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けやきニュース第 1 号は
1982 年（昭和 57 年）6 月 14
日発刊され、1989 年 12 月
16 日けやきコミセン設立に
向けての活動から発信して
きました。開館から 21 年、
けやきは民主的で開かれた
ユニークなコミセンを目指
し、活発な活動や地域の情報
を伝え続けています。
100 号を迎え、更に地域の
皆さまに愛されるけやきニ
ュースであり続けたいと願
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★けやきニュース 100 号記念特集★

～100 号を記念して歴代の編集長からコメントを頂きました。～
けやきコミセンが開館するより前に「けやきコミュニティ協議会」の発足を機に、
「中央北・
大野田学区コミュニティーセンター情報」というタイトルで発行したのが「けやきニュース」
のスタートです。それから 28 年程過ぎた現在、
「けやきニュース」が 100 号を迎えるこの記念
号に「けやきニュース」に関わってきた方々にお願いしまして、その頃に苦労した事や楽しか
った事等々思い出に残っている事を書いて貰いました。
「けやきニュース」を読んでいる地域の
皆様にも心に残っている思い出の「けやきニュース」はありますか？

私が「けやきコミュニティニュース」の制作を担当したのは、1987 年からの 4 年間。当時、私は
成蹊大学の学生でした。
その頃の「けやき」は、センターの建設～開館に向けての様々な活動が同時進行で動いていて、毎
日が予期せぬことの連続で激動の日々でした。基本設計の協議では市側との考え方の隔たりが大きく
て、協議が滞ってしまう場面もありました。ちょっとしたことで流れが変わってしまいかねない状況
でしたから、ニュースの記事内容には細やかな配慮が必要でしたし、協議の進展を見て書き直すこと
も度々でした。たった 1 枚の、B4 サイズの紙面だけれど、皆でたくさんの話し込みをして、時間を
かけて合意をつくって、ひとつひとつの記事をつくりあげていったのでした。
ニュースをつくる上で私がこだわったことは、できるだけ手書きの要素を入れて、親しみを感じら
れる紙面にすること。既存のカット集等の図案は使わず、題字部分や小さなカットも全部自分で描き
ました。今の時代のように、パソコンを使って簡単にページレイアウトできる環境ではなかったので、
お粗末なワープロ 1 台を駆使して、台紙に切ったり貼ったりしながらの、まさに「手づくり」でした。
当時のニュースを今見返すと、あまりの出来の悪さに赤面せずにはいられませんが、「けやき」ら
しいニュースをつくりたい！という、その情熱だけは溢れていたのだと思っています。
横山 ひろあき

20 年前開館当時の広報部員から数年くらい何度か広報誌に関わってきました。
活字離れの進む中、どれくらいの人に読まれているかと気にしながら、紙面を作っていたよう
な気がします。それでも取材や、行事のおしらせや報告などを通していろいろな方の情熱にふ
れたことなど得がたい経験もあり、楽しく取り組むことが出来ました。
まちをつくるのは人・・・この地域に住む人を紹介して、このまちのすばらしさを伝えたいと
いう思いでインタビューや、お宅訪問もやりました。
1996 年 11 月の現在の木の花小路公園となっている旧 H 邸を使ったイベントの企画。H さん
のご好意で解体間近のはなれをアトリエに見立て、絵画や源氏物語絵巻を展示し大勢の方にみ
ていただきました。企画実行からニュース掲載まで、みんなで心をひとつに取り組んだ日々が
1996 年 12 月 20 日発行の 73 号のトップページをみるとなつかしく思い出されます。
吉松 杉子
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けやきコミセンの広報誌は、コミセンに関する情報を発信するばかりでなく、地域のつな
がりを深める役割を持っていると思います。
1997 年から 2003 年のけやきニュースは、毎号特集記事を組み「このまちに暮らす 社宅
編」「地域での子育て」「シリーズ家族の居場所 第 1 弾 男の居場所」等々、現在にも通じ
る課題に取り組んでいました。けやきコミセンにパソコンが設置される以前の事でしたの
で、手描きの絵が表紙を飾っていたのもユニークだったと思います。
その後けやきコミセンではホームページも開設され、情報発信能力は格段に高くなりまし
たが常に「地域」を意識し、その課題を見つける事に努力していって貰いたい。
古谷 由美子

