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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。

2021.12月・2022.1月号

　人工海岸である稲毛海浜公園には、かつては松林がありました。 
いなげの浜にある「磯の松原」は市制60周年を記念し、クロマツが 
植林されたものです。 苗木だったクロマツは40年後、 こんなに 
大きく成長しています。
　2022年は千葉市制101年目の幕開けです。千葉市公民館はこれからも 
それぞれの地域に根差した活動をとおして心豊かで活力に満ちた 
市民生活の向上に寄与して参ります。

「モバイル顕微鏡で生きもの観察」
　稲浜公民館では、夏休みの講座として千葉港で海水を採取し、
子どもたちとプランクトンの観察を行いました。

稲毛海岸ノ景（着色）
出典：千葉市市制施行100周年記念誌
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公民館講座情報 ※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

　 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

悪質商法の手口と対処法
消費者トラブルに必要な知識を学びませんか。

12/16木
10:00～11:30

対象  成人
定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～6㊊
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

メンズ料理教室
簡単な酒のつまみを作ろう。

12/18土
9:30～13:00　

対象  成人男性
定員  抽選7人
費用  800円

募集期間  12/2㊍～6㊊
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

終活セミナー＆個別相談
相続の基礎知識と遺言
～遺言書を作ってみましょう～

1/23日
セミナー　13:00～14:45
個別相談　15:00～17:00　

対象  成人
定員  セミナー　抽選20人

個別相談　抽選4組
費用  無料
備考  相談は１組30分間

募集期間  1/4㊋～10㊗㊊
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

葛城公民館
☎222-8554
中央区葛城
2-9-2

お正月の飾り作り
自作のお正月飾りで新年を迎えましょう

12/6月
10:30～12:30

対象  成人
定員  抽選10人
費用  1,200円（当日持参）

お問い合わせください。

知って防ごう！
「インターネットトラブル」
スマートフォンの普及に伴い身近になったイン
ターネット。同時にトラブルも複雑・巧妙化し
ています。事例を参考にしながらその予防策に
ついて考えましょう。

12/10金
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選16人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～7㊋
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

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
あなたの運転は大丈夫？自分の動体視力を測っ
てみましょう。

12/15水
10:30～12:00

対象  成人
定員  抽選16人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～10㊎
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

人はなぜ騙されるか
～特殊詐欺の被害にあわないために～
あとを絶たない特殊詐欺。「自分は騙されない」
と思っていても騙されてしまうのはなぜでしょ
う？心理学の見地から考えます。

1/12水
10:00～12:00

対象  成人
定員  抽選16人
費用  無料

募集期間  1/4㊋～7㊎
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

川戸公民館
☎265-9256
中央区川戸町403-1

年末ジャズコンサート
ジャズミュージシャンによる生演奏をお楽しみ
ください。

12/19日
13:30～15:30　

対象  どなたでも
定員  抽選30人
費用  無料

募集期間  12/1㊌～10㊎
申込方法  電話

歴史講座
「わが街を知ろう～わが街（川戸近辺）
のいま・むかし～」
自分たちが住んでいる地域（川戸近辺）を現代
から過去に遡ってみよう。

1/15土
13:30～15:30　

対象  成人
定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  12/1㊌～15㊌
申込方法  電話

