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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。

【新理事長メッセージ】
令和２年７月１日付で、公益財団法人千葉市教育振興財団の理事長に就任しました、森雅彦と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言発令の影響で、４月８日から５月26日まで、公民館を全館

休館とさせていただきました。長期間にわたり、市民の皆さまにおかれましては、ご理解とご協力をいただき、
ありがとうございました。

７月からは、ようやく主催事業も再開されました。私たちは、引き続き新型コロナウイルス感染症対策にしっ
かりと取り組みつつ、各地域における課題解決に繋げる様々な学びの機会を提供するとともに、地域防災の拠点
として地域住民の皆さまとともに公民館づくりを進めてまいります。

今後とも、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

公益財団法人　千葉市教育振興財団　理事長　森 　 雅 彦

講座講座もも再開再開しましたしました!!!!

写真上◦都賀公民館「大人のためのスマホ教室」
写真下◦宮崎公民館「プラレール『みんなでつくる、みんなの駅』」
※いずれも過年撮影。今回募集の講座とは内容が異なります。



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

新宿公民館
☎243-4343
中央区新宿
2-16-14

暮らしのセミナー
「今からはじめる終活」

8/18火・25火、9/15火
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  8/2㊐～
申込方法  電話

暮らしのセミナー
「大人の木工教室」

9/19土
9:30～12:00

対象  成人
定員  先着12人
費用  800円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

暮らしのセミナー
「毎日一行ダイアリー」

9/29火
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着12人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

大人の美術講座 ①9/9水・②13日
①9:30～12:00
②13:00～15:30

対象  成人
定員  各先着12人
費用  100円

申込方法  直接来館、電話
※同じ内容で2回実施

宮崎公民館
☎263-5934
中央区宮崎
2-5-22

赤ちゃんから英語耳・中国語耳を育てよう
絵本の読み聞かせや音楽に合わせて歌ったり
踊ったり、ママと一緒に英語・中国語に親し
んでもらいます。

8/25火
10:00～11:00

対象  就学前児と保護者
定員  先着10組
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話

プラレールで遊ぼう！（午前の部）
みんなで仲良く作って、遊んで、片付けるイベン
ト。「3密」を避けるため、午前と午後の入れ替え制。

8/30日
10:00～12:00

対象  小学1～6年生と
その家族

定員  20人
持物  お気に入りの車両

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話

プラレールで遊ぼう！（午後の部）
みんなで仲良く作って、遊んで、片付けるイベン
ト。「3密」を避けるため、午前と午後の入れ替え制。

8/30日
13:00～15:00

対象  小学1～6年生と
その家族

定員  20人
持物  お気に入りの車両

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話

遺言を作ってみよう！①
行政書士の先生がていねいに教えてくれま
す。ものは試しで気軽に書いてみましょう。

9/30水
13:00～15:00

対象  成人
定員  先着10人
持物  筆記用具

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

遺言を作ってみよう！②
行政書士の先生がていねいに教えてくれま
す。現役世代も参加できる日曜開催！

10/4日
13:00～15:00

対象  成人
定員  先着10人
持物  筆記用具

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

手作りせっけん教室
せっけんを作り、汚れ落ち実験を観察する、
大人の科学教室です。

9/23水
10:00～11:00

対象  成人
定員  先着10人
持物  筆記用具

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

葛城公民館
☎222-8554
中央区葛城
2-9-2

リサイクル工作「ダンボール工作」
コピー用紙や飲み物のダンボールを使って昆
虫や恐竜・動物を作ろう。

8/19水
10:00～12:00

対象  小学生
定員  15人
費用  無料

募集期間  受付中
申込方法  電話

紙で作るステンドグラス
「ローズウィンドウ」を作ろう
ステンドグラスの美しさを、家庭でも楽しん
でみませんか。

9/30水
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着15人
費用  1,000円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

星久喜公民館
☎266-4392
中央区星久喜町
615-7

今日からすっきり冷蔵庫収納術
～食材管理もおまかせ～
冷蔵庫は役立つ家電の代表。なのに、なぜか
奥から古い調味料が出てきたり…。整理収納
のアイディアが満載です。

