
 

 
 
 
 
 
 
 

地域とともに 
鮮やかに色を付けた紫陽花の見ごろもそろそろ終わ 

り。いよいよ本格的な夏がやってきます。 

 夏といえば、能の大成者、世阿弥の亡くなった季節 

が夏だという説があります。「初心忘るべからず」。 

これは、「花鏡」の中に世阿弥が残した言葉です。 

「初めの志や純粋な気持ちを忘れずに、ひたむきに物 

事に取り組め」という意味で使われていますが、実は、 

「初心、つまり、己の未熟さを忘れることなく、常に 

精進しろ」というような意味なのだそうです。私たち 

も、「初心」を忘れず、よりよい人生をめざして元気 

に生きてまいりたいものです。                  ＜緑が丘公民館、初夏の風景＞ 

おかげさまで、緑が丘公民館は、地域の皆様方に支えられ、千葉市教育振興財団による運営に移行して２回目

の夏を迎えることができました。今後も、地域の交流拠点としての役割をしっかり果たせるよう努力してまいる

所存ですので、皆様方のご理解、ご協力、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

緑が丘公民館長 中村 宏 

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：中村 宏（新任）     主事：萬實 靖雄     事務補助：江口 加代子 

  事務（図書室中心）：手島 惠三（新任）  椎名 明彦（新任） 

  図書室運営：板倉 伸夫（新任）  中尾 秋子  吉原 真弓  林 珠紀 

夜間管理：武藤好昭  綾部晃一    管理清掃：高井 公 

 

 
 
 
 緑が丘公民館運営懇談会は、本館における各種の事業の 

企画や推進等、また、地域の現状と課題などについて、多方 

面からなる委員の皆様方よりご意見をいただき、よりよい公 

民館運営実現のために、年2回開催しています。 

＜本年度 本館運営懇談会委員の皆様（敬称略）＞ 

 
 

 氏 名 所     属 

会 長 髙階 光義 社会福祉協議会緑が丘地区部会長 

副会長 荒川 利重 第41地区町内自治会連絡協議会会長 

委 員 松浦 敏江 311地区民生委員児童委員協議会副会長 

委 員 石川  進 宮野木小地区スポーツ振興会会長 

委 員 武田 栄子 緑が丘公民館クラブ連絡協議会会長 

委 員 三木 信夫 県立千葉北高等学校校長 

委 員 阿部健一郎 緑が丘中学校校長 

委 員 大越 千明 宮野木小学校校長 

委 員 伊藤 浩之 柏台小学校校長 

 

 

ごあいさつ 

会長 髙階 光義 

 最近の話題に、「人生100年時代」と言わ

れることがあります。しかし、急速に進む高齢

化によって１人暮らしが増え、中には中高年

の「ひきこもり」等が原因の孤独死も深刻な問

題となっております。認知症の問題も叫ばれ

て久しく、とりわけ高齢者福祉の充実がこれ

まで以上に求められる時代であります。とは

言っても、行政だけに頼るのではなく、地域で

も支え合わなくてはなりません。自分で出来

ることは努力してみることです。健康寿命を

１年でも永く伸ばすこともそのひとつです。

公民館で行われる催事に気軽に参加し、地域

の人との対話を通して、心身ともに充実させ、

生きがいを見つけてください。公民館では皆

様のお出でをお待ちしております。 
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図書室から （開室９：４５～１７：００） 
 鬱陶しい梅雨空…。外出するのも億 

劫になりますね。そんなとき、本を１ 

冊、読書などいかがですか？ 

緑が丘公民館図書室では、様々な本 

を用意して皆様のおいでをお待ちして 

います。 

 

 

 

＊お知らせ 

 年度初めより、図書室内を見やすく、 

心地よく過ごせるようにと整頓等を行 

っています。日々少しずつ作業を進め 

ているため、ご迷惑をおかけしますが、 

ご理解のほど、よろしくお願いします。 

 
  

☆今年度は、より多様な講座を開設します。どうぞお気軽にお問い合わせを！ 

主催事業名 事業の内容 実施予定日 日数 定員 対象 

相続セミナー 相続に関する疑問解決 5/17 １ ３０人 成人 

親子スキンシップ教室 子育てスキル習得 ５～６月 ４ １0組 ４か月～１歳児と保護者 

読み聞かせ教室 読み聞かせのノウハウ習得 7/ 3 １ 20人 成人 

パパ・ママ救命講習 子どもへの救命措置等の学習 7/13 １ 10組 子育て中の成人 

子ども科学教室１ テレイドスコープ（万華鏡）作り 7/25 １ ３0人 小学生 

緑が丘公民館コンサート 地域ゆかりの音楽家の演奏会 ７/27 １ 50人 地域住民等 

子ども科学教室２・３※ ちりめんじゃこから微生物⁉ 8/ 2 １ 各20人 小学生 

子ども科学教室４・５※ とべ！まるっとグライダー 8/ 9 １ 各20人 小学生 

子ども科学教室６ 古布でオリジナルコースター作り 8/22 １ 20人 小学生 

パソコン講座 パソコンの基本操作学習 9月第2週 ４ 10人 成人 

親子ふれあい教室 親子で体操＆子ども同士ふれあい体験 10～11月 ４ 10組 2・3歳児と保護者 

第34回文化祭 クラブ・サークル等の展示・発表 10/26.27 ２  地域住民等 

郷土歴史散歩 散歩しながら郷土歴史見学 １１月 １ 15人 成人 

料理教室 冬にお勧めの料理の学習 １１月 １ 12人 成人 

料理講習 子育て中の料理の学習 １２月 １ 20人 子育て中の成人 

クリスマス・パン作り教室 シュトーレン作り実習 １２月 １ 15人 成人 

書き初め教室１・２※ 書き初め練習 １２月 １ 20人 小学生 

子ども科学教室７ 科学遊び・工作 １２月 １ 20人 小学生 

防災教室 日頃からの防災について学習 1月 １ 20人 成人 

スマホ教室 基本的な操作方法等の学習 1月 １ 20人 成人 

普通救命講習 AED使用法含む普通救命講習 2/20 １ 20人 成人 

抒情歌を歌おう 親睦を深める楽しい合唱 3月 １ 30人 成人 

終活セミナー 終活についての学習 3月 １ 30人 成人 

〇上記は予定です。変更する場合もありますのでご了承ください。 

〇※印のある講座は、午前の部、午後の部、独立してそれぞれ１回ずつ、同じ内容で２回行う講座です。 

 

◎公民館の主催事業は、市政だよりやホームページ、公民館での掲示、公民館だより 

 の地域回覧などでお知らせしています。どうぞお気軽にご来館ください。 

 

 

 

 

 

 

 

「ある晴れた夏の朝」子手鞠るい著 2018.7月 偕成社 

（2019 高校生・夏の課題図書に選定） 

 アメリカの高校生が、原爆投下の是非をディベートする

話。戦争を終わらせるため？懲罰のため？人種差別？人体

実験？個性豊かな高校生たちが、夏休みの４週間をかけて

調査し、様々な角度から発表し、考えを深めていく。 

 戦争をどうとらえるかということと同時に、民主主義と

は何かについても考えさせられる。そして…考え方は違っ

ても、友情は深められるのだ。 

 読後、晴れやかな気分になれること間違いなし！ 
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