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あなたの夢・けやきの夢
春が訪れ、年度の変わり目を迎えて

聞かせてください

いろいろなところで新しい生活が始まります。あなたの夢

はなんですか？夢は人と語り合うことから現実に近づきます。運営委員や利用者の方々に夢をお
聞きしました。
 日本が夢を持てる国になること

あなたの夢

テニスがうまくなりたい



子供の世話をしながら家で仕事ができるようになること



情熱大陸（TV 番組）に出て葉加瀬太郎のテーマ曲で颯爽とオープニングに登場したい



目を治して子供たちと明るい世の中を作りたい



自身に負けない。真の友情をもてること



けやきは定年が無いのがうれしい。元気な間は顔を出させてほしい。

いつでもどこでも明るい笑顔

皆さんに会えるのが楽しみ


朝鮮が統一することを在日朝鮮人への差別構造真っ只中に居た日本人の
一人として念願し、見届けたいとの思いが夢



人口減少の社会で働く人が少なくなると言われているので、
女性と元気な高齢者が現役として働ける社会がいい。



私は今年５月で 79 歳になります。今、元気に編み物教室をしていま
すが 90 歳まで続けたいと思う



旅人になる



子供のための本作成（絵本か写真絵本） じっくり話を聞いてあげること



元気な日常を過ごせ、明日の笑いのたえない日々を送れること



東南アジアの貧しい人々を支援すること 平和で争いの無い毎日を希望する



世界平和 世界中から戦争がなくなってほしい ゆっくり朗らかに暮らす



収入が安定したので一人暮らしすること 40 年前の体重に戻りたい



平和で暮らし良い楽しい世の中 働く大人になる



音楽を楽しむ人生を歩むこと 楽器上達する 楽しい未来を作る



ヒロさん



B‘z のライブに行くこと



ジュニアバレークラブが発足して二ヶ月、試合に出られるようになること



健康第一 家族の健康



一日も長く楽しく生きていられるように病気は治りますように

力車で

自由

シンガー

夏も冬も遊べる山の近くに居心地のいい家を持つこと

べジータ

教師

ウルトラマン（セブンかエース）

コミセンに来るのが大変楽しみ
健康第一

長生き

人とまちをつなごう！

不死

宝くじ当選・１等

しゃべり場で、おいしく夢を語る！

力車は人力車や輪タク（自転車タクシー）で、

不定期に集まり、おしゃべりの中からコ

これをバス・タクシー・レモンキャブに次ぐ第４の

ミュニティってなんだろう？を探し求

市民の足として、地域の１人所帯の孤立化をストップさせ、元

めている「けやきしゃべり場」
。

気なお年寄りや若者の働き口になると考えています。コンセプ

３月１日(木)いつもの顔８人＋運営委員

トは人の交流の活性化をはかること。先ず、力車を開発し、コ

なりたて６人の１４人が集いました。自

ミセン企画を含む地域のイベントや講座をガイドブックでお

己紹介は、他の人になりきってその人を

知らせし、力車マーク付きのイベント会場へは自宅から送迎付

紹介。思いがけない発見に驚く。手作り

きにするのです。文化と自然環境に恵まれた武蔵野の生活をエ

のランチをいただきながら、新しい目で

ンジョイし、老いても夢を追い続けコミュニティの現役でいら

見たけやき、けやきに出会って勉強にな

れる幸せなまちづくりをしたい。

ったこと、元気が出たこと、びっくりし

男性スタッフによるカフェとしてけやき茶社があります。こ

たことなど。みんなで何かしましょう

の茶社にいつまでも来ていただきたいとの思いから、力車の夢

よ、どんなことができるかな。これから

が茶社のスタッフ中心に熱く広がり始めています。
（高石）

もしゃべり続けます。 （中澤）

－２－

けやきへの夢
◎建物などハードな夢
本があるといいのでは
椅子が硬いので痔の僕には少し辛かった。椅子を少しでもいいから軟らかくしてほしい
こどもルームで靴を脱いだときに汚れた所を歩かなくてすむようにしてほしい
部屋取りが大変なので北町優先枠が欲しいと思う
１階女子トイレを美しく改造する
子供たちがコミセンにいる時間をもっと遅くまでにしたい。親が帰って来ない子供たちをいさせてあげた
い（方法を考えて）
三階建てにし、その大屋根に太陽光発電を取り付けバリアフリーの実現（エレベーター取り付け）
、女子ト
イレの改良、観客 200 名収容のホールとお年寄りと子供たちの居場所となるプレイルームの福祉常設カフ
ェを作る。 屋上にガーデン
高齢者や障害者のためエレベーターを
三階に 100 人位集客できる多目的ルームがほしい。そのためにもエレベーターを設置してほしい
テレビを置いてほしい。できることなら Wii あたりも置いてほしい。
