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慶寿会のお知らせ！
本郷第三地区社会福祉協議会では、今年も「慶寿会」を開催します。
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平成 29 年 10 月 29 日（日）
10 時～14 時
本郷小学校体育館

慶寿会には、本郷第三地区にお住まいの 70 歳以上の方と、65 歳以上
で一人暮らしの方がご参加いただけます。
当日は、小学校児童の歌とダンスをはじめとする
さまざまなアトラクションとおいしいお弁当などを
用意して、ご参加の皆様をお祝いいたします。
各町内会・自治会の回覧で開催のお知らせをしま
すので、参加をご希望の方は必要事項をご記入のう
えお申し込みください。

中野町内会で敬老会が開催されました
６月 20 日（火）、本郷小学校コミュニティハウスで
中野町内会と双葉会主催の敬老会が開催されました。
参加人数は 35 名でした。
工藤昭弘氏の琵琶演奏「桶狭間」と秋風亭借金（山田
芳夫氏）の落語に聞き入り、ビンゴゲームで好みの景品
をゲットして盛り上がりました。
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力：栄区社会福祉協議会 中野地域ケアプラザ
連 絡 先：中野地域ケアプラザ （担当：遠山 TEL 045-896-0711 FAX 045-896-0713）
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ふれあいスポーツまつりに参加して
すてきな賞品をゲットしよう！
本郷第三地区では、今年も「ふれあいスポーツまつり」を開催します。
ふれあいスポーツまつりは、本郷第三連合町内会の主催で毎年開催しており、今年で５回目の開催とな
ります。

第５回本郷第三地区ふれあいスポーツまつり
日
会

時 ： 平成 29 年 9 月 17 日（日） 10 時から
場 ： 本郷小学校校庭 （雨天時は体育館で開催）

ふれあいスポーツまつりには、本郷第三地区にお住いの方
ならどなたでも自由に参加できます。
当日は、下記のプログラムを用意して皆様のお越しをお待ち
しています。
すてきな賞品も多数揃えていますので、
ご近所お誘いあわせのうえご参加ください。
当日参加 OK！ 事前申し込みは不要です。
〇
〇
〇
〇
〇
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〇
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〇

徒競走（幼児～一般）
パン食い競走（小学生～一般）
障害物競走（小学生～一般）
未就学児よ～いどん（幼児）
二人三脚（小学生～一般）
メディシンボール（小学生～一般）
昼食 アトラクション
さかえっこ体操
玉入れ（幼児～小学生）
スプーンレース（小学生～一般）
綱引き（小学生～一般）
魚つり競走（幼児、小学生、高齢者）
リレー（小学生～一般）
お楽しみ抽選会 など
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本 郷
８月

