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第３２回住民総会開催 
 

 ４月２０日（日）に西部コミュニティ協議会第３２回住民総会が開催されました。 

議長に桜井運営委員を選出、平成２５年度事業報告・決算及び監査報告が行われ、質疑応答のあと承

認されました。 

次いで、平成２６年度事業報告・同予算案が提案され、質疑応答のあと承認決定されました。 

また、運営委員会で提案された新役員６名、新監事２名が承認されました。 

 

 平成２６年度の西部コミュニティ協議会の運営委員は次の通りです。 

*行事案内 *  

５月１８日(日) 太極拳・気功表演会 

  ３１日(日) コミセンデー 

６月１４日(土) コミセンまつり 

  ２９日(日) カラオケ大会 

７月 ５日(土) 囲碁・将棋大会 

  １２日(土) 利用者懇談会 

  ２４日(木) 夏休み卓球大会 

８月３１日(土) コミセンデー 

 

※詳細は市報に掲載いたします。 

 

★ロビーにてコーヒーの提供 

毎日正午～４時までお飲みに

なれます。料金は５０円です。 

お菓子やお弁当をお持ちにな

ってのおしゃべりタイム、新聞

を読みながら、外出の際にちょ

っと．．．というようにご利用さ

れています。 

 

★コミセンギャラリー 

仏像彫刻を3階に常時展示しています。

ぜひご覧になって下さい。 

＊決算・予算報告＊ 

★親子ルームの開放 

毎週金曜日 9 時 30 分～1 時 30 分 

2 階和室 

※遊具は置いていませんので工夫をして 

ご利用ください。 

新緑のすがすがしい季節を迎えましたね。 

４月の住民総会で新しい執行体制が発足し、平成２６年度のコミセン活動が始まりました。 

今年は６名の新しい運営委員を迎え、今後の活躍が期待されるとともに、さらに親しみやすい西部

コミセンを目指して参ります。どうぞ宜しくお願い致します。広報部より 

会　長 木川　憲子 監　事 田中　雅文 委　員 奥村加奈子 委　員 嶋村　治久 委　員 立花　礼美

副会長 梁井　記代 監　事 田村　仁良 委　員 川村　匡由 委　員 清水美千代 委　員 服部　紀子

副会長 桜井　和実 委　員 有馬てる美 委　員 近藤　博子 委　員 鈴木　康夫 委　員 舟山　五郎

副会長 西堀　廣子 委　員 五十嵐恵美子 委　員 佐藤　佳子 委　員 高田　幸子 委　員 村野　ゆり子

副会長 伊藤和花菜 委　員 今泉　速水 委　員 笹沼　一雄 委　員 髙橋　雅子 委　員 横山　勇

会　計 森田　朱美 委　員 大鷲美津江 委　員 三本木由実子 委　員 髙橋　幸代

収　　　　　入 ２５年度決算

市補助金 2,580,000

前年度繰越金 654,953

雑収入 156,392

合　　　　　計 3,391,345

支　　　　　出 ２５年度決算

事業費 661,702

運営費 380,157

消耗品費 572,870

印刷製本費 436,339

新聞雑誌購読料 52,596

通信・交通費 118,790

インターネット使用料 50,400

研連負担金 40,000

修繕料 93,503

備品費 339,988

合計 2,746,345

次年度繰越金 645,000

80,000

２６年度予算

2,485,000

645,000

79,000

0

3,209,000

２６年度予算

710,000

458,000

750,000

500,000

200,000

51,000

40,000

270,000

150,000

3,209,000
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種  別 名    称 開 催 曜 日 開 催 時 刻 

 

 

 

 

コミセン教室 

 

華道教室 第 2・4月 午前 10時～12時 

カラオケ教室 第 1・3木 

第 2・4土 

午後 7時～9時 

午後 4時～6時 

卓球教室 毎週 木 午後 3時 30分～5時 

パソコン教室 毎週金（開講期） 午前 10時～12時  

折り紙教室 第 1・3土 午前 10時～12時 

囲碁・将棋教室 毎週 土 午後 1時 30分～5時 

延長無 5回目無 

太極拳気功教室（気功） 

       （太極拳） 

第１・2・3・4日 午前 10時～11時 15分 

第 2・3・4日 午前 11時～12時 

 

