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阿佐谷地域区民センター協議会サイト
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平成 23年度 一般会計決算書
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平成24年度 一般会計予算書

自動販売機手数料

繰赳金

繰入金(特別会計)

出 出 単位 |

べ1  目 金 額

委員活動費 4344500

事亨煮費

学級講座費

5151124

845520

協働事業費 730000

懇談会費 28000

集団事業費 1107000

広報活動費

』讐活動費

1656000

255000

保険料 94000

事務費 435604

445000事務局運営費

委員研修費

繰出金

120000

0

諸支出 289000

予備費 300000

合   .I 10649624

科  日 予算額 支出額 残額

委員活動費 4344,500 4218500 126000

事〕鷺費 4846930 4445996 400934

学級講座費 845520 816,076 29444

協rJl事 業費 730000 668571 561429

懇談会費 63000 27228

1154276

35772

集団事業費 1 177,000 22724

広報活動費 1156000

238000

1095980 60020

図書活動費 232.557 5443

35500保険料 94000 58500

事務費 543410 392808 150602

事務局運営費 445000 432816 12184

委員研修費 150000

985770

149940

繰出金 (特別会.I) 985,770 0

135661諸支出 369,000 233339

予備費 200000 0 200,000

合   .f 11341200 10,466361 874839

3月 8日 {ホ 1 開催

00
出席は地域関係団体の幹部の方 2々2名と、当協議会委員11名 の33名。

昨年は3・ 11の東日本大震災直後に予定されていたことから中止としたこともあり、本年は2年ぶりの開

催となつた。本懇談会の主旨は、日頃から当協議会活動にご協力いただいている地域団体の方々から

ご意見、ご要望をお聴きし、次年度以降の各事業に反映させて頂くことにある。

本年は特に子どもの健全育成を通じての、地域コミュニティの活性化に繋がるいくつかの提案もいた

だき、協働で推進していくことの重要性を再認識することとなつた。

加えて、小学校PTAの方などからは「来場者として協議会の行事に積極的に参加するよう、子ども達とそ

の保護者に伝えていきますよ」といった力強い励ましもあり、なごやかな雰囲気のなかお開きとなった。



「看板のない花やさんJ 中村生花店徊佐谷バールセンター商店街)

中村生花店は阿佐谷パールセンターの青梅街道寄り、三叉路の

所に在る昭和3年開業以来、85年の歴史のあるお花屋さんです。

このお花屋さんにはお店の顔である「看板Jがありません。先代

中村雄蔵さん(享年86歳 )の教えを頑なに守つているからだそうで

す。先代はかなり厳しい方だつたそうで、2代目は幼い頃、晩酌の

肴代わりのように「おまえは花屋になるんだ !」 と仕込まれて、いや

もおうもなく生花店を継いだのだそうです。中村浩―さん (2代目

65才)は現在、阿佐谷商店街の理事長 (3期 6年目)副理事長時代

今年のスプリングコンサートは日本でボサノバ

弾き語りの第一人者の柳澤伸之氏と浅草サンバ

カーニバルを今日までに育て上げたブラジル人

パーヵショニストフランシス・シルバ氏とのコラボ

レーションで開催致しました。

美しい旋律と陽気で軽快なリズムのブラジル音

楽をギターとパンデイロ(ブラジルの民族楽器、タ

ンバリンの一種)の伴奏での歌

に酔いしれた2時間でした。

を含めると20年間も商店街の世話役を務められています。商店会

会員は234店舗。しかし昔からのお店が年 少々なくなり、商店街とし

て維持管理していくのは並大抵なことではないと、言つておられま

した。近年は生花の種類も輸入品を中心に多くなり、お客様からの

注文も多岐にわたり、その対応には神経を使うそうです。生花の仕

入れ・入札も最近はコンピュータになり、今は息子の篤尚さん (3代

目33才 )が担当し帳簿整理も任せて、ただ肝心の「鉢もの」は2代

目自身が直々に仕入れをするそうです。世の中景気が悪いと言われ

ていますがお花屋さんはお祭り、お正月、お祝い事、冠婚葬祭と結

構忙しく、「ありがたいことだJと にっこりされていました。正に地域

と密着したご商売だと思いました。看板の無いお花屋さんの「看

板」はいきいきとした花と、円満な2代目と3代目の「笑顔」だと感

じました。後はお孫さんが何とか早く出来ないかと心待ちの2代目

中村さんでした。

3月 10日 (土 )神明宮大広間

今年の 1月から2月 にかけて、こどもを対象とした晴ヒ楽こども

体験ワークショップ」を全 5回に渡り開講いたしました。

昨年 10月、阿佐谷神明宮の能楽殿でこども達が連吟と仕舞を披

露している姿を見て、600年の伝統を誇リユネスコ世界文化遺産で

もある能楽をこの阿佐谷の地で底辺から広め伝統文化を守る事に

役立てたいとの思いから企画致しました。幸い阿佐谷青少年育成

委員会龍前会長のお取り計らいで観世流 小早川修先生ご―家

の献身的なご指導のお蔭で 3月 10日 (土)にその成果を披露する

発表会を開催することが出来ました。

会場をお貸し下さつた神明宮の宮司様、お手伝い頂いた阿佐谷

青少年育成委員会の皆様、毎回付添つて下さつた保護者の方々に

深く感謝致す

と共に、今後
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4歳の受講生から、扇の絵を描いたおネし状罰目きました。



