
区 催し名 日時・対象・定員・申込方法など

花
見
川

花見川図書館 ☎250-2851 FAX250-2853

親子で楽しむおはなし会 10/24㈯10：00～10：30
対象0～3歳児と保護者　定員先着5組

大型絵本おはなし会 10/24㈯11：00～11：30
対象4歳児～小学生と保護者　定員先着10人

花見川団地分館 ☎250-5111 FAX250-5112

親子で楽しむおはなし会
10/17㈯11：00～11：30　
対象3歳児以上と保護者
定員先着5組

みずほハスの花図書館 ☎275-6330 FAX275-6351

わらべうたであそぼう 11/1㈰10：30～11：00
対象0～3歳児と保護者　定員先着5組

おはなし会 11/1㈰13：00～14：00
対象4歳児～小学生と保護者　定員先着8組

稲
毛

稲毛図書館 ☎254-1845 FAX284-4795

昔なつかし紙芝居 10/24㈯10：30～11：00　
定員先着15人

手話で楽しむ大型絵本お
はなし会

10/24㈯14：00～14：30　
定員先着15人

若
葉

若葉図書館 ☎237-9361 FAX237-5163
わらべうたで遊ぼう　
0・1・2歳児

10/17㈯10：30～11：00
対象0～2歳児と保護者　定員先着4組

秋の親子おはなし会 10/17㈯11：20～11：50　
対象3歳児～小学生と保護者　定員先着4組

西都賀分館 ☎254-8681 FAX254-8682

おはなし会 11/7㈯10：00～10：30
対象3歳児～小学生と保護者　定員先着4組

泉分館 ☎228-2982 FAX228-0514

親子おはなし会 10/24㈯11：00～11：30
対象3歳児～小学生と保護者　定員先着15人

緑

緑図書館 ☎293-5080 FAX293-5100　

おはなし会 11/7㈯11：10～11：40
対象0～3歳児と保護者　定員先着10組　

あそべる工作 11/7㈯10：00～12：00、13：00～15：00
備考所要時間30分程度

あすみが丘分館 ☎295-0200 FAX295-0219

大型絵本の読み聞かせ
11/21㈯10：00～10：30
対象小学生以下の子どもと保護者　
定員先着20組　　　

美
浜

美浜図書館 ☎277-3003 FAX278-4303

英語で楽しむ親子おはな
し会

11/7㈯10：45～11：15、11：30～12：00　
対象4歳児～小学生と保護者　定員各8組
申10/20㈫までに電話で。電子申請も可

テレイドスコープ作りと
秋のおはなし会

11/7㈯14：00～15：30
対象小学生（1年生は保護者同伴）　定員10人　
申10/20㈫までに電話で。電子申請も可

打瀬分館 ☎272-4646 FAX272-4648

英語で楽しむ親子おはな
し会

10/24㈯10：45～11：15、11：30～12：00　
場所打瀬公民館講習室
対象4歳児～小学生と保護者　
定員各8人　
申10/11㈰までに電話で。電子申請も可

催し・展示名など 日時・定員・料金

ゲームラリー 10/31㈯まで　
料金100円

皆楽皆喜会作品展 9/29㈫～10/4㈰
陶芸展「手ひねり陶芸の世界」 10/6㈫～11㈰
ハンドメイドサロンハーモニー作
品展 10/13㈫～25㈰

コキアで作るミニほうき 10/24㈯・25㈰11：00～15：00
定員各20人　料金500円

レザーアートの世界 10/27㈫～11/1㈰

教室名 日時・定員・料金
大人のための消しゴムはんこ「花
はがき」

11/12㈭13：00～16：30
定員15人　料金2,000円

市民のための寄せ植え講座 11/21㈯①10：00～12：00、②13：30～15：30
定員各20人　料金2,700円

春まで楽しめるふんわりまーるい
ハンギングバスケット教室

11/27㈮10：30～12：30
定員8人　料金3,800円

☎277-8776 FAX277-8674　
月曜日休館
入館料＝高校生以上300円、小・中学生
150円
催し
申当日直接会場へ

みんなでつくろう‼企画展示コーナー

フラワーカレッジ参加者募集
申10/10㈯消印有効。往(1通1人1講座)に必を明記して、〒261-0003美浜区高浜7-2-4
三陽メディアフラワーミュージアムへ。Eメールhanabi-event@worldparkjp.comも
可

