入場
無料

Let's Try

生涯学習
フェスティバル
2018 11月18日（日）
新しい
自分発見！

10：00〜15：00

木更津市民会館・木更津市民体育館
（中ホール）

主催 木更津市 生涯学習フェスティバル実行委員会
問 生涯学習課
☎
（23）
5274

式典・記念講演会

市民会館 中ホール ※手話通訳あり
（10：00〜12：00）

○生涯学習功労者表彰（生涯学習課）
○ごみ減量・リサイクル促進ポスターコンクール表彰（まち美化推進課）
○記念講演会

テーマ あさが来た～一人ひとりが輝く朝を迎えるために～
講

師

大森

美香さん（脚本家）

1972年、福岡県生まれ。
1998年、
フジテレビ系深夜ドラマ
『美少女Ｈ』
で脚本家・演出家としてデビュー。
2005年、
『 不機嫌なジーン』
の脚本で第23回向田邦子賞を受賞。
2016年、NHK連続テレビ小説『あさが来た』
の脚本で第24回橋田賞を受賞。
他、脚本の代表作に、連続ドラマ
『カバチタレ！』、
『ロング・ラブレター～漂流教室～』、
『ラ
ンチの女王』、
『きみはペット』、連続テレビ小説『風のハルカ』、
『マイ☆ボス マイ☆ヒー
ロー』、
『ブザー・ビート～崖っぷちのヒーロー～』、正月時代劇『桜ほうさら』、
『 聖女』、
『未
解決の女～警視庁文書捜査官～』、映画『カイジ～人生逆転ゲーム』、
『 宇宙兄弟』、
『ひみつのアッコちゃん』
など。監督業や舞台脚本、小説、
エッセイも執筆。

《申し込み・問合せ》
☎（0438）23-5274

申込方法 11月9日（金）までに生涯学習課へ、電話・ファクス・Ｅメール
または窓口で申込み。
（氏名・性別・年齢・電話番号を明記）
FAX 25-3991
gakushu@city.kisarazu.lg.jp

第44回少年少女の主張大会

市民会館中ホール（１３：００～１５：３０） ※手話通訳あり
○少年少女の主張作文……………………… 市
 内各小学校の代表者が日常生活の中で考えていることを発
表します。小学生の仲間の主張を聞いて考えてみよう
！
○木更津市中学生川柳コンクール……… 「きさらづ」

への思いや意見を、川柳にして、市内の中学生
が発表します。

わくわくにちようび
あそびたんけんたい

警察署

P

体育館
ステージ側

消防署

❶作ってあそぼ！バルーンアート

P
あけぼの園

P

木更津市民会館

※駐車場は市民会館・西側駐車場・あけぼの園

木更津市

リサイクルフェア2018
大ホール前・駐車場10：00〜15：00

○３Rアンケート＆リサイクルクイズ回答の方、
３Rグッズプレ
ゼント！
○資源ごみ回収
（かずさリサイクル協同組合）
アルミ缶１㎏、牛乳パック２㎏、新聞・雑誌５㎏とトイレット
ペーパー1個と交換。新聞３０㎏以上の場合は、
エコバッ
グ１つかトイレットペーパー６個のどちらかを選べます。
（交
換品がなくなり次第終了。）
○ゲーム
（
（株）
佐久間・
（株）
ハマダ 参加者にはお菓子をプ
レゼント）
○堆肥配布、
野菜販売
（ソニーグローバルマニュファクチャリ
ング＆オペレーションズ
（株）
）
○フードドライブ ご家庭で使われていない食品の提供を
お願いします。
〈注意点〉
①賞味期限が明記され、
２ヶ月以上あるもの ②常
温で保存可能なもの ③未開封であるもの ④破損で
中身が出ていないもの ⑤お米は前年度産に限る
（玄
米可） ⑥アルコール類は受け付けておりません
○ゴミ減量・リサイクルポスターコンクール表彰、展示
○東京2020組織委員会が主催する
「都市鉱山からつく
る！みんなのメダルプロジェクト」に参加し、小型家電の回
収を行いますので、
ぜひご協力ください。集まった小型家
電から取り出した金属がオリンピック・パラリンピックのメ
ダルに生まれ変わります。
＜回収品目＞ 家庭で使用していた、
パソコン
（ブラウン管
不可）
、携帯電話、
ゲーム機、
デジカメ
※個人情報が含まれる場合は、データ消去後お持ち込
みください。
※回収した小型家電は、お返しができません。

