
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

発行発行発行発行    2012201220122012 年年年年 11111111 月月月月 1111 日（第日（第日（第日（第 122122122122 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/ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

講習会 絵手紙で年賀状を！！ 

日 時：１２月１２月１２月１２月 7777 日（金）日（金）日（金）日（金）10101010 時～１２時時～１２時時～１２時時～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（金）～２６日（月）〕 

今年は手描きの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。 

恒例恒例恒例恒例    関前関前関前関前コミセンまつりコミセンまつりコミセンまつりコミセンまつり 

１１月１１月１１月１１月１０１０１０１０日日日日((((土土土土))))                        １１月１１月１１月１１月１１１１１１１１日日日日((((日日日日))))    
午後１時～４時午後１時～４時午後１時～４時午後１時～４時             午前１０時～４時午前１０時～４時午前１０時～４時午前１０時～４時 

コミセン饅頭コミセン饅頭コミセン饅頭コミセン饅頭販売販売販売販売                                            縁日縁日縁日縁日    
関前関前関前関前福祉の会バザー福祉の会バザー福祉の会バザー福祉の会バザー                                    囲碁大会囲碁大会囲碁大会囲碁大会    
芸能大会芸能大会芸能大会芸能大会                                                        子子子子どもどもどもども広場広場広場広場    
地元野菜販売地元野菜販売地元野菜販売地元野菜販売（両日）（両日）（両日）（両日）                                みんなで歌おうみんなで歌おうみんなで歌おうみんなで歌おう    
                                                                        だんだん体操だんだん体操だんだん体操だんだん体操    

作品展示・シルバー人材センター展示販売作品展示・シルバー人材センター展示販売作品展示・シルバー人材センター展示販売作品展示・シルバー人材センター展示販売・・・・防災用品展示（防災用品展示（防災用品展示（防災用品展示（各各各各両日）両日）両日）両日）    

詳細詳細詳細詳細プログラムプログラムプログラムプログラムは、は、は、は、    

2222・・・・3333 面面面面    

を見て下さいを見て下さいを見て下さいを見て下さい    

なつかしの映画会 

日 時：1111１１１１月月月月 17171717 日（日（日（日（土土土土）午後）午後）午後）午後１１１１時時時時 30303030 分分分分～～～～ 

会 場：関前コミセン １階 レク室  [共催：関前福祉の会] 

作 品：「追想」1956 年アメリカ映画 

主 演：イングリッド・バーグマン、ユル・ブリンナー 

ロマノフ王朝の悲劇の皇女、アナスタシアの衝撃の真実と恋の物語 

音楽とおしゃべりのティータイム 

日 時：１１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日（日（日（日（火火火火））））午後午後午後午後１１１１時時時時 30303030 分分分分 

会 場：関前コミセン １階 ロビー 

テーマ：故郷 

あなたの生まれた故郷は？ 心の故郷は？ 

故郷にちなんだ名曲とトーク、そしてハーブティーとお菓子をお楽しみください。 



ロビーロビーロビーロビー レク室レク室レク室レク室 前庭前庭前庭前庭 会議室会議室会議室会議室 学習室学習室学習室学習室 音楽室音楽室音楽室音楽室 大広間大広間大広間大広間

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

１０日１０日１０日１０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）(土）(土）(土） 手　　芸  　・防災用品展示 　　　準備・控室）

１３：００１３：００１３：００１３：００ 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

 ～１６：００ ～１６：００ ～１６：００ ～１６：００  飲物コーナー  地元野菜販売 絵　　画 展示・小物販売

麦茶・コーヒー・ビール
エコバッグをお持ち下さい

　　　 書　　道　など ・青少協 行事写真展示 . .

マロンケーキ販売

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

 飲物コーナー  こども広場  縁    　 日 作品展示 展　　示  囲碁大会 団らん室（休憩室）

１１日１１日１１日１１日 麦茶・コーヒー・ビール 焼きそば 　カレー 　だんご 手　　芸  　・防災用品展示 飲食の場として

(日）(日）(日）(日） マロンケーキ販売 たい焼き　焼き鳥　 ビール 写　　真  　・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ ご利用ください

１０：００１０：００１０：００１０：００ 14:00～14:45 綿菓子　　駄菓子屋　 絵　　画 展示・小物販売

 ～１６：００ ～１６：００ ～１６：００ ～１６：００ みんなで歌おうｺｰﾅｰ 地元野菜販売ｴｺﾊﾞｯｸﾞをお持ち下さい 　　　 書　　道　など ・青少協 行事写真展示

