
15日（木）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

28日（水）	講消しゴムはんこを作ろう！
31日（土）	講世界に飛びだせ！やさしいブラジル

25	日（水）	講ドイツ人から見た日本とドイツの違い
28	日（土）	講イマドキ風呂敷活用術
	 　	包む・運ぶ・しのぐ

		9日（木）	 講コロナ禍における感染予防と防災
11日（土）	センターまつりは中止、展示会を計画中
12日（日）	センターまつりは中止、展示会を計画中
15日（水）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

29日（水）	協コロナ禍における、閉じこもり高齢者
	 　	の健康維持について

マイタウン
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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

カリタス修道女会（井草 4 丁目）カリタス修道女会（井草 4 丁目）

第19期のはじめに、井草地域の皆さまへ

井草地域区民センター協議会
会長　武山尚道

この6月より2年間 、井草地域区民セン
ター協議会の第19期の会長をつとめるこ
とになりました。どうぞよろしくお願いい
たします。

　当協議会は前身の井草地域集会施設運営協議会の設立
から、今年の10月で37年を迎えます。今期の協議会委員
は、地域のさまざまな団体から推薦していただき、また公
募による委員を合わせて、多様なバックグラウンドをもつ
34名。このメンバーで、地域住民の交流、地域課題の解決、
地域団体のネットワークづくりなどに取り組んでいきます。
まつり、講座 、コミュニティ・すくーるなど、さまざまな活動
をしていますので、皆さま方の奮っての参加をお待ちして
います。また、地域づくりにかかわる方々との協働事業にも
一層力を入れ 、外に出る機会も増やしていきたいと思いま
すので、アイデアや情報などがあれば是非お寄せください。
　地域の住民が次第に移り変わり、一方で共助や互助の重
要性が増すなかで、わたくしどもの活動内容も変化してい
かねばなりません。そしてWithコロナの時代は続くでしょう
から、やるべき活動と感染リスク抑制との両立が必要です。
こうしたことを皆さま方と一緒に考えながら、まちづくりに
役立つ活動を進めていきたいと思います。これからも引き
続きよろしくお願いいたします。

井草地域区民センター協議会の
委員になってボランティア活動
をしてみませんか？
お問い合わせは 03-3301-7723
井草地域区民センター協議会まで



協議会委員及び地域の皆様（書面投票）の賛成で全
ての議案が承認されました。

今期で退任する委員に、田中区長より感謝状（在任４
年以上）、お礼状（在任４年未満）が贈呈されました。

区補助金      － 補助金執行額 ＝ 区への返還金

6,700,000円 － 3,289,677円 ＝ 3,410,323円

会　　　長 武山　尚道 副　会　長 戸澤　陽子 増川　明男 会計監事 佐野　昭義 潮来　　廣

　　　　　　　　（◎：部長   ○：副部長）　

総　務　部 ◎戸澤　陽子 ○竹内　文生 赤妻光沙子 坂本　　浩 新堀　　明 中島　朋恵

広　報　部 ◎色部　一哉 ○小林　朱実 大木不二江 大澤　康二 野原　光一

コミュニティ部
◎志村　健治 ○西谷　和恵 増川　明男 若狭　康二 岡田　敏夫 佐賀　洋子 清水　　睦

　石川　　良 　髙村　高子 西川いく子 森　　佳代

講座運営部
◎内田　朋子 ○齊藤　志保 金野　正幸 小林　　泰 髙橋　相子 武信　秀生 田中　葉子

　中川　芳夫 　前田　　仁

令和３年度　第19期委員名簿 令和３年６月１日現在

報 告

井草地域区民センター協議会
令和３年度  定期総会 杉並区による感謝状贈呈式

　
　
収

入
　
　

区　分
令和２年度 令和３年度

予算額 決算額 予算額

１．区補助金 8,300,000 6,700,000 8,250,000

２．諸収入 1,262,000 56,531 1,252,000

３．繰越金 710,654 710,654 344,942

合　　　 計 10,272,654 7,467,185 9,846,942

　
　
　
支
　
　
出
　
　

区　分
令和２年度 令和３年度

予算額 決算額 予算額

１．事業費 5,497,500 1,190,528 5,388,800

２．委員活動費 3,752,500 2,195,500 3,789,500

３．委員研修費 150,000 67,315 40,000

４．協議会運営費 700,000 258,577 480,000

５．予備費 172,654 0 148,642

合　　　 計 10,272,654 3,711,920 9,846,942

令和3年度　定期総会 決算報告・予算

収入決算額 7,467,185 円

支出決算額 3,711,920 円

収入支出差額 3,755,265 円

区への返還金 3,410,323 円

次年度繰越金 344,942 円

※令和2年7月杉並区から、新型コロナウイルス感染症に関する施策に充てるため 、地域区民センター協議会の補助金に執
行残が見込まれる場合 、当該金額を減額したい旨の通知があった。本通知の趣旨を踏まえ、当協議会は補助金の受領額を
160万円減額した。

（単位:円）



時々薄日の射す中 、農業体験が行われました。18世帯が参加
し、サツマイモの苗を植えました。10月にはサツマイモが収
穫できます。
結の会は 発足して3年で 、地域のコミュニティを結ぶ活動をし
ています。 

