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＝くらし･地域　 ＝健康･福祉　 ＝子育て･教育
＝魅力･観光　　 ＝その他

施　設

講座･イベント名 日時･対象･定員
おやこ工作「しきつめよう　し
ぜんのタイルアート‼」

12/5㈰14：00～16：00
対象小学生以下の子どもと保護者　定員先着10組20人

なかよし工房Aクラス「ふわふ
わっこをつくろう‼」

12/25㈯14：00～16：00
対象小学～高校生　定員先着10人 

オープン工房「オリジナルかけ
じくをつくろう‼」

12/26㈰14：00～16：00
対象4歳児～高校生　定員先着10人 

オープンキッチン「ケランパン
をつくろう‼」

12/27㈪14：00～14：30、14：30～15：00、15：00～ 
15：30、15：30～16：00
対象4歳児～高校生　定員各先着4人

☎202-1504 FAX202-1503
火曜日（祝･休日の場合翌日）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

催し名など 日時･定員など

①青春プラネタリウム 12/18㈯16：00～17：00　
定員100人

②プラネタリウム特別投影
フィールアロマ

12/3㈮･4㈯18：30～19：15　
定員各先着100人
料金高校生以上800円、小･中学生300円

③きぼーる星空観察会 1/7㈮・15㈯18：30～20：00
定員各20人　備考中学生以下は保護者同伴

④大人が楽しむ科学教室

Ⓐ地層の縞模様から読み解く流れの種類、方向、速
さ、深さ、そして大地の成り立ち＝1/10㈷、Ⓑ遺伝
子分析で環境をみる＝1/15㈯、Ⓒ過去を測る時間の
ものさし（炭素14年代法）＝1/16㈰、Ⓓファーブル
昆虫記が残した課題に最先端科学が挑む（昆虫の匂
い源探索のしくみを再現したロボット）＝1/22㈯、Ⓔ
あみだくじは公平！？生活の中に数学を探す＝1/29㈯
ⒶⒸⒹ10：30～12：00、ⒷⒺ13：30～15：00
定員各先着25人

申①当日同館で整理券配布。②同館ミュージアムショップでチケット購入。③
12/20㈪必着。往に参加者全員（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。④電話で同館へ

☎308-0511 FAX308-0520　12/20㈪･29㈬～31㈮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

科学館

生涯学習センター
申①②当日直接会場へ。③⑤12/14㈫、④⑥～⑩24㈮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

講座名 日時･対象･定員など

①12月親子アニメ上映会 12/4㈯･5㈰10：00～10：30、14：00～14：30
定員各先着30人

②まなびフェスタステージ
発表

12/4㈯･5㈰11：30～13：20
内容楽器演奏、タップダンスなどの活動発表

③パソコン入門
1/7～2/18の金曜日10：00～12：00　全7回
対象パソコン初心者
定員8人　持物USBメモリ　料金1,400円

④組織内対話のススメ 1/8㈯14：00～16：00　定員30人
⑤親子で作ろう‼かわいい
トラの起き上がりこぼし

1/9㈰10：30～12：00
対象2･3歳児と保護者　定員10組20人

⑥名画座「わが谷は緑なり
き」

1/13㈭10：00～12：00、14：00～16：00
定員各100人

⑦仕事に活かせるエクセル
入門

1/15～2/12の土曜日10：00～12：00　全5回
対象ワード使用経験があるエクセル初心者
定員8人　持物USBメモリ

⑧50代･60代の今考える　
自分らしい働き方

1/17㈪13：30～15：30
対象50･60代の女性　定員30人

⑨基礎から学ぶパワーポイ
ント講座

1/18㈫･25㈫13：30～16：30　全2回　
対象パソコンで文字入力ができる方
定員10人　持物USBメモリ　料金4,300円

⑩怒りの取扱説明書～怒り
と上手に付き合う方法～

1/23㈰13：30～16：30
対象地域活動をしている方など　定員30人

☎207-5820 FAX207-5822
第4月曜日休館

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

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

悪質商法の手口と対
処法

12/16㈭10：00～11：30
対象成人　定員20人
申12/2㈭～6㈪に電話で

メンズ料理教室～簡
単な酒のつまみを作
ろう～

12/18㈯9：30～13：00
対象成人男性　定員7人　料金800円
申12/2㈭～6㈪に電話で

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

知って防ごう‼「イ
ンターネットトラブ
ル」

12/10㈮10：00～12：00
対象成人　定員16人
申12/2㈭～7㈫に電話で

自動車の安全運転の
ために～動体視力と
そのトレーニング～

12/15㈬10：30～12：00
対象60歳以上の方　定員16人
申12/2㈭～9㈭に電話で

川戸公民館
☎265-9256
FAX265-4372

歴史講座「わが街を知
ろう～わが街（川戸近
辺）のいま･むかし～」

1/15㈯13：30～15：30
対象成人　定員20人
申12/1㈬～15㈬に電話で

新宿公民館
☎243-4343
FAX243-3972

韓国の家庭の味
キムチをつくろう

12/15㈬･16㈭10：00～12：00　全2回
対象成人　定員8人　料金1,300円
申12/1㈬～7㈫に電話で

椿森公民館
☎254-0085
FAX254-1285

火薬を使わない？
「冬の線香花火」

12/19㈰13：00～14：30、15：00～16：30
対象成人　定員各6人　料金300円
備考小学生以上の子どもの同伴可（1人まで）
申12/2㈭～9㈭に電話で

