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写真は第 10 回定期総会風景  

議案書は当日お配りします  

スリッパをご持参ください  

第 36 号 
 

市立武蔵野会館 

発行元  市立武蔵野会館運営協議会    

責任者  会長  藤原  国広    

事務局  昭島市市民部生活コミュニティ課  

042-544-5111（代表）       

あいスポットプレス 
ＣＯＮＴＥＮＴＳ  

Ｐ１  総会のお知らせ    Ｐ３  委員会報告他             

Ｐ２  東京防災セミナー  Ｐ４  委員会報告他  活動日誌  

 

 

 

市立武蔵野会館運営協議会 
 

第 1２回 定期総会 
 

日  時：平成 29 年 5 月 21 日（日）  午後 3 時開会  

場  所：武蔵野会館２階集会室  
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  2 月 19 日（日）10：00～11：30 武蔵野

会館で、平成 28 年度「東京防災」学習セミナー

を開催いたしました。  

  主催は昭島市自治会連合会第 15 ブロック地域

合同防災会議と東京都総務局総合防災部で、講師

に公益社団法人危機管理協会常務理事の奥野幸

範（おくのゆきのり）氏をお迎えしました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 セミナーは講演とディスカッションの２部構成で

行いました。  

①「東京防災」から学ぶ首都直下型地震等への備え

基本編「今やろう防災アクション」  

②「避難所運営の手順と方法」  

今回のセミナーの参加者は４２名でした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1部 ～市立瑞雲中学校における防災訓練～ 

 

昨年同様、武蔵野地区（第 15 ブロック）、つつじが丘・プレイシア（第１７，

１９，２０ブロック）合同で瑞雲中の生徒さんと訓練を行いました。今年は、第

15 ブロックの生徒さんには、初期消火、煙体験、応急救護の訓練、スタンドパ

イプ操作の見学をしていただき、共助の大切さを学んでいただきました。  

「東京防災」学習セミナー 

奥
野
幸
範
先
生 

「東京防災」とは？  
 

奥野先生、そして藤原武蔵野会館運営委員会会長が持

っている黄色い目立つ本は、東京都が作った東京都民

のための防災ブックです。  

２０１５年９月１日より全都民に無償配布しました。

自宅にあるか確認し一読してみては？  

 

 

 

★災害用として特別なものを備蓄するのでは

なく、日常使用している食料品や生活必需品を

少し多めに購入しておくことで簡単に備蓄が

できる  

★薬品や対アレルギー食品は個人で対応する

こと  

 

 

 

５人～７人のグループに分かれて「避難所生

活で一番困りそうなことは何ですか？」をテー

マにディスカッションを行い、対策について話

し合い、各グループ発表しました。  

はじめは緊張気味の参加者もいましたが全員

真剣に取り組んでいました。 

今やろう防災アクション 避難所運営の手順と方法 

心と身体の健康づくり委員会では、協議会の活動範囲（昭島市自治会連合会第 15 ブロックの活動範

囲）内及びその周辺で、万一の際に使わせていただけるよう AED 設置場所の一覧表を作成しました。  

ご家庭内で保存していただけるように、別刷りにしました。  
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  ３月２８日（火）今年度２回目の美化マ

ナー・アップキャンペーンを行いました。  

 中神駅北口周辺の清掃活動と同時に、防

犯・安全の標語の入ったポケットティッシ

ュペーパーを通勤途中の方々に配りました。 

広報車からは、たばこ、

空き缶やごみのポイ捨て

を防止して、きれいな昭島

にしましょうと呼びかけ

を行いました。  

 武蔵野会館運営協議会

役員他、中神駅前商店会、

シルバーなど合計１７名

で活動しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立武蔵野会館で  

消防訓練を行いました  
  

市立武蔵野会館では、消防法に基づく消

防訓練を３月１７日（金）に実施いたしま

した。この訓練は、市立武蔵野会館で万一

火災が発生した場合を想定して、昭島消防

署大神出張所のご指導のもと、昭島市社会

教育課の立会いをいただき、会館管理員・

会館運営協議会役員・当日の利用者のみな

さまの協力をいただき毎年行っています。  

 

①  火災発生の連絡と避難の呼びかけ  

②  消防署への通報訓練  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  利用者の避難誘導  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  初期消火訓練  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練は１０時８分４０秒に火災発生（発見）、 

