
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/～ asagaya

4月 定期総会 6月 子どもフェスティバル 8月 夏まつり

9月 協働事業科学で遊ぼう 10月 協働事業防災フォーラム 11月 コミュニティーすく―る

12月 クリスマスコンサート スプリングコンサート 3月 あさがや区民センターまつリ
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| 平成25年度定期総会のお知らせ

日時:4月 2611(金 )13時 30分 開会

場所:阿 1/:谷地域区民センター3階 第4・ 5集会室

議案:1)平成24年度事業報f午
。決算報告 2)平成25年度事業計画案。予算案 3)その他

Jl協議会の活動について上記の議題が付議され、質疑応答・採決等が行われます

阿佐谷IL域区民センター協議会 会長 安本 F岡 J

すぎなみ地域コム

阿佐谷地域区民センター協議会サイト
※一部の機種によつては対応していない場合があります.



02月
5日 (火)

日本野鳥の会元理事 西村員―氏を講師としてお

迎えし開催しました。寒い日でしたが参加者は双

眼鏡を手に、野鳥を観察し、用意したシートに記録

しました。

最後l・観察した野鳥をシートに記入する参加者.

2月 9日 (土)

スプリングコンサートを開催しました。第 1部では、うみねこ

や(グループ名)が アカペラでジャズからディズニーメド

レー、東京ブギウギと幅広いレパートリーでハーモニーを聞

かせてくれました。

第 2部ハンドベル演奏ではフェリシアが、すばらしいテク

ニックで音のハーモニーを披露してくれました。当日は三連

体の初日。お客様の出足を気にしておりましたが、フタをあ

けてみれば会場は超満員となりました。

お客様から「ゆつたりした気持ちになれました」「良い音色

に夢心地になりました」。出演者からは「楽しんでくださリ

ほっとしました」「また、ご一緒できると嬉しいです」などの

言葉をいただきました。

うみわこや(アカペラ)

3月 29日 (金)午後7時間演 杉並公会堂

指揮 :上岡敏之 (写真)

ヴアイオリン:郷古廉

ブルッ7/ヴアイオリン協奏曲第1番

R.シュトラウス アルプス交響曲

主催 :(財)日本フィルハーモニー交響楽団

後援 :杉並区

料金 :S/6,000円 A/5′ 000円 Bん000円

お申込み。お問合わせ :日本フィル・サービスセンター

〒166-0011 東京都杉並区梅里16,1

TEL:035378-5911(平 日10時～17時)FAX:0353786161

杉並を拠点に活動する日本フィルを、コンサートを聴いて応援して下さい !

日本フィルの「公益法人」移行に向けて、皆様のさらなるご支援をよろしくお願いたします。

撮影 :浦野俊之



稲 毛屋 くうなぎ。やきとり。どぜう/阿佐谷パールセンター商店街)

3代目:佐藤勝夫さん(71歳 )・ 4代目 :佐藤光利さん(40歳)

お店の前で 3代目佐藤勝夫さんと

4代 目光利せん.

阿佐 谷パ ール セ ン

ター商店街の真ん中辺

り、中杉通りとつながる

ところ(お地蔵様と庚申

様がTEら れている道で

す )、 その角に「焼鳥と

鰻」を商う『稲毛屋』があ

ります。初代 が明治時

代 、牛込 に「稲 毛屋本

店」を創業。当時は宮内

庁御用達になつた程の

名店で、暖簾分け店が

各所に出来たそうです。

昭和初期に阿佐谷にも

『稲毛屋』を出店。当時は

もう少し駅寄りにありま

したが、戦時中の強制疎開にて一時閉店せざるを得なかつ

たのだそうです。当時の店舗は大きく従業員も40人程居た

そうです。生鶏肉を部位ごとに角旱体処理する必要があつたた

め、多くの職人が必要だつたそうです。

稲毛屋バンフレット

昭和 23年現在の場所に

店舗を再建しました。二代目

が亡くなられたため、三代目

勝夫さんが受け継ぎ、次男の

四代目 光利さんと共に店を

取り仕切つています。伝統の

味を守るため炭は「備長炭 J

にこだわり、食材も吟味し、

鰻は「愛知・三河一色産J鶏

肉は「岩手産」を仕入れているそうです。

土用の丑の日やクリスマスシーズンには、店先はお客さんで

溢れます。

三代目は、大学時代ボクシング部に所属(フ ライ級)してい

たことから、パールセンターでも噂のスポーツマンで通つて

いました。今では草花を愛し、ガーデニングや動物を可愛が

り散歩を楽しむ心優しい方ですが、歩行者専用であるパール

センターを自転車で走行する人を一喝する正義漢でもあり

ます。

四代目は、20代にアメリカ西海岸に語学留学し、アメリカ

文化の影響からか、かなりの音楽好きでギターやキーボード

など、いろいろな楽器を楽しんでいるそうです。男の子(6ヵ

月)がおり五代目が期待されるところです。

阿佐谷名物を企画する着手商店主達

阿佐ケ谷駅周辺商店街の若手店主達によつて結成された「阿

佐谷プロダクツ委員会」。「阿佐谷の名物を作ろう」と有志が

集まりました。企画第一弾は「阿佐谷○○カレー (レ トルト)を考

えよう」というもの。区の協力を受けて公募で集まったカレーの

アイデアを、メンバーでもあるフレンチ・シェフが試作、1月 に催

された試食会で選考しました。

優勝したのは、阿佐谷北在住34歳男性のアイデアで「阿佐谷

文士カレーJという、イカスミや竹炭等を使用した黒いルーのカ

レーです。

委員会ではレトル ト化にあたリネーミングを「阿佐谷文士

お墨付カレーJと し、パッケージデザイン等の打ち合わせを進め

ています。現在工場とテスト販売用の製品を開発中で、準備が

整い次第春から販売予定です(500円 )。

●先行予約販売 (3月 9日まで)は5個単位で

asagayap@gmaiLcomに メールでお申し込みください。

※10個 ご注文の場合、10%割引で4′500円になります。

●ホームページ http://asagayaproducts com/

その名も「阿佐谷文士お墨付カレー」

イカスミや竹炭等を使つた、

「塁」の黒きがこ飯との

美 しいコン トラス トです.

