
花園公民館のオオガハス
千葉市の花で県の天然記念物にも指定されている「オオガハス」。花園公民館のオオガハスも開花の時期が近付いてきました。
1951 年、故大賀一郎博士を中心に、地域の方々の協力によって進められた発掘作業。この時に花園公民館近くの検見川東京大学
グラウンド地下から発掘されたハスの実が、今では多くの方の目を楽しませています。
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2019年6・7月募集の公民館講座情報
身近な公民館の多彩な講座で、夏こそ学び直し！

こんな講座を紹介しています

子 ど も の 居 場 所
公民館では、学習や読書、趣味など、
子どもたちが安心・安全な環境のもと、
夏休みなどの休日や放課後などの時間
を有効に活用できるよう空き講習室等
を開放しております。

※写真は過去のものです。



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
生浜公民館
☎263-0268
中央区生実町
67-1

初めての陶芸教室
～基礎を学び、作品を作る～

6/20木・27木、7/11木・
18木・25木、8/1木
10:00 ～ 12:00
全６回

 対象  高校生以上の初心者
定員  16人(抽選)
費用  1,000円

募集期間  6/7㊎必着
申込方法  往復はがきに①講座
名、②氏名(フリガナ)・性別、③
〒・住所、④年齢、⑤電話番号を
明記して、生浜公民館へ。

葛城公民館
☎222-8554
中央区葛城
2-9-2

花束ハーバリウム＆季節のハーバリウム作り
「ハーバリウム」は、美しい花や緑をオイルの中に浮かば
せて立体的な姿を長く楽しむことができる新感覚のお花
のインテリアです。講座では、2本作ります。

6/20木
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着10人
費用  1,800円

募集期間  6/4㊋～
申込方法  電話

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。

7/22月・29月
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  6/24㊊～
申込方法  電話

英語リトミック DOREMI Move With Me～♪
ネイティブの英語とピアノに合わせてLet's listen! Move! Look! 
Sing! Learn! 季節に合わせたテーマで楽しく！7月のテーマは
「Let's go to the sea!」どんな海の生き物に会えるかな？

7/1月、9/9月、10/7月
11:00 ～ 11:40
全３回

対象   0 ～ 3歳までの
　　　就園前児と保護者
定員  先着15組  費用  無料

募集期間  6/4㊋～
申込方法  電話

大名行列にみる格式～佐倉藩堀田家を事例にして
佐倉藩堀田家の事例を見ながら、大名が重視した
格式と大名行列の関係性について考えます。

7/18木
13:30 ～ 15:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

クレイクラフトでフルーツパフェを作ろう
ふわふわマシュマロのような超軽量粘土を使ってフ
ルーツパフェを作りましょう。

7/23火
10:00 ～ 12:00

対象  本町小・鶴沢小1～6年生
定員  先着10人
費用  1,000円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

プログラミング講座「IchigoJamを使っ
て、ゲームクリエイターになろう」
手のひらサイズのパソコン「IchigoJam」であそぼう！

7/30火、7/31水
9:30 ～ 12:30
全２回

対象  本町小・鶴沢小3～6年生
定員  10人(抽選)
費用  無料

募集期間  7/13㊏必着
申込方法  はがき持参の上、直
接来館、または往復はがきで

プログラミング講座「MOONBlockを体験しよう」①②
パソコンやタブレットに慣れていなくても大丈夫。ブロッ
クをつなげてゲームを作ろう！(各回の内容は同じです)

7/25木
①13:00 ～ 14:00
②14:30 ～ 15:30

対象  本町小・鶴沢小2～6年生
定員  各6人(抽選)
費用  無料

募集期間  7/13㊏必着
申込方法  はがき持参の上、直
接来館、または往復はがきで

プログラミング講座「MOONBlockを体験しよう」③④ 7/26金
①13:00 ～ 14:00
②14:30 ～ 15:30

対象  本町小・鶴沢小2～6年生
定員  各6人(抽選) 
費用  無料

募集期間  7/13㊏必着
申込方法  はがき持参の上、直
接来館、または往復はがきで

算数おもしろ工作
作って・さわって・遊ぼう！ 算数工作

7/20土
10:00 ～ 11:30

対象  本町小・鶴沢小1～6年生
定員  先着20人 費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

新宿公民館
☎243-4343
中央区新宿
2-16-14

野菜ソムリエプロの旬の野菜を
美味しく食べよう

6/19水
10:00 ～ 12:30

対象  成人 定員  先着16人
費用  1,000円

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

豊かな人生を送るための終活 7/16火・23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  7/2㊋～
申込方法  電話

末広公民館
☎264-1842
中央区末広
3-2-2

こどもクッキング教室
「キッズ・クッキングAコース」

6/23日
9:30 ～ 11:30

対象  寒川小1～6年生
定員  先着24人 費用  500円

募集期間  6/14㊎～
申込方法  直接来館(料金持参)

こどもクッキング教室
「キッズ・クッキングBコース」

6/23日
13:30 ～ 15:30

対象  寒川小1～ 6年生
定員  先着24人  費用  500円

募集期間  6/14㊎～
申込方法  直接来館(料金持参)

こどもクッキング教室
「キッズ・クッキングCコース」

6/24月
9:30 ～ 11:30

対象  寒川小1～ 6年生
定員  先着24人  費用  500円

募集期間  6/14㊎～
申込方法  直接来館(料金持参)

こどもクッキング教室
「キッズ・クッキングDコース」

6/24月
13:30 ～ 15:30

対象  寒川小1～ 6年生
定員  先着24人  費用  500円

募集期間  6/14㊎～
申込方法  直接来館(料金持参)

こどもクッキング教室
ボランティア・アシスタントAコース

6/23日
9:15 ～ 11:45

対象  末広中学校生
定員  先着5人  費用  無料

募集期間  6/14㊎～
申込方法  電話

こどもクッキング教室
ボランティア・アシスタントBコース

6/23日
13:15 ～ 15:45

対象  末広中学校生
定員  先着5人  費用  無料

募集期間  6/14㊎～
申込方法  電話

初めてでも一人で着られる「浴衣着付けレッスン」
浴衣の着付けをマスターして、クールでおしゃれに
花火大会やお祭りに行こう！

6/29土、7/6土
9:30 ～ 11:30
全２回

対象   16歳以上の女性
定員  先着10人
費用  無料  持物  浴衣・帯

募集期間  6/7㊎～
申込方法  電話

夏休みこども歴史講座「寒川いま・むかし」
寒川の昔にみんなでタイムスリップ！

7/17水13:30～15:30
7/24水9:00～11:30 全2回

対象  寒川小4～ 6年生
定員  先着16人  費用  無料

募集期間  7/4㊍～
申込方法  電話

夏休みこども講座「ひらめき科学工作教室」
A・B・Cコース
科学に触れて楽しく学ぼう。

Ａ：7/18木9:30 ～ 11:30
Ｂ：7/19金9:30 ～ 11:30
Ｃ：7/19金13:30 ～ 15:30

対象   小学1～3年生(A・Bコース)
小学4～6年生(Cコース)

