※利用する各施設で申込を受け付けます。
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つきたてのお餅は格別！

第１部）午後１時 30 分～「ペット」(91 分)２０１６年夏の大ヒットアニメ！
第２部）午後３時 30 分～ 活動弁士付き無声映画

(C) 2015 Un i
versal Stud i
os. All Rig h
ts Reserved.

（第１部、第２部各回ともに定員５０名）

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、東郷の各町会でお餅つきを
実施しました。 月 日（日）には
弥生町二丁目町会が藤神稲荷前で実
施します。ぜひご参加ください。

②

「ペット」

「第 5 回弥生映画祭」 ３月２５日（土）

※一般団体として受け付けます。地元（優

プロから学ぶ撮影講座初開催。入学卒業式、桜満開の風景！残しておきたい１枚に差がつきます！

先）団体とはなりません。

（定員３０名）★ご自身のカメラ(スマホも可)と自信作をご持参ください。

「やよい写真教室」３月１７日(木）午後 7 時～ 8 時 30 分

※利用する各施設の利用ルールに従ってい
ただきます。

①

3

参加無料です
いずれも会場は弥生区民活動センター

※施設により使用目的

℡03-3372-0845
弥生区民活動センター事務局

鞍 馬天 狗

チャ ップ リン の放 浪者

の２作品を弁士の語りでお楽し
みいただきます。
ゲスト活動弁士：澤登 翠（さわと みどり）

※定員に達し次第、締切とさせて頂きます
＜問合せ・申込み＞どちらも要事前申込

の制限があります。

②窓口業務は平日
日中のみ行います。
休館中も平日の日
中（休祝日を除く
月～金の 時 分
～ 時）の１階窓
口は開設していま
す。主な業務は次
のとおりです。
（１）集会室の貸
出し受付（休館期
間外の弥生区民活
動センター、本一
高齢者会館）
（２）公園等使用
許可申請の受付
（３）車いすの貸
出し

（花見公園等）のトイ

使用不可 。周辺 施設

※期間中はトイレも

30

レをご利用ください。

（１）弥生区民活動センターの利用
抽選会
５月利用分抽選会は３月 日（火）
に弥生区民活動センターで行います。
ただし休館となる５月 日以降の利
用申込はできません。６～８月利用
分の抽選会は実施しません。
９月利用分の抽選会→７月 日（火）
月利用分の抽選会→８月 日（月）
に実施します。７月、８月に実施す
る抽選会は、南部すこやか福祉セン
ターで実施します。（開始時間が通
常と異なります ※左表参照）
（２）本一高齢者会館の利用抽選会
次の抽選会以外は通常の日程で行
います。
ただし６月
日（月）７月
日（火）８月
日（月）に実施
する抽選会は南
部すこやか福祉
センターで実施
します。（開始
時間が通常と異
なります ※上
表参照）
改修工事は平
成 年度中野区
予算の成立及び
今後の契約手続
きの実施などを
条件としていま
す。日程等につ
きましては、今
後変更となるこ
とがあります。

「やよい写真教室(3/17金)」「第5回弥生映画祭(3/25土)」

やよい
ＰＤＦ
ファイル

8

③集会室利用抽選
会について

21 18 19

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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やよい
弥生区民活動センターは
来たる５月 日（金）～
８月 日（木）まで、改
修工事を行う予定です。
工事内容は各室照明のＬ
ＥＤ化、一部床面張替や
トイレの洋式化をはじめ
とした、室内内装の改善
を予定しています。
工事期間中、使用でき
るのは事務室のみで、そ
れ以外の館内ロビー、図
書コーナー、集会室及び
トイレは使用できなくな
ります。このため当該期
間は休館とさせていただ
き、平日の日中窓口業務
のみを行います。詳しい
ことは次のとおりです。
①休館期間中は次の周辺
施設の集会室・会議室が
お使いいただけます。
弥生区民活動センター
で利用登録をしている団
体は休館期間中、鍋横・
南中野・東部区民活動セ
ンター及び南部すこやか
福祉センターを利用登録
なしで利用できます。
19

