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つくし保育園設立50周年！

つくし保育園設立50周年！

永年の地道な活動が実り2020年4月「認可保育園」として再出発！！
「多くの方々のご支援に心から感謝します」

コロナ禍で延期となっている記念行事開催！へ
つくし保育園は昨年、保育室（世田谷区独自の
制度）から「認可保育園」（児童福祉法に基づく
国の制度）に移行するために半年間の園舎改修工
事を経て今年４月より「認可保育園」として生ま
れ変わりました。と言っても定員は25名（0歳児
7名・1歳児9名・2歳児9名）低年齢児を対象にし
た小規模施設に変わりはなくアットホーム！な
"つくし"ら
永井商店様より
しさは今も
健在です。
気持ちも新
たに新年度
スタートし
た矢先に新
型コロナウ
イルス感染
拡大による
「緊急事態
宣言」が出
され休園となりましたが6月からは「新たな日常」の
環境整備・体制で保育が再開しています。
桜すくすく保育園様より

50周年行事！開催に向けて
昨秋より「50周年記念祝賀会」実行委員会が立ち上げ
られ準備を進めて来ましたがコロナ時代にふさわしいスタ
イルに変えて（土曜ひろばを活用し参加者を分散し回数多
く催す）みんなが笑顔で50周年を祝える日を計画してい
ます。詳細につきましては改めてご案内致します。

生花のプレゼントありがとうございます

□□ 初代園長 □□
設立50周年おめでとうございます。
設立当時は働く女性への偏見があり、明日
の保母さんをどうしようと悩むこともあり、落ち
着きませんでした。今は女性が子育てをしな
がら働くことが当たり前になって居ますが、社
会的環境は充分ではありません。
85歳となり一日一日を大切に健康で居た
いと思って居ります。
米山淳子（母・初代園長）
米山眞治（1969入園）
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つくし保育園50周年記念
おめでとうございます。
常に運営の困難を抱えながらも保育士さん
保護者が力を合わせて乗り越えてこられた
50年でもあるんですね。
産休明けの0歳児を預ける保育園がないとい
う事で先輩方が必死になって院内保育所作り
に奔走している姿を忘れられません。
現在新型コロナウイルス対応で大変と思い
ますが、それを乗り越えてさらなる発展をお
祈りいたします。
大矢美佐子(母）
大矢朋子（1972）

保育士になりました
暑中お見舞い申し上げます。
その節は大変お世話になりました。一人娘はお
陰様で43歳になりました。今、区立保育園で保母
として働いております。

□□2019年度保護者会会長 □□
50周年記念おめでとうございます。
現在8歳の長男、3歳の双子娘、3人共2年
間つくし保育園にお世話になりました。初め
ての育児で悩みの多かった時、双子の育児
に疲労困憊だった時、つくし保育園に入園し、
子ども達がキラキラした笑顔でお友達と遊ん
でいるのを見て、とても安心し、救われたのを
覚えています。どろんこ遊び、お歌、手作りの
おもちゃ、たくさんのイベント、子ども達の笑顔
を引き出す温かい保育で、成長を見守って
下さった先生方に感謝の気持ちでいっぱい
です！
つくし保育園と出会えて本当に幸せでし
た。卒園後もつくしの前を通るたびに、幼少時
代をなつかしく思い出し、温かい気持ちにな
るでしょう。そんな温かいつくし保育園、認可
移行となっても、変わらず "つくし"でいてほし
いなと思います。合計4年間、ありがとうござ
いました！
水落沙織(母）
おやつくし
2019年度08294（保護者会）会長
水落大智（2014）
花梨・胡桃（2018）
少ない募金ですが、気持ちばかりです。
2019/9/2 日吉澄子(母）
日吉亜由美（1976）

開園50周年おめでとうございます。
こども・保護者のためにがんばって続けた50年の歴
史すごい！
わが家は息子4ヶ月～（現在39歳）、娘3ヶ月～
（現在35歳）お世話になりました。娘は12月復帰
だったのですでに空きはなし。無理ムリ頼みこんで
の入園。本当に感謝です。国立小児病院の院内保
育所だったのでバザーもありました。一番なつかしい
思い出です。
つくし保育園が地域にとってなくてはならない存
在でいて下さい。
丸山麻利子(母）
丸山敦（1981） 緑子（1984）

