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＊ 特集 ＊

けやきの数字アレコレ

夏真っ盛りのけやきコミセン！

夏になるとたくさんの若い人たちの

姿が見られますが、１年間に一体どれくらいの人がけやきに来館する
かご存知ですか？

ここでは資料をもとに来館人数のアレコレを探っ

てみました。また、誕生日にまつわる話も公開です。（K）

昨年度は６万人に近い方が来館し、コミセ

年間来館人数（２００７年度）

ンを利用していきました。では、この６万

５７,６４１人

人 っ てど れく らい の 人数 なの でし ょ う
か？
・東京ドームの収容人数！！

月別に見ていくと、利用者が一番多かった月

収容人数は５６０００人

は３月の 5304 人。ついで５月の 5505 人で

・東京都福生市の人口

した。また、８月の利用者は 4585 人で、個

人口は約５８０００人

別に見ると、学習室の利用率が年間を通して

（武蔵野市の人口は約 13 万人）

トップ。やはり涼しい中で勉強したい！？
もうすぐ 20 周年を迎えるけやき 12 月 16 日が開館
日。誕生花はタイザンホク、バブルディアなどがあ

コミセン開館日

り、この中でもバブルディアの花言葉は「交わり」
。

１９８９年１２月１６日

けやきもまちの人々が「交わる」場所として親しま
れるコミセンを目指していきます。
けやきニュース 90 号紙面から

けやきコミセンの
ホームページアドレスが変わりました

１面

けやきの数字アレコレ

２面

けやきまつり報告

３面

まちづくり局情報

４面

けやき夏まつり・ミニタウン

http://www1.parkcity.ne.jp/keyaki-c/

５面

地域情報・コラム「ドラちゃんの眼」

ブックマークの変更をお願いします。

６面

けやきコミセン 20 周年特集

http://www.komisen.org/keyaki-c/
↓

－

1 －

６月１日（日）、お天気にも恵まれたこの日、けや
きコミセンと扶桑通り公園は第２６回けやきまつり
に訪れたたくさんの方々で賑わいました。
町会の協力によるお餅つきや石釜ピザ、カレー、屋
台の食べ物やさんでお腹を満たし、地元野菜・花市・
バザー・フリマで買いものを楽しんでいただきました！
また、今年のテーマである “広げよう こんにちはの輪！”にちなみ、公園の中央部に食べたり休憩
出来たりするスペースを用意。そこで見るステージでは、大学生によるマジックショーや中学生の津軽
三味線演奏、風船ショー、だんだん体操などを楽しみました。防災食の実演・試食もあり、初めて見る
アルファ米にたくさんの方が興味をもっていました。
恒例となりつつあるマイ食器の呼びかけも随分定着してきたようです。ご協力ありがとうございまし
た。
（Ｍ）
けやきあそび隊は７月３０日（水）、午後１時から、『絞り染め＆窯焼
きピザ』を行い、４０名を超える子供たちが参加してくれました。
絞り染めは、大判の綿ハンカチに割り箸やビー玉を、輪ゴムでギュッ
ときつく縛り模様を作ります。染め上がるまでどんな模様になるのか、
みんなワクワクしながら作業を進めていました。鮮やかな色に染まった
ハンカチはまさにオンリーワン！！
釜焼きピザは材料の計量から始めて、みんなで力を合わせこねた生地
を分けて、一人一人伸ばし、コンビーフや玉葱をトッピング。窯で焼い
て、熱々のピザを食べました。子供たちは最高の笑顔！！『おいしい～！
お家の人にも作ってあげたい！』と大満足！おまけのデザートゼリーも
付いて、楽しいおやつの時間を過ごすことができました。
（Ｓ）
─────────────────────────────────────────────
──
成蹊学園、武蔵野市緑化環境センター、武蔵野市交通対策課、市民／
けやきコミセンの４者参加による「第２回まちづくり懇談会」が６月２
８日、工作室で開かれました。
よりよいまち、住みやすいまちを目指し、地域・大学・行政が共に考
えて協働のまちづくりを実行していくための話し合い、情報交換と懇談
の場として、この「まちづくり懇談会」は行われています。
今回は交通問題（扶桑通りでも交通事故が起きやすい危険箇所につい
て、自転車事故急増についてなど）と緑の問題（まちの木々による景観
や温室ガス防止効果、落ち葉問題、成蹊の万年塀など）について話し合
い、意見を交換しあいました。
より住みよいまちを目指し、以降も協議を重ねていきます。

－

2 －

けやきまちづくり局とは、〝いいまちをつくろう！〟という
思いのもと、結成されたチームの集まりです。世代を超えた人
たちの参加で、地域の方々も含め人の輪がどんどん広がり、〝
人と人とのつながり〟を感じられる素敵な場となっています。

