
炉
ず  亀
鷹

哺臨 亀

4
検索キーワードは I阿佐谷地1或 ]

当協議会ホームヘージで講座や

イベントの最新情報をどうぞ.

httpノ/www17 ocn nejp/～ asagaya

'1:β

r」

1 ■l崎

‘

‐

ｔ

河,谷

東田ロ

交薔

F8月 6日 (土 )・ 7日 (日 )

午後6:00～8:30

会場 :梅里中央公園
主催 :梅里中央公園盆おどり実行委員会

梅里二丁目町会・東―会・東二会・東田町バス通り商店会・

東京土建杉並支部成田東分会・阿佐谷地域区民センター協議会

協 力 :松ノ木町会・松ノ木中PTA・ 松ノ木小PTA・ 東田中PTA。 東田小PTA・

堀之内小PTA・ 杉並第二小PTA・ 西京信用金庫阿佐谷支店

←善福寺1緑地

悔里
区民集会所

歩きなから′こ気と′諧持を街
すきなみ



5月 21日 (土 )

梅里
=ニ

スペシヤシヤ′しを

開催しました
,,.…

二十四節気「ノ」ヽ満(しようまん :草木が周囲に満

ちはじめるの意)」 にあたるこの日は天候にも

恵まれ、多少汗ばむ陽気でした。

梅里区民集会所には70名を越す親子が来場。

絵本。紙芝居。ギター演奏に、楽しいひと時を

過ごしました。(図書部)

引目30日 05月 7014・ 21日 (」L)

お父さん、お母さんの付き添いで子どもたち

(8～ 10歳)が元気な声を出し、休憩をはさんで

2時間全4回のレッスンをこなしました。

父母のご意見として「子どもたちの友達づくり、

講師の熱心な礼儀作法の教え等とても有意義

でした。」と言つていただき、企画して良かつた

と感じました。(講座運営部)

学んで、笑つて、身をまもる!!

9月 10日 (土)午後2時～4時

阿佐谷地域区民センター3階

定員90名 (抽選)・入場無料

―部
 鶉       [遭

わない為 |こ」

杉並区立消費者センター

グループ・スリーS

二部 
「音楽と落語の宅配便」

出演 :立り|1志隆 (濱崎隆)

申込み締切8月31日必着→4ページの申込方法ご参照下さい



我が街 阿佐谷のユニークさん・その1

毎日この街に喜らしているジモティー (地元民)の私たちですが、案外身近な所に素敵な場所があつたり、

魅力的な人がいたりするものです。改めて私たちの愛すべき阿佐谷を見直してみました。

驚きと喜び。アイディアと技術で応えるプロフェッショナル !

●ノアパバスウィーツ 阿佐谷店 (可,,南 13523引 卜'ル 112Tこ _13-33143403)

阿佐谷のメインストリートとも言える中杉

通り。その中程に、けやき並木にマッチする

かわいいケーキ屋さんがあります。一見、普

[17賢け?曇I=父■‐イ

「
、

店頭に知つてある写真を見てびつ ぐ

くり!お客様のありとあらゆる注

文にお応えして創作ケーキを作り

続けているユニークなお店なのです。

社長であり、自ら工房でケーキ

を作つておられる中島茂明さ

んにお話を伺いました。

人気のキャラクターをモチーフにしたも

の、お誕生日や結婚される方の趣味や似顔

絵、スポーツ、乗りもの、動物、建物 …。こ

倒されてしまいます。

現在は、ご自身のホームである高円寺・阿佐谷等、

中央線沿線を中心にア店舗を構えておられま丸

景気的にきびしい日本の状況ですが、「喜んで

いただける味は?ルックスは?こんな時代だか

らこそ、より良いものを作つて行きたい。材料

ちのクオリティーを更に上げてお客様に喜んで

:いただけるよう、研究しています。Jとのこと。

ケーキと車が大好きという、気持ちもルック

スも若々しいクリエイターでした。

注文創作ケーキ 3′ 800円～(4日以上前に予約のこと)

普通のケーキ 470円～ シユークリーム 160円

×お子様の体質による素材の相談等も承ります。

中島茂明さん

元 高々円寺のご出身で、代官山で独立された

中島さん。近所に住んでいたTVタ レントからの

依頼でヒット曲をモチ=フ にしたバース

デーケーキを作つたところ、それが

評半」になり、様々 な創作ケーキに ヽ
挑戦することになつたそうです。

これ全部ケーキなんです !

商店街を抜けるとそこは...えつ、つり堀 !? 87年前からここに !

