
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コミュニティ けやき ニュース 

第 122号（通算 146号） 2016年 12月 15日発行 けやきコミュニティ協議会 
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コミュニティルームのツリーです。 

今年もけやきは素敵なイルミネーション

でキラキラです。ぜひお越しください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
いつも練習している場で、 

まさか発表が出来るなんて 

とてもいい経験でした。 

声をかけて下さったけやき 

コミセンのスタッフさんに 

感謝もうし上げます。 

福べえ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

バイオリンの自主グループで 

毎月 2回お世話様になっています。 

老壮仲間のいきがいとなっています。 

グループ幸 

 

 

和やかな雰囲気 

の中とても楽しく 

歌うことが出来 

ました。 

Joyful Clover 

 

 ご紹介した「あえいおう体操」を一緒に行ってくださった 

お客様ありがとうございました。ぜひ「声の練習」の 

講座実施場所で体験してみて下さい。弾き語りは 

楽しんでいただけたでしょうか 

島田清子さん 

 

 

普段練習で利用している時とは違うにぎやかで 

あたたかいコミセンで私達も楽しい時間を過ごす 

ことができました。またぜひ参加したいと思います。 

ありがとうございました。 

Sole 

 

 

 
Jazz Time 

 

 

 

 

M&K スタジオ 

 

大変良いと思いました。 

 

 

 

毎月月末の土曜日にオカリーナの練習をしています。 

見学にいらして下さい。 

ソノーレ 

 

 
 

11月５日(土)   ９:３０～２１:２０ 展示 

６日(日) １０:００～１６:００ 展示・発表 

♪ステージ出演者、展示して頂いた方々に 
参加した感想を伺いました！ 

持田グループ 

 

北町の皆さんと 

仲良くなりたいので 

参加できてうれしい 

です。 

－２－ 



 広々としてガラス張りで明るく 

作品がよく見える展示 

場所が良かったです。 

ぜひあの場所で、 

また華展が出来たら 

嬉しいです。 

 

生け花 池坊 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

１１月６日（金） 

１０：００～１５：００ 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

文化祭に出展という事で、クリスマスの飾りを作ろう！ 

と考えて、日々少しずついろいろ考えを巡らせる 

時間はとても、楽しい幸せな時間でした。 

何か目標に向けて行動出来る事に、その様な機会を 

いただいた事に、感謝の気持ちでいっぱいです。 

そのクリスマス飾りは、今、家の玄関で、いらっしゃる 

方々を迎えてくれています。 

参加させていただき、ありがとうございました。 

鈴木宏恵さん 

 

たくさんの方に見てもらう 

ことができ、また一緒に 

他の作品を見られたので 

とても良かったです。 

 

押し花 マロニエ 

  

絵手紙 けやきの会 

 

今回の展示で絵手紙の 

楽しさを地域の皆様にお 

届け出来て良かったです。 

 

 

植物画 フルール 

 

秋空の下、年代問わず多く 

の方と共に食べ歌い作り、 

観ての時間はとても心な 

ごむ貴重な一日でした。 

 

ポプラの会 

 

私達の活動を知って頂く良い 

機会となり、お誘い頂きまして 

有り難うございました。 

 
こぶし 

 
季節の花や 

身近なものを 

かいて手紙 

として出すこ 

とを楽しん 

でいます。 

 

～素敵なことにきっと出会える

～ 年間を通じて多彩に活動するまちづくり局の各グループが 

一堂に会して行う年１回のフェスティバル。 

それぞれが特徴を生かした企画や、楽しいこと、 

おいしいもの準備してフェスティバルを盛り上げました。 

和布のストラップづくり や、パソコンでの名刺づくり、 

大人も子供も楽しいカードゲーム やよみきかせと折り紙 

そして展示や発表なども加わってのスタンプラリー など  

皆さん あっちこっちとブースを回って楽しい一日を 

過ごされた様子でした。 

スタンプ５コでゲットしたサーターアンダーギーおいしかった

ですね。 今後もまちづくりフェスティバルお楽しみに！ 

みなさんもまちづくり局の活動にご参加ください。 

 

