向台町会（ 月 日

各町会のお餅つき

館は、そんな『子どもたち中心のみ
んなの居場所』です。
児童館にあそびにきませんか？

しますよね。ここに来
ればそんなグチを聞い
遊べます。職員と一緒に、手遊びや体
てくれる仲間もいるし、
操、季節行事などで楽しめます。お弁
私たち職員もいつでも
当を持ってきて児童館で一日過ごす親
聞きますよ。 小学生
子さんの姿もあります。
も中・高生も乳幼児もパパ、ママもみ
んな大切にされて、自分らしくいられ
るように。たくさんの子どもたちにた
くさんの大人が寄り添い、遊びを通し
たいろんな活動が行われている。児童

小学生の皆さん、児童館に来た事あ
りますか？児童館は一
日ぼーっとマンガを読
んでいてもいいし、友
だちとボール遊びをし
て汗だくになってもい
い。一輪車や竹馬に乗れるようになっ
たの？すごいね！今度みんなの前で発
表しよう。友だちはできた？一人で遊
びに来ても、だれかが一緒に遊んでく
れるよ。友だちとケンカになっても、
ほんのちょっとの行き違いや勘違いだ
から、暴力を使わないで解決しよう。
やり方は教えてあげるからね。

中高生の皆さん、小学校を卒業して
も遊びに来ていいんです。遊びに来て
くれたら嬉しいです。試験勉強や卓球、
スペースは狭いけど小学生と一緒に体
を動かして遊んでください。もちろん
ボランティアで活躍してくれると、な
お嬉しいです。
皆さんは周りのみんなから大切にさ
れていますか？「お前なんか仲間に入
れない」とか言われてない？「それは
ないでしょ」って一緒に怒ってあげま
す。

於・子育て地蔵尊祭）

本一相生町会（ 月 日

今回は中野の東部方面を訪ね
ます。 梅若能 楽学院 で は能 舞台
に上が っての 体験講 座 も有 りま
す。ま だまだ ある町 の 魅力 を子
どもか ら大人 まで一 緒 に探 りま
す。先 着 名様。 希望者 は各町
会又は運営委員会事務局へ。

３月９日 （土 ）に決定

七町会ウォーキング

へのご参加ありがとうございました。
◎これからの予定
１月 日（月・祝） 朝日ヶ丘町会
１月 日 （日）道玄町会
２月 日 （日）弥一東町会
２月 日 （日）東郷町会
３月 日 （日）弥生町二丁目町会
杵と臼を使っての餅つき体験ができ
ます。ぜひご参加ください！

於・本一高齢者会館前）

2

弥生地域の子育て情報②

●弥生児童館 弥生町１‐ ‐６
☎ ３３７２‐０８４１
●朝日が丘児童館 本町２‐ ‐
☎ ３３７３‐０３８０

児童館はみんなのやりたいこと、やっ
てみたいことを応援します！「できた！」
「すごいね！」って一緒に喜びます。
どの子にも、得意なこと、自慢でき
ることを見つけてほしいから、いろん
な活動を用意しています。例えば～フ
ラフープを 時間以上とまらずに続け
た子がいます。意気投合した仲間でド
キドキしながら天井に届くまでカプラ
（積み木）を積み上
げた子たちがいます。
そんなチャレンジに
も付き合います。こっ
ちが根負けしてしま
いますけどね。

11

やよい
ホームページ

センター

朝日ヶ丘町会 会長
加藤 洋右
弥生町二丁目町会 会長
萩尾 孝之
弥一向台町会 会長
金田一 栄
本一相生町会 会長
小平 一位
道玄町会 会長
佐野 礼治
弥生町一丁目東町会 会長
小林 達明

14

新年おめでとうございます

弥生区民活動

今回は児童館についてお伝えします。
児童館は、乳幼児親子の方々と高校
生までのお子さんが自由に利用できる
居場所、仲間づくりや活動の拠点とし
各町会長、弥生区民活動セン て、さまざまな支援を行っています。
ター運営委員会、事務局共々
また、地域の子育て団体の方々が、乳
今年も明るく楽しく仲良く
幼児の一時預かりなどの活動を行って
頑張ってまいります。
います。
弥生地域には、区立の「弥生」と
「朝日が丘」の二つの児童館がありま
す。両児童館の館長に、児童館につい
て紹介していただきます。

