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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（日）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行
24日（火）	井草地域区民センター協議会定期総会

25日（水）	 講不登校のお子さんを持つ親同士で
	 　　　　　　　気軽にお話ししませんか？

28日（土）	 講美しい文字は一生の財産！親子で書道体験

14日（火）	 講今日からできる！家庭での食中毒予防
17日（金）	 講眠っている筋肉を覚醒させる！
	 　　　　　　　　　　　体幹トレーニング

11日（月）	カラダゆるめるヨガ
15日（金）	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

5月

6月

7月
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

井草地域区民センター協議会
定期総会のご案内

日時　令和4年５月24日（火）午前10時
場所　井草地域区民センター
議題	 （1）令和３年度事業報告
	 （2）令和３年度収支決算
	 （3）令和３年度会計監査報告
	 （4）令和４年度事業計画（案）
	 （5）令和４年度収支予算（案）
	 （6）その他
※定期総会は公開です。新型コロナ感染症の状況
　により、開催方法が変更になる場合があります。

ー下井草5丁目ーー下井草5丁目ー



「見て聴いて体験しよう～多世代交流イベント～東原春かぜまつり」が行われました。日頃ふらっ
と東原で自主事業をされている各団体の無料
体験が行われ、お子さんから高齢の方までそれ
ぞれの興味に応じて体験に参加されていまし
た。模擬店もあり、爽やかなお天気にも恵まれ
て、皆さん楽しいひとときを過ごされていました。

皆さんは、今の上井草スポーツセンターの以前の姿を知っていますか？
3月9日（水）延期されていた　コミ・すく「歓声と球音が響いていた上井草球場」が講師に杉
並区立郷土博物館学芸員の森泉海さんをお迎えし、開催されました。
日本の野球の歴史から始まり、プロ野球の誕生、杉並と野球の歴史、「東京セネタース」と上
井草球場との関わり、近代杉並の発展に至るまでお話しいただきました。「東京セネタース」
の本拠地球場が上井草球場であったことなども、この時知りました。プロ野球で優秀な成績
を収めたピッチャーに贈られる「沢村賞」は、上井草球場でも活躍された沢村栄治選手の栄誉と功績を称えて制定
されました。
また大谷翔平選手よりも遥か昔、既に「二刀流」として活躍していた野口二郎選手の話など、参加された皆さん、「野
球小僧」に戻ったかのように聞き入っていました。森泉さん所有の「東京セネタース」のユニフォームを見せていた
だき、最後に参加された方のお話なども聞けて、コミ・すく終了となりました。
今、私たちが住んでいる場所が昔はどの様な場所だったかなどを知ることができ、とても興味深い、有意義な時間
を過ごすことができました。

講師：杉並区立郷土博物館　学芸員　森泉 海さん

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」

報 告

ハートまで鍛え上げる
格闘技系エクササイズ
4月6日(水)
講師：フィットネスインストラクター 谷口 博史さん

美と歴史の国
多民族国イランの旅にご招待
4月16日(土)
講師：アミニ マルヤムさん

講　
　座

講　
　座

森泉海さん

編集･発行:杉並区立郷土博物館

コミュニティふらっと東原 ～東原春かぜまつり～ 4月23日（土）

ウクレレ体験 たいそう体験オープニング・フラダンス



　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、荻窪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。
最近では、保健所からは新型コロナ感染予防や食中毒対策等について、消費者センターからは消費
者が陥いりやすい悪質商法や契約上のトラブル予防などについて事例をもとに紹介されました。さら
に、消費者グループの独自イベントとして、区民の消費生活に関する諸問題、食の安全に関する学習会、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談し、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には映画

「パパ、遺伝子組み換えってなあに？」の鑑賞とお話し会を実施し、好評を得ました。　令和３年の学習会では「新型コロナワ
クチン、接種しますか？」、「水道を民営化していいのか？」、「種苗法改定について学ぼう」等を取り上げました。
　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

