
講座

＊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。

＊受付時間は、特に記載のない限り9:00～17:00。直接来館も可（休館期間を除く）。

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

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など
生浜公民館 2/10(日)・17(日)　9:15～15:45

(T)263‐0268 (対)発達障害(疑い含む)、不登校でお悩みの小・中学生のお子さんが
(F)263-0907 いる保護者       (定)各日先着8人　　(備考) 1人30分程度

(申)2/2(土)から電話で
新宿公民館 2/20(水) 10:00～12:00
(T)243-4343 (対)成人 (定)先着20人
(F)243-3972 (申)2/2(土)から電話で
末広公民館 2/19(火)～2/22(金) 13:30～16:30  全4回
(T)264-1842 (対)成人 (定)先着10人 (料)1,200円　
(F)264-3746 (申)2/4(月)から電話で
椿森公民館 2/24(日)、3/3(日)　10:00～11:30 全2回
(T)254-0085 (対)成人　(定)先着16人

(F)254-1285 (申)2/2（土）から電話で
星久喜公民館 ①2/11(祝)　10：00～11：30　②2/16(土)　10：30～11：30
(T)266-4392 (対)①成人②3歳児～小学生　(定)①先着20人　②先着50人　

(F)266-4981 (料)①1,000円　(申)2/2（土）から電話で

宮崎公民館 2/16(土)14:00～15:30

(T)263-5934 (定)先着50人

(F)263-4904 (申)2/2(土)から電話で
朝日ケ丘公民館 2/26(火)10:30～13:00
(Ｔ)272-4961 (対)成人 (定)先着12人 (料)1,000円
(Ｆ)271-6994 (申)2/2(土）から直接来館（料金持参）
犢橋公民館 2/12(火)・19(火)　10:00～12:00　　全2回
(Ｔ)259-2958 (対)茶道初心者の成人　(定)先着8人　(料)500円  (備考)座椅子準備有り
(Ｆ)259-6431 (申)2/2(土)から電話で
こてはし台公民館 3/5(火)　10:00～12:00
(Ｔ)250-7977 (対)成人 （定）先着20人
(Ｆ)250-1992 (申)2/2(土)から電話で
さつきが丘公民館 2/19(火)　13:00～15:00
(T)250-7967 (対)スマートフォン初心者の成人　(定)先着15人
(F)286-6469 (申)2/2 (土)から電話で
長作公民館 2/9(土) 13:30～15:30
(Ｔ)258-1919 (対)小学生と保護者　(定)先着8組　(料)500円　
(Ｆ)286-6449 (申)2/2(土)から直接来館(料金持参)

2/20(水)　14:00～17:00
(対)成人 (定)先着8人 (料)1,500円
(申)2/2(土)から直接来館(料金持参)

早春ギターコンサート 3/2(土)　13:30～15:30
(定)先着40人
(申)2/2(土)から電話で

花園公民館 2/26(火)　10:00～12:00
(Ｔ)273-8842 (対)成人 (定)先着12人 (料)500円
(Ｆ)271-0370 (申)2/1(金)から電話で
花見川公民館 2/23(土)　13:30～15:30
(T)257-2756 (対)小学生以上の方　 (定)先着50人
(F)286-0185 (申) 2/5(火)から電話で
幕張公民館 2/23(土)　14:00～15:30
(T)273-7522 (定)先着90人
(F)273-6185 (申)2/3(日)から電話で
幕張本郷公民館 2/27(水)　10:00～11:30
(Ｔ)271-6301 (対)成人　(定)先着20人
(Ｆ)271-0881 (申)2/7(木)から電話で

花
見
川
区

そば打ち体験講座

笑いヨガ～笑いで心
と体のリフレッシュ～

これならできる簡単
スマホ術

公民館

①日本桜草を育てて
みよう
②人形劇「こだぬき
ぽんた」

子育て個別相談会
「発達障害や不登校
に関する相談」

終活セミナー
「相続と遺言」

ワードから始めるパ
ソコン

中
央
区

初めての人にもでき
る楽しく簡単便利な
スマホ活用術

茶道教室「お茶とお
菓子を楽しもう」

Chibaを知る「千葉氏
の時代」

ふれあいライブ
コンサート
津軽三味線演奏会

太巻き祭り寿司

花園チャレンジ大学
「ラテアートを楽しむ」

津軽三味線の演奏
会

花見川春風コンサー
ト「男声合唱」

親子で作ろう！アート
フラワー講座



区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など
草野公民館 2/23(土)　10：00～12：00  
(T)287-3791 (対)成人　　(定)先着30人
(F)287-3672 (申)2/2(土)から電話で
黒砂公民館 2/13(水)　10:00～12:00
（Ｔ）241-2811 (対)成人　　(定)先着20人　(料) 200円　 (持)マグカップ
（Ｆ）247-1931 (申)2/2(土)から電話で
小中台公民館 2/14(木) 14:00～15:30
(T)251-6616 (対)60才以上　　(定)先着30人
(F)256-6179 (申)2/2(土)から電話で
山王公民館 2/21(木) 10:00～12:00　
(T)421-1121 (対)成人 (定)先着30人
(F)423-0359 (申)2/2(土)から電話で

