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平成28年５月24日（火）井草地域区民センター協議会の

平成28年度定期総会が、地域代表者、地域住民、行政の

皆様のご出席の下に開催されました。定期総会では（1）

平成27年度事業報告（2）平成27年度一般会計決算報告

（3）平成27年度会計監査報告（4）平成28年度事業計画

（案）（5）平成28年度一般会計予算（案）（6）第16期委員の

追加承認（案）について可決されました。

回覧

井草地域区民センター協議会
平成28年度定期総会開催

会　　　長 井口　喜由 副　会　長 北野 佑一郎 増田　米子 三木　栄治 会計監事 岡﨑　祐子 渡邉　一郎
（◎：部長   ○：副部長）

総　務　部 ◎北野佑一郎 ○笠間ひとみ 尾崎　則子 仁平　義道 馬場　敏彦

広　報　部 ◎三木　栄治 ○荒川　秀子 本山　德裕 佐々木　征 番場　僚一 広瀬　玲子

コミュニティ部
◎行川　　勉 ○篠　　知子 増田　米子 榎本　達夫 南雲　皓一 渡邊　紀子 一木　綾子 石田　　満
　井口　茂利 　磨井　洋夫 齋藤　忠輔 山形　順子 山崎　まき

講座運営部 ◎原　　賢一 ○渡辺　千恵 結城　範子 木村はるみ 河野　英子 辻村　清美 松沼　　徳 山口　皓一

第16期  委員名簿

災害に強く安全・安心で心豊かに暮らせるまちづくり
井草地域区民センター協議会　会長  井口 喜

き

由
よし

平素は井草地域の皆様には温かいご支援ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。おかげ
さまで、平成27年度も先輩方が大事に育んできた伝統である3つのまつり（センターまつ
り、八成まつり、春まつり）を盛大に開催することができました。センターまつりをはじめ
として協議会事業実施に多大なご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。当協議会は

数年来、地域の皆様・諸団体と一緒に、地域課題を解決するための協働事業に力を入れております。様々なテー
マで行っておりますが、当初から一貫して取り組んできた課題に「井草地域の安全・安心」というテーマがあり
ます。近頃の様々な災害を教訓に自助、共助、公助の順での対応が大切だと言われていますが、当協議会でも
この様な認識を基に取り組みを考えてまいりました。これからも地域の皆様方との絆を更に強化し協働事業を
充実し協議会の活動を通して安全・安心で心豊かな井草地域のまちづくりに努めていきたいと思いますので、
引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

●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



毎年6月に地域の皆様・諸団体の代表の方々が集まり「地域懇談
会」が行われます。本年度は4月に起こった熊本地震への救援事
業に参加した杉並区危機管理室防災課の方々を招き「平成28年熊
本地震に学ぶこと」と題して災害対策について学び、意見交換を

行 い ま し
た。熊本市での救援事業に参加した防災課の菅井さん
から、熊本地震の被害の状況と救援事業についての話
を聞いた後、同じく防災課の泉関さんから杉並区の地
震対策、施設（地域）ごとの防災対策、非常食糧等（防災
食）の備蓄についての説明がありました。その後、参加
者からそれぞれの地域で取り組んでいる活動について
の話し合いも行われました。

地域懇談会が開かれました
6月21日（火）　場所：井草地域区民センター

懇談
会　

　
　
収

入
　
　

区　分
平成27年度 平成28年度

予算額 決算額 予算額

１．区補助金 9,153,000 9,153,000 9,153,000

２．諸収入 1,043,000 1,127,027 1,643,000

３．繰越金 778,000 778,549 609,000

合　 計 10,974,000 11,058,576 11,405,000

　
　
　
支
　
　
出
　
　

区　分
平成27年度 平成28年度

予算額 決算額 予算額

１．事業費 5,570,000 5,187,946 5,370,000

２．委員活動費 4,345,500 3,776,500 4,345,500

３．委員研修費 50,000 0 350,000

４．協議会運営費 610,000 583,748 790,000

５．予備費 398,500 0 549,500

合　　計 10,974,000 9,548,194 11,405,000

平成28年度   定期総会   決算報告・予算 （単位：円）

太鼓祭り  5月3日（火）   場所:井草八幡宮 ⇄ 上井草・井草・下井草地区

井草地域の太鼓祭りは、天候に恵まれ晴天の下、巡行が行われました。井草八
幡の氏子地域を毎年コースを変えて巡行します。早稲田通り、旧早稲田通りの

一部を巡行するため路線バス
も荻窪警察の誘導にしたがっ
て通行します。大太鼓の音は
数百メートルも離れた場所で
も聞き取れるほどの轟音で、
その音が聞こえると地域の
方々は家を飛び出し沿道で見入っていました。平成12年に
完成した現在の太鼓は、直径：約177㎝、長さ：約180㎝、重
さ：約1トンで23区内髄一の大きさです。

