
 

 

 

 

 

 

 
☆白井ランチャーズＯＢ有志☆ 焼きそばの販売 
我々は南山地区において、少年野球「白井ランチャーズ」で野

球の指導を行っていた仲間達です。現在は「白井ライナーズ」

として様々な活動を行っています。 

 

☆白井スクエアダンスクラブ☆（白井ＳＤＣ） 
ダンスの実演・体験会 

スクエアダンスはカップル４組（８人）が四角形になって踊り

ます。カントリーウェスタンなどの軽快な音楽に合わせて、コ

ーラー（ダンサーに動きを指示する人）の指示によって、動き

(歩き)廻ります。約５０種のコール動作を覚えるだけで踊れま

す。コールに合わせて、隊形を変えていくゲーム性のレクリエ

ーションです。 

 

☆青葉の笛☆ 会場の皆さんと歌う 

毎月１回、第４金曜日、13 時～15 時駅前センターの視聴覚

室でＣＤ・ＤＶＤを使用しわらべ唄及び抒情歌をみんなで大き

な声で歌う事で日々の生活を活性化させ且つ、地域の人々と相

互に理解を深めていく事を目的として行っています。 

 

☆こだま会☆ コーラス発表、 

私たちは市川温子先のピアノ伴奏・ご指導のもと、月２回水曜

日に聴覚室で練習しています。フェスティバルは７回目の参加

で「糸」「若者たち」他を唄います。どうぞ聞きにいらして下

さい。 

 

☆詩吟 銀尚会☆ 詩吟の発表 

毎月３回第 1・第３・第４（水曜日）に健康のためにお腹から

大きな声を出して吟じておりますので見学にいらして下さい。 

お待ちしております。 

稽 古：白井駅前センター 14 時～16 時 

連絡先：047-492-4728 池田 

 

☆Sun Rise☆ チアダンス＆HIPHOP の発表 

印西・白井を中心に活動しています。チアダンスと HIPHOP

パフォーマンスで、人を笑顔にするために日々練習していま

す。ぜひ私たちのパフォーマンスを見に足を運んでいただけた

ら、うれしいです。 
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ら、うれしいです。 

 

☆笑タイム☆ お芝居（ミュージカル）の発表 
ボイストレーおばさんパワーで笑えるミュージカルを目指し

ています。今回はウエストサイドストーリーの曲を取り入れ

て、ご近所とのありそうなトラブルを題材にしてみました。 

 

☆特定非営活動法人みどりと大地の会☆ 酵素の作り方の

発表、発酵食品の販売・展示 
梨味噌、調理味噌（ニンニク、かつお節、唐辛子）の販売、発

酵食品（黒ニンニク、黒梅干し、ローズマリー酢）の展示。 

手作り健康味噌、地産地消の梨を利用し発酵を一年させた梨味

噌が原料です。その他、印刷物を配布します。 

 

☆白井子ども劇場☆  
パネルシアター・チョコレートの販売・活動内容の展示 

親子で生の舞台・人形劇・音楽や芸能の鑑賞をしています。子

どもの体験活動の「あそびっく」「子どもキャンプ」「中・高・

青サークル」などの自主活動や子育て支援活動「青空保育どん

ぐりクラブ」もあります。子どもたちの持っている創造力や想

像力を育む活動に取り組んでいます。入会をお待ちしていま

す。 

 

☆ムジーク野ばら☆ コーラス発表 
平成 26 年度駅前センター「お気楽ラシック」講座からスター

トし、27 年度より白井在住の声楽家新保真理子先生を講師と

してお招きし「ムジーク野ばら」としてヴォイトレ中心のクラ

スを始めました。最近はヴォイトレに加えコーラスに挑戦して

います。今年は初めての参加となりますが、会員が楽しく唄え、

聴いて下さるみなさまもご一緒に唄える歌を選びました。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

☆Ｓｕｎ Ｒｉｓｅ Cｈeａｒ☆ 

チアダンス+ＨｉｐＨｏｐの発表 

毎週（水）ＨｉｐＨｏｐサークルとして活動している「ＯＮＥ」

と、毎週（金）チアダンスサークルとして活動している「Ｓｕ

ｎＲｉｓｅ」の合同発表です。元気いっぱい踊ります！！ぜひ 

見にきて下さい☆ 

 

