
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コミュニティ けやき ニュース 

第 12３号（通算 14７号） 201７年３月１５日発行 けやきコミュニティ協議会 

 

も く じ 

Ｐ２～３  ・・・ 特集“コミセンは地域のリビングルーム“ 

Ｐ４    ・・・イベント報告（どんど焼きとむかし遊び）・お知らせ 

Ｐ５    ・・・まちづくり局 

Ｐ６    ・・・お知らせ・運営委員のつぶやき 

・代表つぶやき・編集後記 

 

 

住民総会  
“あなたの参加はまちづくりの一歩！” 

 

4月２２日（土）  
13時 30分から ゴスペルのミニコンサート 

   14時から    総会   
              ご参加をお待ちしています。 

 



茶の間 

キッチン 

和室 

 

 

 

和室を希望していたのは年配の

方では無く、小さい乳幼児のいる

お母さんたちが、おむつをかえた

りハイハイして遊ばせたりできる

お部屋が欲しいという事で畳の部

屋になりました。 

 

－２－ 

茶の間のテーブルは

市販では気に入った物

が見つからず大工さん

に作って貰いました。 

 

☆けやきコミセンの各お部屋は、建築前に地域で沢山話し合った事をいっぱい 

詰め込んだ結果がしっかり活かされていて、とてもユニークなコミセンです。 

【特集】～地域は大きな家族・コミセンは地域のリビングルーム

～ 

このキッチンは当時運営委員を

されていた方の自宅のキッチンを

モデルにして作られました。 

 

けやきの２階の奥にある茶の間とキッチンは普通

の家庭にある広さにして、くつろげる掘りごたつ風

のテーブルを茶の間に置いて、キッチンで作った 

料理を運んでそこでみんなで楽しく食事が出来る

ようにという思いで作っています。 

いまからおよそ 30年も前のお話です。

北町 3～5丁目に住む方々を中心に「コミ

センの建設運動」が進められていました。

運動の中で「この地域にふさわしいコミ

センは？」「どんなコミセンが欲しい？」

ということが話し合われました 

その成果を活かして 1989 年 12 月に開

館したのが「けやきコミセン」です。そ

れから現在まで、けやきコミセンは地域

の方々で構成される「けやきコミュニテ

ィ協議会」によって運営されていますが、

運営の柱となる基本的な方針のいくつか

が、じつは 30年以上前の建設運動の中で

考案され、いままで受け継がれているの

です。 

今回ご紹介するけやきコミセン運営の

「基本方針」は、「地域は大きな家族・ 

コミセンは地域のリビングルーム」という

ものです。この地域に暮らす私たちは、お

互いを個人として尊重し合いながらも、大

きな家族のようにお互いに信頼し合える

ような関係をつくりたい。そのために、私

たちが自由に集い、話し合い、ともに活動

できるような場所としてコミセンを活用

したい・・・けやきコミセンには、こんな

“願い”が込められています。 

けやきコミセンの日常風景の中に、こ“願

い”がどのように活かされているか、取材

してみました。  

 

 

＊和室の使い方を考えて、ふそうの部屋にのみ和
室用机といすを入れていましたが、希望する方が
多く、けやきの間にも増やしました。ご意見があ
りましたら窓口にお寄せください。 



―３― 

工作室 

ホール 

学習室 

子どもルーム 

コミュニティルーム 

ギャラリー 

窓口の様子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

   

 

   

軽快に走る人力車 

子どもルームにはピンクの壁紙で

も可愛いいね。壁をロッククライ

ミングの壁にしては？など面白い

意見が沢山出ていたようです！ 

中庭の向うはコミュニティルーム

です。お茶をしているお母さんた

ちからも子どもたちの様子が良く

見えるように工夫しています。 

 

 

 

部屋の使い方だけじゃなくひとつひとつの家具にもこだわりました！ 

 

 

