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白井道場☆ 演武の発表
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☆千葉ＮＴシニアアンサンブル“ノービレ”☆
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 楽器演奏
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
６０代まで週１回～３回、楽しく練習をしています。
保護者は 300 円です。一緒に楽しく食べましょう。
☆千葉ＮＴシニアアンサンブル“ノービレ”☆
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楽器演楽器演奏
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楽器演
奏
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歳）が集い設立した楽団
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☆千葉ＮＴシニアアンサンブル“ノービレ”☆ 楽器演
楽器演
☆ふれあいカフェテラス「おあしす」☆
奏
その他楽トレ体操・健康麻雀等も行っております。
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年に器楽愛好するシニア（50
歳）が集い設立した楽
楽器
☆白井駅前囲碁愛好会☆ 囲碁対局・囲碁教室
☆白井国際交流協会☆
2009
年に器楽愛好するシニア（50
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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
奏
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
奏
ケーキ・飲み物（コーヒー・紅茶）の販売
☆千葉ＮＴシニアアンサンブル“ノービレ”☆
楽器演
2009
年に器楽愛好するシニア（50
歳）が集い設立した楽
どなたでも気楽にいらしてください。
演奏
白井駅前センターを拠点にボランティアでシニアの
英語・スペイン語・中国語・日本語講座があります！
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 団です。
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。
2009
2009
年に器楽愛好するシニア（50
年に器楽愛好するシニア（50
歳）が集い設立した楽
歳）が集い設立した楽
毎月第４金曜日駅前センターにて（参加費無料）。
奏
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、
2009
年に器楽愛好するシニア（50
音楽祭、
定期演奏会などで市民の皆
歳）が集い設立し
囲碁の打ち方・考え方を教える活動を行っております。
皆さん是非ご参加下さい。
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。
団です。
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
白井駅前センターを拠点にボランティアでシニアの
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
2009
年に器楽愛好するシニア（50
歳）が集い設立した楽
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
☆南山小学校区地区社会福祉協議会☆ 活動写真展示
様と交流しております。
た楽団です。白井駅前センターを拠点にボランティアで
流しております。
施設を訪問演奏したり、
施設を訪問演奏したり、
音楽祭、
音楽祭、定期演奏会などで市民の皆
定期演奏会などで市民の皆
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
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
様と交流しております。
南山小学校内に｢ホーミィー・プラザ」と称する拠点を置き、
シニアの施設を訪問演奏したり、音楽祭、定期演奏会な
☆千葉ＮＴシニアアンサンブル“ノービレ”☆ 楽器演奏
☆あねもね☆
絵画作品展示
様と交流しております。
様と交流しております。
世代を超えて交流を深めていただいています。（ケーキ 100
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
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
どで市民の皆様と交流しております。
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
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
円、飲み物無料）
様と交流しております。
どが“推進委員”となり、地域福祉の向上・地域の交流の
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 ル・デッサン等、思い思いの絵を個性豊かに描いています。
場として活動をしています。様々なクラブ(パソコン・麻雀・
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 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
☆アロハ フラ ナニ☆ フラダンスの発表
絵手紙・手芸・銭太鼓・楽しく歌いましょうか)も運営して
員で行っています。
足です。皆さまご一緒に描きましょう！
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
います。無理せず・楽しくをモットーの活動です。
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
一緒に活動してみませんか。
ています。ウクレレもやっています。

