
　井草地域の皆様には日頃から温かいご支援を賜り、ありがとうございます。
　今年は未曽有の新型コロナウイルス感染の影響で、3月の春まつりを中止、更に令和2年度9月
のセンターまつり、11月の八成まつりの中止を余儀なくされました。そうした中、当協議会は地域の皆様との絆・
つながりを深めていこうと新たな企画の検討を重ねております。
　又、当協議会は数年来、地域の町会、商店会、PTA 等諸団体と共に地域課題を解決するための協働事業に取り組
んで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。近年の
様々な災害を教訓に自助・公助・共助のできる範囲を相互に理解するよう努めていきたいと思いますので事業への
積極的なご参加、ご支援を心よりお願い申し上げます。

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

15日（火）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

11日（日）	コミュニティ・すくーる
	 　『古地図で見る井荻町の今昔』

		2日（月）	 講初心者のための太極拳
15日（日）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行
16日（月）	 講すぐできる筋力アップ体操
29日（日）	 協「宇宙の拡がり」講座
30日（月）	 講家庭でもできるゆっくりヨガ

※	支支援事業		協協働事業		講講座		催催事

9月

10月

11月

1965年頃　写真提供：西武鉄道 1982年～「都区内全駅ガイド」サイトより写真引用

現在の下井草駅　2007年～

「今こそ、井草地域のつながりの和を広げよう！」
井草地域区民センター協議会　会長　馬場敏彦



報 告

井草北商店会は住所で表記すると井草1・2丁目の地域が対象
となっています。
井草の街は杉並区の最北端に位置し、東へ行けば中野区、北
へ行けば練馬区という混在した地域に井草北商店会は存在
します。商店会会員数は51店と杉並区内では少なく小規模
な商店会です。井草北商店会の名称になってからは63年目
の歴史を迎えております。
商店会の特徴としてはスーパーが２店舗、コンビニも２店舗、
クリニックも多種の科が存在し、動物病院もあります。また
地域として公園も4か所あり、住む所としては非常に住みや
すい環境に有るのではないかと思われます。
2代目3代目の若い人が頑張っており、さらに婦人部も協力的
で団結心の強い商店会です。
他の商店街、自治会とも協力し活動を展開しています自治
会主催の『どんどやき』、夏は商店会主催の『ちびっこ夏祭
り』、秋は『祭礼のお祭り』、『イグサハロウィン』、年末は松飾

りを商店会の通りに設置する活動を行っ
ています。
将来会員も増え、益々この商店会がより良
い歴史を刻んでいくことを願い精進してい
きたいと思います。
（井草北商店会　会長　井上正人）

井草地域区民センター協議会　令和2年度定期総会
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、皆さまにお集まりいただいて開催することはせず、議案について書
面により議決をとる方法といたしました。地域の皆さまには書面表決にご協力いただきありがとうございました。
令和2年5月26日（火）すべての議案について、過半数の賛成をもって可決されましたこと、ご報告いたします。

コロナ禍で遠出が難しい中、地域に目を向けてはいかがでしょうか。
感染予防、３密に気をつけて、地元をぶら～り散策するのもいいですね。

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 　清水　　睦 志村　健治

講座運営部 ◎松沼　　徳 ○山口　皓一 河野　英子 相川　ちづる 内田　朋子 金野　正幸 齊藤　志保

第18期  委員名簿 令和２年7月1日現在

井井 草草 北北 商商 店店 会会

井 草 地 域 の 商 店 街



報 告

こんにちは、下井草商店街です。西武新宿線下井草駅の南口
を起点に東西約400ｍ、南北約800ｍにわたる広範囲な商店
街です。
昭和２年（1927年）に下井草駅が開業したその頃、駅前に数軒の
店舗があり、そのあたりから少しずつ店舗が増え約90数年を迎
え現在に至ります。
大型店やチェーン店も増え賑わいの中、個性的な専門店も軒を
連ねております。最近ではライン配信も好評で多くのお客様から
支持を得ております。
防犯カメラ設置は、来訪者の安全に一役かっており、駅前花壇を
始め、商店街各所の花を定期的に植え替えしております。
高齢者の方々にも優しい商店街として対応しております。
例年ですと、夏には近隣の子供を中心とした打ち水イベント、秋
にはハロウィンウォーク、中元、歳末大売出し、はしご酒等のイ
ベントを開催し多くの来訪者で賑わっておりますが、新型コロナ