協力：ｷﾞﾛｯｸ･ﾌﾚﾝｽﾞ･東京 15：00～15：30

だんだん体操

平成２４年度　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

申込期間：申込期間：申込期間：申込期間：１１１１１１１１月月月月２２２２日日日日(金金金金)～～～～１１１１１１１１月月月月７７７７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
●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

申込期間：申込期間：申込期間：申込期間：１１１１１１１１月月月月２２２２日日日日(金金金金)～～～～１１１１１１１１月月月月７７７７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（10時～時～時～時～16時）時）時）時）
◎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）

ココココ
ミミミミ
セセセセ
ンンンン
まままま
つつつつ
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９９９９日（金）～日（金）～日（金）～日（金）～１２１２１２１２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８日(土)～１２日（水）使用分の予約は
１１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日（火）日（火）日（火）日（火）からからからから受け付けます。



 

    

 

●手打ちうどん作り手打ちうどん作り手打ちうどん作り手打ちうどん作り        ９９９９/1/1/1/1５５５５（土）（土）（土）（土） 

 参加者３５名とともに、今年の講習会は、例年に

なく小さな子供たちの参加が多く見られました。参

加した子供たちには普段では得られない、うどんの

作り方と関

前地域の歴

史を勉強す

る機会にな

ったようで

す。打ちあ

がったうど

んは老若男

女みんなで

和気あいあいとおいしく頂きました。盛況の一日で

した。 

●●●●グラウンドグラウンドグラウンドグラウンドゴルフゴルフゴルフゴルフ    10/10/10/10/６（土６（土６（土６（土））））    

残暑が厳しい日、恒例のグラウンドゴルフを関前

南小の校庭で楽しみま

した。 

グラウンドゴルフ

同好会のメンバーのア

ドバイスを頂いて、プ

レイの一回目より二回

目のほうが少し上達が

みられたようです。汗

を流しながら、爽やか

な一日を過ごすことが

できました。 

参加者は２５名でした。 

 

●●●●講習会講習会講習会講習会：やさしいティッシュ：やさしいティッシュ：やさしいティッシュ：やさしいティッシュ    

ボックスカバー作りボックスカバー作りボックスカバー作りボックスカバー作り    １０１０１０１０////９９９９((((火火火火))))        
    

 女性たちに大変好評の手芸講習会、今回はどこの

家にもあるティ

ッシュボックス

をおしゃれに装

う手作りのカバ

ーを作りました。  

２１名の参加者

は、講師の指導

を受けながら、

各自好みの生地を選んで素敵なカバーを作り上げま

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 

１１１１００００月月月月１３１３１３１３日日日日((((土土土土))))    レク室レク室レク室レク室            

今年の利用者懇談会は例年通り１０月に行われ

ました。普段コミセンを利用している団体および個

人の参加者たちの忌憚のない意見をお聞きすること

が出来ました。 

●●●●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の

お手伝いをいただきありがとうございます。    

今年も 12121212 月月月月１３１３１３１３日（木）午前日（木）午前日（木）午前日（木）午前１０時から１２時１０時から１２時１０時から１２時１０時から１２時に

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。 

●●●●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（土）～１月５日（土）まで、関前

コミセンはお休みです。 

●パソコン教室の●パソコン教室の●パソコン教室の●パソコン教室の冬休みのご冬休みのご冬休みのご冬休みのご案内案内案内案内    

 パソコン教室（毎週水曜午前、個別指導）は、年

末は１２月１９日（水）で終了し、年始は１月９日

（水）より開始します。よろしくお願いします。 

 

●カラオケ利用の変更のお知らせ●カラオケ利用の変更のお知らせ●カラオケ利用の変更のお知らせ●カラオケ利用の変更のお知らせ    

 従来コミセンで利用が可能だった通信カラオケが

中止となりました。ただしコミセンに備えてあるカ

ラオケ機械に内蔵されている 1000 曲のみは引き

続き利用できます。また利用者が持参されるカラオ

ケ用テープ、CD の使用も可能です。    
    

 

 

９－１０月 の イ べ ン ト 報 告 

編編編編    集集集集    後後後後    記記記記    

秋も深まってきたといえ、今年は未だ夏の

ような日があったり、急に寒くなったりと、

陽気が安定していないようです。さて今年も

残すところ２ヶ月となり、年月が過ぎ去る速

さをひしひしと感じる今日この頃です。 

今月は当コミセンで最大のイベントである

「コミセンまつり」が二日間に渡り行われま

す。子どもさんから高齢者まで楽しめるイベ

ント（二面・三面参照）が例年通り予定され

ています。大いにご期待ください。 

関前コミセンからのお知らせ 


