
15日（金）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

12日（金）	講マジックショー＆ワークショップ

24日（水）	講キミも噺家に！

10日（土）	井草センターまつり（１日目）

11日（日）	井草センターまつり（２日目）

15日（木）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行

22日（木）	協人生100年に向けて		フレイル予防講座

マイタウン
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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（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

下井草２丁目にて下井草２丁目にて

※イベントによっては、整理券が必要なものがあります。
※雨天決行、マスク着用、車での来場不可
※中止・変更になる場合があります。

日時：９／10（土）  10:00～15:00
イベントの内容：作品展示、ゲーム、
　　　　　　　　内田秀五郎展、工作教室、他

日時：９／11（日）  10:00～15:00
イベントの内容：芸能発表、
　　　　　　　　玉川太福さん浪曲、
　　　　　　　　東京高円寺阿波おどり、他

場所：9/10、9/11：井草地域区民センター

井草センターまつり井草センターまつり
作品展示会・ゲーム大会

芸能発表会



令和４年５月24日（火）、井草地
域区民センター協議会の令和
４年度定期総会が開催され 、協
議会委員及び地域の皆さまの
賛成で全ての議案が承認され
ました。

区補助金      － 補助金執行額 ＝ 区への返還金

8,250,000円 － 5,257,357円 ＝ 2,992,643円

報 告

井草地域区民センター協議会  令和４年度  定期総会

　
　
収

入
　
　

区　分
令和３年度 令和４年度

予算額 決算額 予算額

１．区補助金 8,250,000 8,250,000 8,061,500

２．諸収入 1,252,000 74,165 802,000

３．繰越金 344,942 344,942 260,676

合　　　 計 9,846,942 8,669,107 9,124,176

　
　
　
支
　
　
出
　
　

区　分
令和３年度 令和４年度

予算額 決算額 予算額

１．事業費 5,388,800 2,150,581 4,662,500

２．委員活動費 3,789,500 3,011,000 3,771,000

３．委員研修費 40,000 12,679 50,000

４．協議会運営費 480,000 241,528 480,000

５．予備費 148,642 0 160,676

合　　　 計 9,846,942 5,415,788 9,124,176

令和4年度　定期総会 決算報告・予算

収入決算額 8,669,107 円

支出決算額 5,415,788 円

収入支出差額 3,253,319 円

区への返還金 2,992,643 円

次年度繰越金 260,676 円

（単位:円）

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？ 
５月25日（水）
講師：臨床心理士/公認心理師　秋山花さん

今日からできる！家庭での食中毒予防
6月14日（火）
講師：杉並保健所
 生活衛生課食品衛生担当

美しい文字は一生の財産！
親子で書道体験 
５月28日（土）
講師：㈶日本書道教育学会会友/ 
詠雪書道教室主催   野呂詠雪さん

眠っている筋肉を覚醒させる！
体幹トレーニング
6月17日（金）
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

講　
　座

講　
　座

講　
　座

講　
　座



推薦団体の紹介

青少年育成委員会は、地域社会に根ざした自主団体として、地域社会の総力を結集
して青少年の健全育成を図ることを目的として、杉並区には、17の団体があります。
その中の 一つである清沓中通青少年育成委員会は、中通明和会 、清和会 、沓掛いづ
み会の3町会より推選された 地域協力者 、PTA、民生児童委員、青少年委員約60名
で構成されています。
年間通し数多くの行事を行っていますが 、特に恵まれた自然環境の中で、毎年大人
気なのが、清水二丁目の松原さんの畑で行われる農作業体験です。子供達は、種まき、
うろ抜き、収穫の3回体験します。米粒ほどの種が3ヵ月後には驚くほどの大きなダ
イコンに歓声が畑いっぱい上がります。大きなダイコンを大切に抱えて帰る姿がとても微笑ましいです。
次に紹介するのは、四宮小学校の校庭で行われる、四宮・桃一・沓掛三小学校の対抗サッカー大会です。
それぞれ 、2チームを編成し、高学年・低学年の6チームの熱戦が繰り広げられます。小学生とは思えない
プレーが飛び出し、父母の応援にも力が入ります。最後は全員参加のリフティング大会で、さらに盛り上
がります。次に、桃井児童館で行われる、ちびっこもちつき大会です。すべて、手作りのもちつきを子供
達にも体験してもらいます。庭では、ベーゴマ・竹馬といった昔遊びを楽しむことができます。つきたての
美味しいおもちを是非 、家族皆さんで食べに来て下さい。
　常に、委員一人一人が 、子供達の安心と安全に心を配りながら、多くの事業の準備・運営をしています。
残念ながら、新型コロナウィルスのため、この2年間は、今までのようなことはできませんでしたが 、でも、
元気いっぱいの子供達の歓声と、あのキラキラ輝く瞳と出会えるのも、きっともうすぐだと信じてます。
家族そろって育成委員会の行事へのご参加をお待ちしています。

