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第５回 コミセンスタンプラリー 

 ３月１９日(土)～３月２６日(土)  午前１０時～午後７時 

（小学生だけでまわるときは、午後５時まで） 

市内１６コミセンをまわってスタンプを集めましょう！！！ 

スタートコミセンでラリー用スタンプ台紙にスタンプをもらいます。 

２つめからの各コミセンから参加賞がもらえ、お茶の用意もあります。 

グループ（Ａ～Ｅ）内のコミセン全て回るとグループ達成スタンプが、 

全１６コミセン回ると１６（イチロク）コミセン達成シールがもらえます。 

Ｅグループ（関前、八幡町、西久保）は歩くと約４５分（３．６Ｋｍ） 

 なので、春を感じウォーキングしたくさんのコミセンをまわってみましょう。 

3 月のイベント 

 

関前コミセンをご利用の関前在住 

の皆様に出席いただき、忌憚のない 

ご意見を承り、さらに皆様が身近に 

憩える関前コミセンにする会です。 

また楽しい交流の場として皆様が 

気軽に集まれるコミセンになるよう 

ご協力をお願いいたします。 

住民総会のお知らせ 
毎年、年度初めに開催しています住民総会は、関前コミュニティ協議会の 

最高の意思決定機関です。 



第 39 回多摩湖往復「ナイトハイク」 1/16(土)～17(日) 
今年のナイトハイクは 1月 16 日の夜半から 17日早朝に掛けて行われました。この行事は、第五

中学校区の中学生を対象に（他校生も参加可）、生徒達の胆力を養うために、寒中の真夜中、通常は

西久保コミセンから多摩湖までの往復 27 キロを歩く行事です。今年は西久保コミセンが工事休館の

ため、第五中学校を起終点に行われました。 

参加人数は、中学生が 59 名、支援隊が 88 名の計 147 名でした。支援隊には、去年に続き、亜

細亜大学野球部の多数学生の参加協力もありました。天気にも恵まれ全員が無事完走し、朝食支援隊

（第五中学校 PTA）の作った朝食を食べて、家路につきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懐かしの映画会「秋日和」 2/27(土) 
        13:30～15:40 １階レク室   関前福祉の会共催 

昨年亡くなった名女優原節子さんを忍び、この懐かしい作品をとりあげました。「永遠の処女」と呼

ばれ、多くの小津作品でも娘役として活躍してきましたが、この「秋日和」は初めて母親役を演じた

作品でした。 

参加者 69 名。大勢の方が早くから来館され、２時間を超す長い時間鑑賞されていました。 

講習会「男子の休日」 ３/５(土) 
        10:30～13:00 2 階会議室 

昨年に引き続き２回目の男性向け企画です。 

講師の巻き方実演を見てから、各自３本ずつ（玉子、かんぴょう、 

きゅうり）の細巻きと簡単にできるおつまみを作りました。普段料 

理をしている方もしていない方も、使い慣れていない“まきす”と 

格闘しながらも、楽しみながら巻き寿司を完成させました。 

 その後、アルコールを飲みながらの試食会。皆さん、ワインと自分で作った巻き寿司とおつまみで、

和やかなひとときを過ごしました。 

市民と市長のタウンミーティングを開催しました 
２/20（土） 13:30～15:00 

当コミセンとしては久しぶりに、市民と市長の 

タウンミーティングが開催されました。 

当日は雨まじりのお天気で、足元が悪い中でし 

たが、地域の皆様にお集まりいただきました。 

  「みんなで考えよう、関前まちづくり」に添っ 

て、質問・要望等直接市長にお伺いしました。 

有意義な時間が持てました。 

 

 

 

１月-３月 の イ ベ ン ト 報 告 



関前コミセンからのお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営委員募集！ 

地域に関わってみませんか？ 

 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。 

★パソコン教室のご案内★ 

4 月は１３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３０日（水）と４月６日（水）は休みです。 

◆ 場  所：関前コミセン １階 ロビー 

◆ 参 加 費：１回 300 円 

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。 

・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。 

・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可です。 

◎指導者（サポーター）も募集しています。 

 詳細は教室においでください。 

 

