
 

 
 
 
 
 
 

 

親しみのある公民館 
9月に入り、吹く風にほっとするような涼しさも感じられるようになりました。地域の皆様方には、日頃より緑

が丘公民館をご利用いただき、心より感謝申し上げます。 

さて、２０２０年の夏は、いろいろな意味で異例の夏でした。毎日のニュースでは新型コロナウイルスの感染者

数が報告され、いまだに増加または高止まりの傾向を示しています。帰省や旅行、祭りなどの地域の夏の行事、ス

ポーツの大会等々、夏の風物詩と言われるたくさんのことが例年のようには行えず、誰もが寂しい思いを少なから

ず感じたことと思います。公民館では多くの活動が再開されましたが、一部の利用を制限させていただいたり、感

染拡大防止のためマスクの着用や適切な距離を保つなどのご協力をお願いしたり、今なおご不便をおかけしていま

す。 

しかし、公民館は何といっても、人と人との触れ合い・交流の場、また生涯学習の拠点です。私が、この公民館

に着任して、まず素晴らしいと感じたことは「挨拶が自然にできる気持ちよさ」でした。こちらからお声掛けした

ときはもちろん気持ちのよい挨拶を返していただけるだけでなく、皆様から先に挨拶のお声掛けをいただけること

のなんと多いことか。また、同じサークルの方との挨拶のみならず、ほかのサークルの方とも気軽に挨拶されてい

る様子にたいへん感心すると同時に、この地域がとても温かな地域であることを実感し嬉しく思いました。挨拶は

心を開き、相手との絆を作り深める魔法の言葉です。今はマスク着用でお互いの笑顔が見えないのは残念ですが、

その分、目をしっかりと見て挨拶するのもいいことだなあと感じています。 

表題の下にある「～つどう まなぶ つなぐ～」の拠点として、親しみのある、魅力ある公民館づくりに、職員

一同、力を合わせて努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。      館長  小林 康一 

 

             ＜千葉北署移動交番＞ 

昨年、緑が丘公民館では駐車場を増設しました。その駐車場に6月から、千葉北

署移動交番が数回開設されています。子どもたちの見守りや、地域のパトロールなど

心強い存在です。通常の交番と同じ機能があり事故、事件の相談や悩み事も受け付け

てくださるとのことです。どうぞご利用ください。 

 

職員紹介 

 本年度の職員を紹介します。頑張りますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

館長：小林 康一（新任）     主事：萬實 靖雄     事務補助：江口 加代子 

  事務（図書室中心）：瀧澤 和夫（新任）  永島 義清（新任） 

  図書室運営：板倉 伸夫  手島 惠三  中尾 秋子  林 珠紀 

夜間管理：武藤好昭  綾部晃一    管理清掃：高井 公 

 

図書室から （開室９：４５～１７：００） 

日頃より当館図書室をご利用いただきありがとうございます。 

今回は、図書室担当事務員・手島の「図書室の思い出」を紹介します！ 

 

 

 

 

 

  

 

 
～つどう まなぶ つなぐ～        事務室 （２５９）２８７０ 

                     図書室 （２５９）２８７１ 

令和２年度 
第１号 
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50数年前の小学校の図書室でのことです。担任のＹ先生は、今で言う読み聞かせをよくしてくださいました。今でも

印象深いのは、芥川龍之介の「芋粥」です。私は読書の時間に、芥川龍之介のところへまっしぐら。すぐに読み、後日母

に芋粥をこしらえてもらいました。主人公が憧れていた芋粥です。さすがにおいしかったことを覚えています。ただし、

作中の芋粥は山芋でしたが、母の芋粥はさつま芋のお粥でした。●十返舎一九の「東海道中膝栗毛」のときは、クラスで

騒動が起きました。弥次さん喜多さんのお笑い道中に、膝栗毛ブームが巻き起こり、皆で読み競いました。ところがある

日、本が見つかりません。誰かが読みたいあまり、隠してしまったのです。結局、先生の知るところとなり、本は無事書

架へ戻りました。●毎日外で暗くなるまでよく遊びましたが、本も夢中になって読んでいた子ども時代でした。 

https://www.irasutoya.com/2016/02/blog-post_850.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

