
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年には、エレベーターが新設され、便利になることでしょう。 

また、30周年記念行事も予定しています。ここまで積み上げてきた、けやきコミセンの良さを継続しながら、

運営委員一同、新たな気持ちで再スタートしたいと思っております。今後ともご支援のほどよろしくお願い 

いたします。                                  代表 寺島 芙美子 
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 新緑の美しい季節になりました。 

日頃より地域の皆様には、けやきコミセンの活動にご支援、ご協力頂き、

感謝しております。 

住民総会も無事終了し、平成３０年度がスタートしました。 

開館以来、ユニークで開かれたコミセン、誰もが気軽に寄りたくなるよう

なコミセンを目指し、多くの方々に支えられながら歩み続けています。 

今年度もけやきコミセンの多彩な活動は、とどまる事を知りません。 

まもなく、けやきまつりが行われます。 

緑に囲まれた館の内外にたくさんの人々が集います。 

 

 

 

 

新年度 スタートです

❢ 
第 34 回住民総会  

4 月 21 日（土）13 時 30 分~ 

ホールにて住民総会が開催されました。 

当日は、お天気にも恵まれ沢山の地域の皆

さんがご参加くださいました。議長に選出

された北町 5 丁目の飯田圭子さんの的確な

進行のもと、無事に総会は終了し、新年度

がスタートしました。エレベーター設置や

部屋の使用申請についてなどたくさんのご

意見を頂きました。その後参加された方に

はコミュニティルームで、茶社のサイホン

コーヒーとお菓子を楽しんで頂きました。 

今回お話しされた寄宗幸司さんは、東日本大震災のときに縁

あってボランティアに参加し、その体験から防災士の資格をと

り、地域コミュニティのことをお話したり雑誌のコラムを執筆

するお仕事をされています。 

公助で救われた人は 2.5%程度しかなく、近隣とのコミュニ

ティを日頃はぐくむことの大事さを実感として伝えられまし

た。地域で知り合いを増やす、周りに関心を持つことからいざ

という時の助け合う力になる。 

お話を聞いて、コミセンの活動でもつながりが広がり声を掛

け合える安心な地域になってほしいと感じました。  ＜Ｎ＞ 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四中から届いた、満開の 
チューリップです。 

 



平成 30 年度 運営委員の紹介    

北町３丁目  博田美智 深野讓治 山本清子 田中千恵子 高石優 高石加奈子 高田昭彦  

関律子 中澤幸子 渡辺純夫 渡部誠子 渡部正子 古谷哲男 染谷千代美 
 

北町４丁目  西山多恵子 長谷川芳子 杉本晃子 寺島芙美子 菅野耕一 宇田川みち子  

冨秀子 中村かおり  
 

北町５丁目  島森和子 内田道行 吉松杉子 高橋優子 高橋豊 小河内順子 新井真紀  

長瀬道子  佐藤みな子 上原敬 足立春江 村井智子 北本雅子 飯田美雪  

吉川裕子 竹山恵子 中村英子 今川建夫 藤原由美子 大石常子 

市     内   金子ゆたかこ 山井恵子 花山サト子 小林美奈 千綿澄子 諏訪泰代 小林偉男 
 

市   外   江上渉 石川博一 草場純 源吉真奈美 

  

《会計監査》 清水範男 菊池由美子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      修繕は ホール蛍光灯をＬＥＤ、外物置扉修理・茶の間ふすま張替 

      備品 はコミュニティルーム椅子、クリスマス用飾り、空気清浄機・電子レンジを購入しました。 

運営委員 53 人  

会計監査 ２人                        

協力員  147 人 

 

 

