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「地域の皆様とともに」

井草地域区民センター協議会
会長　井口　喜由

　井草地域の皆様には、日頃から協議会に温かい
ご支援、ご協力を賜り心からお礼を申し上げます。
　井草地域区民センタ－協議会第16期(平成27
年、28年度)事業では協議会の三大まつり(センタ
－まつり、八成まつり、春まつり)をはじめ、コミ
ュニティ・すくーる、コンサ－ト、各種講座や広
報など諸事業の遂行と「安全・安心のまちづくり」
をテーマに地域の皆様と連携・交流をはかり協働
事業、支援事業の実施を通じて地域の活性化に貢
献することが出来ました。
　とくに三大まつりは毎年楽しみに来場される
人々の笑顔に支えられています。またこの様に老
若男女幅広く皆様が集うところは他にはないと
思います。
　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んできました。これから
も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。
　数多くの先輩方が大事に育んできた井草の伝
統を築き、継承されたことに敬意を表するととも
に、絆というものを深めてこられた先輩方の織り
なした布の中に新たに糸を紡ぎこれからも地域
の皆様方との絆を更に強くしていきたいと思い
ます。
　これからも事業計画を充実し協議会が地域コ
ミュニティの中心的な存在として地域の活性化、
発展のために尽します。
　皆様にはこれまで以上のご支援、ご協力を頂き
ますと共に事業への積極的な参加をお願い申し
上げ、ご挨拶といたします。

「マイタウンいぐさ」
第16号の発刊を祝して

杉並区長　　田中　良

　「マイタウンいぐさ」第16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
から、まつりや各種講座等の実施を通じて地域の
活性化にご貢献いただいておりますことを厚くお
礼申し上げます。
　私も毎年恒例の多様な地域団体が参加する盛大
なセンターまつり、地元野菜の即売やもちつきな
ど地域に根差した集会所のまつりをいつも楽しみ
にしております。
　これもひとえに、歴代会長をはじめ委員の皆様
方のご尽力の賜物と深く感謝申し上げます。
　さて、杉並区は本年、基本構想（10年ビジョン）
の後半となる重要な年を迎え、その実現をより確
かなものとするために、実行計画、協働推進計画、
行財政改革推進計画を改定しました。
　少子高齢化が進み、また変化の激しい現代にお
いて、各計画を着実に実行し「区民福祉の向上」を
持続的に図るためには、常に時代の先を見据えて
課題に対応することが必要です。中でも、「地域に
おける住民活動の支援と地域人材の育成」は基本
構想の実現において大変重要な課題だと考えてお
ります。
　このような中、貴協議会においては、地域の多
様な団体と連携し、地域課題を共に考え解決して
いく「協働事業」や地域団体を繋げる「地域懇談会」
に積極的に取り組んでこられました。
　貴協議会活動により生まれた地域のネットワー
クが、より良好な地域コミュニティ形成の原動力
となることを期待しています。
　今後とも、事業のさらなる充実・強化を図り、地
域コミュニティの中心的存在として、井草地域の
発展のために、ご尽力いただきますよう、心から
お願い申し上げます。
　結びに、貴協議会のますますのご発展と委員の
皆様方のご健勝を祈念いたしまして、お祝いの挨
拶とさせていただきます。
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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	 四宮区民集会所開館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・四宮区民集会所開館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部制から3部制に変更
平成13年10月14日	 文化祭を年間行事として開始
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・四宮区民集会所開館20周年記念式典開催
平成18年11月５日	 八成区民集会所開館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部制から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
	 日本フィルハーモニー交響楽団出張コンサート開催
平成28年９月	 当センター隣地（旧中庭）に保育園の工事が始まる

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）の住民による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民から選出され、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、スポーツ推進委員、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

平成28年９月センターまつり
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第16期　協議会委員名簿
会　長　　　井口　喜由
副会長　　　北野佑一郎
　　　　　　増田　米子
　　　　　　三木　栄冶

