
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けけけやややききき   コココミミミュュュニニニテテティィィ      

ニニニュュューーーススス   
 

P.２～３  【特集】 「もっと！つながる」 地域を見まわそう！ 

P.４     【報告】 火の用心！・チャリ検実施・けやきしゃべり場「コミュニティってなあに？」 

P.５   まちづくり局  まちづくりフェスタ報告・ガーデナーズ・よみきかせ紙ふうせん紹介 

P.６     【お知らせ】 どんど焼とむかしあそび・新春落語・ワイワイスチールバンドコンサート 

          むさしのミニタウン・ 運営委員のつぶやき   編集後記 

 

 

 

 

 

特集は「もっと！つながる」  

たくさんの出会いが生まれているけやきコミセン。前号の“つながる”

を一歩広げて、“もっと！つながる” みなさんも一歩、まちに踏み出

してみませんか？どうぞけやきであなたもご一緒に・・ 

第 112 号（通算 136号） 

2013 年 12 月 10 日発行 

 



☆けやきコミセン発 ニュース特集「もっとつながる」☆ 

 前回のけやきニュース（111号）の特集は「つながる」でした。 

今回はそこから更に発展して「もっとつながる」をテーマに地域を見回してみました。 

  

北町３丁目在住の濱さんのお宅のお隣にある以前お住まいになっていました洋館は、「登録有形文化財」

に登録されている住宅です。今年の11月にその洋館が数メートル動くという噂を耳にしまして、慌ててコン

タクトを取り今回の取材を実現する事ができました。 

成蹊学園が昭和２年から３年にかけて学園内に同じ様式の洋館を４棟建てました。総長宅と医務室と英国

人教師ブリックリン先生が住んでおられた職員住宅、そして成蹊の学生寮になっていた「有定寮」です。 

 昭和７年に濱さんの父親が不動産屋さんに紹介されたのが、岩崎の分譲地になっていた「有定寮」だった

洋館です。洋館と土地を一緒に購入した金額が9700円だったそうです！当時は一戸建てが1000円で

購入できた時代のようです。その後昭和15年に南側の土地を500坪を追加購入しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 濱さんが吉祥寺に住みはじめた頃は、中野や荻窪より西はリタイヤした方が住む所というイメージがあっ

たようです。（静養の為に移り住んだり、別荘を建てる場所だった。）  

成蹊大学のシンボルであるけやき並木は濱さんが住んだ頃から現在と同じ場所で綺麗に並んでいます。

（上記写真をよ～くご覧ください。） 

 

 濱さんのお祖父様は名古屋の日本陶器（オールドノリタケ）の創設者で洋食器に日本風の絵柄を付けて

欧米に輸出していました。そしてお父様は教師をしておりましたが、勉強の為家族を連れて遊学をして、濱さ

んは幼少期ドイツ・イギリス・フランスで生活していた事があり、帰国子女となり日本に帰って来て成蹊学園

に入学しました。 

今でこそこの周辺には帰国子女の方は多くいらっしゃいますが、昭和の初期に海外に住んでいた方はそんな

にいない時代だったと思います。濱さんのお母様の話だとすぐにお友達を作っていつのまにか現地の言葉

でお話していたと良く聞かされたそうです。 

現在のけやきコミセンから鈴木クリーニングさんまでが鮎川義介（日産コンツェルンの創業者）の別荘があ

り、そこに住んでいた次男が濱さんと同級生で良く遊びに行ったそうです。なんだか凄いお話ですね。 

 戦後市役所の辺りはグリンパークという米軍の住宅があり、その名残りで「グリーンパーク商店街」という

名前が残っているというお話しもされていました。 

－２－ 

吉祥寺移転当時の成蹊学園新校舎の航空写

真です。真ん中の大きな本館は、大正13年

10月20日に竣工しました。施工は合資会社

清水組です。右側の２列並んでいる建物は

体育館トランスコンと食堂の建物で現在も

「トランスガーデン」という愛称で学生た

ちの憩いの場になっています。 

（成蹊学園資料館） 

 



