まち歩きツアー

中野区全域

11月15日
（金）
〜30日
（土）

5軒まわって入浴券をもらおう！
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中野の
お風呂屋さんめぐり
スタンプラリー

各種イベント

主催／中野浴場組合
風が冷たく感じられたら、あったかい
お風呂が恋しい季節到来。広々とした銭
湯のお風呂に入ればリラックス度もマッ
クスに！ 11 月 15 日（金）〜 30 日（土）
の期間、中野浴場組合では、区内の銭湯

5 軒（同一浴場は不可）をめぐって応募
すると、応募者全員に入浴券 5 枚ずつを
プレゼントするホットなラリーを開催。い
ままでウチ風呂オンリーだった人も、この
機会に銭湯デビューしてみませんか？

応募者全員にプレゼント

5軒の銭湯に行って5回分の入浴券をゲット
11月15日（金）〜 30日（土）の期間、
中野浴場組合では、区内の銭湯24軒の
うち5軒（同一浴場は不可）に行き、スタ
ンプを集めて応募すると、応募者全員
に入浴券を5枚ずつプレゼントします。
参加料金 入浴料450円
（大人）
応募締め切り 11月30日
（土）

応募方法 各浴場に用意されているスタ
ンプラリーの台紙にスタンプを5軒分押
し、
〒住所、
氏名、
年齢を明記して応募を。
入浴券は後日、中野浴場組合から発送
されます。
※各浴場の営業時間や定休日は、下記
のリストを参照

中野区お風呂屋さんマップ
❶松本湯 ℡ 03-3371-8392。東中野 5-29-12（東京メトロ東西
線「落合」駅徒歩 3 分）
。
15：00 〜 24：00。
木曜休※祝日は翌日休
❷天神湯 ℡ 03-3387-2657。中野 5-10-10（JR「中野」駅徒
歩 7 分）
。15:45 〜 23:00。月曜休
❸健康浴泉 ℡ 03-3362-3524。東中野 3-17-3
（JR
「東中野」
駅、
東京メトロ東西線「落合」徒歩 5 分）
。15:00 〜 24:00。水曜休
❹アクア東中野 ℡ 03-5330-1126。東中野 4-9-22（JR「東中
野」駅徒歩 7 分）
。15:00 〜 24:00。月曜休※祝日は翌日休

体験・見学

❺クラブ湯 ℡ 03-3373-0570。本町 2-47-5（東京メトロ丸ノ
内線「中野坂上」徒歩 1 分）
。15:00 〜 24:30。土曜休
❻千代の湯 ℡ 03-3369-2997。中央 3-16-12（JR「中野」駅
からバス「紅葉山公園下」徒歩 2 分）
。
15：45 〜 24：00。土曜休
❼照の湯 ℡ 03-3381-8051。中央 3-30-6（東京メトロ丸ノ内
線「新中野」徒歩 3 分）
。15:30 〜 24:00。土曜休
❽高砂湯 ℡ 03-3380-4126。中央 4-49-2（JR「中野」駅、東
京メトロ丸ノ内線「新中野」駅徒歩 7 分）
。15：00 〜 24：30。
月曜休※祝日は翌日休
❾清春湯 ℡ 03-3373-0440。弥生町 2-1-9（東京メトロ丸ノ
内線「中野新橋」徒歩 7 分）
。15：30 〜 2：00。月曜休※祝日は
翌日休
❿大黒湯 ℡ 03-3381-9690。本町 4-32-10（東京メトロ丸ノ内
線「新中野」徒歩 3 分）
。
16:00 〜 25:00。月曜休※祝日は翌日休
⓫旭湯 ℡ 03-3381-9509。本町 6-10-9（東京メトロ丸ノ内線
「新中野」徒歩 3 分）
。15:30 〜 23:45。金曜休
⓬栄湯 ℡ 03-3376-3624。南台 1-1-5（
「新宿」駅からバス「弥
生町 3 丁目」徒歩 1 分）
。15:45 〜 24:00。火曜休
⓭月の湯 ℡ 03-3381-8786。南台 2-30-7（JR「中野」駅から
バス「南台 3 丁目」徒歩 2 分）
。15:00 〜 23:00。月曜休※祝日
は翌日休
⓮たからゆ ℡ 03-3330-4126。若宮 1-49-1（西武新宿線「野
方」駅徒歩 6 分）
。16:00 〜 24:00。月曜休
⓯昭和湯 03-3385-3886。野方 1-21-1
（JR
「中野」
駅からバス
「警
察署病院前」徒歩 3 分）
。15:00 〜 1:00。土曜休

