
あけまtて おめでどうございます
普様には、つつがなく新年をおtrtぇ のこととお慶び申しあげます。

ごえ俊とご協力のほどよろしくお願い申しあげます。   日佐谷地域区民センター協議会 委員一l・n

検索キーワードは [阿佐谷地域 ]

当協議会ホームページで講座や

イベントの最新情報をどうぞ。
http://www17 ocn nejp/～

昨年の事業は、地域の春様の唆かいごえ俊とご協力をいただき、咸果を挙げることができた
と考えております。本年も地域の皆様に喜んでいただける事業を及閉してまいるF~4存 であります。

お囃子は古来各地域で
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継承され、四季を通じて村や町の祭礼に欠かせない響き
でした。阿佐谷地域には 「阿佐ヶ谷囃子J「馬橋囃子J

「成宗囃子Jがあり、最も古いのは「阿佐ヶ谷囃子Jと
伝えられています。区の無形民俗文化財に登録され、昭

和47年に有志の方々により保存会を発足。鶴見増造氏か

ら山本重宣氏に指導が受け継がれ、伝統を守り続け、毎

週水曜夜 7時より大人10名 、子ども5名が神明宮にて練

習しています。「興味ある方、大歓迎。ぜひお出でくだ

さい !Jと のこと (電話 3398-8525)。
「馬橋囃子Jは大正時代まで継承されましたが、今は聴
けません。田島悟氏 (神 田囃子出身)を招き、馬橋稲荷
神社にて10名 ほどが江戸囃子を基本に練習しています。
粋で軽快なリズムを習いませんか。小学 1年生からOK
だそうです。 (電話 3311-8588)

昨秋 11月 13日 、2000イ固余りの「和紙キャンドル」
が神明官の境内を埋め、神殿を朧げに照らし幻想
的な雰囲気を醸 し出しました。多摩大学村山ゼミ
「日本大好きプロジェクト」が地域のつながりを
テーマに企画、杉一小・杉森中・世尊院幼稚園の

児童生徒 と保護者そ して阿佐谷北 1丁 目町会の

人々が、手漉きの和紙で燈籠を作ったそうです。
静かな感動を呼ぶページェン トでした。
詳しくは下記を参照してください。
h中ツγWヽV,Vluppcll■

‐dalstjpral・tlcle713838637 html

l■O:/bttSyahoo ccjp′ 短即x41021046087 html
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″JJス プリングコンサー ト協働事業)JJJ

本場スペインの情熱、そのままに。

フラメンコギター デニオ 池■■■見難
チス?―カッション

出演 :池川兄弟 (兄 トシ、弟ヒロ)、 容昌 (パーカッション)

3月 5日 (土 )午後 2～ 4時
阿佐谷地域区民センター 3階第 4・ 5集会室

曲目予定 ベサメムーチョ/ひまわり (映画音楽)/
インスピレイション (ジプシーキングス)な ど

入場無料 長寿0
定員90名 (抽選)*お子様は、小学生以上で最後まで鑑賞できれば、保護者同伴に限り申込み可。

申込締切 :往復はがきで平成23年 2月 22日 必着 (p4の 【申込方法】を参照してください。)

主催 :阿佐谷地域区民センター協議会 協働 :阿佐谷青少年育成委員会/成円青少年育成委員会/馬橋青少年育成委員会
/阿佐谷地区民生委員児童委員協議会/高円寺地区民生委員児童委員協議会/成田地区民生委員児童委員協議会

ふまつり輪中です♪ 農ぶらえぼん お|きなし

ひなまつリミニスペシャル
阿佐谷地域区民センターを中心に活動 しているグルー

プの作品、児童の図画の展示のほか音楽の演奏もあり、

大人も子どもも楽しめます。
土曜日になみすけが来ます。 日曜日はお餅、とん汁の

販売 1)し ます。盛 りだくさん、にぎやかです。 ご家族、

お友達と一緒にお出かけください !

