H31.1.1

千葉市公民館
募集中の講座一覧
特に記載のないものは次のとおり
・申し込みは１日から受け付け ・応募多数の場合は抽選
・（対）市内在住・在勤・在学の方 ・（料）無料
・(申)受付時間9:00～17:00。直接来館も可。
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公民館名
生浜公民館
(T)263-0268
(F)263-0907

葛城公民館
(T)222-8554
(F)222-1453
新宿公民館
(T)243-4343
(F)243-3972
末広公民館
(T)264-1842
(F)264-3746
宮崎公民館
(T)263-5934
(F)263-4904
朝日ケ丘公民館
(Ｔ)272-4961
(Ｆ)271-6994
犢橋公民館
(Ｔ)259-2958
(Ｆ)259-6431
こてはし台公民館
(T)250-7977
(F)250-1992
さつきが丘公民館
(T)250-7967
(F)286-6469
長作公民館
(T)258-1919
(F)286-6449
花園公民館
(Ｔ)273-8842
(Ｆ)271-0370
花見川公民館
(T)257-2756
(F)286-0185
幕張本郷公民館
(Ｔ)271-6301
(Ｆ)271-0881
稲毛公民館
(T)243‐7425
(F)243-3962
草野公民館
(T)287-3791
(F)287-3672
黒砂公民館
(Ｔ)241-2811
(Ｆ)247-1931

講座名
日時・対象・定員・申込方法など
終活セミナー＆個別 ①1/27(日)・②2/24(日)
相談
セミナー13:00～14:45、個別相談15:00～17:00（１組約20分間）
①相続、②遺言
(対)成人 (定)各回セミナー先着30人、個別相談先着5組
相談は1組20分程度
(申)1/4(金)から電話で
ガマの油売り口上教 1/26(土)9:30～12:30
室
(対)16歳以上の方 (定)先着20人
(申)1/4(金)から電話で
心を癒すこだわりの 1/23(水)13:30～15:30
珈琲
(対)成人 (定)先着20人 (料)100円
(申)1/4(金)から電話で
シニア向けスマート 2/5（火）13:30～15:30
フォン教室
（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）1/7（月）から電話で
はじめての味噌づくり 1/16（水）13:30～15:30・17（木）9:00～16:00 全2回
「大豆から味噌をつ (対)成人 (定)先着8人 (料)2,500円
くってみよう」
(申)1/4（金）から直接来館(料金持参)
新春コンサート
1/13(日)14:00～15:00
（尺八・オカリナ・弦楽 (定)先着50人
合奏）
(申)当日直接会場へ
生前整理講座
1/15（火）10:00～12:00
「笑顔をつなぐ整理 (対)60歳以上の方 (定)先着15人
収納」
(申)1/4(金)から電話で
郷土料理 房総の太 1/31(木)10:00～13:00
巻きすし作り
(対)成人 (定)先着16人 (料)1,300円
(申)1/4(金)から直接来館（料金持参）
楽しい落語講座
1/20(日)14:00～16:00
「初笑い さつき寄
(対)成人 (定)先着50人
席」
(申)1/4(金)から電話で
健康体操講座
1/26(土)13:30～15:30
「歌と踊りと体操で健 (対)成人 (定)先着20人
康維持！」
(申)1/4(金)から電話で
千葉氏500年の光芒 1/19（土）10:00～12:０0
（入門編）
(対)成人 (定)先着30人
(申) 1/8(火)から電話で
歴史講座「花見川の 1/23（水）・30（水）10:00～12:00 全2回
歴史～千葉氏・江戸 (対)成人 (定)先着20人
時代の暮らし」
(申) 1/8(火)から電話で
クラフトバンド手芸で 1/19（土）10:00～12:00
リボンかご作り
(対)成人 (定)先着10人 (料)600円
(申) 1/5(土)から電話で
郷土の和菓子づくり 1/30(水)9:30～12:00
(対)成人 (定)先着20人 (料)500円
(申) 1/14(月・祝)から直接来館 (料金持参)
タブレットで脳トレ体 1/28(月)13:30～15:00
験！
(対)60歳以上の方 (定)先着30人
(申)1/4(金)から電話で
箏と尺八による
1/12（土）14:00～16:00
くろすな新春コンサー (定) 先着50人
ト
(申)当日直接来館
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小中台公民館
(Ｔ)251‐6616
(Ｆ)256‐6179
山王公民館
(T)421-1121
(F)423-0359
都賀公民館
(T)251‐7670
(F)284-0627
轟公民館
(T)251-7998
(Ｆ)285-6301
大宮公民館
(T)265-2284
(F)265-6948
千城台公民館
(T)237-1400
(F)237-1401
みつわ台公民館
(T)254-8458
(F)254-3135
若松公民館
(T)231-7991
(F)231-0798
越智公民館
(T)294‐6971
(F)294-1931

