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新体制でスタート

昨年 12 月２日の一斉改選で民生委員・児童委員 18 名、主任児童委員１名が厚生労働大臣より委
嘱され、新しい体制で活動をスタートしました。
「民生委員・児童委員」は、専門職ではなく身近な地域住民の一人であり、誰もが地域で安心して
暮らせるように、地域の方々の立場に立って福祉に関する相談・支援を行うつなぎ役です。
「主任児童委員」は、学校、児童相談所、区役所等の関係機関と協力して児童福祉に関することを
専門に担当します。
私達は、見守り訪問、サロン活動等を通して顔の見える関係を築いていきたいと思っています。相
談事等ございましたらお声掛けください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こども広場モーリーズ

「こども広場モーリーズ」は就学前のお子さんとお母さん、お父さんの広場です。
毎月第 2、第４月曜日（８月は第１、第４、１２月は第２、第３月曜日）に中野地域ケアプラザ

本郷第三地区 民生委員・児童委員協議会のメンバーを紹介します。
《民生委員・児童委員》
鍛冶ケ谷 ： 渡邊すみ江
原栞（新任）
浦野恵（新任）
軽野幸男
廣瀬仁子
元 大 橋 ： 原田和夫（新任）
長瀬行雄（新任）
石黒美智子（副会長）
村田昌枝
中 野 町 ： 杉浦仁
坂本友子
中野町(本郷富士見ヶ丘) ： 大沼泰子（新任）
若 竹 町 ： 綿引恵子
片山榮一
港南台プリンスハイツ ： 加藤裕之（会長）
今川高子（会計）
ローレルスクエア港南台 ： 寺本久美子
ラーバン港南台・若竹山手 ： 三國隆光

多目的ホールで開催しています。時間は１０時から１４時３０分までです。
１月２７日（月）は「モーリーズのお正月イベント」を開催しまし
た。雪になるかと思うほど寒い日でしたが、たくさんの親子が集まり、
お正月らしくみんなでつきたてのおもちをいただきました。
あんこ、きな粉、海苔、納豆、大根おろしなどをトッピング、冬野
菜たっぷりのお吸い物でおなかも気持ちも大満足。みんなでほっこり
しました。
モーリーズは、お子さんの遊び場として、
仲間作りの場として、ママのホッとできる場
として、楽しい子育てライフを応援します。

《主任児童委員》
本郷第三地区全域

いつもすてきなイベントを用意して皆さま
：

北野優子

のお越しをお待ちしています。はじめての方
もどうぞお気軽にご参加ください。

傾聴講座を開催～支えあいネットワーク～
支えあいネットワークでは、１２月３日（火）、中野地域ケアプラザにおいて、高齢者等関連分科会
とボランティア分科会の共催で研修会を開催しました。
研修会は、
「傾聴講座：誰かと関わる時に知っておきたい大切な話」と題して、湘南精神保健福祉士
事務所所長の長見英知氏を講師にお招きして行いました。
参加者は４０名でした。
人と関わる時に会話の基本となる話し方、聞き方の一歩を、
講師の豊富な経験をもとに分かりやすく、丁寧な言葉で説明し
ていただき、講座の途中にも笑いが漏れる和やかな雰囲気で盛
り上がりました。基本である傾聴を知るうえで大変参考になり
今後の活動に生かしていきたいと思います。

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

サロン紹介

みんなの広場たけのこ

「みんなの広場たけのこ」は、お子さんからおとなまでみんなが一緒に楽しめる世代間交流イベン
トを年間１０回、中野地域ケアプラザなどで実施しているグループです。
主なイベントは、たけのこまつり（４月）、アイスクリーム作り（７月）、クリスマスかざり作りと
しめかざり作り（１２月）、どんど焼き（１月）などです。そのほか、折り紙や科学遊び、マジック
ショーなども計画しています。
みなさん、おともだちをさそって、ぜひ「みんなの広場たけのこ」のイベントにお越しください。

坂本友子

FAX 045-896-0713）

たけのこまつり

ころころアイス

しめかざり作り

どんど焼き
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鍛冶ヶ谷町内会

若竹山手町会
若竹山手町会では、町内の親睦のため１０月
２０日（日）にバス旅行を行いました。
内容は、しながわ水族館見学、有明ワシント
ンホテルでの昼食バイキング、有楽町アンテナ
ショップでの買い物です。
当初、幼児を含み４１人の参加予定でしたが、
台風による幼稚園運動会の順延と重なり、９名
減の３２人の参加となりました。
当日は天気にも恵まれ、水族館ではイルカシ
ョーを、アンテナショップではいろいろな県の
物産の買い物を楽しむことができました。

１１月２３日（土・祝）９０名の参加で大井
川鐡道のＳＬに乗りに行ってきました。ＳＬの
車窓の風景を楽しみながらお弁当（大人は「三
食弁当」、子どもは「きかんしゃトーマス弁当」）
をいただきました。
川沿いを走るＳＬからは色付き始めた紅葉も
映え、終着駅では石炭を釜に投入しているとこ
ろも見ることができました。帰りには小田原の
鈴廣で休憩をとり、お土産を購入。土曜日の祝
日で道路の混雑はありましたが無事帰着。子供
からお年寄りまで楽しめた旅行でした。

