
オレンジカフェ なみおか １０月の開催日♪ 

認知症の方、ご家族の方、認知症について気になる方、ちょっと一息しませんか？ 

参加者の皆さまは、検温とマスク着用のご協力をお願いいたします。 

★ 日  時   令和４年１０月２５日（火） １３時３０分～１５時 

★ 会  場   波岡公民館 １階 集会室（ホール） 

★ 参 加 費   １００円（お茶とお菓子代として） 

★ 申 込 先   南部地域包括支援センター ☎３７－４８１１ 

問い合せ      認知症地域支援推進員 東間 

  お名前・ご連絡先をお知らせください。先着 30 名で受付終了とさせていただきます。 

 

 
 

～ 地域の絆 深めよう 波岡地区文化祭 ～  
10 月の声を聞いたとたんに、めっきり朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。 

公民館のコキア（ほうき草）も色づき始め、玄関もハロウィーン🎃仕様となり、 

ちょっとしたフォトポイントになっています。 

さて、１０月２９日（土）、３０日（日）に、3 年ぶりに波岡地区文化祭を 

開催します。久しぶりの開催となりますので、実行委員の皆さん張り切って 

準備いただいています。 

もちろん、以前の文化祭に比べれば規模も小さくなってしまいますが、 

今できることを、地域の皆様と協力して精いっぱい進めていきたいと考えています。 

新型コロナウィルス感染症予防には十分ご注意、ご協力いただき、ご来場いただ 

ければと考えています。 

10月 29日・30日 波岡地区文化祭の詳細は 次ページ→ 

 
 

おしゃべりサロンと元気会 開催のお知らせ   

11 月は「食と栄養について」勉強会を予定しています。栄養士さんのお話の後に 

お弁当をお持ち帰りいただきます。参加希望者が多い場合は、抽選とさせていただき 

ます。参加者の皆さまは、検温とマスク着用のご協力をお願いいたします。 

★  日  時   令和４年１１月８日（火） １３時３０分～１５時 

★  会  場   波岡公民館 １階 集会室 

★  参 加 費   無料 

★  対  象   65 歳以上。公民館までお越しいただける方 

★  申込期限   １０月２３日（日）〆切 

★  申 込 先   須藤☎090-3345-0596  薮田☎0438-36-6499 

 

 

 

ご了承ください。 
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※新型コロナウィルス感染症の流行拡大状況によって各行事は中止する場合があります。 

 



木更津市制施行 80周年記念 

  

 
会場 木更津市立波岡公民館    

 

                        

                                

２階 

園児作品（つくしの森幼稚園） 児童作品（波岡小学校） 生徒作品（波岡中学校）  

絵画（絵画に親しむ会）   

個人作品（趣味のつどい：浮書絵、木目込み人形、絵画、陶芸、瓢箪アート 他） 

＊布端切れ販売（コットンクラブ）      波岡公民館主催事業紹介 

＊子ども用ビーズアクセサリー・フエルトマスコット販売 （波岡小学校区おやじの会） 

１階  活動紹介（波岡の家） （南部地域包括支援センター）  

活動紹介 （波岡フェニックス） （オレンジカフェなみおか） 

防災コーナー（大久保団地自治連合会自主防災会・まちづくり協議会防災部会） 

個人作品（生花 他）   ＊２９（土）のみ クッキー・漬物販売（個人有志） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラウンドに

集まれ！ 

グラウンドの

催物は雨天

中止です 

 

 



   
 

 

   ９：３０ オープニングセレモニー  

発表時間 発表内容 出演団体・サークル 

１０：００～ ダンス ホワイトラビッツ 

１０：２０～ 太極拳 みのば太極拳 

１０：４０～ ギター演奏 ギターアンサンブル ダカーポ 

１１：００～ 気功 養生気功 

１１：２０～ 気功 みのば氣功 

１１：４０～ 太極拳体験コーナー みのば太極拳 

１２：００～ 気功体験コーナー みのば氣功 

１２：２０～ 詩 吟    波岡吟詠クラブ 

１２：４０～ 三味線 唄と演奏 民謡の会 

１２：５０～ カラオケ   波岡四十雀の会 

＊14 時終了予定 発表時間は目安です。 あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

※子どもスタンプラリー・親子防災クイズ 参加賞あります ＊どちらも数に限りがあります 

 

 

 

 

 

    ◆注意事項◆  ※内容は予告なく、変更・中止になる場合があります。 

〇ご来場の際には、マスクの着用・検温・手指消毒にご協力ください。 

〇販売は売り切れ次第終了です。 

〇受付で代表者氏名・電話番号・人数を記入していただきます。 

〇３７．５度以上の熱のある方は来場ご遠慮ください。 
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第３０回波岡地区文化祭来場者情報 ※事前に切り取っておもちいただくと入場がスムーズです 

 

代表者 

氏名 

 電話 

番号 

 人

数 

 スタンプ 

ラリー引換 

 

 

 

 

 

