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印印西西
いんざい

ふふるるささとと案案内内人人
あんないにん

協協 会会
きょうかい

22001199年年88月月、、当当会会発発足足2200年年間間のの実実績績がが、、
印印旛旛郡郡市市社社会会教教育育振振興興大大会会ににおおいいてて表表彰彰をを
受受けけままししたた。。  

ココロロナナ禍禍でで今今年年度度のの行行事事ははででききまませせんん
がが、、安安心心ししてて皆皆様様ををごご案案内内ででききるるととききをを
待待っってていいまますす。。歴歴史史的的文文化化財財かからら路路傍傍のの
石石仏仏、、四四季季折折々々のの豊豊かかなな自自然然をを味味わわいいなな
ががらら、、歩歩いいててここそそわわかかるる地地域域のの魅魅力力をを多多
くくのの人人にに伝伝ええたたいいとと思思いいまますす。。

印印西西市市がが育育んんだだ文文化化をを理理解解しし、、市市内内のの文文化化
財財をを学学びび、、伝伝ええ広広めめるるここととがが目目的的でですす。。
千千葉葉ニニュューータタウウンンのの新新ししいい街街並並みみとと、、古古
くくかかららのの伝伝統統文文化化をを持持つつ地地域域ののココンントトララ
スストトがが当当市市のの大大ききなな魅魅力力でですす。。市市内内外外のの
多多くくのの人人にに印印西西市市ををアアピピーールルししまますす。。

HH PP  

活活動動場場所所  

：：  hhttttppss::////iinnzzaaiiffuurruussaattoo..jjiimmddoo..ccoomm//       

：： 中中央央公公民民館館ににてて、、

　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第第２２・・第第４４水水曜曜日日 1100::0000～～定定例例会会  

団団体体情情報報  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

毎毎年年秋秋にに実実施施ししてていいるる「「木木下下街街道道膝膝栗栗毛毛」」ののほほかか、、正正月月吉吉例例のの「「いいんんざざいい七七
福福神神めめぐぐりり」」やや「「本本埜埜のの白白鳥鳥のの郷郷をを訪訪ねねるるウウォォーークク」」、、市市内内にに伝伝わわるる４４つつのの
獅獅子子舞舞見見学学にに皆皆様様ををごご案案内内ししてていいまますす。。  
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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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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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木木下下
きおろし

音音頭頭
お ん ど

愛愛好好会会
あいこうかい

  

・・団団体体独独自自のの PPRR パパンンフフレレッットトにによよるる普普及及活活動動
・・いいつつ、、どどここへへででもも踊踊りりにに行行くく出出前前講講座座
でで、、地地域域ココミミュュニニテティィ活活動動のの推推進進にに取取りり組組んんでで
いいまますす。。

「「木木下下音音頭頭」」のの普普及及活活動動にに一一層層努努めめててまま
いいりりまますす。。  
ままたた、、いいつつ、、どどここへへででもも出出前前講講座座をを承承りり
まますす。。ごご連連絡絡くくだだささいい。。  

木木下下楽楽団団のの青青年年たたちちがが、、根根津津神神社社のの祭祭礼礼でで見見
たた唄唄やや踊踊りりにに感感動動しし、、地地元元のの名名士士にに相相談談。。  
作作詞詞：：ササトトウウ・・ハハチチロロウウ先先生生  
作作曲曲：：杉杉山山  長長谷谷夫夫先先生生    
にによよるる、、『『木木下下音音頭頭』』がが 11994466 年年にに誕誕生生。。  
先先人人たたちちのの遺遺産産ででああるる『『木木下下音音頭頭』』がが、、ここれれ
かかららもも広広くく愛愛さされれ、、末末永永くく継継承承さされれるるよようう
にに、、ととのの思思いいかからら立立ちち上上げげままししたた。。  

活活動動場場所所  ：：：  例例大大祭祭・・年年４４回回のの茶茶友友会会  

  地地元元小小学学校校運運動動会会  

団団体体情情報報  

PPRR 用用パパンンフフレレッットト  

①①市市内内イイベベンントト（（ココススモモススままつつりり、、ももみみじじままつつりり他他））へへのの参参加加
②②茶茶友友会会（（一一人人暮暮ららししのの高高齢齢者者をを対対象象））等等のの開開催催
③③例例大大祭祭へへ参参加加ししででままちちのの活活性性化化のの一一助助
④④木木下下音音頭頭のの出出前前講講座座

