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阿佐谷地域区民センター協議会委員 募集 :

当区民センターと梅里区民集会所を拠点としたさまざまな活動を通して、

地域住民の良好なコミュニティの形成、

住みよいまちづくりを目的とするボランティア活動をしていただける方を募集しま視

●応募資格 :阿佐谷北・阿佐谷南・成田東・成田西・松ノ木の各全域、梅里 2丁 目、大宮 1丁目 5・ 6番

地、大宮 2丁 目、浜田山4丁目、荻窪 1・ 3丁 目、天沼 1丁目、本天沼 1丁目、本天沼 2丁

目40・ 41番、下井草 1・ 2丁目にお住まいの方

●活動内容 :総務部・広報部・コミュニティ推進部・講座運営部。図書部のいずれかの部に所属して活

動をするほか、各部合同で行う「まつり」「コンサート」などの企画・運営

●活動期間 :平成25年 4月から29年 3月 31日 まで (1期 2年、原則 2期務めて頂きま丸 )

●募集人員 :若干名

●活 動 費 :有り(交通費程度)

●応募方法 :町まがき」に住所、氏名、年齢、性別、電話番号、「委員希望』と書いて事務局へ郵送して下

さい。後日、面接日をお知らせしま丸

●募集締切 :平成25年 1月 15日

●問い合せ :〒 166-0004 杉並区阿佐谷南 1-47-17 阿佐谷地域区民センター協議会 事務局

83314-7215

9月 15日 (土 )
阿佐谷地域区民センター協議会・

ケア24阿佐谷

敬老の日にちなんだ9月 15日 (土)講演会は、

浴風会病院内科医長西村敏樹先生を講師

に迎え多数参加者を得て終了しました。

高齢化社会を迎えた今日、厚生労働省の推

計では平成24年度認知症の高齢者は300万

人超え(65才の高齢者10人に1人)と社会問

題化しつつあります。今回、この問題を取上

げ企画致しましたが、当日は参加された殆

どの方が資料にメモをとられ、先生のお話

に耳を傾け最後には色々な質問もされ、関

心の高さが伺えました。



―

とらや 椿 山 (阿佐谷パールセンター商店街)

2代目:坂丼益夫さん(84歳)3代 目 :潤さん(52歳)

阿佐谷パールセンター商店街の中程、老舗「とらや椿山」があ

ります。大正14年に先代の寅三郎さんが阿佐ヶ谷駅前に「和

菓子Jの店を開きました。当時屋号は「虎屋」で、近隣の寺社

のお祭りやお茶会への「納め菓子」を一手に引き受けていま

した。先代は阿佐谷の「まちおこし」に大変熱心で、パールセ

ンター商店街の「歩行者天国」を都内で初めて実現したり、

中杉通りにケヤキを植えるように勧めた人物でありました。2

代目坂井益夫さん(84歳)は学生時代から、先代や職人さん

から和菓子造りの手ほどきを受けて技術を習得、店を任さ

れた時に屋号を変えることにし、「虎屋Jを「とらやJに、先代

の俳号 F椿山』を付して「とらや椿山」としました。2代目は昭

和61年度から平成2年度にかけて、当協議会の副会長・会長

を務められている我々の大先輩でもあります。

「とらや椿山Jには名物ア大栗まん』(写真)があります。この商

品が出来たきつかけは、昭和43年 (1968年 )テ レビで山本直

純が「♪大きいことは～良いことだ～Jの CMにヒントを得て

「栗まんJを大きくして発売したところ大当たり。いまだに「と

らや椿山Jの名物商品として売れ続けているそうです。

3代目潤さん(52歳 )は 、現在パールセンター商店会の理事を

務めるなど商店会の振興にも力を注いでいます。3代目は

高級和菓子店を維持することは、伝統を守るだけではなく、

新しい試みにチャレンジすることが生き残るカギであると考

え、店舗販売のほかに高級スーパーに高級和菓子を卸し、国

会議事堂内の売店に「歴代総理漫像鰻頭(似顔絵鰻頭)」 をア

イデア商品として提供 し好評を得ている。また和菓子への

関心を持つてもらうため、近隣小学校の課外授業として、和

菓子工房を「和菓子造り体験コーナーJと して開放し、人気

のイベントとなっているそうです。まちづくり、絆づくりに熱

心であつた先代、2代 目にひけをとらない3代目であると感

じたことでありました。

9月 23日 (日 )

朝からのゲリラ豪雨、降水確率90%の悪天候の

中、協働事業第2回 ワクワク!どきどき?科学で

遊ぼうが開催されました。お天気が悪く昨年の

1/3位の参加者があればよいかなと思つていま

したが、イベント開始の1時半には整理券のた

めに並ぶ親子連れで3階の階段は人であふれ

ました。今回初めて整理券方式をとり、少し混

乱しましたが、450人近い参加者があり、イベン

トを楽しんでいただけたと思いま丸

9月 29日 (土 )

