やよい
中野第一小学校で
入学式が行われました
春の暖かさに包まれて４月６日（水）
中野第一小学校の入学式が行われまし
た。
青空の下、色とりどりのランドセル
を背中に、保護者の方々に手を引かれ
たピカピカの一年生の皆さんが、小学
校の校門を通って行きました。
新入学の子どもたち１３９名の新し
い学校生活がはじまります。
おめでとうございます。

おめでとうございます
第二中学校入学式
４月７日（木）に、第二中学校の入
学式が行われました。
静寂の中、会場に入場する新１年生
そしてそれを見つめる保護者の皆様と
先生方で会場は暖かな眼差しで見守ら
れていました。
生徒一人一人が担任の先生から名前
を呼ばれ、その声が体育館に響きわた
り、１０８名の新一年生の中学校生活
がはじまります。
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現在の相生橋

あったのをかすかに覚えています。
成願寺の裏手は広い牧場、その跡は
牛屋の原と呼ばれ、凧揚げ、トンボ取
りなど楽しく遊んだ原っぱで懐かしい
です。
少し高台に上がると、快晴の日は霊
峰富士が見え、桃園小学校の校歌の歌
詞の中に「明けくれ仰ぐ富士の高嶺」
があり、中野富士見町駅がその証です。
テレビの無い当時の一番の楽しみは紙
芝居とラジオのスポーツ放送、なかで
も東京六大学野球の早慶戦と大相撲
（横綱は玉錦、武蔵山、双葉山の時代）
は夢中になって聞いていた。塔の山の
広場で大相撲の巡業場所があり、家族
で見物したのを思い出します。私達の
町（旧相生町）は勤め人と職人が多く
住み、メインの相生通りには、米屋、
酒屋、魚屋、八百屋などの賑やかな商
店街、喫茶店、はてはビリヤードまで
ある洒落た通りでした。豊水橋から相
生橋まで神田
川に沿って広
い原っぱで野
球、凧揚げが
でき、橋の袂
には小さな釣
堀がありまし
た。私の家の近くは馬小屋が多く蹄鉄
を焼くふいごと金槌の音が響き馬の爪
が焦げる匂いがかすかに漂い、子供た
ちの楽しみの遊覧馬車が月に一度巡っ

弥生の街の変遷をたどって
昭和は遠くなりにけり
本町一丁目 亘 源太郎
今年もまたあの忌まわしい山の手大
空襲の日（５月 日）が巡ってきまし
た
時あたかもウクライナにロシア軍の
軍事攻撃、嫌でも思い出す悲惨な東京
大空襲、私にとっては火の粉と煙に追
われ命がけで逃げ延び、翌朝一面焼け
野原になったわが街中野、呆然と立ち
尽くしたのを昨日のことのように思い
出し一生忘れることは有りません。そ
れと同時に戦前の昭和初期、平和な時
代の懐かしい中野坂上と本町一～二丁
目界隈を思い出します。
今年新しく完成した旧十中の校舎あ
たりに古色蒼然たる三重の塔があり、
目を転じて青梅街道の淀橋を渡った坂
の両側には、江戸時代から続く老舗味
噌の浅政、醬油の伊勢清、製粉の石森、
和菓子の弁慶他、白く大きな土蔵と間
口の広い店先に大きな用水桶を備えた
大店が軒を連ね、通りの真ん中を長い
ポールを二本立てたチンチン電車。戦
後は都電荻窪線がゆっくり走り、車は
少なく荷馬車、大八車、リヤカーが殆
どで、今の山手通りは昔、農道だった
そうで、南の坂を下ると澄んだ流れの
神田上水、両岸は草の生えた土堤で、
今頃は蛙の大合唱、春から夏にかけて
は子どもたちの水遊び、魚とりの格好
の遊び場。相生橋の近くに水車小屋が

てきて、料金は一銭、馬丁さんがラッ
パを吹きながら手綱を操り相生町一周。
夏休みには日本金剛砥石製作所の敷地
の中の土俵で相撲大会があり楽しみの
一つでした。
毎月十八日は成願寺観音様の縁日、夜
店も出て大変な賑わいで、写大（現東
京工芸大学）のハイカラな校舎のあた
りは、古池のあ
る木立の生い茂
る鬱蒼とした昼
なお暗き森で独
りでは怖くて入
れなかった所で
した。
朝は鶏の鳴き声で目を覚まし、昼は
ポー（サイレン）が鳴りわたり正午を
告げ、子供たちの遊び声、物売りの声
がのどかに流れる平和な町でしたが、
数年後にはこのサイレンが空襲の襲来
を告げるサイレンになるとは夢にも思
いませんでした。
本二東郷やすらぎ公園ができるまで
本町二丁目 藤井正剛
東郷町は東側に山手通り、南側は神
田川、西側は花見通り、北側に中野第
一小学校南端の
道と長方形の形
になっています。
町内の中央部は
東側成願寺に続
いて中央部は東
京工芸大学の施
設、西側は本二東郷やすらぎ公園と続
き、下段部も住宅地帯で構成されてお