三陽メディアフラワーミュージアム

講座・催し名 日時・定員・料金など
①花木の剪定と庭木の病虫害
対策（講義）

10/17㈯9：30～12：00　
定員24人　料金100円

②収穫祭 10/24㈯10：00～14：00（荒天中止）　内容地元野菜や
花の販売、収穫体験、和太鼓演奏など

③燻製作りにチャレンジ 10/31㈯9：30～11：30、13：30～15：30　
定員各12人　料金1,500円

④旬の野菜で秋を味わう料理 11/6㈮9：30～14：00
定員24人　料金1,500円

⑤剪定バサミと刈込みバサミ
の刃砥ぎ

11/7㈯10：00～12：00、13：00～15：00　
定員各20人　料金100円

⑥市内農産物で野菜ソムリエ
とカフェ風ランチ作り

11/13㈮9：30～14：00　
定員24人　料金1,500円

男女共同参画センター ☎209-8771 FAX209-8776　月曜日休館

申Eメールで必のほか、①③④で託児希望の場合は子どもの氏名（フリガナ）・年
齢を明記して、同センターEメールsankaku@f-cp.jp。電話も可

催し･講座名 日時・場所・定員など
①世界の女の子が直面する問
題からSDGｓを考える

10/17㈯10：00～11：30
場所生涯学習センター　定員先着40人

②知っておきたい、働くわた
しの社会保険

10/28㈬18：30～20：00
場所生涯学習センター　対象女性　定員先着12人

③ＤＶ被害者支援講座「誰も
が知ってほしいＤＶのこと」

11/14㈯13：30～15：00　
定員先着15人　

④わたしの選択、わたしの未
来～ライフプランと女性の健
康

11/21㈯、12/5㈯10：00～11：30　全2回
対象女性　
定員先着15人

＊①③④託児あり(対象1歳6カ月以上の就学前児、申講座開始2週間前まで)。

いきいきプラザ・センター
対象市内在住の方（①～③⑤60歳以上の方、④小学生以上の方）
申10/1㈭9：30から、催しの前日までに電話・FAXで、各プラザ・センターへ

講座名 日時・定員・内容など
蘇我いきいきセンター☎264-6966 FAX264-6967

①健康フェスティバル　　 10/18㈰9：30~11：30、13：00~15：00　内容脳年齢・骨密
度・体脂肪測定、健康相談など　定員各先着12人

花見川いきいきプラザ☎216-0080 FAX216-0083

②初めての鉛筆デッサン
10/11㈰10：00～12：00　定員先着15人　持物画用紙かス
ケッチブック・鉛筆(H・HB・B・2B各1本)・カッター・
練り消しゴム・モチーフの野菜

③コロナ自粛から体の機能
を呼び起こそう!!機能回復訓
練講師が教える簡単運動セ
ミナー

10/29㈭13：30～15：30　
定員先着16人　
持物タオル・飲み物・ヨガマットまたはバスタオル

④アイリスフォールディン
グのクリスマスカード作り

10/11㈰13：00～15：00　
定員先着15人　料金500円

都賀いきいきセンター☎232-4771 FAX232-4773
⑤万華鏡みたいなテレイド
スコープを作ろう‼

10/30㈮10：00～11：00　
定員先着10人

公営事業事務所
☎251-7111 FAX255-9909

レース日程（場外）
レース名 日程

取手（FⅠ） 10/1㈭　　　
京都向日町（FⅡ） 1㈭～ 3㈯
熊本（GⅢ）in久留米 1㈭～ 4㈰
千葉（FⅠ）in川崎 3㈯～ 5㈪
富山（FⅠ） 5㈪～ 7㈬
大垣（FⅠ） 8㈭～10㈯
松戸（GⅢ）ナイター 8㈭～11㈰
弥彦（FⅠ） 9㈮～11㈰
小田原（FⅠ） 12㈪～14㈬
青森（FⅠ） 12㈪～14㈬
川崎（FⅡ）ナイター 15㈭～17㈯

千葉競輪場

レース名 日程
寛仁親王牌（GⅠ）前橋 10/15㈭～18㈰
和歌山（FⅠ） 16㈮～18㈰
伊東温泉（FⅡ） 18㈰・19㈪
富山（FⅠ） 19㈪～21㈬
弥彦（FⅡ） 19㈪～21㈬
京王閣（GⅢ） 24㈯～27㈫
立川（FⅠ）関東カップ 28㈬～30㈮
岸和田（FⅠ）in和歌山 28㈬～30㈮
松戸（FⅠ）ナイター 28㈬～30㈮
小田原（FⅡ） 31㈯～11/ 2㈪
防府（GⅢ） 31㈯～11/ 3㈷

ふるさと農園 ☎257-9981 FAX258-1024　月曜日休園
申①③～⑥10/7㈬必着。往(1講座1人1通)に必を明記して、〒262-0011花見川区三
角町656-3ふるさと農園へ。同園HPからも可。②当日直接会場へ

日時10/14㈬～11/4㈬のうち3日程度
場所美浜図書館
内容子ども読書まつり前後に実施する企画展示コーナーを参加者みんなで作りま
す。企画提案から展示図書選び、展示作業などを行います。
対象①小学生以下の方、②成人
定員各3人
備考応募多数の場合は面接により選考。
申10/10㈯必着。FAXで、必のほか、企画展示コーナーのアイデアを記入。電話
も可
問美浜図書館☎277-3003 FAX278-4303

情報けいじばん2020年（令和2年）10月号 21ちば市政だより

特に記載のない場合は、⃝申し込みは １日から受け付け　⃝応募多数の場合は抽選　⃝対象は市内在住・在勤・在学の方　⃝料金は無料
申込時に記載する必要事項は【16面】参照。


