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あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

旧年中は地域の皆様の暖かいご支援ご協力をいただきまして当初の成果を収める

ことができましたこと厚く御礼申し上げます。本年につきましてもより地域に密着した

種 の々課題を解決することを主体に事業を展開してまいる所存であります。

相変わりませずご支援ご協力よろしくお願い申し上げます。

阿佐谷地域区民センター協議会 委員一同

2014年3月 8日 (土 )・9日 (日 )



10月27日 (日 )

高齢化社会の大きな問題「認知症J。 杉並区でも高齢化は急ピッ

チで進んでおり、区としても最重点課題のひとつに位置付けて

いる認知症対策をテーマに「認知症に備える」ためのセミナー

を開催しました。心配していた台風も前日に1ま通り過ま まさに

台風―過の秋晴れの日曜日で、出席は 80名とほぼ満席。本セ

ミナーは 2部構成で、第 1部は浴風会病院内科診療部長の市

岡医師から、認知症の早期発見・早期治療の重要性について、

第 2部は杉並区保健福祉部高齢者在宅支援課の荒瀬係長か

ら、認知症に対する杉並区の取組みについて、また、NPO法 人

介護者サポートネットワークセンター・アラジンの牧野理事長か

らは、行政では手が届かない地域のネットワークサービスについての講演が行われました。「医療機関、行政、介護サ

ポート組織が単独に開催する認知症講座は多いが、3者が一堂に会するセミナーはあまりなく、構成が良かつた。」「 3

人の講師がお互いに補完関係にあつてバランスがとれていた。」などのうれしいご意見を頂戴しました。

11月 16日 (土 )

約40名 の参加者が2班に分かれ、杉並郷土史会の講

師にガイドいただきながら、阿佐ヶ谷の北地域を中心

に歴史散歩を楽しみました。

馬橋稲荷 (日馬橋村鎮守)では大神輿を特別拝観。法

仙庵では庵主から庵の歴史や板碑の説明をうかが

い、また、後世に残したい杉並の屋敷に選ばれた欅屋

敷や、福泉寺跡、お伊勢の森の解説などから旧阿佐

谷・馬橋村当時の素朴な武蔵野風景を偲びました。

すずらん通り～パールセンター～松山通りが、権現道

という古道として、府中と練馬を結ぶ古代の公道で

あつたという説明も興味深いものでした。

後世に残したい杉並の屋敷林 (欅屋敷 )

川崎小虎の筆塚 (世尊院 )

東京三鳥居 輛 橋稲荷神社 )

12月7日 (土 ) クリスマスコンサート2013 ジャズス トリー トにも出演 していた「スイボク

SwingBeaucoupJを 迎えてのちよつと早めのクリスマ

スコンサートでしたが、今年もおおぜいのお客様を

お迎えして開催致しました。ジプシー (ロ マ)の民族音

楽とスイングジヤズの融合で作られたサウンドです。

1部と2部構成。平野兄広泰さん弟良昌さんとノッ

ポのベーシスト前田治さんトリオです。クリスマスソ

ングやお刷‖染のジャズのナンバーなど、特に弟良昌

さんの渋い歌声には皆さん、気持ち良くリズムを取ら

れていました。2部のオープニングは良昌さんがサ

ンタの扮装で唄いながら鈴を鳴らして登場。背中に

背負つた袋から、タンバリンやスズをお客様にプレゼ

ントのサプライズ。トリオの軽妙なおしゃべりと演奏

はお客様の心をしっかりと掴んでいた様でした。お客

様からまた、来年も来て欲しいとの声も間かれ、大成

功に、スタッフー同疲れも吹き飛びました。



『日本の大切な文化を守る羽毛田畳店」

店主:2代目 羽毛田正夫さん(72歳 )

3代目 羽毛田真さん(42歳)

羽毛田畳店は五日市街道から路地に入つた杉成商店会の一角にあ

ります。

初代・熊治郎さんが昭和9年に創業し、今年で79年になる老舗の畳

屋さんです。2代日正夫さんは18の 時から父親熊治郎さんの元で修

行25年前の昭和63年、お店を継ぎました。正夫さんは地域活動に

も力を注ぎ、現在、町会 (東二会)会長をされています。

3代目真さんも父親正夫さんの下で畳職人として腕を磨き、昨年9

月に店を継ぎまし

た。

畳の原材料である

イ草はすべて国産

品。本物志向で丹

念に作り上げてい

ます。

営業時間は8時か

ら夕方6時、手作

業が多く、一日に

作れる畳はわずかに6枚程度です。

畳の他には、イ草で編まれた草履やスリッパを店先で販売していま

す。夏は涼しく、冬は暖かく、蒸れない、履き心地満点とお薦め下さ

いました。

畳表のイ草の生産は国内では9割以上を熊本県が担つています。

農業の高齢化と需要の縮Jヽこより、イ草農家と稲ワラ床の生産も

少なくなつていると聞きました。区内の畳組合の会員は33名、20年

前の半数以下とのことです。

生活の変化で和室が減り、畳を知らない子どもも少なくありませ

ムン。

私たち日本人は畳の上で生活をして来ました。青みがかつた銀自色

の畳、それは日本人の持つ伝統文化です。その大切な文化を忘れ

ないで欲しいと語る、2代日正夫さんの笑顔が印象的でした。
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一2月 8日 (土)午後2時～4時

細田工務店 lFロ ビー (杉並区阿佐谷南 3‐3521)

阿佐谷ジャズストリートで陽気に街角演奏して盛り上げてくれている

「ニューディキシーモダンボーイズJが細田工務店にやつてきます。バンジョーの名

手、ジヤツク天野さんの軽1央な演奏と楽しいトークを中心とした2時間のステージ

を堪能してください。メンバーはバンジョーの他、クラリネット・トランペット・

チューバ・ドラムス。演奏曲は「聖者の行進」「私の青空Jなどディキシーのスタン

ダードナンバーと「鈴懸の径Jのような皆が楽しめる曲です。

長寿応援対象事業
0往復はがき(1枚に1人 1件 )にスプリングコンサートと明記の上、住所 氏名、年齢、電話番号を記入し、

〒1660004 杉並区阿佐谷南 14ア 1フ 阿佐谷地域区民センター協議会へ.

