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新年度がスタートしました
第 32 回住民総会
2016 年 4 月 16 日（土）
けやきコミュニティセンター、ホールにて
住民総会は、民族楽器アーティストの入江規夫さ
んの楽しい演奏で和やかに始まりました。
議長には市川祐子さんが選出され、
・2015 年度活動報告、会計報告、監査報告
・2016 年度活動。方針案、予算案
・運営委員、監査委員選出
と滞りなく進行しました。
エレベーター設置に関しても、住民の皆様の様々
な思いをお寄せいただきました。引き続き検討して
まいります。
ご挨拶

代表 中澤 幸子

新緑の風に鯉のぼりがそよぎ、けやきコミセンの新年度がスタートしました。代表という大きな
お役をいただき、責任の重さで少々不安でしたが、住民総会での地域の方たちの活発なご意見、運
営委員の方たちに励まされ、力をいただいた気持ちでいます。
東北の震災から 5 年の年月がたち防災への話し合いを重ねてまいりました。このたびの熊本地震
にあわれた方々へのお見舞いを申し上げますとともに、まだまだ考えておかなければいけないこと
が多いことに気づかされます。多岐にわたる地域の課題解決に、コミセンだけで向き合うことはで
きません。地域の拠点として、たくさんの人をつないでいくこと、そのために話し合いの場をつく
り、まちづくり・コミュニティづくりのたねをまき、育んでいきたいと思います。
コミセンで「なにかステキなことを見つけよう！」今年度も日々のコミュニティを大切にしなが
ら、みんなで仲良く地域をつないでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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・・・けやきまちづくり局
・・・赴任ご挨拶/スタンプラリー報告/けやきまつりお知らせ
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北町３丁目

遠藤 香代 関 律子 高石 加奈子 高石 優 高田 昭彦 田中 千恵子 中澤 幸子
博田 美智 古谷 哲男 山本 清子 渡辺 純夫 渡部 誠子 渡部 正子

北町４丁目

芦村 敏克 宇田川 みち子 菅野 耕一 郡司 高直 杉本 晃子 寺島 芙美子
冨 秀子 中村 かおり 西山 多恵子 長谷川 芳子

北町５丁目

足立 春江 飯田 美雪 新井 真紀 今川 建夫 上原 敬 内田 道行 北本 雅子
小河内 順子 佐藤 みな子 島森 和子 清水 範男 高橋 優子 高橋 豊 竹山 恵子
田村 武夫 長瀬 道子 中村 英子 藤江 聡子 村井 智子 吉川 裕子 吉松 杉子

市内

出井 佳子 金子 ゆたかこ 諏訪 泰代 千綿 澄子 花山 サト子
山井 恵子

市外

石川 博一 江上 渉 草場 純 瀧澤 友朗

監査

田村 雅美 中村 大樹

土田 芳枝 〔運営委員〕
〔協力員〕

平成２８年度
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深野 壤治

運営委員

５６人
１２５人

２０１６年度

住み心地よいまちづくりを目指して活動しています。
人と人のつながりが、まちをつくります。
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。

あなたの参加
チーム名
からだほぐしと
お食事の会
風と歩こう
ナイトウォーク
けやき
ガーデナーズ
けやきあそび隊
アートくらぶ
けやき
囲碁のつどい
ぱそこん倶楽部
パソコン倶楽部
つぼみ
よみきかせ
紙ふうせん
けやき茶社

けやき塾
ゲームを楽しむ会
(新)

まちづくりの第一歩です。

ひとこと

定 例 会

玄米ダンベルで軽体操のからだほぐしに始まり
みんな揃って楽しくお食事とおしゃべり。
他にも色々な企画を用意しています。
季節を感じながら近くの公園をゆっくり歩き
ます。年２回ほどの遠出もあります。

年５回開催
参加費：500 円

地域をウォーキングしながら

第１,3 火曜日
夜８時けやきに集合

健康づくりを目指します。

第 2 火曜日朝 9 時半けやきに集合
特別企画で遠出も・・

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
大人も子どもも一緒にあそぼう。
あそぶ事好きな人集まれ！
様々な分野の文化を楽しみましょう。

