われ も こう

井の頭地区住民協議会
40周年 おめでとう！

井の頭地区住民協議会

吾木香（われもこう）は

ます。

☎0422 44 7321

http://www.inokashira

40

日
館
休

・祝日が月曜日の場合は翌

日火曜日・連続する時は最
後の休館日の翌日

11月 9 ・16・23・24・30日
12月 7 ・14・21日

鷹

市

長

をはじめ役員のみなさ
ま、委員のみなさま、
これまでの住民協議会
の活動をお支えいただ
いた地域のみなさまに
心より感謝申し上げま
す。
昭和 （１９７９）
年、三鷹市内４番目に
発足した三鷹市井の頭
地区住民協議会のみな
さまは、昭和 （１９

河村

孝

年末年始休業

弘七

ミュニティ創生を推進
していただいているこ
とに敬意を表します。
この 年間を振り返
りましても、多世代交
流事業の実施、三鷹市
立図書館との図書館連
携など地域のみなさま
に大いにご活用いただ
いている事業がありま
す。
多世代交流事業は、
平成 （２０１２）年
に立ち上げられた多世
代交流準備委員会にお
いて、住民協議会の活
性化には、幅広い世代
がコミュニティ・セン
ターに関わり、活動し

ました。
井の頭コミュニティ
・センターでも自主避
難所を開設したところ
名ほどの方が避難さ
れて来ました。他住協
でも数十人程度の方が
避難されて来たそうで
す。 今 後 も 災 害 に 備
え、日頃より訓練をし
ておくことが必要だと
感じました。
令和２（２０２０）
年２月より新型コロナ
ウィルス感染症が全世
界に拡がり、東京オリ
ンピックが１年延期と
なりました。また、初
めて全国に緊急事態宣
言が出され、住民協議
会の事業やコミュニテ
ィ・センターでの活動

ていくことが大切であ
るということから、平
成 （２０１３）年に
特別委員会として「井
の頭多世代交流委員
会」が設置されまし
た。地域に根付いた様
々な事業を展開してお
り、特に子どもの居場
所作り事業において
は、子ども達が楽しく
活動し、保護者の方も
含めてよりコミュニテ
ィ・センターが利用さ
れるようになりまし
た。また、運営されて
いる方がいきいきと活
動されており、大変喜
ばしく思います。

も休止となりました。
この感染症の終息はす
ぐには期待できないと
思います。
現在、コミュニティ
・センターで活動する
自主グループの方々に
は、利用条件を守って
の活動をお願いしてお
りますが、感染症が終
息して安心・安全の時
がきましたら、今まで
以上に活動に励んでい
ただき、コミュニティ
まつりなどでの、ご活
躍をおおいに期待して
いるところです。
今後、 周年、 周
年、 周年～１００周
年と次の世代に繋ぎ、
この先もコミュニティ
・センターが文化の集

また、井の頭コミュ
ニティ・センター本館
２階の図書室は、平成
（２０１７）年７月
に三鷹市立図書館との
連携が始まり、市立図
書館システムの導入に
より、コミュニティ・
センター窓口において
も市立図書館に所蔵す
る図書資料を貸出・返
却することができるよ
うになるとともに、今
まで市立図書館で行っ
ていた企画展をコミュ
ニティ・センターで行
うなど図書室のサービ
ス向上にもつながって
います。さらに、図書
室内には靴を脱いで親
子でのんびりと読書が
できるスペースがある
ことで小さなお子さま
から高齢の方まで多世
代 の 方 々 が 集 い、「 地
域の図書室」として豊
かな交流が生まれてい

積所となることを願っ
て い ま す。 こ れ か ら
も、井の頭地域の発展
のためにご支援・ご協
力をよろしくお願いい
たします。
最後になりました
が、様々な問題を乗り
越えて来た初代からの
会長・副会長はじめ役
員の方々や委員の皆さ
ん、地域の皆様、事務
局長および事務局職員
の皆さんに、心より感
謝すると共にお礼申し
上げます。ありがとう
ございます。
今後も井の頭地区住
民協議会発展のために
ご指導、ご鞭撻をよろ
しくお願いいたしま
す。

