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  謹謹  賀賀  新新  年年  平平成成廿廿六六年年新新春春  

  年 頭 の ご 挨 拶 

あけましておめでとうございます。 

旧年中は関前コミュニティセンターのご利用、また運営にご協力を頂き、有難うございました。

年頭に当たり皆様のご健康とご多幸を祈念いたしますと共に、本年も変わらぬご支援とご協力を

お願いたします。 

さて、東日本大震災から三年がすぎようとしています。まだ帰郷できず仮住まいの方々が多数

おられます。そんな中、今後三十年以内に M7.5～Ｍ８クラスの東海地震・南海トラフ地震が来

る確立が高いという報道がありました。各コミュニティセンター協議会と武蔵野市担当課は災害

時のコミュニティセンターの利用について協議をしているところです。 

本年も地域各種団体と協力し合い、利用のし易い憩いの場所として利用していただけるよう努

力してまいりますので、よろしくお願いします。 

また、コミュニティセンターの運営に協力していただけるボランティアの方も、随時募集して

いますので、窓口までお申し出下さい。 

関前コミュニティ協議会 

委員長 荻原 利夫 

運営委員、協力委員一同 

   

「絵手紙講習会」での作品から 



 

 

 

日 時   ３月１日（月）午後 1時３０分～2時 45分  

会 場   コミセン・ロビー 

参加費   無料 当日会場へお越しください  

  お茶をいただきながら、ギロックフレンズと一緒に楽しく歌いましょう 

 

                           

日 時：１月１８日（土）1２時～  

会 場：コミセン レク室   

  ＊出演の応募は締め切りました 

               

カラオケ大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

             素敵なひととき 

              をぜひ・・・♬ 

 

「KINOさんによる 

手まわしオルガン＆紙芝居」 
日 時：２月５日（水）  ＊２回公演 

午後１時３０分～ 

午後３時３0分～   

会 場：コミセン 

 

大人から子どもまで 

楽しめます。 

 

 

 

 

テーマ：「あなたに贈りたいもの」 
 

 

日 時：２月１４日（金）午後１時３０分～３時  

会 場：コミセンロビー     

バレンタインデーのこの日、恋人同士だけでなく 

あなたの大切な夫に妻に子どもに両親に、そして

大切な友人に贈りたいものはなんですか？ 

素敵なおしゃべりと音楽を聞きながら、 

お茶とお菓子を楽しむ集まりです。 

 

 

                    

昭和４４年 イギリス映画 

『チップス先生さようなら』 

日 時：２月２２日（土）午後１時３０分～ 

会 場：コミセンレク室     

堅物教師と踊り子の恋、そして学園の生徒たちとの交流が描か

れた感動作品です。ミュージカル仕立てで素敵な音楽が満載で

す。故ピーター・オトゥール 38歳の時の代表作です。           

 

 

懐かしの映画会 
 

 

日時その他詳細は、ポスター等

でお知らせします。 

お楽しみに！ 

 

地域の方々が多数出演してくださいま

す。盛大な応援、ご来館をお待ちして

います。 

歩こう会 

 

  

 

 
 

 

                                                       

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」は、今年度も 

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 1８日（土）深夜～１９日（日）朝    集合場所  西久保コミセン 
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1１月９、１０日の両日、コミセンビッグイベン

トとなる「コミセンまつり」が行われました。 

今年も手作りの「コミセンまんじゅう」は大人気

で、15 分ほどで完売となりました。 

中庭では、９日の「福祉の会のバザー」、10 日の

「模擬店」共に賑やかな声に包まれていました。 

館内では、地域の皆さんの作品展示、芸能大会、

囲碁大会、「みんなで歌おう」や「だんだん体操」

などがありました。 

予報では危ぶまれた天気でしたが、両日ともに好

天に恵まれ今年も楽しい 2 日間となりました。 

コミセンまつり クリスマスコンサート 
 

12 月 14 日(土)13:30～ 於レク室 

今年はシャンソン、ミュージカルなどで活躍中の

清水梨央さんをお迎えして行われました。 

とても魅力のある素敵な歌声で紡がれたシャン

ソンからラテン、ジャズそしてクリスマスソングの

数々。思わず手拍子も出ていました。 

楽しいおしゃべりも会場を温かな空気で包みこ

み、師走の慌ただしさも忘れて、一足早いクリスマ

スを歌とその後のティータイムで過ごしました。 

音響、照明も今回は若い運営委員の活躍で雰囲気を

盛り上げ、素晴らしいコンサートになりました。 

講 習 会 
 

 

11 月 22 日(金)10:00～12:00 於音楽室 

久しぶりに編み棒を持たれる方もおしゃべりを

楽しみながら皆さん和やかに編んでいました。 

軽くて暖かいマフラー、さっそく使って頂けると

嬉しいです。 

 

