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光を楽しむペーパークラフト“ローズウィンドウ”を知っていますか？
薄い紙を重ねて模様を生み出す、ステンドグラス風アートです。
同じように作っても、色や切り方で雰囲気が変わるのが面白いところ。
公民館の夏休み講座で、親子で一緒に、夢中になって工作に取り組みました。
光にかざすと…「わあ、きれい！」「この色、いいね」。違いが楽しい、すてきな作品が完成です。

講座情報は中を check！

公民館では、講座の開催をはじめ、放課後や夏休みなどの休日に施設
の一部を開放し、自由な学習や読書、趣味など子どもの居場所づくり
に取り組んできました。
この秋も子どもや親子で楽しめる企画を準備していますので、 お近く
の公民館へ、ぜひお越しください。

お こと どなも
公民館ですてきな体験を

もも !



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

詩吟教室：入門編
詩吟の基礎を学びながら、一緒に歌いませんか。

10/23水、11/13水・27水、
12/11水　13:00～15:00

対象  60歳以上の方(要全回出席)
定員  先着10人 費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

子どもおやつ作り教室
ピザやクリームチーズパンなどを作り、実食しよう。

10/26土
10:00 ～ 13:00

 対象  小学3～6年生
定員  先着20人  費用  600円

募集期間  10/5㊏～
申込方法  直接来館

シニア向け健康体操教室
今の自分のカラダを知って、自分の健康方法を学ぼう。

11/30土
10:00 ～ 12:00

対象  60歳以上の方
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

葛城公民館
☎222-8554
中央区葛城
2-9-2

みんなに優しいユニバーサルデザイン
身近なところにある「ユニバーサルデザイン」の実例
や世界各国の取り組みなどをわかりやすく紹介し、こ
れからの超高齢化社会・国際化社会になくてはならな
い考え方や対策を、皆さんと一緒に考えていきます。

10/10木
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  受付中

季節の和菓子(練り切り)を作ろう
レンジを使って和菓子(練り切り)を作りましょ
う。今回は「桔梗」と「ハロウィン」をテーマに
作ります。5つ作って4つはお持ち帰りできます。

10/24木
10:00 ～ 12:00

対象  成人 定員  先着12人
費用  1,000円
持物  エプロン・三角巾・

布巾・持ち帰り用の袋

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

見えないお金～電子マネーについて考える
キャッシュレス社会を迎えるにあたって、電子マ
ネーの便利なところ、注意すべき点、どのように生
活が変化していくのか等を正しく理解しましょう。

10/30水
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

猫背解消!タオル1本で美姿勢エクササイズ
姿勢は健康に強く影響します。タオル1本の簡単エクサ
サイズで、健康で生き生きとした毎日を送りましょう。

11/6水
10:00 ～ 12:00

対象  成人 定員  先着20人
費用  無料 持物  運動に使う

ためのフェイスタオル1本

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

クリスマスとお正月のハーバリウム作り
クリスマスとお正月をテーマにハーバリウムを作ります。

12/5木
10:00 ～ 12:00

対象  成人 定員  先着10人
費用  2,000円(2本分)

募集期間  11/5㊋～
申込方法  電話

クリスマスケーキ作り教室
クリスマスのクッキーとチョコチップスコーンを
作ります。

12/7土
9:30 ～ 12:30

対象  小学生
定員  先着24人
費用  700円

募集期間  11/12㊋～
申込方法  電話

クリスマスのキャンドルを作ろう
クリスマスをモチーフにしたキャンドルを作ります。

12/15日
10:00 ～ 11:30

対象  小学生
定員  先着20人  費用  500円

募集期間  11/12㊋～
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③ヘルシー料理教室
カロリーを抑えたヘルシーで手軽に作れる料理です。

10/29火
10:00 ～ 13:00

対象  成人 定員  先着16人
費用  600円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

普通救命講習会
ＡＥＤの操作法及び心肺蘇生法などについて学びます。

11/16土
9:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着10人  費用  無料

募集期間  10/15㊋～
申込方法  電話

シニアスクール④スマートフォン入門講座
スマートフォンの基礎やＬＩＮＥの使い方を学びます。

11/19火・26火
10:00 ～ 12:00　全2回

対象  成人
定員  先着25人  費用  無料

募集期間  10/15㊋～
申込方法  電話

新宿公民館
☎243-4343
中央区新宿
2-16-14

ゆうきの寿大学(骨を丈夫にするために) 10/11金、11/12火、1/17金
13:00 ～ 15:00　全3回

対象  地域の高齢者
定員  先着20人 費用  300円

募集期間  受付中

暮らしのセミナー
「時短簡単季節の和菓子作り」

10/18金
10:00 ～ 12:00

対象  成人 定員  先着16人
費用  600円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

年末ラクラク大掃除整理収納術 10/24木、11/14木
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  10/2㊌～
申込方法  電話

千葉市男女共同参画センターとの共催事業
「デートDVから子供を守る～保護者とし
てどう気づき、どう対応すればよいか～」

10/26土
9:30 ～ 11:30

対象  成人
定員  先着60人
費用  無料

申込方法  千葉市男女共同
参画センター窓口または
☎ 209-8771

 sankaku@f-cp.jpで
暮らしのセミナー

「季節の花で彩るハンギングバスケット」
11/20水
10:00 ～ 12:00

対象  成人  定員  先着16人
費用  2,600円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

