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リニューアルオープン
．．．．．．．．．．

一年間に渡

って行われて

いた「区民ひ

ろば駒込」の

大規模改修工

事が終わり、

平成 28 年 4 月にリニューアルオ

ープンしました。

オープニングセレ
．．．．．．．．

モニ
．．

ー
．

4 月 3 日（日）、高野豊島区長を

はじめ多くの来賓を迎えオープニ

ングセレモニーが挙行されました。

同日、区民ひろば駒込の前にある

染井吉野桜記念公園で「桜祭り」

も行われ、たくさんの来客があり

ました。セレモニーでは「フクロ

ウ戦士トシマッハショー」も行わ

れ、子どもたちも大喜び。

 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

を行うよう努力してまいります。

（さくらホールから事務室側の様子）
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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。
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「 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。 
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以下の団体がひろばまつりに協力して

いただきました（順不同） 

 ・第 10 地区各町会・商店会・第 10

地区青少年育成委員会・民生児童委員

協議会・駒込小学校 PTA・駒込中学校・

駒込小学校放課後子ども教室・子ども

スキップ駒込・駒込福祉作業所・区民

ひろば駒込施設利用者団体・都営駒込

二丁目アパート自治会・豊島消防団第

１分団・染井よしの桜の里駒込協議会

みんなのひろばまつ
．．．．．．．．．

り
．

 平成 28 年 10 月 29 日(土) 区民

ひろば駒込運営協議会主催「みん

なのひろばまつり」が行われまし

た。昨年は「ひろば」がリニュー

アル工事のため開催できませんで

したので二年ぶりの「ひろばまつ

り」となりました。新しくなった

「ひろば」には 400 人を超える来

場者があり、今年は今まで以上の

盛大なまつりとなりました。 

（開会式：区長挨拶）

さくらホールステージでは高野

豊島区長の開会の挨拶後、駒込中

学校琴部の演奏、駒込小学校生の

ダンス、ネズミの会の朗読、コー

ル・ロンディーネのコーラス、大

正大学生による大道芸と楽しい企

画がいっぱい。 

（さくらホールステージ）

交流ロビーでは、豊島区民によ

る絵画の展示・さくらフォトコン

テストの入賞作品が飾られ、さく

らの里をアピールしました。

 こまぎくルームではゲームコー

ナーが設けられ、輪投げ、ボーリ

ング、トンネル通過とおもしろい

遊びに子どもたちも大興奮。参加

してくれた子どもたちにはお菓子

の参加賞。 

（ゲームコーナー） 

地元の町会の協力で、美味しい

焼きそば、トン汁、ポップコーン

の模擬店も出店。ちょうどお昼時

というこ

ともあり

大盛況で

した。

 ひろばまつりはこれからも毎年

10 月に開催を予定しています。来

られなかった方も次回はぜひご参

加ください。

（ひろばまつりの様子は、ホームページでも

ご覧いただけます） 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

１・２歳児サーキット
．．．．．．．．．．

 

平成 28 年 6 月 25 日（土）、運営

協議会すくすく部会主催の「１･２

歳児サー

キット」

が行われ

ました。

みんな元

気で会場を駆け回っていました。

これからの駒込を背負う子供たち

がんばれ。 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

しそジュースつくり
．．．．．．．．．

 

6月 29 日（水）、運営協議会いき

いき部会主催の「しそジュースつ

くり」が

行われま

した。 

運営協

議会で育

てたしそ
、、

も使っておいしく出来上

がりました。 

これで暑い夏も元気に乗り切れ

そう。 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

みんなの演芸大会
．．．．．．．．

 

7月 30 日（土）運営協議会いき

いき部会

主催の「み

んなの演

芸大会」が

行われま

した。「あなたもスター・私もスタ

ー」。カラオケ・コーラス・詩吟・

日舞など皆さんの日頃の自慢の芸

を披露、拍手されるのも嬉し恥ず

かし、大いに盛り上がりました。
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区民ひろば駒込のわきの桜並木

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

わ
．
くわく
．．．

ハロウィン
．．．．．

 

10 月 22 日（土）運営協議会すく

すく部会主催

「わくわくハ

ロウィン」が

行われました。

みんなで可愛いお化けに仮装して

ひろばの周りをパレード、お菓子

をあげたりもらったり、楽しいパ

レードでした 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

ちょこっと工作
．．．．．．．

 

12 月 7 日（水）運営協議会すく

すく部会主催の「ちょこっと工作」

が行われました。『～ボール紙を使

って ぴょんととばそう・何とば

そう？～』と題し簡単なおもちゃ

を作りみんなで遊びました。ボー

ル紙の筒が高く飛び出し子どもた

ちは大喜び、親子そろって一緒に

遊びました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

クリスマスショー
．．．．．．．．

12 月 17 日（土）いきいき部会

主催の「クリスマスショー」が行

われました。クリスマスソングの

ほかに、懐かしのメロディーを皆

で歌いました。休憩時間にはコー

ヒーのサービス、帰りにはちょっ

としたクリスマスプレゼントもあ

り、楽しい時間を過ごしました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

新春お楽しみ会
．．．．．．．

平成 29 年 1 月 24 日（火）いき

いき部会主催の「新

春お楽しみ会」が行

われました。午前の

部では駒込第 3 保育園の園児との

交流会、一緒にお茶会を行い新年

を祝いました。

午後からは皆

さん御自慢の

舞踏やカラオ

ケを披露。我こ

そはと思う方は是非来年参加して

ください。

 