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  
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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  
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 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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ミミュューージジカカルルカカンンパパニニーー
「「いいちちごごハハウウスス」」  

☆☆星星組組☆☆
大大人人もも子子どどもももも一一緒緒にに稽稽古古しし
舞舞台台にに立立つつ仲仲間間。。
♡♡ハハーートト組組♡♡
ププロロもも羨羨むむ団団結結力力をを持持つつ裏裏方方。。
両両方方揃揃っってて「「いいちちごごハハウウスス」」でですす。。

「「いいちちごごハハウウスス」」ののホホーームムググララウウンンドド
はは、、ふふれれああいい文文化化館館。。公公演演でではは印印西西市市文文
化化ホホーールルがが会会場場ににななりりまますす。。ででもも、、せせっっ
かかくくななららドド〜〜ンンとと大大ききくく。。めめざざせせ！！！！ミミ
ュューージジカカルルのの二二大大聖聖地地。。ブブロローードドウウェェイイ
ににウウエエスストト・・エエンンドド。。  

22000055年年、、市市制制1100周周年年記記念念事事業業ととししてて市市民民

ミミュューージジカカルルがが開開催催さされれままししたた。。そそのの時時のの

出出演演者者ととボボラランンテティィアアススタタッッフフがが、、文文化化のの

種種をを育育ててよよううとと立立ちち上上げげたたののがが「「いいちちごごハハ

ウウスス」」でですす。。苺苺のの純純朴朴ななイイメメーージジとと、、ここのの

出出会会いいをを生生涯涯((一一期期
い ち ご

))大大切切ににししたたいいとといいうう想想

いいをを込込めめてて命命名名ししままししたた。。

  

 

HH PP  ：：  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//1155hhoouussee//  

活活動動場場所所  ：：  そそううふふけけ公公民民館館（（多多目目的的室室））  

活活 動動 日日  ：：  毎毎週週日日曜曜日日 1133::0000~~1177::0000  

団団体体情情報報  

主主なな活活動動はは２２年年にに一一度度のの印印西西市市文文化化ホホーールルででのの公公演演でですす。。  
■■22001199 年年「「FFRRIIEENNDD''SS」」■■22001177 年年「「ユユタタ」」■■22001155 年年「「テテルルばばああささんんととそそうう
ふふけけっっぱぱららののキキツツネネ」」ななどど、、ここれれままででにに７７公公演演をを行行っってていいまますす。。

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

印印西西市市文文化化ホホーールルでで公公演演  

歴歴
史史
・・
文文
化化
・・
芸芸
術術  
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今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

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  

団団体体のの自自慢慢  

メメイインンのの活活動動

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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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ほほくくそそうう書書道道会会
しょどうかい

  

会会員員相相互互にによよるる情情報報交交換換をを図図りりななががらら、、
書書道道技技術術のの向向上上にに取取りり組組んんででいいるるこことと。。  

書書道道のの鍛鍛錬錬ににささららにに励励むむととととももにに、、子子どど
ももたたちちにに書書道道のの楽楽ししささやや文文字字をを書書くくこことと
にに興興味味関関心心をを持持っっててももららいいたたいい。。  

伝伝統統文文化化ででああるる「「書書道道」」のの普普及及をを次次世世代代のの
子子どどももたたちちにに継継承承ででききるるよよううににとと立立ちち上上げげ
ままししたた。。  

活活動動場場所所  ：：  印印旛旛地地区区  

活活 動動 日日  ：：  不不定定期期  

団団体体情情報報  

講講師師にによよるる書書道道研研修修・・伝伝統統文文化化親親子子教教室室事事業業開開催催・・だだんんごごままつつりり参参加加ななどど  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

歴歴
史史
・・
文文
化化
・・
芸芸
術術
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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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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

音音頭頭
お ん ど

保保存存会会
ほぞんかい

  

メメイインンのの活活動動

私私たたちちはは、、印印西西音音頭頭をを市市のの宝宝物物とと思思っってて
いいまますす。。たたくくささんんのの方方がが印印西西音音頭頭をを踊踊
りり、、後後世世にに伝伝ええてていいききたたいいとと頑頑張張っってていい
まますす。。  

多多くくのの市市民民やや、、特特にに小小中中学学校校のの生生徒徒のの皆皆
ささんんにに印印西西音音頭頭をを知知っっててももららええるるよようう取取
りり組組んんででいいききたたいいとと考考ええてていいまますす。。  