定員  各先着12人 費用  500円

募集期間  7/4㊍～
申込方法  電話

夏休みこども講座「みんなで楽しくけん玉教室」
君もけん玉名人になって、認定会に挑戦しよう！

7/22月・29月、8/5月
9:30 ～ 11:30　全３回

対象  小学生
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  7/5㊎～
申込方法  電話

夏休みこども講座
「世界で一つの勾玉と組みひも作りにチャレンジ！」
古代のおしゃれアイテム・勾玉＆組みひもを作ってみよう。

7/22月
13:30 ～ 16:30

対象   小学4～ 6年生
定員  先着16人
費用  500円

募集期間  7/4㊍～
申込方法  電話

夏休みこども講座「科学実験教室～火薬を
使わない線香花火を作ろう～」A・B・Cコース
科学のふしぎ・おもしろさを実験から学んでみよう。

Ａ：7/23火9:30 ～ 10:30
Ｂ：7/23火10:45 ～ 11:45
Ｃ：7/23火13:30 ～ 14:30

対象   小学4～中学生
定員  各先着9人
費用  150円

募集期間  7/5㊎～
申込方法  電話

夏休み親子講座「科学実験教室～火薬を使
わない線香花火を作ろう～」
親子で科学のふしぎ・おもしろさを実験から学んでみよう。

7/23火
14:45 ～ 16:15

対象  小学4～中学生と保護者
定員  先着3組
費用  一人150円

募集期間  7/5㊎～
申込方法  電話

椿森公民館
☎254-0085
中央区椿森
6-1-11

初めてのフラダンス体験講座 6/29土
10:00 ～ 12:00

対象  成人女性
定員  先着15人
費用  無料

募集期間  6/2㊐～
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

星久喜公民館
☎266-4392
中央区星久喜町
615-7

星の子土曜クラブ「子どもラテアート」
ミルクココアにかわいい絵をかきましょう。

6/8土
10:00 ～ 12:00

対象  小学生
定員  先着16人 費用  500円

募集期間  5/23㊍～
申込方法  電話

おもちゃであそぼう～木育広場と手作りおもちゃ～
手触りが優しい木のおもちゃがたくさん。豊かな
感受性を育てる遊びを紹介します。

6/20木・27木
10:00 ～ 12:00
全２回

対象   就学前児と保護者
定員  先着8組
費用  300円

募集期間  6/3㊊～
申込方法  電話

星の子土曜クラブ「おいしいケーキ作り」
作りたてのケーキやクッキーはとってもおいしい
ね！みんなで楽しく作ります。

6/29土
9:30 ～ 12:30

対象  小学生
定員  先着20人
費用  700円

募集期間  5/23㊍～
申込方法  直接来館(料金持参)

楽しく学ぼう！旅行英会話
ちょっとした英語ができて、現地の人たちと簡単な
英会話が話せると、旅はもっと楽しくなります。

7/6土・13土・20土
10:00 ～ 12:00
全３回

対象   成人
定員  先着16人
費用  無料

募集期間  6/3㊊～
申込方法  電話

夏休み講座　おもしろ理科教室
身近な不思議に「なぜ？」という好奇心がとても大切です。

7/23火
10:00 ～ 11:30

対象  小学生
定員  先着20人  費用  未定

募集期間  6/22㊏～
申込方法  電話

共催事業　おとまりＩＮ星久喜
公民館に一晩おとまり。みんなで考え、遊び、学
習する貴重な夏の思い出です。

8/3土・4日
12:30 ～翌日12:30

対象  星久喜小3～ 6年生
定員  24人(抽選)
費用  1,200円

募集期間  ～ 7/13㊏
申込方法  往復はがきで

今日からすっきりキッチン収納術
キッチンには収納するものがたくさん。役立つ整
理収納のアイディアが満載！

8/19月
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

夏休み講座　手作り豆腐に挑戦
日本の伝統食「豆腐」作りに挑戦してみよう。お
からのサラダもおいしいよ！

8/24土
9:30 ～ 12:00

対象   小学生
定員  先着20人
費用  200円

募集期間  6/22㊏～
申込方法  電話

夏休み講座　バルーンアートを楽しもう
長い風船をひねったり結んだりして、簡単でかわ
いいバルーンアートを作ろう。

8/27火
10:00 ～ 12:00

対象   小学生
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  6/22㊏～
申込方法  電話

松ケ丘公民館
☎261-5990
中央区松ケ丘町
257-2

子ども映画会Ⅰ
ＤＶＤの上映会

7/7日
10:00 ～ 12:00

対象  小学生
費用  無料

申込方法  当日直接来館

相続セミナー
自身の、終活のポイントや相続・遺言について学ぶ。

7/14日13:00 ～ 17:00
個別相談15:00 ～17:00（１組約20分）

対象  成人  定員  先着30人
（個別相談）5組  費用  無料

募集期間  7/1㊊～
申込方法  電話

お菓子作り
小学生を対象に、「お菓子作り教室」を開催。

7/21日
9:30 ～ 12:30

対象  小学生
定員  先着24人  費用  600円

募集期間  7/6㊏～
申込方法  直接来館

科学教室
小学生を対象に、「科学教室」を開催。

7/24水
9:00 ～ 12:00

対象  小学生
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/6㊏～
申込方法  直接来館

リサイクル
小学生を対象に、「リサイクル教室」を開催。

7/31水
9:00 ～ 12:00

対象  小学生
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/6㊏～
申込方法  直接来館

宮崎公民館
☎263-5934
中央区宮崎
2-5-22

大正琴教室
サークル「大正琴の会」の講師がていねいに指導
します。楽器の貸出あります。

6～10月（8/14を除く）の第
2・4水13:00～14:30
11/9土13:00～13:30 全10回

対象  成人
定員  先着10人
費用  1,728円

申込方法  直接来館(料金持参)

３Ｂ体操　親子ＤＥチュー♥
ボールなどの道具を使ったとっても楽しい親子体操です。

6/25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

申込方法  電話

ギターポリスと学ぶ電話ｄｅ詐欺の最新事情
ギターポリスの漫談で楽しんだ後、電話ｄｅ詐欺
の最新事情を勉強します。

6/27木
10:00 ～ 11:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

申込方法  電話

終活勉強会 6/22土、7/6土
10:00 ～ 11:30　全２回

対象  成人
定員  先着20人  費用  無料

申込方法  電話

親子でボッチャ！
東京2020パラリンピックでメダルが期待される
ボッチャ。ぜひ親子で体験してみましょう。

7/15月●
13:00 ～ 14:30

対象  小学生と保護者
定員  先着10組
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

家族で話そう　防災教室
防災グッズ作りをきっかけに、家族で何ができる
か話し合おう。

7/20土
10:00 ～ 12:00

対象  小学生と保護者
定員  先着10組  費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

親子そば打ち体験教室
千葉在来の新そば使用。親子で美味しいおそばを
打ってみよう。

7/21日
9:30 ～ 14:00

対象  小学生と保護者
定員  先着12組  費用  1,500円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

