
「なりた冒険塾」の様子
令和元年度「ちば講座アワード」に入選し、表彰されました！（詳細はP3をご覧ください）
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　公民館では地域の人たちが集まって、学習活動、趣味の
サークル活動などを行っております。
　また、さまざまな主催講座やイベントなどの楽しい行事
もたくさん開催していますので、ぜひ一度、公民館に足を
運んでみてください。

主な内容
★令和2年度公民館主催講座紹介
★実録・公民館24時間!!
★公民館探訪
★サークル活動インタビュー
★サークル活動について



　日本の生活習慣・文化等を紹介し、日本語の
読み書き・会話を交えながら、地域社会への順
応を支援することを目的とした教室です。曜日
ごとに内容や時間帯も分かれており、参加した
いときにだけ参加することも可能です。
　また、この教室では、すべてボランティアの
方が日本語を教えています。ボランティアに
なっていただける方のために、スタッフ養成講
座も開催しています。

日本語教室（外国人対象）

　学校ではできないような体験を、公
民館で体験します。親子で一緒に楽し
く学べる講座もあり、親子の絆を深め
られます。また、夏休み期間にも多く
の講座を開催しており、宿題にも役立
ちます。

体験学習講座（小・中学生対象）※親子も含む

〇親子体験学習セミナー 〇夏休み親子工作教室

　未就学児を対象として、保護者の方
と一緒に参加していただく講座です。
同じ年齢のお子さんが集まるので、保
護者の交流の場にもなります。また、
参加者の中には公民館を普段利用され
ない方も多く、公民館を利用していた
だくきっかけにもなっています。

子育て講座（未就学児対象）

〇たけのこ親子広場 〇ベビーマッサージ教室

　実生活で役立つ講座から、趣味をは
じめるきっかけとなるような講座まで、
幅広く開催しています。実際に講座参
加者の中からサークルを立ち上げ、活
動を続けているケースもあります。
　また、お仕事帰りに参加できるよう、
夜間に開催している講座もあります。

趣味講座（一般対象）

〇スマートフォン体験教室 〇組紐教室

　公民館では、楽しく学びながら暮らしに役立つことや、さまざまな知識が得られる講座を開催し
ています。令和２年度もたくさんの講座を予定していますので、ぜひご参加ください。

公民館主催講座

〇外国人のための日本語教室 〇日本語ボランティアスタッフ
養成講座

令和２年度

❷



月 講座名 会場

4月 外国人のための日本語教室 中央
親子たけのこ掘りと竹細工教室 八生

5月 組紐教室 中郷
日本語ボランティアスタッフ養成講座 中央

6月

植木剪定教室 遠山
親子えびがに釣り教室 公津
おもてなし英会話教室 大栄 ★
ベビーマッサージ教室① 中郷
たけのこ親子広場 八生
なりた郷土史セミナー（通史編） 中央 ★
なりた冒険塾 中央
親子体験学習セミナー 中央

7月

豊住地区歴史散歩 豊住 ★
育ママ・育メンのためのリフレッシュ講座① 中央 ★
空港わくわく探検隊 中央
夏休み親子工作教室 久住
夏休みこども絵画教室 中央

8月

夏休み親子料理教室 中央
夏休み親子科学実験教室 中央
夏休み親子ライントレースカー工作教室 公津
夏休み親子そば打ち教室 成田
夏休み子どもトールペインティング教室 下総

9月

ベビーマッサージ教室② 加良部
ファミリーコンサートin玉造 玉造
親子わんぱく教室 下総 ★
シニアライフいきいき講座 大栄 ★

月 講座名 会場

9月 陶芸教室 中郷 ★
セカンドライフ支援セミナー 中央 ★

10月 遠山地区歴史散歩 遠山

11月

大栄ふるさと文化まつり 大栄
英語であそぼう 橋賀台 ★
スイートポテト作り教室 成田 ★
育ママ・育メンのためのリフレッシュ講座② 中央 ★
実用書道教室 久住 ★
トレッキング教室 中央 ★
日本語ボランティアブラッシュアップ研修 中央

