
都賀公民館
平成30年6月1日現在

№ 事　業　名 事業目的 事業内容 対象者 実施時期 回数 定員
備　　　　考
（敬称略）

1 初めての味噌作り教室
　現代は、生活用品すべてにおいて既製
品が占めている。食品を手作りすること
で、自然で安心な食品を作ることを学ぶ。

　日本古来の自然発酵の味噌を作
ることにより、安全で・安心な食品を
手作りし食生活の見直しを図る。

成　人
4/21（土）

13:30～16:30
1 20 ・協力　｢わたしの田舎」谷当工房

2
住まいの防犯対策
～再び防ごう特殊詐欺～

　近年、当該地域に発生している身近な
犯罪に対して住民に注意を喚起し、未然
に犯罪を防ぐことを学ぶ。

　地域住民に、身近で予想される事
件について学んでもらい、未然に防
ぐ対策を学ぶ。

成　人
4/23（月）

9:30～10:30
1 20 ・協力　千葉北警察署

3
救命講習会
「簡易講習」

　我が国は急速な高齢化により突然に体
調を崩す人が増加することが予想される。
近くにいる人が、即座に応急手当の対応
ができるように学ぶ。

　特に心臓発作の際の応急手当て
につて学び、AEDの使用をできるよ
うにする。

成　人
５/30（水）

10:00～12:00
1 20 ・協力　千葉市稲毛消防署

4
ベビーマッサージ教室
～親子でスキンシップ～

　核家族化により乳幼児の育児に悩む保
護者が多く、その大半が我が子との接し
方が分らなく悩んでいる。ベビーマッサー
ジを通して我が子とのスキンシップﾟを図
り、健康で健やかな発育を促す。

　ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞの基本を学び乳幼
児の我が子とのｽｷﾝｼｯﾌﾟを図り、乳
児の健康で健やかな発育に役立て
る。

３か月〜７
か月の乳

幼児と保護
者

6/14・28
（木)

10:00～12:00
2 １０組 ・協力　平澤　安紀

5
オートクチュール

ビーズ刺繍
ジュエリー教室

　近年、大人でも自作でモノを作る機会が
減ってきている。手先を使うことにより、脳
に刺激を与え、健康維持を図るとともに、
趣味として継続的に学ぶ。

　ブローチ作りの基本について学
び、個性的な自作のアクセサリーを
作る。

成人
7/20・27

（金）
13:30～15:30

2 15 ・協力　中西 賀代子

6
夏休み子どもバルーン
アート教室

　風船を使って様々な動物や花などを作り
子供たちの創造性を育てる。

　バルーンアート用の風船を使い
様々な動物や花などを作る。 小学生

7/24(火)
10:00～12:00

1 20
・協力　村上　直子
　　　　  魚谷　真理子

7 モノレールあれこれ

　市内交通の重要なインフラであるモノ
レールの構造や特徴を学び、いかにして
安全で快適な運航体制を維持しているの
かを学習する。

　普段生活の中で使っている懸垂
式の千葉都市モノレールに試乗し、
その車両工場を見学する。

小学生と
その

保護者

7/28(土)
9:00〜12:00

1 ２０組 ・協力　千葉都市モノレール株式会社

8 けん玉にチャレンジしよう

　近年子どもたちは物を使って遊ぶ機会
が非常に少なくなっている。けん玉を使っ
て体を動かす楽しさを学び体力作りと平衡
感覚の発達にに役立てる。

　けん玉の基本を学び楽しさを知り
体力の維持向上を図る。さらに様々
な技に挑戦して多様な遊び方を知
る。

小学生
7/31、8/14

（火）
10:00～12:00

2 20 ・協力　　照井　　始

9 減塩料理教室

　我が国は伝統的に塩分を多く含む食事
が中心であるが塩分の取り過ぎは成人病
の主な要因になっている。塩分を控えた料
理を学び成人病の予防に役立てる。

　牛乳を使った減塩料理について
学び日常の食事に取り入れ、成人
病予防に役立てる。

成人
または
親子

8月4日（土）
10:00～12:00

1 15 ・協力　千葉市牛乳普及協会（井福 恵子）

10
夏休み子どもﾁｬﾚﾝｼﾞ教室
～電気を作ってみよう～

　普段生活の中で使っている電気やガス
について、見て触れて学ぶことで、電気の
作られ方や安全なガスの使い方、地球環
境等について学ぶ。

　暮らしの中のガスについて学びな
がら、燃料電池キット等を使って電
気を起こす実験をする。

小学生
８/９(木)

