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回覧

●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

これからの催し・お知らせ（予定）

15日（日）	支桃井第五小学校　盆踊り大会
20日（金）	支八成小学校　ＰＴＡ子ども会
21日（土）	支沓掛小学校　くつかけ祭り
21日（土）	支四宮小学校　こども盆踊り

19日（日）	催親と子で楽しむサマーコンサート
	 　木管五重奏

		8日（土）	井草センターまつり
		9日（日）	井草センターまつり
14日（金）	講古典教養講座『源氏物語』①
15日（土）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行
21日（金）	講古典教養講座『源氏物語』②
28日（金）	講古典教養講座『源氏物語』③

		5日（金）	 講古典教養講座『源氏物語』④
24日（水）	講和菓子を作ろう	抹茶とともに

11日（日）	八成まつり
15日（木）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

※	支支援事業		協協働事業		講講座		催催事

7月

8月

9月

10月

11月

井草森公園にて

＜協力＞
近隣商店会、近隣町会
近隣幼稚園・保育園
児童館・図書館
小中学校・同 PTA・都立農芸高校
シルバー人材センター、他

※包丁研ぎ・まな板削りは
　行っていません。

♥おねがい♥
・車・自転車でのご来場は
　ご遠慮ください。
・ごみのお持ち帰りにご協力ください。
・マイバックをご持参ください。

♥ご了承ください♥
・模擬店は売り切れ次第閉店と
　なります。
・内容に一部変更がある場合が
　ございます。

雨天
決行

場所　井草地域区民センター
日時　９／８（土） 午前10時～午後４時
　　　９／９（日） 午前10時～午後３時

内容　両日　模擬店・芸能発表・作品展示
　　　　　　工作教室・缶バッチ・楽しいゲーム
　　　８日　おもちゃの病院・ビンゴ大会
　　　９日　ピエロ風船・ガラポン・除籍本配布など

  たのしいよ！
あそびにきてね

井草センターまつり
のお知らせ



　
　
収

入
　
　

区　分
平成29年度 平成30年度

予算額 決算額 予算額

１．区補助金 9,153,000 9,153,000 9,000,000

２．諸収入 1,503,000 1,652,787 1,452,000

３．繰越金 810,000 810,794 928,000

合　 計 11,466,000 11,616,581 11,380,000

　
　
　
支
　
　
出
　
　

区　分
平成29年度 平成30年度

予算額 決算額 予算額

１．事業費 5,750,000 5,189,768 5,450,000

２．委員活動費 4,345,500 3,477,000 4,345,500

３．委員研修費 50,000 ０ 350,000

４．協議会運営費 867,000 710,662 780,000

５．予備費 453,500 0 454,500

合　　計 11,466,000 9,377,430 11,380,000

平成30年度   定期総会   決算報告・予算
（単位：円）

収入決算額 11,616,581 円

支出決算額 9,377,430 円

収入支出差額 2,239,151 円

区への返還金 1,311,082 円

次年度繰越金 928,069 円

平成30年５月22日（火）、井草地域区民センター協議会の平成
30年度定期総会が、地域代表者、地域住民、小中学校、PTA等
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29年度事業報告 （２）平成29年度一般会計決算報告 （３）平
成29年度会計監査報告 （４）平成30年度事業計画 （５）平成30
年度一般会計予算 （６）第17期委員の追加承認、以上が審査さ
れ、承認されました。

人と人がつながる　地域をめざして
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

地域の皆様には日頃から温かいご支援をいただき、深く感謝申し上げます。
お陰様で平成29年度もセンターまつりを始め、八成まつり、春まつりと数多
くの皆様のご協力とご参加をいただき、盛大に開催することができました。
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取り組んでおります。
また、当初より一貫して取り組んできた課題「井草地域の安全、安心」につい
て継続してまいります。
今後も地域コミュニティの中心的な存在として委員全員が一丸となって地域

の活性化発展のために尽くしてまいります。皆様には一層のご支援とご協力をいただきますとともに
事業への積極的な参加を心よりお願い申し上げます。

報 告

井草地域区民センター協議会
平成30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加いただき「地域懇
談会」を開催しています。本年度は「地域で育む子どもたち」をテーマ
として、中瀬中学校 香西雅斗校長先生 八成小学校 押野隆一校長先生
のお話を伺いました。香西先生は、「生徒は地域に守られるだけでな
く、地域の中で準スタッフとして活躍し地域貢献していくことで成
長できるので、地域の行事等で地域スタッフとして活動の場を提供していただきたい。」と話されました。押

野先生は、「小学生は中学生に比べると幼くまだ地域に守
られている。各校が地域運営学校（CS）となり、地域と保護
者と学校間の連携が学校環境を良くし、子どもたちの健や
かな成長の助けとなっている。これからも、ご協力をお願
いしたい。」と話されました。その後、参加された他の校長
先生による各校のアピールや、地域活動団体の夏祭り、イ
ベントの紹介もあり「地域で生きる子どもたち」を育てる
ための協力の必要性について再確認しました。

平成30年度 地域懇談会
6月12日（火）

懇談
会　

懇談
会　

押野校長先生 香西校長先生

会　　　長 行川　　勉 副　会　長 笠間ひとみ 原　　賢一 本山　德裕 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
◎磨井　洋夫 ○増川　明男 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　和惠 若狭　康二

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
平成30年6月12日現在

報 告

5月10、24、31日（木）
ストレッチ＆筋トレで
キレイな姿勢に
講師：豊澤 直子さん

6月3、10、17、24日（日）
親と子の囲碁教室（入門編）
講師：林　むつみさん
アシスタント：山口庸可さん

6月3、10、17、24日（日）
女性のための囲碁入門
講師：林　むつみさん
アシスタント：山口庸可さん

講　
　座



5月初旬に井草森公園でカルガモの雛が孵りました。母ガモの庇護の下、

沢山の子ガモが元気一杯に泳ぎ回っている光景は微笑ましく、大人気

でした。一週間位で公園からは居なくなってしまいましたが、千川通り

沿いのヨークマート付近ではカルガモ親子の引越しが見られたそうで

す。今年は5月末にもう一度孵化があり、日に日に大きくなって行く様

子が見られました。逞しく育っていくことでしょう。

〜井草の散歩道〜  カルガモ		井草森公園	

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

7/28（土）、8/11（土）、
8/25（土）、9/22（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

親と子で楽しむサマーコンサート　木管五重奏
木管五重奏の演奏を親子で楽しめます。お子さんは5才以上から小学生までです。
木管五重奏とは？各楽器のお話も聞けます。

演奏：パステル・デュ・ヴァン演奏

8/19（日）
14：00～15：30
（終了時間は予定）

30組
1組3名

まで
−

往復ハガキ
8/7（火）

必着

古典教養講座『源氏物語』　※
千年読み継がれている『源氏物語』、美しき貴公子光源氏の実像とは、作者紫式
部が描きたかったものはなど、全4回でその魅力と謎に興味深く迫ります。

講師：古典文学研究家  貝瀬弘子氏

9/14（金）、9/21（金）
9/28（金）、10/5（金）
14：00～15：30
（終了時間は予定）

50名 200円
往復ハガキ
8/28（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 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    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。

井草地域区民センター協議会（当時は地域集会施設運営協議会）の初代（１期・２期）会長 浅賀喜一氏
が5月7日にご逝去されました。ご功績を偲び、ご冥福をお祈りいたします。


