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南中野中学校美術部作品の大看板

10月1日㊍

E-mail：nakano_minami@clear.ocn.ne.jp
http://www.nakano-minaminakano.gr.jp

会場：多田小学校体育館（下図③）

楽しみ! 楽しみ！

午前10時～午後4時
民謡・踊り・フラダンス

❀南部演芸発表会❀ フォークダンス・
カラオケ

10月3日㊏･4日㊐

会場：南中野区民活動センター（下図①）

午前10時～午後4時
写真・歴史資料・ごてんまり・押し花・
シャドウボックス・絵手紙・折り紙・
✐総 合 作 品 展✐ はがき絵・百人一首・書道・ﾊﾟｿｺﾝ作品
木目込み人形・佛画・押絵
南中野地区の園児・児童・生徒の作品も展示しています

★催しと物品販売★
‧ 健康・福祉相談コーナー［血管年齢測定、筋量測定］
‧ レターセット・石けん・枕カバー等
‧ 海藻・干物類の販売
‧ コーヒーの無料サービスがあります
✯ 3日㊏のみ： お茶会・お弁当・おにぎり・お汁粉販売
✯ 4日㊐のみ： 自主生産品等（ｶｰﾄﾞｹｰｽ・刺子ふきん・ﾄﾚｰ）販売
“やってみませんか！” ✯南中野絵手紙の会
✐ コーナー ✐

✯紙千代倶楽部

日時：10月3日㊏午前11時～午後4時

会場：洋室1号

好きなものを描いて絵はがきを作りましょう

10月3日㊏

会場：

☺フリーマーケット☺

10月4日㊐

南中野区民活動センター
タウンホール （下図①）

家庭で不要になった衣類・雑貨
食器・書籍・バッグなど

日時：10月3日㊏午前10時～午後4時
小さい頃からなじみの紙コップで
コースターと鍋敷きを作ります
会場：

みんなで楽しむ

吹奏楽・和太鼓・大正琴
クラシックバレエ・
フラダンス

♪コンサート♪

掘り出し物が
見つかるかも…

南中野区民活動センター

10月4日㊐

タウンホール （下図①）

どうぞお楽しみください

会場：栄町公園

（下図②）

✯ちびっこ広場 手づくりコーナー、ゲームコーナー等
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午前10時～午後3時

◎模擬店・縁日他◎

10月11日㊐

✯餅つき、モンキーブリッジ、おはやし演奏など
✯縁日 焼きそば・綿あめ・ヨーヨー・ダーツなど
✯豚汁無料サービス（３００食）

会場：新山小学校校庭 （下図④）

午前9時～午後4時

※雨天順延日10/18㊐

南中野地区

☀大 運 動 会 ☀

玉入れ、綱引き、棒引き、騎馬戦、二人三脚リレー他いろいろな競技が盛りだくさん！

←

① 南中野区民活動センター
② 栄町公園
③ 多田小学校
④ 新山小学校
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町会対抗
みんなで応援しよう！

新宿→

おねがい
自転車やお車でのご来場は
ご遠慮願います

― 車椅子介助が必要な方 ―
10/3㊏・４日㊐の地区まつり見学に
南中野ボランティアコーナーが
お手伝いします
利用時間： 午前10時から午後1時までの
2時間以内（送迎含む）
【問】 TEL 3372-1811

主催：南中野地区まつり実行委員会
【問】南中野区民活動センター運営委員会事務局 ℡：3382-1635
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も よ お し 情 報
情報期間：平成27年10月1日～11月30日
☆もよおし情報の詳細は各施設にお問い合わせください

中野みなみ保育園

南台
5-29-9

tel:3384－5941 fax:3384-0862
保育所体験
・ポニーとあそぼう!!
※希望者には身体測定を行います
日時:10/7(水) 11/4(水)
会場:中野みなみ保育園園庭
対象:就学前のお子さまとその保護者
申込:電話で予約(前日〆切)
・運動会
日時:10/10(土)
会場:中野特別支援学校校庭
対象:未就学児
申込:電話で予約(人数になり次第〆切)
・芋ほり体験
日時:10/20以降 未定
会場:中野みなみ保育園
対象:未就学児とその保護者
申込:電話で予約(人数になり次第〆切)

南台保育園

南台
3-35-2

ｔel:3384-0906 fax:3384-0662
すこやかひろば
「タッチケア」
子どもの体に触れコミュニケーションをとる
子育て相談 健康相談 身体測定
日時:10/20(火)
午前10時～11時
会場:南台保育園
対象:乳幼児と保護者
申込:先着10組 電話で連絡ください
「体を動かして遊ぼう」
巧技台やマットの山で体を動かして遊ぼう
子育て相談 健康相談 身体測定
日時:11/17(火)
午前10時～11時
会場:南台保育園
対象:乳幼児と保護者
申込:電話で連絡ください
運動会
日時:10/3(土) 午前9時15分～12時
会場:多田小学校校庭 (雨天体育館）
対象:乳幼児と保護者
申込:直接会場にお越しください
南台ランド
保育園の子どもたちとやりとりを
楽しみましょう
日時:11/19(木)
午前10時～11時
会場:南台保育園
対象:乳幼児と保護者
申込:電話で連絡ください

南台図書館

南台
3-26-18

tel:3380－2661 fax:3380-2662
「秋のおたのしみ袋」貸出
テーマ毎に年齢別の「本のおたのしみ袋」を
ご用意します
日時:10/17(土)・18(日)
午前9時～午後8時
当館1階 児童新刊ｺｰﾅｰ前
対象:小学校高学年まで
申込:不要

