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地域ニュース

ミニリーダー講習会

地域とともに歩む

参加者募集！

～*～上高田地区～*～

実施日

場所

仁

この４月に第五中学校に着任し、とてもうれしく

※内容・日程は変更になる場合があります。

ＮＯ．

中野区立第五中学校長 矢口

思っています。
初日の始業式、生徒たちは元気よく挨拶して登校

実施内容

第１回

6 月 ３日(日)

上高田区民活動センター

開講式・上高田検定

し、校歌を大きな声で歌っていました。明るく、活

第２回

７月 １日(日)

日本科学未来館

体験学習

気のある学校という印象を受けました。

第３回

8 月 ５日(日)

上高田小学校

カヌー教室

第４回

９月３０日(日)

検討中

ハイキング

今まで六年間勤めていた中野中は、これから伝統を築いていく学校で
した。しかし、五中は、昨年１１月に開校７０周年記念の行事を行った

第５回

11 月１１日(日)

区内・区周辺で検討中

自然観察

伝統のある学校です。その重みのある伝統に恥じないよう精一杯、努め

調理実習・閉講式

ていく所存です。

第６回

２月１０日(日) 上高田区民活動センター

【対 象】
【申込み】
【主 催】
【問合せ】

小学校３年生～６年生 ５０名程度
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）
青少年育成上高田地区委員会・育成部
曽根育成部長 ☎ ０９０-９８２７-００６２

私は読書とスポーツが大好きです。また、人と会話をすることも好き
です。早く地域の皆様と話をする機会を多くもち、地域の皆様とともに、
この学校をよりよいものにし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。

♪上高田地区に新しくカフェができました♡

地域事業

赤十字自主防災セミナー

平成 30 年 2 月 17 日(土)
13 時 30 分～
上高田区民活動センターにて

このセミナー受講でいた
だける車輪付き担架、
少ない
人数でも搬送でき、思いのほ
か重くないのでこれは便利
と、皆さん興味津々！

三角巾での応急手当、みなさん真剣です。

平成 30 年３月 1１日(日) ９時～
中野区立第五中学校にて

いろいろなイベントと重

上高田音楽祭

平成 30 年３月 1８日(日)

担架に乗せるのって意外
と大変！

1２時 30 分～
上高田区民活動センターにて

出る人も観る人も、子どもから幅広い年代までもが、

なっていましたが、２２５

大いに楽しんでいる音楽祭♡

名の参加者での訓練が実施

です。来なきゃ損！次回は

されました。

3１年３月１７日(日)です、

まさにお祭りそのもの

中野邦楽合奏団

是非見に来てください❣
最新型起震車の揺れは、すごい！
こんな地震がきたら….(￣▽￣;)

体育館内では AED と車輪付き担架
の訓練。お人形さん、ご苦労様。

上高田しょうねん合唱団
中野区立第五中学校 吹奏楽部
ミニオンズ
スタンドパイプ、軽可搬ポンプ操作法訓練はカッコイイ！

トーキョートラッドサロン
＆ゆる芸者

日赤炊き出し訓練の豚汁で、みんなほっこり♡

第１９回 ひまわりコンサート
日時：７月１６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。
主催 社会を明るくする運動

風童子

上高田推進委員

＜こんにちは・さようなら＞
○中野区立第五中学校
増田 稔校長先生から 矢口 仁 校長先生
〇上高田児童館
村田 佳生館長から 岩花 昌子館長
〇あさひ保育園
矢沼 睦子園長から 栗山 玲子園長
○上高田区民活動センター事務局員 黒須 多恵子から 伊藤 三和子
回覧

上高田小学校 Golden Bees

白桜小

ホワイトチェリーズ

白桜小学校和太鼓クラブ&どんどこ会

地 域 の も よ お し 情 報 第３５６号
上高田高齢者会館 TEL ３３８５-３３０７
エンジョイ体操 (月)
５/１４・２８、６/１１・２５
１０時～１１時
*手ぬぐいをご持参ください。

