
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。

区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

稲
毛

山王公民館
☎421-1121
FAX423-0359

シニアのためのスマ
ートフォン教室～ア
ンドロイド編～

1/21㈮10：00～12：00
対象60歳以上の方　定員10人
申12/10㈮～17㈮に電話で

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

小学生講座
「親子でプログラミ
ングを楽しもう‼」

1/15㈯10：00～12：00
対象小学1～3年生　定員10人
申12/2㈭～8㈬に電話で

都賀公民館
☎251-7670
FAX284-0627

落語で楽しむ笑タイ
ム‼～落語公演と落
語にまつわる面白話
～

1/15㈯14：00～15：30
対象成人　定員20人
申12/2㈭～25㈯に電話で。 Eメール oubo. 
tsuga@ccllf.jpも可（必を明記）

轟公民館
☎251-7998
FAX285-6301

題名のない落語会
12/11㈯14：00～16：00
対象市内在住で小学生以上の方　定員30人
申12/6㈪必着。往に必を明記して、〒263-
0021稲毛区轟町1-12-3轟公民館へ

琴＆アルパで和洋折
衷クリスマスコンサ
ート

12/25㈯13：30～15：30
対象市内在住で小学生以上の方　定員30人
申12/6㈪必着。往に必を明記して、〒263-
0021稲毛区轟町1-12-3轟公民館へ

緑が丘公民館
☎259-2870
FAX286-6442

歴史講座～房総の発
酵食品と江戸の食文
化～

12/16㈭10：00～11：30
対象成人　定員14人
申12/8㈬必着。往に必を明記して、〒263-
0054稲毛区宮野木町1807-3緑が丘公民館
へ。 Eメールoubo.midorigaoka@ccllf.jp 
も可

若
葉

大宮公民館
☎265-2284
FAX265-6948

知って得する身近な
民間生薬

12/11㈯10：00～12：00
対象成人　定員15人
申12/2㈭～6㈪に電話で

加曽利公民館
☎232-5182
FAX232-6408

豪華なお正月フラワ
ーアレンジメント

12/18㈯9：30～12：30
対象成人　定員12人　料金2,000円
申12/2㈭～6㈪に電話で

桜木公民館
☎234-1171
FAX234-1172

ミニミニペーパー門
松作り

12/24㈮14：00～16：00
対象成人　定員12人　料金500円
申12/2㈭～5㈰に電話で

更科公民館
☎239-0507
FAX239-0569

初心者のためのバー
ドウォッチング講座

1/29㈯9：00～12：00
対象成人　定員30人　備考駐車場＝400円
申12/2㈭～28㈫に電話で

若松公民館
☎231-7991
FAX231-0798

スマホ活用術～イン
ターネットを使った
調べ方～

1/13㈭･27㈭13：15～14：30、15：15～16：30
各全2回
対象60歳以上でスマートフォンをお持ちの
方　定員各8人　持物スマートフォン
申12/6㈪必着。往に必を明記して、〒264-
0021若葉区若松町2117-2若松公民館へ。Eメール
oubo.wakamatsu@ccllf.jpも可

緑

越智公民館
☎294-6971
FAX294-1931

大人の工作教室
「正月熊手飾り」

12/18㈯10：00～12：00
対象成人　定員12人　料金1,000円
申12/2㈭～6㈪に電話で

おゆみ野公民館
☎293-1520
FAX293-1521

「クリスマスリース」
教室～生花でオリジ
ナルリースを作ろう
～

12/17㈮10：00～12：00
対象成人　定員10人　料金2,000円
申12/5㈰必着。往に必を明記して、〒266-
0032緑区おゆみ野中央2-7-6おゆみ野公民
館へ

新春落語講座
1/10㈷13：30～15：00
対象成人　定員30人
申12/2㈭～16㈭に電話で

土気公民館
☎294-0049
FAX294-4233

冬の親子おはなし会
12/16㈭11：00～11：30
対象5歳以下の子どもと保護者　
定員先着10組
申当日直接会場へ

はじめての味噌づく
り

1/18㈫13：30～15：00、1/19㈬9：00～17：00
全2回
対象成人　定員8人　料金2,600円
申12/20㈪必着。往に必を明記して、〒
267-0061緑区土気町1631-7土気公民館へ

誉田公民館
☎291-1512
FAX292-7487

パソコン教室
「初心者のためのワ
ード」

12/15㈬～17㈮9：00～12：00　全3回
対象パソコンで文字入力ができる方　
定員10人　料金1,320円　
持物USBメモリ
申12/2㈭～7㈫に電話で

