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タッチーキャラバン
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支えあいネットワーク 子育て関連分科会

９月８日(日)、本郷小学校体育館において「タッチーキャラバン」が開催されました。楽しみな
がら防災意識を高めることができるいろいろなゲームや催しが行われ、大いに盛り上がりました。

防災紙芝居

毛布で担架

カードゲーム

ジャッキアップゲーム

キャタピラーレース

バケツリレー

グッズ・オークション

各地でおまつりやイベントが行われました
若竹町内会

１０月５日(土)

ふるさと祭り

横浜明朋高校第２グランド

鍛冶ヶ谷町内会

ハロウィン

元大橋町内会

１０月５日(土)

日帰りバス旅行

ＢＩＯＴＯＰＩＡ（大井町）

元大橋町内会

ハロウィン

１０月１９日
(土)
１０月２２日(祝)
編集委員 ： 水越春彦 本間和男 片山榮一 杉本須美子 服部泰子
佐野也須子 新井場貞子
協
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

軽野幸男

坂本友子

FAX 045-896-0713）

令和元年１２月１日

本三みらい

本郷第三地区社協だより

本三みらい

第３６号

発行者 渡邊 すみ江
◇本郷第三地区
社会福祉協議会
◇本郷第三地区
支えあいネットワーク

第７回ふれあいスポーツまつりが開催されました
９月１５日（日）
本郷小学校校庭

令和元年 12 月１日
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第 17 回 慶寿会 が行われました
１０月２７日(日) 本郷小学校体育館

本郷第三地区 イベントカレンダー
◎

１日（日）

元大橋町内会

防災訓練

１２月 ● ５日（木） 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
パラフェスタ❤さかえ２０１９
栄公会堂・栄スポーツセンター
港南台プリンスハイツ自治会 安否確認訓練・防災訓練 10:00 虻名公園
若竹町内会子ども会 クリスマス会
9:30 中野地域ケアプラザ
みんなの広場たけのこ クリスマスデコパージュ 13:30 中野地域ケアプラザ
こども広場モーリーズ クリスマス飾り作り 10:00 中野地域ケアプラザ
地域福祉保健計画フォーラム
14:00 栄公会堂
なでしこサロン ハンドベル
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
中野町内会 日本の文化に触れる会
本郷小学校コミュニティハウス
若竹町内会 防災訓練
10:00 子ノ神神社
こども広場モーリーズ 人形劇・おもちゃ病院 10:00 中野地域ケアプラザ
鍛冶ヶ谷・ローレルふれあいサロン クリスマス会 13:30 ｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ

◎ ７日（土）
◎ ８日（日）
◎ ８日（日）
◎ ８日（日）
◎ ９日（月）
●１０日（火）
●１２日（木）
●１３日（金）
●１４日（土）
◎１６日（月）
●２０日（金）
◎２２日（日） 鍛冶ヶ谷町内会 町内一斉自主清掃
◎２２日（日） 青少年指導員・みんなの広場たけのこ

１月

２月

３月

しめかざり作り

10:00／13:30

● ９日（木）
◎１２日（日）
◎１３日（月）
◎２７日（月）
●２８日（火）
●３１日（金）
●３１日（金）
● 未定
◎ 未定

なでしこサロン 獅子舞
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
青少年指導員・みんなの広場たけのこ どんど焼き 11:00 子ノ神神社
こども広場モーリーズ 親子体操・おもちゃ病院
中野地域ケアプラザ
こども広場モーリーズ もちつき・おもちゃ病院
中野地域ケアプラザ
いきいき健康づくり 体操
13:00 中野地域ケアプラザ
プリンス会館おしゃべりサロン 二胡
14:00 プリンス会館
鍛冶ヶ谷・ローレルふれあいサロン 新年会 13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
中野町内会 公開医療講座
本郷小学校コミュニティハウス
ラーバン港南台自治会 子どもお楽しみ会

● ６日（木）
◎１０日（月）
◎１１日（祝）
●１３日（木）
◎２３日（日）
◎２４日（月）
●２５日（火）
●２８日（金）
● 未定

中野・富士見ふれあいサロン 健康体操
13:30 本郷富士見ヶ丘自治会館
こども広場モーリーズ 親子パン作り・親子体操
中野地域ケアプラザ
さかえスポーツくらぶ 設立１４周年イベント 10:00 本郷小学校体育館
なでしこサロン アンデスの音楽
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
14:00 中野地域ケアプラザ
こども広場モーリーズ ひなまつり・ベビーマッサージ 中野ケアプラザ
いきいき健康づくり 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 演奏会 13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
プリンス会館おしゃべりサロン
14:00 プリンス会館

● ５日（木）
◎ ８日（日）
◎ ９日（月）
◎１５日（日）
◎２３日（月）
●２４日（火）
●２６日（木）
●２７日（金）
● 未定

中野・富士見ふれあいサロン ギター演奏
13:30 本郷小コミュニティ
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 手形足形取り・親子体操
中野地域ケアプラザ
青少年指導員 SAKAE ヤングフェスティバル
10:00 本郷台駅前
こども広場モーリーズ おもちゃ病院
10:00 中野地域ケアプラザ
いきいき健康づくり 体操
13:00 中野地域ケアプラザ
なでしこサロン お花見
11:00 鍛冶ヶ谷西公園
鍛冶ヶ谷・ローレルふれあいサロン お花見
弘明寺公園
プリンス会館おしゃべりサロン
14:00 プリンス会館

※ 日時やイベントの内容が変更になる場合があります
※ 申し込みが必要なイベントもあります。詳細は主催者にお問い合わせください。
凡例

◎● 連合町内会のイベント、区のイベント、
学校などのイベント
◎● 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
◎● サロンなどのイベント

◎◎◎◎

子ども向け 及び 子どもと
おとなが参加できるイベント

●●●

おとな向けイベント

