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青木美穂 ・ 足立春江 ・ 新井真紀 ・ 安藤頌子 ・ 石井清子 ・ 石井威 ・ 石川博一 ・ 出井佳子 ・ 市原忠光・ 

宇田川みち子 ・ 風間佑蔵 ・ 梶ヶ谷三恵 ・ 香取尚子 ・ 金子百合子 ・ 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 ・ 酒井悦子 ・ 佐藤みな子 ・ 島森和子 ・ 杉本晃子・  

諏訪泰代 ・ 関律子 ・ 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 ・ 寺島芙美子 ・ 冨秀子 ・ 長澤鏡子 ・ 中澤幸子 ・ 長瀬道子 ・ 長峰正雄 ・ 中村英子・

西山多恵子 ・ 長谷川芳子 ・ 花山サト子 ・ 博田美智 ・ 深野讓治 ・ 古谷由美子 ・ 水谷加奈子 ・ 村井智子・ 

山井恵子 ・ 山本清子 ・ 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 59名） 

＊会計監査：吉川春夫・市川祐子（２名） 

≪イベント等への協力委員に 121名登録いただきました。協力委員は随時募集しています！≫ 

 

ご 挨 拶   

代表 冨 秀子     

 日頃は、けやきコミセン（コミュニティセンター）の

イベントや活動にご参加ご協力いただきありがとうご

ざいます。 

さて、４月 21 日に行われた住民総会も無事終わり、

平成 24 年度の活動がスタートしました。武蔵野市のコ

ミュニティセンターは「市民が新しいふるさと武蔵野の

豊かなまちづくりをするための基本施設」として建設さ

れ、市民の「自主参加・自主企画・自主運営」を基本原

則として市民がまちづくり・コミュニティづくりを進め

ています。 けやきコミセンでは誰もが気軽に使え、地

域のふれあいの場となるような、ユニークなコミュニテ

ィづくりを目指し、何事にも全力投球で楽しみながら、

いきいきと活動しています。全体イベント（けやきまつ

り・夏まつり・どんど焼き）は、実行委員会が中心とな

って動き、当日はオールけやきで取り組む体制が定着

し、協力スタッフも増え続け嬉しい限りです。 

 さらに、「この指とまれ方式」で始まった「まちづく

り局」も 12 チームが誕生し、特にイベント時には人と

人の「ふれあいや繋ぐ事」を大切にしながら工夫をし、

多彩な活動を繰り広げています。 

 昨年の３月 11 日の震災以来、防災に対する意識も以

前にも増して高まりコミセンとしてどのような機能を

果たしていけばよいのかを考えていきたいと思ってい

ます。けやきコミセンを知らない方や来館されたことが

ない方が一人でも多く来ていただけるようこれからも

愛されるコミセンを目指して努力していきたいと思っ

ています。 

 

第 28 回住民総会が行われ、新年度がスタートしまし

た。 

－２－ 

 

 

テケテンテン・・・寄席囃子のなか、三遊亭橘也

さん（吉祥寺北町在住）が登場。古典落語「天狗

裁き」の始まりです。 

 長屋のおかみさんが昼寝をしているご亭主の

寝顔を見ながら、「何の夢をみてるんだろうねえ。」

と呟くところから始まり、お隣さん、大家さん、

お奉行、果ては天狗様までが登場し江戸庶民の飾

らない素朴な人間関係と旺盛な好奇心に、時にフ

フフ･･･、時にニヤニヤとほんのり暖かい余韻の

中で住民総会が開始されました。 

 議長には田中厚子さんが選出され、2011 年度

の活動報告、会計報告、監査報告があり全て承認

されました。続いて 2012 年度活動方針案、予算

案の説明、運営委員、会計監査の選出があり全て

承認されました。 

 

 

 