毎週月曜日
10 時から 12 時まで。
但し祝祭日は火曜日
ニュース・チラシで知らせします。

碁は手談とも言われ 1 手 1 手に思いをこめ
ます。
パソコン、デジカメを楽しもう
学ぶ心、遊び心を持って！

毎月第 2 日曜日
1 時から４時まで
毎月第３火曜日
1 時 30 分から

ワードとエクセルの基本を学びます。
Windows7 限定
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。
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。
けやき手作りアカデミー。
多分野の人の話を聞き交流します。
電気を使わないアナログゲーム（カードや伝
統ゲーム）を楽しむ会

第１月曜日 1 時半から

活動の様子

雨でも楽しく出かけます。
「風と歩こう」

隔月でナイトシアター。第４月曜日

毎月第 4 土曜日
11 時から 12 時
毎月第 3 土曜日
2 時から 4 時

年４回の開催
月に１～２回

第 4 土曜日
「よみきかせ
紙ふうせん」

「からだほぐしとお食事の会」
４月のお食事
気持ちを込めてお淹れします。
「けやき茶社」
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「コミセンまわって春を探そう！」
コミセンスタンプラリー

今年度第四中学校の校長先生と大野田小学校の
副校長先生が新しく赴任されました。
新学期でお忙しい先生方にお願いして挨拶文を書
いて頂きました。

3 月 19 日（土）～26 日（土）開催しました。
けやきコミセンには 763 人の方が回られ
ました。
（コミセン全体では延べ 8655 人）
ギャラリーの部屋を会場にして、コミセン
の活動のパネルや書籍と共に、つるし雛と、
“まちのちいさな作品展”として地域の方
の素敵な手作り作品をお借りして展示しま
した。景品として大人には春らしい桜のト
イレットペーパーとけやきの窓口のコーヒ
ー券を差し上げました。子どもたちには東
北支援につながる子供の絵を使ったポケッ
トティッシュとお菓子のくじ引き。コーヒ
ーはその場で飲んでいかれる方が 90 人。窓
口でおいしかったですよと声をかけていた
だきました。
ニコニコ笑顔の親子や、元気に歩いて回
ってますという方、いろいろなコミセンに
行くことができて楽しいという声。コミセ
ンを身近に感じていただける楽しい企画だ
ったと思います。参加・ご協力ありがとう
ございました。

この 4 月１日に、第四中学校に校長として着任い
たしました竹山 正弘と申します。体育祭や四中祭、
市内中学校陸上大会の連覇、様々な生徒会活動等、
活力があり魅力的な第四中学校に着任でき、大変嬉し
く思っております。生徒、保護者、地域の方々、教職
員がともに「力をあわせ、励ましあい」ながら
活動する四中の良き伝統を継承し、更なる高み
へとまいりたいと邁進する所存です。また地域の学校
として、地域に貢献できる四中生を育んで
参りたいと思います。今後とも、ご支援とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

４月１日より、大野田小学校の副校長として着任しま
した三品 孝之です。新年度が始まってから、早３週
間が経ちました。新しい体制でのスタート、新一年生
は５クラスになりにぎやかな毎日です。この間、たく
さんの方と出会い、大野田小が地域の方々に支えられ、
見守られていることを実感している毎日です。
元気いっぱいの子供たちが笑顔ですくすくと育つよう
地域の皆様、保護者と連携を取りながら、精一杯取り
組んでいきたいと思います。どうぞ、よろしくお願い
いたします。

景品です！

♬ いつも何かステキな事が
あなたを待つよ けやきコミセン ♬
まちのちいさな作品展

けやきまつり 5 月 22 日（日）開催
★バザー品募集→未使用の日用品、クリーニング済み

けやきコミュニティ協議会

の春夏物衣類（女性用・子どものみ）
※家具・家電・食品・ぬいぐるみは不可）

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/

★フリーマーケット→20 店募集、出店料 200 円
※すべて受付は５月７日～５月１７日まで

空き部屋状況がホームページ・
ＱＲコードで確認できます。

編集後記
今年度のけやきニュースは運営委員全員参加を目指して色々な
形で話し合う機会を増やし、広い意味で「けやきの精神」について
改めて考える良い時間を持つことで、けやきニュースの誌面に活か
せる事を願いつつ進めて行きます。
地域の皆さまもご意見や情報等ありましたらどうぞけやきコミ
センにお越しください。
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開館時間 ９：３０～２１：３０（水曜日 休館）
※６月から利用時間が９：３０～２１：２０に変
更になります。どうぞご了承下さい。
★AED・防災無線を設置しています★

