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安心安全と幸せを
感じる街づくりを

井草地域区民センター協議会
会長　山佳……愛司

　井草地域の皆様と「マイタウンいぐさ」を発刊

できますことを、心よりお喜び申し上げます。

　これもひとえに地域町会長はじめ各団体の役

員、井草地域の皆様のご支援とご協力の賜でござ

います。

お陰様で13期より15期まで６年間、協議会委員

と年別行事を無事に遂行出来ました事は感謝に

たえません。

　特に26年度に於きましては、四宮集会施設設

立以来30周年を迎えたことも、大事な記念行事

のひとつでもありました。

　その中で諸先輩より歴史の重さと尊さを学ば

させていただきました。

　また、地域の防災に関しても、各町会と区行政

が一体となって考え、その街に則した訓練をし、

継承していかなくてはならないと思います。

　これからも、地域の皆様と一緒に考えて、おし

すすめることが大事と思います。

　そして、井草の皆様から「この地域に住んで良

かった。幸せを感じている」という言葉が、自然

に聞ける街づくりにする気持ちで、各委員も頑張

っているところであります。

　27年度16期の新委員を迎えて、新たな気持ち

で活動して参ります。

　どうか地域の皆様に於かれましては、当協議会

へのご支援とご協力を切にお願い申し上げまし

て、15号「マイタウンいぐさ」発刊のご挨拶とさ

せていただきます。

　誠にありがとうございました。

「マイタウンいぐさ」
第15号の発刊を祝して

杉並区長　　田中　良

　「マイタウンいぐさ」第15号の発刊、誠におめでとう
ございます。
井草地域区民センター協議会の皆様には、日頃より、
多くの地域の方 ・々町会・学校・商店会・地元企業と積
極的に連携し、地域の中心となって、センターまつり
や各種講座の実施を通じて、地域の活性化などに尽
力されておりますことに厚くお礼申し上げます。
　とりわけ、毎年恒例の井草センターまつりは、７つ
のセンター祭りの中では、群を抜く来場者を集めてお
ります。
　子供から大人までたくさんの笑顔と活気に満ちた、
人とまちを元気にする素晴らしいまつりと感服してお
ります。
　これもひとえに、地域を愛し地域のために頑張って
こられた、多くの先輩方をはじめとする委員の皆様方
の努力の結晶であり、あらためて深く感謝いたします。
　さて、杉並区では昨年「支えあい共につくる安全で
活力あるみどりの住宅都市杉並」を目指す、基本構想
の実現に向けた取り組みをいっそう加速させました。
　これは、医療・福祉・教育・防災などの課題を克服し、
さらにいっそう充実させ、区民誰もが安全・安心に暮ら
せることを目的としているものです。
　今後も区は、健全な財政運営につとめつつ、この計
画に描かれている目的を達成していくために、職員全
員が一丸となって全力で取り組んでいく所存です。
　そして、これらの実現には、地域住民のつながりと
絆を強め、地域を元気にしていくことが何より重要で
あると考えております。
　貴センター協議会は、多くの地域住民・町会・学校・
地元企業などと、連携・協力して地域の課題の解決の
ために、様々な事業に取り組んでこられました。　
　今後も、こうした取り組みを通して、地域住民や各
種団体の活動を結び付ける役割も果たしながら、貴セ
ンター協議会が、地域コミュニティの中心的な存在と
して、井草地域のますますの活性化のために、ご尽力
いただくことを心からお願い申し上げます。
　結びに、貴センター協議会の更なるご発展と、委員
の皆様方のご健勝を祈念いたしましてご挨拶とさせ
ていただきます。
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井草地域区民センター

環八の南京ハゼ

井草地域の豊富な屋敷林

四宮区民集会所

井草地域マップ
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杉並区は地域における住民同士のふれあいと交流を促進するため、杉並区内の７地域
（井草、西荻、荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺、高井戸、方南・和泉）ごとに１地域区民センタ
ーと２区民集会所を設置する計画で施設整備を進めています。そして、よりよい地域づく
りを進める観点から、その運営管理を住民自治の精神に基づき、７地域それぞれの地域
住民で構成される地域集会施設運営協議会（運協）に委ねることとし、また、まつりや各
種講座開催などの自主事業も行ってもらう方針を打ち出し、７地域ごとに地域集会施設
運営協議会（運協）が設立されました。
井草地域集会施設運営協議会（井草運協）は、井草地域（２・３頁参照）に初めて設置

されることになった地域集会施設である四宮区民集会所の開設のため、昭和59年10月21
日に設立され、その後平成22年4月名称変更が行われ、平成26年10月20日に設立30周年を
迎え今日に至っています。

