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オカ リナ演奏       11130～ 12:30

ギターとサックス演奏   15110～ 16100

10100^―

終 日

①  1030～
②  13:30～

クッキー販売

★ 牟「学遊び         終日

★ お茶席          終日

★ 舞踊 (詩舞)       11:30～ 1140
★ アンサンブル演奏     11:50～ 12:20

★ フラダンス        1230～ 12:50

☆ 人正琴演奏        13100～ 13:40

☆ コーラス          1350～ 14:20

★ ヴァイオリンとピアノ演奏 14:30～ 15:30

☆ バザーー         終日

★ 紙細工教室        終日

★ 子どもお菓子教室①    H:30～ 12:30

〃      ②        13:30-14:30

図書 リサイクル

折 り紙教室

わら工芸体験 (有料 )

′′

2階両日 ★ ケーキ

★ 喫茶

作品販売         終日

介護相談         終日

手芸品販売        終日

オーブニング杉七太鼓   10:00～
防災指導 11:00-12:00

(消 防自動車と写真撮れます)

☆ ヒップホップダンス    13:00～ 14:00

11:00-

和太鼓 10:00-

交通安全指導、防犯指導  11100～ 12:00

(白 バイ、 ミニパ トと写真撮れます)

2階

終日  ★

10:00-

1階

バルーンアー ト

★ バザー

★ 手芸品llFR売

日

日

終

終
★

★

★

☆

☆

★

中庭  
★

★ スクエアダンス 13100-15:00

中庭両日 ☆ 包丁研ぎ (有料)終 日 ★ 模擬店 (岩手きのこ汁、ほたて焼きなど)11100～売 り切れまで

☆ 模擬店 (ltき そば、フランクフル ト、みそ田楽、十酒、飲み物など)11:00～売 り切れ まで

※プログラムは予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

検索キーワーHま [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■
‐
h情報をどうぞ。

http://www17。 cn ne」 p/～aSagaya/

楽 しい集い



9月 25日 、阿佐谷地域区民センターの 「開館 25周年
を祝 う会Jが催されました。本来のバースデーは 6月 でし

たが、いろいろ準備もあつてこの日となりました。
ビアニス ト古田寛子さんの演奏で、ショパンなど数曲を

館に “プレゼント"。  いつもご協力いただいている方々と

ともに、ささやかなお祝い行事としました。
阿佐谷地域集会施設運営協議会・小林会長の当日のご挨

拶 (概略)を掲載 します。

「新しい活動の展開」を目指して

「阿佐谷地域区民センター」は、開館 して今年で25周年
を4え ました。地域住民のた流の場を目的として開設 されたEXl民センターが、今日こうして地域の方々の間
ですっかりえ着し、人たな盛滉ぶりを几せておりますことは、喜ばしいFRり であります。ごえ掟 ご協力を

頂いた関係諸団体および域 の皆様に次めてヽから起謝申しあげます。この節日に、ネと
｀
も協議会としまし

ては、従来の

'3動

状況を危直し、 しっくり検討 してみる

“

要があろうかと思います。一つには、地域の方々

のご妥∠を的確にれ握 し、事業内容のえなる充実をはかること。もう一つは、他のEt」 体 とi主携するなどして

新 しい活動を晨関し、地域活性化のお役に立つことであります。容易ではありませんが、日標に向って委員
一同たゆまぬ努力を続ける所存であります。皆様には今イたとも当協議会の活動を湿かく危守っていただき、

従来に増 してのごえ2と ご協力を賜わりますよう、お願い申しあげます。 (′ 卜沐 な)

コミュニティすく―る  9月 5日 (土 )午前9時半～12時

「角川庭園と荻窪の自然を語る」 講師・松田輝雄氏

朝、大田黒公園に 30名 の参加者が集い 「樹木の大切 さ」「常の跡の

もてなしの心J、 そ して荻窪の町の歴史など、講師のお話をうかがい

ながら、今年 5月 に開園した角川庭園へ。園内の 「すぎなみ詩歌館 J

で、井伏鱒二の 「荻窪風土記」の一部をみんなで朗読 しました。
「関東大震災前は荻窪で、品川の岸壁を出る汽船の汽笛が聞こえたJ

「荻窪の主要産物は漬物

大根 と野菜で、毎朝荷車

で淀橋の東洋市場に運ん

でいたJな ど味わい深い内容。 「声を発する。他人の発する

声に耳を傾ける。これが コミュニケーションの始まりJ「あ

なた、お名前は?田 中さん。そちらは?鈴木さん。 ね !

