
“みんなでつながりわになって踊ろう！” 

8月 26日（日）16時～19時 30分 

★盆踊り練習日：8/22（水）と 23（木）の 

18時 30分～けやきコミセンホール 
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けやきまちづくり局の予定 

 

 

今年の七夕飾り 

2019年 1月 12日（土） 

大野田小学校 校庭にて 

どんど焼きのお知らせ 

からだほぐしとお食事の会  

９月２１日（金）11時３０分～ 

けやきコミセンが開館して数年後スタート 

しました。今回が第１２０回の 

開催になります。とても美味しいと評判の

食事はすべて手作りです。  

現在スタッフは 10人。65才から 87才と

高齢になり、大変残念ですが今回の 

１２０回目が最後の開催となります。 

読みきかせ 

紙ふうせん 

毎月第 4土曜日  

子どもルーム 

８月２５日(土) 

１１時～１２時 

 

アートくらぶ  

８月２４日（金）１８時～ 

ナイトシアター「ロボジー」 

 

けやきガーデナーズ  

毎週月曜日 10時～１２時 

８月２７日 (月 )、９月３日

（月）、１０日 (月 )、１８日

（火）、２５日（火） 

けやきの花壇や周辺の 

ミニガーデンの手入れをし

ています。 
囲碁のつどい  

９月９日（日）１３時～１６時 

囲碁好きな人集まれ！ 

ナイトウォーク  

毎月第１・第３火曜日 

９月４日(火)、１８日(火)

１９時 30分～ 

 

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。 

８月２１日(火) 

「セブンスペード」 

９月１８日（火） 

 

こもれびひろば 

毎月第 3木曜日 

９月２０日（木） 

１０時～１１時 30分 

0 才から未就園児とそのご家族

の皆さまが集まって、子どもを

遊ばせながら、お話ししたりして

コミュニティ作りをしています。 

ボッチャ楽笑会  

毎月第２・第４金曜日 

９月１４日(金)、28日(金)１８時 30分～ 

 

まだまだ先ですが、 

日程が決まりました！ 



 

 

盆踊り 太鼓 

武蔵野中央会は文化会館を中心に商店、地域住

民有志約６０名で構成しています。会員の多くは

防犯協会、安全協会、消防団に参加協力してい

ます。住民との交流に各種ボランティア活動、桜

まつり、イルミネーション、秋祭り、盆踊り大会を

開催しています。盆踊りは昭和３０年代から続き

今では来場者 3,000人を超える夏の風物詩となり

ました。太鼓は子ども達が祖先の魂を供養する

気持ちでたたいています。 

コミセンをはじめ、老人 

ホーム、小学校等で活動 

しています。 

 

モハラ オ ナー プア 〈いろいろなたくさんの花〉 

武蔵野市、府中市、杉並区、世田谷区にお教室があります。

吉祥寺駅前で木曜午前クラス、三鷹駅北口で水曜と金曜に夜

クラスがあります。 

２～３ヶ月に 1 曲の割合で新しい曲を先生から習っています。

フラには、優雅なスローテンポな曲、軽快なアップテンポな

曲、さまざまなハワイの楽器を使った曲など、曲によって動き

も異なります。覚えるのはなかなか大変ですが、皆できれいに

揃って踊れた時はとても達成感があります。 

けやき夏まつりを少しでも盛り上げるお手伝いができるよう 

がんばります！ 

 

成蹊大学ボランティア本部 

Uni.東北プロジェクト 

成蹊大学学生ボランティア本部 

Uni.の中に存在する東北プロジェクトは、現地である石巻へ行き 

仮設住宅の方々のお祭りのお手伝いをしたり、実際に被災された

方のお話を聞いた後に震災が起きた場所へ足を運び、一緒になっ

て考えたりしています。また、支援のための募金活動を行ったり、

毎年けやきコミセンのおまつりで東北物産販売をさせていただくこ

とでお店に貢献するといった活動を行っています。夏まつりでは子

どもを対象にした防災をテーマに“スタンプラリー”をやります！ 

 

成蹊大学地域交流部 

成蹊大学内ボランティア 

団体です。成蹊大生として 

普段お世話になっている 

地域の方々と触れ合うこと

を目的に活動しています。活動人数は５人と少な

いですが、みな仲良く活動しやすい団体です。 

私たちは毎年けやきコミセンで行われる、けやき

まつりとけやき夏まつりに子どもたちが楽しめる

ようなイベントを企画し、たくさんの子どもたちが

参加してくれます。夏まつりでは毎年肝試しを行

います。現在、鋭意ネタを考え中です 

ので楽しみにしてください。 

 

ストリートダンス 

高校のダンス部の仲間です。高校２年生

の時に全国大会で優勝しました！ 

大学生になり３人それぞれ違うジャンルの 

ダンス〈ブレイキング・ロッキング・アニメー 

ション〉を踊っています。夏まつりで久しぶ

りに３人で踊ります。 

ソロと３人のダンス 

を観てください！ 

三味線 

津軽三味線で、じょんがら節や 

東北の民謡を演奏します。 

私は普段、一般事務仕事の傍ら 

デイサービスなどで 

ボランティアで演奏を 

させてもらっています。 

三味線に触れてみたい 

方、一緒に演奏を楽しみ

たい方などいらっしゃいました

ら気軽にお声がけください。 

－２－ 

わ 
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地域からのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

  

 

 

 

 

 

 

  

