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■　会　長　挨　拶

▲新しく作成した会館

のパンフレット
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武蔵野会館運営協議会　会長　座間　康臣

「新年度始まる～プレ10周年の年～」

去る5月18日に総会が終了し、新年度がスタートいたしました。

今年は来年平成27年度に創立10周年を迎える前の年度となります。

運営協議会開設以来活動してまいりました、●安全まらづくり委員会

●美しいまらづくり委員会　●心とからだの健康づくり委員会の各委員会

活動につきましては、活動の見直しや点検を行うとともに新たな活動の企

画や毒手を、また、●防災委員会については、3回目となる今年度、昭島

市立瑞雲中学校の生徒を受け入れた防災訓練を9月28田（日）に第15

ブロックと連携して行うこととしています。

その他の活動や会館管理業務についても基本に立ちかえり見直し・整備

を進めてまいります。また、地域や会館利用者との交流を行う武蔵野会館

まつりも11月3日（月・祝）に開催予定です。活動やお願いにつきまし

ては、武蔵野会館運営協議会の広報紙であります「あいスポットプレス」

やホームページでの情報発信などで、よりわかりやすくお伝えいたします。

今年度がプレ10周年の意義ある活動の年となりますよう、役員はじめ

各構成団体のみなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

◆◇◆武蔵野会館・自治連第15ブロック地域合同防災訓練のお知らせ◆◇◆

武蔵野会館運営協議会は今年度も昭島市自治会連合会第15ブロックと共同して以下の防災訓練を行います。

（D　瑞雲中学校生との連携による自治会集会場所・一時集合場所での避難訓練

平成26年9月28日（日）午前実施予定
～生徒と自治連第15ブロック、つつじが丘ハイツ、プレイシア等中学校区全体

住民の参加による～

（∋　武蔵野小学校と連携した避難所訓練
平成26年10月18日（土）午後実施予定
なお、講演会（会館まつりにて）、防災マニュアル作成も計画しています。

※詳細は追って、ホームページ、チラシ、ポスターなどでお知らせします。みなさまのご協力をお願いいたします。
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■定期総会報告　市立武蔵野会館運営協議会第9回定期総会