トピックス

収入決算額 11,058,576円

支出決算額 9,548,194円

収入支出差額 1,510,382円

区への返還金 901,251円

次年度繰越金 609,131円



杉並中野相続サポートセンター代表　税理士　廣瀬一俊
さんを講師に迎え、相続税改正後の相続に対する知識を学
びました。講座の内容は主に４項目に分けて①小規模宅地
等の特例を使うでは対象面積の引き上げ、特定事業用地等

と特定居住用宅地等の完全併用可
能、二世帯住宅の要件緩和、老人ホーム入居者の特例適用の説明、②生前贈与の活用
では毎年110万円の基礎控除、住宅取得資金・教育費・学費など生活に必要なものの贈
与、教育資金･結婚・子育資金の一括贈与の説明、③分割では父母・長男夫妻居住と父母・
長女夫妻・孫居住の事例を挙げて説明、④納税資金を確保するでは生命保険の非課税、
退職金、年間110万円の贈与、アパート建物のみ会社へ譲渡との説明があり、これらを
活用することで相続税は大きく変わることが分かりました。

まずは、肩や首を回して身体をほぐし発声練習。その後、鶴村有里子さん
の美しいピアノ伴奏にのせて、小学校PTAコーラスサークルからご一緒に
活動されている安東久仁子さんのリードで休憩も交えながら２時間で約

18曲、手 拍 子 あり、
輪唱ありで歌い続け
ました。曲目ごとに
作詞者作曲者、曲の
作られた背景などの
お話もあり、「知らない曲もいくつかあったが楽しかっ
た。」「時間があっという間だった。」とみなさん笑顔のひ
とときでした。

財産を守る賢い相続税対策
5月28日（土）　場所：井草地域区民センター

楽しく歌おう
６月17日（金）・7月1日(金)　場所：井草地域区民センター

講　
　座

講　
　座

講　
　座

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、３
回にわたり親子体操教室が実施されました。12組24人のお母さんと小さな子

供達がボール遊びや全身運動で汗
を流し、普段の運動不足を解消しま
した。子育てストレスの溜まりがち
なお母さん達も体を動かしてリラッ
クスできたようでした。池上さんに
よれば、幼児を抱えたお母さんが、皆で集まりグループ活動をする
事にもこの教室の意義があるとのことでした。

親子体操教室
５月26日（木）・6月1日（水）・9日（木）　場所：井草地域区民センター

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。

講師 廣瀬さん

川里さん・池上さん

安東さん・鶴村さん



井草地域には長屋門がいくつか残されていますが、その中で特に立派な門が田中家の長屋
門です。長屋門とは江戸時代に大名や旗本の武家屋敷の前面に建てられた門で、門番の部

屋や家臣や下男が住む
長屋が棟続きに設けられ
ていたことから、長屋門
と言われています。武家
しか建てられなかった長
屋門を、村役人だった田
中家が領主の許可を得て建てたものです。出格
子作りの武者窓がつけてあるのが特徴です。初
夏には手入れをされたサツキがきれいで、落ち
着いた雰囲気に花を添えています。NHK「美の壺」
などのテレビでも紹介されました。

〜井草の散歩道〜 田中家長屋門 （下井草4-12）

平成28年度
井草センターまつり 

会場の都合により『フリーマーケット』は中止となりました。ご了承ください。
　※自動車、自転車での来場はご遠慮ください。
　※ゴミの持ち帰りにご協力ください。

日時：９月10日（土）10：00～16：00
　　　　11日（日）10：00～15：00  雨天決行

内容：【両日】模擬店、芸能発表、お茶席、作品展示、工作教室、楽しいゲーム
　　　【10日】おもちゃの病院、ビンゴ大会
　　　【11日】包丁研ぎ・まな板削り（受け付けは12時まで）、ガラポン
　　　※内容の一部に変更がある場合がございます。ご了承ください。

会場：井草地域区民センター
住所：杉並区下井草５－７－22　　TEL.３３０１－７７２３

協　力：近隣商店会、近隣町会、近隣幼稚園・保育園・児童館・小中学校・同PTA、都立農芸高校
　　　　東京土建、シルバー人材センター、Fika Fika、　他　

～皆さま、誘い合わせて是非ご来場ください～ 　　

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。☞