おめでとうございます。
つくしっ子の次男の隼人も36歳。この
3月25日に女の子のパパになりました。先
生方には、「はーちゃん」と呼ばれ可愛
がってもらいました。なつかしいです。
ますますの御発展と先生方の健康を祈念
します。
嘉部京子(母）
嘉部竜馬（1982）
隼人（1983）
＊空白部分に写真がはがれた跡があります

設立50周年おめでとうございま
す。お世話になりました。洋明も
2 6歳 と な り ま し た 。 国 家 公 務 員 と
して霞が関に勤務しております。
長谷川洋子(母：声楽家）
長谷川洋明（1994）

母の写真

大変ご無沙汰しております。お世話になった福
西先生からのお葉書にとてもなつかしく、またつく
しがスタート50周年を迎えると知って、感慨ひと
しおです。おめでとうございます。
お世話になった息子・（けいあ）も19歳。ただい
ま絶賛二浪中です。（おはずかしい）。中学では
テニス、高校では吹部でクラリネット、バスクラ
やっておりましたが現在は勉強一筋（？）つくしで
育んでいただいた優しさは今も変わっておりませ

？

ん。令和2年にはどうなっているのやら…。
まずは近況のご報告まで。
山名田亜生(母）
山名田慧亞（2000）

つくし保育園50周年おめでとうございます。子
育てしながらNｓを続けられたのは、はじめの一歩が
「つくし保育園」だったからと思います。先生方には
子供だけでなく、母親の私もたくさん助けられまし
た。二人ともお嫁さんを迎え3人と1人の子の親とな
り子育て真っ最中です。4人の子供のバアバとして
ヘルプすることになりました。
千葉 透（1985） 浩（1988）
母・千葉晴子

50周年おめでとうございます！
夕方、私がお迎えに行くと、楽しそうに絵本の読み
聞かせを聞いていた息子が、私を見つけてうれしそ
うにかけ寄ってきた姿を昨日のように想い出します。
そんな息子も今年は大学生。健やかに成長致し
ました！！これもつくし保育園の皆様に、いつも温かく
見守っていただいたおかげです。本当にありがとう
ございました。
四竈嘉子(母）
50周年おめでとうございます。大学も決まり、今
を楽しく過ごせていますのは、つくし保育園のおかげ
でもあると思っています。これからもちいさい子どもた
ちに優しい環境をつくっていってください。ありがとう
ございました。
四竈 朗（2002）

私はつくし保育所が10周年を迎える頃に勤務していました。あの頃、月に一度の職員会議では、毎
回、国立病院統廃合のこと、保育所運営のこと…大きな問題を抱えながらも、いつも中心にはつくしっ子
がいて、ひとりひとりの成長を見守り、少しでも良い環境作りにと話し合いました。本当になつかしく思い
出されます。それから40年ですか！つくし保育園「設立50周年」本当におめでとうございます。
元職員 大原佳子

保育士めざしています
18歳になりました。中学のときは職場体験の
お世話になり、ありがとうございました。
私は、今高3ですが春から保育士目指して保
育の短大に進みます。小さい頃から保育士さんに
恵まれて過ごし、お世話になった先生たちのよう
に、将来自分も素敵な 保育士にな れ るよ う に大
学で一生懸命勉強、実習をしたいと思っていま
す。
小島萌生（2002）

プロめざす

小学1年からサッカー始める。
4年の時には、6年生の試合にも出
場、5年生からは強豪チームに移籍、6年の
時に都大会準優勝、関東大会5位。
中学時代は育成に特化したチー
ムにはいり、地方の有名校には行か
ず、都立ではトップクラスの高校へ
入学。
元FC東京等で活躍した先生は
じめ、元Jリーガーのコーチ、日本代
表のトレーナーを務める日本一とも言えるスタッフ
の元でキャプテンを務め、プロを目指して頑張って
います。
成田 一路（2003）

