
  

日時：4 月１９日（土） 

   午後１時３０分より 

場所：関前コミセン・レク室 

対象：関前地域住民の皆様 
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住民総会は、関前コミュニティセンターの最高の意思 

決定機関です。毎年、年度初めに開催しています。 

《 議題 》 

・平成２５年度 活動報告、決算報告 

・平成２６年度 活動計画案、予算案、新委員 

の審議・承認 および 意見交換 

関前コミセンをご利用の多くの皆様にご出席いただき、  

忌憚のないご意見を承り、関前コミセンがいっそう住民の 

皆さまの身近な場となり、地域の仲間との楽しい交流の場 

になりますよう、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 
 

●みんなで歌おう会 
日時：３月１８日（火） 

   午後１時３０分～３時 

場所：関前コミセン・ロビー 

いつの時代も愛される歌の数々。なつかし

い歌や今話題の歌など、ギロックフレンズさ

んの伴奏でみんなで楽しく歌いましょう❢ 

      

コミセンめぐり 

スタンプラリー 
３月２２日（土）～３月２９日（土） 

午前１０時～午後７時 

昨年も好評だった市内１６コミセンを回

るコミセンスタンプラリーが、今年も開催さ

れます。 

ラリー用スタンプ台紙をスタートコミセ

ンでもらい、春を感じながら一つでも多くの

コミセンを回りませんか？ 

コミセンごとに参加賞があり、今年からは

達成シールもあります。 

 



わくわくランド ２/5（水） 関前コミセン ロビー  

♪♪ KINO さんによる手まわしオルガン＆紙芝居 ♪♪ 
第１部は小さなお子様や大人の方が２２名 

第２部は小学生を中心に６９名 の参加がありました。 

珍しい手まわしオルガンのすてきな音色に皆さまのこころもほっこり、 

実際に触らせてもらえる時間もあり、貴重な体験ができて子ども達は 

大喜びでした。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 月 以 降 の イ ベ ン ト 報 告 

音楽とおしゃべりのティータイム 2/14（金） 関前コミセン ロビー 

バレンタインデーに開かれた今回のイベントの当日は、あいにくの 

記録的な大雪に見舞われました。 

そのため来場者の数はいつもよりかなり少なめでしたが、会場のお客さん 

たちとバレンタインにふさわしいテーマで楽しいおしゃべりと素敵な音楽、 

そして庭の雪景色をみながらのお茶とお菓子でなごやかに行われました。 

 

 

懐かしの映画会 2/２2（土） 「チップス先生さようなら」 共催：福祉の会 

今回の映画は、英国の先生と生徒のふれあいを描いた作品です。 

観賞された方からは、とても良かったと喜んで頂いたのですが、いつもより 

参加の少なかったのが残念でした。 

 映画が始まる前に関前南小学校生徒が吹奏楽全国大会で熱演した様子を 

放映、地域の方々に見ていただきました。 

カラオケ大会 1／18（土）  

お屠蘇の気分がぬけきれない新春の１８日（土）、関前コミセンはじめて 

の本格的なカラオケ大会が賑やかに行われました。 

今回はワンコイン（５００円）の申込料を頂いたにも関わらず、熱心な 

カラオケファンが５０名近く集まり、自慢ののどを聞かせてくれました。 

第３７回 多摩湖往復ナイトハイク 1/１8・１9（土・日） 

 今年も武蔵野市立第五中学校の生徒を中心に６１名、また校長・副校長を 

含め５０名の大人(スタッフ)も一緒に歩きました。 

夜中に雪がちらつく寒い日でしたが、多摩湖の折り返し点では、温かい 

お汁粉で一息入れ、往復２６Ｋｍのサイクリングロードを全員揃って完歩 

することが出来ました。 

ゴールの西久保コミセンでは、ＰＴＡのお母さん方が作られた朝食を食べて解散となりました。 



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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎パソコン教室のご案内 

4 月は９日(水)から開始  

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、通 

年で実施しています。事前申込・予約は不要です。 

◆ 開催日時：毎週水曜日 午前 9:30～12:00 

（ただし、祝祭日、公立小の春･夏･冬休み中を除く） 

 ３月２６日（水）と４月２日（水）は春休みです。 

個別学習ですので、上記開催日・時間内のご都合 

の良い日時にお越しくだされば結構です。 

◆ 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。 

・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。 

◎部屋の予約申し込み利用(確認) 

《予約開始日》・・１か月前の当日から受付 

《予約人数》・・・４人以上あれば予約可能 

《利用回数制限》・１か月の予約は１グループで 

2 回（８時間）まで 

《前日予約》・・・利用回数関係なく予約可能 

《当日予約》・・・人数・回数関係なく予約可能 

詳細はコミセン窓口へ（51-0206） 

＊電話での予約申し込みは出来ません。 

地域の仲間を

増やしたい 

地域に関わってみませんか？ 

運営委員募集！ 

 当コミセンの運営はボランティアの活動で成り 

立っています。現在幅広い年齢層の方が話し合い 

協力して、自分のできる範囲内で行事などの運営 

に携わっています。 

 地域のつながりが大切になってきている昨今、 

地域の為に是非ご協力をお願いします。 

たくさんの仲間が皆さんの参加を待っています。             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓球やボーリン

