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パパンン工工房房
こうぼう

ここだだわわりりブブーーラランンジジェェ  

共共同同作作業業ででははななくく、、そそれれぞぞれれ自自分分でで責責任任
をを持持っっててパパンンをを製製作作しし、、焼焼きき上上げげたたパパンン
をを自自宅宅にに持持ちち帰帰っっててごご家家族族にに喜喜んんででいいたた
だだけけるるこことと。。  

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症にによよるるスステテ
イイホホーームムのの影影響響にによよりり、、自自宅宅ででののパパンン
づづくくりりがが静静かかにに広広ががっってていいまますすがが、、本本
会会ででははよよりり本本格格的的ななハハーードド系系ののパパンンにに
つついいててもも取取りり組組むむここととととししてていいまますす。。

市市民民をを対対象象ににパパンンづづくくりりのの場場をを提提供供しし、、
そそのの交交流流をを進進めめるるととととももににパパンンづづくくりりにに
関関すするる知知識識及及びび技技術術をを広広めめるるここととにによよっっ
てて、、参参加加者者のの生生ききががいいづづくくりりにに資資すするるここ
ととななどどをを目目的的ととすするる。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：： 「「パパンン工工房房ここだだわわりりブブーーラランンジジェェ」」でで検検索索 

：：  中中央央公公民民館館((印印西西市市大大森森 33993344--11))  

：：  毎毎月月第第 22 木木曜曜日日及及びび第第 33 水水曜曜日日  

((そそれれぞぞれれ別別ググルルーーププ))  

団団体体情情報報  

印印西西市市主主催催事事業業へへのの協協力力＝＝男男女女共共同同参参画画パパンンづづくくりり  

生生ききががいいづづくくりり  

ククロロワワッッササンン、、ラライイ麦麦パパンン、、ああんんパパンン等等月月ごごととににテテーーママをを決決めめててパパンンづづくくりり
のの場場をを提提供供ししてていいまますす。。 生生

きき
がが
いい
づづ
くく
りり

2233

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

生
き
が
い
づ
く
り

  連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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全全日日本本
ぜんにほん

年年金金者者
ねんきんしゃ

組組合合
くみあい

  印印西西
いんざい

・・ 栄栄
さかえ

支支部部
し ぶ

  

仲仲間間とと共共にに高高齢齢期期をを豊豊かかにに元元気気にに過過ごごすす
たためめにに、、1155 以以上上ののササーーククルル活活動動をを通通じじ
てて、、仲仲間間同同士士助助けけ合合いいななががらら楽楽ししくく交交流流
ししてていいまますす。。  

引引きき続続きき、、社社会会保保障障やや暮暮ららししをを守守るる運運
動動をを続続けけななががらら、、仲仲間間をを増増ややしし高高齢齢者者
がが互互いいにに励励まましし合合いい、、元元気気にに楽楽ししくく暮暮
ららせせるるよよううなな活活動動をを続続けけてていいききたたいいとと
考考ええてていいまますす。。  

ババブブルル経経済済崩崩壊壊期期にに、、高高齢齢者者のの生生活活へへのの不不
安安がが広広ががるるななかかでで、、高高齢齢者者のの生生活活とと権権利利のの
維維持持・・向向上上とと共共にに文文化化活活動動をを進進めめ、、生生きき生生
ききとと過過ごごせせるる活活動動ををすするるたためめにに立立ちち上上げげまま
ししたた。。  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

： 

：   

：：  高高花花老老人人福福祉祉セセンンタターー  

：：  ササーーククルルごごととにに日日時時がが異異ななりりまますす。。 

詳詳ししくくははおお問問合合せせくくだだささいい。。  

団団体体情情報報  

イイベベンントト「「歩歩ここうう会会♪♪」」

平平和和なな暮暮ららししとと社社会会保保障障をを求求めめるる活活動動、、高高齢齢期期をを豊豊かかにに元元気気にに過過ごごすすたためめにに
1155 以以上上ののササーーククルル活活動動((混混声声ココーーララスス・・気気功功太太極極拳拳・・テテニニスス・・ピピンンポポンン・・麻麻
雀雀・・読読書書のの会会・・習習字字・・編編みみ物物のの会会・・カカララオオケケのの会会ななどど))をを実実施施。。  

