
マイタウン

令和4年  1/15  No.285

発 行： 井 草 地 域 区 民 セ ン タ ー 協 議 会
	 ☎3301-7723			FAX.3301-7724
E-ma i l : igusa -ks@ar ion .ocn .ne . jp
URL:https ://www. igusahome.org
井草地域区民センター	 ☎3301-7720
　〒167-0022	杉並区下井草5-7-22
四 宮 区 民 集 会 所 	 ☎3395-5085	
　〒167-0023	杉並区上井草2-28-13
八 成 区 民 集 会 所 	 ☎3394-0989	
　〒167-0021	杉並区井草1-3-2
	 印刷：株式会社	三伸印刷

回覧

●常置場所：井草地域区民センター、四宮・八成区民集会所 、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（土）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

16日（日）	協「宇宙の拡がり」講座
22日（土）	おもちゃの病院	（1家族1点）

29日（土）	講不思議の国		ネパール

		4日（金）	コミュニティー・すくーる
	 歓声と球音が響いていた上井草球場
12日（土）	おもちゃの病院	（1家族1点）

25日（金）	催いぐさ演芸会
26日（土）	おもちゃの病院	（1家族1点）

		6日（日）	春まつり
12日（土）	おもちゃの病院	（1家族1点）
15日（火）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

※	支支援事業		協協働事業		講講座		催催事

1月

2月

3月

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございます

コロナに負けず、元気に暮らし、働き、学んで遊ぶ顔のコロナに負けず、元気に暮らし、働き、学んで遊ぶ顔の
見えるコミュニティ。見えるコミュニティ。
今年も、皆さま方と一緒に進んで行きたいと思います。今年も、皆さま方と一緒に進んで行きたいと思います。

井草地域区民センター協議会　会長　武山尚道井草地域区民センター協議会　会長　武山尚道

日時：２月25日（金）  14：00～16：00
会場：井草地域区民センター　第３・４和室
出演：落語・桂 文雀師匠
　　 太神楽曲芸・翁家和助師匠

日時：３月６日（日）　10:00～15:00
会場：四宮区民集会所(杉並区上井草2-28-13)
内容：作品展示 、缶バッジ 、ゲーム　など
※雨天決行（ゲームは中止）

※餅つきは中止になりました。
※中止・変更になる場合があります。

いぐさ演芸会

春まつり

井草一丁目より



クリスマスにも使える壁飾りを
つくりましょう
12月1日(水)　講師：山本陽子さん

リズム体操
12月17日(金)
講師：フィットネスインストラクター樋口リリィさん

講　
　座

講　
　座

HolaEcuador
～こんにちはエクアドル～
11月27日（土）

講師：スペイン語インストラクター /
　　　　アルバン　ジャケリーネさん

自分史を書こう
10月28日（木）・11月11日（木）・
11月25日（木）

講師：蜂須賀裕子さん

組みひもで
アクセサリーを作ろう
11月11日(木)

講師：阿部たつじさん

講　
　座

講　
　座

講　
　座

報 告

     「お子さんが泣いても、くずっても大丈夫です。今日ここに来ている方に怒ったりする方はおり
ません。」そんな優しい声かけから始まった、協働事業「はじめての保育園in杉並」。小さなお子さん
を連れた、お母さん、お父さん、中にはおじいちゃん、おばあちゃんが「保活」についてのお話を聞きに来ていました。
　 お話してくださったのは 〜保育園を考える親の会〜代表の普光院亜紀先生と先輩ママ・パパの皆さん。どこ
の保育園にすれば良いかはノートに書き出していくと良い事や、用意すべき物、こういう物を使うと便利など

色々なお話が聞けました。また、参加された方からの質問を真摯に受
け止めて優しく答えてくださいました。 「困った事などがありました
ら、1人で抱え込まず、敷居が高いよう
に思えますが、行政を頼ってみるのも
良いと思います。」とのお話でした。参
加された皆さんの不安を取り除こうと
真剣に、優しく聞いておられる姿が印
象的でした。 

コンサートなどの開催が難しいコロナ禍の中 、ヴァイオリ
ン片野美穂子さん 、チェロ古谷田祥子さん 、ピアノ江川真
理子さん達が1時間にわたり 、うっとりする素晴らしい音色
を奏でてくれました。皆さん聞きほれていたようで 、親子
連れで来た小さな子供達も最後まで騒ぐこともありません
でした。予定の11
曲の演奏が終了し
ても拍手が鳴りや
ま ず ア ン コ ー ル。
“来 年 が 良 い 年 に
なりますように”と

