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11 月２日(土)、鷺宮図書館に
「鷺宮文庫」がオープンします!!
鷺宮区民活動センター運営委員会では、旧
鷺宮村（鷺宮、白鷺、若宮、上鷺宮）の歴史と文
化を探求し、後世に引き継いでいく「鷺宮文化
村」事業に取り組まれています。鷺宮図書館で
はこの鷺宮文化村事業と連携して、１１月２日
(土)に「鷺宮文庫」を開設します。
「鷺宮文庫」では、鷺宮の歴史・文化に関する
資料や、鷺宮にゆかりのある文化人に関する
書籍を収集し、皆さまにご提供します。また、鷺
宮に関する展示も随時おこなっていきます。鷺
宮にお住まいの方、新たに鷺宮に居を構えた
方が、わがまち鷺宮に愛着を持って頂くきっか
けとなるような「鷺宮文庫」を作ってまいりま
す。鷺宮図書館 6 階、「鷺宮文庫」にぜひ足をお
運びください。
鷺宮図書館館長 磯村 彩

鷺 宮

地 域 ニ ュ ー ス

平成 25 年（2013 年）10 月号
※参加費等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。

鷺宮高齢者福祉センター 若宮３-５８-１０

鷺宮地域包括支援センター 若宮３-５８-１０

電話：３３１０－１１７１ FAX：３３１０－１１７２ 電話：３３１０－２５５３ FAX：３３１０－１１７２
■秋の演芸大会
日時：１０月２９日(火) 午前１０時～午後３時
会場：鷺宮高齢者福祉センター２階教養娯楽室
対象：どなたでも
内容：センターで活躍している自主サークルや
個人による演奏発表会です。
【出演募集】１０月８日(火)午前９時～。６０歳以上
の区民。直接センターへ。
問合せ：鷺宮高齢者福祉センター

