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今年度開校した明和中学校は、生徒数464人という中野区でも一番のマンモス校となり
ました。統合により学校全体が荒れたりしないか、大人数の中で馴染めるか等、不安も少な
くはありませんでした。更に統合当初からの緊急事態宣言により、通常の学校生活もままな
らない状況でのスタートでしたが、そのような中でも、子供たちは新しい友達との交流や部
活動を通して、どのクラスも落ち着いた学校生活を送っているようです。
また、通学の際には、大人でも踏ん張らないと持ち上がらないほどの重いリュックを背負い、
ゲストティーチャーによる授業

30分程歩いて登下校する子供もいます。「高校に進学すれば、さらに遠くなることもあり得る
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題 字 ： 長 谷 川 昴 氏

≪鷺宮地域ニュース 編集・発行≫ 鷺宮区民活動センター運営委員会
鷺宮地域とは、鷺宮・白鷺・若宮・
大和町の一部・野方町の一部です

〒165-0032 中野区鷺宮３－２２－５
電話：03-3330-4127 FAX：03-3330-4131
E-mail:nakano_saginomiya@nifty.com http://www.nakano-saginomiya.gr.jp

のだから、体力作りだよ」と言い聞かせ、子供たちも徐々に慣れてきたとはいえ、背中を丸め
て歩く子供たちを見ると、ちゃんと周りが見えているかな？と心配になることもあります。また、
下校時刻が暗い時間帯になることも多いので、危険な場面が無いよう、家庭でも注意を払

● 若宮高齢者会館

● 鷺宮図書館

鷺宮３-２２-５

TEL:03-3337-1044 FAX:03-3337-7397
休館日
1/13(木)・1/28(金)
2/10(木)・2/25(金)
3/10(木)・3/25(金)

所得税の確定申告について
中野税務署 TEL:03-3387-8111(代)
☆自動音声で案内しています

国税庁ホームページ内「確定申告書
等作成コーナー」をご利用ください。
申告書作成のアドバイスが必要な方
は次の会場へ

若宮３-５４-７

乳幼児親子対象の行事のご案内です
【絵本講座】
日時：1月20日(木)午前11時～

妙正寺川と黄色い電車の西武線

子どもたちが
鷺小伝統の音読を
しています

を挟んで今と昔の鷺宮の風景

鷺宮図書館のスタッフによる絵本講座で
す。絵本の選び方や楽しみ方､ 色々な絵
本の紹介をしてくれます。

鷺宮児童館

鷺宮３-４０-１３

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

TEL:03-3339-9826 FAX:03-3339-9825
【おはなしクレヨン】
【おもちゃの病院】
日時：1月26日(水)・2月16日(水)
日時:2月5日(土)
午後1時30分～3時３０分

対象：どなたでも（中野区民優先）
参加費・定員：なし
おもちゃドクターが壊れたおもちゃを
直してくれます。詳細は児童館のおた
よりをご覧ください。

午後４時～４時３０分

対象：小学生以上
ぐるんぱの会の皆さんのたのしい絵本
の世界です。

【ハンドベルであそぼう】
日時:1月28日(金)午後４時～４時３０分
対象：小学生以上

紙粘土を使ったオリジナルだるま作り

スポーツイベントでボッチャを行います。
※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。

※記事を載せたい方はご連絡ください。ご相談に応じます。
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【学校であそぼう】鷺宮小学校校庭
日時:2月9日(水)
午後2時３０分～3時30分

対象：小学生以上 受付：当日学校で
雨天中止です。
【地域ニュースの次回発行は３月１0日です】

１

髙橋 俊之

【VSキッズ！】ボッチャ
日時：1月28日(金) 午後2時～4時

鳥のお話です。

出会い

キッズプラザ美鳩 大和町４-２６-５ ハンドベル部の皆さんが、たのしくハ
TEL:03-3330-5921 FAX:03-3330-5922 ンドベルを教えてくれます。
【わくわくいきもの教室】
【わくわく工作】新年だるまつくり
日時:2月2日(水) 午後３時３０分～４時
日時：1月18 (火)～21日(金)
美日鳩小授業終了後～より 対象:小学生以上 定員：先着10名