印印旛旛村村、、本本埜埜村村とと印印西西市市がが合合併併ししたたとときき
にに、、多多くくのの方方がが印印西西音音頭頭をを知知りり、、楽楽ししくく踊踊
っっててももららいいたたいい……そそんんなな思思いいでで立立ちち上上げげたた
団団体体でですす。。  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  
：：  ササザザンンププララザザ  

：：  毎毎月月第第 33 月月曜曜日日  1133::3300～～  

団団体体情情報報  

ダダンンススココンンテテスストト  
（（変変調調印印西西音音頭頭））  

市市内内小小・・中中学学校校のの運運動動会会にに参参加加しし、、父父兄兄、、生生徒徒とと一一緒緒にに踊踊りりまますす。。ままたた、、ダダンン
ススココンンテテスストト((変変調調印印西西音音頭頭))をを開開催催。。小小林林鯉鯉ののぼぼりり、、公公民民館館フフェェアア、、だだんんごごまま
つつりり、、いいんんざざいい健健康康ちちょょききんん運運動動ななどどイイベベンントトへへのの参参加加。。

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

歴歴
史史
・・
文文
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・・
芸芸
術術
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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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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。



92

 
 

 

朗朗読読
ろうどく

ああかかねね色色
いろ

のの会会
かい

  

メメイインンのの活活動動

講講師師のの先先生生ががすすごごいい！！！！  
元元 NNHHKK チチーーフフアアナナウウンンササーー、、朗朗読読ののププロロ！！  
印印西西市市でで一一番番古古いい朗朗読読ササーーククルル。。  
今今年年でで創創立立 88周周年年！！！！  

じじっっくくりり、、ゆゆっっくくりり、、そそししてて楽楽ししみみなながが
らら朗朗読読をを学学びび広広めめてていいくくつつももりりでですす。。ここ
のの姿姿勢勢はは、、今今ままででももここれれかかららもも変変わわりりまま
せせんん。。そそししてて、、どどななたたででもも気気軽軽にに朗朗読読とと
ふふれれああええるるたためめにに、、朗朗読読会会やや、、ワワーーククシシ
ョョッッププのの機機会会をを設設けけ、、活活きき活活ききととししたた生生
活活ががおおくくれれるるおお手手伝伝いいをを目目指指ししまますす。。  

発発起起人人ででああるる代代表表者者がが朗朗読読のの魅魅力力にに感感動動しし
たたここととがが発発端端でですす。。  
文文学学作作品品がが人人のの声声でで表表現現さされれるるとと、、そそここにに
はは暖暖かかささ、、ややすすららぎぎ、、躍躍動動感感、、そそししてて生生きき
るる力力ささええ生生ままれれまますす。。丁丁寧寧にに読読みみ進進めめてていい
くくとと作作品品がが身身体体のの中中にによよりり深深くく入入っっててききまま
すす。。そそのの最最高高のの味味わわいいをを広広めめてていいききたたいいとと
団団体体をを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  

：：  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 

：：  毎毎月月第第 44 水水曜曜日日 1133::3300～～1166::0000  

毎毎月月第第 44土土曜曜日日 1133::3300～～1166::0000  

団団体体情情報報  

朗朗読読のの題題材材ででああるる文文学学作作品品をを取取りり上上げげ、、作作者者やや小小説説のの背背景景ををささぐぐりり、、  
作作品品をを掘掘りり下下げげななががらら、、朗朗読読のの練練習習ををししてていいまますす。。ままたた、、市市民民へへのの朗朗読読会会やや
老老人人ホホーームムででののボボラランンテティィアア活活動動ををししてていいまますす。。  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  
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今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  
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  

団団体体のの自自慢慢  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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。



93

印印西西
いんざい

歴歴史史
れ き し

愛愛好好会会
あいこうかい

  

メメイインンのの活活動動

会会のの創創立立2200周周年年をを記記念念ししてて出出版版ししたた『『印印
西西大大師師八八十十八八かか所所  札札所所めめぐぐりりでで郷郷土土のの
歴歴史史をを楽楽ししむむ』』ををははじじめめ、、年年 44 回回発発行行すす
るる『『ままちちナナビビ印印西西』』でで情情報報発発信信をを続続けけてて
いいまますす。。  