昭和58年10月５日	 井草地域コミュニティ小集会施設運営準備協議会設置
昭和59年10月21日	 井草地域集会施設運営協議会設立
昭和60年３月５日　	 「マイタウンいぐさ」第1号（2千部）発行
昭和60年４月１日	 四宮区民集会所開館　------　開館記念のつどい
昭和62年３月31日	 小冊子「マイタウンいぐさ」第1号発行
平成２年４月１日	 四宮区民集会所開所5周年記念式典開催
平成５年８月７日	 井草地域区民センター開館		-----　開館記念夏まつり（7日・8日）
平成７年４月28日	 運営協議会設立・四宮区民集会所開所10周年記念式典開催
平成８年12月１日	 八成区民集会所開館　-----　開館記念まつり
平成９年３月15日	 運営協議会主催「コミュニティ・すくーる」開始
平成12年４月５日	 「マイタウンいぐさ」戸別配布（3万部）から回覧（6千部）へ
平成10年８月22日	 井草地域区民センター開館5周年記念式典開催
平成12年４月28日	 四宮区民集会所開館15周年記念式典開催
平成13年４月１日	 運営協議会組織を7部制より3部制に変更
平成13年11月18日	 八成区民集会所開館5周年記念式典開催
平成13年10月14日	 文化祭を年間行事として開始
平成15年４月１日	 区民センター等受付業務・施設管理業務が民間会社に委託される
平成15年８月23日	 井草地域区民センター開館10周年記念式典開催
平成16年９月１日	 インターネット・ホームページ開設
平成16年９月11日
　　　　　　12日	 井草センターまつり開催（夏まつりと文化祭を統合）
平成17年４月20日	 運営協議会設立・四宮区民集会所開所20周年記念式典開催
平成18年11月５日	 八成区民集会所開所10周年記念式典開催
平成20年９月14日	 井草地域区民センター開館15周年記念式典開催
平成20年12月	 地域集会施設等運営協議会のあり方検討委員会報告書が出される
平成21年４月１日	 協議会組織3部制より4部制に変更（広報部を設置）
平成22年４月１日	 名称「井草地域区民センター協議会」へ変更
平成26年10月26日	 井草地域区民センター設立30周年記念事業　日フィル出張コンサート開催

井草区民センター協議会設立の経緯とあゆみ
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井草地域区民センター協議会は、井草地域（２～３ページ地図参照）の住民で構成され
る40名以内の委員で構成されています。会には、役員として、会長１名、副会長若干名、
会計監事２名、そして会の事業を分担処理するために総務部・広報部・コミュニティ部・
講座運営部の４部が置かれ、それぞれ部長１名・副部長１名を置いています。
委員は原則として井草地域の住人から選出され、公募委員と井草地域の団体（町会・自
治会、商店会、小学校PTA、中学校PTA、青少年団体、高齢者団体、障害者団体、青少年
育成委員会、消費者団体、労働団体、青少年委員、体育指導委員、民生児童委員）から推
薦された委員で構成されています。

井草地域区民センター協議会の運営組織

総　会

委員会 全委員

役員会

会長　副会長
会計監事

各部長　副部長

事務局 地域活動係

コミュニティ部 講座運営部総務部 広報部

2014.09  センターまつり
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第15期　協議会委員名簿
会長　　　　山佳　愛司
副会長　　　大橋　照美
　　　　　　諏佐　満里

会計監事　　小野寺芳弘
　　　　　　岡﨑　祐子

◎北野佑一郎　○田中　美子
　大橋　照美　　笠間ひとみ　　本山　德裕

◎諏佐　満里　○原　賢一
　唐澤　弘子　　福井　峰子　　池上　園美　
　寺田かつ子　　村上　辰枝　　小島るみ子
　結城　範子　　渡辺　千恵

◎三木　栄冶　○佐々木美紀子
　神﨑美恵子　　成田　壽惠　　田口　信治
　荒川　秀子　　髙松　政弘

局長　中島　正晴　
　　　海野　道明　　石野　　健　　吉田　香代子
　　　古澤　惠子　　鈴木喜代美

◎井口　喜由　○増田　米子
　池田喜三郎　　平野　智也
　榎本　達夫　　南雲　皓一
　渡邊　紀子　　篠　　知子　
　西田　麻実　　一木　綾子
　行川　　勉　　石田　　満

顧問　　荒川　正治　　篠　勝喜

総務部

講座運営部

コミュニティ部

広報部

事務局  井草地域活動係
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平成25年度 26年度の月別主な活動
4月

平成25年度：定期監査・催（音楽とマ
ジックのひとときを）・協働（初心者ス
ポーツ吹き矢）
平成26年度：定期監査

7月

平成25年度：支援（四宮小子ども盆踊り、
中瀬中創立65周年記念）・委員館内研修
平成26年度：支援（くつかけ祭り2014、
桃五小盆踊り）・委員館内研修

10月

平成25年度：定期監査・協働（日フィル弦楽
四重奏の調べと防犯の話、ドキュメンタリー映
画「逃げ遅れる人々」、ロープ結びのいろいろ）
平成26年度：定期監査・設立30周年記
念事業日本フィル出張コンサート

