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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） 

○2 月 10 日の利用者懇談会のご案内（１面） 

○シリーズ境南コミセンを支える２７団体「武蔵野長寿会」（4 面）                            

○シリーズわがまちの昔③、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

してみませんか 

平成２９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

19 日の運営委員会で各運営委員の皆さまに

依頼しました。） 

大切な地域コミュニティ作りを推進するた

め、新しい運営委員を募集します。コミセン窓

口へお申出ください。 

２７団体・各丁目からの運営委員推薦の締め切

りは２月１４日です 

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 

 

 来る 2 月１０日（土）午後 2 時より、「平成

２９年度利用者懇談会」を実施します。 

昨年は、１月２２日（日）に開催し、貴重な

ご意見をいただき各種運営へ利用させてもら

いました。 

 コミセンは、利用者と地域住民のためにあり

ます。一人でも多くの“建設的ご意見”を反映

した施策立案を心がけていきます。役員・窓口

一同、皆さまの参加をお待ちしています。 

会場準備のため、参加いただける方々は 2 月

９日（金）までに窓口まで申し込みください。             
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冬～春 これからのイベント 
コミセンってなんだ？ 

（境南コミセンがはじめての皆さまへ） 

市内には 16 館のコミセンがあり、境南コミセ

ンはその一つ、一番早くスタートし、境南町１～

５丁目が担当区域です。 

みなさんがいつでも集うことができ、地域での

コミュニティ活動や、情報発信の拠点として利用

されています。 

コミセンで行われる事業やイベントを通して、

家族や友人、地域の方とのコミュニケーションを

深めることができます。 

引っ越しをしてきたので近所の情報を知りたい

方、趣味を通じた仲間を作りたい方、ひとり暮ら

しで災害時が心配な方など、ぜひお気軽に近くの

コミセンにお越しください。 

また、多目的室や学習室、調理室などたくさん

の部屋があり目的に応じてご利用いただけます。 

 災害時には「地域支え合いステーション」とな

ります。コミセンでは、いざという時に協力し合

い、助け合える環境づくりも行っています。（下の

境南コミセン防災活動の記事をご参照ください。） 

初めての方は大歓迎、まずは境南コミセンにお

越しください！ 

境南コミセン防災活動 

わが境南町は、阪神淡路大地震に学び、平成 11

年に有志の皆さんが立ち上げられた「境南地域防災

懇談会」を有し、市内の防災模範地区と自負してい

ます。コミセンも、懇談会のメンバーとして参画し、

有事の際には避難所本部との連携による「災害時地

域支え合いステーション」となります。（学校避難

所と連携して、地域への情報発信や物資の配給、高

齢者や妊婦などの配慮が必要な方の受入れを行い

ます。）  ＜右欄の詳しい説明をご参照ください。＞ 

 一方、コミセンでは、専門部会「自主防災特別委

員会」を設置し、運営委員等十数名の委員が中心に

なって境南町防災広場の防災機器点検・取扱い並び

にコミセン防災備品倉庫の整理・点検の為、年 3回

の定期訓練を実施しています。他に、管外研修とし

て年 1回、各地の「防災館」を訪ね研修も行ってい

ます。コミセン 40周年記念誌（平成 28 年度に全

戸配付済）の裏面に境南町防災情報マップを載せて

いますのでご覧ください。 

 

３/４（日） ピアノ演奏会 
（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“千葉啓介さんのピアノ演奏会”が開催されます。 

①3 月４日（日）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１５日

(木)より先着順で配付されます。 

 

 

※武蔵野市の西端にある桜堤、西部、境南の三つのコミ

センによる相互交流を促進するための企画事業です。 

 

「災害時地域支え合いステーション」の役割・機能に

ついては、地域の実情や施設・設備の状況、コミュニ

ティ協議会の活動状況などに応じて、次の６項目の中

から可能なものを実施します。＜武蔵野市地域防災計

画で規定＞ 

①防災用ＭＣＡ無線や掲示板等を利用した「地域へ

の情報発信」 

②在宅生活を続けられる方等への「物資配給」・「相

談」 

③災害時要援護者で、専門的なケアが必要ない方の

ための福祉避難室「おもいやりルーム」開設 

④既定の学校避難所が地理的に遠い住民向けの臨

時避難室開設 

⑤帰宅困難者の一時滞在受け入れ 

⑥既定の学校避難所では収容しきれない場合の臨

時避難室開設 

 

千葉啓介さんはコンポー

ザーピアニスト。井の頭公

園や中野 ZERO や錦糸

町・越谷などのライブハウ

スで演奏活動をつづけて

おられます。 
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H29(2017)年度 秋～冬 コミセン・地域行事のご報告 

文化祭 11 月４日(土)～11 月５日(日) 

 

クリスマス会 12 月 1０日（日） 

 

馬頭琴コンサート 
1２月７日（木） 

 

元気野菜作り ９月１３日(水) 

 

どんど焼き 1 月１３日（土） 

 

地域認知症講座１月１３日（土） 

 