浴衣着付け教室
女の子限定の母子着付け体験教室。

7/27土
10:00 ～ 12:00

対象   小学4～ 6年生の女の子と母親
定員  先着10組  費用  無料

募集期間  6/29㊏～
申込方法  電話

科学教室
千葉市科学館の講師が教えてくれる楽しい科学教室

7/31水
10:00 ～ 11:00

対象  小学生と保護者
定員  先着10組  費用  無料

募集期間  6/29㊏～
申込方法  電話

アイドル体験教室
プロが育てた現役アイドルのChu Chu mille（チュチュ
ミル）振り付けを練習。ご当地アイドルを体験しよう！

8/3土・10土
9:30 ～ 14:00
全２回

対象  小学4～ 6年生
定員  先着10人
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

　 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

タブレットを使った脳トレ体験講座
指先を使って、頭の体操！認知症予防にもつながる。

6/27木、7/11木、8/6火
10:00 ～ 12:00　全３回

対象 60歳以上の方
定員  先着30人  費用  無料

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

パソコン講座
「エクセル＆ワードで年賀状作り」

7/17水・18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  7/2㊋～
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

公民館パソコン講座～初級Word講座～
初級ワードの基本である文字の入力や画像、図形
の挿入・操作方法などを学習します。

6/18火～ 21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  6/2㊐～
申込方法  電話

普通救命講習会「AED講習」
AEDを用いた心肺蘇生法を学びます。

6/6木
9:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人  費用  無料

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

検見川公民館
☎271-8220
花見川区
検見川町
3-322-25

親子で一緒に遊ぶリトミック教室
親子遊びを楽しみながらリトミック体験教室

7/10水・23火
10:00 ～ 12:00　全２回

対象  1歳6か月～3歳児と保護者
定員  先着15組  費用  100円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

親子お菓子づくりと煎茶体験教室
気軽に美味しいお茶の入れ方とクッキーの手作り
を楽しむ体験教室

7/20土
10:00 ～ 12:00

対象  小学生と保護者
定員  先着6組
費用  800円

募集期間  7/4㊍～
申込方法  電話

夏休み子ども講座
(ガス管をリサイクルして『万華鏡』を作ろう)
楽しくリサイクルを学びます。

7/24水
14:00 ～ 15:30

対象  小学生
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/1㊊～
申込方法  電話

４館合同事業・夏休みに親子で工作
(親子でつくるランタン工作教室)
夏休みの宿題や自由研究をかねて自分だけのラン
タンをつくりませんか？

7/25木
10:00 ～ 12:00

対象  小学生と保護者
定員  先着15組
費用  110円

募集期間  7/3㊌～
申込方法  電話

子どもお話会「夏のこわーいお話」
読み聞かせ　みなさんでこわーい時間をすごしま
しょう。

8/6火
10:30 ～ 11:30

対象  小学生
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  7/13㊏～
申込方法  電話

犢橋公民館
☎259-2958
花見川区
犢橋町
162-1

香り(アロマ)の効果を学ぼう
アロマって何？“心と体に響く香り”

6/18火
10:00 ～ 12:00

対象  成人女性
定員  先着12人  費用  無料

申込方法  電話

おりおりの折り紙教室
長谷川太市郎さん講師の人気講座です。

7/16火・30火
10:00 ～ 12:00　全２回

対象  成人
定員  先着12人  費用  400円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

藍染め体験講座「ストールを素敵に染めましょう」
綿素材のストールを使って藍染めを楽しんでみませんか。

7/26金
9:30 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着10人 費用  1,000円

募集期間  7/5㊎～
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
様々な分野の9つの講座が学べる「こてはし台学」。今回は4つ
の講座を開催します。以降の5講座はHP等をご確認ください。
①終活を考える　②エンディングノート
③健康寿命　④歯の健康と予防

①6/23日、②6/30日
③7/21日、④8/1日
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  ①②6/2㊐～
　　　　③④7/2㊋～
申込方法  電話

さつきが丘公民館
☎250-7967
花見川区
さつきが丘
1-32-4

高齢者向けスマートフォン体験講座
はじめてスマホに挑戦する方に最適！

6/18火
13:00 ～ 15:00

対象  スマートフォンを持っていない方
定員  先着15人  費用  無料

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

パソコンで暑中見舞いを作ろう
【ワード＆エクセル】
ワードとエクセルを使い、はがきの作り方を学び
ます。

7/25木・26金
9:00 ～ 16:00
全２回

対象  文字入力ができる市民
定員  10人(抽選)
費用  1,200円

募集期間  7/10㊌必着
申込方法  往復はがきに①講座
名、②氏名(フリガナ)、③〒・住
所、④年齢、⑤電話番号を明記し
て、さつきが丘公民館へ。

長作公民館
☎258-1919
花見川区
長作町
1722-1

親子ゆかた着付け教室
「自分でゆかたを着てみよう」
ゆかたを自分で着てみませんか？

6/8土
10:00 ～ 12:00

対象  小学生と保護者
定員  先着10組
持物  浴衣・その他  費用  無料

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

パソコン教室
「ワードとエクセルで年賀状をつくる」

7/30火～ 8/2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  7/2㊋～
申込方法  直接来館

夏休み工作教室
７月初めに長作小・作新小を通して案内します。

7/27土
10:00 ～ 12:00

対象  小学生(長作小・作新小)
定員  先着20人  費用  500円

募集期間  7/6㊏～
申込方法  直接来館(料金持参)

夏休み環境講座
「ガス管をリサイクルしてキーホルダーを作ろう」
ガス管をリサイクルしてキーホルダーを作ります。

7/31水
14:00 ～ 15:30

対象  小学生
 （1～ 3年生は保護者同伴)
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  7/6㊏～
申込方法  電話

花園公民館
☎273-8842
花見川区花園
3-12-8

落語を楽しむ「三遊亭たん丈独演会」 6/29土
14:00～15:00(開場13:30)

