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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（木）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行
22日（木）	 協人生100年にむけて		フレイル予防講座

11日（火）	地域懇談会
15日（土）	 講木と暮らす～木を観る木を知る木で笑う～
18日（火）	コミュニティー・すくーる　
	 　　　　　　井荻村の大村長　内田秀五郎
28日（金）	 協心を開くコミュニケ―ション

		8日（火）	 講ひそかに流行の読書会
	 ～『走れメロス』から読み解く、新しい発見～
13日（日）	八成まつり
15日（火）	広報紙「マイタウンいぐさ」発行
18日（金）	 講初めての茶の湯～家庭で簡単に楽しむために～①

		2日（金）	 講初めての茶の湯～家庭で簡単に楽しむために～②

※	支支援事業		協協働事業		講講座		催催事

9月

10月

11月

12月

令和４年  9/15  No.289

日時：11月13日（日） 
　　　午前10時～午後3時
内容：芸能発表・展示・ゲーム
 地元産の新鮮野菜や花苗の販売
会場：八成区民集会所
住所：杉並区井草１－３－２
問合せ先：TEL 3301－7723
　　　　  （井草地域区民センター協議会 事務局）

◆ご了承ください◆
■野菜・花苗は売り切れ次第閉店となります。
■諸般の事情により変更することがございます。

◆お願い◆
■車・自転車でのご来場はご遠慮ください。
■マスク着用をおねがいします。

八成まつり八成まつりののお知らせお知らせ
令和4年度令和4年度

井草森公園井草森公園



in井草地域区民センター
「アニメのまち、杉並」がほこる東京工芸大学 杉並アニ
メーションミュージアムが、7月8日(金)～8月2日(火)
当区民センターにて出張展示されました。期間中、杉並
とアニメの歴史紹介等の展示と動画トレース等のワー

クショップが行われ、訪れた方々が楽しそうに見学、
体験されました。（出張展示スケジュール8/5～10/2
中央図書館、10/7～11/10勤労福祉会館、11/14～
11/19杉並区役所※詳細はアニメーションミュージ
アムHPをご覧ください）

8月27日（土）三谷小PTA祭が縮
小した形で開催されました。祭を

締めくく
る花火は
夜空を華
やかに彩
り、歓声
があがり
ました。

報 告

出張！アニメーションミュージアム三谷小学校PTA祭

暑い日の午後 、暑さがおさまりかける時間に大勢の子どもたちが八成小学校の校庭を縦横無尽に走り回り、
水鉄砲をかけあい 、暑さをしのぐ楽しいひと時を過ごしました。コロナ禍を配慮して2回に分けて行われま
した。当区民センター協議会からは 、ヨーヨーをプレゼントしました。中には「もう一つ欲しい」と言ってく
る子もいて 、皆楽しそうに帰っていきました。

待ちに待った四宮小学校の「こども盆踊り」が３年ぶりに開催されました。和太鼓の演奏で一気に盛り上が
り浴衣に甚平姿の子どもたちや保護者の皆さんが 、大きな輪になり盆踊りを楽しんでいました。当区民セ
ンター協議会は 、ヨーヨー釣りを出店し 、大盛況でした。

八成小学校　PTA子ども会
7月20日(水)

四宮小学校　こども盆踊り
7月23日(土)

支援
事業

支援
事業



閑静な住宅街の中に、その建物はひっそりとあります。左には梅林 、右に
は駐車場 、裏には保育園とゆうゆう館。
入り口から中を覗くと、数人の高齢者の方がロビーで各々くつろいでいる
のが見えました。中に入ると左側に受付があり、小ぢんまりとしたロビーは
広さこそありませんが 、天井の高さと大きな窓で、開放感を感じます。
ロビーにあるコピー機の上に「餅つき歌」の額が飾ってあります。どうやら
古い物のようで、その下に「餅つき歌」の内容が書いてあります。内容につ
いてはここでは説明をしませんが 、いらした際にはぜひ 、読んでみてください。１年に数えるくらいしか歌われな
い「餅つき歌」の内容がここで分かります。さらに奥に進むと、和室 、第一集会室 、第二集会室と3つの部屋があ
ります。和室は静かでゆったりとした感じです。第二集会室では、このコロナ禍で見ることも少なくなった「碁」を
打っていました。奥の第一集会室は、大きな姿見もあり、なかなかの広さです。最近は若い人の利用も多く、中
にはお芝居の稽古に使ったり、バンドの練習に使ったりする人もいるそうです。
この四宮集会所は、近隣の住民の憩いの場としてできた建物です。井草地域区民センターより先にできました。

