
 

 

 

 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 
 

                         公民館名（中央公民館） 

１ 事業の成果 

 定期利用団体・サークル・地域諸団体で組織された実行委員会を中心として、展示・発表・イベ

ント部門、それぞれが団結して運営を行い、第４０回という節目の年にふさわしい活気のある盛況

な中央公民館まつりとなった。特に、中央公民館で活動している団体・サークルによる学習成果の

発表、体験、催し等を通じて、テーマに掲げた「広がる つながる 地域とともに」にふさわしい、

市民による草の根の文化を、地区内外の多くの人々に発信する絶好の機会となった。また、利用者

どうしがふれあうことで、日常の活動の枠を超えて、交流を深め、新たなつながりを築いていくた

めの契機になった。同時開催された一中西部地区敬老のつどいも、高齢者が楽しみにしている地域

の恒例行事として、多くの来場者で賑わった。 

 今年度初めて、木更津第一小学校、西清小学校の児童による作文の発表、中央KIDSクラブのミニ

縁日の出店があった。また、木更津第一中学校の生徒が二日間にわたりボランティアとして多数参

加し、まつりを盛り上げてくれた。地域の教育機関と連携し、若い世代を引き込むことで、全体の

雰囲気が明るくなり、活気あるものとなった。 

以上のように、様々な世代・様々な団体が交流しあうことで、公民館利用者はもとより、地域の

つながりを深めるための一助となり、実りのある中央公民館まつりとなった。 

２ 事業実施期間  平成２８年１１月５日（土）～６日（日）  

３ 参加団体及び入場者数   参加団体 １２５団体    入場者数 約３，０００人 

４ 事業実施内容 

(１)展示部門（５日・６日） ２３団体 

絵画、書道、ペン習字、和裁、版画、陶芸、パソコン、鉄道模型、平和、環境、年金問題、 

干潟の自然など、各種サークルの作品・学習成果、木更津第一中学校生徒、 

木更津第一小学校・西清小学校児童、吾妻保育園園児の作品    

(２)発表部門（５日・６日） ３１団体 

コーラス、詩吟、器楽、フラダンス、気功、舞踊、民謡、カラオケ、童謡・唱歌、太極拳、 

手話･要約筆記、手話寸劇、木一小合唱部による合唱、木一小・西清小作文発表 

(３)イベント部門（５日・６日）１７団体 

バザー・陶器市（５日） 

模擬店（５日・６日）   

喫茶、焼きそば、揚げたこ焼き、焼き鳥、焼き餅、ブルーベリー菓子、各種手作り品 

学習・体験コーナー（５日・６日） 

タロット占い、押花、将棋、工作、手芸、年金･保険相談、生涯スポーツ 

中央KIDSクラブ（６日・ミニ縁日） 

※５日は一中西部地区社会福祉協議会主催による「敬老のつどい」を同時開催 

（地区内の７７歳以上の方を招待） 

  (４)その他 

     ・オープニングセレモニー（５日） 

・木一中生によるボランティア体験（５日・６日）４２名 

・交流会（１８日）３７名 

資料３-２ 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

                         公民館名（富来田公民館） 

１．事業の成果 

富来田公民館を活動の拠点とするサークルや地域の団体・組織の活動成果の発表及び交流の場として、富来 

田公民館を会場に盛大に実施することができた。 

展示部門では、長年にわたり「夏の夜のコンサート」で演じられた地域の創作民話や武田川の環境美化活動 

をはじめ、地域活動の一端をパネルで紹介するなど、随所に工夫がなされ地域の特色がよく表れていた。 

発表部門では、ホールでの催しが行われない初日に、篠笛の演奏会（芸術鑑賞教室）を同時開催することで、 

より多くの方に来場していただき、演奏も大変好評であった。 

２日目は、模擬店に加えて富来田商工祭も同時開催され、午前中は雨模様だったにも関わらず、会場は一日 

賑わいを見せた。 

支援部門では、区長や交通安全協会を含むスタッフが分担して駐車場整理や受付等にあたり、大きな混乱も

なくスムースに運営がなされた。 

また、今回、富来田中学校の生徒にボランティアとして各部門の支援を行ってもらうことで、会場がいっそ 

う活気づくとともに、より多くの地域の大人とふれあう機会を提供することができた。 

２日間を通して、子どもから高齢者まで多くの人が公民館を訪れ、地域の文化活動に触れ親しみながら、交 

流と絆を深め合うことができた。 

 

