やよい
新春 の お 慶び を
心から
申 し あげ ま す

弥生町一丁目東町会
会長代行 高橋 ちあき
新年を迎え、皆さまにおかれまして
は穏やかなお正月をお迎えになったこ
とと思います。
昨年は、新型コロナウイルス感染症
に始まり、コロナ禍で一年を終えたよ
うな辛い年でありましたが、今年はそ
の状況を乗り越え、町会・地域の行事
やイベントが、今までとは違った対応
を踏まえて行えるよう、知恵を出し合
い進めていこうと考えています。
新しい生活対応等のもと、高齢者の
方々を含め、小さなお子さん達までが、
安心して安全で楽しめる地域であり続
けるよう、私達町会もしっかり頑張っ
て参ります。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

向台地蔵講祭り
開かれました

月 日（月・
祝日）に弥一向
台町会主催の向
台子育て地蔵講
祭りが開かれま
した。
子供たちの健
やかな成長を願
う地域の皆さまに深く愛され、支えら
れ続けて２２５年の節目を迎えました。
今年は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のためお餅つきは中止となりま
したが、子供たちをはじめ町の皆さま
の楽しそうな笑顔でいっぱいでした。
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いります。
現在、新型コロナウイルス感染の蔓
延の渦中にあり、ご自身の予防対策を
怠りなく行うとともに、ご家族そして
地域を大切にし、目配り、気配りを働
かせて正体不明の新型コロナウイルス
という魔物に勝たなければなりません。
一日でも早く、マスクなしで活動でき

弥生町二丁目町会
会長 深澤 和夫
新年あけましておめでとうございま
す。
今年は、新型コロナウイルス感染症
の終息を願い、一人ひとりが感染予防
に留意し、毎日明るく、笑顔で過ごせ
るようになり、町会の年間行事が楽し
く賑やかに出来ていけることを期待し
ています。
会長はじめ役員一同、微力ながら頑
張りますので、ご町内に
お住いの皆さまのご協力、
ご支援をよろしくお願い
いたします。

るように最大限の努力をお互いに続け 脅威との戦いは永遠に続きます。今後
て行きましょう。
も共存しながら生きていかなければな
弥生の地域が、安心して暮らせる、 りません。
安全なまちになります
皆さま、健康に注意し、知恵を出し
よう祈念申し上げます。
合い、工夫しながら前向きに挑戦、活
動していきましょう。
弥一向台町会
会長 金田一 榮
本一相生町会
明けましておめでとうございます。
会長 畦地 英明
新しい年が明るい年でありますよう
新型コロナウイルス感染症対策でマ
に願い、一日も早く落ち着いて、例年 スクをかけた一年が過ぎました。
どおりに町会員をはじめ地域の皆さま
新しい年は早くマスクなしで過ごせ
が賑やかに楽しく交流できる町会行事 て、人々が笑顔でコミュニケーション
ができ、笑顔にあふれた生活を取り戻 を図り、楽しく地域の活動が出来るよ
せるように、心からお祈 うになり、町の路地には人々の笑顔と
り申し上げます。
会話の声の響きが戻ってきて欲しいも
のです。
東郷町会
マスクを早く外した新年を迎えられ
会長 熊谷 英男
ることを祈っています。
防災、防犯、長寿会、
子供会、福祉、文化活動
を、明るく、楽しく、安
心・安全なまちづくりと
世代間の交流を広げ、活
力ある町会の運営に、役
員一同こころを合わせて
取り組んでまいります。
道玄町会
会長 馬場 光男
昨年は、新型コロナウ
イルス感染症の蔓延で町
会活動は全てストップし
てしまいました。
でも、感染症と自然の

11

今年も七町会が
手をとりあって
進んでまいります
弥生地区町会連合会
朝日ヶ丘町会
会長 加藤 洋右
新年あけましておめでとうございま
す。
弥生地区町会連合会は、弥生町一丁
目東町会、弥一向台町会、本一相生町
会、東郷町会、道玄町会、弥生町二丁
目町会、朝日ケ丘町会の七つの町会で
成り立っています。中野区内では地域
別にみると町会数が少ない連合体です。
七町会の皆さまに色々な情報提供と
情報交換を行い、地域の安全・安心の
ための防災訓練をはじめ、多くの人々
との話し合いや、様々な行事を行って
来ています。
これからも弥生地区町会連合会は、
地域を代表して広く意見を集め、話し
合い、まちづくりへの歩みを続けてま

金田一会長

加藤会長

熊谷会長

馬場会長
高橋会長代行
深澤会長
畦地会長
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弥 生 児 童 館
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20

17

本一高齢者会館

住所 本町一―七―六
電話 三三七三―二九五八
◆介護予防総合講座
（その他のコース）
第五回
月 日（金） 時～ 時
「脳と身体のストレッチ①」
第六回
月 日（金） 時～ 時
「脳と身体のストレッチ②」

26

29

11

11

12

12

※参加希望者は事前申し込み必要

講師は、いずれも介護福祉士、
メディカルヨガインストラクター

1

弥生区民活動センター
集会室使用のルール

住所 弥生町一ー十四ー六
電話 三三七二―〇八四
①おはなし会
日程 １月 日㈫・ 月 日㈫
時間
時 分～ 時 分
本のたまて箱さんによる紙芝居
や絵本の時間
②パパも一緒にげんきっこクラブ
日程 １月 日㈯・ 月 日㈯
時間
時～ 時半
パパもお気軽に参加をどうぞ
③卓球道場
日程 １月 日㈬・２月 日㈬
時間
時半～ 時半
ボランティアコーチによる卓球
の時間。対象３年生以上

