
山王公民館ニュース
平成３１年４月・令和５月 合併号

平成３１年度が始まりました。平成の元号も４月で終わ
り５月からは令和になります。４月といえば桜、今年も公

民館のソメイヨシノ、しだれ桜ともきれいに花を咲かせま

した。
千葉市山王公民館では本年度も皆様にとって魅力的な主

催事業を展開していくつもりですので、どうかよろしくお
願いいたします。年度当初にあたり平成３１年度の主催事

業をお知らせします。

平成３１年度事業計画
講座・事業名 期 日 対 象 事 業 内 容No

１ 国際理解講座 5/11～ 成人 中学１年生レベルの英単語の理解が出来る

6/8 定員18名 方向けの英会話講座です。「 初歩の英会話

いずれも ①回数：５回 ②時間帯：10:00～11:30： 目指せ通訳ボ

募集は終了しています。ランティア」 土曜日

２ 親子スキンシッ 5/16・23 3～7か月 指導員によるベビーマッサージと親子遊び
プ教室 ・30 の乳児と の教室です。お子様とのふれあい・子育て

いずれも 保護者 の仲間作り・ 子育ての楽しさ、悩みを共
木曜日 有できる楽しい教室です。

①回数：３回 ②時間帯：13:30～15:00
③費用：500円(パステルアート材料費)

現在申し込み受付中です。

３ ボッチャ体験 7/16(火) 小学生以 2020年東京パラリンピック公式種目である
上 ボッチャが体験できます。(協力：千葉ボ

定員12組 ッチャ協会)
①回数：１回 ②時間帯：9:00～12:00

申し込みは5/2(木)より電話で
４ 夏休み子どもそ 7/27(土) 小学生と 親子でそば打ち体験をします。

ば打ち体験教室 保護者 ①回数：１回 ②時間帯：9:00～13:00
８組 ③費用：1,500円(１組)

申し込みは6/2(日)より電話で

５ パソコン講座 8/20(火) 文字入力 イラスト・画像・ページ背景などのの使い
「ワードでチラ から が出来る 方を学びます。(連携：千葉市生涯学習セ

シを作ろう」 8/23(木) 成人の方 ンター)
①回数：４回 ②時間帯：9:00～12:00

③費用：1,200円(テキスト代)
申し込みは7/2(火)より電話で

６ 夏休みこども ８月上旬 小学生４ 科学工作を通して物質の性質について考え

科学教室 ～６年生 ます。
定員16名 ①回数：１回 ②時間：２時間程度

７ 夏休み工作教室 ８月上旬 小学生１ リユース素材を使った工作を通し、地球環
～３年生 境について考えます。(協力：ストップ地

定員20名 球温暖化千葉推進会議)
①回数：１回 ②時間：２時間程度

８ 郷土史講座 8/31(土) 成人 郷土の歴史について講義を聞きます。(講

３０名 師 千葉市立高浜中学校長 天野 良介先生):
①回数：１回 ②時間帯：13:00～15:00

９ 防災パネル展 ９月上旬 千葉市防災対策課、防災関係機関より防災
～下旬 に関するパネルの展示と啓発資料を配布し

ます。(協力：千葉市防災対策課･防災関係
機関)
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講座・事業名 期 日 対 象 事 業 内 容No

高齢者健康講座 10月～11 60歳以上 健康に過ごすための心構えを学びます (講10 。

｢健康寿命をの 月 師 千葉市社会福祉協議会山王部会):
ばす｣ ①回数：１回 ②時間：２時間程度

そば打ち 10月中旬 成人 基本的なそばの打ち方を習得します。11
体験教室 ～11月 定員８名 ①回数：１回 ②時間：３時間程度

小学生古代体験 10/5(土) 小学生 勾玉作つづくりを通して古代の生活につい12
教室 ｢勾玉つく 成人 て知ります｡(協力 千葉市埋蔵文化センタ:
り｣ 定員20名 ー)

①回数：１回 ②時間帯:10:00～11:45
小学 ･ 年生は保護者同伴になります。1 2

健康料理教室 11月上旬 成人 乳製品を使った食事のメニューを考えま13
ミルクのレシピ ～下旬 定員15名 す。(協力 千葉県牛乳普及協会):

①回数：１回 ②時間：３時間程度
タブレットを使 11月中旬 60歳以上 タブレットの基本操作を知り、アプリケー14
った脳トレ体験 定員15名 ションの使い方を学びます。(協力 なのは:
教室 な光 東日本)With NTT

①回数：１回 ②時間：1.5時間程度

ミニ門松づくり 12月下旬 小学生 ミニ門松を作ります。15
成人 ①回数：１回 ②時間：1.5時間程度

定員10組 小学生は保護者同伴になります。
小中学生による 12月上旬 地域の皆 山王小学校・山王中学校の吹奏楽部の演奏16
クリスマスコン 様 会になります。
サート

新春落語講座 １月上旬 地域の皆 法人フォーエバーによる落語を聞き17 NPO
様 ます。
定員50名

シニアのための １月下旬 60歳以上 スマートフォンの基本操作からアプリケー18
スマートフォン 定員20名 ションの使い方を学びます。(協力 ドコモ:
教室① ショップセンシティ千葉店)

①回数：１回 ②時間：２時間程度

シニアのための １月下旬 60歳以上 スマートフォンの基本操作からアプリケー19
スマートフォン 定員20名 ションの使い方を学びます。(協力 ドコモ:
教室② ショップセンシティ千葉店)

①回数：１回 ②時間：２時間程度
防災（防犯）講 ２月 成人 防災・防犯に関する講話を聞きます。(講20
座 定員30名 師 千葉市社会福祉協議会山王部会):

①回数：１回 ②時間：２時間程度

高齢者健康料理 ２月下旬 60歳以上 栄養についての講義と高齢者向けの献立の21
講座 定員16名 調理実習を行います。(協力 千葉市稲毛保:

健福祉センター)

①回数：１回 ②時間：３時間程度
ＡＥＤ普通救命 3/3(土) 成人 を用いた心肺蘇生法を学びます。(協22 AED
講習 定員15名 力 千葉市防災普及公社):

①回数：１回 ②時間帯：午前中

山王公民館 11/2(土) 公民館クラブ･サークルによる学習成果を23
文化祭(後援) 11/3(日) 発表します。

講座のお問い合わせ･申し込みは、公民館へ直接、またはお電話

（ ）でお願いします。募集の案内がまだの講座421-1121
は、詳細が決まってから公民館だよりでお知らせします。また４

月１日から館長が永井 文夫から中村 寿夫に変わりました。よろ

しくお願いします。

公民館のシダレザクラ