末広公民館
☎264-1842
中央区末広
3-2-2

パン好きのための「はじめてのパン作り教室」
発見しよう！パン作りって楽しい。

10/25金、11/1金・8金
13:00 ～ 16:30　全3回

対象  成人 定員  先着10人
費用  2,100円

募集期間  10/3㊍～
申込方法  電話

寒川歴史たんけん！
布施丹後が作った用水路跡を歩いてみよう。

11/9土・18月
9:30 ～ 11:30　全2回

対象  小学校4 ～ 6年生
定員  先着16人 1回のみの参加も可
費用  無料

募集期間  10/24㊍～
申込方法  電話

親子で作るバルーンアート教室
「バルーンDEクリスマス」
クリスマスを手作りバルーンアートでおしゃれに飾ろう

12/14土
9:30 ～ 11:30

対象  どなたでも
　　　(就学前児は保護者同伴)
定員  先着30人  費用  100円

募集期間  11/14㊍～
申込方法  電話

椿森公民館
☎254-0085
中央区椿森
6-1-11

食卓を彩る料理講座～減塩レシピ～
根菜たっぷり。プラス乳製品でカルシウムUP！

11/1金
9:30 ～ 13:00

対象  成人  定員  先着16人
費用  500円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

歴史入門講座～武家政権に潜む数字～
平氏と源氏、北条・足利・徳川氏。偶然か？運命か！秘
められた数字に着目。

11/10日
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  10/16㊌～
申込方法  電話

終活セミナー～相続と遺言～
必要な時にはもう遅い!?制度改正点など新情報も。

11/24日、12/1日
10:00 ～ 11:30　全2回

対象  成人
定員  先着16人  費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

星久喜公民館
☎266-4392
中央区星久喜町
615-7

陽気な中南米文化と楽しいお料理
～ペルーとメキシコはいかが？～
ペルーとメキシコの外国人を講師として招き、文
化の違いを学ぶとともに、一緒にお料理をする。
11月2日はメキシコのお祭りです！

10/26土、11/2土
9:30 ～ 12:30　全2回

対象  成人
定員  先着16人
費用  1,600円(2回分)

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

一緒にノルディックウォーキングを始めよう
ノルディックウォークはスキーのストックのような
2本の専用ポールを使った簡単なウォーキング法。
誰でも無理なく始められる、人気の有酸素運動を
一緒に体験してみましょう！

11/19火・26火
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  11/2㊏～
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。 マークは子ども向けの講座です。

この他、地産地消の野菜市を開催します。詳しくは HP へ。02



マークは子ども向けの講座です。

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

松ケ丘公民館
☎261-5990
中央区松ケ丘町
257-2

親子スキンシップ体操教室 10/10 木・17木・24 木・31
木
10:00 ～ 12:00　全4回

対象  2～3歳児と保護者
定員  先着15組 費用  無料

募集期間  受付中

そばうち教室Ⅰ・Ⅱ
そば打ちを通して、食の大切さ、そば打ちの楽し
さとそばの美味しさを体験する。

10/13日・14月●
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  各先着5人
費用  1,000円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

宮崎公民館
☎263-5934
中央区宮崎
2-5-22

知って安心！薬剤師が教えるお薬の大事な話
あんしんケアセンターが教えてくれる、意外と知ら
ないお薬の話あれこれ。

11/1金
13:00 ～ 14:30

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  10/1㊋～
申込方法  電話

健康講話「認知症の予防とセルフチェック」
もの忘れ？まさか認知症？日頃から気を付ける予
防の話とセルフチェックについて。

11/14木
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  10/1㊋～
申込方法  電話

男の煮込み料理
男の料理クラブ「ヘルス会」が美味しい煮込み料
理を教えてくれます。

11/21木
9:30 ～ 13:00

対象  成人  定員  先着12人
費用  1,000円
持物  エプロン・三角巾・上履き

募集期間  11/1㊎～ 17㊐
申込方法  直接来館
　　　　(料金持参)

今年のクリスマスは「シュトーレン」を作ってみよう
クリスマスの定番になりつつある、ドイツの伝統
的な菓子パン「シュトーレン」に挑戦。

11/24日
13:00 ～ 16:00

対象  成人
定員  先着10人
費用  700円
持物  エプロン・三角巾・上履き

募集期間  11/1㊎～ 20㊌
申込方法  直接来館
　　　　(料金持参)

こども人形劇「ヘンゼルとグレーテル」
「人形劇団あのね」による臨場感たっぷりの人形
劇です。

11/30土
10:30 ～ 11:30

対象  どなたでも(小学2年
生以下は保護者同伴)
定員  先着30人 費用  無料

募集期間  11/1㊎～
申込方法  電話

成年後見制度について
成年後見制度の内容や手続き方法などをわかりや
すく学ぶことができます。

12/6金
10:00 ～ 11:30

対象  成人
定員  先着25人
費用  無料

募集期間  11/1㊎～
申込方法  電話

　 花 見 川 区
3館合同終活講座
①認知症対策②相続・生前整理③エンディングノート　思い残しのない終活を！
①10/16(水)13:00 ～15:00　長作公民館(☎258-1919)
②10/24(木)10:00 ～12:00　朝日ケ丘公民館(☎272-4961)
③10/31(木)13:00 ～15:00　さつきが丘公民館(☎250-7967)

いずれも、
対象：成人　定員：先着10人　費用：無料
申込：10/2（水）から電話で各公民館へ。

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

コーラス鑑賞会
あさみやコーラスによる合唱です。

10/16水
13:00 ～ 14:00

対象  地域住民
定員  先着50人  費用  無料

当日直接来館

季節を楽しむはがき絵「初心者向け講習会」10/23水
13:00 ～ 15:30

対象  成人 定員  先着10人
費用  100円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

クリスマスのケーキ作り
クリスマスケ－キとクッキーを作ります。

11/17日 ①9:30～12:30
　　　  ②13:00～16:00

対象  小学生  定員  各先着20人
費用  700円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  直接来館(料金持参)

冬の花の寄せ植え
7株の花の寄せ植え

11/21木
14:00 ～ 16:00

対象  成人 定員  先着12人
費用  1,300円

募集期間  11/2㊏～
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

初心者のフラダンス教室
ハワイアンミュージックに癒され、一緒にフラを
はじめませんか？

10/30水、11/6水
13:00 ～ 14:30　全2回

対象  成人
定員  先着12人
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

オリンピック・パラリンピック応援企
画「ボッチャ体験会」
パラリンピック競技種目のボッチャを体験して、
男女問わずスポーツを楽しもう！

11/17日
10:00 ～ 12:00

対象  だれでも
定員  先着10人
費用  無料

募集期間  11/9㊏～
申込方法  電話

クリスマスケーキを作ろう
クリスマスケーキを作って楽しく過ごしちゃいましょう。

11/30土
9:30 ～ 12:30

対象  小学生  定員  先着20人
費用  700円

募集期間  11/22㊎～
申込方法  電話

犢橋公民館
☎259-2958
花見川区
犢橋町
162-1

書道体験講座
初めての方も大歓迎！

10/25金
14:00 ～ 15:30

対象  成人 定員  先着10人
費用  100円 持物  筆(大・小)

