
施　設

講座･イベント名 日時･対象･定員
なかよし工房Aクラス「ころこ
ろマスコットをつくろう‼」

9/20㈷14：00～16：00
対象小学～高校生　定員先着8人

オープン工房「たこやきマグネ
ットをつくろう‼」

9/25㈯14：00～16：00
対象4歳児～高校生　定員先着8人

オープンキッチン「大学いもパ
イをつくろう‼」

9/26㈰14：00～14：30、14：30～15：00、15：00～15：30、
15：30～16：00
対象4歳児～高校生　定員各回先着4人

☎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（13：45から受け付け）

子ども交流館

南部青少年センター ☎264-8995 FAX268-1032
月曜日（祝日の場合は翌日も）、祝日休館

申電話で、同センターへ
講座名 日時･対象など

プリザーブドフラワーを使った
ハロウィン飾りづくり

10/2㈯13：30～15：30
対象16歳以上の方　定員先着12人　料金2,000円

楽しい将棋入門 10/9㈯･16㈯13：30～15：30　全2回
対象小･中学生　定員先着12人　料金200円

科学館
☎308-0511 FAX308-0520　9/14㈫～17㈮･27㈪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

催し
申①同館ミュージアムショップでチケット購入。④電話で同館へ

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

9/12㈰･19㈰18：00～18：45
定員各先着100人　料金高校生以上800円、小･中学生300円

②伝える技　伝わる技
～コミュニケーション
スキルを磨こう～

9/23㈷14：30～16：00
対象小学4年～中学生と保護者　定員先着18組36人　
申込方法など詳しくはHP

③火星ローバーコンテ
スト　第1回　試走会

9/25㈯10：00～17：00
申込方法など詳しくはHP

④大人が楽しむ科学教
室

Ⓐブラックホールを探る＝10/3㈰、Ⓑ日本で見つかる恐
竜時代の海の爬虫類たち＝10/16㈯、Ⓒ二酸化炭素を削減
できるナノ材料＝10/17㈰、Ⓓ西之島・海底火山とマグマ
＝10/23㈯、Ⓔ魚類の生殖工学「サバからマグロは産まれ
るか？」＝10/30㈯。いずれも、13：30～15：00
定員ⒶⒷ先着50人、Ⓒ～Ⓔ先着25人

科学フェスタ
定員①③④⑥～⑧各回10人、②⑤各回9人
申9/25㈯必着。往に必を明記して、〒260-0013中央区中央4-5-1千葉市科学館へ。
HP（「千葉市科学フェスタ」で検索）からも可

催し名など 日時･対象など
①科学探偵　犯人は誰
だ？

10/9㈯10：30～11：30、14：00～15：00
対象小学3年生以上の方

②シュリーレン現象の実
験～陽炎の手作り～

10/9㈯10：30～11：30、14：00～15：00
対象小学3年生以上の方　備考小学3年生は保護者同伴

③リニアモーターカーを
作ろう

10/9㈯10：30～11：30、14：00～15：00
対象小学1年生以上の方　備考小学3年生以下は保護者同伴

④星の大発見～星座早見
表を作ろう～

10/9㈯10：30～11：30、14：00～15：00
対象小学3年生以上の方

⑤ポンポン蒸気船 10/10㈰10：30～11：30、14：00～15：00
対象小学3年生以上の方

⑥スクラッチでプログラ
ミングを楽しもう

10/10㈰10：30～11：30、14：00～15：00
対象小学4年生以上の方

⑦「ゴム動力ドローン」
を作って飛ばす

10/10㈰10：30～11：30、14：00～15：00
備考小学3年生以下は保護者同伴

⑧たくさんのLEDをひか
らせよう

10/10㈰10：30～11：30、14：00～15：00
対象小学3年生の子どもと保護者

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

申①⑥⑦⑨～⑪9/30㈭、②～⑤9/14㈫必着。往（1人1通1講座）に必のほか、⑤は
受講方法を明記して、〒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。⑧9/30㈭必着。Eメールで必を明記して、同セン
ターEメール前記

講座名 日時･対象･定員など

①認知症の予防とサポート 9/24㈮10：00～11：30
定員先着20人

②ワード入門
10/1～22の金曜日10：00～12：00　全4回
対象文字入力ができる方
定員8人　持物USBメモリ　料金1,320円

③デジカメ写真の取込みと活
用

10/2～23の土曜日10：00～12：00　全4回
対象文字入力ができる方　定員8人　持物USBメモリ 

④子どものハローワーク「薬剤
師のお仕事ってどんなこと？」

10/8㈮10：00～11：30
対象小学4年～中学生　定員20人

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

公民館

区 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

子育て個別相談会

9/19㈰・26㈰10：00～12：00、13：00～15：00
対象発達障がい（疑い含む）、不登校（不登校
気味）で悩む小・中学生の子どもを持つ保護
者
定員各回先着1人
申9/2㈭から電話で