平成２４年度運営委員が決まりました 

住民総会 

三遊亭橘也さん 
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≪コミセンでみなさん何してる？≫ 

 学習室で集中読書や勉強 

 コミュニティルームでお友達とおしゃべり 

 赤ちゃんを連れてお散歩休憩 

 仲間と芝居・歌や楽器の練習 

 趣味の絵や生け花などをギャラリーで展覧会 

 幼稚園などのお楽しみ会・親睦会・お別れ会 

 小中学生がなかよく遊ぶ 

 まちの情報を探してチラシやポスター掲示板をみる。 

 友達をつくりにイベントに参加。 

 散歩や仕事の途中でトイレ休憩。 

 キッチン茶の間 みんなで料理して手作りランチ会 

 大学生がコンビニで買ったお弁当を食べに。 

 季節のお花を楽しみに・・ などなど 

Ｑ：予約したいけど、部屋が空いているかしら？ 

 

 

① http://keyaki-c.com/ にアクセス 

 

けやきのホームページで空き部屋状況が

確認できるようになりました！ 
 

②クリック 

③クリック 

④日にちをクリック 

インターネットで予約はできません。 

窓口で予約手続きをお願いします。（電話で仮予約もできます） 

入力までに多少時間差がありますので窓口にお確かめください。 

 ≪ 知っておくと便利 かな？≫ 

・ポットや湯呑などはご自由に 

（ごみはお持ちかえりくださいね） 

・１００円でコーヒーが飲めます。 

ホット麦茶は無料サービスです。 

・子どもルーム用貸し出しおもちゃもあります。 

・ＣＤラジカセ・譜面台貸し出ししています。 

・ホールはピアノ使用、ＤＶＤが見れます。 

・和室でもＤＶＤが見られるようになりました。 

・多目的トイレはおしめ替えシートがあります。 

・・それからそれから使い方いろいろ・・ 

受付の窓口が笑顔でお待ちしています。 

わからないことは聞いてくださいね。 

けやきコミセン 利用のヒント 

 

‼   (^_-)-☆   

みんなの       

           

のみんな  

❥…けやきコミセンは、武蔵野のコミセ

ンの中でもいろいろな意味で特徴ある

存在で、「けやきさんは変わっている

ね」と言う声が、当初からチラホラ耳に

… ❥「コミセン用地として市が用意

した場所に、地域の諸団体が集まっ

てどんなコミセンを建てるか…の話

し合いが始まる」と言うのが通例だ

ったのに、「けやき」はその辺からし

て違っていました。❥クリーンセン

ター建設問題で知り合った住民・当

時のＰＴＡや少年タイガーズなどの

関係者を中心に「この地域にもコミ

センを…」と大勢の個人がつながり、

請願・陳情・土地探しからのスター

トでした。❥数館の大型コミセンが

建てられた 30年ほど前の初期の様

子から学び、「アットホームで、一人

でもふらりと寄れる、そこで友だち

がつくれる、ユニークなコミセンを」

と。これが「けやき」のユニークの

始まりでした。        

けやき 

－３－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

３月２５日(日)にコミュニティルームにて、以前から企画したいと思っていた 

念願の歌声喫茶を行ないました。当日の参加者は６７名以上、コミュニティルーム 

は身動きできない程の大盛況でした。おやじバンド「やまたにし」の生演奏で、 

３０曲以上を大声で歌い、まだまだ歌い足りない余韻を残しながら時間 

が来てしまいました。歌は心を繋ぎ、人を繋げる楽しいものです。 

「来年も必ずやって下さい」と、参加者から多くの声をいただきました。 

当日の実行委員は次もやる気満々、是非繋げていきたいと思っています。 

 

－４－ 

        

