
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 110号(通算 13４号) ☆ 2013.５.20発行 ☆ けやきコミュニティ協議会 

ご挨拶   代表 冨 秀子                          

                          

 日頃より、けやきコミュニティセンターの

活動にご協力ご支援をいただきありがとうご

ざいます。さて、先日行われた住民総会も無

事終わり、平成 25 年度は 60 名の運営委員と

121 名の協力員で活動がスタートしました。 

けやきコミュニティセンターが開館して以

来 25 年間「まちづくりの拠点としてのセン

ター」を目指し「まちづくり」や「人と人を

つなげること」をテーマに多彩な活動を行っ

てきました。 

また、2 年前の大震災の後から、防災に対

する意識が以前にも増して高まりコミュニテ

ィセンターの新たな役割として地域防災への

取り組みが課題となってきました。 

 繋いだ絆を大切にしながら、今後も安心・

安全なまちづくりを目指し努力していきたい

と思います。 

 

＜新年度がスタートしました。＞ 

2013 年 4 月 20 日 13：00～15：00 けやき

コミュニティセンターのホールにて住民総会

が開催されました。議長には高山千春さんが選

出され、 

１．2012 年度活動報告、会計報告、監査報告 

２．2013 年度活動方針案、予算案 

３．運営委員、監査委員選出 

と、滞りなく進行しました。まだまだけやきは

成長期です。ますます多様な可能性が広がり希

望がいっぱいです。 
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平成２５年度運営委員 

代表委員 冨 秀子（代表）・中澤 幸子（総務）・足立 春江（財務） 

      島森 和子（コミ研連）寺島芙美子（無任所）  

新井 真紀・ 安藤 頌子・石井 清子・石井 威・石川 博一・石田 春香 

市原 忠光・出井 佳子・今川 建夫・宇田川みち子・小野 維之・風間 佑蔵 

香取 尚子・金子 百合子・金子ゆたかこ・川崎 悦司・菅野 耕一・郡司 高直 

小河内 順子・小林 美菜・駒井 康一郎・酒井 悦子・佐藤 みな子・杉本 晃子 

諏訪 泰代・関 律子・高石 優・高石 加奈子・高田 昭彦・高橋 優子 

高橋 良江・瀧澤 友朗・田中 千恵子・谷口 朝子・谷元 章・千綿 澄子・土田 芳枝 

長澤 鏡子・長瀬 道子・長峰 正雄・中村 英子・西山 多恵子・長谷川 芳子 

花山 サト子・博田 美智・深野 讓治・古谷 由美子・村井 智子・山井 恵子 

山本 清子・吉川 裕子・吉松 杉子・渡辺 純夫・渡部 誠子・渡部 正子 （６０名）    

監査  市川 祐子・前田 栄治 

協力員１２１人に登録いただきました。 

＊協力員は(まちづくり局活動・イベント・設営・配布など）随時募集しています。 

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。市民のボランティアによってけやき

コミュニティ協議会が運営しています。今年度の運営委員は下記の通り承認されました。 

２０１３年度 活動方針 

“けやき”のみどり豊かなこのまちを新しいふるさととして愛し 

みんなで仲良くまちづくりをすすめます。〈けやき憲章〉 

☆ 赤ちゃんからお年寄りまで、誰もが立ち寄りたくなるまちづくりの 

拠点としてのセンターを目指します。 

☆ けやきのよさを継承しながら、夢のある充実したまちづくりを 

めざしコミュニティの諸活動をすすめます。 

 

住民総会第１部 □北□町□む□か□し□ば□な□し   

高橋健一さん（北町５丁目在住）に、資料や実物をみせていただきながら楽し

くこの町のお話を伺いました。むかしはこのあたりは神奈川県だった、下肥が

貴重な肥料でお金で買っていた、お米がとれない地域だからホタルや松葉、桃

の葉を年貢として納めていたこと、また野球場があったころの話。陸上競技場

の土手は、中島飛行機の地下工場を掘った土。西武線は田無へ肥料を運んでい

たから戦時中の鉄の供出もしないで済み、その思いからあの辛子色にはこだわ

りがあるなど・・何気なく通る道や街並みにも歴史の積み重ねがあり時の流れ

を感じるとともに、平和で安心なこのまちを大切にしたいと思いました。（Ｎ） 

－２－ 

ご一緒に、 

素敵なまちに 

しましょう！ 

☝キーワードは 

「人を思う心を大切に！」 

沢山の人が集まる 

コミセンだからこそ！ 



            