バルーンで動物をつくろう。
（木更津市子ども会育成連絡協議
会・木更津市リーダースクラブ）
❷ぷにゅぷにゅフィッシング
ふうせん釣り
（木更津市PTA連絡協議会）
❸生涯スポーツ体験コーナー
ペタンク、
ラダーゲッタ、
ユニカール
いつでも、
だれでも、
どこでも楽しめる
スポーツ
（木更津市レクリエーション協会）

体育館前駐車場

消防コーナー

10：00〜13：00

・はしご車の展示及び搭乗体験
・消防車による放水体験
・煙体験（煙体験ハウス）
※荒天時等は中止

中ホール
中ホール案内
（10：00〜15：00）
団体等
1 鎌足桜保存会

事業名・主な内容
「鎌足桜の魅力」写真と短歌・俳句コンテストの表彰作品を展示します。
併せて、2019年度版鎌足桜カレンダーを頒布します。

会 場
案内図

ステージ

体育館・ロビー・前広場案内
（10：00〜15：00）
団体等
2 木更津みち案内人協会
3 木更津市郷土博物館金のすず友の会
4 木更津市郷土博物館金のすず

君津保健所管内
13
栄養士協議会
14 こども保育課
15 清見台新体操サークル
16 至徳堂を知る会
木更津市青少年補導員連絡協議会
17 巌根まちおこしどっこいしょの会
保育グループこあらの会
18 木更津市立図書館
19 木更津市立公民館連絡会
20 あけぼの園
21 たんぼはうす
22 ジェスパル
23

アフタースクールボランティアの会
きさらづユースボランティア

電気を正しく、安全に!
展示作品は、木更津市文化祭における市民公募の書道、絵画、写真、工
芸品の中で選ばれた秀作と当日来場の子ども達即興の俳句等々です。
消費生活に関するパネル展示。消費生活センターの周知及び消費者教育
資料の無料配布。
薬剤師体験を通じて、薬のお話をしたり、お薬相談を行っております。
『理学療法士（PT）・作業療法士（OT）・言語聴覚士（ST）ってどんな事
をする人？』
私たちは、リハビリの専門職の団体です。PT・OT・STがどんな事をするの
か、その一部を体験してみませんか？？
バランスのとれた食事とは？バランスのとれた食事量についての展示、アド
バイスを行います。食事バランス体験、栄養士による栄養相談。参加者プ
レゼントがあります。
保育園コーナーで遊ぼう!「 遊びの広場」では、新聞紙で作ったお家やゲー
ムコーナーがあります。
（年齢制限があります）
子育てに関する情報もたくさん展示してあります。一緒につくって遊ぼう!
清見台コミュニティーセンター附属体育館での活動の成果を発表します。
体験教室もやります。
（1部10：30〜
2部13：30〜）
郷学「至徳堂」を巡る子どもスタンプラリー。最後に顔出し絵看板で記念
撮影。

まち美化推進課

団体等

自分だけのオリジナルパンを作ろう!

⑳あけぼの園

㉒

②木更津みち案内人協会
③木更津市郷土博物館
金のすず友の会
④木更津市郷土博物館
金のすず
⑤きさらづ文化財ガイ
ドボランティアの会
⑥木更津ユネスコ協会

⑰青少年補導員
⑯至徳堂を知る会
⑰パネル展示
まちおこし
どっこいしょ
⑰こあらの会

木更津市立公民館連絡会
（パネル）
会議室

⑨木更津市文化協会

㉓

大ホール前

木更津市
ア
リサイクルフェ
2018

消防
コーナー

事業名・主な内容

木更津市PTA連絡協議会
ふうせん釣り
木更津市子ども会育成連絡協議
バルーンで動物を作ろう
会・木更津市リーダースクラブ
木更津市レクリエーション協会 いつでも だれでも どこでも楽しめるスポーツ