「春まつり」では四宮集会所とお隣の梅林を利用させていただき、開催しております。毎年大盛況です。このコロ
ナ禍で、3年続けて開催できていませんが 、来年こそは「春まつり」が開催できることを願っています。
最寄駅から少し離れてはいますが 、ゆったりと開放感に満ちた館内で、いつもと違う時間を過ごしてみてはいか
がでしょうか？

報 告

四宮集会所の紹介

講　
　座

講　
　座

講　
　座からだゆるめるヨガ

7月11日(月)
ヨーガ講師：
榊原しおみさん

キミも噺家に！

8月24日(水)
講師：
落語家
昔々亭慎太郎師匠

マジックショー＆
ワークショップ

8月12日(金)
マジック演者・講師：
田澤利明さん



井草地域区民センター協議会  今後の催し・講座など（予定）

◆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。

今川親和会主催の「灯りde絆」が3年ぶりに開催されました。同日に観泉寺幼
稚園では昨年に引き続き「みたままつり」が開催されました。7月16日(土)に
開催予定でしたが、あいにくの雨で7月17日(日)に延期されました。この日は
天気にも恵まれて、観泉寺幼稚園の「みたままつり」は、浴衣で参加される方
も大勢いて、子どもも大人も踊ったり、歌ったりと、楽しいひと時を過ごして
いました。

「灯りde絆」は観泉寺幼稚園と観泉寺の壁沿いに各参加団体の手作り灯籠が並
べられ、暗くなるにつれて、美しい光の道が出来上がります。その美しさに惹
かれて、大勢の方が見に来
られていました。今年は2年
間の沈黙の後だっただけに、
より一層美しく見えました。
SF映画さながらのその光景
を見に、今年行った人も行
けなかった人も、足を運ん
でみてはいかがでしょうか？

 〜井草の散歩道〜  「灯りde絆」と「みたままつり」

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

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

9月24日（土）10月8日（土）
10月22日（土）11月12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

人生100年に向けて   フレイル予防講座  ※
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

木と暮らす～木を観る木を知る木で笑う～  ※
晴天時：井草森公園までの散策あり

講師：樹木医・森林インストラクタ―/岩谷  美苗さん

10月15日（土）
10：00～12：00
第1・2集会室

（晴天の場合、後半野外）

15名 100円
（保険料）

8月30日（火）～9月30日（金）
往復はがき又は

ネット申込

コミュニティー・すくーる 『井荻村の大村長　内田秀五郎』  ※
講師：杉並区郷土博物館  学芸員

四宮親交会会長/井口  茂さん

10月18日（火）
13：00～15：00
第1・2集会室

30名 無料
8月30日（火）～9月30日（金）

往復はがき又は
ネット申込

ひそかに流行の読書会
　　　　  ～『走れメロス』から読み解く、新しい発見～  ※
講師：元中学校校長・現大学講師/赤荻千恵子さん

11月8日（火）
10：00～12：00
第1・2集会室

15名 無料
9月27日（火）～10月27日（木）

往復はがき又は
ネット申込

初めての茶の湯 ～家庭で簡単に楽しむために～  ※
①②回とも参加できる方

講師：茶道裏千家　準教授　相川宗鶴さん

①11月18日（金）
②12月2日（金）
13：00～15：00
第1・2和室

8名 2回で
1500円

10月8日（土）～11月8日（火）
往復はがき又は

ネット申込


