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この地域の一時避難所は 大野田小学校、第四中学校、第一中学校、第四小学校          

ここは非常災害用給水施設・防災備蓄倉庫・災害救助用工具があります。 

広域避難所は 成蹊学園グラウンド・グリンパーク                     

ここは大規模災害時の緊急避難場所であり、その後場合によっては一時避難所へ 

コミセンは避難施設ではありません。                           

災害救助用工具は外倉庫に備蓄しています。                           

災害後閉館している可能性があります。                               

市の防災備蓄品は主に自宅が被災し避難された方の                      

避難所での生活用であり、各家庭で待機した方は                       

自宅での備蓄が必要になります。                                    

家庭で 3 日分の水や食料の備蓄をしましょう。                       

いざという時のことを家庭で話し合っておきましょう。                          

訓練や勉強会に参加しましょう。 

これから・・いざという時に情報を伝え合う力が必要です。顔を合わせる安心感がひろがるまちにな

ったらいいですね。そのためにも市も住民も共に学びの場を持ち、一人でも多く地域の担い手を増や

すことが大事です。これからのコミセンの役割をみなさんご一緒に考えていきましょう。 

火を出さない！ 

けがをしない 

三日分の水と食料の備蓄 

災害時情報は             

むさしの－FM78.2MHｚ 

東京臨海広域防災公園展示より（一人分の目安） 

－２－ 

＊防災マップは市役所で配布しています 



支えあいのまち 住み続けられるまち 大野田を！ 

―「防災」テーマに２００名の参加（１０月１日～２日）―    

❝10月 1日から翌日にかけて「親子防災体験」「地域団体交流のつどい」「防災見学ツアー」「防災

宿泊体験」など「防災」をテーマにした盛りだくさんの体験イベントが、大野田小学校を会場に開

催。これは、大野田地域防災の会、大野田福祉の会の共催事業として取り組まれたもので、大野田

小学校、消防署、市役所、市民社協、地域内の諸団体などの協働の力で実現しました。小学生から

高齢者までたくさんの方々の参加で新しい結びつきも増え、大野田地域にとって大きな財産になり

ました。❞ 

        3 月 11 日の東北地方大震災後、よりいっそう防災の意識が高まり、人との繋

がり・絆がクローズアップされました。昨年「大野田防災の会」が発足以来防災

ウオーキングや避難訓練などしてきましたが 

避難所の運営をより強化しなければと思い、宿泊訓練・防災体験を 

計画しました。前半に行われた、地域団体交流会（４４名３２団体） 

の後、少しでも防災を身近に感じてもらおうと、防災倉庫・防災井戸・ 

防災トイレなど見学の防災ツアーを行いました。その後、放水訓練や 

煙体験、AED、救急法を体験しました。１００名以上参加者があり、 

皆さん熱心に取り組んだ中で、とてもよい体験が出来たとの声をいた 

だきました。 

            

宿泊訓練は親子も含めて 65名の参加がありました。 

今回の訓練にあたり、持ち物など細かい注意事項をチラシに触れませんで

した。皆さんに避難所に来るまで、どのように考え、行動するのかをお任せしました。 

夜寝る前の意見交換やアンケートにもいろんな感想や意見を 

いただきました。今後の活動に役立てていきたいと思います。 

「特に床の固さ冷たさは未だ１０月なのに思った以上だった。」 

でも「東北の被災した方たちはこんなところに長い間暮らし 

ていたのかと思うと、つらかっただろうな」と言う感想もいた 

だきました。 

 

 毎年このような訓練をやって欲しいという声が多い中で、私達もこの体験を生かして継続してい

きたい、また、訓練を通して、地域を知り、人を繋げる事の努力をしていきたいと思っています。 

             （大野田地域防災の会 寺島） 

 

