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第４回コミセンスタンプラリー 

 ３月２１日(土)～３月２８日(土)      午前１０時～午後７時 

 

ラリー用スタンプ台紙をコミセンでもらい、市内１６コミセンをまわって 

スタンプを集めましょう。今年はスタートコミセンよりスタンプを押します。 

近隣グループコミセン（関前、八幡町、西久保）の地域達成スタンプも 

初登場‼ 昨年好評だった１６コミセン達成シールもあります。 

 コミセンごとに参加賞とお茶の用意がありますので、春を感じてウォー 

キングしながらたくさんのコミセンをまわってみましょう。 

  

住民総会のお知らせ 
住民総会は関前コミュニティ協議会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。 

  

3 月のイベント 

 

関前コミセンをご利用の多くの 

皆様に出席いただき、忌憚のな 

いご意見を承り関前コミセンが 

いっそう地域の皆様の身近な場 

となり、楽しい交流の場になり 

ますようご協力をお願いいたし 

ます。 
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イ ベ ン ト 報 告 

第 38 回ナイトハイクが 1月 24日（土）の夜半

から 25日（日）早朝にかけて行われました。 

ナイトハイクとは、第五中学校区の中学生を対象

にした（他校生も参加可）、毎年この時期に行われ

る伝統のある行事で、生徒達の胆力を養うために寒

中の真夜中に西久保コミセンから狭山湖まで、往復

27 キロを歩きます。 

今回は西久保コミセンが 

工事で休館のため第五中 

学校起点で行われました。 

参加人数は中学生が 

46 名、支援隊が 94 名 

の計 140 名で、天気にも 

恵まれ無事に終了しました。 

１月２４日（土）10:30～13:00 参加者 27 名 

講師・参加者共に男性という初めての企画。 

料理の初心者も経験者も皆それぞれに巻き寿司

と簡単にできるつまみ類をみごと完成させました。 

試食会では 

グラスワイン 

とできたての 

作品を味わい 

ながら、和や 

かなひととき 

を過ごしまし 

た。 

２月１３日（金）13:30～  参加者 50 名 

「幸せは人と人とのハーモニーから」をテーマ

に、ゲストに２丁目在住の広江さんをお迎えし、お

話やリクエストをききました。 

途中ハーブティーと手作りのお菓子でひと息。 

最後に皆さ 

んで「幸せな 

ら手をたたこ 

う」をハーモ 

ニカの伴奏に 

合わせて合唱 

しました。 

 

２月２１日（土）13:30～  参加者 42 名 

 昭和を代表する大スター美空ひばりと高倉健が

初共演の懐かしい歌謡映画でした。 

 大スターたちの若々しい映像を見ながら美空ひ

ばりの美しい歌声 

と春日八郎のヒッ 

ト曲を聴くことが 

でき、昭和世代の 

皆さんから、喜び 

の声をたくさんい 

ただきました。 

関前福祉の会共催 

３月６日（金）13:30～15:00  参加者 ５４名 

 お馴染「ギロックフレンズ」の皆さんが、歌おう会参加者か 

ら懐かしい歌や大好きな歌のリクエストをもらって、みんなで 

歌うという楽しいひとときを過ごしました。 

 ピアノとフルートの音色に合わせ、みんなで大きな声で大合 

唱、とても楽しかったと笑顔で帰られました。 



関 前 コ ミ セ ン か ら の お 知 ら せ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域に関わってみませんか？ 
運営委員・協力員募集！ 

コミセンの運営は地域の方のボランティア活

動で成り立っています。 

現在幅広い年齢層の方（３０代～８０代）が、

話し合い協力して、自分のできる範囲内で行事

などの企画・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。沢

山の仲間が皆さんの参加を待っています。 

関前コミセンへの参加には２通りあります。 

 １．運営委員として参加 

  ・毎月定例会に参加し、イベントの企画 

  ・窓口業務として、部屋の予約の受付他 

 ２．協力員として参加 

  ・企画されたイベントのお手伝い他 

運営委員・協力員には、できる方に「コミセ

ンだより」の配布をお願いしています。 

詳細はコミセン窓口へ(51-0206) 

 

 

