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第１２回
、、、、

 みんなの
、、、、

 ひろばまつり
、、、、、、

令和元年 10 月 19 日(土)、区民
ひろば駒込の最大のイベント「第
12 回 みんなのひろばまつり」を
開催しました。500 人を超える来
場者があり楽しい時間を過ごしま
した。 

 

開会式
．．．

 
豊島区区民部長をはじめ多数の

来賓の方々に祝辞をいただき、そ
の後、豊島区が「東アジア文化都
市 2019 豊島」に選ばれたことを記
念して東アジア文化都市の歌「わ
たしは未来」をみんなで歌い祭り
を盛り上げました。 

 

開会式に引き続き、駒込中学校
琴部の皆さんによる琴の演奏が行
われました。生で聞く琴の演奏は
なかなか良いものです。多くの来
場者も聞き惚れました。 

 

ゲームコーナー
．．．．．．．

 
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。 
折り紙遊び、ペットボトルボー

リング、的入れ、飴すくい、スト
ラックアウトなど、いろいろなゲ
ームで遊びました。子どもだけで
はなく大人も一緒に楽しみました。 

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。 

ステージ
．．．．

 
こまぎくルームのステージでは、

駒込小学校の児童によるダンス、 
東京五輪音頭 2020の踊り、大澤よ
しこ＆すがも児童合唱団の歌が披
露されました。可愛い歌や踊りで、
楽しいステージでした。 

食事タイム
．．．．．

 
楽しいステージとゲームで遊ん

でお腹が空いてきたところで食事
タイム。駒込第一町会と駒込二丁
目親和会のご協力によりやきそば
とトン汁が無料提供されました。 
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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 

「 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。 
＜区民ひろば駒込は大規模災害発生時に補助救援センター

．．．．．．．．
として被災者の手助けの場として機能します＞ 
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ひろばまつりの開催に際し、以下
の団体のご協力をいただきました 
・第 10 地区各町会・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・各
PTA・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・大正大学生ボランティア
の皆さん（順不同） 
ご協力ありがとうございました。 

（ひろばまつり：1 ページより続き） 

交流ロビーは食事用に開放、おい
しい焼きそばと温かいトン汁に舌
鼓。 

 

 自転車やベビーカーでの来場者
の皆さんのため、公園に特設駐輪
場を用意しました。 

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

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。今
回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） 

 
 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 駒
、

 込
、

 文
、

 化
、

 祭
、

  

令和元年 6 月、区民ひろばと運
営協議会の共催で「駒込文化祭」
を行ないました。 

6 日はお抹茶席と舞台発表が行
われ、歌や演奏、踊りが披露され
ました。 

  
6日から 13日に渡ってひろば利

用者団体の作品が展示されました。 

  
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 しそジュース作り
、、、、、、、、

  

 7月 1 日(月)、運営協議会いきい
き部会主催の「しそジュース作り」
を行ないました。運営協議会が育
てたシソで作ったジュース、おい
しくできました。 

 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

タイムカプセルプロジェクト
、、、、、、、、、、、、、

 

豊島区が企画したプロジェクト
に運営協議会も協力しました。
「2019 年の私から、2032 年の未
来へ」を合言葉に、区内の全ての
区民ひろばにおいて子供から高齢
者まで参加して未来へ向けたメッ
セージを撮影しました。このメッ
セージは DVD に記録され、2032

年豊島区政 100 周年式典に発表さ
れます。 

8 月 27 日(火)に区民ひろば駒込
の撮影があり、運営協議会・保育
園の親子・区役所職員が協力して
駒込の未来をアピールしました。 

 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 馬頭琴＆楊琴コンサート
、、、、、、、、、、、

  

 9月 29日(日)、「東アジア文化都
市 2019 豊島」に合わせ、区民ひろ
ばと運営協議会の共催で「馬頭琴
＆楊琴コンサート」を行ないまし
た。 小学校の教科書に載ってい
る「スーホの白い馬」で馬頭琴の
名前を知っている人も多いと思い
ますが、演奏はかなり難しいそう
です。また、楊琴はなかなか目に
することも少ない楽器ですが、魅
力的な音色で、聴衆を魅了しまし
た。コンサートの途中で民族衣装
の着付け体験も行いました。 

 
 
楊琴はこん
な楽器です。 
 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

つなぐつながるひろばの
、、、、、、、、、、、

WA
、、

 

 区民ひろばのことを広く知って
もらうために豊島区が行ったイベ
ント「つなぐつながるひろばの

 
運営協議会の育てた花です 
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WA」に運営協議会も参加しました。
10 月 5 日(土)、豊島区役所 1階セ
ンタースクエアで行われたイベン
トに区民ひろば駒込がトップバッ
ターとしてが出演。大きな喝采を
浴びました。 

 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 アートでハロウィン
、、、、、、、、、

  

 10 月 27 日(日)、運営協議会す
くすく部会主催「アートでハロウ
ィン」を行ないました。 
 いろいろな仮装グッズはひろば
でも用意しました。仮装して公園
もパレードしました。写真をパチ
リ。よく撮れたかな。「トリック・
オア・トリート」でお菓子をもら
えたよ。 

