
検索キーワードはI阿佐谷地域】

当協■会ホームページで腑座や

イベントの最新情報をどうぞ。

httpノAw躙n″17.ocn.neJP/～ asagaya

阿佐谷のまちが

ジャズで染まる

2日間

■層警宙目の

パレードも

■議■ヾ■■■■墾彙
今年は、区制 80周年を記念し、27日 には騎馬警官隊やデキシーバンドが登場したパレー ドが行われます。また青春時代を阿佐谷で過ごした山下洋輔

さんが神明宮・能楽殿で演奏するほか、ジブリ映画のヒット曲をおしゃれなジャズで演奏する「ジブリ・ミーツ・ジャズ」や昔懐かしいヒット曲を集

めた「昼下がりのジャズ」、漫画家のラズウエル細木さんの「ジャズ入門講座」など話題満載です。詳細は、阿佐谷ジヤズス トリー トホームページで

ご覧ください。

★問い合わせは、阿佐谷ジヤズス トリー ト実行委員会 電話 5305-5075 FAX5305-5074ヘ
HP http://www.asagayaia22St.COm/

■パブリツク会場 (有料)(共通パスポート券=2日券4500円く前売3800円 >、 1日券3000円く前売2800円 >)

神明宮・能楽殿、阿佐ケ谷教会など12カ 所のコンサー トを観賞できます

■ス トリー ト会場 (無料)=JR阿佐ケ谷駅前、区役所、阿佐谷パールセンターなどで行います。

■ジヤズバラエティ会場 (別料金)=ラ イブハウス、レス トラン、喫茶店などでライブ演奏があります。

■チケット販売所=ローソンチケット、新星堂阿佐ヶ谷店、区役所 1階「コミュかるショツプ」、

会場周辺のセブンイレブン、フアミリーマー トほか

□当日のポランティア薔集 (1日でも結構です)希望者は、ファックスで実行委員会ヘ

すぎなみ地域コム

阿佐谷地域区民センタ…協議会サイト
※一部の機種によつては対応していない場合があります。 饉



開催日膊 9月 23日 (日)午後1膊30分～4膊30分

場  所 阿佐谷地燿区民センター1贈02贈・ 3階

地域の団体や学生、先生が集まつて工作や実験など

色々なブースを展開します。

アニメーション、パルーンカー、マイ箸、入浴剤、科学おもちゃなどを作つてみませんか?

作つた物は無料でお持ち帰りできます。

影絵のお話もあります。親子で遊んで科学に親しんでください。

風船で走る    ‐196ての世界を

バルーンカ…  のぞも`てみよう:

※それぞれ予定数がありますので 参加人数によつて品切れとなることがあります.

(イラストはイメージで、実際とは異なります。)

番りの良い杉材で

マイ箸を作ろう :

●自転車でのご来場はご遠慮下さい。

●当日は整理券を配布します。

●保護者の皆様へのお願い

― くれぐれもお子様の安全には

ご注意ください |

大震災があなたを襲う II その時どうする
●日  時 平成 24年 9月 29日 (土 )13:30～ 16:00(開場 13:00よ り)

●会  場 阿佐谷地域区民センター 3階第 4、 5集会室

●入場無料 (先着順、90名入場可)直接会場へお越しください。

飼彗――音5 13 :30^´ 141 00

大震災の規模.被書想定

東京都総合防災部防災管理課

臓演内客

第二音F 14:00-14130
防災対策事業と今後の見通 し

杉並区区民生活部地域課

休憩  休 憩 10分

第三部 14:40^´ 16:00

パネルディスカッション 「減災 。自分たちでできることは :」

コーディネーター    杉並区社会福祉協議会地域福祉課

パネラー 当日講師・杉並消防署警防課

ご近所付き合い広目隊・町会 防災担当者

明治大学客員研究員

主  催 阿佐谷地域区民センター協議会

協働団体 東京都 杉並区・杉並区社会福祉協議会・杉並消防署・ 阿佐谷地区町会連合会・成田地区町会連合会

問合せ先 阿佐谷地域区民センター協議会 雪3314 7215 FAX3314 7214

〒1660004杉並区阿佐谷南 147¬ 7
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首都直下 死者9700人



「看板はKIKUYA WINE&LiQUOR」 洋酒専門店喜久屋〈口佐谷パールセンター商店街)

2代目:吉田憲男さん(59歳)3代目:吉田 晃さん(32歳 )

