
ボッチャ楽笑会 

練習再開 1回目の後、 

11月 22日武蔵野総合 

体育館で「ボッチャ東京 

カップ 2021予選会」に 

参加しました。大会参加 

経験値が上がりました！ 

 
 

 

 

 

☆少しずつできることから、小さな活動を

はじめています☆ 

まちづくり局近況報告 

もくじ 

Ｐ１ ・・・・・・・・・ まちづくり局近況報告 

Ｐ２ ・・・・・・・・・ 地域の声 

Ｐ３ ・・・・・・・・・ リサイクル 

Ｐ４ ・・・・・・・・・ けやきコミセン利用案内・編集後記 

けやき・編集後記 

 

Ｐ８・・・・・・・・・ 

第 134号（通算 158号）2020年 12月 8日発行 けやきコミュニティ協議会 

けやき コミュニティ 

ニュース 

  

アートくらぶ 

10月 27日映画会など一般参加のイベントを再開し

ております。人数を少なくして 3密を避け始めてみ

ました。11月 24日ちぎり絵作りを行いました！ 

満員御礼❣ 素敵な作品が出来上がりました。 

ナイトウオーク（第 1・3火曜日 19時～） 

9月から活動を開始しました。揃いの 

黄色のベスト（背中に「けやきコミセン」

記名入り）を着用して、従来通り東、西、

南コースを小一時間楽しく巡回しており

ます。 

よみきかせ紙ふうせん 

(第４土曜日 11時～) 

9 月再開でまだ参加者はチラ

ホラ。先月、参加の女の子は手

遊び、紙芝居・絵本、最後に折

り紙で大満足。外のガラスか

ら何回もバイバイ！嬉しい❕ 

けやきガーデナーズ 

休館中、真夏の炎天下でも 

毎月曜日に花殻摘み、水やり、

草取りを行いました。 

冬に向け、花の植替え準備を考

えております。 

からだほぐし （第 1・3金曜日 10時半〜12時） 

軽体操でのんびりからだをほぐしています。毎回 5 名まで電話で申込

みを受け付けます。水分補給の飲料水は各自持参、マスク着用、体調に

は充分注意して参加ください。 もうしばらく・・・ 

活動休止中チーム 

 けやき茶社 囲碁のつどい 

ゲームを楽しむ会 

 ぱそこん俱楽部 

 けやきあそび隊 

 

 あそび隊 

こもれびひろば （定例 第三月曜日 10時～） 

10月 31日けやきコミセン 

全館が手作りのハロウィン 

装飾になり、密を避け 4回 

に分けて仮装した子どもたち 

がスタンプラリーで回り、 

ハロウィンの雰囲気を満喫し 

ていました。 

 

 

けやき塾 

11月 8日(日)日本の伝統

文化「能の世界を楽しむ」

を、リモートで 2 部屋同

時開催しました。 

感染対策を工夫し、今年

は本を読み解きながら 

人生に役立つ勉強会も行っています。    

 



 

 

 

青少協（青少年問題協議会大野田地区） 

コロナ禍においての活動は「止める勇気」と「試す知恵」が必要でした。地域の理解・協力も得られ、『小中学

校花壇整備』、『おうちでラジオ体操』、『おいもほり』 などは実施しましたが、大事なのは行事実施の有無で

はなく、今の状況で子どもたちの心がどう動いたか。それが彼らの学びや経験につながると信じて、試行錯誤

の活動中です。先ずは物理的距離を取るだけで良しとせず、日常的声掛けと心の寄り添いを目指して。 

詩人フロストの詩より 

「愛情と希求が一つになって 業が命を賭した勝負である時 初めて行いは真の意味を持つ」  

 

テンミリオンハウスふらっと＊きたまち 

プログラムとランチを 7月から再開しています。 

プログラムで人気のある歌の会がまだ開けないのは残念ですが、再開した体操・太極拳・ダーツ・押し花・折り

紙・手芸サロンは多くの方に楽しんでいただいています。何より利用者さんが喜んでくださるのはランチの時間

です。毎日、スタッフが腕によりをかけ、心を込めて用意しています。 

ランチとともに交わされるみなさんの楽しげなおしゃべりをスタッフもほほえましく聞いています。 

現在、火曜日～土曜日 10時～15時 30分まで 感染予防の対策を実施して開館しています。 

ランチ・プログラムのご利用はお問い合わせください。（0422-56-8537） 

 

中学生のための自習スペース＠わくらす 

夕方街角でおしゃべりをしていたり、総合体育館のロビーで過ごす中学生を見かけます。放課後や帰宅後に

「フラッと立ち寄れて心がほぐれのんびりすごせる場所を作りたい」と、私たちは活動しています。 

未だ施行期間のため、開催日は中学校の定期試験に合わせて「自習スペース」としていますが、勉強（教え

てくれる大人もいます）はもちろん、ボーっと過ごすのも、読書もゲームもおしゃべりもＯＫ。 

場所は、わくらす武蔵野の「オリーブのホール」。そっと見守るのは地域有志の私たち。多くの中学生に利用 

してもらいたいと思っています。開催日のお知らせは、わくらす前の掲示板をご覧ください。 
 

大野田福祉の会 

”大野田福祉の会”を知っていますか？皆さまのお家に年 3回緑色の広報誌「ちょっと聞いてよ」をお届けし

ています。大野田福祉の会ではこの地域が子どもから大人まで誰もが安心して暮らせる街となるように活動

をしています。今年度は残念ながら活動が制限されていましたが、今少しずつ歩き始めています。地域内に

ある掲示板でイベントなどのお知らせもしています。お気軽にご参加ください。公共の施設の多いこの街で

様々な施設とも連携をとり、人と人とのつながりを大切に活動を広げていきたいと願っています。 

大野田防災の会 

平成 22年、けやきコミセン、緑町コミセン、緑町 3丁目町会、北町 5丁目町会、緑町 1丁目町会、大野

田福祉の会との協議で検討し、大野田地域防災会として発足しました。東日本大震災以降、第四中学校と

大野田小学校を交互に避難所と見立てた訓練を行ってきました。昨今のコロナ禍のなかで、10月 3日（土）

第四中学校 2年生対象とした防災訓練を行いましたが、毎月役員会をやっているものの実際の訓練は行え

ない状況です。来年 3月に「防災フォ―ラム」を開催したいと思います。 

地域の団体の今の活動についてお話を伺ってみました！ 

 

