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８月２日(土)モーニングハイクに行こう！（２・３面）

○平成２６年度住民総会を開催しました（１面）

○新会長のご挨拶（１面）

○８月９日(土)・１０日(日) 境南盆おどりをみんなで盛り上げよう！（4 面）

○コミセンのイベント・境南町のイベント（４面）

４月１３日に平成２６年度の住民総会が開催

されました。２５年度の事業報告・会計報告・

監査報告、及び会則６条の改定をご承認いただ

き、２６年度運営委員及び新役員の承認、事業

計画や予算案、監事 2 名の承認と、すべて無事

終了しました。退任の藤島さん、澤井さん、１

年間ありがとうございました。

その後、新役員 7 名のうち２名から、一身上

の都合による退任届けが提出され、後任の選任

が必要になりました。４月・5 月の運営委員会

で検討し、6 月２０日に臨時総会を開催し、新

役員 2 名をご承認いただきました。新しい役員

は以下の通りです。

会長 ：加藤 之義

副会長：髙宗 充貴・遠藤 厚一

会計 ：網谷 宏・細田 幸雄

書記 ：栗原 毅・和智 美知子

新年度役員一同、奮励努力中です。皆さんの、

今後一層のご協力・ご支援をお願いいたします。

《平成２６年度住民総会報告》

先日 TV をみていて、その内容に驚きました。

仕事を退職し、連れ合いに先立たれ、現役時代

の友人・知人との距離が遠のいた男性は、毎日

一人で食事をし、風呂を使い、特に出かける先

もなく、TV をみるだけの生活。そういう人が、

お金を払っておしゃべり相手をしてもらう、と

いう内容でした。この番組に登場した方々は、

何らかの事情で、人との関係に行き詰まった人

たちです。事情は様々でしょうが、こういう人

たちが存在する事に愕然としました。

皆さんはどうお考えになられるでしょうか。

「私なら、何か趣味の会に入る」とか「ボラン

ティア団体に参加する」とか「コミセンの行事

に出かける」とか、お考えになられるでしょう！

今年度もコミセンでは、モーニングハイク（8

月２日）や文化祭（１０月３１日〜１１月２日）

を中心に、様々な企画を通して地域の活性化に

取り組んで参ります。ご協力とご支援をお願い

して、ご挨拶といたします。

人と人とのふれあい

新会長 加藤 之義

コミセン活動の基本は



第２９回モーニングハイク

   

       

●神代植物公園

●野崎八幡

日  時： ８月２日(土) 午前５時 コミセン集合

申込み： ７/５(土)～２４(木)  コミセン窓口

＊お一人での参加、グループでの参加 歓迎

＊小学３年生以下は保護者同伴

参加費：２００円(保険料、飲み物代など)

新
小
金
井

東八道路

人見街道

天
文
台
通
り

調
布
保
谷
線

か
え
で
通
り

文

武蔵境東小金井

●境南コミセン

●野川公園

中央高速道路

●深大寺

武蔵境

●
野
川

・掩体壕

連雀通り

早起きして

モーハイに

参加しよう！

●
武
蔵
野
の
森
公
園

≪ウォーキングコース≫ (全行程 約１１km)

境南コミセン（５時３０分出発）→ 野川公園 → 武蔵野の森公園 (掩体壕)

