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これからのイベント情報（2・3 面）
○「コミセンアンケート」ご意見をお聞かせください（１面）
○『利用者懇談会』開催のご案内（１面）
○２０１５年に起きた天災・人災（４面）
○コミュニティ協議会からのお願い（４面）

≈≈≈只今、
「コミュニティセンター利用者調査」実施中≈≈≈

市内の全１６コミセンでは
１．コミセン来館の目的
２．利用の頻度
３．窓口の対応状況
４．実施事業への参加状況や内容へのご意見
などをアンケート形式でお願いしております。
アンケート用紙は、団体利用の場合利用時に
配布、個人利用の場合窓口配布とロビーの机に
て配布しております。回収目標は、１コミセン
１００、全体では 1,６００の回答を集約したい
と計画しております。
すでにご回答いただけましたでしょうか？
締め切りは 2 月 29 日（月）となっております。

『利用者懇談会開催のご案内』
来る 2 月 14 日（日）午後 2 時より、
「２７年
度利用者懇談会」を実施いたします。
昨年も、2 月 8 日（日）に開催し、沢山のご参加
のもと、貴重なご意見をいただき各種運営へ利用
させていただきました。
コミセンは、ご利用者と地域住民のためにあり

ぜひ貴方さまのご意見をお聞かせください。

ます。お一人でも多くの“建設的ご意見”を反映

個々のコミセン及び全体での集計・分析を行
い「皆さまのご希望を取り入れた、より使い勝

した施策立案を心がけていきます。役員・窓口一

手の良い」コミセン作りに生かしていきたいと

会場準備のため、ご参加いただける方々は 2 月

思っております。

12 日（金）までに窓口までお申し込みください。

同、皆さまのご参加をお待ちしております。
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3 コミセン（西部、桜堤、境南）、ネットワーク事業

2015 年 12 月 18 日（金）、例年通り年末大掃

タンゴ・ロサ

コンサート

除を実施いたしました。
個人、団体の皆様、わざわざ雑巾を作って参加し
てくださった方、たくさんのご協力をいただきまし

2016 月 3 月 6 日（日）
PM 2：30～PM4：00

て誠にありがとうございました。

会場：スイングホール

これからもよろしくお願いいたします。

文化祭

各催しの様子

出演：タンゴ・ロサ
今から約 130 年前、アルゼンチンの首都ブエノ
スアイレスから始まったとされるタンゴ。そのすば
らしい音楽を、バンドネオン奏者､演奏歴 67 年の高

大掃除

谷氏を慕って集まり、日々アンサンブルの向上に励
んでいる“タンゴ・ロサ”さんにお届けしていただ
きます。

コーラス発表の様子

７月の消火訓練
児童室の風景

詳細は、2 月中旬掲示のポスター等にて発表。

ピィロティでの風景

この町がすき、人がすき。
武蔵野市内で

１００歳以上の方

７４人

９０歳以上

2093 人

境南町では

１００歳以上の方

８人

90 歳以上

202 人
七夕かざり

長寿の秘訣をお聞きすると
① 食べるために歯が丈夫でなければ，おいしく食べられない。歯の手入れに気をつけている。
② 食事は朝、昼、夜ときちんと食べるようにする。.一食抜くと必要な栄養が取れなくなる。
③ 魚と肉は１対 1 の割合で
④ バランスよく食べる。緑黄色野菜、果物、海藻を取るようにする。
⑤ 足腰鍛え、健康を守るため毎日牛乳を１本 220ｍl 飲む。
（牛乳 100g 中にカルシウム 110 ㎎ある）
⑥ くよくよせず、おおらかに、何事も前向きに良い方にとらえる。
⑦ 好奇心を持って、人と付き合う機会を積極的につくり、友人、知人と会食すると食欲増進にもなる。
社会との繋がりができ、会話による情報が入り脳に良い刺激になる。
⑧ 賢く食べ、効率よく運動をする習慣をつける。

立川防災センター
地震体験・消火体験
消火放水練習

中でもウォーキングは手軽にできる運動です。

（体力アツプなら 30 分以上、出来れば 60 分程続けることが理想です）

百寿めざして
がんばろう！！
どんど焼
太鼓演奏
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20015 年を振り返って、主なものをまとめてみました。

＜天災＞

＜人災＞

＜ニュース＞

５月

1月

3月

・箱根山で火山活動活性化

・イスラム国による日本人拘束事

・北陸新幹線、開業

件。現地取材のジャーナリスト

金沢まで最短 2 時間 28 分

・小笠原諸島西方沖で地震

湯川遥菜、後藤健二さん殺害さ

・渋谷区が初の同性カップルを

・ 鹿児 島 県 口 永良 部 島 の 新岳 で 爆発

れる

条例で認める。

的噴火が発生
・日本マクドナルド、チキンナゲ
ットに異物混入
・鹿児島で、観測史上最大の月間雨量
を測定
８月

4月

・皆既月食観測

7月

・ＦＩＦＡ女子ワールドカップ

・大手スーパーなどのお菓子類に

・桜島を、気象庁は噴火警戒レベルを

つまようじ突き刺される

４にする
9月

日本準優勝

・台風 18 号が本州縦断、北関東を中

4月

・首相官邸の屋上にドローン着地

心に大雨。宮崎県大崎市で渋井川の

６月

・日本年金機構、個人情報流出し

堤防、茨城県常総市で鬼怒川の堤防

た事を発表

・芥川賞、お笑い芸人の又吉直樹
作「火花」が受賞
9 月

がそれぞれ決壊

・ラグビーワールドカップで、日
本 チ ーム は 優 勝 経 験の あ る 南ア
フリカに歴史的逆転勝利

・熊本県の阿蘇山中岳第一火口で

7 月

噴火発生

・新国立競技場ザハ氏のデザイン
白紙撤回

10 月・ノーベル医学・生理学賞で大村智
名誉教授、ノーベル物理学賞で
は梶田隆章博士が共に受賞

・台風１７号甚大被害発生

10 月

・横浜市の大型マンションで、施

茨城､栃木､宮城の３県で 8 名死亡

工業者の「旭化成建材」が基礎

40 平方キロメートルにわたり浸水

工事データを改竄

・マイナンバーの通知開始

団体代表は、決まり次第登録してください
２７団体、各丁目代表をご推薦ください

団体により 2 月 17 日（水）までに来期の人事が

運営委員の締め切りは、2 月 17 日（水）です

決まらない場合、次期運営委員がきまるまでの
間、27 年度の運営委員に留任していただき、役

コミセンの 28 年度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）及び２７団体から各 1 名の推薦枠がありま

員改選に臨んでいただくことになります。
宜しくお願いいたします。
また、今年は境南コミセン 40 周年を迎え 40

す。-会則第 5 条-

周年記念行事への協力を 28 年度の運営委員に要

任期を 27 年度で 5 年満了する方を除いた現運営

請することになります。

委員の方々には、もう一年運営委員としてご活躍

各位におかれましては、宜しくお申込みください

いただけるとありがたいです。

ますよう、お願いいたします。

