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これからのイベント案内（1１月・１２月） 

小さな音楽会 (関前福祉の会共催) 

日 時：12月 14日（土）13：30～ 

会 場：１Ｆ レク室 

出 演：MIKAKO   ピアノ：木並和彦 
 

日本シャンソン界の若きホープ MIKAKO の 

魅惑の歌をお楽しみください。 

懐かしの映画会 (関前福祉の会共催) 

『浮 草』    1959年作品  

日 時：11月 30日（土）13：30～15：30 

会 場：１Ｆ レク室  

監 督：小津安二郎  

出 演：京マチ子 若尾文子 中村雁治郎 他 

恒例   

１１月９日(土)              １１月１０日(日) 

13：00～16：00                 10：00～15：30 

 

 

 

地元野菜販売・専門職による健康/介護の相談と筋力測定・各外部団体紹介コーナー（両日） 

※作品出展・囲碁大会・関前福祉の会バザー品の受付は１１月２日（土）～６日（水） 

コミセン饅頭販売 

作品展示 

関前福祉の会バザー 

縁日(たい焼き・焼き鳥) 

作品展示、囲碁大会 

おちゃわん交換会、おもちゃの交換会 

子ども広場、だんだん体操 

縁日(カレー・だんご・焼きそば他) 

詳細 
は 
２面 
３面 
です 

関前ダンスパーティー  

初心者歓迎 楽しく Let’s Dance 

日 時：12月 17日（火）17：00～19：00 

会 場：１Ｆ レク室                                 

参加費：５００円(当日徴収)                  

定 員：２０名              

申込み：11 月 15 日（金）～11 月 30 日（土）迄

（電話でも可）定員になり次第締切 

関前子どもひろば  
～クリスマスリースを作ろう！～ 

日 時：12月 4日（水）14：30～16：30 

会 場：２Ｆ 大広間                                                     

対 象：小学生 

(入場は１６時まで) 

社交ダンスです！ 



 

10：00～15：30 13：00～16：00 

13：00～14：00 

団らん室・休憩室 

14：00～15：00 

団らん室・休憩室（～15：30まで） 

15：00～16：00 10：00～11：00 11：00～12：00 

みなさまからの出品・参加 

募集中です！ 

申込み期間：１１月２日（土）～１１月６日（水） 

囲碁大会 

12：00～13：00 

・展示作品（書道・写真・絵画・生け花 ほか） 

・囲碁大会（先着２０名） 

13：00～14：00 

飲物コーナー 

14：00～15：00 

・関前福祉の会バザー用品 

古着・人形・使用済み食器・運搬の大変な 

大型品は受付できませんのでご注意ください 

15：00～15：30 

手芸・写真・絵画・書道など 

１１月９日（土） 

生け花・防災用品展示・シルバー人材センター・青少協行事写真・日赤奉仕団 

２階 

■寿の間（１０時～１６時）にて受付 

飲物コーナー 
１階 

（麦茶・コーヒー・紅茶・焼き菓子・ビール） 

１１月１０日（日） 

会議室 

（作品展示） 

コミセン饅頭販売（13：00～売り切れ終了） 

学習室 

（展示） 

 

コミセンまつりに伴う 
窓口業務のご案内 

 
１１月８日（金）は正午まで窓口業

務（部屋の予約受付のみ）を行い

ます。８日（金）午後～１０日（日）

は通常窓口業務は行いません。 

また、この期間中はコミセンまつり

の準備・開催のため本館・分館と

も、部屋の利用はできません。 
１２月９日（月）、１０日（火）使用分

の予約は１１月１１日（月）から受け

付けます。 
 

音楽室 

大広間 

ロビー 

みんなで歌おうコーナー 

（13：15～14：00） 
 

協力：ギロック・フレンズ in東京 

手芸・写真・絵画・書道など 

（麦茶・コーヒー・紅茶・抹茶・焼き菓子・ビール） 

■コミセン窓口にて受付 

レク室 

子ども広場（10:30～12:00） 

前庭 

 

２階廊下にて 

関前南小と五中の 

生徒作品の展示（予定） 

 

