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これいくらになるかしら？ 

農家の人が心を込めた野菜たち 
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焼きそば作り 大野田小の先生大活躍！ 

 

5月 21日（日）恒例の「けやきまつり」が開催されました。お天気にも恵まれ、たくさんの方々に 

お越しいただきありがとうございました。素敵な笑顔がたくさん！楽しいひと時を過ごせました。 

恒例のバザー 

バザーでいいものみ～つけた！ 

成蹊大学の学生が手伝ってくれました 
欲しい物ゲットしました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

けやきコミセンは地域の皆さんが運営委員になって、コミュニティセンターとしての管理・運営を

行っています。イベントなどは沢山の協力員や地域の皆さんと一緒に力を合わせて開催しています。 

地域の様々な団体で活動されている皆さんに２つの質問をしました。 

 

Ａ.子どもの同級生のお母さん 

からの声かけでした。 

Ｂ.寛容になったと思います。 

       （60代 女性） 

 

Ａ.防災の会のイベントでけやき

コミセンの運営委員のお２人

に誘われました。 

Ｂ.まちの中で沢山の人と挨拶が

出来るようになり声をかけら

れる事が増えました。                        

       （70代 男性） 

Ａ．・ＰＴＡの役員をやった。 

・町内会の役員になった。 

・青少協に引きずり込まれた（笑） 

Ｂ．地域に顔見知りが増えたので、買い物

の際など、挨拶されることが増えた。 

                   （50代 男性） 

Ａ．けやきコミセンが近くにあった事と 

実家が遠いので知り合いをつくる為 

に運営委員になりました。 

Ｂ．いろんな事を知って学んで表現する 

場もあって楽しめる居場所になって 

います。       （60代 女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

－２－ 

【特集】～地域とつながっている方々に聞いて見ました。～ 

Ａ.子どもが幼稚園の時に、子育てや防災などで、

共助が大切だと感じたからです。 

Ｂ.皆さんの経験や感じ方や考え方は多様で貴重

なこと。すべての方に、リスペクトの気持ち

を持って接しさせていただけることの素晴ら

しさです。         （50代 男性） 

質問Ａ：地域に関わったきっかけは？ 

質問Ｂ：その活動を始める前と今はどう変わった？

か？ 

 

Ａ．けやきコミセンのイベントを手伝ったこと 

がきっかけです。多分「ちびっこ忍者修業道

場」だったと思います。 

Ｂ．それまで、コミセンの活動にあまり興味が

なかったのですが、コミセンのイベントを

体験して、徐々に地域のことに興味をもち

始め、まちづくりに関する市の市民委員会

に公募するまでになりました。（60代 男性） 

 

（50代 男性） 

Ａ．吉祥寺雑学大学で「ミニタウン」の活動を聞いた

のがきっかけでした。これは楽しそうな催しだと

思ったのが第一ですが、子どもたち中心に自主的

に計画・運営しているというのが魅力でした。 

Ｂ．つながりができたおかげで、今度は自分の遊びや

ゲームの知識が生かそうだと思い、その後もおつ

きあいさせて頂き、実際に現在月に一度「ゲーム

を楽しむ会」を開催しています。         

                    （60代 男性） 

 



―３― 

 

 

Ａ.地域に友人を作りたいと思ってけやきコミセンの

運営委員なりました。 

Ｂ.定年を迎えても自分が必要とされている場所が 

あって非常に嬉しい。       （60代 男性） 

コミュニケーションは 

家庭でも そして 

地域でも大切です！ 

 

 

