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●掲載施設・イベント
　千葉市生涯学習センター／図書館／公民館／加曽利貝塚博物館／郷土博物館／千葉市子ども交流館／千葉市科学館／
　千葉市少年自然の家／千葉市民ギャラリー・いなげ／千葉市美術館／千葉市南部青少年センター

特集 今年も、夏休みおすすめの
子ども向けイベントがいっぱい！
今年も、夏休みおすすめの
子ども向けイベントがいっぱい！

Free!

M A N A B I  N O  M O R IM A N A B I  N O  M O R I

ご自由に

お持ちください

30
vol.

2021年7月1日発行

※本誌に掲載しているイベント情報や開館時間は、新型コロナウイルスの影響により中止・変更となる場合があります。
　最新情報を各施設のホームページでご確認いただくか、各施設にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
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講座名 開催日時 対象・定員・申込方法

希望講座名、氏名(ふりがな)、年齢(学年)、住所、電話番号、保護者同伴で参加する講座は保護者氏名を明記のうえ、 往復はがき、または Eメールで申込み。 
※有料・無料をよくお確かめください。応募者多数の場合は抽選です。

申込方法

〒260-0045 中央区弁天3-7-7 千葉市生涯学習センター　〈Eメール〉 manabi.kouza@ccllf.jp
●開館時間／9：00～21：00　●休館日／第4月曜日（祝日の場合、翌日）

申込先

対象・定員／簡単なパソコン操作ができる小学3～6年生/各8人
費 用／無料
持ち物／筆記用具
申込方法／往復はがき、メール　※希望の時間を記載
募集期間／～7/14（水）

対象・定員／簡単なパソコン操作ができる小学3～6年生/各10人
費 用／無料
持ち物／筆記用具
申込方法／往復はがき、メール　※希望の時間を記載
募集期間／～7/30（金）

対象・定員／簡単なパソコン操作ができる小学5・6年生/8人
費 用／無料
持ち物／USBメモリ
申込方法／往復はがき、メール
募集期間／～7/30（金）

対象・定員／①中学生②高校生/各10人
費 用／無料
持ち物／筆記用具
申込方法／往復はがき、メール　※希望の時間を記載
募集期間／8/1（日）～16（月）

対象・定員／制御コード「もし～なら」を使ったことがある
　　　　　  小学4～6年生/各10人
費 用／無料
持ち物／筆記用具
申込方法／往復はがき、メール　※希望の日時を記載
募集期間／8/1（日）～16（月）

対象・定員／未就学児および小学生とその保護者
　　　　　　(未就学児の場合は保護者同伴)/80人 
費 用／無料
申込方法／往復はがき、メール(1通4人まで申込み可) 
　　　　　※応募者全員の氏名が必要です。
募集期間／～7/14（水）

対象・定員／子どもとその保護者
　　　　　 （未就学児の場合は保護者同伴）/30人
費 用／無料
申込方法／メール(1通3人まで申込み可)
　　　　　※応募者全員の氏名が必要です。
募集期間／8/1（日）から申込み先着順

子ども向けパソコン講座

講座名 開催日時 対象・定員・申込方法

上 映 会

8/3（火）
①10:00～12:00
②13:30～15:30

夏休みに、パソコンで自分だけのオリジナル下じきを作ってみませんか。ワードを
使って幾何学模様を描いて組み合わせると、万華鏡のような模様ができます。印刷
物をラミネート加工して仕上げます。

パソコンで万華鏡模様の下じきを作ろうパソコンで万華鏡模様の下じきを作ろう

【企画・運営】施設ボランティア「まなサポ1」

8/8（日・祝）
①10:00～12:00
②13:30～15:30

ビジュアルプログラミング言語「スクラッチ」を活用してプログラミングの基本を学
びます。順次実行・繰り返し・条件分岐を取り入れてゲーム作りに挑戦します。（公民
館出前パソコン講座「まなぶ先生のスクラッチ入門」と同じ内容です）

まなぶ先生のスクラッチ入門～基礎編～まなぶ先生のスクラッチ入門～基礎編～

【講師】デジコラボ

【講師】デジコラボ

8/10（火）
10:00～12:00

表計算ソフト「エクセル」の簡単な機能を使って「お小遣い帳」を作ります。表を作り
ながらその仕組みを探ったり、数式を入力してその意味を考えたりしながら、「エク
セル」の特長に触れ、パソコンの新しい魅力を体験してみませんか。

エクセルでお小遣い帳を作ろうエクセルでお小遣い帳を作ろう

【企画・運営】施設ボランティア「まなサポ1」

8/27（金）
①10:00～12:00
②13:30～15:30

プログラミング専用パソコン「IchigoJam」を使ってプログラミングを体験します。
“ RUN　WAIT　LED　GOTO　LOAD　LIST ・・・ ” などの初心者向けプログラ
ミング言語「BASIC」のコマンドを使って、本格的なプログラムの作成に挑戦します。

