
  

関前ミニコンサート 
「「「「ハンドベル演奏ハンドベル演奏ハンドベル演奏ハンドベル演奏」」」」    

日 時：12 月１７日（土）午後２時～ 

会 場：当コミセン レク室 

共 催：関前福祉の会 

出 演：藤村藤村藤村藤村女子中学・高等学校女子中学・高等学校女子中学・高等学校女子中学・高等学校    児童文化部児童文化部児童文化部児童文化部員員員員    

参加費：無料 

 クリスマスの季節にふさわしい清らかな 

ハンドベルの調べをお楽しみ下さい 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

発行発行発行発行    2020202011111111 年年年年１１１１１１１１月１日（第月１日（第月１日（第月１日（第１１１１16161616 号）号）号）号）    関前コミュニティ協議会関前コミュニティ協議会関前コミュニティ協議会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 ⑧⑧⑧⑧    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/

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        ３０周年記念イベント３０周年記念イベント３０周年記念イベント３０周年記念イベント    

（吹奏楽の（吹奏楽の（吹奏楽の（吹奏楽のジョイントコンサートジョイントコンサートジョイントコンサートジョイントコンサート））））    

日時：１１月１２日（土） 

   午後 1 時 30 分から 3 時 30 分 

場所：関前南小体育館 

出演：亜細亜大学吹奏楽団亜細亜大学吹奏楽団亜細亜大学吹奏楽団亜細亜大学吹奏楽団    

            関前関前関前関前南小吹奏南小吹奏南小吹奏南小吹奏楽楽楽楽クラブクラブクラブクラブ    

    全国大会２年連続出場の関前南小とダイナ

ミックな亜細亜大の吹奏楽を体感して下さい 

コミセンまつり 11 月５日(土)・６日(日) 

詳細は、2・3 面をご覧下さい（新企画あり） 

    

講 習 会 
「ハートのクリスマスオーナメント作り」 

日 時： 12 月７日（水）午後３時～５:時 

会 場： 当コミセン 会議室 

対 象： 小学生（保護者同伴可） 

参加費：無料 

申 込：当日直接コミセンへ（受付は４時半まで） 

 ハートの形のクリスマスの飾りをみんなで作り

クリスマスツリーに飾りましょう 



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 13:00～16:00

5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 芸能大会

(土） 手　　芸 　 ・防災用品展示 　　準備・控室） １部：君が町のスターだ

１３：００ 13:00～16:00 13:30～売り切れ終了 写　　真 ・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ   2部：八幡町・関前

 ～１６：００  飲物サービス・クッキー販売  地元野菜販売 絵　　画 展示・小物販売               カラオケ交流会

　　　 書　　道　など ・青少協行事写真展示 . .

.

10:00～16:00 10:30～12:00 11:00～16:00 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  縁    　 日 作品展示 展　　示  囲碁大会 団らん室（休憩室）

 クッキー販売  焼きそば　カレー　焼き鳥 手　　芸 . 飲食の場として

 ビール　団子　鯛焼き 写　　真  ・防災用品展示 ご利用ください

6日 14:00～14:45 駄菓子屋  地元野菜販売 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 . 　　　 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 15：00～15：30 ・青少協行事写真展示

 ～１６：００ だんだん体操

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

みなさまからの出品・参加 募集中です

●展示作品展示作品展示作品展示作品 書道 写真 手芸 絵画 ほか

●囲碁大会●囲碁大会●囲碁大会●囲碁大会 先着２０名

●芸能大会●芸能大会●芸能大会●芸能大会 今年は特別企画のため、カラオケ一般参加募集は行いません。

申込期間：申込期間：申込期間：申込期間：１０１０１０１０月月月月２９２９２９２９日日日日(土土土土)～～～～１１１１１１１１月月月月２２２２日日日日(水水水水) 受付：受付：受付：受付：コミセンコミセンコミセンコミセン窓口窓口窓口窓口

●福祉福祉福祉福祉のののの会会会会バザーバザーバザーバザー バザー用の品物を募集しています（古着不可）

申込期間：申込期間：申込期間：申込期間：１０１０１０１０月月月月２９２９２９２９日日日日((((土土土土))))～～～～１１１１１１１１月月月月２２２２日（水）日（水）日（水）日（水） 受付：寿受付：寿受付：寿受付：寿のののの間間間間

ココココ
ミミミミ
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りりりり

コミセンまつりに伴う
窓口業務中止のご案内

１１１１１１１１月月月月４４４４日（金）～日（金）～日（金）～日（金）～７７７７日（月）日（月）日（月）日（月）のののの４４４４日間日間日間日間は、
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。

