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和          室 ゴム体操体験
親子小麦粉ねんど遊び

＆クッキー販売

15時 16時
16:30

会議室４・５

開会式

13:30 15:30

舞台発表/午前の部
（10：00～12：00）

休憩 舞台発表/午後の部
（13：00～15：00）

舞台発表者用リハーサル室 折り紙教室

18時

　舞台発表者　控え室（更衣室）

社交ダンス
パーティー

模擬店　※売切れ次第終了外   通   路

◆特別企画　歴史を体感！～周西「歴史」まるかじり～

廊   　下 公民館主催事業紹介　～子ども向け事業、家庭教育学級、高齢者学級、公民館だよりなど～

　１日目：勾玉づくり（会議室1・2）10：00～　●事前受付・20名まで・材料費300円

　シールラリーとコラボ！周西の歴史をクイズ形式で学ぼう！正解するとシールがもらえるよ。

17時
10:30 11:30 12:30

◆11/2（土）全体日程◆　

〔２日目〕【バザー・模擬店分野】バザー

〔両　日〕【雨城の森の夢ひろば】手芸作品販売＆木工体験

〔２日目〕【くらふとサークルfuwarin有志】親子フリーマーケット　※雨天中止

14時

◆周西公民館主催事業の紹介◆

◆みんなの作品展◆　※11月7日（木）15時まで展示しています。11月4日（月）は休館日。

人見保育園、周西書道サークル、中富あけぼの会、君津西地区社会福祉協議会   

俳句はるかぜ会・湯っこ同好会、P.Cキモサベ、写友君津、周西絵手紙サークル

押し花サークルクローバー、花楽、つばさデイサービスセンター君津

セントケアホーム君津、わかスマ学級、たんぽぽ学級

ギャラリー

　　　　　　 令和の新時代に！「三種の神器」のひとつ、勾玉づくりに挑戦しよう。

中         庭

ホワイエ  ・廊下
【展示】保育園・小学校・中学校・サークル・地域団体の作品展示　※力作ぞろいです！

南側芝生広場

中  　　 庭

一部模擬店・木工体験　※売切れ次第終了

囲碁・将棋体験
【特別企画】

勾玉を作ろう！

多目的ホール

会  議  室  ３

17:30

11時

会議室１・２

14:30

和　　　室

ホワイエ・廊下

◆模擬店・バザー等◆

【福祉作業所あおぞら】シフォンケーキ・ワッフル・ジュース

〔１日目〕

外   通   路

  両  日：周西「歴史」まるかじりクイズ（館内）終日開催　●予約不要・無料・どなたでも！

【ママの笑顔を考える会】手作りクッキー

【青少年相談員】フランクフルト、【周西マップクラブ】冊子販売

 大和田小学校、坂田小学校、周西中学校、君津高等学校　～児童・生徒の作品展示～

【たびだちの村モンソレイユ】パン・焼き菓子・カレーライス・スープ等

【ハローアン】クレープ・お弁当

【ナウなヤングのピラティス】手作り梅ジュース　※売り切れた場合２日目はなし

【麺’sダイニング司】だし巻き玉子実演販売・ローストビーフ等

【雨城の森の夢ひろば】手作り菓子・鉄砲巻き
〔両　日〕

〔１日目〕

〔２日目〕

【珈琲を楽しむ講座有志ほか】ドリップコーヒー・パン・焼き菓子

ダンスは 

夜6時～8時半 



外   通   路

閉会式

会議室１・２

南側芝生広場

●ゴム体操　チューブを使って身体の歪みを整え美しい体を!【ゴム体操教室】
和室

11/2(土) 会議室1・2

会議室3 ●おりがみ教室で○○をつくろう【折り紙サークル】

●健康体操って？【健康美体操サークル】

●明るく元気に笑顔でストレッチ【トリム体操サンステップ】

会議室3 ●ふれあいサロン　みんなで歌いましょう！【君津西地区社会福祉協議会】

玄関前

●リフレッシュヨガ【ヨガサークルひなた】

グラウンド ●グラウンドゴルフ【中富あけぼの会】

●みんなでピンポン 楽しくやろうよ【プラネット・なのはな君津・さわやかサークル】

●初心者向け      ヨガ【ヨガサークルたんぽぽ】

●スポーツ吹矢【吹矢同好会周西】

●認知症カフェ【すさい認知症サポーターの会】

会議室4・5 ●「君津ふるさとカルタ大会」地区予選【青少年相談員】

会議室1・2

　※13：00に玄関に集合！雨天の場合は中止します。

「人見神社へのぼろう」体験ウォーキング【周西テクテクウォーク】

●インナーマッスルを感じよう　ピラティス体験【ピラティス木曜会】

和室

◆スポーツ・体験　～いろいろ体験できるチャンスです～

10時
11:30

健康体操

１日目 
多目的
ホール

　社交ダンス 　親和会・さくらダンス同好会・ウィングα】

【ダンスサークルフレッシュ・レッツダンス・

多目的
ホール

◆11/3（日）全体日程◆
9時

9:30 10:30

●なぎなた「おおきな声でメン！さあご一緒に！！」【なぎなた周西クラブ】２日目 
11/3(日)