講座・講演

JR

⓰上越泉 ℡ 03-3388-9445。野方 1-51-10（JR「中野」駅か
らバス「大新横丁」徒歩 3 分）
。15:30 〜 1:00。金曜休
⓱大和湯 ℡ 03-3339-5089。大和町 4-1-3（JR「高円寺」駅
徒歩 13 分）
。16:00 〜 23:00。金曜休
⓲昭和浴場 ℡ 03-3382-2414。中央 5-21-12（東京メトロ丸
ノ内線「東高円寺」駅徒歩 5 分）
。15:30 〜 1:30（金曜は 3:00
まで営業）
。水曜休
⓳朝日湯 ℡ 03-3338-6424。野方 6-10-4（西武新宿線「野方」
駅徒歩 2 分）
。16:00 〜 24:00。土曜休
⓴一の湯 ℡ 03-3386-2836。沼袋 1-39-10
（西武新宿線
「沼袋」
駅徒歩 1 分）
。16:00 〜 25:30。第 1・3・5 水曜休
中野寿湯温泉 ℡ 03-3387-2047。新井 1-14-13（JR「中野」
駅徒歩 7 分）
。16:00 〜 1:30。火曜休
新越泉 ℡ 03-3386-4917。新井 5-17-2（西武新宿線「新井
薬師前」駅徒歩 3 分）
。15:00 〜 24:00。月曜休
クアパレス藤の湯 ℡ 03-3388-7297。上高田 1-8-13（東京
メトロ東西線「落合」駅徒歩 7 分）
。15:30 〜 1:00。金曜休
江古田湯 ℡ 03-3385-7800。江古田 3-5-12（都営大江戸線
「新江古田」駅徒歩 10 分）
。16:00 〜 24:00。月曜休

12

15

11月24日（日）10：00〜16：00開催

大好き！ ものづくり

ひがしのクラフトフェア

まち歩きツアー

東京メトロ
沿線

ひがしの（東中野 4 丁目、5 丁目地域）にはさまざまな工房があります。地域でものづくりをしている方々が旧東中野小学校に集まり、体験講
座を開きます。また、
高台にある旧校庭にカフェを開設いたしますので、
ものづくりの合間にお茶を飲みながら、
ゆったり眺望をお楽しみください。

クラフトワークショップ

◆ステンドグラス (岸 哲也さん)

10:00 〜 16:00

会場

旧東中野小学校跡施設（中野区東中野5-27-8）

アクセス

ＪＲ
「東中野」
駅 徒歩10分
東京メトロ
「落合」
駅 徒歩5分

受付期間

11月1日（金）〜 20日（水）

主催

◆染め物（桜井敦史さん）
◆トートバックを藍染め
綿のトートバックに輪ゴムやひもで模様をつけて藍
染めします。※小学生・中学生、親子の参加可
10:00 〜 11:30 定 員 24 人 参 加 費 800 円
持ち物 ゴム手袋・エプロン

11月24日（日）

時間

各種イベント

美しい色ガラスを使って小さな窓飾りを
作ってみましょう。季節の太陽の光の変化に
合わせて移っていく色彩を楽しんで下さい。
工具を使う作業がありますので、対象は中学
生以上です。
10:00 〜 12:00
13:30 〜 15:30
定員 各回 8 人 参加費 1,000 円

開催日

東中野五丁目小滝町会
ひがしのクラフトフェア実行委員会
ひがしのクラフトフェア実行委員会

申し込み・
問い合わせ

☎ 03-3364-6795
ファクス 03-3364-6796

◆オリジナルＴシャツづくり（専門学校東京テクニカルカレッジ）
◆綿のショールをさくら色に染める
さくらのチップとすおうのチップで煮出した染
料液でショールをほんのりさくら色に染めてみま
しょう。※高校生以上
■ 12:30 〜 15:00 定 員 15 名 参 加 費
2,000 円 持ち物 ゴム手袋・エプロン

