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地域につながる！
地域をつなげる！
参加団体

地域の課題に様々な団体が取り組んでいます。お互いの活動を
知り、地域の団体同士、地域の課題を一緒に考えました！
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日時 １１月２９日（日）１４時から１６時

出席 総計５５人

自己紹介・グループ討議
・この地域ってどんなところ？

良い点・特徴

・地域の人材をいかに発掘し、育てるか。

大野田小学校ＰＴＡ
大野田小学校校外生活委員会
大野田小学校副校長
大野田小学校元ＰＴＡ会長
あそべえ企画運営会議
第四中学校ＰＴＡ
青少協大野田地区委員会
民生委員・児童委員
大野田地域防災の会
大野田福祉の会
社会福祉法人・武蔵野市民社協
社会福祉法人武蔵野
日赤奉仕団
武蔵野市薬剤師会
資源回収
緑町 3 丁目
北町 5 丁目町会
緑町コミュニティ協議会
市 市民活動推進課
市 高齢者支援課
成蹊大学
けやきコミュニティ協議会
消防第 5 分団
地域住民

・団体の枠を超えて協力できることは何か。
高田先生(成蹊大)のまとめ・講評
（終了後 中庭で 石窯ピザとワインを囲んで懇親会をしました。）
このフォーラムに地域の 25 団体、５５人が集まったことは、これからの
地域の課題解決に向けて協力体制がとれる可能性を示したと言えよう。討議
の後、窯焼きピザとワインで参加者の皆さんで懇親会を開き、互いに交流で

おはよう！っていいね❤

きたことも良かった。
（高田先生講評より抜粋） 議事録は窓口まで
大野田福祉の会

地域フォーラムに参加して
市民活動推進課長

「あいさつ運動」
武蔵野第四中学校生徒会とコラボしました！

北原 浩平

「地域の人材をいかに発掘し、育てるか」をテー

大野田福祉の会では１月１２日（火）～１６日

マにした地域フォーラム＠けやきコミセン。地域

（土）の登校時に武四中生徒会の『あいさつ運動』

活動団体が担い手の固定化、高齢化を共通の課題

に参加させていただきました。

として抱えているなか、タイムリーな企画で楽し

「大野田福祉の会」の黄色いエプロンをして PR も

みでした。

ぬかりなく、武四中の担当生徒とともに校舎の昇

地域の 25 団体から 50 名近くの地域住民が参加

降口に立ち、登校してくる生徒に朝のご挨拶。大

し、４つのグループに分かれて活発な論議。さす

勢の出迎えにも負けず元気に挨拶してくれる生

が「けやき」で､ワークショップも手慣れたもの

徒、ちょっとびっくり戸惑う生徒、照れくさくっ

でした。

て挨拶できない生徒・・と反応は様々。何か心配

小さなコミュニティが無数に広がる活動をつ

事があるのかな、朝ご飯食べてきたかな・・って

なげていく。小さなことの積み重ねで人がつなが

いう生徒もいるけれど、朝元気に挨拶すればきっ

っていく。今後の「けやき」の活動に期待してい

といいことがあるよ・・と参加者一同応援の気持

ます。

ちを込めてあいさつしました。あわよくば何年か
何十年か先、地域活動に関心を寄せてもらえれば、

様々な形で地域フォーラムのつながりを広げ、
多様な地域の課題に向き合っていきましょう。

この活動は大成功です。
（I）

－２－

つながると楽しいね・・・♪
１月９日（土）に大野田小学校で開催されました
「どんど焼きとむかしあそび」は、今回で 28 回目と
なります。沢山の地域の方々の協力があってこそ長く
開催する事ができ感謝しております。
今年も前日にけやきコミセンのキッチンで、お汁粉
担当の皆さんが大きなお鍋（約 200 食分）を 5 台用意
して、小豆 20kg を煮て 1000 食分のお汁粉を作りまし
た。お餅は当日出来たての物を使っています。お焚火
に使った長い竹も北町 5 丁目の地域の方のお庭から譲
って貰いました。
当日は RIKIO（リキオー）と人力車の皆さんもお忙
しい中調整して来て頂きました。今回は、毎年ご協力
して頂いております各団体の皆さまにも「どんど焼き」
に対する思いや感想を書いていただきました。
どんど焼きとむかしあそび実行委員長 土田