２．事業実施期間  １０月２９日（土）～１０月３０日（日） 

３．参加団体及び来場者数  ・参加団体 ６０団体  個人４人（展示） 

・来場者数 ２日間延べ 約２，５００人 

４．事業実施内容 

  ○展示  ＜１０月２９日・３０日＞ 

園児・児童・生徒作品展、書道展、絵画展、俳句展、いけ花展、押し花展、パッチワーク展、 

ハーブ展、地域のお祭り、地域活動展（武田堰環境保全会・コスモス菜の花ロードの会）、 

菊花展、子ども作品展（子ども陶芸）、個人作品展（絵画、手芸、写真、ガーデニング、天体 

写真）、福祉活動展（ふれあいの会・地区社会福祉協議会・のぞみ牧場・野の花の家）、食生活 

展（食生活改善推進協議会） 

  ○発表  ＜１０月２９日＞ 

       コーラス（かずさコール）、片野 聡氏の篠笛鑑賞会 

＜１０月３０日＞ 

小・中学校合唱、民謡、フラダンス、カラオケ、馬来田小学校大正琴クラブ、大正琴、 

コーラス、日本舞踊、木更津諏訪太鼓、神楽舞、こきりこ、シャンソン、リラックス体操 

  ○イベント＜１０月２９日・３０日＞ 

呈茶席（３０日）、折り紙教室（３０日）、食生活改善推進協議会の試食、味噌汁塩分濃度の 

測定、押し花体験、ハーブ試飲（２９日・３０日） 

  ○模擬店 ＜１０月２９日・３０日＞ ２９日は、１団体のみ実施 

餅つき、焼きそば、から揚げ、ポテトフライ、焼き鳥、フランクフルト、ポップコーン、 

トン汁、わたあめ、第３２回富来田商工祭と合同開催 

○活動支援＜１０月２９日・３０日＞ 

     受付案内、駐車場誘導、交通整理、コーヒーコーナー接待（１０月２９日・３０日） 

中学生ボランティア（２日間で合計２２名参加） 

 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

 

                         公民館名（岩根公民館） 

 

１ 事業の成果 

  「地域の環 心をつなぐ 文化祭」をテーマに、公民館利用者及び区長をはじめとする地域の関係者、

各種団体の代表者で構成される岩根東地区文化祭実行委員会の主体的な取り組みにより開催された。展

示・発表・催物の３部門により２会場で行われ、公民館や地域における日頃の生涯学習の成果が存分に

発揮された。また地域の文化の祭典として、地域住民の交流の場としての役割を果たすことができた。

サークルや団体の活動展示、舞台での発表、模擬店、各種イベントには多くの参加者・観覧者があり、

心のふれあいとつながりを通して地域の文化活動の活性化に資することができた。 

   

２ 事業実施期間  １０月２８日（金）～１０月３０日（日）３日間 

 

３ 参加団体及び入場者数     ・参加団体     ５２ 団体                   

・来場者数  ２，１７０ 人 

４ 事業実施内容 

 展示部門  編物、七宝焼、短歌、生花、地域福祉、至徳堂に関係する資料 

等、絵手紙、サークル連絡協議会パネル展示、小学校、中学校、幼稚園、子

ども会、一般作品、学級・講座の活動発表展、川柳コンクール入選展 

発表部門   日本舞踊、民謡、詩吟、フラダンス、マンドリン、合唱、 

小学校合唱、中学校合唱 

地区社協による昼休み敬老おたのしみ発表会（１団体２個人） 

        ※岩根東地区敬老会も兼ねて実施 

催物部門   呈茶席、防災非常食試食、子どもオセロ大会、 

子どもウォークラリー大会、おはなし会、将棋道場、 

囲碁を楽しむ、各種模擬店 

会 場 岩根公民館全館（10/28･29）及び岩根中学校体育館・校庭(10/30） 

 

 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

公民館名（鎌足公民館） 

１． 事業の成果            

 地域の内外を問わず、10月29日、10月30日両日の鎌足地区文化祭には、芸能展示発表・模擬店

（10月30日）を中心に、多くの入場者で賑わい、特に最後の餅まきをピークに大盛況のうちに終了

することができました。 

 芸能発表は、サークル・団体・個人がお囃子、舞踊、歌、詩吟、大正琴、フラダンスなどの日頃

の成果を発表することができました。また積極的に参加した小学生による、ダンス・合唱・劇の発

表、中学生がボランティアとして司会を行う等、地域のふれあいを深めることができました。 

模擬店部門は、ＰＴＡやサークルを中心に準備から撤去・環境整備まで、盛り上げることができ

ました。 

「広げよう深めよう鎌足文化」のスローガンのもと、展示部門においても、それぞれの団体が趣

向をこらし、生け花、絵手紙、浮書絵、手芸、書道など充実した展示を展開しました。また、保育

園・小学校・中学校からも作品を出品がありました。 全体を通して、鎌足地区社会福祉協議会

主催の敬老会を同時開催することにより、一つの広場に子どもから高齢者まで年齢層を越えた交流

の場となり、地域の人々が連携し地域の力を確認する場となりました。   

             

