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これからのイベント案内 

    講習会『講習会『講習会『講習会『手打ち手打ち手打ち手打ちうどんうどんうどんうどん』』』』    

皆で関前名物手打ちうどんを作りましょう 

日 時：９月１４日（土）11:00～13:30 

場 所：関前コミセン・大広間 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：当コミセン窓口 ９月１日～１０日 

材料費：２５０円  当日集金 

持ち物：エプロン・三角巾 

    夏休みこども映画会夏休みこども映画会夏休みこども映画会夏休みこども映画会        

上映作品「トムとジェリー」 

日 時：８月２６日（月）14:00～ 

場 所：関前コミセン・レク室  入場無料 

体が大きく凶暴だが、おっちょこちょいでど

こか憎めない部分のあるネコのトムトムトムトムと、体は小

さいが頭脳明晰で、追い掛けてくるトムをさら

りとかわすネズミのジェリージェリージェリージェリーのドタバタを、ユ

ーモアたっぷりに描いた、大人も楽しめるアニ

メ作品。          関前福祉の会（共催） 

    音楽とおしゃべりの音楽とおしゃべりの音楽とおしゃべりの音楽とおしゃべりのﾃｨｰﾀｲﾑﾃｨｰﾀｲﾑﾃｨｰﾀｲﾑﾃｨｰﾀｲﾑ        

 今回のテーマは“いつまでも若々しく”  

日 時：9 月 6 日（金）13:30～15:00 

場 所：関前コミセン・ロビー  入場無料 

 

 毎回素敵なテーマでお届けしている音楽と

おしゃべりの企画。ティータイムにはハーブテ

ィーとお菓子のサービスもあります。 

    １１月３０日１１月３０日１１月３０日１１月３０日（土）（土）（土）（土）結城座人形劇結城座人形劇結城座人形劇結城座人形劇    決定決定決定決定!!!!     

江戸糸あやつり人形で有名な結城座が関前コミセンで公演します。 

ご期待ください。  （詳細は次号で）    共催：八幡町コミセン 

講習会講習会講習会講習会    

『ﾊﾜｲｱﾝﾘﾎﾞﾝﾚｲ『ﾊﾜｲｱﾝﾘﾎﾞﾝﾚｲ『ﾊﾜｲｱﾝﾘﾎﾞﾝﾚｲ『ﾊﾜｲｱﾝﾘﾎﾞﾝﾚｲで作るで作るで作るで作るｽﾄﾗｯﾌﾟ』ｽﾄﾗｯﾌﾟ』ｽﾄﾗｯﾌﾟ』ｽﾄﾗｯﾌﾟ』    

初心者を対象に 
可愛いストラップを作ります 

日 時：７月２２日（月）10:00～12:00 

場 所：関前コミセン・会議室 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：当コミセン窓口 ７月１５日～ 

材料費：３００円（２組分） 当日集金 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←●←●←●←●    講講講講    習習習習    会会会会    ６６６６月月月月２２２２１１１１日（日（日（日（金金金金））））    