対象  成人
定員  先着50人  費用  無料

募集期間  6/4㊋～
申込方法  電話

子どもチャレンジ(パンを作ろう) 7/19金・24水・25木・30火
9:30 ～ 12:00
全４回

対象  小学生(畑小・花園小・瑞穂小)
定員  96人(各24人抽選)
費用  400円

募集期間  6/22㊏～
申込方法  直接来館

4館合同事業・夏休みに親子で工作
(新聞紙ドーム作り)
皆で入れる大きな新聞ドームを作ろう！

7/27土
9:30 ～ 11:30

対象  小学生と保護者
定員  先着20組
費用  無料

募集期間  6/29㊏～
申込方法  直接来館

子どもチャレンジ(カルメ焼きを作ろう)
炭酸ナトリウムの熱分解を利用した楽しい体験実
験！

8/1木(午前の部)9:30～11:30
　　　 (午後の部)13:30～15:30

対象  小学3～ 6年生
　　　(畑小・花園小・瑞穂小)
定員  各先着16人  費用  100円

募集期間  7/17㊌～
申込方法  直接来館

子どもチャレンジ(ちいさなロボット・オゾボット)
お絵かき感覚でプログラミング体験しよう！

8/21水
①9:30 ～ 10:30
②11:00 ～ 12:00

対象  小学1～ 3年生
　　　(畑小・花園小・瑞穂小)
定員  各先着20人  費用  無料

募集期間  7/17㊌～
申込方法  直接来館

花見川公民館
☎257-2756
花見川区
柏井町1590-8

ワードでミニアルバムづくり
はじめての方も安心！是非楽しく、ご参加ください。

6/13木
13:00 ～ 16:00

対象  成人
定員  先着10人
持物  パソコン  費用  無料

募集期間  6/4㊋～
申込方法  電話

子どもうどん作り教室
楽しい体験学習！足で踏んだり、こねたり美味し
いうどんを作ろう!!

6/29土
10:00 ～ 12:00

対象  小学3～ 6年生
定員  先着20人
費用  400円

募集期間  6/4㊋～
申込方法  直接来館

竹細工教室「竹の箸をつくろう」
竹細工にチャレンジして、「My 竹箸」を作って
みましょう！

7/10水
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  500円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  直接来館

夏休み子ども教室「スポーツ吹矢」
ゲーム感覚で楽しめるスポーツです。

7/30火・31水
10:00 ～ 12:00　全２回

対象  小学3～ 6年生
定員  先着20人 費用  110円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  直接来館

幕張公民館
☎273-7522
花見川区
幕張町4-602

パソコン講座「ワードでアート」
ワードでチラシを作ろう。

7/9火～12金
10:00 ～ 12:00　全４回

対象  65歳以上の方
定員  先着10人  費用  1,200円

募集期間  6/4㊋～
申込方法  電話

地元花見川区を知り、歩こう！
花見川区の講義と史跡散策

6/20木、7/18木、8/22木、
9/19木、10/17木
13:00 ～ 16:30　全５回

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  6/3㊊～
申込方法  電話

声を楽しむワークショップ
(音読・朗読のすすめ)
呼吸法と発声を学べばあなたも音読・朗読名人

7/21日
10:00 ～ 11:30

対象  女性
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

マークは子ども向けの講座です。
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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

幕張公民館
☎273-7522
花見川区
幕張町4-602

児童・生徒作品展
幕張公民館管内小学校(幕張東小・幕張小)児童の
絵画作品を展示します。

7/10水～29月、
7/31水～ 8/19月
9:00 ～ 21:00

費用  無料

４館合同事業・夏休みに親子で工作
(ローズウィンドウづくり)
光を楽しむペーパークラフト

夏休み期間中 対象  小学生と保護者 ※詳細は後日決定

幕張本郷公民館
☎271-6301
花見川区
幕張本郷
2-19-33

ちりめんでストラップ
ちりめんだけどじゃこじゃない

7/16火
9:30 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着10人  費用  300円

募集期間  6/3㊊～
申込方法  電話

パソコン講座「ワードでチラシ作り」
チラシだけどおすしじゃない

7/ 2 3火・24水  9 : 0 0 ～
12:00、13:00～16:00
全４回

対象  成人
定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  6/12㊌～
申込方法  電話

夏休み面白かがく教室シリーズ
①のぶちゃん　②きー君
かがくだけどむずかしくない
きー君とのぶちゃんの面白かがく教室へ

①7/24水
　10:00 ～ 12:00、
②7/27土
　13:30 ～ 15:30

対象  ①②小学生(保護者も可。
小学１年～３年生は保護者同伴)
定員  先着20人
費用  ①300円、②500円

募集期間  6/21㊎～
申込方法  電話

4館合同事業・夏休みに親子で工作
(クラフトバンド手芸でかごつくり)
バンドだけど、楽団じゃない

7/13土
13:30 ～ 15:30

対象  小学生と保護者
定員  先着15組
費用  600円

募集期間  6/21㊎～
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

中高年のための健康体操 6/19水・26水
13:30 ～ 15:30　全２回

対象  40歳以上の方
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

シニアのためのスマートフォン講座─基礎編・応用編─
スマホでない方も、お持ちでない方も是非、ご参加
ください！！

7/9火・10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  7/2㊋～
申込方法  電話

草野公民館
☎287-3791
稲毛区園生町
384-93

認知症サポーター養成講座
認知症の知識や接し方を理解しましょう

6/26水
13:30 ～ 15:00

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

タブレットで脳トレ体験！
指先を使って、頭の体操！認知症予防にもぜひ！

7/22月
10:00 ～ 12:00

対象  60歳以上の方
定員  先着30人  費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

黒砂公民館
☎241-2811
稲毛区黒砂
2-4-18

最新がん治療を知る
「放射線医学総合研究所見学会」
「放射線医学総合研究所」現地集合・解散の見学
会です。

7/3水
13:00 ～ 16:00

対象  成人
定員  28人(抽選)
費用  無料

募集期間  6/20㊍必着
申込方法  往復はがきに①講座
名、②氏名(フリガナ)、③〒・住
所、④年齢、⑤電話番号を明記
して、黒砂公民館へ。

くろすな夏の音楽会
アットホームな雰囲気で、ピアノやチェロなどの
生演奏を楽しめます。

8/4日
14:00 ～ 16:00

対象  どなたでも
定員  先着30人
費用  無料

申込方法  当日直接来館

小中台公民館
☎251-6616
稲毛区小仲台
5-7-1

①親のためのライン講座
②初めてのスマホ教室

①6/15土
　10:00 ～ 11:30、
②6/18火・19水
　14:00 ～ 16:00  全２回

対象  ①②ともに成人
定員  ①先着50人 ②先着20人
費用  無料

募集期間  ①②ともに
　　　　 6/2㊐～
申込方法  電話

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。

8/6火～ 9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  7/2㊋～
申込方法  電話

夏休みこども映画会
映画鑑賞を通じて思いやりの心を育む。

7/20土
10:00 ～ 12:00

対象  4歳以上～ 13歳未満
定員  先着100人  費用  無料

申込方法  直接来館

押し花でオリジナルボールペンを作ろう
押し花づくりの基礎を学ぶ。

7/24水
10:00 ～ 11:30

対象  小学3～ 6年生
定員  先着20人  費用  500円

申込方法  申込用紙を
　　　　担任の先生へ

夏休こども教室「エコデコイ色塗り体験」
バイオプラスチック製の鳥の模型を作る。

8/3土
10:00 ～ 12:00

対象  小学4～ 6年生
定員  先着20人  費用  400円

申込方法  申込用紙を
　　　　担任の先生へ

山王公民館
☎421-1121
稲毛区六方町
55-29

夏休み子どもそば打ち体験教室
きみにも打てる！おいしいそば！

7/27土
9:00 ～ 13:00

対象  小学生と保護者
定員  先着8組
費用  一組　1,500円

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

ボッチャ体験
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
の実施種目であるボッチャの体験をしましょう。