とぶ・まわる・のぼる。楽しい手作りおもちゃを作って、みんなで遊びましょ
う！ 木片を小さなお家の形にしました。それに穴を開けたり、切込みを入れ、
好きな色を塗って、ペン立て・一輪ざし・カード立てなどのステーショナリー
を作りましょう。※小学生以上、幼児は保
護者と一緒にご参加ください

◆おもちゃづくり
■ 10:30 〜 12:00

定員 20 人 参加費 300 円

◆小さなお家のステーショナリー
■ 13:30 〜 15:00

定員 20 名 参加費 600 円

◆革工作（あとりえふぁんとむ）

◆クラフト体験会 (アンジュ)
今、話題の紫外線で硬化する スーパーレジン
UV クリスタル やお部屋のインテリアに最適な
ミニチュア雑貨 を使って、｢手づくり体験｣ を
楽しんでみませんか？ また、お友達の X mas
プレゼントにもおすすめです。※小学生から参加
できます

◆ UV ジェルアクセサリー体験会（約 45 分）
◆ミニチュア雑貨体験会（約 45 分）
10:30 〜 12:30
13:30 〜 15:30 定 員 各 10
人（お席が空き次第参加可能） 参加費 各 1,000 円
（材料費込み） 講習についてのお問い合わせは ☎ 035337-5791（月〜土曜 9:30 〜 17:00）

白い布をお好きな色で染めて、花の形にし、自
分だけのオリジナルコサージュを作りましょう。
プレゼントにもおすすめです。
10:30 〜 12:30
13:30 〜 15:30
定員 各回10 人 参加費 1,500 円 ( 材料費込み）

◆「フラワーサラダ」を使った
インテリアフラワー（約 20 分）
手染めした様々な花を集めた「フラワーサラダ」
を使って、リースやお手持ちの器に入れてインテ
リアフラワーとして、またお好きな花を選んでコ
サージュとしてお楽しみいただけます。
10:30 〜 12:30
13:30 〜 15:30
定員 各回 10 人（お席が空き次第参加可能）
参加費 900 円（材料費込み）講習についての
お問い合わせは ☎ 03-3363-4511 ( 月〜土曜
9:30 〜 17:00)

講座・講演

11:00 〜 12:00

革でワンちゃんキーホルダーを作っちゃおう！
幼児から参加可能な革工作です。初めての方でも、
スタッフがお手伝いしますのでお気軽にお越しく
ださい。色を塗ったり、水で濡らしワンちゃんの
形を作っていきます。※小学校低学年、幼児は保
護者と一緒に参加してください
13:00 〜 14:00 定員 各回 10 人 参加費 500 円

◆深雪アートフラワー（深雪スタジオ）
◆ワイルドローズのコサージュ（約 120 分）

体験・見学

◆手作りおもちゃと
小さなお家のステーショナリー（とちまるランド）

専門学校東京テクニカルカレッジは建築インテリア、ゲーム情報 Web、環
境バイオの 3 分野 9 学科を設置している東中野の専門学校です。今回は Web
デザイナー科によるオリジナルＴシャツ
制作体験を開催！ 自分で描いた絵をＴ
シャツにプリントできます。世界に 1 つ
だけのオリジナルＴシャツを作ってみま
せんか。
10:00 〜 12:00
13:00 〜 15:00
各回 5 人 参加費 1，
500 円（Ｔシャ
ツ代含む） 500 円（Ｔシャツご持参の
方）

◆café osabori◆
10:00〜16:00

(osabories)

大空の下でゆっくり深呼吸！見晴らしのいい旧校庭で、やさ
しい時間が流れます。お昼に温かいスープと手作りパンはいか
が？ クラフトづくりのあとにコーヒーとお菓子でひとやすみ。
スタッフみんなが自慢の一品をご用意いたします。クラフトフェ
アにきたら、ちょっと立ち寄ってください。そして、みなさんの
つくった作品、ぜひ私たちにも見せてください！
メニュー（予定） ミネストローネ、ロールパン、ハッシュドビー
フ、スイートポテト、サーターアンダギ―、コーヒー、紅茶他
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まち歩きツアー