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

東郷町会 会長

乳幼児のママさんパパさん、子育
てに疲れてませんか？
イヤイヤして全然い
うこと聞いてくれな
いって時はイライラ

23

12

14

32

中野区長 酒井 直人

弥生地域では、区民活動センター
運営委員会や町会をはじめ青少年
育成や地域福祉を進める団体の皆
さんが積極的な活動を展開されて
おり、地区まつりなどにおいては、
小・中学校とも連携をとって幅広
い年代にわたって地域交流を進め
ていらっしゃいます。
今年も、弥生地域の皆さんが、地
域交流を一層発展させ、安心して
住み続けられる弥生のまちづくり
を進めていかれることを期待して
おります。
中野区としては、皆さんの活動が
発展していくように区民活動セン
ター運営委員会や町会の活動を支
援していくとともに、地域福祉や
子育て支援への取り組みを進めて
参ります。
皆さんのご健勝とご活
躍を祈念申し上げます。

1

乳幼児親子の皆さん、児童館には
一日中遊べる専用の部屋「ほっとルー
ム」があります。 また小学生が学校
に行っている時間はホールでのびのび

50

金田一会長

加藤会長
萩尾会長

熊谷 英男

24 17 10 27 14

佐野会長

小平会長
熊谷会長
小林会長
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弥生地域七町会より「本年もよろしくお願い申し上げます」

◆ 集会室抽選会は平成３１年３月分は１月２１日（月）、４月分は２月１８日（月）です ◆

やよいかわら版
◆ 月３日（土）第 回中野救護フェ
スタ 桃花小学校で実施されたフェ
スタに、今年は日赤弥生分団から昨
年比１チーム増の４チームが参加。
三角巾を使った技
術を競い合うレー
ス・三角巾本結び
リレーで、中野区
内の強豪揃いの中、
弥生分団のチーム
は見事２位入賞！

◆ やよ い写 真教 室

「
元気なうちに
遺影を撮ろう！」
月 日（木 ）
時

朝日が丘児童館

本町二ー三十二―十四
☎三三七三―〇三八〇

◆はんどめいどクッキング
やきいも＆大根
パーティー
（やよいＹＹネット主催）

１月 日（土）
時～ 時半

◆おもちゃの病院

●所得税の確定申告についてや、税理士による無料の
申告相談の日程・会場など、詳細については下記
中野税務署 ℡（３３８７）８１１１※自動音声案内

♪みんなで歌い繋ごう♪
童謡・子守歌・流行歌
月 日（火） 時～ 時半

この他、健康体操、歌と音楽の力、
シニアヨガ、フォークダンス、どじょ
うすくい、盆踊り、輪投げ、手芸、
リズム音楽、歌声トレーニング、ビ
ギナー麻雀、民謡、絵手紙、元気ク
ラブ、カラオケ関係三教室、健康相
談など多岐にわたり教室を実施して
います。※参加希望者は要・事前申
込ください。

講師は管理栄養士

「薬膳で
認知症予防」

２月 日（土） 時半～ 時
（受付は 時まで）
おもちゃドクターが来館し、おも
ちゃの修理をしてくれます。
第五回 ３月８日（金） 時～ 時

弥 生 児 童 館

弥生町一ー十四―六
☎三三七二―〇八四一

◆「おはなし会」本のたまて箱
２月 日（火）
時 分～ 時 分

◆ 地域の和賀さんと
「おりがみをしよう」

月 日（木） 時 ～ 時 分
※両児童館の詳細は各児童館だより
ポスター、チラシなどをご確認
ください。

本一高齢者会館

30

時～

12

16

12

13

45

15

〈講師〉能津秀房氏 （肖像写
真家）山崎博人氏 （写真家）
多くの方か
らのご要望
にお応えし、
いよいよ開
催します。

11 19

23

15 12

31

11

★当日直接会場へ

る「発声＆表情筋レッ
スン」 もあります♪

歌手・長澤かおる氏 と一緒に 、
人気の高い名曲をピアノ伴奏で
歌います。またすぐに実践でき

弥生区民活動センター集会室

15

◆健康生きがいづくり事業

●特別区民税・都民税（住民税）申告について
中野区税務担当 ℡（３２２８）８９１３
〔受付時間〕８時３０分～１７時
〔受付場所〕中野区役所 ３階１番窓口（課税担当）
※申告書は郵送も可
〒164-8501（住所不要）中野区税務担当 宛て