● つ り 堀  寿 々 木 園 (すず き え ん )(■ 7〔 合南 3-38-33 TLL03 3398 060D

JR阿佐ヶ谷駅南日から荻窪方面に川端通りを100メ ートルほど

行くと、突き当たりに小さな つ0堀 の看板が一枚。それ以外に

つり堀を示す物はないのですが、突然空間が広がりその存在を

意識させられます。

このつり堀の歴史、実はとて

も古くて、関東大震災を機に

大正13年、東中野の日本閣か

ら阿佐谷に移つてきたのだそ

うです。創業以来87年、現在は

3代目の鈴木典明さんが経営

ぐるりと住宅に四まれた堀で

つり糸を垂れている人 .々

普印 にする事のない情景は

最初不思議な感じがします。

いつもかなりの賑わいて常連

のお客さんが多いようです

何かとストレスの多い毎日、気

分転換にもうってつけな場所

ですね.

に               切していな

い             いて、1時間

貸             ら日没まで

自然に逆らわずの営業です (金曜日定休)。    鈴木典明さん

「休日になると親子四代の常連さんもいますよ。」

周りはマンションに囲まれて木立等はありませんが、見上げる青

空にはほつとします。

一心につり糸を垂れ浮きを見つめていると、しばし都会の喧

喚を忘れさせてくれる貴重な空間と言えます。

おじいちゃんとお孫さんで一緒につり堀ヘ

素敵な休日ですね !

阿佐谷の歴史を映してきた水面.いろんな時代の

回左谷を見てみたいですね (20年 前の寿々木園)

せたいあなたのために カンタン・便利なポータルサイト登場 :

とにかく

阿佐谷をはじめ、杉並区内の構々な地域活動を知りたい。

確
潔 黙



阿佐谷地域区民センター 講 座・ 催 し案 内 〔7月以降〕

楽しく学んで聞いて

悪質商法や振り込めサギ

などから身をまもりましょう

区

'肖

費者センター

クレープスリーS

立川志隆

(濱崎 隆)

「消費者被害に道わない

為に」寸劇とおはなし

と

「音楽と落語の宅配使」

鉤:魂  1酬
3階4・ 5集会室   1長寿 3

直接当日

直接当日

直接当日

夏祭り。盆おどリ

動みミニスペシ刊レ  櫃ユ 1無料

7月 28日 (木 )

午後6時 30分～8時

梅里区民集会所

ご本。お話だいすき会、

こうばこの会による絵本の

読み聞かせと紙芝居。

秋元文緒(あきもとふみお)さんの

リトミックと歌で楽しいひと時を

過ごしてください。

恒例の盆踊り大会で丸

地元の各町会・団体が

共催・参加しま丸

盆踊り大会に向けて

より楽しく踊れるように

練習しましょう

※毎月11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丸

「 ' 
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。

この制度につしヽての詳細は、区の高齢者施策課長寿応援ポイント担当 [TEL03 3312 2111(代 表)]へおたずねください。
「    |◆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

〒1660004 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丸

図書室ではほぼ1か月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。

毎月 1日 に「図書室だよりJを発行じこ 図書室受付、区民センター1階広報スタンは 」R阿佐ヶ谷駅広報スタンドなどに

配布していま蔦 また阿佐谷地域区民センター協議会の下記ホームページで過去1年間の新着本情報が見られま丸

アドレス http:〃 www17.ocn.ne.,P/～ asagaya/tosyo.html

当センター協議会のホームページ ⇒「図書コーナ
=」

⇒「新着本のお知らせ」

これからの企画晨示の予定

「ヽ雨・空・雲J 6月 16日 (木)～7月 19日 (火 )

6月 というと、雨の多い梅雨の季節です。外出が大変、外で遊べない、湿度が高く過ごしにくいというイメージですが農

作物にとつては恵みの雨でもあります。書物のなかに変わりゆく天気はどう描かれているのでしよう?

雨・空・雲などをテーマにした読み物、子ども向けの絵本などを集めました。

●「戦争関連本」 7月 21日 (木 )～8月 31日 (水 )

8月 15日 に終戦記念日を迎えます。戦争に関連する書物を展示します。児童向けの読み物もそろつています。

夏休みにご利用下さい。

阿佐谷地域区民センター 7月 4日 (月 )・ 12日 (火 )・ 20日 (水 )・ 26日 (火)/8月 5日 (金 )・ 9日 (火 )・ 17日 (水 )・ 23日 (火 )・ 29日 (月 )

梅里区民集会所   7月 5日 (火 )・ 9日 (土 )・ 13日 (水 )・ 19日 (火 )・ 29日 (金)/8月 2日 (火 )・ 10日 (水 )・ 16日 (火 )・ 26日 (金 )


