
 

 

 

 

 
『団欒』…素敵な年末年始を！ 

 

朝晩はめっきり冷え、冬らしく澄んだ空気となってき 

ました。隣の公園に目をやると、青空が目に沁みます。 

それもそのはず、けやきやイチョウの大木が葉を落とし、 

すっかり冬の装いです。 

月日の経つのは早いもので、２０２１（令和３）年も 

このひと月を残すだけとなりました。皆さんにとっては 

どんな１年でしたか。振り返ると、夏頃、コロナの第５波が猛威を振るい、その中で東

京 2020 オリンピック、パラリンピックが開催されました。日本選手の活躍は素晴らし

く、記憶に残る大会となりました。その後、ワクチン接種率の向上とともに感染者は激

減し、今、少しずつ日常生活を取り戻しつつあります。どうかこの収束傾向が今後も続

いてほしいと思います。そのためにも、基本的な感染対策、特に「冬こそしっかり空気 

の入れ替えを」意識的に行っていきましょう。 

             年末年始を迎える今月の言葉は『団欒』としました。漢字

で書くと難しいので、普通は『団らん』とひらがなで書きま

すが、漢字で挑戦してみました。寒い年の瀬にこそ似合う心

温まる言葉ですね。 

来たる年が、皆さんにとって、良い１年となることを心よ 

り祈念しています。 

 

＜公民館からのお知らせ＞ 

☆１ 『にぎわい花壇』について  

千葉市の事業として行っている「花のあふれるまちづくり市民活動」の一環として、本公 

民館も取り組み始めた『にぎわい花壇（秋の花苗）』ですが、11/13(土)にビオラ、ノース

ポール、ストックが配布されました。今回も公民館利用者の有志の方々のお力添えにより、

中庭と駐輪場周辺の花壇に植えていただきました。ありがとうございました。公民館をご利

用の際には、ご覧いただければ幸いです。 

↓「翌月の公民館主催・共催行事」「図書室からのお知らせ」は 

裏面や２枚目を参照ください↓  

ち ぐ さ
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＜図書室からのお知らせ＞  

１ 「ハッピー図書室 千草台！」開催について 

日頃より千草台公民館図書室をご利用いただきありがとうございます。本公民館図書室で 

は、日ごろからのご利用に感謝し、以下のような企画をいたしました。どうぞお楽しみに！ 

（１）第１弾「ミニ・クリスマスプレゼント」 

  ①期日 令和３年１２月１８日（土）、１２月１９日（日） 

  ②対象 千草台公民館図書室で本を借りた中学生以下の利用者 

      各日 先着８名 

 

（２）第２弾「迎春ミニプレゼント」 

  ①期日 令和４年１月４日（火）、１月５日（水） 

  ②対象 千草台公民館図書室で本を借りた利用者 

      各日 先着８名 

 

☆「１２月の購入本について」は２枚目を参照ください☆ 

＜１２～１月の公民館主催/共催行事＞ ※小学生講座は除く。 

★１ わくわく楽学講座 日本文化「折り紙の世界を楽しむ！」 

(1)日  時   12 月 10 日(金) 9：30～11：30 

(2)人数・費用  抽選 10 名（成人）、材料費 無料 

(3)申込方法   抽選受付終了ですが、あと 2 名受付可能 

⇒希望者は 9：00～16：30、電話にて先着受付 

 

★２ こころの健康について 「来て、見て、聞いて、知ってみませんか？」  

(1)日  時   1 月２2 日(土) 10：00～12：00 

(2)人数・費用  Zoom によるネット配信（定員なし）、無料 

(3)申込方法   Zoom での受講のみお受けいたします。 

☆希望される方は、千草台公民館の講座応募用メールアドレス oubo.chigusadai@ccllf.jp 

にお名前・メールアドレス・電話番号を入力の上、送信をお願い致します。1 月１５日（土） 

締切です。 

                                 

★３ わくわく楽学講座（家庭生活）「家族で考える介護」  

(1)日  時   1 月２5 日(火) 13：30～15：00 

(2)人数・費用  抽選 15 名（成人）、無料 

(3)申込方法    1 月 4 日（火）～11 日（火）電話および窓口で受付 

        ☆託児希望者の方は申し込みの際にお申し出ください。 

   ※抽選後、受講決定者のみ通知を致します。 

 

mailto:oubo.chigusadai@ccllf.jp


２ １２月の購入本についてのお知らせ 

 図書室では、新刊を中心に話題の本を購入しています。12月の購入本は次の通りです。ぜ

ひご来館いただき、手に取ってほしいと思います。 

 