KlKUYA パールセンター商店街の   行つているそうです。実は3代目の晃さ

中程に洋酒を専門に揃えて   んには兄妹がいらして、お兄さんは「イ

いるお店があります。ご存知

ですか7

昭和 21年 9月 、先代が

「缶詰専門店」としてこの地

に創業しました。物資の乏し

い時代に保存の効く「缶詰」

は、当時の家庭では時々しか

お目にかかれない贅沢品

だつた気がします。

2代目憲男さんがお店を

引き継いだ時洋酒を扱うよ

うになり、ワイン・ウイス

゛キーを主体に、世界各地の有

名品から安価なお酒まで豊富な品揃え。3代目晃さんもお店の仕

事の手伝う中で、若い感性を生かした商品情報を基に仕入れを

8月 4日 (土 )・ 5日 (日 )両日梅里中央公園で、好天のもと開催しました。

地域の皆さんのご協力をいただき、昨年を上回る延3,000人以上の

人出で賑わい大盛況でした。

恒例のオープニングは、チアリーディング(4日 )、 菊水連による華麗な

阿波踊り(5日 )で始まり、盆踊には盆楽と盆キッズのかわいい踊りも

加わりまつりが一層盛り上がりました。また、地元商店街と協力団体

による夜店は行列が絶えない大人気。阿佐谷七夕まつりと並行した

開催で、皆さん夏まつりも十分楽しまれていました。

タリアンのシエフ」、妹さんは「歯科衛

生士」。お店の引継ぎはごくごく自然に

晃さんに落着いたとのことです。4代

目7の男のお孫さんもいることから将

来も心配はないとお見受けしました。

お話しの中で面白かつたのは、2代目

が好んで飲むお酒は焼酎で、3代目は

ビールが好きとのこと、商売物には手

を着けず、自分が飲む酒は他のお店で

ご調達とか。たまたまお店にお伺いし

た折、3代目は不在でした。それもその

はず『七夕まつりの飾り』の製作に熱中

していたとのこと。作品は見事『銀賞』

に輝きました。

七 夕祭 りに出品 した飾 り物 は

「プ リ■ュア キヤンディ」で

す。ピンク色の可愛い姿がお店

の前に吊るされていました.

3代 目が約 10日 がかりで製作

された物です。

毎年出品していますが、今まで

は銅賞が最高で した、今回は銀

賞を受賞 しご家族皆で喜んでお

られます。

07月
21日 (土)

7月 21日 (土)は、夏休み初日でしたが4月下旬

並みの低温、雨が降つたり止んだりの天候の

中、「夏休みスペシャル」が始まりました。

60余名の親子連れが、絵本の読み聞かせ、紙

芝居、ギター、影絵など5グループの盛りだく

さんなプログラムを楽しんでくれました。会

場は夏の花ひまわりで飾りつけを、影絵では

暗幕を使つたスクリーンに見入つていまし

た。(図書部)



阿佐谷地域区民センター協議会 議凱菫 可佳し勇こI村 〔9月以降の募集〕

協働事業 :第2回

ワクワク!どきどき
'科学で遊ぼう

切ヨ23日 (日 )

午後 1時 30分～4時30分

1 23「皆

無料

科学工作 不思議を実験、科学の本

サイエンスカフエ、杉材でマイ箸作り、

影絵など

サイエンスホッパーズ

NPOこ ども理科教育振興会

(株)細 田工務店

影絵の会そのイ|

当日直接

9月 22日
男の料理数室

チャレンジヨース
20名

1明 4曰 11日 18日 25日 の

■週木曜日

午前]0時 ～12時

(計4回 )料理室

4000円

(食材貴

|ぎ か)

長寿C

普段自ら料理する機会のない方に「らくらく
簡単に出来る料理法Jと して初歩から
応用編まで野菜、肉、魚などの食材に
合わせて、調理のコツを教えま魂

NPO法人健康食

生活サボートチーム

大人の朗読会 30名

30名

10月 6日 (土 )

午後2時～3時

第1集会室

無料

長寿 3

秋の一日を朗読「結梗の娘J(阿房直子作)他

でゆつたりとお過こし下さい。
こうばこの会 当日直接

初心者のため

社交ダンス

1明 15日 22日 29日 の

毎週月曜日

午後7時～ 9時(計 3回 )

第45集会室

200円

:際斗は,

長寿(■

ブルース、ワルツ、ラテンなどリズム

に合わせたダンススポーツでt
国定利光

(杉並区ダンス

スポーツ連盟)

9月 28日

土ようえほんと

おはなしの会
30名

10月 20日 (土 )

午後3時～4時

第1集会室

無 料
読書の秋です!楽しい絵本と紙芝居で

楽しんでください。
mけoyoの紙芝居 当日直接

読書口演会 30名

1明 26日 (金 )

午後1時 30分～3時30分

第1集会室

無料

長寿●

新しいスタイルの読書講演会で魂
「思い出トランカ を中心に向田邦子
の世界を覗いてみませんか?

教材はこちらで準備しま魂

青木笙子

往復はがき

10月 19日

必着

コミュニティすく―る 30名 11月 17日 (■ )

無料

長寿■:

杉並の自然と歴史ある文化財の探訪を

計画しています ふるつてこ参加下さい

詳細は1011発行の区報をご覧ください

杉並郷土史会会長

新村康敏

“

こいむらやすとし)

10月末

※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 :'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′切を配布しま魂

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 表湖へおたずねください。

【申込方法】◆往復はがき (1枚に1人 14411こ 教室・講座名、住月t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」を除く)。  X抽選結果を返信しま魂

郵 便 は が き

166 8790

東京都杉並区阿佐谷南 14717

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

ll!|::1111!ll!lll:lll::【 ll:ll:l:!:l:ll:ll:ll:ll:ll::l::l::11:l:ll:l

ご意見など

(注)講座や催事の申込みには、日使用になれません。

お願 い

現在協議会報「あさがや」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

伺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、こ意見などお送り下

さい。

出来ればお名前0生別。年齢)とお住まいの町名 (○01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

度の紙質の白紙を貼つて下さい。勿論切手を貼る必要はありま

せん。

ご意見。ご要望をお待ちしております。 (広報部)

編集後配

梅里中央公園「夏まつり。盆おどりJは大盛況。地域に根ざし

た行事として定着したことに喜びを感じています。

今号の表紙には、2012阿佐谷ジャズストリートを掲載しまし

た。地域の活性化を図り、絆を強めて行こうという日的は一緒で

あり、わたし達も共に前向きに歩んでいきたいと願っているから

です。

阿佐谷地域区民センター

8月 14日 (火 )・ 15日 (水 )・ 28日 (火)/9月 11日 (火 )・ 19日 (水 )・ 25日 (火 )

梅里区民集会所

8月 7日 (火 )・ 21日 (火)/9月 4日 (火 )・ 18日 (火 )

差出有効期間
平成 26年 3月
31日 まで
(切手は不要です )


