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特集は「つながる」  

たくさんの出会いが生まれているけやきコミセン。きっかけも、 

つながりもさまざまです。まちに知り合いが増えて、居場所ができ

たら楽しいですね。どうぞけやきであなたもご一緒しませんか？ 

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 

コミュニティ  

ニュース 
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浅野  

☆地域からけやきへつながる、けやきから地域へつなげる☆

*る 

 

 

 

 

 

 

けやきコミュニティ協議会に関わりを持つようになったの

は約 20 年前、Ａさんからの「さそい」がきっかけであったよ

うに思います。以来、「けやき」の方々と接触を持つほどに、

一番の印象は「偉い人をつくらない」が私をして最も関心を抱

かせるものでした。又、自主三原則「参加」「管理・運営」「企

画」であり、運営員会会議も民主主義的、討議・検討する等、

学ぶ点がたくさんありました。まちづくり局チームの地域通貨

「エト券」。毎月第三土曜日に「茶社」は現在も陰りもなくそ

れなりに人気があるので奮闘中です。そこで時代の流れに沿っ

てか「大野田福祉の会」立ち上げに参加。福祉の会プロジェク

トチームとして居場所「ひびのさんち」を設立、更に居場所「み

どりの縁がわ」、大野田「なかよく地域をみつめる会」、「大野

田防災の会」、と中々懸命にやっております。然し、それぞれ

が又課題も抱えながらであります。これもあれも、「けやき」

があったからこそ、芽生え、それなりに発展してきたのだと思

います。 

さて、ここで提案であります。が「けやき」を中心として、

懇談会、交流会、意見交換会のような場、より建設的な内容の

ものを持ってはいかがでありましょうか？ 

「けやき」の内外からご覧になってそれぞれの組織がどのよ

うであればより良いか？とか。せっかく課題をいただいてもな

かなか直せるものではないかもしれませんが。課題を知ること

が先ず第一に大切だと考えました。        

            けやき運営委員 郡司高直 

 

窓口当番に入って来館者の

様子を観察していますと初め

て来た方はすぐに分かりま

す。 

自動扉が開くと同時にキョロ

キョロしたり、掲示板をジッ

と見ていたり…。 

そんな方に声をかけてけやき

の案内をすると皆さん館内を

歩いて回るととても素敵な空

間に驚いて気に入って帰りま

す。 

どうぞ地域の皆さんでまだ

けやきコミセンに来た事が無

い方は一度寄って見てくださ

い。 

けやき運営委員（Ｔ） 

 

けやきコミセンには小さいと

きからお世話になっています。 

小学生のときはコミニティルー

ムで遊んだり、外にある遊具で

遊んだりと友達と遊ぶときによ

く利用しました。家からも近い

ということもあり、受験期には

学習室によく通いました。また

現在もけやきコミセンにはお世

話になっています。私も参加し

ているむさしのミニタウンでは

会場としてここ２年間使用させ

てもらっています。 

もちろん当日だけではなく、準

備もけやきコミセンで行ってい

ます。けやきコミセンはどんな

世代の人でも楽しめる場所だと

思います。 

         高２ （Ｎ） 

朝の登校時間、大野田小学校の正門前で北町５丁目にお住まい

の芦田さんが子ども達に大きな声で挨拶をしています。それに負

けじと大きな声で挨拶を返す子どもや、ニコニコと頭を下げる子

ども、朝の素敵な時間が流れていて微笑ましい光景です。８年間

続いているその行動に対して「公益法人 小さな親切運動 武蔵

野支部」より「実行賞」を受賞されました。 

今は夏休み期間中ですので芦田さんの大きな挨拶は聞こえま

せんが、けやきコミセン行ってみると、コミュニティールームで

楽しく地域のお友達とおしゃべりしている芦田さんに会えるか

も知れません。 

                 けやき運営委員 （Ｗ） 

 

－２－ 



けやきとの出会い 一期一会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団資源回収活動・コミュニティの力でゴミを資源に！！ 

