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境南コミュニティセンター 町の行事（夏～秋） 

行事名 日程 行事名 日程 場所 

七夕祭り 7／１ 境南地域防災訓練 7／21・22 境南小学校 

お月見の会 8／18 または 19 武蔵野ジャンボリー 7／25～27 長野県川上村 

ハワイアンコンサート 9／8 境南盆おどり 8／4・5 境南ふれあい広場 

自然観察会 9／9 もみじ山おばけ大会 8／25・26 もみじ山公園 

生活習慣病予防料理講習会 9／20 境南こどもみこし 10／6 境南町内 

糖尿病講座 9／29 杵築大社例大祭 10／6・7 杵築大社・境南町内 

○平成３０年度住民総会報告     （１面） 

これからの運営方針 

コミセンイベント 夏秋の主な行事 

●モーニングハイク ７/２９開催 （２，３面） 

○境南コミセンを支える２７団体     （4 面）                            

境南盆踊り        

わがまちの昔④         
 サテライト 

 ３０年度の住民総会が４月１５日、７１名

の参加で開催されました。 

 澤木宗人氏の司会で議長長谷川武彦氏、書記

芦澤令子氏を選出。２９年度事業報告、会計報

告、監査報告のあと、３０年度運営委員、役員、

そして事業計画、予算案が承認され、防火管理

者の確認、監事も提案通り認められ、終了する

ことができました。 

 

新しい役員は下記のとおり 

 

会 長：和智 美知子 

副会長：髙石 好子  船木 薫 

会 計：新倉 孝夫  伊藤 鈴子 

書 記：後藤 順一  永坂 弦多 
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親子と子の絆と健康づくりを充実 

               会長 和智美知子 

“この町が～境南町”の標語は平成２８年度から掲

げられています。境南町住民と相互敬愛を表したもの

で、今年度もこの精神に恥じない運営を心掛けたいと

思います。なかでも親子ひろば、幼児対象の読み聞か

せ、親子の骨盤体操、栄養歯科講座など、地域の乳幼

児を抱えた若いお母さんたちにも、大いに利用しても

らえるよう取り組んでいきます。「コミセンに行って

良かった」「催しなどに参加した甲斐があった」など、

利用者の満足度向上と施設管理の徹底によるサービ

ス向上に努めます。 

コミュニティづくりの場として、多数の方に利用して

いただくことを願っています。今後ともご指導、ご協

力を併せてお願いします。 

主なイベント情報 

 

   船木 和智 髙石 



八幡神社 
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境南ｺﾐｭﾆﾃｨセンター 

野川公園 
㈱スバル 

◆受 付◆ 
日  程：7 月 29 日（日） 

     朝 5 時集合 5 時半出発 

申し込み：7 月２日(月)～21 日（土） 

     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 

㈱スバル 
 

                    野川公園は、園の東西に東八道路が横ぎり、北側を

皮                  西から東へ野川が流れる緑豊かな園です。 

                   もとは、近くの国際基督教大学（ＩＣＵ）の所有す

るゴルフ場でした。現在でも多くの面積芝生が広が

っています。 

北側、園内ある「自然観察園」は国分寺崖線からの湧き水により湿地が点在しています。 

そこには武蔵野の貴重な植物群、多くの野鳥や、昆虫など自然を観察できます。 

◆コース紹介◆ 

境南コミュニティセンター → 庚申堂 → 鶏鳴幼稚園 → 天文台通り →  

㈱スバル入口（給水） → 三鷹消防署大沢出張所 → 八幡神社 → 人見街道 → 

御狩野橋 →  野川沿い → 野川公園内≪くぬぎ橋付近（ＷＣ） →  

北門付近（ＷＣ）≫→ 東中 → 東センター → 新小金井駅 → 新小金井通り → 

富士見通り → ゴール（境南コミュニティセンター） 

野川公園でレクリエイションもあるヨ 

西武多摩川線 
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《シリーズ  コミセンを支える２７団体  ⑭》 

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＞ 

 

