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イベントの報告です！
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昔あそびの達人に教わった「昔あそびでコマづくり」

10/15

８月１８日（金） 夏休み中の小学生が、お年寄り
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の皆さんと一緒に、荷造り用の紙バンドと牛乳
パックでコマづくり
パックでコマづくりを楽しみました。自分で色を
づくりを楽しみました。自分で色を

隔月刊

付けたコマが回ったとき、思わず「わーっ、きれ

42回
第42
回 かみさぎ地区まつり

い！」という声が上がりました。（参加者１７名）
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津軽三味線の迫力に圧倒された「敬老のつどい」

上鷺宮小学校！
会場は上鷺宮小学校
！

★リサイクルバザー

９月１２日（火）今年
９月１２日（火）今年も元気なお顔がそろいました。
今年も元気なお顔がそろいました。
ウクレレ演奏、フラダンス、保育園の子どもたち

陶器は除く)) ・バッグ ・ おもちゃ ・本のみ （衣類と靴はなし
雑貨((陶器は除く
衣類と靴はなし）
なし）
雑貨

の歌と遊戯を楽しんだ後、今年は銭太鼓と津軽

★模擬店

三味線の演奏が上鷺宮に初お目見え。圧倒的

お汁粉 ・ 綿あめ ・ ソースせんべい ・ ラムネ ・ 玉こん ・だんご

なテクニックと迫力に度肝を抜かれました。次回
なテクニックと迫力に度肝を抜かれました。次回

フランクフルト ・ 駄菓子 ・ 焼きそば ・ ヨーヨー ・ 鉢花 ・ 野菜
★木工作
・手作りコーナー ・輪投げ
21日
21日(土) 12:00～
12:00～16:00
★作品展

は、あなたもぜひ魂を揺さぶる音色をご体験くだ
は、あなたもぜひ魂を揺さぶる音色をご体験くだ
さい。（参加者5
さい。（参加者5０名）

「ウェルカムボードを作ろう！」

地域の皆さんやサークルの作品を展示します。

★子どもみこし・ 山車
22日（日）
22日（日） 9：00集合
00集合

上鷺宮む
上鷺宮むかしがたり
9：30出発
30出発

鷺宮囃子と一緒に地域を練り歩きます。
★アトラクション

＜さつま芋＞

22日（日）
22日（日） 12：
12：30～
30～14：
14：00

（写真）さつま芋の花

毎年２月頃、さつま芋の苗床を作った。５月の初め頃１５㎝ぐらいのつ

・武蔵台小学校吹奏楽団演奏 ・上鷺宮小学校５年生の踊り

るを肥料を置いた畑に「刺木（注）」をするように、やや斜めに刺していく。

・北中野中学校吹奏楽部演奏 ・ かみさぎ児童館イーグルのダンス

秋の収穫まで何度もつる返しと称して、左から右へつるを裏返していき、

・鷺宮囃子 ・ かみさぎ幼稚園児の歌と踊り

やがて何週間かすると今度は反対に右から左へ裏返す。そのつるの
やがて何週間かすると今度は反対に右から左へ裏返す。そのつるの葉
つるの葉
の付け根あたりから、小さな根が付いているのが分かった。こまめにする

★子ども縁日（会場：かみさぎ児童館）
21日（土）
21日（土） 13：
13：15～
15～15：
15：45 キックターゲット・風船
キックターゲット・風船ダイブ
・風船ダイブ
13：15～
15～13：
13：45

この作業は、つるの途中に栄養が蓄えられ根本まで届かなくなるのを防

など

ぐ、重要な役割を担っている。

「フリースタイルバスケット」

夏の盛りにさつま芋が紫色の花を咲かせた。終戦の直前、アメリカの
ヒコーキが撒いたビラがさつま芋畑に点々と、花と一緒に散らばっていた

※詳細はかみさぎ地区まつり実行委員会発行のパンフレットをご覧ください。
（上鷺宮区民活動センターにあります）

事があったのを想い出す。

【問合せ】
問合せ】 古谷 ☎ （3999）
3999）4174

近年この地では蝉は一斉に鳴き出すが、昔は秋の遅くまで鳴いてい
☆上鷺宮区民活動センターの改修工事に伴い取扱業務が変更になります。
期間：平成２９年１１月１日 ～ 平成３０年１月５日
集会室 読書室
トイレ 図書コーナー

抽選会
テニスコート

たのが「つくつく法師」だった。
たのが「つくつく法師」だった。オーシンツク・オーシンツク・オシオーツク
「つくつく法師」だった。オーシンツク・オーシンツク・オシオーツク