館内放送、利用者の避難誘導を行い１０時  

１１分４５秒に６名の利用者が駐車場へ避難

完了しました。避難まで３分５秒という結果

でした。  

市立武蔵野会館は今後も防火に努め、一人  

のけが人も出さないよう訓練を重ね、安全安

心な施設を目指して参ります。  

■美しいまちづくり委員会  
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昭島ガスさまから４台目の青パトが  

寄贈されました  
  ２月２１日（火）午前１０時から市役所市民ホ

ールで「安全安心まちづくり広報車寄贈式及び感

謝状贈呈式」が開催され、平畑昭島ガス（株）取

締役社長から臼井昭島市長へ車両が寄贈されま

した。武蔵野会館運営協議会も利用者団体として

出席いたしました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理員の交代と新任管理員の紹介  
 

長年、武蔵野会館で働いていた管理員の嶋崎

さんは３月３１日の任用期間満了で退職される

ことになりました。嶋崎さん、お疲れ様でした。  

新たに管理員の募集を行い、書類選考、面接

の結果、棚町龍二さんを採用いたしました。  

棚町さん、よろしくお願いします。  
 

 

棚町龍二さんプロフィール  

 初めまして。４月１日から  

 武蔵野会館での運営のお手伝  

 いをさせていただくことにな  

りました。出身は福岡です。  

仕事で上京し青梅市、府中市  

立川市、そして昭島市へ。  

昭島市での生活は３２年にな  

ります。趣味はアマチュア無線、  

 ドライブ、釣り、温泉と多いですが、最近はほ

とんど封印しています。来館者様と明るく接し

ていきたいと思っております。  

 

 

 

青パト運転協力者会議を開催しました  

 ３月１５日（水）青パト運転協力者会議を  

行い、２９年度４月から６月までの協力者  

担当割り振りを行いました。  

 

 

 

 

 

■安全まちづくり委員会 

武蔵野会館運営協議会活動日誌  

2 月  
8 日   定例役員会  

19 日   「東京防災」学習セミナー  

21 日   安全まちづくり広報車（青パト）寄贈式

及び感謝状贈呈式  

28 日   管理員新規募集締め切り  

     学校別避難所運営委員会正副委員長全

体会議  
 

3 月  
4 日   管理員募集及び役員選考会打ち合わせ  

8 日   定例役員会  

12 日   管理員応募者面接  

15 日   青パト会議  

17 日   武蔵野会館消防訓練  

19 日   ロッカー抽選会  

21 日   管理員面接結果の通知  

24 日   武蔵野小学校卒業式  

28 日   美化マナーアップキャンペーン  
 

4 月  
6 日   武蔵野小学校入学式  

8 日   まちづくり昭島北  第 6 回定期総会  

12 日   定例役員会  

20 日   あいスポットプレス 36 号発行  

青パト運転協力者（ボランティア） 

の募集  
 平成２０年９月からスタートした「安全安

心まちづくり広報車（通称青パト）」による自

主パトロールは８年を経過しました。  

武蔵野会館運営協議会は、まちづくり昭島

北と共同して、協力員２５名（うち５名は休

務中）で、交代でパトロールを行っています

が、協力員も高齢化し先行きの不安を感じて

います。  

 この活動を継続し、なお一層充実させるた

めに協力員の募集をいたします。  

 

＊活動の趣旨に賛同していただける方  

＊日頃安全運転を行っている方  

 ＊運行は水・金曜（毎週）、土曜（月１回） 

 ＊４月から９月は午後３時～５時  

 ＊１０月から３月は午後２時半～４時半  

 ＊２名以上で巡回（概ね１人月１回の乗務） 

 

協力員になるには昭島警察署で講習会を受

講し警視総監が発行する「パトロール実施

者証」を取得する必要があります。  

ご希望の方は、武蔵野会館窓口「安全まちづ

くり委員会」へお申し込みください。  
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設置場所 住所 電話番号 備考

