
井草地域区民センター協議会

マ
イ
タ
ウ
ン

マ
イ
タ
ウ
ン

   
   

い
ぐ
さ

い
ぐ
さ第第1818

号号



はじめに

もくじ

　井草地域区民センター協議会は昭和59年10月21日に設立されました。その活動

記録として、昭和62年３月に小冊子「マイタウンいぐさ」第１号が発刊されました。

その後隔年単位で発行し、今回は令和元年～２年度の活動を総括したもので第18号
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「地域との絆を大切に」

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、日頃から井草地域区民セン
ター協議会の運営に格段のご理解とご協力を賜り
心よりお礼申し上げます。
　令和の初代会長として第18期（令和元年度、２年
度）の事業を無事に終了した旨の報告をと思ってお
りましたが、皆様ご承知の通り、新型コロナウイル
ス感染症禍による未曽有の危機に直面し、当協議会
の三大まつりをはじめ令和２年３月～９月の事業
を断腸の思いで中止と決定しました。しかし10月か
らは全委員が地域の皆様を笑顔にしたいという熱
い思いから事業を再開、集団事業の「コミュニティ・
すくーる」、協働事業で小学生を対象とした「宇宙の
拡がり」等を実施しました。更に三大まつりに代わ
るものとして令和３年３月14日に小規模ながら子
どもたちを対象に「井草こどもまつり」を開催する
ことを決定し、準備を進めてきましたがコロナ禍の
収束の兆しが見えず中止を余儀なくされました。
　一方数年来、当協議会は地域の町会、商店会、
PTA等諸団体と共に「地域団体とのネットワークづ
くり」「地域課題の解決」「地域住民との交流」を３本
柱として「井草地域の安心・安全のまちづくり」とい
う課題に取り組んでおります。その手はじめとして
地域の町会・防災会と個別に地域の防災力拡充に向
けて協議会として何ができるか検討を開始した所
です。
　近年の様々な災害を教訓に「自助・公助・共助」の
順での対応が大切だと言われていますが、当協議会
もこのような認識を基にこれからも協働事業を充
実し、協議会の活動を通して地域の皆様と「安心・安
全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。
　これからも当協議会が地域コミュニティの中心
的存在として地域の活性化、発展のために先頭に立
って尽くしますので皆様方にはこれまで以上のご
支援とご協力をいただきますと共に事業への積極
的な参加をお願い申し上げます。
　末尾となりましたが、一日でも早くいつもの日常
に戻ることを祈念して挨拶といたします。

「マイタウンいぐさ」   　 
第18号の発刊を祝して

杉並区長　　田中　良

　「マイタウンいぐさ」第18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
頃より、季節のまつりや各種講座などの様々な活
動を通して、地域コミュニティの活性化等に多大
な貢献をされておりますことに、改めて厚く御礼
申し上げます。
　さて、我が国を含め全世界が新型コロナウイ
ルス感染症の脅威に直面する中、本区としても、
地域医療の崩壊を阻止しながら社会経済活動を
継続するため、昨年4月以降10回以上にわたる補
正予算を随時編成し、迅速・的確な対応を図って
まいりました。今後も、時機を適切に捉え、必要
な取り組みを積極果敢に実施していく所存です。
　令和2年度における貴協議会の活動も、同感染
症の影響から三大まつりが中止となるなど、大き
な制約を受けたものと存じます。しかし、そうし
た厳しい状況の中でも、貴協議会におかれては感
染予防対策に万全を期し、内容やスケジュール
に創意工夫を凝らしながら、各種事業の実施に
努められてきたと伺っております。引き続き、ウ
イズコロナの視点に立った事業の実施にご尽力
されますようお願い申し上げます。
　また、本年は、本区において令和4年度からの
10年程度を展望した区政運営の羅針盤となる新
基本構想を策定する重要な一年となります。
　本区におきましては、令和4年10月に区制施行
90周年を迎えることから、その先の100周年を
も見据え、記念事業の検討・具体化にも着手して
いく考えです。これらの取り組みにあたりまして
も、貴協議会の皆様のご理解・ご協力をいただき
ますよう、重ねてお願いいたします。
　結びに、貴協議会のますますのご発展と委員
各位のご健勝を心から祈念申し上げ、私からのお
祝いのご挨拶とさせていただきます。
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井草地域マップ

