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回覧

あけまして
  おめでとうございます

●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

　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　　

これからの催し・お知らせ（予定）

15日（火）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

23日（水）	 協新春いぐさ演芸会

		2日（土）	 講お菓子を作ろう・バレンタインデーに向けて

19日（火）	 協震災講演会（防災会対象）

23日（土）	 協大人も子供も一緒に学びつくる
	 「井草遺跡と縄文時代の暮らし、井草式土器」

		3日（日）	春まつり（四宮区民集会所）

15日（水）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

15日（水）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

	 小冊子「マイタウンいぐさ17号」発行

21日（火）	定期総会

※	支支援事業		協協働事業		講講座		催催事

1月

2月

3月

4月

5月

日　時：3月3日（日）10：00～15：00
会　場：四宮区民集会所
　　　　（杉並区上井草2-28-13）
内　容：餅つき（販売は①11時～、②13時～）
　　　　　　　　　　※各回ともなくなり次第終了
　　　　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）

平成31年
春まつりのお知らせ
恒例のお花見とお餅つき

雨天決行
お誘い合わせて

お出かけください

小笠原の日の出



11月12月の活動は本号をご覧ください。

新春いぐさ演芸会

鯵の三枚おろしと
健康ランチ

支援事業	四宮小盆踊り
ヨーヨーつり

春まつり

親と子の囲碁教室

センターまつり

防災会との協働事業

こわれた傘の布から手ぬいで
作る自転車かごカバー

和菓子を作って
抹茶とともに

1月

7月

4月 6月

10月

ステンドグラスで
オーナメント作り

ストレッチ＆筋トレで
キレイな姿勢に！

親と子で楽しむ
サマーコンサート

2月

5月

8月

3月 3月

7月

9月

〈地域のよりよい街づくりに貢献する　ボランティア活動に参加しませんか〉

井草地域区民センター協議会は、井草地域区民センター、四宮区民集会所、八成区民集会所を拠点にして、地
域住民の交流、コミュニティの形成を目的にまつりや各種講座及び地域の団体との協働による事業を企画実施
しています。委員は、地域内のPTAや自治会などの団体から推薦された方と、公募で選ばれた方が、「総務部」「広
報部」「コミュニティ部」「講座運営部」に所属し活動しています。

任　期：2019年6月1日から、原則として2期4年
対　象：井草地域内にお住いの方（井草地域とは、井草１～ 5丁目、上井草１～ 4丁目、下井草１～５丁目、
　　　　清水２～３丁目、今川１～２丁目を指します）で、ボランティア活動ができる熱意のある方
定　員：10名程度
申　込：申込書及び略歴書（井草地域区民センター協議会事務局で配布、また協議会ホームページ
　　　　http://www.igusahome.sakura.ne.jp/よりダウンロード）を、2月28日（木）〈必着〉までに
　　　　同事務局へ持参してください。
　　　　後日面接を行います。
　　　　申込書は返却しません。
その他：活動にあたっては、交通費程度の活動費を支給します。
問合せ：井草地域区民センター協議会事務局　
　　　　☎３３０１－７７２３
　　　　（土日祝日を除く、午前8時30分～午後5時）

協議会委員募集のお知らせ

平成30年地域コミュニティ活動を振り返る



社会教育センター、桃井第五小学校PTA、八成小学校
PTA、沓掛小学校PTAとの協働で行いました。
9時30分からの整理券配
布では30分以上前から
並んでいる人もいて、わ
ずか15分でなくなる人
気の催しでした。

講師に杉並区聴覚障害者協会の猪股
恵さんを迎え、３回にわたり、初心
者向けの手話入門講座
が開催されました。手
話による挨拶に始まり、
自己紹介や簡単な会話
を教わりました。

