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※参加費などの記載のないものは無料です。
明示のない催しの申込みは直接、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。

鷺宮高齢者福祉センター 若宮３－５８－１０
電話：３３１０－１１７１ FAX：３３１０－１１７２

平成 1４年「かせいチャン」
■体験講座 ～木目込み人形作り～
を乗せ、宇宙をさまよって
日時：５月１３日(月)、２０日(月)午前９時半～正午
いた宇宙船が、都立家政に
会場：鷺宮高齢者福祉センター２階機能訓練室
不時着しました。
「かせい
対象：区内在住の６０歳以上の方
先着１５人
チャン」は、街のマスコッ
内容：初心者向け木目込み人形作り
トとして「楽しい街づく
参加費：１，１００円(材料費)
り」に一役買うことになり
申込み：直接センターへ※当日はエプロン持参
ました。実は、
『あしたの
ジョー』でおなじみの漫画家ちばてつや先生
鷺宮地域包括支援センター 若宮３-５８-１０
が、都立家政商店街のために描いてくださっ
電話：３３１０－２５５３ FAX：３３１０－１１７２
たオリジナルキャラクターなのです。念願の
■介護家族のストレス軽減をサポートします！
着ぐるみが完成し、４月１日に商店街でのお
日時：５月１６日(木)、６月２0 日(木)午後１時半～午後３時半
披露目もできました。早速皆さんから「かわ
会場：鷺宮高齢者福祉センター3 階集会室
いい！」と大歓迎されました。世界にはばた
対象：要介護者を持つ家族、関心のある方
く「かせいチャン」の今後の活躍にご期待く
内容：家族の悩みや疑問などを傾聴サポーター
ださい。
(都立家政商店街企画部 長尾 久仁子)
や職員を交えて話し合います。
参加費：２００円
鷺宮商明会のマスコット・
申込方法：電話で。当日参加も可能。
キャラクター「さぎプー」
問合せ：さぎ草の会代表前田 電話:3337-0901
が最初に登場したのは、
鷺宮地域包括支援センター
イベントのポスターです。
地 域 の 学 校 紹 介
平成１９年７月フリーペ
校長、副校長、PTA 会長 生徒数
ーパー『さぎプレ』創刊
とともに名前が「さぎプ
校 長 鈴木 栄子
ー」になりました。ぜひ
副校長 長谷川 修
２７１人
鷺宮小学校
PTA 会長 坂東 ルツ子
実物に活躍してほしい！という願いが伝わ
校 長 飯島 潤
り、平成２４年初夏飛んできてくれました。
副校長 柳沢 晶子
３39 人
若宮小学校
「さぎプー」は『さぎプレ』を駅前で 配っ
PTA
会長
藤代
拓也
たり、盆踊りや中野にぎわいフェスタ、成人
校 長 杉渕 尚
式などのイベントに登場したりしています。
副校長 細谷 祐造
２３９人
西中野小学校
ケーブルテレビなどのメディアにも出演し
て、大人にも子どもにも大人気。
「さぎプー」
は鷺宮を紹介するためには、どこへでも飛ん
でいきます。ぜひ、お気軽に声をおかけくだ
さい。
(鷺宮商明会副会長 古谷 孝)

第八中学校

北中野中学校
キミと、投票する選挙

東京都議会議員選挙

投票 ６月２３日（日）午前７時～午後８時
●投票日に仕事や用事で投票できない方は、期日前
投票ができます。投票所入場整理券をお忘れなく。
≪区内の期日前投票所≫
中野区役所１階特別集会室
南中野区民活動センター洋室１・２号
東部区民活動センター洋室３・４号
江古田区民活動センター地域活動室
野方区民活動センターギャラリー（新設）

６月１５日（土）～２２日（土）
６月１６日（日）～２２日（土）
※時間はいずれも
午前８時半～午後８時

鷺宮区民活動センター洋室２号

【問合せ】中野区選挙管理委員会
電話：３２２８－５５４１ Fax：３２２８－５６８７
★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・

日赤の献血にご協力ください
日時：６月１３日(木)午前 11 時半～午後３時
会場：鷺宮区民活動センター 駐輪場
対象：１６歳～６０歳(６０歳以上で献血経験があ
れば６９歳まで)の健康な方
※鷺宮地区では年一回の実施。今回
より受付時間を変更しました。
参加者全員に記念品プレゼント!!