軽快に走る人力車

よさこいで会場を盛り上げます。

例年にも増して多くの来場者を迎え、華やいだどんど焼
き。用意したお汁粉もマシュマロもあっという間に無くなっ
てしまいましたが、最後まで多くの方が楽しんでくれたと思
います。緑町コミセン・けやきコミセン・あそべえ・青少協・
大野田小ＰＴＡなど本当に多くの協力で、年の初めに「良い
一年を願う」伝統行事を行える幸せと地域の良さを実感する
一日でした。これを機会にさらに多くの方が地域活動に興味
を持ち、仲良くなってほしいな。
青少協 市川

正月飾りの受付を担当して 5 回目、事前のチラシで針金
やプラの取り外しをお願いした効果は若干ありました
が、持ち込まれる八割近くは、これらの不燃物が残った
ままの状態でした。取り外し用の工具を 8 本用意して、
来場者に使ってもらったのは良かったのですが、更に
ご家庭での取り外しの徹底を！と希望します。
今回の受付は 4 名の PTA のお手伝いの方との協働も
素晴らしく円滑な動きが可能となり、楽しくさせていた
だいたことを感謝します。
緑町コミセン 狩野
ここ数年、折り紙コーナーを手伝っています。今回
は組み立てて作る箱がメインです。横のテーブルで
お手本見ながら自由に折るコーナーもお父さんと小さ
い子どもなどで賑わっていました。キツネを折って顔
を描くのも楽しそうでした。いつの間にか上級生が
先生になって折り紙教室が開かれていました。
最近は組織や役割分担がしっかりしていて大勢の人
が楽しく参加している「どんど焼き」ですが、第１回
はけやきコミセンの建物がまだ建っていない 1989 年
1 月 14 日にけやき独自の企画で開催されました。
私は端の方でお手伝いをし、緑町方面の子どもに西門
のところでチラシを配り、竹をいただきにリヤカーを
引いて四中の東の方へ行ったのを思い出します。
あそべえボランティア 長島
私は、「どんど焼き」のメインとなる火元の設営と
保護者の皆様による「むかしあそび」の設営にスタッフ
として関わらせて頂きました。当日、霜柱立つ冬晴れの
朝からの設営でしたが、息を白く吐きながらグラウンド
を荒らさぬよう鉄板、ブロックの運搬、スパナでやぐら
の骨組み作りは、高校の文化祭の設営を思い起こさせる
ような仕事でございました。さすがに皆さん手慣れた様
子で、私たち学生は体力を望まれたのにもかかわらず足
手まといとなっているのではないかと不安を覚えまし
た。しかしその台に点火され大空に昇る煙と烈火が、竹
を割る轟音が小さな観衆の目を皿のように丸くする頃
には、我々の小さな力でもここまで大きな仕事が為せる
のだなあと感嘆を覚えました。
また、ふらっと立ち寄ってくださったお年寄りの方
が,めんこを力強く投げる姿、私の父ほどの方が我々
スタッフ顔負けの指導力で小さなプレーヤーを育てる
等、スタッフ以外の方が運営に関わって下さる様子が
ありました。地域の純粋で小さな心遣いが集まり結果と
して一つの大きなものを創る流れを教科書や講義では
なく、実際に手足で得たと思っております。
成蹊大学 1 年 田中 崇誉