ガーデナーズ：花市 

ぱそこん倶楽部：名前シール作り 

アートくらぶ：ストラップ作り 

茶社：喫茶 

－３－ 

パッチワーク ちくの会 

 古くからのお友達と手仕事を 

しながら月一回のおしゃべりを 

楽しんでいます。今までの作品 

を発表できる良い機会をいた

だきありがとうございました。 



けやきコミセンを誰にも優しいコミセンにしよう！ 

 

市の計画等での記載 

＊武蔵野市第五期長期計画・調整計画「多世代が集う居場所としてコミュニティセンターにふさ

わしい機能を充実させる。誰もが利用しやすい施設とするためエレベーターのないコミュニティ

センターについては、バリアフリー化への取り組みとして設置等を検討する。」 

＊公共施設等総合管理計画案「一部のコミセンにはエレベーターがなく、高齢者等の利用に支障

が生じているため、改築時期等を見据えながら、既存施設にも積極的に設置する」 

 

今までの経緯 

＊平成２７年度に実施した、市の設置可能性調査でけやきコミセンはエレベーター設置可能なコ

ミセンとして候補にあげられました。（平成２７年１０月報告） 

 

 ＊運営委員会で話し合いを重ねましたが意見がまとまらず、プロジェクト委員会を立ち上げ、検

討を行いました。建築士の方に相談したり、市とやりとりをしながら設置場所も含め、話し合い

を続けました。市民の方から、切望するお手紙や、反対するご意見があり、このまま結論が出せ

ないと判断して、次年度への検討課題となりました。 

 

＊４月の住民総会で、地域の方のご意見として、エレベーター設置を是非進めてほしいというご

意見と、けやきコミセンの景観を守り、安心安全なコミセンであるために中庭に設置するならば

反対するご意見、また費用や設置場所などもっとデザイナーを交えてよく検討してほしいという

ご意見がありました。運営委員から窓口やイベントでの対応で、２階に上がるのがむずかしい方

の事例もあり、誰もが利用できるコミセンであるためには必要という意見もあり、前代表から今

後検討していくという報告がありました。 

 

＊新年度代表委員で、この件についてどのように考えるのか話し合いました。  

賛否両論出されたが、けやきコミセンがどなたにも使える施設でありたい。今後この建物を３０

年使用することも考え、設置する方向で進めたい。その上で場所や方法等の話し合いに入ること

ができる。来たくても来られなかった方が利用できるようになり、活動も広がることを願って、

６月運営委員会でその旨を提案しました。 

地域のリビングとして３０年前に建てられたことを思いおこし、エレベーター設置の有無だけで

なくみんなで考えた方が良いのではという意見がありました。 

  

＊一部地域の方から設置することに異議の申し立てがあり、運営委員会で再度話し合いました。

もう一度原点に戻り、今までの考えにとらわれず、地域の方たちも含めて意見を出し合う場が必

要ではないかということになり、ニュースを通して地域の方々（運営委員も含めて）の意見をア

ンケートで求め、それに基づいて話し合いをすることになりました。 

 

 

－４－ 



けやきコミセンにエレベーターを設置する？しない？ 

 

 ニュース前号でご意見を募集し、それに基づき１０月２日（日）話し合いの場を設けたくさん

のご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

賛成の主な意見 

地域の人の誰もがけやきコミセンを利用できるように設置してほしい。 

１階は限られたスペースしかなく、目的別の２階を含めて利用価値がある。 

建て替えまであと３０年使うと考えると必要である。 

今の自分は必要ないが、高齢化社会に向けて必要になってくると思う。 

バリアフリーは必要で、そのために私は税金を払っている。 

反対の主な意見 

２階建てなので無理になくてよいと思う。場所がなさそう。工事期間の休館が困る。 

便利だと思うが、2階の利用をほとんどしたことがないので今は無くても良い。 

１階が使えない時は他コミセンを利用するなど、場所はどこでも使える。景観は戻せない。 

後付することで、場所や設置方法に無理が生じる。 

利用せざるを得ない人の数に対して、設置後の維持費も含め費用が掛かりすぎる。 

設置場所が中庭であれば、景観を壊し、子どもたちにとって危険である。 

どちらともいえない意見 

議論・検討が必要 ・設問がわかりにくい。 

今までの話し合いの経過がわからないので意見が出せない。 

他コミセンの利用状況も参考に考えた方が良い。 

 

