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公民館の講座
区 公民館名・申込先

講座名

日時・対象・定員・申込方法

往復はがき・電子申請での申込方法は、
【11面】上段を参照してください
注意 ①受付時間は、特に記載のない限り９：00〜17：00です。
②親子などで参加する場合は、全員の氏名・年齢を記入してください。
＝電子申請による申し込み。
③
区 公民館名・申込先

講座名

日時・対象・定員・申込方法

12/23㈷14：00～16：00
大宮公民館
クリスマスコン
i先着60人
大宮町3221‐２
サート
m当日直接会場へ
☎265‐2284

末広公民館
末広３‐２‐２
☎264‐1842

12/25㈫①10：00～12：00、②13：00～
冬休み・書き初め
15：00 s小学３～６年生 i各先着15人
教室
m12/６㈭から直接または電話で

加曽利公民館
お正月を飾るフラ 12/26㈬10：00～12：00
加曽利町892‐６ ワーアレンジメン s成人 i先着20人 h2,000円
m12/４㈫から直接または電話で
☎232‐5182 ト

星久喜公民館
楽しい人形劇
12/15㈯10：30～11：30
星久喜町615‐７「かに子ちゃんと s３歳児～小学生 i先着50人
m12/３㈪から直接または電話で
☎266‐4392 さるどん」
松ケ丘公民館
〒260‐0807 パソコン講座
松ケ丘町257‐２「エクセル入門」
☎261‐5990

12/15㈯～18㈫13：30～16：30
s文字入力ができる成人
i10人 h1,200円
m12/７㈮必着。往復はがきまたは

若葉

フラワーアレンジ 12/27㈭10：00～12：00
メント教室「正月 s成人女性 i先着12人 h2,500円
m12/４㈫から直接来館（費用持参）
用」

中央

葛城公民館
葛城２‐９‐２
☎222‐8554

白井公民館
健康講座
12/13㈭13：30～15：30
野呂町622‐10 「みんなで始める s成人 i先着20人
m12/４㈫から直接または電話で
☎228‐0503 ラジオ体操」
千城台公民館
自然・野鳥観察教 12/14㈮９：00～12：00
千城台西２‐１‐１ 室「千城台から加 s成人 i先着20人
☎237‐1400 曽利貝塚まで」 m12/４㈫から直接または電話で

で

越智公民館
越智町822‐7
☎294‐6971

緑

朝日ケ丘公民館 パソコン相談
12/７・14・21の金曜日９：00～12：00の
朝日ケ丘１‐１‐30「ワード・ エクセ うち１時間 s成人 i先着９人 ＊パソ
☎272‐4961 ル・アクセス」 コン持参 m12/４㈫から直接または電話で
犢橋公民館
犢橋町162‐１
☎259‐2958 お正月花飾りづく 12/27㈭10：00～12：00
s成人 i先着15人 h2,000円
り
m12/10㈪から直接または電話で

12/18㈫10：00～12：00
和紙絵で年賀状作
s成人 i先着20人 h500円
り
m12/４㈫から直接来館（費用持参）

磯辺公民館
磯辺１‐48‐１
☎278‐0033 こども書き初め教 12/16㈰10：00～12：00
s小学３～６年生 i先着12人
室
m12/８㈯から直接または電話で

花見川

12/19㈬①10：00～12：00、②13：00～
幕張公民館
ミニ門松を作って 15：00 s成人 i先着各20人
幕張町４‐602
楽しいお正月を h１個1,000円（１人２個まで）
☎273‐7522
m12/４㈫から直接または電話で
黒砂公民館
冬のミニコンサー 12/９㈰14：00～16：00
黒砂２‐４‐18 ト「ピアノなどの s市民 i先着50人
m12/４㈫から直接または電話で
☎241‐2811 演奏」
小・中学生と音楽 12/８㈯13：00～15：00
家によるクリスマ i先着70人
m当日直接会場へ
スコンサート

12/20㈭13：00～17：00
s成人 i先着20人 h1,200円
m12/４㈫から直接来館（費用持参）

高浜公民館
〒261‐0003
高浜１‐８‐３
☎248‐7500

１/15㈫～18㈮９：30～12：30
s成人 i10人
h1,200円
m12/14㈮必着。往復はがきまたは

パソコン講座
｢ワード入門｣

で

子育てママのおしゃべりタイム
子育てサポーターに子育てなどの悩みや不安の相談ができます。
また、ほかの保護者と話したり、子どもと遊んだり、自由に過
ごせます。
仲間作りや気分転換にご利用ください。
日程・会場

問い合わせ

日程・会場
12/13㈭ 千城台公民館
20㈭ みつわ台公民館
12/ ５㈬ おゆみ野公民館
10㈪ 誉田公民館

問い合わせ
千城台公民館
☎237‐1400
誉田公民館
☎291‐1512
稲浜公民館
12/21㈮ 高浜公民館
☎247‐8555

緑

幕張公民館
☎273‐7522

美浜

花見川

12/ ４㈫ 松ケ丘公民館
松ケ丘公民館
17㈪ 新宿公民館
☎261‐5990
25㈫ 宮崎公民館
12/13㈭ 幕張公民館

稲毛

プリザーブドフラ 12/17㈪13：00～15：00
ワーで作るケーキ s成人女性 i先着15人 h2,500円
緑が丘公民館
宮野木町1807‐３ アレンジメント m12/４㈫から直接または電話で
☎259‐2870
12/27㈭10：00～12：00 s小学生
書き初め教室
i先着20人 m12/４㈫から直接または電話で