印印西西市市内内のの各各地地域域でで活活動動すするる団団体体ととココララ
ボボしし、、地地域域にに残残るる歴歴史史・・文文化化・・伝伝承承ななどど
をを発発掘掘、、記記録録すするるととととももにに、、積積極極的的にに発発
信信すするるここととでで、、郷郷土土・・印印西西のの魅魅力力をを多多くく
のの人人にに知知っっててほほししいいとと考考ええてていいまますす。。  

印印西西をを中中心心にに北北総総地地域域のの歴歴史史やや文文化化ななどどをを
学学びび、、郷郷土土へへのの造造詣詣をを深深めめるるととととももにに、、会会
員員間間のの情情報報交交換換、、ココミミュュニニケケーーシショョンンのの場場
ととししてて 11999966 年年ににススタターートトししままししたた。。オオーー
ププンンなな会会ををめめざざししてていいてて、、毎毎月月のの歴歴史史講講
座座・・館館外外学学習習とともも市市民民のの参参加加をを大大歓歓迎迎。。学学
ぶぶ楽楽ししささをを伝伝ええてていいまますす。。  

HH PP  ：：【【印印西西歴歴史史愛愛好好会会】】でで検検索索ししててくくだだささいい  

活活動動場場所所  ：：  小小林林公公民民館館・・関関東東近近郊郊  

活活 動動 日日  ：：  毎毎月月第第 22日日曜曜日日  

団団体体情情報報  

歴歴史史ウウォォーーククのの様様子子‼‼  

毎毎月月第第 22日日曜曜日日にに、、各各界界でで活活躍躍すするる講講師師をを招招きき開開催催すするる歴歴史史講講座座をを中中心心にに、、
春春・・秋秋ににはは館館外外学学習習ととししてて関関東東近近郊郊のの名名所所・・旧旧跡跡ななどどへへののババススハハイイククをを実実
施施。。ままたた、、市市民民参参加加型型のの歴歴史史ウウォォーーククもも行行っってていいまますす。。  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

9933

歴歴
史史
・・
文文
化化
・・
芸芸
術術

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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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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いいんんざざいい朗朗読読
ろうどく

研研究究会会
けんきゅうかい

  ～～朗朗読読をを楽楽ししむむ会会～～  

朗朗読読すするる際際ののアアククセセンントトににばばかかりり重重点点をを
置置かかずず、、そそれれををカカババーーすするるだだけけのの表表現現力力
をを培培ううここととににもも重重ききををおおきき、、活活動動ししてていい
まますす。。朗朗読読はは声声勝勝負負でであありり、、人人間間力力ななのの
でですす。。  

メメンンババーーがが出出張張ししてて皆皆ささんんにに群群読読ななどどをを
楽楽ししんんででいいたただだけけたたららとと思思っってていいまますす。。
どどううぞぞ、、おお声声ををかかけけててくくだだささいい。。そそののたた
めめににレレパパーートトリリーーをを広広げげてていいききたたいいとと考考
ええてていいまますす。。今今後後はは仲仲間間をを増増ややしし、、活活発発
にに活活動動ししてていいききたたいいとと考考ええてていいまますす。。

立立ちち上上げげたた当当時時、、印印西西ででははままだだ朗朗読読ををすするる
人人はは少少数数ででししたた。。「「朗朗読読っってて楽楽ししいい」」だだけけ
ででははななくく、、作作品品世世界界ののももつつ奥奥深深ささをを一一人人でで
もも多多くくのの人人にに味味わわっってていいたただだききたたくくてて団団体体
をを立立ちち上上げげままししたた。。活活字字をを声声にに立立ちち上上げげるる
ここととのの難難ししささ、、聴聴いいてていいたただだくくととききのの緊緊張張
感感、、終終演演後後のの得得もも言言わわれれぬぬ喜喜びび。。皆皆ささんんでで
分分かかちち合合いいたたいいでですすねね。。  

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 44金金曜曜日日 1133::0000～～1166::0000  

  年年にに一一度度のの発発表表会会・・だだんんごごままつつりり参参加加  

団団体体情情報報  

発発表表会会のの様様子子  

毎毎月月１１回回、、そそれれぞぞれれがが持持ちち寄寄っったた作作品品をを朗朗読読しし、、おお互互いいにに聴聴きき合合いいまますす。。年年
にに一一度度のの発発表表会会でで成成果果をを発発表表ししまますす。。だだんんごごままつつりりでではは全全員員でで群群読読をを披披露露しし
まますす。。  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