現在の東京工芸大

本二東郷やすらぎ

令和４年５月３１日

よ い
や
タウンニュース
第６1号

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

弥生区民活動

ホームページ

センター

マスクを着け、石鹸を使った手洗い（もしくはアルコール消毒）と、換気を行いましょう。

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
校長 曽我 竜也
４月１日付で、前任の松田芳明校
長の後任として大田区の副校長から
昇任し、第二中学校の校長を拝命い
たしました曽我竜也と申します。創
立 年目を迎えた第二中学校の伝統
を受け継ぎながら、教師、生徒、保
護者、地域が誇れる学校作りに努め
て参ります。
今後とも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 小山 真美
この４月に南部すこやか福祉セン
ター所長に着任しました。
地域の相談窓口として、保健福祉
や子育ての悩みなどをお受けしてい
ます。地域での活動の場にご一緒さ
せていただきながら、弥生地域の皆
様のお役に立てるよう努めて参りま
す。よろしくお願いいたします。

■ 朝日が丘児童館■

児童館、 キッズ・プ ラザ

■ キッズ・プラザ中野第一■

④日曜開放（夢のかけ橋）
６月 日、７月 日（日）
時～ 時（１階ホール）
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30
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本一高齢者会館

15

12

12

12

ります。
特に広い公園のある部分は、旧大
邸宅の跡地で旧郵政省が取得し、郵
政省の本庁職員の官舎として鉄筋コ
ンクリート製四階や五階建て宿舎が
十棟以上立ち並んでいました。昭和
五十年代に始められた行政改革で省
庁の宿舎も集約移転して更地の国有
地になりました。
この時には、大手不動産会社の各社
が獲得競争で活発に動きましたが地
元住民の強い要望から地元選出の都
議会議員、国会議員の方々の御力を
得て、防災上の観点からも必要性が
認められて中野区の公園用地として
この用地を取得することが出来たの
でした。
本当のところ、用地取得費用の面か
らは都立公園としていただきたかっ
たのですが、当時の基準の三万平方
キロメートルに達せず都と国の支援
をいただいて中野区立公園となった
経緯がありました。その結果を見て
も地域住民が結束して要望すれば大
きな事ができるという事です。

13 12

14 11

11

11

30

45 13

やよい福祉バザー

弥生区民活動センター
運営委員会
事務局長 相澤 明郎
五年前に南部すこやか福祉センター
で仕事をしておりました。地域力の
ある弥生地域で再び仕事ができる事
を嬉しく思っています。
コロナ禍で様々な催し、諸活動が
中止になっていますが、工夫をした
上で再開できるよう努めてまいりま
す。よろしくお願いいたします。

14

住所 本町２ー ー
住所 本町 ー ー
電話 ３３７３ー０３８０
電話 ３３７２ー００１１
①子育てなかま作り支援事業
①ライブラリー出張お話し会
「うさぎタイム」
６月 日、７月９日（土）
毎週 水曜日、金曜日
時 分～ 時 分
時～ 時 分
※対象は小学生 当日受付
春期終了 ７月 日（金）まで ②校庭遊び・体育館遊びについて
②卓球やろう会 ※対象は小学生
天候や学校施設の利用状況によっ
６月 日（土）
て広々とした校庭や体育館を活用し
時～ 時半 終了予定
て思いきり遊びます。
③ママカフェ
これからの季節、『水筒』と『帽
６月 日、７月５日（火）
子』の持参をお願いします。
時 分～ 時
④けん玉教室
※対象は小学生
６月 日、７月 日（金）
時 分～ 時 分
住所 本町１ー７ー６
⑤日曜開放 （やよいＹＹネット）
電話 ３３７３ー２９５８
６月 日、７月 日（日）
◆介護予防総合講座
時～ 時
（その他のコース）
第４回 ７月８日（金）
■弥生児童館■
住所 弥生町１ー ー６
時～ 時まで
電話 ３３７２ー０８４１
「歌をうたって認知症予防」
①子育てなかま作り支援事業
※講師は音楽療法士
げんきっこクラブ
第５回 ８月 日（金）
｢
｣
毎週 水曜日・金曜日
時～ 時まで
時～ 時 分
「脳トレで健康長寿」
春期終了、７月 日（金）まで
※講師は介護福祉士
② おはなし会
※参加希望者は事前申し込み必要
｢
｣
※対象は乳幼児親子
会館は新型コロナ蔓延対策とし
「いちごの会」のみなさんによる
て手指の消毒、体温測定、ソーシャ
６月 日、７月 日（水）
ルディスタンスを考慮し、参加人
時～ 時 分
数を減らしたり、万全の態勢で運
③どようびもげんきっこクラブ
営しています。
６月 日、７月９日（土）
ご不便をおかけしますが、ご理
時～ 時 分
解頂きたいと存じます。
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４月 日（日）にやよいボランティ
アコーナー主催によるバザーが開催
中野区立第一小学校
されました。新型コロナウイルス感
副校長 原田 哲
染拡大に係る対応のために何度か中
四月より中野第一小学校に着任し
止され今回の運びとなりました。
ました。初めて校舎を見たとき、あ
まりにも立派で驚きました。地域の
皆様にお目にかかるには、もう少し
先になってしまいそうなことが残念
です。建物だけでなく、学校生活そ
のものに子供たちが誇りにできるよ
う、精一杯支えてまいります。どう
ぞよろしくお願いいたします。
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◆ 集会室抽選会は令和４年８月分は６月２０日（月）、９月分は７月１９日（火）です ◆