工作室の年季の入った机

は武蔵野第一中学校の技

術室で使わなくなった物

を譲って頂きました。 

右側の写真はアンティークショップで

購入したテーブルです。購入した時のお

話しですと約 150年前にフランスの農家

で使用していた物だったそうです。 

左側のテーブルは、家具の富士  吉祥

寺店で見つけました。天板の厚みは 5cm

もありとても立派です。 そのため重く

て移動する時には大人が４人必要です。

開放的な学習室ですが、 

集中して勉強できるとリ

ピーターが小学生～年配

の方まで幅広い年齢の方

が利用されています。 

ｓ用学生から 

ピアノが常時置いている

ホールは、音楽会や講演会

など多種多様なイベント

にも対応できるお部屋と

して作りました。 

壁を作らず開放的な作りがこだわ

りです。利用者のみなさんとコミ

ュニティを大事にするために❤ 

 

他のコミセンにはないギャラリ

ーです。地域の皆さんが活動を発

表する場としてぜひ使って欲し

いお部屋です。 

 

さあ！使い方いろいろ 

楽しいこと、面白こと・・ 

やってみましょう !! 



－ ４ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大野田小学校に於いて、けやき・緑町コミセン、大野田あそべえ企画

運営会議、青少協共催により実施いたしました。 

地域の年男・年女の人が無病息災を願い高く積み上げたお飾りに点火。

更に RIKIOHのよさこいで盛り上がりのスタートとなりました。 

 むかしあそびコーナーでは、なつかしい遊びがたくさん用意され、 

大人も子供も笑顔で楽しく遊ぶ様子に温かい気持ちになりました。 

人力車の試乗にも長い列ができました。  前日から心を込めて煮た

おしる粉、マシュマロ焼きは今回も大人気。残念ながら食べられなかっ

た方は、来年はきっとね… 

 当日は天気も良く、スタッフを含め 1,400 人ほどの参加。大野田小・

ＰＴＡ、各団体よりご協力くださいました皆様のおかげで無事終了する

ことができました。  ご参加くださったみなさま、ありがとうござい

ました。                   実行委員長 宇田川 

 

どんど焼きとむかしあそび 1 月１４日（土） 

青少協ではマシュマロ焼きを担

当しています。 

いい感じに炭火をおこし、洗った

梅の枝に真っ白なマシュマロを手

際よく指す。出来上がった様子は 

まゆ玉飾りのような華やかさで、気

合が入る。コーナーが始まると明る

い声が飛び交い、待ちかねたように

たくさんのお客様が並び、用意した

数は一時間弱で無くなってしまっ

た。「美味しかった」と喜んでいた

だけて反省もあるが充実感いっぱ

い。大野田地区のパワーを感じる 

ひと時、ありがとうございました。 

青少協大野田地区委員会 市川 

 

今年は全体を見る立場で参加

しました。 

スタッフやボランティアのいざ

という時のお手伝いとして校庭

を目立つ色のジャンパーを着て

走り回っておりました。各ブー

スで子供たちの楽しそうな笑い

声や笑顔が見られ良かったと思

います。    

緑町コミセン 野村 

 

あそべえ企画運営会議では「むかしあ

そび」を担当しています。 

めんこ・けん玉・おはじき・べーごま・

わらべ歌など、全部で 1 種類を用意しま

した。親子や子ども同士で様々な遊びを

楽しそうに挑戦する姿が見られ、元気な

声が校庭に響いていました。子ども達に

とって伝統文化の体験、また地域の方々

との触れ合いは素敵な時間になったので

はないかと思います。ご協力いただいた

皆様、ありがとうございました。 

大野田あそべえ企画運営会議 二宮 

 

3月 5日（日）14時～ コミュニティルーム 

春の暖かい日差しの中、優しい音色のコンサート
が行われました。 

フォルクローレとはアンデス山脈の民族音楽。 

ケーナ、チャランゴ、ギター、サンポーニャ、ボン
ボと言う楽器を使い演奏します。葦でできているケ
ーナやチャランゴは、音を合わせるのがとても難し
いそうです。おなじみの「コンドルは飛んでゆく」
「花まつり」「与作」「コーヒールンバ」で盛り上が
りました。 

