われ も こう

（２ 名 ）
、会計監査
（２名）を選出し、鈴
木弘七（ひろつぐ）さ
んが新会長と決まりま
した。
新役員は下記の通り
承認されました。任期
は、２年間です。よろ
しくお願いいたしま
す。

新会長
鈴木弘七さん

三鷹市井の頭 ₂ ⊖₃₂⊖₃０

井の頭住民協議会広報部

企画・編集

吾木香（われもこう）は

計

会 長
副会長




会



会計監査

鈴木 弘七
中澤
清
平岩 康美
佐藤 明子
遠藤 幸子
長峰 暎郎
大倉 昭彦
武井
進
︵敬称略︶

上水べりによく見られ
ます。

ホームページアドレス

☎０₄₂₂⊖₄₄⊖₇₃₂₁

月曜日の場合は翌日火
曜日

4 月 1 ・ 8 ・15・22日
5 月13・20・27日

想えば、故大竹茂さ
んが事務局長のときに
採用になり、当時は井
の頭王国と言われた活
況ある住民協議会時代
を過ごしてきました。
その時の経験を継続
して持ち続け、日々の
仕事に打ち込んでまい
り ま し た。 そ の 間 に
は、周年行事・新館落
成式典・東日本大震災
の復興支援・多世代交
流事業の発足、図書室
と三鷹市立図書館との
連携など次々と大きな
事業や新しい事業があ
りました。
それに伴い事務局も
多岐にわたる業務をこ
なす多忙な日々を過ご
してきたことを思い出

事務局職員

善春

※連休休館日

４ 月２９日～ ５ 月 ７ 日

します。井の頭住民協
議会はこれからも新し
い活動に向けて活躍し
ていくことと確信して
おります。
時が過ぎるのは早い
もので、私自身そろそ
ろ肉体的・精神的にも
衰えを感じるようにな
り、いままで培ってき
たノウハウを後任に引
き継ぎ世代交代の時期
が来たようです。
私にとって住民協議
会は生活の一部であり
ました。長年にわたり
勤めさせていただきま
したことに感謝申し上
げ、退職のあいさつと
いたします。ありがと
うございました。

石塚

多忙な日々を過ごして

・本館（事務局）

前田

吉春

六年間有難うございました




日
館
休

行
発

定期総会にて新役員を選出
会長に鈴木弘七さん
３月 日（ 日 ）
、井
の頭地区住民協議会の
定期総会（予算）が開
催され、平成 年度の
全体行事、各部・委員
会の活動案、予算案が
承認されました。
住民協議会の全体行
事は、決算総会６月
日（ 日 ）
、コミュニテ
ィまつり
月
日
（土）
・ 日（日）
、防
災訓練 月２日
（土）
、
シルバーと子どもまつ
り２０２０年２月 日
（土）
、
予算総会３月
日（日）と決まりまし
た。みなさんのご協力
をお願いいたします。
総会では役員改選が
行われ、役員選考委員
会 で 会 長（１名 ）
、副
会 長（３ 名 ）
、会計

http://inokashiracc.jp/

会長

三鷹市井の頭地区
住民協議会
臨時職員の募集

◆職務内容
図書室カウンター業務の補助
◆応募資格
昭和 年４月１日以降生まれ
で、土・日曜勤務が可能な方
◆勤務期間
平成 年４月から
◆勤務時間
週１～２日（土曜日含む）
午前９時 分～午後８時
実働３～４時間（土曜日）
実働６、５～₇、５時間
（平日・日曜）
◆報酬（時給）
土・日曜１１２５円
平日１０００円
（別途交通費支給）
◆勤務場所
井の頭コミュニティ・
センター本館
◆募集人員 若干名
◆選考方法
書類選考後、面接をします。
面接日時は後日連絡します。
◆申込み
4月 日︵水︶までに履歴書
（写真貼付）を「〒１８１―
０００１三鷹市井の頭２―
―
三鷹市井の頭地区住民
協議会（井の頭コミュニティ
・センター）へ郵送又は持参
◆問合せ ☎ ―₇３２１

︱₇５₂₈

㈱共栄電化

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

ダイエークリーニング

ＴＥＬ

０４２２⊖４３⊖６６６３

野菜・果物・食品
お酒・切手・はがき

栗原ストアー

〇四二二︱四九︱七六五一

定休日／水曜日

訂正とお詫び

０１２０⊖４９⊖５７４５

お買い物は地元の商店で！

新鮮ネタを

３２

前号３面の「みどり先生の
料理教室」の記事で、筆者の
お名前が間違っていました。
お詫びして訂正いたします。
誤↓近藤 千恵
正↓進藤 千恵

お求めやすい価格で！
ＴＥＬ 午前１１時から

月曜日・祝日・祝日が

長」に、今は「三鷹市
社会福祉事業団理事」
にもなっています。
会長として多くの仕
事の重圧に負けないで
すんだのは鈴木副会長
はじめ運営委員、役員
のみなさん、事務局長
・事務局職員のみなさ
んのご協力のおかげで
す。本当にありがとう
ございました。

