検索キー ワー ドは I阿佐谷地域 l
当協饉会ホームペー ジで講座や
イベ ン トの最新情報をどうぞ。
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平成 24年 度 定 期総 会 の お知 らせ
日時 :4月 27日 (金 )13時 30分 開会
場所 :阿 佐谷地域区民センター3階 第4・ 5集 会室
議案 :1)平 成23年 度事業報告 。
決算報告 2)平 成24年 度事業計画案 。予算案

3)そ の他

*こ の総会 には、多くの方 々にご出席 いただき、阿佐谷地域区民 センター 協議会 の活動 について、

L̲

ご要望等をうかがい、各種 事業 のよりよい運 営を図りたいと思 いま丸
地域住民 の皆様 のご意見 。
阿佐谷地域区民 センター協議会 会長 安本 L岡 1

ら
な
か
ぎ
な
み
、
元気と
文襲加す
歩き

すぎなみ地域コム
阿佐谷地域区民センタ…協日会サイト
※一 部 の機 種 に よっては対 応 していない場 合 が あ ります .

2月 餞 画(土 )。 12日 (日 }開 催

2月 11日 、12日 風はまだ冷たい北風ですが、
日差 しはすつかり春 !雲 ひとつ な い好天 に恵ま
れ、あさがやセンターまつ りが開催されました。
今年は従来 の二つのまつ りを一つ にしたこと
もあり、日頃センターで活動 している分 レープの

11日 和 太鼓 12曰 吹姜 楽

成果発表 の場であると共 に、様 々なライブや模
擬店を企画 し、地域の皆さまが安心 して楽 しく
交流 していただける場の提供 を心がけました。
勇壮な和太鼓集団『絆打 (ぱ んだ)』 のオープ
ニングから・ … カントリー &ウ ェスタス アルパ
演奏・ … 2日 日、落語 杉並学院吹奏楽部 のア
ンサンブルまで 御来場 の方 には、展示や模擬
店を廻りながら、楽 しいひとときを過ごしていた
だきました。
これからも、地 域の皆様 に愛されるセンター
まつ りを皆 さまと共 に企画 していきたいと思 つ

ていま丸

大寒の この日は、今にも雪の降り出しそうな寒 い一 日でした。人出
が心配されましたが、悪天候が幸 いしたので しようか、子どもが親
を連れ出してくれたのでしようか、いつもよりも大人の参加が多くな
りました。
出演の「ご本・お話大好き会」を覚えて来てくれた子どもたちが、
夢中で紙芝居や絵本を楽しんでくれました。

12月 2日 {金 )・ 6日 (火 )

3年 目を迎えた杉 並の鉄道をテー マ とした講座、23年 度 は「都電 100年 、旧杉並線 を識る」と
云うタイ トルで 12月 2日 (金 6日 (火 )に 開催致 しました (全 2回 )。 東京 がオリンピツクを控え高度
)・

成長期 の真只中、地下鉄丸 の内線の全面開通 (昭 和 37年 1月 )に 伴 な い、沿線住民 に惜 しま
れ つつ、寂 しく消えて いつた 都電 (昭 和 38年 11月 廃止 )に ついて語
り合 いました。
初回 は講 師 (中 村建治先生 )の 都電開設の経緯 からその沿革を
講演、2回 目は旧都電車庫跡地 (現 都 バス杉並車庫 )を 訪 問 し、当
時 の面影 を偲びながら補助講師をして頂 いた辻坂 昭浩氏 の貴重な
収集品や、参加者がお持ち頂 いた都電グッズを見せて頂き楽 しく、
懐かしく語 つた 1日 で した。

我 が街 阿佐谷 の ユニー クさん
・ そ の5
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、
べき
魅力的な人がいたりするものです。改めて私たちの愛す
阿佐谷を見直してみました。

ツサー ジ)で
整体
・ リフレクソロジー (足
=マ
身 の心もリフレッシュ !
からだの外に出u本 の中をきね ヽこ
Jυ

さん (ボ ディーデザイナー)

●比江島 秀―
(阿 佐谷北 4丁

目在住 TEL 03 6905 7525)

」R阿 佐ヶ谷駅北国から中杉通りを早稲田通 りに向かつていく
途中に整体・リフレクソロジーの店「手気楽」があります。店 の
オーナーは比江島秀 一さん といい、ヒーリング整体・英国リフレ
クソロジー・アロマ リラクゼーションを得意としています。
ご本人にお伺 いしたところ「不景気のど真ん中の 2008年 4
月にオ=プ ンしてなんとか地域の皆さまのおかげで 5年 目に向
かつて日々精進 しております」とおつしやつています。
比江島さんのふるさとは九州の宮崎で、出身地の名産の芋焼
酎も施術に応用していて、
高血圧・脳梗塞等の防止の効用が期待
されるそうです。その秘密は香 りにあり、
特 に芋焼酎の香 りは効
果 的 であ るそ うで
す。
お店での施術は、
肩 こり・腰 痛 はもと
より、うつ 的な人 に

する。
体の毒が抜ければ体の歪みや
肌などがリフレッシュされて自然治
癒力が増し、
免疫力のアップになり
ま丸
比江島さんは、これ以外に「実戦
護身拳法」という護身武道を教えて
います。
正義のない力は暴力であり、
力の想い正義は無力である、をモッ
▲ 比江 島秀 ―せん
トーにし取り組んでいるそうです。
さて、冒頭に出たお店の名前「手気楽Jと は?そ の由来は出身地宮
崎地方の方言で「すご〜く楽」という意味だそうです。お目にかかっ
はつらつとしていらつしゃつ
たご本力 ま若く写真の如くイケメンで、
て、
オーラを感じた取材でした。
ここで少々営業のお手伝い

