周年記念うちわ 

夏の節電対策としても効果的なう

ちわを作成し、灯りまつりや市内公

共施設等で配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 原動機付自転車のご当地ナンバープレート 

市制施行５０周年を記念して、小平の魅力を市内外に発

信するために市のマスコット「ぶるべー」とＦＣ東京のチ

ームマスコット「東京ドロンパ」のイラストが入ったご当

地ナンバープレートを交付した。 

交付開始日：平成 24年 3月 26日 

交 付 枚 数：815枚（平成 25年 3月 31日現在） 

 

● ５０周年記念名刺 

職員の間において、市制施行５０周年を盛り上げていくため、職員用の名刺を制作し、市

全体で市制施行５０周年を取組んでいる姿勢を共有した。延べ 11,540枚の名刺を作成し、職

員自らがＰＲに努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

ぶるべーと東京ドロンパ入りの 

ご当地ナンバープレート 

 名刺（表面） 名刺（裏面） 

ＦＣ東京コラボフラッグ 市内の商店街に掲示したフラッグ 
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● 大型パネル 

ロゴマークとキャッチコピーの統一デザインを用いた大型パネル（幅３ｍ×高さ２ｍ）を

作成し、市役所本庁舎１階正面玄関横に展示し、来庁者へのＰＲを行った。また、持ち運び

が可能であったことから、様々なイベント会場においても活用し、視覚的に市制施行５０周

年のＰＲを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 小平駅南口ロータリーへの看板設置      ● マグネット 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ５０周年記念封筒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市制施行５０周年ＰＲ用の大型看板を設置 

市民等への事務用封筒として利用 市民課、税務課等で窓口封筒として利用 

憲法週間行事の受付で使用 ルネこだいら ＦＣ東京選手サイン会で使用 市民総合体育館 

公用車やごみ収集車に貼付した 

５０周年ＰＲ用マグネット 
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● クリアファイル 

小・中学生が５０周年記念事業や市等で実施したポスター、作文等の募集に参加、応募し

た場合に、参加賞として配布した他、「こだいら大好き 五・七・五 ５０文字メッセージ」

に応募した方への参加賞として配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ロゴマーク入り住民票、課税証明書など 

住民票、印鑑登録証明書、課税証明書などの各種証明書に、ロゴマークを入れて、平成 23

年 11月から約１年間、数量限定で発行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロゴマーク入り住民票 
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▽ちょこっとコラム 

ロゴマーク、キャッチコピーの紹介、各種イベントや事業に関する苦労話やエピソード、市

の意気込みなど、５０周年に関する旬な話題を、市報や市ホームページで「市制施行５０周年

ちょこっとコラム」として定期的に掲載した。 

  

● 期間  

平成 23年 10月 20日～24年 12月 20日までの市報 20日号に掲載。計１５回連載。 

● 内容 

① 平成 23年 10月 20日号：こんなに だいすき 小平市！ 

② 平成 23年 11月 20日号：ロゴマーク・キャッチコピーのエピソード 

③ 平成 23年 12月 20日号：ロゴマークなどを使用したグッズを紹介 

④ 平成 24年 1月 20日号：第５５回 全日本花いっぱい小平大会開催準備 

⑤ 平成 24年 2月 20日号：市制施行５０周年 ホームページの紹介 

⑥ 平成 24年 3月 20日号：小平市史編さん事業の紹介 

⑦ 平成 24年 4月 20日号：市制施行５０周年記念イベントの紹介 

⑧ 平成 24年 5月 20日号：小平の魅力つたえ隊 

⑨ 平成 24年 6月 20日号：「小平市史」刊行の舞台裏 

⑩ 平成 24年 7月 20日号：「新こだいら音頭」制作進行中 

⑪ 平成 24年 8月 20日号：平櫛田中と「鏡獅子」をめぐって 

⑫ 平成 24年 9月 20日号：津田塾大学と玉川上水 

⑬ 平成 24年 10月 20日号：５０年前の笑顔を未来につなぐ小平 

⑭ 平成 24年 11月 20日号：聞こえてきます 未来を創る子どもたちの声 

⑮ 平成 24年 12月 20日号：未来の小平へ向けて 
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ちょこっとコラム１ 

こんなに だいすき 

 小平市！ 

•平成２４年は、小平市制施行５０
周年にあたります。５０周年の記
念事業について定めた編成方針で
は、その柱として、ふるさとの文
化や歴史を再確認する「あゆみ」、
将来を築く子どもが夢を描く「き
ぼう」、新たな風を吹き込み、緑
あふれる「いぶき」をキーワード
として、事業を位置付け、実施し
ていくことにしています。 

•今後、このコラムで関連する話題
を掲載していきます。 

•現在、各種イベント、まちの様子
などを撮影し、昔の映像や写真な
どを取り入れながら、市制施行５
０周年記念ＤＶＤを制作していま
す。これまでに、灯（あか）りま
つりやブルーベリー栽培の様子な
どを映像として収録しました。 

•今後、撮影にお伺いした際は、皆
さんのご協力をお願いします。 

 

•＜平成２３年１０月２０日号＞ 

ちょこっとコラム２ 

ロゴマーク・キャッチ 

コピーのエピソード 

•今回は、ロゴマークとキャッチコ
ピーに込められた思いをご紹介し
ます。ロゴマークは、兵庫県の小
柴雅樹さんの作で、「小平」の文
字を用いて、市民の笑顔が表現さ
れており、柔らかく、ほっとする
デザインです。キャッチコピーは
札幌市の朝倉修さんの作品で、小
平市への愛着と５０周年の喜びを
リズムよく明るく表現しています。
ともに、元気な小平のイメージが
込められています。 

•市の印刷物などに使われています
ので、探してみてください。 

 

•＜平成２３年１１月２０日号＞ 

ちょこっとコラム３ 

ロゴマークなどを使用 

したグッズを紹介 

•市では、節電が求められたこの夏、
市制施行５０周年のロゴマークな
どをあしらった「うちわ」を作成
して、灯（あか）りまつりなどの
イベントで配布してきました。 

•また、今季のサッカーＪ２でみご
と優勝し、来季のＪ１復帰を決定
したＦＣ東京との共同で、５０周
年をＰＲするフラッグを制作しま
した。 

•今後、商店街などに掲示しますの
で、探して見てください。 

•今後もさまざまな形で、ロゴマー
クなどを活用した５０周年のＰＲ
を展開していきますので、ご期待
ください。 

 

•＜平成２３年１２月２０日号＞ 

ちょこっとコラム４ 

第５５回 全日本花いっぱい
小平大会開催準備 

•平成２４年５月１２日と１３日に
第５５回全日本花いっぱい小平大
会を開催します。この大会に向け
て、ボランティアが、「こだいら
花いっぱいプロジェクト」として
活動をしています。 

•これまでの活動としては、小平駅
南口ロータリーでの花文字の作製
や大会ＰＲ大看板の設置などを行
いました。是非、お近くにお越し
の際にはお立ち寄りください。 

•今後も市内公園での花植え活動な
どを予定しています。 

 

•＜平成２４年１月２０日号＞ 

ちょこっとコラム５ 

市制施行５０周年 

ホームページの紹介 

•小平市のホームページ内に市制施
行５０周年のページを開設してい
ます。 

•５０周年ページでは、市長のメッ
セージをはじめ、記念事業やイベ
ントの内容、日程をお知らせする
「記念事業」コーナー、事業の活
動の様子などを紹介した「活動記
録」コーナー、市の概要や歴史、
昔の写真を紹介した「小平を知
る」コーナー、市からのメッセー
ジやボランティアなどの募集を行
う「広報・募集」コーナーを設け
ています。 

•ぜひ、５０周年ページをのぞいて
みてください。 

 

•＜平成２４年２月２０日号＞ 

 

 

ちょこっとコラム６ 

小平市市史編さん 

事業の紹介 

•市史編さん事業は、市制施行50周
年記念事業として、平成20年10月
にスタートしました。 

•小平市の歴史を明らかにし、魅力
ある郷土を後世に伝え、これから
も住み、学び、訪れたいまちを目
指して、作業を進めています。 

•これまで、「小平の歴史を拓く市
史研究創刊号・第2・3号」、小平
市史料集近現代編第１集から第4
集を刊行しました。小平市を知る
大変興味深い内容となっています
ので、是非、購読してみてくださ
い。  

•さらに、平成24年度には、市史本
編「近世編」、「近現代編」「地
理・考古・民俗編」、付編「図
録」、「写真集」の刊行を予定し
ています。 

 

•＜平成２４年３月２０日号＞ 
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ちょこっとコラム７ 

市制施行50周年記念 

イベントの紹介 

•平成２４年度を迎え、いよいよ市
制施行５０周年記念イベントも本
格的に開催されます。 

•５月１２日の「第55回全日本花い
っぱい小平大会」を皮切りに、７
月には、「子ども議会」やＮＨＫ
の公開収録「ＢＳ日本のうた」を
開催します。 

•９月には、平櫛田中作品にまつわ
る歌舞伎「鏡獅子」の公演、特別
展や玉川上水サミットを開催しま
す。 

•１０月には、記念式典や市民まつ
り及びその前夜祭、丸ポストサミ
ットなど、市制施行５０周年の中
心となるイベントが行われます。 

 

•＜平成２４年４月２０日号＞ 

ちょこっとコラム８ 

小平の魅力つたえ隊 

•小平市５０周年 たくさんありま
す！小平の魅力つたえ隊 こだいら
×よしもと コラボレーション 

•市制施行５０周年の小平市と創立
１００周年の吉本興業グループが
一緒になって、小平市をPRする
「たくさんあります！小平の魅力
つたえ隊」を結成しました。 

•小平市ゆかりの芸人が、市制施行
５０周年記念事業をはじめ、さま
ざまなイベントに参加して地域を
盛り上げ、ＰＲしていきます。 

•市民の皆さんも「小平の魅力つた
え隊」と一緒に、５０周年を盛り
上げましょう。 

 

•＜平成２４年５月２０日号＞ 

 

ちょこっとコラム９ 

「小平市史」刊行の 

舞台裏 

•平成２０年度から市史の刊行へ向
けて調査研究を進め、いよいよ１
０月の近世編を第一弾に今年度本
編３巻・別冊２冊の全５巻が刊行
されます。 

•市史刊行に向けては、市史編さん
委員、各巻の監修者、市民のボラ
ンティアなど、多くの力を集結し
て作業を進めています。 

•担当者は「３０年間古文書の整理
に関わってきた目で小平の歴史を
伝えていきたい」と意気込みを語
ってくれました。 

•市史は、地道な研究や現地調査に
基づいて作りあげられています。 

•刊行をご期待ください。 

 

•＜平成２４年６月２０日号＞ 

ちょこっとコラム１０ 

「新こだいら音頭」 

制作進行中 

•市制施行５０周年を記念して、
「新こだいら音頭」の歌詞を募集
したところ、２０歳代から８０歳
代までの市民から３８作品の応募
がありました。 

•小平の緑豊かな自然、故郷として
の小平などを扱った作品が寄せら
れました。 

•また、コダレンジャーと一緒に歌
って踊りたい、ラップ調の曲を付
けて欲しいなどのコメントもあり、
応募作品を通して小平を愛する熱
い思いが伝わってきました。 

•今後、曲を作り、振りを付けて、
１０月２０日（土曜）の市民まつ
り前夜祭で披露されます。 

•どんな「新こだいら音頭」になる
のか、お楽しみに。 

 

•＜平成２４年７月２０日号＞ 

ちょこっとコラム１１ 

平櫛田中と「鏡獅子」を
めぐって 

•市制施行５０周年を記念して、
「平櫛田中彫刻美術館特別展」
（９月９日～１０月２１日同館）
と特別舞踊公演「春興鏡獅子（し
ゅんきょうかがみじし）」（９月
２２・２３日ルネこだいら）が開
催されます。 

•平櫛田中は、百歳を過ぎても現役
で数多くの作品を制作した、近代
日本を代表する彫刻家で、代表作
「鏡獅子」は、「春興鏡獅子」を
演じる六代目尾上菊五郎をモデル
にした作品です。 

•特別展では、初公開の３点を含む
えりすぐりの６０点を展示します。 

•９月２９日（土曜）には、オペラ
歌手秋川雅史さんと平櫛弘子館長
の記念トークショーも予定してい
ます。 

•特別舞踊公演の第一部では、「鏡
獅子をめぐって」と題して、平櫛
館長と市長の対談が企画され、第
二部の公演がより楽しめる内容と
なっています。 

•平櫛田中と鏡獅子の巡り会いに、
あなたも思いをはせてみませんか。 

 

•＜平成２４年８月２０日号＞ 

ちょこっとコラム１２ 

津田塾大学と玉川上水 

•津田塾大学の前身である女子英学
塾は、昭和６年に現在の小平市津
田町に移転してきました。養蚕も
盛んだった当時の小平村は人口６，
５００人ほどで、電気、電話がよ
うやく通った時代でした。当時の
文献によると、西には富士山を仰
ぎ、北には青梅街道のけやき並木
が望め、自然に心ゆくまで浸れる
地だったといいます。玉川上水の
ほとりに根を張り、小平の歴史と
ともに歩んできた津田塾大学。 

•同学を会場に９月２９日（土曜）、
「玉川上水サミット」を開催しま
す。玉川上水中流域の７市区長に
よるパネルディスカッションと、
学生時代も津田塾大学で過ごされ
た学長の飯野正子さんの基調講演
を企画しています。 

•津田塾大学と玉川上水に関わる、
飯野さんの滋味あふれる講話をお
楽しみください。 

 

•＜平成２４年９月２０日号＞ 
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ちょこっとコラム１３ 

５０年前の笑顔を 

未来につなぐ小平 

•５０年前の昭和３７年１０月１
日、小平市は全国で５５８番目、
東京都で１１番目の市として誕
生しました。 

•この時の人口は７０，６３４人
でした。 

•当時の写真を見ると、市制施行
を記念して車に看板や花飾りが
施されたパレードが盛大に行わ
れ、沿道には大勢の市民の方が
集まり、「祝、市誕生」と大賑
わいでたくさんの笑顔がありま
した。 

•市制施行５０周年を迎え、あの
ときと同じように、笑顔の市民
で活気にあふれた小平を未来に
つないでいきましょう。 

 

•＜平成２４年１０月２０日号＞ 

ちょこっとコラム１４ 

聞こえてきます  

未来を創る子どもたちの声 

•毎年、高い評価をいただいてい
る「中学校生徒意見発表会」が、 

•今年は市制施行５０周年記念ス
ペシャル「子ども・教育フォー
ラム」として、１２月９日（日
曜）に開催されます。 

•現在、市立小・中学校の代表児
童・生徒が、８つのグループに
分かれて当日の発表に向けて活
動しています。 

•皆さんも、小平の未来を創る子
どもたちの声に耳を傾けてみま
せんか。 

 

•＜平成２４年１１月２０日号＞ 

 

 

 

ちょこっとコラム１５ 

未来の 

小平へ向けて… 

•市制施行５０周年を契機に、市
民の皆さんが小平をもっと知っ
て、もっと大好きになっていた
だきたいと願って、さまざまな
５０周年記念事業を実施してき
ました。 

•事業を企画・立案するにあたっ
ては、小平の特徴を生かしなが
ら地域資源をリニューアルする
ことと、これまでの伝統・歴史
に加え新たな資源をストックす
ることを考え、取り組みを行っ
てきました。 

•この５０周年の節目をきっかけ
に、小平の特徴を生かし、小平
の魅力を伸ばす事業は、今後も
継続的、計画的に実施していき
ます。 

 

•＜平成２４年１２月２０日号＞ 
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６ こだいら大好き 五・七・五、５０文字メッセージ 

大好きなまち こだいらを 未来へ引き継ごう！ 

市制施行５０周年を記念して、市政に愛着や親しみを持ってもらう契機とするため、市民の皆

さんから五・七・五または５０文字以内のメッセージを募集した。 

 

▽テーマ 

小平に関すること 

・小平に対する思い出、感動、夢、希望、喜び、期待など 

・お気に入りや自慢したいスポット、イベントなど 

・ぶるべー、コダレンジャーへの応援メッセージなど  

▽対象者 

市内に在住、在勤、在学の方 

▽応募形式 

俳句や川柳の五・七・五または５０文字以内のメッセージ 

▽募集期間 

平成 24年 9月 20日～平成 25年 3月 31日 

▽記念品の配布 

提出先に持参した方に５０周年記念限定グッズを配布した。 

▽応募総数 

● 五・七・五       1,692点 

● ５０文字メッセージ   787点 

         合計 2,479点 

 

 

５０周年記念限定グッズ（ノート、クリアファイル） 
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五 七 五 メッセージ （1,692点） 

 じょうすいの みどりとともに ぞだつ子ら(65歳女) 

 たいらかな ひとやしぜんが みちるまち(59歳男) 

 こだいらし とおりずぎても いやのさと(80歳男) 

 こだいらは トンデハネテモ 二十一キロ(80歳男) 

 憧がれの  上水近くで   暮らす日々(43歳女) 

 新田を   開きつくった  豊かな市(65歳女) 

 まちづくり 人とのふれあい 写真は老後(77歳女) 

 こだいらがすき(6歳女) 

 おともだち こだいらがすき むしもすき(5歳女) 

 おいかける ともだちまてまて つつじ公園(2歳女) 

 ホトトギス ヤマバトの声も きこえる朝(40歳男) 

 つちをほる みみずが出たよ ありもいる(29歳女) 

 こだいらし コダレンジャーで にぎやかだ(11歳男) 

 子どもらの 笑顔が自慢   小平市(71歳男) 

 小平の   一の宝は    子どもたち(71歳男) 

 たなかさん？ いえちがいます でんちゅうです(32歳女) 

 ぶるべーに 入れてみたいな ヘリウムガス(32歳女) 

 まるポスト 角２封筒    ねじりこみ(32歳女) 

 丸ポスト  訪ねて歩く   小平路(26歳男) 

 わるいこは いねがとぶるべ いえにくる(35歳男) 

 はなこはね こがねいだけど こだいらし(30歳女) 

 水清き   上水流る    我が町よ(75歳男) 

 緑の豊かな 明るい文化の街 小平市万歳(80歳男) 

 ぶるべーや さらにおいしく がんぶるべ(15歳男) 

 上水と   共に歩もう   わが人生(8歳男) 

 のこしてね ぼくの子どもに かぶとの木(8歳男) 

 かたりたい 五じゅうねんご よさこいを(8歳男) 

 てつぼうは くるんとまわり たのしいな(8歳男) 

 じどうかん もっとふえると いいのにな(32歳女) 

 おいしいね ぶるべーくんを たべちゃった(5歳女) 

 見てみたい 五じゅうねんご まなびやを(8歳男) 

 のこしてね 木つつきの木を ゆうほどう(48歳男) 

 きっとくる あおい小とりが 小だいらに(8歳男) 

 みてみたい 五じゅうねんご 市ちょうさん(48歳男) 

 のこしてね とおろうまつり きぼうの灯(48歳男) 

 のこしてね はなのトンネル ゆうほどう(37歳女) 

 おどろきが いっぱいあるね こだいらし(10歳男) 

 こだいらは みらいをつなぐ かけはしだ(28歳女) 

 たのしいな みどりゆたかな すずきしょう(8歳男) 

 ふるさとは こだいらという ほこらしさ(36歳女) 

 手をつなぎ どんぐりめっけ 玉川上水(54歳女) 

 丸ポスト  いっぱい食べよ 皆の想い(60歳男) 

 めいぶつは ブルーベリーと まるポスト(40歳男) 

 小平市   緑がいっぱい  いい場しょだ(9歳男) 

 こだいらに 住んでよかった 四季のまち(78歳男) 

 里の香を  あちらこちらに 散りばめて(78歳女) 

 こだいらに ブルベーくんが きたんだよ(7歳女) 

 すずきしょ むしがいっぱい たのしいな(7歳女) 

 こだいらは ぼくのふるさと うれしいな(10歳男) 

 おしえてね もっとりこうに なるみちを(8歳男) 

 なつがきて かぶとがとれる うれしいな(8歳男) 

 むちゅうで はしればとれる いちばんが(8歳男) 

 みどりなす 終の棲家だ   小平市(39歳女) 

 ともだちも かぞくもみんな こだいらし(2歳男) 

 こだいらの しぜんはとても きもちいい(12歳男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(8歳女) 

 こだいらは おいしいたのしい なつかしい(15歳女) 

 ごうコンに しょうぶふくより かてうどん(20歳女) 

 丸ポスト  みなのアイドル 手紙まつ(67歳女) 

 せんじんに 感謝しつなごう みずみどり(82歳女) 

 こだいらの ふくしのアメに たすけられ(70歳女) 

 夢を描き  絵てがみにして 丸ポスト(67歳女) 

 桜咲く   花小金井に   家求む(82歳男) 

 星祭    恋文下さい   赤ポスト(82歳男) 

 遊歩道   知らせたくなる 花吹雪(82歳男) 

 上水の   流れに見とれ  時忘る(73歳男) 

 住んでみて 住み続けたい  小平市(73歳男) 

 小平市   人も自然も   平な市(73歳男) 

 食すれば  ベリーグッドな ブルーベリー(73歳男) 

 赤ポスト  昭和な時代   写し出す(73歳男) 

 こだいらに ごじゅうねんの あきまつり(76歳女) 

 だいにんき コダレンジャーの カレンダー(33歳女) 

 こだいらし みどりにゆたか いいまちだ(15歳女) 

 聴きにいく グリーンロード 葉のおとを(23歳男) 

 喜平橋   桜のトンネル  お気に入り(女) 

 こだいらは いじめもおにも いないまち(72歳男) 

 小川の流れる 小川町    あんたがたどこさ(80歳女) 
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 たべようぜ こだいらやさい おいしいぜ(14歳女) 

 たくさんの えがおあふれる こだいらし(32歳女) 

 嫁ぎ早   二十二年で   小平人(45歳女) 

 みどりなす こだいらだいち わがすみか(81歳男) 

 上水路   心癒やされ   リフレッシュ(58歳女) 

 かっこいい まるぽすとれっど なりたいな(6歳男) 

 子どもらと 一緒に楽しむ  市民祭(女) 

 雨上がり  紫陽花の色   鮮やかに(男) 

 多摩湖道  季節の香り   移りゆく(女) 

 ブルベーの まるまるからだ かわいいね(6歳男) 

 こだいらの まるポストがね すきなんだ(5歳男) 

 ぼくがすき まるポストレッド かっこいい(5歳男) 

 こだいらは しぜんいっぱい きもちよい(25歳女) 

 ブルーベリー こげらもいこう まるポスト(50歳女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(30歳女) 

 ぼくがすき まるポストレッド かっこいい(6歳男) 

 いつのまに 五十年たったよ こだいら市(70歳男) 

 幸を    集めて運ぶ   丸ポスト(92歳女) 

 じょうすいの 木もれ日こいの きらめけり(91歳女) 

 こだいらの 市民まつりは  大にんき(73歳女) 

 こだいらの 大地踏みつつ  ぜんしんだ(73歳女) 

 こだレンジャー わがまちまもる 新ヒーロー(4歳男) 

 ごじゅうねん じゅうはち万の えがおかな(54歳女) 

 おおけやき いまもむかしも おおけやき(58歳女) 

 あおいそら めぶきかがやく おおけやき(58歳女) 

 みどり好き 清流と緑の路  小平市(65歳男) 

 こだいらに やはりすんで  よかったね(73歳女) 

 ぶるーベリー ぱあぷるさん  だいすきよ(5歳女) 

 小鳥来る  生産緑地    指定地区(86歳男) 

 だいにんき こだれんじゃー やってきた(5歳女) 

 住み慣れし ここが故郷に  なりにけり(29歳女) 

 スルメだよ 子供にコツを  教えられ(47歳男) 

 上水と   共に歩もう   わが人生(27歳女) 

 小平は   第二の故郷   大根蒔く(86歳男) 

 かおをみて ちょくばいやさい しなさだめ(91歳女) 

 ほたるとぶ むかしこいしい じょうすいじ(91歳女) 

 あかいべべ きたるポストの おおいまち(91歳女) 

 上水は   みんなの心の  浄水器(57歳女) 

 まごころの こんなよいまち こだいらし(95歳男) 

 小川町   一丁目だけ   広すぎる(32歳女) 

 コダレンジャー 大好き夢に   出てきたよ(5歳女) 

 ぶるべーは こだいら市民の にんきもの(10歳男) 

 ブルベーと ドロンパ率いる 小平市(60歳女) 

 こんにちは 声のあかるい  小平市(88歳男) 

 いちねんご ゆるキャラいちいは ぶるべーだ(11歳女) 

 こだいらは ブルーベリーが ゆうめいだ(12歳女) 

 だいすきな みどりとポスト いつまでも(73歳男) 

 いつまでも 残していこうヨ 緑とポスト(73歳男) 

 だいすきを 残して増やして わがすみか(65歳女) 

 住み古りて 穏やかな街   年暮るる(79歳男) 

 これからも 守っていこうヨ 緑とポスト(50歳女) 

 だいすきを 守っていこうヨ バトンまで(36歳男) 

 小平は   ブルーベリーと ＦＣ東京(中1男) 

 こだいらし みんなのえがお ほっかほか(中1男) 

 こだいらし えがおあふれる いいところ(中1女) 

 こだいらは えがおあふれる はなのまち(中1女) 

 ほっとする みどりあふれる こだいらし(中1女) 

 こだいらは まちがキレイだ すてきだな(中1女) 

 こだいらの きぼうのつどう まるぽすと(中1男) 

 こだいらし ごじゅうねんご よろしくね(中1男) 

 しあわせの みどりのみちの こだいらし(中1男) 

 こだいらし えがおあふれる いいまちだ(中1女) 

 よろこびと えがおあふれる こだいらし(中1女) 

 やさしさの きもちでつつむ こだいらし(中1女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(中1男) 

 こだいらし みんなのこころ ぽっかぽか(中1男) 

 こだいらは ふつうの町だが そこがいい(中1男) 

 こだいらは ブルーベリーが ゆうめいだ(中1女) 

 しあわせと えがおよとどけ まるポスト(中1女) 

 小平市   笑顔あふれる  ステキな市(中1女) 

 いつまでも つづくえがおと あいさつが(中1女) 

 こだいらし やさしいこころ いっぱいだ(中1女) 

 こだいらし ブルーベリーが めいぶつだ(中1男) 

 住みやすく みどりたくさん こだいら市(中1男) 

 こだいらし しぜんがおおい いいところ(中1男) 

 小平市   ブルーベリーは 大ヒット(中1男) 

 こだいら市 笑顔があふれる 良いところ(中1男) 

 こだいらは ゆめがいっぱい つまってる(中1男) 
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 えきのまえ はながいっぱい こだいらし(中1男) 

 こだいらは げんきいっぱい えがおさく(中1女) 

 小平市   笑顔優しさ   あふれてる(中1女) 

 きせつでね グリーンロード いろかわる(中1女) 

 こだいらの すきなところは たくさんよ(中1男) 

 こだいらし まごころあふれ しあわせだ(中1女) 

 市制施行  ５０周年    小平市(中1男) 

 こだいらし やさしいひとが たくさんだ(中1男) 

 あたたかい みんなの気持ち こだいらし(中1女) 

 まるポスト なつかしいまち こだいらし(中1男) 

 こだいらし やさしいまちは こだいらし(中1女) 

 めいぶつは でっかいポスト こだいらし(中1女) 

 こだいらし まるポストがね せかいいち(中1男) 

 色とりどり あふれる街並み 小平市(中1男) 

 こだいらは ブルーベリーが ばつぐんだ(中1女) 

 あいさつを たくさんするよ みんながね(中1女) 

 小平市   やっぱりうまい ブルーベリー(中1男) 

 こだいらし まるいポストが ゆうめいだ(中1女) 

 夏涼しい  グリーンロード 小平市(中1男) 

 グリーンロード 市民をつなぐ  歩く道(中1男) 

 小平市   思い出あふれる ふるさとは(中1男) 

 小平市   グリーンロードが あるんだZ(中1男) 

 こだいらは 良い人たくさん あったかい(中1女) 

 こだいらの まつりはいつも にぎやかだ(中1男) 

 こだいらし やさしい人々が たくさんいる(中1男) 

 こだいらし 落ち着くいなか しあわせだ(中1女) 

 こだいらし しちょうさんは 五代らしい(中1男) 

 こだいらし ずいぶん昔の  古代らしい(中1男) 

 こだいらし みんなの笑顔が たからもの(中1男) 