前略 この度は認可保育園としてリニューアルさ
れることになり 心よりお慶び申し上げます。
2004年8月から2005年7月まで大変お世話に
なりました。佐藤ほのかの母でございます。
おかげ様で、ほのかは現在中3！ 元気いっぱい
で誰とも仲良く、人を笑顔にしてくれる良い娘に成
長しました。何度か東京に遊びに行き、貴園にも立
ち寄り（中におじゃますることは控えましたが）裏の
桜の木が病気の様で残念に思ったりはしましたが、
つくしさんはにぎやかで昔と変わらない姿でしたの
で、これからも働く親の体と心の味方でいて下さい。
わずかですが力になりたくて、送金致します。お
役に立てると幸いです。
つくし保育園のますますのご発展を心からお祈
り申し上げます。 かしこ
佐藤さおり(母）
佐藤ほのか（2004）

設立50周年おめでとうございます
在音が座ることもままならなかった０歳から年少
になるまで大好きなつくしですくすく伸び伸び、想
像力や感性が豊かに育った事が出来たのはすべ
てつくし保育園のおかげです。
これからも沢山のつくしっ子が育っていくよう
益々のご発展をお祈り申し上げます。
高橋朋絵(母）
高橋在音（2005）
私は一歳から一年三ヶ月、つくし保育園でお世
話になりました。卒園後も小学校四年生から、何回
かボランティアでお世話になりました。
中学校で職業調べをした時も伺って保育士のお
仕事の大変さや嬉しさを聞きました。想像していた
よりも大変な仕事だけれども、とてもやりがいのある
仕事でもあると知ることができました。
設立50周年おめでとうございます。これからも、よ
ろしくお願いします。
金子 絹（2005）

息子が卒園してから早いもので10年以上経ちま
す。卒園してからもいろいろお世話になりました！
小学生の頃は、学校の宿題で保育士補助をさせ
ていただいたり、味噌作りや夏休みの創作課題など
でちょくちょくお邪魔しておりましたが､もう高校生に
なり日々忙しく、すっかりご無沙汰しております。にも
拘らず、いつもイベントのご案内等いただき恐縮で
す。
これから先も今までどおりの、暖かいつくし保育園
でいて下さい。
齋藤真奈美(母）
齋藤海真（2005）

50周年おめでとうございます。
乳幼児と共に30年すごしたことを、いろいろ
思い出しています。千葉県に転居して14年す
ぎました。すっかり田舎暮らしになじんでいます。
みなさんにお会いできるのを楽しみにしています。
草々
元職員 藤本文子

喜一中学3年生、京助は中学1年生になりま
した。2人とも、たくましく、健やかに育っています。
その土台は、あの幼い日々を過ごしたつくし保
育園だと思っています。一生懸命泥んこになっ
て遊んだ毎日は、何物にもかえがたいものです。
縁があってつくし保育園に通わせていただき、
本当に感謝しています。
松井美奈子(母）
松井喜一（2006）
京助（2009）

藤田絢哉（2006）
藤田圭治（2007）

13年前、わずか生後５ヶ月で預かっていた
だいた真容も中学２年生になりました。お預けして
2～3ヶ月で、つくし保育園のあたたかさが気に入り、
「3年間いさせて下さい。認可園に行かれなくても、
その時考えますから」とお願いしました。「決まるまで
いていいですよ」と言って下さり、心から嬉しかった
です。
また、子ども同士のトラブルで他のお子さんがケ
ガをした時も「犯人さがしはしないで下さい。私たち
の保育がいたりませんでした」と園長をはじめ、その
時いらした先生達が、頭を下げていらしたこと、強く
印象に残っています。この頃認可園では、保育園で
のトラブルは各個人に連絡し、親同士だけで謝罪
や解決をする流れだったのに。先生たちの気概を感
じました！つくしさんは“子どもの成長のため、園と
保護者が協力しあっていきましょう”というお考え
だったと思います。

