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ＮＯ． 実施日 場所 実施内容 

第１回 6月１６日(日) 上高田区民活動センター 開講式・地区探検 

第２回 ７月 ７日(日) 都内の博物館で検討中 社会見学 

第３回 8月 ４日(日) 上高田小学校 カヌー教室 

第４回 ９月２９日(日) 天覧山・巾着田 ハイキング  

第５回 １２月 １日(日) 都内で検討中 自然観察 

第６回  上高田区民活動センター 調理実習・閉講式 

 

【対 象】 小学校３年生～６年生 ５０名程度 

【申込み】 ５月中旬に募集（上高田小学校・白桜小学校児童にチラシを配布） 

【主 催】 青少年育成上高田地区委員会・育成部 

【問合せ】 曽根育成部長   ☎ ０９０-９８２７-００６２   

平成 31年３月 17 日(日) 13時～ 上高田区民活動センターにて 
 

  

簡易トイレは重要 

 

開校１０周年を迎える白桜小学校に着任して  
                

４月に白桜小学校の校長に着任しました。中野区は、小学生の 

頃に中野文化センター(現なかの ZERO)のプラネタリウムに毎月 

通い、そのことが礎となって理科に興味をもつようになった思い 

出の地になります。武蔵野の自然がみられる白桜小学校で、科学 

好きな子どもをはぐくんでいきたいと思っています。 

本年度は、新たな１０年の歴史を築き、新たに未来を展望して 

いく開校１０周年の年となります。実行委員会の皆様と手を携え、地域の方々の 

白桜小学校に対する思いと願いに応える記念の行事と式典を行ってまいります

ので、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

   

 

 

上高田音楽祭 

参加者募集！ 

地域ニュース 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

～*～上高田地区～*～ 

 

地震ってこんなに揺れるの！ 

 

 

 

的に向かって一直線！ 消火訓練 

平成 3１年３月 1０日(日) ９時～ 
中野区立第五中学校にて 

 

 中野区立 白桜小学校 林 禎久 校長 

 

 

３月 １日(日) 

 中野区立 上高田小学校 塩田 英俊 副校長 

煙の怖さを実感 

AED訓練は必須‼ 

大鍋で作った豚汁はまた格別なお味♡ 

＜さようなら＞幅 健司副校長 
 

 

※内容・日程は変更になる場合があります。 

 

＜さようなら＞宇賀神 佳子校長 
 

  
この４月に歴史のある上高田小学校に着任し、とても嬉し 

く思っています。満開の桜に迎えられ赴任してきた私は、 

本当に幸福だと感じました。なぜなら、桜の花と同じよう 

に、本校の教職員はもとより、保護者の皆様、地域の皆様 

に温かく迎えていただいたからです。その皆様が「学校は、 

地域とともに、子どものためにある。」との言葉の通り、子ど 

もたちのために協働し、尽くされていることに感動しています。 

本校は、本年９３周年を迎え、来年の令和２年４月には、新井小学校と統 

合し、新しい学校に生まれ変わります。「終わり良ければ全て良し」との言葉 

の通り上高田小学校の有終の美を飾り新しい時代のスタートを切っていきた

いと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 カフェの名前が変わりました♪ 
 
 

開催日が変わりました❣ 

挽きたて、淹れたてのコーヒーを 

飲みにいらっしゃいませんか？ 

落ちついた雰囲気の中で気軽に 

おしゃべりしましょう 

 

 

東京ガスさんも協力 

上高田小学校 Golden Bees 

ミニオンズ & ウクレレ隊 

 

Four & More 

 

 
 

白桜小 ホワイトチェリー

ズ 

 

 

中野邦楽合奏団 

 

 

トーキョートラッドサロン 
 

 白桜小学校和太鼓クラブ&どんどこ会 

 上高田しょうねん合唱団 

 

訓練日和❣ 
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定例おはなし会 
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始めからの太極拳 

第２、第４木曜日１４時～１５時３０分 

楊名時太極拳の門下生が指導します。 

卓球タイム  

５/１６(木)、３０(木) １５時３０分～１６時３０分 
地域の方が卓球の基礎から教えてくれます。

コーチとラリーやチャンピオンゲームなど

本格的な卓球に挑戦できます。 

対象：小学生 事前申込み不要 当日自由参加 

 将棋タイム 
５/１７(金)、６/２１(金)１５時３０分～１６時３０分 

地域の方が将棋の基礎から教えてくれます。 

大人と本気の対局も楽しめます。 

対象：小学生 事前申込み不要 当日、受付順に参加 

 

地 域 の も よ お し 情 報  

ポールウォーキング 教室 

第２、第４木曜日   

１０時～１１時３０分 

４年目に入りました。上高田から 

哲学堂公園を目指して２本のポールを

突きながらウォーキングします。 

（ポールは貸し出します） 

 

 
 
  

   
 
 
 
  

  
 

