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指定管理者オーエンスからのご挨拶
平成２７年４月より、習志野市新習志野公民館が
指定管理者制度のもと、株式会社オーエンスによる
管理運営を開始しました。
当社では、「地域に根ざした生涯学習の拠点」とし
て、より地域の皆様に活発に利用して頂けるような施
設づくりをスタッフ一同取り組んでまいります。どう
ぞよろしくお願いいたします。

指定管理者制度ってなに？
指定管理者制度とは、地方公共団体が、公の
施設の管理を、指定した団体に期間を定めて
代行させる制度です。2003 年に導入され、そ
れまでは公の施設の管理運営は公共団体もし
くは公共団体が出資している団体等に限られ
ていましたが、この制度を導入することで企
業等が参入できるようになりました。

指定管理者制度は、公の施設の管理運営に

こんなところが４月から変わりました
〇祝日も開館します
〇夜９時まで通常開館

民間の技術力や経営ノウハウを幅広く活用
し、コストの削減と利用者へのサービスの向
上を図ることを目的としています。

〇講座が増えます
※講師がオーエンス社員の時も。今までとは
ちょっと異なる企画もあるかも・・・
〇印刷機の利用が夜８時半まで可能
〇6 月 1 日よりコピーサービスを開始しました
（印刷機、コピーとも私的な利用には対応できません。
ご不明な点は事務室までお問い合わせください。
）

オーエンスは…
当社は指定管理者として全国 155 施設を管
理しています。
県内施設としては「千葉県国際総合水泳場」や
「千葉県東金青年の家」で指定管理者として
の実績があります。
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職員紹介
館長
藤﨑

章一

梅雨の季節、野山や公園に咲
いている紫陽花が心を和ませて
くれる今日この頃です。
早いもので新習志野公民館の
指定管理者として管理を始め約二ヶ月半。地域の皆

山本

麗子

民間の運営管理に変わった
ことで地域の皆様にご不便をか
けないよう精いっぱい努めます。
事業等沢山企画していくので、
皆様のご希望に沿うものがあるとうれしいです。
習志野市民で 3 人の子の母です。

様方には以前と変わらぬご支援、ご協力を賜り職員
一同深く感謝しております。

齋藤

路子

今後とも利用者の皆様のご意見を参考にしなが

クッキング ザ おうちカフェ

ら管理運営をしていきたいと思いますのでご協力

担当。蟹座で A 型。手前味噌、

くださいますようお願い申し上げます。

手前茶(ドクダミ・柿の葉)で健康維持。

副館長
関吉

京子

寿学級、子ども陶芸教室、生活
悠々講座、サークル連協などが担

加藤

英子

真央ちゃんの様に１年間休養
して復帰しました。週２回勤務
なので運がよければ私と会えま
すヨ。Oh！型

当です。お気軽に声をかけてくだ
さい。時の流れに身をまかせてい
るみずがめ座です。

木内

孝枝

子ども映画会、館報担当。天
然キャラも担当しています。火

学習相談員
小高

曜日はコーラスに行き歌っていま
す♪。AB 型山羊座。

宏文

新習ふれあいネット PTA 家
庭教育学級など担当。新習志野
公民館 4 年目。水がめ座の O 型。

安孫子

米子

清掃担当。4 年目に入りまし
た。公民館の花壇のお花は、私
の趣味でやっています。

西端亜矢
育児講座、すくすく講座、幼
児家庭教育学級など担当します。
天びん座の O 型です。

秋庭

君江

清掃担当。週二日勤務ですが、
頑張っています。さそり座の A
型です。

佐々木智恵美
ふれあいネット、PTA 家庭教
育学級、子ども講座など担当。
館長の次に雑用係をしますので、
気軽に頼んでください☆

長沼

和子

清掃担当。うお座の B 型です。
清掃頑張ります。
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開 催 事 業 ／講 座 ①
♬パレットコンサート

