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人の心をつかむ話し方

〜思いを伝えるプレゼンテーション〜

コンサート

金管楽器でめぐる世界の音楽

私にもできるかな？

iDeCo・つみたてNISA入門セミナー

特集 １

2/12(日)

人の心をつかむ話し方
〜思いを伝えるプレゼンテーション〜

13:30〜16:30

プレゼンテーションの目的は「人を動かすこと」です。
「いいね」
という共感が
相手の心を動かし、
「わたしも」
という共鳴で相手の行動につなげることができます。
そのような人の心をつかむ話し方の基本を一緒に学びましょう。
【講師】(特非)国際ファシリテーション協会専務理事/椿 景子

【対象/定員】地域活動をしている方、または興味がある方/30人
【費用】無料 【申込方法】
メール、往復はがき

【募集期間】12/1〜1/31 【問合せ】学習支援グループ：207-5815学習推進グループ：207-5820

椿 景子

特集 ２

2/22(水)

コンサート 金管楽器でめぐる世界の音楽

14:00〜15:00

同級生コンビと同級生トリオが合わさってできたBanquet Brass（バンケットブラス）。トランペット、ホ
ルン、
トロンボーン、テューバで構成される金管五重奏で世界の楽しい音楽を演奏いたします。是非くつ
ろぎながらお楽しみください。
【出演】Banquet Brass(トロンボーン/上野 大介、
トランペット/大石 源太、高橋 勇太郎、
ホルン/深澤 仁、テューバ/仲辻 征史)

【曲目】凱旋行進曲 (歌劇「アイーダ」より)、

「サウンドオブミュージック」セレクション、
となりのトトロメドレーほか

【対象/定員】4歳以上/200人【費用】無料
【申込方法】
メール、往復はがき

【募集期間】12/1〜1/31【問合せ】学習推進グループ：207-5820

Banquet Brass

【備考】1通で4人まで申込可(全員の氏名・年齢を明記)

特集 ３

2/23

私にもできるかな？

(木・祝)

iDeCo・つみたてNISA入門セミナー

13:00〜15:00

資産形成制度として人気の「iDeCo」、
「つみたてNISA」。税制面で優遇されているので有利に資
産形成ができる国の制度です。はじめて投資信託にチャレンジする方を念頭に2つの制度の使い
分け、気を付けるべき点などをわかりやすく解説します。ファイナンシャル・プランナーに
よる無料体験相談会、子ども向け金銭教育セミナー「お金のがっこう」
も同時開催。
【講師】AFP認定者、確定拠出年金アナリスト、
（株）
オフィス・リべルタス代表取締役/大江 加代
【共催】千葉市、日本FP協会千葉支部 【後援】千葉市教育委員会

【定員】200人 【費用】無料 【申込方法】千葉市消費生活センターHPから電子申請、

往復はがき 【募集期間】12/23〜1/18 【問合せ】千葉市消費生活センター：207-3602学習推進グループ：207-5820

申込方法等、詳細は生涯学習センターまたは消費生活センターHPにてご確認ください。
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大江 加代

子ども・子育て

子ども・子育て

親子で作ろう！

千葉市のふれあい子どもかるたで遊ぼう

子どもの足形カレンダー

1/29(日) ①10:00〜10:50②11:10〜12:00

1/7(土)10:30〜12:00

千葉市の小学生が力を合わせてつくった
「千葉市のふれあい子ども

来年の干支はうさぎです。子どもの足形を使って、世界にひとつのう

かるた」
で遊んでみませんか？はじめてでも大丈夫！

さぎのカレンダーを作ります。親子体操やパネルシアターの時間も

【企画・運営】
ちば・こくごふれあいの会

あります。

【対象/定員】小学生/各20人【費用】無料

【講師】おやこ教室
「イルカキッズ」
主宰/石川 千恵、布施 みのり

【申込方法】
メール、往復はがき【募集期間】12/1〜1/16

【対象/定員】2・3歳児と保護者/15組30人【費用】無料

【問合せ】学習推進グループ：207-5820

【申込方法】
メール、往復はがき【募集期間】11/1〜12/14

【備考】希望の時間①②を明記(第2希望まで記載可)