四宮区民集会所

四宮小学校

三谷小学校

●地域包括支援センター（ケア２４）
高齢者や家族の介護についての相談できる窓口

●ゆうゆう館
区内に住む60歳以上の方が憩い、いきがい学び、ふれ
あい交流、健康づくりの場としてご利用いただく施設

●子ども・子育てプラザ
子どもの成長と子育てを応援するつどいの広場

●コミュニティふらっと
地域の方が集い、世代を超えて交流する場になる施設



3

上井草四丁目

上井草三丁目

井草中

三谷小

井荻中

四宮小

妙正寺
体育館

八成小

柿木図書館

今川図書館

農芸高校

四宮森児童館

下井草図書館

ケア24下井草

井草児童館・ゆうゆう井草館

ゆうゆう下井草館

子ども子育てプラザ
下井草

中瀬中

沓掛小

桃五小
四宮区民集会所

井草地域区民センター

八成区民集会所

上井草
二丁目

今川
二丁目

今川
一丁目

井草
五丁目

井草
四丁目

上井草
一丁目

井草
三丁目

下井草
五丁目 下井草

四丁目

下井草
三丁目

下井草駅

井荻駅

妙正寺
川

上井草駅 西武新宿線

千川通
り

新青梅街道

早稲田通り

青梅街道
清水
三丁目

清水
二丁目

下井草
二丁目

下井草一丁目

井草
二丁目

井草
一丁目

妙正寺
公園

井草森
公園

環
状
八
号
線

旧
早
稲
田
通
り

本天沼児童館

東原中学校

ケア24清水

ケア24上井草

今川児童館

ゆうゆう四宮館

コミュニティ
ふらっと東原

上井草児童館

杉並工業高校

上井草スポーツセンター
井草地域区民センター

八成区民集会所

八成小学校

沓掛小学校

桃五小学校

コミュニティふらっと東原



4

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、阿佐谷、高円寺、高井戸、永福・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した。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（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「井草地域集会施設運営協議会（井草運
協）」が設立され、その後、平成22年４月に「井草地域区民センター協議会」となり今日に
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	 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協議会（前運営協議会）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31年３月22日	 ホームページ改定
令和元年	 井草地域区民センター協議会　設立35周年
令和２年	 新型コロナウィルス感染症拡大により、三大まつりの中止・活動休止
	 10月以降、感染予防対策を徹底して事業再開。

井草地域区民センター協議会設立の経緯とあゆみ井草地域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の運営組織井草地域区民センター協議会の運営組織

総　会

委員会

協議会

顧問

役員会
会長・副会長
部長・副部長

会計監事

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

委員構成（30名）令和３年３月現在

〇町会・自治会‥‥‥‥‥‥‥‥‥６名

〇商店会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２名

〇ＰＴＡ（小学校、中学校）‥ ‥‥‥３名

〇民生委員児童委員協議会‥‥‥‥１名

〇青少年育成委員会‥‥‥‥‥‥２名

〇杉並区シルバー人材センター‥‥１名

〇杉並区消費者グループ連絡会‥ ‥１名

〇ボーイスカウト杉並第３団‥‥‥‥１名

〇公募‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13名

自治会自治会
町会町会

PTAPTA

公募公募

青少年青少年
育成団体育成団体

民生委員児童民生委員児童
委員協議会委員協議会スポーツスポーツ

推進委員推進委員

消費者消費者
団体団体

高齢者高齢者
団体団体

障がい者障がい者
団体団体

商店会商店会
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第18期　協議会委員名簿第18期　協議会委員名簿

井口顧問 佐野監事行川顧問 仁平監事

◎部長　○副部長　（令和３年４月現在）

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

総 務 部 ◎武山尚道 〇戸澤陽子 　竹内文生 　中　真澄 　森川寿恵

広 報 部 ◎広瀬玲子 〇番場僚一 　色部一哉 　大木不二江 　小林朱実

コミュニティ部
◎山崎まき 〇増川明男 　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 〇山口皓一 　河野英子 　相川ちづる 　内田朋子 　金野正幸 　齊藤志保

顧 問 　井口喜由 　行川　勉

事 務 局
井草地域活動係

事務局長 中村充明 　小川文子 　福
ふく

與
よ

理
り

英
え

（大澤 千秋　令和3年3月まで）　

地域活動係長 宇
う

座
ざ

徳
とく

泉
せん

　仲良二郎 　渡邊景子  （前任係長：奈良野 繁  令和3年3月まで）　

私たちは、半期ごとの会
計監査のほかに役員会や
委員会へ出席し、各部の
活動概要や予算の執行
状況の把握に努めていま
す。また、センターまつり
などの主要な行事の企画
遂行に協力します。健全
な財政運営に努め目的を
達成していくために取り
組んでいます。

会計監事顧　問
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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、 
地域の皆様と一緒に、委員も楽しみながら活動
しています。

井草センターまつり 開催場所：井草地域区民センター
令和元年9月7日・8日
令和2年9月はコロナウイルス感染症拡大防止のため中止

地域の多くの皆様に参加していただき、両日笑顔溢れる盛大なまつりとなりました。　

コミュニティ部コミュニティ部
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八成まつり 開催場所：井草地域区民センター
令和元年11月10日（日）　令和2年11月の八成まつりは中止

コンパクトな会場となりますが 、イベントや模擬店など盛り沢山です。

▼令和2年令和3年の春まつりはコロナウイルス感染症拡大防止のため中止しました。

▲3月に井草地域区民センターにおいて「こどもまつり」を企画しましたが中止になりました。

コミュニティ部の活動

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1圧 2月 3月 4月

令和
元年度

センターまつり準備（９／7，8開催）

八成まつり準備（１１／１０開催）

春まつり準備・コロナによる緊急会議等（春まつり中止）

令和
二年度

今後の方
針につい
て検討

センター
まつり、
八成まつ
りの検討

倉　庫　整　理

まつり代替案検討‥技術習得研修準備（１１／１開催） 電気配線研修

春まつり検討　代替案こどもまつり準備（こどもまつり中止）
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コミュニティ部コミュニティ部

技術習得研修 開催場所：井草地域区民センター
令和2年11月1日（日）

倉庫整理 電気配線研修

令和２年度の特別活動です。
今までやりたくても出来なかったことに取り組めました。ヨーヨー作り、缶バッジ作り、テント張り、わたあ
め作りとおまつりで必要な技術を習得しました。

工夫して整理整頓し、
使いやすく綺麗な倉庫
内へと大変身しました！

令和3年
3月22日（月）
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総務部総務部
総務部は 、総会・役員会・委員会の運営など 、
協議会事業が円滑に実施できるように活動し
ています。また 、委員研修や地域の方々との
懇談会の企画・開催をしています。

