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平成29年５月23日（火）、井草地域区民センター協議会の
平成29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28年度事業報告  （2）平成28年度一般会計決算報告  

（3）平成28年度会計監査報告  （4）平成29年度事業計画  （5）平成29年度一般
会計予算  （6）第16期委員の追加承認  （7）第17期委員の承認、以上が審査さ
れ承認されました。
♡♡♡♡♡♡ 杉並区による感謝状贈呈式を開催 ♡♡♡♡♡♡
定期総会終了後、同所において、杉並区宇賀神副区長から退任する委員に感
謝状と記念品が贈呈されました。退任された皆様お疲れ様でした。

回覧

会　　　長 行川　　勉 副　会　長 笠間ひとみ 原　　賢一 会計監事 仁平　義道 内田　真澄
　　　　　　　　（◎：部長   ○：副部長）　

総　務　部 ◎笠間ひとみ ○馬場　敏彦 赤妻光沙子 佐藤　俊子 武山　尚道 戸澤　陽子
広　報　部 ◎本山　德裕 ○荒川　秀子 佐々木　征 番場　僚一 広瀬　玲子 佐野　昭義

コミュニティ部
◎井口　茂利 ○磨井　洋夫 篠　　知子 石田　　満 齋藤　忠輔 山崎　まき 阿久津三樹 落合　雅美
　谷口　典孝 　西谷　和恵 増川　明男

講座運営部 ◎木村はるみ ○山口　皓一 原　　賢一 渡辺　千恵 結城　範子 河野　英子 松沼　　徳 相川ちづる

第17期  委員名簿

17期のスタートにあたって　～地域が連携し、高齢者が孤立しない町を目指して～
井草地域区民センター協議会　会長  行

なめ

川
かわ

　勉
つとむ

井草地域の皆様には、日頃から本協議会にご支援とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
歴代会長をはじめ、委員の皆様の多大な努力により、井草地域の伝統が築かれてきたことに
敬意を表し、次世代に伝える役目をいただいたと身を引き締める思いで会長に就任いたしま
した。私はコミュニティ部に4年間在籍し、井草地域の在り方について勉強させていただき
ました。今期においても地域のテーマである「安全・安心のまちづくり」に基づき、三大まつ
りをはじめとする協働事業や支援事業を実施し、皆様と柔らかく連携をとりながら高齢者が孤立しないまちづく
りを目指していきたいと思います。地域の拠り所となるように、委員一同、力を合わせて貢献して参りますので、
皆様には一層のご支援、ご協力を頂きますとともに事業への積極的な参加を心より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

平成29年6月1日現在

井草地域区民センター協議会
平成29年度定期総会開催



毎年6月に地域の皆様・諸団体の代表の方々にご参集いただき「地域懇談会」を開催して
います。本年度は「東京湾北部地震　杉並区震度６弱」をテーマとして、荻窪病院　村
井信二病院長を講師にお招きして「荻窪病院の災害医療対策の現状と課題」という演題
のもと、我々の地域での大規模災害時における病院側と地域との協力・連携についての

講演をして頂きました。東日本大震災では直
後に南三陸町に入られ医療支援を行った時の
様子、災害拠点病院である荻窪病院の災害医療対策の在り方、杉並
区の緊急医療体制、地域の災害訓練の大切さ等についてお話を伺
いました。医療従事者の生の声を聞くことにより、参加者にとって
地域での傷病者対応や日頃の震災対策・協力を考えるよい機会とな
りました。

平成29年度 地域懇談会
6月20日（火）　場所：井草地域区民センター

懇談
会　

　
　
収

入
　
　

区　分
平成28年度 平成29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 1,643,000 1,543,455 1,503,000

３．繰越金 609,000 609,131 810,000

合　 計 11,405,000 11,305,586 11,466,000

　
　
　
支
　
　
出
　
　

区　分
平成28年度 平成29年度

予算額 決算額 予算額

１．事業費 5,370,000 4,661,291 5,750,000

２．委員活動費 4,345,500 3,863,500 4,345,500

３．委員研修費 350,000 199,646 50,000

４．協議会運営費 790,000 638,637 867,000

５．予備費 549,500 0 453,500

合　　計 11,405,000 9,363,074 11,466,000

平成29年度   定期総会   決算報告・予算 （単位：円）

村井病院長

花と緑の井草祭り
5月20日（土）   場所:井草森公園

初夏の太陽が燦々と輝く土曜日、大勢の人が井草森公園の広場
に集まりました。濃い緑の下で「花の即売会」「野菜の即売会」
「地方物産の直売」「花の大抽選会」「絵はがきコンテスト」を始
めとし、出店やパフォーマンスの数々が賑やかに催されまし
た。花と緑の井草祭りは今回で第16回を迎え、２年前に会場
を井草森公園に移してからも更に盛況となっております。井草
地域全体を花と緑でいっぱいにしたいという趣旨で、「花と緑
のステキなまち井草協議会」が結成され、このイべントの運営
主体として活動しています。