☆白井の自然を考える会☆ 活動内容展示 
白井市と、その周辺の自然について活動しています。 

写真コンテスト展・クリーン作戦・鑑賞炭体験会など行ってい

ます。 

 

☆合気道 白井道場☆ 演武の発表 

合気道は試合がなく、老若男女を問わず誰にでもできる日本独

特の心身鍛錬の武道です。白井道場では園児から６０代まで週

１回～３回、楽しく練習をしています。 

 

☆千葉ＮＴシニアアンサンブル“ノービレ”☆ 楽器演奏 

2009 年に器楽愛好するシニア（50 歳）が集い設立した楽団

です。白井駅前センターを拠点にボランティアでシニアの施設

を訪問演奏したり、音楽祭、定期演奏会などで市民の皆様と交

流しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆白井ランチャーズＯＢ有志☆ 焼きそばの販売 
我々は南山地区において、少年野球「白井ランチャーズ」で野

球の指導を行っていた仲間達です。現在は「白井ライナーズ」

として様々な活動を行っています。 

 

☆白井スクエアダンスクラブ☆（白井ＳＤＣ） 
ダンスの実演・体験会 

スクエアダンスはカップル４組（８人）が四角形になって踊り

ます。カントリーウェスタンなどの軽快な音楽に合わせて、コ

ーラー（ダンサーに動きを指示する人）の指示によって、動き

(歩き)廻ります。約５０種のコール動作を覚えるだけで踊れま

す。コールに合わせて、隊形を変えていくゲーム性のレクリエ

ーションです。 

 

☆青葉の笛☆ 会場の皆さんと歌う 

毎月１回、第４金曜日、13 時～15 時駅前センターの視聴覚

室でＣＤ・ＤＶＤを使用しわらべ唄及び抒情歌をみんなで大き

な声で歌う事で日々の生活を活性化させ且つ、地域の人々と相

互に理解を深めていく事を目的として行っています。 

 

☆こだま会☆ コーラス発表、 

私たちは市川温子先のピアノ伴奏・ご指導のもと、月２回水曜

日に聴覚室で練習しています。フェスティバルは７回目の参加

で「糸」「若者たち」他を唄います。どうぞ聞きにいらして下

さい。 

 

☆詩吟 銀尚会☆ 詩吟の発表 

毎月３回第 1・第３・第４（水曜日）に健康のためにお腹から

大きな声を出して吟じておりますので見学にいらして下さい。 

お待ちしております。 

稽 古：白井駅前センター 14 時～16 時 

連絡先：047-492-4728 池田 

 

☆Sun Rise☆ チアダンス＆HIPHOP の発表 

印西・白井を中心に活動しています。チアダンスと HIPHOP

パフォーマンスで、人を笑顔にするために日々練習していま

す。ぜひ私たちのパフォーマンスを見に足を運んでいただけた

ら、うれしいです。 

 

 

☆笑タイム☆ お芝居（ミュージカル）の発表 
ボイストレーおばさんパワーで笑えるミュージカルを目指し

ています。今回はウエストサイドストーリーの曲を取り入れ

て、ご近所とのありそうなトラブルを題材にしてみました。 

 

☆特定非営活動法人みどりと大地の会☆ 酵素の作り方の

発表、発酵食品の販売・展示 
梨味噌、調理味噌（ニンニク、かつお節、唐辛子）の販売、発

酵食品（黒ニンニク、黒梅干し、ローズマリー酢）の展示。 

手作り健康味噌、地産地消の梨を利用し発酵を一年させた梨味

噌が原料です。その他、印刷物を配布します。 

 

☆白井子ども劇場☆  
パネルシアター・チョコレートの販売・活動内容の展示 

親子で生の舞台・人形劇・音楽や芸能の鑑賞をしています。子

どもの体験活動の「あそびっく」「子どもキャンプ」「中・高・

青サークル」などの自主活動や子育て支援活動「青空保育どん

ぐりクラブ」もあります。子どもたちの持っている創造力や想

像力を育む活動に取り組んでいます。入会をお待ちしていま

す。 

 

