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※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、公民館主催の講座について、定
員や会場が変更になる場合や、中止・
延期となる場合があります。参加応募
にあたっては、公民館のホームページ
にてご確認いただくか、お問合せいた
だきますようお願いいたします。

エンジョイシニア学級～落語～
（小中台公民館）

防災講座　わたしたちにできること
（稲毛公民館）

やさい市
（都賀公民館）

小中台 稲毛 都賀Konakadai-kominkan Inage-kominkan Tsuga-kominkan

　千葉市の公民館では、季節に応じたたくさんの講座を企画しています。
この時期は、館内で涼やかに行う講座はもちろん、屋外でアクティブに行う講座も多く
実施しているんです！
　公民館講座での体験をもとに、日常生活をより豊かにしたり、新しい趣味を見つけて
人とのつながりを作ったりしていただくことが千葉市の公民館の目標です。
　公民館での新たな体験が、皆さんの夏をもっと楽しくしてくれるよう、職員一同ご来館
をお待ちしています。

講座情報は
中身を
Check！

いいねいいね！！公民館で映
える　夏公民館で映え
る　夏！！



公民館講座情報
　 中 央 区

公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

生浜公民館
☎263-0268
中央区生実町
67-1

スマホ教室
ＬＩＮＥの基本操作を学びます。

6/17木
10:00～12:00　

対象  60歳以上の方（初心者対象）
定員  15人（多数の場合は抽選）
費用  無料

募集期間  6/2㊌から6/6㊐
申込方法  電話又は来館

初めての陶芸教室
陶芸の基礎を学び、茶碗やお皿などの作品を作り
ます。

6/24木、7/1木・15木・
22木●●祝・29木、8/5木
10:00～12:00　全6回

対象  成人（初心者対象）
定員  12人（多数の場合は抽選）
費用  1,000円

申込方法  6/8㊋必着。
（往）に（必）を明記して、〒260-0813
中央区生実町67-1生浜公民館へ

夏休み子ども工作教室①
藍染体験～オリジナルＴシャツを作ろう～

7/31土
10:00～12:00　

対象  小学３～６年生（大人も可）
定員  先着12人
費用  小学生500円、大人700円

募集期間  7/3㊏～
申込方法  直接来館

夏休み子ども工作教室②
食用油を使用して、ふりふりせっけんを作ろう

8/3火
10:00～12:00　

対象  小学３～６年生
定員  先着12人　 費用  無料

募集期間  7/3㊏～
申込方法  直接来館

夏休み子ども科学教室①
シュワシュワと泡の出る発泡入浴剤を作ろう

8/6金
10:00～11:00　

対象  小学３～６年生
定員  先着12人　 費用  無料

募集期間  7/3㊏～
申込方法  直接来館

夏休み子ども科学教室②
ろうそくの熱で動くポンポン船を作ろう

8/19木
9:30～12:00　

対象  小学３～６年生
定員  先着10人　 費用  300円

募集期間  7/3㊏～
申込方法  直接来館

葛城公民館
☎222-8554
中央区葛城
2-9-2

アーティフィシャルフラワーで作る
ひまわりのハーフリース
高品質のひまわりやラベンダーの造花を使ってハーフリースを作りま
す。どなたでも楽しく簡単に作れます。お手入れ不要で長く飾れます。

6/24木
13:30～15:00　

対象  成人
定員  先着10人
費用  1,500円（当日持参）

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

大人の科学講座「誰かに見せたくなる科学マジック」
「欲張りすぎるとすべて失う？」ふしぎな教訓茶
碗のしくみを考えます。

6/29火
10:00～11:30　

対象  成人
定員  先着16人
費用  50円（当日持参）

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

フラパージュでオンリーワンの扇子作り
お好きなデザインのペーパーを選んで溶剤でコー
ティング。オリジナルの扇子を作りましょう。

7/12月
10:30～12:30　

対象  成人
定員  先着10人
費用  600円（当日持参）

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

まなぶ先生のスクラッチ入門～基礎編～
ビジュアルプログラミングアプリ「スクラッチ」
を活用してプログラミングの基本を学びます。

7/20火
10:00～12:00　

対象  パソコンを使ったこと
がある小学3～6年生

定員  先着10人　 費用  無料

募集期間  6/26㊏～
申込方法  電話

科学館出張講座「まるっとグライダー」を作ろう
一枚の折り紙から筒状のグライダーを制作します。ど
うしたら遠くまでとばせるかな？最後に大会をします。

7/27火
10:00～11:00　

対象  小学1～6年生
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  7/3㊏～
申込方法  電話