会計監事　　岡﨑　祐子
　　　　　　渡邉　一郎

◎北野佑一郎　　○笠間ひとみ
　尾崎　則子　　　仁平　義道　　　馬場　敏彦
　赤妻光沙子　　　中野麻衣子

◎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

◎三木　栄冶　　○荒川　秀子
　本山　德裕　　　佐々木　征
　番場　僚一　　　広瀬　玲子

局　長　　髙橋　俊康
　　　　　奈良野　繁
　　　　　瀧ヶ崎　尚　　　吉田香代子
　　　　　鈴木喜代美　　　大澤　千秋

◎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

顧　問　　篠　　勝喜　　　山佳　愛司

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

会　長 会計幹事

◎部長　○副部長　（平成29年3月現在）
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平成27年度 28年度の月別主な活動
4月

平成27年度 ：定期監査・催（クラシックギ
ター演奏会）
平成28年度 ：定期監査

7月

平成27年度：委員館内研修・支援（八成小60
周年記念イベントPTA子ども会・沓掛小く
つかけ祭り・四宮小こども盆踊り）
平成28年度：支援（八成小PTA子ども会・四
宮小こども盆踊り）

10月

平成27年度：協働（ペットと防災）
平成28年度：協働（手話入門講座）

1月

平成27年度：新年懇談会
平成28年度：新年懇談会・催（新春いぐさ演
芸会）

5月

平成27年度：定期総会・催（日時計ウォーキ
ング）
平成28年度：定期総会

8月

平成27年度
平成28年度

11月

平成27年度：八成まつり・推薦団体懇談会・協働
（人形を作って、使って楽しい腹話術）・協働（レ

クリエーションスポーツダーツを楽しむ）
平成28年度：八成まつり・推薦団体懇談会・委員
館外研修・協働（一度は聞いておこう 遺言・相続・
成年後見の話）・協働（いわさきちひろの世界）

2月

平成27年度：協働（新春いぐさ演芸会）協働
（防災訓練と東京防災を理解しよう）

平成28年度：協働・（春よ来い！コンサート）
協働（東京都庁防災センター見学と防災勉強
会）

6月

平成27年度：16期委員就任・地域懇談会
平成28年度： 地域懇談会

9月

平成27年度：センターまつり
平成28年度：センターまつり・協働（日本
フィルハーモニー交響楽団室内楽コン
サートと防犯のお話）

12月

平成27年度：コミュニティ・すくーる（子ども
に本を）・催（クラシックギターによる楽しい
クリスマスコンサート）
平成28年度：コミュニティ・すくーる（あなたの知ら
なかった杉並の鉄道とまちの発展の歴史）・委員館
内研修・催（クリスマスアフタヌーンコンサート）

3月

平成27年度：春まつり・協働（井草地域の
まちづくり今昔）・協働（プラネタリウムで
星を観よう！ 天体望遠鏡を作ろう！）
平成28年度：春まつり・協働（井草地域のま
ちづくり今昔）協働（科学であそぼう！）

協働：協働事業　支援：支援事業　催：催事



推薦団体懇談会 「立川防災館見学と『東京防災』勉強会」 「プラネタリウムで星を見よう！
                     天体望遠鏡を作ろう！」
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平成27・28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27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

11月
・推薦団体懇談会
・八成まつり
・役員会、定例委員会、部会

平成28年
1月

・新年懇談会
・役員会、定例委員会、部会

12月
・役員会、定例委員会、部会

2月
・七館総務部連絡会
・「立川防災館見学と小冊子『東京
防災』勉強会」（協働事業）
・役員会、定例委員会、部会

3月
・春まつり
・「プラネタリウムで星を観よう！
   天体望遠鏡を作ろう！」（協働事業）
・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
・四宮小こども盆踊り（支援事業）
・八成小創立６０周年記念事業
  ＰＴＡ子ども会（支援事業）
・館内研修「井草地域区民センター