IchigoJam入門IchigoJam入門

講座名 開催日時 対象・定員・申込方法

対象・定員／①小学3･4年生②小学5･6年生/各20人
費 用／無料
申込方法／往復はがき、メール　
募集期間／～7/14（水）

対象・定員／小学５年生以上の児童・生徒・学生/30人　
費 用／無料
申込方法／往復はがき、メール　
募集期間／～7/30（金）

対象・定員／小学3～6年生/16人　
費 用／300円
申込方法／往復はがき、メール　
募集期間／～7/30（金）

対象・定員／小学3年生～中学3年生/15人　
費 用／無料
申込方法／往復はがき、メール　
募集期間／～7/14（水）

定 員／20人　
費 用／無料
申込方法／往復はがき、メール
募集期間／～7/30（金）

対象・定員／家族(3～4人)/10組　
費 用／無料
申込方法／往復はがき、メール　
募集期間／～8/16（月）

子ども向け講座・イベント

8/7(土)
①10:00～12:00
②13:30～15:30

自由研究のまとめにつながる科学工夫工作づくりにチャレンジしましょう。千葉市
科学館や現役の理科の先生方がていねいに指導してくれます。

科学工夫工作にチャレンジ！科学工夫工作にチャレンジ！

【企画・運営】千葉市科学館、
　　　　　 千葉市の学校理科教育を支える教師の会

8/10(火)
13:00～15:30

1300年前の日本人は、季節や心の移り変わりを31文字の歌にこめて詠みました。
お気に入りの景色や自分の気持ちを、短歌で伝えてみましょう。

短歌をつくって、色紙にかこう短歌をつくって、色紙にかこう

【企画・運営】千葉市短歌協会

8/18(水)
9:30～15:30
(昼食休憩あり)

千葉公園を探検しながら樹木や木の実、葉っぱなどを観察し、手作りの本にまとめ
ます。

千葉公園を歩いて世界にひとつの本を作ろう！千葉公園を歩いて世界にひとつの本を作ろう！

【企画・運営】施設ボランティア「学びコム」

【講師】NPO法人郷土ちばに学び親しむ会

7/30(金)～
8/1(日)
9:30～11:30
★全3回

郷土千葉市の地理・歴史・文化・産業などについて学ぼう。めざせ千葉博士！「ものし
り検定」にチャレンジ。

千葉市ものしり検定千葉市ものしり検定

【読み手】ひがき 順子

8/15(日)
10:00～11:15

原爆が投下された広島で、戦中･戦後の激動の時代を必死に生き抜こうとする少
年の物語「はだしのゲン」。漫画の作者中沢啓治さんの作・絵による紙芝居を全五
巻一挙に上演します。

紙芝居「はだしのゲン」紙芝居「はだしのゲン」

【講師】災害支援・防災教育コーディネーター、
　　　社会福祉士/宮崎 賢哉

8/26(木)
13:30～16:00

避難のタイミング決めていますか？防災ゲームEVAGで「経験したことのない大雨
からの避難行動」についてシミュレーションし、家族で避難行動を考えます。

豪雨からの避難！家族向け防災ワークショップ豪雨からの避難！家族向け防災ワークショップ

9/4(土)
①13:30～15:30

9/5(日)
②10:00～12:00
③13:30～15:30

9/11(土)
④13:30～15:30

9/12(日)
⑤10:00～12:00
⑥13:30～15:30

ビジュアルプログラミング言語「スクラッチ」を活用
してプログラミングの基本を学びます。変数や乱数
を活用してゲーム作りに挑戦します。

まなぶ先生のスクラッチ入門
～変数・乱数編～
まなぶ先生のスクラッチ入門
～変数・乱数編～

【講師】デジコラボ

7/27(火)
10:00～11:00

『優しさや思いやり　協力の大切さ』を育むアニメ映画をお楽しみください。
①「はらぺこあおむし」②「だんまりこおろぎ」(エリックカールコレクションより)
③「王様の耳はロバの耳」(こども人形劇場)④「スノーマンとスノードッグ」

夏休み親子お楽しみ会夏休み親子お楽しみ会

【共催】千葉市社会福祉協議会中央地区部会

8/10(火)
10:00～11:00

「１４ひきのこもりうた」原作:いわむらかずお /「双子の星」原作:宮沢賢治 
天の川に住む双子の星、チュンセとポウセの役目は、毎晩笛を吹くこと。ある日、
ふたりは、大ガラスとサソリのケンカに巻き込まれ、笛を吹けなくなってしまいます。
夜は刻一刻とせまってきて…。

