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第 27 回住民総会が行われ、新年度がスタートしまし

はじめに「環境漫才」林家ライス・カレー子さんの

軽快なお話。 
“思いは地球規模で、活動は足元から”ボケ防止の

コツはよく歩くこと、社会参加すること、帽子をかぶ

ることなど会場が笑顔で包まれました。 
続いて、住民総会。議長は菊池由美子さんが選出さ

れました。67名の参加で平成 22年度活動報告、会計
報告、監査報告、引き続き平成 23年度活動方針案、
予算案、運営委員・監査委員が承認されました。 
会則の付記（代表委員の任期について）の提案があり、

承認されました。 
質疑では予算や会則についての質問と、一般のご意見

として、資源回収についてのお願いがありました。 
その後、第 1回運営委員会を行い、新年度がスタート
しました。 

林家ライス・カレー子さん

ご挨拶   代表 寺島芙美子 

住民総会も無事終わり、平成 22年度がスタ
ートしました。3 月 11 日の震災後計画停電に
よる夜間閉館等により利用者の皆様には迷惑

をおかけしました。 
 1000 年に一度とも言われる大震災。それに
伴う津波や原発事故。メディアから伝えられる

悲惨な状況にも関わらず、助け合い、支えあい、

必死で立ち上がろうとしている被災者の方々

の強さ･心の温かさや優しさを感ぜずにはいら

れません。また、今まで忘れがちだった絆の大

切さや、心の豊かさがいかに大切かを再認識し

ました。このような思いをみなさんと共有しな

がら、私達の地域を考えていければいいなと願

っています。 
 さて、けやきコミセンも地域の拠点として、

一人でも多くの人に愛され、来ていただきた

く、話し合いを重ねながら館の運営や活動に取

り組んできました。今年度も引き続き努力しな

がら、“住みたいまちに”をテーマに、安心・

安全の視点から、様々な地域の課題の解決のた

め、知恵を出し合い、絆を深めながら行動でき

る地域コミュニティを作っていきたいと思い

ます。 
是非、皆様のご意見ご感想をお寄せください。

平成２３年度 運営委員が決まりました 
＊代表委員：寺島芙美子 島森和子 水谷加奈子 出井佳子 中澤幸子 
足立春江 新井真紀 安藤頌子 石井清子 石井威 石川博一 市原忠光 宇田川みち子 風間佑蔵 
香取尚子 金子ゆたかこ 川崎悦司 菅野耕一 栗村真里 郡司高直 小河内順子 小林美菜  小嶺千恵子 
酒井悦子 佐藤みな子 清水範男 杉本晃子 諏訪泰代 高石優 高田昭彦 高橋優子 高橋良江 
田中千恵子 谷口朝子 谷元章 千綿澄子 土田芳枝 冨秀子 長澤鏡子 長澤文哉 長瀬道子 中村英子

西山多恵子 長谷川芳子 深野譲治 古谷由美子 村井智子 山井恵子 山本清子 山本誠一郎 吉川裕子

吉松杉子 若園文雄 渡辺純夫 渡部誠子 渡部正子 （計５６名） 
＊会計監査：梅田彰 吉川春夫 （２名） 
＊イベント等への協力委員に１２８名登録いただきました。(協力委員は随時募集！)- 

－２－



       私たちはみんなで力を合せて住み良いまちづくりを目指します。 
                            この指とまれ！で結成された 12 チームです。けやきコミセンのユニークな 

                            まちづくり局 12 チームの活動は、今年も元気に楽しくをモットーに展開します。 

                           新しい出会いや、思いがけない発見など、サプライズがいっぱい。 

                            どうぞご一緒に楽しみませんか。 

2011年度 

 

チーム名 ひとこと 定例会 活動内容 
隔月開催 

参加費 300 円 

玄米ダンベル体操などでからだを

ほぐし、手作り季節料理を味わいま

しょう。 
からだほぐしと 
お食事の会 

ちょっと外に出て、参加してみませ

んか。素敵な出会いがあるかも。 

★ 次回：第 85 回からだほぐしとお食事の会（要申し込み） 

6 月 17 日(金)11 時半～14 時半ミニコンサート開催 

風と歩こう 

自然の中に身をおいて心と身体を

リフレッシュ！季節の恵みを楽し

みながらいろいろな場所を訪ねま

す。 

第 2 火曜日 ＡＭ9 時

けやきコミセン集合 

★ 次回:6 月 14 日(火) 

