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あけましておめでとうございます 元旦
地域との連携を広げ 、活き活きとした町づくりを
井草地域区民センター協議会 会長：山佳 愛司

平成26年度

八成まつり
盛大に開催

前日までの雨が心配されるなか 、当日は雨も上がり 、11月２日（日）八成区民
集会所において 、井草地域区民センター協議会主催の「八成まつり」が開催さ
れました。ご協力いただいた皆様 、ご参加くださった皆様 、ご来場の皆様 、あ
りがとうございました。

回覧

●常置場所：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 、上井草スポーツセンター、井草区民事務所 、上井草保健センター、地域の各児童館・
ゆうゆう館・郵便局 、下井草駅・井荻駅・上井草駅 、みんなの街の駅 、他

平成26年の地域コミュニティ活動を振り返る
1月

2月

どんど焼き

初笑い寄席

3月

協働事業・布草履を作ろう

つるし雛作り講座

4月

5月

春まつり

魚のさばき方入門講座

6月

7月

椅子体操教室

定期総会

8月

支援事業・くつかけ祭り

9月

協働事業・高齢社会から幸齢社会に

10月

井草センターまつり

11月・八成まつりは本誌1ページ
12月・コミュニティ・すくーるは本誌4ページをご覧ください。

井草地域区民センター協議会
設立30周年記念号発行

井草地域区民センター協議会設立30周年事業
日本フィル出張コンサート

日時:10月26日(日)

場所:井草地域区民センター

協議会設立30周年記念事業として 、日本フィルハーモニー交響楽団のメン
バーによる出張コンサートが 、井草地域区民センターで開催されました。
弦楽四重奏団による美しい調べに包まれて 、参加された皆さんは安らぎの
ひとときを満喫していました。プログラムは 、ビゼー作曲の『カルメン』よ
り
「闘牛士の行進」
、モーツァルト作曲の
「ディベルティメント第１番」
や
「ジ
ブリの名曲集」等が演奏され 、アンコール曲は今年大ヒットの映画『アナと
雪の女王』
の
「Let It Go ～ありのままで」
でした。

講

座

消しゴムはんこにチャレンジ

日時：11月7日(金) 場所：井草地域区民センター

関 智子さんを講師に迎え「消しゴムはんこ」を作成す
る講座が開催されました。年賀状に活かせるデザイン
画をもとに 、最初は簡単な直線による図案をカッター
講師 関さん
ナイフで削り、次に曲線で描かれた図案にチャレン
ジ。参加者の皆さんは小さな消しゴムを少しずつ削り、真剣に取り組んでいました。出来上がりはどれも素晴ら
しいものでした。
「前からやってみたかった」
「むずかしかったけれど楽しかった」
「年賀状に挑戦したい」という感
想が寄せられました。

講

座

ヨーロッパと日本～心と生活の違い
日時：11月8日(土) 場所：井草地域区民センター
お し お たかし

講師はドイツ文学者の小塩 節さん。小塩さんは中央大学名誉教授 、フェリス女学院院長。かつて
NHKドイツ語講座を長年担当 、西独日本大使館公使 、ケルン日本文化館館長をつとめました。桃
五小の卒業生であり、下井草ひこばえ幼稚園の園長でもあります。
講師 小塩さん
『西暦375年のゲルマン民族大移動がヨーロッパの始まりだった。それまでヨーロッパを支配し
ていたケルト人はローマ人に駆逐された。何故か？ ローマ人は文字を持っていたから。そして彼らが作った道・都市は
どんなものだったのか……。城壁に守られ市庁舎と教会を都市の中央に作ったヨーロッパの人たちは 、どんな土地を
選び 、どんな暮らしをしていたのか……。
』日本との比較を織り交ぜつつ 、ヨーロッパ各国の違いを説く話は具体的で
説得力があり、芭蕉の句にまで及んで聴く者を飽きさせませんでした。参加者からは 、小塩さんが時間不足でなさらな
かった
〈食〉
を中心に 、是非次回をとの声が多く寄せられていました。

講

座

古布で作る正月飾り

日時：11月11日
（火）
・18日
（火） 場所：井草地域区民センター

古い着物生地を使った針仕事の講座です。講師は手
たか こ
しん かい
芸作家の池田崇子さんとアシスタントの新海由美子
さん。古布に金糸をあしらい正月らしい華やかな雰
囲気の「一対の小さな門松」と「かわいい羽子板」を作
りました。参加者は集中して取り組み「明るく楽しい
時間でした」
「少々時間不足でしたが 、指導が親切で
ありがたかった」
「お正月にかわいい羽子板が飾れま
す」
「また参加したいです」
などの感想が寄せられました。
講師 池田さん

