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☆けやきニュース特集☆ 「新・旧 男たちの座談会」        

                         平成 29 年 10 月 16 日(月) 17 時～ 

                           けやきコミセン２階 茶の間にて    

                     

座談会メンバー 

       旧→市原さん・梅田さん・野津さん 

                           新→上原さん・内田さん・草場さん・古谷さん 

                             江上さん（司会進行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「けやき」のいいところ★  

 

 

 

 

 

 

 

 

－２－ 

私は「けやき」に来て非常に感心

したのは、ここには民主主義が生き

ているんですね。毎月運営委員会に

は参加させていただいていますが、

非常に「民主的」という言葉が持っ

ている固さがない、「カタさがない

民主的な状況」なんです。みなさん

意見を出し合いますし、活発な議論

もありますし、まぁ落ち着くところ

へ落ち着くし、みなさん自分の役割

をわきまえて助け合うという形が

良いです。 

 

けやきの運営もしくはけやきの活動

は、非常に地域にいろいろな面でメリッ

トがあります。例えば表で会ったときに、

今まで挨拶もできなかった知らない方々

が、お互いに会って挨拶ができる。 

するとその地域に愛着ができるというこ

とで、今現在でも非常に役に立っており

ます。 

 

私が関わったのは人を知る

ためですね。そのためにこち

らでご厄介になって、それこ

そ今でも町を歩いていると、

知らない人でも挨拶をしてく

れます。そうやって人とふれ

あいができるということも、

ここ「けやき」があったお陰

で結構いろんなことに広がり

が増えたかな？と今になって

感じております。 

私はここに来て面白いなと思うのは、「けやき」に

はまちづくり局というのがあって、各局がいろんな

活動をしている事です。特に最近できた、お母さん

と乳幼児の「こもれびひろば」はすごく面白いと思

います。参加しているお母さんたちはお互いに赤ち

ゃんを抱えて、育児の悩みを話したり、赤ちゃんを

通じて周りとのコミュニケーションが取れていくと

か。そういうような側面を見ると、「けやき」では色々

やっていますが、私が思っているのはもう少しこれ

が広まるにはどうしたら良いかです。 

 

ここ数年けやきコミセンの運営委員に男性の方がどんどん増えてきています。そこでけやきコミセン

の開館当初に関わって頂いていた、とても貴重な存在だった男性の方をお誘いして、苦労話や貴重なお

話を聞けたら面白いのでは？という事で「新・旧 男たちの座談会」を企画しました。 

急なお誘いにも関わらず、声をお掛けした皆さんが全員参加で開催する事が出来て、とても充実した

時間を持つ事が出来ました。2時間半近い内容を全て載せる事が出来ないのがとても残念です。その中

でぜひ地域の方にお伝えしたい内容を載せました。 

新

 
 

旧 

旧

 
 

旧 

新 

旧

 
 

旧 



たしかにイベントも大事。そこできっかけを

作ってコミセンを知ってもらうということは

大事なんだけれど、それよりも身近なお困りご

とを解決していくようなことを仕掛けていけ

るといいなぁと思う。それが町の中でコミュニ

ケーションが広がると思うんだよね。 

まちづくり局も元々は「まちづくり」という名

前がついている通り、外へ対する仕掛けだった

んです。それが、だんだんメンバーが固定して

きたり、最初の趣旨と違ってきてしまっている

いんじゃないかな。 

 

 

できたばかりの「けやき」でもずっとお祭り

をやっていました。その時に出ていた屋台が田

舎の屋台なんです。ものすごく人の出入りがあ

り、買う人と売る人の受け答えが、そんな場面

を通して見えていました。今はそれが洗練され

てちょっと内容も近代化された売り場のように

なっています。だから売り手と買い手が商店の

ようになっているんですよね。それだとちょっ

と人とのつながりが広がりませんね。みんな楽

しみに来るわけですから、そこでなんだかんだ

と話し合いがあってもいいんじゃないかと思う

のですが、それが今は足りないように思います。

とにかく売らなくちゃといったお店の側になっ

てしまっている。買う方もとにかくそれだけ買

えばいいという感じになっている。 

 

