
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。

httptlm17.ocn.ne,P/～ asagayaノ

ジプシースイングはジプシーの伝統的な音

楽とスイングジヤズを融合させ、ギターの

名手 「ジャンゴ・ラインハル ト」が編み出

した独特のサウンドです。映画「ショコラ」

でジョニー・デップがギターを弾きながら

歌つていましたね。
       .

本格ローストチキンの焼き方をプロから学び

クリスマスやお誕生日の集まりに

自宅で焼いてみませんか?

12月9日 (月 )午後2時～4B寺

2階 料理室

応募方法 :

往復ハガキに「クリスマスコンサート2013」 と記入し、

住所 氏名 年齢 電話番号を明記して下記までお申込み下さい。

長寿対象応援事業 (75歳 以上 )

☆締め切り 111月 27日  ※応募が多い場合は抽選にさせていただきます。

T166-0004 杉並区阿佐谷南 1-47-17

阿佐谷地域区民センター協議会宛

Tel:03-3314‐ 7215 FaX:03-3314‐ 7214



09月2日副
学んで、笑つて、身を守るIをキャッチフレーズにイベント名「消費者被害に遭

わないために」という協働事業が今年も9月 22日 (日 )阿佐谷地域区民セン

ターで開催されました。8月 から募集活動を始め、当初の出足は心配でした

が、結果的には連体にも拘わらま ほぼ満席となりました。第一部は杉並警察

署生活安全課の鈴木警部補による軽妙な語り口で参加者を沸かせ、後半は消

費者センターのグループ・スリーSの皆様の寸劇から多くを学びました。第二

部は日本フィルハーモニー交響楽団による弦楽四重奏の演奏を楽しみまし

た。選曲も素晴らしく、リーダーの当を得たスピーチに皆さん感心のご様子。最後は、感謝の拍手となり、演奏者も手ご

たえ十分に感激しておりました。前半は、心痛む話がありましたが、後半の素晴らしい演奏により心が洗われました。音

楽の素晴らしさを再認識する一日でもありました。

首都直下地震が起きると杉並区の特に阿佐谷・高円寺地区は木造家

屋が密集しており、未整備の狭陰道路が多いこともあり、一度火災が発

生した場合その燃え広がる危険度は非常に高い地域とされていること

を踏まえ、小火を大火にしないための地域減災対策を参加者と一緒に

考えるフォーラムとしました。当日は生憎の雨でしたが、会場には町会・

自治会等の方々約80名 の参加があり活発な質疑が交わされました。

本フォーラムは 3音F構成としており、1音5・ 2部は講演、3部はパネル

ディスカッションです。

第 1部 阿佐谷・高円寺地域での被害想定と減災対策

第 2部 火災対策に特化した地域減災とまちづくり

第 3部 地域減災対策として日頃の備えにどう取り組んだらよいかのパネラーによる

ディスカッションが行われました。

パネルディスカッションの途中から会場からの質問も多くあり、非常に意識の高い方々が参加されていて大変盛り上が

りのあるフォーラムとなりました。

○ 明
"日
田

平成25年9月 29日 (日 )、 すつきりとした秋晴れの中、協rJl事業「第 3回ワクワ

クlどきどき?科学で遊ぼう」が阿佐谷地域区民センターで開催されました。

コンセプトは身の回りにある道具での実験や工作を通して、科学の楽しさ

を体験してもらうことです。サイエンスホッパーズ、区立科学館などの講師

の方々と小学生から大学生までの学生ボランティアの方々が13箇所のブー

スに分かれて様々な実験・工作を行いました。当日は子どもと大人合わせて

600名余りの参加者があり、各ブースとも大盛況でした。工作のブースでは、

風船を動力にした車を作る「ノウレーンカー」やストローを組み合わせて楽器をつくる「音であそぼう」など親子で顔を寄

せ合つて思い思いの作品を作りあげていました。実験ブースでは、鳥の形のやじろべえが磁石の影響でどこにおいても

北を向く「オモシロやじろべえ」や黒サインペンで書いたところに水を垂らすと色々な色が浮かびあがつてくる「ペーパー

クロマトグラフィー」などに「え一?不思議 7」 というワクワクした表情をたくさん見つけることができました。できあがった

作品を満足そうに手に持つて笑顔で帰宅する参加者の皆様の姿に、スタッフー同心から嬉しく感じたイベントでした。

ユ



「手作りの味を守る豊嶋屋豆腐店J

店主:2代目 稲垣健造さん(76歳 )