平成 29年度 会計報告 

平成29年度決算 平成30年度予算 備　　考

【委託金の部】

収入

　・指定管理委託費 5,972,000 5,972,000

　収入合計（Ａ） 5,972,000 5,972,000

支出

　・窓口当番手当 5,716,608 5,822,000 　2人体制分

　・修繕費 108,048 150,000 　簡易な修繕分

　支出合計（Ｂ） 5,824,656 5,972,000

精算額（Ａ－Ｂ） 147,344 ＊収支差額は市に返還

【補助金の部】

収入

　・市補助金 2,104,000 2,104,000

　・前年度繰越 571,995 500,470

　・雑収入 36 1,000

　収入合計（Ａ） 2,676,031 2,605,470

支出

　・事業費 848,499 900,000 まつり経費・まちづくり局・文化企画など

　・運営費 555,410 555,470 運営会議費・ダスキン交換・ピアノ調律など

　・消耗品費 336,261 400,000 コミセン内の文具や蛍光灯など

　・印刷製本費 260,004 270,000 コピー機チャージ・リース料など

　・通信交通費 55,507 60,000 ピンク電話の契約料・送料・交通費など

　・研連負担金 20,000 20,000 コミ研連年会費

　・備品費 99,880 100,000 施設備品購入

　・予備費 0 300,000 補助金交付までの準備金

　支出合計　（Ｂ） 2,175,561 2,605,470

翌年度繰越額（Ａ－Ｂ） 500,470 0

平成２９年度　

　修繕は　ホール蛍光灯をＬＥＤ、外物置扉修理・茶の間ふすま張替

　備品　はコミュニティルーム椅子、クリスマス用飾り、空気清浄機・電子レンジを購入しました。－２－ 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.wanpug.com/illust/illust3597.png&imgrefurl=http://www.wanpug.com/illust249.html&docid=ShBNk04Q-lmyyM&tbnid=-lZyUc-r3kKY7M:&vet=10ahUKEwjluKPvmsnTAhUCKJQKHf0rAiAQMwg0KBMwEw..i&w=1494&h=1007&bih=542&biw=1138&q=%E7%84%A1%E6%96%99 %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88 %E6%9E%A0&ved=0ahUKEwjluKPvmsnTAhUCKJQKHf0rAiAQMwg0KBMwEw&iact=mrc&uact=8


        

 

 

 

 

チーム名 ひとこと 定 例 会 

からだほぐしと 

お食事の会 

玄米ダンベルの軽体操で始まりみんな揃ってお食

事とおしゃべり。午後には楽しい企画もあります。 

参加費：500円 

4/20．6/15.9/21(第 120回) 

ナイトウォーク 
地域のパトロールも兼ねてウォーキング。 

健康づくりを目指します。 

第１,3火曜日 

夜 7時 30分にけやきに集合。 

けやき 

ガーデナーズ 

けやきコミセンの花壇＆周辺のミニガーデンを手

入れしています 

毎週月曜日 

10時～12時まで。 

けやきあそび隊 
小学生以下を対象に子どもたちが楽しめる企画を

開催。 

7月夏休み企画 ・ 12月クリスマス 

3月いちご大福とお抹茶体験 

アートくらぶ 
素敵なもの、素敵な出会い感動のひと時をご一緒

に！ 

ナイトシアター開催日 

偶数月の第４金曜日予定 

囲碁のつどい 囲碁の好きな人集まれ！ 毎月第 2日曜日 1時～４時まで 

ぱそこん倶楽部 
レベルアップを目指したパソコンの学習会。 

撮影会なども年 2回予定。 
毎月第３火曜日 1時半から 

よみきかせ 

紙ふうせん 

幼児や小学校低学年を対象に手あそび・ペープ

サート・絵本・紙芝居・折り紙など。 

毎月第 4土曜日 

11時～12時 子どもルーム 

けやき茶社 
男のカフェ。 おいしいサイホンコーヒーと手作りス

イーツつき 150円。楽しい出会い、語らいの場に！ 
毎月第 3土曜日 2時～4時 

けやき塾 
けやき手作りアカデミー。 

多分野の人の話を聞き交流します。 
年４回の開催 

ゲームを楽しむ会 電気を使わないカードや伝統ゲームを楽しむ 月に１～２回 

こもれびひろば 
０歳から未就学児とそのご家族のみなさま、おじい

ちゃん、おばあちゃんも大歓迎。 

毎月第３木曜日 10時～11時半 

ランチ会第１・３木曜 12時～15時 

ボッチャ楽笑会 誰でも簡単にできるボッチャで楽しい余暇活動！ 毎月第２・４金曜日 18時半から 

家庭で会話がおざなりになってし

まうことありませんか。育児中の私は 

反省の毎日です。3/5小島やよい氏を講師に迎え 

「パパ・ママコーチング講座」（けやき塾と共催）に

20 名の受講者が集まりました。自分の内側の答えに

気づかせてくれる“コーチング”。実際の会話をグル

ープで再現しながら、こどもの声に耳を傾け、受け取

ったよとしっかり伝える 

ことの大切さに気づきま 

した。「そのままのあなた 

が大好きよ」我が子への 

声かけ実践中です。  

 

 

                              

 

けやきコミセンの「まちづくり局のチーム」は住み心地のよいまち

づくりを目指して活動しています。人と人のつながりが、まちをつく

ります。いつでもどなたでも参加できます。是非いらしてみてくださ

い。あなたの参加がまちづくりの第一歩です！ 

 

