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阿佐谷中央公園

① 阿佐谷西公園 ③ 東二公園

現在、すぎなみ公園育て組 (37団体・638名 )、 花咲かせ隊 (120団体・ 600名 )

お近くの公園を覗いての皆さんが、各地域の公園で花壇づくり・清掃などの活動を楽しく実施しています。

きれいな草花を見てください。そして輪が広がると良いですね。

① 阿佐ヶ谷西公園花咲かせ隊・公園育て組→ 8名で、一日おきに清掃や水や りを交代で実施。
「年 3回 (12月 ・ 5月 ・ 9月 )花の植え替えをして四季折々の花壇をきれいに維持していますt自 分たち

が楽しむことで公園も清潔になり、花もきれいに咲き、皆さんに喜ばれることがうれしいですね。J

*花壇への猫侵入防止ネットも目障りにならない工夫をされていました。

② 阿佐ヶ谷中央公園育て組⇒ 7名で構成 可能な人が毎週土曜朝 8時半ごろから樹木や草花の手入れを。
「落ち葉の収拾囲いを公園の傍らに造 り、腐葉土として活用しています。椿や山茶花 (区の花)は虫が付き

やすく、季節ごとに薬を使わずに除去しています。J

*植物に詳しいメンバーが、公園全体の樹木・草花を注意深く見守っていました。

③ 東二公園花咲かせ隊 (明 るい社会づくりの会)⇒全員 15名が3班交代で 10日 間隔で手入れに。
「小さな花壇は常にきれいに花が咲いて、近所の皆様の『ありがとう !』 の声が励みです。

特に夏は、毎日水やりと手入れをして花を大切に育てています。お買い物や散歩のついでに  4
立ち寄り、ゴミやタバコの吸殻等の清掃も皆で実施しています。J

*草花の手入れや植え替え時に、簡単なア ドバイスを受けられる仕組みがあれば… と話されていました。

*ミ ニ公園が近所にあることも、意外 と知られていないのが現状です。案内看板を設置 して気楽

に散歩のついでにも来 られる環境を整備する必要も感 じました。

*樹木や花、鳥にも関心を持つてもらえるように、名札や看板を取 り付けたり、老若男女が自然

に集 う、マナーを守 り、規制の少ない公園になるといいですね !

そ うしたことで、ご近所付き合いを更に活発にする、「楽 しいまちづくり」力`できると思います。

【参考】 「公いでのボランティア7舌動J http力 vヽww2 citysu柳崚llll tOk,jp/gШ de/gide asp?nl■ 0&n2=550&n3=480
「みどりの本日談,IJ httpフ7,vww2 Qtysugulallll tO● o,p/興ide/騨 ide asp?nl=80&n2=600&n3=500
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先の定期総会におきま して、平成 22年度の事業計画案 予算案は原案 どお り承認可決 され、これを

受けて新年度の事業がスター トいたしました。

昨年は阿佐谷地域区民センターーの開館 25周年にあた りましたので、節 日の年を機に、一段の飛躍を

目指 して、当協議会の各事業 とも出来る限 り内容の充実をはかることに努めました。

今年度 t,「事業の ―層の充実をはかるJと の重点 日標に向けて、さらなる努力を傾注することは勿論

でありますが、その うえに、“地域団体 とネ ットワークを組み、共に手を携えて実施する 1協働事業J"
に本腰を入れて取 り組tFこ とといた しました。いくつかの課題 1)あ りますが、委員一同結束 して、今後

協議会事業の大きな柱となるであろう「協働事業 |の成功を日指す所存でございます。

皆様におかれましては、今後とも当協議会に変わらぬご支援を賜わりますようお願い申しあげます。

阿佐谷地域区民センター協議会 小林 哲

不斗   ||
予算額 収 入額

款 1真

区補助金 17,317,00() 17,317,000

諸 反入 400,000 565,016

`ヽ

プた,日 言舌―■

't十

斗 1,000 △ 400

自動販 売機 手数 料 289,000 308,510

伴 1文 人 110,000 256,906

′
Jヽ 「 | 17,717,000 17,882,016

・ll ltt金 1,049,150 1,049,150

繰入金 (71j別 会計 ) 300,000 300,000

合  計 19,06(,,150 19,231,166

平成21年度  一般会計決算書 平成 22年度  一般会 計予算 書

不斗   卜|

本 イ1度 向打年度 増 減(ハ )

款 」貞

委 ■活動 費 4,194,300 4,228,000 ハ 33,700

事 たイセ 6,021,619 5,978,850 42,769

学級 講座 費 948,000 1,048,000 △  100,000

集 J事業費 1,060,000 1,360,000 △ 300,000

協働 J「 業 752,000 0 752,000

懇談会イヤ 37,300 60,000 △ 22,700

4占 活 動 費 280,300 336,000 ハ  5・l,700

広 ‖
'7占

動 費 1,636,000 1,310,000 326,000

ll域講座 費 231,520 483,280 △ 251,760

事務 費 263,499 198,J20 65,079

100,000 100,000 0

委 員 ll修 費 300,000 450,000 △ 150,000

48,000 44,000 ハ 1,000

諸支 出 220,000 444,000 △ 224,000

積 立企 0 100,000 △  100,000

了備 費 150,000 45,150 104,850

人 牛費 100,000 8,413.545 △ 8,(313,545

給 与 7,355,664 △ 7.355,664

保険 十1 100,000 1,021,981 /ヽ 921,981

ネゴ′‖LI生費 32,100 △ 32,100

旅 費交涌費 3,800 △ 3,800

事務 費 445,000 445,755 △ 755

合  ,il 10,760,919 19,066,150 ∠ゝ 8,305,231

不|   ||
本 イi度 前年度 増 減(A)

