検索キーワー ドは [阿 佐谷地域 ]
当協饉会ホームページで講座や
イベン トの最新情報をどうぞ。
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協働事業 防災フォーラム

11月 コミュニ粛 すく―る

クリスマスコンサー ト

平 成 26年 度 定 期 総 会 の お知 らせ
日時 :4月 25日 (金 )午 後 1時 30分 開会
場所 :阿 佐谷地域区民センター3階 第4・ 5集 会室
予算案
決算報告 2)平 成26年 度事業計画案 。
議案 :1)平 成25年 度事業報告 。

3)そ の他

採決等 が行 われま丸
当協議会 の活動 について上 記 の議題 が付議 され、質疑応答 。
ー
センタ
協議会 会長 西野 正浩
阿佐谷地域 区民

1月 18日 (土 )
協働事業子育て支援「日本フィル OBと 弦楽アンサンブルを楽しもう!Jが 開催されました。吹奏楽に比 べ体験 チヤ
ンスの少ない弦楽に触れる機会を、小中学生対象に企画 しました。第 1部 はプロによる弦楽演奏会。弦楽 三重奏を
間近で鑑賞しました。第 2部 はプ回と子供達 (経 験者)に よる弦楽アンサ
ンブル。13名 の子供達は練習でみるみる上達 しモーツアル トの名曲を演
奏しました。第 3部 は弦楽器体験。初めての方もアイネ ビッテ音楽教室講
師他の ご指導で、ヴアイオリンとチェロにツ しました。ご協力下 さつた
̀戦弦 (い と)で 繋がることがで
日本 フィル OB他 の 先生方と参加 72名 の心が
きました。

2月 5日 (水 )
当センターが都知事選挙の期 日前投票所となるため、講座開催
も危ぶまれましたが、河北総合病 院 のご好意 により会場 をご提
供 いただき、2月 5日 (水 )に 無事 開催 することができました。当
日は寒波の影響で底冷 えのする 1日 で したが、関心 も高 くほぼ
満席の 70名 近 くの皆 さんが来場されました。
講師は、河北総 合病 院の内科副科長で神経 内科が ご専 門 の片
山真樹子先 生。寝たきりの 原因 の第 1位 といわれる脳卒中とは
何か から始 まり、その症状や予防の秘 けつについて、また、発症
したらどう行動 す べ きか、リハ ビリの大切 さ等 に つい て分 か り
易 くお話 しいただきました。とくに、神経細胞である脳 は血液の
流 れが悪 いと急速 に 障害 を受 けることか ら、脳卒 中の兆候 が
あつた らすぐに医師 の診 断を受けるた め、一刻 も早 く119番 に
連絡 して救急車を呼ぶ ことが必要と強調 されていました。
今回 の講座、アンケー トでも極めて好評 だつた ことから、今後も
地域の医療機関と連携 した医療・健康 に関する講座を継続 して
実施 していきたいと思 います。

2月 8日 (土 )
ジャズス トリー トでお馴染み の「ニュー ディキシーモダンボーイズ」が
出演した「春待ちコンサー ト」は、45年 ぶりの大雪にもかかわらずご来
場 いただいた70名 近 いお客様を迎えて開催 しました。このコンサー ト
は会場の皆様と一緒 になつて進 行 していくスタイル。リクエス トを交え
ながらディキシーの名曲から日本のナツメロや童謡まで聞き覚えのあ
る曲が次 々と演奏され、皆さんは手拍子 を打つて楽 しんでおられまし
た。
最後 の曲「聖者の行進」はバン ドの全員がステージをおりて会場を一
周する大サー ビスで、外 の雪を吹き飛ばす熱気と拍手 の中で幕 を降ろ
しました。このコンサ ー トは都知事選のために予定 していた会場が使えなくなつたり、大雪が降つたりするハプニン
グがありましたが、足元 の悪い中でご来場いただ いた皆様、熱演 していただいたバン ドの皆様、会場を提供 してい
ただいた細田工務店 の皆様のお力で実施することができました。深く感謝 いたします。

「阿佐谷の水で飲むお茶」阿佐谷銘茶「楽山」
1代 目:古 川素弘さん(72歳 )02代 目:古 川責則さん(41歳 )

外 か らは分 か らな
か つた の で す が 、

阿佐 谷 新 店 にて 2代 目と雅 世 せん

ケTス に並んでいるお茶と海苔の種類 の 多さにび つくり。一
「 東京の水
口 に煎茶 と言つても多 くの銘柄が並んで います。
に合 うお茶、阿佐谷 の水で美味 しく飲めるお茶を並べ ていま
阿佐 ケ谷駅 Jヒ ロアー ケー ドを抜 けた松 山通 りのすぐ左側 に
阿佐谷銘茶「楽 山」阿佐谷店 があります。お茶関係 の会社 に
勤務されて いた素弘さんが阿佐谷の町が気に入つて昭和 51
現在 のお店
年 に開店されたお茶の専門店です。開店当初 は、
から約 50m北 側で したが、30年 前 に現在の場所に移 られた
とのこと。
店頭 に鎮座 してい る昔なが らの焙煎機 は未 だに現役で、ほ
うじ茶の香 ば しい香 りに癒されなが ら松 山通 りを歩 いた経

す」と熱 く語 られる貴則さんの脇で素弘さんが目を細めてお
られたのが印象的で した。
貴則さんと雅世 さんは、日本茶インス トラクターとして、日本
茶が健康 に良いことや煎茶の美味 しい飲み方等 を小学校 の
食育や外 国人の集まりなどで PRし ておられるそうです。急
温めた湯呑 に注いで、
須に茶葉を入れて適温 のお湯を注ぎ、
ゆったりとお茶の風味を味わう日本 の文化、ユネス コ無形文
化遺産 とな つた和食 とともに国内外 に広 まつて欲 しいと話
されていました。