軽快に走る人力車 

Ａ.ご近所の方にお声をかけていただきま 

した。 

Ｂ.まだまだ初めてのことばかりで戸惑うこ

とも多々。色々なこと両立しなければな

らなくて、大変なときもありますが、た

くさんの先輩運営委員の方々に助けてい

ただき、今、自分のできることをやって

います。         (40代 女性） 

★『地域にお友達がいっぱい出来たらいいな』…そんな思いをお持ちの方には「ひと言のお話し」

がチャンスになるようです。地域で活動している方を見かけたら、話しかけてみませんか？ 

みんなお話し好きですから、きっと楽しくお話しできるでしょう。 

★そして、新しいお友達が出来たら、これまでに経験したことのないような世界が広がります。

新しい経験、新しい生きがいなど、きっとこれまでとは＜ひと味違った毎日＞が始まりますよ。 

★まだ「けやきコミセン」に来たことのない方は、一度、いらしてみてください。 

1階の「コミュニティ・ルーム」はいつでも、だれでも自由に出入りできるスペースです。 

お話し好きのお仲間が待っているかも？！ 

Ａ.社宅に隣接していた素敵な花壇を毎週お手

入れしてくださるご近所の方とお話しする

様になり、その方に誘われていつの間にかけ

やきコミセンのイベントのお手伝いをする

様になりました。 

Ｂ.地域の中で私の事も家族の事も知っている

方がいつの間にか増えて「おたがいさま」の

関係がしっかり出来ています。（50代 女性） 

Ａ.ＮＰＯへの参加。 

Ｂ.地域にどっぷりハマってどんどん深み

に・・・なかなか抜けられない。 

（40代 男性） 

Ａ.地元、町会と連携して地域の活性化が出来れば 

と思い参画しました。 

Ｂ.けやきまつり等の参加によって地域との合流

ができ、また多くの運営委員と知り合いにな

り、ボランティアにみがきがかかりました。 

                (60 代 男性） 

Ａ.毎朝通勤でけやき並木を通っていると、ゴミ

を拾っている男性といつも挨拶をするように

なり、その方に定年したらけやきコミセンにと

誘われました。 

Ｂ.人生で大切なのは夢を持つことだと、けやき

の活動を通じて改めて感じ、その事を地域の子

ども達に私たち大人が伝えていくために頑張

っています。         （80代 男性） 

Ａ. 子どもが小学生の時にＰＴＡ活動に参加 

したのがきっかけ 

Ｂ. もともと転勤で引っ越してきたので、知り

合いもそんなに多くなく少し淋しかった

が、地域に関わったおかげで、老若男女問

わず、すごくお友達が増えたので助けてく

れる人も増えて住みやすく楽しく暮らせる

ようになった。      （40代 女性） 

 



けやきコミセンのエレベーター設置について、市から設置可能なコミセンとして連絡をいただいた 

２０１５年秋から話し合いを続けてきました。（ニュース１２２号“特集エレベーター設置について”） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

５月２７日 意見交換の場を持ちました。 （１０月２日に続き２回目） 

   出席２４人 運営委員１２人・協力員３人・一般６人・市（施設課・市民活動推進課）３人 

 

＊１０月２日の話し合いで、景観と安全を大事にしなが

らエレベーターは設置してほしいという合意を得て、設

置場所の検討をしました。 

さまざまな案がでましたが、現在の部屋をつぶすこと

は避けたい、コミセンの出入り口通路を狭くすることは

できません。一番希望した彫像花の場所をと、何度も市

に検討依頼しましたが、基礎の関係等どうしても不可能

という説明を受けました。最終的に市から示されたのは

中庭の 2か所でした。 

さらに、その間に今年設置された関前コミセン・緑町

コミセン・もともと設置されていた八幡町コミセンも見

学して話し合いました。 

今後公共施設は面積を縮小する必要があり、建て替え

た場合、今のようにステキな建物や面積を広げるような

ことは不可能です。この建物を大切に使い続けるために

も、地域の方々とご一緒に、けやきコミセンを誰にも優

しいコミセンにしていきたいと考えます。 

（エレベーター設置プロジェクト委員長 寺島芙美子） 

 