リアニメーション実行委員会

Re:animation
-Rave In NAKANO

JR 中野駅周辺

16

帝京平成大学学園祭実行委員会

帝京平成大学中野キャンパス
学園祭「四季祭」

JR 中野駅周辺

17

各種イベント

11月24日（日）11:00〜18:00

11月16日（土）
・17日（日）10:00〜17:00

JR中野駅前でフリーライブ！ アニソンと
ダンスミュージックで盛り上がろう

中野初の学園祭、テーマは
「スタート」
企画やステージイベントが目白押し！

『Re:animation』はアニメファ
ンとダンスミュージックファン
の双方を取り込んだ屋外 DJ イ
ベントです。毎回 1000 人以上
が集まり日本のサブカルチャー
の最先端として、ファンのみな
らず地域や行政からも注目を集

中野キャンパス初の学園祭、
名 称 は「 四 季 祭 」 と な り ま し
た。テーマは「スタート」です。
中野での初の学園祭なので、ス
タートの年にふさわしく、地域
のみなさんと一緒に楽しむ「学
園祭」にしたいと実行委員一同、
がんばっています。
四季祭では、学科企画、ステー

めています。第 5 回となる中野
では、会場内にコスプレ更衣室
を準備、JR 中野駅前で開催す
るフリーライブとして誰もが参
加できる自由な空間を創出し、
中野からアニメとクラブのクロ
スカルチャーを発信します。

■日時 11月24日
（日） 11:00 〜 18:00 ※少雨決行・荒天中止
■会場 JR中野駅北口広場
（JR・東京メトロ東西線
「中野」
駅北口徒歩5分）
■申し込み 事前申し込み不要
■参加料金 無料
■問い合わせ リアニメーション実行委員会・杉本さんTEL080-4176-4095
http://reanimation.jp

ジイベント、著名アーティスト
ライブ、各種模擬店等の様々な
イベントを企画しています。

＜主なプログラム＞
・プリプリワールド（16日10：00 〜 16：00）
・クイズラリー「帝平大捜索˜落し物を探せ˜」
（16日10：00 〜 17：00）
・著名アーティストによるライブコンサート
（17日15：00 〜 17：00）
・学科による展示、発表
（両日とも10：00 〜 17：00）

４月には最高集客１７００人！

・サークルによるダンス、ライブ演奏、演劇
（両日とも11：00 〜 17：00）
・各模擬店団体による「グルメコンテスト」
（両日とも10：00 〜 17：00）

中野キャンパス（上）昨年の学園祭の様子（下）

■日時 11月16日
（土）
・17日
（日）
10:00 〜 17:00
■会場 帝京平成大学
中野キャンパス
■問い合わせ TEL03-5860-4720

体験・見学

株式会社中野サンプラザ

JR 中野駅周辺
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みんなで学ぼう！中野サンプラザの味

11月20日（水）12:00〜14:30

ご担当

リアニメーション実行委員会様ご担当

【プログラム】
11:45 〜 受付開始
12:00 〜 料理講習会スタート
13:00 〜 サンプラザ、最上階レストラ
ン
（20階）
でランチタイム
14:30 〜 終了
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帝京平成大学様

08/30

10：00

00/00

●●：●●

09/24

21：39

00/00

●●：●●

09/27

了18：04

00/00

●●：●●

00/00

●●：●●

00/00

●●：●●

00/00

●●：●●

00/00

●●：●●

■日時 11月20日
（水） 12:00 〜 14:30
■会場 中野サンプラザ
（JR・東京メトロ東西線
「中野」
駅から徒歩1分）
■申し込み 10月15日
（火）〜 11月15日
（金）
の期間に、
電話TEL03-3388-4009で申し込み
■参加費 1人1,500円
■定員 20人
■問い合わせ TEL03-3388-4009

総調理長 八重樫 孝︵ヤエガシ タカシ︶
経歴 ホテルオークラ︑パシフィック
ホテル︑プリンスホテル等で経験を積
み︑東京全日空ホテルの洋食料理長︑
成田全日空ホテルの総料理長を歴任︒
名だたるフランス料理シェフが集うエ
スコフィエ協会会員