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  

歴歴
史史
・・
文文
化化
・・
芸芸
術術

9944

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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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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私私たたちちのの活活動動がが日日本本折折紙紙協協会会のの協協会会誌誌((月月刊刊
おおりりががみみ))にに掲掲載載さされれたたここととががあありりまますす。。  

今今後後ははイインンタターーネネッットトななどどをを通通じじてて折折りり
紙紙ククララブブのの活活動動をを広広めめるるこことともも考考ええてておお
りりまますす。。  

子子どどももかかららシシニニアア世世代代ままでで、、多多世世代代でで折折りり
紙紙をを楽楽ししんんでで、、「「つつななががりり」」やや「「ききずずなな」」
をを醸醸成成ででききたたらら良良いいななとと思思いい、、自自治治会会のの中中
でで立立ちち上上げげままししたた。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：：  hhttttppss::////oorriiggaammii..nniisshhiinnoohhaarraa22..oorrgg//  

：：  西西のの原原 22 丁丁目目団団地地集集会会室室  

：：  毎毎週週金金曜曜日日  1155::0000～～  

団団体体情情報報  

日日本本折折紙紙協協会会公公認認講講師師ででああるる石石橋橋（（代代表表者者））ののオオリリジジナナルル作作品品やや他他のの折折りり紙紙
作作家家のの折折りり方方をを紹紹介介ししてていいまますす。。  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  西西
にし

のの原原
はら

22丁丁目目
ちょうめ

団団地地
だ ん ち

自自治治会会
じ ち か い

  

折折
お

りり紙紙
がみ

ククララブブ
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

9955

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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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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国国
くに

登登録録
とうろく

有有形形
ゆうけい

文文化化
ぶ ん か

財財
ざい

  

「「武武蔵蔵屋屋
む さ し や

」」ままちちかかどど博博物物館館
はくぶつかん

保保存存会会
ほぞんかい

  

「「武武蔵蔵屋屋」」はは 22001111 年年にに発発生生ししたた東東日日本本
大大震震災災にによよりり、、解解体体のの危危機機ににあありりままししたた
がが、、文文化化財財本本体体をを地地域域ボボラランンテティィアア有有志志
でで復復興興ししままししたた。。ままたた、、町町家家レレスストトラランン
でではは「「地地元元野野菜菜」」をを食食材材ととししたた創創作作料料理理
をを提提供供ししてていいまますす。。  

ままちちかかどど博博物物館館をを次次世世代代にに継継承承ししてていい
くくたためめにに、、運運営営ののあありり方方をを変変ええななけけ
れればばとと危危機機感感をを持持っってていいまますす。。一一緒緒
ににややっっててみみたたいいとと少少ししででもも思思うう方方のの
ごご連連絡絡ををおお待待ちちししてておおりりまますす。。  

国国登登録録有有形形文文化化財財をを資資源源ととししてて、、地地域域ののココ
ミミュュニニテティィーーのの醸醸成成やや市市民民のの郷郷土土愛愛やや連連帯帯
感感をを高高めめ、、「「誇誇りりをを
持持っってて語語れれるる活活力力のの
ああるるままちちづづくくりり」」
をを目目的的にに活活動動ししてて
いいまますす。。

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：「「武武蔵蔵屋屋」」ままちちかかどど博博物物館館（（木木下下 11664455））  

：：  ・・保保全全活活動動……不不定定期期  
・・町町家家レレスストトラランン……金金・・土土・・日日

・・ササーーククルル活活動動……不不定定期期

団団体体情情報報  

国国登登録録有有形形文文化化財財「「武武蔵蔵屋屋」」のの保保全全やや地地域域のの活活性性化化及及びびココミミュュニニテティィーーのの醸醸
成成をを図図るるたためめ「「町町家家レレスストトラランン,,sshhiimmiiyyaa」」のの営営業業やや書書道道・・貝貝絵絵ななどどののササーークク
ルル活活動動をを展展開開ししてていいまますす。。ままたた、、建建物物のの維維持持修修繕繕ををボボラランンテティィアア有有志志でで実実施施
ししてていいまますす。。

修修繕繕作作業業💦💦💦💦  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

ままちちづづくくりり  

9966

歴歴
史史
・・
文文
化化
・・
芸芸
術術

書書道道ササーーククルル  

貝貝絵絵ササーーククルル  

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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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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アアンンササンンブブルルＯＯＨＨＡＡＮＮＡＡ
オ ハ ナ

