
第８回中野区検定 開催のお知らせ

4 【地域ニュースの次回発行は1月１0日です】

※記事を載せたい方はご連絡ください。
ご相談に応じます。

新型コロナワクチンの接種が進んでいますが、接種による副反応は様々のようで
す。私は薬を飲んで２日後に回復しました。不調で気弱になりながら、感染して重篤
になるとこんなものじゃないんだろうと考えていました。
まだ感染は拡大しています。知っている人が感染することも増えてきました。身近な
人が感染したら誰でも不安になり逃げ出したくなります。でも、どうか逃げたり、責め
ないでください。「しっかり休んで早く元気になってね」と応援してください。何よりも
頑張る力になると信じています。こんな思いを皆さまに伝えられないだろうかと、関わ
りのある方々の助言や協力を頂きながら試行錯誤してきました。
このたび“みんなで、つながりたい（シトラスリボンの わ をひろげよう）”ができあが
りました。リボン作りを通じて、心の中にある大切なものを誰かに伝えられるきっかけ
になれたらと願っています。ご理解とご協力をお願いいたします。
パンフレットは、区民活動センター２階事務局窓口に常備しています。お手に取って
いただければ幸いです。

中野区赤十字奉仕団鷺宮分団長：加藤英子
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①昭和40年頃まで白鷺2丁目の天神山と呼
ばれていた地域が整備されてできた公園
には、区内第一号の保護樹林があります。
現在の公園名にもなっているその木の名
前は何でしょう？

ア そろ イ けやき ウ いちょう
エ しい オ もみ

②鷺宮小学校校庭には水車があり、定期
的に新しいものに代えています。現在の
水車は何代目ですか？

ア ２代目 イ ３代目 ウ ４代目
エ ５代目 オ ６代目

● 日 に ち：２０２１年１１月２８日（日）
● 場 所：中野区産業振興センター

（中野区中野２－１３－１４）
● 内 容：一般の部・・・ 50問60分

ビギナーの部・30問45分
両部門とも年齢制限なし

一般で受検し高得点者は「ものしり博士」と認定。

● 申込期間：10月1日～11月1５日
● 受 検 料：検定実施日に支払い。

一般・・・・1,500円
(高校、大学、専門学1,000円 小、中学生 500円)

ビギナー・・・300円
● 申込方法：ＦＡＸ、メール、郵送、電話

で下記の中野区教育振興会あて
● お問合せ：公益財団法人

中野区教育振興会 中井

TEL 3228-5544
FAX 3385-9319

メール bz720662@bz03.plala.or.jp 

中野区検定にチャレンジ！

中野区検定の答え：①アそろ②イ３代目(初代の水車が設置されたのは昭和49年。)

≪鷺宮地域ニュース 編集・発行≫ 鷺宮区民活動センター運営委員会

さ ぎ の み や

● 第45回鷺宮地区まつりは開催中止となりました ●

今年度開催予定でした令和３年度第45回鷺宮地区まつりは新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点から、安心して楽しく皆さんがご参加できるこ
とが一番大切と考え、中止の判断をいたしました。

また来年度以降、いっそう盛り上がるお祭りを開催できるようにしてい
きたいと思います。

●鷺宮図書館 鷺宮３-２２-５
電 話：３３３７-１０４４
Ｆ Ａ Ｘ：３３３７-７３９７

休館日

10/14(木)・10/29(金)・11/11(木)・

11/26(金)・12/  9(木)・12/24(金)・

12/29から1/3 まで年末年始お休み

〒165-0032 中野区鷺宮３－２２－５ TEL：03-3330-4127 FAX：03-3330-4131
E-mail:nakano_saginomiya@nifty.com http://www.nakano-saginomiya.gr.jp

