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今年度『けやき』は 30 周年を迎えます。
現在けやきコミセンでは来館者を巻き込んで、みんなで
楽しめるワークショップを企画しています。
けやきコミセンのガラス窓に創った“けやきの木”に
みんなが描いた絵をはりつけ、楽しい作品に仕上げていき
ます。この企画は 5 月 19 日(日)の「けやきまつり」まで
開催しています。どなたでも、いつでも参加できます。
ぜひ、けやきコミセンに来てください。

2019 年度住民総会

※長期休館のお知らせ※

2019 年 4 月 20 日(土曜日)
13 時半～ピアノ演奏
「自閉症のチャレンジピアニスト
北町在住 坂東翔一郎さん」
14 時～ 住民総会

2019 年 6 月～2020 年 1 月末まで（予定）
エレベーター設置などの工事のため
休館になります。詳細については、
ホームページ、掲示板でお知らせします。
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「けやき」の運営委員ってなにしてるの？
大まかに ３つの役割があります。
・コミセンを管理・運営すること

管理・運営する

・全員が係を担う

これらは 30 以上ある係の一部です！

・ホームページ係
・会計
・防災担当
・季節の飾りつけ係
・花係
・照明器具管理購入係
・トイレットペーパー係
・倉庫係
・ふきん・湯のみ・コーヒーカップ係

企画する

窓口業務

・部屋貸し受付

・けやきまつり

・電話対応

・夏まつり

・来館者対応 など

・どんど焼きとむかしあそび
その他 地域の方に喜んでいただける

あなたにぴったりの係もありますよ！

いろいろな企画

運営委員でよかった
と思うこと…

新人運営委員のひとこと
春。 新人研修でけやきの精神を学び、館内を見学して
入ったことのなかったお部屋や、倉庫に様々な品物が整
頓されているのを見て驚き。

＊地域を知ることができた

夏。

＊年代を超えた知り合いができた

の方とお話しし、利用者の方とのやり取りでたくさんの

･運営委員同士で…来館者と…おまつりで…
＊地域に知り合いが増えた

初めて窓口に入り、まごまごしながらも先輩委員

出会い。
秋。

運営委員会でイベントの提案にハイハイと手が挙

･地域で挨拶をかわせる人が増えた

がって実現されていく様子を見て感動。

･自分のいない場所でわが子を見守ってくれ

冬。 どんど焼きで他のコミセンや学校の PTA と協力

る人が増えたという安心感
＊普段の毎日では味わえないようなやりがいや
達成感！

して 1,000 人もの来場者のあるイベント実行に初参加。
子供が学校を卒業して肩の荷が下りたところで、発見
と出会いがたくさん詰まった 1 年になりました。
（M.M）

･企画を通して

4 月 20 日（土）13 時 30 分～ けやきコミュニティ協議会の 住民総会 で
運営委員になることができます。
さあ！あなたもけやきの運営委員になってみませんか？
「けやきコミュニティセンター」通称けやきコミセンは、建物のこと。
「けやきコミュニティ協議会」は
まちづくり、コミュニティづくりをすすめることを目的として集まった団体のことなのです。
―２―

暖かくなりましたね～
けやきコミセンに遊びに来ませんか？
けやきまちづくり局

ゲームを楽しむ会
ゲーム会では毎月第三火曜日午後１時半から定期的に活動を
き

す

の

か お る こ

しています。例えば昨年１２月１８日には、日本バックギャモン協会代表の来住野香子さんに来館い
ただき、バックギャモンの初心者指導を丁寧にしていただきました。
ゲーム会としてはその他に、ピーパー、投扇興、市場の商人などのあまり人に知られていないゲー
ムや、最近の新しいボードゲームやカードゲームの紹介をし、楽しんでおります。申込み制ではありま
せんので、お気軽に遊びにきてください！

～ご近所さんのご紹介～
お楽しみのランチタイム♪

テンミリオンハウス

「ふらっと・きたまち」
北町に開館し、今年の 4 月で 3 年目を迎えます。
男性の利用が多く他のテンミリオンハウスにはあまり見られない
光景です。将棋・囲碁・麻雀ではなく、利用者同士の話で盛り上がっています。男性も女性と一緒で
話し相手が必要なのだと実感しています。体操や太極拳などのプログラム、歌・手芸・ちぎり絵等の
プログラムも皆さん楽しそうに参加していますが、一番「ふらっと・きたまち」がにぎやかになるの
は昼食の時です。スタッフの心のこもった料理を楽しみながら一段と会話が弾んでいます。また、だ
れでも触れるパソコンもフロアに置いています。
新しいゲームの導入も検討しています。利用者同士の楽しいふれあい
が増えることを今後も考えながら運営していきたいと思っています。
是非一度「ふらっと・きたまち」に足を運んで下さい。
施設長 西尾三郎