 
９：３０ オープニングセレモニー 

【発表時間】 【発表内容】 【出演団体・サークル】 

１０：００～ ダンス ホワイトラビッツ 

１０：２０～ 太極拳 みのば太極拳 

１０：４０～ ギター演奏 ギターアンサンブル ダ・カーポ 

１１：００～ 気功 養生気功 

１１：２０～ 気功 みのば氣功 

１１：４０～ 太極拳体験コーナー みのば太極拳 

１２：００～ 気功体験コーナー みのば氣功 

１２：２０～ 詩  吟 波岡吟詠クラブ 

１２：４０～ 三味線 唄と演奏 民謡の会 

１２：５０～ カラオケ 波岡四十雀の会 

＊14 時終了予定 発表時間はおおよその目安です。あらかじめご了承くだ

さい。 

９：３０ オープニングセレモニー 

【発表時間】 【発表内容】 【出演団体・サークル】 

１０：００～ ダンス ホワイトラビッツ 

１０：２０～ 太極拳 みのば太極拳 

１０：４０～ ギター演奏 ギターアンサンブル ダ・カーポ 

１１：００～ 気功 養生気功 

１１：２０～ 気功 みのば氣功 

１１：４０～ 太極拳体験コーナー みのば太極拳 

１２：００～ 気功体験コーナー みのば氣功 

１２：２０～ 詩  吟 波岡吟詠クラブ 

１２：４０～ 三味線 唄と演奏 民謡の会 

１２：５０～ カラオケ 波岡四十雀の会 

＊14 時終了予定 発表時間はおおよその目安です。あらかじめご了承くだ

さい。 

９：３０ オープニングセレモニー 

【発表時間】 【発表内容】 【出演団体・サークル】 

１０：００～ ダンス ホワイトラビッツ 

１０：２０～ 太極拳 みのば太極拳 

１０：４０～ ギター演奏 ギターアンサンブル ダ・カーポ 

１１：００～ 気功 養生気功 

１１：２０～ 気功 みのば氣功 

１１：４０～ 太極拳体験コーナー みのば太極拳 

１２：００～ 気功体験コーナー みのば氣功 

１２：２０～ 詩  吟 波岡吟詠クラブ 

１２：４０～ 三味線 唄と演奏 民謡の会 

１２：５０～ カラオケ 波岡四十雀の会 

＊14 時終了予定 発表時間はおおよその目安です。あらかじめご了承くだ

さい。 

【発表時間】 【発表内容】 【出演団体・サークル】 

１０：００～ ダンス ホワイトラビッツ 

１０：２０～ 太極拳 みのば太極拳 

１０：４０～ ギター演奏 ギターアンサンブル ダ・カーポ 

１１：００～ 気功 養生気功 

１１：２０～ 気功 みのば氣功 

１１：４０～ 太極拳体験コーナー みのば太極拳 

１２：００～ 気功体験コーナー みのば氣功 

１２：２０～ 詩  吟 波岡吟詠クラブ 

１２：４０～ 三味線 唄と演奏 民謡の会 

１２：５０～ カラオケ 波岡四十雀の会 

主催  第３０回波岡地区文化祭実行委員会 木更津市立波岡公民館 

問合せ先 事務局 波岡公民館（大久保５-７-１）   ℡ ３７-８５１５ 

 

 

 



自立生活体操 

□日時 10/25 ・ 11/1 ・ 11/8 

11/15 ・ 22（火） ９：３０～１１：００ 

□会場 波岡公民館 １階 集会室 

□無料 □申し込み 不要 

□持ち物 マスク・タオル・飲み物 

 

◆問合せ 高齢者福祉課 ２３－２６３０ 

 

 
 

 
波岡公民館地区まちづくり協議会 

防災部会からお知らせ 

避難所用資機材保管のための防災倉庫を 

購入し波岡公民館敷地内に設置しました。 

 

 
 

フリースペース ねんちょうさん あそびにきてね 
令和５年度に小学１年生になるお子さんと波岡公民館に遊びにきませんか！ 

申込不要。時間内出入り自由。お気軽に。 

★開催日時 １２月４日（日） １０時～１１時３０分 

★活動内容 まつぼっくりツリーやサンタクロースを作ろう！ 

★会 場 波岡公民館 １階 集会室 ★参加費 無料です♪   

フリースペース 赤ちゃんサロン お気軽に♪ 

ワンオペママも 産休・育休ママも どうぞ！ 
毎月１回 金曜日 １０時～正午 波岡公民館 １階和室 無料 出入り自由 

 ★開催日：１１月４日・１２月２日・令和 5 年１月１３日・２月 3 日・3 月 3 日 
 
主催：波岡公民館地区まちづくり協議会 子育て支援部会・波岡公民館 

 

 

  
 

てくてく木更津わくわく散歩～波岡公民館コース 参加者募集！  

波岡ぐるり～B29 搭乗員之墓・熊野神社～   
□日 時 １１月１３日（日） ※８：４５波岡公民館集合 ９：００～１２：３０ 
□行 程 波岡公民館→B２９搭乗員之墓→みなのば→熊野神社→公民館 約７㎞  
□参加費 ２００円（保険代等）         ＊高低差・階段等あります  
□対 象 市内在学・在住・在勤 □定 員 20 名※申込み多数の場合抽選 

□申込み 波岡公民館まで 10/28〆切 ※前々日～当日雨天の場合、日程変更有 
□持ち物 マスク・タオル・飲み物・帽子・雨具・（長靴） 

◆主催・申込み・問合せ 波岡公民館 ３７－８５１５   

 

  草刈りボランティア募集 
 「てくてく木更津わくわく散歩 ～波岡ぐるり！」の実施前に、コースの草刈りを手伝って 

くださるボランティアさんを募集します。ご協力いただける方は波岡公民館までお願いします。 

□日時 １１月２日（水）午前 9 時～11 時（11/2 雨天時は 11/4 午後） 
□内容  B２９搭乗員のお墓への道の草刈り  ※草刈り機（刈りばらい機）を使用 

□定員  5 名    □持ち物 長靴 

□後援 波岡東地区地域を考える会 □申込み 波岡公民館 ３７－８５１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇オーガニックアクションパートナーズ大井さんの「キノコのしぐれ煮」簡単レシピ 公民館窓口にあります◇ 

 
 

 


