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監 督：山田洋次    1976 年 松竹作品 

主 演：渥美 清 

共 演：太地喜和子 

    宇野重吉・岡田嘉子他 

日 時：9 月 28 日（土） 

場 所：関前コミセン１F レク室 

時 間：午後 1 時 30 分～ 入場無料 

今年の「コミセンまつり」は、  

１１月９日（土）、10 日（日） 

を予定しております。  

毎年恒例の作品展示と芸能大会は今年も予定し

ており、地域の皆様の自慢の作品の出品、研鑽を重

ねた芸能を披露いただき盛盛盛盛り上げて頂きたいと思

います。  

（注）作品の受付、出場の登録は  

１１月１日（金）～６日(水) 

まで窓口で行ないます。 

詳細は、次号コミセンだより  

第 128 号（１１月１日発行）紙面にてお知らせ

いたします。合わせて福祉の会のバザー品も同時

期に受けつけます。 

たくさんのご参加をお待ちしております。 

公演日時：11 月 30 日（土） 

午後 1 時 30 分～3 時 

（午後 1 時開場） 

江戸糸あやつり人形結城座とは、江戸時代、寛永

12 年(1635 年)に創設され、現在 12 代目まで約

380 年の歴史を持ち、国の「記録選択無形民俗文

化財」及び「東京都無形文化財」にも指定されてい

る日本唯一の伝統ある糸あやつり人形劇団です。 

国内外とも高い評価を受け、文部大臣賞、ベオグ

ラード演劇祭特別賞等様々な賞も受賞しています。 

 演目につきましては 

次号にてお知らせいた 

します。 

是非、ご来館くださ 

い。 

 

発行 ２０１３年９月１５日（第１２７号）   関前コミュニティ協議会 

■ 

■TEL&FAX : 

■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           ■H P : www1.parkcity.ne.jp/sekima-c/ 

秋空の下、みんなで楽しみましょう！ 

日 時：10 月 2６日（土） 

場 所：関前南小学校 校庭 

時 間：午後１時３0 分～ 

参加費：100 円（保険代） 

定 員：20 名（初心者優先とします） 

申込み：関前コミセン窓口 

申込期間：10 月 15 日（火）～定員になり次第締切 

       ＊道具は一式用意しますのでお気軽に！ 



 

 

 

 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆講習会講習会講習会講習会：ハワイアン・リボンレイで：ハワイアン・リボンレイで：ハワイアン・リボンレイで：ハワイアン・リボンレイで    

ストラップストラップストラップストラップ作り作り作り作り◆◇◆◇◆◇◆◇    

７月２２日（月）午前 10 時～12 時 

コミセン・会議室   参加者 14 名 

今年は、基本的なブロード編みで、ケイタイ（キーホル 

ダー）用ストラップとネックストラップを作りました。 

  夏休みに入っていたので、小学生の参加もあり、なごや 

かに、各々の色合いで作品が出来上がりました。 

◇◆◇◆◇◆◇◆関八まつり・花火大会関八まつり・花火大会関八まつり・花火大会関八まつり・花火大会◆◇◆◇◆◇◆◇    

８月２４日（土）午後 4 時～    

関前南小校庭で４時頃から各団体の屋台やお店が店開き 

をしました。 

当コミセンは、光るアクセサリー、ビニールの剣、チャ 

ンス Box くじなど１０種類以上のおもちゃを販売しまし 

た。毎年好評のスーパーボールすくいは、たくさんの子ど 

もたちで賑わいました。 

６時半から打ち上げ花火を開始。途中、雨がポツリポツ 

リと降り始めましたが、最後まで夜空に大輪の花が咲き、夏の暑さを吹き飛ばすようでした。 

締めのナイアガラもあり、皆さん大歓声のうちに幕を閉じました。 

 

 

 

