
  

 

 

 

 

 

 

 

 

発行発行発行発行    2012201220122012 年年年年１１１１月月月月 15151515 日（第日（第日（第日（第 117117117117 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/ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

開館開館開館開館 30303030 周年記念イベント開催周年記念イベント開催周年記念イベント開催周年記念イベント開催    
♪♪♪♪♪♪♪♪吹奏楽ジョイントコンサート吹奏楽ジョイントコンサート吹奏楽ジョイントコンサート吹奏楽ジョイントコンサート♪♪♪♪♪♪♪♪    

コンサートはまず関前南小学校吹奏楽クラブによるコミセ

ン 30 周年を祝う「祝典のための序曲」で幕を開け、続いて

2 年連続出場の全国大会で演奏する「喜歌劇『チャルダッシ

ュの女王』セレクション」が披露されました。 

 次に亜細亜大学吹奏楽団が加わって 2 曲合同演奏、最後に

亜細亜大学の単独演奏を 7 曲たっぷりと楽しみました。 

 会場の関前南小学校体育館は満員となり、両校の演奏に惜

しみない拍手を送り、大変好評でした。 

 

        謹謹謹謹謹謹謹謹        賀賀賀賀賀賀賀賀        新新新新新新新新        年年年年年年年年  平平成成廿廿四四年年新新春春  

年 頭年 頭年 頭年 頭 に あ た っに あ た っに あ た っに あ た っ てててて    

 新年あけましておめでとうございます。平成２４年新春を迎え、先ずは地域の皆さまに新年のお

慶びを申し上げます。 

 昨年は東日本大地震と云う未曽有の災害に見舞われ、加えて原発の事故も重なり、わが国全体が

苦難に襲われた一年でもありました。 

 そうした中において、関前コミュニティセンターは開館三十周年という記念すべき年でもあり、

委員一同気持ちも新たに一層の努力を誓い合った年でもありました。 

 本年も時代のニーズや地域の特性を生かした諸行事に取り組み、活動を進めて参る所存ですので、

皆様方の温かいご支援、ご協力をお願いし、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 



 

 

 

 

 

日日日日    時時時時        １月２８日（１月２８日（１月２８日（１月２８日（土土土土））））    

午前午前午前午前 1111１時３０分～午後１時１時３０分～午後１時１時３０分～午後１時１時３０分～午後１時    

会会会会    場場場場        コミセン・会議室コミセン・会議室コミセン・会議室コミセン・会議室    

参加費参加費参加費参加費        300300300300 円（当日集金）円（当日集金）円（当日集金）円（当日集金）    

持ち物持ち物持ち物持ち物        エプロン、三角巾、エプロン、三角巾、エプロン、三角巾、エプロン、三角巾、    

巻きす（お持ちの方）巻きす（お持ちの方）巻きす（お持ちの方）巻きす（お持ちの方）    

申込み申込み申込み申込み        1111 月月月月 1111５日（日）～２４日（火５日（日）～２４日（火５日（日）～２４日（火５日（日）～２４日（火））））    

     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） 

                                                     

                               

 

今年度も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」が、 

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２1 日（土）深夜～２2 日（日）朝    集合場所  西久保コミセン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 戦争で引き離された若い夫婦の悲恋の物語。 

スクリーン一面のひまわりのシーンと美しい 

テーマ音楽はあまりにも有名です。 

主演  ソフィア・ローレン 

   マルチェロ・マストロヤンニ 

   （イタリア映画 1970 年封切） 

    

日時日時日時日時        2222 月月月月 4444 日（土）日（土）日（土）日（土）    

            午後午後午後午後 1111：：：：30303030～～～～    

会場会場会場会場        コミセン・レク室コミセン・レク室コミセン・レク室コミセン・レク室    

 

 

 

 旅行好きな地元のゲストをお迎えし、旅先でのエピソードを聞きながら「春・旅」にちなんだ音楽と映

像を紹介します。音楽を聴きながら、ハーブティとお菓子で楽しい午後のひとときをどうぞ 

日日日日    時時時時        ２月２月２月２月 24242424 日（日（日（日（金金金金）午後）午後）午後）午後 1111 時３０分～３時時３０分～３時時３０分～３時時３０分～３時    

会会会会    場場場場        コミセン・ロビーコミセン・ロビーコミセン・ロビーコミセン・ロビー            参加費参加費参加費参加費        無料（当日直接会場へ）無料（当日直接会場へ）無料（当日直接会場へ）無料（当日直接会場へ）    

 

 

 

 

    日時その他詳細は、次号コミセンだより（３月１５日号）日時その他詳細は、次号コミセンだより（３月１５日号）日時その他詳細は、次号コミセンだより（３月１５日号）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。お楽しみに！およびポスターでお知らせします。お楽しみに！およびポスターでお知らせします。お楽しみに！およびポスターでお知らせします。お楽しみに！    



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月以降のイベント報告１１月以降のイベント報告１１月以降のイベント報告１１月以降のイベント報告    

● 古い年賀ハガキの回収古い年賀ハガキの回収古い年賀ハガキの回収古い年賀ハガキの回収ボックスのボックスのボックスのボックスの設置設置設置設置    

1 月２２日(日)～２月７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） 

講習会講習会講習会講習会 「ハートのＸマス「ハートのＸマス「ハートのＸマス「ハートのＸマス・・・・オーナメントオーナメントオーナメントオーナメント作り」作り」作り」作り」    