ほ力ヽ こも山や川や谷や、 日本人の名前は自然からもらつたも
のが 基本になつているんですよ」「好きな本を、声をだして

読む。自分の笑い顔を毎日鏡で見る。いつでも笑顔で人に接
していると皆が楽しくなる。そして、自然に触れて楽しむ。
人生 60歳、70歳、80歳は楽しむ時代ですよ !J

ユーモアあふれる “授業"に何度も笑い声があがり、会

場は楽しく盛り上がりました。

二ヽ静

の世界

こうえん会

内藤わ美

(土)午後 2～ 4時

ヽ一枝笛とともに一

♪牡丹に唐』f r4均 に虎 虎を路まえて和藤内
内藤様はさがり藤 常 :見西行 うしろ向き ―

開演 5分前に会場はほぼ満席。“戦争未亡人"の鬼が
“侵略者"″ヒ太郎を告発する「瀬戸内の鬼Jの軽妙な語
りで、早く()観衆は内藤さんの手の内へ。「隅田川Jは
行方知れずのわが子を探して、はるばる都から旅してき
た女が、すでに病死していたその子の亡霊に会うという

悲話ですが、迫真の語 りに満場は水を打ったように。

松尾慧さんの横笛の演奏と「能管は “打楽器" など

さまざまな笛の話には異国同音で「ほお― !Jと 感心の

声が。結びは全員で「江戸のしりとり唄Jを、横笛の伴

奏付きで “合唱"しました。
・アンケー トから ◇情感あふれる語 りのL界を初めて

体験しました。特に隅田川は引き込まれ、状況を想像し

ながら涙があふれてきました。◇内藤さんは「すばらし
いJの一言。「隅田川Jでは涙がボロボロ出てしまいま

した。松尾慧さんの笛のお話がおもしろかつたです。

10月 10

語 りの

※本誌に掲載 した参考ウェブサイ トヘは、本誌のウコブ版 (PDF)か ら直接 リンクできます。



クリスマスコンサー トのご案内
今年も、クリスマスシーズンに

合わせた演奏会をお楽しみ く

ださい。
12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

【出演】竹内 永和 (ギター)

硲 美穂子 (ヴァイオリン)

弦同士の温かな音色、さわやか

な響きはきつと皆様の琴線に

触れることと思います。

【曲目】美しきロスマリン/愛の喜び/トルコ行進曲
/ノ クターン/ホワイトクリスマスほかを予定。

【募集定員】90名 (抽選)入場無料

【申込方法】p4参照 (お子様は、小学生以上で、最後
まで着席して鑑賞できれば、保護者と同伴に限り申し

込み可)※ 11月 23日 必着

土ようえぼんとおけなしの会

クI′ スマススペシャ′L

ちょつと早めのクリスマス I

いつものグループが全員集合です。

サンタさんからのプレゼントもお楽しみに !

出演 iORCAわ―るど/こ うばこの会

/ご本・お話だいすき会/三つのりんご

12月 12日 (土 )午後 2時から

阿佐谷地域区民センター 3階第 4・ 5集会室

参加費無料

申し込み :直接おこし   ください。

(先着90名まで)

■
~■

■
'

く
」

<春まつり展示・作品募集>
対象 :主に当センターをご利用の皆様および地域にお住まいの方

募集作品 :写真、書道、絵画、手芸、彫亥」、生け花、短歌、陶芸

など展示可能なもの

平成 22年 2月 13日 (土)14日 (日 )

平成 21年 12月 9日 (水 )

平成 21年 11月 30日 Z、着

往復はがきにグループ名と作品の内容を明記のうえ
「阿佐谷地域集会施設運営協議会事務局Jヘ

開 催 日

説 明 会

申し込み

陶呼島カフェ」
まちのバー ドウォッチングは冬が “シーズン"、

花や木の実・草の実が少なくなり、虫や小動物が

地表から姿を消すと、鳥たちは人家近くに寄って

きます。ベランダの隅にパンくずの トレイを置いたり、庭木の小枝に

みかんなどをさしておくと、はじめは警戒しながら、徐々に大胆に、

やがて、すぐそばで見ていても平然と餌を啄ばむようになります。

ついには早朝からやつてきて、ピーピー、チュンチュン、キーキー

とけたたましく催促するほど。「野鳥カフェ」は大にぎわい。

以前はスズメが主客でしたが、近年はメジロやシジュウカラ、ヒヨ

ドリが幅を利かせているようです。ツグミ、カワラヒワ、たまにコゲ

ラやジョウビタキも訪れます。*1コ]色は地味でもそれなりにきれいで、

しぐさも愛らしく、見ていて飽きません。 (人気漫画 「とリパン」*2

などの影響もあつてか、サービスし過ぎで騒音・糞害などご近所の奪愛を買うケースもあるので要注意。)

もともと山や森に棲んでいた鳥たちが、街中で営巣しヒナを育てるようになつたのは 1960年代の終わり頃

からといいます。理由は、残飯など餌が多い、ヒー トアイランドで暖かい、天敵が少ない、などいろいろ考え

られますが、開発が進み、生,急環境を荒らされてしまつたため、「窮鳥Jと して人間のフトコロに飛び込んで

きた一一のかもしれません。あたたかく見守つてや りたいものです。*3

*l http:/か剛 suginamigaku org/content disp php?c=46ff0240731aO(杉 並区の野鳥)

