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住 みたいまちから住 めるまちへ
吉祥寺は雑誌やテレビで取り上げられ、住みたいまちナンバー１とか・・
でもほんとうに住民にとって住みよいまちかしら。住めるまちかしら？？

＊市民と市長のタウンミーティング（2 月 6 日土曜日）が行われました。
まちの中の課題が熱心に語られました。－まとめは後日、市から出されます－

自転車問題

暴走自転車が怖い・歩道の自転車の走行などマナーをもっと徹底すべき・駐輪場のこ
と・小型店舗の駐輪対策
吉祥寺とつくだけで家賃が高くて若者や

住宅問題

高齢者は住み続けられない。

その他

公園の整備

使われていない小さな公園

まで費用をかけすぎではないか。
旧中央図書館跡地はどうなるのか
市民活動をする場所について、市民協働サロン
やＦＦ伊勢丹音楽室はどうなるのか？

など・・

＊市はいま第 5 期長期構想・長期計画作成のため討議要綱作成

＊市民と行政の協働の課題は？
武蔵野市では平成 24 年から 10 年後の平成 33 年までの第五期基本構想・長期計画の方向性を決める「討
議要綱」を作成し意見交換をしています。
「討議要綱」ではコミュニティを抜きにして自治体の目指すべき方向性は語れないとし、
「目指すべき地域
コミュニティのあり方」の柱の 1 つとして「市民と行政が新しい協働を行い、時代にあったコミュニティ
の再構築を目指します。」と明記しています。
一方、市民側の実情はコミセン、地域社協（福祉の会）、ＰＴＡ、青少協も人手確保や、高齢化、後継者
難で組織の存続も危ぶまれるところがあり、また市民の単身世帯化や地域への無関心化もコミュニティに
とってつらい課題です。
この状況を打破するため「住みたいまちから住めるまちへ」をコミュニティ再生の仕掛けの１つとして、
空き家、空き室を活用して、若い人に安い家賃の家と仕事（高齢者の見守り・声かけ）をセットで提供し、
市民と行政の協働で、若い人の住めるまちを実現できるのではないか？市民と行政の協働の課題として提
案したいと思います。武蔵野に住む市民が、武蔵野に住む魅力を語れるようなまちにしたいですね！！

（Ｔ）

－

2 －

＊ 福祉について
今年度１１月から１月にかけて３回開

大野田地域懇談会からアクションプランへ

催された「大野田地域懇談会」モデル事

住みよいまちにするために・・・ コミュニティセンター

業で貴重な体験をさせていただきました。

の重要性に改めて熱い注目が集まりました！

改めて、わが武蔵野市の足元にも課題が
山積していること、力を合わせて解決に
取り組む必要が共有されだした…と感じました。
大野田福祉の会（地域社協）では、市生活福祉課から年度前半に提案されたモデル事業に応募、同じく
手を挙げた四小地区福祉の会とともに、行政（生活福祉課・地域支援担当課）
・市民社協との共催で「課題
の発見」
「課題を深める」
「具体的提案へ」と目標を明確にした３回の地域懇談会を開催しました。これは、
来年度策定される「地域福祉計画」に反映されるものとして実施されたものです。
大野田地域では出されたたくさんの課題を「孤立」「居場所」「情報が必要な所に届かない」の三つにま
とめ、具体的解決策について話し合いました。真剣に「わがまちをもっと住みよくしよう」と考える時、
人と人とのつながりの大切なこと、また武蔵野は「コミセン」というまちの中のセンターをもっているこ
とに気が付き、コミセンの役割や、コミセンとの連携の大切さに気がつくのでした。それとともに、日常
的に最も身近な所で「人をつなぐ」ものとして、資源物の集団回収事業が注目を集めました。
地域懇談会を経て、再び地域の皆さんのご意見を聞きながら来年度は「アクションプラン」の策定へす
すみます。けやきコミセンの活動も、集団回収事業も、大野田地域の活動はトップクラスを揃えています。
今後の「地域でまちづくり」が楽しみになりました。（＆）

＊ けやきコミセンは地域の拠点としてどうあるべきでしょう？
運営委員会や運営委員懇談会、まちづくり局会議・・

運営委員は話し合うことを大事にしています。

自主事業（三大イベント＝けやきまつり・夏まつり・どんど焼き）
まちづくり事業の企画・館の管理運営・窓口業務について 一年を振り返ってなど

どうしたらみんなに楽しいすてきなコミセンになるかしら？？

インタネットなど電子社会の発展・さまざまな機械化や個人を尊重する社会。
日常から会話をする機会が減っています。自己責任や個人情報保護から孤独な人が増
えていませんか？このままで大丈夫？もっとおしゃべりをしよう！
あたたかな会話のあるまちをめざしませんか？
住みたいまちから

