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第二中学校

中野本郷小学校

「不易流行」

中野本郷小学校は、校長先生も

コロナ禍も収束の兆しが見え始め、

副校長先生も今年度着任されました。

「第 76 回運動会（6/4）
」は、全学年
コロナ禍も３年目となり、学校では

副校長

井上江見子先生

様々な行事を形を変えながら

副校長

参加のコロナ禍前のスタイルで実施す

校長

福山広伸先生

井手宇郎先生

ることができました。この 2 年間、学年別

校長

曽我竜也先生

（運動会→学年単位のスポーツデー、夏の水泳は１学年ずつ等）工夫してい

開催、入場制限等、規制の中で行われてきた運動会であったため、生徒はもち

ます。一時はオンライン授業もありましたが、小学生の学びはやはり対面で

ろん、令和２年度以降に本校へ異動してきた教職員にとってもコロナ禍前の

関わりながら学ぶのがベストです。保護者や地域の方、様々な年代の方との

スタイルでの運動会は初めての経験となりました。運動会を通じて生徒と教

関わりの中で子どもたちの社会性が育っていきます。

員が協働し成長する姿を見届けることができ、学校行事の意義に改めて思い

交通安全呼びかけ隊や夏休みラジオ体操、鍋横地区まつり、コロナで中止

入りました。今後は、コロナ禍前後の実践を総括し、学校教育における本質的

となっている「わくわく大作戦」などで地域と関わりながら、地域愛を育ん

なものを忘れない中にも、新しく変化を重ねているものも取り入れていく必

だ子どもたちが 30 年後、40 年後に地域を支えるいいおじさんおばさんにな

要性があると感じています。With コロナから After コロナへと学校教育にお
ける転換期と考えています。
（校長

ってくれることを願っています。
（校長先生談）

宮の台児童館

曽我竜也）

鍋横区民活動センター
（中野区職員 アウトリーチ担当）

乳幼児親子の子育て仲間、小学生、中学生の遊びの拠点です。

L

昨年度から新人の佐藤さんも加わってリフレッシュしてスタート

中野区のアウトリーチ担当職員 5 名（事務職・福祉職・保健師）

しました。例年は秋に行っていた児童館まつりを 7 月に実施。子ども

が地域の皆さんの困りごとの相談や活動支援を行っています。

実行委員のメンバーの企画運営をサポートしながら、子どもたちから元気を

「地域の人とつながりを持ちたい」
「家族のことで相談したい」
「近くに住む

もらい、地域の方のボランティアに支えられ、忙しくも楽しく活気にあふれ

方の様子が心配」
「自分に何かあった時の連絡先を知らせたい」など、相談す

る毎日です。遊園の入り口の花壇、

ることができます。相談に関する秘密は守られます。

卓球やけん玉、読み聞かせ、ワークス

内容によっては、訪問したり、必要な支援

協議会・・・地域の皆さんが子どもた

につなげるなど、解決策を一緒に考えます。

ちを思う姿に学びながら、共に育つ児

相談は窓口や電話でどうぞ！

童館でありたいです。
（館長談）
◇開館時間：火～金
亀村さん

篠原館長

10:00～18:00

◇窓口：月～金

土曜・学校休業日 9:00～17:00

佐藤さん

なべよこ地域カレンダー
ラジオ体操 毎日 6:30～

宮の台児童館

杉山公園・本五ふれあい公園
グラウンドゴルフ

小学生向け
8/17(水)夏休み防災映画

千代田町会

8/24(水)わくわくいきもの教室

本五ふれあい公園 毎水曜 9:00~
二中校庭 土曜不定期

8/25(木)卓球大会
9/8(木)けん玉教室
9/15(木)おはなし会

8/26・9/23（金）14:00～
ボッチャ(千代田町会) ＊

9/21(水)卓球しよう！

8/9（火）11（木）10:00～12:00
夏休み親子クッキング 新渡戸文化学園

なべカフェ

9/21（水）13:30～

歌のカフェテリア

秋の歌の数々を・・・

＊

センター集会室抽選会
8/15(月)10 月分・9/20(火)11 月分
毎水曜日＊

ちょこっと体操11:35~11:45

きらきらひろば 平日10時~小学生下校時
きらきらタイム 水・金11:00~11:45
(9/7 から秋期スタート)
9/10（土）親子で運動遊び（事前申込）
9/21（水）食育講座「おやつでとろうカルシウム」
9/28（水）いちごの会のおはなし会

鍋横区民活動センター ＊
いつでもおいデイ

すくすくクラブ

オアシスなべよこ

10～17 土 11～16

9月

第 2・4 火曜日 10:00~13:00

シニア向け

今年の十五夜は 9/10 です
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山の日

杉山公園子どもラジオ体操

1
28月 29 30 31

11:00~15:00
7/30（土）中央西公園で本六町会主催の花火大会
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敬老の日

火
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乳幼児優先タイム11:10~11:55

9/1から

月

8/17・9/21（水）
なべよこお茶っこ相談 ＊
中野区社会福祉協議会・本町地域
包括支援センター 13:30～15:00

夏休み中

9/14・10/12・11/9・12/14(水)＊

8月
日

宮の台児童館 ℡ 3384-4449

連続講座：旅するカフェ奥の細道

問合せ：中野区ごみゼロ推進課 3228-5563

石井さん

乳幼児親子の仲間づくり・
居場所に！

（要申込）時間等詳細についてはお問合せを
これから親になる方へ
8/6（土）8/18（木）こんにちは赤ちゃん学級
8/31（水）妊婦さんの歯っぴいお食事講座
赤ちゃんが生まれた方へ
8/26・9/30（金）離乳食・歯みがきスタート講座
離乳食講習会（初期・中期）
8/22・9/26（月）ウエルカム！はじめてママ
9/5・12・26・10/3（月）2カ月から5か月の赤ち
ゃんを初めて育てているお母さんと赤ちゃん対象
赤ちゃんがきた！BP1 プログラム

月～金

納涼会 二中第二校庭

坪川さん

南部すこやか福祉センター
℡ 3380-5551

子育てひろば

8/20（土）千代田町会

毎水曜日
13:00~15:00 ＊
8/31(水)13:30~14:30
コンサート・筝の調べ

乳幼児親子向け事業

鍋横商店街の「なべよこ夏まつり」と
今年の神社の「祭礼」は中止です。

＊印の会場は鍋横区民活動センター

8:30～17：00

電話：03-3383-2732
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オアシスなべよこ高齢者ミニデイ
8/18(木)10:30~・9/15(木)10:00~

＊

鍋横区民活動センター ℡ 3383-2733
□なべよこわいわい体操 要予約 ＊
8/1・8・22（月） 13:30~
9/5・12・26（月） 13:30~
□すてきな手芸 要予約 ＊
第 2 木曜日 13:30～ 9/8（８月休み）
□いきいき健康体操 要予約 ＊
第 1・3・4 木曜日 13:30～
8/4・18・25・9/1・15・22
高齢者集会室 ℡ 3384-5678
■三療サービス 第 2 水曜日（予約制）
■カラオケ教室 検討中
□本町地域包括支援センター出張相談会
9/17（土）14:00~15:30

10/1（土）本五ふれあい公園で鍋横地区まつりグラウンドゴルフ大会

