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第 37 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  村木  勉    

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  新会長の挨拶    Ｐ３  総会報告             

Ｐ２  総会報告    Ｐ４  委員会報告他  活動日誌  

 

 

第１２回 定期総会が開催されました 
平成２9 年５月 21 日午後３時から、武蔵野会館において武蔵野会館運営協議会第１2 回

定期総会が、臼井市長はじめ、16 名のご来賓のご臨席と 40 名の運営協議会構成委員の出

席のもと開催されました。  

議長に、メゾン自治会の古屋俊美さん、議事録署名人に文化自治会の田副彰三さんを選出

して議事に入りました。  

議案は、平成２8 年度活動報告、決算報告、監査報告に続き、平成２9 年度活動計画案、

予算案、役員改選と続き、皆様のご承認をいただきました。  

また、長年役員として活躍されて、今回退任された 6 名の方には感謝状が贈呈されました。 

その後、新会長の村木さんから新任の挨拶、新役員の紹介に続き、ご来賓の臼井市長と、

上田つつじが丘小学校長のご挨拶をいただきました。  

新 会 長 挨 拶  市立武蔵野会館運営協議会  会長   村木  勉  

市立武蔵野会館運営協議会第 12 回定期総会で歴代の先輩会長の後を

引き継ぎまして 5 代目会長に就任いたしました  村木  勉  です。  

運営協議会の活動目標は、二つあります。その一つは、公設民営の武

蔵野会館としてこれまで培ってきた利用者本位の運営と利用率の高さ

を継続することであり、もう一つは、地域の共通する諸課題の解決を目

指すコミュニティ協議会としての活動であります。  

具体的には、この地域に居住されている皆さんが、“いつまでも住み続けたい。”また、この

地域で生まれ育ったお子さんたちが“故郷（ふるさと）と呼べる”街（地域）の実現をめざす

ことであります。  

そのためには、地域の皆様のご理解とご協力をいただきながら、特に基礎的な取り組みとし

て、この街（地域）の“安全で安心な街（地域）づくり“を役員一同一致協力して活動・推進

してゆく決意です。  

どうかこれからも皆様の智慧とお力をお貸しいただけますようお願い申し上げます。  
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〇事務局関係  
１：会館管理員（協議会雇用）1 名の任用期限終

了に伴い、新規募集、書類選考、面接を行い、

1 名採用しました。  

２：消防法第 8 条に基づき昭島消防署大神出張所

の協力を得て、協議会役員・管理員が担当して

利用者を対象とした避難誘導・通報訓練・初期

消火訓練を実施しました。  

３：協議会構成員有志のご協力をいただき、会館

内外の清掃、備品の補修、和室の障子張替など

を行いました。  

４：会館の管理員と運営協議会の役員、市教育  

委員会生涯学習部社会教育課、市民部生活コミ

ュニティ課の職員との合同の意見交換会を実施

しました。  
 

〇安全まちづくり委員会  
１：安全まちづくり委員会協力員（通学路安全  

連絡員）、青パト（青色回転灯装備車）運転協力

者の協力を得て、地域内の安全見守り活動を行

いました。  

  青パト運行の活動に対し、東京都から青少

年・治安維持本部長賞の表彰を受けました。  

２：市立武蔵野小学校・つつじが丘南小学校・安

全協力員（通学路安全連絡員）・青パト運転協力

者・市・警察関係者などと新入児童の登下校時

の安全対策について話し合いを持ちました。  

３：市・警察・青パト運転協力者との連絡会を開

催しました。  

４：ピーポくんの家（緊急避難場所）の見直しを

行いました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〇美しい街づくり委員会  
１：美化・マナーアップ・キャンペーンとして  

