
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。

憮

8月6日 (水)～ 10日 (日 )に開催されます。

詳細は阿佐谷パールセンターのホームベージ

http:〃wwwoasagaya.orjpノ
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1日 (日 )

5月 18日 (日 )

夏を思わせる晴天の下、親子あわせて3900人
もの参加があり、大盛//5に終わりました。恒lrlの

イベントに、阿佐ヶ谷アニメス トリート、文化学

園大学杉並中・高校、ネパール人学校、拓道会空

手教室などによる新たなイベントが加わり、30
以上のイベントをお楽しみいただきました。今年

は特に、子どもたち自らが試してみよう、作つて

みようという参加型のイベントを揃えました。白

バイや消防服記念撮影、親子工作教室、似顔絵

描きなども人気で大行列ができ、杉―小吹奏楽

演奏とキッズダンスでは会場が人であふれてし

まい、入場出来ないほど。中庭の子ども縁日で

は、売り切れが続出しうれしい悲鳴となりまし

た。

初夏の暖かな晴天の中、緑あふれる梅里中央公園区民集会所で開

催されました。蔵前理科教室ふしぎ不思議 (く らりか)の先生方のご

指導のもと、小学1年生から5年生までの35名の参加者がクラフト

と角材を使つて、どうしたら遠くまで飛ばせるか一生懸命考えながら

自作のグライダー (紙飛行機)を作りました。作成後は出来上がった

グライダーを笑顔で飛ばす子ども達の歓声が公園内に響きました。

阿佐谷地域区民センター協議会の

ホームペ…ジ(HP)が新しくなりましたI

新たなURLは、「阿佐谷協議会」

http://www.asagaya‐ kyogikai.org/

「回覧の協議会報『あさがや』で見たあの行事について調べたいJ、「今日は雨だけ

ど、予定通りやつているのかな～?」 …。そんなときHPをご覧下さい。

行事の企画が固まり次第、いちはやく情報を掲載。役立つ地域情報も充実させてい

きます。



「…般実用品から100万円以上のコレクターアイテムまで :」 しんかい刃物店 (阿佐篠 ―ヾルセンター商店働

初代 :西野良也さん(92歳 )

二代目:藤丼 高さん(62歳 )

三代目:藤丼達也さん(42歳 )

「しんかい刃物店」

は阿佐谷パールセン

ター商店街のちょう

ど中ほどにあります。

店構えも独特で、看

板 は平仮 名表記 で

「しんかいJと ありま

す。昭和三十八年に

雑貨店 として創業、

二代目の高 (たかし)

さんが引き継いでか

ら、今のスタイルの

お店 になりました。

初代の西野良也 (り ょ

うや)さん、二代目の

藤井高さん、三代目の藤井達也さんの三人が揃つてお店に

出ています。二代目高さんは初代良也さんのお嬢さんと結

婚されてお店を継ぐことになつたとのこと。お店は左右に分

かれたレイアウトになつており、右側のコレクターアイテム

コーナーにはビンテージものが並び、左側には家庭用や職

人さん向けの刃物が並んでいます。

6月 15日 (日 )