1月

平成25年度：新年懇談会・催（新春いぐ
さ演芸会）
平成26年度：催（新春いぐさ演芸会）・協
働（音楽とマジック）

5月

平成25年度：定期総会
平成26年度：定期総会

8月

平成25年度：協働（パフォーマンス朗
読）
平成26年度：協働（高齢社会から幸齢社
会に、提灯絵付け体験）

11月

平成25年度：八成まつり・推薦団体懇談
会・協働（ママたちの自転車マナー講座）
平成26年度：八成まつり・委員館外研
修・推薦団体懇談会

2月

平成25年度：協働（布草履作り）・委員館
内研修
平成26年度：第16期委員募集・協働（読み聞
かせ講座、ご存知ですか？後見人制度、家族
に介護が必要になった時、男子料理入門講座）

6月

平成25年度：15期委員就任・地域懇談
会・催（笑いの苺）・支援（くつぐりんバ
ザー）
平成26年度：地域懇談会

9月

平成25年度：センターまつり
平成26年度：センターまつり・設立30
周年記念紙発行

12月

平成25年度：コミュニティ・すくーる
（井草町づくりのルーツ内田秀五郎氏の
生涯）・わがまちクリーン大作戦
平成26年度：コミュニティ・すくーる（棟
方志功の世界）・催（クリスマスコンサート）

3月

平成25年度：春まつり・催（スプリング・
ジャズコンサート）・協働（山野草を育て
ましょう、妙正寺体育館閉館イベント）
平成26年度：春まつり・協働（2015防
災訓練in下井草）

協働：協働事業　支援：支援事業　催：催事
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平成25・26年度各部活動報告

総務部

センター協議会の種々の活動を裏で支える仕事を中心としています。さらに各種の地域団体とセンター
協議会との交流も心がけ、他団体や区の担当部署との連携を深め、パイプ役を務めることを目標に事業
に取り組んでいます。主な活動内容は、総会、定例委員会・役員会、各種懇談会の開催、委員研修会、協
働事業の計画実施などです。

平成25年 4月
・役員会、定例委員会、部会

5月
・総会
・役員会、定例委員会、部会

3月
・「地区防災会訓練」（協働事業）
・役員会、定例委員会、部会 11月

・推薦団体懇談会
・館外研修「新東京丸に乗って学ぶ
　　東京港の重要な役割について」
・役員会、定例委員会、部会

平成27年1月
・新年懇親会
・役員会、定例委員会、部会

６月
・地域懇談会
・沓掛小くつぐりんバザー
（支援事業）
・役員会、定例委員会、部会

７月
・中瀬中創立65周年記念事業
  　　　　　　　　  （支援事業）
・四宮小こども盆踊り（支援事業）
・館内研修「井草地域区民センター

協議会委員のための基礎講座」
・役員会、定例委員会、部会

8月
・役員会、定例委員会、部会

2月
・「ご存知ですか？成年後見制度」

（協働事業）
・役員会、定例委員会、部会 12月

・役員会、定例委員会、部会

9月
・センターまつり
・役員会、定例委員会、部会
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総務部

10月
・「30周年記念事業
　　　日本フィルコンサート」
・役員会、定例委員会、部会

８月
・「高齢社会を幸齢社会に」（協働事業）
・役員会、定例委員会、部会

11月
・推薦団体懇談会
・「ママたちの自転車マナー講座」
（協働事業）
・八成まつり
・役員会、定例委員会、部会

平成26年 1月
・新年懇談会
・役員会、定例委員会、部会

12月
・わがまちクリーン作戦
・役員会、定例委員会、部会

2月
・七館総務部連絡会
・館内研修「心のマネジメント」
・役員会、定例委員会、部会

3月
・春まつり
・役員会、定例委員会、部会

５月
・総会
・役員会、定例委員会、部会

６月
・地域懇談会
・役員会、定例委員会、部会

７月
・くつかけ祭り（支援事業）
・桃五小盆踊り（支援事業）
・館内研修「認知症サポーター講座」
・役員会、定例委員会、部会

4月
・役員会、定例委員会、部会

9月
・センターまつり
・役員会、定例委員会、部会

10月
・役員会、定例委員会、部会

平成22年度からは地域の持つ課題を住民自身の手で考え、解決して
いこうという方向を目指して、他の諸団体と共に、企画から運営、実
施までを行う「協働事業」がなされています。
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平成25・26年度各部活動報告

広報部

くつぐりんバザー

下井草サマーフェスティバル 
共催：井草ふるさと灯りまつり

納涼盆踊り大会 
西武井荻商店街振興組合

わいわいサンデー 
今川商栄会

桃五小盆踊り

井草八幡宮例大祭 

あけぼのまつり 

井草どんどやき

花と緑の井草祭り

北風祭り

ちびっこ夏まつり 
さくら公園 

夏の児童館特集

四宮小こども盆踊り 

小千谷フェア（物産展）

四宮森児童館 

太鼓祭り

じゃがいも掘り

上井草夏まつり 
上井草商店街

「灯り de 絆」まつり 
今川親和会 

くつかけ祭り

ラジオ体操 

下井草児童館 上井草児童館

もちつき大会

地域行事の取材
当協議会の実施する各事業のほか、地域内の各
種行事を取材し、ホームページと広報紙「マイタ
ウンいぐさ」を隔月発行してきました。
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シリーズコラム
　　　 “井草の散歩道”