以以前前はは、、「「NNPPOO 法法人人アアンンササンンブブルルははななみみ
ずずきき」」ととししてて活活動動ししてていいままししたたがが、、「「アア
ンンササンンブブルルＯＯＨＨＡＡＮＮＡＡ」」ととししてて 22001199 年年
にに再再ススタターートトししままししたた。。我我々々のの演演奏奏をを聴聴
いいててよよりり多多くくのの人人にに喜喜んんででももららいいたたいい、、
アアンンササンンブブルルをを広広めめたたいいとといいうう思思いいでで活活
動動ししてていいまますす。。

ココロロナナのの感感染染がが収収ままれればば、、老老人人施施設設等等のの
福福祉祉施施設設ででのの慰慰問問活活動動やや、、公公民民館館ややププララ
ザザ、、文文化化ホホーールル、、公公園園等等のの公公共共施施設設ででのの
演演奏奏会会活活動動をを行行いいたたいいとと考考ええてていいまますす。。
演演奏奏会会活活動動再再開開のの折折りりににはは、、おお知知ららせせいい
たたししまますすののでで、、よよろろししくくおお願願いいいいたたししまま
すす。。

メメンンババーー構構成成はは、、2200代代のの若若手手かからら7700代代
ののシシニニアア層層ままででとと幅幅広広いい年年齢齢層層でで成成りり
立立っってていいまますす。。演演奏奏すするる曲曲ははすすべべてて、、
メメンンババーーのの担担当当者者がが楽楽器器編編成成にに合合わわせせ
編編曲曲ししてていいまますす。。フフルルーートト、、ククララリリネネ
ッットト、、ホホルルンン等等のの管管楽楽器器ををベベーーススにに、、
ピピアアノノ、、ベベーースス、、ドドララムム等等をを使使用用しし演演
奏奏活活動動をを行行っってていいまますす。。

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

  

：：  hhttttppss::////eennsseemmbblleeoohhaannaa..jjiimmddooffrreeee..ccoomm//  

：：  本本埜埜公公民民館館  

：：  毎毎週週日日曜曜日日  午午前前中中  

団団体体情情報報  

演演奏奏会会のの様様子子  

・・福福祉祉施施設設等等へへのの楽楽器器演演奏奏にによよるる慰慰問問活活動動
・・文文化化ホホーールルやや公公園園、、公公民民館館等等のの公公共共施施設設ででのの演演奏奏活活動動

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

9977

歴歴
史史
・・
文文
化化
・・
芸芸
術術

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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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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ユユリリイイカカ・・ププロロデデュューースス

子子どどももかからら大大人人ままででみみんんななでで楽楽ししめめるる参参加加型型
のの企企画画がが多多いいこことと。。団団体体名名のの「「ユユリリイイカカ」」にに
はは、、新新ししいいこことととと出出会会っったたととききのの感感嘆嘆のの言言葉葉
「「ああっっ‼‼」」とといいうう意意味味がが込込めめらられれてていいまますす。。  
美美術術やや音音楽楽がが苦苦手手ででもも、、みみんんななでで協協力力ししてて楽楽
ししめめるる〝〝場場““づづくくりりのの面面白白ささをを知知っっててももららいい
たたいいでですす。。  

引引きき続続きき子子どどももたたちちとと楽楽ししめめるるココンンササ
ーートト、、体体験験型型イイベベンントトのの企企画画ををししてていい
ききたたいいでですす。。  

印印西西市市のの「「子子育育ててのの街街」」ととししててのの側側面面にに目目
をを向向けけてていいるる団団体体でですす。。家家族族でで気気軽軽にに文文化化
芸芸術術にに親親ししむむ機機会会をを設設けけるるここととでで、、子子どどもも
たたちちがが感感性性豊豊かかなな大大人人へへとと成成長長すするるききっっかか
けけ作作りりととななるるここととをを目目指指ししてて22001177年年にに設設立立
ししままししたた。。主主ににフファァミミリリーー・・ココンンササーートト及及
びびワワーーククシショョッッププのの運運営営ををししてていいまますす。。  

活活動動場場所所  ：：  イイベベンントトにに合合わわせせてて随随時時  

団団体体情情報報  

紙紙をを使使っったたリリズズムム遊遊びびでで  
フフラライイヤヤーーををデデザザイインンししよようう！！！！

「「栗栗ココーーダダーーカカルルテテッットト wwiitthh ビビュューーテティィフフルルハハミミンンググババーードド」」出出演演ののフファァ
ミミリリーーココンンササーートトををははじじめめ、、子子どどもももも大大人人もも楽楽ししめめるるアアーートト・・イイベベンントトのの企企
画画・・運運営営ををししてていいまますす。。