講座・講演

中野サンプラザの宴会場で、間近で総料理長の華麗
な手さばきや調理方法を見ることができる、講習スタ
イルのイベントです。八重樫総調理長は、職人として
のこだわりと技術に高い評価を受けていますが､
更に
00/00 ●●：●●
08/30
10：00
お客の要望やイメージも限りなく受けて、メニューづ
00/00 ●●：●●
09/02
16：13
くりに取り組んでいます。
09/05参加すると、プロが伝授する家庭で出来る調理方法
18：31
00/00 ●●：●●
などが学べ、いつもと違った食卓を演出できるはずで
09/30
00/00 ●●：●●
す！ 了08：53
終了後に講習のメニューを最上階レストランで、特
00/00 ●●：●●
00/00 ●●：●●
別ランチコースとして堪能できます。友達と、親子で、
もちろん 1 人での参加も可能です。
※食材調達の関係上、開催日前日からキャンセル料が
かかる場合があります。キャンセルの場合は早めに連
絡をお願いします。

写真は講習の内容と異なります

プロの調理方法を間近で見られる！
講習の後は最上階でランチコースを

中野区立北部すこやか福祉センター

わいわいRENGA 〜レンガ坂商店街
JR 中野駅周辺
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お店自慢の料理、お試し
あれ〜

歴史から食を学ぶ！
西武新宿線沿線東

20

子どもから大人まで五感
を刺激する食イベント

11月16日（土）、18日（月）、19日（火）、23日（土・祝）、25日（月）、26日（火）の6日間

11月19日（火）11:30〜14:30

帝京平成大学学生と中野駅南口レンガ坂商店街が協力
特別メニューでおトク感満載のイベントです！

食文化の紹介や中野に縁のある野菜のレシピ紹介
子どもも大人も楽しめるイベント盛りだくさん！

帝京平成大学学生が、中野駅
南口にあるレンガ坂商店街と
協力して行う「食のイベント」。
期間中に学生が駅南口で配布す
る「チラシ」を持参するか、学

現代の食文化との違いなど
を、楽しみながら学ぶ、食のイ
ベントです。昔の料理本や台所
道具なども、今回展示されます。
食文化やレシピ紹介の展示の
ほかイベントも盛りだくさん！
午前は親子で楽しめる「石臼体

生証提示（高校生以上）で下記
のお店では特別サービスを提供
します！ おトク感いっぱいの
催し、ぜひ、お試しあれ！ 問
い合わせは TEL03-5860-4778。

る大根踊りetc
13:30 〜 14:30
・野菜ミニ講座
野菜ソムリエ 木下真弓氏
「やさいの知恵袋」
・塩分測定 自宅で作った
味噌汁50ccほどを持参
（希望者）

中野区・早稲田大学

中野区・早稲田大学文化交流事業

なかのＺＥＲＯプラネタリウム投映
21

一般投映テーマは彗星
子ども向けプログラムも

JR 中野駅周辺
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早稲田大学交響楽団
Maple Concert 2013

11月16日（土）〜30日（土）※上映時間は下記

11月24日（日）14:00〜16:00

ドームに映し出される満天の星を
解説員の生の解説とともに楽しもう

創立100周年を迎えた早稲田大学交響楽団の
荘厳で美しい響きをなかのZERO大ホールで

ご担当

体験・見学

なかのＺＥＲＯ指定管理者

JR 中野駅周辺

各種イベント

中野駅南口︑丸井手前
の龍生堂薬局角を右に
入ったところ︒文 字 ど
おりのレンガを敷き詰
めた坂道沿いにある商
店街です

＊各開催日とも、特別サー
ビスは用意した数がなくな
り次第終了します。＊各店
舗の営業時間は、期間中に
中野南口で配布する「チラ
シ」
、もしくはインターネッ
トで店舗検索のうえ確認を。

