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❤あなたの思いを表現できるけやきコミュニティセンター❤ 

今年度、けやきコミセンでは５９名の運営委員が和気あいあいと楽しく仕事をしています。 

新しい仲間と新しい世界を広げてみませんか。詳細は次号、（３月発行予定）にてご案内します。 

 

係の仕事～訪れる方たちがより心地よく安心して過ごされるように、こんな係で活躍しています。 

 【季節の飾り付け】  【照明器具管理購入係】  【花 係】     【キッチン係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他、お茶コーヒー、子供ルーム、チラシ、パソコン管理、倉庫、環境対策、防災等多くの係があり、 

  無理のないように分担しています。 

 

  

七夕、お月見、クリスマス 

季節感を盛り上げます 

各室、廊下等館内の 

照明器具の点検管理 
けやきには花が 

いっぱいあります 

皿、鍋その他調理器具 

の清潔と整頓をします 

けやき３大イベント～けやき自主事業 

～おまつり大好き大集合！それぞれに運営委員が企画を立てて活躍しています～ 

 

 

 

 

 

 

【どんど焼き】  

門松や正月飾りを燃やして無病息災を祈り、

地域の皆さんと一緒に良い年を迎えます。 

2013 年 1 月 12 日（土）10 時～ 

会場：大野田小学校校庭 

 

【けやきまつり】５月後半頃 

おいしさ満点！    

楽しさ山盛り！！  

毎年、春の一日を元気に過ごす 

交流の場を演出しています。 

－２－ 

【夏まつり】８月２５日（土） 

太鼓の音に盆踊りの輪が広がり、屋台や喫茶、 

子どもコーナー、お化けやしき（成蹊大学生担当）・・ 

 

 

 

 

 

 

 

たくさんの方の参加で、暑い夏 

の終わりの夕べを楽しみました    

 

 



～東日本大震災から１年と９ヶ月が経ちましたが･･･～ 

 

毎日の様に頻繁にテレビの映像に映っていた被災地の様子が、最近ではたまに特集があったりで、

私たちの記憶からだんだん薄れているような気がします。被災地ではまだまだ沢山の方々が自宅に

帰れず、仮設住宅に住んでいます。東日本大震災の時に得た教訓を肝に銘じて、今後の地域防災に

生かして行きましょう。 

 

 

 

 

 

☆大野田地域のまちを守る取り組みをご紹介します☆ 

 

 

 

－３－ 

大野田地域防災の会 

11 月 18 日第四中学校で防災訓練を初動訓練と

共に行いました。大野田地域防災の会は、今まで

は大野田小学校を拠点に活動してきましたが、今

回は初めて中学校での訓練です。 

 避難所としての運営の強化や地域の和を広げ

るためにも、北町５丁目町会・緑町３丁目町会に

声をかけ、３団体の共催となりました。当日は天

気にも恵まれ多くの方の参加（約 120 名）があり、

特に若い方も多く防災に対する意識の高さを再

認識しました。アンケートにもたくさんのご意見

を頂きました。これからの活動に生かしていきた

いと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊防災井戸の紹介＊ 

震災 7 カ月後の小名浜 

今からもう 1 年以上も前のことです。津波の爪痕を見なくてはならない事を覚悟していたのですが、観光客を

迎える街や道路は驚くほどきれいに整っていました。被災の悲しみの中にも拘わらず、日常生活を取り戻したい、

という地域の思いとエネルギーに頭が下がる思いでした。その際お聞きした、日赤の分団長さんの体験談が印象

的でした。津波から逃げ地域の人達と山の上のお寺に駆け込む時に「持てるだけの米や食糧を」と声をかけたそ

うです。それが当座の命綱に。大勢のパニックを避けるためには強いリーダーが欠かせないとも。強いリーダー

の条件は冷静になれる人、そして何より大切なのは大きな声が出せる人との事でした。     （Ｓ） 

地域で子どもを守る会 大野田青少協主催 

11 月 9 日（金）10 時から      

大野田小学校 第１会議室 

 

 

「子どもを守る家」に登録している方々の懇談

会があり参加しました。 

武蔵野警察署少年係、市役所児童青少年課、防

災課、けやきコミセン・緑町コミセンから地域

の子どもたちの様子や災害対策などを聞き、グ

ループで話し合いました。 

PTA の方たちからは、通学路を通勤の人が

自転車を飛ばしていくことや、ノーリードの犬

の散歩などの危険が出されました。 

コミセンとしても公共の場としてどなたで

も気持ちよく利用できるようルールを守るこ

と、帰宅時間の徹底やゴミの持ち帰りなど声掛

けをしている様子などお伝えしました。 

地域の大人が協力して子どもの目線での見

守りが必要だと思いました。 

 
＊ＡＥＤの講習会＊ ＊四中防災倉庫の見学＊ 



 

人と人が出会うまち、なかよく暮らせるまち・・そのための拠点として    

けやきコミセンはさまざまな活動をしています。どうぞこれからもご一緒に！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

イベント盛りだくさん!! 