またこのこのこのこの４４４４日間日間日間日間はははは窓口業務窓口業務窓口業務窓口業務をををを行行行行いませんいませんいませんいません。。。。
１２月３日(土)～７日（水）使用分の予約は
１１１１１１１１月月月月８８８８日（火）日（火）日（火）日（火）からからからから受け付けます。



 

    

●●●●    30303030 周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典        10/110/110/110/1（土）（土）（土）（土）    

 邑上市長をはじめ、たくさんの来賓の方々を関前

ばやし連のお迎えばやしで式場にご案内し、午前

11 時に式典が開催されました。 

 ご来賓の方々から祝辞をいただいた後、詩舞「松

竹梅」の舞も披

露されました。 

 その後、12

時より祝賀パー

ティを行い、30

周年をみんなで

祝いました。 

 

※３０周年にあたり記念誌を作成いたしました。 

数に限りがありますが、ご希望の方には、差し上げ

ております。コミセン窓口に声をおかけください。 

●●●●グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ    10/1010/1010/1010/10（祝・月）（祝・月）（祝・月）（祝・月）    

晴天の下、関前南小校庭で、２６名（うち初心者

６名）が、６チームに分かれて４試合行いました。

経験者はもとより初心者の方も

元気いっぱい楽しく最後まで、

プレーしていました。入賞およ

びホールインワンを達成された

皆さまおめでとうございます。 

●●●●    懐かしの映画会懐かしの映画会懐かしの映画会懐かしの映画会        １０１０１０１０////２２２２２２２２((((土土土土))))        

    「二十四の瞳」「二十四の瞳」「二十四の瞳」「二十四の瞳」                    関前福祉の会関前福祉の会関前福祉の会関前福祉の会    

 今年惜しまれながら亡くなった日本映画を代表す

る名女優，高峰秀子

主演の名作を上映し

ました。悪天候の中、

3７名の参加があり、

子どもたちの純粋な

演技に涙を浮かべて

いました。 

 

●●●●    利用者懇談会利用者懇談会利用者懇談会利用者懇談会 

１１１１1111 月月月月 26262626 日日日日((((土土土土))))    レク室レク室レク室レク室        14141414：：：：00000000～～～～    

例年 10 月に行われていましたが、30 周年記念

行事、コミセンまつりとイベントが続き 11 月とな

りました。なにかと忙しいかと思いますが利用者の

皆さまにはご参加をお願いします。 

●●●●    年末の大掃除にご協力のお願い年末の大掃除にご協力のお願い年末の大掃除にご協力のお願い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に

お手伝いいただきありがとうございます。    

今年も 12121212 月月月月 8888 日（木）午前中日（木）午前中日（木）午前中日（木）午前中に

予定していますが、改めて団体利

用者の皆さまには、文書でお願い

を申し上げます。 

ご協力よろしくお願いします。 

●●●●東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災義援金義援金義援金義援金 

東日本大震災の被害者のために、コミセンに設置

された募金箱に寄せられた義援金が、10 月 5 日ま

でに、\46,878 になりました。これらの義援金は、

前回と同様、市の福祉課に届けられました。 

なお、この募金箱は平成 24 年 3 月まで置かれる

こととなりました。ひきつづき地域の皆さまのご支

援をよろしくお願いいたします。    

市全体の募金総額：￥46,205,974（9/21 現在） 

●●●●年末年始の休館のお知らせ年末年始の休館のお知らせ年末年始の休館のお知らせ年末年始の休館のお知らせ 

 １２月 29 日（木）～１月５日（木）まで、関前

コミセンはお休みです。 

 

 

    

創立創立創立創立 47474747 周年周年周年周年武蔵野東幼稚園「園まつり」武蔵野東幼稚園「園まつり」武蔵野東幼稚園「園まつり」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

行います。園児の造形作品を展示します。 

場  所：武蔵野東第二幼稚園 

作品展示：11 月 11 日(金)～11 月 14 日（月） 

※13 日(日) 10：00～14：00 には、バザー、 

 模擬店を行います。 

※お越しの際には、受付にお声をおかけください。 

※幼稚園の様子をホームページで紹介しています。 

 www．musashino－higashi．org/yotien．php 

 

問合わせ先：武蔵野東第二幼稚園武蔵野東第二幼稚園武蔵野東第二幼稚園武蔵野東第二幼稚園 0422(53)4367  

編編編編    集集集集    後後後後    記記記記    

恒例の「コミセンまつり」の時期が、やっ

てきました。寒暖の差が激しく体調を崩しや

すい気候ではありますが、みなさまに楽しん

でいただけるようコミセン委員、協力員が総

出で準備に当たっています。いろいろな催し

を企画しています。ぜひ足をお運びください。 

 

 

１０月 の イ べ ン ト 報 告 

関前コミセンからのお知らせ 

関前地区ニュース 
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