「「「「夏糸で作るフリルストール夏糸で作るフリルストール夏糸で作るフリルストール夏糸で作るフリルストール」」」」    

初心者を対象に軽やかなフリルストールを夏

糸で作りました。 

最初は編目が揃わず苦労していましたが、皆さ

ん思い思いの色で、一生懸命編みました。 

この夏、衿元の日焼け対策やおしゃれにつかっ

ていただけたら嬉しいです。 

●わいわい広場●わいわい広場●わいわい広場●わいわい広場    ５月５月５月５月１１１１５５５５日（日（日（日（水水水水））））        ⇒⇒⇒⇒    

共催 ： 桜堤児童館 参加者 １２７名 

今年の工作は粘土で作るマカロンキーホルダ

ーと木のヨーヨーでした。 

レク室ではカーリング、ストラックアウト、サ

ッカーゲームなどをして遊びました。 

関前南小の PTA のお母さんの方々にもお手伝

い頂き楽しいひと時を過ごす事ができました。 

←●←●←●←●    健健健健    康康康康    講講講講    座座座座    6666 月月月月７７７７日（日（日（日（金金金金））））    

「「「「肩こり・腰痛予防体操肩こり・腰痛予防体操肩こり・腰痛予防体操肩こり・腰痛予防体操」」」」    

共催 ： 関前福祉の会  参加者：２８名 

 講師の指導で軽く柔軟体操をしてから肩こり

を予防する体操が始まりました。 

 椅子に座ったまま、頭・首・腕をゆっくりした

音楽に合わせ最後に肩甲骨を動かしました。 

 腰痛予防の体操も椅子に座って脚を上げたり

開いたりする動作のユッタリしたもので、高齢者

も無理なくできる体操でした。 

 参加者は「楽しかった、気持ちよかった」と足

取り軽く帰宅されていました。 

●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    ５５５５月月月月２２２２５５５５日（日（日（日（土土土土））））    ⇒⇒⇒⇒ 

共催 ： 関前福祉の会  参加者：４４名 

当時の老人問題をユーモアをまじえて描いた名作。 

ミヤコ蝶々・北林谷栄はじめ昭和の名優のオンパレー

ドもすごい。 

喜劇喜劇喜劇喜劇    にっぽんのお婆あちゃんにっぽんのお婆あちゃんにっぽんのお婆あちゃんにっぽんのお婆あちゃん    
    

今井正監督作品今井正監督作品今井正監督作品今井正監督作品    
ミヤコミヤコミヤコミヤコ蝶々蝶々蝶々蝶々・・・・北林谷栄北林谷栄北林谷栄北林谷栄    主演主演主演主演    

 

 

５月以降のイベント報告 



 

 

 

☆ ★★★★    七夕づくり七夕づくり七夕づくり七夕づくり    ☆★☆★☆★☆★    

６月２９日(土)午後１時３０分～ 参加者４０名 

共催：関前福祉の会 

七夕飾りを作ってコミセン玄関とロビーに飾り

ました。コミセンに飾る笹とお子さんのお土産の笹

は例年通り『もりもり森クラブ』のご協力で切り出

していただきました。 

今回は土曜日と言うこともありお父様と一緒の

参加もありました。皆さん短冊にお願い事を書いた

り、折り紙を折ったりして笹に飾り付けました。 

 

 

 

 

 

 

    

☆ ★★★★    第７回第７回第７回第７回子ども子ども子ども子ども劇場劇場劇場劇場    ☆★☆★☆★☆★    

７月６日(土)午後２時～     参加者２０６名    

共催：関前南あそべえ企画運営会議 

 梅雨明け発表の日、マジシャン TOMMY が関前

南小体育館にやって来ました。次から次へとマジッ

クが変わり、子どもも大人も不思議な世界に引き込

まれ、あっと言う間の１時間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★        関前初級英会話教室関前初級英会話教室関前初級英会話教室関前初級英会話教室    ★★★★    

この度関前コミュニティ協議会では、関前南小学

校で英語講師を務めている『バクティア先生』を講

師におむかえして関前初級関前初級関前初級関前初級    

英会話教室英会話教室英会話教室英会話教室を 10 月から始    

めます。日本語も堪能な方 

で、安心して受講できます。 

下記の予定で受講生を募 

集します。多数の参加をお 

待ちしています。 

期期期期        間間間間：：：： H25 年 10 月 2 日から H26 年 4 月まで 

毎水曜日・月４回 (第５水曜日は除く) 

受講時間受講時間受講時間受講時間：：：： 午後４時から９０分 

募集人数募集人数募集人数募集人数： 大人 ３０人（先着順） 

必要経費必要経費必要経費必要経費：：：： 月１０００円から２０００円 

  (一部内容を変更する場合もあります) 

応募期間応募期間応募期間応募期間：：：： 7 月 20 日(土)～31 日(水) 

講講講講        師師師師：：：：    フルザンメル・バクティア        

                        イラン出身 1994 年来日 

      英語教育のスペシャリスト英語教育のスペシャリスト英語教育のスペシャリスト英語教育のスペシャリスト    

    

