
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

発行 20１０年１１月１日（第１１０号） 関前コミュニティ協議会 
  

 ■〒180-0014 武蔵野市関前2-26-10  （ムーバス三鷹駅北西循環 ⑧ 関前コミセン）  
 ■TEL&FAX：0422(51)0206 

 ■開館：午前９時３０分～午後９時３０分（利用は9;15 迄）■休館日：木曜日＆年末年始 

 ■Ｅ-mail：sekima-c@parkcity.ne.jp            ■ＨＰ：www1.parkcity.ne.jp/sekima-c/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関前ミニコンサート  

日時： 12月１８日（土）午後２時～ 

会場： 関前コミセン レク室 （関前福祉の会・共催） 

出演： 宮内 良（歌） 
今年もNHK歌のお兄さん（４代目）をお呼びしました。 

 クリスマスソングの他に、子どもの歌・シャンソン・愛燦々となどを美しい声で歌っていただきます。 

 

関前コミセン・年末年始（２２年～２３年）の休館のお知らせ 

１２月２９日（水）～１月６日（木）まで関前コミセンはお休みです。 

講習会 絵手紙でⅩ’マスカードや年賀状を！！ 
 日 時：１２月３日（金）10時～１２時   場所：関前コミセン 会議室 

 材料費：２００円（当日徴収）        定員：１６名 

 申 込：当コミセン窓口〔１１月１６日（火）～２６日（金）〕 

  今年は手描きのX’マスカードや年賀状を送って見ませんか？初心者対象にやさしい講習会です。 

恒例 コミセンまつり 
11 月 1３日(土)午後 1 時より 

１１月１３日(土)      １１月１４日(日)   
 午後１時～４時          午前１０時～午後４時 

コミセン饅頭販売            縁日 
ハープ＆フルート ミニコンサート     囲碁大会  水墨画体験 
関前福祉の会バザー           子ども広場 

  地元野菜販売（両日）          みんなで歌おう 
東西対抗芸能大会            だんだん体操  腐葉土配布 
作品展示・シルバー人材センター展示販売・防災用品展示（両日） 

 

 
 

詳細は、2・3面（新プログラムあり） 
 



ロビー レク室 前庭 会議室 学習室 音楽室 大広間

13:00～売り切れ終了 13:30～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00 13:30～16:00

13日  コミセン饅頭販売  福祉の会バザー 作品展示 展　　示  （芸能大会 東西対抗芸能大会

(土） 13:00～16:00 手　　芸 　 ・防災用品展示 　　準備・控室） (カラオケ・踊り　ほか)

１３：００  飲物サービス・クッキー販売 13:30～売り切れ終了 写　　真 ・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

 ～１６：００ 15:00～15:30  地元野菜販売 絵　　画 　     展示・小物販売

ハープ＆フルート・コンサート 　　　 書　　道　など

10:00～16:00 10:30～12:00 10:00～先着50袋 10:00～16:00 10:00～16:00 10:00～16:00 11:30～15:00

 飲物サービス  こども広場 腐葉土配布 作品展示 展　　示  囲碁大会 団らん室（休憩室）

 クッキー販売 関前南小生徒の協力で作ったもの 手　　芸  ・水墨画体験ｺｰﾅｰ 飲食の場として

11:０0～売り切れ終了 写　　真  ・防災用品展示 ご利用ください

14日 14:00～14:45  縁    　 日 絵　　画  ・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

(日） みんなで歌おうｺｰﾅｰ  焼きそば　カレー　焼き鳥 　　　 書　　道　など 　     展示・小物販売

１０：００ 協力：ｷﾞﾛｯｸ･ﾌﾚﾝｽﾞ･東京  ビール　団子　鯛焼き

 ～１６：００ 駄菓子屋  地元野菜販売

15：00～15：30

だんだん体操

コ ミ セ ン ま つ り プ ロ グ ラ ム　　
１　　　　　階 ２　　　　　階

みなさまからの出品・参加、募集中です

●芸能大会 カラオケ 舞踊 民謡 手品 楽器演奏ほか

（時間に制約があるため、申込多数の場合は関前･八幡町の方優先とさせていただきます）

●展示作品 書道 写真 手芸 絵画 ほか

●囲碁大会 先着２０名

申込期間：１１月６日(土)～１０日(水) 受付：コミセン窓口

●福祉の会バザー バザー用の品物を募集しています（古着不可）

コ
ミ
セ
ン
ま
つ
り

コミセンまつりに伴う

窓口業務中止のご案内

１１月１２日（金）～１５日（月）の４日間は、

コミセンまつりの準備・開催・後片付けのため

本館・分館とも、部屋の利用はできません。

またこの４日間は窓口業務を行いません。

１２月１１日(土)～１５日（水）使用分の予約は●福祉の会バザー バザー用の品物を募集しています（古着不可）

申込期間：１１月６日(土)～１０日（水） 受付：寿の間
り

１２月１１日(土)～１５日（水）使用分の予約は

１１月１６日（火）から受け付けます。



 

