
□rittI]1田
・
i… 請11 」「 :『り|五lJcllロヨ『層冒屋 来

`

騰
検索キーワードは[阿佐谷地域 ]

当協議会ホームページで購座や

イベントの最新情報をどうぞ。

http://―w17.ocn.nejPノ～asagaya

新年おめでとうございま丸

明るさの見える
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―同

見て 聴いて 食べて 楽しむ

3月 9日 (土)lo時～16時

3月 10日 (日 )10時～15時30分
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すぎなみ地域コム

阿佐谷地域区民センター協II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。
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プリングコンサート春を呼ぶ美しWいL―

2月 9日 (土 )14:00～ 16:00
会場 :阿佐谷地域区民センター
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♪東京ブギウギ ♪
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Spanish Dance

手紙～拝啓 15の君へ～

I Love You

丁ake Five

Limelight

♪ Danny boy

♪Smile

♪早春賦

♪八ナミズキ

曲目は変更になることがあります 主催 阿佐谷地域区民センター協議会

4・ ■・ ■・■・■・■・■ 事。お・撃 。
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会場が都知事選等の期日前投票所となるた

め、12月 2日 (日 )に 開催日を移して、無事コン

サートを終了することが出来ました。悪天候の中

100名をこえる皆さんが来場されました。

「ケン川越&ウエスタンクルーナーズ」を迎え、

クリスマスソングと、お月‖染みのカントリーソン

グで、熱気あふれるコンサートになりました。

来場者のかなりの方が、高校受験や大学受験

の頃、NHKの 受験講座を聴くふりをして、実は

FEN(進駐軍放送)に耳をかたむけて、カントリー

ミュージックに魅せられたと思われる年代で、84

歳を筆頭に70～60代の方々が、青春時代を思い

出し楽しんで下さいました。

コンサートの休憩時間を利用して、「カント

リーダンスJの レクチヤーを行いました。2月 に予

定されている講座「カントリーダンスを楽しもう」

のアッピールにも効果が期待されるところです。

会場を出る皆さんからとても楽しかつた。「こ

んなクリスマスコンサートもあつていいね !」 など

の、うれしい言葉を頂きました。

懐かしのカントリーミュージックを

熱演するケン川越さん。

満員の来場者が胸を熱くして聴き入りました。



酒ノみつや輌佐谷′■ルセンター商店街)

2代目:三矢博さん(81歳)3代目:治さん(50歳 )

お店の前で 2代目三矢博せんと 3代目治せん.

パールセンター商店街を青梅街道方面に進んで「すずら

ん通り」になる手前、店頭に沢山のワインを陳列している「酒

ノみつや」。創業は大正13年。当時周囲は沼地が散見されて

いました。先代は以前このシリTズでご紹介した中村生花店

の先代と並び称された酒豪であつたとのこと。

今の二代目三矢 博さんく81歳〉は先代が病気になつた

ため、10年も務めた銀行を退職し店を継ぎました。店頭のレ

ジの横にはいつも看板猫 (サイモンくん)がのんびり寝てい

お店のパンフレットには「的ははずしません」のマークが.

て「お店の人気者」でした。

三代目治さん (50歳 )は 1980年代

米国に留学、異国文化を吸収して帰

国、それを境に、博さんは三代目にお

店を任せました。それと同時にサイモ

ンくんも二代目と一緒にリタイアした

のだそうです。(人間なら100歳位でし

た)

三代目は、日本酒専門店の「みつ

や」に、新しい風を吹き込むべく改革

に力を入れ、世界のワイン、ビールの品種を増やし、留学の

経験から語学も堪能なので、外国のお客さんを開拓、英語の

ショップカードなども置いてあります。

三代目は、ブランドや流行に流されず、人の繋がりによる

縁と独自の味覚を軸に、魅力ある商品を集め、今年5月 、古き

良き昭和の時代のコミュニティーを取り戻すべく、酒飲み文

化の基本「角打ち処『裏の部屋』」をオープンしました。「角打

ちJと は、江戸言葉で、立ち飲みのことを言うのだそうです。

男の隠れ家的スペ
=スです。

■山 abは at

11月17日 (土 )

今にも雨が降り出しそうな肌寒い天気の中、スタッフを含め40

名程の参加者で歴史散歩を楽しみました。

講師 新村康敏先生の興味深い話や珍しい資料の提示で日ごろ

何気なく通つている道、公園、神社の意義を再発見しました。

土地の高低や、古い供養塔、石に刻まれた文字にも深い意味が

あることなど、古い事物について違った見方をする楽しさを教え

ていただいた有意義な歴史散歩でした。
天程寺にて

阿佐谷住宅の前で 日端神社境内の供姜塔



阿佐谷地域区民センター協議会 言青座・ 催 し案 内 〔25年1月以降の募集〕

大人向け朗読とお話の会 30名
1月 12日 (土 )

午後2時～3時

第1集会室

無料

長寿0
新春の爽やかな 1日 を朗読の会でお過c~じ下

さい。杉みき子作「わらぐつの中の神様J他
こうばこの会 当日直接

土ようえほんとおはなしの会 30名
1月 19日 (土 )

午後3時～4時

第1集会室
無 料

今回は科学の本の読み聞かせで蔦 テーマは

く形>。 紙はどれくらいの重さに耐えられるか?