館内施設等の確認」
・役員会、定例委員会、部会

8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

四宮小こども盆踊り
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総務部

3月
・春まつり
・「科学であそぼう！」（協働事業）
・役員会、定例委員会、部会

11月
・八成まつり
・推薦団体懇談会
・館外研修「JAMSTEC 視察等」
・役員会、定例委員会、部会

平成29年
1月

・新年懇談会
・役員会、定例委員会、部会

10月
・役員会、定例委員会、部会

８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

６月
・地域懇談会
・役員会、定例委員会、部会

７月
・八成小PTA子ども会（支援事業）
・四宮小こども盆踊り（支援事業）
・役員会、定例委員会、部会

2月
・「春よ来い！コンサート」（協働事業）
・「東京都庁防災センター見学と防
災勉強会」（協働事業）

・役員会、定例委員会、部会

4月
・役員会、定例委員会、部会

12月
・館内研修
「わがまち井草、どんなまち」
・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

平成22年度から手掛けているは「協働事業」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、他の諸団体と共に、
企画・運営・実施までを行っています。
また「支援事業」として地域の小中学校行事等の支援を行っています。

八成小PTA子ども会

「春よ来い！コンサート」
　　　　　　   のポスター
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平成27・28年度各部活動報告

広報部

沓掛小くつかけ祭り 井草八幡宮・太鼓祭り

八成小PTA子ども会

井草北商店会
「ちびっこ夏まつり」

上井草もちつき大会

下井草児童館
「お泊り探検隊」

四宮小こども盆踊り

上井草商店街振興組合
「井草夏まつり」

下井草もちつき大会

四宮森児童館
「あんどん作り」

今川親和会
「灯りde絆」

西武井荻商店街振興組合
「納涼盆踊り大会」

四宮森もちつき大会

東原児童館
「お庭DEキャンプ」

下井草商店街振興組合
「下井草サマーフェスティバル」

井草どんどやき

下井草図書館
「夏休み工作会」

地域住民交流活動の取材取材

広報部は当協議会の実施する各事業のほか、地域内の各種コミュニティ活
動を取材し、当協議会のホームページの更新と広報紙「マイタウンいぐさ」
を隔月発行してきました。
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コラム “井草の散歩道”

254号 下井草カトリック教会

253号 田中家長屋門

247号　清水いこいの森

249号 山葉名いこいの森

252号 だいこん畑 256号 総合震災訓練

255号 妙正寺体育館
リニューアルオープン

257号
旧早稲田通りの庚申塔

井草1・2丁目自治会

248号 下井草いこいの森

「立川防災館見学と『東京防
災』勉強会」

250号 杉実祭

杉並区総合震災訓練

251号 かつら文庫

「東京都庁防災センター見
学と防災勉強会」

広報紙「マイタウンいぐさ」にシリーズとして「井草の
散歩道」コーナーを設け、地元の風物詩や風景、出来事
などを掲載しました。

広報部

防災・防犯活動の取材
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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。周辺地域から多くの方々に参
加していただき、特に子供たちの楽しい思い出作り
に役立つよう配慮しております。

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27年９月12・13日　平成28年９月10・11日

27年、28年、両年とも地域の皆さまに多数ご参加いただき、子供たちの笑顔と歓声があふれる、盛大な
まつりとなりました。28年度は、まつり会場として使用していた当センター隣地（旧中庭）に保育園の建
設がはじまり、模擬店の数が多少減りましたが、来場者数は例年とあまり変わらず、このまつりがしっか
りと地域に根付いていることを実感しました。

平成27・28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27年11月1日　平成28年11月6日

おでん、綿あめをはじめ各種模擬店、野菜や鉢花の直売、芸能発表、作品展示など、コンパクトな会場に
盛り沢山のイベントが大好評でした。

コミュニティ部



14

春まつり
「梅まつり」の別名を持つ春まつりは、集会所の建物と隣接する梅林の中で多彩なイベントが開催されま

す。名物の餅つきでは威勢のよい掛け声と、杵の音が春の空に響きます。

平成27・28年度各部活動報告

開催場所：四宮区民集会所
平成28年３月6日　平成29年３月5日
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コミュニティ・すくーる