 

 

 

 

 

「
、
映画の会
、、、、

」
、
とシネマカフェ「駒込座」

、、、、、、、、、、、

区民ひろばでは、毎月懐かしの映画を放映しています。シネマカフェ「駒込座」と題して行われる月は、映画鑑

賞後お茶を飲みながら映画の感想などを話し合い参加者の懇親を深めています。若いころに観た映画でその頃の甘

酸っぱい思い出に浸ったり、改めて観て新しい発見をしたり…。また、若い人にとっては古い映画も新鮮に映るか

もしれません。映画の好きな方、ぜひご参加ください。今まで「ひろば」に来たことの無い方もこれを機会にぜひ

遊びに来てはいかがですか。無料です。

・最近は以下のような映画を放映しました。

「飛べ！フェニックス」「キューポラのある街」「許されざる客」「美女と野獣」「グランドホテル」「どん底」「ゴジ

ラ」「洲崎パラダイス赤信号」「メリーポピンズ」「招かれざる客」「明日に向かって撃て！」「東京物語」など

駒込と染井吉野桜
．．．．．．．．

東京で代表的な桜といえ

ば、ソメイヨシノ（染井吉野）。その発

祥地は、江戸染井村。現在の豊島区駒込

です。ソメイヨシノは、オオシマザクラ

とエドヒガンの交配種と言われており、

幕末に誕生した後、明治時代には吉野山

の山桜との混同を避けるため、染井吉野

という名前がついたそうです。豊島区に

は、染井霊園をはじめ、自慢の桜名所が

多々あります。

（豊島区役所 ホームページより）
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･平成 28 年度 運営協議会の主な活動報告 

H28. 5.13 運営協議会 定時総会 

H28. 6.25 1・2歳児サーキット  （※ｽｸｽｸ） 

H28. 6.29 しそジュース作り   （※ｲｷｲｷ） 

H28. 7.30 みんなの演芸大会   （※ｲｷｲｷ） 

H28.10.22 わくわくハロウィン   （※ｽｸｽｸ） 

H28.10.29 みんなのひろばまつり 

H28.12. 7 ちょこっと工作    （※ｽｸｽｸ） 

H28.12.17 クリスマスショー   （※ｲｷｲｷ） 

H29. 1.24 新春お楽しみショー   （※ｲｷｲｷ） 

（※ｲｷｲｷ）：運営協議会いきいき部会主催 

（※ｽｸｽｸ）：運営協議会すくすく部会主催 

（無印）：運営協議会全体行事

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

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。

「ひろば祭り」・「新年の集い」・「文化祭」・育児相談・高齢者の相談

会・健康講座・映画会・音楽ショーや各種サークル活動など

＜お気軽にご参加ください＞

＜サークル（自主活動）のご紹介＞
・書道関信会

書道練習

・はるよ恋

えほん読み聞かせ

勉強会

・中国語会話教室

中国語のレッスン

・麻雀教室

麻雀で元気に楽しく

・駒込カラオケグループ

カラオケで健康増進

・日舞恵香の会

踊りの稽古

・抹茶を楽しむ会

茶の湯を楽しみなが

ら学ぶ

・朋彩会

水彩画の学習

・カラオケ栄会

歌の練習

・自彊術すがも会

健康体操

・駒込吟詠会

詩吟教室

・健美会

健康維持

・葉月の会

俳句の月例会

・絵手紙の会・マダム恵子

眼で見たものを感じ

絵筆とって現す

・アゼリアダンスステップ

健康体操、ストレッチ

・駒込マウスの会

パソコンの習得

・豊島ウクレレクラブ

ウクレレの練習

・駒込ウクレレ同好会

ウクレレ練習と親睦

・翼（つばさ）

心身健康維持促進の

体操と踊り(フラ) 
・智能気功土曜会

気功の練習

・駒金

うたごえの会の練習

・ぐりぐらの会

読み聞かせ勉強会

・ママヨガ

ヨガ

・親子体操

親子で体操

・としま案内人

駒込染井巣鴨

（順不同）

<詳細は各サークルへ 
お尋ねください> 

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）

区民ひろば駒込運営協議会

会長  原口 時夫

『桜の里・笑顔の里のひろ

ば駒込』に

ご理解とご

協力を頂き

心よりお礼

申し上げま

す。 『楽しく仲よく元気よ

く』交流の場「区民ひろば駒

込」は建物も新しくなり、乳

幼児から小中学生・成人・高

齢者まで枠を超えた異世代交流の場

としてご利用していただければ幸い

です。運営協議会は区民ひろばを知

っていただき各種イベントを通じ交

流の一助となるよう活動してまいり

ます。 駒込のシンボル染井吉野桜

のように地域に根

を張り満開の花を

咲かせられるよう

地域一丸となって

元気に頑張ってゆ

く所存です。

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」

⇒「区民ひろば施設一覧」

⇒「区民ひろば駒込」

⇒「区民ひろば駒込運営協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」

・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。


