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思えば、初夏には潮干狩りに夢中になり、夏は早起きしてラジオ体操、暮れの餅
つき大会ではつきたてのお餅と豚汁に舌鼓、コロナの前までは大人も子どもも一
緒になって楽しんだあの笑顔や歓声が懐かしく蘇ります。
それが昨年は、2月から新型コロナ感染症の拡大で、学校は休校、鷺宮地区ま
つりをはじめ、各地のイベント事業は次々と中止になり、町会活動も集会や諸行事
が中止の決定を余儀なくされました。
それでも、町会に必要な協議会やパトロール活動は、感染症対策に細心の配慮
をして何とか続けました。歳末のパトロールも直前まで実行するか中止にするかを
迷いましたが、巡回時間を例年の半分に短縮して実施し、住民の方からは多くの
励ましとあたたかいお言葉をいただきました。
これからも、私たち若宮一丁目町会は、このコロナ禍を、皆の笑顔と絆で乗り越
えたいと思います。

若宮一丁目町会・会長 ： 西村多津子
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特集：鷺宮区民活動センター運営委員会と地域団体とのかかわりあい
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●鷺宮図書館 鷺宮３-２２-５

電 話：03-３３３７-１０４４
Ｆ Ａ Ｘ：03-３３３７-７３９７

休館日のお知らせ
5月13日(木）・28日(金)・

6月10日(木)・25日(金)・7月8日(木)

●鷺宮地域包括支援センター
若宮３-５８-１０

電話：03-３３１０-２５５３
FAX：03-３３１０-１１７２

認知症サポーター養成講座

5月25日(火)午後2時～3時半
6月21日(月)午後２時～３時半

会場：しらさぎ桜苑 ３F
中野区白鷺1－14－8

申し込み：祐本 ０３(３３１０)２５５３

※各施設の休館情報、各種催しの情報は
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
随時更新されています。
詳細は直接各施設へお問合せください。

詳しくは児童館のおたよりをご覧ください

西中野児童館 白鷺３-１５-５

TEL:03-3339-9826
FAX:03-3339-9825

行事名：おはなしのへや
開 催：毎月第３水曜日
内 容：絵本紙芝居などのよみきかせ
対 象：小学生 （参加費なし）
定 員：当日先着１５人まで

行事名：卓球タイム
開 催：毎月第４土曜日
内 容：卓球の練習
対 象：小学生（参加費なし・定員なし）

鷺宮児童館 鷺宮３-４０-１３

TEL:03-3337-8430
FAX:03-3337-8429

行事名：おりがみいろいろ
日 時：5月19日(水)・6月９日(水)

午後3時15分～４時
内 容：よつばおりがみの会の皆さんが、

季節のおりがみを教えてくれます。

行事名：おはなしクレヨン
日 時：５月２６日（水）６月２３日（水）

午後４時～４時半
内 容：ぐるんぱの会の皆さんのたのしい

絵本の世界です。
対 象：小学生以上

行事名：ハンドベルであそぼう
日 時：５月２８日（金）午後４時～４時半
内 容：ハンドベル部の皆さんが、たのしく

ハンドベルを教えてくれます。
対 象：小学生以上
募 集：５月７日（金）から受け付けます。
定 員：先着１５名

● お世話になりました ●

鷺宮区民活動センター
アウトリーチ推進担当係長

中島 勝子(退職)

鷺宮区民活動センター・主事
髙塚 鮎美(障害福祉課へ)

鷺宮地域事務所・所長
田中 文男（退職）

鷺宮図書館・館長

磯村 彩 （上高田図書館へ）

鷺宮小学校・校長
武智 直貴（平和の森小校長へ）

西中野小学校・校長
岡本 賢二（江古田小校長へ)

