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創立40周年　おめでとうございます

武蔵野市長

松下 玲子

　中央コミュニティ協議会創立40周年誠におめでとうございます。
　創立以来40年にわたり、コミセンを中心とした、地域コミュニティ発展のためにご尽力
された皆様に、深く敬意を表します。
　中央コミュニティ協議会は、昭和53年の中町集会所開設とともにスタートし、昭和57年
の中央コミュニティセンターの開設からは、コミュニティ協議会としては初めての２館の運
営に取り組んでいただき、大変ご苦労されたとお聞きしております。
　本市では、コミュニティ協議会を地域の核として、多くの市民が参画する開かれたコミュ
ニティづくりが進められてきました。また、防犯・防災・福祉・子育て・青少年健全育成な
どの目的ごとの団体が地域で設立され活動が推進されてきました。今後ますます、それぞ
れの団体が互いに連携して地域全体の課題解決にあたることが求められています。地域
フォーラムの開催を始めとした日頃の積み重ねが、いざというときに大きな地域の力となっ
て課題解決に結びつくことでしょう。コミュニティ協議会が地域をリードして、これからの時
代にふさわしいコミュニティづくりの取り組みが広がるよう大いに期待しております。
　私事ですが、協力員としてコミセンだよりの配布などを長年お手伝いさせていただき、
コミュニティ活動に携わったことは楽しい思い出であり大変感謝しております。
　結びに、中央コミュニティ協議会および地域の皆様の、ご健勝とご活躍を祈念し、お祝い
の言葉といたします。

中央コミセン創立40周年に寄せて

武蔵野市立第一中学校
校長

若槻 善隆

　中央コミュニティ協議会創立40周年、誠におめでとうございます。
　一中は、開校以来71年間の歴史の中の半分以上を、中央コミセンに支えられてきまし
た。例えば、一中を代表する行事の「一中フェスタ」では、一日全館貸切でご協力いただ
いております。また、中央コミセンの夏まつりやもちつきは、在校生ばかりでなくたくさんの
卒業生にとっても楽しみな行事になっています。一中生にとって、中央コミセンは地域の皆
様とのかけがえのない絆を深める貴重な存在になっています。さらに、一中生は学校帰り
に直接コミセンに立ち寄って勉強をしてもよいとしていただき、卒業後も勉強をするために
中央コミセンを利用させていただいている生徒もたくさんいます。中央コミセンの委員長が
一中の開校70周年の際、「中央コミセンは一中の第二の活動場所」と言ってくださいまし
たが、道路を隔てて入り口を向き合わせている中央コミセンは、一中在校中だけでなく、
卒業生にとっても第二の活動場所になっています。
　そして、私事で恐縮ですが、私は昭和61年に初任者として一中に着任し、6年間在
籍しました。中央コミセンに関わっておられる方々の多くが、私の卒業生の親御さんであり、
とてもお世話になったこともあり、中央コミセンに立ち寄るとついつい長話をしてしまうこと
もあります。一中生にとってだけでなく、私にとっても心休まる場所と言っても過言ではあり
ません。
　そんな中央コミセンの創立40周年を心からお祝いするとともに、次の50周年に向けて、
地域の核としてますます発展されることを心よりお祈りいたします。
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歴代委員長 運営委員
初代 桔梗 日呂志
２代 川村　 廣男
３代 大谷　 裕子
４代 和久田 純子
５代 井上　 政子
６代 皆藤　 弥峰
７代 熊田　 清子
８代 櫻井 　敏子
９代 坪井　 良子

（昭和 53 年～平成 2 年）
（平成 2 年～平成 11 年）
（平成 11 年～平成 15 年）
（平成 15 年～平成 18 年）
（平成 18 年～平成 21 年）
（平成 21 年～平成 24 年）
（平成 24 年～平成 27 年）
（平成 27 年～平成 30 年）
（平成 30 年～  現     在 ）

