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地域ニュース

今年の上高田氷川神社のお祭りは、
９月１３日(土)～１４日(日)に行われます。
よいみや

町会の神輿が巡行します！
１３日(土)～１４日(日)は、一丁目から五丁目までの
だ し
五つの町会の大人神輿、子ども神輿、山車がそれぞれの
町会内を巡行します。

詳細は、町会の掲示板等でご確認ください。

上高田地区まつり

合同作品展

１１月１日(土)～２日(日)
１日(土)
２日(日)

会場：上高田区民活動センター

◆出展される方を大募集しています！
申込受付

中野区内には、有形、無形の文化財や記念物などが数多く残っています。
区内の文化財で特に重要なものを区指定文化財・区登録文化財として保護しています。
登録有形文化財とは「保存と活用が特に必要な物」のことを言います。
２０１４年３月 文化庁 有形文化財「登録有形文化財」に中野区で３件が選ばれ、その中で
上高田地区の「萬昌院功運寺（山門・鐘楼・庫裏）」と「細井家住宅主屋」の２件が登録されました。
概要を紹介いたします。

み こ し

１３日(土)は恒例の宵宮町会連合神輿奉納、夜の奉納
演芸とカラオケ大会、１４日(日)は１３時より「チビッ
子カラオケ大会」を実施いたします。
皆様の温かいご声援をお願いいたします。
お は や し
福引抽選、御囃子もお楽しみ下さい。

合同作品展
芸能フェステ
子どもまつり

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nakano-kamitakada.gr.jp

９月１９日(金)まで
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（１）萬昌院功運寺（山門・鐘楼・庫裏）
所在地：上高田四丁目
年 代：山門 大正３年(1914 年)・平成２２年震災構造含め改修
鐘楼 寛永２年(1749 年)頃・大正３年現在地に移築
庫裏 大正８年(1919 年)
評 価：山門 格式の高い高麗門で施工も上質です。
鐘楼 要所を豊かな彫刻で飾っています。
庫裏 丁寧な造作の近代和風建築です。

萬昌院功運寺の歴史

山 門

萬昌院功運寺は、道元禅師の教えをまもる曹洞宗のお寺です。
大本山は永平寺・總持寺です。昭和２３年までは久寶山萬昌院
と竜谷山功運寺という別々のお寺でした。
久寶山萬昌院は、戦国武将として有名な今川義元の子
今川長得が天正２年(1574 年）に佛照圓鑑禅師を招いて、
半蔵門の近くに開きました。
その後いくどか移転し、大正３年(1914 年）牛込より中野に
移りましたが、３年後の大正６年に本堂が焼失してしまいました。
竜谷山功運寺は、慶長３年(1598 年）に永井尚政が父尚勝・
祖父重元のために黙室芳誾禅師を招いて桜田門外に開いた
お寺です。尚勝・尚政の親子は徳川家康につかえて活躍した
大名です。現在地に移ったのは大正１１年（1922 年）です。
そ

う

じ

じ

鐘 楼

墓地にはさまざまな人のお墓があります。
有名なのは、萬昌院で守られてきた吉良上野介義央です。
忠臣蔵では、浅野内匠頭長矩に理不尽な仕打ちをした人物
とされていますが、実際は善政を行い人々から慕われた名君
でした。他に、旗本・水野重郎左衛門、浮世絵師・歌川豊国、
ど う う
南蛮外科医・栗崎道有、作家・林芙美子などがあります。
また、大岡越前守忠相などの人物とゆかりがあります。
き ら こ う ず の す け よ し ひ さ

あ さ の た く み の か み な が の り

子どもまつり

会場：上高田二丁目公園

◆フリーマーケットの出店者を募集します！
区画数
出店協力金
申込受付

５区画（1 区画 1.8m×1.8m）
１０００円
１０月１日(水) ９時～（先着順）

◆バザー用品の寄付をお願いします！

青少年育成上高田地区委員会として毎年バザー
を出店しています。ご自宅で不要となった品が
ありましたら、ご提供ください。
受付：１０月中旬予定
≪受付・問合せ≫
上高田区民活動センター運営委員会 事務局
TEL ３３８９-１３２５ （平日 8 時３０分～１７時）

おおおかえちぜんのかみただすけ

庫 裏

（２）細井家住宅主屋
所在地：上高田三丁目
年 代：安政４年（1857 年）・昭和１３年・昭和２９年改修
評 価：区内民家の古い例で、武蔵野の農家のたたずまいを残し、現在も居住しています。