第八中学校・校長
竹之内 勝（南中野中校長へ）

第八中学校・副校長
河村 明彦（退職）

● よろしくお願いいたします ●

鷺宮区民活動センター
アウトリーチ推進担当係長

猪口 実那子(介護・高齢者支援課より）

鷺宮区民活動センター
中村 優美（生活援護課より）

鷺宮地域事務所・所長
荒船 正治(育成活動推進課より）

鷺宮図書館・館長 石原 祐子
（浜松市立南陽図書館より）

鷺宮小学校・校長
高橋 俊之（桃花小より）

西中野小学校・校長
高橋 明(立川市立第八小より)

明和中学校・校長
熊谷 恵子（第四中より）

明和中学校・副校長
三保谷 浩貴（中野東中より）

中村です！
何かござい
ましたらお
気軽にお越
しください！

猪口です！
鷺宮で
みなさんに
お会い出来て
とても

うれしいです！

4月7日（水曜日）晴れの日

中野区立明和中学校の第1回入学式が行われました

165名の新入生が、夢と希望を胸に新たな第一歩を踏み出します

太陽の光を受けてまぶしいくらいに輝いていた新しい校旗

みんなで聞く初めての校歌

これからも地域の子どもたちの成長を見守っていきましょう

第45回 鷺宮地区まつり
企画・運営に参加しませんか？

鷺宮地区まつりは地域のお祭りです。
良いアイデアやお手伝いを募集しています ！
ぜひ、鷺宮区民活動センター運営委員会
（1面参照）までご連絡ください！



✚
● 鷺宮区民活動センター運営委員会

鷺宮区民活動センター運営委員会は今年で10周年を迎え、「地域住民による地域自治の
活動の拠点として、地域の課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ主体的な取り組みを
する事」を目的として、活動しています。資金は中野区からの委託金で運営しています。
鷺宮区民活動センター運営委員会は次の業務を行います。

(１)地域事業の実施に関すること
(２)地域の自治活動および公益活動の援助に関すること
(３)地域広報に関すること
(4)地域団体の活動等地域情報の収集や情報提供

また事業部会・広報部会と2つの部会を設置しています。
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● 青少年育成鷺宮地区委員会

子どもたちの健全育成を目的とし、鷺宮地域内の子どもに関
係する団体や住民が連帯協力して結成された連合組織です。
鷺宮地区委員会では、芋ほりハイキング・花火大会・ソフトボー
ル大会・サッカー教室・広報誌「若さぎ」の発行・子ども安全環
境マップの発行・地域パトロールなどを行っています。

● 小中学校ＰＴＡ

学校再編計画により、鷺宮地区のPTAは令和7年度以降は
鷺宮小と西中野小の統合新校の小学校PTA１団体・明和中
学校PTA1団体、合計2団体のみとなりますが、鷺宮地域から
多くの子どもたちが通っている美鳩小学校や武蔵台小学校、
北中野中学校にもイベントのお誘いや活動のお誘いなどを行
っています。

●鷺宮地区友愛クラブ連合会

「友愛クラブ」は地域の老人クラブ
の愛称で、おおむね60歳以上の
方が加入できます。手芸、カラオケ
グラウンドゴルフ、輪投げなど趣味
を活かした活動や清掃活動、防犯
パトロールなど地域に役立つこと
をしながら、生活を豊かで明るい
ものにすることを目的に活動して
います。

● 保護司会 鷺宮・上鷺宮分区

保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公
務員（実質的に民間のボランティア）です。

● 町会・自治会

町会・自治会は、それぞれの地域に住んでいる人々に
よってつくられた地縁に基づく住民自治組織です。
掲示板や回覧板で地域の様々な情報を交換したり、
防犯・防災活動や古紙等の集団回収、子ども会やお
祭りなど日々住みよい町づくりに取り組んでいます。
鷺宮地域には、町会・自治会が15団体あります。

● 防災会

地域防災住民組織である「防災会」は、町会・自治会
をベースに、鷺宮地域には１６組織あり、地域の防災
力向上を目的とした自主防災組織です。
防災会の会員は、年齢・性別・国籍を問わず、区内に
お住まいの皆さま一人ひとりになります。
いざという時には、防災会のみなさんによる組織的な
行動が地域社会を守ります。

