
★　本年度新規事業

◎　オンラインを活用

NO 分類 事業名 事業内容 対象
実施期

日
回数 時間数

定員
（人）

1 家庭教育
子育てママのおしゃべりタイム

個別相談（区事業）

子育て相談、子育て中の親同士の
情報交換。子育て支援施D5:D31設
やサークル等の紹介、必要があれ
ば支援機関へつなぐ。(家庭教育アド
バイザー・子育てサポーター）

子育て中の保護
者と子ども及び妊
婦とパートナー

4～3月 36 72 随時

2 家庭教育
育児講座

「２・３歳児 親子で遊ぼう教室」

遊び道具や絵本を使って、親子のス
キンシップを図る。
子育ての情報を提供する。
（個人及び子育てサポーター）

2・3歳児と保護者 6～７月 4 8
20

(10組)

3 家庭教育 ◎ツボミスクール

思春期を迎える子を持つ保護者向
けに、体の変化や親子のコミュニ
ケーション方法に関する講義を行う。
（ワコール）

小中学生の保護
者

9月 1 2 25

4 家庭教育
家庭教育学級

「親子でクリスマスコンサート」

地域関係諸団体・ＰＴＡとの共催にヨ
リ、親子でコンサートやマジック
ショーを鑑賞する。（地域団体、ＰＴ
Ａ、千葉女子高校）

地域の小学生とそ
の家族

12月18日 1 2.5 50

5 家庭教育 親子で絵本と遊ぼう！
講師による絵本の読み聞かせ。
体を動かしたり、歌ったりしながら絵
本を楽しむ。（個人講師）

小学1～３年生と
その保護者

3月4日 1 2
16

(8組)

6 少年教育
★土曜日学校-小中台校-（前

期）

調理や講義、公民館活動サークル
体験などを行う。（認定NPO法人まち
づくりスポット稲毛）

小学１～６年生 5月～9月 6 12 20

7 少年教育
夏休み講座①

リサイクルして万華鏡を作ろう
（予定）

リサイクルについて学習する。
ガス管などの廃材を利用した万華鏡
づくりの体験の実習をする。（東京ガ
ス）

小学１年～６年 10月～3.月 6 12 20

8 少年教育
夏休み講座②

夏休みこども映画会
子ども向けの映画を鑑賞する。
（公民館職員）

小学１～６年生 7月 1 2 20

9 少年教育
夏休み講座③

押し花で
オリジナルボールペンを作ろう

押し花を配置してオリジナルボール
ペンの製作をする。
押し花を工夫して配置し、はがきを
作る。（個人講師）

小学３～６年生 7月26日 1 2 25

10 少年教育

★夏休み講座④
しゅわしゅわ発泡入浴剤を作ろ

う
（予定）

発泡の仕組みを学ぶ。
入浴剤づくりを実習する。
（千葉市科学館）

小学３～６年生 7月29日 1 2 15

11 少年教育
★夏休み講座⑤
こどもクッキング

～自分でつくるあさごはん～

食事の大切さについて講義を受け
る。準備、調理実習、片付けを行う。
（個人講師）

小学２～６年生 8月 1 2 20

12 少年教育
★夏休み講座⑥

マジック教室
～タネもしかけもございます～

マジックを鑑賞する。マジックのタネ
を学び、自分でもできるように実習を
する。（個人講師）

小学１～６年生 8月2日 1 2 12

13 少年教育
★土曜日学校-小中台校-（後

期）

調理や講義、公民館活動サークル
体験などを行う。（認定NPO法人まち
づくりスポット稲毛）

小学１～６年生 8月22日 1 2 20

14 少年教育 クリスマスのお菓子を作ろう
クリスマスのお菓子を作る調理実習
を行う。（個人講師）

小学１～６年生 12月10日 1 3 12

15 少年教育
★連携事業

色であそぼう！○○どうぶつ

ギャラリーいなげ、幕張公民館連携
事業。作家指導のもと、作品を作り、
成果作品をギャラリーいなげで展示
する。（個人講師）

小学１～６年生 3月 1 3 15

16 成人教育
★コーヒーで癒しの一時を

農産物としてのコーヒーについて学
び、香りの違いなどを楽しみながら
心と体をリフレッシュする。（個人講
師）

成人 4月30日 1 1.5 15

17 成人教育
歴史講座

鉄オタ先生の脱線講座
千葉の鉄道に関する知識や雑学の
講義を受ける。（個人講師）

成人 6月12日 1 2 25
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18 成人教育
★我が家の防災