平成 25 年（2013 年）5 月号

PTA 会長
校 長
副校長
PTA 会長
校 長
副校長
PTA 会長

安田 秀美
稲生 高志
神山 信次郎
寺澤 俊郎
山口 博之
井出 芳江
酒井 和彦

１９３人

４３１人

ペットボトル破砕回収機でポイント!!

白鷺高齢者会館

白鷺２-８-5

電話・FAX：３２２３－８９３８
■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：コーヒーを飲みながら、午後の
ひと時ゆっくりと過ごしましょう。
参加費：1 杯１００円

鷺六高齢者会館

鷺宮６-２５-８
電話・FAX：３９２６-３６５６

■コーヒーサロン
日時：毎月第２、４木曜日
正午～午後３時
対象：６０歳以上の方
内容：コーヒーを飲みながら、午後の
ひと時ゆっくりと過ごしましょう。
参加費：1 杯１００円

西中野児童館 白鷺 3-15-5
電話：3339-9826 FAX：3339-9825
■児童福祉週間キャンペーン事業
「ミニ運動会」
日時：５月１７日(金)午前１０時半～午前１１時半
会場：西中野児童館遊園(雨の場合ホール)
対象：乳幼児親子(小学校就学前まで)
内容：体操、玉入れなど
※動きやすい服装でおいでください。汗拭きタオ
ル、飲み物をお持ちください。

第３７回鷺宮地区まつり

実行委員 大募集!!
毎年恒例の鷺宮の秋の大イベント『手作りの
おまつり』です。企画、準備、進行に協力し
ていただける方を、募集します。管内に在住、
在勤、在学の方ならどなたでも結構です。
あいあい運動会 １０月２７日(日)
あいあいフェスティバル １１月２日(土)、３日(日)

４月１日から、ペットボトルの破砕回収機にポイント
【募集期間】５月１０日(金)～２４日(金)
制度が導入されました。ペットボトル１本で２ポイ
【問合せ、申込み】
ントが貯まり、５００ポイント貯まると５０円相当の
鷺宮区民活動センター運営委員会事務局
買い物券や店舗独自のポイントに交換できます。
電話：３３３０-４１２７ FAX：３３３０-４１３１
オリジナル IC カードのほか PASMO・SUICA なども
利用できます(交通費などには交換できません)。
集会室抽選日
☆破砕回収機を使うと…街角のネットに出すと
７月使用分……５月２０日(月)
きの８分の１になりかさばらないので、運搬の効
８月使用分……６月１７日(月)
率が良く CO2 が削減されます。
※抽選会場：鷺宮区民活動センター 洋室２号
環境に優しいシステムです。
※団体登録証をお持ちください。
☆使い方…洗ってキャップと
東京税理士会中野支部・地域税金相談
ラベルを外し、つぶさずに破
６月１３日(木)
午後１時～午後４時(予約不要)
砕回収機に入れます。ポイ
鷺宮区民活動センター
洋室１号
ントカードをかざせば、ポイン
まちの身近な行政・法律手続相談
トが貯まります。
相続手続き、遺言書作成、官公署手続き、消費者トラブ
【ペットボトル破砕回収機設置店】
ル等、暮らしの中での法律手続きの相談に応じます。
６月１４日(金) 午後１時～午後４時(予約不要)
オーケーストア鷺宮店 ライフ東中野店
鷺宮区民活動センター 洋室１号
オーケーストア中杉店 キッチンコート東中野店
東京行政書士会中野支部
マルエツプチ大和町店

マルエツプチ中野中央店

西友沼袋店

サミットストア江原町店

三徳新中野店

サミットストア中野南台店

※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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鷺宮図書館の５月、６月のお休み
５月９日(木)、３１日(金)
６月１３日(木)、２８日(金)
【地域ニュースの次回発行は７月１日です】

