転

角
●≠

検索キー ワー ドは I阿 佐谷地域
当協議会ホー ムベー ジで講座や
イベ ン トの最新情報をどうぞ。

輛

]

http://www17● cn.neJP/〜 aSagaya

大井貴司

宮之上貴昭

清水 昭好

横 山和明

主催 :阿 佐谷地域区民センター協議会
〒166‑0004杉 並区阿佐 谷南 1‑47‑17
●問い合わせ :TEL

03(3314)7215

●申し込み先 :FAX

03(3314)7214

Y∪ KO

●E mail:asagayaunkyo@deluxe ocn.ne.jp

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
ー 吉Fの 機 ● によつては対 応 してい ない■ 合 があ り,つ

9月 10日 (土 )
▼レーヽ二役 音楽と君語の価 便

′
杉並区に近頃多発 しているとい う 消費者被害 1こ 遭わな
い為の請演会が開催 されました。90名 に及ぶ参加者は
満席の中、消費者センターのおはな しと寸劇で楽 しく学
′
′
よ 立川志隆こと濱崎隆さんによる 音楽 と落語 できい
で 唄 つて 笑 つて存分にリフレッシュしたようで丸

▲勿 レーフ ス リー Sに よる寸劇

10月 8日 (土 )
「理想のママのつくりかた」
こともをしあわせにするために、まずママがしあわせにならなくちゃ

!

さかなさんとそのグル ープの映像 と音楽のアコーステイツクな楽 し
いライブゑ 絵本のストー リーがプロジェクターで映りだされ立体的
なパフォーマンスが展開されました。ママとチビちやん達が席も足リ
ないくらいに参加 して頂きました。会場の中に 幼児用のおもちゃ
々チビちゃんの泣き
の遊び場とママの為の授乳室を設けました。時'ま
声がまじりながら、さかなさんのやさしい朗読とオーボエ、ハン ドベ
ルやヴォーカルと拍手で盛 り上がりながら楽 しく終了しました。

012日 (日 )
開催 日:2月 11日 (土 〕
昨年までのセンターまつり(11月 )と 春まつり(2月 )を 統合し
新たなセンターまつりとして開催しま丸

i

・公演 (歌 唱 。
器楽演奏・舞踏・伝統芸能なじ
・作品 (絵 画・書道 。
写真・小物作品など

●対象 :主 にセンターをご利用、及び当地域で活動している団体・グル ープ
往復はがきに内容とタ レープ名を明記して下さい。
締切 り:11月 25日 (金 )必 着
応募先 :阿 佐谷地域区民センター協議会事務局
X写 真 はイメー ジ写 真 であ り 今 回 の よつ りの 公演 を表 ■もの では あ りませ ん。

・ その3
我 が街 阿佐 谷 の ユニー クさん
案外身近な所に素敵な場所があ つたり、
毎 日この街 に暮 らしているジモティー (地 元民 )の 私 たちですが、
改めて私 たちの愛すべ き阿佐谷を見直 してみました。
魅力的な人が いたりするものです。

74歳 のライダーは京 染 め屋さん !

>繁 故 な こ夫 婦
お店 とマシーンの
対比 もカッ]イ イ

!

●松村京染店 松村秀―さん・ 和子さん
(F可

佐合属
Jl‑9‑3 TEL03‑3311‑7515)

「あら、こんな所 にオー トバイ屋さんが有つたかしら?」 通りす
違いますよ !こ こは阿佐谷は
がる人達がささやきます。いえいえ、
いすずらん通
り
。
昭和二年創業の「松村京染
青梅街道にほど近
店J。 現在は二代 目の こ主人の松村秀― さん (74歳 )と 和子さん
(?歳 )の こ夫婦が京染め白生地呉服、しみ抜き・洗い張りなどの
何とお店の中に
商いをされているれつきとした京染屋さんです。
ド〜ンと漆黒のスーパーマシンが納まつていて、まるでショールー
ム。マニアなら羨望の「ハーレーダビットソンFLHTCV(ウ ル トラ・
クラシック・エレクトラ・グライド)サ イドカー2010 1600cc、 ハー
レーの純正サイドカーとして最後の生産で23区 内に1台 しかない
そうです.,ハ ー レーを語る松村さんは、まるで少年の様で、それ
を優 しく聞きながら微笑む奥様。35歳 からハー レーー筋に6台 乗
り継 いだ 思 い 出 のアルバ ム が
5・ 6冊 。そ こにお 二 人の ハ ー
レース トー リー が熱 く収め られ
ていました。
松村 さんはお酒 もタバコもや
りません。本業のお仕事 を済 ま
▲松オ寸秀 ―さん テロ子 さん こ夫妻

