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※記事 の予定が変 更 になる場合があ ります ので、詳細 に つきま し ては、事前 に各自 でお問 い合わ せ いただきます ようお願 いいた します。

イベント

場 所

こども縁日と花火大会
北原小学校

北原自然教室

日 時

詳 細

縁日のお店で遊んだ後は、花火大会を楽しみま 野方北子ども会
す。 詳細は後日配られるチラシをご覧ください。 北原児童館
※悪天候時：縁日は体育館。花火は１７日（日）に延期。
３３３７－９６３２

７月２０日（水） 北門
午後２時３０分～４時

昆虫観察をしたり、ミニ豚と遊んだりします。
手作り工作もします。

７月２３日(土)

子ども：午後１時～３時､大人：午後６時～８時

ヨーヨー、バルーンアート、わたあめ、ゲームなど 野方南自治会 長廣
楽しく遊べる広場です。冷たいスイカもあります‼
３３３８－３０４５
自由参加
打ち上げ花火と手持ち花火をお楽しみください！

野方ふれあい
広場

花火大会

緑野中学校
校庭

７月２３日（土）午後７時～
※雨天時７月２４日（日）に順延

盆踊り大会と夜店市

北原小学校
校庭

７月２８日（金）・２９日（土）
午後６時３０分～８時３０分

平和の森公園

７月２１日（木）～３１日（日）
午前６時３０分～

啓明小学校

７月２１日（木）～３０日（土）
午前６時３０分～

みつわ公園

７月２１日（木）～３１日（日）
午前６時３０分～

スイカ割り大会

野方一丁目公園

料理教室
カレーとナンづくり

８月６日（土） 午後１時～
７月２３日（土）
午前９時３０分～正午

おたのしみ袋
人形劇
「こぶとりじいさん」
「戦争と平和」
夏の子ども会
寺子屋ｼﾘｰｽﾞ第２弾
「ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄを楽しもう」

※雨天時２４日（日）

野方図書館

２階調理室

７月２３日(土) 午前１０時～
児童室特設コーナー

ＮＰＯ法人 中野こども空間
５３７３－８２４６

丸山町会四つ葉子ども会
内山 ５３８０－２９０２

盆踊り大会実行委員会
（野方北町会、野方南自治会、野方若者睦会、野方商店街振興組合）

野方一町目南町会、野方東
子ども会、野方二丁目町会
自由参加

野方二丁目町会、中和会、一和会、
大和北協和会、草笛子ども会

若一子どもと共に進む会
３３３６－６７５０
自由参加

野方一丁目南町会 佐々木
３３８９－４８６２

対象：小・中学生 参加費：一人２００円
受付：午前９時１５分～９時３０分

ＮＰＯ法人 中野こども空間
５３７３－８２４６

図書館員おすすめの本を 年齢とテーマに合わ
せて３冊セットで貸し出しします。

７月２４日(日)午後２時～３時 会議室５ 劇団「貝の火」が昔ばなし「こぶとりじいさん」を 野方図書館
予約:７月１０日（日）午前９時～
ユーモアたっぷりに人形劇で上演します！
３３８９－０２１４
８月６日（土）午後２時３０分～３時
「戦争と平和」に関する本のブックトークを行います。
会議室３
７月２２日(金)①午後２時～２時３０分
②午後２時３０分～３時

