タウンニュース

第１部
第２部

第３部
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33
閉校式典
9時15分～
校長式辞、生徒代表の言葉
生徒合唱、校旗返還 など
閉校記念講演 10時45分～
閉校記念演奏
閉校記念講演 川崎哲氏（卒業生）
※ノーベル平和賞受賞～
ＩＣＡＮ（核兵器廃絶国際キャンペーン）
国際運営委員
感謝のパレード 12時40分～
引っ越しを兼ねて生徒が十中～山手通
～東中野～三中へと椅子を持ちパレード

やよい
ＰＤＦ
ファイル
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第１部、第２部各回とも定員５０名
第１部）午後２時～（受付開始 午後１時３０分）
「怪盗グル―のミニオン大脱走」
(1 時間 30 分)

3

２０１７年夏の大ヒットアニメ！「怪盗グ
ル―」シリーズ第 3 弾。

25

日本語吹替 笑福亭鶴瓶・芦田愛菜・中島美嘉・松山ケンイチほか

第２部）午後６時３ 0 分～（受付開始 午後６時））

「トキワ荘の青春」（1 時間 50 分）
本木雅弘、阿部サダヲ、古田新太、時任三郎、桃井かおり他、
個性派俳優の名演が光る青春映画。手塚治虫、藤子不二雄、
赤塚不二夫・・・日本の漫画界に大きな影響をもたらした巨
匠たちの、青春と悩みの日々を描く。19 ９ 6 年作品

＜問合せ・申込み＞（定員に達し次第締切）

弥生区民活動センター事務局

℡03-3372-0845

地域ニュース「タウンニュースやよい」を一緒に作りませんか。
運営委員会 広報部会では隔 月で地域ニュー スを発行してい ます。
現在、企画・取材・編集などに携わってくださる方を募集中です。
ご興味ある 方は弥生区民活 動センター運営 委員会事務局（ 〇三‐
三三七二‐〇八四五）までお気軽にお問い合わせください。

３月２４日（土） 弥生区民活動センター洋室 3

各町会のお餅つき

★要事前申込 毎回人気です。お早目に！

昨年の弥一向台、本
一相生に続き、今年に
入ってからは朝日ヶ丘、
道玄、弥一東、東郷町
会が実施。 そして今年度の締めく
くりは弥生町二丁目町会で、 月
日（日）に藤神稲荷前で実施予定で
す。もちろん餅つき体験もできます。
お誘いあわせの上ふるってご参加を！

飲み物付！

(C) 2016 Universal Studios. All Rights Reserved. （C）Culture Convenience Club Co.,Ltd.

◆お知らせ

集会室の抽選会

七町会ウォーキング

4
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第７回弥生映画祭

編集・発行
弥生区民活動センター
運営委員会
中野区弥生町1-58-14
TEL 3372-0845
FAX 3372-0846

3

やよい写真教室

2

4

に決 定

講師 山崎 博人 氏

5

31

月 日、気温 度という初夏並
みの好天に恵まれた日曜日、「南中
野の歴史を楽しむ！知る！」をテー
マに開催しました。「南中野の歴史
を語る会」の中村孝氏と、看護師・
フットケアアドバイザーの今西潤子
氏を講師に迎え、当センター～向台
子育て地蔵尊～正蔵院六地蔵～神明
氷川神社～宝福寺～多田神社～みな
みらいずのゴールまで巡りました。
道中には、南中野区民活動センター
で歴史講座も聴講、知っているよう
で知らないわが町の歴史に
も頷く一同でした。梅の香
も芳しい中、参加者全員、
無事にゴールできました。

月
日
（金）通算で
回目となる
やよい写真教
室。参加者の
撮影した作品を一点一点丁寧にアド
バイスする講座内容が実践的と人気
です。今回は撮
影業界用語も解
説いただき、ちょっ
とプロ気分にも
浸りました。

第十中学校 弓田豊校長よりメッセージ
「長い間本校教育にお力添えを頂き感謝申し上げます。
第十中学校の最後の姿を見届けて頂ければ幸いです。」

平成３０年３月１５日

「中野第一小学校」

＜内容＞

い

地 域 の新 たな小 学 校 名 は

今年度をもって幕を閉じる中野区立第十中学校。
閉校式典が3月23日（金）に行われます。
「十中」の呼び名で親しまれた第十中学校の
締めくくりにぜひご参列ください。
参列をご希望される方は、事前に十中副校長に
ご連絡ください。（第十中学校 ℡03-3363-5501）
日時 3月23日（金）9時15分～
場所 中野区立十中体育館

よ

弥生地域の、桃園小学校と向台小 からは新たな校舎がオープンする予
学校の統合まであと 年。これによ 定です。
り誕生する、新たな小学校の名称が 平成 年 月
２月１日の統合委員会で中野区立
中野第一小学校開校
「中野第一小学校」に決まりました。 桃園小学校
今後、来年３月をもって両校は閉校
し、現在の向台小学校舎にて中野第
一小学校が誕生します。その後、現
在の桃園小学校を取り壊し、校舎の
向台小学校
新築工事を開始します。平成 年度

中野区立第十中学校閉校式

や

やよい

第３８号

次回は5月分を3月19日（月）に実施します◆

◆乳幼児親子なかま作り支援事業
「うさぎタイム」
春期開始は４月 日（金）から
毎週水・金曜の午前 時～ 時半。
対象は乳幼児親子です。
定員なし。参加無料です。

