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蔵野市では、家庭用消火器購入の補助金制度もあり

ますので是非設置しましょう。また、防災訓練にも

参加して、消火器の使い方を習得し、いざという時

に備えましょう。
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寒さも厳しく乾燥したこの時期は火災が発生しや

すく、また、寒暖の差により心臓疾患で倒れるケ

ースが多い時期でもあります。備えは万全でしょ

うか。

家族の命を火災から守る火災警報器

平成１６年１０月より新築の住宅、平成２２年４

月より既設住宅に火災警報器の設置が義務化され

ました。設置はおすみでしょうか。最近１０年間

のデータによると火災による死者の８割が住宅火

災から発生し、亡くなった人の５割が“発見の遅

れ”によるものです。また、設置なしの場合と設

置ありの場合では、死者の数は２分の１に減少し

ています。武蔵野市の昨年の火災は４７件あり、

うち３５件が住宅火災でした。火災警報器を設置

されていない場合には、早く設置し万全の備えを

しましょう。

初期消火で威力を発揮する消火器

昨年の火災原因のワーストスリーは、放火、タバ

コ、ガステーブルによるものです。火災は火気の

取扱不注意や不始末で起きる人災です。家の周囲

に燃えやすいものを置かない、寝たばこをしない、

ガステーブルから離れる時は必ず火を消すなど普

段の心がけ次第で火災は十分に防げます。防火意

￮シリーズ企画「安心・安全な街を考える」（1 面）

￮スポーツデー 初めての方歓迎 いい汗かきませんか（２・３面）

￮防災広場の防災訓練に参加してみませんか（４面）

シリーズ企画｢安心・安全な街を考える｣ 識は万全でしょう

か。初期消火の３原

則は、①早く知らせ

る、②早く消す、③

早く逃げるの三つ

です。消火器は初期

段階の火災では威

力を発揮します。武

救急救命の AED

家の中や街の中で正常な心肺を

維持できなくなって倒れた場合

に、AED（自動体外式除細動器）

を使用して心臓に電気ショックを与え心臓の働き

を蘇らすことができます。救急車を待っていたので

は助かる確率がかなり低くなるので、人が倒れた場

所の近くにこの AED があり、活用されれば、助か

る確率が高くなります。使用にあたっては音声によ

る操作手順がガイドされますが、AED 講習会など

で使い方を練習しておくことをお勧めします。AED

は、境南町では、境南コミセンほか７か所に AED

のステッカーとともに設置されていますが、夜間に

使用できるところはありません。

※参考資料 武蔵野市 HP、日本心臓財団 HP、

東京消防庁発行資料



素晴らしい演奏を聴き午後の優雅なひと時をお過ごしください。

（写真は昨年のスポーツデーの様子）

入場券はコミセン窓口で 2 月 15 日より先着順で配付されます。

2/18（土） ウィンターコンサート

銀座十字屋ハープ＆フルートサロン吉祥

寺の協力を得て、ハープ＆フルートの演

奏会を開催します。演奏者は新坂拡子さ

ん（ハープ）、今井理栄子さん（フルート）

です。曲目は、早春賦、アルルの女、星

に願いを、見上げてごらん夜の星を･･･等

を予定しています。ハープ＆フルートの

2/4(土) 第一回 境南地域運動会

もちつき大会 ・ おさがりまーけっと（1/29）

境南 冬の お 楽 し み

お飾り集め(1/8) ・ どんど焼き(1/15)

第 32 回コミセン文化祭（11/5、6）
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青少年部主催のクリスマス会が開催

されました。２F では２、３歳の子

どもも参加できる輪投げ、体育室で

は境南保育園の父兄が一年前から練

習してきた勇壮な和太鼓の演奏があ

り、子どもたちもリズムをとり楽し

みました。キラキラ人形劇団の障害

者によるサンタクロースとトナカイ

の話の人形劇とゲームで一足早い

第６回３コミセンネットワーク事業※として“コミュ

ニティ寄席”が開催されます。今年の事業は三遊亭鳳

好師匠と三遊亭好吉さんが演じる落語です。さて、ど

んな演目が飛び出して、高座が盛り上がっていくので

しょうか。お楽しみ下さい。

お後がよろしいようで。

クリスマス会(12/18)

