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夏休みこども映画会共催：関前福祉の会 

上映作品「トムとジェリー」 

日 時：８月２７日（水）13:30～ 

場 所：１F レク室  入場無料 

どこか憎めないトムと、頭脳明晰なジェリーの

ユーモアあふれる作品です。 

これからのイベント案内 

 音楽とおしゃべりのティータイム   

 今回のテーマは“いつでも夢を”  

日 時：9 月１２日（金）13:30～15:00 

場 所：１F 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。 

 関前花火大会  主催：関八親交会 

今年も、関前の夜空一杯に花火が上がります！ 

日 時：８月３０日（土）15:30～20:00 

＊雨天翌日   ＊開始時間が変わりました 

場 所：関前南小学校・校庭   

地域の皆さんが焼き鳥やわたあめ、かき氷等の 

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 

スピードくじ、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。 

 

 

 

 

 わいわい広場 共催：桜堤児童館 

日 時：5 月２８日（水）15:00～16:30 

場 所：１F レク室、中庭  ２F大広間 

お天気にも恵まれ、たくさんの子どもたち

が遊びに来てくれました。工作は写真立てか

クマのタオルかけのどちらかを選んで作り大

人気でした。 

レク室や中庭での 

ゲームコーナーからも 

楽しそうな声が聞こえ 

てきて、にぎやかな 

ひとときでした。 

      参加者１４０名 

 

音楽とおしゃべりのティータイム 

日 時：５月９日（金）13:30～15:00 

場 所：１F ロビー  入場無料 

 『グリーンは心と体にやさしい』をテーマ

に、ゲストは三丁目在住の島津さんをお迎え

し、グリーンにまつわるお話や曲を聴き、手

作りのこごみの天ぷらや蕗の煮物をいただき

ました。途中雷雨があり 

ましたが帰りはおさまり 

ホッとしました。    

参加者３１名 

     

イ ベ ン ト 報 告 
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５月 31 日（土）13:30～15:30、レク室に於い

てテレビでもおなじみの水戸黄門（昭和 32 年）を

上映しました。 

黄門様を演じるのは月形龍之介! 

共演者にも片岡千恵蔵、市川右太衛門、大河内伝次

郎らを始めとした往年の東映オールスターが勢ぞ

ろい。まさに懐かしの映画会でした。 

男性の方も大勢、観に来てくださいました。 

 

６月６日（金）、13:30～15:00、レク室に於い

て健康講座が開催されました。 

今年度は「コツコツ骨太＆膝痛予防体操」を健康

支援センターの鈴木とも子先生の指導で開催しま

した。当日は激しい雨でしたが「コミセンだより」

を見たからとわざわざ足を運んでくださる方ばか

りでした。 

中高年にも無理のない体操を指導して頂き、毎日

家庭でも継続していく事が大切との事でした。 

関前福祉の会共催 

次回の懐かしの映画会は 

9/27(土) 
に決まりました！ 

お楽しみに。 

 お知らせ 

6 月 25 日（水）10:00～12:00、会議室に於い

て「ハンカチでポーチを作る」講習会を行いました。 

講師の方の指導のもと、思い思いに持ち寄ったハ

ンカチやナプキンを使用して、素敵なポーチが出来

上がりました。 

早速、使って戴けると嬉しいです。 

 

 作品です。 

７月２日（水）14:00～16:00 

小さなお子さんとお母さん、お父さん、小学生か

ら大人の方まで、60 名の参加がありました。めい

めいが短冊にお願い事を書いたり、折り紙で笹飾り

を作ったりして、綺麗に飾り付けました。七夕の日

まで飾り付けた笹はコ 

ミセン玄関前を鮮やか 

に彩っていました。 

笹と参加者へのお土産 

の笹は例年通り「もり 

もり森クラブ」のご協 

力で切り出して戴きました。 

関前福祉の会共催 



 

関前地区防災訓練 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関前地区ニュース 

 

 

 

 

 

 

 

７月以降のイベント報告  
 

☆★第８回関前子ども劇場★☆ 

星空の宅配便 

７月 5 日(土) ９：３０～１２：３０  参加者２０５名 

今回は夏空にひろがる星空のお話でした。ドーム内に 

うつしだされる満天の星空に大人も子供も歓声を上げました。 

プラネタリウムを見た子供達が宇宙に興味を持ち、関前 

から宇宙飛行士が出てくれるといいなと思いました。 

共催：関前南あそべえ企画運営会議 

◇  鈴虫の鳴き声を聴く夕べ ◇ 

恒例夏のイベント 

日時：８月２4 日(日) １８：３０～２０：００ 

   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１０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６０点展示コーナー 