パソコン教室のご案内 

4 月は８日(水)から開始  

おひとりおひとりの進み具合、また興味のある

分野に応じて、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２５日（水）と４月１日（水）は休みです。 

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。 

関前コミセンへのご案内 
関前コミセン（本館）は、関前のほぼ中央に位置しています。 

交通機関は、三鷹駅北口発のムーバス「北西循環」が便利で 

本館は「⑧関前コミセン」（徒歩０分）、分館は「⑫関前公園」 

（徒歩２分）のバス停をご利用下さい。 

 毎月、いろいろなイベント（音楽会・映画会・ 

講習会等）を計画し、その内容は約４200 戸の各家へ 

６０名弱のスタッフが、この「関前コミセンだより」を 

ポスティングしてお知らせしています。 

・利用時間は、9 時３０分～２1 時１５分 

・閉 館 日は、毎週木曜日、年末年始（１２／２９～１／５） 

 ・部屋数は、本館：和室 ２部屋、洋室 ５部屋 

       分館：和室 １部屋、洋室 ２部屋 

 ・主な設備は、ピアノ・卓球台・ラジカセ 

        ・将棋・囲碁・トランプ・オセロ他 

 ・利用方法は、予約が必要な部屋については４名 

  以上の団体であれば、１ヶ月前の当日から予約可 

 ・分館は、通夜・葬儀場として利用可能です 

詳細は 市役所発行の「コミセンガイド」 

または コミセン窓口（51-0206）へ 
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【遊歩道のサザンカと公園のツバキ】 

 ♪♪サザンカ、サザンカ咲いた道♪♪ 

そう、童謡「たきび」の２番ですね。北風吹く２月

の寒い日、グリーンパーク遊歩道で花を咲かせてい

る樹はいくつもありません。 

第 126 号で取り上げた高射砲陣地跡付近を歩く

と遊歩道

の両側で

赤い花が

咲いてい

ます。こ

れが山茶

花（サザ

ンカ）で

す。 

椿よりも小ぶりで、咲く時期も早いので椿とは

区別ができるとは言いますが、椿が近くにないと分

かりませんよね。 

実はここから北に 100ｍほど歩いた、関前公園

の北側の入口付近に椿（ツバキ）があります。２月

のこの時期、花の姿は見えず、まだ固い蕾が春を待

っている感じでした。そしてその葉っぱは、二回り

は大きく、違いもよく分かります。 

もしも花が散る季節に散歩するときには、その

散り方でも区別がつきます。椿は花ごと落ちますが

サザンカは花びらで散っていきます。 

ちなみに、寒椿はサザンカとほぼ区別はつかず

広義のサザンカとなるようです。 

あと、サザンカには分かりづらいですが葉とか

実に小さな毛が見られます。 

冬の散歩道、遊歩道を歩く機会がございました

ら、是非、この２つを比べてみてください。 

 

 

◎カラオケ・フェスタ 賑やかに終了 
84 名もの方が熱唱の大イベント 

3 月 7 日（土）11:30 からコミセンのレク室で

カラオケ・フェスタが開催されました。 

寒さの厳しい日でしたが、地域の愛好家 84 名と

応援の皆さんの熱い思いが会場の外にまで溢れ出し、

特に衣装をきめて来ている女性出演者も多く、コミ

センの周辺だけが一足早く春を迎えた１日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎関前南小の授業に福祉の会が参加 
2 年生の生活科で初めての試み 

１月 22 日(木)３・4 校時、体育館に２年生と広

江会長はじめ福祉の会の方 15 名位が集まり、昔遊

びを行いました。2 年生の生活科「ひろがれわたし」

の単元で、昔遊びを通して地域の人とかかわること

を目標に、新たに設定された活動です。 

体育館の中で、羽根つき、コマ、けん玉、まりつ

き、お手玉のグループに分かれて、福祉の会の人が

説明したりお手本を見せたりしながら、一緒に遊び

ました。 

2 年生のみなさんも練習するうちにとてもじょう

ずになり、目標の数、回数ができたようです。地域

の大人の方々も昔遊んだことを思い出し楽しい時間

を過ごしました。 

 

□平成 26 年度最後のコミセンだよりをお届け

します。1 年間のご愛読有難うございました。

□本紙 1 面でご案内している来月の住民総会を

経て、新たな平成 27 年度に入ります。住民総

会への出席、運営委員への応募など、地域の活

動への積極的なご参加をお待ちしています。 

 関 前 地 区 ニュ ー ス 
 


