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ボランティアカフェへ集合！
ボランティアで友だちづくり
201９年２月２３（土）八千代市福祉センターにて「ボランティアカフェ」が開催されました。
初めての試みとなる今回は、主催の八千代市・ボランティアセンター・市民活動サポートセンター運営委
員会を中心に、ボランティアセンターとサポートセンターに登録する各１０以上の団体と、多くの一
般市民（個人登録ボランティアを含む）が参加しました。

服部市長もブースを見学

サポートセンター運営委員会祖父江委員長挨拶

市民活動団体やボランティアグループ
等が日頃の活動を紹介するためにブース
で待ち構える中、一般市民の方が次々に
入場。各々興味が合ったところで市民活
動とボランティアのコラボが始まりま
す。カフェスペースでは気楽な話に花が咲
き多くの市民の方にカフェで寛ぎ、楽しん
でいただくことができました。
ボランティアセンターとサポートセン
ター初の共催イベントも皆様の熱心な交
流活動により八千代市の未来の市民活
動、ボランティアに繋げることができま
した。
（運営委員会副委員長 土元 裕一）

カフェスペース談話の様子

平成３０年度八千代市市民活動サポートセンター運営委員会事業報告会を開催します！
【日時】平成３１年５月２５日（土）１３時３０分～【場所】福祉センター第３・４会議室
平成３０年度事業の各部会実施報告と、登録団体の活動発表を行います。当日、発表可能な団体を４月
中旬頃募集予定です。併せて運営委員の募集も行いますのでご協力お願いいたします。皆さんお誘い合わ
せの上ご参加願います。
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市民活動、悲喜こもごも！
八千代市内には福祉、環境、文化、スポーツ、子育て支援など、様々な分野の市民活動団体が活動しています。
このコーナーでは登録団体の皆さんに、活動をしていく上で大切にしていることや、やりがいなどを伺います。

八千代市テニス協会
「あっ、そうだ。今日はキッズ放送局の放送日だ！」2 月 13 日（水）午前 8 時から 8 時 30 分、ふく
ろうＦＭ（85.8MHz）
「ふくろうキッズ放送局」
、今回は千葉県テニス協会主催の千葉県郡市交流中学
生テニス大会に出場の「ジュニアテニス八千代市代表メンバー」７名（男子４名、女子３名）が出演し
ました。今年の大会は 2 月 17 日（日）
、大会直前の放送でジュニア達は、テニスを始めた経緯から大会
出場の意気込み等レポーターを交えて熱く語っていました。
八千代市テニス協会は平成 25 年に市民活動サポートセンター運営委員会に加盟し、これまでに研修部
会を担当する中で平成 30 年 2 月に企画・開催した「メディア交流会」でふくろうＦＭとの繋がりが出
来、その前年の「市民活動フェスティバル 2017」の当協会
ブースに訪れたふくろうＦＭのレポーター（萩原麻由美氏）
の案内もあって今回のキッズ放送局出演に至りました。
これらの経緯から考えると一面ではありますが、当協会が
サポートセンター運営委員会に加盟してきた中でその活動
の幅を広げられた成果のひとつであると考えます。また、当
協会への寄与もさることながら、今回出演のジュニア選手に
とってもテニスプレーのみならず言葉でその活動を表現で
きたまたとない機会になったものと考えます。
各種市民活動団体の皆さん、サポートセンター運営委員会
に参画して活動の幅を更に広げようではありませんか。
（八千代市テニス協会会長 祖父江 晋）