申込み：７月９日(土)～
対象：小学生以上 各回先着１０名ずつ

８月１０日（水）
➀午前１１時２０分～１１時５０分
②午後２時～４時

対象：小学生以上 １６ミリフィルム上映
①午前：トイレの花子さん
②午後：ほたるの墓、長靴をはいた猫

８月３１日(水) 午後２時～３時

申込み：８月１７日(水)～ 参加費１００円
対象：小学生以上 先着２０名

児童館のベンチを直そう！

申込した人たちの都合の良い日
５年生以上 ７月２０日までに申し込み

電動工具（のこぎり・カンナ・ドリル）やペンキを使っ
て外ベンチをよみがえらそう！！

きたはらシネマ

８月１２(金)・１３（土） ２階フリーホール
午後１時３０分～

観たい映画をリクエストしてください！
飲み物も持ち込み可能です！

きたはら杯卓球大会

８月２４日(水)・２５日(木)・２６日(金)
午後３時～４時３０分
申込：７月２６日（火）～８月１９日（金）

サーブをできる人なら誰でも参加できます！
期間内たくさん試合をして「きたはら卓球名人」の
称号を手に入れよう！

手づくり教室
ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟｷﾙﾄと巾着

８月２４日（水）２５（木）２６日（金）
午前１０時～正午

対象：小・中学生 ３日間同じ内容です。
できた作品は野方地区まつり時に展示します。

７月２１日(木) 午後２時～４時

ボランティアの鳥山さんと野菜スタンプでノートを
作ります。絵具を使って作ります。

７月２７日(水) 午後３時３０分～４時

色々な形のシャボン玉を飛ばして涼しくなりましょう！

７月２８日(木)午後２時３０分～３時３０分

ボランティアの東森さんとアクセサリーを作ります。
じっくりと自分だけのアクセサリーを作りましょう！ キッズ・プラザ緑野
５３４５－７４７０
竹内さんとミニバスケをやってボールと仲良くなろう！

野方座映画の世界

野方児童館
手づくり室

寺子屋ｼﾘｰｽﾞ第３弾
「かわいい貝ぐるみを作ろう」

北原児童館

とりちゃん工作
みんなで遊ぼう「シャボン玉」

アクセサリー作り
ミニバスケ

(2）

問合せ先

７月１６日（土）
こども縁日：午後５時～６時３０分
花火大会：午後６時３０分～８時３０分

納 涼 会

ラジオ体操

平成 28 年(2016 年)7 月 11 日

定員２０名

キッズ・プラザ
緑野

材料費１００円 高学年対象

８月１０日(水) 午後３時３０分～４時

みんなで遊ぼう「水遊び」

８月１５日（月） 午後３時３０分～４時

水鉄砲、水風船でサバイバルゲーム！
タオルと着替えを持ってきてください。

映画会「みどりのシネマ」

８月２３日（火） 午後１時～３時

プレイルームに大きなスクリーンが登場！

８月２６日(金)午後１時３０分～３時３０分

香りの先生小林さんがアロマについて教えてくれます！

低学年３０名､高学年２０名、材料費１００円

素敵な香りでリフレッシュしませんか？！

アロマフレッシュ作り

野方児童館
３３８７－８８３６

北原児童館
３３３７－９６３２

ＮＰＯ法人 中野こども空間
５３７３－８２４６

沼袋氷川神社祭礼

野方駅
駅前ひろば

８月２０日（土）・２１日（日）
集合午後２時３０分、出発３時

２０日 お囃子､太鼓､子ども神輿､山車 ( お菓子 あります) 野方若者睦会 岸
３３３８－５３４４
２１日 中神輿

お神輿・山車
夏祭り・盆おどり

たんぽぽ公園

８月２０日(土)・２１日(日)

２０・２１日 午後６時３０分～ 盆踊り､櫓太鼓､夜店 野方二丁目町会 秋元
３３８８－６７１１
２１日 午後１時～神輿、山車（お菓子あります）

草の実公園
新井 2-44

８月２０日(土)・２１日(日)

２１日 午前１０時３０分～午後３時
子どもみこし、子ども縁日、山車（お菓子あります）

野方東町会 石田
３３８６－８７８９

妻戀稲荷神社
及び町内

８月２０日（土）・２１日(日)

２１日 午後１時～神輿、山車（お菓子あります）

野方一丁目南町会 佐々木
３３８９－４８６２

夏休み親と子の
「音と光のフェスティバル」

平和の森公園
８月２９日（月） 開場:午後６時３０分
少年スポーツ広場 開始:午後７時～ ※雨天時：３０日（火）

夏の夜、公園で映画、花火を楽しみましょう。
自由参加。参加費無料。敷物持参してください。

平和の森公園運営協議会
内山 090－9388－5885

三療サービスの日程 【野方高齢者会館 ☎３３８８－９５８６ ： ７月２８日(木)・８月２５日(木)】
【丸山高齢者集会室 ☎３３３８－７０５７ ： ７月１３日(水)・８月１０日(水)】 【東山高齢者会館 ☎３２２８－５２８０ ： ７月１４日(木)・８月４日(木)】
※健康維持を目的とした三療（はり・灸・マッサージ）サービスを、中野区在住の６０歳以上の方が一回９００円で利用できます。
（９時３０分～１６時３０分）

