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太宰治の「人間失格」について

平成28年 (2016年)

・日時 ６月２５日（土） １３:３０～
・場所 上鷺宮区民活動センター ２Ｆ 洋室３・４号
・講師 平岡敏夫先生（国文学者）
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【上鷺宮区民活動センター】ではこんな仕事をしています

上鷺宮区民活動センター です。

①支援を必要とする世帯への調査訪問及び関
係機関との連携 ②民生・児童委員が行って
いる活動の支援及び情報交換 ③町会・自治
会の活動や地域状況等に関する情報
提供および情報交換 ④区民活動セ
ンター施設や備品の修繕・維持管理
等を行っています。

７月１日（金） １０:３０～
上鷺宮区民活動センター １Ｆ 高齢者集会室
堅田福子先生（育児セラピスト１級）
愛情と時間をかける対面子育てを念頭に、
理想的な子育ての方法を教えて下さいます。
幼児同伴可。

チ ャ イ ル ド ビ ジ ョ ン
・日時
・場所
・講師
・内容

【お問合せ】
本田・幸田 ☎（３９７０）９１８１

７月２９日（金） １０:００～
上鷺宮区民活動センター ２Ｆ 洋室３・４号
関口俊夫先生（環境教育アドバイザー）
チャイルドビジョン（幼児視界
体験メガネ）を作って、幼児の
視界を疑似体験し、子どもの特
性を理解します。

【問合せ】上鷺宮区民活動センター 運営委員会 地域事業部会
☎（３９７０）９１８２
上鷺宮区民活動センター 運営委員会 です。

運営委員会

健康づくり・うた・囲碁・体操・フラダンス・
手芸・スケッチなどをテーマとした数々の事業
の企画・運営の他、地域ニュース
発行等の広報活動、図書展示物の
維持管理等を行っています。

活動報告

★落語とバイオリン演奏 ５月１６日（月）
笑福亭希光さんをお招きし、上方の楽しい
落語で会場は大爆笑の渦が巻き起こりました。
また、玄人はだしのバイオリン演奏にはうっ
とりさせられました。

☎（３９７０）９１８２

★塩麹・しょうゆ麹づくり ５月２０日（金）

先生の分かり易いご指導で塩麹・しょうゆ麹
づくりに挑戦しました。皆さん「とっても美味
しそうな麹ができました。熟成するのが楽しみ
です｡｣とおっしゃっていました。

上鷺宮区民活動センター 受付 です。

①集会室・テニスコート・公園使用
の受付と施設管理 ②車いす・印刷
機・図書の貸し出し ③区のチラシ
等配布物の管理を行っています。

区民と区長の対話集会 のご案内

☎（３９７０）９１３１

窓口：８:３０～１７:００
（夜間・土・日・祝は管理人が勤務してます。）
※住民票・印鑑証明等の届出・手続き・証明等は行っておりません。
（鷺宮地域事務所か本庁にてお願いします。）

・日時 ６月２２日（水）１９:００～（２時間程度）
・場所 上鷺宮区民活動センター ２Ｆ 洋室３・４号
・テーマ １０年後の中野のまちの姿について
・問合せ 中野区政策室企画分野 企画担当 ☎(3228)8987
【お知らせ】

集会室およびテニスコートの抽選は下記の日程で行います
7/19(火) および 8/15(月)
(地元団体)9:30～ (一般団体)10:30～ (テニス)14:30～

