
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15面参照。

施　設

講座・催し名 日時･対象･定員など
①おやこ工作「ころころ転がし
ゲームをつくろう‼」

１１/5㈯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

②なかよし工房Aクラス「小さな白
うさぎをつくろう‼」

１１/20㈰１4：00～１6：00
対象小学～高校生　定員先着8人

③オープン工房「スウィーツマグ
ネットをつくろう‼」

１１/26㈯１4：00～１6：00
対象4歳児～高校生　定員先着8人

④オープンキッチン「オートミー
ルとチョコのスコーンをつくろう」

１１/27㈰１4：00～１6：00のうち30分ごと
対象4歳児～高校生　定員各先着4人

☎202-１504 FAX202-１503
火曜日（祝･休日の場合は翌日）休館

備考就学前児は保護者（③は１人）同伴
申当日直接会場へ

子ども交流館

催し名など 日時･対象･定員など
①プラネタリウム新番組

「星になるまで～music by 
ACIDMAN～」

定員各先着200人
備考投影日時など詳しくは、同館HP

②プラネタリウム特別投影
「フィールアロマ」

１１/１8㈮･１9㈯１8：30～１9：１5　定員各先着200人
料金高校生以上800円、小･中学生300円

③プラネタリウム特別投影
「星空ヨガ」

１１/１2㈯１8：30～１9：30
定員60人　料金大人１,000円、高校生600円

④大人が楽しむ科学教室

Ⓐ画像診断装置の種類と違い＝１2/１１㈰、Ⓑ房総の風
景を地学的に見る＝１7㈯、Ⓒツキノワグマについて
もっと知ろう＝１8㈰、Ⓓ房総丘陵のトンネル用水路
-二五穴の謎＝25㈰
ⒶⒸⒹ１3：30～１5：00、Ⓑ１0：30～１2：00　定員各30人

申①同館券売機･②③同館ミュージアムショップでチケット購入。④１１/7㈪必着。同
館HPから。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郵送も可

☎308-05１１　 FAX308-0520　１１/28㈪･29㈫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

☎207-5820 FAX207-5822
第4月曜日（祝･休日の場合は翌日）休館

申①当日直接会場へ。②１１/１4㈪必着。往(１人１通)に必のほか、子ども同伴の場合
は子どもの人数も明記して、〒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・催し名 日時･対象･定員など

①生涯学習ボランティアフェ
ア

１１/１9㈯～27㈰　内容健康体操などの体験コーナー、
ボランティア活動の紹介展示･ステージ発表･実演
動画の上映など

②子育て講演会お医者さまに
聞く「おしえて‼子どもの感
染症」

１１/30㈬１3：30～１5：00
定員20人
備考子どもの同伴も可

「市民自主企画講座」の企画案を募集
募集テーマ=地域や社会の課題を解決することを目的にした講座
募集件数=9講座程度（１団体１講座）　開催時期=来年5～１2月
対象市内を中心に継続して地域活動などを行っている団体
備考募集要項･申請書類は、１１/１㈫から同センターで配布（HPから印刷も可）
申１2/１㈭～来年１/6㈮１7：00までに、必要書類をEメールで、同センター Eメール 
manabi.kouza@ccllf.jpへ

生涯学習センター

まなびフェスタ

12/3㈯　催し名など 時間･対象･定員など

水墨画で年賀状を描いて
みませんか

１0：00、１１：00、１3：00、１4：00、１5：00。いずれも、40分
程度　定員各先着6人　申電話で、県水墨会･川瀬さん☎
090-7738-2996。 FAX25１-7988･Eメールyukoayu@aioros.ocn.
ne.jpも可（必を明記）

多様なルーツを持つ人と
みんなで話そう‼

１0：00～１2：00　対象高校生以上の方　定員20人　申１１/１4
㈪までに、Eメールで必を明記して、多文化共生プロジ
ェクトEメールks_murao@yahoo.co.jpへ

はじめての小噺体験教室
１0：00～１2：00　対象成人　定員１0人　料金500円
申 １１/１4㈪までに、Eメールで必を明記して、千葉芸能
クラブEメール iinonozomu4@gmail.comへ

おもしろ算数講座
１0：00～１2：00　定員先着１0人
申Eメールで必を明記して、NPO法人ちば算数･数学を
楽しむ会Eメールchibasansutanoshimu@gmail.comへ

勾玉づくり
１0：30～１2：00　対象小学生　定員１0人
申１１/１4㈪までに、Eメールで必を明記して、埋蔵文化
財調査センターEメールmaibun.fukyu@ccllf.jpへ

自分で書いて自分のこた
えを見つけよう‼

１4：00～１6：00　対象高校生以上の方　定員先着１0人
申Eメールで必を明記して、セルフ･カウンセリング教
室なのはなEメールbellmac3@ab.auone-net.jpへ

日本のうた民謡を唄い健
康づくり

１4：00～１6：00　対象民謡初心者　定員１3人
申往に必を明記して、〒263-003１稲毛区稲毛東3-8-22佐
藤方･安藤民謡会へ。☎･ FAX244-2526も可

作品展示
１2/3㈯･4㈰１0：00～１6：00　展示内容＝土曜の水彩画作品、水墨画、染めて作った
花･アートフラワー、知ってほしいな里親のこと、児童書･絵本から知る里親家庭

12/3㈯　催し名など 時間･対象･定員など

トイレトレーニング講座
１4：00～１6：00　定員先着１2人　料金350円　申Eメールで必
を明記して、ごきげんちっちEメールgokigenchichi.chiba@
gmail.comへ

