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ボランティア
委員募集！

［ 西荻地域区民センター協議会 ］
【募集人員】		10名程度
【任　　期】		平成29年4月1日～平成31年3月31日
	 	　（1期2年。原則2期まで。）
【活動場所】　西荻地域区民センター
	 西荻南区民集会所
【応募方法】		申込書（西荻地域区民センターで配布）
	 を1月31日（必着）までに
	 同センター協議会事務局
	 （〒167-0034　桃井４丁目３番２号）
	 へ郵送または持参して下さい。
※申込書は、協議会HPからも取り出せます。
　http://nisiogi-kyogikai.sakuraweb.com	
【問い合せ】		同事務局：TEL.3301-0815
【そ	の	他】　①	後日面接を実施します。
　　　　　　②	申込書は返却しません。

「春よ来い！コンサート」
★2017 「日曜日の音楽会」★

日時：2017年2月5日（日）
	 午後1時半〜（開場午後1時〜）
会場：西荻地域区民センター・勤労福祉会館	ホール
共催：井草地域区民センター協議会

好きです！西荻好きです！西荻

2017

協働事業	「新春初市きずなまつり」
日	程：2017年1月15日（日）	
時	間：午前9時〜正午、午後1時半〜3時（開場午後1時）
会	場：西荻南区民集会所（西荻南3-5-23、神明通り）
内	容：お囃子･獅子舞上演をはじめスタンプラリー
	 （小学生以下先着200名に景品プレゼント）、
	 バルーンアート（無料）、
	 スライム（小学生以上先着100名まで無料）、
	 午後は落語会などのお楽しみいっぱい！
共	催：西荻東銀座会、西荻南きずなサロン
※駐輪場の使用ができません。自転車でのご来館はご遠慮ください！



　今回は親子でも楽しめる映画で、若い年代の方々が目立ちました。
「とても良い映画で、感動で涙しました」 との感想があり、もっと親子で
参加したいので土日開催を希望などの声もきかれました。
　次回は2017年3月に予定しています。ぜひ、お楽しみに！

映画会 「ひまわりと子犬の7日間」 が上映されました！　 ─ 2016年 11月17日（木） ─

協働事業 「ちびっこひろば」 を開催しました！　　─ 2016年 11月27日（日） ─

「クリスマスコンサート」 レポート

　冬晴れの寒い一日でしたが、親子連れを始め約270名の方々が観に来てくだ
さいました。ハンドベルアンサンブル・ミスティさんによる、美しく透き通ったベル
の音でスタートしました。
　今回初めてのムジークフェライン室内楽団さん、楽団の中の男性4人組が参加し、
とても素晴らしい弦 楽四重奏を披 露してくれました。子どもたちに人気のハロー
くんとのコラボレーションをしてくれた、いつものあにまあとさんは、楽しく会場を
盛り上げてくれました。
　最後は、ハローくん、あにまあとさん、ムジークフェライン室内楽団と
皆さんが知っているクリスマスソング 「きよしこの夜」 「赤鼻のトナカイ」 
で会場が手拍子と歌声で一体となり、にぎやかでとても楽しい午後のひと
時を過ごすことができました。

－ 2 016 年12月18日（日） ―

【お詫び】
防災食が早めに終わり、15時までの開催予定が14時に終了してしまいました。
14時以降、楽しみに来て下さった方々には、大変ご迷惑をおかけしました。

　11月最後の日曜日、小さいお子さんを持つ親子向けに 「ちびっこ
ひろば」 を開催しました。約90名近い親子連れの参加がありました。
　すっきりしない天候でしたが、午前中は 「落語」・「南京玉すだれ」・ 

「缶バッジと防災かるた」 を順番に行うワークショップにたくさんの方
がお見えになりました。落語では実際に高座にあがってそばをすする
真似をしたり、南京玉すだれでオリンピックの輪を作る大技
を習ったり、防災かるたや自分で描く缶バッジを作ったりと、
参加した方々は初めての体験に四苦八苦しながらも終始
楽しそうな笑顔を見せてくれました。
　お昼は防災食を実際に食べながら、防災紙芝居を見てい
ただいたり、非常時のリュックやオムツの作成方法を実践
で講習しました。防災食の種類や意外な味に多くの方が驚
いていました。



　秋晴れに恵まれた、野田杉学祭。1階から5階
まで、安くて、美味しい食堂がたくさん！
　カレーにチヂミ、唐揚げ、餃子、クレープ、他に
もいろいろあって、大勢の人で大盛況でした。

　11月5日（土）、6日（日）の2日間、桃井原っぱ公園で行わ
れたすぎなみフェスタ。杉並区農業祭、すぎなみパン祭り＆
すぎなみスイーツフェアが併催され、ステージでは多彩な
プログラムが繰り広げられました。
　体験展示やワークショップ、全国
の特産品や食べ物の屋台のほか、
さんまの無料配布もあり大にぎわ
い。過去最大の10万人超が訪れた
そうで、皆さんそれぞれに秋の日を
楽しんでいました。