12月

クリスマス飾り作り教室 八生
こども生け花体験教室 八生
正月用生け花教室 大栄
小中学生書き初め教室 中央

1月
スマートフォン体験教室 加良部
予防医療セミナー 中央 ★
健康のためのバレエストレッチ教室 玉造

2月

ナイトヨガ入門教室 中央
下総サークル発表会 下総
水墨画教室 公津
なりた郷土史セミナー（各論編） 中央 ★

3月 大栄サークル発表会 大栄
公津しだれ桜ふれあいまつり 公津

令和２年度公民館主催講座一覧（予定）

※★マークは、新規開催予定の講座となります。
※�内容は変更になる場合があります。詳しくは中央公
民館へお問い合わせください。

❸

〉〉 令和元年度・なりた冒険塾が表彰されました！〈〈

参加者の声
ちば講座アワード入選講座に選ばれました！

『なりた冒険塾』は、小学4〜６年生を対象に、自ら
学び・考える力の育成を図ることを目的として開催
する企画参加型の講座です。
　令和元年度は、6月〜12月まで月1回(全７回)の
事業に加え、「アウトドア・フィールドワーク・フリー
テーマ」の３つの作戦を実行するために、5回にわ
たり作戦会議を実施しました。

『ちば講座アワード』とは…県内の各市町村や大学・団体の
行っている、特⾊ある地道な取組にスポットを当て、優れ
た生涯学習講座を表彰する新しい試みです。これを励みに、
今後も魅力ある講座を作っていきたいと思います！

キッザニア東京でのお仕事体験♪

参加者みんなで意見を出し合う作戦会議！

ふなばしアンデルセン公園でのアスレチック体験♪

いろいろな体験
ができた！

新しい友達が、
たくさんできた！

また来年も参加
します！

自分たちが考えた企画を、自分たち
でやっていくのが楽しかった！



実録

公民館
24時間!!

深夜の公民館で怪しく蠢
うごめ

く謎の影…えっ？公民館って「出る」の？…実は、怪しい影の
正体は、警備会社さんの見回りです。いつも
ありがとうございます。みなさん、夜中にうっかり公民館を訪れたり
すると、怪しまれますのでご注意を。

ふだん何気なくお使いいただいている公民館。
みなさまに少しでも快適にご利用いただけるようさまざまな
取組をしています。
いつもバタバタしているあの職員も、いつものんびりしてい
るように映るあの職員も、みなさんの見えるトコロ、見えな
いトコロで実はこんなことが！…次回、公民館へ訪れた際は、
そんな「実はこんなことが！」の形跡を探してみても楽しい
かもしれませんよ。

公民館の一日は21時で終わります。
職員は、閉館前に忘れ物や電気の消し忘
れはないか？など、全室を見回っていま
す。みなさんも活動後は、次に使う方の
ためにも、忘れ物はないか？掃除はキチ
ンとしているか？今一度、利用者カード
に書いてあることをチェックしてからお
帰りください。ご協力よろしくお願いい
たします。

17時以降のご予約がない場合、公民館
は17時閉館となります。みなさま、お
忘れ物などないようにお気をつけて！
万一のお忘れ物は、まず利用された公民
館にお問合せを。

年末年始には大掃除もします。
調理室の食器や什器をまとめ洗いした
り、障子を張り替えたり、側溝掃除を
したり、各館でいろんな大掃除をして、
気持ちよく新年を迎えられるようにし
ています。お気づきでしたか？

公民館職員の研修は、
全館休館日に実施して
います。皆様に快適にお過ごし
いただけるよう、職員一同、
これからもがんばってまいります。

番外編
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公民館の朝は、掃除から始まります。
掃除のほかにも、国旗や市旗を掲げたり、予約の準備をした
り…万全の態勢でみなさまをお迎えすべく準備しています。
でも、開館時間はあくまでも9時。早起き自慢のアナタもお
出かけはその時間にあわせてくださると嬉しいです。

朝9時。公民館の開館時間です。
お部屋の予約も窓口では9時から、
お電話では10時から受け付けてい
ます（17時まで）。
毎回の予約はたいへんですが、充実
した活動のためにも、引き続きご協
力よろしくお願いいたします。

3時といえばオヤツの時間。公民館は17時で受付の職員が交代しますので、この時間く
らいから、今日のまとめをしたり、夜勤務の方や明日への引継の準備を始めたりと、仕
事への集中度もピークに！　この3時から夕方5時は、公民館では実はとても大切な時
間なのです。

開館時間中の職員の業務はいろいろです。窓口や電話
対応はもちろんのこと、草刈をしたり、簡単な修理を
したり、また、公民館主催講座・教室（P2～3参照）の
打合せをしたり…みなさんの活動時間は、実は職員の
活動時間でもあるのです。

お昼時です。職員も交替で昼食をとる
関係で、お待たせしたり、奥からお弁
当をつけて出てきたりすることもある
かもしれませんが、誠心誠意対応しま
すので、ほんの少しだけお待ちくださ
いね。