 12 月 6 日(金)10:00～12:00 於会議室 

初参加の方も２回目という方も講師の指導の下、

一生懸命描きました。 

思い思いに描いた年賀状をみんなで鑑賞し、楽し

いひとときを過ごしました。 

「１玉で作るマフラー」 

「絵手紙で年賀状を」 

結城座関前公演 
 

 

11 月 30 日(土)11:00～12:30 於大広間 

約70名の観客を迎えて八幡町コミセンと共催の

人形劇公演が行われました。 

最初に劇団員の方によるあやつり人形の説明が

あり、日本のあやつり人形の特徴が６本の糸にあっ

て（外国では 4 本が一般的）、これにより人形達の

より繊細な表現が可能となっていることを学習し

た上での公演鑑賞となりました。 

公演自体もその内容と表現力に皆さん感動され

た様子で、終了後の茶話会にも多くの方が参加さ

れ、劇団の皆さんとの交流会も大変賑わいました。 

江戸糸あやつり人形劇団 結城座公演 「杜子春」 

11月・12月 



関関前前ココミミセセンンかかららののおお知知ららせせ  
 

 

● 年末大掃除実施のお礼 

 １２月１２日（木）年末恒例のコミセン館内の大

掃除を行いました。今年もコミセンを利用されてい

る大勢の方にご協力をいただき、各部屋、湯沸室、

トイレ、ロビー、レク室など、すっかりきれいにな

りました。気持ち良く新しい年が迎えられ、委員一

同感謝しております。ありがとうございました。 

● 古い年賀ハガキの 

回収ボックスの設置 
  （投入できるのは、コミセンの開館時間内のみ） 

1 月１９日(日)～２月４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。 

● パソコン教室のご案内  

◆ 開催日時：毎週水曜日 午前 9:30～12:00  

  年間を通じて実施。ただし、祝祭日、公立小中                                      

学校の春・夏・冬休み中をのぞく。 

◆ 場  所：関前コミセン １階 ロビー 

◆ 参 加 費：１回 300 円 

◆ 講習形式：個人別のテーマで個別学習、 

初心者にはテキストで個人指導 

   （多人数を対象とした講義形式ではありません） 

  ◆ 事前予約は不要です 

 ◆ パソコン：持込み可（コミセン所有６台あり） 

 

 

 

● どんど焼き・餅つき 

 1 月 8 日(水)、3 学期の始業式の午後、関前南小

校庭で、「どんど焼き」が行われました。 

 お正月のお

飾りや書き初

めを燃やし、

今年初の試み

として、竹を

さいた先にお

だんごを付け

てその火で焼

き、無病息災

を願いました。 

 体育館では、恒例のお餅つきも行い、皆でおいし

くいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 今年の年末年始は、12 月 28 日(土)から 1 月

5日(日)まで9連休という方も多かったようで、

コミセンは例年通りに1月6日から開館しまし

たが、多くの会社や役所の仕事始めとちょうど

同じになるという珍しい年になりました。 

 コミセンだより編集部の仕事始めがこの 1 月

15 日号ですが、今年もコミセンや地域のいろい

ろな話題をご家庭にお届けしていきたいと思い

ますので、どうぞご愛読ください。 

関前地区ニュース 
 

【境浄水場のシイノキの並木道】 

境浄水場の北側、水道道路を見下ろすように、お

よそ 100 本のシイノキの並木道が続きます。ここ

で、シイノキと書いたのは、その名札がついていた

からなのですが、より正確には「スダジイ」の並木

道です。 

日本のシイ属 

には他に「ツブ 

ラジイ（コジイ） 

」という種があ 

るのですが、こ 

ちらは関東以南 

にしか分布して 

おらず、関東以 

北では「シイ」 

といえばこの「ス 

ダジイ」を指すのだそうです。 

水道道路を挟んで反対側の歩道には「マテバシ

イ」という名札の木も植えてありますが、これは「マ

テバシイ属」という別属になります。 

さて、今回、何故にこのスダジイを選んだのかと

いうと、この“シイの実”が美味しいから。「ドン

グリ」というのはブナ科の木の実の総称なのです

が、数あるドングリの中、生で食べることができる

のが、このスダジイのドングリなのです。 

縄文時代の昔から食べ継がれてきたドングリで

すが、なんといってもトップオブどんぐりはこれ。

もちろん炒って食べればもっと美味しい。ドングリ

の渋みを構成しているタンニンの含有量が極めて

少ないのがその理由です。 

ちなみにナンバー２はマテバシイのドングリ。 

また来年の秋、散歩がてら太めのシイノキの下を

探して食べてみてください。 


