
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年 １月２６日(土)・２７日(日) 
会 場：新地町 農村環境改善センター・保健センター・図書館 

２６日…９：００～１６：００  ２７日…９：００～１５：００ 

 

２７日（日）11:40～ 先着２００名 
会場：エントランスホール 

新地のりんごで作ったジャムがたっぷり入った ふわふわ 

シフォンケーキです。〔協力：お菓子＆パン教室〕 

 

２７日(日)９:３0～11:30  12:00～14:30  
会場：改善センター農事実験室（大集会室入口側） 

おいしい自家焙煎コーヒーと西東京市旭製菓のかりんとう７種類の 

プチバイキング付きで１００円です。みなさんお待ちしてま～す！ 

◎かりんとうは、西東京市田無公民館まつり実行委員会・西東京市 

職員労働組合・西東京自治研究センターからのご支援です。 

〔協力：クラフトバンド教室〕 

      

 

◎ バックのブローチ 
時間：10:00～11:30 

13:00～14:30 
会場：改善センター大集会室 
参加費300円 体験約30分 
バックにかわいい花をつ
けたブローチ! 

定員：午前 20・午後 20 名 

（協力：和のキルト教室） 

◎ むかし遊 び 
時間：10:00～11:30 

(参加賞あります) 
会場：改善センター大集会室  
参加無料 コマやけん玉な 
どで遊びましょう！ 
（協力：西東京市職員労働組合） 

◎ ピ ン ボ ー ル ゲ ー ム 
時間：10:00～11:30 13:00～14:30  
会場：改善センター大集会室 
参加無料 子供から大人まで、なつかしい 
ピンボールゲームで楽しい時間を！ 

（協力：ひだまり SSC・西東京市職員労働組合） 
 

◎  ワ ン コ イ ン寄せ植え 
時間：10:00～11:30・13:00～14:30 
会場：エントランスホール 
参加費 500 円 (体験約 20分) 
ワンコインで季節の寄せ植えを作りま
しょう。定員：午前 3０名･午後 25 名 
※9:45から予約を受け付けます。 

（協力：手づくりガーデニング教室） 

◎ 押 花 小 物 作 り 
時間：10:00～11:30・13:00～14:30 
会場：改善センター大集会室 
参加費 200 円 (体験約 20分) 定員なし 
平成最後の亥年を押し花でアレンジし
てお部屋飾りを作ってみませんか。 
（協力：新地押し花クラブ） 

◎ い け ば な 体 験 
時間：10:00～11:30・13:00～14:30 
会場：改善センター大集会室 
参加費 500 円 （体験約 15 分） 
日本伝統のいけばなを体験してみましょう 
定員：午前 15 名・午後 15名 

（協力：新地町華道教授会） 

 

◎フ ラ ワ ー ア レ ン ジ 
時間：10:00～11:30・13:00～14:30 
会場：改善センター大集会室 
参加費 アレンジ 500円～ プリ 1500円～ 

ハーバリウム 1080円～ （体験約 40分）  
多くの人にアレンジを楽しんでいただきたい！ 
定員：午前＝15名 午後＝６人 

（協力：ヨーロピアンアレンジメントフラワー コスモス） 

２６日(土) 9:00～16:00 

２７日(日) 9:00～15:00 
 

 
保健センター会場 
和のキルト教室 

クラフトバンド教室 

新地絵画クラブ 

書道クラブ 

新地短歌会  

パッチワーク友の会 

水彩サークル パレット 

新地野ぶどう会  
ヨーロピアンアレンジメン
トフラワー（コスモス） 

新地町文化協会 俳句教室 

 
改善センター会場 
やさしい水彩画教室 

たのしい切り絵教室 

陶芸教室 

手芸教室 

パッチワーククラブ 

新地押し花クラブ 

新地川柳会 

大人のパソコン教室 

◇ 写 真 展 ◇ … 保健センター会場 
・文学講座 ・楽楽自分史教室  
・総合型地域スポーツクラブ チャレンジしんち 
・しあわせ脳あそび教室 ・初心者そば打ち教室 
・いきいき脳の健康教室  
他 公民館・勤労青少年ホーム全教室 

エントランスホール会場 
手づくりガーデニング教室  

  

 