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

そば打ち体験講座「家庭にある道具で
そばを打ってみよう」
家庭にある道具を使って、そば打ちの体験をして
みませんか？

11/19火
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着10人
費用  1,500円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

房総太巻き寿司作り
千葉の郷土料理の太巻き寿司を一緒に作ってみま
しょう。

11/27水
10:00 ～ 13:00

対象  成人 定員  先着15人
費用  1,200円

募集期間  11/2㊏～
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

こてはし台学
①房総の中世史
②暮らしの中の憲法

①10/18金、②10/29火
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  各先着20人
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

ふれあい落語「こて台亭」
アマチュア落語家によるお話です。
今回は、女流落語家が出演します。

12/8日
14:00 ～ 16:00

対象  小学生以上の方
定員  先着80人
費用  無料

当日直接来館

さつきが丘公民館
☎250-7967
花見川区
さつきが丘
1-32-4

地元のお医者さんに聞こう！
「睡眠・不眠について」

10/8火
14:00 ～ 16:00

対象  成人
定員  先着50人  費用  無料

募集期間  受付中

成年後見制度いっしょに学んでみませんか？
判断能力があるうちにしっかり制度について知っ
てみませんか？

11/19火
13:30 ～ 15:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

アロマテラピー講座
「ハンドマッサージで元気に！」

ハンドマッサージのやり方を学んでおうちで楽し
みましょう。

12/7土
10:30 ～ 12:30

対象  成人
定員  先着15人
費用  300円

募集期間  11/15㊎～
申込方法  電話

この他、地産地消の野菜市を開催します。詳しくは HP へ。 03



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

長作公民館
☎258-1919
花見川区
長作町
1722-1

風船で遊ぼう(バルーン・アート)
風船で動物を作ってみませんか？

10/20日
12:10 ～ 12:50

対象  だれでも
定員  先着40人  費用  無料

当日直接来館

アートフラワー講座
素敵なお花(造花)を作ってみませんか？

11/16土
10:00 ～ 12:00

対象  小学生以上の方
定員  先着20人  費用  700円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  直接来館(料金持参)

詩吟入門講座
詩吟サークル会員が親切に指導します

11/24日
13:00 ～ 16:00

対象  成人
定員  先着10人  費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

クリスマスお菓子作り教室
おいしいお菓子を作りましょう！

12/14土
9:30 ～ 12:30

対象  小学生
定員  先着20人  費用  600円

募集期間  12/7㊏～
申込方法  直接来館(料金持参)

花見川公民館
☎257-2756
花見川区
柏井町1590-8

元気アップらくらく体操
高齢者向けのやさしい体操で、心身を鍛え健康づくりをする。

10/23水・30水
10:00 ～ 12:00　全2回

対象  60歳以上の方
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

ワードで写真活用
ワード技術の向上及び年賀状・カレンダー編集を学ぶ。

11/14木
13:00 ～ 16:00

対象  成人
定員  先着10人  費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

花見川ふれあい寄席
落語を楽しむ

11/23土
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着50人  費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

子どもクリスマスケーキ作り
異年齢・他校児童と協力してクリスマスケーキを
作る。

12/14土
10:00 ～ 12:00

対象  小学3 ～ 6年生
定員  先着20人
費用  1,000円

募集期間  11/6㊌～
申込方法  直接来館
　　　　(料金持参)

幕張公民館
☎273-7522
花見川区
幕張町4-602

私の健康・地域の健康～地域とのつな
がり友達を100人作りましょう～
楽しく！誇りを持って！！生きていくのって難しい…。
健康をテーマに一緒に学びませんか♪♪♪

10/23水・30水、11/6水・
13水・20水・27水
14:00 ～ 16:00　全6回

対象  40歳以上の方
　　　(要全回出席)
定員  先着25人
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  千葉市あんし
んケアセンター幕張☎
212-7300へ

要約筆記を学ぼう
聴覚に障害のある人のサポートをしてみませんか！

10/29火、11/5火・12火
10:00 ～ 12:00　全3回

対象  成人
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

こんなに多いデートDV　－あなたの
子どもを守るために今何ができるか－
なぜ起こるか、どう防ぐか。現代に必須の知識とス
キルを学ぶ。

11/9土
10:00 ～ 12:00

対象  小学4年生以上の方
　　　(小学生は保護者同伴)
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  10/9㊌～
申込方法  電話

大掃除＆お片付け講座
なぜ今、整理整頓、大掃除か。意味と基本を習って、快適生活。

11/14木
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  10/15㊋～
申込方法  電話

相続セミナー　知って得する「生前対策」
相続・税金・認知症。悩み多き今を生き抜く知恵を学ぶ。

11/14木
13:00 ～ 15:00

対象  成人
定員  先着30人  費用  無料

募集期間  10/16㊌～
申込方法  電話

美味しくてすみません！米粉のパン作り教室
小麦もいいけど米粉もね。より多くの方に美味しさを届けます。

11/23土
10:00 ～ 12:00

対象  成人  定員  先着16人
費用  800円

募集期間  10/22㊋～
申込方法  電話

声を楽しむワークショップ続編－健康
音読のすすめ－
声を楽しむ人続出！期待に応えて第2弾。あなた
もいかが？

12/1日
10:00 ～ 11:30

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

「そうだったんだ」聞いてびっくり大
人の科学教室
水の真実を知らない人の何と多いことか。ぼーっ
とは生きない人に。

12/7土
13:30 ～ 15:30

対象  中学生以上の方
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  11/7㊍～
申込方法  電話

フラワーアレンジメントで明るいお正月
年神様はお花好き。一年の実りと幸せをもたらす
お花をぜひご一緒に。

12/27金
13:30 ～ 15:30

対象  成人または親子
定員  先着16組
費用  1,500円

募集期間  11/21㊍～
申込方法  電話

幕張本郷公民館
☎271-6301
花見川区
幕張本郷
2-19-33

歴史講座「戦国時代における千葉氏」
歴史講座だけど、座学だけじゃない。今年は本佐
倉城へのフィールドワークもあります。

①11/30土
②12/7土
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  ①先着30人②先着15人
費用  300円(別途交通費)