新宿公民館
☎243-4343
中央区新宿
2-16-14

子ども会ジュニアリーダー養成講座
（クリスマス会）
新宿小学校体育館にてクリスマス会を実施し、
リーダー研修会を行います。

12/5日
10:00～12:00　

対象  新宿地区子ども会
会員

定員  80人
費用  200円

詳細は子ども会で配布され
るチラシをご覧ください。

韓国の家庭の味　キムチをつくろう
一味ちがう、本場の味にチャレンジ。

12/15水・16木
10:00～12:00　全2回

対象  成人
定員  抽選8人
費用  1,300円

募集期間  12/1㊌～7㊋
申込方法  電話

金子みすゞの生涯を学ぶ
～見えないものを見るちから～
金子みすゞの生き方から人生を考える。

1/18火
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選12人
費用  無料

募集期間  1/5㊌～11㊋
申込方法  電話

末広公民館
☎264-1842
中央区末広3-2-2

歴史講座
「特別史跡加曽利貝塚と加曽利Ｅ式土器」

縄文人の暮らしを学びましょう。加曽利貝塚学芸
員が分かりやすく説明いたします。

12/22水
14:00～16:00　

対象  成人
定員  抽選14人
費用  無料

募集期間  12/9㊍～15㊌
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

椿森公民館
☎254-0085
中央区椿森
6-1-11

わくわく工作教室～クリスマス飾り～
ミニリースを作ろう！グルーガンに挑戦。

12/18土
10:00～12:00　

対象  院内小・千草台東小の
児童（1～3年生は保護
者の同伴が必要）

定員  抽選12人
費用  500円

学校配布のチラシをご覧
ください。

火薬を使わない？冬の線香花火
大人だって科学体験【第２弾】こよりがポイント！

12/19日
①13:00～14:30
②15:00～16:30

対象  成人（小学生以上の子
ども1名まで同伴可）

定員  抽選各6人
費用  300円

募集期間  12/2㊍～9㊍
申込方法  電話または窓口

わくわく書初教室
～冬休み宿題応援～
お正月前に上達しちゃおう！

12/26日
10:00～12:00

対象  院内小・千草台東小の
4～6年生

定員  抽選15人
費用  130円

学校配布のチラシをご覧
ください。

ちばのおもてなし「太巻体験教室」
初心者向け。飾り寿司をお持ち帰りで。

1/25火
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選8人
費用  800円

募集期間  1/12㊌必着
申込方法  (往)に(必)を明記
して 〒260-0042 中央区
椿森6-1-11 椿森公民館へ

終活セミナー
～墓じまい～
墓じまいなど終活の知識を学ぼう。

2/6日・13日
10:00～12:00　全2回

対象  成人
定員  抽選15人
費用  無料

募集期間  1/14㊎必着
申込方法  (往)に(必)を明記
して 〒260-0042 中央区
椿森6-1-11 椿森公民館へ

星久喜公民館
☎266-4392
中央区星久喜町
615-7

文書館講座 「戦国大名の実像」
安房里見氏を通じて、戦国の世の大名の姿に迫
ります。

1/27木
10:00～11:30

対象  成人
定員  抽選15人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～15㊌
申込方法  電話

簡単で美味しい手作り味噌
～手前味噌はうまい！～
大豆と麹と塩だけで作った味噌はおいしこと間
違いなし！

1/31月、2/3木
10:00～13:00

対象  成人
定員  抽選各8人
費用  2,500円（4㎏）

募集期間  12/15㊌必着
申込方法  (往)に(必)を明記し
て 〒260-0808 中央区星久
喜町615-7 星久喜公民館へ

（往）は往復ハガキです。（必）は必要事項です。（記載事項は往復ハガキによる申し込みのご案内、 往信うらをご確認ください。）
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マークは子ども向けの講座です。　 マークは市制100周年事業です。　 マークは図書室設置公民館です。

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
星久喜公民館
☎266-4392
中央区星久喜町615-7

日本桜草を育ててみよう
小さく可憐な日本桜草を育ててみませんか。

2/11●●祝金
10:00～12:00

対象  成人
定員  抽選15人
費用  1,000円

募集期間  1/25㊋～2/1㊋
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

松ケ丘公民館
☎261-5990
中央区松ケ丘町
257-2

子どもお菓子作り教室
バナナブレッドとフラワークッキーを作りま
しょう。

12/18土
9:30～12:30

対象  小学1～6年生
定員  抽選9人
費用  600円

募集期間  12/2㊍～8㊌
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

千葉市成年後見支援センター連携事業
高齢や障がいで判断能力が十分でなく、日常生
活に不安のある方向けの支援制度を学びます。

1/17月
13:30～15:00　

対象  成人
定員  抽選15人
費用  無料

募集期間  1/5㊌～11㊋
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

宮崎公民館
☎263-5934
中央区宮崎
2-5-22

はじめての味噌づくり 1/15土　13:00～17:00
1/16日　9:00～15:00
全2回

対象  成人
定員  抽選8人
費用  2,600円

募集期間  12/2㊍～10㊎
申込方法  (必)を 入 力 し て 
Eメールoubo.miyazaki@
ccllf.jp または直接来館。

簡単！季節の和菓子作り
桃の節句に向けて、お内裏様とお雛様の和菓子
を作りましょう。

2/3木
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選8人
費用  850円
持物  エプロン・三角巾・

持ち帰り用容器

募集期間  1/5㊌～15㊏
申込方法  (必)を 入 力 し て 
Eメールoubo.miyazaki@
ccllf.jp または直接来館。

　 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

新春弦楽コンサート
新しい年の始まりに、弦楽合奏を聴き心豊かな
時間を過ごしませんか。

1/9日
11:30～12:30　　

対象  どなたでも
定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  12/13㊊～20㊊
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

微笑みの観音様を彫る
野性味と微笑みが特徴的な「円空仏」を彫って
みませんか。

1/15土・22土・29土、
2/5土・12土
13:30～15:30　全５回　

対象  成人
定員  抽選10人
費用  1,000円

募集期間  1/4㊋～10㊗㊊
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

大人の科学講座
「うがい薬で化学実験」
うがい薬を使った化学反応で、大人でも楽しい
科学マジックに挑戦しませんか。

1/21金
14:00～15:30　　

対象  成人
定員  抽選20人
費用  100円

募集期間  1/5㊌～12㊌
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

千葉県文書館出前講座
「江戸時代の村と百姓」
江戸時代における村の景観と状況、百姓の暮ら
しの実態について様々な角度から学べます。

2/1火
13:30～15:00　　

対象  成人
定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  1/13㊍～20㊍
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

