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旧学童室の改修工事が完成しました

一昨年３月末に学童が境南小学校に移って以

来空き室になっていた旧学童室の改修、及びエ

レベーターの取替え工事が３月下旬に完了しま

した。新たに２つの会議室とサロンに模様替え

して、４月からみなさんにご利用いただけるよ

う準備を進めています。

待望のサロンができます

サロンは住民のみなさんの新たなふれあいの

場として周囲に迷惑を掛けない限り、できる限

り自由に使用できるようにしたいという方向で

検討が進められています。お茶を飲んでおしゃ

べりをしたり、囲碁や将棋盤を囲んだり、さら

に日を決めて麻雀愛好者に開放するアイデアも

出ています。ご期待ください。

エレベーターが安全になりました

以前のエレベーターが油圧式で動いていたの

に対して、今回電気制御方式のものに交換され

ました。以前、各階に止まった時、段差があっ

て怖い思いをされた方もいたと思いますが、こ

れからは完全に解消され、よりスムースな昇降

ができるようになりました。
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４月１４日（日） 平成２５年度住民総会を開きます(１面)

○旧学童室が会議室ｘ２、サロンに生まれ変わりました。(１面)

○｢境南町の防災を考える｣境南地域防災懇談会 大矢代表に聞く(２、３面)

○境南町盆踊りが８月に境南ふれあい広場公園で復活します(４面)

○２５年度文化講座のご案内と募集要項（４面）

平成２５年度住民総会は４月１４日（日）

午後１時から境南コミセン体育室で開催されま

す。２４年度の事業報告、各部・委員会の活動

報告に引き続き、２４年度会計報告、監査報告

をいたします。これに対してご出席のみなさん

にご意見をいただき、ご承認をお願いします。

この後、２５年度の運営委員、役員候補、さ

らに事業計画について提案し、そのための予算

案をお諮りします。同様にみなさんのご意見を

お聞きしたうえでご承認をお願いします。

境南コミセンがもっと多くの方たちに快適に

利用していただくためにはどうしたらよいか、

たくさんのみなさんにご出席いただき、ご意見

をお聞きしたいと考えています。

《２５年度住民総会》

おひとりでもー
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《コミセンを支える２６団体シリーズ 番外編》 

 

 

 

境南地域防災懇談会             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪神淡路大震災に学んで 

境南地域防災懇談会を立ち上げました 

阪神淡路大震災が起こった平成７年、当時、武蔵

野市消防団長だった大矢照男さんは災害ボランティ

アとして現地に赴き、その惨状と避難所の運営のむ

ずかしさを目の当たりにしました。 

 平成１１年、一時避難所に指定されていた境南小

学校の校長先生から大矢さんに「防災組織立ち上げ」

の相談がありました。その重要さを阪神淡路に学ん

できた大矢さんは仲間を誘って早速行動を起こしま

す。境南小ＰＴＡ、境南コミセン、および傘下の団

体に呼び掛けて境南地域防災懇談会（防災懇）を立

ち上げました。現在、２２の任意団体が加入してお

り、約１００名の会員が、定期的に関連情報の交換、

防災訓練などの活動を行っています。（都広報紙『東

京防災隣組２０１２』より一部引用） 

 

「在宅避難」の奨め 

 「大災害発生の際、境南小学校に一時避難所が開

設された場合、どう運営するか」、防災懇が最も力を

入れているテーマです。しかし、境南小学校の収容

可能人数は３２１０名、これに対して境南町の人口

は約１４０００人で、明らかに収容能力は足りませ

ん。必然的に「在宅避難」、つまり、自宅が震度６強

の揺れに耐えるように耐震工事を施し、３日分の水

や食料を蓄えておき、自宅に留まり震災発生直後を

乗り切るという考え方が現実味を帯びてきます。こ

れこそが「自助」すなわち、「自分自身、家族は自分

で守る」という生き残るための基本です。同時にプ

ライバシーを守れる観点からも「在宅避難」のメリ

ットは大きいと考えています。 

 万が一、ライフラインが止まってしまった場合に

備えて、境南町の各丁目ごとに「非常ステーション」

を設置しました。１丁目はあおき公園、２丁目はあ

けぼの公園、３丁目は境南防災広場、４丁目はもみ 

じ山公園、そして５丁目は境南中央公園（地図参照）

に非常用の水、食料を備蓄、かまど、トイレなどを

整備しています。在宅生活に支障をきたしたとき、

お近くのみなさんは丁目を超えて最寄りのステー

ションを利用してください。 

 都は２４年４月に「首都直下型地震等による東京の

被害想定」を発表し、これに伴い「東京都地域防災計

画」を修正しました。この中で、災害が発生した時に

一人でも多くの人命を救うためには住民一人一人が

自分の身を守る「自助」、そして近くにいる人同士が

助け合う「共助」の重要性を改めて訴えています。 

この「共助」の力を再生し発揮するために、都は地

域において意欲的な防災活動を行う都内３６団体を

「東京防災隣組」に認定しました。武蔵野市からは 

境南地域防災懇談会が選ばれました。 

 

