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各地でバス旅行やハイキングなどが行われました
元大橋町内会 日帰りバス旅行

若竹山手町会 親睦バス旅行

１０月１２日（木）、好天に恵まれたバス旅
行。最初に立ち寄った霞ヶ浦千代田での栗ひろ
い、大きく実った栗をひろい１kg のお土産を
いただきました。次に舟納豆のお店に立ち寄
り、自家製の納豆を試食しました。
午後からは、１０分くらいの道のりを散策し
ながら袋田の滝に到着。奥へ進むと観瀑台があ
り、三段になった雄大な滝
が水しぶきを上げ落ちてい
ました。あまりの美しさと
雄大な光景にため息が漏れ
るほどでした。

１０月２２日（日）、あいにくの雨の中、親
睦バス旅行を実施しました。
まず成田山新勝寺でのお参りと見学。雨のた
め参詣者は少ないので、こんな時の参詣はご利
益がある事でしょう。その後、浅草ビューホテ
ルで昼食をいただき、東京スカイツリーでの雲
の切れ間からの景色と館
内の展示などを楽しみま
した。帰りは道路が空い
ていて、予定通りに帰着
することができました。

中野町内会 栄第一水再生センター見学
鍛冶ヶ谷町内会 バス旅行
１１月５日（日）、90 名の参加で山梨方面
へ行きました。リニア館では超電導リニアの実
験装置での磁力浮上走行デモに釘付けになり
ました。ワイン工場見学ではワインの試飲でほ
ろ酔い気分になりました。
ホテルでのランチバイキングの後、桔梗屋の
信玄餅工場見学とお土産
の購入。日曜日で道路混
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。

１１月１６日（木）に栄第一水再生センター
の見学会を実施しました。２５人が参加し、下
水処理の説明を受け、そのあと施設内を見学し
ました。参加者は本郷台駅近くにこのような立
派な施設があった事に驚いていました。
再生センターは家庭から出た下水を微生物
を使用してきれいな水にし川に流しています。
家庭で油を下水に流すと、この微生物が死んで
しまい下水処理に支障が
出るので、絶対に油を下
水に流さないで下さいと
係の方から言われました。

中野町内会 鎌倉七福神めぐり

プリンスハイツ ハイキング

11 月２５日（土）、快晴の下、鎌倉七福神め
ぐりを実施しました。参加者２２名で、北鎌倉
駅を９時半にスタートし、浄智寺、鶴岡八幡宮、
宝戒寺、妙隆寺、本覚寺、御霊神社、長谷観音
をめぐりました。観光シーズンということもあ
り町は大混雑、江ノ電も超満員でしたが、全員
無事に帰途につ
くことができま
した。お土産は
七福神の御朱印
色紙です。

１１月２６日（日）、秋晴れの中、恒例の秋
のハイキングを実施しました。
プリンス会館に集合し、総勢６０人（前年の
2 倍、お子さんも多数参加）が、横浜つながり
の森尾根道を上郷自然観察センターまで、それ
ぞれのペースで歩きました。途中のビューポイ
ントでは、きれいな
富士山、箱根の山々を
眺めることができ、心
洗われるひとときを持
つことができました。
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第 １５回 慶 寿 会 が開 催 されました
１０月２９日（日）、本郷第三地区社会福祉協議会主催により第１５回慶寿会が開催されました。
当日は、台風接近のためあいにくの雨模様となりましたが、出席辞退もほとんどなく、１８０名の
参加者を迎えて行われました。
ステージでは、予定されていた小学生の皆さんによる合唱が台風の影響で中止となり、代わりに本
郷小学校の校長先生などによるバンド演奏が披露され、そのあとハミングバードの皆さんのすばらし
いマンドリンアンサンブルの演奏がありました。
参加者からは、中学生ボランティアにお世話していただいたのが嬉しかった、お弁当が食べやすく
おいしかった、など感謝の言葉をいただきました。
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本郷第三連合・中野町内会 合同防災訓練
１１月１９日（日）に本郷台公園で本郷第三連合と中野町内会合同の防災訓練が実施されました。
好天にも恵まれ、地域の皆さんをはじめ、消防署・消防団、警察、支えあいネットワーク(災害時分
科会、子育て関連分科会)、神奈川災害ボランティアネットワークなど 250 名の参加がありました。
参加者からは、説明がわかりやすかった、カレーやたい焼き、防災ケーキが美味しかったなど好
評をいただきました。