キラキラフォトフレームを作ろう
透明なフォトフレームにガラスタイルやビーズなど
を貼り付けて飾りましょう。

7/30金
10:00～12:00　

対象  小学1～6年生
定員  先着12人
費用  400円（当日持参）

募集期間  7/3㊏～
申込方法  電話

ペットボトルで雲を作ろう
実験やゲームをとおして、天気のしくみや防災に
ついて楽しく学びましょう。

7/31土
14:00～15:30　

対象  小学生（1～3年生は保護者同伴）
定員  先着15人　 費用  無料
持物  筆記用具、炭酸飲料のペッ

トボトル（500㎖以下）

募集期間  7/3㊏～
申込方法  電話

クラゲの水族館を作ろう
キラキラバーツを入れてボトルの水族館を作りま
す。クラゲがふわふわ動く様子も楽しみです。

7/30金
13:30～15:30

対象  小学1～6年生
定員  先着12人
費用  350円（当日持参）

募集期間  7/3㊏～
申込方法  電話

川戸公民館
☎265-9256
中央区川戸町
403-1

シニアスクール②
電話de詐欺被害防止講座

6/22火
14:00～15:30　

対象  成人
定員  先着20人　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

夏休み体験教室①　スポーツチャンバラ体験教室
空気の入った柔らかいエアーソフト剣を使ってス
ポーツチャンバラに挑戦してみよう！

7/31土
10:00～12:00　

対象  小・中学生
定員  先着10人
費用  無料

募集期間  7/1㊍～
申込方法  電話

夏休み体験教室②　藍染体験教室
藍を使ってオリジナルのデザインＴシャツを作ろう！

8/10火
9:30～11:30　

対象  小学3～6年（大人も可）
定員  先着15人
費用  小学生500円、大人700円

募集期間  7/1㊍～
申込方法  電話

夏休み体験教室③　ソフト粘土で作るスイーツ
除菌消臭スプレーに可愛くスイーツを飾ろう！

8/17火
10:00～12:00　

対象  小学1～6年
定員  先着15人　 費用  600円

募集期間  7/1㊍～
申込方法  電話

新宿公民館
☎243-4343
中央区新宿
2-16-14

大人の美術講座
日本美術史を学ぶ。

6/21月
9:30～12:00　

対象  成人
定員  先着12人　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

大人の美術講座
日本美術史を学ぶ。

6/27日
13:00～15:30　

対象  成人
定員  先着12人　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

初心者だけの紙バンド小物作り
楕円形のかご作り

6/30水
9:30～12:00　

対象  成人（初心者）
定員  先着10人　 費用  300円

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

千葉市を知る（市制100周年事業）
中世都市千葉を探る

7/10土
10:00～12:00　

対象  成人
定員  先着15人　 費用  無料

募集期間  6/26㊏～
申込方法  電話

わくわく体験広場（立体的はり絵） 7/29木
10:00～12:00　

対象  新宿小・登戸小・弁天小・幸町三小
定員  抽選12人　 費用  300円

申込方法  7/1㊍～7/8㊍までに
申込書を新宿公民館へ

わくわく体験広場
（木でペンケースを作る）

7/31土
10:00～12:00　

対象  新宿小・登戸小・弁天小・幸町三小
定員  抽選12人　 費用  400円

申込方法  7/1㊍～7/8㊍までに
申込書を新宿公民館へ

歴史講座　千葉氏と千葉市制100年 8/3火
10:00～12:00　

対象  成人
定員  先着10人　 費用  無料

募集期間  7/20㊋～
申込方法  電話

わくわく体験広場（お金の消える貯金箱）8/5木
10:00～12:00　

対象  新宿小・登戸小・弁天小・幸町三小
定員  抽選12人　 費用  500円

申込方法  7/1㊍～7/8㊍までに
申込書を新宿公民館へ

わくわく体験広場（ランプシェード） 8/19木
10:00～12:00　

対象  新宿小・登戸小・弁天小・幸町三小
定員  抽選12人　 費用  500円

申込方法  7/1㊍～7/8㊍までに
申込書を新宿公民館へ

わくわく体験広場（保冷剤を作ろう） 8/20金
10:00～12:00　

対象  新宿小・登戸小・弁天小・幸町三小
定員  抽選10人　 費用  500円

申込方法  7/1㊍～7/8㊍までに
申込書を新宿公民館へ

末広公民館
☎264-1842
中央区末広
3-2-2

活き活きシニアの健康体操講座
～フレイル予防で健康長寿へ～
みんなで楽しくころばん体操。健康寿命を延ばしましょう！

6/17木・24木
9:30～11:30　全2回

対象  60歳以上の方
定員  先着12人
費用  無料

募集期間  6/4㊎～
申込方法  電話

はじめてのオンライン体験「Zoom入門編」
Zoom（ビデオ通話）の基本的な使い方を体験し
ましょう！貸出機はiPadです。

6/29火
13:30～15:30　

対象  60歳以上の方
定員  先着8人　
費用  無料

募集期間  6/4㊎～
申込方法  電話

夏休みこども講座「みんなで楽しくけん玉教室」
君もけん玉名人になって、認定会に挑戦しよう！

7/19月・26月、8/2月
9:30～11:30　全3回

対象  小学1～6年生
定員  先着12人　 費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

※お申し込みの際は、最終面「お申し込みの際のご注意」もご確認ください
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マークは子ども向けの講座です。　 マークは市制100周年事業です。　 マークは図書室設置公民館です。

