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検索キーワー ドは [阿佐谷地域 ]

当協議会ホームベージで講座や

イベン トの最新情報をどうぞ。

httpノ/www17● cn.neJP/～ aSagaya/

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
:一部の機種によつては力応していなtヽ 場合があります



消費者被害防止講演会

フィル弦楽四重葵コンサート

「あの手この手」のダマシのテクニック :

消費者被害にあわないために :

杉並区蛸 費者センター&列レ=プ・スリーSによる寸劇

「自動通話録音酌 機」の無料受付のお勧め !

警視庁杉並警察署生活安全課

&

日本フィ′レ ―ヽモニー交響楽団による「弦楽四重奏」

杉並区 日本フイル友好提携事業の一環として 当協議会行事で

の際 四重奏出張コンサート」を上記の通り開催します.

日本フィルハーモニー交響楽団は 区内梅里―丁目に事務所を

置く公益財団去人として フランチャイズホール杉並公会堂を拠

点として 友好提携を結ぶ杉並区から文化を発信しています.

お申し込み :往復はがき→9月 12日必着

無料・抽選にて90名まで入場

〒1660004杉 並区阿佐谷南 14717
阿佐谷地域区民センター協饉会まで

連絡先 :3314-7215. FAX:3314‐ 7214

●日時 :平成25年 10月 5日 (土)13:30～16:00(開場13:00)

●会場 :阿佐谷地域区民センター3階第40第 5集会室

(入場無料、直接会場へお越じ下さい)        都内の本比■七籠案地威        .
A

第1部  13:30～ 14:00
「阿佐谷・高円寺地域での被害想定と減災対策」

杉並区危機管理室防災課 高山靖課長

第2部  14:00～14:30
「火災対策に特化した地域減災とまちづくり」

杉並区都市整備部まちづくり推進課

防災まちづくり担当課 伊藤克郎課長

休憩 (10分 )

第3部  14:40～ 16:00
「パネルディスカッシヨン」

―地域減災について火災を大大にしなしヽために一

震災救援所へ逃げ込むまでに¨

コーディネーター (株 )都市環境研究所 主任研究員 藤野 康氏

ノヾネラー     両講演者

杉並消防署警防課防災担当
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延焼危険性の高い地域

<阿佐谷・高円寺>

¨
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阿佐谷南三硼 壱睦町会会長(元杉並消防団 畠J団長)田中昭―氏

主  催 :阿佐谷地域区民センター協議会

協働団体 :杉並区役所 杉並消防署 阿佐谷地区田]会連合会 馬橋地区町会連合会
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「うさぎやJ阿佐ヶ谷店

店主:2代目

3代目 瀬山

瀬山 妙子さん(79才 )

信行さん(31才 )

野黒門町時代の職人さん

に声をかけ、西荻に一軒間

国の和菓子店を開いたの

は昭和 25年、妙子さんが

中学生の時でした,

戦後の統制下、砂糖、小

豆、米などの確保の難しい

時代に「本物の材料Jしか

使わなかつたことが自慢

の母でした,7年後の 19

57年 (昭 和32年 )、 現在の

阿佐ヶ谷に移転.「 うさぎやJ阿佐ヶ谷店の誕生です.お客様の注文

は、どら焼が圧倒的に多いのですが、妙子さんは「うさぎやはどら

焼き屋だと、思つている方が多いのですが、季節の生菓子、餅菓子

IJN自 慢の和菓子店なのですJと おつしやいました。店頭のカウン

ターには色とりどりの麗しい和菓子が並びます。でも、どれもみな、

1つずつ。実はこれは見本で、「出来立ての味をお持ち帰り頂くため

に、商品は奥からお持ちするんですよJと 女少子さん.老舗のこだわり

に脱帽です。

家族で助け合つてお店を守るスタイルも、上野黒門町時代 IJNら の

「うさぎやJの流儀。妙子さんの弟 今野康一さん (78才 )は菓子職

人、3代目の信行さんは老舗経営のノウハウに IT世代の発想を取

り入れ、家族で老舗の味を守つています。「うさぎやJは上野、日本

橋にもありますが、暖簾分けではなく、いずれも親類のお店だそう

です。

職人さん

今野康―さん(78才 )

』

|ド
・arl

「うさぎやJは」R阿佐ヶ谷駅の北、高架線沿い新進会商店街の中程

に有ります。ちょつとクラシックなガラス引き戸の前には、いつも‖贋

番待ちのお客様。「地域のお客様に美味しい和菓子を |」 と、人と人

との繋がりを大切にしてきた「うさぎやJならではの風景です。

「うさぎやJの店主は2代目の妙子さん。元々は1913年 (大正2年 )

創業の上野黒門町のロウソク屋でしたが、電気の普及を機に、「食

べてなくなるものであれば、つぶれないだろうJと 和菓子屋を開業。

妙子さんの母・龍さんも叔父も、家族皆で働きました
`,そ

の後、龍さ

んは蔵前の材木屋に嫁ぐも、第二次世界大戦の大空襲で全てを失

いました。でも、音巨さんには和菓子店で培つた腕がありました。上

開催 日時  9月 29日 (日 )午後 1時30分～ 4時30分

場  所  阿佐谷地域 区民センター 1階、2階、3階

地域の団体や学生、先生が集まって工作や実験などの色々

なブースを展開しま丸

バルーンカー、キラキラ万華鏡、ドロドロスライム、どっちに

向けても北向く鳥、色の不思議(・ ω
°

)ペーバークロマトグ

ラフィー、疲れたらサイエンスカフェのお茶と科学の絵本で

一息☆作つたものは全部無料でお持ち帰りできます!影絵

のお話もありますよ。

芸術・学問の秋に親子で科学に触れて楽しんでみません

か ?
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●自転車てのこ来場はこ遠慮下さいて

●保護者の皆様へのお願い― くれぐれもお子lTの安全にはご注意ください !