２．事業実施期間         

（１） 実施日  平成２８年１０月２９日（土）、１０月３０日（日）   

（２） 会 場   木更津市立鎌足公民館    

３．参加団体及び入館者数         

（１）  実行委員会参加団体   60団体   出演出展者等 約700名   

（２） 入場者数    約1,900名       

４．事業実施内容         

（１）展示発表 鎌足小学校児童作品(絵画・工作等)・鎌足中学校生徒作品(総合学習・絵画等)・鎌足

保育園作品(陶芸)・陶芸サークル(陶芸)・鎌足さつき盆栽会(盆栽)・生花クラブ(生

け花)・鎌足撮ろう会(写真)・鎌足絵手紙サークル（絵手紙）・鎌足浮書絵会（浮書

絵）・鎌足ふるさとかるた会（活動報告）・個人作品(書道)・JA木更津市女性部鎌足支

部(手芸)・矢那梅の香園（書道）・鎌足桜保存会（活動報告・コンクール作品）・公民

館主催事業紹介 

（２）芸能発表 カラオケ愛好会(カラオケ)、御嶽神社氏子青年会(お囃子、神楽)、コスモス会・かず

さたけのこ会(大正琴)、遙の会・あや月会・ひまわり会・新木更津音頭を踊ろう会

(舞踊)、鎌足詩吟サークル・鎌足朗吟会（詩吟）、ケアリィラニフラ、（フラダンス）、

小学校児童（ダンス・合唱・劇）、区長会とゆずり葉の会(福餅まき) 

（３）模擬店  かまたりチェリー(やきそば、コロッケ、グリーンカレー)  

鎌足小中ＰＴＡ(バザー、ポテト、おにぎり、ポップコーン他) 

鎌足を考える会(鎌足焼き；今川焼）、男美食倶楽部（豚汁） 

小桜まみーず（お汁粉、輪投げ）、耕す木更津農場（ロールケーキ、有機野菜）  

鎌足ふるさとかるた会(ヨーヨー・くじ引き) 

陶芸サークル(陶器市)・市鎌足桜保存会（鎌足桜カレンダー） 

オークラアカデミアパークホテル（ステーキ丼） 

たぬき工房（革小物・染物等）、hanahaco（炊き込みご飯） 

（４）イベント 陶芸サークル(一日陶芸教室)・発動機保存会（発動機の運転）  

 （５）共  催 鎌足地区社会福祉協議会(敬老会)    



 

平成２８年度公民館文化祭（公民館まつり）実績報告書 

公民館名（金田公民館） 

１ 事業の成果 

金田公民館を拠点に、様々な学習・文化活動を行っている各種サークル・団体等の日頃の活動成果や

個人作品等を展示・公開することにより、日頃の公民館活動の成果をＰＲし、金田の文化とその特色を

地域に対して広く発信することができた。 

公民館を中心に多くの人々が集い、世代間の交流を深め合う場とすることができた。さらに実行委員

の工夫した積極的な様々な活動により、地域の人々と一緒に文化祭を盛会に開催することができた。そ

の結果あらためて地域の絆やつながりを築き、拡げていくことの大切さを実感する機会ともなった。 

 

２ 事業実施期間 １０月２９日（土）～３０日（日） 

３ 参加団体及び入場者数   ・参加団体 ３５団体、出品点数 約４００点 

・来場者数 １１００人（期間中のべ ） 

４ 事業実施内容 

(1)みんなの作品展 １０月２９日・３０日 

会場：金田公民館 

            内容：幼稚園児・小学生・中学生の作品、写真、絵手紙、書道、パンフラワー、

個人作品（水彩画、菊花、彫刻）郷土資料展、 

地域福祉、学級・講座の活動発表展、その他 

(2)イベント・模擬店   

     将棋大会（大人・子どもの部） １０月２９日（下宿公民館）【将棋同好会】 

 

子どもオセロ大会 １０月３０日（下宿公民館）【金田小中ＰＴＡ】 

 

     もちつき（もち無料配布） １０月３０日（金田公民館前駐車場）【青少年相談員】 

 

模擬店       １０月２９日（金田公民館前駐車場） 

【実行委員】（天ぷらそば・うどん・たこ焼き・赤飯） 

 

１０月３０日（金田公民館前駐車場） 

【実行委員】（焼きそば・おでん・赤飯）   

（金田公民館西側駐車場）  

【防犯指導員・青少年補導員・消防団・幼稚園父母の会】 

（綿菓子・ポップコーン・ﾖｰﾖｰ釣り・おもちゃ・駄菓子等） 

 

ミニバザー     １０月２９日・３０日（金田公民館休養室） 

【実行委員会展示部門】 

 

子ども服バザー  １０月３０日（金田公民館第１学習室） 

【なかよしクラブ（家庭教育学級生）】 

 

     交通安全確認    １０月３０日【交通安全協会金田支部】 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

 

                         公民館名（中郷公民館） 

 

１ 事業の成果 

 

① 地域内の各種団体及びサークルが連携し、中郷地区文化祭が地域文化活動の発表と交流の場と

なり、各種団体相互の連携や地域住民相互のコミュニケーションを図ることができた。 

② ふれあいのつどい、中郷マルシェなどを通じて、地域外からの来場者も多く、中郷地区の諸団

体サークル活動を広く伝えることができた。 

③ 展示や芸能発表で参加できない種目のサークルからの支援もいただくことができ、実行委員会

全体で取り組んだ文化祭となった。 

 

 

 

２ 事業実施期間 

  

 １０月２９日（土）～１０月３０日（日） ２日間 

 

３ 参加団体及び入場者数     ・参加団体     ４１ 団体 

・来場者数  １，３５０  人 

 

