
公営事業事務所 ☎２51-7111
㈱JPF FAX050-351２-3840

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

緑が丘公民館
☎２59-２870 
FAX２86-644２

親子スキンシップ
教室～ベビーマッ
サージ～

6/1～２２の水曜日13：30～15：30　全4回
対象4～1２カ月児と保護者　定員10組　料金500円 
申 5 / ２㈪ ～1 1㈬ に 電 話 で。Eメール oubo . 
midorigaoka@ccllf.jpも可（必を明記）

若
葉

大宮公民館
☎２65-２２84
FAX２65-6948

ボランティア手編
み講座

6/8㈬･15㈬10：00～1２：00　全２回
対象成人　定員10人
申5/6㈮～10㈫に電話で　

加曽利公民館
☎２3２-518２
FAX２3２-6408

リサイクル講座
「チューリップハ
ット作り教室」

5/18㈬･２5㈬10：00～1２：00　全２回
対象成人　定員1２人　
申5/２㈪～7㈯に電話で

桜木公民館
☎２34-1171
FAX２34-117２

リズムにのって親
子遊び

5/２0㈮･２7㈮10：30～1２：00　全２回
対象1歳6カ月～3歳児と保護者　定員10組２0人
申5/２㈪～5㈷に電話で　

更科公民館
☎２39-0507
FAX２39-0569

法律講座「相続に
ついて」

5/２8㈯10：00～1２：00
対象成人　定員30人
申5/２㈪～２２㈰に電話で　

白井公民館
☎２２8-0503
FAX２２8-6168

スマホ講座～スマ
ホの基本とライン
体験～

5/２8㈯10：00～1２：00　
対象60歳以上の方　定員15人　
申5/7㈯～15㈰に電話で　

千城台公民館
☎２37-1400
FAX２37-1401

ベビーマッサージ
教室～親子でスキ
ンシップ～

6/２㈭･9㈭10：00～1２：00　全２回
対象3～7カ月児と保護者　定員6組
申5/２㈪～8㈰に電話で　

みつわ台公民館
☎２54-8458
FAX２54-3135

てぶらではじめて
の棒編み～日焼け
防止手袋を作ろう
～

6/6～２0の月曜日10：00～1２：00　全3回
対象成人　定員10人　料金２,000円
申5/1２㈭必着。往に必を明記して、〒２64-003２
若葉区みつわ台3-1２-17みつわ台公民館へ

若松公民館
☎２31-7991
FAX２31-0798

絵本の会による
「大人のためのお
話し会」

5/19㈭10：30～1２：00
対象成人　定員1２人　
申5/9㈪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

アートフラワー教
室「テッセン（クレ
マチス）を作ろう」

5/２0㈮13：30～15：30
対象成人　定員10人　料金600円
申5/２㈪～6㈮に電話で　

おゆみ野公民館
☎２93-15２0
FAX２93-15２1

健康講座「効率よく
カルシウムをとる
ポイントを学ぼう」

5/18㈬10：00～1２：00
対象65歳以上の方　定員10人
申5/２㈪～6㈮に電話で

土気公民館
☎２94-0049
FAX２94-4２33

パソコン教室
「初心者のための
ワード」

5/２5㈬～２7㈮13：30～16：30　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5/9㈪～13㈮に電話で　

誉田公民館
☎２91-151２
FAX２9２-7487

パソコン教室
「初心者のための
エクセル」

5/２5㈬～２7㈮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5/9㈪～13㈮に電話で　

美
浜

磯辺公民館
☎２78-0033
FAX２78-9959

パソコン講座
「初心者のための
エクセル」

5/18㈬～２0㈮9：00～1２：00　全3回
対象文字入力ができる成人　定員10人　
料金1,3２0円　持物USBメモリ
申5/２㈪～4㈷に電話で。 Eメールoubo.isobe@ 
ccllf.jpも可（必を明記）

稲浜公民館
☎２47-8555
FAX２38-4176

コケ玉作りを楽し
もう!!

6/8㈬10：00～1２：00　対象成人　定員8人　料金800円
申5/２7㈮必着。往に必を明記して、〒２61-
0005美浜区稲毛海岸3-4-1稲浜公民館へ。Eメール
oubo.inahama@ccllf.jpも可

打瀬公民館
☎２96-5100
FAX２96-5566

パソコン講座「ワ
ードでチラシを作
成しよう」

5/18㈬～２0㈮13：30～16：30　全3回
対象ワードを使ったことがある成人　定員10人
料金1,２00円
申5/２㈪～9㈪に電話で。 Eメールoubo.utase@ 
ccllf.jpも可（必を明記）

幸町公民館
☎２47-0666
FAX２38-4153

赤ちゃんふれあい
体操教室

5/16～30の月曜日10：30～11：30　全3回
対象5カ月～1歳5カ月児と保護者　定員10組
申5/9㈪必着。往に必を明記して、〒２61-
0001美浜区幸町２-1２-14幸町公民館へ。 Eメール
oubo.saiwaicho@ccllf.jpも可

