われ も こう

井の頭地区住民協議会

井の頭住民協議会広報部

企画・編集

吾木香（われもこう）は

ばら科の多年草で玉川

上水べりによく見られ
ます。

☎0422 44 7321

◎ＡＥＤの使い方

員や老人会のお仲間
が、救命講習を受けた
経験がいかされた結果
で す。 住 協 防 災 部 で
は、今年度も２回の救
命講習を計画していま
す。ぜひ講習会にご参
加ください。
５月 日（ 水 ）
、こ
の救護活動を行った
「くぬぎ会」と「井の
頭地区住民協議会」
に、三鷹市より感謝状
が贈呈されました。

渡邉

久子

タンを押すときは、必
ずパッドを装着した人
の体から離れましょ
う。

http://inokashiracc.jp/

た、職員さんはじめ多
くの方が手を貸してく
れた事も大きな力にな
り ま し た。 助 け 合 い
は，お互いさまです。
互いに支え合ってこそ
一人では出来ないこと
も出来るものです。
倒れられた方が元気
になられたことが何よ
りでした。

くぬぎ会

助け合い・支え合いが大切

装着すれば自動的に心
拍を測り電気ショック
が必要かを判断しま
す。電気ショックのボ

身近で人が 倒 れ た ら ま ず 救 命 措 置 を

コミュニティ・センターでの救護活動が市に評価されました

・本館（事務局）

コミュニティまつりのオー
プニングで毎年、太鼓を演奏
し て く れ て い る「 井 の 頭 鼓
響」
。井之頭町会の援助を受
け平成 年に発足、当時は太
鼓も少なく古タイヤや電話帳
をたたいて練習していました
が、 周年を迎えた現在は、
大小の和太鼓二十基、メンバ
ーはお菓子が大好きな青少年
組が小学２年から大学生まで
男女 名、お酒が大好きな成
人組が男女 名、井之頭町会
盆踊りや市内の祭りや催し、
老人ホーム慰問などで腕前を
披露し感謝されています。
４月 日、第五小学校体育
館で結成 周年式典・記念演
奏会が開かれ、出席した清原
市長から「三鷹の文化を守り
向上した活動」に対し感謝状
が贈呈されました。広報部Ｍ

井の頭池あれこれ
イノカシラフラスコモの復活

建一

かつての井の頭池に
は、 種以上の水草が
生育。１９５７年に、
イノカシラフラスコモ
が新種として発見され
ました。その後、湧水

多くの人の協力が良い結果に
小林

家電製品の販売・修理
技術とまごころで皆様に
ご奉仕する店
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ホームページアドレス

事務局職員

マッキーギタースクール

ＡＥＤは、使い方を
知らなくても装置が手
順を音声で指示してく
れます。使い方の図解
が入っている場合もあ
ります。パッドを体に

AM10：30 ～ PM12：00

お求めやすい価格で！
ＴＥＬ 午前１１時から

平 成 年１月 日
（土）午前 時頃、井
の頭コミュニティ・セ
ンターで老人会の集ま
りに来ていた 歳代の
女性が倒れました。す
ぐに１１９番通報。セ
ンター事務局職員がＡ
ＥＤを持参し使用しま
したが、電気ショック
は必要なく胸骨圧迫の
指示が出たため、老人
会のお仲間で救命講習
修了者と事務局職員が
交代で 分程度、心臓
マッサージを実施しま
した。女性は、病院に
搬送され一命を取り留
め、心臓の手術・リハ
ビリを受け元気になら
れました。
これは、センター職

☎42－0435

お買い物は地元の商店で！

定休日／水曜日

携帯 090－7401－1705

０４２２⊖４３⊖６６６３

井の頭１－22－６－203

野菜・果物・食品
お酒・切手・はがき

※毎週木曜（変更あり）

※１回ごとに￥1000 円

栗原ストアー

☆久我山店☆

〇四二二︱四九︱七六五一

03 6454 2188
（予約優先制）

新鮮ネタを

※見学無料

背広，Ｙシャツ，制服，
コート

0422 43 3450

行
発

日
館
休

た。また、速やかな通
報や救命中の声かけ、
病院までの付き添い
と、多くの方にご協力
いただいたことが良い
結果につながったと思
います。元気になられ
て良かったです。
やはり、一人でも多
くの方に救命講習を受
講 し て い た だ き、「 い
ざ」という時は協力し
て事に臨むことが大切
だと思いました。