どんど焼きにボランティアとして参加させていただき
ました。当日は使用済みの食器と洗い終わった食器の運搬
を担当しました。お汁粉は予想以上に反響がすさまじく、
供給が滞らないように運搬は駆け足で行い、気がつくと
お汁粉は無くなっていました。
個人的に嬉しかったのは、食器を洗う係のお母さん達に
褒められたことでした。「地域活動」や「ボランティア」
となるとしばしば滅私奉公の精神という印象を抱きがち
です。しかし、褒められてうれしい。だから頑張る。
このような動機で臨むことも認められる、むしろ無私では
なく、個人の思いの集まりが結果として催しという形に
現れているのではないかと感じました。もちろん当日ほと
んど初対面にも関わらず快く受け入れて頂いた、けやきコ
ミセンと大野田小学校の方々のおかげでもあります。今回
はどんど焼きを通して地域活動をすることについて考え
ることができました。どうもありがとうございました。
成蹊大学 2 年 鈴木 耕
―３―

人と人が出会い仲良く楽しく住みよいまちづくり！！
様々な分野で１１チームが活動しています。

けやきまちづくり局

ただ今チーム
ゲームの集い(仮称)は、まちづくり局のチーム
立ち上げ中
様々な分野の方からお話を伺い、見識を高めつつ、
として、けやき運営委員会に申請中です。
人との交流を深める、けやき手作りアカデミーで
必要条件を満たしていれば、チームを立ち上げる
す。開催は市報やチラシでお知らせしています。
ことができます。やりたいことでこの指とまれ！

けやき塾

そこから様々な企画が生まれています。

１２月６日(日) 「庭のはなし」に参加して
けやき塾の講座は、
毎回趣向を凝らした内容
で興味深く拝聴させて
頂いております。
元来、植物が好きで、
狭いながらも自宅の庭の
講師 村井寿夫氏
手入れが何よりも楽しみ
の私に、今回の講座は大変有意義な内容でした。
日本庭園の保全の為、庭師さんたちの手入れ法な
ど、一般には知り得ない裏話を聞くことができ、最
後まで楽しめました。また、講師の方の気さくで穏
やかな語りが心地よかったです。
先人たちが培ってきた良き日本の文化をのちの
人々にも大切に継承していきたいと思いました。
ありがとうございました。
（S.Y.）

あそび隊

楽しかったね!

１１月２４日(火)
「けやきのゲームの集い」に参加して
市報などを見て来られた１２名で楽しみました。
普段、会議をしているテーブルが期待でわくわくす
る楽しいカードゲームの場になり、時を忘れてみん
なで夢中になりました。
セブンスペード、ゴルフ、ピッグテール、その他
初めてのゲームも講師の草場さんの大変判りやすい
説明ですぐに熱中してしまい、なんだか私の頭脳が
よみがえった気がいたしました。
ゲームで過ごすひとときは、いつも忙しく何かに
振り回されてしまう日常からちょっと離れ、自分を
取り戻すことができる、とても楽しい集まりでした。
終了後、今度はいつやるの？次の機会にはこんなゲ
ームをやりたい、会の名前はどうする？など色々と
話が出ました。この集まりを是非みんなで続けて、
楽しみませんか？（T）

クリスマス for キッズ

例年同様、100 人以上の地元の幼児や小学生の参加で、
館内は熱気でむんむんになりました。参加費無料・事前申
し込みも不要のこのイベント、どんぐり工作、おりがみ工
作、パネルシアター、クッキートッピング、キャンディレ
イ、クリスマスガーランド作り、の６つのブースを子供達
が思い思いに回ります。去年まで保護者と来ていた子が、
今年はすっかり慣れた様子でお友達と来てくれた！など
子供達の成長を楽しく見ています。さらにお手伝いをして
くれる子たちもいて、とても助かっています。
ブースとして参加してくれる団体とは毎年相談し、

アートくらぶ

１２月５日(土)