自慢のまぐろと

（４６）
９３６４ 水曜定休
０４２２

詳しくは、こちらからツアー検索できます。

井の頭コミュニティセンター

だったのか。自身の総
括はまだできていませ
ん。
井の頭住協第一期の
総務部副部長を皮切り
に広報部を中心に 余
年間、住協にかかわっ
てきましたが、運営委
員としての経験はない
まま、突然の会長に。
会長就任と同時に
「住民協議会連絡会会

ＴＥＬ：０４２
（４８０）
２８００ ＦＡＸ：０４２
（４８０）
２８２１

背広，Ｙシャツ，制服，
コート

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

４４

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。

国内旅行・海外旅行取扱（東京都知事登録旅行業２―４７００号）

４３

検索

ベストツアー多摩

４５

３４

３１

₁₇

３０

井の頭地区住民協議会

会 長 に な り３期６
年、あっという間の６
年でした。３月 日、
第五小学校の卒業式に
来賓として出席。立派
に成長した卒業生の６
年前の入学式に、就任
早々会長として招かれ
ていました。
日々成長し卒業した
児童たちの６年間と比
べ、私の６年間はどう

３０

２４

１１ ２０

ばら科の多年草で玉川

後列左から長峰・遠藤・武井・大倉
前列左から中澤・平岩・鈴木・佐藤
２５

２３

１９

２９

２２

３１

１０
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井の頭地区住民協議会 広報紙 吾木香
2019年（平成31年）3月31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

30

３０

２３

に、変化することを教
わりました。イスと背
中の間にクッションを
入れる。読む本と机の
間に台を置くことで、
随分と姿勢は変わると
のことでした。
そして、大人の姿勢
を見て子どもが育つこ
とも重要なことだと改
めて思いました。ふと
一人で作業をしている
と、足を組んで組み替
えて…前かがみで食事

をしていたり…。
親が変われば子どもも変わ
ると信じて、出来るところか
ら少しずつ姿勢を意識して日
々過ごしていきたいと感じま
した。
お話の前には、佃先生に姿
勢チェックを受けることが出
来ました。子どもも私も、数
カ所左右で骨の位置のズレを
指摘されました。変化した姿
勢への意識を、実行に移そう
とより強く思いました。
５丁目 伊藤 怜美

☎４ ６－６ ５ ６ ５

「まっすぐ座りなさ
子どもの姿勢を
い」「頭を上げて」など
よくするお話
子どもに普段から姿勢
を注意していました。
ところが、カイロプ
ラクティックの佃先生
にお話しを聞いて、た
だ言葉で注意するだけ
では治らないと解りま
した。
子どもの立位・座位
を行なう環境を整えて
あげるだけで、子ども
の姿勢はみるみるうち

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。

公式ホームページ http：//naomi-hara.com/

ガーデニングフェスタ

街角の庭、緑の街並みの
写 真 募 集 

２８

天皇在位 年記念式典
宮中茶会参列について
おいて天皇陛下のお言
葉があり、その後天皇
皇后両陛下・皇族方と
の歓談がありました。
秋篠宮殿下とお話しす
る機会があり「東日本
大震災があった年の４
月 日、天皇皇后両陛
下が被災地を初めて慰
問してくださいまし
た」とお礼を述べお話
しさせていただきまし
た。
この参列を胸に刻ん
で大震災を後世に伝え
る道のりを歩んでいき
たいと思います。
ＮＰＯ法人光と風
代表理事 渡邉 義美

ＰＭ ５：００

お問合せください。

定休日 火曜日

ＴＥＬ４４－７３２１

本館事務局窓口で

「吾木香」に掲載する広告を募集しています。

営業開始時間

集

募

ＡＭ ９：００

１ 回２５００円

１ コマ

金

ＰＭ ６：００
詳細は井の頭ＣＣ本館事務局に パーマ・カラー最終受付

６ ロール ￥４４０

奈緒美

原

手すり取付
バリアフリー工事

山本法務事務所

２０１９

残したい緑の風景をご紹
介ください。
★募集期間
５月１日～６月 日必着
★対象 市内在住・在勤
・在学の方
★応募方法 募集要項を
入手し、確認のうえご応
募ください。
募集要項は、三鷹創造
協会・市緑と公園課・コ
ミュニティセンターで配
布。市や創造協会のホー
ムページからも入手可能
です。
★注意事項
道路などから見える庭
や街並みの写真に限りま
す。
（花や樹木のズーム
アップ写真は不可）
詳しくは募集要項を確
認してください。
★主催 三鷹市 三鷹市
市民緑化推進委員会
★問合せ ＮＰＯ法人花
と緑のまち三鷹創造協会
☎ ―２０８１

