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（コーヒーチケット）

アンケート

発掘！けやきの「たからもの」…？
隠れた「おたから」？を発掘しながら、
「あれはなんだろう？」の疑問を、一挙に解決します。
Ｑ．中庭の 彫像「花」のヒミツ・・・？

Q..以前にけやきコミセンで結婚式が開かれたと聞いたの
ですが本当ですか？

Ａ．縁あって、市内吉祥寺育ちの彫刻家・小畠広志
さんの作品を、館内に飾っていただけないか？と打
診したら、ご夫妻で来館、すっかり気に入ってくだ
さり、彫像「花」は中庭に来まし
た。クリーンセンター用地問
題で活動した「武蔵野市のごみ
問題を考える連絡会」が解散す
る時にやがてできるコミセンの
ために、寄付したのがきっかけ
でしたが、それでは不足で、実
質小畠さんから寄贈されました。
そのいきさつは、毛筆で書かれ
あの彫像の台座下に眠っています。

Ａ．けやきがオープンして管理運営にも慣れて来た 2007
年のこと。この年二つのウエディングパーティが行われま
した。初のウエディングは、運営委員の中でも公認の仲だ
ったＴ夫妻。挙式はホール、披露パーティはコミュニティ
ルームで。ドレスの制作、お料理、ケーキづくり、フラワ
ーアレンジメント、ミュージック、写真撮影など、運営委
員全員で取り組むことに。 もうひと組、おしゃれなけや
きで「ぜひ」と申し込んだカップルも、ホール・中庭にも
花を飾って、素敵な演出でしたよ。
（ちなみに冠婚葬祭にご利用いただけます。申込者にキャ
ンセルできない場合もあるのでご相談ください）

使い方次第で素敵な空間に

手作りのケーキ（60 人分）

（Ｔ夫妻の結婚式より）

私たちと似てる？

Q..子どもルームから見えるお庭にたたずむ、
こどもの石像。水が出るのでしょうか？
Ａ．赤ちゃん池…と呼んでいます。水も出ます
し、当初は水を溜めてイベントの時子供向けに、
ドジョウつかみをしたこともありました。最近
は、落ち葉が詰まって、水が流れなくなること
もあり、通常は使われなくなっています。
イベントの
時は…

Ｑ．コミュニティルームのテーブル
どっしりしたテーブルですね！
だいぶ古いように見えますが？

薪をくべて
います

＊
Ａ．フランスの農家で 170 年ほど前に使われていた、
クリ材のテーブル。国分寺のアンティーク家具屋さんで
求めました。限られた予算の中で、テーブルには予算を
かけ、椅子は当時の青空市で、500 円の中古品を集め
ました。年間 5 万人以上の方が利用するので、椅子は残
念ながら消耗品。だんだんに雰囲気に合うものを揃えて
現在に至っています。
めざせ２００年！大事に使っていきたいですね。

Q..中庭でシートをかぶっている
ブロックは何ですか？
Ａ．正体不明ですよね？ けやきまつりのときな
どイベントの時は大活躍する、組み立て式のピザ
窯です。Ｔさんご夫妻が記念に寄贈されました。
2 階のキッチンでこねられた生地を、窯の隣に
張ったテントの下で、形を整えたりトッピングし
たりしてつくる石窯ピザは、大勢の行列ができる
けやきの名物です。
-
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番 外
外 編
編
番

Ｑ．館内にすてきな吹抜けがあったそうですが？
Ａ，シックな焦げ茶色の木製の桟が並んだ吹き抜けは、す
てきなものでしたが、
「階下の声が反響してうるさい」
…と、
あえなく閉鎖になりました。2 階から見ると、ちょっとも
ったいない空間になっています。探してみてください！

Ｑ．イベントをささえる倉庫？！

下から見上げた写真

Ａ．けやきには倉庫が７つもあります。
開館以来、イベント用品が増え続け、
２階にはなんとトイレの個室を倉庫に
かえたところもあります！探してみて
ください！

↑トイレが倉庫に！

Ｑ．バルコニー？渡り廊下？

扶桑通り沿いの時計
公園の中の素敵な建物は、
扶桑通りに面して、表示板を
願いましたが、入れられず、
ムーバスの乗客からの市への
電話がきっかけで、市営住宅
の敷地を分けてもらって急遽
現在の形に。文字盤は、創立時運営委員だった成
蹊大学学生・横山博彰さんのデザインです。
珍しい植物「パンパスグラス」
２～３メートルにもなる立
派な穂を出すため、住宅街では
見かけませんね。最近はミニも
出ていますが、これは雄大な穂
を 10 本も出して見事です。時
計のすぐ隣にあります。
けやきコミセンができる前は、どんな場所だった
の？
南側の都営住宅、北側の市営住宅の建て替え時
に、双方から土地提供があってできた扶桑通り公
園。今より樹木の多い、薄暗くて静かな公園でし
た。鉄骨製の飛行機型遊具があり、通称「ヒコー
キ公園」とも呼ばれていたようですよ。

