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作   品 サークル名 展示場所 

つまようじアート 東我孫子高校図書部 ふれあいコーナー 

利用者の作品 宅老所「虹の家」 なかよしコーナー 

折紙・折紙体験 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの為の折り紙ｻｰｸﾙ ロビー 

活動状況写真 湖北地区社会福祉協議会 階段横壁面 

作  品 ふれあい工房 階段横壁面 

絵手紙 絵手紙の会 会議室Ａ 

パッチワーク作品 キルト イン フー 会議室Ａ 

活動報告 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ我孫子二団 会議室 A･B 

いけばな 草月流 光葉会 会議室Ｂ 

つるし飾り 鈴木 多美子 会議室Ｂ 

書  道 宮崎 文男 マルチルーム前 

書  道 小川 昌子 エレベータ脇 

書  道 上杉 裕子 エレベータ脇 

書  道 江川 教子 エレベータ脇 

押し花」作品」 押し花工房グリーングラス 図書コーナー 

俳 句 岬   正雪 図書コーナー 

絵  画 若草会 ２階通路壁面 

絵  画 もみじ会 ２階通路壁面 
 

焼きそば おおばん(10 日のみ) おにぎり、飲み物 

サンドウィッチ  

新木地区まちづくり

協議会 磯辺焼き、お菓子 みずき 

裏千家茶道 

１１月１１日（日） 

１０：００～ 

会場 和室 つつじ 

費用 ２００円 

台風の風は猛烈でした。停電も大変でした。道

路の信号が消えていて驚きました。ご無事でした

か？ 

枝の折れた木も多く、たくさん葉が落ちてしま

いました。紅葉は見られるのでしょうか？ 

気温も変化が激しいです。体調に気をつけてお

過ごしください。 

平成 30年 10月 13日 

新木地区まちづくり協議会 

広報部会発行 

我孫子市新木 1500 

新木近隣センター内 

Tel 04-7188-2010 

展示発表の部 １１月１０日（土）、１１日（日） １０：００～１６：００ 新木近隣センター全館  

つまようじアート 
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開始時間 演  目 出演者 曲   目 

10：00～ 吹奏楽演奏 新木小吹奏楽部 未定 

10：30～ タブレット演奏 ア・シラネ―ズ タブレット演奏 10 曲 

11：05～ ダンス 新木小学校 ダンス  

11：35～ 舞踊 長寿大 ＯＢ民舞クラブ 
四季の寿、風雪流れ旅、湯布院霧の宿、

豊年かっぽれ、北の漁場 

12：00～ 舞踊・マンドリン にこにこ会 寿太鼓、奴さん、男の人生 

12：20～ 演奏 台湾文化語学交流会 昼食時 BGM 

13：20～ 琴演奏 琴伝流大正琴 琴友会 
アメリカ橋、お祭りマンボ、ああ上野駅、

よこはまたそがれ 

13：55～ コーラス つつじ会（なでしこ会） なでしこの花、倖せの花、ふたりの朝他 

14：20～ 舞 踊 さくらの会 夕日おけさ、今宵はマンボ、花はさく 

14：40～ 盆舞踊 新木盆踊り同好会 河内男節、新木音頭、かっぱ音頭 

15：00～ コーラス ルナ・ロッサ 海の声、365 日の紙ひこうき、ビリーブ 

15：30～ 和楽器演奏 山﨑佳風・三森育子・樋口美佐子  和のコンサート：和楽器演奏とトーク 

 

 

開始時間 演  目 出演者 曲   目 

10：00～ チアリーディング バディー布佐台クラブ かわいいおどり 

10：25～ コーラス 長寿大学コーラスクラブ  銀色の道、365 日の紙飛行機他 

10：50～ 舞踊 駒芳会 
泥、千鳥の舞、縁結び祝い唄、忍ぶ川、

男の夢、忍ぶの乱れ 

11：20～ 合唱 みんなで歌おう なごり雪、秋桜、川の流れのように等 

11：45～ 歌と演奏 台湾文化語学交流会 昼食時 BGM 

12：50～ ロック演奏 父ちゃんバンド ビートルズ 

13：25～ 詩吟 長寿大 詩吟クラブ 
李白、川中島、太田道灌、天寿の花、 

北上夜曲、旅愁 

13：55～ フラダンス アロハ フラ オハラ フラダンス 

14：25～ 舞踊 紫鶯会 
望郷じょんがら、みだれ髪、 

雨降りお月さん、浅草田圃、宝船 

14：55～ 独唱 アルベリ 瞳、アヴェマリア 

15：10～ 演奏 ＹｔｏＫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らくらく和風菓子 料理セミナーｉｎ新木 
日 時：10 月 2８日（日）13：30～15：30 