検見川公民館
☎271-8220
花見川区
検見川町
3-322-25

クリスマス音楽会
どなたでも参加できます。ご家族・お友達・ご
近所誘いあってお申込ください。

12/19日
10:00～11:30　　

対象  市民
定員  抽選15人
費用  無料

募集期間  12/1㊌～10㊎
申込方法  窓口（※こちらの
講座は電話では受け付け
ておりません。）

簡単骨盤調整とリラックス
骨盤を整えて身体の不調を改善しませんか。

1/18火
10:00～12:00　　

対象  成人
定員  抽選8人
費用  無料
持物  タオル１枚、動きやす

い服装、筆記用具

募集期間  12/22㊌必着
申込方法  (往)に(必)を明記
して〒262-0023千葉市
花見川区検見川町3-322-
25検見川公民館へ

アロマを使ったおそうじ講座
家事にもアロマを取り入れて、楽しみませんか？

2/23●●祝水
10:00～12:00　　

対象  成人
定員  抽選20人
費用  700円

募集期間  1/28㊎～2/3㊍
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

犢橋公民館
☎259-2958
花見川区
犢橋町
162-1

書初め教室
書道の先生からアドバイスを受けながら書いて
みませんか。

12/27月
10:00～12:00　

対象  小学3年～中学生
定員  抽選10人
費用  無料

募集期間  12/4㊏～10㊎
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

フラワーアレンジメント
「お正月の花飾り作り(玄関用)」
新年を迎える玄関用のフラワーアレンジメント
です。

12/28火
9:30～12:00　

対象  成人
定員  抽選7人
費用  2,700円（器代含）

募集期間  12/2㊍～8㊌
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

座ってできる！イス・健康体操
①対面　②Zoom
椅子に座ったままできる簡単体操！②はオンラ
インでのライブ配信です。参加は成人を対象と
します。

1/19水
13:30～15:30　

対象  ①60歳以上　②成人
定員  ①抽選12人

②抽選15人
費用  無料

募集期間  1/4㊋～11㊋
申込方法  ①電話
②Eメールoubo.kotehashi 
@ccllf.jpへ。抽選後、受講
決定者のみ通知。

文書館出前講座「房総黒船見聞記
～富津岬沖の座礁船に乗り込め」
安政６年に起こった富津岬沖のイギリス船座礁
事故の記録を読み解きます。

1/31月
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  1/7㊎～14㊎
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

簡単！バレンタインお菓子作り
①小学生親子　②中学生以上
チョコクッキー（10枚）とコーンフレークチョ
コ（20個）を作ります。（ラッピング含む）

2/5土
①9:30～12:30
②13:30～16:30　

対象  ①小学生親子
②中学生以上

定員  ①抽選4組 ②抽選8人
費用  ①1組2,000円

②1,200円

募集期間  1/15㊏～21㊎
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

こてはし台公民館
☎250-7977
花見川区
横戸町
861-4

ふれあい落語「こて台亭」
落語を鑑賞し、楽しいひと時を過ごしましょう。

12/5日
14:00～16:00　

対象  成人
定員  抽選30人
費用  無料

窓口にお問い合わせくだ
さい。

いまさら人に聞きにくい
「スマホの基本」と「LINE体験」
スマートフォンを持っていてもうまく使えてい
ない方、安心してご参加ください。

12/15水
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選15人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～8㊌
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

大人のための社会科教室
「水道のヒミツ」
近隣の柏井浄水場をはじめとする千葉県の水道
について学びませんか。

1/27木
10:00～11:30　

対象  成人
定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  1/4㊋～11㊋
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

（往）は往復ハガキです。（必）は必要事項です。（記載事項は往復ハガキによる申し込みのご案内、 往信うらをご確認ください。）
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マークは子ども向けの講座です。　 マークは市制100周年事業です。　 マークは図書室設置公民館です。

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

こてはし台公民館
☎250-7977
花見川区横戸町
861-4

くらしに彩り
郷土料理「太巻き祭りずし」を
つくりましょう
初心者歓迎！可愛い「あげは蝶」の柄にチャレ
ンジしましょう。

1/29土
10:00～13:00　

対象  成人
定員  抽選8人
費用  800円

募集期間  1/5㊌～11㊋
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

千葉市科学館・出張科学イベント
「せっけんを作ろう」
ハーブティーの香りをとじ込めたお肌にやさし
い「手ごねせっけん」を作りましょう。

2/6日
10:30～11:30　

対象  こてはし台小・横戸小
の児童

定員  抽選8人
費用  無料

募集期間  1/5㊌～11㊋
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

さつきが丘公民館
☎250-7967
花見川区
さつきが丘
1-32-4

書初め体験教室
大きな筆と紙で、書初めに挑戦しよう。

12/25土
10:00～12:00

対象  小学3年～6年生
定員  抽選15人
費用  無料
持物  書道道具一式、書初め

用紙、レジャーシート

募集期間  12/2㊍～8㊌
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

初笑い　さつき寄席
落語で新年の初笑いはいかがですか？

1/16日
14:00～16:00

対象  成人
定員  抽選15人
費用  無料

募集期間  1/4㊋～10㊗㊊
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

千葉県文書館出前講座
「江戸時代のアウトローと関東八州取締」

農村の治安・風俗の取締を担った関東取締出役
(八州廻り)の活動から当時の社会の様相を探っ
てみませんか。

1/25火
10:00～12:00

対象  成人
定員  抽選15人
費用  無料

募集期間  1/11㊋～17㊊
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

花園公民館
☎273-8842
花見川区
花園3-12-8

子どもチャレンジ「凧を作ろう」
お正月にあげるオリジナルの凧を作ります。

12/12日
9:00～12:00　

対象  畑小・花園小・瑞穂小・
検見川小の児童

定員  抽選30人
費用  100円

募集期間  11/24㊌～30㊋
申込方法  学校配布のチラ
シをご覧ください。

ウクレレによるクリスマスコンサート
ウクレレの癒しの音色でクリスマスのひととき
を過ごしませんか。

12/19日
14:00～15:00　

対象  中学生以上の方
定員  抽選25人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～8㊌
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