☆ムジーク野ばら☆ コーラス発表 
平成 26 年度駅前センター「お気楽ラシック」講座からスター

トし、27 年度より白井在住の声楽家新保真理子先生を講師と

してお招きし「ムジーク野ばら」としてヴォイトレ中心のクラ

スを始めました。最近はヴォイトレに加えコーラスに挑戦して

います。今年は初めての参加となりますが、会員が楽しく唄え、

聴いて下さるみなさまもご一緒に唄える歌を選びました。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

☆Ｓｕｎ Ｒｉｓｅ Cｈeａｒ☆ 

チアダンス+ＨｉｐＨｏｐの発表 

毎週（水）ＨｉｐＨｏｐサークルとして活動している「ＯＮＥ」

と、毎週（金）チアダンスサークルとして活動している「Ｓｕ

ｎＲｉｓｅ」の合同発表です。元気いっぱい踊ります！！ぜひ 

見にきて下さい☆ 

 

☆白井の自然を考える会☆ 活動内容展示 
白井市と、その周辺の自然について活動しています。 

写真コンテスト展・クリーン作戦・鑑賞炭体験会など行ってい

ます。 

 

☆合気道 白井道場☆ 演武の発表 

合気道は試合がなく、老若男女を問わず誰にでもできる日本独

特の心身鍛錬の武道です。白井道場では園児から６０代まで週

１回～３回、楽しく練習をしています。 

 

☆千葉ＮＴシニアアンサンブル“ノービレ”☆ 楽器演奏 

2009 年に器楽愛好するシニア（50 歳）が集い設立した楽団

です。白井駅前センターを拠点にボランティアでシニアの施設

を訪問演奏したり、音楽祭、定期演奏会などで市民の皆様と交

流しております。 

 

 

☆笑タイム☆ お芝居（ミュージカル）の発表 
ボイストレーおばさんパワーで笑えるミュージカルを目指し

ています。今回はウエストサイドストーリーの曲を取り入れ

て、ご近所とのありそうなトラブルを題材にしてみました。 

 

☆特定非営活動法人みどりと大地の会☆ 酵素の作り方の

発表、発酵食品の販売・展示 
梨味噌、調理味噌（ニンニク、かつお節、唐辛子）の販売、発

酵食品（黒ニンニク、黒梅干し、ローズマリー酢）の展示。 

手作り健康味噌、地産地消の梨を利用し発酵を一年させた梨味

噌が原料です。その他、印刷物を配布します。 

 

☆白井子ども劇場☆  
パネルシアター・チョコレートの販売・活動内容の展示 

親子で生の舞台・人形劇・音楽や芸能の鑑賞をしています。子

どもの体験活動の「あそびっく」「子どもキャンプ」「中・高・

青サークル」などの自主活動や子育て支援活動「青空保育どん

ぐりクラブ」もあります。子どもたちの持っている創造力や想

像力を育む活動に取り組んでいます。入会をお待ちしていま

す。 

 

☆ムジーク野ばら☆ コーラス発表 
平成 26 年度駅前センター「お気楽ラシック」講座からスター

トし、27 年度より白井在住の声楽家新保真理子先生を講師と

してお招きし「ムジーク野ばら」としてヴォイトレ中心のクラ

スを始めました。最近はヴォイトレに加えコーラスに挑戦して

います。今年は初めての参加となりますが、会員が楽しく唄え、

聴いて下さるみなさまもご一緒に唄える歌を選びました。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

☆Ｓｕｎ Ｒｉｓｅ Cｈeａｒ☆ 

チアダンス+ＨｉｐＨｏｐの発表 

毎週（水）ＨｉｐＨｏｐサークルとして活動している「ＯＮＥ」

と、毎週（金）チアダンスサークルとして活動している「Ｓｕ

ｎＲｉｓｅ」の合同発表です。元気いっぱい踊ります！！ぜひ 

見にきて下さい☆ 

 

☆白井の自然を考える会☆ 活動内容展示 
白井市と、その周辺の自然について活動しています。 

写真コンテスト展・クリーン作戦・鑑賞炭体験会など行ってい

ます。 

 

