
区 館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

稲
毛

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

わくわく楽学ミニ
文化祭

5/4㈷①9：30～12：30、②9：30～10：20、 
10：30～11：20、③13：30～15：30、④13：30～
16：00　内容①太巻作り、②バルーンアート、
③手品、④映画鑑賞　
対象小学生以上の方　定員先着①8人、②各10人、
③12人、④15人　料金①②各500円
申①②4/7㈬･③④9㈮から電話で

都賀公民館
☎251-7670
FAX284-0627

普通救命講習～大
切な人の命を守る
～

5/19㈬9：30～12：30
対象成人　定員先着10人
申4/2㈮から電話で

轟公民館
☎251-7998
FAX285-6301

ハンドメイド講座
「着物をリメイク、
和布のブローチ」

4/21㈬10：00～12：00
対象成人　定員先着10人　料金200円
申4/2㈮から電話で

親子でクッキング
昔ながらの手作り
お味噌

4/29㈷13：00～15：00　対象小学生と保護者　
定員先着6組12人　料金2,000円
申4/11㈰から直接来館

若
葉

加曽利公民館
☎232-5182
FAX232-6408

リサイクル講座
「不用になった布
で立体マスク作り
方教室」

4/14㈬10：00～12：00
対象成人　定員先着12人　料金100円
申4/2㈮から電話で

更科公民館
☎239-0507
FAX239-0569

ギャラリーさらし
な写真展 5/1㈯～14㈮9：00～17：00

初心者のための撮
影講座

5/8㈯9：30～14：30
対象成人　定員先着10人　持物昼食
申4/2㈮から電話で

千城台公民館
☎237-1400
FAX237-1401

老化予防健康体操
5/13㈭10：00～11：30
対象60歳以上の方　定員先着20人
申4/12㈪から電話で

若松公民館
☎231-7991
FAX231-0798

坂月川親子生き物
教室～蛍、トンボ、
カエル、野鳥～

6/6㈰、11/27㈯、12/12㈰13：30～15：30　
全3回　
対象小・中学生と保護者　定員先着8組16人　
申4/20㈫から電話で

緑
誉田公民館
☎291-1512
FAX292-7487

親子で遊ぼう‼
「英語でリトミッ
ク」

5/8㈯・15㈯10：00～11：00　全2回　
対象1～3歳児と保護者　定員先着10組20人
申4/7㈬から電話で

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
FAX278-9959

「ボッチャ体験会」
5/3㈷10：00～12：00
定員先着24人
申4/2㈮から電話で

稲浜公民館
☎247-8555
FAX238-4176

2～3歳児親子体操
教室

5/7～28の金曜日10：00～12：00　全4回　
対象2～3歳児と保護者　定員先着20組40人
申4/13㈫から電話で

打瀬公民館
☎296-5100
FAX296-5566

初めてのトールペ
イント～ペンダン
ト＆マスク作り～

4/21㈬10：00～12：00
対象成人　定員先着12人　料金500円
申4/2㈮から電話で

幸町公民館
☎247-0666
FAX238-4153

郷土史講座「千葉
氏入門」

5/2㈰10：00～12：00
対象成人　定員先着20人　
申4/2㈮から電話で

高浜公民館
☎248-7500
FAX248-6851

土の再利用法と寄
せ植え作り

「植栽仲間募集中」

4/17㈯、5/15㈯10：00～12：00　全2回　
対象成人　定員先着8人　料金700円
申4/2㈮から電話で

アートフラワー講
習「私色のガーベ
ラで春を楽しむ」

4/29㈷10：00～12：30　
対象成人　定員先着8人　料金600円
申4/2㈮から電話で

区 日程 会場 問い合わせ
花
見
川

4/14㈬
28㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

4/ 9㈮
12㈪
16㈮

草野公民館
小中台公民館
轟公民館

小中台公民館
☎251-6616

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉 4/22㈭ みつわ台公民館 千城台公民館

☎237-1400
美
浜 4/15㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

子育てママのおしゃべりタイム
日時10：00～12：00　
対象子育て中の方・妊婦（子ども同伴可）
備考新型コロナウイルス感染症拡大防止のため人数を制限
します。
申当日直接会場へ（時間中出入り自由）