マイタウンいぐさ234号

かるがもの誕生

マイタウンいぐさ237号

井草地域の街路樹

マイタウンいぐさ240号

妙正寺川のこいのぼり

マイタウンいぐさ243号

杉並区・東京都総合防災訓練

マイタウンいぐさ235号

杉並区立科学館のプラネタリウム

マイタウンいぐさ238号

地域のイルミネーション・
コレクション 2013

マイタウンいぐさ241号

あじさい

マイタウンいぐさ244号

【掲載記事の関係でお休み】

マイタウンいぐさ236号

杉並区立井草中学校新校舎完成

マイタウンいぐさ239号

富士山あれこれ

マイタウンいぐさ242号

井草森公園　花の丘

マイタウンいぐさ245号

春の到来を告げる花　蠟梅

広報誌「マイタウンいぐさ」にシリーズとして「井草の
散歩道」に、地元の風物詩や風景、出来事などを掲載し
ました。

広報部
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地域との「ふれあいのある豊かなまちづくり」を目指して、三大まつりとコミュニティ・すくーるを企画・
実施しています。多くの方々に参加していただき喜んでいただくために、参加団体等のご意見、ご要望
を反映させながら活動しております。

井草センターまつり 開催場所：井草地域区民センター
平成25年９月7・8日　平成26年９月13・14日

両年とも地域の皆様に多数ご参加いただき、子どもたの笑顔があふれる、盛大なまつりとなりました。
２６年度は、井草地域区民センター協議会３０年の歴史をパネルにまとめて展示をし、大勢の方に見て
いただきました。

平成25・26年度各部活動報告

コミュニティ部
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八成まつり 開催場所：八成区民集会所
平成25年11月3日　平成26年11月2日

野菜や鉢花の直売、各種模擬店、芸能発表、作品展示などを行い、大勢のお客様にご来場いただきました。

コミュニティ部
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春まつり
梅の花咲く中で、地元の町会・商店会の方々のご協力により、恒例の「春まつり」を開催しました。
名物の餅つきの音が、まつりの雰囲気をいっそう盛り上げてくれます。

平成25・26年度各部活動報告

開催場所：四宮区民集会所
平成26年３月４日　平成27年３月1日
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コミュニティ・すくーる

「井草まちづくりのルーツ  内田秀五郎氏の生涯」

「棟方志功の世界」

開催場所：井草地域区民センター
平成25年12月7日

開催場所：井草地域区民センター
平成26年12月4日

講師 ： 石
いし

井
い

  頼
より

子
こ

 氏 　学芸員

コミュニティ・すくーるは、私たちの住んでいる町を実際に歩いたり、地域に関わりのある人物を深く
知るために講師の方をお呼びしてお話を聞きます。
地域への愛情を深め、コミュニティ活動への参加を促す足掛かりを作るために企画・実施しています。