7/16火
9:00 ～ 12:00

対象  小学生以上の方
定員  先着20人

募集期間  5/2㊍～
申込方法  電話

郷土史講座
室町期の千葉氏の動向を知り郷土史を学ぼう。

8/31土
13:20 ～ 15:00

対象  成人
定員  先着30人

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

千草台公民館
☎255-3032
稲毛区天台
3-16-5

①大正琴にトライ　大正琴の基礎を学びます。
②落語上演会　千葉大生による落語会
③国蝶観察教室　親子で楽しむオオムラサキ観察

①6/5水・19水、7/3水
　13:00 ～ 14:30全３回、
②6/16日9:30 ～ 11:30、
③6/29土13:00 ～ 15:00

対象  ①②ともに成人
　　  ③小学生、成人
定員  ①先着10人、②③先着20人
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

①吟詠体験講座　詩吟の基礎を学びます。
②演劇体験入部　演劇部体験ができます。
③線香花火作り　 火薬を使わない線香花火作

りができます。

①7/7日・14日・28日、8/4日
13:00 ～ 15:00　全４回
②7/20土9:30 ～ 11:30
③7/31水
9:30 ～ 10:30、11:00 ～ 12:00、
13:30 ～ 14:30、15:00 ～ 16:00

対象  ①成人、
　　  ②③小学生・成人
定員  ①先着10人
　　  ②先着15人
　　  ③各先着9人
費用  ①②無料、③150円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

都賀公民館
☎251-7670
稲毛区作草部
2-8-53

ベビーマッサージ教室
　～親子でスキンシップ～
初めてのベビーマッサージ体験に最適です。

6/13木・27木
10:00 ～ 12:00
全２回

対象  ３～７か月児と保護者
定員  先着10組
※ 1歳以上の就学前児を対象
に託児あり(定員5人)
費用  無料

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

オートクチュールビーズ刺繍ジュエリー教室
手作りで世界に一つだけのアクセサリーを作って
みましょう。

7/19金・26金
13:30 ～ 15:30
全２回

対象  成人
定員  先着15人
費用  3,000円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  直接来館（料金持参）

マークは子ども向けの講座です。
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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