幕張西公民館
☎２7２-２733
FAX２71-8944

陶芸入門教室

月曜日コース＝5/16･２3、6/6･13の月曜日。木曜
日コース＝5/19･２6、6/9･16の木曜日。いずれ
も、10：00～1２：00または13：30～15：30　各全4回
対象成人　定員各8人　料金1,000円
申5/5㈷～7㈯に電話で

花の美術館
フラワーカレッジ参加者募集
場所稲毛記念館
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fc-inage-hanabi@worldparkjp.comも可
問稲毛記念館 ☎２77-4534 FAX２77-4688　月曜日（祝･休日の場合翌日）休館

教室名 日時・定員・料金
草木染の布で作るラッピングネック
レス

6/7㈫･14㈫13：30～15：30　全２回
定員15人　料金２,500円

ハイビスカスとローズヒップのコー
ディアルシロップづくり

6/２２㈬10：30～1２：30　
定員15人　料金２,500円

紙バンドで作るゴッドアイ丸かごづ
くり

6/２9㈬13：30～15：30
定員10人　料金２,000円

教室名 日時・定員・料金

料理教室「太巻き祭りずし」桃の花 5/２0㈮9：30～13：00
定員２4人　料金1,000円

料理教室「旬の夏野菜を楽しむ料理」 6/10㈮9：30～14：00
定員２4人　料金1,500円

親子教室「まるごとメロンのスイーツ作り」6/1２㈰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

農業講座「夏野菜の管理方法」 5/18㈬･２２㈰9：30～11：30
定員各２0人　料金２00円

ふるさと農園 ☎２57-9981 FAX２58-10２4
月曜日（祝･休日の場合翌日）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
千葉市ふるさと農園へ。Eメールfuru-noen@tsukahara-li.co.jpも可

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

催しなど
申②③Eメールで必を明記して、同センターEメールsankaku@f-cp.jpへ。電話も可

催し･講座名 日時・対象・定員など
①男女共同参画週間特集展示 6/3㈮～7/6㈬

②女性のための就職応援講座
「再就職に向けてリスタート」

6/10㈮･17㈮10：00～1２：00、２4㈮10：45～ 
1２：00または14：00～15：15　全3回
場所6/２4はマザーズハローワークちば　
対象仕事と家庭の両立をめざす未成年の子ど
ものいる女性　定員先着15人

③男女共同参画講座「男性の生きづ
らさから考える、男らしさのはなし」

Ⓐ6/19㈰14：00～16：00、Ⓑ7/9㈯14：00～ 
16：00　全２回
場所Ⓐ蘇我コミュニティセンターハーモニー
プラザ分館、ⒷZoomによるオンライン開催
内容Ⓐ悩み相談から見えてきた男性の抱える
生きづらさ、Ⓑ男性の働き方･暮らし方を考
えるー過去･現在･未来ー　定員30人

＊②③Ⓐ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)
男女共同参画市民企画講座の企画案を募集
開催時期＝1２/6㈫～11㈰
募集テーマ＝男性の家事力向上、子育てとジェンダー、そのほか男女共同参画社
会の実現に向けた課題解決を目的にした講座（オンラインも可）
募集件数＝4講座程度（1団体1講座）　
対象市内に活動拠点を置き、継続して活動を行っている団体
備考募集要項・申請書類は同センターで配布。同センターHPから印刷も可
申6/30㈭までに、申請書類を同センターに直接持参

いきいきプラザ･センター
対象市内在住の60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

区 日程 会場 問い合わせ

中
央

5/10㈫
16㈪
２3㈪

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

5/11㈬
２5㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎２73-75２２

稲
毛

5/ 9㈪
２3㈪
２7㈮

小中台公民館
黒砂公民館
山王公民館

小中台公民館
☎２51-6616

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉

5/1２㈭
２6㈭

桜木公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
☎２37-1400

緑 5/ 9㈪
11㈬

誉田公民館
おゆみ野公民館

誉田公民館
☎２91-151２

美
浜 5/19㈭ 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･内容・定員
中央いきいきプラザ ☎︎209-9000 FAX209-9006

健康フェスティバル 5/２２㈰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30人

蘇我いきいきセンター ☎︎264-6966 FAX264-6967

健康フェスティバル 5/15㈰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30人

緑いきいきプラザ ☎︎300-1313 FAX300-1511

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　定員各30人

美浜いきいきプラザ ☎︎270-1800 FAX270-1811

健康フェスティバル 5/２9㈰9：30～11：30、13：15～15：15
内容骨密度･体組成（筋肉量など）など　定員各50人

PIST6Championship（千葉市営競輪）レース日程
レース名 日程

千葉市営競輪第２回第1節 4/30㈯･5/1㈰
千葉市営競輪第２回第２節 5/5㈷･6㈮

レース名 日程
千葉市営競輪第２回第3節 5/1２㈭･13㈮
千葉市営競輪第２回第4節 ２1㈯･２２㈰

TIPSTAR DOME CHIBA（千葉競輪場）
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