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エレベーターが完成し、それに伴い館内をリニューアルしました！ 

代表挨拶    島森和子 

令和２年度けやきコミュニティ協議会は運営委員 

４６名でスタートしました。今年は新型コロナウイ 

ルス感染症予防対策として、武蔵野市１６のコミセ 

ンが３月から６月まで閉館になり、利用に関して、 

市民の皆様にはご不便をお掛けしました。 

けやきコミセンも７月から開館となりました。地域の皆様の健康を 

第一に考え、積極的に予防策（換気、消毒、検温、マスク着用）に 

取り組んでまいります。部屋の使用に関しては、少しでも安心して 

使えるように工夫していきます。徐々に活動しながら、将来的には 

イベントの実施など、明るく楽しい、コミュニティ活動が取り戻せ 

るよう、運営委員全員で、話し合い、一丸となって館の運営に取り組 

み、地域の皆様と共に歩んで行きたいと思っております。 

 

 

 

 

ニュース けやき コミュニティ 

 

新年度が始まりました 

 

令和２年度 第３６回住民総会は、 

大勢の集まりができない為、資料を 

コミセンに掲示、ホームページに載 

せる形にし、地域の方々のご意見等 

を受け付けました。 

地域の方々が楽しみにしていた５月

けやきまつり、８月夏まつり等のイベ

ントは、参加者はもちろん、準備での 

人の集まりが生じるため、残念ですが 

中止させて頂くことになりました。 

住民総会 

くつ を中で脱ぐ 

ようになったよ！ 

エレベーター 看 板 

子どもルーム 



２０２０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 高石優 高石加奈子 高田昭彦 関律子 

中澤幸子 渡部正子 古谷哲男 鹿子木孝子 染谷千代美 
 

北町４丁目  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  
 

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 村井智子 北本雅子 飯田美雪 吉川裕子 

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 千綿澄子 諏訪泰代 堀井康司  

井戸まり子 松戸秀彦 
 

市   外  石川博一 調悦子 佐藤江里子  

  

《会計監査》  菊池由美子 木下亜利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計報告 

 

2019年度決算 2020年度予算 備　　考
【委託金の部】
収入
　・指定管理委託費 4,281,000 5,955,000
　収入合計（Ａ） 4,281,000 5,955,000
支出
　・窓口当番手当 1,458,568 5,805,000 　2人体制分
　・修繕費 150,000 150,000 　簡易な修繕分
　支出合計（Ｂ） 1,608,568 5,955,000
精算額（Ａ－Ｂ） 2,672,432 ＊収支差額は市に返還

【補助金の部】
収入
　・市補助金 1,472,800 2,104,000
　・前年度繰越 417,767 586,905
　・雑収入 36 1,000
　収入合計（Ａ） 1,890,603 2,691,905
支出
　・事業費 362,899 900,000 まつり経費・まちづくり局・文化企画など
　・運営費 382,056 540,905 運営会議費・ダスキン交換・ピアノ調律など
　・消耗品費 159,125 450,000 コミセン内の文具や蛍光灯など
　・印刷製本費 239,801 300,000 コピー機チャージ・リース料など
　・通信交通費 48,817 81,000 電話の契約料,使用料・送料・交通費など
　・研連負担金 20,000 20,000 コミ研連年会費
　・備品費 91,000 100,000 施設備品購入　
　・予備費 0 300,000 補助金交付までの準備金
　支出合計　（Ｂ） 1,303,698 2,691,905
翌年度繰越額（Ａ－Ｂ） 586,905 0

2019年度　
　修繕は入口横花壇のプレート看板
　備品はコミュニティルームの椅子４脚を購入しました。

－２－ 

運営委員 ４６人  

会計監査   ２人                        

協力員  １７７人 

人人 

 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.wanpug.com/illust/illust3597.png&imgrefurl=http://www.wanpug.com/illust249.html&docid=ShBNk04Q-lmyyM&tbnid=-lZyUc-r3kKY7M:&vet=10ahUKEwjluKPvmsnTAhUCKJQKHf0rAiAQMwg0KBMwEw..i&w=1494&h=1007&bih=542&biw=1138&q=%E7%84%A1%E6%96%99%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%20%E6%9E%A0&ved=0ahUKEwjluKPvmsnTAhUCKJQKHf0rAiAQMwg0KBMwEw&iact=mrc&uact=8
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30 周年記念誌を