＊市の説明 （市 施設課） 

協議会が希望した２か所（彫像の場所・彫

像の場所にホールを設けその横にエレベー

ターをつける）が不可能という理由。中庭以

外は建物の基礎がしっかりしており、既存の

建物の基礎とエレベーターの基礎が重なる

ことはできないということ。 

 それらを考慮して可能な場所は、中庭２か

所の提案（子どもルーム寄り・彫像寄り）と

なります。 

設計者早川氏の考え  

今の時代エレベーターの設置は公共施設

として必要なことでしょう。設計士としての

立場から基礎を傷つけることはできない。つ

けるとしたら中庭の子どもルーム寄りしか

ないでしょう。景観については、なかった場

所に物ができれば気になるでしょうが、その

場所であれば馴染むのではないか、というこ

とでした。          （寺島） 

＊出席者から意見が出され、それについて市の説明を聞

きました。（主な意見） 

・中庭の景観を損なうこと、子どもルームの横は安心安

全の観点から反対する。仮にその場所になるならば、

現在の部屋の使用の仕方を変えて配慮すべき。 

・車いすの子どもたちや障害者が２階を使えるためにも 

一日も早くつけてほしい。障害者がけやきを使えない

状態のままなのは悲しい。 

・子どもの安全について運用の仕方を考えることが今後

必要である。付帯工事も含めて今よりも使用勝手を良

くしたい。景観も含め、工夫しながら譲り合って進め

たらどうか。 

 

  

 

協議会の結論として 

設置を進めることになりました。 

これまでの話し合いを経て、協議会として

は、さらに景観や運用上の注意を検討しつ

つ、中庭の子どもルーム寄りで設置を進めて

もらう事とし、６月運営委員会で承認されま

した。けやきコミセンを思う運営委員や地域

の方たちからたくさんの意見をいただき話

し合い、確かめてきたことは、改めて気づく

ところが多くあり、とても意義のある時間で

あり感謝しています。           

今後もプロジェクト委員会の話し合いを

続けて、設置するにあたりどのような運用上

の注意が必要か、外観に違和感がないかなど

を検討し市と協議してさらによいコミセン

になるよう考えていきますのでご理解ご協

力をお願いいたします。 （代表 中澤幸子）  

外に出て現場を見ながら確認しました。 

 

１階設置予定場所（＊２階は和室けやき前） 

（要約したものはけやき掲示板ファイルにあります。） 

 

－４－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

  

 

        

 

－５－ 

けやきまちづくり局 

「よみきかせ 紙ふうせん」 

毎月第４土曜日 11時～ 

小学生以下の子どもたちとその 

保護者の方を対象に手遊び、紙芝居や絵本の読み 

聞かせ、そして折り紙を中心とした工作を行って 

います。参加者は、幼児から小学校低学年の子が 

多く、自分が積極的に関われる折り紙工作が大人 

気です。会の活動内容は、コミセンの掲示板でも 

ご覧になれます。 

 

けやき塾「医療・福祉の関係における 

     ロボット技術の過去・現在・未来について」 

講師：前田 裕司氏 
けやき塾主催の講演会（6 月）は、6 月 25 日ロボット技

術（前田裕司氏）のお話とその映像でした。医療面では、

体の中で極小の針がまるで人間の手が切ったり、縫ったり

するかのように、画像処理技術による見事な手術でした。 

また介護生活に於いて、人では難しいことをロボットが 

代わりに支えている面も増えています。 

AI(人口知能）ロボットの開発が加速し、例えば周囲の環境

を把握して全方位に自律的に移動する次世代車椅子など想

定されています。ロボットの 

研究・実験は、私達の生活を益々 

豊かなものとしていくことでしょう。 

「けやき   こもれびひろば」 

けやきこもれびひろばは、0歳～未就学児と 

そのご家族の交流のため、この春から本格的に

活動をスタートさせました。 

第３木曜日のこもれびひろば（10時～子ども

ルーム）、第１木曜日のランチ会（12時～2階

和室）を中心に活動しています。 

また、その他の楽しいイベントも企画中！ 

こもれびひろばは、８/１７（木）、９/２１（木）、

１０/１９（木）に開催予定です。まだまだ外

遊びには暑い季節、涼しいひろばにぜひ遊びに

いらしてください！ 

 地域認知症講座が開催されました！   8月 1日（火） 

「ききたいことをきいてみよう！認知症」  参加者 41人 

  ～北町地域で安心して住み続けられるために～ 

    認知症専門医 繁田雅弘先生のお話し 

 

