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各地で旅行､ハイキングなどが行われました
鍛冶ケ谷町内会 バス旅行

元大橋町内会 バス旅行

１１月４日（日）、鍛冶ケ谷町内会｢日帰りバ
ス旅行｣に行って来ました。
バス一台、総勢４９名（幼児含む）で午前中
は「旧吉田茂邸ガイドツアー散策」
、昼食は「鈴
廣」にて。午後は「函南オラッチェ」にてアイ
スクリーム作り体験をしました。
午前は多少雨に降られましたが、午後からの
オラッチェでは天気も
回復し、親子連れの皆
さんとシニアの方たち
とで一緒ににぎやかに
アイスクリーム作りを
したり、ポニーなどと
触れ合ったりしました。

１１月１７日（土）
、元大橋町内会の「バス旅
行」を開催しました。
心配された天気も、当日はスッキリと晴れて、
秋色に染まる奥多摩渓谷をつり橋に揺られ散策
を楽しみました。
昨年の４月に完成した鹿谷大仏様に参拝、真
新しい大仏様に穏やかな日々の続く事をお祈り
しました。
遅めの昼食を済ませ、東京の奥座敷にあたる
御岳渓谷の紅葉を楽しんでいるうちに日暮れに
なり、最後に相模湖
の美しいイルミネー
ションを見学し、秋
を満喫した楽しい日
帰り旅行になりまし
た。

中野町内会 鎌倉記念館巡り
１１月２４日（土）に２３名の参加で中野町
内会の「鎌倉記念館めぐり」を開催しました。
鎌倉駅に集合後、まずは「吉屋信子記念館」
を目指して散策スタート。多くの歴史的建造物
があり、古都のたたずまいを感じられる道中で
した。
その後「鎌倉文学館」を訪ね、鎌倉がいかに
多くの文豪たちに愛されている土地かというこ
とを知ることができました。そのあとは由比ガ
浜のホテルでおいし
い会席料理をいただ
きました。
好天にも恵まれ、
楽しい１日になりま
した。

ラーバン港南台 ふれあい祭り
１１月２５日（日）に上郷深田公園にて「ラ
ーバン港南台ふれあい祭り」を開催しました。
当日は講師をお迎えして脳を鍛える筋トレ
を全員で行った後、健康測定やストラックアウ
トなどのアトラクションを楽しみ、焼き芋や綿
菓子、田楽などに舌鼓を打ち、最後はビンゴ大

プリンスハイツ ハイキング
１１月２５日（日）
、秋晴れの中、港南台プリ
ンスハイツ自治会の「ハイキング」を実施しま
した。
６０名の参加者が虻名公園に集まり、ゴール
の自然観察センターを目指しました。
それぞれが自分の
ペースで歩きました
が、高齢の方も早い
ペースで歩いていた
ことに驚きと喜びを
感じました。

会で盛り上がりました。
小さな自治会にもかか
わらず７０名を超える参
加者があり、おだやかな
小春日和の中、自治会員
の親睦を深めることがで
きました。
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子育て関連分科会 『タッチーキャラバン』開催
１２月９日（日）１０時～１２時、桜井小学校体育館において、支えあいネットワーク子育て関
連分科会主催の「タッチ－キャラバン」を開催しました。参加者は６６名でした。
「タッチ－キャラバン」は、子どもたちや若い人たちが地域の防災訓練に参加が少ないというこ
とから、ゲーム感覚で楽しみながら防災意識を高めてもらう目的で開催しました。
ゲームが始まると、ジャッキアップゲ－ムでは子どもたちは上手にジャッキを使い、毛布で担架
タイムトライアルは手づくりのタッチ－君を運び、カ－ドゲ－ムはカルタ取りの感覚で楽しみ、ダ
ンボ－ルキャタピラ－ではタイムを競い、水消火器で的当てゲームはタッチ－君の的を狙い撃ちし
命中すると子どもたちは大喜びでした。５種目の競技を終えたところでオ－クションが始まり、子
どもたちは参加したゲームのスタンプ数により、
大きなお菓子や防災に関したグッズなどを獲得
する企画に大喜びし、最後まで盛り上がったイ
ベントになりました。
今回の「タッチーキャラバン」開催には消防
団のみなさんや災害時分科会などの協力をいた
だきました。心より感謝申し上げます。
地域の防災訓練に今回行ったゲームを何かひ
とつでも取り入れていただき、若い世代の参加
者が増えていけば幸いです。

横浜市活動功労表彰を受賞しました
１１月１３日（火）
、関内ホールで開催された「第３８回横浜市社会福祉大会」において、下記の
団体及び個人が横浜市社会福祉功労者市長表彰を受賞しました。
◎ボランティア活動功労
鍛冶ヶ谷・ローレル地区ふれあいサロン
中野・富士見ふれあいサロン
プリンス会館おしゃべりサロン
みんなの広場たけのこ
◎民生委員・児童委員 永年勤続・活動功労
・２０年以上勤続
杉本須美子さん
渡邊すみ江さん
・１０年以上勤続
榎本友子さん
片山榮一さん
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本郷第三連合・若竹町内会 合同防災訓練
１１月１８日（日）、本郷第三連合町内会と若竹町内会の「合同防災訓練」を子ノ神日枝神社を
会場に実施しました。

２月

訓練内容は、マンホールの消火栓につなぐスタンドパイプ式消火器を利用した消火訓練、神社の
坂道での車いす搬送体験、社務所内を使った煙体験、レジ袋使用の応急処置法、炊出訓練（湯炊き
法による炊飯、カレー）などでした。
参加人数は約 140 名で境内の
広さを考えるとちょうど良い人数