報 告

農業体験（結の会主催） 　　　　5月22日（土）

井草地域区民センターの紹介

区民センターを利用していますか？〜受付 、談話室 、図書室編〜 
井草地域区民センターは 平成８年８月に開館してから、まもなく30周年を迎えようとしています。広いエン
トランスを抜けて正面の入口を入ると、受付から「こんにちは！」と明るい声がします。 
正面にあるモザイク画には 、この地域で昔行われていた藍染と大根を漬けている様子が描かれています。左
側には 、大きなドラえもん。天井を見上げると、ステンドグラスの綺麗なアゲハチョウが 、来館者を迎えてくれ
ます。受付のカウンターには 、季節に合わせた手作りの小物たちと「フードドライブ」等の様々なお知らせが置
いてあります。あけぼの公園に抜ける出入口の手前には井草区民センターの広報誌「マイタウンいぐさ」が最
新刊からバックナンバーまで揃っています。
正面入口の左側には〜談話室〜が見えます。こちらには各区民センターの広報誌や杉並区のお知らせが 、並
べられています。「コロナ禍ですので無理は言えませんが 、なかなか足を運んでもらえないのは本当に寂しい
です。もっと気軽にセンターを利用して頂きたいですね。」と受付の統括責任者の杉田さんがお話し下さいま
した。一階には談話室の他に、図書室もあります。杉並区の歴史等 、図書館でもお目にかかれないような古
い本が並んでいます。図書室の奥には学習室もあります。ここで読書もできます。学習室は時間制限を設け
ていませんが 、利用者が多い場合は受付の方がお声がけすることもあります。利用はしてみたいが 、利用法
が分からないという方は 来てみて下さい。受付の方が笑顔で応対してくれますよ。

初めての革細工 
6月8日（火） 
講師：朝倉雄一郎さん

講　
　座



杉並区でも65歳以上の区民を対象に新型コロナワクチンの接種が 
5月17日から始まり、7月からは12歳以上の区民を対象とした受付
が始まりました。 
区内7カ所の集団接種会場に加え、医療機関（病院、医院、クリニッ
ク）でも接種を順次開始しています。 
6月26日に更新された区のホームページを見ると、区の新型コロナ
ウィルス感染症の累計感染者数は6,806人です。このマイタウンい
ぐさが発行される7月15日には、予防接種が順調に進み将来の感染
状況の改善に繋がると期待しています。写真は、桃井原っぱ公園（仮
設会場）の様子です。医療従事者の方、予防接種を受けられる方が、
間隔を保ちながら待機していました。 

〜井草の散歩道〜  新型コロナ感染症予防接種

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

消しゴムはんこを作ろう！ ※
日頃触れ合う機会のない異年齢の方と一緒に、自分だけの消しゴムはんこを作って
みませんか？この講座の対象年齢は小学4年生以上です。　　講師：林　ゆめ  さん

7月28日（水）
10：00〜12：00
第１集会室

12名
￥1,500
（保険料

￥100含む）

往復ハガキ
７月22日（木）

必着
又はネット申込

世界に飛びだせ！やさしいブラジル ※
コロナ禍の中、海外への旅行が難しい今、ならばそこを逆手にとって今しかできな
い海外を知ろうシリーズ！第１回は「やさしいブラジル」です。

講師：日本ブラジル中央協会　理事／儘田　哲夫さん

7月31日（土）
13：00〜14：30
第１・２集会室

20名 無料
往復ハガキ

７月22日（木）
必着

又はネット申込

ドイツ人から見た日本とドイツの違い ※
海外を知ろうシリーズ！　第2回「豊かなドイツ」
日本に留学中のドイツ人の女性から、ドイツの自然・文化などの紹介、さらに日本人
とドイツ人の考え方の違いなどについて話していただきます。

講師：上智大学大学院理工学部／エリザベス  ラダ  デシデリア  ザイラさん

8月25日（水）
13：00〜15：０0
第１・2集会室

35名 無料
往復ハガキ

8月22日（日）
必着

又はネット申込

イマドキ風呂敷活用術　包む・運ぶ・しのぐ ※
ご家庭に眠っている風呂敷、じつはとっても働き者です。
ふだん使いに・エコライフに・防災に、お気に入りの１枚が大活躍！
三巾（約105cm四方）の風呂敷をご持参ください。

講師：ボーイスカウト日本連盟リーダートレーナー／佐藤　武信さん

8月28日（土）
14：00〜16：０0
第3集会室

10名 無料
往復ハガキ

8月24日（火）
必着

又はネット申込

コロナ禍における、感染予防と防災 ※
コロナ禍において必要な感染予防と対策、そして防災に対する基本的なこと・救急
などのあり方についてDVD等を用いてわかりやすくお話しいただきます。

講師：荻窪消防署下井草出張所所長／福住　貴さん

9月9日（木）
13：30〜15：30
第1集会室

12名 無料
往復ハガキ
9月2日（木）

必着
又はネット申込

コロナ禍における、閉じこもり高齢者の健康維持について ※
年を重ねると外出の機会も減り、閉じこもりがちになります。新型コロナウイルスの
蔓延で、感染をおそれ人との接触も減ってきました。医師や理学療法士のお話も交え、
筋力の衰えや心身の健康維持に大切なことを簡単な体操とともに学びましょう！

講師：杉並区地域包括支援センターケア24上荻センター長／亀澤拓也さん

9月29日（水）
13：30〜15：00
第1・2集会室

35名 無料
往復ハガキ

9月22日（水）
必着

又はネット申込

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
ht tps : //www. igusahome .o rg         井草地域区民センター協議会

◆当協議会ホームページからネット申込、又は往復ハガキ（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 ⑦手話通訳希望の場合はその旨記入
のうえ、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）。
◆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。
手話通訳を付けることができます。希望される方は、申込時にその旨お知らせ下さい。

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ください。