公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

末広公民館
☎264-1842
中央区末広
3-2-2

夏休みこども講座「ひらめき科学工作教室」
上学年Ａ・Ｂコース
科学に触れて楽しく学ぼう。

7/20火
Ａ：9:30～11:30
Ｂ：13:30～15:30

対象  小学4～6年生
定員  先着各8人　
費用  A：400円程度

B：300円程度

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

夏休みこども講座「ときめき科学工作教室」
下学年Ａ・Ｂコース

7/21水
Ａ：10:00～11:30
Ｂ：13:30～15:00　

対象  小学1～3年生
定員  先着各8人　
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

夏休みこども講座「科学実験教室～火薬を使
わない線香花火を作ろう～」Ａ・Ｂ・Ｃコース
科学のふしぎ・おもしろさを実験から学んでみよう。

8/23月
Ａ：9:30～10:30
Ｂ：10:45～11:45
Ｃ：13:30～14:30

対象  小学4～中学生
定員  先着各6人　
費用  200円

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

夏休み親子講座「科学実験教室～火薬
を使わない線香花火を作ろう～」
親子で科学のふしぎ・おもしろさを実験から学んでみよう。

8/23月
14:45～16:15　

対象  小学4～中学生と保護者
定員  先着2組
費用  1人200円

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

椿森公民館
☎254-0085
中央区椿森
6-1-11

初めてのLINE教室
通話とメールだけ？スマホで楽しくつながろう！

（初心者向け）

6/29火
13:30～15:30　

対象  60歳以上でスマートフォ
ンをお持ちの方

定員  先着12人（家族付き添い可）
費用  無料（通信料がかかる場合があります）

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

わくわくボッチャ大会～ミニゲームもするよ～
大学生のお兄さん・お姉さんと一緒に高得点を狙おう！

7/24土
13:30～16:30　

対象  院内小・椿森中の生徒
定員  先着20人　 費用  無料

申込方法  学校配布チラシで
案内します。

わくわく科学教室～プログラミングロ
ボットカーｍBot～①②
千葉市科学館夏休み出張イベント

7/30金
①13:30～14:15
②15:00～15:45　

対象  ①小学4～6年生
②小学1～3年生

（院内小・千草台東小）
定員  先着各10人　 費用  無料

申込方法  学校配布チラシで
案内します。

わくわく手芸教室～染花ガーベラのコサージュ～
浴衣やカゴバックにもぴったり！布から作ります。

8/9月●●祝
10:00～12:00　

対象  院内小・千草台東小の児童
定員  先着10人　 費用  500円

申込方法  学校配布チラシで
案内します。

わくわく親子教室～バルーンアート～
親子で挑戦！なにができるかな？

8/21土
10:00～12:00　

対象  小学生親子（院内小・千草台東小）
定員  先着10組　 費用  １組200円

申込方法  学校配布チラシで
案内します。

わくわく工作教室～デコフレーム～①②
宿題応援！いろんなパーツを選べるよ。

8/23月
①10:00～12:00
②13:30～15:30　

対象  院内小・千草台東小の児童
定員  先着各7人
費用  500円

申込方法  学校配布チラシで
案内します。

星久喜公民館
☎266-4392
中央区星久喜町
615-7

星の子土曜クラブ「小学生のプログラミング体験」
簡単なゲームを作って対戦しよう！

6/12土
9:30～12:00　

対象  小学4～6年生
定員  先着10人　 費用  無料

募集期間  6/10㊍～
申込方法  電話

元気で長生き！健康講座「健康の秘訣は食と運動」
食事や栄養の話、軽い運動を楽しく学ぼう。

6/30水、7/15木、8/11水
10:00～12:30　全3回

対象  65歳以上の方
定員  先着10人　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

潮見佳世乃コンサート「おこり地蔵」
平和をテーマに、潮見佳世乃の歌物語の世界へ。

7/18日
13:30～14:30　

対象  小学生以上
定員  先着23人　 費用  無料

募集期間  7/3㊏～
申込方法  電話

プログラミングロボットカーを走らせよう！①②
夏休みの科学講座はロボットカーだよ！

7/27火
①10:00～10:45
②11:00～11:45

対象  小学4～6年生
定員  先着各8人
費用  無料

募集期間  7/3㊏～
申込方法  電話

松ケ丘公民館
☎261-5990
中央区松ケ丘町
257-2

夏休み子ども「おかし作り」教室
みんなでおいしいおかしを作ろう。

7/25日
9:30～12:30

対象  小学4年生～6年生
定員  先着各10人
費用  600円

申込方法  7/1㊍～10㊏
学校配布の申込書
を窓口へ

夏休み子ども「科学」教室
牛革でオリジナルタグを作ろう。

7/26月
①9:30～10:30、
②11:00～12:00　全2回

対象  小学生
定員  先着各10人
費用  無料

申込方法  7/1㊍～10㊏
電話または学校配布
の申込書を窓口へ

夏休み子ども「リサイクル工作」教室
ガス管で万華鏡を作ろう。

7/30金
10:00～11:00

対象  小学生
定員  先着10人
費用  無料

申込方法  7/1㊍～10㊏
電話または学校配布
の申込書を窓口へ

夏休み子ども「アートフラワー」教室
布でお花を作る「アートフラワー」。ガーベラを
作ってみよう。

8/2月
①10:00～12:00、
②13:30～15:30　全2回

対象  小学4年生～6年生
定員  先着各10人
費用  500円

申込方法  7/1㊍～10㊏
学校配布の申込書
を窓口へ

宮崎公民館
☎263-5934
中央区宮崎
2-5-22

絵てがみで暑中見舞いを書いてみよう
涼しげな絵てがみを書いてみましょう。

7/17土
9:30～11:30

対象  蘇我・宮崎・大森・大巌
寺小の4年生～6年生

定員  抽選10人　 費用  200円

申込方法  7/1㊍～7㊌
学校配布の申込書
を窓口へ

科学工夫教室
牛革でオリジナルタグをつくろう！①②
牛の革を使って自分でデザインを考えてオリジナ
ルの刻印を入れます。

7/19月
①9:30～10:30
②11:00～12:00 

対象  蘇我・宮崎・大森・大巌
寺小の1年生～6年生

定員  抽選各10人
費用  無料

申込方法  7/1㊍～7㊌
学校配布の申込書
を窓口へ

書道体験教室①②
夏休みの課題を書いて、筆の持ち方や姿勢を学び、
さらに書道の楽しさを知ってもらいます。

7/22木●●祝
①13:00～15:00
②15:00～17:00

対象  蘇我・宮崎・大森・大巌
寺小の2年生～6年生

定員  抽選各10人　 費用  300円

申込方法  7/1㊍～7㊌
学校配布の申込書
を窓口へ

スクラッチ入門
子ども向けプログラミング「Scratch（スクラッ
チ）」で楽しく学ぼう！

7/28水
10:00～12:00  　

対象  蘇我・宮崎・大森・大巌
寺小の3年生～6年生

定員  抽選10人　 費用  無料

申込方法  7/1㊍～7㊌
学校配布の申込書
を窓口へ

アイドルダンス体験教室
千葉市の現役アイドルChu Chu mille（チュチュミル）の
振り付けを練習。公民館文化祭等でステージ発表あり

7/29木、8/5木・12木
13:00～17:00  全3回

対象  小学3年生～6年生
定員  抽選10人
費用  500円（ＤＶＤ代）

申込方法  7/1㊍～7㊌
申込書を窓口へ

こども防災リーダー教室
①簡単避難所グッズづくり、防災クイズなど。②避難所
開設訓練のお手伝い。こども防災リーダー認定証あり

8/4水　10:00～11:30
8/29日　9:00～10:00

対象  蘇我・宮崎・大森・大巌
寺小の5年生・6年生

定員  抽選10人　 費用  100円

申込方法  7/1㊍～7㊌
学校配布の申込書
を窓口へ

親子そば打ち体験教室
千葉在来の新そば使用。親子で美味しいおそばを
打ってみよう。

8/8日●●祝
9:30～13:00  　

対象  蘇我・宮崎・大森・大巌寺小
の1年生～3年生と保護者

定員  抽選６組　 費用  1,500円

申込方法  7/1㊍～7㊌
学校配布の申込書
を窓口へ

　 花 見 川 区
公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
花見川区朝日ケ丘
1-1-30

アロマでハンドマッサージ
アロマやハーブの知識を学びながら、セルフで行
うハンドマッサージを体験できます。

6/30水
13:30～15:30　

対象  成人　 定員  20人
費用  300円
持物  フェイスタオル、筆記用具

募集期間  6/2㊌～6/9㊌
抽選後、受講決定者にのみ通知
申込方法  電話

アートフラワー講習　私色のコスモス
自分だけの色に染まったオリジナルのコスモスを
作ってみませんか。

7/10土
10:00～12:00　

対象  成人　 定員  先着8人
費用  600円
持物  ハサミ・筆・パレット・エプロン・袋

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話
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マークは子ども向けの講座です。　 マークは市制100周年事業です。　 マークは図書室設置公民館です。

公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
花見川区朝日ケ丘1-1-30

初心者のためのボッチャ体験教室
誰でも気軽に楽しめるスポーツ「ボッチャ」を体
験してみよう！

7/22木●●祝
10:00～12:00　

対象  成人
定員  先着10人
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

おたのしみおはなし会
絵本の読み聞かせと工作で楽しい時間を過ごしましょう。

7/29木
10:00～12:00　

対象  小学生
定員  先着20人　 費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

検見川公民館
☎271-8220
花見川区
検見川町
3-322-25

無料終活基礎講座
何から始めればいいか分からない人のための終活
基礎知識を学びます。

6/13日
13:30～15:30　

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

「大人のための英会話」─初心者向け─
日本を訪れる外国人観光客へシンプルな単語や文
法を使う基礎英語を学びます。

6/15火・29火
13:30～15:00　全2回

対象  成人
定員  先着10人
費用  100円

募集期間  6/3㊍～
申込方法  電話

はじめよう、簡単Zoom教室
小学生向け初心者のためのZoom教室。まずは体
験してみよう！

7/11日
13:30～15:30　

対象  小学4年生以上～成人
定員  先着10人
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

犢橋公民館
☎259-2958
花見川区
犢橋町
162-1

旅・町文化とマンホール講座（中部編）
中部地方のマンホールと共に旅をしてみませんか。

6/24木
10:00～12:00　

対象  成人
定員  12人　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

布草履作り体験講座
夏に最適！古布を使って、布草履を作ってみませんか?

