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【特集】「けやきコミセン 窓口当番のお仕事紹介」
新人窓口研修を受けて・利用者からみたけやき窓口
「みんなのけやき/けやきのみんな」
【報告】 けやきまつり・けやき塾・利用団体アンケート
けやきまちづくり局の紹介
【お知らせ】8/25 夏まつり 親子広場 環境対策（ゴーヤ栽培）
夏を元気に乗り切る対処法 運営委員のつぶやき
ラジオ体操 編集後記

夏まつりに来てチュウ❤

運営委員ってどんなことをしているの？
「おはようございます」「こんにちは」 挨拶を交わしながら皆さんの
ご利用をサポートしているけやきコミセン運営委員。今回は窓口の
朝・昼・夜の仕事を一部紹介します。

知っていますか？
コピー￥10～、コーヒー
￥100、麦茶無料のサービ
スがあります。
開館前に掃除、花の水替え、部

「 10 日 の ホ ー ル は 空 い て い ま す
か？」
「はい、空いていますので受け付け
できますよ。３日以内に本申し込み
にいらしてくださいね」

屋の利用確認など準備をして
皆さんをお待ちしています。
今日は何人の方と会えるかな。

さあ、今日も一日終わりです。
こどもルームもきれいにしまし

今日の予約受け付けの確認を

ょう。明日も元気な子供たちが遊

します。市内の方は 45 日前か

び来てくれるのを待っていま

ら予約ができます。

す！

－２－

空室状況をホームページで
お知らせできるように入力
したり、資料作成、メールの
確認などをします。

イベントや団体で利用すること
けやきコミセンってどんな感じ？

が多かった私にとって、窓口からみえる「普段

日頃、コミュニティルーム、学習室をご利用いただ
いている方に、何でも気軽に書いていただきました。
○大きなガラスの窓が周囲の公園の緑と花に囲まれ
美しいコミセン。
○コミセンの人が挨拶してくれるので気持ちが良い。
○運営委員の積極的なやる気と熱意、努力が伝わってくる。
○「まちづくり局」はコミセンの活動をより趣のある
ものにしている。
○冷房がきついのでは？
～いきいき利用者～
考えてみると学習室は運営委員自身が使うことは
少ない場所です。照明の具合やエアコンの調整など利
用者ならではの細やかなご意見をいただきました。

のけやき」の表情は静かで居心地の良いもの

でした。勉強に来た若い方、お見舞い帰りの年
配の男性、休憩中の植木屋さんやガス検針の
方、引っ越してきたばかりの若いママ・・・。普段
話す機会のない立場の方との出会いや、場面
によって館の表情が変化することも面白かった
です。場所を提供しているだけではなく、けや
きを通して人と人がつながっているのですね。
～ぴかぴか新人運営委員（ｋ）～

武蔵野市のコミュニティセンターは、住民の自主参加のコミュニティ協議会によっ
て、大きく言えば二つの重要な任務を持っています。
一つは館の管理運営に対する仕事であり、二つ目は、コミセンを拠点にしたまちづくり・コミュニテ
ィづくりの仕事です。
すべての利用者に対し公平に安全快適にまた間違いなく必要な施設を供給する…ということであ
り、窓口の受付業務を除き、他はすべて無償のコミュニティ活動です。
さて、「まちづくり・コミュニティづくり」について、けやきコミセンが準備段階から話し合ってきた「一
人でも利用できる」「そこで友達ができるように」と言うようなイメージは、設計者の早川さんとの幸運
な出会いもあり、建物にも反映できました。
けやきまつりのような大きなイベントでも、日常的な「まちづくり局」（12 グループ）の活動も、まち
の人と一緒に楽しみながら世代を超えてまちの人が知り合い、子ども達には、このまちが心のふる
さとになるよう考え工夫しています。まちの中に友だちがたくさんの活動は楽しいです。
たくさんの「あなた」も参加されませんか？いつでも歓迎です。
～きらきらベテラン運営委員（Ａ）～