JCOM(ケ ーブルテレビ)からの取材を

受け タレントの方々もおかわりをする

ほど好評てした.

(立つている4人は委員会のメンバー)



阿佐谷地域区民センター協議会 講 座・ 催 し案 内 〔3月以降の募集〕

土ようえほんと
おはなしの会

(センターまつり)

20名
3月9日 (土 )

午後2時～3時 無料 にぎやかなおまつりの中で絵本を楽しんで

下さい。
三つのりんこ 当日直接

土ようえほんと
おはなしの会

30名 凋 20日 (■ )

午後3時～4時
無料

200円

実験と読み間かせのコラ7ヽ 今回のテーマは
F音』で蔦 楽しみながらf4学に興味がもてる

ようになりま丸

科学の本の

読み間かせの会

町まんとほんと」

当日直接

初心者のための

社交ダンス
30名

5月2日 9日 ■6日 23日

毎茉曜(全 4回 )

午後フ時～9時 区民センター

スポーツ感覚で社交ダンスを、基礎から学ベ

ま丸 健康増進と若さを維持しませんか。長寿

応援事業(75歳以上)

国定利光(く にさだとしみつ
)

杉並区ダンス スポーツ

連盟理事長

3月 30日

初めての方も

楽しくスケッチ
20名

5月 8日 15日 22日 29日 ,水曜(全4回
)

午前]0時 30分～12時 30分8日

区民センター 15日屋外 22日 区民センター

29日前半屋外 後半区民センター

400円

身近な風景を楽しくスケッチしましょう。

長寿応援事業(75歳以上)

岡田哲也(おかたてつや)

元工芸財団理事

元果沢デザイン研究所講師

4目 26日

※毎月11日 発

`子

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

長寿応援事業と表示された講座では、参加者のうち75歳以上の方に「長寿応援ポイントシー′力を配布しま魂

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[TEL03 33122111(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 ll■lに教室・講座名、住脈 氏名、年齢、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 14アー1フ 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魂

02月
15日 (金)

地域懇談会は、まちの絆の向上や、地域課題の解決を目的に活動されている

町会・自治会、商店会他団体に参加をいただき、情報交換の場として、毎年開

催していましたが、今回は、杉並区内に拠点を置き、様々な分野で活動するN

PO団体の方々にも参加を呼びかけ、意見交換・交流の場として開催致しまし

た。町会他団体が18団体、NPO等団体が14団体、と多くの参加を頂きました。

開催日 平成25年 2月 15日 (金)15:00より

場 所 阿佐谷地域区民センター第4・ 5集会室

会議の目的は、実際にどんな活動を日頃行つているか、地域が抱えている課題、困つていることに対して何をしている

かなど、問題提起の場にもなり、お互いに情報交換することで、解決策の糸口を見出すねらいがありま丸 また区民の

ため、地域のために活動をしている各団体のノウハウ等をお互いに出し合い、情報交換することで、共に生かしなが

ら、さらにお互いがレベルアップするきつかけとなればと期待しています。

各団体から出された課題は高齢者問題、障害者対策、子育て支援、防災、防犯など多岐にわたりました。グループ討

議、κ」法などの手法を取り入れてまとめる等、慣れない作業をお願いして、さぞお疲れになつたことと思います。皆

さまから貴重なご意見を頂きましたが、今回の懇談会で結論を出すつもりはなく、今後、議論を重ね、協議会活動に生

かして行きたいと考えています。この懇談を活かしながら地域団体とのネットワークづくりと連携、その契機づくりの

推進こそが、阿佐谷地域区民センター協議会の役割だと感じ取りました。

勿レープに分かれた討議全景

見て。聴いて。食べて。楽しもう:の

テーマで行われます。

3月9日 (土)午前10時～午後4時

10日 (日 )午前10時～午後3時30分

9日のオープニングは男子新体操アクロバット「バースディ」10日 のオー

プニングは阿佐ヶ谷中学校吹奏楽部の演奏で始まります Iその他、コーラ

ス、フラダンス、落語にマジック、ストリートダンス等今回は阿佐谷ジャズスト

リート実行委員会とのコラボレーションが実現し、9日「小田陽子Jラ イブ

ショウ、10日には「スイボクJのジプシースィングもあり楽しさ満載で丸 ま

た、歴代のジャズストリート写真展あります。展示コーナーでは書道、絵手

紙、御殿まりやフラワーアレンジメント。また、中庭では今年も、おでん、お餅

にお赤飯に豚汁、新たになみすけ焼き印入りのどら焼きも登場しま丸

阿佐谷地域区民センター

3月 12日 (火 )・ 20日 (水)26日 (火 )/4月 9日 (火 )・ 17日 (水 )・ 23日 (火 )

梅里区民集会所

3月 5日 (火 )・ 19日 (火 )/4月 2日 (火 )・ 16日 (火 )