伊藤 登美子
井上 　政子
大場 　泰子
岡村 　　惇
落合 　勝美
落合 由香里
皆藤 　弥峰
川上 　邦夫
君島 　陽子

熊田 　清子
後藤 　幸子
近藤 　文子
櫻井 　　昭
櫻井 　敏子
島峯 康二郎
清水 まり子
庄司 　恵子
塩飽 　洋子

立松 　正通
坪井 　良子
中下 　克俊
西沢 　敬子
平田 由美子
堀川 　啓子
柳 　　信子

創立40周年を迎えて

中央コミュニティ協議会
委員長

坪井 良子

　このたび中央コミュニティ協議会の事業開始より40周年の節目を迎えることができまし
た。日夜運営に携わってこられた運営委員の皆様、各種行事の折にご尽力いただいてい
る協力員の皆様、そしてこれまで支えていただいた全ての皆様方に対し、心より感謝申し
上げます。
　当協議会は昭和53年4月、現在の中町集会所からスタートし、その後、昭和57年2
月には市役所の移転に伴い、市役所別館として使用されていた現在の建物を中央コミュ
ニティセンターとして活動してきました。
　コミセンは、武蔵野市コミュニティ構想のもと、自主参加・自主企画・自主運営の原則
により、地域福祉の増進、社会奉仕の実現、地域住民の交流を目的とした様々な活動を行っ
てきました。スタートした当初は、試行錯誤を繰り返しながらの活動であったと伺っていま
すが、当時の運営委員の皆様の真摯な熱意やボランティア精神により利用者数も年々増
加し、地域の拠点としてなくてはならない存在になっております。コミセンはこれからも地域
の拠点としての機能を十二分に発揮していかなくてはなりませんが、時代の流れや社会の
変化にも応えていくことが求められています。特に平成23年に発生した東日本大震災以
降は、災害対策の拠点としての役割も要請されています。これらをふまえ、これまでの伝
統を引き継ぎながら世代を超えた地域の交流の場、防犯・防災の拠点、地域福祉の拠
点として利用していただけるように取り組んでいきたいと思っております。
　今後とも中央コミュニティ協議会の活動に温かいご支援とご協力をお願い申し上げます。

Me�age

昭和53年（1978年） 4月
昭和57年（1982年） 2月

中町集会所 開館
中央コミュニティセンター 開館

中町集会所 中央コミュニティセンター

10周年記念誌 20周年記念誌 30周年記念誌



40年間の
主な行事
e v e n t

文化祭

夏まつり

住民・利用者
懇談会

もちつき

おやじバンド
“レイキーズ”

料理教室

野点

江戸歴史
探訪

フリマ＆
カレー

親子で
太巻き
づくり

一中
地域防災
訓練

囲碁大会

夏休み工作

おっさんバンド
“Nティーズ”

三大事業
●もちつき（S58.1 ～）
●文化祭（S59.4 ～）
●夏まつり（H6.8 ～）

40年間の利用人数

主催教室
●小学生茶道教室（1期 8回　年 2回）（H25.5 ～）
●中町ストレッチ教室（H28.6 ～　毎月第1、3月曜日）
●料理教室（H28.7 ～）

音楽
●ロビーライブ浪花のおっさんバンド “Nティーズ ”（H19.11 ～）
●歌声喫茶（新春歌声、歌声サロン）（H24.3 ～）
●みんなで楽しもうカラオケ（H24.5 ～）
●楽しいコーラスの集い（H27.11）
●フォークジャンボリー（H29.2）
●バンジョーを楽しもう（H29.9）
●ライトミュージックフェス（H29.12）

料理
●男厨料理「そば打ち」（H17.12 ～ H27.11）
●エコクッキング（H21.3）
●プロから習うロールケーキ（H23.11）
●マイ餃子作りにチャレンジしましょう（H25.5）
●ケーキ作り（H25.9 ～）
●ベーグルパンを作ろう（H26.9）
●大人の楽しいおやき作り（H28.1）
●レーズンパンを作ろう（H29.1）
●パエリア作り（H29.6） 

