
ハンドメイド品、子ども服
着物生地リメイク品、衣類
せともの、靴、雑貨など

10月6日㈯7日㈰午前10時～午後4時

午前9時～　<雨天順延日10/21㈰>

下手でいい、下手がいいと
絵手紙を楽しくやりませんか。

午前10時～午後3時

○フリーマーケット

10月7日（日）

午前10時～午後3時

ちびっこ広場：手作り/ゲームｺｰﾅｰ、モンキーブリッジ、おはやし演奏
縁日：焼きそば・綿あめ・ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ、かき氷、防災訓練､豚汁無料ｻｰﾋﾞｽ（200食）

10月14日（日）

午前10時～午後4時 ○「ゆめなりあ」事業PR

○総合作品展

10月6日(土)・7日(日)の地区まつり見学に
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（送迎を含みます）

【問】℡3372-1811

吹奏楽、和太鼓、大正琴、
クラシックバレエ、マンドリン
フラダンス、手話ダンス

○みんなで楽しむコンサート♪

○催しと物品販売

ﾚﾀｰｾｯﾄ・石けん・枕カバー等販売、
喫茶、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾅｰPR、町会PR、

6日㈯のみ：軽食販売等、お茶会、健康・福祉相談ｺｰﾅｰ
7日㈰のみ：自主生産品（ｶｰﾄﾞｹｰｽ・刺子ふきん、ﾄﾚｰ等）販売

写真、歴史資料、ごてんまり、押し花、絵手紙
折り紙、シャドウボックス、パソコン作品、いけ花

南中野地区の園児・児童・生徒の作品も
展示しています<9月28日(金)～10月14(日)>

10月7日(日) 正午～午後3時

会場：栄町公園(下図②）

○模擬店・縁日

ーおねがいー

10月6日(土)

自転車やお車でのご来場は
ご遠慮願います

10月7日（日）

【問】南中野区民活動センター運営委員会事務局　℡：3382-1635
主催：南中野地区まつり実行委員会

―車椅子介助が必要な方―

やってみませんか
コーナー

会場：南中野区民活動センター

2階(下図①）

✰南中野絵手紙の会 ✰紙千代倶楽部
10月6日㈯7日㈰午前10時～午後4時

会場：南中野区民活動センター3階多目的ホール下図①）

会場：ゆめなりあ1階(下図①）

会場：南中野区民活動センター3階多目的ホール(下図①）

会場：南台小学校校庭(下図③）

○大運動会 南中野地区町会対抗

発色のきれいな折り紙３枚で作る
くす玉（初心者、上級者向け）に挑戦！

玉入れ、綱引き、棒引き、騎馬戦、大なわとび、
ヨットレース等いろいろな競技が盛りだくさん!

10月１日(月) 午前10時～午後3時30分

10月6日(土)・7日(日) 午前10時～午後4時

民謡、踊り、唄、フラダンス、
フォークダンス

○南部演芸発表会

会場：南中野区民活動センター
　　　3階多目的ホール(下図①）

会場：南中野区民活動センター
　　　２階（下図①）
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①南中野区民活動ｾﾝﾀｰ

②栄町公園

③南台小学校

① ②

③

みんなで行こうよ！

方南通り



ポニーとあそぼう（えさやりなど、ふれあい） 邦画・洋画をたのしみます。

日時 ： 10/3㈬　11/7㈬ 今年も楽しいお店やコーナーがいっぱいあります。 日時 ： 10/3㈬　11/7㈬
午前11時15分～12時 お楽しみに！ 午前10時～12時

会場  ：  中野みなみ保育園 園庭 ※有料のコーナーがあります。

対象 : 未就学児とその保護者 ※詳しくは、ポスター、チラシをご覧ください。 シニアのためのエアロビクスを楽しむ教室。

申込　：電話で事前予約 日時：10/27㈯ 日時 ： 10/3㈬　10/17㈬　
運動会（地域種目に参加） 　　　午前11時～午後2時30分 11/7㈬　11/21㈬
日時 ： 10/6㈯（雨の場合10/7㈰へ延期） 　　　（一部3時までのコーナーあり） 午後1時30分～2時30分
会場  ： 中野特別支援学校　校庭　 　　　※雨天実施
対象 : 未就学児とその保護者 会場：南中野児童館・弥生福祉作業所 さまざまな伝承遊びを通して手先を使い

申込　：前日までに電話で予約してください 対象：乳幼児から大人まで、どなたでも。 老化防止をめざしましょう。

当日参加も可能です 申込：当日会場へお越しください。 日時 ： 10/23㈫　11/27㈫　
　　　※自転車に乗ってこないでください。 午前10時～12時

離乳食の作り方と与え方
日時 ： 11/7㈬　午前10時20分～11時15分　 音楽健康指導士がカラオケ機器を活用した

会場 ： 中野みなみ保育園　ホール 健康教室です。

対象 ： 未就学児とその保護者 スタートしていますが、空きがございます。

申込  ：  前日までに電話で予約してください 参加ご希望の方はお電話にて、お問い合わせ
ください。

地域の子どもから大人までがみんなで楽しむ 日時 ： 10/10㈬　10/17㈬　
毎年恒例のおまつりです。 10/24㈬　10/31㈬
おいしい食べものや楽しいお店やだしものなど 11/14㈬　11/21㈬　11/28㈬