14

30

12

「続♪知 らなかった
♪」

注）中野税務署内に申告書作成・相談会場はありません

29

◆ 月４日（日）軽可搬ポンプ・バ ◆ 月７日（金）健康寿命を延ばす
ケツ操法大会（中野区町会連合会主 為のフムフム話～老化現象も自然の
催）南台いちょう公園 内！楽しみ工夫しよう！（弥生地域
で実施された大会で、 老人クラブ連合会 共催）在宅療養
弥生地域の各町会も大 専門医でもある中村診療所理事長・
活躍、大健闘でした。
中村洋一氏に、普段から取り組める
◆ 月９日（金）みんなで歌おう 口の開け方体操や、腹七分目とお酒
（生涯学習 弥栄会 共催）アコーディ は少々、薬は少なめ等の心がけや、
オン奏者・関田 更如 （せきた さらい）
楽しみながら生活を
氏の伴奏により、 名の方が懐かし
する事、精神が健全
い童謡、唱歌を楽しく歌
である内に自身の考
いました。ラストは会恒
え方を書面にしてお
例の「今日の日はさよう
く事も大切とご講演
なら」を手を繋ぎ熱唱。
頂きました。 名参加
◆ 月 日（土）向台小学校開校
◆ 月９日（日） 弥生地域合同避
周年 閉校イベント むこっち祭り
難所開設訓練 向台小校庭で、各関
児童、ＰＴＡ関係者、地域、卒業 係機関協力のもと 、 名が参加し、
通報から初期消火、救出救助、起震
車体験など、災害時における各種訓
練が行われ、緊急時の連携を確認。
平成 年度は中野第一小学校（旧向
台小学校）で訓練
を実施予定です。
なお 、弥生町二丁
目町会は９月 日
に防災訓練を二中
で行い雨天の中
人が参加しました。
◆ 月 日（火）や・ボ・コ クリ
スマス会食会 師走の人気のイベン

☆税の申告はお早めに☆
期間 2月18日(月)～3月15日(金）※土日除
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16

12

12

31
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11

11

15 16

16

11

ＪＡＺＺ

15

1

21

〈講師〉小西啓一氏 （ジャズ
ライター） ジャズを生涯
の 友と す る 楽し み 方 を 名
盤や名曲を通じてご案内。
第１回 ２月５日（火）
第２回 ２月 日（火）
第３回 ３月５日（火）
毎回 時～ 時半

19

60

19

82

11

178

109

29

ト。今回も 名を超える方が、ハン
ドベル演奏や手話ダンス、シャンソ
ンを堪能しながら、栄養バランス・
本町一ー七ー六
彩り共に抜群の手作りメニューに舌
☎三三七三―二九五八
鼓をうちました。毎
◆介護予防総合講座 （その他のコース）
年好評の靴下プレゼ
第四回 ２月８日（金） 時～ 時
「歌をうたって
ントも。次回の予定
認知症予防Ⅲ」
は３月１日（金）の
ひな祭り会食会です。
講師は音楽療法士
100

０３（３３７２）０８４５
問合せ・申込）弥生区民活動センター運営委員会☎

11

10

85

生、総勢 名が参加。向台の懐かし
いお話、子供祭り、
昼食のふるまい、
向台ソーラン、向
台音頭、校歌斉唱、
そして圧巻のバルー
ンリリースと、楽
しく行われました。
◆ 月 日（金）やよいなんでもサ
ロン～呼吸とセルフケアマッサージ
（や・ボ・コ～やよいボランティア
コーナー 共催） セラピストの岩崎
梨香氏による、家庭で毎日出来る身
体のセルフケア体験。大切で心地よ
い呼吸法を中心に、簡単なポーズと、
気持ちの良いマッサージやストレッ
チ法を、分かり易く実践的に教えて
頂きました。終了後
は、心も体もリラッ
クスして軽く温かく、
楽しい笑顔の 分と
なりました。
90

2

11

今年も講座色々あります～参加者受付中！（参加無料・事前申込）

13

14

14

600

16

平成３１年１月１５日
い
よ
や
タウンニュース
第４３号

◆声での「やよいニュース」 "弥生音訳の会つむぎ"による音声カセットテープも当センターにご用意がございます。御利用を◆