幕張公民館
☎273-7522
花見川区
幕張町4-602

児童・生徒作品展
幕張公民館管内小学校(幕張東小・幕張小)児童の
絵画作品を展示します。

7/10水～29月、
7/31水～ 8/19月
9:00 ～ 21:00

費用  無料

４館合同事業・夏休みに親子で工作
(ローズウィンドウづくり)
光を楽しむペーパークラフト

夏休み期間中 対象  小学生と保護者 ※詳細は後日決定

幕張本郷公民館
☎271-6301
花見川区
幕張本郷
2-19-33

ちりめんでストラップ
ちりめんだけどじゃこじゃない

7/16火
9:30 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着10人  費用  300円

募集期間  6/3㊊～
申込方法  電話

パソコン講座「ワードでチラシ作り」
チラシだけどおすしじゃない

7/ 2 3火・24水  9 : 0 0 ～
12:00、13:00～16:00
全４回

対象  成人
定員  先着10人
費用  1,200円

募集期間  6/12㊌～
申込方法  電話

夏休み面白かがく教室シリーズ
①のぶちゃん　②きー君
かがくだけどむずかしくない
きー君とのぶちゃんの面白かがく教室へ

①7/24水
　10:00 ～ 12:00、
②7/27土
　13:30 ～ 15:30

対象  ①②小学生(保護者も可。
小学１年～３年生は保護者同伴)
定員  先着20人
費用  ①300円、②500円

募集期間  6/21㊎～
申込方法  電話

4館合同事業・夏休みに親子で工作
(クラフトバンド手芸でかごつくり)
バンドだけど、楽団じゃない

7/13土
13:30 ～ 15:30

対象  小学生と保護者
定員  先着15組
費用  600円

募集期間  6/21㊎～
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

中高年のための健康体操 6/19水・26水
13:30 ～ 15:30　全２回

対象  40歳以上の方
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

シニアのためのスマートフォン講座─基礎編・応用編─
スマホでない方も、お持ちでない方も是非、ご参加
ください！！

7/9火・10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  7/2㊋～
申込方法  電話

草野公民館
☎287-3791
稲毛区園生町
384-93

認知症サポーター養成講座
認知症の知識や接し方を理解しましょう

6/26水
13:30 ～ 15:00

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

タブレットで脳トレ体験！
指先を使って、頭の体操！認知症予防にもぜひ！

7/22月
10:00 ～ 12:00

対象  60歳以上の方
定員  先着30人  費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

黒砂公民館
☎241-2811
稲毛区黒砂
2-4-18

最新がん治療を知る
「放射線医学総合研究所見学会」
「放射線医学総合研究所」現地集合・解散の見学
会です。

7/3水
13:00 ～ 16:00

対象  成人
定員  28人(抽選)
費用  無料

募集期間  6/20㊍必着
申込方法  往復はがきに①講座
名、②氏名(フリガナ)、③〒・住
所、④年齢、⑤電話番号を明記
して、黒砂公民館へ。

くろすな夏の音楽会
アットホームな雰囲気で、ピアノやチェロなどの
生演奏を楽しめます。

8/4日
14:00 ～ 16:00

対象  どなたでも
定員  先着30人
費用  無料

申込方法  当日直接来館

小中台公民館
☎251-6616
稲毛区小仲台
5-7-1

①親のためのライン講座
②初めてのスマホ教室

①6/15土
　10:00 ～ 11:30、
②6/18火・19水
　14:00 ～ 16:00  全２回

対象  ①②ともに成人
定員  ①先着50人 ②先着20人
費用  無料

募集期間  ①②ともに
　　　　 6/2㊐～
申込方法  電話

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。

8/6火～ 9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  7/2㊋～
申込方法  電話

夏休みこども映画会
映画鑑賞を通じて思いやりの心を育む。

7/20土
10:00 ～ 12:00

対象  4歳以上～ 13歳未満
定員  先着100人  費用  無料

申込方法  直接来館

押し花でオリジナルボールペンを作ろう
押し花づくりの基礎を学ぶ。

7/24水
10:00 ～ 11:30

対象  小学3～ 6年生
定員  先着20人  費用  500円

申込方法  申込用紙を
　　　　担任の先生へ

夏休こども教室「エコデコイ色塗り体験」
バイオプラスチック製の鳥の模型を作る。

8/3土
10:00 ～ 12:00

対象  小学4～ 6年生
定員  先着20人  費用  400円

申込方法  申込用紙を
　　　　担任の先生へ

山王公民館
☎421-1121
稲毛区六方町
55-29

夏休み子どもそば打ち体験教室
きみにも打てる！おいしいそば！

7/27土
9:00 ～ 13:00

対象  小学生と保護者
定員  先着8組
費用  一組　1,500円

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

ボッチャ体験
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
の実施種目であるボッチャの体験をしましょう。

7/16火
9:00 ～ 12:00

対象  小学生以上の方
定員  先着20人

募集期間  5/2㊍～
申込方法  電話

郷土史講座
室町期の千葉氏の動向を知り郷土史を学ぼう。

8/31土
13:20 ～ 15:00

対象  成人
定員  先着30人

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

千草台公民館
☎255-3032
稲毛区天台
3-16-5

①大正琴にトライ　大正琴の基礎を学びます。
②落語上演会　千葉大生による落語会
③国蝶観察教室　親子で楽しむオオムラサキ観察

①6/5水・19水、7/3水
　13:00 ～ 14:30全３回、
②6/16日9:30 ～ 11:30、
③6/29土13:00 ～ 15:00

対象  ①②ともに成人
　　  ③小学生、成人
定員  ①先着10人、②③先着20人
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

①吟詠体験講座　詩吟の基礎を学びます。
②演劇体験入部　演劇部体験ができます。
③線香花火作り　 火薬を使わない線香花火作

りができます。

①7/7日・14日・28日、8/4日
13:00 ～ 15:00　全４回
②7/20土9:30 ～ 11:30
③7/31水
9:30 ～ 10:30、11:00 ～ 12:00、
13:30 ～ 14:30、15:00 ～ 16:00

対象  ①成人、
　　  ②③小学生・成人
定員  ①先着10人
　　  ②先着15人
　　  ③各先着9人
費用  ①②無料、③150円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

都賀公民館
☎251-7670
稲毛区作草部
2-8-53

ベビーマッサージ教室
　～親子でスキンシップ～
初めてのベビーマッサージ体験に最適です。

6/13木・27木
10:00 ～ 12:00
全２回

対象  ３～７か月児と保護者
定員  先着10組
※ 1歳以上の就学前児を対象
に託児あり(定員5人)
費用  無料

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

オートクチュールビーズ刺繍ジュエリー教室
手作りで世界に一つだけのアクセサリーを作って
みましょう。

7/19金・26金
13:30 ～ 15:30
全２回

対象  成人
定員  先着15人
費用  3,000円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  直接来館（料金持参）

マークは子ども向けの講座です。
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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

都賀公民館
☎251-7670
稲毛区作草部
2-8-53

ベビーリトミック教室
　～親子でスキンシップ～
親子でリフレッシュ！身体を使って音楽を楽しみ
ましょう。

7/11木・25木
10:00 ～ 12:00
全２回

対象  1 ～ 1歳8か月程度
　　  の幼児と保護者
定員  先着10組
※ 1歳以上の就学前児を対
象に託児あり(定員5人))
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

行政書士が教える「納得の生前対策・認知症対策」
プロの目から見た昨今の相続事情や豆知識につい
て、分かりやすく解説いたします。

8/3土
10:00 ～ 12:00 

対象  成人
定員  先着30人  費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

轟公民館
☎251-7998
稲毛区轟町
1-12-3

ふれあいコンサート　アルパの調べ
力強く美しい音色を楽しみましょう。

6/29土
13:30 ～ 15:00

対象  小学生以上の方
定員  先着60人  費用  無料

募集期間  6/3㊊～
申込方法  電話

まんまる苔玉つくりま専科
かわいい苔玉で、緑のある暮らしを楽しみましょう。

6/25火
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人  費用  700円

募集期間  5/11㊏～
申込方法  電話

健康体操講座
ゆるゆる緩めて夏に負けないからだ作り
梅雨から夏の軽微な体調不良を解消しましょう。

7/17水、8/7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  7/2㊋～
申込方法  電話

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ために～

7/3水
10:00 ～ 11:00

対象  成人　※託児あり
定員  先着15人  費用  無料

募集期間  6/3㊊～
申込方法  電話

パパ・ママ救急法講座
小さな子どもの「もしも」に備えて救急法を学びま
しょう。

7/13土
10:00 ～ 12:00

対象  成人  定員  先着20人
※ 就学前児を対象に託児あ
り(定員20人) 費用  無料

募集期間  7/2㊋～
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

ボランティア手編み講座
寄付された毛糸を活用して手編みを学び作品を地域
高齢者などにプレゼントします。

6/14金・21金
10:00 ～ 12:00
全２回

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

申込方法  電話

ガス管をリサイクルしてキーホルダーづくり
リサイクル資源に興味を持ち、環境について考える
機会とします。

7/26金
10:00 ～ 11:30

対象  小学生
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

めだかの学校～メダカを楽しく飼うために～
メダカの生態を学び生物への興味・関心や科学的視
野を学びます。

7/27土
10:00 ～ 12:00

対象  小学生
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

加曽利公民館
☎232-5182
若葉区加曽利町
892-6

親子講座①親子ふれあい体操
親子で取り組める楽しい簡単な体操を行います。

6/10月・17月・24月、7/1月
10:00 ～ 11:00　全４回

対象  1歳６か月～３歳児と保護者
定員  先着10組  費用  無料

募集期間  6/3㊊～
申込方法  電話

親子講座②親子であそぼう
紙や布などを使って、簡単なゲームや工作を行います。

6/14金・21金・28金
10:00 ～ 11:30　全３回

対象  1歳６か月～３歳児と保護者
定員  先着10組  費用  無料

募集期間  6/3㊊～
申込方法  電話

特別史跡「加曽利貝塚入門編」
加曽利貝塚の出立を学ぶ。

7/27土
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着30人  費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