 

これはちょっとけやきの事で気になっていることで、

夜、扶桑道りから見てもらうとわかると思うのですが、

表からこの建物が見えないんですよね。というのは玄関

に明かりがないんです。街灯のようなものがね。 

だから入り口がどこにあるのかというのが分からな

い。表に看板もあんまりないし。そんなことでちょっと

入りにくいんじゃないかと、そんな感じがしています。 
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★「けやき」のいろいろな問題★ 

 

旧

 
 

旧 

自分の手の届く範囲内でこんないいこと

があるんだよ、それこそ「こもれびひろば」

の話もね。同じような悩みを持っている人

がいたら、「けやきに行ってみなさいよ。私

この間行ってびっくりしたんだけど、同じ

ような悩みを持っている人が来ているの

よ！あなたもよかったら行きましょう？」

という、非常に原始的だけれど、口コミで

手を引いて、それが広がっていくような運

動が自然につながっていくといいですね。 

 

 

 

まちづくり局も、昔は熱心に活動

していたけれども、10年も 20年もた

っていくと、中心メンバーがどんど

ん高齢化していって、あとがなかな

か入ってこないということがある。 

けやきはソフトを持っているか

ら、それをどう地域に伝えていくか

だね。要するに、何にもないわけで

はないし、何も発信していないわけ

ではないけれど、受け手との距離感

がどうしても埋まらないんです。 

だからそういうところが、私は一

つの課題だと思います。 
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★「けやき」への厳しい意見★ 
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今の広報は「けやきニュース」で

すよね。「町のニュース」ではないん

だ。タウン誌ではないんだ。だけど、

タウン誌的な要素が欠けていると僕

は思っている。そういう要素が入っ

てくると、もっと読まれるようにな

るだろうと思っている。 

「けやき」はもうすぐ 30 年経つのですね。私が関

わっていた頃というのは、できて 10 年くらいです

から「けやき」の黄金時代だったと思いますよ。 

それで 30 年経ってどうかというと、はっきり言っ

てあんまり進歩していないね。その 10 年目くらい

の頃というのは、お互いに友達を増やしましょうと

いうことで、イベントとかお祭りをいっぱいやった

んですよ。そのことは今も続いているし、もっと上

手になっている。しかしそれ以上に発展していない

ね。コミセンとはいろんな段階がきて、最初はそう

いう仲良しをたくさん作る、集客的には課題解決に

もっていかないといけないんだと言うけれど、私は

外から見ていてあんまり感じない。 

 

 

 

 

「けやき」もこれから、より使いやすい地域に

馴染むような施設をつくる、という事も大事だ

と思うんですけれども、一方で「けやき」から

町に何かを働きかけていく、そういうベクトル

というのも大事なんじゃないかと思います。こ

れからの町をどうするかという、そういう発想

に立って現役のメンバーのみなさんがこれから

どんな町にしていくか、そのために「けやき」

がどんなふうに貢献していくのか。具体的にじ

ゃなくてもいいと思います。夢物語のような事

でもいいのではないでしょうか。 

 

 

僕なんかがやっていた頃はイベント重視で

すからね。男が集まる時には「利き酒大会やり

ましょう」というと他の町からもわ～と人が集

まりますよ。で、それはそれで男性のコミュ二

ケーションという事で意味のあることなんだ

けど、これからはもっと大きな課題解決という

問題だね。今はお祭りとかそういうのは上手に

なられたから、次は何でしょうかね、課題は。 

というところに、少なくとも運営委員や協力員

が向かなければならない時期になっている。 
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旧 

旧
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旧

 
 

旧 

コミセンとはどんなことをやっているのか、その辺があまり伝わっていないところがある。 

最近、イベントでけっこう子どもを集めたりしているので、その点では少しずつは親御さんも分

かってきてくれているのだろうと思うけれども、やっぱりもっともっとそういう新しくこられた

方々にアピールできるような、そういった何かがあればいいかな？と思います。子ども相手のイ

ベントは、いろんなところでたくさんやっていますが、大人向けの物が少ないですね。特に男性

が参加しても面白いかな、というものが少ない。大人が面白いなぁと思うようなイベントは何か

考えられませんかね。そこから自由な発想が出てくると思います。今は茶社がありますけどね。 

 