シニア・エアロビクス (火)
５/１・１５、６/５・１９
１３時３０分～１４時３０分

グランドゴルフ (木)
５/１７、６/７・２１
１３時３０分～１５時
会館隣接の公園を利用してグランド
ゴルフを楽しみます。

ダーツ競技 (木)
５/１０・２４、６/１４・２８
１３時３０分～１５時
※いずれも区内在住･６０歳以上の方 無料です。

上高田東高齢者会館
いづれお

TEL ３２２８－７２２０

運営：上高田すみれ会
かみたかだお料理教室
５/23(水) １０時～
講師：東 将子さん他

すみれ寄席
５/３０(水) １３時３０分～１５時
落語を楽しみながら、大声で笑って
元気になりましょう。

ポールウォーキング (木)
5/１０・２４、６/１４・２８
１０時～１１時３０分
（第 2.第４木曜日）
２本のポールを突きながら、哲学堂公園
までウォーキングします。
講師：高浜 和行さん
※ポールは貸し出します。

寿々ランチ
6/２２(金)

１２時～１３時

料理上手の芦田 洋子さん、
岩 槻 妙さ ん (管理 栄養士 )のお いしい
ランチをいただきましょう。
（先着２０名 ５００円）

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

５/２１(７月分）・６/１８(８月分)
地 元 団 体： ９時～
一 般 団 体：１１時～
高齢者会館：１４時～

かみたかだ地域ニュース５月号

上高田ふれあいの会
ふれあい食事会
５/８(火) １１時～
ゲスト：上高田小学校
4/11 トリム体操
フラダンス
申込み：４/２７(金) １０時～１２時
上高田区民活動センター １階ロビーにて

６/８(金) １１時～
ゲスト：あけぼの保育園
詩吟
申込み：５/３１(木) １０時～１２時
上高田区民活動センター １階ロビーにて

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》
第１、３火曜日 １０時～１２時
TEL ３３８９-８２８２

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？
５/８(火)、６/１２ (火)、７/１０(火)
１４時～１５時
場所：集団指導室(２階)
対象： 乳幼児親子(２４カ月までの
お子さん）

申し込みは不要です。時間内に自由に
お越しください。
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キッズ･プラザ白桜

TEL５３８０-２７１０

卓球タイム
※原則毎週木曜日
５/１０(木)、１７(木)、３１(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。
初めての子は天つきから始めます。 慣れて
きたら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
５/１８ (金) 原則第３金曜日
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。
初めての子も、大人と本気の対局を楽しみ
たい子も自由に参加することができます。
対象：小学生(事前申込み不要 当日、受付順に参加)

おはなしエプロン
６/１２(火) ※原則第２火曜日
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。

上高田図書館

TEL３３１９－５４１１

－

定例おはなし会

５４１１

ちいさいこのおはなし会 (絵本読み聞かせ他)
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 (絵本読み聞かせ他)
第１・３・５土曜日
１３時３０分～１４時
場所：児童室

上高田児童館

TEL３３８８-６１４８

カプラであそぼう
(共催：NPO 法人 上高田パワーズ)
５/１7(木)、６/２１(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。
卓球タイム
６/５(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。
水道キャラバン 2018
6/８(金)１１時～１１時３０分
東京都水道局の出前講座です。
子育てに役立つ水道の情報を、映像や人
形を使って楽しく教えてくれます。
０歳から就学前までのお子さんと保護者の方
が対象です。
申込みは、5 月１８日(金)から児童館開館
時間中に直接来館か、電話で受付けます。
(２０組程度)

第２・４水曜日
１５時３０分～１６時
場所：２階 おはなしのおへや

子ども会
七夕会
７/７(土)
１３時３０分～１４時３０分
場所：２階 おはなしのおへや
♡みんなで図書館に遊びに来てね♡

三 療 サ ー ビ ス

５/８(火)・６/1２(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