 

● 防災訓練 

9月 14日(火) 午後 ロビー、前庭 

消防署の指導のもと、窓口担当者を中心に当日利

用者の方々にもお手伝いをしていただき、館内火災

発生アナウンス、避難誘導訓練、119 番通報訓練、

初期消火訓練を行いました。 

訓練終了後、非常食の配付を行ないました。 

 

●講習会「関前手打ちうどん作り」 

 ９月１8日(土) 午前 大広間  

恒例の手打ちうどんを作りました。25 名程の参

加者全員でこねて、伸ばして、うどん切りを体験。

手作りのおつゆと天ぷらでおいしくいただきました。 

 

● 懐かしの映画会（関前福祉の会と共催） 

 ９月２６日(土) 午後 レク室 

 題名 「蒲田行進曲」 

 出演  風間杜夫 松坂慶子 平田満 他 

 ９月の「懐かしの映画会」は今年急逝された、演

劇界の鬼才：つかこうへいが、1980年に残した大

ヒット映画「蒲田行進曲」を上映しました。 

４０名近くの参加者は、特にエンディングの「階

段落ち」の劇的なシーンに目をみはりながら、当映

画を楽しんでいました。 

 

● 利用者懇談会 

 １０月9日(土) 午後 レク室 

４０名程のコミセン利用者の方と懇談会をおこ

ないました。各グループの紹介と要望をお伺いしま

した。ご協力ありがとうございました。 

 

● 講習会 

「プリザーブドフラワーのブローチ作り」 

 10 月 12日（火）午前 会議室 

先生を囲んで素敵なバラのブローチが完成。出来

栄えにみなさんの顔にも笑みがありました。来年も

是非!！との声が多数あがるほど盛況でした。 

 

 

● パソコン教室 (１１,１２月のスケジュール) 

 ■ 学習会（水曜日 午前１０時～１２時） 

  秋期パソコン教室３単位のご案内 

  （テーマ）Excel を使って 

  実用的なオリジナルカレンダーを作る。 

・画像貼り付け横書きカレンダーの作り方 

・自動で土曜は青色・日曜は赤色にする条件書式 

  実施日    １１月１７・２４日 

12月  １・ ８日 

※予約制につきコミセン窓口でお申込み下さい。 

  参加費 ２，０００円（含む教材費） 

 ■ 自習会（金曜日 午後１時～４時） 

※１１月１2 日(金)はコミセンまつりのため休み。 

■ 年末年始のお休みのご案内 

・学習会（水曜）１２月１5日～１月１2 日 

・自習会（金曜）１２月１７日～１月 7 日 

● 年末の大掃除にご協力のお願い 

毎年、たくさんの利用者の方々に年末の大掃除の

お手伝いをいただきありがとうございます。 

今年も、12月１０日(木)午前中に予定しています。

追って文書で各利用者のみなさまにお願いいたしま

す。ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 

創立 46 周年 武蔵野東幼稚園「園まつり」 

武蔵野東幼稚園の創立を記念して「園まつり」を行

い、園児の造形作品を展示します。14 日(日)10：

00～14：00には、バザー、模擬店も行います。 

みなさまのお越しをお待ちしております。 

場  所：武蔵野東第二幼稚園 

作品展示：11月 12日(金)～11月 15日（月） 

※お越しの際には、受付にお声をおかけください。 

問合わせ先：武蔵野東第二幼稚園 

0422(53)4367 

 
 
９月・１０月 の イ べ ン ト 報  告  

編 集 後 記 
今号は、恒例の“コミセンまつり”が中心と

なりました。コミセン委員・協力員が総動員で

準備に当たっています。 

屋台も出ますので、ご家族・お友達を誘って

是非足を運んでください。お待ちしています。 

関前コミセンからのお知らせ 

関前地区ニュース 