杉並区立郷土博物館学芸員の方を講師にお迎えし、明治の終わりより井草のまちづくりに尽力し

た内田秀五郎氏の功績について考えました。農家の長男として生まれ、井荻村村長（のちに東京府

議会議員）となり、数々の事業を行いました。現在の区画整理された街並みを作ったことをはじめ

とし、ＪＲや西武線の３つの駅の開

設・小学校の開校・水道整備・中島飛

行機東京工場の誘致等の事業も進め

ました。また、府議会議員として武

蔵野の景観の保全にも力を入れ、善

福寺・和田掘の緑地が現在まで保全・

整備されています。

棟方志功（明治36年～昭和50年）は青森県出身の版画家で、20世紀の美術界を代表する世界的

巨匠の一人です。大正13年に上京、阿佐ヶ谷の借家で友人と共同生活をはじめ、近隣での転居を

繰り返しますが、疎開後の昭和26年から72歳で亡くなるまで荻窪四丁目（現・上荻一丁目）に在

住した、杉並区と緑の深い作家です。「板から生ま

れる画（え）」という意味を込め、自らの作品を「板

画」と称し、独時の世界を作り続け、昭和45年には

文化勲章受賞。国際的評価も高く、「世界の棟方」と

称されました。当日は、お孫さんの石井頼子さんを

講師に迎え、ご家族ならではの知られざる棟方志

功の姿を、会場に展示された作品や多くの画像、映

像とともに学ぶことができました。

コミュニティ部

講師：森
もり

泉
いずみ

  海
かい

 氏 　杉並区立郷土博物館学芸員
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平成25年度
講座

月 講座名 講師（敬称略）

６・７ ラジオ体操講座 鉾立　和子

9・10 初心者カードマジック入門
講座 ＡＮＸＲＡ

11
呼吸法と香りによるリラッ
クスのコツを知ろう

新海由美子
佐藤　文子

日時計の世界 小野　行雄

２
つるし雛作り 池田　崇子

季節の料理教室 勝山　芳子

２・３ ストレッチ体操講座 海老澤恭介

３
腸もみ健康講座 真野　わか

歌舞伎の魅力 馬場　順

後援会・演奏会など
月 講座名 講師（敬称略）

４ 音楽とマジックのひととき
を

今村　友子
ＡＮＸＲＡ

６ お笑いライブ「笑いの苺」 女性出演者
21組

１ いぐさセンター初笑い寄席

昔々亭慎太郎
やなぎ南玉
林家　花
滝川　鯉○

３ スプリング・ジャズコン
サート

ジ プ シ ー・
シークス

講座運営部 様々な講座や講演会などを企画・運営する部門です。皆さま
の出会いの場、学習の場、憩いの場として活用していただ
けるよう、環境・福祉・子育て・文化・教養など様々なテーマ
で開催してまいりました。