区

若葉

12/９㈰９：30～12：30
s小学生 i先着20人 h600円
m12/４㈫から直接または電話で
12/26㈬10：00～12：00 s小学生
i先着16人 m12/４㈫から直接または電話で

中央

稲毛

簡単クッキング
「クリスマスケー
千草台公民館
天台３‐16‐５ キ作り」
☎255‐3032 大きな紙に書こう
「書き初め教室」

幸町公民館
幸町２‐12‐14 正月飾り入門
☎247‐0666

区

山王公民館
六方町55‐29
☎421‐1121

打瀬公民館
パンづくり教室 12/15㈯・22㈯13：00～15：00
打瀬２‐13
「季節のパンを焼 s女性 i先着12人 h1,000円
m12/２㈰から直接来館（費用持参）
☎296‐5100 こう」

美浜

12/14、来年１/11・25、２/８の金曜日13：30
やさしい水墨画教
～15：30 s成人 i先着20人
さつきが丘公民館 室
m12/４㈫から直接または電話で
さつきが丘１‐32‐４
☎250‐7967 もの忘れと認知症 12/21㈮14：00～16：00
「病的なもの忘れ s成人 i先着50人
m12/４㈫から直接または電話で
とは？」

来年１/20㈰10：30～11：30
i先着30人
m12/４㈫から直接または電話で

12/８㈯13：30～15：30
おゆみ野公民館
2012「夢」コン
i先着100人
おゆみ野中央２‐７‐６
サート
m当日直接会場へ
☎293‐1520

捨てることから始 12/12㈬10：00～12：00
めよう！ 収納の工 s成人 i先着15人
m12/４㈫から直接または電話で
夫術

こてはし台公民館
来年１/18～３/１の毎週金曜日10：00～12：00
〒262‐0001 １歳６カ月からの s１歳６カ月～４歳未満児と保護者
i15組 h１組400円 ＊託児あり
横戸町861‐４ 子育て教室
m12/19㈬必着。往復はがきまたは
で
☎250‐7977

大正琴演奏会

j10：00～12：00
12/ ３㈪ 轟公民館
小中台公民館 s子育て中の方および妊婦（子ども同伴可）
14㈮ 千草台公民館
☎251‐6616 m当日直接会場へ（時間中出入り自由）
17㈪ 小中台公民館

図書館の「冬のおはなし会」
パネルシアターや絵本の読み聞かせなどを行います。詳しい内容は、
各図書館にお問い合わせください。
�
いずれも、当日先着順。無料。保護者同伴可。
区

会場・問い合わせ

日時・対象・定員

会場・問い合わせ

日時・対象・定員

12/15㈯①10：00～10：30、②10：45～11：15
西都賀分館（西都賀２）
s①３・４歳児、②５歳児～小学生
☎254‐8681 F254‐8682
i各回20人

若葉

中央

12/15㈯①11：00～11：30、②15：00～15：30
中央図書館（弁天３）
s①３・４歳児、②５歳児～小学生
☎287‐3980 F287‐4074
i各回30人

区

12/15㈯①10：00～10：30、②11：00～11：30
みやこ図書館（都町３）
☎233‐8333 F234‐4187 s①３～６歳児、②小学生 i各回40人

泉分館（野呂町）
12/22㈯11：00～11：30
☎228‐2982 F228‐0514 s３歳児以上 i30人

12/19㈬15：30～16：00
白旗分館（白旗１）
k南部青少年センター（白旗１）
☎264‐8566 F268‐1032
s３歳児～小学生 i30人

12/21㈮①11：00～11：30、 ②15：30～
緑図書館（おゆみ野３）
16：00、③16：00～16：30 s①２･３歳児、
☎293‐5080 F293‐5100
②４歳以上の就学前児、③小学生 i各回36人

12/26㈬15：30～16：00
花見川団地分館（花見川３）
☎250‐5111 F250‐5112 s３歳児～小学生 i30人
稲毛

若葉

12/21㈮①14：30～15：00、②15：30～16：00
若葉図書館（千城台西２）
s①３・４歳児、②５歳児～小学生
☎237‐9361 F237‐5163
i各回30人

あすみが丘分館（あすみが丘７） 12/12㈬15：45～16：15
☎295‐0200 F295‐0219 s３歳児〜小学生 i30人

12/26㈬15：00～15：30 k土気公民館
土気図書室（土気町）
s３歳児〜小学生 i30人
☎294‐1666 F294‐1666
＊開館時間＝火・水・土曜日の13：00～17：15
12/15㈯①10：30～11：00、②11：30～12：00
美浜図書館（高洲３）
k高洲子育てリラックス館（高洲３） s①
☎277‐3003 F278‐4303
３歳児以上、②５歳児～小学生 i各回40人

美浜

12/21㈮①15：15～15：45、②16：00～16：30
稲毛図書館（小仲台５）
s①３～６歳児、②小学生
☎254‐1845 F284‐4795
i各回60人

緑

花見川

12/21㈮①11：00～11：30、②16：00～16：30
花見川図書館（こてはし台５）
s①１～３歳児、②４歳児～小学生
☎250‐2851 F250‐2853
i各回30人

12/27㈭①15：30～16：00、②16：00～16：30
打瀬分館（打瀬２）
s①３歳児以上、②５歳児～小学生
☎272‐4646 F272‐4648
i各回30人

