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第 44 号 
 

写真は第 13 回定期総会風景  

市立武蔵野会館 

議案書は当日お配りします  

スリッパをご持参ください  

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）       

 

市立武蔵野会館運営協議会 
 

第 14 回 定期総会 
 

日  時：平成 31 年 5 月 19 日（日）  午後 3 時開会  

場  所：武蔵野会館２階集会室  

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  
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 １月 27 日（日）10：00

～11：30、武蔵野会館で、

平成 30 年度「東京防災」学

習セミナーを開催いたしま

した。参加者は 30 名でした。 

 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、講師に危機管理推進協

会の奥野幸範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部構成で行われ

ました。  

①  「東京防災」から学ぶ今す

ぐやるべき「４つの備え」

について  

②  「首都直下地震への備え」

自治会における地域防災活動の課題と対策

について実例紹介とディスカッション  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東京防災」学習セミナー 

 

 

平成 27 年に東京都の全家庭に配布された

「東京防災」をもう一度見直してみましょう。  

特に「今やろう！  ４つの備え」は、生き延

びるための大切な内容となっています。  

阪神・淡路大震災の際、公助（警察、消防、

自衛隊など）による救出はわずか 1.7％であ

り、改めて自助・共助・近助の必要性を痛感し

ました。  

今やろう防災アクション 
 

 

 

 

ディスカッションでは、「あなたの地域の  

防災上の課題は何ですか」、「その課題を解  

決する方法は何でしょうか」というテーマ  

で意見を出し合いました。  

出された意見は  

・防災活動への参加者が少ない  

・参加してもらう工夫が必要  

・座学よりも実践的な内容を  

・普段のコミュニケーションが大切  

など  

首都直下地震への備え  
町会・自治会などによる地域防災

活動の方法について  

今できることは今やりましょう  
 

自分の命は自分で守りましょう  

災害発生後、必要なこととして、ボランティアを装った空き巣狙いなど悪質な犯罪が発生するこ

とがあるので、防犯体制も必要となるとのことです。  
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認知症サポーター養成講座を開催しました  

心と身体の健康づくり委員会は、１月２３日、

中部地域包括支援センターから講師をお招きし、

認知症の基礎的な知識や、認知症サポーターが

地域で何ができるかなどのお話を伺いました。  

また DVD で認知症の方には、やさしく、さ

りげなく対応してあげることが必要ということ

を学びました。  

認知症になりにくくするための食事や体操の

お話もありました。  

参加者数は 35 名でした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19 日（火）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、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。  

今回は、昭島消防署大神出張所のご指導をい

ただきました。  

訓練は、まず消防署への通報を模擬電話機で

行いました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に実際に火災発生を想定して、火災発生

（発見）、館内放送、利用者の避難誘導、消防署

への通報、避難場所での点呼で終了しました。  

利用者のうち 12 名が避難訓練に参加してい

ただきました。  

 訓練終了後、利用者の方を含めて、管理員・

役員で、模擬消火器を使って初期消火訓練を行

いました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご協力いただいた利用者の皆様、ありがとう

ございました。  

■  心 と 身 体 の 健 康 づ く り 委 員 会 
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３月２7 日（水）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。  

 今回も、武蔵野会館運営協議会役員他、中神

駅前商店会、中神工業団地協力会、シルバーな

どから参加をいただきましたが、参加者は合計

9 名といつもより少ないでした。  

 

 

あいスポットプレス 36 号で、武蔵野会館近  

隣地区におけるＡＥＤ設置状況を折り込みでお

届けしましたが、この度改訂版を作成しました

のでお届けします。  

 掲載にご協力いただきありがとうございます。 

 

 

 

◇使用済みのはがき等の回収が行われます  

  はがきや封筒は個人情

報が記載されているため

廃棄には気を遣うところ

ですが、昭島市では、4

月 1 日から専用の回収ボ

ックスを設けてトイレッ

トペーパーなどに再生す

ることとなりました。  

 武蔵野会館にも回収ボックスが設置され

ましたのでご利用ください。  
 

◇武蔵野会館も禁煙となりました  

 受動喫煙  （他人の吸ったた

ばこの煙を周囲の人が吸って  

しまうこと）による健康への

悪影響を防止するため、武蔵

野会館を含む市の公共施設は、

４月 1 日から敷地内禁煙とな

りました。  

 ご理解とご協力をお願いします。  

 

 

◇青パト運転協力者会議を開催しました  

 ３月 19 日（火）青パト運転協力者会議を  

行い、31 年度４月から６月までの協力者の  

担当割り振りを行いました。  
 

◇昭島警察署から感謝状をいただきました  

 武蔵野会館運営協議会の青パト運行は平成

20 年から始まりましたが、発足当初からこれ

まで 10 年にわたり運転に従事された、村木さ

ん、藤原さん、上野さん、宮原さんの 4 人が、

3 月 25 日に昭島警察署降矢署長から感謝状を

いただきました。  

 なお、同時にあきしま・街づ

くり市民会議・なかがみのメン

バー2 名も感謝状を授与されました。  

 