■日時 11月19日
（火） 11:30 〜 14:30
■会場 中野区立歴史民俗資料館
（西武新宿線
「沼袋」
駅または
【プログラム】
都営大江戸線
「新江古田」
駅） 11:30 〜 13:00
■申し込み 事前予約不要
・石臼体験＆むかしの台所
■参加費
無料
道具研究
■問い合わせ TEL03-3389-4322
・うさごはんと一緒にやさ
北部すこやか福祉センター
中野区食育キャラクター
いゲーム
「うさごはん」
・農大女子大生チームによ
江戸時代農家の台所

【参加店舗／各店舗のサービス内容 （ ）
は定休日】
○カフェ・Ca c'est beau サセボー／ポテト大盛り！（月曜）
○ふくみみ餃子館／カレーライスの
「お試しトッピング、チーズ無料」
（第一月曜）
○焼肉・肝心屋／ミニサラダサービス、
（月曜）
○日本酒バル・青二才／燻製ソーセージ、
（不定休）
○手しおごはん・玄中野店／アイスクリーム１点サービス、
（不定休）
○お弁当：とうきょう亭／コシヒカリに最適、全国ふりかけランク第二位の
「柿の種」
サービス、
（日曜）
○中華料理・福しん中野店／ライス大盛り・麺大盛り・あじたまサービス！、
（無休）
○居酒屋・志摩／青さの酢の物小鉢サービス、
（日曜・祝日）
○スペインバル・シオノ／パタタブラバス：単品350円、パタタブラバス＋
ソフトドリンク：500円、
（不定休）
○洋食・六曜舎／ランチ、軽食の方にソフトドリンクサービス、
（日曜）
○づけ麺・秀／野菜サービス盛り！、
（月曜）

験＆むかしの台所道具研究」
「う
さごはんと一緒にやさいゲー
ム」など。午後は大人も楽しく
学べる野菜ソムリエの「野菜ミ
ニ講座」。希望者は、自宅で作っ
た味噌汁 50cc ほどを持参する
と、
塩分測定もしてもらえます。

まち歩きツアー

帝京平成大学レジャービジネス学科 2 年

ご担当
帝京平成大学レジャービジネス学科様
中野区立北部すこやか福祉センター
中野区と早稲田大学との文化
青きドナウ」作品 314 ほかを予

09/26

了20：42

00/00

●●：●●

■日時 11月24日
（日） 14:00 〜 16:00
■会場
なかのZERO大ホール
（JR・東京メトロ東西線
「中野」
駅南口徒歩8分）
00/00
00/00
●●：●●
●●：●●
■定員 1,296人
■申し込み・問い合わせ なかのＺＥＲＯチケットセンター TEL03-3382-9990
http://nicesacademia.jp/ ※当日券については要問い合わせ
■入場料金 全席自由1,000円

講座・講演

神話や天文現象を解説員が丁寧に紹介

■日時 11月16日
（土）〜 30日
（土）
の土・日・祝
■会場 なかのZEROプラネタリウム
■申し込み 入場券発売・開場は投
映開始30分前
■入場料金 大人200円、子ども100
円、2歳以下膝上無料
■問い合わせ TEL03-5340-5045

交流事業として開催される、今
定。
年で 4 回目を迎えるコンサー
昨年創立 100 周年を迎えた歴
ト。今回の曲目は、メンデルス
史ある早稲田大学交響楽団。学
00/00 ●●：●●
08/30
10：00
ゾーンの「ヴァイオリン協奏曲
生オーケストラの織り成す調べ
00/00 ●●：●●
09/10
13：13
ホ短調作品
64」、ヨハン・シュ
を、なかのＺＥＲＯ大ホールで
トラウスⅡ世のワルツ「美しく
堪能しませんか。
09/24
21：44
00/00 ●●：●●

