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2019 年２月３日（日）午後 1 時～５時  
コミュニティルーム （マジックショーはホールにて開催） 

     けやきコミセンでホットな時間をご一緒に～   

 

 

コミュニティ けやき ニュース 
（通算 154 号） 2018年 12月 10日発行 けやきコミュニティ協議会 

 

入場 無料 
飲み物のサービス 

あります 

 

 

第 130号 

アンサンブル沙羅

月２回けやきで美声を 

響かせているコーラス 
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大学生アカペラサークル 

みんなも知ってる 

Ｊ－POP 

Joyful Clover 

パワフルでかっこいい！ 

ゴスペルの世界に 

惹きこまれること 

まちがいなし！ 

 

 

Bell Pom Poco 

特別支援学校卒業生 

保護者有志の 

ハンドベルグループ 

 

 

OZICIANS 

子持ち親父マジシャン 

ケムとめるしー渡辺 

によるマジックショー 

p

opのアカペラサークル 

Ｐｉｕｖｒｅ 

女子高校生 5人組の 

木管アンサンブル 

その他 お楽しみがあるかも… 

ぜひお越しください！ 

-ジョイフルクローバー- 

-ベル ポンポコ- 

-ピューブル- 

-オジシャンズ- 

-アウン- 

スティールパン デュオ 

ドラム缶から生まれた打楽器。
カリブ海を思わせる音色に 

うっとり 

 

https://sites.google.com/site/ozicians/home/zi-ji-shao-jie/ozicians_mobile03.jpg?attredirects=0


 

障害をもつ家族から親なき後も住み慣れ

た地域で安心して生活していけるよう入所

施設の設置を求める声が高まる中、24 時間

365 日サポートする施設として、武蔵野市で

は初めての施設開所することになりました。 

 

 

近隣住民の方々とは説明会や意見交換会を行っていたようですが、参加できなかった方から 

「どんな施設なの？？」と言う声が聞こえてきました。 

そこで運営される「社会福祉法人武蔵野」の高澤室長、荒木さん、石原さんにお話しを伺いました。 

 

障害のある方が「わたしらしく、武蔵野にくらす」ことを実現するための様々な機能をもった複

合施設です。〈障害者地域生活支援ステーション〉という言葉にしたのは、障害をもった人の終の

住み家になるのではなく、ステーション＝駅として、いろんな人に通過してもらいたいという思い

もこめています。 

「地域の中でつながり豊かに自分らしく生きる」これを支援の理念としています。 

建物は地上 3階、地下 1階で体験利用とショートステイを含む 40名の方と通所利用 10名の方々が 

利用予定です。建設するにあたって窓を二重サッシにしたり、開放的な雰囲気になるようにしてい

ます。日中の様子については、すでに開設運営している福祉施設(障害者総合センターなど)を見に

来ていただければと思います。また、わくらすが完成した時はぜひ見学に来て！ 

 

 

百聞は一見に如かずです。 

今回直接いろんな話が聞けて良かったと思いました。 

内覧会はぜひ行ってみようと思います。 

お互いこれからどうなるかドキドキですが、 

会って顔をあわせてあいさつをする。 

立ち話をする。 

そんな間柄になりたいですね。 

 

＜内覧会＞  

平成 31年 2月 16 日(土) 10：00～16：00 

18日(月) 10：00～16：00 

 

3月末ぐらいから、数名ずつ入所が始まります。 

 

        〔問い合わせ先〕 

社会福祉法人 武蔵野 

開発準備室 0422-54-7673 

 

障害者地域生活支援ステーション 

「わくらす武蔵野」 

 

地下 1 階には地域の人が使える部屋もあります。まだどのように貸し出しをするのか決まってい

ませんが、その部屋を通して地域の人と繋がっていけたら良いと思っています。 

 

 【お話をお伺いして】 

地域の人が使えるお部屋があるとききましたが・・・ 

どんなところですか？ 

－２－ 

なぜここにできたのですか？ 

 



