
井草地域区民センター協議会より
広報すぎなみ 12月15日発行 「特集：すぎなみビト」

に区内７つのセンター協議会が取り上げられる予定

です。ご覧ください。井草地域区民センター協議会

では、19期（2021年6月1日から原則2期4年）協議

会委員を募集する時期になりました。 募集要項は、

広報すぎなみ12月15日号およびマイタウンいぐさ

279号（1月15日発行）に掲載される予定です。

地域のよりよいまちづくりに貢献するボランティア

活動に参加してみませんか？

これからの催し・お知らせ

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

		2日（水）	 講ステキなクリスマスリース
		7日（月）	 講正しいウォーキング基本編
13日（日）	 催弦楽デュオによるアフタヌーンコンサート

15日（金）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

27日（水）	 催新春いぐさ演芸会

			3日（水）	 講おなか元気教室　腸から元気に！

※	支支援事業		協協働事業		講講座		催催事
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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

上井草一丁目

写真引用元：吊り掛け電車をもとめて 現在の井荻駅（２０２０年９月撮影）

令和3年の 
井草どんどやき・四宮森もちつき大会
上井草もちつき大会・下井草もちつき大会 は

中止になりました。

おもちゃの病院は令和3年3月迄は休止します。

新春いぐさ演芸会
令和３年1月27日（水）午後2時～

に開催します。詳細は広報すぎなみ

12月15日号をご覧ください。

中止、変更になる場合があります



西武井荻商店街振興組合は昭和24年に「親栄会」と命名しス
タート、おかげさまをもちまして本年で創立71周年を迎える
ことができました。
現在は井荻駅を中心として半径約400ｍ内に100余の個性的
な、魅力的なお店が加盟しています。（若者によるオシャレな
お店も増えてきました！）
またハード面に於いてもインターロッキング舗装や案内板をは
じめLED街路灯92基や防犯カメラ14基の設置など雨の日でも夜
間でも安心して通行、買い物をして頂けるよう整備しました。更

に駅のすぐそばには多機能トイレ付
休憩所「みんなの街の駅」を作り、様々
な情報発信や置き傘、無料車椅子の貸
し出しなど、地域の皆さまへのご便宜
を図っています。
更に納涼盆踊り大会やフリーマー
ケット、中元・歳末大売出しなどの年
間行事に加えクリーン大作戦・防犯パ
トロール等の地域活動、また地元の皆
様と連携しての活動・イベント参加も
積極的に行う事で、商店街をいわば
ステージとしてその魅力を再発見・活
用して頂き、ひいては地域全体の活性
化・さらなる発展に資する事が出来ま
したらと考えています。

これからも隣接遊歩道のデコレーションによる回遊性の創出
など、くつろげる空間・誰でも気軽に出かけたくなる商店街づ
くりをめざしていきたいと思います。
皆様には日々のお買い物は勿論の事、井草の森公園・図書館・

井草地域区民センターなどの諸施設ご利用の
際には是非最寄りの当商店街まで足を延ばし
て下さいますようお願い申し上げます。

（西武井荻商店街振興組合理事長　庄司玉緒）

井井西西 荻荻武武 商商 店店 街街

井 草 地 域 の 商 店 街

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。

病院通り



井草地域区民センターの集会室で、センター協議
会の委員約30名が集まった研修会が行われまし
た。テーマはコミュニケーション。講師には、東京
都庁に長年勤務され、最近は杉並区や企業でカウ
ンセラーとしても活動しておられる公認心理師の湯浅豊先生をお
招きしました。当協議会のように、多種多様な経歴を持ち、幅広い
年齢層の方がともに活動していると十分なコミュニケーションが取れないことも生じがちです。先生のお話は、
「話し合えば本当にわかりあえるのか」、「なぜ意思表示が難しいのか」という問いにはじまり、コミュニケーショ
ンをよくするための「アサーション」という考え方から、ストレスの正体やコロナ禍の下での心身の健康の保ち
方など多岐にわたり、委員全員にとってたいへん参考になるものでした。相手の気持ちや意見も大切にしなが
ら自分の意見や意思をどう伝えるか。それは単なる方法論ではなく、コミュニケーションのベースには相手へ
の尊重の気持ちと価値観の違いに関する理解が不可欠である、こうした学びを今後の協議会の活動に活かして
いきたいと考えています。