し ず く

『 昔 』
長谷川 民雄

私の育った昭和二十年代の鷺宮 現(上鷺宮三丁目付

近 は
)、武蔵野の面影を残し、住宅や農家・畑や雑木林
が点在。中野の北はずれで、何とか電気はありましたが、

水道やガスなどのライフラインが無い時代でした。真に

東京の田舎的感じで、その時代の主役はラジオか新聞。

のんびりとした時代でした。戦後のベビーブームで子供

達は大勢いました。子供にとっては家の周りが全て遊び

場で、いつも遊び仲間が居り、遊ぶことばかり考えて走

り回る時代でした。我家の裏手に千川通りや千川上水が

あり、両岸には木々が生い茂り、東の方角が中村橋。桜

並木が続き道も広い練馬区。西の方角は道も狭く桜の木

もなく、こちらは中野区。昔から差があった様ですね。

今の富士見台の交差点は五差路ですが、昔は十字路。斜

めに橋が掛かり、千川通りは真っ直ぐ西に走って信号も

なく、交差点を左折して二百米程左側に松屋グランドが

ありました。桜の木々が至る所にあり、満開時期は美し

い光景が見られましたが、三年前に全て無くなりました。

千川上水に沿って土手や原っぱがあり、川には小魚

や野鳥、小動物 野(ネズミやイタチや蛇 ま
)た昆虫などの
生き物が生息してました。夏になると、雑木林 現
(八成

公園 へ)朝早く出掛け、かぶと虫やサイカチ等の昆虫を
よく採りに行きました。特に仲の良い仲間と千川の土手

に大きな穴をあけ秘密基地を作ったり、結構無茶な事も

やりました。小学校五年生 昭
(和三十二年 頃)に、千川上
水の暗渠工事が始まり、いつも工事現場を見たり遊んだ

りしてる内に、仮設の側溝に落下し流され、必死で丸太

につかまり何とか助かった事 笑( 、)親から強く怒られた
記憶があります。今から思えばすごい経験をしたと思っ

ています。

そんな環境で育った事が今、貴重な体験で、今思え

ば、子供の頃の遊びはお金は掛からず、創造性に富んで

いて、とても健康的かつ理に適っていた様にも思えます。

上(鷺宮五丁目在住）

地域ニュースは偶数月の１５日発行で町会加入世帯には各戸配布しています。
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鷺六高齢者会館

☆始まっています
【シニアの学校】

『ロールパン』によるギター演奏と歌
・日時：7月12日(火) 10:30～11:15
・場所：上鷺宮区民活動センター 洋室３・４号
・主催：まちなかサロン～かみさぎ～

かみさぎ幼稚園

毎月第４水曜１３:３０～１５:００
・7月27日(水)：緊急時の対応について
（講師：野方消防署）
・8月24日(水)：認知症の予防について
(講師:上鷺宮地域包括支援センター)

☎(3999)7361
ぴょんこクラブ

未就園のお子さんとその保護者対象。申込不要。

☎(3926)3656

☆７月から始まります
【熱中症対策事業】
・涼しい会館で冷たい麦茶を用意して
お待ちしています。

七 夕 の 飾 り づ くり

・日時：７月６日（水）９:３０～１１:００
・会場：上鷺公園
※作った飾りは笹竹に付け持ち帰れます。
プ

ー

ル

開

かみさぎ児童館

☎(3998)0074
３Ｂ・親子体操

・日時：６月２３日（木）
１１:００～１１:４５
・会場：かみさぎ児童館ホール
・対象：乳幼児（歩ける様になった
お子さん）と保護者
・内容：ベルター・ベルを使い、音楽に合わせ
親子で楽しむ運動遊びです。
・講師：加藤早苗さん・村本由利子さん
（公認指導者）
・参加費：無料
・定員：親子 先着２０組まで
・申込方法：6/1(水) 10:00～かみさぎ児童館

かみさぎ

花 だより

かみさぎの夏まつり

・日時：7月30日(土)
17:00～20:30
・会場：上鷺宮小学校 校庭
・主催：かみさぎの夏まつり
実行委員会
・問合せ：古谷 ☎(3999)4174
－・－・－・－・－・－・－・－
★会場づくりボランティア募集★
当日の８：００～１２：００
テント張りなどの開催準備

星を見る会

かみさぎこぶし園
☎(5241)8121

放

・日時：７月４日（月）～ １２日（火）
１１:１５～１１:４５
（水曜は１１:００～１１:３０）
・会場：かみさぎ幼稚園 園庭
※水着着用をお願いします。
衛生管理上、おむつの取れてないお子さん
は大きいプールには入れません。

