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各地でおまつりやイベントが行われました
鍛冶ヶ谷町内会 敬老昼食会
９月９日(日)、鍛冶ケ谷集会所において「敬
老昼食会」を実施しました。
当日は町内５6 名の参加者があり、「一声会」
の皆さんによる三味線やお唄で和やかに盛り上
がりました。
また町内会より米寿のお
祝いを代表の方にお渡しし
ました。
その後、歓談しながらお
いしいお弁当をいただきま
した。

ローレルスクエア ふれあい秋祭り
１０月１４日(日)、鍛冶ケ谷北谷公園にて「ロ
ーレルふれあい秋祭り」を開催しました。
当日は早朝まで雨が降りましたが、役員やシ
ニアを含むサポーターの気持ちが通じてか、お
祭りは徐々に青空がみられる天候で進み、各部
主体の模擬店、日野南中学校吹奏楽部の見事な
演奏、子供たちとの○×クイズ、恒例の大抽選
会といった催し物で大い
に盛り上がり、居住者間
及び近隣地域の方々との
親睦を深めることができ
ました。

元大橋町内会 楽しかったハロウィン
１０月２１日(日)、元大橋子ども会「第４回ハ
ロウィン」が開催されました。
子どもたちはハロウィンの仮装をして８グル
ープに分かれて町内を練り歩いてお宅を訪問
し、「トリック・オア・トリート」､「ハッピー
ハロウィン」と言いながら、お菓子を受け取り、
カードにシールを貼り、ハロウィンを楽しんで
いました。
最後に中野幼稚園
体育館に集合し、マ
ジックショーで盛り
上がり、楽しかった
ハロウィンの一日が
無事終了しました。

若竹町内会

ふるさと祭り

１０月１３日(土)、横浜明朋高校グランドで
「若竹ふるさと祭り」を開催しました。
開会式のあと子ども神輿と子ども山車がにぎ
やかに町内を練り歩き、続いてミニ運動会。多
数の参加者がさまざまな競技を楽しみました。
若竹ふるさと祭りは４０年以上続いてきた町
内で最も大きなイベントで、単にお祭りという
だけではなく、防災の面
からも町内の方々が互い
を知りあい、顔の見える
町内活動としていくため
に毎年開催しています。

鍛冶ヶ谷町内会 町民体育祭
１０月１４日(日)、本郷特別支援学校グランド
において、
「第３６回鍛冶ケ谷町民体育祭」が開
催されました。
当日は朝方雨の気配も感じられた日和でした
が、参加者は２００名に及び、小さな子供たち
から老若男女幅広い年齢層の皆さんが各種目に
参加し、一緒になって遊び、時には真剣に競争
し、一日体育祭を楽しみま
した。
午前最終種目では、家庭
防災の会指導により防災意
識高揚を図る「楽しい防災
クイズ」も行われました。

若竹山手町会

バス旅行

１０月１４日(日)、恒例の「バスツアー」は鴨
川シーワールドへ。アクアラインを抜け、ホテ
ルで昼食バイキングを堪能した後はアシカにイ
ルカ、シャチとベルーガのショーを見に。立ち
見が出るほどの満員なのになぜか前の方がガラ
ガラ。なんとジャンプするシャチの水しぶきで
全身ずぶ濡れに。秋らしく過ごしやすい日でし
たがさすがに寒そう。で
も会場は大興奮でした。
特産の海産物を買い、
帰りはみんなぐっすりで
した。
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第 １６回 慶 寿 会 が開 催 されました
１０月２８日（日）、本郷小学校体育館において、本郷第三地区社会福祉協議会主催の「第１６回
慶寿会」が１９６名の参加者を迎えて開催されました。（出演者、関係者等含め 合計 375 名）
ステージでは本郷小学校、桜井小学校の皆さんによる素敵な演奏やかわいい歌声が会場を和ませ、
プロ歌手の叶竜也さんの熱唱で会場はさらに盛り上がりました。
参加された方からは、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、お弁当がお
いしかったなどの言葉をいただきました。

平成３０年１２月１日

本 三 み ら い

第３２号

第６回 本郷第三ふれあいスポーツまつり
９月１６日（日）、本郷小学校において、「第６回本郷第三ふれあいスポーツまつり」が
行われました。当日は、校庭のコンディション不良のため、会場を体育館に変更して行わ
れましたが、３５０名の地域の方々が参加し、さまざまな競技を楽しみました。
体育館という限られた空間の中で行われたこともあり、参加者相互やスタッフが身近に
ふれあうことができ、熱気に包まれ大いに盛り上がりました。

本郷第三地区 イベントカレンダー
◎

１日（土）

中野地域ケアプラザ / SELP・杜 20 周年記念祭

10:30～14:30
13:30 本郷富士見ヶ丘自治会館
10:00 本郷台公園

12月 ● ６日（木） 中野・富士見ふれあいサロン カラオケ

１月

２月

３月

● ８日（土）
◎ ８日（土）
◎ ９日（日）
◎１０日（月）
●１３日（木）
◎１７日（月）
●２１日（金）
◎２２日（土）
◎２３日（祝）
◎ 未定

中野町内会 安否確認訓練
おたのしみ会 鍛冶ヶ谷こども会
本郷第三地区タッチーキャラバン 2018
9:30 桜井小体育館
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
なでしこサロン アンデスの音楽
13:30 鍛冶ヶ谷集会所
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 ﾛｰﾚﾙｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
青少年指導員・みんなの広場たけのこ しめかざり作り 10:00 中野ケア
鍛冶ヶ谷町内会 町内一斉自主清掃
港南台プリンスハイツ自治会 防災訓練

◎ ６日（日）
●１０日（木）
◎１３日（日）
◎１４日（祝）
●２２日（火）
●２５日（金）
◎２８日（月）
●３０日（水）
◎ 未定

ラーバン港南台自治会 子どもお楽しみ会
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
10:00～14:30 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
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
こども広場モーリーズ おもちつき・おもちゃ病院 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
若竹山手町会 防災訓練

● ７日（木）
◎１１日（祝）
●１４日（木）
●１９日（火）
●２２日（金）
◎２４日（日）
◎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
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
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
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

● ７日（木）
◎１１日（月）
●１２日（火）
●２１日（祝）
●２４日（日）
◎２５日（月）
●２６日（火）
●２９日（金）
◎ 未定

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
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
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 折り紙
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
中野町内会 お花見

※ 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 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