印刷機

の声を聞くと母は「そろそろさつま芋が美味くなる頃だね」と言っていたこ

車いす

とを懐かしく想い出す。

利用申込み

11/20 12/18

上鷺宮区民活動センター

×

×

○

×

×

○

○

※二丁目集会室（分室）

○

-

-

○

○

×

×

(注) 「刺木（さしき）」アジサイ、クチナシ、菊などの枝を土に刺しておき発根させる
株のふやし方の一つ。

※都営上鷺宮二丁目アパート（上鷺宮２－４－６）に併設

30

しししし ずずずず くくくく

『『『『 代代代代 』』』』
佐伯 利昭

七月二十五日にににに六十二歳のののの誕生日をををを迎迎迎迎ええええ、、、、中野

ゼロホールの隣隣隣隣のののの年金事務所にににに、、、、厚生年金のののの受給手

続続続続きに行行行行ってきました。。。。昨年はははは、、、、初初初初めての孫孫孫孫もももも生生生生まままま

れれれれ、、、、今今今今まさに「「「「
初期高齢者」」」」
というところでしょうか。。。。

昨年一月にににに、、、、武蔵台小学校第十回卒業生のののの「「「「
還暦

同窓会」」」」
をををを行行行行いました。。。。残念ながらこれまで他界しししし

てしまった同級生がががが三人いるものの、、、、私私私私のののの担任だっ

たたたた佐々木富雄先生もももも、、、、八十をををを超超超超えているとは思思思思ええええ

ないお元気なご様子でででで参加しししし、、、、しっかりお酒酒酒酒もももも飲飲飲飲まままま

れていました。。。。先生はははは武蔵台小、、、、上鷺宮小とととと、、、、この

地域には二十年以上在任されていたため、、、、担任して

もらった方方方方、、、、保護者でででで関関関関わりのあった方方方方など数多くくくく

いらっしゃると思思思思いますので報告します。。。。そういう私私私私

もももも自分のみならず、、、、長男もももも二年間佐々木先生にににに担担担担

任任任任していただき、、、、本当にににに長長長長いお付付付付きききき合合合合いになりまし

たたたた。。。。

そして還暦をををを過過過過ぎた今今今今、、、、考考考考えることは世代交代でででで

すすすす。。。。これまで地域のいろいろな事事事事にににに関関関関わらせていた

だきました。。。。でも時代のののの移移移移りりりり変変変変わりとともに、、、、地域

のののの様子もももも変変変変わり、、、、住住住住むむむむ人人人人のののの意識もももも変変変変わってきている

とととと思思思思います。。。。だからこそ、、、、新新新新しい時代はははは、、、、若若若若いいいい次次次次のののの世世世世

代代代代にににに任任任任せるべきだ、、、、そんな持論をををを持持持持ちながらこれま

での関関関関わりを一一一一つつつつ一一一一つつつつ整理しています。。。。そしてそん

なに遠遠遠遠くない将来、、、、南南南南のののの島島島島でででで缶缶缶缶ビールを片手にににに、、、、

♬♬♬♬そんな時代もあったねと

いつか話話話話せる日日日日がががが来来来来るわ♪♪♪♪

♬♬♬♬あんな時代もあったねと

きっと笑笑笑笑って話話話話せるわ♪♪♪♪

（（（（上鷺宮三丁目在住））））

をををを歌歌歌歌えることが、、、、
なんて、、、、中島みゆきの「「「「
時代」」」」

人生最後のののの目標です。。。。

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
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。
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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2017年
2017年10月
10月15日発行
15日発行
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☎(3999)7361

ぴょんこ
ぴょんこクラブ
①「かみさぎランド」へようこそ
①「かみさぎランド」へようこそ（５歳児との交流）
へようこそ（５歳児との交流）
・11月
11月20日（月）
20日（月） 10:00～
10:00～11:30
・５歳児が作ったお店や遊びコーナーで遊べます。
②「ツリーを作ろう」「好きなおもちゃで遊ぼう」
・12月
12月14日（木）
14日（木） 10:00～
10:00～11:30
・４歳児との交流
※①②とも対象は未就園児とその保護者
親子とも上履きと外靴を入れる袋を持参下さい。

かみさぎ児童館

鷺宮すこやか福祉センター☎(3336)7111
鷺宮すこやか福祉センター☎(3336)7111

「ウォーキングの基礎を学ぼう」

・日時 ： １０月１９日(
１０月１９日(木) 9:35～
9:35～15:30
・会場 ： 中野ゼロ大ホール
・対象 ： 地域の皆様、保護者、卒業生
・内容 ： ○１年～３年生の各クラスでの
合唱コンクール
○３年修学旅行結果、北中サ
イエンスの優秀賞の内容、
美術科の作品、吹奏楽部演
奏等の舞台発表
など
・申込み ： 当日、会場で受付。
・問合せ ： 文化行事委員会担当まで

・日時：１２月１６日(
・日時：１２月１６日(土) 10:30～
10:30～12:00
・会場：区立美鳩小学校
・対象：区内在住の方
・内容：地域の自主団体の太鼓演奏や
ダンス披露も行います。
・定員：先着170
・定員：先着170名
170名
・申込み：11/6(
・申込み：11/6(月
11/6(月)～
電話か来所又は
区ＨＰからの電子申請

②学校公開 “平和の語り部”
・日時 ： １１月１１日(
１１月１１日(土) 10:45～
10:45～
・会場 ： 北中野中学校 体育館
・対象 ： 地域の皆様、保護者、卒業生
地域の皆様、保護者、卒業生
・内容 ： 全校生徒を対象に生々しい戦
争での体験談をお話ししてい
争での体験談をお話ししてい
ただきます。

