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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。

4 月 26 日(木)記念すべき日を迎えました。
現在、中野区には 19 か所のまちなかサロン
があり、それぞれの地域において特色のある
運営をしております。20 か所目のサロンとし
て、乳幼児親子から高齢者までさまざまな年
代の方が気楽に集い、自由に過ごせる「憩い
の場所」が白鷺に誕生いたしました。
名前は“まちなかサロン白鷺”です。管理・
運営は環境福祉部員と 5 名の民生児童委員
で、社会福祉協議会のご指導の下、とにかく
手探りで地域に合った活動をすることにし、
この日を迎えましたが、なんと開催時間前か
ら参加者がお見えになりました。3 か所のテ
ーブルが満席になるほどで、明るい会話が弾
む中、関係機関の社会福祉協議会鈴木局長は
じめ秋元次長、鷺宮・上鷺宮包括・鷺宮高齢
者福祉センターの皆さんもお祝いにご参加い
ただき、各テーブルを回りながら会話を楽し
み終了間際までお付き合いいただきました。
第 1 回目のサロンは 41 名の参加で無事終了
いたしました。これからも毎月第 4 木曜日に
開催いたしますが、地域の方々の異世代交流
の場所として気持ちよく過ごせるよう、スタ
ッフ一同、知恵を出し汗を流しながら運営し
てまいりますので、是非お立ち寄りください。
お待ちしております。

話に花が咲きました

鷺宮すこやか福祉センター 鷺宮 3-18-5
電話：3310-1171 FAX：3310-1172
■納涼盆踊り
日時：7 月 24 日(火)午後 2 時～午後 3 時 30 分
内容：保育園児や中学生と盆踊りを楽しみ、交流
をはかります。和太鼓演奏もあります。
練習日：7 月 19 日(木)午前 11 時～正午

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

鷺宮図書館
電話：3337-1044

鷺宮 3-22-5
FAX：3337-7397

■７月のおはなし会 七夕おはなし会
日時：7 月 7 日(土) 午後 3 時～午後 4 時
内容：絵本・紙芝居などの読み聞かせと、七夕の
歌。後半は工作会。
■８月のおはなし会 戦争と平和のおはなし会
日時：8 月 3 日(金) 午後 3 時～午後 4 時
内容：戦争と平和に関する絵本・紙芝居などの読
み聞かせ。後半は 16 ㎜フィルム上映。
対象：(7 月、8 月とも)どなたでも
会場

鷺宮学園幼稚園 園庭開放

白鷺町会ふれあい館

対象：未就学児とその保護者
日時：

鷺宮児童館 鷺宮 3-40-13
電話：3337-8430 FAX：3337-8429
■出前講座「スライダースティックを作ろう!」
日時：8 月 22 日(水)午後 2 時～午後 3 時
対象：小学生 15 名
内容：プラバンを使って動くおもちゃを作る
申込方法：8 月 7 日(火)から先着順
西中野児童館 白鷺 3-15-5
電話：3339-9826 FAX：3339-9825

※緑豊かな園庭で、自然に触れて遊んでくだ
さい。慣れてきたころに昼食を取っていただ
くこともできます。
鷺宮学園幼稚園
中野区白鷺 1-31-5
電話：3330-2350
◆鷺宮区民活動センター運営委員会だより◆

電話：3337-8450

FAX：3330-1340

■離乳食講習会(後期)
日時：7 月 3 日(火)
対象：
■離乳食講習会(初・中期)
日時：8 月 30 日(木)
対象：5～8 か月児をおもちの保護者(先着 30 人)
[どちらも]
内容：離乳食の作り方、食品の増やし方、硬さ等
を保護者の方が試食しながら学びます。
申込方法：予約制(窓口、電話、電子申請)
電話：3336-7111
その他：階段の上り下りが
あるのですべりにく
い靴で来所してくだ
さい。
■女性のための健康講座
日時：7 月 13 日(金)
対象：区内在住の 18～64 歳の女性
内容：骨量測定と骨粗しょう症予防や女性の健康
づくりのお話(カルシウム摂取量・お口の健
康チェックあり)
講師：ルカ医院院長 竹内晃氏
会場：鷺宮すこやか福祉センター
申込方法：
電話：3337-8450
★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・

田中ナースリー保育園がある白鷺地域に
は、都内では珍しい自然がたくさんありま
す。フキノトウや菖蒲、ススキ、てんとう虫
やトカゲ、トンボやミツバチ、セミの抜け殻
…四季折々の昆虫や植物。子どもたちは目を
輝かせて、小さな生き物の息吹と命の煌めき
を感じているようです。舗装されていない砂
利道を歩き、転んだら手を出す！『自分の命
は自分で守る！』の第一歩を学んでいます。
未来の子どもたちに何を残していくか…。与
えられる環境ではなく、子ども自ら関わり、
触れられる環境は、創造的な遊びへと繋がり
ます。道具や玩具がなくても自然の中で遊び
を作り出せる大人になって、再びこの地へ戻
ってきてほしい。これからも大切にしていき
たい場所です。
田中ナースリー保育園

■夏休みさよならアニメシアター
日時：
対象：小学生
内容：16 ㎜フィルムの映画上映

若宮児童館 若宮 3-54-7
電話：333０-7899 FAX：333０-7860
■子育て仲間作り支援事業「みんなともだち」
日時：7 月 6 日(金)午前 11 時～ 七夕会
日時：
■定例活動
日時：7 月 10 日(火)午後 4 時～ おはなし会
※若宮親子読書会による本の読み聞かせ
日時：7 月 20 日(金)午後 3 時～ 占いの館

石澤

6 月 19 日(火)に鷺宮 3 丁目ご出身の小宮正 ★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・
安先生による、ヨーロッパ歴史芸術散歩の講演
集会室抽選日
を行いました。古代ローマ帝国時代から現代に
9
月使用分……・7
月 17 日(火)
いたるまでのヨーロッパ文化史を、ビールとワ
10 月使用分……8 月 20 日(月)
インの観点から、映像とともに話していただき
※抽選会場：鷺宮区民活動センター
洋室 2 号
ました。分かりやすくユーモアを交えたお話
※団体登録証をお持ちください。
で、80 人の参加者の皆さんからは充実してい
東京税理士会中野支部・地域税金相談
た、継続を望む、という声が寄せられました。
7 月１2 日(木)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
まちの身近な行政・法律手続相談
７月１３日(金)午後１時 30 分～午後３時
7 月 13 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２号
鷺宮区民活動センター 洋室１号
講師：谷田貝一男氏(自転車文化センター)
東京行政書士会中野支部
事前にこの地域の道路状況、自転車通行状況を
鷺宮図書館の 7 月、8 月のお休み
確認していただいています。実情に応じたお話を
毎週木曜日、7 月 27 日(金) 、8 月 31 日(金)
していただきますので、どうぞご期待ください。
※毎月最終金曜日は館内整理日で休館です。

※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９月１日です】