1 JR中神駅 朝日町１－１－９ ５４１－００５２

2 パチンコ　ビーナス 朝日町１－２－１８ ５４６－８８８７

3 松田歯科医院 朝日町１－４－７ ５４６－５５８６

4 大西歯科医院 朝日町１－６－２－１０２ ５００－０２４３

5 昭島市水道部 朝日町４－２３－２８ ５４１－０６８０

6 市民交流センター 玉川町４－９－２２ ５４１－４６２４

7 東京トヨペット　Ｔ－Ｃｕｓ つつじが丘１－１－１０ ５４１－３８３０

8 つつじヶ丘小学校 つつじヶ丘２－１－３０ ５４６－１１７０

9 瑞雲中学校 つつじヶ丘２－２－６ ５４４－６５１１

10 児童センター つつじが丘２－３－２１ ５４４－５１３２

11 ケーズデンキ つつじが丘２－８－２０ ５４９－０６０１

12 カインズホーム つつじが丘２－８－５５ ５００－０７７７

13 新幹線図書館 つつじが丘３－１－３０ ５４５－５４４８

14 昭島消防署大神出張所 つつじが丘３－２－２ ５４６－０１１９

15 つつじが丘駐在所 つつじが丘３－５－２２ ５４６－０１１０

16 つつじが丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ つつじが丘３－５－６－１１３ ５００－５４４１

17 KOTORIホール つつじが丘３－７－７ ５４６－１７１１

18 土地区画整理事務所 中神町１１３６－１６ ５４５－４１００

19 フランスベッド（株） 中神町１１４８ ５４３－３１１１

20 武蔵野会館 中神町１１７２－１ ５００－４３２０

21 中神名倉堂接骨院ﾒｿﾞﾝｶﾙﾑ 中神町１１８６－３ ５４５－４０６０

22 昭島幼稚園 中神町１２３２ ５４１－０７５３

23 中神駐在所 中神町１２７７ ５４６－０１１０

24 富士見会館 中神町１２８２ ５４４－９４１６

25 なごみの里 中神町１３４５－１ ５４９－０７０７

26 富士見丘小学校 福島町８９０ ５４１－００５５

27 ヤオコー 美堀町１－１－１ ５４９－０９１１ 駅周辺に限る

28 プレイシア 宮沢町４９４－１１ ５４２－５０９１

29 福島保育園　分園 宮沢町４９７－２ ５４４－４６６４

30 ザ・ビッグ昭島店 宮沢町５００－１ ５００－７０１１

31 ﾊﾛｰｽﾏｲﾙ歯科ﾋﾞｯｸﾞ2F 宮沢町５００－１ ５４５－４８０８

32 フォスター運輸（株） 宮沢町５１２ ５１９－２２５５

33 東京シマダヤ 武蔵野２－１－２２ ５４３－１３８１

34 武蔵野小学校 武蔵野２－３－１ ５４３－８６６６

35 スターゼン広域販売（株） 武蔵野２－５－２８ ５４３－５３３１

36 東京みどり農業協同組合 武蔵野２－６－１２ ５４２－３２２１

37 日本電子テクニクス（株） 武蔵野２－６－３８ ５４３－６３１１

38 うしお病院 武蔵野２－７－１２ ５４１－５４２３

39 木村電子工業（株） 武蔵野２－７－７ ５４４－３２１１

40 日本電子インスツルメンツ（株） 武蔵野２－８－１１ ５４１－４２９１

41 ビームボウル昭島 武蔵野２－９－３ ５４３－５２１３

42 ﾆｯｺｰﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ（株）1F 武蔵野２－１０－４０ ５４２－１０７０

43 エネオス昭島北ＳＳ 武蔵野２－１１－２３ ５４６－１２００

44 東京グリコ乳業（株） 武蔵野２－１４－１ ５４４－２２３３ 工場入口にあり

45 パチンコ　マルハン昭島店 武蔵野２－２４－１２ ５４９－１３７７

46 日本航空電子工業（株） 武蔵野３－１－１ ５４９－９１２０

47 日本電子（株） 武蔵野３－１－２ ５４２－２１１0 守衛所に設置

48 リサイクル洗ビンセンター 武蔵野３－２－１９ ５４２－５８００

49 UDトラックス（株） 武蔵野３－２－４８ ５４１－２２１２ 消耗品補充必要

50 ＨＯＹＡ（株） 武蔵野３－３－１ ５４６－２５１１

51 バーデン昭島（東） 武蔵野３－５－４０ ５４３－５２２２

52 バーデン昭島（西）正面 武蔵野３－５－４０ ５４３－５２２２

53 パチンコ　キクヤ昭島店 武蔵野３－１１－３２ ５００－６０６０

54 ハイホーム立川一番町 立川市一番町１－１４－１ ５３１－１４１５

55 ウェルケア立川 立川市上砂町３－４－２６ ５３７－１２５５ 子供用なし

武蔵野会館近隣地区ＡＥＤ設置場所（あいスポットプレス36号別刷り）

武蔵野会館運営協議会