メンバーの一人で北町在住の伊藤さんが けや
きコミセンを練習場所として利用くださっている
縁で、今回演奏をしてくださいました。活動をして
２８年目ということですが、「今回のコンサートは
知っている方がたくさん聴きに来ていたので緊張
しましたが、とても楽しかったです。」とご感想を
いただきました。 

みんなで一緒に手拍子したり、踊ったり。音楽は
人をつなげる！と改めて思ったそんなひとときで
した。 

 

♬文化企画 
フォルクローレコンサート 

 
いざという時のために… 

けやきコミセン 防災訓練実施 2月 22日（水） 

武蔵野消防署から 5名、けやき運営委員と近隣にお住

まいの計 24 名が参加しました。訓練の流れの説明を受

けると、早速訓練の始まりです。 

サイレン（すごい音！）と共に全員 扶桑通り公園へ

避難。次に消火器による初期消火（ホースがなかなか外

れない！）、設置されたテント内での煙体験（煙で全然

周りが見えない！）。続いて、手動ドリルによるブロッ

クの破壊（下敷きになった人を救助するため）、災害救

助工具の操作、コミセン備え付けの自家発電機の起動体

験（最初の起動が大切）。 

さらにＡＥＤを含めた応急手当て体験(手順が大切)と

三角巾の付け方の説明。 

最後は消防士さんからの地震時の 10箇条を読みこん

だ歌（まず身の安全、次に火の元の確認、続いて逃げ口

の確保…）の披露と盛りだくさん。とても充実した体験

でした。（A.T.） 

自家発電機 ライトボーイ 

 



けやきまちづくり局 
 

 

「ゲームを楽しむ会」 

ゲームを楽しむ会は昨年発足した新しいチームです。原則として 毎月第三火曜日の

13時半から 16時半、10人ほど集まって楽しく(電気を使わない普通の)ゲームを楽しんで

います。今までやったゲームをいくつか紹介しますと、まず江戸時代から伝わる扇を投げ

て的に当てる雅な遊び、『投扇興』。これも日本の伝統カードゲームの『花札』。石川県の

能登に伝わる伝統ゲーム『ごいた』。これら和風のゲームのほか、 

ドイツのボードゲーム、世界で遊ばれているバックギャモン、新作のカードゲーム『ケル

ベロス』、その他易しいのから高度なものまでに渡るトランプなど、幅広く遊んでいます。ルールは優しく  

丁寧にお教えしますので、何も知らなくても大丈夫です。みんなで楽しめるトランプゲームなどを一つでも覚

えると、早速家庭や仲間内で楽しめます。みなさんどうぞゲームを楽しむ会にいらしてください。 

 

けやき塾「ポスターが語る懐かしの映画」 

講師：吉野健二氏（武蔵野市自由大学教授） 2017年 2月 5日(日) 

 

今回のけやき塾は、映画のお話を講師の先生が所有するポスターを見ながら、聞くもので

した。タイトル別に進み、その時代の背景を感じました。古い年代のものが沢山あり、年配

の方には大好評、皆さん記憶が甦り、懐かしさを覚えたと思います。私も中学１年の時に

（2001年宇宙の旅）を観て未来に夢を持ち宇宙に大きなロマンを感じたことを思い出しました。映画はテレビの

画面では味わえないスケールの大きさと迫力があります。笑い、悲しみ、怒り、恐怖、恋愛感情など、お話を聞

き映画の良さを再認識しました。 

 

けやきあそび隊「お抹茶体験といちご大福」    2017年 2月 26日(日) 

毎年好評の「お抹茶体験といちご大福作り」。今年は募集定員を 32名

から 48名に増やしましたが、受付開始前に定員に達してしまったので、

来年からは 2年連続の申込みはできないことにします。本年度のお抹茶

体験では、扇子を使ったお作法を追加しました。抹茶が苦くて飲めなか

った子も、おいしかった子も、それぞれよい体験になったと思います。

いちご大福は１つずつ作って、大事に持ち帰りました。おうちでも作っ

てみてくださいね。 

 

☆まちづくり局は、アートくらぶ・パソコン倶楽部・けやき茶社・よみきかせ紙ふうせん・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・ナイトウォーク・ゲームを楽し

