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新春いぐさ演芸会
1月26日
（木）
場所：井草地域区民センター
今年で５回目となる「新春いぐさ演芸会」が開催さ
れ 、多数の人が集まりました。
プログラムは演目順に “笑福亭希光さんの落語”
せきせきてい

“昔々亭慎太郎さんの落語” “カズ・カタヤマさんの
奇術” “丸一小助・小時さんの太神楽” 最後にもう一
度”昔々亭慎太郎さんの落語”と盛りだくさんでし
た。いつもの芸達者の落語 、何度もビックリさせ
られたマジック 、正月らしい太神楽で 、会場の皆
さんは 、最初から最後まで笑いの絶えない楽しい

丸一小助・小時さん

２時間を過ごしました。この「演芸会」のコーディネーターは 、地元生まれ地元育ちの落語家・昔々亭慎太郎
さんでした。出演者の皆様のご協力 、ありがとうございました。

笑福亭希光さん

カズ・カタヤマさん

昔々亭慎太郎さん

井草地域区民センター協議会定期総会のご案内
■日時：平成 29 年 5 月23 日（火）10:00
■場所：井草地域区民センター
■議題：（1）平成 28 年度事業報告 （2）平成 28 年度収支決算
（3）平成 29 年度事業計画 （4）平成 29 年度収支予算 （5）その他
回覧

●常置場所：井草地域区民センター、四宮・八成集会所 、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 、街の駅（井荻駅前）、他

井草地域の正月行事
■第39回 井草どんどやき
１月14日
（土） 場所：八成小学校

当日は早朝から 、事前に子どもたちの手で集められ
た松かざりやしめ縄が校庭の中央にうず高く積み上
みこし

げられました。手づくりの神 輿 、獅子舞が囲炉裏を
巡ったあと点火され
勢いよく燃え上がり
ました。井草ばやし
が聞こえるなか 、竹
の破裂する音も響きました。1500人分用意されたおしる粉が皆さんにふる
まわれました。

■第32回 四宮森もちつき大会
１月29日
（土） 場所：四宮森児童館

■第37回 上井草もちつき大会
１月29日
（土） 場所：上井草児童館

児童館の玄関で大勢の参加者の見守る中、井草ばやし

獅子舞から始まり井草ばやしの演奏の中、もちつき

の演奏が始まり
「第32回四宮森もちつき大会」
が開始さ

が行われました。お箏演奏 、屋上の遊びのコーナー

れ、民謡保存会の方が餅つき歌を歌われる中70Kgの

（折り紙・福笑い・コマ回しなど）
、会場は約600名の親

餅つきが行われま

子連れや地域の方で賑わいました。

した。参加された
子供たちは「おや
じの会」のサポー
トで杵を持上げ楽
しそうに餅をつい
ていました。

■第47回 ちびっこもちつき大会
2月4日
（土） 場所：桃井児童館

■第37回 下井草もちつき大会
２月5日
（日） 場所：下井草児童館

清沓中通青少年育成委員会と桃井児童館主催で快

受付を待つ家族連れが長蛇の列になりました。

晴の中もちつき大会が行われました。レストラン

きな粉と海苔醤油二種類のおもちを食べた後は、昔

では桃一・桃五小おやはしクラブの演奏と桃五小児

遊び・コリントゲーム・絵馬

童による獅子舞が披露され 、地域の大人に交じっ

作りなどを楽しんでいまし

て子供スタッフがおもち配り・わたあめ・遊びコー

た。多くのちびっこがもち

ナーで活躍しました。

つきを体験 、お手伝いの中
学生も力強く餅をついてい
ました。

「日曜日の音楽会」
春よ来い！コンサート
協働 2017
事業 2月5日（日） 場所:西荻地域区民センター 勤労福祉会館ホール
立春の翌日 、
「春よ来い！コンサート」を勤労福祉会館のホー
ルで催しました。西荻地域区民センター協議会と当協議会二
つの協議会で初めての協働事業の試みでした。盛況の中で
音楽会ができました。一方満席の為ご入場いただけなかった
皆様にはお詫びいたします。第一部は吉田さんの軽妙なトー
クとテノール 、伊藤さんのソプラノで会場が盛り上がり 、第
二部はお二人がご指導の4組のコーラスグループ “ふれあいコーラス” “コーラスを楽しむ会＆ダルセーニョ”
あや

“Canta Mamma＆音のわ合唱部” “桃井第三小学校PTAコーラス「彩」” が聴きなれた曲をご披露くださいまし
た。フィナーレに会場全員が参加して
「春よ 、来い」
と
「ビリーブ」
の合唱で閉会となりました。

