
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/２３ コミセンデー 

 午後２時～ 

健康講座「認知症アップデート」 

(財)天誠会武蔵境病院 天野院長 

*行事案内 *  

５月１７日(日) 太極拳・気功表演会 

  ２３日(土) コミセンデー 

６月１３日(土) コミセンまつり 

  ２８日(日) カラオケ大会 

７月１２日(日) 利用者懇談会 

  ２３日(木) 夏休み卓球大会 

８月２３日(日) 囲碁将棋大会 

２９日(土) コミセンデー 

 

※詳細は市報に掲載いたします。 

＊決算・予算報告＊ 

住民総会が終わり、平成 27 年度のコミセンの活動が始まりました。 

今年度は１名の運営委員と 3 名の協力員を新しく迎えました。 

共に親しみやすいコミセンを目指して参ります。 

今年度も様々な行事があります。地域の皆様のこ来館をお待ちしております。広報部より 

★コミセンおやこひろばの開放 
（旧・親子ルーム） 

 

毎週火曜日 午前中 2 階和室 

第１：リトミック 

第２：おやこひろば 

第３：市・主催 親子ひろばであそぼう 

第４：わらべうたあそび「あずきっちょ」 

   （参加費３００円） 

 

会　長 木川　憲子 監　事 田中　雅文 委　員 大鷲美津江 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 奥村加奈子 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 大上　茂雄 委　員 三本木由実子 委　員 髙橋　幸代

★コミセンカフェ（ロビー） 
毎日正午～４時まで 

１杯 ５０円 

１ポット（約 11～12 杯分）500 円 

お気軽にご利用ください。 

 

収　　　　　入 ２６年度決算

市補助金 2,485,000

前年度繰越金 645,000

雑収入 93,199

合　　　　　計 3,223,199

支　　　　　出 ２６年度決算

事業費 704,792

運営費 403,230

消耗品費 637,387

印刷製本費 343,732

新聞雑誌購読料 54,108

通信・交通費 153,456

インターネット使用料 51,840

研連負担金 240,000

修繕料 178,521

備品費 114,842

予備費

合           計 2,881,908

次年度繰越金 341,291
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2,977,291

120,000

２７年度予算

2,432,000

341,291

4,000

2,777,291

２７年度予算
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第３３回住民総会開催 
 

 ４月１８日（土）に西部コミュニティ協議会第３３回住民総会が開催されました。 

議長に阿部敏哉さんを選出、平成２６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２７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。 

総会終了後には、邑上市長のご挨拶・馬頭琴の演奏を聴きながらの懇親会が開かれました。 

 

 平成２７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。 
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◆囲碁将棋大会◆  

２月８日（日）に将棋４２名 囲碁２８名の参加

で２７年初手合いが行われました。 

囲碁には小学生のラフィフ・シドキ君が六段格で

初参加、並み居る大人を破って 

４戦全勝で優勝しました。 

囲碁は磯田五段が４戦全勝で 

優勝しました。 

 

◆卓球のつどい 3/15◆ 

西部コミセンの卓球愛好者の恒例行事として定

着している「つどい」ですが、今回の参加者数は

例年に比べて少ないようでしたが、初参加の方は

多数おられました。 

卓球台が１０台に増えたので、チャレンジコー

トを設け、ゲームを出来るようにしました。 

時間交代での練習の後、参加者を４チームに別

けて、基本技術の習得にもなる「遊び」にも点数

をつけ競い合い、その後の「ミス交代チーム戦」

は、大人が小学生に負けて悔しがったり、初心者

にやさしくボールを送ったりと、いつものように、

ファインプレー・珍プレーありで大いに盛り上が

りました。盛りだくさんの内容で、時間が足りな

い感じですので、次回から検討したいと思います。 

相変わらず卓球マシーンは大人気でした。 

今回も「西部クラブ」と地域の卓球愛好者のメ

ンバーに、指導と運営の中心になってもらい、準

備・後片付けは参加者全員にご協力をいただきま

した。ありがとうございました。 

毎週木曜日午後３時半から５時までの「卓球教

室」は大盛況です。生涯スポーツとして「卓球」

を楽しみましょう。 

◆ちびっこ運動会◆  

３月 14 日 (土 )、今年度初めての試み

で、50 組の未就園児親子を対象に、

ちびっこ運動会を開催致しました。  

地域の親子サークル『境おやこひろ

ば』との共催と健康づくり事業団のご

協力で借り物競争やハイハイ競争、だ

んだん体操など、皆さん盛り上がって

いました。  

 

◆スプリングコンサート◆  

２月２１日 (土 )午後、コミセンロビーに

て亜細亜大学吹奏楽団の演奏によるス

プリングコンサートが開催され、６９名

が来場されました。  

「なごり雪」や「花」など春の曲や流行

の「ようかい体操第一」が演奏され今に

も踊りだしそうな方もいて心も体もワ

クワクしました。  

「川の流れのように～」・・・思わず口

ずさむ名曲に春が  

待ち遠しくなる様な  

素敵なコンサート  

でした。  

＊開催行事のご報告＊ 
◇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、センターの管理運営、

地域の皆さまとふれあう多様な行事をボランティアで行っています。 

 25 年度より主な事業は土曜日に開催していますので本年度もそのように予定しています。 

 コミセンまつりは６月１3 日（土）１０時開催予定です。地域の皆さまと共に楽しめるようなアイ

デアをぜひお寄せ下さい。大勢の参加をお待ちしています。 

 サークルなどでコミセンを利用されている方々の発表や展示を行う文化祭は 10 月の最終土・日を

予定。27 年度第 1 回コミセンデーは 5 月 23 日土曜日午後 2 時より武蔵境病院天野院長を講師に

予定しています。 

 囲碁将棋・気功太極拳表演会・卓球の集い・カラオケ大会は例年どおりの予定です。 

 例年行っていますスプリングコンサートは今年から秋 9 月に変更します。 

 昨年より毎週金曜日に開放しています親子ルームを今年度は毎週火曜日にし、運営を境おやこひろ

ばの方々にお願いしています。乳幼児がいらっしゃる方はどうぞご参加ください。  

西部地区 3 コミセンのネットワーク事業も 10 回目を予定しています。今年度の幹事コミセンは

境南ですのでどのような企画をたてられているのか楽しみです。 

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場合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。また総会や誕生会などで 2 区分

利用の登録も行っています。 

 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、在宅避難の方への支援、思いやりルームの開設などの役割をにない、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も実施しています。 

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ます。           

 今後ともご支援頂きますようお願い申し上げます。 

 

西部コミュニティ協議会会長 木川憲子 

 

将　　棋 囲　　碁
優勝 磯田　四段 ラフィフ・シドキ六段

準優勝 岸本　六段 宮本　四段
第３位 黒川　五段 小西　初段

コミュニティセンター利用時の注意事項 

 

1.使用時間はお守りください。 

2.施設・備品等は、使用後には必ず元の状態に戻してください。 

なお、破損・紛失した場合には相当額の弁償をしていただきます。 

3.備品を初めて使用する時は窓口担当者から説明を受けてください。 

4.原則としてアルコール類の持ち込みはできません。 

5.原則として自動車の乗り入れはできません。障害者の方の駐車場の利用については窓口にお問い合

わせください。 

6.施設の使用後は、窓口担当者に報告の上、確認を受けてからお帰りください。 

7.ゴミなどはお持ち帰りください。 

8.使用目的、使用承認の条件等に違反した場合、又は窓口担当者の指示に従わないときは、使用をお

断りする場合があります。 

 

その他、ご不明な点については、窓口にお問い合わせください。 