☆三鷹台店☆

自慢のまぐろと

※初心者中心

特急即日仕上げ承ります！
！

はじめての場合
アップライト1万円で。

４３

毎週火曜日定休日

井の頭地区住民協議会
定期総会のお知らせ
各部・委員会活動報
告の承認
②平成 年度会計決
算の承認
③次期役員選考委員
会候補者の提案
④平成 ・ 年度住
民協議会委員の変更
及び追加

が激減し発見地では「絶滅」
とされましたが、２０１５年
月～２０１６年３月に行な
われた２回目の「かいぼり」
後、埋土種子から発芽し大き
なニュースとなりました。こ
の藻は雄株と雌株に分かれて
いて池の水底を覆うように繁
茂します。
今年も６月・７月に弁天橋
から池底のイノカシラフラス
コモが観察できそうです。ま
た、絶滅危惧種のツツイトモ
も、ボート池やお茶の水池の
広い範囲で生育を確認。さら
なる水草の再生も期待できま
す。
「かいぼり」後、池の自力
再生が加速しています。植物
も含め生きものを池に持ち込
まない。エサやりやゴミを捨
てないなど、自然環境の回復
に協力していきましょう。
広報部 福井 善康



ウクレレ・サークルに
参加しませんか？
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井の頭コミュニティセンター

知らせを聞いてすぐ
にＡＥＤを持参。こち
らからの呼びかけに反
応がなかったのでＡＥ
Ｄを使用しました。電
気ショックの必要はな
く胸骨圧迫の指示があ
りました。
救急隊到着までの
分間、胸骨圧迫を一人
でやり続けることは大
変ですが、救命講習を
受講した住民の方が名
乗り出て交代でやって
くれとても助かりまし

１１

ダイエークリーニング

１０:００〜１９:００
１０:００〜１８:００

【平日】
カット
パーマ・カラー
【土日祝】
カット
パーマ・カラー

井の頭鼓響の結成20周年おめでとう

１０

２０

１８

２９

月曜日・祝日・祝日が
月曜日の場合は翌日火
曜日
6 月18・25日
7 月 2 ・ 9 ・16・17・
23・30日
※ 6 月24日は定期総会
の為新館一般利用中止

７０

三鷹市井の頭 2 32 30

今年１月、くぬぎ会
の新年会での事。一緒
に参加していた方が何
の前触れもなく突然倒
れ、救急搬送される出
来事がありました。
名前を呼んでも応答
が無く、脈はあるが意
識なし、すぐに救急車
の手配。センターの職
員の方が毛布とＡＥＤ
を持参、ＡＥＤの指示
に従いすぐに心臓マッ
サージを施しました。
講習での経験はありま
したが、実際に人に使
うのは初めてで不安も
ありました。仲間を助
けたい一心でしたので
救急車が来てくれた時
はホッとしました。
今回、私が少しでも
お役に立てたのは、コ
ミュニティ・センター
で救急救命の講習を受
けたことが背中を押し
たように思います。学
んだことで行動する勇
気 が 持 て ま し た。 ま

１５

２７

次の通り定期総会
を開催します。
１、開催日時
６月 日（日）
午後１時 分から
２、開催場所
新館 視聴覚室
３、議案審議
①平成 年度全体・

３０

１１

８０

３０

３０

２９

２９

３０
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２９

第291号

井の頭地区住民協議会 広報紙 吾木香
2018年（平成30年）6月13日
（1）

わたくしたちは、緑豊かな井の頭地区の環境を守り、美しいものを大切にする心を育み、みんなで学びながら、
手をとり合って、生きがいのある心のふるさとをつくることをめざします
―会則前文より―