緑
区
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おゆみ野公民館
(T)293‐1520
(F)293-1521
椎名公民館
(T)292‐0210
(F)292-4631
土気公民館
(T)294-0049
(F)294-4233
誉田公民館
(T)291-1512
(F)292-7487
稲浜公民館
(T)247-8555
(F)238-4176
打瀬公民館
(T)296-5100
(F)296-5566
高浜公民館
(T)248‐7500
(F)248-6851
幕張西公民館
(T)272-2733
(F)271-8944

60代のタブレット教室 1/17（木）14:00～16:00
（対）60歳以上でタブレットを持っていない方 （定）先着20人
(申)1/4（金）から電話で
シニアのためのス
①1/15(火)・②16(水)いずれも10:00～12:00
マートフォン教室
(対）60歳以上の方 (定)各先着20人
(申)1/4（金）から電話で （①②は同内容）
いきいき健康づくり講 1/22(火)10:00～12:00
座「歌って脳を活性 (対)成人 (定)先着20人
化」
(申)1/5(土)から電話で
手打ちそば入門講座 1/20、2/3・17、3/10の日曜日10:00～13:00 全4回
（対）成人 （定）先着12人 （料）6,000円
（申）1/5（土）から電話で
絵本の読み聞かせボ 1/19（土）・26（土）10:00～12:00 全2回
ランティア養成講座 (対)成人 (定)先着20人
(申)1/5(土)から電話で
ボッチャ体験教室
1/20(日)13:30～15:00
「パラリンピック競技 (対)成人 (定)先着30人
を気軽に体験」
(申)1/5（土）から電話で
パソコン講座
1/22（火）～1/25（金）①9:00～12:00、②13:00～16:00各全4回
①ワード入門
(対)文字入力のできる成人 (定)各先着10人 (料)1,200円
②エクセル入門
(申)1/7(月)から電話で
スマホ講座「実は知 1/17（木）13:30～14:45
らないＬＩＮＥの使い (対)スマートフォンの操作ができる成人
方と安全対策」
(定)先着10人 (持)スマートフォン
(申)1/4（金）から電話で
シニア向けスマホ（ア 1/29（火）13:30～15:30
ンドロイド）体験教室 (対)60歳以上の方（スマホをお持ちでない方も参加可）
(定)先着20人
(申)1/5(土)から電話で
ヘルシー料理教室 1/20(日)9:30～12:00
「糖尿病予防料理の (対)成人 (定)先着24人 (料)500円
コツは？」
(申)1/4（金）から電話で
シニア向け
1/29（火）13:30～14:30
スマホ・ケータイ安全 (対)60歳以上の方 (定)先着20人
教室
(申)1/4(金)から電話で
親子でふれあう
1/31(木)10:00～11:30
おもちゃのひろば
(対)就学前児と保護者 (定)先着15組
(申)1/4(金)から電話で。メールtoke@chiba-kominkan.jpも可。
第18回
1/19(土)14:00～15:00
ニューイヤー
出演＝大原保人さん（ジャズピアニスト）ほか
ジャズコンサート
(対)成人 (定)先着150人
(申)1/4(金)から電話で
パソコン講座
1/29(火)～2/1(金)13:30～16:30 全4回
「エクセル入門」
(対)文字入力ができる成人 (定)先着10人 (料)1,200円
(申)1/7（月）から電話で
シニア向けスマート 1/30(水)14:00～16:00
フォン教室
(対)60歳以上で、スマートフォン初心者 (定)先着20人
(申)1/4(金)から電話で
文学講座
1/17(木)・31(木)10:00～12:00 全2回
｢国木田独歩・島崎藤 (対)成人 (定)先着40人
村と千葉県｣
(申)1/4(金)から電話で
パソコン講座
1/22(火)～25(金)9:00～12:00 全4回
「エクセル入門」
(対)成人 (定)先着10人 (料)1,200円
(申)1/4(金)から電話で