講 座

講演会・演奏会など

ラジオ体操講座

音楽とマジック

いぐさセンター 初笑い寄席 スプリング・ジャズコンサート

お笑いライブ

呼吸法と香りによる
リラックスのコツ

ストレッチ体操講座

腸もみ健康講座 つるし雛 季節の料理教室

カードマジック入門

日時計の世界

歌舞伎の魅力



講座運営部
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協働事業
月 講座名 講師（敬称略）

４ 初心者スポーツ吹矢
社団法人日本吹矢協会
公益財団法人杉並区スポーツ
振興財団　妙正寺体育館

８・９ 井草センターのつどい
パフォーマンス朗読

鈴木ＫＥ企画
近隣小学校読み聞かせの会

１０

日本フィル弦楽四重奏の調
べと防犯の話

荻窪警察署
日本フィル弦楽四重奏団

ドキュメンタリー映画
「逃げ遅れる人々」鑑賞

杉並区障がい者団体連合会
中瀬中学校レスキュー隊

ロープ結びのいろいろ ボーイスカウト杉並第11団
井荻中学校レスキュー隊

２ 布草履をつくろう NPO法人すぎなみ環境
ネットワーク  土屋泰子

３
妙正寺体育館閉館イベント

公益財団法人杉並区スポーツ
振興財団  妙正寺体育館 
みつのよしみ

山野草を育てましょう むさしの山草会　河内惠子
三谷小　野草の会

おもちゃの病院
講座名 講師（敬称略）

おもちゃの病院 杉並おもちゃドクターズ

協働事業

おもちゃの病院

初心者スポーツ吹矢

「逃げ遅れる人々」鑑賞

ロープの結びのいろいろ

布草履を作ろう 山野草を育てましょう

パフォーマンス朗読

日本フィル弦楽四重奏団 妙正寺体育館閉館イベント

おもちゃの病院
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平成26年度 講  座
講座

月 講座名 講師（敬称略）

４ 魚のさばき方入門
　「アジの下ろし方」 金巻　精一

５ 日時計ウォーキング 小野　行雄

６ 椅子体操教室 松浦美香子

７ 歌いながら
ボイストレーニング 松本　潮子

11

夏の手芸講座
「ネコばさみ」を作ろう 水口久美子

夏の手芸講座
「十五夜うさぎ」を作ろう 箭内　昭宏

10 山野草を育てましょう 河内　惠子

11
消しゴムはんこチャレンジ 関　　智子

古布で作る正月飾り 池田　崇子

1・2 自然治癒力を高める
健康体操「自彊術体操」

松本　雅江
田村　たつ

２
つるし雛作り 池田　崇子

歌いながら
ボイストレーニング 松本　潮子

2・3 男子体操教室 海老澤恭介

アジの下ろし方 日時計ウォーキング
（不忍池ほとりの日時計）

「ネコばさみ」を作ろう

「十五夜うさぎ」を作ろう

歌いながら
ボイストレーニング

椅子体操教室

自彊術体操

男子体操教室

正月飾り

歌いながらボイストレーニング

消しゴムはんこ山野草を育てま
しょう

つるし雛作り
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公演会・演奏会など

協働事業

後援会・演奏会など
月 講座名 講師（敬称略）

７ 古地図に見る杉並の変遷 西村　眞一

11 ヨーロッパと日本
　　　～心と生活の違い 小塩　節

12 クリスマスコンサート

松本　潮子
宮腰　裕明
中島さつき
椎名　彩実
山本　紗知
白鳥　幸恵
中島なつき

１ 新春いぐさ演芸会

昔々亭慎太郎
一太郎
マグナム小林
滝川　鯉和

３ 古い絵葉書に見る東京・杉並 西村　眞一

協働事業
月 講座名 講師（敬称略）

８ 提灯絵付け体験 井草ふるさとネット

１ 音楽とマジック 今村　友子
ＡＮＸＲＡ

1・2 湯沢朱実先生の
　　　読み聞かせ講座

湯沢　朱実
桃井第五小学校
沓掛小学校
三谷小学校
桃井第一小学校
下井草図書館

２

家族に介護が
　　必要になった時… ケア24下井草

男子料理入門教室
いきいきクラブ
中平　照子
丹羽　育子

古地図に見る
杉並の変遷

クリスマスコンサート

新春いぐさ演芸会

ヨーロッパと日本

古い絵葉書

提灯絵付け体験

音楽とマジック

男子料理入門教室

読み聞かせ講座

家族に介護が
必要になった時…

おもちゃの病院
講座名 講師（敬称略）

おもちゃの病院 杉並おもちゃドクターズ

おもちゃの病院
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井草地域区民センター協議会   30年のあゆみ

救いを待つ身から救いの手を
差しのべるひとへ

イザ！カエルキャラバン！初笑い寄席

スポーツ吹き矢

ストレッチ体操

おもちゃの病院 地域懇談会定期総会

総務部講座運営部

10月　井草地域集会施設運営協議会設立

3月　マイタウンいぐさ第1号発行
4月　四宮区民集会所開館

3月　四宮区民集会所  梅まつり開始
　　　　　　　　　　　　（のちに春まつりに名称変更）

8月　井草地域区民センター開館
  　　夏まつり開始

10月　協議会設立10周年

12月　八成区民集会所開館
　　　 八成まつり開始 平成8年

（1996）

昭和59年
（1984）

昭和60年
（1985）

昭和61年
（1986）

平成5年
（1993）

平成6年
（1994）
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井草地域区民センター協議会   30年のあゆみ

センターまつりの芸能発表 コミュニティ・すくーる

コミュニティ部

広報部

春まつりの餅つき（四宮）

八成まつり

わが町クリーン作戦

ホームページ開設マイタウンいぐさ1号発行

センターまつりのにぎわい

3月　コミュニティ・すくーる開始

10月　文化祭開始

4月　井草地域区民センター協議会に組織・名称変更
　協働事業開始

  9月  ホームページ開設
　　   井草センターまつり開始（夏まつりと文化祭を統合）
10月   協議会設立20周年

10月　井草地域区民
　　　 センター協議会
　　　 設立30周年

平成9年
（1997）

平成13年
（2001）

平成16年
（2004）

平成22年
（2010）

平成26年
（2014）
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「おかげさまで30周年」記念特集

井草センターまつり 設立30周年記念紙発行

春まつり

八成まつり 日本フィル出張コンサート
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ふれあい
　井草地域区民センター協議会は地域における住民同士のふれあいと交流を促進
するため、地域の方々の協力を得て、地域区民センター・区民集会所でまつり等の
イベントや各種講座などを開催しております。
　これからも、地域区民センター・区民集会所が、地域の「ふれあいの広場」となり
ますようご支援をお願いいたします。

マイタウン井草15号発行によせて
下井草地区町会連合会　会長

井口　哲次郎

　マイタウンいぐさ第15号発行を心よりお慶

び申し上げます。

　井草地域区民センター協議会におかれまし

ては、発足以来約30年間、地域のふれあい交

流のための重要な役割を担っておられます。

　地域住民の皆様にも多数ご参加いただき毎

回とても賑わう各イベントは、ふれあいと交

流を促進する催事として大変喜ばれておりま

すし、また、出会いの場、学習の場、憩いの

場として非常に役立つ講座や講演会は、参加

者の皆様からの評判もとても良いです。

　これらもひとえに歴代の会長をはじめ、運

営委員の方々の培った熱い思いと努力の賜物

と、感謝しております。

　これからもより一層地域交流の輪が広が

り、地域が魅力ある活気に満ちた「ふれあい

の場」となりますように、皆様のご協力をお

願い致しますとともに、私自身も地域の発展

のため、また安心安全の

ために努力を惜しまず協

力していく所存です。

杉並区商店連合会　北部ブロック長
斉藤　信夫

　マイタウンいぐさ15号発刊おめでとうござ

います。写真も多く読み易く毎号楽しみにして

おります。

　商店街北部ブロックは、下井草駅に二商店

会、西武井荻商店会、上井草商店会、早稲田

通りの今川商店会、環八の沓掛商店会で組織

され、区民センターのお祭り、各地域集会所や

小学校等のお祭り、各商店会独自のイベント開

催にて、地域の皆様への日頃の感謝と交流の

場として積極的に参加しております。

　地域商店会は地域の皆様のお力添え無くし

て継続して存在する事は不可能です。

　町会員の皆様は勿論の事、地域の皆様が開

業してくれてよかった、助かったと言われる様

な店作り組織作りに努力してまいります。地域

の皆様と一緒に「住みたい町」「帰りたい町」

「心和む町」創りにお役に立ちたいと考えてお

ります。

　15号発刊にあたり、紙面をお借りし商店会

が恒常的に存続出来ますよう、皆様へのお願

いと、発刊のお祝いを申しあげます。
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いぐさで育つ桃五の子
桃井第五小学校　校長