普段からご近所付き合いが大切です 

災害発生時、お一人では自由に移動できないお年寄

りや身障者にどう対応すればよいかという問題も

あります。個人情報の制約もあり、懇談会としても

むやみには踏み込めない領域です。できればご自身

で普段からご近所とのお付き合いを通じて状況を

知らせておくこと、積極的に防災懇の会員に接触し

ていただき、一緒に対策を考えていければより良い

準備ができると思います。さらに、災害時にはペッ

トを避難所には持ち込めないため、並行して犬舎の

設置なども考えておく必要があります。これらの問

題も「在宅避難」ならば最善に近い解決法になるの

ではないでしょうか。 

マンションの防災はマンション自身で！ 

もっと難しい課題がマンションに住む人たちに

どのように防災活動を体験してもらうかです。ほと

んどのマンションは耐震構造になっているので、普

段から室内を整理整頓して、家具（冷蔵庫が一番危

険）転倒防止対策を施し、火事を出さない、さらに、

３日分の水、食糧を備蓄しておけば当面自分や家族

を守る（自助）ことはできましょう。その上で、マ

ンション内の一人住まいのお年寄りや身障者の安

否を確認して、必要な支援を行っていただく（共助）
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ことをお願いしています。 

桜堤の公団集合住宅では自主防災組織を作り、各

棟に班長さんを、各階単位に責任者を決めて災害時 

情報の確認の仕方などを訓練しています。しかし、

境南町の民間マンションでは防災に対する関心が薄 

いのか、防災訓練に参加する人の数はきわめて少な

いのが実態です。武蔵野市全体で６割、境南町では

７割近い方がマンションにお住まいで、駅周辺に大

型の集合住宅が建築中などこれからもマンション人

口は増える傾向にあります。 

民間マンションの場合、ストレッチャーがエレベ

ーターに水平に入らない、非常階段を通過できない

ケースが見られるなど、実際に自分のマンションに

はどんな問題があるのかをそれぞれの住民自身に点

検してもらい、必要な対策を個別に考えていただく

以外に妙案が浮かばないのが実情です。 

あくまで各戸の自己責任ではありますが、マンシ

ョン単位で管理組合が音頭を取って自主防災組織を

作り、市の防災課に登録していろいろな最新情報の

提供や防災対策や体験訓練の指導を受けるのはお勧

めです。 

 

コミセンへの役割期待は？ 

もし、水が止まった時は給水車が境南小と境南コ

ミセンに来ます。非常食や衣類は対策本部から境南

小の東校舎へ運び込まれた後、配布が始まります。

これ以外にも様々な情報が市のＭＣＡ無線で対策本

部から境南小、コミセンに届きます。その情報を速

やかに避難している方たちに開示すればみなさんの

不安を和らげることができます。 

また、境南コミセンへのお願いは「地域支え合い

ステーション」としての役割期待です。具体的には、

災害発生時には速やかに閉館してください。少し驚

かれる方がいるかもしれませんが、コミセンには

大切な役割があるからです。みなさんには、まず、

境南小学校へ行っていただきますが、どうしても

そこに滞在できない、例えば障害を持つ方や何ら

かの事情で集団生活ができない方を例外的にコミ

セン体育室に限って受け入れをお願いしていま

す。昼間はコミセンで過ごし、夜間は自宅へ戻っ

ていただくデイケア的な考え方です。 

また、耐震構造になっていない２階以上は、も

し使用可能な状態であれば、他県からの災害・医

療ボランティアの宿泊施設として確保しておいて

ください。今後、コミセンと「境南町らしい連携

のあり方」を協議していきたいと思っています。

（防災懇は４月からコミセンの構成団体となり運

営委員を担っていただくことになりました） 

 

今年は地域ごとの防災訓練を企画します 

従来は境南町全域を対象とした防災訓練をやっ

てきましたが、今年は地域限定型、つまり、例え

ば各丁目単位に、前出の非常ステーションになっ

ている公園を会場にして計画してはどうかと考え

ています。既に各丁目住民のネットワークを作っ

ているほかの団体にもご協力をお願いして企画し

たいと思います。集まる方がご近所の方中心にな

り、一緒に防災訓練を体験していただくことによ

って、お付き合いが新たに生まれたり、深まった

りする機会になることを期待しています。 

 最後に大震災は決してほかの県や町の話ではな

い、身近に起こりうる危険であること、そのため

に備える事の大切さをご理解いただければうれし

いです。 

（大矢照男会長、谷合陸郎副会長、小林冨士子副

会長、田川邦子役員からお話を伺いました） 
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《平成 2５年度 境南コミセン文化講座・サークルのご案内》
１．４月１日から文化講座の募集が始まります。お申し込みはコミセン窓口まで。