スポーツ
●輪投げ大会（H19.1 ～ H23.1）
●輪投げ・ビーンボーリング大会（H22.2）
●スカットボール＆お花見（H24.3）
●ビーンボーリング（H25.6 ～ H28.5） 
●スポーツ観戦（ラクビー）（H25.9）

バスハイク
●サクランボ狩りツアー（H21.6）
●箱根あじさいツアー（H22.6）
●ゴーゴー富士山（H25.8）
●イチゴ狩りと工場見学（H26.2）
●富岡製糸場と工場見学（H27.2）
●韮山反射炉と工場見学（H28.2）
●サクランボ狩りと工場見学（H28.6）

東日本大震災復興支援事業
●フリマ＆カフェ（H25.1 ～）
●フリマ＆カレー（H26.7 ～）

共催事業
●健康講座（H21.10、H 22.９）
●出前説明会「介護保険について」（H24.6）
●出前講座「心のバリアフリー」（H24.10）
●ボディプランナー（H27.3）
●インボディ測定（H28.3）
●マイナンバー制度説明会（H28.5）
●地域懇談会「公共施設等総合計画案について」（H28.7）
●文化事業団アウトリーチ公演「小唄と三味線」（H28.10）
●夏休みコミュニティ食堂（H29.8）

参加事業
●地域防災ミニフェア（H18.10 ～ H25.10）
●コミセン親子ひろば（中町集会所）（H19.6 ～ H28.9）
●むチュー（中部）ふれあいまつり（H19.7 ～ H25.7）
●地域防災フェア（H20.9）
●市民と市長のタウンミーティング（H22.7、H23.10）
●コミセンスタンプラリー（研連）（H24.3 ～ H28.3）
●市総合防災訓練（H27.8）
●一中地域防災訓練（H28.7 ～）
●collabono コミセン親子ひろば（中町集会所）（H28.10 ～）

青少年事業
●子ども安全教室（H13.3 ～ H20.6）
●中コミシアター（H16.9 ～ H22.3）
●親子でバーベキュー（H20.9 ～ H22.9）
●みんなでつくる蒸しパン（H21.2）
●バレンタインケーキ作り（H21.2）
●父の日、パパと一緒に（H21.6）
●夏休み自由研究教室（H21.8）
●楽しい井戸端会議（H22.3 ～ H24.3）
●パパと作ろうベーグルパン（H22.6）
●X’mas リース作り（H22.11）
●親子でピザ作り（H23.6、H27.5）
●サバイバル飯を炊いて食べよう（H23.10）
●子どもと大人で作るハートのケーキ（H24.2 ～ H26.6）
●子ども科学教室（H24.7）
●親子で太巻きづくり（H25.3）
●楽しもうこどもカラオケ（H25.3）
●みんなで話そう ｢夢のある子育て｣（H27.2）
●夏休み工作（H27.8、H28.8）
●スライムを作ろう（H28.10 ～）
●プラバンで小物を作ろう（H29.2 ～）

友遊倶楽部
●ロビー deカフェ（H18.6 ～ H22.7）
●着付け教室（H18.6 ～ H23.2）
●囲碁大会（H19.2、H22.2）
●包丁研ぎますデー（H19.6 ～ H26.12）
●オーボエと歌（H20.6）
●パソコンで遊ぼう（H20.8、11）
●あなたの町の映画館（H21.5 ～ H22.10）
●カラオケのど自慢大会（H21.8）
●むさし野うどん粉クラブ（H21.10）
●新春ロビーライブ＆武蔵野地粉うどん試食会（H22.1）　
●歌いましょう（カラオケお楽しみ会）（H24.2）
●らくらくヨーガ（H26.7）
●そば打ち体験教室（H27.9）

協力事業
●地域健康クラブ（中央コミセン）（H1.11 ～）
●りんどうの会（H4～）
●生活習慣病予防料理講習会（H5～）
●不老体操（中町集会所）（H8～）
●一中フェスタ（H11.11 ～）
●食器のリユース（H18.9 ～）
●親子ニコニコ広場（中央コミセン）（H19～　毎月第3金曜日）
●落語（銀蹊合同会）（H24.2）
●地域認知症講座（H29.2）