8/20木
10:00～12:00

対象  成人
定員  16人
費用  無料

募集期間  8/3㊊～
申込方法  電話・直接来館

何かが見つかる！ミドル・シニア講座～後期～
いろいろ体験できる贅沢な講座。
①カードマジック　②絵手紙
③動物園見学　④お正月飾り
あなたの好きなことがきっと見つかりますよ。

9/19土、10/18日、
11/21土、12/19土
13:30～15:30　全4回

対象  50歳以上の方
定員  先着15人
費用  初回200円

募集期間  8/3㊊～
申込方法  電話・直接来館

古典講座　説話文学を読む
～今昔物語から芥川作品へ～

「今は昔…」で始まる『今昔物語』を知っていますか。
説話集で語られる人々の喜怒哀楽や人間模様を読
み、当時の庶民の生活を想像してみましょう。

9/19土・26土、
10/3土、10/10土
10:00～12:00　全4回

対象  成人
定員  先着15人
費用  800円(資料代)

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

基礎から学ぶ俳句
～俳句一年生集まれ！～
初めての方でも安心。俳句作りの基本の基本
を伝授します。自然や暮らしを通して、５・７・
５の世界をご一緒に楽しみましょう。

10/13火・20火・27火
10:00～12:00　全3回

対象  成人
定員  先着12人
費用  100円(資料代)

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

松ケ丘公民館
☎261-5990
中央区松ケ丘町
257-2

ふるさと歴史講座
歴史を築いた房総の著名人の子孫たち～千葉
氏、里見氏、伊能忠敬～

9/10木・17木・24木、
10/1木
10:00～12:00　全4回
10/1は9:00～11:30

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/1㊋～
申込方法  電話・直接来館

親子でスキンシップ
身近にある道具を使って、親子で体操

9/6日・13日・20日・27日
10:00～12:00　全4回

対象  2・3歳児と保護者
定員  先着10組20人
費用  無料

募集期間  9/1㊋～
申込方法  電話・直接来館

生浜公民館
☎263-0268
中央区生実町
67-1

子育て個別相談会
発達障がいや不登校の子をもつ親の個別相談
会

9/27日、10/11日
9:30～11:30、
13:00～15:00

対象  発達障がい（疑い含む）、不
登校(不登校気味)でお悩みの小・
中学生のお子さんがいる保護者
定員  各日先着2人

（1人120分程度)
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
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。
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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

生浜公民館
☎263-0268
中央区生実町
67-1

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。

10/17土・24土、
11/7土・14土・21土・28土
10:00～12:00　全6回

対象  高校生以上
（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  10/7㊌必着。往復は
がきに、◇催し名◇氏名（フリガ
ナ）◇〒・住所◇年齢・学年◇電話
番号・Eメールなどを明記して、
〒260-0813中央区生実町67-1
生浜公民館へ

川戸公民館
☎265-9256
中央区川戸町
403-1

シニアスクール③終活セミナー
終活・相続の基礎知識を学んでもらいます。

9/1火
13:30～15:30

対象  成人　 定員  先着15人
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

環境教育講座
紙パック風船サッカーボール工作講座
風船でキックができる！紙パック風船サッカー
ボール工作で作ってみよう。

9/12土
10:00～12:00

対象  小学4～6年生
定員  先着20人　
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

食育講座①　初心者向け男の料理教室
男性向けに料理の基礎、食事や食物の知識を
学んでもらいます。

9/27日
10:00～13:00

対象  成人男性
定員  先着9人　
費用  600円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

　 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

アートフラワー　私色のキキョウ
自分好みの色のキキョウを作ってみませんか。

8/27木
9:30～12:30

対象  成人女性
定員  10人
費用  500円

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

ベビーマッサージ体験教室
ベビーマッサージの基礎や、乳幼児の育児に
ついて学べます。

9/17木・24木
10:00～12:00　全2回

対象  3ヶ月～12ヶ月児と保護者
定員  先着10組20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