武蔵野会館運営協議会活動日誌  

１月  
14 日   つつじが丘ハイツ餅つき大会  

23 日   認知症サポーター養成講座  

27 日   「東京防災」学習セミナー  
 

２月  
13 日   定例役員会  
 

３月  
13 日   定例役員会  

19 日   武蔵野会館消防訓練  

青パト会議  

23 日   ロッカー抽選会  

25 日   青パト長期運転者に対する昭島警察署  

署長からの感謝状贈呈式  

27 日   美化・マナーアップキャンペーン  
 

4 月  
6 日   まちづくり昭島北  第 7 回定期総会  

10 日   定例役員会  

 あいスポットプレス 44 号発行  
 

5 月  
8 日   定例役員会  

19 日   第 14 回定期総会  

お  知  ら  せ  

■ 美 し い ま ち づ く り 委 員 会 ■  安 全 ま ち づ く り 委 員 会 

■ 心 と 身 体 の 健 康 づ く り 委 員 会 

https://illustimage.com/?id=5446


平成31年4月10日

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 朝日新聞ASA昭島　（有）スルガ 朝日町２－６－２２ ５４６－７３４４

6 いなげや昭島中神店 朝日町３－１－２６ ５４１－８０６６

7 小松眼科 朝日町３－７－９ ５４１－１７３１ 営業時間内限る

8 昭島市水道部 朝日町４－２３－２８ ５４１－０６８０

9 市民交流センター 玉川町４－９－２２ ５４１－４６２４

10 デイサービス　こうのとり 玉川町５－１０－７ ５１９－２８６７

11 東京トヨタ　昭和の森店 つつじが丘１－１－33 ５４３－６７１１

12 東京トヨペット　Ｔ－Ｃｕｓ つつじが丘１－１－１０ ５４１－３８３０

13 つつじヶ丘小学校 つつじヶ丘２－１－３０ ５４６－１１７０

14 瑞雲中学校 つつじヶ丘２－２－６ ５４４－６５１１

15 児童センター つつじが丘２－３－２１ ５４４－５１３２

16 ケーズデンキ つつじが丘２－８－２０ ５４９－０６０１

17 カインズホーム つつじが丘２－８－５５ ５００－０７７７

18 新幹線図書館 つつじが丘３－１－３０ ５４５－５４４８

19 昭島消防署大神出張所 つつじが丘３－２－２ ５４６－０１１９

20 つつじが丘駐在所 つつじが丘３－５－２２ ５４６－０１１０

21 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

22 KOTORIホール つつじが丘３－７－７ ５４６－１７１１

23 土地区画整理事務所 中神町１１３６－１６ ５４５－４１００

24 関歯科クリニック 中神町１１３６－１３１ ５４４－２３３６

25 フランスベッド（株） 中神町１１４８ ５４３－３１１１

26 武蔵野会館 中神町１１７２－１ ５００－４３２０

27 中神名倉堂接骨院ﾒｿﾞﾝｶﾙﾑ 中神町１１８６－３ ５４５－４０６０

28 昭島幼稚園 中神町１２３２ ５４１－０７５３

29 中神駐在所 中神町１２７７ ５４６－０１１０

30 富士見会館 中神町１２８２ ５４４－９４１６

31 なごみの里 中神町１３４５－１ ５４９－０７０７

32 富士見丘小学校 福島町８９０ ５４１－００５５

33 ヤオコー 美堀町１－１－１ ５４９－０９１１ 駅周辺に限る

34 プレイシア 宮沢町４９４－１１ ５４２－５０９１

35 福島保育園　分園 宮沢町４９７－２ ５４４－４６６４

36 ザ・ビッグ昭島店 宮沢町５００－１ ５００－７０１１

37 ﾊﾛｰｽﾏｲﾙ歯科ﾋﾞｯｸﾞ2F 宮沢町５００－１ ５４５－４８０８

38 東京シマダヤ 武蔵野２－１－２２ ５４３－１３８１

39 武蔵野小学校 武蔵野２－３－１ ５４３－８６６６

40 スターゼン広域販売（株） 武蔵野２－５－２８ ５４３－５３３１

41 東京みどり農業協同組合 武蔵野２－６－１２ ５４２－３２２１

42 日本電子テクニクス（株） 武蔵野２－６－３８ ５４３－６３１１ 休日夜間は不可

43 うしお病院 武蔵野２－７－１２ ５４１－５４２３

44 木村電子工業（株） 武蔵野２－７－７ ５４４－３２１１

45 日本電子インスツルメンツ（株） 武蔵野２－８－１１ ５４１－４２９１ 休日は不可

46 ビームボウル昭島 武蔵野２－９－３ ５４３－５２１３

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

48 エネオス昭島北ＳＳ 武蔵野２－１１－２３ ５４６－１２００

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

50 パチンコ　マルハン昭島店 武蔵野２－２４－１２ ５４９－１３７７

51 日本航空電子工業（株） 武蔵野３－１－１ ５４９－９１２０

52 日本電子（株） 武蔵野３－１－２ ５４２－２１１0 西門、東門の守衛所に設置

53 リサイクル洗ビンセンター 武蔵野３－２－１９ ５４２－５８００

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

55 ＨＯＹＡ（株） 武蔵野３－３－１ ５４６－２５１１

56 バーデン昭島（東） 武蔵野３－５－４０ ５４３－５２２２

57 バーデン昭島（西）正面 武蔵野３－５－４０ ５４３－５２２２

58 パチンコ　プラザ５ 武蔵野３－８－２０ ５４１－３３３２

59 (有)竹本製作所 武蔵野３－９－２９ ５４５－０５７５

60 ホンダカーズ東京西昭島店 武蔵野３－11-20 ５４１－８７７７

61 パチンコ　キクヤ昭島店 武蔵野３－１１－３２ ５００－６０６０

62 ソラスト 築地町２４４－２ カレッジコート101 ５４９－１８１１

63 ハイホーム立川一番町 立川市一番町１－１４－１ ５３１－１４１５

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

武蔵野会館運営協議会
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