桜木公民館
☎234-1171
若葉区桜木
3-17-29

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。

6/21金、7/19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人  費用  無料

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

夏休みこどもチャレンジ～自然と昆虫に親しむ～
虫博士が昆虫について教えてくれます。

7/18木
10:00 ～ 11:30

対象  小学生
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  7/6㊏～
申込方法  電話

夏休みこどもお話会・映画会
絵本の読み聞かせと映画鑑賞をします。

7/31水
10:00 ～ 11:30

対象  小学生
定員  先着50人  費用  無料

募集期間  7/6㊏～
申込方法  電話

夏休みこども教室～ガス管でキーホルダーを作ろう～
ガス管をリサイクルしてキーホルダーを作ります。

8/1木
14:00 ～ 15:30

対象  小学生(1 ～ 2年生は保護者同伴)
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  7/6㊏～
申込方法  電話

更科公民館
☎239-0507
若葉区更科町
2254-1

シニアライフ講座「介護施設について」
介護施設を利用する際に、いかに自分に合った施
設を選択するかをわかりやすく説明します。

7/20土
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着30人
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

白井公民館
☎228-0503
若葉区野呂町
622-10

さわやかコンサート「みんなでうたう叙情歌・愛唱歌」
千葉市おやこ歌集より選曲した曲を講師が解説
し、その後ピアノの伴奏で合唱します。

6/16日
10:00 ～ 12:00

対象  市民
定員  先着60人
費用  無料

募集期間  受付中
申込方法  電話

カースタンドPONのおいしいコーヒーの時間
コーヒーの淹れ方、味わい方などを学ぶ。

6/4火
9:30 ～ 11:30

対象  市民
定員  先着20人  費用  500円

募集期間  受付中
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

シニアのためのスキンケア～輝いた自分に会おう～
これから迎える夏のお肌対策の話、そして実技で
は、泡洗顔と個々に、5歳若返りメークの指導を
受けます。講師:ヤクルト化粧品スタッフ

6/21金
13:00 ～ 15:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  300円

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

シニアのための若返り教室
前半は身体を動かして、後半は脳トレで心身ともにリフ
レッシュします。また、毎日が生き生きできるヒントも
満載です。一緒に若返りましょう。講師:荒牧光子さん

7/23火
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

若松公民館
☎231-7991
若葉区若松町
2117-2

シニアのための食事セミナー「調理！運動！音楽！」
高齢期を元気に！調理実習、簡単筋トレストレッ
チ、楽しい音楽療法の講座です。3か月後の体力
測定でその成果を確認します。

6/12水・26水、9/30月
10:00 ～ 12:00
(6/12水のみ10:00 ～ 13:30)
全３回

対象  65歳以上の方
定員  先着16人
費用  300円

申込方法  電話

夏休みの宿題はバッチリ！「坂月川親子自然教室」
7 ～ 8月に開催する坂月川愛好会主催の自然観察
会を前に、事前勉強会(7月20日)と、報告会(8月
24日)を開催します。講師：坂月川愛好会

7/20土、8/24土
13:30 ～ 15:30
全２回

対象  小学生と保護者
定員  先着8組
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

新学期だ、心身を整えよう!「スポチャン教室」
1回のみ可。8/22は、特別支援学級・学校のお子
さんを中心とした教室を開催。詳細はお問い合わ
せ下さい。講師：平山良彦（若葉スポチャンクラブ）

8/1木・8木・22木・29木
13:30 ～ 15:00

対象  小中学生(親子での参加も可)、
8/22(木)は、特別支援学級・学校のお
子さんを中心とした教室を開催します。
定員  先着12人程度  費用  無料

募集期間  6/25㊋～
申込方法  電話

マークは子ども向けの講座です。
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　 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

絵本読み聞かせサポーター講習会
読み聞かせに必要な基本的な技術や絵本の選び方
を学びます。

6/16日、10/14月●
10:00 ～ 12:00
全２回

対象  成人
定員  先着24人
費用  無料

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

春のハーモニカコンサート
ハーモニカの調べに合わせて皆さんで歌いましょう。

6/1土
13:30 ～ 15:00

対象  成人
定員  先着50人
費用  無料

申込方法  随時受付

身近な布で作る
「ファスナーポケット付きバッグ」
洋服などの古布をリサイクルしてバッグを作ります。

7/18木・25木
10:00 ～ 12:00　全２回

対象  成人
定員  先着15人  費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

夏休みこども体験「まが玉作り」
縄文時代にタイムスリップして「まが玉の首飾り」を
作りましょう。

7/20土
10:00 ～ 12:00

対象  小学生
定員  先着15人  費用  300円

申込方法  随時受付

夏休みこども体験「茶道体験教室」
茶道を体験し、その歴史や作法を学びます。“お
菓子付き”

7/23火
10:00 ～ 12:00

対象  小学生
定員  先着20人  費用  100円

申込方法  随時受付

夏休みこども体験「ねんど教室」
ねんどで「素敵なケーキ作り」に挑戦しましょう。

7/24水
10:00 ～ 12:00

対象  小学生
定員  先着15人  費用  500円

申込方法  随時受付

夏休みこども体験「料理教室」
子どもにも簡単で美味しくできる料理を作ります。

7/29月
10:00 ～ 13:00

対象  小学生
定員  先着16人  費用  500円

申込方法  随時受付

パラスポーツ体験「ボッチャに挑戦」
パラリンピック競技を体験してもらうイベントです。

7/30火
13:30 ～ 15:30

対象  小学生以上の方
定員  先着20人  費用  無料

申込方法  随時受付

夏休みこども体験「工作教室」
素敵な飾付けで「自分だけの置時計」を作りましょう。

7/31水
10:00 ～ 12:00

対象  小学生
定員  先着12人  費用  300円

申込方法  随時受付

おゆみ野公民館
☎293-1520
緑区おゆみ野中央2-7-6

パソコン教室「ワード入門」 6/11火～ 14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  6/2㊐～
申込方法  電話

椎名公民館
☎292-0210
緑区富岡町290-1

郷土食を楽しむ
「あじのサンガ焼、南総里見おやき」

6/22土
10:00 ～ 13:00

対象  成人
定員  先着16人
費用  800円

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

土気公民館
☎294-0049
緑区土気町
1631-7

竹細工教室「茶道の茶杓づくり」 6/11火
10:00 ～ 12:00

対象  成人  定員  先着12人
費用  500円(当日持参)

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

AED救命講習会 6/28金
13:30 ～ 16:30

対象   成人
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

千葉県文書館講座「江戸時代の村と百姓」
江戸時代に千葉で暮らしていた人々の様子に思い
を馳せてみよう。

8/7水
10:00 ～ 12:00

対象   成人
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

誉田公民館
☎291-1512
緑区誉田町
1-789-49

そば打ち体験教室 6/22土・30日
9:30 ～ 12:30　全２回

対象  成人  定員  先着10人
費用  3,000円

募集期間  6/4㊋～
申込方法  直接来館(料金持参)