丸山　麻雄

　子どもがまだ帰ってこないのですが・・・。

そんな時まず思い浮かべ立ち寄るのが、井草

地域区民センターです。夕暮れ時にも明るく人

を受け入れてくれるようなあたたかい建物。い

つでもだれかがいて、受けとめてくださる。そ

んな感じのするところですから、まず、センタ

ー近辺、そして裏の公園と、自然と足が向いて

しまいます。

　十四、五年前に八成小で四年間、子どもたち

を連れて数年間センター祭りに「八成太鼓」を

披露しに伺いました。その子たちもとっくに成

人しているはずです。

　そして今の桃五で五年間、その時々に井草

の区民センターには大変お世話になり思い出

に残ります。子ども達は、安心して地域の中で

走り回り、友達を増やし、多くの出来事の中で

地域の子として育っていきます。　　　

　その道しるべのようにいつも温かい存在で

いてくださるのが井草の地域区民センターで

す。多くの人との関わりの中でこそ成長する子

ども達。

　これからも地域の子としてどうかよろしくお

願い申し上げます。

東原中学校　PTA会長
田邉　直子

　マイタウンいぐさ第15号の発行おめでとう

ございます。

　東原中学校は、井草地域区民センターから

は少々遠く、井草地域の東の端に位置します。

毎年「井草センターまつり」には、吹奏楽部が

出演させていただいておりますが、子どもた

ちにとって、「井草センターまつり」で大勢の

方々に聴いていただき、また沢山の温かい拍手

をいただく時間は、大変貴重な体験となってお

ります。

　東原中の子どもたちは、おかげさまでとても

落ち着いた空気の中で日々すごしております。

中学校の３年間で子どもたちは目覚ましい成長

をとげますが、地域の様々な場所でいろいろな

経験をさせていただけることも、その成長には

欠かせないことと思っております。

　日頃のご支援に感謝申し上げますとともに、

これからも地域の活力の中心地として、子ども

たちをご指導いただきますようお願い申し上げ

ます。

地域の関わりの中で育つ笑顔
四宮保育園　園長

 澤田　知加子

　四宮保育園は、四宮区民集会所に隣接して

います。朝から子ども達の元気な声が響き、集

会所にいらっしゃる皆様にご迷惑をおかけして

いるのでは？と心配しておりますが、日頃のご

挨拶や避難訓練で集会所を訪れるときには、

いつも笑顔でこども達を迎えてくださいます。

　地域の「春まつり」では、保育園児の絵や製

作品、年間行事や活動内容を展示し、毎年紹

介しております。来場された皆様に保育園を知

っていただく良い機会となっています。

　井草地域の皆様との関わりの中で、子ども達

が健やかに成長していることに、改めて感謝申

し上げます。　　

　今後とも優しい眼差しで、温かく見守ってく

ださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
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井草地域のアイデンティティーとして
清沓中通青少年育成委員会　会長