初代の良也さんは現役で、刃物コーナーの奥でお客様の

依頼をうけて包丁研ぎをやつていました。趣味は仏像の写

真を撮りに京都・奈良へと出かけることだそうです。二代目

の高さんは年に 2、 3回アメリカなどにビンテージ商品を

仕入れに行くため忙しく、趣味はゴルフとのこと。

三代目達也さんは阿佐谷パールセンター商店街の青年

部長を務めていて、商店街の催事などで若い商店主さん達

を纏めていく役目だそうです。歴史に興味があり各地の名

城を訪ねたりするそうで、良也さんと趣味が良く似ていま

す。

「しんかい刃物店」の特徴でもある「マニア向けアイテムJ

のほとんどは通信販売とのこと。店頭に出してある商品はほ

○

下

んの一部、商品ストックはかなり

の数なので、品番を付けて保管

し、インターネットで調べて来店

したコレクターのオーダーに応

じて店頭に出してくるのだそう

です。

三世代が皆さん現役のしんか

い刃物店、「身体を動かしている

のが何よりの健康法です !Jと答

えられた 92歳とは思えない血

色の良い初代良也さんの笑顔

が印象的でした。

募集定員を超える約30名の方が参加されました。

受講生の皆さんは楽しそうに踊り、最終日の講座を終えた後も、まだまだ

続けてみたいとのご意見があるなど、意欲的な方が多くおられました。

梅雨晴れの日曜日、阿佐谷地域区民センター協議会伝統のお話会が行

われました。

演目は宮沢賢治作「セロ弾きのゴーシユ」で、巧みな朗読とチェ回の生演

奏に子どもも大人も共に引き込まれた45分間でした。出演のお二人から

は「子ども達の目を輝かせて間いている姿に感動し、元気をもらつた !」

との感想を頂きました。

今回は、地域情報誌「街の便利帳」(新聞折込)の情報紹介を見て参加さ

れた方もいて、約90名の参加者で会場は満杯の状態でした。



阿佐谷地域区民センター協議会 言青層≫ 引韮し壽こI村 〔7月以降の募集〕

お茶の水大学サイエンス&
エデュケーションセンター

露久保美夏

(つゆぐざみか)氏

近代文学を語る時、多くの文士が愛した阿佐

ヶ谷 荻窪界隈を忘れることは出来ません。昭

和を生きた文士たちを中心に、
″
阿佐ケ谷会

″

や、その当時から現在もなお様々な作品が生

まれる杉並のまちにも触れながら解説致しま

丸 長寿応援対象事業

「防災の日」の意義について映像を中心に解

説し 噛 命行動Jに 自信を持つて対応できる

ように レサシアン(人体模型)や AEDの習熟

を図り、災害時の自助 共助に備えま丸

長寿応援対象事業

植物の葉を貼りあわせて動物を作つて

みませんか?素敵なインテリアにも

なりま魂

長寿応援対象事業.

アイスクリーム作りを通して、科学的な視点で

アイスクリームのできるしくみを体験しま丸

対象 小学1年～6年

7月 13日 (日 )

午後2時～4時

阿佐谷地域区民センター

2階 料理室

7月24日レい

午前0時～
'時口をヽじ腫賑セレター

3階 第 蟻 室

西方ゆり恵

(にしかたゆリカ氏

(杉並区立郷土博物館学芸尉

東京消防庁杉並,肖防署、

杉並消防団、

ほか地域団体

内田芳明

(うちだよしあき)氏

(フ ローラ花工房)

7月 10日 (フ )ヽ杉並ゆかりの文士たち

8月 25日 (月 )

9月 21日 (日 )

リヨ6日 t
確 い

口を多じ姫賑センター
lLT権

9月 27日 l■

鞭 申 時

回

―

ンター

3階第 5簑

「,さ肺蘇生の主役・AEDJ

～救命は時間との戦いです～

アニマル・クラフト

作リ

※毎月11日 発行の「広幸展すぎなみ」、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′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 [TEし 0333122111(代 表湖へおたずねください。

【申込方法】◆往復はがき (1枚に1人 llA■lに教室・講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を (過言用に自分の宛名を)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。(往復はがきの記載方法はホームページ参照)

◆締切日必着 (「当日直接Jを除く)。  ※抽選結果を返信しま魂

【地域情報】『阿佐ケ谷のまちづくりを考える会』活動中 ::

杉並区まちづくり条例に基づく団体として、阿佐谷で豊か

に安心して暮らし続け、夢と希望を持つてまちづくりを進

めようと、昨年 10月 15日に発足しました。会の」り|1会

長 (小り|1眼鏡店)は「阿佐谷大好きな皆さんが集まってい

ま丸 各方面で活躍されている方々が、まちの未来のた

めに熱い議論を戦わせています。当面の区立施設再編

や、遠くは東京オリンピツク・区政施行 100周年の阿佐

谷の姿を思い描き、様々な構想を提案していく予定で丸

会発足を契機に、阿佐谷のまちがより活性化していくよ

う、地域の皆さんが力を合わせて頂くことを期待していま

丸 」と熱い胸の内を語つていただきました。

阿佐谷地域区民センター

7月 8日 (火 )・ 16日 (水 )・ 22日 (火)/8月 12日 (火 )・ 20日 (水 )・ 26日 (火 )

梅里区民集会所

7月 1日 (火 )・ 15日 (火)/8月 5日 (火 )・ 19日 (火 )


