
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年9月号  発行 千葉市末広公民館 〒260-0843 千葉市中央区末広3-2-2 
                                         TEL043-264-1842  FAX043-264-3746 

夏休みも終わり、大人たちはホッと一息。夏休み期間中は、宿題に避暑(?)に小学生が

毎日のように来て利用してくれました。いつもと違う声に「子どもたちは、元気でいい 

ね。」と利用者の皆さんに温かく見守っていただきました。子どもたちも、部屋の利用の後には掃除をした

り使い方がだんだん上手になりました。事故なく９月が迎えられたことがうれしい限りです。 

末広公民館の各サークルでは、公民館まつりに向け準備に活気が溢れています。連絡会さんを中心にプ

ログラムを決め、パンフレットを作成し各町内会への回覧もお願いいたしました。今月の公民館だよりや

末広公民館のホームページにも載せてありますので併せてご覧ください。 

８月には、集会室(和室)の床の沈下による傾きの修繕工事と調理室の排水管の工事が 

行われました。工事にあたっては、部屋の移動等や工事関係者・車両の出入りでご迷惑 

をおかけしました。お陰様で以前より使い易く改修・修繕が行えました。今後とも施設 

の改修や備品・消耗品等の更新整備を進めていきたいと思います。 

 

〇 Ｔシャツをリメイクして布ぞうり作り(秋) 

日時 ９/１７（火） ＆ ９/１８（水） １４：００～１６：００ 全２回  

対象 成人  定員 先着１６名  費用 ５００円  

申し込み  ９/２（月）から電話または直接 

 

〇 家庭教育学級   「思春期の子どもを持つ親のための安心・安全スマホ講座」 

～小中学校生に起こりやすいトラブル回避のポイントや対処方法を学ぶ～ 

日時 ９/２８（土） １４：００～１５：３０   

対象 寒川小・末広中保護者  定員 先着６０名  費用 無料  

申し込み  9月に案内文を再配布します 申込用紙を担任の先生に提出 

 

〇 末広公民館祭                                                  

日時 １０/５（土） ９：１５～１５：００ １０/６（日） １０：００～１５：００ 

対象 末広公民館利用者・地域住民他 

        ※ プログラムは、３ページをご覧ください。 

 

〇 末広公民館利用団体連絡会研修旅行 

日時   １０/２９（火） ７：３０～１７：２０ 

対象   末広公民館利用団体連絡会会員 定員 先着４０名  費用 ５０００円(予定)  

申し込み 連絡会より案内文を配布します 申込用紙を連絡会ボックスへ 

方面   アサヒビール茨城工場⇒雪印乳業野田工場⇒旧吉田家住宅歴史公園（柏市） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
＜けん玉教室＞ 
今年も人気のけん玉教室が、元館長の行木 博先生を講師に 

開かれました。日本の伝承遊びとしてのけん玉は、リピーター 
の多い講座で、低学年から連続して受講という「強者」も何人 
もいました。今年初めての子もどんどん上達していきました。 
けん玉は、柔らかな膝の屈伸をリズムよくおこない、皿の上 

に載せる球を強く弾かないことがコツ！講座三日目は、検定と 
大会！下学年と上学年に分かれて「中皿」「とめけん」「ろうそ 
く」「飛行機」「もしかめ」の技に挑戦しました。 
 

＜｢寒川 いま・むかし｣夏休みこども歴史講座＞ 
普段生活している「寒川」の町を神社やお寺、石塔などを手がかりに 

見つめ直しました。町名の由来、土地に伝わる昔話や３丁目町会長の 

増田さんに庚申塔や「講」のお話を聞きびっくり！都川の向こうまで 

「寒川村」が広がっていたこと、千葉神社と寒川のつながりや神輿の 

「お浜下り」のいわれ、日本武尊や頼朝にまつわる伝説、寒川の歴史の 

厚みの一端をフィールドワークしました。稲荷神社での雨宿りも楽しか 

ったですね。 

 