＜濱さんの取材の中で盛り上がったお話・・・＞」 

濱さんが子どもの頃は広い成蹊の敷地内で走り回っていて 

本館の前の広場（現在は芝生になっている場所）で良く三角 

ベースの野球をしていたそうです。 

その他に人気の遊びが水雷艦長（すいらいかんちょう） 

という鬼ごっこのような遊びがあったようです。 

それは帽子を使った男の子の遊びで、女の子はほとんど     

知らないかも！と楽しそうにお話になっていらっしゃいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

４年生は「武蔵野市の地域のよさを伝えよう」という学習で、地域と自分とのかかわりについて考

えてみました。すると予想した以上に自分たちのために地域で多くの行事が行われていたり、自分た

ちが使える施設があったりすることを知りました。そこで、ジャンボリー・どんど焼き・夏まつり・

防災訓練・いも堀りなどの行事やコミセンの役割について、地域の方をお招きして、そこにかかわる

方々の活動や願いについて12月4日と5日の２日間にかけてお話していただきました。子供たちはお話

を聞き、自分たちと地域のつながりを意識するとともに、自分たちの住んでいるまちの素晴らしさを

実感しました。                   （大野田小学校 ４年生担任 荒巻茂行） 

 

荒巻先生から、地域のことを子どもたちに伝えてほしいとお電話がありました。 

緊張とともに小学校のけやきホールのステージに立ち私は「どんど焼き」の事をお話しました。 

97人の子供たちはバインダーで記録をとりながら熱心に聞いていました。                   

人と人が仲良くなり、知り合いが町の中に増えていくことがコミセンの役割なので、ぜひ子供たち

にも仲間をたくさん作り、周りの人を思いやれる人になってほしいという気持ちを伝えました。 

子供たちの授業に地域の人の力をつなげていただき、大変よい機会だったと思いました。 

                    －３－        （けやきコミセン運営委員 Ｎ） 

高橋邦房さんからお話を伺いました。 

北町５丁目郵便局の隣に集合住宅の敷地内に３本の大き

な「けやきの木」があるのを皆さんはご存知でしょうか？ 

その敷地に何を建てるか、何があったら良いのか色々な業者

からお話がきていてお悩みになったようです。 

その中で旭化成の「子育て共感賃貸住宅 母力（ぼりき）

むさしの」に決めた理由は・・・ 

① 大切なけやきの木を残して欲しい。 

② 自分が育った環境を残した場所。 

③ 自分が子育てした（浦和の田舎の方）環境。 

この三つの希望を叶えてくれる「母力」に期待したからだそう

です。もっとお話を聞きたくなりました。また宜しくおねがいい

たします。最近けやきコミセンのご近所には新しくお住まいに

なった方も多いみたいです。ぜひ遊びにきて下さい。 （Ｔ） 

 

アメリカから輸入の枠組壁構法プレファブ住宅 

～大切に守られた３本のけやきの木～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「三の酉がある年は火事が多いから 

気を付けましょう！」 

 