3代目 稲垣健―さん(49歳 )

「手作りの店 豊嶋屋豆腐店Jは、」R阿佐ヶ谷北国の松山通り商

店街交友会 (旧 中杉通り)に あります。近所のお子さんがタッパーを

手にお使いに来る、音ながらのお豆腐屋さんです。国産大豆の「ふ

くゆたかJと 無農薬リト遺伝子組換大豆を使い、手作りの味にこだ

わつてきました
`,

二代目店主の稲垣健造さん、奥様の千恵子さん、三代目は健―さ

ん。創業昭和11年、屋号の豊嶋屋は初代・源造さんが修行した早稲

田通りの豊嶋屋から頂きました。ところが源造さんは昭和20年に

30歳の若さで戦死。残された健造さんはお母様と共に店を守り、

「あさがや区民センターまつ

りJを地域の皆様の参加を得

て、来春 3月 に開催いたしま

丸

出演、出展団体・グループの

公募を12月 1日 (日 )よ り受け

付けます。

●対象 :主 にあさがや区民セ

ンター及び当地域で活動している団体、グループ又は個人

●出演 :音楽、各種ダンスパフオーマンス、伝統技芸 その他

●出展 :手芸、絵画、工芸、書・茶道、その他展示可能な物 (販売は不可)

●開催日:2014年 3月 8日 (土 )。 9日 (日 )

●申込み受付期間:2013年 12月 1日 (日 )～ 12月24日 (火 )

往復ハガキにて団体・グループ名、出展、出演内容を明記の上

「阿佐谷地域区民センター協議会」事務局あてにお申込み下さい。

お申込み多数の場合はご希望に添えないこともあります。

昭和31年に店を

継ぎました。地

域 の 信 頼 も厚

く、消防団分団

長としても長 く

活躍されたそう

です。

三代目の健―

さんは平成 5年に脱サラし、健造さんの元で修行して20年、まもな

くお店を継ぐ予定です。まじめで仕事熱心な健―さんは、実は花嫁

募集中。「早く良いご縁に恵まれて、二人一緒にお店を盛り立てて

欲しいJと健造さんは語ります。

豊嶋屋豆腐店の一日は、地域の11の小中学校への配達から始ま

ります。6時から積み込み作業を始め、帰着すると開店し、翌日販

売分のお豆腐作りも始めます。出来上がるのは夜の11時頃。「豆腐

は手作りが一番。豆腐の味はどこにも負けない」と健造さんは胸を

張ります。

稲垣家では、もちろん毎日お豆腐を食べています。冬は湯豆腐、

夏は冷奴、居酒屋の人気メニュー「厚揚げに生姜醤油Jな ど。本物

ならではの食べ飽きない日本の味を知つてほしいと熱く静かに語

る姿が印象的でした。

～講座「仏像の見方・楽しみ方」に

3倍の応募～

政教分離の新憲法下においても、仏像は

日本人の生活の中に違和感なく根付いて

いたようです。

「彫像美術としての仏像Jと して取り上げま

したが、当初の危惧はアンケート結果から

も杞憂に過ぎなかつたことに安堵しまし

た。ブームを裏付ける様に応募が多く、嬉

しい悲鳴を上げたのでした。

木村講師も持ち前

の説得力で、受講

者を仏像世界に

誘つておりました。

今後の継続開催希

望に沿つて、より良

い講座を企画して

行くつもりです。

2014年 あさがや区民センタ…まつり



阿佐谷地域区民センター協議会 言青層≫ ‖奎し妻こI勺 〔11月以降の募集〕

※毎月11日 発行の「広報すぎな初 、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魂

長寿応援対象事業と付いた講座では、参加者のうちア5歳以上の方に「長寿応援ポイントシー′力を配布しま視

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 [TELЮ 3 3312 2111(代 表月へおたずねください。

【申込方法】◆往復はがき (1枚に1人 1働 に教室編音座名、住同t氏名、年齢、電話番号を (返信用に自分の宛名を)言己入し、

〒1660004 杉並区阿佐谷南 14フ¬フ F可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

阿佐谷地域区民センター

11月 12日 (火 )・ 20日 (水)・ 26日 (火)/12月 10日 (火 )・ 18日 (水)・ 24日 (火 )・ 28日 (土■31日 (火 )