 武蔵野市では生活ごみは、出す人が分別して市に委託された収

集業者が毎週決められた曜日に各戸のごみを集めて回ります。 

並行して各地域の住民有志による集団資源回収事業（1977

年～）が黄色い旗をたてて行われています。その主旨は「誰でも

参加できる地域コミュニティ活動」「ごみ処理費用の削減・リサ

イクル意識の向上」「資源・エネルギーの節約で地球にやさしい」

として、市も補助金（キロ当たり 10円）を出して奨励していま

す。 

「資源回収北町第二地区」（北町 5丁目・3丁目北側）の歴史

は古く、クリーンセンター建設用地の選定を巡って、北町 5 丁

目を中心に結成された「ゴミ問題を考える連絡会」が、ごみ減量

と活動資金確保のために取り組み始めたのが 79年。同会解散後

も続けられ、年間約 100ｔを超える回収量に対する補助金で、

年２回の還元品（トレぺ・ティッシュなど）が参加家庭に配られ

ています。 

 あなたも参加なさいませんか？ 

＊野嶋盛次郎さん（5丁目）にお話を伺い、広報部でまとめまし

た。 

 

「集団資源回収」・・コミュニティづくりにも  

ごみ減量とコミュニティの輪 

転居してきたお宅を訪問「はじめ

まして、3軒お隣の〇〇と申します。

集団資源回収活動に参加しません

か？」と旗当番がお誘いと説明に… 

毎月決められた集積所には、当日

黄色い桃太郎旗がたちますよ。 
 

ざつがみ（雑紙）も資源です。 

 封筒やメモ用紙のような小さな紙、お菓子や化粧品の空

き箱・包装紙などもまとめて「ざつがみ」と書いて回収の

日に出せば、資源・再生紙としてよみがえります。 

19８９年・・・と言えば  

 ８9年と言えば 12月 16日に「け

やきコミセン」がオープンした年。

解散することになった「ゴミ問題を

考える会」から、お祝いに確か 30

万円が寄せられました。それを基に

けやきコミセン中庭の彫像「花」（小

畠広志作）が、作者のご厚意によっ

て据えられました。 

けやきとの出会いは‘一期一会’この言葉につきる。コミュニティ活動の中随所に遭遇するトラ

ブルや人の個性の面白さは限りありません。 

私がまず出会った方は桜井太郎さんです。成蹊大学のけやき並木のお掃除をしていた桜井さんと

通勤の為その横を自転車で通る私は「おはようございます。」とお互いに声をかける朝が 20 年以上

続いたと思います。仕事をリタイアした時に桜井さんに声をかけられたのが、けやきコミセンとの

‘縁’の始まりです。一人黙って空き缶を拾う変な老人。当時会社の役員をなさっていました。 

けやきまつりの日には、小柄な老人がチャップリン姿で登場して驚かせてくれました。 

ある日イヤリングをした若者に拳を振り上げる桜井さんを見てビックリ！ 

頑固一徹の頑固じじいのこの人と運営委員になったら面白そうだな～とけやきコミセンに関わって

いく様になりました。良‘しにつけ悪しにつけ人間模様の多様さは最高。この二度と出会う事のな

い生き生きとしたコミュニティは私の宝物です。 

                              けやき運営委員 高石優 

－３－ 



                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                 

                   －４－ 

 

 

大野田福祉の会居場所プロジェクトでは、7 月 2 日（火）に初めての「なんでも相談窓口」を開きま

した。当日は三部屋に分かれて 

① グループ相談――老老介護の具体例が話され、専門家も含めて数人が参加。報告・質問・相談・うな

ずき・気づきなど…各人にとっても収穫があった模様。（専門家・相談者、他数名） 

② 個別相談――すぐに解決につながらなくても、専門家の助言を得ながら、聞いてもらえた満足感があ

った。（1 対１） 

③ なんでもしゃべれ場――（専門家・他数名） 

社協、ナーシングホームと高齢者総合センターの在宅介護支援センターそれぞれから参加してくださ

った 3 名の専門家の方々、ありがとうございました。実験段階ですが、まちの中のこのような「場」の

必要性については手触りを感じています。 

初めての 2 時間は、あっという間に過ぎました。これでいい…という形はなかなか出ないかもしれま

せん。…が、工夫をしながら、とりあえず今年度中（来年 3 月まで）は、奇数月に続けてみようという

ことになっています。今後にご注目と応援をよろしくお願いします。  （＆） 

第 42 回ジャンボリーに参加して    

今年の大野田地区のジャンボリーは７月 22 日(月)～24(水)

