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冬～春、境南コミセンの楽しいイベント特集（２・３面）
○２６年度の新しい運営委員を推薦してください（１面）
○３月９日（日）快適なコミセンを目指して利用者懇談会を開催します（１面）
○シリーズ 境南コミセンを支える２７団体「境南こどもクラブ父母会」
（４面）
コミュニティ協議会からお願いです

運営委員推薦の締め切りは２月２０日です
２５年度は２か月を残すだけになり、来期の
新しいコミセンの運営体制を作る大切な運営委
員推薦の手続きが始まりました。
運営委員は各丁目から４名+２名（追加枠）お
よび２７団体から各１名の推薦者枠があります
（会則第５条）。任期が満了する今年５選目の方
を除き、できればこれまでの経験をいかし、も
う１年運営委員として活躍していただければあ
りがたいと思います。
団体代表は決まり次第登録してください
団体によって２月２０日までに来期の人事が
決まらない場合、決まるまでの間は現委員が留
任して、続いて行われる役員互選に臨んでいた
だくことになります。

３月９日（日）午後１時から運営委員、協力
員、文化講座、サークル、一般利用者のみなさ
んにお声掛けして、オープンな意見交換の機会
を設けます。コミセンをもっと利用しやすい、
心地よい場所にするためのご意見を、是非お聞
かせください。

コミセン屋上からダイアモンド富士が見えた

「もっと人が集まるサロンにしたい」
「違った
楽しみ方が 同時にで きよう な場所に ならない
か」など、サロンのイメージについてあれこれ
話し合いを重ねてきました。勉強をする学習室
に対して、本や新聞を読む、囲碁や将棋をする、
打ち合わせやおしゃべりに利用する、とか。
ゆったり座れる机といす、周辺に腰高の本箱
を備え、地域のみなさんから寄贈していただい
た本を読んでいただく図書コーナーも作る予定
です。当初、麻雀ができる場所を提供する案も
ありましたが、他の楽しみ方に支障をきたす心
配があり、検討を続けることになりました。
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境南 冬から春のイベント（スポーツ/講座/コンサート/観世流

3/25（火） 「童謡を歌う」スプリングコンサート

能）

2/16(日)第 7 回スポーツデー

報告（2013/11 月～1 月）
1/26（日）のもちつき大会は中止となりました。

どんど焼き 1/13（月）

青少年部主催のクリスマス会が
開催されました。２F では人形
劇、１F では、体育室ではモグ
ラたたき、児童室では工作があ
り、子ども・大人合わせて 120
名の参加があり、一足早いクリ
スマスを楽しみました。

ＮＨＫの「歌のおねえさん」としても活躍された髙山
佳子さんの童謡のコンサートです。参加者の皆さんも
ご一緒に歌いましょう。
髙山佳子さんのプロフィール：国立音楽大学声楽科卒。
「多摩ファミリーシンガーズ」・「多摩童謡友の会」を
主宰。ＮＨＫ銀河ドラマ、
「題名のない音楽会」などテ
レビ出演。
①3 月 25 日（火）開場 13:30
③参加費:無料 ④成人活動部

14:00～15:30

②境南コミセン

子ども、未経験者、初心者、見学も大歓迎！
（競技には小学生から参加できます）
寒い時期ですが、一日楽しく体を動かして汗をかきましょう。
運動ができる服装で、上履きをご持参ください。遊具や道具、
昼食（軽食）と飲み物はコミセンで用意します。参加費は無
料です。

募集人数 80 人（先着順）申込期間: 3 月 1 日～3 月 21 日

10:00～

認知症予防の仕方をグループワークで体験的に学びます。

① 2 月 23 日（日）10:30～12:00 ②境南コミセン
③参加費:無料 参加資格:どなたでも ④コグ・マ

防災訓練 11/17(日)

児童室
体育室

12:00～

13:00～15:00

輪投げ＆スカットボール
ミニテニス
卓球

昼休み

インディアカ
バドミントン

※受付は 9:30 から(玄関ロビー)

第 34 回コミセン文化祭 11/1（金）～3（日）

定員 50 人（先着順）申込期間: 2 月 19 日まで

3/2(日) 「能学塾」～能楽入門＆小謡講座～
（桜堤・西部・境南コミセン ネットワーク事業）

なかなか触れる機会の
少ない伝統芸能・能楽。
そんな能楽の魅力を武
蔵野市在住の能楽師が
基礎の基礎から分かり
やすく、ていねいにひも
解きます。

バドミントン

インディアカ
2020 年
東京オリンピック
みんなで
応援しよう。

青木一郎師

青木健一師

輪投げ

今回は結婚式でお祝いとして披露できる「高砂」の「小
謡」を稽古する体験講座付きです。ぜひみなさまお誘
いあわせのうえご来場ください。
（舞台写真：能「高砂」
シテ・青木健一師、撮影・前島写真店）
①3 月２日（日）開場 13:30 14:00～ 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
入場券は各コミセン窓口で 2 月 15 日より先着順で配付します。