【問合せ】学習推進グループ：207-5820

子ども・子育て

子ども・子育て

育つ力を見守る

外国語おはなし会

祖父母・パパママのための孫育ち講座

2/5(日) 15:00〜15:30

2/9(木)・16(木）13:30〜15:30【全2回】

外国語で絵本の世界を楽しんでいただくためのおはなし会を開催します。

現在の妊娠・出産・子育て事情から、お孫さんの健やかな育ちを考え

【共催】千葉市中央図書館

ます。パパ・ママ、マタニティの方も一緒にご参加いただけます。

【講師】千葉市国際交流員/セクストン・キャサリン・メアリー

【講師】川島助産院院長/川島 広江

【対象/定員】小学生以下の子どもと保護者/先着20人

【対象/定員】祖父母および父親・母親 /30人

【問合せ】千葉市中央図書館情報資料課児童青少年班：287-3980

【募集期間】12/1〜1/16

【費用】無料【申込方法】
メール、往復はがき

【費用】無料 【申込方法】直接会場へ(1Fアトリウム)

【問合せ】学習推進グループ：207-5820
子ども・子育て

子ども・子育て

折って、しきつめて、作って、遊ぼう！

親子で遊ぼう

2/18(土)10:00〜11:30

2/16(木)10:00〜11:00

「カラフルユニット多面体づくり」
と
「ペントミノ(パズル)に挑戦」の2

弁天保育所の保育士さんが色々な遊びを持ってきてくれます。親子

本立てです。たのしく遊びながら頭の柔軟体操をしてみましょう！

で楽しく遊びましょう。

【共催】千葉市立弁天保育所

【講師】(特非)ちば算数・数学を楽しむ会

【対象/定員】3歳未満児と保護者/10組20人【費用】無料

【対象/定員】小学生/40人【費用】無料

【問合せ】学習推進グループ：207-5820

【募集期間】12/1〜1/31

【申込方法】
メール、往復はがき

【申込方法】
メール、往復はがき【募集期間】12/1〜1/31

【問合せ】学習推進グループ：207-5820

千葉市埋蔵文化財調査センター特別展関連講座

遺物から見える地域文化の発達 −縄文時代前期後葉〜末葉−

（会期中は祝日以外開館）
【特別展】

【関連講座】

11月23日
（水）
〜1月22日
（日）
千葉市立郷土博物館
2月3日
（金）
〜3月5日
（日）
千葉市埋蔵文化財調査センター

第１回／知ってみよう、
縄文前期の千葉の土器

縄文時代前期後葉〜末葉という時代に焦点を当てた展示を開催しま
す。縄文時代前期後葉という時代は東関東と西関東では大きく文化（土
器や生活のスタイル）
が異なっていました。そのような文化の違いを、実
物を通して紹介します。また、関連講座も開催します。

1月14日
（土）
14:00〜15:30

【定員】会場40人・Zoom100人【費用】無料
【申込方法】●会場参加：往復はがき、メール ●オンライン参加：メール
【募集期間】12/1〜12/23
【申込み・問合せ】千葉市埋蔵文化財調査センター：266-5433
maibun.fukyu@ccllf.jp 〒260-0814 千葉市中央区南生実町1210
【備考】申込時に会場参加・オンライン(Zoom)参加の希望を明記
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興津貝塚出土興津式

【講師】松田光太郎
（千葉市埋蔵文化財調査センター）
【会場】千葉市生涯学習センター３階大研修室

第２回／縄文時代
前期後葉〜末葉の土器の動き
1月21日
（土）
14:00〜15:30
【講師】近江哲
（東松山市教育委員会）
【会場】千葉市生涯学習センター３階大研修室
上台貝塚出土諸磯式