①アルツハイマー病について、昨今は余りに不安をあおる報道が多く、 

病気の「予防」ばかりに目が行っているが、 

社会の高齢化に伴って日本では既に多くの患者がおり、これからも

増え続ける。みんなが認知症と向き合い、認知症をよく理解し、 

ともに暮らすことを考える時期にきている。  

②すべてのアルツハイマー病の患者が重症化していくわけではない。

早期に診断を受け、適切な治療やケアを行えば、 

1～2年で急激に進行するようなケースはなくなる。 

これからは、自分で気づいて受診する時代、本人が自ら病気を疑い、 

医療機関を受診するのが１番望ましい。 

③たとえ認知症を発症しても、自分の好きなことをずっと続けながら 

楽しく生活していけば、病気の進行を緩やかにし 

「軽度」の時期を長く保って生きていく事が可能である。 

（参加の Hさんのまとめ） 

【主催】市高齢者支援課  

【実施】吉祥寺ナーシングホーム在宅介護・地域包括支援センター 

 

大野田小学校 2年生見学 

7 月６日(木) 授業の一環で毎年 

恒例けやきコミセンの見学に来てく

れました。館内を見学し利用の仕方、

入館者の人数、運営委員はどんな仕

事をしているかなどを話しました。

約 140人の 2 年生はしっかり話しを

聞いていろんな質問をしてくれまし

た。お祭りなども含めてたくさんの

２年生がけやきに来たことがあり、

うれしく思いました。これからも 

元気に遊びに来てほしいです。 

 



 

新編集長の高田です。 

今回もコンパクトで中身の濃いニュースが出来ま

した。「けやき」のいいところの一つは「話し合い」

ですので、もし納得のいかない記事がありました

ら、どうか編集長までご連絡ください。 

とことん話し合いましょう。 

 

 

 

子どもが小さい頃、おまつりと言えばけやき

コミセンのおまつりでした。 

内容が盛りだくさんで、何よりもアットホーム

な雰囲気があり毎回楽しみにしていました。 

その時の懐かしい写真が我が家にはいっぱい 

残っています。 

今回けやきの一員に加えていただくことにな

り、今度は私が地域の皆さんと一緒に、たくさ

んの思い出を作っていきたいと思っています。 

けやきの先輩方はパワフルで圧倒されていま

すが、私も微力ながら頑張っていきたいと思い

ます。             

（Ｆ･Ｕ） 

 

 

編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの利用時間（子どもだけの場合） 

 小学生以下 中学生 

4 月～9 月 ６時まで ７時まで 

10 月～3 月 ５時まで ６時まで 

 

けやきコミュニティ協議会 
武蔵野市吉祥寺北町５－６－１９ 

Tel&Fax ０４２２-５４-８７ 

ホームページ http://keyaki-c.com/ 

 

空き部屋状況がホームページ・ 

ＱＲコードで確認できます。 

 

開館時間 ９：３０～２１：３０（水曜日 休館） 

        利用時間は 21：20まで 

★AED・防災無線を設置しています★   

 

 運営委員のつぶやき  
 

 
 

けやき夏まつり  
 

８月 27日（日）開催 

    午後４時～午後７時半まで 

 

・きもだめし・囲碁将棋・スタンプラリー 

・ストリートダンス・フラダンス 

※浴衣の着付けは２階和室で４時～受付け

ます。 

※盆踊りは 6時～始まります。 

 

けやき文化祭と 
まちづくりフェスティバル 

   11月４日（土）・５日（日）開催 

 

文化祭はけやきコミセンを利用され

ている皆さんに、日頃の成果を発表して

頂く場として企画しました。 

まちづくりフェスティバルはけやき

コミセンの「まちづくり局 13 チーム」

の紹介と活動報告をします。 

 

★詳細は市報をご覧ください。 

 

－６－ 

まだまだ暑い日が続きますが 

けやきコミセンは武蔵野市の 

「いっとき避暑地」と指定 

されていますので、散歩の途中 

やお買い物の帰りにでも、いつでも遠慮なく 

お立ち寄りください！ 

 

 

http://keyaki-c.com/

