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井草センターまつり
９月７日（土）
、８日（日）の二日間にわたり、井草地域区民センターにおいて平成25年度井草センターまつり
が開催されました。両日とも天候に恵まれ 、大勢の人たちが来場 、今年は例年になく子どもたちや小さなお
子さん連れの家族が大変目立ちました。そして 、屋外の即売会やフリーマーケット、各種模擬店は今年も大
盛況 、お昼前に完売続出でした。屋内では作品展示 、芸能発表 、お茶席 、工作体験教室などが行われ 、ブース
によっては人が入りきらないほどの盛況ぶりでした。
ご来場の皆様 、出店していただいた団体の皆様 、ご協力有難うございました。

今年もビンゴ大会は大盛況 !!

回覧

●常置場所：西武新宿線下井草駅・井荻駅・上井草駅、
井草地域区民センター、
四宮・八成集会所、
柿木・下井草図書館、
街の駅
（井荻駅前）
、
大森整形外科医院、
竹下整形外科、
宝盛庵
（おそば屋さん）

子供たちの太鼓演奏

エントランスのにぎわい

物産展ではこの行列

協議会のわたあめ販売

立礼（りゅうれい）のお茶席

小学生による吹奏楽演奏

地下音楽室の発表風景

工作教室の作品

今年も
がんばりました
仲間募集中！

かき氷販売

華麗な太鼓演奏

中学生演奏の吹奏楽

協議会スタッフ

協働
事業

～井草センターのつどい～

日フィル弦楽四重奏の調べと防犯の話
10月７日
（月） 場所：井草地域区民センター

例年には珍しく暑さの残る秋の午後 、協働事業「日本フィル弦楽四重奏の調べと防犯の話」
はねいし

が行われました。まず 、羽石荻窪警察署長から「母さん助けて詐欺（振り込め詐欺）
」につい
て◆①カバン（をなくした）②会社（で失敗した）③示談金（を払わなければいけない）④還付
金（を支払います）の４つのキーワードを鵜呑みにしなければ 、振り込め詐欺の９割はなく
なります◆無人ＡＴＭやコンビニに誘導しようとする◆年末に向けて増加傾向にある な

羽石荻窪警察署長

どの説明があり 、生活安全課 関川防犯係長からは 、窓の補助錠や対策装置
「振込め詐欺見張隊」
など防犯グッ
ズの説明がありました。
（※詳しくは 、荻窪警察署にお問い合わせください。
）
休憩の後 、遠藤直子さん
（ヴァイ
なか つかさ

オリン）・豊田早織さん（ヴァイオリン）
・菊田秋一さん（ヴィオラ）
・中 務 幸彦さん（チェロ）による日本フィ
ル弦楽四重奏の演奏が行われ 、秋の昼下がり 、柔
らかな弦楽器の音色に乗せて馴染みのある名曲
を味わいました。参加者からは「幸せなひと時で
した」
「涙が出そうでした」
「聞きなれた曲も一段
と輝いているように感じました」などの感想が寄
せられました。

日本フィルの弦楽四重奏

ドキュメンタリー映画
「逃げ遅れる人々」
鑑賞
10月19日
（土） 場所：中瀬中学校 図書室

中瀬中学校・杉並障害者団体連合会との協働事業が中瀬中学校の震災
救援所訓練の一環として 、ドキュメンタリー映画3.11東日本大震災
に学ぶ「逃げ遅れる人々」の鑑賞会が行われました。東日本大震災にお
ける障がい者の方の実情について記録されたこのドキュメンタリー映
画には、障がい者の避難の様子、
苦悩、
周囲の理解不足、
障がい者サポー
トの大変さ 、物理的なサポート以上に大切なメンタル面のケアなどが
丁寧に描かれていました。学ぶことが非常に多く 、今後起こるかもし
れない大災害における自分が出来ることについても考えさせられまし
た。また災害における障がい者が直面する困難に対する対策も急務で
あると感じました。多くの人に見てほしいドキュメンタリー映画でした。