ホールのテレビが小さい、後列に座るとよく見えない
もう一つ音楽室がほしい
譜面台を増やしてほしい
中庭に透明の屋根を付けて常時椅子を設け使用可能にする（コミュニティルームの拡張をする）
コミュニティルームが狭すぎる。中学生などに独占される。一般が利用しにくいと思われる
一般の方たち対象の手芸講習会を開いてほしい・
◎コミュニティなどソフトな夢
真剣に愛情と責任を持ってけやきのことに取り組めること どんなこと（仕事）でも生き生きと
平均年齢が心持ち下がりますように（気持ちの若い人がたくさんいることは心強いが体力で若い人も必要）
コミセン最長老まで元気でいること
男性がもっと働いてくださいとのこと
優しい思いやりのあるけやきで進んでいってほしい。いろいろな行事に参加すること。楽しい雰囲気を続
けてほしい 皆さんの笑顔 いつまでもお元気で 気楽に来られる場所 カフェができること
けやきはこのままで完璧 このまま温かい場所であり続けてほしい 気楽に来られる場所
季節を楽しめるといい
色々な人が楽しめる場所になってほしい 今のままで
この居心地の雰囲気を続けてほしい
地域コミュティの中核としてますます発展すること
◎まちづくりの夢
向こう三軒両隣りでの仲良しがまちの中にいっぱい生まれ、けやきのまちづくりが進むこと
町内の融和を図れるような行事をおこなってほしい スポーツもできるように
市民の「いこい」の場所になり、いつ来ても「やすらげる」場所、
年寄りから若者まで楽しめる所。
けやきコミセン発のコミュニティビジネスが生まれてほしい
災害に強く負けないコミセンになってほしい 一層の地域に親しまれる場所へ
いつもきれいなお花に囲まれ窓口の温かい応対に気持ちよく楽しんで帰れる。これからもよろしく
「かあちゃん食堂けやき」みたいなのを作って皆がそれぞれの持ち味を生かして働けたら良いなー
お花の育て方の講習会があると良い
環境に恵まれお花に囲まれコーヒーをいただいて、とても癒されている（紅茶もあるともっといいのに）
＊＊＊

たくさんの夢を寄せていただきありがとうございました。＊＊＊

「今のけやきはとっても素敵」そんなうれしい声もいただきました。コミセンも２０年を超え、使
い方や地域の方に期待されることなどが建設当時から変わってきたこともあります。改築などは市
と話し合いが必要で、予算も限られています。よいまちに、よりよいコミセンに・・利用される方
や運営委員の熱い夢や希望を叶えるのはこのまちに住む私たち自身です。
さらに素敵なまちづくりをどうぞご一緒に～ ご意見を住民総会などでお寄せください。
－３－

☆

★

ｈｈｈ

ほｈ

☆
2011 年 12 月 18 日コミセンの館内は子どもたちで
大賑わい！毎年お楽しみのどんぐり工作・アイシング
大賑わい！

クッキー・折り紙をはじめ、今年はクリスマスまでを
楽しむアドベントリースや毛糸、綿を使ってかわいい
カードを作りました。“ぴょんぴょん”のパネルシアター
ではお話に歌や演奏を混ぜながら楽しませてくれました。
来年のクリスマスもこうご期待！！

☆

☆

★

*****************************************************

2012 年 1 月 8 日(日)晴天の下 『どんど焼きとむかしあそび』 が開催
され、大勢の親子づれで賑わいました。 今年のどんど焼きは、東日本
大震災に伴う放射性物質拡散の影響を考え「どんど焼きをどうするか？」
を実行委員会で何度も話し合いを重ね、規模を縮小する事に決定しました。
当日は持ち込まれたお飾りだけのお焚き上げになりましたが、なかなか見栄
えのいいどんど焼きでした。
また、むかしあそびでは親子で楽しむ姿や地域の年配の方々
が子どもたちに遊びを教えている姿があちらこちらで見受
けられ、とても微笑ましいものでした。
来年もまたご参加ください。スタッフのみなさんありがとう
ございました。

けやきコミセンのまちづくり局の一つ、風と歩こうが主催する
「元旦に中央公園で初日の出を祝おう会」が今年でついに１０回目と
なりました。参加者は真っ暗な中央公園に６時頃から集まってきます。
目が慣れてくると草の上は霜がきらきらと光っています。西の空は月が
沈もうとしている時間。
（数年前の元旦では大きなまんまるい月を太陽か
と間違えた参加者がいたのです！）あまりに寒いので全員で足踏みしたり、
体操をして寒さを紛らわします。７時少し前に公園の東の家々の上が徐々
に明るくなり、そしてついに太陽の頭が見え、空全体にオレンジ色が広がり、皆思わずその場に立ち尽くし、
日に向かって手を合わせます。その後はスタッフが作った豚汁と、今年１年の健康と無事を祈って日本酒で
乾杯し「初日の出を祝う会」を終えるのです。毎年３０数名が参加し、「おめでとう！今年もよろしく！」と
言い交わすのです。
皆さん来年の元旦を楽しみに、中央公園でお会いしましょう。
－4－