７ - ９ 月 の イ ベ ン ト 報 告  

◇◆◇◆◇◆◇◆夏休み夏休み夏休み夏休みこどもこどもこどもこども 映画会映画会映画会映画会：：：：    

トムとジェリートムとジェリートムとジェリートムとジェリー◆◇◆◇◆◇◆◇    

８月２６日（月）  午後 2 時～ 

コミセン・レク室  参加者 63 名 

残り少ない夏休みの一日、こども映画会は大勢の小学 

生が鑑賞、トムとジェリーの楽しい、ゆかいな対決に引 

き付けられ、笑につつまれたひとときでした。 

◇◆音楽とおしゃべりのティータイム◇◆音楽とおしゃべりのティータイム◇◆音楽とおしゃべりのティータイム◇◆音楽とおしゃべりのティータイム◆◇◆◇◆◇◆◇    

９月６日（金）午後 1 時 30 分～3 時 

コミセン・ロビー   参加者 52 名 

  今回のテーマは「いつまでも若々しく」。 

ゲストは 20 年以上もコミセンのリズム体操の先生をし 

ていただいている鈴木美恵子さんでした。 

先生の指導でリクエストの音楽に合わせて皆が身体を動 

かしたり、おしゃべりを聞いたり、「いつまでも若々しく」 

にまつわる歌や音楽を聴いたり、とても楽しい雰囲気でした。 

 その後のハーブティーとヨーグルトケーキも喜んでいただけました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関前地区の氏神様である関前八幡神社のお祭り

は、少し涼しい曇り空の中、今年もにぎやかに開催

されました。 

関前八幡神社大祭関前八幡神社大祭関前八幡神社大祭関前八幡神社大祭    

９月７日(土) 
御魂移しの儀  午前１０時半～ 神社境内 

御神輿太鼓渡御 午後 １時～  町内一巡 

９月８日(日) 

秋季大祭式典  午前１０時～ 神社境内 

御神輿太鼓渡御 午前 11 時～ 町内一巡 

子どもみこし子どもみこし子どもみこし子どもみこし    

        ９月９月９月９月８８８８日（日）日（日）日（日）日（日）    

 関前の各地区ごとに、 

子どもたちでお神輿を 

担ぎ、練り歩きました。 

 関前コミセンから 

スタートした子ども達は、 

帰りにご褒美にお菓子を 

もらって楽しそうでした。 

 

 

 

 

10101010 月月月月 2222７７７７ 日日日日 ((((日日日日 )10:00)10:00)10:00)10:00～～～～ 12:0012:0012:0012:00 
雨天中止 

場所：市民の森公園場所：市民の森公園場所：市民の森公園場所：市民の森公園    
（関前 3 丁目「市民の森公園」ムーバス停前） 

内容 1)子供の大根掘り体験（大根プレゼント） 

2)草花の寄せ植コーナー 

3)花壇への花苗植え込みコーナー 

4)無農薬野菜・蒸し芋、もりもり汁販売 

5)笹舟競争・草笛教室、紙飛行機、竹細工 

6)フーセン（ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾙｰﾝ）プレゼント 

7)演奏会 

☆園児合唱（武蔵野東幼稚園） 

☆祭りばやし（関前八幡囃子連中） 

☆草笛＆オカリナ演奏（花南草笛･ｵｶﾘﾅｸﾗﾌﾞ） 

主催：もりもり森クラブ TEL ５３－５４３２ 

共催：緑化環境センター TEL ６０－１８６３ 

◎◎◎◎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    

９月は９月は９月は９月は４４４４日日日日((((水水水水))))からからからから始まって始まって始まって始まっています。います。います。います。    
おひとりおひとりが、その進み具合により、ま

た興味のある分野により、個別に学習する教室

を、年間を通じて実施しています。 

（祝祭日、公立小学校の春･夏･冬休み中を除く） 

◆◆◆◆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    

事前申込・予約は不要です。 

ご都合の良い日ご都合の良い日ご都合の良い日ご都合の良い日にににに出席することができます。ご出席することができます。ご出席することができます。ご出席することができます。ご

都合の良い時間から始めることが出来ます。都合の良い時間から始めることが出来ます。都合の良い時間から始めることが出来ます。都合の良い時間から始めることが出来ます。    

◆◆◆◆    場  所：関前コミセン １階 ロビー 

◆◆◆◆    参 加 費：１回 300 円 

◎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。 

◎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。 

 

 