2/22(金) 10:30～13:30
(対)60才以上　(定)先着16人　(料)500円
(申)2/2(土)から電話で

千草台公民館 2/13(水)　13：30～15：30
(T)255-3032 (対)成人 (定)先着20人 
(F)255-3682 (申)2/2(土)から電話で
都賀公民館 2/7(木)　14:00～16:00　　(内)講師＝中谷順子さん(作家)　
(T)251-7670 (対)成人　(定)先着30人
(F)284-0627 (申)2/1(金)から電話で
轟公民館 2/16(土)・23(土)　　10:00～12:00　全2回
(T)251-7998 (対)成人　　(定)先着20人
(F)285-6301 (申)2/2(土)から電話で
加曽利公民館 2/8(金)　10:00～12:00
(T)232-5182 (対)成人　(定)先着12人　(料)1,000円
(F)232-6408 (申)2/2(土)から電話で
白井公民館 2/22(金)　10:00～11:30
(T)228-0503 (対)成人　(定)先着20人
(F)228-6168 (申)2/2(土)から電話で
千城台公民館 2/19(火)　14:00～16:00
(T)237-1400 (対)成人　(定)先着20人
(F)237-1401 (申)2/2(土)から電話で
みつわ台公民館 2/17(日) 14：00～16：00 
(T)254-8458 (対)成人　(定)先着50人
(F)254-3135 (申)当日直接会場へ
若松公民館 2/27(水)　10:00～12:00
(T)231-7991 (対)成人　(定)先着15人
(F)231-0798 (申)2/2(土)から電話で(1/26～2/9は、臨時休館のため電話のみ)
越智公民館 2/15(金)　10:00～12:00　
(T)294-6971 (対)60歳以上の方　(定)先着25人
(F)294-1931 (申)2/2(土)から電話で　
土気公民館 2/21(木)・26(火) 10:00～12：00　 全2回
(T)294-0049 (対)成人　(定)先着30人
(F)294-4233 (申)2/2(土)から電話で
稲浜公民館 2/8～22の金曜日　13:00～15:00  全3回

(T)247-8555 (対)囲碁未経験の成人　(定)先着10人

(F)238-4176 (申)2/2(土)から電話で

打瀬公民館 ①2/13(水)・20(水) 13:30～15:30　全2回
(T)296-5100 ②2/14(木)・28(木) 10:00～12:00　全2回
(F)296-5566 (対)成人　(定)①先着30人　②先着20人

(申)2/2(土)から電話で
幸町公民館 2/21(木) 13:30～16:30
(T)247-0666 (対)成人　(定)先着16人　(料)800円～2,000円(制作物によって異なります)
(F)238-4153 (申)2/2(土)から電話で
高浜公民館 2/12(火）～2/15(金）　9:00～12:00  全4回
(T)248‐7500 (対)成人　　(定)先着10人　(料)1,200円
(F)248-6851 (申)2/2(土)から電話で

緑
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美
浜
区

囲碁入門講座

①文芸講座　女流作
家
②オリ・パラおもてな
し英会話

ステンドグラス入門

パソコン講座 「エクセ
ル入門」

健康講座「認知症予
防について」

健幸な今だからこ
そ！人生のエンディ
ングを考えよう

シニアのためのおい
しく簡単減塩料理教
室

稲
毛
区

聞こえないって何だ
ろう？～手話を通し
て考えよう～

家族も安心　エンディ
ングノートを書いてみ
よう

高齢者健康講座
「高齢者の口腔ケア
について」

文学講座
「南総里見八犬伝」

俳句入門講座
「四季おりおりの想い
を言の葉に寄せて」

マイカップで味わう
美味しいコーヒーの
楽しみ方

現役ケアマネに聞く、
介護保険サービスの
利用の仕方

若
葉
区

健康太極拳教室
「太極拳で100歳まで
健康に」

講座「ハーブ石鹸作
りとエアーフレッシュ
ナー」

県弁護士会法律セミ
ナー「相続と後見」

朗読サークル・如月
「春の朗読会(高瀬舟
ほか)」

大賀ハスの発見につ
いて


