
きょうなんコミュニティだより 20170701 －１－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

      

 

                        

                           

                                                                             

 

 

 

 

 

  

●モーニングハイク ７月２９日（土）（2・3 面） 

 
○平成２９年度住民総会報告・玄関に新看板（１面） 

○この町がすき 人がすき     

～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 

「シルバー人材センター」（4 面）                            

○シリーズ わがまちの昔①、ｺﾐｾﾝのｲﾍﾞﾝﾄ（４面）         

 

 ４月１６日の日曜日、２９年度の住民総会

を開催、各丁目及び各団体より５２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。 

 澤木宗人氏の司会で議長志賀和男氏、書記

矢崎恵子氏を選出し総会式次第通り進行。２８

年度事業報告、会計報告、監査報告と進み、２９

年度運営委員、役員の承認そして新年度事業計

画、予算について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。 

皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。 

  会 長：髙橋 唯文 

  副会長：和智美知子・内藤 尚子 

  会 計：高石 好子・船木 薫 

  書 記：後藤 順一・菊地 邦子 

この町がすき 人がすき ～笑顔が広がる 境南町～              

会長 髙橋 唯文 

昨年度、当コミセンは創立４０周年を迎え、周年事

業年としての一年間を終了することが出来ました。皆

様方のご協力に厚くお礼を申し上げます。 

センターを預かります当協議会は、今日までの先人

の皆様の積み上げてこられた実績と今日の努力を基

に、地域の核として、多くの市民の皆様が参画する開

かれたコミュニティづくりを進めてまいりました。今

期は次の５０周年へ向けての新たなスタート年と思

っています。周年事業の一端でしたが、邑上市長の筆

によります境南コミセンの「新看板」も玄関に掲げる

ことが出来ました。新看板のもと、これからの時代に

ふさわしいコミュニティづくりへの取り組みが、更に

広がるよう期待されています。 

「この町がすき 人がすき」は、創立３０周年の時

代からコミセン行事には必ず使われてきた「標語」で

す。更に今は「～笑顔がひろがる境南町～」が足し込

まれています。これは、境南町住民の皆様の相互敬愛

を表しています。今期も、この標語に恥じることの無

い協議会運営を進めてまいります。関係の皆様の「コ

ミセンに行って良かった」「参加した甲斐があった」

等、利用者様の満足度向上と施設管理の徹底によるサ

ービス向上に努めてまいります。 

今期も、皆様方の協議会へのご指導、ご鞭撻、ご協

力をあわせてお願い申し上げます。 
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創立 40 周年を記念してセンターの看板を新

調しました。もとの看板は、開館当時の後藤喜

八郎市長の直筆で、長年の風雪に耐え務めを果

たしました。新看板は、邑上現市長の筆により

完成し、住民総会でお披露目、５月に取付け、

お陰様でセンターの玄関に新たな顔が出来ま

した。お出掛けの際にはぜひご覧下さい。 

 

モーニングハイク特集号 

 

＜境南コミセン玄関に新看板＞ 
 

 



本村公園 
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第 32回モーニングハイク 

コースのポイント 

目的地：東伏見稲荷神社 

（パワースポットを探検し、 

清々しい気持ちで帰ろうね） 

休憩ﾎﾟｲﾝﾄ：武蔵野中央公園 

 （ゲーム遊びも少しやるよ） 

通過ﾎﾟｲﾝﾄ： 

・武蔵境駅北側 

・本村公園 

・ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ遊歩道 

・関前公園 

・千川上水（水辺散策） 

・桜橋 

・独歩通り 

 【通過ポイントの順番は 

  変更することもあります】 

 

 

 

日  程：7 月 29 日（土） 

     朝 5 時集合 5 時半出発 

申し込み：7 月 2 日(日)～20 日（木） 

     コミセン窓口で 

※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（保険料を含む） 

        詳しくは、窓口か 

        コミセン掲示板の 

        ポスターで 境南ｺﾐｭﾆﾃｨセンター 

武蔵境駅 

 と 

関前公園 

東伏見稲荷神社を目的地として、手前の武蔵野中央公園で

休憩と遊びを少し。涼しい水辺を散策し、途中いくつかの

ポイントを通過して一周するコース。 
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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 ⑪》 