ご希望の方は 

窓口にお申し出く

ださい。 

祝う会 2020 年 1 月２２日  

松下市長ご祝辞 

寺島代表 挨拶 

好天に恵まれ、市長、市の関係の皆様、地域の団体の皆様、各コミセン役

員の方、基本設計の早川先生など大勢の来賓の方にご臨席いただき、和やか

に式典・祝賀会を行うことができました。いただいたご祝辞からけやき開館

への熱い思いを改めて感じ、今後の活動の糧としていきたいと思います。 

祝賀会でも和やかにたくさんの方々と交流を深め地域のつながりの大切

なことを実感しました。 

 

一堂に顔を合わせる機会のあまりない協力員の皆さん

がたくさん参加されて、運営委員とともに祝うひと時を持

つことができました。改めてたくさんの力があってけやき

コミセンの活動が活発にできることに感謝です。 

楽しみにしていた 3 月 1 日に予定して

いた記念のスティールパンバンドのコン

サートは新型コロナ感染拡大防止のため

延期しました。 

 

式典祝賀会 2020 年２月２日 

けやきまつり 

30 周年記念コーナ

ーは成蹊学園けやき 

循環プロジェクトの

皆さんとけやきでコ

ラボ。楽しくつなが

りました！ 

けやきコミセン 30周年！ 



  

－４－ 

編集後記・・・ 
コロナ不安は続いていますが、「けやき」の活動が 3 ヶ月
遅れでスタートしました。今年のニュース担当は 5名、新
しい編集長を迎えて張り切っています。地域に必要な情報
を集めて発信していくと共に、様々な問題にも積極的に取
り組んでいきます。これからのニュースの活動に、乞うご
期待です！ (T) 

 

t 

＊  開館に向けてのご案内 ＊ 

◆入館に際して  

全ての方は マスクの着用し 

入り口で手指消毒  

窓口で検温 

※体調の悪い方は入館をご遠慮ください。 

・チェックシートを記入（団体用・個人用） 

・トイレだけ利用の方も同様の入館の手続を

お願いします。 

・館内ではなるべく距離をおき、大声での 

おしゃべりなどはおひかえください。 

 

＊開館に向けての当面の方針です。感染状況や、 

都や市からの要請、また開館してからの様子に 

より変わることも多いと思います。 

窓口でご確認ください。 

けやきコミュニティ協議会 

水曜日 休館 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ  

http://keyaki-c.com/ 

空き部屋状況がホームページで確認できます。 

ツイッターで情報発信しています。 

★AED・防災無線を設置しています★   

※ムーバス＜北西循環＞ 

けやきコミセン下車、すぐ 

◆部屋の利用人数 ・・当面の間収容人数を半分 

ホール     15人まで 

学習室     16人まで 

和室ふそう  8人まで 

和室けやき  8人まで 

工作室    8人まで 

茶の間    4人まで 

コミュニティルーム 15人まで（短時間の休憩のみ）  

※7月はキッチン・子供ルームは利用できません。 

※小学生のみは安全のために 9月からの利用になります。 

３月２日からの閉館にあたり、イベントや部屋のキャンセルにご協力ありがとうございました。 

 

武蔵野市吉祥寺北町 

５－６－１９ 

Tel&Fax  

０４２２-５４-８７１９ 

７月６日(月)から 開館しました！ 

◆けやきコミセンの利用について 〈市のガイドラインに沿って開館します〉 

▪ 利用時間： ７月 9：30～17：00  ８月以降 9：30～21:00  １コマのみの利用 ・・間に消毒をするため 

           朝 9:30～12:30  昼 13:00～17:00  夜 17:30～21:00（8月～）  

▪ 利用者は市内在住・在勤・在学（団体内の市外の方はＯＫ） 

▪ 部屋の一人貸しは当面の間できません。・・段階的な開館をするため 

▪ 飲食はできません（水分補給はＯＫ）。食器類の貸し出しはしません。 

▪ エレベーターは１人ずつ乗ってください。 

▪ 利用は主に会議や打ち合わせなど着席して行えること。〈人との距離が近づく活動・体を動かす活動・ 

大きな声を出す活動・飲食を伴う活動など、飛沫感染の恐れのある利用はできません。〉 

▪ 終了後使用した場所の拭き掃除（かんたんマイペットなど）をお願いします。 

◆予約について 

▪ ７月６日(月)～受付 

▪ 当面 1か月先まで  

 

http://keyaki-c.com/