元消防分団長さんがコミセンの窓口で 

話されました。11月の酉の日を順に 

一の酉、二の酉、三の酉と呼んでいますが、酉

の日は 12 日ごとにまわってきますから、11 月

の１日から６日の間に一の酉のある年には、必

ず三の酉もあることになります。 

確証はないようですが、昔から三の酉がある

年は火事が多いと言われているそうです。この

ところ空気が乾燥していますし、市内でも大き

な火事が何件か発生しているそうです。また台

所の料理中の煙を間違えて通報するケースも多

くなっているそうです。燃えやすいものを外に

置かないことや、お休み前に火の元の確認をし

ましょう！ 

チャリ検を実施しました。  

１１月４日（月・祝）１０時からと１３時からの

２回。自転車のマナーを学び、安全運転を身に着

けてほしいと、自転車安全運転検定協会の協力で、

チャリ検を実施しました。小学生対象で１７人、

付き添いの大人１６人の参加がありました。 

ＤＶＤを使って交通ルールや乗り方をクイズ形

式で楽しく学び、実際に道路を歩いて、危険な場

所や注意することを見て、実際に公園で自転車で

の体験しました。参加者には検定証が出ました。

子どもたちはもちろん大人も安全運転の意識を高

められたと思います。勉強している子供たちの前

を、携帯片手の大人の自転車が・・あれは危ない

見本だね、大人はよい見本にならなくては！ 

自転車にのる人が多いこの町で、思いやりを持ち

交通ルールを守って、事故が無くなるといいです

ね。 

けやきしゃべり場 ２０１３．１１．１４ 

「コミュニティってなあに？」 

けやきしゃべり場はおしゃべりを通して、これからのコ

ミュニティのあり方を話し合う場で、不定期ですがどなた

でも参加できる集まりです。 

コミセンはまちづくりの拠点としてコミュニティという

緩やかな人と人とのつながりで活動をしてきたが、震災以

降、災害時の役割を問われはじめました。それ以前とコミ

センの期待されることが違ってきたのではないか。コミセ

ンの運営委員はボランティアなので、そういう役割を担え

るのかという疑問が出てきました。そこで市の市民活動推

進課大橋さんに武蔵野市のコミュニティの現在の考え方、

コミセンの自治についてお話を伺い、参加者全員でコミュ

ニティについて話し合いました。（運営委員１８人参加。） 

武蔵野市のコミュニティ構想、コミュニティ条例はコミ

ュニティの形成から住みよい地域をどうつくるのかを目的

として現在も基本となっている。第５期長期計画が進めら

れているが、直前に起きた震災により、それまでの自由な

参加しやすいコミュニティから、災害時の地域コミュニテ

ィの必要性が求められ盛り込まれた。地域というくくりを

どうとらえるか。福祉の会、自主防災組織がある中、それ

ぞれが少しずつ地域のくくりが違っていることがあり、複

雑になっている。 

市の財政は税金で限りあるもの。市が直接のサービスす

ることはお金がかかり、公平性を考えるときめ細やかな対

応はできない。市民の方にお願いしたいところである。今

地域としてやらなければならないこととして防災と福祉が

ある。 

“協働”は、行政に依存することでなく、もっと広い範

囲で目標を共有し市民活動を活発に行う手法と考えていき

たい。それで、課の名称も“市民協働推進課”から“市民

活動推進課”へ変わったとのこと。 

 

お話をもとに参加者との座談会形式で、テーブルをとも

に囲み、それぞれの意見を出し合い大変有意義な時間とな

りました。対等な立場で課題を共有し、討議して解決策を

見出していく。時間はかかるがそこで生み出される輪はな

によりも強くて、多くの人へと広がる。過程が大事で、コ

ミセンの運営委員として、その目指すものが人と人をつな

ぐコミュニティであることを常に心したいと改めて思いま

した。これぞコミュニティの一歩！ありがとうございまし

た。                     （Ｎ） 

－4－ 



ガーデナーズ 

よみきかせ紙ふうせん 

                

                

 
2013 年 10 月 27 日（日） 

まちづくりフェスタ 秋色コンサート  

～～ハープとフルートの調べ～～ 

 

木漏れ日の差し込むコミュニティルームにハープとフルートの優しい音色が流れて、そこはもう別世界。

クラシックやお馴染みのポピュラーまで、幅広いレパートリーの曲が演奏され拍手喝采を浴びました。 

休憩時間のハープ体験や終了後のドライカレーの〝おもてなし″などお楽しみも満載。 

笑顔あふれるけやきの一日でした。 

主催：けやきまちづくり局からのメッセージ 

 「これからも各チーム多彩なプログラムを用意して皆様をお待ちしています」 
 

 

 
 

  

１１月４日（月・祝） 

けやき 花市 

朝のうちの雨も花市の頃には上がり、開始前から花苗を求める方が大勢いらっしゃいました。 

パンジー・ビオラ・ストック・ガーデンシクラメン・アリッサム・葉ボタンなど秋から冬、早春を彩る花々が 

並びみなさまに喜ばれました。お宅の花壇を美しく飾ってくれる事でしょう。 

・毎週月曜１０時～１２時。祝祭日は、火曜日。 

 けやきコミセンの花壇などのお手入れをしています。お花が好きな方、一緒にお花のお話ししませんか？ 

 

 

                  
 

 

・毎週第４土曜日１１時～１２時。 

ミニミニシアターでの手遊び・数え歌・ミニ劇場が大好評！ 

おじさんの迫力満点の紙芝居、海外の絵本、おとぎばなし、なぞなぞの本と盛りだくさんです。 

いろいろな折り紙を一緒に作りましょう！ スタッフ一同、お待ちしています。 

 