星久喜公民館
☎266-4392
FAX266-4981

文書館講座
「戦国大名の実像」

1/27㈭10：00～11：30　
対象成人　定員15人
申12/2㈭～15㈬に電話で

簡単で美味しい手作
り味噌～手前味噌は
うまい‼～

1/31㈪、2/3㈭10：00～13：00
対象成人　定員各8人　料金2,500円
申12/15㈬必着。往に必を明記して、〒260-
0808中央区星久喜町615-7星久喜公民館へ

松ケ丘公民館
☎261-5990
FAX263-9280

子どもお菓子作り教
室

12/18㈯9：30～12：30
対象小学生　定員9人　料金600円
申12/2㈭～8㈬に電話で

宮崎公民館
☎263-5934
FAX263-4904

はじめての味噌づく
り

1/15㈯13：00～17：00、16㈰9：00～15：00
全2回
対象成人　定員8人　料金2,600円
申12/2㈭～20㈪に、Eメールで必を明記
して、Eメールoubo.miyazaki@ccllf.jpへ

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎272-4961
FAX271-6994

新春弦楽コンサート
1/9㈰11：30～12：30
対象市内在住の方　定員20人
申12/13㈪～20㈪に電話で

検見川公民館
☎271-8220
FAX271-9319

骨盤調整とリラック
ス

1/18㈫10：00～12：00　対象成人　定員8人　
持物タオル1枚、動きやすい服装、筆記用具
申12/22㈬必着。往（1通1人）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

書初め教室
12/27㈪10：00～12：00
対象小学3年～中学生　定員10人
申12/4㈯～10㈮に電話で

フラワーアレンジメ
ント「お正月の花飾
り作り（玄関用）」

12/28㈫9：30～12：00
対象成人　定員7人　料金2,700円
申12/2㈭～8㈬に電話で

こてはし台公民館
☎250-7977
FAX250-1992

いまさら人に聞きに
くい「スマホの基本」
と「LINE体験」

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

さつきが丘公民館
☎250-7967
FAX286-6469

書初め体験教室
12/25㈯10：00～12：00
対象小学3～6年生　定員15人　持物書道道具一式
申12/2㈭～8㈬に電話で

花園公民館
☎273-8842
FAX271-0370

ウクレレによるクリ
スマスコンサート

12/19㈰14：00～15：00
対象中学生以上の方　定員25人
申12/2㈭～8㈬に電話で

花見川公民館
☎257-2756
FAX286-0185

水引をつかったお正
月飾りをつくりまし
ょう

12/18㈯10：00～12：00
対象成人　定員12人　料金1,200円
申12/2㈭～8㈬に電話で

幕張公民館
☎273-7522
FAX273-6185

ミニ門松づくり
12/21㈫9：30～12：00
対象成人　定員8人　料金1,500円
申12/2㈭～8㈬に電話で

お正月のフラワーア
レンジメントづくり

12/25㈯10：00～12：00
対象成人　定員16人　料金1,500円　
備考小学生以上の子どもの同伴可
申12/5㈰～11㈯に電話で

戦国期の千葉介の動
向～関東･全国の動
向を背景に～

1/8･22、2/12･26、3/12の土曜日10：00～
12：00　全5回
対象成人　定員40人　料金100円
申12/17㈮必着。往（1通1人）に必を明記し
て、〒262-0032花見川区幕張町4-602幕張公
民館へ。Eメールoubo.makuhari@ccllf.jpも可

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
FAX243-3962

はじめての水墨画体
験教室

12/11㈯10：00～12：00
対象成人　定員10人
申12/1㈬～4㈯17：00に電話で

草野公民館
☎287-3791
FAX287-3672

日本のよきお正月
館長の門松づくり

12/22㈬9：00～12：00
対象成人　定員10人　料金1,800円
申12/7㈫～9㈭に電話で

黒砂公民館
☎241-2811
FAX247-1931

くろすな新春コンサ
ート「箏と尺八のハ
ーモニー」

1/8㈯13：00～14：00、15：00～16：00
対象成人　定員各15人
申12/2㈭～15㈬に電話で

小中台公民館
☎251-6616
FAX256-6179

いきいきシニア学級
～新春小中台寄席～

1/15㈯10：00～12：00
対象成人　定員25人
申12/25㈯～27㈪に電話で
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