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施　設

講座･イベント名 日時･対象･定員
おやこ工作「おさかなつりゲー
ムをつくろう‼」

5/1㈰14：00～16：00
対象小学生以下の子どもと保護者　定員先着8組16人

オープン工房「みらいの石？ピョ
コピョコうごく石をつくろう‼」

5/3㈷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「ちょっぴり大
人のティラミス」

5/4㈷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

こどもの日スペシャル「ねこのお
はなし会‼」

5/5㈷14：30～15：30
対象小学生以下の子どもと保護者　定員先着２0人

なかよし工房Aクラス「ふしぎな
カードをつくろう‼」

5/２２㈰14：00～16：00
対象小学～高校生　定員先着8人

備考就学前児は保護者（1人）同伴
申当日直接会場へ

☎２0２-1504 FAX２0２-1503
5/6㈮、5/10～31の火曜日休館子ども交流館

催し名 日時･対象･定員など

大人が楽しむ科学教室

Ⓐ顔の進化（ウマは馬面、ネコは丸顔、なぜ？）＝6/4㈯、
Ⓑどんぐりが作る森＝２5㈯、Ⓒ有機化合物の右と左を作り
分けるキラルな光と結晶の化学（生命物質起源の解明の手
がかり）＝２6㈰。ⒶⒷ13：30～15：00、Ⓒ10：30～1２：00
対象高校生以上の方　定員各２5人
備考申込方法など詳しくは、同館HP

☎308-0511 FAX308-05２0　5/9㈪･10㈫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

千葉市少年少女科学クラブ　クラブ生募集
日時5月２9日㈰～来年3月5日㈰のうち、全２9回
内容楽しいアイデア工作を通して、科学的に考える力や独創性を身に付けます。
対象市内在住の小学4年～中学２年生　定員２0人　料金5,000円
申5/13㈮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
展示解説や工作を行うボランティア募集
研修＝6月11日㈯･1２日㈰･18日㈯10：00～16：00
対象高校生以上の方　備考事前説明会があります。必要書類など詳しくは、同館HP

☎２07-58２0 FAX２07-58２２　第4月曜日休館
申①③⑤5/16㈪、⑥～⑨⑪31㈫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。②当
日直接会場へ。④5/16㈪、⑩31㈫までにEメールで、必を明記して、同センターEメール前記

講座名など 日時･対象･定員など
①ゼロから学ぶ‼プログ
ラミング～IchigoJam～

5/２２㈰10：00～1２：00、13：30～15：30
対象中学～高校生　定員各10人

②5月親子アニメ上映会 5/２8㈯10：00～11：00、13：00～14：00　定員各先着２0人

③Win10でデジカメ画像
を楽しもう

6/3～２4の金曜日10：00～1２：00　全4回
対象パソコンで文字入力ができる方　定員8人
持物デジタルカメラ、USBメモリ

④Zoom入門講座～実践
で学べる3日間～

6/4～18の土曜日10：00～1２：00　全3回
対象パソコンでインターネットを利用しているZoom未経験者
定員8人　持物Windows10がインストールされたノートパソコン

⑤30･40代の女性のため
の健康講座～月経から考
えるヘルスケア～

6/7㈫10：00～11：30
対象女性　定員30人

⑥エクセル速習～関数と
データベース～

6/1２～２6の日曜日9：30～1２：00　全3回
対象表作成や関数の初心者
定員10人　持物USBメモリ　料金5,２50円

⑦シニアのためのわかが
えり塾･夏「五感で感じる
植物の力」

6/14㈫･２1㈫13：30～15：30　全２回
対象60歳以上の方　定員男女各15人
料金400円

⑧自分史づくりで認知症
を予防しよう‼「思い出
ノート」ワークショップ

6/16㈭･30㈭10：00～11：30　全２回
定員1２人 
料金500円

⑨基礎から学ぶパワーポ
イント

6/19㈰･２6㈰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子育て講演会「子ども
の心身症」

6/２3㈭10：00～11：30
対象Zoomで受講ができる小学生以上の子どもを持つ保護者
定員1２人

⑪名画座「晩春」 6/２3㈭10：00～11：50 、14：00～15：50　定員各100人

生涯学習センター

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

絵本の読み方･選
び方講座

6/4㈯10：00～11：30　
対象乳幼児を持つ保護者　定員２0人
申5/２㈪～15㈰に電話で

催し

◯
◯

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

葛城公民館
☎２２２-8554
FAX２２２-1453

楽しく学ぶ‼認知
症予防講座

5/11㈬・18㈬10：30～1２：00　全２回
対象成人　定員16人　
申5/２㈪～9㈪に電話で

新宿公民館
☎２43-4343
FAX２43-397２

ハーブ活用術「ハ
ーブの利用方法を
学ぼう」

5/18～6/15の隔週水曜日10：00～1２：00
全3回　対象成人　定員1２人　料金3,000円
申5/6㈮～11㈬に電話で　

末広公民館
☎２64-184２
FAX２64-3746

いちばんやさしい‼
初めてのスマホ体
験（iPhone編）

6/２0㈪・２1㈫13：30～15：30　全２回
対象成人　定員8人　
申5/２6㈭～6/1㈬に電話で　

椿森公民館
☎２54-0085
FAX２54-1２85

元気がでる親子3B
体操

5/30㈪、6/6㈪10：30～1２：00　全２回
対象1歳半～２歳児と保護者  定員6組
申5/２㈪～10㈫にEメールで必のほか、子ど
もの月齢を明記して、椿森公民館 Eメールoubo. 
tsubakimori@ccllf.jpへ