武蔵関公園散策 

第2･4火曜日夜８時からナイトウォ

ークで地域のパトロールを兼ねて

歩いています。夜道に漂う花の香り

や終った後での一服も楽しみです。

けやき 
ガーデナーズ 

『花でつなぐコミュニティー』 

花のみちを広げ地域に花の輪を広

げていきたいです。 

毎週月曜日 10 時～12 時。

但し祝祭日は火曜日に振

替。けやきコミセンの花

壇のお手入れをしてます

★ 5 月 22 日(日)けやき

まつりにて花市開催 

種まきからのガーデニング。お花好

きの地域の方々が毎週元気に集ま

って楽しく作業をしています。 

沢山のお花に囲まれて体を動かし

気持ち良い汗を流しましょう。 

けやきあそび隊 

大人も子供も 

 一緒にあそぼう。 

遊ぶの大好きな人集まれ！！ 

けやきニュース・チラシ

でその都度募集します。

★ 5 月 22 日（日） 

けやきまつりにて子供コ

ーナー（魚つり・的いれ

等） 

夏は自分で生地から作ったピザを

釜で焼き，かき氷で乾杯！秋は月見

だんごをつくろう！！冬はいちご

大福とお抹茶体験。そして、クリス

マスやハロウィンなど楽しい企画

がいっぱいです。 

アートくらぶ 
様々な文化の香りに触れよう！ 

観て 聴いて やってみて～～

活動的に！   

★次回予定6月 27日(月)

13 時～手作り講座リボン

ストラップづくり 

美術館行き・ナイトシアター・手作

り講座・ひなまつり・まち歩き・と

きどきコンサートなど 

けやき 
囲碁のつどい 

囲碁好き集まれ！ 第 2日曜日 

１時～5時まで 

自由対局を楽しみましょう。 

ぱそこん倶楽部 
パソコンを学ぼう！ パソコンで

遊ぼう！ （ごめんなさい 現在

満席につき新規募集はありません）

毎月第３火曜日１時３０

分から 

ワード、エクセル、デジカメの学習

ネットワークの楽しみ方など 

よみきかせ 
紙ふうせん 

紙芝居が面白い！仕掛け絵本も楽

しい！遊べる折り紙は毎回大好評

です。 

毎月第 4土曜日 

11 時～12 時 

幼児や小学校低学年の子供たちを

対象に読み聞かせ紙芝居･折り紙な

ど。 

けやき茶社 
男のロマンを感じるカフェ。 

サイホンコーヒーが魅力。手作りス

イーツ付きです。 

毎月第 3土曜日 

2 時～4時 

６年目を迎えた茶社。ますます張り

切る男性陣です。極上の中国茶も用

意してお待ちしています。 

エト研究会 ありがとうを 

  エト券にこめて 

不定期で活動 

興味のある方連絡下さい

エト券を通じて、成蹊大の学生と共

に地域をつなぐ方法を模索、実践中

あっとおどろく 
エコクラブ 

子どもと一緒に地球の環境を守ろ

う！ストップ・ザ温暖化！ 

随時募集（近くの公園で

木や草の生態観察・里山

の見学など） 

子供と大人の環境学習：生き物を愛

し環境を大切にする。 

 
 
 

 
けやき塾 

人にとって未知の世界は無限。知る

こと、気づくことで人生が変わる。

そんな機会にさえなる未知との遭

遇は心おどる世界です。旅人になっ

て、子供になって、遊びながら学ぶ、

けやき手作りアカデミーです。 

★ 第一回企画 

６月２６日（日）14 時～

けやきコミセンホールに

於いて（入場無料） 

「能の世界を知ろう」 

能楽師：青木一郎氏講演

年に数回を目標に、多分野から人の

話を聞き、人との交流を図り見識を

深めます。話の内容により現地を訪

れてみたいと思います。 

はじめまして 

 
どなたでも まちづくりチームを作って活動できます。 
１チーム３名以上（運営委員１名を含む）。月１回まちづくり局会議(全体会)があります。 

－３－



 