鷺宮小学校 第三十八代校長

☆会場では、当日の「入場整理券」
を配付します。また、オンラインによ
る事前発行を行います。入場整理
券の配付状況によっては、受付を
早く締め切る場合があります。
☆申告書等の提出のみの場合は、中
野税務署宛に郵送してください。

白鷺３-１５-５

若宮児童館

TEL:03-3330-7899 FAX:03-3330-7860

令和三年十一月二十日。開校百
四十周年記念式典・祝賀会の日。
着任して七ヶ月で、この日を迎え
ました。式典の日を迎えるまでに、
たくさんの出会いがあり、鷺宮小
の歴史と伝統ある活動についてお
話をうかがい、関係の皆様の学校
を思う気持ちに触れました。式典・
祝賀会の準備でたくさんの人々と
出会えたことをとてもうれしく思
いました。
周年と聞いて私の脳裏に浮かぶ
のは、平成十八年十一月十六日、
啓明小学校に副校長として着任し
た日です。この日は啓明小学校開
校八十周年記念式典を十日後に控
えた日でした。この時も、学校を
支援してくださるたくさんの人々
との出会いがありました。式典
祝賀会だけでなく、誘われるまま
にパパバレーの合同練習会にも参
加しました。校長になってからも
小Ｐ連会長会、ＰＴＡのブロック
研修後の懇親会など、中野区で管
理職になり、たくさんの出会いを
経験し、出会った人に支えられて
きました。
鷺宮小に来て、人との「出会い」
っていいなぁと改めて思いました。
今までの出会いに感謝！ そして
新たな出会いを楽しみに、鷺宮小
の歴史を刻みます。

会場 新宿住友ホール
（新宿区西新宿２－６－１ 新宿
住友ビルＢ１Ｆ）
日時 2月16日(水)～3月15日(火)
平日午前8時30分～午後4時
(午前9時15分相談開始)

TEL＆FAX:03-3338-2222
若宮高齢者会館・若宮寿会 共催事業
【医師に聞く・健康長寿の心得】
内 容:中野区医師会 会長
渡邉仁先生の講話
日 時：1月27日(木)
午後1時30分～2時30分
対 象：中野区在住65歳以上の男女
参加費：無料
定 員：40名
申し込みはお電話ください

西中野児童館

鷺宮小学校開校１４０周年記念壁画プロジェクトは、鷺宮小学校の歴史と伝統を壁画にして思い出として残そうという
活動です。デザインには、地域の方・卒業生・在校生の思いが込められています。在校生は、お気に入りの詩を一つ選ん
で、心に浮かんできたイメージをデザイン化し、ひとりひとりが好きな色を一つ選んで描いた絵が壁面を彩ります。

大和町４－５１－１１

･

防災訓練

っておりますが、地域の皆様の温かい見守りを、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
明和中学校PTA
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鷺宮小学校伝統の音読活動
明治13年12月25日に、福蔵院を仮校舎として、当時の家塾（篠正元氏宅）を合わせて、名称「雙鷺（そうろ）小学校」と
して開校して以来、今年度で開校141周年となる鷺宮小学校です。これまでに9,334名の卒業生を輩出し、現在中野区
の中で一番歴史のある小学校となっています。

鷺宮小学校の伝統である音読活動。昭和61年に手作りの音読集
「草ぶえ」から始まり、「心を育てる」をテーマに現在まで受け継が
れています。平成19年からは白鷺音読の会の方々に暗唱を聞いて
いただくようになり、地域交流の場ともなっています。