夏休み子ども上映会①夏休み子ども上映会①

8/28(土)
10:00～11:20

「白雪姫」アニメ名作シリーズより 
雪のように白い肌を持った美しい白雪姫。継母の女王は、自分より美しい者がいる
ことが許せず、白雪姫を殺そうとします。森の奥へと逃げ込んだ白雪姫は、一軒の
小さな家に住む7人の小人に助けられました。

夏休み子ども上映会②夏休み子ども上映会②

千葉市生涯学習センター千葉市生涯学習センター

メディア学習担当 TEL:207-5823（9：00～17：00）問合せ 講座企画担当 TEL:207-5820（9：00～17：00）問合せ

上映会担当 TEL:207-5823（9：00～17：00）問合せ

■ 対象・定員／小学4年生～中学生/20人　■ 費 用／500円　■ 申込方法／往復はがき、メール■ 対象・定員／小学4年生～中学生/20人　■ 費 用／500円　■ 申込方法／往復はがき、メール
■ 募集期間／8/1（日）～8/10（火）　■ 問 合 せ／メディア学習担当 TEL:207-5823（9：00～17：00） ■ 募集期間／8/1（日）～8/10（火）　■ 問 合 せ／メディア学習担当 TEL:207-5823（9：00～17：00） 

夏休み特別イベント夏休み特別イベント

“バンブースリットドラム”をつくろう！

東京楽竹団 -TOKYORAKUTAKEDAN-東京楽竹団 -TOKYORAKUTAKEDAN-講 師

8/24(火) 13:30～16:308/24(火) 13:30～16:30日 時

竹を使った打楽器“バンブースリットドラム”のワークショップに参加してみませんか？
工具を使って自分だけの“バンブースリットドラム”を製作します。完成した後はセッションをして音色を楽しみましょう！
竹を使った打楽器“バンブースリットドラム”のワークショップに参加してみませんか？
工具を使って自分だけの“バンブースリットドラム”を製作します。完成した後はセッションをして音色を楽しみましょう！

橘 政愛橘 政愛 木下 卓巳木下 卓巳
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図書館

休館日:月曜日(みずほハスの花図書館を除く)・第3木曜日休館(祝日の場合は翌日)。みずほハスの花図書館を含む分館は祝・休日も休館

図書館では、夏休みの期間中さまざまな行事を行います。
申込みが必要な行事は、7/1(木)から受付します。
図書館では、夏休みの期間中さまざまな行事を行います。
申込みが必要な行事は、7/1(木)から受付します。