親子で一緒に体操しよう
2・３歳児と保護者で親子遊びをします。

9/16水・30水、10/7水、
11/4水・18水、12/2水
10:00～12:00　全6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  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

検見川公民館
☎271-8220
花見川区
検見川町
3-322-25

親子でリフレッシュ体操教室
ママと赤ちゃんのための体操教室を開催しま
す。

9/14月・28月
10:00～11:00　全2回

対象  3ヶ月～1歳児と保護者
定員  先着10組20人
費用  無料

募集期間  8/25㊋～
申込方法  電話

「おやこ防災教室」防災について一緒
に学びませんか？
防災について話し合い、考えて備えることの
大切さを学びます。

9/19土
13:00～15:00

対象  小学生と保護者
定員  先着10組20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

犢橋公民館
☎259-2958
花見川区
犢橋町
162-1

デコパージュ体験講座
「オリジナルの室内履き作り」
紙ナプキンの絵柄を切取り移し貼る技法で、
オリジナルシューズを作りませんか。

9/12土・19土
13:00～16:00　全2回

対象  成人
定員  10人
費用  1,100円
持物  布製上履き

募集期間  8/5㊌～
申込方法  電話

草木染め体験講座「小風呂敷を染める」
初心者の方でも簡単に染めることができます。
小風呂敷でエコしませんか。

9/28月
9:30～12:30

対象  成人
定員  8人
費用  1,000円

募集期間  9/2㊌～
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「パソコンで自分史作成」
社会の出来事に、ご自身の生い立ちを重ねて

「自分史」を作ってみませんか。

9/11金・25金
10:00～12:00　全2回

対象  成人（パソコンの基本
操作のできる方）

定員  10人
費用  1,000円

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

5シリーズ『終活を考える』
「①シニアを取りまく諸問題」
関心の高い「終活」について、5つのテーマ
で考えます。

8/30日
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

5シリーズ『終活を考える』
「②自宅と資産運用」
関心の高い「終活」について、5つのテーマ
で考えます。

9/13日
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

5シリーズ『終活を考える』
「③墓じまい」
関心の高い「終活」について、5つのテーマ
で考えます。

9/27日
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

子どもチャレンジ「まるっとグライダー」
千葉市科学館協力による工作実験。工夫しな
がら遠くに飛ばそう！

10/3土
10:00～12:00

対象  こてはし台小・横戸小
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  9/11㊎～
申込方法  直接来館、学校
配布の申込用紙を提出

子どもチャレンジ「つくって食べ隊」
8月下旬に地区内小学校を通して案内します。

9/12土、10/24土、
12/12土
10:00～13:00　全3回

対象  こてはし台小・横戸小
定員  先着15人
費用  各回600円

募集期間  8/28㊎～
申込方法  直接来館、学校
配布の申込用紙を提出

子どもチャレンジ「将棋を楽しみ隊」
9月中旬に地区内小学校を通して案内します。

10/3土、11/7土、12/5土、
2/6土、3/6土
10:00～12:00　全5回

対象  こてはし台小・横戸小
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  9/11㊎～
申込方法  直接来館、学校
配布の申込用紙を提出

さつきが丘公民館
☎250-7967
花見川区さつきが丘
1-32-4

法律講座「相続の基礎知識」
相続の基礎知識を中心に、それに関する法律
や制度も学びます。

9/15火
13:00～15:00

対象  成人
定員  20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

親子ベビーマッサージ教室
ベビーマッサージの基礎を親子一緒に学びま
せんか？

9/18金
13:00～15:00

対象  3ヶ月～1歳以下の
乳児とその保護者

定員  7組14人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館
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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
さつきが丘公民館
☎250-7967
花見川区さつきが丘
1-32-4