「石井桃子さんの世界」

「杉並区の鉄道」～あなたの知らなかった杉並の鉄道とまちの発展の歴史～

開催場所：井草地域区民センター
平成27年12月5日

開催場所：井草地域区民センター
平成28年12月3日 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

私たちの住んでいる地域をより深く知るために、地域に関わりある著名人や、歴史に造詣の深い方を講
師に迎え、お話を伺います。地域への愛着を深め、コミュニティ活動への参加のきっかけになればと願っ
ています。

石井桃子さんは「ノンちゃん雲に乗る」や「クマのプーさん」の翻訳など多くの作品で 、日本児童文
学の発展に多大な貢献をされた方です。60年近く住まわれた自宅に「かつら文庫」を開設するな
どし 、平成20年には杉並名誉区民の称号も贈られました。講師の森英男氏はドキュメンタリー映
画「石井桃子さんのあゆ
み」「子 ど も に 本 を 石 井
桃 子 の 挑 戦」「ノ ン ち ゃ
ん牧場」等を制作された
映像作家で 、石井桃子さ
んの生涯を知られざる
エピソードや時代背景
をまじえながら学ぶこ
とができました。

西武線や中央線など私たちがふだん何げなく利用している鉄道は 、どの
ように開通していったのでしょうか。私たちの知らなかったまちの変化・
発展と鉄道について学びました。近代以降 、井草地域が今の杉並区の一
部となるまでの歴史をたどった後 、明治初期からの日本の鉄道の発展 、
東京の都市部と郊外を結ぶ鉄道の建設 、その中で 、中央線の荻窪駅 、西
荻窪駅の設置 、西武沿線の開発と現在の西武新宿線の下井草・井荻・上井
草駅の開業がどのよ
うに進められたのか

を学びました。また 、私たちの住む整然とした
街並みは 、全国的にみても大規模な区画整理
の結果であることや 、上井草球場はかつてプ
ロ野球球団の本拠地であったことなどの歴史
を知りました。

コミュニティ部

講師：森
もり

  英
ひで

男
お

 氏　　映像作家
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平成27年度

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。

講演会・演奏会など

協働事業

ヨーロッパと日本
〜食の違い〜

井草地域のまちづくり今昔

新春いぐさ演芸会

ペットと防災

クラシックギター演奏会

レクリエーション
スポーツダーツを楽しむ

人形を作って 、使って楽しい
腹話術

クラシックギターデュオによる
楽しいクリスマスコンサート

講座
月 講座名 講師（敬称略）

4 山野草を育てましょう 河内　惠子

4 フェルト手芸 清水　景子

5 心を落ち着かせるコツを学びま
しょう 新海由美子

5 日時計ウォーキング 小野　行雄

5 初心者スポーツ吹矢教室 青海川應美

6･7 初めての「茶の湯」 長　宗育

6･7 歌舞伎の魅力～俳優の世界～ 馬場　順　

7･8 ボイストレーニングでリフレッ
シュ 池上　敦子

7 手作り石けん 太田　幸子

9･10 初心者の為の写真教室 神崎美恵子

11 消しゴムはんこを作ろう せきともこ

12 ステンドグラスでオーナメント作
り 松本　剛

協働事業
月 講座名 講師（敬称略）

10 ペットと防災 NPO法人アナイス・平井
潤子

11 人形を作って、使って
楽しい腹話術

全国読売防犯協力会専任
防犯講師・飯室真奈美
区いきいきクラブ連合会

11
レクリエーション
スポーツダーツを
楽しむ

杉並区障害者団体連合会
NPO法人プロップＫ

２ 新春いぐさ演芸会 昔々亭慎太郎、他
区いきいきクラブ連合会

３ 井草地域のまちづく
り今昔

上井草駅周辺地区、
井荻駅周辺地区、
下井草駅周辺地区まちづ
くり協議会
郷土博物館学芸員　

講演会・演奏会など
月 講座名 講師（敬称略）

4 クラシックギター演奏会 伊藤　亘希
竹野紗也果

5 ヨーロッパと日本
～食の違い～ 小塩　節

12 クラシックギターデュオによる楽
しいクリスマスコンサート

伊藤　亘希
渡邊　茜　

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
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講　　座