３月 24 日(土)～31 日(土)午前 10 時～午後 8 時まで、あなたのコミセンを知

ってほしい。他のコミセンの良さも知ってほしい。“全ての 16 コミセンをスタン

プラリーで廻って、さらに参加賞をもらおう！”の企画が、コミュニティ研究連

絡会主催で今年第１回目が開催されました。けやきコミセンも早速実行委員会を

発足させました。年度末の忙しい中のイベントとあって、どのコミセンも盛り上

がりに欠け、どうなる事か不安でしたが、いざ本番となるとびっくりするくらい

全コミセンが頑張りました。参加賞の他にそれぞれ工夫を凝らしての歓迎でした。

予想以上の人数で参加賞が早々に無くなる等のアクシデントも起こりました。ま

た３月 19 日朝日新聞記載のけやきコミセン取材記事も大きな反響を呼びました。

けやきコミセンから出発する人、通過する人延べ 496 人。数名が全コミセン制覇

ご意見感想４通を記録しました。ご協力ありがとうございました。 

あなたにとってスタンプラリーはどんな発見と出会いがありましたか？ 

 

            

 

 

 

小学５,6 年生の子ども実行委員が、約半年間かけて子どものまちをどのようにし 

たいか、何があったらいいか、そのためには何をしたらいいか、何が必要かを考え、 

話し合い、まちの中の流れをシュミレーションし当日を迎える。当日参加の子ども 

たちは、子どものまちに入り、「大学」でまちのルールを学び、「職安」で仕事を探 

し働きに行く。働いた分の給料（地域通貨:ぐりん）を「銀行」でもらい、使うこと、 

また働くことで、まちの仕組みを遊びながら学びます。 
 

第 5 回まで大野田小学校校庭で土日２日間開催していましたが、今回は規模を縮小し、

けやきコミセンの休館日に全館を使い開催しました。(第５回は開催日が昨年の震災直

後だったため急遽間際で中止としました)当日は子ども参加者 449 人、子ども実行委 

員 44 人、大人スタッフ約 70 人でけやきコミセンが子どものまちになりました。 

今回で６回目となりましたが、歴代の子ども実行委員が成長し、当日何人も手伝いに 

来てくれたことは、継続しているからだと実感し、とてもうれしく思いました。 

けやき村 3 月 28 日(水)  10 時～15 時 第６回 



 
   

                                                         

 

     

                

 

 

 

   

 

  

 

 

   

 

          

  

                                  

   

 

 

  

住みよいまちを自分たちの手で作ろう！！ 

それぞれのチームが楽しい活動をしています。 

けやきコミセンまで足を運んでみませんか？ けやきまちづくり局 

   ６月１７日（日）１４時～ 

  ホールにて講演会があります。 

「江戸はエコロジー社会だった」 

川口 順啓氏（金沢学院大学客員教授） 

 

   

－５－ 

毎月第４土曜日１１時～１２時 

子どもルームで絵本の読み聞かせや 

色々なおりがみをやっています！！ 

 

 

  毎月第 3火曜日 1３時半～ 

パソコンを学び、パソコンで遊ぼう。 

技の宝庫パソコンで楽しみましょう。 

  

 

  美術館めぐりや文化講座ひなまつり 

など。映画を通してコミュニティを！… 

ナイトシアターを年 5回開催しています。 

 次回は 6月 22日（金）１８時～ 

 「三丁目の夕日」を上映します。 

 