大野田小学校の様子 

大野田青少協では毎年夏休みにラジオ体操を開催しています。 

７月は 27日～31日の 5日間行いました。台風の為、1日中止でしたが、小学生はもちろん、

さまざまな世代の方々にご参加いただき地域の皆様と和やかな交流の場となりました。 

8 月も開催されますので、早起きして足を運んでみてください！ 

お待ちしております♪ 

 日にち：8月 27日（月）～8月 31日（金） 

時間：朝 6時 30 分開始 

       ★朝 6時に雨が降っている場合は、小雨でも中止します。 

     場所：大野田小学校 校庭 

       都立武蔵野中央公園（原っぱ広場） 

四中の様子 

 

四中 竹山 正弘校長先生 

「更なる高みを目指して 四中生！」のもと、生徒た

ちは一生懸命に学業と部活動、委員会活動にと、日々

粛々と取り組んでおります。１学期も日々の学習はも

ちろん、様々な行事に創意工夫を凝らし、３年生が後

輩に模範を示しながら充実した諸活動を牽引すると

同時に、着実に成果を上げてきています。体育祭や修

学旅行、校外学習、群咲学級の移動教室や球技大会な

どの輝いている生徒たちの様子、地域の方々とのあい

さつ運動の様子が学校の廊下や HPにありますので、

是非ご覧いただければ幸いです。特に体育祭での 3

年生のムカデ競争は、見ている人に感動を与えてくれ

るものでした。今後も生徒たちを地域で見守っていた

だくとともに、ご支援賜りますようお願い申し上げま

す。       

 

中央公園の様子 

－３－ 

 

大野田小学校の 2学期 

 

大野田小 藤橋 義之校長先生 

 日頃、本校の子供たちが大変お世話になって

おります。コミセンは心の安らぎの場であり、

人間関係の基本であるコミュニケーションを学

ぶ場でもあります。今後ともご指導よろしくお

願いいたします。 

 さて、２学期は５年生のセカンドスクール、

むらさき学級いぶき学級の合同宿泊学習があり

ます。また、子どもたちが楽しみにしている学

芸会を 11月 9日（金）11月 10日（土）に予定

しています。是非、学校にお出でいただき励ま

しの言葉をおかけください。 

また、今年から、外国語活動（英語）の校内研

究に取り組んでおります。これからのグローバ

ル社会、国際社会に向け、学校教育での新たな

一歩を踏み出しています。 

 

ラジオ体操へのお誘い 
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協力員のつぶやき・・・ 
 

「久しぶりね！お元気？」 

「おはようございます」・・・ 

近ごろ通りすがりに気軽に声をかけられるよう

になりました。年の功ですかね。でもね、全然知ら

ない人にはやはり気後れしてなかなか声が出ない。

歴代の四中生徒会が続けている「挨拶運動」に触発

されて、盛り上げたいと勝手に思いながら、知らな

い中学生に声をかけるのは気後れがする。きっと、

彼ら彼女らもそうだろうと思いながら、すれ違いな

がら「おはよう・・・」と言ってみる。相手もハッ

としたように（いや、ホッとしたような？）顔で「お

はよう」と返ってくる。 

気合いがはずれてタイミングを逃すとその日は

ブルー。齢（「よわい」と読んでね）を重ねた媼（「お

うな」・・・字引で調べました）でさえ、なかなか

難しい「ご挨拶」・・・。でもね、気のせいか増え

ている気がしています。（A） 

 

 

なぜ「木のぬくもり」が大切にされているの？ 

  

けやきコミセンには、いつでもどなたでも開館中な

ら予約なしで使うことのできる「コミュニティルー

ム」があります。フローリングの室内、ふたつの大

きなアンティーク調の机、味のある椅子、いずれも

木のぬくもりが感じられて、開館以来、好評です。

子どもルームもフローリング。貸し出し用のおもち

ゃも木製。ホールもフローリング。２階に上れば、

学習室の机も木製です。廊下ももちろんフローリン

グです。 

けやきコミセンが木のぬくもりを大切にしてい

るのは、設計に関わった地域の人たちが、コミセン

を「地域のリビング」にしたいと考えたから。自分

の家のリビングに無機質な事務用の家具を入れた

いと思う人はいません。「自分でも欲しいと思う家

具」を、「自分の家には置けないちょっといいもの」

を、そんな願いを市の協力も得てかなえたのでし

た。30年近く、修理をしながら大切に使っています。                              

（E） 

 

 

 

 

 

けやきコミュニティ協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ムーバス＜北西循環＞けやきコミセン下車、すぐ 

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・・・？」 

 
 

 

－４－ 

連載 

その 4 

 

編集後記・・・ 
 
「けやき」は来年 30周年を迎える。そこで中心的に活動したメンバーは大きく 3つの世代に分けることができる。「けや

き」の理念と建物をつくった第１世代。彼らはもういない。建物を基に地域づくりに取り組んでいる第 2 世代。彼らが現

在の「けやき」の中心である。第 2世代の活動を受け継ぎながら幅広い地域でのつながりを基に現在の「けやき」の最

前線で活躍しているのが第 3 世代。彼らは現在の編集委員でもある。編集委員会の議論では、「けやき」地域の学校

や人間関係等の様々な情報が飛び交い、聞いていて飽きない。この「ニュース」はそうした情報のごく一部からできて

いる。地域のリアルな姿を知りたい人はぜひ編集委員になってください。（T） 

＜お一人でのホールの利用について＞ 

 最近、お一人でのホールの利用が増え、利用したいと

きにホールが使えない、広い部屋を一人で利用するのは

もったいないなどのご意見が寄せられていました。 

 そこで運営委員会で慎重に検討した結果、６月１日か

ら次のように予約方法を変更させていただきました。な

るべく多くの方にお部屋を利用していただけるように

ご理解とご協力をお願いします。 

＊ ＊ ＊ 

ホールを一人でご利用の際は、6月 1日から、利用の前

日から受付開始します。利用時間については、午前は 3

時間、午後・夜間は 2時間までとなります。 

http://keyaki-c.com/