炊 1■

区イ占助 金 9,321,000 17,317,000 ′、7,996,000

両者‖又ノ、 400,000 400,000 0

1公 衆電 話 手数料 1,000 1,000 0

1 動販 売機 手数料 289,000 289,000 0

1雑収 人 110,000 110,000 0

ノ|ヽ ,「 9,721,000 17,717,000 △ 7,996,000

繰 越 金 689,919 1,049,150 ハ 409,231

繰 入金 (特別l会 ,「 ) 400,000 300,000 100,000

言「 10,760,919 19,066,150 △ 8,305,231

不斗   ||
r算額 支出額 残 細

款 1貞

委 員活■ll費 4,228,000 4,132,000 96,000

十 業費 5,978.850 5,243,188 735,662

学級「青座費 1,048,000 977,622 70,378

集 川事 業費 1,360,000 1,273,092 86,908

懇 談 交 流会 費 60,000 58,194 1,506

図 占,1動費 336,000 327,735 8,265

広報 7苫 動 費 1,310,000 1,293,601 16,399

連 協i#座 費 483,280 343,205 140,075

事務費 198,420 87,665 110,755

運 協備 iマ 1費 100,000 70,591 29,J09

委員研修 費 450,000 444,538 5,462

保 1倹十1 44,000 28,400 15.600

諸支 出 J4J,000 238,245 205,755

積 立金 100,000 100,000 0

「
備 費 45,150 0 45,150

人 牛費 8,413,545 8,171,175 242,370

給 与 7,355,664 7,135,065 220,599

,tl倹 ポ[ 1,021,981 1,010,648 11.333

福利厚ノ|.費 32,100 24,262 7,838

旅 費交通 費 3,800 1,200 2,600

事務 費 445,755 ′126,527 19,228

(卜   青十 19,066,150 17,972,890 1,093,260

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



3月 6日 (土)午後 2～ 4時

今回は異色の 2部構成。前半は東大の医学生 4人で

編成する「フイロムジカクァルテ ット|が 、モーツ

ァル トと ドヴォルザークの弦楽四重奏曲を。後半は

この道 50年度応OBのベテラン 5人による 「マン

ドリンアンサンブル 64321が 、世界の民謡か喝

映画音楽や唱歌・歌謡曲までを軽快に演奏.終盤は

会場を巻き込んでの大合唱。陽気のせいばか りでな

く熱気に包まれました。

腎臀=:::
ヴァイオリン 寺村侑、日崎可奈子/ヴ ィオラ 久世崇史
/チ ェロ 平高明音の各氏

◆アンケー トから 「若き東大生の熱演に感動 しました。

素晴 らしい演奏で したJ「 区民センターでも本格的なクラ

シックの演奏が聴けるようになつたかと感'既深い J「マン

ドリンの音色はたいへん懐かしく、一緒に歌つたこと、

暫くぶ りで芦を出して元気を1)ら いました |「マン ドリン

とギターのコラボが素敵。春にふさわしく、心が浮き立

つものでしたJ

マン ドリン 松本誠、浅田誠/マ ン ドラ 大山 :

稔/ギター 高橋武彦、智田秀穂の各氏

開催 します !

子ど´

大事な子どもたちを地域で見守りたい。それには

まずコミュニケーションから一一というわけで、

区民センター協議会と地域の諸団体が協働で開催

するフェスティバルです。大迫力のパフォーマン

ス、いろいろのおもしろ～い遊び、縁日のような

楽しい出店もたくさん企画しています。

地 域 懇 談 会
3月 13日 (土 )