われ も こう

米粉で作るイタリアン

健康委員会

♢

♢

♢

書道教室

○子ども達には基礎をしっかりと。
○大人の方には
日本のかな文字の美しさを
やさしく楽しくご指導します。

☎４ ６－６ ５ ６ ５

トイレ便器
洗面台・蛇口
交換工事

雨漏り
修理工事

食べたいと言わせられる…

♢

奈緒美

原

災害時にも役立つ、日常備
ニュースポーツ体験 
蓄の食品を活用した料理を学
「カローリング」 
びます。
体育部

「海老入り大根もち・コンビ
ーフ入りラタトゥイユ他」
◆日時 ７月 日（木）
午前 時 分～午後１時頃
◆場所 新館 料理講習室
◆講師 鈴木 明子さん
管理栄養士
◆費用 ５００円
◆対象 三鷹市民
◆定員 先着 名
◆持ち物 エプロン 三角巾
ふきん 台ふきん スリッパ
筆記用具
◆申込み ７月３日～
本館事務局に費用を添えて申
込む。
※電話受付は７月４日から

井の頭池を 
アオコ・ミジンコ 
水草から考える 
多世代交流委員会



♢

♢

「かいぼり」が池の水環境
改善に果たした役割を、生き
物の視点から紹介します。
◆日時 ７月 日（日）
午後１時半～４時
◆場所 新館 視聴覚室
◆講師 林 紀男さん
千葉県立中央博物館・
生態環境研究部学芸員
◆費用 無料
◆対象 小学生以上
◆定員 先着 名
◆申込み
６月 日～７月 日
本館事務局に申込む。
※電話受付は７月１日から
♢
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１５

ホームページをご覧ください。
スマートフォンからも
検索できます。

国内旅行・海外旅行取扱（東京都知事登録旅行業２―４７００号）

地域の情報紙でたま
た ま 目 に と ま っ た、
“米粉…”というフレ
ーズ。今までは食事も
“家族の健康のため”
と考えてきたけれど、

１２

１４

１２

感じてみませんか。
氷上のカーリングに似
場所は三角公園の夕や たスポーツです。
け橋の下です。川遊び ◆日時 ７月８日（日）
を楽しみましょう。
午前 時 分～
◆日時 ７月７日
（土）
時 分
午前９時半～ 時頃
◆場所
◆集合場所
新館 多目的室
井の頭コミュニティ・ ◆費用 無料
センター
◆対象 中学生以上
◆費用 無料
◆定員 先着 名
◆対象 小学生（親子 ◆持ち物 上履き
での参加も可）
◆申込み
※小学１・２年生は保 ６月 日～ 日
護者同伴
本館事務局に申込む。
◆定員 先着子供 名 ※電話受付は６月 日
◆持ち物 帽子 水筒 から
ぬれてもよいクツまた
歌唱法講座 文化部
は、かかと押さえ付き
サンダル（ビーチサン 「みんなでおしゃれに
ダルは不可） 虫めが 歌いましょう！」
ね（ある人のみ）
講師は、東京芸術大
◆申込み ６月 日～ 学を卒業され現在は、
本館事務局に申込む。 コーラスの指導もされ
※電話受付は６月 日 ている加納ケンジ先生
から
です。すばらしいピア
ノには定評がありま
歴史講座  総務部
す。お誘い合わせてご
「大河ドラマ 西郷ど 参加ください。
ん」より歴史を学ぶ
◆日時
◆日時
７月 ・ 日各土曜日
７月７・ 日各土曜日 午前 時～ 時半
午後１時半～４時半
◆場所
◆場所 本館 会議室 新館 視聴覚室
◆講師
◆講師
加納 ケンジ先生
平野 明夫先生
（国学院大学・駒澤大 ◆費用 無料
◆定員 先着 名
学講師）
◆申込み ６月 日～
◆費用 無料
本館事務局に申込む。
◆対象 三鷹市民
※電話受付は６月 日
◆定員 先着 名
から
◆持ち物 筆記用具
◆申込み
日常備蓄の食品活用
６月 日～７月１日
健康委員会

本館事務局に申込む。
※電話受付は６月 日 「乾・缶・かんたん
から
おいしい料理」

「吾木香」に掲載する広告を募集しています。

最近は過食さえしなけ
れば、好きにして良い
かなと妥協し始めてい
ました。
先生は“米粉で作る
イタリアン”と題し、
ラザニア（パスタ・ホ
ワイトソース・ミート
ソース）
、サラダのド
レッシング、チョコプ
リンと惜しみなくレシ
ピを準備してくださ
り、また色々応用がき
くように教えてくださ
いました。日本人の口
に合う健康的な食事と
いうと…、特に小学生
の子どもたちの目には