7/20火
10:00～15:00　

対象  成人　 定員  先着12人
費用  500円

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

夏休み子供映画上映会
「FINAL FANTASY第１巻」を上映します。

7/29木
13:30～15:30　

対象  小学生
定員  先着20人　 費用  無料

募集期間  7/10㊏～
申込方法  電話

キッズ・チャレンジ「バランストンボを作ろう」
画用紙で40㎝のトンボを作り、指先でバランス
をとってみよう！

7/30金
10:00～11:30　

対象  小学生
（犢橋小・宮野木小）

定員  先着12人　 費用  無料

募集期間  7/10㊏～
申込方法  電話

こてはし台公民館
☎250-7977
花見川区
横戸町
861-4

親子で聞こう　だいじなお金のはなし（貯金箱も作ります）
おこづかい帳のつけ方やお金にまつわる知識を金
融アドバイザーから学びます。

6/19土
10:00～12:00

対象  小学生とその保護者
定員  先着10組
費用  無料

募集期間  6/4㊎～
申込方法  電話

これからの葬儀とお墓
～知っておきたい供養の新常識～
人生のエンディングをかざる葬儀の裏側、墓じまいのト
ラブル事例、戒名の真実について専門家から学びます。

6/20日
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

初心者歓迎！みんなで楽しむボッチャ体験会
すべての垣根を越えて誰でもできる「ボッチャ」
を楽しく体験しましょう。

6/29火
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着10人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

よりよく生きるためのエンディングノー
ト＝家族への思いやりノート
大切な事柄を整理することが、よりよい人生、家
族の安心にもつながります。

7/4日
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

昼下がりの音楽会「CDコンサート」
親しみのある音楽を聴きながら、ゆったりと午後
のひと時を過ごしましょう。

7/17土、11/27土、2/26土
14:00～15:00　全3回

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

介護保険制度のしくみ～要介護認定とそれから～
介護サービスを利用するには？費用は？等、介護
保険制度のしくみをお話しします。

7/21水
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

千葉市科学館　出張科学イベント
プログラミングで「レゴＥＶ３」を自動運転させてみよう！
プログラミングでレゴのロボットカーを自動運転させま
す。安全に走らせるために試行錯誤しながらチャレンジ！

7/25日
9:00～12:00

対象  小学4年生以上
定員  先着12人
費用  無料

募集期間  7/3㊏～
申込方法  電話

さつきが丘公民館
☎250-7967
花見川区
さつきが丘
1-32-4

地域防災講座
災害が起こったときにどうしたらいいのかを、今
から知っておきませんか。

6/20日
10:00～11:30

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

AED講習
身近な人を救う技術を身につけましょう。

6/29火
9:00～12:00

対象  成人
定員  先着10人　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

子育てサロン「七夕」
母親と子どもが一緒にできる遊びや歌を学んでみませんか。

7/2金
10:00～12:00

対象  就学前児と保護者
定員  先着10組　 費用  100円

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

夏休み親子料理教室
親子で料理を作ってみよう。

7/17土
10:00～13:00

対象  さつきが丘西小・さつきが
丘東小の児童と保護者

定員  先着4組　 費用  200円

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

夏休み子ども教室
ガス管をリサイクルして「万華鏡」を作ってみませんか。

7/21水
10:00～11:00

対象  小学3～6年生
定員  先着10人　 費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

長作公民館
☎258-1919
花見川区長作町1722-1

親子ゆかた着付け教室 6/12土
10:00～12:00　

対象  小学生と保護者
定員  先着4組　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

ながさく寄せ植え教室 6/16水
10:00～12:00　

対象  成人
定員  先着15人
費用  1,000円

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

花園公民館
☎273-8842
花見川区
花園3-12-8

はじめてのスマホ体験
「かんたん入門編」

7/7水
10:00～12:00　

対象  60歳以上でスマホを
持っていない方

定員  先着20人　 費用  無料

募集期間  6/8㊋～
申込方法  電話

千葉市男女共同参画センター共催
教育講演会「LGBT入門講座」

7/17土
10:00～11:30　

対象  花園小・畑小・瑞穂小
4～６年生の保護者

定員  先着15人　 費用  無料

申込方法  学校配布チラシで
案内します。

我が家の防災対策
「地震、台風、雷のメカニズムと対策」

備えあればうれいなし！いざという時に備えて対策を学びましょう。

7/28水
10:00～12:00　

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

元刑事が教える子どものための防犯講座
知っておきたい防犯上の注意点や対策を元刑事が
やさしく教えてくれます！

7/29木
10:00～11:30　

対象  畑小・花園小・瑞穂小
の児童

定員  先着15人　 費用  無料

申込方法  学校配布チラシで
案内します。

花見川公民館
☎257-2756
花見川区
柏井町1590-8

Zoom入門講座
初心者向け。離れた相手と顔を見ながら話せるソ
フト、Zoomを体験しませんか。

6/24木
13:00～16:30　

対象  パソコンでメールの送受信ができる方
定員  10人　 費用  無料
持物  Windous10とWi-fiの使

えるパソコン（スマホ不可）

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

木工教室「杉板目の花入れ」
杉板目の木材を使って、自分だけの花入れを作り
ませんか。

7/24土
10:00～12:00　

対象  成人
定員  先着12人
費用  800円

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話
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公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

幕張公民館
☎273-7522
花見川区
幕張町4-602

シニアのためのスマートフォン教室
スマートフォン（アンドロイド）の使い方を学び
ましょう。

6/14月
10:00～15:00　

対象  60歳以上の方
定員  抽選20人　 費用  無料
持物  スマートフォン（アンドロイド） 

昼食（館外でとっていただく可能性があります）

募集期間  6/2㊌～6/6㊐
申込方法  電話
備　　考  FAX不可
抽選後、受講決定者のみ連絡

作ってエコ　履いて健康　布草履作り
古布をリサイクルして、布草履を作ります。

6/29火
10:00～15:00

対象  成人　 定員  先着20人
費用  500円
持物  昼食（館外でとっていただ

く可能性があります。）

募集期間  6/6㊐～
申込方法  電話
備　　考  1電話1人分、

FAX不可

下総三山の七年祭り
今年は丑年、幕張：子守神社、武石町：三代王神社、
畑町：子安神社が参加する七年祭りが行われます。

『幕張・子守神社神主日記』の著者が講義をします。

7/29木
10:00～12:00

対象  中学生以上
定員  抽選44人
費用  無料

募集期間  7/3㊏～7/10㊏
申込方法  電話
備　　考  FAX不可
抽選後、受講決定者のみ連絡

みんなの科学教室「認知症の予防」
誰もが気になる認知症の予防について、脳科学で
探ります。

7/31土
10:00～12:00

対象  中学生以上
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  7/4㊐～
申込方法  電話
備　　考  1電話1人分、FAX不可

幕張本郷公民館
☎271-6301
花見川区
幕張本郷
2-19-33

子育て講座「親子で遊ぼう！」
親子で楽しみながら、手遊びや物作りをしてみませんか。

7/10土・24土
10:00～12:00　全2回

対象  1～2歳児と保護者
定員  先着14組　 費用  1組200円

募集期間  6/24㊍～
申込方法  電話

千葉市生涯学習センター 公民館出前講座
夏休み子ども探検隊「まなぶ先生のスクラッチ入門」
小学生でも簡単にプログラミングができるソフト

「スクラッチ」を体験できる講座です。

7/22木●●祝
10:00～12:00　

対象  パソコンを使ったこと
がある上の台小・西の谷
小、他の小学3～6年生

定員  先着10人
費用  無料

募集期間  6/25㊎～
申込方法  電話

下総三山の七年祭り
今年は丑年、幕張：子守神社、武石町：三代王神社、
畑町：子安神社が参加する七年祭りが行われます。

『幕張・子守神社神主日記』の著者が講義をします。

7/30金
10:00～12:00

対象  昨年度講習を受けてい
ない成人

定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  7/5㊊～7/16㊎
申込方法  電話
備　　考  FAX不可
抽選後、受講決定者のみ連絡

