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* いろはにアサッチ＃33「こ」*

～子は三界の首っ枷～
　「こ」は、江戸では　「子は三界の首っ枷」。これは、親は子を思う心の
ために、一生自由を束縛されてしまうということ。京は「これに懲りよ
　　　　　道才坊」。これは、これで懲りよ、という場合に、調子よく続
　　　　　　　　ける語。 道才坊は不明。「恐れ入谷の鬼子母神」と同類。
　　　　　　　　大阪は「志は松の葉」。これは、送る人のこころがこもっ
　　　　　　　　ていれば、たとえ木の葉に包むような、ささやかな物
　　　　　　　　でもいいということ。ホントそうですよね。

　2004 年１月にスタートした 「ＡＳＡフレンドリーコム」 が通算 100 号を迎えました。 お店から
のお知らせや地域の情報を皆さんへお届けしようというコンセプトでスタートした 「ＡＳＡフレ
ンドリーコム」。 購読者の方々の温かいご支援によりなんとか続けてくることができました。
これからいつまで続けていくことができるかわかりませんが、 応援よろしくお願いします。

ななななんと、通算100号です！　
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2004 年 1 月　創刊号

こんなコーナー・特集がありました
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* 地域を紹介するときによく登場する 「てくたくブック」 は、
6 号ですでに登場し、 8 号で特集されました。→→

*2005 年 7 月号から 1 年間、 記念日を特集。 それにしても毎日
毎日よく色んな記念日にしたもんだと感心してしまいました。

2004 年 8 月号
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* 防災に関しても数回にわたって特集しています。 通算 11 号ですでに 「地震ワーキング
グループ」 の発表を受けて 「震度 6」 を想定しての防災対策を特集。 このときはまさか
大震災が起こるとは夢にも思っていませんでした。 タイトルにした通り 「備えあれば憂い
なし」 です。←←

2004 年 11 月号

*4 コマ漫画でお馴染み
の 「アサッチ」 ですが
その名前は 2007 年 1 月
に決定しました。 購読者
の皆さんから公募して、
スタッフで決めました。
「信頼と誠意」 を意味す
る 「アサッチ」。 今日も
用賀の街を見守ってい
ます。 「よっきー」 とも
大の仲良しです。 これか
らもよろしくね。

*2007 年 6月号では玉川地区の
銭湯を特集しました。 広々とした
お風呂はやはり魅力でした。

* 「アサッチ」 という名前をいただいて、
2007 年 2 月には 「アサッチ」 の塗り絵
を折り込み、 作品を ASA 用賀２階多目的
ルームに展示し、 一般公開しました。
陶芸展も兼ね、 多くの方が来場されました。

*２００８年４月、 第５２号から
４コマ漫画 「それ行けアサッチ」
が連載スタート。 右は記念すべ
き第１話。 ご覧いただいてお分
りの通り、 今と絵のタッチが違い
ます。 実は第１話は絵を知人に頼
んだのですが、 是非とも描き
たいという従業員が現れ、
第２話からは従業員が描いて
います。 過去にお父さんや、
彼女？も登場しましたが、 果た
して今後はどう展開するのか？



今年はあります！二子玉川 「花みず木フェスティバル」
　清々しい春。 春は地元でのイベントも盛りだくさん。 先月号で速報したとおり、 今年は二子玉川の春の風物詩 「二子玉川花
みず木フェスティバル」 が開催されます。 回を重ねて今年でなんと 30回目。 実行委員会も気合が入っています。 今年のゴー
ルデンウィーク、 行楽地も良いけれど地域のイベントを訪れて地元を再発見してみてはいかがですか？

第30回二子玉川花みず木フェスティバル第30回二子玉川花みず木フェスティバル

今年の「二子玉川花みず木フェスティバル」テーマは？今年の「二子玉川花みず木フェスティバル」テーマは？

開催期間：平成 24 年 4 月 14 日 ( 土 ) ～ 29 日 ( 日・祝 )開催期間：平成 24 年 4 月 14 日 ( 土 ) ～ 29 日 ( 日・祝 )

「花みず木」
について

二子玉川に多く植えられている 「花みず木」 は、 ミズキ科の落葉高木で北アメリ
カが原産。 別名、 アメリカヤマボウシ。 日本における植栽は、 1912 年に当時の東
京市からアメリカワシントン D.C. へ桜 （ソメイヨシノ） を贈った際、 1915 年にその返
礼として贈られたのが始まりとのこと。 花言葉は、 「私の想いを受けてください」 「返
礼」。 また、 「花みず木」 は英語では 「Ｄogwood」 と呼ばれます。 新しく復活した
二子玉川ライズショッピングセンターの 「Ｄｏｇｗｏｏｄ　Plａｚａ」 の命名の由来はここ
から来ているのでしょうね。

1. 人 ( 高齢者・身障者等 )にやさしいまちづくり　2. 環境にやさしいまちづくり
　二子玉川は、 多摩川と国分寺崖線との挟まれた水と緑の豊かな自然に恵まれていて、 位置的には東京の西の玄関口であり、
「世田谷の二子玉川」 というよりは 「東京の二子玉川」 として、 これからのまちづくりを考えていかねばならないと考えられ
ています。 その一環として平成 11 年 11 月 1 日二子玉川地区が 「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」 の環境美化推進地
区に指定されたことを受け、より一層清潔できれいな街の実現を目的として 「二子玉川クリーンタウン作戦」 を実施しています。
また、 「環境と共生する都市世田谷」 を目指して、 現在および将来の区民の健康で文化的な生活を実現するために平成 7年
4月 1 日より施行された 「世田谷区環境基本条例」 に基づき、二子玉川においては具体的には歴史 (旧大山街道等）、風土 (多
摩川河川敷等）、史跡 (寺社仏閣等）の保存をはかりつつ、今や街のシンボルとなった「花みず木のまち」のイメージを大切にし、
上記テーマを目標に 「21 世紀の魅力ある個性的なまちづくり」 の実現を目指しています。

メインイベント 4 月 29 日

10：00 ～ 16：30 於：兵庫島河川公園
＜メインステージ出演者及び演目予定 ( 変更の場合もあります）＞
世田谷区民吹奏楽団、大道芸、手品、ローリンピース、二子玉川小学校児童に
よる楽器演奏・バトントワリング、玉川交通少年団、瀬田中学校ブラスバンド、
瀬田おやじバンド・世田谷総合高校　などなど
＜イベント会場予定 ( 変更の場合もあります）＞
花みず木苗木チャリティープレゼント、草花チャリティー競り市、記念セール福
引抽選会、フリーマーケット、消防ふれあいコーナー、玉川防犯コーナー、パイ
焼き窯、川場村特産品の販売、伊勢原市特産品の販売、模擬店等
小学生・中学生　竜王戦　4月 29 日　
9：00 ～ 15：00　於：二子玉川小学校

世田谷花みず木女流オープン戦　4 月 29 日　
11：00 ～ 17：00　於：玉川高島屋ＳＣ南館 9階「ホワイトモール」

まずは、 二子玉川の街のシンボル 「花みず木」 ってどんな木かご紹介

花みず木

二子玉川商店街記念セール
宝くじ方式 (300 円お買上げにつき 1 枚の抽選券） による記念セール。
期間 ： 4 月 14 日～ 28 日、 抽選日 ： 4 月 29 日イベント会場にて
景品お引き換え ： 5 月 1 日～ 21 日まで　　ガンガン当てよう　！