験をおもちの方も多いと思 います。
奥様 のご実家である静岡県掛り1市 東部 の粟 ケ岳山麓の茶園
から仕入れた茶葉 を使 つた「深蒸 (ふ かむ し)茶Jが お店の こ
だわ りです。深蒸茶 は、茶葉 の蒸 時間 を通常より長 くする こ
とで、味 の濃いまろやかな甘味の美味 しいお茶に仕上げたも
ので、平成 25年 には世界農業遺産に認定されています。

平成 18年 、阿佐谷新進会商店街 に阿佐谷新店 が開店 しまし
た。本店とは対照的な什 まいの店内は、お店の隅 々まで、新
しい試 みに意欲 的 にチ ャレンジ して いる2代 目と若奥様 の
意気込みが感 じられる心地 よい空間で した。この春には3代
目が小学生 になられます。将来 が楽 しみな「楽山」でした。
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5月 15日 ・22日・29日 毎木曜 日 (全 3回 )午 後 0時 30分 〜2時 30分
場所 :阿 佐谷地域 区民 センター、費用 :100円 (保 険料 )
講師 :ジ ャクソン・優子、申込 :4月 30日 (水 )締 切
カン トリー ダンスはハー トフルなカン トリーミュージックあってのもの。
カン トリーミュージックの織 りなす人間味あふれる快 いリズムを楽 しむ
一 つのツールとして、またコミュニケーションを広げるきつかけ作 りとし
ても価値があるのではないでしようか ?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 しめます。運動不足の解消 に、健
康維持 、ダイエットにも最適です。

広報部 にて会報「あさがやJ他 ポスター等 のデザインを担 当 している土 谷稔委
4月 1日 (火 )〜 4月 30日 (水 )杉 並区立中央図書
員 (イ ラス トレーター)の 個展が、
「With遊 」にて催されます。日ごろ、阿佐谷 を中心としてあらゆる
館近 くのカフエ
今 回の個展も小学校で の図工授
地域活動や 区の 広報物 をデザインしてお り、
業がきつかけとなつて保護者の方々からの リクエス トで実現 したものです。子ど
も達の絵 に大きな影響を受けたという、鮮やかで楽 しい作品の数 々をコー ヒー
作品、
絵本冊子、グツズの販売もいた します。
を飲みながらご鑑 賞 ください。
●かふえ&ほ 一る wth遊

荻窪 34613(TEL

03 6661 2336 月曜休み

)

今回のテーマ は 「ミノティカー番街」
架空 の商店街の店舗案内的なお話を作 り、
それを基に絵本のように絵を描 きました。

阿佐谷地域区民センター協議会

・ ‖奎し 壽こI勺
詳動菫

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
ついて分り易く解説 しま魂 時間が有れば大相
撲の話も。長寿応援対象事業

3月 27日 (木
午後2時 〜4時
3階 第45集 会室

新年度日本経済の
動向と課題

)

名
所 曜 日(全3回
'日〜2時 30分
午後0時 30分
3階 第45集 会室

5月 15日 22日

カントリーダンスを
楽しもう

3月 以降の募集〕
〔

簡単なステップの繰り返 しゑ どなたでも
気軽 に踊れま丸
長寿応援対象事業

※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言
青座・催 し案内を掲載していま魂
力 を配布 しま魂
長寿応援対象事業と表示 された講座では、参加者のうち75歳 以上の方に「長寿応援ポイントシー′
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 l14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)言 己入し、
〒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。
※抽選結果を返信 しま硯
◆締切 日必着 (「 当日直接Jを 除く)。

02月

10日 (月 )

昨年 に引き続 き、地域 における様 々な課題 に目を向け、その解 決を目的 に活動 されている任意諸 団体 にお集 まりい
ただき、地域・職域を超えての意見交換・交流 の場 を持ちました。
本年 の主テーマ は『少子高齢化社会 における安心安全なまちづ くり』についての話合 いといたしました。
参加団体 は、町会 自治会等関連団体 が 16団 体、青少年育成委員会・民生児童委員・ケア24等 団体 が 8団 体、NPO 等
5団 体、その他団体 6団 体と多 くの参加をいただきました。
開催 日:平 成 26年 2月 10日 (月 )14:30〜 17:00
場 所 :阿 佐谷地域 区民 センター 3階 第 4・ 5集 会室

「少子化」
「防災減災 まちづくり」等 につい
「高齢化」
お話 し合 いについては 5つ のグル ープに分かれて着席 いただき、
て、必ずしもGOALを 追及 しない気軽なフリー討議としました。途中休憩を挟んで各 グル ープの参加者に違うグル ー
「ワール ドカフェ方式」を採り入れ進行し、各グループごとに発表していただ
プに移つていただいて討議を継続 させる
きました。
普段交流 の無 い団体どうしの活発な意見交換 の場となり、笑 い声があちらこちらから間こえていました。
その後、別会場での懇親会もあり、そこで更なる懇親を深 め「大変有意義な半日が過 ごせた」というお話 しもいただき
ました。
今後は協議会として、討議された内容から課題 を探 し、来年度以降の「協働事業」のテーマ として、各任意団体 ととも
に積極的な展開を図つていくことが大事と感じました。

阿佐谷地域区民 センター
3月 11日 (火 19日 (水 25日 (火 )/4月 8日
)・
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梅里区民集会所
3月 4日 (火 18日 (火 )/4月 1日 (火
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15日 (火 )