オヤツの時間は
○○○の時間

公民館主催講座打合せ風景
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公津公民館のココがスゴイ！

❻

　実は市内最古！の公民館
　人に歴史あり。公民館にも歴史あり。実は公津公民館、現在の
建物が平成元年に誕生する前は、右の写真のような姿でした。
　昭和39年に完成したこの建物、実は成田市内で初めて誕生した「公民館※」なのです。ご存知でしたか？
　しかも！当時の新聞記事によれば、公津地区の方が昭和31年に一致団結して公民館の建設を市に訴えかけたこ
とで建設への動きが起こり、その間、公津地区では月に卵1個を出す「卵貯金」や「10円貯金」を通じてお金を集め
て、最終的に総工費700万円のうち、150万円を負担したそうです。
　そんな地区の方の熱い思いが込められて生まれた、成田で初めての公民館。建物は変われども思いは変わらず。
大切に使っていきたいですね。

　東京オリンピックと公津公民館
　この原稿を書いている2月末の時点では今年のしだれ桜が無事咲いたのかどうか心
配なかぎりですが、公津といえば「しだれ桜」と思われる方も多いのではないでしょ
うか。そんなしだれ桜の脇に、こんな石碑が立っていること、ご存知ですか？
　公津公民館が誕生した昭和39年はまさしく前回の東京オリンピックの開催年。折
しも今年は2回目の東京オリンピック。しだ
れ桜に何かが起こる！……かも。
　お隣は宗吾霊堂
　これはみなさん言うまでもないかもしれ
ませんが、公津公民館のお隣は宗吾霊堂の
敷地。春のお花見や6月の紫陽花まつりに

訪れた方がいつの間にか公津公民館駐車場にたどり着いてしまうことも
多々あるとか。お花見のそぞろ歩きも、天気のいい日のお散歩もステキ
ですが、公民館駐車場だけのご利用は、どうかご遠慮くださいね。

その1：公民館随一の火力
　火力といっても物騒なお話ではあり
ません。陶芸窯の置いてある公民館は、
豊住、中郷、そしてこの公津の3館で
すが、実は公津公民館の陶芸窯だけが、
ガス窯（他の2館は電気窯）。しかも公津
には2台のガス窯があるのです！……以
上、火力違い？のお話でした。

公津公民館のココがスゴイ！

その2：実は部屋数が少ない？
　面積的には、中央、成田、下総、大
栄を除く市内各館と大差ない公津公民
館ですが、予約できる部屋は「研修室（和
室）」「サークル室」「会議・実習室」「陶
芸室」の4室のみ。
……そう。選ばれし者しか利用できな
い。それが公津公民館なのです（ウソで
す。いっぱい利用してください）。

新シリーズ？
公民館探訪❶ 公津公民館
　このページでは、ふだんみなさんがご利用になっている公民
館のアレコレを、ちょっとだけ掘り下げてご紹介します。
　今回、ご紹介するのは公津公民館。みなさんご存知の「しだ
れ桜」のそばに立っているけど見逃しているアレの話や、公津
公民館設立時の話など、読めばもっと公津が好きになる！もっ
と公津が気にかかる！……はずです。

昭和56年当時の公津公民館

石碑「東京オリンピック大会記念1964」

※ここで言う「公民館」は、社会教育法上の公民館を指します。
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公津公民館で長年活動を続けているサークルにインタビューしました

「風声公津」の歴史は古く、�　昭和50年代に遡ります。当初は
サークルではなく、有志で集まって活動をしていたと

ころ、昭和61年に市からぜひにとの依頼があり、公津公民館
で約1年間茶道教室を開催することになりました。その後、参
加者の内、約20名が設立メンバーとなり、昭和62年4月に�
「風声公津」としてサークル活動をスタートしました。
　結成以来、講師は「瀧澤宗理先生」が務めており、サークル指導に