「星に願いを」の演
奏で幕が閉じられ
ました。

講師：「保育園を考える親の会」普光院亜紀さん他　先輩ママ・パパ  

はじめての保育園 in 杉並　11月３日（水）

クリスマスミニコンサート 12月18日（土）

協働
事業

催　
　事



今号は、井草地域区民センターの施設を紹介します。正面玄関を入って左に
どなたでも使える「談話コーナー」。右側受付前に「図書資料コーナー」。奥には

「学習コーナー」があり、いつでも使う事ができます。通り過ぎて、右側に「調理
室」があります。（ここから案内するお部屋は、予約が必要で、有料となります。）
この「調理室」には備品がたくさん用意してあり、借りる事もできます。料理教室

にも引けを取らない 、先生の手元が良く見え
る鏡が天井部分に備え付けてあります。仲間
同士楽しく調理するも良し、料理を教わるのに
先生をお願いして借りるも良し。使い方は様々
です。
次に2階に上がると第1〜第7までの大小様々
な「集会室」と「和室」。「和室」は「水屋」を借り
て、お茶をたてる事もできます。
地下には 「工芸室」「運動室」「音楽室」があり
ます。「工芸室」には、七宝焼や陶芸を焼く窯も
あります。ミシン、組み紐の道具 、革工芸に使
う道具まで貸りられます。「音楽室」は二重扉に
なっていて、防音設備も整っています。「第1音
楽室」にはピアノ、ドラム、アンプがあり、「第2
音楽室」にはピアノがあります。備品などは受
付の方に確認してから借りてください。（ ここに
書き出した備品はほんの一部です。有料の物
もあります。）
施設や備品は、次の方のためにキレイに使用しましょう！

井草地域区民センターの紹介 〜施設案内編〜

杉並区内の公園で落葉感謝祭が開催されました。
井草森公園では 、外周道路の落葉を参加者で清掃
しました。集めた落葉は腐葉土に加工され 、自然に
戻されます。
清掃の後は、草木染め、炭焼き、木登り等の体験がで
きるイベントが開催され、冬の一日を楽しみました。

落葉 感謝祭 2021　12月4日（土）

工芸室

調理室

調理室

第２音楽室



〜井草の散歩道〜    プロムナード・井草川 その１

散歩を始めるまえに少し井草川の話をします。
井草川は上井草4丁目から妙正寺公園までの3.5Kmの現在は暗渠となっている川です。水源は、多摩川で羽村より
分かれて玉川上水に、武蔵境で分かれて千川上水となり、関町で分かれて青梅街道沿いに荻窪まで流れていました。
上井草新町で分かれた水が切り通しを流れ、小さな滝となり井草川の水源となります。更に八丁で分かれて沓掛
田圃用水となり、下井草で井草川と合流し妙正寺川となります。荻窪まで流れた水は、杉並公会堂の少し先で左
に流れ、天沼田圃の用水と
なりました。これらの水は
落合で合流して神田川とな
ります。
井草川にはたくさんの生き
物が住んでいました。
ふな・こい・なまず・どじょ
う・めだか・うなぎ等の魚や、
たにし・しじみ・こまきが
い等の貝です。
　当時は子供たちの格好の
遊び場となっていました。
次回は散歩を始めましょう。

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 申込期間

おもちゃの病院　こわれたおもちゃ修復します
おもちゃドクター：片岡末廣さんほか １家族１点

1月22日（土）、２月12日（土）
2月26日（土）、3月12日（土）
13：30〜15：00

−
実費がかかる

場合あり
当日直接

不思議の国　ネパール　※
講師：エベレスト　インターナショナル　スクール
初代理事長シュレスタ　ブパール　マンさん

1月29日（土）
10：00〜12：00
第６・７集会室

20名 無料
12月24日（金） 

 〜 1月24日（月）
往復ハガキ又はネット申込

コミュニティ・すくーる
歓声と球音が響いていた上井草球場　※
講師：杉並区郷土博物館　学芸員　森泉　海さん

２月４日（金）
12：30〜14：30
上井草スポーツセンター
小体育館

30名
400円

（資料代）

12月24日（金） 
 〜 1月24日（月）

往復ハガキ又はネット申込

いぐさ演芸会　※
出演は落語・桂　文雀師匠、太神楽曲芸・翁家和助師匠

2月25日（金）
14：00〜16：00
第３・４和室

30名 無料
1月17日（月）  

〜 2月17日（木）
往復ハガキ又はネット申込

◆当協議会ホームページ、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・性別・年齢（月齢） ⑦手話通訳希望の場合はその旨記入、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
ht tps : //www. igusahome .o rg         井草地域区民センター協議会

「青い太線が遊歩道です」、「Google参照」