パソコン講座
「ワード＆エクセルでハガキ作り」
パソコンでオリジナルハガキを作ってみませ
んか？

9/29火・30水
9:00～16:00　全2回

対象  ワード・エクセルがで
きる成人

定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

長作公民館
☎258-1919
花見川区長作町
1722-1

パソコン講座
「ワード＆エクセルでハガキ作り」
見舞いハガキや年賀状を作ります。

9/22火●祝～25金
9:00～12:00　全4回

対象  ワード・エクセルがで
きる成人

定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

花園公民館
☎273-8842
花見川区
花園3-12-8

花園チャレンジ大学
「ローズウィンドウ作り」
光を楽しむステンドグラス風アートを体験し
てみませんか？

8/28金
10:00～12:00

対象  成人
定員  15人
費用  1,000円

募集期間  8/4㊋～
申込方法  電話・直接来館

大賀ハス2000年を超えた夢とロマン
大賀ハスゆかりの地、花園地区で2000年の
時を超える古代ハスについて学びましょう。

9/26土
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

花見川公民館
☎257-2756
花見川区
柏井町1590-8

体験講座「水墨画を描く」
筆の運び、墨色の出し方を学んで、水墨画の
世界を楽しみます。

8/18火・25火
10:00～12:00　全2回

対象  成人
定員  10人
費用  110円

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

法律講座「相続と遺言」
「相続と遺言」について法律知識を身に着け、
豊かな市民生活を送るために。

8/26水
10:00～12:00

対象  成人
定員  30人
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

私はだまされない！
消費者被害とその対処法
消費者被害について学び、暮らしの安心のた
めに…

9/23水
10:00～12:00

対象  成人
定員  20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

9月第5週名画鑑賞会
上映作品「カサブランカ」
懐かしの名画を鑑賞し、公民館の余暇活動を
体験してみませんか。

9/29火
9:30～11:30

対象  成人
定員  30人
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

体験講座「スポーツウエルネス吹矢」
健康的な生活習慣として、新しいスポーツを
体験してみませんか。

10/10土・11日
10:00～12:00　全2回

対象  成人
定員  12人
費用  110円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

スマホ体験教室
楽しい、便利、わかりやすいシニアのための
スマホ体験教室。

10/14水
10:00～12:00

対象  60歳以上
定員  20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

幕張公民館
☎273-7522
花見川区
幕張町4-602

いざという時の「防災食」入門
災害は突然やってきます。そんな時に備える
ために…

9/12土
10:00～12:00

対象  成人
定員  16人
費用  500円

募集期間  8/25㊋～
申込方法  電話・直接来館

郷土千葉を知り、歩こう
史跡巡りをして、千葉市について学びましょう。

9/17木、10/15木、
11/19木
13:00～16:30　全3回

対象  成人
定員  24人
費用  交通費自己負担

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

千葉県文書館出前講座
「江戸時代の武家と行列」について学びます。

9/30水
13:30～15:30

対象  成人
定員  40人
費用  無料

募集期間  9/3㊍～
申込方法  電話・直接来館

幕張本郷公民館
☎271-6301
花見川区
幕張本郷
2-19-33

微笑みの円空仏を彫ってみよう
彫刻刀であなただけの観音様を彫ってみませ
んか。

8/22土・29土、
9/5土・12土・19土
13:00～15:00　全5回

対象  成人
定員  先着10人
費用  1,000円

募集期間  8/7㊎～
申込方法  電話

歴史講座
「戦国大名の実像～安房里見氏を通じて～」
戦国時代において大名とはどのような政治権
力としてあったのでしょうか。安房里見氏を
通じて考えてみませんか？

8/31月
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  8/3㊊～
申込方法  電話

初心者の美しいハーバリウムの世界へ
ハロウィンをテーマにハーバリウムを作ります。

10/8木
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着10人
費用  1,500円

募集期間  9/10㊍～
申込方法  電話

ふくろうのブローチ
針と糸を使ってチクチクと素敵なブローチを
作ってみませんか？

①10/20火・②28水
9:30～12:00

対象  成人
定員  各先着10人
費用  300円

募集期間  9/18㊎～
申込方法  電話

　 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

パソコン講座「Excel入門」
エクセルの基本操作を習得しましょう。是非、
ご参加ください‼

9/1火～4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  8/3㊊～
申込方法  電話

「千葉氏史　見つめ直し」
千葉氏の歴史を見直していきます。是非、ご
参加ください‼

9/29火
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

草野公民館
☎287-3791
稲毛区園生町
384-93

災害から命を守る防災対策
自然災害が相次ぐ中、日頃からの備えに必要
な対策を学びましょう。

8/24月
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
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
草野公民館
☎287-3791
稲毛区園生町
384-93