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。

7/11木・18木
14:00 ～ 16:00
全２回

対象   成人
定員  先着20人
費用  無料

募集期間  6/24㊊～
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

こどもの土曜日　こども茶道入門教室
「おもてなしの心にふれよう！」

6/16日
13:30 ～ 15:30

対象   小学3～6年生
定員  先着10人  費用  500円

申込方法  直接来館（料金持参）

こどもの土曜日　こども料理教室 6/22土
10:00 ～ 12:00

対象   小学3～6年生
定員  先着20人  費用  250円

募集期間  6/8㊏～
申込方法  直接来館（料金持参）

知って得する暮らしの情報
「老後のすみかの選択、生活設計」

7/3水
10:00 ～ 12:00

対象   成人
定員  先着30人  費用  無料

募集期間  6/7㊎～
申込方法  電話

稲浜公民館
☎247-8555
美浜区稲毛海岸
3-4-1

癒しのハーブ講座
①ラベンダークラフト
②ハーブソルト
③藍の生葉染 (シルクストール)

①6/27木、②7/25木、
③8/29木
10:00 ～ 12:00
全３回

対象  成人
定員  先着16人
費用  ①②500円、
　　  ③2,500円

募集期間  6/7㊎～
申込方法  電話

プロの教える美味しいコーヒーの淹れ
方講座
コーヒー専門家にコーヒーの基礎知識や淹れ方の
技術を学ぶ。

7/18木
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着16人
費用  100円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

夏休み子ども教室Ａ
「子ども科学チャレンジ(LED工作)」
ＬＥＤの仕組みを学びながら、オリジナルのスタン
ドを制作する。

7/26金
14:00 ～ 16:00

対象   小学生(1 ～ 3年生は
保護者同伴）

定員  先着16人
費用  1,000円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  直接来館

夏休み子ども教室B
「ガス管を使った万華鏡」
ガス管のリサイクルについて学びながら、万華鏡
を制作する。

7/30火
14:00 ～ 16:00

対象  小学生
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  直接来館

夏休み子ども教室Ｃ「スノードーム」
びんの中で雪がふるようなスノドームを制作する。

8/2金
10:00 ～ 12:00

対象  小学生(1～3年生は保護者同伴
定員  先着24人  費用  200円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  直接来館

夏休み子ども教室Ｄ「パペコプター工作」
紙製の竹トンボを作成し、滞空時間、飛距離等に
チャレンジする。

8/6火
10:00 ～ 11:30

対象  小学生(1,2年生は
　　  保護者同伴
定員  先着16人  費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  直接来館

マークは子ども向けの講座です。
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区 日　程 会　場 問合せ

中央

6/3(月) 星久喜公民館

松ケ丘公民館
☎261-5990

6/18(火) 松ケ丘公民館
6/24(月) 新宿公民館
7/1(月) 松ケ丘公民館
7/8(月) 星久喜公民館
7/16(火) 松ケ丘公民館

花見川

6/12(水)

幕張公民館 幕張公民館
☎273-7522

6/26(水)
7/10(水)
7/24(水)

稲毛
6/7(金) 草野公民館

小中台公民館
☎251-66166/10(月) 小中台公民館

6/21(金) 轟公民館

区 日　程 会　場 問合せ

稲毛
7/1(月) 都賀公民館

小中台公民館
☎251-66167/8(月) 小中台公民館

7/19(金) 緑が丘公民館

若葉

6/13(木) 千城台公民館
千城台公民館
☎237-1400

6/27(木) みつわ台公民館
7/11(木) 桜木公民館
7/25(木) みつわ台公民館

緑

6/5(水) おゆみ野公民館
誉田公民館
☎291-1512

6/10(月) 誉田公民館
7/3(水) おゆみ野公民館
7/8(月) 誉田公民館

美浜 6/6(木) 高浜公民館 稲浜公民館
☎247-85557/4(木)

お申し込みの際のご注意

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

公民館名 講座名 開催日時 対象／定員／費用 募集期間／申込方法

打瀬公民館
☎296-5100
美浜区打瀬
2-13

ヘルシーなパン作り教室
4種類のパンをつくってみましょう♪おいしいヘルシーなパンです。

6/14金・21金・28金、7/5金
13:00 ～ 16:00　全４回

対象  成人女性
定員  先着14人 費用  2,800円

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

こども食育クラブ「アイスクリームをつくろう！」
大好きなアイスクリームをつくりましょう。原材料
について学んでみよう。

6/8土
10:00 ～ 12:00

対象  小学3～ 6年生
定員  先着12人
費用  100円

募集期間  6/2㊐～
申込方法  電話

夏休み体験教室「勾玉をつくろう」
やわらかな石を磨いて古代のアクセサリーを作ってみましょう♪

7/28日
10:00 ～ 12:00

対象  小学4～ 6年生
定員  先着24人 費用  300円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

夏休み体験教室「夏休み科学工作教室」
「レモン電池を作ろう」自由研究にも発展？講師:くらりか

7/24水
10:30 ～ 12:00

対象  小学3～ 6年生
定員  先着24人 費用  200円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

夏休み体験教室「親子で和菓子づくり」
地元の和菓子職人さんから教わろう♪
西瓜と朝顔の練り切りをつくってみよう！

7/20土
10:00 ～ 12:00

対象  小学生と保護者
定員  先着８組
費用  500円

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

「オトナも絵本のじかんです」
こどもだけではもったいない。大人になったらわ
かる絵本の楽しみと魅力を伝えます。

7/21日
10:30 ～ 11:30

対象  中学生以上の方
定員  先着80人
費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

幸町公民館
☎247-0666
美浜区幸町2-12-14

コケ玉作りを楽しもう
和のインテリアを手軽に制作する。

6/29土
10:00 ～ 12:00

対象  成人
定員  先着16人
費用  700円

募集期間  6/3㊊～
申込方法  電話

高浜公民館
☎248-7500
美浜区高浜
1-8-3

初めての陰ヨガ「股関節の柔軟性から
健康と若さを」

6/10月・17月・24月
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  6/4㊋～
申込方法  電話

スクエアダンスで楽しく運動と脳トレ
親子で、またお孫さんと年代を問わず楽しめます。

7/13土・20土、8/3土
10:00 ～ 12:00　全３回

対象  成人（小学生も可）
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

お肌いきいき美容教室「健康な肌と若
見えメイク」

7/18木
10:00 ～ 11:30

対象  女性
定員  先着20人  費用  無料

募集期間  7/2㊋～
申込方法  電話

幕張西公民館
☎272-2733
美浜区幕張西2-6-2

親子陶芸教室 7/21日・28日
9:30 ～ 12:00

対象  小学生と保護者
定員  先着12組
費用  1,000円程度

募集期間  6/30㊐～
申込方法  電話

マークは子ども向けの講座です。