❝大野田地域の強み・・・それは住民（団体）同士が仲良く、協力体制をつくれることです。緑町・

けやき両コミセン、幼稚園・保育園・小中学校と地域、両コミセンと福祉の会、民生委員と福祉の

会など地域の中の日常的なお付き合いが良好です。 

市役所はじめ、地域内の諸施設とも、多様な組み合わせで協力、共催、協働が日常的に行われ、

どんと焼きと昔あそび、各種のまつり、むさしのミニタウン、あったかまつり、クリーンセンター

への取り組みなどが行われ、地域の「つながり」の力が「大野田地域防災の会」に結実しています。

❞ 

避難所運営の 

強化願って… 

経験生かし継続を 

－３－ 

地域団体交流会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

わたしはみそ田楽の担当でした。前日からけやきの方のアドバイス 

をもらいながら、こんにゃくを切ったりはじめてのみそ作りをしたり 

と個人的にも楽しみつつ、和気あいあいと準備を進めていきました。             

当日はあいにくの雨。初めの１時間は全く売れず、仕込みの量も前回              

から 100個増加の 300個を売らないといけなかったので正直不安で             

した。しかしお昼が近づくにつれ客足がのびていき、またリピーター              

の方も出てきて、中には１人で６個も注文するお客さんも出てきま 

した。「おいしかった。」「来年は大根もつけて。」等の感想をいろんな 

方に言ってもらい、２時ごろには完売することができました。 

来年のエトフェスタでもみそ田楽をやりたいですね。 

成蹊大学 文学部 杉崎慶太 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

天候が悪かったにもかかわらず、今年のエトフェスタも多くの方に足を運んでいただき、感謝の

気持ちでいっぱいです。例年のラインナップに加え、今年は風評被害に苦しんでいる福島県産の 

りんごの販売も行いました。売れるのか正直不安に感じていましたが、あっという間に完売し、皆

様の温かさを実感しました。また、地域の方々にいらなくなった瀬戸物や古本、バザーの品物を提

供、エト文化祭で発表や展示、おいしい飲食物を作っていただいたりと、地域の皆様のご協力のお

かげで、エトフェストを成功することができました。 

これを機に、エト券を介した地域のつながりというものを楽しんでいただけたら嬉しいです。 

                            成蹊大学 文学部 可部美帆 

 

 

－４－ 

エト券は「酉エト」から始まっているので、今年の「兎エト」で 7年目。

エト券が使える場として、毎年「エトフェスタ」を開いている。「エト市」（バザー、

花市、地元野菜、古本・古瀬戸物、カレー、スィーツ、みそ田楽）と「エト文化祭」

（和太鼓、紙芝居、折り紙、マジックショー、吹奏楽演奏、大野田小図工クラブ、粘

土クラフト等）との組み合わせだ。中心はゼミの学生たち。準備が遅く「まちづくり

局」をやきもきさせてしまったが、「けやき」のみなさんの協力と本気になった学生

たちの努力で、何とか成功させることができた。「ありがとう」の気持ちを表わすエ

ト券をみなさんに配りたい気分です。      成蹊大学教授 高田昭彦 

 

 今年度のテーマ「笑顔、絆、踊りの輪、けやき夏まつり」が 8月 27日(土)15～19時で 

開催しました。実行委員発足にあたり、東日本大震災、節電、ご近所への配慮等を考えて例年 

より１時間繰り上げスタートをしました。 けやきコミセンも１週間の節電臨時休館が実施される等、 

少々準備に戸惑いもありました。まして、前日の準備段階では台風の影響で大雨が降り、設営 

準備はびしょ濡れでしたが、本番当日は、夏とは思えない、ほどよい陽ざしに恵まれました。 

                    各ブースの準備も手際よく、スタッフの気合も入り、早々完売に 

なったものもありました。焼きとりコーナーは大野田小学校、焼きそばコーナー 

は第四中学校の先生方が盛りたて、子どもたちも大喜びでした。 

５丁目町会の焼き団子も好評でした。暖かい地域の「きずな」が存在してます。 

津軽三味線の小池さんにも感謝です。 盆踊りの輪も大きく広がり、みんなの 

笑顔も素敵でした。 最後にお手伝い 140名、来客約 700名の皆様方、本当に 

ありがとうございました。      けやき夏まつり実行委員長 宇田川 

 

 

 



 

 

 

 

 

けやき塾   

第３回 講演会   玄奘と『般若心経』に関わる「謎」 

講師：井波信一 （けやき塾生） 

2012年 2月 5日（日） 14：00～16：00 

【内容】：日本で広く流布している『般若心経』は、通説では玄奘が翻訳したとされていますが、この通説に対して

は多いに疑問があり、その疑問について文献と私の推論も交え見解を述べます。 

また、玄奘のインドへの本当の目的や『般若心経』が編纂された背景と意図等も併せてお話をします。 

・・・井波氏の言葉より 

地域の皆様とご一緒に、多分野からの人の話を聞き、人との交流を深めたいと思います。 

風と歩こう    

毎月第二火曜日を定例ウォークとしてけやきコミセン前に集合します。ストレッチ体操をしてから各月の予定地で

ウォーキングをします。季節の植物を観察したり、千川上水の樹名板の修理など年間の活動もしています。 

第一・第三火曜日のナイトウォークも 10年目に入り、地域防犯も兼ねて行ってきました。                 

中央公園で行う “初日の出を祝う会” も恒例となりました。おかげさまで参加し

て下さる方々も大勢に増えました。このところ持ち寄ってくださる食べ物も飲み物が

たくさんでにぎやかに集まるようになりましたが、今年は初心に戻り少し簡素にした

いと思っています。敬謙な気持ちで感動的な初日の出を迎え、今年一年の無事を

祈って乾杯をいたしましょう。  

日の出前 6：30頃までに中央公園の東側ベンチのあたりでお待ちしています。 

 