催

事

クリスマスコンサート

日時：12月14日
（日） 場所：井草地域区民センター

オペラにミュージカルに活躍する松本潮子さん 、宮腰裕明さんを中心に、中島
さつきさん 、椎名彩実さんを加えてクリスマスコンサートが開かれました。ピ
アノ伴奏は山本紗知さんと白鳥幸恵さん。司会は中島なつきさん。
「もろびとこ
ぞりて」
「神のみ子は今宵しも」
「牧人ひつじを」
と敬虔な唄から始まり、オペラの
アリアの熱唱を挟み 、
「ホワイトクリスマス」
「きよしこのよる」
まで全15曲でクリスマ
スを寿ぎました。来場の皆さんの合唱を交えた「赤鼻のトナカイ」
「あわてんぼうのサ
ンタクロース」
で盛り上がり、映画
『美女と野獣』
、ミュージカル
『キャッツ』
からのナン
バーもクリスマスに相応しいものでした。アンコール曲
「見上げてごらん夜の星を」
で
静かに幕を閉じると、会場の熱気で頬を染めた皆さんは、この冬いちばんの寒さのな
か家路を辿られました。この日、夕刻 、都心では初雪が舞ったとか。

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。

コミュニティ・すくーる「棟方志功の世界」
日時：12月６日(土) 場所：井草地域区民センター
むなかた し こう

棟方志功
（明治36年～昭和50年）
は青森県出身の版画家で、20世紀の美術界を代表する世界的巨匠
の一人です。大正13年に上京、阿佐ヶ谷の借家で友人と共同生活をはじめ、近隣での転居を繰り返
しますが、疎開後の昭和26年から72歳で亡くなるまで荻窪四丁目
（現・上荻一丁目）
に在住した、杉並
区と縁の深い作家です。
「板から生まれる画（え）
」という意味を込め、
自らの作品を「板画」と称し、独自の世界を作り続け、昭和45年には
文化勲章を受賞。国際的評価も高く、
「世界の棟方」
と称されました。 講師 石井頼子さん
当日は、お孫さんの石井頼子さんを講師に迎え、ご家族ならではの
知られざる棟方志功の姿を、会場に展示された作品や多くの画像 、映像とともに学ぶこと
ができました。参加者からは「大ファンで作品を持っています」
「私も青森出身ですが、あら
などの声が寄せられました。
頼子さんに贈られた志功の書 ためて故郷の偉人を誇りに感じました」

〈地域のよりよい街づくりに貢献する〉

井草地域区民センター協議会委員の募集
ボランティア活動に参加しましょう！
井草地域区民センター協議会は、井草地域区民センター、四宮区民集会所、八成区民集会所を拠点にして、
地域住民の交流、コミュニティの形成を目的に、まつりや各種講座及び地域の団体との協働による事業を企画・
実施しています。委員は、地域内のPTAや自治会などの団体から推薦された委員と、地域内住民から公募で
選ばれた委員が、
「総務部」
「広報部」
「コミュニティ部」
「講座運営部」に所属し活動しています。
任 期：平成 27 年 6 月 1 日から、原則として 2 期 4 年
対 象：井草地域内にお住まいの方（井草地域とは、井草 1～ 5 丁目、上井草 1～ 4 丁目、下井草 1～ 5 丁目、
清水 2 ～ 3 丁目、今川 1～ 2 丁目を指します）で、ボランティア活動ができる熱意のある方
定 員：10 名程度
申 込：申込書（井草地域区民センター協議会事務局で配布）を 2 月 27日（金）
〈必着〉までに同事務所へ
持参または郵送してください。後日面談。申込書は返却しません。
その他：活動にあたっては、交通費程度の活動費を支給します。
問合せ：井草地域区民センター協議会事務局
☎3301－7723（月から金曜日の午前 9 時～午後 5 時）

お知らせ
第30回
第35回
第35回

四宮森もちつき大会
上井草もちつき大会
下井草もちつき大会

平成27年

１月25日
（日） 12：30～15：00 雨天決行 会場：四宮森児童館
１月25日
（日） 13：00～15：30 雨天決行 会場：上井草児童館
２月 1日
（日） 12：00～14：00 雨天決行 会場：下井草児童館

春まつり

恒例のお花見とお餅つき

～皆さま、お誘い合わせてお出かけください～
日 時：3 月 1 日
（日） ＡＭ 10：00 ～ＰＭ 3：00（雨天決行）
会 場：四宮区民集会所 住所：杉並区上井草２－ 28 － 13
餅つき、模擬店、作品展示、工作教室、お茶席、など
問合せ：☎ 3301-7723（井草地域区民センター協議会事務局）
「井草の散歩道」はお休みします。

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。