の影響でイベント等は今期自粛しております。
がしかし、各店舗はコロナ対策を講じ様々な工
夫で日々一生懸命営業中でございます。
皆々様のご来訪、ご来店お待ちしております。
（下井草商店街振興組合　理事長　木村健一）

コロナ禍で遠出が難しい中、地域に目を向けてはいかがでしょうか。
感染予防、３密に気をつけて、地元をぶら～り散策するのもいいですね。
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区　分
令和元年度 令和２年度

予算額 決算額 予算額

１．区補助金 8,687,000 8,687,000 8,300,000

２．諸収入 1,452,000 1,588,837 1,262,000

３．繰越金 741,672 741,672 710,654

合　　　 計 10,880,672 11,017,509 10,272,654
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区　分
令和元年度 令和２年度

予算額 決算額 予算額

１．事業費 5,390,000 4,814,938 5,497,500

２．委員活動費 4,091,000 3,117,500 3,752,500

３．委員研修費 50,000 0 　150,000

４．協議会運営費 800,000 805,615 700,000

５．予備費 549,672 0 172,654

合　　　 計 10,880,672 8,738,053 10,272,654

令和２年度   定期総会   決算報告・予算
（単位：円）

収入決算額 11,017,509 円

支出決算額 8,738,053 円

収入支出差額 2,279,456 円

区への返還金 1,568,802 円

次年度繰越金 710,654 円

下下 井井 草草 商商 店店 街街



今号の井草の散歩道はいつもと趣を変えて、「下井草ぶらぶら」という曲を紹介します。
西日本マンダムというバンドが、２０１２年１２月に下井草にあるライブバーに出演しました。その際に、バンドリーダー
のカメさんが作った曲で、今でも歌詞の一部をアレンジしながら色々な街でミュージシャンに歌い継がれています。

各停しか止まらない下井草ですが、中央線の駅とはまた違う優しい街、温かみのある街です。この街に又帰ってきたい、
この街に又歩いて行きたい、この街で又会いたい、という作者の思いが込められています。
この曲を流行らせて、下井草を少しでも盛りあげてみませんか。一度、聴いてみてください。

♪下井草ぶらぶら♪

早稲田通り　ぶらぶら　君と僕は歩き続ける
月明かり　ぶらぶら　下井草まで歩こう

キャンドルネオンに　くらくら　下井草まで歩いていちゃったらさ
その仕草に　むらむら　うまくいくように握りしめて

下井草ぶらぶらぶら　下井草ぶらぶらぶら

さびしい夜だぜ　ぶらぶら　下井草で　一杯やろうぜ
クリスマス　ぶらぶら　ビリーの店がまだやってる

まだ見ぬ夢　明日の夢　下井草まで帰ろう
クリスマス　ぶらぶら　この店でまた会おうぜ

下井草ぶらぶらぶら　下井草ぶらぶらぶら
下井草ぶらぶらぶら　下井草らぶらぶらぶ

［YouTube 動画］
https://www.youtube.com/watch?v=5wXzi2yt1Ac

 〜井草の散歩道〜   下井草ぶらぶら　（西日本マンダム）

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

コミュニティ・すくーる『古地図で見る井荻町の今昔』　※
杉並区関係の古地図を多数収集している講師が、明治、大正、昭和の
古地図から、井荻町の今昔を探ります。貴重な古地図の展示も行います。
また、古地図の入手方法なども伝授いたします。

講師：古地図収集家　西村眞一さん

10/11（日）
13：00～15：00
第１・２集会室
※来館時にはマスクの
着用をお願いします。

30名 無料
往復ハガキ
9/30（水）
必着

「宇宙の拡がり」講座
国立天文台の天文シミュレーションソフトMitakaを使用した映像の投
影。詳細は井草地域区民センターにてチラシを設置（10月上旬）します。

協働：社会教育センター

11/29（日）
1回目10：00
2回目10：50
3回目11：40
対象：小学３～６年生

各回
20名

費用：無料
詳細は、10月上旬設置
予定のチラシ・当協議
会ホームページをご覧く
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

◆往復はがき（1 枚に 1 人 1 件）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

※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。

予定されております講座やイベントは、中止や変更となる場合がございますのでご了承ください
最新の情報は井草地域区民センター協議会のホームページをご覧ください