第２１回

日 常 ボ ラ ン テ ィ ア 募 集 ！！
障害のある方が通っているかみさぎ
こぶし園では、園の活動や生活面の介
助等のお手伝いをして下さるボランテ
ィアを募集しています。
月曜日から金曜日の
午前９時３０分～午後
３時３０分のうち
都合の良い時間帯で構いません。

聖オディリアホーム乳児院
☎(5971)8071
集いの広場の七夕まつり
・日時：７月７日（木）
１０:３０～１５:００
・会場：聖オディリアホーム乳児院
集いの広場
・対象：未就園児と保護者
・内容：ヨーヨーつり、
宝ひろい、紙芝居、
アンパンマン音頭、など
・参加費：無料

野方消防署

鷺宮出張所
☎(3970)0119

夏 本 番 前 か ら 熱 中 症 対 策 を ！！

・日時：7月30日(土) 19:30～
・会場：上鷺宮小学校 屋上
・主催：青少年育成
上鷺宮地区委員会
・内容：土星や木星、
織姫と彦星、
夏の星座を見ます。
・問合せ：星川
☎(5241)8481

わ が 街 の 駐 在 さ ん
皆さんこんにちは。すっかり暑
くなってきましたね。
４月、鷺宮で振り
込め詐欺が発生し
ました。息子を騙
り、300万円を直接
受け取りに来るという
手口です。まさか自分は、と思うか
もしれませんが「お金の話は全て詐
欺」です。騙されないように注意し、
すぐに通報して下さい。
また、梅雨の
季節になります。
自転車の傘差し
運転は危険です
ので絶対に止め
て下さい。
上鷺宮駐在所

今回は「萱草(かんぞう)」。
ユリ科の花。漢方で有名な甘草は
全く別のマメ科。左の「萱草」の
花は、今から76年ほど前に亡き母
が上鷺宮4～5丁目にかつてあった八成山の雑木林から
持ち帰った花の子孫です。萱草は別名「忘れ草」。人
の憂いを忘れさせてくれるという中国の古典が原点。
この花を詠み込んだ万葉集を紹介します。

熱中症は、梅雨入り前や梅雨の
時期にも発生しています。これは
体がまだ暑さに慣れていない為、
熱中症になると考えられます。
◎高温・多湿・直射日光を避ける
熱中症の原因の一つが、高温
と多湿です。屋外では強い日差
しを避け、屋内では風通しを良く
しましょう。
◎水分補給は計画的かつ
こまめにする
のどが渇いてから水
分補給するのではなく、
意識的に水分補給を心
がけましょう。

忘れ草 垣もしみみに 植ゑたれど
醜(しこ)の醜草(しこくさ) なほ恋ひにけり
現代訳： 憂いを払う忘れ草を垣根にあふれ
るほど植えたけれども、バカな！話と全く違う。全く
バカな草だ！あなたを胸焦がすほど恋しく思う気持ち
が忘れられないなんて！
（作者不詳 巻12 3062）

★

新着図書

★

◎運動時等は計画的な休憩をする
スポーツ中だけでなく、試合の応
援や観戦中でも熱中症が発生してい
ますので注意しましょう。

「流(りゅう)」東山彰良著

「死んでいない者」滝口悠生著

情報提供のお願い
これから「上鷺宮むかしがたり」と
題して連載予定です。思い出深い地域
や場所、昔の懐かしい行事など、でき
るだけ幅広い内容で掲載していきます。
「私の家の近所にはこんな遊び場が
あった」「お花見の時期には町内の人
が集まってこんな楽しい催しがあっ
た」等の貴重な情報や写真等がありま
したら、どしどしお寄せください。
上鷺宮区民活動センター
運営委員会 事務局

編

集

後

記

初めて地域ニュース作りに参画し
ました。正直、中身の濃い紙面だな、
と痛感します。これからも、皆さん
が楽しめる紙面創りを目指していき
ます。
（山口）

「人生ノート」美輪明宏著

