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あけまして
おめでとうございます

今年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
〈地域のよりよい街づくりに貢献する 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委員の募集

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方と、地域内住民から公募で選ばれた方が、「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29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：申込書及び略歴書（井草地域区民センター協議会事務局で配布、また協議会ホームページ
http://www.igusahome.sakura.ne.jp/よりダウンロード）を、2月28日（火）〈必着〉までに
同事務局へ持参してください。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）

井草・西荻地域区民センター協議会 協働事業のご案内

『春よ来い! コンサート』2017「日曜日の音楽会」
西荻地域区民センター協議会との協働事業として、吉田賢二郎さん
（テノール）と伊藤茉那さん（ソプラノ）を迎えてコンサートを開催
します。また、コーラスグループ４団体（桃井第三小学校PTAコーラ
ス「彩」、コーラスを楽しむ会&ダルセーニョ、ふれあいコーラス、
Canta Mamma &音のわ合唱部）も出演します。
曲目＝「春よ、来い」「帰れソレントへ」「私のお父様」他
素敵な歌声を聴きに、是非お越しください。

日 時：平成29年２月５日
（日）
【開場】
午後１時 【開演】
午後１時30分
場 所：西荻地域区民センター 勤労福祉会館ホール
入場無料 、申込不要 、当日先着順340名
車いす席５席
（車いす席は要事前予約）

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28年の地域コミュニティ活動を振り返る
1月

2月

取材

3月

協働事業

井草どんどやき

春まつり

新春いぐさ演芸会

4月

5月

講座

ストレッチでリフレッシュ

6月

定期総会

7月

地域懇談会

8月 9月

講演
海で何が起こっているのか
知ってビックリ！海と魚の話

八成まつり

11月6日
（日）
八成区民集会所にお
いて盛大に開催され
ました。

支援事業

四宮小学校こども盆踊り

10月

センターまつり

協働事業
日本フィルハーモニー交響楽団
室内楽コンサートと防犯のお話

11月・12月の活動は本号をごらんください。

11月

協働事業
プラネタリウムで星を観よう！
天体望遠鏡を作ろう！

講座

いきいき美容教室

協働 手話入門講座
事業 日時：10月24日(月)・31日（月）、11月7日（月）・14日（月）

場所：井草地域区民センター

４回にわたり、
初心者向けの手話入門講座が開催されました。手話による挨拶に始まり、
自己紹介や簡単な会話を教わりました。手話は音声を介さずにコミュニケーションを
図る手段ですが 、敬語や丁寧語も表情や態度で表現することの出来る 、豊かな意思伝達
の方法です。各回 、様々な聴覚障害者をゲストに迎え 、経験談が披露され 、聴覚障害に
講師 猪俣さん
対する理解が深まりました。
「聴覚障害があっても 、普段の生活は大きな問題もなく過ご
せますが 、災害時はアナウンスが聞こえないので大変困ってしまいます。一見すると健常者と変わりがないので
困っていることが分かりません。駅や街中等で 、戸惑っている様子の人がいましたら 、肩に触れるなりして声を
掛けてもらえれば大変助かります」とのお話もありました。講師は 、杉並区聴覚障害者協会の猪股恵さんでした。
ゼロ歳で聴覚を失い 、大変な努力で言葉を学習し 、手話等のコミュニケーション手段を取得しました。今は 、情
熱をもって聴覚障害者の理解の教宣活動に従事しています。

協働 一度は聞いておこう 遺言・相続・成年後見の話
事業 日時：11月13日(日)・20日（日） 場所：井草地域区民センター
公益社団法人杉並区成年後見センターと協働で、
弁護士・司法書士の田中麻美さんを講師に迎え、
『認知症になったら財産管理などの支援を誰がするのか 、親が死
んだら葬儀以外に何をするのか 、遺言の書き方ポイント』など実
講師 田中さん
例を交えながら話していただきました。
「遺言を書くふんぎりが
ついた」
「基礎から整理して理解できた」
「大変具体的でよくわかった」
「親のこと 、自分
のこと 、これからのことを考えるきっかけになった」
「ゆっくり話してくださりわかりや
すかった」
などの感想がよせられました。