募集期間  11/6㊌～
申込方法  電話のみ

「おせち料理」
簡単だけど、ちょっと本格的。伊達巻等を作ります。

12/7土
10:00 ～ 13:00

対象  成人  定員  先着20人
費用  1,200円

募集期間  11/3㊐～
申込方法  電話のみ

ハリーゴーフェスティバル
ハリーだけど、魔法使いじゃない。演奏会と展示会
を行います。

12/14土  10:15 ～ 13:50
15日  10:00 ～ 13:40

対象  市民
定員  なし（演奏会のみ各先着50人）
費用  無料

当日直接来館

　 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

子育て講座「親子でリトミック！」
幼児期におけるスキンシップの大切さについて、親
子で体験しましょう！！

10/23水・30水
10:00 ～ 12:00　全2回

対象  2、3歳児と保護者
定員  先着15組
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

「房総の天変地異」　～千葉県の自然災害史～
千葉県の自然災害について一緒に考える機会で
す。是非、ご参加ください！

11/12火
13:30 ～ 15:00

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

男の料理教室「入門編」
人気高いおいしいスタミナ料理のスパイシーチキ
ンカレー、是非、挑戦してください！！

11/23土
9:30 ～ 12:30

対象  成人男性
定員  先着16人
費用  600円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  直接来館

草野公民館
☎287-3791
稲毛区園生町
384-93

そば打ち教室
趣味と実益をかねてそば打ちを学んでみませんか。

10/29火
10:00 ～ 13:00

対象  成人  定員  先着12人
費用  1,500円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

炭火でパンを焼こう
パン生地を棒にくるくるまいて、庭の炭火の上でパ
ンをこんがり焼いてみましょう

11/16土
11:00 ～ 14:00

対象  地域の方
定員  先着40人
費用  200円

当日直接来館

クリスマスのパン「シュトーレン」を焼こう
生地作りから・・本格的なシュトーレンが出来上
がります、ぜひ、ご参加ください。

12/7土
13:00 ～ 16:00

対象  成人
定員  先着12人
費用  800円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

マークは子ども向けの講座です。

この他、地産地消の野菜市を開催します。詳しくは HP へ。04



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

黒砂公民館
☎241-2811
稲毛区黒砂
2-4-18

気楽に落語でもいかがですか
(千葉大学落語研究会)
千葉大落研による、申込不要・木戸銭無料の落語会です。

10/5土
13:30 ～ 16:00

対象  成人
定員  先着50人
費用  無料

当日直接来館

夢の箱11月(手作り工作)
時間内出入り自由＆地域のバザーも同時開催！気
軽に工作を楽しみましょう！

11/23土
10:00 ～ 12:00

対象  小学生
　　　(幼児は保護者同伴)
定員  先着30人  費用  無料

当日直接来館

江戸時代のアウトローと関八州取締
幕府役人・関東取締出役の活動から、房総の村の
治安・風俗の特質を見ていきます。

11/26火
14:00 ～ 16:00

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

小中台公民館
☎251-6616
稲毛区小仲台
5-7-1

青年ＯＢ・ＯＧ学級
生き生きとした活力ある生活を築きましょう！

10/17 木・24 木・31木、
11/14木
14:00 ～ 16:00　全4回

対象  60歳以上の方
定員  先着40人
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

「おひとりではむずかしい」をサポート 
する成年後見制度
法定後見制度と任意後見制度について

10/21月
10:00 ～ 12:00

対象  60歳以上の方
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

木版画で年賀状を作ろう
木版画サークルさん指導でオリジナルの年賀状作り

11/20水・27水、12/4水
13:30 ～ 16:30　全3回

対象  成人  定員  先着20人
費用  500円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

山王公民館
☎421-1121
稲毛区六方町
55-29

健康料理教室「ミルクのレシピ」
乳製品を使った食事のメニューを考えます。

11/9土
10:00 ～ 13:00

対象  成人  定員  先着15人
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

そば打ち体験教室
基本的なそばの打ち方を習得します。

12/15日
9:00 ～ 13:00

対象  成人  定員  先着8人
費用  1,500円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

千草台公民館
☎255-3032
稲毛区天台
3-16-5

もう一度小中学生になろう講座 体育
「ボッチャをみんなで体験しよう」
障がい者スポーツのボッチャを体験する。

11/6水
9:30 ～ 11:30

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

寄せ植え作り教室「ハーバリウム・寄せ植えにチャレンジ！」
植物の基礎知識を学び、ハーバリウムや寄せ植え作りをする。

11/12火、12/4水
10:00 ～ 12:00　全2回

対象  成人  定員  先着16人
費用  3,200円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

新そば粉で年越し蕎麦を打とう！
そば打ちとそばの茹で方の基本を学ぶ

11/30土、12/7土
9:00 ～ 12:30　全2回

対象  成人  定員  先着8人
費用  3,000円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

都賀公民館
☎251-7670
稲毛区作草部
2-8-53

メキシコ料理を作ってみよう～料理で始める国際理解～
中南米出身の先生と一緒に本場の味を作ってみましょう

10/30水
10:00 ～ 12:30

対象  成人
定員  先着16人  費用  800円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  直接来館(料金持参)

