清見台公民館 HP：http://www.city.kisarazu.lg.jp/13,10563,34,226.html

清見台地区公民館だより
◆今年度から、請西東６～８丁目及び請西南２～４丁目が太田中学校区に変更となりました。

地区名

世帯数

人口(人)

清見台２丁目

528

1,159

清見台３丁目

339

清見台南１丁目

地区名

世帯数

人口(人)

請西

599

1,366

773

請西３丁目

374

780

355

842

請西４丁目

278

550

清見台南２丁目

375

853

請西東１丁目

53

171

清見台南３丁目

275

586

請西東２丁目

239

624

清見台南４丁目

318

799

請西東３丁目

283

790

清見台南５丁目
太田１丁目

443
272

854
551

請西東４丁目
請西東５丁目

228
471

637
1,223

太田２丁目

234

437

請西東６丁目

112

313

太田３丁目

218

431

請西東７丁目

404

1,147

太田４丁目

333

723

請西東８丁目

145

381

東太田１丁目

339

733

請西南２丁目

364

889

東太田２丁目
東太田３丁目

301
129

666
257

請西南３丁目
請西南４丁目

364
623

1,044
1,462

東太田４丁目

587

1,161

9,583

22,202

地域内合計

*平成３１年（２０１９年）４月１日現在の数値です。

５月の主な公民館行事
８日（水）このゆびとまれ
小・中・公学社連携会議
９日（木）自立生活体操
１６日（木）たんぽぽ家庭教育学級
防災連絡協議会 第１回防災連絡会議

１７日（金）公民館だより発行
１８日（土）関係団体連絡会総会・利用者懇談会
清見台音楽祭第３回実行委員会
通学合宿 第１回事前研修
２２日（水）このゆびとまれフリー
２３日（木）自立生活体操
はつらつ学級
２７日（月）住民会議役員会
２８日（火）通学合宿 高専ボランティア事前会議

４月８日（火）に清見台小・請西小の
入学式が行われ、清見台小８９名・請西
小８４名の新１年生が入学しました。
また、４月９日（水）には太田中の入
学式が行われ、２３９名の生徒が入学し
ました。
それぞれ新１年生の皆さんが一日も早
く慣れ、充実した学校生活を送ることが
できますよう、公民館職員一同、心より
お祈り申し上げます。
平成 ３１ 年度の公民館だより の 発 行
は、年１０回を予定しています。なお、
次回は、５月１７日（金）に発行予定で
す。

〈問合せ・申込先〉
地域のできごとや各種イベント、サークルの募
集や活動等、公民館だよりの記事を募集していま
す。掲載をご希望の方は、清見台公民館
までお気軽にご連絡ください。

清見台公民館
TEL９８－７６５４
FAX９８－７１４２
E-maik：kiyomidai-k@city.kisarazu.lg.jp

第４１３号

ハイ公民館です
《発行年月日》平成３１年４月１２日 《編集・発行》木更津市立清見台公民館
《発行責任者》館長 星野 隆弘 〒292-0042 木更津市清見台南５－１－２９
TEL（９８）－７６５４・FAX（９８）－７１４２

新年度を迎えて
―これからも地域とともに―
清見台公民館長

星野

隆弘

桜の花も満開となり、穏やかな春を感じる季節となりました。
地域の皆様におかれましては、日頃より清見台公民館の運営に多大なご支援をいた
だき、心から感謝申し上げます。
木更津市の公民館は、昨年の４月から使用が原則有料となりました。当公民館では、
利用者の皆様のご理解とご協力により、大きな混乱や問題もなく１年が経過し、一昨
年度をやや上回る約３９，７００人の方々にご利用いただきました。各団体・サーク
ルなど利用いただきました多くの皆様方に、あらためて御礼を申し上げます。
昨年度は、いつ起きるかわからない大地震等に備えて、各地区が連携して取り組ん
でいくことを目的に、清見台・太田地区防災連絡協議会を立ち上げ、３月には、清見
台公民館の避難所運営マニュアルを作成いただきました。これらの活動を基に、今年
度も引き続き、地域の防災に取り組んでまいります。
また、６月は清見台音楽祭、７月は通学合宿、１０月後半から１１月初旬には清見
台地区文化祭と、今年度も公民館関係団体連絡会や青少年育成太田中学区地区住民会
議を中心に、地域の皆様とともに歩んでまいりたいと思います。
なお、通学区域の変更に伴い、４月から太田中学校区に真舟小学校区の一部（請西
東６丁目～８丁目、請西南２～４丁目）が編入し、対象世帯数・人口が増加しました。
子育て世代が多い新興住宅地でもあることから、今後は公民館活動のいっそうのＰＲ
が課題と言えます。
平成に幕が下り、新元号令和の時代がいよいよスタートしますが、清見台公民館は、
これからも生涯学習・社会教育の拠点として、地域の皆様の生きがいや健康づくり、
地域づくりのために精一杯努めてまいります。
引き続きご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
＊清見台公民館では、今年度もはつらつ学級（高齢者教室）やふるさと講座、防災講座、健康講座な
ど様々な主催講座を実施する予定です。また、新規事業として（仮称）認知症講座なども計画して
おります。詳細につきましては、今後、公民館だよりやチラシでお知らせいたします。