武蔵野第四中学校が表彰されました！

ある日のメニュー「そぼろご飯」

ふらっときたまちの詳細
住所

吉祥寺北町５－７－９

☎

５６－８５３７

開所日

火曜日～土曜日

開所時間 午前１０時～午後４時
(日曜、月曜、祝日は休館)
昼食は一食４００円（要予約）

第 32 回東洋大学「現代学生百人一首」、テーマは「現代
学生のものの見方・生活感覚」を基準に審査され、全国から
57,446 首の応募があり、１００首の入選作品の中に四中の
3 名が入賞しました。また、学校全体で取り組み多数の優れ
た作品の応募に対し、学校特別賞（全国から５校の）を受賞
しました。
「携帯をみつめてばかりの若者よ 私の祖母に席をゆずって」
2 年 髙田 乃瑛
「貝がらをのぞけば見える思い出の祖父母の笑顔と天草の海」
2 年 中村 日名子
「二歳の子助けてくれたヒーローはやさしい心の七十八歳」

コーヒー５０円

2 年 根岸 颯太
―
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みんなで楽しみました！

「ミニミニコンサート」

「 どんど焼きとむかしあそび 」を
開催しました！
1 月 12 日（土）に新春恒例の「どんど焼きとむ
かしあそび」を大野田小学校校庭で開催しまし
た。途中、雪が舞うなどとても寒い日でしたが、
初めて来てくれた獅子舞も好評、元気な子どもた
ちやたくさんの方々の笑顔があふれました。ご協
力、ありがとうございました！

～ 2 月 3 日（日）～
コミュニティルームに準備した席が足りなくなる
ほど多くのみなさまにお集まりいただき、様々なジ
ャンルの楽しい音楽とマジックショーを一緒に楽
しみました。文字通り
「みんなで楽しむ」ひと
時を提供できたのではな
いかと文化企画実行委員
一同うれしく思っており
ます。
出演者のみなさま、
ありがとうございました。
来年度も素敵な企画をお
届けできたら…と思います。

連載
その６

けやきコミセンの「なぜ・・・？」

なぜ、
「けやき」には花が多いの？
玄関先や庭先に鉢植えの花が置いてあるのは、まちの
なかでよく見かける風景。
「きれいに咲きましたね！」
「この花の名前は？」など、花をめぐって通りがかり
の人とお話をすることもありますよね。花がきっかけ
になって、人と人とのコミュニケーションが生まれる
ことがあります。だから、けやきコミセンの「ガーデ

運営委員のつぶやき・・・

ナーズ」というグループなどが、コミセンの周辺やま
ちの中に花を咲かせています。5 月に開催される「け

「あっちの水は甘いぞ、こっちの水は苦いぞ」と
“ホタル来い”の童謡にあるように、どちらの水
かわからないまま、声をかけていただいて「けや
き」の仲間に入れていただきました。気持ちの中
に初心者マークをつけた窓口当番は、電話が鳴る
たびに心臓がドキドキ。パソコンへのデータ入力
しているときに側で心配そうに見守られると、手
の震えが止まらないほど緊張しました。ひとつあ
りがたかったのは、運営委員のみなさんのお名前
がわかるようになったことです。
2 月 3 日に開催された「ミニミニコンサート」は、
毎年行っている八幡宮の豆まきと重なったので、
迷いつつもコンサートを聴かせてもらいました。
そしてあまりの素晴らしさに椅子に釘付け状態
で、最後まで楽しませていただきました。お世話
をしてくださった方々に感謝の気持ちでいっぱ
いです。
（T.S）

やきまつり」では花苗の販売があります。まちの人と
人をつなげるお手伝いがしたい・・・けやきコミセン
ではそんな想いで花を育てています。

（E）

けやきコミュニティ協議会

※ムーバス＜北西循環＞けやきコミセン下車、すぐ
武蔵野市吉祥寺北町５－６－１９

編集後記 ・・・ これから「けやき」は今まで経験をした
ことのない大変な時期を迎えます。それは今年 6 月からの
長期休館です。
これまで「けやき」は館を拠点に様々な地域活動を行って
きました。それがしばらく出来なくなります。しかし 5 月までは
元気に活動します。まず 4 月の「住民総会」、それから 5 月
の「けやきまつり」。特に「けやきまつり」は、このニュースの
編集委員の一部が中心になって、ワクワクする新しい企画
を検討中なので、乞うご期待！（T）

－４－

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。
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★