グ、歩くことが    

好き 

子どもが好き 料理やお菓子

作りが好き 

そんな方はコミセンに全員集合！ 

詳細はコミセン窓口へ(51-0206) 

◎関前初級英会話教室の募集 

 昨年１０月より毎水曜日、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

迎えして英会話教室を始めています。 

来年度は毎月曜日も開講します。 

 下記の要領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  間：H２６年４月 2１日から H２７年３月まで 

毎月曜日・月４回(第５月曜日は除く) 

受講時間：午後４時から６０分 

募集人数：大人 ２０人（先着順） 

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：３月 2１日(金)～31 日(月) 

講  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 
日本語も堪能な方で安心して受講できます。 

 

◎コミセン間の交流(ネットワーク事業) 

 各コミセン運営委員が地域を超えて交流する

ネットワーク事業は、年間を通じて種々企画され

ています。 

２月１６日(日)はピンポン大会 

３月５日(水)はボーリング大会 

が開催され、交流を深めました。 
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【積雪３０センチ！夜明け前、吉祥寺まで往復２時間の雪中行軍】 

今回の関前グリーン散歩はお休みです。「冬でグリーンがないから」ということではなく、お伝えしたい

記事で紙面が埋まってしまったこと、あと今回の大雪のことを編集後記で書きたかったからです。 

２月１５日、深夜３時に早起きした理由は、ソチのフィギュア男子フリーと外の積雪の具合を観るた

め。前日から降り始めた雪はまだ降り続いていて、窓から見える家々の屋根には分厚い雪が乗っていまし

た。朝５時までに吉祥寺の事務所に行かねばならない連れ合いを大雪の中、一人歩かせるのは男として忍

びなく「一緒に行こうか」と声を掛け、二人して合羽の上下を着こんで、４時に関前を出発しました。 

夜明け前の五日市街道は３０センチ以上の雪に覆われていて予想通りの雪中行軍となりました。 

バッサバッサと元気よくラッセルできたのは１０分位で、その後は踏み跡を作るだけでもう精一杯。 

交番のお巡りさん、消防車の消防士さん、スーツに革靴の方、道々で、声の掛け合い、譲り合い、励まし

合いと挨拶をしているうちに、東日本大震災の九段のオフィスからの帰路を思い出しました。 

 あの日から３年が経ちますが、防災への心構えは忘れないようにしたいですね。 

 

２月の大雪では、多くの品物が、店頭から姿を消

し、都会の脆弱さを強く感じさせました。 

 この雪はまた多くの催しを中止させましたが、関

前地区では、この積雪の影響で防災訓練が中止とな

りました。 

 実はこの防災訓練は、当初10月27日に計画され

台風２７号の影響で中止されていたものでした。 

皮肉なことに災害に備えるための防災訓練が、災害

のために中止に追い込まれました。 

 いつ起こるかわからない災害に対し、その被害を

最小限に食い止めるためには、体験型の訓練が欠か

せません。 

2月16日に予定していた関前地区防災訓練は 

 要援護者安否確認 

 避難所となる関前南小の体育館や運動場での 

  「炊き出し」、「煙体験」、「起震車による大地震体験」 

「消火訓練」、「AED体験」、「発電機による照明操作」 

  「仮設トイレ設置」、「防災倉庫の防災器具展示」 

と大変に充実した内容でした。 

            次回の予定は、未定とな

っておりますが、一人でも

多くの方にご参加いただ

き、いざという時に、助け

合える力を付けておきま

しょう。 

関前地区ニュース 

 
 

 3.11の東日本大震災以降、武蔵野市でも地域防

災計画が見直され、市内の各地域に応じた共助を強

化させる防災組織の設立支援をしてきました。 

関前地区では、地域の団体、学校、医師等に呼び

掛けを行い、話し合いを重ねて、一昨年の2012年

11月に「関前防災会」が設立され、現在市内に10

団体ある「避難所運営組織」の一つとなっています。 

組織は、各団体の役員の皆さんが役員・委員とな

り、地域の4避難所ごとに分けられております。 

 第１ブロック（関前南小学校避難所/関前地域） 

 第２ブロック（第五中学校避難所/関前・西久保地域） 

 第３ブロック（第五小学校避難所/西久保・関前地域） 

 第４ブロック（第二小学校避難所/境・関前地域） 

避難所の設営協力や運営に当たっては、「物資」「情

報」「衛生」「食料」「広報」といった各班づくりも必要

となってまいりますが、まだ手探りの状態です。 

会員はこの関前地域住民が中心となりますが、災

害時は誰もがその対象となるため、平時の会費徴収

も難しく、現状は役員・委員の皆さんの手弁当での

組織運営となっております。 

今後も防災訓練等を通して 

災害軽減に向けた活動をして 

まいりますので、地域の皆さ 

んの積極的なご参加をお待ち 

しております。 

          