４ 事業実施内容 

 

①  作品展示（１０／２９～１０／３０）      ９:００ ～１５：００ 

     小学校・中学校・保育園作品、写真、絵手紙、書道、郷土史、 

太巻き寿司、パッチワーク、寿会、一般作品、主催事業紹介展示等  

 会場 中郷公民館 

②  ふれあいのつどい（１０／２９）   １２:１５～１６:３０ 

      小学校・中学校の発表、各地区代表演技（団体の部・個人の部）、 

詩吟サークル、手話ダンスサークル、フラダンス等  

会場 中郷中学校体育館 

③  中郷マルシェ（１０／２９）  １０：００～１６：００   

会場 中郷中学校 

 



 

  平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

 

                         公民館名（富岡公民館） 

 

１ 事業の成果 

富岡地区文化祭実行委員会が主体となり、本年は、「つなげよう地域の絆・高めよう郷土の文化」をテ

ーマに、富岡公民館を活動の拠点とする各種サークル、団体の活動成果の発表や地域の教育機関の発表の

場とするなど、地域の方々と各サークル、団体の文化的交流を深めることができた。 

また、本年はイベント会場を隣接する旧ＪＡ下郡支店に移し、富岡小学校全児童による全体表現として

地元に伝承する「ててぼ様」の創作劇の発表や、とみおかロマン街道の会による創作童話「からすと少

年」の上演、さらには郷土芸能保存会による「お囃子と神楽」の復活披露などがあり、地域の方々が多数

来場され大いに盛り上がった。 

なお、豚汁、甘酒の無料サービスなどは、本年も災害炊き出し訓練の一環として地元消防団がその責を

担い、あわせて地区有志による焼きそば・パスタの無料提供も行い好評を得た。 

加えて、資料展示（文化財、昔の生活用具等）により地区の歴史なども同時に紹介され、地域住民の誰

もが参加できる文化祭となった。 

 

２ 事業実施期間   １０月２９日（土）～１０月３０日（日） ２日間 

 

３ 参加団体及び入場者数     ・参加団体   １６    団体 

・入場者数  ４００     人 

 

４ 事業実施内容 

 作品展示・・・保育園園児作品展、富岡小学校児童作品展示、富来田中学校生徒（当地区出身者）作品

展示 

        陶芸作品（大人・小人）展、絵手紙作品展、菊花展 

        ヨガサークルの活動紹介、食生活改善員による家庭味噌汁の塩分測定 

        個人作品展、サタデースクール作品展 

 

 資料展示・・・富岡地区の文化財、昔の農機具等の展示公開 

 

 イベント・・・富岡小学校児童による創作劇発表・作文の発表 

陶芸作品販売、食生活改善員による健康食品の試食コーナー、豚汁・甘酒・焼きそば及

びパスタの無料サービス、創作童話「からすと少年」の上演 

チェンソーカーヴィング、郷土芸能保存会による「お囃子と神楽」披露 

 反省会・・・・各サークル、各地区の区長、文化祭実行委員会、公民館ボランティアの皆さんと、次回

に向けての改善点等について協議し交流を深めた。 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

 

                         公民館名（文京公民館） 

 

１ 事業の成果 

 定期利用団体・サークルや地域諸団体で組織された実行委員会を中心とする主体的な 

運営により、｢恵（めぐみ）｣をテーマに第１５回文京公民館まつりを１０月２９日（土）～３０日

（日）にかけて盛大に開催することができた。 

途中、小雨がパラつく場面もありましたが、幸い両日ともに天候に恵まれ、文化の秋 

にふさわしい地域文化の祭典として本事業を通じ、地域文化の継承・創造、そして人と 

人との輪を一層広げる機会の場とすることができた。 

今回は、模擬店や子どもの遊びコーナー等を、主に３０日（日）に開催したが、多数 

  の来場者に恵まれ、売上数も上々だった。 

 

    

２ 事業実施期間  １０月２９日（土）・３０日（日）  ２日間 

 

 

３ 参加団体及び入場者数     ・参加団体       ６９団体 

・来場者数       ９００人 

 

４ 事業実施内容 

 

【展示部門】１０月２９日（土） 

       地域幼稚園・小学校・中学校の園児・児童・生徒の作品、 

一般地域住民の作品、 

利用サークル作品展示（編み物・仏像・七宝焼きなど） 

       体験教室（押し花など） 

        

 【イベント】１０月３０日（日） 

子ども広場（バルーン・くじ・輪投げなど） 

模擬店（焼きそば・フランクフルト・綿菓子・お汁粉・ポップコーン・ 

    コーヒー・呈茶・飲み物・七宝焼作品販売など） 

 

 【発表部門】１０月３０日（日） 

地元各小学校合唱・高等学校器楽演奏など 

       利用サークル発表（舞踊・気功・童謡・詩吟など） 

 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

 

                         公民館名（八幡台公民館） 

 

１ 事業の成果 

 