 こだいらし 笑顔があふれる いこいの場(中1女) 

 小平は   世界で一つの  故郷だ(中1女) 

 スマイリー あたたかい町  小平市(中1女) 

 市役所の  屋上行って   見るながめ(中1女) 

 小平市   丸いポストが  日本一(中1男) 

 小平は   坂が少なく   平らな市(中1女) 

 敬愛と   思う心を    生んだ場所(中1女) 

 あたたかい えがおあふれる こだいらし(中1女) 

 自転車で  部活の試合に  行きたいな(中1女) 

 こだいらし ルネこだいらに まるポスト(中1女) 

 こだいら市 グリーンロード とおってる(中1男) 

 あいさつで みんなえがおだ こだいらし(中1女) 

 こだいらし みらいにむけて あるきだす(中1男) 

 ブルーベリー こだいらの自慢 ふるさとだ(中1女) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいね(中1男) 

 こだいらし 思い出たくさん つまってる(中1女) 

 こだいらし 人とのつながり とてもいい(中1男) 

 こだいらし 交流さかんな  しぜんの町(中1男) 

 しんせつで 笑顔がいっぱい こだいらし(中1男) 

 へいわな町 笑顔があふれる 喜びと共に(中1女) 

 人交わす  グリーンロード 清々しい(中1男) 

 丸ポスト  永久に続く   小平市(中1男) 

 こだいらし しぜんとえがお たくさんだ(中1男) 

 こだいらに えがおとみどり あふれてる(中1男) 

 こだいらし しぜんあふれる すてきなし(中1女) 

 ブルベーは みんなにえがお とどけるよ(中1女) 

 あかポスト 手紙をいっぱい とどけよう(中1女) 

 だいすきな このまちだから まもりたい(中1女) 

 小平市   みんなの笑顔が あふれてる(中1女) 

 ブルーベリー 毎朝食べて   元気よく(中1女) 

 こだいらし みんななかよく すてきだよ(中1男) 

 小平市   ブルーベリーが めいさんだ(中1女) 

 こだいらし コダレジャー  かっきずけ(中1男) 

 こだいらし ブルーベリーが いっぱいだ(中1女) 

 ごじゅうねん ブルベーバスが はしってる(中1女) 

 毎日の   けんこうのため ブルーベリー(中1女) 

 小平に   幸せをくれる  ぶるべー君(中1男) 

 楽しくて  平和でいいな  小平市(中1男) 

 こだいらし ごじゅうねんめ よろしくね(中1男) 

 丸ポスト  グリーンロード ブルーベリー(中1男) 

 みなさんが えがおでいよう こだいらし(中1男) 

 小平の   コダレンジャー 人気者(中1男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(中1女) 

 こだいらは みんなやさしく だいすきだ(中1女) 

 こだいらは ブルーベリーが さかんです(中1男) 

 ブルーベリー 日本で初めて  作ったよ。(中1男) 

 こだいらし たのしいまちで よかったな(中1男) 

 ブルベーは みんなが好きな マスコット(中1男) 

 こだいらは えがおあっての わがまちだ(中1女) 
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 つつがなき まほろばのさと こだいらし(中2男) 

 こだいらし たのしいところ ありすぎる(中2男) 

 まるポスト たくさんあるね こだいらし(中2男) 

 みんながね あいしつづける こだいらし(中2女) 

 こだいらは みどりあふれる いいまちだ(中2男) 

 あたたかく みどりたくさん こだいらし(中2女) 

 ただいまと かえりたくなる こだいらし(中2女) 

 このきもち とどくといいな マルポスト(中2男) 

 こだいらの おもいでぶかい マルポスト(中2女) 

 こだいらは とてもいいまち だいすきだ(中2男) 

 あいさつで こころのバトン つなげよう(中2女) 

 こだいらし みどりあふれる きれいなまち(中2女) 

 ひとびとの つながりふかい こだいらし(中2女) 

 まるポスト いいとこのこる こだいらし(中2女) 

 こだいらし ごじゅっしゅうねん おめでとう(中2男) 

 こだいらは まあるいポスト いっぱいだ(中2男) 

 こだいらし みんなやさしく よいところ(中2男) 

 こだいらし いっぱいあるよ まるポスト(中2女) 

 こだいらし みどりあふれる よいところ(中2男) 

 こだいらし このさきずっと しあわせに(中2女) 

 これからも ゆめがあふれる こだいらし(中2男) 

 かっこいい コダレンジャー むてきだよ(中2男) 

 こだいらは なにもないとこ いなかまち(中2男) 

 おはなたち みどりあふれる こだいらし(中2女) 

 こだいらは ブルーベリーが ゆうめいだ(中2女) 

 ささえあい きぼうあふれる こだいらし(中2女) 

 こだいらし ふしんしゃのひと きおつけろ(中2男) 

 こころのわ こだいらのまちの ぶんかざい(中2男) 

 たくさんの えがおあつまる こだいらし(中2女) 

 こだいらし じてんしゃここに きをつけろ(中2男) 

 ひとびとが あたたかいまち こだいらし(中1女) 

 たくさんの おまつり行事が 盛んな市(中1女) 

 こだいらし もりがいろいろ すてきなし(中1男) 

 こだいらは 花がいっぱいの 市なんだよ(中1女) 

 にほんいち なかがいいまち こだいらし(中1男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいな(中1男) 

 サッカーが すごく上手だよ FC東京(中1男) 

 たべものは すごくおいしい たくさんだ(中1男) 

 マルポスト まっかなからだ かっこいい(中1男) 

 こだいらし すごくいいまち よろしくね(中1女) 

 こだいらし ひとのやさしさ あふれてる(中1女) 

 ブルーベリー 目もよくなって おいしいよ(中1女) 

 こだいらし これから平和に 生きていこう(中1女) 

 小平市   めだたないけど 良い所(中1女) 

 小平市   自然がたくさん 気持ちいね(中1男) 

 こだいら市 ブルーベリーで ゆうめいだ(中1女) 

 ブルーベリー グリーンロード コダレンジャー(中1男) 

 まるポスト よきなごり残る こだいら市(中1女) 

 やさしさで むかしとみらいを つなぐまち(中1男) 

 東京の   自然が多い   小平市(中1男) 

 こだいらは ブルーベリーが さかんだよ(中1男) 

 こだいらの えがおはとても すてきだよ(中1女) 

 ゆうめいな ものがいっぱい そんなまち(中1女) 

 こだいらは みどりいっぱい きれいだよ(中1女) 

 こだいらし いっぱいあるよ まるぽすと(中1男) 

 こだいらし みんなやさしさ あふれてる(中1男) 

 こだいらは ブルーベリーの めいさんち(中1女) 

 ぶるべー号 こだいらはしる きぼうのせ(中2女) 

 こだいら市 まちいっぱいに みどりの市(中2女) 

 こだいらし やまがないのが いいところ(中2男) 

 こだいらの 大事なミドリを たいせつに(中2男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(中2男) 

 こだいらし えがおあふれる すてきな市(中2女) 

 たすけ合う あたたかいまち こだいら市(中2女) 

 あいさつで こころあたたか こだいらし(中2女) 

 こだいらは 笑顔がたえない えがおまち(中2男) 

 あつきひを うみにいれたり もがみがわ(中2男) 

 素晴らしい この町この時  小平市(中2男) 

 こだいらし みんなやさしく だいすきだ(中2女) 

 こだいらし みんなでつくる おもいやり(中2男) 

 こだいらの かわいさだいひょう ぶるべーだ(中2男) 

 こだいらの ひとのかんけい すばらしい(中2女) 

 つたえよう こだいらのよさ ぜんこくに(中2男) 

 小平は   未来に自然を  届けてる(中1男) 

 こだいらし みんなの未来が かかってる(中1) 

 こだいらし えがおあふれる わたしたち(中1女) 

 おいしいな こだいらさんの ブルーベリー(中1女) 

 こだいらの まるいポストを 見に行こう(中1女) 
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 まいとしの こだいらまつり たのしいな(中1女) 

 こだいらし えがおの町だよ みんながね(中1男) 

 ブルーベリー 食べると目がね 良くなるよ(中1男) 

 こだいらは ブルーベリーが ゆうめいだ(中1男) 

 小平市   日本でいちばん 丸ポスト(中1女) 

 いつまでも あかるいみらい わすれずに(中1女) 

 いつまでも 明るくにぎやか よい小平市(中1女) 

 こだいらし ブルーベリーと まるポスト(中1女) 

 人々の   心やさしい   小平市(中1女) 

 えきまえは おみせがおおくて にぎやかだ(中1男) 

 こだいらし えきまえのはな きれいだね(中1男) 

 いちりんの きぼうをむねに こだいらし(中1男) 

 美しい   建物豊富だ   小平市(中1男) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいよ(中1男) 

 こだいらし ブルーベリーの めいさんち(中1男) 

 ぶるべーの えがおがにあう こだいらし(中1男) 

 しちょさん あいさつあふれ げんきだな(中1男) 

 こだいらし 笑顔でいっぱい たのしいな(中1男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいぞ(中1男) 

 こだいらの ブルーベリーは とくべつだ(中1男) 

 こだいらし いちばんじまん まるポスト(中1女) 

 こだいらし とてもあいさつ さかんDeSu(中1男) 

 四季めぐる 玉川じょうすい ながれてる(中1女) 

 百年後   今より元気な  小平市(中1男) 

 この自然  五十年先も   つづけよう(中1女) 

 ゆりーとと あついおうえん こくたいで(中1男) 

 こだいらの れきしみまもる まるポスト(中1男) 

 こだいらは ゆめときぼうが あふれてる(中1男) 

 たべすぎて たまがわ上水  ランニング(中1女) 

 こだいらは あふれるえがお しあわせだ(中2男) 

 色を変え  季節を語る   遊歩道(中2女) 

 まいにちが えがおあふれる こだいらし(中2女) 

 目に良くて 何より美味しい ブルーベリー(中2男) 

 たまがわや しぜんゆたかな こだいらし(中2男) 

 こだいらは こころやさしい ひとばかり(中2女) 

 こだいらの  れきしとみらい つなごうよ(中2女) 

 ぶるべーが おいしくつくる ブルーベリー(中2男) 

 おてがみを だしたくなるよ まるポスト(中2女) 

 じょうすいの きぎのこもれび あたたかい(中2男) 

 こだいらの ぶるべーくんは かっこいい(小4男) 

 小だいらは いいところだよ。 きてみてね。(小1女) 

 みんなとね けんどうしたら つかれるよ(小1男) 

 やすいよね おにわでうってる やさいだよ(小1男) 

 しんせんな やさいがとれて おいしいね(小1女) 

 こだいらは ブルーベリーが ゆうめいよ(小1女) 

 ブルベーと たのしくみんな あそんでる(小1女) 

 さくらさく 自てん車どうろ かけぬける(小2女) 

 まけないぞ まるポストなら にほんいち(小3男) 

 かてうどん こだいらのあじ おいしいな(小3女) 

 小平は   日本いちの   まるポスト(小3女) 

 こだいら市 たのしいゆめが いーっぱい(小3男) 

 おいしいよ むらさきいろの ブルーベリー(小3女) 

 ブルベー君 ブルーベリーの 小だいらし(小3男) 

 まるポスト みんなのこころ とどけてね(小3女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいな(小3男) 

 市みんさい よさこいおどり 気持ちいい(小3女) 

 こだいらは 世界でいちばん いいところ(小3男) 

 おいしいよ こだいらうどん たべてみて(小3男) 

 こだいらに 食べに来てよね うどんをね(小4女) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小4男) 

 ぶるべーは まるくてとても おいしそう(小4男) 

 ブルベーは みんなに笑顔を はこんでる(小5男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小5女) 

 小平で   つないでいこう やさしい心(小5女) 

 こだいらは 笑顔あふれる  やさしい町(小5女) 

 にほんいち ブルーベリーが おいしいよ(小5男) 

 日本一   大きいポストで 待ち合わせ(小5女) 

 はらはらと はなびらおどる こだいらし(小5女) 

 こだいらの しまいとしは  おびらちょう(小5男) 

 こだいら市 すごくへいわで いいまちだ(小5男) 

 いつまでも 小平のよさを  守ってこう(小5女) 

 こだいらは ずっとまえから 笑顔のまち(小5男) 

 わたしたち こだいらと共に いきていく(小5男) 

 小平うどん でんとうまもり つづいてく(小5男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小5女) 

 ぜんいんで 頑張りはげます こだいら市(小5男) 

 こだいらの ブルーベリーは せかいいち(小5男) 

 小平は   自然がたくさん みな元気(小5男) 
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 たすけあい 笑いあいながら 生きるまち(小5女) 

 こだいらは 自然がおおくて 空気きれい(小5女) 

 こだいらは みどりがすごく いっぱいだ(小5男) 

 せいぶせん みんなをはこぶ ゆめの路線(小5男) 

 こだいらは みどりいっぱい きもちいい(小5男) 

 こだいらは みんなでまもる ゆめのまち(小5女) 

 こだいらの 思いがつまった まるポスト(小5女) 

 まもろうよ みどりのこだいら えいえんに(小5女) 

 ぶるべーは みんなの笑顔を 守っている(小5男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいな(小5男) 

 どこまでも 小平の明るさを 広げよう(小5女) 

 こだいらの サクラのはなが おどってる(小5女) 

 いろいろな きれいいっぱい こだいらし(小5男) 

 いっぱいの 笑顔うまれる  楽しい小平(小5女) 

 小平の名産 ブルーベリーは 日本一！！(小5女) 

 ぶるべーは ブルーベリーの マスコット(小5女) 

 にほんいち おおきいポスト こだいらに(小5男) 

 小平は   楽しみいっぱい ぜひ来てね(小5男) 

 ふるさと村 タイムスリップ したみたい(小5男) 

 ぶるべーは こだいらいちの キャラクター(小6男) 

 花や木を  残そう増やそう 小平市(小6女) 

 小平の   祭りに自然   最高だ(小6男) 

 モッチモチ 小平うどんは  Ｂ級だ(小6男) 

 いじめなし 笑顔がいっぱい こだいらに(小6女) 

 こだいらは 自然がたくさん 良いところ(小6女) 

 こだいらは ブルーベリーが ゆうめいだ(小6女) 

 こだいらは みどりがいっぱい すみやすい(小6男) 

 アハハハハ 笑顔がたえない 小平市(小6女) 

 小平市   緑がいっぱい  楽しいな(小6女) 

 こだいらは ＦＣとうきょう があるんだよ(小6男) 

 新せんな   野菜がたくさん 小平市(小6女) 

 小平の   甘くておいしい ブルーベリー(小6男) 

 こえきこえ あなたのえがお あふれてる(小6男) 

 こだいらし しぜんいっぱい たのしいな(小6男) 

 こだいらの ぶるーべりーは にほんいち(小6男) 

 こだいらし まつりがおおい たのしいな(小6男) 

 いじめゼロ みんなの笑顔が 咲きわたる(小6男) 

 住みて長く 年に新たや   初御空(79歳男) 

 小平市   お金を少し   学校へ(中2男) 

 こだいら市 活気にあふれた いい町だ(中2男) 

 大好きだよ いつでも優しい 小平市の人(中2女) 

 こだいらし よけいなかねを つかうなよ(中2男) 

 いい町だな やっぱり小平は いい町だな(中2男) 

 ひとのかず ほどのえがおが あふれてる(中2女) 

 こだいらし むだなおかねを がっこうへ(中2男) 

 小平には  緑がたくさん  ある町だ(中2女) 

 小平市   ブルーベリーの 発祥地(中2男) 

 こだいらし 自然がたくさん おちつくな(中2男) 

 あおいそら みらいにつなぐ こだいら市(中2女) 

 いつまでも 笑顔が絶えない 楽しい小平(中2女) 

 あたたかい ひとのつながり こだいらし(中2男) 

 思い出作り みんなと一緒に 笑い合おう(中2女) 

 こだいらに ひっこしてきて よかったな(中2女) 

 ふれあいを 町で感じる   ふるさとだ(中2女) 

 小平は   コンビニ多い  便利町(小5男) 

 小平市   五十周年    オメデトウ(小5男) 

 小平の   ブルベーユリート 一番だ(小5男) 

 小平市   ブルーベリーが 特産だ(小5女) 

 小平市   自然がきれい  気持ちいな(小5男) 

 小平市   人がいっぱい  いい町だ(小5男) 

 小平は   やさしいまちで あんしんだ(小5男) 

 こだいら市 新のリーダー  産む町へ(小5男) 

 小平市   緑がいっぱい  きれいだな(小5男) 

 あっあれは コダレンジャーだ かっこいいぞ(小5男) 

 小平市   緑とともに   暮らすまち(小5男) 

 小平市   ブルーベリーが おいしいよ(小5男) 

 小平は   花がいっぱい  自然町(小5女) 

 小平は   みんなが明るい 町なんだ(小5女) 

 小平は   やさしい人が  いっぱいです(小5男) 

 ブルーベリー 発祥の地だよ  小平市(小5男) 

 ぶるべーは 小平だけの   マスコット(小5女) 

 小平は   緑が多い    町ですよ(小5男) 

 小平市   元気な人が   すんでいる(小5男) 

 小平市   緑あふれて   気持ちいい(小5女) 

 マルポスト レトロな町の  演出家(小5女) 

 いつまでも きれいな街を  守りたい(小5女) 

 小平市   ブルーベリーが さかんだよ(小5男) 

 小平市   みどりあふれて 素敵だな(小5男) 
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 小平市   ブルーベリーの 発祥地(小5男) 

 小平の   三つの顔だ   コダレンジャー(小5女) 

 小平市   ブルーベリーに 丸ポスト(小5男) 

 体験し   ふるさとながめ 一休み(小5女) 

 小平市   ブルーベリーが 有名だ(小5女) 

 小平は   いつもえ顔が  あふれてる(小5男) 

 小平は   緑が多くて   美しい(小5女) 

 走りたい  グリーンロードで 走りたい(小5男) 

 小平市   コダレンジャーが かっこいい(小5男) 

 みんな利用 グリーンロードで いまを行く(小5男) 

 私たちの  小平を守ろう  みんなでね(小5女) 

 こだいらの ゆうめいな物は ぶるべーだ(小5男) 

 春になり  グリーンロード 花が咲く(小5女) 

 あいさつで 笑顔あふれる  小平市(小5女) 

 小平市   緑が豊かな   いい所(小5男) 

 小平市   日本一の    丸ポスト(小5男) 

 小平市   昔ながらの   丸ポスト(小5男) 

 丸ポスト  みんなの希望も つまってる(小5女) 

 小平の   キャラクターは ぶるべーだ(小5男) 

 ぶるべーは ブルーベリーが 大好きだ(小5女) 

 あの頃は… ふるさと村で  なつかしむ(小5女) 

 こだいらは ブルーベリーが さいこうだ(小5男) 

 小平の   名産物は    ブルーベリー(小5男) 

 小平で   一番おいしい  ブルーベリー(小5男) 

 小平市   昔からある   丸ポスト(小5女) 

 小平の   ブルーベリーは おいしいよ(小5男) 

 小平市   すごくおいしい ブルーベリー(小5男) 

 小平市   やさしい人が  いっぱいだ(小5男) 

 丸ポスト  いつも手紙で  ぱんぱんだ(小5女) 

 小平で   人気なキャラは ぶるべーちゃん(小5男) 

 小平の   平和をまもる  コダレンジャー(小5男) 

 コダレンジャー きっと出れるよ テレビにね(小5男) 

 小平市   緑がたくさん  じまんの町(小5女) 

 小平市   昔ながらの   丸ポスト(小5女) 

 ぶるべー君 小平市の    マスコット(小5男) 

 のんびりと グリーンロードで 散歩する(小5男) 

 ぶるべーは ブルーベリーの マスコット(小5女) 

 小平の   昔のポスト   丸ポスト(小5男) 

 ブルーベリー 五十年後も   宝だよ(小5女) 

 小平市   開拓をして   できた町(小5男) 

 コダレンジャー 町の平和を   守るんだ(小5女) 

 丸ポスト  緑いっぱい   小平市(小5男) 

 小平市   緑が沢山    豊かだな(小5男) 

 小平市   駅が七駅    アクセスいい(小5男) 

 小平市   元気にしよう  コダレンジャー(小5男) 

 小平市   豊かで明るい  温かい(小5女) 

 小平市   コダレンジャーが 守ってる(小5男) 

 小平市   四路線あり   便利だな(小5男) 

 もぎたての ブルーベリーに 感動だ(小5男) 

 小平は   緑が多くて   楽しいな(小5女) 

 小平は   いい人いっぱい いい町だ(小5男) 

 小平に   たくさんあるよ 雑木林(小5男) 

 丸ポスト  ふんいきある町 小平市(小5女) 

 小平市   ブルーベリーの 名産地(小5男) 

 ぶるべーと コダレンジャーで みな笑顔(小5男) 

 小平市   緑がいっぱい  あふれてる(小5女) 

 小平市   ふるさと村が  おすすめだ(小5女) 

 小平は   思い出いっぱい いい場所だ(小5女) 

 小平市   感動たくさん  ありがとう(小5男) 

 小平市   のどかで平和  ほっとする(小5女) 

 あたたかい 日ざしと自然の 小平市(小5女) 

 小平は   鳥がいっぱい  いい町だ(小5男) 

 忘れない  コダレンジャーと ハイタッチ(小5男) 

 小平市   緑がいっぱい  景色もね(小5男) 

 小平市   おいしい食べ物 ブルーベリー(小5男) 

 小平市   楽しい所    いっぱいだ(小5男) 

 小平市   生き物いっぱい 楽しいな(小5男) 

 小平市   子どもいっぱい 元気だぜ(小5男) 

 温かく   心よい町    小平市(小5女) 

 ブルベリー 小平フルーツ  おいしいな(小5女) 

 優しさが  あふれる小平  これからも(小6男) 

 さわやか館 心のつながり  見つけたぞ(小6男) 

 小平は   励まし合って  生きていく(小6男) 

 優しさと  笑顔たくさん  小平は(小6女) 

 小平へ   楽しい日々を  有難う(小6男) 

 未来にも  続く道のり   緑道(小6女) 

 小平市   皆温かくて   親切だ(小6男) 

 小平の   ブルーベリーは 笑顔から(小6男) 
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 まち自慢  緑と絆     これからも(小6男) 

 小平市   緑いっぱい   豊かな町(小6女) 

 小平市   自分の好きな市 ナンバー１(小6女) 

 成長を   見守る近所   温かく(小6女) 

 小平市   たくさん笑顔  あふれてる(小6女) 

 いつの日も 絆と緑の    小平市(小6男) 

 小平は   緑がきれい   すてきだな(小6男) 

 温かな   みんなの笑顔が 町つつむ(小6女) 

 春色の   グリーンロード 笑顔咲く(小6男) 

 ブルーベリー 発祥の地は   小平市(小6男) 

 小平に   いつかふっかつ 丸ポスト(小6男) 

 丸ポスト  みんなの気持ち 届けたい(小6女) 

 食べたなら 笑顔が広がる  ブルーベリー(小6) 

 守ってね  コダレンジャーよ この町を(小6男) 

 小平は   みどりがいっぱい やさしさも(小6男) 

 緑あり   街並み笑顔が  金メダル(小6女) 

 子供たち  緑に囲まれ   遊ぶかな(小6男) 

 小平市   優しい心が   あふれてる(小6女) 

 小平市   みんなのえがお おふれてる(小6女) 

 人と人   心をつなぐ   あいさつを(小6男) 

 未来へと  進化してこう  これからも(小6男) 

 小平は   みんな優しく  住みやすい(小6女) 

 小平は   豊かですてき  そんな町(小6女) 

 どこまでも 平らな町は   住みやすい(小6女) 

 ふれあいの すばらしさあり 小平市(小6男) 

 小平は   赤いポストが  めじるしだ(小6女) 

 小平は   緑あふれる   すてきな市(小6女) 

 とおるたび あいさつしてる おばあさん(小6男) 

 つながりが たくさんあるよ こだいら市(小6女) 

 あいさつで こころつながる こだいら市(小6女) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいよ(小6女) 

 小平の   きれいな町を  大切に(小6男) 

 思いやり  笑顔あふれる  小平市(小6男) 

 小平の   ブルーベリーは おいしいよ(小6女) 

 小平市   人との関わり  これからも(小6男) 

 こだいらは えがおがすてき あいさつも(小6女) 

 小平で   広がりつながる 心の輪(小6男) 

 小平は   すべてができる 所だな(小6男) 

 小平は   とっても気持ちが 良いんだよ(小6男) 

 小平市   キレイな街を  心がけ(小6女) 

 小平の   心の交流    わすれない(小6女) 

 小平市   気持ちきれいな 自慢の市(小6女) 

 あかるくて かんじょう豊かな こだいらし(小6男) 

 小平の   人はいつも   笑ってる(小6男) 

 こだいらは とても良いまち たのしそう(小6女) 

 あいさつで 人との交流   一歩ずつ(小6男) 

 小平の   町はみどりで  いっぱいだ(小6男) 

 小平の   夢と希望を   かなえたい(小6男) 

 思いやり  それがあるのは この町だ(小6女) 

 思い出が  たくさんあるよ 小平市(小6女) 

 どの市より スタイリッシュな 小平市(小6男) 

 人々の   ココロ温か   小平市(小6男) 

 つなげよう 人と人との   かかわりを(小6女) 

 ブルーベリー とってもうまい こだいら市(小6男) 

 転入後   不安かきけす  仲間(小6男) 

 小平市   ＦＣ東京    愛してる(小6男) 

 市民達の  思いを背負う  小平市(小6男) 

 小平市   たくさんあるよ 丸ポスト(小6男) 

 小平で   生まれて育って 十三年(小6男) 

 ぶるべーは 見た目はすごく かわいいね(小6男) 

 丸ポスト  世界に少しの  宝物(小6男) 

 小平市   丸ポストが   日本一(小6女) 

 都内でも  畑が多い    小平市(小6男) 

 かざらずに 未来へ伝えて  小平市(小6女) 

 小平市   緑がたくさん  いい空気(小6女) 

 小平市   ブルーベリーが 有名だ(小6女) 

 感じとる  小さな都会の  この風を(小6男) 

 小平市には 丸いポストが  たくさんだ(小6男) 

 まるポスト 守っていくのは ぼくたちだ(小6男) 

 丸ポスト  昔のなごりを  思わせる(小6男) 

 こだいら市 これからももっと せいちょうだ(小6女) 

 手紙をね  送るときには  丸ポスト(小6女) 

 こだいらは みどりがたくさん ゆたかなまち(小6女) 

 小平市   すてきな笑顔  まんさいだ(小6女) 

 田舎でも  自まんの町だ  小平市(小6女) 

 小平市   ブルーベリーが 名産地(小6女) 

 小平を   見守っている  丸ポスト(小6女) 

 小平市   コダレンジャーが かつやくだ(小6女) 



 

- 136 - 

 

 ブルーベリー 小平とともに  歩み出す(小6男) 

 ブルーベリー 青むらさきいろ おいしいな(小6女) 

 丸ポスト  あふれて大変  口の中(小6女) 

 小平市   丸いポストが  目立ちます(小6男) 

 小平市は  日本一位の   市なんだよ(小6男) 

 こだいらし まっかなおかお これからも(小6女) 

 小平の   歴史深き    丸ポスト(小6男) 

 小平市   何でも売ってる すごい町(小6男) 

 こだいら市 ブルーベリーが おいしい市(小5男) 

 こだいらし コダレンジャーが 守ってる(小5女) 

 こだいらし しぜんがおおく きれいだね(小5男) 

 こだいらの イケメン男子  小栗旬(小5女) 

 まちのなか みわたすかぎり まるポスト(小5女) 

 こだいらし あかしあどおり もりあがる(小5男) 

 丸ポスト  多くなりけり  小平市(小5女) 

 こだいらの ぶるべーまるくて かわいいな(小5) 

 こだいらの イケメン男子  小栗しゅん(小5男) 

 こだいらし みどりいっぱい しぜんの市(小5女) 

 小平の   ブルーベリーは 最高だ(小5女) 

 こだいらし みどりあふれる ゆたかなし(小5女) 

 かわいいな あかくてまるい まるポスト(小5女) 

 ぶるべーは るんるんしてて べたぼめだ(小5男) 

 ワクワクだ 楽しいイベント こだいら市(小5女) 

 小平市   楽しい事が   いっぱいだ(小5女) 

 こだいらで ゆめをもらった ぼくだった(小5男) 

 こだいらし ブルべーくんは にんきもの(小5男) 

 ぶるべーよ ちょっと太った ぶるべーよ(小5男) 