「けやきニュース」100 号、おめでとうございます。
僕が「けやきニュース」に携わっていたのは 2005 年からの 4 年間で、うち 2 年か 3 年は編集
長という肩書きみたいなものを頂いて、コミセンの事務室のＰＣを使って「あーでもない、
こーでもない」とコミュニティの先輩方とお話をしながら作っていた覚えがあります。
「けやきニュース」を制作するにあたっては本当にたくさんの地域の皆さんにお世話になっ
たのですが、いろいろなところで人が動いて、コミュニティというものはできているんだな
あと、毎回心から思っていました。変わるものと変わらないものがありますが、もっといろ
んな人がこのコミュニティに参加したら、より良い方向に変わっていくはずです。今でも微
力ならお手伝いさせて頂いていますので、けやきでお会いしましょう。

金井 元貴

“一歩前へ”そこから始まるコミュニティー
「新しい時代を拓くコミュニティ」これは開館 20 周年記念に採択されたスローガンで、窓口に
貼っています。しかしそれに捕らわれる気配もない。けやきのモットーは・・・
①「人をつなぐ」は着実に拡大し、運営委員会はホールが満杯。協力委員 132 名。けやきまつり、
夏まつり、どんど焼きのスタッフは 120 名～190 名。参加者も 500～1000 名以上と会毎の増員も
続いている。自主参加が基本で、フェアで民主的運営を心がけている。
②「よく話し合う」納得できるまで意見を交え、少数意見も尊重する。そのことで理解やコミュニ
ケーションも深まり、信頼関係を醸成している。
③「えらい人を作らない」と言う平らな人間関係を基本に、役割を全員で分担し、全員で支える仕
組みを作り、代わり合って仕事や役割を回すことで、人材の育成を図っている。
けやきコミセンは 20 年「人をつなぐ」「よく話し合う」「えらい人を作らない」をモットーに繰返
し繰返しやってきた。人をつないだらその先は？とかよく話し合うと言うけれど蜂の巣をついたみ
たいとか、えらい人を作らないと言うけれど、けやきって皆えらい人みたい！といわれても気にし
ない。
“けやきって面白いところ、旭山動物園以上よ”なんて言われてムカ～～～っ？
「新しい時代に向かって出発進行！！」えっどこに向かってですか？？それは風任せ・・・
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♪

人が出会うけやきコミセン♪

コミセンではいつもたくさんの人々が行きかい、人と人との出会いがあります。
人といっても多種多様・千差万別で、二つとして同じ出会いなどありません。
出会いの総和がコミュニティです。どんな素敵な出会いも、新しい体験も、瞬時に消え、
本人の記憶からも消えてしまいます。人と人の出会いの記録は宝物といえます。
そんな不思議な出会いや感動の声を集めてみました。
コミュニティのスパイスに出来たらと思います。
（敬称略）
＜子どもの頃の貴重な経験＞
けやきのアットおどろくエコクラブで
様々なことを学び、色々な経験を積ませて
もらいました。高尾山、多摩六都科学館、
国立科学博物館などに連れて行ってもら
ったことは、いわば僕の知的財産となって
います。他のエコクラブとの交流、千川上
水の清掃、地域でのゴミ拾い、堆肥作りな
どの活動を通して、小学生時代に環境や地
域について考えるという貴重な体験をさ
せてもらいました。なにより、活動の合間
に聞いたＭr．B さんの絶滅動物やゴミ問
題などのお話は僕の人生の基盤となって
いるのです。
畠山 翔平

＜出会いと別れ＞
以前から南町コミセンのガーデニングに関
わっていて、ステキな庭づくりやコンテナガ
ーデンをやりたくて、８年前からけやきコミ
センガーデナーズにも参加するようになりま
した。種まきからスタートして、めずらしい
花を育てることができて勉強になります。
草むしりをしてきれいになる、挿し芽をし
て株分けして花を増やすことなど達成感があ
りとても楽しいです。春に草花がぐんぐん成
長して、オープンガーデンの頃、花いっぱい
になり、春を満喫できるのがうれしいです。
アグロステンマ・ピンクピルエット・ニゲラ
など春の花が大好きです。２月に引越しでお
別れするのが残念ですが、鳥取でガーデニン
グを続けたいと思います。
ガーデナーズ 吉田 真由美
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＜山びこが返って来た！＞
毎週月曜日、デイセンター山びこよ
り数名の利用者さんがうかがい、けや
きコミセンの園芸のお手伝いをさせて
いただいています。ガーデナーズの皆
さんとはすっかり顔馴染み！いつも温
かく声をかけて下さるので、山びこの
利用者の方も「今日も皆いるかな～♪」
と楽しみにしています。土に触れ、沢
山の草花に水をあげたり、背丈程もあ
る長い竹ボウキで枯葉を集めたりと施
設の中ではなかなか出来ない貴重な経
験をさせていただいています。
そして何よりもけやきコミセ ンで
は、移り行く季節を肌で感じながら作
業を行うことが出来ます。それぞれの
季節の表情を草花に触れながらジック
リと堪能できる、週一度のステキなこ
の時間をこれからも皆さんと大切にし
ていきたいと思います。
デイセンター山びこ 稲塚 香