からだほぐしと 9 月 19 日
健康推進出前講座
お食事の会
「膝の痛みをなくそう」と野
菜たっぷりカレーを食べよ
う。
〝子育て中のママ達にリフ
子育て
レッシュの時と仲間作りの
井戸端会議
場〟をモットーに様々なプ
チ幸せ探しを続行中！只今
メンバー募集中。
まちの中の
美術館

けやき
あそび隊

風と歩こう

けやき茶社

私たちのまちに住む素敵な
人、持っている素敵なもの、
素敵な庭、自然や彫刻など
「たくさんのすてきに出会
いたい」そして出会いの中で
生まれる人の輪が、仲間づく
り、まちづくりにつながって
いく・・・そんな想いで活動
するグループです。
〝大人も子供も一緒に楽し
もう！〟をモットーに１年
間様々なイベントをやって
います。７月 30 日「絞り染
め＆窯焼きピザ」（2 面報告）
次回 12 月クリスマス予定。
第２火曜朝のウォーキング
と第１、３火曜夜のナイトウ
ォークを実施。健康と町の安
全を考えつつ自然を楽しみ
ます。

けやき
囲碁のつどい

原則、毎月第２日曜日午後１
時から１階ホールで開催して
います。囲碁愛好家が集まっ
て和やかに楽しく自由対局し
ています。最近は女性の姿も
ちらほら･･･花を添えていま
す。

ぱそこん
倶楽部

次回の予定は８月１８日（月）
１３時３０分より、
「ペイント
を使って、"うちわ"を作ろう」
を行います。
「夏まつり」は、
世界に１枚だけの「マイ・う
ちわ」で涼しく過ごしましょ
う。
毎週月曜日午前中に花壇のお
手入れ、種まきを行っていま
す。花づくりを通してコミュ
ニティの広がりを願っていま
す。

けやき
ガーデナーズ

エト研究会

感謝のしるしです。エト券が、け
やきからあなたへ次の感謝に手
渡されていくことを願って発行し
ています。

あっとおどろく
エコクラブ

毎月第３土曜日 2 時～４時
開店。男たちのカフェでサイ
フォンコーヒーが楽しめま よみきかせ
紙ふうせん
す。

エト会員交流会を行いました

～エト研

今年２回目となったエト会員交流会は 14 人の
参加者があり、自分の趣味や最近エトをどのような
ときに使ったかなどを発表し合いました。
また、このまちにいかにエト券を広めていくかに
ついても話し合い、活発な意見交換が行われました。

－

地域通貨“エト”は、ありがとうの

3 －

６月８日、武蔵野エコ・フォ
ーラムとの共催、
「家庭ででき
る省エネ」を行いました。ク
イズ形式で環境問題を勉強し
ました。
毎月第４土曜日 11 時～12 時
まで。絵本のよみきかせと紙
しばい、折り紙遊びをしてい
ます。スタッフ募集中！

２００８．７．１９

８月３０日（土）１６時より、けやき夏まつりが行われます。
今年度のけやき夏まつりのテーマは「おばけも踊る♪夏まつり！」
ということで、もしかしたら盆踊りの輪の中にあのお化けたちも紛れ込んじゃうかも！？
当日は、やきだんご、ピザ、みそ田楽、やきそば、おにぎり、フランクフルト、ビール・ジ
ュース、ヨーヨー、くじ、チューペットのほかに、囲碁将棋コーナーやきもだめしもありま
す！
また、盆踊りの合間に夏祭りを盛り上げてくれるのは「健康体操 リズムでだんだん」と「HIP
HOP

ダンス『RB-SOUL（ラブソウル）』」。

さらに、浴衣でいらしてくれた方には「夏祭りを彩ってくれてありがとう」の気持ちを込め
て地域通貨「エト」をプレゼント。また、浴衣を持っているんだけど着付けが…という方は
エト券１枚で浴衣の着付けができます（１５時３０分から１６時まで、けやきコミセン２階
和室にて）。皆さん、是非お越し下さい！
【けやき夏まつり

（Ｋ）

８月３０日（土）１６時～２０時

雨天時は盆踊り中止】

今年の 3 月 29 日・30 日「第２回むさしのミニタウ
ン」が大野田小学校にて盛大に開催されました。「ミ
ニタウン」がだんだんこの地域の沢山の子どもたちや
おとなの方々にも浸透してきている感触を感じてい
ます。そこで来年の「ミニタウン」の開催に向けて、
小学校５年生～中学生の子ども達を対象に「ミニタウ
ン夏休みワークショップ」を行いました。

（Ｔ）

【ミニタウン夏休みワークショップ】
◇７/３１（木） １３：００～１６：００ けやきコミセン工作室にて
『ホットボールをつくろう！』

参加者１２人

ホットケーキミックスをたこ焼き器で丸く焼きます。
今回の中身はチョコやクリームチーズ、あんこにソーセージなど色々な具を
試して、次回のミニタウンに活かしていけるように話し合いました。
◇８/７（木）