公園で保育園の子どもたちや保育士と一緒に もりだくさんです。 午前10時～12時
遊びませんか。 日時：11/17㈯　
保育園見学、子育て相談もお受けしています。 　　　午前11時30分～午後3時（予定）
下記の日程です。 会場：南台小学校
火曜日…０,1才　 対象：子どもから大人まで
水曜日…２,３才児 申込：詳しくはじどうかんだより11月号を 柔道整復師の先生による実技と講話

木曜日…４,５歳児が遊んでいますが、 　　　ご覧ください。 日時 ： 11/16㈮　午後２時～　
どの年齢でも遊びに来ていただいて大丈夫
です。お待ちしています。 南台図書館からスタッフが絵本をもってきて 心も身体も軽くなります！

日時：10/9㈫　10/17㈬　10/25㈭ くれて、乳幼児向けの絵本を紹介してくれ 日時 ： 10/12㈮　10/26㈮　
　　　11/6㈫　11/14㈬　11/22㈭ ます。 　　　　　　11/2㈮　11/16㈮
　　　午前9時45分～10時30分 日時：10/23㈫　午前11時15分～12時　 午前10時～11時30分
会場：弥生公園 会場：みなみ児童館１Ｆホール
対象：０歳児～５歳児の親子及び妊婦さん 対象：乳幼児親子 健康で心身はつらつストレッチ

申込：直接、弥生公園にお越しください。 申込：当日直接お越しください。 日時 ： 10/1㈪　11/5㈪
午前10時～11時30分

保育園の子どもたちの手作りイベントに参加
しませんか？楽しいショーやお店もでるかも 椅子にかけてやさしい体操
しれません。 日時 ： 10/17㈬　11/21㈬
同じくらいの年齢のお子さんともふれあえます。 地域の《しんやまの家》の昔あそび名人の方が 午前10時～11時30分
ぜひ、遊びに来てください。 【コマ・けん玉・めんこ】の遊び方を教えて

日時：11/15㈭　午前10時～10時45分 くれます。みんなで一緒にあそびましょう！ 楽しく歌って音楽セラピー

会場：弥生保育園 日時：11/14㈬　午後3時15分～4時15分 日時 ： 10/15㈪　10/29㈪　
対象：０歳児～５歳児の親子及び妊婦さん 会場：キッズ・プラザ新山　 11/12㈪　11/26㈪
申込：電話で事前予約 対象：小学生 午前10時～12時
　　　また、当日でも受付できます。 申込：申込はありません。

素敵な作品を作りましょう

日時 ： 10/12㈮　10/26㈮　
　　 11/9㈮　11/30㈮

午後1時30分～3時30分

ポニー２頭へえさやり等をします。 痛みなし！すぐ測れます！ ✧上記の会場の申込は下記のとおりです
日時：10/2㈫　11/6㈫　午前１１時～　 血管の老化度を測って健康に役立てましょう！ 会場 ： しんやまの家
会場：南台保育園 日時：10/31㈬　午後1時～3時 対象 ： ６０歳以上どなたでも
対象：地域の子育て親子 会場：しんやまの家 申込 ： 直接会場へお越しください。
申込：電話で予約してください。 対象：65才以上の方どなたでも

申込：不要です。
　　　直接会場にいらしてください。

参加費100円、運動教室のあとお茶会もあります。 テーマ毎に年齢別の「本のおたのしみ袋」を
お手伝い、講師の方も募集中！ ご用意‼無くなり次第終了となります。

日時：毎月第三水曜日　午後2時～4時 日時：10/6㈯～10/10㈬
会場：コーシャハイム中野弥生町 　　　午前9時～午後8時
対象：65才以上の方どなたでも 会場：1階児童新刊コーナー前
申込：不要です。 対象：小学校高学年まで
　　　直接会場にいらしてください。 申込 ： 申込は不要です。

南台図書館 南台
3-26-18

tel：3229-8175　fax：3229-8175

tel：3380-2661　fax：3380-2662

南中野地域包括支援ｾﾝﾀｰ 弥生町
5-11-26

tel：3384－2295　fax：3384－2309

キッズ・プラザ新山 南台
4-4-1

tel：5340－7885　fax：5340－7886tel：3384－0906　fax：3384－0662

弥生町
6-2-17南台保育園

tel：3384－5941　fax：3384－0862

teｌ：3381－0213　fax：3381－0672

弥生町
5-4-8弥生保育園

みなみ児童館 南台
5-15-3

tel：3382－7399　fax：3382－7472

南台
5-27-24

tel：3381－4261　fax：3381－4261　tel：3382－1687　fax：3382－1695

タウンニュースみなみ中野　第43号・平成30年（2018年）10月号　平成30年10月1日発行

情報期間:平成30年10月1日～平成30年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 南中野児童館 弥生町

4-36-15 南部高齢者会館

しんやまの家 南台
4-25-1

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

✧１２月使用分 ⇒１０月１５日（月）

✧ １月使用分 ⇒１１月１９日（月）

地元団体：午前9時～

一般団体：午前11時～

会場：南中野区民活動センター洋室１・2号