御朱印帖を作ろう
和紙を蛇腹式に折り、表紙は友禅和紙などで
作ります。

9/28月
13:00～17:00

対象  成人
定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

黒砂公民館
☎241-2811
稲毛区黒砂
2-4-18

まち歩きが楽しくなる
「旅・町文化とマンホール」
町は魅力でいっぱい。日本全国のマンホール
とともに旅をしてみませんか。

8/29土
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  8/3㊊～
申込方法  電話

更級日記千年記念
「池田郷の歴史をたどる」
「更級日記」の旅立ちから千年の節目に、縁がある
とされる池田郷の歴史を振り返ってみましょう。

9/30水
13:30～15:30

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

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。

10/10土
13:30～16:00

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

小中台公民館
☎251-6616
稲毛区小仲台
5-7-1

パソコン講座「エクセル入門」
エクセルの基本操作を習得する。

9/1火～4金
13:30～16:30　全4回

対象  成人
定員  10人
費用  1,200円

募集期間  8/3㊊～
申込方法  電話・直接来館

エンジョイ・シニア学級
生き生きとした活力ある生活を築きましょう！

10/1木・8木・15木・22木
14:00～16:00　全4回

対象  60歳以上
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

山王公民館
☎421-1121
稲毛区六方町
55-29

郷土史講座Ⅰ
室町期の千葉氏の動向その２

9/5土
13:30～15:00

対象  成人
定員  20人
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話

防災講座～避難所について～
いざという時に備え、地域・避難所等につい
て考えてみませんか。

9/19土
10:00～11:30

対象  成人
定員  先着25人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

千草台公民館
☎255-3032
稲毛区天台
3-16-5

わくわく楽学講座
半日小学生体験「国語・算数・家庭科・給食体験」

10/4日
9:30～13:30

対象  成人
定員  先着8人
費用  500円

募集期間  9/11㊎～
申込方法  電話・直接来館

防犯教室
①安全・便利なスマホ教室
②大人のための防犯教室

①9/23水・②30水
13:30～15:30

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

都賀公民館
☎251-7670
稲毛区作草部
2-8-53

パソコン講座
「写真で作ろう簡単フォトムービー」
貯まった写真をパソコンで簡単に編集してみ
よう

9/8火～11金
9:00～12:00　全4回

対象  パソコンを使ったこ
とがある方

定員  先着10人
費用  1,500円(テキスト代)

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話

シニアのための
「簡単スマートフォン教室」
スマートフォンの無料貸出機もあります。是
非、触ってみてください。

9/15火・29火
13:30～15:30　全2回

対象  成人
定員  先着25人
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話

音楽療法士が教える
「歌とリズム遊びで脳を活性化」
音楽療法士の先生と一緒に、歌やリズム遊び
で心と体を活性化させましょう。

10/1木
13:30～15:30

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
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、千葉のローカル鉄道の魅力とその楽しさ
を話してくれます。