公益社団法人 
武蔵野市シルバー人材センター 

本法人は、昭和５３年１月に武蔵野市高齢者事業

団として発足、平成２４年４月に公益社団法人とし

ての許可を東京都知事より受け現在に至っています。 

 高齢者（主に６０歳以上で健康で働く意欲のある

方）が住まいの地域で働くことを通じて活力ある高

齢社会、活力ある地域社会づくりに貢献するととも

に、健康で生きがいのある生活を送ることを理念と

して事業を推進しています。 

 全国的に展開、市町村単位で組織され、約 1400

団体、80 万名の会員組織です。我が武蔵野市では、

約 1200 名の会員となっています。 

 会員の入会の動機調査では、「生きがい・社会参加」

が３４．１％で 3 人に 1 人とダントツです。以下「健

康維持増進」（２２．８％）「経済的理由」（１９．３％）

「時間的余裕」（１６．２％）と続いています。 

高齢化がどんどん進み、少子高齢化の波は日本が

顕著。高齢化率は世界最高。少子化率は世界最低と

いう不名誉？な状態です。 

 ますます進む高齢化は、例外がありません。あな

たも私もかかえる問題です。元気に明るく生きるに

は、活動的な毎日を送ることが大切です。それにプ

ラスして、周りの人に喜ばれる・感謝される生き方

が、まさに“生きがい”ではないでしょうか。この

生き方に「お小遣い」も期待できます。 

センターでは、毎月 1 回の「入会説明会」を実施

し、皆様の参加を呼び掛けております。（詳しくは、

毎月の市報 1 日号に要領が載っています） 
＜右に続く＞ 

 

 シルバー人材センターの会員は、生きがいある日

常生活を送って、一般の方に比べて病気になる率や

通院率も極端に低く、市長などからも評価されてい

ます。 

 さあ、皆さんも入会をご検討ください。会員一同

大歓迎です。（コミセンの運営委員として、境南の

地区理事が参加しています。お声がけください。） 

【シルバー人材センター加藤新会長からいただいた寄稿文を

そのまま掲載しました。】 

七夕祭り  

７月１日（土）１４時～１６時 

生活習慣病予防料理講習会 

９月２１日（木） 

お月見の会  

９月３０日(土)もしくは１０月１日(日) 

わいわい広場 

１０月２５日（水） 

  

境南地域防災訓練 

７月 21 日(金)～２２日(土) 

境南小学校・境南コミセン 

境南盆おどり 

 8 月５日（土）～６日（日） 

※雨天の場合 8月 1２日（土）～1３日（日） 

境南ふれあい広場公園 

むさしのジャンボリー 

８月１０日（木）～１２日（土） 

 小学 4～6 年生 川上村にて 

もみじ山お化け大会 

  8月2６日（土）～2７日（日） 

 

杵築大社 例大祭 

  10 月７日（土）～８日（日） 

 

境南こどもみこし 

  10 月７日（土） 

① 

新しいシリーズの初回は武蔵野赤十字病院の始ま

りの話。昭和２４年に建設。終戦後の混沌が収まり、

貧しいながらもみんな頑張って生活していた頃。地主

さんが土地を出し合って、大手建設会社により建て始

めたところ、地面の中から「高射砲（＊注１）」がご

ろごろ出てきて、そのあと始末に大赤字になった由。

当時は木造モルタルの２階建て、規模はベッド数５０

床（現在は６１１床）程度。 

周囲はまだ畑ばかりで道路も未舗装。院内の床（ゆ

か）は土埃が舞い上がるのを防ぐため、常に油が撒か

れていたそうです（逆にけが人が増えそうですが）。

また看専（看護専門学校）には、全国から中学を出た

ての女の子達が集まっていたとのことです。 

 注１ 高射砲：戦争当時、本土防衛のため設置され

た、飛行機を撃ち落とすための大砲。境南町のものは

高性能だったため、米軍機もこれを避けて爆撃を行な

い、付近には爆弾が一つも落ちなかったとのこと。ま

た、終戦後は埋められたらしいのですが、地面から突

き出た砲身によじ登ったりして子供達は遊んでいた

そうです。当時の子供達のたくましさを感じますね。

【境南コミュニティ協議会相談役の髙橋勝義さんにお話し

を伺いました。】 