●鷺宮地域包括支援センター
若宮３-５８-１０

電 話：03-３３１０-２５５３
Ｆ Ａ Ｘ：03-３３１０-１１７２

★認知症サポーター養成講座
１０月２６日（火）午後2時～3時３０分
１１月３０日（火）午後2時～3時３０分
１２月１４日（火）午後2時～3時３０分

しらさぎ桜苑 各定員5名 予約制
中野区民の方はテキスト無料

お申込みは、お電話ください

鷺宮地域とは、鷺宮・白鷺・若宮・
大和町の一部・野方町の一部です

●編集後記 ●
この鷺宮地域ニュースの記事について打ち合わせしている猛暑の頃、

新型コロナウィルス感染者数が東京でも増え続け、再三にわたる緊急事
態宣言の発令が出てしまいました。外出自粛の最中、東京五輪が無観客
で開催もされました。
ここ鷺宮区民活動センターでも、コロナワクチン接種の会場にもなり、
近所の方々がワクチン接種に来られる姿が見受けられました。
外出の時、マスクを外せないのは、もう１年半以上になります。町会の
活動や毎年恒例の鷺宮まつり等の行事も開催の中止を余儀なくされてい
ます。本来なら盆踊り、キャンプファイアー、祭り等の記事が満載なの
に、それらも掲載出来ず誠に残念ですが、これからも、皆さんに親しん
でもらえるような魅力的でタイムリーな紙面を工夫していきたいと思い
ます。

鷺宮区民活動センター運営委員会 広報部長 加藤澄夫

町会・自治会への入会などのお問合せは、
鷺宮区民活動センター運営委員会までご連絡ください！
（1面 題字下 参照）
また、中野区町会連合会ホームページで
鷺宮地区町会自治会の詳しい情報がご覧になれます。

鷺宮地区には１５の町会・自治会があり、毎月行われます鷺宮地区町会長会議では、東京都や中野区からの
連絡事項の伝達、各町会の活動や問題点の共有など、地域の方のために日々活動しています！

みんなで
楽しく
活動して
います！

地域の
みなさんとご一緒に
活動できることが
いちばんうれしい

です！

鷺宮地区町会・自治会会長の皆さんです！

鷺宮六丁目南部町会

大野 道髙
鷺宮地区町会連合会会長

鷺宮区民活動センター
運営委員会で

活躍している仲間も
たくさんいます！

特集 地域開放型図書館美鳩ライブラリー

鷺宮西住宅自治会

野澤 房枝

白鷺三丁目町会

田村 邦彦
若宮三丁目町会

宮邉 榮子

若宮三丁目
アパート自治会

杉山 明

白鷺町会

大津 勉

若宮一丁目町会

西村 多津子

鷺南自治の会

北村 勝

都営白鷺一丁目
第２アパート自治会

半田 誠
鷺宮六丁目町会

篠 洋一郎

鷺宮三丁目
町会

篠 國昭

鷺宮四丁目
町会

岡田 勲夫

都営白鷺一丁目
第4アパート自治会

坂口 瑞穂

都営大和町四丁目
アパート自治会

池田 一恵

鷺宮都営住宅
自治会

関根 仁美
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今年4月20日に美鳩小学校内に地域開放型図書館の「美鳩ライブラリー」が開館しまし

た。小学校に地域開放型図書館を整備し、家庭・地域・学校との連携による子どもたちの自

主的な読書活動の推進や、乳幼児親子の読書活動を支援するとともに、地域活動や交流の

拠点として活用します。美鳩ライブラリーは、区立中央図書館の分室と学校図書館で成り立っ

ています。区立図書館の職員が常駐します。

入り口
職員手作りのかわいい折り紙が
私たちを迎えてくれています！
バリアフリーや低めに設置して
あるアルコール消毒液など色々
と工夫されているのを感じます。

● 第3回 発見！あなたの鷺宮 フォトコンテストへのご応募
ありがとうございました！

皆さんからご応募いただいた素敵な
作品の「写真展」を11月20日(土)～
23日(火・祝) 鷺宮区民活動センター
で開催予定です。「今昔写真展」も同

時開催予定です。感染対策をしっかり行い、皆さんのご来場を心
よりお待ちしています。

● 伝えよう残そう私たちの鷺宮「あなたが作る 鷺宮かるた」読み札決定！
ただ今 絵札原画を大募集中！

北は青森県から南は宮崎県など全国
から250作品のご応募をいただきまし
た。幼児からシニア世代の方々の応募
作品から、鷺宮かるた制作実行委員会
で選考し46の読み札が決定しました！
以下の「鷺宮かるた」特設サイトから
決定した読み札をぜひご覧ください。
10月1１日から絵札原画の募集が

始まります！
皆さんのご応募お待ちしています！

「鷺宮かるた」特設サイト
http://nakano-saginomiya.gr.jp/wp/saginomiyakaruta/

●鷺宮区民活動センター運営員会10周年記念公演

スタジオライフによる 影絵上映会をYouTubeライブ配信のみで開催！

8月20日（金）鷺宮小学校・体育館で開催予定でしたが、緊急
事態宣言中となり、会場での公演を断念、YouTube ライブ配信で
「手ぶくろをかいに」の演目のみを皆さんにお届けしました。
事前にお申込みいただいた子どもたちや