● 鷺宮すこやか福祉センター

鷺宮・大和・上鷺宮地域の各種福祉サービスを提供する中野区の施設です。子育て、保健・福祉の地
域拠点として、相談・支援のほか各種事業やサービスの提供を行います。

●鷺宮地区まつり実行委員会

今年で45回目となる鷺宮地区まつり、
「あい・あい」でおなじみの地域のお祭りです。
ここでご紹介している団体さんの主催だと思っ
ている方が意外と多いのですが、地域の有志が
集まって自主的に企画運営しています。

目的
誰もが気楽に参加し、交流と連帯の場となるよ
うに鷺宮地区まつりを実行する

資金
町会・商店街・会社など地域の協賛金と中野区
の助成金で運営

構成メンバー
鷺宮地域在住・在勤・在学者等で組織

● 商店街

町をにぎやかに活性
化してくれる商店街、
「鷺宮商明会」 「都
立家政商店街振興
組合」と2つの商店
街から鷺宮区民活
動センター運営委員
会メンバーになって
いただいています。

●事業部会

講演会やフォトコンテスト
など様々なイベントを
企画運営しています。

●広報部会

年に5回の広報誌
「鷺宮地域ニュース」
を発行しています。

●地域支援活動

各団体主催のイベント
協力、行政との取次、
情報提供など。

● 鷺宮地区民生児童委員協議会

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣
から委嘱された区民のみなさんの暮らし
を支援するためのボランティアです。 地
域の実情に精通した方々が、生活上の問
題、高齢者・障がい者福祉等に関する問
題についての相談・支援活動を行ってい
ます。
また、児童福祉法による児童委員も兼ね
児童福祉に関する相談にも応じており、
乳児から高齢者まで生活全般にわたる
相談相手となっています。
一部の児童委員は児童に関することを
専門的に担当する「主任児童委員」の指
名を受けています。

● 鷺宮区民活動センター

地域で活動している非営利の団体の
集まりや会議、各種の文化的な活動を
行う場を提供します。
具体的には、集会室の貸し出し、アウトリ
ーチ・地域の支えあいなど行います。

１F 鷺宮地域事務所

証明書発行など区の窓口業務を行っています。

４F～６F 図書館

事務局

鷺宮区民活動センター運営委員
会が事務局員を雇用しています。

構成員として
参加

構成員として
参加

構成員
として
参加

構成員として
参加

構成員として
参加

構成員として
参加

構成員
として
参加

構成員
として
参加

雇用

●あい・あいフェスティバル

作品展・模擬店・子ども広場・イベントなどを
開催。
オープニングも華やかに演出しています！

●あい・あい運動会

小学校を会場に、借り物競争・パン食い競争・
綱引き・障害物競走・耐久縄跳び・リレーなど
その場ですぐに誰もが参加できる競技を行っ
ています。
最後の抽選会もみなさんのお楽しみ！

鷺宮区民活動センター・地域事務所・図書館

鷺宮地域とは、主として
鷺宮・白鷺・若宮・大和町の一部・
野方の一部です。

その他、児童館・高齢者会館などの施設やたくさんの地域団体と一緒に、情報交換をし、協力し合い、より良い街となるように活動しています！

３F 集会室

２F 運営委員会事務局・集会室

１F 集会室貸出窓口・事務室

● 赤十字奉仕団鷺宮分団

赤十字奉仕団は、赤十字の人
道的使命に賛同し、奉仕団活
動を実践する人々で結成され
たボランティア組織です。
鷺宮分団では、サバイバルクッ
キングを主催したり、献血活動
支援、炊き出し訓練、避難所開
設訓練への積極的な参加、医
療従事者へのビニールエプロ
ンの作成などの活動を行って
います。