～推薦団体の紹介～  清沓中通青少年育成委員会 会長　潮来みどり

花と緑の井草祭り  5月21日（土） 
あいにくのお天気の中、井草森公園で「花と緑の井草祭り」が約3年ぶりに開催されました。
待ちに待った久しぶりのお祭りに大勢の人が集まり、大盛況でした。秋にも開催予定だそう

なので、
足を運ん
でみては
いかがで
しょか？

令和4年度の地域懇談会が、
3年ぶりに開催されました。
テーマは、～地域の居場所づくり活動の推進に向けて～
で、「杉並区社会福祉協議会」佐治翔子さん、「杉並・ワー
カーズまちの縁がわ上井草」樋口蓉子さん、「きずなサロ
ン地域の居場所はなみずき」青木英二さん、「カフェはな
かいどう」長田方子さん、「こまったときのお医者さん作成
委員会」北川奨さん、「サポート中瀬」津田糸美さん、「結の
会」渡辺由女さんが、それぞれの活動を報告し、閉会後は
ネットワークを作るための懇談を行いました。

より良い協議会活動
のために、折々に委
員研修を行っており
ます。
今回は、協議会の在
り方、会則などについて再度確認し合いました。
今後も数回にわたり、セキュリティーポリシー、
プライバシーポリシー、障害者差別解消法、合理
的配慮等について学習し、協議会活動に活かし
てまいります。 

井草地域センター協議会
委員研修が行われました
５月17日(火)　

地域懇談会
６月21日（火）



この竹林を見ると「目に青葉　山ホトトギス　初ガツオ」と言う句を思い出します。
井草地域のこんな所に竹林？と思われるような場所にあるこの竹林に、初めて足を踏み入れました。
表から見るのとはまた違って、中に入ると土の匂いと竹の良い香りに包まれます。土は柔らかく、枯れ
葉の絨毯。その間から可愛い頭が顔を出しています。見ると、あちらにもこちらにも足元にも。筍です。
筍掘りの体験もさせていただきました。筍は頭がスリムなものは身が細く、少し横に張り出したような
ものが、太く大きなものが取れると教えていただきました。筍の周りの柔らかい土を、筍が傷つかない
ように、折れないようスコップをザクッと入れてから、上へ持ち上げると筍が取れました。これが結構
な重労働で、今日の気温も手伝って大汗をかきながら夢中になって掘りました。目にも優しい青々とし
た竹林の間で、普段と違った空間に身を置いて見るのも良いものだと感じた時間でした。

〜井草の散歩道〜  竹林と筍堀り

井草地域区民センター協議会  今後の催し・講座など（予定）

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

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

7月23日（土）  8月13日（土）  
8月27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

マジックショー＆ワークショップ　※
「あっ！」と驚くようなマジックショーをみんなで楽しみ、やさしいマジック

を学びませんか？
マジック演者・講師：田澤利明さん

対象：小学生以上（付き添いの方の入場は不可です）

8月12日（金）
14：00～16：00
第1・2集会室

20名 教材費
300円

6月29日（水）～7月29日（金）
往復はがき又は

ネット申込

キミも噺家に！
噺家の所作や手ぬぐい、扇子の使い方、簡単な小噺などを教えていただき、希
望者は高座に上がって実演することもできます。素晴らしい夏の体験をご一緒に！

講師：落語家　昔々亭慎太郎師匠　対象：小学生

8月24日（水）
13：00～14：30
第3・4和室

10名 無料
7月9日（土）～8月9日（火）

往復はがき又は
ネット申込

人生100年に向けて   フレイル予防講座　※
100歳まで元気に過ごすために欠かせない体力維持について、講
座と運動のセットで学びます。日常生活のちょっとした知恵と工夫で
100歳までアクティブに暮らせる体を維持していきましょう。

講師：杉並区フレイルサポーターの会/石井  徹さん他

9月22日（木）
10：00～12：00
第1・2集会室

20名 無料
8月7日（日）～9月7日（水）

往復はがき又は
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。