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

子子育育てて支支援援  

歴歴
史史
・・
文文
化化
・・
芸芸
術術

9988

みみんんななでで作作ろろうう  
ビビーーココロロ装装置置！！！！  

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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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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初初めめてて「「大大ききなな文文化化ホホーールルががほほししいい」」とといい
うう要要望望をを形形ににししたた意意義義はは大大ききいいとと思思いいまま
すす。。文文化化芸芸術術、、防防災災、、IITT をを専専門門ととすするる方方がが
メメンンババーーななののでで、、総総合合的的ななままちちづづくくりりににつつ
いいてて考考ええらられれるる場場ににななっってていいまますす。。

市市へへのの要要望望活活動動をを基基礎礎にに、、文文化化やや図図書書館館
にに関関すするる講講演演会会、、音音楽楽・・演演劇劇ののココンンササーー
トトななどどをを主主催催しし、、文文化化のの総総合合的的支支援援活活動動
ををししてていいききたたいいでですす。。

千千葉葉ニニュューータタウウンン中中央央駅駅のの南南口口のの現現状状をを何何
ととかかししたたいい！！とといいうう声声がが集集ままっってて立立ちち上上がが
りりままししたた。。文文化化施施設設がが欲欲ししいいとといいうう声声かからら
署署名名活活動動へへととつつななががっってていいききままししたた。。  

団団体体情情報報  

千千葉葉ニニュューータタウウンン中中央央駅駅南南口口にに文文化化ホホーールル、、図図書書館館のの整整備備をを要要望望すするる署署名名活活
動動をを行行いい、、33444400筆筆のの署署名名をを市市長長にに届届けけままししたた。。署署名名活活動動でで寄寄せせらられれたた市市民民かか
ららのの声声をを市市民民参参加加条条例例にに基基づづくく「「政政策策提提案案」」ととししててままととめめ、、市市のの総総合合計計画画へへ
のの反反映映をを要要望望ししままししたた。。  

駅駅前前
えきまえ

文文化化
ぶ ん か

セセンンタターーををつつくくるる会会
かい

HH PP  ：：  hhttttpp::////wwwwww..iinnzzaaii--bbuunnkkaa..iinnffoo//iinnddeexx..hhttmmll  

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  ：：  不不定定期期  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

ままちちづづくくりり  

歴歴
史史
・・
文文
化化
・・
芸芸
術術

9999

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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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
ろうどく

「「秋秋
こす

桜桜
もす

のの会会
かい

」」  

講講師師のの丁丁寧寧なな指指導導にによよりり、、朗朗読読をを通通ししてて
いいろろいいろろななジジャャンンルルのの作作品品をを深深くく味味わわ
いい、、楽楽ししくく学学ぶぶここととががででききまますす。。  

朗朗読読をを通通ししてて、、福福祉祉施施設設へへのの支支援援活活動動をを
行行っってていいききまますす。。  
ままたた、、朗朗読読発発表表のの場場をを作作りり、、聴聴いいてていいたた
だだくく方方々々とと作作品品をを味味わわうう楽楽ししささをを共共有有
しし、、朗朗読読にに興興味味をを持持っってていいたただだけけるるよようう
なな活活動動をを目目指指ししてていいききたたいいとと思思っってていいまま
すす。。  

朗朗読読にに興興味味関関心心をを持持つつ人人たたちちがが、、月月例例勉勉強強
会会をを通通ししてて朗朗読読のの技技術術をを学学びび、、楽楽ししささをを共共
有有ししてていいまますす。。朗朗読読をを通通ししてて地地域域社社会会にに貢貢
献献ししてていいききたたいいとと思思っってていいまますす。。  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：：  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  

：：  毎毎月月第第 11 水水曜曜日日 1144::0000～～1166::0000  

団団体体情情報報  

メメイインンのの活活動動

月月例例勉勉強強会会をを行行いい、、朗朗読読のの技技術術向向上上にに努努めめてていいまますす。。  
朗朗読読力力をを活活かかしし、、小小学学校校やや福福祉祉施施設設等等ででボボラランンテティィアア活活動動ををししてていいまますす。。  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

110000

歴歴
史史
・・
文文
化化
・・
芸芸
術術

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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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

