
根津交流館では、今年度新たな事業を始

めた上半期になりました。それでは、３

０年度上期（4 月～9 月）の交流事業を

ご紹いたします。 

【ぐるぐるバザー】 

4 月・7 月（2 開催） 

地域の人気イベントに定着しつつある

「ぐるぐるバザー」は、年 4 開催あり、

今年で 5 年目を迎えました。ぐるぐる開催中は、多世代が交流館に来館するため、ママた

ちにも参加しやすいようなイベントを新たに開催しました。ぐるぐるバザーコラボ企画は

４つ誕生しました。 

ぐるぐるコラボ企画① 

【ベビーマッサージ&読聞かせ会】 

4 月子ども 14 名おとな１０名（合 24

名） 

ベビーマッサージの講師は伊東静香さん、

読み聞かせはＯSAGARI 絵本のみなさん

に来ていただきました。 
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ぐるぐるコラボ企画② 

【1/f ゆらぎコンサート】

4月おとな 13 名子ども１２名
（合計 25 名） 

声楽家村瞳さんに、季節の童謡

や子守歌を歌っていただきまし

た。 

ぐるぐるバザーコラボ企画③ 

【熱中症にご用心！栄養士の聞く夏を乗り切る食事】7 月 人数 10 名 

高齢者あんしん相談センターとの

共同企画、厳しい猛暑を乗り切る

ために、管理栄養士お 2 人に来て

いただき、日々の食事からアプロ

ーチしていただきました。 

ぐるぐるコラボ企画④ 

【おもちゃの病院】 

7 月 人数 7 名 

ぐるぐるバザーのママか

ら、おもちゃの病院があっ

たらいいな～と要望があ

り実現した企画です。当日

はｄｏｃｔｏｒ5 名に来て

いただき、修理に出された

方は 7 名、１０件分の修理

がありました。 



【話すためのボイストレーニング講座】6 月（全 4 開催）合計 40 名 

女優で朗読教室も開催している世弥きくよさんに、話すことを目的にしたボイストレーニ

ング講座を行いました。腹式・発声法・呼吸法などのトレーニングを楽しく笑いも交えな

がら大人気の講座でした。 

【おもてなし英会話入門】 

7 月（全４開催）合計 38 名 

REDWOOD（株）英語講師のジニ

ーウィルソンさんを招き、道案を主

とした英会話入門講座を開催しま

した。根津からご自分が住んでいる

場所までかんたんな英語で道案内

します。参加者は５０代～９０代の方の参加がありました。 

【文京むかし話ろうどく会】

8 月子ども 25 名・おとな 5 名  

（合計 30 名） 

「語り部集団はちじゅうはちここ

のつとう」のみなさんに朗読して 

いただきました。文京区にまつわ

るむかし話ということで、こんに

ゃく閻魔の由来や根津のゆうれい

など聞きなれた地名があり、むかし話がとても身近に感じられました。 

【かんたんスマホ講座】6 月・7 月（全 4 回）合計 40 名 

竹箒の会のみなさんを講師に迎え、4 回講座でかんたんにスマホ操作ができるようになる

ための講座です。 

【かんたんタブレット講座】7 月・8 月（全 4 回）合計３２名 

竹箒の会のみなさんを講師に迎え、4 回講座でスマホ操作より難しいタブレット操作を学

びました。 

 



【お笑い寄席】7 月 合計 39 名 

交流館利用者の落語勉強会のみなさんのご協力で「お笑い寄席」開催しました。今年で 4

年目です。本物の寄席さながら歌あり手品あり三味線あり、落語は 6 組と見応えある会で

した。 
 

【利用者懇談会】 

4 月・7 月  

合計 12 名 

三か月に一回ペースで

行っている利用者懇談

会です。交流館を使用

するに辺りご意見ご要

望をお聞きする会にな

ります。 

 

【戦争体験を語り伝え合う会】 

8 月 子ども 16 名

おとな 24 名 

（合計 40 名） 

貴重な体験を語り継

いでいかなければと

保健生協根津弥生支

部との合同企画にな

り今年で 5 年目を迎

えました。俳優で芸

人のふじやま竜さん

と根津在住の久保明

子さんに当時の様子

を語っていただきま

した。オープニング

ゲストは琵琶奏者の

川嶋信子さんに出演していただきました。 



 

【うたごえまつり春・夏】4 月・7 月 合計３８名 

生ギターをバックに昔懐かしい歌をみなさんと一緒に歌います。ゲスト出演もあり最後は

ジャパニーズエクササイズと題して東京音頭と炭鉱節を踊ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【安楽座禅法入門春・夏】4 月・7 月(2開催)合計 29 名 

今年で 2 年目を迎えます。曹洞宗僧侶であり整体師の藤井隆

英さんに、季節毎（年 4 回）に開催しています。気軽に自宅

でも行える安楽（安楽な状態）座禅教室を開催しています。 

【フラワーアレンジメント教室】 

4 月・6 月・8 月（６開催）合計 166 名 

講師は水野エイジさ

んです。年 7 開催の

教室です。 

【ソープカービング講座】 

月一回（6 開催）合計 41 名 

講師は大塚優子さんと笹森美枝子さんです。月一回

開催です。 

【映画会】月一回～2 回（7 開催）合計 183 名 

・4 月 市川雷蔵主演「ぼんち」・5 月「ウエストサイドストーリー」・6 月黒澤明「羅

生門」・7 月「マイフェアレディ」・8 月「この世界の片隅に」、向田邦子原作「言うな

かれ君よ別れに」・9 月小津安二郎「秋刀魚の味」 



【おしゃべりサロン・生きがいを語る会】月一回（6 開催）合計 73 名 

利用者から企画提案され 5 年目を迎えました。毎月テーマを決めず身近に起こったことや、

健康番組のことなど話題に上あがります。「しあわせと感じる瞬間とはどんな時？」との

質問に、「子育てを終え、仕事に追われることもない今が精神的には一番しあわせかも」

という方に多くの参加者が深くうなずいていました。 

【せみさんの読み聞かせ会】 

月一回（6 開催）合計 88 名 

世弥きくよさんの朗読教室の生徒さんが

毎月一回朗読してくれます。こちらも 5 年

目を迎えます。 

4 月・志賀直哉「菜の花と小娘」5 月・阿

川佐和子「無意識過剰」6 月・谷川俊太郎

「はる」7 月・斎藤隆介「花咲き山」8 月・

川端康成「５銭金貨」9 月・阿川佐和子「わらびの気立て」 

【セラバンド体操】週 3 回（月・火・木）（73 開催）合計 1133 名 

地域のみなさんと週三日楽しくトレーニングしています。曜日によってリズム体操や身体

全体を使っ

たウォーキ

ング、俊敏性

を養うラダ

ーや認知症

予防の色つ

きラダーな

ど盛りだく

さんな内容

になってい

ます。 

 

 

 



【敬老芸能大会】9 月 合計 90 名 

敬老の日に９０名が参加され日頃の練習の成果を披露していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【たのしい工作】 

月一回（6 開催）合計 83 名 

4 月「花火」 

5 月「カロライナジャスミン」 

6 月「あじさい」 

7 月「ひまわりのブローチ」 

8 月「朝顔」 

9 月「ペンタス」 


