
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://―w17.ocn.neJpノ～asagaya

明るく健康な一年でありますように
阿佐谷地域区民センター協議会 委員一同

辰年にちなんで馬橋稲荷神社の昇龍・降龍の彫り込
まれた石鳥居を紹介しま丸

正面の石造大鳥居 (二 の鳥居)は、高さ8mで昇龍・降龍が刻されて

あり、龍の巻いた鳥居は品川神社と宿鳳山高円寺境内にある稲荷

社と馬橋稲荷神社の3つのみなので東京三鳥居の一つといわれて

いま視 (ホ ームページ:httpノ /wWW mabash‖ naH o子 g/)

吹奏楽 2月 11日 (土)lo時～16時

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
※一部の機種によっては対応していなし`場合があります。

口７

2月 12日 (日 )10時～15時30分

皆さんお誘い合わせご来場下さい

′

′

歩きなからりこ気→響精騒
すきなみ



12月 10日 (土 )

明るいニユースが少なかつたこの一年、毎年恒例の12月

コンサートは従来のクラシック系音楽から、身も心も楽

しい気分になり、阿佐谷の街にふさわしいジャズを企画

しました。

日本ジャズ界の重鎮お二人と新進気鋭の若手二人でのカ

ルテットが目の前で演奏する卓越したテクニックを皆様

に堪能していただきました。

レ超一流ミューツシヤンの競演. L

11月 26日 (土 )

11月 26日 (土)24節気の「小雪」も過ま 朝晩は寒さを感じ

るようになりました。

この日午後2時から「大人向け朗読とおはなしの会」が催され

ましたが、日中は穏やかな過ごしやすい気温でした。

出演の「ご本。お話大好き会Jは、今回初めて擬音効果やバツク

ミュージックを使つた意欲的な朗読で皆さんを癒してくれまし

た。

余談ですが‖月26日 はスヌーピーやチャーリーブラウンを生ん

だチャールズ。M・ シュルツの誕生日でもありました。

11月 12日 (土)

スプリング コンサート

前日の冷たい雨がうその様な小春日和の穏やかな土曜日。

講師 安永先生、45名の参加者の皆様、スタツフが『東運寺、

大園寺、大宮八幡宮方面の歴史散歩』を楽しみました。

東運寺では山椒大夫、浅野内匠頭 。大園寺では保科正之に

について徳川家康から会津の白虎隊まで。大宮八幡宮で|ま

藤原頼道から源義家、藤原清衡、源義経など縦横に歴史を

めぐるお話に一同、時を忘れて間き入りました。

阿佐谷地域区民センター3階 第4・ 5集会室で開催
します。詳しくは広報すぎなみ2月 11日号か、
ホームページ・地域コムをご覧下さい。

▲威風堂虫 大回寺山門) N呆科正之墓所前で ▲講師の話に聞き入る (大官八幡宮)

3月 3日 (土)午 後2時～4時



我が街 阿佐谷のユニークさん・その4
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、案外身近な所に素敵な場所があつたり、

魅力的な人がいたりするものです。改めて私たちの愛すべき阿佐谷を見直してみました。

あらゆるものをバルーンでハッピ…に !

●ハッピー」リラ0/要さん

(F可 II合 ‖フ「イ主 T巨 L03-3336-7618)

阿佐谷ですつかりおなじみのパフォーマー、ハッピーゴリラこと

要 (かなめ)さん。着ぐるみでバルーンのパフォーマンスを始めた

きつかけは、ある結婚式でのパーティーを明るく楽しく盛り上げ

るために工夫したこと。これが大変喜ばれたのが弾みになつて、

98年以降に独立したそうですて,それ以来単独で企画運営してい

フ,レーンライタ=?に変身  ます。

大道芸として、ショツピングモール・各

種パーティー・誕生日・結婚式・幼稚

園・老人ホーム・ストリー ト(ヘブン

アーテイスト)等、依頼があれば何処

_ にでも出かけます。

ヽでやる人はいません。お客様の目

1の前でバルーンアート・パフォー

、マンスをしながらやりとりするの

は難しいテクニックです。

バルニンは事前Icl■込み(パーツ

の新 つをしますが、それを運ぶ

(バルーンコミカリレ
パフオーマンス)

のには結構苦労す

るそうですて,

阿佐谷ジャズスト

リート・高円寺阿

波踊り。浅草サン

バカーニバル・高

円寺びつくり大道

芸・あづま通り大道芸・浅草東洋館・お笑いライブにも参加して

います。

「子どもだけでなく、大人を楽しませるパフォーマンスをもっと

していきたい。バルニンアートはアメリカが本場なので、今後是

非海外で興行をしてみたい。」

まずは阿佐谷にノヽフォーマンスができる場所を増やしていきた

いと考えています。「中杉通りをタ ラ者天国にしてみたいですね。J

沖縄県 (石垣島)生まれで阿佐谷在住は15年以上。

●ホームページも好評中。http:〃www happy9o百‖a net/

OYouTt beアドレス:

htpレク%vwwyoutube comんvatch?vⅨ EXmヽ′′ダ5uz4

l

▲どんなものでもバルーンテクニツクを駆 支して作つてしまいます.