総務部行事一覧  平成31年度・令和元年度

4月 ・役員会、定例委員会、部会

5月 ・役員会、定例委員会、部会
・定期総会

6月

・役員会、定例委員会、部会
・館内研修
・地域懇談会
　講演会「早稲田ラグビーと周辺地域の関わり」
　講師　NPO法人ワセダクラブ事務局長　後藤‥禎和　氏

7月
・役員会、定例委員会、部会
・沓掛小学校くつかけ祭り（支援事業）
・八成小学校PTA子ども会（支援事業）
・四宮小学校こども盆踊り（支援事業）

8月 ・役員会、定例委員会、部会

9月 ・役員会、定例委員会、部会
・センターまつり

10月 ・役員会、定例委員会、部会

11月
・役員会、定例委員会、部会
・八成まつり
・推薦団体懇談会

12月
・役員会、定例委員会、部会
・移動式プラネタリウム鑑賞と星座観測講座（協働事業）
・地域区民センター協議会会長会（井草担当）

1月 ・役員会、定例委員会、部会

2月

・役員会、定例委員会、部会
・防災講演会
　「M7.3首都直下型地震　杉並区震度6　その時私たちは」
　講師　東京大学生産技術研究所　教授　加藤‥孝明　氏
・総務部七館連絡会

3月 ・役員会
　3月9日よりコロナウイルス感染症拡大防止のため活動休止

総会

館内研修

地域懇談会

推薦団体懇談会
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定例委員会

委員研修　コミュニケーションについて

推薦団体懇談会

総務部行事一覧  令和２年度

4月 ・3月9日～ 6月4日までコロナウイルス感染症拡大防止
　のため活動休止（センター休館）

5月 ・定期総会（書面表決）

6月
・役員会、定例委員会、部会
・コロナウイルス感染症の流行により井草センターまつり
　及び八成まつりの中止を決定
・小学校の祭りなどの行事が中止となり支援事業も休止

7月 ・役員会、定例委員会、部会

8月 ・役員会、定例委員会、部会

9月
・役員会、定例委員会、部会
・委員研修「コミュニケーションについて」
　講師　公認心理師　湯浅　豊　氏

10月 ・役員会、定例委員会、部会

11月
・役員会、定例委員会、部会
・技術習得研修（コミュニティ部）
・推薦団体懇談会
・「宇宙の拡がり」講座（協働事業）

12月 ・役員会、定例委員会、部会

1月 ・役員会、定例委員会、部会

2月 ・役員会、定例委員会、部会

3月 ・役員会、定例委員会、部会

総務部総務部

内容 令和元年度 令和 2年度 内容 令和元年度 令和 2年度

定期総会 5月 28日 書面による表決 地域懇談会 ‥‥6 月 18日 ―

役員会 １２回 １１回 推薦団体懇談会 11月 19日 11月 17日

定例委員会 １１回 １１回 協働事業 ２回 １回

部　会 ２２回 ２０回 支援事業 ３回 ０回

会計監査 　２回 　２回 委員研修 ２回 ２回

注：令和 2年度はコロナウイルス感染症の流行、緊急事態宣言の発令により実施できなかった事業があります。
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広報部広報部

マイタウンいぐさ（奇数月15日発行） 小冊子マイタウンいぐさ
1期（2年）に1回発行

シリーズ～井草の散歩道～

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、広報紙「マイタ
ウンいぐさ」を隔月発行し、当協議会のホームページを運営しています。
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井草地域区民センター協議会HP▶
https://www.igusahome.org

平成31年３月、ホームペ
ージをリニューアルしま
した。
スマートホンなどにも対
応した見やすい画面になりました。
令和２年12月からはSSL化し、安心して
アクセスしていただけるようにしました。

すぎなみ地域コム
https://www.sugi-chiki.com

「井草地域区民センター協議会」で検索し
てください。

令和3年4月より、当協議会
ホームページ講座・イベントの
ページの上記のボタンより、
ネット申込が可能になりました。

コロナウイルス感染症が拡大する中、広報部６名で井草地
域区民センター館内にて「LINEミーティング」を利用し、編
集会議を行いました。館内なので、ハウリングしたり、周り
の方に声が聞こえるという問題はありましたが、オンライ
ン会議を体験して見えることもありました。平常時は各担
当者から送られた資料を事務局で印刷準備していただいて
いますが、それぞれの自宅などでリモート会議を行う場合、
資料の準備や各家庭のインターネット環境など、検討しな
ければいけないことも多々あることに気づきました。

