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●第３１回モーニングハイク ７月３０日（土）（2・3 面） 

 
○平成２８年度住民総会報告（１面） 

○この町が好き ひとが好き ～笑顔が広がる 境南町～（１面） 

○シリーズ境南コミセンを支える２７団体「境南防犯協会」（4 面）                            

○コミセンのイベント（４面） ○境南町のイベント（４面）         

 

 

 

 ４月１０日の日曜日、２８年度の住民総会

を開催、各丁目及び各団体より６１名の参加者

と役員、新役員予定者、窓口員を交え盛大に実

施できました。 

 関根健次氏の司会で議長長谷川武彦氏、書

記菊地邦子氏を選出し総会式次第通り進行。２

７年度事業報告、会計報告、監査報告と進み、

２８年度運営委員、役員の承認そして新年度事

業計画、予算が出席各位の承認がいただけまし

た。防火管理者の確認とともに監事も提案通り

承認され無事終了することができました。 

新しい役員は下記のとおりです。 

昨年度役員７名の内５名が留任という陣容に

なっております。 

皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。 

 

  会 長：高橋 唯文 

  副会長：澤井 孝夫・和智美知子 

  会 計：髙石 好子・河原 廣志 

  書 記：後藤 順一・内藤 尚子 

 

この町が好き ひとが好き ～笑顔が広がる 境南町～              

会長 高橋 唯文 

「この町がすき 人がすき」は、10 年前の境

南コミセン創立３０周年記念誌表紙に掲げられ

ているスローガンです。これに昨年の文化祭にお

いて「～笑顔が広がる 境南町～」が副題として

足し込みされました。これらは、正に境南町にお

住いの住民の皆様の地域に対する思いを表して

いるのではないでしょうか。皆様はこの町を大切

にされ、隣人をいたわり、そして敬愛し、相互依

存をしあっている街であることが分かります。 

そんな中、今年境南コミセンは、武蔵野市のコミ

セン１号館として創立 40周年を迎えます。お陰

様で今日まで支えてくださった住民や諸先輩の

皆様方のご尽力により、盛況で伝統あるコミセン

のリーダー格として高い評価をいただいていま

す。先人の皆様に感謝申し上げますと共に、私ど

も役員は運営委員会メンバーと共に、スローガン

が語る境南町の皆様の思いを、更にコミセン運営

に生かしてまいります。今後とも、皆様方のご支

援、ご鞭撻、ご協力を合わせてお願い申し上げま

す。                                 

 

 

 

この町がすき・ひとがすき 
～笑顔が広がる 境南町～ 
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境南コミセン → 武蔵境駅北口 → 本村公園遊歩道 → 玉川上水・いちょう橋 →浄水場南側

歩道を歩く → 関前５・多摩湖自転車道へ入る → 向台町６・田無高校を左折 → 向台町６・

小金井公園へ入る （休憩）→ 小金井公園内散策 → スポーツ施設管理センター手前（休憩）

→ スポーツセンター入口を出て、五日市街道の歩道橋を渡る → 玉川上水・くぬぎ橋を右折 

→ 桜堤中央公園 → 古瀬公園 → 花の通学路 → 天文台通り → 境南コミセン 

 

 

日 時： 7月 30日（土） 

午前 ５：００ コミセン集合 

    

申込み：7 月 2 日（土）～２0 日（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（保険料など） 

                   

みんな参加してね！  

  

 

 

 

 

 

 

 

■本村公園・・・昔は境上水場への運搬線

だったんだよ。 

 

 

 

 

 

 

 

■大橋・・・かつて大師道が通っており、 

旧境村の入口だったんだ。 

 

 

 

 

 

 

 

■多摩湖自転車道・・・東京都下で最長の

まっすぐな道。その下には多摩湖から都市

部へ水を引くための水道管が通ってるんだ

よ。 

知っていそうで気付かない地元再発見・・・ 

■花の通学路 

■小金井公園「ソリゲレンデ」 

■古瀬公園と  

松露庵 

■独歩の碑 

☆☆☆                             ☆☆☆ 
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<境南コミセンイベント>                <夏・秋の境南町の行事> 

 

 

 

 

 

 

 

《シリーズ コミセンを支える２７団体 ⑧》 

 

（境南防犯協会の防犯パトロール隊の活動） 

１丁目地区では、月２回、１０名前後で危険個

所などを点検しながらパトロールを実施。H27

年は防犯面の事件はなかったのですが、交通面で

は H26 年 11 月に１丁目の工事中の武蔵境通り

で交通事故発生。80 歳代男性が自転車で横断し

ようとしてワンボックス車と衝突し男性は死亡。

後日パトロールの隊員で現場を確認、「急がば回

れ！」の教訓でした。 

 

２丁目地区では、H27 年から集合場所を駅前

のふれあい公園に変更。多くの人々が行き交う場

所なので、見られることによる防犯効果が上がる

と思われます。パトロール隊を見かけたら一声掛

けてもらえれば隊員の励みになります。またパト

ロール活動が周知できるので、新隊員が増えると

期待されます。 

 

３丁目地区では、年度初めに年間スケジュール

表を隊員に配付しています。パトロール当日は出

動記録表で人員を把握し「防犯パトロール実施結

果メモ」に季節のありさま、もみじ山公園・境南

町防災広場・境本公園の状況、街の様子などを記

入し、警察に提出しています。パトロールは学童

の帰宅時間 15:30～16:30 に合わせ、７月～９月 

は夜間 19:30～20:30 に切り換えて実施してい

ます。 

  

４丁目地区では、安全・安心の街づくりを目

標にパトロールを行っています。夏は暑さに負け

ず「盆踊り大会」や「夜間パトロール」を実施。

中央線高架下と北側道路の整備により街路灯も

明るく通行人も多くなり、武蔵境駅への往復の人

の動きが変わったようですが、防犯面の問題は特

に無いようです。交通面では、グルメシティの南

側の路地からノンストップで天文台通りに突っ

込んでくる自転車が多く、問題の場所となってい

ます。 

 

５丁目地区では、毎月１０日と２５日、日曜

祭日に関係なくパトロールを実施し、また５丁目

の地域活動・行事にも積極的に参画し地域のネッ

トワーク作りに努めています。夜間パトロールを

再開し、参加者全員で問題点を話し合いました。

家屋の新築や改修工事が散見され、若い人の入居

等により生活環境も少しずつ変化があるかと思

われます。“明るく住みよい街づくり”が一歩で

も前進することを期待しています。 

 

（防犯協会総会資料の記事を許可を頂き広報部

にて編集しました） 

七夕祭り  

７月 2 日（土）～７月 9 日（土） 

 今年も皆さんの願い事を笹に飾り

にきてください 

自然観察会  

９月１１日（日） 

わいわい広場 

 9 月１４日（水） 

生活習慣病予防料理講習会 

 9 月１５日（木） 

ラジオ体操 

月曜～土曜  

朝 6：２０～７：００ 

ふれあい広場 もみじ山公園 

むさしのジャンボリー 

 ７月２５日（月）～２７日（水） 

 小学 4～6 年生 川上村にて 

境南盆おどり 

 8 月６日（土）～７日（日） 

 ※雨天の場合 8 月 13 日（土）～14 日（日） 

境南ふれあい広場公園 

もみじ山お化け大会 

 8 月 27 日（土）～28 日（日） 

 

社協・ｸﾘｰﾝ フリーマーケット 

 ９月 10 日（土） 

境南コミセンピロティ 

杵築大社 例大祭 

 10 月 1 日（土）～2 日（日） 

境南こどもみこし 

 10 月 1 日（土） 