花見川公民館
☎257-2756
花見川区
柏井町1590-8

子ども工作教室
「7色に光るクリスマスツリーをつくろう」
LEDライトで光る、自分だけのクリスマスツリー
をつくりませんか。

12/12日
10:00～12:00　　

対象  小学3～6年生
定員  抽選16人
費用  500円

募集期間  11/24㊌～30㊋
申込方法  電話で。抽選後、
落選者のみ連絡。

「水引をつかったお正月飾りをつくり
ましょう」
お好みの和紙で作る扇子で、モダンなお正月飾
りをつくりませんか。

12/18土
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選12人
費用  1,200円

募集期間  12/2㊍～8㊌
申込方法  電話で。抽選後、
落選者のみ連絡。

歴史講座
「戦国時代の千葉市を支配した一族・原氏」
「印旛沼掘削工事と薩摩芋訴訟一件」
千葉氏の家宰原氏や印旛沼ー花見川の掘削工事
から郷土の歴史を学びます。

1/19水・26水
10:00～12:00　全２回

対象  成人
定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  1/5㊌～11㊋【電話】
1/11㊋必着【メール】

申込方法  電話で。もしく
はメールに（必）を明記し
て oubo.hanamigawa@
ccllf.jpへ。抽選後、受講決
定者のみ連絡。

幕張公民館
☎273-7522
花見川区
幕張町4-602

ミニ門松づくり
飾りやすいサイズの門松を作ります。

12/21火
9:30～12:00　

対象  成人
定員  抽選8人
費用  1,500円

募集期間  12/2㊍～8㊌
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

お正月の
フラワーアレンジメントづくり
お正月らしいお花で、アレンジメントを作ります。

12/25土
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選16人
費用  1,500円
備考  小学生以上の子どもの

同伴可

募集期間  12/5㊐～11㊏
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

市制100周年記念歴史講座
「戦国期の千葉介の動向
～関東・全国の動向を背景に～」
千葉氏の長い歴史の中で、戦国期にスポットを
あてて学びます。花見川区４館（幕張公民館、
花園公民館、検見川公民館、幕張本郷公民館）
合同企画。

1/8土・22土、
2/12土・26土、3/12土
10:00～12:00　全5回

対象  成人
※すべて参加できる方

定員  抽選40人
費用  100円（資料代）

募集期間  12/17㊎必着
申込方法  （往）に（必）を明
記して 〒262-0032 花
見川区幕張町4-602 幕張
公民館、もしくはメール
に（必）を明記して oubo.
makuhari@ccllf.jp へ

　 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

はじめての水墨画体験教室
初めての方も水墨画を描いて、一緒に基本を学
び、体験しましょう‼　

12/11土
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選10人
費用  無料

募集期間  12/1㊌～4㊏
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。
備　　考  FAX不可

草野公民館
☎287-3791
稲毛区園生町
384-93

日本のよきお正月　館長の門松づくり
自分の手で門松を作り、よきお正月を迎えま
しょう！

12/22水
9:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選10人
費用  1,800円

募集期間  12/7㊋～9㊍
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

防犯講座
～悪質商法や詐欺にあわないために～
悪質商法や詐欺にあわないために、自分の身は
自分で守りましょう！事例や対処法を学びます。

1/26水
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  1/6㊍～12㊌
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

黒砂公民館
☎241-2811
稲毛区黒砂
2-4-18

くろすな新春コンサート
「箏と尺八のハーモニー」
箏と尺八の音色を間近で楽しむ、毎年恒例の新
春コンサートです。

1/8土
①13:00～14:00
②15:00～16:00

対象  成人
定員  抽選各15人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～15㊌
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

小中台公民館
☎251-6616
稲毛区小仲台5-7-1

いきいきシニア学級
～新春小中台寄席～
みなさんで笑い初めしましょう！

1/15土
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選25人
費用  無料

募集期間  12/25㊏～27㊊
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ連絡。

（往）は往復ハガキです。（必）は必要事項です。（記載事項は往復ハガキによる申し込みのご案内、 往信うらをご確認ください。）
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マークは子ども向けの講座です。　 マークは市制100周年事業です。　 マークは図書室設置公民館です。