簡単な実験をした後本を読んでもらいま視

科学の本の読み間かせ

「ほんとほんと」
当日直接

バレエストレッチと

育児セミナー
25名

1月 19日、26日 (毎土曜日)

午前10時～12時

体育室

200円

3歳児から小学生低学年生を子育て中のマ

マを対象に育児セミナー。その後バレエストレ

ッチでリラックスし、アロマの話を聞き、トリー

トメントも実施.

コーシア郁実

英国大学請lT

教育専門家

元バレエ団メンバー

1月 10日

世界の中の日本‖

『日本は世界からどのように

見られているか

日本の国際文化交流と世界』

50名
1月 23日 、30日 晦水曜日)

午後2時～4時
第4、 5集会室

200円

長寿0

世界の人々が日本をどのように見ているか7海

外メディアの報道や外国における日本人に対

するイメー)ヽ

国際交流基金の日本文化紹介や相互理解のた

めの事業等について紹介 解説 分析しま丸

平野正樹

独立行政法人国際交流

基金情報センター部長

1月 12日

善福寺公園バードウォッチング 25名

1月 29日 ′刀ヨ5日 (毎火曜日)

午前10～ 12時 (両日共)

第1日区民センター、第2日善福寺公園

200円

長寿0
北国への旅立ち準備の渡り鳥についての解説

(第一日)と観察会(第二日)を行いま魂

西村員―

(財)日本野鳥の会元理事
1月 19日

防災フォーラム

『首都直下型大地震に備翡 』
40名

2月 2日 (土 )

午後2時 -4時
第4′ 5集会室

無料

長寿0

首都直下型大地震が予想される中、都は高円

寺・阿佐谷地域を危険地域に指定。フォーラム

ではその対策を考えまt
第 1部 杉並区の防災計画の概要

第 2部 被害現場支援活動から得られた教訓

杉並区防災課

課長 高山 靖ほか
1月 22日

カントリーダンスを楽しもう 20名
2月 4日 、11日 、18日

午後2-4時 (句明曜日)

第4′ 5集会室

200円

長寿0

短いステップの繰り返しなので、ダンス経験の

ない方でも気軽に楽しめま魂 運動不足の解

消に、健康維持、ダイエットにも最適で丸

」ackson優子

(ジヤクソンゆうこ)

1月 19日

古布で草層を作る 20名
2月 6日(水 )

午前10～午後3時

第2和室

700円

長寿0
健康によく、不要な布を生き返らせる履き心地

抜群の草履作りを行いま魂
大垣正子 1月 22日

スプリングコンサート 90名

2月9日 (土 )

午後2時～4時

第45集会室

無料

長寿 (〕

第 1部アカペラコーラス『うみねこや』、第 2部

ハンドベル『フエリシア』の洗練されたテクニッ

クを体感して下さい。

うみねこや

フェリシア
1月 26日

土ようえほ腱 おはなしの会 30名
2月 16日 (土 )

午後3時～4時

図書室
無 料

まだ外は寒いけど、いつしょに春の気配を感じ

てみましょう。
ORCAわ―るど 当日直接

棟方志功―東北を想う― 40名
3月4日 (月 )

午後2時～4時

第4.5集会室

200円

長寿0

棟方作品に多い仏。それは苦難の多い東北に

育つた宿命を仏の力を借り、幸せを求めたも

の。今回はそれらの作品を映像を交えて解説

石井頼子

棟方志功研究家
2月 22日

※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現

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 表月へおたずねください。

【申込方法】◆往復はがき (1枚に1人 1441に 教室・講座名、住所、氏名、年齢、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

12月 15日 {土)

朝から霧雨模様の12月 15日 (土)15時から「土ようえほんとおはなしの会

クリスマススペシヤル」を開催しました。

今回は予定していた区民センターの集会室が、選挙の期日前投票所とな

り使用できなくなったため、(株)細 田工務店のご好意により、同社の会議

室をお借りしました。広い会場に140名近い参加者が集まり、絵本・紙芝

居・ペープサート・ギター演奏etcを満喫しました。

最後にサンタさんからの」ヽさなプレゼントに子ども達もニッコリ!

寒さも吹きとぶ楽しい1日となりました。

阿佐谷  区民センタ…

梅里区民ニ

1月 1日 (火 )～4日 (金 )・ 8日 (火 )・ 16日 (水 )・ 22日 (火)/2月 12日 (火 )・ 20日 (水 )・ 26日 (火 )

1月 1日 (火 )～4日 (金 )・ 15日 (火〕/2月 5日 (火 )・ 19日 (火 )