おお習習字字のの会会のの練練習習風風景景  

生生ききががいいづづくくりり  

平平和和・・人人権権  

生生
きき
がが
いい
づづ
くく
りり

2244

イイベベンントト「「LLeett`̀ｓｓ  SSiinngg♪♪」」

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

生
き
が
い
づ
く
り

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西
いんざい

市市民民
し み ん

アアカカデデミミーー同同窓窓会会
どうそうかい

印印西西市市民民アアカカデデミミーー同同窓窓生生のの交交流流・・親親
睦睦のの場場ににななっってていいるる。。  
在在校校生生((22 年年生生))のの卒卒業業論論文文発発表表会会にに参参加加
ででききるる。。  

今今後後もも印印西西市市民民アアカカデデミミーー卒卒業業生生、、在在校校
生生のの生生涯涯学学習習のの機機会会ををササポポーートトしし、、地地域域
社社会会へへのの寄寄与与をを目目指指ししまますす。。  

印印西西市市民民アアカカデデミミーー卒卒業業生生・・在在校校生生がが、、
「「卒卒業業後後もも仲仲間間ととののつつななががりりがが切切れれててはは
ももっったたいいなないい」」とと思思いい、、地地域域活活動動をを通通じじ
てて卒卒業業生生ややここれれかからら卒卒業業すするる人人たたちちととのの
連連携携やや親親睦睦をを深深めめるるたためめにに、、印印西西市市民民アア
カカデデミミーー同同窓窓会会がが発発足足ししままししたた。。

活活動動場場所所  ：：  中中央央駅駅前前地地域域交交流流館館 

中中央央公公民民館館  

ササザザンンププララザザ等等

活活 動動 日日  ：：  不不定定期期  

団団体体情情報報  

だだんんごごままつつりりででのの卒卒論論発発表表  

研研修修((社社会会見見学学))旅旅行行、、印印西西市市民民アアカカデデミミーー新新卒卒業業生生論論文文発発表表会会のの聴聴講講、、会会報報のの
発発行行、、印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー主主催催だだんんごごままつつりり参参加加、、おおししゃゃべべりりととカカ
ララオオケケののココミミュュニニケケーーシショョンンカカフフェェななどど

ココミミュュニニケケーーシショョンンカカフフェェ

生生ききががいいづづくくりり  

2255

生生
きき
がが
いい
づづ
くく
りり

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

生
き
が
い
づ
く
り

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ヒヒッッポポフファァミミリリーーククララブブ印印西西
いんざい

「「００歳歳かかららＯＯＫＫ！！多多世世代代でで多多言言語語をを楽楽ししむむ」」  
「「多多言言語語でで子子育育てて」」  
「「ホホーームムスステテイイのの受受けけ入入れれ」」  
「「国国際際交交流流」」ななどど  
多多世世代代でで楽楽ししんんででいいまますす。。  

印印西西市市ににはは子子育育てて世世代代のの方方・・シシニニアア世世代代
のの方方・・たたくくささんんのの外外国国のの方方もも住住んんででいいまま
すす。。そそののよよううななみみななささんんがが誰誰ととででもも心心をを
開開いいててココミミュュニニケケーーシショョンン出出来来るるよよううにに
願願っってていいまますす。。ぜぜひひ興興味味ののああるる方方ははごご参参
加加くくだだささいい。。  

ここととばばはは１１人人でで育育ててるるここととががででききなないい……たた
くくささんんのの人人にに出出会会いいななががらら、、ここととばばははももちち
ろろんん、、相相手手をを思思いいややるる心心やや様様々々なな角角度度かからら
考考ええるる力力、、そそししてて豊豊かかにに表表現現すするる力力もも育育てて
てていいけけたたらら素素敵敵だだなな……とと思思いい、、立立ちち上上げげまま
ししたた。。  

