
施　設
子ども交流館 ☎202-1504 FAX202-1503　火曜日（祝日の場合は翌日）休館

備考就学前児は保護者（1人）同伴
申当日直接会場へ（①②④13：45、③8：45から受け付け）

講座・イベント名 日時・対象・定員

①おやこ工作「ほうせきばこをつくろう
‼」

2/7㈰14：00～16：00
対象小学生以下の子どもと保護者
定員先着8組

②なかよし工房Aクラス「きらきらポッ
トをつくろう‼」

2/23㈷14：00～16：00　
対象小学～高校生　定員先着8人　

③オープンキッチン「たまごケーキをつ
くろう‼」

2/27㈯10：30～11：00、11：00～11：30、
11：30～12：00、12：00～12：30
対象4歳児～高校生　定員各回先着4人　

④オープン工房「フェルトで小物いれを
つくろう‼」

2/28㈰14：00～15：50
対象4歳児～高校生　定員先着8人

科学館
☎308-0511 FAX308-0520　2/15㈪～18㈭休館
入館料＝大人510円、高校生300円、小・中学生100円
プラネタリウム(1番組)＝大人510円、高校生300円、小・中学生100円

申①同館ミュージアムショップでチケット購入。③電話で同館へ。④2/20㈯必着。
往に希望日と参加者全員（5人まで）の必を明記して、〒260-0013中央区中央4-5-1
千葉市科学館「きぼーる星空観察会」係へ

催し名など 日時・対象・定員など

①プラネタリウム特別投影
「フィールアロマ」

2/14㈰･21㈰16：00～16：45　
定員各先着100人
料金高校生以上800円、小・中学生300円

②ワークショップ祭 2/27㈯･28㈰10：00～12：00、13：00～15：00
備考内容など詳しくはHP

③大人が楽しむ科学教室

Ⓐ天然記念物「チャボ」はなぜ短足なのか～身
近な生き物の謎解きで「病気の原因解明や治療
法開発」に挑む＝3/6㈯、Ⓑ元アメフト選手に生
じる神経変性疾患で注目～頭部外傷が引き起こ
す遅発性脳障害と、異常タンパク質の関係 研究
でわかったこと～＝3/7㈰、Ⓒ私たちに身近な有
機化合物、そしてヨウ素化合物＝3/13㈯、Ⓓゲ
ノム解析技術の進展＝3/20㈷。ⒶⒸⒹ13：30～
15：00、Ⓑ10：30～12：00　
定員各先着20人

④きぼーる星空観察会 3/13㈯･26㈮19：00～20：00
定員各20人　備考中学生以下は保護者同伴

生涯学習センター ☎207-5820 FAX207-5822　第4月曜日休館

講座名 日時・対象・定員など

①エクセル速習講座～2日間で
学ぶ‼基礎関数～

2/28㈰、3/7㈰10：00～12：00　全2回
対象エクセルの基本操作ができる方
定員10人　料金3,500円　持物USBメモリ

②はじめてのLINE
3/3㈬・4㈭13：30～15：30　全2回
対象LINE使用未経験者または初心者
定員10人　持物スマートフォン

③子どもアートフラワー教室～
ガーベラ～

3/7㈰10：00～12：30
対象小学3～6年生　定員8人　

④サクっと作れる、チラシデザ
インのコツ

3/7㈰14：00～15：30
対象地域活動やボランティアをしている方など
定員30人

⑤子どものハローワーク「科学
者への道」

3/13㈯13：00～15：00
対象中学～大学生　定員15人

⑥紙とペンとスマホで‼LINE
スタンプ制作講座

3/14㈰、3/21㈰10：00～12：00　全2回
定員10人　対象20歳以上の方　
持物スマートフォンまたはタブレット　料金2,000円

⑦親子で作ろう‼オリジナルフ
ォトフレーム

3/21㈰10：00～11：30
対象2・3歳児と保護者　定員10組20人

⑧劇団かかし座手影絵公演～ハ
ンド・シャドウズ・アニマーレ～

3/27㈯13：30～14：30、16：00～17：00
対象4歳以上の方　定員各100人

申①～③⑤2/15㈪、④⑥～⑧2/26㈮必着。往（1人1通1講座。⑧のみ1通4人まで）に
必(⑧は参加者全員の氏名も)を明記して、〒260-0045中央区弁天3-7-7千葉市生涯学
習センターへ。Eメールmanabi.kouza@ccllf.jpも可。

公民館
申受付時間は特に記載のない限り9：00～17：00。直接来館も可
講座
区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