くらし・教養・郷土

くらし・教養・郷土

縄文時代研究講座

柏の葉アカデミア講座

縄 文 時 代について理 解を深めるため、最 新の研 究 成 果を学びま

2/12(日)14:00〜15:30

千葉県の自然災害と防災・減災

1/14・28、2/4・18、3/11・18土曜日10:00〜11:30
す。学芸員や専門家によるオムニバス形式の講演です。

懸念される自然災害や備えるための防災・減災の取り組み方につ

※詳細は加曽利貝塚博物館HPにてご確認ください。

いて学びます。※さわやかちば県民プラザより生涯学習センター
へオンライン配信します。

【定員】各30人【費用】無料

【講師】千葉科学大学教授/藤本 一雄

【申込方法】千葉市立加曽利貝塚博物館HPから電子申請

【共催】さわやかちば県民プラザ

【募集期間】1/14〜2/4開催分：1/1〜1/9

2/18~3/18開催分：2/1~2/10

【定員】30人【費用】無料【申込方法】
メール、往復はがき

【申込先/問合せ】千葉市立加曽利貝塚博物館：231-0129

【募集期間】12/1〜1/31

kasori.jomon@city.chiba.lg.jp

【問合せ】学習推進グループ：207-5820

くらし・教養・郷土

くらし・教養・郷土

睡眠と健康の知恵袋講座

東京情報大学公開講座

1/15(日)・29(日)10:00〜11:30

2/13(月)・17(金)・24(金)10:00〜11:30

「眠りたくてもなかなか眠れない」、
「年齢とともに眠りが浅くなっ

第1回：よい眠りについて考える

た」など、睡眠のお悩みはありませんか？眠りと健康の意外な関係

第2回：健康長寿のために知っておきたい「動きの能力」

をご紹介します。

第3回：SDGsとコロナ後の里山

【協力】明治安田生命保険相互会社

【共催】東京情報大学

【定員】30人【費用】無料

【定員】各回先着40人【費用】無料

【申込方法】
メール、往復はがき【募集期間】11/1〜12/25

【申込方法】東京情報大学HP、電話

【問合せ】学習推進グループ：207-5820

【募集期間】1/11〜先着順
【申込先/問合せ】

くらし・教養・郷土

東京情報大学:236-4710(平日9:00〜17:00)

基礎からわかる発達障害

http://www.tuis.ac.jp

〜障害特性の理解と対応方法について〜

【備考】1回ごとの参加も可能

1/21(土)10:00〜12:00

くらし・教養・郷土

いきいきシニア健康講座

発達障害の特性とその特性理解をベースにした関わり方を学びます。

日舞エクササイズ
「NOSS」

【講師】東京学芸大学名誉教授/上野一彦
【共催】千葉市発達障害者支援センター

2/22(水)10:30〜12:00

【対象/定員】120人【費用】無料

日本舞踊は、有酸素運動＋筋トレ＋ストレッチのトータルスポーツ

【申込方法】
メール、往復はがき【募集期間】12/5〜12/21

です。日舞の動きを取り入れたエクササイズ「NOSS」で、筋肉と

【申込先/問合せ】千葉市発達障害者支援センター:303-6088

脳を活性化しましょう。

〒261-0003千葉市美浜区高浜4-8-3

【講師】NOSS認定上段インストラクター/三浦 妙子

cdc-yoyaku@snow.ocn.ne.jp

【対象/定員】50歳以上の方/15人【費用】無料

【備考】新型コロナウイルス感染拡大状況によりオンデマンド配信

【申込方法】
メール、往復はがき【募集期間】1/1〜1/31

となる場合があります。

【問合せ】学習推進グループ：207-5820
地域活動・ボランティア

くらし・教養・郷土

『無意識の思い込み』
に気づくと人生が
変わる！
？ 〜「べき論」から心を解き放とう〜

ゆるんでゆるんでハッピー！

シニアのための若がえり塾

1/22(日)13:30〜16:30

2/7〜2/21毎週火曜日13:30〜15:30【全3回】

無意識のうちにしてしまう、ゆがんだものの見方や偏った思い込

施設ボランティアによるシニア向け人気講座です。今回は「ゆる

みに気づかなければ、信頼のおける人間関係を育むことはできま

んでゆるんでハッピー！」
をテーマに、福話術マジック、脳トレワー

せん 。
『 無 意 識 の 思い 込み 』が 、いじめやハラスメントの 温 床に

ク、落語の話を楽しみます。

なっていることに気づき合いましょう。

【講師】ハッピーマウスかず＆ひろ、荒牧 光子、柳家 吉緑
【企画・運営】施設ボランティア
「まなサポ11」

【講師】日本グループワーク・トレーニング協会理事長/三好 良子

【対象/定員】60歳以上の方/男女各20人

【対象/定員】地域活動をしている方、または興味がある方/30人
【費用】無料【申込方法】
メール、往復はがき
【募集期間】11/1〜12/25
【問合せ】学習支援グループ：207-5815

【費用】無料【申込方法】
メール、往復はがき

【募集期間】12/1〜1/16

【問合せ】学習推進グループ：207-5820
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メディア・パソコン