おもちゃの病院

初心者スポーツ吹き矢教室

日時計ウォーキング第２弾

初めての「茶の湯」

ボイストレーニングでリフレッシュ

消しゴムはんこを作ろう

山野草を育てましょう

初心者の為の写真教室

心を落ち着かせるコツを
学びましょう

フェルト手芸

歌舞伎の魅力〜俳優の世界

ステンドグラスでオーナメント作り

手作り石けん
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平成28年度

講座
月 講座名 講師（敬称略）

4 ストレッチでリフレッシュ 山縣　幸子

4 山野草を育てましょう 河内　惠子

5・6 親子体操教室 池上　園美

6・7 楽しく歌おう！ 鶴村有里子

8 夏休み「親子ステンドグラス教室」 ステンドグラス
クローバー

9 家庭果樹の楽しみ方 二見　清

9・10 羊毛フェルトでオリジナルブロー
チを作ろう 清水　景子

10 いきいき美容教室
資生堂クオ
リティ事業
部

11 フレグランスツリーキャンドルを
作ろう 太田　幸子   

2 バレンタインにぜひおすすめ！
冬のホームパーティー献立

区管理栄養士
篠田　幸恵

2 初歩のワイン講座 千葉　祐磨

協働事業
月 講座名 講師（敬称略）

9
日本フィルハーモニー
交 響 楽 団 室 内 楽 コ ン
サートと防犯のお話

日本フィルハーモニー
交響楽団
荻窪警察署生活安全課
防犯係

10・11 手話入門講座 杉並区聴覚障害者協
会・猪股恵

11 一度は聞いておこう遺
言・相続・成年後見人の話

杉並区成年後見セン
ター・田中朝美

11 いわさきちひろの世界 ちひろ美術館・東京

3 井草地域のまちづくり
今昔

上井草駅周辺地区、
井荻駅周辺地区、
下井草駅周辺地区まち
づくり協議会
鈴木　定雄、井口　茂

講演会・演奏会など
月 講座名 講師（敬称略）

5 財産を守る賢い相続対策 廣瀬　一俊

8 海で何が起こっているのか、知っ
てびっくり！海と魚のお話

金巻　精一
宮内　祥子

12 クリスマス～アフタヌーンコン
サート

岩根　愛
川津　直子

1 新春いぐさ演芸会 昔々亭慎太
郎、他　

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

講演会・演奏会など

協働事業

財産を守る賢い相続対策

クリスマス
アフタヌーンコンサート

手話入門講座

日本フィルハーモニー交響楽団
室内楽コンサートと防犯のお話

「海で何が起こっているのか」
知ってビックリ！海と魚のお話

新春いぐさ演芸会

いわさきちひろの世界

井草地域のまちづくり今昔

一度は聞いておこう
遺言・相続・成年後見の話
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講　　座

おもちゃの病院

初歩のワイン講座

ストレッチでリフレッシュ

親子体操教室

料理教室「バレンタインにおす
すめ！冬のホームパーティー献立」

羊毛フェルトでオリジナル
ブローチを作ろう

いきいき美容教室

夏休み「親子ステンドグラス教室」

フレグランスツリー
キャンドルを作ろう

山野草を育てましょう

家庭果樹の楽しみ方

楽しく歌おう！
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如何ですか？委員は生き生きと楽しそうに活動しています。皆さんもぜひ協議
会委員に応募して、美しく楽しく豊かな井草のまちづくりに参加しませんか。
お待ちしています！
委員応募の問合せ先：井草地域区民センター協議会  Tel.03（3301）7723

井草地域区民センター協議会の委員たちは協議会主催の三大祭りの実施、諸講座の開催、地域ネットワー
クを生かした協働事業の実施、区民センター内、館外での委員研修、井草のまちのトピックス取材と広報
活動など、皆元気一杯に活躍しています。その活躍風景をチョット紹介させて下さい。

