
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ノ/w-17。 cn nejp/～ asagaya/

23年度は従来の事業を見直し、よリー層充実させると同時に、地域で活動する諸団体と「協

働」して新たなコミュニティづくりを進める活動に取 り組みます。

平成 23年度の主な行事予定

協働事業は昨年好評をいただ

いた「子どもフェスティバル」を

6月 に開催するほか、「介護J、
「子

育てJ、
「消費者問題」などをテー

マにした催 しを計画しています。

従来の事業では、今やすつかり

地域の風物詩 となつた梅里中央

公園での「夏まつり・盆おどり」

を8月 に開催。また、センターま

つりと春まつりを統合し、内容を

拡大充実して、これまで以上に地

域の人々に親 しまれる新しい「セ

ンターまつり」 (11月 )に したい

と考えています。

地域の自然環境や歴史、文化、

民俗その他について学ぶ「コミユ

ニティすく―る」は 9～ 10月 に、

2つの音楽イベント「クリスマス

コンサー ト」、 「スプリングコン

サー ト」はそれぞれ 12月 と2月

に、趣向を練つて開催します。
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平成 23年度定期総会のお知らせ

日 時 4月 28日 (木) 13時 30分 開会

会 場 阿佐谷地域区民センター 3階 第 4・ 5集会室

議 案 1)平成 22年度事業報告・決算報告

2)平成 23年度事業計画案・予算案

3)その他

※この総会には、多くの方々にご出席いただき、阿佐谷地域区民セ

ンター協議会の活動について、地域住民の皆様のご意見・ご要望等

をうかがい、各種事業のよりよい運営を図りたいと思います。

阿佐谷地域区民センター協議会 会長 小林 哲

回 覧



この1年間で、15テーマ (講座名)を実施し、多数の 様が楽しく

参加 し、有意義に過ごしました。

10月 :やさしい∃―ガ

ー

11月 :気軽なボップス含奏
11月 :男の料理教室

開催 月

5月

5月

6月

7月

7月

9月

9月

10月
10月
10月
11月
11月

1月

2月

2月

講座名

人に好かれるコミュニケーション

自彊術体験

広重版画ななめ切 り

絵と会話のコミュニケーション

手回し蓄音機で名曲を聴く

杉並の中央線を楽しむ

卓球教室

フィガロの結婚とモーツアル トの生涯

やさしいヨーガ

杉並の自然を探す

気軽なポップス合奏

男の料理教室

ボウリング教室

古布で草履作 り

楽しい水墨画

回数

(4)

(4)

(2)

(4)

(2)

(4)

(6)

(5)

(4)

(4)

(6)

(4)

(4)

(4)

(4)

23年度も楽しい講座を多数企画しています、是非多くの皆様の参カロをお待ちしています !



冬の寒さが戻った、「春まつり」でしたが・…
2月 12日 (土)・ 13日 (日 )初 日は小雨模様でも、二 日目は快晴で した。
両日共に、模擬店の美味しい匂いに誘われてテントの休憩場はいつも満員でした。
館内では、各種展示・演奏会 (ポ ップス・チェンバロ。ボーヵル)等で終日賑わいました。
2日 間で大よそ1300人 の来場者がありました。
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ビデオに盛り
あがる親父の
会の皆さん

高橋和弘氏
別の名 “高橋
和の助"さん

詞をされたコンテンツプロデューサー高橋和弘さん
イニーブルーJは、 (株 )アサツーディ・ヶィが企
して作 られたそ うですが、この町に住んでいるから

「阿佐ヶ谷 レイニーブルーJは、地元の 。商店街・駅・神社・イベント等を、映像とアニメをバックに軽~           ●  ヽ ´｀1カヽ‐  ́~ ´ c  ノ ノ tし 世やかなリズムの歌で紹介 している、阿佐ヶ谷が楽しくわかる2今半のアニ メーション`でキ l 輌 ユ⌒ネ、̂

2月 12～ 13日 の春まつ りでCDと DVDを 流 したところ反響が大きく、盛 り上がりました。“離れられ
ない、あ・さ・が 。ゃ 。"そ して離れずに生活できるまちでありますように、との思いを込めて “楽しく十 ■ バ ノ |ハ '' ⌒ 日 あ ―  , 、  し 、  ,  ,まちづくり"の最終回といたします。

付けてくださった り、あ りがとうございました。
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3月 19日 (JD

午後 3時～4時
/図書室

もうどこかで桜 を見

ま したか ?春のお話

をいつぱい聞きに来

てください !

土ようえほんと

おはなしの会

23年度初めてのおは

な しの会。楽 しいお

話 をた くさん用意 し

て待っていま丸

ご本 お話

だいすき会
土ようえほんと
おはなしの会

4月 16日 (JD

午後 3時～4時
/図書室

阿性谷地域区民センター 講 座 ・ 催 し 案 内 13～ 4月 ]

※毎月H日発行の「広報すぎなみJ、 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九

長寿③と付いた講座では、参加者のうち75歳以上の方に「長寿応援ポイントシール」を配布します。この制度に

ついての詳細は、区の高齢者施策課 長寿応援ポイント担当 [皿 :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●Om 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Jを除く)。  ※抽選結果を返信します。

★図書室からのお知らせ★

図書室ではほぼ 1カ明 ごとにテーマを決めて本の展示をしています。
これからの予定をご紹介します。どうぞ来室してお楽しみください。

☆「古今東西 探偵物語」 2月 17日 休 )～ 3月 15日 伏 )まで

昔も今もそして洋の東西を問わず、普段の生活ではお目にかかることがめつたにないのに

本の中で活躍する探偵たち。19世紀から活躍するシャーロック・ホームえ 昨年生誕1"年
だつたアガサ・クリスティーが生み出したエルキュール・ポワロやミス・マープノ咤 そして

今、テレビ番組でおなじみの日本の探偵たち。沢山の探偵が勢揃いします。

☆「春を探して、花の物語」 3月 17日 休 )～ 4月 19日 欽 )まで

桜の花に代表されるように昔から人は花に思いを託してきました。花をテーマにした小説や、花の名所案

内、花の歳時記など。春爛漫の世界を本でお届けします。  *特集のタイ トルは仮称です。

※有効期限が平成23年 3月 31日 以前の貸出券をお持ちの方は、新しい券に切り替わります。
3月 1日 (火)からお手続きが始まりますので、図書室受付までお申し出ください。
新しい貸出券の有効期限は 2年間で平成25年 3月 31日 です。

春です ! 1妥の季節です。ソメイヨシノに先駆けて

カンヒザクラやしだれ桜がほころび始めます。重い
コー トぬいで でかけませんか ぶらぶらと。日は

暖かく 雲晴れて 景色勝れて良きまちに。

2月 19日 土曜日、阿佐谷地域区民センターに大勢
のちびつ子が集まつて一足早いひな祭 り。たのし
いクイズや紙芝居にわくわく。かわいい歓声が何

度もあが りました。出演は 「こうばこの会」と
「ご本・お話だいすき会Jの皆さんでした。

歩きながら、元気と
,tll弯街。


