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     祝草野委員が昨年度の叙勲を受章！ 
 

関前コミュニティ協議会の運営委員を長く務められ、また４０年以上にわたる教育

活動を続けられてきた関前２丁目在住の草野敏博さんが、昨年秋の叙勲褒賞において、

長年の教育功労に対し、＜瑞宝双光章＞を受章されました。おめでとうございます。 

 教育者以外にも書家として全国的に活躍されている草野さんは、今回の受章について、「受章の知らせが伝

達されたときは、本当にびっくりすると同時に、身が引き締まるほど光栄なこと」とその喜びと緊張の気持

ちを語っておられました。 

 

  謹謹  賀賀  新新  年年  平平成成廿廿三三年年新新春春  

 

開館３０周年の新年にあたり 
 

地域の皆様にはご家族お揃いで新春を迎えられたこととお慶び申し上げます。 

さて、昨年を振り返りますと、大きな事件、災害もなく無事に越年することが出来ました。私ど

もの地域は、幼稚園、小、中学校そして多くの公園などがあり、環境に恵まれ、又緑が多く自慢で

きる住環境と言えるのではないでしょうか。私共はそれらを大事にしながら新しい感覚をもって且

つ時代のニーズを取り入れ、更なる向上を図ることを求めてまいります。 

 今年開館３０周年という大きな節目を迎え、運営委員一同心も新たに気持ちを引き締め努力して

まいります。なお私たちはこの３０周年記念行事を行うため、昨年より実行委員会を立ち上げ検討

を続けております。これらの検討中の具体的な内容についてはその都度「コミセンだより」にてご

案内致します。 

 今後とも地域の皆様には一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げ、新年のご挨拶といたし

ます。 

関前コミュニティ協議会 

             委員長：石井和雄 

              運営委員一同 

      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

幼児番組で活躍中の、あの くぼた まさとさん 

がやってきます   みんな来てね!! 

日 時  ２月１６日（水） 

午後３時～３時４0分 

（開場２時５０分） 

会 場  コミセン・２F大広間 

申込み  1 月 1５日（土）～１８日（火） 

      コミセン窓口で受付けます 

定 員  小学生４０名 

     幼児(３歳以上)保護者同伴で３０組 

     （定員になり次第締め切り） 

 

 

 

 

日 時  １月２８日（金） 

午前 1１時３０分～午後１時 

会 場  コミセン・会議室 

参加費  300 円（当日集金） 

持ち物  エプロン、三角巾、 

巻きす（お持ちの方） 

申込み  1 月 1５日（土）～２４日（月） 

     コミセン窓口で受付けます 

定 員  20名（定員になり次第締め切り） 

お花見のできる季節を予定  ご期待ください  日時その他詳細は 

次号コミセンだより（3月15日号）およびポスターでお知らせします 

 

 

 

昨年惜しまれつつ８７歳で亡くなった名優・小林桂樹が、放浪の天才 

画家・山下清を演じ、毎日映画コンクール主演男優賞を受賞した名作 

日 時  １月２２日（土）午後1時３０分～  

会 場  コミセン・レク室   参加費  無料（当日直接会場へ）  

武蔵野東 
幼稚園  
からの  
ご案内  

幼稚園は西久保・関前に生まれて４７年とな
りました。いつも園児を温かく見守っていた
だいて、ありがとうございます。 
ふだんはなかなか来園の機会がない地域の
皆様に下記の日時で、園内を公開します。 
かわいい園児たちとふれあって、楽しいひと
ときをお過ごしいただければ幸いです。 

日付 ２月９日 水曜日 
時間 １０：１０に武蔵野第二幼稚園 

ロビーにお越しください。 
内容 ・園児からの歌のプレゼント 

・園内のご案内と園児とのふれあい 
（お茶を召し上がっていただいて３０分 
程度の予定です） 

一生の 

                                                       

市立第五中学校通学区域内の中学生を対象とする地域の名物行事「ナイトハイク」は、今年度も 

多摩湖往復２６kmのコース（多摩湖サイクリングロード）で実施されます 

日 程  １月２２日（土）深夜～２３日（日）朝    集合場所  西久保コミセン 

 

 