 地域の自治会・老人会・中神工業団地協力会・

中神北口商店会などの協力を得て、携帯ポケッ

トティッシュを配りながら「タバコのポイ捨て」

「犬の糞持ち帰り」のアピールと中神駅北口広

場の清掃活動を年 2 回実施しました。  

２：地域内アダプト登録団体と協働した清掃活動

を定期的に行いました。なお、昨年度から新し

く 2 団体（日の出シルバークラブ、ザ・バーデ

ン昭島シニアクラブあおば会）がアダプト登録

され、一層広域での清掃活動が充実されました。 

３：春秋の 2回、武蔵野小学校の児童と協働して、

武蔵野通りに約７００株の花を植えました。ま

た武蔵野会館敷地内の花壇づくりに取り組みま

した。  
 

〇心と身体の健康づくり委員会  
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置場所と利

用の可否を住民の皆様に周知するため、広報誌

「あいスポットプレス」へ掲載しました。  
 

〇防災委員会  
 自治連第 15 ブロックと協働して、武蔵野小学

校、瑞雲中学校で防災訓練を、また「東京防災」

をテキストとして学習セミナーを開催しました。 
 

〇会館まつり実行委員会  
第 11 回会館まつりを例年通り 11 月 3 日（木・

祝）に「深めよう地域の絆」を目的に、大勢の

方々のご参加をいただき、舞台発表、作品展示、

茶話会、模擬店などを実施しました。  

 今年は、舞台発表の司会者や、音響機材の取

り扱いなどは、運営協議会の役員・会員が主体

的に進めました。不慣れな運営もあったと思い

ますが、今年の経験を生かして、今後の会館祭

りを充実してゆきたいと思います。  
 

〇広報活動  
年３回の定期発行に加え、総会特集号を発行し、

委員会活動の紹介や、第１５ブロック地域内の

情報提供に努めました。また、ホームページも

速やかな更新に努めました。  
 

〇決算報告・監査報告  

 提案通り承認されました。  

平成 28 年度活動報告  

第 1 2 回 定 期 総 会 
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平成 29 年度は、市立武蔵野会館運営協議会（以

下「協議会」という。）が設立されてから 12 年目

となります。設立 10 周年という節目の年を過ぎ、

第 2 期の活動の充実に向けて、昨年のスタートダ

ッシュを加速する大切な年です。  

 協議会としては、今後  更に 10 年先、20 年先

を目指して歩みを止めることなく、着実に一歩一歩

力強く活動を続けてまいります。これまで培ってき

た市立武蔵野会館の利用者本位とした運営、地域課

題解決のための会員（構成員）はじめ地域の皆様の

ご理解とご協力をいただいて進めてきた各委員会

の活動など、新しい地域コミュニティの醸成と充実

を図り、役員一同一丸となって協議会の推進育成に

努めてまいる決意であります。  

 どうかこれからも会員（構成員）の皆様の智  

慧とお力をお貸しいただけますようお願い申し  

上げます。  

 各委員会の今年度の活動計画は  以下のとお  

りです。  
 

○事務局・総務  
１：計画的、効率的な予算の執行  

２：会館の保守・点検・整備・整頓状況の確認と一

部実施  

３：会館の消防訓練の実施  

 ４：管理員との連携と打合せの実施（会館マニ  

ュアル等研修）  

５：利用者懇談会の有り方の検討・実施  

６：市ほか外部関係団体との連携と調整  
 

○安全まちづくり委員会  
 １：安全委員会見守り協力員（通学路安全連員）  

の見直しと加入促進  

 ２：青パト運転協力者連絡会の実施と協力員の  

加入促進  

 ３：青パト運転協力者・市・警察との連絡会の  

開催  

 ４：「ピーポくんの家（緊急避難場所）」の拡充  

と設置促進  

 ５：新入児童安全対策（見守り）会議の見直し  
 

○美しい街づくり委員会  
 １：美化・マナーアップ・キャンペーンの実施  

 ２：武蔵野通り（武蔵野小学校通学路）の花壇植栽

と管理  

３：「武蔵野小学校愛校の日」清掃協力  

４：アダプト登録団体設立の呼びかけ  
 

○心と身体の健康づくり委員会  
 １：健康講座（認知症を主とした）の開催と参加者

の拡大  

 ２：緊急救命訓練やＡＥＤ操作体験会（入門コース）

を通して、「救命技能認定証」の所有者の拡大  

 ３：昭島チャレンジデー２０１７への参加  

 ４：地域健康講習会利用団体への会場確保の協力  

 