１３

神田川の生きものを調
べて身近な川の自然を

教室
（自宅）
井の頭 ５ －２０－１３

本館事務局窓口で

ＴＥＬ４４－７３２１

書作品は三鷹市立図書館に収蔵

お問合せください。

大東文化大学講師

指導

詳細は井の頭ＣＣ本館事務局に

厚生部

Ｍ・Ｎ

ベストツアー多摩 担当：浅香智子

〒１８２―００２２ 調布市国領町３―３―２０よろずやビル２階

１０

３０

中高年の柔軟体操

！！

あまり楽しくそして美
小学生向け 
味しそうに映らないも
将棋講習会 
のが多いかもしれませ
多世代交流委員会
ん。これなら“また食
べたいと言わせられ
はじめての子には駒
る！”
“ 勉 強 し て み る の動かし方から、レベ
価値がある！”と思い ルアップしたい子には
ました。また、初心者 戦術も含めたアドバイ
でも質問しやすい雰囲 スをします。
気で、ワンコインで学 ◆日時
ばせていただけて、と ６月 ・ 日各土曜日
ても感謝でした
午後１時半～３時半
門司先生・スタッフ ◆場所 本館 会議室
の方々、楽しく美味し ◆講師 井の頭将棋会
い企画をありがとうご の有志の皆さん
ざいました。
◆費用 無料
牟礼在住
◆定員 先着 名
乃込 みちる ◆申込み

６月 日～ 日
本館事務局に申込む。
※電話受付は６月 日
から
どうしたら正しい方向
施設見学会 厚生部
にもっていけるのか。
骨や筋などのつながり ◆日時 ６月 日
（木）
や仕組み、神経の集中 出発 午前７時 分
箇所の説明に「あーそ ◆集合場所 吉祥寺ヨ
うなのか、こんな事も ドバシカメラ付近
知らなかったんだ」自 ◆見学場所
分の体なのに。
グリコピア千葉 筑波
学んだ中から少しで ハム工場 牛久大仏
も、出来る事を日々続 ◆費用 ３９００円
け て い か ね ば と 決 め ◆定員 先着 名
た。次回は、腰痛予防 ◆持ち物 健康保険証
のテーマだから楽しみ ◆申込み
である。
６月 日～ 日
講師のあつい指導と 本館事務局に費用を添
参 加 者 名 へ の 目 配 えて申込む。
り、声掛けはすごい。 申込みは、おひとり２
夏にはインドで勉強し 名まで。
役立てていきたいとの
川の生きものを 
抱負に、前向きさ、や
しらべよう！ 
る気のある方だなあと
多世代交流委員会
思った。
２丁目在住

（緑茶の香り） （芯あり・芯なし） ★サイズ 縦 ４ ・ ８ ｃｍ×横 ３ ｃｍ

★問合せ

６ ロール ￥４４０

１２ロール ￥４９０

１ 回２５００円

１ コマ

金

集

募

告

広

トイレットペーパーを
販売しています

検索

ベストツアー多摩

手すり取付
バリアフリー工事

詳しくは、こちらからツアー検索できます。

１９

２０

２９

６０

２８

★料

シングル

ダブル

１７

２０

４５ １０

１６

１１ １４

２０

５０

１９

２２

１５

３０

２８

１２

１５

２２

２８

２０

出来る事を日々続けていかねば…

専門講師による４回
の体操教室がコミュニ
ティセンターで開催さ
れることを町内掲示板
で見て、首・肩・腰痛
を長年抱え、脊柱管狭
窄症２段階目の我が身
を、少しでも健康にし
たい思いがあって申込

んだ。
今回、首・肩痛予防
体操に２時間参加。末
原加寿世講師の明るい
声に従い体を動かし続
けた。体の中からポカ
ポカして軽く汗をかい
た。日頃使わない筋肉
を、１・２・３と何回も
動かすと
硬い体が
じわーっ
と緩みな
じんでき
た。
猫背、
血流の悪
さ、肩甲
骨周りの
硬さの改
善方法、
落ち着か
せる呼吸
法など、
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