☆合気道 白井道場☆ 演武の発表 

合気道は試合がなく、老若男女を問わず誰にでもできる日本独

特の心身鍛錬の武道です。白井道場では園児から６０代まで週

１回～３回、楽しく練習をしています。 

 

☆千葉ＮＴシニアアンサンブル“ノービレ”☆ 楽器演奏 

2009 年に器楽愛好するシニア（50 歳）が集い設立した楽団

です。白井駅前センターを拠点にボランティアでシニアの施設

を訪問演奏したり、音楽祭、定期演奏会などで市民の皆様と交

流しております。 

 

 

☆笑タイム☆ お芝居（ミュージカル）の発表 
ボイストレーおばさんパワーで笑えるミュージカルを目指

しています。今回はウエストサイドストーリーの曲を取り入

れて、ご近所とのありそうなトラブルを題材にしてみまし

た。 

 

☆特定非営活動法人みどりと大地の会☆ 酵素の作り方

の発表、発酵食品の販売・展示 
梨味噌、調理味噌（ニンニク、かつお節、唐辛子）の販売、

発酵食品（黒ニンニク、黒梅干し、ローズマリー酢）の展示。 

手作り健康味噌、地産地消の梨を利用し発酵を一年させた梨

味噌が原料です。その他、印刷物を配布します。 

 

☆白井子ども劇場☆  
パネルシアター・チョコレートの販売・活動内容の展示 

親子で生の舞台・人形劇・音楽や芸能の鑑賞をしています。

子どもの体験活動の「あそびっく」「子どもキャンプ」「中・

高・青サークル」などの自主活動や子育て支援活動「青空保

育どんぐりクラブ」もあります。子どもたちの持っている創

造力や想像力を育む活動に取り組んでいます。入会をお待ち

しています。 

 

☆ムジーク野ばら☆ コーラス発表 
平成 26 年度駅前センター「お気楽ラシック」講座からスタ

ートし、27 年度より白井在住の声楽家新保真理子先生を講

師としてお招きし「ムジーク野ばら」としてヴォイトレ中心

のクラスを始めました。最近はヴォイトレに加えコーラスに

挑戦しています。今年は初めての参加となりますが、会員が

楽しく唄え、聴いて下さるみなさまもご一緒に唄える歌を選

びました。どうぞよろしくお願いします。 

 

☆Ｓｕｎ Ｒｉｓｅ Cｈeａｒ☆ 

チアダンス+ＨｉｐＨｏｐの発表 

毎週（水）ＨｉｐＨｏｐサークルとして活動している「ＯＮ

Ｅ」と、毎週（金）チアダンスサークルとして活動している

「ＳｕｎＲｉｓｅ」の合同発表です。元気いっぱい踊りま

す！！ぜひ 

見にきて下さい☆ 

 

☆白井の自然を考える会☆ 活動内容展示 
白井市と、その周辺の自然について活動しています。 

写真コンテスト展・クリーン作戦・鑑賞炭体験会など行って

います。 

 

☆合気道 白井道場☆ 演武の発表 

合気道は試合がなく、老若男女を問わず誰にでもできる日本

独特の心身鍛錬の武道です。白井道場では園児から６０代ま

で週１回～３回、楽しく練習をしています。 

 

☆千葉ＮＴシニアアンサンブル“ノービレ”☆ 楽器演

奏 

2009 年に器楽愛好するシニア（50 歳）が集い設立した楽

団です。白井駅前センターを拠点にボランティアでシニアの

施設を訪問演奏したり、音楽祭、定期演奏会などで市民の皆

様と交流しております。 

 

 

☆笑タイム☆ お芝居（ミュージカル）の発表 
ボイストレーおばさんパワーで笑えるミュージカルを目指

しています。今回はウエストサイドストーリーの曲を取り入

れて、ご近所とのありそうなトラブルを題材にしてみまし

た。 

 

☆特定非営活動法人みどりと大地の会☆ 酵素の作り方

の発表、発酵食品の販売・展示 
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手作り健康味噌、地産地消の梨を利用し発酵を一年させた梨

味噌が原料です。その他、印刷物を配布します。 
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子どもの体験活動の「あそびっく」「子どもキャンプ」「中・
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☆白井ランチャーズＯＢ☆ 焼きそばの販売 
我々は南山地区において、少年野球「白井ランチャーズ」で野