○防災委員会  
 １：自治連第 15 ブロック地域合同防災訓練の実施

（第 15 ブロックと連携・協働）  

   ～東京防災隣組認定団体としての活動も踏ま

えて、瑞雲中との連携～  

 （１）瑞雲中・武蔵野小・つつじが丘小と連携した

避難訓練の検討・実施  

 （２）「学校避難所運営委員会」の委員会組織の立

ち上げと訓練実施  

（３）講演会  

 ２：市立武蔵野会館の避難場所としての位置づけと

運営の検討  
 

○会館まつり実行委員会  
 １：今年も「第 12 回会館まつり」の実施を目指し、

実行委員会を立ち上げ 11 月 3 日に開催する。 
 

○広報活動  
１：広報誌「あいスポットプレス」の発行  

２：ホームページの都度更新を進め、内容の充実  

を図る。  
 

〇予算案について  
一部修正のうえ承認されました。  

 

 

 

平成 29 年度武蔵野会館運営協議会役員  

役職名  氏   名  担  当  

会  長  村木   勉   

副会長  中野  義弘  会長代行  

副会長  荒井  真一  安全  

副会長  山口  義春  美しい  

副会長  青山  敦司  健康  

副会長  畑山  敏夫  防災  

事務局長  岸   昭次   

会  計  久保  真由美  経理  

総  務  藤原  国広  広報  

総  務  望月  進次  安全  

総  務  田副  彰三  安全  

総  務  布施   正  

 

美しい  

総  務  三沢  俊之  健康  

総  務  福田  協司  防災  

総  務  山内   工  防災  

監  事  菅野  常三   

監  事  大槻  修久   

顧  問  座間  康臣   

 

平成 29 年度活動計画  

 

安全：安全まちづくり委員会  美しい：美しい街づくり委員会  

防災：防災委員会   健康：こころと身体の健康づくり委員会  
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平成 28 年新入学児童見守り会議の開催  
 

安全まちづくり委員会では、安全まちづくり委員

会協力委員、青パト運転協力者、武蔵野会館運営協

議会役員による児童見守り会議を 4 月 26 日（水）

に開催致しました。  

第 1部では市役所生活コミュニティ課の小森様よ

り「交通安全、防犯について」の講話を頂きました。  

長年の警察官としての経験、苦労をユ－モアを交

えてお話を頂き参加者皆様が今後大いに参考になっ

た講演でした。  

第 2 部では、来賓として高橋学校教育部長、小松

生活コミュニティ課長、岡部武蔵野小校長、上田つ

つじが丘小校長、大井昭島警察署生活安全課長の皆

様より見守り活動に対するお礼と市内や学校での取

り組み等の情報などについてご挨拶がありました。  

又参加者から自転車による通行表示の問題、車で

の直進、左折、右折の表示変更の検討依頼等の意見

が警察にありました。  

子供見守り活動は、スタ－ト時参加者が多かった

が年々参加が少なくなり必ずしも全地域で実施され

ていないので、見守り協力委員、PTA（単独で見守

り実施）との話合いを行い、より充実した会となる

様にしたいと思っています。  

尚、昨今見守りしている人が考えられぬ問題を起

こしており、どの様に対処すべきかを考えなければ

ならないと感じております。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心と身体の健康づくり委員会では、AED 設置場所の一覧表を作成して、あいスポットプレス 36 号に

別刷りとして発行しましたが、追加の要望がありましたのでご紹介します。ある程度追加があれば、ま

とめて改訂版を発行してゆきます。  

 設置場所  住所  電話番号  備考  

５６ デイサービス こうのとり  昭島市玉川町５－１０－７  ５１９－２８６７  

■安全まちづくり委員会 

武蔵野会館運営協議会活動日誌  

 

４月  
26 日   新入児童見守り会議  

28 日   新役員関係事前調整  
 

５月  
３日   28 年度決算・事業監査  

６日   役員選考会議  

10 日   定例役員会  

14 日   第 15 ブロック定期総会  

     あきしま・街づくり市民会議・なかがみ  

     定期総会  

17 日   議案書印刷・製本  

21 日   第 12 回定期総会  

22 日   愛校の日清掃活動  

27 日   瑞雲中運動会  

31 日   防災委員会引継ぎ会議  

    臨時役員会  
    チャレンジデー  
 

６月  
1４日   定例役員会  

あいスポットプレス 37 号発行   


