
○主催講座のお申し込み方法
お申し込み方法は講座ごとに異なるのでご注意ください。
直接 直接各公民館窓口でお申し込みください。
電話 直接各公民館へ電話でお申し込みください。
はがき 次の要領で必要事項を記入してください。

往復はがきの場合は返信用の宛先も記入してください。
○講座（日時・コースも）
○氏名（フリガナ）
○郵便番号、住所
○年齢（学年）
○電話・FAX番号
○そのほか必要事項

○開催する主催講座
8/29(水)、9/19(水)　10:00～12:00　全2回
(対)成人
(定) 先着20人
(申)8/2(木)から直接または電話で

葛城公民館 9/1(土)13:30～15:00　
(T)222-8554 (対)成人　(定)先着30人

(F)222-1453 (申)8月2日(木)から直接または電話で
8/22（水）・30（木）、9/6(木）　10:00～12:00 全3回（講義のみ）　
(対)成人
(定)先着20人　(料)1,000円
(申)8/2（木）から直接または電話で　

8/30(木)・31(金)14：00～16：00　全2回
(対)成人　(定)先着20人　
(料)400円　
(申)8/2(木)から直接または電話で
8/19（日）・20（月） 9：00～12：00のうち1時間
(対)成人

(持物)パソコン
(定)先着6人
(申)8/2（木）から直接または電話で
8/29、9/12・26、10/10の水曜日　13:30～15:30　全4回

犢橋公民館 (対)成人
(Ｔ)259-2958 (定)先着15人 　
(Ｆ)259-6431 (料)200円　

(申)8/2(木)から直接または電話で
9/16(日)

こてはし台公民館 10:00～12:00
(T)250-7977 (対)成人
(F)250-1992 (定)先着20人

(申)8/2(木)から直接または電話で
さつきが丘公民館 8/21(火)・22(水)9:00～16：00　全2回

〒262-0014 (対)成人

花見川区さつきが丘 (定)10人

1-32-4 (料)1,200円

(T)250-7967 (申)8/10(金)必着。往復はがきで。
(F)286-6469

①はじめての太極拳　8/18(土)　10:00～11:30
花園公民館 ②はじめてのフラダンス　8/24(金)　13:30～15:00
(Ｔ)273-8842 (対)成人
(Ｆ)271-0370 (定)①②各先着10人

(申)8/2(木)から直接または電話で
8/22(水)・29(水)　10:00～12:00　全2回

花見川公民館 (対)成人
(T)257-2756 (定)先着10人
(F)286-0185 (料)100円

(申)8/2(木)から直接来館(料金持参）
8/30(木)

幕張本郷公民館 10:00～12:00
(Ｔ)271-6301 (対)成人
(Ｆ)271-0881 (定)先着30人

(料)100円
(申)8/2(木)から直接または電話で　　　

中
央
区

新宿公民館
(T)243-4343
(F)243-3972

歴史講座
「飢饉から江戸時代
を考える」

花
見
川
区

パソコンなんでも相談
ワード・エクセル・アク
セス

スポーツ吹矢教室

日曜学習
「介護保険制度」

パソコン講習
「エクセル入門」

花園チャレンジ大学
「サークル体験教室」

体験講座
「水墨画を描く」

歴史講座
「庶民の願い-子守神
社神主日記-」

牛乳パックで生ごみ
堆肥づくりにチャレン
ジ

自然農法講座
「生ごみ堆肥を使った
野菜作り」

Tシャツをリメイクして
布ぞうり作り

宮崎公民館
(T)263-5934
(F)263-4904

末広公民館
(T)264-1842
(F)263-3746

朝日ヶ丘公民館
(T)272-4961
(F)271-6994
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稲毛公民館 9/12、10/10、11/14、12/12 の水曜日10:00～12:00　全4回
(T)243-7425 (対)成人　　(定) 先着30人
(F)243-3962 (申) 8/22(水)から直接または電話で

9/4(火)～9/7(金)　13：30～16：30　全4回
草野公民館 (対)文字入力ができる成人
(T)287-3791 (定)先着10人
(F)287-3672 (料)1,200円

(申)8/2(木)から直接または電話で
黒砂公民館 9/11（火）～9/14（金）　13:30～16:30　全4回

〒263-0042 (対)文字入力ができる成人　(定) 10人

稲毛区黒砂2-4-18 (料)1,200円

（Ｔ）241-2811 (申)8/15（水）必着。往復はがきで。

（Ｆ）247-1931
9/1(土)　13:30～15:00　
(対)成人
(定)先着30人
(申）8/2(木）から直接または電話で
9/29(土)　10:00～12:00　
(対）成人
(定）先着30人
(申） 8/2(木）から直接または電話で
8/28(火)～8/31(金)　13:30～16:30　全4回 