協議会関連
●バス研修（S53.4 ～）
●住民総会（S54.4 ～）
●住民・利用者懇談会（S58.6 ～）
●広報紙発行（S59.4 ～）
●武蔵野桜まつり（H5.4 ～）
●館内清掃（H5.12 ～）
●防災訓練（H11.9 ～）
●パソコン学習会（H13.7 ～ H23.10）
●地域住民交流会（H17.5 ～）
●ピンポン（卓球）の日（H22.12 ～　毎月第4土曜日）
●銀座十字屋「ハープ＆フルート演奏」（H23.3）
●中央福祉の会との懇談会（H23.7 ～）
●認知症サポート養成講座（H24.9）
●悠玄亭玉八お座敷芸（H25.3）
●結城座公演「杜子春～江戸糸あやつり人形～」（H25.11）
●演奏会「津軽三味線の世界へ」（H28.3）
●地域フォーラム（H29.2、3）
●おやじバンド “レイキーズ ”（H30.2）

歩こう会
●鎌倉歩こう会（H20.6）
●平林寺歩こう会（H20.11）
●昭和記念公園イルミネーション（H21.12）
●高尾山と “もみじ膳 ”（H22.12）
●武蔵野隠れた名所発見（H24.11）
●玉川上水四季の訪ね歩き（H25.5 ～全 5回）
●ＮＴＴ資料館と旧家（H25.6）
●地域の防災設備をみて歩こう（H25.9）
●防犯ナイトハイク（H25.12）
●桜ウォーク（H26.3）
●史跡散歩・江戸を探そう（H26.6 ～全 3回）
●武蔵野再発見（H27.8 ～ H29.10）
●江戸歴史探訪、泉岳寺（H28.9）
●武蔵野のルーツを探る・「太宰が過ごした町」（H28.10）　
●江戸歴史探訪、龍馬と品川（H29.5）

（単位：人） （単位：人）

年　度　 ▼ S53～ 62 S63～ H9 H10～ 19 H20 H21 H22 H23

中町集会所

186,948 140,091 133,188 12,288 12,520 12,170 12,726

H24 H25 H26 H27 H28 H29 累  計

12,858 12,939 13,401 14,612 13,488 13,136 590,365

年　度　 ▼ S53～ 62 S63～ H9 H10～ 19 H20 H21 H22 H23

中央コミュニティ
センター

492,814 721,306 957,268 92,681 93,463 87,765 87,765

H24 H25 H26 H27 H28 H29 累  計

89,203 88,569 89,825 92,214 87,234 79,149 3,059,256

文化事業
●こみせん寄席（H9.10 ～ H22.12）
●健康講座
　「軽快な音楽で身も心もさわやかに」（H21.11）
　「背骨コンディショナー」（H22.9）
　「間違いだらけの食の常識」（H26.3）
　「脳トレーニング」（H26.3）
●講演会「龍馬が目指したもの」（H25.1）
●体験型ワークショップ（H25.7 ～全 4回）
●根津美術館（H25.11）
●野点（H27.3、H28.3）
●講演会 ｢世界最高峰を見る一人旅」（H27.6）
●わが町の歴史を学ぶ連続講座（H28.6 ～ 全 4回）
●講演会「江戸城天守は何故再建されなかったか !」（H30.3）
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開 館 時 間
休 館 日
使用時間区分
予約申し込み

9：30～21：30
水曜日、年末年始（12月29日～1月5日）
9：30～13：20／ 13：30～17：20／ 17：30～21：20
使用の1ヶ月前（中町１～3丁目、御殿山2丁目住民は2ヶ月前）から当日まで、センター窓口で受け付けます。

施設
案内

第２会議室
第3会議室
茶 室
学 習 室

調 理 室
大 広 間
舞 　 台
和 　 室

多目的室
第1会議室
ロ ビ ー

集 会 室
和 室
大 広 間
ステージ

表紙絵：大須賀一雄
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