 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 防災食を作って食べよう
、、、、、、、、、、、

  

 11 月 14 日(木)、運営協議会い
きいき部会主催「防災食を作って
食べよう」を行ないました。災害
用非常食を食べて、その後永年消
防団で活躍された片桐運営協議会
会長に防災の講話をしていただき
ました。防災食のお味はどうだっ
たかな。 

 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

夏輝レオン
、、、、、

 レビューショー
、、、、、、、

 

 12 月 2 日(月)、区民ひろば・運
営協議会・なかよしさくら会共催
の「夏輝レオン・レビューショー」
を開催しました。 
 今年で 3 回目を迎え、毎年楽し
みにしている方もいて満員の来場
者でした。宝塚スターを彷彿とさ
せる素敵な歌とダンスで一時間の
ショーはあっという間でした。 

 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 ちょこっと工作
、、、、、、、

  

 12 月 4 日(水)、運営協議会すく
すく部会主催「ちょこっと工作」
を行ないました。 
 牛乳パックを使ってかわいいパ
クパクサンタクロース人形を作り
ました。口がパクパク動いておも
しろいよ。 

 
 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

お茶会＆みんなの演芸大会
、、、、、、、、、、、、

 

 令和 2年 1 月 24日(金)、運営協
議会いきいき部会主催「お茶会＆
みんなの演芸大会」を行ないまし
た。第一部は駒込第三保育園の園
児たちのおもてなしによるお茶会、 

 
第二部は演芸大会。カラオケ・詩
吟など自慢の芸で楽しみました。 

 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 1
、
・
、

2
、
歳児サーキット
、、、、、、、

  

 2月 8 日(土)、運営協議会すくす
く部会主催「1・2歳児サーキット」
を行ないました。 
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
駆け回り、おみやげのカラーボー
ルで遊びました。これからの駒込
を担う子供たちがんばれ。 

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、映画の会や健康講座・育児相
談なども行っています。 
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･令和元年（平成 3１年）度 運営協議会の主な活動報告 
H31. 4. 7 染井よしの桜まつり 参加協力 
R1. 5.15  運営協議会 定時総会 
R1. 6. 6  駒込文化祭             （※共 1） 
R1. 7. 1  しそジュース作り          （※ｲｷ） 
R1. 8.27  タイムカプセルプロジェクト 撮影協力 
R1. 9.29  馬頭琴＆楊琴コンサート       （※共 1） 
R1.10. 5  つなぐつながるみんなのＷＡ 2019 参加 
R1.10.19 みんなのひろばまつり 
R1.10.27 アートでハロウィン         （※ｽｸ） 
R1.11.14 防災食を作って食べよう       （※ｲｷ） 
R1.12. 2  夏輝レオン レビューショー     （※共 2） 
R1.12. 4  ちょこっと工作           （※ｽｸ） 
R2. 1.24  お茶会＆みんなの演芸大会      （※ｲｷ） 
R2. 2. 8  1・2 歳児サーキット         （※ｽｸ） 
R2. 2.19  NPO 法人化に向けた勉強会 
（※ｲｷ）：運営協議会いきいき部会主催、（※ｽｸ）：運営協議会すくすく部会主催 

（※共 1）：区民ひろば駒込･運営協議会共催 
（※共 2）：区民ひろば駒込･運営協議会･なかよしさくら会共催 

（無印）：運営協議会全体行事 

ご利用案内
．．．．．

 
  開館時間：午前 9 時～午後 5 時 
  休 館 日：祝日・年末年始 
 
 〒170-0003 

 東京都豊島区駒込 2-2-4 
電話：03-3915-1966 
電話：03-3917-9873 
 

 
（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 

「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。 
今年度は豊島区が「東アジア文化都市

2019 豊島」に選ばれたこともあり国際
色豊かなイベントも行われ楽しく賑や
かなひろばであったと思っています。 

 
 

 
これからも「ひろばまつり」をは

じめ季節ごとにいろいろな楽しい企
画を用意して皆様のお越しをお待ち
しております。ぜひ遊びに来てくだ
さい。 
運営協議会は地元の皆様にとって

より使いやすい施設にするためのＮ
ＰＯ法人化に向け勉強会を行うなど
準備を進めています。 
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も
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。 

補助救援センターについて 

区民ひろば駒込
．．．．．．．

は補助救援センターに指定されており、救援セン
ターの補助的な役割を行います。 
大地震等の大規模災害発生時に一時的な仮泊や食事が必要になっ

た場合には救援センター（駒込周辺では駒込小学校および駒込中学
校）に行ってください。救援センターには飲料水や食料・毛布・仮
設トイレなどが備蓄されています。 
補助救援センターにはふだんは十分な備蓄は用意されていませ

ん。そのため災害発生直後には開設されず、道路などがある程度復
旧され救援物資が届くようになる災害発生の三日後に開設され、救
援センターで収容しきれない方などの手助けを行います。 