プレートシューターをつ
くろう‼

１4：00～１6：00　対象小学生以上の方　定員先着１4人
備考当日直接、同センター3階大研修室へ

詩の朗読会、パフォーマ
ンス

１4：00～１6：45　定員１5人
申往に必を明記して、〒263-0005稲毛区長沼町288-227
根本方･千葉県詩人クラブへ。☎･ FAX25１-１685も可

12/4㈰　催し名など 時間･対象･定員など

ネイチャーゲーム&秋のク
ラフトを体験しよう‼

9：30～１0：40、１１：00～１2：１0　定員各先着7人　料金300円
備考就学前児は保護者同伴
申Eメールで必を明記して、ちば市シェアリングネイチ
ャーの会Eメールmanabi.sn2022@gmail.comへ

おはなし会・里親家庭の
物語

１0：00～１0：30　対象小学生　定員先着１2人
申Eメールで必を明記して、バスストップ
Eメールbusstop202１foster@gmail.comへ

木版画の多色摺り体験 １0：00～１2：00、１3：30～１5：00　定員各先着50人
備考当日直接、同センター3階大研修室へ

高品質な造花で30㎝ワイ
ヤーリースにアレンジ

１0：00～１2：00　対象成人　定員先着8人　料金3,500円
申電話で、ラフェド･フルール☎090-１１１7-64１１。 FAX263-
9048･Eメール lafeede.fleur@kni.biglobe.ne.jpも可（必を
明記）

シニアのための楽しい健
康朗読

１0：30～１2：00　対象60歳以上の方　定員１5人
申１１/１4㈪必着。往に必を明記して、〒277-0858柏市豊
上町5-4伊藤方･朗読アンサンブルれもんの会へ

ブックトーク・里親家庭
の物語

１１：00～１１：30　対象中学生以上の方　定員先着１2人
申Eメールで必を明記して、バスストップ
Eメールbusstop202１foster@gmail.comへ

作って楽しむマジック体
験教室

１4：00～１5：00　対象小学生以上(保護者同伴可)
定員１0人　料金500円
申１１/１4㈪までに、Eメールで必を明記して、千葉芸能
クラブEメールmac555new@ybb.ne.jpへ

健康朗読
１4：00～１6：00　定員7人
申１１/１4㈪必着。往に必を明記して、〒267-006１緑区土
気町１4１7-25山口方･さえずりへ。☎090-3472-7420、 Eメール 
htysyama@ceres.ocn.ne.jpも可

私色の野バラ(アートフ
ラワー)

１4：00～１6：00　定員先着8人　料金600円
備考小学3年生以下は保護者同伴　申Eメールで必を明記
して、アートフラワーの会･都賀 Eメールsomebanaart@ 
gmail.comへ。☎・FAX375-845１も可

初めて学ぶ養育里親制度 １4：30～１5：30　定員先着１2人　申NPO法人キーアセッ
トHPから。☎2１5-7802、 FAX2１5-7803も可

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
区 館名 講座･催し名 日時･対象･定員･申込方法など

中
央
区

生浜公民館
☎263-0268
FAX263-0907

ボッチャ生浜カップ
１１/26㈯9：00～１2：00　対象小学生以上の方
定員１2組24人(１組2人まで) 
申１１/2㈬～6㈰に電話で

葛城公民館
☎222-8554
FAX222-１453

カラスとヒトとの付
き合い

１2/9㈮１3：30～１5：00
対象成人　定員１6人
申１１/30㈬までに電話で

川戸公民館
☎265-9256
FAX265-4372

パソコン講座「ワー
ドでチラシを作成し
よう」

１2/7㈬～9㈮9：00～１2：00　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　持物2ギガバイト以上のUSBメ
モリ　申１１/１5㈫までに電話で

新宿公民館
☎243-4343
FAX243-3972

歴史講座～千葉常胤
の実像に迫る～

１１/１2㈯１0：00～１2：00
対象成人　定員１5人
申１１/6㈰までに電話で

末広公民館
☎264-１842
FAX264-3746

埋蔵文化財からみる
自然災害

１2/１㈭9：30～１１：30
対象成人　定員１4人
申１１/１１㈮～１5㈫に電話で

椿森公民館
☎254-0085
FAX254-１285

お弁当の日応援
「ウインナーの飾り
切り教室」

１2/4㈰１0：00～１2：00　対象小学生と保護者
（5･6年生は子どものみの参加も可）
定員１0組　申１１/2㈬～１5㈫に電話で

星久喜公民館
☎266-4392
FAX266-498１

もらって嬉しい年賀
状～個性が光る～

１１/25㈮１0：00～１2：00
対象成人　定員１5人　料金１50円
申１１/2㈬～１4㈪に電話で

松ケ丘公民館
☎26１-5990
FAX263-9280

クリスマスのカップ
蒸しケーキづくり教
室

１2/１7㈯9：30～１2：30　対象小学生
定員9人　料金700円　持物エプロン、三角巾、布
巾、持ち帰り用容器、上履き
申１１/29㈫～１2/5㈪に電話で。同館HPから
も可

宮崎公民館
☎263-5934
FAX263-4904

大人の科学教室「料
理は科学‼」

１2/7㈬１0：00～１2：00　対象成人
定員１6人　料金200円　申１１/2㈬～20㈰に、E
メールで必を明記して、同館 Eメールoubo. 
miyazaki@ccllf.jpへ

花
見
川
区

朝日ケ丘公民館
☎272-496１
FAX27１-6994

千葉市の経済講座「シ
ェアリングエコノミ
ーって何だろう」

１１/29㈫１3：30～１4：30
対象成人　定員20人
申１１/2㈬～8㈫に電話で

公民館
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