弥生保育園

弥生町
5-4-8

tel:3381－0213 fax:3381-0672
運動会
地域の方も参加できる競技もあります
日時:10/10(土) 午前9時15分～12時
会場:弥生公園(晴天のみ)
対象:0歳児～5歳児のお子さんと保護者の方
申込:事前に保育園にお問い合わせください
土、日、祝を除く 午前9時～午後5時
ゴミ収集車が来ます
清掃局の方からゴミの分別について話が
聞けます
日時:10/29(木) 午前10時～10時30分
会場:弥生公園(晴天のみ)
対象:エコに関心のある地域の親子
申込:事前に保育園にお問い合わせください
土、日、祝を除く 午前9時～午後5時

南中野児童館

弥生町
4-36-15

tel:3382-1687 fax:3382-1695

第28回「デュオ☆フェスティバル」
（デュオフェスティバル実行委員会主催）

・南中野児童館のお店
子どもｺｰﾅｰ、焼きそば、ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾜｰ 他
・弥生福祉作業所のお店
バザー、食堂・喫茶、イベントｺｰﾅｰ 他
・ステージ ダンス 他
日時:11/7（土）午前11時～午後3時(雨天実施)
会場:弥生福祉作業所、南中野児童館
対象:乳幼児から大人
申込:当日直接会場へお越しください
※ 自転車には乗って来ないで下さい
※ 詳しくは、ポスター、チラシをご覧ください

みなみ児童館

南台
5-15-3

tel:3382－7399 fax:3382-7472
絵本講座
南台図書館のスタッフが乳幼児向けの
絵本の紹介をします
わらべうたや手あそびもあります
展示図書の貸出も行います
日時:11/5(木) 午前11時30分～12時
会場:みなみ児童館ホール
対象:乳幼児親子
申込:事前申込なし
かっぱまつり
子どもたちと地域のみなさんでつくる
おまつりです
今年は2つの会場で実施します
日時：11/28(土) 午前11時30分～午後3時
会場：南台公園とみなみ児童館

弥生福祉作業所

弥生町
4-36-15

tel:3384-2939 fax:3384-2896
火曜市
自主生産品(ｶｰﾄﾞｹｰｽ、刺し子ふきん、ﾄﾚｰ等)
乾燥糸こんにゃく、手作りﾊﾟﾝ、ｸｯｷｰの販売
日時:10/13(火) 午前10時30分～11時30分
会場:当作業所 駐車場
どなたでもお気軽にいらしてください

南部高齢者会館

南台
5-27-24

tel:3381-4261 fax:3381-4261
映画鑑賞会
邦画洋画 いろいろ上映します
笑いあり 涙あり
日時:毎月第1水曜日 午前10時～12時
対象:60歳以上
申込:当日直接当会館へ
シニアエアロビクス
シニアのために開発されたエアロビクス
(ダイヤビック)を楽しむ教室
日時:10/7(水)10/21(水)11/4(水)11/18(水)
午後1時30分～2時30分
会場:当会館2階和室
服装:動きやすい服装でおいでください
誰でも無理なく出来る“安来節”
おなじみの安来節（どじょうすくい）の講座です
初心者向けに無理のないペースで
ゆっくり踊りをおぼえていきましょう
日時:10/14(水）10/21(水）11/11(水)11/18(水)
午前10時～12時
参加費：無料
持ち物：日本手ぬぐい(貸出しあり)
服装:ズボン姿でご参加ください

しんやまの家

南台
4-25-1

tel:3229－8175 fax:3229-8175
介護予防総合講座「脳はつらつ教室」
楽しくシナプソロジー！
【講師】(株)ルネサンス 飯高貴枝氏
日時:10/30(金) 午後2時～
♭(ﾌﾗｯﾄ)体操
心も体も軽くなります！
日時:10/2(金)10/16(水)11/13(金)11/27(金)
午前10時～11時30分
健康体操
健康で心身はつらつストレッチ
日時:10/5(月)11/2(月) 午前10時～11時30分
やさしい健康体操
椅子にかけてやさしい体操
日時: 10/21(水)11/18(水)午前10時～11時30分
歌は友だち
楽しく歌って音楽セラピー
日時: 10/19(月)10/26(月)11/ 9(月)11/30(月)
午前10時～12時
美術クラブ
素敵な作品を作りましょう
日時: 10/ 9(金)10/23(金)11/13(金)11/27(金)
午後1時30分～3時30分
会場:しんやまの家
対象:60歳以上どなたでも
申込:直接しんやまの家へ

南中野地域包括支援センター

弥生町
3-33-8

tel:5358－8601 fax:5358-8602
血管年齢測定
日時: 10/28(水) 午後1時30分～
会場:しんやまの家
認知症サポータ―養成講座
開催のご希望がありましたらお気軽に
お声掛けください

東京都行政書士会中野支部主催

暮らしの手続きと書類作成の無料相談会
✧各種営業許可申請、国籍・ビザ取得など
✧遺言、相続、内容証明郵便、ｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌなど

日時：10月9日(金)午後1時～4時
会場：南中野区民活動センター洋室1号
申込：直接、会場においでください
【問】℡0120-404-347

南中野区民活動センター集会室利用団体
～抽選会のお知らせ～
10/19(月)→Ｈ27.12月分
11/16(月)→H28. 1月分
会場：南中野区民活動センター 洋室1・2号

団体登録証をお持ちください

中野のホシ☆になろう=第2回中野区検定
＊ 詳細は区報(9/20号)掲載
日時：11月22日(日)午前10時～11時
場所：中野区産業振興センター(中野区中野2-13-14)
資格：小学校5年生以上の中野区に関心のある人
受験料：必要※一般/小中学生/20歳未満/学生の4区分

【問】中野区教育振興会℡03-3228-5544