境南地域運動会 11/30(土)

主催：境南コミセンスポーツ委員会

2/23(日) 講座「認知症を予防しよう」
「ぐるーぷ コグ・マ～むさしの認知症予防の会～」
東京都老人総合研究所の研修を受け、「認知症予防ファシリテータ」と
なった市民で結成した団体で、武蔵野市で活動を続けています。

クリスマス会 12/8（日）

卓球
（写真は過去のスポーツデーの様子）

ミニテニス

例年通り、前夜祭のカラオケ・舞
台発表・展示・たべものの出店・
子ども向けの企画など、盛りだく
さんの内容で、3 日間で 1000 人
以上の来場者で賑わいました。今
年は新たに「子ども記者」という
企画を行い、子どもたちが文化祭
を取材し、記事を作成しました。
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《シリーズ

コミセンを支える２７団体

⑤》

・コミセンでの見守りに安心しています
放課後、子どもたちの行き場・遊び場として、

（境南こどもクラブ父母会）
・私たちは「境南こどもクラブ」の父母会です
境南小学校の学童クラブが「境南こどもクラ
ブ」で私たちはその父母会です。学童クラブとは、

「あそべえ」か「コミセン」に行っていれば親は
安心します。そこでは、地域の大人たちが、子ど
もたちを見守ってくれているからです。境南こど
もクラブは 3 年生までなので、４年生以降の放課
後の行き場・遊び場としても重要です。

小学校１～３年生の子どもで、放課後に帰宅して

大人にとっては、コミセンの運営委員会や行事

も保護者が就労などでいない場合に預かっても

に参加する事で、地域の人たちと知り合いになり、

らえるところです。境南小学校の場合、市の嘱託

地域の事をいろいろ知る機会ができます。

職員が４名勤務し、終業から午後６時（夏休みは
８時半～午後６時）まで開かれています。現在登

コミセンにはこれまで通り、子どもたちを見守
っていただければと思います。

録している子どもは７０～８０名です。
・子どもの成長について意見交換しています
境南こどもクラブ父母会は月１回役員会を行
い、指導員の先生たちとの話し合いを通して、先
生たちと保護者とのパイプ役を担っています。先
日は先生から「目上の人に対する言葉遣いが悪い
子どもがいる」という指摘がありました。また、

・「子どもは地域で育つ・育てる」に期待！

親の方からは、「アレルギーが気になるので、市

役員などを引き受けると、正直なところ負担も

販のものではなく手作りのおやつを出してほし

ありますが、その分、地域に知り合いも増えて行

い」という要望が出されたりしてします。家庭で

きますし、年代の違う人たちとの関係の中で教え

担う事、境南こどもクラブでお願いしたい事など

られる事もあります。子どもたちにとっても、ま

を、お互い話し合っています。

ちの中で大人に声をかけられながら育つのは、良
い事だと思います。そんな風に「地域で一緒に育

・コミセン文化祭では親子で活躍しています
境南こどもクラブは２０１１年３月までコミ

つ・育てる」という事に、境南こどもクラブ父母
会の活動を通して、近づいて行けるようにしたい

セン内にあり、今でもコミセンと一緒にやる行事

と思います。

があります。コミセンの文化祭で父母会は、カレ

（明石有美さん＜会長＞、嘉手納靖子さん＜副会

ーを調理して出店し、舞台では子どもたちが、
「学

長＞、一法師美枝子さん＜コミセン担当＞からお

童キッズのどんなもんだい！」という演目で、遊

話を伺いました）

びの技を発表しています。子どもたちにとって、

※１月２６日のもちつき大会は、全国的に猛威を振

日頃の練習の成果を発表できる場がある事は、と

るっているノロウイルスの脅威を憂慮し、父母会

ても励みになります。また、例年１月にはコミセ

明石会長、松本実行委員長、境南コミセン藤島会長

ンと共催でもちつき大会を行っています。

の間で慎重に協議を行った結果、中止を決断いたし

その他に親子キャンプを行っていて、親同士が
知り合うきっかけになっていますし、そこで色々
な情報交換ができる事もプラスになっています。

ました。
編集後記 ２月～３月にかけても、歌あり学びあ
り鑑賞ありで、コミセンの企画は目白押しです。
また、コミセンをよりよくするために利用者懇談
会にも是非おいでください。