明治１3年（１８８０年）

明治19年（１８８6年）

明治２１年（１８８８年）

明治３６年（１９０３年）

昭和５年（１９３０年）

昭和16年（１９41年）

昭和18年（１９43年）

昭和22年（１９4７年）

平成１２年（２０００年）

平成20年（２００8年）

平成22年（２０10年）

令和2年（２０２０年）

福蔵院を仮校舎として
「雙鷺（そうろ）小学校」
として開校

江古田小学校と合併して
「江鷺（えさぎ）小学校」
となる

再び分かれて
「雙鷺（そうろ）小学校」
となる

「野方西尋常小学校」
となる

現在の位置に新校舎を移転
3月9日を開校日と決めた

「東京市鷺宮国民学校」
になる

「東京都鷺宮国民学校」
と改称

「中野区立鷺宮小学校」
と改称

第三代学校水車 完成

白鷺音読の会による
音読活動指導 開始

開校130周年

開校140周年

明治１３年（１880年）

明治17年（１８８4年）

初代校舎のイラスト

二代目校舎の様子

明治～大正時代の教科書

明治３６年（１９０３年）以降～ 昭和６年（１９31年）

昭和７年（１９３２年）

昭和９年（１９３４年）ごろ

昭和３５年（１９60年）～

集合写真

三代目校舎の様子

運動会の様子

木造校舎から鉄筋校舎へ

校歌と同時に生まれ
た校章。なでしこの花
を図案化

141周年を迎え、
4代目水車へと
生まれ変わる予定

第3回 発見！あなたの鷺宮フォトコンテスト写真展
11月20日（土）140周年記念式典が挙行されました。式典では厳かな雰囲気の中で、校長先生の式辞、来賓の方々（中
野区長、区議会議長、教育委員）の祝辞、在校生代表として参加した6年生によるお祝いの言葉、式典最後には校歌が流れ
ました。140周年を記念した壁画プロジェクトが10月に行われ、祝辞の中で、酒井区長がこの壁画についてふれられ「心が
絵に、絵が心に」と言った言葉が印象的でした。

140周年キャラクター
すいば～ど君

記念品贈呈

第38代 髙橋俊之校長先生の式辞

新型コロナウイルス感染
防止対策のため、この年
は航空写真撮影やカレン
ダー制作などを行った

130周年記念航空写真

運営委員会より

フォトコンテストではたくさんのご応募ありがとうございました！
鷺宮部門２３作品・自由部門１２作品・子ども３作品、合計3８作品のご応募をいただきました！
写真展では、大賞・運営委員会賞・最優秀賞・優秀賞を発表し、表彰式を行い、賞状と副賞をお渡ししました。

鷺宮部門・最優秀賞

自由部門・最優秀賞

「幻の西鷺宮駅と西武線」

「逆さぶら下がりデス！」

井上 昌子 さん

山本 徳太郎 さん

６年生 お祝いの言葉

式典の後には、実に和やかな雰囲気で祝賀会が開催されました。江戸時代末期から鷺宮に伝わる伝統ある鷺宮囃子から
始まり、さぎプー音頭では、鷺宮商明会のゆるキャラのさぎプーをはじめ、さぎプー帽子や浴衣を着た地域の方々、先生方、6
年生も歌い踊り大盛り上がりでした。その後、全校児童が鷺小を紹介する「鷺小のいい所ムービー」、「壁画プロジェクトムー
ビー」、６年生による鼓笛隊の演奏や記念歌「ともだち時間」の披露がありました。最後に歴代校長先生方（３０代ー３７代）
が壇上にあがられ、校歌を全員で歌い、万歳三唱で幕を終えました。

大賞
「七五三詣の後日談」
奥田 顕 さん

子供部門・最優秀賞

運営委員会賞
「びわとメジロ」
上野 忠男 さん

「おだやかな町」
光谷 駿杜 さん

第6回 鷺宮の今昔写真展 ～鷺宮小学校開校140周年記念展～
11月20日～23日、フォトコンテスト写真展と同時開催で今昔写真展を開催しました。
今回は鷺宮小学校140周年を記念して、鷺宮小学校の今昔写真や展示物をたくさん紹介しまし
た。鷺宮小学校の卒業生でもある細田さん（写真左）と髙橋さん（写真右）に写真の詳しい説明
や昔のお話などをしていただきました。来場者数が延べ400人を超え、鷺宮を愛するみなさんの
お気持ちがたくさん伝わった4日間でした！
鷺宮区民活動センター運営委員会10周年記念行事

さぎプー音頭をみんなで踊りました

くす玉でさらにお祝いムードアップ

6年生による鼓笛演奏

２

歴代校長先生との万歳三唱

伝えよう 残そう 私たちの鷺宮

あなたが作る 鷺宮かるた
読み札に続き、素敵な絵札がたくさん集まりました。
ご応募いただきありがとうございました。
鷺宮かるたの完成を楽しみにしていて下さい。
３

【く】の札「区民の活動まかせてよ
鷺宮区民活動センター」 で
ご応募いただいた絵札です！

く