・水彩画、書道、手芸、陶芸などの展示

体験コーナー、模擬店、喫茶、介護相談など
・平成23年 2月 12日 (土)10時半～16時

13日 (日 )10時半～15時半
・阿佐谷地域区民センター (全館)

♪は―るよこい♪は――やくこい♪

みんなではるをさがしてみよう

出演 :こ うばこの会/
ご本・お話だいすき会

2月 19日 (土 )

午後 3時から
2階第 1集会室

申し込み :当 日直接

先着 30名 (無料 )

区民センター協議会図書室職員募

阿佐谷地域区民セ ンター協議会では、 ド記により、図書室に勤務す る職員を募集 します。

1 募集人員
2 勤務条件

3 応募資格

4 選考方法
5 1L募方法

6 採用方法

若干名
1

2
3

4
0

勤務場所 阿佐谷地域区民センター図書

勤務内容 図書の貸出、管理等図書室の運営に関する事務
`,

勤務時間 午前 (8:30-13:00)、 午後 (13:00-17:30)、 夜問 (17:30-20100)
の二交替制 (土 日・祝 日を含む) (月 14日 程度の勤 T7.)

給  与 時間給、当協議会報lll・ 旅費規程による
`,

任用期間 平成23年 4月 1日 か ら 1イ i。 (勤務成績良好な場合、 6年を限度に更新可.

ただし、67歳 に達 した後の3月 31日 で退職 )

①区内在住で平成23年 4月 1日 現在67歳未満の方

②パソコンで文書作成等ができる方

第一次選考 (書類選考)及び第二次選考 (面接)に よる。
受付期間 平成23年 1月 5日 (水 )～ 2月 3日 (本)午後5時まで (必着 )

応募書類 履歴書 (当 協議会指定様式、写真貼付 )

及び レポー ト (当協議会指定様式、 600字 以内、題 「応募する理由J)

※ 応募書類は、一切返却 しません。

請求方法 直接来館又は郵送 (80円 切手を貼った返信用事「筒同封)に よる。

提出方法 本人持参又は郵送による。

提 出 先 阿佐谷地域区民センター協議会事務局 電話 3314-7215
〒1660004 杉並区阿佐谷南 1-47-17 杉並区立阿佐谷地tnO区民センター内

【ご注意】事務局は、土曜 日、日曜 日、祝 H及び第 2・ 第 4火曜 日はお休みです。

第一次選考 (書類選考)合格者に第二次選考 (面接)を実施 し、採用を決定する。
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良い音を出すために日頃から腹筋を鍛えています

子 どもたちの元気な声 と大人たちの笑顔がいっぱい !

センターまつ り 11月 13日 l■)。 14日 (日

爽やかな阿佐ヶ谷中学校吹奏楽部の演奏で幕を開けたセンターまつりは、盛 りだくさんのイベントに2日 間
で2000名 もの来場者があり、盛 り上がりました。

今回は小さなお子さんとお父さん、お母さん、おじいさん、おばあさんといったご家族連れだつての姿が目
立ち、子どもたちの元気な声と、大人たちのなごやかな笑顔があちらこちらではじけていました。
センターまつりが年々地域のお祭 りとして根付いてきたようで、うれしいことでした。

ノヌマスコンテーハ 12月 4日 _LN

小春日和の師走とは思えない暖かな昼下がり、
エウフォーニア室内楽奏団のピアノクワルテット
が開催されました。

齊藤あゆみ (ピアノ)、 中村淑恵 (ヴァイオリン)、

籾山員子 (ヴィオラ〉、北條宏明 (チ ェロ)、

国立音大卒業の若さ溢れるグループによる名曲の

数々、映画音楽のメドレーなど踊 りだしたくなる
ような軽快なリズムで満場を魅了しました。そし

て懐かしのメロデイーをみんなで歌つて 2時間を

楽しみました。

(岳賃[iぅぇぼんとおけなしの
クノヌマヌヌペシャル

12月 18日 (土 )

4つのグループが、それぞれクリ
スマスをテーマに人形劇、お話、
紙芝居、劇を見せてくださいまし
た。ワクワクしたり、ビデオテー

届いたか心配 した り……・

そ してお友だちはサンタさん
か らどんな夢 をいただいたの

でしょり。



基礎から学ぶ
ボウリング教室

長寿③
40名

1月 18・ 25日 /2月
8・ 15日 (計 4回)各
火曜 日午後 2時～ 4時
/JR荻窪駅西ロユア
ボウル 5階

保険料
200F]

