
 - 1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
、

10
、、

回
、
 みんなの

、、、、
ひろば
、、、

まつ
、、

り
、

平 成 29

年 10 月 28

日（土）、区

民ひろば駒

込の最大の

イ ベ ン ト

「みんなのひろば祭り」が行われ

ました。小雨のぱらつくあいにく

の天気でしたが、多くの来場者で

賑やかなお祭りになりました。 

開会式
．．．

 

国会議員をはじめ多くの来賓が

お祝いに駆けつけてくださり、 

片桐運営協議会会長の挨拶の後、

来賓の方々の祝辞をいただきまし

た。 

引き続き、駒込中学校琴部の演

奏が行われました。生の演奏を聴

く機会の少ない琴ですが、10 面の

琴の生演奏の迫力はなかなかのも

ので素晴らしく、中学生の真摯な

演奏に聞きほれました。 

ステージ
．．．．

 

 こまぎくルームのステージでは、

駒込小学校児童によ

る楽しいダンスで和

み、マギー隆司のマ

ジックで笑いに包ま

れ、大澤よしこ＆すがも児童合唱

団の歌と演奏でいやされました。 

また、豊島区防災危機管理課の

防災講話が行われ、防災について

の貴重なお話を聞くことができま

した。 

 

 
．
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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。 

                     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うとともに 

各種サークルの活動の場を提供しています。 

運営協議会は、ひろばの活動の協力や、独自の催しを通して 

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・駒込中学校・子どもス

キップ駒込・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・豊島区防災危機管

理課・豊島区環境政策課・大正大学生ボ

ランティアの皆さん 

ゲーム
．．．

コーナー
．．．．

 

 「みんなのひろばまつり」の開

会式・琴の演奏の後、さくらホー

ルはゲームコーナーに大変身。 

ペットボトルボーリングや的入れ、

飴すくい、ストラックアウトなど、

大人も子供も大興奮。上手にでき

た子どもたちにはお菓子の参加賞

をプレゼント。 

 

また、会場の一角には豊島区環

境政策課の「始めよう！クール・

チョイス（地球温暖化対策）」のブ

ースが設けられました。 

食事タイム
．．．．．

 

楽しいステージとゲ

ームで遊んだ後は食事

タイム。豊島区防災危

機管理課のご協力によ

り非常用アルファー米

の炊き込みご飯を

試食、また地元町

会の協力でトン汁

をいただくことが出来ました。非

常用とはいえなかなかの味の炊き

込みご飯と温かいトン汁に舌鼓。 

交流ロビーは食事用に開放、多

くの方が食事を楽しんでいるとこ

ろに所用で遅れて到着した高野豊

島区長が挨拶に訪れました。 

 

多くの方々のご協力があり、今

年も盛大に楽しい「ひろばまつり」

を行うことが出来ました。 

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 29 年 6 月 24 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。 

トンネルをくぐったり、平均台

を渡ったり、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
、、、、、、、、、

 

7月 3日（月）、

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。 

おいしく出来上がったしそ
．．

ジュ

ースで暑い夏も元気に乗り切れそ

う。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

影絵の世界を歌う
、、、、、、、、

 

 7 月 9 日（日）運営協議会すくす

く部会主催の「影絵の世界を歌う」

が行われました。 

大澤ファミリーとすがも児童合

唱団の素敵な歌と音楽、宮崎紀玖

雄影絵サークル（みみずくといち

ょうのき）の素敵なコラボレーシ

ョン。カラフルな影絵とすてきな

音楽に包まれ、幻想的な世界に引

き込まれ感激の一時間でした。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

みんなの演芸大会
、、、、、、、、

 

 7 月 31 日（月）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。 

  
 

 
運営協議会が育てた花です 
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「
、
映画の会
、、、、

」
、

 
区民ひろばでは、毎月一回懐かしの映画を放映しています。（主に月中ごろの日曜の午後）邦画あり、洋画あり。

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。お気軽にどうぞ、無料です。 
・最近は以下のような映画を放映しました。 
「女の中にいる他人」「恍惚の人」「見知らぬ乗客」「ウエストサイド物語」「ローマの休日」「グレン・ミラー物語」

「切腹」「ニッポン無責任時代」「ショーシャンクの空に」「夜霧よ今夜もありがとう」「クレイマー・クレイマー」

など 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

アートで
、、、、

ハロウィン
、、、、、

 