マークは子ども向けの講座です。　 マークは市制100周年事業です。　 マークは図書室設置公民館です。

　 稲 毛 区
公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

稲毛公民館
☎243-7425
稲毛区稲毛
1-10-17

おとなのための健康体操
全身を動かして、体幹トレーニング等、皆さんと
一緒に参加しませんか。

6/16水・23水
13:30～15:30　全2回

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  6/4㊎～
申込方法  電話

シニアのためのスマートフォン講座
─基礎編・応用編─
スマホ操作がわからない方、是非ご参加ください‼

7/13火・14水
10:00～12:00　全2回

対象  60歳以上の方
定員  先着16人
費用  無料

募集期間  7/6㊋～
申込方法  電話

草野公民館
☎287-3791
稲毛区園生町
384-93

絵と書で楽しむうちわ作り
ちどり型のうちわに、季節の絵と書をかいて楽しみましょう。

6/30水
13:00～16:00　

対象  成人
定員  先着10人
費用  1,000円

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

地震・煙体験版！防災講座いざという時に備えよう！
地震や煙の体験をとおして、いざという時に備え
て地域の防災意識を高めましょう！

8/7土
10:00～12:00　

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/6㊋～
申込方法  電話

黒砂公民館
☎241-2811
稲毛区黒砂
2-4-18

江戸時代～黒砂・登戸・寒川地域の湊の様子～
湊町として栄えた江戸時代の黒砂・登戸・寒川地
域について学びましょう。

6/29火
14:00～16:00

対象  成人
定員  抽選20人
費用  無料

申込方法  往復はがきに必要
事項を明記して6/10㊍必着。
〒263-0042 稲毛区黒2-4-
18黒砂公民館へ

親子で姿勢チェック！
骨盤から子どもの健康を守ろう

7/31土
10:00～11:30

対象  4歳～小学生と保護者
定員  先着8組　 費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

小中台公民館
☎251-6616
稲毛区小仲台
5-7-1

育児講座「２・３歳児親子であそぼう教室」
親子で楽しいひと時をすごしませんか。

6/12土・19土・26土、7/3土
10:00～12:00　全4回

対象  2・3歳児と保護者
定員  先着8組　 費用  400円

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

歴史講座「大好き鉄道」　
千葉県鉄道の歴史～黎明期～

6/13日
14:00～16:00　

対象  成人
定員  先着25人　 費用  無料

募集期間  6/3㊍～
申込方法  電話

はじめてのスマートフォン教室
買ったけれど使い方が分からない…プロから基礎
を学びましょう。

7/7水
14:00～16:00

対象  成人（初めて受講する方）
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/1㊍～
申込方法  電話

エンジョイ倶楽部①～シニア映画会～
山田洋二監督「小さいおうち」を皆さんで楽しみ
ましょう。※作品は変更になる場合があります。

7/16金
9:30～12:00

対象  60歳以上の方
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

山王公民館
☎421-1121
稲毛区六方町
55-29

千葉市科学館出張科学イベント「玉浮かし」
サイエンスショーと科学工作です。

7/4日
10:00～11:30

対象  小学4年生～6年生
定員  先着10人
費用  無料

募集期間  6/4㊎～
申込方法  電話

スクラッチ入門
小学生でも簡単にプログラミングができるソフト

「スクラッチ」を体験する講座です。

8/6金
10:00～12:00

対象  小学生
定員  先着10人
費用  無料

募集期間  7/9㊎～
申込方法  電話

千草台公民館
☎255-3032
稲毛区天台
3-16-5

大正琴にトライしよう
大正琴の弾き方を学びます。

6/16水、6/30水、7/7水
13:00～14:30　全3回

対象  成人
定員  先着10人　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

わくわく楽学講座　理科
「国蝶オオムラサキの観察教室」

蝶の美しさや生態について知り、自然の大切さを学びます。

6/19土
10:00～12:00

対象  小学生以上
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

吟詠体験講座「詩吟」
詩吟の歴史を含めて、声の出し方等を学ぶ。

7/4日・11日・25日、8/1日
13:00～15:00　全4回

対象  成人
定員  先着10人　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

わくわく楽学講座　園芸「苔玉作り教室」
苔玉を作る。

7/21水
13:30～15:00

対象  成人
定員  先着15人　 費用  800円

募集期間  7/1㊍～
申込方法  電話

わくわく楽学講座　理科
「火薬を使わない線香花火作り教室」
火薬を使わない線香花火を作る。

7/31土
①9:30～10:30
②11:00～12:00
③13:00～14:00
④14:30～15:30

対象  小学4年生以上
定員  先着各6人
費用  200円

募集期間  7/1㊍～
申込方法  電話

わくわく楽学講座　理科
「みんなで楽しむ星空散歩」

星の物語や星座などについて楽しく学ぶ。

8/7土
13:30～15:00

対象  小学生以上
定員  先着16人
費用  無料

募集期間  7/1㊍～
申込方法  電話

都賀公民館
☎251-7670
稲毛区作草部2-8-53

行政書士が教える「納得の生前対策」
プロの目から見た昨今の相続事情や豆知識につい
て、分かりやすく解説いたします。

6/26土
①13:30～15:00
②15:00～16:00　

対象  成人
内容  ①セミナー②個別相談
定員  ①先着16人②先着4人
費用  無料

募集期間  5/7㊎～受付中
申込方法  電話
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マークは子ども向けの講座です。　 マークは市制100周年事業です。　 マークは図書室設置公民館です。

公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

都賀公民館
☎251-7670
稲毛区作草部
2-8-53

ベビーリトミック教室
～親子でスキンシップ～
音楽に合わせて、親子でリラックスしましょう。

7/15木・29木
10:00～12:00　全2回

対象  1歳～1歳8ヶ月の幼児と保護者
定員  先着6組（託児あり）
費用  無料
備考  1歳以上の就学前児を対

象に託児あり（定員5人）

募集期間  6/3㊍～
申込方法  電話

オートクチュールビーズ刺繍
ジュエリー教室
オートクチュール刺繍の基本を学び、世界に一つ
だけのアクセサリーを手作りしましょう。

7/16金・30金
13:30～15:30　全2回

対象  成人
定員  先着15人
費用  3,500円

募集期間  6/4㊎～
申込方法  電話

轟公民館
☎251-7998
稲毛区轟町1-12-3

応急手当と救命講習　AEDの使用法
いざという時、落ち着いて大切な人を守れますか？

6/19土
9:00～12:00

対象  成人
定員  先着10人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

緑が丘公民館
☎259-2870
稲毛区宮野木町1807-3

家族信託
～認知症になってもこれで安心～
近年注目を集める家族信託について学びましょう。

7/17土
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着12人
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