「市立武蔵野会館運営協議会」第9回定期総会は、

5月18日北川市長をはじめ来賓16名のご臨

席と運営協議会構成委員35名の出席のもと開

催されました。

泉谷事務局長の総会成立宣言に続き、議長に昭文

自治会防犯部長福臼協司さん、書記・議事録署名

人に昭文いきいきクラブ副会長伊佐山博さんを

選出して議事に入りました。

議案は、平成25年度活動報告・決算報告・監
査報告・平成26年度活動計画・予算案の5議案
が提案されましたが、提案どおり承認されました。

平成26年5月18日

総会終了後、佐藤副市長・友誼団体の出席もい
ただいて交流会を開催し親睦を深めました。

平成25年度活動報告

○安全まちづくり委員会
①通学路安全達紹員・青パト運転協力者の協力

のもと通学路や居住地の安全見守り活動をおこな
いました

②武蔵野・つ南小学校の緊急連綺網を作成して不審者
や変質者の出現に備えました

③通学路安全連結員・青パト運転協力者が参加して新
入児童の安全対策会議を開催しました

④武霜野会館の消防訓練をおこないました

○美しいまちづくり委員会
①中神駅北口広場を中心にタバコのポイ捨て・犬のフ
ン防止を目的に「マナーアップ・美化
キャンペーン」を実施しました

②15フロック有志アダプト登録団体と武蔵野小学
校児童とで武蔵野通りの花壇づくりをおこないま
した

③武蔵野小学校愛校の日清掃活動に地域のシルバー
因体と連携して参加しました

④地域内アダプト登録団体と協働した清掃活動をお
こないました

○心とからだの健康づくり委員会
①認知症講座を開催し、小冊子「認知症をしりまし

ょう」を発行しました

②地域内健康づくり団体への会場支援をおこない
ました

○会館まつり実行委員会
「深めよう地域の絆・築こう近助の力」をテーマに

運営協議会設立日の11月3日に開催しました。従
来の展示・発表の他、防災講演会も事業（15ブロ
ック共催）として開催しました

○防災会議と防災訓練
「東京都地域の底力再生事業」の助成金を活用して、

自治連15ブロック・武滝野会館運営協議会共催で
「第2回自治達15ブロック地域内防災事業」とし

て防災訓練を実施しました

○あいスポットプレス編集委員会
年3回の定期発行に加え防災特集号を発行し、委員
会活動の紹介や防災意識の啓発のほか、ホームペー
ジの充実と速やかな更新に努めました

0　25年度決算報告・監査報告
提案どおり承認されました
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平成26年度　活動計画
平成26年度は市立武蔵野会館運営協議会創立

10周年の前年にあたります。設立以来、地域に共

通する諸課題の解決に向けて活動をしてまいりまし
たが今年度は、10周年に向けて原点に戻り諸活動
の点検・整備・拡充をはかるとともに、第3回を迎
える自治達15ブロックと連携した防災訓練では
自助・共助の重要性の啓発に努め減災力の向上など
を指針として活動して参ります。

各委員会の活動指針
○安全まちづくり委員会
・通学路安全連結員〔見守り協力員〕の見直しと

加入促進（PTA・老人会）
・ピーポ君の家の点検と拡充、適正配置
・胃パト運転協力者の募集とパトロール範囲の拡充

○美しいまちづくり委員会
・美化クリーンアップキャンペーンの実施
・美化マナーアップ標語の募集と看板の作成
・アダプト登録回廊のメンバー増員と新規呼びかけ

○心とからだの健康づくり委員会
・認知症・熱中症などの健康講座の開催
・AED講習による修了者の拡充と設置場所の把握

○防災委員会
・自治達15ブロックと連携した地域合同防災訓練の継

続。芋年度は武蔵野小学校に加え瑞雲中学校生徒と連
携した訓練も実施予定

・自助・共助（防災隣組）の防災力・減災カアップへの取

り組み
・市立武蔵野会館の二次避難所としての検討を開始

○会館まつり実行委員会
・舞台発表等に加え、25年と同様に防災講演会（自治連

15ブロックと連携）の実施
・10周年記念行事の「会館まつり」について検討開始

○あいスポットプレス編集委員会
・あいスポットプレスの継続発行と特集号の検討
・武蔵野会館ホームページの拡充とPR
・10周年記念誌の作成準備

○事務局・総務
・会館マニュアル・運営協議会パンフレットの作成
・計画的・効率的な予算の執行
・会則の見直し
・創立10周年記念事業の計画的な準備

○予算案について
提案どおり承認されました

役　職　名　　　　　　氏　　名

会　　　長　　　　　　座間　康臣

副　会　長　　　　　　丹羽　勝吉

副　会　長　　　　　　高松　勉

副　会　長　　　　　　村木　勉

副　会　長　　　　　　藤原　国広

会　　　計

総務兼事務局長

総　　　務

総務（広報担当）

総　　　務

総務（事務局長補佐）

総　　　務

総　　　務

総　　　務

監　　　査

監　　　査

久保　真由美

泉谷　勉

畑山　敏夫

松本　智子

菅野　直子

岸　　昭次

小宮　心－

三沢　俊行

荒井　真一

多良　芳幸

菅野　常三

※26年度は上記役員で運営いたします

■美しいまうつくり委員会・武蔵野通り通学路の植栽

6月16日（月）1時間目を使って武蔵野小学校6年生と一緒に

夏用の花（マリーゴールド、日田草、ベゴニア、ペタンスなど合

計800株）を植えて美しい通学路ができあがりました。

みんなで大切に見守りましょう。クリーン運動美化キャンペーン

は9月と3月に実施する予定です。

個の出身冶金書書磯か

」
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！■安全まちつくり委員会

平成26年新入児童見守り会議の開催

新年度を迎えますと、新一年生が学校に入学しま
す。新入生たちは希望と緊張と不安を抱えて各学
校に通学することになります。この大切な時期を
迎えて、通常の見守りに加え、更に一層の防犯上
や交通安全上の見守りを充実することが必要と考
え、市立武蔵野会館運営協議会“安全まちづくり