＜注意＞

境南コミセンでは、気功と中国健康体操・ミニテニス・卓球・イン

ディアカ・ソシアルダンス・フォークダンス・輪投げ＆スカットボ

ール・バドミントン等がスポーツ講座・運動サークルとして活動し

ています。日々腕を磨き健康増進に役立てていますが、普段スポー

ツになじみのない人にも楽しんでもらおうとこのスポーツデ－が開

催されます。      主催：境南コミセンスポーツ活動委員会

・運動ができる服装で、上履きを準備してください。

・遊具や道具はコミセンで用意します。

・参加資格は小学生以上です。

・参加費は無料です。見学だけの参加も歓迎です。

スポーツの楽しさや充実感や、人と人との接点作り、境南町の人々のよ

り良いコミュニケーションがなされるよう境南小体育館で行います。競

技は、雑巾がけリレー・順送球・大縄跳び等子どもから大人まで楽しめ

るスポーツを用意しています。寒い冬ですがスポーツをして体も心も温

まりましょう。 2/12(日)スポーツデー

※武蔵野市の西端に位置する境南、桜堤、西部の三つのコミセンによるネット

ワーク事業は相互交流を促進するため、いつも新しい企画で実施されてきまし

た。そしてその相互交流は、中央線の高架化で地続きとなったここ数年、日常

的な交流も含めさらに盛んとなり、結果として交流の輪は着実に拡がってき

ています。

コミュニティネットワーク事業（コミュニティ寄席）
2/26（日） ３コミセンネットワーク事業

①２月 4 日（土）受付 8:50  9:00～12:30 ②境南小体育館

③参加費:100 円 参加資格:どなたでも ④境南地域運動会実行委員会

① 開催日時 ②場所 ③会費 ④主催団体

10:00～ 12:00～ 13:00～

児童室 輪投げ＆スカットボール

体育室
ミニテニス

昼休み
バドミントン

卓球 インディアカ

体育室は、舞台と作品の展示とを仕切りそれぞれ独立させ、食べ物の模

擬店はピロティにまとめるなど、新しい試みが実行され好評でした。

たくさんの人が参加し”０歳も１００歳もみんなが楽しめた盛大な文化

祭”となりました。

－この町がすき 人がすき－

※受付は 9:30 から(玄関ロビー)

バドミントン

卓球

インディアカ

ミニテニス輪投げ

クリスマスを楽しみました。

①２月 18 日（土）開場 13:30  14:00～15:15 ②境南コミセン

③参加費:無料 ④成人活動部

リヤカーでお飾りを集めました

①2 月２６日（日）開場 13:00 13:30～ ②武蔵野スイングホール

③要入場券(中学生以上) ④境南・桜堤・西部コミュニティ協議会

2013 年多摩地区を中心に

東京国体が開催されます。

どんど焼き

みんなで応援

しましょう。
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第８回「お茶わんリユース・リサイクル」

毎月第４火曜日（10:00～14:00）にコミセン

ロビーで、茶わんや皿などの再利用のための交

換会と割れたものの回収（給食用高強度容器へ

の再資源化）を行っています。皆さんのお宅で

使用しなくなった茶わん等をお持ち下さい。必

要な方に無償で差し上げます。結構「掘り出し

物」がありますので、コミセンに来られたつい

でにぜひのぞいてみて下さい。割れた茶わんも

燃えないごみにしないでお持ち下さい。資源と

して活用します。これがクリーンむさしのの皆

さんとの大切な顔合わせの場と思っています。

          クリーンむさしのを推進する会 志賀 和男

住民総会のお知らせ

１２月３日、自主防災特別委員会の第１回目の会

合が開かれました。冒頭、渋谷委員長から防災訓

練の必要性と東日本大震災での教訓、さらにこの

委員会を機能させたいと挨拶がありました。

境南町防災広場は、周辺に住む皆さんが、災害発

生時に自宅の水、電気、ガスが使えず煮焚きがで

きなくなったり、トイレが使えない状況になった

時に利用できるように設置されているものです。

設置されている非常電源用エンジンなどの定期

的なテストや備蓄品の点検の重要性と周辺住民

を中心とした組織づくりの必要性を出席者は、再

確認しました。また、防災訓練の日程を決め、来

期からコミセンの年間計画として組み込むこと

にしました。

境 南 八 景 “影絵（写し絵）”公演

編集後記 １２月４日、創刊号から１００号までのきょうなんだよりの発行を担当してきた歴代の広報

部員達が広報部ＯＢのつどいを開催しました。会合では、２８年前の手書きのきょうなんだより創刊号が

大きく映し出されて、感嘆の声があがり、そして 100 号までのきょうなんだよりが次々に映し出されま

した。最後に、現役広報部に応援のエールが贈られ、世代を超えての楽しい会となりました。

参加を得て開催されました。境南に近い東京天

文台からヒントを得たオリジナル作品が上演

され、ワークショップではお月さんとうさぎさ

んを自分の手で映し出したりと皆さんで楽し

むことができました。また、子どもたちを含む

会場からは「手作り感も残り、幻想的」「むか

し懐かしい」「綺麗だった」などの評価をいた

だきました。

１２月１１日（日）、東

京 造 形 大 学 大 学 院 の

Hachioji 影絵プロジェ

クトによる“影絵（写し

絵）”の公演が７５名の

※きょうなんだよりへのご意見、ご感想は、境南コミセン広報部まで。メールアドレス：kyon-30m@parkcity.ne.jp

自主防災特別委員会

昨年10月に通巻１００号のきょうなんコミュニ

ティだよりをお届けすることが出来ました。この

機会に、広報部は大切な財産であるきょうなんだ

よりの紙による保存に加え、電子情報化して半永

久的にこれを保存することにしました。

武蔵野消防署の協力を得て防災訓練を行います。

多数のご参加をお待ちしています。

・ 日時 ２月１１日（土）１０時～１３時

・ 場所 境南町防災広場（３丁目）

・ 訓練内容

可搬式消防ポンプ・給水ポンプの作動テス

ト、消火器訓練、防災工具使用説明、災害用

トイレの組み立て、照明用発電機作動など

・ とん汁等を用意しています。

ガーデニング教室

１２月２０日（火）、

クリスマスとお正月

向けに寄せ植えのコ

ンテナを作るガーデ

ニング教室が開かれ

ました。講師の志田

平成２４年度住民総会を 4 月 15 日（日）１３時

からコミセン体育室で開催します。

成人活動部

地域対策部

広報部

先生から寄せ植えの基礎的なことを学び、赤、

緑、白の花を寄せ植えした華やかなコンテナが

できました。