区 図書館名・申込先

稲毛図書館
〒263-0043
小仲台5-1-1 
TEL：254-1845
FAX：284-4795

若葉図書館
〒264-0004
千城台西2-１-１
TEL：237-9361
FAX：237-5163

西都賀分館
〒264-0026
西都賀2-8-8

TEL：254-8681
FAX：254-8682

泉分館
〒265-0053
野呂町622-10
TEL：228-2982
FAX：228-0514

緑図書館
〒266-0031
おゆみ野3-15-2
TEL：293-5080
FAX：293-5100

あすみが丘分館
〒267-0066 あすみが丘７-２-４

TEL：295-0200
FAX：295-0219

美浜図書館
〒261-0004
高洲3-12-1

TEL：277-3003
FAX：278-4303

若
葉
区

若
葉
区

稲
毛
区

稲
毛
区

緑
区
緑
区

美
浜
区

美
浜
区

行事名 申込方法定　員対　象開催日時

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

8/4(水）
10：00～12:00 小学3年生 10人

7/10（土）必着
往復はがきまたは
電子申請で

夏休みお楽しみ教室 8/21(土)
10:00～11:00 小学生 先着16人 7/10（土）必着

来館または電話で

夏の親子おはなし会 8/20(金）
10:00～10:30

3歳～小学生
（保護者同伴可） 先着5組 当日直接会場へ

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

8/11(水）
①10：30～12:00
②14：00～15:30

小学3年生 各回4人
7/28（水）必着
往復はがきまたは
電子申請で

小学生かんたん工作 8/4(水）
10:00～12:00 小学生 10人

7/16(金)必着
来館・電話または
電子申請で

夏の親子おはなし会 7/21(水)
10:00～10:30

３歳児～小学生
（保護者同伴可） 先着４組 当日直接会場へ

夏の親子おはなし会 7/31(土)
11:00～11:30

3歳児～小学生
（保護者同伴可） 先着15人 当日直接会場へ

夏の親子おはなし会
7/16（金）
①11:00～11:30
②16:00～16:30

①0歳～3歳児
②4歳児～小学生
（保護者同伴可）

①先着10組
②先着7組 当日直接会場へ

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

7/28(水）
①10：00～12:00
②14：00～16:00

市内在住小学3年生 各回6人
7/10（土）必着
往復はがきまたは
電子申請で

おおむかしのアクセサリーを
つくろう
～勾玉（まがたま）づくり～

8/4(水）
①10：00～12:00
②14：00～16:00

小学生
（３年生以下は
保護者同伴）

各回10人
7/14(水）必着
往復はがきまたは
電子申請で。
材料費：200円

夏の親子おはなし会
7/14（水）
①11：00～11:30
②15：45～16:15

①0歳～3歳児
（保護者同伴）
②4歳児～小学生
（保護者同伴可）

各回先着10組 当日直接会場へ

打瀬分館
〒261-0013
打瀬2-13

TEL：272-4646
FAX：272-4648

夏の親子おはなし会
7/29（木）
①11:00～11:20
②15:30～15:50

①0～3歳児
（保護者同伴）
②3歳児～小学生
（保護者同伴可）

①先着16人
②先着8人 当日直接会場へ

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

7/28(水）・
   29(木）
①9：30～12:00
②13：30～16:00

小学3年生 各回4人
7/10（土）必着
往復はがきまたは
電子申請で

おもしろ算数と絵本の会 8/4(水）
10：00～11:30 小学生 20人程度

7/14（水）必着
来館・電話または
電子申請で

区 図書館名・申込先

みやこ図書館
〒260-0001
都町3-11-3

TEL：233-8333
FAX：234-4187

花見川図書館
〒262-0005
こてはし台5-9-7
TEL：250-2851
FAX：250-2853

白旗分館
〒260-0841
白旗1-3-16

TEL：264-8566
FAX：268-1032

花見川団地分館
〒262-0046
花見川3-31-101
TEL：250-5111
FAX：250-5112

みずほハスの花
図書館
〒262-8733

瑞穂1‐1 花見川区役所１階
TEL：275-6330

稲毛図書館
〒263-0043
小仲台5-1-1 
TEL：254-1845
FAX：284-4795

花
見
川
区

花
見
川
区

中
央
区

中
央
区

稲
毛
区

稲
毛
区

行事名 申込方法定　員対　象開催日時

夏の親子おはなし会
7/13（火）
①15:30～16:00
②16:00～16:30

①3～5歳児
②6歳児・小学生
（保護者同伴可）

各回先着10人 当日直接会場へ

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

7/21(水）
①10：00～12:00
②14：00～16:00

小学3年生 各回6人
7/10（土）必着
往復はがきまたは
電子申請で

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

7/28(水）
①10：00～11:00
②14：00～15:00

小学3年生 各回4人
7/10（土）必着
往復はがきまたは
電子申請で

音のひみつにせまろう！
～わくわく体験教室～

8/18（水）
14:00～15:00 小学生 12人

7/14（水）必着
来館・電話または
電子申請で

夏の親子おはなし会 8/18（水）
15:30～16:00

3歳児～小学生
（保護者同伴可） 先着8人 当日直接会場へ

夏の親子おはなし会
7/16（金）
①11:00～11:30
②16:00～16:30

①0～3歳児
②4歳児～小学生
（保護者同伴可）

各回先着10人 当日直接会場へ

ペットボトルで顕微鏡を作ろう
～科学あそびの部屋～

8/27（金）
①10:00～10:45
②11:15～12:00

小学生
（2年生以下は
保護者同伴）

各回10人
7/21（水）必着
来館・電話または
電子申請で

夏の親子おはなし会 7/17（土）