に行われました。 

初日の午後夕立に見舞われたものの、ウォークラリー、ナイ

トハイク（天体観測）、ハイキング、キャンプファイヤー、川遊

び･･･天気の合間を縫って無事行うことができ、ラッキーでし

た。かなり盛沢山なプログラムの中、子供たちが熱中していた

のは火起こしです。高城校長の発案で始まったこのプログラム

は、私が参加した前々回では体験として僅かな子ども達しかで

きませんでしたが、今回は実践的に各班が取組み、実際のか    

まどの火として使った班もあります。 

＊大野田地区の子どもたちはマッチ無しでも

火がつけられる。これは、地域防災の点から

とても頼もしいことですね！  （指導員Ｍ） 

 

ふれあい給食に参加して     

私にはひ孫が居ないので、ひ孫のような

生徒さんに会えるのを楽しみに参加させ

ていただきました。皆さん元気で可愛くて

話しかけると色々と答えてくれました。話

の内容に時代の変化を感じました。今の給

食はカロリーがしっかり計算され、栄養バ

ランスも良く、味も美味しかったです。元

気な男子、女子達と触れ合う事ができ、私

自身も元気をもらい長生きができそうで

す。このような機会が 

あれば又是非参加させ 

ていただきたいと思い 

ます。  （参加者Ａ） 

「大野田地域防災の会」の全体会（総会）6月 30日開催  寺島芙美子 

出席者 53 名。「防災課」の自助についての話の後、5 月に千葉県旭市（東日本大震災で多大な被害を受け

た）を視察した報告を行った。全体会の中で活動などについて厳しい意見も頂いたが「防災の会」はまだま

だやるべきことが山積みであり、みんなの協力なくしては乗り越えられない。 

近年東京直下型地震・立川、多摩断層に関心が集まり、市民の防災に対する知識も高まっている。市の防

災計画も見直され、コミセンも支えあいステーションとして位置づけられている。今後、大野田小・四中は

一時避難所として、けやきコミセン・緑町コミセンは支えあいステーションとして果たすべき役割について

も、大勢の方と知恵を出し合って良い方向性を見出す必要がある。そのためにも、「大野田地域防災の会」で

は、9月 14日（土）地域組織大連絡会を予定し、各組織の代表者に集まっていただき話し合いをすべく準備

を進めている。又、10月 19日（土）には、夜間防災訓練を計画中である。 

地域の皆様にも、このまちが防災に強い、助け合いのできる明るいまちになり、 

避難所運営がスムーズに行くためにも、是非知恵をお借りしたいと思っている。     

 

やってみました！ 「なんでも相談窓口 ｉｎ ひびのさんち」 
 



風と歩こう 

まちづくり局主催・秋色コンサート 

「ハープとフルートのしらべ」アニメソングから懐かしの曲、クラッシックまで 

        １０月２７日（日）１１時開演 

                 １２時２０分終演予定 

（途中休憩時に、ハープ体験もできちゃいます！！） 

コミュニティールームにて 

詳細は市報等にてお知らせいたします。 

明るく楽しいナイトウォーク 

☆今回はまちづくり局の中の、 

ふたつの活動をお伝えします。 

 

                 

                

 
  

   
６月の風と歩こうは東村山市の北山公園でした。 

駅から２０分ほど歩くと畑の多いのどかな場所になり、 

その道をのんびり１０分程歩くと公園の入り口に着きます。 

ちょうど定例の第二火曜日が花菖蒲祭りと重なっていて、 

咲き始めから満開の花々まで、前夜の雨に洗われてスッキリといきいきとした色で私たちを迎えてくれました。 

本当に沢山の品種があり、一つ一つじっくり見るのも楽しいし、全体の落ち着いた華やぎを感じて和むのも良し 

ゆったりした空気感が漂い滞在時間が足りないと思った人もいたことでしょう。 

そのあとは国宝の正福寺の地蔵堂を見学、遅いランチをたべて帰路につきました。 

私は今も八国山の山並みと広～い大空を思いだしては新鮮な空気を吸ったような気になります。 

通常は近隣の公園に出かけていますが皆様良い情報があったらぜひお知らせください。 

どんどん出かけて心と体をリフレッシュしましょう。 （風と歩こうメンバーＩ） 

☆風と歩こうは、第２火曜日、朝９時３０分けやきに集合です！！ 

 

    

  

毎月第１・第３火曜日の午後８時から、けやきコミセン前で軽い準備体操のあと 

スタートし、地域のパトロールを兼ねて吉祥寺北町を中心に緑町、中町、本町の方にも足を向け五十分、五千歩

を目標に歩いています。      

年齢層も幅広く昭和５年生まれの女性が軽い足取りで参加されております。 

ウォーキングは健康効果が高い運動療法として注目されています。 

スタイル、姿勢の改善、ダイエット効果等々、まずは参加されてみませんか。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

