
講座・イベント名 日時・対象・定員

①おやこ工作　「へんしんセットを
つくろう‼」

4/3㈯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16人

②オープンキッチン「梅ケ枝餅（う
めがえもち）をつくろう‼」

4/24㈯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　

③オープン工房「はるのリースをつ
くろう‼」

4/25㈰14：00～16：00
対象4歳児～高校生
定員先着8人

④なかよし工房Aクラス「お花のポン
ポンをつくろう‼」

4/29㈷14：00～16：00
対象小学～高校生　
定員先着8人　

施　設
☎202-1504 FAX202-1503
火曜日休館

備考就学前児は保護者（1人）同伴
申当日直接会場へ（①③④13：45、②8：45から受け付け）

子ども交流館

梅ケ枝餅梅ケ枝餅

お花のポンポンお花のポンポン

科学館
☎308-0511 FAX308-0520　4/6㈫～9㈮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･②同館券売機でチケ

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

4/11㈰･18㈰16：00～16：45　定員各先着150人
料金高校生以上800円、小･中学生300円

②GW企画展「ポップアップ・ミュ
ージアム～しかけ絵本の世界～
Part2」

4/17㈯～5/16㈰9：00～17：00　
料金大人700円、高校生450円、小・中学生250円

③千葉キッズサイエンストーク
「南極で何やってるの？」

4/18㈰14：30～15：30　
内容南極について基地との生中継や簡単な実験
も交えて紹介します。詳しくはHP　
対象小学生以上の子どもと保護者
定員先着10組20人　備考要入館料

④きぼーる星空観察会
5/1㈯・26㈬19：30～
20：30　定員各20人　
備考中学生以下は保護者
同伴

⑤大人が楽しむ科学教室

Ⓐ市街地におけるコミ
ュニティベース　精密
農業の試み＝5/4㈷、
Ⓑヒトの色覚の起源と多様性＝5/8㈯、ⒸCO₂
の光燃料化＝5/30㈰。ⒶⒸ13：30～15：00、Ⓑ
14：30～16：00　定員各先着20人

日時5～12月のうち、全8回　
内容ネコ科の動物をテーマに、動物園で調べたり、大学の先生から学びます。最終
日には自分の調べたことを発表します。
対象小学4年生以上の方　定員20人　料金2,500円
申4/30㈮必着。はがき（1人1通）に必のほか、応募理由を明記して、〒260-0013
中央区中央4-5-1千葉市科学館へ

ちば生きもの科学クラブ　クラブ生の募集

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書写セットとiPadで合成アニメ作
り‼

5/4㈷・5㈷9：30～
12：00　定員12人　
持物太筆、細筆、文鎮、
フェルト下敷き、墨
汁、硯

②はじめてのLINE
5/10㈪･11㈫13：30～
15：30　
対象LINEを使ったことがない方
定員10人　持物スマートフォン

③LINEを楽しもう
5/10㈪･11㈫10：00～12：00　対象LINEアプリ
をインストール済みの初心者　定員10人
持物スマートフォン

④春からはじめるボランティア‼身
近な5施設活用術

5/16㈰13：30～16：30　対象地域活動やボラン
ティア活動をしている、または始めようと
している方　定員30人 

申①4/14㈬、②～⑦4/30㈮必着。往（1人1通1講座）に必を明記して、〒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。

⑤名画座 「ミラーを拭く男」　 5/20㈭10：00～12：00、14：00～16：00　
定員各70人

⑥ちばカレッジ2021「平和都市ちば
の歩み」

6/2・16、7/21、9/1・15、10/6、11/10、12/1、
来年1/19の水曜日10：00～12：00（11/10は
8：00～17：00）と10/7㈭～11/30㈫のうち1日
10：00～16：00。全10回　
定員20人　持物カメラ付きのパソコン、タブレ
ット、スマートフォンのいずれか　
料金6,000円

⑦ちばカレッジ2021「ちばの発展と
鉄道」

6/9・23、7/14、9/8・29、10/13、11/17、12/15、
来年1/19の水曜日10：00～12：00（11/17は
8：00～17：00）と10/14㈭～12/14㈫のうち 
1日10：00～16：00。全10回
定員20人　持物カメラ付きのパソコン、タブレ
ット、スマートフォンのいずれか　
料金6,000円　