日 時  ２月２８日（月）午後1時３０分～３時 

会 場  コミセン・ロビー   参加費  無料（当日直接会場へ） 



 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
１１月以降のイベント報告 

関前ミニコンサート  
12月 18日(土) 午後 レク室にて開催されました。 

元 NHK 歌のお兄さん・宮内良さんによるクリスマスコ

ンサートが、一昨年に引き続き、絶大なアンコールに応え

て行われました。 

クリスマスソングのほか、会場に見えたお客さんの中か

ら当日誕生日をむかえた人への誕生日の歌、ミュージカル

やシャンソン、昭和歌謡や手話による童謡など、宮内さん

の歌はどれも心あたたまるものばかりで、会場全員の熱い

声援を受けていました。 

● 古い年賀ハガキの回収ボックスの設置 

1月２３日(日)～２月８日(火)の期間、古い年賀ハガキの回収専用ボックスが、市役所、市政セ

ンターなどとともに、各コミセンにも設置されますので、どうぞご利用ください。 

（投入できるのは、コミセンの開館時間内のみ） 

● 生活改善講座 

財）武蔵野健康開発事業団 健康づくり支援センター主催で開催されます。 

 日時・場所・・・１月２９日（土） 午前１０時から コミセン・レク室（１Ｆ） 

 内容・・・①生活習慣病予防について（講師 保健師） 

      ②歯周病予防の話・健口体操（講師 歯科医師） 

講習会「絵手紙でＸマスカードや年賀状を！！」 
１２月３日（金）、初心者を対象に、筆の運びから練習し

ました。１６名の方々が真剣に取り組み、初めてとは思え

ない出来映えに、笑顔が浮かんでいました。 
完成したカードをボードに貼って、先生から個々のアド

バイスがありました。 
次回もぜひにとの声も寄せられました。 

関前コミセンまつり  
１１月１３日（土）、１４日(日)の両日晴天に恵まれコミ

センまつりを開催しました。 

一日目のメインは、コミセンまんじゅうの販売。会館前

に長い行列ができ、１５分程で完売でした。 

二日目の縁日では初めて販売したたいやきが大人気でし

た。今年は入場者数も多く、早い時間での売り切れもあり

ました。南小ＰＴＡ・青少協・地域の方など、たくさんの

方々のご協力をいただき、コミセンのビッグイベントを無

事に終らせることができました。 



あなたの“マイブーム”はなに？ 

島津好江（３丁目在住） 

 

 

● 年末大掃除実施のお礼 

 12/9（木）に毎年恒例のコミセン大掃除を利

用者の方々と、運営委員が総力をあげて実施し

ました。日頃手の届かない隅々まですっかりき

れいになりました。自宅の大掃除も気になる中、

ご協力いただきありがとうございました。 

● 冬期パソコン学習会 受講者募集 

毎週水曜日 10:00～12:00 に講習を行います。 

 基礎を習得した方を対象の中級コースです。 

単位 実 施 日 教  　 材   　名 ・ 概  　要

 Word

　１月１９日  ◎ 三つ折りの「ご案内しおり（栞）」を作る

　１月２６日 段組、段落の調整、ワードアート、オートシェイプ、

　２月　２日 図・画像の貼り付けなどを使って、Ａ４用紙で作る。

　２月　９日  ◎ プリントスクリーン[Prt Scr]キーの活用

 Ｅｘｃｅｌ

　２月１６日   ◎住所録作成と自動化　VBA・ﾏｸﾛの初歩

　２月２３日 ・ 初めて学ぶ 強力な技術  ＶＢＡ・マクロ

　３月　２日 ・ 並べ替え・分類別検索 の 自動処理

　３月　９日 ・ マクロ は コンピュータ を 動かすプログラム

   初体験 に 挑戦しょう

１

2

 

  募集人員 ８名とパソコンを持込める方８名 

  参 加 費 １単位(４回分) 2,000 円 

 コミセン窓口に参加費を添えて事前に申込み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １１月２０日、大阪城ホールで行われた「全日本

小学校バンドフェスティバル/主催：全日本吹奏楽連

盟、朝日新聞社」に関前南小学校吹奏楽クラブが、

初出場し、全国３５団体の出場校の中から、銅賞を

受賞しました。 

全国大会出場の快挙に拍手を贈りたいと思います。

 

  １１月７日（日）第３８回秋季武蔵野市少年野球

大会 高学年の部 決勝において、境南ブレーブス

の2投手から１０安打を放ち、エースハンターズが、

9-2 の快勝。今季２大会目の優勝を飾りました。 

 

 

 

 
 
 島津さんにとってのマイブームは、決して今だけ

の一時的なものではなく、少女の頃から現在までず

っと続いている、絵を描くことへの情熱と喜びです。

島津さんは中学三年生のときから油絵を始め、その

後何度も女流画展などで数々の賞を獲得するほどの

素晴らしいものでした。とくに風景画などの絵を熱

心に描いたそうです。またきれいなものを愛する島

津さんは、絵画だけでなく、人形作りをはじめ、数々

の手芸品も手掛けてきました。昨年のコミセンまつ

りで彼女が出品した作品も大好評でした。 

 その島津さんがこれは自分がやらねばならないと

決心され、すでに手掛けられていることがあります。

それは彼女が幼いときに目の前で体験した関前の空

襲の記憶を絵に残し、それを紙芝居にして、あらゆ

る世代の人に見てもらうことなのです。島津さんは、

あの悲惨な時代を知らない人たちには紙芝居を通し

てしっかりと戦争の悲惨さを理解してもらい、また

その時代を生きてきた人には、決してあの頃のこと

を忘れないで欲しいと願っ

ています。現在島津さんは

それらの絵を制作中ですが、

作品が完成したら、紙芝居

として紹介されることにな

っています。（紙芝居の内容につ

いては、次号に続く）        島津さん制作紙芝居より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコン自習会 毎週金曜日13:０0～16:０0  

（個人指導。お好きな時間にどうぞ。） 

新年は1 月 1４日(金)から始めます。 

関前コミセンからのお知らせ 

関前地区ニュース 

関前南小全国大会出場銅賞受賞！ 

エースハンターズ（高学年）優 勝! 

編 集 後 記 
地方では豪雪に見舞われたところもあるようです

が、穏やかな気候で新年を迎えることができ、初詣

に出掛けられた方も多いのではないでしょうか。 

関前コミセンも、幅広い年齢層の方々に楽しんで

いただけるように、いろいろとイベントを企画して

います。ぜひ、当コミセンにも足をお運びください。 


