
おぎくぼセンター祭には「移動プラネタリウム」を地下
2階体育室に設置し、楽しい投影会をいたします。
2階の工芸室では「こども工作教室」を開催します。
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来て！ 見て！ 体験して！   楽しもう！！

7月18日（土） 10：00〜16：00
7月19日（日） 10：00〜15：30

★空くじ無しのスタンプラリー抽選会
（各日、先着400名）
★模擬店（ソフトドリンク・パン・綿あめ・
冷ししるこなど）

★川南共栄会模擬店、南伊豆町海産物、
　小千谷市農産物、岩手県大槌町エコタ
ワシ販売など

★ボーイスカウト杉並区第8団模擬店
（ヨーヨー釣り・焼きそば・かき氷）
★舞台パフォーマンスなど

祭おぎくぼセンター



　入居者や地域の方々が家族のようにつながって助け合
う暮らし方を考えました。それが「荻窪家族」です。1階
には地域の人たちも使用できるラウンジや集会室、アト
リエを備えました。
　集会室はメンバー制にして各種会合や講座、セミナーな
どに利用してもらう予定です。医療・福祉・介護など日常
的な課題について専門家が相談に応じる「荻窪暮らしの保
健室」や子育て支援のサロンなどを企画しています。

　世話をしてほしい…という感覚で来られると、それは
ちょっと違います。自分の体力が衰えても他人に何かを

してあげたいという人、弱ってしまっても入居者や地域の
人が支援する気持ちになれる人に住んでほしい。入居前
によくお話をし、「助け合い」を十分理解していただくこ
とにしています。

　共感してくれた老年学の研究者、建築家、若い世代で
作る設計事務所、介護の専門家等々さまざまな分野の方
に関わっていただき、「百人力」になっています。ここに
集う多くの人たちが助け合い、支え合うという意味を込
めて集会室などを「百人力サロン」と呼んでいます。
（問い合わせ先　mail：ogikubokazoku@gmail.com）

この街
に

この人
あり

なぜこのような共同住宅を建てたのですか

入居者の方はどのようにして決めますか

このプロジェクトには多くの方が関わっているとか

瑠璃川正子さん

百人力サロン

レジデンスの外観

大田黒公園のすぐ近くにある自宅・アパート（荻窪4丁目）を、「荻窪家族レジデ
ンス」という地域開放型の共同住宅として建て替えた瑠璃川正子（るりかわ・ま
さこ）さん。その狙いや想いを聞きました。

「荻窪家族」で
人と地域をつなげる

今年度最初の講座が4月1日から毎水曜日４回にわたり
開催されました。「奥の細道」の俳句をたどりながら芭
蕉の心に迫る時空を超えた旅をしました。定員50名の
ところ応募が100名を超える大変な人気の講座でした。俳句でたどる「奥

の細道」

　講師の日下野由季さんは早稲田大学
オープンカレッジなどで俳句の講義をし
ておられる若手女流俳人です。講座では、
俳句の背後にある和歌などを学びなが
ら「奥の細道」を奥深く読みました。受
講した皆さんは一句一句読み進めながら、
「日々旅にして旅を栖（すみか）とす」と
いう芭蕉の思いを実感することができま
した。角川詩歌館で句会を開かれている
講師の一句です。
『夢みては空に近づく今年竹』（第一句集
『祈りの天』より） 日下野由季さん講座風景

講座



荻窪北、下井草方面の文化財、杉並ら
しい風景を訪ねて、人気の妙正寺川沿
いをぶらり歩き、約2時間のコースを楽
しみました。

①荻窪区民事務所

➡（10分）	 インテグラルタワー2F窓口カウンターに、「ある区マップ」のパンフレットが揃っている。
②天沼八幡神社
➡（10分）	 天沼地区の鎮守。
③天沼弁天池公園

➡（5分）	 昔から弁天池と呼ばれ
る湧水池。

④郷土博物館分館
➡（参観30分）	常時企画展示あり。
⑤本天沼区民集会所
➡（10分）
⑥本天沼稲荷神社
➡（10分）	 板絵着色祭礼図がある。
⑦蓮華寺
➡（20分）
⑧妙正寺川永久橋