「みんなで創ろう文化と人の輪」のテーマを掲げ、第３５回の上烏田、八幡台、羽鳥野地区文化祭は、

区長、自治会長、公民館利用サークル、地域団体で組織された実行委員会が中心となり、上烏田・八幡

台・羽鳥野の三地域の協力体制の下で取り組んだ。今年度は八幡台自治会長が実行委員長となり運営が行

われた。 

 運営については、実行委員会の中に展示・発表・イベントの各部門を設け、それぞれの部門ごとに責任

者を中心として主体的な運営がなされた。 

 事前の美化清掃には、100名を超える協力者があったほか、各団体・サークルの学習成果の発表やイベ

ントをとおして、サークル･団体の連携と活性化が図られた。また、地区の高齢化は進んでいるが、一方

で少しずつ若年層の活躍も進んでいる。地域間の交流と融和が図られるとともに、地域の芸術・文化活動

の振興に寄与することができた。なお、ここ数年複数の参加団体・サークルでは、模擬店の売上げをあし

なが育英会に寄付するなどの福祉活動をしている。 

 

２ 事業実施期間 １０月２８日（金）・２９日（土）・３０日（日）の３日間 

 

 

３ 参加団体及び入場者数    ・参加団体 ５２団体 ６個人 

・来場者数 ３，０００ 人 

 

 

４ 事業実施内容 

① 展示部門（１０月２８日・２９日） 

絵画・紙人形・書道・絵手紙・写真・生花・郷土史・手工芸・手作り絵本・老人会作品・幼稚園・小学

生作品・健康講座学習内容・家庭教育学級、その他作品展示 

 

② 発表部門（１０月３０日） 

詩吟・民舞・舞踊・カラオケ・合唱・管楽器演奏・子どもジャズダンス・太鼓・フラダンス・大正琴・

手品・その他 

 

③ 模擬店・イベント（１０月２８日～３０日） 

餅つき・農産物市・焼き鳥・ビーズ細工等の各種模擬店・呈茶会・囲碁将棋大会・健康麻雀体験・花苗

販売・フリーマーケット・高齢者疑似体験・幼児とその保護者企画のゲームや小物の販売その他各種イ

ベントの実施  

  

 

 

 

 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

                         公民館名（東清公民館） 

１ 事業の成果 

今年度の東清川地区文化祭はあいにくのお天気であったが、それにもかかわらず盛況であった。芸能

発表大会には地域の児童生徒の保護者も大勢訪れ、芸能発表の参加者たちの発表にも自然と力がこもっ

ていた。 

作品展示部門でも、公民館活動サークルだけでなく、地域の児童生徒、個人の作品が展示されるなど、

この日のための作品が数多く出品された。 

第34回文化祭に引き続き実施した「お楽しみ抽選会」については、抽選券を250枚として配布し、三日

間の締めくくりとして盛り上がった。また、「卓球フェスティバル」や「こどもチャレンジ大会」などの

各種のイベント等を通じて、子どもから高齢者まで、幅広い地域住民相互の交流とふれあいを深めるこ

とができた。 

運営面では、実行委員会を中心に、準備段階から当日の運営まで、地域が一体となって、文化祭の成

功へ向けて取り組むことにより、地域の結束力や連帯感を高める一助となった。  

 

２ 事業実施期間 １０月２８日（金）～１０月３０日（日）、１１月１３日（日） 

 

３ 参加団体及び入場者数  ・参加団体（個人含む） ５２団体 

・入場、参加者数 約２，１００人（期間中延べ数） 

４ 事業実施内容 

 （１）展示の部 （３日間入場者 延べ約５００人） 

・展示期間  １０月２８日（金）～１０月３０日（日） 東清公民館 

   ・展示団体・サークル 

東清小・祇園小・南清小（絵画・書道・工作）・清川中（絵画）・水彩画サークル・絵手紙サー

クルひだまり・東清フォトクラブ・書の会土筆・書遊会（書道）・第６清寿会、第７清寿会、き

よかわふれ愛クラブ（工芸・絵画他）・東清俳句サークル・清見台東３丁目絵画部同好会・南清

苑（共同展示作品）・個人作品（似顔絵、写真）・菊花 

 （２）芸能発表の部（入場者・出演者 約６００人）            

   ・開催日時  １０月３０日（日）９：３０～１４：４０ 東清小学校体育館 

   ・出演団体  

笹子青年部および子ども会（囃太鼓･神楽舞）・琴清会（大正琴）・東清小(合唱)・キエレ東清

（フラダンス）・南清小(合唱)・安智彩琴の会・清川中音楽部(弦楽合奏) ・藤原会（日舞）・み

なづき会（日舞）・ギターサークルたんぽぽ・オカリーナこもれび・東清詩吟サークル・高鷹グ

ループ（日舞）・ひばり歌の会・東清カラオケグループ 

 （３）模擬店の部 （来場者・スタッフ 約５００人） 

   ・開催日時  １０月３０日（日）１０:００～１３：００  東清公民館 駐車場 

    ・販売品目  やきそば・もち・炊き込みご飯・味噌汁・飲み物・フランクフルト・おでん・ポッ

プコーン・おにぎりセット・スープカレー・いか焼き・あけぼの園手作り品・ヨー

ヨーつり・射的 

 （５）イベントの部 

①こどもチャレンジ大会 １０月２９日（土）９:３０～１２:００ 東清小学校体育館 

参加者数 １２７名（子ども７７名、中学生２０名、スタッフ・教員等の大人３０名） 

②お楽しみ抽選会    １０月３０日（日）１４：４０～１５：２０ 東清小学校体育館 

 参加者数 来場者・スタッフ 約３００名 

③卓球フェスティバル  １１月１３日（日）９:３０～１５:００ 清川中学校体育館 

参加者数 ５３名（中学生以上大人ラリーの部36名・ダブルス31組 小学生以下13名） 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