１３：００～１６：００ けやきコミセン工作室にて

『パン耳スナックをつくろう！』

参加者１３人

パンの耳にココア味やシナモンシュガーをつけてトースターで焼きました。
塩味を試したら・・アラ不思議！！とても美味しくて全員ビックリ。
次回のミニタウンに新登場するかも！
＊どちらも「ミニタウン」で子ども達に大変人気のあったお仕事です。

－
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★ 扶桑道り南公園（北町５－１）
★ 公園管理グループ「小道ガーデン」
「小道ガーデン」は昨年１０月、扶桑通り南公園を
管理するグループとして１１名のメンバーで発足しま
した。元々けやきコミセンのガーデナーズの一部とし
て管理していましたが、けやきとは独立したグループ
として、市からの補助金を受け北町イングリッシュガ
ーデンを目指す事にしたものです。雨の日以外はほと
んど毎日、午前中５、６名が集まり作業をしています。
土作り、花の植付け草取り、水やり等作業はいくらで
もあります。作業後のティータイムは訪れた方も巻き
込んで本当に楽しいひと時です。
また毎月第３土曜日の午前中には「カフェ小道ガー
デン」としてコーヒー（ケーキ付き）も始めました。
散歩がてら是非お立ち寄り下さい。

（M）

成蹊大の学生たちと武蔵野市を研究しているドラちゃんが、
今、このまちで起っていることを皆さんにお伝えします。

【挨拶をしない学生たち】
授業の時、遅れて来たのに教師の目の前を何の会釈もなしにスッと通る学生がいる。こちら
がドアを開けると、挨拶もなしに先に押し入ってくる学生がいる。
自分中心と言うか、周りを無視していると言うか、彼らは相手を自分と同じ人間とは見てい
ない。自分とそれを取り囲むモノという構図である。そこには人間関係、社会関係というもの
がない。従ってボランティアともコミュニティとも無縁である。そういう家庭や社会で育って
きたに違いない。
さてどうするか？ 彼らは知らないのだから、教えるしかない。大学では僕はそういう学生
を追いかけて挨拶をしろと言っている。これは大学だからできる。「けやき」は窓口で「声か
け」をしている。これも「けやき」だからできる。そして成果も上がっている。お互いの挨拶
がコミュニティの始まりだ。だからこれからも自分ができる範囲で「声かけ」を続けていこう
と思っています。

編集後記

（ドラちゃん）

あれだけ騒いでいた北京オリンピックも、そろそろ終盤に差し掛かっ
てきましたね！…と、これを書いているのはまだ 10 日、まだ始まった
ばかりなのですが（笑）。けやきの夏もいよいよクライマックス、３０
日に夏まつりがありますので、是非ご来館下さい！（Ｋ）

－

5 －

２００９年１２月で開館２０周年を迎えるけやきコミュニティセンター。１９８９年の開館以
来、この地域のお茶の間として、多くの人に愛されてきました。今年度の「けやきニュース」で
は、けやきコミセン２０周年を迎えるにあたり、通年で特集を組み、けやきコミセンの２０年を
振り返っていきます。

第二回◆「けやきってなんだろう？」
去る６月 30 日、「けやきってなんだろう？」
をテーマに、創立以前よりけやきコミセンに関
わってこられた安藤頌子さんによる講演会が行
われました。
この講演は、けやきコミセン開館２０周年を
記念した記念誌を作成するにあたり開かれたも
ので、多忙な中、４７人もの人が出席しました。
また、講演が終わったあと、出席者による懇談

代表してお話をして頂いた安藤さん

会も行われ、それぞれがけやきに対する想いを語りました。
◇

◇

◇

お話は、まず、けやきの生い立ち・歴史から始まりました。
例えば、コミセンにどんな部屋を作るのか、何を出来る施設にするのか、実際に形にする
基礎設計、建ってからのルールや運営の仕方など、それら全てを安藤さん達自身の手で行い、
文字通り「何も無い」ところからけやきを作っていくことに並々ならぬ苦労があったことを
語ってくれました。また、その過程で様々な方々にお世話になったことも語り、けやきコミ
センが決して自分たちだけの力で出来た訳では無いことも強調していました。
お話を通して何度も言われていたのは、今のけやきの心にも繋がってくる「よく話し合う
こと」や、「相手の気持ちになって考える事」「自分達で実際にやってみる事」です。また、
様々な苦難の直面する度に皆で「工夫をする、考える」ことで乗り越えてきたとも語られて
おり、そういった、これまでけやきに携
わってきた方々の行動一つ一つが今の
けやきに受け継がれてきていることを
実感しました。
懇談会は、出席者が今回の講演内容に
対してどのような感想を持ったのか、け
やきに対してどのような想いを持って
いるかを一言ずつ喋る感想会形式で行
なわれました。皆さんなりに、けやきの
原点や、今を走る原動力に対する答えを
得られたようで、大変実りのあるものに
なっているように感じました。

講演のあとに行われた懇談会の様子

（レポート・加藤）
－

6 －