➡（10分）	 川の両岸散歩道のしだれ桜は見事。
⑨妙正寺公園
➡（20分、バス便あり）
⑩荻窪駅

⑦蓮華寺　室町時代の創建と伝えられ、多くの文化財が所
蔵されている。かつては桃園尋常高等小学校分教場として
使用されていた。
⑨妙正寺公園　武蔵野台地の湧水池である妙正寺池を中
心に、1963年に開園した公園。現在の池は人工的に湧水し
ている。

ぶらり街 歩き

蓮華寺

妙正寺公園

第2弾

役職・所属 氏　名 住　所
会　長 平山　真人 南荻窪
副会長 大庭　成子 天　沼

手代木　扶 荻			窪
会計監事
（2名）

光行　博實 荻			窪
竹内すみ代 荻			窪

（経理担当）
総務部
（4名）

大庭　成子 天　沼
◎篠　　孝春 本天沼
○小川　絵里 荻			窪
石川まり子 今　川

地域交流部
（8名）

◎川田　忠通 荻　窪
○田中　和子 南荻窪
北山　勝彦 荻　窪
斎藤　昭雄 高井戸東
佐藤　陽子 本天沼
鈴木　葉子 宮　前
中澤　一郎 荻　窪
西森多美子 天　沼

広報部
（4名）

◎宇田川　康 荻　窪
○岡田　一夫 荻　窪
上池　敏子 本天沼
内藤まゆみ 南荻窪

事業企画部
センターカレッジ部

（兼務8名）

◎手代木　扶 荻			窪
○木村　アツ 南荻窪
加藤　美子 上　荻
柴田　光枝 桃　井
牧　三千夫 荻　窪
松井　和男 荻　窪
武藤　由美 荻　窪
山本　光俊 荻　窪

協議会の委員（◎：部長、◯：副部長）

役職・所属 氏　名
事務局長 大林　俊博
職　員 榊田　　薫

石井　明美

事務局の職員

27年度の定期総会が開催される
　5月8日午前、荻窪地域区民センターで同センター協
議会の平成27年度の総会が開かれました。町会や商店
会など地域団体の代表や都・区議会議員ら約80人が出
席。新しい協議会委員16人が紹介され、全会一致で承
認されたほか、協議会の平成26年度の事業・決算報告
と27年度の事業計画・予算案も承認されました。
　冒頭挨拶した平山会長は「少子高齢化が今後の大き
な課題で、住民同士が助け合うコミュニティづくりが必
要だ。若い世代も住みやすい街にするため協議会として
も努力していきたい」と語りました。



【講座の申込方法】　◆往復はがきに〈一人一枚〉　①希望講座名　②住所　③氏名（フリガナ）　④性別　⑤年齢　⑥電話番号を明記のうえ
	 〒167-0051	荻窪2-34-20	荻窪地域区民センター協議会宛　※申し込み多数の場合は抽選です。

※長寿応援対象事業（75歳以上）

講座名 内容・講師 開催日・時間 定 員 参加費 申込締切

親子で作る
夏のアロマ

お風呂に入れるとシュワッと泡が立ち、心地よい香
りが広がるバスボムを親子で仲良く作ってみませ
んか。香り当てクイズなど、夏の初めの日曜日をア
ロマで楽しみましょう。／大久保まりえ

7月5日（日）
午後1時30分～3時30分

10組
（2人1組）

700円
（2人分） 6月21日（日）

宇宙へ挑む
“はやぶさ”兄弟

小惑星「いとかわ」の砂を採取し、奇跡的生還を遂
げた“はやぶさ”の物語と、後継機“はやぶさ2”の狙
い、それにかける科学者・技術者の挑戦を解説しま
す。／高野忠、相馬央令子

