やよい
弥生区民活動
センター

春の暖かさに一息ついた４月６日㈫、
中野第一小学校の入学式が行われまし
た。
朝から、保護者の方々に手を引かれ
たかわいらしい子どもたちが、中野第

おめでとうございます
第二中学校入学式
４月７日㈬には、第二中学校の入学
式が行われ、 名の新１年生が誕生し
ました。
おとなに近づく一歩を歩み始めます。
地域の皆さんの暖かな目で見守って
ください。
117

運営委員会

ホームページ

新任の町会長を

紹介します

一小学校の校門を通ってつぎつぎと校
弥生町一丁目東町会
舎に入っていきました。
会長 田中 昇
このたび、弥生町一丁目東町会町会
新入学の子どもたち 名は、真新し
い校舎での小学生生活が始まります。 長になりました田中昇と申します。長
年、町会の皆様に支えていただきなが
心からお祝い申し上げます。
ら副会長、防災部長等々に携わって参
りました。
現在、コロナ禍で町会行事が中止と
なっており、いろいろとご迷惑、ご負
担をおかけしておりますが、今後とも
皆様方のご協力をよろしくお願い申し
上げます。
わが町会は、神田川の橋の名前で示
しますと、花見橋から山手通りを越え
て菖蒲橋までと東西に長い楽しく明る
い町会となっております。町会が開催
します様々な地域の皆様方の交流・親
睦事業や、住み続けられるまちをつくっ
ていくための防災・防犯そして資源と
ごみの分別収集の取り組み等への皆様
のご参加・協力をお待ちしております。
安心して住み続けられる弥生のまち
をつくっていくために、弥生地域の町
会とも協力しながら進んで参ります。

最初の入学式が行われました

中野第一小学校の新校舎で

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
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弥生 地域を担当され る

方々 の着任を紹介 します

中野区立第二中学校
副校長 井出 宇郎
中野区立第二中学校の副校長になり
ました井出宇郎です。
まだ赴任してから２ヶ月も経ってい
ませんが、学校の近くには公園や商店
街、また神田川も流れているなど、懐
かしさを感じる街並みです。この地域
の方々に愛されるような学校づくりを
目指してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

南部すこやか福祉センター
所長 永田 純一
この４月に南部すこやか福祉センター
所長に着任いたしました。
保健福祉の総合相談やアウトリーチ
活動などを通じて地域の皆様と顔の見
える関係を築いていくことで、コロナ
禍の下でも誰もが安心して生活できる
地域づくりに努めてまいります。よろ
しくお願いいたします。

弥生区民活動センター所長
南部すこやか福祉センター
アウトリーチ推進係長
杉本 理津
今年度より、弥生区民活動センター
所長に着任しました、杉本です。
弥生地域は、これまでも多くの団体、
住民の方が地域の見守り活動、地域活
動に取り組まれています。これからも、
よりよい地域づくりに力を尽くしたい
と思います。どうぞよろしくお願いい
たします。

南部すこやか福祉センター
戸塚 裕児
４月から弥生区民活動センターに配
属となりました戸塚です。
一昨年までは南部すこやか福祉セン
ターにいましたが、当時から弥生地域
の地域活動や取り組みを素晴らしいと
感じていました。
４月からは弥生地域の皆様とご一緒
に活動させていただくことを楽しみに
しています。
どうぞよろしく
お願いいたします。

◆ 集会室抽選会は令和３年８月分は令和３年６月２１日（月）、令和３年９月分は令和３年７月１９日（月）です◆
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17
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どうぞ。（乳幼児親子対象）
②卓球道場
６月 日、７月 日（水）
時 分～ 時 分
※ボランティアのコーチによる卓
球の時間。
（ 年生以上。定員 名）
③おはなし会
６月 日（金）
時～ 時 分
※いちごの会の皆さんによる紙芝
居や絵本の時間（乳幼児親子対象）

所在地 本町 ー７ー６
電 話 ３３７３ー２９５８
◆介護予防総合講座
（その他のコース）
第三回 ６月 日（金）
時～ 時まで
「うたを歌わないで認知症予防①」
第四回 ７月９日（金）
時～ 時まで
「うたを歌わないで認知症予防②」
※講師は、ともに音楽療法士

本一高齢者会館

※児童館事業の詳細はポスター、ち
らし、児童館だよりをご覧ください。

10

※参加希望者は事前申し込み必要

■会館は新型コロナ蔓延対策として、
手指の消毒、体温測定、ソーシャル
ディスタンスを考慮し、講座を減ら
したり、参加人数を減らしたり、
万全の態勢で運営しています。
ご不便をおかけしますが、ご理解
頂きたいと存じます。