トピックス

収入決算額 11,305,586 円

支出決算額 9,363,074 円

収入支出差額 1,942,512 円

区への返還金 1,131,718 円

次年度繰越金 810,794 円



老若男女を問わず楽しめる「初心者スポーツ吹矢教室」が、講師青海川應美さん
（日本スポーツ吹矢協会準師範　上級公認指導員）、補助講師山崎エイ子さん（上

級公認指導員）、浜昭一さん（上級公認指導員）
の指導の下、３回シリーズで開催されました。”当たれば楽しい、当たらなくても
健康に良い”をスローガンに腹式呼吸による健康増進がねらいの教室です。第１
回、第２回で基本動作を習得し、第３回では得点を争うミニ競技会も行われまし

。たしまれらせ寄が声のと」いたけ続「」たっかし楽「はらかんさ皆たれさ加参。た

声楽家の長尾篤子さん良子さん親子を講師に迎え、4回にわたり実施し、毎回発声練
習の最後は大声で笑いました。4回目の最後はミニ
ミニミニコンサート。前座は先生お二人の素晴らし

たし実充もてと「。たしまげあい歌を曲6たし習練は者加参りま始らか声歌い
。たしまれらせ寄が声のどな」いいらたっあに的期定「」たせご過を間時

初心者スポーツ吹矢教室
5月30日（火）・6月6日(火)・13日（火）　場所：井草地域区民センター

みんなで楽しく歌いましょう
6月5日（月）・12日(月)・19日（月）・26日（月）　場所：井草地域区民センター

講　
　座

講　
　座

講　
　座

布ぞうり研究家の山脇久子さんの指導を受けて挑戦しました。４時間かけて一対のぞう
りを全員が仕上げることができました。最初が大変、ネクタイを結ぶようにきちっとでき

も「。すまきいてげあみ編に順はとあ、ばれ
う少し器用だと思っていましたけれど」な

で布「。すまり借を手の生先らがな話とど
すから少々の違いなど大丈夫」と励まされながら形になっていき

座講のこ「」いたみてっ作を分の族家にちういなれ忘、ひぜ「。すま
をまた開催してほしい」などと感想が出されていました。

布ぞうりを作ろう
５月8日（月）　場所：井草地域区民センター

講師　山脇さん

浜さん、山崎さん、青海川さん

長尾篤子さん　良子さん

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

環境講座①環境教育
「水と野生の生き物」

8/12（土）、13（日）
10:00 ～12:00
※小4以上、小3以下は保護者同伴

50名
2日間出席で
きる人優先

100円 往復ハガキ
7/25（火）

コミュニティ・すくーる
「井草地域の自然今昔と未来に向けて」

8/27（日）
13:00 ～15:00 50名 100円 往復ハガキ

8/22（火）

協働事業
「井草・
水とみどり
支援隊」

①地域の自然めぐり 9/ 2（土）9:30 ～12:00 40名
2回出席でき
る人優先

100円 往復ハガキ
8/22（火）②ビオトープの手入れ

　とワークショップ 9/23（土）9:30 ～12:00

ゆるラク  ストレッチ体操 10/6（金）、20（金）
10:00 ～12:00 16名 100円 往復ハガキ

9/26（火）

おもちゃの病院 7/22、8/12、8/26（土）
受付：13:30 ～15:00 1家族3件まで 当日直接

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。

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）

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



かつては銀
いちょういなり

杏稲荷公園も境内のなかにあり、大銀杏があったことから社名がつけられたといいます。公園からはず
れた東南の一角にあるのが銀杏稲荷で、創建は元和２年（1616）で、祭礼は２月の「初午」です。井口家に縁のある
30数軒で講がつくられ、守られています。井口家は神奈川県の三浦から移住して（草分け）きたので井草の地名が
できたとの説もあります。社の前に座っている親子キツネの石像が印象的でした。

〜井草の散歩道〜 旧早稲田通りの旧跡その３ 銀
いちょういなり

杏稲荷 （井草2-15）

平成29年度
井草センターまつり 

今年より『包丁研ぎ・また板削り』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。
　※ごみの持ち帰りにご協力ください。

日時：９月 9日（土）10：00～16：00
　　　　10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、缶バッチ、楽しいゲーム
　　　【 9日】 おもちゃの病院、ビンゴ大会
　　　【10日】 ピエロ風船、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
　　　　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。☞