 

武蔵野市立第四中学校 PTA会長  

井口 大也  

私自身、大野田小と四中の卒業生ですので、こ

の町を懐かしく感じています。私の同級生の保護

者の方々が、今も活躍されているお姿を拝見する

ことが多々あり、嬉しい気持ちでいっぱいです。と

ある会議でお会いした時も「おおきくなったねえ」

「おかえり」とお声をかけてくださいました。 

 

四中生は、私が中学生だったころと比べると、と

ても落ち着いていて、生徒達の方から挨拶をしてく

れることに驚いています。先日も廊下を歩いてい

た時に「こんにちは」「ありがとうございます」と声を

かけてくれました。 

挨拶は当たり前の事とはわかっていながらも、

思春期で多感な中学生からの言葉にはあたたか

い気持ちになりました。 

 

 私は引き続き、町と子ども達と学校の懸け橋にな

りたいと来年度も四中 PTA会長を立候補してしま

いました。何卒、今後もよろしくお願い致します。 

 

武蔵野市立大野田小学校 PTA会長 

松尾 竜哉 

地方の僻地出身のため、大所帯の学校 PTA活

動は日々発見の連続です。 

就任後すぐに諸々相談をさせていただいたの

は、地域の方々でしたが、ほぼ学校の卒業生や

PTAの大先輩でいらしたので、改めて地域の懐の

深さを実感しました。 

 

学区域変更問題やら小中一貫・連携教育問題の

絡みで、先日我が子に学校が好きか尋ねたところ、

「好き。友だちがいるから、転校はしたくない」との

答え。子どもたちにとっては、生まれ育った、この地

が地元になるわけですし、おそらく私も子どもたちと

共に、この地域に根を下ろすことになるでしょう。 

こうなると「地域」とは即ち、老若男女問わず「居

場所」と「つながり」ではないかと考えました。 

今後とも、心地よい居場所

と暖かなつながりを大事にして

いきたいと思っています。 

 

 

地域から 

11月２５日（日）１０時～  

けやきコミセン周辺の落ち葉

掃きを行いました。 

四中から沢山お手伝いに来

てくれました。コミセンスタッフ

も高齢化。若い人の力が本

当に助かります。 

大野田小学校二学期の様子 

坂井 百合子 副校長先生 

11 月 9 日、10 日に学芸会を実施し

ました。のべ、1700 人の方に鑑賞して

いただきました。「大きな声で台詞を言

う姿、美しいハーモニーに感動しまし

た」など、地域の皆様からお褒めの言

葉をいただきました。 

11月 23日には、「大野田福祉の会」

の 20周年式典で吹奏楽団が演奏させ

ていただきました。貴重な経験となりま

した。 

 本校は、武蔵野市教育課題研究開

発校（小学校英語教育）指定を受け、

外国語の研究に取り組んでいます。11

月からは、英語でのコミュニケーション

を図る機会をより多くするため、外国

語の授業に保護者や地域の方に「学

習ボランティア」に入っていただくことと

しました。授業を通して地域の方との

交流を深めて 

いきたいと考え 

ています。 

 

 

職場体験で学んだこと    T.I. 
四中では二年生 2 学期の行事とし
て職場体験があります。3日間実際
に仕事場へ行って職員の方にいろ
いろと指導していただきます。 

1日目は、ケーキ屋さんの「AKラ
ボ」へ行きました。ラッピング袋のシ
ールを貼り、ラスクを作りました。2
時間近く、パンを切ってバターを塗
ってと地道な作業でしたが、やりつ
くした時のすっきり感がとても良か
ったです。 

2 日目以降は、第一希望の上石
神井駅へ行きました。ホームのア
ナウンス、遺失物の整理、駅の清
掃、乗務所や信号所の見学など、
充実した 2 日間で、鉄道の仕事に
興味がある僕にとって、将来を見つ
める良い機会でした。 
この 3 日間、職員の方が僕たち