  は 毎週月曜日（祝日は火曜日） 

１０時～１２時 

花のきれいなけやきコミセン！沢山の花にかこ

まれ楽しいガーデニング！作業が終わったあと

のティータイムも楽しみ！ 

  ４月・６月・９月・１１月・２月の年５回

第３金曜日 １１時３０分～１４時 

玄米ダンベル体操のあと季節のお食事が 

  すんだら、午後からお楽しみイベント！ 

参加費：５００円 

  ＊定例ウォーキング：毎月第２火曜日  

９時３０分～１２時 

 ＊ナイトウォーキング：毎月第１・３火曜日 

２０時～２１時 

不定期にスペシャルで、遠出のウォーキングも 

あります！！ 

  毎月第３土曜日１４時～１６時 

  男性の入れるサイフォンコーヒーは 

  なかなかの「ひょうばん」です。 

美味しいコーヒー150円、中国茶 200円 

手作りスイーツ付きです！ 

その後 18時頃からは、地域の人が集う 

楽しい会を開いています。 

  毎月第２日曜日 1３時～１７時 

囲碁好きが月１回集まって対局してい

ます。真剣勝負ながら、和気あいあい楽

しいひとときです。 

   公園で木や草の生態観察しています！ 

  ８月にイベント企画中！ 

   ７月２４日（火）楽しい夏あそび 

  小学生対象に企画中！ けやきＨＰ、 

チラシにてお知らせします。お楽しみに～ 

あそぶの好きな大人の参加も待ってます！ 

 

   

    

     ありがとう！をエト券に込めて･･･

エト研も８年目。エト券を日常的に 

使えるように茶社の時に「エトコーナー」 

を設置します。ちょっとした手助けが出来

るように若い学生がお待ちしています。 

お気軽に声をおかけください。 

もちろんエト券で！ 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
＜運営委員のつぶやき＞ 
 
利用する立場から利用者を受け入れる

側になり、日頃気持ちよく当たり前のこと

と意識せずに使わせてもらっていた陰に、

館の運営に携わっている人々の細やかな

気配りと細分化された役割分担のあるこ

とを知らされる羽目に。委員会、準備会、

研修会と、いままで真っ白だったカレンダ

ーへの書き込みが月ごとに増え、気ままな

生活が一変してしまった。  

しかし、退職後、交際範囲は自ずと偏りが

ち、顔は知っていても会話までにはいたら 

なかった人、新しく関わりを持った

人々と、年代を超えて話し合う機  

会から得られる地域の情報の広

がり、新しい世代との繋がりは 

貴重である と今思っている。   

               ＜Ｋ＞ 

 

 

－６－ 

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 

ホームページ http://keyaki-c.com/ 

開館時間９：３０～２１：３０ 水曜休館 

 

日時：５月２７日（日） 午前１０時～午後３時  

けやきコミセン＆ふそう道り公園 

雨天決行（フリマは中止） 

今回のテーマは 『 燦々とかがやく けやきまつり 』 

今年度のけやきまつりは、お金でない支援をしたいと考

え、毎年恒例の花市、地元野菜に加え東北支援物産販売

を開催します。第 30回にあたり、例年にもまして実行委

員一同準備の段階から張り切っています。 

バザー、フリマを始め、つきたてお餅、焼きそば、 

みそ田楽、石窯ピザ、けやき特製カレー、子ども遊び 

コーナーも用意しております。 

今年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。地域の皆さま、どうぞお誘い合わせていらし

て下さい。      けやきまつり実行委員会一同 

 

＊バザー提供品 5月 7日～25日まで受付ます。 

＊マイ食器・マイ箸・マイバックで来てね。 

                   武蔵野市立第四中学校 校長 大町 洋 

４月１日、十七代校長として、第一中学校より着任しました。私は、生まれも育ちも 

武蔵野市。第一小学校、第一中学校を卒業。３月までは、母校で校長を務めていました。 

四中に着任後、学区域を隈無く歩いてみましたが、豊かな自然と閑静な住宅街が多いの

に驚きました。また、良く手入れされた花壇を見る度に、この町に住む方々の思いを感じ 

大変感動しました。 

四中は、来年度「開校６０周年」を迎えます。地域の方々に愛されるとともに地域に貢

献できる生徒を育てていきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

＊今年度のニュースは、ニューフェイスの運営委員が加わ

り新しい風が吹き込みました。パソコンに堪能な人もいて

今後が期待されます！ ＊扶桑通りの「小道ガーデン」が

地域の人たちが集まって手入れ、管理をし始めて 10 年。 

5 月 6 日の『朝日新聞』武蔵野版で紹介されました。写真

にはけやき運営委員も載っています。 

 

 

 

編集後記 