  

  アンケート回答   ５３人  

 

男性 ２１人   女性 ３２人   

年代 

 20歳代 1人 30歳代 5人 40歳代 6人 

 50歳代 4人 60歳代 10人 70歳代 16人 

 80歳代 8人 90歳代 1人  無回答 2人 

  

アンケートまとめを含めた話し合い当日の 

資料・話し合いのまとめは窓口にてご覧いた

だけます。 

話し合い出席者  ３７人 （運営委員２４人 ）  

北町３～５丁目在住 ２８人 

 それ以外の市内在住 ４人   市外 ３人 

 市民活動推進課 ２人 

 

プログラム  

・開催趣旨 

・公共施設のバリアフリー 

整備について (協力 まちづくり市民会議) 

・けやきコミセンの現状と課題 

・エレベーター設置等についてのアンケートまとめ 

・意見交換  ・まとめ 

－５－ 

今後について アンケートと話し合いから、設置場所や利用方法など検討課題はあるが、 

コミセンを誰もが利用できるためにエレベーターを設置する方向で進めるという事を共有できま

した。では設置可能な場所はどこか？どこにつけたら安全で窓口の目も行き届き、人の動線が混乱

することなく設置できるのか、そしてどうしたらけやきコミセンのステキさを損なわずにつけるこ

とができるのか。設置プロジェクト委員会を立ち上げ、設置場所等の検討を始めました。（第 1 回

10月 27日 9人参加、第 2回 12月 5日 9人、市役所 4人参加）。経過報告は掲示板に張りお知らせ

しますが、今後も検討しながら、丁寧な話し合いを重ね良い結果を出していきたいと考えておりま

す。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。      けやきコミュニティ協議会  



－６－ 

けやきコミセン夏まつりに思う！！    8 月 28 日（日）16 時～ 

「けやき夏まつり」実行委員会に呑気に出席したら突然、委員長に選ばれました。過去３年は

駐輪場係を担い「自転車オジサン」を自負しておりましたのに、これもコミセンへの貢献かと

思いつつ、不安な気持ちでのスタートでした。頼もしい副委員長２人に支えられながら実行委

員・協力員等多くの皆さんのご協力とご支援によりつつがなく、楽しく催行できましたことに

お礼申し上げます。盆踊りは老若男女問わず、毎年心待ちにされている行事です。雨で繰り上

げ終了せざるを得なくなり、帰宅される親子連れ様のもっと踊りたかったという会話から強く

感じることが出来ました。来年もよろしくお願いします。     （実行委員長 内田） 

 

  

「けやき」と「心のバリアフリー」
「けやき」は、誰をも受け入れ、誰

でも居心地よく過ごせるコミセンを

めざしてきた。そのシンボルが「コ

ミュニティルーム」。お茶を飲んだり、

食事をしたり、居合わせた人と話を

したりできる「まちの中のリビング

ルーム」だ。アンティーク風の机や

椅子、いつも机の上を飾っている花

など、気持ちよく過ごせるための演

出にもこと欠かない。 

 誰でも気持ちよく使えるコミセン

づくりの努力は他にもたくさんある。

「○○禁止」と掲示しないこともそ

の一つ。コミセンで「してはいけな

いこと」があるのは当然だが、安易

に張り紙をして「禁止」をしない。「し

てはいけないこと」をしている利用

者がいたら、なぜそれが「してはい

ないこと」なのか、口で説明するの

がけやきの流儀。そうやってコミュ

ニケーションを大切にしてきたこと

が、「居心地の良いコミセン」へと結

実している。 

 ところで「コミュニティ」とは何

か。それは「信頼と共感のネットワ

ーク」である。人と人とが相互に信

頼できる関係として結びつき、お互 

 