活活動動場場所所 

土土曜曜日日  1100::0000～～1122::0000 北北総総花花のの丘丘公公園園  多多目目的的室室 

水水曜曜日日  1199::0000～～2200::3300  中中央央駅駅前前地地域域交交流流館館  

団団体体情情報報  

メメキキシシココのの方方ととのの交交流流♪♪

英英語語ははももちちろろんんススペペイインン語語・・韓韓国国語語ななどど様様々々なな国国ののここととばばにに触触れれ、、複複数数ののここ
ととばばをを自自然然にに身身ににつつけけななががらら世世界界ののどどのの国国のの人人とともも「「心心をを開開いいてて友友達達ににななっっ
てていいくくここととののででききるる人人」」をを育育ててるる活活動動ををししてていいまますす。。  

子子育育てて支支援援  

生生ききががいいづづくくりり  

2266

生生
きき
がが
いい
づづ
くく
りり

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

メメイインンのの活活動動生
き
が
い
づ
く
り

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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駅駅かからら近近いい商商業業施施設設内内ににああるる施施設設でですす。。
買買いい物物ををししたたりり、、カカララオオケケややボボウウリリンンググ
等等をを行行っったたりり、、公公共共ママナナーーやや集集団団行行動動のの
大大切切ささをを学学びび、、実実践践すするるここととががででききまま
すす。。  

①①学学童童保保育育
②②通通所所支支援援施施設設のの子子供供のの居居場場所所づづくくりりのの
推推進進

③③就就労労移移行行支支援援
④④就就労労継継続続支支援援等等のの障障害害福福祉祉ササーービビススのの
展展開開

①①地地域域がが抱抱ええるる子子育育ててのの課課題題ややニニーーズズをを
解解決決すするるたためめ。。

②②障障ががいいをを持持っってていいるる子子どどももたたちちがが放放課課
後後にに利利用用ででききるる居居場場所所をを作作りりたたいい。。

とといいうう想想いいかからら開開設設いいたたししままししたた。。  

HH PP  ：：  hhttttpp::////bbeellllee--tteerrrree..jjpp//jjddaayy  

活活動動場場所所  ：：    通通所所支支援援ベベルルテテーールル  
  ((印印西西市市原原 11--22  BBIIGG  HHOOPP 駅駅前前ビビレレッッジジ棟棟))  

活活 動動 日日  ：：    月月～～金金（（土土日日祝祝休休））放放課課後後：：1144::0000~~1177::3300  
長長期期休休みみ：：88::3300~~1155::3300    
日日中中一一時時支支援援：：1155::3300~~1177::0000  

団団体体情情報報  

生生ききががいいづづくくりり  

メメイインンのの活活動動

LLSSTTををははじじめめととししたたリリズズムムトトレレーーニニンンググ等等でで手手先先のの器器用用ささをを養養ううととととももにに、、ララ
ダダーーややババラランンススボボーールルのの運運動動療療育育をを織織りり交交ぜぜななががらら様様々々ななススキキルルをを積積みみ、、子子どど
もも一一人人ひひととりりがが達達成成感感をを感感じじ、、楽楽ししみみななががらら取取りり組組めめるる支支援援をを行行っってていいまますす。。  

一一般般社社団団法法人人  チチャャイイルルドドラライイフフ

通通所所
つうしょ

支支援援
し え ん

ベベルルテテーールル印印
いん

西西牧牧
ざいまき

のの原原園園
はらえん

  
健健康康・・福福祉祉  子子育育てて支支援援  

生生
きき
がが
いい
づづ
くく
りり

2277

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

生
き
が
い
づ
く
り

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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本本埜埜
も と の

太太鼓鼓
だ い こ

  

太太鼓鼓をを通通ししてて楽楽ししくくわわいいわわいい元元気気よよくく！！
少少ししずずつつででももカカッッココいいいい太太鼓鼓のの上上達達をを目目
指指ししてていいまますす。。子子どどもものの成成長長にに負負けけなないい
よようう大大人人もも頑頑張張っってていいまますす。。笛笛、、鳴鳴りり物物
((鉦鉦
かね

