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集会施設休館日（6月・7月） 高円寺地域区民センター協議会 定期総会についてのお知らせ
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★イベント・健康講座・音楽鑑賞など各種講座を開催します。
※開催案内は「区報すぎなみ」「ふれあい」「HP」でお知らせします。
※「新型コロナウイルス感染症」の拡大を防止するため、計画しているイベント・講座が中止になる場合があります。

※写真は2019年度「ふれあい」に掲載したものです。

2020年度 今後計画している、主なイベント・講座など

夏休みマジック教室

高円寺まち歩き

あわてんぼうのクリスマス会

健康講演会

阿波おどり体験講座（おじゃま連）〈中止〉

きた! きた! 高円寺まつり 

地域懇談会

セシオン寄席

こどもフェア

ふれあいコンサート

歴史講座

防災講座

地域の皆様へ
　新型コロナ感染防止及び感染拡大の防止のため、令和2年度定期
総会は書面決議の方法にて行います。議案書一式は高円寺地域区
民センター協議会のホームページにてご覧いただけます。その他、
お問い合わせについては高円寺地域区民センター協議会事務局まで
ご連絡ください。
閲覧先アドレス http://www.koenji-kyogikai.org
お問い合わせ先：03-3317-6614

高円寺地域区民センター協議会事務局
掲載期間：5月18日〜6月10日

高円寺地域区民センター協議会 会長 樺山 琢磨 下記のイベント・講座は「新型コロナウイルス感染症」の拡大を防止す
るため、開催を中止いたします。
※「タヒチアンダンス」 ※「お茶に親しむ」 ※「セシオン杉並まつり」

お知らせ

　高円寺学園は杉並第四小学校、杉並第八小学校、高円寺中学校の3校が1つになった小中
一貫教育校です。高円寺地域では、学校間の連携や交流が活発に行われ、小中一貫教育につ
いても先進的に取り組んでまいりました。新しい学校の建築にあたっては、学校関係者や地
域関係者等からなる「高円寺地域における新しい学校づくり懇談会」において議論を重ね、
豊かな人間性を育む学習環境等の整備充実。安全性が高く、地域防災の拠点となる学校。地
域力を生かし、地域とともに歩む学校を基本的な考
え方として設計されています。1階には学童クラブも
一体整備するとともに、地域の方々が利用する開放
会議室も設置しました。学園を高円寺のまちの子ど
もを育てるまちの学校として皆さんとともに育てて
まいりたいと思います。

杉並区立小中一貫教育校 高円寺学園

学園長　橋本　剛 高円寺駅

高円寺学園
（高円寺中学校）杉並第四小学校

杉並第八小学校

座・高円寺 ●

●
杉並第三小学校

高円寺陸橋

大和陸橋

←至荻窪 至新宿→

新高円寺駅 東京メトロ丸ノ内線
東高円寺駅

早稲田通り

JR中央線

青梅街道

大久保通り

環
状
七
号
線

今年度、新たに施設一体型の小中一貫校が高円寺地域に誕生いたしました。
高円寺学園の開校にあたっては、高円寺地域の方々をはじめ学校関係者等が、長い時間をかけ
て検討してこられたと聞いています。この学園が「未来を担う児童・生徒が健やかに育つ学校」

として、ますます発展なさることをお祈りいたします。橋本 剛学園長から協議会の広報に開校のことばを
いただきました。

所在地：東京都杉並区高円寺北1丁目4-11所在地：東京都杉並区高円寺北1丁目4-11

祝 開校
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高円寺地域区民センター協議会 主な年間のイベント・講座

総務部
　総務部は、会全体に目を向けて、各部の活動が円滑に行われる
よう事務局・行政また地域をつなぐパイプ役として活動していま
す。地域懇談会や、地域団体との意見交換会の開催、地域のイベ
ント「蚕糸の森まつり」への参加もその活動のひとつです。また、
委員会活動に役立つように外部研修・内部研修も企画運営してい
ます。その他、毎月の委員会と年1回の総会の進行管理や委員会運
営のための事務も総務部が行っています。

広報部
　協議会報「ふれあい」を隔月毎に年間6回、各回1万部を発行し
ています。協議会の活動や地域で活躍している団体の皆様の情報
などを地域の皆さんに届けています。
　協議会のホームページは最新のイベント情報を発信するほか、
地域の歴史など楽しい記事をたくさん掲載しています。

