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･平成 27 年度 運営協議会の主な活動報告 

H27. 5.13 運営協議会 定時総会 

H27. 6.29 お達者検診 （※ｲ） 

H27. 7. 1 駒込の歴史を語るｼﾘｰｽﾞ第 1 弾 

（駒込物語-ソメイヨシノの巻） 

H27. 7. 6 シソジュース作り （※ｲ） 

H27. 7.10 安行散策 

H27. 7.14 1,2 歳児集まれ･親子で遊ぼう （※ｽ） 

H27.10.7、10.14、10.21、10.28、11.11 

  パソコン教室（前期）   （※ｲ） 

H27.10.26    駒込の歴史を語るｼﾘｰｽﾞ第 2 弾 

（駒込物語-戦争と平和の巻） 

H27.11. 4、11.18 

 ネックウォーマー作り （※ｲ） 

H27.11.25 絵手紙教室 （※ｲ） 

H27.12. 2 親子で作って遊ぼう （※ｽ） 

H28. 1.20、1.27、2.3、2.10、2.24 

  パソコン教室（後期）   （※ｲ） 

H28. 2. 8    駒込の歴史を語るｼﾘｰｽﾞ第 3 弾 

（駒込物語-神社仏閣の巻） 

（※ｲ）：運営協議会いきいき部会主催

（※ｽ）：運営協議会すくすく部会主催

--------------------------------------------------------- 

区民ひろばでは、この他にもいろいろな催しが行われています。

育児相談・高齢者の相談会・健康講座・映画会・などなど

また、工事期間中はできなかった「ひろば祭り」・「新年の集い」・

音楽ショーや各種サークル活動（舞踊・茶道・将棋・囲碁・ヨガ・

カラオケ・外国語講座など）なども再開します。

＜お気軽にご参加ください＞

ご利用案内
．．．．．

・いきいきひろば（旧ことぶきの家）

電話：03-3917-9873 
FAX：03-3917-9818 

・子育てひろば（旧駒込児童館）

電話：03-3915-1966 
FAX：03-3915-2049 

〒170-0003 豊島区駒込 2-2-4 
（JR 駒込駅のすぐ隣です） 運営協議会

会長 原口 時夫

平素より「区民

ひろば駒込」に

ご理解とご協

力を頂き心よりお礼を申し上

げる次第でございます。さて、

「ソメイヨシノ」は江戸末期に

染井の植木屋で生まれた、ひろ

ば自慢の桜です。

『楽しく仲よく元気よく』

交流の場「区民ひろば駒込」

の桜です。建物も新しくなり、

更に根を張り枝を伸ばし成長し

てゆく桜です。

広報を通して、ご理解とご参

加を高めて

いただけれ

ば幸いとい

たします。

区民ひろば駒込

運営協議会
運営協議会へのご意見、ご要望は 

ひろば事務局まで ☏ 03-3915-1966 

毎月のイベントなどはホームページでお知ら

せしています

http:// www.toshima.ne.jp/~koma_01/ 

豊島区ホームページからも

リンクしています。

「豊島区ホームページ」

⇒「暮らし・地域」

⇒「区民ひろば」

⇒「区民ひろばについて」

⇒「区民ひろば運営協議会について」 
⇒「区民ひろば駒込運営協議会」

・区民ひろば運営協議会とは

 地域の諸団体及び個人との協力のもとに、「区民ひろば駒込」

の施設運営を通じて、住民の教養を高め、多様な交流を進める

ことにより、もって活力ある地域社会の形成に資することを目

的とする団体です。
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・豊島区新庁舎センタースクエア「ひろばフェスタ」
．．．．．．．．．