葛城公民館
☎222-8554
FAX222-1453

歴史講座「藩社会
における執務規則
～関宿藩の生活と
仕事を事例に～」

9/27㈪13：30～15：00
対象成人　定員16人
申9/2㈭～8㈬17：00に電話で

新宿公民館
☎243-4343
FAX243-3972

暮らしのセミナー
「手作りの楽しみ・
大人の木工作」

9/18㈯9：30～12：00
対象成人　定員先着12人　料金800円
申9/2㈭から電話で

椿森公民館
☎254-0085
FAX254-1285

孫もびっくり‼科
学マジック教室～
夢化学実験隊～

9/30㈭10：00～12：00 
対象成人　定員先着12人　料金150円
申9/9㈭から電話で

星久喜公民館
☎266-4392
FAX266-4981

源氏物語　若菜～
愛を見失う源氏と
紫の上の苦悩～

9/25～10/16の土曜日10：00～12：00　全4回
対象成人　定員15人　料金800円
申9/2㈭～9㈭に電話で

松ケ丘公民館
☎261-5990
FAX263-9280

親子スキンシップ
体操教室

9/5～26の日曜日10：00～12：00　全4回
対象2・3歳児と保護者　定員先着10組　持物上履き
申9/2㈭から電話で

宮崎公民館
☎263-5934
FAX263-4904

誤嚥（ごえん）性
肺炎を予防するボ
イストレーニング
（オンライン）

9/29㈬、10/6㈬・20㈬10：00～12：00　全3回
対象Zoomを利用できる方　定員20人
申9/2㈭～20㈷に、Eメールで必を明記して、
宮崎公民館Eメールmiyazaki@ccllf.jpへ

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
FAX271-6994

川柳と雑学で脳の
活性化

9/30㈭13：30～15：30
対象成人　定員15人
申9/2㈭～9㈭に電話で

検見川公民館
☎271-8220
FAX271-9319

ハーブ香るロール
オンアロマ

10/16㈯13：30～15：00
対象成人　定員10人　料金1,300円
申9/16㈭～23㈷必着。往に必を明記して、〒
262-0023花見川区検見川町3-322-25検見川
公民館へ

犢橋公民館
☎259-2958
FAX259-6431

成年後見制度講座
（法定後見制度と
任意後見制度）

9/30㈭13：30～15：00
対象成人　定員20人
申9/2㈭～15㈬に電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-1992

手ぶらでスマホ体
験「よくわかる‼
超入門編」

9/15㈬10：00～12：00
対象スマートフォンを持っていない方　定員15人
申9/2㈭～6㈪に電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

法律講座
「遺言を作ってみ
よう」

9/28㈫10：00～12：00
対象成人　定員15人
申9/2㈭～8㈬に電話で

長作公民館
☎258-1919
FAX286-6449

これならできる‼
かんたんスマート
フォン体験

9/19㈰9：30～11：30
対象成人　定員18人
申9/2㈭～8㈬に電話で

花園公民館
☎273-8842
FAX271-0370

セルフケア講座
「笑って健康‼笑
いヨガ」

10/14㈭10：00～11：30
対象成人　定員15人
申9/7㈫～13㈪に電話で

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0185

元気アップらくら
く体操

10/13㈬・20㈬10：00～12：00　全2回
対象60歳以上の方　定員20人
申9/10㈮～17㈮に電話で

幕張公民館
☎273-7522
FAX273-6185

弁護士による「相
続と遺言」講座

9/29㈬13：30～15：30
対象65歳以上の方　定員40人
申9/2㈭～8㈬に電話で

幕張本郷公民館
☎271-6301
FAX271-0881

「セルフケア」（指
ヨガ）

9/28㈫10：00～12：00
対象成人　定員20人
申9/10㈮～17㈮17：00に電話で

⑤市民自主企画講座「子育てマ
マのまなびひろば」

10/14～28の木曜日10：00～11：30　全3回
対象乳幼児を持つ母親　定員23人　持物電卓
備考Zoomでの受講も可

⑥はじめてのエクセル2019
10/14～11/4の木曜日10：00～12：00　全4回
対象ワード使用経験のあるエクセル初心者
定員8人　持物USBメモリ　料金1,320円

⑦税理士の先生による遺産相
続教室

10/16㈯10：00～11：30
定員先着10人

⑧おうちで宇宙旅行‼～宇宙
のふしぎをやさしく解説‼～

10/16㈯10：30～11：30
対象Zoomを使用できる小学3年～中学生　定員30人

⑨働きたいを応援する講座～
ワード版～

10/19～11/2の火曜日9：30～12：00　全3回
対象ワード経験者
定員10人　持物USBメモリ　料金3,500円

⑩働きたいを応援する講座～
エクセル版～

10/19～11/2の火曜日13：30～16：00  全3回
対象エクセル経験者
定員10人　持物USBメモリ　料金3,500円

⑪名画座「不滅の恋/ベートー
ヴェン」

10/21㈭10：00～12：00、14：00～16：00
定員各70人

講座名 日時･対象･定員など
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