 

旧

 
 

旧 

新 

 



★「けやき 」への提案★ 

 

「けやきコミセン」のなぜ   その１ 

武蔵野市のコミセンには、自動販売機を置いているところが少なくありません。 

のどが渇いた時、ちょっとくつろぎたい時など、飲み物が手軽に手に入るのは、コミセンとしてと

ても魅力的ですね。 

ところが、けやきコミセンには自販機がありません。近くにコンビニがあるとはいえ、ちょっと

不便でしょうか。でも、これには理由があるんです。コミセンは人と人がつながる場です。 

自販機を置くことで、人がつながるチャンスを減らしてしまったらもったいないというのが、その

理由です。自販機を置く代わりに、いつでも飲める「麦茶」を用意することにしました。窓口に声

をかけていただければ、熱い麦茶を差し上げています。また、50円いただきますが、コーヒーも提

供しています。「麦茶をください！」「コーヒーを入れていただけますか？」・・・けやきの麦茶やコ

ーヒーには、こんな「言葉のやりとり」をきっかけにして、いろいろな会話が生まれたらいいなと

いう願いが込められているのです。そして、お茶やコーヒーを飲みながら、利用者どうしの会話が

はずんだらいいなと思います。コミセンに集う方々に飲み物を提供することも、人と人を結びつけ

る「仕かけ」のひとつになっているのです。実は、もうひとつ理由があって、それはゴミ問題です。

空き缶やペットボトルなど、飲み物にはゴミがつきものですが、けやきには「できるだけゴミを少

なくしたい」という想いがあります。けやきに「ゴミ箱がない」のもこの想いと関係するのですが、

それは次回の「けやきコミセン」のなぜ   その２でご説明しましょう。    （Ｅ） 

                                     

 

★座談会を開催して★ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

旧の方のご意見は、今の「けやき」のまちづくりは内向きになっている、もっと外に打って出なさ

いということでしょう。それから地域のビジョンを持て、地域のためになることをやれということか

な。きっと「おもしろ発見会議」の頃の「けやき」が頭にあるのでしょうね。 

新しい男性が入りご意見をうかがって、これからいろいろな新しいことを考えていく下地はあると思

います。頑張れ男たち、「けやき」の未来はあなたたちにかかっている！         （T） 

 ※「おもしろ発見会議」→1993年度のまちづくり総合計画です。詳細はけやきの窓口にまとめの冊子を置いてあります。 

－5－ 

再来年は 30 周年（2019 年）

ですよね。周年行事というのは

ベテランの方や OBの方と、現役

の方やもっと若い方との一つの

交流の場だと思います。そうい

うところで昔の事とか、地域の

方から見て今のコミセンはどう

か？とかそういう投げかけみた

いなのが周年行事であってもい

いんじゃないかな？ 

 

 

 

夢を夢として語るということはすごく大事なことだと思

う。例えば※『樹木物語』これにもものすごくヒントがあっ

て、現状どうなっているのかという事を調べたらすごい面白

いと思います。新しい木も出ているし、僕は続編を出してほ

しいなぁって思いますよ。※お店マップにしても新しいお店

もできているし、続編を作ることによって、コミュニティで

会話をすることは楽しいんだって事が分かると思う。こうい

う事は作る人が一番楽しいのですから。 

   ※地域の木やお店をまとめて載せたものです。 

ご興味のある方はけやきの窓口に置いてあります。 

    

 

 

 

 

 

年配の男性は今どこへ行って何をやっているのかと言うと、

多分いろんな施設を回っているんだと思う。「けやき」として、

新たな隠れた潜在的なニーズに対して何か発信できるようなも

のが作れたら、それは「けやき」の新しい展開、発展的な展開

になっていくのかなぁと思います。 
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旧 

旧

 
 