花でつなぐコミュニティ  
～「はなのみち」から「はなのまち」へ～ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
丹精込めた花壇の苦労話や、花の種類を教えていただいて勉強になりました！あるじがお留守の花壇からも、
花と地域への愛がひしひしと伝わってきます。これからも季節の花で私たちの目を楽しませて下さい！ 

公園や施設の花壇も、たくさんの園芸ボランティアの 

日常参加によって支えられています。 

 

「第 16回・花のみち」（5月 12日）へのご協
力ありがとうございました。「花のみち」は、
指定された日時に、自宅の門前に花鉢を飾る
「在宅参加型」のけやきオリジナルの「まち
づくりイベント」です。 
長年続けて「花の多いまち」「花のコミセ

ン」として定着してきました。花や花づくり
を通して、人と人とが出会い、親しくなって
“花コミュニティ”。ご自慢の花の時季にご
近所に声かけてのティータイム。手入れをし
ながらの立ち話、情報交換など・・・。 
花はまちを美しくしながら、人と人をやさ

しくつないで、子どもたちの心のふるさとを
作ります。 

大野田小～大野田公園にかけて

の植栽(歩道沿い) 

昨年、児童が植栽し学習成果を地

域へ発信中です。登下校中でも草

花の様子に目配りできる子に、と

の校長先生の願いも込められて

います。抜く予定の花を利用して

押し花工作もしているそうです。 

5丁目・飯島さんの花壇  

 

5丁目のアルパカ君の鉢など、

玄関前の鉢も目を引きます。

 

５丁目・上田さん 

 

ひ 

と 

こ 

と 

ニュアンスカラーの花に彩られた

4丁目・池田さんのバラ園

ニュアンス 

中央幼稚園東側の若々しい花壇

 

カメラをもって、まちの中を
歩きました。５月のまちは、本
当にきれい！カラー写真じゃな
くて残念！ 
そして全部載せられなくて申

し訳ありません。  
改めて思いました。「このま

ちは、いいまちだなあ」…と。 

 

けやきコミセン発 

 

 

ご
近
所
に
花
が
多
く
て
、

い
い
ま
ち
で
す
ね
。 

５丁目・三宅さん宅の見事なバラ

 

高齢者センター庭園の園芸ボラン

ティア上野さん（グループで担当） 

 

私
よ
り
も
年
長
の
利

用
者
さ
ん
の
元
気
に

励
ま
さ
れ
て
ま
す
！ 

３
年
前
に
越
し
て
き
て
、
花

を
通
じ
て
ご
近
所
と
親
し

く
な
れ
て
嬉
し
い
で
す
。 

－３－ 



－４－ 

 

 

３月２７日はあいにくの雨でしたが、 

半年かけて準備してきた５年生～ 

中学生の実行委員、実行委員を 

サポートする高校生、協力する 

大学生、支える大人、当日参加 

して村民になった子どもたちで“子どもがつくる

子どものまち”が賑わい、活気に溢れ、１日限り

でしたができました。 公共、食品、アミューズメ 

ントと、子どものまちにはこんな 

ものがあったらいいと、実現し 

ました。働いてお金(地域通貨) 

を稼ぎ、それ 

を使って食べ 

たり遊んだり。 

一人ひとりが市民として 

役割をもち成り立ちました。 

 けやき村 

第７回    

 

昨年大好評裏に終わり 

次も是非！という声に押され 

第２回「歌声喫茶」を、3月 

24日に行いました。 

演奏は前回同様、教師や企業で働く 

バリバリの現役メンバー「ヤマタニシ」の皆さんです。軽

やかな伴奏に合わせ、知らない者同士が正に一体化し

ての大合唱は時のたつのも忘れるくらいでした。懐かし

い歌から新しい歌まで、皆にこやかに、楽しそうに歌う様

子は、歌って本当に心を暖め、パワーが漲るいいものだ

とつくづく思いました。まだまだ歌いたいという余韻を残

しながら、最後は東日本大震災応援歌「花は咲く」の合

唱で幕は下りました。 

    