コミュニケーションについて学ぶ
９月15日(火）　講師：湯浅　豊さん（公認心理師）

委員
研修

報 告

湯浅 豊さん

西村眞一さん

今年度は、古地図に見る井荻町の今昔について講話いただきました。杉並区は昭和７年
に和田堀町・高井戸町・井荻町・杉並町の４つの町が合併することにより誕生し、東京市は
15区から35区になりました。旧井荻町は、現在の善福寺・上井草・井草・下井草・今川・清水・
桃井・上荻・西荻北・南荻窪および西荻南・荻窪・本天沼の一部にあたります。今でも町会・
学校・図書館の名称に当時の町名である八成町・住吉町・矢頭町・神戸町・柿ノ木町・四宮
町・三谷町・今川町・中通町・沓掛町が残されています。桃井原っぱ公園は、中島飛行機→
富士精密工業→日産プリンス→現在の公園に至っていますが、戦時中は飛行機など軍事

施設は地図上に表記されていなかったそうです。機械技術研究所は筑波に移転し、その跡地は井草森公園
に。三菱信託銀行のグラウンドは、早稲田大学が購入し、ラグビーグラウンドに。東京セネタースの上井草
球場は上井草スポーツセンターに。戦後ＧＨＱに神宮球場が接収されていた間、東京六大学野球が上井草
球場で行われたことも。また、荻窪病院は中島飛行機の職員のための医療機関だったことなど、昔からこの
地域に住まわれている方はご存じのことかもしれませんが、この地に住んで十数年の私にはとても興味深
く楽しい内容でした。古地図の入手方法や神田神保町の古書店についてもお話しいただいたので、古書店
カフェを訪ねたり古地図を手に町を散策してみたいと思います。

10月11日（日）　講師：西村眞一さん（古地図・古絵葉書収集家）

コミュニティ・すくーる 「古地図に見る井荻町の今昔」



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

「家庭でもできるゆっくりヨガ」　※
なかなか運動の機会のない方にヨガの楽しさ、心地よさをお伝えします！

杉並区公認スポーツリーダー/藤澤加寿美さん

11月30日(月)
午前10時～11時30分
第6・7集会室

15名 100円
保険料

往復ハガキ
11月24日
（必着）

「ステキなクリスマスリース」　※
クリスマスにステキなリースを手作りしましょう。個性的なリースで、セン
スアップ！

フラワーアレンジメント講師/佐藤眞理子さん

12月2日(水)
午前10時～12時
地下工芸室

10名 1900円
含保険料

往復ハガキ
11月24日
（必着）

「正しいウォーキング基本編」　※
ウォーキングの基礎、姿勢、視線、ペースなどを実技を伴いながら楽しく
学びましょう。

NPO杉並さわやかウォーキング/鈴木佐代子さん

12月7日(月)
午前10時～11時30分
第6・7集会室/
施設外周（晴天の場合）

15名 100円
保険料

往復ハガキ
11月30日
（必着）

「弦楽デュオによるアフタヌーンコンサート」　※
12月の昼下がりにヴァイオリン・チェロのコンサートを楽しみましょう！
楽曲：グリエール作曲ヴァイオリンとチェロのための組曲、
　　　日本歌曲より　ふるさと　など。

ヴァイオリン/服部奈々さん、チェロ/松本ゆり子さん

12月13日(日）
午後2時～3時
第1・2集会室

30名 無料
往復ハガキ
12月1日
（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

※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。

来館時には、マスクの着用をお願いします。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
ご了承下さい。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下さい。

〜井草の散歩道〜    行川鉄工所（下井草4－8）

下井草の鍛冶屋さん、ヴァチカンに行く!
中瀬中学校のすぐ近くに行川鉄工所があります。代表の行川さんは、若い頃名古屋
で修業し、下井草に鉄工所を創業しました。長年にわたって鍛造工芸品造りに携わ
り、カトリック教会の宗教装飾品も数多く作ってきました。それらの作品の出来栄え、
品質がローマ法王庁の目に留まり、ヴァチカンにてカトリックの鍛造を学び制作す
るように要請されました。1970年頃のことです。現地では、当時のローマ法王パウ
ロ六世にも謁見する機会がありました。日本の鍛冶屋さんがローマに招かれ、キリ
スト教の大本山に教会装飾品を収めたという痛快事です。数多くの作品は今でもヴァ
チカンのあちこちに飾られています。

行川さんは、継続して鍛造工芸職人として
活躍中ですが、その傍ら、社会奉仕活動に
も長年従事してこられ、サポート中瀬の代
表としての活動や、若い人たちの鍛造工芸
教育にも熱心に取り組んでいます。又、井
草地域区民センター協議会の会長として
も、2017年から2019年にかけて活躍され
ています。

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

https://ben-namekawa.jimdofree.com/


