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今回のけやきニュースの特集は、けやきコミセンを利用して色々な
素敵な活動をされている利用者の方に取材をしました。
皆さん急なお願いにも関わらず、すぐに了承して頂き写真も撮らせて
貰いました。ご協力頂きました皆さま、ありがとうございました。
、ありがとうございましたああり

和室

畳なので小さい子も安心して遊べます。

園児とそのお母さんたち合せて総勢 40 人！
2 階の和室は大勢でお昼ご飯を食べたり、
遊んだりしても大丈夫。

工作室
子どもルーム
チェアタップダンス
椅子に座って足を動かすタップです。
人生の最後まで自分の足で生きて行こうと
決めて始めました。指導をするのは御年 81 才
のブラックさん。第 1・第 3 木曜日の 3 時から
やっています。ご興味のある方はぜひどうぞ！
お友だちと一緒に
ゲームを楽しんだり、
おしゃべりをしたり
本を読んだりしてい
ます。

ギャラリ―

イベントで飾りつけをしてお見せしたり、
個人や複数で作品展など、色々な使い方を
して貰いたいお部屋です。
－２－

けやきコミセンのコミュニティルームは
予約無しでいつでも自由に使えます。
皆さんどんな風に使われているのか、ちょっ
とお話を聞いてみました。

❤けやきに来るとなんだか楽しいね！
コミュニティルーム
けやきでホッと一息！

ホールを借りて演劇の練習を
していた若者たち。
休憩時間に水分補給をしながら
後半の稽古について真剣に話し
合っていました。頑張れ！！

七夕の願いを描いた短冊が今年も
いっぱい飾られていました。その前で
楽しくお話ししている仲良し二人組
（笑）コーヒーを飲みながらどんな
お話しで盛り上がっているのかしら？

ホール
学習室

けやきコミセンの２階にある
学習室は決して静かな環境と
はいえない・・・館内の声が
良く聞こえる場所ですが、
それが落ち着くのか人気のあ
る学習室です。
気軽にご利用ください。

輝くタンゴの響き
会社で定年を迎え幸い勤務延長となり、これを
機会にレコードコンサートの開催を決心しました。
知り合いと相談し三鷹のパブで月一回昼間に 11 年間
開催しておりましたが自然解散となりました。
その後地域の会場から「けやきコミセン」を見つけ
2011 年から出発しました。
近年は 80 インチの液晶テレビがコミセンに設置され
出演者の体の動きがよくわかり素敵なコンサートに
なっております。
今後の発展を期待しております。
（S.W）

―３―

けやきコミセンで開催したイベントの報告

けやきまつり

5 月 22 日（日）
今年のけやきまつりはお天気に

けやきまつりの収益金

恵まれ多くの地域の皆さんが参加され

350,955 円は全て熊本市

おおいに盛り上がりました。

熊本地震災害義援金へ

参加された皆さま,スタッフの皆さま

送りました。ご協力あり

ありがとうございました。

がとうございました。

地域フォーラム
ム
7 月 24 日（日）
10:00～12:00
於：ホール
参加者 36 名
市役所

4名

今回の地域フォーラム「公共施設の未来」は、ホールに入れないほどの参加者で盛況のうちに終わり
ました。「公共施設等総合管理計画」案は、公共施設の老朽化および将来の人口と財政状態との予測に
基づき、今後 30 年間に生じる公共施設の建替えと再配置を早期に計画しようとするもので、企画調整
課が 6 年にわたって練り上げてきただけあってなかなかしっかりとした計画案でした。
「案」への要望としては、新しく建設する施設を併設・複合化する場合は当該地域の事情を勘案して
行なってほしい、増大する高齢者を現役の働き手として活用してはどうか、地域のコミュニケーション
手段として SNS 等の新しい手法を取り入れてはどうかなどが挙がりました。また、このようなフォーラ
ムは地域のことを考える場としてもっと繰り返し続けていくべきで、その際は住民を主体とした議論
（ディスカッション）の場にしてほしいなどの意見も出ました。
ただ今回のフォーラムが企画調整課からの呼びかけで開催されたものであることは、少し考えておい
た方がよいでしょう。テーマはまさに地域の課題であり、それは武蔵野市コミュニティ研究連絡会でも
了承されていますが、フォーラムにおける地域の課題は本来当該地域の中から発せられるはずのもので
す。この点を押さえていないと、フォーラムが市の様々な施策を住民に周知・検討してもらう場となり、
市役所の別の課からフォーラム開催の要請がまた来るかも知れません。

（A.T）

※地域フォーラムとは、武蔵野市これからの地域コミュニティ検討委員会の提言を受け、地域の課題をみんなで考える協議の場として、
けやきコミュニティ協議会も取り組んでいます。

―４―

けやきまちづくり局

人と人が出会い仲良く楽しく住みやすいまちづくり！

☆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・けやき囲碁
のつどい・けやきガーデナーズ・風と歩こう・ナイトウォーク・からだほぐしとお食事の会・けやき塾・
あそび隊・ゲームを楽しむ会の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。