Ｑ．最後に･･･一番の「おたから」はなんでしょう？

Ａ．基本設計では、ここはベランダに
なっていました。そこから南向きに庭
に直接階段が伸びた設計図で市と合意
した時期も長い間にはあったのです。
結局、非常用階段は、西側につける
ことになり、ベランダは渡り廊下とし
て残りました。

Ａ．一人ひとりの「人」
、集団としての「人々」
、人と
人との平らで仲のいい人間関係…だと思いますね。子
供から高齢者まで、男女を問わず、協力体制ができて
います。恒例のイベントは、200 名以上の人が、スタ
ッフとして支えています。
キ リ ト リ

地域の「たからもの探し」
。
これは地域を知る上での第一歩です。今回は
それを「けやき」に適用しました。それが
「けやきの“たからもの”探し」です。
「けやき」には色々なモノやヒトが「たから
もの」としてあります。そして最後にありま
すように、一番の「おたからは」ヒトです。
次の「たからもの探し」は「けやき人」に
なるのかな？
高田先生より

Coffee Ticket
コーヒー無料チケット
期限 Ｈ25 年 3/10（日）～４/20(土)
裏面のアンケートにご記入の上、
切り取って窓口までお持ちください。

けやきコミニュティセンター
-

３ -

「どんど焼きとむかしあそび」
１月 12 日（日）
「どんど焼きとむかしあそび」
が穏やかな日和の中で行われました。多くの方で
賑わい、参加者は 1,000 人を越えました。むかし

遊びのコーナーでは親子連れがいろんな遊び
に挑戦し、楽しそうでした。天高く上がるお焚き
上げにみんなの幸せと健康を祈らずにはいられ
ませんでした。～皆様にとっていい年でありま

すように～今年は「おかめひょっとこの踊り・

迫力のあるお焚き上げ

太鼓の演出・人力車の試乗」と新しい試みも取り
入れてみましが、特に人力車は大人気で長い列が
でき途中で制限をした程です。
けやきコミセン・緑町コミセン・あそべえ・青
少協と４つの組織が共催する事で、多くの参加・
多くの人に支えられ、新しい年にふさわしいイベ
ントになりました。
大人も子どもも真剣勝負のべいごま

「耳をすませば・・・補聴器の話」の講演会を終えて
2 月 3 日、上記の講演会が行われました。
お話はソフト面として人とのコミュニケーションの大切さでした。
耳が聞こえることは会話が成り立つ大切な要素だということが改めて
感じました。ハード面からは、補聴器の話しでした。選び方など
解りやすく丁寧な説明でした。
現在または将来の参考になった意義ある講演会になりました。
お知らせ：25 年の春、
「太宰治の足跡」ボランティアガイドの

講師の尾上正嗣先生

案内で三鷹周辺を歩く予定です。ご参加お待ちしております！！

☆けやきニュースについてのアンケート☆
～あてはまるものを○で囲んで下さい～
１．あなたはけやきニュースを・・・
よく読んでいる

時々読んでいる

あまり読まない

２．ニュースに取り上げて欲しい事！
けやきの情報

まちの情報

その他（

）

やきひなまつり」の様子です。つるし飾

３．けやきコミセンを利用した事がありますか？
ある

ない

３月３日まで開催されていました「け

＊お答え頂きありがとうございました！

＊アンケートは切り取って窓口にお持ちください。
（４月２０日〆切）

りは 3/23（土）～30（土）まで開催さ
れるスタンプラリーの期間中にもギャ
ラリーで展示します。見逃した方も二度
目の方もぜひ足をお運びください。

－４－

けやきまちづくり局

＜綺麗な音色にうっとり・・・＞

ハープとフルートのコミュニティコンサート

２０１２年１２月１５日（土）

ハープとフルートのやさしい音色がしっとりと心に響くあたたかなコンサートでした。
茶社のおいしいコーヒーとスイーツとともに癒しの時間が流れました。
演奏者の方々からはアットホームな雰囲気を皆さんからも感じて、うれしかったとお言葉を頂きました。
なかなか触れることができない貴重なハープの体験では、子ども大人もドキドキしながら触れていました。
（けやき茶社としゃべり場共同企画・協力

クリスマスｆｏｒキッズ

株式会社

十字屋）

２０１２年１２月１５日（土）

恒例のクリスマスｆｏｒキッズは、今年もたくさんのこどもたちの熱気に包まれ
あっという間の 3 時間でした。クリスマス工作・ぴょんぴょんのパネルシアター
おりがみ・どんぐり工作に大満足のこどもたちの笑顔があふれました。
（けやきあそび隊