そんな空気の中、私も親として成長させていただ
きました。
尊敬している先生達と、いまだにお友達のように
おつきあいさせていただいていること、喜びと同時に
誇りです。
きっと迎える100周年のために元気でいて下さい。
私もお手伝いできない体かもしれませんが、お祝い
のお酒（笑い）をちびりちびりとご一緒させて下さい。
鈴木和歌子(母）
鈴木真容（2007）

最初に小椋家がお世話になったのが１２年前です。
双子を抱え、夫婦二人だけの育児でボロボロになっ
ていたところを助けて頂きました。つくし保育園に通
えたお陰で双子の育児も乗り越えられ、３人目が生
まれても働き続けることができました。
感謝しかありません。
認可保育園になって、これからも沢山の「つくしっ
子」で賑わうと思います。つくしっ子ＯＢとしてこれか
らも応援させていただきます。
小椋家一同
小椋 裕大・康司（2008）
百花（2013）

50周年おめでとうございます。章宏は小6、
那歩は小1になりました。こんなご時世でなけ
ればとても楽しみに伺う予定でしたが…。先
生方、皆様、お身体にはお気を付けて下さい
ませ。益々の発展をお祈りしています。
栃木啓子(母）
栃木章宏（2009）那歩（2012）

新型コロナウイ
ルスの影響で、貴
園 50 周年のイベ
ントも延期となっ
てしまったと伺い
ました。
1日も早く事態
が収束し、貴園にゆかりのある方々が和やかに
集えるよう、そして、何より、みなさまがお元
気でいらっしゃるようお祈りしております。
フランスに転出してからは、新生活のため
色々とバタバタしてしまい、ちゃんとしたご挨
拶も差し上げることができず、本当に失礼致し
ました。
つくしを卒業してから早２年あまり経ちまし
たが、貴園に迎えて頂き、親子共に幼児時代を
過ごさせて頂いたことは、今でも私たちの生活
の基本に息づいていると感じています。
私たちの方では、おかげさまで怜生がパリで
国語として日本語が学べる現地の公立幼稚園に
入園することができ、元気に過ごしております。
2017年度に08294の会長を務めさせて頂い
た後。パリの子どもたちのために誰もが日本語
を学べる学校を作りたいと感じながら卒園しま
わたしは、この「すずのや」をえらびまし
したが、現地でその目標に取り組む同志に出会
た。どうしてかというと答えは２てんあります。 うことかできた次第です。
１つ目は、このみせのおばさんとよくつきあっ
保護者の非営利社団として日仏の行政との交
ているからです。いっしょにプールや花火にい
渉などもありますが、貴園での経験に助けられ
きました。２つ目は、おなかにいるころから
る毎日を過ごしています。
いっていたからです。いまでもしゅうに１回は
こちらでも、親子が楽しくふれあい、みんな
いっています。でもこのみせは10人くらいし
で成長していける場所を作っていければと願っ
か入れません。でもだからこそわたしのひみつ
ています。
きちです。おいしいのでいってみてください。
改めて、谷本先生、職員のみなさま、そして
…以下割愛
福西先生に、頂いたご支援と、つくしで一緒に
倉原暖乃（2012）
過ごさせて頂いた時間にお礼申し上げます。
貴園の益々の発展をフランスからお祈りして
＊保育園時代に保育園の送り迎えをしてく
れていた食堂（すずのや）の店主のことが
おります。
書かれた日記（小学3年の時）です。周り
それでは、また帰国時にご挨拶に伺えること
のことをよく見ていますね
を心待ちにしつつみなさまにはどうぞご自愛く
ださい。
PS : 怜生も５才になりました！
つくし給食の定番「納豆ごはん」が今も変わ
つくし保育園、谷本先生、職員のみなさま、
らず大好きです。
大変ご無沙汰しております。
西中コイック百合子（母）
2016年４月～2017年12月のフランス転出ま
中西玲生（2016）
でお世話になった西中怜生の母、百合子です。