※５月 日（金）～８月 日

弥生区民活動センターは改修工事のため休館になります
休館期間：5月19日（金）～8月31日（木）
（木）の利用に限ります。

31

31
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平成２９年３月１日
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「チャップリンの放浪者」（22 分 1916 年 大正 5 年）、
「鞍馬天狗」（75 分 1928 年 昭和３年）

◆注）次回集会室の抽選会は5月分（5月18日利用分まで）を3月21日（火）に実施します◆

◆歴史講座～あなたの住む町やよい
フムフ ム～
（ 月 日）

80

5

12

11
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26

◆第４回弥生映画祭
（ 月 日）

◆弥生地域老人クラブ連合会演芸大
会 （ 月 日）

2

◆向台小学校開校 周年（ 月 日）

朝 日 が 丘児 童 館

本町二ー三十二―十四
☎三三七三―〇三八〇
◆ミニ工作～フォトフレームを作ろう◆
３月８日（水）午後２時半～４時頃
対象 小
：学生以上、定員２０人
参加無料、申込３月１日から。
◆卒業・進級おめでとうスペシャル！
サンサンタイム◆
● 月 日（金）午後３時半～４時

半 対象 小
：学生以上、定員なし
みんなで集団ゲームを楽しもう！

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◆
３月 日、４月 日（水）午後４時
分～４時 分
「本のたまて箱」の本間さんが絵本
や紙芝居の読み聞かせをします。季
節のおすすめの本など、すてきなも
のを毎回選んでくれます。
◆やよいシネマ◆
３月 日（水）午後２時～
楽しい映画上映。内容はお楽しみに。

19

館だよりをご覧ください。

※両児童館の詳細やその他の行事は各児童

45

本 一 高齢 者 会 館

平成 年度は毎月延べ７００名を
超える方々に生きがい事業（教室・
講座）に参加していただきありがと
うございました。来年度も高齢者の
皆様に喜んでいただけるよう、スタッ
フ一同努力してまいります。

3

15

29

◆やよいボランティ
アコーナー
七夕会食会

9

6

（７月８日）

11

◆弥生地
区まつり
15

8

◆みんなで歌おう （ 月 日）

12

※希望者は要事前申込

11

24

星座を形作る星やその周りを回る惑星は、
どの ように生ま れてくるの か、プラ ネタ
リウム解説員が分かりやすく紹介します。

11

（ 月 日
日）

16 10

12

◆弥生地区避難所開設訓練 （ 月 日）
本町一ー七ー六
☎三三七三―二九五八
◆第五回健康講座◆
「脳と身体いきいき教室Ⅳ」
月 日（金） 時～ 時まで
脳が喜ぶ簡単な運動を楽しく実践し
ます。講師はルネサンス運動指導員
教室は体操、ヨガ、フォークダン
◆向台・桃園小学校АＥＤ・傷の手 ス、どじょうすくい、盆踊り、輪投
当特別授業 （ 月 日、 月 日）
げ、手芸、リズム音楽、歌声トレー
ニング、麻雀、民謡、絵手紙、カラ
オケ関係三教室、健康相談等多岐に
わたり実施しています。
3

28

15

★なかのZEROおでかけ講座★

か

１月から健康生きがいづくり事
業が弥生区民活動センターでスター
トしました！新たな講座シリーズ
として①表情筋ストレッチ②知ら
なかったジャズ③俳句入門④すぐ出
来る～紙ひも手芸を企画実施しました。
向上心、好奇心旺盛な方々が共
に学びチャレンジして
います。
これ からも 様々な
初心者 向け 講座を ご
用意する予定ですので、
3

12

◆レーザーカッターでオリジナルス
タンプを作ろう～東京工芸大学
23

12

10

6

（ 月 日）
11

平成２８年度のやよいアルバム
やよいトピックス特別編

平成２９年３月１日
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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！