３月

かと思います。
高齢化の進む若竹町だからこそ、
万一に備えより多くの方の参加を
今後も促していきたいと思います。

スタンド
パイプ式
初期消火器

鍛冶ケ谷町内会 避難・防災訓練
鍛冶ケ谷町内会の避難・防災訓練を１１月１０日（土）に実施しました。
前日までの雨もあがり、８時００分地震発生、８時２０分に訓練開始。
本年度から集会所を地域避難所として開設。初めての試みのために戸惑う場
面もありました。
避難訓練では支援者が要援護者の安否確認をし、本部との情報受伝達訓練
を無線で行いました。さらに防災訓練では、発電機の取扱いやＡＥＤ救命処
置の専門知識を習得しました。最後に家庭防災の会による「すいとん汁」の
炊出訓練で締めました。
これからの訓練目標は実災害に対応できるものでありたいと思います。

鍛冶ケ谷一丁目の階段に手すりが設置されました
鍛冶ケ谷一丁目２１番地付近の元大橋一丁目との境界に以前から階段がありますが、手すりがな
かったため、住民から「利用するのに危険」との声が出ていました。
このため、鍛冶ケ谷町内会と元大橋町内会とで協議し、手すりの設置を区にはたらきかけること
としました。
その後、両町内会による数度にわたる区との協議、調整
NTT
の結果、私道整備助成制度に基づき、区からの助成金と両
元大橋
町内会の負担金とで、昨年１０月に
鎌倉街道
階段
手すりが設置されました。
中野
幼稚園
平井工業
これにより、利用者からは「安全
に利用できるようになった」との声
鍛冶ケ谷
が聞かれました。
ふじやま公園
皆さん、どうぞご利用ください。

４月

５月

６月

７月

凡

● ７日（木）
◎１１日（祝）
●１４日（木）
◎１６日（土）
●１９日（火）
●２２日（金）
◎２５日（月）
●２６日（火）

中野富士見ふれあいサロン 健康体操 13:30 本郷小コミュニティハウス
こども広場モーリーズ ベビーマッサージ・親子体操 中野地域ケアプラザ
なでしこサロン ハンドベル
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
みんなの広場たけのこ マジックショウ
13:30 中野地域ケアプラザ
プリンス会館おしゃべりサロン マンドリン
14:00 プリンス会館
鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン 演奏会
13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
こども広場モーリーズ ひなまつり・親子パン作り 中野地域ケアプラザ
いきいき健康づくり 本山式筋トレ・脳トレ 13:00 中野地域ケアプラザ

● ５日（火）
● ７日（木）
◎１１日（月）
◎１７日（日）
●２１日（祝）
●２４日（日）
◎２５日（月）
●２６日（火）
●２９日（金）

プリンス会館おしゃべりサロン 女声コーラス
14:00 プリンス会館
中野・富士見ふれあいサロン 落語
13:30 本郷富士見ヶ丘自治会館
こども広場モーリーズ 手形･足形とり・親子体操 中野地域ケアプラザ
ＳＡＫＡＥヤングフェスティバル
10:00 本郷台駅前
なでしこサロン お花見
鍛冶ヶ谷西公園
みんなの広場たけのこ ロッキングチェア作り 13:30 中野地域ケアプラザ
こども広場モーリーズ おもちゃ病院 10:00～14:30 中野地域ケアプラザ
いきいき健康づくり リズム体操
13:00 中野地域ケアプラザ
鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン お花見

● ４日（木）
◎ ８日（月）
●１１日（木）
●１６日（火）
◎２２日（月）
●２６日（金）
◎２８日（日）

中野・富士見ふれあいサロン お花見
13:30
こども広場モーリーズ
10:00～14:30 中野地域ケアプラザ
なでしこサロン 銭太鼓
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
プリンス会館おしゃべりサロン ギター演奏
14:00 プリンス会館
こども広場モーリーズ
10:00～14:30 中野地域ケアプラザ
鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン
13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
みんなの広場たけのこ たけのこまつり 12:30 中野地域ケアプラザ

● ９日（木）
● ９日（木）
◎１３日（月）
●２１日（火）
●２４日（金）
◎２７日（月）

なでしこサロン
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
中野・富士見ふれあいサロン カラオケ 13:30 本郷富士見ヶ丘自治会館
こども広場モーリーズ
10:00～14:30 中野地域ケアプラザ
プリンス会館おしゃべりサロン みんなで歌おう
14:00 プリンス会館
鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン
13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
こども広場モーリーズ
10:00～14:30 中野地域ケアプラザ

● ６日（木）
◎１０日（月）
●１３日（木）
◎２３日（日）
◎２４日（月）
●２８日（金）

中野・富士見ふれあいサロン
13:30 本郷富士見ヶ丘自治会館
こども広場モーリーズ
10:00～14:30 中野地域ケアプラザ
なでしこサロン
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
みんなの広場たけのこ
13:30 中野地域ケアプラザ
こども広場モーリーズ
10:00～14:30 中野地域ケアプラザ
鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン
13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ

● ４日（木）
◎ ７日（日）
◎ ８日（月）
●１１日（木）
◎２２日（月）
●２６日（金）

中野・富士見ふれあいサロン
13:30 本郷富士見ヶ丘自治会館
みんなの広場たけのこ ころころアイス 13:30 中野地域ケアプラザ
こども広場モーリーズ
10:00～14:30 中野地域ケアプラザ
なでしこサロン
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
こども広場モーリーズ
10:00～14:30 中野地域ケアプラザ
鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン
13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ

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できるイベント
■ 町内会・自治会のイベント
■ 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）
■ サロン等どなたでも参加できるイベント
◎◎◎◎ 子ども向け 及び 子どもとおとなが参加できるイベント
●●●
おとな向けのイベント