初めてのフラダンス教室～楽しく体を動かしましょう
フラの優しい音楽に合わせて、楽しく体を動かしましょう。

11/6水
13:30 ～ 15:30

対象  成人
定員  先着10人  費用  無料

募集期間  11/1㊎～
申込方法  電話

千葉の歴史再発見～乗り鉄が語る千葉の鉄道物語～
日本全国の鉄道路線に乗った「乗り鉃」さんが、
千葉の鉄道に焦点を当て、その発達や社会の変化
について紹介します。

11/16土
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

轟公民館
☎251-7998
稲毛区轟町
1-12-3

鉄オタ先生の脱線講座
「千葉県の鉄道～黎明期～」

鉄オタ先生と千葉県の鉄道の始まりを学びましょう

10/19土
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

女性きき酒師の「とっておき日本酒入門講座」
日本酒の歴史や百薬の長と言われる健康効果、とっ
ておきの楽しみ方を伝授します。

11/16土
13:00 ～ 15:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

精神障害について一緒に学んでみませんか？
精神障害のある方と共に地域で暮らすため、地域で
の対応や支援についてできることを考えましょう！

11/26火
14:00 ～ 16:00

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  11/1㊎～
申込方法  電話

クリスマス＆お正月アレンジメント
クリスマスからお正月まで楽しめるフラワーアレ
ンジメントを作りませんか。

11/30土
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着15人
費用  2,000円

募集期間  11/5㊋～
申込方法  電話

簡単年越し手打ちそば
お家で簡単に年越しそばを打ってみませんか。

12/1日
10:00 ～ 13:00

対象  成人  定員  先着12人
費用  1,500円

募集期間  11/5㊋～
申込方法  電話

緑が丘公民館
☎259-2870
稲毛区宮野木町
1807-3

クリスマスパン教室
シュトーレン作りに挑戦！
ドイツの伝統的なお菓子、シュトーレンを作って
みませんか

12/14土
13:00 ～ 16:30

対象  成人
定員  先着12人
費用  800円

募集期間  11/5㊋～
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

大人の朗読会「大人のための読み聞かせ」
名作を味わってみませんか。

10/3木
13:00 ～ 15:30

対象  成人
定員  先着20人  費用  無料

当日直接来館

暮らしの気象「雲から学ぶ暮らしの天気」
暮らしに欠かせない気象についての基礎知識を学び
ませんか。

10/26土
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

「みんな楽しく健康づくり」
～リズム体操でリフレッシュ～
ボールなどの道具を使ったリズム体操で健康の維持
増進を図る。

11/26火、12/3火・10火
10:00 ～ 12:00　全3回

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

加曽利公民館
☎232-5182
若葉区加曽利町
892-6

パソコン講座「ワードとエクセルで作ろ
う年賀状」
エクセルで住所録を作り、ワードで年賀状を作る。

10/15火～18金
13:30 ～ 16:30　全4回

対象  文字入力ができる成人
定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

「つるし雛作り教室」
可愛いつるし雛を作ってみませんか

10/17木・31木、11/7木・
21木10:00 ～ 12:00　全4回

対象  成人  定員  先着20人
費用  2,200円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

親子でかんたん和食料理教室
おいしくてヘルシーな和食を親子で作ろう

11/16土
10:00 ～ 13:00

対象  小学生と保護者
定員  先着8組  費用  900円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

マークは子ども向けの講座です。

この他、地産地消の野菜市を開催します。詳しくは HP へ。 05



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

桜木公民館
☎234-1171
若葉区桜木
3-17-29

老化予防健康体操
健康にまつわるお話と、無理なく楽しい健康体操をします。

10/25金、11/1金
10:00 ～ 11:30　全2回

対象  60歳以上の方
定員  先着15人  費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

オータムコンサート
芸術の秋を男声合唱団ダンケと楽しみます。

10/26土
14:00 ～ 15:30

対象  成人(就学前児同伴可)
定員  先着50人  費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

そば打ち入門教室
そばの打ち方を一から学びます。

11/13水
9:30 ～ 12:30

対象  成人  定員  先着8人
費用  1,500円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  直接来館(料金持参)

リズムにのって親子遊び！！
リトミックと簡単な工作あそびをします。

12/6金・20金
10:30 ～ 12:00　全2回

対象  1歳6か月～ 3歳児と保護者
定員  先着20組  費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

更科公民館
☎239-0507
若葉区更科町
2254-1

コーヒーで癒しの一時を
午後の一時をコーヒーと共に過ごしませんか。

10/19土
13:30 ～ 15:30

対象  成人  定員  先着20人
費用  100円

募集期間  10/12㊏まで
申込方法  直接来館(料金持参)

パソコン講座　「パソコンの基本であるワードを習得しよう！」
これからパソコンを使いたいと思っている方、ぜひ
ご参加下さい。

10/22火～ 25金
9:00 ～ 12:00　全4回

対象  成人
定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  10/15㊋まで
申込方法  直接来館(料金持参)

初心者のための撮影講座3
更科地区の四季折々の自然を題材とした写真を
撮ってみませんか。

11/16土
9:30 ～ 14:30

対象  成人　 定員  先着10人
費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

クリスマスケーキ作り教室
今年のクリスマスケーキは、ご自分で作ってみま
せんか。

12/7土
9:30 ～ 12:30

対象  小・中学生(小学校低
学年は、保護者同伴)
定員  先着10人  費用  700円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  直接来館(料金持参)

白井公民館
☎228-0503
若葉区野呂町
622-10

郷土史講座～「前角榮喜氏」と佐倉古道を歩こう～
泉市民センターに集合し、コミュニティバスで谷
当町まで行き、佐倉市内田から古道を散策します。

11/23土
9:30 ～ 15:00

対象  成人　 定員  先着20人
費用  無料（交通費は自己

負担）

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

トールペイント教室「クリスマスリースを作ろう」
リースの板にクリスマスのモチーフをペイントし
てお家を飾りませんか。

11/28木
10:00 ～ 12:00

対象  成人  定員  先着16人
費用  1,000円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

千城台公民館
☎237-1400
若葉区千城台西
2-1-1

講座「エクセル入門」
難しい印象のある「エクセル」。でも覚えてしまえばとて
も便利。まずは最初の一歩を公民館で学びませんか？

10/15火～ 18金
9:00 ～ 12:00　全4回

対象  成人(文字入力ができる方)
定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  直接来館(料金持参)

じょんがら酔いしれライブ～津軽三味線演奏会～
秋の一日、様々な表情をもつ津軽三味線の音色を、
千城台公民館で楽しんでみませんか？

11/10日
13:00～14:30(12:30開場)