広報部広報部

ホームページ運営

オンライン編集会議



14

講座運営部講座運営部
文化・教養・健康長寿や地域
を知るなど幅広いテーマの
講座、おもちゃの病院など
企画し、運営しています。

平成31年・令和元年度
開催月 タイトル・講座名 講師

4月 いきいき美容教室「春・夏の紫外線対策とメイクアップ」 資生堂ライフクオリティ事業部専門スタッフ

6月
フレイルの予防で体力・筋力の低下を取り戻そう 杉並保健所健康促進課職員・杉並区フレイルサポーター

太宰治生誕110年記念朗読会「富岳百景・他短編」 朗読家　原 きよさん

8月 生前整理とエンディングノート （株）コムウェル終活アドバイザー　千綿直子さん

9月
初心者のスポーツウエルネス吹矢教室（3回） 日本スポーツウエルネス吹矢協会上級公認指導員 青海川應美さん

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… 元ビクター歌謡音楽研究会講師　神谷幸彦さん

10月 健康と美容のための発酵食品（2回） フードライフデザイナー　深田和恵さん

11月 転倒・骨折を防ぐ６つのエクササイズ 桃仁堂みやた鍼灸院　院長　宮田秀幸さん

12月
お正月飾りを作ろう フローリスト　佐藤眞理子さん

2019クリスマスコンサート 東京女子大学ハンドベルクワイヤFelice

1月 落語とコントで初笑い　新春いぐさ演芸会 昔々亭慎太郎さん　昔昔亭A太郎さん、コントD51さん

2月 ハッピーバレンタイン！手作りお菓子を作ろう 料理教室講師　堀 恵子さん
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私たちの住んでいる地域をより深く知るために、地域にかかわりある著名人や、　歴史に造詣の深い方を講師に
迎え、お話を伺います。地域への愛情を深め、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。

コミュニティ・すくーる

おもちゃの病院

講座運営部講座運営部

集団事業

令和2年度
開催月 タイトル・講座名 講師

11月

初心者のための太極拳 太極拳・気功インストラクター　髙島和恵さん

すぐできる筋力アップ体操 杉並区公認スポーツリーダー　金田光世さん

家庭でもできるゆっくりヨガ 杉並区公認スポーツリーダー 　藤澤加寿美さん

12月

ステキなクリスマスリース フラワーアレンジメント講師　佐藤眞理子さん

正しいウオーキング基本編 NPO法人杉並さわやかウオーキング　鈴木佐代子さん

弦楽デュオによるアフタヌーンコンサート ヴァイオリン：佐藤奈々さん、チェロ：松本ゆり子さん

1月 新春いぐさ演芸会 昔々亭慎太郎さん、柳亭芝楽さん、春風亭昇羊さん

2月 おなか元気教室　腸から元気に！ 東京ヤクルト販売広報課　吉見由紀さん

平成31年度
令和元年度

回数 月2回開催　全17回

講師 おもちゃドクターズ

令和2年度 コロナウィルス感染症拡大のため活動休止

◀令和元年度
　講話「今川氏と観泉寺」と観泉寺境内散策
　令和元年10月26日（土）観泉寺幼稚園ホール
　講師：観泉寺住職

令和2年度「古地図で見る井荻町の今昔」▶
　令和2年10月11日（日）井草地域区民センター　

　講師：古地図収集家　西村眞一さん　
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協働事業協働事業
令和元年度　総務部 担当事業

開催日 タイトル・講座名 協働先

12月1日 プラネタリウム鑑賞と日食講座 社会教育センター

2月18日 防災講演会「M ７．３首都直下型地震 杉並震度６ その時私たちは」

令和2年度　総務部 担当事業

開催日 タイトル・講座名 協働先

11月29日 「宇宙の拡がり」講座 社会教育センター

令和3年3月2日（火）に防災講演会を企画したが、2月2日緊急事態宣言が3月7日まで延長されたことにより中止決定

令和元年度　講座運営部 担当事業

開催日 タイトル・講座名 協働先

6月8日 健康講座　知っておきたい～排尿トラブル 荻窪病院

7月7日 映画「パパ、遺伝子組換えってなぁに？」鑑賞とお話し会 杉並区消費者グループ連絡会

10月24日 健康講座　動悸を感じたら 荻窪病院

11月1日 介護講談「泣いて笑って声出して  ほっとけ心のあっぱれ介護」 ケア24下井草

令和2年2月22日に「健康講座 脳卒中を予防しよう！こんな症状はパーキンソン病かも？」を企画したが、コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため中止

宇宙の拡がり講座

健康講座第１回

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

防
災
講
演
会

映画鑑賞とお話し会 健康講座第２回 介護講談

Mitaka
プログラム：加藤恒彦
国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト

講座運営部は、コロナウイルス感染症の流行により、令和2年度の協働事業を実施していません。
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支援事業支援事業
沓掛小学校  くつかけ祭り  令和元年7月13日（土）

八成小学校 PTA子ども会  令和元年7月19日（金） 

四宮小学校  四宮小こども盆踊り  令和元年7月20日（土）

令和2年1月から、コロナウィルス感染症が流行し、2月末から5月末まで学校は休校となりました。
緊急事態宣言が発せられ、区民センターも3月9日から6月4日まで休館しました。その後も、感染拡大を予防、
制御するため、様々なイベントが中止になりました。
一日も早く、平常の生活に戻り、支援事業が実施できるよう心より願っております。
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ふれあい

井草地域区民センター協議会
第18期推薦委員の団体等の皆さまからお言葉をいただきました。

「マイタウンいぐさ18号発行を祝して」
下井草地区町会連合会  会長・神戸町会  会長

井口　哲次郎
　「マイタウンいぐさ」第18号発刊、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おかれ
ましては、地域の文化・交流・まちづくりの要とし
て日 ご々尽力いただき、心より感謝申し上げます。
　私ども下井草地区町会連合会は、周辺の九つ
の町会から成り立っており、例年各施設で催さ
れるお餅つきやお祭りなどのイベントは、地域
の皆様からも大変ご好評いただいております。
また、地域の安心・安全を守るための防犯パト
ロールや、駅周辺の放置自転車の取締り等、色々
な場面で地域の皆様の生活に関わっています。
　残念ながら昨今では、新型コロナウイルスの
影響で町会の行事や活動は全て中止となってお
りますが、一刻も早くコロナが収束し、オリンピッ
ク・パラリンピックを始めとした、各地域のイベ
ントが通常通り開催できるようになることを心か
ら念願しております。
　近年では、若い世代の方々の転入が増えてま
いりました。この地域が「ふるさと」となるお子
様たちの健やかな成長は、私どもの大きな喜び
でもあります。これらもひとえに歴代の会長をは
じめ、協議会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。
　今後とも、より住みやすく安心・安全な魅力
ある地域をめざし、共々に力を合わせてまいり
ましょう。
　結びに、貴協議会の益々のご発展と、委員の
皆様方のご健勝をお祈り申し上げ、私どものお
祝いのことばとさせていただきます。