旧 

新 

 
 

旧 



    校長 藤橋 義之 

今年の学芸会は、１・３・５年生、むらさき学級、いぶき学級が音楽発表、２・４・６年生が演劇発表でした。

のべ 1775 人という多数の保護者、地域の皆様の参観をいただきました。舞台と客席が一体となり感動を共有す

ることができました。 

＜１年・２年＞昔遊びの学習をしています。日本の伝統文化に親しみながら人との関わりを深めています。地域

の皆様にもゲストティーチャーとしてお世話になっています。 

＜３年・４年＞正門と西門に地域の青少協や福祉の会の皆様からお手伝いをいただき、花植えをしています。綺

麗に咲いている花を見ますと気持ちが和みます。 

＜５年＞   セカンドスクール報告会を４年生や保護者、お世話になった戸狩の方々に向けて発表し学びを深

めました。 

＜６年＞   12月 1日の連合音楽会に向けて練習中です。ふれあい祭りの準備もしています。 

＜むらさき・いぶき＞２泊３日の合同移動教室を行いたくましくなりました。 

 本校の子供たちがたいへんお世話になっております。これからもよろしくお願いいたします。 

 

 

                                    校長 竹山 正弘 

10 月２８日(土)に行われた四中祭は、学校を挙げての大切な一大イベントです。今年度のテーマ＆スローガ

ンは『Happiness～創造しよう、幸せの瞬間（とき）を～』でした。生徒たちは、“自分にとって幸せとは何か？”

“相手に幸福感をもってもらうためには何が大切か？”等を考えながら準備をしてきました。躍動感にあふれ

表現力豊かな舞台部門や、創意工夫を凝らした作品の数々や念入りに取り組んだレポートや新聞等の展示部門

はどれも見応えのある内容で、生徒たちの自由な発想と探求心には感心させられました。 

多くの保護者・地域の方々にご覧いただき、温かい拍手やお声がけをいただきましたことに、心よりお礼申

しあげます。 

 

四中祭 

 

大野田小学校の２学期 

各学校の活動の様子は、ホームページをご覧下さい。 

 

大野田小学校 http://oonoden-e.musashino-city.ed.jp/                                

第四中学校  http://dai4-jh.musashino-city.ed.jp/ 

けやき夏まつり 
 

いつも行列のやきとり屋さん ヨーヨーつれたかな？ 

平成 29年８月 27日(日) 

今年の夏まつりは天気にも恵まれ、びっくりするほどたくさんの方々においでいただき、盆踊り・ア

トラクション・模擬店・その他さまざまな企画を心から楽しんでいただけたようで、私としては過分な

ご褒美を頂けたような気分です。カレー・お団子・かき氷・焼きそば・やきとりなどなど全て美味しく、

肝試しやスタンプラリーも子どもたちに大好評でしたが、津軽三味線・フラダンス･ストリートダンスが、

どれも地域の人たちの力と言うのが、素晴らしいです。 

準備から運営、片付けまで、けやきのチームワークをひとしお感じたイベントでした。（Ｋ） 

 

－６－ 

 

レタリング 
本物そっくり！ 

http://oonoden-e.musashino-city.ed.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けやき まちづくりフェスタ 2017 

「この指とまれ」形式のまちづくり局によるフェスタは 11月 4日（土）、5日（日）

に昨年同様 文化祭と同時開催しました。まちづくり局全 13チームの活動をまとめ、

それぞれのチームの紹介と報告をパネル展示しました。 

 

今年も開催しました 

1 日目は本年度から活動を始めた２つの新チームが体験ブースを開きま

した。パラリンピック正式種目となったボッチャを楽しむボッチャ楽笑会

による「ボッチャ体験」。 

0 歳～未就学児の親子で集まり、遊んだり情報交換をするこもれびひろ

ばは「親子ひろば」を行いました。 

２日目はその他のチームの活動紹介を兼ねた

ブースを開きました。毎年恒例のガーデナーズ

による「花市」、からだほぐしとお食事の会の「脳

トレパズル」、ぱそこん倶楽部では「PCでつく

る水彩画」、ゲームを楽しむ会の「ボードゲー

ム」、アートくらぶは「楊枝入れ・箸入れづくり」

を行いました。まちづくり局のメンバーで協力

して、珈琲とドライカレーの販売も行いました。

恒例のスタンプラリーも好評でした。 

 