対象  市民
定員  先着60人  費用  無料

募集期間  11/2㊏～
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

パソコン講座「ワードとエクセルで作ろう年賀状」
今年は自分の手で年賀状を・・・ワードでオリジナ
ルの文面を、エクセルで住所録を作ります。

11/6水・7木
9:00 ～ 16:00　全2回

対象  文字入力ができる成人
定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

アートフラワー講習「私色のクリスマスリース」
白い布を思い思いに染め、ヒイラギのグラデーショ
ンクリスマスリースを作ります

11/12火
9:30 ～ 12:30

対象  成人  定員  先着10人
費用  500円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

簡単にできる男性のための料理教室
簡単で美味しい料理を作ります。自分で作った料
理は特に美味しいはず。是非、参加してください。

11/29金
10:00 ～ 12:30

対象  成人男性
定員  先着16人
費用  500円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

役に立つ大人の学習塾「消費者被害/相続・遺言」
連続講座。1回目は消費者被害の現状から騙されない
ための対処法を、2回目は相続の仕組みを学びます。

12/1日・22日
10:30 ～ 12:00　全2回

対象  成人
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

若松公民館
☎231-7991
若葉区若松町
2117-2

公民館パソコン講座「初級エクセル入門」
毎年好評のパソコン講座。家計簿や自治会の総会
資料等、パソコンで作成してみませんか？

10/29火～ 11/1金
13:30 ～ 16:30　全4回

対象  文字入力ができる成人
定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

親子かんたんそば作り教室
ポリ袋でモミモミするだけのかんたんそば作りを
伝授します。講師:金子忠靖(そば打ち講師)

12/7土
午前の回、午後の回

対象  小学3 ～ 6年とその保
護者(小倉小・若松小・若松台小)
定員  各回抽選8組
費用  1,200円

申込方法  小学校配布の申
込書を直接公民館へ

　 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

千葉の歴史講座「幕末・明治の西洋医と房総」
幕末・明治の西洋医とそれを支えた人々に焦点を
当て、房総の歴史を見直します。

10/16水
13:30 ～ 15:30

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  受付中

「スポーツウエルネス吹矢」入門講座
性別・年齢問わず、ゲーム感覚で楽しみながら健康
になれるスポーツです。

10/19土・26土
10:00 ～ 12:00　全2回

対象  成人
定員  先着15人
費用  100円

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

女性講座「健康な肌と若返りメイク」
マイナス5才メイクを体験してみませんか。

10/23水
13:30 ～ 15:00

対象  成人女性
定員  先着20人  費用  300円

募集期間  受付中

料理教室　太巻寿司「四海巻」
人気の太巻寿司のシリーズです。今回は「四海巻」
に挑戦します。

10/26土
10:00 ～ 13:00

対象  成人
定員  先着16人
費用  500円

募集期間  受付中

郷土の歴史講座「戦国時代の千葉氏と千葉の勢力図」
戦国の争乱を乗り越えようとした「千葉一族」は？

11/27水
13:30 ～ 15:30

対象  成人
定員  先着30人  費用  無料

募集期間  11/2㊏～
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

クリスマスのパン「シュトーレン」に挑戦！
シュトーレン作り

11/27水
13:00 ～ 16:30

対象  成人
定員  先着14人
費用  800円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

クリスマス吹奏楽コンサート
緑区吹奏楽団によるクリスマスコンサート

12/1日
14:00 ～ 15:30

対象  だれでも
定員  先着100人
費用  無料

当日直接来館

椎名公民館
☎292-0210
緑区富岡町290-1

親子で楽しく！
①英語でリトミック　②親子のふれあい歌遊び

①10/17木
　10:00 ～ 11:00
②10/21月・28月
　10:00 ～ 11:30　全2回

対象  ①1 ～ 3歳児と保護者、
　　　②2 ～ 3歳児と保護者
定員  先着10組
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

マークは子ども向けの講座です。

この他、地産地消の野菜市を開催します。詳しくは HP へ。06



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

椎名公民館
☎292-0210
緑区富岡町290-1

地域で守る！防災体験
色々な防災体験を通し防災と救命の知識を高め
ます。

10/26土
9:30 ～ 11:30

対象  市内在住・在勤・在学
定員  先着40人程度
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

そば打ち体験教室
自分で作るそばの味を楽しむ！

11/20水・27水
14:00 ～ 17:00　全2回

対象  成人  定員  先着8人
費用  3,000円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  直接来館(料金持参)

土気公民館
☎294-0049
緑区土気町
1631-7

歴史講座「土気城と土気酒井氏」土気
酒井氏と北条氏
武田文治さん(歴史研究家)による人気講座！

10/8火
10:00 ～ 12:00

対象  成人  定員  先着30人
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

土気いまむかし「土気城址を歩く」
座学と散策で土気城址を知ろう！講師は吹野幸一
さん。

10/15火10:00 ～ 12:00、
10/22火13:30 ～ 15:30　
全2回

対象  成人
定員  20人
費用  無料

申込方法  往復はがき。
10/8(火)必 着。 応 募 多
数の場合、抽選。

秋風コンサート「男声合唱とハーモニカ」
大人気！男声合唱団ダンケと土気ハーモニカクラブ

11/16土
13:00 ～ 15:00

対象  市民  定員  先着50人
費用  無料

当日直接来館

誉田公民館
☎291-1512
緑区誉田町
1-789-49

みどり健康体操教室
スポーツインストラクターによるシニア向け体操
教室です。

11/14木
13:30 ～ 15:30

対象  概ね60歳以上の方
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  10/10㊍～
申込方法  電話

暮らしに役立つ講座「シニア世代の生
活設計について」
シニア世代の年金、税金等についてお話しします。

11/21木
13:30 ～ 15:30

対象   成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

みどりお楽しみコンサート
ピアノ演奏、ギター演奏、マジックなど

11/28木
13:30 ～ 15:30

対象   成人
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

　 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

健康講座2　「のびのびゆらゆら健康体操」
自宅でできるストレッチや体操を身につけましょう

11/16土・23土・30土
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  11/1㊎～
申込方法  電話

稲浜公民館
☎247-8555
美 浜 区 稲 毛 海
岸
3-4-1

生ごみ肥料化講習会
身近にあるものを使って生ごみを肥料化してみま
せんか？生ごみの肥料化方法がわかる講習会を開
催します。

11/1金・15金
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  10/2㊌～
申込方法  電話

シニア男性料理教室
できるシニア男子は厨房に入る!家族サービスに!趣
味に!健康対策に!