ピアノ
吉田寛子さん

テノール
吉田賢二郎さん

ピアノ
伊藤洋美さん

ソプラノ
伊藤茉那さん

協働 「東京都庁防災センター見学と防災勉強会」
事業 2月23日（木） 場所:東京都庁防災センター
下井草地区 、上井草地区 、清沓中通地区の町会・自治会・防災会の
各防災関係者と当協議会の協働による「東京都庁防災センター見
学と防災勉強会」が行われました。参加者は総勢52名でした。今
回の防災勉強会に際しご尽力いただいた早坂都議 、松葉都議 、小
宮都議の説明で 、傍聴席から都議会の
「議場」を見学しました。東
京都庁防災センターでは 、大澤杉並区防災会会長の挨拶のあと 、
総務局 総合防災部 防災計画課長の小川氏から「都の自然災害に対する備え」や「都の危機管理体制」を中心に
説明をうけ 、多様な東京の取り組みを学ぶとともに 、事前準備や防災訓練等の日頃の備えや地域での活動の
大切さについて改めて認識しました。

講

座

料理教室
「バレンタインデーにおすすめ！冬のホームパーティー献立」
2月11日
（土） 場所:井草地域区民センター

杉並区の管理栄養士・篠田幸恵さんを講師に迎え 、料理教室が行わ
れました。献立は学校給食をもとにパエリア・スペイン風オムレツ・
ミネストローネスープ・バレンタインケーキでした。講師の丁寧で
適切な説明で 、参加者は楽しく熱心に調理に取
り組み 、豪華な料理が次々と出来あがり試食し
ました。皆 、満腹と満足でニコニコと帰宅され
ました。
「パエリア作りのコツがわかった。美味
しかった」
「皆で集まる日のメニュー作りに頭を
悩ませていたので 、とても参考になりました」
「最近の給食に感心しました」
「次回に期待し
講師

篠田さん

たい」
などの感想が寄せられました。

講

座

初歩のワイン教室
2月18日
（土） 場所:井草地域区民センター

日本ソムリエ協会認定のワインアドバイザーである千葉さんを講師に迎
え 、初歩のワイン教室を開催しました。5種類のワインを味わいながらお
話を伺いました。白ワインは「ソーヴィニヨンブラン」
「ヴィオニエ」
「シャ
ルドネ」の3種類の品種を 、赤ワインは「ピノノワール」
「カベルネソーヴィ
ニヨン」の２種類の品種を 、それぞれの特徴をわかりやすく説明していた
だきました。また 、ワイン価格の一番の要素はどの村のどこの畑で収穫さ

講師

千葉さん

れたかで決まるとのことでした。参加者は
「これからはワインが楽しく飲めるようになる」
と話していました。

井草地域区民センター協議会 今後の催し・講座など
名

称

開催日・時間

定員

費用

申込締切

いきいき美容教室
ハンド＆ネール編

4月5日（水）
午前10時から1時間程度

30名

500円

往復ハガキ
3/21（火）

親子体操教室

4月16日（日）
、23日（日）
午前10時～ 11時30分

父子
12組

100円

往復ハガキ
3/21（火）

布ぞうりを作ろう

5月8日（月）
午後1時～ 4時30分

10名

1000円

往復ハガキ
4/25（火）

初心者
スポーツ吹き矢教室

5月30日（火）、6月6日（火）、13日（火）
午前10時～正午（計3回）

25名

800円

往復ハガキ
５/9（火）

おもちゃの病院

４月８日（土）
、22日（土）
受付：午後1時30分～ 3時

1家族3件まで

当日直接

申込は「当日 直接」以外は必
ず 往復ハガキ で締切日（必
着 ）で井草地域区民センター
協議会
（下記住所）
へ。
（抽選）
往復ハガキ記入例
（１人１枚）
①行事名②郵便番号・住所
③氏名（フリガナ）④年齢⑤
電話番号⑥託児ありの行事
は子供の氏名・年齢。
※返信用ハガキに申込者宛
名を記入してください。

催し・講座の詳細は「当協議会ホームページ URL:http//www.igusahome.sakura.ne.jp/ 」をご覧ください。
問合せ先：井草地域区民センター協議会 ℡０３（３３０１）７７２３

〜井草の散歩道〜

旧早稲田通りの旧跡その１ 庚申塔（井草2-24）

かつて中野～阿佐ヶ谷～石神井～保谷～所沢を結ぶ所沢道の道筋に当り、往来の人が多く、この井草地区には信仰
が盛んなこと、そして道標としての役割をしています。堂内の二つの石塔には
「右 たなか道」
「左 志やくじ道」
、
「右
かんぽう

新高野へのミち」
「左 中野へのミち」と彫られています。石塔は寬保元年（1741年）銘の庚申塔と寬成五年（1793 年）
銘の念仏供養塔です。これらは、この辺りが武州多摩郡下井草村字八成と言われた頃、地域の人々によって悪霊退
散・村内安全等を祈願して建立されたものといわれています。杉並区の史跡散歩地図にも掲載されていますので巡っ
てはいかがですか。

【お詫びと訂正】マイタウンいぐさ256号の「手話入門講座」の記事で講師写真キャプションの講師名が
猪俣さんとなっておりましたが、正しくは猪股さんでした。お詫びして訂正します。

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

［検索］井草地域区民センター協議会

☞とパソコンで検索してみてください。