11:00～11:30

3歳児～小学生
（保護者同伴可） 10人

7/8（木）必着
来館・電話または
電子申請で

夏の親子おはなし会
7/17（土）
①11:00～11:30
②15:00～15:30

①3～6歳児
②小学生
（保護者同伴可）

各回先着5組 当日直接会場へ

夏の親子おはなし会
7/9(金)
①15:15～15:45
②16:00～16:30

①3～6歳児
②小学生
（保護者同伴可）

各回先着15人 当日直接会場へ

※ご不明な点は、市内各図書館にお問い合わせください。
　なお、夏季期間中は、定例のおはなし会の開催時間が変更となる場合があります。併せてご確認ください。

はがきで申し込む場合は、行事名・氏名・住所・年齢・
電話番号・希望日時(第2希望まで)を明記して、各図書館へ。

応募者多数の場合抽選。市内在住者優先。

参加費
無料
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区 公民館名

生浜公民館
TEL：263-0268
FAX：263-0907

夏休み子ども工作教室①
「藍染体験」

夏休み子ども工作教室②
「ふりふりせっけん作り」

夏休み子ども科学教室①
「発泡入浴剤作り」

夏休み子ども科学教室②
「ポンポン船作り」

まなぶ先生の
スクラッチ入門～基礎編～

科学館出張講座
「まるっとグライダー」を
作ろう

キラキラフォトフレームを
作ろう

クラゲの水族館を作ろう

ペットボトルで雲を作ろう

中
央
区

中
央
区

葛城公民館
TEL：222-8554
FAX：222-1453

夏休み体験教室①
「スポーツチャンバラ
体験教室」

夏休み体験教室②
「藍染体験教室」

夏休み体験教室③
「ソフト粘土で作る
スイーツ」

わくわく体験広場
（立体的なはり絵を作ろう）

千葉市を知る
（市制１００周年事業）
中世都市千葉を探る

わくわく体験広場
（ペンケースを作ろう）

歴史講座
千葉氏と千葉市制100周年

わくわく体験広場
（不思議な貯金箱を作ろう）

わくわく体験広場
（保冷剤を作ろう）

わくわく体験広場
（ランプシェードを作ろう）

川戸公民館
TEL：265-9256
FAX：265-4372

新宿公民館
TEL：243-4343
FAX：243-3972

講座名 日時・対象・定員・申込方法など 区 公民館名

末広公民館
TEL：264-1842
FAX：264-3746

夏休みこども講座
「みんなで楽しくけん玉
教室」

夏休みこども講座
「ひらめき科学工作教室」
上学年A・Bコース

夏休みこども講座
「ときめき科学工作教室」
下学年A・Bコース

夏休みこども講座
「科学実験教室～
火薬を使わない線香花火を
作ろう～」A・B・Cコース

夏休み親子講座
「科学実験教室～
火薬を使わない線香花火を
作ろう～」

わくわくボッチャ大会
～ミニゲームもするよ～

わくわく科学教室
～プログラミング
ロボットカーｍBot～①②

わくわく手芸教室
～染花ガーベラの
コサージュ～

わくわく親子教室
～バルーンアート～

わくわく工作教室
～デコフレーム～①②

潮見佳世乃コンサート
「おこり地蔵」

プログラミング
ロボットカーを走らせよう！
①②

夏休み子ども
「おかし作り」教室

夏休み子ども「科学」教室

夏休み子ども
「リサイクル工作」教室

夏休み子ども
「アートフラワー」教室

絵てがみで暑中見舞いを
書いてみよう

中
央
区

中
央
区

椿森公民館
TEL：254-0085
FAX：254-1285

星久喜公民館
TEL：266-4392
FAX：266-4981

松ケ丘公民館
TEL：261-5990
FAX：263-9280

宮崎公民館
TEL：263-5934
FAX：263-4904

講座名 日時・対象・定員・申込方法など 区 公民館名

宮崎公民館
TEL：263-5934
FAX：263-4904

科学工夫教室
牛革でオリジナルタグを
つくろう！
①②

スクラッチ入門

アイドルダンス体験教室

こども防災リーダー教室

親子そば打ち体験教室

アートフラワー講習
私色のコスモス

初心者のための
ボッチャ体験教室

おたのしみおはなし会

はじめよう、
簡単Zoom教室

布ぞうり作り体験講座

夏休み子供映画上映会
「FINAL FANTASY 
第1巻」

キッズ・チャレンジ
「バランストンボを作ろう」

昼下がりの音楽会
「CDコンサート」

介護保険制度のしくみ
～要介護認定とそれから～

千葉市科学館・出張科学イベント
プログラミングで「レゴＥＶ３」を
自動運転させてみよう！

夏休み親子料理教室

夏休み子ども教室
「リサイクルして
万華鏡をつくろう」

書道体験教室①②

中
央
区

中
央
区

花
見
川
区

花
見
川
区

朝日ケ丘公民館
TEL：272-4961
FAX：271-6994

検見川公民館
TEL：271-8220
FAX：271-9319

犢橋公民館
TEL：259-2958
FAX：259-6431

こてはし台
公民館

TEL：250-7977
FAX：250-1992

さつきが丘
公民館

TEL：250-7967
FAX：286-6469

講座名 日時・対象・定員・申込方法など 区 公民館名

花園公民館
TEL：273-8842
FAX：271-0370

花見川公民館
TEL：257-2756
FAX：286-0185

幕張公民館
TEL：273-7522
FAX：273-6185

千葉市男女共同参画セン
ター共催 教育講演会
「LGBT入門講座」

我が家の防災対策
「地震、台風、雷の
メカニズムと対策」

元刑事が教える
子どものための防犯講座

木工教室
「杉板目の花入れ」

稲毛公民館
TEL：243-7425
FAX：243-3962

シニアのための
スマートフォン講座
ー基礎編・応用編ー

草野公民館
TEL：287-3791
FAX：287-3672

地震・煙体験版！
防災講座いざという時に
備えよう！

黒砂公民館
TEL：241-2811
FAX：247-1931

親子で姿勢チェック！
骨盤から子どもの健康を
守ろう

山王公民館
TEL：421-1121
FAX：423-0359

スクラッチ入門

轟公民館
TEL：251-7998
FAX：285-6301

公民館でやさい市

緑が丘公民館
TEL：259-2870
FAX：286-6442

家族信託
～認知症になっても
これで安心～

加曽利公民館
TEL：232-5182
FAX：232-6408

はじめてのスマホ体験
「かんたん入門編」(貸出用
スマホを使用します)