2

45

※朝日が丘・弥生児童館事業の詳細
は、ポスター、ちらし、児童館だ
よりをご覧ください。
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16

11

15
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18 13

30

④ ごみ（茶がら等も）はお持ち
帰りください。
⑤ 使用後は、所定の用具で清掃
後、机・椅子等を使用前の状態
に戻してください。
⑥ 盲導犬・生活介助犬以外の動
物の持ち込みは禁止しています。
⑦ 営利目的、公の秩序を乱す恐
れのある活動等は禁止です。
⑧ 同一日・同一時間帯で、複数
の部屋を同時に使用することは
できません。但し、続き部屋と
なっている、洋室１号・調理室
／洋室３・４・５号／和室２・
３号の同時使用は可能です。

住所 本町二―三十二―十四
電話 三三七三―〇三八〇
①卓球やろう会
日程 １月 日㈯
時間
時～ 時
②日曜開放（やよいＹＹネット）
日程 １月 日㈰・２月 日㈰
時間
時～ 時
③ママカフェ
日程
月 日㈫・２月９日㈫
３月９日㈫
時間
時半～ 時半
④いちごの会の絵本の読み聞かせ
日程 １月 日㈬・２月 日㈬
時間
時～ 時半
⑤かつら先生のけん玉教室
日程 １月 日㈮・２月 日㈮
時間
時半～ 時 分
⑥ままサポ（やよいＹＹネット）
＊乳幼児の一時あずかり
日程 １月 日㈭・２月 日㈭
時間
時～ 時
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朝日が丘児童館

用な場合は１階窓口にお申し出
ください。
④ 残った食材などは、全てお持
ち帰りいただきます。
区民活動センターは、
⑩ 不特定多数を対象とした使用
⑤ 冷蔵庫は集会室使用時間帯だ
地域の皆さんの地域活
は、当面ご使用いただけません。
けの利用とさせていただきます。
動の場としてご使用い
（２）使用承認書の提示・利用報告
⑥ ガスオーブンを連続使用する
ただいています。
書の提出
際は、少し時間間隔をとりなが
ルー ルを 守 り お 互い に 気 持 ち よ
① 使用当日、１階窓口で鍵を受
ら使用してください。
く、楽しく使用しましょう。
け取る際、必ず使用承認書の提 （５）演劇活動に使用できる集会室
１ 使用時間帯※除く図書コーナー
示をお願いします。
演劇活動については、けいこ
午 前 ９時～ 時
② 鍵を受け取られたら、会場案
中の台詞等に非日常的・喧騒的
午 後
時～ 時
内板に「ＯＰＥＮ」マークの貼
なものが多く、過去、他の集会
夜 間
時～ 時
付をお願いします。
室使用者や近隣の方から、喧嘩
２ 使用の際にお守りいただくこと
③ 使用後は、利用報告書（表・
や騒擾と誤解され、トラブルと
（１）新型コロナウイルス感染症拡
裏面）に記入し、鍵とともに１
なったことが多くあったため、
大防止のためのルール
階窓口にご提出ください。
使用できる集会室を簡易防音設
① 熱のある方、体調の悪い方は、 （３）飲食を目的とする使用は原則
備がある音楽室に限っています。
ご使用をお控えください。
認めておりません。活動に付随
なお、演劇を行う団体でも、
② マスクを着用し、玄関で手指
する、お茶やお菓子などの飲食は、
打合せ、台詞や大きな声・音を
の消毒をしてから入室してくだ
他の利用者への迷惑とならない範
伴わないダンスや振付のみを行
さい。
囲で、後始末をしていただくこと
う場合は、音楽室以外もご使用
③ 集会室使用前・後に集会室の
を条件に認めています。
いたただけます。但し、演劇活
消毒をお願いします。
（４）センター敷地・施設内は全面
動を行った場合（途中からも含
④ 換気は 分ごとに５分間以上
禁煙となっています。※健康増進
む）は、当該団体の使用は音楽
行ってください。
法第 条
室以外の使用をお断りします。
⑤ 推奨定員の概ね半分以下の人 （５）調理室の使用
（６）その他
数でご使用ください
① 調理室は、洋室１号と共通の
① 車での来所はお断りしていま
⑥ 利用報告書裏面の利用者名簿
入口を使用しているため、洋室
す。但し、障害のある方で、車
への記載をお願いします。
１号が既に使用予定の場合は使
以外に来所手段がない場合は、
「図書コーナー」使用の場合も、
用できません。ご注意ください。
事前にご連絡ください。
１階窓口で「施設の利用者記録
② 調理したものの飲食は、原則、 ② 集会室内の物品、設備などを
票」を受取り記入してください。
調理室及び洋室１号でお食べい
破損したり、壊れている物を見
⑦ 人と人の間は２メートル（最
ただきます。活動の内容から、
つけた場合は、１階窓口にお届
低１メートル）採ってください。
他の集会室でお食べになる必要
けください。和室の障子を破い
⑧ 対面で座る形はなるべく避け
がある場合は、予め１階窓口で
た際は、張替えをお願いします。
てください。
ご相談ください。
③ 近隣の迷惑とならないよう、
⑨ 息が荒くなるような運動等は
③ ガスや包丁の取り扱いには十
ご使用ください。殊に音を出す
避けてください。
分注意してください。包丁が必
時はお気をつけください。
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確定申告（中野税務署）、特別区民税・都民税の申告（中野区役所）は、2月16日㈫から3月15日㈪までに