「地域の中核としての頼れる存在に」
清沓中通地区町会連合会　会長・清和会　会長

二見　清
　清和会は昭和28年設立以来、井草の一員とし
て活動してまいりました。井草地域の南東のはず
れに位置しており、日常生活は荻窪駅方面に出る
事が多く井草地域を意識することはほとんどあり
ませんが、江戸時代のはじめに先人達がこの地に
入植して以来絆を深めてきていまだに歳時記に際
しては、あたたかさ、絆の強さを感じております。
　井草地域区民センター協議会は井草センター
まつりの開催、マイタウンいぐさの発行、セミナー
の開催など地域の交流から防災に至るまで中核と
しての頼れる存在になっています。
　地域住民の健康と安心安全、子どもたちの健
やかな成長のための活動、継続そしてコロナ社
会における生活の見直しが求められています。
　杉並区の基本理念でもある「支えあい共につく
る安全で活力あるみどりの住宅都市杉並」の中心
的存在としてあり続けていただくための活動をお
願いするとともに、わが町会においても地域の絆
を深め、安全安心な町であり続けるための活動
をしてまいりますので、今後ともよろしくお願い申
しあげます。

「思い出と継承」
柿木共栄会　副会長

井口　弘子（協議会第2代事務局長）
　マイタウンいぐさ第18号発刊おめでとうござい
ます。
　顧みれば、私は四宮集会所開設準備より委員
として、開館時には職員として関わり、他地域に
先駆け全面的な自主管理運営の委託を受けた協
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議会が数々の話し合いの上、開館の折行われそ
の後恒例となった「餅つき」、特にシンボルマーク
の「けやき」は補助員だった育英高専の学生さん
が図案化したもので何度となく書き直し真摯に向
き合う姿だったり、様々な事が思い出されます。
　恒例の餅つきですが、町会の一員としてお手
伝いする中、この何年かは委員会が事前に打ち
合わせの会を開いて下さり「もちちぎり」も準備
万端当日に臨めています。又、井草民謡保存会
の歌声と餅つきに対する姿勢にただただ感服し、
近年は四宮小おやじの会の若い方々へ受け継が
れる地域の伝統と交流は先人達の思いでもあり
ます。
　柿木共栄会では、次代を担う若い役員も入り
今後協議会への協力も期待が持てます。このコ
ロナ感染症が終息し、又地域の皆様と楽しく集
える場所であります様お祈りし、今後共どうぞ宜
しくお願いいたします。

「四宮区民集会所開設35年目に思う」
四宮親交会　会長

井口　　茂
　杉並区のなかに7地域の地域区民センターを
設置することになりました。この井草地域では四
宮区民集会所のほうが井草地域区民センターよ
り8年も早く1985年（昭和60年）に開館しました。
　歴代会長、委員の方々のご努力で様々な事業
が行われ、成果を上げてこられましたことに敬意
を表する次第です。
　さて、この地域の農家では、お目出度いとき・
正月前には餅をつく習わしがあり、四宮区民集
会所の春まつりでは餅つきが伝統的に行われ、
つきたての餅を貰う人の列ができるほどの人気が
ありました。

　ところが昨年の令和2年3月1日（日）の四宮区
民集会所の「春まつり」は、新型コロナウイルス
感染防止のため中止。そして、今年も中止となり
ました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に努め、協
議会の諸活動が皆さんの創意・工夫で充実して
開催されることを祈念いたします。

「地域で活躍する素晴らしい仲間」
矢頭睦会　総務部長

村上　洋朗
　矢頭睦会は昭和31年に結成され今年65年にな
ります。当時の日本社会は戦後の激動期で矢頭
町は西武新宿線の北側で線路下に水道、ガス管
の導入工事、道路の舗装、街路灯の設置等、行
政と住民のパイプ役…そして設立を決定づけた
のは小学校の学区域が四宮小学校（昭和26年開
校）から八成小学校（昭和30年開校）に変更さ
れた不便さ…「工事中の環八を渡る危険、距離、
井草中との継続性等」を解消するため地域がま
とまり、会長名で”願い書“をまとめ、新入生を四
宮小学校に入学し学区域が変更され現在に至っ
ています。
　井草地域区民センター協議会では子供向けに
毎年３つのまつりを開催しており、特に矢頭睦会
が関わっているのが春まつりです。近隣の町会や
四宮小おやじの会等と協力して餅つきが行われて
いましたが、残念ながら今年はコロナ禍で中止に
なりました。早く終息して子供たちのまつりが開
催出来るようになってもらいたいと思います。
　私は、民間企業に勤めて38年、定年退職しサ
ンデー毎日…小学校は桃五「15期卒業」、中学
校は井草「２期」、小中の先輩、同期生、後輩が、
地域センターの行事、区政、学校、警察、消防、
青少年育成、民生委員、明るい選挙推進委員、
国政調査員などで活躍しているのをみて、自分で
も少しは地元に貢献をと考え、矢頭睦会の役員
になりました。他の町会役員と交流すると素晴ら
しい仲間と出会いとても勉強になります。今後も