・歎異抄をひらく 高森 顕徹            ・こどもたちはまっている 荒井 良二 

・乗り鉄教授のとことん鉄道旅 宮村 一夫     ・こども六法の使い方 山崎 聡一郎 

・大事なことは植物が教えてくれる 稲垣 栄洋   ・世界史を変えた植物 稲垣 栄洋 

・「うつ」の効用 生まれ直しの哲学 泉谷 閑示   ・黙想のすすめ 加藤 史子 

・ショローの女 伊藤 比呂美 今日でなくてもいい ・熱風団地 大沢 在昌   

・佐野洋子エッセイコレクション 佐野 洋子    ・地中の星 門井 慶喜 

・星のように離れて雨のように散った 島本 理生  ・山本周五郎名品館３ 山本 周五郎 

・国語をめぐる冒険 渡部 泰明          ・あしたもオカピ 齋藤 倫 

・｢縄文｣の新常識を知れば日本の謎が解ける 関 裕二 

・コーヒーと楽しむ心がほんのり明るくなる 50 の物語 西沢 康生 

・モヤる言葉、ヤバイ人 自尊心を削る人から心を守る「言葉の護身術」 アルテイシア 

・保育ひろがる部屋飾り＆壁面①② ＰｒｉＰｒｉブックス 

・子どもと作るとかわいい行事製作あそび ＰｒｉＰｒｉブックス 

・親子で楽しむ手づくりおもちゃ フライヤ・ヤフケ 

・0～５歳児保育の手あそび 阿部 直美 

・ぼくはイエローでホワイトでちょっとブルー２ ブレイディみかこ 

・親や配偶者が死んだあとの｢お金｣のことぜんぶ、本音で教えてください！ 中垣 佳代子 

・すばらしい人体 あなたの体をめぐる知的冒険 山本 健人 

・世界一わかりやすい最新糖尿病対策こうすれば 100 歳まで元気に長生きできる 玉谷 美智夫 

・私を動かす暮らしの道具 経塚 加奈子  

・わたしの暮らしスリム化計画。そろそろ溢れ過ぎ問題を解決しない? 宝島社 

・おうち時間が楽しくなる家事の裏ワザ 生活の達人俱楽部 

・おいしい!かんたん!オートミールでキレイやせレシピ 大越 郷子 

・夢をかなえるゾウ １ 水野 敬也    

・夢をかなえるゾウ 2  ガネーシャと貧乏神 水野 敬也 

・夢をかなえるゾウ 3 ブラックガネーシャの教え 水野 敬也 

・夢をかなえるゾウ  4 ガネーシャと死神 水野 敬也 

・ほとんど憲法(上)・（下） 小学生からの憲法入門  木村 草太 

・ほとんど憲法(下) 小学生からの憲法入門  木村 草太 

・数字でわかる！こども SDGs 地球が今どんな状態かわかる本 秋山 宏次郎 

・星空教室 冬の星座、春の星座 藤井 旭 

・げっけいのはなし いのちのはなし おでかけ Book おおいし まな 

 

☆「１２月の購入本について」はこの裏面も参照ください☆ 

 

https://frame-illust.com/?p=13242


・食卓から SDGs をかんがえよう！１食卓から考える｢人類の目標｣ 稲葉 茂勝 

・食卓から SDGs をかんがえよう！２食品をつくる責任、消費する責任 稲葉 茂勝 

・食卓から SDGs をかんがえよう！３食育で SDGs が見えてくる 稲葉 茂勝 

・パパとママのぜんぶがわかるせつめいしょ フランソワーズ・ブシュ 

・" おとなを動かす悩み相談クエストこども六法 NEXT" 山崎 聡一郎／監修 

・俳句のきた道 芭蕉・蕪村・一茶 藤田 真一   

・" ムーミントロールと真夏のミステリー ムーミンのおはなしえほん " トーベ・ヤンソン 

・もっかい！ エミリー・グラヴェット しりとりしましょ！たべものあいうえお さいとう しのぶ 

・あなふさぎのジグモンタ とみなが まい  ナイアル 藤井 カゼッタ 

・トミーのぼうけん たのしくチャレンジ！キッズヨガ おの けいこ 

・" アンパンマンとまほうのロープ アンパンマンのおはなしたんけん 1" やなせ たかし 

 