せて、後 はハー レーに乗 るのが

人に明るい希望を。
笑顔 でア ドバイス。
●神霊能者 (数 霊占術士)観 月 明希 さん
(阿 佐谷 1.1丁 目

454第 二若葉ビル lF TEL 03 3330 0742)

JR阿 佐 ヶ谷駅 か ら中杉通 りを北 にしばらく行 くと、
右側 のお店

の並びに「 占いJの お店 とは思 えない明るく白い店舗。弁天様 の
絵が飾 つてあった り、パ ワTス トーンが 陳列 されていた り、ヒー リ
ングやスピリチャルのショップという印象です。

いらつしゃるのは観月明希先生。
一見、はつ らつとして笑顔の
いも甘 いも、
の
に
が、
そし
実は人生の酸
素敵な普通 女性 見えます
演」
量調査資
て霊能の秘技まで知 り尽くしたマスターです。元々、
料等を編纂する事務系のお仕事をされていた観月もし、まさか人
の運命を調 べることになるとは思いもしなかつたそうですが、あ
人のおいた
る時霊能のマスターとの出会いで人生が一変します。
ちや運命はもちろん、今日持 つているお札の番号までズバズバ

唯― の愉 し
み だそ うで
す 。この と
てつ もない
マ シ ーン を
操 るのは大
変 ですが、
このお 歳 で

月に一度、クラブの仲間とツーリングヘ。たまに奥様を舟 (乗 用
奥様 しか乗せ
側車)に 乗せて走るのが嬉 しいそうです (勿 論、
ないそうです)。 雨の日には絶対に乗らないそうです (汚 れを落
として磨き上げるのが大変だから)。
松村さんに「フル装備でハーレーに乗 つていただけません
か?」 とお願いしてみました。少し照れながらも嬉 しそうに応じ
てくださいました。勿論、奥様もご一緒に !ラ イダースーッにヘ
ルメット、レイバンのサングラスにロングブーツ。見て下さい
黒い愛馬に跨る勇姿は若々
独特のエクゾTス ト音を響かせて、
￨

しく輝 いていました。ご本人は体力の続 く限り乗 りたいそうで
「後、もう少しにしてね !Jと 奥様が心配そうでした。
すが、

言い当てられるその能力に驚嘆 した観
月 さんは、マスターについて修行を重
ねる決心をします。その後の人生は波
瀾万丈。世界のあらゆる場所へ不思議
な任務で赴いたり(ブ ラ功 レヘの砂金
探 し等 )、 資金難でも旅館経営に踏み
出す ことになつたり 。それでも、ご自
身の霊的な能力が研ぎすまされて行く
ほどに、天女様や弁天様、蛇や龍の神
様等、
実際 に目にする体験を重ねて行

観 月明希

「 〈うらなう〉というのは〈
かれます。
世
の中の裏の意味を知る〉ということなんです。そのためには勉強
が必要ですし、時間もかかります。学んでみようという方は 1年 間
の勉強会がありますので、
参加されてみてはいかがでしょう。今
の私の目的は、指導者を育てることなんです。そのつもりで取り
組みたい人には様 々な修行をしても
らいますし、
試験もあります。3年 間
みっちりやつて習得できた人は、プロ
としてやつて行 つても良いと認めま
ハー ドルは高そうですが、
す。
人を幸
」
せに導くお手伝いができる仕事のよ
うです。

▲ レロ 左谷の展 ふ室「アル ティJ.
他 に梅里 に̲‐ 務 所

伊 東詞

奈 に研 修 所 があ る.

