
シルバー人材センター ☎265-0070 FAX265-0048

講座名 日時･料金など

エクセル「やさしい関数と表作成」 5/10㈪･17㈪13：00～16：00　全2回
料金4,100円

エクセル入門「体重血圧グラフ作成」5/11～25の火曜日10：00～12：00　全3回
料金4,100円

ワードで手作り名刺 5/19㈬13：00～16：00　料金2,300円

ワードで案内地図の作成 6/9㈬･16㈬13：00～16：00　全2回　
料金4,100円

スマホ「初めてのLINE」 6/21㈪13：00～16：00　
持物スマートフォン　料金2,100円

教室名 曜日 クラス 科目･時間

末広教室
（シルバー人材
センター内）

火 小学3･4年生 ①算数＝16：30～17：30、②国語＝17：30～
18：30

中学1～3年生 ③数学＝17：00～18：30

木 小学5･6年生 ④算数＝16：30～17：30、⑤国語＝17：30～
18：30

中学1～3年生 ⑥英語＝17：00～18：30

真砂教室
（真砂コミュニ
ティセンター
内）

木
小学3～6年生 ⑦算数＝16：00～17：00、⑧国語＝17：00～

18：00

中学1～3年生 ⑨数学＝18：00～19：30、⑩英語＝19：30～
21：00

土

小学3･4年生 ⑪算数＝13：00～14：00、⑫国語＝14：00～
15：00

小学5･6年生 ⑬算数＝15：00～16：00、⑭国語＝16：00～
17：00

中学1～3年生 ⑮英語＝17：00～18：30、⑯数学＝18：30～
20：00

おゆみ野教室
（緑区おゆみ野
中央4-34-11）

金 小学3･4年生 ⑰算数＝16：30～17：30、⑱国語＝17：30～
18：30

土 小学5･6年生 ⑲算数＝13：30～14：30、⑳国語＝14：30～
15：30　

パソコン教室
対象文字入力ができる方　
定員各先着6人
申5/6㈭から電話で

学習教室
日時6月～来年3月。各月4回
定員①～⑥、⑪～⑳先着10人程度、⑦～⑩先着5人程度
料金小学生＝各月2,500円（要別途テキスト代）、中学生＝各月3,500円
申5/6㈭から電話で

いきいきプラザ･センター
対象市内在住で①～④60歳以上、⑤50歳以上の方
申5/1㈯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･内容･定員
中央いきいきプラザ ☎209-9000 FAX209-9006

①健康フェスティバル 5/9㈰9：30～11：30、13：00～15：00　
内容骨密度･体組成測定、健康相談など　定員各先着25人

②歴史講演会
「姉川の戦い」

5/22㈯13：30～15：30
定員先着16人

蘇我いきいきセンター ☎264-6966 FAX264-6967

③健康フェスティバル 5/16㈰9：30～11：30、13：00～15：00　
内容骨密度･体組成測定、健康相談など　定員各先着24人

あやめ台いきいきセンター ☎207-1388 FAX207-1368

④健康フェスティバル 5/22㈯9：30～11：30、13：30～15：30　
内容骨密度、血管年齢、健康相談など　定員各先着24人

若葉いきいきプラザ ☎228-5010 FAX228-8956
⑤50歳からの人生設計
「今だから聞ける終活」

5/16㈰10：00～12：00
定員先着10人

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

申Eメールで必を明記して、同センターEメールsankaku@f-cp.jp。電話も可
催し･講座名 日時･対象･定員など

公開講座「新しい男女共同参画社会
を目指して」

5/15㈯14：00～15：30　
内容第5次男女共同参画基本計画を学ぶ　
定員先着15人

女性のための就職応援講座「目指す
は正社員‼自分でひらく未来への
一歩」

6/11㈮･18㈮10：00～11：30＝市男女共同参画
センター、6/25㈮11：00～12：00または14：00
～15：00＝ハローワークちば駅前プラザ（中
央区新町3-13）　全3回　
対象おおむね39歳以下の女性　定員先着15人

＊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）

ふるさと農園 ☎257-9981 FAX258-1024　
5/6㈭、5/10～31の月曜日休園

申5/7㈮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

都市緑化植物園 ☎264-9559 FAX265-6088
5/6㈭、5/10～31の月曜日休園

申①～③5/25㈫必着。往（1通1人）に必のほか、③はⒶ～Ⓒの希望を明記して、
〒260-0808中央区星久喜町278千葉市都市緑化植物園へ。電話･FAXも可。④当日
直接園内みどりの相談所へ