八千代市郷土歴史研究会

いっしょに歴史探訪を楽しみませんか？

野の道を歩いて野仏に触れたり、土地の人から昔の様子を聞いたり、古民家のカフェでお茶
をしたり、見聞きしたことを文章にしたり・・・そんなひと時、そんな経験を、是非、一緒に
八千代市郷土歴史研究会では、八千代市内を旧村単位で、その土地に伝わる歴史を掘り起こしたり民
俗行事に触れたりしています。また、市民の皆さんをご案内して歴史散歩を行っています。
調査・研究活動と散策――昨年は、江戸時代からの行事が連綿と受け継がれている下高野で、歴史・
民俗について土地の人たちからたくさんのことを学びました。秋にはその成果を市民文化祭で発
表、好評を得ました。また、昨年は２度にわたり、市民の皆さんとこの地域を散策し、悠久の歴史
に触れました。今年は、保品地区を訪れます。
会員限定の歴史散歩も随時行われています。昨年は、加曾利貝塚見学、横浜の歴史散歩、小江戸佐原の
散策、浅草𠮷原・新町の探訪を楽しみました。本年は１月に佐倉七福神を詣でました。散策後の飲み
会がまた楽しい。この飲み会を目当てに、参加する人もいます。
会員は、約 60 名ですが、平均年齢 72 歳と高齢化が進んでいま
す。是非、若い人の参加を！もちろん、ご年配の方も！
例会は、毎月第３土曜日 13 時～16 時 30 分毎回、八千代市
立郷土博物館の学習室で開いています。
会費は、年間 3000 円 （入会金 500 円）
会誌『史談八千代』を、毎年、発行しています。
連絡先 090－3593－3103（鈴木）
、047－485－5623（田中）
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特定非営利活動法人

八千代オイコス

オイコスとは八千代市内の自然環境整備、将来のある
子供たちの自然環境教育を行い、子供たちの自然との
触れ合いができる場を確保していく団体で花輪川周辺
の整備を基盤に市内の小学生を対象に自然の川と触
れ合い遊びながら学ぶ、体験学習「川の学校」を開校し
地域の里山自然保全のため休耕田を利用したもち米作
り体験教室を開催、年末には収穫を祝ってもち餅つき
会を・春と秋の桑納川周辺のごみ拾いをしながらのエコ

特定非営利活動法人

子どもネット八千代

「文化的な体験を通して子どもが人とかかわりあいな
がら心豊かに育つ地域社会を子どもとともにつくりま
す」をミッションに様々な活動をしています、2019 年度
も、5 月の大ホールでの全年齢向け人形劇「アラビア
子どもネット八千代
ンナイト」を皮切りに、親子向けキャンプ、高学年向け
キャンプ、バイオリンのライブ、マジックショー、親子の
居場所「ママカフェ」、餅つき、お月見、などの季節の
行事などなど、親子が楽しめる沢山の事業を行ってい
きます。

ウオーキングを開催。

ベーゴマ
こどもまつり

親子向けキャンプ

新しく登録してくださった団体です

「本だいすき！」の会

八千代市文化伝承館ゆいの会

活動分野： 社会教育の推進、子どもの健全育成
団体 PR：
私達、「本だいすき！」 の会は平成 16 年 9 月に発足
し、１５年目を迎えた現在(平成 31 年 2 月)、５０名の会員
が市内小学校・学童保育所・図書館・子ども支援センタ
ー・伝承館・緑ヶ丘スターバックス等で「読み聞かせ」の
活動を行っています。最近では、オープンステージでの
「おはなし会」も増え、会員それぞれが地域力の向上を
目指し、地域のおじさん・おばさんとして参加者との楽し
い交流を図っています。私達は社会福祉活動としての
「読み聞かせ」を推進するため、読書振興を進めるだけ
ではなく「読み聞かせ手」の育成も図っていますので、ご
興味のある方は是非見学等お越しいただけたらと思い
ます。お待ちしています。
活動・イベント情報： 2019 年 3 月 24 日(日)

活動分野： 伝承文化に関する活動
（昔遊び・昔の物作り）
団体 PR：
伝承文化を次世代に継承するために、様々な活動を
行なっています。今年度は計５回の物作り事業と、計３
回の昔遊び事業を行っています。
毎週火曜日午前に集まり、事業のための準備や打ち
合わせをしています。おしゃべりしたり、和気あいあい
楽しく活動しています。

