
 

 

 

 

 

 

 

 中野区立上高田小学校長 棚田 政治 

 本校は大正１４年５月１２日に開校され、今年

度開校９０周年を迎えました。平成２８年１１月

１９日(土)には開校９０周行事を挙行し、内閣総

理大臣賞(昭和２８・２９年度)を受賞した全国唱

歌ラジオコンクール第１位の栄光や教育研究の上

高田小学校と称される「かみたかだ魂」を新校に

引き継いでいきます。 

日時：平成２８年１１月１９日(土) 

    午前１０時３０分開式 

場所：本校体育館 

※「上高田の大地とともに」の記念事業を行います。 

（８時５０分より９時３５分まで全学級で） 

 

「第３回中野区検定」についてのお知らせ 

日時：１１月２７日(日)１０時集合（受付９：３０～） 

場所：中野区産業振興センター（中野２-１３-１４） 

受検資格：小学校５年生以上の方(先着１００名) 

受検料：一般１,５００円、高校生・大学生１,０００円 

   小学生・中学生３００円(当日、受検会場でお支払) 

申込期間：１０月１１日(火)～１１月１５日(火) 

申込方法：チラシ裏面またはホームページからダウンロ

ードした申込書に記載して、下記申込先へ（直接

持ち込み、郵送、ファックス、メール、電話）申し込

んでください。 

申込先・問合せ：公益財団法人 中野区教育振興会 

〒165-0027中野区野方 1-35-3中野区立教育センター内 

☎ 3228-5544 FAX3385-9319 

 

 

 

 

11/5(土)お汁粉・お雑煮 

11/6(日)コーヒー茶店 

１０時 30分オープン（売切れ次第終了） 

（２００円） 
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１１/６(日) １０時～１４時 
上高田二丁目公園 

○チアガール・パン食い競争 

○工作教室・手作りおもちゃ 

○フリーマーケット・バザー 

○ダーツ・輪投げ・模擬店 

○ビーズ・シャボン玉 

○リサイクルコーナー 

  新聞（３日分）、又は洗って広げた 

牛乳パック２個分を持ってきた中 

学生迄の子ども達にプレゼントが 

有ります。 

 

 

開校９０周年式典を挙行 

中野区上高田小学校 

＊日赤コーナーでおにぎりを配布 

11時３０分より 

（小学生以下のお子さんへ 先着１３０名）  

雨天の場合は中止となります 

*チアガールの演技を披露します  

12時より 

雨天の場合は上高田区民活動センター 

多目的ホールで行います（入れ替え制） 

＊パン食い競争 

 13時より（小学生先着 107名） 

 参加券を１２時 45分から本部にて配布 

 雨天の場合は中止となります 

 

 

※詳しくはチラシをご覧ください。 

雨天の場合は一部中止となります。 

 

昨年は雨で中止 
となりました 
（26年の様子です） 

 

１１/5(土)・６(日) １０時～１６時 
上高田区民活動センター 1Ｆ・2Ｆ 

○手編み・裂き布織 

○書道・陶芸 

○パッチワーク・刺繍 

○モラ手芸・手描友禅 

○絵画・彫刻 

○写真・小物手芸 

  

 

 

 
○あけぼの保育園   ○あさひ保育園 

○上高田小学校    ○白桜小学校 

○上高田児童館  ○キッズプラザ白桜 

○第五中学校   ○大妻中野中学校・ 

              高等学校 

 

 

  

 

 

1階ロビーでは 

１１/５(土)  

１３時～１５時２０分
上高田区民活動センター 
Ｂ1Ｆ 多目的ホール 
○ファゴット＆電子ピアノ 

○ハーモニカ・大正琴・尺八 

○南京玉すだれ・手品 

○江戸伝統芸能かっぽれ 

○オカリナ・民族音楽 

○日本舞踊 

○ハワイアン・フラダンス 

   

上 高 田  の 思 い 出 ♪ 

日 時：毎月第３水曜日 １３：３０～１５：３０ 

（この時間帯は出入り自由です） 

(水) 

会 場：上高田区民活動センター １階 

    (上高田２-１１-１) 

参加費：１００円（コーヒー、お茶菓子つき） 

 
☆中野地域包括支援センターの職員も常駐しているので、介

護や健康の相談もできます♪ 

☆マスター淹れたての美味しいコーヒーが楽しめます♪ 

☆スタッフの中に民生児童委員もいるので、地域の相談もでき

ます♪ 

お問い合わせ：中野ボランティアセンター 担当：宮島 有 

   ＴＥＬ03-5380-0254 ＦＡＸ03-5380-6027 

・この事業は、歳末助け合い運動（地域活動いきいき募金）の 

配分金を受けて実施しています。 

地域ニュース 

 上高田各町会では、夏休みラジオ体操・防災訓練

が実施されました。９月１０日(土)・１１日(日)に上

高田氷川神社例大祭が好天の中とり行われました。 
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上高田高齢者会館 TEL ３３８５-３３０７ 

 

 

 

  
   

 

 

 

  

  
 

 

ふれあい食事会 

１１/１０(木) １１時～        

ゲスト：あさひ保育園 

    若返り体操 

申込み：１０/３１(月) １０時～１２時 

  

 

地域交流会「クリスマス会」 
１２/８(木) １１時～  

ゲスト：こころね 

申込み：１１/３０(水) １０時～１２時 
 
 
   会 場：上高田区民活動センター 

参加費：４５０円 
※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》 中部すこやか福祉センター  

TEL ３３６７-７７８８ 
 
おおきくな～れ 

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？ 
 
 

