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冬～春 これからのイベント、おわった行事のご報告（2・3 面）
○境南コミセンの新しい運営委員を募集しています（１面）
○１月２２日の利用者懇談会のご報告（１面）
○シリーズ境南コミセンを支える２７団体「民生児童委員」（4 面）
○その他イベント情報（４面）

境南町の住民の皆さま、コミセンの運営に参
加してください
大切な地域コミュニティ作りのための人材
を確保するため、新しい運営委員を直接募集
します。コミセン窓口へ申出てください。
２７団体・各丁目からの運営委員推薦の締め
切りは２月１５日です
２８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。（1 月
20 日の運営委員会で各運営委員の皆さまに
依頼しました。）
運営委員は各丁目から４名+２名（原則追加
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）
。今年度で任期が満了
する５選目の方を除き、運営委員をもう一年
継続し、これまでの経験をいかして活躍して
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

コミセン前の花壇

平成２８年度の利用者懇談会が１月２２日
（日）午後１時３０分より第１・２会議室で行
われました。今年度ご参加は 5 団体の方々6 名
と役員 7 名でした。
①主催者側を代表しての会長挨拶、②参加者
各位・各団体の状況説明を交えた自己紹介、③
コミセン利用についての基本的な説明（当日配
布資料に沿って）を経て、参加者各位からのご
質問・ご要望と進行いたしました。
今回は例年に比べ参加者が少なかったです
が、体育室・各部屋の利用時間帯と入室のタイ
ミングの確認など、及び体育室のネット購入の
ご要望をいただきました。また、空調リニュー
アル工事により 2 月の一ヶ月間は大半の部屋で
暖房が使えないことを説明しご理解をいただき
ました。
以上、利用者懇談会はご利用者さまの声を事
業計画に活かす重要な会合です。お一人でも多
くのご参加をお願い致します。

冬～春 これからのイベント
３/３（金） コミュニティ寄席
（３コミセンネットワーク事業）
３コミセン(桜堤・西部・境南)のネットワーク事業(※)
として“コミュニティ寄席”が開催されます。今年は
春風亭柳之助さんの独演会です。
さて、どんな演目が飛び出
して、高座が盛り上がって
いくのでしょうか。お楽し
み下さい。
お後がよろしいようで。

①3 月 3 日（金）開場 13:30 開演 14:00
②武蔵野スイングホール ③要入場整理券
入場整理券は 3 コミセンの各窓口で 2 月 16 日
(木)より先着順で配付されます。
※武蔵野市の西端に位置する桜堤、西部、境南の三つの
コミセンによるネットワーク事業は相互交流を促進
するため、いつも新しい企画で実施されてきました。
その相互交流は、中央線の高架化で地続きとなったこ
こ数年、日常的な交流も含めさらに盛んとなり、結果
として交流の輪は着実に拡がってきています。

境南コミセンの掲示板

境南コミセンで何ができるの？
たとえば・・コミセンでできる 10 のこと！
① 部屋を借りて話し合いや趣味の活動ができ
る！
② 体育室で身体を動かす！
③ 児童室で遊べる！
（小さい子どものための時間もあるよ）
④ 料理ができる！一緒に食事もできるよ！
⑤ 有線カラオケの設備もあるよ！（有料です）
⑥ 囲碁や将棋はサロンでどうぞ！
読書もできるよ！
⑦ 勉強したい人は学習室で！
⑧ コピーや印刷もできる！（有料です）
⑨ 有料ゴミ袋も買えるよ！
⑩ 地域の情報がいっぱいあるよ！
（館内のポスターやチラシを見てね）
他にも色々なイベントもやっているし、地
域の活動をする人が集まっているから、コミ
センに行くと地域のことが良く分かる。
これからのコミュニティライフをもっと
豊かにするために・・・境南コミセンを利用
しましょう。ホームページもぜひ見てね！

の場所を下記の通りご案内します。

大切なお知らせ・地域のイベント情報などをポスターで随時掲示しています。
最寄の掲示板でご覧ください。
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吉野様宅駐車場
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エルズレジデンス武蔵境金網フェンス
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H28(2016)年度 秋～冬 コミセン・地域行事のご報告
もちつき大会１月 29 日（日）

クリスマス会 12 月 11 日（日）

どんど焼き 1 月 9 日（月）

フォルクローレコンサート
11 月 26 日（土）

境南コミセン文化祭 11 月 5 日(土)～11 月 6 日(日)

境南コミセン４０周年記念式典・祝賀会 11 月３日(木)
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■トピックス

《シリーズ

コミセンを支える２７団体

⑩》

また災害時要援護者対策事業では、登録希望者
の調査や地域防災訓練時の各丁目ステーショ

民生委員・児童委員は厚生労働大臣より委嘱

ンで安否確認報告をうけたりしています。

を受け、市内には９３名（１月１日現在）境南

その他にも現任研修（都）や管外研修、部会

町では９名（欠員１名）が活動しています。
＜下の表をご参照ください。＞

ごとの施設見学、講演会やシンポジウム等への

民生児童委員には守秘義務があり、身近かな

参加により日頃の活動に生かす知識を学んで
います。

相談相手として直接地域の方々から心配事や困
り事などのお話を聞き関係機関へつなぐパイプ

平成２９年は、民生委員制度創立１００周年

役を担っています。定期的に生活福祉課・障害

の記念の年にあたります。“民生委員・児童委

者福祉課や在宅介護支援センター、小・中学校

員信条”の『わたしたちは、すべての人々と協

との情報交換を行い、支援の必要な方々への手

力し明朗で健全な地域社会づくりに努めます』

助けや見守りもしています。

という一節を心にこれからも活動を続けてい
きたいと思います。

今年は４月～６月に３年に１度の独居高齢者
調査を実施する予定です。対象者には事前アン

（川鍋和代さまからいただいた寄稿文をそのまま掲載し

ケートが市から郵送されていますのでご確認く

ました。）

ださい。（右上に続く）
＜境南町担当の民生児童委員 9 名＞

氏

名

担

当

地

域

電

話

阿部

昌子

１丁目 1～21・23・24

３４‐４３８３

（欠

員）

1 丁目 22・25～32

（阿部委員へ）

吉野

茂

2 丁目 1～10

３２‐４５５８

川鍋

和代

2 丁目 11・12・28

３２‐９５９０

竹内

みき

2 丁目 13～27

３１‐４８５１

矢崎

惠子

3 丁目 1～20

３１‐７８８２

小林

冨士子

3 丁目 21～25・5 丁目 1～5

３２‐９６２６

松岡

眞弓

4 丁目 1～10・12・14・15

３３‐０７８１

中嶋

洋幸

4 丁目 11・13・16～26

７７‐６２３８

野村

和子

5 丁目 6～14

３１‐６６３７

２月は暖房が使えない部屋があります
２月一杯はコミセンの空調設備の工事で次の
部屋の暖房が使えません。ご迷惑をお掛けし
ますがご了承ください。
１階：児童室、厚生室
２階：調理室、娯楽懇談室、趣味の部屋
３階：第一・ニ会議室、講座室、学習室

＜境南コミセンイベント＞
・園芸講習会（プランタンでの野菜作り）
3 月 13 日（月）
・生活習慣病予防料理講習会
3 月 16 日（木）