いろんなコミセンを知 

ろう！と、昨年第１回 

がとても好評でしたコ 

ミセンスタンプラリー。 

今年も第２回を行い 

ました。 

期間内に市内各コミ 

センを回ってスタンプ 

をもらうと、コミセン 

それぞれが用意した参加賞をもらえます。 

けやきコミセンでは今年度スタンプラリーにい

らした方を２階ギャラリーでお迎えしました。来場

者にスタンプを押しながら、展示物を楽しんでも

らおうという試みでした。会場は「まちづくり局」の

全面協力を得て、つるし雛飾り、写真、折り紙、

三大イベント等を展示して、当コミセンのアピー

ルをおこないました。なかでも、つるし雛飾りは、

多くの方から驚きと称賛を持って見られ、本場顔

負けの様子でした。 

参加賞は、けやきコミセンオリジナルのクリアー

ファイルです。大人は地域の方が彫ったけやきコ

ミセンの版画を印刷したものを挟み、子供たちに

はシールを多種用意し、好きなものを貼って仕上

げるもので大好評でした！ 

 

５月１２日(日)開催しました。 

ギリギリまで雨と予報され心配していま 

した天候は、快晴のお祭り日和となり、 

たくさんの方々にご来場いただきました。 

ありがとうございました。 

 今回のテーマ『あふれる若さ！けやきまつり』

の通り、スタッフは若さ一杯！ 運営委員、協

力員、５丁目町会、地域の方、成蹊大学生、地

元の小・中・大学生、大野田小学校の先生方

等でまつりを作り上げ、チンドン屋さん、健康体

操、花市、フリーマーケットに参加して下さった

方々で盛り上げ、安全協会の方には１日見守

っていただいて、無事に終了致しました。 

ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

         

 

 

 
２０１３年度は、継続してきたことを大切にし、新しい人に声をかけながらさらに輪を広げていきます。 

皆様の参加をお待ちしております。 みんなと一緒にやってみたいことはありませんか？  

 

  

   ６月２０日（木） 太宰治の足跡を歩く（ボランティアガイドの説明あり）９時３０分集合 

申し込み期間：６月１５日（土）～６月１８日（火）窓口まで（電話でも可） 

          ランチ（１５００円以内）を希望の方は、申し込み時にお申し出下さい。 

チーム名 ひとこと 定 例 会 活動内容 

からだほぐしと 

お食事の会 

ちょっと外に出てみません

か。ついでにけやきまで・・ 

素敵な出会いがあるかも・・ 

年５回開催 

参加費：500円 

玄米ダンベル体操などでからだを

ほぐし、手作り季節料理を味わい 

午後はお楽しみタイム！ 

風と歩こう 

自然の中を歩きます。季節

の移ろいを肌で感じなが

ら・・・ 

第 2火曜日朝 9時 30

分 けやきに集合 

特別企画で遠出も・・ 

ナイトウォークは、（地域のパトロー

ル）第１、３火曜日夜 8 時けやきス

タートです。 

けやき 

ガーデナーズ 

 

種まきからのガーデニングを

コンセプトに、けやきコミセン

の花壇＆周辺のミニガーデ

ンを手入れしています。 

毎週月曜日 

10時から 12時まで。 

但し祝祭日は火曜日 

春秋 2回の花市開催。 

オープンガーデン・園芸相談 

フラワーアレンジメントなど 

楽しい企画満載です。 

けやきあそび隊 

 

大人も子どもも 

一緒にあそぼう。 

遊ぶの好きな人集まれ！！ 

けやきニュース・チラ

シ等で、その都度募

集します。 

夏は夏休み企画、春はイチゴ大福

とお抹茶体験、クリスマスなど・・ 

「わいわい広場」もやってます。 

アートくらぶ 

 

まちの中の 

たくさんのすてきに 

出会いたい。 

ひなまつり、美術館行き、ナイトシ

アターを隔月に開催。12月は映画

の後ワンコイン Xmasパーティも。 

けやき 

囲碁のつどい 

碁は手談とも言われ、一手 1

手に思いをこめます。 

第 2日曜日 

1時から 5時まで 

自由対局。 

ぱそこん倶楽部 

マイパソコン、マイデジカメを

使いこなそう。 

学ぶ心、遊び心を持って！ 

第３火曜日 

1時 30分から 

 