別に貸靴
1回300円

JPBA公認のプロボ

ウラーが丁寧に教えて

くれますも普段見るこ

とができない施設の見
学もありま丸

宮本ムサシ

(JPBA
公認プロ)

1月 8日

古布でぞうり作り

装
長寿③

徊
略

第 1回 2月 2日 (水 )

第 2回 2月 15日 (火 )

(全 2回)各午前10時

～午後 3時 (昼食休憩
正午～午後 1時)/4
F第 2和室 硼̈

健康によく履 き心地

抜群です。不要な布
を生き返 らせま しょ

う。

大垣正子
(おおがき

まさこ)

1月 21日

楽しい水墨画
長寿③

25´乙

2月 3・ 10・ 17・ 24日

(全 4回)各木曜 日

午後 1時 30分～ 3時 30

分/3F第 4・ 5集会室

教材費他
1000円

初心者 の方 も、基礎
か ら始 め、色紙 まで

仕上げま九

竹澤美知代
(たけざわ

みちよ)

1月 22日

土ようえほんと

おはなしの会 20名

1月 15日 (土 )

午後 3時～ 4時
/図書室

無料

2011年最初のおはなし
の会です。今年 も皆
が幸せな気持ちにな
れます ように心を込
めてはじめます。

こ う 本
・

締

か すき会
当日直接

センター春まつり
土ようえほんと
おはなしの会

2銘
2月 12日 〈■l

午後 2時～ 3時
/図書室

無料

外はまだまだ寒いけ

れ ど一足早 く、おは

なしとおまつ りで、
春を感じよう

ORCA
わ―るど 当日直接

土ようえほんと
おはなしの会
ひなまつり
ミニスペシヤル

30名

2月 19日 (■l

午後 3時～4時30分

/2階第 1集会室
無料

少 し早いひな祭 り。
春 を待つてるみんな
の気持ちでスペシャ
ル会場をほつかほつ

かにしよう。

こうばこの会
こう本・師
な すき会

当日直接

大人向け朗読と
おはなしの会
長寿③

30名

1月 29日 (■l

午後 2日寺-3日寺

/2階第 1集会室

無料

大好評 ! こうばこさ
んの 「朗読 とおはな
しの会Jです。篠 田

節子 「山月忌」 (ご存
じ中島敦 「山月記 J

のパロディー)他

こうばこの会 当日直接

阿佐谷地域区民センター 講 酔 催 し 案 内 〔1～ 2月 〕

※毎月 11日 発行の「広報すぎなみ」、当協議会ホームページにも講座・催し案内を掲載しています。

長寿③と記載の講座では 75歳以上の参加者に「長寿応援ポイントシールJを配布します。詳細は、区の高齢者

施策課長寿応援ポイント担当 [TEL:0333122111(代 表)]へおたずねください。

【申込方法】◆往復はがき (1枚に1人 1件)に教室・講座名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を (返信用

に自分の宛名を)記入し、〒166 0CK14 杉並区阿佐谷南14717 阿佐谷地域区民センター協議会へ。

◆締切日必着 (「 当日直接」を除く)。  ※抽選結果を返信します。

【開室時間】午前9時～午後 8時 (日・祝日も同じです)

貸出・返却は午後 7時 30分まで。
【体室日】年末年始 (12月 28日 ～ 1月 4日 )

毎月第二・第四火曜日、第二水曜日

特別整理期間 (日 程は事前にお知らせします)

【貸出数と期間】5冊以内・ 2週間
【利用登録】ご利用には登録貸出券が必要で丸

住所を確認できるもの (健康保険証、免許証など)を
お持ちのうえ、受付までおいでください。
【本の返却】

返却ポス トにお返しください)他の

図書館には返すことができません。

【その他】
*新着本は毎月 1日 に配架。 (初 日の貸出は一人 2冊
まで)

*雑誌は、現在月干」誌 13冊を含め計 18冊購入して

いま九
その他に児童向け月刊誌も4冊あります。
*読みたい本・雑誌が貸出中の時には予約ができます。

電話での受付はしていません。

歩きながら、元気
1文ll弯衡。

受付までお願いします。 (閉室および時間外の ときは、  是非、お立ち寄 りください。お待ちしていま九

体館日恩管TE■暫語:11:粽ガ月鍵お幣まん
月
駿1踏ャ響翼品翼


