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※参加費などの記載のないものは無料です。
明示のないもよおしの申込みは直接、各施設へ｡
定員のあるものは、定員になり次第締め切ります。

ＪＡＬ機体整備工場見学
青少年育成鷺宮地区委員会では、3 月 29
日(木)にＪＡＬ機体整備工場見学を行いま
した。地域の小学校から 21 組の親子の参加
があり、地区委員 6 人と合わせて 52 人で出
かけてきました。
工場では、初めに DVD を使って、飛行機
の飛ぶ仕組みなどをわかりやすく説明して
いただきました。次は、いよいよ整備工場
へ。まず、間近で見た飛行機の大きさに、
皆圧倒されました。そしてその日の整備工
場には、なんと４月からの運航を待つＢ787
が置かれていたのです！おとなも子ども
も、その姿に興奮してしまいました。
晴天にも恵まれ、本当に幸運な楽しい見
学となりました。
(地区委員会研修
部長 横山恵美子)
絵： 鯨岡妃菜乃さん
(当時若宮小 4 年)

若宮小学校防災訓練
3 月 10 日(土)若宮小学校 PTA 主催の「親
子災害発生時対応避難訓練」が行われ、災
害発生を想定した実践的な訓練を行いまし
た。親子合わせて 150 人ほどの参加者が、
避難マップを作りながらの参集訓練、炊き
出し体験、応急救護訓練、転倒家屋からの
救助・救出訓練、仮設トイレ・間仕切り設
営の避難所体験、消火器・軽可搬消火ポン
プによる消火訓練などを行いました。子ど
もたちは、真剣な表情で日ごろ経験するこ
とのない訓練に取り
組んでいました。ま
た「避難所に行かな
くてもよい準備をす
ることが大事」とい
うことを学びました。 初めての放水体験
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鷺宮図書館
電話：3310-1171 FAX：3310-1172

電話：3337-1044

鷺宮 3-22-5
FAX：3337-7397

■カラオケ祭り
日時：

■子ども読書の日おはなし会
日時：５月２６日(土) 午後３時～午後４時
（昼休憩 正午～午後 1 時） 対象：どなたでも
内容：
内容：絵本・紙芝居などの読み聞かせと工作会
申込み：出演希望者（６０歳以上の区民の方）は
会場：鷺宮区民活動センター ３階洋室２号

白鷺高齢者会館

白鷺２-８-5
電話・FAX：3223-8938

電話：3310-2553

FAX：3310-1172

■介護家族のストレス軽減をサポートします！
日時
対象：要介護者を持つ家族、関心のある方
内容：家族の悩みや疑問などを傾聴サポーター
や職員を交えて話し合います。
参加費：２００円
申込方法：電話で。当日参加も可能。
問合せ：さぎ草の会代表 前田 電話:3337-0901
鷺宮地域包括支援センター

■初心者フラダンス教室
日時：
対象：60 歳以上の女性
内容：ハワイの音楽と穏やかな踊り
参加費：2,500 円(月額) ※参加者募集中 15 名
■コーヒーサロン
日時：毎月第 2・4 火曜日 正午～午後 3 時
対象：60 歳以上の方
内容：
参加費：1 杯 100 円

第３６回鷺宮地区まつり
実行委員 大募集!!
西中野児童館 白鷺 3-15-5
電話：3339-9826 FAX：3339-9825
■児童福祉週間事業“ミニ運動会”
日時
対象：乳幼児とその保護者
内容：かけっこ、体操、玉入れなど

毎年恒例の秋の大イベントです。企画、
準備、進行など『手作りのおまつり』に協
力していただける方をお待ちしています。
【募集期間】5 月 10 日(木)～25 日(金)
【問合せ】鷺宮区民活動センター運営委員会
事務局：3330-4127 FAX：3330-4131
★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・

※天気が良ければ遊園で、雨の場合
は児童館ホールで行います。動き
やすい服装で来てください。

鷺宮児童館 鷺宮 3-40-13
電話：3337-8430 FAX：3337-8429
■学校であそぼう
日時：５月１６日(水)午後３時～午後４時３０分
対象：小学生と保護者および地域のおとな
内容：「子どももおとなも外遊び」と題して鷺宮小
学校の校庭で遊びます。
※詳しくは児童館のおたよりをご覧ください。

有志の皆さんによる鷺宮都営住宅「3 月 11 日
の集い」が開かれました。東北の方の体験談を
伺ったあと、午後 2 時 46 分には参加者一同で
黙祷を捧げました。その後は、シンガーソングラ
イターの佐々木祐滋さんのミニライブ。佐々木さ
んは広島平和記念公園の『原爆の子の像』のモ
デルとなった佐々木禎子さんの甥であり、歌で
命の尊さを訴え続けている方です。紅白歌合戦
で歌われた「INORI」、東日本大震災被災者に
捧げた新曲「NEGAI」などを歌っていただきまし
た。また佐々木さんの歌に感銘した、東大阪市
立荒川小学校６年生がたくさんの小さな折鶴で
作った「顔晴ろう(がんばろう)」の額と、被災者へ
の励ましメッセージの披露もありました。多くの方
の心が詰まった手作りの温かい集いでした。
★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・

◆洋室２号の使用料が 100 円安くなります。

洋室２

改正後の使用料
午前
午後
1,200 円

1,700 円

夜間
1,800 円

集会室抽選日
７月使用分……５月２１日(月)
８月使用分……６月１８日(月)
※抽選会場：鷺宮区民活動センター 洋室 2 号
※団体登録証をお持ちください。

東京税理士会中野支部・地域税金相談

（人事）
細谷祐造
(吹上小学校)
神山信次郎

◆現在の使用料が一部 100 円高くなります。
・各時間帯の使用料が 100 円上がります。
・現行 100 円の集会室は、据え置きです。
問合せ：鷺宮区民活動センター
電話：3330-4111 FAX ：3330-4134

鷺宮区民活動センター 洋室１号
まちの身近な行政・法律手続相談
５月１１日(金) 午後１時～午後４時 (予約不要)
鷺宮区民活動センター 洋室１号
東京行政書士会中野支部
鷺宮図書館の５月、６月のお休み
◎訂正◎ 前号(No.317、3 月 1 日号)1 面の「安全
毎週木曜日、５月２５日(金) 、６月２９日(金)
ルール」の表 4 行目を訂正します。
※毎月最終金曜日は館内整理日です。
『自動車は車道寄り』⇒『自転車は車道寄り』

※記事を載せたい方はご連絡ください。相談に応じます。
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【地域ニュースの次回発行は７月１日です】

