
 

 

 

 

 

つどう・まなぶ・むすぶ 

館長 平野 一彦 

 この４月に、千葉市葛城公民館に着任しました

館長の平野一彦です。今年度も新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のための取り組みをしっかりと

行いつつ、地域の皆様の文化や教養、福祉の拠点

となることを目指し、誰もが気軽に利用できる憩

いの場の充実に努めてまいります。ご理解とご協

力をどうぞよろしくお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コロナ対策について 

公民館の利用にあたりましては、密閉、密集、

密接の「三つの密」を避けるための対策を実施

するとともに、利用者の皆さまにおかれまして

も、健康チェックや手洗い・うがい等を実施し

てください。なお、令和 3 年 4 月 24 日付で千葉

市がまん延防止等重点措置区域に指定されたこ

とに伴い、次のように公民館の利用制限が行わ

れます。 

・20 時以降は閉館します。 

・自習室の開放を休止します。 

期間：4/28（水）～5/31（火） 

ご不便とご迷惑を 

おかけしますが感染 

拡大防止のための取 

組みにご理解とご協力 

をよろしくお願いしま 

す。 

主催事業のご案内 
 別表２に、今年度の葛城公 

民館主催事業に関する情報を 

掲載しました。詳しくは市政 

だよりなどの広報紙やポスター  

等で募集します。皆様のご参 

加をお待ちしています。 

サークルの新規会員募集 
 別表１に、葛城公民館を利 

用している団体についての情 

報を掲載しました。興味のあ 

る方や新規加入のご希望のあ 

る方は公民館までお問い合わ 

せください。 
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別表１ 令和 3年度サークル一覧 
№ 利用団体名 利用日 時間  № 利用団体名 利用日 時間 

1 葛城民謡クラブ三味線 １・３（月） 午前  17 葛城フォークダンスクラブ １・３（金） 午前 

2 かつらぎ大正琴クラブ １・３（月） 午前  18 葛城陶芸同好会 １・３（金） 午後 

3 楽しいハーモニカクラブ ２・４（月） 午後  19 ひまわりフォークダンス ２・４（金） 午後 

4 
全日本年金者組合中央区支

部 

①１（火） 

②３（水） 

①午前 

②午後 

 
20 葛城スポチャンクラブ ２・４（土） 午前 

5 野の花（＊コーラス） １・３（火） 午後  21 土曜囲碁会 １・２（土） 午後 

6 ママ・ヨガ １・３（火） 午前  22 かつらぎ書道クラブ １・３（土） 午前 

7 
パソコンクラブ チャチャ

チャ 
２・４（火） 午後 

 
23 あざみ手あみ教室 ２・４（土） 午前 

8 楽楽健康体操 ２・４（火） 午前  24 葛城ハーモニー ２・４（土） 午後 

9 
スポーツ吹矢 千葉中央都

支部 
２・４（火） 午後 

 
25 太気導葛城支部 ２・４（日） 午後 

10 憲法学習会 ３（火） 午後 
 

26 
ガールスカウト千葉県第１

団 
２・４（日） 午前 

11 かつらぎ民話をかたる会 １（水） 午後 
 

27 
サークル てんとう虫 

（＊コーラス） 

①１（土）  

②３（日） 

①夜間 

②午前 

12 折り紙同好会（彩） ２（水） 午後 
 

28 
木の歌リコーダーアンサン

ブル  
不定期 午前 

13 洋裁クラブさつき会 １・３（木） 午前  29 クッキー（＊パンづくり） 不定期 午前 

14 似顔絵みのる会（＊似顔絵） １・３（木） 午前  30 楽しい英語/中国語世界へ 不定期  

15 
フラハラウ・ティアレ 

（＊フラダンス） 
２・４（木） 午後 

 
31 

赤ちゃんから英語・中国語を

楽しもう 
不定期  

16 育児サークル ピノッキオ ３（木） 午前      

  

別表 2 今後の葛城公民館主催事業（予定） 

◆文学講座「芥川龍之介の『羅生門・鼻』を読む」 

6/2・9・16・23(水)13:00～15:00  

対象成人 定員先着 16 人 費用無料 

※定員に達しましたので募集を終了しました 

◆科学館出張講座「まるっとグライダー」を作ろう 

7/27(火)10:00～11:00 対象小学 1～6 年  

定員先着 15 人 費用無料 申込 7/3(土)から電話で 

◆手のひらで感じる自然～苔玉作り～ 

6/5(土)13:00～15:00  

対象成人 定員先着 12 人 費用 800 円 

※定員に達しましたので募集を終了しました 

◆キラキラフォトフレームを作ろう 

7/30(金)10:00～12:00 対象小学 1～6 年  

定員先着 12 人 費用 400 円 申込 7/3(土)から電話で 

◆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 

6/24(木)13:30～15:00 対象成人 定員先着 10 人 

費用 1,500 円 申込 6/2(水)から電話で 

◆クラゲの水族館を作ろう 

7/30(金)13:30～15:30 対象小学生(1～3 年は保護

者同伴) 定員先着 12 人 費用 350 円  

申込 7/3(土)から電話で 

◆大人の科学講座「誰かに見せたくなる科学マジック」 

6/29(火)10:00～11:30 対象成人 定員先着 16 人 

費用 50 円 申込 6/2(水)から電話で 

◆ペットボトルで雲を作ろう 

7/31(土)14:00～15:30 対象小学生(1～3 年は保護

者同伴) 定員 15 人 費用無料  

申込 7/3(土)から電話で 

◆フラパージュでオンリーワンの扇子作り 

7/12(月)10:30～12:30 対象成人 定員先着 10 人 

費用 600 円 申込 7/2(金)から電話で 

 

◆歴史講座「江戸時代の海防と房総」 

 9/27(月)13:00～15:00 対象成人 定員 16 人 

◆スマートフォン講座（1）  

 9/29(水)・30(木) 対象 60 歳以上の方 定員 10 人 

◆スマートフォン講座（２）  

10/7(木)・8(金) 対象 60 歳以上の方 定員 10 人 

       ほか 

◆まなぶ先生のスクラッチ入門～基礎編～ 

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 定員先着 10 人 費用無料 

申込 6/26(土)から電話で 

※事情により予定を変更する場合があります。 
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