
きょうなんコミュニティだより 20120330 －１－

以外の団体の趣旨や活動内容に関心が薄いせいか、

団体間の連携や協力関係がほとんど見えてきませ

ん。相互に依存し合い、利用し合える関係をつくり、

広く発信し、活動することにより、住民のみなさん

同志を今以上に結びつけることはできないもので

しょうか。各団体の代表に集まっていただき、それ

ぞれの活動状況の紹介を含めて意見交換をする機

会を作りたいと思います。

§コミセン自主防災活動をステップアップ§

境南コミセンには自主防災特別委員会という組織

があり、３丁目の防災広場の防災倉庫の機材、備蓄

品の維持管理や、立川・池袋の防災センターでの学

習見学会、武蔵野市の防災訓練への参加などの活動

を精力的に行ってきました。昨年１２月に開催した

委員会で改めてコンパクトでも機能する防災組織

作り、コミセンの年間事業計画に織り込んだ防災訓

練や学習を行うことを確認しました。合わせて、災

害時の境南コミセンの役割期待についても、改めて

考えていきたいと思っています。

この一年間の皆様のご理解とご支援に心から感謝

申し上げます。
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3．11 の東日本大震災を体験して以来、地域のみ

なさんが家族ばかりでなく周囲の人々とのつなが

りの大切さを再確認されたことと思います。境南

コミセンがそんなつながりのきっかけを提供する

「ふれあいの場」になればよいと願ってこの一年

努力してまいりました。また、コミセンを利用す

るみなさんからは昨年夏前から行っている全館で

の節電努力にご理解とご協力をいただき、心から

お礼を申し上げます。

§コミセンの事業活動は大成功§

本年度の活動を振り返って特徴的なことは、モー

ニングハイクや文化祭の二大イベントだけではな

く、多くの事業活動への一般の参加者と主催者の

両方を合わせた人数が例年以上に増えているとい

う点です。これはそれぞれの実行委員会が「去年

より進化したい」という目標で企画を練り、それ

を取りまとめた４部会、３専門委員会のみなさん

の見事なチームワークによるところが大きいと考

えています。またイベントごとに支援して下さっ

た地域住民のみなさんのお力添え、さらには周辺

の大学生のみなさんの支援に感謝しております。

§登録団体と団体の間の連携・協力に期待§

コミセンは単に活動の場を提供するばかりでな

￮「２３年度のコミセン活動を振り返って」会長 高橋 勝義（1 面）

￮各部・委員会 今年度の活動と今後の課題（２・３面）

￮文化講座参加者募集のご案内（４面）

23 年度のコミセン活動を振り返ってー く、コミセンと登録

団体、さらに団体と

団体の間で連携し

協力できることが

ないか常々考えて

きました。恐らくコ

ミセン（協議会）だ

けでなく、自分たち

境南コミュニティ協議会 会長 高橋 勝義

§節電へのご協力ありがとうございました！§



スポーツ活動委員会青少年部

各部・委員会 今年度の活動を振り返って

自主防災特別委員会

第２６回モーニングハイク（7/30）

第３２回境南コミセン文化祭（11/5、6）
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地域対策部
コミセン周囲の環境整備を行いました。みなさんが

