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弁当・総菜店

梅里中央公園

(梅里2丁目3420) 主催 :梅里中央公園盆おどり実行委員会
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8月 7日 (水)″11日 (日 )

すぎなみ地域コム

阿佐谷地域区民センター協議会サイト
X一部の機種によっては対応していない場合があります

杉並区役所



5月209016023日 (いずれも木)

5月 2日・9日・16日・23日 いずれも木曜日。計4回、初心者を対象とする、社交ダン

ス講座を開催しました。開催時間としては異例の午後7時から9時の講座でした

が、熱心な受講者30名。講師の国定利光ご夫妻の、丁寧で分かりやすいリードで、

楽しいダンシングタイムを満喫していました。

受講後は、昨年の受講者の有志が立ち上げたダンスサークルに参加するなどし

て、続けてみたいという方も数多くいらつしゃいました。同好の皆さんの絆つくりに

お役に立ったようです。

6月 14日 大人向け読書講演会を実施しました。講師は青木笙子先生、太宰

治の『お伽草子』から「カチカチ山」について請演して頂きました。定員一杯の29

名のご参加がありました。

先生のお話、そして皆様との語り合いを通して、太宰のこのパロディ作品に込め

られた悲哀を深く心に残し散会となりました。

次回予告:8月 31日午後 2時～ 大人向け朗読会 ご参加をお待ちしておりま丸



「笑顔と親切で地域を支えるサポーター」ツツヰ生地店輛阿佐谷すずらん商店街)

店主:2代目(筒丼弘さん・71歳 )・ 3代目(筒丼隆弘さん。37歳 )

20年前に経営を引き継

ぎました。笑顔 と親切を

モットーに、婦人服地から

各種生地、オーダー婦人

服、既製服、インテリアな

ど、取扱は多岐に渡り、服

作 りのお手伝いが出来る

店として、地域の頼れる

助つ人となつています。お

客さまの細かい二―ズにも

応えて、ボタンホール・シー

ムロック加工など、キメ細

丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅を下車、徒歩5～ 6分の交通至便なすず

らん通りは、区画整理が進み電柱もなく、南イタリアのフアッション

街のような解放感。その一画に「ツツヰ生地店Jは立地しています。

昭和25年、現在の場所で創業されました。創業者の筒井尭春 (た

かはる)さん (90才 )は、旧海軍の軍人さん。現在もご夫妻で健在

です。戦後の混舌L期、衣服も満足に着られない時代に生地屋とし

て再出発されました。

2代目筒丼弘さん (71才 )は、創業者の長女・正子さんとご結婚、

かいサービスを手頃な料金で提供 し、若い世代からも喜ばれてい

らつしゃいます.

現在、筒井弘社長は、商店街や地域全体の発展にも貢献され、6

年前から杉並区商店会連合会副会長を始め、様々な振興会などの

要職も兼任されています。13年前には杉並区で初の商店街ポイン

トカードを導入し、すぎなみカード連合会会長としても活躍されて

います。

最近は、成田東の「ふるさと交流市場」を立ち上げ、産直交流事

業にもご尽力、仕事は趣味とおつしやる通り八面六腎のご活躍で

す。長男の隆弘さん (3フ 才)は、こ結婚もされ、いずれ 3代目のこ予

定とか。そのフイールドは広がるばかりです。

「阿佐谷地域区民センター 子どもフェスティバル」を、

もつと沢山の子どもたちに楽しんでもらいたい !そんな委員

の気持ちを手作り番組にして、」:COM東京さんの地上波 1

1チヤンネルで区内全域に届けました。

収録場所は、阿佐谷パールセンター内の」:COMショッス

手作りの看板をかかえた委員&助つ人ママがスタンバイす

るとカメラは静かに回り始めます。

放送されるのは、わずか 1分。「子どもフェスティバルJの

楽しさが伝わるようにと頑張るのですが、もうちょっと|と い

うところで舌を噛んでしまつて NGの嵐 …・。パールセン

ターを歩くお買い物中のみなさんからも、収録の様子 |ま 丸

見え…。でも委員たちは頑張りました 1こ の大奮闘の成果

は、6月 17日 からの 1週間、J:COM東京さんのチャンネル

で流れました。今後も」COM東京さんの地域情報番組で阿

佐谷地域区民センターのイベントをご紹介して参りますの

で、楽しみにしていてくださいね !



阿佐谷地域区民センター協議会 議動菫 可佳し壽こI勺 〔7月以降の募集〕

スポーツ吹矢 25名

フ月15日・22日・29日・

8月 5日 毎月曜 (全 4回 )

午前10時～正午

地下体育室

800円

ストレス発散・健康増進のため

スポーツ吹き矢をしてみませんか?

長寿応援対象事業 (75歳以上)

青海川應美

(お おみかわ まさみ
|

(社)日本スポーツ吹タ

協会教育部委員

7月 5日

土ようえほんと

おはなしの会

夏休みスペシヤル

90名

8月 24日 (土 )

午後3時～4時

3階第4・ 5集会室

無料
さあ1楽 しい夏休み☆絵本・紙芝居・影絵を

お楽しみください。プレゼントもありま魂

ORCAわ―るど

mりoyoの紙芝居

影絵の会

当日直接

大入向け朗読会 30名

8月 31日 (土 )

午後2時～3時

2階第 1集会室

無料
夏の終わりに朗読はいかがですか?

読書でゆつくりとお過ごしください。

長寿応援対象事業 (75歳 以上)

こうばこの会 当日直接

仏像の見方・楽しみ方 40名

9月 11日・25日 (水 )

午後2時～4時
3階45集会室

無料

スポーツでは、ルールや個人情報 特徴を知る

ことで、楽しみが倍加しま丸仏像の世界も同じ

で丸女口来、菩薩,明王′天部の役割や特徴を知る

と、展覧会や寺院参拝が楽しくなりま丸

長寿応援対象事業(75歳以上)

木村 健

(きむら けん)

NPO法人 シエア

総合研究協会理事

8月 26日

協働事業

『消費者被害に

あわないために』

90名

9月 22日 (日 )

午後2時～4時

3階第4・ 5集会室

無料

第1部「消費者被害から身を守る」講演・

寸濠」第 2部日本フィルハーモニー交響

楽団による]玄楽四重奏のコンサート

長寿応援対象事業 (75歳 以上)

杉並警察署生活

安全課

杉並区立消費者センター

グループ スリーS

9月 12日

X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視

長寿応援対象事業と付いた講座では、参加者のうち75歳以上の方に「長寿応援ポイントシー,И 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 3312 2111(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 1件)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)。  ※抽選結果を返信しま魂
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郵 便 は が き

1668790

東京都杉並区阿佐谷南 1-47-17

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
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ご意見など

(注捐青座や催事の申込みには、ご使用になれません。

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こ利用いただき、ご意見などお送り下

さい。

出来ればお名前(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って下さい。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)

編集後記

恒例の夏まつり。盆踊りは8月 3日 (土 )・ 4日 (日 )の二日Fu5梅里
|

中央公園にて午後6時～8時 30分まで開催いたします。また第

60回七夕まつりは、「阿佐谷七夕まつり連合会」が主催するまつ

りとして8月 7日 (水)～ 11日 (日 )に開催されるとのことです。皆さ

まには盆踊りと七夕まつりの両方を堪能していただきたいもの

です。

阿佐谷地域区民センター

7月 9日 (火 )・ 17日 (水 )・ 23日 (火)/8月 13日 (火 )・ 21日 (水 )・ 27日 (火 )

梅里区民集会所

7月 2日 (火 )・ 16日 (火)/8月 6日 (火 )・ 20日 (火 )