菫装すると人格も甕わる !どこでもやつちやLlます。

●滝口正幸さん (カラオケバー『プレステージ』

(F可 1■●南 1丁 目9 6 TFL03 3318 6730,

阿佐谷生まれ、阿佐谷育ちのこのおじさん、パールセンター、す

ずらん通りを中心に独特のパフォーマンスを繰り広げる正にユ

ニークさんです。

最近は浅草仲見世街にも変装して出没し人気者になつていた

り、女装してサンバカーニバルのコンテストで入賞するなど、その

活動はとどまるところを知りません。

実は30数年前にお笑い番組のオーデションに

応募してTVにも出演した事もあるほどの筋金入

り。プロの厳しさを感じ素人芸でやろうと決心し

ましたが、負けず嫌いな性格も相まって、こだわ

りは徹底しています。

偶然チャップリンと誕生日が同じの為、チョビ

ヒゲを描いF/1ヽ 学校に登校した子ども時代。18

1日■ 日 歳頃から変装を本格的

に開始し、それから40数

年間継続中¨¨

大学時代はスキー部で大活躍、ス

キー指導も経験しました。スキーも凄

いのですが、アフターの宴会音5長として

特に人気があつたそうです。

ムに出演中。

現在50種類以上の変装が出来る衣装や小物を

活用してパフオーマンスを実施中。

今後の目標はありますか?「 100歳で変装し

て再デビューする事だね。金さん・銀さんに負け

ない様に頑張るよ!lJ

素顔はダン7r?なイケメンおじさんでした
`,

「杉並区長になつて明るく楽しい街作りをしたい。区民にも楽

しいことを一緒にやつてもらう。Jと本気に?考え中。

東北大震災義援金活動にも積極的です。

常に元気を発信している面白いおじさんを取材して乾杯でし

た。

オーナー)

普段はシャイではずかしがりや
だそうですが、変装すると気持も 'が

′

変わり弾けてしまいます。     |

のが日常となつています。

阿佐谷のお店には毎

晩9時以降の爆発タイ

ヽ
　

　

／

ジャズも演歌も好き、カラオケで変

装して歌い、踊りで場を盛り上げる 1■

▲すでに人格まで別人です

▲様々な衣装かズラリ1

▲滝口正幸さん



阿佐谷地域区民センター 講 座・ 催 し案 内  〔1月以降の募集〕

棟方志功と

その世界
40名

1月 31日 (火 )、 2月 7日 (火 )、

2月 17日 (金 )、 21日 (火 )

午後2時～4時

3階 第 4・ 5集会室

硼
帥

作品をあらゆる視点から見つめ、志功の

情念を探る。「言霊の世界」「祈りの世界」

「女人の世界」「彫る～棟方志功の世界J

石井頼子

(い しいよりこ)

1月 21日

古布で

ぞうり作リ
細
妨

2月 8日 又は29日 (水 )

午前10時～午後 3時

4階 第2和室

教材費

700円

長寿O

毎回ご好評の、不用な布を使つたぞうり

作りで魂健康に良く、履き心地抜群の

ぞうり作りにチヤレンジしませんか。

大垣正子

(おおがきまさこ)

1月 21日

土ようえほんと

おはなしの会
20名

1月 21日 (土 )

午後3時～4時

2階図書室
無料

年の初めのおはなしの会。

暖かい部屋でくつろいでください。

ご本・お話

だいすき会
当日直接

土ようえほんと

おはなしの会

センターまつリ

20名

2月 11日 (土 )

午後2時～3時

2階図書室

無料

おまつりの時は2時開始。

にぎやかなおまつりの中で

えほんを楽しみましょう。

ORCAわ―るど 当日直接

大人向け朗読と

お話の会
30名

3月 10日 (土 )

午後2時～3時

2階第1集会室

無料 毎回大好評のこうばこさんの出演で魂

お楽しみに。
こうばこの会 当日直接

※毎月11日発行の「広報すぎなみ」、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0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 1旬 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14み17 阿佐谷地域区民センター協議会へ。 ◆締切日必着 (曜日直接」を除く)。  ※抽選結果を返信しま魂

毎月 1日 (1月は5日)に新しい本をお届けしま魂

靱 日の新着本の貸出しは2冊までです)

毎月 1日 に「図書室だより」を発行しで 図書室受仏 区民センター1階広報スタンは JR阿佐ケ谷駅広報スタンドなどに

配布していま丸 また阿佐谷地域区民センター協議会の下記ホームページで過去1年間の新着本情報が見られま魂

アドレス http://www17.ocn.ne.,pノ～asagayaノ tosyo.htmi

当センター協議会のホームページ ⇒「図書コーナ刊 ⇒「新着本のお知らせ」

新着本の紹介 (…罰

一般書 児童書

・おまえさん (上下)  宮部みゆき

。マスカレード・ホテル 東野圭吾

。上機嫌の才能    田辺聖子

・緑の毒       桐野夏生

これからの企画晨示の予定

「世界の音話」 1月 19日 (木 )-2月 13日 (月 )

・りょうりをしてはいけないなベ  シゲタサヤカ

・せんろはつづく どこまでつづく 鈴木まもる
。地球をほる          川端誠

・あたしンち 17         けらえいこ

鬱「本で知るあの人」 2月 16日 {木)～3月 20日 (火 )

今年もご利用お待ちしています

目佐谷 区民センタ… 1月 4日 (水)まで。10日 (火 )・ 18日 (水)・ 24日 (火 )/2月 14日 (火 )・ 15日 (水 )・ 28日 (火 )

格里区民集会所   1月 4日 (木)まで,17日 (火)/2月 7日 (火 )・ 21日 (火 )