書書道道
しょどう

ククララブブ

そそれれぞぞれれがが一一生生懸懸命命、、字字のの上上達達にに向向かかっっ
てて努努力力しし、、練練習習にに励励んんででいいまますす。。  
毛毛筆筆でではは、、半半紙紙、、墨墨汁汁、、文文鎮鎮ななどど持持参参せせ
ずず、、手手軽軽にに参参加加ででききるるよよううにに取取りり組組んんでで
いいまますす。。  

書書道道のの温温ももりりののああるる美美ししいい肉肉筆筆文文字字のの素素
晴晴ららししささをを広広めめてていいききたたいいとと思思いいまますす。。  
指指導導歴歴 4400 年年のの経経験験をを活活かかしし、、ききれれいいにに書書
くくココツツととルルーールルをを伝伝授授ででききれればばとと考考ええてて
いいまますす。。  

パパソソココンン全全盛盛のの時時代代だだかかららここそそ、、手手書書きき
文文字字ののややささししささ、、美美ししささがが見見直直さされれてていい
まますす。。新新ししいいままちち、、千千葉葉ニニュューータタウウンンでで
多多くくのの方方にに字字をを書書くくすすばばららししささをを知知っってて
いいたただだききたたいいとと思思いい、、印印西西書書道道ククララブブをを
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  
：：：  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  

：：  第第 11・・33 日日曜曜日日 1100::0000~~1122::0000  

団団体体情情報報  

幼幼児児かからら大大人人ままでで幅幅広広くく、、書書道道・・ペペンン習習字字・・実実用用書書等等字字のの上上達達をを目目指指すす方方々々
がが学学んんででいいまますす。。  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

110011

歴歴
史史
・・
文文
化化
・・
芸芸
術術

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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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

アアーートトククララフフトトククララブブ

「「千千葉葉大大学学園園芸芸学学部部」」やや「「日日本本枝枝道道協協
会会」」等等のの協協力力ののももとと、、アアーートトセセララピピーー、、
園園芸芸療療法法をを取取りり入入れれてて活活動動ししてていいまますす。。
定定期期的的にに大大学学のの先先生生やや芸芸術術家家、、デデザザイイナナ
ーーのの方方々々かかららののアアドドババイイススをを取取りり入入れれ、、
創創作作活活動動のの向向上上をを図図っってていいききまますす。。  

立立ちち上上げげてて間間ももなないい団団体体でですす。。ここれれかか
らら新新ししいいここととをを始始めめててみみたたいいとといいうう方方
やや、、創創作作活活動動をを通通しし人人とと交交流流ででききたたらら
いいいいななとといいうう方方をを歓歓迎迎ししてていいまますす。。印印
西西市市をを文文化化ああふふれれるるままちちににししてていいくくたた
めめにに、、少少ししででもも貢貢献献ででききたたららいいいいななとと
思思っってていいまますす。。  

何何かかをを創創るるこことと、、自自然然のの物物にに触触れれるるこことと
はは、、スストトレレスス緩緩和和、、認認知知症症予予防防、、鬱鬱症症状状
やや依依存存症症のの予予防防ななどどにに繋繋ががるるとといいわわれれてて
いいまますす。。もものの創創りり、、自自己己表表現現すするる楽楽ししささ
をを通通ししてて、、日日々々ののスストトレレススをを減減ららしし、、健健
康康的的でで楽楽ししいい毎毎日日をを送送るるここととをを目目的的ととしし
てていいまますす。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttppss::////iinnzzaaiiaarrtt..llooccaalliinnffoo..jjpp//  

：：  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等等  

：：  印印西西市市内内・・月月一一回回程程度度  

団団体体情情報報  

活活動動のの様様子子  

樹樹のの枝枝やや葉葉、、石石ななどどのの自自然然のの物物やや身身のの回回りりのの物物をを取取りり入入れれななががらら、、手手作作りり作作
品品をを創創作作しし、、もものの創創りりのの楽楽ししささをを共共有有すするる活活動動ををししまますす。。展展覧覧会会もも行行いいまま
すす。。子子どどももかからら大大人人ままでで幅幅広広いい年年齢齢層層にに向向けけたた創創作作活活動動をを行行っってていいまますす。。  

歴歴史史・・文文化化・・芸芸術術  

歴歴
史史
・・
文文
化化
・・
芸芸
術術

110022

作作品品展展示示  

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  

歴
史
・
文
化
・
芸
術

 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。