ます。
三鷹市井の頭地区住
民協議会のみなさま
は、その時々の地域の
ニーズや将来を見据え
て先進的な活動を行っ
ており、他地域へも大
きな影響を与えている
と感じています。
現在、新型コロナウ
イルス感染症という未
だかつて経験のない目
に見えないウイルスと
の戦いとなっており、
今までどおりの人と人
との交流が難しくなっ
ているところでござい
ますが、そんな状況だ
からこそ地域のつなが
りが重要であると考え
ています。
今後とも住民協議会
を始めとする地域のみ
なさまによる新たなコ
ミュニティや地域のつ
ながりの創出に期待し
ています。

創立 周年
記 念 号
12月28日〜 1 月 4 日

８０）年に現在の井の
頭地区公会堂を拠点と
して活動を始められま
し た。 そ の 後 昭 和
（１９８７）年にコミ
ュニティ・センター本
館が開設、そして平成
（２００５）年に完
成した新館を拠点に、
年の永きにわたり地
域のみなさまとの様々
な活動の中で地域のコ

鈴木
６２

１７

会長

年のあゆみと未来へのお願い

５５

三

新たな地域との
つながりの創出に向けて

企画・編集

このたびは、三鷹市
井の頭地区住民協議会
が創立 周年を迎えら
れましたこと、謹んで
お祝い申し上げます。
また、鈴木弘七会長
４０

行
発

三鷹市井の頭地区住
民協議会は令和₂（₂
₀₂₀）年、創立 周
年を迎えました。
本館建設までに₇年
間、本館建設時に積み
残した地下部分を建設
するための分離施設
（新館）の土地取得に
も長い年月を要しまし
た。
話し合いを重さね開
設したふたつの施設の
機能を活かし今後も活
動を発展させて行きた
いものです。

ばら科の多年草で玉川

三鷹市井の頭地区
住 民 協 議 会

し、ご理解をいただき
建設の運びとなりまし
た。新館が完成したこ
とでそれまで以上に活
動の場が増えました。
近年、今まで経験し
た事のない豪雨や台風
の大型化による災害が
多 発 し て お り、 昨 年
（２０１９年）上陸し
た台風 号は、風が強
く千葉県では電柱や送
電線が倒れ、長い期間
停電が続きました。井
の頭地区でも倒木や屋
根瓦が飛んだりしまし
た。同じ年の 号は、
雨台風で大きな河川が
氾濫しました。
この時、市内のコミ
ュニティ・センターで
は自主避難所を開設し

６０

月曜日・祝日・国民の休日

１７

４０

昭和 （１９８７）年
にコミュニティ・セン
ター本館が開設され、
平成 （２００５）年
には、多目的室・視聴
覚室・幼児室・会議室
・料理講習室などを備
えた新館を開設するこ
とができました。
新館の建設には、近
隣の方のご理解、ご協
力が必要でした。日照
権・騒音・その他いろ
いろなことについて話
し合いを重ね問題点を
ひ と つ、 ひ と つ 解 決

５０

ホームページアドレス

とする地域の皆様方の
ご支援とご協力による
ものと心より深く感謝
いたしております。
さて、三鷹市井の頭
地区住民協議会は、昭
和 （１９７９）年
月 に 発 足 し、 昭 和
（１９８０）年２月１
日、井の頭コミュニテ
ィ・センター分館（現
・井の頭地区公会堂）
を拠点として活動を開
始しました。その後、
市内４番目のコミュニ
ティ・センターとして
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井の頭住民協議会広報部

三鷹市井の頭地区住
民 協 議 会 は、 令 和２
（２０２０）年２月を
もち、お陰様で創立
周年を迎えることがで
きました。これもひと
えに井の頭地区の７町
会・４商店会また、地
域の関係団体をはじめ
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井の頭地区住民協議会 広報紙 吾木香
2020年（令和2年）11月18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―

