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手打ちうどん作り  

日 時：１０月４日（土） 

午前 11:00～午後 1:30 

場 所：２階大広間 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：コミセン窓口 ９月１６日(火)～ 

材料費：２５０円 当日集金 

持ち物：エプロン・三角巾 

皆でわいわい言いながら作り、出来たてのうど

んを一緒に食べるお味は格別です。 

講習会「リース作り」 

日 時：１０月１５日（水） 

午前 10:00～12:00 

場 所：２階会議室 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：コミセン窓口 １０月１日(水)～ 

材料費：1,000円程度 当日集金 

持ち物：花切バサミ、大きい袋（持ち帰り用） 

奥多摩で採集した自然の枯枝で作るリース

は、毎日の生活に潤いをもたらしてくれるで

しょう。ご一緒に作ってみませんか？ 

関 前 名 物  

なつかしの映画会 

「乳 母 車」（日活）昭和31年 

日 時：１０月１８日（土） 午後１:３0～ 

場 所：１階レク室  入場無料 

昭和を代表する大スター、石原裕次郎の若き

日の名作。原作は「青い山脈」の石坂洋次郎、

監督は田坂具隆、共演に芦川いづみ、宇野重吉、

新珠三千代などの芸達者を揃えています。 

なお、当初上映作品を「陽のあたる坂道」と

関前福祉の会・広報紙「うどの花」でお伝えし

ましたが、上映時間の関係で変更いたします。 

 

   （共催：関前福祉の会） 

予告！コミセンまつり 

今年のコミセンまつりは、 

11 月 8 日(土)・9 日(日)です。 

毎年恒例の作品展示と芸能大会は今年も予

定していますので、皆様の自慢の作品の出展、

芸能大会への参加をお待ちしています。 

 作品の受付、出場の申込は、 

  10 月 31 日(金)～11 月 5 日(水) 

の予定です。福祉の会のバザー出品も同時に

受付ける予定です。 

詳細は、次号コミセンだより第 134 号 

(11 月 1 日号)紙面でお知らせします。 

関前福祉の会・共催 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆関八まつり・花火大会◆◇ 
主催：関八親交会 

８月３０日（土） 関前南小校庭 

 朝まで降っていた雨が止み、３時半ごろから各

団体の出店が始まりました。 

当コミセンのおもちゃ売り場ではビニールの剣

や光るアクセサリーなどが大人気でした。またス

ーパーボールすくいもたくさんの子どもたちで賑

わいました。 

花火が始まると更に大勢の人が押し寄せ、夜空

に輝く大輪の花に歓声が上がりました。 

           

関前南小吹奏楽の演奏と、 

今年は女性の和太鼓グループ

（千川組）による 

迫力ある演奏 

もありました 

◎パソコン教室のご案内 

８月は夏休みでお休みしていました。９月は３日(水)から始まっています。 

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 午前 9:30～12:00 

事前申込・予約は不要です。 

◆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、わか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 

 

 

 

８月 のイベン ト報 告  

◇◆夏休みこども映画会◆◇ 
共催：関前福祉の会 

「トムとジェリー」  

８月２７日（水）   参加者７５名 

 昨年大人気だった「トムとジェリー」を上映。 

今年も昨年以上に子どもた 

ちが集まり、始まる前から 

大騒ぎ。時には歓声をあげ 

夏休みのひとときを楽しん 

でいました。 
       

関前コミセンからのお知らせ 

 

 

ご都合の良い日だけ出席する

ことが出来、ご都合の良い時間

から始めることが出来ます。 
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10 月 19 日（日） 9:00～ 

今年も運動会の季節がやってきました！ 

ご家族一同で楽しくハツラツとした秋の１日を

過ごしてはいかがでしょうか。 

場所：関前南小学校校庭 

（雨天の場合は、体育館でミニ運動会を開催） 

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 となりますので 

ご注意ください。 

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 

関前地域運動会 もりもり森クラブ 秋の収穫祭

関前八幡神社秋季例大祭 

大祭 
 

10 月 26 日（日） 10:00～12:00（雨天中止） 

場所：市民の森公園（関前３丁目） 

内容：1)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)竹細工・笹舟競争・草笛教室・紙飛行機 

6)フーセン（ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾙｰﾝ）プレゼント 

7)ハーブティー、麦茶サービス 

8)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･どんぐりｵｶﾘﾅｸﾗﾌﾞ） 

キッズダンス 

ダンスダンスダンス 

主催:もりもり森クラブ TEL ５３－５４３２ 

共催:緑のまち推進課   TEL ６０－１８６３ 

 

千川小の６０周年祝賀会 
 

 