■介護家族のストレス軽減をサポートします！
日時：１０月１７日(木)、１１月２１日(木)、１２月１９日(木)
午後１時半～３時半
会場：鷺宮高齢者福祉センター ３階集会室
対象：要介護者を持つ家族、関心のある方
内容：要介護者を持つ家族の悩みや疑問など
を傾聴サポーターや鷺宮地域包括支援
センター職員を交えて話し合います。
参加費：２００円
申込方法：電話にて。当日参加も可能。
鷺宮図書館 鷺宮３-２２-５
問合せ：さぎ草の会代表 前田 電話：3337-0901
電話：３３３７－１０４４ FAX：３３３７－７３９７
鷺宮地域包括支援センター
■ぬいぐるみおとまり会
日時：１１月３日（日） 午後３時～４時
鷺宮すこやか福祉センター 鷺宮３-１８-１５
会場：鷺宮図書館 ４階絵本コーナー
電話：３３３６-７１１１ FAX：３３３６-７１３４
対象：３歳～小学２年生
■ツボを知り ツボを極めて キレイを進化！
内容：図書館で、子どもたちのお気に入りのぬ 日時：１１月２５日(月) 午後２時～４時
鷺宮図書館ご案内
いぐるみを、一晩お預かりします。夜の
会場：鷺宮区民活動センター ３階和室２号
休 館 日：毎月第２木曜日、最終金曜日
間、ぬいぐるみは図書館を探検してお気 講師：堀内泰枝氏(女性と子どもの治療室)
開館時間：午前９時～午後８時
に入りの絵本を見つけます。翌日お迎え 対象：年齢よりも元気で健康な体作りに関心の
問 合 せ：3337-1044
の時に、夜の様子の写真とお気に入りの
ある方
絵本をぬいぐるみと一緒にお渡しします。 定員：２０人(先着順)
申込み：予約制。１０月１８日(金)午前１１時～１１月２日 申込み：10 月 21 日(月)から電話 3337-8450
(土)午後 6 時。図書館４階児童カウンター。
またはすこやか福祉センター窓口へ。
■クリスマス会
鷺宮児童館 鷺宮３-４０-１３
※動きやすい服装。タオル・水分補給は各自用意。
日時：１２月２１日（土）午後３時～４時
電話：3337-８４３０ FAX：３３３７-８４２９
会場：鷺宮区民活動センター ３階洋室２号
健康づくり公園事業
鷺宮小学校 PTA、鷺宮児童館共催行事
対象：幼児～小学生
◆あん☆あんハロウィン
正しいウォーキングや体操を学びませんか
内容：おはなし会、工作会
日時：１０月２３日(水) 午後３時～４時３０分
日時：１０月２１日(月)、２８日(月)
内容：小学生の子どもたちが仮装して、地域を 定員：３０人(先着順)
１１月１１日(月)、１８日(月)
歩きます。「こども１１０番の家」で駆け込
午後１時半～２時半 (雨天中止)
み体験もします。地域での見守りと応援
会場：鷺六公園(鷺六高齢者会館隣り)
かせいエイサーまつり
第八中学校
よろしくお願いします。見かけたら、声を
対象：どなたでも
１０月１９日(土)
ミニ同窓会
かけてください。詳細は児童館までお問
内容：正しいウォーキングを学び、公園内の器
午後４時～６時
11 月 9 日(土)
い合わせください。
具などを使った簡単な体操を行います。
都立家政商店街通り 午前 11 時～午後 3 時
◆鷺宮すこやか福祉センター「地域育児相談会」
定員：先着３０人程度
小体育館
みんなで
日時：１１月１５日(金) 午前１０時１５分～１２時
申込み：直接会場へ
来てね！
会場：鷺宮児童館
※運動しやすい服装でおいでください。
※参加費無料
講師：三好良子氏
※タオル、飲み物をお持ちください。
※申込み不要
内容：子育て中の皆さんが元気になるお話。
中野区健康福祉部健康推進担当
電話：３２２８-８８２６ FAX：３２２８-５６２６
西中野児童館 白鷺３-１５-５
区民と区長の対話集会
電話：３３３９-９８２６ FAX：３３３９-９８２５
集会室抽選日
日 時：１２月１７日(火) 午後７時～９時
◆メチャ×２ハッピーランド
１２月使用分→ １０月２１日(月)
会 場：鷺宮区民活動センター ３階洋室２号
日時：１２月７日(土) 午後 1 時～３時
１ 月 使 用 分→ １１月１８日(月)
テーマ：自由討議
会場：西中野児童館・西中野児童遊園
２
月 使 用 分 → １２月１６日(月)
申込みは不要です。手話通訳、一時保育をご
対象：どなたでも
希望の方は電話、ファックスでお問合せください。 ※抽選会場：鷺宮区民活動センター洋室 2 号
内容：児童館恒例の楽しいおまつりです。
※団体登録証をお持ちください。
中野区政策室企画担当
参加費：お店によってはお金が必要です。
東京税理士会中野支部・地域税金相談
電話：３２２８-８９８７
FAX：３２２８-５４７６
※事前にチケット配布。詳しくはおたよりで。
１０月１０日、１１月 14 日、１２月１２日(木) 午後１時～４時
若宮児童館 若宮３-５４-７
◆鷺宮区民活動センター運営委員会だより◆
(予約不要)鷺宮区民活動センター洋室 1 号
電話：３３３９-９８２６ FAX：３３３９-９８２５
講演会のお知らせ
身近な法律手続相談
「自転車の安全利用」
◆若宮フェスティバル
相続手続き、遺言書作成、官公署手続き、消費
１２月２日(月) 午後１時半～３時半
日時：１２月７日(土) 午後 1 時半～
者トラブル等、暮らしの中での法律手続きの相
内容：子どもやおとなのお店、遊びのコーナ 鷺宮区民活動センター ３階洋室２号
談に応じます。(予約不要)
ーなど楽しいコーナーがたくさん出ま 講師：谷田貝一男氏(日本自転車普及協会)
１１月８日(金) 午後１時～４時
す。お楽しみに!!
昨年好評だった自転車利用に関する講演会の第 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
◆子育て仲間づくり支援事業
２弾を行います。自転車問題の専門家の谷田貝氏
鷺宮図書館の 10 月～12 月のお休み
「みんなともだち」のおたのしみ会
１０月１日(火)～３日(木)、１０日(木)、２５日(金)
が、事前に鷺宮・白鷺・若宮地域の道路事情や危
日時：１２月１８日(水)午前１１時～１２時
１１月１４日(木)、２９日(金)
険状況などを調査してくださいます。その映像
内容：お母さんたちとアイディアを出しあっ を見ながら、実態に基づいてお話していただくの
１２月１２日(木)、２７日(金)
た楽しい会。サンタさんも来てくれます。 で大変勉強になります。ぜひ、ご参加ください。
１２月２９日(日)～１月３日(金)

※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 1 月 1 日です】

