
13日（土）	支沓掛小学校　くつかけ祭り
14日（日）	桃井第五小学校　盆踊り大会

15日（月）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

19日（金）	支八成小学校　ＰＴＡ子ども会

20日（土）	支四宮小学校　こども盆踊り

		5日（月）	 講生前整理とエンディングノート

27日（火）	講初心者のスポーツウェルネス吹矢教室①

		3日（火）	 講初心者のスポーツウェルネス吹矢教室②
  7日（土） 井草センターまつり（1日目）
  8日（日） 井草センターまつり（2日目）

10日（火）	講初心者スポーツウェルネス吹矢教室③

12日（木）	講ボイストレーニング　
	 　	懐かしい歌謡曲、演歌を楽しみながら…

15日（日）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

26日（土） コミュニティ・すくーる講話「今川氏と観泉寺」

マイタウン
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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）

※	支支援事業		協協働事業		講講座		催催事・公演

7月

8月

9月

10月

井草三丁目
スズメとシジュウカラ

＜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

270号でセンターまつりの日にちが間違っており、ご迷惑をおかけしました。

令和元年度

♥おねがい♥
・車、自転車でのご来場はご遠慮ください。
　路上駐車・駐輪は禁止です。
・ゴミの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。

場所　井草地域区民センター
日時　９／7（土） 午前10時～午後４時
　　　９／8（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
　　　７日　おもちゃの病院・ビンゴ大会
　　　８日　ピエロ風船・ガラポン・除籍本配布 など

楽しいよ

井草センターまつり
雨天
決行



　
　
収

入
　
　

区　分
平成30年度 令和元年度

予算額 決算額 予算額

１．区補助金 9,000,000 9,000,000 8,687,000

２．諸収入 1,452,000 1,548,930 1,452,000

３．繰越金 928,000 928,069 741,672

11,380,000 11,476,999 10,880,672

　
　
　
支
　
　
出
　
　

区　分
平成30年度 令和元年度

予算額 決算額 予算額

１．事業費 5,450,000 5,023,102 5,390,000

２．委員活動費 4,345,500 3,452,000 4,091,000

３．委員研修費 350,000 147,712 50,000

４．協議会運営費 780,000 754,096 800,000

５．予備費 454,500 0 549,672

11,380,000 9,376,910 10,880,672

令和元年度   定期総会   決算報告・予算
（単位：円）

収入決算額 11,476,999 円

支出決算額 9,376,910 円

収入支出差額 2,100,089 円

区への返還金 1,358,417 円

次年度繰越金 741,672 円

令和元年５月28日（火）、井草地域区民センター協議
会の令和元年度定期総会が、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30年度事業報告（２）平成30年度一
般会計決算報告（３）平成30年度会計監査報告（４）令
和元年度事業計画（５）令和元年度一般会計予算（６）
第18期委員の承認、以上が審議され承認されました。

　♥杉並区による感謝状贈呈式を開催♥
総会終了後、杉並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。

会　　　長 馬場　敏彦 副　会　長 磨井　洋夫 広瀬　玲子 会計監事 仁平　義道 佐野　昭義

　　　　　　　　（◎：部長   ○：副部長）　

総　務　部 ◎武山　尚道 ○戸澤　陽子 竹内　文生 中　　真澄 森川　寿恵

広　報　部 ◎広瀬　玲子 ○番場　僚一 色部　一哉 大木　不二江 小林　朱実

コミュニティ部
◎山崎　まき ○増川　明男 磨井　洋夫 内田　真澄 西谷　和恵 若狭　康二 岡田　敏夫

　佐賀　洋子 　田中　道子 清水　　睦 志村　健治

講座運営部
◎松沼　　徳 ○山口　皓一 木村　はるみ 河野　英子 相川　ちづる 内田　朋子 妹尾　篤樹

　山下　栄一

第18期  委員名簿

18期スタートにあたって　　　　
井草地域区民センター協議会

会長　馬場　敏彦

　井草地域の皆様には、常日頃から当協
議会に心温まるご支援ご協力を賜り、厚
くお礼申し上げます。お陰様で当協議会

は今年10月で設立35周年を迎えます。歴代会長を始め多
くの先輩委員が井草地域活動の伝統を築かれてきたこと
に対し、敬意を表しますとともに感謝申し上げます。私は
これまで4年間総務部委員として務めてまいりましたが、
この井草地域は皆さまとのつながりが強く、素晴らしい
地域だと思います。委員一同誇りある井草地域の一員と
して活動していく所存です。
　18期では引き続き協議会の三大まつりをはじめ、各種
講座や広報などの諸事業を推進して参ります。協働事業
としては、「安全・安心の街づくり」をテーマとした防災活
動や、PTAの協力をいただいての子供たちの「科学イベン
ト」を実施します。また支援事業としては、近隣小学校で
の祭りのお手伝いを継続して参ります。
　このような事業を通じて、地域の活性化と更なる発展
のために、力を尽くして参りたいと存じます。皆様にはこ
れまで以上のご支援ご協力を、そして事業への積極的な
ご参加をいただけますよう、お願い申し上げます。