５日（土）18:00 元大橋町内会

第

三

ふれあいまつり

７日（月）10:00 こども広場モーリーズ

地

区

会場：中野幼稚園

親子体操

栄区子ども会

防災研修会

20 日（日） 9:30 いたち川まつり

ン

10月

会場：栄区役所裏

さかえスポーツくらぶ

カヤック体験ツアー

21 日（月）10:00

こども広場モーリーズ

おもちゃ病院

26 日（土）10:00

中野町内会

ソーセージ作り体験

カ

レ

ン

若竹ふるさとまつり（ミニ運動会） 会場：明朋高校第２Ｇ

12 日（木）

元大橋町内会

12 日（木）13:30

なでしこサロン

会場：中野地域ケアプラザ
会場：鎌倉ハム富岡商会工場

３日（日）10:00 地 域 防 災 拠 点 防 災 訓 練
３日（日）10:00 青少年指導員

地引網

シャンソン

10 日（日）10:00

鍛冶ヶ谷町内会

敬老昼食会

10 日（日）10:00

港南台プリンスハイツ自治会

11 日（月）10:00

こども広場モーリーズ

14 日（木）13:30

なでしこサロン

16 日（土）10:00

地域防災拠点防災訓練

17 日（日）10:00

本郷第三地区ふれあいスポーツまつり

会場：本郷富士見ヶ丘自治会館

会場：鍛冶ヶ谷集会所

虻名公園清掃

親子体操

18 日（月） 9:00 ラーバン港南台自治会

会場：虻名公園

会場：中野地域ケアプラザ

ミニコンサート「民謡」

会場：鍛冶ヶ谷集会所

会場：小山台小学校

敬老事業

会場：本郷小学校

会場：ラーバン港南台自治会館

20 日（水）14:00

プリンス会館おしゃべりサロン 女声コーラス

23 日（土）（予定）

ローレルスクエア港南台自治会

24 日（日）10:00

地域防災拠点防災訓練

24 日（日）13:30

みんなの広場たけのこ

25 日（月）10:00 こども広場モーリーズ

会場：プリンス会館

会場：本郷中学校
会場：中野地域ケアプラザ

お月見･おもちゃ病院

会場：中野地域ケアプラザ

26 日（火）13:00

いきいき健康づくり ストレッチ体操

会場：中野地域ケアプラザ

29 日（金）13:30

鍛冶ヶ谷・ローレル地区ふれあいサロン

歌声喫茶

会場：ローレルスクエア港南台コミュニティルーム

30 日（土）10:00

地域防災拠点防災訓練
凡

ミニコンサート「マンドリン」
町民体育祭

会場：鍛冶ヶ谷集会所

会場：本郷特別支援学校

15 日（日）10:00

本郷富士見ヶ丘自治会

防災訓練と親睦会

15 日（日）

ローレルスクエア港南台自治会 ふれあい秋祭り 会場：鍛冶ヶ谷北谷公園

会場：左近公園・自治会館

町会親睦行事（バス旅行：東京方面）

11月

26 日（木）14:00

プリンス会館おしゃべりサロン ライアー

27 日（金）13:30

鍛冶ヶ谷・ローレル地区ふれあいサロン

29 日（日）10:00

本郷第三地区

29 日（日）10:00

ラーバン港南台自治会

下

元大橋町内会

旬

（予定）

慶寿会

出前講座

会場：桜井小学校

例
連合町内会のイベント、区のイベント
及び地域の皆さんが参加するイベント
町内会・自治会のイベント
サロン等どなたでも参加できるイベント
こども広場モーリーズのイベント(就園前のお子さんと保護者）
参加者限定のイベント及び参加要件のあるイベント

体操

会場：コミュニティルーム

会場：ラーバン港南台自治会館

ハロウィン

２日（木）13:30 中野富士見ふれあいサロン
５日（日） 8:00

会場：プリンス会館

会場：本郷小学校体育館

鍛冶ヶ谷町内会

体操

会場：本郷小学校コミュニティハウス

町内会レクリエーション（バス旅行：山梨）

5 日（日） 9:30 栄区体育協会 スポーツフェスティバル 会場：栄スポーツセンター・本郷中学校
５日（日）10:00 ラーバン港南台自治会 自主防災訓練

敬老の集い

歌声喫茶

会場：中野ケア

23 日（月）10:00 こども広場モーリーズ ハロウィン･おもちゃ病院 会場：中野地域ケア
25 日（水）13:00 いきいき健康づくり 本山式筋トレ・脳トレ 会場：中野地域ケアプラザ

会場：本郷小学校
会場：辻堂東海岸

７日（木）13:30 中野富士見ふれあいサロン

ベビーマッサージ・親子体操

日帰りバス旅行（袋田の滝散策～霞ヶ浦で栗拾い）

15 日（日） 9:30 鍛冶ヶ谷町内会

会場：宮ケ瀬湖

ー

１日（日）～3 日（火） 赤い羽根共同募金街頭募金活動
１日（日）13:30 みんなの広場たけのこ 科学で遊ぼう
会場：中野地域ケアプラザ
５日（木）13:30 中野富士見ふれあいサロン マジックショー
会場：本郷小コミュニティ

22 日（日） 7:30 若竹山手町会

９月

ダ

９日（月）10:00 こども広場モーリーズ

会場：栄公会堂

会場：横浜市民防災センター

20 日（日）10:00

ト

７日（土）11:00 若竹町内会

会場：㈱森の恵内茶室

夏休み映画会「この世界の片隅に」

19 日（土） 8:00 鍛冶ヶ谷町内会

ベ

会場：中野地域ケアプラザ

7 日(月)､9 日(水)､21 日(月)､23 日(水)､27 日(日) 9:30
さかえスポーツくらぶ 小学生の茶道体験教室
14 日（月）

イ
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会場：上郷深田公園

９日（木）13:30 なでしこサロン カラオケ
会場：鍛冶ヶ谷集会所
11 日（土） 8:00 鍛冶ヶ谷町内会 避難・防災訓練 会場：鍛冶ヶ谷西公園
11 日（土）10:00

若竹町内会

防災訓練

11 日（土）10:00

さかえ区民まつり

12 日（日）10:00

港南台プリンスハイツ自治会

会場：子之神日枝神社
会場：本郷中学校

虻名公園清掃

会場：虻名公園

13 日（月）10:00 こども広場モーリーズ 親子体操・子育て相談
16 日（木） 9:30 中野町内会 栄第一水再生センター見学
18 日（土） 9:00 いきいき健康づくり ハイキング
19 日（日）10:00
22 日（水）13:30

本郷第三連合・中野町内会 合同防災訓練
社会福祉大会
会場：栄公会堂

23 日（木） 9:00 港南台プリンスハイツ自治会

会場：中野地域ケアプラザ

会場：本郷台公園

ハイキング（瀬上～自然観察の森）

24 日（金）13:30

鍛冶ヶ谷・ローレル地区ふれあいサロン 落語

26 日（日）10:00

ラーバン港南台自治会

27 日（月）10:00
29 日（水）14:00

こども広場モーリーズ ｸﾘｽﾏｽ飾り作り・おもちゃ病院 会場：中野ケア
プリンス会館おしゃべりサロン マンドリン
会場：プリンス会館

ラーバンふれあいまつり

会場：コミュニティルーム
会場：上郷深田公園