いに共感しあうことでそれが補強さ

れる、コミュニティとはそういうも

のだ。しかし、信頼や共感は、コミ

ュニケーションがなければ生まれな

いし、深まることもない。つまり「コ

ミュニティづくり」とは、地域の人

たちが自由に話し、互いに信頼でき

る関係をつくり、相互の共感によっ

て響き合える関係をつくることなの

である。 

 「バリアフリー」を実現していこ

うとする時、取り除くべき課題とし

て大きいのは＜物理的なバリア＞よ

りも、むしろ＜心のバリア＞かもし

れない。＜心のバリア＞を取り除い

ていくには、人と人の相互理解、つ

まり「信頼と共感」が必要だからだ。

言葉によるコミュニケーションを大

切にし、誰をも受け入れ、誰にも居

心地の良いコミセンをめざして「信

頼と共感のネットワーク」をつくっ

てきた「けやき」は、＜心のバリア

フリー＞という点から見れば、どこ

にも負けない「バリアフリー」な 

コミセンなのだ。 

    

（運営委員 江上） 

 

 

   

 

  

 

★大人気のきもだめし★  
★駄菓子屋★  

★恒例の盆踊り★  



 日頃より、第四中学校の教育活動にご理解とご協力を

賜り、心より感謝申し上げます。 

近年全国各地で風雨や地震など災害が相次いで起こ

り、共助の充実が課題となっています。また、高齢化社

会を迎えている今日、福祉全般に対する諸課題を理解し

共生社会の実現に向けて具体的な策を講じていく必要

性に迫られています。第四中学校では、中学生が地域の

一員として主体的に関わっていくことの重要性を踏ま

えて「地域の学校」として「地域に貢献できる生徒の育

成」を目指しています。 

第 1 学年は 12 月初旬に救命講習会を実施し、救命救

急（AED）、応急救護等について学びます。 

第 2学年は 9月の学校公開日に地域防災教育として、

D級ポンプによる放水訓練、消火器での初期消火訓練、

非常災害時用仮設トイレの組み立て訓練、災害救助物資

等の確認と取扱い訓練、災害用備蓄倉庫の在庫確認を行

ないます。 

また、第 3学年では、福祉・介護体験学習として、高

齢者疑似体験や介護の現状と対応の仕方を学びます。 

 

て 

 

いっしょに落ち葉掃き 

緑豊かなけやきコミセンとその隣の扶桑南公園は、秋

はちょっと大変です。落ち葉が大量にたまるからです。

一斉清掃の日（11月 27日）に落ち葉掃きをしましたが、

昨年に続き武蔵野四中生徒会役員の皆さんを中心にお

手伝いにきてくださいました。若いエネルギーでぐんぐ

ん袋に詰め込まれて、大きな袋に 40 袋以上があっとい

う間に片付きました。一緒にやるとたのしいなあ～  

またよろしくお願いします！ 

10月 22日 社会福祉法人武蔵野主催の 

むさしのあったかまつりに出店参加しました！ 

手作りのお汁粉屋さんです。150 食分用意しました。

いろいろな団体の方との交流もあり、とても楽しい 

一日でした。ありがとうございました。 

当日の利益は社会福祉協議会に寄付させていただきました。 

－７－ 

こうした中学校三年間の体験学習を通じ、互いに

支え合い、共に手を携えて生きていく社会の一員と

し “助ける側の立場”の自覚と行動力の育成を目

指しています。 

なお、これらの体験学習は武蔵野消防署や消防

団、地域防災の会、市防災課、市民社協、ふれあい

福祉学習検討委員会などの関係機関や地域ボラン

ティアの皆様の多大なるご支援により実施出来て

いることに心より御礼申し上げますとともに、今後

ともご支援賜りますようお願い致します。 

武蔵野第四中学校  

校長 竹山 正弘 

 

