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新年度がスタートしました
第 33 回住民総会

2017 年 4 月 22 日（土）
けやきコミセン 1 階ホールにて
ゴスペルのグループ
「JOYFUL CLOVER(ジョイフルクローバー)」の
素敵な歌声でスタートしました。
議長は地域の遠藤香代さんが選出され、
・2016 年度活動報告、会計報告、監査報告
・2017 年度活動方針案、予算案
・運営委員、監査委員選出
が承認されました。
地域の皆さんのご意見やお話を伺い、とても
和やかな雰囲気で終了しました。

ジョイフルクローバー

住民総会の様子

代表挨拶
あちらこちらに新緑がまぶしく、さわやかな季節になりました。
住民総会において承認いただき新年度のスタートすることができました。
けやきコミセンは人と人がつながり、人にやさしい地域になることをねが
い、さまざまな活動を行っています。運営委員だけでなくみなさんご一緒に
とお声掛けして、沢山の方の参加やご協力があって成り立っていることを
日々実感し、大変感謝しています。けやきコミセンは平成元年に開館しまし
たので、2 年後の平成 31 年（2019 年）に 30 周年を迎えます。
今年度から実行委員会を立ち上げて準備に入る予定です。常にけやきがけ
やきらしく、ほっとできる地域の拠点となるよう一人一人を大切に、よく話

代表

中澤 幸子

し合って進めて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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平成 29 年度 運営委員の紹介
北町３丁目
北町４丁目
北町５丁目
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内

市

外

博田美智 深野讓治 山本清子 田中千恵子 高石優 高石加奈子 高田昭彦
関律子 中澤幸子 渡辺純夫 渡部誠子 渡部正子 古谷哲男
西山多恵子 長谷川芳子 杉本晃子 寺島芙美子 菅野耕一 宇田川みち子
冨秀子 中村かおり 小田千代
島森和子 内田道行 吉松杉子 高橋優子 高橋豊 小河内順子 新井真紀
長瀬道子 佐藤みな子 上原敬 足立春江 村井智子 北本雅子 飯田美雪
吉川裕子 竹山恵子 中村英子 今川建夫 藤原由美子
熊谷加寿子 金子ゆたかこ 山井恵子 花山サト子 千綿澄子 諏訪泰代
小林偉男
運営委員 ５２人
江上渉 石川博一 土田芳枝 草場純
会計監査
２人

《会計監査》

協力員

中村大樹 清水範男

１３６人

人人

会計報告（平成 28 年度）と予算（平成 29 年度）
平成28年度決算

平成29年度予算

備

考

【委託金の部】
収入
・指定管理委託費

5,495,000

5,972,000

収入合計（Ａ）

5,495,000

5,972,000

5,277,168

5,822,000

125,268

150,000

支出合計（Ｂ）

5,402,436

5,972,000

精算額（Ａ－Ｂ）

92,564

支出
・窓口当番手当
・修繕費

2人体制分
簡易な修繕分

＊収支差額は市に返還

【補助金の部】
収入
・市補助金
・前年度繰越
・雑収入
収入合計（Ａ）

2,130,000

2,104,000

600,872

571,995
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10,000

2,730,905

2,685,995

支出
・事業費

842,860

900,000 まつり経費・まちづくり局・文化企画など

・運営費

549,633

605,995 運営会議費・ダスキン交換・ピアノ調律など

・消耗品費

387,111

450,000 コミセン内の文具や蛍光灯など

・印刷製本費

188,785

250,000 コピー機チャージ・リース料など

・通信交通費

51,863

・インターネット使用料

6,480

・研連負担金

40,000

・備品費

92,178

・予備費

0

支出合計 （Ｂ）
翌年度繰越額 （Ａ－Ｂ）

60,000 ピンク電話の契約料・送料・交通費など

2,158,910

0 市が一括で支払うことになりました。
20,000 コミ研連年会費
100,000 施設備品購入
300,000 補助金交付までの準備金
2,685,995

571,995

平成28年度
修繕は 屋上扉のくさり・和室の照明・ホールと事務室のコンセント・ホールとコミュニティルームの扉修理
備品 は 工作室のホワイトボード・和室用机を購入しました。
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けやきコミセンの「まちづくり局のチーム」は住み心地のよいまち
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。あなたの参加がまちづくりの第一歩です！

新しいチームが２つ
増えました。

今年度「ボッチャ楽笑会」をスタートしました。
「ボッチャ」は、ヨーロッパで生まれたスポーツで、
重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障害者
のために考案され、パラリンピックの正式種目です。

子育て中のママを
中心に発足した
グループ「けやき こもれびひろば」です。
第 3 木曜日 10:00～途中参加・退室自由の親子ひろ
ば（子どもルーム）、第 1 木曜日 12:00～のランチ
会（2 階和室）を中心に活動する予定です。
0 歳から未就学児のお子さま＆パパママの他に、
おじいちゃんおばあちゃんの参加も大歓迎！スタ
ッフも随時募集しています。
こもれびひろばは･･･
★5 月 18 日（木）★6 月 15 日（木）
★7 月 20 日（木）に開催予定。
ぜひお気軽にいらしてください！
＊通常の親子ひろばは今まで通り第 1 木曜日 10:00
～行います。