球の指導を行っていた仲間達です。現在は「白井ライナーズ」

として同様に活動しています。 

 

☆白井スクエアダンスクラブ☆ 

ダンスの実演・体験会 
スクエアダンスはカップル４組（８人）が四角形になって踊り

ます。軽快な音楽に合わせて、コーラー（ダンサーに動きを指

示する人）の指示によって、動き(歩き)ます。約５０種のコー

ル動作を覚えるだけで踊れます。コールに合わせて、隊形を変

えていくゲーム性のレクリエーションです。 

 

☆青葉の笛☆ 会場の皆さんと歌う 

毎月１回第４金曜日 13 時～15 時駅前センター視聴覚室 

ＣＤ・ＤＶＤを使用しわらべ唄及び抒情歌をみんなで大きな声

で歌う事で日々の生活を活性化させ且つ、地域の人々と相互に

理解を深めていく事を目的として行っています。 

 

☆こだま会☆ コーラス発表 

私たちは市川温子先生のピアノ伴奏・ご指導のもと、月２回水

曜日に視聴覚室で練習しています。フェスティバルは７回目の

参加で「糸」「若者たち」他を唄います。どうぞ聞きにいらし

て下さい。 

 

☆詩吟 銀尚会☆ 詩吟の発表 
毎月３回第 1・第３・第４（水曜日）に健康のためにお腹から

大きな声を出して吟じておりますので見学にいらして下さい。 

お待ちしております。 

連絡先：047-492-4728 池田 

 

☆Sun Rise☆ チアダンス＆HIPHOP ダンスの発表 
印西・白井を中心に活動しています。チアダンスと HIPHOP

パフォーマンスで、人を笑顔にするために日々練習していま

す。ぜひ私たちのパフォーマンスを見に足を運んでいただけた

ら、うれしいです。 

 

☆ししばの丘クレープハウス☆ クレープ・焼菓子の販売 

ししばの丘クレープハウスは、平成 22 年に市内老人施設菊華

園でボランティア喫茶コーナーを始めました。平成 29 年 4

月から駅前センターで月 1 回、第 3 土曜日に「しろい子ども 

ランチ会」を行っています。高校生までのお子さんは無料で、 

保護者は 300 円です。一緒に楽しく食べましょう。 

 

☆白井駅前囲碁愛好会☆ 囲碁対局・囲碁教室 
囲碁の対局を通じ市民間の交流を図るとともに、初心者等に 

囲碁の打ち方・考え方を教える活動を行っております。 

 

☆千葉ＮＴシニアアンサンブル“ノービレ”☆ 楽器演奏 

平成 21 年に発足したシニアアンサンブルです。白井駅前セン

ターを中心に活動し、来年で 10 周年を迎えます。定期演奏会

やボランティア活動として各施設への訪問演奏等、20 名の団

員で行っています。 

 

 

 

 

 

 

 
☆高齢者クラブ むつみ会☆ 
南山中学校区内にある高齢者クラブです。月例会の他、総務部、

文化部、女性部、コーラス部、カラオケ部、体育部があり、部

毎に駅前センター、中銀ホール、南山ゲートボール場を中心 

に月2～4回活動しております。また対外活動として文化祭、 

音楽祭、ゲートボール・囲碁・将棋大会に参加する一方、春季、 

秋季懇親旅行を実施し会員の親睦を図っております。６０歳以

上の方ならどなたでも入会できます。 

連絡をお待ちしております。☎491-9035 鈴木 

女性部の作品販売 

コーラス部のコーラス発表 
シニアの混声合唱団です。声楽家の花ケ崎純子先生の素敵な 

ピアノ伴奏、そして美しいお声でのボイストレーニングのご指

導は楽しく、至福の時です。夢と希望に満ちた曲を一緒に歌っ

ていると、気持ちが若返り、心豊かな人生になること間違いな

しです!月3回午後1時から3時まで中銀マンション小ホール 

や駅前センターで練習しております。部員募集中です。 

☎491-4189 松山までご連絡下さい。 

 