むさしのあったかまつり 

けやき名物おいしいお汁粉！を 

出店しました。 

 

 

 

 

 

 

 

むさしのあったかまつりとは 

障害のある方々が主役になり楽しむ

とともに一般市民と交流・理解を深める

目的で社会福祉法人武蔵野と実行委員会

の主催で行われているものです。今年は

大野田小学校を会場に行われました。 

けやきコミセンも日頃の経験とチーム

ワークを生かして楽しく参加しました。 

 

◆まちの安心基本講座（全３回）◆ 

＊第 1回認知症サポーター養成講座 11月 16日（金）  

    協力：在宅介護支援センター   参加２２人 

＊第 2回 自転車安全利用講習  11月 30日（金）  

協力：武蔵野市交通対策課・日本交通安全普及協会 

・武蔵野警察署          参加 ２６人 

＊第 3回 ＡＥＤ消火器体験   12月 14日（金） 

協力：武蔵野消防署 

 

はじめての試みでしたが、安心して暮らせる地域のため 

のきっかけづくりとして、講座をおこないました。少人 

数での講習で、みなさん身近な問題として受け止め真剣 

に受講されていました。 

人と接するときの心構え、いまさらながらも学ぶ機会が 

なかった大人の自転車マナーや事故状況などを学びまし 

た。思いやりのある一人一人から、思いやりのある地域 

につながることを願っています。 

－４－ 

★クリスマスフォキッズ 

１２月１５日（土）１４時から 

茶社としゃべり場の 
ハープとフルートのコミュニティコンサート  
おいしいコーヒーと素敵な音楽のひと時を・・ 
 

★クリスマスコンサート INけやき 

１２月１６日（日）１８時から 

Hart to  Hartの楽しいライブです。 

盛り上がること間違いなし！ 

 

★ナイトシアター 
＆Xマス ワンコインパーティー 

     １２月２１日（金）１７時～ 

     

 

自転車安全利用５則  （第 2回） 

・自転車は車道が原則、歩道は例外 

・車道は左側を通行 

・歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行 

・安全ルールを守る 

 飲酒運転、二人乗り、並進歩行、は禁止 

 夜間はライトを点灯・信号をまもる 

 交差点での一時停止と安全確認 

・こどもはヘルメットを着用 

 

認知症の人への対応の７つのポイント（第 1回） 

・まずは見守る 

・余裕をもって対応する 

・声をかける時は一人で 

・後ろから声をかけない 

・相手に目線を合わせて優しい口調で 

・おだやかに、はっきりした滑舌で 

・相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する 

 

気をつけましょう！ 



 
   

 

◆まちづくりフェスタ 2012「さんまの味は？」 

住みよいまちづくりを目指して活動するけやきまちづくり局１２チームが、一堂に会してチームのアピール、

パフォーマンスを繰り広げるまちづくりフェスタが 10 月 21 日（日）開催されました。各チームが日頃の

活動の一端を披露、各ブースを回ってのお楽しみスタンプラリーなど盛りだくさんのイベントの中目玉は何 

といってもさんまの炭火焼！  

中庭はさんま焼きの匂いと煙に包まれ 300 尾のさんまと 15 キロの新米 

あきたこまちは参加してくださった方々の胃袋におさまりました。 

4 年ぶりのこのイベント、毎回好評ですが次回はいつなどの声も聞かれま 

した。思いつきで、不定期に行うのがけやきらしさ？ 

またの機会をお楽しみに～ 

 

 

☆まちづくり局は、アートくらぶ・ぱそこん倶楽部・けやき茶社・よみきかせ紙ふうせん・エト研究会・ 

けやき囲碁のつどい・ガーデナーズ・からだほぐしとお食事の会・風と歩こう・けやき塾・けやきあそび

隊・けやきエコクラブの１２チームで活動しています！！ 詳細は市報等でご確認ください 

街がクリスマスイルミーネーションで華やかな季節と

なりました。けやきコミセンでも、中庭にイルミーネー

ションが点灯しています。 

ちょこちょことイベント開催していますので、ふらっと

遊びに来て下さいね！！ 

 

 