小学校の宿題日記 より

□□50周年祝賀会実行委員長 □□
設立50周年おめでとうございます。
卒園して２年が経ちますが、息子は今で
もつくし保育園が大好きで。当時のお友達
とも親子共々、仲良くしでいます。
先生方や保護者の皆さまに支えていただ
いた３年間は私たち象族にとってかけがえ
のない日々となりました。

仲間たち

そしてこうしたご縁が続いていることに
感謝しております。
今期から認可保育園として新たな歴史を
作っていi;ことになりますが、アットホー
ムで温かなつくし保育園がより発厩してい
かれることを心よりお祈りいたします。
横山めぐ実（母）

横山 晋（父）
太一（2016）

児以上の受け入れ先という課題は残りますが、同じ
地域にて協力していかれたら幸せに存じます。

バンビ保育室
つくし保育園50周年おめでとうございます。
そしてこの間、いつも保育室の中心で運動を率
いてくださり、本当にありがとうございます。
何かというと集まりの会場につくしを使わせ
ていただいていますが、交通の良さもさること
ながら、やはり居るとホッとできるやさしい雰
囲気、先生方のお人柄があるからこそだと思っ
ています。
これからも地域になくてはならない保育園と
して、100周年を目指してください！

社会福祉法人つながりの会
桜すくすく保育園
設立50周年・認可移行
まことにおめでとうござ
います。
長い歴史を刻んでこら
れたことは、偏に関わっ
てこられた皆様の情熱
あってこそですね。今後
の益々のご活躍を祈念致します。
秋元智子

サン・ベビールーム
認可保育園としてのリスタート誠におめでたく
存じます。
長らく築いてこられた地に引き続き地域の皆様に
親しまれ、頼りにして頂ける貴園を見習いたく存じて
おります。サン・ベビールームもR3年度上期に移転
して認可保育園へ移行の予定がございます。3歳

ドレミファ保育室
設立50周年おめでとうございます。
50周年の歴史の中には様々な苦難があった
とは思います。しかしそれを乗り越えてこれ
たのは、つくし保育園が目指している保育が
必要とされ、地域の方々にも認められて頂け
た結果だと思います。
これからも、子ども・保護者・地域とのつ
ながりを大切に、共に育ち支え合っていって
ください。
竹山裕貴

YMCA保育園ねがい
設立50周年おめでとうございます。
つくし保育園には、保育室役員会で何度も
おじゃましたり、バザーでカレーを食べたり、
パンをおみやげに買ったり、すてきな絵を購
入した思い出があります。
YMCA保育園ねがいは、昨年の7月に認可
保育園として再スタートをしました。これか
らは、同じ認可保育園として子どもたち、ご
家庭にとって心地よい居場所となるようお互
いがんばりましょう。
今後ともよろしくお願いいたします。
高橋里香

＜編集後記＞

記念行事の見通しはたって

いませんが、心温まるメッセージを寝かせておく
のはもったいないとPart１を発行しました。本当に
多くの方に支えられてきたことを実感しています。
今からでも近況などお知らせいただければ
Part2で…（F記）

2020年3月1日 第8回被災地支援バザー報告
カンパ
受付中

三年前に尋ねた熊本の災害支援団体から
この度の豪雨被害でＳＯＳが入り、災害カンパにも取り組み中！

新型コロナ の不安が広がる中でも細く長く支援を続けていきたい！

消防団報告

9年前の東日本大
震災以後「3.11を
忘れない！」を合
言葉につくし保育
園では会場を提供
し同じ保育室同士
手踊り で 作 っ て い る 結 の
会（当時世田谷区
保育室連絡協議会）で支援隊を立ち上げ、
被災地の保育園に水や物資を送り、目に
見える支援をしたいという思いで続けて
きました。東北だけではなく熊本震災の
時も連絡を取り現地視察などもしてきま
した。昨年の台風
19号では世田谷区
の尾山台保育園が床
上５０㎝の浸水被害
に見舞われ、自然災
害が身近に迫って来
ていることを実感し
第8回支援バザーで
は繋がりの輪をひろ
げ絆を深めたいと
思っている矢先、新
型コロナウイルス感染の問題が日に日に
激化してきました。
そんな中で、今となっては中止を周知す
ることが難
しく、広く
呼びかけは
せず、参加
してきた方
を迎える形
で、こじん
まり、ひっ
人形劇
そりと関係
絵本よみきかせ
者を中心に