推薦団体の紹介

「安全で豊かな暮らしを」

「子どもたちは地域のかけ橋」
　下井草青少年育成委員会の目的は、次代を担う子どもたちが安心して成長できるよう様々
な事業を通して健全育成をはかることです。
　コロナ禍が続き、四宮児童館で毎年開催される「もりもり☆パラダイス」は規模縮小となり、
年明けの「餅つき」は残念ながら中止になりました。コロナ感染の心配から逃れるために必要
なことですが、中止ばかりでは子どもたちの成長を止めてしまいます。地域の宝である子ども
たちの笑顔を絶やさないため、育成委員に今だからできることは何であるのか。他団体・小学校等も同様のことを考えて
いたことでしょう。
　感染症対策をしっかりと行い、無事開催することができたひとつに「柿もぎ」があります。集合は学校ごとに時間をずらし、畑
に向かうときも現地にいってからも無言のままでした。子どもたちの歓声が聴こえないことは寂しいですが、自分で収穫した喜
びは笑顔いっぱい溢れていて、歓声にも劣らぬ笑みをたくさん観ることができました。
　柿もぎでは、長い高枝切バサミを使用します。柿園の方による指導の後、小学一年生も高い木の上にある柿に目的を定めて
操作します。「チョキン」と上手に切れたときのあの誇らしい顔。自分でできたという喜びは成長の大事な栄養素となります。そのよ
うな子どもたちの姿が私たちの日常の糧となり、また地域活動に向かう活力となるのです。子どもたちは地域のかけ橋です。
＜協議会メンバーの推薦団体について＞
協議会のメンバーは、一般から公募された委員と、地域の公益団体から推薦された委員で構成されています。この様な団体
を推薦団体と呼んでいます。今号から、推薦団体の活動を紹介して行きます。

金野正幸さん

～推薦団体の紹介～ 杉並区消費者グループ連絡会 金野正幸

～推薦団体の紹介～ 下井草青少年育成委員会 齊藤志保

4月1日付けで井草地域区民センター協議会事務局長に就任しました、区民生活部副参事（井草地
域担当）の人見と申します。井草地域の皆様、町会・自治会、商店会をはじめとする様々な団体の皆
様におかれましては、日頃から協議会活動にご支援を賜り、深く感謝申し上げます。引き続き、協
議会事務局といたしまして、協議会の武山会長、委員の方々とともに地域の皆様の交流やつながり
を応援し、井草地域が安全・安心、活力と魅力あるまちとなることを目指して取り組んでまいりま
す。今後ともセンター協議会へのますますのご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

新局長の挨拶　 井草地域区民センター協議会　　　　　　　　　　　 事務局長  人見 吉也



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

おもちゃの病院
こわれたおもちゃを修理します。１家族１件まで。

おもちゃドクター：片岡末廣さんほか

5月28日（土）  6月11日（土）  
6月25日（土）  7月 9日（土）
受付13：30～15：00

実費が
かかる場合
があります

当日直接

今日からできる！家庭での食中毒予防　※

講師：杉並保健所生活衛生課食品衛生担当

6月14日（火）
13：30～15：30
第6・7集会室

20名 無料
5月8日（日）～6月8日（水）

往復ハガキ又は
ネット申込

眠っている筋肉を覚醒させる！体幹トレーニング　※

講師：おひさまサロン主催・さくら整骨院勤務　鈴木恭子さん

6月17日（金）
10：00～11：00
第6・7集会室

15名 無料
5月6日（金）～6月6日（月）

往復ハガキ又は
ネット申込

カラダゆるめるヨガ　※

ヨーガ講師：榊原しおみさん

7月11日（月） 
11：00～12：15 
第3・4和室

15名 無料
5月28日（金）～6月28日（火）

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。

今回は井荻駅付近からゴールの妙正寺公園まで散歩します。この遊歩道は、小柴昌俊博士のノーベル賞受賞と名
誉区民称号贈呈の記念事業として整備され「科学と自然の散歩みち」と呼ばれています。春には桜が、あちらこち
らで咲き、お花見を楽しむことができます。しばらく歩くと井草区民事務所の横にビオトープがあり、毎年たくさん
のオタマジャクシが生まれます。井草川には灌水用の堰が５カ所あったようです。
桃五小の北東角には赤ッチャリの堰が有りました。その付近では、かつて水田がありお米を作っていました。
その先には桜並木が続き満開の時には、みごとに咲き誇っています。春には芽吹いた緑もきれいです。
中瀬児童遊園の桜も見事です。早稲田通りと交差する中瀬橋辺りに神戸堰があり、その付近に井草の逆さ水と呼ば
れた珍しい所がありました。通常、関東地方では川の水は西から東に流れていますがここだけは、東から西に向かっ
て流れていたようです。中瀬橋から一直線に進むと昭和38年に開園したゴールの妙正寺公園です。

最後に、小柴先生
の「この散歩みち
で出会ったら、挨
拶をして仲良くな
れるような親しみ
の場になると良い
ですね」の、一言
が印象的です。

 〜井草の散歩道〜      プロムナード・井草川 その３

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

スタート地点・井荻駅付近 ビオトープ 赤ッチャリの堰 桜並木

中瀬中北 中瀬児童遊園 中瀬橋 妙正寺公園