委員会”では、新入児童見守り会議を開催してお
ります。

安全まちづくり委員会では　“安全まらづくり

委員会協力員・毒パト運転協力者・市立武蔵野会

館運営協議会役員’’合同の児童見守り会議を平成

26年3月25日（火曜日）に開催しました。会

議では昭島警察署の村野生活安全課長代理から

「市内の犯罪動向」について講話いただきました。

来賓として、森山教育委員会学校教育部指導課

学務係長、村野昭島警察署生活安全課課長代理、

細田市民部生活コミュニティ課暮らしの安全係

長、五十嵐市立武蔵野小学校長、石川市立つつじ

が丘南小学校長、喜多野市立瑞雲中学校長、の各

氏より日頃の見守り活動に対するお礼とそれぞ

れの立場から市内や学校での取り組み等情報提

供や見守りの留意点などについてご挨拶があり

ました。

子どもの見守り活動には（D地域の拠点（学校

校門前・交差点・公園・自宅周辺など）に通学・

下校時間帯に立って見守る方法　②通学・下校時

間帯に通学路を自転車・徒歩等で巡回パトロール

を行う方法　③時間には係わりなく通勤・散歩・

買い物などの日常生活を通して、自由に、無理の

ない、長続きをする方法で見守りを行う方法　④

「毒パト」で各学校の学区内を広く巡回パトロー

ルを行う方法　などが考えられます。見守りの甘又

り組みも団体や個人で行う等　見守り方法との

様々な組み合わせで行うことが出来ます。

子どもの見守り活動は　多くの地域の方々が、

継続的に取り組むことが求められております。

見守り活動には自己の安全にも十分留意しなが

ら、地域が一体となって不審者による子ども達

への犯罪防止など地域力の結集を図り、今後も、

安全で安心なまらづくりに向け引き続き皆様の

ご理解とご協力をお願い致します。

また、安全で安心なまちづくりを進めるには、

未来を担う子どもたらの見守り活動を地域で積

極的に取り組むことが必要ですが、親の不安や

心配につけ込み多額の現金をだまし取る「振り

込め詐欺」の拡大も軽視できません。

残念ながら市内でも今年になって5件

1，700万円の「振り込め詐欺」が発生している

そうです。常時「留守電」に設定しておくこと

も、被害を防ぐうえで有効な方法だそうです。

留守電で被害を防ぎましょう。

武蔵野会館運営協議会活動日誌

3日　　認知症講演・大田医院院長
9日　　大雪のため会館雪かき

12日　　定例役員会
25日　　会館管理員マニュアル検討会

合既パンフレット検討会

定例役員会
会館和室障子張り替え打合せ
青パト運転協力者連絡会
会計決算事項打合せ
15ブロック地域合同防災会議

瑞雲中学校卒業式
会館利用者懇談会
会館和室障子張り替え作業
新入児童安全対策会議
つつじが丘南小学校卒業式

26日　　会館消防訓練
28日　　美化クリーンアップキャンペーン

9日　　定例役員会
12日　　まらつくり昭島北協議会総会
27日　　武蔵野小学校香のスポーツ大会

会館正副会長会議

10日　　業務・会計監査

議案書印刷・総会準備
14日　　定例役員会（決算承認）
18田　　武蔵野会館運営協議会9回総会

昭島まちつくり市民合議総会
25日　　自治連嘉15ブロック総会
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