第１月曜日１時 30分 

           から 

office2010ワードやエクセルの基本

機能をマスターし、さらにレベルア

ップをめざす！！ 

初級勉強会始めました。 

（つぼみクラス） 

よみきかせ 

 紙ふうせん 

幼児や小学校低学年の子ど

もたちを対象に読み聞かせ

と紙芝居・折り紙など。 

第 4土曜日 

11時から 12時 

新しいスタッフ加わって 

レパートリーが増えました。 

大人も子どもも楽しめます。 

けやき茶社 

男のロマンを感じるカフェ。

おいしいサイホンコーヒーと

手作りスイーツつきです。 

第 3土曜日 

2時から 4時 

２０１２年は「ハープとフルートの

コミュニティコンサート」しゃべり場と

共催、十字屋協力で行いました。 

エト研究会 
“ありがとう”を 

エト券にこめて・・ 

 秋に、エトフェスタを開催予定。 

茶社でエトの日をもうけています。 

けやき塾 

けやき手作りアカデミー。

多分野の人の話を聞き交

流を図ります。 

４回の開催 ２０１２年は、「般若心経の話」「深

川界隈散策」「補聴器の話」「江

戸の社会」など、話を聞きました。 

住み心地よいまちづくりを目指して活動しています。 

いつでもどなたでも参加できます。是非いらしてみてください。 

  －５－ 

けやき塾 



                  

－６－ 

地域を知って得しちゃおう（第一弾） 

5 月８日晴天に恵まれたこの日、午前からお昼

にかけて大野田公園を舞台に初めてのイベントが

開かれ、日頃静かな公園が大勢の人々で賑わいま

した。大野田福祉の会が市防災課の協力を得て開

いたもので「あらこんなものが？」「へー？」とい

う声があがる中ツールはあっという間に」防災ト

イレに組立てられ、ベンチは防災かまどに早替わ

り。トイレを見ながら「雨が降ったら大変」「並ん

で待つ人がいたら」落ち着かない」「音も周りに聞

こえるし」等々現実的な事を考える中で「ご自宅

での日頃の備えが一番大切ですよ」と防災課職員

の言葉に「そうだね」とうなずきました。 

   大野田福祉の会 プロジェクト見守り隊 

△今年度の児童・生徒数△ 

         平成 24 年 ５月１日現在 

・大野田小→２４学級（６７３人） 

・四中→１６学級（４１３人） 

 

△今年度の主な行事△ 

＊四中体育祭→６月８日（土） 

＊大野田小運動会→10 月５日（土）    

＊四中６０周年記念式典→11 月２日（土） 

 

△4月20日(土)に開催された武蔵野市民大

会で、大野田小学校ＰＴＡバレーボール部

が優勝しました。                      

おめでとうございます！ 

 

 

                ～成蹊大学講座紹介～ 

☆成蹊大学で行う地域の人たちが参加できる講義（無料）をお知らせ致します。 

2013年度前期公開講座（統一テーマ：岐路に立つ日本） 

（全部土曜日、時間は午後 1時 30分から 3時 30分、場所は成蹊大学 4号館ホール） 

＊5/25 遠藤誠治（法学部）「東アジアに生きる――国際秩序の変容にどう関わるか」 

＊6/ 1 山崎章弘（理工学部）「地球温暖化とエネルギー」 

＊6/15 増井彰久（三菱商事）「内外経済の構造変化と TPPを考える鍵」 

＊6/22 墓田 桂（文学部）「これからの難民・移民の受け入れを考える―変動する世界と日本を見据えて」 

・なお成蹊大学の百年記念事業は終了しました。 

 

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 

けやきコミセンのホームページ

から空き部屋状況がパソコンや

携帯・スマホから確認できます。 

 

 

けやきまつりの数日後、その日も青空の広がる良いお天

気で吉祥寺からけやきコミセンに向かい自転車で走って

いましたら、知り合いの方が教会の玄関先の花壇の手入れ

をしているのをお見かけして声をかけました。その方が

「けやきまつりで美味しい物を食べて元気を頂き、買った

お花をベランダに植えて嬉しくなり、ここも植替えに来た

のよ。」とニコニコとお話してくれました。けやきのイベ

ントに参加した方がそうやって次の日も楽しい気分でい

てくださっているのだと思うと、こちらがまた更に元気を

貰いました。 

 

 

編集後記 