桜木公民館
TEL：234-1171
FAX：234-1172

我が家の防災対策

更科公民館
TEL：239-0507
FAX：239-0569

シニアライフ講座
「日常自立支援事業とは？」

小中台公民館
TEL：251-6616
FAX：256-6179

はじめてのスマートフォン
教室（アンドロイド）

エンジョイ倶楽部①
～シニア映画会～

千草台公民館
TEL：255-3032
FAX：255-3682

わくわく楽学講座園芸
「苔玉作り教室」

わくわく楽学講座理科
「火薬を使わない
線香花火作り教室」

わくわく楽学講座理科
「みんなで楽しむ星空散歩」

みんなの科学教室
「認知症の予防」

下総三山の七年祭り

歴史講座
「下総三山の七年祭り」

花
見
川
区

花
見
川
区

稲
毛
区

稲
毛
区

若
葉
区

若
葉
区

幕張本郷公民館
TEL：271-6301
FAX：271-0881

講座名 日時・対象・定員・申込方法など

7/31(土) 10:00～12:00
［対］小学3～6年生(大人も可)　
［定］先着12人　
［料］小学生500円、大人700円　
［申］7/3（土）から直接来館

8/3(火) 10:00～12:00
［対］小学3～6年生　
［定］先着12人　
［申］7/3（土）から直接来館

8/6(金) 10:00～11:00
［対］小学3～6年生　
［定］先着12人　
［申］7/3（土）から直接来館

8/19(木) 9:30～12:00
［対］小学3～6年生　
［定］先着10人　
［申］7/3（土）から直接来館

7/20(火) 10:00～12:00
［対］パソコンを使ったことがある小学３

～６年生　
［定］先着10人　
［申］６/２６（土）から電話で

7/27(火) 10:00～11:00
［対］小学1～6年生　
［定］先着15人
［申］7/3（土）から電話で

7/30(金) 10:00～12:00
［対］小学1～6年生　
［定］先着12人
［料］400円　
［申］7/3（土）から電話で

7/31(土) 14:00～15:30
［対］小学生(1～3年生は保護者同伴)
［定］先着15人　
［持］筆記用具、炭酸飲料のペットボトル

(500㎖以下)　
［申］7/3（土）から電話で

7/30(金) 13:30～15:30
［対］小学1～6年生　
［定］先着12人
［料］350円　
［申］7/3（土）から電話で

7/31（土) 10:00～12:00
［対］小・中学生　
［定］先着10人
［申］7/1(木）から電話で

8/10（火) 9:30～11:30
［対］小学3～6年生(大人も可)　
［定］先着15人　
［料］小学生500円、大人700円　
［申］7/1(木）から電話で

8/17（火) 10:00～12:00
［対］小学1～6年生　
［定］先着15人
［料］600円　
［申］7/1(木）から電話で

7/10（土) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］先着15人　
［申］7/2(金）から電話で

7/29（木) ①10:00～12:00
 　　  ②13:00～15:00
［対］新宿小・登戸小・弁天小・幸町三小
［定］抽選各12人　［料］300円 
［申］詳しくは学校配布のチラシをご覧く

ださい。

7/31（土) ①9:00～11:30
 　　  ②13:30～16:00
［対］新宿小・登戸小・弁天小・幸町三小
［定］抽選各12人　［料］400円　
［申］詳しくは学校配布のチラシをご覧く

ださい。

8/3（火) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］先着10人
［申］7/20(火）から電話で

8/5（木) ①10:00～12:00
 　　②13:30～15:30
［対］新宿小・登戸小・弁天小・幸町三小
［定］抽選各10人　［料］500円
［申］詳しくは学校配布のチラシをご覧く

ださい。

8/19（木) ①10:00～12:00
 　　  ②13:30～15:30
［対］新宿小・登戸小・弁天小・幸町三小
［定］抽選各10人　［料］500円
［申］詳しくは学校配布のチラシをご覧く

ださい。

8/20（金) ①10:00～10:45
 　　  ②11:15～12:00
［対］新宿小・登戸小・弁天小・幸町三小
［定］抽選各10人　
［申］詳しくは学校配布のチラシをご覧く

ださい。

7/19(月)・26(月)、
8/2(月) 9:30～11:30 全3回
［対］小学1～6年生　
［定］先着12人
［申］7/2(金)から電話

7/20(火) A：9:30～11:30　
 B：13:30～15:30
［対］小学4～6年生　
［定］先着各8人
［料］A400円 B300円　
［申］7/2(金)から電話