仲間あつまれー

ご一緒に楽しみませんか？

詳細は市報、HP をご覧ください。

●まちづくりフェスタ
人と人が出会い、語り合い、つながってまちをつくる

そんな想いでまちづくり局の１２グループ

が活動しています。いつでもどなたでも参加できます。どうぞ 足を運んでみてください。
素敵な出会いがあなたを待っています。＜まちをつくるのは、そこに住むあなたです＞
３月２０日（火）は「２０１１年度まちづくりフェスタ」です。
まちづくり局全グループが一堂に会して、多彩なイベントを繰り広げます。
心もからだも温まるとん汁サービスや楽しいスタンプラリーもあります。皆様のお越しを待ってます。

●けやき茶社
７年間つづいてしまった？！「けやき茶社」
２月で「けやき茶社」は、満７年を迎えました。

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。

最近は、第３土曜日の開店を楽しみにして下さるお客様もいらっしゃいます。とにかく休まないこと、
美味しいコーヒーと中国茶、ちょっとだけスイーツを提供することだけを心掛け、男子メンバーでやっ
て参りました。これからも御贔屓にお願いします。
●アートくらぶ ひなまつり＆手作り講座

一針ひと針に思いをこめて ペンケース作り

ひなまつり
3 月 3 日お茶会では大勢の方に抹茶をサービス

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

けやき塾

４月以降も様々な方の、お話を予定しています。是非、一度はいらして下さい。

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？
－５－

★住民総会のお知らせ★
＊4 月 21 日（土）13 時 30 分から けやきコミセンホールにて
「落語 三遊亭 橘也さん」
14 時から「住民総会」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＆スイーツが無料になります。）
・運営委員 募集期間３月１日～１０日までと、住民総会（４月２１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付ます。（水曜休館）＊＊

＜運営委員のつぶやき＞

けやき村

平成２４年 ３月２８日（水）
午前１０：００～午後３：００
（受付 午後２：００まで）
会場（今年は・・）けやきコミセン
対象 小学生（新１年生）～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
＊問い合わせ

メール

mmt-musa2007@ezweb.ne.jp

・日時 平成２４年３月２５日（日） 午後３時～５時まで

・会場

けやきコミセン コミュニティールーム

・参加費 無料

住まいが北町に移転したのがきっかけ
で、けやきコミセンの運営委員に仲間入り
させて頂き１年を迎えようとしています。
昨年の「けやき夏まつり」
、今年に入っ
て「どんど焼き」の実行委員として、前
日のあずきの準備当日と大変でしたが楽
しく参加し、且つ充実感を味わう事が出
来ました。
先日もコミセン対抗の卓球大会に参加
し、私自身技術は未熟ですが楽しい一日
でした。
これからもけやきの一員として何事に
も常に向上心を持ち続け関わっていきた
いと思います。けやき大好きです。
（ＴＮ）

＊飲み物実費販売いたします。

～まち（地域）を知ってつながろう！コミセンスタンプラリー～
昨年の震災以降、人とのつながりの大切さを新たに考えさせられます。コミセンも地域のよりどころとなる
よう、様々な活動が日々行われています。一人でも多くの市民の方にコミセンを知ってもらうため、コミセン
を巡る「コミセンスタンプラリー」を実施します。是非、遊びにいらしてください。 けやきコミセンでも、
笑顔でご案内させていただきます!
☆開催期間 3 月 24 日（土）～3 月 31 日（土）☆
＊開催場所 ・市内１６コミセン（各コミセン休館日を除く午前１０時～午後８時）
＊対象 市内在住・在勤・在学の方
＊２ヶ所以上で参加賞あり（先着順 ）
武蔵野市コミュニティ研究連絡会
島森
編集後記
巨大な津波を伴う東日本大震災、福島原発事故や放射能拡散の
大きな被害や、被災者の苦難に想いを寄せながら、さまざまな救

けやきコミュニティ協議会

援・節電・防災活動にも取り組んできたあっという間の 1 年でし

武蔵野市吉祥寺北町５－６－１９

た。足もとの日常を大切にし、この間あったこと、被災者の悲し

℡＆Fax ０４２２－５４－８７１９

みなどを胸に刻み、今年度最後のけやきコミュニティニュースを

http://keyaki-c.com/

お届けします。

開館時間 ９：３０～２１：３０ 水曜休館

（Ａ）

－６－