＊清見台公民館関係団体連絡会総会・利用者懇談会は５月１８日（土）
午前９時３０分から行います。サークル・団体の皆様はご出席をお願い
いたします。

子育て広場「このゆびとまれ」 ・ 「フリースペース」
◎小さな子どもがいるパパ・ママは期待と不安でいっぱい。この広場では、参加された
親子どうしのコミュニケーションを促進し、子育ての仲間づくりをしていきます。
◆対 象：「このゆびとまれ」：概ね１才以上の乳幼児をもつ保護者・２０組程度
「フリースペース」：首がすわった乳幼児をもつ保護者・２０組程度
◆日 時：原則として月１回ずつ・水曜日 午前 10 時～11 時 30 分
◆内 容：親子遊び・おもちゃ作り・読み聞かせ・子育て相談等
*フリースペースは室内での自由遊びをしながら、楽しく過ごします。
◆参加費：年間運営費 ３００円（フリースペースは １００円）
＊内容により実費をいただく場合があります。

清見台・太田地区の９つの自治会・町内会、指定避難所等関係機関・団体で組織される清見
台・太田地区防災連絡協議会では、昨年度清見台南３・４・５丁目町内会を中心とした清見台
公民館避難所運営マニュアルを作成し、このたび３月に完成いたしました。
今年度は、清見台南町内会・清見相里会が清見台小学校と協力して清見台小学校避難所運営
マニュアルや、東太田自治会・太田自治会が太田中学校と協力して、太田中学校避難所運営マ
ニュアルを作成する方針で進めております。
他にも、清見台・太田地区の防災・減災をさらに推進するために、清見台公民館と
連携して自主防災組織のない町内会・自治会を対象とした出前防災講座や清見台
公民館合同避難訓練等の実施を検討中です。
引き続き地域の防災力向上を目指して活動していきたいと思いますので、地域の
皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

第１回開級式は、５月８日（水）に行います。

「たんぽぽ家庭教育学級」
◎子育てについての情報交換や学習・ものづくり活動などを行います。
詳細は、各小中学校に配布するちらしをご覧ください。
◆対 象：清見台小・請西小・太田中に通う児童生徒の保護者・２０名程度
◆日 時：原則月１回・午前１０時～１２時
◆参加費：年間運営費 ５００円 ＊内容により実費をいただく場合があります。
第１回開級式は、５月１６日（木）に行います。

「ふるさと講座」
◎郷土の歴史に興味のある方を募集します。年間の学習テーマに沿って、講義や移動研
修を交えて学習していきます。
【１年間の全体テーマ：木更津市の歴史・文化・伝統等について】
◆対 象：郷土史に関心・興味がある地区住民及び清見台公民館利用者 ３０名程度
◆日 時：原則として木曜日・月１回程度 午後１３時３０分～１５時３０分
◆内 容：木更津市内を中心とした民俗・歴史・史跡・文化等の学習
◆参加費：年間運営費 １，０００円
第 1 回開講式は、6 月６日（木）に行います。

「はつらつ学級」
◎シルバー世代の健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりと社会参加を目指して「は
つらつ学級」を開催します。子どもたちとの交流や趣味作りの体験学習・ものづくり・
健康体操・移動教室等を予定しています。
◆対 象：概ね 6０歳以上の地区住民及び清見台公民館利用者３０名程度
男性の参加も大歓迎です！
◆日 時：原則として木曜日（月１回程度）午後１時３０分～３時３０分
◆内 容：生活に役立つ学習講座、趣味の体験教室、移動教室 等
◆参加費：年間運営費 １，０００円
第 1 回開級式は、5 月２３日（木）に行います。

毎年６月の第１日曜日に開催している清見台音楽祭ですが、今年度も清見台公民館を中心に活動
している音楽サークルの日ごろの練習成果を利用者の皆様をはじめ、地域の皆様にお届けいたしま
す。
休日のひととき、心に響く素敵な音楽を鑑賞してみませんか。多くの方のご来場をお待ちしてお
ります。
◆日 時
◆会 場
◆参加団体
◆その他

令和元年（２０１９年）６月２日（日） 開演：１２時３０分（開場１２時）
清見台公民館附属体育館
清見台公民館を利用している音楽サークル１５団体（運営協力２団体）
プログラム等詳細は、公民館だより５月号でお知らせします。

退任の挨拶
お世話になりました。

副主幹

石井

紀幸

４月の人事異動により、清見台公民館から市民税課へ異動になりました。
地域や関係団体、サークルの皆様方には、大変お世話になりました。
清見台公民館での５年間は、楽しくもあり、忙しくもあり、充実したものでした。
朝日庁舎へ御用の際は、ぜひお声をかけていただければと思います。
本当に、有難うございました。

赴任の挨拶

主査

この度、福祉部介護保険課から異動となりました。公民館業務は初めてに
なりますが、地域の方々と楽しくやっていけるように頑張りたいと思います。
人と話しをすることが好きなので、気軽に声を掛けていただけたらと思いま
す。
どうぞよろしくお願いします。

内田

里水