ななどど））ににもも挑挑戦戦ししてていいまますす。。今今ししかかなな
いい今今をを楽楽ししんんででいいまますす！！  

一一緒緒にに楽楽ししむむ仲仲間間をを増増ややすすたためめにに何何ががでで
ききるるかか考考ええてていいまますす。。他他団団体体ささんんやや地地域域
のの方方々々ととのの交交流流をを広広げげてて楽楽ししいいここととをを協協
同同ししてていいききたたいいでですす。。小小ささななチチーームムななのの
でで出出来来るるここととはは限限らられれまますすがが、、おお声声かかけけ
いいたただだけけるるとと嬉嬉ししいいでですす。。太太鼓鼓のの楽楽しし
ささ、、気気持持ちちよよささのの体体験験ににどどううぞぞ遊遊びびにに来来
ててくくだだささいい。。年年代代、、体体力力、、経経験験値値にに関関わわ
ららずず楽楽ししめめるる太太鼓鼓もも模模索索中中でですす。。ぜぜひひ、、
おお気気軽軽ににおお声声かかけけくくだだささいい！！  

①①太太鼓鼓がが楽楽ししいいここととををたたくくささんんのの人人にに知知
っっててももららいいたたいい。。

②②太太鼓鼓がが思思いい切切りり叩叩けけるる環環境境がが本本埜埜地地区区
ににああるるここととをを知知っっててももららいいたたくくてて。。

③③世世代代間間、、地地域域間間のの交交流流をを広広げげるるたためめ。。

HH PP

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：hhttttppss::////jjaa--jjpp..ffaacceebbooookk..ccoomm//mmoottoonnoottaaiikkoo// 

：：  印印西西市市下下井井（（白白鳥鳥のの方方））  

太太鼓鼓ガガレレーージジ((太太鼓鼓練練習習場場))  

：：  土土曜曜日日午午前前  

団団体体情情報報  

和和太太鼓鼓でで楽楽ししくく体体をを動動かかししてて身身体体とと頭頭のの体体操操でで元元気気ももりりももりり！！ででっっかかいい音音やや
声声をを出出ししてて気気持持ちちよよくくスストトレレスス解解消消！！仲仲間間やや周周りりのの方方々々ととのの交交流流をを楽楽ししんんでで
いいまますす。。毎毎回回ドドキキドドキキししななががららのの出出たたととここ勝勝負負でで、、太太鼓鼓体体験験やや演演奏奏依依頼頼もも
時時々々おお受受けけししてていいまますす。。  

生生ききががいいづづくくりり  

健健康康・・福福祉祉  歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

生生
きき
がが
いい
づづ
くく
りり

2288

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

メメイインンのの活活動動生
き
が
い
づ
く
り

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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小小 燕燕
しゃおいぇん

とと中中国国語語
ちゅうごくご

会会話話
か い わ

ササーーククルル

IITTにに詳詳ししいい会会員員にに教教ええててももららいいななががらら、、
各各自自ののススママホホかかららMMiiccrroossoofftt  TTeeaammss  
((ココミミュュニニケケーーシショョンンツツーールル))をを活活用用しし、、
中中国国語語のの文文章章をを投投稿稿ししたたりり、、先先生生にに添添削削
ししててももららっったたりりししてて活活用用ででききてていいるるここ
とと。。

生生活活のの中中でで中中国国のの方方とと話話すす機機会会がが少少なないい
ううええ、、年年齢齢もも相相ままっってて学学習習のの進進みみはは遅遅いい
ななかか、、「「継継続続はは力力ななりり」」でで続続けけてていいききたた
いいでですす。。ままたた、、語語学学学学習習にによよりり脳脳のの活活性性
化化もも期期待待ししつつつつ、、中中国国のの歴歴史史やや文文化化にに触触
れれななががらら、、地地域域ににおおけけるる異異文文化化交交流流のの広広
ががりりにに取取りり組組んんででいいききまますす。。  

中中国国語語でで少少ししででもも会会話話ががででききるるよよううにに、、  
ああるるいいはは旅旅先先でで片片言言ででももいいいいかかららココミミュュ
ニニケケーーシショョンンががととれれたたららととのの思思いいががああ
りり、、立立ちち上上げげままししたた。。