＜ぼくとけやきコミセン＞
ぼくは今年の自由研究のテーマを「武
蔵野市の樹木」にしました。そんな時、
市報でけやきコミセン「風と歩こう」の
千川上水の樹名板取り付けの活動を知っ
て、参加することにしました。それがき
っかけで、ナイトウォークや盆踊りの練
習にも参加して、気がついたら盆踊りの
スタッフ（！）になっていました。いろ
いろ教えてくれた物知りのおばあちゃん
やおじさん、おばさんたちと知り合えて
よかったと思いました。
西原千裕 ４年

＜津軽三味線と子ども＞
今年の夏まつりの出来事です。
盆踊りの合間のアトラクションで、小池君
(第四中学校卒 高校１年生)の津軽三味線
の演奏がありました。すると男の子(３歳か
４歳か)が激しいバチさばきにつられたよ
うに踊りだしました。曲に乗り身振り手振
りのかわいらしい姿に思わず観客たちも笑
顔で応援。次の即興の曲でもバチが舞い始
めるとその緩急自在な曲想に一体となって
踊る子どもの舞。会場からたくさんの拍手
が沸きあがりました。小池君は「ありがと
うございます。今日の主役はこの男の子で
す！自分もおかげでパワーをもらい、楽し
く弾けました。この男の子に盛大な拍手
を！！」と紹介してくれました。
小池君ありがとう。そして楽しい男の子に
も感謝です。
（水谷）
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＜若者の居場所＞
「けやきは自分の一番やすらげる
場所」というＦ君はいまやけやきの
家族の一員のような青年。仲のよい
Ｎ君とけやきに顔を見せるように
なって７～８年。中学校の卒業式に
かけつけた人、おめでとうと沢山の
人々から声をかけられ就職した際
も祝福された。おまつりの手伝いも
手馴れて、皆からも声がかかる。
今はどうすれば仕事を続けられる
のか、働く喜びを感じられるのか。
彼の悩みはけやきの悩み。（高石）

＜せっかくだから・・・＞
８月２８日 けやき夏まつりで、
今年も「盆踊りには持参の浴衣の
着付けを手伝います」と呼びかけ
ました。当日２階和室はゆかたに
着かえる人で賑やかに。「おかげ
さまで、窮屈でもなく、着崩れも
しませんでした。」
「せっかくだか
ら着たまま帰って、家族にもみせ
ます」など。 そのうち手持ちの
着物を持ち寄って、お茶でも飲み
ながらの「きもの談議」をしまし
ょうか…と盛り上がりました。
（安藤）

みんなで力を合わせて「住みよいまちづくり」に参加しませんか？
けやきコミセンのまちづくり局 11 チームのユニークな活動を、今回から順番に
スポットを当ててご紹介します。さあ、一歩を踏み出すのは あ・な・た自身です。

『クリスマス フォー キッズ！』１２月１８日(土)

けやきあそび隊

１３時３０分～１６時

（協力：よみきかせ紙ふうせん）
・
「黒ごま」によるブラックライトシアター２回公演 各回 50 名(13：30～整理券配布)
・どんぐり工作・クリスマス工作・折り紙・キャンディーレイ・クッキートッピング
付き添いでいらした大人の方も定例開催中のカフェ「茶社」でひと時をお過ごし下さい。

エト研究会
１１月２７日（土）１０時～１５時
エトフェスタ！！

ぱそこん倶楽部

「けやき」の中のつながりを外に広げようとし
ている試みの一つが「エト」です。「エト」は
「ありがとうの気持ち」を表しており、その「エ
ト」が使える年に一度のお祭りが「エトフェス
タ」です。今年も「エト市」
（10 時〜14 時）で
はバザー、地元野菜、花市、古本、中古瀬戸物、
カレー、コーヒー、味噌田楽を、
「エト文化祭」
（12 時半〜15 時）では読み聞かせ、落語、ハ
ワイアン演奏、成蹊吹奏楽、キッズダンス、大
野田小の工作クラブ、手芸倶楽部、体験工作・
紙粘土などをお願いしています。
「エト」を媒介に、地域の「ありがとう」
を「けやき」に集めましょう。