美しいクラシック音楽に酔いしれて

直径 15 ｍのドームに映し出
期間中の一般投映のテーマは
される満天の星。1972 年の開 「彗星」。ほうき星とも呼ばれる
館 か ら、 解 説 員 に よ る 生 の 解
彗星の基本的な知識をわかりや
説を中心とした様々な投映・イ
すく解説。アイソン彗星の最新
00/00 ●●：●●
09/12
18：23
ベントを開催している「なかの
情報も教えてもらえます。
00/00
09/23
16：37
●●：●●
ZERO プラネタリウム」
。使用
しているのは「五藤光学研究所
09/25
了17：00
00/00 ●●：●●
【プログラム】
GMII-SPACE」で、映し出すこ
●11/16 〜 30までの土・日・
と が で了16：30
きる恒星数は
8500 個。
10/3
00/00
●●：●●
祝14：00 〜 と16：00 〜 ＊
50分≪一般投映≫
「彗星」
00/00 ●●：●●
00/00 ●●：●●
●11/16・30（ 土 ）11：00
〜＊40分≪ちびっこプ ラネ
（幼児〜小学校低学年向け）≫
「あきの おほしさま」
●11/23
（土・祝）
11：00 〜＊
50 分≪こども星空探偵団（小
学校中学年以上向け）
≫
「彗星」

指揮：田中雅彦（同楽
団永久名誉顧問）
曲目：メンデルスゾ
ーン/ヴァイオリン協
奏曲 ホ短調作品64
ヨハン・シュトラウ
スⅡ世/ワルツ「美し
く青きドナウ」作品
314ほか
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まち歩きツアー

株式会社サンケイリビング新聞社

JR 中野駅周辺
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セカンドライフを生き生きと！

世代を超えて昭和を歌おう

中野区商店街連合会青年部

中野区全域
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つけそば発祥の地・中野がおくる！

第5回つけ麺味めぐり

11月18日（月）13:30〜15:30（開場13:00）

11月15日（金）〜30日（土）※各店の営業時間

1部／山折哲雄氏講演〜いま、生きるあなたへ
2部／みんなで歌おう昭和の名曲
（歌心塾）

この機会に中野のつけ麺を食べ比べ
スタンプラリーで豪華賞品もGETしよう！

各種イベント

1 部は宗教学者の山折哲雄さ
んが「いま、生きるあなたへ」
と題して、セカンドライフの生
き方に美空ひばり論を重ねて講
演（『わたしが死について語る
なら』/ ポプラ新書 / 刊行記念）。

2 部は楽しく、朗らかに、歌っ
て健康の「杉山公章のリビング
歌声サロン」。杉山さんのトー
クと歌唱指導のもと、ピアノや
ギターの生演奏に合わせて、昭
和の歌をみんなで歌います。

■日時 11月18日
（月） 1部 13:30 〜 14:20 15分休憩 2部 14:35 〜 15:30
■会場 なかのZERO 小ホール
（JR・東京メトロ
「中野」
駅徒歩8分）
■定員 500人
★全員に山折さん直筆サイン入りの著書
「わたしが死について語るなら」
をプレゼント
■料金 通常2,000円※中野区都市観光サイト
「まるっと中野」
から申し込むと1,800円
■販売受付／まるっと中野特設URL http://eplus.jp/utagoekouen-nkn/
チケットファン
TEL0570-06-9977（アクセスコード110706）
※チケットファン・電話からの申込みは通常価格2,000円
10月中旬から、なかのZERO受付カウンターでも販売予定。
山折哲雄さん
日本の宗 教 学者︑評論家︒国際日本
文化研究センター名誉教授︵元所長︶
︑
国立歴史民俗博物館名誉教授︒著書
に﹃日本宗教文化の構造と祖型﹄
﹃美
空ひばりと日本人﹄など多数

「歌心塾」主宰・杉山公章さん
アドバイザー・コーディネーター・作曲
編曲家。2004 年からアーティストへの
アドバイスを行う「歌心塾」を主宰

中野区内全域から名乗りを上
げた、選りすぐりのつけ麺店が
中野のご当地調味料としての味
噌（あぶまた味噌、タケヤ味噌、
神州一味噌）や、味噌に良く合
うといわれるヨーグルト、チー
ズ（小岩井乳業）を使ったコラ
ボ 商 品 で、 各 店 独 自 の 限 定 メ
ニュー、つけ麺を販売します。