協議会だより
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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16号発行に寄せて
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16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、昭和59年の発足以来、この井草地域のふれ

あい交流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

とても賑わう各施設での餅つきや、お祭りなど

年間を通して催されるさまざまなイベントは、

ふれあいと交流を促進する催事として大変喜ば

れています。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

加者の皆様からもご好評をいただいています。

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。

　周囲の保育園の建設なども進み、若い世代の

人口が増え、未来に向けてより一層賑わいを見

せることであろうこの井草地域。これからもよ

り一層交流の輪が広がり、地域が魅力ある活気

に満ちた「ふれあいの場」となるように、皆様

のご協力をお願いいたしますとともに、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。

井荻商店街振興組合理事長
庄司　玉緒

　マイタウンいぐさ16号発刊おめでとうござい

ます。

　杉並区は教育・文化・スポーツをはじめ趣味

やコミュニケーションの為の施設があり、また

それら施設の主催を含め数えきれない程のイベ

ントが催され、地域交流の場として発展の礎と

して日々活用されていますが井草地域区民セン

ターはその質、多様性、充実度に於いてとりわ

け優れていると思います。

　日々井荻駅から当商店街を通りセンターに向

かわれる、また帰途につかれる様々なグループ

を見るにつけ（恐らく地元の方々ではあります

まい）改めてその存在の大きさを実感すると共

に、商店街自身もより安全で利用しやすい魅力

的な商空間を創出する事等によりこの地域に於

いて一層の連携を図りまた微力ながら地域全体

の活性化・発展に寄与して行きたい、と決意を

新たにする次第です。

　子供からお年寄り迄全ての世代でごったがえ

すセンターまつり、手作り感溢れるサークルや

イベント、その他全て運営に携わる歴代会長を

はじめとする委員関係者の皆様の、永年に亘る

ご苦労ご努力に、地域住民の一人として感謝申

し上げます。
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井草地域区民センター協議会
創立33年に思う