0定員90名 01月 25日 (■)締切 ※応募が多い場合は抽選となります。

阿佐谷と名古屋の商店街交流

以前この紙面で、阿佐谷の商店街若手店主達で企画・製品化した「阿佐谷文士御墨付きカレーJの話

題を取り上げました。その試みをインターネットで知つた「名商連 (名古屋市商店街振興組合連合会)」

の方々が、阿佐谷のメンバーを名古屋に招き「商店街活性化取り組みの事例」として講演を依頼されま

した (8月 22日 )。 講演を聞いた方々が「阿佐谷という街を実際に歩いてみたいJということで11月 21日 、

ご―行30名様が見学にいらつしゃいました。区民センター事務局、そして区役所の協力もあり、皆様に

喜んでいただけたようです。

今後も商店街が、そして街が相互様々に活性化していけるよう、協力していければ素晴らしいですね。



阿佐谷地域区民センター協議会 青座・催し案内 H月以降の募集〕

復興ソング

咤 は咲く」を

ベルで演奏しよう

30名

2月 1日 (土 )

午後3時～4時

地下音楽室

無料

ミュージックベルを知っていますか?

初めての方でも素敵な演奏ができま魂

参加は1人でも親子、カ レープでも大歓迎

皆で「花は咲く」を合奏してみましよう。

対象 :小 中学生 (保護者も可)

加藤啓子

(かとうけいこ)

1月 20日 (月 )

締切

脳卒中予防の秘けつ 60名

2月 5日 (水 )

午後2時～4時

河北総合病院西館講堂

無料

脳卒中は日本人の死因の第4位、寝たきり

の原因の第1位。専門医からその予防法に

ついて分かり易く教えて頂きま魂

長寿応援対象事業

片山真樹子

(かたやままきこ)

河北総合病院

内科 副科長 医師

1月 24日 (金 )

締切

場気なデイキシージャズで

春待ちコンサート
90名

2月 8日 (土 )

午後2時～4時

細田工務店 1階ロビー

無料

阿佐谷ジヤズストリートでお剛1染の

「ニューディキシーモダンボーイズJが

理 者の行進」などデイキシーの名曲を

演奏しま晩 長寿応援対象事業

ニユーアイキシー

モダンボーイズ

1月 25日 [L)

締切

あなたの思いを伝える

エンディングノートの

書き方

60名

2月 13日・20日 (木 )

午後2時～4時

3階 第4・ 5集会室

500円

(エ ンデИ

ング

ノート代)

あなたの人生を最期まで自分らしく生きる

ために、そして 大切な人のために、どんな

備えをしておけばよいのかを学びま魂

長寿応援対象事業

丹野浩成 (たんの

ひろあき)

株式会社」A東京中央

セレモニーセンター

代表取締役社長

1月 30日 (木 )

締切

季節の和菓子作リ 16名

2月 15日 (土 )

午後2時～4時

2階料理室

1′000円

材 料費)

和菓子作りを続けて50年の職人に和菓子

作りを学よ 自宅で作つてみましよう。

長寿応援対象事業

佐藤博

(さとうひろし)

とらや椿山

1月 2フ日明 )

締切

土曜えほんとお話の会 30名

2月 15日 (土 )

午後3時～4時

2階第1集会室

無料
ペープサートが飛び出すミュージカル

紙芝居と粘土教室

日南田淳子

(ひなたじゆんこ)

劇団どろんこ座

当日直接

善福寺7AN国

バードウォツチング
25名

3月 2日 (日 )

午前9時30分～11時30分

善福寺公園

200円

(資料・

屎険代 )

北国への旅立ち準備の渡り鳥の観察会を

行いま魂 長寿応援対象事業

西村具―

(に しむらしんいち)

(■ll日本野鳥の会

元理事

2月 22日

(土)締切

新年度日本経済の

動向と課題
50名

3月 27日 (木 )

午後2時～4時

3階 第4・ 5集会室

無料

アベノミクスやTPPで変動期の

日本経済。4月から消費税引上げを迎える

新年度日本経済について分かり易く解説

しま魂 時間があれば大相撲の話も。

長寿応援対象事業

鶴田卓彦

(つるたたくひこ)

元日本経済新聞社

社長 会長、

前横綱審議委員会

委員長

3月 13日 (木 )

締切

※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茂

長寿応援対象事業と付いた講座では、参加者のうちフ5歳以上の方に「長寿応援ポイントシー′力を配布しま視

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 [TELЮ 3 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、住月R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  区民センター

1月 1日 (水)～4日 (土)・ 14(火)。 15(水 )。 28日 (火)/2月 11日 (火 )・ 19日 (水)・ 25日 (火 )

梅里区民集会所
1月 1日 (水)～4日 (土)・ 7日 (火 )・ 21日 (火)/2月 4日 (火 )・ 18日 (火 )
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