－３－

燦々（さんさん）とかがやく

第 30 回けやきまつり
晴れ渡る青空のもと、沢山の方々にご参加、協
力いただき、盛大に楽しいけやきまつりを行うこと
ができました。30 回目を迎えて、地域のおまつり、
地域の拠り所として少しづつでも経験を重ねて人と
人のつながりを広げてきたことに感無量です。また
今年は東北支援物産の販売、被災して市内に避難
している方々に市を通してご案内し、１０組の方々が
参加されました。けやきまつりでたくさんの笑顔に
出会えました。ありがとうございました。

＊けやき名物カレー＊

★けやき塾へようこそ★

～お知らせ～
日頃けやきコミセンをご利用されて活

けやき塾では、年に３～

動されているサークルや団体の皆さまに、

４回を目安に大きな講演

けやきコミセンにお越しの際にアンケー

会を開いています。その間

トをお願いしております。

に小さなお話の会（卓話）

一般に利用者の方で「こんな活動をして

も行っています。いろいろ

いる団体はありませんか？」等の問い合わ

なジャンルの方をお呼び

せが良くありますが、こちらから勝手にご

したいと思っています。

紹介して良いのかしら？と考える事が最

昨年度から講演会として「能の世界を知ろう」「きつね

近増えていますので、それならちゃんとア

に騙される力」
「玄奘と般若心経に関わる謎」
「平成奥の細

ンケートを取ってサークルや団体の皆さ

道を往く」
「江戸はエコロジー社会だった」卓話として「ソ

まの意向を確認して今後の活動に活かし

シアルダンスの勧め」
「本をつくる楽しさと厳しさ」
「たけ

て頂き、けやきコミセンのまちづくりやお

くらべ」他、行ってきました。けやき塾の目指すものは、

祭り・イベント等にご協力して頂けました

多分野の方のお話を聞き、そのことを通じて幅広い、人の

ら、いままで以上にお互いに楽しく活動し

交流を図りたいと思っています。けやき手造りアカデミー

ていけるのでは？と考えております。

ですので、どなたでも参加をお待ちしています。ご一緒に

どうぞご協力お願いします！！

遊びながら学びましょう。 今後の予定は市報でもお知ら
せしていきます。
塾長 島森和子
－４－

秋のまちづくりフェスタ開催
１０月２１日（日）
１１時～１４時（予定）

けやきまちづくり局

炭火焼さんまを味わおう！
まちづくり局各チームのブースで遊ぼう

”
“すてき”との出会いを求めて美術館めぐり
や手作り講座、ひなまつりなどを開催しています。
毎週月曜日１０時～１２時

また隔月で開くナイトシアターも好評で、見たか
った映画やもう一度みたい映画など、リクエスト

けやきコミセン周囲の花壇の花の手入れをし

に応じて上映します。

ています。どなたでも自由に参加できますので

次回は、８月３１日（金）１８時～

お待ちしています。

どうぞお出かけください！！
９月２１日（金）
１１時３０分～１４時３０分

毎月第３火曜日１３時３０分～
遊び心で、パソコンの技を学んでいます。

玄米ダンベル体操・お昼ご飯とお楽しみイベ

４月から初級クラスもやっています。どちらも

ント・茶話会！予約受付は、９月１日（土）

Ｗindows7 限定。満席状態ですが、見学はできま

より、けやき窓口にて受付。
（電話でも受付可）

すのでご希望の方はけやきまで連絡ください。

参加費：５００円

毎月第３土曜日１４時～１６時

定員：３０名

毎月第２火曜日

男性の入れる美味しいサイフォンコーヒー

９月１１日は、中央公園を歩きます。

は１５０円、中国茶２００円、手作りスイ
ーツ付きです！

けやきコミセン前の庭に、９時３０分集合。
１０月は、善福寺公園の予定です。

毎月第４土曜 １１時～１２時
「ミニミニ劇場」での指人形・歌遊びが

９月２日（日）１４時～１６時

とっても人気。紙芝居、折り紙も楽しいです！