7/21(水) A：10:00～11:30　
 B：13:30～15:00
［対］小学1～3年生　
［定］先着各8人
［申］7/2(金)から電話

8/23(月) A：9:30～10:30　
 B：10:45～11:45　
 C：13:30～14:30
［対］小学4～中学生　
［定］先着各6人
［料］200円　
［申］7/2(金)から電話

8/23(月) 14:45～16:15
［対］小学4～中学生と保護者　
［定］先着2組　
［料］1人200円　
［申］7/2(金)から電話

7/24(土) 午前
［対］院内小・椿森中の生徒　
［定］先着15人　
［申］学校配布チラシで案内します。

7/30(金) ①13:30～14:15　
 ②15:00～15:45
［対］①小学4～6年生 
　　②小学1～3年生（院内小・千草台東小）
［定］先着各10人
［申］学校配布チラシで案内します。

8/9(月・祝) 10:00～12:00
［対］①院内小・千草台東小の児童
［定］先着10人　
［料］500円
［申］学校配布チラシで案内します。

8/21(土) 10:00～12:00
［対］小学生親子(院内小・千草台東小) 
［定］先着10組　
［料］1組200円
［申］学校配布チラシで案内します。

8/23(月) ①10:00～12:00　
 ②13:30～15:30
［対］院内小・千草台東小の児童
［定］先着各7人　
［料］500円
［申］学校配布チラシで案内します。

7/18(日) 13:30～14:30
［対］小学生以上 
［定］先着23人
［申］7/3(土)から電話

7/27(火) ①10:00～10:45　
 ②11:00～11:45
［対］小学4～6年生　
［定］先着各8人
［申］7/3(土)から電話

7/25(日) 9:30～12:30
［対］小学4～6年生　
［定］先着10人
［料］600円　
［申］7/1(木)～10(土） 学校配布の申込

書を窓口へ。

7/26(月) ①9:30～10:30　
 ②11:00～12:00　
［対］小学生　
［定］先着10人　
［申］7/1(木)～10(土） 電話または学校

配布の申込書を窓口へ。

7/30(金) 10:00～11:00
［対］小学生　
［定］先着10人
［申］7/1(木)～10(土） 電話または学校

配布の申込書を窓口へ。

8/2(月) ①10:00～12:00 　
 ②13:30～15:30
［対］小学4～6年生　
［定］先着10人
［料］500円　
［申］7/1(木)～10(土） 学校配布の申込

書を窓口へ。

7/17(土) 9:30～11:30
［対］蘇我・宮崎・大森・大巌寺小の4～6年

生　
［定］抽選10人　
［料］200円
［申］7/1(木)～7(水）学校配布の申込書

を窓口へ

7/19(月) ①9:30～10:30　
 ②11:00～12:00
［対］蘇我・宮崎・大森・大巌寺小の1～6年

生　
［定］抽選各10人　
［申］7/1(木)～7(水）学校配布の申込書

を窓口へ

7/22(木・祝)  ①13:00～15:00　
  ②15:00～17:00
［対］蘇我・宮崎・大森・大巌寺小の2～6年

生　
［定］抽選各10人　
［料］300円
［申］7/1(木)～7(水）学校配布の申込書

を窓口へ

7/28(水)10:00～12:00　
［対］蘇我・宮崎・大森・大巌寺小の3～6年

生　
［定］抽選10人　
［申］7/1(木)～7(水）学校配布の申込書

を窓口へ

7/29、8/5・12の木曜日
13:00～17:00
［対］小学3～6年生　
［定］抽選10人  
［料］500円（DVD代）　
［申］7/1(木)～7(水）申込書を窓口へ

8/4(水) 10:00～11:30 
8/29(日) 9:00～10:00　全2回
［対］蘇我・宮崎・大森・大巌寺小の5・6年

生　
［定］抽選10人　
［料］100円
［申］7/1(木)～7(水）学校配布の申込書

を窓口へ

8/8(日・祝) 9:30～13:00 　
［対］蘇我・宮崎・大森・大巌寺小の1～3年

生と保護者　
［定］抽選6組　
［料］1,500円　
［申］7/1(木)～7(水）学校配布の申込書

を窓口へ

7/10(土) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］先着8人　
［料］600円
［持］ハサミ・筆・パレット・エプロン・袋
［申］7/2(金)から電話

7/22(木・祝) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］先着10人
［申］7/2(金)から電話

7/29(木) 10：00～12:00
［対］小学生　
［定］先着20人
［申］7/2(金)から電話

7/11(日) 13:30～15:30
［対］小学4年生～成人　
［定］10人
［申］7/2(金)から電話・来館

7/20(火) 10:00～15:00
［対］成人　
［定］先着16人 ［料］500円
［申］7/2(金)から電話・来館

7/29(木) 13:30～15:30
［対］小学生　
［定］先着20人
［申］7/10(土)から電話・来館

7/30(金) 10:00～11:30
［対］小学生(犢橋小・宮野木小) 
［定］先着12人
［申］7/10(土)から電話・来館

7/17(土)、11/27(土)、2/26(土)
14:00～15:00 全3回
［対］成人　
［定］先着20人
［申］7/2(金)から電話・来館

7/21(水) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］先着15人
［申］7/2(金)から電話・来館