八千代台で行われるＢＯＯＫ ＳＴＲＥＥＴ春の本祭り
2019 にパフォーマンスとして出演予定
連絡・お問合せ先：事務局池田温子 090-2608-3235
E-Mail ikeda.kany@jcom.zaq.ne.jp

活動・イベント情報：
・昔遊び事業（ベーゴマ・あやとり・お手玉等）計３回
・物作り事業（和紙の兜、竹の水鉄砲、正月飾り、凧作
り・ひな人形）計５回
その他・毎週火曜日午前に文化伝承館で打ち合わせ
・昔遊び支援 ※いずれも今年度の予定
連絡・お問合せ先：文化伝承館 047-458-1700

-3-

市民活動サポートセンター登録団体主催

八千代市市民活動団体支援金交付申請事業

＜子ども倫理塾＞

おひさまサロン 4 周年イベント

木目込み工作に挑戦！
かわいい手毬を作ろう

～MR,ピエロッチ＆フクのおもしろマジック～

4 月 23 日（火）9：30～11：30

子ども倫理塾では「しつけ、まなび、あそび」を
モットーに子育て支援の一環で行われています。
楽しくいろいろな事に挑戦し、みんなで協力し
合って達成感を得られる場です。

（マジックは 10：30～）
【場 所】おひさまサロン
（八千代市大和田 921-2）
【参加費】無料
＊飲み物は各自で
＊無料駐車場あり
★事前申込不要、当日お越しください。
初めて参加の方は早めにお越しください。
＜問い合わせ＞
主 催：特定非営利活動法人ひびき会
090-7184-0275 藤城

4 月 21 日（日）9：30～12：00
【場 所】大和田新田下区第二公会堂
【対 象】未就学児～小学生の親子
【参加費】一人 300 円
【募 集】15 名（定員になり次第締め切り）
★必ず事前に問い合わせください。
＜子育てセミナー＞

人形劇団むすび座

～子どもをダメにする親のエゴ～

アラビアンナイト

家庭をよくする活動の一環として取り組んでい
るセミナーです。
子育て経験豊富な講師による講話と参加者同士
のグループトークを通して、子育ての悩みや
喜びを共有し楽しく学ぶ場です。

～魔法のランプと明日のヒカリ～
ダイナミックな演出と
心に響くメッセージ
躍動感あふれる大型人形劇

5 月 21 日（火）10：00～11：30
【場 所】八千代市教育委員会庁舎 会議室
【対 象】子育て中の保護者
【参加費】200 円（資料代を含む）
【募 集】20 名（定員になり次第締め切り）
★必ず事前に問い合わせください。

5 月 12 日（日）18：00～
（開場 17：30）
【場 所】八千代市市民会館大ホール
【対 象】小学生～大人
【参加費】2,500 円（3 歳以上）当日 500 円増し
【定 員】400 名（定員になり次第締め切り）

＜問い合わせ・申し込み＞
主催：一般社団法人家庭倫理の会八千代市
後援：八千代市教育委員会

＜お楽しみ事前ワークショップ＞

は りう

針生：090-9967-4733

新聞紙で剣をつくって対決だ！

大人のための語り会

4 月 1 日（月）13：30～15：30
新聞紙で剣を作り、立ち回りの振り付けを
学び、最後は「アラビアンナイト」の
劇中歌に合わせて発表だぁ。

日本の昔話、現代の話、外国の話ｅｔｃ．
．．．
．
大人はもちろん、小さな方たちもどうぞ
いらしてください。

【場 所】八千代台文化センター
【募 集】小学生～大人 30 名
【参加費】1000 円 （剣の作成のみ 300 円）
【持ち物】新聞紙 1 日分、セロテープ、飲み物
★必ず事前にお問い合わせください。

6 月 16 日（日）13：00～16：00
【場 所】勝田台文化センターホール
【対 象】子ども～大人
【参加費】無料
★事前申し込み不要。
＜問い合わせ＞
主催：語りの会やちよ
真鍋：080-6502-4455

＜問い合わせ・申し込み＞
主催：特定非営利活動法人子どもネット八千代
（月～金・10～16 時）047-486-4699
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