チーム名
からだほぐしと
お食事の会

定例会
隔月開催

毎月第 3 火曜日 1 時半から

月１回の勉強会

開催ですが、パソコン大好きな人たちがパソコン
持参で集まります。一般のパソコン教室とは違っ
てやりたいこと、知りたいこと、教えたいことを
出し合って学習するというユニークな会で、毎回
楽しく勉強しています。１１月にはギャラリィで
デジカメ写真展を開催。勉強の成果をアピールし
ました。残念ながら現在２０名のメンバーで会場
は満席で、新加入はむずかしいのですが、勉強会
のテキストをけやきコミセンのホームページに
載せていますのでぜひご覧下さい。

活動内容 ・ ひとこと

参加費：300 円

午前中は玄米ダンベルでからだほぐし、心こもった季節のお

11 時半～14 時半

食事。午後は手作り、うた、ゲーム、お話など。 どなたでも。

第２火曜 ＡＭ9 時に けやきコミ

第１・３火曜日ＰＭ８時 けやきコミセン出発のナイトウォーク は、

セン集合

地域のパトロールを兼ねて。千川上水の樹名板づくりも。

毎週月曜日 10 時から 12 時

種まきからのガーデニング、けやきコミセンの花壇＆周辺のミニガ

ガーデナーズ

祝日は翌日振替

ーデンの手入 花コミュニティを目指す どなたでも！

けやき

毎月第 2 日曜日 1 時から 5 時

幅広い年齢層の人が毎回 20 名前後自由対局。 団塊世代も

風と歩こう

けやき

囲碁のつどい
アートくらぶ

あっとおどろく
エコクラブ
よみきかせ
紙ふうせん
けやき茶社

増える傾向。 年に１回、囲碁大会を開催。
１２月２４日第３回ナイトシアター

まちの中のたくさんのすてきに出会いたい。

１８時半～の予定

（旧 まちの中の美術館）

子どもと一緒に地球の環境を守ろ

8 月 2 日（月）バス研修会 新日鉄見学と海蛍学習へ行ってきまし

う！ストップ・ザ・温暖化！

た。

毎月第 4 土曜日 11 時～12 時

紙芝居・折り紙。新しいスタッフも加わってレパートリーが増えまし

幼児・低学年対象読み聞かせ

た。大人も子どもも楽しめます。

毎月第 3 土曜日 2 時から 4 時

サイホンコーヒーと手作りスイーツ。5 年目を迎え、ますます張り切

男のロマンを感じるカフェ。

る男性陣です。極上の中国茶も用意しています。
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◆大野田地域防災の会

11 月 28 日（日）11:00～１４:00 場所 大野田小学校校庭

災害時初動訓練及び避難所立上げ・運営訓練を致します市主催の初動訓練と共に、避難所を立ち上げた時、
スムーズに運営するにはどうしたらよいか、皆と意見や知恵を出し合い、考えましょう。
個人有志の方のご参加もお待ちしています。 連絡先「大野田地域防災の会」 事務局長 伊藤 37－7101

◆「エコ・アップ」セミナー
日時：12 月 6 日（月）14:00～

平成 22 年度 武蔵野市環境まちづくり協働事業

場所：けやきコミュニティセンター

協力：けやきコミュニティ協議会
講師：東京都地球温暖化防止活動推進センター むさしのエコ・アップ協議会

ストップ!! 地球温暖化
人類存亡の危機です!!

内容：①地球温暖化の深刻な状況と危機感の共有化
②私たちにできる温暖化対策、家庭内省エネの PDCA と食品ロスの削減
③家庭から出る CO²の計算・削減評価と家計への影響
④食品の買い方、冷蔵庫の在庫管理「もったいない」「忘れない」食品ロスの削減
⑤非常事態に備えて、市民としての心構えと準備

申込不要。当日、電気、ガス、水道の使用量のお知らせ(検針票)と電卓をご持参下さい。

◆どんど焼きとむかしあそび

平成 23 年 1 月 8 日（土）

「日本の文化を地域で受けつごう！」 場所 大野田小学校校庭
●お飾り受付･･･10:00～11:00
●どんど焼き点火式･･･10:１５～
●むかしあそび･･･点火式終了後～12:00
● お汁粉の振る舞い･･･点火式終了後～

＊ダイオキシン対策のためお飾りのプラスチックや生もの
はご自宅ではずしてきてください。
＊雨天の場合、むかしあそびのみの開催になります。お汁粉
の振る舞いは致しますのでどうぞあそびにきてください。