●鈴虫飼育品・農産品関連の販売 

●竹細工展示販売 

●ハーブティー・サービス 

主催：もりもり森クラブ（Tel 53-5432）  

ＨＰ： http://www.mori3club.com 

共催：緑のまち推進課（Tel 60-1863）  

◇  関前地区防災訓練 ◇ 

９月１３日(土)関前南小にて 

武蔵野市でも９月１日の防災の日を中心に、市民

との協力体制確立に重点をおいた総合防災訓練を

行っておりますが、まずはこの関前地域の防災訓練

から参加してみてはいかがでしょうか。 

訓練内容の詳細は、まだ決まっておりませんが、

実際の避難所になります関前南小の体育館や運動

場を使用しての防災訓練となります。 

開催には関前防災会をはじめ、多くの地域の団体

が準備に時間を掛けており、過去２回の中止の決定

も、苦渋の決断でもありました。 

６月には三鷹で大量の雹が降るなどの異常気象

も相変わらず続いており、２度あることは３度ある

のか、３度目の正直となるのか、開催は当日の天候

次第でもありますが、そういう時代だからこそ、ご

予定を空けていただき、一人でも多くの地域の方の

ご参加をお待ちしております。 

困ったとき、いざという時にお互いが助け合える

力を一人一人が付けておきましょう。 



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  
 

 

 

【関前コミセン分館裏の茱萸（グミ）】 

グリーンパーク遊歩道沿いには果実のなる樹木

が多いので、実を結ぶ季節には目に止まることにな

る。初夏のこの時期、五日市街道から関前公園に向

かう途中、コミセン分館のちょうど裏手になるが左

側に赤い実を沢山とぶら下げたグミの樹がある。 

「グミ」

と聞くと最

近は菓子の

方を思い浮

かべる人の

方が多いの

かもしれま

せん。僕自

身、菓子の

「グミ」の名前の由来はこのグミの実から来ている

と思い込んでいましたが、あちらの語源はドイツ語

のゴムとのことでグミの樹とはまったく関係はない

らしい。 

グミの樹の種類は多く、少なくとも世界中に 50

種類以上はあるようだ。分館裏の樹は何グミか？ 

実の形はタワラ型で大きさ１５ｍｍ程度、そし

て葉は楕円形で銀色のツブツブ（専門的には星状毛）

があり、裏は銀白色、縁は若干ウェイブが掛かって

いた。グミの語源となるトゲ（グイ）も確認できた。 

結論は、「ナツグミ」かな？葉っぱを見る限り、

常緑樹のものには見えないのですが、もしもです

よ？このあ

と秋に花が

咲いたりし

て い た ら

「 ナ ツ グ

ミ」ではな

く な り ま

す。 

冬の散歩

の と き に

青々として

いたらみん

なで笑いま

しょう。 

 

 

◎パソコン教室のご案内 

７月 2３日～８月２７日は夏休み  

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 午前 9:30～12:00 

事前申込不要。都合の良い時間だけ学習。 

◆ 場  所：関前コミセン １階 ロビー 

◆ 参 加 費：１回 300 円 

★パソコンが初めての方もどうぞ。 

◎傘の忘れ物にご注意 

当コミセンには、引き

取り手のない忘れ物がい

ろいろありますが、傘の

忘れ物が目立ちます。 

今は梅雨の時期なので、

特に多くなっています。

傘のとり違いも発生して

いますので、お帰りの際 

は、十分ご注意ください。 

            閉館後にも残っている傘 

 

 

コミセン運営委員募集中  
 

一緒に活動しませんか？ 

 

 

 

 

 今年の梅雨は「しとしと雨」というより、激

しい豪雨が多く、気候変動を実感します。 

 三鷹で大量のひょうが降り積もった時には、

心配した親戚・知人からお見舞いの電話を受け

た方も多かったのではないでしょうか。 

 間もなくその梅雨も明けて暑い夏が来ます。

涼しいコミセンも大いにご利用ください。 