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

小中台公民館
☎251-6616
稲毛区小仲台
5-7-1

初心者のための墨彩画教室
未経験大歓迎です。柔らかな線と色に、顔がほ
ころびます。

1/22土・29土
14:00～16:00
2/5土
10:00～12:00　 全３回

対象  成人
定員  抽選15人
費用  500円

募集期間  1/6㊍～8㊏
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ連絡。

男の料理教室
～自分で作るおつまみ3品～
はじめてでも大丈夫！皆さんで一から作りま
しょう。

1/29土
13:00～16:00　

対象  成人
定員  抽選12人
費用  800円

募集期間  1/7㊎～9㊐
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ連絡。

山王公民館
☎421-1121
稲毛区六方町
55-29

シニアのためのスマートフォン教室
～アンドロイド編～　
スマートフォン（アンドロイド）のかんたん操
作を覚えましょう！

1/21金
10:00～12:00

対象  60歳以上の方
定員  抽選各10人
費用  無料

募集期間  12/10㊎～17㊎
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ連絡。

地域を知ろう
～自衛隊高射学校見学～
高射学校の施設見学から自衛隊のことを知ろ
う！昼食の試食も魅力です。

2/10木
10:00～14:30　

対象  成人
定員  抽選10人
費用  394円（昼食代）

募集期間  1/5㊌～11㊋
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ連絡。

シニアのためのスマートフォン教室
～アンドロイド編～
スマートフォン（アンドロイド）のかんたん操
作を覚えましょう！

2/18金
10:00～12:00　

対象  60歳以上の方
定員  抽選10人
費用  無料

募集期間  1/24㊊～31㊊
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ連絡。

千草台公民館
☎255-3032
稲毛区天台
3-16-5

小学生講座
「親子でプログラミングを楽しもう！」
プログラミングの初歩を楽しく学ぶ。

1/15土
10:00～12:00　

対象  小学1～3年生
定員  抽選10人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～8㊌
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

男女共同参画センター共催
わくわく楽学講座（家庭生活）

「家族で考える介護」
家族で「介護」について考える。
講師：あんしんケアセンター天台職員

1/25火
13:30～15:00　

対象  成人
定員  抽選15人
費用  無料
備考  1歳6ヵ月以上就学前

児までを対象に託児有り

募集期間  1/4㊋～11㊋
申込方法  電話で。抽選後、
受講決定者のみ通知。

都賀公民館
☎251-7670
稲毛区作草部
2-8-53

サクサベマチナカシアター
「クリスマスジャズピアノコンサート」
２階講堂を「サクサベマチナカシアター」とし
て、地域の方々に音楽や映画、落語鑑賞の機会
を提供します。記念すべき第１回目は、ジャズ
ピアニストの大原保人さんをお招きして、クリ
スマスジャズピアノコンサートを開催します。
大原氏の素晴らしい演奏をお楽しみください。

12/25土
14:00～15:00　

対象  中学生以上
定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  12/10㊎まで
申込方法  窓口（※こちら
の講座は電話では受け付
けておりません。）
抽選後、受講決定者のみ
連絡。

新春「落語で楽しむ笑タイム！」
～落語公演と落語にまつわる面白話～

【サクサベマチナカシアター】社会人落語家とし
て活躍されている三遊亭遊王さんの落語公演と落
語にまつわる楽しいお話です。笑いで心も健康に。
共演：千葉家光旦

1/15土
14:00～15:30

対象  成人
定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～25㊏
申込方法  (必)を入力してE
メールoubo.tsuga@ccllf.
jp または電話。
抽選後、受講決定者のみ
連絡。

芥川龍之介と千葉県
～芥川龍之介は、上総一宮の旅館「一宮館」に
久米正雄と滞在。当旅館は妻となる女性に求婚
の手紙を書いた処として知られています～中谷
順子さんによる文学講座です。

2/5土
10:00～12:00

対象  成人
定員  抽選16人
費用  無料

募集期間  1/4㊋～15㊏
申込方法  (必)を入力してE
メールoubo.tsuga@ccllf.
jp または電話。抽選後、
受講決定者のみ連絡。

轟公民館
☎251-7998
稲毛区轟町
1-12-3

題名のない落語会
毎年恒例の大人気寄席！今年も開催いたします。

12/11土
14:00～16:00

対象  小学生以上の方
定員  抽選30人
費用  無料

募集期間  12/6㊊必着
申込方法  (往)に(必)を明記
して〒263-0021 稲毛区
轟町1-12-3轟公民館へ

琴&アルパで
和洋折衷クリスマスコンサート
和楽器の琴と洋楽器のアルパの絶妙なハーモ
ニーをご堪能ください。

12/25土
13:30～15:30

対象  小学生以上の方
定員  抽選30人
費用  無料

募集期間  12/6㊊必着
申込方法  (往)に(必)を明記
して〒263-0021 稲毛区
轟町1-12-3轟公民館へ

春風に乗って
大正琴アンサンブルコンサート
多くは語りませんが、ノリノリで楽しいコン
サートです。是非ご鑑賞ください。

1/29土
13:30～15:30

対象  小学生以上の市民
定員  抽選30人
費用  無料

募集期間  1/12㊌必着
申込方法  (往)に(必)を明記
して〒263-0021 稲毛区
轟町1-12-3轟公民館へ

緑が丘公民館
☎259-2870
稲毛区宮野木町
1807-3

歴史講座
～房総の発酵食品と江戸の食文化～

12/16木
10:00～11:30　

対象  成人
定員  抽選14人
費用  無料

募集期間  12/8㊌必着
申込方法  (往)に(必)を明
記して〒263-0054 稲毛
区宮野木町1807-3緑が
丘公民館へ。またはEメー
ルoubo.midorigaoka@
ccllf.jpへ。

悪質商法の手口と対処法 1/28金
10:00～11:00　

対象  成人
定員  抽選14人
費用  無料

募集期間  1/4㊋～15㊏
申込方法  (必)を入力してE
メールoubo.tsuga@cclf.
jpまたは電話。

　 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

知って得する身近な民間生薬
身近な民間生薬について学び、セルフメディ
ケーションを養う。

12/11土
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選15人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～6㊊
申込方法  電話