市との 

共催事業 

丌老体操 毎週 月 午後1時30分～3時30分 

料理教室 奇数月 第２金 午前 9時 30分～2時 

健康クラブ 毎週 金 午後 1時 30分～3時 

親子ひろばであそぼう 第３火 午前 10時～11時 30分 

子育てママのスポーツ教室   

＊開催行事のご報告＊ 

◆子ども科学教室◆  

『ソーラーカー作り』  

３月２３日（土）、NPO 法人シニア

SOHO むさしのの協力を頂いて子供科

学教室が開催され、1１名の子どもたち

が参加しました。  

はじめに、再生可能エネルギーの勉強。

１００年後にはなくなると言われてい

る地下資源の石油・ガス・ウランなどよ

りも、半永久的なエネルギーである太陽

の光が優れていることを学びました。  

次いで、ソーラーカーの組み立て。  

台車に車軸・車輪・モーターを付け、最

後に太陽電池をのせます。おもちゃとい

っても正確に作らないと良く走らない

ので、慎重な作業が続きます。  

そして出来上がり。表の道路での試走会

は、良く晴れた太陽のもとで全部の車が

走ることができ、楽しく教室を終わりま

した。  

◆囲碁・将棋初手合い◆  
２月２日（日）に、将棋３４名、囲碁  

２４名の参加で２６年初手合いが行わ

れました。  

木川会長の挨拶の後、１回戦は抽選で対

戦相手を決め２回戦以降は勝者同士が

対戦していきました。  

和気あいあいの中にも闘争心が前面に

出ることもしばしば、４局づつ対戦し結

果は下の表のとおりになりました。  

他に飛び賞を設けて会長より賞品をい

ただき満足そうな笑顔で健闘を讃えあ

いました。  

◇会長挨拶◇ 

 コミュニティセンターの運営は「自主参加・自主企画・自主運営」に基づきボランティアで運営

されております。コミュニティセンターの管理運営とサークル活動や各種の教室でのコミュニティ

づくりのお手伝い、地域の皆さまとふれあうコミセンまつり、文化祭など多様な行事を開催してい

ます。 

 最近の西部コミセンでは乳幼児連れの利用者が多くなり、幼児室が無いことから毎週金曜日の午

前中に和室を開放しています。おもちゃはありませんが利用されるみなさんで工夫してご利用くだ

さい。 

２6年度の事業計画が住民総会において承認されました。コミセンデーは今年度より第五土曜日

に開催いたします。第 1 回目を 5 月 31 日（土）に行う予定です。コミセンデーのテーマについ

てご要望等がありましたらぜひお寄せください。 

 コミセン教室の内容等の変更はありません。また、コミセンで活動されているサークルで会員を

増やしたいサークルには登録サークルになっていただき、ホームページやコミセンニュース、館内

掲示などで紹介しています。 

 地域の防災への取り組みは、武蔵野市地域防災計画に基づき災害時支え合いステーションとして

情報の伝達、在宅避難に対する物資援助、思いやりルームの開設などの役割を担い、地域と一体の

活動を行います。 

運営委員の防災研修や利用者の方と一体となっての避難訓練を実施しています。 

地域の皆さまが安心して気軽に立ち寄れるコミセン、西部コミセンが地域のよりどころとなるよ

うに運営委員一同で力を注いでいきたいと思います。   

今後ともご支援頂きますようお願い申しあげます。 

西部コミュニティ協議会会長 木川憲子 

 

 

将　　棋 囲　　碁

優   勝 萩原　四段 雑賀　３級

準優勝 本木　三段 平野　七段

第３位 松川　四段 鈴木　１級

＊平成２６年度 コミセン教室・市主催事業一覧＊ 

 

◆サークル紹介◆ 

『押し花教室』  

第 3 木曜日・午後 1 時～  

会費あり  