　 若 葉 区
公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

大宮公民館
☎265-2284
若葉区大宮町3221-2

ボランティア手編み講座
毛糸の再利用を活用して、手編みを学び作品を地
域の高齢者に寄付します。

6/16水・7/7水
10:00～12:00　全2回

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

加曽利公民館
☎232-5182
若葉区加曽利町
892-6

親子講座「親子で紙や布を使ってあそぼう」6/15火・22火・29火
10:00～11:30　全3回

対象  1歳6か月～3歳児と保護者
定員  先着5組10人　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

はじめてのスマホ体験「かんたん入門編」
（貸出用のスマホを使用します）
基本的な使い方とアプリの活用を体験する。

7/14水
10:00～12:00　

対象  成人
定員  先着12人
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

桜木公民館
☎234-1171
若葉区桜木3-17-29

我が家の防災対策
安全な対策、避難の知識、備蓄対策、について学
びましょう。

7/13火
14:00～15:30　

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

更科公民館
☎239-0507
若葉区更科町
2254-1

親子自然観察教室
泉自然公園を散策しながら夏の動植物を観察します。

7/4日
9:00～12:00　

対象  小中学生と保護者
定員  保護者を含めて先着20人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

シニアライフ講座～日常自立支援事業とは？～
シニア世代の誰もが持つ悩みや心配事に専門家が
お答え致します。

7/17土
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

親子パン作り教室
親子でパン作りをしてみませんか？

8/7土
9:30～12:30

対象  小中学生と保護者
定員  保護者を含めて先着10人
費用  400円

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

白井公民館
☎228-0503
若葉区野呂町
622-10

パソコン講座「スクラッチ入門」
スクラッチの基本をやさしく教えてもらいます。

7/21水
10:00～12:00　

対象  小学3～6年生
定員  先着10人　 費用  無料

申込方法  詳細は白井小で配布
するチラシで確認してください

トールペイント教室
トールペイントで自分だけの作品を作りましょう。

7/22木●●祝
10:00～12:00　

対象  小学生
定員  先着10人　 費用  700円

申込方法  詳細は白井小で配布
するチラシで確認してください

リサイクルして万華鏡をつくろう
ガス管をリサイクルして万華鏡をつくります。

7/28水
10:00～11:00　

対象  小学生
定員  先着12人　 費用  無料

申込方法  詳細は白井小で配布
するチラシで確認してください

自然工作教室
木の実などを利用して作品を作りましょう。

7/29木
10:00～12:00　

対象  小学生
定員  先着16人　 費用  100円

申込方法  詳細は白井小で配布
するチラシで確認してください

子どもパン作り教室
パンを自分でつくる体験をします。

8/1日
9:30～12:30　

対象  小学生
定員  先着12人　 費用  400円

申込方法  詳細は白井小で配布
するチラシで確認してください

カースタンドPONの
おいしいコーヒーの時間
コーヒーの正しい入れ方、味わい方を学びます。

8/2月
10:00～12:00　

対象  成人
定員  先着15人
費用  500円

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

まが玉づくり体験教室
古代日本の装身具（まが玉）を作る。

8/14土
10:00～12:00　

対象  小学生
定員  先着12人　 費用  250円

申込方法  詳細は白井小で配布
するチラシで確認してください

千城台公民館
☎237-1400
若葉区千城台西2-1-1

さわやかコンサート「クラシックギター演奏会」
Ｊポップ、ジャズ、クラシックの名曲の数々をギ
ターのやさしい音色にのせてお届けします。

（演奏：ギターサークル・アルモニコス）

8/28土
14:00～15:30　

対象  市民
定員  先着25人
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

みつわ台公民館
☎254-8458
若葉区
みつわ台
3-12-17

千葉開府900年に向けて、千葉氏を知ろう！
1126年に千葉開府。千葉氏の栄枯盛衰について
学びます。講師：郷土博物館　外山信司氏

6/18金
14:00～15:00  

対象  成人
定員  先着18人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

シニアのための若返り教室
軽く身体をか動かし、簡単な脳トレで脳を活性化
します。心身リフレッシュし、一緒に若返りましょ
う。講師：荒牧光子さん

6/21月
10:00～12:00　

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

リサイクルして万華鏡を作ろう
廃材となったガス管で万華鏡を作ります。生活に
欠かせないガスについて学びます。

7/22木●●祝
10:00～11:00　

対象  小学生
定員  先着10人
費用  無料

申込方法  詳細は、みつわ台
北小・南小・源小に配布するこ
どもニュースをご覧ください。

まなぶ先生のスクラッチ入門～基礎編～
ビジュアルプログラミング言語「スクラッチ」を
活用してプログラミングの基本を学びます。

7/23金
10:00～12:00　

対象  小学3～6年生
定員  先着10人
費用  無料

申込方法  詳細は、みつわ台
北小・南小・源小に配布するこ
どもニュースをご覧ください。

千葉市科学館がやってくる
～せっけんを作ろう～
手洗いが大切な今の時期、マイせっけんを作りま
す。また、汚れ落ちの実験の観察もします。

7/29木
①10:00～10:45
②11:15～12:00　

対象  小学生
定員  先着各10人
費用  無料

申込方法  詳細は、みつわ台
北小・南小・源小に配布するこ
どもニュースをご覧ください。

勾玉をつくろう
縄文文化に触れながら、古代の装身具「まが玉」を
作ります。

8/7土
10:00～12:00　

対象  小学生
定員  先着10人
費用  250円

申込方法  詳細は、みつわ台
北小・南小・源小に配布するこ
どもニュースをご覧ください。

06



　 緑 　 区
公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

越智公民館
☎294-6971
緑区越智町
822-7

絵本読み聞かせサポーター講習会
読み聞かせに必要な基本的な技術や絵本の選び方を学びます。

6/6日・20日・27日
10:00～12:00　全3回

対象  成人
定員  先着12人　 費用  無料

募集期間  受付中
申込方法  電話

「100歳まで元気に！栄養講座」
高齢者の食生活や必要な栄養等について学びます。

6/14月
10:00～12:00 

対象  60歳以上の方
定員  先着15人　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

「おじいちゃん・おばあちゃんの交通安全教室」
多発する高齢者の交通事故！免許返納や高齢者特
有の交通事故について考えてみませんか。

6/24木
10:00～11:00 

対象  60歳以上の方
定員  先着18人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

自然観察会「越智小ビオトープと大賀ハス」
開花した大賀ハスと「2019日本生態系協会賞」を
受賞した越智小ビオトープを観察します。

7/3土
10:00～12:00 

対象  小学生以上
定員  先着12人
費用  無料

募集期間  6/3㊍～
申込方法  電話