―２― 

 



 

◆小型家電回収ボックスを設置することになりました！◆ 

設置時期：2021年 2月頃 

小型家電回収品目 

携帯電話 スマートフォン 電話機 タブレット  

USB メモリーカード 各メモリーカード 外付けハードディスク  

ビデオカメラ デジタルカメラ 小型ドローン  

コントローラー ラジオ携帯音楽プレーヤー ICレコーダー 

ハンドゲーム機 ビデオテープレコーダー DVD レコーダー 

ブルーレイレコーダー ドライヤー 電気カミソリ 

電気アイロン ヘルスメーター 電子辞書 電子時計  

電子卓上計算機など 

（注意）回収ボックスの投入口に入るものに限られます。投入の際の注意点をご参考にしてください。 

  なお、設置場所により投入口の大きさは異なります。 

 （注意）個人情報は必ず消去してください。  

 （注意）電池・充電池や記録媒体は取り外してください。 

 （注意）一度投入した小型家電は返却できません。 

 （注意）事業者から出される使用済み小型家電は投入できません。 

 （注意）小型家電本体から取り外せないコードは投入できますが、電源コードのみの投入はできません。 

 

 投入の際のご注意  

・右記品目のみ投入できます。 

・回収ボックスの投入口(30㎝×15㎝)に 

入る大きさのみとなります。 

・寸法・品目を確認のうえ投入してください。 

・個人情報は必ず消去してください。 

・電池・充電池や記録媒体(CD/MD 等)は 

取り外してください。 

・事業所から出される使用済みとなった物は 

投入できません。 

 
―３― 

《 食器リユース棚の利用方法 》 

ホールの入口横にリユース食器棚があります。 

まだ使える不要になった食器を次の方にお譲りする場所です。 

次の方へ気持ちよく渡るように綺麗にして棚に置いて下さい。 

この棚に置けるのは、陶器だけでガラス、土鍋は受付できません。 

食器を購入する前、けやきコミセンに来て食器たちを一目見てください。 

気になった食器がありましたら、窓口にお声かけ頂きお持ち帰りください。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

－４－ 

編集後記・・・東京は今や「感染急増」の段階ですが、われわれはコ

ロナを吹き飛ばす元気でニュース 134 号を出しました。「けやき」の

活動も、まちづくり局では６割回復しています。これからは「with コ

ロナ」ですので、「けやき」もオンライン化・デジタル化は避けられ

ません。でもアナログな「けやきニュース」はずっと守っていきたい

ですね。（Ｔ） 

 

 

◆入館に際して  基本のお願い 

全ての方は マスクを着用し 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・小学生用） 

・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。（トイレ・短時間用チェックシート） 

・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。 

 

＊  けやきコミセン利用について＊ 

＊感染状況で急な変更をする場合があります。 

掲示板やホームページなどで広報いたしますが、

ご協力をよろしくお願いいたします 

▪ 利用時間： ９：３０～２１：００ 

部屋の利用時間  午前 9:30～12:30  午後 13:00～17:00  夜間 17:30～21:00 

（時間は１コマのみの利用 ・・間に換気消毒をするため） 

▪ 予約は当面 1か月先まで 

・ 申込者は市内在住・在勤・在学    

▪ 部屋の一人貸しは当日空いていればご利用できます。 （ホールは午後・夜間 2時間まで） 

▪ 飲食はできません（水分補給はＯＫ）。キッチンの利用及び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。 

▪ 活動内容については、感染防止対策と、部屋人数を守った上でご利用ください。 

運動・楽器演奏・合唱などは各自の距離を保ち 1時間ごとに 10分程度の換気をしてください。 

▪ 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。 

冬場は暖房を入れ、換気のため 
窓を開けてのご利用になります。 
調整できる服装で、水分補給を 
こまめにするなど各自で対策を
お願いします。 

 

◆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 （運動は 10人まで） 

学習室      16人まで 

和室ふそう   8人まで （運動は 5人まで） 

和室けやき   8人まで （運動は 5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 

    ギャラリー 感染対策を考慮してご利用できます。 

    子供ルーム 10人まで（3組程度）  

おもちゃはご持参になるか、 

窓口での貸し出し用のみご利用になれます。 

小学生は原則マスクを着用 

   ＊ピアノのご利用について 

    終了後消毒をしますので窓口にお声掛け下さい。 

けやきコミュニティ協議会 

水曜日 休館  年末年始休館 12/29～1/５  

 

 

 

  

 

 

 

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 

武蔵野市吉祥寺北町 
5-6-19 

Tel&Fax  
0422-54-8719 

お詫び  133 号２P 会計報告でタイトルの年度にあやまりが  
ございました。お詫びいたします。  

12月 16日はけやきコミセンの 

開館記念日です。（今年は休館日） 

例年コーヒーを無料にしてお祝いしていまし

たが、今年は心の中でおめでとう！いつも地域

の方々とご一緒できることに感謝です。 

http://keyaki-c.com/