☆楽しく学んでみませんか？ どうぞお気軽にお問い合わせを！ 

主催事業名 事業の概要 実施予定日 日数 定員 対象 

子育て料理講習会 
食事は子育ての重要なポイント。よい育ちにつながる毎日の

食事やおやつ作りのヒントを学びましょう。 
4月25日 １ 16人 

子育て中

の家庭 

親子スキンシップ

教室 

よい子に育て！子育てスキルアップをめざして、ベ

ビーマッサージの手法を学びましょう。 

５月21・29日 

６月12・26日 
４ 10組 

３～７月乳

児と保護者 

パパ・ママ救命講

習 

大切なお子さんにもしものことがあったら…。親と 

しての救命スキルアップをめざしましょう。 
７月1１日 １ 10組 

子育て中

の家庭 

子ども科学教室１ 
夏休みに、楽しい科学遊び・工作を通して、科学に親

しみつつ、科学的な資質を高めることをめざします。 
７月16日 １ 20人 小学生 

健康料理教室 
健康長寿を目指す、お勧め健康スパイ 

スカレーの作り方を学びましょう。  
７月11日 １ 12人 成人 

子ども科学教室２ 牛乳パックで紙すきうちわを作りましょう。 ８月１９日 １ １０人 小学生 

子ども科学教室３ スライムを作りましょう ８月２０日 １ １０人 小学生 

子ども科学教室４ ちりめんモンスターを探してみよう。 ８月２１日 １ １０人 小学生 

読み聞かせ教室 
子どもの健やかな成長に効果的と言われる読み聞か 

せ。そんな読み聞かせのノウハウを学びましょう。 
８月２９日 １ １０人 成人 

相続セミナー「認知症に

なったら困るお金のこと」 

家族が認知症になった場合に相続等で困るこ

とを、お金の面から学びましょう。 
９月１２日 １ 20人 成人 

親子ふれあい教室 
親子で様々な遊びや体操をしたり、同年代の子

ども同士ふれあったりして楽しみましょう。 
 ４ 10組 

2・3歳児

と保護者 

緑が丘公民館 

コンサートⅠ 

地域在住のミュージシャンによる本格的なジャズコ

ンサート。毎年大 好評です！ 
１０月３１日 １ 40人 成人 

パソコン講座 
パソコンソフト・ワードでの基本的な文書作成方法

を学び、はがき（年賀状）、作ってみませんか。 

11月１０

～13日 
４ 10人 成人 

郷土歴史散歩 
自分の住む地域のこと、どのくらい知っています

か？散歩しながら郷土の歴史を学びましょう。 
11月 １ 15人 成人 

書き初め教室 

１(午前)・２(午後) 

今年の書き初めのポイントを教わって 

練習し、よい作品を完成させましょう。 
12月26日 １ 

20人 

×２ 
小学生 

クリスマス・ 

パン作り教室 

伝統のシュトーレン、その作り方を学び、クリスマス

には、自作のパンで盛り上がりましょう。 
12月5日 １ 14人 成人 

緑が丘公民館 

コンサートⅡ 

あの頃夢中で聴いた、懐かしいフォークソ 

ングを、皆で一緒に歌って楽しみましょう。 
12月12日 １ 30人 成人 

子ども科学教室５ 科学的な視点をもって、お正月の定番、 １月 １ 20人 小学生 

  

https://www.irasutoya.com/2016/02/blog-post_596.html
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凧作りに挑戦してみましょう。 

防災教室 
いつ来てもおかしくない大災害。備え、大丈夫です

か？家庭における防災の基礎知識、学びましょう。 
1月 １ 20人 成人 

スマホ教室 
メール？インターネット？アプリ？スマホの

基本的な操作方法等を学びましょう。 
２月４日  １ 20人 成人 

普通救命講習 
もしも人命に関わる緊急時に遭遇したら…お互いの命を守

るため、AED使用法含む救命の方法を学びましょう。 
2月20日 １ 20人 成人 

終活セミナー 
「相続」「遺言」等について弁護士からそのポイ

ントを学びましょう。 
3月 １ 30人 成人 

〇どの講座も、講師をお招きして実施します。 

〇変更する場合もありますのでご了承ください。 

 

 

 