0当 日は 13時 15分から整理券を配布します

0各 フースの最終受付は 16時 です



阿佐谷地域区民センター協議会 青座・催し案内 0月以降の募集〕

協働事業

第3回ワクワク:どきどき?

科学で遊ばう

9月 29日 (日 )

午後1時 30分～4時 30分
1階 2階 3階

無料

科学工作、不思議な実験、科学の本サイ

エンスカフェ、万華鏡作り、′やレーンカー、

影絵など

サイエンスホッパ=ズ
'

累貨基瞑
育  当日直接

その他      |

阿佐谷

ジャズストリート応援

ジャズトークl&‖

50名

ジャズトーク |

10月 13日 (日 )

午後2時～4時

無料

ジャズトーク l

ジヤズシンガー、回などで大活躍の大橋

美加さんのジャズと映画の楽しいお話。

ジャズトーク|

ジャズトーク‖

10月 20日 (日 )

午後2時～4時
いずれも

3階45集会室

ジャズトーク‖

ソウルミュージックの第T人者でゴスペル

歌手の森崎ベラさんのアメリカ音楽とゴ

スペルの魅力。

長寿応援対象事業 (75歳 以上)

攀粍きツ炒|

エンジョイリトミック 30名

10月 19日 (土 )

午後3時～4時

音楽室

無料

♪サウンド・オブ・ミュージックで綴るリト

ミックコンサート 見て 聴いで 動いで

そしてみんなで合奏を楽しみま魂

(対象 :小 1～小41

遠藤浩子 (えんどう

ひろこ)

浦部真実子 (う らべ

まみこ)

当日直接

協働事業

認知症ケアセミナー

曜 知症に備える」

90名

10月 27日 (日 )

午後1時 30分～4時

3階 4・ 5集会室

無料

高齢社会の大きな問題「認知症J。 杉並区

としても重点課題の一つに位置付けてい

る「認知症対策Jをテーマに講演会を開輩

しま丸
「認知症の早期発見・早期治療J

①認知症に対する行政の各種支援策など,

②認知症の方と家族を地域で支える。

O質疑応答

第1部       |
市岡 修

(いちおか おき0
浴風会病院・神経内科

部長・医師

第2部

①区保健福祉部高齢

者在宅支援課

牧野史子 (まきの

ふみこ)NPO法 人介護

者サポートネットワーク

センタニアラジン理事長

110月 4日 (金 )

コミュニティすく―る 30名 11月 16日 (土 )

50円

《呆険料)

世尊院、Aさんの庭など阿佐谷地区を

中心に、杉並の自然と歴史あるJヒ財の

探訪を計画していま視 ふるつてご参加下

さい。長寿応援対象事業 (75歳以上)

詳細は10/11の区報をご覧ください。

杉並郷土史会

副会長 服部 健人 10弓 25日 (金)

0ま つとり けんと)|

|

子どもの台所

紛からピタバンを作ろう!

26名 i
11月 16日 (土 )

午後3時～4時

料理室

100円
イーストを発酵させて粉から簡単に美味

しいパンを作ります1(対象 :′」ヽ2～ Jヽ 6)

NPO法人

すぎなみ栄養と食の会

奥本典子

(お くもとのりこ)

往復はがきで

当センターまで

10月 28日 (月 )

必着

古地図に見る

杉並の変遷
40名

11月 10日 (日 )

17日 (日 )

午後2時～4時
3階 4・ 5集会室

無 料

古地図・古絵葉書の収集家

西村員―講師が熱く語りま魂

第 1回 :江戸 明治。大正.昭 和初期 (戦前)

第2回 :昭和20年 (戦後)以降

長寿応援対象事業 (75歳以上)

西村員一

0こしむらしんいち)

古地図 古絵葉書

収集家、

中西悟堂研究家

10月 26日 (■ )

嗽 舞伎の魅力」

～俳優と家の芸～
40名

1月 9日・16日・23日

(毎週土曜日)

午前 10時～12時
3階4・ 5集会室

無 料

第 1回
″
家
″
とは、

″
家の芸

″
とは何か 市リ

国十郎家とその系譜

第2回 尾上菊五郎家とその系譜・中村

歌右衛門家とその系譜、

第3回 関西歌舞伎の家とその系譜・

その他の家とその系譜

長寿応援対象事業 (75歳以上)

馬場 1贋

(ばば じゆん)

演劇研究家 元伝統

歌舞伎保存会事務局長、

元日本舞踏協会事務局長

10月 26日 (■)

※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i
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′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 3312 2111(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 ll■l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

阿佐谷地域区民センタ… 梅里区民集会所

9月 10日 (火 )・ 18日 (水 )・ 24日 (火)/10月 8日 (火 )・ 16日 (水 )・ 22日 (火)  9月 3日 (火 )・ 17日 (火)/10月 1日 (火 )・ 15日 (火 )