講座名など 日時・対象・定員など

公民館
講座
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
区 館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

中
央

葛城公民館
☎222-8554
FAX222-1453

身近な野鳥、ツバ
メを知ろう‼

4/26㈪13：30～14：30
対象成人　定員先着10人
申4/2㈮から電話で

新宿公民館
☎243-4343
FAX243-3972

ハーブ活用術　
「寄せ植え、石鹼、
額作り」

5/6㈭・20㈭、6/3㈭10：00～12：00　全3回
対象成人　定員先着12人　料金3,000円
申4/2㈮から電話で

末広公民館
☎264-1842
FAX264-3746

パソコン講座「初
心者のためのワー
ド」

5/12㈬～14㈮13：30～16：30　全3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1,320円
持物2GB以上のUSBメモリ
申4/9㈮から電話で

星久喜公民館
☎266-4392
FAX266-4981

安心‼簡単‼スマ
ホ教室初級編

4/15㈭13：30～15：30
対象60歳以上の方　定員先着12人　
持物androidスマートフォン　備考貸出機あり
申4/3㈯から電話で

安心‼簡単‼スマ
ホ教室応用編

4/22㈭13：30～15：30
対象60歳以上の方　定員先着12人　
持物androidスマートフォン　備考貸出機あり
申4/3㈯から電話で

宮崎公民館
☎263-5934
FAX263-4904

生ごみを使った安
心安全な野菜作り

5/8・22、6/26、7/24、8/21、9/25、10/23の
土曜日10：00～12：00（5/22は9：00～12：00）
全7回　
定員先着10人　料金1,000円
申4/2㈮から電話で

江戸流手打ち
そば体験教室

5/29㈯、6/6㈰・20㈰9：30～13：00　
対象成人　定員各先着6人　料金1,500円　
申4/2㈮から電話で

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
FAX271-6994

初めてのいけ花
4/20、5/18、6/15、9/21、10/19、11/16、
12/21の火曜日13：00～15：00　全7回　
対象成人　定員先着5人　料金4,900円
申4/2㈮から電話で

検見川公民館
☎271-8220
FAX271-9319

春笑‼落語フォー
エヴァー

4/18㈰10：30～12：00
定員先着20人　
申4/2㈮から電話で

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-6431

くらしの巡回講座
「悪質商法の手口
と対処法」

4/22㈭10：00～12：00
対象60歳以上の方　定員先着20人　
申4/2㈮から電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-1992

終活楽しく第一歩
‼現状・想い・リス
ク・手順を知ろう

5/9㈰10：00～12：00
対象成人　定員先着15人　
申4/2㈮から電話で

花園公民館
☎273-8842
FAX271-0370

すぐ使いたくなる
英会話

5/10～31の月曜日10：00～11：30　全4回　
対象成人　定員先着10人
申4/2㈮から電話で

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0185

2歳児前後親子
ふれあい教室

5/12～26の水曜日10：00～12：00　全3回　
対象1歳6カ月～2歳6カ月児と保護者　
定員先着10組20人
申4/7㈬から電話で

幕張本郷公民館
☎271-6301
FAX271-0881

微笑みの円空仏を
彫ってみよう

5/1～29の土曜日13：30～15：30　全5回　
対象成人　定員先着10人　料金1,000円
申4/9㈮から電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
FAX243-3962

水彩画入門
「いなげ八景を描
く」

5/1～15の土曜日10：00～12：00　全3回　
対象成人　定員先着15人
申4/6㈫から電話で

草野公民館
☎287-3791
FAX287-3672

スマホの便利な使
い方教室(カメラ・
アプリ)

4/28㈬10：00～12：00
対象成人　定員先着14人
申4/2㈮から電話で

山王公民館
☎421-1121
FAX423-0359

ぬりえセラピー
～色を楽しもう～

5/29㈯10：00～12：00
対象成人　定員先着10人　料金300円
申4/2㈮から電話で

星がいっぱい見えるかな星がいっぱい見えるかな

ット購入。③⑤電話で同館へ。④4/15㈭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
催しなど

アニメを自分で作りますアニメを自分で作ります
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