
新型コロナウイルスの流行により、公民館で開催予定の講座・イベントのすべてが中止となりました。

令和2年2月27日追加

No. 区 館名 講座名 開催予定日

1 花見川区 幕張本郷公民館 茶話会 令和2年2月21日(金)

2 花見川区 幕張公民館 音楽鑑賞会～津軽三味線の演奏会～ 令和2年2月22日(土)

3 美浜区 幕張西公民館 津軽三味線と民謡 令和2年2月23日(日)

4 花見川区 幕張公民館 紙コップオブジェで遊ぼう！ 令和2年2月24日(月)

5 花見川区 朝日ケ丘公民館 房総の太巻き祭り寿司 令和2年2月25日(火)

6 花見川区 幕張本郷公民館 クラフトバンドでかごづくり② 令和2年2月25日(火)

7 中央区 末広公民館 「ワードから始めるパソコン」 令和2年2月25日(火)

8 花見川区 幕張公民館 子育てママのおしゃべりタイム 令和2年2月26日(水)

9 稲毛区 草野公民館 千葉の歴史 令和2年2月26日(水)

10 花見川区 こてはし台公民館 千葉氏の興った時代 令和2年2月26日(水)

11 中央区 生浜公民館 スマホ教室 令和2年2月27日(木)

12 美浜区 打瀬公民館
オリンピックパラリンピック
おもてなしの英会話（2回目）

令和2年2月27日(木)

13 花見川区 幕張本郷公民館 クラフトバンドでかごづくり　中級編 令和2年2月27日(木)

14 緑区 おゆみ野公民館
ヘルシー料理教室（糖尿病予防料理のコ
ツは？）

令和2年2月28日(金)

15 緑区 土気公民館 土気からし菜漬物教室 令和2年2月28日(金)

16 花見川区 幕張本郷公民館 親子コンサート　魅惑のチェロ 令和2年2月29日(土)

17 花見川区 長作公民館 早春ギターコンサート 令和2年2月29日(土)

18 中央区 生浜公民館 地域で守る！防災体験 令和2年2月29日(土)

19 稲毛区 千草台公民館 押し花教室 令和2年2月29日(土)

20 稲毛区 小中台公民館 ぬり絵教室 令和2年2月29日(土)

21 美浜区 幕張西公民館 施設レクリエーションボランティア講座 令和2年3月2日(月)

22 中央区 川戸公民館
精神障害のある方と共に
地域で暮らすために知ってほしいこと

令和2年3月3日(火)

23 稲毛区 稲毛公民館 千葉氏史に一言添えて 令和2年3月3日(火)

24 若葉区 みつわ台公民館 放課後カレーおばさん 令和2年3月5日(木)

25 花見川区 幕張本郷公民館 ベビーマッサージでスキンシップ 令和2年3月5日(木)

26 美浜区 高浜公民館 スプリングコンサート 令和2年3月7日(土)

27 花見川区 こてはし台公民館 子どもチャレンジ「将棋を楽しみ隊」 令和2年3月7日(土)

28 中央区 宮崎公民館 親子そば打ち体験 令和2年3月8日(日)

29 中央区 宮崎公民館 赤ちゃんから英語耳・中国語耳を育てよう 令和2年3月10日(火)

30 美浜区 高浜公民館 相続を学ぶ 令和2年3月11日(水)

31 若葉区 桜木公民館 千葉市子ども交流館との連携事業 令和2年3月12日(木)

32 花見川区 朝日ケ丘公民館 認知症講座「知っておきたい認知症」 令和2年3月12日(木)

33 中央区 生浜公民館 歴史講座と探訪 令和2年3月13日(金)

34 花見川区 花園公民館
歴史講座
「室町時代初期の千葉介の動向」

令和2年3月14日（土）、
3月21日（土）

35 花見川区 長作公民館 長作寄席 令和2年3月14日(土)

36 稲毛区 小中台公民館 親子で絵本の読み聞かせ 令和2年3月14日(土)

37 美浜区 幕張西公民館 落語を楽しもう 令和2年3月15日(日)

38 中央区 星久喜公民館 「潮見佳世乃歌物語」～羽衣伝説～ 令和2年3月15日(日)

39 稲毛区 千草台公民館
千葉ギターアンサンブル
ふれあいコンサート

令和2年3月15日(日)

40 花見川区 こてはし台公民館 親子で遊ぼう「うたって作って遊ぼう」
令和2年3月16日（月）、
3月17日（火）、3月18日（水）

41 美浜区 稲浜公民館 いのちの森自然体験教室 令和2年3月16日(月)

42 美浜区 稲浜公民館 囲碁入門講座 令和2年3月17日(火)

43 稲毛区 轟公民館 RAKUGO迷人会 令和2年3月18日(水)

44 稲毛区 黒砂公民館 歴史講座「房総黒船見聞記」 令和2年3月19日(木)

45 美浜区 幸町公民館 文学講座「井上ひさしと千葉」 令和2年3月20日(金)

46 緑区 越智公民館 短時間救命講習 令和2年3月21日(土)

47 緑区 越智公民館 シニア講座　初めてのLINE入門講座 令和2年3月22日(日)

48 美浜区 打瀬公民館 親子で本格的マジックを楽しもう 令和2年3月22日(日)

49 若葉区 桜木公民館 スプリングコンサート 令和2年3月22日(日)

50 花見川区 犢橋公民館
まちかど散歩～歴史と地形散歩～
（花島公園を中心に）

令和2年3月22日(日)

51 美浜区 磯辺公民館 郷土史講座「中世都市千葉を探る」 令和2年3月23日(月)

52 花見川区 幕張本郷公民館 シニア向けスマホ教室 令和2年3月24日(火)

53 稲毛区 山王公民館 AED講習 令和2年3月24日(火)

54 稲毛区 千草台公民館 くつろぎカフェちぐさ 令和2年3月24日(火)

55 花見川区 長作公民館 小学生茶道１日体験講座 令和2年3月25日(水)

56 稲毛区 黒砂公民館 まち歩きが楽しくなる 令和2年3月25日(水)

57 花見川区 花園公民館
男性料理教室「電子レンジを使った簡単
レシピ」

令和2年3月26日(木)

58 稲毛区 黒砂公民館 あんしん黒砂健康体操 令和2年3月26日(木)

59 稲毛区 緑が丘公民館
終活セミナー
～知っておきたい相続と遺言～

令和2年3月27日(金)

60 稲毛区 草野公民館 みんなで楽しく吹矢体験！ 令和2年3月28日(土)

61 美浜区 打瀬公民館 うたせフォーエヴァー落語会 令和2年3月28日(土)

62 緑区 おゆみ野公民館 ふれあい広場（小学生交流スペース） 開館日（平日PM、土日祝等AM,PM）