講座名(講師) 週/曜日 時 間 定員 会費/回 開講 持参するもの

華道(古流)

(三田野理京さん)
第 1/木 10:00-12:00 20

500 円(月会費)

1000 円(花代)
5/2

花ばさみ・袋(花包み)

ｴﾌﾟﾛﾝ･ｺﾞﾐ袋

水彩･ﾊﾟｽﾃﾙ画

(柳瀬作治さん)
第 3/日 13:30-16:30 25

6000 円/半期

(15 人以上の場合)
5/19

＊下記参照

囲  碁

(山本延雄さん)
毎週/月 13:00-17:00 40

2000 円/前期

2000 円/後期
5/6

ソシアルダンス

(伊藤紀代子さん)
毎週/月 18:30-20:30 30

1500 円/月
5/13

動きやすい服装・上履

き(ﾀﾞﾝｽｼｭｰｽﾞ)

気功と練功十八法

(小澤恵子さん)
第 1、3/月 13:30-15:00 30

200 円/回

入会金 500 円
5/13

動きやすい服装・上履

き

フォークダンス

(野坂利子さん)
毎週/月 10:00-12:00 40

800 円/月

7,12 月は 1000 円
5/13

動きやすい服装・上履

き(ﾀﾞﾝｽｼｭｰｽﾞ)

茶道(表千家)

(藤井宗美さん)
第 2、4/火 13:30-16:30 10

1000 円(月会費)

1000 円(水屋料)
5/14

白ｿｯｸｽ・ﾍﾞﾙﾄは持参

＊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)、消しｺﾞﾑ(練りｺﾞﾑ)、小型ﾊﾟﾚｯﾄ、絵筆(大・中・小)数本、絵筆洗い用の水入れ

２．サークルも会員募集（定員に空きがある場合）しています。詳しくは窓口にお尋ねください。

・ｽﾎﾟｰﾂ系：卓球、バドミントン、ヨーカﾞ、ソシアルダンス、輪投げ、ストレッチ体操、など

・文 科 系：茶道、 囲碁、詩吟、俳句、老人会、謡曲、大正琴、三味線、コーラス、カラオケ、書道、

読書会など

◆８月１７日（土）～１８日（日）午後５時半～８

時半、境南ふれあい広場公園（武蔵野プレイス北側）

で、境南町盆踊りの開催が決まりました。

◆１２月の運営委員会に傘下２６団体の代表をお

招きしてご意見を聞きました。「今年の夏に、２６

団体及び有志を含めて３０を超える団体が共同主

催で４年ぶりに境南町盆踊りを復活したい」という

提案に満場の賛成があり、この企画の具体化が決ま

りました。

◆企画と運営は「境南町盆踊り実行委員会」を立ち

上げて、委員長には谷合陸郎さん（境南協栄会）、

副委員長には高橋勝義さん（交通安全協会・境南コ

ミセン会長）を選出しました。実行委員には４つの

商店会、３つの老人会、境南地域社協、境南小ＰＴ

Ａなどの代表に就任していただく予定です。

◆共催していただく団体にはそれぞれの得意分野、

例えばやぐらの設営、音響、提灯飾り、屋台出店、

編集後記 昨年末から広報部総がかりでホームペ

ージのリニューアルを進めています。ご期待くだ

さい。このために「きょうなんだより」は１回お

休みさせていただきました。

境南八景 「境南町盆踊り」を
３０団体でやります！

交通整理、防犯パトロール、防火管理、救護関係、

テント設営、子どもの見守り、踊り、ごみ対策、

資金援助などでご参加ご協力いただくようお願い

していきます。企画段階から個人のお手伝いやご

協力も大歓迎です。コミセンの窓口に登録フォー

ムを用意して、お申し込みをお待ちしています。

みなさんご一緒に盛大に２５年夏「境南町盆踊り」

を作り上げましょう！

通信カラオケが入ります
カラオケ愛好者のみなさんからご要望が強かっ

た通信カラオケの導入が決まりました。現在３つ

あるカラオケサークルを中心に、新たにサークル

を募って、掛かる経費は利用者が負担する運営方

針作りが進んでいます。新曲が１週間後には配信

されるカラオケ環境で、ご一緒に歌いませんか。