工作内容を流行に合わせて変化させています。夜
なべでセットを作り、子供たちの「できた！」の
笑顔を見るために毎年がんばっています！
また来年も来てね！

「ナイトシアター＆クリスマスワンコインパーティ」 12 月 25 日（金）

この日の映画は「ドリームガールズ」。操作ミス
で 30 分おくれのスタートとなりました。
（ごめんな
さい）迫力ある歌とダンスの 2 時間はスムースに進
行し無事終了。続いてお待ちかねのワンコインパー
ティ。シャンパンを手に「メリークリスマス 乾杯
‼」の声も高らかに始まりました。のりまき、いな
り、サンドイッチ、おつまみや漬け物など、アート
くらぶのスタッフが心を込めて用意したお料理は
皆さんのお腹へどんどん運ばれ、ワインもあっとい
う間に空っぽ。いよいよ今夜の呼び物パフォーマン
スの始まりです。

けやきアートくらぶ劇団
「Ale・Ale・Ale」。
熟女（？）老女たちが
中高年の日常を、明るく
前向きに歌い舞う楽しい
演出で、拍手と爆笑の渦に
包まれ、最後は全員参加で「ぼけない小唄」の大
合唱でお開きとなりました。
「ありがとう！」
「た
のしかったよ！」の声で次回も頑張ろうと力が湧
いてきます。これからも続く隔月の「ナイトシア
ター」をお楽しみください。

－４－

「初日の出を祝う会」

風と歩こう

今年のお正月は例年に無く暖かく、お天気にめ
ぐまれた武蔵野中央公園で迎えた初日の出は、美
しく姿を見せました。新しい年が始まり、新しい
希望がやって来る事を実感させるものでした。
初日の出にそれぞれが思いを込めて、乾杯をして
「風と歩こう」の更なる発展を誓いました。数年
前から参加者の年齢問題？などもあり準備を
簡素化しましたが、参加が減っているようです。

元日
それだからこそ今年も
皆と元気にこの場所に
集い、笑い合える事を
感謝したいと思いました。
帰り際に見た富士山の
美しいこと！
今年の「初日の出を祝う会」は大当たりでした。

まちづくり局では、からだほぐしとお食事の会・けやきガーデナーズ・ぱそこん倶楽部・囲碁の集い
よみきかせ紙ふうせん・けやき茶社・ナイトウォークも活動中です。

文化企画

大勢の参加で盛り上がりました。

ライブ

世界民族楽器

11 月 1 日
（日）
ビートルズのトリビュート

で奏でるコンサート
1 月 31 日（日）

バンドのライブを開催しました。
チケットは 50 枚を準備していま
したが、どうしても聞きたい！との
ご要望にお応えし追加販売をする
ほどの人気、当日の会場は満員御礼
でした。
ビートルズの根強い人気は素晴
らしく、一緒に歌を口ずさんだり、
踊ったり、楽しく盛り上がったライ
ブとなりました。ビートレスさんの
面白おかしい MC に、会場は笑いに
包まれ、参加してくださった皆様か
らもご好評をいただき、企画した私
たちもとても嬉しい 1 日でした。

初春の光が一杯降り注ぐコミュニティル
ームで、民族楽器アーティスト入江規夫さ
んによるコンサートが開かれました。
第一部は、三線・ウクレレ・ジャンベ（ア
フリカの太鼓）
・マダル（ネパールの太鼓）
・
カリンバ（アフリカの指ピアノ）など、民
族楽器を使っての入江さんのライブ。明る
く伸びやかな声で、
「島唄」など沖縄をはじ
め、ハワイ、アフリカ、ネパールなどの国々
の曲が詩情豊かに歌い上げられました。
第二部は入江さんと観客全員の合唱。
「涙
そうそう」や「上を向いて歩こう」など親
しみのあるおなじみの曲を、思い思いの楽
器を手に楽しく歌いました。
普段目にすることのない様々な民族楽器
に触れ、ゆったりと心身を開放することが
できた素敵なコンサートでした。（M.H）
り、けやきの窓口でも声をかけています。月日が

