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運営委員・協力員募集 
 

 

住民総会のお知らせ 
  

 

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。 

 

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。随時募集しています。             

 

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。 

毎年、年度初めに開催しています。 

 



 

 

 

日 時   ３月１日（月）午後 1時３０分～2時 45分  

会 場   コミセン・ロビー 

参加費   無料 当日会場へお越しください  

  お茶をいただきながら、ギロックフレンズと一緒に楽しく歌いましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                           

 

                          

 

 

 

懐かしの映画会『好人好日』 2/3（土）参加者：50名 共催：関前福祉の会 

大勢の方に観に来ていただき、昭和のほのぼのとした何気ない家族愛の作品を楽しんで 

いただきました。 

               

 

 

                     

 

第 41回 多摩湖往復ナイトハイク  共催：関前・西久保コミセン他３団体 

今年は 1月 20日（土）の深夜から 21日（日）の早朝にかけて行われました。 

参加人数は、武蔵野市立第五中学校の生徒を中心に 68名、支援隊 93名でした。今回も亜細亜大

学野球部の学生 27名の参加がありました。寒さが厳しい中、全員が完歩し、温かい朝食をいただ

き家路につきました。 

 
 

講習会 男の休日  1/27（土）参加者：18名   

細巻きとレンジで作るおつまみ３種。講師を囲み、初参加の 

方々も一生懸命作りました。 

参加者の方からお酒の差し入れを頂き、試食と歓談のひととき 

も大いに盛り上がりました。 

音楽とおしゃべりのティータイム  2/9（金） 
参加者：23名    

 内外のなじみのある曲の数々も、歌手が代わるとまた違った 

魅力が引き出されました。音響の良さも大変好評でした。 

ティータイムはバレンタインデーにちなみ、チョコレートと 

ミント入りの紅茶で午後のひとときを楽しみました。 

みんなで歌おう会 3/9（金）参加者：25名 

 悪天候の中、参加者は例年より少なかったですが、歌好きの 

熱心な方々とギロックフレンズの演奏で大変盛り上がりました。 

 充実した歌集も参加者に喜ばれました。 



関前コミセンからのお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミセン分館 お部屋ガイド 

本館から少し離れています。五日市街道を

走る路線バス「関前３丁目」からすぐです。 

北西循環ムーバス「関前公園」もご利用に

なれます。 

～ お部屋案内 ～ 

１Ｆ 集会室 フローリング（収容２５人） 

       

２Ｆ 会議室 フローリング（収容２０人） 

       

  和 室 １４畳（収容２０人） 
 
本館同様それぞれの用途でご利用ください。    

お部屋の利用予約は本館窓口で受付けます。 
 

本館（関前 2-２６-１０） 

TEL０４２２-５１-０２０６ 

★パソコン教室のご案内★ 

4 月は１１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。事前の申込・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） 

 

◆ 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い。 

・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、メールを個人指導しま

す。 

・ノートパソコンを６台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能です。 
 

◎指導者（ボランティア）も募集しています。 

 詳細については教室においでください。 

 

ママと乳児のための健康づくり講座 

共催：健康づくり支援センター 

ママと乳児（６～１２ヶ月）を対象に５月より月

１回、親子の運動と栄養講座を健康づくり支援セン

ターの御指導により開催します。 

開 催 日：５～７月・９月第１月曜日の計４回 

      5 月 7 日、6 月 4 日、7 月 2 日、9 月 3 日 

場 所：２F 大広間 

開 催 時 間：１０：３０ ～ １１：４０ 

      （受付は１０：１５～） 

募 集 人 員：親子で１５組、受付順 

 

 

 

 

 ※２回目以降は市報やチラシ 

  でもお知らせします。 

 
母と乳児の健康づくりにお手

伝いできればと思っています。 

お待ちしています。 

関前コミセン分館（関前３-１６-６）案内図 

１回目（５月７日）分については 4 月１６日

より本館窓口で申込みを受付けます。 

（電話申込み可） 
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関前地区ニュース 

今、このコミセンだよりは３人の編集

委員と役員１名という体制で作ってい 

るのですが、できれば編集委員が４人

という体制が良いと考えております。元広報委員と

か元新聞部とか、元編集員とか、元校正員という方

でコミセンだよりのお手伝い可能という方がおりま

したら、是非、ご一緒しましょう！ 

ちなみに僕は高校時代に新聞部でした。 

 

３月３日（土）、関前コミセンロビーに於いて、

関前福祉の会２０周年記念式典が行われました。 

武蔵野市内には１３の地域社協（福祉の会）があ

り活動をしておりますが、関前福祉の会は、平成

10 年３月、６番目に生まれましたので１３兄弟の

真ん中ということになります。 

当コミセンとは「懐かしの映画会」をはじめとし

て多くの事業を共催しており、地域の絆を作る仲間

という間柄です。 

式典では市民社会福祉協議会、市健康福祉部、五

中、東幼稚園、当コミセンからも荻原委員長がお祝

いの言葉を送り（南小は懇親会にて）、関前地区ら

しく温かく和やかな雰囲気が流れる中、来賓紹介へ

と続き閉式となりました。 

会場をレク室に移しての懇親会でも会員の皆さ

んによるウクレレ・トランペット演奏やヴァイオリ

ン演奏で関前らしさが溢れ、来賓でいらした他の地

域福祉の会の皆様にも、この関前という地域を知っ

ていただくとても良い機会になっていたのではな

いかと思いました。 

これからもコミセンと一緒に地域を盛り上げて

参りましょう！ 

２０周年、誠におめでとうございます。 

 ３月４日、春めいた温かな日に井の頭通りを浄水

場沿いに歩いていると正面に黄色い花の塊が見え

てきました。武蔵境通りの交差点（境浄水場西）の

北東角、Hさんちのミモザでした。 

 さて、タイトルをミモザアカシアとしましたの

は、「ミモザ」という呼称ですと、植物分類学上で

はマメ科オジギソウ属全般を指し、ミモザ・プディ

カ（オジギソウ）になってしまうからです。 

ただ、現在ではミモザといえば黄色い粒状の卵黄

が特徴の「ミモザサラダ」でも分かるように黄色い

花のミモザアカシアを指すのが一般的です。 

（オジギソウの花はピンク色） 

交差点のミモザはギンヨウアカシアという種類

で、オーストラリア原産で耐寒性もあり、関東以西

では越冬させることができます。近縁種にフサアカ

シアという種類があり、樹高も高く、はちみつとア

ーモンドミルクを足した良い香りの花をつけるよ

うですが、寒さに弱いので日本では手入れのしやす

さもあり、このギンヨウアカシアが一般的です。 

 さて、ここからが更にやっかいな話で、日本では

近年までアカシアというと「ニセアカシア」（ハリ

エンジュ）を指しておりまして、西田佐知子の「ア

カシアの雨がやむとき」（１９６０年）のアカシアはこち

らを指しておりました。話を整理すると… 

１）ミモザは本来オジギソウ 

２）ちょっと前のアカシアはハリエンジュ 

３）現在のミモザはアカシア 

ということになり 

ます。 

ちなみに 3月 8 

日は国際女性デー 

で、イタリアでは 

「ミモザの日」と 

呼ばれ、男性が日 

ごろの感謝の気持 

ちを込めて、妻や 

恋人、身近の女性 

などにミモザの花 

を贈る習慣がある 

そうです。 

境浄水場西のミモザアカシア 祝関前福祉の会創立２０周年 