図書館 月曜日、第3木曜日休館
子ども読書の日記念　親子おはなし会
申特に記載のないものは当日直接会場へ
区 会場・問い合わせ 日時･対象･定員

中
央

中央図書館
☎287-3980 FAX287-4053

4/10㈯11：00～11：30、15：00～15：30
場所生涯学習センター　対象3歳以上の方
定員各先着20人

みやこ図書館
☎233-8333 FAX234-4187

4/20㈫①15：30～16：00、②16：00～16：30
対象①3～5歳児、②6歳児・小学生
定員各先着10人

白旗分館
☎264-8566 FAX268-1032

4/21㈬15：30～16：00　
対象3歳児～小学生　定員先着8人

花
見
川
花見川図書館
☎250-2851 FAX250-2853

4/16㈮①11：00～11：30、②16：00～16：30
対象①3歳以下の方、②4歳児～小学生　
定員各先着10人

区 会場・問い合わせ 日時･対象･定員など

花
見
川

花見川団地分館
☎250-5111 FAX250-5112

4/24㈯11：00～11：30
対象3歳児～小学生　定員先着10人

みずほハスの花図書館
☎275-6330 FAX275-6351

4/17㈯①11：00～11：15、②11：30～11：45、③
15：00～15：15、④15：30～15：45　
対象①②3～6歳児、③④小学生　
定員各先着10人
申電話で

稲
毛
稲毛図書館
☎254-1845 FAX284-4795

4/23㈮①15：15～15：35、②16：00～16：30
対象①3～6歳児、②小学生　定員各先着10人

若
葉

若葉図書館
☎237-9361 FAX237-5163

4/23㈮15：30～16：00　
対象3歳児～小学生　定員先着14人

西都賀分館
☎254-8681 FAX254-8682

4/24㈯11：00～11：30　
対象3歳児～小学生　定員先着8人

泉分館
☎228-2982 FAX228-0514

4/24㈯11：00～11：30　
対象3歳児～小学生　定員先着15人

緑

緑図書館
☎293-5080 FAX293-5100

4/23㈮①11：00～11：30、②11：30～12：00、③
16：00～16：30　　
対象①②3歳児以下の方、③4歳児～小学生
定員①②各先着20人、③先着14人

あすみが丘分館
☎295-0200 FAX295-0219

4/28㈬①11：00～11：30、②15：45～16：15
対象①3歳以下の方、②4歳児～小学生
定員各先着20人

美
浜

美浜図書館
☎277-3003 FAX278-4303

4/23㈮①11：00～11：30、②15：30～16：00、③
16：00～16：30　
対象①1・2歳児、②3・4歳児、③5歳児～小学生
定員各先着20人

打瀬分館
☎272-4646 FAX272-4648

4/22㈭①11：00～11：20、②15：30～15：50
対象①3歳以下の方、②3歳児～小学生　
定員①先着16人、②先着8人

外国語おはなし会　「英語で楽しもう‼絵本の世界」
日時4/11㈰15：00～15：30　
場所生涯学習センター
対象5歳児～小学生と保護者（1人）　定員先着20人　
申当日直接会場へ
問中央図書館 ☎287-3980 FAX287-4053

三陽メディアフラワーミュージアム
☎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

展示名 日時
写団さいわい写真展「花と風景」 4/7㈬～11㈰
フォトサークル写童「第42回花の
写真展」 4/13㈫～18㈰

鈴木淳子のときめき倶楽部「第6回
花咲くアートライフ」 4/20㈫～25㈰

千葉美工和会「作者と語ろう癒し
の世界」（仮）の写真展」 4/27㈫～5/9㈰

フラワーカレッジ参加者募集
申4/10㈯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

教室名 日時・定員・料金
草木染めでコサージュ作り「布
花2回シリーズ」

5/12㈬･19㈬10：00～12：00　全2回　
定員15人　料金3,000円

ブリキのクラシカルな寄せ植え 5/15㈯13：30～15：30
定員18人　料金3,500円

展示
申当日直接会場へ

ふるさと農園

講座名 日時・定員・料金など

①農業体験教室
金曜日コース

4月30日～12月の金
曜日のうち13回程度。
9：30～12：00　
定員20人　料金2,500円

②農業体験教室
水曜日コース

5月12日～12月の水曜
日のうち13回程度。
9：30～12：00　
定員20人　料金2,500円

③親子農業体験教室
5月23日～12月の日曜日のうち6回程度。
9：30～12：00
対象小学生と保護者　
定員12組24人　料金1組2,000円

④料理教室　「野菜ソムリエと
カフェ風ランチ作り」

5/12㈬9：30～14：00
定員24人　料金1,500円

⑤木工教室「煤竹で靴べら作
り」

5/15㈯・22㈯10：00～15：00　
全2回　定員12人　料金1,200円

☎257-9981 FAX258-1024　
月曜日休園

申4/7㈬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。Eメールfuru-noen@tsukahara-li.co.jpも可

たくさん収穫
できるかな

たくさん収穫
できるかな

！！

オシャレランチにオシャレランチに挑戦挑戦

情報けいじばん2021年（令和3年）4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。