あたる以前の昭和48年から、地元公津小学校の教師にも茶華道を教えるなど、地域に貢献されている先生です。
ご指導頂いているのは、島根県松江を発祥とする「石

せき

州
しゅう

流
りゅう

不
ふ

昧
まい

派
は

」で、松江の7代藩主である松平不昧公を祖とす
る石州流茶道の流派の一つです。
　活動は、設立当初から現在に到るまで、毎月第2・4木曜日の午前中に公津公民館で行っています。33年間変わ
らぬペースで活動を継続していますが、平日昼間ということもあり、メンバーは伝統的に子育てを終えた主婦の
方が多いのが特徴です。講師の丁寧な指導の下、薄茶・濃茶の点前や動作の確認などを行い、各々の経験やレベ
ルに合わせて、楽しく活動してきました。
　また、サークルのモットーでもある地域・社会貢献にも力を注いでおり、市内小学校で茶道の体験教室を行っ
たり、中央公民館を会場とした文化庁の委嘱事業である「伝統文化親子茶道教室」にも平成15年より参加してい
ます。応募当初は文化庁での審査が厳しく、審査通過後に代々木まで研修に行った…といったこともありました。
この他にも、公津地区で例年開催されている「公津しだれ桜ふれあいまつり」や「杉の子フェスタ」、「宗吾霊堂紫
陽花まつり」をはじめ、外国人を対象とした「日本の香りをあなたに」や「国際市民フェスティバル」など、様々な
機会を通じて、サークル活動の成果を発揮しています。参加者の反応を間近で感じられることは、日々の活動の
励みにも繋がっています。
　現在、活動メンバーは5名と少なくなっていますが、「会員がお互いに協調する心を大切にする」というサークル
の理念をしっかり共有してきたことが、長く続けてこられた秘訣なのかもしれません。今後も、日常の中でゆっ
たりとした時間を過ごせる場として、また日本の伝統文化を伝えていく場としても、楽しく活動を続けていきた
いと思います。

和やかな活動風景

瀧澤宗理先生

小
学
校
で
茶
道
体
験
中



中央公民館　　電話27-5911 豊住公民館　　電話37-1003 遠山公民館　　電話35-0600
公津公民館　　電話26-9610 成田公民館　　電話24-0787 下総公民館　　電話96-0090
久住公民館　　電話36-1646 八生公民館　　電話27-1533 大栄公民館　　電話73-7071
橋賀台公民館　電話26-9695 中郷公民館　　電話22-4614 メール（全館共通）

kominkan@city.narita.chiba.jp玉造公民館　　電話26-3644 加良部公民館　電話28-7961

サークル活動について
○�成田市には、中央公民館をはじめ全13の公民館があります。公民館では、さまざまな公民館講座を開催する
ほか、市民が自主的に「公民館サークル」を結成し、公民館を拠点として学習活動をしています。
○�公民館サークルとは、公民館を主な活動場所として、市民の皆さんが自主的に学習を行い、生活文化の向上
や福祉を増進することを目的とした団体です。サークルの運営は、会員の総意に基づいて学習方針や規約を
決め、民主的に行われています。

お問い合わせの前に
○�公民館サークルは、カルチャースクールではありません。学習方針や会費などについて、会員同士で話し合
いをしながら、会員自身の手で運営していくことが必要です。講師主導で運営をすることはできません。
○各サークルの詳細は、各公民館のほか「成田市まなび＆ボランティアサイト」でもご覧いただけます。
　（「成田市まなび＆ボランティアサイト」をご覧いただけない方は各公民館へお問い合わせください）
○入会、見学については、各サークルに直接お問い合わせください。
　（連絡先が非公開のサークルもありますので、その場合は各公民館へお問い合わせください）
○�公民館サークルとして登録を行うためには、成田市公民館サークル登録要件に合致し、登録申請書による申
請が必要です。詳しくは各公民館へお問い合わせください。

公民館利用案内
◆開館時間
　9時〜21時
　（ただし、夜間の部屋利用が無い場合は17時まで）
　※図書室は9時30分〜17時

◆休館日
　①毎週月曜日（中央公民館は、第1月曜日以外は開館）
　②国民の祝日（祝日が日曜日の場合は、開館）
　③�祝日が日曜日または月曜日と重なる場合は、火曜
日が休館

　④年末年始（12月29日〜1月3日）
　⑤�公民館の管理運営上、教育委員会が必要と認めた
日で、あらかじめ休館日として掲示した日

◆利用の申込み
　�各公民館の窓口または電話での申込みは、利用日の
1か月前から3日前までです。
　☆窓口受付…��9時〜17時
　☆電話受付…10時〜17時
　（利用する公民館に電話してください）

◆インターネット受付
　�　インターネットでの申込みは、利用日の1か月前
の3日後から3日前までです。（24時間受付）
　※�インターネットからは下記の「ちば施設予約シス
テム」を利用して申込んでください。

　（使用にはサークル登録時のID・パスワードが必要）

【ちば施設予約システム】
　�パソコンを使用する場合は、「成田施設予約サービ
ス」で検索し、スマートフォン・携帯を使用する場
合は、下記のQRコードで検索してください

※�電話・インターネットで申込みの場合は、仮予約と
なります。使用申請書に署名が必要となりますので、
使用日の3日前までに手続きにご来館ください。

お問い合わせ先

❽