住めるまちへ！

地域コミュニティの一歩をけやきコミセンで

ご一緒に！住民総会へお出かけください。
－

（詳細は６Ｐ）
3 －

みんなで力を合わせて「すみよいまちづくり」に参加しませんか?
さあ、一歩を踏み出すのは あ・な・た自身です。
運営委員１人を含め３人以上で新チームが作れます！仲間を集めて申請してください。
☝この指とまれ！で結成された 11 チームです。
＊ けやきガーデナーズ ＊ ぱそこん倶楽部 ＊ 風と歩こう
＊ けやきあそび隊 ＊ アートくらぶ ＊ けやき囲碁のつどい ＊ あっとおどろくエコクラブ
＊ けやき茶社 ＊ よみきかせ紙ふうせん ＊ からだほぐしとお食事の会 ＊ エト研究会

けやきガーデナーズ

第３回

に出展参加しました
「武蔵野環境フェスタ」が、2 月 26 日に市役所西棟 8 階
会議室で開かれ、けやきガーデナーズが 2 回目の参加を
しました。今年 3 回目の環境フェスタは「地球温暖化防
止と生物多様性保全」をめざして、参加内容は省・創エ
ネ、食、ごみ、緑にわたる幅広いもので出店は 32 団体、
日頃の活動を基にした力のはいったアピールをして一日
開催ではもったいないとの声も出るほどでした。けやき
ガーデナーズは「花と花づくり活動」の写真、恒例の在
宅参加型オリジナルイベント「花のみち」のパネル展示、
クリスマスローズの芽生えから花の咲くまでの鉢の展示
をし、チラシを配って来場者に活動をアピールしました。

アートくらぶ

けやきひなまつり
2/28～3/6
我が家にも

物語りある

ひなまつり（Ａ新聞投稿川柳より）

どなたにもおひなまつりには格別の思い出があるようです。毎年恒例の「けやきひなまつり」でも、
皆さんお雛様を前に昔のことを懐かしそうに語ります。
今年は６０年、７０年前の段飾りと手作りした、つるし飾りをギャラリーいっぱいに飾り、大勢の方に
見ていただきました。３月３日の「おひなまつりお茶会」ではお抹茶、ひなあられのおもてなしで楽しい語
らいのひと時をお過ごしいただけたことと思います。

けやきあそび隊

いちご大福づくりとお抹茶体験

平成２３年２月２７日（日） ●１時３０分～ ●２時３０分～
３６名の小学生が２グループに分かれていちご大福を作り、お抹茶を自分で
たてて飲みました。
いちご大福作りでは、いちごとあんこがとび出さないようにみんな
頑張って包んでいました。いちご大福を作り終わったら今度は和室へ・・・
雰囲気をがらりと変えて正座でお手前を教わりました。お抹茶がなかなか
たたずに悪戦苦闘。「にが～い！」「美味しい！」など感想様々・・・
いい経験になったことと思います。
－

4 －

どんど焼きとむかしあそび
2011 年 1 月 8 日（土）青天の下、一年の健康を祈って「ど
んど焼きとむかしあそび」が今年も盛大に催された。年々門
松などお正月のお飾りをする家が少なくなっていくなかで、
それでもおよそ８５０人の参加者があった。日本の伝統文化
は地域で受け継いでいかなければ、徐々に衰退してしまう。
大野田小学校校庭で開催されるどんど焼きは地域のコミュ
ニティ協議会と「大野田あそべえ企画運営会議」が共催して
いる。
今後もコミュニティ協議会は地域の子どもの成長を見守
りながら、学校と協力して活動していきたい。
（Ｆ）

。

１月１６日（日）１３時半～大野田小学校けやきホールにて、
寒中にも関わらず、９８人の参加がありました。スライド２
台を駆使し、ユーモラスな語りで、人と人をつなぐまち
育ての実例からたくさんのヒントをいただきました。
お話の中から「まちの縁側作り」をしよう
名古屋で誕生した「まちの縁側育み隊」を人口３７万人

今回のキーワード
そ
ろっていつも面白いこと楽しいことを重ねる。
○
だ んだんと仲間の輪を広げ緩やかな群れをつくる。
○
チ ャンスを作ろう！縁側はだれでもどこでも
○
あ るじ（主）を育てよう！多様な居場所づくり
○
う むことなくオリジナルを求めつづけよう
○
ま まならぬ状況の変化にかかわらず
○