普段のけやきとは一味違

う活動を来場者のみなさ

まに喜んで頂いた２日間

となりました。 

 

けやきまちづくり局 

 

天文台は世界最先端の観測施設を擁する日本の天文学の 

ナショナルセンターです。 

けやき塾は今回、未知の世界を知る、また知識を深め人の繋

がりを広げていくことを目的に、皆で宇宙に対して興味深いお

話を伺いました。ハワイ島に世界最高水準の望遠鏡で、すばる

望遠鏡があります。研究が日々、進み、次世代長大型望遠鏡

（TMT）が日本を含む 5カ国の協力で 2014年に建設が開始され

ました。現在の宇宙では、銀河は群れをなして分布しています

が、TMTでは、宇宙で最初の星と銀河がいつどのように誕生し

たかまで成長する現場を詳細にとらえることが可能だそうで

す。地球型惑星の姿をとらえ、生命の兆候を探ることにもなる

そうです。 

宇宙に果てしないロマンを感じる一日でした。   

 

上の写真は（ＴＭＴ）の一部。この大

きな羽が 429 枚重なって口径 30ｍの

次世代長大型望遠鏡を作ります。 

－７－ 

国立天文台三鷹を訪ねました。 

12月１日（金）まちづくり局 けやき塾 



30 周年に向けて、いろいろな企画が進んでい

ます。「男たちの座談会」もその一つ。今「けや

き」も含めて市民団体がみんな抱えてる問題は、

メンバーの高齢化と若いメンバーの減少。僕も

高齢化。なぜって座談会の旧メンバーをみんな

知っていますから。 

 

編集後記 

 

  

知人の方に勧められて、コミセン自体の内

容もよく理解しないで運営委員となりまし

た。時々の窓口当番、どんと焼きやけやきま

つりのお手伝いと参加はいたしましたが、き

っと足手まといで御迷惑をおかけしたと思

います。 

現在は少し仕事の内容を理解して、親切に

教えていただきながら又楽しみながら、もう

少し頑張ってみようと思っております。私を

含めて、すばらしいコミセンが住居の近くに

ある事を皆様に知って頂き、利用して頂きま

す様にと願っております。(Ｔ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ｔ 

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～9 月 ６時まで ７時まで 

10 月～3 月 ５時まで ６時まで 

 

落ち葉掃きをしました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

年末年始の休館日 

12月 29日(金)～1月 5日(金) 

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★   

 

稲産の 

 運営委員のつぶやき  
  

けやきが表彰されました。  

11 月 30 日(木)東京消防庁より「優良防火対象物維

持による消防総監表彰状」をいただきました。 

秋の火災予防運動に 

あたり、火災予防及び 

人命安全対策の推進に 

協力したということで 

評価されました。 

 

11 月 26 日(日)市内一斉清掃の日に落ち葉掃

きをしました。武蔵野第四中から副校長先生

をはじめ１、2 年の 14 人の生徒さんがきて

くださり、ヤングパワーに刺激をもらい作業

もはかどりました。公園で遊んでいた保育園

児も小さな手いっぱいに落ち葉を集めてお

手伝いをしてくれました。素晴らしい紅葉の

下、気持ちのよいひと時になりました。 

 

 

11 月 1 日(水) 武蔵野市総合体育館の 

メインアリーナにて「交換会」が開催されま

した。市内の４チームがチーム対抗戦で勝敗

を競いました。けやきで毎週火曜日に開催し

ている地域健康クラブのメンバーは約 30

人。この優勝を機に皆さん更にやる気パワー

が出てきて生き生きと参加されています。 

－8－ 

http://keyaki-c.com/