初めての陶芸教室
陶芸を基礎から学び、碗と皿を作陶します

7/15木・22木●●祝・29木、
8/5木・19木・26木
10:00～12:00　全６回

対象  成人
定員  6人
費用  1,000円

申込方法  7/2㊎から4㊐に
電話で。抽選後、受講決定
者にハガキで通知

夏休みこども体験「こども陶芸教室」
土の成形や釉薬かけなど陶器作りを体験します。

7/22木●●祝、8/5木
13:00～15:00　全２回

対象  小学生
定員  先着6人　 費用  500円 

募集期間  6/22㊋～
申込方法  電話

夏休みこども体験「まなぶ先生のスクラッチ入門」
コンピュータの「プログラミング（基礎編）」に
ついて学び、ゲーム作りに挑戦します。

7/27火
10:00～12:00

対象  小学3～6年生
定員  先着10人
費用  無料

募集期間  6/28㊊～
申込方法  電話

夏休みこども体験
「こどもおはなし会～本と遊ぼう♪～」
「絵本」や「わらべうた」を一緒に楽しみましょう♪

7/28水
第1部：10:00～10:30
第2部：10:40～11:10

対象  第1部：0～6歳と保護者
第2部：小学生

定員  第1部：10組20人
第2部：20人

費用  無料

募集期間  6/28㊊～
申込方法  電話

夏休みこども体験「こども茶道教室」
茶道を体験し、その歴史や作法を学びます。“お菓子付きです”

7/29木
10:00～12:00

対象  小学生
定員  先着12人　 費用  100円

募集期間  6/29㊋～
申込方法  電話

夏休みこども体験「リサイクル万華鏡」
ガス管をリサイクルして万華鏡を作ります。（東京
ガス「出張講座」）

7/29木
13:30～14:30

対象  小学生
定員  先着10人
費用  無料

募集期間  6/29㊋～
申込方法  電話

夏休みこども体験「こども工作教室」
ぺーパークイリングで自分だけの写真立てを作りましょう。

7/30金
10:00～12:00　

対象  小学生
定員  先着10人　 費用  500円

募集期間  6/30㊌～
申込方法  電話

夏休みこども体験「牛革で作るオリジナルタグ」
牛革にオリジナルの刻印を入れキーホルダーを作
ります。（市科学館「出張講座」）

7/31土
10:00～11:00　

対象  小学生
定員  先着12人
費用  無料 

募集期間  6/30㊌～
申込方法  電話

おゆみ野公民館
☎293-1520
緑区おゆみ野
中央2-7-6

終活セミナー「人生のエンディングを考えよう」
エンディングノートの書き方等

6/23水
13:30～15:30

対象  成人
定員  先着30人　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

ボッチャ体験講座
東京パラリンピックに向けて、ボッチャを体験してみよう

7/6火
10:00～11:30

対象  市民
定員  先着15人　 費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

土気公民館
☎294-0049
緑区土気町
1631-7

竹細工教室「茶道の茶杓づくり」 6/11金
9:30～12:00 

対象  成人
定員  先着10人　 費用  500円

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

子ども囲碁教室 7/22木●●祝・23金●●祝
10:00～11:30　全2回 

対象  小学生
定員  12人　 費用  無料

詳細は、土気小・土気南小・
大椎小・あすみが丘小に配
布するチラシをご覧くださ
い。子どもスポーツウエルネス吹矢教室 7/26月

13:30～16:00
対象  小学3～6年生
定員  15人　 費用  200円

ガス管リサイクル万華鏡づくり 7/29木
10:00～11:00 

対象  小学生
定員  20人　 費用  無料

子ども科学教室「牛革でオリジナルタグを作ろう」8/5木
13:30～14:30 

対象  小学生
定員  20人　 費用  無料

生ごみを減らして野菜を育てよう 8/11水、9/1水、10/6水、
12/1水
10:00～12:30　全4回 

対象  成人
定員  先着15人
費用  1,000円

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

誉田公民館
☎291-1512
緑区誉田町1-789-49

デートＤＶ予防講座
デートＤＶから保護者や地域が子どもを守るために

6/16水
14:15～15:30　

対象  千葉市在住・在勤・在
学の方

定員  先着30人
費用  無料

募集期間  6/1㊋～
申込方法  電話

マークは子ども向けの講座です。　 マークは市制100周年事業です。　 マークは図書室設置公民館です。

公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

若松公民館
☎231-7991
若葉区若松町
2117-2

特別支援学級・学校児童対象
スポーツチャンバラ教室
防具をつけるから痛くないよ。親子で体を動かそ
う！どうぞ気楽にご参加ください。
講師：平山良彦（若葉スポチャンクラブ）

7/25日
13:30～15:00

対象  特別支援学級・学校に在
学中の子どもと保護者

定員  3組　 費用  無料
持物  長袖長ズボン、上履き、

タオル、飲み物

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

千葉市科学館出張科学イベント「スライム作り」
ホウ砂と洗濯のりを使ってスライムを作ろう。
作ったスライムは持ち帰れます。

7/28水
①13:30～14:30
②15:00～16:00 

詳細は、若松小・小倉小・若
松台小に配布するチラシをご
覧ください。

詳細は、若松小・小倉小・
若松台小に配布するチラシ
をご覧ください。

親子工芸教室「籐で壁飾りとタオルハンガーを作る」
親子で世界に一つの作品を作ろう。
講師：桑原トシ子（ラタンの会指導者）

8/5木
10:00～15:00 

対象  小学3～6年生と保護者
定員  5組　 費用  1,000円
持物  上履き、タオル、飲み物

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

東京ガス夏休み出張講座
「リサイクルして万華鏡を作ろう！」
くらしの中のガスについてのお話を聞いた後、ガス管を
使った万華鏡を作ります。作った万華鏡は持ち帰れます。

8/6金
①10:00～11:00
②13:30～14:30

詳細は、若松小・小倉小・若
松台小に配布するチラシをご
覧ください。

詳細は、若松小・小倉小・
若松台小に配布するチラシ
をご覧ください。

　 美 浜 区
公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

磯辺公民館
☎278-0033
美浜区磯辺1-48-1

成年後見制度「法定後見制度と任意後見制度」
制度についてわかりやすい解説で学びましょう！

6/23水
13:30～15:30　

対象  成人
定員  先着20人　 費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

人生100年、これからについて準備しよう
1回目は終活について、2回目はお金について学びます。

7/7水・21水
10:00～12:00　全2回

対象  成人
定員  先着20人　 費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話
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　千葉市内で育てられた新鮮な野菜を公民館で販売します。
　ぜひお近くの公民館にお立ち寄りください。
 開催時間 　11:00～12:00（売り切れ次第終了）

6月4日（金） 花園公民館 6月18日（金） 幕張本郷公民館
7月9日（金） 轟公民館 7月23日（金） 草野公民館

※内容・日程は都合により、変更・中止になる場合があります。
　詳しくは開催予定の公民館へお問い合わせください。

公民館でやさい市を開催します

　妊婦の方や子育て中の保護者が子どもと一緒に公民
館を利用することができ、子育てサポーターに子育て
などに関する悩みや不安について相談できる場です。
　また、他の保護者とお話ししたり、子どもと遊んだり、自由に過ごす
など、子育ての仲間づくりや気分転換にお気軽にご利用ください。