日本にある世界遺産
日本にある世界遺産について理解を深めるため
登録された文化遺産と自然遺産を学ぶ。

2/19土・26土
10:00～12:00　全２回

対象  成人
定員  抽選15人
費用  無料
備考  ヒアリングループの

用意があります

募集期間  1/5㊌～9㊐
申込方法  電話

（往）は往復ハガキです。（必）は必要事項です。（記載事項は往復ハガキによる申し込みのご案内、 往信うらをご確認ください。）
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マークは子ども向けの講座です。　 マークは市制100周年事業です。　 マークは図書室設置公民館です。

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

加曽利公民館
☎232-5182
若葉区
加曽利町
892-6

豪華なお正月フラワーアレンジメント
松、菊、葉牡丹などを使い生花のお正月飾りを
つくる。

12/18土
9:30～12:30　

対象  成人
定員  抽選12人
費用  2,000円

募集期間  12/2㊍～6㊊
申込方法  電話

はじめてのスマホ体験
「基本編LINE体験」
基本的な使い方とLINE等の活用を体験する。

1/26水
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選12人
費用  無料
備考  貸出用のスマホを使用

します

募集期間  1/6㊍～10㊗㊊
申込方法  電話

桜木公民館
☎234-1171
若葉区桜木
3-17-29

ミニミニペーパー門松作り
紙のパーツで小さな門松風飾りを作ります。

12/24金
14:00～16:00　

対象  成人
定員  抽選12人
費用  500円

募集期間  12/2㊍～5㊐
申込方法  電話

初笑い！新春落語会
落語・漫談・懐かしの玉すだれなど、笑いで新
年を迎えましょう！

1/11火
14:00～15:30　

対象  どなたでも
定員  抽選30人
費用  無料

募集期間  1/4㊋～7㊎
申込方法  電話

更科公民館
☎239-0507
若葉区更科町
2254-1

初心者のための
バードウォッチング講座
泉自然公園で見られる野鳥の観察を行います。

1/29土
9:00～12:00　

※雨天の場合は2/15㊏に延期

対象  成人
定員  抽選30人
費用  無料
備考  お車でお越しの方は

公園駐車場料金400
円が必要となります。

募集期間  12/2㊍～28㊋
申込方法  電話

まちかどお薬講演会
お薬について正しい知識を学びませんか？

2/6日
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選30人
費用  無料

募集期間  1/4㊋～23㊐
申込方法  電話

白井公民館
☎228-0503
若葉区野呂町
622-10

健康太極拳教室
太極拳には、免疫機能アップの効果があると言
われています。
あなたも体験してみませんか。

1/21金
10:00～11:30　

対象  成人
定員  抽選15人
費用  無料

募集期間  1/4㊋～10㊗㊊
申込方法  電話

触って体験、シニアのためのスマホ入門
スマホの特徴や種類などについてのお話と、貸
出用のスマホを使っていろいろな操作の仕方を
体験する、スマホ入門コースです。

1/29土
10:00～12:00　

対象  成人
定員  抽選15人
費用  無料

募集期間  1/10㊗㊊～16㊐
申込方法  電話

千城台公民館
☎237-1400
若葉区
千城台西
2-1-1

初めての陶芸体験教室
①木曜日コース　②金曜日コース
参加者全員が初心者の教室なので安心。自分だ
けの手作り陶器が出来上がる感動を体験してみ
ませんか。

①木曜日コース
1/27木、
2/3木・17木・24木
②金曜日コース
1/28金、
2/4金・18金・25金
①②ともに13:30～16:00
全4回

対象  成人（陶芸が初めての
方、初心者限定）

定員  各抽選12人
費用  800円

募集期間  1/4㊋～10㊗㊊
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

朗読サークル・如月～春の朗読会
朗読サークル・如月による朗読会。
朗読予定作品
　「耳なし芳一」小泉八雲
　「仕事始め」赤川次郎
　「私はダメな母親だった」佐野洋子　他

2/13日
14:00～16:00　

対象  成人
定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  1/11㊋必着。
申込方法  (往)に(必)を明記
して 〒264-0032 千葉市
若葉区みつわ台3-12-17
みつわ台公民館へ

若松公民館
☎231-7991
若葉区若松町
2117-2

スマホ活用術
～インターネットを使った調べ方～
例年大好評のスマホ講座。インターネットと
は／インターネット検索の方法／Wi-Fiとは／
Wi-Fi設定について等　講師：ドコモショップ
千城台店

1/13木・27木
①13:15～14:30
②15:15～16:30

対象  60歳以上で、スマホ
をお持ちの方

定員  抽選各8人
費用  無料
持物  スマートフォン

募集期間  12/6㊊必着
申込方法  (往)に(必)を明記し
て、〒264-0021 若葉区若松
町2117－2 若松公民館へ。
または、Ｅ-メールで (必) を 
明記して、oubo.wakamatsu 
@ccllf.jp

郷土博物館長プレゼンツ
「千葉氏入門Q＆A」
博物館刊行の同名ブックレットをもとにお話し
ます。
講師：千葉市郷土博物館長　天野良介

2/3木
13:30～15:30　

対象  成人
定員  抽選16人
費用  100円（資料代）

募集期間  1/11㊋必着
申込方法  (往)に(必)を明記し
て、〒264-0021 若葉区若松
町2117-2 若松公民館へ。
または、Ｅ-メールで (必) を 
明記して、oubo.wakamatsu 
@ccllf.jp

