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令和元年度の町内会長・自治会長の皆さん（敬称略）

清見台公民館だより
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ハイ公民館です

勇

昨年度、多くの地域の方々にご参加いただき貴重なご意見やご感想をいただいた「清見台
防災講座」ですが、今年度は、自治会・町内会を対象に、地区出前防災講座として実施いた
します。防災に対する心構えや備え、避難時の対応等について理解し、できることから実践
してみませんか。
◆日

程 【第１回】令和元年７月２０日（土）、【第２回】９月７日（土）
１８時３０分～２０時３０分 （第１・２回共通）
◆会 場 第１回 清見相里集会所 第２回 清見台南町集会所
◆内 容 防災に対する日頃の備え、避難時の対応と地域の役割 他
◆対 象 原則、清見台２～３丁目、清見台南１～２丁目（清見相里会・清見台南町内会の区域）
にお住まいの方、地域の防災について学びたい方
◆定 員 各回４０名 ＊いづれか１回しか参加できない方も、申込み可能です。
◆その他 詳細な内容・申込み等につきましては、該当の自治会を通じて配布するチラシ等で
お知らせいたします。 ＊お問合せは清見台公民館まで。
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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、
５月１６日（木）に令和元年度 第１回清
見台太田地区防災連絡会議を清見台公民館
で実施いたしました。
会議では、令和２年３月末までに太田中
学校、清見台小学校避難所運営マニュアル
の作成や清見台公民館の合同避難訓練に向
けた取組、地区出前防災講座等、今年度の
地域の取組みや課題等について意見交換し
＊平成３１年３月防災連絡協議会の会議風景＊
ました。
今後も清見台・太田地区の防災・減災をさらに推進できるよう、引き続き活動
してまいりますので、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。

６月の主な公民館行事
１日（土）清見台音楽祭会場設営
２日（日）第２６回清見台音楽祭
５日（水）このゆびとまれフリー
６日（木）ふるさと講座
１２日（水）このゆびとまれ
１３日（木）たんぽぽ家庭教育学級
自立生活体操
１４日（金）公民館だより発行
１５日（土）通学合宿事前研修
１６日（日）清見台・太田地区防災連絡協議会
１７日（月）青少年育成太田中学区住民会議総会
青少年育成関係会議

２０日（木）はつらつ学級
２７日（木）自立生活体操
３０日（日）通学合宿

５月１４日（月）から５月末日にかけて
公民館附属体育館の男子・女子トイレの工
事を行っています。工事中は体育館のトイ
レの使用ができなくなり、ご利用者様には
大変ご不便をお掛けいたしま
すが、ご理解・ご協力をよろ
しくお願いいたします。

〈学級・講座等に関する問合せ・申込先〉
清見台公民館
TEL９８－７６５４
FAX９８－７１４２

清見台公民館で活動している音楽関係サークルの発表会です。
日ごろの練習成果を、ぜひご鑑賞ください。

日時

６月２日（日） 入場：無料
１２時３０分～１６時４０分（正午開場）

会場

清見台公民館附属体育館

特別出演

清和大学短期大学部

ハンドベルクラブ

＊演奏中の場内での飲食はご遠慮ください。

E-mail：kiyomidai-k@city.kisarazu.lg.jp

⇒詳細は、次のページをご参照ください。

第２６回 清見台音楽祭プログラム
No.

開始時間

団

体

名
１２：００

発
開

表

曲

等

場

12:30～

実行委員長あいさつ （ 永浜 洋：オペラ合唱団 ）

1

12:35～

ミニバンド・ハートフル

人生いろいろ にっぽん昔ばなし 他

2

12:50～

それいゆ

中山晋平１０のメロディーより ５曲

3

13:05～

音知会パートⅡ

演歌道 望郷新相馬 わすれ傘

4

13:20～

カラオケサークル音知会

哀愁峠 昭和の花 山・美しき

5

13:35～

菜の花合唱団

緑のそよ風 海の風鈴 ねむの花 他

6

13:50～

紅謡会

秋田節 南部酒屋元すり歌 秋田馬子唄 他

7

14:05～

コーラスオルゴール

金子みすゞ詩による童謡歌曲集
「ほしとたんぽぽ」より ６曲

8

14:20～

清見台邦楽同好会
竹清会

荒城の月 見上げてごらん夜の星を 岬の燈台

10 14:45～

清見台公民館では、今年度も子どもたちが公民館に宿泊（３泊４日）し、共同生活をしながら
学校へ通うことにより、自主性や協調性、社会性を育むとともに、ボランティアとのふれあいを
通して地域の皆さんとの絆を深めるために「第１９回通学合宿～公民館から学校へ通おうよ！
～」を実施いたします。