土ようえlびんこあ|きなしの会

5月 15日 (土)3時から 梅里区民集会所

6月 19日 (■)3時から

阿佐谷地域区民センター 第 4・ 5集会室

5月 、 6月 はスペシャルがつづきます。

`
遊びに来て

ください。

お楽しみ読書会

6月 29日 (火 ) 午後 2時～4時 第 1集会室

講師 青木 笙子先生

与謝野晶子の童話集『人つの夜』より。

皆さん、彼女の童話をご存じですか? 今回は
「母としての与謝野晶子Jに、スボットをあてて

みましょう。

各町会、青少年育成委員会など地域団体の代表者にお集まりいただき、

当区民センター協議会の活動について、ご意見をうかがいました。

事業については、①少子高齢化や地域の結び付きの希薄化という現実に

対応 した工夫を。②地域活動への関心を高め積極的な参加を促すために、待ちの姿勢ではなく粘り強い行

動を.0も つと協議会と協議会活動のPRに工夫をなど、貴重なア ドバイスをいただきました。

今後、地域住民の皆様にt)率直なご意見をお問きし、新年度の活動をよリー層充実した内容とするよう

.努力してまいります。

久世崇史

ウェブ版 あさがやJのア ドレスは l■ttp″www17 ocnl■cjp卜asagayMndex html です。



阿佐谷地域区民センター 講 座 ・ 催 し 案 内 〔5～ 6月 〕

スケッチ講座でおなじみの

岡田先生がアーティストと

デザイナーの視点から広重

版画の謎解きをしま
‐
九

岡田 徹也 (おか

だ て 却́

6月 4日

“

ジ・15日

し0鯖+2回〕
有イ炎2■7ヽ4日寺
第 4・ 第5集会室

しし藩節で九 緑
がいつぱい梅里公園でのお

はなしの会 !リ トミック、

ORいわ―るど
=つのりんご

秋元 文緒

5月 15日  (」D
確 3晴～ 4畔
梅里区民集会所

土ようえほんと

おはなしの会

梅里ミニ

スペシヤル
ORCAわ―るど

こうばこの会
こ沐・よ垢舌
だいすき会

=つのりんご

少し早いたなばたさま。お

ねがいごと|   しょう?

お星さまからのプレゼント

もありま九

土ようえほんと

おはなしの会
たなばた
スペシャル

6月 19日 (■l

竹 髪3時^4日キ半

第 4・ 第 5集会室

青木 笙子 (あお

き しょうこ)

与謝野晶子の童話集「人つ

の夜」より。伺調テキスト

はこちらで用意します

6月 29日 しり
午後 2時～4時

※毎月 11日 発行の 「広報すぎなみJに も講座・催し案内を掲載していま九

長寿③と記載の講座では 75歳以上の参加者に「長寿応援ポイントシールJを配布します。詳細は、区の高齢

者施策課長寿応援ポイント担当 [TEL: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、〒1660004 杉並区阿佐谷南 14717 阿佐谷地域区民センター協議会へ。

◆締切日之、着 (「 当日直接Jを除く)で。 ※抽選結果を返信します。

・ぶんぶくちゃがま
おざわ としお しむら ゆきこ

・おら、とん かけたら  かがくい ひろし
・くろくんとなぞのおばけ なかや みわ

・モマの火星探検記
・学研まんが新ひみつシリーズ

1年 366日のひみつ
・世界の発明発見科学史 2

毛利 衛

竹内 誠

雀部 品

小宮 輝之

長谷川 章

大石 学

・であえてほんとうによかった    宮西 達也  ・もっと!ほんとのおおきさ動物園
トーベ・ヤンソン  ・東京の電車に乗ろう !(な るほどkids)・ムーミンのともだち

・ジャングルめがね
・しまうまのしごとさがし

・弥勒の月 (文庫)

・マタタビ潔子の猫魂
・神様のカルテ
・カッコウの卵は誰のもの
・三谷幸喜のありふれた生活 8

筒井 康隆
トビイ ルツ  ・ビジュアル幕末1000人

【一般書】
あさの あつこ  ・葬式は、要らない         島田 裕巳

朱野 帰子  ・言葉で治療する           鎌田 賞

夏川 草介  ・生姜力              石原 結賞

東野 圭吾  ・国際宇宙ステーションとはなにか  若田 光一

復活の日      ・かわいい「リメイク・エコ雑貨」 寺西 恵里子
三谷 幸喜  ・図説妖怪画の系譜       京極 夏彦 他

童門 冬二   お祝い・お礼のスピーチ実例集  生島 ヒロシ

小沢 信男  ・楽楽 (南紀・熊野古道) 」TBパブリッシング

筑紫 哲也  ・楽楽 (奈良・大和路)  」TBパブリッシング

堤 未果

休 館 日

阿佐谷地域区民センター

5月 11日 (火 }・ 19日 {水 )・

25日 1火}/6月 8日 (火 )・

16日 1水 )・ 22日 (火 }

梅里区民集会所
5月 4日 (火 )・ 18日 {火)/
6月 1日 (火 )・ 15日 1火 )

歩きながら、元itt文化が
街。

・龍馬「海援隊」と岩崎弥太郎「三菱商会」 ・さすが!と言われる

・東京骨灰紀行
・若き友人たちヘ

・ルポ 貧困大国アメリカⅡ

情報すばつと 会員募集
会の名称 :阿佐谷気功クラブ/内容 :気功体操を通じて、気・血・水の流れを

整え、いつまでも若々しい健康な体づくりをしてみません力、 見学はいつでも

OK!| どうぞご体験ください。

日時 :毎週月曜日10:00～ 11:30/場所 :主に阿佐谷地域区民センター/会費 :

3500円 (毎月)入会金 2000円 /連絡先 :3311-1326 宮本まで

※この欄の投稿募集は今号で終了します。以後は区報「広報すぎなみ」の「仲間集

まれコーナー」(1・ 4・ フ・10月 の概ね21日号に掲載)をご利用ください。