ライブ配信を見て感想を伝えに鷺宮区
民活動センター運営委員会にお越しい
ただいた子どもたちには記念オリジナ
ルノートをプレゼントしました。
限られた条件の中ではありましたが、
皆さんと共に楽しめたことがとても
うれしかったです！

若宮児童館 若宮３-５４-７

TEL:3330-7899  FAX:3330-7860

■ 占いの館 ■
※予約はいりません。

小学生対象の定例行事です。
毎月第3金曜日 午後４：00～

地域のボランティアの皆さんが、色々
お話を聞きながら、占ってくれます。

10月１５日（金）・ 11月19日（金）・
12月１７日（金）

■ おもちゃの病院 ■
※お子さんのおもちゃが対象です。

11月13日(土)受付：午後1時３０分～４時

おもちゃドクターが壊れたおもちゃを
治します。
基本的に無料ですが、場合により部
品代がかかることがあります。

西中野児童館 白鷺３-１５-５

TEL:3339-9826 FAX:3339-9825

「メチャ ×2 ハッピーランド」

１１月２７日（土）午後 開催予定

毎年恒例の行事で、子どもたち自身
で作る楽しいお祭りです。詳しい内容
は児童館より配布しますご案内をご覧
ください。

鷺宮児童館 鷺宮３-４０-１３

TEL:3337-8430 FAX:3337-8429

【行事名】 おはなしクレヨン
１０月２７日（水）・１１月２４日（水）・
１２月２２日（水）午後４時～４時３０分

鷺宮児童館 ２階 図書室
対象：小学生以上

ぐるんぱの会の皆さんのたのしい絵
本の世界です。

【行事名】 ハンドベルであそぼう
１２月１０日（金）午後４時～４時30分

鷺宮児童館 ２階 図書室
対象：小学生以上
募集：１２月１日（水）から受け付け
定員：先着１５名

ハンドベル部の皆さんが、たのしく
ハンドベルを教えてくれます。

※各種催しの情報は、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響により随時
更新されています。詳細は直接各
施設へお問合せください。子どもたちにプレゼントしたオリジナルノート

美鳩ライブラリーとの連携について

学校図書館への出入り口
学校がお休みの時（土・日・夏休みなど）、こちらが開放され
入館証をもらって出入りが出来ます。乳幼児・小学生とその
保護者、中学生が学校図書館へ入ることが出来ます。学習
の場として利用している子どもたちが多いそうです。

マットエリア
靴を脱いで利用する乳幼児
専用エリアです。広くて明る
いので、絵本を選んだり、読
んだりと、楽しく過ごせます。

検索機
こちらを使って中
野区立図書館の
本の予約が出来
ます。
大人の方など、こ
ちらを利用してい
る方が多いよう
です。

一般書
大人向けの本も充実
しています。

児童席
子どもたち
専用の席
です。

一般席
大人の方が利用
できる席です。
2席のみで、ご利
用は60分までと
なります。

統括責任者：湯澤さん
「乳幼児を対象とした読み聞かせなども
行っています！蔵書数現在約2,000冊で
すが将来的にはもっと増やし、たくさんの
みなさんにご利用いただきたいです！」

【開 館 日】美鳩分室：火曜・木曜・土曜・日曜・祝日・夏休み等の長期休業日
学校図書館：土曜日・日曜日・夏休み等の長期休業日

【開館時間】午前10時から午後7時
〒165-0034 東京都中野区大和町4丁目26－5 ☎ 03-3330-8160
美鳩ライブラリー休館日には中央図書館(03-5340-5070)へ開館中にお電話ください

「キッズプラザでは遊びの場の提供、美鳩ライブラリーでは学び
の場の提供と、子どもたちの豊かな経験の場が膨らんでいくのを
感じています。学校としてもこの大切な場をなるべくたくさん提供で
きるように、美鳩小学校の子どもたちの夏休み図書の貸し出しを
美鳩ライブラリーを通っていつでも自由に行けるようにしてみたり、
学校内にあるという利点を活かして、地域や違う分野の区有施設
との連携をこれからも深めていきたいと思います。」