 小平は   ブルーベリーの 発祥地(小5男) 

 安心で   人が愛する   小平市(小5男) 

 おいしそう ブルーベリーは しんせんだ(小5女) 

 こだいらの なしはうまいな さいこうだ(小5男) 

 小平は   スカイツリーも みえるんだ(小5女) 

 ボランティア 市民の表情   笑顔かな(小5女) 

 小平は   富士山だって  見えるもん(小5女) 

 こだいらし すこしいなかで たのしいな(小5女) 

 こだいらし コダレンジャーが まもっている(小5男) 

 こだいらし にっぽんいちの げんきな市(小5男) 

 小平市   緑が残る    みんなの町(小5女) 

 小平市   みどりがあるよ うれしいな(小5女) 

 産業祭   秋を教える   宝船(小5女) 

 発祥地   ブルーベリーは 小平市！！(小5女) 

 公園が   いっぱいあるよ 小平市(小5女) 

 川ぞいに  緑が生きる   小平市(小5男) 

 つるつると 食べて幸せ   かてうどん(小5女) 

 未来へと  進んでいくよ  小平市(小5女) 

 小平市   みんなのえがお きれいだな(小5男) 

 にじバスは 小平市内を   かけまわる(小5男) 

 こだいらし みらいのために がんばろう(小5男) 

 玉川上水  江戸時代から  スタートだ(小5男) 

 イベントも たのしいものも ありますよ(小5女) 

 大イベント あかしあ祭り  たのしいよ(小5男) 

 小平市   ブルーベリーの はっしょうち(小5女) 

 丸ポスト  日本で一番   ある所(小5男) 

 上水が   キラキラ光る  緑の市(小5女) 

 小平市   ブルーベリーは さかんだな(小5女) 

 小平市   ブルーベリーが うますぎる(小5女) 

 夢の芽を  育てる場所   小平市(小5女) 

 たくさんの 緑がきれい   小平市(小5女) 

 小平で   ブルベーくんが 大人気(小5男) 

 玉川の   キレイな水に  コイ泳ぐ(小5男) 

 小平は   昔が残る    丸ポスト(小5男) 

 まるポスト いろいろおもい つまってる(小5男) 

 小平市   みんなの町だ  楽しいな！！(小5男) 

 いつまでも みどりたくさん 小平市(小5女) 

 小平市   初ブルーベリー 伝統だ(小5男) 

 玉川に   コイがげんきに およいでる(小5男) 

 サッカーを がんばってるよ ぼくのまち(小1男) 

 ”ありがとう” 言われるように がんばろう(小1女) 

 こだいらし しぜんがおおく いいところ(小6男) 

 こだいらの すすむみらいに ひかりあり(小6女) 

 こだいらは 優しいふるさと おもいやり(小6女) 

 こだいら市 ブルーベリーが うますぎる(小6男) 

 小だいらし しぜんがきれい うれしいな(小6男) 

 小平市   五十周年    おめでとう(小6女) 

 こだいらは みどりのおおい いいまちだ(小6男) 

 こだいらは みどりたくさん あるんだよ(小6男) 

 こだいらが いい市になると うれしいな(小6男) 

 ぶるべー君 いつもみんなの おともだち(小6女) 
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 こだいらし しぜんいっぱい きもちいな(小6女) 

 こだいらし しぜんたくさん いいまちだ(小6女) 

 こだいらは みどりがおおい きもちいい(小6女) 

 こだいらは いつもへいわで かんどうだ(小6女) 

 こだいらし みんなともだち うれしいな(小6男) 

 にじバスは いつになっても にんきもの(小6男) 

 いいまちだ みんなにこにこ こだいらし(小6女) 

 こだいらは ブルーベリーが ゆうめいだ(小6男) 

 まるポスト さんぽをすれば みつかるよ(小6女) 

 こだいらは みんなあかるく たのしい市(小6女) 

 こだいらし かわいいキャラの ブルベー君(小6女) 

 よさこいは しみんまつりが せかいいち(小6女) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいよ(小6女) 

 こだいら市 ぶるべー君は  にんきもの(小6女) 

 こだいらし 笑顔がたくさん あふれてる(小6女) 

 こだいらは ブルーベリーの めいさんち(小6男) 

 こだいらし みどりがおおい いいかんじ(小6男) 

 こだいらの ＦＣとうきょう つよいんだ(小1女) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(小1男) 

 こだいらし ブルべーくんが かわいいな(小3女) 

 小平市   平和な町で   うれしいな(小3女) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいな(小3男) 

 小平市   町がにぎやか  いつまでも(小3男) 

 こだいらは ブルーベリーが さかんだよ(小3男) 

 こだいらし おうえんするよ いつまでも(小3女) 

 こだいらは みどりいっぱい きれいだな(小3男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいな(小3男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいな(小3男) 

 こだいらで うんどうしよう たのしいよ(小3男) 

 こだいらし ブルーベリーの めいさんち(小3女) 

 こだいら市 市のとりコゲラ 木はクヌギ(小3男) 

 こだいらし まるいポストが いっぱいだ(小3男) 

 こだいらし まるポストの色 は赤いのだ(小3男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいぞ(小3男) 

 こだいらは みんなすごせる いいところ(小3女) 

 こだいらは、 とてもあかるい いつまでも(小3女) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいな(小3男) 

 こだいらに あるものすべて いいものだ(小3男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小3男) 

 こだいらは ごじゅっしゅうねん うれしいな(小3男) 

 こだいらし いいこといっぱい よかったな(小3男) 

 こだいらの ブルーベリーは めにいいよ(小3男) 

 こだいらは いい物いっぱい 売っている(小3女) 

 こだいらは 玉川じょうすい キレイだな(小3女) 

 こだいらは へいわなまちだ うれしいな(小3女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(小3男) 

 こだいらは まるポストがね いっぱいだ(小3女) 

 こだいらし みどりたくさん たいせつに(小3男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(小3女) 

 こだいらは コダレンジャー まもってる(小3男) 

 小平市   ブルーベリーの 出身地(小6男) 

 小平市   いいものあって 楽しいな(小6男) 

 小平市   緑が多いな   きれいだな(小6男) 

 小平市   丸ポストいっぱい 手紙出そう(小6女) 

 こだいらし ブルーベリーの しゅっしんち(小6男) 

 小平は   自然いっぱい  ほこれる街(小6女) 

 ワイワイワイ 産業祭り    祝いのとき(小6男) 

 小平の   キャラクターは ぶるべーだ(小6女) 

 小平は   あいさつできる 町ですか(小6女) 

 丸ポスト  小平市には   多いいよ(小6男) 

 小平は   ブルーベリーの 生産地(小6女) 

 丸ポスト  たくさんあるよ 小平市(小6女) 

 小平市   特産物は    かてうどん(小6男) 

 小平市   最近きたよ   この町に(小6) 

 小平市   ブルーベリーが おいしいよ(小6女) 

 小平市   朝の野さいは  金メダル(小6男) 

 丸ポスト  たくさんあるよ 小平に(小6女) 

 小平の   ブルーベリーは あまずっぱい(小6男) 

 小平は   自然が多くて  いいまちだ(小6女) 

 小平は   残っているよ  丸ポスト(小6男) 

 ぶるべーは 小平市民の   人気もの(小6女) 

 ぶるべーは みんなが好きな マスコット(小6女) 

 ブルーベリー 日本が初の   生産地(小6男) 

 日本一   丸ポス多いよ  小平市(小6女) 

 小平市秋に ブルーベリーの しゅう穫だ(小6男) 

 小平の   輝く自然を   いつまでも(小6女) 

 小平市   名物いっぱい  楽しいな(小6女) 

 ぶるべーや コダレンジャー すえながく(小6女) 
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 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小6女) 

 小平市   さんぎょうまつり 夏が来る(小6女) 

 こだいら市 みんななかよく くらしてる(小6男) 

 こだいら市 すごくおちつき いいきぶん(小6男) 

 こだいら市 はたけが減らず のこしてね(小6女) 

 小平の   ぶるべー町の  シンボルだ(小6女) 

 ぶるべーは ブルーベリーの キャラクター(小6女) 

 玉川上水  自然がいっぱい 小平市(小6女) 

 こだいらは しぜんがゆたか いい気持ち(小6女) 

 小平市   サークルＫが  いっぱいだ(小6男) 

 小平市   ブルーベリーの 発祥地(小6男) 

 おととしは はるごろゆきが ふりました(小6男) 

 こだいらの あまいくだもの だいすきだ(小6男) 

 おだやかな くうきがながれ このまちは(小6男) 

 こだいら市 ふるさとむらに じくう移動(小6男) 

 こだいらし きれいなところ うれしいな(小6男) 

 まるポスト いっぱいあって だしやすい(小6女) 

 サッカーで ＦＣ東京かって かちまくれ(小6男) 

 こだいらし 花いっぱいで  きれいな市(小6女) 

 小平は   ブルーベリーが 日本初(小6女) 

 まるポスト いつもぼくらと いっしょだよ(小6男) 

 わがせんし コダレンジャーは さいきょうだ(小6男) 

 ぼくすきよ ブルーベリーは ぼくすきよ(小6男) 

 ぶるべーは ぷにぷにしてて かわいいな(小2女) 

 ブルーベリー ぶるべーという キャラクター(小2男) 

 さんぽみち グリーンロードに 行ったんだ(小2男) 

 ドロンパが サッカーしていて たのしいな(小2男) 

 ドロンパは かっこいいよね つよそうだ(小2男) 

 小平市   小平駅に    丸ポスト(小2男) 

 小平市   玉川上水    ブルーベリー(小2男) 

 ブルーベリー 丸くてすっぱい かわいいね(小2男) 

 さんぽみち グリーンロード たのしもう(小2男) 

 ぶるべーは 子どもたちにね にんきもの(小2女) 

 こだいらし 五十しゅうねん おめでとう(小2女) 

 小平市   丸ポストがね  あるんだよ(小2女) 

 まるポスト ふしぎなかたち おもしろい(小2女) 

 ブルーベリー ちょっとすっぱい おいしいよ(小2女) 

 さんぽみち たくさんあるよ 小平市(小2女) 

 ぶるべーは ブルーベリーの キャラクター(小2男) 

 ドロンパは しっぽが大きくて かわいいな(小2男) 

 ＦＣ東京  すごくつよくて かっこいい(小2男) 

 さんぽみち げんきにあるこ たのしくね(小2女) 

 小平市   ブルーベリーが おいしいな(小2男) 

 わたしはね 小平うまれ   うれしいな(小2女) 

 まるポスト あかいいろのが きれいだよ(小2女) 

 まるポスト たくさんあるよ こだいらし(小2女) 

 こだいらし 大きいポストに 丸ポスト(小2男) 

 こだいらの まるいポストは どこにある(小2男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(小2男) 

 小平市   ブルーベリーは ゆうめいだ(小2男) 

 こだいらし しん明じんぐう 丸ポスト(小2女) 

 丸ポスト  まっかなボディー すてきだね(小2女) 

 さんぽみち 玉川上水    小平市(小2女) 

 丸ポスト  いっぱいあって うれしいな(小2男) 

 ぶるべーは ブルーベリーの キャラクター(小2男) 

 丸ポスト  こだいらしでは ゆうめいだ(小2女) 

 ようすいろ ざりがにつって そだてよう(小2女) 

 けやきの木 大きなえだが  りっぱだな(小2女) 

 丸ポストは すごいよね   ものですから(小2男) 

 まるポスト たくさんあるよ こだいらし(小2男) 

 まるポスト むかしからある ふるいもの(小2男) 

 ようすいろ ザリガニつって たのしいな(小2男) 

 けやきの木 おおきくのびて そだつのね(小2女) 

 ブルーベリー ほっぺたとろける おいしさよ(小2男) 

 まるポスト まるいかたちが おもしろい(小2男) 

 コゲラはね 木にあなをあけ すをつくる(小2男) 

 丸ポスト  はがきをかいて 出しましょう(小2男) 

 こだいらは すごくきれいな まちなんだ(小2男) 

 こだいらし コゲラいっぱい いるんだよ(小2男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいぞ(小2男) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいな(小2男) 

 ブリヂストン スポーツたのしく ならえるよ(小2女) 

 玉川上水  コゲラがいっぱい いるんだよ(小2女) 

 小平市   きれいなまちだ これからも(小2女) 

 こだいらは 丸いポストがね たくさんだ(小2男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小2女) 

 丸ポスト  大きいポスト  すごいんだ(小2女) 

 こだいらは 丸ポストがね  たくさんだ(小2女) 
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 まるポスト いっぱいあるね うれしいな(小2女) 

 ブルーベリー あまくてすっぱい おいしいな(小2女) 

 こだいらは わたしのいえが たっている(小2女) 

 こだいらの けいさつしょに いぬがいる(小4男) 

 こだいらの ブルーベリーの ぶるべーだ(小4男) 

 こだいらの めいぶつそれは ブルーベリー(小4女) 

 小平は   おかしやジャム いっぱいだ(小4女) 

 おいしいな ブルーベリーは おいしいな(小4男) 

 小平の   ブルーベリーは おいしいよ(小4男) 

 小平市   ブルーベリーが 有名だ(小4男) 

 小平市   こぶしの花が  きれいだな(小4女) 

 こだいらし ひとがいっぱい うれしいな(小4男) 

 にじバスは ぼくらのために 走ってる(小4男) 

 ブルベーが ブルーベリーを たべるんだ(小4女) 

 小平市   丸ポストがね  ゆうめいだ(小4男) 

 小平らの  ブルーベリーは 目にいいよ(小4女) 

 ブルーベリー むらさき色の  丸い物(小4女) 

 小平市   自然ゆたかな  町だよね(小4男) 

 小平は   なしやぶどうも ゆうめいだ(小4女) 

 小平で   見るとしたなら 下水道(小4男) 

 小平市   ブルーベリーが ゆうめいだ(小4男) 

 小平の   ブルーベリーは おいしいな(小4女) 

 小平市   自然ふやそう  がんばろう(小4男) 

 ふるさと村 昔道具が    いっぱいだ(小4女) 

 小平市   元気いっぱい  みんなの市(小4男) 

 しんせんな 野菜がとれる  いいところ(小4女) 

 小平市   ブルーベリーが おいしいよ(小4女) 

 小平の   赤くて大きい  丸ポスト(小4女) 

 小平市   すがすがしくて きもちいい(小4男) 

 ブルーベリー なつにおいしい あきはなし(小4女) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいよ(小4女) 

 昔から   ずっと残ってる 丸ポスト(小4男) 

 おいしいよ ブルーベリーが とれる町(小4男) 

 小平市   ブルーベリーが おいしいよ(小4女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(小4女) 

 こだいらは ブルーベリーが たくさんだ(小4女) 

 小平市   古いポストが  ありすぎる(小4女) 

 ブルベーは ブルーベリーの キャラクター(小4男) 

 小平に   ポストがあるよ 昔から(小4男) 

 こだいらで 作ったきゅうしょく さいこうだ(小4女) 

 こだいらし たまがわじょうすい とおってる(小4男) 

 こだいらは きにいるところ ありすぎだ(小4女) 

 こだいらの きゅうしょくは おいしいよ(小4男) 

 こだいらは やさいがうまい ところだよ(小4女) 

 じどうかん たのしいあそび いっぱいだ(小4女) 

 こだいらの ゆうめいひんは ブルーベリー(小4女) 

 ともだちと いっぱいあそぶ じどうかん(小4男) 

 こだいらの さんぎょうまつり たのしいな(小4男) 

 こだいらの まつりはいつも にんきだな(小4女) 

 こだいら市 じょうすいがあって ゆうめいだ(小4女) 

 こだいらし しぜんがいっぱい きれいだな(小4男) 

 こだいらの ブルーベリーは にほんいち(小4男) 

 こだいらし しぜんいっぱい きれいだよ(小4女) 

 ぶるべーは こだいらだけの キャラクター(小4女) 

 こだいら市 はたけがいっぱい ありますよ(小4男) 

 こだいらの マスコットがね かわいいよ(小4女) 

 小平市   ５０周年    おめでとう(小4男) 

 こだいらし コダレンジャー かっこいい(小4男) 

 こだいらの みんなのヒーロー コダレンジャー(小4男) 

 こだいらの うんどうかいは にぎやかだ(小4男) 

 こだいら市 けいさつしょが おおきいな(小4女) 

 こだいらの ごはんがとても おいしいな(小4女) 

 じょうすいは どんどんながれ きれいだな(小4女) 

 ふしん者の あくの手ふせぐ こだいら市(小4女) 

 ブルベーは ブルーベリーの マスコット(小4女) 

 こだいらに らいきゃくいっぱい ゆかいだな(小4女) 

 こだいら市 グリーンロード きれいだな(小4女) 

 じゅうごしょう もちつきあるよ たのしいな(小4女) 

 小平の   ブルーベリーが おいしいよ(小4男) 

 こだいらは ブルベーがいて すてきだな(小3女) 

 こだいらし ごじゅっしゅうねん おめでとう(小3男) 

 こだいらは しぜんいっぱい たのしいな(小3女) 

 こだいらし いっぱいあるよ あかポスト(小3男) 

 こだいらは ゆるキャラがいて うれしいな(小3女) 

 こだいらは ごじゅっしゅう年 むかえたよ(小3男) 

 こだいらし ごじゅっしゅうねん むかえたよ(小3女) 

 こだいらは ブルベーがいて しあわせだ(小3男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいな(小3男) 
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 こだいらの キャラクターは たのしいよ(小3女) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小3女) 

 ブルベーは 元気がいっぱい やさしいな(小3男) 

 こだいら市 みんなえがおで うれしいな(小3男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小3男) 

 こだいらは ブルーベリーの さんちだよ(小3女) 

 ぶるべーは ブルーベリーが だいすきだ(小3男) 

 このままで 未来へつなごう こだいらし(小3女) 

 こだいらに ブルーベリーが あるんだよ(小3男) 

 こだいらし 元気にあいさつ うれしいな(小3男) 

 こだいら市 ぶるべーくんが すてきだよ(小3男) 

 こだいら市 ゆうめいな物は ブルーベリー(小3男) 

 こだいらし ちいさいけれど がんばるぞ(小3女) 

 こだいらの ブルーベリーは ブルベーだ(小3女) 

 ブルベーは いつもはたらく がんばりや(小3男) 

 小平市   コダレンジャーが 守ってる(小3女) 

 こだいらし げんきな町だよ すごいよね(小3男) 

 こだいらし ブルーベリーが にんきだよ(小3女) 

 こだいらし コダレンジャー かっこいい(小3男) 

 小だいらの みんなだいすき コダレンジャー(小3男) 

 こだいらは ごじゅっしゅうねん おめでとう(小3男) 

 こだいらは こうえんすごい いっぱいだ(小3男) 

 ペンギンが ねてるすがたが かわいいな(小3女) 

 ゆりーとは バレーボールの めいじんだ(小3女) 

 ブルベーが やさしく見守る こだいらし(小3女) 

 おまつりだ いちばん楽しい なつだもの(小3女) 

 丸ポスト  手紙いれたい  いっぱいだ(小3女) 

 まるポスト 日本にたくさん 広めましょう(小3女) 

 こだいらの あかまるポスト すばらしい(小3男) 

 ブルベーは ブルーベリーの マスコット(小3男) 

 こだいらし まるポストがね にほんいち(小3女) 

 まるポスト こだいら市では ゆうめいだ(小3女) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小3女) 

 こだいらの やさいはみんな おいしいな(小3女) 

 小平市   自然が多い   いい市だよ(小3男) 

 よさこいで しみんまつりを もりあげる(小3女) 

 こだいらし しぜんがおおい たのしいよ(小3女) 

 こだいらし まるポストがね 多いんだよ(小3男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(小3女) 

 ぶるべーは みんなだいすき にんきもの(小3女) 

 きょうはね 市みんまつりを たのしもう(小3女) 

 こだいらは 丸ポストのかず にほんいち(小3男) 

 こだいらの ブルーベリーは 目にいいよ(小3男) 

 うれしいな 友だちいっぱい つくろうよ(小3女) 

 小平は   キャラクターとか いっぱいだ(小3男) 

 クリスマス 小平駅が    星のよう(小6男) 

 こだいらし へいわなところ ほんとだよ(小6男) 

 こだいらし いちばんすごい しみんだね(小6男) 

 こだいらの ゆるキャラその名 ぶるべーだ(小6男) 

 うつくしい みどりをほこる こだいら市(小6男) 

 こだいらの だいにしょうは おもしろい(小6男) 

 らいねんの しみんまつりが たのしみだ(小6男) 

 ニ小はね  きびしいだけど おもしろい(小6男) 

 自転車で  グリーンロード きもちいい(小6男) 

 くまのみや はつもうでには おみくじだ(小6男) 

 こだいらの しみんまつりは たのしいな(小6女) 

 こだいら市 すてきなまちに してみよう(小6女) 

 こだいらは ブルーベリーの めいさんち(小6男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小6男) 

 こだいらは にこにこえがお つまってる(小6女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(小6男) 

 こだいらの ブルーベリーは 目にいいぞ(小6女) 

 こだいらは みどりゆたかで よいところ(小6女) 

 まるポスト にじバスで行く こだいらし(27歳男) 

 丸ポスト  色も形も    暖かい(55歳女) 

 うっすらと 芽吹きの気配  上水路(74歳女) 

 兄弟か   つがいか上水  鴨遊ぶ(74歳女) 

 ぶるべー号 希望を乗せて  走り出せ(中2女) 

 こだいらし みどりの木々も わらってる(中2女) 

 小平市   人のつながり  あふれてる(中2男) 

 せまいみち ポストと電柱  ここはまる(中2男) 

 こだいらは きれいなまちだ だいすきだ(中2男) 

 小平に   住み半世紀   老い豊か(82歳男) 

 小平は   四季豊かなる  多摩のへそ(82歳男) 

 こうえんで たのしくあそぶ 子どもたち(小6男) 

 こだいらの にぎやかなとこ 大好きです(小6女) 

 思いやりで やさしい未来を めざそうよ(小6女) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小6女) 
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 うつくしき さみだれあとの つつじかな(小6女) 

 しんせつに あいさつできる こだいらし(小6女) 

 こだいらし ごじゅうねんだ めでたいな(小6女) 

 まるポスト ふかいきずなを こだいらへ(小6男) 

 こだいら市 ブルーベリーが おいしいよ(小6男) 

 民に恵まれ 豊かになるよね こだいら市(小6女) 

 こだいらの とくさんぶつは ブルーベリー(小6男) 

 こだいらは ゆかいなひとで いっぱいさ(小6女) 

 こだいらし にぎやかかぞく いっぱいだ(小6女) 

 たくさんの おいしいものが そろってる(小6女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(小6女) 

 こだいらで すきなところは ぜんぶです(小6女) 

 こだいらし ブルーベリーの はっしょうち(小6男) 

 ゴミのない キレイな小平が だい好きだ(小6男) 

 こだいらし みんなのこえが あふれてる(小6男) 

 こだいらの ブルーベリーは ゆうめい物(小6女) 

 こだいらし こだレンジャーが かっこいい(小6男) 

 バリアフリー すすめてやさしい こだいらし(小6女) 

 緑たくさん できるといいな いい小平市(小6女) 

 小平市はね  かてうどんなど 有名な町だ(小6女) 

 ブルーベリー おいしくたべて げんきだぞ(小1男) 

 こだいらし すいろのそばは ゆうほどう(小1男) 

 こだいら市 ブルーベリーが ゆうめいだ(小4女) 

 こだいらは おおきなポスト ひとつある(小4男) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいよ(小4男) 

 こだいらに おおくのこった まるポスト(小5男) 

 このまちは いまもみらいも いいまちだ(小5男) 

 市みん祭り いろんなお店が いっぱいだ(小5男) 

 こだいらし おいしいものが いっぱいだ(小5女) 

 こだいらは ブルーベリーが いちばんだ(小5男) 

 こだいらし 大きなポストが あるんだよ(小5女) 

 こだいらし たくさんあるよ まるポスト(小5男) 

 こだいらし ブルーベリーの 発しょう地(小5男) 

 こだいらは あいさついっぱい いいかんじ(小5男) 

 こだいらに いっぱいあるね まるポスト(小5男) 

 こだいらは ブルーベリーが ゆうめいだ(小5女) 

 こだいらは ブルーベリーが にほんはつ(小5女) 

 こだいらし きれいなまちに してゆこう(小5男) 

 こだいらし ふぜいがあるよ ふるさと村(小5女) 

 おまつりで みんなワイワイ うれしそう(小5男) 

 こだいらは とてもいいまち いいところ(小5男) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいよ(小5女) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小5女) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(小5男) 

 こだいらし 自然がいっぱい ゆたかだね(小5男) 

 こだいらは せかいでひとつ だいじです(小5男) 

 こだいらを えがおのまちで うめつくす(小5女) 

 こだいらし とてもにぎやか たのしいね(小5女) 

 こだいらし たくさんあるよ まるポスト(小5男) 

 こだいらし 思い出きざもう いつまでも(小5女) 

 こだいらの すてきなところ 見に来てね(小5女) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいよ(小5女) 

 こだいらは ブルーベリーは にほんはつ(小5男) 

 ことしこそ ナンバーワンの エフシーだ(小5男) 

 自てん車道 多摩湖へ向かう しぜんみち(小5男) 

 こだいらし ゆうめいなのは まるポスト(小5男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいな(小5男) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(小5男) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいよ(小5男) 

 こだいらし たのしいことが いっぱいだ(小5男) 

 こだいらの ブルーベリーは ほこるべき(小5男) 

 にほんはつ ブルーベリーの せいさんち(小5女) 

 こだいらし まるいポストが たっている(小5男) 

 ブルーベリー はっしょう地は こだいらし(小5男) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいな(小5男) 

 こだいらし がっこうおおい ところだよ(小5男) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(小5男) 

 こだいらし しみんまつりは たのしいな(小5男) 

 こだいらの 自まんのものは 丸ポスト(小5男) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいな(小5男) 

 こだいら市 しみんまつりが たのしいな(小5男) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(小5女) 

 むらさきに ブルーベリーが みのったよ(小5女) 

 こだいら市 ブルーベリーが ゆうめいだ～(小5男) 

 丸ポスト  ルネ小平の   赤い巨人(小5男) 

 こだいらし ブルーベリーが いっぱいだ(小5女) 

 こだいらし ケンカのない町 いい市だな(小5女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(小5女) 
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 こだいらし しみんまつりが たのしいな(小5男) 

 こだいらし しみんまつりを たのしもう(小5男) 

 こだいらし 笑顔のたえない いいところ(小5男) 

 小平市   自然がたくさん きもちいな(小5女) 

 こだいらし しみんまつりが にぎやかだ(小5女) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小5女) 

 さん歩出て 自然いっぱい  ここちよい(小5女) 

 こだいらは みどりがいっぱい いいところ(小5男) 

 ぶるベーと コダレンジャーへ がんばれよ(小5男) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいな(小5男) 

 こだいらし しみんまつりが たのしいな(小5男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小5男) 

 こだいらは ブルーベリーが ゆうめいだ(小5女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいな(小5女) 

 大きいよ  小平のじまんの 丸ポスト(小5男) 

 こだいらは 大きいポストが ありますよ(小5女) 

 小平市には ブルーベリーが いっぱいだ(小5女) 

 こだいらの じゅうよんしょうに 人たくさん(小5男) 

 こだいらの よさこいおどり たのしいな(小1女) 

 こだいらは とてもへいわで たのしいな(小1女) 

 じてん車で じこがおおいよ こだいらし(小6男) 

 あいさつと えがおあふれる こだいらし(小6男) 

 こだいらし いつもげんきな こどもたち(小6女) 

 こだいらし きれいな場所に かえたいな(小3男) 

 こだいらは とてもへいわで たのしいな(小3女) 

 大好きな  ＦＣとうきょう ドロンパだ(小3男) 

 ランドセル いちねんせいは うれしいな(小3男) 

 こだいらは みどりがおおく きれいだよ(小3男) 

 まるポスト にほんいちだよ じまんだね(小3男) 

 ブルーベリー すっぱい物あり あまいもの(小3男) 

 こだいらに たまがわがある こいもいる(小3女) 

 こだいらの れきしをせおう まるポスト(小3女) 

 かてうどん 食べてびっくり おいしいな(小3男) 

 わたしたち ブルーベリーを しらべたよ(小3女) 

 ことしはね ゆきがたくさん ふったよね(小3女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいな(小3女) 

 たのしいし みんなだいすき こだいらし(小3男) 