＜｢ひらめき科学教室(下学年)＆(上学年)＞ 
下学年は、偏光シートをつかっての面白万華鏡。紙 

コップに両面テープで部品を貼るのに苦労したけど、 

七色の光がキラキラするのに大歓声！二つ目は、洗濯 

糊を水で薄めた溶液の中で、ラメがゆっくりとキラキ 

ラ揺れるスノードーム作り。顔中ラメだらけの笑顔で 

つくっていました。 

上学年の科学工作は、昔なつかしい「ポンポン船」 

作りでした。走る仕組みを宇田先生から教えてもらい、 

不思議そうな顔もつかの間、汽缶を取り付け、ろうそ 

くの皿を張り付けると、各々がデコレーションをした船がまっ黒なすすを出し細かく震えながら進む船の

動きに、受講生は大歓声！夏休みの自由研究用に「表面張力の違いで走る船」も作りました。 

 

＜勾玉・組みひも作り教室＞ 
柔らかい「滑石」をつかい、昔の人と同じように？自分の手 

で素敵な勾玉を作りました。形の取り方や磨き方などを講師の 

先生に習い、光沢のある立派な「自分だけの玉」が作れました。 

続いて組みひも作りにも挑戦。角織りと蛇腹織りとその組み 

合わせの３種類の織り方を習いました。手と足を使い、上手に 

織り上げることができました。 

 
＜｢科学実験教室～火薬を使わない線香花火を作ろう～＞ 
スタートは、薬品や火の扱い方の注意を学びました。まずは硫黄と 

炭酸カリウムをまぜて実験。暗い中できれいに火花がとびました。次 

に木炭をたして実験すると、さっきよりもっとたくさんの火花がとび 

ました。最後は、秘密の薬「松煙（松の炭）」を加えて挑戦！本物の線 

香花火のように火玉ができ火花をたくさんとばしました。今年は、親子 

で一緒に科学工作のコースを新設。好評でした。 

 

 

３丁目の庚申塔 



  

10月5日（土）「千葉市あんしんケアセンター・うらら」による、健康相談と握力・バランス力等

の簡単な体力測定会を実施します。 

両日とも、就労支援施設による、販売を予定しております。 

 

 

＜你好会（ニーハオ会）

中国語（普通語）の習得を目的として、講師の清水唯衣先生との１対 1 の会話をしたり、黒板の記述

音読の講義形式で学習を進めています。清水先生は紅一点で、会員は熱心で素敵な男性７人衆です。 

<活動日>   第2・第4 月曜日 10：00～12：00   <会  費>  月額 2000円 

<会員数>   男性７名  <代  表>   中村 元幹さん 
 



 

＜ギターサークル和弦

ギターサークル和弦は、クラシックギター合奏を楽しむサークルです。毎年、春と秋に、千葉市内の 

他のサークルとのジョイントコンサートで、古典から現代曲まで講師のオリジナル編曲によるクラシッ

クの名曲に取り組み、またソロや二重奏も含めた和弦独自のコンサートも毎年開催しています。コンサー

ト本番だけでなく、気心の知れた仲間との練習で曲が仕上がっていく過程を楽しんでいます。講師は、 

鈴木 勝先生 

<活 動 日> 第１・第３土曜日 １８：００～２０：３０（変更あり・お問合せ下さい） 

<会    費> ４，０００円/月 

<会員数>   女性４名 男性５名 

<代  表>   古寺 惇子さん  (090-6167-7571) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アルティー末広

活動の目標は、体をやわらかくして けがなどしにくくなり、体の内側からもヨーガを通して健康に

なれるように…  それを、ひとりでも多くの人に広めていくことです。  

目標を共にして、講師の篠塚結有さんのもとに集まる女性同士の会です。写真のポーズは、 

「ナマステ～」の声と共に頂きました！ 

<活動日> 第１・第３ 火曜日 

 １４：００～１５：３０ 

<会  費> 月 １,０００円 

<会員数> 女性５名 

<代  表> 小高 広子さん 



 ＜シニアリーダー体操

「中央区おそろいの Tシャツでキメた「シニアリーダー」さんたちが、プラチナ世代の皆さんに、転

倒・認知症予防の体操を指導しています。集まった皆さんは楽しみながら、生き生きと体操し、友達の

輪が広がります。あなたもぜひ、シニアリーダー体操に参加しませんか！事前申し込み不要ですので、

参加希望の方は、直接、末広公民館まで来てください！

<活動日> 毎週木曜日 １４：００～１５：００ 

<参加費> 無料です 

<お問合せ> 中央区担当シニアリーダー 遠藤さん（090-6515-6401）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜マハロクラブ
「音楽を通じての生涯学習と会員同士の親睦」「ボランティア活動」が活動目的です。金曜日の午後に、