千川小学校は、今年度「開校 60 周年」を迎えま

した。これを記念し以下の要領にて記念祝賀会を開

催する運びとなりました。 

日時：11 月 22 日(土)12:30～ 

場所：千川小学校 校舎棟１階 

会費：2,500 円（当日現金にて支払い） 

申し込みは、10 月 17 日までにお願いします。 

関前コミセンにも詳細を記載したチラシをおいて

ありますので、是非、ご覧下さい。 

 

60 周年式典では、１期から 60 期の卒業生全員

の集合写真の掲示を考えています。17 期以前の集

合写真の入手が難しく、ご自身または、ご兄弟、お

知り合いなどでお持ちでしたら、是非、ご連絡くだ

さいとのことです。 

こちらも詳細が上記チラシに掲載されております。 

【お問い合わせ先】 

千川小学校 副校長 渡邉 0422-51-3695 

 

開校 60周年記念祝賀会のご案内 

東幼稚園園庭の大改修 
 

 

園児たちが夏休みの間にお隣の東幼稚園の園庭

が大変身を遂げました。 

園舎から伸びたおしゃれな大回廊は、子供達が遊

ぶ空間と園バスを乗り降りする空間を仕切り、保育

中の園児達を外部から２重に守る構造にもなって

います。また回廊の横には手押しポンプも新設され

武蔵野の地下水で水遊びができるようになり、シン

ボルツリーとして植樹された「けやき」の大木も春

には新緑を、夏には日陰を、秋には沢山の落ち葉を、

そして、冬には雪景色を園児たちにプレゼントして

くれるでしょう。 

武蔵野東第二幼稚園の園庭が大変身 

 手押しポンプ 

卒業アルバム（集合写真）を探しています 



関前コミセンからのお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

● 防災訓練 

１０月１７日(金) 1１：00～ 

 さる 9 月１日（月）の防災の日には各地で大規模

な訓練が行われていました。当コミセンでも災害時

における館内での防災訓練を行います。 

館内放送の確認、避難訓練などが行われます。 

当日コミセンをご利用されている方にも防災訓

練へのご協力をお願いします。 

訓練に参加された方には、試食用として非常食を

お配りする予定をしています。 

【幼稚園の柘榴（ザクロ）】 

 コミセンのすぐそばに武蔵野東第二幼稚園があ 

ります。今夏、改装中の園庭道路側には植栽があ

り、その中に妙にねじれゴツゴツした樹が１本。 

早速、調べたところザクロの樹と判明。原産地は

地中海近辺とのことですが、古くから有用な植物で

あったことから世界中に分布しております。 

日本でも東北地方南部から沖縄まで、庭木として

多く見られるようで初夏に美しい花を咲かせます。 

男性が多くいる中でのたった一人の女性を指して

「紅一点」と言いますが、実はこの語源が赤いザク

ロの花。一面緑の草原の中、一輪咲いている赤い花

の美しい情景を詩いあげたものでした。 

 取り上げるキッカケにもなった「ねじれ」ですが、 

どうも古木になると自然に左巻きにねじれるという

ことです。 

 コミセンの帰り道、ザクロと新しくなった園庭を

覗いてみてはいかがでしょうか。 

● 利用者懇談会 

１０月１１日(土) レク室 14：00～ 

毎年１０月に当コミセンご利用者とコミセン運

営委員との話し合う会を開いています。コミセンを

利用されている方々が、更に利用しやすいコミセン

となるようご提案をお願いいたします。 

グループでご利用の方、個人でご利用の方、皆様

に声をかけて参加をお願いしています。当日はお茶

を飲みながら、ご意見、ご要望の交換を気楽に交わ

したいと思います。 

皆様のご参加をお待ちしています。 

関前コミセンの 

運営委員募集 

当コミセンは、４２名の運営委員と２６名

程度の協力員が日々活動しており、老若男女

３０代～８０代の幅広いメンバーで構成され

ています。 

運営委員は、月一回の委員会参加と各イベ

ントの企画・運営を中心に携わっております。 

 協力員はイベントのお手伝いとして参加す

ることができます。 

さらに多くの皆様にご参加、お力添えを頂

きますよう一同願っております。 

詳細はコミセン窓口（51-0206）まで 

武蔵野東第二幼稚園園庭 

 

 

 今年の夏は異常気象で全国的に猛暑となり各地

で最高気温の記録更新となりました。また局地的

豪雨が西日本を中心に襲い多大な被害が発生、被

災された方々には心からお見舞い申し上げます。 

 ９月に入り、少し過ごしやすい気候となってき

ました。コミセンでは最大のイベント「コミセンま

つり」の準備に入り、スタッフは忙しくなります。 

 今年も名物の「コミセンまんじゅう」を用意しま

すので、楽しみにしてください。 