 たまがわは しぜんいっぱい きれいだな(小3女) 

 このまちは しぜんいっぱい うつくしい(小3女) 

 こだいらの ブリヂストンは ゆうめいだ(小3男) 

 こだいらは ブルーベリーが めいぶつだ(小3女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいな(小3女) 

 こだいらは ブルーベリーの めいさんち(小3女) 

 こだいらは いいとこいっぱい たのしいよ(小3女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいな(小3女) 

 こだいらは ブルーベリーで げんきだね(小3男) 

 かてうどん ふるさとむらで たべれるよ(小3男) 

 こだいらに たくさんあるよ くだものが(小3女) 

 かてうどん がんばりつくり おいしいな(小3男) 

 こだいらは とてもいいまち だいすきだ(小3女) 

 こだいら市 しぜんいっぱい うれしいな(小3男) 

 かてうどん ふるさとむらで たべられる(小3男) 

 こだいらを つくったひとに ありがとう(小3女) 

 ブルベーは かわいいけれど たべれない(小3女) 

 むかしから ゆうめいなのは かてうどん(小3女) 

 たまがわは かぜのささやき とりのこえ(小3男) 

 こだいらの ブルーベリーを たべたいな(小3男) 

 こだいらし とりがいっぱい いいまちだ(小3男) 

 たまがわは とりがさえずる きれいだな(小3女) 

 たまがわは しぜんいっぱい だいすきだ(小3女) 

 小川寺   こころから言う ありがとう(小3女) 

 やりたいな ブルーベリーの いっきぐい(小3男) 

 かてうどん みんなそろって たべようよ(小3男) 

 野火止用水 緑がいっぱいで きれいだな(小3男) 

 小川寺   かみさまがいて みまもるよ(小3女) 

 こだいらで たよりにしてる まるポスト(小3女) 

 おいしいな それはなにかと かてうどん(小3女) 

 三十本   都内で一位   丸ポスト(小3女) 

 こだいらの くだものうまい さいこうだ(小3男) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(小3男) 

 かてうどん 手づくりのあじ なみだでる(小3女) 

 こだいらの てがみをはこぶ まるポスト(小3女) 

 丸ポスト  みんなだいすき ヒーローだ(小3女) 

 糧うどん  美味しいつけ汁 めしあがれ(小3女) 

 たまがわは みどりとみずが きれいだな(小3男) 

 まるポスト ゆめがひろがる てがみだよ(小3女) 

 くだものと やさいが有名  うれしいな(小3女) 

 こだいらし 有名なくだもの おいしいよ(小3男) 
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 かてうどん おいしいんだよ しあわせだ(小3女) 

 丸ポスト  三十一本    たいせつに(小3女) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(小3男) 

 うどんはね いつもおいしい いつまでも(小3男) 

 かてうどん 心をこめて   手作りだ(小3男) 

 ブルーベリー むらさき色の  宝石だ(小3男) 

 じょうすいは しぜんれきしが つまってる(小3女) 

 こだいらの すごいしゅやく ぶるべーだ(小3男) 

 黒べえさん 小平作った   すごい人(小3女) 

 じょうすいは みどりいっぱい いつまでも(小3男) 

 じばやさい いっぱいえいよう おいしいよ(小3女) 

 まるポスト こだいらしには いっぱいだ(小3女) 

 まるポスト もしよかったら みにきてね(小3女) 

 ぶるべーちゃん ブルーベリーから うまれたよ(小3女) 

 小平市   あいさついっぱい しぜんだな(小3女) 

 かてうどん こしがつよくて おいしいな(小3男) 

 小平は   幸せいっぱい  愛あふれ(小3女) 

 小川寺   くろべえさんが ねむってる(小3男) 

 こだいらの おいしいうどん 食べたいな(小3女) 

 むかしから いえでつくった かてうどん(小3男) 

 およいでる こいがたくさん たまがわは(小3男) 

 しんこきゅう 玉川上水    いい空気(小3女) 

 昔はたび  今はタイヤの  ブリヂストン(小3女) 

 ぶるべーちゃん まんまるからだで かわいいよ(小3男) 

 こだいらは いつも平和な  一日だ(小3女) 

 すむ人で  きれいなまちを 作ろうよ(小3女) 

 上水は   緑がいっぱい  生き生きと(小3女) 

 とれたての ブルーベリーは ぜっぴんだ(小3女) 

 まちかどに 立って見守る  丸ポスト(女) 

 たくさんの 自然あふれる  小平市(中1女) 

 こだいらし 自然がいっぱい わらってる(中1女) 

 コダレンジャー 正義を求めて  戦うぞ(中1男) 

 歴史ある  玉川上水    コイ泳ぐ(中1女) 

 大好きな町 ５０周年記念日 おめでとう(中1女) 

 小平市   優しい心で   あふれる町(中1女) 

 このまちは 住みやすいまち ナンバー１(中1女) 

 小平市民は 多摩川のように きよらかだ(中1男) 

 こだいらは ブルーベリーが 大好きだ(中1男) 

 小平よ   負けじとここまで 五十歳(中1男) 

 ありがとう 私の育った   こだいら市(中1女) 

 こだいらし みどりとえがお あふれてる(中1女) 

 桜咲く   グリーンロード 春がきた(中1女) 

 ブルーベリー きらいな人でも 好きになる(中1男) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいよ(中1男) 

 こだいらは 緑がたくさん  いこいの場(中1男) 

 まいにちが ゆめいっぱいの こだいらし(中1女) 

 たくさんの みどりとべんりな こだいらし(中1男) 

 ありがとう ごじゅっさいの ふるさとよ(中1男) 

 緑あふれる 小平市で大きな 希望と夢を(中1男) 

 ごじゅう年 お疲れ様です  こだいら市(中1男) 

 五十ねんも げんきいっぱい こだいらし(中1女) 

 みんなすき こんなあかるい こだいらし(中1男) 

 むらさきの 輝く宝石    ブルーベリー(中1男) 

 こだいらし 魅力がいっぱい ここにある(中1女) 

 こだいらし じこがすくなく なるように(中1男) 

 ここちよい こげらのさえずり こだいらし(中1女) 

 秋の畑   ブルーベリーの 香りする(中1男) 

 こだいらの ブルーベリーも ごじゅうねん(中1男) 

 ぜんこくに こだいらこだい らこだいら(中1男) 

 まるポスト とってもスリム かっこいい(中1男) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(中1男) 

 こだいらし みんながえがお げんきだな(中1男) 

 こだいらを たたかいまもって コダレンジャー(中1男) 

 わたしたちの あいをつたえる まるポスト(中1女) 

 まるポスト むかしのときを かんじるよ(中1女) 

 いにしえを かんじさせるよ ふるさと村(中1女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいな(中1女) 

 こだいらの 小金井公園   たのしいよ(中1女) 

 こだいらし 自然がとっても きれいだな(中1女) 

 丸ポスト  ルネ一階は   でかポスト(中1女) 

 まもろうよ きよらかなみず 多摩川上水(中1女) 

 こだいら市 五十周年    おめでとう(中1女) 

 過しやすい 自然がたくさん こだいら市(中1女) 

 こだいら市 コダレンジャーに 会える町(中1女) 

 はるがきた グリーンロードに さくらさく(中1男) 

 昔のかおり 足を踏み出せば すぐそこに(中1男) 

 これからも だいじにしよう このまちを(中1男) 

 これからも なかよくしよう このまちと(中1男) 
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 こだいらの たまがわ上水  きれいだよ(中1男) 

 まるポスト むかしのなごり なつかしい(中1男) 

 花小金井駅 いつもお世話に なってます(中1男) 

 こだいら市 丸ポストと緑が すごいまち(中1男) 

 ブルーベリー はっしょうのちは こだいらし(中1男) 

 こだいらの ブルーベリーは せかいいち(中1女) 

 ブルーベリー 美味しく食べよう 小平のため(中1男) 

 小平で   練習がんばれ  ＦＣ東京(中1男) 

 小平と   グリーンロードに 花がさく(中1男) 

 小平市   みんなが支え  五十年(中1男) 

 おめでとう ごじゅっさいの 誕生日(中1男) 

 まるポスト 過去からこだいら ながめてる(中1女) 

 いいところ 自然がたくさん こだいらし(中1女) 

 こだいらは いい場所ばかり 住みやすい(中1女) 

 たまがわも ブルーベリーも こだいらし(中1女) 

 たまがわも コダレンジャーも こだいらし(中1女) 

 小平市   暮らし安心   夢ごこち(中1男) 

 ブルーベリー 一番いい味   小平市(中1女) 

 こだいらし 空気がきれいな こだいらし(中1男) 

 こだいらし ひとのこころと ゆめつなぐ(中1女) 

 玉川と   ブルーベリーの 小平市(中1男) 

 さくらさき かじつがかおる こだいらし(中1男) 

 花盛り   自然あふれる  小平市(中1男) 

 おだやかで ゆめときぼうの こだいらし(中1男) 

 おだやかな 緑でつつもう  こだいら市(中1男) 

 あたたかい 笑顔がいっぱい こだいらし(中1男) 

 ブルーベリー こだいら産のは おいしいな(中1男) 

 こだいら市 たま川じょう水 ながれてる(中1男) 

 いつだって みんなえがおな こだいら市(中1女) 

 あいさつで 笑顔がかがやく こだいら市(中1女) 

 こだいらの ブルーベリーは にほんいち(中1男) 

 こだいらは ブルーベリーが にほんはつ(中1男) 

 こだいらは ブルーベリーの めいさんち(中1男) 

 小平市   なつはあついよ とてもやだ(中1男) 

 小平市   自然いっぱい  小金井公園(中1女) 

 こだいらし えきまえまるで はなばたけ(中1女) 

 まるポスト にほんいち多い こだいらし(中1女) 

 夢と希望  たくさんあふれる 小平市(中1女) 

 こだいらは えがおたくさん いいところ(中1女) 

 こだいらは 自然がいっぱい あふれてる(中1女) 

 玉川の   桜のじゅうたん 歩いてく(中1女) 

 小平市   五十周年    おめでとう(中1女) 

 小平市   とてもよく行く たかのだい(中1女) 

 こだいらの コダレンジャー ガンバッテ(中1男) 

 こだいらし えがおあふれる いい市だな(中1女) 

 スマイルと 自然がいっぱい 小平市(中1女) 

 こだいらし すばらしい地元 さいこうだ(中1女) 

 まるポスト 想いをこめて  手紙だす(中1男) 

 小平市   希望いっぱい  夢いっぱい(中1女) 

 こだいらし たくさん笑顔が うまれる所(中1女) 

 こだいらし コダレンジャー だいにんき(中1男) 

 幸せを   世界に運ぶ   ステキな市(中1女) 

 小平市   ブルーベリーが 町の期待(中1女) 

 小平市   全部含めて   良い感じ(中1男) 

 緑とね   ブルーベリーは ここだいら(中1男) 

 ぶるべーは とてもかわいい マスコット(中1男) 

 まるポスト コダレンジャー の赤いやつ(中1男) 

 丸ポスト  笑顔のあふれる  こだいら市(中1女) 

 小平市   スポット沢山  制覇したい(中1女) 

 こだいらし れきしをつなぎ みらいへと(中1女) 

 小平市   なん年たっても よろしくね(中1女) 

 君がため  今日も頑張るさ ブルベーよ(中1女) 

 ドロンパと ＦＣ東京    応援だ(中1男) 

 丸ポスト  小平市が有名  丸いから(中1男) 

 長すぎる  グリーンロード でもすすむ(中1男) 

 小平市   みんなが大好き いい市だよ(中1女) 

 こだいらし とてもいいまち すてきな町(中1女) 

 小平市   自然がたくさん きれいだな(中1女) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(中1男) 

 大萌は   グリーンロードの 片隅に(中1男) 

 こだいらし ブルーベリーで まちおこし(中1男) 

 まるポスト あかくて大きい ポストだよ(中1男) 

 こだいらし とてもたのしい いいところ(中1男) 

 こだいらは はまってしまう いいばしょだ(中1男) 

 緑ある   住みやすい町  小平市(中1男) 

 まようなら いってみようよ こだいらし(中1女) 

 こだいらは とても明るくて にぎやかだ(中1女) 

 こだいらは キラキラ光る  町なんだ(中1男) 
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 これからも 我らの郷里   小平市(中1男) 

 こだいらよ ごじゅうねんで おめでたし(中1男) 

 こだいらは ブルーベリーが めいさんち(中1男) 

 ブルーベリー 目にはいいけど アレルギー(中1男) 

 こだいらは いい人いっぱい いるんだよ(中1男) 

 ブルーベリー みんな目がいい？ こだいら市(中1男) 

 小平市   ブルーベリーが おいしいよ(中1女) 

 小平市   ブルベーたちが いますよ(中1女) 

 マルポスト ずっとこの地で 生きつづけ(中1女) 

 こだいらに ごじゅっかいめの はるが来て() 

 ちょくばいじょ いまもむかしも えがお売り() 

 小平の  甘くてみずみずしい ブルーベリー(中1女) 

 こだいらし はるかぜふくよ さくらちる(中1女) 

 みどりがね いっぱいあるよ こだいらし(中1女) 

 こだいらし しぜんやみどり いいまちだ(中1女) 

 スポーツが これからさかん こだいらし!！(中1男) 

 こだいらの みんなのじまん ブルーベリー(中1男) 

 ブルーベリー 青くてうまくて ブルーベリー(中1男) 

 こだいらし みどりきらきら こもれびだ(中1女) 

 こだいらし いがいとしぜん あるんだよ(中1女) 

 あちこちに みどりあふれる こだいらし(中1女) 

 ブルーベリー あまずっぱくて おいしいよ(中1男) 

 こだいらし 夢と希望の   喜びを(中1男) 

 真っ赤々  円柱の形    丸ポスト(中1男) 

 こだいらし みんなにあいされ ごじゅうねん(中1男) 

 こだいらは いいこといぱい これからも(中1女) 

 ありがとう 過去もミライも 楽しいな。(中1女) 

 こだいらは たまがわこげら いいところ(小4男) 

 ブルーベリー あまずっぱくて おいしいな(小4女) 

 こだいらし たまがわじょう水 きれいだな(小4男) 

 楽しいな  自然豊かな   小平市(小4女) 

 美味しいな ブルーベリーは 小平市(小4女) 

 ぶるべーは ブルーベリーの マスコット(小4男) 

 小平市   小鳥がいっぱい たのしいな(小4男) 

 あいさつと えがおあふれる こだいらし(小4女) 

 小平市   ブルーベリーが 有名です(小4女) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(小4女) 

 いい市だな 自然がいっぱい 小平市(小4男) 

 かぶと虫  自然がいっぱい 小平市(小4男) 

 小平市役所 平たいところの 市役所か？(小4男) 

 たまがわは いつもきれいに ながれてる(小4女) 

 ことりたち たいらなじめん しぜんがいっぱい(小4女) 

 こだいらし えがおいっぱい こどもたち(小4女) 

 こだいら市 みんなだい好き えがおの町(小4女) 

 たまがわの みずをきれいに まもろうね(小4女) 

 こだいらの ぶるべーとっても かわいいね(小4女) 

 まちからし ごじゅうねんめ とつにゅうだ(小4女) 

 五十年   小平ばんざい  おいわいだ(小4男) 

 こだいら市 えがおあふれる みんなの町(小4女) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(小4男) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいよ(小4女) 

 ニコニコと 笑顔あふれる  小平市(小4女) 

 こだいらし 中央図書館   本いっぱい(小4女) 

 こだいらし みんななかよく すごそうね(小4女) 

 こだいらし みどりをまもる いいところ(小4男) 

 こだいらし ゆるキャラいるよ たのしいな(小4女) 

 こだいらは たのしいことが いっぱいだ(小4女) 

 こだいらの おいしいくだもの ブルーベリー(小4男) 

 こだいら市 ブルーベリーが よくとれる(小4男) 

 こだいらし ぶるべーがいる たのしい町(小4女) 

 ケヤキのき すくすくそだち のびのびと(小4女) 

 玉川上水は 自然がいっぱい ぼくらの宝(小4男) 

 こだいらし みどりとしぜん おおいまち(小4男) 

 こだいらし しぜんがいっぱい いいところ(小4女) 

 いやされる ブルベーバスを 見るだけで(小4女) 

 こだいらし きれいなとこで いいところ(小4女) 

 こだいらし げんきいっぱい たのしいな(小4女) 

 こだいらし ブルーベリーは おいしいよ(小4男) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(小4男) 

 はるがきて さくらがさいて ５ねんせい(小4男) 

 こだいらし しぜんがのこる いいところ(小4男) 

 ブルベーは こだいらいちの にんきもの(小4女) 

 こだいらの とくさんぶつは ブルーベリー(小4女) 

 たいせつに 自然がいっぱい こだいらし(小4女) 

 なつやすみ ブルーベリーが たべれるよ(小4男) 

 野火止の  水のせせらぐ  散歩道(小4男) 

 たまがわの 木木のみどりは きれいだな(小4女) 

 えがおのわ みんなでいこう じどうかん(小4女) 
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 こだいらの とってもりっぱな おおケヤキ(小4女) 

 きれいだな そよそよかわが ながれてる(小4女) 

 ぶるべーは いちばんにんき かわいいね(小4女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(小4男) 

 こだいらは コダレンジャー ぶるべーだ(小4女) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいよ(小4女) 

 小平市   自然がいっぱい きれいだな(小4女) 

 ブルーベリー こげらがシンボル こだいらし(小4女) 

 こだいらし みんななかよく いいところ(小4女) 

 こだいらし しぜんがあって うつくしい(小4女) 

 こだいらの 名物だ玉川上水 緑ある自然(小4女) 

 にこにこと まるいポストが わらってる(小4男) 

 はなのまち みどりめにしむ わがまちよ(66歳男) 

 上水路   鳩かたまりて  日向ぼこ(74歳女) 

 みずみどり ネット打ち終え しん呼吸(82歳女) 

 みずみどり なにより得難い つちのみち(82歳女) 

 みずみどり ホタルのむれは どこへやら(82歳女) 

 みずみどり 永久にまもろう 市のたから(82歳女) 

 せんじんの えいち受け継ぐ みずみどり(82歳女) 

 とつぎきて ルネとこどもの うみのおや(84歳女) 

 こだいらの キャラクターは ブルベーだ(男) 

 こだいらは みどりあふれる いいところ(女) 

 小平市   観光特産    有名だ(小5男) 

 あかるいよ みんなえがおだ うれしいよ(小5女) 

 ぶるべーくん 笑顔に満ちて  幸せだ(小5女) 

 おちつく場 玉川上水    鳥の歌(小5女) 

 五十さい  小さく平らな  緑の市(小5女) 

 ピカピカと 赤く輝く    丸ポスト(小5女) 

 おいしいな 百こ食べれる  ブルーベリー(小5女) 

 市民のね  夢をとどける  川がある(小5女) 

 あいさつや しぜんが広がる こだいらし(小5女) 

 こだいらは 自然がいっぱい きれいだな(小5女) 

 こだいらし しぜんたくさん いいことだ(小5女) 

 丸ポスト  玉川上水    きれいだな(小5女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(小5女) 

 こだいらし いろいろあって たのしいよ(小5女) 

 こだいらは 自然がたくさん きもちいね(小5女) 

 こだいらと おびらなかよし つづけてく(小5女) 

 こだいら市 ブルーベリーは おいしいな(小5女) 

 しぜんがね きれいなところ こだいらし(小5女) 

 こだいらし ブルーベリーが めいさんだ(小5女) 

 まるポスト ブルーベリーも わらってる(小5女) 

 ごじゅう年 もっとつづいて ひゃく年だ(小5男) 

 こだいらは うどんがうまい ゆうめいだ(小5男) 

 丸ポスト  いっぱいあるよ 小平市(小5男) 

 しまいとし おびらちょうと ここのまち(小5男) 

 こだいらに いちばん大きい まるポスト(小5男) 

 こだいらは たまがわあって 四季がある(小5男) 

 みどりとね 小さな平和   大切に(小5男) 

 たまがわと しぜんがきれい いいところ(小5男) 

 こだいらし しぜんがきれい いいきもち(小5男) 

 こだいらし あいさつあふれる いいまちだ(小5男) 

 小平に   ブルーベリーを たべにきて(小5男) 

 長いよね  玉川上水    いつまでも(小5男) 

 キラキラと 玉川上水    かがやくよ(小5女) 

 お花はね  ツツジが人気  小平市(小5女) 

 しぜんがね きれいなところ こだいらし(小5女) 

 こだいらの たまがわしぜん きれいだな(小5女) 

 これからも 未来へつながる 小平市(中2女) 

 ぶるべーに コダレンジャー みんないい(中2男) 

 かわしま君 小平市民の   ヒーローだ(中2男) 

 丸ポスト  僕よりでかい  シンボルだ(中2男) 

 小平市   笑顔の数は   日本一(中2男) 

 小平を   コダレンジャーが 守ってる(中2男) 

 こだいらし ごじゅうねんも がんばった(中2男) 

 いがいにも 小平しゅっしん 小栗しゅん(中2男) 

 行くんだね コダレンジャーは どこまでも(中2女) 

 小平市   緑いっぱい   いいところ(中2女) 

 笑顔がね  たくさん溢れる そんなまち(中2女) 

 小平市   自然もあるし  元気もある(中2男) 

 あたたかい こころをつなぐ わがまちよ(中2女) 

 こだいら市 笑顔がたえない せかいいち(中2男) 

 小平市には たくさんの人の 笑顔がある(中2女) 

 小平は   ブルーベリーの うみの親(小4男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいぞ(小4男) 

 ぶるべーは ブルーベリーの せんでんだ(小4男) 

 こだいらは ブルーベリーの うみの地だ(小4男) 

 こだいらの しみんはみんな やさしいよ(小4男) 
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 こだいらの ブルーベリーを おみやげに(小4男) 

 野球は強い 小平ライダース 野球すごい(小4女) 

 ぶるべーは むらさきいろで 好きないろ(小4女) 

 おおみそか ことしもおわり またらい年(小4男) 

 ぶるべーは ブルーベリー好き おいしいな(小4女) 

 ぶるべーは ブルーの色好き かっこいい(小4女) 

 東京の雪は いつになったら ふるやらか(小4女) 

 私の住む市 にぎやかな市  大好きな市(小4女) 

 フルーツは ブルーベリーが おいしいよ(小4女) 

 やばすぎる ブルーベリーは おいしさだ(小4男) 

 こだいらし ブルーベリーが めいさんち(小4男) 

 めいさんち ブルーベリーは おいしいな(小4男) 

 こだいらし みんなでいきる いいまちだ(小4男) 

 こだいらし ゆきふるなかで クリスマス(小4男) 

 こだいらは みんなえがおの いいところ(小4女) 

 小平野菜は 栄養いっぱいで おいしいよ(小4男) 

 こだいらし あかるいところ おちつくぞ(小4男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小4男) 

 こだいらの ぶるべーちゃん かわいいな(小4女) 

 こだいらし たま川じょう水 ながれてる(小4女) 

 こだいらし ブルーベリーが おいしいよ(小4女) 

 とうきょうと やっぱくるなら こだいらし(小4男) 

 こだいらの めいぶつやさい さといもだ(小4女) 

 こだいらし ブルーベリーを たべようね(小4女) 

 こだいらの しみんたいかい たのしいな(小4) 

 こだいらし ごじゅうねんび ハッピーだ(小4) 

 にほんいち まるポストがね おおいまち(小4男) 

 かわいいな こだいらのキャラ ぶるべーは(小4女) 

 こだいらし むかしとちがう がっこうだ(小4男) 

 にほんいち あかいめじるし まるポスト(小4女) 

 こだいらし たのしいことが いっぱいだ(小4男) 

 こだいらは やさいたっぷり とくもりだ(小4男) 

 ワイパーは まどをふくもの いいものだ(小4男) 

 ブルベーは ブルーベリーで できている(小4女) 

 こだいら市 ブルーベリーが おいしいよ(小4男) 

 こだいらし やっぱりすこし いなかかな(小4男) 

 こだいらし ブルーベリーの ふるさとや(小4男) 

 こだいらは みんながくらす たのしいよ(小4男) 

 こだいらし おいしいばしょ たっくさん(小4女) 

 こだいらは みんながくらす たのしい町(小4女) 

 こだいらは 五十しゅうねん すごいよね(小4男) 

 あきのそら ゆうひはきれい こだいらの(小4男) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいな(小4女) 

 こだいら市 ブルーベリーが おいしいよ(小4男) 

 こだいらは じまんのばしょだ いいところ(小4女) 

 こだいらは ブルーベリーが ゆうめいだ(小4女) 

 こだいらし ブルーベリーが いちばんだ(小4女) 

 こだいらは みどりゆたかな はなのまち(小2女) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小2男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいな(小2女) 

 こだいらは きょだいポスト たってある(小2男) 

 小だいら市 色んなおまつり たのしいな(小2女) 

 こだいらは いいことばっか にほんいち(小2女) 

 こだいらは ブルーベリーが いっぱいだ(小2男) 

 こだいらは おおきなポスト にほんいち(小2女) 

 こだいらは ポストがでかい いいまちだ(小2男) 

 こだいらの ルネコダイラは たのしいな(小2男) 

 こだいらは 大きな丸ポスト 日本一！(小2女) 

 小平にある 大きいポスト  にほんいち(小2男) 

 こだいらは いいことばかり ありますよ(小2男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小2女) 

 こだいらは たのしいところ がいっぱい(小2女) 

 こだいらは おおきなポスト にほんいち(小2女) 

 こだいらは やさしいひとが いっぱいだ(小2男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小2女) 

 こだいらは ポストがにほん いちおおきい(小2男) 

 こだいらは ぶるうべりいが いっぱいある(小2男) 

 こだいらは あじさい公園は きれいだよ(小2女) 

 こだいらは ブルベーが   くるよ(小2男) 

 こだいらは きれいなおはな いっぱいだ(小2女) 

 こだいらは まつりがあって たのしいよ(小2男) 

 こだいらは ひろいまちで、 すごいよ！(小2女) 

 こだいらは まるいポストが いっぱいだ(小2男) 

 こだいらし ブルーベリーの はじめの地(小4男) 

 ブルベーや コダレンジャーが おもしろい(小4女) 

 こだいらは まるいポストが じまんだよ(小2女) 

 こだいらは みんななかよく いいまちだ(中3女) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小3男) 
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 みんながね あいさつしよう おはようと(小3女) 

 さんぽする グリーンロード うつくしい(小3男) 

 ぶるべーは ブルーベリーの キャラクター(小3男) 

 こだいらし みんなやさしい こころだよ(小3女) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小3女) 

 こだいらの ブルーベリーは おいしいよ(小3男) 

 こだいらは えがおいっぱい あはははは(小3男) 

 ちいちいと しじゅうからが よんでいる(小3男) 

 こだいらは コダレンジャーに まもられる(小3女) 

 こだいらを しぜんあふれる よいまちに(小3女) 

 ブルベーは かわいいなまえ かおかわいい(小3女) 

 まるポスト すごくべんりで たのもしい(小3女) 

 こだいらし たのしいばしょが いっぱいだ(小3男) 

 こだいらし ブルーベリーの めいさんち(小3女) 

 こだいらし ブルーベリーの おおいまち(小3男) 

 こだいらの ブルーベリーは 人気です(小3女) 

 六小は   けやきたくさん ならんでる(小2女) 

 まゆかざり まるくしてたら だんごだよ(小2女) 

 小平は   ブルーベリーが 目にいいよ(小2男) 

 ＢＳ公園  みんなであそぶ たのしいよ(小2男) 

 コゲラがね トントントンと のぼってる(小2男) 

 小平の   ブルーベリーは おいしいよ(小2男) 

 小平市   けやきのみどり すてきだな(小2女) 

 けやきの木 太くて大きい  りっぱだな(小2女) 

 おにのやど 小平だけの   自まんだよ(小2女) 

 けやきがね きれいになるよ 小だいら市(小2男) 

 けやきの木 すごく大きく  りっぱだな(小2男) 

 ぶるべーは ブルーベリーの マスコット(小2男) 

 小だいらは まゆ玉かざり  きれいだね(小2女) 

 小だいら市 みんなに自まん できるとこ(小2女) 

 小平市   まだのこってる 丸ポスト(小2女) 

 小平の   小平六小    いい学校(小2男) 

 丸ポスト  いっぱいあるね 日本一(小2女) 

 小平は   ブルーベリーが いっぱいだ(小2女) 

 小平は   ブルーベリーが ゆう名だ(小2男) 