                    公民館名（清見台公民館） 

１ 事業の成果 

  地元自治会、地域団体、公民館及び体育館の利用団体の三者で構成される、「清見台公民館関係団体

連絡会」と清見台公民館による共催で、『みんなで咲かせよう 清見台の文化』をテーマとして、第３

３回清見台地区文化祭を盛大に開催することができた。 

  今年度も、部会ごとにアイデアを出して実施した様々な工夫が実を結んだ。参加者からも文化祭の成

功を実感する感想が数多く聞かれており、地域文化の振興と住民相互の親睦という目的を十分に達成す

ることができた。 

 

２ 事業実施期間 １１月５日（土）・１１月６日（日） ２日間 

 

３ 参加団体及び入場者数     ・参加団体  ８４ 団体（個人含む） 

・来場者数  約 ４,０００ 人 

４ 事業実施内容 

（１）展示関係（５日～６日）       １９団体（個人含む） 

       ・絵手紙・墨絵・パッチワーク・絵画・表装・子ども会壁新聞 

・学校及び幼稚園関係（児童生徒、園児作品・学校紹介等） 

・一般参加作品（掛軸・篆刻・寄せ木細工・菊花・絵画・書・和紙工芸） 

・主催事業関係（ちぎり絵・草木染め・掲示作品） 

・オリジナルしおり作り＆パッチワーク体験コーナー 

（２）発表関係（６日）会場：附属体育館  １８団体  

       ・合唱（小中学校含む）・尺八・民謡・吹奏楽・フラダンス・太極拳 

       ・空手道演武・新体操・カラオケ・コーラス・詩吟・オペラ  

（３）イベント関係（５日～６日） 会場：清見台公民館和室及び附属体育館 ７団体 

    ５日:○房総子どもかるた大会 ○呈茶席 

○スマイルフェスタ2016 

（映画会・昔遊び・ふれあい体験・ストレッチ体験） 

 ６日:○発表会高齢者招待（花のプレゼント）  

 

（４）模擬店関係（６日）   ９ 団体 

・焼きそば・フランクフルト・綿菓子・タピオカドリンク・花苗・駄菓子 

 ・当てくじ・やきとり・ポップコーン・餅・漬物・飲物・スープ・紅茶 

・春雨スープ・フリーマーケット・コーヒー・フライドポテト・雑煮・お汁粉 

・チョコバナナ・ヨーヨー釣り・スーパーボールすくい・景品釣りゲーム  

 

（５）総務関係       ３１ 団体 

・駐車場・受付・搬出 

 

（６）その他 

・参加団体による交流会の開催 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

                         公民館名（畑沢公民館） 

１ 事業の成果 

   今年度は、全般的にあいにくの天気ではあったが、地元の市政協力員、区長、自治会長、町内会長、地

域の関係団体、公民館の利用団体からなる実行委員会の尽力により、芸能まつり・作品展示・各種イベン

トを盛大に開催することができた。また事業全体を通じて、地域住民の交流の輪が広がった。 

   芸能まつりは波岡西地区社会福祉協議会の「敬老のつどい」も兼ねて実施し、高齢者を招待した。年々

高齢者の人数が増加し、今年は４００名近い招待者となった。 

すべての部会において、関係者の連携の取れた協力があり、事故なく無事に終了することができた。 

 

２ 事業実施期間 １０月１０日（月、・祝〕１６日（日）、２９日（土）～３０日（日） 

 

３ 参加団体及び入場者数    

・実行委員・参加協力団体 ９９団体、個人参加 ７名 

・来場者数 約２，０００人 

 

４ 事業実施内容 

 （１）作品展示 

＊畑沢公民館（１０月２９～３０日） 

    ○公民館定期利用サークル等 

    絵画（油絵・水彩画・パステル画）・押し花・陶芸・写真・山野草・書道・俳句・絵手紙・折り紙・

粘土の花・手芸・活動報告・畑沢幼稚園児作品 

○個人参加 

竹絵・油絵・彫像等 

＊畑沢中学校体育館（１０月３０日） 

畑沢小学校・中学校、波岡小学校 児童生徒の絵画・習字作品 

（２）芸能まつり ＊畑沢中学校体育館（１０月３０日） 

    少年少女の主張・合唱・オカリナ・フラダンス・詩吟・舞踊・カラオケ・畑沢小学校（合唱）・畑沢

中学校（紅陵木更津甚句・吹奏楽）・畑沢幼稚園（歌・体操）・空手演武 

 （３）イベント等 

    ・グラウンドゴルフ大会（１０月１０日） 畑沢中学校校庭 

    ・囲碁大会      （１０月１６日） 畑沢公民館（和室） 

    ・花苗・焼き芋頒布、ビンゴ大会（１０月２９日）畑沢公民館中庭など 

    ・サークル活動ビデオ上映（１０月２９日）畑沢公民館（和室） 

    ・折り紙体験     （１０月３０日） 畑沢公民館（和室） 

    ・ＥＭ活性液頒布   （１０月３０日） 畑沢公民館玄関 

 （４）模擬店        （１０月２９日） 畑沢中学校校庭（５団体） 

 