♬クリスターズ

5 月 24 日（日）
、地域で活動されている団体に出

代表の神力が色々な

演していただき、パレットコンサートが開かれまし

音楽仲間に声をかけて

た。このコンサートは、季節ごとに開催されるフォ

集うグループで、その

ーシーズンコンサートのひとつです。
今年は 200 人

時によって楽器やメン

以上の方が来場され、それぞれの団体の趣向を凝ら

バーが違うのが魅力で

した演奏に楽しまれていました。

もあります。ボーカル

出演団体から、それぞれの活動やＰＲについて聞
くことができました。

やフルート、ベースなど多彩で、練習期間もその時に
集まるメンバーによります。
今回出演した自分(嶋崎)は、このコンサートがきっ

♬アンサンブル・フォルテピアノ

かけで音楽家になったようなものなので、地域の人が
これだけ集まるコンサートに出演できてうれしかっ

元々は津田沼高校吹奏

たです。

楽部ＯＢ・ＯＧで結成し
ましたが、今は主婦から

♬習志野シンフォニックブラス

学生まで様々なメンバー
がいます。地域に根付い

老若男女様々なメン

た活動がメインで、今年

バーが参加している団

は香澄まつりに出演予定があります。パレットコンサ

体です。パレットコン

ートは年々見に来てくださる方が増えているので、あ

サートは、曲目や練習

りがたいし、励みになります。

に 1～2 か月ほどかけ

ＨＰに活動の様子を載せているので、ぜひ見てくだ
さい。

http://fortepiano.s377.xrea.com/wordpress/

ました。地域のコンサ
ートなので、気負わずに参加させてもらえるのがよい
です。
2 月には習志野文化ホールで単独のコンサートを開

♬ナスカ
元々はフォルクローレ

催予定なので、そちらもぜひ聴きに来てください。

次回コンサートご案内

(ケーナ)とオカリナを演

♬夏の宵コンサート♬

奏するサークルで、ケー
ナが面白くなってきて

夏の夕べ、

今のようなチームになり

すてきな音楽に酔いしれてみませんか

ました。20 年近く活動し

７月５日（日）会場：新習志野公民館

ていますが、声がかかればどこでも出演しています。

16：30～18：00（開場 16：00）

最近は小学校(香澄小)の授業にも呼ばれました。

出演

とても楽しく活動しているので、興味がある人はぜ
参加してほしいです。

♪習志野シンフォニックブラス
♪フルートアンサンブル 雅
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開 催 事 業 ／講 座 ②
生活悠々講座（ハワイアンリボンレイ）
5/14（木）

生活悠々講座（経済）5/1・5/8・5/15 (金曜日)
目的：関心がありつつも難しいと感じる方が多い

目的：初心者でもできるハワイアンリボンレイ製作

「暮らしと経済」お金に関する知識や情報を学ぶ。

を通じて参加者同士の交流を図る。

参加人数

参加人数

15 人

50 人（全 3 回）

「お金に対する認識を改

初めての方も経験者も楽

めて感じた」「経済のしく

しく参加され、有志で今後

みがわかった」
「資料が

も続けたいと、サークルも

大変わかりやすかった」

できました！

等感想をいただきました。

子育てリフレッシュ講座

トールペイント

公民館からのお知らせ

5/22(金)
目的：ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄのｽﾎﾟﾝｼﾞ
を使った技法を学ぶ。

【募集】

子育てからのひとときの

クッキング・ザ・おうちカフェ募集中

解放と仲間作りを図る。

・かんたん手まり寿し

参加人数

9人

献立：手まり寿司、抹茶ようかん、お吸い物

「素敵な作品が出来てうれしい」

日時

７月２日（木）午前１０時～１３時

「先生の教え方が優しくてわかりやすかった」

場所

新習志野公民館

など満足していただけたようです。

対象

成人

調理室

詳細はお問い合わせください。☎ 453-3400

＊館報編集委員募集＊
皆さんに役立つ情報や話題を提供していく館報。

【4 月からここも変わりました】

公民館のことをもっと知りたいと思っている方、

＊フロアマットの模様替

一緒に館報を作ってみませんか。

既存の配置では視覚障害

新習志野公民館の

者誘導用ブロックが活用

☆ホームページ開設しました☆

できないため、新規で購

http://www.sinnarakominkan.net/

入し配置を変えました。

是非ご覧になってください。

編集後記

＊お客様アンケートの実施

新習志野公民館に来て初めて関わった館報編集。何

‘利用者の声’

も分からずパソコンの前に座ったのは２か月前。ここ

お気付きの点が

まできたのは奇跡か偶然か。

ございましたら

今後はもっともっと勉強をして皆さまに愛される
館報を作ってまいります。

お声を聞かせて
ください。

館報編集委員Ｋ