会 場：2 階調理室  会 費：800 円 

募 集：1６名（締切りは１０月２４日ですが定員になり次第締切） 

持ち物：エプロン、食器用ふきん、三角巾、手ふき、筆記用具 

申込み：新木近隣センター ☎7188-2010 

芸能発表の部 １１月１０日（土）１０：００～ 多目的ホール 

 

芸能発表の部 １１月１１日（日）１０：００～ 多目的ホール 

 

子どもボランティア募集 
文化祭の運営（受付・案内・販売）について、お手伝いをいただける「子どもボランティア」

を募集します。応募いただける方は、新木近隣センター(☎7188-2010)までお願いします。 
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第２９回ふれあいゴルフ会案内 

多数の皆さんのご参加をお願いいたします。 

日 時：１１月１９日（月）集合時間 ７：３０厳守 スタート ８：０７ ＯＵＴ/ＩＮ同時 

会 場：ザ・ゴルフクラブ竜ケ崎 

      茨城県竜ケ崎市泉町字原口１５９２－７７ ☎０２９７－６４－０１１０ 

費 用：➀プレー費：１１，２５０円 （税別、昼食別）各自清算、パーティ代含む 

    ②会  費：１，５００円 賞品代他 当日、受付時に徴収します 

申 込：先着順、１０組・４０名で締め切ります。新木近隣センター ☎７１８８－２０１０ 

締切り：１０月３１日（水）１７：００ 

 第２８回ふれあいゴルフ会は、９月１９日秋晴の絶好のゴル

フ日和のもと、お

かだいらゴルフリ

ンクスで開催され

ました。 

参加者は１７名

と少なかったです

が、和気あいあい、

故障者もなく、楽しくプレーできました。優勝は大塚

冨司さん、準優勝は小池毅さん、第３位は菅原和治さ

んでした。 

 

 

 
毎週火・木・土の午後 1 時から 4 時半まで開いています。    

イベントのない日は「おしゃべりの会」です 

 鳥谷部さんの歌声喫茶 06(火) 13：15～14：45 

 つるし雛飾り 08(木) 13：00～16：00 

 折り紙教室 10(土) 13：00～16：00 

 防災講習会 ＊１ 13(火) 13：30～14：30 

 座って出来る太極拳 15(木) 13：30～14：30 

 CD 歌声喫茶 17(火) 13：30～14：30 

 健康体操 20(火) 13：30～14：45 

 つるし雛飾り 22(木) 13：00～16：00 

 折り紙教室 24(土) 13：00～16：00 

 コグニサイズ(認知症予防体操) 27(火) 13：30～14：30 

 健康体操 29(木) 13：30～14：45 

＊1 防災講習会は、伝説の消防士 高野氏が講師を担当されます。 

秋の健康まつり報告 
９月１１日開催の「秋の健康まつり」の来場者

は、５０～８０歳代の方３３名でした。 

介護福祉士渡部佳代子さんの講演と軽い体操

「脳活ストレッチ」は定員の先着３０名を上回り

ました。また今回も測定値を基にした健康相談が

大変好評でした。 

これからも元気で楽しい毎日を過ごせることが

良いですね！ 

☆サポーター募集中☆ 

ふらりえ新木野では、常

時サポーター（ボランテ

ィア）を募集していま

す。希望の方はふらりえ

新木野までお申し出く

ださい 

☆お問い合わせ 

ふらりえ運営委員会 

代表 渡部喜代春 

☎090-1214－2700 
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⑤⑤ 

④③ 

③  

屋外にいたら 

 

・手荷物などで頭を守り、広場な

どへ移動する。 

・自動販売機の転倒にも注意する。 

・橋の上からはすぐに避難する。 

 

・停車の衝撃に備え、つり革

や手すりにつかまる。 

・網棚からの荷物の落下に備

え、手荷物で頭を保護す

る。 

・勝手に車両から降りず、係

員の指示に従う。 

 

・徐々にスピードを落とし、道路

の左側に停止してエンジンを切

る。 

・揺れがおさまるまでは車外に出

ず、ラジオなどで情報を確認す

る。 

・車を置いて避難する場合は、で

きるだけ道路外の場所に移動す

る。 

 

・掲示板や看板などの落下

物に注意する。 

・改札口に殺到するとパニ

ックになる。大きな揺れ

がおさまるまで、近くの

柱に寄り添い、構内アナ

ウンスに従う。 

 

  

 

・海岸にいたら直ちに高

台や近隣の高い建物、

指定の避難場所へ逃

げる。 

・がけ付近にいたら、崩

れる危険性のある場

所からすぐに離れる。 

我孫子市役所 市民安全課 