四宮親交会会長
井口　茂

　わが四宮親交会は昭和31年に設立され61年

目を迎えましたが、センター協議会との係わり

を見ますと興味深いものがあります。

　それは昭和59年10月に井草地域集会施設運

営協議会が発足、四宮親交会の会長の浅賀喜

一氏が初代会長に就任されました。そして、昭

和60年4月に四宮区民集会所がセンターに先が

けて四宮親交会の地域の上井草2-28-13に設立

されたことであります。

　創立時の委員の方々には様々なご苦労を乗

り越え活動の基礎を確立されました。その後、

成果を挙げ、平成5年8月には念願の井草地域

区民センター、平成8年12月には八成区民集会

所が開館され、名実ともに充実・発展を遂げて

こられました。

　特に、四宮区民集会所の春まつりでは、開所

以来近隣町会の協力で餅つきが行われてきま

したが、近年四宮小おやじの会、井草民謡保存

会の応援を得て一層盛り上がっています。

今後も貴協議会の発展・充実を祈念します。

井草地域の皆様に感謝
東京都立農芸高校　和太鼓部顧問

鈴木　昌子

　マイタウンいぐさ第16号の発刊おめでとう

ございます。

　都立農芸高校は、明治33(1900)年に創立し

た東京都で一番古い農業高校です。本校は、

井草地域の皆様の御理解と御協力の下、次代

の農業を支える人材育成に努めています。

　和太鼓部が、三宅太鼓を行っている理由は、

三宅島にある都立三宅高等学校が古い昔に本

校の分校であったという縁からです。生徒たち

は、腰を落とした低い姿勢で、地面に近い位置

に置かれた太鼓を全身を使って、太鼓の両面

から2名で打ち込こんで演奏します。

　毎年、井草センターまつりのオープニングで

は、太鼓を叩かせていただいており、改めて感

謝申し上げます。これからも、井草地域の皆様

に愛される響きを届けられるように、日々練習

を重ねてまいります。

井草の未来を支える「人財」育て
八成小学校PTA会長

 坪田えみり

……平成27年度より八成小「PTA子ども会」にご

支援をいただく運びとなり、また春の科学イ

ベントのお手伝いなどを通して、地域区民セ

ンター協議会との間に新しい交流が始まって

おります。

……また同年よりPTAの派遣委員がお世話になっ

ているご縁も重なり、立地的には少し離れて

いる八成小ではございますが、地域のみなさ

んとの心の距離はぐんと近くなったような気

がしております。

　「井草センターまつり」をはじめ、地域の

方と世代を超えて気軽に交流できる場が多く

あるということは、核家族で育つ子どもが増

える現代においては大変にありがたいことで

あり、さらには子どもたちが豊かな人生経験

を得るための大切なチャンスでもあると感じ

ております。

　地域のみなさんの温かい眼差しに支えられ
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て育った子どもたちが、未来の井草地域を支え

る「人財」へと成長してくれることを願い、保

護者として今後も地域のみなさんとの交流を

積極的に深めてまいりたいと思います。

「出会い・ふれあい・支えあう」地域
めざして

四宮森児童館 館長
小林　武彦

　四宮森児童館は昭和59年（1984年）10月に

四宮森公園の一角に建てられ今年で32年目を

迎えました。奇しくも井草地域区民センター協

議会と同期の設立です。

　今、児童館では「出会い・ふれあい・支えあ

い」をキーワードに子どもたちが健やかに育つ

環境づくり、子どもと大人それぞれの絆が深ま

ることを目的に地域子育てネットワークづくり

を進めています。

　今年度から、子育てネットワークの事務局で

ある児童館を取り巻く３町会（四宮親交会・柿

木共栄会・矢頭睦会）にもメンバーに加わって

いただきました。地域の団体・個人や関係機関

が力を合わせていくことで、「地域の中での豊

かな子育て」の実現を目指します。

　井草地域では子どもたちのために様々なイ

ベントが行われていますが、児童館の３大行事

は６月のミステリーハウス・10月のもりもりパ

ラダイス・１月のもちつき大会です。どの行事

も子どもたちの保護者や地域の多くの大人の

方々に支えられています。今後とも、出会い・

ふれあい・支えあう地域の充実を目指していき

たいと思います。

地域の中で育つ子ども達
中瀬保育園 園長

白井 江里奈

　地域の皆様には日頃から子ども達を温かく

守って頂き感謝の気持ちでいっぱいです。「い

ってきま～す」と元気にお散歩に出発する子ど

も達。井草地域は子ども達が安心して遊べる

場が多く、子育て環境に恵まれた地域だとおも

います。大きな広場で思い切り走ったり、草花

や木の実、昆虫など子ども達は自然と関わり興

味関心を広げています。そして、地域の皆様と

の交わりも子ども達の成長に欠かすことのでき

ないものです。挨拶から始まる地域の方々との

触れ合いの中で、子ども達は信頼できる大人の

存在や人との関わり方など沢山のことを学んで

おります。

　井草地域の皆様に支えられた子ども達が未

来に向かって健やかに成長していることに感謝

し、これからも優しく温かな眼差しで子ども達

を見守ってくださいますよう、お願いもうしあ

げます。

自然豊かな地域で育む子どもたちと共に
杉並区下井草青少年育成委員会　会長

中川 由紀子

　地域の青少年の健全育成を図ることを目的

とした地域社会に根ざした自主運営団体で、杉

並区内17ある青少年育成委員会は、昭和３１

年「杉並区青少年対策地区委員会」として発

足、昭和53年に組織名称を現委員会に改称し

ました。

　当委員会は、委員60名で構成し井草地域区

民センターを拠点に幅広い層の方々のご協力
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を頂いて活動をしています。