→ 野川沿い→ 深大寺 → 神代植物公園 周辺→ 野崎八幡 → 境南コミセン

◆当日のコースは多少変わることがあります。

武蔵野“水辺と森” 探索
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【都立野川公園】

この公園は、調布・小金井・三鷹の三市にまたがる様に位置

しています。野川公園は大きく分けて２つの公園があり、北

側の野川が流れる自然豊かな場所と南側の広々とした芝生

広場とテニスコート・ゲートボール場・アスレチック・バー

ベキュー広場があります。たくさん緑があるおかげで暑い真

夏も涼しく、緑にひたりのびのびとした気分を味わう事がで

きます。春には桜がきれいで、桜の名所としても親しまれて

います。ボールやフリスビーで思いっきり走り回ろう！

【掩体壕】（えんたいごう）

掩体壕（えんたいごう）とは分厚いコンクリートでドーム

状に作られた建造物で、太平洋戦争の時、Ｂ２９などの空

襲から戦闘機を守るために作られた「戦闘機のための防空

壕」のようなものです。自転車と比べてみても大きさがわ

かる様に、「飛燕」（ひえん）という戦闘機が格納されてい

ました。昔はこういったものが３０基作られたようですが、

今では武蔵野の森公園の２基と府中の２基のみで史跡とし

て保存されています。「飛燕」の写真も展示してあります。

【野川】

野川は多摩川の支流で延長２０．２３㎞。国分寺の東恋ヶ窪

にある日立製作所中央研究所内にある大池から始まり、多摩

川に合流します。野川沿いには、湧き水のわく湧き水広場が

あり、春にはたくさんの桜が咲く桜の名所として知られてい

ます。野川沿いをゆっくり歩くとたくさんの野鳥、昆虫、野

草、魚に出会えます。春にはカルガモの親子を見ることもで

きます。都内では珍しいカワセミを見ようとカメラを待ち構

える人もいます。

【深大寺・都立神代植物公園】

深大寺は３年前のＮＨＫ連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」

の舞台にもなった場所で、漫画家水木しげるの「鬼太郎茶

屋」もありたくさんの人でにぎわっています。

都立神代植物公園は４８００種類、１０万本の樹木が植え

られ、四季を通してたくさんの花を楽しむ事ができます。

特にバラが有名でバラが楽しめる季節は多くの人でにぎわ

います。
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１０年ぶりに盆踊りを復活しました！

「境南町に住むみんなの手で地元の盆踊りを

復活しよう！」を合言葉に、約１０年ぶりに昨

年８月、『境南盆おどり』を武蔵野プレイス前境

南ふれあい広場公園で開催しました。

話が持ち上がったきっかけは３年前に発生し

た東日本大震災でした。ご近所同士のお付き合

いの大切さを改めて思い起こさせ、とりわけマ

ンション住まいの新しい住民人口が 7 割を超え

る境南町の現状を踏まえ、このままではいけな

いという思いが強くなりました。

ご近所同士が知り合うチャンスに

かつては各丁目の商店会が中心になって盆踊

りを盛大にやっていましたが、商店主たちの高

齢化などを理由に自然消滅的に行われなくなっ

てしまいました。一昨年１１月、境南コミセン

に運営委員を送っている地域２７団体の代表他

有志のみなさんに呼びかけて、アイデアを出し

あい、境南町が一つになって楽しめる『境南盆

おどり』作りが始まりました。

８月９日(土)・１０日(日)一緒に踊りましょう！

杵築大社のお祭り、こどもみこし、お化け大

会、コミセン文化祭、どんど焼きなどの催しに

住民が揃って協力し合う地域の習慣がありま

す。境南町ならではの盛大な盆踊り作りに、本

番２日間だけでなく前後の準備や撤収作業も含

めて住民のみなさんにも参加いただき、手作り

の『境南盆おどり』を一緒に楽しんでください。

今年は８月９日(土)・１０日(日)午後６時から開

催します。初めて踊る方のために７月中に境南

コミセンで踊りの練習会をやります。若い人向

けの新しい企画も検討中です。多くのみなさん

のご来場をお待ちしています。

境南盆おどり実行委員会

今年も地元のみんなで作り上げよう！

境南盆おどり

昨年の境南盆おどりから

境南コミセンのイベント

★タンゴ・ロサ サマーコンサート

＜これがタンゴだ！＞

7/22(火)13:30～15:00

3Ｆ 講座室

★七夕まつり

6/29～7/6 までロビーに笹を飾

ります。願い事を書いてね！

★ＩＴ講習会

9 月頃に開催予定です

境南町のイベント（予定）

◆さかいマルシェ

(ふれあい広場公園)

7/20 8/3 9/7 10/12

の各日曜日 8:00～

◆境南小学校防災訓練

7/26(土)

◆むさしのジャンボリー

8/6（水）～8(金) 締切済

小学 4～6 年生 川上村にて

◆もみじ山おばけ大会

8/23(土)・24(日)

◆ラジオ体操

月～土 朝 6:30～7:00

もみじ山公園

ふれあい広場公園

◆夜市(ふれあい広場公園)

8/23(土) 雨天時 24(日)

◆杵築大社 例大祭

10/4(土)・10/5(日)

◆境南こどもみこし

10/4(土)


