
　2023年度「子どもぶんか村」の部員を募集します。得意なことを伸ばしたり、新しいこ
とに挑戦したり、自分のいいところや友だちの素晴らしさを発見したり、そんな体験が
できる「子どもぶんか村」にぜひ入ってください。
　来年3月の発表会を目指して、今年も1年間取り組みます。どうぞよろしくお願いいた
します。

募集のお知らせ！
2023 年 4月 20 日発行

世田谷区青少年船橋地区委員会　会長  佐藤 三智子

世田谷区青少年船橋地区委員会事務局　03-3482-0341

（船橋まちづくりセンター）　　　　　　　

演劇くらぶ 音楽くらぶ（Jr.オーケストラ）

科学くらぶ 伝統くらぶ（いけ花）

伝統くらぶ（茶道） ボランティアくらぶ ものづくりくらぶ

3月の発表会では
たくさんの方に

ご来場いただきまして
ありがとう
ございました！

2023年度「子どもぶんか村」

青少年船橋地区委員会事務局（船橋まちづくりセンター）行 FAX：03-5490-7031

くらぶに入ります

フリガナ小学校

中学校

住所

メールアドレス

お問い合わせ先 → 青少年船橋地区委員会事務局　船橋まちづくりセンター　TEL：03-3482-0341

全体保護者会の後は、各くらぶに分かれて担当者と顔合わせをします
※持ち物：年会費、上履き（スリッパ）

日時 ： 5月13日（土）14時～15時30分　場所 ： 船橋小学校多目的ルーム

＜以下のいずれかの方法で、お申し込みください＞
◎各くらぶの二次元コードを読み取り、メールにて申し込む
◎船橋まちづくりセンターへFAX（03-5490-7031）で申し込む
◎船橋まちづくりセンターへ申し込み用紙を持って行く

申込
方法

注意

電話番号 保護者名前

年　　　組　　名　前

新規　　・　　継続

申し込み用紙

※
※
※
※
※
※
※
※

講師の予定や学校行事などにより、日時・場所が変更になることがあります
希望者が募集人数を超えた場合は、抽選をする場合があります
締め切りを過ぎても余裕がある場合は、先着順になります
詳しい持ち物などは、各くらぶからお知らせします
申し込み用紙は、上記のものに限りませんが、内容は同じにしてください
保護者のみなさまにお手伝いを分担することがあると思いますが、ご協力をお願いいたします
通常活動には、保険はかけていません（ボランティアくらぶを除く）
ここに記載された個人情報は、「子どもぶんか村」の活動以外には使用しません

携帯電話、スマートフォン、iPhoneのメール受信設定を【受信拒否設定】にされている方は、
こちらからのメールが拒否され受け取れません。メール受信できるようにドメイン指定受
信で、くらぶのアドレスからの受信を許可するように設定してください。

音楽くらぶ（Jr.コーラス）

保護者会のお知らせ
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各くらぶの活動の様子を知りたい方は、
左の二次元コードより動画をご覧ください
なお、この動画は一昨年度のものになります

伝統くらぶ

いけ花

優れた日本の伝統文化にふれることで、伝統の
継承と新しい文化の創造に関心を持たせます。

季節の花を手に取り、花に表情が
あることを感じたり、活けるための
美しい形があることを知ります。ま
た、生活の中にある四季の行事が、花とともに
あることを体験します。

活動日・時間 毎月1回　第3日曜日　13：00～14：00

活動場所 船橋まちづくりセンター

講師（敬称略） 宮川理秋　福岡理海

対象 小学2年生以上・中学生・高校生　20名まで

持ち物 花はさみ（持っている人）、花を持ち帰る袋、雑巾

費用 年会費：2,000円（他に花材費1,000円程度/参加日）

初回活動日 6月18日（日）
申込締切：4/30　5/7までに入部可否の連絡をいたします

い
け
花

活動日・時間 毎月1回　第3日曜日　14：30～15：30

活動場所 船橋まちづくりセンター

講師（敬称略） 戸井田節　平久美子　宮川陽子

対象 小学2年生以上・中学生・高校生　15名程度

持ち物 （持っている人は）茶せん、ふくさ、ベルト、白の靴下、筆記用具

費用 年会費：4,000円（お抹茶、お菓子代含む）

初回活動日 6月18日（日）
申込締切：4/30　5/7までに入部可否の連絡をいたします

茶
道

活動日・時間 毎月1回　第3日曜日　10：00～12：00
12月からは発表会に向けて活動日が増えます
また、講師の都合で日程変更があります

活動場所 千歳台小学校多目的室　他

講師（敬称略） 福島三郎　野崎数馬

対象 小学3年生以上・中学生・高校生　30名程度

持ち物 上履き、飲み物、筆記用具、くつ袋

費用 年会費：2,000円

初回活動日 6月18日（日）

club.dentouikebana@gmail.com

茶道
茶室でのあいさつ、姿勢の美しさと
盆略手前を習いながら、茶室の中
にある花や掛け軸、茶道具茶器な
どの美術品にふれることで、日本の伝統文化
のすばらしさに気づいていきます。

club.sadou@gmail.com

音楽くらぶ

Jr.コーラス

歌や演奏を通じ、音楽の楽しさやすばらしさを体
験します。音楽表現の豊かさや美しさを感じ取り、
創造的に表現するとともに、友だちと合唱・合奏
することの楽しさを大切にします。
毎年12月には成城ホールで音楽会をひらいて
います。