「自然災害もコロナも根は同じで人間の欲
望が自然を破壊してきたしっぺ返しで
は！」と大自然に畏敬の念を持って見つめ
直す場として共有できればとの思いで、衛
生管理に注意しながら開催に踏み切りまし
た。

リサイクル
当日は予想通り、スタッフを入れて
60人程（いつもの半数）の参加でしたが、
前半のウクレレ演奏・手踊り・人形劇・弾
き歌いに続き後半のリレートークでは尾山
台保育園床上浸水・おひさま保育園床上浸
水・千葉台風被害報告、大塚町会防災担当
報告、消防団報告など、熱心に耳を傾ける
姿が見られ、和やかに会は進みました。バ
ザーの岩手物産・手作り味噌・ワイン・お
にぎり・豚汁なども完売し、その場で、売
り上げの一部をお見舞い金として尾山台保
育園に手渡されました。

ウクレレ

つくしの歩み
1968年

1969年

1970年

1971年

＊世保連とともに

美濃部都知事「東京都保育室制度」施行！助成に対し憲法違反の
議論の結果24条但し書きの解釈で園児1人1,200円助成される
厚生省0歳児の保育認める（全国３３ヶ所開始）
5月 つくし保育所開設
国立小児病院内の旧病室を改造して保育所開設
会員制として第１回総会開く。 「つくし保育所」と命名
財政難。保育士不足に見舞われる
「全国無認可保育所連絡協議会」発足
4月 財政援助の販売活動始まる
＊都の補助金 園児1人月1500円
都・公私格差是正制度施行・
3月 第1回バザー 労働組合と共催で行う（以後年2回開催）
世田谷区保育室連絡協議会発足（つくしを含む6園）

1972年

都助成3,000円/1人

1973年

都助成6,000円/1人
11月 保育所拡張される

………世相（流行）………
■メキシコ五輪

☆スポコンアニメ「アタックNｏ１」放映
☆流行語「やったぜベイビー」

★日本赤軍よど号ハイジャック

★浅間山荘事件

三島由紀夫割腹自殺

沖縄返還協定調印

■ミュンヘン五輪 ☆山口百恵「としごろ」デビュー
★日中国交回復
☆第1次オイルショック 「トイレットペーパー騒動」

12月 園児外傷事故による保育士解雇問題起こる
1974年

都助成12,000円/1人
10月 5周年祝賀会開く

★ベトナム戦争終結
☆女子中学生の間で「まる文字」が普及

1975年
1976年

大場区長就任

都助成13,000円/1人

都助成15,000円/1人
1月 区立保育園の保育料値上げ反対運動に参加
4月 園児全員に出されていた都の補助金、職員児について打ち切られる

☆「およげたいやきくん」大ヒット
■モントリオール五輪
★ロッキード事件

1977年

保母資格男性にも認められる

☆毒入りコーラ事件 相次ぎ2名が犠牲

1978年

都助成16,000円/1人

☆成田空港開設

1979年

7月 旧看護婦宿舎を改造した所に移転
10周年記念祝賀会開く 記念文集発行

★第2次オイルショック

1980年

鈴木都知事「国基準以上の保育をしてはいけない！補助金打ち切りの
通達」に対し都庁抗議行動で補助金継続
6月 全医労（国家公務員労働組合）が保育所職員の組合員化決定
全医労保育所会議に参加（以後毎年参加）