ロープ結びのいろいろ

10月19・26日
（土） 場所：井草地域区民センター

ボーイスカウト杉並第11団委員長の佐藤武信氏を講師に迎えて 、ロープの結び方について学びました。本結び
（ほんむすび）
・馬つなぎ・一重つなぎ
（ひとえつなぎ）
・もやい結び・二重巻き結び・バタフライノット・海老結び・
モンキー結び・ボタン結びなど様々な結び方を 、実際にロープを持ってやってみました。参加者には 、井荻中学
校レスキュー隊の皆さんや年配の方々なども交じり、講師に質問
をして個人教授を受けたり、参加者同士が互いに教え合ったり、
和気あいあいの中にも熱のこもった講習会になりました。震災
時・アウトドアに出かけた時・洗濯物を部屋干しする時など 、様々
な局面で応用ができるので 、
「一回教わっただけでは忘れてしま
う。ぜひ機会を見つけて 、またやって欲しい。
」との声が多数寄せ
られました。

講

座

初心者カードマジック入門講座

９月28日、10月５・12日
（土） 計３回 場所：井草地域区民センター

ANXRA
（アンギュラ）さん指導の下にトランプを使用したカードマ
ジック入門講座が 、３回にわたり開催されました。参加者の皆さんは
教材のマジック用のマットとトランプを使い 、最初はカードをマット
の上に広げる「リボンスプレッド」
、カードを手のひらに扇型に広げる
「ファン」を学んだ後 、４種のカード当てやダイスを出現させるマジッ
クなど 、ANXRAさんの話術にも引き込まれ 、終了時間が過ぎても一生
懸命習得しようと励んでいました。参加者からは
「大変楽しかった」
「今
後も続けてほしい」
などの意見が多く寄せられました。

講座運営部主催の講座の予定は、毎月11日発行の「広報 すぎなみ」に掲載されます。
講座内容や申し込みについては、「広報 すぎなみ」にてご確認ください。

ト ピ ッ ク ス あけぼのまつり

～ほしい・おいしい・たのしい・あけぼのまつり～

10月26日（土） 場所：社会福祉法人 いたるセンター
「あけぼの作業所」

台風の影響で雨が降るなか 、10時の開始時刻前にたくさんのお客さんが並んで待っていました。屋外で行う予定
の模擬店は雨の為施設内で行うことになりたくさんのお客さんで賑わって
いました。施設内ではゲーム 、作業所メンバーの手作り品販売の他 、バザー
会場では衣類・靴・カバン・食器・雑貨・おもちゃなどお目当ての物を格安で手
に入れていました。あけぼのまつりのフィナーレは作業所メンバーの音楽療
法として月２回練習している合唱＆合奏の発表が行われ 、最後は満席となっ
た会場のお客さんと一緒に
「しあわせの歌」
の大合唱 、お客さま・メンバー・ご
家族・職員が一体となり閉会しました。

お知らせ
第36回

井草どんどやき

１月11日
（土） 13：30～15：30

雨天順延

会場：八成小学校

第29回

四宮森もちつき大会

１月26日
（日） 12：30～15：00

雨天決行

会場：四宮森児童館

第34回

上井草もちつき大会

１月26日
（日） 13：00～15：30

雨天決行

会場：上井草児童館

第34回

下井草もちつき大会

２月  2日
（日）

雨天決行

会場：下井草児童館

〜井草の散歩道〜

未

定

「井草地域の街路樹」

井草地域及び隣接する道路の街路樹について調べてみました。落葉のあと
面白い実をつける樹木も多いので観察してみて下さい。
〈環八：モミジバフ
ウ・トウカエデ・ハナミズキ・南京ハゼなど〉
〈青梅街道：銀杏・トウカエ
デなど〉
〈早稲田通り：トウカエデなど〉
〈新青梅：トウカエデ・ヤマボウシ・
モミジバフウなど〉
〈仙川通り：プラタナスなど〉となっています。特に環
八早稲田通り交差点から千川通り交差点まで、ハート形の葉っぱが真っ赤
に染まり、落葉後にまっ白い実となる南京ハゼは注目です。
写真は 上段：左から、プラタナス・南京ハゼ・ヤマボウシ
下段：左から、モミジバフウ・トウカエデ

井草地域区民センター協議会

〒167-0022 杉並区下井草5-7-22   Tel.03（3301）7723

［検索］井草地域区民センター協議会

☞とパソコンで検索してみてください。