エレベーター設置

関前コミセン（本館）お部屋ガイド 

１Ｆ ロビー  予約なしで自由に利用可 

   寿の間  10 畳の落ち着いた和室 

   レク室  4 台の卓球台、自由に利用

可、子ども優先時間あり 

２Ｆ 大広間  48 畳の広さを生かした大

人数による茶話会やサーク

ル活動、打ち上げ会等に 

   音楽室  アップライト・ピアノ 

   会議室 大人数の時は間仕切りを取

って利用可 

学習室 予約なしで読書や勉強に利

用可 

★他に分館もあります。 

詳細はコミセン窓口へ(５１－０２０６) 

 
コミセンに全員集合！ 

詳細はコミセン窓口へ(51-0206) 

男性も地域デビューし

て仲間を増やしましょう 
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「ゾーン 30」初めて耳にした言葉でした。自

動車教習所で交通事故の大半は自宅の近くで起

きると教わった記憶があります。よく知ってい

るという感覚が油断をさせるのでしょうね。 

交通事故は被害者も加害者も不幸

になります。 

みんなで気を付けましょう。 

市民の森公園の東側の入口左手と西側の入口左

手に「まんさくの花」が咲いていました。 

「まんさく」は本州、四国、九州の日本全土の山

野に自生する日本特産種で、まだ若葉が芽吹かない

１～３月の寒さ厳しい時期 

に、ひも状の黄色い縮れた 

ような花びらを付ける樹木 

です。 

その上品な色と可憐な花 

の多さから、遠目には芽吹きが始まったものと勘違

いしやすく、うっかりすると花が咲いていることに

気が付かないで通りすぎて 

しまうかもしれません。 

名前の由来は、早春に 

「先ず咲く“マンズサク”」 

これが次第に縮まっていき 

「マンサク」になったとの 

説が強いようです。 

ちなみにネットで、「まん 

さくの花」と入れると秋田の地酒が出てきます。 

まんずまんず飲んでみたくなりました。 

市民の森公園のまんさく 
 

 1月 28日、南小の科学工作クラブの児童たちを

対象に茨城県鳥獣センターの池田先生の特別講義

がありました。 

 ラナーくんの他にノスリとオオミミズクも連れ

てきて下さり、子供たちも間近で見る大型猛禽類に

大興奮。鳥の飛翔のメカニズムも学習し、貴重な経

験をする日となりました。 

 

 

 2月 19日、南小の 4年生とその保護者を対象と

した外部講師による道徳の授業が行われました。先

生となってくれたのは、TV ドラマ「赤鼻のセンセ

イ」のモデルとなった昭和大学の副島賢和
そ え じ ま ま さ か ず

先生。先

生は院内学級（病院内に設置された学級）の授業で

得た課題が“普通学級の児童とも共通のもの”とい

う視点で各地の学校で「いのちの授業」をされてい

ます。今回の授業では「不快な感情を閉じ込めずに

表出することの大切さ」と「感情を表現をする場を

作ることの大切さ」を伝えていただきました。 

 

 

平成 27年度「小鳩・けやき表彰」を南小の赤石

さんと秋山さんが受賞しました。 

 二人は協力して、落ちていたツバメの雛を巣立ち

の日まで育てあげ、親ツバメに引き渡すという根気

のいる作業を成し遂げたことで表彰されました。 

 

 

■武老連芸能文化祭 ～３月１８日(金) １０時開演～ 

会場 武蔵野市民文化会館 大ホール 

■総会開催     ～４月１９日(火) １１時から～ 

 会場 関前コミセン ２階大広間 

関前地区ニュース 

◆この度、西久保 2、3丁目、関前 2、3丁目の一

部が東京都公安委員会により「ゾーン 30」区域

として指定されました。（下図参照） 

◆ゾーン 30とは？ 

 区域を定めて時速３０キロの速度規制を実施し、

住宅地域や学校周辺などの生活道路における歩

行者や、自転車の安全な通行を確保することを目

的とした交通安全対策の一つです。 

ゾーン 30（速度 30㎞/h規制）のお知らせ 

はやぶさの「ラナーくん」再び 

「小鳩・けやき表彰」受賞 

「赤鼻先生」の特別授業 

長楽会からお知らせ 