気持ちよく利用できるよう、ゴーヤのグリーンカー

テン作り、ピロティ側溝の土砂除去、草取りや垣根

の剪定を行いました。また、花壇にきれいな花が絶

えないようにしています。年末にはガーデニング教

室を開催し、クリスマスとお正月を飾る寄せ植えの

コミセン文化祭は２日間を通して１０００人を

超える来場者がありました。地域の保育園から大

学、コミセンで活動している多くの人達の舞台で

の出演と作品の展示・美味しい食べ物などがあり

大いに盛り上がりました。今年は食事関係をピロ

ティに集め、また、体育室をパネルで舞台と作品

展示を仕切ったので落ち着いて舞台に集中出来

ました。ロビーの展示を３Ｆに上げた結果、入口

がすっきりしたと同時に、３Ｆの作品展示が賑や

かになりました。一方、体育室の入口が混雑した

など、改善しなければならない問題もありました

が、今年も地域の大変多くのみなさんの協力に支

えられ盛大に終わる事が出来ました。来年は今年

の反省を生かし、さらに地域交流を広げられる文

化祭にしたいと思います。

武蔵野市の介護予防事業である｢生活習慣病予防料

理講習会（３回）｣への支援、自主事業としての「男

厨料理教室（５回）」、日本赤十字看護大学による健

康講座、武蔵野赤十字在宅介護支援センターによる

怪我の対応と処置の実習、ギターとインディアンハ

ープのコンサート、東京造形大学大学院の影絵（写

し絵）公演、フルートとハープのコンサートなどを

開催し、皆さんに喜んでいただけたと思っています。

ただ、上記の料理講習会や料理教室では新たな参加

者の掘り起こしや募集方法の見直しを、自主事業で

も多様なニーズに応えて様々な行事を企画すること

など地域の皆さんにもっとアピールしていく方法や

手立てを考えていきたいと思います。

また、若い世代に向けた取り組みを企画する必要も

ありますが、若い人たちがもっと参加できるような

機会をつくることも必要と思います。

スポーツ活動委員会は、日々、体育室を利用するみな

さんが楽しく怪我なくスポーツが出来るように利用方

法を協議して提案を行っています。また、２月１２日

にスポーツデーを開催して、冬の寒さで家の内にこも

りがちな体を動かし、卓球・ミニテニス・バドミント

ン・インディアカ・輪投げ・スカットボールを体験し

て、試合の面白さを地域の人々と楽しみました。

広報部

前夜から降り始めた雨も、出発の早朝 5 時半には

小降りになり、老若男女１００人が完走を目指し

てコミセンをスタートしました。コースは武蔵

野・三鷹・小金井・調布・府中の５市を通り、味

の素スタジアムまでの往復１１ｋｍを歩きまし

た。往路は緑いっぱいの公園の中を歩き休憩もあ

りましたが、帰路は東京天文台や中近東文化セン

ターの脇を通り、いくつかの旧街道を横切り昔の

人々の思いを感じながら、ひたすら北に向かって

歩きコミセンを目指しました。今年の夏は猛暑で

暑さが心配されましたが、小雨と曇りで気温が上

がらずみんな元気に帰館し、美味しいカレーとス

イカを食べ、来年の参加を誓いあいました。

ＩＴ委員会

成人活動部

地域の皆様には一年を通して、コミセンの行事や催し物に参加いただき、また、交流の場として

利用していただき、ありがとうございました。コミセンの運営は、主として各丁目から選ばれた

運営委員と、地域の各団体から推薦された運営委員と、多くの協力員とで成り立っています。運

営委員は四つの部会に参画し、一年間活動してきました。そのほかに、三つの委員会が活動して

います。この最終号で、各部会・委員会の一年間の活動を振り返ると共に、来年度の抱負を語っ

てもらい、来年度のさらなる発展に向けて地域のみんなに愛されるコミセンにしたいと思います。

５人の部員と70人におよぶ配達協力員で今年度は

５回の『きょうなんだより』を発行してきました。

発行作業は、４５日前から編集会議を開き、掲載内

容を何回も検討を重ね、取材や写真撮影を進め、パ

ソコンでの紙面作り、市への印刷依頼をし、みなさ

んのお手元にお届けするまでとなります。

今年度の１面のシリーズ企画は「安心・安全な街を

考える」でした。市の防災課の方のお話を聞き、消

防署や警察署に伺って、少しでも地域の防災意識が

上げられれば良いと念じ記事を書きました。

また、今年度は通算１００号に達した区切りとし

て、今まで発行された『きょうなんだより』を電子

化し保存して、過去の検索もしやすくしました。

委員会活動

災害時にすぐ対応できるよう備蓄品の点検や防災広

場の倉庫に保管されているエンジンポンプ・照明用発

電機のエンジンテストを定期的に実施しています。２

月に防災広場で実施した自主防災訓練では、８０人が

参加してエンジンテスト、消火器訓練、放水訓練など

を実施しました。ほかに市、消防などによる合同水防

訓練（５月）、境南地域防災懇談会による防災訓練と

宿泊訓練（７月）、４市合同防災訓練（１０月）にも

積極的に参加。池袋防災館で体験学習もしました。必

ずやってくる災害に備えて防災訓練に参加し、体験し

て欲しいです。若い方の参加は大歓迎です。

夏には願い事を短冊に書いた「七夕祭り」、秋には

わたあめ・カーリングや革工作などを楽しむ「わい

わい広場（桜堤児童館と共催）」、冬には人形劇やゲ

ームを楽しんだ「クリスマス会」、また「文化祭」