10/10土
13:30～15:30

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料　

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

轟公民館
☎251-7998
稲毛区轟町
1-12-3

とどろき夏の落語会
笑って泣いて「心のお洗濯」今年もスッキリ
楽しみましょう。

8/22土
13:30～16:00

対象  どなたでも
定員  先着30人
費用  無料　

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

右脳トレーニング⑷ チャレンジ 合気道
心身鍛錬！元気が一番♪

9/19土
10:00～12:00

対象  小学生・中学生
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  直接来館

鉄オタ先生の脱線講座
～千葉県の鉄道  発展期～
大好評にお応えして、千葉県の鉄道の歴史を
学びましょう。

9/26土
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

じぃじとばぁばの笑（しょう）学校
レクでリフレッシュ
レクリエーション

9/30水
10:00～12:00

対象  60歳以上
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

劇団ルネッサンス  オリジナルミュージカル 10/4日
13:30～16:00

対象  小学生以上
定員  先着40人
費用  無料

募集期間  9/5㊏～
申込方法  電話・直接来館

緑が丘公民館
☎259-2870
稲毛区宮野木町
1807-3

わらべうたと絵本講座
わらべうたと絵本の読み聞かせを楽しむコツを
学びましょう！

8/29土
10:00～11:00

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話

認知症になったら困るお金のこと 9/12土
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館
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椎名公民館（緑区）は、令和元年10月25日の大雨により発生した土砂崩れの影響により休館しております。
◆休館期間：令和３年３月31日まで（令和３年４月１日以降の開館については未定です。）
　再開につきましては、ホームページでお知らせいたします。

　 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

郷土史講座～千葉氏の変遷
千葉市の礎を築いた豪族千葉氏について学習
します。

9/26土
10:00～12:00

対象  成人
定員  15人
費用  無料

募集期間  9/1㊋～
申込方法  電話

加曽利公民館
☎232-5182
若葉区加曽利町
892-6

法律講座「相続入門」
相続問題を未然に防ぐために。

9/26土
10:00～12:00

対象  成人
定員  12人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

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。

10/1木・15木
10:00～11:10　全2回

対象  60歳以上
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

更科公民館
☎239-0507
若葉区更科町
2254-1

マジック体験教室
マジック鑑賞と体験を通して楽しさを知りま
せんか。

8/22土
13:00～15:00

対象  小学生以上
定員  20人
費用  500円

募集期間  8/1㊏～
申込方法  電話

そば打ち教室
打ちたてのそばの味をご家庭で楽しんでみま
せんか。

9/19土
9:30～12:30

対象  成人
定員  先着10人
費用  1,500円

募集期間  9/1㊋～
申込方法  電話

和菓子作り教室
日本の伝統文化和菓子をご自分で作ってみま
せんか。

10/3土
9:30～ 12:30

対象  成人
定員  先着10人
費用  500円

募集期間  9/1㊋～
申込方法  電話

シニアライフ講座Ⅲ
「成年後見制度について」
「成年後見制度」とは、どの様な制度なのか、
解かり易く解説します。

9/26土
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  9/1㊋～
申込方法  電話

ふれあいコンサート
クラシックギターアンサンブルの演奏会で
す。ぜひ、お誘い合わせの上、ご来館ください。

9/12土
10:30～12:00

対象  どなたでも
定員  先着20人
費用  無料

申込方法  当日直接来館

白井公民館
☎228-0503
若葉区野呂町
622-10

県文書館歴史講座
「江戸時代のアウトローと関八州取締」
治安・風俗の取締を担った幕府役人・関東取
締役（八州廻り）の活動を取り上げます。

9/25金
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/1㊋～
申込方法  電話

電子レンジで和菓子づくり
電子レンジで超簡単に和菓子を作ることがで
きます。

9/12土
9:30～12:30

対象  成人
定員  先着12人
費用  650円

募集期間  9/1㊋～
申込方法  電話

歯科医師講演会
健康な生活を維持するために、口腔ケアの重
要性から認知症予防を学びます。

9/29火
13:30～15:00

対象  65歳以上
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/1㊋～
申込方法  電話

千城台公民館
☎237-1400
若葉区千城台西
2-1-1

パソコン講座「エクセル入門」
表計算ソフト ｢エクセル｣ の基本的な技術を
身につけパソコンを楽しく活用しましょう。

9/15火～18金
13:30～16:30　全4回

対象  文字入力できる成人
定員  10人
費用  1,200円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