■モスクワ五輪（日本ボイコット）

1981年

4月 第24回総会で「規約改正」
保育士給与、公務員に準拠（但し身分は変わらず2名分の補助が出る）

☆ローマ法王、マザーテレサそれぞれ初来日
☆チャールズ皇太子・ダイアナ妃婚礼

1984年

4月 区立保育園の保育料47％値上げされる

☆紙おむつ発売

1986年
1988年
1989年
1990年

都助成23,000円/1人

6月 20周年祝賀会開く 記念文集発行

★男女雇用機会均等法施行
■カルガリー五輪
★消費税3％導入 ベルリンの壁崩壊
★こどもの権利条約発効★湾岸戦争☆普賢岳火砕流

1993年

熊本区長就任
12月 厚生省（現厚労省）による「業務改善命令」発令！
「改善」という名の人員削減（人件費1名分の補助切られる）
保育所縮小攻撃が続く中、 職員は結束し 「無認可」扱い を逆手に
取り、区の補助金を盾に「国に命令される言われはない」と抵抗を続ける

☆皇太子（現在の天皇）雅子さまご成婚
☆サッカーＪリーグ開幕
☆「ドーハの悲劇」サッカーＷ杯出場逃す
☆ポケベル普及

1994年

☆松本サリン事件

1995年

☆地下鉄サリン事件

1996年

■アトランタ五輪 ☆ルーズソックス・アムラー流行

1997年

1998年

4月＊ 「世保連」の運動が功を奏し世田谷区は保育室を認可に準ずると
位置づけ、 世田谷独自の新制度により補助金アップ！
保育室補助事業として制度化（定員定額・家賃補助・保育料補助）

★消費税5％に上がる
☆「タイタニック」「失楽園」「もののけ姫」話題作上映
☆長野冬季五輪

1999年

6月 2002年の国立小児病院と大蔵病院の統合・移転に伴い
「つくし保育園の存続を望む会」発足

☆2000年問題 「だんご三兄弟」「ガングロ」流行
★石原都知事就任

2000年

4月 区は「"つくし"を空白にせずに公共の施設に移転させる」と一旦は約束
したにも関わらず保育課長交代で反故に！
保護者・地域・他団体を巻き込んだ存続運動を展開

■シドニー五輪

2001年

東京都「認証保育所制度」施行
＊ 都内の「保育室」は「認証」移行を余儀なくされる中、世田谷独自の
保育室助成を盾に長い保育室存続運動が開始
6月 移転先に太子堂学童クラブ跡（現在の地）に決まる
10月＊ 「保育室制度存続・拡充を求める」請願（12,713筆）
区議会全会派一致で採択！

☆21世紀始動
★9・11アメリカ同時多発テロ

2002年

2003年

4月 新築の園舎に移転リニューアル「つくし保育園」スタート！
「見学会」
＊ 「保育室まつり」世田谷区保育室連絡協議会（通称世保連）
30周年記念in世田谷区民会館
＊ゆいっこ（職員部会）発足
5月 地域移転「1周年記念」
・マミーシンガーズ（声楽家グループ）コンサート・三原等版画展・バザー
「世田谷区経営方針」で区立保育園民営化を明示
10月 「親子で遊ぼう会」土曜ひろば・子育て相談開始

☆タマちゃん出没（多摩川のアゴヒゲアザラシ）

☆「冬のソナタ」韓流ブーム

2004年 11月 ひろば企画「おもちゃライブラリー」おもちゃの展示・即売会

■アテネ五輪 ☆新潟中越地震

2005年

東京都保育室制度廃止
4月 社会福祉協議会「地域の支え合い助成事業（広場・相談事業・講演
会）」に応募し選定される

★個人情報保護法施行
☆電車男 チョイワルオヤジ 話題に

2006年

2月 講演会「我が子を災害から守るには」国崎信江（危機管理教育研究所）
2月から、ひろば企画「味噌づくり」開始。以後毎年人気の行事となり、
味噌が出来上る6月には「手前味噌汁で素朴ごはん」で味わいます。

☆ハンカチ王子、甲子園を沸かす

2007年

2008年

2009年

7月 7日「5周年記念」七夕まつり・再会
11月＊ 世保連35周年「保育室まつり」in昭和女子大体育館
1月 ひろば企画「もちつき」
テーブル毎にめん棒で突いてつくる「だまこもち」
手軽で子どもも楽しめる恒例の行事になりました。
7月＊ 世保連「保育室保護者会」発足