その他 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

地 元 団 体：  ９時～  

一 般 団 体：１１時～ 

高齢者会館：１４時～ 

 

上高田区民活動センター集会室利用団体 

～抽選会のお知らせ～ 

※ 登録証をお忘れなく 

５/２０(７月分）・６/１７(８月分) 

ゆったりヨガ 

第１、第３火曜日 

１３時３０分～１４時３０分 

 の～んびり、ゆった～りの気持ちの良い

ヨガです。 

 新規で申し込みを受け付けています。 

５/１４(火)・６/1１(火) 
９時３０分～１５時 

対象：６０歳以上の方１回９００円 

会場：上高田高齢者会館  
☎3385-3307 

上高田東高齢者会館  

☎3228-7220 

 
 

   
 カプラであそぼう 

 (共催：NPO 法人 上高田パワーズ) 

５/１６(木)、６/２０(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。 

シニア・エアロビクス (火) 
５/７・１４、６/４・１８ 

１３時３０分～１４時 30 分 

エンジョイ体操 (月) 
５/１３・２７、６/１０・２４ 

１０時～１１時 

手ぬぐいをご持参ください。 
 

さわやか体操 

５/１７(金)、６/３(月)・２１(金) 

１０時～１１時３０分 

 

わいわい体操  
５/９(木)・２３(木)・２８(火)、 

６/６(木)・１３(木)・２０(木)・２７(木) 

１０時～１１時３０分 

カラオケを使っての体操です。 

６/１１(火) １１時～ 

ゲスト：あけぼの保育園 

     詩吟 

申込み：５/３１(金) １０時～１２時 

 上高田区民活動センター １階ロビーにて 

上高田区民活動センター １階ロビーにて 

七夕会 

 ６/２９(土) 
１３時３０分～１４時３０分 

場所：２階 おはなしのおへや 

 

 

 

ちいさいこのおはなし会 
第３火曜日 
１１時～１１時３０分 

 場所：２階 おはなしのおへや 

おはなし会  

第１・３・５土曜日 
 １３時３０分～１４時 

場所：児童室 

第２・４水曜日 
１５時３０分～１６時 

場所：２階 おはなしのおへや 

 

 

 

 

 

 

 

食育講習会「親子で摂ろう！カルシウム」 

６/２１(金)１０時３０分～１２時 

申込みは６月５日(水)から ２０組程度 

中部すこやか福祉センターの管理栄養士が

お話します。ママの骨密度も測定します。 

※詳しいことはお問い合わせください。 

ぽかぽかひろば 

５/１６(木) １１時～１３時３０分 

６/２０(木) １１時～１４時３０分 

乳幼児親子さんを中心に、コーヒーな

どを飲みながらのおしゃべりタイムで

す。飲み物は５０円で飲み放題です。 

地域の子育て支援グループ「ぽかぽか

ひろば」による事業です。 

妊婦さんの歯っぴいお食事講座 

妊娠中の口腔ケアや産後の食事ﾎﾟｲﾝﾄ 

などを学べます。(実習、試食あり) 

※骨量測定、肌水分チェック、食事診 

断も◎(希望者) 

５/２３(木)、７/１１(木) 

１３時３０分～１５時３０分 

(受付は１３時から) 

対 象：初めて出産を迎える、中野区在 

住の妊婦さん 先着１５名 無料。 

場 所：２階栄養室 

申込み：開催日の１か月前から窓口、 

電話、電子申請で受付 

持ち物：普段使っている歯ブラシ、エプ 

ロン、三角巾、母子手帳など 

問合せ：☎０３-３３６７-７７８８ 
 

上高田すみれ会 

おはなしエプロン 

５/１４(火)、６/１１(火)１５時３０分～１６時 

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。 
対象：小学生 事前申込み不要 当日自由参加 

 

予定は変更になることもあります。各イベントの 

詳細はキッズ・プラザ白桜までお問い合わせください 

<介護予防総合講座> 
千葉 直樹先生の講演 

 ５/３０(木) １３時３０分～１５時 

整形外科医が教えるイキイキ健康な 

体つくりの秘訣・運動と食事編です。 
ギターの弾き語りと歌 

 ６/２０(木) １３時３０分～１５時  

ギタリスト 久次米 正博氏による 

ギターの弾き語りと歌を 

お楽しみください。 

 

 

 

 
 

 

 

 

主催 社会を明るくする運動  上高田推進委員 

 
日時：７月１５日(月)海の日（予定） 

詳細は次号 上高田地域ニュース 

(７月１０日号)に掲載いたします。 

５/８(水) １１時～        

ゲスト：上高田小学校 

   フラダンス 

申込み：４/２６(金) １０時～１２時 

 
４月のお食事 

※別途年会費 ３００円が必要です。 

《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 
 

会 場：上高田区民活動センター 

参加費：４５０円 

 

ふれあい食事会 
 

※いずれも区内在住･６０歳以上の方 無料です。 

☎ ３３８９－１３１１ 


