
●「でんごんくん」とは…

　　地域の情報交換やＰＲ活動の場として区内在住・在勤・在学の方が使用できる

　　掲示板です。

●こんなときに…

　・地域活動（サークル、ボランティアなど）を一緒にする人を探したい

　・地域のイベントを知らせたい、情報交換したい

　（お祭り、グループ発表会、バザーなど地域のコミュニティ活動に関するもの）

●使用するときは…

　・掲示物はＡ４判以下、同一掲示板に掲出できるのは１枚までです。

　・掲示物（ポスターやちらし）に、必ず掲示開始日と連絡先を記入してください。

　　　掲示開始日の書き換え、修正による継続掲示はできません。

　　　連絡先は ①使用者名（責任者名） ②電話番号またはメールアドレスを記入

　・掲示期間は最長２週間です。期限が来たら自分ではがしてください。

●以下に該当するものは、掲示できません。

　①営利を目的とするもの

　　例：家庭教師・塾や教室の生徒募集、物品等の販売を目的としたもの、  

　　　　勧誘・募集などを行うもの、料金を徴収して催物を開催するお知らせなど

　②政治、宗教活動に関するもの  

　③個人、団体をひぼう・中傷するもの  

　④公序良俗に反するもの

　⑤その他不適当と認めたもの

　　例：個人等の意見や主義を主張するもの、ペットの捜索依頼

　⑥以上に該当する活動をする個人・団体

ルールを守らずに貼られた掲示物については、区の方で処分することがあります。

●お願い

　・すでに貼ってある掲示物は移動せず、空いているスペースにお貼りください。

　・画びょうは、落ちた時に針が上を向かないようなものの使用をお願いします。

●お問い合わせは…

　　区役所地域課地域係  ℡  ３３１２－２１１１（代）

★ご利用ください★

あなたのまちの

でんごんくん



Ｎｏ． 設置施設 設置位置 区分 Ｎｏ． 設置施設 設置位置 区分
D10-1 井草さくら公園 井草１－１７－１６ 公園 D27-4 方南会館 和泉４－４２－５ 区施設
D10-2 井草公園 井草２－２１－１ 公園 D28-1 済美公園 堀ノ内１－２７－４０ 公園
D10-3 井草北公園 井草３－２０－１０ 公園 D28-2 堀ノ内二丁目公園 堀ノ内２－６－１ 公園
D10-4 矢頭公園 井草４－３－５ 公園 D28-3 堀ノ内三丁目公園 堀ノ内３－４４－１０ 公園
D11-1 柿木図書館 上井草１－６－１３ 区施設 D29-1 松ノ木小学校 松ノ木１－２－２６ 学校
D11-2 四宮公園 上井草２－２７－１２ 公園 D29-2 松ノ木公園 松ノ木２－２０－５ 公園
D11-3 上瀬戸公園 上井草３－１６－２３ 公園 D29-3 堀ノ内松ノ木会議室 松ノ木３－３－４ 区施設
D11-4 切通し公園 上井草４－３－１０ 公園 02-06 大宮保育園 大宮２－１６－１６ 区施設
D12-1 東原公園 下井草１－２９－１ 公園 D31-1 梅里公園 梅里１－１－５５ 公園
06-07 ちどり幼稚園 下井草２－３０－９ 民間 D31-2 かっぱ公園 梅里２－１２－２ 公園
06-08 下井草保育園 下井草３－１３－９ 区施設 D32-2 富士見丘中学校 久我山２－２０－１ 学校
D12-4 井草区民事務所 下井草４－３０－２ 区施設 D32-3 久我山会館 久我山３－２３－２０ 区施設
D12-5 神戸町児童遊園 下井草５－１９－８ 公園 D32-4 久我山児童遊園 久我山４－３６－１ 公園
D13-1 善福寺一丁目公園 善福寺１－１８－７ 公園 D32-5 久我山東児童遊園 久我山５－３０－２５ 公園
D13-3 善福寺中山公園 善福寺３－３３－１２ 公園 D33-1 昭栄公園 高井戸西１－１２－２ 公園
D13-4 善福寺美樹園公園 善福寺４－３－２９ 公園 D33-2 高井戸会議室 高井戸西２－５－１０ 区施設
D14-1 今川一丁目公園 今川１－１９－８ 公園 D34-1 上高井戸南公園 上高井戸１－１５－３ 公園
D14-4 上井草会議室 今川４－８－２２ 区施設 D34-2 浅間橋公園 上高井戸２－１６－１０ 公園
D15-1 中通公園 桃井１－３３－９ 公園 D34-3 上高井戸東公園 上高井戸３－４－２０ 公園
D15-2 桃井第一小学校前 桃井２－６－１ 区道 D35-1 ひまわり公園 永福１－７－６ 公園
D14-3 原っぱ公園 桃井３－８－１ 公園 D35-3 西永福公園 永福３－４０－６ 公園
D15-4 西荻地域区民センター 桃井４－３－２ 区施設 D35-4 永福北公園 永福４－２６－４ 公園
05-18 西荻北児童館 西荻北１－９－５ 区施設 D36-1 浜田山南公園 浜田山１－１７－１０ 公園
D16-2 桃井第三小学校 西荻北２－１０－７ 学校 D36-2 浜田山公園 浜田山２－１７－１ 公園
D16-3 西荻北中央公園 西荻北３－２５－３ 公園 D36-3 浜田山かなめ公園 浜田山３－３５－７ 公園