での草笛やおもちゃ作りなど各グループが担当を

分担して、多くの子どもたちに地域一体となって楽

しんでもらう会を企画・開催しました。結果、毎回

ＩＴ委員会の主な活動はパソコン学習会の開催（５

月、９月、２月）と、ホームページの更新（２回/月）

です。武蔵野市生涯学習計画の一つとして、各コミセ

ンでの「パソコン学習」が企画されました。各コミセ

ンではそれぞれ工夫を積み重ね、独創的な特色を持つ

「学習機会」に進化させてきました。境南コミセンで

はこれをＩＴ委員会が担当していますが、今年も応募

者のレベルに合わせ年３回『初心者コース』『一歩進

んだコース』を開講して、７名がインストラクター、

サポーターとして対応しました。今後は、新しいメデ

ィア・技術への対応とその後継者の育成が課題として

あります。

１５０人程の参加があり大

変にぎやかな会となりまし

た。各催し物は地域の団体と

しっかりとした連携でスム

ーズな運営が行われました。

来年度も、より楽しい催し物

を企画して、地域の子どもた

ちの交流を図りたいと思い

ます。

コンテナを作り、みなさんに

喜んでいただきました。

文化祭では、舞台の設営・進

行、模擬店の設営・運営管理

など、演者が気持ちよく出演

し、観客も楽しんでもらえる

ように取り組みました。次年

度、正面玄関脇のグリーンカ

ーテンは一ヵ月早く植えた

いと思います。

部活動 二大イベント

今後も、みなさんにより親

しんで読んでもらえる紙

面にしたいと思います。
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第９回「マイ箸（はし）の勧め」

日本では年間２３０億膳（’０７年林野庁調査）

もの割箸が使われ、数十万トンの木材資源が使

い捨てられていることになります。もちろん、

間伐材として不要となった資源を有効利用し

ている側面はありますが、これらを燃料やバイ

オマス発電等に置換えた方が利用価値が高い

と言えると思います。武蔵野市ではイベント等

で集めた割箸を製紙会社に送り、紙の原料とし

て有効利用する取組を行っていますが、決め手

となるのはみなさんがマイ箸を持って外出す

ることです。みなさん、煩わしく思わず外出時

にはマイ箸を持って行きましょう！

          クリーンむさしのを推進する会 志賀 和男

第１、２会議室の机・椅子や調理室の調理台が新

しいものに入れ替わっていることにお気づきで

しょうか。これは財団法人自治総合センターの

『宝くじ普及広報事業』の一つとしてコミュニテ

ィ助成金があり、本年度は境南コミセンにその活

用機会が回ってきて利用方法については運営委

員会で検討しました。上記以外に玄関ロビーに大

型テレビ、ブルーレイビデオデッキ、厚生室にプ

ロジェクター、事務室にはキャビネット、ノート

パソコンなどを購入し、１月にはすべての設備、

備品が揃いました。コミセンを利用するみなさん

にとって、より便利で快適な利用環境になりまし

たので、大切にお使い下さい。

境 南 八 景 生活習慣病予防料理講習会

2 月 16 日｢身体を温めて

免疫力 UP｣をテーマに新

しい調理台で、菜めし、鶏

肉の梅蒸し、里芋まんじゅ

う、ごまけんちんを作って

美味しくいただきました。

成人活動部

編集後記 コミセンと地域のみなさんとをつなげる「きょうなんだより」を目指して広

報部一同努力して今年度最後の号を発行することが出来ましたが、いかがでしたか。

※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

次の文化講座の新規募集が４月より始まり、５月に開講します。詳細及び受講の申込はコミセン窓口まで。

講座名（講師） 週/曜日 時間 定員 会　費 開講日 持参するもの

水彩画・パステル画
（柳瀬作治先生）

第３/日 13:30～16:30 25名
6000円/前期
6000円/後期

5/20 *下記参照

フォークダンス
（野坂利子先生）

第１・２/月 10:00～12:00 40名 　800円/月 5/7
動きやすい服装・上履き
（ﾀﾞﾝｽｼｭｰｽﾞ）

社交ダンス
（伊藤紀代子先生）

第１・２/月 18:30～20:30 30名 　1500円/月 5/7
動きやすい服装・上履き
（ﾀﾞﾝｽｼｭｰｽﾞ）

練功十八法
（小澤恵子先生）

第１・３/月 13:30～15:00 40名 200円/回 5/7 動きやすい服装・上履き

囲碁
（山本延雄先生）

第１・２/月 13:30～16:30 40名
2000円/前期
2000円/後期

5/7

茶道（表千家）
（藤井宗美先生）

第２・４/火 13:30～16:30 8名
1000円（月会費）
1000円（水屋料）

5/8 白ｿｯｸｽ・ﾍﾞﾙﾄは持参

華道（古流）
（三田野理京先生）

第１/木 10:00～12:00 20名
2500円/前期
2500円/後期
1000円(花代)

5/10
花ばさみ・袋（花包用）
ｴﾌﾟﾛﾝ・ｺﾞﾐ袋

      消しゴム（練りゴム）、小型ﾊﾟﾚｯﾄ、絵筆（大・中・小）数本、絵筆洗い用の水入れ

* 水彩画に必要なもの＝水彩絵の具（透明・不透明何れも可）、ｽｹｯﾁﾌﾞｯｸ(F8/F6位のｻｲｽﾞ)、鉛筆(2B/B/HB)