「上井草駅周辺まちづくり協議会」の一員として励
んでいく所存です。
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「井草のふれあいの支えに」
井草1・2丁目自治会　会長

仁平　惠司郎
　マイタウンいぐさ第18号の発刊おめでとうござ
います。
　井草地域区民センター協議会は地域のふれあ
い、絆、見守りの担い手として長い間御活躍され
てきました。素晴らしいことと感謝しております。
　毎年のセンターまつり、八成まつり、春まつり
の三大イベント。各種の講座、講演、協働事業。
そして地域の交流活動のサポート、広報活動等、
町会・自治会の範囲を越えて、他地域とのつなが
りの為無くてはならない存在だと思います。今後
も井草のふれあいの支えとなって頂きたいと思い
ます。
　井草一・二丁目自治会は、地元に小学校、幼
稚園、保育園、児童館、ゆうゆう館があります。
地域の安全・安心を願って17年前から夜間の防
犯パトロールを実施しています。当初は月一回で
したが、現在は週二回行っています。正月のどん
ど焼き、花の寄せ植え、道路清掃、防火・防災訓練、
交通安全運動、資源回収、秋祭り、もちつき大
会等、町の活性・交流のお手伝いになればと様々
に活動しています。
　井草地域区民センター協議会の益々の御発展
を祈念致しております。

「絆が生まれる交流を」
上井草自治会　会長

加藤　隆弘
　マイタウンいぐさ第18号発行を心よりお喜び申
し上げます。日頃は、貴協議会委員の皆様には地
域住民、町会、子供達のために様々な事業にご

尽力賜り、厚く御礼申し上げます。
　昨年より新型コロナウイルス感染の影響で、子
供たちはもちろん地域の方々にとっても楽しみに
していたイベント等が縮小または中止を余儀なく
されなければいけない年でした。このコロナ感染
が終息するどころか現在は感染者が増加するばか
りで、今後も予定されていた事業等の変更がある
かもしれませんが、これからも「春まつり」等の
ような事業により地域との交流に絆が育まれます
様、ご指導宜しくお願いいたします。
　貴協議会において…13・14…期は委員として、15
期では会長を務められ、昨年ご逝去された山佳
愛司様のご冥福を謹んでお祈り申し上げます。

「センターとまつり」
上井草商店街振興組合　理事長

大森　明
　マイタウンいぐさ18号発行、そして今年（令和
3年）37年目を迎えるとのこと重ねて心よりお慶
び申し上げます。読みやすく毎号楽しみにしてお
ります。18号に執筆が出来ることを大変光栄に
思います。商店街も毎年四宮集会所の春まつり、
区民センターの夏のセンターまつりに微力ながら
参加させていただいております。商店街では地元
のかみいぐさ夏まつり、春まつり、センターまつり
と上井草の三大まつりとして準備をし、実行して
まいりました。諸先輩から引き継がれて地域の皆
さまとふれ合う最大のイベントです。
　しかし、昨年春からの新型コロナウイルス感染
拡大により、すべてのイベントが中止となり、商
店街の理事会も三密をさけるため中止が続きまし
た。センター協議会におかれましては年間に数々
のイベント計画があったと思います。
　このコロナ禍では、我々は自分で身を守るしか
ありません。いずれ終息する日が来ると思います。
早くセンターに子供達の賑わいが戻るよう願って
やみません。今後も上井草商店街は微力ながら
地域の活性化、発展に寄与していきたいと思い
ます。皆様方のご健康をお祈り申し上げます。
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「支えあう、住みよい社会、地域から」
下井草地区民生委員児童委員協議会 副会長

草野　身知子
　マイタウンいぐさ第18号、発刊おめでとうござ
います。
　生まれも育ちも井草の私は外の土地に住んだ
経験がありません。年を重ね民生児童委員として
の交流などを通して、この地域にはお祭りなどの
行事が多いと知りました。とは言え私の子供時代
には井草地域区民センターはまだ設立させており
ませんでしたので、催しが多いのは貴協議会を中
心とした地域の皆様、先輩方のご尽力があってこ
そと感じております。
　令和2年はコロナの嵐に翻弄され、民生児童
委員活動は日常の訪問・声掛けなど人と人とが直
接繋がることに困難が伴い、歯がゆい思いの残
る日々でした。4月緊急事態宣言下の外出自粛で
生活上、健康上の問題がないかの確認で、お一
人住まいや高齢者のみ世帯への電話連絡を民生
児童委員は行いました。お元気なご様子、老健
入所、手術から退院、安否確認連絡へのお礼、
支援対応…など新しい情報やコミュニケ―ション
が図れました。
　区民センターをはじめ区の施設も休館、再開
を試行錯誤しながらコロナ禍の制限に奮闘され、
地域住民活動の再会拠点となりました。
　新しい日常が求められ、民生児童委員活動に
おいても、地域の方 と々の連携が益々必要になる
と思われます。貴協議会と共に様々な絆の架け
橋として、より住みよい井草の町を願い委員一同
活動を重ねて参ります。
　今後もご支援をよろしくお願いいたします。