ハーブを楽しむ
～種類・育て方・活用～
生活にうるおいをもたせるハーブについて解説
します。
講師：ハーブ愛好家

2/13日
10:00～12:00　

対象  どなたでも
定員  抽選16人
費用  無料

募集期間  1/13㊍必着
申込方法  (往)に(必)を明記し
て、〒264-0021 若葉区若松
町2117-2 若松公民館へ。
または、Ｅ-メールで (必) を 
明記して、oubo.wakamatsu 
@ccllf.jp

　 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

折り紙教室「サンタクロース」
折り紙で「サンタクロース」折ってみませんか。
地域の様々な世代の方々と「折り紙」を楽しみ
ましょう。

12/5日
10:00～11:00 

対象  小学生以上
定員  抽選6人
費用  無料

募集期間  受付中
申込方法  電話

大人の工作教室「正月熊手飾り」
熊手には「福を掻き集める」という意味があり
ます。福を呼ぶ自分だけの熊手を作りましょう。

12/18土
10:00～12:00 

対象  成人
定員  抽選12人
費用  1,000円

募集期間  12/2㊍～6㊊
申込方法  電話

クリスマスおはなし会
クリスマスのお話を一緒に楽しみましょう！

12/24金
①13:30～14:00
②14:10～14:40

対象  ①幼児と同伴者
②小学生以上

定員  各抽選18人
費用  無料

募集期間  12/1㊌～17㊎
申込方法  電話

子ども書初め教室
書初めの基本「とめ・はね・はらい・文字のバ
ランスなど」を学びます。

12/25土
10:00～12:00 

対象  小学生
定員  抽選16人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～6㊊
申込方法  電話

（往）は往復ハガキです。（必）は必要事項です。（記載事項は往復ハガキによる申し込みのご案内、 往信うらをご確認ください。）
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マークは子ども向けの講座です。　 マークは市制100周年事業です。　 マークは図書室設置公民館です。

※椎名公民館は、土砂崩れの影響により、当面の間、臨時休館しております。

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

越智公民館
☎294-6971
緑区越智町
822-7

新春寄席「越智（おち）で初笑い」
（オンライン配信）
「落語のおちで大笑い」笑う門には福来たる。新
年は笑顔で過ごしましょう。

1/14金
13:30～15:30 

対象  高齢者施設
定員  8施設(事前に決定)

―

シニア講座 「地域で見守る高齢者の消
費者トラブル」
高齢者に特化した消費者トラブルの最新情報や
その対策について学びます。

1/27木
10:00～12:00 

対象  60歳以上の方
定員  抽選16人
費用  無料

募集期間  1/5㊌～9㊐
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

「クリスマスリース」教室
生花でオリジナルリースを作ろう。

12/17金
10:00～12:00 

対象  成人
定員  抽選10人
費用  2,000円

募集期間  12/5㊐必着
申込方法  (往)に(必)を明記
して 〒266-0032 緑区お
ゆみ野中央2-7-6 おゆみ野
公民館へ

新春落語講座 1/10●●祝月
13:30～15:00 

対象  成人
定員  抽選30人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～16㊍
申込方法  電話