秋の一日、昔ながらの地域運動会に来たれ秋の一日、昔ながらの地域運動会に来たれ秋の一日、昔ながらの地域運動会に来たれ秋の一日、昔ながらの地域運動会に来たれ！！！！！！！！ 

（雨天の場合は、体育館でミニ運動会を開催） 

10101010 月月月月 ２ ０２ ０２ ０２ ０ 日日日日 ((((日日日日 ))))     9:009:009:009:00～～～～     

関 前 南 小 学 校 校 庭 に て  

当日朝、合図の花火を打ち上げます。 

運動会開催の時は 8：００に 

  ミニ運動会の時は ９：００となります。 

 

主催：青少協・関前南地区委員会 および 

関前南地域運動会実行委員会  

 

 



関関関関関関関関前前前前前前前前ココココココココミミミミミミミミセセセセセセセセンンンンンンンンかかかかかかかかららららららららののののののののおおおおおおおお知知知知知知知知ららららららららせせせせせせせせ        
 

 

●●●●    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１２１２１２１２日日日日((((土土土土))))    レク室レク室レク室レク室    14141414：：：：00000000～～～～    

 日頃よりコミセンを利用されている皆様にグルー

プの紹介や利用内容、利用に関してのご意見・ご要

望をお聞きしています。懇談会では毎回貴重な意見

を頂き、協議会で検討し改善された案件も多々あり

ます。 

 現在、グループ・個人宛てに出欠のお願いを窓口

にて配布しています。 

皆様のご参加をお待ちしています。 

 

●●●●    バス研修バス研修バス研修バス研修（コミセン委員・協力員）（コミセン委員・協力員）（コミセン委員・協力員）（コミセン委員・協力員） 

7777 月月月月１１１１１１１１日日日日((((木木木木))))        

 当コミセンの委員及び協力員の親睦を兼ね、コミ

センを離れての研修活動を実施しました。 

今年は、世界遺産登録に指定された富士山の五合

目散策をしました。猛暑日でしたが澄んだ空気を吸

いながら雄大な富士山を間近に見られて感動しまし

た。昼食後は山中湖、花の都公園と勝沼ワイン工場

の見学をしました。 

    

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 今年の夏は猛暑、豪雨、突然の雷雨で、家か

ら一歩も出ない日が多々あったのではないでし

ょうか？ 

 ９月に入り、朝晩涼しい風が吹き、秋の虫の

音を聞いていると、『さあ、何か始めてみようか

な！』そんな気持ちにさせてくれます。 

 コミセンには予約なしで使えるロビーや学習

室があり、新聞や本、武蔵野の情報の冊子など

置いております。 

『ちょっとコミセンをのぞいてみませんか？』 

 

【関前三駐車場の無患子（ムクロジ）】 

患いを無くす種子と書いてムクロジと読みます。 

生薬名は「延命皮」。実の皮に去痰、強壮、止血

などの効能がある植物ということです。 

ちょっと身近ではなくなりましたが、お正月には

付き物の羽根つき。この羽根つきの羽の先には黒く

て丸い玉がくっついていますが、これがムクロジの

実です。 

 今、緑色の実がたわわにな           

っていますが、秋も深まり黄           

色く葉が落ちる頃には実の色           

も茶色に変わり下に落ちてき           

たりします。                  

 効能があるというのは茶色           

の皮の部分で、サポニンとい           

う物質が含まれており、これが毒にも薬にもなるよ

うで、この皮が鳥や虫から実を守っているのです。 

 この樹には更に「石鹸の木」という別名があり、

皮をこすると石鹸同様に泡立つのです。 

これもこのサポニンが持つ界面活性作用による

ものです。面白い樹でしょう？ 

このムクロジの樹は、関前八幡神社から五日市街

道を関前３丁目交差点方向に向かいグリーンパー

ク遊歩道よりも１本手前の道を左に曲がった駐車

場の中ほど道路沿いに立っています。 

持ち主の井口秀男さんの話では「お父さんの代に

植えたのか生えてきたのか。」とのことで、樹齢も

１００年は超えているでしょう。井口さんが子供の

頃はまだ幹周りも１５㎝ほどしかなかったという

ことです。 

秋の日の散歩道にこの珍しい木の実を拾えると

いいですね。 

 

 


