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新年度がはじまりました。

リニューアル工事が
はじまります。
今年は縁日風

～あそべる出店、

6 月から 1 月末（予定）まで
休館になります。

屋台にフリマ・・わくわくがいっぱい。
みんなで窓ガラスアートを完成させよう！

おいしい～ たのしい～ うれしい～

バリアフリーとしてエレベーター設置

出会いがまっていますよ～♪

工事とともにリニューアルします。
ご不便をおかけしますが
もっと素敵なけやきコミセンのために！

『夏まつり』はありません。

ご理解、ご協力をお願いします。
リニューアル後の部屋の予約等については

『どんど焼きとむかしあそび』は

市報や、けやきコミセンホームページで

実施します。
２０２０年１月１１日(土)

お知らせします。

新しいけやきで
何をしましょうか？
ぜひご一緒に！

リニューアル工事後、
記念イベントを計画しています。
お楽しみに～
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第３４回住民総会
２０１９年４月２０日（土）ホールにて

代表挨拶

議長には浅野晴美さんが選出され、
・２０１８年度活動報告、会計報告、監査報告

寺島芙美子

・２０１９年度活動方針案、予算案

新緑の美しい季節、住民総会も無事終

・運営委員、監査委員が承認されました。

了し、令和元年がスタートします。日頃より
皆様の、ご支援、ご協力のお陰で今年度

住民総会に先立ち、自閉症チャレンジピアニスト(吉祥寺北
町在住)

坂東翔一郎さんをお迎えしてピアノ演奏会を行い

ました。どの曲目も春を感じる温かな演奏でした。ピアノ伴
奏とともに歌う曲目では、館内に

30 周年を迎えることが出来ます。また、長
い間話し合いを進めてきたエレベーターの
設置も決まりました。工事のため 6 月から
令和 2 年 1 月（予定）まで、休館となり、

すてきなピアノと歌声が響き

ご迷惑をお掛けすることになります。

ました。初めての長期休館前

開館して 30 年の節目に運営委員一同新

の総会の始まりに、地域の皆

たな気持ちで、多くの皆様に愛され、利用

さまと運営委員の気持ちをつ

しやすいコミセンを目指して、更に努力して

なぐ貴重な時間となりました。

いきたいと思います。

２０１８年の活動を振り返って
４月２１日（土）住民総会
２７日（金）新運営委員研修
５月２０日（日）けやきまつり
（３大イベント）
２３日（水）第１回運営委員懇談会
けやきまつり・５丁目町会のおだんご

６月１８日（月）草むしり
７月２５日（水）第１回窓口研修会

四中生徒会と一緒に落ち葉はきをしました

８月２６日（日）けやき夏まつり（３大イベント）
１０月１３日（土）まちづくりフェスタ
14.15 日(日、月）川上村ライブツアー（文化企画）
２０日（土）あったかまつり
２８日（日）支え合いステーション訓練
けやき夏まつり・大野田の先生と一緒に焼きそば

