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あ け ま して
お め でと う ご ざ い ます

祝250号
おかげさまでマイタウンいぐさは250号を迎えました。今後も地域の活性化と発展のために貢献します。
井草地域区民センター協議会
会長：井口 喜由

平成27年度

八成まつり
盛大に開催

11月１日（日）八成区民集会所にて八成まつりが開催されました。当日は、秋の気配の
深まるなか雨予報もありましたが 、快晴の暖かい一日となり、多数の人が来場されまし
た。各種模擬店は大盛況で 、早い客足に野菜・赤飯・おでんは、たちまち売り切れてしま
いました。屋内では工作教室 、作品展示 、芸能発表が行われ 、楽しい時間を過ごしまし
た。ご来場の皆様 、ご協力頂きました団体の皆様 、本当に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27年の地域コミュニティ活動を振り返る
1月

2月

新春いぐさ演芸会

3月

春まつり

協働事業・男子料理入門教室

4月

5月

春まつり
協働事業・2015防災訓練 in 下井草

6月

魚のさばき方入門講座
定期総会

講座・古い絵葉書に見る東京・杉並

7月

講座・心を落ち着かせるコツを学びましょう

8月

支援事業・八成小学校60周年記念
イベントPTA子ども会

支援事業・四宮小学校
こども盆踊り

9月

井草センターまつり

取材・上井草夏まつり

10月

協働事業・ペットと防災

11月

八成まつり

講座・消しゴムはんこ作り
12月の活動は本号をごらんください。

協働 人形を作って、使って楽しい腹話術
事業 日時：11月14日(土) 場所：井草地域区民センター
全国読売防犯協会専任防犯講師の飯室真奈美さんを講師に迎え「人形を作って 、使って
楽しい腹話術」と題する講習会が行われました。講習で
は 、医療・福祉等様々な分野での効能に触れるとともに 、
腹話術の3000年もの歴史を紹介。その中で 、日本では
「分
講師 飯室さん
身声術」
として忍者が活用していたと紹介されました。
又、
腹話術は声を出し 、口を動かし手を使う健康に役立つものとの話もありました。
最後には 、参加者全員が靴下で作った人形を使って腹話術を実践し楽しみまし
た。お手伝いいただいた腹話術愛好会の皆さまありがとうございました。

協働 レクレーションスポーツダーツを楽しむ
事業 日時：11月28日(土) 場所：井草地域区民センター
障害の有無 、年齢 、性別に関係なく楽しめる「スポーツダーツ」を講師の石山恵子さんと
NPO法人プロップKの皆様の指導のもと体験しまし
た。まず 、ダーツボードのよみ方を教わり、どこに投
講師 石山さん
げると高得点になるかを理解してチャレンジしまし
た。時間が経つにつれ、
参加者の皆さんも本気モードで熱気があふれてきました。
初心者も経験者も健常者も障害者もゲーム感覚で楽しみながら交流できました。
健康にダイエットに皆さんもやってみませんか？

催

事

クラシックギターによる楽しいクリスマスコンサート
日時：12月19日
（土） 場所：井草地域区民センター

こう き

クラシックギターで演奏活動をされている渡邊茜さんと伊藤亘希さんを迎え 、ク
リスマスコンサートを開きました。幻想曲作品54bisから
始まり、曲の簡単な説明も加えながら 「
、ボヘミアン・ラプ
ソディ」
「アメイジング・グレイス」
「星に願いを」などデュ
オを含め10曲 、アンコールには坂本九さんの
「見上げてご
らん夜の星を」をしっとり演奏されました。
「楽しいひとと
きが過ごせた」
「演奏者の手元が見える距離でのコンサートは素敵」
「昔のギターの弦を張りな
渡邊さん 伊藤さん

講

座

おそうかと思った」
などの感想が寄せられました。

ステンドグラスでオーナメント作り

日時：12月1日
（火） 場所：井草地域区民センター
たけし

「ステンドグラスでオーナメント作り」の講座が
ステンドグラス作家の松本剛先生を講師に迎え、
開かれました。クリスマスに飾れるベルのデザインです。
前もってガラスがカットされているため、先生の丁寧な
指導のもと制作はスムースに進み全員 、時間内に完成す
ることが出来ました。参加者からは「始めてでしたが 、詳

講師 松本さん

しく教えて頂きとても楽しく制作できました。家に持ち
帰って飾るのが楽しみです。
「
」あこがれのステンドグラスの講座ですぐ応募し
ました。とても嬉しかったです。
「
」今後もシリーズの企画になってほしい。
」など
の感想が寄せられました。
講座「消しゴムはんこ作り」の記事と写真は左ページとホームページに掲載しました。

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。

コミュニティ・すくーる「子どもに本を」

杉並区名誉区民・石井桃子さんの世界

日時：12月5日(土) 場所：井草地域区民センター

映像作家の森英男さんを講師に迎え、子どもの頃読んだ絵本の作家 、翻
訳者 、編集者として活躍された石井桃子さんについてのお話がありまし
た。森さんは石井さんの百歳
（平成19年）
の新聞記事を読み 、石井さんの
足跡を映像化したいと取り組まれました。石井さんは翌年101歳の長寿
を迎えてお亡くなり直接会って伺うことはかなわなかったということで
したが 、関係する書物や 、石井さんを知る方々と出会い、このたび
「子ど
もに本を 石井桃子の挑戦『ノンちゃん牧場』と『子どもと文学』
」の２本
のドキュメンタリーを完成させました。映像を見ながら石井さんの生い

講師 森さん

石井桃子さん
立ちや戦争時の子供文学の流れ 、ヒュー・ロフティング作の
『ドリトル先
生～アフリカ行き』を井伏鱒二が翻訳した時に下訳をしたことなど詳しくお聞きすることができました。石井さんが長く
住まわれ 、今も
「かつら文庫」
のあるのが南荻窪。平成20年には杉並区名誉区民に選ばれました。代表作に
『ノンちゃん雲

に乗る』
『クマのプーさん』
『ちいさいおうち』
『うさこちゃん』
シリーズ
『ピーターラビット』
シリーズなどがあります。
「石井桃子さんの写真提供：公益財団法人 東京子ども図書館」

お知らせ
第31回 四宮森もちつき大会 １月31日
（日）
第36回 上井草もちつき大会 １月31日
（日）
第46回 ちびっこもちつき大会 ２月 6日
（土）
第36回 下井草もちつき大会 ２月 7日
（日）

平成28年

春まつり

12：30～15：00
13：00～15：30
13：00～15：00
12：00～14：00

雨天決行 会場：四宮森児童館
雨天決行 会場：上井草児童館
雨天決行 会場：清沓中通会議室
雨天決行 会場：下井草児童館

梅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 6 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
内 容：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〜

杉実祭

11月14日（土）
、すぎのき生活園にて杉実祭が開催されました。
すぎのき生活園は、知的障害者の方に対し、社会的に自立できる能力を
育てる為に必要な支援を行う通所施設です。すぎのきグループとけやき
グループからなり、84名（定員）の利
用者があります。杉実祭はすぎのき生
活園と保護者会の共催で行われ、地域
の人達が集まる、年一回のお祭りです。
アトラクション・模擬店・バザー・イベントや、すぎのき生活園ならではの作品展示・
即売もあり、来場者を楽しませてくれました。

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。