２９

われ も こう

年（１９７９年）
年を振り返

年、住民自治の原点の「コミュニティ活動」の輪

三鷹市４番目の井の頭地区住民協議会が昭和
に発足して
を広げる役割を持った広報紙「吾木香」を通して
ってみたいとおもいます。
手探りの 
創成期の活動

トップ記事は本館建
設委員会がスタートし
たことを報告、コミュ
ニティが目指すものと
いう座談会も６号・７
号に掲載されていま
す。

老人給食など 
井の頭らしい活動が

１９９４年３月発行
の 号には、５年間に
わたって事務局長を務
めた大竹茂さんの退任
と後任に諸岡功さんが
決まった記事。これ以
降地域・地区からの局
長は出せず、市にお願
いして推薦された元市
職員方が局長に就任し
ています。
河嶋かずさんが１９
８０年に始めた老人給
食グループ「老いを共
に考える会」を引き継

都に対しても本館建設
の必要を認めてもらう
ために建設局に要請に
出向いたり、公聴会に
出席したりと努力その
結果、住協発足以来７
年にしてようやく本館
建設が認められた」と
いうのは２代目後藤欣
之会長のメッセージ。
この本館建設にいた
るまでの経緯は１９８
６年３月発行の 号に
詳しく報告されていま
す。
周年を迎え改めて
井の頭住民がどう活動
していったら良いか、
石井福江会長以下 名
が参加し、市の大石田

年

２０１７年６月発行
の２８２号、トップ記
事が、井の頭コミュニ
ティ・センター図書室
と三鷹市立図書館が連
携、市立図書館の蔵書
が予約でき、図書室で
受け取れるようになっ
ています。
２８３号ではオープ
ンセレモニーの様子。
２９７号では連携で利
用者が増えた事、何よ
りも４人の司書職員が
常時配置されたこと、
全国の図書館で効率と
財政減を理由に業者委
託が進んでいる中、三
鷹市は正しい選択をし
たと清水靖子図書部長

「吾木香」の紙面で見る

９号には「教育って
なんだろう」という座
談会が行われ、五小や
三中の校長先生や明星
学園の先生方も登場す
る教育問題の話し合い
を通じてコミュニティ
の在り方を模索してい
ます。

いで「井の頭老人給食
ボランティアグルー
プ」の代表となって活
動されていた一丁目町
会会長の生田テルさん
が朝日新聞社の募集し
たお料理大賞のエッセ
イ部門で受賞された記
事がのっています。

７年間を要した 
本館建設

コミュニテイ課長を囲
んだ座談会を開いてい
ます。
この中で図書部の方
から「井の頭の図書室
と市の図書館の連携を
考えてほしい、人員も
増やしてほしい」とい
う要望がだされていま
すが、これが 年後の
２０１７年に連携が実
現しています。

図書室の充実を 
という運動



は報告しています。

新館がオープン

たよ。これからも全国
のコミュニティの模範
になるような活動を続
けていってほしい」と
話されています。
１５９号は清原慶子
新市長へのインタビュ
ー。
「住協活動は行政
と対等型・協働型でや
っていくことが大事お
互いの活動を評価しあ
い縦割りでなく横割り
主義でやってくださ
い」と語っている。
２００４年 月発行
の１６８号「地域ケア
ネ ッ ト ワ ー ク・ 井 の
頭」設立での清原慶子
市長の記念講演につい
て新守一住協副会長の

報告を掲載していま
す。
２００５年４月１７
２号 は 新 館 落 成 記 念
号。清原慶子市長と新
守 一 会 長 の 挨 拶、「 み
んなの思い・願いが実
ったコミュニティセン
ター新館」
「井の頭住
民と三鷹市の『協働』
のシンボル」を見出し
に、建設の経緯、利用
者の喜びの声を載せて
います。