主催）
＜どんぐり工作、何つくろうかな～＞

ナイトシアター＆X マスパーティ

２０１２年 12 月２１日（金）

隔月に開催されるナイトシアター、12 月は映画「3 丁目の夕日 ALWAYS」
のあとワンコインクリスマスパーティで盛り上がりました。
今年の呼び物は、アートくらぶメンバーによる「けやき版爆笑赤ずきんちゃん」
アドリブの連発や、オーバーアクションに会場は大爆笑。
最後はけやき流に赤ずきんちゃんもオオカミもおばあちゃんも仲良く手をつないで
フィナーレ。次のワンコインパーティをお楽しみに！（アートくらぶ主催）

＜オオカミなんかこわくない！！＞

わいわいコミュニティ広場

けやきお出迎え茶社

２０１３年１月３０日（水）

桜堤児童館と共催のわいわいコミュニティ広場には、

４月 20 日(土)より歩行弱者の方をけやき茶社

小学生 117 人（大野田小学校児童含む）

(カフェ)に車椅子で送迎します。

が参加してくれました。

けやき茶社：毎月第 3 土曜日 14 時～16 時
サイホンコーヒー￥150、中国茶￥200

わたあめ、皮細工の工作、

(手作りスイーツ付)

ゲームコーナーで

対象地域：北町 3，4，5 丁目在住の方

盛り上がりました。

1 日 4 名まで 事前申し込み 雨天中止

来年もまた来てね！

送迎無料です。

＜大きい綿あめくださ～い＞

詳細は窓口へ
☆まちづくり局は、アートくらぶ・パソコン倶楽部・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・けやきあそび隊の１２チームで活動しています！！

－５－

詳細は市報等でご確認ください。

★住民総会のお知らせ★
住民総会は地域の皆様と共にコミセンの今年度の活動・会
計報告、次年度の活動方針・予算案を提案し、次年度運営
委員の承認いただくとともに、広く地域の課題など話し合
う場です。

4 月２０日（土）13 時から けやきコミセンホール
『北町むかしばなし』として北町在住高橋健一さん
にこの町のお話を伺います。
14 時から引き続き、住民総会の議事。
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。）
・運営委員 募集
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。

3 月 24 日（土）
17 時～ 参加費 300 円
ご期待にそい、歌声喫茶第二弾を開催します。
先着 60 名 けやきコミセン窓口にて受付中。
昭和 30 年・40 年代の曲を中心にたくさん用意
をしました。是非なつかしい・楽しいひと時を
過ごしていただきたいと思います。

コミュニティ研究連絡会

第 2 回スタンプラリーのおしらせ
日時：3 月 23 日（土）～3 月 30 日（土）
午前 10 時～午後 8 時（各コミセン休館日を除く）
まち（地域）を知ってつながろう！をテーマに全
ての 16 コミセンが準備しています。

・協力委員 募集

けやきコミセンも今年度は「スタンプラリープロ

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。
＊＊詳しくは窓口までお問い合わせください。＊＊

ジェクト」を結成、話し合いを重ねました。2 階
ギャラリーでお茶サービス、「まちづくり局」が
作品やパネルの展示を紹介するなど、見どころ満
載です。参加賞も“けやきらしさ”をプラスして、
お待ちしています。どうぞ皆様お誘いあわせの上

けやき村

けやきコミセンに足を運んでください。
スタンプラリー実行委員一同

第７回

雨天決行

3 月 27 日(水)10 時～15 時 (受付 14 時まで)

運営委員のつぶやき
運営委員会の末席を汚すようになって、あっと

場

所：けやきコミセン

対

象：現在小学 1 年生～中学 3 年生
(4 月から新１年生は参加できません)

参加費：100 円(保険代含む)
持ち物：マイ食器・マイカップ
※駐輪場には限りがあります。
できるだけ徒歩でお越しください。
問い合わせ、ミニタウン連絡先 080-6809-5843(村井)
＜バザーの品物提供のお願い＞
４月 18 日（土）～５月７日（金）の期間募集いたします。
提供品はけやきコミセン窓口まで直接お持ちください。
＊詳細は４月 15 月号の市報をご覧ください。
編集後記

いう間に 1 年が過ぎようとしています。毎月の運
営委員会で報告され討議される項目の、何と盛り
沢山なこと！窓口当番の仕事マニュアルが、微に
入り細にうがつ巧妙なものであること、全員が細
かい役割を担う｢館の管理｣を通じて、運営委員同
士が自然に親睦を図ることが出来る仕組みがで
きていることなど、その巧みさに思わずうなって
しまうような感動を覚えます。
そして窓口当番で、先輩諸氏と共有できた時間
の楽しかったことを温かく思い出しています。こ
れからもどうぞよろしくお願い致します。（M.H）

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