 ブルーベリー いつでも食べて おいしいよ(小2男) 

 小だいらの うどを食べたら おいしいな(小2女) 

 丸ポスト  日本で一番   多い町(小2女) 

 西ぶ線   黄色の車りょう かっこいい(小2男) 

 ぶるべーは みんなに人気  キャラクター(小2女) 

 小だいらに いっぱいいるよ やさしい人(小2女) 

 いっぱいだ いろんな場しょに 丸ポスト(小2男) 

 西ぶ線   小だいらむすぶ してつだよ(小2男) 

 小平の   赤く目立ってる 丸ポスト(小2男) 

 小平は   ＢＳ公園    自まんだよ(小2女) 

 ぶるべーは 小平市民の   人気者(小4男) 

 小平の自然 グリーンロード あつまるよ(小5女) 

 こだいらし ひととひととが なごむまち(小5男) 

 こだいらは 野菜がいっぱい おいしいな(小5女) 

 ぶるべーは ぼくたちの町の にんきもの(小5男) 

 こだいらは はながいっぱい きれいだな(小5男) 

 こだいらし サッカー大好き うんどうだ(小5男) 

 こだいらは はながいっぱい 気持ちいいな(小5男) 

 いろいろな 行事がいっぱい たのしいな(小5男) 

 こだいらの とくさんひんは ブルーベリー(小5男) 

 こだいらし おいしい野菜が じまんです(小5男) 

 こだいらし 祭りがいっぱい たのしいな(小5男) 

 こだいら平 いつもたのしく へいわかな(小5男) 

 こだいらは えがおをつくる まちなんだ(小5女) 

 こだいらし みんながすきな きれいな市(小5女) 

 こだいらの いろんな場所に まるポスト(小5男) 

 ぶるべーの ブルーベリーは おいしいな(小5女) 

 こだいらは まるいポストが ゆうめいだ(小5男) 

 小平市   赤丸ポスト   のこってる(小5男) 

 こだいらは みんなのえがおで いっぱいだ(小5男) 

 こだいら市 はながいっぱい きれいだな(小5男) 

 こだいらは えがおあふれる いいまちだ(小5女) 

 こだいらし ブルーベリーが ゆうめいだ(小5女) 

 小平市は、 笑顔がいっぱい たのしいな(小5女) 

 こだいらし いろんなとこに まるポスト(小5女) 

 どんどやき もちがおいしい 食べたいな(小5男) 

 こだいらで できたやさいは おいしいよ(小5女) 

 こだいらは あかいポストが おおいいな(小5男) 

 こだいらは みどりたくさん ゆたかだな(小5女) 

 こだいらは 笑顔がたくさん いいまちだ(小5女) 

 こだいらし でかいポストが ゆうめいだ(小5男) 

 こだいらは みどりがきれい うつくしい(小5男) 

 小平市   花がいっぱい  きれいだな(小5男) 
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 おおきくて あかいからだの まるポスト(小5女) 

 こだいらは おおきいポスト あるんだよ(小5女) 

 こだいらの じんじゃのまつり たのしいな(小5男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小5男) 

 笑顔と笑い 思い出あふれる 小平のまち(小5女) 

 小平の   赤くてかわいい 丸ポスト(小5女) 

 ふるさと村 いろんな歴史が よくわかる(小5女) 

 こだいらし あかいポストが たくさんだ(小5男) 

 こだいらは とてもきれいな まちなんだ(小5女) 

 こだいらし えみときずなで のりきろう(小5女) 

 こだいら市 ブルーベリーが おいしいよ(小5女) 

 まるポスト ずっといっしょ このまちで(60歳女) 

 たのしいな お山公園    いつも行く(8歳女) 

 さんぽみち グリーンロード いつまでも(50歳男) 

 みずみどり 住みつづけたい こだいらし(82歳女) 

 みずみどり ネット打ち終え しんこきゅう(82歳女) 

 みずみどり ホタルのむれよ いつまでも(82歳女) 

 みずみどり 永久にまもろう 市のたから(82歳女) 

 うるわしさ 次代へつなごう みずみどり(82歳女) 

 みずみどり あさゆうひより すがすがし(82歳女) 

 こだいらの やさしさがすき たのしいな(小2男) 

 ぶるべーは すごいおいしい あいたいな(小2女) 

 こだいらは たくさんおみせ たのしいな(小2男) 

 こだいらし はないっぱいに してみたい(小2男) 

 ブルベーは ブルーベリーに にているね(小2女) 

 ぶるべーは むらさきいろで かわいいね(小2男) 

 こだいらの ブルーベリーは すっぱいね(小2女) 

 こだいらは はながきれいだ うつくしい(小2女) 

 こだいらは みんながいるよ うれしいな(小2女) 

 こだいらは はしはなんこだ ２４こ(小2男) 

 こだいらは ブルーベリーが おいしいよ(小2男) 

 小だいらは さくらいっぱい うれしいな(小2男) 

 こだいらは さくらがきれい だいすきだ(小2女) 

 さすがだね キラキラキラリ こだいらし(小2女) 

 こだいらは とてもしぜんが いっぱいだ(小2女) 

 こだいらは とってもきれい だいすきだ(小2女) 

 こだいら市 うえからみると きれいだな(小2男) 

 こだいらの でんしゃはいつも はやいんだ(小2男) 

 おまつりだ おみこしかついで おまつりだ(小2女) 

 ぶるべーは いえのドアには はいらない(小2男) 

 こだいらは 木がいっぱいで うれしいな(小2男) 

 小だいらは とうろうまつり やってるよ(小2女) 

 でん車が  いっぱい走る  小平市(小2女) 

 こだいらは はしがたくさん あるんだね(小2男) 

 ぶるべーは ブルーベリーに なっちゃった(小2男) 

 がんばれよ コダレンジャー みてみたい(小2女) 

 小だいらの まちいいところ すごいある(小2男) 

 こだいらは 公園がいっぱい たのしいな(小2男) 

 こだいらの おうえんしてる ＦＣ東京(小2男) 

 ブルベーは 小だいらで人気 マスコット(小2男) 

 とうろうは たけのこ公園  きれいだな(小2女) 

 こだいらは お花がいっぱい きれいだな(小2男) 

 こだいらは みどりゆたかな すてきな市(小2男) 

 ぶるべーくん みんなのために がんばって(小2男) 

 まるポスト 日本でいちばん おおきいぞ(小2男) 

 

※市民の皆さんより寄せられたメッセージを原文のまま掲

載しております。 
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５０文字メッセージ （787点） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春は桜、夏は涼しい木陰と蝉の合唱、秋は色とりど

りの紅葉、冬は凛とした木立ち、暖かい春を待つ玉

川上水！ （６５歳・女性） 

結婚して小平に移り住みました。初めて東京で暮ら

すことになり不安でしたがとてもよい町で第二の故

郷です。 （女性） 

みどりあふれる玉川上水の自然を後世へ  

（４２歳・女性） 

一小の二本のヒマラヤスギ、小平の歴史を感じる

素敵な場所です。 親子二代、三代と通う子もたくさ

んいます。 （２８歳・女性） 

「福祉と人にやさしい」「母親と子供に思いやり」「公

民館活動たのしい」「イベントでふれあいいっぱい」

「老後の安心がほしい」 （７７歳・女性） 

ぼくは小平市の中で小金井公園が好きです。友だ

ちとしばふの中であそんだときは楽しかったです。 

（９歳・男性） 

つつじこうえんがすき。こだいらはたのしい。おうち

はたのしい。うちのおせんべいすき。ハイチュウも

すき。 （６歳・女性） 

移住して来て 50 年有余町並みの変貌には驚くが、

桜はもとより保存樹木も多く、真に幸せを感じてい

る毎日です。 （７８歳・男性） 

生まれてから、ずーっと小平市に住んでいる。大好

きな幼稚園、大好きなお友達、大好きな虫たち。

皆、大好き。 （２歳・女性） 

小平町が小平市になった時、私達夫婦はこの地に

家を建てた。今や壮年の小平市に見守られて老後

をすごしたい。 （７８歳・女性） 

通勤中、上を見上げると、葉っぱのジュータンがあ

る。嫌なことも忘れることができる。玉川上水、あり

がとう。 （４０歳・男性） 

小平市は様々な方法で地域を活性化しようと活動

していると思うのでより良い町になっていくと期待し

ています。 （６５歳・女性） 

小平団地には、ありやセミ、テントウムシ、ギンナン

等あります。歩いていると知らない人からあいさつ。

いい気持ち。 （２歳・女性） 

小平は私の大好きな緑が多く、子育ても福祉も充

実したまち。第二のふる里小平でのんびり生活でき

て幸せ！ （５０歳・女性） 

北多摩郡と娘 三ッつで この地ふみ 我がや変わ

らず五十年 待ちに待ったと 東西道路完成し行き

交う笑顔や五十年 （８０歳・女性） 

緑多き小平市は、玉川上水の、グリーンロードを有

し、何度も、清き水の流れと、鳥の囀りを聴き、元気

の源。 （７５歳・男性） 

ＦＣ東京のグラウンドはならいごとでよくとおります。

コダレンジャーはフリーマーケットで会いました。 

（１１歳・女性） 

小平は私が生まれ育った町です。結婚して 10 年ほ

ど離れて生活していましたがやっぱり小平が一番

だいすきです。 （３８歳・女性） 

夏の暑い日。玉川上水を歩くと、ちょっとすずしい。

上を見上げると、一面、緑のジュータンが広がって

いる。 （２９歳・女性） 

こだれんじゃー大好き！！ブルベーくんも大好

き！！おまつりも大好き！！これからもずっと小平

にいるよ☆ （２歳・男性） 
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ドングリだぁ子ははしゃぐ。上水の魚の群に目を奪

われ、緑葉から空を見上げる。正に平和。世界に

繋げよう。 （８２歳・女性） 

子を育てる街として、とても魅力的な自然と老若男

女がバランスよく、いじめも鬼も夜叉もいません。小

平へ。 （７２歳・男性） 

緑いっぱい静かな環境 学校病院生活にかかせな

い施設がまとまっている 住みやすい街最高の小

平明るい小平一番 （５１歳・男性） 

２３才の時、今の主人と結婚し２２年がたちました。

２人の娘も生まれ、今ではすっかり小平人です。大

好き小平 （４５歳・女性） 

市制施行五十周年記念を迎えられた事おめでとう

ございます。緑豊かな小平に住んで二十数年緑だ

けは残して欲しい。 （７０歳・女性） 

皆んなで作っていくのがわたし達の故郷です。助け

あい、この緑の地の豊かさをいつまでも大切にして

いこう！ （８１歳・男性） 

小平発祥の地ブルーベリー、市民に愛され目と体

によい、ブルベーが人気者大活躍、ブルーベリーを

全国に広めよう。 （６７歳・女性） 

通勤で通う玉川上水遊歩道。日々変わる光景は出

勤時の疲れた心身に元気を分けてくれる栄養源で

す。 （５８歳・女性） 

植物の幹、緑の葉、清らかな水の流れ、土から足

に……玉川上水の林の中を歩く。身体と精神が癒

される。 （８８歳・女性） 

こだれんじゃーがだいすきになったので、そのこと

を五・七・五であらわしました。 （６歳・男性） 

幼なき日 ザリガニ釣りし 野火止の流れは 今も

子等の遊び場 （５３歳・女性） 

プルーベリーパープルすき！！ （５歳・男性） 

こだいらしりつでは、ゆうめいなブルーベリーとルネ

こだいらにある、あかいポストがみんなにささえるま

ちなか （１５歳・女性） 

今年は、子どもと一緒にパレードに参加するので、

今から楽しみにしています。 （女性） 

街のシンボル大けや木、大空に枝をひろげ未来の

子供達、市民に夢と希望をふくらませる。大切に育

てていこう。 （６７歳・女性） 

緑が豊かで、人も優しく街がいつでも美しいところ

が大好きです。ＦＣ東京も小平氏もともに発展して

ほしいです。 （２８歳・女性） 

手を繋いで歩いた桜のトンネル、お花見散歩楽し

かったね～と、春の竹の子公園付近の桜が大好き

です。 （３１歳・女性） 

ブルーベリーパープルだいすきです。 

（５歳・女性） 

家の近くを流れている玉川上水は緑の木々でいっ

ぱいで、風の音や葉っぱの音を聴いて風の出入り

を感じています。 （２３歳・男性） 

まるポストレッドが、すき！！ （６歳・男性） 
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コダレンジャーがんばれ！！ （６歳・男性） コダレンジャーにあいたいよ！ （６歳・女性） 

ぼくはしょうらい 小だいらで町をきれいにしたいで

す。きれいにすれば、うれしいからです。がんばりま

す。 （男性） 

 

グリーンロードグリーンのぜんぶすき！ 

 （５歳・男性） 

グリーンロードグリーンかっこいい、すき！ 

（５歳・男性） 

まるポストレッドすき！ （５歳・男性） 

コダレンジャーがんばって！！ 

 （６歳・男性） 

コダレンジャーに、あいたいよ！ （５歳・女性） 

グリーンロードグリーンの、かおがかっこいい！！

ぼくも、ヒーローになる。 

（６歳・男性） 

ブルーベリーパープルかおがすき。 （５歳・女性） 

ブルベーだいすき！ （６歳・女性） 小平に住んで二十年、初めは都落ちした感じでした

が、この歳の長生きも緑と空気のお陰と、感謝して

おります。 （９２歳・女性） 

ブルーベリーパープルかおがすき！！ 

 （５歳・女性） 

市制三年後の小平市に来ました。当時は風が吹く

と畑の土が家の中迄入りました。しかし今は違いま

す。アイラブ小平。 （７０歳・男性） 

コダレンジャーあそびにきてね！ （６歳・女性） 緑いっぱい玉川上水・野火止用水 花も実も野菜も

新鮮で知れば 来れば大好き小平 みんな大好き

私も大すき （５０歳・女性） 

ブルベーすき！！ （５歳・女性） 小平市五十周年祝典で、市歌の作詩、作曲者を知

りました。いい歌ね。もっともっと市歌を市民に聞か

せようよ。 （女性） 

コダレンジャー、すきなんだ～ （６歳・男性） 玉川上水傍に五十年に近く住んで、毎日この自然

に恵みをうけてよろこんでいます。末長く玉川上水

を大切に願う。 （９１歳・女性） 
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私は小平に住んで二年目です。五十年おめでとう

ございます。五十年前から住んでいる方がとてもう

らやましい （５４歳・女性） 

阪神大震災で被災し移住した小平。やさしく住みや

すい大地で悲痛の心はやわらぐ。さらに安心安全

のまちへ。 （８２歳・男性） 

明治生まれの祖父の時から大欅と言われていた大

欅。いつの頃から大欅と言われていたのでしょう

ね。 （５８歳・女性） 

五十年前引越してきた時のこと、胸のポケットに蛍

を入れていた学生すれ違い、驚いたことを思い出し

ます。 （９１歳・女性） 

空一面の新芽に又新しい生命を感じます。そんな

大欅の芽ぶきは見事です。 （５８歳・女性） 

私は先月財布を落とし途方にくれ死にたい程の悲

しさ。それがなんと名も告ず郵便受けに入れてあり

こんなに良街日本一 （９５歳・男性） 

緑多き我町 玉川上水 野火止用水 小金井公園

等子孫に残そう此の美しき緑を、いつまでも。 

 （６５歳・男性） 

<歩け歩け運動>地元のスーパーや飲食店行くの

に、自転車に乗らず歩いて行こう。それが健康のた

めになる。  

東京にこんなに緑あふれる町は、数少ない街であ

ると思います。残された緑を守り、未来に引き継ご

う。小平市 （７３歳・女性） 

小平に、お気に入りの「道」がある。結構せまい道

だけど、花がさいてて草も生え季節を感じる小道で

す。 （１１歳・女性） 

だいすきな、こだれんじゃーについてのはいくをつく

りました。 （５歳・女性） 

平和で穏やかな街であることが嬉しい。そして豊か

な自然、四季折々の花や鳥、未来に向けて文化都

市育成を。 （７９歳・男性） 

わたしちさとです。こんにちわ。あのこだれんじゃの

みなさんぜひちさとのうちへ。ちさとたのしみにまっ

ているよ。 （５歳・女性） 

小平市は、とても緑が多くて住みやすいです。それ

で私は、道路のはじにたくさん木を植えてほしいで

す。 （小６・女性） 

小平に生まれ育ち結婚で一年離れた。相手の彼に

はごめん小平は住みよいよ今、七十を越え小平に

住んでいる。 （７３歳・女性） 

結婚して小平に移り住みました。初めて東京で暮ら

すことになり不安でしたがとてもよい町で第二の故

郷です。 （２７歳・女性） 

子供と一緒にザリガニ釣りをしました。その時の事

を書いてみました。自然が多い小平に住んでいて

良かったです。 （４７歳・男性） 

小平市は、自然がいっぱい、イベントがたくさんあ

り、笑顔があふれる町。大人になっても住みたいで

す。 （中１・女性） 

緑が多く残る小平市で子育てが出来た幸せを俳句

にしました。子育てしやすい街、小平です！！ 

 （２９歳・女性） 

小平市ではずっと過ごしているけどとても楽しいで

す。グリーンロードはふれあいの場だと僕は思って

います。 （中１・男性） 
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小平は、高いビルが少ないので、夕方になると夕日

がきれいに見えます。小平をあたたかい街にしてく

ださい。 （中１・女性） 

私は、近くに公園とか交番が少ないので、ふやして

ほしい。５０年後は、子どもたちが公園で遊んでい

るといい。 （中１・男性）  

小平は緑あふれて、とてもキレイな町なのでいっぱ

いたくさんお花や木、草をふやして欲しいです。 

 （中１・女性） 

小平市は笑顔があふれる市。おいしいブルーベリ

ーがあり、花もきれいに咲いている。小平は自然が

たくさんだ。 （中１・女性）  

小平の丸ポストを守り続けてください。  

（中１・男性） 

あいさつをしたら笑顔で返してくれる。レジでありが

とうと言える。そんな温かい人がいる小平市が私は

好きだ。 （中１・女性）  

小平市が５０周年という節目の年を経て、僕は５０

年後も住んでいけたらいいなと思って豊かな生活を

送りたいです。 （中１・男性） 

事故を少しでも少なくしよう。 （中１・男性）  

小平には、グリーンロードといういやしの道がある。

いやなことがあればグリーンロードにいっていやさ

れよう。 （中１・男性） 

小平市は、ブルーベリーや丸ポストがゆうめいで

す。  （中１・女性） 

小平市はとてもすてきな町だと思います。それは地

域の方々がとても優しく町が笑顔であふれている

からです。 （中１・女性） 

小平はブルーベリーの産地であり、坂が少なく平ら

な市です。そんな小平市の夜桜がきれいで、私は

大好きです。 （中１・女性）  

私は小平市に住んでいて、よかったと思った事は

小平はとても笑顔が多くて、その笑顔を見ると元気

が出ます。 （中１・女性） 

ぶるべー、私の家の前にぶるべー号が通っている

けど、最後はどこまで届けてくれるんだ。目的地は

小平市役所へ （中１・女性）  

小平のグリーンロードは、みどりがいっぱいで、い

ろいろな人々がみどりを大切にする、とてもいい場

所です。 （中１・女性） 

小平市にはいろいろなお店やぶるべー、コダレンジ

ャーがいてとてもたのしいのでこれからもがんばっ

てください。 （中１・男性）  

今の小平を楽しみ、未来の小平に楽しみをつなげ

ていきたいです。僕は、今小平の中学校生活を楽

しんでいます。 （中１・男性）  

あと３か月で先輩になるので、自分の中でみんなと

のかかわりの中で、もっとがんばりたいと思いま

す。 （中１・男性）  

私は今住んでいる小平市にたくさんの思い出があ

ります。私はこの小平市で思い出を作り続けたいで

す。 （中１・女性）  

頑張ってください。 （中１・女性） 
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小平市にある赤ポストは、大きいので手紙をいっぱ

い届けられます。 （中１・女性）  

日本で最初に栽培されたブルーベリーの色は古く

から高貴とされた色。いつまでも、自尊心を忘れな

いでほしい。 （中２・男性）  

小平市は みんななかよく 平和でたのしいです。 

 （中１・男性）  

小平市は、楽しいところがいっぱいあって平和な町

だと思います。ずっとこのままであってほしいです。 

 （中２・男性）  

小平さいこうです。 （中１・男性）  小平はずっと平和な町であってほしいです。そし

て、ブルーベリーがとても美味しい町だと思いま

す。 （中２・男性）  

これからも小平市にはおせわになるのでよろしくお

願いします。これからもがんばりたいと思います。 

 （中１・男性）  

小平市はまだ自然が多いと感じました。私の十年

後、二十年後にも自然がたくさんある町であってほ

しいです。 （中２・女性）  

「グリーンロード」が僕のお気に入りの場です。なぜ

なら、四季折々の自然を感じることができるからで

す。 （中１・男性）  

小平市は東京都の中でも自然が多く、住みやすい

所です。親切な方々も多く、毎日がとても楽しいで

す。 （中２・女性）  

小平市に大きなみせなどをふやせば、小平市がも

っとよくなると思います。 （中１・男性）  

私のお気に入りの場所は、小平市の図書館です。

図書館ののんびりとした感じがとてもいいです。 

 （中２・女性）  

花いっぱいの小平でいよう！！コダレンジャーへ、

小平のおうえんよろしくおねがいします。 

 （中１・男性）  

小平にあるポストは、この先もあってほしい 

 （中２・女性）  

今、僕は学校が楽しいです。先生や友達に会える

からです。あと３ヶ月で先輩になります。いい先輩に

なれるように頑張ります。 （中１・男性）  

こだいらに住んでいることはあたりまえのようなこと

なのによく考えると幸せなのかもしれない。 

 （中１・女性）  

僕の中の小平は、犯罪が無く平和の街だと思って

います。これからも平和な街づくりがんばってくださ

い。 （中１・男性）  

もっとたくさんのイベントをやれば、たくさんの人々

と仲良くなれるので、たくさんイベントをやってくださ

い。 （中２・女性）  

小平市はとてもさかんなんですが、大きなショッピン

グ店をつくれば、町がとてもさかんになるかもしれま

せん。 （中１・男性）  

小平は、丸ポストが東京一で、今でも、丸ポストが

使えます。東京で丸ポストが使えるのはめずらしい

です。 （中２・男性）  
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私が小さい頃からずっと感じてきたことは地域の人

の温かさです。いつまでも温かい小平でいてほしい

です。 （中２・女性） 

小平市はいろいろな店があってとても便利です。そ

の反面グリーンロードなどの自然がたくさんある

よ。 （中２・男性） 

小平にいると温かい気持ちになります。人と人との

つながりや行事など、帰りたくなる一生のふるさとで

す。 （中２・男性） 

小平市は東京にあるのに、緑がたくさんあって良い

と思います。これからも緑の多い小平であってほし

いです。 （中２・女性） 

小平の人々はとても優しさや温かさがあります。こ

のことを持続し、みんなで未来を明るくしていきたい

です。 （中２・男性） 

小平は、緑がいっぱいあるので、グリーンロードな

どで小平の自然を沢山の人にふれてもらえたらい

いと思います。 （中２・男性） 

小平は、スーパーや電車などがあり、とてもにぎや

かです。また、ブルーベリーが有名で、とてもおいし

いです。 （中２・男性） 

小平市は、とても明るく楽しい町です。どうかこの先

もずっと幸せに包まれる小平市であってほしいで

す。 （中２・女性） 

笑顔があふれる小平がいつまでも続くよう、温かい

気持ちであいさつし、人との輪を広げよう。 

 （中２・女性） 

小平はブルーベリーが有名なので、これからは小

平市全体で栽培できるような環境をつくってほしい

です。 （中２・男性） 

丸ポストや小平市でのイベントなど良い物がたくさ

んあり、また、人と人とにつながりを未来へつなげ

ていこう。 （中２・女性）  

小平にはもうちょっと子供が楽しめる場所があった

方がいいと思います。駅前などの場所になにもなさ

すぎです。 （中２・男性） 

小平市は自然がたくさんあり、緑も多く、グリーンロ

ードもあり、とてもきれいな町です。 （中２・女性） 

小平で一番良い所は、ルネ小平の前にある大きな

丸ポストです。他にもサマーフェスティバルなども楽

しいです。 （中２・男性） 

私は、緑がたくさんあり、優しい人達にあふれた小

平に生まれて良かったです。これからもよろし

く！！ （中２・女性） 

将来は、この田舎っぽさをなくして、もっと大型ショッ

ピングセンターなどを取り入れてほしいと思いま

す。 （中２・男性） 

自分が小平市に引越してきて、１０年たつけど、最

近、花小金井周辺に色々店が建つので楽しみで

す。 （中２・男性） 

小平ではブルーベリーが有名です。小平に来たら

ブルーベリーの食べ物を食べてほしいです。 

 （中２・女性） 

私は小平ふるさと村が大好きです。入口にある丸

ポストも小平の良いところだと思います。私は小平

が大好きです。 （中２・女性） 

小平は何よりも緑があふれていて、たくさんの植物

たちに元気をもらっています。私はこの街が大好き

です。 （中２・女性） 
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小平には丸ポストやブルーベリーなどの名産品、

花や緑がたくさんで笑顔あふれて支えあうすてきな

街です。 （中２・女性） 

たべものがたくさんおいしいことをおしえたいので

す。 （中１・男性） 

小平はすごくいい町でいい運動場所はグリーンロ

ードです。走るのが楽しくなるくらい美しいロードで

す。 （中２・男性） 

ブルーベリーちゃんは、とてもかわいいです。たべ

てやろうか～～～おいしそうーーーおいしそうーー

ー （中１・男性）  

小平のおじいさんやおばあさんにはいつもお世話

になっています。僕も将来こんな温かい人になりた

いです。 （中２・男性） 

小平市は、人とのふれ合いを大切にしている町 

 （中１・女性） 

小平市は優しく、ぬくもりのある街です。これからも

ぬくもりのある街でありますように。 （中２・女性） 

私のお気に入りの場所は、ふるさと村です。昔なが

らの家や遊びがあり、いろいろなことを学ぶことが

できました。 （中１・女性） 

私が思う小平のいい所市の小学生中学生高校生

が集まり演奏をひろうするふれあいコンサートが小

平市のいいところ。 （中２・女性） 

最近新しい家などが増えて、自然が少なくなってき

てるので、緑を多くしたほうがいいと思う。 

 （中１・男性） 

職場訪問で行ったブルーベリー園のブルーベリー

がとてもおいしかったから、もっと宣伝した方が良い

と思う。 （中２・男性） 

コダイラはぶるべーくんコダレンジャーがいます。特

に小平には FC東京のグランドがあります。 

 （中１・男性） 

幼い頃、ブルーベリーが苦手だったが、小平のブルーベ

リーを食べ、食べれるようになった。その時私は、とても

嬉しく、今でも思い出として残っている。 （中２・女性） 

ブルーベリーで世界一おいしいブルーベリーをつく

ってください。がんばってください。おうえんしてます

よ。 （中１・女性） 

小平市はやさしい人が多くて、とてもにぎやかな町

です。これからこの、にぎやかな小平を大切にして

いきたい。 （中２・女性） 

ふるさと村やブルーベリーがあるすごい市。丸ポス

トが日本一にかがやくほど多いし、自然いっぱい小

平市。 （中１・男性） 

がんばれー （中１・男性） まだまだ可能性があるので頑張って下さい。 

 （中１・男性） 

ＦＣ東京の選手のみなさん、来年は、Ｊ１優勝してく

ださい。応えんしています。 （中１・男性）  

コダレンジャー、ブルベー、小平市のためにもっと

がんばってください。応援しています。  

（中１・女性） 
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小平市のグリーンロードの左右には緑があふれて