 
 
 
 
みんなの紙芝居 

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！ 

１０/２４、１１/１４、１２/１２(月) 

すべて１１時～１１時３０分 

場所：子育てひろば どんぐり(２階)  

Ｕ１８プラザ上高田  TEL３３８６-１３０１ 上 高 田 ふ れ あ い の 会  

上高田東高齢者会館 TEL ３２２８-７２２０ 

上高田図書館     

 

 

ちいさい子のおはなし会(絵本読み聞かせ他) 

１０/２５、１１/２２ 

 いずれも火曜日 

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) 

１０/１２、２６、１１/９、２３ 

 いずれも水曜日 １５時３０分～１６時 

１０/１５、２９、１１/５、１９、１２/３ 

 いずれも土曜日 １３時３０分～１４時 

 対象：幼児・小学生 

 

 

上高田児童館     TEL３３８８-６１４８ 

キッズ･プラザ白桜  TEL５３８０-２７１０ 

 

   

 

   ー工事のお知らせー 

 

 

カラオケ娯楽会（発表会） 

１２/１４(水)  

１０時～１４時３０分 

お聞きにいらしてください。 

 

かみたかだ地域ニュース１０月号 

第６回介護予防総合講座 
グランドゴルフ 
１１/１０、２４(木)  

１３時３０分～１５時 

会館隣接の公園を利用してグランド 

ゴルフを楽しむ。 

 

※いずれも区内在住･６０歳以上の方 無料です 

いづれお 

卓球タイム 

１１/８、１２/６(火) 

１５時３０分～１７時 

卓球ボランティアの廣野さんが教えて

くれます。 
 

 

カプラであそぼう 

 (共催：NPO 法人 上高田パワーズ) 

１０/２０、１１/１７(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。 

 

※詳細は児童館だよりをご覧ください。 

１０/１７(月) １０時３０分～１１時３０分 

１１/ ８(火) １４時～１５時 

１２/ ５(月) １０時３０分～１１時３０分 

場所：集団指導室(２階) 

地 元 団 体：９ 時 ～・一 般 団 体：１１時～ 

高齢者会館：１４時～ 

 

･１０/１７(月) →１２月分 

･１１/２１(月) →２９年１月分 

 

定例おはなし会 

 

地域のもよおし情報  

おはなしエプロン 

１１/８(火)  

１５時３０分～１６時 

地域のボランティアの方々による絵本

や紙芝居、パネルシアターなどを通して 

子どもたちを様々なお話の世界へ連れ

て行ってくれます。 
 

 

HAKUOU CUＰ ～卓球編～ 

１０/１３、２７(木) 

１５時３０分～１７時 

普段の卓球タイムでの練習の成果を発揮で

きる舞台です。リオにも負けない熱い戦い

がここにもあります。 

 
 

 

 

１１/２６(土)   

１３時～１６時(予定) 

 白桜キッズまつりはキッズ・プラザの活動の

集大成です。子どもスタッフが中心となって

みんなが楽しめるおまつりを作り上げます。 

 

 

 

三 療 サ ー ビ ス 
１０/１１(火)・１１/８(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 

上高田すみれ会のミニディ 
１０/１２(水) お出かけミニディ 

「築地市場でランチと水上バスツアー」 

 

 

「すみれカフェ」にも来てくだください♪ 

 

 

平成２８年（２０１６年）１０月１０日発行

月
１０日発行 

上高田区民活動センター １階ロビー 

１０月３日(月)から１１月１８日(金)まで

の間、館内照明および空調の工事を行いま

す。館内の部屋の使用と利用方法が下記期

間変更になります。ご不便、ご迷惑をおか

けします。ご協力、よろしくお願いします。 

・１０/３(月)～１０/１５(土) 

１階遊戯室のあそぶスペースが半分にな

ります。 

・１０/１１(火)～１０/２２(土) 

２階の全ての部屋が使用できません 

（この期間、館内での食事はできません） 

・１０/２４(月)～１０/２９(土) 

１階遊戯室・図書室が使用できません。 

（小学生が室内で過ごすスペースがなくな

ります。） 

※その他、工事箇所によって出入口が変更に 

なる期間があります。また、工事内容に 

よって日程が変更する場合が 

あります。不明な点がありま 

したら、お問い合せください。 

 

 

上高田区民活動センター １階ロビー 

♪昨年のあさひ保育園 

 
ダーツ競技 
１１/１０、２４(木) 

１３時３０分～１５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) 

校庭であそぼう！ 

１１/４(金) 

 
 

 

・詳細は「キッズ・プラザ白桜レター１１月号」 

(１０月下旬発行) をご覧ください。 

・詳細は「キッズ・プラザ白桜レター１０月号」 

(９月下旬発行) をご覧ください。 

紙芝居と折り紙 
１０/２６(水)  

おやつ付きで３００円 

キューピットベル 

 

 

消しゴム印で年賀状作り① 
１１/９(水) １１時～１３時 

ランチ付きで５００円 

講師：鷹羽司 久美子さん 

 

 

 

消しゴム印で年賀状作り② 
１１/３０(水) １3 時～１５時 

おやつ付きで３００円 

講師：鷹羽司 久美子さん 

 ※参加希望の方はお電話ください。 

１０月から第 1 水曜日１５時～ 

吉沢 美智子さんの「お抹茶でいっぷく」 

が始まります。和菓子付きで 500 円 

 

 

 

 
１２/１７(土)「クリスマス会」 

１２月号でお知らせしまーす♪ 