11

11

弥 生 児 童 館

13

※中野区ごみゼロ推進分野は2月13日にリサイクル
展示室2階に移転しました。☎03-3228-5563

弥生町一ー十四―六
☎三三七二―〇八四一
◆乳幼児親子の子育てひろば
「げんきっこクラブ」
～親子で楽しく遊びましょう～
０才から参加できる子育てひろば
です。体操、手遊び、パネルシアター
など季節の行事を楽しみましょう。
いつからでも参加できます。
〈平成 年度の予定〉
実施曜日 毎週水・金曜
実施時間 午前 時～ 時半
実施期間 （春期）４月 日～
７月６日
※両児童館の詳細やその他の行事は
各児童館だよりをご覧ください。

※通信料は利用者負担です

30

収集日カレンダーやごみ分別辞典など使い
やすくて便利な機能が盛りだくさん！無料
でダウンロード可能。ぜひご利用ください。

12

今年度から本格的にスタートした健康生きが
いづくり事業。①表情筋ストレッチ②俳句入門
③歌声トレーニング④シニアヨガ⑤心も贈るラッ
ピングを企画し開催しました。来年度も様々な
初心者向け講座を実施予定です。共に学びチャ
レンジするひとときに、ぜひご参加ください。

13 11

本一高齢者会館

〈 月〉
★センターの同好会だより
◆やボコなんでもサロン
弥生区民活動センターを利用して、様々
◆弥栄会 みんなで歌おう
な同好会・サークルが活動しています。
◆中野救護フェスタ
本町一ー七ー六
初心者から達人までどなたでも大歓迎！
〈 月〉
☎三三七三―二九五八
の集まりを順次ご紹介します。ご興味あ
◆ 地老連 講演
平成 年度から弥生地区七町会よ
る方は会費・詳細など、代表者又は講師
会 ～安心 逝き
り推薦された運営委員により施設運
に直接お問い合わせください。
方フムフム話
営を行なってまいりましたが、この
◆囲碁同好会 はしばみ会
◆やボコ
３月末で丸５年経過します。
毎週火・木曜
時～ 時頃
クリスマ
講座受講者数は
会費 年間２ ，４００円
ス会食会
初年度
３ ，６００人
約 名の メンバ ーで
平成 年度 ６ ，４００人
年間トーナ
〈 月〉
平成 年度 ８ ，５００人
メントを楽
◆一緒に歌おう子守歌・童謡・
平成 年度 １０ ，０００人
しんでいま
抒情歌
平成 年度 １０ ，０００人超
す。
の方々に生きがい事業（教室・講座）
代表 豊田 誠一郎
に参加していただき、ありがとうご
☎〇三‐三三七四‐七五〇六
ざいました。
◆健康体操 自彊術 （じきょうじゅつ）
〈 月〉
教室は体操 、ヨガ 、フォークダンス、
◆やボコひな祭り会
どじょうすくい 、盆踊り 、輪投げ 、
食会
手芸 、リズム音楽 、歌声トレーニン
◆日赤弥生分団日帰
グ 、麻雀 、民謡 、絵手紙 、カラオケ関
りバス研修
係三教室 、健康相談等 、多岐にわた
り実施しています。※要事前申込
来年度も高齢者の皆様に喜んでい
ただけるよう、スタッフ一同努力し
ていく所存です。

朝日が丘児童館

「中野区ごみ分別アプリ」を好評配信中！
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毎週金曜
時～ 時半
会費 月額２ ，０００円
大正５年にお医者さんが
開発した自分
で整体指圧マッサージ
をする体操です。 名
がマイペースで意欲的
に取り組んでいます。
講師 茂木 幸子
☎〇八〇‐二〇〇七‐九二七八

20

13

11

Androidの方はコチラ

iPhoneの方はコチラ

◆ 書道 ク ラ ブ
18

25

本町二ー三十二―十四
☎三三七三―〇三八〇
◆アトリエあさひ
「思い出フォトフレームをつくろう」
３月 日（火）午後２時～４時
対象 小学３年生以上
名程度
参加費 なし
◆進級おめでとう！サンサンタイム
３月 日（木）午後２時～３時
対象 小学生以上
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〈 月〉
◆第 回弥一
向台町会
大運動会
◆第２回写真
教室
〈７月〉
◆弥生地域老
人 クラ ブ 連 合
会 （地 老 連 ）
演芸大会
◆向台小学校・
救命救急特別
授業
◆第 回社会を
明るくする
運動・坂上
コンサート
〈 月〉
◆第 回弥生映画祭（セ
ンターリニューアル記念）
〈 月〉
◆桃園小学校・
救命救急特別
授業
◆第 回写真教室
〈 月〉
◆中野区青少年育成弥生
地区委員会・東京工芸大
学共催～ワーク
ショップ 風鈴
を作ろう～

今年度もたくさんのイベントがありました。ご参加・ご協力をありがとうございました。
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◆弥生地区まつり
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健康生きがいづくり事業
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木曜 時～ 時、土曜
時～ 時 、 時～ 時
会費 大人月２回４ ，０００円など
子供 から 大人 まで 約 名 が、 各
人の経験や希望に合わせ書に励ん
でいます。親子で通う方もいます。
講師 八ツ田 佳子
☎〇九〇‐四四五三‐
二八四四
10

平成２９年度やよいカレンダーピックアップ
やよいトピックス特別編

平成３０年３月１５日
い
よ
や
タウンニュース
第３８号
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「やよいニコニコクラブ」毎月第２木曜 午後１時半～３時（参加費１００円）椅子に座ったまま音楽に合わせて体を動かします。楽しいおしゃべりも！