メディア・パソコン

パソコン相談コーナー

パソコン入門

12/2(金)・10(土)・16(金)・24(土)、
1/14(土)・20（金）
・28（土）13:00〜15:00

1/13〜2/24毎週金曜日10:00〜12:00【全7回】

パソコンを初めて使う方にピッタリの入門講座です。パソコンの

初心者を対象に、文字の入力方法やメール・インターネットの使い

立ち上げ方から、マウス操作、文字の入力方法、簡単な文章の入

方、ワードやエクセルの基本的な相談に応じます。

力・編集および装飾の仕方、ホームページの検索・閲覧、メールの

【企画・運営】施設ボランティア
「まなサポ1・２・３」

送受信を学びます。

【企画・運営】施設ボランティア
「まなサポ２」

デジカメ相談会

12/6(火)・21(水)、1/10(火)・18(水)10:00〜12:00

【対象/定員】パソコン初心者/16人【費用】1,400円

初心者を対象に、デジタルカメラの撮り方やパソコンへ取り込み

【問合せ】
メディア学習グループ：207-5823

【申込方法】
メール、往復はがき【募集期間】12/1〜12/14

方法、作品の作り方の相談に応じます。

【企画・運営】施設ボランティア
「ドリームリーダー」

メディア・パソコン

ビデオ撮影・編集相談会

ワード速習講座
〜キメる！1日で文書体裁〜

12/14(水)、1/11(水)10:00〜12:00

①1/29(日)②2/5(日)10:00〜12:30

初心者を対象に、ビデオをうまく撮るコツや、パソコンへのデータ

の取込み、動画の編集などの相談に応じます。

文字の行頭が揃わない…、フォントサイズを変えたら行間まで変

【企画・運営】施設ボランティア
「映像記録ボランティア」

わってしまった…。自分が作成したワードの文書に、モヤモヤする

【費用】無料
【申込方法】直接会場へ
（B1F映像音声加工編集ブース）
【問合せ】
メディア学習グループ：207-5823

ことはありませんか？ワードの「段落」機能を使いこなせば、整った
文書を作成することができます。短時間でビジネス文書にも活用

できる技を身に付けましょう。

【講師】
（株）
プラムシックス

【対象/定員】
ワード経験者/各20人【費用】2,750円

メディア・パソコン

【持ち物】USBメモリ【申込方法】
メール

デジカメ写真の取込みと活用

【募集期間】1/1〜1/16

【問合せ】
メディア学習グループ：207-5823

1/7〜1/28毎週土曜日10:00〜12:00【全4回】

デジカメで撮った写真をパソコンへ取り込み、写真の整理や保存

メディア・パソコン

の仕方、写真のトリミング、フィルター、調整機能の操作方法や音
楽入りスライドショー作成などの方法を学びます。

ワード速習講座〜基本の長文作成〜

【企画・運営】施設ボランティア
「まなサポ1」

1/29(日)・2/5(日)13:30〜16:30【全2回】

【対象/定員】パソコンで文字入力ができる方/16人
【持ち物】SDカードまたはUSBメモリ

文書デザインの変更や脚注・図表番号の挿入、表紙挿入、文書の

【申込方法】
メール、往復はがき【募集期間】12/1〜12/14

検査を取り上げます。長文作成を基本に見栄えの良い文書を効

【問合せ】
メディア学習グループ：207-5823

率よく作成するテクニックを学びます。

【講師】
（株）
プラムシックス

【対象/定員】画像や表を挿入して文書を作成できる方/20人
【費用】4,500円【持ち物】USBメモリ
【申込方法】
メール【募集期間】1/1〜1/16
【問合せ】
メディア学習グループ：207-5823

メディア・パソコン

市民自主企画パソコン講座

ワードステップアップ講座
〜図形の挿入をマスターしよう〜

メディア・パソコン

家庭で役立つエクセル活用講座

1/10〜1/31毎週火曜日10:00〜12:00【全4回】

2/4〜2/25毎週土曜日10:00〜12:00【全4回】

ワード機能の文字入力に加え、図形機能を使って、図形の挿入やオブ

ジェクトを活用すことができると、より分かりやすい文章を作成すること

エクセルの基本を学び、表の作成・オートフィル・四則演算・簡単な

ができます。文字やイラストなどを効果的に挿入する方法を学びます。

関数・グラフ作成・データの並べ替えや抽出を使って、家庭で使え

【企画・運営】WAIの会(千葉市女性団体連絡会)

る健康管理表や住所録を作ります。

【企画・運営】施設ボランティア
「まなサポ1」

【対象/定員】パソコンで文字入力ができるワード初心者/16人
【費用】450円【持ち物】USBメモリ
【申込方法】
メール、往復はがき
【募集期間】12/1〜12/14
【問合せ】
メディア学習グループ：207-5823