ネットワークの 
広がり



年を迎え

１８３号は吾木香の記
事を見た市民の方たち
の「道路計画について
説明してほしい」とい
う要望に応え、国土交
通省、東京都、三鷹市
の担当者を招いた説明
会には１８０人を越え
る参加者があったこ
と、国土交通省などの
担当者の説明内容など
が特集されています。
１８８号では地域ケ
アネットワーク・井の
頭の「ちょこっとサー
ビス支えあい」スター
トのお知らせ。２００
号 は、「 あ じ さ い の
会」
（ 現・ 介 護 予 防 事
業）が 周年を迎え、
なお活発に活動してい
ることを報告。２０１
０年の２２２号で６年
目をむかえた地域ケア
ネットワーク・井の頭
の活動報告をしていま
す。

創立

１０

２０１０年２月発行
の２１６号は「私たち
の 年の歩み」の特集
で、発足当時、総務・
文化・体育・広報の５
つの部が、その後図書
部・防災部と健康委員
会・「あじさいの会」
ができたことを報告。
各部長さんたちの「
年の活動を振り返っ
た」記事は井の頭住協

のみんながいかに素晴
らしい活動をしてきた
かを教えてくれます。
２１８号の創立 周
年記念号、清原慶子市
長と岩㟢俊明会長のあ
いさつ、 年前の１５
２号でインタビューに
応じた元安田養次郎市
長 が 再 登 場。 こ こ で
「井の頭は本当に頑張
ってきました」と改め
て井の頭の活動を評価
されています。
２１９号・２２０号
に高齢者の相談窓口井
の頭地域包括支援セン
ターの出張所「井の頭
地域福祉支援センタ
ー」が新館一階に開設
されたと報告。
２４７号は「井の頭
地域福祉支援センタ
ー」の仕組みとあわせ
て利用も呼びかけてい
ます。

３０

復興支援・多世代 
 交流委員会活発に

１７

２０１１年の４月発
行の２２７号で「東日
本大震災、今私たちに
何ができるのか」とい
う 記 事、２２９ 号 で
は、被災地に医療支援
に行かれた一丁目の笹
本先生と宮城県南三陸
町に行った事務局職員
派遣研修事業で西部地
区住協から出向してき
ていた田中聡さんの報
告を掲載。この記事を
きっかけに住協として
の復興支援の活動が始
まり、コミュニティま
つりで南三陸町応援シ
ョップコーナーが新設
されました（２３２号
で報告）２０１３年の
２４８号トップ記事は

委員研修で被災地旭市
飯岡への訪問を報告し
ています。
２３４号では介護保
険の仕組みと利用の仕
方のお知らせ、高齢者
の８割が利用していな
いという実情を語って
もらう実務に携わって
いるデイサービスセン
ターの所長さんと民生
委員さん、ケアマネー
ジャーさんに集まって
いただいて行った座談
会の特集号。
２３２号で地域ケア
ネットワーク・井の頭
の活動報告、２５１号
では見守りネットワー
ク「みまもるん」の体
制が確立、仕組みの解
説ほか、後に『すずら
んの会」になる高齢者
交流グループの「つな
がりの場』が発足した
こ と も 報 告。
「みまも
るん」については２０
１４年の２５５号でも
紹介しています。
２０１４年４月発行
の２５４号ではすずら
んの会、多くの子ども
たちが遊びにやってく
る多世代交流サロンな
どあらゆる世代に交流
の場を提供している多
世代交流委員会の活動
報告も載っています。
２０１５年２月２６
２号 介護保険制度改
定に伴う変更について
のお知らせ、２７０号
には３年毎に見直され
る介護保険制度の人間
としての尊厳が守られ
るのかという問題点を
調べた結果を報告。
２６９号では、これ
からの住民協議会のあ
り方について、７住協