活活動動場場所所    ::    印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

活活 動動 日日  ：：    毎毎週週金金曜曜日日  1144::0000～～1166::0000  

団団体体情情報報  

レレッッススンン風風景景

小小張張先先生生((北北京京出出身身))のの指指導導のの下下、、活活動動日日のの前前半半ははテテキキスストトのの学学習習をを、、後後半半はは
会会員員同同士士のの会会話話学学習習をを実実施施しし、、語語学学力力のの向向上上やや中中国国のの文文化化等等のの異異文文化化交交流流をを
深深めめてていいまますす。。  

生生ききががいいづづくくりり  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

2299

生生
きき
がが
いい
づづ
くく
りり

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

生
き
が
い
づ
く
り

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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メメイインンのの活活動動  

ひひままわわりり会会
かい

  

ククララブブ内内にに舞舞踏踏部部をを持持ちち、、印印西西市市高高齢齢者者
ククララブブ連連合合会会のの行行事事ににもも積積極極的的にに参参加加しし
てていいまますす。。ググルルーーププ内内にに印印西西市市内内最最大大規規
模模ののググララウウンンドドゴゴルルフフククララブブをを運運営営ししてて
いいまますす。。

会会員員のの減減少少にに歯歯止止めめををかかけけてて、、楽楽しし
いい高高齢齢者者ククララブブ活活動動をを実実施施ししてていいくく
こことと。。  

高高齢齢者者同同士士のの相相互互見見守守りりとと、、地地域域児児童童・・生生
徒徒ととのの連連携携活活動動やや社社会会福福祉祉活活動動ののたためめ。。  

団団体体情情報報  

舞舞踏踏部部発発表表風風景景  

印印西西市市高高齢齢者者ククララブブ連連合合会会傘傘下下のの高高齢齢者者ククララブブでですす。。  
高高齢齢者者同同士士のの福福祉祉活活動動とと小小・・中中学学校校ととのの連連携携活活動動。。  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  どどんんぐぐりりハハウウスス 

（（内内野野南南第第 22 団団地地内内））  

：：  毎毎月月第第 44 土土曜曜日日  1133::0000～～ 

生生ききががいいづづくくりり  

奉奉仕仕活活動動  

3300

生生
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がが
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づづ
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りり

団団体体のの自自慢慢  

メメイインンのの活活動動

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

生
き
が
い
づ
く
り

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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朗朗読読会会
ろうどくかい

「「遠遠花花火火
とおはなび

」」  

垣垣根根ががななくく素素直直にに意意見見をを言言いいああええるる同同
士士。。遠遠くくでで花花火火がが鳴鳴っってていいるるかかののよようう
ななささりりげげなないい存存在在感感をを持持ててるる仲仲間間でで
すす。。  

和和気気ああいいああいいのの中中ににもも真真剣剣なな取取りり組組
みみをを心心ががけけ、、今今後後はは発発表表会会をを企企画画しし
たたいいとと思思いいまますす。。そそししてて仲仲間間をを募募
りり、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの終終
息息後後ににははままたた施施設設訪訪問問をを再再開開ししたたいい
でですす。。  

朗朗読読とといいうう同同じじ目目的的をを持持つつ者者たたちちでで研研ささ
んんをを積積んんででいいくく中中でで表表現現のの幅幅をを広広げげるる。。
認認知知症症のの予予防防ととししててもも効効果果的的でですす。。  

活活動動場場所所  ：：    印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

活活 動動 日日  ：：  毎毎月月第第 33水水曜曜日日 1133::3300～～  

団団体体情情報報  

生生ききががいいづづくくりり  

①①小小学学校校ででのの読読みみ聞聞かかせせ②②介介護護施施設設へへのの訪訪問問③③図図書書館館ででのの朗朗読読会会参参加加等等
地地域域貢貢献献活活動動

奉奉仕仕活活動動  

生生
きき
がが
いい
づづ
くく
りり

3311

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

生
き
が
い
づ
く
り

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西
いんざい

II TT
アイティー

ボボラランンテティィアア  

MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee ののエエキキススパパーートトかからら単単
ななるるガガジジェェオオタタままでで幅幅広広いいメメンンババーーでで幅幅
広広いい IITT 分分野野をを網網羅羅しし、、親親切切丁丁寧寧にに学学びびああ
いいまますす。。  