いまだに続く余震、不安も消えません・・・ 

この度の東日本大震災で地域の皆さんが体験したこと、今後考えていきたいことなどを 

  住民総会等で伺ってみました。たくさんの回答をいただいた中から一部ご紹介します。 

  （すべての回答は、後日にけやきコミセンでご紹介する予定です。） 

 

   [文書 
    

 

 

 

 

 その時はどこに避難しましたか 

・戸を開けてベッドの中にいた 

・外出中で道路の側の木にしがみついた 

・東急デパートの８階で店員につかまった 

・職場の玄関、園庭に避難した 

・地下２階にいたので地上に出た 

・自宅の部屋の中で書棚の倒れを押さえていた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
帰宅難民になられた方で困ったことは何でしたか 

・どこで何が起きたのかわからなかった 

・交通手段がなくなり行き場所に困った 

・10 時間かけて都内から帰った 

・大手町⇒吉祥寺まで約４時間半かかった 

 
防災について地域で考えていきたいことはありますか 

・防災連絡網整備と共助体制整備及び防災訓練 

・防災の会で話し合いをしている 

・避難場所はどこか知りたいと思った 

・関東大震災当時の話を聞いてみたい 

・日頃からの付き合いが大切だと思うのでコミセンの役

割を再認識したいと思う 

・防災用品の置き場を考え直した 

・家具・食器棚の扉が地震で開かないようにチェーンを

つけた 

・食料・水・懐中電灯の準備 

震災後に工夫したことはあります

か
 

・日頃から避難場所を決めておく 

・寝床に靴を用意した 

・寝袋を準備してスリッパを室内ではくようにした 

・リュックに必要なものを入れてある 

 
自宅の被害はどうでしたか 

・食器棚のコップ・茶碗などがかなり落ちて割れた 

・電子レンジが落ちた 

・トイレの壁に割れ目が入った 

・研究室では本棚が 1 つ空になって本・書類が散乱

・ピアノが 15 ㎝ほど前に出てきてしまった 

・低い台にのせていためだかの水槽の水が左右に 

こぼれた 

・重いタンス類が 5～7 ㎝位動いていた 

・ 防災の点からだけではないが近所のみなさんの

顔と名前は普段から知って、ある程度のコミュニケ

ーションはとっておくべきと思った 

・ 今回のように昼間だと父親が不在で帰ってこられ

ない時に地域の中学生が働き手になりえるので中

学生にも地域と共に考えてほしい 

－４－



 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福島第一原発震災とどう向き合えばよいか？ 
3・11 後の１週間、何もする気になれず、テレビと U チューブばかり見ていた。福島第一

原発の 4基がもっと大きな爆発すると 200km 離れた東京でも被爆する、あるいは直接被爆

は免れても、原発から 20km 圏内の警戒区域と飯舘村等の計画的避難区域から住民が強

制的に退去させられているように、放射性降下物で東京には住めなくなる。われわれの生

命と財産が一瞬にして無になるかも知れない。この潜在的な恐怖感が僕に無気力と持って

行き場のない疲れをもたらせていた。 

福島第一原発では、M9.0 の地震により 15m の津波を受けた。第一原発の 2、3、5 号機

では耐震設計の基準値を上回る揺れがあった。安全が最優先されるはずの原発でなぜこ

のような「想定」をしていなかったのか？ 原発の関係者は次のように述べた。

「それじゃ原発が造れないじゃないか！」 

つまり造れるように「想定」が設定されているのである。原発の安全性よりも、造ることに

よって得られる経済性の方が重視されている。東電や政府、経済産業省原子力安全・保安

院が言う「想定外」とはそういうことだ。 

今は一時の危機は去ったとは言え、まだ炉心溶融はそのままで、格納容器から放射性

物質が大量に漏れつつあり、次に水素爆発があれば残りの放射性物質が一気に漏れだす

危険性があると言われている。福島で既にチェルノブイリ級の放射能漏れ（レベル７）があ

ったことを、政府は4月12日に初めて認めた（実は3月15日に基準数値を突破していた）。

この放射能はいつまで放出され続けるのだろうか？  

われわれは、福島第一原発の 4つの原子炉の冷却が成功し、放射性物質が適切に管理さ

れるまで、自分たちの仕事や家族やコミュニティの将来を本当に考えることはできない。た

だこれまでの日常をこなしていくだけだ。突然やって来る日本が終わる日まで。      

〈それがわかっていて行動しないのは罪だ！さあ何から始めようか？〉 高田

東日本大震災から学ぶことは何か？ 

１． 日本は震災大国と知ること。子々孫々その事を伝え、自然と共生すること。 

２． 天災を人災にしないまちづくりを最優先とし、家は幾百年の永住を可能にする国であること。 

３． 福島原発事故は最悪のレベル７、企業からも国からも安全神話は消えた。              

迷わず、自然エネルギーを目指す国づくりを。                高石        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