ほかにもつけ麺の割引販売や大
盛りサービス、トッピングサー
ビスなど各店が思い思いのサー
ビスで参加。ぜひ、足を運んで
食べ比べてみてください。参加
店の目印として店先に「つけ麺
味めぐり」のポスター、のぼり
が立っています。なお、各味噌
会社、小岩井乳業の厚意により、
食材は無償提供されています。
同時企画としてお楽しみスタ
ンプラリーも前回同様行いま
す。お店でもらったスタンプを
３店分集めて、参加各店に設置
の応募箱に入れるか、中野区商
店街連合会事務局に郵送する
と、抽選で九州の干物詰め合わ
せや北海道の野菜詰め合わせな
ど豪華景品が当たります。詳し
くは ｢つけ麺味めぐり｣ ホームペー
ジで。http://www.nakanomen.jp/
■日時 11月15日
（金）〜 30日
（土）
■会場 つけ麺イベント参加各店
詳細はhttp://www.nakanomen.jp/

前回のポスター

体験・見学

中野区立中央図書館

JR 中野駅周辺
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中野区立中央図書館
おはなし会

中野区立図書館地区館

中野区全域
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中野区立図書館地区館
おはなし会

11月16日（土）
・23日（土・祝）
・30日（土）

開催日時は各図書館に問い合わせを

幼児から小学生集まれ！
絵本の読み聞かせや紙芝居、パネルシアターも

幼児から小学生集まれ！
絵本の読み聞かせや紙芝居、パネルシアターも

中野区立中央図書館では、幼
児童室には絵本、読み物、図
児から小学生が楽しめる「おは
鑑、辞典、紙芝居、大型絵本な
なし会」を毎週土曜開催してい
どがあります。乳児、幼児向け
ます。
ブックリストもあるので、図書
09/23
14：40
09/27
了19：38
「おはなし会」の内容は、絵
館に行ったら、ぜひ利用を。「お
09/30 2了09：58
09/24
11：40
本の読み聞かせ、すばなし、紙
はなしの会」の詳細は「中野区
芝居、パネルシアターなどです。 立図書館 HP」で。
00/00 ●●：●●
09/25
13：18

中野区立図書館地区館（本町
「おはなし会」の内容は、絵
図書館、野方図書館、南台図書
本の読み聞かせ、すばなし、紙
館、鷺宮図書館、東中野図書館、 芝居、パネルシアターなどです。
江古田図書館、上高田図書館）
各図書館には児童コーナーが
08/30
10：00
00/00 ●●：●●
では、幼児から小学生が楽しめ
ありますので、ぜひ利用を。「お
00/00 ●●：●●
09/25
16：35
る「おはなし会」を開催してい
はなしの会」の詳細は「中野区
ます。
立図書館 HP」で。
00/00 ●●：●●
09/27
了19：26

■日時 15：44
11月16日
（土）
・30日
（土） ●●：●●
09/25
00/00

■日時
各図書館により異なるので、下記のHPまたは各図書館へ電話で確認を
00/00
00/00 ●●：●●
●●：●●
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【内容】
絵本の読み聞かせ
すばなし
紙芝居
パネルシアター
など

中野区商店街連合会青年部様

■会場 中野区立図書館地区館

■定員
各回15 〜 30人
（各図書館により異なる）
00/00 ●●：●●
00/00
●●：●●

■申し込み 事前予約不要
■参加費 無料
■問い合わせ 本町図書館TEL03-3373-1666、野方図書館TEL03-3389-0214、南
台図書館TEL03-3380-2661、鷺宮図書館TEL03-3337-1044、東中野図書館TEL033366-9581、江古田図書館TEL03-3319-9301、上高田図書館TEL03-3319-5411
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
各図書館の﹁おはなし会﹂は人気

毎週土曜の﹁おはなし会﹂は人気

講座・講演

①13:30 〜 14:00 ②14:30 〜 15:00 ③15:15 〜 15:45
11月23日
（土・祝）
00/00 ●●：●●
09/26
19：03
①11:30 〜 12:00 ②13:30 〜 14:00 ③14:30 〜 15:00 ④15:15 〜 15:45
■会場 中野区立中央図書館
■定員 各回30人 ■申し込み 事前予約不要
■参加費 無料
■問い合わせ
TEL03-5340-5070
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/

ご担当

【内容】
絵本の読み聞かせ
すばなし
紙芝居
パネルシアター
など