8月2日・9日
（各日曜日）

午後1時30分～3時30分
50名

一般：200円
小・中・高校生は

無料
7月19日（日）

夏の星空を
眺めましょう

体育室に開設する“移動プラネタリウム”で夏の星
空を観察しましょう。映写時間は1回30分、12時45
分から1時間ごとに合計4回上映します。／杉並区
教育委員会

8月9日（日）
午後0時45分～午後4時15分まで、

計4回

120名
（1回30名） 無料 当日直接

（先着順）

講談鑑賞会
講談は日本の伝統的話芸です。真夏の昼下がり、
プロの講談師による本格的怪談噺を楽しみません
か？演目は「四谷怪談」と「佐賀の夜桜」です。／神
田山緑、田辺銀冶

8月29日（土）
午後1時30分～3時 80名 無料 7月19日（日）

講座のご案内

郷土博物館分館企画展・区民参加型展示　問い合せ：☎5347-9801

　今年は戦後70年の節目をむかえます。これからの世代への語り継ぎの
きっかけをつくるため、当館では７月より1階・2階展示室にて、「戦後70年
事業　杉並の戦争を語り継ぐ（仮）」と題した70年前の戦争を振り返る展示
を開催いたします。
　1階では、ひとつのテーマを持ってシナリオ創作をする区民グル―プの
「杉並シナリオワークショップ」による展示を行います。今回は、4年前に座・
高円寺で公演された戦中の中島飛行機東京工場にまつわる朗読劇やその
創作工程などを紹介する予定です。
　2階は、戦後70年の間区内で行われてきた多くの語り継ぎ活動の中から、
学童集団疎開の体験者による活動や、戦時下の学校での様子を戦争の概要
とともに紹介します。
【開催期間】平成27年7月4日（土）から開催

　杉並の各地に伝わる昔ばなしを紙芝居で楽しみませんか？	きっとその
地に愛着心が芽生え、新しい発見がありますよ！
【口演日】毎月第1火曜日・第3土曜日
	 6月2日（火）・20日（土）10：30～
	 7月7日（火）・18日（土）10：30～
【実施団体】すぎなみ昔話紙芝居一座「すかい」

「昔のおもちゃで遊ぼう!」
　めんこ・けん玉・おはじき・ビー玉・お手玉・つみきなど、昔の遊び道具で実
際に遊べます。
【開催期間】平成27年4月1日（水）～7月12日（日）

【共　通】
・	場　　所：杉並区立郷土博物館分館（杉並区天沼3-23-1	天沼弁天池公園内）
・	開館時間：9時～17時
・	休 館 日：毎週月曜日と第3木曜日（祝日の場合は開館し翌日休館）
・	観 覧 料：無料
・	問 合 せ：電話03-5347-9801

おぎくぼセンター

■委員会の日程
6月30日（火）13：00～	会場：第1・2集会室
7月28日（火）13：00～	会場：第1・2集会室
※委員会は一般公開です。傍聴を希望される方は事務局までお申し込みください。

荻窪地域区民センター協議会からのお知らせ

荻窪まちづくり会議　～多様な意見を積み重ねて～〈リポート2〉
　去る4月18日（土）旧若杉小学校体育館において、荻窪まちづくり会議の第5回
総会を開催しました。総会では、平成26年度活動報告、会計・会計監査報告を行っ
た後、平成27年度活動計画（案）・会計予算（案）について審議し、承認されました。
　平成27年度は、まちづくり将来構想の杉並区への提案に向け、以下のとおり活
動していきます。
　5月から7月に「まちづくり構想（素案）」の検討・策定を行います。その後、荻窪
駅周辺地区の皆様への素案の報告・意見募集（アンケート等）の実施を予定して
います。
　8月から9月にかけて、地域の皆様からのご意見等を踏まえた「まちづくり構想
（案）」の検討・策定を行っていきます。
　そして、11月に開催を予定している第6回総会での審議・決議の上、荻窪まちづ
くり会議として構想を杉並区へ提案したいと考えています。
　また、第5回総会では、役員の任期満了に伴い役員改選が行われ、再任を含む新
役員が決まりました。
　平成27年度、新しい気持ちで荻窪まちづくり会議はスタートしました。今後と
も地域の皆様のご参加とご協力・ご支援よろしくお願いいたします。

荻窪まちづくり会議副代表　長瀬　久子 荻窪まちづくり会議活動エリア