◇◇◇◇        鈴虫の鳴き声を鈴虫の鳴き声を鈴虫の鳴き声を鈴虫の鳴き声を聴く聴く聴く聴く夕べ夕べ夕べ夕べ    ◇◇◇◇        

市民の森公園市民の森公園市民の森公園市民の森公園・・・・恒例夏の恒例夏の恒例夏の恒例夏のイベントイベントイベントイベント    

日時：８月２５日(日) 午後６時３０分～８時 

   雨天中止（鈴虫のみ公園にてプレゼント） 

場所：市民の森公園（関前３丁目３２） 

ムーバス１１番「市民の森」停前   

内容 ●鈴虫プレゼント（虫カゴは持参） 

 ●秋の虫などのお話し 山崎誠先生 

●寄せ植えコーナー 

●風船(ペンシュル・バルーン)プレゼント 

●鈴虫の館 展示コーナー 

●ぼんぼり展示コーナー 

●鈴虫飼育品・農産品関連の販売 

●ハーブティー・サービス 

主催：：：：もりもり森クラブ（ Tel 53-5432）  

Ｈ Ｐ ：：：： http://www.mori3club.com 

共催：緑のまち推進課（ Tel 60-1863）  
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関前地区ニュース関前地区ニュース関前地区ニュース関前地区ニュース    

 

 

新規講座のご案内新規講座のご案内新規講座のご案内新規講座のご案内    
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今年も、関前の夜空一杯に花火が上がります！ 

日時：８月２４日（土） １６：００～２０：００ 

雨天の場合には翌日となります 

場所：関前南小学校・校庭 

地域の皆さんが焼き鳥やポップコーン、焼きそば

等の出店をしております。 

関前コミセンでも、毎年 

大好評のおもちゃの販売 

お楽しみくじ（スピードクジ） 

スーパーボールすくい等 

を企画中です。 

是非、お立ち寄りください。 

主催：関八親交会 

 

 

【高射砲陣地跡のプルーン（西洋スモモ）】 

皆さん、スモモっていうと赤みがかった黄色の丸

い果実を連想すると思いますが、これは中国原産の

李（スモモ）で、プラムって呼んだりもしています。 

これに対して黒みがかった（粉がふいて紫っぽ

い）卵型の果実はプルーン（西洋スモモ）と呼ばれ

ていまして、どちらかというとドライフルーツのイ

メージが多いかもしれません。 

さて、この見かける 

ことの少ないプルー 

ンの樹を関前で見つ 

けました。 

グリーンパーク遊歩道の関前三郵便局裏に少し

ばかり開けた処がありますが、ここは太平洋戦争の

際、中島飛行機武蔵製作所を守るために築かれた高

射砲陣地の跡。こんなところにと意外な感じで立っ

ています。かつての敵国との友好の証として植樹さ

れたのかもしれませんね。 

 

今期より、参加の新人編集委員です。 

編集会議も初参加、楽しいメンバーと「コミセン

や地域のことをこの活動を通して知っていけると

いいな」って思っております。 

新しいコーナーをということで「関前グリーン

散歩」をスタートしました。関前で見かけた木々

や草花を紹介していきたいと思います。 

皆さんも是非、足を運んでみてくださいね。 

 

★７月２４日～８月２８日は夏休み 

◆ 開催日時：毎週水曜日 午前中 9:30～12:00 

（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 

（多人数を対象とした講義形式ではありません） 

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 

 

◆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でも結構です。 

 
関前コミセン 

パソコン教室 

 

 

２年ごとに更新される優良防火対象物認定証（通

称「優マーク」）を７月７日付けで取得できました。 

認定基準の１つでもある「避難安全性」については

６月１０日に武蔵野消防署の立会いのもと利用者

の皆様にも協力いただき訓練を実施（一定時間内に

全員避難できるかを確認）。 

この結果、当コミセンは利用者にとって安全・安

心に利用できる施設であることが認められました。 