市内のさまざまな市民団体の活動を紹介します!
ミニおはなし会＊みんなで大型絵本を楽しもう!・工作に挑戦＊紙皿ででん
でんだいこを作ろう!（先着50人）・子どもにおすすめの絵本リストの配布
もします。
地域に根ざしている市内16公民館の活動紹介&楽しいカードゲーム体験
を行います!
牛乳パックで作ったイスや革のキーホルダー等、人気の品物を見に来てく
ださい。
地元産を使った酪農家の手づくりアイスの販売及び、たんぼはうすの手づ
くり弁当の販売
青少年の健全育成をテーマに活動しています。
収益は子ども達対象の事業に使用しています。

⑫君津圏域ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ
連絡協議会

㉑

アフタースクール
ボランティアの会

12 君津圏域PT・OT・ST連絡協議会

発表コーナー ⑭こども保育課
⑮清見台新体操
⑬君津保健所管内栄養
サークル
士協議会

たんぼはうす ジェスパル

11 市民支援薬剤師連絡会PIG

戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築
かなければならない。木更津ユネスコ協会は、これらのコンセプトを基本
理念として地域にあった平和活動を展開しています。
災害時における怪我の応急手当（三角巾、応用包帯）、避難所での毛布で
タンカ、ガウン、新聞紙でスリッパ作り体験。

ホワイエ

剣道場

受付

10 木更津市消費生活センター

旧安西家のパンフレット配布。ガイドボランティアの募集のチラシ配布。

ステージ

9 木更津市文化協会

柔道場

⑦県赤十字災害ボランティアの会
⑧関東電気保安協会

8 関東電気保安協会

受付

体育館

⑱図書
 館 ⑲公民館連絡会
・レクリエーション協会
・木更津市ＰＴＡ連絡協議会
・ 木更津市子ども会育成連絡協議会

7 県赤十字災害ボランティアの会

「博物館金のすず」を活動拠点として郷土の歴史と文化の研修とサーク
ル活動で交流を深めています。
博物館の活動内容を映像にて紹介しております。皆様ぜひお立ち寄りくだ
さい。

⑪市民支援薬剤師
連絡会ＰＩＧ

6 木更津市ユネスコ協会

木更津みなと口の歴史と文化の紹介

①
鎌足桜
保存会

⑩消費生活センター

5 きさらづ文化財ガイドボランティアの会

事業名・主な内容

多目的ホール
（中ホール）

まち美化推進課

○3Rアンケート&リサイクルクイズ回答の方、3Rグッズプレゼント!
○資源ごみ回収（かずさリサイクル協同組合）アルミ缶1㎏、牛乳パック2㎏、新聞・雑
誌5㎏とトイレットペーパー1個と交換。新聞30㎏以上の場合は、エコバッグ1つかト
イレットペーパー6個のどちらかを選べます。
（交換品がなくなり次第終了。）
○ゲーム（（株）佐久閒・（株）ハマダ 参加者にはお菓子をプレゼント）
○堆肥配布、野菜販売（ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ
（株））
○フードドライブ ご家庭で使われていない食品の提供をお願いします。
〈注意点〉①賞味期限が明記され、2ヶ月以上あるもの ②常温で保存可能なもの
③未開封であるもの ④破損で中身が出ていないもの ⑤お米は前年度産に限る
（玄米可） ⑥アルコール類は受け付けておりません
○ゴミ減量・リサイクルポスターコンクール表彰、展示
○東京2020組織委員会が主催する「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェク
ト」に参加し、小型家電の回収を行いますので、ぜひご協力ください。集まった小型家
電から取り出した金属がオリンピック・パラリンピックのメダルに生まれ変わります。
〈回収品目〉家庭で使用していた、パソコン（ブラウン管不可）、携帯電話、ゲーム
機、デジカメ ※個人情報が含まれる場合は、データ消去後お持ち込みください。
※回収した小型家電は、お返しができません。

