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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 行川 勉

八成まつり

11月12日
（日）八成区民集会所において八成まつりが開催されました。
当日は快晴の一日となり、多くの方が来場されました。ご来場の皆様 、
ご協力いただきました団体の皆様 、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29年の地域コミュニティ活動を振り返る

1月

新春いぐさ演芸会

3月

春まつり もちつき

2月

2017「日曜日の音楽会」
春よ来い！コンサート

東京都庁防災センター見学と
防災勉強会

科学で遊ぼう 鑑識体験

4月

7月

5月

初心者スポーツ吹矢教室

6月

地域懇談会

8月

コミュニティ・すくーる

9月

センターまつり

ゆるラク ストレッチ体操

講座

伊勢物語

井草地域の自然めぐりと
ビオトープのお手入れ

11月

10月

いきいき美容教室
ハンド＆ネール編

推薦団体懇談会

今年度の推薦団体懇談会を11
月21日（火）に井草地域区民セン
ターにて開催しました。井草地域区民セ
ンター協議会の対象エリアで委員を推薦
される町会自治会 、小中学校PTA、商店
会など30を超える諸団体の方々から当
協議会のこれからの活動に関する貴重な
ご意見をいただきました。委員は推薦と
ほぼ同数の地域の方々の公募から構成されます。次回は18期 、平成31年の改選とな
ります。委員活動へのご参加をお願いいたします。
12月は本紙をご覧ください。

講

座

お正月飾りを作ろう

日時：12月4日
（月） 場所：井草地域区民センター

お正月を前に手作りの飾りをつくろうと 、フローリストの佐藤眞理子さんに教えていた
だきました。３つの見本が提示され 、これをもとに各自で個性ある作品をつくりました。
紙リースの空間をいかしつつ 、まわりにダリアの花や松
を非対称に組み合せて 、立体的になるように工夫し 、金・

講師 佐藤さん

銀の水引などもバランスをつけて配
置します。
「先生に上手にほめられ 、
自信をもって作れました」
「華やかな
飾りができてうれしいです」と感想
が寄せられました。

協働 プラネタリウム鑑賞と天体望遠鏡作り
事業 日時：12月10日（日） 場所：井草地域区民センター
今回も移動式プラネタリウムの体験および天体望遠鏡作りに多数のご参加をいただきました。この協働事業
は 、桃井第五小学校 、八成小学校 、沓掛小学校の各PTAと社会教育センターとで開催しました。プラネタリウ
ムでは 、冬の星座などの解説が行われました。1月31日には月食の観察 、8月には火星大接近といった天体
ショーが繰り広げられるので天体望遠鏡の出番が期待されます。

催

事

クリスマスコンサート

日時：12月17日(日) 場所：井草地域区民センター

早稲田大学交響楽団木管五重奏を迎え 、クリスマスコ
ンサートが開かれました。プログラムは 、第一部はク
ラシック曲で「17世紀の古いハンガリー舞曲」と「クー
プランの墓」より抜粋 、第二部はポピュラー曲で「千と
千尋の神隠し」メドレーとクリスマスメドレーでした。
又 、楽器紹介もあり 、それぞれの楽器の音色の特徴を
実演で示してくれました。木管楽器ならではの柔らか
なアンサンブルの素晴らしい演奏でした。演奏者は 、
フルート：服部祐依さん 、オーボエ：幡谷由美子さん 、
ファゴット：富田京子さん 、ホルン：柳洸太さん 、クラ
リネット：長友みどりさんでした。皆さん 、冬晴れの寒
い中 、ありがとうございました。

【訂正】マイタウンいぐさ261号で、
「ビオトープのお手入れ」のスタッフ写真キャプションの山之内さんは
やまのうち

山内さんでした。
「井草の散歩道 パッションフルーツとまめがき」でご紹介しました図書館は柿ノ木図書館
ではなく柿木図書館、住所は上井草２丁目ではなく上井草１丁目でした。ここに訂正し、お詫びします。

平成30年

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
会
内

時：3 月 4 日
（日） 10：00 ～ 15：00（雨天決行）
場：四宮区民集会所 （杉並区上井草２－ 28 － 13）
容：餅つき（販売は 11 時から）
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）

お知らせ《予定》
第33回 四宮森もちつき大会 １月28日
（日）
第38回 上井草もちつき大会 １月28日
（日）
第48回 ちびっこもちつき大会 ２月 3日
（土）
第38回 下井草もちつき大会 ２月 4日
（日）

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

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

定員

費用

申込締切

1/31（水）
14:00 ～ 16:00

50名

100円

往復ハガキ
1/23（火）

2/10（土）
13:30 ～ 15:00

40名

無料

往復ハガキ
1/23（火）

協働事業「水についてあまり
知られていない大切なお話」

2/18（日）
13:00 ～ 15:00

50名

無料

往復ハガキ
2/9（火）

ステンドグラスで
オーナメントづくり

2/21（水）
13:00 ～ 15:00

16名

1,600円

往復ハガキ
2/9（火）

おもちゃの病院

1/27、2/10、24（土）
受付：13:30 ～ 15:00

新春いぐさ演芸会
朗読鑑賞会
「振袖火事」他

開催日・時間

実費かかる場合あり
1家族3件まで

当日直接

催し・講座の詳細は、毎月 15 日発行の「広報すぎなみコミュニティ通信」と
「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

〜井草の散歩道〜

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（表紙・裏表紙
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。

クチナシの実
（清水３丁目）

おせち料理の「栗きんとん」を作る家庭はどのぐらいありましたでしょうか？
子どもの頃は母が作ってくれたものでした。きんとんの餡を作るときにはサ
ツマイモにクチナシの実を入れてゆでるとサツマイモが見事な黄色になりま
した。天然の色素です。毎年初夏の頃、よい香りのする白い花を咲かせ、初
冬には赤い実をたくさんつける
クチナシの木のあるお宅が清水
にあります。そのクチナシの実
を頂いて、染料として絹布を染
めたらやわらかいきれいな黄色
のスカーフが出来上がりました。

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。