マスクの着用、手洗い（または消毒）の励行、密接・密集・密室の回避を行いましょう

30 16

朝日が丘児童館

所在地 本町２ー ー
電 話 ３３７３ー０３８０
①子育てなかま作り支援事業
「うさぎタイム」
毎週 水曜日、金曜日
時～ 時 分
②ママカフェ おしゃべり会
６月８日、７月 日（火）
時 分～ 時 分
③卓球やろう会
６月 日、 月 日（土）
時～ 時
④ままサポ（やよいＹＹネット）
６月 日、７月８日（木）
時～ 時
※乳幼児の一時あずかり
⑤ケン玉教室
６月 日、 月 日（金）
時 分～ 時 分
※対象は、小学生
⑥日曜開放（やよいＹＹネット）
６月 日、７月 日（日）
時～ 時
⑦出前おはなし会（本町図書館のス
タッフによる絵本や紙芝居の時間）
６月 日（水）
時～ 時 分

弥 生 児 童 館

14

所在地 弥生町１ー ー６
電 話 ３３７２ー０８４１
①どようびもげんきっこクラブ
６月 日、７月 日（土）
時～ 時 分
※パパさんもママさんもお気軽に

30 21
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「
年齢や利用時間等に制限があります。
アウトリーチ」というのは何ですか？ 詳細は、すこやか福祉センターまで
お問合せください。
南部 す こや か 福祉 セ ン ター で は
電 話 ３３８０ー５５５１
〇保健・福祉に関する相談
何を し て いる の です か ？
電 話 ３３８０ー５５５１
月～金曜日 ８時 分～ 時
日・祝日・年末年始は休み
■南部すこやか福祉センター
所在地
弥生町５ー ー
〇地域の支援・健康増進について
南部すこやか福祉センターは、地
電 話 ３３８２ー１７５０
域包括支援センター、障害者相談支
月～金曜日 ８時 分～ 時
援事業所、地域事務所、スポーツ・
日・祝日・年末年始は休み
コミュニティプラザ（スポーツを通 〇障害のある方の相談
した地域交流拠点）との複合施設で
南部すこやか障害者相談支援
ある『みなみらいず』の中にありま
事業所
す。
電 話 ５３４０ー７８８８
子ども、高齢者、障害のある人、
ＦＡＸ ５３４０ー７８８０
妊産婦など、誰もが住み慣れた地域
月～土曜日 ８時 分～ 時
で安心して、自立した生活を送るこ
日・祝日・年末年始は休み
とができるよう、総合的な支援をす
るための身近な相談窓口・地域にお
ける支えあい活動の推進のための拠
点施設として事業を展開しています。
母子保健及び精神保健などの相談事
業を実施しているほか、健康づくり・
介護予防事業なども行っています。
〇子育てに関する相談
電 話 ３３８０ー５５５１
月～金曜日 ８時 分～ 時
日・祝日・年末年始は休み
〇子育てひろば「すくすくひろば」
乳幼児親子が気軽に立ち寄り、
のんびりと過ごしたり、他の親
子と交流できる場です。
■弥生地域の
月～金曜日
時～ 時
高齢者の生活や介護等の相談
土曜日
時～ 時
本町包括支援センター
日・祝日・年末年始は休み
所在地 本町５ー ー４
※なお、現在、新型コロナウイルス
（倶楽部千代田會館内）
感染症予防対策のため、お子さんの
電 話 ５３８５ー３７３３
29

■アウトリーチチームとは？
平成 年 月に中野区独自に作っ
たもので、区民活動センターの職員
とすこやか福祉センターの保健師、
福祉職の職員 名で一つのチームと
しています。区民活動センター単位
で地域包括支援センター、社会福祉
協議会、民生児童委員など多方面の
機関と連携して要支援者の発見や地
域課題の解決に向けて活動していま
す。
地域の身近な相談窓口として心配
なことや困っていることなど、どこ
に相談したら良いかわからないこと
がありましたら、お気軽にご相談く
ださい。例えば、足腰が弱って買い
物ができない、だんだん忘れっぽく
なったような気がして今後が不安、
家族も知り合いもなく一人で寂しい等。
お話をお聞きし、状況に合ったサー
ビスのご案内や専門機関への橋渡し
をし、支援におつなぎします。
また、地域で気になることやお気
づきの情報などもありましたらお気
軽にお寄せください。個人情報は厳
守いたします。
地域で福祉関連の活動をする団体
の立ち上げや活動の支援、ネットワー
クづくりなども行っています。
いつまでも住み慣れた地域で安心
して暮らせるよう、一緒に考えてい
きましょう。
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南部すこやか福祉センター