「「印印西西IITTボボラランンテティィアア」」はは22002211年年33月月
末末でで会会をを解解散散すするる予予定定でですす。。発発足足かからら約約
1177 年年間間のの一一般般受受講講者者数数はは延延べべ 11,,660000 名名
余余りりででししたた。。解解散散後後ももIITT関関連連のの困困りりごごとと
ががああれればば、、下下記記連連絡絡先先へへ EE--mmaaiill ににててごご
相相談談くくだだささいい。。  

情情報報機機器器にに精精通通・・習習熟熟ししたた人人がが、、ボボラランン
テティィアア精精神神ををももっってて集集いい、、活活動動ししてていいまま
すす。。印印西西市市とと共共にに IITT をを推推進進ししてて地地域域をを活活
性性化化すするるササポポーートトををしし、、人人々々のの生生ききががいい
やや生生涯涯学学習習のの場場をを提提供供ししてていいまますす。。

HH PP    ：：  
hhttttpp::////wwwwww55aa..bbiigglloobbee..nnee..jjpp//~~kkaassuuyyaa//wwcclliicckk//iinnddeexx..hhttmm  

活活動動場場所所  ：：  中中央央駅駅前前地地域域交交流流館館  

活活 動動 日日  ：：  毎毎月月第第 11水水曜曜日日  

団団体体情情報報  

毎毎月月第第 11水水曜曜日日にに会会員員向向けけのの勉勉強強会会((内内容容はは IITT 全全般般……22002200 年年もも開開催催中中))  
地地域域交交流流館館主主催催ののPPCC 教教室室のの企企画画、、運運営営全全般般((22002200 年年はは休休止止中中))  

生生ききががいいづづくくりり  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  奉奉仕仕活活動動  

生生
きき
がが
いい
づづ
くく
りり  

3322

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

生
き
が
い
づ
く
り

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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シシニニアアのの為為
ため

のの英英語語
え い ご

研研究究会会
けんきゅうかい

 

シシニニアアのの為為のの英英語語研研究究会会でではは昔昔ののここととをを思思
いい返返ししななががらら、、楽楽ししくく、、ののんんびびりりとと生生きき
ががいいづづくくりりののおお手手伝伝いいををししまますす。。ままたた、、
研研究究会会ののななかかでで学学んんででききたた実実力力をを失失わわなないい
よよううにに、、自自由由ににおおししゃゃべべりりをを楽楽ししんんででもも
ららううたためめのの場場をを提提供供ししてていいまますす。。

今今後後はは福福祉祉施施設設等等ににもも出出向向きき、、入入居居さされれ
てていいるる方方々々ににもも英英語語のの楽楽ししささをを知知っっててもも
ららいいたたいいとと考考ええてておおりりまますす。。  

「「ややささししいい英英語語をを楽楽ししくく話話ししててみみよようう」」とと
いいうう考考ええでで活活動動がが始始ままりりままししたた。。英英語語やや英英
会会話話をを習習得得さされれたた方方々々ががそそれれをを活活かかすす場場がが
少少なないいここととかからら、、実実力力をを維維持持すするる時時間間とと英英
語語でで自自由由ににおおししゃゃべべりりをを楽楽ししむむ場場をを提提供供しし
たたいいとと思思いい、、立立ちち上上げげままししたた。。  

活活動動場場所所  ：：    印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

活活 動動 日日  ：：    毎毎週週火火・・木木・・土土曜曜日日、、午午前前中中  

団団体体情情報報  

学学習習風風景景  

シシニニアア世世代代にに英英語語をを再再びび学学ぶぶここととでで、、生生ききががいいをを持持っってていいたただだくくよよううににししたた
いいとと思思いい活活動動ししてていいまますす。。

生生ききががいいづづくくりり  

3333
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メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

生
き
が
い
づ
く
り

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。