令和元年7月1日現在

報 告

井草地域区民センター協議会
令和元年度定期総会開催



　荻窪病院泌尿器科医長　野中昭一先生を講師に迎え、排尿トラブルについて、お話を伺いました。男性の
部と女性の部に分けて、“おしっこ“にまつわる様々な問題について、その症状、原因、対処方法を丁寧に説明
してもらえました。排尿トラブルは老化現象としてではなく病気として医師が対応すべき課題とのことです。
大勢集まった聴講者は、熱心に聞き入り、質問も数多く出ました。荻窪病院は地域医療支援病院として、各種
健康増進活動を積極的に行っています。

　今年度の地域懇談会が、地域の主要団体の出席を得て、開
催されました。当協議会は、地域の様々な団体とネットワー
クをつくり、地域の課題について共に考え、協働して、活力あ
る地域づくりを進めています。この懇談会を通じて、情報交
換や意見交換をしながら、顔の見える関係を築いていきます。

　今回の講演では「早稲田ラグビーと
周辺地域の関わり」と題し、NPO法人
ワセダクラブ事務局長、元早稲田大学
ラグビー蹴球部監督の後藤禎和さんに

「スポーツを通じた地域貢献への取り組
み」、「ワールドカップラグビーの展望」
などについて伺いました。

健康講座  第1回  知っておきたい～排尿トラブル～
6月8日（土）　講師：荻窪病院泌尿器科医長　野中昭一医師

令和元年度  地域懇談会
6月18日（火）

協働
事業

懇談
会　

懇談
会　

野中医師

後藤さん

報 告

講　
　座

フレイルの予防で体力・筋力の低下を取り戻そう
　～簡単に出来るフレイルチェックをしませんか～
6月3日（月）　講師：杉並保健所健康推進課職員
　　　　　　　　  および杉並区フレイルサポーター

フレイルとは、
健康な状態と要介
護状態の真ん中の
状態のこと。



　井荻駅から北へ徒歩5分の処に井草森公園があります。杉並区内
で一番広い区立公園で、芝のサッカーグランド、原っぱ、池、築山等
があり、区民の憩いの場となっています。
　昭和12年、日本の機械工業の発展を促進するため、機械の基礎研
究、分析、鑑定試験、新技術の開発などを目的として、当地に国立の
機械試験所が設立されました。当試験所の研究、指導は業界各社の
技術開発の努力と相まって、日本の機械工業の躍進に大きな貢献を
し経済大国日本の原動力となりました。昭和46年に通産省機械技術
研究所と改称。昭和55年に筑波研究学園都市に移転し、平成8年に
その跡地に公園ができ、今日に至っています。

〜井草の散歩道〜  井草森公園の沿革	

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：片岡末廣さん他

7/27（土）、8/10（土）
8/24（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

生前整理とエンディングノート　※
整理するものの見分け方、エンディングノートのまとめ方など、知ってお
きたい終活実践講座です。

講師：（株）コムウェル終活アドバイザー　千綿直子さん

8/5（月）
10：00～12：00 40名 無料

往復ハガキ
7/23（火）

必着

初心者のスポーツウェルネス吹矢教室　※
スポーツウェルネス吹矢の楽しさが一から学べます。最終日にはミニ大
会を実施、参加賞をプレゼントします。

日本スポーツウェルネス吹矢協会　上級公認指導員　青海川應美さん

8/27（火）、9/ 3（火）
9/10（火）
10：00～12：00

25名 500円
（３回分）

往復ハガキ
8/21（水）

必着

ボイストレーニング  懐かしい歌謡曲、演歌を楽しみながら　※
ボイストレーニングで、発声方法を学びます。そのあとで懐かしい歌謡
曲、演歌を楽しく歌いましょう。

元ビクター歌謡音楽研究会講師　神谷幸彦さん

9/12（木）
13：00～14：30 30名 無料

往復ハガキ
８/27（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。

検 索
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
http://www.igusahome.sakura.ne.jp/　 井草地域区民センター協議会

正面入口 東口

昔の正門