星久喜公民館
☎２66-439２
FAX２66-4981

幕張新都心のスカイ
ウォーク～春の幕張
を散歩しよう～

5/２5㈬10：00～1２：00　対象成人　定員２0人
申5/10㈫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

相続セミナー
6/1２㈰13：00～15：00
対象成人　定員15人
申5/２9㈰～6/4㈯に電話で

宮崎公民館
☎２63-5934
FAX２63-4904

体幹を整える「ピ
ラティス体験教
室」

5/２6㈭、6/9㈭10：00～11：00　全２回
対象成人　定員10人　持物ヨガマットまたはバスタオル
申5/２㈪～２0㈮に電話で。Eメールoubo.miyazaki@
ccllf.jpも可（必を明記）

花
見
川

朝日ケ丘公民館
☎２7２-4961
FAX２71-6994

体操講座「初めて
のヨガ体験」

5/30㈪13：30～15：30
対象成人　定員２0人
申5/２㈪～8㈰に電話で

検見川公民館
☎２71-8２２0
FAX２71-9319

初心者のためのア
ルゼンチンタンゴ
教室

5/19㈭・２6㈭13：30～15：30　全２回
対象成人　定員10組２0人　持物靴下またはダンスシューズ
申5/２㈪～13㈮に電話で

犢橋公民館
☎２59-２958
FAX２59-6431

布ぞうり作り体験
講座

5/30㈪10：00～15：00　
対象成人　定員16人　料金500円
申5/10㈫～16㈪に電話で

こてはし台公民館
☎２50-7977
FAX２50-199２

終活ビギナー講座
5/２２㈰10：00～1２：00　対象成人　定員15人
備考難聴の方向けにヒアリングループの用意あり
申5/２㈪～7㈯に電話で

さつきが丘公民館
☎２50-7967
FAX２86-6469

「睡眠」と「健康」
の知恵袋

5/14㈯13：00～15：00
対象成人　定員15人
申5/7㈯までに電話で

花園公民館
☎２73-884２
FAX２71-0370

大賀ハス開花70周
年記念講演

6/4㈯10：00～1２：00
対象小学生以上の方　定員30人 
申5/9㈪～15㈰に電話で　

花見川公民館
☎２57-２756
FAX２86-0185

体験講座
「はじめての川柳」

5/２3㈪･30㈪10：00～1２：00　全２回
対象成人　定員10人
申5/２㈪～8㈰に電話で

幕張公民館
☎２73-75２２
FAX２73-6185

ゼロからはじめよ
う　iPhoneで体
験‼スマホ操作

6/13㈪10：00～1２：00
対象65歳以上の方　定員２0人
申5/18㈬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

幕張本郷公民館
☎２71-6301
FAX２71-0881

親子で遊ぼう
5/２7～6/２4の隔週金曜日10：00～1２：00　全3回
対象1·２歳児と保護者  定員1２組２4人　料金300円
申5/２㈪～16㈪に電話で

稲
毛

稲毛公民館
☎２43-74２5
FAX２43-396２

Let's Hula‼
フラダンス初級

5/11～6/1の水曜日10：00～1２：00　全4回
対象成人女性　定員15人
申5/２㈪～4㈷に電話で

草野公民館
☎２87-3791
FAX２87-367２

心と体を癒すリラ
ックス講座

5/11～２5の水曜日10：00～1２：00　全3回
内容リンパマッサージ、ヨガ、コーヒー
対象成人女性　定員10人
申5/２㈪～5㈷に電話で

黒砂公民館
☎２41-２811
FAX２47-1931

初心者向け体験講
座「楊名時太極拳
で健康づくり」

5/13㈮13：00～14：00　
対象成人　定員10人 
申5/２㈪～8㈰に電話で

小中台公民館
☎２51-6616
FAX２56-6179

お家でできるプチ
体操

5/２5㈬10：00～1２：00　
対象60歳以上の方　定員２0人
申5/２㈪～5㈷に電話で

山王公民館
☎4２1-11２1
FAX4２3-0359

ぬりえセラピー
～色を楽しんで心
に癒しを～

5/２8㈯10：00～1２：00
対象成人　定員10人　料金300円
申5/9㈪～15㈰に電話で

千草台公民館
☎２55-303２
FAX２55-368２

そば作り教室「美味
しい手打ちそばを打
ってみませんか？」

5/２２㈰･２9㈰9：00～1２：00　全２回
対象成人　定員8人　料金3,000円
申5/3㈷～9㈪に電話で

都賀公民館
☎２51-7670
FAX２84-06２7

ベビーリトミック
教室～親子でスキ
ンシップ～

6/２3㈭･30㈭10：00～1２：00　全２回
対象1～1歳8カ月児と保護者　定員8組
備考託児あり(対象２歳以上の就学前児　定員3人）
申5/3㈷～15㈰に電話で。 Eメールoubo.tsuga@ 
ccllf.jpも可（必のほか、託児希望の場合は
その旨を明記）

轟公民館
☎２51-7998
FAX２85-6301

青春Dance‼We 
are Drop ２0２２春
公演

5/２２㈰10：30～1２：00、14：00～15：30
対象小学生以上の方　定員各30人　
申5/10㈫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
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