連絡会の在り方検討委
員会で論議されている
到達点の報告記事、見
開きでは５小の校庭を
メイン会場に自助・共
助・公助の三者で連携
する防災の大切さを学
べた訓練の報告がされ
ています。
２９０号は、住協連
絡会の在り方検討委員
会で住協事務職員の他
住協への出向もあると
いう決定をしたとの報
告も記載されていま
す。

コロナ、コロナで 
催 し 中 止

３０７号は「住協創
立 周年を迎えます」
の記事のとなりはシル
バーと子どもまつり中
止のお知らせ。
３０８ 号、３０９
号、３１０号はあらゆ
る催しが中止の新型コ
ロナ関連の記事満載、
そんな中であじさいの
会再開のニュースにホ
ット一息。
３１１号はコロナ対
策記事を載せています
が、コミュニティセン
ターに集まるすずらん
の会や井の頭ハーモニ
ー、マロンクリーム、
総務部の文学講座など
の再開で仲間に会える
嬉しさを伝える記事に
コミュニティの存在の
大きさ・大切さが実感
できます。
創刊号から吾木香を
読み直し、 年間を振
り返る作業で、改めて
皆さんが本当に素晴ら
しい活動をしてこられ
た事に気付きました。
（広報部 Ｍ）

４０



１０

４０

 住みよいまちづくりの推進役に

１１

１８２号には井の頭
公園駅前で行きどまり
になる外環道関連の道
路整備計画に「寝耳に
水の計画だ」とトップ
記事になっています。

４０

１９

８３

１１

現在の新館建設に当
たっては２００１年
月発行の１４２号の分
離施設建設委員会の委
員公募に始まり１４３
号で用地取得に関わる
経緯、１４５号には近
隣 の 意 見・ 要 望 も 掲
載。１４８号に最終的
な「こんな建物にして
ほしい」という要望書
を市に提出。これがほ
ぼ現在の新館になって
いるのです。
２００３年２月発行
の１５２号では、退任
予定の安田養次郎市長
に イ ン タ ビ ュ ー。
「井
の頭はご苦労されてい
い仕事をやってきまし

３０

２０

１９８１年６月に図
書室運営研究委員会を
結成、 年９月「井の
頭コミュニティ本館図
書室に関する要望書」
を市に提出、 年７月
に図書部が新設されて
います。
８２



２０

３０

３０

４０

８４

１６

５４

８４

１９９９年 月発行
の１２６号は創立 周
年 記 念 号、
「本館建設
に当たっては一部近隣
住民の人たちで結成さ
れ た『 良 い セ ン タ ー
会』からの強い要望で
本館建設着工が遅れ、
市の協力を得ながら近
隣の人たちとの折衝を
粘り強く重ねる一方、
１１

４０

創 刊 号「 広 報（ 仮
題 ）」 は１９８０年３
月に発行、坂本貞雄三
鷹市長、土端一暢初代
住協会長のあいさつ、
井の頭地区住民協議会
発足経緯の報告では地
区市民集会のあと設立
準備委員会が組織され
さらに一年余経って住
民協議会が発足したと
報告されています。
……広報紙名応募で
決 ま っ た「 吾 木 香 」
（題字と吾木香イラス
トは土端会長）２号以
降、手探り状態で様々
な「 コ ミ ュ ニ テ ィ 活
動」が行われて来た事
が伝えられています。
１９８０年 月発行
の４号に「私の考える
コミュニティとは」と
いうコーナーが設けら
れ、コミュニティに期
待する、コミュニティ
という言葉自体から理
解しなければなどと多
くの意見が寄せられて
います。
井の頭在住の３人の
方の被爆体験、戦争と
平和について考えるパ
ネルデスカッションの
報告など８月になると
平和について考える特
集が毎年組まれていま
した。
文化部で 回続けら
れた上映映画を解説す
る稲束原樹さんのシネ
マコラム。図書室の充
実ぶりが感じられる図
書だよりの記事も毎号
載っています。
５０

（2）
第312号

井の頭地区住民協議会 広報紙 吾木香
2020年（令和2年）11月18日