子育てママの
おしゃべりタイム

区 日　程 会　場 問合せ

中　央

6/7(月) 星久喜公民館

松ケ丘公民館
☎261-5990

6/14(月) 新宿公民館
6/21(月) 椿森公民館
7/5(月) 松ケ丘公民館

7/13(火) 新宿公民館
7/26(月) 星久喜公民館

花見川
6/9(水)

幕張公民館 幕張公民館
☎273-75226/23(水)

7/14(水)

稲　毛

6/11(金) 草野公民館

小中台公民館
☎251-6616

6/14(月) 小中台公民館
6/18(金) 轟公民館
7/5(月) 都賀公民館

7/12(月) 小中台公民館
7/16(金) 緑が丘公民館

若　葉

6/10(木) 若松公民館
千城台公民館
☎237-1400

6/24(木) みつわ台公民館
7/8(木) 桜木公民館

7/22(木) みつわ台

緑 6/2(水) おゆみ野公民館 誉田公民館
☎291-15126/14(月) 誉田公民館

美　浜 6/3(木) 高浜公民館 稲浜公民館
☎247-85557/1(木)

パパも

歓迎！

時間  10:00 ～ 12:00
対象  子育て中の方・妊婦（子ども同伴可）
申込  当日直接会場へ（時間中出入り自由）

お申し込みの際のご注意
⑴　特に記載のない限り、受付時間は9:00～17:00、申し込みは直接来館も可です。
⑵　対象は市内在住・在勤・在学の方が優先になります。在勤・在学の方は、お申し込

み時にその旨をお書きください。
⑶　親子等で参加する場合は、全員の氏名・年齢を明記してください。
⑷　来館には、公共交通機関をご利用ください。
⑸　その他、講座によって申込方法等が異なる場合があります。各講座の「申込方法」

をご確認ください。
※本誌に記載されている内容は都合により、変更・中止・募集終了になる場合があります。

「三密」を避ける
ための対策  皆さまのご協力をお願いいたします。

１．換気の励行（密閉空間の回避）
窓のある環境では、窓をあけて換気を行ってください（１時間に１回程度）。

可能であれば、２方向の窓を同時にあけるのが望ましいです。また、出入口が
複数ある場合は、これらの扉を開放するなどして換気を行ってください。

２．人の密度を下げる（密集場所の回避）
人が多く集まる場合では会場の広さを確保し、お互いの距離を１～２メート

ル程度開けるなどして、人の密度を下げてください。目安として、各室とも定
員の２分の１以下の人数での利用をお願いします。

３．近距離での会話や発声、高唱を避ける（密接場面の回避）
周囲の人が近距離で発声するような場を避けてください。やむを得ず近距離

での会話が必要な場合には、自分から飛沫を飛ばさないよう、マスクの着用や
咳エチケットの徹底をお願いします。

開催日程
・場所 

令和３年６月１日発行（年６回発行）通巻14号
発行／公益財団法人 千葉市教育振興財団　〒260-0045 千葉市中央区弁天３丁目7番7号（千葉市生涯学習センター３階）
TEL. 043-285-5551　FAX. 043-256-7833　　https://www.chiba-kominkan.jp

公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

磯辺公民館
☎278-0033
美浜区磯辺1-48-1

夏休みこども教室1　科学工作教室
科学の楽しさを一緒に学びましょう！

7/25日
13:30～15:30

対象  小学3～6年生
定員  先着20人　 費用  未定

募集期間  7/3㊏～
申込方法  電話

夏休みこども教室2　工作教室
「けん玉アートにチャレンジしよう」
けん玉を好きな色柄に仕上げてみよう！

7/28水
10:00～12:00

対象  小学生
定員  先着20人
費用  600円

募集期間  7/4㊐～
申込方法  電話

稲浜公民館
☎247-8555
美浜区稲毛海岸
3-4-1

郷土の歴史講座（千葉の鉄道物語）
「市制百年　千葉駅127年　京成100年」
市制百年から見た千葉の鉄道について鉄オタ先生
から学んでいきます。

7/16金
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選30人
費用  無料

申込方法  6/18㊎必着。（往）
に（必）を明記して〒261-
0005千葉市美浜区稲毛海
岸3-4-1稲浜公民館へ

夏のファミリーコンサート
夏休みの思い出に、ミルフイユウインドオーケス
トラの演奏をご家族でお楽しみください。

8/29日
14:00～15:00　

対象  小学生以上
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

打瀬公民館
☎296-5100
美浜区打瀬
2-13

シニアだって素敵にフラダンス～入門編～
興味はあるんだけど…久しぶりで踊れるかしら…
音楽に合わせて身体を動かしてみませんか♪

7/1木
14:00～16:00　

対象  60歳位から
定員  先着12人
費用  無料

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

夏休み体験教室「化学の力でお絵描きしてみよう」
酸性、中性、アルカリ性による色の変化をお絵描
きで楽しく学べます。

7/17土
10:00～12:00　

対象  小学生
定員  先着12人
費用  200円

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

夏休み体験教室「親子で和菓子づくり」A・B
地元の和菓子職人からねりきりを学んで作ってみ
よう！

7/25日
Ａ：10:00～12:00
Ｂ：13:30～15:30

対象  小学1～6年生と保護者
定員  先着各4組
費用  500円

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

夏休み体験教室「勾玉づくり」
古代のアクセサリー勾玉づくりに挑戦してみよう！

8/1日
10:00～12:00　

対象  小学4～6年生
定員  先着12人
費用  250円

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

夏休み体験教室「点字を打ってみよう」
視覚障害者の生活を知り、点字を実際打って触っ
て読んでみよう。

8/5木
10:00～12:00　

対象  小学3～6年生
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

幸町公民館
☎247-0666
美浜区幸町2-12-14

コケ玉作りを楽しもう
簡単に出来る和のインテリアの制作

7/4日
10:00～12:00　

対象  成人
定員  先着16人　 費用  700円

募集期間  6/2㊌～
申込方法  電話

子どもスポーツ吹矢教室
小学生でも楽しめる軽スポーツ

7/25日
10:00～12:00　

対象  小学生
定員  先着16人　 費用  150円

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

高浜公民館
☎248-7500
美浜区高浜
1-8-3

０から始める英会話「中学英語でこんなに話せます」
中学校で習ったやさしい英語でこんなに話せるな
んて！驚きの楽しい講座です。

6/21月・28月、
7/5月・12月
10:00～12:00　全4回

対象  成人
定員  先着12人
費用  200円

申込方法  6/10㊍必着。(往)に
(必)を明記して、〒261-0003千葉
市美浜区高浜1-8-3高浜公民館へ

すっきり暮らすお片付けのきほん
ラクにできる整理収納術を学び、ここち良い毎日を！

7/24土
10:00～11:30

対象  成人
定員  先着12人　 費用  無料

募集期間  7/2㊎～
申込方法  電話

※椎名公民館は、土砂崩れの影響により、当面の間、臨時休館しております。

マークは子ども向けの講座です。　 マークは市制100周年事業です。　 マークは図書室設置公民館です。