☆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・あそび隊の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。 

－５－ 

 



 

2014年４月２日(水)10時～15時 

 けやきコミセンにて開催決定！！ 

   

１０月に実行委員会を立ち上げ、小学 5 年生～

中学生の実行委員で準備をしています。 

実行委員はまだまだ募集をしています。 

一緒に子どものまちをつくりましょう！ 

＊これからの実行委員会 

12月 22日(日) 14時～けやきコミセン 

  1月 19日（日） 14時～けやきコミセン 

  2月 9日（日） 14時～けやきコミセン 

  3月 9日（日） 14時～けやきコミセン 

参加お待ちしています☆ 

※大人のお手伝いも大募集中です！ 

連絡先： mmt-musa2007@ezweb.ne.jp 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

◆新春けやき寄席 三遊亭橘也(北町在住) 

 と き ： ２０１４年１月２６日(日) 午後２時 開演 

  ところ ： けやきコミセン ホール  

  木戸銭 ： ５００円  ５０席 

※１２月２０日(金)～ けやきコミセン窓口にて発売 
 
 
 

◆WAIWAI
ワ イ ワ イ

 STEEL
ス チ ー ル

 BAND
バ ン ド

 

スチールパンのコンサート 
スチールパンとは・・・ 

ドラム缶の底をハンマーで 

たたいて音階を作った楽器 

                      伊澤陽一 

と き ： ２０１４年２月８日（土）午後２時 開演 

ところ ： 武蔵野市立大野田小学校 けやきホール 
 
曲 目   ♪ 星に願いを  

♪ 椰子の実 
       ♪ Sir Duke    

♪ リトルマーメイド   
ほか 

  チケット代 ： 大人３００円 

小中学生１００円 

 ※１２月２０日(金)～ けやきコミセン窓口にて発売 
    
 

 

－６－ 

＜運営委員のつぶやき＞ 
 私は成蹊大学地域交流部に所属し、けや

きコミュニティセンターで行事のお手伝いをし

ています。それがきっかけとなり、現在は運営

委員の立場で行事に携わっています。 

コミセンで様々な行事に携わり、有意義な

時間を過ごせていることに感謝しています。会

議や行事では、地域の幅広い世代の方とお話

をさせて頂く機会があり、とても勉強になり視

野が広がったと感じています。特に人の笑顔

が、地域に活気を与えていることを学びまし

た。活動に参加することで私自身笑顔が増

え、生活に潤いを感じるようになりました。 

地域の方に、いつも笑顔で良いですねと言

って頂けることがあり、とても嬉しかったです。

今後も地域の方に、恩返しをするつもりで活動

をしていきたいです。   成蹊大学生 （Ｔ） 

2014 年 1 月１１日(土) 大野田小学校校庭                                

◆お飾りの受付 … 午前 10 時～11 時 
※ダイオキシン対策にご協力ください。 

ビニール･プラスチック･鈴･橙などはご家庭ではずしてき

てくださるよう、お願いします  

◆盆踊り同好会 一心会 ◆どんど焼き点火式    

◆むかしあそび ◆お汁粉の振る舞い   

“伝えよう、楽しもう、日本の文化”のテーマのもと 

緑町コミュニティ協議会・けやきコミュニティ協議

会・青少協・大野田あそべえの共催にて行います。 

どんど焼きとむかしあそび                                 

 

早いものでもう年の瀬です。今年は特別に暑い夏でした。

気づけば木の葉も色づき、はらはらと舞っています。 

健康に留意して、大勢の笑顔がまちに溢れることを願いま

す。どんど焼きでお会いしましょう！ 

編集後記 
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 

年末年始休館は 12月 29日(日)～1月 5日(日) 

第8回 第 26回 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%80%E8%90%BD%E8%AA%9E&source=images&cd=&cad=rja&docid=rDha5gYNvVpMiM&tbnid=qaQkUpm-YSF0aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1317346131219/html/common/4e851ce9197.html&ei=rBX-Uc7nL4XAkAX0lYCwDg&psig=AFQjCNFuafk86XhkLzzZHRcjLOAmpcm7_A&ust=1375692142937035