*2 http:〃 morningmanga coげ linetlp/14(漫画の試 し読みもできます)

*3 http:〃 kenken kazelog jp/yachou/2009/06/post 6b9a html(都市鳥研究家・唐沢孝一さんの談話)

3
ウェブ版「あさがや」のアドレスは http:〃 www17 ocn nejp″ asagayaんndex html です。
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(アベ
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221■ 2月 2日 クk日窪日

午前 10日寺―午後 3時

(正午～午後 1時、休憩)

/4階 第2和室

11月 21日 土曜 日

2時～ /図書室

12月 19日 J曜日

2-3日寺//η図議

クラシックの名曲とその

歴史を通し「クラシック音

楽」をより身近に親 しんで

いただきまり]

元気がでる !腰痛・肩こ

り・膝をらくにしまサL

イラス トに見るお城

の断 。

健康に良く履き心地バツ

グンの “布ぞうり"を作り

ましょう。

木々も色づいてきました

れ 落ち葉を終 、しめてお

散歩もいいけれど、たまに

はゆつくりお話を問いて

みません力、

おざわ としお/からさわ かおり  ・わたしのしゆうぜん横町

・ しつぱいにかんぱい !

・名探偵コナン 65
官川 ひろ             メアリー・ポープ オズボーン

青山 岡J昌  ・親子で学ぶ偉人伝 (巻三) 荒川 不口彦/荒り 春代

・あたしンち 15

・或る女 (文庫)           有島 武郎  ・日本でいちばん大切にしたい会社    坂本 光司

・春の城 (文庫)           阿り 弘之  ・ 3ステップで咲かせる花づくり

金田 洋一郎/河内 孝 f・居眠り磐音江戸双紙 30化助の白 (文庫)

・新型インフルエンザ 完全予防ハン ドブツク (文庫)

岡田 晴恵
・イチバン親切な包丁の教科書      野峙 洋光
・朗読のススメ (文庫)        永井 一郎
・異常気象売ります (上 下) シ ドニイ シェルダン

・モンテ クリス ト伯 (― ) (文庫)

アレクサンドル デュマ

・ブラック スワン (上 下)ナシーム ニコラス タレブ

【地球の歩き方】イタリア  ダイヤモン ド ビッグ社

・骸骨ビルの庭 (上 下)

・宵山万華鏡
・ゲゲゲの女房
・思考の整理学  (文庫)

・江戸城を歩く
・東京湧水せせらぎ散歩
・差別と日本人
・日本最初の盲導大

佐伯 泰英

宮本 輝

森見 登美彦

武良 布枝

外山 滋比古

黒田 涼

高村 弘毅

野中 広務/辛 淑玉

業上 太郎

けら えいこ  ・てとてとてとて

【一般書】

浜田 桂子

歩誕ながら、元気ち留摯街。4

く阿佐谷地域区民センター >11月 か らの 講 座 ・ 催 し 案 内

中国コ t精神の父・魯迅の

日本における足跡を語る。

たのしいクラ

シック音楽

鑑賞

からだにやさ

しいヨーガ

日本のお城の

向

古い布で作る

布ぞうりJ

雄

土よう

えほんと

おはなしの会

※毎月 11日 発行の「広報すぎなみJに も掲載しています。

【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、〒1660004 杉並区阿佐谷南 14717 阿佐谷地域集会施設運営協議会へ。

◆締切日必着 (「 当日直接」を除く)で。※抽選結果を返信します。

図 書 室 か ら  鋼 しい本が入りました !― (最新情報はホームページで)

【児童書】
・へっこきよめさん ・ネコのタクシーアフリカヘ行く 南部 和也

西川 糸己子

・あきにであつたおともだち 亀岡 亜希子  ・マジック+ツ リーハウス25 巨大ダコと海の神秘

10月 31日

(」

12月 19日

(D

11月 21日

'キ

前10～12口寺

12月 19日・ 1月 23日 午

Z12‐ 4日寺ィζJJ雇 日(13
國 /3階 第45集会室

22年 1月 13・ 27日

2月 3・ 10日 枷 雇日

午後 2～ 4時 信「4國
/地砦音楽室

221三 1月 14・ 21・ 28日

2月 4日 名ツ団翌日

午後2～ 4日寺 信+4回 )

/3階 第45
22左
「

1月 22日・29日 縫

曜日 午後 1時 30分～ 3

時 30分 (計 2回 )

/3階 第45

Jヽ朝 誘

(オガサワ

ラヨシヒ→

|     (D

剖 |1元太郎

ゲンタロウ)

大垣正子

(オオガキ

マサコ
)