主催事業名 事業の概要 実施予定日 日数 定員 対象 

子育て料理講習会 
食事は子育ての重要なポイント。よい育ちにつながる

毎日の食事やおやつ作りのヒントを学びましょう。 
4月25日 １ 16人 

子育て中の

家庭 

親子スキンシップ 

教室 

よい子に育て！子育てスキルアップをめざして、ベ

ビーマッ サージの手法を学びましょう。 

５月21・29日 

６月12・26日 
４ 10組 

３～７月乳

児と保護者 

読み聞かせ教室 
子どもの健やかな成長に効果的と言われる読み聞か 

せ。そんな読み聞かせのノウハウを学びましょう。 
６月20日 １ 20人 成人 

パパ・ママ救命講習 
大切なお子さんにもしものことがあったら…。親と 

しての救命スキルアップをめざしましょう。 
７月18日 １ 10組 

子育て中

の家庭 

健康料理教室 
健康長寿を目指す、お勧め健康スパイ 

スカレーの作り方を学びましょう。 
７月11日 １ 12人 成人 

子ども科学教室１ 
夏休みに、楽しい科学遊び・工作を通して、科学に親しみ

つつ、科学的な資質を高めることをめざします。 
７月16日 １ 20人 小学生 

子ども科学教室２      〃 ７月30日 １ 20人 小学生 

子ども科学教室３      〃 ８月6日 １ 20人 小学生 

子ども科学教室４      〃 ８月20日 １ 20人 小学生 

子ども科学教室５      〃 ８月 １ 20人 小学生 

緑が丘公民館 

コンサートⅠ 

地域在住のミュージシャンによる本格的 

なジャズコンサート。毎年大好評です！ 
８月1日 １ 40人 成人 

相続セミナー 

～知って得する生前対策 

今関心の高まっている「相続」について、また、生

前対策について、その概要を学びましょう。 
９月 １ 20人 成人 

親子ふれあい教室 親子で様々な遊びや体操をしたり、同年代の子ども

同士ふれあったりして楽しみましょう。 
10月 ４ 10組 

2・3歳児

と保護者 

文化祭 
35回目を迎える伝統の文化祭。2日間に渡る発表

や展示、販売など多彩な内容で見どころ満載です。 
10月 ２   

郷土歴史散歩 
自分の住む地域のこと、どのくらい知っています

か？散歩しながら郷土の歴史を学びましょう。 
11月 １ 15人 成人 

パソコン講座 
パソコンソフト・ワードでの基本的な文書作成方法を学

び、はがき（年賀状）、作ってみませんか。 

11月１０～ 

13日 
４ 10人 成人 

緑が丘公民館 

コンサートⅡ 

あの頃夢中で聴いた、懐かしいフォークソ 

ングを、皆で一緒に歌って楽しみましょう。 
12月12日 １ 30人 成人 

クリスマス・ 

パン作り教室 

伝統のシュトーレン、その作り方を学び、クリスマ

スには、自作のパンで盛り上がりましょう。 
12月5日 １ 14人 成人 

子ども科学教室６ 
科学的な視点をもって、お正月の定番、 

凧作りに挑戦してみましょう。 

１月5日 
１ 20人 小学生 

 

☆平日は１３：００～１７：００、休日は９：００～１７：００、空いている諸室を自習室として  

児童・生徒・学生の皆さんに開放しています。どうぞご利用ください。 
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書き初め教室 

１(午前)・２(午後) 

今年の書き初めのポイントを教わって 

練習し、よい作品を完成させましょう。 
12月26日 １ 

20人 

×２ 
小学生 

スマホ教室 メール？インターネット？アプリ？スマホの

基本的な操作方法等を学びましょう。 
２月４日  １ 20人 成人 

防災教室 
いつ来てもおかしくない大災害。備え、大丈夫です

か？家庭における防災の基礎知識、学びましょう。 
1月 １ 20人 成人 

普通救命講習 
もしも人命に関わる緊急時に遭遇したら…お互いの命を

守るため、AED使用法含む救命の方法を学びましょう。 
2月20日 １ 20人 成人 

弁護士会セミナー 
ぜひ円満でスムーズな「相続」をしたいもの。

弁護士からそのポイントを学びましょう。 
3月 １ 30人 成人 

 

 

 

 

 

 

延期予定 
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