
日時：11/11（日） 午前10時～午後3時
内容：模擬店・芸能発表・作品展示・工作教室
　　　地元産の新鮮野菜や鉢花の即売など
会場：八成区民集会所
住所：杉並区井草１－３－２
問合せ先：TEL 3301-7723
　　　　（井草地域区民センター協議会 事務局）
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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

これからの催し・お知らせ（予定）

14日（金）	講古典教養講座『源氏物語』①
21日（金）	講古典教養講座『源氏物語』②
28日（金）	講古典教養講座『源氏物語』③

		5日（金）	 講古典教養講座『源氏物語』④
24日（水）	講和菓子を作って	抹茶とともに！
27日（土）	コミュニティ・すくーる	講話『今川氏と観泉寺』
30日（火）	講筋力アップできれいな身体をゲットしよう！①

		6日（火）	 講筋力アップできれいな身体をゲットしよう！②
		8日（木）	 協手話を学ぼう①
11日（日）	八成まつり
13日（火）	講筋力アップできれいな身体をゲットしよう！③
15日（木）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行
22日（木）	協手話を学ぼう②
28日（水）	講ステンドグラスでクリスマスの壁飾りを作ろう！①
29日（木）	協手話を学ぼう③

		5日（水）	 講ステンドグラスでクリスマスの壁飾りを作ろう！②
10日（月）	講お正月飾りを作ろう（託児あり）

※	支支援事業		協協働事業		講講座		催催事

9月

10月

11月

12月

♥ご了承ください♥
・模擬店は売り切れ次第閉店となります。
・内容に一部変更がある場合がございます。

♥おねがい♥
・車・自転車でのご来場はご遠慮ください。
・ごみのお持ち帰りにご協力ください。

井草地域区民センター協議会の
委員になってボランティア活動
をしてみませんか？

お問い合わせは 03-3301-7723
井草地域区民センター協議会まで

八成まつりのお知らせ
平成30年度

雨天決行
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報 告

NPOすぎなみ環境ネットワークの布沢好子さん、佐藤優子さん、境谷秀子
さんを講師に迎え自転車かごカバーを作りました。参加者はこわれた傘か
ら骨を外した布を持参しました。布の中心から50㎝くらいのところを切り

落とし、周りをゴムひもが通るくら
いの幅に折り返して縫いました。最
後に中心部分に飾りボタンを付けゴ
ムを通して出来上がり！前かごにも
後ろかごにもピッタリ！貴方もひっ
たくり防止に作ってみませんか？

協働
事業

こわれた傘の布から手ぬいで作る自転車かごカバー
７月4日（水）

布沢さん　  境谷さん　  佐藤さん

桃井第五小学校  盆踊り大会
7月15日（日）

沓掛小学校  くつかけ祭り
7月21日（土）

四宮小学校  こども盆踊り
7月21日（土）

八成小学校  PTA子ども会
7月20日（金）

爽やかなミストをくぐって入場しました。井草囃子の音
とともに模擬店が開店しました。当区民センター協議会
のかき氷には開店前から長蛇の列ができました。途中、
かき氷機1台のトラブルにもかかわらず496食を完売し
ました。模擬店タイムが終了すると踊り子隊の子供たち
が順番にやぐらにあがり元気に踊りました。

夏休み初日に「くつかけ祭り」が行われました。例年を超える
猛暑の中、和太鼓演奏・本

ほん

天
あま

玉すだれの演舞・紙芝居・わなげ・
的あて等楽しい出し物や、様々な食品の出店があり大盛況で
した。当区民センター協議会はチューチュー氷の販売に協力
しました。夕方からは、盆踊り
も賑やかに行われ、最後にい
つものナイアガラの滝の花火
でお開きとなりました。いよい
よ夏休みが始まりました。

八成小学校では一学期の終業日に恒例のPTA子ども会
が行われました。猛暑のため参加を控える児童が多くな
りました。PTA主催でお母さん方の見守る中、子供たち
は水遊び、水風船、鬼ごっこと元気に校庭を駆けめぐり
ました。当区民センター協議会からは参加した約300名
の子供たちに綿あめをプレゼントしました。

当区民センター協議会は、ヨーヨー釣りを出店しました。
猛暑の中、大勢の来場者で会場は大賑わいでした。５時
半過ぎには、店前に長い行列ができ用意したヨーヨー約
440個が完売。焼き鳥・焼き
そば・フランクフルトなどの
模擬店も盛況でした。勇壮
な太鼓の音とともに盆踊り
がくりひろげられました。



報 告

Pastel du vent （パステル・デュ・ヴァン）による木管五重奏で
「水上の音楽」「おもちゃの兵隊の行進曲」「ディズニーミュー
ジックコレクション」等を楽しみました。「山の音楽家じゅんばん協奏曲」
では、司会の横山啓一さんにより、フルート（寒河江善明さん）、オーボエ

（宮本悦子さん）、クラリネッ
ト（粕谷千春さん、渡邉哲生
さん）、ファゴット（内田愛さ
ん）、ホルン（宇田川芳雄さ
ん、中吉育美さん）、５つの
楽器紹介が行われました。

催　
　事

講　
　座

親と子で楽しむサマーコンサート
8月19日（日）

美文字教室
7月4日・11日（水）
講師：玉田佳子さん

“コミュニティ・すくーる” 開催のお知らせ

上井草青少年育成委員会下井草青少年育成委員会清沓中通青少年育成委員会

青少年育成委員会

って知ってますか？

7月16日（月）善福寺公園の緑陰の広
場で、桃井第四・三谷・井荻小学校等
の児童対象に自然体験プログラム
「つくる・あそぶ・たべる」を実施。育成
委員の方々と竹の工作に挑戦、作っ
た作品で遊びました。一番人気は水
鉄砲。風船を的にして撃ちました。他
に竹ぼっくり、起き上がり小法師など
の工作に挑戦する子もいました。

