
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7日㈯午前11時～午後4時

午前9時～　（雨天順延日10/22㈰）

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8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、餅つき、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（300食）

10月15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7日(土)・8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、

7日㈯のみ：お汁粉販売等、お茶会、健康・福祉相談ｺｰﾅｰ
8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

10月8日(日) 正午～１５時

会場：栄町公園(下図②）

○模擬店・縁日

ーおねがいー

10月7日(土)

自転車やお車でのご来場は
ご遠慮願います

10月8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7日㈯8日㈰午前10時～午後4時

会場：南中野区民活動センター3階多目的室(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階多目的室(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で、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(日) 午前10時00分～

10月7日(土)・8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



邦画・洋画
①未就学児向け 日時 ：
②小学生向け 午前10時～12時
日時：10/7㈯午前9時～12時30分 ※有料のコーナーガあります。

※詳しくは、ポスター、チラシをご覧くだ シニアのために開発されたエアロビクス
さい。 （ﾀﾞｲﾔﾋﾞｯｸ）を楽しむ教室

会場：中野区特別支援学校　校庭 日時 ： 10/28㈯　午前11時～午後2時30分 日時 ： 10/4㈬　10/18㈬　
対象：①地域にお住まいの未就学児とその （一部3時までのコーナーあり） 11/1㈬　11/15㈬
　　　保護者 ※雨天実施 午後1時30分～2時30分
　　 　②地域にお住いの小学生 会場：南中野児童館・弥生福祉作業所 ‼

対象：乳幼児から大人まで、どなたでも。 さまざまな伝承遊びを通して手先を使い
　　　　5時） してください。 申込：当日会場へお越しください。 老化防止をめざしましょう

※自転車に乗ってこないでください。 日時 ： 毎月第2火曜日
（月により変更があります）

ポニーとあそぼう 午前10時～12時
日時 ： 10/4㈬11/1㈬

午前11時20分～12時 tel：3384－2295　fax：3384－2309 講師の指導で歌にあわせての体操、
会場 ： 中野みなみ保育園　園庭 脳トレ、ゲーム等
対象 ： 未就学児とその保護者 地域の「しんやまの家」の方が、こま・ まずは参加おまちしています

めんこ・けん玉を教えにきてくれます。 日時 ： 毎月第2、第3、第4水曜日
　　　　5時） してください。 簡単な技から、難しい技まで 第5水曜日

みんなでチャレンジしてみよう！ 午前10時～12時
初めての子も、得意な子も一緒に遊びま
しょう！ 対象 ： 60歳以上の方
日時：11/15㈬　午後3時～ 会場 ： 南部高齢者会館　２階
会場：キッズ・プラザ新山 申込 ： 直接会館にいらしてください
対象：小学生
申込：直接会場にいらしてください。

加していただける競技もあります。
日時：10月7日㈯　
　　　午前9時15分～12時（予定）
会場：弥生公園（晴れの時のみ） シナプソロジーで脳活！
対象：0才～就学前のお友だちとそのご家族 心も楽しくなります！
申込：直接弥生公園にお越しください。 加齢などで筋肉量が低下すると全身の筋力・ 日時 ： 10/20㈮

身体の機能が低下し、介護が必要となる恐れ 午前10時～11時半
弥生保育園の幼児クラスの子どもたちがお があります。測定と保健師による相談を行い
店屋さんや劇場の人になり遊びます。 ますので、ご参加ください。 心も身体も軽くなります！
一緒に楽しみませんか？ 日時：10/25㈬午後1時～3時 日時 ： 10/13㈮　10/27㈮
日時：11月16日㈭　 会場：高齢者会館しんやまの家 11/1㈬　11/24㈮
　　　午前10時～11時 対象：60歳以上の方 午前10時～11時30分
会場：弥生保育園 申込：当日お越しください。
対象：0才～就学前のお友だち、妊婦さん 　　　参加無料です。 健康で心身はつらつストレッチ
申込：お電話でご確認ください。 日時 ： 10/2㈪　11/6㈪

午前10時～11時30分

tel：3380－2661　 fax：3380－2662 椅子にかけてやさしい体操
日時 ： 10/18㈬　11/15㈬

テーマ毎に年齢別の「本のおたのしみ袋」 午前10時～11時30分
地域の子どもたちと大人たちが一緒に作り をご用意します。
あげる楽しいおまつりです。 日時 ： 10/14㈯～15㈰午前9時～午後8時 楽しく歌って音楽セラピー
今年は「みんなわくわく南台小学校に全員 会場 ： 1階児童新刊コーナー前 日時 ： 10/16㈪　10/23㈪　

集合！楽しいぞ～！」というタイトルで、 対象 ： 小学校高学年まで 11/13㈪　11/27㈪

会場を南台小学校に移して実施します。 申込 ： 直接会場へお越しください。 午前10時～12時
詳しくは、じどうかんだより11月号を
ご覧ください。 素敵な作品を作りましょう
日時：11月25日㈯　 日時 ： 10/13㈮　10/27㈮

11/10㈮　11/24㈮
対象：子どもから大人まで 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 ： 直接当館へお越しください。

☆１２月２３日（土）１３時３０分～入場無料：直接会場へお越しください

主催：南中野区民活動センター運営委員会

南台
3-26-18

キッズ・プラザ新山 南台
4-4-1

Xmasコンサート
武蔵野音楽大学卒音楽家による演奏

南台
5-27-24

tel：3381－4261　fax：3381－4261

今年も楽しいお店やコーナーがいっぱいあ

南部高齢者会館

tel：3382－1687　fax：3382－1695

タウンニュースみなみ中野　第37号・平成29年（2017年）10月号　平成29年10月1日発行

情報期間:平成29年10月1日～平成29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

ります。お楽しみに！

地域向けの競技（テーマ未定）
10/4㈬　11/1㈬　

　　　午前11時30分～午後3時（予定）

（地域競技の集合時間午前11時15分）
①②ともに同じ時間集合

申込：前日までに電話で予約（午前9時～午後　

tel：3382－7399　fax：3382－7472

南台
4-25-1しんやまの家

tel：3229－8175　 fax：3229－8175

南台図書館

南中野地域包括支援ｾﾝﾀｰ
弥生町

5-11-26

tel：5340－7885　fax：5340－7886

tel：3384－5941　fax：3384－0862

teｌ：3381－0213　fax：3381－0672

園で運動会をいたします。地域の親子の参
弥生保育園の2～5才の子どもたちが弥生公

南台
5-15-3みなみ児童館

弥生保育園 弥生町
5-4-8

　　　当日会場で受付も可能です。

申込　：  前日までに電話で予約（午前9時～午後　

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18日㈪→2月分

1月15日㈪→3月分

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

※団体登録証をお持ちください

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F8QCqSNr&id=803B78C7CEE729336609C042BB707FF5B1091132&thid=OIP.F8QCqSNrgkjQqAHuq5cd_gEsDi&q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%8810%e6%9c%88&simid=608026031973795240&selectedIndex=44
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F8QCqSNr&id=803B78C7CEE729336609C042BB707FF5B1091132&thid=OIP.F8QCqSNrgkjQqAHuq5cd_gEsDi&q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%8810%e6%9c%88&simid=608026031973795240&selectedIndex=44
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