癒しの仏像づくり～円空仏を彫る～
円空仏の微笑みを宿した、自分だけの仏像作
りに挑戦してみませんか？

10/10土・31土、11/14土・
28土、12/12土
13:30～15:30　全5回

対象  どなたでも
定員  12人
費用  1,000円

募集期間  10/2㊎～
申込方法  電話・直接来館

みつわ台公民館
☎254-8458
若葉区
みつわ台
3-12-17

アートフラワー講習～私が創るダリア～
カットした白い布を染色して、花びら、葉を
作り、表情をつけながらダリアを創ります。
インテリア・アクセサリーとして楽しめます。
講師作のダリアを公民館に展示してます。

9/30水
9:30～12:30

対象  成人
定員  先着10人
費用  800円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

若松公民館
☎231-7991
若葉区若松町
2117-2

心身を整えよう！「スポチャン教室」
準備体操からゲームまで。柔らかいスポンジ
の剣を使うので痛くないよ。気持ちをコント
ロールすることの大切さを学びます。講師：
平山良彦（若葉スポチャンクラブ）

8/13木
13:30～15:30

対象  特別支援学級・学校
の子どもと保護者

定員  先着4組
費用  無料
持物  体操着、上履き、タ

オル、飲み物

募集期間  8/1㊏～
申込方法  電話

新しい趣味
①籐で丸底籠作り　②男の燻製教室
初心者歓迎　①講師：ラタンの会　②一斗缶
を使った燻製器を作ります。講師：館職員

①11/5木・19木
　10:00～12:00　全2回
②11/7土
　9:30～12:00

対象  成人
定員  各先着10人
費用  1,000円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

　 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

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。

8/20木・27木、9/10木・
17木・24木、10/1木
10:00～12:00　全6回

対象  成人
定員  先着6人
費用  1,000円

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話
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マークは子ども向けの講座です。

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
おゆみ野公民館
☎293-1520
緑区おゆみ野
中央2-7-6

おゆみ野歴史講座
おゆみ野周辺史跡の講義と史跡巡り

9/18金
10:00～15:00

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

土気公民館
☎294-0049
緑区土気町
1631-7

文学講座「金子みすゞの世界」
中谷順子さん（作家）による文学講座

9/15火
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話

歴史講座「戦国時代における土気城
５代城主　酒井康治」
郷土の歴史を知ろう！

10/13火
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

誉田公民館
☎291-1512
緑区誉田町
1-789-49

歴史講座～誉田の歴史ばなし～ 9/6日・13日
13:30～15:30　全2回

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  8/4㊋～
申込方法  電話

〈シニア向け〉スマートフォン体験教室
スマホに慣れ、基本操作を楽しく体験できる
教室です。

9/18金
13:30～15:00

対象  成人
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
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

2～5才児親子体操教室
親子で身体を動かして楽しもう。

9/5土・12土
10:00～12:00　全2回

対象  2～5才児と保護者
定員  10組
費用  無料

募集期間  8/22㊏～
申込方法  電話・直接来館

浅草文学散歩
皆さんが知っている東京・浅草について語り
ます。

9/24木、10/1木
13:30～15:30　全2回

対象  成人
定員  20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

稲浜公民館
☎247-8555
美浜区稲毛海岸
3-4-1

ベビーとお母さんの体操教室
ベビーマッサージとママのための３B体操で
す。

9/11金・18金・25金
10:00～12:00　全3回

対象  生後3か月～
1歳未満児と保護者

定員  先着7組
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

シニア向け
初めてのスマートフォン教室
持っていない人向け・基本から使い方を学び
ます。

9/18金
10:00～12:00

対象  概ね70歳まで
定員  先着16人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

打瀬公民館
☎296-5100
美浜区打瀬
2-13

夏休み体験教室
「エコバックをつくろう！」
自分だけのエコバックをステンシルの型染め
でつくってみませんか？

8/21金
10:00～12:00

対象  小学生
定員  先着12人
費用  500円

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

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！お守
にプレゼントにいかが？

8/22土
13:00～15:00

対象  小学3～6年生
定員  先着12人
費用  300円

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

「わくわくおはなし会」
読書につながるお話会です。お楽しみに！

8/23日
10:30～11:30

対象  小学生
定員  先着12人
費用  無料

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

子育て教室「親子ふれあい教室A」
身近な素材で手作りおもちゃを作って遊びま
しょう。

9/23水・30水
9:50～10:50　全2回

対象  1歳～2歳と保護者
定員  先着8組
費用  200円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

