
★　本年度新規事業
◎　オンラインを活用 令和3年9月

NO 分類 事業名 事業内容 対象 実施期日 回数 時間数
定員
（人）

1 家庭教育
英語リトミック～DOREMI
Move With Me～ ♪

英語を使ったリトミック（団体）
0～3歳の子ど
もと保護者

未定 2 1.2
20

（10組）

2 家庭教育 ★家庭教育支援

ものづくり、子どもの発達を
促すおもちゃ・遊びの紹介
等（子育てステーション、千
葉大学医学部他）

未就学児と保
護者

未定 4 4
20

（10組）

3 少年教育
★まなぶ先生のスクラッチ
入門～基礎編～

スクラッチを使ったプログラ
ミング体験（千葉市生涯学
習センター）

パソコンを使っ
たことがある小
学3～6年生

7月20日 1 2 10

4 少年教育
★まるっとグライダーを作ろ
う

一枚の折り紙から筒状の
グライダーを作る（千葉市
科学館）

小学生 7月27日 1 1 15

5 少年教育
★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
ビーズやガラスタイルを飾
り付ける（個人講師）

小学生 7月30日 1 2 12

6 少年教育 ★クラゲの水族館を作ろう
ボトルに水族館を作る（個
人講師）

小学生 7月30日 1 2 12

7 少年教育 ★ペットボトルで雲を作ろう
実験やゲームをとおして天
気の仕組みを知る（気象予
報士会）

小学生（1～3
年生は保護者

同伴）
7月31日 1 1.5 15

8 少年教育 ケーキ作り（小学生）
季節のケーキを協力しなが
ら作る（NPO法人）

小学生 未定 1 2.5 8

9 少年教育 ★ケーキ作り（中学生）
季節のケーキを協力しなが
ら作る（NPO法人）

中学生 未定 1 2.5 8

10 少年教育 ★親子あかり教室
作品つくりをとおしてLEDに
ついて学ぶ（パナソニック
株式会社）

小学生と保護者 12月 1 2
20

（10組）

11 少年教育 ★プログラミング（中学生） プログラミングの体験 中学生 未定 1 2 10

12 成人教育
★おうちでできる！魔法の
バスタオルストレッチ①

無理のない運動不足の解
消とリラックス（個人講師）

成人 4月8・22日 2 1 10

13 成人教育
★おうちでできる！魔法の
バスタオルストレッチ②

無理のない運動不足の解
消とリラックス（個人講師）

成人 4月8・22日 2 1 10

14 成人教育
★自然保護講座「身近な野
鳥！ツバメを知ろう」

自然環境の保護について
考える（公益財団法人）

成人 4月26日 1 1 10

15 成人教育
文学講座「芥川龍之介の
『羅生門・鼻』を読む」

文学作品を様々な角度か
ら読み解く（個人講師）

成人
6月2・9・16・
23日

4 8 16

16 成人教育
★手のひらで感じる自然～
苔玉作り

苔玉作りをとおして植物に
ついての知識を得、自然に
ついて考える（団体）

成人 6月5日 1 2 16

17 成人教育
★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

工夫して作品を作る（個人
講師）

成人 6月24日 1 1.5 10

18 成人教育
★大人の科学「満杯になら
ない不思議な茶碗～教訓茶
碗の仕組みを知ろう」

科学マジックを楽しむととも
にサイフォンの原理を学ぶ
（夢化学実験隊）

成人 6月29日 1 1.5 16

19 成人教育
★夏の野菜保存法とフレイ
ル予防の時短料理

暑い時期の食材の保存・栄
養の偏らない時短料理を
学ぶ（公益社団法人）

成人 7月2日 1 2 15
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20 成人教育
★フラパージュでオンリーワ
ンの扇子作り

好みの柄を使って自分だけ
の扇子を作る（個人講師）

成人 7月12日 1 2 10

21 成人教育
歴史講座「藩社会における
執務規則～関宿藩の生活
と仕事を事例に～」

江戸時代の藩士の生活規
則について知る（千葉県文
書館）

成人 9月27日 1 1.5 16

22 成人教育
★プリザーブドフラワーでハ
ロウィンのアレンジ

ハロウィンの飾り作り（個人
講師）

成人 10月4日 1 2 10

23 成人教育
★◎こころの健康について
～コロナ禍でも大切なこころ
の健康と地域での暮らし～

コロナ禍におけるこころの
健康について考える（千葉
市精神保健福祉課）

成人 10月30日 1 2 16

24 成人教育 ★わくわくZOOM体験 ZOOMの体験（法人） 成人 11月4日 1 2 10

25 成人教育
いつまでも元気で過ごすた
めに～フレイル予防とコグ
ニサイズ

フレイル予防について理解
し、認知症予防のための運
動（コグニサイズ）を体験す
る（東都大学）

成人 11月12・19日 2 3 16

26 成人教育
クリスマス（お正月）の飾り
作り

クリスマス（お正月）の飾り
を作る（個人講師）

成人 12月 1 2 10

27 成人教育
★人はなぜ騙されるか～詐
欺被害を防ぐために～

詐欺被害はなぜなくならな
いのか、心理学の面から考
える（淑徳大学）

成人 1月 1 2 16

28 成人教育 防災講座
気象・コロナ禍における防
災について（気象予報士
会）

成人 未定 1 2 16

29 成人教育 消費者問題
インターネットトラブルにつ
いて考える（千葉県金融広
報委員会）

成人 未定 1 2 16

30 成人教育
季節の和菓子（練り切り）を
作ろう

季節に合った練り切りを作
る（個人講師）

成人 未定 未定 未定 未定

31 高齢者教育 androidスマートフォン講座①
スマートフォンの基本的な
使い方を学び、生活に役立
てる（法人）

60歳以上の方 9月29・30日 2 4 10

32 高齢者教育 androidスマートフォン講座②
スマートフォンの基本的な
使い方を学び、生活に役立
てる（法人）

60歳以上の方 10月7・8日 2 4 10

33 高齢者教育
買う前に知りたい！はじめ
てのスマホ体験

スマートフォンの体験（法
人）

60歳以上の方
これからスマホ
を始める方

11月29・30日 2 4 10

34 高齢者教育 スマホアプリを体験しよう
地図・電話・LINE・写真等
のアプリを体験する（法人）

60歳以上の方
初心者向け

12月2・9日 2 4 10

35 高齢者教育
★自動車の安全運転のた
めに

動体視力と そのトレーニン
グについて学び、安全運転
を心がけるきっかけとする
（東都大学）

60歳以上の方 12月15日 1 2 16

36 高齢者教育
★洋楽ファンのあなたへ～
ポップスを歌おう！

音楽をとおして英語に親し
む（団体）

60歳以上の方 未定 未定 未定 未定

37 － 公民館だより
サークルの活動紹介や、主
催事業の案内・報告など

－ － 4 － －

38 － 公民館文化祭

公民館グループ・サークル
による学習成果の発表（主
催：葛城公民館サークル連
絡会）

公民館使用団
体会員と地域
住民

－ － － －
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