子どもたちをサポートするボランティアを大募集！
◆主
◆日

催
時

◆会
◆対
◆募
◆内

場
象
集
容

◆その他

ゲスト出演： 清和大学短期大学部 ハンドベルクラブ

11 15:05～

清見台詩吟同好会
清見台詩吟サークル

詩吟５吟 歌謡詩吟２吟 和歌１首

12 15:25～

カンティーニ合唱団

北の国から

13 15:40～

民謡同好会

秋田県民謡２曲、長野県・青森県民謡各１曲

14 15:55～

オペラ合唱団

オペラ「カルメン」より、４幕「来たぞ闘牛士」 他

15 16:10～

かずさウィンドオーケストラ

When you with upon a star 他

16 16:25～

合同合奏・合唱

清見台の丘から

なごみ

川の流れのように 他

「このゆびとまれ」・【このゆびとまれフリースペース】及び「はつらつ学級（高齢者学級）」に
ついては、まだ定員に余裕がありますので、引き続き参加者を募集いたします。
各学級ともに、和気あいあいとした雰囲気で、令和元年度の活動がスタートしました。
新しいことに挑戦したい方、地域の人と学習や交流をしてみたい方、ご連絡をお待ちしております。
＊このゆびとまれ＊ ＊このゆびとまれフリースペース＊
◆趣
◆対

17 16:35～

青少年育成太田中学区住民会議・木更津市立清見台公民館
令和元年６月３０日（日）～７月３日（水）
事前会議 ６月１５日（土） 午前９時３０分～
木更津市立清見台公民館及び附属体育館
通学合宿でのボランティアに関心のある太田中学区在住・在学・在勤の方
１５名程度
小中学生の見守り・通学合宿の活動支援
食事作り・食材の買出し・入浴付き添い・清掃・
就寝時・登下校時の見守り・班活動・防災体験の補助 等
交通費・謝金等の支給はありません。
１日だけの参加も大歓迎です！
＊お申込み・詳細につきましては、公民館までご連絡ください。

閉会のあいさつ

（清見台公民館 館長

ヶ月～就学前の乳幼児。フリースペースは
首のすわった乳幼児から参加できます。）

星野 隆弘）

ご家族や友人などをお誘いして、日頃の練習成果を
観賞いただき、美しい音楽をご堪能ください。
※進行状況によって時間は前後することがあります。

ご存知ですか！地域歌『清見台の丘から』について
清見台音楽祭や清見台地区文化祭発表部門のフィナーレで歌われている『清見台の丘か
ら』ですが、独自のテーマソングを持っている公民館というのは、全国的にも珍しいので
はないでしょうか。
国歌や県民・市民歌があるように、清見台の「地域歌」として広く親しまれていくといい
ですね。
素敵な曲ですので、ご存じでない方がいらっしゃいましたら、是非一度聴きに来て下さい。

旨：乳幼児の親子どうしのコミュニケ
ーションの促進・仲間づくり
象：乳幼児とその保護者（歩行可能な１０

◆日

時：原則月２回（うち１回はフリース
ペース）午前１０時～１１時半
◆内 容：親子遊び・簡単な製作活動など
◆参加費：運営費３００円（その他実費集金有）
＊第２回フリースペース：６月５日（水）は
ベビーマッサージ体験！ぜひご参加ください。
＊第２回このゆびとまれ：６月１２日（水）は
保育園の先生と遊びます。お楽しみに！

＊はつらつ学級＊
◆趣

旨：シルバー世代の健康づくり、仲間
づくり、生きがいづくり等
◆対 象：概ね６０歳以上の方
＊男性の参加も大歓迎です！
◆日 時：原則月１回（木曜日）
午後１時３０分～３時３０分
◆内 容：社会見学（１回）、健康体操、
折り紙、調理実習、薬草に関する
学習、芸術観賞 他
◆参加費：年間運営費１，０００円
＊内容により実費集金有
＊開級式は５月２３日（木）に行います。

＊開級式以降も、参加者を引き続き募集いたします。お問合せ・お申込みについては、清見台
公民館までお気軽にご連絡ください。