【対象/定員】
ワードの使用経験があるエクセル初心者/16人
【持ち物】USBメモリ 【申込方法】
メール、往復はがき
【募集期間】1/1〜1/16

【問合せ】
メディア学習グループ：207-5823
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子ども・子育て
メディア・パソコン

親子アニメ上映会

市民自主企画パソコン講座

1月親子アニメ上映会

パワーポイントを使って
音楽入りスライドショーを楽しもう！

1/21(土)①10:00〜11:00②13:00〜14:00

写真は印刷してアルバムにするだけですか？デジカメ画像をパソ

②・アニメ名作シリーズ 「ダンボ」

①・ウッディ・ウッドペッカー
「ペッカーの迷パイロット」ほか

2/6〜2/20毎週月曜日13:30〜16:00【全3回】

・年中行事「福は内！鬼は外！」 ・世界の童話 「青いとり」

コンへ取り込み、パワーポイント機能でスライドショーを作成し、

【定員】各回先着50人【費用】無料

音楽入りの動くアルバムを作ってみませんか。

【申込方法】上映開始30分前から整理券を配布(地下1F小ホール)

【企画・運営】PCサポーターズ

【問合せ】
メディア学習グループ：207-5823

【対象/定員】
ワードで文字入力ができる方/16人
【費用】700円

【持ち物】USBメモリ、30枚程度撮影済みメモリーカード

【申込方法】
メール、往復はがき【募集期間】1/1〜1/16
【問合せ】
メディア学習グループ：207-5823

月曜名画座

木曜名画座

「素晴らしき哉、人生！」

「グリーンブック」

12/12(月)①10:00〜12:10②14:00〜16:10

12/22(木)①10:00〜12:10②14:00〜16:10

2018年

1946年 アメリカ
（モノクロ）監督：フランク・キャプラ

アメリカ
（カラー）監督：ピーター・ファレリー

出演：ヴィゴ・モーテンセン/マハーシャラ・アリ

出演：ジェームズ・スチュワート/ドナ・リード

「紳士協定」

「望郷」※水曜日の開催となります

1/16(月)①10:00〜12:00②14:00〜16:00

1/25(水)①10:00〜11:35②14:00〜15:35

1947年 アメリカ
（モノクロ）監督：エリア・カザン

1937年 フランス
（モノクロ）監督：ジュリアン・デュヴィヴィエ

出演：グレゴリー・ペック/ドロシー・マクガイア

出演：ジャン・ギャバン/ミレーユ・バラン

【定員】各回先着300人 【費用】無料 【申込方法】上映開始30分前から1人1枚整理券を配布(2Fホール)
【問合せ】
メディア学習グループ：207-5823

講座の申込方法
①希望講座名

下記の必要事項をご記入の上、各講座の「申込方法」の欄に記載の方法でお申し込みください。

②氏名(ふりがな） ③年齢(学年） ④郵便番号・住所

⑤電話番号(Fax番号） ⑥その他必要事項(希望の時間等）

※メールで申込日から4開館日過ぎても申込受理の連絡がない場合はお問い合わせください。

※迷惑メールなどの受信を制限する設定をされている方は
「manabi.kouza@ccllf.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。
＜申込みの際の注意＞ 1.
2.
3.
4.

往復はがきの場合は
「返信用はがき」
にご自宅の郵便番号・住所・氏名をお書きください。
1通につき1講座でお申し込みください。
市内在住・在勤・在学の方が優先となります。在勤・在学の方は、お申込み時にその旨をお書きください。
特に記載がない場合、応募者多数の場合は抽選となります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設内での感染症予防対策にご協力ください。

やむを得ない事情により生涯学習センター主催の講座やイベントが中止・延期となる場合があります。

〒260-0045 千葉市中央区弁天3-7-7
Tel：043-207-5811(代表) Fax:043-207-5812
E-mail：manabi.kouza@ccllf.jp HP：https://chiba-gakushu.jp
開館時間：9:00~21:00

休 館 日：毎月第4月曜日(祝日および振替休日にあたる場合は火曜日）
年末年始(12月29日〜1月3日）

JR千葉駅「中央改札」
を降りて、
「 千葉公園口」から徒歩8分
／千葉モノレール千葉公園駅から徒歩5分
※駐車台数には限りがあります。なるべく公共交通機関をご利用ください。
千葉市生涯学習センターは千葉市中央図書館と
同じ建物内にあります。

※敷地内は全面禁煙です。
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HP、Twitter、
Facebookはこちら