工作の万華鏡 ポップコーン 会場の皆さんと手話ダンス

11月11日（日）、八成区民集会所において開催、各種模擬店、
芸能発表、作品展示、工作教室などが行われました。天候に
恵まれ、大勢の方にご来場いただきました。

平成30年度 八成まつり開催

　戦国大名でもあった今川氏の菩提寺として知られる観泉寺の住職のお話が聞けるとあって、観
泉寺幼稚園のホールは、予定数120名のところ200名以上の地元住民の方々で満席でした。
　住職が調べられた清和源氏の流れをくむ今川家の祖先について話されました。江
戸時代には高家にとりたてられ、下井草にあった観音寺を正保年間に現在地に移
し、今川氏の菩提寺となりました。お話の最後に「自分を大切にしてください。自分
を大切にすることで、相手への思いやりも生まれます。諸行無常―常に同じでなく、
そして死者となっても魂は永遠に心のうちにあります。」と結ばれ参会者を励まされ
ました。

10月27日（土）　　場所：観泉寺幼稚園ホール　講師：田中法生さん（観泉寺住職）

11月8、22、29日（木）
手話を学ぼう
講師：猪股　恵さん

10月30日、11月6、13日（水）
筋力アップできれいな身体を
ゲットしよう！
講師：豊澤直子さん

11月28日、12月5日（水）
ステンドグラスで
クリスマスの壁飾りを作ろう
講師：松本　剛さん

12月10日（月）
お正月飾りを作ろう
講師：佐藤眞理子さん

12月2日（日）
プラネタリウムと星座早見盤工作協働

事業

講　
　座

協働
事業

コミュニティ・すくーる 「今川氏と観泉寺」



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。☞

〜井草の散歩道〜  観泉寺 （今川２-１６）

　今川氏の菩提寺として知られる曹洞宗宝珠山観泉寺。寺域を囲む築地
塀には三本の線、瓦には桐の紋が施され寺の格式が高いことが伺える。
山門をくぐると池があり、よく手入れされた庭園、その前の築山には牡丹
が植えられている。正面が本堂で本尊は釈迦如来。左手を入って、すぐ
のところに苔むした今川氏

うじ

真
ざね

公以降の当主や一族の供養塔があります。
　氏真は桶狭間で信長に討たれた義元の子で、歌人としても、蹴鞠(けまり)
の名手としても知られており、こうした貴族との交流のなかで、家康とし
ても一目をおいたのでしょう。家光の時に、家康に朝廷から秀吉より上
位の「東照宮」を賜ったことで、直房が高家につき、上・下井草、中村、
鷺宮の５00石を加増された。この時、現在地に観泉寺を移し、税の徴収
や裁判なども行うようになったという。今川の地名も今川氏に因んでつ
けられました。
　11月24、25日には今川紅灯路が行われ、ライトアップされました。

第34回　四宮森もちつき大会　１月27日（日）　12：30～15：00　　雨天決行　会場：四宮森児童館
第39回　上井草もちつき大会　１月27日（日）　13：00～15：30　　雨天決行　会場：上井草児童館
第49回　ちびっこもちつき大会　２月 2日（土）　13：00～15：00 雨天決行　会場：清沓中通会議室
第39回　下井草もちつき大会　２月10日（日）　12：00～14：00　　雨天決行　会場：下井草児童館

お知らせ 《予定》

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：片岡末廣氏ほか

1/26（土）、2/9（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

お菓子を作ろう・バレンタインデーに向けて　※
今年のバレンタインデーは、チョコバーとクッキーにしてみませんか？

講師：堀　恵子さん

2/2（土）
13:00～15:00 16名 900円

往復ハガキ
1/23（水）
必着

大人も、子供も、一緒に学び、つくる
「井草遺跡と縄文時代の暮らし、井草式土器」　※
8,000年前の井草地域の人々は、どんな暮らしをしていたのか？
井草式土器を実際に作って、当時の人々の暮らしに触れる。

講師：井草文化財研究所研究員　中野拓大さん

2/23（土）
14:00～16:00

50名
小学生以上 無料

往復ハガキ
2/12（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。