 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

 

公民館名（岩根西公民館） 

 

１．事業の成果 

地域の輪 未来へつなぐ 文化祭”をテーマに、区長をはじめ、地域諸団体・機関、公民館利用団

体・サークルにより組織された実行委員会の主体的な運営により、第3１回岩根西地区文化祭を盛大に

開催することができた。 

  今年度は開館３０周年記念式典の都合から２日間の文化祭を実施。展示、発表、イベント等の部門ご

とに参加団体が、限られた開催時間の中で活動成果を十分に発揮し、発表することができた。また、子

どもからお年寄りまで地域住民のふれあいと交流の場となるとともにその輪を広げることができ、地域

文化の向上と心豊かな潤いある地域づくりの一助となった。３０周年イベントとして袖ヶ浦高等学校書

道部のパフォーマンスを 

 披露。素晴らしい作品を書いて頂き、３０日の周年事業の会場に展示披露した。 

 

２．事業実施期間 

平成２８年１０月２８日（金）～２９日（土） 

 

 

３．参加団体数及び、入館者数  

  ・参加団体数  ５０（文化祭実行委員会参加団体・個人） 

    入館者数   約１,５００人 

４．事業実施内容 

(１) 展示部門  

１０／２８～２９（サークル展示は２８日まで） 

   ○サークル作品展（太巻き寿司、パッチワーク、書道、絵手紙、水墨画） 

※地域高齢者施設作品展 

○子ども作品展 （小学校・中学校・幼稚園・保育園、工作、習字） 

○個人作品展  （絵画、写真 工芸） 

 

(２) 芸能発表部門 １０／２９ 

    カラオケ、舞踊、気功、詩吟、フラダンス、和太鼓、民謡、三味線、コーラス、手話ダンスほか 

 

(３) イベント・模擬展部門 １０／２８～２９ 

○移動交番     １０／２８ 

○一日体験教室  （１０／２８太巻き寿司、１０／２８折り紙） 

○呈茶席      １０／２８・２９ 

○ウォークラリー大会１０／２９ 

○各種模擬店    １０／２９ 

○３０周年特別アトラクション（袖ヶ浦高等学校書道部）１０／２９ 

 

 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

 

                         公民館名（西清川公民館） 

１ 事業の成果 

 

区長・町内会長、各種団体・公民館利用者の代表者によって構成された実行委員会が主体となり運営し、

地域の制度ボランティア、自治会組織、青少年育成団体や、木更津第三中学校の生徒など多くの人々の積

極的な参加と協力により『伝えていこう文化の祭り 深まるきずな地域の力』をテーマとして、盛大に開

催することができた。 

手つきのお餅、焼きそば、野菜市など、実行委員会直営の販売には、地域やサークルの多くの方が関わ

り運営できていた。また、子ども会・青少年育成団体・防犯指導員等の模擬店や、公民館サークルの陶器

市・パッチワーク小物販売などの催し物が自主運営され、会場を賑わせた。 

今年は、晴天に恵まれ来場者数が若干増加した。展示・芸能発表は二日間にわたって行われ、文化の創

造の広場としての文化祭が、地域住民相互の交流を深める場として定着している。芸能発表においては、

初の試みとして「飛び入りカラオケ」を実施した。また、昨年度からの芸能発表団体による文化祭スペシ

ャルユニットによる、来場者も参加できる「みんなで歌おう！」のコーナーとあわせて、好評だった。 

また、木更津第三中学校生徒のボランティアにおいては、近年最多の約５０名の参加があり、各部所の

活動を通して地域の大人との交流が行われた。 

 

２ 事業実施期間 平成２８年１１月５日（土）～６日（日） ２日間 

 

３ 参加団体及び入場者数     ・参加･協力団体     ７１団体 

・来場者数  のべ約２,２００人 

４ 事業実施内容 

 

テーマ『伝えていこう文化の祭 深まるきずな地域の力』 

 

（１）展示部門 
和裁・手編み・俳句・陶芸・油絵・書道・押し花・パッチワーク・絵手紙・グラスアート・樹脂粘
土・パソコン・活動発表 

 

（２）芸能発表部門 
舞踊・合唱・民謡・カラオケ・ダンス・器楽演奏・フォークソング・ハーモニカ演奏・フラダン
ス・木更津第三中学校２年２組・詩吟 

 