主  催 …   新地町生涯学習推進本部 
（新地公民館・駒ケ嶺公民館・勤労青少年ホーム） 

） 

２６日(土)10:00～15:00 ２７日(日)10:00～14:30 
会場：エントランスホール  

手づくりガーデニング教室（鉢花・花苗・ガーデニング雑貨）
アレンジメントフラワーコスモス（アレンジ花、プリザーブド、ハーバリウム） 
ドルチェ工房（花台等 木工品小物） 
手芸教室（手づくり小物）※大集会室 27日のみ 
クラフトバンド教室（クラフトバンド小物）※カフェ入口 27 日のみ 
パッチワーク友の会（ブローチ・袋物）27日のみ 
水彩サークル パレット（小さな水彩画）27日のみ 
ハンドメイドクラブ（手づくり小物）27日のみ 
 

２６日(土) 9:45～14:45 頃 

会場：農村環境改善センター 大集会室  

（１） キラリ・楽らら・駒ヶ嶺３B 体操クラブ 

（２） シルバーダンスクラブ 

（３） オカリナしんち 

（４） たのしい民謡秀可会  

（５） 新地かたってみっ会 

（６） 福田３Ｂ体操クラブ    11:00 頃 

（７） いきいきサロン（体を動かす会） 

（８） 鹿狼アルプホルン倶楽部 

（９） コールしおさい 

(10) 健康体操クラブ 

休 憩     12:05 頃～12:40 

(11)  さわやか健康体操教室 

(12)  レフアフラサークル 

(13)  カラオケパンジー会 

(14)  新地ハーモニカクラブ 

(15)  「チャレンジしんち」太極拳教室 

(16)  ティアレフラサークル 

(17)  日本舞踊 若葉会      14:00 頃 

(18)  新地三味線会・聖友会 

(19)  フォルクローレ・ケーナ音楽教室 

※順番に変更が生じる場合があります。 

福島民報社  福島民友新聞社    
 
西東京市田無公民館まつり実行委員会 

自治労西東京市職員労働組合 

西東京自治研究センター  

自治労渋谷区職員労働組合 

かんちゃん＆どしん(東京) 

株式会社旭製菓(西東京市) 

クリスマスローズふみ屋(西東京市) 
 
                 2019.1.8 現在 

後  援 … 

支援協力… 

 
 
日時：２６日（土）15:15 頃～15:55 

会場：改善センター大集会室 
支援出演：かんちゃん＆どしん (東京都) 

1970年代のフォークソングを中心にした、思

い出の名曲がいっぱいのコンサートです。 

◎会場のみなさんと一緒に歌うコーナーもあ

りますので、お誘いあわせご来場ください。 
 

協力： 西東京市職員労働組合・西東京自治研究センター 
株式会社旭製菓(かりんとう)・クリスマスローズふみ屋 

 
 
（協力：西東京市職員労働組合＆ひだまり SSC） 

◎ リラックス  ヨガ体験 
時間：10:00～10:30 10:45～11:15 
会場：保健センター日本間 
参加無料 (体験 30分) 定員 15名程度 
ヨガで血液の流れを改善し、冷えた
体をポカポカさせましょう！ 

（協力：美体幹ヨガ教室・リフレッシュヨガクラブ） 

 

◎ バルーンアート 
時間：10:00～11:30・13:00～14:30   
会場：改善センター大集会室  
参加無料 （随時配布） 
花飾りや剣など お好きな
バルーンをプレゼント♪ 

（協力：渋谷区職員労働組合） 

 図書館会場  
いけばな教室  

新地町華道教授会 

  

 

学習発表会終了後、支援団体様

提供の賞品が当たる 大抽選会 

を行います！（14:50頃～15:15） 

◇抽選番号は会場で配布するミニコ 

ンサート歌詞カードについてます♪ 

２７日（日）12:00～ 先着２００名 

会場：エントランスホール 

野菜たっぷり優しい味のヘルシースープ。寒い冬にピッタリです！ 

〔協力：華やかパーティー料理教室〕 

復興支援カフェ 

◎ グラスペイント 
時間：10:00～11:30 
会場：改善センター大集会室 
参加費 300円 体験約 30分 
簡単にステンドグラスを
作ります。 

定員：午前 10 名 
（協力：手芸教室） 

◎ 高田神楽お下り・神楽舞い 
時間：13:00～14:30 
会場：保健センター日本間 
参加無料  
お下がりで館内を練り歩き、神楽による
新年の厄払いを行います（年男・年女） 
（協力：高田神楽保存会） 

 