当主よりお話を伺いました。
細井家は、上高田の農家の中でも江戸時代から続くとりわけ古い家柄で、現当主 細井淳一氏
で１７代目となる。周囲が宅地化する中、木立に囲まれ、戦前におけるこの地域の農家の屋敷構
えをよく残している。細井家の生業は農業で、かつては区内の他の農家同様、沢庵を作り出荷し
ていた。屋号は『桶屋』である。
細井家主屋は、安政４年（1857 年）より１６０年近くが経過しており、木造平屋で寄棟造り日本
瓦葺である。間取りは、東側に次の間・座敷の８畳２間があり、縁側が矩折（直角に曲がった形）
に廻っている。座敷と次の間の境には差し鴨居が入り、次の間と玄関の間には大黒柱があり、
大坂障子（障子部分が取り外し可能）で仕切られ、通風に工夫がされている。玄関より右手間
口方向の３間が当初の土間と考えられる。東向きに配され、敷地には納屋、井戸、稲荷社など
が残っており、関東大震災以前の東京近郊農家の遺構であり貴重である。
先祖代々が質素な生活スタイルを守り続け、いたずらに
華美に走らずにいたために家系が続いている。
な り わ い
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回収ボックスを設置しています！
“地球にやさしい社会”を目標に展開されている様々な活動の
ひとつ「リサイクル活動」。
限りある資源の有効活用と環境保護を目的に上高田区民活動
センター１階のロビー南側に回収ボックスを設置しています。
皆様のご協力をお願いいたします。

回収している物
ペットボトルのキャップ
使用済インクカートリッジ
使用済切手
書き損じはがき
ボタンリチウム電池

か も い

お お さ か し ょ う じ

祖母から言われ、守っていること。
・早寝早起きは三文の徳。
・日曜日もお日様が上がる頃までに雨戸を開ける。
・家の周りは清潔に清掃する。
・見栄や外見を華美にしない。
登録有形文化財に登録されたこともあり、
維持管理のご苦労をお話しされていました。

木造平屋寄棟造り かつては茅葺きだった

地域情報
上高田高齢者会館 TEL ３３８５-３３０７
第６回 会館まつり
１０/２(木)
第１部 １０時～１１時３０分
演芸大会

第２部 １２時３０分～１４時３０分
演芸大会＆ビンゴゲーム (景品あり)
どなたでも入場できます。
お弁当と焼きそばを販売します（各１６０円）
※９/２５(木)までに予約が必要です。

介護予防総合講座 （６回シリーズ）
第１回 １０/１０(金)
１３時３０分～１５時
対 象：６０歳以上の方
講 師：河野凉一先生
（東京都柔道整復師会 中野支部長）

テーマ：運動習慣の必要性
①ロコモティブシンドローム
②歩行・指導

上高田東高齢者会館 TEL ３２２８-７２２０
元気アップ教室（ 郷土料理シリーズ）
９/１６(火)

広島・山口編

１０/２１(火) 山形・秋田編
１０時～１２時
参加費：５００円 （食材費）

介護予防総合講座
９/２２(月)

１０時～１２時

食事と運動でコレステロール対策

上高田ふれあいの会
ふれあい食事会

いずれも電話予約が必要です。

まちなかサロン寺茶屋
９/２９(月) １４時～１６時
朗読を楽しみながらお茶を
「ゆりの会」による朗読を楽しむと共に
おいしい和菓子をいただきながら、お寺
でゆったりとした時をお過ごしください。
じんそくじ

会 場：神足寺 （上高田 4-11-1）
参加費：２００円
◆今後の予定
１２/２(火)１４時～
《申込み》
(福)中野区社会福祉協議会 担当 関
TEL ５３８０-０７５１
※事前申込みが必要です。
三療サービス（はり、灸、マッサージ）
９/９(火)、１０/１４(火)

申込み：９/３０(火) １０時～１２時
区民活動センター１階ロビー

いちごキッズ大運動会
１０/１１(土)
乳幼児親子向けの楽しい運動会です。
ご家族で参加して、秋の土曜のひとときを
楽しく過ごしませんか。詳しくは「いちご
キッズ」に参加しておたずねください。