アートくらぶ 美術館行き・ナイトシアター・手作り講座など 

けやき囲碁のつどい 囲碁好き集まれ！ 第２日曜日午後１時～５時 

ぱそこん倶楽部 パソコンを学ぼう！（現在満席のため募集しておりません） 

よみきかせ紙ふうせん 一緒に絵本読み聞かせや折り紙をしませんか。毎月第４土曜日 11時～12時 

けやき茶社 男のロマンカフェ 第３土曜日午後２時～４時 是非いらして下さい。 

エト研究会 エト券を通じて、成蹊大学生と共に地域をつなぐ方法を模索、実践中 

あっとおどろくエコクラブ 一緒に公園で木や草の生態を観察しませんか？ 

けやきガーデナーズ お花が好きな人集まれ！ 作業日毎週月曜日（祝日は火曜日） 

けやきあそび隊 夏の工作、クリスマスなど子供も大人も一緒に遊びませんか？詳しくはけやき窓

口へ 次回 3月頃 いちご大福作りを予定。 

からだほぐしとお食事の会 ダンベル体操などの後、季節のお食事を一緒に楽しみませんか？ 

 

仲間あつまれー ご一緒に楽しみませんか？ 

 

現在 12チームが活動中 詳細は市報・けやき HPにて 

お気軽にご参加下さい。 

－５－ 



   平成２４年度 運営委員・協力委員を募集します。 

けやきコミュニティセンターは・・・ 

武蔵野市のコミュニティ条例の、自主三原則「市民の自主参加・自主企画・自主運営」を基本原則に 

市民がまちづくり・コミュニティづくりをすすめるための施設です。けやきコミュニティ協議会が、市民 

のボランティアによって運営しています。 

運営委員 募集期間平成２４年３月１日（木）～１０日（土）まで (水曜休館日は除く) 

住民総会当日（４月２１日）当日 

けやきコミセンの管理運営・まちづくりの企画や活動を積極的に進めます。 

希望された方は３月２４日（土）１３：３０から運営委員候補者総会にご出席ください。 

協力委員 募集期間平成２４年３月１日（木）～３１日（土）（年間を通して募集しています。） 

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。 
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＜運営委員のつぶやき＞ 

今、雲にのりたい 

雲にのったら 何が見えるのだろう 

雲にのったら 何が見たいのだろう 

 

さてと 

けやきが好き 武蔵野が好き 

椿が好き  ジグソーパズルが好き 

洗濯が好き  東野圭吾が好き 

 

好きなものは好き 

嫌いなものは嫌い 

       そしてあなたが好き 

       ついでに私も好き 

                 Ｍ.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 

℡＆Fax ０４２２－５４－８７１９ 

http://keyaki-c.com/ 

開館時間９：３０～２１：３０ 水曜休館 

～年末年始の休館のお知らせ～ 

平成 23 年 12 月 29 日(水)～1 月 5 日(木)まで 

休館いたします。 

最近話題の「北杜サイト太陽光発電所」に行ってきました。  

今回の運営委員のバス研修会（10月 26日）は、けやきの「環

境対策係」が日頃の活動の中から視察先を提案し主催しました。 

中央高速長坂インター近くの広大な敷地にびっしりと、国内

外 9か国 27種（現在市場に出ているほとんどの種類）太陽電池

が設置され大規模な実証実験が行われています。同時に発電所

としても機能しています。 

福島第一原発の事故を契機に、自然再生可能エネルギーの利

用がますます重要な課題になっています。こうしたなか、2006

年より先進的に太陽光発電の実証実験に取り組んでいるところ

が身近にあることを知り意を強くしました。 

今後はこうした実証も含め、太陽光・風力・地熱などを利用 

し原子力に頼らない安心安全なエネルギーの時代が来てほしい

と思います。 

研修の後、「清春白樺美術館」の見学、別荘のような北欧料理 

レストラン「メーラレン」での昼食、ワイナリーでの試飲など

楽しみ、好天にも恵まれ質実ともに充実した研修会でした。                 

環境対策係 

－６－ 

 

昨年度までけやきコミセンで学生運営委員をしていた
K 君が、名古屋の就職先から東京に出張という事で美味し
いお土産を持ってけやきコミセンに遊びに来てくれまし
た。久しぶりに会った K 君はなんだかとても大きくなって
いて（体ではありませんよ！）社会人の初々しいオーラを
出していて眩しいばかりでした。そしてなにより嬉しかっ
た事は、K 君が忙しい中「けやきコミセンとそこにいるお
じちゃん・おばちゃん」の事を忘れずに気にしてくれてい
る事が私たち運営委員のこれからのコミュニティ活動の励
みになると思います。ありがとう！ 

 

 

編集後記 

平成 24 年 1 月 8 日（日）10 時から 

大野田小学校 校庭にて 

「みんなで楽しむ伝統文化」 

＊詳細はチラシにて 

太陽光発電の説明を熱心に聞い
ている運営委員のみなさん。 