・
球幌麗暑綴仄力)運 命鑑定 相談は要予約
詳 しくはお問い合わせ下さい

・ ‖奎し壽三:勺
阿佐谷地域区民センター 諦轟菫
11月 25日 (金 )

笑いのヨガ
(ラ フターヨガ)

午 後 6時 30分 〜8時 30分

3階 第 4・ 5集 会室

「賢者 の贈 り物J「 最後 の一葉 」等

2階 第 1集 会室
午後 2時 〜4時

青梅街道を走っていた路面電車 …
丸ノ内線開通に伴 い姿を消した

2回 日外
目第4集 会室、

都電の話

12月 2日 (金 )・ 6日 (火 )

第1回

いつものグループが全員集合
楽しいクリスマスを過 t し ましょう。
サンタさんからのプレゼントも
!

12月 17日 (土 )

午後 3時 〜4時
3階 第4・ 5集 会室

伝統芸能「能楽」
こども体験
ワークショップ

24年 1月 8日 、22日 、29日 、
15名 12月 5日 、19日 /毎 週 (日 )

午前 10時 〜 12時 滸 5回

IЮ

,

オー・ヘ ンリー短編 集よリ

午後 2時 〜 3時

お話の会

笑 つて身も心 もスッキ リ、いや し効 果
でアナタはシアワセにな ります

アマツンなすこ

11月 19日

仲 間と一緒 に笑 いましょう。

11月 26日 (■ )

大人 向け朗読 と

11月 以降の募集〕
〔

)

名127籠 17:)鑑Ъ

ユネスコ文化遺産 晴旨
楽Jを わかり
やすく、やさしく教えま現
対象 :小 学生

ご本・お話だいすき会

11月 19日

ORCAわ ―るど
こうばこの会
ご本・お話だいすき会
三つの りんご etc
小早川 修
観世流シテ方能楽師

当日直接

11月 30日

岩崎彰宏

認知予防のための生活提案

日本クリイテセラ

12月 21日

ビス ト協会理事

24年 1月 19日 、26日 、
25名 12月 2日 、9日 /毎 週 (木 )

初心者 の方、基礎 から学び

竹澤美知代

色紙 まで仕上 げます

NHK学 園講師

×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
布しま視
長寿 :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,力 を酉己
ント
つい
担当 [TEL03 3312 2111(代 表月へ おたずねください。
この制度に
ての詳細は、区の高齢者施策課 長寿応援ポイ
・
ll■
に
1人
住所、
氏名、
年齢、性別、電話番号を (返 信用に自分の宛名を)言 己入し、
llこ 教室 講座名、
【
申込方法】
◆往復はがき (1枚
へ 。 ◆綿切日必着 (1当 日直接Jを 除く)。
※抽選結果を返信 しま魂
センター協議会
14717
〒1660004 杉並区阿佐谷南
阿佐谷地域区民

他の図書館と
少 し違 います
便利です

阿佐ヶ谷駅徒歩2分 です。
お買い物、お出かけのついでにお立ち寄 りください。

新 しい本

選 りすぐりの人気本を取りそろえています。
毎月、
なお、
最新情報は区民センターのサイトからもこ覧いただけます。

子どもに優 しい

(こ ち らは児 童 書 コー ナ ーです )

本のたくさんある大きなお音F屋 のイメージです。
自宅にいるような雰囲気でゆつたり、くつろいで読書ができます。

特設 コーナー

子ども向けの本がたくさんあります。
読み間かせもできます。
畳のスペースもあります。ゆつくり、
その時 々で、
話題性、
季節性を考 えた展示コーナーもあります。
11月 後半からのテーマは 〔
クリスマス絵本、
来年 の干支 (辰 )〕 です。

れます。

阿佐谷地域区民センター 11月 8日
11月 1日
梅里区民集会所

(火 )・ 16日 (水 )・ 22日 (火 )/12月 13日 (火 )・ 21日 (水 )・

27日 (火 )

(火 )・ 15日 (火 )/12月 6日 (火 )・ 20日 (火 )

※ 12月 28日 (水 )〜 平成 24年 1月 4日 (水 )は 両館 とも休館 します。