７月の食事会で
いただいたお料理

《問合せ・ボランティアサービス申込み》
第１、３火曜日 １０時～１２時
TEL ３３８９-８２８２

キッズ・プラザ白桜

TEL５３８０-２７１０

ＨＡＫＵＯＵカップ (マンカラ大会)

中部すこやか福祉センター

９/１７(水) １５時～１６時３０分
マンカラは古くからある伝統的な遊びで、
6 個×2 列の並んだ穴に駒を動かしていく
ボードゲームです。初めての人もやり方
を覚えれば、すぐにできます。
第一回目の優勝の栄冠は誰の手に！！
申込みは、キッズ・プラザ白桜へ

TEL ３３６７-７７８８

おおきくな～れ
９/９(火)
１４時～１５時
１０/２０(月) １０時３０分～１１時３０分
会場：集団指導室
赤ちゃんの体重と身長を測ります。
お子さんの成長の目安にしませんか？

卓球タイム
毎週木曜日 １５時３０分～１６時３０分

みんなの紙芝居
９/８(月)、１０/６(月)
１１時～１１時半
会場：子育てひろば どんぐり

地域の方が卓球の基本から楽しく教えて
くださいます。
１０月末に卓球大会を行う予定です。

上原和子さんの紙芝居ワールドを
親子で楽しみましょう！

おはなしエプロン
９/９(火) １５時３０分～１６時

上高田すみれ会

落 語 （予定）
９/１０(水) １１時～１４時
参加費：５００円（昼食代）

地域の方が絵本や紙芝居、パネルシアター
などを通して、子どもたちを楽しいお話の
世界に連れて行ってくれます。

上高田児童館

おしゃべりとゲーム

TEL ３３８８-６１４８

卓球タイム

９/２４(水) １３時～１５時
参加費：３００円（おやつ代）

９/９(火) １５時３０分～１７時
卓球ボランティアの廣野さんがおしえて
くれます。

紙芝居と読み聞かせ③
１０/８(水) １１時～１４時
参加費：５００円（昼食代）

カプラであそぼう

どなたでも参加できます！
別途年会費１０００円が必要です （保険料）

９/１８(木) １５時３０分～１７時
魔法の板カプラを積んだり並べたりして
様々なものが作れます。

《問合せ》大橋

共催：NPO 法人 上高田パワーズ

TEL ３３８７－０８５８

上高田図書館
子どもへの読書のすすめ

薬師あいロード商店街に
図書館がやってくる！
９/２７(土 )、２８(日 )
午前１０時～午後３時
あいロード広場にて

会場：上高田高齢者会館（二丁目）
上高田東高齢者会館（四丁目)

楽しいことがいっぱい♪

９/１６(火)・・・１１月分
１０/２０(月)・・・１２月分
地元団体
９時～
一般団体
１１時～
高齢者会館
１４時～

９/５(金)より毎週水曜・金曜
１１時～１１時３０分
乳幼児親子が体操・手遊び・おしゃべり
などで、楽しく過ごす交流の時間です。
当日直接ご来館ください。

別途年会費
３００円が必要です。

区内在住６０歳以上の方 一回９００円
９時３０分～
定員 各１４名

集会室抽選会

TEL３３８６-１３０１

いちごキッズ (子育てなかま作り支援事業)

１０/８(水) １１時～
会 場：上高田区民活動センター２階
参加費：４５０円
ゲスト：白桜小学校の生徒さん

ミニデイサービス
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Ｕ１８プラザ上高田

１０/２０(月) １０時～１２時
アッとおどろく手品を楽しもう！
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・本が借りられるよ
・利用者カード作れるよ
・ブックリストがもらえるよ
・おなはし会もするよ
(午前 11 時～／午後 2 時～)
詳しくは上高田図書館へ

TEL ３３１９-５４１１

ちいさい子のおはなし会 (絵本読み聞かせ他)
９/１６(火)、１０/１４(火)
１１時～１１時３０分
対象：０歳～３歳の子どもと保護者

おはなし会 (絵本読み聞かせ他)
９/１０(水)、２４(水)、１０/８(水)
１５時３０分～１６時
９/６(土)、２０(土)、１０/４(土)
１４時３０分～１５時
対象：幼児、小学生

のまりん紙芝居
９/２１(日) ※9/7(日)～申込受付します
１１時～１２時 会場：上高田図書館
１４時～１５時 会場：野方図書館

戦争と平和を考える
おはなし会（８月）

次号は１０月１０日発行予定です。