催し名 日時･定員など
①みどりの教室～森の案
内人をめざして～

6/1･8、7/13、9/28、10/5･26、11/16、12/7･21の火曜日
10：00～16：00　全9回　定員15人　料金1,000円

②身近な自然を学ぶ講座 6/4、7/9、10/8、11/12の金曜日、6/10㈭10：00～16：00
全5回　定員15人　料金500円

③庭園講座

Ⓐ6/16、7/7、9/8、10/6、11/10、12/1、来年1/12、3/2
の水曜日。Ⓑ6/23、7/14、9/15、10/13、11/17、12/8、
来年1/19、3/9の水曜日。Ⓒ6/30、7/21、9/22、10/20、
11/24、12/15、来年1/26、3/16の水曜日。いずれも、13：00
～16：00、全8回　内容樹木の特性･整枝剪定･移植･病虫害
対策などを座学と実習で学ぶ　定員各15人

④園内ガイドツアー 6/19㈯13：30～14：30　備考雨天中止

花の美術館（旧三陽メディアフラワーミュージアム）
☎277-8776 FAX277-8674　5/10～31の月曜日休館
入館料＝高校生以上300円、小･中学生150円

教室名 日時･定員･料金
ハーブ＆ベジタブルのキッチン寄せ
植え

6/2㈬10：00～12：00　
定員12人　料金2,500円

可愛らしいハート型のワイヤー花器
にプリザアレンジ

6/6㈰10：30～12：30　
定員18人　料金3,000円

紫陽花のリース形アレンジメント 6/10㈭13：30～15：30　定員18人　料金4,500円
つまみ細工で作る羽二重のバラ 6/11㈮10：00～12：00　定員15人　料金1,800円

フラワーカレッジ参加者募集
申5/10㈪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
7-2-4千葉市花の美術館へ。Eメールhanabi-event@worldparkjp.comも可

催し･展示名など 日時･対象･定員
ゴールデンウイーク手作りマルシェ 5/9㈰まで

こどもの日プレゼント 5/5㈷9：30～16：30　対象小学生
以下の子ども　定員先着100人

彩華　花の教室「浜風によせて」 5/11㈫～16㈰
手まりの会「彩りの手まり展」 5/18㈫～23㈰
高浜写真同好会「第21回高浜写真同好会写真展」 5/25㈫～30㈰
グリーンフェスタ 5/30㈰

催し
申当日直接会場へ

市民展示室2階の利用者募集
日時7/6㈫～10/3㈰の火～日曜日の原則6日間
内容作品の題材は花、緑、自然。設営、撤収、展示物の保守管理などは各自の責任
対象市内在住の個人または団体　定員各期間1組
申5/10㈪消印有効。往に必のほか、希望する期間（第3希望まで）、展示タイトル･
内容を明記して、〒261-0003美浜区高浜7-2-4千葉市花の美術館へ。 Eメールhanabi-
event@worldparkjp.comも可

区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

美
浜

高浜公民館
☎248-7500
FAX248-6851

初めての陰ヨガ「股関
節の柔軟性から健康と
若さを」

5/17～31の月曜日11：00～12：30　全3回
対象成人　定員15人　
申5/6㈭必着。往に必を明記して、〒261-
0003美浜区高浜1-8-3高浜公民館へ

幕張西公民館
☎272-2733
FAX271-8944

陶芸入門教室
①月曜日コース②木曜
日コース

①5/17･24、6/7･14の月曜日、②5/20 
･27、6/10･17の木曜日。いずれも、午前
コース10：00～12：00、午後コース13：30
～15：30、各全4回
対象成人　定員各回先着8人　料金1,000円
申5/2㈰から電話で

区 日程 会場 問い合わせ

中
央

5/11㈫
17㈪
24㈪

松ケ丘公民館
新宿公民館
生浜公民館

松ケ丘公民館
☎261-5990

花
見
川

5/12㈬
26㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

5/ 7㈮
10㈪
21㈮

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

5/13㈭
27㈭

桜木公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-1400

緑 5/10㈪
12㈬

誉田公民館
おゆみ野公民館

誉田公民館
☎291-1512

美
浜 5/20㈭ 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）

講座名 日時･定員･料金など
料理教室「太巻き祭りずし」

（薔薇の花）
5/21㈮9：30～13：00　
定員24人　料金1,000円

講座名 日時･定員･料金など
料理教室「旬の夏野菜を楽し
む料理」

6/4㈮9：30～14：00　
定員24人　料金1,500円

親子教室「親子で作る白玉粉
ドーナッツ」

6/13㈰9：30～14：00　
対象小学生と保護者　定員12組24人　
料金1組1,500円

情報けいじばん2021年（令和3年）5月号 17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【12面】参照。