都賀公民館 （対）文字入力ができる成人　
(T)251-7670 （定）先着10人　
(F)284-0627 （料）1,200円

（申）8/2(木)から直接来館（料金持参）
8/18（土）　13:30～16:00
(対)小学生以上
(定)先着60人　
(申)当日直接来館
8/23（木）、9/15（土） 10:00～12:00　全2回
（対）成人　（定）先着20人

加曽利公民館 持参するもの：空の牛乳パック（1ℓ）1個、エプロン、ゴム手袋、
(T)232-5182 マスク、持ち帰り用の袋、生ごみ（新鮮なもの）
(F)232-6408 （申）8/2（木）から直接または電話で

8/30(木)　10:00～12:00
(対)60歳以上でスマートフォンを持っていない方
(定)先着20人
(申)8/2(木)から直接または電話で

千城台公民館 8/26(日)　14:00～15:30 (13:30から受付)
(T)237-1400 (定)先着60人
(F)237-1401 (申)8/2（木）から直接または電話で

9/1(土)　13：30～15：30
(対)成人
(定)先着25人
(申)8/2(木)から直接または電話で
8/29～9/12の水曜日　10:00～12:00  全3回
(対)成人
(定)先着16人  (料)2,000円
(申)8/3（金）から直接来館 （料金持参）
9/11(火）　10:00～12:00

土気公民館 (対)成人
(Ｔ)294-0049 (定)先着10人
(Ｆ)294-4233 (料) 500円

(申)8/2（木）から直接来館（料金持参）
8/24（金）
10：00～12：00
(対)小学生（1,2年生は保護者同伴）　
(定)各先着15人（どちらか片方のみ）
(料)まが玉300円・組みひも50円
(申)8/2（木）から直接または電話で　

緑
区

歴史講座
「室町時代から」

藍染体験教室
「自分でデザインした
色柄に染める」

茶道のおもてなし

まが玉・組みひも作り
に挑戦

誉田公民館
(Ｔ)291-1512
(Ｆ)292-7487

越智公民館
(Ｔ)294-6971
(Ｆ)294-1931

椎名公民館
(Ｔ)292-0210
(Ｆ)292-4631

轟公民館
(T)251-7998
(F)285-6301

若
葉
区

牛乳パックを使った
生ごみ肥料化講習会

シニア向けスマート
フォン教室

やすらぎコンサート
「クラシックギター
　　　　　　　　演奏会」

桜木公民館
(T)234-1171
(F)234-1172

稲
毛
区

千葉市直下地震に備
えてー自分たちで何
が出来るかー

パソコン講座
「エクセル入門」

とどろき落語会
（千葉大学
　　　　落語研究会）

千葉を知ろう
 「郷土史再吟味７点」

パソコン講座
「エクセル入門」

パソコン講座
「エクセル入門」

千葉氏によって拓か
れた「千葉」～中世都
市「千葉」を探る～山王公民館

(T)421-1121
(F)423-0359
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9/11(火)・18(火)　10:00～12:00　全2回
（対）2、3歳児と保護者
（定）先着15組
（申）8/18(土)から電話で
8/20(月）
①13：00～15：00　②15：00～17：00

(対)小学1年～6年生
(定)各先着12人
(申)8/2(木)から直接または電話で
8/25(土)

10:00～11:30
(対)小学生以下の子どもと保護者
(定)先着30組
(申)当日直接来館
8/30(木)
10:00～12:00

(対)小学1年～3年生
(定)先着20人
(申)8/2(木)から直接または電話で
8/30(木)
14:00～16:00
(対)就学前児～小学生と保護者
(定)先着8組
(料)1,000円
(申)8/2(木)から直接または電話で
8/25(土)  10:00～12:30
(対)成人
(定)先着15人
(申)8/2(木）から直接または電話で

幕張西公民館 8/21(火)　10：00～12：00
(T)272-2733 (対)成人　(定)先着20人　
(F)271-8944 (申)8/2（木）から直接または電話で

美
浜
区

2～3才児親子体操教室

夏休み伝統文化
「きもの&マナー教
室」

牛乳で美味しさアップ
の簡単家庭料理！

これからのマネープ
ランを考える

親子で歌おう
ディズニー＆クラシッ
ク

夏休みわくわくおはな
し会
「紙芝居をやってみよ
う」

夏休み親子体験
「夏休みの思い出の
アルバムを作ろう」

打瀬公民館
（T)296-5100
（F）296-5566

磯辺公民館
(T)278-0033
(F)278-9959

高浜公民館
(T)248-7500
(F)248-6851
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