土気公民館
☎294-0049
緑区土気町
1631-7

冬の親子おはなし会
緑図書館あすみが丘分館共催！

12/16木
11:00～11:30 

対象  0～5歳児と保護者
定員  先着10組
費用  無料

申込方法  当日直接会場へ

はじめての味噌づくり 1/18火　13:30～15:00
1/19水　9:00～17:00
全2回

対象  成人
定員  抽選8人
費用  2,600円

募集期間  12/20㊊必着
申込方法  (往)に(必)を明記
して 〒267-0061 緑区土
気町1631-7 土気公民館へ

誉田公民館
☎291-1512
緑区誉田町
1-789-49

パソコン教室
「初心者のためのワード」

12/15水・16木・17金
9:00～12:00　全3回　

対象  パソコンで文字入力が
できる方

定員  抽選10人
費用  1,320円
持物  ＵＳＢメモリー

（２ＧＢ以上）

募集期間  12/2㊍～7㊋
申込方法  電話

ニューイヤージャズコンサート
プロのジャズピアニストによる演奏。
出演：大原保人（ジャズピアニスト）ほか

1/22土
14:00～15:00

対象  成人
定員  抽選40人
費用  無料

募集期間  1/5㊌～8㊏
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

市制100周年講座
「千葉市の埋め立ての歴史」
私たちの住んでいる地域について学習してみま
しょう。

12/22水
10:00～12:00　　

対象  成人
定員  抽選20人
費用  無料

募集期間  12/2㊍～6㊊
申込方法  電話

稲浜公民館
☎247-8555
美浜区稲毛海岸
3-4-1

稲浜中学校区小学校絵画展覧会
地域の小学校の児童による絵画作品を展示しま
す。

12/5日～12日
9:00～17:00　

対象  市民
定員  なし
費用  無料

直接会場へ

新春稲浜落語会
お子様から大人まで、気軽に新春の初笑いを「稲
浜亭（稲浜公民館）」で楽しみましょう。

1/23日
14:00～16:00　　

対象  小学生以上の方
定員  抽選40人
費用  無料

募集期間  1/11㊋必着。
申込方法  (往)に(必)を明記
して 〒261-0005 千葉市
美浜区稲毛海岸3-4-1 稲
浜公民館へ。

打瀬公民館
☎296-5100
美浜区打瀬
2-13

大人の折り紙教室
「来年の干支を折りましょう～寅～」
折り図を見て折れる方が対象です。

12/15水
13:30～15:30　

対象  成人
定員  抽選8人
費用  440円

募集期間  12/1㊌～7㊋
申込方法  電話。抽選後、
受講決定者のみ連絡。

シニア向けスマートフォン教室
～Android（アンドロイド）使用～
これから購入検討の方へ基本からの使い方を教
えます。

1/19水
14:00～16:00　

対象  概ね70歳代まで
定員  抽選16人
費用  無料

募集期間  1/4㊋～7㊎
申込方法  電話。抽選後、
受講決定者のみ連絡。

大人の手芸教室
～クレオパトラのネックレス２way～
クレオパトラをイメージした糸を使用して、可
愛くオシャレなネックレスを作ります。

2/7月
14:00～16:00　

対象  成人
定員  抽選16人
費用  800円

募集期間  1/20㊍～24㊊
申込方法  電話。抽選後、
受講決定者のみ連絡。

高浜公民館
☎248-7500
美浜区高浜
1-8-3

教育講話「子供のネットやゲーム利用
と学校適応について」
子供達のインターネットやゲーム利用の現状と
学校適応について一緒に考えてみませんか。

1/30日、2/13日・27日
10:00～12:00　全3回

対象  幼・小学生の保護者
定員  抽選10人
費用  無料

募集期間  1/18㊋必着
申込方法  E-メールで(必)を
明記して、oubo.takahama 
@ccllf.jp または電話

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

1/19水
10:00～12:00

対象  成人
定員  抽選15人
費用  500円

募集期間  1/7㊎必着。
申込方法  (往)に(必)を明記
して 〒261-0026 美浜区
幕張西2-6-2 幕張西公民
館へ

（往）は往復ハガキです。（必）は必要事項です。（記載事項は往復ハガキによる申し込みのご案内、 往信うらをご確認ください。）
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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。

子育てママの
おしゃべりタイム

パパも

歓迎！

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。
⑹　抽選結果の通知について記載のない講座は、お申し込みの際にご

案内します。
⑺　ＦＡＸでのお申し込みはできません。
⑻　募集期間内で定員に満たなかった講座については、先着順で申し

込みを受け付けます。
※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。

「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。

区 日　程 会　場 問合せ

中　央

12/7 （火） 松ケ丘公民館

松ケ丘公民館
☎261-5990

1/11 （火） 松ケ丘公民館
1/17 （月） 新宿公民館
1/24 （月） 生浜公民館

花見川

12/8 （水）

幕張公民館 幕張公民館
☎273-7522

12/22 （水）
1/12 （水）
1/26 （水）

稲　毛

12/3 （金） 稲毛公民館

小中台公民館
☎251-6616

12/13 （月） 小中台公民館
12/20 （月） 千草台公民館
1/10（祝・月） 小中台公民館
1/11 （火） 山王公民館
1/24 （月） 黒砂公民館

若　葉

12/9 （木） 若松公民館

千城台公民館
☎237-1400

12/23 （木） みつわ台公民館
1/13 （木） 桜木公民館
1/27 （木） みつわ台公民館

緑

12/1 （水） おゆみ野公民館

誉田公民館
☎291-1512

12/13 （月） 誉田公民館
1/5 （水） おゆみ野公民館
1/6 （木） 土気公民館

美　浜
12/2 （木）

高浜公民館 稲浜公民館
☎247-85551/6 （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）

　下図の記入例にしたがってお書きください。
　参加者１名につき、はがき１枚でお申し込みください。また、
１枚のハガキで複数の講座に応募することもできませんのでご
注意ください。
　各講座の申込は締切日が必着となります。期日に間に合うよ
うご投函をお願いいたします。

令和３年12月１日発行（年６回発行）通巻17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　　https://www.chiba-kominkan.jp

往
復
ハ
ガ
キ
に
よ
る
申
し
込
み
方
法
の
ご
案
内

往　信

郵 便 往 復 は が き

千葉市○○区00-00
○○○公民館

宛

郵便番号

何も記入しないで
ください

返　信

郵 便 往 復 は が き

参加希望者のご住所
参加希望者のお名前

行

郵便番号 ①催し名

②コース名・日時など

③氏名（フリガナ）

④郵便番号・住所

⑤年齢・学年

⑥電話番号

こ
の
折
り
目
を
内
側
に
折
っ
て
差
し
出
し
て
く
だ
さ
い
。

往
信
お
も
て
扌

返
信
う
ら
　
➡

返
信
お
も
て
扌

往
信
う
ら
　
➡

埋蔵文化財
写真パネル巡回展

 テーマ   ～祝！世界遺産登録決定！
　　　　　 北海道・北東北の縄文遺跡群～
 展示スケジュール 

若松公民館　令和４年 1月18日（火）～1月27日（木）

宮崎公民館　令和４年 1月29日（土）～2月  6日（日）

※内容・日程は都合により、変更・中止になる場合があります。
　詳しくは会場となる各公民館へお問い合わせください。

観
覧
無
料