にやさしく接してくれたり、またお客
さんへの対応を間近で見ていて、
接客の大変さと、難しさを学びまし
た。また、人と協力するということの
大切さを改めて感じ、今後の学校
生活にもつなげていきたいと思いま
す。 

 

 

―３― 
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運営委員のつぶやき・・・ 
 

「ある日の窓口当番」 

午後当番との引継ぎを終えるころから、続々と 

下校してきてそのまま勉強する中学生・高校生たち

で学習室は埋まっていきます。熱心に黙々と勉強す

る姿にいつも感心しています。 

一方、冬になると退館時間が 5時に繰り上がる 

小学生たちは、ゲーム機を握りしめていつまでも 

だらだらと子どもルームで電子ゲームに忙しい。 

そんな子どもたちを「まっすぐおうちに帰ってね」

と心の中で思いつつ「はい、帰る時間ですよっ」と

追い出します。 

夜間のけやきコミセンは、ホールで楽器練習を 

する方や、和室で体操をする方が多いです。 

老若男女、様々な趣味を続けていらっしゃる方がい

て、素晴らしいなぁと思います。 

わが子たちが大きくなったので、5 時半にスター

トする夜当番に入ることが多くなりました。昼間の

お当番よりゆっくり時間が流れ、ついうっかり利用

者さんとおしゃべりしてしまうこともあり、なかな

か面白い時間です。         （M.K） 

 

 

なぜ、受付で名前を書かなくてもいいの？  

毎日、多くの人に利用されている「けやきコミセン」

ですが、開館したのは 1989年 12月です。そのころ「け

やきコミセン」の建設運動をしていた方々は、このコ

ミセンを「地域の茶の間」のような施設にしたいと考

えていました。自分の家のリビングに出入りするのに

名前を書くなんてことはしませんよね。だから、けや

きコミセンでは受付で名前を書かないことにしている

のです。どの部屋を何人が利用したか、どの部屋をど

なたが利用しているか、いつも窓口当番がしっかりと

見守っています。              （E）               

  

 

 

 

 

 

けやきコミュニティ協議会 
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※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５ 

 

編集後記・・・市主催「広報誌研修会」に参加しました 

記事は写真を中心にして文字数を決める、横書きの文

字は 1行２０字程度にする、続いて読みたくなる連載もの

を載せるなど学びました。『けやきニュース』については、

「けやきコミセンのなぜ」、「運営委員のつぶやき」、そして

地図を掲載している点を褒められました。これからもいろ

いろなアドバイスを取り入れながら、地域のきずなとなる

「ニュース」づくりを続けてまいります。（T） 

＜長期休館のお知らせ＞ 
 けやきコミセンはエレベーター設置工事などの

ため、2019 年 6 月頃から 11 月頃まで半年ほど休

館となる予定です。日程など詳細が決まりました

ら、あらためてお知らせします。 

 

 

★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すすめる役割を担

います。 

◎募集期間：2019年 3月 1日（金）～3月 10日（日）、

「住民総会」当日の 4月 20日（土） 

☆協力員：まちづくり活動（イベントやまちづくり

局）に協力いただく「協力員」も募集しています。

こちらは年間を通して募集しています。 

応募・お問い合わせはけやきコミセンの窓口まで 

◎10月 13日（土）に行いました、まちづくりフェス

タの野外シアターにたくさんのご来場、ありがとうご

ざいました。 

 

◎1月 19日（土）10時半～12時に「けやき こもれ

びひろば」で、＜大人のための絵本セラピー＞を開

催します。絵本セラピーは、テーマに沿って選ばれた

絵本を読んで感じたことをその場にいる人と伝えあ

うイベントです。今回のテーマは『ママの私をひと休

み～頑張っている自分、大切にしていますか？～』で

す。当日託児あり（10 名程度、要事前申し込み、託

児費 300円）。申し込みはけやきコミセンまで。 

＜まちづくり局＞から  

 

http://keyaki-c.com/