（３）催物部門 

餅つき・産直野菜市・各種模擬店・陶器市・子どもの広場（ゲ－ムコ－ナ－）・ 

各種体験コーナー（陶芸･押し花･編み物）・呈茶会・防災コーナー 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

 

                         公民館名（波岡公民館）   

１ 事業の成果 

   「未来に 地域の絆 深めよう なみおか」をスローガンに、波岡地域で活動している団体並びに

公民館を活動の拠点としている各種サークルが「波岡地区文化祭実行委員会」を組織し、自分たちの

普段の活動を発表するべく「第２４回波岡地区文化祭」を盛大に開催した。 

   展示・芸能・模擬店・催物・総務部会と５つの部会に分かれて、地区住民（実行委員）の主体的な

関わりにより、当日に向けて細かいところまで綿密に打ち合わせをすることができた。そのおかげで

当日はスムーズに運営することができ、盛況のうちに閉会することができた。 

また、同地区にある福祉施設とも連携を図り、展示による出品、模擬店での販売、施設からの訪問

等、地域住民との交流を図る場となった。今年度は、スタンプラリーの実施、体験プログラムの増加

など、さらに参加者を増やす取り組みを行なうことができた。 

    

２ 事業実施期間   １０月２９日（ 土 ）～３０日（ 日 ） ２日間 

 

３ 参加団体及び入場者数    ・参加団体   １００団体  

・来場者数  ２，０００ 人 

４ 事業実施内容 

  （１） 作品の展示 

          紙人形展・絵画展・編み物展・写真展・絵手紙展・俳句展 

パッチワーク展・生花展・波岡の家入所者作品展・サークル活動展 

つくしの森幼稚園児・波岡小学校児童・波岡中学校生徒作品展 

                            他 

  （２） 芸能発表 

          波岡小学校児童合唱・日本舞踊・詩吟・フラダンス・器楽演奏 

・カラオケ・伝統芸能（神楽囃子）・バンド・童謡唱歌・尺八 

・民謡・琴 他 

  （３） イベント 

          ペットボトルロケット作り、ヨガ体験、社交ダンス体験、 

エアロビクス体験レッスン、尺八体験、気功体験、太極拳体験、 

グラウンドゴルフ体験、なぎなた体験・スポーツ吹矢体験 他                  

  （４） 模擬店の出店 

          花苗・炊き込みごはん・手作りアクセサリー・みそ田楽・焼きそば 

ジャム・クッキー・フランクフルト・惣菜パン等の販売 

 

 

 

 



 

平成２８年度公民館文化祭(公民館まつり)実績報告書 

 

                         公民館名（桜井公民館）                          

１ 事業の成果 

「心かよわせ 作る出会いは支えあい」をテーマに、桜井町内会連合会を中心とした 

地域住民の方々、地域の各種団体、公民館利用団体・サークルによって構成された実行 

委員会が企画運営してきた文化祭は、今年度も盛大に開催することができました。 

 展示・芸能発表では、日頃の学習成果が披露され、お天気に恵まれた野外の模擬店や 

イベントなども終日多くの来場者で賑わいました。桜井地区を中心にした二小の子どもたち（二小の４

年～６年）による「こどももまつり」も文化祭の一環として実施されたほか、オープニングセレモニー

での第二中学校吹奏楽部による演奏も大変好評でした。 

文化祭の準備から当日までを通して、連携･協力しながら事業を進めることによって、地域の連帯が

深まり、地域文化、人の交流が図られるよい機会となりました。 

 

２ 事業実施期間  １１月２日(水)、１１月４日（金）～６日（日）４日間   

         

３ 参加団体及び入場者数   参加協力団体 ７５ 団体  来場者 約３，０００ 人 

 

４ 事業実施内容 

（１）展示部門（１１／５～１１／６）＊１７団体 

書道・絵手紙・生け花・リメイク作品・編物・パソコン作品・木彫り作品・写真等（２）発表部

門（１１／６）＊１５団体 

   ○琴・詩吟・フラダンス・合唱・気功・健康体操・舞踊・民謡・ウクレレ演奏等 

   ○木更津第二中学校吹奏楽部による発表（１１／５開祭式） 

○地区老人クラブ（桜井北部福寿会）の方々を招待（１６名） 

（３）イベント部門   

ダンスパーティー     (１１／２) ＊６団体 参加者９２名 

グラウンドゴルフ大会 (１１／５） ＊参加者 ９３名 

災害時の緊急グッズ作り作成体験（１１／５） 

（４）模擬店（１１／５～１１／６）＊９団体   各種模擬店 

（５）子どもまつり（１１／５） 

 ○作品展示(子どもたちの作品)＊４団体（１１/４･５） 

子ども作品（桜井保育園・第二小学校・真舟小学校・第二中学校）１６５作品 

○イベント（１１／５）＊こどもまつり実行委員会他３団体 

・茶道体験教室受講生・希望の会による呈茶席 

・木更津市レクリエーション協会によるバルーンアートなど 

・こどもまつり実行委員会によるゲームコーナー・チャレンジランキング 

・あけぼの園の作品販売・たびだちの村による模擬店 

（６）その他 地元消防団によるデモンストレーション等 

 