☆ボランティアグループ 緑の風☆ 

手作りおもちゃのワークショップ他 
おもちゃ遊びを通して親子の交流、憩いの場を開催。 

・おもちゃの図書館ぐりん・ぐりん  

子ども発達センター 毎月最終月曜日 1３：00～ 

・おもちゃの広場  

子育支援センターふれんど 毎月第 2 月曜日 10：30～ 

・赤ちゃん木育広場  

白井駅前センター 毎月最終火曜日 10：30～ 

木のおもちゃで遊んでいただいています。 

 

☆歌謡サークル さくら会☆ カラオケの発表 

唄って元気に、唄って友達作り、唄って生きる、楽しく、 

をめざしています。先生のワンポイントレッスンもあります。 

月４回毎週火曜日 10 時～12 時まで駅前センター視聴覚室に

て、皆さんおいでください。 

  

☆白井高校 PTA 藍染研究会有志☆  

藍染・草木染・手作り品展示・販売 
白井高校の PTA 活動として、月に１～2 回藍染や草木染を白

井高校で行っています。 

１年生の藍染体験授業を準備・サポートしています。 

 

☆ふれあいカフェテラス「おあしす」☆ 

ケーキ・飲み物（コーヒー・紅茶）の販売 
毎月第４金曜日駅前センターにて（参加費無料）。 

小さなお子様から高齢者まで幅広い層を対象に手遊び、紙芝

居、人形劇等を楽しみながら、手作りケーキとおいしいお茶で

世代を超えて交流を深めていただいています。（ケーキ 100

円、飲み物無料） 

 

☆アロハ フラ ナニ☆ フラダンスの発表 

私たちはフラダンスのサークルです。アロハの心、人と人との

ふれあいを大切に、美しく優雅なフラを目指して楽しく練習し

ています。ウクレレもやっています。 

 

 

順 不 同 

☆NPO 法人みどりと大地の会☆ 

梨の甘酒の作り方の発表 

発酵食品の販売・展示 
地球環境を守り、生態系を大切に思いやります。 

人間の元気は大地の恵みを食すること、医食同源・健康な自然生

活を提唱しています。 

 

☆白井子ども劇場☆  

パネルシアター・紙芝居・絵本の読み聞かせ 

チョコレートの販売・活動内容の展示 
親子で生の舞台・人形劇・音楽や芸能の鑑賞をしています。子ど

もの体験活動の「あそびっく」「子どもキャンプ」「中・高・青サ

ークル」などの自主活動や子育て支援活動「青空保育どんぐりク

ラブ」も行っています。子どもたちの持っている創造力や想像力

を育む活動に取り組んでいます。入会をお待ちしています。 

 

☆ムジーク野ばら☆ コーラス発表 
「ムジーク野ばら」は駅前センターの音楽講座から生まれたサー

クルです。4 年前から講師に声楽家の新保真理子先生を迎えて「ヴ

ォイストレーニングと歌唱の会」として、主に月 1 回の活動を行

っております。初めての練習曲が「野ばら」だったことで「ムジ

ーク野ばら」と名付けました。3 回目の参加の今回は、先生も唄

ってくださるとのことで楽しみです！今年も安倍美穂先生の素敵

な伴奏で楽しく唄います！ 

 

☆ＯＮＥ☆ HIPHOP ダンスの発表 
キッズHIPHOPダンスサークルＯＮＥです！毎週水曜日17時か

ら 20 時まで駅前センターで練習しています！無料体験やってい

ます！気になる方はこちらまで。☎080-3939-0724 仲 

 

☆白井の自然を考える会☆ 活動紹介と展示 
「湧水を訪ねて」「鳥の観察会」など地域の自然に親しむ企画の他、

「手賀沼水系の水量水質検査」など調査研究にも協力しています。

各行事は一般参加を歓迎します。会報は年 6 回発行しています。 

 

☆白井ダンシングキャッツ☆  

モダンバレエと HIPHOP の発表 

私たちはモダンバレエと HIPHOP のサークルです。月３回木曜日

に駅前センターで活動し、年に１度白井文化会館にて発表会を行

っております。リズムに合わせて思い切り楽しく踊ることにより、

柔軟な心と体をつくります。そして子どもの成長にとっても大き

な刺激と心の支えになります！元気いっぱいに楽しく踊る子ども

たちの姿をご覧ください。無料体験も随時受付中！ 

ﾒｰﾙ：dancingcats_siroi@yahoo.co.jp までお問合せ下さい。 

 