本郷第三地区 イベントカレンダー
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元大橋町内会

港南台プリンスハイツ自治会

本年度の防災訓練は１２月１日（日）に、中
野幼稚園園庭と体育館にて行われました。テー
マは、
「火災からみんなの命と元大橋を守ろう～
大火は小さな火から～」としました。
内容は、２か月前からの手作りポスターの募
集に始まり、訓練内容を①安否確認、②起震車
体験、③炎を使用した水消火器訓練、④大声コ
ンテスト、⑤消火器以外の消火訓練、⑥消防署
への通報体験、⑦防災クイズとしました。
当日は天候にも恵まれ、老若男女 100 名以上
の参加があり、４つのグループで各イベントを
順に体験しました。今回は、ポイントカードを
使用し、ポイントの多い人には賞品を出し、ま
た終了後は炊き出しのカレーライスを提供して
好評を得ることができました。内容のある楽し
い防災訓練になりました。

１２月８日（日）に港南台プリンスハイツ自
治会の防災訓練・安否確認訓練を実施しました。
参加者全員で煙体験をした後に、３グループ
に分かれて消火訓練、救護訓練、搬送訓練を行
いました。救護訓練では心肺蘇生法や AED の取
扱いを体験し、搬送訓練では折りたたみソフト
担架やパイプ椅子を使用した訓練をしました。
虻名公園内坂道では車いすを使用した訓練も実
施しました。
また炊き出し訓練は短時間での調理を目標に
行い、炊飯(薪炊き)、豚汁、焼芋、簡単なおやつ
の調理をしました。その他、仮設トイレの設置
訓練をしたほか、防災訓練終了後には安否確認
訓練も行いました。
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７月

● ５日（木）
◎ ８日（日）
◎ ９日（月）
◎１５日（日）
●１７日（火）
◎２３日（月）
●２４日（火）
●２６日（木）
●２７日（金）

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 折り紙
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・おもちゃ病院 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
プリンス会館おしゃべりサロン 大正琴
14:00 プリンス会館
こども広場モーリーズ お話会・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 筋トレ・脳トレ
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

● ９日（木）
● ９日（木）
◎１３日（月）
●２４日（金）
●２６日（日）
◎２７日（月）
●２８日（火）
●３０日（木）

中野・富士見ふれあいサロン 輪投げ 13:30 本郷小学校コミュニティハウス
なでしこサロン マジック
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
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
鍛冶ヶ谷・ローレル地区ふれあいサロン カラオケ 13:30 ﾛｰﾚﾙ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
こども広場モーリーズ こいのぼり作り・お話会
中野地域ケアプラザ
いきいき健康づくり 筋トレ・ストレッチ 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 紙芝居
14:00 プリンス会館

◎１１日（月）
●１４日（木）
●１４日（木）
◎２５日（月）
●２６日（火）
●２９日（金）
● 未定

こども広場モーリーズ 子育て相談・おもちゃ病院 中野地域ケアプラザ
中野・富士見ふれあいサロン ハーモニカ
13:30 富士見ヶ丘自治会館
なでしこサロン カラオケ
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
こども広場モーリーズ お話会・おもちゃ病院 10:00 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・ローレル地区ふれあいサロン 落語 13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
いきいき健康づくり
13:00 中野地域ケアプラザ

● ４日（木）
◎ ８日（月）
●１１日（木）
◎２２日（月）
●２３日（火）
●２５日（木）
●２６日（金）
●２８日（日）
● 未定
● 未定
● 未定

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・おもちゃ病院 中野ケアプラザ
なでしこサロン 紙芝居
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
こども広場モーリーズ 七夕まつり・おもちゃ病院 中野地域ケアプラザ
いきいき健康づくり 筋トレ・脳トレ
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 マジック
14:00 プリンス会館
鍛冶ヶ谷・ローレル地区ふれあいサロン 体操 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
13:00 中野地域ケアプラザ
港南台プリンスハイツ自治会 テニス教室
ラーバン港南台自治会 上郷深田公園草取り
上郷深田公園
ラーバン港南台自治会 安否確認訓練

● ２日（木）
● ９日（木）
●１１日（土）
●１２日（日）
◎１３日（月）
◎２７日（月）
●２８日（火）
●３１日（金）
● 未定

中野・富士見ふれあいサロン 落語
13:30 本郷小学校コミュニティハウス
なでしこサロン ギター弾き語り
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
港南台プリンスハイツ自治会 プリンスハイツ夏祭り
虻名公園
みんなの広場たけのこ ころころアイス
13:00 中野地域ケアプラザ
こども広場モーリーズ 子育て相談・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 お話会・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 筋トレ・ストレッチ
13:00 中野地域ケアプラザ
鍛冶ヶ谷・ローレル地区ふれあいサロン ゲーム大会 13:30 ｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
プリンス会館おしゃべりサロン ミュージックベル 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