子育て教室「親子ふれあい教室B」
身近な素材で手作りおもちゃを作って遊びま
しょう。

9/23水・30水
11:00～12:00　全2回

対象  1歳～2歳と保護者
定員  先着8組
費用  200円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

星の動きを工作と実験で確かめよう
楕円鏡とパラボラ鏡を作り実験します。

9/26土
14:00～15:30

対象  成人
定員  先着12人
費用  300円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館

幸町公民館
☎247-0666
美浜区幸町
2-12-14

文学講座「井上ひさしと千葉」
作家井上ひさしの作品、人物像、千葉との関
わりについて学ぶ。

9/26土
10:00～12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

高浜公民館
☎248-7500
美浜区高浜
1-8-3

リサイクル講座
「布ぞうりを作って見よう」
使う布地の色合いで、カラフルな作品も！素
足に心地よい季節にお試しあれ。

8/19水・26水
10:00～12:00　全2回

対象  成人
定員  先着10人
費用  100円

募集期間  8/4㊋～
申込方法  電話

折り紙教室「チーバくんを折ろう」
プレゼントに添えるなど、覚えておくと役立
ちます。立体のチーバくんも作ります。お楽
しみに！

9/19土
10:00～12:00

対象  成人
(小学生親子も可)

定員  先着10人
費用  100円

募集期間  9/2㊌～
申込方法  電話

幕張西公民館
☎272-2733
美浜区幕張西
2-6-2

やさしい水彩画教室
水彩画を基礎から学びませんか。

8/25火・26水
10:00～11:30　全2回

対象  成人
定員  先着10人
費用  300円

募集期間  8/2㊐～
申込方法  電話・直接来館

素敵な人生の終い方
9/9㊌エンディングノートの記入方法、
9/16㊌相続の準備

9/9水・16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  9/2㊌～
申込方法  電話・直接来館
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　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。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加人数を制限させていただきます。公民館に
おいても、感染防止対策を講じていますが、利用前にご自宅で検温していただく等の健康チェックをお願いします。

子育てママのおしゃべりタイム

区 日　程 会　場 問合せ

中央
9/  8(火) 松ケ丘公民館 松ケ丘公民館

☎261-59909/14(月) 星久喜公民館

花見川

8/26(水)

幕張公民館 幕張公民館
☎273-75229/  9(水)

9/23(水)

稲毛

8/  3(月) 都賀公民館

小中台公民館
☎251-6616

8/10(月・祝) 小中台公民館

8/21(金) 緑が丘公民館

9/  7(月) 都賀公民館

9/14(月) 小中台公民館

9/18(金) 緑が丘公民館

区 日　程 会　場 問合せ

若葉

8/  6(木) 千城台公民館

千城台公民館
☎237-1400

8/27(木) みつわ台公民館

9/10(木) 桜木公民館

9/24(木) みつわ台公民館

緑 9/14(月) 誉田公民館

美浜
9/  3(木)

高浜公民館 稲浜公民館
☎247-85559/17(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）

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。

自習室の開放をしています
　子どもたちの学習の遅れに対応するため、
８月23日（日）（※夏休み終了）まで、公民
館の一部を自習室として、開放しています。

開放時間
・８月３日～７日　学校終了時～17:00
・８月１日・２日・８日～８月23日（夏休み期間中）
　 9:00～17:00
　先着順のため事前の申し込み等は不要ですが、三密対策に
より、定員数が少なくなっていますので、ご注意ください。

※施設の空き状況により、上記の全ての時間帯で開放ができ
ない場合がありますので、個別の状況については、公民館
のホームページをご確認ください。

「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。