阿佐谷地域区民センター協議会 調動菫
°
1佳し壽こI相 〔5月以降の募集〕

体験
″タマゴ式

″
鳥絵塾 細

猛

①5月 27日 (日 )

午前10時～11時30分

」ヽ学4年生までの子ども対象

(講座はお子様のみで行います)

②6月 3日 (日 )

午前10時～11時 30分

小学5年生～大人/

3階 4・ 5集会室

500円

(画材費

含む)

D長寿C

オリジナルテキスト(タ マゴ式)で、

誰でも楽しく野鳥が描けるようま旨導

致しま魂

画材はこちらで用意致しま魂

谷口高司

(た にぐちたかし)/

野鳥イラストレーター

5月 19日

世界の中の日本

国際交流①

『地域の国際交流は今』

50名

5月 30日 (水 )、 6月 6日 (水 )

両日とも午後2～4時/

3階45集会室

200円

(資料代)

長寿C

地域を中心に進められている国際交流の

現状を、いろいろな側面から実例を挙げ

つつ、分かり易く説明しま魂

菅野幸子(かんのさちこ)

国際交流基金情報

センター・国際交流専門家

5月 23日

土ようえほんと

おはなしの会

梅里ミニスペシヤル
30名

5月 19日 (土 )

午後3時～4時

梅里区民集会所
無料

新緑のけやきに囲まれた梅里公園 !

キラキラ輝く光の中で紙芝居。おはなし

読み間かせ …楽しい時間を過ごしましょう

ORCAわ ―るど

こうばこの会

長谷部二郎 矢口子
当日直接

大人向け朗読と

おはなしの会
30名

σ∃10日 (日 )

午後2時～3時

2階第1集会室

無料 森鴎外の名作「高瀬舟J他をじつくり

味わつてください

元TBSアナウンサー

近藤美矩

(こんどうよしのり)

5月 28日

土ようえほんと

おはなしの会

子どもフェステイバル

30名

6月 23日 (土 )

午後 2時～ 3時

図書室

無料
パネルシアター「不思議なトンネルJ

お話「世界で一番きれいな声J他
三つのりんご 当日直接

スポーツ吹き矢 25名

7月 9・ 1623・ 30日

毎月曜日(全 4回 )

午前10時～12時
地下・体育室

800円

長寿0

ゲーム感覚でストレス発散。

健康増進を計りませんか。

初歩からお教えしま魂

青海川應美 6月 22日

スクエアダンス 40名

7月 5・ 1219日
毎木曜日(全 3回 )

午後2時～4時

第 4・ 5集会室

200円

長寿C

スクエアダンスの楽しさ、面白さ、リズム

に乗つて頭と体の体操で丸

初心者歓迎

和田 勝 6月 22日
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郵  便  は  が  き

166 8790

東京都杉並区阿佐谷南 147-17

杉並区立阿佐谷地域区民センター内

阿佐谷地域区民センター協議会

広報部 ゆき

llll:l1llllllllll:!ll:::l1lll,ll:ll:l::ll:ll::l:ll::l::l'::`:::|!l!

ご意見など

(注)講座や催事の申込みには、こ使用になれません。

※毎月11日 発行の「広報すぎなみJ、 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、参加者のうちフ5歳以上の方に「長寿応援ポイントシー′陶

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

[TELp3 3312 2111(代表凋へおたずねください。

【申込方法】◆往復はがき (1枚に1人 ll■lに教室・講座名、住月宗氏名、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147-17 阿佐谷地域区民センター協議会へ。

◆締切日必着 (「当日直接」を除く)。  ※抽選結果を返信しま魂

お知らせ

4月 1日付で事務局職員の異動 (着任 )がありました。

局長 岡本 幸子さん

員 小野久美子さん

お願い

現在協議会報「あさがやJを奇数月に発行し、公共施設、小・中学校、町会、自治

会等に配布しておりますが、読者のご意見など司う機会がありませんでした。

そこで左にあるハガキをご利用いただき、ご意見などお送り下さい。

出来ればお名前劇生別・年齢)とお住まいの町名(001丁 目)を記載して下さい。

切取つて頂くか、コピーして頂き、紙面が足りない時は裏に同程度の紙質の自

紙を貼つて下さい。勿論切手を貼る必要はありません。

こ意見・ご要望をお待ちしております。             (広 報部)

阿佐谷地域区民センター

5月 8日 (火 )・ 16日 (水 )・ 22日 (火)/6月 12日 (火 )・ 20日 (水 )・ 26日 (火 )

相里区民集会所

5月 1日 (火 )・ 15日 (火)/6月 5日 (火 )・ 19日 (火 )

事務
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