
○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
公民館名 講座名 日時・対象・定員・申込方法

葛城公民館 1/8(火)～11(金) 9:30～12:30 全4回
(T)222-8554 (対)文字入力ができる成人  (定)先着10人 

(F)222-1453 (料)1,200円　(申)直接または電話で
新宿公民館 12/13(木) 10:00～12:00
(T)243-4343 (対)成人 (定)先着16人 (料)1,000円
(F)243-3972 (申)直接または電話で
末広公民館 12/22(土) ①10:00～12:00、②13:00～15:00
(T)264-1842 (対)小学3～6年生 (定)各先着16人　
(F)264-3746 (申)12/3(月)から直接または電話で
椿森公民館 12/7(金) 10:00～12:00
(T)254-0085 (対)成人 (定)先着10人 (料)500円

(F)254-1285 (申)12/2(日)から直接または電話で
星久喜公民館 12/20(木) 13:30～15:30
(T)266-4392 (対)成人 (定)先着25人
(F)266-4981 (申)12/3(月)から直接または電話で
朝日ケ丘公民館 12/12(水) 14:00～17:00
(Ｔ)272-4961 (対)成人 (定)先着8人 (料)1,500円
(Ｆ)271-6994 (申)12/2(日）から直接来館（料金持参）
犢橋公民館 12/26(水) 9:30～12:00
(Ｔ)259-2958 (対)成人女性 (定)先着12人 (料)2,000円
(Ｆ)259-6431 (申)12/3(月)から直接または電話で
こてはし台公民館 12/15(土)・18（火) 10:00～12:00 全2回
(Ｔ)250-7977 (対)成人 （定）先着20人
(Ｆ)250-1992 (申)12/2(日)から直接または電話で
長作公民館 12/11(火) 13:30～16:00
(Ｔ)258-1919 （対）成人 （定）先着10人
(Ｆ)286-6449 (申)12/2(日)から直接または電話で

12/8(土) 9:30～12:30
(対)小学生 (定)先着20人 (料)600円
(申)12/1(土)から直接来館（料金持参）

花園公民館 12/15(土) 10:00～11:30
(Ｔ)273-8842 (対)小学生以上の方 (定)先着30人　
(Ｆ)271-0370 (申)直接または電話で
幕張公民館 1/15(火) 10:00～11:30
(T)273-7522 (対)65歳以上の方 (定)先着30人
(F)273-6185 (申)12/20(木)から直接または電話で
幕張本郷公民館
(Ｔ)271-6301

1/16(水) 10:00～11:30
(Ｔ)271-6301 (対)成人 (定)先着15人
(Ｆ)271-0881 (申)12/6(木)から直接または電話で

中
央
区

エクセル2016入門

食事でアンチエイジ
ング～体をさびさせ
ない一汁二菜

樹脂粘土で作るお正
月飾り

千葉の歴史講座
「房総地域の大名と
参勤交代」

冬休み・書初め教室

花
見
川
区

初心者のそば打ち体
験講座

お正月花飾りづくり

Chibaを知る
「加曽利貝塚の成り
立ち」

身近でできるペットの
防災対策

昆陽実学
「タブレットを使った脳
トレ講座」

ゆる体操～ゆるっと
ゆるめる身体に～

詩吟入門講座
「実際に声に出して
吟詠を楽しもう」

クリスマスお菓子作り
「イチゴの行列とアイ
スボックスクッキー」
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稲毛公民館 12/16(日) 13:00～15:00 (対)中学生以上の方　
(T)243-7425 (定)先着16人 (料)1,000円
(F)243-3962 (申)12/2(日)から直接来館(料金持参)
草野公民館 12/24(休日) 13:30～14:30

(T)287-3791 (定)先着30人
(F)287-3672 (申)12/2(日)から直接または電話で
小中台公民館 12/20(木) 13:30～15:00
（Ｔ）251-6616 (対)60歳以上の方 (定)先着20人 
（Ｆ）256-6179 (申)12/3(月)から直接または電話で
山王公民館 12/16(日) 9:30～13:00
(T)421-1121 （対)成人（または小学生と保護者） （定）先着15人 (料)1,500円
(F)423-0359 （申）12/2（日）から直接または電話で

12/22(土) 9:00～11:30
(対)成人（または小学生と保護者） (定)先着10人 (料)1,000円
(申)12/2(日)から直接または電話で
1/13(日) 13:30～15:00
（対)成人 （定）先着50人
（申）12/2（日）から直接または電話で

千草台公民館 1/5(土) 13:10～16:00
(T)255-3032 (対)成人 （定）先着50人
(F)255-3682 (申)当日直接会場へ
都賀公民館 12/23(祝) 10:00～12:00