います。小平市は緑がいきいき生きている市で

す！！ （中１・男性） 

小平市の良い所は、祭が多く、人との関わりが多い

ことです。 （中２・女性） 

ぶるべーくんやコダレンジャーが小平市に希望や

喜びを５０年後も届けていることを願い、応援し続

けていきます。 （中２・女性） 

小平は、僕の大好きな、ブルーベリーが有名なの

で僕は、小平が好きです。なのでこれからもすんで

いたい。 （中２・男性） 

私の家族はみんな、小平で生まれ小平で育ちまし

た。これからは、私の家族みたいな、家庭が増えて

ほしいです。 （中２・女性） 

生まれも育ちも小平の私は小平でたくさんの思い

出があります。そんな小平にいつまでも住み続けた

いです。 （中２・女性） 

小平市は、小平ふるさと村や丸いポストが沢山残っ

ている点など、昔の町並みが残っているのがいいと

思う。 （中２・男性） 

私が小学生のころ自転車のことで困っていると男

の人が助けてくれました。そんな温かい町小平が

大好きです。 （中２・女性） 

小平市のボランティアに参加して、たくさんの方々

に出会い、自分を成長させることができました。 

 （中２・女性） 

私は十四年間小平で生活してきた。小平での思い

出はたくさんある。これからも思い出あふれる町に

したい。 （中２・女性） 

中一のとき、小平に引越してきました。小平でたくさ

んの人と出会い、毎日楽しく過ごせて本当に幸せで

す。 （中２・女性） 

僕は今中学校の卓球部に所属しています。目標は

先輩達の行った関東大会に出ることです。小平の

思いを関東へ。 （中２・男性） 

坂が少ないから、歩きや、自転車での移動のときに

楽だった。ブルーベリーの話が多いが見たことはな

い。 （中２・男性）  

小平の人達と出会った時に挨拶をしてくれると嬉し

くなります。このようなつながりを大事にしたいで

す。 （中２・女性） 

小平市はえがおがあふれていたり、あいさつをいっ

ぱいしてくれるとても良い市だと思います。 

 （中１・男性） 

今の小平の大切な緑を未来へと残したりふやした

りしていってほしいです。森林、資源を大切に。 

 （中２・男性） 

小平は、みんな親切だし、優しいのでいい町だと思

っています。これからも、楽しい小平であってほしい

です。 （中２・女性） 

小平は、部活を頑張っている学校がとても多いで

す。みんなの一生懸命な姿で、小平市には活気が

あふれます。 （中２・女性） 

僕は小平がいい町だと思いました。近所の人との

交流があり、あたたかい町だと思ったからです。 

 （中２・男性） 

小平は地域の人がとても優しくて心がポカポカしま

す。この心の暖かさいろいろな人に知ってほしいで

す。 （中２・男性） 
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小平は他の市と違って緑の多い市だと思います。

緑が多いと空気がよくなるので、すごしやすくなると

思います。 （中２・女性） 

小平市は、ブルーベリーやグリーンロードの緑いっ

ぱいの楽しい都市にしていきたいです！！ 

 （中２・男性） 

小平のマスコットとして、マッシーをマスコットキャラ

にしてほしい。 （中２・男性） 

小平市はもっと支え合い助け合い思い合いを増や

して、人と人との関係を大事にしていく小平市にな

ってほしい。 （中２・男性） 

コダレンジャーにはコダレンジャーとしての自覚をも

ってほしい。コダレンジャーにはがんばってほしい

です。 （中２・男性） 

小平で小さい頃から自然とふれあってきた。だから

これからも、自然豊かな町であってほしい。 

 （中２・女性） 

緑の多い小平、喜びの町・小平、明るく楽しい小

平、素晴らしい町小平。私はこの町を愛していま

す。 （中２・男性） 

小平は人との関係が良い所だと思い明るく楽しい

所だと思う。小平の良い所を残しより良い小平に期

待してます。 （中２・女性） 

小平の人は皆優しく思いやりがありとてもいい町で

す。 （中２・男性） 

僕は不安になったりすると、グリーンロードへ自然

を感じに行きます。そんな小平に感謝しています。 

 （中２・男性） 

小平はとても楽しい所で不便の無い場所です。駅

も西武線と拝島線の分岐点でとても移動に便利で

す。 （中２・男性） 

小平は緑が多い町だと思います。だから、グリーン

ロードなどにもっと緑を増やしていってほしいと思い

ます。 （中１・男性） 

小平のブルーベリーを食べたときにとてもおいしか

ったので、この味を未来へ引き継いでいってほし

い。 （中２・男性） 

小平市は僕が大人になったら他の人達に、自慢で

きるそんな町です。ぜひ、未来に残れるそんな町で

いてください。 （中２・男性）  

小さい頃、お祭りでわたあめを買った時、おじさん

に「大きめに作るね」と言われ、その温かさに感動

した。 （中２・女性） 

僕が小平が大好きな理由は、支えあいや助け合い

があるからです。これからも幸せがいっぱいな小平

を作ろう。 （中２・男性） 

小平で好きな場所はグリーンロードです。四季折々

に眺めがかわり、和みます。悩んでいるときの良い

薬です。 （中２・女性） 

ブルーベリーは小平の特産品。日本では農家が減

っています。だから農家を増やしてブルーベリーを

大切にしよう。 （中２・男性） 

小平市は、赤い丸ポストが有名だ。私はそれを見る

と、とても心が温まる。これからも守り続けてほし

い。 （中２・女性） 

自分が選んだ、小平の良いところは、緑が多いとこ

ろです。夏、グリーンロードを通ると気持ちがいいで

す。 （中２・男性） 
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小平には、ブルーベリーなどたくさんの昔から親し

まれたものがあるので私達がこの伝統を受けつい

でいきたい。 （中１・男性） 

ぼくは、ブルーベリーが大すきです。ブルーベリー

はおいしくて、あまくて、かわをむかなくていいから

です。 （小１・男性） 

小平には長い歴史があります。玉川上水、丸ポス

ト、どれも小平の誇り高い宝物です。大切にしましょ

う。 （中１・男性） 

きれいなまちにしたい。ごみはそとにぜったいすて

ない、いぬのふんはもちかえれば、きれいなまちに

なります。 （小１・女性） 

あいさつはきもちをこめて言うと、相手にもその気

持ちが伝わると思いました。笑顔で言うとさらに気

持ちが伝わると思いました。 （中１・男性） 

こだいら市は、とてもたのしいところです。イベント

やおまつりが、いっぱいあってここにきてよかったで

す。 （小３・男性） 

家から見える玉川上水が大好きです。いつまでも、

あの美しい風景を見ることができたらいいな。 

 （中２・女性） 

小平市はとってもきれいな場所です。いつみても楽

しくきれいにして、いつまでも緑のある町にしていき

たいです。 （小３・女性） 

僕は小平の自然と、人の優しさがすきです。今より

も更に美しい小平にしていきましょう。 

 （中２・男性） 

小平の良いところは、八小と、むさしのじんじゃのお

まつりです。 （小３・男性） 

小平市はすごく自然が豊かな町なので、この自然

を５０年後も同じ景色のある小平に…。 

 （中２・女性） 

花小金井の夏まつりは、毎年とても楽しみです。学

校のちがう、小さいころの友だちに、会えるのがう

れしいです。 （小３・女性） 

私は、小平の人がみんな優しい所が好きです。あ

いさつを返してくれたりして毎日、気持ちいい１日を

送れます。 （中２・女性）  

ＦＣ東京に行って、プロのサッカー選手にちかくで会

えて、とってもうれしかったです。 （小３・男性） 

小平市はあいさつがさかんな町にしたいのであいさ

つをたくさんしよう。そして、笑顔で気持ちをこめてし

よう。 （中１・男性） 

小平はしぜんといえがおおくこうえんもおおい、いい

ところです。小平のぜんいんががんばっているか

ら。いいよ。 （小１・男性） 

ぼくが好きなお祭は、「ホタルの夕べ」です。なぜな

ら様々なホタルが見られるからです。将来明るい町

にしたいです。 （小４・男性） 

小平うどんのうどんはよそうできないくらいさっぱり

しておいしいです。小平のみんなにたべてほしいで

す。 （小３・男性） 

小平市へ この度５０歳になられた事をお祝いしま

す。これからも良い町でいてください。 

 （中１・男性） 

こだいらしには、日本で一番大きい丸ポストがある

んですよ。 （小３・男性） 
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小平市、５０才おめでとう。ぼくはまだ１０才でその

内の４年しか住んでいないけれど、とても大好きな

まちです。 （小４・男性） 

将来は、小平を、笑顔でいっぱいになるような町に

したいです。交通事故がなくなるように、標識を増

やしてほしいです。 （小５・女性） 

小平では、おいしい果物をたくさん作っているので、

いつまでも畑を大切にしたいです。 （小５・男性） 

みんなの力で、今を大切にし、もっと笑顔があふれ

る所にしたいです。 （小５・男性） 

私は、緑がいっぱいあって、空気がきれいな街にし

たいです。 （小５・女性） 

小平を良くしていく取り組みをしている？コダレンジ

ャーにこれからも小平をいろいろな地域に知らせて

ほしいです。 （小５・男性） 

私はみんなが笑顔でやさしい心を持つ町にしたい

です。 （小５・女性） 

自然があふれて緑が多い。伝統のある市。畑が多

く、ゆったりとして、くらしやすい。笑顔あふれる町 

 （小５・男性） 

みんなで助け合い、ささえ合って、みんなが仲よくな

れる小平市にしたい。笑顔がいっぱいの市にした

い。 （小５・女性） 

みんなで、ささえ合い助け合い、笑いや、笑顔がた

くさんあふれる町にしたい。 （小５・女性） 

小平を地域のみんなで支え合いながらくらせて、笑

顔であふれるようなすてきな町にしたい。 

 （小５・女性） 

こうつう事故０、だれよりもやさしく、いまを大切に 

らくをしない しぜんを大切に。 （小５・男性） 

こども達が楽しく遊べる だいじな友達が沢山いる 

いろいろな人と仲良くできる らんらん楽しく過ごせ

る小平市 （小５・男性） 

全員で助け合い、みんなが楽しくすごせる市にした

い。小平町ともっと仲良くしてはなれた場でも助け

合いたい。 （小５・男性） 

みどりいっぱいにしたいです。それには花を踏まな

いで植物をいっぱいそだてることだとおもいます。 

 （小４・女性）  

こどもと大人どちらも だい好きで いろいろな人と

かかわり らんらん楽しい こだいら市 

 （小５・男性） 

個人個人を大切に、 だんけつして いろんな人に

かかわりながら、くらす。 （小５・男性）  

こうつうじこがない だいじにするみどり いまをい

きる らいねんをかんがえて しんようする 

 （小５・女性） 

戦争のない街と海や川などにゴミ捨てがない街にし

たいです。 （小５・女性） 

ぼくの知っている小平は、自然がいっぱいで、みん

な仲良しで楽しいお祭りいっぱいです。 

 （小５・男性） 
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将来小平をみんなが協力しあうような町にしたい。 

 （小５・男性） 

そのへんにゴミをすてずにきれいにし、みんなと協

力して、緑を大切にしたい。 （小５・男性） 

みんな仲よく、え顔があふれて、思いやりでいっぱ

いになる、世界一の小平市。 （小５・男性） 

小平市はみんなで笑い合いささえあい喜び合う市

にしたいです。 （小５・女性） 

将来小平を明るく楽しく自然あふれる町にしたいで

す。あと、ブルーベリーをいっぱい食べたいです。 

 （小５・男性） 

わたしは将来、小平市を、みんなで助け合い協力し

て市をかっせいかさせていきたいです。他の県や町

に、小平市をじまんできるような市にしたいです。 

 （小５・男性） 

将来小平を明るく、笑顔で、みんなで協力して助け

合う町にしたいです。 （小５・女性） 

どんな市より希望を持ち、にぎやか、そして活気で

あふれていて一人一人に助け合う気持ちを持った

市にしたい。 （小５・男性） 

よく働き、思いやりを持ち、助け合える小平市にし

たいです。 （小５・女性） 

小平をみんな平和にしみんなで助け合いながら仲

良くすごす町にしたいです。 （小５・男性） 

ぼくは、小平市を、笑顔をなくさずに、けんかのな

い、助け合いの多い小平市にしたい。 

 （小５・男性） 

コダレンジャーが活やくしているところを一度見てみ

たいです。がんばってください。 （小６・男性）  

自然を守り、小平のいい所や特長を大切にしてい

き住む人が、みんな支え合い笑い合える小平にし

ていきたい。 （小５・女性） 

将来、小平市を毎日楽しくすごせて祭りをもっとふ

やして一年、一年を大切にできる小平にしたいで

す。 （小５・男性）  

私は、みんな仲良くて、やることをしっかりやり、たく

さん遊んで、とても元気な町にしたい。 

 （小５・女性） 

将来、小平を今よりももっと自然がたくさんあって、

思いやりがもっとたくさんあるところにしたいです。 

 （小５・女性） 

みんなが楽しく、協力しあって助け合う小平市にし

たいです。 （小５・女性） 

小平は自然とともに花ひらく。だから自然を大切

に、五十年後草花が、笑顔咲き乱れている小平市

になってほしい。 （小６・男性） 

みんなが協力し合っていきていくような、まちにした

い。 （小５・男性） 

いじめがなくなりみんなが、笑顔でいられたらいい

と思います。 （小６・女性） 
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小平市はとても平和なところで都会とはちがうよさ

が小平市にはあると思います。５０周年おめでとう

ございます。 （小６・男性） 

朝練で早く登校する時に、挨拶してくれる大人の方

がたくさんいるのでこれからも、明るい小平が良い

です。 （中２・女性） 

小平市は緑が多くて、空気がおいしくて小平市はあ

まり人気じゃないけどぼく的には裏の観光スポット

だと思う。 （小６・男性） 

通学路には季節によって姿を変える木々や草花が

あります。その豊かな自然を五十年後にも残してほ

しいです。 （中２・女性） 

ぼくは、小平市を良くするためには、いじめをなくす

ことが大事だと思います。将来はいじめをなくした

いです。 （小６・男性） 

せっかくエアコンを設置したにもかかわらず使用で

きないので自由に使えるようにしてください。寒いで

す。 （中２・女性） 

平和で住みよい街、豊かな自然、四季の花と鳥を

愛し楽しむ。文化都市としての更なる発展充実を期

待する。 （７９歳・男性） 

小平市、市制施行五十周年おめでとうございます。

これからも赤ポストなどの市の伝統的なものを残し

ていってください。 （中２・男性） 

ぼくが住んでいる小平市は FC東京の本拠地です。

今年の１０位から上に行けるように頑張って練習し

てください。 （中２・男性） 

小平市に、野球のできる公園を増やしてほしいの

と、面倒臭いもの（こういうのや、夏休みの作文）の

排除です。 （中２・男性） 

私の生まれ育ったこの小平の町が、もっと自然豊

かになったら、もと素敵な小平になると思います。 

 （中２・女性） 

僕が考えた小平市に対する期待は５０周年に関す

る作文をなくしてほしいです。読書感想文などで大

変です。 （中２・男性） 

小平六中の設備を、もっとよくしてほしいです。スト

ーブやトイレなどをもっとよいものにしてほしいで

す。 （中２・男性） 

僕が考えた小平市の良いところは、緑が多いことで

す。なのでこれからも緑を増やしてくれるとうれしで

す。 （中２・男性） 

小平市をもっと有名にしましょう。 （小６・男性） 東久留米総合高校のように、運動に適した設備を

そなえてほしいと願っています。 

 （中２・男性） 

部活で演奏会などに行く時、自転車が使えず困っ

ています。使えるようになってほしいです。 

 （中２・女性） 

小平市は、吹奏楽部が強い中学校や高校が多くて

すばらしいです。これからも全国目指して頑張って

ほしいです。 （中２・女性） 

もっと自由に自転車を使えるようにしてほしいです。

あと、中学校でも文化祭がとてもやりたいです。 

 （中２・女性） 

僕が考える小平市に対する期待は、市制施行五十

周年に関する作文をやめることです。中学生はい

そがしいです。 （中２・男性） 
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自然、そして人々の心が豊かで生き生きした小平

が大好きです。これからも、こんな小平であってほ

しいです。（中２・女性） 

小平市は、お金が無いと言う意見が多いので記念

の際の作文に使う紙代がもったいないと思う。 

（中２・男性） 

ルネ小平の前の大きな丸ポストができた時にたくさ

んそこで友達と遊んだり写真をとったりして思い出

の場所（中２・男性） 

最近事件や事故が増えているので、それを減らす

ために対策などをしより良い小平になるよう期待し

ています。（中２・女性） 

ふれあいコンサートでたくさんの人が来てくれて嬉

しいです。これからもがんばって箏をひきたいと思

います。（中２・女性） 

小平の学校を有名にするために、学校や部活動の

設備にお金をもっとかけて下さい。（中２・男性） 

部活の移動の時の自転車を使えるようにしてほし

いです。吹奏楽部で使用するルネこだいらへの移

動が大変です。（中２・女性） 

あいさつが気持ちいい町、それが小平。あいさつで

増えるみんなの笑顔。そんな小平がずっと続いて

ほしい。（中２・女性） 

小平市のとってもおいしいブルーベリーやうどんを

もっともっと日本中いや、世界へ広めたい！！ 

（中２・女性） 

小平市がホームタウンの FC東京。小平のサッカー

少年の夢です。J リーグで優勝を目指して、頑張っ

てください。（中２・男性） 

家庭学習の時間が足りないから冬休みを長くして

ほしい。これが未来への希望だ。（中２・男性） 

私はこの前の「これからの小平」の作文をかいたと

きにもらったグッズを作るぐらいなら税金に回してほ

しい。（中２・女性） 

小平には豊かな自然や盛んな農業があります。こ

れらを生かした小平の PR をして、小平の名を広め

てください。（中２・男性） 

歩道と車道が線だけで区切られている場所があ

り、あぶないのでちゃんと段差をつけてほしいと思

います。（中２・女性） 

僕は、野球部に所属しています。近い所でも遠征す

るので、大変です。なので自転車の使用の許可お

願いします。 （中２・男性） 

小平市は赤丸ポストが有名です。だから、赤丸ポス

トを名所にして小平市をもっとにぎやかな町にしてく

ださい。（中２・男性） 

自分は小平のサッカーのクラブチームに入っていま

す。土でけがをしてしまいます。設備を整えてほし

いです。（中２・男性） 

五十年後の小平は、もっときれいな町になってほし

いです。そのために、学校の校舎を新しくしたいで

す。（中２・女性） 

今、女子サッカーが流行なので、本当に有名にした

いのなら中学校のクラブチームを作ってください。

（中２・女性） 

小平市は、自然があり、市民みんなが、笑顔です。

このような今の小平をもっと発展させていってもらい

たいです。（中２・男性） 
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私は今年の夏、冷房が使えるようになりとても嬉し

かったです。冬はとても寒いので、暖房も使用した

いです。（中２・女性） 

私は、小平のあじさい公園が好きです。なぜなら、

梅雨の時期にみせる満開のあじさいが、美しいか

らです。（中２・女性） 

小平市の良い点は畑が多く自然にかこまれている

という事です。他の地域より空気がすんでいると思

います。（中２・男性） 

私は、緑が多くてみんな優しい小平が大好きです。

五十年後は、もっと明るく楽しい小平であってほし

いです。（中２・女性） 

小平市は、緑が多いです。しかし、部活動の自転車

移動ができず電車移動になり、とても困っていま

す。（中２・男性） 

小平市は人と人とのつながりが深いので、これから

先もずっと続いていってほしいです。（中２・男性） 

中学校三年生になったら、受験勉強などでいろいろ

いそがしくなるので作文の宿題を減らしてほしいな

と思います。（中２・男性） 

私は、この小平で人に優しくする大切さを学びまし

た。これからも優しくする大切さを学べる町でいて

下さい。（中２・女性） 

小平は自然が豊かで緑が多いいいところだから５０

年後も自然が豊かで緑が多いままであってほしい

です。（中２・男性） 

部活の移動に自転車を使える様にしてほしいで

す。電車の料金でふところが寒いです。 

（中２・男性） 

夏休みに作文の宿題をだすのはやめてほしいで

す。来年は、受験の年でとても忙しいです。ご協力

お願いします。（中２・男性） 

小平のオススメスポットは、ます、玉川上水、次に

グリーンロードがあります。ぜひ、行ってみてくださ

い。（中２・男性） 

緑が豊かで、人々の思いやりにあふれている小平

をこれからも大切にして、未来に残してほしいで

す。（中２・女性） 

小平市は、人と人とのつながりや思いやりがあると

思います。だからこれからも続いてほしいです。が

んばって。（中２・男性） 

小平をきれいな町にするために、ポイ捨てはやめよ

う！歩きタバコもやめよう！（中２・女性） 

学校は違っても吹奏楽を通して友達になった人が

います。未来も市民の交流が深い町であってほし

いです。（中２・女性） 

この小平には「小平ふるさと村」がある。ここには昔

の風景がある。だからこの先もずっと残していきた

いと思う。（中２・女性） 

小平市の良いところは、緑が多く、人々が親切なと

ころだと思います。これからも明るい町でいてほし

いです。（中２・女性） 

私は、小平であいさつの大切さを学びました。なの

で、私が大人になったら、あいさつをみんなに伝え

たいと思う。（中２・女性） 

小平は人と人との信頼があつく、とても住みやすい

ので、これからも同じような街でいてほしいと思いま

す。（中２・女性） 



 

- 166 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぼくは、これからも小平市というすばらしい町を応

援していきたいので、共にがんばりましょう。 

（中２・女性） 

緑の多い小平が好きなので、いつまでも緑が豊か

な小平であってほしいです。（中２・女性） 

都会でも田舎でもない程よい環境の小平市。ルネ

小平には日本一大きな丸ポストがあり、ゆたかな町

です。（中２・男性） 

緑がすごい多くてキレイだし、自然が豊かなのでも

っと皆さんに小平市を知ってもらってたくさんの人が

来てほしい。（中２・女性） 

これからもずっと、緑あふれる小平であり続けてほ

しいです。（中２・女性） 

小平市は作文の宿題が多いと思います。 

（中２・男性） 

小平は明るく優しいまちです。これからも明るく、さ

らに優しさあふれるまちになるように協力したいで

す。（中２・女性） 

小平は人と人とのつながりや緑などが多いとてもす

てきな町です。この小平をいつまでもつづけてほし

い。（中２・女性） 

小平市は緑が多く、また住んでいる人々がとても明

るく、優しいです。このままの小平を保ってほしいで

す。（中２・男性） 

都会のようにうるさすぎず田舎のように静かすぎな

い緑の多い小平市を保ち続けてください。 

（中２・男性） 

緑あふれる小平に育って、とても嬉しいです。これ

からも緑を大切にしていってほしいです。 

（中２・女性） 

五十年後もふるさと村は学習に生かされ歴史をた

どれる、そんな思い出いっぱいの大切な場所であ

ってほしい。（中２・女性） 

小平市には、心の優しい人がたくさんいます。５０

年後も、このような人がたくさんいる町であってほし

いです。（中２・女性） 

環境がよく、緑の多い町小平を永遠に！市民どうし

の交流が多い小平を永遠に！未来へ明るくはばた

く小平に！（中２・男性） 

小平は、笑顔が絶えない楽しい町だと思います。駅

や公園などの場に行くと話し声が聞こえ良いと思い

ました。（中２・女性） 

小平市五十周年おめでとうございます。僕は小・中

学校の中ずっと小平にすんでいたのでいい町だな

と思います。（中２・男性） 

小平の名物、ブルーベリー大福がとてもおいしくて

私の大好物です。沢山の人に食べて知ってもらい

たいです。（中２・女性） 

部活のえんせいの時に自転車を許可してほしいで

す。あとブルーベリーをもっとひろめてほしいです。

（中２・男性） 

小平の好きなところは丸ポストがたくさんあるところ

です。かわいくて実際に使える丸ポストが大好きで

す。（中２・女性） 

農業が危うくなっている今でも、競争が激しくなって

いっても、めげずに頑張れ！小平のブルーベリ

ー！！！（中２・女性） 
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小平市は、いつでも、見わたせば、人と人が一緒に

話をしている姿が見えるので、僕は小平市が大好

きです。（小６・男性） 

人との関わりということについて僕が考えることは、

関わりをさらに増やしていけば、より良い小平市に

なると僕は思います。（小６・男性） 

私はルネ小平の前にあるポストがいんしょう的だな

と思いました。これからも小平の良い所を見つけた

いです。（小６・女性） 

私とはじめてあったおばさんがえがおであいさつを

してくれて、それを見た私はとてもうれしくなってき

ました。（小６・女性） 

小平は緑があふれ、自然を大切にしようとしている

人もたくさんいます。私も自分に出来ることを続けま

す！！（小６・女性） 

僕は生まれた時から小平に住んでいるけど、日常

生活の色んな所であいさつなどが聞こえてくるから

です。（小６・男性） 

学校に行くとちゅうに、おばあさんがいて、いつもあ

いさつしてくれて、すごいな、と思いました。 

（小６・男性） 

小平はすべてができる所です理由は、ポスターを

作ったり、すべての人とかかわりをもてる所だから

です。（小６・男性） 

小平市は、つながりがたくさんあり、つながりから始

まる事もあるので、私は交流を大切にする小平が

好きです。（小６・女性） 

今現在の小平市は、とっても過ごしやすくて、とって

も良いです。（小６・男性） 

私は小平市で生まれたのではなく千葉で生まれま

した。今は小平市にきて本当によかったと思いまし

た。（小６・女性） 

小平市にはあたたかい心の交流、ふれあいがあ

る！それは世の中が変わっても一生変わらないで

いてほしいです。（小６・女性） 

小平市はあいさつをつながりとした、素てきで温か

い市です。みんな優しい人ばかりで、私もうれしい

です。（小６・女性） 

小さい頃から育った小平市。とてもお世話になっ

た。これからは自分が小平市をキレイに心がけた

い。（小６・女性） 

夏休みに出る作文を減らしてほしいです。ことしは

じゅけんなのでさくぶんがあるとめんどうなのでなく

してほしい。（中２・男性） 

小平はブルーベリーのめいさんちなので、小平のブ

ルーベリーのおいしさが五七五にあらわすことがで

きました。（小６・女性） 

小平市の人との交流は本当にすばらしいと思いま

した。笑顔あふれる市であり続けたい思いをこめ、

作りました。（小６・男性） 

自然にもふれられ、なによりもだれもが喜んでいる

というのが小平市の特色であり楽しい所であるの

がいい。（小６・男性） 

小平とてもきれいです。でもそれをよごす人がい

る。それでもきれいにする人がいるから、町はきれ

いだと思う。（小６・男性） 

助け合いが他の市に比べて自慢できるくらいの優

しい人がいる市です。５０年後もこうなってほしいで

す。（小６・女性） 



 

- 168 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今の小平の人との関わり方を、しっかり学び、全て

の人に感謝の気持ちを行動に表すことが大切だと

思う。（小６・男性） 

ぼくは、小平にもっと公園がふえるといいなと思い

ます。もっと、楽しいよう具があるとたのしいと思い

ます。（小５・男性） 

小平の夢と希望は、とても明るい町づくりを希望が

あればそれを、かなえたいと思っています。 

（小６・男性） 

私は、中央公園の山の上から見た景色が大好きで

す。なので、五十年後も残っていて、みんなにみて

ほしいです。（小５・女性） 

人を思いやることがいっぱいできるのは、この町だ

と思ったので書きました。（小６・女性） 

私は、笑顔がいっぱいの小平市が大好きです。な

ので、これからもずっと笑顔で明るい小平市でいて

ほしいです。（小５・女性） 

私は小平市での思い出がたくさんあります。小平市

の行事や学校での行事が大好きです。これからも

いろいろな行事に参加していきます。（小６・女性） 

昔から残り続けている玉川上水は緑がいっぱいで

空気もキレイです。そんな玉川上水のため私も協

力したいです。（小５・女性） 

どの市より、小平市は楽しく、さわやかな市だと改

めて思いました。（小６・男性） 

ブルベーくんはとてもかわいいので、ゆるきゃらグラ

ンプリでゆうしょうしてほしいです。小平市を守って

行きましょう。（小５・女性） 

人が心をかよわせる。これはとても見ていて気持ち

いいです。このようなことを、みんなが出来るように

したい。（小６・女性） 

畑に家を建てるのではなく農業をやる若者を増やし

ていったほうがいい。（小５・女性） 

私の家の近くの方は、とてもやさしく、わたしが帰宅

するといつも笑顔であいさつをしてくれるので心が

温かいです。（小６・男性） 

一年生の時、初めての登校が台風だった。小平の

人々が、心配して「大丈夫？」と言ってくれ安心し

た。（小５・女性） 

これは、いつも小平の人は笑っているのでこのよう

な俳句にしました。この笑ってる顔は、小平のいい

ところ。（小６・男性） 

五十年後も、ぶるべー、コダレンジャーは、子どもた

ちを笑顔にしてください。よろしくお願いします。 

（小５・女性） 

わたしは、元気で明るい、ふるさとのこだいらしが、

だいすきです。（小５・女性） 

ぼくの家は、にじバスの停留所から１分ほどの所に

あるので月に一回は必ず使っています。 

（小５・男性） 

小平市はブルーベリーを初めて育てた市で、その

ブルーベリーは甘ずっぱくて自分は大好きです。

（小６・男性） 

富士山 東京スカイツリーが見える東京の真ん中

小平市。玉川上水 ブルーベリー かてうどん 緑

と食にあふれてる。（小５・女性） 
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ルネ小平はたくさんの人たちがその日のために集