２月

町内会・自治会の防災訓練
１１月５日（日）にラーバン港南台自治
会で自主防災訓練が行われました。９時よ
り安否確認訓練を行い、９０％（１１３名）
が参加、要援護者には担当支援者より支援
チラシを配布しました。消火器訓練、ＡＥ
Ｄ取扱訓練には５０名が参加しました。
１１月１１日（土）には鍛冶ヶ谷町内会
と若竹町内会で防災訓練が行われました。
若竹町内会では、町内２３ケ所の消火栓
を探すオリエンテーリングというかたち
で行われました。参加者は１２０名、大い
に盛り上がりました。

ラーバン港南台

消費生活推進員 日清オイリオ工場見学
１１月２８日（火）、消費生活推進員活動として、
日清オイリオ磯子工場見学をしました。
参加者は２５名でした。
入口にはパネルと商品が展示されており、日本に
初めて油が登場したのは 1700 年ぐらい前という
説明がありました。
油の原料には世界中から集められた自然で育った
栄養が詰まった植物が使用さ
れ、空気を汚さずに、ゴミを
減らし、リサイクルしながら、
１分間に 200 本のボトルに
油が詰められているというこ
とでした。
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３月

● １日（木）
◎ ４日（日）
◎ ４日（日）
● ８日（木）
● ８日（木）
◎１２日（月）
●１５日（木）
●１８日（日）
◎１８日（日）
●２０日（火）
●２３日（金）
◎２５日（日）
◎２６日（月）
●２７日（火）

中野富士見ふれあいサロン トランプ・かるた 13:30 本郷小コミュニティハウス
港南台プリンスハイツ自治会 防災訓練
ローレルスクエア港南台自治会 歩道清掃
若竹町内会 安否確認訓練 10:00
なでしこサロン ビデオ視聴
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
こども広場モーリーズ ベビーマッサージ・親子体操 10:00 中野地域ケアプラザ
開園１５周年記念もちつき大会 10:00(9:45 引換券配布) 本郷ふじやま公園
ラーバン港南台自治会 災害時要援護者支援交流会 ラーバン港南台自治会館
ローレルスクエア港南台自治会 防災訓練
プリンス会館おしゃべりサロン オカリナ
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
みんなの広場たけのこ エコクラフト
13:30 中野地域ケアプラザ
こども広場モーリーズ ひなまつり・パン作り教室 10:00 中野地域ケアプラザ
いきいき健康づくり リズム体操
12:45 中野地域ケアプラザ

● １日（木）
● ３日（土）
● ６日（火）
◎１２日（月）
◎１８日（日）
●２２日（木）
◎２６日（月）
●２８日（水）
●３０日（金）

中野富士見ふれあいサロン みんなで歌おう 13:30 本郷富士見ヶ丘自治会館
支えあいネットワーク 全体会
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 お茶会
14:00 プリンス会館
こども広場モーリーズ 手形･足形とり・親子体操 10:00 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
11:00
鍛冶ヶ谷西公園
こども広場モーリーズ おもちゃ病院・おはなし会 10:00 中野地域ケアプラザ
いきいき健康づくり ストレッチ体操
12:45 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
10:00 弘明寺

４月

◎ ９日（月） こども広場モーリーズ
10:00 中野地域ケアプラザ
●１２日（木） なでしこサロン マジックショウ
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
◎２２日（日） 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
◎２３日（月） こども広場モーリーズ こいのぼり作り
10:00 中野地域ケアプラザ
●２７日（金） 鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン カラオケ 13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
●２８日（土） 本郷第三地区社会福祉協議会 総会 13:00 本郷小学校コミュニティハウス

５月

●１０日（木） なでしこサロン カラオケ
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
◎１４日（月） こども広場モーリーズ
10:00 中野地域ケアプラザ
●２５日（金） 鍛冶ヶ谷ローレルふれあいサロン 落語 13:30 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
◎２８日（月） こども広場モーリーズ
10:00 中野地域ケアプラザ

若竹町

青少年指導員 しめかざり作り
１２月２３日（土）、中野地域ケアプラ
ザにおいて青少年指導員、みんなの広場
たけのこ共催のしめかざり作りが行われ
ました。
しめかざり作りは午前と午後に分けて
行われ、子どもからお年寄りまで合計 99
名が参加しました。参加者はお互いに協
力し、り
っぱなお
飾りを作
り上げま
した。

イベントカレンダー

凡

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
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）
◎◎◎◎
●●●

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

