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「工事作業進行中…快適な環境のために！」
館長 稲見 行男
「ガガガガガッ・・・、ギーッ、ガタガタ」この原稿を書いて
いる最中も公民館の空調設備の改修工事の音が響いて

さて、昨年度成人対象で好評だった「クラフトバンド（紙
バンド）手芸」を今年の 7 月に小学生と保護者向けに開
催しました。今回の企画は花見川区内の公民館（幕張・花

います。講堂、講習室、調理室、和室、事務室、廊下の天

園・検見川・幕張

板がはがされコンクリートの天井や電気の配線、エアコン

本郷）の合同事

の配管などがむき出し状態。屋根裏・天井裏にはこんな

業でした。「夏休

にたくさんのものがあるとは驚きです。そして、ほとんどの

みに親子で工

物がコンクリートから吊り下げられた鉄の棒で支えられて

作」をテーマに各

いることにもびっくり。事務室内だけでも 100 本近くの鉄

館で企画をしました。幕張本郷公民館では、「クラフトバン

の棒が釣り下がっています。

ド手芸で動物のかご作り」を講師と相談しながら、開催す

夏場ですので作業員の方は、さぞかし暑いことでしょ

ることが出来ました。今回は、参加者に上記の絵柄を先に

う。しかも、空調設備の改修ですのでエアコンはありませ

選んで頂くといういつもと違う方法で申込をして頂きまし

ん。大型扇風機が回っているだけです。作業員の中には

た。当日は講師がパーツを準備してきて頂き、動物のかご

普通の作業服の方もいますが、ダウンのようなものを着て

を一段ずつ、子どもたちは保護者と一緒に一生懸命編ん

いる方もいます。よく見ると腰のあたりにファンが二つ付い

でいました。親子で共同の物作りができて楽しかった等、

ている空調服です。バッテリーでファンを回し外気を取り

好評を得ました。また、親子で参加してもらえるような主催

入れ、汗を蒸発させ、その気化熱を利用し涼しさを体感で

事業を企画していきたいと思っています。次回は、大人向

きる作業着です。暖かく湿った空気は襟元や袖口から排

けのクラフトバンド手芸を講師の方と計画中です。時期と

出されるそうです。すばらしい発明ですね。

内容が決まり次第、公民館だよりや HP などでお知らせし

9 月 1 日（日）の防災の日に市民センター側の駐車場
の草刈りとヒイラギの剪定をしました。もちろん、普通の作
業用の長袖の服装で。5 月に草刈りをしたのですが、草と
いうやつは手ごわい。あっという間にはびこり、備蓄倉庫
にも近寄れない状態になっていましたが、除草しましたの
でこれで一安心、快適な環境になりました。
さて、今月の 9 日（月）は重陽の節句、お酒に菊の花び
らを浮かべ、13 日（金）は十五夜、中秋の名月ですので
月見団子をお供えし、月を見ながら食事をするのも風流
ですね。

「協力して作りました。
」
職員 成田 沙耶香
9 月に入っても残暑の厳しい日が続いています。工
事が始まって、１月ちょっと経ちました。サークルの皆さん
の声が聞こえなくて、セミの声と工事の機械音だけで寂し
い思いしながら、事務室でお留守番をしています。でも、
工事明けの主催事業をちょっとずつ検討しています。

ますので、ちょっとだけ待って頂けると幸いです。
＜工事期間中の公民館の予約について＞
日頃より公民館の諸活動にご支援とご協力をい
ただきありがとうございます。
さて、当公民館は老朽化した空調設備の更新に
あたり、11 月 27 日まで公民館の使用を一時停止
しております。公民館側の駐車場も使用できませ
ん。つきましては、工事期間中に限り、１２月～
２月までの予約については、電話での申し込みを
受け付けることにしました。利用者の皆様におか
れましては、趣旨を理解いただきご協力くださる
ようお願い申し上げます。
〇利用期間 １２月～２月
〇抽選予約 （使用する日が属する月の
3 か月前の 1 日から 7 日まで）
〇先着予約 （使用する日が属する月の
3 か月前の 9 日から）
〇電話での受付時間 9 時 30 分～17 時

主催事業のお知らせ
＜子ども探検隊シリーズ＞

「幕張本郷茶話会」

詳細は小学校を通してお伝えします。
１ 「ピザ作り」
〇自分でピザが作れちゃうぞ！
日時 １１月３０日（土）9 時 45 分～12 時 30 分
・小学生 先着２４人、参加費：４００円
申し込み 11 月 8 日（金）９：００～
２ 「書き初め 必勝法教えます！」
〇去年の自分を超えていく、
綺麗な字を目指せ！
日時 １２月２２日（日）13 時～15 時
・小学生 先着１８人、参加費 無料
申し込み 11 月 22 日（金）９：００～
３ 「親子でフラワーアレンジメント」
（お正月）
〇いつもと違うお正月を迎えよう。
日時 １２月２６日（木）
① 9 時 30 分～10 時 30 分
② 11 時～12 時
対象 成人又は親子 先着１６組
参加費 ① 2,500 円、②1,500 円
申し込み 11 月 23 日（土）9：00～
① ②では出来上がりのサイズが違います。
親子でも成人の方だけでも参加できます。

日時 毎月第３金曜日 １０時～１２時
対象 幕張本郷在住
６０才以上
１２月２０日（金）～ 昨年より人数が増え
て、毎回２０人位の方が参加しています。まった
りとお茶とおしゃべりをしに、茶話会に参加して
みませんか？なお、幕張本郷茶話会は申し込みの
必要はありません。当日、直接お越しください。

「ハリーゴーフェスティバル」お知らせ２

日程：

12 月 14 日（土）10：15～13：50
12 月 15 日（日）10：00～13：40

＜展示部門＞場所：1 階ロビー 他
幕張本郷中学校美術部（初参加）
フォトサークル写楽、墨樹会、幕張川柳会

「フラワーアレンジメント クリスマスリース」
今年はフラワーアレンジメントで、クリスマスの
リースを作ります。
日時 12 月 19 日（木）
14 時～16 時
対象 成人 先着 14 人
参加費 1,000 円
申し込み 11 月 21 日（木）9：00～

「戦国期における千葉氏の動向」及び
「千葉氏が構築した本佐倉城の現地散策」
今年もやってきました千葉氏の歴史講座です。
今年は、座学と現地散策（本佐倉城）の２本立て。
日時 ①１１月３０日（土）座学 10 時～12 時
②１２月 ７日（土）現地 10 時～12 時
対象 成人
① 先着 ３０人、 ②先着 １５人
＊①だけの参加でも、②だけの参加でも、
①②ともに参加でも大丈夫です。
＊②は京成大佐倉駅に集合です。
教材費 300 円 交通費は自己負担
申し込み 11 月 6 日（水）9：00～

＜カフェ・販売部門＞場所：1 階ロビー
１４日参加
・"world kids village（こども英語）"
コーヒーとお菓子の販売 10 時 30～
１５日参加
・オリーブの樹 10 時～
藍染製品・手作り品・小物等の販売
・クラブ連絡会
コーヒーとお菓子の販売 10 時 30～
発表部門は、公民館だより 5 号に掲載してあり
ます。12 月になると寒いので、温かい飲み物を
飲みながら、鑑賞しませんか？
＜主催事業の申し込みについて＞
幕張本郷公民館は 11 月 27 日（水）まで工事期間中と
なりますので、11 月中の申し込みはすべて電話でお願い
します。
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