 

武蔵野市立第四中学校では、いざという時 地域に貢献できる中学生を育てる、独自の取り組みを始めています。 

高齢者疑似体験の様子 

放水訓練 

 私達 四中生徒会役員会は、「トライアングル～永遠

に続く四中を」をテーマに、調和のとれた学校を目指し

て活動しています。また、地域に貢献できる学校づくり

も重要だと考えているため、落ち葉掃きのお手伝いをし

ました、当日は、役員だけでなく、整美委員長も参加し

てくれました。そんな、心優しい四中生が増えていくよ

うに、役員会全員でがんばっていきたいと思います。応

援をよろしくお願いします。  

（武蔵野四中生徒会Ｎ．Ｏさん） 

お汁粉 
いかがですか~ 

 



  

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

2017年 3月 5日（日） 

場所＊けやきコミセン 

★アンデス地方の民族音楽を中心に活動している

「ダス・フローレス」（９人のグループ） 

を迎えて珍しい素敵な演奏会を予定しています。 

※詳細は後日市報等でお知らせいたします。 

運営委員のつぶやき けやきコミセンの運営委員になってみませんか？ 

今年度の運営委員は 56人です。（男 18人・女 38人） 

世代別に分けてみると下記のグラフの様になります。 

まさに老若男女、兄弟のような姉妹のような親子の

ような、時には祖父母と孫のような大家族がけやきの 

運営に関わっています。 

運営委員になると、いろんな方々と関わりを持つこ

とが出来て、地域で顔見知りが増えます。多世代の友

だちも増えます。 

あなたもけやきコミセンで一緒にまちづくりに参加

してみませんか? 3月から募集が始まります。 

次号で詳細をご案内します。 

 

5%

20%

68%

7%

運営委員世代別比率

20代～30代

40代～50代

60代～70代

80代以上

今年四月から、運営委員になった新米です。 

それまではけやきコミセンの前は通っていて

も、入ったこともなく、行事に参加するきっ

かけもありませんでした。 

そんな私が近所の運営委員さんに声をかけ

られ、入ることになりました。月一回の委員

会では、参加率が高く、いろいろ意見も飛び

交い、また初めてお手伝いで参加した、けや

きまつりでは、みなさんのパワーにびっくり

しました。 

来年は実行委員としてどんど焼きを担当し

ます。寒い１月ですが、またみなさんのエネ

ルギーを感じながらがんばろうと楽しみにし

ています。           ＭＫ 

けやきコミュニティ協議会（けやきコミセン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
〒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/ 

 

開館時間：9:30〜21:30 

（利用時間は 21：20まで） 

休館：毎週水曜 

年末年始 12月 28日(水)～1月 5 日(木)まで休館 

 

※子どもの利用時間（子どもだけの場合） 

 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 

★AED・防災無線を設置しています★ 

 

 

 

空き部屋状況がホームページで確認できます 
 

編 集 後 記 

毎回編集会議では雑談をしながらも（そこに一番時間

を取っているかも(笑)）地域の方にどんな内容だと興味

を持って読んでいただけるか、お知らせしたい事をどう

伝えれば届けられるのか・・・答えはぜんぜん出てきま

せん。 

それでもニュース係の私達は、家事の合間や家族が寝

た後何とか時間を作って頑張ってパソコンに向かって

います。応援してくださる声に感謝です。 
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スマホ用空き部屋状況ＱＲコード 

どんど焼きとむかしあそび 

2017年 1月 14日（土）10時～12時 

会場  大野田小学校校庭 

テーマ 伝えよう楽しもう日本の文

化！ 

手作りのお汁粉をご用意しています。 

 

どんど焼きとむかしあそび 
2017年 1月 14日（土）10時～12時 

会場  大野田小学校校庭 

テーマ 「伝えよう楽しもう日本の文化！」 

手作りのお汁粉をご用意しています。 

 


