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  日頃より、八木が谷公民館のご利用ありがとうございます。 

 未だ新型コロナウィルス感染が収まりませんが拡大防止に配慮しつつ安心して 

 ご利用いただけますよう努めてまいります。 

 令和4年4月1日付の人事異動により、館長の星谷治寿が退職、後任に中尾裕紀  

 (なかおひろのり)が着任しました。 

「いろいろな公民館にて事業を行ってましたが、館長となり初めての公民館と 

 なります。公民館利用の皆様や、地域の皆様に一緒にさまざまなことを行って 

 いきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。」(中尾) 

 以前は、八木が谷公民館所蔵の本のみの貸し出しでしたが

現在は、市内図書館とネットワーク化した図書コーナーに

なっています。ネットワークが繋がったことにより便利に 

ご利用いただけるようになりました。 

お近くの際は、ぜひお立ち寄りください。 

 

問合わせ：八木が谷公民館図書コーナー 047-448-5035 

八木が谷地区の人口 令和4年4月1日 
令和４年度7月～9月 八木が谷公民館おもな事業予定 

卓球開放 どなたでも 毎週日曜 

シルバーリハビリ体操教室 原則６５歳以上 毎月２・４水曜 

ふなばしハッピーサタデー 青少年 毎月３土曜 

親子いけばな教室 青少年 毎月３水曜 

八木が谷寿大学 高齢者 6～2月 受付終了 

健康セミナー 
八木が谷地区社会福祉協議会 

電話受付 047-448-7713 

(月～金 10時-15時) 

高齢者 7/6、8/3、9/7 

読書感想文教室 青少年 
７/27・28 

(小学校チラシ配布) 

エコ教室 青少年 
7/2・16・30、8/6 

(小学校チラシ配布) 

わくわくMYSKこどもまつり 青少年 
８/27 

(小学校チラシ配布) 

家庭教育セミナー 成人一般 
9/13 

(小学校チラシ配布) 

八木が谷発ぶら歩き 成人一般 9月下旬予定 

庭木の手入れ入門講座 
(8/1広報ふなばし掲載予定) 

成人一般 9/12・14 

芸能大会・作品展 高齢者 9/24・25 

暮らしを彩る趣味の園芸 
(8/1広報ふなばし掲載予定) 

高齢者 
9/9・16・30 

10/14・21 

男性 人口 女性 

11,589 23,710 12,121 

   

男 年齢 女 

0 100歳以上 12 

107 90－99歳 213 

1,094 80－89歳 1,305 

1,898 70－79歳 2,399 

1,340 60－69歳 1,461 

1,711 50－59歳 1,637 

1,703 40－49歳 1,554 

1,035 30－39歳 948 

1,055 20－29歳 993 

1,003 10－19歳 980 

643 0－9歳 619 

無料 

７月 中止 ７月 ２７ 

８月 １０ ８月 ２４ 

９月 中止 ９月 ２８ 

第２水曜日 
 ①  ９：5０～１0：3０ 
 ② 11:00～11：40           

   定 員  各回25名 

第４水曜日 

 10：00～１1：0０         

  定 員  50名 

ご存じですか？  

八木が谷公民館図書コーナーのこと 

※内容変更もしくは中止となる場合があります。 

 詳細は、八木が谷公民館までお問い合わせください。 

イベント 

報告 

ミニデイサービス  

｢鯉のぼり 

 手作り絵はがきに挑戦！｣ 

 布を貼り、かわいい

鯉のぼりが展示されま

した。95作品が一挙に

並び、まさにアート作

品。今回はコロナ感染

防止のためご自宅での

製作でした。 

ふ な ば し シルバーリハビリ 

   体 操 教 室 

八木が谷地区社会福祉協議会より   

「いきいきサロン」：世代を超えた仲間作りの場 

          令和4年6/15に再開いたしました。 

「子育てサロン」：子育て世代の仲間作りの場 

         令和4年5/16に再開いたしました。 

月1回のペースで開催。内容変更もしくは中止となる場合もあり 

ますので、必ず下記連絡先までお問い合わせ、お申込みください。 

 ★お問合せ：八木が谷地区社会福祉協議会 

       ℡047-448-7713（月～金10:00～15:00 
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内  容 団  体  名 活 動 日 時間 