D16-4 井荻公園 西荻北４－３８－１７ 公園 D36-4 浜田山小学校 浜田山４－２３－１ 学校
D16-5 全信連西荻寮前路上 西荻北５－１９－２ 区道 D37-1 路上 下高井戸１－１１－５ 区道
D17-1 上荻保育園前 上荻１－２０－１３ 区道 D37-2 下高井戸おおぞら公園 下高井戸２－２７－５ 公園
D17-2 上荻窪児童遊園 上荻２－２１－６ 公園 D37-3 向陽中学校前 下高井戸３－２３－１０ 区道
D17-3 上荻窪会議室 上荻３－１６－６ 区施設 D37-4 喜花公園 下高井戸４－６－１５ 公園
D17-4 関根文化公園 上荻４－２－１０ 公園 D37-5 下高井戸西公園 下高井戸５－９－２４ 公園
D18-1 清水一丁目公園 清水１－２８－１１ 公園 D37-6 下高井戸児童遊園 下高井戸３－２５－５ 公園
D18-2 きらきらぼし保育園 清水２－１７－１１ 区施設 D38-1 乙女橋児童遊園 高井戸東１－１－３８ 公園
D18-3 妙正寺公園 清水３－２１－２１ 公園 D38-2 新栄緑地 高井戸東２－１－１４ 公園
D19-1 杉並第九小学校 本天沼１－２－１９ 学校 D38-3 高井戸いずみ公園 高井戸東３－３１－７ 公園
D19-2 本天沼南公園 本天沼２－３－１０ 公園 D38-4 高井戸東公園 高井戸東４－１９－１０ 公園
D19-3 本天沼保育園前 本天沼３－３４－３５ 区道 03-19 成田保育園 成田東２－１６－５ 区施設
D20-1 天沼東公園 天沼１－３２－１１ 公園 D39-3 白幡児童遊園 成田東３－１７－２９ 公園
D20-3 天沼西公園 天沼３－１７－２７ 公園 D39-4 成田東公園 成田東４－１１－１１ 公園
D21-1 阿佐谷児童館 阿佐谷北１－６－１４ 区施設 03-22 なりむね児童遊園 成田東５－５－５ 公園
D21-2 ゆうゆう阿佐谷館 阿佐谷北２－１８－１７ 区施設 D40-1 成田かっぱ公園 成田西１－２－３０ 公園
D21-3 阿佐谷図書館 阿佐谷北３－３６－１２ 区施設 D40-2 障害者福祉会館農地前 成田西２－１７－５ 区道
D21-4 阿佐谷かりん公園 阿佐谷北４－２０－１３ 公園 D40-3 成田会議室 成田西３－７－４ 区施設
D21-5 お伊勢の森児童遊園 阿佐谷北５－３５－５ 公園 D40-4 成田西四丁目緑地 成田西４－５　先 公園
D21-6 阿佐谷北第二児童遊園 阿佐谷北６－７－８ 公園 D41-1 松渓公園 荻窪１－３９－１ 公園
D22-1 阿佐谷東公園 阿佐谷南１－４２－６ 公園 D41-2 荻窪公園 荻窪２－２７－８ 公園
D22-2 桃園川緑道 阿佐谷南２－２６　先 公園 D41-3 中央図書館 荻窪３－４０－２３ 区施設
D22-3 阿佐谷南公園 阿佐谷南３－１６－１８ 公園 D41-4 荻窪東保育園前 荻窪４－２３－２０ 区道
D23-2 高円寺北ニ公園 高円寺北２－１６－１５ 公園 D41-5 おしかわ公園 荻窪５－２－１３ 公園
D23-3 高円寺北区民集会所 高円寺北３－２５－９ 区施設 D42-1 南荻窪公園 南荻窪１－２８－１１ 公園
D23-4 馬橋小学校 高円寺北４－２８－５ 学校 D42-2 荻窪会議室 南荻窪２－２８－１３ 区施設
D24-1 こりす公園 高円寺南１－４－１６ 公園 D42-3 杉並視覚障害者会館 南荻窪３－２８－１０ 区施設
D24-3 馬橋会議室 高円寺南３－３１－３ 区施設 D42-4 東京電力荻窪支社前 南荻窪４－４０－１１ 区道
D24-4 高円寺中央公園 高円寺南４－３１－７ 公園 D43-1 大宮前児童遊園 西荻南１－６－１９ 公園
D24-5 高円寺東公園 高円寺南５－１１－７ 公園 D43-18 高井戸第四小学校 西荻南１－８－１６ 学校
D25-1 和田会議室 和田１－４１－１０ 区道 D43-3 西荻窪平和児童遊園 西荻南３－１８－９ 公園
D25-2 和田中学校 和田２－２１－８ 学校 D44-1 まつぼっくり緑地公園 松庵１－１６－１ 公園
D25-3 蚕糸の森公園 和田３－５５ 公園 D44-2 松庵東公園 松庵２－１０－９ 公園
D26-1 方南中央公園 方南１－５１－２０ 公園 D44-3 西高井戸児童遊園 松庵３－２８－１ 公園
D26-2 方南二丁目公園 方南２－６－１１ 公園 D45-1 あおぞら緑地 宮前４－２５－６ 公園
D27-1 旧新泉小学校 和泉１－４４－２６ 区施設 D45-2 大善公園 宮前２－１５－３ 公園
D27-2 和泉二丁目公園 和泉２－４５－１０ 公園 D45-3 大宮前公園 宮前３－１５－１０ 公園
D27-3 永福和泉地域区民センター 和泉３－８－１８ 区施設 D45-4 こぶし公園 宮前４－１３－６ 公園

D45-5 なかよし公園 宮前５－１９－２ 公園

あなたのまちの「でんごんくん」設置場所

合計127基(令和２年12月現在）


