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３月１３日（土）午後、２年ぶりに「ちびっこ運動会」が開催されました。  

また２７日（日）には市立第二中学校生徒による音楽会が行われました。 

コロナ感染予防を図りながら、交流の大切さを確かめ合いました。 
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新年度を迎えて  
 新緑の美しい季節になりました。日頃より西部コミュニティ協議会の活動につきましてご理解とご協力をいただ

きありがとうございます。 

４月１６日に第４１回住民総会を開催いたしました。令和３年度の活動報告、決算報告・監査報告、今年度の活

動計画、予算の審議と承認の後、令和４年度の運営委員についても承認いただきました。 

今年度もコロナ感染防止対策を行い、今できること今だからできることを工夫し、地域のコミュニティの場とし

て皆さまが安心してご利用できるように、運営委員一同力を合わせて努めてまいります。引き続き、よろしくお願

いいたします。 

西部コミュニティ協議会 会長 髙橋 淳子 

 

第４１回住民総会を開催 

 

令和４年４月１６日（土）、西部コミュニティ

協議会第４１回住民総会が開催され、令和３年

度活動報告、同決算および監査報告を承認、令

和４年度の活動計画・予算・運営委員を決定し

ました。 

 

 令和３年度決算と令和４年度予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度役員・監事 
なお、令和４年

度役員の欠員の候補

者は総会の承認が必

要ですが、今年度に

限り、運営委員会で

の承認とさせていた

だくことになりまし

た。 
 

 

また、令和４年度活動計画は次ページを 

ご参照ください。 

<収入>

項　　　目

令和３年度

決算

令和４年度

予算

市 補 助 金 1,839,000 903,000

前年度繰越金 2,557,837 2,008,876

雑 収 入 49 100

合      計 4,396,886 2,911,976

<支出>

項　　　目

令和３年度

決算

令和４年度

予算

事 業 費 263,006 775,000

運 営 費 107,473 200,000

消 耗 品 費 495,902 523,000

印 刷 製 本 費 339,662 400,000

通 信 ・ 交 通 費 113,352 125,000

研 連 負 担 金 20,000 20,000

備 品 費 1,048,615 100,000

予 備 費 0 768,976

次年度繰越金 2,008,876 0

合      計 4,396,886 2,911,976

会長 髙橋　淳子

副会長 大鷲　美津江

副会長 平野　薫

副会長 梁井　記代

会計 西堀　廣子

会計 横山　勇

監事 秋本　正

監事 今井　和代
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令和４年度 活動計画 

    

   第４１回住民総会では以下のような活動計画が決まりました。 

   （その後の運営委員会で決めた内容も加えてあります） 

 

 

開催日 活動名 備考　　

４月16日（土） 第41回住民総会

４月25日（月） 健康づくり出前講座

５月20日（金） パソコンセミナー(1回目)

５月22日（日） 地域フォーラム

７月17日（日） 第10回コミセンまつり

７月未定 防災訓練

７月22日(金)

８月23日(火)
夏休みコミュニティ食堂

８月20日（土） ちびっこ運動会

10月９日（日） 太極拳･気功の集い

11月18日(金) パソコンセミナー(2回目)

11月未定 文化祭

11月未定 コンサート

１月未定 活け花実演

１月未定 どんど焼き(桜野地区･第二地区) 青少協主催

２月未定 味噌を手づくりしてみよう

２月未定 防災訓練

未　定 第14回武蔵境ピクニック

未　定 地域懇談会

未　定 カラオケ大会

未　定 石鹸を手作りしてみましょう

未　定 フレイル体操 桜堤ケアハウス主催

未　定 ボッチヤ大会

未　定 バドミントンの集い

未　定 大掃除

未　定 工作の会

未　定 卓球の集い

未　定 ベーゴマ大会

未　定 コミセンウォーキング

未　定 運営委員研修会

末　定 登録団体懇談会

未　定 地域フォーラム

末　定 市民と市長のふれあいトーク

未　定 上映会

未　定 コミセンデー(※)

※なお、諸事情により予定は変更になる場合があります。

※コミセンデーは年度当初に決められない事業
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西部コミセン 今日この頃 
 

◎行事の報告◎ 

＊健康づくり出前講座 
 ４月２５日(月) 

 ２５名参加し、「運動講座 

・代謝アップ」として、健康 

づくり支援センターの講師の 

指導により正しいウォーキン 

グなどを学びました。 

＊パソコンセミナー 
 ５月２０日（金） 

 ２０名が参加し「ＬＩＮＥ 

を使ってみよう」をテーマに 

楽しみながらＬＩＮＥの使い方 

を練習しました。 

＊地域フォーラム 
 ５月２２日（日）  

 約５０名（オンライン含む） 

が参加して、「子どもの権利に 

ついて考えよう」をテーマに 

早稲田大学名誉教授喜多明人氏の講演・武蔵野市

の担当者からの検討委員会中間報告の説明を受け、

意見交換・質疑応答をしました。 

 

◎行事の予定◎ 

＊第１０回コミセンまつり 
 ７月１７日（日） 

 コロナの影響で２年ぶりの開催になります。 

現在、内容を検討中ですので良いアイディアが 

ありましたらコミセン窓口までご連絡ください。 

＊ちびっこ運動会 
 ８月２０日（土） 

従来の３月開催を、８月に変更しての開催です。

参加対象は未就園児と保護者です。 

 

 

 

フリーWi-Fiについて 
 フリーWi-Fiの本格運用が始まりました。詳細は武

蔵野市のホームページをご覧ください。 

 ＜利用にあたっての留意事項＞ 

 本サービスは、公序良俗に反する内容、青少

年の健全育成を阻害する内容等のサイトへの

閲覧を制限（フィルタリング）しています。 

 アクセスポイント設置場所から離れた場所で

のご利用や、ご利用になる対応端末の機種、

ご利用人数等によって、通信が遅くなる、ま

たは接続出来ないことがあります。 

 接続設定は利用者ご自身で行なってください。

コミュニティセンターでは設定を行いません。 

 安全にご利用いただくため、クレジットカー

ド番号や ID、パスワードなど重要な情報の入

力は控えていただき、利用者ご自身の責任に

おいて本サービスをご利用ください。 

 万が一、本サービスのご利用によって利用者

ご自身の損害や第三者との紛争が生じても、

武蔵野市及びサービス提供事業者、各コミュ

ニティセンターは一切の責任を負いかねます。 

（武蔵野市のホームページより抜粋） 

＜編集後記＞ 
 住民総会が終わり新年度が始動しました。コロナ

の不安は残るものの、再開・再会の大切さもわかっ

た今日この頃、改めて「コミュニティの意義」が問

われています。困難を乗り越える地域の底力を信じ

て西部コミセンも全力を尽くします。（横山勇） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

編集委員＝髙橋淳子・大鷲美津江・平野薫 

梁井記代・西堀廣子・横山勇 

西部コミセンの最新情報はホームページを 

ご覧ください。 

https://seibu-c.sakura.ne.jp/ 

または

https://seibu-c.sakura.ne.jp/