まり一つ屋根の下でぶたいを見る。これってとても

いいこと。（小５・女性） 

ぼくは小平市のふる里むらがすきです。あとげすい

どうかんもすきです。（小１・男性） 

とても美しい町小平市。とくにゆうめいな、グリーン

ロード。ここは自然がかんじられとても、きれいで

す。（小５・男性） 

小平市は、ブルーベリーがおいしいので、すごくい

いと思います。５０年後はどうなっているのか、たの

しみです。（小３・女性） 

小平市のブルーベリーが最高においしいです。ブ

ルーベリージュースも飲みました。あまさすっきりで

おいしかったです。（小５・女性） 

こだいらしは、コダレンジャーの緑色どおり、みどり

がおおく、しぜんいっぱいのみどりさわやかなまち

です。（小３・女性） 

小平市はブルーベリーが発祥の地です。なので、

小平市に住んでいていつも食べています。 

（小５・女性） 

五十年後には、どんなゲームがありますか？どん

なテレビがありますか。どんなじだいなんですか？

（小３・男性） 

ブルベーくんが小平だけで、人気ではなく、日本で

トップスリーに入ってほしいです。ぼくもおうえんしま

す。（小５・男性） 

小平市は緑がきれいな町。コダレンジャーもがんば

って守ってる。みんなでまもろう小平市。 

（小３・男性） 

小平の、豊かな町並み、豊かな緑。きれいな川、玉

川上水流れてる。こんな町にずっといれたら幸せで

す。（小５・男性） 

小平市は、いろいろなキャラクターがいっぱいいて

とても、おもしろい市です。（小３・女性） 

小平市は、緑が残っていてきれいだし、のどかで大

好きです。ずっとこの素敵な小平に住んでいたいで

す。（小５・男性） 

５０年ごの小平は、なしや、ブルーベリーがいっぱ

いとれたり、なしやブルーベリーがおいしいなと思

います。（小３・男性） 

小平市のコダレンジャーのことが好きです。それな

のでもっとがんばって。（小５・男性） 

ぼくは、小平の人やかぶと虫などのいきものが、け

んこうであんしんしてくらせるまちになってほしいで

す。（小１・男性） 

今の緑豊かできれいな町並みをこわさずに、五十

年後も現在と変わらない小平であってほしい。 

（小６・男性） 

五十年後の小平も、みんな、えがおの町だと思いま

す。これからもがんばってください。（小３・男性） 

小平市は、丸ポストがまだのこって、昔の雰囲気が

でています。それに、ブルーベリーがとてもおいしい

です。（小５・男性） 

５０年後では小平が東京で有名な場所になってほ

しい。小平はブルーベリーが有名だけど何でも有名

な所になってほしい。（小３・男性） 



 

- 170 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小平市は、スポーツやるときコダレンジャーがおう

えんしているよ。（小３・男性） 

五十年後の小平は、なしやブルーベリーのくだもの

がおいしいところになっているといいと思います。

（小３・男性） 

小平市は玉川上水がながれています。しぜんがい

っぱいな川は昔からずっとながれています。 

（小３・女性） 

小平市のコダレンジャーぼくと弟たちはコダレンジャ

ーがすきだよ コダレンジャーはこれからも小平市

をまもってね（小３・男性） 

コダレンジャーやブルベー、コゲランもみんな今か

ら５０年いままでみたいにがんばってください。おう

えんしてます。（小３・男性） 

ぼくは、ルネこだいらや、中央体育館で遊んだり、イ

ベントにさんかしたりしたことなどなどがとても心に

のこりました。（小３・男性） 

小平市は、みどりがいっぱいで、しぜんがいっぱい

あって、とくに玉川上水がきれいだと思います。 

（小３・男性） 

小平にもっとしぜんをふやして平和になるようにコ

ダレンジャーにがんばってもらいたいです。小平が

んばれ！（小３・男性） 

小平市はしぜんが多くてきれいなところでとてもい

い元気あふれる町です。はんざいやいじめがない

町がいいです。（小３・男性） 

五十年後の小平ではわたしは、５８さいでもし、しょ

うらいの夢がかなっているなら、それをがんばって

いるんだと思います。（小３・女性） 

小平の五十年後はブルーベリーがおいしいと思い

ます。小平のくうきもキレイでごみがないと思いま

す。（小３・女性） 

小平は、いつまでもしぜんにかこまれてください。

（小３・女性） 

小平市のポストは、四角いポストが多くなっている

けど、丸いポストが少ないから丸ポストをふやして

ほしいです。（小３・男性） 

わたしは、小平市の５０年後は、もっとキレイな所に

なっていたらいいと思います。ブルーベリーももっと

おいしく。（小３・女性） 

五十年後小平が東京都の中で有名な市になるとい

いです。また小平市の緑やブルーベリーを大切にし

たいです。（小３・男性） 

五十年後には、どんなしせつがありますか？どんな

物がはつ売していますか？小平市が、ゆうめいに

なっていますか？（小３・男性） 

ひとつ橋学園えきの近くにしょうてんがいがあるよ。

（小３・男性） 

小平市のマスコットはぶるべーくんなので、いつま

でも、元気な、ぶるべーくんでいてください。 

（小３・女性） 

こだいらはとてもあかるい町なのでもっと平和な町

にする。こだいらしの人をみんなで明るくする。 

（小３・女性） 

小平のブルーベリーにもっとみがきをかけておいし

くしてください。ブルーベリーのさいばいもがんばっ

て下さい。（小３・男性） 
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小平は、イベントがいっぱいでたのしい。小平は、

丸ポストが多くて手紙が出しやすくていい。 

（小３・女性） 

ぼくは小平が大すきです。なぜかというとブルベー

とかコダレンジャーとかいるからぼくは小平が大す

きです。（小３・男性） 

ルネ小平でゲームやパソコンのオークションをした

り小平に大きなアスレチックをつくったらいいと思い

ます。（小３・男性） 

こだいらごじゅっしゅうねんおめでとうございます。

コダレンジャーもがんばってください。ぶるべーにも

よろしく。（小３・女性） 

ブルーベリーは小学二年生の時初めて食べて甘ず

っぱいあの味は今も忘れられず、時々食べます。

おいしいです。（小６・女性） 

小平市には、ブルーベリー、丸ポスト、グリーンロー

ドなどがあります。もっと有名になれるようにがんば

って。（小３・女性） 

小平は田舎だから静かなのが良いと思います。５０

年後には８両編成で JR が通ってブランコがもっと

増えたらいいな！（小６・女性） 

小平市のコダレンジャーは人を明るくしてがんばっ

てくれてありがとうございます。これからもがんば

れ！（小３・男性） 

大きな公園がほしいです。（小６・女性） こだいら市はブルーベリーがおいしくて。丸ぽすと

が多いしイベントが、もりだくさんこだいらしは、すご

い！！（小３・男性） 

もう少し大きい公園をつくってほしいです。大きい店

があるといいです。大きい駅をつくってほしいです。

（小６・女性） 

こだいらのブルーベリーは、ほかのところよりたくさ

んとれてわたしは、にがてだったけどたべれまし

た。（小３・女性） 

小平市には、ふるさと村があります。そこは昔の家

や遊び道具が再現されていてとても良い場所だと

思います。（小６・女性） 

コダレンジャーはいつもみんなを助けてくれてあり

がとう。あと、ブルーベリーがおいしいから食べたい

です。（小３・男性） 

小平はたくさん緑やれきしがあるのでそれをたいせ

つにしてください。みんなでささえあってください。

（小３・男性） 

私は、小平市はすごいと思います。なぜならもう、

五十周年記念をむかえるからです。これからも、が

んばって！（小３・女性） 

コダレンジャー、いつも小平をへいわにしてくれてあ

りがとう。５０周年おめでとう。これからもがんばって

ね。（小３・男性） 

小平市は、すてきなそしてへいわな町です。わたし

は、小平市に生まれて幸せです！小平市をおうえ

んします。（小３・女性） 

小平の中でゆうめいなコダレンジャー。小平のせい

ぎを守っている大切なやくめをしている。いけ、がん

ばれ。（小３・女性） 

しんさいがないような町に、そしてキレイな小平市を

作っていきましょう。ずっと、ずっとおうえんしていま

す。（小３・男性） 
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小平市のみんながあいさつをしてきもちいい小平

市をおくっていきたいです。（小３・男性） 

将来小平を、もっともっとしぜんにあふれる小平に

してもっと生き物をふやして、きれいな緑にあふれ

る市にしたい。（小３・男性） 

こだいら市は、すごくれきしがおあるのでびっくりし

ました。あとコダレンジャーもいいキャラクターだと

思う。（小３・男性） 

ぼくは、この小平市にすんでいて、小平市に来てよ

かったなあとたまに思います。またブルベーにあっ

てみたいです。（小３・男性） 

こだいらしはちいさくてたいらな町、おまつりなども

たくさんあるけどもっとみんなのえがおをふやして

いこう。（小３・女性） 

わたしは、はじめて小平のおまつりを見て、楽しそう

と思いました。大人になったらもっと小平を楽しくし

たいです。（小３・女性） 

ＦＣ東京のみなさん日本をサッカーでげんきづけて

ください。サッカーがんばってください！ 

（小３・女性） 

小平のしみん祭ですごく楽しいから大好き 

（小３・女性） 

わたしは、小平のしみんまつりが一番好きで、思い

出になりました。わたしはよさこいの本番で前行き

ました。（小３・女性） 

ぶるべーをもっとたくさんの人に知ってもらいたいで

す。もっと有名な、食べ物になるとうれしいです。

（小３・女性） 

小平はまつりがいっぱいあります。わたしがいった

ことがあるまつりは全部楽しかったです。また行き

たいです。（小３・女性） 

ぼくは、ＢＳ公園やＢＳグラウンドなどのあそぶとこ

ろがある小平市が大好きです。（小３・男性） 

小平のまつりはすごくたのしくてぼくが一番すきな

まつりはＢＳまつりです。やきとりとかがあってたの

しいです。（小３・男性） 

小平は、丸ポストがいっぱいあってすごい。中央図

書館が広いし、いろんな本があって、おもしろい。

（小３・女性） 

ブルーベリーカレーがおいしいです。ぶるべーちゃ

んかわいいですね。ブルーベリーカレーこれからも

食べます。（小３・男性） 

ぶるべー、もっとおいしく実って、小平じゅう日本じ

ゅうに、広まってどんどんどんどん大活やくしてくだ

さい。（小３・女性） 

小平の丸ポストはとてもきれいだとおもいました。マ

マとおでかけしたときに黄色のポストがあったけど

きたなかったからいいと思った。（小３・女性） 

わたしは、ＢＳ公園やＢＳグラウンド、道のところに

木や花がそだっていて、とてもきもちいいのでこの

はいくをつくりました。（小３・女性） 

これからもやさしく、小平市を見まもってください。

（小３・女性） 

小平のお祭りは、楽しいから大好きです！！ 

（小３・女性） 
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小平はもう、５０年だから、もう５０才でももっと、長

いきしてほしいです。 （小３・女性） 

ぼくは、小平しょうぼうしゃせい会でさいゆうしゅうし

ょうをとりました。 （小６・男性） 

小平には、自ぜんとふれ合える場所がたくさんあり

ます！！ （小３・男性） 

小平で好きなおまつりは市みんまつりです。理由は

家から近いしいろんな物があるからです。また行き

たいです。 （小６・女性） 

小平は５０年たって、こんな立ぱな市になって学校

がいっぱいで、まつりや神社のいっぱいでぼくは小

平が大好き！ （小３・男性） 

ブルベーへ これからも、たのしいすてきな小平に

いっしょにがんばろうね。 （小６・女性） 

ブルーベリーはすっぱくてすごいおいしい。これか

らもブルベーをいっぱいおうえんする。 

 （小３・女性） 

ぼくは小平のブルーベリーが大好きです。だから、

ブルベーをおうえんしています。 （小６・男性） 

小平にはキャラクターのブルベーやゆりーとやコダ

レンジャーがいます。すごくかっこいいです。よかっ

たら見てください。 （小３・男性） 

ぼくは、サッカーがだいすきです。なのでＦＣ東京を

おうえんしています。来年はＪ１優勝してください。 

 （小６・男性） 

まちに１こもごみがない。 （小６・男性） 私は、コダレンジャーに２回会ったことがあります。

ブルベーもかわいくて大好きです。応えんしていま

す！ （小６・女性） 

小平駅は、冬になるとイルミネーションがキレイ。な

やんでるときに小平駅に咲いている花を見ると元気

がでる。 （小６・男性） 

こだいらのおまつりこだいらまつりがすきです。おい

しいたべものもうっています。 （小６・女性） 

こだいらはいいまちだと思います！なのでこだいら

にひっこしたひとにこだいらのことを教えます！ 

 （小３・女性） 

小平市の良いところが二つあります。一つ目は緑

が多いことです。二つ目は人がしんせつなことで

す。 （小６・男性） 

小平第二小学校は、ともだちをつくりやすいし、べ

んきょうもたのしくて、わかりやすくてたのしいよ、き

て。 （小６・男性） 

小平を流れる玉川上水春は黄緑、夏は濃い緑のト

ンネル。落ち葉舞う秋、冬の流れには青空を写し、

四季折々の絶景永遠に。 （７４歳・女性） 

コダレンジャーへ これからも、小平市の平和と笑

顔を守り続けて下さい。ぼくも応援しています。 

 （小６・男性） 

古くても良いものはたくさんあります。丸ポストはそ

の形だけで癒されます。街の中にホッとする風景を

作ります。 （５５歳・女性） 
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小平市にキャラクターがいるなんて知りませんでし

た。これから生まれるキャラクターがとても楽しみで

す。 （中２・女性） 

私は、学校の４階から見る景色が大好きです。夕

方になると日が出て、富士山も見えます。 

 （中２・女性） 

小平には演奏会など、交流する機会が多いと思い

ます。これからも人々との交流が深い市であってほ

しいです。 （中２・女性） 

小平はすてきな町ですが、ゴミなど町を汚すものが

たくさんあるのでみんなで協力して町をきれいにし

たいです。 （中２・男性） 

五十年後の小平はとても豊かで自然がいっぱいで

ある町と期待しています。 （中２・女性） 

未来の小平市が、たくさんの人間の笑顔であふ

れ、緑がたくさん見られる市でありますように願って

います。 （中２・女性） 

小平市は、緑が沢山あり、お年寄りや幼い子にとて

も親切なところだな、とよく思います。 

 （中２・女性） 

小平市の有名なブルーベリーがキャラクターである

ので丸ポストをキャラクターにして有名な市にして

ほしい。 （中２・男性） 

僕は、ぶるべーとコダレンジャーが好きです。だか

らコダレンジャーかぶるべーがゆるキャラになって

ほしいです。 （中２・女性） 

小平市はキャラクターが豊富なので、このキャラク

ターを生かしてもっと小平市の良さを伝えてくださ

い。 （中２・男性） 

こだいらしは、温かい人々で溢れる町だと思いま

す。みんなが温かい心を持ち、これからも温かい小

平にしたいです。 （中２・女性） 

小平はブルーベリーや丸ポストで有名なので、小平

駅前の大きな丸ポストなどが自慢したいスポットで

す。 （中２・男性） 

小平市の先生がこれ以上逮捕されないことを願い

ます。また、宿題が減り、学校のお金が増えること

を願います。 （中２・女性） 

小平はとてもいい所だと思う。人を思い合える人が

たくさんいて豊かだと思う。そんな町続けていきた

い。 （中２・女性） 

玉川上水、黄緑の春の樹々、緑濃い夏の緑道、落

ち葉舞う秋、冬の流れには青空が写り四季折々の

美しさを保守していきたい。 （７４歳・女性） 

小平市には高い建築物が少ないので地震で倒れ

てくるなどと不安がないので今の状況でいつまでも

いてほしいです。 （中２・男性） 

小平は人との交流が盛んだと思います。人との交

流はとても大切だと思います。これからも大切にし

たいです。 （中２・女性） 

ゴミなどのポイすてをやめ、これから先少しずつで

も小平の町をキレイな町にしていこう。 

 （中２・女性） 

私たちの住んでいる小平は人を思いやる人が多く

温かい町だと思います。これからも温かい町でいて

ほしいです。 （中２・女性） 

小平は、地域との交流が深く、演奏会をしたりお祭

りをしたりと、とても盛んなのでこれからも続けてほ

しい。 （中２・女性） 
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自分のお気に入りは、小平ふるさと村です。むかし

のあそびが、体験でき、楽しいです。 

 （中２・男性） 

こんな電話の時代でも、市民は丸ポストのおかげで

絆を深める手紙を書くことができます。すごい

ぞ！！丸ポスト！！ （小６・男性） 

小平では、ブルーベリーが有名だと思います。これ

からも、いろいろな方につたえられていけるといいと

思います。 （中２・女性） 

他の市には、なさそうな独特な文化や歴史があると

ころが好きなところで、市民が増えるといいなと思

います。 （小６・女性） 

小平は、学校も多いし面積も、広いので、とてもい

いと思います。ぼくは、小平に住んでとてもよかった

です。 （小６・男性） 

こだいらはまるポストとブルーベリーがゆうめいで

す。こだいらはとくさんぶつがおおくておいしい物が

多いです。 （小６・男性） 

こだいらは学校が広くて公園が多くて遊びやすいと

ころだから未来にものこしてほしい。 

 （小６・男性） 

こだいらには、いろいろな行事があるよ。その中で

も楽しいのは、産業まつり！！おいしい食べ物がい

ーっぱい！！ （小６・女性） 

私は、小平の特産物などが大好きです。なので、こ

の小平ならではのものをずっとたいせつにしていっ

てほしいです。 （小６・女性） 

こだいらは、すごくにぎやかだと思います。たとえ犯

罪者がいてもけいさつかんがつかまえてほしいで

す。 （小６・女性） 

私は小平のブルーベリーが大好きなのでもっとたく

さんブルーベリーをつくってほしいと思います。 

 （小６・女性） 

小平市はブルーベリーのはっしょうの地です。地形

もおもしろい形をしていて、とてもおもしろい町です

よ。 （小６・男性） 

私は、未来の小平市で事故の少ない思いやりでや

さしい小平市でいてほしいです。力をあわせて一つ

になろう。 （小６・女性） 

まだ知らない人もいるかも知れませんが、コダレン

ジャーさんたちこれからも、がんばってください。 

 （小６・女性） 

私の家の近くに会う度に声をかけてくれるおじさん

がいます。人とのつながりを大切にする小平が好き

です。 （中２・女性） 

校庭のじゃりが痛いのでしばふをうえてほしいで

す。小平市 50 周年おめでとうございます、これから

もよろしく！ （小６・女性） 

小平市には丸ポストなどほかの市にはない文化が

あります。なので、その文化を未来につなげてほし

いです。 （小６・女性） 

私は、小平市というまちが大好きです。なぜなら、ブ

ルーベリーがおいしいし、ぶるべーもかわいいから

です。 （小６・女性） 

小平駅の前にできた花壇に咲いている花がきれい

だなと思います。小平市は緑が沢山あって良いなと

思いました。 （小６・女性） 

こだいらしでいちばんめずらしいとおもうのは まる

ポストです。こだいらしをもっときれいにしてくださ

い。 （小６・男性） 
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ノーマライゼーションをめざして、これからもひとに

やさしい町づくりを、していってほしいです。 

 （小６・女性） 

小平の産ぎょうまつりでよく出てくるぶるべーがか

わいいと思いました。これからもぶるべーをおうえ

んします。 （小５・女性） 

緑がたくさんあり、人や虫や生き物が、すごしやす

い環境になるといいなと思います。 

 （小６・女性） 

小平はとてもすてきなところです。お祭りもたくさん

やるし、楽しいことをたくさんやります。大好き！！

小平！！ （小５・女性） 

小平市は祭りがたくさんありとくに市民祭りが楽し

みで、今年で 50 周年楽しい祭りだとうれしいと思い

ました。 （小６・女性） 

市民まつりでよさこいをおどりました.私は市民祭り

が大好きです。将来もっといい市に小平をしたいで

す。 （小５・女性） 

こだいらしにはすいろがいっぱいあります。すいろ

のとなりが、ゆうほどうだといいなとおもってかきま

した。 （小１・男性） 

ぶるべーがずっとゆうめいであるように、がんばっ

てください。 （小５・男性） 

小平はブルーベリーがたくさんでまつりがすごくに

ぎやかです。 （小５・女性） 

小平は、日本で初めてブルーベリーを作った町。 

 （小５・女性） 

小平市のよいところは、ブルーベリーがゆうめいで

おいしいところです。しかも、甘くておいしいです。 

 （小５・男性） 

コダレンジャーさん、悪い人をいっぱいやっつけてく

ださいね。ぶるべーかわいい。 

 （小５・女性） 

小平の良い所は、ブルーベリーがとってもおいしい

所です。ブルーベリー狩りにいった時あまくておいし

かった。 （小５・女性） 

小平の良い所、ブルーベリーを使ったおかしが多く

しかも、すごくおいしい、もう一つは大きい丸ポスト

がある。 （小５・男性） 

小平市の楽しいところといいところはルネ小平の前

の丸ポストです。ふつうの丸ポストよりもすごくでっ

かいです。 （小６・男性） 

わたしは、小平市はとてもにぎやかで、すごく楽し

い所だと思いました。これからも楽しかったらいい

な。 （小５・女性） 

小平はみんながいつもえがおです。だから、これか

らもずっとずっと日本一の笑顔のまちでいたいと思

います。 （小５・女性） 

小平市はブルーベリーが有名なので、ぶるべーも、

たくさんの人に知ってもらってください。 

 （小５・女性） 

ぼくは、将来小平を、感動、笑顔が見れて他の県、

他の国から尊敬される市にしたいです。 

 （小５・男性） 

あかしあ通りの祭りが好きです。ルネを自慢したい

です。 （小５・女性） 
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小平市は、ブルーベリーが人気でぶるべーができ

ました。ぶるべーこれからもがんばってください。 

 （小５・女性） 

ぶるべーは、きぐるみを着て歩くのは大変だと思う

けど、しごとをがんばってください。がんばって。 

 （小５・男性） 

小平市は、ブルーベリーがゆうめいです。市みんま

つりも楽しいです。なので小平市に来てください。 

 （小５・男性） 

ぼくは、小平市で自転車事故にあったことはありま

せん。でも事故が多いことはたしかです。ぜひ来て

下さい。 （小６・男性） 

コダレンジャーのみなさん、どんどん小平に人が来

るように呼びかけてください。よろしくおねがいしま

す。 （小５・男性） 

いつもにぎやかで、お年寄りの方への気づかいも、

しっかりとする小平市。私はそんな小平市が大好き

です。 （小６・女性） 

コダレンジャーのみなさん。これからも、小平の良

いことを小さい子に教えてください。 

 （小５・女性） 

ブルベー、コダレンジャー、こんにちは。ぼくは小平

市の事をもっと知りたいので、こんどおしえてくださ

い。 （小３・男性） 

ブルベー、コダレンジャー小平市を PR するととも

に、地域を活性化してください。 

 （小５・男性） 

小平はとってもたのしいからいつでもあそべるとこ

ろ。たのしいところはいくらでもあるとてもたのしいと

ころ。 （小３・女性） 

私はブルーベリーが好きだから、これからもがんば

ってください。コダレンジャーもがんばってください。 

 （小５・女性） 

小平市民まつりのまとあてしょうひんをあてておもし

ろいです。ぼくはおまつりのたいこがきらいだから

本屋にいつもいます。 （小３・男性） 

小平には、大きな丸ポストがあります。しかも使え

ます。ブルーベリーもおいしいです。 

 （小５・男性） 

小平は、家がいっぱいあって、緑が多く、FC 東京と

言うすごく良いサッカーチームもあってとてもいい所

です。 （小３・男性） 

私は小平市を将来は、もう少しお店のある町にした

いです。なぜならもう少しお店があると便利だから

です。 （小５・女性） 

小平市は、ブルーベリーがさかんで、ブルーベリー

はいろいろな食べ物になって、ブルーベリーはいい

食べ物。 （小５・女性） 

こだいらはいろんなお祭りや、ブルーベリーがあっ

たり、日本一大きい丸ポストなどあります。来てくだ

さい。 （小５・女性） 

これからもたくさんしぜんや、小平のとくちょうを守っ

てください。 （小３・男性） 

小平の自まんはブルーベリーのさいばいがさかん

だし大きい丸ポストもある。将来は小平を豊かな町

にしたい。 （小５・男性） 

こだいらは、日本一大きいポストがじまんだよ。ル

ネのポストが日本一のポストだよ。ものすごくたかく

てきれいだ。 （小３・女性） 
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前に、かてうどんのべんきょうをして、それで、むか

しからゆうめいだったからこの五七五をえらびまし

た。 （小３・女性） 

わたしは、小川寺が好きです。だって小川寺にはい

ろいろな神様がいて小平市やみんなをみまもって

いるから。 （小３・女性） 

小平の自まんしたいスポットは、玉川上水です。夏

になるとカブトムシがやってきます。セミもやってき

ます。 （小３・男性） 

小平の人が手紙をいれて大事にしている丸ポスト

を、もっとたよりに大事にしてほしいと思いました。 

 （小３・女性） 

ぼくが、小平に引っ越して、おどろいたのは、学校

の多さだ。だから友だちをもっとふやしたい。 

 （小３・男性） 

わたしは、かてうどんがすきなのでこれにしました。

かてうどんのことをもっとしってほしいです。 

 （小３・女性） 

ぼくのおとうさんが、とりがとってもすきなのでこれ

にした。というかぼくもとりがすきなのでこれにしまし

た。 （小３・男性） 

小平市には、丸ポストが三十本以上あります。丸ポ

スト数が一番多いのはすごいことだと思いました。 

 （小３・女性） 

何で玉川上水にしたかと言うと、総合の授業で玉川

上水をやったからです。この詩を作るのにたいへん

でした。 （小３・女性） 

ぼくは、いままででくだものや、やさいをたべてきま

したが、いちばんおいしかったのはこだいらのくだも

のだ。 （小３・男性） 

小川寺、１６５６年前おがわろくべえさんがこころを

こめた寺です。日本人は寺を大事にしていますか。

みんな？ （小３・女性） 

私はおりょう理が好きです。なのでかてうどんが作

ってみたかったからです。その気持ちをはいくにし

ました。 （小３・女性） 

何で玉川上水にしたかと言うと、総合のじゅぎょうで

玉川上水のことをしたから、玉川上水にしました。 

 （小３・女性） 

ブルーベリーでは、ピートモスという特別な土みた

いな肥料を使っています。水にとかして使います。 

 （小３・男性） 

こだいらはすごいところですね。ブルーベリーで元

気になれる。 （小３・男性） 

ぼくは、とりのたんとうの人にとりのしゅるいは、ど

んぐらいですかときいたら１５しゅるいといってくれま

した。 （小３・男性） 

ブルベーチャーンいっしょにあそんでたのしいよ。

小平いっしょにまもろうよ。小平さいこうたのしいよ。 

 （小３・男性） 

丸ポストは、とても愛されていて、まるで町のヒーロ

ーみたいだと思いました。丸ポストはずっとヒーロー

です。 （小３・女性） 

ぼくは、このまち大すき大さくせんでブルーベリーを

えらんだかというと、ブルーベリーが大すきだからで

す。 （小３・男性） 

小平の人のいろんな手紙をはこんでくれる丸ポスト

は、小平に大切な物だと思います。 

 （小３・女性） 
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たまがわのみずのながれる音はとてもきれいでみ