(T)251-7670 (定)先着50人
(F)284-0627 (申)12/2(日)から直接または電話で
轟公民館 12/23(祝) 13:30～15:30
(T)251-7998 (対)小学生以上の方 (定)先着60人
(Ｆ)285-6301 (申)12/2(日)から直接または電話で
大宮公民館 12/15(土) 10:00～12:00
(T)265-2284 (対)成人 (定)先着20人
(F)265-6948 (申)12/2(日)から直接または電話で
加曽利公民館 12/8(土) 13:00～16:30
(T)232-5182 (対)成人 (定)先着8人 (料)1,000円
(F)232-6408 (申)直接または電話で
更科公民館 1/27(日) 9:00～12:00　(対)カメラ・スマートフォン初心者
(T)239-0507 (定)先着10人　(持)カメラ、スマートフォン
(F)239-0569 (申)12/2(日)から直接または電話で
千城台公民館 1/31、2/7・21・28の木曜日または2/1・8・22、3/1の金曜日
(T)237-1400 13:30～16:00 各全4回　
(F)237-1401 (対)公民館の陶芸教室・講座などに参加したことがない成人

(定)先着16人 (料)800円 (申)12/4(火)から直接来館(料金持参）
越智公民館 12/15(土) 10:00～12:00
(T)294-6971 (対)成人 (定)先着12人 (料)900円
(F)294-1931 (申)12/2(日)から直接または電話で
おゆみ野公民館 12/9(日) 14:00～15:30
(T)293-1520 (定)先着100人
(F)293-1521 (申)当日直接会場へ
椎名公民館 ①12/9(日)、②12/23(祝) 9:00～12:00
(T)292-0210 (対)成人 (定)各先着10人 (料)①1,200円、②3,000円　
(F)292-4631 (申)直接来館(料金持参)
土気公民館 12/11(火) 10:00～12:00
(T)294-0049 (対)成人 (定)先着12人 (料)500円
(F)294-4233 (申)直接または電話で

12/18(火)～21(金) 13:30～16:30 全4回
(対)文字入力ができる成人 (定)先着10人 (料)1,200円
(申)直接または電話で

誉田公民館 12/15(土) 9:30～12:30
(T)291-1512 (対)成人 (定)先着20人 (料)550円
(F)292-7487 (申)12/2（日）から直接来館（料金持参）

ビデオ上映会
「男はつらいよ」ほか
１

若
葉
区

初心者のためのそば
打ち講座

初心者のための写真
撮影講座「撮影の基
本」

陶芸体験教室

生薬になる野草
～民間生薬の効用と
利用法～

稲
毛
区

伝えたい郷土料理
房総太巻き寿司「椿
の花」をつくろう

おはなしを聞こう
－民話と紙芝居－

タブレットを使った脳
トレーニング体験講
座

都賀公民館クリスマ
スコンサート

聖夜に響くエレクトー
ンコンサート

年越しそば打ち教室

ミニ門松作り
「本格！簡単！門松
で迎えるお正月」

初笑い山王寄席

緑
区

大人の手作り教室
「和の正月飾り作り」

クリスマス吹奏楽コン
サート

正月飾りを作る
①古代米で鶴づくり
②ミニ門松づくり

パソコン教室
「ワード入門」

郷土料理教室
「太巻き寿司」

竹細工教室
「竹の箸をつくろう」
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磯辺公民館 1/15(火)～18(金) 9:00～12:00 全4回
(T)278-0033 (対)成人 (定)先着10人 (料)1,200円
(F)278-9959 (申)12/15(土)から直接または電話で
稲浜公民館 12/11(火) 10:00～12:00
(T)247-8555 (対)60歳以上でスマートフォンを持っていない方 (定)先着10人
(F)238-4176 (申)12/2(日)から直接または電話で
打瀬公民館 12/12(水) 13:00～15:00
(T)296-5100 (対)成人 （定）先着10人
(F)296-5566 (申)12/2(日)から直接または電話で
幸町公民館 12/13(木) 13:30～16:30
(T)247-0666 （対）成人 （定）先着16人 (料)500円
(F)238-4153 (申)12/3(月)から直接または電話で
幕張西公民館 12/12(水) 10:00～11:30
(T)272-2733 （対）成人 （定）先着30人
(F)271-8944 (申)12/2(日)から直接または電話で

美
浜
区

パソコン講座
「エクセル入門」

大正琴を楽しもう

水引で作るクリスマ
ス・正月飾り

減災につながる整理
収納講座

シニア向け初めての
スマートフォン講座

3 / 3 ページ