「子どもたちに笑顔と歓声を」
清沓中通青少年育成委員会　会長

身内　三千夫
　「マイタウンいぐさ」18号の発行おめでとうござ
います。日頃より清沓中通青少年育成委員会の活
動にご理解ご協力いただきありがとうございます。
　当青少年育成委員会は、60名の委員の基に地
域の青少年の健全育成を目的として、杉並区役所・
桃一小・沓掛小・四宮小・児童館（桃井、今川、
本天沼）との連携の基にウォークラリー、清水

DASH村、わんぱくマラソン大会、少年サッカー
大会、ちびっこもちつき大会等の行事、児童館
行事参画を開催、年間延べ2500人以上の小中
学生、幼児、保護者の皆様の参加を得て活動し
ています。今年度は新型コロナ感染症の流行で、
一部イベントを中止いたしましたが、清水DASH
村・少年サッカー大会・「ほんあまぬまえんにち」
は感染予防対策を徹底して実施することができま
した。これからも安全安心を第一に、子供達の
歓声、笑顔を糧に活動いたしますので、ご支援よ
ろしくお願いいたします。

「子どもたちの笑顔とともに」
下井草青少年育成委員会　会長

唐澤　弘子
　「マイタウンいぐさ」18号の発行おめでとうご
ざいます。また、日頃から下井草青少年育成委
員会の活動にご理解ご協力を頂きありがとうござ
います。
　私たち育成委員会は井草地域の各町会・自治
会・近隣小中学校PTAからの推薦していただいた
委員と地域協力者の64名で活動しています。井
草地域区民センターを活動の拠点として毎月の運
営委員会・総会・秋冬の委員会、また地域パトロー
ルの際の集合・解散場所として利用させていただ
いています。
　私たちの活動は井草地域の伝承事業である「井
草どんど焼き」「もちつき大会」・各団体との共催
事業に協力しながら主催事業である収穫体験「と
うもろこしがり」「柿もぎ」などを実施しています。
忙しい子どもたちに喜んでもらえる様な事業を考
え、実施するためには苦労もありますが、笑顔あ
ふれる子どもたちの様子を目の前にすると、苦労
も忘れて充実した気持ちになります。
　今後も地域の子どもたちの健やかな成長を願
いつつ、子どもたちが異世代との交流が出来るよ
うな活動を行っていきたいと思います
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「激動の地域活動」
井草中学校PTA　会長

増本　雅
　日頃より地域の皆様におかれましては、井草中学
校生徒を見守りくださり誠にありがとうございます。
　令和2年度は、コロナウイルスパンデミックに
触れずには語れない年となってしまいました。し
かしながら、大人がこの機を悲観していてはなら
ず、チャンスに変える機会としていかなければな
りません。そのように考える時、身近な場所で、
できることをできる人で行い、周りに広めていく、
そのような活動がより一層大切になってくると思
います。
　井草地域が老若男女問わず、みんなで元気で
いること、その中心で音頭をとっていただける、
そんな井草地域区民センター協議会であり続け
ていただきたいと思います。これまでも地域を包
み込む様々な取り組みをされてきた協議会、新た
な常態にもきっと新しい息吹を吹き込んでくださ
るものと思います。そして、その一員として我々も
皆様にふれあっていけたらと思います。
　

「地域の架け橋」
四宮小学校PTA　会長

井口　朋子
　「マイタウンいぐさ」第18号の発行おめでとうご
ざいます。…
　令和2年度は新型コロナウィルス感染拡大防止
の観点から、四宮小学校でも多くの行事が中止・
延期・縮小となりました。P…T…A行事も同様です。…
　日頃より四宮小学校にご支援くださっている地
域の方 と々もお会いできる機会がない中、地域懇
談会等、感染拡大防止策を整え開催してくださっ
たことにとても感謝しております。…
　井草地域区民センター協議会は「人と人とを繋
ぐ」大切な役割を担ってくださっていることを、改
めて思う一年でした。…
毎年行われていた「井草センターまつり」「春まつ
り」は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点か
ら中止となり子どもたちはとてもさみしい思いをし
ています。…
　令和3年度はどうなるのか?誰もわからないそん
な状況ですが、これからも「人と人とを繋ぐ」か

け橋を担ってくださる井草地域区民センター協議
会の皆様に、お力添えをいただきながら子どもた
ちが心豊かに育つよう、温かな眼差しで見守って
頂けたら幸いです。…
　今後も変わらぬご支援を、どうぞよろしくお願い
たします。

「地域貢献と生きがい」
杉並区シルバー人材センター
　常務理事　安藤　利貞

　マイタウンいぐさ第18号の発行おめでとうご
ざいます。
　井草地域区民センター協議会では、日ごろか
らイベント等を通して地域の交流を図り、地域の
コミュニティを作り、地域貢献活動等地域に根ざ
したコミュニティの草分け的な存在として、日頃か
らご尽力していることに心から敬意を表します。
　区民センター協議会の地域のコミュニティを通
じて地域貢献を行うという理念と、シルバー人材
センターの高齢者の退職後もその能力を生かし
て就業につき、生きがいにつなげ、さらに地域貢
献も行うという理念には、相通じるものがあると
思います。
　シルバー人材センターでは、区の駐輪場の管理、
小学校の通学案内指導や家庭の植木剪定、除草、
屋内清掃など多様なサービスを2600人の会員に
提供し、高齢者の就業を支援しております。
　何かお困りの時はシルバー人材センターまで、
ご一報していただければ幸いです。
　最後に、今後の井草地域区民センター協議会
の末長き発展を祈念して、ご挨拶とさせていただ
きます。
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「安全で豊かなくらしを」
杉並区消費者グループ連絡会