 「すぎなみフェスタ2016」 が開催されました！　   ─  2016年 11月5日（土）、 6日（日） ─ 

　63回目を迎えた今回のテーマは花開くという意味の
「bloom （ブルーム）」 。 つぼみが開いて花となり次世
代に受け継がれていく過程を表現したいという願いが
込められているそうです。
　前日の真冬並みの悪天候とはうって変わって小春日和。
実行委員会広報部の方のお話では、お天気にも恵まれてい
るので約１万人の来場者を目指しているとの事。学園祭
の告知には公式キャラクターのベラべあちゃん達もつぶ
やくtwitterを主に使用してい
るそうです。
　正門からまっすぐ正面のス
テージではダンス、アカペラの

ライブ、ミス・キャンパスコンテストが華やかに行われ、様々な展示や模
擬店などを楽しむ方達で賑わっていました。
　一般の方達がキャンパスに入れるのは学園祭と園遊会と称した4月の
ホームカミングデーだけです。イベントやキャンパスの雰囲気を楽しむだけ
でなく、ドラマや映画に何度も使用されている東京女子大のキャンパスを
ロケ地を巡る感覚で訪れるのもいいですね。是非、来年は訪れてみませんか？

東京女子大学の学園祭 「 VERA祭」 が開催されました！
  ー 2016年11月12日（土）、 13日（日） ー 

 野田鎌田学園杉並高等専修学校 「杉学祭」 が開催されました！　 ─ 2016年 11月13日（日） ─
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2017年、新しい年を迎えました。昨年も様々な地域のご縁で、多くのステキな方々と出会うことができました。
立てた計画や目標は、例年のごとく、多くは達成できていませんが、今年も懲りずに達成できる目標を
少なく低くし計画を立て頑張りたいと思います。また、新しい出会いに期待を寄せて。 （Y.T）

デザイン・印刷：ＡＤＬＩＶＥ 株式会社次号3月15日発行　3・4 月（267）号

〈申込み〉 往復はがきに①講座名、②住所、③氏名（フリガナ）、④年齢、⑤電話番号
　　　　（託児付きの講座で希望があれば子どもの名前・年齢）を記入して、西荻地域区民センター協議会（住所は上記参照）へ。
＊申込多数の場合は抽選。原則として区内在住・在勤者優先で全日程参加できる方。
＊（長寿応援対象事業）75歳以上の方に長寿応援ポイントシールを提供。
＊1歳～就学前の託児あり（事前申し込み制）
　〈詳細は、ホームページをご覧ください。 nisiogi-kyogikai.sakuraweb.com/〉

講 座 案 内
講座名 内　容 開催日時 定 員 費 用 締切日

精神科医から見た
夏目漱石
講師名：高橋 正雄

昨年没後100年、今年生誕150
年を迎えて今なお国民的な人気を
誇る夏目漱石という人物とその作
品を、精神医学的な観点から解説
します。

1 月 28 日（土）

10：30 ～ 12：30
＊長寿応援対象事業

60名 無料 1月18日（水）

女性のための
エレガント
フィットネス
講師名：桐山 悦子

バレエの動きをとりいれた運動
です。激しい運動は苦手だけれど、
身体を動かすのは必要だと思っ
ている方、バレエを気軽に感じた
い方に。バレリーナのような歩き
方、姿勢を目指して優雅にエクサ
サイズしましょう。

2月   9日（木）
2月16 日（木）

（全2 回）

10：30 ～ 12：00
＊長寿応援対象事業
＊託児あり

25名
保険料
60円

1月25日（水）

防災食で
「ひな祭り寿司」を
作りましょう！
講師名：長田 可枝

非常時でも楽しい食事は大切で
すね。アルファ米のひし形ひな祭
り寿司を牛乳パックを使って作り
ませんか？非常食のアルファ米は、
熱湯や水を注ぐだけで美味しいご
飯になります。

2 月14 日（火）

10：00 ～ 12：30
＊長寿応援対象事業

20名
材料費
8００円

（保険料含む）
2 月1日（水）

開館時間　午前9時～ 午後9時

西荻地域区民センター	 1月1日（日）～ 4日（水）、	 11日（水）、	 12日（木）、	 25日（水）
	 2月8日（水）、	13日（月）、	22日（水）
	 3月8日（水）、	13日（月）、	22日（水）

西荻南区民集会所	 1月1日（日）～ 4日（水）、	 10日（火）
	 2月13日（月）、	 3月13日（月）

休	館	日

日 時： 2017年3月4日（土）～５日（日）2日間
時 間： 午前10時～午後3時
場 所： 西荻地域区民センター

※詳細はホームページ、ポスター、チラシで
　お知らせします！

【 内 容 】

ご好評に応えて今年もミニ新幹線が登場！ホールでの
様々な催し、模擬店、ワークショップや展示会など子ど
もから大人まで楽しめるイベントが盛り沢山です。

「 西荻地域区民センターまつり 2017」  　   

〈 義援金の報告 〉 2016年11月17日映画会： 「熊本地震義援金」 に5,530円、 
2016年12月18日クリスマスコンサート： 「歳末助け合い募金」 に2,984円集まり
ました。ご来場くださいました皆様のご協力、あたたかなご支援に感謝いたします。