７月14日（土）の午後、井草3丁目の篠 
茂良さんの農園に桃井第五・四宮・八
成小学校の児童が集まり、とうもろ
こしがりが行なわれました。大勢の
子供たちが畑の中に分け入り、たく
さんのとうもろこしをもぎ取りまし
た。今年は成長期に雨が少なく、作柄
は小振りとのことです。酷暑の中、無
事に終了したのがなによりでした。

6月30日（土）午前、沓掛・桃井第一小
学校等の親子が第31回ウォークラ
リーに参加、決められたコース（桃井
幼稚園→早稲田通り→柿木図書館→
三谷小→三谷公園→切り通し公園→
観泉寺→桃井幼稚園）を順番に問題
を解いたりゲームをしながら歩いて
回り、得点を競いました。全員元気に
戻り、表彰式が行われました。

昭和31年、青少年問題協議会の下部組織として区内17出張所単位で「青少年対策地区委
員会」を設置。昭和53年、「青少年育成委員会」と改名され、区からの補助金により活動す
る任意団体となる。平成13年、自立を促進され、自主的運営団体となり活動を行っている。
地域の青少年の健全育成を図ることを目的とし、非行防止活動及び啓発運動、青少年の
自己成長の芽を伸ばすための文化・スポーツ等の余暇活動を実施している。

平成30年10月27日（土）
時間：午後2時から1時間程度（開場：午後1時30分）

会場：観泉寺幼稚園ホール（杉並区今川2-20-7）

講話 「今川氏と観泉寺」
講師：田中 法生さん（観泉寺 住職）

「今川氏と観泉寺」の歴史と、住職の人生観を
お話しいただきます。

120名
先着順

寒河江さん 宇田川さん       　 内田さん　   粕谷さん
　　 宮本さん　　    中吉さん　　       渡邉さん

横山さん

《 井 草 地 域 の 青 少 年 育 成 委 員 会   活 動 の よ う 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。☞

杉並と練馬の区境に流れていた千川上水。現在は暗渠となり「千川通り」という名前の
み残っている。元禄の昔、江戸浅草界隈の人たちへの飲料水として、千川上水はこの
地を通っていた。水車小屋は千川通りと旧早稲田通り交差点の北東角にあった。八成
水車ゆかりの齋藤さんによると水車の水輪は終
戦直後まであったという。近くに住む篠 又蔵
さんは、水車小屋で小麦を粉にしてもらい、お
盆の朝には団子、昼にはうどんにして食べたと
いう。この千川で魚をとったり、泳いだりと楽
しかった当時を思い出しながら話してくださっ
た。

 〜井草の散歩道〜   千川上水と八成水車（齋藤水車）	

第44回  杉
す ぎ

 実
じ つ

 祭
さ い

日時：11月17日（土）  午前10：30～午後2：30　※雨天の場合も実施いたします
会場：すぎのき生活園　　住所：杉並区井草３－１８－１４
内容：作品販売・ゲーム・模擬店・バザーなど
お問い合わせ：TEL ３３９９－８９５３（すぎのきグループ）  ３３０１－４１６０（けやきグループ）

区民の方々との交流の場にしたいと思います。みなさま、ぜひお越しください

お待ちしています！

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

おもちゃの病院
こわれたおもちゃを修理します。

おもちゃドクター：片岡末廣さんほか

9/22（土）、10/13（土）
10/27（土）、11/10（土）
受付：13：30～15：00

実費かかる場合あり
1家族3件まで 当日直接

和菓子を作って　抹茶とともに！　※
二種類の和菓子（練切り、他）を作り、抹茶とともにいただく

和菓子「下井草 青柳」職人：今野敏也さん

10/24（水）
13:00～15:00 16名 600円

往復ハガキ
10/9（火）

必着

コミュニティ・すくーる　講話『今川氏と観泉寺』　※
『今川氏と観泉寺』の歴史と、当代住職の人生観を話していただく

観泉寺住職：田中法生さん

10/27（土）14:00～
1時間程度（開場：13:30）
会場：観泉寺幼稚園ホール

120名
先着順  無料 —

筋力アップできれいな身体をゲットしよう！　※
ストレッチ運動に深い深呼吸を組み合わせ、全身をほぐし、整えた後、
効果的に筋トレをします。

区公認スポーツリーダー：豊澤直子さん

10/30（火）、11/6（火）
11/13（火）
10:00～12:00

20名 100円
往復ハガキ
10/9（火）

必着

◆往復はがき（１人１枚）に①講座・催し名  ②郵便番号・住所  ③氏名（ふりがな）  ④年齢  ⑤電話番号
　⑥託児有の行事は子供の氏名・年齢、返信用宛名欄に申込者の住所氏名をご記入ください。
◆締切日必着（「当日直接」を除く）。抽選結果を返信します。
◆送付先　〒 167-0022  杉並区下井草５－７－２２　井草地域区民センター協議会

申込方法

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」をご覧ください。
問合せ先：井草地域区民センター協議会    TEL ０３（３３０１）７７２３

※印を付した講座では、参加者のうち75歳以上の方に「長寿応援ポイントシール」を配付します。
この制度の詳細については、区の高齢者施策課 長寿応援ポイント担当 【TEL 03-3312-2111（代表）】 へおたずねください。

写真提供：齋藤 勝さん上アパートと隣（齋藤家）の場所に水車小屋
が建っていた