2011年 3月 の東日本大震災を踏まえ東京に大震災が起きた時、ど

う対処すれば良いか又その減災をどう考えるかを主テーマに防災

フォーラムが開催されました。

会場には町会、自治会の方を始め100人を超える多くの方々の参

加があり大震災に対する危機感の強さが感じられました。

フォーラムは三部構成で第一部では大震災の規模、被害想定第二

部では杉並区の地域防災計画の話があり 第三部では当日の講

師と消防、町会、防災の専門家の方々による「減災・自分たちで出

来ることは」をテーマにパネルディスカッションが行われました。日

ごろ身近に感じている不安や行政に対する要望等一般参加の方

を含め熱い議論が交わされ大変実のあるフォーラムとなりました。

③ゃe格 ③ 山

④ O



阿佐谷地域区民センター協議会 講座・催し案内 日1月以降の募集〕

区政執行80周年記念講座

杉並から始まつた

日本のロケット開発

40名
12月 5日 (水)午後 2時～4時、
12月 24日 明 )午前10時～正午

計 2回、3階第 4・ 5集会室

500円

(資料代)

長寿:]

日本のロケットl■l発の父糸川英夫博士によるベンシル
ロケットから「はやぶさJまでの道のりをわかりやすく
解説しま丸第1回『開発当初の思い出』、第2回 町まや
ぶきの軌跡と奇胸

第 1回垣見恒男 (か きみつねお)

当時の設.I担当者、

第 2回渡辺勝巳

llた なべかつみ)

日本宇宙フォーラム主任調査員

11月 24曰

クリスマスコンサート 90名

12月 2日 (日 )

午後 6時 30分～8時30分

3F第 45集会室
鯛
議

『今年のクリスマスコンサートはカントリー

ミュージック』

♪ホワイトクリスマス♪ジヤンバライヤ

出演バンド:

ケン川越&
ウエスタンクルーナーズ

11月 21日

土ようえほんとおはなしの会

クリスマススペシヤル
100名

12月 15日 (土 )

午後 3時～ 4時
細田工務店

無 料

いつものカレープが全員集合1楽しいクリスマスを
過c‐ しましょう。
サンタさんからのプレゼントもお楽しみに1

ORCAわ―るど
こうはこの会
M″OpnO紙乏居
三つのりんこetc

当日直接

伝統芸能唯 楽」体験

子供ワークショップ
20名

1月 13日 、20日、2月 10日 24日、3月 17日

(毎日曜日)

午前10時 -11時30分

計 5回 地階体育室

無 料
600年の伝統を誇る「能楽」を
初歩からわかりやすく教えま視

小早川修

(こ ばやかわおさむ)

観世流シテ能楽師

12月 22日

バレーストレッチと

育児セミナー
25名

1月 19日、26日 (毎土曜日)

午前10時～12時、計2回、

地階体育室

200円

(資本yt)

子育て中のママを対象に、
バレーストレツチで体のしなやかさを高め、

リラックスした後に、子育てのコツを中心に

育児セミナーを実施する。

コーシア郁美

(こ ―しあいくみ)

1月 10日

美しい水墨画 25名
1月 17日、24日 、31日、2月 フ日

(毎木曜日)10時 ～12時

計4回、3階第4 5集会室

1 000円

(材料費)

長寺0

初心者を対象に、基礎から丁寧に教えま魂

最終回では学習の成果を色紙に仕上げま魂

竹澤美知代

(たけざわみちよ)

12月 25日

※毎月11日 発行の「広報すぎな列 、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硯

長寿(J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′力を配布しま丸

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 1441`こ教室・講座名、住脈 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

対

統合パワーアツプしたセンターまつりを2月から変更し、今年度は春3月 に実施いたしま丸

象 :主に当センターをご利用、及び当地域で活動している団体・

グループ

ジャンル :歌唱、器楽演奏、舞踏、伝統技芸、その他

募集作品 :絵画、写真、書道、手芸、彫刻、生け花、短歌、陶芸等展示可能

なもの

開 催 日 :平成25年3月 9日 (土 )・ 10日 (日 )

申込受付 :12月 1日 (土)から12月21日 (金)まで

往復はがきにグループ名と公演の内容、または作品の内容を

明記のうえ「阿佐谷地域区民センター協議会事務局」ヘ

お申込み多数の場合は、ご希望に添えないこともありま丸
写真はイメージです。

広報部員、杉並区長■を受賞 :

10月 15日 より区役所2階ロビーで開催された「高円寺阿波踊リフォトコンテ

スト作品展Jにて、小峯重信・広報部員の作品「踊りの絆」が区長賞に選ば

れました。

区民センターでの催しでは常に記録写真でその腕前を披露し、協議会委員

にはおなじみです。「あさがや」にも彼の写真が数多く採用されています。

今後も小峯部員のカメラワークにご期待下さい !

※11月 1日 (木)～7日 (水)の期間、」R高円寺駅構内でも展示されました。

発行日遅延のお知らせ 都知事選挙の影響で各種行事のスケジュール変更が不可避となり、協議会報も修正し再発行を余儀なくされました。

口佐谷地域区民センター 11月 13日 (火 )・ 21日 (水 )・ 27日 (火)/12月 11日 (火 )・ 19日 (水 )・ 25日 (火 )

梅里区民集会所  11月 6日 (火 )・ 20日 (火)/12月 4日 (火 )・ 18日 (火 ) ※12月 28日 (金)～平成25年 1月4日 (金 )は両館とも休館しま丸