学校説明会
・日時：１１月４日（土） 14:00～
14:00～15:30
・会場：武蔵丘高校 体育館
・対象：中学３年生及び保護者
・内容：本校の特色、平成３０年度の生
徒募集の内容についてご説明
します。
・問合せ：教務部 田口

とちの木保育園
(5971)3910
とちの木保育園 ☎(5971)3910

鷺六高齢者会館 ☎(3926)3656
(3926)3656

人形劇団プーク「ハリネズミと金貨」
・日時：１０月３０日（月） 15:30～
15:30～16:30
・会場：とちの
・会場：とちの木保育園
ちの木保育園 地下ホール
・対象：地域の乳幼児の親子、小学生
・内容：人形劇団プークによる「ハリネ
ズミと金貨」を上演します。
ハリネズミのおじいさんが偶然
見つけた１枚の金貨。金貨を通
してふれあい、思いやりが描か
れた世界を皆さんにお届けしま
れた世界を皆さんにお届けしま
す。
・申込み：園に直接おいでください
・申込み：園に直接おいでください。
ください。

ヴァイオリンの響きをあなたに！

都立武蔵丘高校

☎(3999)9308

☎(3998)0074

科学あそび・偏光万華鏡をつくろう
・日時 ： 11月４日
11月４日(
月４日(土) 14:00～
14:00～16:00
・会場 ： かみさぎ児童館
・対象 ： 小学生以上 先着２５名
・内容 ： 偏光板を 使って万華鏡を作ります。
親子参加も可。10/17(
親子参加も可。10/17(火
10/17(火)から受付。
電話も可。

かみさぎこぶし園

☎(5241)8121

かみさぎこぶし園フェスティバル
・日時 ： １０月２２日(
１０月２２日(日) 10:30～
10:30～14:50
・会場 ： かみさぎこぶし園
・内容 ：１年に１度のお祭り。 様々なアトラク
ションを用意してお待ちして
ションを用意してお待ちしております。
☎(3926)6381
(3926)6381

上鷺宮小学校学芸会
・日時：１１月２５日（土） 9:00～
9:00～12:30
・会場：上鷺宮小学校体育館
・内容：子どもたちが、それぞれの役になりきり、
心を一つにして演じます。
お誘い合わせのうえご来場ください。

かみさぎ 花 だより

銀杏（公孫樹）は不思議な植物で約２億年前
後の中生代から新生代にかけて地球上に繁
栄後、氷河期でほぼ絶滅し、わずかに生き
残ったのが現存の銀杏だそうです。授業で
習った記憶があります。銀杏は雌雄異株の風
媒花です。実は茶碗蒸しに欠くことのできない
銀杏（ぎんなん）。

金色（
金色（こんじき）
こんじき）の 小さき鳥
さき鳥の形して
いてふ
いてふ散るなり 夕日の
夕日の丘に
与謝野晶子

銀杏散る
銀杏散る 童男童女 ひざまづき
（子どもたちが美しい落葉を拾う様が可愛らしい）

わ が 街 の 駐 在 さ ん
上鷺宮の皆さん、こんにちは！
先日、千川通りで自転車と車の交通
事故が発生しました。怪我は軽いもの
でしたが、野方警察署管内では自転車

・日時：１１月２９日（水） 14:00～
14:00～15:00
※バザーもあります。12:00
バザーもあります。12:00～
12:00～
・対象：６０歳以上の方（先着６０名）
・演奏者：田澤明子さん（ヴァイオリン）
西原直子さん（ピアノ）
・申込み：10/2(
・申込み：10/2(月
10/2(月) 10:00から
10:00から
６０名まで整理券発行
野方消防署 鷺宮出張所
☎(3970)0119
秋の火災予防運動
１１月９日（木）～１１月１５日（水）
「火の用心 一人一人の 心掛け」
気温が下がり暖房器具を使う時期にな
ります。
身の周りを点検して、火災から尊い生
命と財産を守りましょう。

の事故が多数発生しています。
上鷺宮で起きた過去の自転車事故で
は、
・交差点での一時停止
・自転車は左側通行
・早めのライト点灯
が守られていないことが原因しているも
のが多いです。
アカシア通りなどと路地との交差地点
は特に気をつけてください。
今月はお祭りもありますね。
健康に気をつけて、みんな
で参加しましょう！

川端 茅舎
★

☎(3999)3415

①文化発表会

かみさぎ幼稚園

上鷺宮小学校

北中野中学校

新着図書「月の満ち欠け」（作）佐藤 正午

上鷺宮駐在所
上鷺宮駐在所

庁舎開放
１１月１１日（土）
野方消防署鷺宮出張所の庁舎開放を
行います。
消火体験、ミニ防火衣の着装体験や
ペーパークラフトの作成など体験コー
ナーがいっぱいです。皆様でお越しくだ
さい。
編

集 後 記

突然、選挙の実施予定が飛び込んで
きたため、地域のイベント開催に変更が
生じ、紙面づくりに大わらわでした。
（髙野）

「こねこのねる（ブルーナの絵本）」（作）ディック・ブルーナ