　子どもたちを取り巻く環境の変化に対応し、

地域の特性を生かしながら、伝承事業「井草ど

んど焼き」「もちつき大会」や作物の収穫体験

「じゃがいも堀り」「とうもろこしがり」等他

委員会を含めて22事業を行っています。この

ような体験を通して自然と触れ合い、多くの仲

間と関わりを持つことを望むと共に、子どもた

ちの健やかな成長を願っています。

　これからも委員一同、人と人との輪を大切

に、井草地域区民センター協議会のシンボル

マーク「けやき」の木のように沢山の触れ合い

の枝が繋がることを心から願っていますので、

ご支援をよろしくお願いします。

昭和建物管理(株)東京支社 支社長
淺見 浩司

　「マイタウンいぐさ」第16号発行おめでと

うございます。

弊社は、約6年前に井草地域区民センター外2

施設の建物総合管理業務を受契し、協議会様

と地域貢献を目的として一緒に歩んで参りま

した。井草センターまつり・八成まつり・春

まつり・新年懇談会・定期総会等に参加する

事で、協議会様とのふれあいと交流の場を頂

き感謝しています。

　おまつりでは、模擬店お手伝い・駐輪整備

などで参加し、区民の皆さんと明るく楽しく

過ごさせていただいております。

　今後も、引き続き皆さんと一緒に活動を共

にして「活気あふれる井草」を目指して頑張

ります。

　また何か当社スタッフにご要望等がありま

したら、気軽に申し出てください。

協議会局長の仕事について思うこと
前協議会事務局長

中島 正晴

　平成25年4月から3年間、協議会事務局に席

をおかさせていただきました。

　その間、総会進行や予算管理など、それ以

前には行政体の細部のみの担当としてこなし

てきた仕事を、独立した団体の全体を見渡す

立場で担当させていただく機会をいただきま

した。そうした仕事について判断に迷うとき、

区議会における進行手続きや区予算統制の在

り方についての考え方を応用し、課題を解決

することができることがよくありました。「建

前」のように思っていた原則にも、現実的な有

用性が認められ、視野が広くなったようです。

　また、従来、協議会事務局長は、区役所を定

年退職した職員OBを、区の推薦に基づき協議

会が採用する形をとってきたやり方を改め、平

成22年からは、区職員の身分（60歳定年退職

後再任用を含む）を持ちながら協議会事務局

の事務を行えることにしました。逆に言えば、

区役所の副参事（部下のいない課長）の仕事

もあるということです。それから4年目、私が

着任した年は、私以外の6副参事は定年前の常

勤職員になりました。この年から街づくり部門

にも副参事が置かれ、各地域ごとに協議会局

長兼務の副参事と連携して区施策を行ってい

くこととされました。仕事も増えましたが、地

域情報収集のため、多くの方にお会いできまし

た。こうしたことが協議会委員の推薦や協議会

事業への参加にも繫がることもあり、結果的に

協議会運営にも貢献できた面があったように

考えられます。

　私の区役所人生の最後の3年間で初めて総合

的な仕事ができたようです。

ふれあい
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あとがき

編集委員

　２年に一度発行の小冊子「マイタウンいぐさ第16号」を発行することができました。発
行にあたりご協力をいただいた多くの皆様に心より御礼申し上げます。
　小冊子「マイタウンいぐさ」は、第16期の活動の記録です。協議会は一丸となり、三大ま
つりをはじめとする集団事業・協働事業・支援事業・講座や講演会などの活動を通し、地域
コミュニティ形成のお役に立ちたいという思いで頑張ってきました。この冊子をご高覧
いただければ幸いです。これからも、地域の方々と連携を図りながら皆さまに愛される協
議会に、そして少しでも役立つ情報を発信してまいります。今後とも、どうぞよろしくお
願い申し上げます。
　今回は協議会委員が楽しみながら活動にあたっている写真も多数掲載させていただき
ました。この中に皆様がご存知の方が写っていたら嬉しく思います。そして次回は皆様方
の笑顔を、協議会委員としてご紹介できればと願っております。

表紙の写真：「井草センターまつり」の朝の風景（平成28年９月10日撮影）

裏表紙の図：井草の「井」と伸びゆく「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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