11/8金、12/20金、1/17金
10:30 ～ 13:00　全3回

対象  成人
定員  先着12人
費用  1,500円

募集期間  10/21㊊～
申込方法  電話

市民ギャラリーいなげ学芸員とたどる
稲毛海岸の思い出
稲浜公民館周辺に残る歴史遺産や稲毛海岸の昔
の様子を学芸員と振り返りましょう。

11/29金
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  11/5㊋～
申込方法  電話

打瀬公民館
☎296-5100
美浜区打瀬
2-13

生ごみ肥料化講習会
身近にあるものを使って生ごみを肥料化してみま
せんか？生ごみの肥料化方法がわかる講習会を開
催します。

10/16水・30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  10/2㊌～
申込方法  電話

＜講演会＞ともに楽しく街を創ろう！ボランティア活動
「好きだから楽しく元気に出来るボランティア活動
とは。その最前線を知ろう！」
講師:早瀬昇氏(大阪ボランティア協会理事長)

10/31木
14:00 ～ 16:00

対象  成人
定員  先着100人
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

うたせシニア体操とヤクルトさんのおなか
元気教室
腸の免疫機能やおなかの健康についてクイズを交
えて教えていただきます。●健腸長寿●

11/20水
14:00 ～ 16:00

対象  60歳以上の方
定員  先着50人
費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

パソコン講座「ワード＆エクセルで年賀状作り」
ワードとエクセルを活用した、応用的な講座です。
マスターして年賀状を作ってみましょう♪

11/26火～ 29金
9:00 ～ 12:00　全4回

対象  文字入力ができる成人
定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

津軽三味線と民謡をコアのホールで聴きましょう♪
津軽三味線の音色をお楽しみください。コアのホー
ルに響き渡ります。
演奏:丸山会のみなさん

11/30土
13:30 ～ 15:00

対象  成人
定員  先着100人
費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

幸町公民館
☎247-0666
美浜区幸町2-12-14

幼児とお母さんの体操教室
幼児と保護者のコミュニケーションづくり

10/21月・28月、11/4月
11:00 ～ 12:00　全3回

対象  生後1歳6か月～ 2歳
5か月までの幼児と保護者
定員  先着10組  費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

パソコン講座「ワードでチラシ作り」
簡単なワード技術でチラシを制作する。

11/19火～ 22金
9:00 ～ 12:00　全4回

対象  文字入力ができる成人
定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  11/3㊐～
申込方法  電話

高浜公民館
☎248-7500
美浜区高浜
1-8-3

楽しみながら自分史を綴ろう「書き方
から本作りまで」
これまでを振り返り、そしてこれからを考える

10/18金、11/1金・15金・29
金
10:00 ～ 12:00　全4回

対象  成人
定員  先着8人
費用  無料

募集期間  10/2㊌～
申込方法  電話

パソコン講習「ワード＆エクセルで作ろう年賀状」11/26火～29金
13:30 ～ 16:30　全4回

対象  成人  定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

幕張西公民館
☎272-2733
美浜区幕張西2-6-2

大人の科学講座
科学マジックの不思議

10/11金
10:00 ～ 11:30

対象  成人
定員  先着15人
費用  100円

募集期間  10/1㊋～
申込方法  電話

今から行う大掃除前の準備講座
大掃除の計画・ポイント・道具・洗剤・実習など

11/22金
13:30 ～ 14:30

対象  だれでも
定員  先着20人 費用  無料

募集期間  11/2㊏～
申込方法  電話

マークは子ども向けの講座です。

この他、地産地消の野菜市を開催します。詳しくは HP へ。 07



成年後見制度についていっしょに学んでみませんか?!
①10/21（月）10:00 ～ 11:30　小中台公民館　☎251-6616
　 対象  成人　 定員  先着20人　 申込  10/2(水)から電話
…………………………………………………………………………………
②11/19（火）13:30 ～ 15:00　さつきが丘公民館　☎250-7967
　 対象  成人　 定員  先着20人　 申込  11/2(土)から電話
…………………………………………………………………………………
③12/6（金）10:00 ～ 11:30　宮崎公民館　☎263-5934
　 対象  成人　 定員  先着25人　 申込  11/1(金)から電話

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
～精神障害について一緒に学んでみませんか？～
①10/24（木）14:00 ～ 16:00　こてはし台公民館　☎250-7977
　 対象  成人　 定員  先着30人　 申込  10/1(火)から電話
…………………………………………………………………………………
②11/26（木）14:00 ～ 16:00　轟公民館　☎251-7998
　 対象  成人　 定員  先着30人　 申込  11/1(金)から電話
…………………………………………………………………………………
③12/6（金）14:00 ～ 16:00　みつわ台公民館 ☎254-8458
　 対象  成人　 定員  先着30人　 申込  11/1(金)から電話

令和元年10月１日発行（年６回発行）通巻５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　　http://www.chiba-kominkan.jp

区 日　程 会　場 問合せ

中央

10/15(火) 松ケ丘公民館

松ケ丘公民館
☎261-5990

10/21(月) 新宿公民館
10/28(月) 松ケ丘公民館
11/11(月) 星久喜公民館
11/19(火) 宮崎公民館
11/25(月) 新宿公民館

花見川

10/9(水)

幕張公民館 幕張公民館
☎273-7522

10/23(水)
11/13(水)
11/27(水)

稲毛

10/11(金) 稲毛公民館
小中台公民館
☎251-6616

10/14(月) 小中台公民館
10/21(月) 千草台公民館
11/8(金) 稲毛公民館

区 日　程 会　場 問合せ

稲毛 11/11(月) 小中台公民館 小中台公民館
☎251-661611/18(月) 千草台公民館

若葉

10/10(木) 千城台公民館
千城台公民館
☎237-1400

10/24(木) みつわ台公民館
11/14(木) 桜木公民館
11/28(木) みつわ台公民館

緑

10/2(水) おゆみ野公民館
誉田公民館
☎291-1512

10/24(木) 土気公民館
11/6(水) おゆみ野公民館
11/11(月) 誉田公民館
11/21(木) 土気公民館

美浜
10/3(木)