けやきガーデナーズ
ガーデナーズの活動に参加されているお二人にお話を聞きました。

ガーデナーズは「四季折々に植物の成長を仲間
と喜び合える場所」であると思います。

けやきガーデナーズは種まきからのガーデ
ニングをコンセプトにコミセンの花壇や周辺

沢山の草花に囲まれると心が和み、生き生きと活

のミニガーデンの手入れを毎週月曜日の 10 時

動するメンバーの皆さんの姿を見ては元気を貰

から 12 時で行っています。作業の後のお茶を

っています。私はここに参加して 1 年程ですが、

飲みながらの情報交換やおしゃべりも楽しみ

日常生活の中でスマートフォンの画面ではなく

のひとつです。

植物をよく見るようになりました。

また、毎年秋には NTT 研究所クリスマスロー

活動を通して、溢れる命の存在に気づき人の温か

ズの古葉除去、春と秋には花市を開催し、花を

さに触れる時、「幸せだ」と感じます。私にとっ

通じて地域との交流を図っています。 （E.O）

て大切な居場所になっています。

素敵なことにきっと出会える

「けやき文化祭とまちづくりフェスティバル」

（R.K)

予告

♪まちづくりフェスティバルよ

♪けやき文化祭

よ

作品展 11 月 5・6 日（土・日）10 時～16 時
発表会 11 月
6 日 （日） 10 時～16 時

11 月 6 日（日）10 時～15 時

こ

けやきコミセンを拠点として活動している皆様の
発表の場として久しぶりに文化祭を企画しました。
おまつりで大好評の石窯焼きピザ
も販売します。

年間を通して様々な活動をしているまちづくり局

く

各チームが、一同に会し日頃の活動やこの日だけの
よ
特別企画を披露する年一回のフェスティバルです。
どうぞ秋の一日をゆっくりお楽しみください。
例えばけやき名物の「花市」、男性だけでおもてな

★8 月 23 日(火)までに作品展や発表会に参加希望

しする「カフェ」
、和布でつくる「オリジナルストラ

の方はけやきコミセン窓口までお願い致します。

ップ作り」、「似顔絵シール作り」、「カードゲームで

沢山の地域の皆さまの参加をお待ちしています。

あそぼう」
、他にも手づくり「ほっこりお菓子」など。

－５－

けやきコミセンを誰にも優しいコミセンにしよう！
武蔵野市はコミュニティセンターを多世代が集う居場所として広く利用できるように、公共施設の
バリアフリー化への取り組みとしてエレベーターのないコミセンに設置を検討しています（第５期
武蔵野市長期計画・調整計画）。
けやきコミセンは、今後３０年以上使っていくことも踏まえて、このまちにコミュニティが広がり、
誰にも優しいコミセンであるためにはどうすべきか、現在エレベーターの設置を含め検討中です。

◎ 地域のみなさまのご意見をお聞かせください ◎
窓口に用紙と回収箱を用意いたします。一人一枚で、ご意見は簡潔にお願いします。話し合いの
参考にさせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。
ご意見の募集は９月１６日（金）まで、ニュース次号で経過を報告いたします。
※頂いたご意見を参考にして、みんなで話し合いを予定しています。ぜひご出席ください。

１０月２日（日）13:30～

けやきコミセン・ホールにて
けやきコミュニティ協議会（けやきコミセン）

《運営委員のつぶやき》
けやきコミセンがオープンしたのは 1989 年 12 月。
今年の年末で開館から 27 年、オープンの前の建設運
動の時代を含めると、40 年近い歴史を刻んできたこ
とになる。これだけの時間が過ぎると、当然のこと
ながら人は入れ替わり、往時のことを知る人もだん
だんと少なくなる。それは致し方のないことかもし
れない。しかし、これだけ「居心地」がよく、楽し
く活動に参加できるコミセンが 30 年近くも続いてき
た秘密が、建設運動の頃に生まれているとすれば、
それをきちんと受け継いでいく努力が必要であるに
違いない。5 周年、10 周年などの折りに記念誌をつ
くり活動の記録を残してきた「けやき」
。ニュースや
住民総会の議案書や写真などもファイルしてきた

〒180-0001 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で確認できます

「けやき」
。こうした「記録」から何をどうやって読
み取っていけるかに、
「けやき」の将来がかかってい

◇開館時間：9:30〜21:30 ◇

るように思う。

（利用時間は 21：20 まで）

（W.E）

休館：毎水曜

※子どもの利用時間（子どもだけの場合）

＊〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜＊

♪ 編集後記 ♪

スマホ用空き部屋状況ＱＲコード

小学生以下

中学生

4 月から 9 月

６時まで

７時まで

10 月から 3 月

５時まで

６時まで

梅雨明けが遅かったけれど、

いまや夏まっ盛りです。暑い時には、いつでもけやきに
涼みに来てくださいね。
そして、8 月 28 日（日）は「夏まつり」

年末年始 １２月２９日～１月５日まで休館
★AED・防災無線を設置しています★

～みなさんのお越しをお待ちしています～
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