～地震・風水害・雷・火災～
身近にできる対策について、講義を
行う。（明治安田生命）

成人 8月28日 1 2 20

19 成人教育
★脳科学で探る！
認知症予防講座

認知症予防のための講義及び脳ト
レーニングの実習をする。（個人講
師）

成人 9月19日 1 2 20

20 成人教育 郷愁のハーモニカコンサート

ハーモニカの演奏を鑑賞する。懐か
しの曲等多くの人が知っている曲を
聞き、交流の契機とする。（カラオケ・
ハーモニカ倶楽部）

成人 10月17日 1 2 25

21 成人教育 ワードでチラシをつくろう
ワードの操作を実習しながら学ぶ。
（生涯学習センター）

成人 10/19.20.21 3 9 10

22 成人教育 木版画で年賀状を作ろう

木版画サークルの講師の指導と
サークル会員の協力によりった木版
画を作り、年賀状に刷り込む。（個人
講師及び登録団体）

成人 11/16.23.30 3 9 15

23 成人教育 新春こなかだい寄席
落語をはじめとした伝統芸能の鑑賞
をする。（ＮＰＯ法人フォーエヴァー）

成人 1月14日 1 2 25

24 成人教育 男の料理教室
男性料理教室の講師とサークル会
員の協力を得て、料理の実習をす
る。（個人講師及び登録団体）

成人 1月 1 2 15

25 成人教育 初心者のための墨彩画教室①
墨彩画の基礎について講義を受け、
墨彩画の実習を行う。
（個人講師）

成人 2月 2 4 15

26 成人教育 初心者のための墨彩画教室②
墨彩画の基礎について講義を受け、
墨彩画の実習を行う。（個人講師）

成人 2月 2 4 15

27 成人教育
文学散歩

～奥深き平安文学の世界～

講義を聞きながら、古典文学作品へ
の理解を深める。※講義の詳細は
未定（個人講師）

成人 3月 1 2 25

28 高齢者教育 シニアリーダー体操教室
簡単な脳トレや体を動かす体操を毎
週定期的に実施する。
（シニアリーダー）

高齢者 4月～3月 48 96 20

29 高齢者教育 高齢者向けプチ体操
手軽にできる体操を体験する。
（個人講師）

高齢者 5月25日 1 2 25

30 高齢者教育
★歌声喫茶

～懐メロ＆童謡を歌おう～

ピアノに合わせて童謡等を歌い、参
加者相互の親睦を深める。（個人講
師）

高齢者 9月29日 1 2 25

31 高齢者教育 シニア映画会
映画鑑賞をする。
（公民館職員）

高齢者 7月27日 1 2 25

32 高齢者教育
★一球一笑！みんなでボッチャ

体験
ボッチャのルールを学び、ボッチャの
試合を体験する。（個人講師）

高齢者 11月12日 1 2 18

33 その他 新春凧揚げ大会
地域関係諸団体との共催による凧
揚げ大会。豚汁等もふるまわれる。
（青少年育成委員会、ＰＴＡ）

地域住民 1月7日 1 3 200

34 その他 小中学生作品展
小中台中、小中台小、園生小の3校
の児童・生徒の作品を公民館内に
展示する。(近隣小中学校)

地域住民・利用者 2月 - - 随時

- - 公民館だより
サークルの活動紹介や主催事業の
案内・報告

地域住民・利用者 - 6 - 1200枚

- -
公民館文化祭（後援）

公民館グループ・サークルによる学
習成果の発表（主催：小中台公民館
クラブ連絡協議会）

公民館使用団体
会員と地域住民

11月 - - 2000人