☆レッツクッキング☆ カレーうどんの販売 

男性料理教室のレッツクッキングです。「男にもできる簡単な料理

を楽しく覚えよう」をモットーにして、月１回第２木曜日に活動 

しています。 

 

☆白井国際交流協会☆ お汁粉&コーヒー販売 
英語・スペイン語・中国語・日本語講座があります！ 

皆さん是非ご参加下さい。 

 

☆あねもね☆ 絵画作品展示 
月１回土曜日の午後１時～４時で活動しています。水彩・アクリ

ル・デッサン等、思い思いの絵を個性豊かに描いています。 

月に１度の時間を大切にして、帰るときにはいい絵を抱えて大満

足です。皆さまご一緒に描きましょう！ 

 

 

☆サークルめだか☆ 

パッチワーク・手芸品の展示、 

手芸品・材料の販売、無料講習会 
各自のペースで作品作りをしています。手・頭・口を使い 

ボケ防止に励んでおります。作品発表は楽しみでもあり、

地域の方々との交流も出来たらと思います。 

 

☆スイートピー☆  

フラワーアレンジメント（生花）の展示 
第１金曜日 10 時～12 時と第 3 金曜日１４時～１７時に

季節のお花を使い年中行事などを取り入れながらアレンジ

メントを楽しんでおります。和気あいあいとした賑やかな

サークルです。 

 

☆ＮＰＯ法人せっけんの街☆ 

廃食油からのリサイクルせっけんの販売 
家庭の使用済み天ぷら油を回収し、リサイクルしたせっけ

んの販売と普及活動をしています。油汚れにも強く、手荒

れもなく体にやさしいせっけんです。又、下水に流された

後も容易に分解される環境保全型製品です。 

洗濯、食器洗い等何にでも使えます。 

 

☆白井の湯 旬菜市場☆ 旬の野菜、その他の販売 
白井の湯 旬菜市場より旬のお野菜をお持ちします。 

毎月 13 日は旬菜の日、第 3 土曜日は午前 8 時から 10 時

に白井の湯で朝市を開催しています。ぜひ、お立寄りくだ

さい。 

 

☆ＮＰＯ法人しろい環境塾☆ 

竹細工・竹炭製品等の販売、活動内容の写真展示 
都市近郊の里山を未来にわたって守っていくために「里山

を活かしたまちづくり」「里山の生き物復活作戦」をスロー

ガンに里山保全・農業支援・環境教育等の活動を展開。農

水省の「食と地域支援促進事業」を平塚地区農家と共同で

行っています。 

 

☆フレンド２太極拳☆  

太極拳の発表 
ゆっくり、ゆったりした動きの中で体力や健康寿命を延ば

して元気に過ごしませんか？ 

毎週金曜日の15:00〜17:00駅前センター2Fレクホール

で練習しています。 

 

☆池の上小学校区地区社会福祉協議会☆活動写真展示 
平成２９年２月に池の上小学校敷地内(旧学童クラブ跡)に 

｢ハッピープラザ｣として開所いたしました。地域の皆さま

の憩いの場として利用していただいています。 

オープンカフェ 毎週木曜日 10:30～15:00 

コーヒーを飲みながら地域の方とのふれあいを楽しみまし

ょう！(運営協力金 50 円をいただいています。) 

その他楽トレ体操・健康麻雀等も行っております。 

どなたでも気楽にいらしてください。 

 

☆南山小学校区地区社会福祉協議会☆ 活動写真展示 
南山小学校内に｢ホーミィー・プラザ」と称する拠点を置き、 

地域からのボランティアの皆さんや民生委員・児童委員な

どが“推進委員”となり、地域福祉の向上・地域の交流の

場として活動をしています。様々なクラブ(パソコン・麻雀・ 

絵手紙・手芸・銭太鼓・楽しく歌いましょうか)も運営して

います。無理せず・楽しくをモットーの活動です。 

一緒に活動してみませんか。 

 

mailto:dancingcats_siroi@yahoo.co.jp