★郵政民営化

■北京五輪

☆ゴルフ界にハニカミ王子人気！

☆ＩＰｈоｎｅ発売！

★新型インフルエンザ流行

☆ツイッター

2010年

待機児725(都内ワースト１)
区は2010年度中に「認可」「認証」で2000定員めざすと明言 ！
「保育室」は除外される。

☆流行語「イクメン」「女子会」

2011年

保坂区長就任
区長要望「保育室存続」「定員拡大」
被災地支援活動開始（せほれん東北支援隊結成）
「小学生夏休み講座」（簡単工作・保育士体験ボランティア）開始
毎年卒園児が増え以後中学生まで広がりました。
つくし10周年 ！ 写真展

★3・11 東日本大震災
★東京電力福島第一原発事故

6月＊
＊
7月
9月
2012年

＊ 3月3日被災地支援バザー（世保連主催）以後
「つくし」を会場に毎年3月に開催
＊ 10月保育室保護者会 区議会陳情・請願（署名わずか2ヶ月で
1万350筆を集めた）
「保育室のゼロ歳児保育に対し支援と保育室としての施設移転・拡充の
支援を求める陳情」提出。11月区議会福祉保健委員会を経て12月
本会議で「趣旨採択」！後の全保育室「認可」移行の礎となる。
11月＊ 世保連40周年「保育室まつり」in池尻小学校体育館

2013年

■ロンドン五輪 ☆スカイツリー開幕
★「子ども子育て関連三法」法案可決
★猪瀬都知事就任

☆連続テレビ小説「あまちゃん」ブーム

2014年

4月 園長交代 福西から谷本にバトンタッチ！
6月＊ 「保育室においでよ」発刊（保育室43年の歴史を監修）

2015年

4月＊ 桜すくすく保育園開園（世保連をバックに社会福祉法人を立ち上げ
認可園設立）

2016年

2月 東京保育団体合同研究集会世田谷開催（大東学園高校）

★舛添都知事就任

★消費税５％から８％に

★小池都知事就任 熊本地震 ＳMＡP解散
■リオデジャネイロ五輪

2017年

2018年

＊ 世保連「男獅部会」発足（よさこいソーランで男性陣集まる）

2月＊ 世保連45周年保育室まつりin世田谷区民会館集会室
オープニングで男獅部会「よさこいソーラン」デビュー
6月＊ 「第18回世保連総会」（ファイナル）…6月30日
1971年発足当時から2年に一回行われていた「総会」は途中で
途絶えたこともありましたが長きに渡り保育室存続の為に地道な
運動をしてきました。2021年を目途に全保育室が「認可」移行を
果たし「保育室」は発展的解消となり「世保連」は役割を終え
最後（結）となった総会ではこれまで培ってきた人と人の
結びつきを大事に「結の会」と改め、引き続き活動していく
ことが確認されました。

★森友・加計問題国会追及 北朝鮮ミサイル発射多発
☆流行語「忖度」「インスタ映え」

★米朝首脳会談（トランプ大統領・金正恩委員長）

☆大坂なおみ全米オープンテニスで日本人初優勝 ！
☆流行語「そだねー」「奈良判定」

「認可」移行をめざし第10期認可外施設 新制度移行事業適格性審
査に応募
適格性審査ヒヤリング（遠藤理事長・谷本園長・福西前園長出席）

2019年

9月 「認可」移行に向けて改修工事開始（庭を潰し仮設生活開始）

★令和に改元 天皇陛下即位
★消費税10％に上がる
☆ラグビーＷ杯日本大会 日本８強へ！☆流行語「ワンチーム」

2020年

2月 改修工事完了！ 新園舎オープン

★新型コロナウイルス感染拡大！！

2020年

4月 「認可保育園」として新年度スタート

★東京五輪コロナにより延期

つくし保育園設立50周年 さらなる発展をめざして