コミュニティ推進部
　地域の皆様が活発に交流し、住みたいまちづくりを実現するた
め、「わい！わい！わだまつり（4月）」「セシオン杉並まつり（6月）」

「こどもフェア（9月）」「きた！きた！高円寺まつり in 高円寺フェ
ス（10月）」を開催しています。子どもからお年寄りまで楽しんで
いただける企画・運営を心がけて活動しています。

講座運営部
　地域の課題やニーズを念頭に、年間約20回の講座を企画し、実
施しています。
　文化・健康・防災・異世代交流などをテーマに、地域の歴史を
探る「歴史講座」、あらゆる年代を対象とした「健康体操講座」、
もしもに備える「防災講座」、明日から始められる健康力増進の「講
演会」、地元の誇る東京高円寺阿波おどりの「体験講座」、20年以
上続く地域の親子で楽しめる「あわてんぼうのクリスマス会」な
どを主な講座として、この他にも様々なジャンルの講座を開催し
ています。この機会に、皆さんのアイディアを企画実施してみま
せんか！
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高円寺地域区民センター協議会の活動地域

～わたしたちと一緒に活動してみませんか～

協議会委員を募集しています‼
　高円寺地域区民センター協議会では、ボランティア活動していただける委員を募集しています。協議会
委員は、地域に役立ちたいと思いがあれば、経験・経歴は問いません。チャレンジしてみませんか？
　現役委員の方からは「初めての地域活動でしたが、イベント・講座などの企画・実施などを通じて、地
域の多くの人々と知り合え絆が深まり楽しい活動をしています」との感想をもらっています。

●高円寺地域区民センター協議会のしくみと活動
　高円寺地域区民センター協議会は「地域の様々な団体や多世代の方々が気軽に集える“場”作り」を目的とし、多種多様な活動
を行っています。地域課題に向きあい、解決のためのコミュニティ作りと活性化を通して、まちづくりに貢献したいと考えています。
　また、この地域で世代を超えた“ふれあい”を通じて、新しい「人と地域で絆を編み出す」活動を行っております。
　協議会は、高円寺地域の各種団体からの推薦と公募よるにボランティアの委員32名で構成されています。委員の任期は原則とし
て一期2年、二期4年を限度としています。
　委員は総務部、広報部、コミュニティ推進部、講座運営部、会計監事のいずれかに属し、協議会の目的実現に努めています。
　協議会は、主として高円寺地域区民センター（セシオン杉並）のほか、和田区民集会所、高円寺北区民集会所を拠点として活動
しています。 4月  わい! わい! わだまつり（ふわふわ）

4月  杉並のみどり再発見

8月  阿波おどり体験講座（おじゃま連）

2月  地域懇談会1月  歴史講座（江戸時代の旅行記より）

6月  セシオン杉並まつり（大道芸）

11月  ふれあい音楽会（アイリッシュ音楽）

9月  こどもフェア

12月  あわてんぼうのクリスマス会

2月  セシオン寄席（講談師の神田真紅）

10月  親子で防災キャンプ

8月  夏休みサイエンス教室（望遠鏡づくり）

10月  きた! きた! 高円寺まつり in 高円寺フェス（ミニ四駆）

※写真は「高円寺地域区民センター協議会30周年記念報」に掲載したものです。

年間を通してイベント・講座を開催しています。

■任　　期：令和2年10月中旬～令和6年10月中旬
（2期4年）

■対　　象：ボランティア活動ができる方で、下記に
お住まいの方
※高円寺北1～4丁目、高円寺南1～5丁

目、和田1～3丁目、梅里1丁目、松ノ木
2・3丁目、堀ノ内2・3丁目

■募集人数：若干名
■活 動 費：交通費程度
■公募期間：6月15日～7月31日
■問合せ先：高円寺地域区民センター協議会事務局

☎03-3317-6614
くさり編みをモチーフにしました。

「編み出す」という言葉は、「工夫して新しい物事や方法を考え出す」という意です。

新しい「絆」を編み出したいと思います。

私達もこの高円寺地域で、世代を超えた “ふれあい”を通じて、

募集要項

高円寺地域区民センター協議会
30周年記念のロゴマーク・スローガン