大野田地域防災の会からのお知らせ 

6 月 12 日（日）午後 1 時から 大野田小学校ランチルームにて 

全体会（総会）を開催します。 

3 月 11 日仙台市で被災された杉本孝司さん 

気仙沼市で被災された大和田幸悦さんからのお話もあります。 

―― 皆様のご出席をお待ちしております。―― 

－５－ 



           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 ＜運営委員のつぶやき＞ 

コミュニティなんて縁のなかった私が、 

「暇だったらおいでよ～」の誘いにのって 

しまい、よくわからないまま運営委員になり

一年がたちました。 

まずビックリしたこと。「偉い人をつくらない」

今まで偉い人がいる世界しか知らなかった

ので、興味津々。 

みんなが、自由に意見を言い合い、その

事について話し合う。というスタイル。 

なるほど・・・いろんな人達がいるから、いろ

んな意見がでるのか～～！！ 

その内容はさまざまで、大事な事だったり、 

さっき決まったのにまたその話？って事も 

良くあること。 おもしろい。 

けやきに来ると必ず笑いがある！！ 

そんな当たり前のような日常が、今はとって

もとっても幸せに思います。  

 （Ｓ） 

けやきコミュニティ協議会 
武蔵野市吉祥寺北町５－６－１９ 
℡＆Fax ０４２２－５４－８７１９ 
http://www1.parkcity.ne.jp/keyaki-c/ 
開館時間９：３０～２１：３０ 水曜休館 

 
大震災に遭遇した時、誰でも助けたい、何とかしたい

という思いは当たり前です。天災、人災を分けての人命救

助などありえません。その市民の熱い思いに火をつけて一

気に日本人の力を結集し、救済復興に当らなければ世界の

支援にも答えられないでしょう。私達も色々な立場を超え

て、出来る事から始めましょう。 
備えあれば憂いなし。どんな備えが大切なのでしょうか？

編集後記 

 
日時：５月２２日（日） 午前１０時～午後３時  

雨天決行（フリマは中止） 

今回のテーマは 『心をつなぐ』 
けやきまつり実行委員会では、当初からおまつり 
で得た収益はすべて東日本震災の被災地に送ろうと 
いうことで一致、例年にもまして張り切っています。

バザー、フリマを始め、屋台は焼きそば、フラン 
クフルト、ピザ、けやき特製カレー、ダンゴ焼き、 
公園ではハワイアンバンドやだんだん体操、子ども 
遊びコーナーも。 
地域の大野田小学校・第四中学校の先生方、成蹊 
大の学生、町内会の方々もスタッフとして参加して 
くれます。ちんどん屋さんも例年通り盛上げてくれ 
る予定です。 
地域の皆さま、どうぞお誘い合わせていらして下さい。

皆さまのお気持を被災者へのエールとしてお届けし 
たいと思います。  けやきまつり実行委員会一同 

                  
              武蔵野市立大野田小学校 校長 高城 栄則 

４月１日（金）久しぶりに訪れた武蔵野市は思いのほか暖かく、市役所前の桜並木も今

にもはじけそうなつぼみをつけて私を迎えてくれました。 
第五小学校で８年間、境南小学校で５年間の教員、副校長生活を経て、東京のはるか 

３００km 南海上にある八丈島で５年間、学校経営の修行を積んでこのたび大野田小学校
に着任いたしました。施設も設備もすばらしい百年校舎や創立当時から温かくそして力強

く本校を支えていただいてきた地域の皆様のお力を十分に生かして、街を誇れる児童、街

が誇れる児童の育成に全力で取り組みます。どうぞよろしくお願いいたします。 

－６－


