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春 まつり
３月５日（日）四宮区民集会所にて恒例の「春まつり」を催しました。いち
早く満開を迎えた梅の花は名残の香りをふりまいてくれました。
うららかな春の日、おろしたての臼で初の餅をつき、午後2時には完売 、
おでんも赤飯も完売しました。室内ではお茶のお点前や作品展示に多数
の方のご参加をいただきました。皆さん 、お楽しみいただけましたでしょ
うか。ご来場ありがとうございました。

お餅販売

おろしたての臼でおもちつき

わたあめ販売

おでん販売

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

展

示

AED 体験

講

座

赤飯販売

フランクフルト販売

飲み物販売

コリントゲーム

焼き鳥販売

パン販売

いきいき美容教室 ハンド＆ネール編
4月5日
（水） 場所：井草地域区民センター

美容の力で健康寿命を延ばすことを目的にした 、いきいき美容教室の第
二弾として「ハンド＆ネール教室」が行われました。香りを嗅ぎながらリ
ラックスする軽い体操から始ま
り 、たっぷりのクリームをつけ入
念にハンドマッサージする方法を学びました。そしてマニキュアを
丁寧に塗り 、爪先をラメや小さなシールでかざり 、指先が華やかに
なりました。手先を美しく輝かせるだけでみなさまの明るく 、ぐっ
と若返った笑顔が印象的でした。
「家でも手を美しく保てるようマッ
サージをしていきたいと思いました」
「とても楽しく 、ネール一つで
心も気持ちも明るく笑顔になれて素敵です」などの感想が寄せられ
ました。

講

座

親子体操教室
4月16日
（日）
、23日
（日） 場所：井草地域区民センター

親子体操指導員の池上園美さん 、補助講師の川里ひとみさんの指導のもと 、2
回にわたり親子（父子）体操教室が実施されました。自己紹介をかねた挨拶から
始まり 、子どもを抱えてのスクワット 、5分間マラソン 、リズム体操 、ボール・
縄・タオル・風船などを使って運動し 、汗を流しながらスキンシップできまし
た。参加者から「内容も盛りだくさ
んで様々な子どもの興味を引く工
夫があり 、とても有意義な休日と
なった」
「楽しかった」などの感想
が寄せられました。

川里さん・池上さん

協働
事業

井草地域のまちづくり今昔

３月12日
（日） 場所：井草地域区民センター

上井草駅周辺の昭和の変遷をテーマに、二部構成で地域の古老が語りま
した。講師は、第一部が上井草駅周辺地区まちづくり協議会顧問の鈴木
定雄さん、第二部が同副会長の井口茂さんでした。鈴木さんはご自身の
体験を交えつつ、農業地域であった井荻村が、内田秀五郎村長の卓越し

鈴木さん

井口さん

た指導力で大区画整理を実行し、中島飛行機を誘致し、地域の産業振興
を計り、商店街の発足をみるに至った様子を語りました。西武鉄道と上井
草周辺の発展の歴史の話もありました。井口さんからは、この地域で３万
年前の氷河期の旧石器が最近見つかり、古来から水が豊かで樹木が良く
育つ住み易い土地柄である事が示され、町づくりの概要も語られました。
お二人とも、古老と呼ぶにはとても若々しくお元気で、弁舌爽やかなもの
でした。長くこの地域に住んでいる人も知らない、後々に残したいお話が
たくさんありました。

協働
事業

科学であそぼう！
3月19日(日)

場所：井草地域区民センター

子どもたちへ科学に触れる機会を提供する目的で、社会教育センターと桃五・沓
掛・八成小PTAと当協議会の協働事業
「科学であそぼう！」
を開催しました。サンダ
イヤルカフェの
「日時計を作ろう」
では、スライドとお話の後、日時計を作成し、実
際に外で太陽光を浴びて時を確認しました。杉並環境ネットワークの「よく飛ぶ
竹とんぼを作ろう」では説明の後、竹をやすりで平らに削って左右の羽のバラン
スをとり、羽の中央にアルミを巻きあぶってねじり、色付けしました。完成した竹
トンボを左手は動かさず右手のみ前に押し出すようにして飛ばすことを学び、上
手に遠くまで飛ばしました。だがしや楽校の
「磁石の実験と回っておどるマスコッ
トを作ろう」では話を聞いて実験した後、大きな紙皿に絵を描き、磁石の付いた
割り箸を動かすと、マスコットはクルクル回転しながら動きました。杉並警察署
「鑑識活動体験」では、粉末法による指紋の顕出を行いました。どの講座も子ども
も大人も楽しく科学に触れあう良い機会となりました。