どりがかぜにふかれる音がたくさんあって、いい所

です。 （小３・男性） 

ぶるべー！！これからも小平のおいしい、おいしい

ブルーベリーをもっと世間に広めてくれよー！！ 

 （中１・男性） 

小平市が、元気なのは、丸ポストからはこばれた、

あたたかい手紙のおかげだから。 

 （小３・女性） 

ぶるべーが、バリーさんや、くまもんとライバルなれ

る日を待っています。もっとかわいくなって下さい。 

 （中１・女性） 

小平の、くだものがすごくおいしいので調べ学習で

もくだもののことを調べたぐらいくだものがすきで

す。 （小３・女性） 

小平市５０周年記念おめでとうございます。私は、

小平市が大好きです。これからも、すてきな町にし

て下さい。 （中１・女性） 

小平市では、有名なくだものがあるから食べてみて

ください。小平市は、有名な物がいっぱいです。 

 （小３・男性） 

小平市は、町の人々の交流も良く、環境も良いと思

うので、ぶるべーとコダレンジャーも頑張って下さ

い。 （中１・女性） 

かてうどんのかてとはきせつの野さいで、しゅんの

ナス、大根、ほうれん草など、ゆでたものをいいま

す。 （小３・女性） 

５０周年おめでとうございます。小平は、住みやす

い地域です。これからも住みやすい地域でいてくだ

さい。 （中１・女性） 

ぼくは、ブルーベリーを、いろいろしれてよかったで

す。ブルーベリーワインとかいろいろあります。 

 （小３・男性） 

小平市は自然があふれ僕は玉川上水にも行ったこ

とがあり、自分は自然と共生していると改めて感じ

ました。 （中１・男性） 

わたしは、丸ポストをたいせつにしてほしいので、こ

のはいくにしました。三十一本しかないのでたいせ

つに。 （小３・女性） 

小平市の良いところは、挨拶がいつも絶えない事

です。知らない人でもあいさつしてきてくる時もあり

最高です。 （中１・男性） 

糧とは、季節の野菜が入っているつけ汁のこと。と

ても、美味しいので、こしのあるうどんと、めしあが

れ。 （小３・女性） 

こんにちは、わたしは、おだやかで自然がたくさん

ある小平市が大好きです。これからもお願いしま

す。 （中１・女性） 

小平市は、玉川上水が流れていたり桜が咲いた

り、畑があったり、自然にあふれていて、いると心が

おちつき、とても好きです。 （中１・女性） 

つくろうよ！笑顔あふれる小平市。広めよう！緑あ

ふれる小平市。守ろうよ！丸いポストやブルーベリ

ー。 （中１・女性） 

こだいらをきれいにするきもちで、かきました。 

 （小３・女性） 

小平さん、五十歳のお誕生日おめでとうございま

す。これからも、私たちを見守ってくださいね。小平

最高！！ （中１・男性） 
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小平市には、桜がたくさんある。桜が咲くと「春が来

たなあ」と感じる。美しい桜並木がずっとありますよ

うに。 （中１・女性） 

小平市には、自然が多くて空気もおいしくて、きれ

いだから、このまま保ってほしいです。あと、ＦＣ東

京ガンバレ！ （中１・女性） 

小平市は、緑がいっぱいで誰でもどんな人でも好きにな

れて、マスコットキャラクターのぶるべーがいるくらいブル

ーベリーがいっぱいでおいしいです。コダレンジャーもい

ます。がんばってください。 （中１・男性） 

光ヶ丘商店街の百縁商店街とても楽しいです！光

ヶ丘商店街住民としてオススメします。足を運んで

みてください。 （中１・女性） 

これからも頑張って下さい。グリーンロードはちょっ

と汚いです。 （中１・男性） 

小平市は、日本初、ブルーベリーの木を植えまし

た。 （中１・男性） 

小平は、ブルーベリーがおいしくてほかにもおいし

い物がいっぱいあり、自然もいっぱいですごくいい

町です。 （中１・男性） 

コダレンジャー、よく知らないけど頑張って。遠くで

応援しています。 （中１・男性） 

僕は陸上部なのですが良く練習や大会を中央公園

でやっています。あのトラックが大好きです。もう最

高です。 （中１・男性） 

小平はいいところやいいものなどがたくさんあって、

すごくいい所なのでこのままの小平でいてください。 

 （中１・男性） 

小平市は、ぶるべー、コダレンジャーなどキャラクタ

ーがいてとても明るい、楽しい市です。 

 （中１・女性） 

僕が好きなスポットは春の桜がまんかいのときのグ

リーンロードです。ぶるべーもがんばってください。 

 （中１・男性） 

夜の江戸東京建物園は幻想的でとても美しいで

す。懐中電灯で照らし歩く私は、タイムスリップした

少女のようです。 （中１・女性） 

小平は人にたとえると５０才で おじいちゃんになっ

てきているけど、小平の人はみんな明るく元気なの

で楽しいです。 （中１・男性） 

小平市は最高のふるさと。笑顔も緑もたくさんの

町。これからもずっとみんなの笑い声が響きわたり

ますように。 （中１・女性） 

小平市のブルーべリーはとてもおいしので、ぶるべ

ーも一緒にイベントなどを行っていってください。 

 （中１・女性） 

小平のブルーベリーはとてもあまくて、おいしいで

す。小金井公園のわんぱく広場で犬と遊べて楽し

いです。 （中１・女性） 

ブルーベリーの盛んな産地である、小平市にこれ

からもほこりを持って暮らせます。 

 （中１・女性） 

小平は、丸ポストがあったり、ふるさと村があったり

して、とてもすてきな町だと思います。 

 （中１・女性） 

ぶるべーさん、くまもんに負けないで下さい。ぶるべ

ーさんを信じて私たち小平市民はあなたについて

いきます。 （中１・男性） 
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小平市の人々は、笑顔にあふれていてたくさんの

元気がもらえます。これからも、そんな市であります

ように。 （中１・女性） 

５０周年おめでとう！！小平市って結構平凡だけ

ど、大好きだよ。「小さな平和の小平市（笑）」これか

らも頑張って！！ （中１・女性） 

小平市は住みやすい所です。自然も多いし玉川上

水があります。この自然を壊さないようにがんばっ

てください。 （中１・男性） 

小平市５０周年おめでとう。小平市はいいところが

たくさんあるから、もっともっとたくさんの人んｐ笑顔

が生まれるといいですね。 （中１・女性） 

このまま一世紀ぐらいまでいっちゃってください。 

 （中１・男性） 

コダレンジャーは、いつも僕たちを守ってくれる大ヒ

ーローです。これからもぼくたちの小平を守ってくだ

さい。 （中１・男性） 

小平市に、はじめて来た時、緑がキレイな町だな、

と思いました。 （中１・女性） 

小平市５０周年、おめでとうございます！！私はい

ろいろとステキな小平市が大好きです。 

 （中１・女性） 

小平はわかりやすくていい町だと思います。ぶるべ

ーも親しみやすい形だし、これからもシンプルにし

ましょう。 （中１・女性） 

小平市の好きなところは、ブルーベリーがとてもお

いしいことです。これからもたくさん市民に食べさせ

て下さい。 （中１・女性） 

５０周年記念おめでとうございます。これからも、も

っと笑顔と夢のあふれる市にしていってください。 

 （中１・女性） 

キャラクターたくさん、自然豊か、スポットいろいろ。

これから５０年も良い市をキープ！５０周年おめでと

う。 （中１・男性） 

小平さんへ 五十才の誕生日、おめでとうございま

す。この調子で小平が五百年続きますように。 

 （中１・男性） 

５０周年おめでとうございます。いまでも素晴らしい

のですが、さらに完璧に近い市にしていってくだサ

イ。 （中１・男性） 

五十年おめでとう。でも、まだ五十年、百年、二百

年、三百年までずっと小平市は今のような市で…。 

 （中１・男性） 

ＦＣ東京Ｊリーグ優勝目指して頑張ってください。コ

ダレンジャーの皆さんこれからも小平を全力で応援

してね。 （中１・男性） 

小平市は、ブルーベリー、丸ポスト、かてうどん、こ

げらなどの自まんできるものがあり、ありがたく思い

ます。 （中１・女性） 

僕は三年生のときに練馬区から引っ越してきました

が、近くに小金井公園もあり、いい市だと思いま

す。 （中１・男性） 

小平市さん。５０才の誕生日おめでとうございます。

これからも小平市民をあたたかく見守り続けてくだ

さい！ （中１・女性） 

コダレンジャーいつも小平を守ってくれてありがとう

ございます。今度ぜひ、南中学校へ来て下さい。 

 （中１・男性） 
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小平市は、グリーンロードなどすてきな場所が沢山

あると思うので、私は、すごくほこりをもてる市で

す。 （中１・女性） 

小平市は、小金井公園やグリーンロードなどの緑

が多くあるので、都会にはない自然を大切にしてほ

しいです。 （中１・男性） 

私は杉並区から引っ越してきたけれど、友達がいる

この町が大好きです。いろいろな歴史がありとても

ほこれる。 （中１・女性） 

五十周年おめでとうございます。私はこの小平市で

育ってこられたことに感謝します。私の大好きな故

郷です。 （中１・女性） 

小平市、五十周年、おめでとう。喜び、悲しみ、いろ

いろな思い出をありがとう。なん年たってもよろしく

ね。 （中１・女性） 

こだいらしは、にぎやかで、自然にも優しいです。小

平で有名な物はブルーベリーでとてもおいしそうで

す。 （中１・女性） 

小平市、五十周年、おめでとう！小平市には玉川

上水があるなど小平には期待しているのでよろしく

お願いします。 （中１・女性） 

小平はとてもにぎやかで祭りなど様々なイベント、

行事があります。あと、サッカーでＦＣ東京も応援し

ましょう！ （中１・男性） 

がんばれ小平市！！今回５０周年だから次は１００

周年その次は１３０周年だ！！ 

 （中１・男性） 

僕の友達には、ＦＣ東京のクラブチーム所属の友達

が二人います。彼達にも、ＦＣ東京にも頑張ってほ

しいです。 （中１・男性） 

地を崇める。この地を開拓した祖、耕し生命を紡い

だこの地。我々の歩く地は我等の親である。 

 （中１・男性） 

小平とはとてもすばらしい市です。これからももっと

すばらしい市にしていけたらいいと思っています。 

 （中１・男性） 

私の古里、５０周年おめでとうございます。私は小

平をこよなく愛しています。ブルーベリーもとても美

味です。 （中１・男性） 

小平市は、ブルーベリーが名産です。とてもあま

くて、おいしいです。ぜひ食べてみてください。 

 （中１・男性） 

私は姉妹都市交歓交流に参加しました。小平に姉妹都市があ

ることをそこで初めて知りました。なのでもっとその存在を伝えい

き交流を増やしていって下さい。 （中１・女性） 

小平市は東京都の真ん中にあるから都会にも田舎

にも近くて交通の便が良いよ。お祭りもあってたの

しいよ！ （中１・男性） 

小平市は東京都のド真ん中にあり、あまり事件など

もなく平和でお祭りなどが多くあり楽しいところで

す。 （中１・男性） 

コダレンジャーは見たことが無いです。見せてくださ

い。ブルーベリーをたくさん作って食べてください。 

 （中１・男性） 

五十周年の小平市。今の小平市も十分いい所だけ

れども、もっと素敵な小平市になることを願っていま

す。 （中１・女性） 

小平市へ、いつまでも自然を大切にして、ブルーベ

リーをさいばいしていってください。がんばってくださ

い。 （中１・男性） 
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小平市は、ブルベーやコダレンジャーがいてたのし

い町です。ＦＣ東京もがんばっています！ 

 （中１・女性） 

グリーンロードに一歩入れば、たくさんの緑と小鳥

の声がひろがる一本の道。グリーンでクリーンを大

切に。 （中１・女性） 

小平市の名産物はブルーベリー。ブルーベリーの

マスコットのぶるべーがいます。ＦＣ東京も頑張って

ます。 （中１・女性） 

こだいらのきれいなしぜんとブルーベリーとこどもた

ち。ごじゅうねんごもまもってください。 

 （中１・女性） 

直売所で梨を売るおじいちゃんはきっと小平さんが

生まれた時を見たはずだ。誕生日おめでとう、小平

市！ （中１・女性） 

小平が町から市になって５０年がたちました。おめ

でとうございます。これからも明るい小平市にして

いきましょう。 （小４・女性） 

小平市のいい所をこれからもっとひろめてください。

ぶるべー、コダレンジャー、ＦＣ東京、がんばってく

ださい。 （中１・女性） 

小平はよさこいをやっている小学校がいっぱいで

す。おどる人もみる人もみんな元気になる小平で

す。 （小４・女性） 

ぶるべーさんはこれからもブルーベリーのキャラク

ターとしてアピールをがんばってください。 

 （中１・女性） 

ぶるべーやコダレンジャーなどとこの小平をえがお

でしあわせいっぱいの小平にしてください。おうえん

しています。 （小４・女性） 

小平市長さん、今以上に明るく、豊かな町にしてく

ださい。又、住民が楽しく暮らせる夢の町になりま

すように！ （中１・女性） 

小平市は、いつも笑顔で明るい市だと思います。人

と人とが支え合いながら生きていていいと思いま

す。 （小４・女性） 

ぶるべーさん、ずっとブルーベリーを紹介していっ

てください。目にいいブルーベリーはおいしいです。 

 （中１・女性） 

小平市は、えがおが、いっぱいで楽しい所です。私

は、この小平市内にうまれてきて、とてもうれしいで

す。 （小４・女性） 

五十年間、おつかれさまでした。百周年目指して、

残り五十年そしてそれ以降もがんばってください。 

 （中１・男性） 

自然を守ろう小平 （中１・男性） 

ぶるべーくんがんばれ （中１・女性） 玉川上水、萌黄色の春。濃緑の夏、紅葉の秋、冬

枯れの流れには青い空を写し、遊歩道に鳩遊ぶ、

小平大好きです。 （７４歳・女性） 

僕は、プロ野球選手になって、小平市を今より有名

にします。小平の発展に力を入れられるようにした

い！！ （中１・男性） 

四季折々自然あふれる我が町小平。特に桜の季

節この美しさは後世にいつまでも残しましょう。 

 （６６歳・男性） 
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数十年玉川上水沿いに住み緑の樹々に土の道、

集う魚に鳥の声。懐深い大自然に習った先人の英

知に改めて感動した。 （８２歳・女性） 

 

コダレンジャーへ 毎日毎日小平市民の安全を守

ってくれてありがとう。僕も小平市民の安全を守っ

ています。 （中２・男性） 

 

全国へ、世界の皆へ届けたい。小平の変わらぬ

緑、いつまでも。暖かいメッセージにそえ赤く丸いポ

ストから （女性） 

僕のお気に入りのスポットはあじさいの小径です。

金魚やオタマジャクシがいて見ていて楽しいです。 

 （中２・男性） 

小平の好きな場所は、みどりがいっぱいなグリーン

ロードです。夏に行くとすずしくて気持ちが良いから

です。 （小学生・男性） 

小平市は、祭りなどのイベントが多く、人と触れ合う

機会がとても多いので良いと思います。 

 （中２・男性） 

私は、小平にはたくさんの良い所があると思いま

す。その中でも小平の一番良い所は緑がいっぱい

ある所です。 （小学生・女性） 

小平市の良いと思う事は自然がたくさんある事で

す。このままずっと自然が残っていることを願ってい

ます。 （中２・男性） 

玉川上水は、自然もいっぱいで、動物もいるから自

慢のスポットです！！ （小５・女性） 

コダレンジャーへ いつも小平の安全を守ってくれ

てありがとう。今年もがんばってください。 

 （中２・男性） 

小平市の玉川上水は、自然がたくさんあってきれい

だから、とってもいいところだと思いました。 

 （小５・男性） 

小平市は駅前がともかく全体的にコンクリートの割

れが多かったりするので 清そうについてがんばっ

てください。 （中２・男性） 

小平市は、玉川上水があって緑がたくさんあるから

とってもいいところ。玉川上水はいい所だと思いま

した。 （小５・男性） 

私が自転車に乗っていた時にぶつかってしまい車

道に出た時に車が来て助けてくれて、私はとても感

動しました。 （中２・女性） 

東鷹の橋で若者が携帯を手に、静かな流れを暫く

見入っていた。ネット時代にこそなくてならない潤い

と実感。 （８２歳・女性） 

 

小平市は、とても緑が多く過しやすい環境なので、

次の世代の人達に緑が多い小平市を守り抜いてほ

しいです。 （中２・男性） 

 

私は小平でいつも遊んでいます。グリーンロードな

どすてきな場所があり とても自然豊かでいいとこ

ろです。 （中２・男性） 

 

春は桜が満開になり、秋は赤や黄色の落ち葉で鮮

やかに染まる。季節の移ろいを体感できる小平を

残したい。 （中２・女性） 

私が生まれた小平市は優しい人がいっぱいいる。

その優しさがさらにすてきな未来につながるだろう。 

 （中２・女性） 

小平は過しやすい町です。と僕が感じられるのは

日頃、努力している人がいるからです。一人一人が

行動しよう。 （中２・男性） 
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丸ポストの多い町で緑も多くて町の人たちはやさし

く接してくれる。温かく居心地がとてもいい町です。 

 （中２・男性） 

いつも「ぶるべー」が描かれているぶるべー号をみ

ています。小平のマスコットキャラクターとしてがん

ばれ！！ （中２・女性） 

コダレンジャーは困った人を助ける正義の味方で

す。さぁ みなさん叫びましょう。コダレンジャーがん

ばって。 （中２・女性） 

小平は、自然が多く縁あふれる町です。私はそん

な小平がすてきだと思う。 （中２・女性） 

小平の人達は、笑顔があふれていて、とても温か

いと思います。五十年後も変わらない市でいて欲し

いと思います。 （中２・女性） 

ブルーベリーの輝きと、人々の笑顔の輝き。どちら

が輝いているのかな？どちらも、太陽より輝いてい

る街、小平。 （中２・女性） 

昔から小平には、優しい人や心が温かい人が多い

です。小平にあるたくさんの緑も温かい心も未来に

つなげたい。 （中２・女性） 

小平市には思い出がたくさんあり、緑もあり優しくし

てくれる人がたくさんいます。そんな小平市が大好

きです。 （中２・男性） 

小平はブルーベリーがおいしいです。ブルーベリー

狩りに参加して嫌いだったブルーベリーが食べられ

るようになりました。 （中２・女性） 

毎朝、会うたび、挨拶をしてくれる小さな女の子が

いる。そんな少しの勇気から、私もその一日が笑顔

で溢れる。 （中２・女性） 

ぼくは実際、コダレンジャーを見たことがありませ

ん。だから今後は子供たちに親しまれるようになっ

てください。 （中２・男性） 

僕は小平で生まれ育ってきたけど、とても温かい町

の印象がある。これからも笑顔のたえない町になっ

てほしい。 （中２・男性） 

 

ブルーベリー発祥の地である小平はたくさんの自

然で溢れています。いつまでも緑の多い街でありま

すように。 （中２・女性） 

私は小さいときからずっと小平で育ってきました。小

平は私にとって希望をあたえてくれる、そんな良い

町です。 （中２・女性） 

 

私が物を落として気づかなかった時声をかけて教

えてくれました。私は、とても親切だなと思い感動し

ました。 （中２・女性） 

緑であふれる、小平だからこれからもずっと変わら

ない町であってほしいと思っています。 

 （中２・女性） 

私は小平の町が大好きだ。なぜならとても温かい

町であるからだ。この温かい町を、私の世代でも引

き継ぎたい。 （中２・女性） 

小平市には、たくさん人々がいる。その中でも、心

のよい人がたくさんいたので小平市にもっと人が増

えたらいいと思った。 （中２・女性） 

小平は自然の豊かな場所だと思います。空気も澄

んでいて夜は星がとてもきれいです。こんな小平が

大好きです。 （中２・女性） 

小平のグリーンロードは太陽の光が樹木に降りそ

そいでいて光景がとてもきれいなので私の好きな

場所の一つです。 （中２・女性） 
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野球をできるような公園が近くにないから作っても

らいたい。 （小４・男性） 

小平市は地いきの人達とかかわりをもって、きずな

を大切にしている。コダレンジャー、みんなを見守っ

てね。 （小４・女性） 

 

あかしあまつり いつも市長とうじょうだ。小平市は

そんな行いがあるのは、小平市だけではないんじ

ゃないの。 （小４・女性） 

 

小平の良いところは、イベントやおまつりが、たくさ

んあることです。よく行っています。 （小２・女性） 

 

コダレンジャーは、サッカーが大好きなので小平の

サッカーチームがでると必ずいるのだい！ 

 （小４・女性） 

こだいらは、おいしいブルーベリーがあります。 

 （小２・男性） 

小平市にはけっこう有名な物がたくさんあるので、

ぜひたべてみてください。 （小４・女性） 

こだいらは、おいしいぶどうがあって、とっても、とっ

ても、よかったです。 （小２・女性） 

 

野球できる公園が少ないからふやしてほしいです。 

 （小４・男性） 

あじさいこうえんは、６月になるときれいなあじさい

がさいて、うれしいです。 （小２・女性） 

 

小平市は明るく落ち着く所で気持ちいい所です。す

ずしく 温かいし 建物も多い 人も多く 優しい人

もたくさんいます。 （小４・男性） 

 

小平のアジサイ公園のアジサイはきれい。 

 （小２・男性） 

 

ぼくには、小平市は、楽しくてゆかいな所です。グリ

ーンロードに歩くと、いいかおりと気持ちがやすらぎ

ます。 （小４・男性） 

 

小だいらは、おいしいブルーベリーがあります。小

だいらの町にすんで、とっても、とってもよかったな

あ。 （小２・女性） 

 

FC 東京の皆様へ。皆様の試合を見て、すごいチー

ムプレーだと思いました。これからもがんばってくだ

さい。 （小４・男性） 

 

小平は、いろいろな場所、いろいろな人、元気なあ

いさつ、ないていてもささえてくれる家族や、友達が

います。 （小４・男性） 

 

ぶるべーへ これからも小平で作っているブルーベ

リーがもっとおいしくなるようにおうえんしてね。 

 （小４・女性） 

 

こだいらは、すてきなお花がいっぱいです。とくにき

いろのバラがすきです。こだいらにすんでよかった

です。 （小２・女性） 

 

野球ができる場所がほしい（ドーム） 

 （小４・男性） 

こだいらっていいな。いろんないいことありますよ。

日本一大きいポスト。まつりがいろいろありますよ。 

 （小２・男性） 
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わたしは、毎年、こだいらのおまつりが楽しみです。

今年も、楽しみです。 （小２・女性） 

 

わたしは小平市のぶるべーのキャラクターすきで

す。 （小３・女性） 

 

こだいらは、あじさい公園で、秋になると、いけにと

んぼがときどきとんでいて、きれいだよ。 

 （小２・男性） 

 

ブルーベリーがとてもすっぱくておいしいので、小

平でできるものだということがとてもうれしいです。 

 （小３・女性） 

 

大人になったら届くわよ。昔母親が言ってた。届き

そうな気もするけど。成人式か。俺は大人に、なれ

るのか？ （２８歳・女性） 

 

ぼくは小平市の広いところがすきです。 

 （小３・男性） 

 

いつも小平の平和を守ってくれてありがとう。これ

からも小平の平和のために悪と戦ってください。応

援してます。 （中３・女性） 

 

丸ポストは小平の人 みんなに愛されているいつも

ピカピカしているね （小２・女性） 

 

ぼくは、しょうらい、小平を今よりすてきな町にした

いと思っています。 （小３・男性） 

 

コダレンジャー 顔は見えない。だれだろうと思っち

ゃうけど楽しいよ。 （小２・女性） 

 

わたしは、六小がとてもきれいですてきな学校だな

と感動しました。 （小３・女性） 

 

わたしは、小平市が大好きです。七小も、小平市

も、五十周年。これからも、小平市を良い市にして

いこう。 （小５・女性） 

 

 

わたしは、小平市の人たちのやさしいところがすき

です。 （小３・女性） 

 

小平市は日本一のポストがあったり おいしいブル

ーベリーなど名物がたくさんある。だから名物を増

やそう。 （小５・女性） 

 

こだいらはポストが大きくて てれびに にんきでゆ

うめいでこだいらにいてよかった。 

 （小２・男性） 

 

こどもケータイをがっこうにもちあるき OKがいい。 

 （小３・男性） 

 

わたしは、ブルーベリーがすきです。なのでブルベ

ーも好きです。ブルベーがすきな理由は、かわいい

からです。 （小３・女性） 

 

ぼくが好きなお祭りは稲荷神社の祭です。稲荷神

社はおいしい料理の屋台が出ていて、楽しいから

です。 （小５・男性） 

 

わたしはブルーベリーがいっぱいあるところがすき

です。 （小３・女性） 

 

小平には、自慢したい場所がたくさんあります。な

かでもグリーンロードが好きです。緑を大切にして

いるからです。 （小５・女性） 
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小平は、今でも緑が多いですが、もっと増やして、

笑顔も多い小平のまちにしたいと思います。 

 （小５・女性） 

 

小平はブルーベリーやふるさと村やおいしい野菜

がいっぱいある。小平はイベントがあってとても楽し

い町です。 （小５・女性） 

 

毎年ルネ小平で行われているふれあいコンサート、

３つの小中高が集まり みんなで演奏できる所が小

平の良い所だと思います。 （小５・男性） 

 

小平の町ではせいしょうたい祭りや、どんどんやき

などあってすごくいいです。 （小５・男性） 

 

わたしは、ふるさと村が好きです。なぜなら昔の遊

びが楽しめるからです。将来はもっと昔の物が増え

てほしいです。 （小５・女性） 

 

私の小平での思い出は、夏休みに、ブルーベリー

つみをやったことです。小平ならではのブルーベリ

ーおいしかった。 （小５・女性） 

 

ぼくの小平市での思い出は、畑の見学に行ったこと

です。小平の野菜は新せんで、とてもおいしかっ

た。 （小５・男性） 

 

ぼくのすむ町小平は、緑がたくさんあり おいしいブ

ルーベリーもとれて 駅にはでっかくて赤いポストが

あります。 （小５・男性） 

 

毎年小平駅前で行われているお祭りに、私は毎回

行っています。駅の近くにあるポストが私が思う自

慢の場所です。 （小５・女性） 

 

ぼくが思う小平市の良いところは、緑の多さです。

小平は花や木などの緑がいっぱいだからです。 

 （小５・男性） 

 

小平の良いところは丸ポストが残っていることと、ふ

るさと村など数多くの昔ながらのものが残っている

ことです。 （小５・女性） 

 

ぼくは、将来小平をみんながかならず楽しめるイベ

ントやお祭りをいっぱいするまちにしたいです。 

 （小５・男性） 

 

私が自慢したい場所はルネ小平の横にある大きな

ポストです。あれほど大きなポストは小平しかない

と思います。 （小５・女性） 

 

 

七小の青少対は、ゲームに屋台、たのしい所がい

っぱい。見てると笑顔になれます。 （小５・女性） 

 

私が自慢したい場所は、小平駅前の花です。私は

そこが大好きです。いつまでもきれいでいてほしい

です。 （小５・女性） 

 

わたしは、丸いポストがあるのが小平市の良いとこ

ろだと思います。古くからある丸いポストを大切にし

てほしいです。 （小５・女性） 

 

小平は丸ポストの多い町。数十年後も ずっと先も

あってほしいな。 （小５・女性） 

 

小平は、楽しい行事がたくさんあるので、それを十

年、二十年も続けてほしいです。 （小５・男性） 

 

わたしは、将来小平を花いっぱいにして、みんなが

住みやすい、行事がいっぱいある楽しい町にしたい

です。 （小５・女性） 

 

小平は、行事が多くてとても楽しめる場所も多いで

す。お祭等は、市民祭はもちろん神社の祭りもとて

も多いです。 （小５・女性） 
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※市民の皆さんより寄せられたメッセージを原文のまま掲載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

僕と小平市は、同い年。50年後は 100歳に、さてど

うなっているのかな？と、妻に尋ねたら、私が見守

るので大丈夫と・・・。 （５０歳・男性） 

 

東京にこんな素敵な所と友は驚いた。津田塾 武

蔵美、白梅 創価と若さあふれ、公園 体育館 用

水路と心身ともに憩う。 （８２歳・女性） 

 

共に生きる思いは人間だけでない。自然の安らぎ

慰めが柔かく交差し、得難い声明を生み育ててくれ

ている。 （８２歳・女性） 

 

ネット社会とは無縁の上水の自然美、繋ぎ残そうの

命が、流れや春毎芽生える木の芽や緑葉に深く息

づいている。 （８２歳・女性） 

 

数十年上水に住む 幸いは表現しきれない。清ら

かな流れ、緑葉続く土の道、思わず立ち止りみあげ

て深呼吸。 （８２歳・女性） 

 

上水沿いの住人として歴史、清流復活のパンフに

改めて、先人の英知に感謝感動。自然の命を覚え

共に生きよう。 （８２歳・女性） 

 

ブルーベリーがり楽しいよ。色がこいのがおいしい

よ。こおらして食べてもおいしいよ。また行きたい

よ。 （８歳・女性） 
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