●次の名人はキミだ！囲碁・将棋【周西囲碁クラブ・周西碁楽会・将棋親睦会】

●親子小麦粉ねんど遊び・クッキー販売【ママの笑顔を考える会】

両日開催「歴史」まるかじりクイズ
＆シールラリー

●印の体験に参加するとシールがもらえるよ！
シールをたくさん集めてプレゼントと交換しよう！

屋 外

【展示】保育園・小学校・中学校・サークル・地域団体の作品展示　※11/7まで展示

模擬店　※売切れ次第終了

グラウンドゴルフ体験

中         庭

一部模擬店・木工体験　※売切れ次第終了

お楽しみバザー　※売り切れ次第終了

多目的ホール

ギ  ャ  ラ  リ  ー

ホワイエ  ・廊下

和          室

会  議  室  ３

会議室４・５

親子フリーマーケット　※売切れ次第終了・雨天場合は中止

青少年相談員主催

「君津ふるさとカルタ大会」地区予選

リフレッシュ
ヨガ

初心者向け
ヨガ

なぎなた体験 卓球体験

ふれあい
サロン

スポーツ吹矢 認知症カフェ

ピラティス

体験ウォーキング

11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時
12:30 13:30 14:30 15:30

ストレッチ

16:30

地域のみなさん

からの提供品を

格安で販売。   

10時スタート。 

どうぞお気軽に！ 



演　目

太　極　拳

ダンスストレッチ

合　唱

生　け　花

舞　踊

合　唱

舞　踊

歌・舞踊

　◆お詫びとお願い◆ 

今回は、台風15号の影響により、各団体の発表時間や
出演順など詳細な情報をパンフレットに掲載することが
できませんでした。ご来場のみなさまにはご不便をおか
けしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
また、文化祭の間、記録写真を撮影いたします。
アングルのよい写真はＨＰ等に掲載して活用させて頂く
ことがありますので、ご了承ください。

大和田詩吟同好会 詩　吟
おおきなかぶ、十五夜月を望む
江南の春、白虎隊、結婚祝いの詩　他

神門クラブ 神門ふる里音頭

君津台親和会 舞　踊
女の花舞台、相生の舞
女の山河、郡山ぼんぼり

　詳しいプログラムは当日配布の予定です。
　またタイトル等、変更になる場合がありますので、ご了承ください。

人見保育園 パプリカ　他

周西中学校 秋のまんなかで、郷愁歌

人見老人クラブ ふたりの大漁節、望郷山河、おりょう

花　楽 華道パフォーマンス

ふくわサークル 腹　話　術

けんちゃんはいくつ、トラちゃんごあいさつ
あいちゃんお家はどこ
そらくん大きくなったら何になる？
ゴローちゃん、玉すだれ、皿廻し

七色のハーモニー フルート演奏
愛につつまれて、荒城の月、もみじ
浜べの歌、マイ・フェイバリット・シングス
荒野の果てに、村の鍛冶屋、宵待草

夢楽人（むらびと） よさこい踊り
どっこいしょ
２０２０東京オリンピック音頭

きみつの会 伝統揚式一段、簡化二十四式太極拳

ムーンストレッチ 勇気100％他“会場のみなさんもご一緒に！”

すさいハーモニー 合　唱
旅愁、とんぼのめがね、夢路より
未来へ、もみじ、虫の声

うたごえサークル「灯」 花、赤とんぼ、歩き続けて

◆舞台発表出演団体　1１月2日(土)　多目的ホール◆
午前の部10：00～12：00 / 午後の部13：00～15：00の予定

サークル・団体名 タイトル等

柳　会 舞　踊
みだれ髪、おんなの夜曲、大阪しぐれ
二輪草



台風15号の影響により印刷が遅れているため暫定版をお届
けしています。

主催：周西公民館／運営：第１３回周西公民館地区文化祭実行委員会 

〔問い合わせ 周西公民館 TEL57-6080 ／ FAX55-8852〕  

◆ご来場のみなさまへおねがい◆                               

 駐車場のスペースがせまいため、係員が誘導いたします。 

 お車でお越しの方は、係員の指示に従って駐車してください。                 
令和元年１１月２日（土）・３日（日） 
２日 10時～（開会式：午前9時30分） 

３日   9時～（閉会式：午後3時00分） 
※展示作品は館内にて７日（木）午後3時まで見学できます！ 

※なお、１１月４日（月）は休館します。 ごあいさつ 

 先日の台風15号は市内に甚大な

被害をもたらしました。私たちの周

西公民館地区にも多くの影響があり、

公民館は約2週間に渡り避難所とな

りました。 

「第13回周西公民館地区文化祭」

もその影響を受ける中での準備とな

りましたが、実行委員一丸となり地

域の活性化・地域文化の振興を目指

し取り組んできました。 

 力作ぞろいの展示、多数の体験

コーナー、楽しい模擬店、華やかな

ダンス、充実の舞台発表等を準備・

企画しました。 

 また、今年の特別企画は、新元号

「令和」にちなみ、三種の神器のひ

とつ「勾玉」作り体験と、周西地区

「歴史」クイズラリーを実施します。

 みなさまお誘い合わせの上ご来場

いただき、一人ひとりの“やりたい

こと”をぜひ見つけてみてください。

         実行委員一同 