けやきコミセンまで足を運んでみませんか？ 

けやきまちづくり局 

エト・フェスタが開催されました！ 

11 月 4 日（日）にエト・フェスタが開催されました。 

エト・フェスタは午前中からの「エト市」と午後からの「エト文化祭」 

から構成されています。その内容を挙げてみます。 

「エト市」では、花市、地元野菜販売、バザー、古本・瀬戸物市、 

コーヒーと手作りスイーツ、カレー、豚丼、みそ田楽、かき氷、福島からのりんご・石巻からの海苔の販

売、そしてそれらを支える「エト」を扱うエトブース。 

「エト文化祭」では、大野田小図工クラブの展示、押し花の展示・実演(マロニエ)、植物画の展示(フ

ルール)、そしてホールでは、バイオリン演奏(虹の音)、太極拳(五人会)、津軽三味線(藝術大学)、紙芝居

(成蹊大学)、吹奏楽(成蹊大学)が演じられました。 

フェスタを支えたのはエト研のメンバーに加えて、成蹊大学高田ゼミから 1 年 17 人、３年 9 人の学生 

たちです。しかし要所要所は「けやき」の方々が押さえてくれましたので、何とかお祭りの形をつくるこ

とができました。 

肝心の「エト」での交流は、まあそこそこはできたという感じです。しかしまだまだ改善すべきことは多

く、まず日常的に「エト」を使える状況を創り出すことが課題です。組

織としてはフェスタ全体を見通す学生による複数の司令塔が必要でし

た。しかしお客が殺到したバザーや完売した食べ物類、ほぼ満員の「エ

ト文化祭」など、イベントとしてはまあまあではなかったかと思います。 

ご協力いただき、来てくださった方々に「ありがとう」と申し上げて、

私からみなさんにエトを 1 枚差し上げたい気持ちです。 

－５－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

中央公園に集まって、皆様と一緒に初日の出に乾杯しましょう！ 

どなたでも参加できます。 

2013 年 1 月 1 日 6 時半 中央公園西側(北高校側)に集合です。 

☆新春初笑いへどうぞ! 
けやきコミセン文化企画第三弾 

世界に誇る日本の話芸を皆で楽しみましょう！ 

若手のホープ!いけめん風?再び登場! 

落語家 三遊亭橘也さん  

1 月 20 日（日）14 時～ 

＊ けやきコミセン ホールにて 

＊ 木戸銭 300円 

どんど焼きとむかしあそび 

”どんど焼きとむかし遊び“を１月１２日(土) 

大野田小学校にて 10 時から行います。 

Ｈ25 年は『伝えよう・楽しもう・日本の文化』と

テーマを決めました。 

 子ども達には「むかし遊び」の楽しさを伝え、

どんど焼きでは「希望に満ちた明るい年であるよ

う」にと願いたいと思います。 

美味しいお汁粉も用意しておりますので、是非

お出かけください。詳細は、チラシをご覧下さい。 

どんど焼きとむかしあそび実行委員長 寺島 

＜運営委員のつぶやき＞ 
３年前、コーラスのお誘いを受け「けやきコミ

セン」に初めて来館した頃、建物や庭の木々

を見て、なんてステキな場所だろうと思った事

を覚えています。それは今でも変らず、四季

折々を楽しませて頂いています。 

 今年の４月に運営委員の仲間入りを致しま

したが、窓口当番には入っていませんので、ま

だまだ半人前です。 

しかし、「けやきまつり」や「けやき夏まつり」等

の行事のお手伝いをさせて頂いて驚いたの

は、その運営システムの素晴らしさです。皆で

よく話し合い、こまかく合理的に決められた手

順、整頓された物品等。さらに何よりも、訪れる

地域の方々と共に楽しさを分かち合い地域を

大事にしていきたいという心が感じられる事

です。きっと関わって来られた方々のお人柄や

志しからなのでしょう。 

 けやきコミセンに関わるほど、ますます「けや

きコミセン」が好きになりました。   （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 

ホームページ http://keyaki-c.com/ 

開館時間９：３０～２１：３０ 水曜休館 

※年末年始休館 12/29(土)～1/5(土) 

－６－ 

「耳をすませばー補聴器の話」  
２月３日（日）午後２時～  

けやきコミ セン ホールにて 
  参加費：１００円 定員：40 名  

１月 15 日から窓口にて申し込み受付 

  講 師：尾上 正嗣氏  

(長年補聴器の設計,開発に従事) 

 

けやきコミセンは、今年もたくさんの人たちと出会い、

語り合い、よく遊び、よく働きました。 

お母さんがけやき仲間に入って生き生きしていると

家族にも好評…という話も聞こえてきます。毎月の運

営委員会は、休館日(水曜日)に昼夜交代で開き多くの人

が出やすいように工夫。運営委員会をはじめ、各種委

員会やイベントの打ち合わせ・準備など、休館日は年

間通してフル稼働。地域の情報も自然に入り、楽しく

て地域の役に立つ…そんな活動の輪に入りませんか？ 

運営委員の募集は 3 月 1 日号市報に掲載します！ 

健康に留意しよいお年を！ 

編集後記 