10:00～12:00
1 20 ・協力　東京ガス株式会社

11
パソコン講座
～エクセル入門～

　我が国ではIT化が叫ばれて久しいが未
だパソコンに習熟していない市民は多い。
エクセルを通じてパソコンに慣れ親しみ日
常生活に役立てる。

　エクセルの基本を学びパソコンの
特性を理解しパソコンに慣れ日常
生活に役立てる。

成　人
8/28(火)～
8/31(金)

13:30～16:30
4 10

・協力　生涯学習センター
　　　　  株式会社プラムシックス

12
シニア向けスマートフォン
教室
～初級編～

　近年ｽﾏｰﾄﾌｫﾝは急速に普及してきてい
るが、操作がわからない市民が多くいる。
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝの基本的な操作を学び日常で使
えるようにする。

　ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ操作の基本を学び日常
生活で使えるように役立てる。 成　人

9/11・25 、
10/9（毎火）
10:00〜12:00

3 各２０ ・協力　ドコモショップセンシティ千葉店

13
国際理解講座
～諸外国のお国柄を知ろ
う～

　近年、我が国は諸外国との交流が盛ん
になり、また、東京オリンピックを２年後に
控え増加する来日者に対応できるように
する。

　多様化する来日者のそれぞれの
国の文化を学び理解を深め国際親
善を図るよう努める。

成人
10/29（月）
10：00〜12：

00
1 30 ・協力　公益財団法人千葉市国際交流協会

14
健康づくり講座
～脳を活性化させる秘訣
～

　急速な高齢化により高齢者の比率が高
まっているが、近年は健康寿命を延ばす
ことが提唱されている。高齢者が健康に
過ごせるよう脳を使う講座を開設する。

　楽しく声を出すことにより脳を活性
化させるために、高齢者の知ってい
る歌を合唱をする。

高齢者 10月予定 2 20
・協力　生涯学習センターボランティア講師
　　　　  ミュジックセラピー

15 郷土の歴史講座

　長年当地域に住んでいる住民でも地域
の歴史について知っている人は少ない。
地域の歴史を学ぶことにより郷土に愛着
を持ち次世代に引き継ぐ。

　郷土の歴史を学び郷土の歴史・
文化大切する。 成　人

11/17(土)
9:00～12:00

1 30 ・協力　郷土ちばに学び親しむ会

16
子どもクリスマスケーキづ
くり教室

　我が国の子どもたちは家庭で料理をす
る機会が少ない。ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ作りを通じて
料理の楽しさを学びさらに興味を持ち日常
的に家庭で料理をする習慣をつける。

　クリスマスケーキを作ることにより
料理の楽しさを学び家庭で料理を
する習慣をつける。

小学生
12/2（日）

9:30～12:30
1 20

・協力　料理研究家　白田　真澄
　　　　　　　　　　　　   富田　まり子

17 クリスマスコンサート
　クリスマスコンサートを通じて地域住民
が音楽に親しみ、地域や家族、大切な人
と過ごすことの意義を考える。

　クリスマスソングのコンサートを開
催し、地域住民が音楽に親しむ機
会とする。

地域住民
12/25(火)

9:30～12:30
1 50 ・協力　愛唱歌「草の音」 他

18 文学講座

　本県との縁が深い文学者は多数いる。
郷土（千葉県）に縁があり親しみ感のある
文学者を取り上げ文学者につて学びさら
に様々な文学に興味を持つ。

　郷土（千葉県）に縁のある文学者
を取り上げ文学者につて学びさらに
文学に深く興味を持つ。

成　人
２月予定

14：00〜16：
00

1 20 ・協力　郷土史文学研究家　　中谷　順子

19 絵本の広場

　近年の少子化・家族化により乳幼児期
の子育てに悩む保護者が多い。乳幼児の
情操を育み幼児期から本に親しむ習慣を
つける。

　絵本の読み聞かせを通じて絵本
から書物に興味を持ち早期から読
書に親しむ習慣をつける。

幼児 9月～３月 4 各10
・協力　社会福祉協議会
　　　　  301作草部天台地区部会

20 クラブ体験学習
当公民館を定期的に量している団体のク
ラブ紹介を兼ねた体験学習を通じて様々
な学習を体験する。

　様々あるクラブの１つのクラブの
学習を体験し基本を学び健やかで
充実した人生を送れるよう学習す
る。

成人 要相談 3 各15 ・協力　当公民館定期利用団体

平成30年度　　公　民　館　事　業　計　画

お問い合わせ：都賀公民館（電話 043-251-7670）

※各事業に参加をご検討の際は、必ず事前にお問い合わせください。