「空」と「般若心経」

ぜひ、遊びに来て下さい。

講師：井波 信一氏
参加費：１００円 ホールにて
（般若心経の中身の意味を考えましょう）

１１月４日（日）エト市
バザーに文化祭、花市、地元野菜の販売
を予定しています。

７月２４日（火）「消しゴムはんことパッ

ピンス作り」を実施しました。心配された怪我
もなく、はんこ彫りもはんこ押しも一生懸命取
毎月第２日曜日 1３時～１７時

り組んで、自分だけのデザインの素敵なポーチ

ホールで開催しています。自由対局。

ができました。パッピンス（韓国風かき氷）も
暑さを忘れるおいしさでした！！

女性歓迎！！ただし、先生はいません。
－５－

コミセン親子ひろばにいらっしゃいませんか？
第１木曜日 １０時～１１時半

8 月 25 日（土）

けやきコミセン子どもルームで親子（０才か
ら就学前のお子さん）のお集まり
をしています。親子で自由に遊べ
るひろばです。子育てに関するち
ょっとした悩みや情報交換など子
育て支援スタッフと一緒に、皆で
おしゃべりしながら楽しく過ごし
ましょう！

15 時～19 時

＊盆踊りの練習に どうぞご参加ください！
８/２０ １９：３０～１時間

夏を元気に過ごすために―｢かくれ脱水｣にご用心
連日の猛暑で、熱中症にかかる人が急増しています。熱中症
にかかる前段階として「かくれ脱水」(自覚症状のない脱水)と
いう症状が起こります。
「かくれ脱水」に早めに気づいて対策
を講じれば、熱中症を未然に防ぐことができます。
「かくれ脱水」を起こしやすい環境は、高温、高湿度、無風
状態です。この状況下で①就寝中に足がつる②食欲が低下する
③口の中、わきの下が乾く④指先が冷たいなどの症状があれ
ば、
「かくれ脱水」が疑われます。
｢かくれ脱水｣かどうか見分けるには、手の甲をつまむ、親指
の爪が白くなるまで押さえるなどの方法があります。3 秒経っ
ても元の状態や色に戻らない場合は脱水症状が起こっている
可能性があります。経口補水液(点滴の成分を飲めるようにし
たもの、薬局で販売、家庭でも作れます)などで充分水分を補
ってください。
ご自分や家族の健康状態をまめにチェックして、元気な夏を
過ごしましょう！
（博田）

＜運営委員のつぶやき＞
挨拶を交わすということ
「おはようございます♪
今日も暑いですね。」
「こんにちは。今日はあのサークルね？」
けやきの窓口当番をしながら、町で見かけ
るあの人やこの人、初めて出会うあの人と
一言二言に始まるコミュニケーションが少
しずつ広がっていくことがとても楽しい。
育児も暮らしも、一人でもできることだ
が、より多くの人と関わると、生活に彩が
でる。
立ち止まってしまった時に思い浮かんだ
あの人の笑顔に勇気づけられた。

けやきコミセンの夏

そんな笑顔の一つになれたらいいな。 (M.)

グリーンカーテン「ゴーヤ」を子ど
もルーム前と中庭に植えました。
ぐんぐん成長しています。照明の
ＬＥＤ化・無理のない節電の工夫を
しながら、来館をお待ちしています。

夏休みラジオ体操

青少協主催

後半 日程：８/２７(月)～３１（金）
時間：AM6:30~
場所：大野田小学校 / 中央公園
※ぜひ参加してみましょう。
参加賞、皆勤賞あります！

編集後記

ついに始まったオリンピック、日々伝えられる喜びや涙。
一生懸命頑張る姿に感動します。今回はコミセンの窓口の

けやきコミュニティ協議会

紹介をテーマにしました。コミセンは市民のボランティア

武蔵野市吉祥寺北町５－６－１９

に支えられて運営しています。みなさんとご一緒にけやき

℡＆Fax ０４２２－５４－８７１９

コミセンのことを考えていけたらと思います。ご意見ご提

ホームページ

案は窓口までお伝えください。（S）

開館時間９：３０～２１：３０ 水曜休館

－６－

http://keyaki-c.com/