む会の１２チームで活動しています！！ あなたも始めてみませんか？ 詳細は市報等でご確認ください。 

 

－５－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し合いを大切に・・・                

けやきコミセンでは開館準備期間から、“よく話し

合う”ということを大切にしております。 よく話し

合うと、時間がかかり今の時代に逆行するもどかしさ

があるかもしれません。しかし時間をかけることで、

その課題がみんなの気持ちの中に共有されていくこ

とに気づかされます。けやきはそうやって人と人がつ

ながってまいりました。昨年度秋にエレベーター設置

可能なコミセンとなり、そのことについて話し合いを

重ねてきました。設置場所がどこになるのか、安全対

策はどうなのか、本当に必要があるのか、など運営委

員で何度も話し合い、地域の方にもアンケートをと

り、話し合いの場を設けました。けやきの素敵さを損

なわず、安全な設置場所はどこか。プロジェクト委員

会で検討を続けております。 

さまざまな視点からのハードの見直しと共に、コミ

ュニティによる人にやさしいまちづくりの拠点とし

て、けやきは“よく話し合う”コミセンなのです。 

私は大学３年生から、約４年間けやきに関わってい

ました。けやきでは色々な経験をさせて頂き、大変勉

強になりました。社会経験の少なく、知識の乏しい私

にたくさんのことを教えて下さり、 

皆様ありがとうございました。 

けやきでの経験の中では、夏祭りの運営ボランティア

をしたことが印象に残っています。夏祭りでは終日会

場での作業となるため、たくさんの地域の方と会話が

できました。地域の方が笑顔でお祭りを楽しんでいる

姿を見ると嬉しい気持ちになりました。地域のお祭り

を、影ながらではありますがサポートできたことは、 

私の誇りです。 

けやきは地域の方が気軽に立ち寄れる憩いの場に

なっていると思います。私は転勤で北海道に住んで

いますが帰省の際、また立ち寄りたいです。 

皆様の笑顔を見られる日を楽しみにしています。

〈T.T〉※仕事で転勤になった彼からのメッセージです 

 

            

 

☆編集後記☆ 
今年度のニュース係は運営委員 7人と協力員のお 2人にも会議に参加

して頂き、相変わらず右に左にと脱線ばかりでなかなか大事な内容に

はたどり着きませんでしたが、それでもなんとか無事に４回発行する

事ができホッとしています。地域の方で編集に興味がある方や PC に

強い方の参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

◇運営委員：けやきコミセンの管理運営・まちづくり事業の企画や活動を積極的に進めます。 

募集：住民総会(４月２２日)当日 
 

◇協 力 員：まちづくり活動(イベントやまちづくり局など)に協力していただきます。 

   募集期間：年間を通し募集しています 

＊＊＊詳しくは窓口までお問い合わせください。 (水曜日休館)＊＊＊ 

 

《けやきの皆様ありがとう》 

 

運営委員のつぶやき 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

〈空き部屋状況〉 

ホームページ・ＱＲコードで確認できます。 

＊子どもの利用時間（子どもだけの場合） 

       4～9月    10～3月 
小学生以下  ６時まで    ５時まで 
中 学 生   ７時まで    ６時まで 

   

 

開館時間 ９：３０～２１：３０（水曜日休館） 

(利用時間は２１：２０まで) 

 

ホームページ http://keyaki-c.com/ 

けやきコミュニティ協議会 

 

－６－ 

武蔵野市吉祥寺北町５－６－１９ 

Tel・Fax： ０４２２-５４-８７１９ 

 

代表のつぶやき 

とても＊コーヒー50円（けやき窓口にて） 

ＡＥＤ・防災無線・災害時救助工具あり。 

ぜひ！ 

ご一緒に 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlof2w9MvSAhXIwrwKHWiPC-sQjRwIBw&url=http://www.wanpug.com/illust179.html&bvm=bv.149093890,d.dGc&psig=AFQjCNGbOlPJ6q98Ev9DItUws5Vkvs_Fkw&ust=1489234300594416
http://keyaki-c.com/