共催 緑町コミセン・大野田あそべえ企画運営会議

＊詳細は別途ちらしを配布いたします。

延藤安弘氏のおもろいまち話
幻燈会と茶話会

「子ども･自然・コミュニティが育ち合うまち」

平成 23 年 1 月 16 日（日）
13:00 会場 13:30 開始（16:30 終了予定）
会場：大野田小学校けやきホール 資料代 100 円
共催 武蔵野緑町パークタウン自治会
申し込みコミセン窓口へ

（当日参加可）

延藤安弘氏は
熊本大学・名城大学・千葉大学教授をへて、
名古屋の錦二丁目まちの会所を根拠地にした
ＮＰＯ法人「まちの縁側育くみ隊」代表理事。
世田谷のまちづくり、武蔵野市緑町パークタウン
建替え時の住民活動をはじめ全国各地の多様な
まち育てに関わっている。
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けやき文化企画 講演会

「縁切寺（満徳寺）再建に学ぶまちづくりと
三くだり半にみる江戸時代の男女の縁」 9 月 26 日 13 時 30 分～
講師：高木 侃氏 満徳寺資料館館長 専修大学教授
群馬県尾島町（太田市に合併）の文化や歴史的などのお話に始まり、
満徳寺の資料館建設に向けてご尽力されて、現在の資料館での活動
の様子、著名な方がたの講演会やその他の企画展などを行ったり、
縁切厠などユニークな発想で観光地としての PR をされているお話
など大変熱のこもったお話でした。
本物の三行半
また離縁状などから研究された江戸時代の男女の縁というお話もあり、
実物を何点も見せていただきました。
終了後 先生を囲んでコーヒーと手作りのケーキで和やかなひと時をすごしました。
けやき文化企画

「山荘ライブと高原ウオーク」を企画して
１０月１７～１８日実施
第１回 2001 年 10 月以来 10 年で 5 回目となる
企画になりました。
（40 名の参加）
〈けやきはいつも参加者１番、
それを楽しむけやきも１番〉
けやきのイベントやおまつりは常に参加者が
満足して楽しんでいたか、最後まで安全確保で
きたかを基本に実行委員が企画を作り実行しま
す。その努力は大変なものです。しかしそれを
楽しめなければコミュニティ作りの本質から離
れたものになります。
秋の八ヶ岳高原の自然を楽しむ企画に白樺
湖・車山ビーナスラインのドライブ、蓼科御泉
水自然園散策―手付かずの自然の美を鑑賞、サ
ントリーウイスキー蒸留所の見学―ハイグレー
ドな文化に親しむ企画を加えました。山荘での
夜は夕食後、ハート トゥ ハートのライブパー
ティ。赤々と燃えるスト
ーブの火と共に夜もふけ
てゆきました。
実踏をはじめ沢山のスタ
ッフのアイデアや、助力
で実現することができま
した。 （高石）

編

集

後 記

＜運営委員のつぶやき＞
運営委員３年目の新人!? ３馬鹿トリオ代表の
Ｓさん、馬鹿になれるのも男の器量かな？

「一隅を照らす」
けやきコミュニティ・･･コミセンが光り輝け
ば北町が光り輝き、北町が光り輝けば武蔵野市
が光り輝き、武蔵野市が光り輝けば東京が光り
輝き、東京が光り輝けば日本が光り輝き・・世
界中が光り輝き、そして平和と安全を祈り願っ
て止みません。
けやきコミセンの三大イベント１月のどん
ど焼き、５月のけやきまつり、８月の夏まつり。
全員が集まり、ワイワイガヤガヤ。楽しみをつ
くって、住民参加のまちづくり局。みんなでコ
ミュニティへの参加を楽しむ。
そして何でけやきコミセンに来たの？みん
なと一緒に楽しむため、酒盛りの仲間を求め
て、けやきコミセンが楽しければ北町がたのし
い。北町が楽しければ武蔵野の町が楽しくな
る。以来、私の方程式を解くと『新しい時代を
拓くコミュニティ』
Ｓ

けやきコミュニティ協議会

武蔵野市吉祥寺北町５－６－１９
今年度、地域の情報も伝えていけるニュースにしてい
℡＆Fax ０４２２－５４－８７１９
こうとニュース担当は日々アンテナを張っています。
http://www1.parkcity.ne.jp/keyaki-c/
地域のこんな情報あるよ！と 皆さまからの情報提供
開館時間９：３０～２１：３０ 水曜休館
もお待ちしています。窓口までご連絡下さい。
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