梅里区民集会所
11月 5日 (火 )・ 19日 (火)/12月 3日 (火 )・ 17日 (火 )・ 28日 (■

「

31日 (火 )

協働事業

「わらべ歌・

ベビーサインで

楽しく子育て」

親子で

30組

11月 30日 (土 )

午前10時～12時

4階 和室

無料

乳幼児 (生後6ヶ月～3歳 )

とのよりよいコミュニケーションを深め、

育児を楽しくしましょう。

わらべ歌/長谷部暢子

0ませべのぶこ)先生

ベビーサイン/中倉かよ

(なかくらかよ)先生

11/19(火 )

必着

11月 27日 (水 )

必着

クリスマスコンサート

2013

「ジプシースイングの

クリスマス」

90名

12月 7日 (土 )

午後1時～3時

3階 第45集会室

無料

「ジプシTスイングのクリスマスJ

ジプシーの伝統民族音楽とスイングジャズ

の融合した音楽で魂

今年のセンターまつりで好評を博した

トリオの登場で魂 長寿応援対象事業

(75歳以上)

「スイボクJ

Sw ng Beaucoup

平野広泰

(ひ らのひろやす)(G)

平野良昌

(ひらのよしまさ)に )

前田治

(まえだおさむ)(Conじ

X′masに 家庭で

本格ローストチキンを :

16名

12月 9日 (月 )

午後2時～4時

2階 料理室

1500円

(材料費)

本格ローストチキンの焼き方をプロから

学びクリスマスやお誕生日の集まりに

自宅で焼いてみませんか?

長寿応援対象事業 (75歳以上)

善塔―幸 けんとう

かずゆき)(ラ メゾン

クルティーヌ・

オーナーシェフ)

11月 22日 (金 )

必着

I祐峰富士の魅力を探る』

～気象学から読み取る

世界遺産～

40名

12月 17日 (火 )

午前10時～12時

3階 第4・ 5集会室

無料

世界遺産に登録された名峰富士を気象の

面から解説すると共に、サイエンスの対象

として紹介し、更に生物の多様性・植物

連鎖にまで及びま視

長寿応援事業 (75歳以上)

佐藤 元 (さとう

はじめ (気象予報士)

黄金雲プロジエクト

日本自然保護協会

日本科学技術振興

機構等で活躍中

1月 30日 (土 )

必着

ミユージックベルで奏でる

クリスマススペシヤル
50名

12月21日 (土 )

午後3時～4時

3階 第45集会室

無 料

クリスマスソングを清らかな音色のミュー

ジックベルで演奏しま視 ミュージック

ベル&ピZ/連弾、歌とリズムでクリス

マスキャロルを楽しもう♪

(対象 :小学1年～6年 )

浦部真実子

(う らべまみこ)

遠藤浩子

(えんどうひろこ)

当日直接

協働事業

子育て支援

日本フィルOBと弦楽

アンサンカレを楽しもう!

40名

1月 18日 (土 )

午後2時～4時

3階 第4・ 5集会室
無 料

無料

第1音8:プロによる弦楽演奏会

第2部 :プロと参加者によるバイオリン・

ビオラ・チェロのアンサン71レ

第3部 :弦楽器体験の3部構成で魂

第2部は弦楽器体験者対象で現

ご希望の方は弦楽器名および経験年数を

ご記入の上、往復はがきでお申込み下さしヽ

(対象 :小学3年～中学生)

日本フィル交響楽団OB

第1部と第

3部は当日直接

第2部のみ

往復はがきで

当センターまで

11月 25日 (月 )

必着の事。

子ども「お能」体験教室
―その成果を    15名

神明宮能楽殿で―

平成26年 1月 12日・19日

2月 9日  16日・23日

(毎 日曜日)

(計5回 )午前10時～12時。

3月 15日 (土)発表会

世界文化遺産である日本の伝統芸能

晴L楽Jを初歩からわかりやすく

お教えしま魂

発表会は神明宮能楽殿で演じま魂

(対象 小学生以上)

」ヽ早川修

(シテ方観世流能楽師)

12月 28日 (土 )