リニューアルオープン
．．．．．．．．．．

のお知らせ

昨年 4 月より一年間にわたって

「区民ひろば駒込」の大規模改修

工事が行われていましたが、いよ

いよ平成 28 年 4 月にリニューア

ルオープンします。

これに伴い工事期間中に使用して

いた「区民ひろば駒込」の仮事務

所は 3 月いっ

ぱいで閉鎖し

ます。長い間

いろいろご迷

惑をおかけい

たしましたが、生まれ変わった「区

民ひろば駒込」にこうご期待！

新しくなった「区民ひろば駒込」

は、「いきいきひろば」と「子育て

ひろば」を隔てていた壁の一部を

取り壊し、室内での移動が可能に

なり便利になりました。これによ

り、「子育てひろば」を利用してい

た若い子育て世代や子供たちと

「いきいきひろば」を利用してい

た壮高齢者との世代間を超えた交

流がしやすくなります。

区民ひろば駒込運営協議会は新

しい「ひろば」にふさわしい活動

を行うべく努力してまいります。

（新しい「区民ひろば駒込」の詳細は、

次のページに掲載してあります。）

・オープン式典
．．．．．．

平成 28 年 4 月 3 日（日）に駒

込駅前の染井吉野桜記念公園で

「桜祭り」が行われます。それに

合わせ、豊島区長をはじめ来賓の

方々を迎え「区民ひろば駒込」リ

ニューアルオープンの式典が予定

されています。

平成 27 年 5 月 9 日 豊島区役

所新庁舎内「としまセンタースク

エア」杮落しのイベントの一つと

して「ひろばフェスタ」が行われ、

区内 20 のひろばが集まり、各ひ

ろばがそれぞれ特長をアピールし

ました。コーラスや舞踊を披露す

るひろばが多い中、「区民ひろば駒

込」は寸劇－水戸黄門漫遊記「ソ

メイヨシノの里の巻」－を披露し、

駒込をアピール、拍手喝さいを浴

びました。

・表彰
．．

されました

「区民ひろば駒込」は平成 19 年

に開設、翌 20 年 7 月に運営協議

会が発足しました。平成 28 年 2
月 14 日（日）に行われたひろば

交歓会の式場において、今までの

業績に対し区長より「地域活動貢

献賞（ソメイヨシノとともに歩ん

でいきま賞）」が授与されました。 

2016.2.20（第 4 号）

区民ひろば駒込 
運営協議会ニュース 

染井吉野桜誕生の地「駒込」にあるひろば
．．．

です。

 発行 区民ひろば駒込運営協議会 広報部会 

いきいきひろば 

子育てひろば 

桜の里･笑顔の里の

ひろば駒込

「 区民ひろば駒込 」では、毎月いろいろな催しを行っています。 

また、各種サークル活動を通じて、 

地域社会の交流と発展のお手伝いをしています。 

お気軽にご参加ください。 

工事中の様子
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・新
．
「区民ひろば駒込」
．．．．．．．．．

計画
．．

 

一番の特徴は、「子育てひろば」と「いきいきひろば」が館内でつな

がります。「子育てひろば」側の事務室がメインの事務室になります。 

 染井吉野桜発祥の地にふさわしく、館内の意匠は桜をモチーフにし

ています。 

  

入り口付近もきれいになり、館名看板、ポスターケースが設置され

ます。 

        

 

 

 

平成 27 年度は、改修工事で「区

民ひろば駒込」が使用できず不自由

な一年間でしたが、区立染井まちづ

くりセンターを利用したり「区民ひ

ろば仰高」との合同事業などで活動

を続けました。その一部

を紹介します。 

 

 

・シソジュース作り
．．．．．．．．

 

 平成 27 年 7 月 6 日 運営協議会

いきいき部会主催「シソジュース作

り」が行われました。これで、 

夏バテ解消！ 

 

 

 

・安行散策
．．．．

 

 平成 27年 7月 10日 駒込と縁の

深い安行の地を散策しました。江戸

時代は駒込には沢山の植木屋があり、

染井吉野桜もここで生まれました。

時代が変わり多くの植木屋が埼玉県

川口市の安行に移ってゆきました。

安行には東京に一番近い道の駅「川

口緑化センター（樹里安）」をはじめ

多くの植木屋があります。毎年四月

末駒込駅

前で行わ

れる「さつ

き祭」は安

行の植木

屋さんの

協力で行

われてい

ます。 

 

・1 
．
･
．
2
．
歳児集まれ
．．．．．

 親子で遊ぼう
．．．．．．

 

 平成 27年 7月 14日 運営協議会

すくすく部会主催「1・2 歳児集ま

れ！親子で遊

ぼう」が行われ

ました。 

子ども達に

とっては新し

いお友達ができるとともに、親同士

の情報交換の場として有意義な時間

でした。 

 

・ネックウォーマー作り
．．．．．．．．．．

 

 平成 27年 11月 4日 運営協議会

いきいき部会主催「ネックウォーマ

ー」作りが行われ

ました。これで寒

い冬も暖かく過

ごせそうです。 

 

・絵手紙教室
．．．．．

 

 平成 27 年 11 月 25 日 運営協議

会いきいき部会主催「絵手紙教室」

が行われました。 

しゃれた

絵手紙が

出来まし

た。 

 

 

・親子で作って遊ぼう
．．．．．．．．．

 

 平成 27年 12月 2日 運営協議会

すくすく部

会主催「親

子で作って

遊ぼう」が

行われ、アルミホイールボールを作

って遊びました。子ども達は大喜び。

親も一緒に楽しみました。 

 

・パソコン教室
．．．．．．

 

前期（平成 27 年 10 月～11 月の 5

日間）と後期（平成 28 年 1 月～2

月の 5 日間）の 2 回行いました。 

パソコンが便利なことはわかる

のですが・・。覚えることが多すぎ

て悪戦苦闘

しながらの

講習会でし

た。 

 

・駒込の歴史を語るシリーズ 

「駒込物語
．．．．

」
．

 

 駒込生まれ駒込育ちの区民ひろ

ば駒込運営委員会会長 原口時夫氏

を講師として、知っているようで知

らない地元駒込の歴史について 3 回

に分けて話をしていただきました。 

 染井吉

野桜にま

つわる話、

戦争中の

空襲で焼

け野原になった話や都電と都電車庫

跡にできた都営住宅の話、駒込にあ

る神社仏閣の話など、興味深い話を

聞くことができました。 

 

 

原口氏が描いた昭和 10 年ごろの 

都電車庫の絵 

 

 

川口緑化センターにて 