特定行政書士

カット最終受付

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

★問合せ

１２ロール ￥４９０

１４

トイレ便器
洗面台・蛇口
交換工事

雨漏り
修理工事

◇相続・遺言・成年後見専門◇

告

広

トイレットペーパーを
販売しています

教室
（自宅）
井の頭 ５ －２０－１３

宅地建物取引士・
（社）
成年後見支援センター会員
東京都行政書士会武鷹支部副支部長

大東文化大学講師

TEL0422ー24ー8878・FAX0422ー26ー6561

指導

☆「相続の基礎知識」の冊子を贈呈します。
電話かFAXでご請求ください。

★料

シングル

ダブル

内庁からの案内があり
宮中茶会に行ってまい
りました。
当初、通知を受け取
った時は参列しても良
いのか悩みましたが、
ＮＰＯ法人光と風の活
動が評価されたものと
理解し参列することに
しました。
日は国立劇場に
て、天皇皇后両陛下ご
臨席のもと式典に臨み
ました。ここに集まっ
た復興関係者は、阪神
・ 淡 路 大 震 災 か ら１
名、東日本大震災では
東北３県から５名、茨
城県から１名、千葉県
からは私１名でした。
日は皇居豊明殿に

２９

姿勢への
意識の変化

３０

２３

休 館 日 に つ い て

今年もみなさんの自宅
の庭やお気に入りの風景
写真を募集します。応募
いただいた写真は作品集
に掲載するほか、今秋開
催の『ガーデニングフェ
スタ２０１９』の会場や
展示会などでパネル展示
します。応募者には記念
プレートを贈呈します。
★わたしの庭部門
（自薦 部門）
通りに面する四季の彩
りや緑豊かな庭などが対
象です。自宅の庭や通学
・通勤している市内の学
校・事業所の花壇などを
ご紹介ください。
★私の緑のお気に入りス
ポット部門
（他薦 部門）
市内の花や緑で彩られ
たお気に入りの風景や街
並み、身近にある大切に
したい樹木や樹林、憩い
の空間など、市民のみな
さんの目に触れる後世に

４６

多世代交流委員会

火曜日も休館とし、休
館日が連続する時は、
最後の休館日の翌日も
休館とする）④ 月
日～１月３日まで⑤住
民協議会が必要と認め
た日
１２

シルバーと子どもまつり
地域のつながりを大切に

１６

２６

４月１日より次のよ
うに変更します。
①毎週月曜日②国民の
祝日及び国民の休日
③振替休館日（国民の
祝日「元旦を除く」が
月曜日と重なる時は翌
３０

シルバーと子どもま
つりが２月 日（土）
に行なわれ地域の人た
ち１５００人余が集い
ました。穏やかに晴れ
た一日、第五小学校２
年生の「校歌」と「パ
プ リ カ 」
（ Ｎ Ｈ Ｋ
２０２０応援ソング）
の合唱でまつりは、開
始となりました。
本館の催し物では、
昔あそび（皿まわし・
めんこ・ブンブンごま
など）が大盛況。子ど

２３

２６

介護予防体操 
健康委員会

今年も、成蹊大学の
もたちで賑わいまし
た。和室での「おはな 学生がボランティアで
しの会」では、ギター 参加、販売や後片づけ
に合わせて歌を歌うな に力を貸してくれまし
どひとあじ違った絵本 た。前日準備、そして
の読み聞かせとなりま 当日、ご協力ください
した。復興支援の物品 ましたみなさんお疲れ
販売では、多くの方に 様でした。 広報部Ａ
ご購入いただき完売と
なりました。
２階図書室でのバル
ーンアート、成蹊大学
の学生による射的など
も子どもたちが楽しん
東日本大震災の後、
でいました。多目的室
では、アップテ 住民協議会の委員研修
ンポの曲にのっ で訪問しその後、コミ
て ダ ン ス を 披 ュニティまつりやシル
露。会場から大 バーと子どもまつりで
きな拍手が送ら の復興支援物産販売に
れていました。 協力をしていただいて
駐車場での模擬 いる千葉県旭市飯岡地
店・カレーライ 区のＮＰＯ法人光と風
スの販売も盛況 の活動が評価され、記
で し た。 最 後 念式典・宮中茶会に招
は、ビンゴゲー 待されました。
ムで終了となり
三鷹市井の頭地区住
ました。
民協議会のみなさん、
広報紙「吾木香」を拝
読しています。８年前
の東日本大震災以来、
毎年、復興支援として
並木 富士子先生
（介護予防運動指導員） 被災地の物品をご購入
いただきありがとうご
◆費用 無料
ざいます。また、被災
◆定員 先着 名
地飯岡地区へ何回もお
◆持ち物 タオル
出でいただき励ましに
上履き 飲み物
は感謝しています。
◆申込み
去る２月 日に復興
４月 日～５月 日
本館事務局に申込む。 庁から天皇陛下在位
※電話受付は４月 日 年記念式典への参列の
案内があり国立劇場
から
へ、追って 日には宮
２４



１５

「シニアのための
筋トレ＆脳トレ」
◆日時 ５月 ・ 日
６月６日 各木曜日
午前 時 分～
時 分



１０

◆場所
新館 多目的室
◆講師

１１

３０

１５

２３

（2）
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