  ④ 

４回目の今回は、前回の大工原均一さんよりご紹

介いただいた「杵築大社氏子会総代」の、秋本光雄

さんの昔話です。太平洋戦争が始まる前、当時のＪ

Ｒ武蔵境駅は北口だけで、商店は駅前広場から大通

りにかけてに多く並んでおり、現在より多種多様で

近隣の人々の生活を支えていました。 

パン屋の隣に時計屋があって、本屋、肉屋、団子

屋と続き・・・という感じで、７０軒余りの店を片

端からスラスラと覚えておられました、秋本さんの

記憶力にビックリでした。商店の裏には空地が広が

り、子供達が走り回って遊んでいたそうです。ビリ

ヤード場や、ダンスホールなどもあって、「むかし境 

いま吉祥寺」なんて言葉もあるとか。 

太平洋戦争に突入すると、物資統制で商店は機能

しなくなりました。しかし、地域の人々は危機意識

の共有で、コミュニティとしての礎を固めていった

そうです。この事が後年、都市ガスや下水道を普及

させる運動の原動力となったそうです。地域コミュ

ニティの重要性を改めて教えていただいたようなお

話でした。    （広報部・担当 櫻田 哲郎） 

 

  
 

 

境南町で活動する団体、個人で実行委員会を作

り、企画から準備・撤収作業、開催運営までを行

う、いわば地域のみんなで作り上げるユニークな

盆踊りです。8月 4日、5日のそれぞれ午後５時

から。このうち一日が雨天の時は 6日に開催。両

日とも雨天の場合は 11日、12日へ順延します。 

JR 武蔵境駅南口の境南ふれあい広場公園の真

ん中に櫓
やぐら

を組み、紅白幕や提灯で飾り付け。樹々

に包まれた中で、音楽に合わせた威勢のいい太鼓

が響き、舞台の上下で踊りの輪ができます。 

小さな子供さんには、聞き慣れた踊りやすい曲を

選び、休憩時間にはアイスも用意しています。お

誘いあわせの上、お出掛けください。 

 東京オリンピックに向けて発表された「東京五

輪音頭２０２０」などの踊りの練習会を 7月４、

１８、２７の３回、コミセンで開催します。 

境南盆おどり実行委員会                  

委員長 髙橋 勝義 事務局 藤島 俊一郎 

             

境南富士見会 

「自由、明朗、寛容の精神を基本とし、小異に

こだわらず、大同をもって和に徹する」。これを道

標に昭和５７年４月、武蔵野市老人クラブ連合会

の３０番目の単位クラブとして、境南富士見会が

誕生しました。 

現在、会員数は７１名で、うち市外在住の５名

は準会員です。境南町には３つの単位クラブがあ

り、その中で境南富士見会は最少のクラブとして

活動。３ヶ月に一度の誕生会や毎月定期的に行っ

ている軽スポーツ（輪投げ・スカットボール）、カ

ラオケ、年２回のバスでの日帰り研修旅行や、ウ

ォーキングなどをしています。武蔵野市や武老連

が主催、または共催として行う行事などにも参加。

境南小学校で行われている「だんらん給食会」に

も年に４、５回、一人または二人の会員が交代で

加わり、曾孫のような小学生たちちと一緒に給食

をいただき、合唱などを聞かせてもらい、楽しい

ひと時を過ごすこともあります。 

会員の募集は常時行っていますので気軽に声を

かけてください。 

       会長 伊藤 不折 

 
第 6 回 

 

幼いころの記憶が突然、蘇ることがあ

ります。懐かしさや甘酸っぱい出来事が

走馬灯のようにめぐります。親に連れて

行ってもらったおばけ大会もその一つで

しょう。 

この大会も歳月を重ね、はや３９回に。

あの時の子供たちはお父さん、お母さん

になり、今度は若者にまじって妖怪デビ

ューです。境南青年会では焼きそば、か

き氷などの屋台、ヨーヨー釣りも準備中。

思い出づくりにおいでください。 

 

《前回の「わが町の昔」の文中、「八景

碑」とあるのは「忠魂碑」の間違いでし

た。お詫びして訂正します》 
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