金野　正幸
　杉並区消費者グループ連絡会は、消費者の権
利を守り、安全で豊かな暮らしの実現を目的とし
て、杉並区内の消費者運動を進めてきた団体や
環境教育を行うグループ、生協など８つの団体か
ら構成されています。
　毎月１回の連絡会では杉並保健所や消費者セ
ンターから情報提供があり、意見交換しています。
さらに、区民の消費生活に関する諸問題、食の
安全などに関して学習会、上映会を企画・検討し、
年に数回杉並区の支援を受けて実施しています。
できるだけ最新の課題を取り上げ、専門家を講師
に招聘し、問題意識の共有や解決への手がかり
を探索します。また毎年、区の予算策定に当たり、
消費者の立場から区長と面会し、予算要望を提
出しています。　時には他団体との協働事業も実
施しており、井草地域区民センター協議会との協
働事業として、令和元年７月に「パパ、遺伝子組
み換えってなぁに？」鑑賞とお話し会を実施、好
評をえました。
　今後とも、井草地域の方はもちろん、区民の
安全、安心な暮らしを守るために日々の活動を粘
り強く続けたいと思います。

「仲間と絆」
ボーイスカウト杉並第3団
団委員長　並木　明直

　ボーイスカウト杉並第3団は、1960年11月3日
にスカウト10名（ボーイ隊）で発団し、2020年
に60年を迎えました。人間らしい心、健康な体、
幅広い知識を養う、快活な少年少女の集団、そ
れがボーイスカウトです。
　自立心の成長に応じて、年齢別に隊を分けて
活動しています。現在ではビーバー隊（小1~小2）・
カブ隊（小3~小5）・ボーイ隊（小6~中3）・ベン
チャー隊（高校生）・ローバー隊（大学生年代）
の各隊があり、各隊を支援してくれるリーダーが
います。
　スカウトたちの教室は野外です。地球のこと、
環境のこと、命のことなどを考えながら、自然と
共生することを学びます。スカウトたちの活動は、

大人から与えられたものではなく、自らが話し合
い目標を立て、必要な基礎訓練を繰り返します。
リーダーとの信頼感の中で、さまざまなことに取
り組んでいきます。尊敬できるリーダーや兄弟の
ように過ごす仲間、そこに”絆”が生まれます。
　環八沿いにある「桃井幼稚園」の施設をお借
りして、月に2回ほどの活動を行っています。また、
2年に一度開催する「バザー」や、近隣の子ども
たちを対象とした「体験集会」を行い、地域の方々
とも交流しています。スカウトたちの目の輝きを
ぜひご覧になりに来てください。

「井草地域の素晴らしい絆」
井草地域区民センター協議会
前事務局長　毛利　比登志

　「小冊子マイタウンいぐさ」第18号発行おめで
とうございます。
　私は、平成30年４月から１年間、協議会の事
務局長を務めさせていただきました。
　皆さまに温かく迎えていただき、在任中はたく
さんのアドバイスやお力をいただきました。
　そして、協議会委員の皆さまの、三大まつりを
はじめイベント、講座の開催やさまざまな活動に、
熱意とチームワークで取り組まれる姿に感銘を受
けるとともに、皆さまの真剣な表情やたくさんの
笑顔に触れながら活動できたことは貴重な経験
となり、心から感謝しております。
　また、協議会の活動にあたっては、町会・自治会、
商店会、青少年育成委員会、小学校・中学校を
はじめ、地域の皆さまに多大なるご支援とご協力
を賜り、井草地域の絆の強さをいつも感じること
ができました。
　今はコロナ禍にあって、人と人とが集い、繋が
りを広めるような活動が難しい状況にあると思い
ますが、皆さまの知恵と工夫で、この素晴らしい
井草地域の絆が、さらに強く、揺るぎないものに
なっていくことと確信しております。
　センター協議会のますますのご発展と委員の皆
さまのご健勝をご祈念申し上げます。
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上井草地区町会連合会 下井草地区町会連合会 清沓中通地区町会連合会

新町自治会 中瀬自治会 清和会

三谷町会 下井草東部自治会 沓掛いづみ会

上井草自治会 神戸町会 中通明和会

今川町親和会 柿木共栄会

善福寺町会 四宮親交会

宿町町会 矢頭睦会

井荻自治会 住吉親交会

井荻三丁目会 井草一・二丁目自治会

さくら自治会 都営井草三丁目アパート自治会

都営井草3丁目第三アパート自治会
（杉町連非加盟）

井草地域の町会MAP井草地域の町会MAP
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①沓掛商店会

④上井草商店街（振興組合） 

⑤今川町商栄会

⑥井草北商店会

②下井草商店街（振興組合）

③西武井荻商店街（振興組合）

商店会・商店街名 ホームページ・facebook

①沓掛商店会

②下井草商店街（振興組合） http://shimoigusa.jp

③西武井荻商店街（振興組合） http://www.iogi.or.jp

④上井草商店街（振興組合） http://www.kami-igusa.com

⑤今川町商栄会

⑥井草北商店会 https://ja-jp.facebook.com/igusa.kita

井草地域の商店会MAP井草地域の商店会MAP

発行：平成 30 年 3 月　杉並区産業振興センター商業係
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