中
央

生浜公民館
☎263-0268
FAX263-0907

スマホ教室「アンドロ
イドで防災対策を学
ぶ」

2/17㈬10：00～12：00
対象60歳以上の方　定員先着15人
申2/2㈫から電話で

ボッチャ生浜カップ～
ルールを学んだあとに
試合を行います～

3/7㈰9：00～12：00
対象小学生以上の方　定員先着12組24人
申2/2㈫から電話で

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

中
央

末広公民館
☎264-1842
FAX264-3746

パソコン講座「ワード
から始めるパソコン」

2/16㈫～19㈮13：30～16：30　全4回
対象パソコンで文字入力ができる成人
定員先着8人　料金1,200円
申2/5㈮から電話で

松ケ丘公民館
☎261-5990
FAX263-9280

成年後見制度～法定後
見制度と任意後見制度
～

3/2㈫13：30～15：00
対象成人　定員先着15人
申2/14㈰から電話で

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
FAX271-6994

歴史講座「伊能忠敬の
房総測量」

3/3㈬10：00～12：00
対象成人　定員先着20人
申2/9㈫から電話で

検見川公民館
☎271-8220
FAX271-9319

公民館体験学習講座
「着物リメイク入門講
座」

2/12㈮13：00～16：00
対象成人　定員先着10人　料金500円　
持物裁縫道具
申2/2㈫から電話で

公民館体験学習講座
「初心者の囲碁教室」

2/14㈰・21㈰10：00～12：00　全2回
定員先着10人
申2/2㈫から電話で

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-6431

太鼓体験教室「たたい
てみよう」

2/21㈰①13：00～15：00、②15：00～17：00
対象①小学生と保護者、②中学生以上の方
定員①先着6組12人、②先着12人　
料金500円
申2/3㈬から電話で

座ってできる‼イス・
シニア体操教室

3/3㈬13：00～15：00
対象60歳以上の方　定員先着12人
申2/9㈫から電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-1992

手ぶらでスマホ体験
「不安にさよなら‼や
さしい基本編」

2/25㈭10：00～12：00
対象成人　定員先着15人　
申2/2㈫から電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

さつき人形劇場
2/13㈯14：00～15：00
対象4歳児～小学4年生と保護者　定員先着20人
申2/2㈫から電話で

身体をほぐそう‼「ス
トレッチ&体操教室」

2/25㈭13：00～15：00
対象成人　定員先着15人
申2/2㈫から電話で

長作公民館
☎258-1919
FAX286-6449

そば打ち体験講座
2/17㈬13：00～16：00
対象成人　定員先着8人　料金1,500円
申2/2㈫から電話で

花園公民館
☎273-8842
FAX271-0370

笑顔をつなぐ整理収納
「生前整理で人生身軽
に」

3/3㈬10：00～12：00
対象60歳以上の方　定員先着20人　
申2/9㈫から電話で

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0185

千葉市歴史講座
「千葉開府900年に向け
て千葉氏を知ろう」

2/17㈬10：00～11：30
対象成人　定員先着20人
申2/2㈫から電話で

稲
毛

草野公民館
☎287-3791
FAX287-3672

知っておきたい‼
キャッシュレス決済の
基礎知識

2/15㈪10：00～12：00
対象成人　定員先着20人
申2/2㈫から電話で

黒砂公民館
☎241-2811
FAX247-1931

親子で千葉市美術館を
まるごと楽しもう‼‼

2/16㈫10：30～11：30
対象3歳～就学前児の子どもと保護者
定員先着10組　料金美術館入館料
申2/2㈫から電話で

小中台公民館
☎251-6616
FAX256-6179

家族も安心エンディン
グノートを書いてみよ
う

2/20㈯14：00～16：00
対象成人　定員先着20人
申2/2㈫から電話で

絵本の読み聞かせ
3/14㈰10：00～12：00
対象小学1～3年生の子どもと保護者　
定員先着15組30人
申2/2㈫から電話で

山王公民館
☎421-1121
FAX423-0359

普通救命講習
2/28㈰9：00～12：00
対象成人　定員先着10人
申2/2㈫から電話で

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

わくわく楽学講座　
ロシア語入門

2/20㈯9：30～11：30
対象成人　定員先着6人
申2/2㈫から電話で

わくわく楽学講座
ひな祭りちらし寿司＆
太巻寿司作り

3/3㈬9：30～12：30
対象成人　定員先着8人　料金500円
申2/2㈫から電話で

都賀公民館
☎251-7670
FAX284-0627

郷土の歴史講座「徳川
吉宗とお鷹狩り」

2/20㈯10：00～12：00
対象成人　定員先着16人
申2/2㈫から電話で

轟公民館
☎251-7998
FAX285-6301

パソコン講座　写真で
作ろうフォトムービー

2/23㈷～26㈮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　
申2/2㈫から電話で

千葉氏入門Q＆A講座
3/7㈰10：00～12：00
対象成人　定員先着20人　料金100円　　
申2/2㈫から電話で

緑が丘公民館
☎259-2870
FAX286-6442

救命講習
2/20㈯9：00～12：00
対象成人　定員先着10人
申2/2㈫から電話で

若
葉

大宮公民館
☎265-2284
FAX265-6948

房総黒船見聞記
2/25㈭10：00～12：00
対象成人　定員先着15人　
申2/2㈫から電話で
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日時＝日程・時間　場所＝場所　内容＝内容　対象＝対象　定員＝定員　持物＝持ち物　料金＝料金　備考＝備考
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＝くらし・地域　 ＝健康・福祉　 ＝子育て・教育
＝魅力・観光　　 ＝その他