協働 いわさきちひろの世界
事業 日時：11月18日(金)・25日（金） 場所：井草地域区民センター
1回目は 、ちひろ美術館・東京のアソシエイト武石 香さんを講師に
迎え、
画家いわさきちひろ
（1918～1974）
の生涯や画風・絵の技法、
ちひろ美術館について 、絵本の朗読も含めながら話していただき
講師 武石さん
ました。2回目は下石神井の美術館でお話を伺いながら鑑賞しま
した。
「スライドが多くてわかりやすかった」
「とても興味深いお話でした」
「安曇野ちひろ
美術館にも行ってみたいです」
との感想がよせられました。

講

座

フレグランス ツリーキャンドルを作ろう
日時：11月30日(水) 場所：井草地域区民センター

講師に太田幸子さんを迎え、ウッディパイン
（緑）
・シトラスハーブ
（青）
・ローズラベ
ンダー（赤）の三種類の香りの中から選んだ三角錐のロウソクに花びらの様に丸めた
ロウをつけることに苦労しながら作りました。キャンドルつくりは初めてという参加
者もきれいなツリーキャンドルを香りも楽しみながら仕上げていました。

催

事

講師 太田さん

クリスマス アフタヌーンコンサート
日時：12月18日(日) 場所：井草地域区民センター

ヴァイオリン岩根 愛さんとピアノ川津直子さんのデュオ
で 、クラシックの名曲やクリスマスメドレーを演奏して
いただきました。クリスマスまで一週間のおだやかな午
後のひととき耳を傾け心も温められました。

岩根さん

川津さん

井草地域区民センター協議会が主催する行事の予定や内容・申し込み方法は、毎月11日発行の
「広報 すぎなみ」と「協議会ホームページ」に掲載されていますのでご覧ください。

コミュニティ・すくーる

「あなたの知らなかった杉並の鉄道とまちの発展の歴史」
日時：12月3日(土) 場所：井草地域区民センター
もり いずみ か い

「杉並の鉄道とまちの発展の歴史」をテーマに、杉並区立郷土博物館の森 泉 海さんを講師に迎え、
コミュニティ・すくーるが開催されました。明治以降の井草地域の発展の歴史が 、1891年の井荻村
の誕生から、1932年の東京市杉並区の成立に至る経緯
で語られました。関東大震災を境として、郊外人口が急
速に増加し、通勤 、通学 、旅行 、スポーツ等で人の移動
も活発化しました。郊外の発展に伴い、郊外と都市部を

講師 森泉さん

結ぶ鉄道が幾つも開業しました。鉄道路線の計画や往
時の様子が数多くの絵図や写真で説明されました。井荻村土地区画整理組合
が宅地化の促進を目指し、西武鉄道に対し3駅
（下井草 、井荻 、上井草）の誘致
活動を行なった経緯は地元の人にとって興味深い歴史ばなしでした。

お知らせ《予定》
第32回 四宮森もちつき大会 １月29日
（日）
第37回 上井草もちつき大会 １月29日
（日）
第47回 ちびっこもちつき大会 ２月 4日
（土）
第37回 下井草もちつき大会 ２月 5日
（日）

平成29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：桃井児童館
雨天決行 会場：下井草児童館

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 5 日
（日） 10：00 ～ 15：00（雨天決行）
会 場：四宮区民集会所 （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〜

総合震災訓練 井草森公園・旧杉並中継所
（井草4-12）

11月23日、小春日和の中、井草森公園に約1200名が集まり、午前10時から午後1時迄、今
年の総合震災訓練がありました。防災拠点に集合して会場の井草森公園に避難誘導を実施し
た防災会もあり、意義深い訓練が実施されました。主たる内容は多くの関係機関と区民が一
体となって模擬訓練と「消火器はどう使う？」
「スタンドパイ
プって何？」
「避難所ってどこ？」といった日頃感じている災
害時の不安や疑問を解決できる機会となりました、倒壊家屋
の大道具も設置され、本格的な救出訓練でした。そして、ス
タンプラリーも活気を呼び、スタンプの数に合わせて参加者
には防災関連用品の記念品が配布されました。

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。