運営委員のつぶやき
はじめまして。北町 5 丁目町会・消防団などから始

経つのは早いもので今度は春のけやきまつりの準

まり、青少協のジャンボリーに参加、ついに今年度か

備に入ります。
地域でどうやって人を融合するか、

らけやき運営委員となり、窓口にも座っています。ボ

つながっていく事ができるか、日々考えています。

ランティアが趣味だと言ってしまった以上、毎日地域

（Ｙ．Ｔ）

のために振り回されている自分がいます。

まもなく運営委員募集が始まります。運営委

地域活動が広がって、充実（ちょっと忙しいけど）
しています。どうやって子どもたち、中高生を地域に
引き込むかと考えて四中のあいさつ運動に参加した
－５－

員のつぶやきが皆さんの地域デビューのきっ
かけづくりになったらと願っています。

けやきの精神（こころ）・・・が、あなたの参加を待っています
1980 年代初めのことです。「クリ―ンセンター建設用地選定を市民参
加でやり直してほしい」という北町５丁目を中心とした地域ぐるみの運
動（１９７９～１９８４）でお互いに出会いや発見をした住民の中から、「こ
人の声に
耳を傾ける

の地域にもコミセンを！」と声をあげ、アンケートをとった時のこと ・・・
「今のようなコミセンだったらいらない」との声。

異論を歓迎する

出鼻をくじかれた思いで「どうしよう」・・・「今のよう」でなければいいの
では・・・？ 相談の中で「ユニークなコミセン」を目指し、『ユニークな中
味』についての勉強会を開くことに・・・一事が万事です。

平らな関係で
よく話し合う
あきらめない精神
こっちがダメなら
あっちがあるさ

オープンまで７年もかかったその期間、数えきれないほどの困難も大
おかしいと思ったら
手を挙げる
発言する

勢で乗り越えたこの経験がつまっているのです。
「家以外に、みんなで集まれる場所があってよかった！」・・・初期の頃

仲良くするけど
派閥は作らない

の参加者の言葉が心に残っています。
誰にとっても・・・「あってよかった」 “けやき” でありたいですね。

募集

運営委員：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。
募集期間：３月１日(火)～10 日(木) と 住民総会(４月１６日)当日
協 力 員：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。
募集期間：３月 1 日(火)～31 日(木) (年間を通し募集しています)
＊＊＊詳しくは窓口までお問い合わせください(水曜日休館)＊＊＊

第 32 回 住民総会のおしらせ
日時 ４月１６日（土）１３時３０分から
けやきコミセンホール

3 月 19 日（土）～26 日（土）
午前 10 時～午後 7 時
テーマ「コミセンまわって春をさがそう！」
１６コミセンでお楽しみ企画も満載。
どうぞご参加ください。
けやきコミセンでは・・・
ギャラリーにコーナーを
設けお待ちしています。
恒例のつるし雛飾りと、
まちの小さな作品展として、
「春」をテーマにした
手作り作品を募集し、
展示いたします。
あなたの作品をギャラリーに飾ってみませんか？
（２月中申込受け付け。詳細は窓口まで）

＊ミニコンサート 《民族楽器演奏者》 入江規夫さん
＊けやきコミセン活動報告・会計報告・運営委員承認等
☆住民総会終了後、「けやき茶社」のサイホンコーヒー・
手づくりスイーツをどうぞ。(総会参加者は無料)

けやきコミュニティ協議会
武蔵野市吉祥寺北町５－６－１９
Tel&Fax ０４２２-５４-８７１９
ホームページ http://keyaki-c.com/
空き部屋状況がホームページ・
ＱＲコードで確認できます。

開館時間 ９：３０～２１：３０（水曜日 休館）
＊子どもの利用時間（子どもだけの場合）
4～9 月
10～3 月
小学生以下 ６時まで
５時まで
中 学 生
７時まで
６時まで
★AED・防災無線を設置しています★

編集後記：読者のみなさまに、次が楽しみ！と思っていただける誌面作りを目指して作業してきました。色々と学ぶことが多く
て、とても有意義な日々です。
「毎日の生活にちょっと学びの場があるといいな」と思っている方、一緒に作業してみませんか？