☆まちづくり局は、アートくらぶ・ぱそこん倶楽部・けやき茶社・よみきかせ紙ふうせん 

エト研究会・けやき囲碁のつどい・ガーデナーズ・からだほぐしとお食事の会・風と歩こう 

けやき塾・あそび隊の１２チームで活動しています！！ 詳細は市報等でご確認ください。 

予告 

－５－ 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

◆けやき寄席 三遊亭橘也(北町在住) 

 と き ： ２０１３年９月１日(日) 午後２時 開演 

  ところ ： けやきコミセン ホール  

  木戸銭 ： ５００円  ５０席 

※８月１５日(木)～けやきコミセン窓口にてチケット発売中  
 

◆アンサンブル・フェリーチェ  コンサート 

～ 歌は思い出とともに ～ 

と き ： ２０１３年１０月 13日（日）午後２時 開演 

ところ ： 武蔵野市立第四中学校 プレイルーム 

出 演 ： アンサンブル・フェリーチェ 

アルモニコ弦楽四重奏団 

♪1 部 フェリーチェの美しいハーモニーの合唱と弦楽四重奏 

♪2 部 懐かしソングを合唱と弦楽のコラボでお送りします 

  チケット： ５００円 

  ※９月 1日(日)～ けやきコミセン窓口にて発売 
    

 

 

 
けやき秋の文化企画 

   夏休みラジオ体操 

夏休み、早起きして参加しよう！ 

後期：８月 27 日(火)～８月 31 日(土) 

場所：・大野田小学校校庭 

・都立中央公園バーベキュー広場 

開始：午前６時 30 分  

※午前６時に雨が降っている場合 中止 

参加賞・皆勤賞あります。 

前期後期皆勤のときは表彰状！！ 

 

－６－ 

＜運営委員のつぶやき＞ 
 

ある日、市報を見ていたらけやきコミセ

ンで「からだほぐしとお食事の会」との案

内が載っているのをみて、申し込んで参加

しました。 

先生について行うダンベル体操は決し

てハードなものではないのに、眠っている

筋肉を刺激する感じで気持ちの良いもの

でした。 

その後のお食事は手作りの薄味の体にや

さしい和食ランチでした。お腹も満たされ

コミュニティルームに行くと、各テーブル

に色々の可愛い花が挿してありました。施

設全体は木の温もりが感じられて、どこか

ほっこりでした。 

私はこのコミセンに関わりたいと思い、

あれから２年経ち、今年度から運営委員と

してけやきコミセンに来ています。 

地域の皆様も是非この心地良い場所に

お出かけになりませんか？ 

各イベントも有ります。  （Ｈ） 

 

♪～夏。なつ。なつ。夏まつり～♪   （けやき夏まつり実行委員会） 

       雨天決行 

屋台村には やきそば、フランクフルト、やきとり （大野田小学校の先生方） 

夏といえば かき氷。 焼だんごのご協力は北町５丁目町会の皆様。 

お化け屋敷、子どもコーナーもあります。 

この夏最後の思い出に 盆おどり を一緒に踊りましょう！ 

※午後 3 時 30 分～4 時 30 分浴衣の着付け致します。浴衣をお持ち下さい。 

※マイバック・マイ食器ご持参にご協力お願いします。      

☆８/22(木) 午後７時～ホールにて盆おどりの練習をします。どなたでも参加できます。 

                                

 

                          

        

 

まちの中っていろいろなつながりがあるよね。という
話しから今年度は‘けやき周辺’の‘人のつながり’をテ
ーマにすることに。小さなつながりがない合わさって
コミュニティづくりへ。  
この願い伝わったでしょうか？ （編集子） 

 

編集後記 

http://www.google.co.jp/imgres?hl=ja&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=UUj_ZAXYGl-wqM:&imgrefurl=http://azukichi.net/music/onpu384.html&docid=0nApT12PeX3ezM&imgurl=http://azukichi.net/img/music/onpu384.jpg&w=572&h=468&ei=u-3rUfLZJIrHkQW0l4HQDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:69,s:0,i:297&iact=rc&page=4&tbnh=203&tbnw=248&start=64&ndsp=23&tx=146&ty=147