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
FAX278-9959

市制100周年講座「千
葉市の埋め立ての歴
史」

12/22㈬10：00～12：00
対象成人　定員20人
申12/2㈭～6㈪に電話で

稲浜公民館
☎247-8555
FAX238-4176

稲浜中学校区小学校
絵画展覧会

12/5㈰～12㈰9：00～17：00
対象市内在住の方

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）
区 日程 会場 問い合わせ
中
央 12/7㈫ 松ケ丘公民館 松ケ丘公民館

☎261-5990

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

12/9㈭
23㈭

若松公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎237-1400

花の美術館
申当日直接会場へ

催しなど 日程
クリスマス手作りマルシェ 12/4㈯･5㈰･11㈯･12㈰･18㈯･19㈰10：00～15：30
クリスマス青空マーケット
「ハンドメイド･アート作品の
青空市」

12/11㈯･12㈰
備考雨天中止

福岡季実子「mori no koto
ba　～コドモノシキサイ～」 12/14㈫～26㈰

クリスマス子どもプレゼント
12/25㈯13：30から
内容サンタさんからお菓子プレゼント
対象小学生以下の方　定員先着50人

☎277-8776 FAX277-8674　月曜日（祝･休日の場合翌日）休館
入館料＝高校生以上300円、小･中学生150円

市民展示室2階の利用者募集
日時1/4㈫～3/27㈰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12/10㈮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

ふるさと農園 ☎257-9981 FAX258-1024
月曜日（祝･休日の場合翌日）休園

申12/7㈫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
656-3千葉市ふるさと農園へ。Eメールfuru-noen@tsukahara-li.co.jpも可

教室名 日時･定員･料金

祭事教室「門松作り」
12/19㈰9：30～12：00
定員15人　
料金2,500円

農産加工教室「みそ作り」
1/16㈰･20㈭9：15～12：30、13：15～16：30
定員各10人　
料金2,500円

いきいきプラザ･センター
対象市内在住の①～⑤⑦60歳以上の方、⑥60歳以上の方と小･中学生、⑧小･中学生
申12/1㈬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。直接
来館も可。④当日直接会場へ

講座名 日時･定員･内容など
中央いきいきプラザ ☎209-9000 FAX209-9006
①講演会「クリスマス音楽
会」

12/19㈰13：30～14：30、15：00～16：00
定員各先着16人

花見川いきいきセンター ☎286-8030 FAX286-8031

②健康フェスティバル
12/16㈭9：15～11：30、13：00～15：30
内容骨密度･血管年齢測定･健康相談など
定員各先着30人

さつきが丘いきいきセンター ☎250-4651 FAX250-4652

③健康フェスティバル
12/9㈭9：00～15：30　
内容骨密度･体組成測定･健康相談など　
定員先着60人　持物室内履き

④脳年齢測定週間 12/18㈯～27㈪9：30～16：30
あやめ台いきいきセンター ☎207-1388 FAX207-1368

⑤健康フェスティバル
12/19㈰9：30～11：30、13：30～15：30　
内容骨密度・筋肉率・健康相談など
定員各先着24人　

緑いきいきプラザ ☎300-1313 FAX300-1511
⑥世代間交流「冬休み　書
初め大会」

12/27㈪9：30～11：30　　
定員先着15人　持物書道道具一式

美浜いきいきプラザ ☎270-1800 FAX270-1811
⑦はじめてのボッチャ教
室B

12/14㈫9：30～11：30
定員先着10人　

真砂いきいきセンター ☎278-9641 FAX278-9642

⑧書き初めを書こう
12/26㈰10：00～12：00　
内容書道の先生による助言や指導
定員先着10人
持物書道道具一式

公営事業事務所 ☎251-7111㈱JPF FAX050-3512-3840
レース日程

レース名 日程 レース名 日程
千葉市営競輪第2回第3節 12/4㈯･ 5㈰ 千葉市営競輪第3回第1節 12/18㈯･19㈰
千葉市営競輪第2回第4節 11㈯･12㈰ 千葉市営競輪第3回第2節 25㈯･26㈰

区 日程 会場 問い合わせ
花
見
川

12/8㈬
22㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

12/3㈮
13㈪
20㈪

稲毛公民館
小中台公民館
千草台公民館

小中台公民館
☎251-6616

区 日程 会場 問い合わせ

緑 12/1㈬
13㈪

おゆみ野公民館
誉田公民館

誉田公民館
☎291-1512

美
浜 12/2㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

催し

TIPSTAR DOME CHIBA（千葉競輪場）
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