 10 月 7 日（土）運営協議会すく

すく部会主催「アートでハロウィ

ン」が行われました。 

みんなで可愛いお化けに仮装し

て写真を撮りました。子どもたち

は「トリックオアトリート」でお

菓子もたくさんもらいました。乳

幼児の写真撮影用にお昼寝アート

用のブースも用意、インスタ映え

する写真は撮れたかな。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

お笑い演芸大会
、、、、、、、

 

11 月 18 日（土）運営協議会いき

いき部会主催の「お笑い演芸大会」

が行われました。 

 

東京コミックショーのなつかし

い蛇のコミック、「左利き」の漫才、

福岡詩二さんのヴァイオリンパフ

ォーマンス。爆笑につぐ爆笑の連

続で時間のたつのも忘れて楽しみ

ました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

夏輝レオン シャンソンの集い
、、、、、、、、

 

 12 月 4 日（月）運営協議会いき

いき部会主催「夏輝レオン シャ

ンソンの集い」が行われました。 

 宝塚スターを思わせる夏輝レオ

ンさんの素晴らしい歌と踊りと楽

しいおしゃべりに魅了され、一時

間のショーはあっという間に過ぎ

てゆきました。 

素敵な歌声とショーの雰囲気は

運営協議会のホームページに短い

動画を載せてありますのでそちら

からどうぞ。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

ちょこっと工作
、、、、、、、

 

 12 月 6 日（水）運営協議会すく

すく部会主催「ちょこっと工作」

が行われました。 

 紙コップと銀紙を

使って「けん玉スナッ

ピー」を作って遊びま

した。紙コップにシールを張った

り絵を描いて可愛く仕上げました。

銀紙で作った玉を紙コップに入れ

るゲーム、子どもたちは大はしゃ

ぎ、面白かったよ。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

新春お楽しみ会
、、、、、、、

 

平成 30 年 1 月 25 日（木）運営

協議会いきいき部会主催の「新春

お楽しみ会」が行

われました。 

 第一部は駒込第

3 保育園の園児とお茶会を行いま

した。 

 第二部は演芸大会、カ

ラオケや舞踊など自慢

の芸を披露、楽しい時間

を過ごしました。 

 

 

運営協議会の主な活動を紹

介しました。区民ひろばでは

これ以外に季節の行事などの

イベントのほか、健康講座や

育児相談・税金の相談会など

も行っています。 
 また、平日の午後には卓球

台を開放しています。 
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･平成 29 年度 運営協議会の主な活動報告 
H29. 4. 2    染井よしの桜まつり 参加協力 

H29. 5.17    運営協議会 定時総会 

H29. 6.24    1・2歳児サーキット      （※ｽｸｽｸ） 

H29. 7. 3    しそジュース作り       （※ｲｷｲｷ） 

H29. 7. 9    影絵の世界を歌う       （※ｽｸｽｸ） 

H29. 7.31    みんなの演芸大会       （※ｲｷｲｷ） 

H29.10. 7    アートでハロウィン      （※ｽｸｽｸ） 

H29.10.28    みんなのひろばまつり 

H29.11.18    お笑い演芸大会        （※ｲｷｲｷ） 

H29.12. 4    夏輝レオン シャンソンの集い （※ｲｷｲｷ） 

H29.12. 6    ちょこっと工作        （※ｽｸｽｸ） 

H30. 1.17    NPO 法人化に向けた勉強会 

H30. 1.25    新春お楽しみ会        （※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、各種サークル活動（自主活動）もいろいろ行わ

れています。＜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 

絵本読み聞かせ 
勉強会 

・中国語会話教室 
中国語のレッスン 

・駒込麻雀教室 
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 

・抹茶の会 
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 

・絵手紙の会・マダム恵子 
絵と文字を言葉で感謝

の気持ちを絵手紙に 
・フラワーサークルばら園 

お花のサークル 
・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 
・ニイハオ会 
  中国語の学習

・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 
・こまきん 

みんなで歌を唄う 
・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  片桐 昌英 

この度、会長に就任

しました片桐です。「区

民ひろば駒込」は、乳

幼児からお年寄りまで

幅広い、世代間の枠をを超えた活動

の拠点であり、組織の枠を超えた地

元に開かれたひろばです。 「区民

ひろば駒込」は開設から 10 年を迎

えリニューアル工事も済み新しく

きれいになったひろばにふさわし

い楽しく賑やかなひろばにしたい

と思っています。 

 
 
 

運営協議会は更なる一歩を踏

み出すべく皆様方と共に頑張っ

ていく所存です。「ひろば祭」を

はじめいろいろな企画を用意し

ています。ぜひ遊びに来てくださ

い。また各種イベントに協力して

いただける方を募

集しています。皆

様のご協力のほど

よろしくお願い申

し上げます。 

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」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。 