ウクレレと歌の練習を重ねて技術の向上を目指し、末広公民館まつりでの演奏発表や、ボランティア 

活動で老人施設を訪問し、演奏活動をしています。 

<活動日> 第１・第３ 金曜日 １３：３０～１６：００ 

<会 費> 年額２０００円 

<会員数> 男性３名 女性４名  <代 表> 円城寺 玲子さん 



 

＜健康ヨーガの会

「会員相互の親睦を図り、ヨーガ理論と実践を習得し、健康生活の充実を目的として講師の指導のも

とヨーガの実技を習得しています。講師は、鈴木雅子先生。 

<活動日>   第１・第３ 火曜日 １４：００～１５：３０ 

<会  費> 月額 １５００円 

<会員数>   男性１名 女性１１名   <代  表>  佐藤 恵美子さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜末広健康体操クラブ

「健康増進」を活動目標に、末広公民館講堂で毎週土曜日午前中に、ストレッチ運動やリズム体操に

励んでいます。講師の斉藤紀子先生は、千葉県公認社会体育指導者であり、日本レクリエーション協会

公認指導者です。 毎年、｢末広公民館まつり｣では、おそろいのユニフォームに身を包み、一年の成果

を披露しています。 

<活動日>   第１・第３ 土曜日 １０：００～１１：３０ 

<会  費>  月額 ２０００円 

<会員数>   女性１６名  

  <代  表>   高野 小夜子さん 



 

＜早苗会

「本会は、カラオケの練習を目的とする」を活動目標に、講師の中村君江先生の指導により、カラオ

ケを楽しみ、会員相互の親睦を図りながら練習を重ねています。年間計画にある５月の発表会、７月の

創立記念行事、１０月の親睦旅行、１月の新年会など、会の行事企画も楽しみの一つです。 

<活動日>   第１・第３ 水曜日 １７：３0～２1：０0 

<会  費>  月額 ３００円 

<会員数>   女性９名 男性１名  <代  表>   布施 政枝さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アロハウクレレ

やさしく楽しく弾いて歌う、ハワイアングループです。ワイワイがやがやとウクレレの練習をし、わ

くわく楽しくウクレレ演奏のボランティア活動をしています。２０年のベテラン生仲間が、お互いに教え

あい、私たち一人一人が先生であり、生徒であるグループです。サークルをお探しのあなた！一緒にウク

レレを練習しませんか！！ 

<活動日> 第１・第３ 金曜日 １０：００～１２：００ 

<会  費> 月 １,０００円 

<会員数> 男性６名、女性３名  <代  表> 田代 計之さん 

 



 

＜末広ヨーガの会

会員同士の親睦を図り、ヨーガ理論と実践を習得し、健康生活を充実させることを目的として、ヨー

ガ体操の実習をしています。講師の根本伸子先生は、日本ヨーガ禅道友会教師で、会員の皆さんの健康

づくりをサポートしています。月曜日の午後２時から３時半まで、ゆっくりとヨーガ体操を楽しんでい

ます。 

<活動日>  第１・第３ 月曜日 １４：００～１５：３０ 

<会 費>  月額 ２０００円 

<会員数>  男性１名 女性１７名  <代 表>  小池 美智子さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜末広気功クラブ

活動の目的は「健康の増進と会員相互の親睦を図ること」です。講師の蜂巣照男先生は、千葉県社会

体育公認指導員であり、千葉市のスポーツコーチャーです。 

先生の気功指導のもと、金曜日の午前中に和気あいあいと、楽しく健康増進活動をしています。 

<活動日>   第２・第４ 金曜日 １０：００～１２：００ 

<会  費>  月額１０００円 

<会員数>   男性２名 女性７名  <代  表>   高橋 祐美子さん 