の長野県・松代市でも実現しようと試みた事例。目標は合

小さな羽ばたきと感動表現と伝達を！バタフライ効果

計５０００カ所の縁側作り。道端にベンチや椅子を置いて

ち がう意見・トラブルをエネルギーに変えよう！！
○

「お茶飲んでいかない？」と病院帰りや買い物帰りの人に
声をかける。戸建ち住宅の庭の余地を生かす、商店にも作

＝対立を対話に変える
７つの頭文字をとると

「そだちあうまち」

る・・人、もの、言葉がゆるやかにつながりあう。これが
日本の縁側の原点である。人間関係が希薄な現在、縁側は
単なる日本の物理的・伝統的家屋の空間ではなく、人の輪、
なごみ、水も土も緑も繋がり、世代から世代へ繋ぎ、そし
て全部が輪になってくる。多様な縁が「輪を結ぶ」。

けやきコミュニティ協議会と武蔵野緑町パ
ークタウン自治会が初めて共催しました。ス
タッフ２３人。武蔵野市の後援をうけ、映写
機も市と社協にお借りしました。大野田小学
校を会場として快く使わせていただき、副校

けやきコミセンはまさしく豊かなコミュニティを実現す

長先生には打ち合わせや当日もお手伝いいた

るまちの縁側なのである。

だきました。会場を埋めてお集まりくださっ
たたくさんの皆様。たくさんのご協力に支え
られました。ありがとうございました。

－

5 －

★住民総会のお知らせ★
＊4 月 16 日（土）13 時 30 分から けやきコミセンホールにて
林家ライス・カレー子さんの環境漫談の後、引き続き、けやきコミセン活動報告・
会計報告など。終了後「けやき茶社」のサイホンコーヒーと手作りスイーツをご一緒に！
（住民総会参加者はコーヒーが無料になります。）
＊15 時から、平成 23 年度第１回運営委員会を開催いたします！！
・運営委員
募集期間３月１日～１０日までと、住民総会（４月１６日）当日。
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進めま
す。

・協力委員

募集期間３月１日～３１日 （年間を通し募集しています）
まちづくり活動(イベントやまちづくり局など)に協力していただきます。

＊＊申し込み・お問い合わせは けやきコミセン窓口で受け付けます。（水曜休館）＊＊
シニアネットむさしの設立 1 周年記念イベント

＜運営委員のつぶやき＞

3 月 5 日（土）午後 2 時～午後 4 時半
「あなた～出番ですよ！」むさしの団塊・シニア交流
会に参加してけやきコミセンのＰＲをしました。
けやきコミセンは開館 21 年の扶桑通り公園内にある
開放的で美しい館です。
自主参加、自主企画、自主運営（コミュニティ自主
３原則）の元、運営委員 50～60 名、協力委員 100 名～
130 名、開かれたユニークなコミセンとして
①偉い人をつくらない②良く話し合う③人をつなぐ
をコンセプトに活動しています。

運営委員になって 1 年目。つまりルーキーです
が、マスコミに追いかけられることもなく

何か

を持っているわけでもない「新人さん」。
研修も運営委員会も毎回緊張。名前も顔もわか
らず内容や話しも見えないので、会議では皆さん
のパワーに圧倒されていた。テーブルにお菓子と
お茶が用意されることに驚き、時間をかけた丁寧
な議論に感心し、そのエネルギーはどこから出る
のかしら？めげそうな私には不思議でした。
そして初めてイベント実行委員になった。
打合せ会議や準備に追われ当日もワイワイガヤガ

第5回

ヤ皆さんエネルギッシュに動くのですね。多分私
の動きは皆さんの半分位のはずが、片付けの頃に

平成 23 年 3 月 26 日（土） 午前 10 時～午後 3 時
27 日（日） 午前 10 時～午後 3 時
★会場
武蔵野市立大野田小学校
★対象
4 歳～中学生
★参加費 100 円（保険代含む）
★持ち物 マイ食器・マイカップ
＊ ミニタウンには・公共系・食べ物系・工房系・
アミューズメント系の 37 店のお店があります。

は全身が疲れきってヘトヘトでした。裏方がこん
なに大変だったのかと初めて知り、このようなイ
ベントを年 3 回もやり続けているなんて信じられ
ない、どうして続けることが出来るの？
しかも皆さん楽しそうなのは何故？それは・・・
仲間の魅力ですか？
私には

まだ実感ありませんが

ることができるのかしら・・・
編

集

後 記

2010 年 98、99、100、101 号の編集を体験
し、更に深くけやきを知ることになりました
けやきコミセンはいつでも誰でもが言いたい
ことが言えるところ。だからけんかも多いが笑
いも絶えない。無縁社会などどこ吹く風。
年中無休の手、足、口、胃袋と賑やかな女性
たちの姿は男たちの安心出来る居場所になっ
ています。
－

けやきコミュニティ協議会
武蔵野市吉祥寺北町５－６－１９
℡＆Fax

０４２２－５４－８７１９

http://www1.parkcity.ne.jp/keyaki-c/
開館時間９：３０～２１：３０ 水曜休館
6 －

いつか確信す
C.K