文化祭 11 月４日(土)～11 月５日(日) 

 

もちつき大会１月 2８日（日） 

 



③ 
前回ｼﾘｰｽﾞ①でお話を伺った高橋勝義さんからのご紹介

で、今回は４丁目にお住いの大工原均一さんに昔の境南町

のお話を伺いました。大工原さんは、普段の物静かな印象

そのままに、淡々とご対応くださいました。 

 ご存知の方も多いかと思いますが、大工原さんは、コミ

センと同様に、平成８年発足の「駅場協」の活動にも深く

かかわっておられ、その際、武蔵境駅開設の経緯や杵築大

社に残る「八景碑」の解読等、ち密な調査に基づく執筆も

されています。コミセンの４０周年記念誌等でもお読みい

ただけますのでぜひご覧ください。 

 子供のころは杉並区にお住まいで、母方のご実家が武蔵

境だったそうです。当時の印象としては、駅の南側には何

もなく、北側には森の中に建物が点在している感じだった

とのこと。母親に連れられて実家に赴く際、怖くて仕方が

なかったのですが、北口に一軒あった団子屋さんの団子に

釣られ、仕方なくついてきていたそうです。駅は、ぽっか

りとそこだけ明るかったことも印象的だったとのこと。昭

和の初めごろのお話。原野だった南口が少しずつ開けてい

ったのは、今の４丁目付近「緑ヶ丘」の西武鉄道による開

発がひとつのきっかけでした。 

武蔵境駅の南口ができたのがずっと後の昭和３６年。ご

自身はその約１０年後に今の４丁目のお住まいに引っ越さ

れました。そのころにはもう日赤病院や境南小学校もあっ

て、怖い思いをして降り立った武蔵境駅のイメージはほと

んど残っていなかったそうです。 

 先に触れた「八景碑」の解読にあたり、亜細亜大学の教

授らとともに大変ご苦労されたそうですが、その理由の一

つに、「長年の風雨にさらされ」砂や苔で文字のほとんどが

埋もれてしまっていたことをお話しいただいておりまし

た。それについて、他の方から「そりゃあそうだよ。空襲

警報が鳴った時に、“碑を守れ”って近所総出で池に沈めた

んだから」と伺いました。これは大工原さんもご存じない

話かもしれません。 

 

 

きょうなんコミュニティだより 20180205 －４－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《シリーズ コミセンを支える２７団体 ⑬》 

武蔵野長寿会  
昭和 35 年 9 月武蔵野市老人クラブ連合会の中

で二番目に創立され、東京オリンピックが開催さ

れる 2020 年に 60 周年を迎えます。現在 60 歳

以上の高齢者で境南町住民を中心に市内の方を含

め 180 名の会員で活動しております。 

「健康で長生き」をモットーに趣味・健康・親

睦・奉仕活動を闊達にしております。特にグラン

ドゴルフは武老連代表で東京都の大会において優

勝しました。 

また境南コミセンで定期的にコーラス・手芸の

会・カラオケの会と軽スポーツ（輪投げ・スカッ

トボール）等を楽しみながら交友を高めておりま

す。 

更に三ヶ月に 1 回、コミセンを利用して開催す

る誕生会は女性会員の手作り弁当で会員の皆さん

に大好評で、毎回 70 ～80 名の方が参加されて

大賑わいです。それもコミセンの調理室・娯楽室

を便利に使用できるお蔭と感謝しています。 

老人クラブとは国自治体から補助を受け、地域

を基盤とする高齢者の自主組織です。高齢を楽し

く、生きがいをもって、安心して暮らしていくた

めには、健康で自立し、身近な仲間と支えあいな

がら、住みよい地域づくりをめざしています。 

どうぞ興味ある方はご参加ください。 

【武蔵野長寿会の大矢会長からいただいた寄稿文をそのま

ま掲載しました。】 

 

寒い季節は火災が発生しやすいです。火の用心！ 

①調理中はこんろから離れないようにしましょう。 

②寝たばこは、絶対にやめましょう。 

③ストーブの周りに物を置かないようにしましょう。 

④家の周りを整理整頓しましょう。 

⑤ライターやマッチを子供の手の届く場所に置かな

いようにしましょう。⑥コンセントの掃除を心掛けま

しょう。⑦住宅用火災警報器を全ての居室・台所・階

段に設置し、定期的な作動確認をしましょう。 

⑧寝具類やエプロン・カーテンなどは、防炎品にしま

しょう。⑨万が一に備え、消火器を設置し使い方を覚

えましょう。⑩ご近所同士で声をかけあい火の用心に

心掛けましょう。【東京消防庁ホームページより】 

 

【東京消防庁ホームページより】 

<境南コミセンイベント> 

利用者懇談会 ：２月１０日（土）14 時～ 

冬の野鳥観察会：２月１０日（土）午前 

生活習慣病予防講習会：２月１５日（木） 

武蔵野うどんを楽しむ会：３月８日（木） 

糖尿病についての講話：３月１０日（土） 

住宅防火１０の心得 