１月１２日（土）どんど焼きとむかしあそび

３１日（水）第２回運営委員懇談会
１１月２１日(水) 奥多摩バス研修
２５日（日）落ち葉掃き

（３大イベント）
３０日（水）第２回窓口研修会

１２月１９日（水）大掃除

２月 ３日（日）ミニミニコンサート（文化企画）
１７日（日）コミセン対抗ピンポン大会
２０日（水）防災訓練
３月２３日（土）候補者総会

－２－

どんど焼きとむかしあそび

平成３１年度 運営委員の紹介
北町３丁目

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 染谷千代美 鹿子木孝子 栗原彩子

北町４丁目

西山多恵子 長谷川芳子 杉本晃子
宇田川みち子 冨秀子 中村かおり

北町５丁目

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 中村英子 今川建夫 藤原由美子
大石恒子

市

内

金子ゆたかこ 山井恵子 花山サト子
諏訪泰代 江口晃美

市

外

江上渉 石川博一 草場純

《会計監査》

清水範男

寺島芙美子 菅野耕一

千綿澄子 小林美菜

佐藤江里子 調悦子

菊池由美子

運営委員

５５人

会計監査

２人

協力員
人人

平成３０年度 会計報告
平成30年度決算

平成31年度予算

備

考

【委託金の部】
収入
・指定管理委託費

5,972,000

4,281,000

収入合計（Ａ）

5,972,000

4,281,000

5,718,168

4,131,000

支出
・窓口当番手当
・修繕費

145,024

150,000

支出合計（Ｂ）

5,863,192

4,281,000

精算額（Ａ－Ｂ）

108,808

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）

2,104,000

2,104,000

500,470

417,767

3,294

5,000

2,607,764

2,526,767

支出
・事業費

862,668

900,000 まつり経費・まちづくり局・文化企画など

・運営費

502,316

476,767 運営会議費・ダスキン交換・ピアノ調律など

・消耗品費

365,104

400,000 コミセン内の文具や蛍光灯など

・印刷製本費

289,499

270,000 コピー機チャージ・リース料など

・通信交通費

50,610

・研連負担金

20,000

・備品費

99,800

・予備費
支出合計 （Ｂ）
翌年度繰越額（Ａ－Ｂ）

60,000 電話の契約料,使用料・送料・交通費など
20,000 コミ研連年会費
100,000 施設備品購入

0

300,000 補助金交付までの準備金

2,189,997

2,526,767

417,767

0

平成 30 年度
修繕は学習室・トイレのライト、子どもルームのガラス、和室の障子張替

―
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１３６人

国立のまちづくりを見学（けやき塾）

新しいロゴマークができあがりました！

～3 月 17 日（日）～

－けやき 30 周年記念－

まちづくり局のひとつである「けやき塾」では
国立のまちを巡り歩きました。武蔵野市にはあま
り無い、まちづくりの取り組み方を目にして、楽
しく新鮮な経験でした。
その中の一つ、谷保駅から近い「くにたちはた
けんぼ」では NPO 法人くにたち農園の会の代表
からレクチャーを受けました。武蔵野市とは異な
って個人利用は出来ず団体を対象に受け付けて
いるのが特徴で、親子対象の農業体験などのイベ
ントを開いているとのこと。近くには古民家を借
りた子育て支援のコミュニティスペース「つちの
こや」があり、見学当日には親子が一緒に味噌作
りに取り組んでいました。
また、外国人観光客が木造アパートに民泊（ゲ
ストハウス「ここたまや」
）して日本の日常生活
を体験し、同時に田畑での農業体験ができるとい
うプログラムもあり、野菜収穫や餅つき、芋煮会
などを体験してもらっているとのことでした。
（S）

このロゴマークを作成してくれたのは、30 年
前の開館当時に成蹊大の学生で、パンフレット
のイラストやニュースの作成などを担当してい
た横山博彰さん。これからのけやきを象徴する
ようなロゴマークをつくるため、いまのけやき
コミセンを見ていただき、新しいロゴマークが
生まれました。

連載
その７

けやきコミセンの「なぜ・・・？」

なぜ、「けやき」の窓口には仕切りがないの？

運営委員のつぶやき・・・

けやきコミセンの玄関を入るとすぐに受付の窓口が
あります。木質のカウンターになっていて運営委員が

夫が認知症になってからふたりで散歩をする
のが日課になりました。少しでも長く自分の足で
歩けるように、少しでも記憶が消えないように
と、歩きながら表札の文字や標識の字を読んでも
らったり、季節ごとに咲く花の名前や色を当てて
もらったり。なかでも、けやきコミセンの前の道
を歩くときはチューリップ、パンジー、バラ、
ツツジ、あじさいなどの花を見て楽しみました。
昨年の 4 月から運営委員の仲間に入れていただ
きました。コミセンの庭に咲く花々は運営委員や
ガーデナーズの方々の真心のおかげ様と知りま
した。また、目に見えない係があり、それを積極
的に担っていることでコミセンが成り立ってい
ることがわかりました。
障がい者センターの人たちや保育園の先生と
子どもたちが立ち寄るけやきコミセンは、地域の
オアシスのような役割も果たしているのではな
いかと感じました。
（T.O）

交代で務める窓口当番がいます。ほかのコミセンの窓
口にはガラスの仕切りがあって、小さな窓ごしに窓口
係と利用者がお話しをする構造のところもあります。
けやきコミセンでは、来館者と直接お話することを
大切にしています。仕切りがないオープンなつくりに
なっているのは、こうした願いがあるからです。みな
さんの要望や感想など、窓口当番にお聞かせください。
（E）

編集後記・・・本号が今年の最終号です。６月からはエレ
ベーター設置のために「けやき」は改修工事に入ります。
次にみなさんにお会いするのは来年の２月。その時には、
主に「けやき」の３０周年と設置されたエレベーターについ
てお届けします。３１年目の新しい「けやき」にご期待くださ
い。（T）

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
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★

－４－