パソコン エンジョイ パソコン 木(月3回) 午後 

英会話 八木が谷Ｅ・Ｓ・Ｓ（英会話） 火（月3回）    昼 

キッズ英語 キッズ英語FUN！ 水（月2回） 午後 

水彩・油絵 八絵の会 土(月4回） 午前 

てまり作成 てまりの会 木（第3）   午前 

ペン習字 八木が谷ペン習字クラブ 金（第3） 午前 

書道 咲が丘書道サークル 水（第1,3） 昼 

ビデオ撮影・編集 ビデオサークル五月会 水（第2，4）  昼 

合唱   
コール八木が谷 土（月1～2回）  昼 

コーラス・フェルマータ 木（第2・3・4） 昼 

童謡・唱歌 童謡の会 木（第2，4）   昼 

ミュージックベル ミュージックベル「ソネット」 不定期 不定期 

詩吟 聲吟会 火（第1,2,4） 午後 

謡曲 謡友会 土（月2回） 午前 

大正琴 大正琴アンサンブル椿 金（第3） 昼 

舞踊 八木が谷新舞踊同好会 火（月4回）   午前 

社交ダンス 咲が丘ダンスサークル 月（月4回） 昼 

生け花 華の会 火（月2回） 午前 

料理 八木が谷男の料理クラブ 日（第2） 午前 

着付 
なでしこ着付サークル 火（月2回）   午前 

さざんか着物の会 金（第1,3)   午前 

ポプリ作成 香りの会 水(第2) 午前 

絵手紙 八木が谷絵手紙の会 水（第4）   昼 

八木が谷公民館 サークル一覧  入会・見学等の問合せは公民館まで 午前 9:00～12:00  午後 15:00～18:00  

昼  12:00～15:00  夜   18:00～21:00 

内  容 団  体  名 活 動 日 時間 

囲碁 八木が谷碁親会 日（毎週） 昼・午後 

将棋 大駒クラブ 土（毎週)   昼 

カラオケ 八木が谷スイングクラブ 金（毎週） 夜 

卓球  

さつきクラブ 火（月4回） 午前 

たんぽぽクラブ 火（毎週） 昼 

パワーズ 火（毎週） 午後 

すみれクラブ 金（月4回） 午前 

オレンジクラブ 金（毎週） 昼 

体操 レディース体操クラブ 水（毎週） 昼 

ジャズダンス・体操 八木が谷ストレッチ＆ジャズダンス 木（毎週） 午前 

ジャズダンス・レクダンス ねずみクラブ 木（月4回） 夜 

レクダンス 八木が谷フレンド 土（毎週） 午前 

新体操 八木が谷RC同好会 不定期 不定期 

健康体操(ストレッチ) その会 火（第2,4）   昼 

ヨーガ   
八木が谷ヨーガサークル 木（月4回） 昼 

ヨーガ体操一部 水（月3回） 午前 

太極拳 八木が谷太極拳同好会 日（月4回）         午前 

子どもたちの交流 子どもサークル スティッチ 金(毎週) 午後・夜 

ウォーキング 八木が谷ウォーキングクラブ 土（毎週） 午前 

麻雀 
八木が谷麻雀同好会 月（月4回） 昼・午後 

健康麻雀 遊楽会 不定期 不定期 

スポーツ全般 八木が谷スポーツクラブ 土（第3） 昼 

令和4年6月1日時点 

イベント報告 

「親子いけばな教室」 
全9回の恒例事業、5/18(初回) 

に実施しました。生けることは

もちろん、花の名前、食べられ

る？などの知識を習得し、静寂

な中にも笑顔あり、楽しく学んでいま

す。剣山や生け花専用バサミを初めて使

うなどの緊張もあったようですが、だん

だんと使いこなしてきています。大胆な

作品も見られるかもしれません。   

イベント報告 
 

「ファミリーキャンプ体験」 
6/5(日)青少年キャンプ場にて、親子対象の「ファミリー

キャンプ体験」を小室公民館と共催で開催しました。火お

こし体験や飯盒炊飯、キーホルダー作りやフリスビーを

使った「ディスクゴルフ」等のレクリエーションをして、

自然に触れながら楽しむことができました。天気にも恵ま

れ「また参加したい！」との声をいただき親子にとって、

充実した時間となったのではないかなと思います!(^^)! 

 

イベント報告 

いろいろ「スマホ教室」 
5/  9「基本とキャッシュレス」 

5/23「使い方入門とネットで買い物」 

6/13「かんたん入門」 

6/21「やさしい基本」 

この２ヵ月に立て続け4講座、一挙開催‼ 

スマホの基本的な使い方やキャッシュレス決済の方法につ

いて、実際に体験しながら楽しく学ぶことができました！ 

イベント報告 
 

「八木が谷寿大学」 
 5月19日の開講式では、運営委員の皆様にご挨拶をして

いただくと共に、その後のDVD鑑賞「綾小路きみまろ」

では、暗くした会場内で笑い声があちこちから聞こえる

等、大変リラックスして見ていただけたと思いました。 

 6月16日の「エンディングノートを書いてみよう」で

は、家系図の説明の際に、遠い親族に有名人がいた等、講

師の方の実体験によるお話をしていただきました。 

 またインターネットの有料 

サービスなど、紙の契約書が 

ないものについては本人しか 

分からないので、書いておく 

ことが必要である等の説明し 

ていただきました。 

 船橋市公民館 Facebook にて、事業実施風景 

(写真)など、ご覧いただけます。 