 
『３/４(日)お抹茶体験といちご大福作り』 

           主催：けやきあそび隊 

春らしい日の午後、毎年恒例の小学生対象春企画

が行われました。大福は、白玉粉を使ったのびる生

地でイチゴとあんこを素早く包み、丸めます。お抹

茶体験では、お扇子を使った和室の入り方から先生

に習いました。静かな空間で、お干菓子と自分で点

てたお茶をいただきました。 

お抹茶は、苦い？ 

正座足はビリビリ？ 

終わった後はとても 

満足そうでした。 

－３－ 

－３－ 



3月 11日(日)14時～ コミュニティルームにて 

佐藤恭子さん(サックス)・成田祐一さん(ピアノ)による

コンサートを行いました。 

参加者に感想をうかがいました。  

「いつも行くコミセ

ンで、気軽にジャズ

が聴けると知り、と

ても楽しみにしてい

ました。当日は体で

リズムをとりなが

ら、楽しく聴くこと

ができました。地域

の方とも交流するこ

とができてよかった

です。」 

 

 

 

 

なぜ「○○禁止！」の貼り紙がないの？ 
 

 コミセンを管理・運営していく上で、「これはやらないで！」

と利用者にお願いしたいことがあります。けやきコミセンで

も、館内の騒音がご近所の迷惑にならないように、「窓を開

けないでください」とお願いしている部屋があります。しか

し、けやきでは「○○禁止！」という貼り紙やポスターはで

きるだけ少なくしています。本音をいえば、「○○禁止！」

の貼り紙をする方が、管理する側にとっては楽なのです。 

でも、あえてそうしないのには理由があります。 

 一つ目は、「けやきは＜地域の茶の間＞」だから。自分の

家の茶の間に「○○禁止！」って貼り紙はしないですよね。 

禁止事項は極力少なくして基本は自由、利用者の良識に任せ

るというのがけやきのスタンスです。 

 二つ目の理由は、「ことばで伝えること」を大切にしてい

るから。もし、「して欲しくないこと」をしている方がいた

ら、窓口当番が直接お声がけをします。貼り紙は、一方通行

のコミュニケーションであり、伝わる内容も限られてしまい

ます。「なぜ、それをして欲しくないのか」をていねいにお

伝えし、利用者の考えもうかがいたい。だから貼り紙一枚で

ことを済ませたくない… 

「○○禁止！」の貼り紙をしない背後には、こうした願い

があるのです。                  （E） 

 

まちをもっと楽しくする 

「共感コミュニティ」とは？ 
 

6月 24日（日）14時～16時 

講師：塩澤 誠一郎氏 (技術士) 
 

参加費用 100円 

6/1(金)よりけやきコミセンにて申込

受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０４２２-５４-８７１９ 

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★   

 

けやきコミセンのなぜ・・・？ 
 

♬ JAZZ  CONCERT ♬ 

－４－ 

連載 

その 3 

2000 年にけやきコミセン近くにある社宅に引っ越し

て来ました。まだ小さかった子どもたちは良くけやきに

遊びに行ったりイベントに参加したりととてもお世話

になっていました。私もお祭りでフリマを出店したり、

幼児連れで参加できる講習会に参加したりと楽しく利

用しておりました。そこで私でも何かお手伝い出来たら

と利用者から協力員になりそして運営委員になり、窓口

当番にも入ってたくさんの利用者さんとお話ししたり、

久しぶりにママ友と会ったりと素敵な時間を過ごして

います。運営委員会に参加する事でいろんな人の意見を

聞いたり、自分の考えをまとめたりと、普通の主婦や母

親には出来ない経験や体験をする事が出来てとても恵

まれています。挨拶が出来る方がたくさんいるこの地域

と「けやきコミセン」が私の第２のふるさとになってい

ます。ありがとうございました。そしてこれからも宜し

くお願い致します。              (Ｔ)   

 

 

 

 

 

 

 

運営委員のつぶやき 

焼きそば、石窯ピザ、カレー、おにぎりなど 

 

バサー品募集します 未使用の日用品と洗濯済の 

春夏物衣類(女性用子ども用のみ) 

家電、家具、食品、ぬいぐるみは受付けません。 

5/7（月）～15（火）けやきコミセンにて受付 
 

フリーマーケット 15店舗募集 参加費 200 円 

 受付は直接窓口へ 5/6（日）〜 先着順 

5月 20日（日） 

10時～14時・・・

時。・は・・ 

けやきまつり 

けやき塾主催 講演会のお知

らせ 

編集後記：みなさん、『けやきニュース』はどうつくられて 

いるとお思いですか？ 

 まずテーマと主な記事を話し合い、ページ数と大まかなレイ

アウトを決めます。それから編集委員がそれぞれ担当する記事

や写真をそろえて、必要な場合はインタビューに行きます。 

市役所で印刷して、みなさんのお宅に配布するまでで、およそ

二か月。その手際の良さに、編集長はいつも感心しています。 

えっ！編集長は感心しているだけ？ （T） 

 

けやき塾主催 講演会のお知らせ 

http://keyaki-c.com/