高浜公民館 稲浜公民館
☎247-8555

10/17(木)
11/7(木)
11/21(木)

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）

子育てママのおしゃべりタイム

公民館と千葉市の連携講座

お申し込みの際のご注意
(1) 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。
(2) 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。
(3) 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。
(4)来館には、公共交通機関をご利用ください。
(5) 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。

区 公民館名 TEL 開催日程

中
　
央

生浜公民館 263-0268 10/19(土)10:00 ～ 15:30、 20(日)10:00 ～ 15:30
葛城公民館 222-8554 11/2(土)10:00 ～ 15:00、 3(日)10:00 ～ 15:00
川戸公民館 265-9256 10/19(土)10:00 ～ 15:00、 20(日)10:00 ～ 15:00
新宿公民館 243-4343 11/2(土)10:00 ～ 15:00、 3(日)10:00 ～ 15:00
末広公民館 264-1842 10/5(土)9:15 ～ 15:00、 6(日)10:00 ～ 15:00
椿森公民館 254-0085 11/17(日)10:00 ～ 15:00
星久喜公民館 266-4392 11/9(土)10:00 ～ 15:00、 10(日)10:00 ～ 15:00
松ケ丘公民館 261-5990 10/26(土)9:45 ～ 15:00、 27(日)10:00 ～ 15:00
宮崎公民館 263-5934 11/9(土)10:00 ～ 15:00、 10(日)10:00 ～ 15:00

花
見
川

朝日ケ丘公民館 272-4961 11/9(土)10:00 ～ 16:00、 10(日)10:00 ～ 16:00
検見川公民館 271-8220 10/26(土)10:00 ～ 15:00、 27(日)10:00 ～ 15:00
犢橋公民館 259-2958 10/19(土)10:00 ～ 15:30、 20(日)10:00 ～ 15:00
こてはし台公民館 250-7977 10/26(土)9:00 ～ 16:00、 27(日)10:00 ～ 15:00
さつきが丘公民館 250-7967 1/26(日)10:30 ～ 14:30
長作公民館 258-1919 10/20(日)10:00 ～ 15:40
花園公民館 273-8842 10/26(土)10:00 ～ 16:00、 27(日)10:00 ～ 16:00
花見川公民館 257-2756 10/12(土)10:00 ～ 16:00、 13(日)10:00 ～ 16:00
幕張公民館 273-7522 10/19(土)9:30 ～ 15:30、 20(日)9:30 ～ 15:30
幕張本郷公民館 271-6301 12/14(土)10:15 ～ 13:50、 15(日)10:00 ～ 13:40

稲
　
毛

稲毛公民館 243-7425 10/6(日)10:00 ～ 15:30
草野公民館 287-3791 今年度開催なし
黒砂公民館 241-2811 10/19(土)9:30 ～ 16:00、 20(日)11:00 ～ 13:00
小中台公民館 251-6616 11/30(土)10:00 ～ 16:00
山王公民館 421-1121 11/2(土)10:00 ～ 16:00、 3(日)10:00 ～ 15:30
千草台公民館 255-3032 11/16(土)10:00～15:00(展示)、17(日)10:00～15:00(発表)
都賀公民館 251-7670 10/26(土)10:00 ～ 15:00、 27(日)10:00 ～ 15:00
轟公民館 251-7998 10/26(土)10:00 ～ 16:00、 27(日)10:00 ～ 15:00
緑が丘公民館 259-2870 10/26(土)10:00 ～ 16:00、 27(日)10:00 ～ 15:00

区 公民館名 TEL 開催日程

若
　
葉

大宮公民館 265-2284 11/9(土)10:00 ～ 15:00、 10(日)10:00 ～ 15:00
加曽利公民館 232-5182 10/26(土)10:30 ～ 15:30、 27(日)10:30 ～ 14:30
桜木公民館 234-1171 11/16(土)9:30 ～ 15:30

更科公民館 239-0507 10/13(日)9:00 ～ 17:00(テニス大会)
11/3(日)9:00 ～ 12:00(展示・発表等)

白井公民館 228-0503 11/9(土)9:30 ～ 16:30、 10(日)9:30 ～ 15:00
千城台公民館 237-1400 10/26(土)10:00 ～ 16:00、 27(日)10:00 ～ 16:00
みつわ台公民館 254-8458 10/26(土)10:00 ～ 16:30、 27(日)10:00 ～ 15:00
若松公民館 231-7991 10/19(土)10:00 ～ 16:00、 20(日)10:00 ～ 16:00

緑

越智公民館 294-6971 11/9(土)10:00 ～ 16:00、 10(日)10:00 ～ 15:30
おゆみ野公民館 293-1520
　展示サークル活動発表会 9/28(土)9:00 ～ 17:00、 29(日)9:00 ～ 15:30
　フラダンスサークル活動発表会 9/28(土)13:00 ～ 15:30
　音楽サークル活動発表会 9/29(日)13:00 ～ 16:00
椎名公民館 292-0210 11/9(土)9:30 ～ 15:00、 10(日)9:30 ～ 15:00
土気公民館 294-0049 10/26(土)9:30 ～ 15:30、 27(日)9:30 ～ 15:30
誉田公民館 291-1512 11/9(土)9:30 ～ 15:00、 10(日)9:30 ～ 15:00

美
　
浜

磯辺公民館 278-0033 11/9(土)9:00 ～ 16:00、 10(日)9:00 ～ 16:00
稲浜公民館 247-8555 10/20(日)11:00 ～ 16:00、 11/30(土)10:00 ～ 15:00
打瀬公民館 296-5100 11/2(土)9:30 ～ 17:00、 3(日)9:30 ～ 17:00
幸町公民館 247-0666 10/19(土)10:00 ～ 15:00、 20(日)10:00 ～ 15:00
高浜公民館 248-7500 10/20(日)9:40 ～ 15:00
幕張西公民館 272-2733 11/9(土)10:00 ～ 16:00、 10(日)10:00 ～ 15:00

文化祭・発表会開催情報

絵画や彫刻、歌やダンス等、年に一度の文化の祭典を開催。開催中、
自由に観覧いただけます。
詳細は HP または各公民館へ。


