
【編集・発行】阿見町町民活動センター

【住 所】阿見町阿見2958 マイアミ・ショッピングセンター3階

【電 話 ・ FAX】 029-888-2051 【E-mail】center@ami-cac.org

【ホームページ】 https://ami-cac.org/      

【 開 所 時 間 】 午前10時～午後9時（月曜日および年末年始は休み）

【利用できる人】 原則、 町内で市民活動を行う個人および団体

【利用可能内容】 無料：パソコン、インターネット閲覧、Wi-Fi利用、情報の提供・収集、団体の交流、

活動の打ち合わせ・相談

有料：コピー、印刷
町民活動センターマスコット
キャラクター “あみエール”
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特 集 音楽を愛でる市民活動

オカリーナ・アミーゴ You Tube 自主練習風景です。

団員
募集中

オカリーナ・アミーゴは平成9年に結成したグループです。

ソロ演奏よりもアンサンブル（合奏）で演奏するのを楽しんでいます。

最初はなかなか合わなかったハーモニーがパートごとに一致してき

れいにハモったとき、達成感を感じます。

町内および近隣の高齢者施設などでの訪問演奏や、音楽祭への参加

も私たちの楽しみの一つです。

活動日時：毎週木曜日 午前10時～正午

活動場所：中央公民館 3階 視聴覚室

代表 石井 海輝子 さんからのメッセージ

月2回講師の先生のレッスンを受け、月2回は自主練習をします。

基礎練習と楽曲練習を繰り返し、音を忘れないようにしています。

早く以前の日常が戻り、心おきなくオカリナの練習ができるように

なるのを楽しみにしています。興味のある方には初歩から指導いたし

ますので、お気軽に見学に来てください！

連絡先 ☎ 090-7182-7944（イシイ）

Eメール scherzando.mikky-19.may@ezweb.ne.jp

阿見町町民活動センターは町民が行う自発的で

営利を目的としない社会貢献のための市民活動

を支援するとともに、町民との協働のまちづく

りを推進するための施設です。

サイズが異なると
音色が変わります。
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約15ｃｍ

デイサービスで披露したり・・

ケーブルテレビの公開収録に呼ばれたり・・

↑バスハーモニカ ↑コードハーモニカ

↓福音ハーモニカ

君原ハーモニカクラブは、平成27年に君原公民館で活動を開

始しました。私たちは坪田明子先生の指導を受けてハーモニカ

の奏法を学び、独奏やアンサンブル（合奏）を楽しんでいます。

練習の成果は敬老会、高齢者施設、音楽祭などで披露するこ

とができ、それが励みとなっています。

活動日時：毎月第１、3水曜日 午後1時30分～午後3時

活動場所：君原公民館 （状況により変更します）

代表 横須賀 健二 さんからのメッセージ

年齢に関係なく、会員みんなで演奏を楽しみ、ハーモニカの

メロディで地域に貢献したいと思っています。

私たちの演奏を聴いて、楽しんでもらえれば、やる気倍増。

歌声広場などでの伴奏、高齢者施設やイベントでの演奏など、

ボランティアで伺います。ぜひ、声をかけてください！

連絡先 ☎ 029-841-7340（ヨコスカ）

いろんな種類のハーモニカ
があります。

阿見ハーモニカ同好会は、中央公民館のハーモニカ講座を受

講した有志が平成14年に結成した同好会です。通称ARE（阿

見リードアンサンブル）と言い、練習を通じてメンバー相互の

親睦を図ることを目的としています。月2回公民館に集まり、

昔懐かしい童謡、歌謡曲などを幅広く練習しています。練習成

果発表のため、フロアコンサートへの参加や、デイサービスな

どの高齢者施設でのボランティア演奏会なども行っています。

活動日時：毎月第1、3土曜日 午後1時～午後3時

活動場所：中央公民館

代表 川越 人美 さんからのメッセージ

アンサンブル（合奏）を中心に、自分たちの興味のある曲を

選んで演奏するため、楽しく練習できます。楽譜が読めなくて

も大丈夫。ハーモニカ独自の「数字譜1、2、3」を使用して

「ド、レ、ミ」の音が出せます。

興味がある人は、練習風景を気軽に

見に来てください。

コロナ禍が収まる日が待ち遠しいです！

連絡先 ☎ 029-841-7893（カワゴエ）

会員
募集中

阿見町音楽祭 You Tube

友遊町民のサロンを推進する会とコラボ ♪♬

← ぜひ、お聴きください！
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阿見ウィキウィキ会は、中央公民館と君原公民館で活動していた2