今年２月に総合体育館で「ボッチャを知ろう！！リオ
パラリンピック銀メダリストによる講演と実技体験」
があり、親子で参加しました。会場に来ていた高齢の
方々もみなとても楽しんでいました。誰にでもできて、
みなで楽しめるボッチャを余暇活動にと思い、始めま
した。

これまでに２回行い、子ども同士でミラクル

ショットがでると、お互い「ナイスタッチ！」と声を
かけあっています。
秋に武蔵野総合体育館
で予定されている世界
大会の応援に行きたいと
思っています。

チーム名

ひとこと

からだほぐしと
お食事の会

玄米ダンベルで軽体操から始まりみんな揃って楽しく
お食事とおしゃべり。午後には楽しい企画もあります。

年５回開催。参加費：500 円
詳細は市報でお知らせします。

地域のパトロールも兼ねてウォーキング。

第１,3 火曜日
夜８時にけやきに集合。

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

定 例 会

健康づくりを目指します。
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。
隔月でナイトシアターを開催。
碁は手談とも言われ 1 手 1 手に思いをこめます。

毎週月曜日
10 時から 12 時まで。
けやきニュースやチラシで知らせ
します。
第４月曜日。

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

第１月曜日 1 時半から

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。

毎月第 4 土曜日
11 時から 12 時 子どもルーム
毎月第 3 土曜日
2 時から 4 時

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

月に１～２回
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年４回の開催

エレベーターの設置について
今年度は大野田小学校の校長先生と副校長先生が
新しく赴任されました。新学期でお忙しい中、
地域の皆さんへのご挨拶を頂きました。

藤橋 義之
４月１日より大野田小学校に校長として着任い
たしました藤橋義之と申します。約 20 年前から 10
年間、教員としてお世話になっておりましたので、
故郷に戻れた喜びで一杯です。百年校舎とともに、
保護者や地域の皆様から信頼される学校（信頼）
、
子供の成長を共感できる学校（感動）
、子供も大人
も活力のある学校（健康）を目指してまいります。
子供の健全育成には、学校と家庭と地域との連
携が大切です。これからも「チーム大野田」とし
て、大野田地域の皆様、保護者の皆様と手を携え
「共育」にあたってまいります。
今後とも、ご支援とご協力をよろしくお願いい
たします。

平成 27 年 12 月の初め、市の市民活動推進課よ
り、
「長期計画のバリアフリー化の関係から
2 階建て以上の公共施設にはエレベーターを
つけたい。そこで、けやきコミセンにもエレベ
ーターを設置したらどうか、作るに当たっては
中庭に。
」という事で説明を受けました。
運営委員会等でも話し合いました。特にけや
きは景観を大切にしてきた経緯もあり、またお
祭り等で中庭は重要な場所として使用していた
ので、中庭説は納得いかない方もいました。
高齢者や障害者、また重い荷物を運ぶのには
必要であるなど賛否両論が出て、結論を出すこ
とができませんでした。
市の見解を受け、地域の方々にもきちんとし
た説明をして、納得したうえで協力を得たいと
皆様との意見交換会を計画しました。
是非ご出席ください。

★5 月 27 日（土）午後 2 時～
けやきコミセンホールにて

けやきまつり

坂井 由利子

5 月 21 日（日）開催
午前 10 時～午後 2 時まで

この 4 月 1 日に、大野田小学校の副校長とし
て着任いたしました坂井由利子です。大野田小
学校は教育実習校でした。いぶき学級は教員の
スタートを切った学級です。
「大野田小学校が好
き」「いぶき学級で良かった」という気持ちが、
懐かしさとともによみがえりました。教員生活
の素地をつくっていただいたと言っても過言で
はありません。今度は、恩返しの番です。子供
たちはもちろんのこと、教職員、保護者や地域
の皆様が笑顔で大野田小学校を誇れるよう、副
校長として尽力いたします。どうぞよろしくお
願いいたします。

★バザー品募集
→未使用の日用品、クリーニング済み
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）
★フリーマーケット
→15 店募集、出店料 200 円
※受付は５月７日（日）～５月 16 日（火）

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/

編集後記
空き部屋状況がホームページ・

新緑とともに、新しい年度が始まりました。
けやきまつりも実行委員会での準備を進めています。
新しいまちづくりチームもスタート。
さあみなさんもご一緒に！
けやきコミセンでつながりましょう！

ＱＲコードで確認できます。

開館時間 ９：３０～２１：３０（水曜日 休館）
利用時間は 21：20 まで
★AED・防災無線を設置しています★

（N）

－４－