松原　俊夫

　「井草地域マップ」をジッと見ていますと井

草センターを中心として、まことにうまく八成

集会所並びに四宮集会所が配置されているな

と思います。これらの施設がいわば旧上井草

村・下井草村をカバーしています。この地域は

私見では旧来より「絆」の強い地のように思い

ます。

　今迄も各種の催し物を通じて住民の方々の

「絆」をつよめ、また文化・地誌等のＰＲに務

めていただいておりますが、これからもこれを

続けていただければありがたいと思っていま

す。

　世の中の変化が想像以上に早く、また大きく

運営にあたってはご苦労も多々あるかと存じま

すが、あまり従来のことにこだわらず、その時

代時代にあった方法で住民の皆様の為に、有

意義な「場所」であってほしいと願っておりま

す。

井草１・２丁目自治会　相談役
蓮見　茂直

　発刊15号おめでとうございます。

　私は八成集会所の隣で花づくりをして居り

ますので、集会所の四季折々の場面を目にしま

す。３つの事をご紹介させて頂きます。

　先ずは、集会所の最大行事は「八成まつり」

でしょうか。一年の活動の総決算といったとこ

ろで、晩秋の一日が大勢の来客で盛り上がりま

す。普段お会いしなかった方のお顔を拝見し

「あら、しばらくぶり」と声をかけ合い話が弾

んでいる様子です。まさに集会所が地域住民

の「集まりの場」であり、「参加の場」である

ことが実感できる時です。準備される方々のご

尽力に敬意を表します。

　また、違った光景にも出会います。小学生ら

しき生徒が数人で囲碁を打っています。皆が

盤に頭を寄せ、ゆったりと時間が流れるのを楽

しんでいる風情です。年配の方ではなく小学生

が鳩首の如く囲碁盤を取り囲んでいるのが、私

には何となく微笑ましく面白く感じられ光景で

す。

　最後のもう一つ。私は従前より春と秋に　集

会所に花苗を提供し、垣根の根元に植えて頂

いています。職員の方が熱心に管理してくれる

ので花が良く咲いてくれます。ある日、杉並区

の職員の方から「街の中を花できれいに飾ると

防犯に役立つんだよネ」と言われました。「な

るほど！」と、私もささやかな地域貢献が出来

ているのかなと嬉しくなった一瞬でした。と同

時に、改まった事でなく今出来る事を行う大切

さを教えられる思いでした。

　以上、八成集会所の隣からいろいろな事を

学ばせていただいています。

「人つながり　一つながり」
下井草商店街振興組合　理事長

（井草ふるさとネット代表）
井口　兼市

　始めに、センター協議会30年の歴史を築か

れました歴代会長様、歴代委員の皆様先輩方

のご労苦に、心より感謝申し上げます。

　私が小学生の頃は、桃五の東側の井草川は

まだ暗渠になっていませんでした。その周りに

は多くの水路がありました。
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　今では、住宅街の区道の幅員が妙に広いと

ころなど、昔は水路だったと教えてあげる機会

がふえました。

　子どもの成長と共に桃五小おやじの会、じじ

の会など新しい仲間もできました。そうした中

で感じたことは、子供から大人まで地域デビュ

ーする機会を求めている人が大勢いるというこ

とです。

　私は、絆社会のへの第一歩は「人つながり」

からとの思いで、「手づくりあかり」を用いた

ふるさと活動を主宰しています。井草地域を支

える根となるような活動を通して、また、商店

街をリードしていく立場から、センター協議会

を支援していければと思います。　　

　井草地域区民センターを中心に「人つなが

り　一つながり」「ふるさと井草」。

株式会社 ワールドビジネスサポート
小栗　祐彦

　いつもご利用頂きありがとうございます。

　FIKA…FIKAはアパレル企業ワールドの特例子

会社が運営する、障がい者雇用を目的としたカ

フェです。

　この場をお借りして、当店の紹介をさせて

頂きたいと思います。店名の『FIKA…FIKA（フ

ィーカフィーカ）』はスウェーデン語で「お茶

を飲む」,「ゆっくり」という意味で、お店でゆ

っくり、くつろいでいただきたい、という気持

ちが込められています。現在、井草区民センタ

ー、杉並区役所、永福和泉区民センター内に店

舗を構えており各店舗、障がいを持ったメンバ

ー、それを支えるパートナー、店長が協力し合

って働いてます。

　出来ないところは補い合い、得意なところは

伸ばしゆっくり少しずつ、皆で成長していきた

い、という想いがあります。

　チームワークを大切に明るく楽しく皆様をお

迎えしたいと思っておりますので、これからも

『カフェ・FIKA　FIKA』を宜しくお願い致しま

す。

井草は私の財産
前協議会事務局　局長

唐沢　清一
　　

　井草地域区民センター協議会設立30周年並

びにマイタウンいぐさ第15号の発行おめでと

うございます。

　私は、平成20年4月から25年3月まで事務局

長として務めさせていただきました。この間、

協議会の名称変更、事務局職員の身分切り替

え、協働事業の導入等いくつかの変革がありま

した。

　とりわけ協働事業は、委員の皆様と共に企

画段階で大変悩みました。そのような中で行っ

たおもちゃの交換と防災を組み合わせた「カエ

ル・キャラバン」は、町会、ＰＴＡ、ＮＰＯ等

の多くの皆さんが、委員と共に一生懸命取り組

んで成し遂げた大事業で、今でも鮮明に記憶

しております。

　井草地域の皆さんは、協議会の理解者であ

り、事業やおまつりにとても協力的です。伝

統のある地域で培ってきた協議会と地域の関

係は素晴らしく、ずっと続いていくことでしょ

う。

　5年間の経験は私の財産になりました。今、

地元（あきる野市）で地域の活動をするにあた

り様々なところで役に立っています。

　ありがとうございました。

ふれあい
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あとがき

編集委員

　皆様のご協力のおかげをもちまして、小冊子「マイタウンいぐさ」第15号を発行する
ことができました。
小冊子「マイタウンいぐさ」は第15期の活動の記録です。特に、平成26年は協議会設立30
周年にあたり、周年行事を盛り込み頁数を増やしました。
協議会が一丸となり、集団事業・協働事業・支援事業・講座や講演会など、地域コミュニ
ティ形成の一端を担うべく活動した内容をご高覧いただければ幸いです。今後も地域
の方々との連携を図り、少しでも役立つ情報を発信して参る所存でございます。
　最後になりましたが、発行にあたりご協力をいただいた多くの皆様に厚く御礼申し
上げます。

表紙の写真：井草地域区民センターの前庭に大きくそびえるけやきの木です。

裏表紙の図：井草の井と伸び行く“けやき”を図案化したもので井草地域区民センター協議会のシンボルマークです。
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