ひとりひとりの声に合わせて、アル
ト、メゾ、ソプラノの3部に分かれて
合唱します。グループホーム等に
出張コンサートに行っています。

活動日・時間 毎月1回　第1または第3土曜日　10：00～12：00

活動場所 希望丘小学校

講師（敬称略） 奥村泰憲　山本昌太郎　竹田京子　高橋里沙

対象 小学1年生以上・中学生・高校生

持ち物 上履き、飲み物、黒ファイル（持っている人）

費用 年会費：2,000円

初回活動日 5月20日（土）
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活動日・時間 毎月2回　土曜日　9：00～12：00

活動場所 船橋希望中学校　他

講師（敬称略） 石川智己　岡田芳廣　長田頼子　萩原清子　関根敦子　
中村智子　花岡美伶　森岡創一　橋本ひかる　竹田京子
一杉由華子　五井久美子　戸井公輝　

対象 小学2年生以上（1年生は要相談）・中学生・高校生
但し、貸出楽器に限りがあるため、希望に添えない場合があ
ります。

持ち物 上履き、筆記用具、楽器、楽譜、譜面台

費用 年会費：4,000円

初回活動日 新規入部希望者は、5月6日（土）10時集合
※集合場所は追ってメールにてご連絡します
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Jr.オーケストラ
楽器をもっていなくても入部できま
す。ただし、貸し出せる楽器の種
類、数にも限りがありますので、相
談のうえで決定します。

ボランティアくらぶ
人間尊重の精神で自分たちにできること
は何かを話し合い、できることから実践
し、豊かな心を育みます。
また、地域の方 と々の交流を通して、この
街に暮らす一員として課題に気づき、解
決を考えます。

活動日・時間 毎月1回　第2土曜日（定例部会）　15：00～17：00
その他ボランティア活動あり

活動場所 船橋希望中学校　他

対象 小学4年生以上・中学生・高校生

持ち物 飲み物、筆記用具

費用 500円（ボランティア保険加入代350円含む）

初回活動日 5月21日（日）　13～15時
船橋まちづくりセンターclub.voluvolunteer@gmail.com

講師（敬称略） 小学校の先生または地域の大人

ものづくりくらぶ
じっくりと取り組むことで、ものを創る楽し
さや喜びを体験します。完成した時の達
成感や充実感を味わい、自信や意欲を
引き出します。
ものづくり大好きな子、集まれ！

活動日・時間 毎月1回　第2または第3土曜日　13：30～15：30

活動場所 船橋まちづくりセンター　他

対象 小学3年生以上・中学生　20名程度

持ち物 メールで連絡します

費用 年会費：3000円（材料費など）

初回活動日 6月10日（土）club.monomono@gmail.com

演劇くらぶ
演劇をとおして、自己表現の楽しさを体
験します。芝居づくりから新たな自分を発
見し、他の人との違いに気づきながら、そ
れを受け入れていく過程を大切にしま
す。再入部大歓迎！

club.engeki@gmail.com

※他のくらぶとの兼部はできません※

※
※
活動内容の詳細等につきましては、各くらぶのGmailへお問い合わせください。
区の方針や社会の状況の変化に応じて、活動の内容がかわることがあります。

club.jr.chorus@gmail.com

club.jr.oke@gmail.com

※コーラスとオーケストラの兼部はできません※

活動日・時間 毎月1回　第3日曜日　10：00～12：00

活動場所 船橋小学校　他

講師（敬称略） 金子広志（世田谷福祉専門学校 元校長）　檜山敦哉（希望丘
青少年交流センターアップスユースワーカー）

対象 小学4年生以上・中学生・高校生　20名程度

持ち物 メールで連絡します

費用 年会費：2,000円（遠足時の交通費は実費）

初回活動日 6月18日（日）

科学くらぶ
自然に対する関心を高め、実験や観察
を通して科学的に調べることの楽しさを
味わいます。身近な現象を科学的に考
え、理解を高めるとともに、その発展に興
味関心を持ちます。

club.kagaku@gmail.com

今年度の発表会は、令和6年3月24日（日）
会場は船橋希望中学校です