幼稚園児の可愛い 

作品も展示 

   関前コミュニティセンター 

縁日（たい焼き、焼き鳥） 

地元野菜販売（売り切れ終了） 

縁日（たい焼き、焼き鳥、焼きそば、カレー、だんご、ポップコーン、綿菓子、チャンスボックスほか） 

関前福祉の会バザー クリーンむさしの 「おちゃわん交換会」 （11:00～14:00） 

地元野菜販売（売り切れ終了） 

関前コミセン 2019 

関前南小吹奏楽有志演奏（14:00～予定） 

コミセンまつり前後 

窓口業務は８日（金）正午まで 

11日（月）は通常開館致します 

おもちゃの交換会「かえっこ」 （10:30～12：00） 

だんだん体操（11:15～11:45） 

専門職による健康・介護の相談と筋力測定 

（武蔵野館/桜堤ケアハウス/とらいふ武蔵野/光風荘/たんぽぽの家/健康づくり支援センター） 

生け花・防災用品展示・シルバー人材センター・青少協行事写真・日赤奉仕団 

専門職による健康・介護の相談と筋力測定 

（武蔵野館/桜堤ケアハウス/とらいふ武蔵野/光風荘/たんぽぽの家/健康づくり支援センター） 

https://4.bp.blogspot.com/-2dIFvBcmKP8/VJ6XIWqvN_I/AAAAAAAAqF0/k8luQhiBeMo/s800/pop_chumoku.png


 

「関前地区防災訓練」開催！ 

創立５５周年武蔵野東幼稚園 「園まつり」 

「功労賞おめでとうございます！」 

10 月 5日（土）13：30～16：30 

 出演：10組 55名 参加人数：100名弱 

 当フェスティバルも今年で5回目。地域の方々

による合唱のほか、ピアノやギター、サックスや

弦楽器、マンドリンなど多彩な楽器による名演奏

でフェスティバルを楽しみました。 

10 月 25 日（金）13：30〜15：00  

参加人数：15 名 

『懐かしの昭和』のテーマに、良き時代の音楽

を、ハーブティーとお菓子とともに、レコード盤

を回しながら優雅なひとときを過ごしました。 

12 月 12 日（木）10：00～ 

毎年お手伝いをいただきありがとうございます。

今年も、上記日時で約１時間半程度を予定していま

すので宜しくお願いします。 

関前地区ニュース イベント報告 

コミセンからのお知らせ 

利用者懇談会 開催しました 

パソコン教室からのお知らせ 

11 月 8 日（金）～10 日（日） 

場所：武蔵野東第二幼稚園 

今年も創立を記念して「園まつり」 

が行われ、園児達の造形作品が展示されます。 

※10日（日）は、バザー、模擬店を 

10：00～14：00 に行います。 

【お問合せ先】武蔵野東第二幼稚園 (53-4367) 

音楽とおしゃべりのティータイム 

講習会 『ゆっくりピラティス＆ストレッチ』 

手打ちうどん作り 

 

年末年始の休館のお知らせ  

年末の大掃除ご協力のお願い 

 

関前ミュージックフェスティバル 

9月 29日（日）11：00～13：30 

 参加人数：33 名  

 日曜開催のためか家族連れが多く、 

家族全員でエプロン姿の写真を撮ったり、うどん

作りも初めての方が多く粉だらけになりながら

楽しそうにうどんを作っていました。皆で作った

うどんを最後においしく頂きました。 

 

10 月 16 日（水）10：00～11：30 

 参加人数：15 名 

 皆さん笑いながら、楽しく体を 

動かしました。レッスン後、背筋が 

伸びてスッキリとしたお顔をされていました。 

10 月 19 日(土)、関前南小に於いて防災訓練が

行われ、約 90 名が校内を巡って防災設備の確認

を行いました。またこの日は、関前防災会委員向

けに避難所運営研修も行われ、ルール作りなどを

事前に準備しておくことの大切さを学びました。 

17 時半から翌朝にかけては、体育館を使用した

夜間宿泊訓練も実施され、 

26 名が避難所生活を体験 

しました。 

 

講習会『アクリル毛糸でつくる葉っぱのタワシ』 
9月 25日（水）10：00～11：30 

 参加人数：15 名 

 カラフルな毛糸で葉っぱのタワシをかぎ針で

編みました。和やかな雰囲気で、おしゃべりしな

がらですが、時間内に仕上がりました。 

レッスン後、背筋が伸びてスッキリとしたお顔を

されていました。 

10 月 20 日（日）14：00〜 

参加人数：40 名 

各グループの紹介とご意見やご要望をいただ

きました。ありがとうございました。 

 

当コミセンの中村扶佐子委員が、令和元年度東京

都功労賞を受賞いたしました。コミセンの活動以外

でも多くの地域貢献活動をされており、今回の受賞

となりました。おめでとうございます！ 

 

今年の教室は 12 月 25 日（水）まで 

来年は１月８日（水）から開催します。 

 

12 月 29 日（日）～１月５日（日）は休館です 

 