グループが合併して、平成17年から活動を開始した、ウクレレを楽

しむグループです。ソロではなくアンサンブルを練習し、皆で演奏す

ることを楽しんでいます。まずは基礎から。そして演奏会への参加や

施設訪問などのボランティア活動も行います。

活動日時：毎月第2、４土曜日 午前10時～正午

活動場所：中央公民館

代表 川崎 友一郎 さんからのメッセージ

針生先生の指導の下、ウクレレ演奏を楽しんでいます。楽しく和気

あいあいと練習をしながら、楽曲を完成していきます。ハワイアン

ミュージックはもちろんのこと、歌謡曲にも取り組み、初心者の方で

も気軽に楽しむことができます。

施設訪問やサロンでの演奏の際には、首からレイをかけて気分はハ

ワイです！気軽にご参加ください。ぜひ、一緒に演奏しましょう。

連絡先 ☎ 090-8002-7143（カワサキ）

Eメール y1u9i7h3i1r2o@gmail.com

時に、針生先生の説明もあります。

会員
募集中

阿見町音楽祭
You Tube

💚 町民活動センター 定期利用 一覧 💚

← 町民活動センターHP詳細は、直接あるいは町民活動センターまでお問い合わせください。

会員
募集中

AIMA（阿見数楽研究会） 数学を楽しみながら学びます ☎ 080-5433-5176

阿見おもちゃ病院 こどものおもちゃの修理をします ☎ 029-874-6416

阿見日中交流会 中国語を学びます ☎ 090-7737-2906

アレンジ阿見 フラワーアレンジメントを作ります ☎ 090-8874-5936

エクセル基礎から応用まで エクセルとワードに取り組みます ☎ 080-1301-8545

初めてのVBAプログラミング プログラム言語を学びます ☎ 080-5433-5176

（NPO法人IT普及協議会）

鉛筆画（和田工房） えんぴつ画、人物デッサンに取り組みます 町民活動センターまで

okiniiri. aroma（おきにいりアロマ） アロマを生活に楽しく取り入れます ☎ 090-9358-0272

シニア向け初心者パソコン教室 シニア仲間でパソコンを楽しみます ☎ 029-887-5586

楽しく学ぼうパソコン教室 パソコンを楽しく学びます 町民活動センターまで

手作りアクセサリー教室 天然石を使ってアクセサリーを作ります 町民活動センターまで

パソコン学習会 パソコンに関するなんでもを勉強します ☎ 090-1768-0956

町の寺子屋（美浦指南会） 自由なスタイルで学習します 町民活動センターまで

講座名（団体名） 内 容 連絡先
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編集後記（コーディネーター）

実りの秋となりました。あっという間に夏は過ぎていきました。夏の思い出は？なんやかんやと言いながら、見てしまったオ

リ・パラリンピック。コロナウイルスの感染拡大もなんのその、アスリートたちは頑張っておりました。

さて、10月～11月といえば紅葉の季節・・・そろそろお出かけしたいものですね（お）。

ふれあい

場所：吉原交流センター
（阿見町吉原614）

時間：午前10時から午後3時

動物ワクチンのお話も
あります。親子でどうぞ！

あそぶ・まなぶ・たべる 体験

親子でまなぶ

季節のお菓子
を配ります💚木工遊び

みんなで
楽しく運動する

子どもフェスティバル地域連携グループ
事務局

☎ 080-5431-9517
Eメール kodomo2021festa@gmail.com

開催日時：11月6日 (土曜日) 午前9時 〜 正午

集 合：午前 8時45分 から 午前9時 国体セーリング会場跡 (特設駐車場有)

会 費：一般 300円､ 高校生以下 100円 (保護者同伴)

定 員：70名 ※ 当日は少人数のグループ散策となります

散策コース：セーリング会場跡 → 谷津田 → 阿彌神社 →竹林山神宮寺 (子育不動尊) → 鹿島古女子神社 → 

満徳寺 → 霞ヶ浦眺望 → 掛馬館跡(堀切) → 江戸後期の蔵 → 渡来銭発掘現場 →セーリング会場跡

散策距離：約 5.2キロメートル

申込方法：① Ｅメールから; info@plami.jp 宛に件名 ｢ウォーキング参加｣ とご記入の上､ 送信してください。

案内を返信させていただきます。

② サイトから; https://plami.jp/walking-event/

申込みフォームからお申込みください。

③ 電話から; 080-5677-3104 ( 担当：阿見観光ガイド カケヒダ )

※ 個人対応のため､ 可能な場合は ① ② をお選びください 。

参加要件があります！◎マスク､ 検温､ 消毒にご協力いただけること。

◎新型コロナワクチンの接種を２回終了していること。

※ 理由があって接種できない場合にはご相談ください。

申し込みを
お待ちして
います！！

↑ 阿見観光ガイドHP