●営業曰く火曜日定休>
―
に、
たま
早めに開店する日があるそうです。
*火 曜日が祝日の場合は営業します。

も効果があり毒素を

その場合は翌日の水曜日がお休みとなります。
●営業時間 AM10:00〜 PM7:00

>lt江 島●ものお店

「手気楽J(て げらく
)

昭和58年 (1983年 )3月 に創刊 してから29年 。この年の 4月 1日 梅里中央公園と公園内に
″
区民集会所がオープンしたことを報 じた創刊号のタイトルは「阿佐谷地域だより まちづ く
″
り 」。実は この前年 10月 に
「阿佐谷 地域まちづくり」と題された号外が存在 します。これは現
在の地域区民センター協議会の前身である地域集会施設運営協議会の結成大会および創
立総会の開催を報 じており、
創立総会は昭和57(1982)年 10月 に東京電力・阿佐谷支社 (現
センター)で 開催され当協議会が誕生 しました。
その後ほぼ毎月発行され第17号 (昭 和 57年 10月 発行 =縮 版 コピー参照)で 、阿佐谷地域
東電・阿佐谷支社の建物を改修 して、荻窪・高井戸・西荻に続き 4館 目とし
区民 センターが、
「まちづ くり」と題 してはい ました
て開館 したことを掲載しています。100号 まで地域だより
ンター
100号
が、内容はセ
タイトル
で行う行事の案内が殆どでした。
(平 成4年 4月 )を 迎えて、
をセンター報「あさがや」と改称、
以降内容は地域を意識 したものに転進をみせました。
・祭に快速電車が阿佐ケ谷駅を通過する、地元のショ クは大
」Rの ダイヤ改正で土 。日
.ツ

きい(平 成6年・132号 阿佐ヶ谷駅から青梅街道までケヤキ並木が美しくなつた。植樹から
パールセンター新装間近
アーケー ドが出来たのは昭和37年 。700mの 道路はカラー舗装に、
全天候型のアーケー ド
。
で快適なショッピング(平 成 11年 172号 )等 なa
その間、
平成9年 3月 から年 12回 の発行から年6回 の発行になり今号に繋がつていま丸 こ
れからも地域に目を向け、コミュニティとの絆を強め、
相互理解と連携を深 める役割 に注力
)。

43年 目初めての本格的剪定が行われた(平 成 9年 8月・162号

して こうと、
意を新たにしているところで丸
̀予

)。
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・ 引董し 壽こI勺
阿佐 谷 地域区民 センター 詳動菫
4月

おはなしの会

￨

1

2階

21日

3月 以降 の 募集〕
〔

24年 度の第 1回 目のおはなし会は、

(土 )

第 1集 会室で開催します
音の出る紙芝居をお楽しみに。
,

第 1集 会室

誰で
オリジナルテキスト(タ マゴ式)で 、
も楽しく野鳥が描け るよう指導しま丸

②6月 3日 (日
午前10時 〜11時 30分
小学5年 生から大人
3階 4・ 5集 会室

画材はこちらで用意致しま視

)

1谷 口高司(た にぐ
￨ち たか し)/野 鳥 15月 19日

￨イ

ラス トレーター

※毎月11日 発行の 1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
囲 を酉己
布しま魂
長寿 3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′
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 3312 2111(代 表河へおたずねください。
【
中込方法】
◆往復 はがき (1枚 に 1人 ll■ lに 教室 講座名、住月泉 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、
〒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 日必着 (「 当日直接Jを 除く)。 X抽 選結果を返信 します

【
開室時間】 1午 前 9時 〜午後8時 (日・祝 日も同 じです
.貸

受付 までお願いします。(閉 室および
時間外の時は返却ポス トにお返 しください)
他 の図書館には返すことができません。

)

出し。
返却は午後 フ時30分 まで。

【
休室日】 1年 末年始 (12月 28日 〜1月 4日
― ―一 ―…1毎 月第2・ 第4火 曜日、
第3水 曜日

)

質

?里

特別整理期間 (日 程は、事前 にお知 らせ します )

貸出数と期間】
【

15冊

:型

「

に配架試初 日の新着本貸出

*雑 誌は、現在月刊誌 13冊 を含め計18冊 購入
しています。
その他に児童向け月刊誌も4冊 あります。
*読 みたい本・雑誌が貸出中の時には予約がで
きます。
電話での受付はしていません。

以内・2週 間

]=響 J屋 響
層
嚇
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筆
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1*霧 豆貪 器

が
要
で
す
。
必

免許証等 )を お持ちのうえ、
(健 康保 険証、
受付 までお いでください。

※有効期限 が平成 24年 3月 31日 以前 の貸出券をお持ちの方は、
新 しい券に切 り替わります。
3月 1日 (木 )か らお手続きが始まりますので、図書室受付 までお申し出ください。
新 しい貸出券の有効期限は 2年 間で平成 26年 3月 31日 です。
是非、お立ち寄 りください。お待ちしています。

どなたでも、お越 しください
2万 6千 冊超の本がお待ちしています。
阿佐谷地域区民センター 3月 13日 (火 21日
)・

梅里区民集会所

(こ ち らは児 童 書 コーナ ーです )

下記ホームページで過去1年 分の新着本案内が見られます。
http:〃 www17.ocn.ne.,P/〜 asagayaノ tosyo.htmi

(水 )・ 27日 (火 )/4月 10日 (火 )・ 18日 (水 )・ 24日 (火 )

3月 6日 (火 )・ 20日 (火 )/4月 3日 (火 )・ 17日 (火 )