回っておどるマスコット

日時計を作ろう

ト ピ ッ ク ス 旧中庭に保育園が開園
4月1日 、当センター隣地（旧中庭）に保育園が開園し 、園児たちの明る
い声が響いています。保育園不足を解消するため急遽建設されました。
3月下旬に当協議会委員を対象に見学会が行われ 、細部にまで園児たち
の安全を考え設計されたピカピカの施設に感心しきりでした。園児たち
の健やかな成長を祈ります。

よく飛ぶ竹とんぼを作ろう

鑑識活動体験

井草地域区民センター協議会 今後の催し・講座など（予定）
名

称

開催日・時間

定員

費用

申込締切

みんなで楽しく
歌いましょう

6 ／ 5、12、19、26（月）
午前10時～ 12時

30名

100円

往復ハガキ
5/23（火）

ア ロ マ 虫 除 けスプ
レ ー＆ 虫 刺 されク
リームを作ろう

7 ／ 10（月）
午前10時～ 12時

16名

1000円

往復ハガキ
6/27（火）

発酵食品入門

7 ／ 7、14（金）
午前10時～ 12時

20名

1000円

往復ハガキ
6/27（火）

講演会
咀しゃく力と
脳の活性化

7 ／ 28（金）
午前10時～ 12時

40名

100円

往復ハガキ
7/11（火）

おもちゃの病院

5/27、6/10、24、7/8（土）
受付：午後1時30分～ 3時

1家族3件まで

申込は「当日 直接」以外は必
ず 往復ハガキ で締切日（必
着 ）で井草地域区民センター
協議会
（下記住所）
へ。
（抽選）
往復ハガキ記入例
（１人１枚）
①行事名②郵便番号・住所
③氏名（フリガナ）④年齢⑤
電話番号⑥託児ありの行事
は子供の氏名・年齢。
※返信用ハガキに申込者宛
名を記入してください。

当日直接

催し・講座の予定は毎月 15 日発行の「広報すぎなみ」に掲載されます。
催し・講座の詳細は
「当協議会ホームページ URL:http//www.igusahome.sakura.ne.jp/ 」をご覧ください。
問合せ先：井草地域区民センター協議会 ℡０３（３３０１）７７２３

井草地域区民センター協議会定期総会のご案内
■日時：平成 29 年 5 月 23 日
（火）10：00

■場所：井草地域区民センター

■議題：（1）
平成 28 年度事業報告

（2）
平成 28 年度収支決算

（3）
平成 29 年度事業計画

（4）
平成 29 年度収支予算

〜井草の散歩道〜

旧早稲田通りの旧跡その２

（5）
その他

井草観音堂

井草1-3

下井草駅西側踏切を北に50メートルほど行くと 、左側に久保の観音様とも呼ばれる井草観音堂があり 、江
戸初期に建立されたと言われています。現在は三宝寺（練馬区石神井台1-15）の境外仏堂になっています。
昭和五十六年に改築されたお堂の中には如意輪観音像と地蔵菩薩像がおさめられています。地元では「子
育て地蔵」と呼ばれ 、観音様とともに幼児の虫封じ・歯痛・夜泣きにご利益があるとして親しまれてきまし
た。畳敷きの部屋では地元の人たちがカラオケや民謡保存会の歌の練習 、井草北商店会の定例会 、初午や
ひょう

雹 祭りの打ち合わせ等に利用されています。杉並区の史跡散歩地図にも掲載されていますので巡っては
いかがですか。

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。