１２月 7 日（水）可愛いハートの布地でクリスマス・オ

ーナメントを作りました。小学生とお母様方がご自分で綿

詰めをしたり、のり付けをして楽しいひと時を過ごしまし

た。 

それぞれ１つずつ作品を持ち帰りましたが、お部屋のク

リスマス・ツリーに飾っていただけたでしょうか？ 

関前関前関前関前ミニミニミニミニコンサートコンサートコンサートコンサート     

12 月 1７日(土) 今年は市内の藤村女子中学

高校児童文化部の生徒さん達によるハンドベル

演奏会を行いました。 

若いパワーでクリスマスの歌を中心に、トラ

ンペットや三線の演奏、合間に手品も入り、と

ても楽しい演奏会でした。 

関前コミセンまつり関前コミセンまつり関前コミセンまつり関前コミセンまつり     

１１月 5 日（土）、6 日(日)の両日、恒例の関前コミセン

まつりが開催されました。 

オープニングの「コミセンまんじゅう」の販売は相変ら

ずの人気で、開場前から長い行列が出来ていました。 

芸能大会の新趣向「君が町のスターだ」では、楽器演奏・

踊り・漫談・空手などで腕自慢、喉自慢を披露していまし

た。２日目の終わり際に少し雨に降られたのが残念です 

わくわくランドわくわくランドわくわくランドわくわくランド        

ミュージックデリバリー「こんぺいとう」ミュージックデリバリー「こんぺいとう」ミュージックデリバリー「こんぺいとう」ミュージックデリバリー「こんぺいとう」    

１２月１０日（土） 幼稚園児から小学生を対象に活動

されている「こんぺいとう」の公演がありました。 

ハンドベル、フルートなどでのクリスマスの歌を聴いた

り、音楽に合わせて大型絵本を見たり、手遊びなどで、乳

児と保護者の皆様が楽しいひとときを過ごしました。 



あなたの“マイブーム”はなに？ 

山本昌彦山本昌彦山本昌彦山本昌彦（２丁目在住） 

 

 

●●●●    年末年末年末年末大掃除大掃除大掃除大掃除実施実施実施実施のお礼のお礼のお礼のお礼    

    12/８（木）に年末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行い

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。ご協力頂きありがとうござ

いました。 

●●●●    パソコン教室のご案内パソコン教室のご案内パソコン教室のご案内パソコン教室のご案内    

今年も講義形式の講習はお休みし、従来の自習会

に相当する個別指導の教室のみとなっています。 

◆◆◆◆    開催日時：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    午前午前午前午前    9:309:309:309:30～～～～12:0012:0012:0012:00 

（ただし、祝祭日、公立小の春･夏･冬休み中を除く）    

◆◆◆◆    場  所：関前コミセン １階 ロビー 

◆◆◆◆    参 加 費：１回 300 円 

◆◆◆◆    講習形式：個別指導  事前予約は不要です 

    個別指導ですので、上記時間内のご都合のよい個別指導ですので、上記時間内のご都合のよい個別指導ですので、上記時間内のご都合のよい個別指導ですので、上記時間内のご都合のよい    

    時刻にお越しください。時刻にお越しください。時刻にお越しください。時刻にお越しください。 

◎初心者の方には、入門マニュアルで、ワード、エ

クセル、インターネット、メールを個人指導。 

◎すでにパソコンをお使いの方には、分らないこと

の個別相談や、ご希望の内容の指導を行います。 

◎コミセンにはパソコンを用意してありますが、ご

自分のノートパソコンの持ち込みも結構です。 

●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２６日（土）月２６日（土）月２６日（土）月２６日（土）    

    毎年行っている利用者との懇談会、昨年は例年よ

り一カ月程遅い日程となりました。懇談会参加者の

方のご意見・ご提案により協議会で次のように決定

しました。 

  ○小学生入館の住所記入は○丁目までとする 

  （小学生の保護者の意見により） 

  ○予約時の承認書は利用日に提出ではなく 

   提示のみとする 

 また以前より要望のあった男性用のトイレも便座 

が温かくなります。 

  

 なおこれからも利用者懇談会に限らず、皆様の

色々な意見をコミセン窓口にお寄せください。 

 

＊     ＊     ＊ 

   

 

●「地域ふれあいデー」●「地域ふれあいデー」●「地域ふれあいデー」●「地域ふれあいデー」    

日時：２月１５日（水）10:00～ 

場所：武蔵野東第二幼稚園 

  ふだんなかなか来園の機会が持てない皆様に園

内が公開されます。また園児からの歌のプレゼント

などのふれあいの時間があります。 

 問い合わせ：0422-53-4367 

 

 

 

 関前コミセンの元委員長として、また昨年の３０

周年記念事業の実行委員長として活躍を続けておら

れる山本さんの永遠のマイブームはカラオケです。 

山本さんには、現在のようにカラオケが日常的に

なっていない時代に経験した大好きな歌にちなんだ

忘れられない思い出があります。演歌界の大御所、

森進一を見出したことで知られているバンドリーダ

ーの故チャーリー石黒さんに指名されて彼のバンド

で歌った体験があるそうです。その際楽屋で簡単な

テストがあったそうですが、山本さんの歌唱力は石

黒氏に高く評価されたそうです。 

山本さんが得意とするジャンルは歌謡演歌が中

心ですが、その艶のある歌声はコミセンまつりの芸

能大会や山本さんが中心になって企画されている

「富士の国のカラオケ大会」などで発揮されていま

す。もちろん地元のカラオケスナックでも一番の人

気者だそうです。 

関前コミセンからのお知らせ 

編編編編    集集集集    後後後後    記記記記    

今年頂いた年賀状は大勢の人たちから「今年は平

穏な年であってほしい」といった願いを込められた

ものが多かったようです。私ども「コミセンだより」

編集スタッフもみなさまの今年一年の安全と健康を

心よりお祈りしたいと思います。 

今年もコミセンだよりをよろしくお願い致しま

す。 

関前地区ニュース 
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