7/25(日) 10:00～11:30
［対］小学生（４年生以上）　
［定］先着12人
［申］7/3(土)から電話・来館

7/17(土) 10:00～13:00
［対］さつきが丘西小・さつきが丘東小の

児童と保護者　
［定］先着4組
［申］7/2(金)から電話

7/21(水) 10:00～11:00
［対］小学３～6年生　
［定］先着10人
［申］7/2(金)から電話

7/17(土) 10:00～11:30
［対］花園小・畑小・瑞穂小4～6年生の保

護者　
［定］先着15人
［申］学校配布チラシで案内します。

7/28(水) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］先着20人
［申］7/2(金)から電話・来館

7/29(木) 10:00～11:30
［対］花園小・畑小・瑞穂小の児童 
［定］先着15人
［申］学校配布チラシで案内します。

7/24(土) 10：00～12：00
［対］成人　
［定］先着12人 ［料］800円
［申］7/2(金)から電話・来館（FAX不可）

7/29(木) 10:00～12:00
［対］中学生以上　
［定］抽選44人
［申］7/3(土)～10(土) 電話・来館（抽選

後、受講決定者のみ連絡、FAX不可）

7/31(土) 10:00～12:00
［対］中学生以上　
［定］先着30人
［申］7/4(日)から電話・来館（1電話で1人

分の申し込み、FAX不可）

7/30(金) 10:00～12:00
［対］成人（昨年度「下総三山の七年祭り」の歴

史講座に参加したことがある方を除く）
［定］抽選20人
［申］7/5(月)～16(金) 電話・来館（抽選

後、受講決定者のみ連絡、FAX不可）

7/13(火)・14(水)
10:00～12:00 全2回
［対］60歳以上　
［定］先着16人
［申］7/6(火)から電話で

8/7(土) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］先着20人
［申］7/6(火)から電話で

7/31(土) 10:00～11:30
［対］4歳～小学生と保護者
［定］先着8組
［申］7/2(金)から電話で

7/7(水) 14:00～16:00
［対］成人※初めて受講する方 
［定］先着20人
［申］7/1(木)から電話で

7/16(金) 9:30～12:00
［対］60歳以上　
［定］先着20人
［申］7/2(金)から電話で

8/6(金) 10:00～12:00
［対］小学生　
［定］先着10人
［申］7/9(金)から電話で

7/21(水) 13:30～15:00
［対］成人　
［定］先着15人 ［料］800円
［申］7/1(木)から電話で

7/31(土) ①9:30～10:30 
全４回 ②11:00～12:00 
 ③13:00～14:00 
 ④14:30～15:30
［対］小学4年生以上
［定］先着各6人（計4回24人） ［料］200円
［申］7/1(木)から電話で

8/7(土) 13:30～15:00
［対］小学生以上　
［定］先着16人
［申］7/1(木)から電話で

7/9(金) 11:00～12:00
［対］近隣住民
［申］当日直接

7/17(土) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］先着12人
［申］7/2(金)から電話で

7/14(水) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］先着12人
［申］７/2(金)から電話で

7/13(火) 14:00～15:30
［対］成人　
［定］先着20人
［申］７/2（金）から電話で

7/17(土) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］先着30人
［申］受付中

【注意】①申込時間は、特に記載のない限り9：00～17：０0です。②保護者同伴で参加する場合は、全員の氏名・年齢を明記してください。③来館には、公共交通機関をご利用ください。

［対］：対象　［定］：定員　［料］：料金　［申］：申込方法　［持］：持ち物公民館
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区 公民館名

更科公民館
TEL：239-0507
FAX：239-0569

親子パン作り教室

パソコン講座
「スクラッチ入門」

トールペイント教室

リサイクルして
万華鏡をつくろう

自然工作教室

子どもパン作り教室

まが玉づくり体験教室

カースタンドPONの
おいしいコーヒーの時間

若
葉
区

若
葉
区

緑
区
緑
区

さわやかコンサート
「クラシックギター演奏会」

リサイクルして
万華鏡をつくろう

まなぶ先生の
スクラッチ入門～基礎編～

勾玉をつくろう

千葉市科学館が
やってくる
～せっけんを作ろう～

千葉市科学館出張科学
イベント「スライム作り」

親子工芸教室
「藤で壁飾りと
タオルハンガーを作る」

東京ガス夏休み出張講座
「リサイクルして
万華鏡を作ろう！」

ボッチャ体験講座

初めての陶芸教室

みつわ台公民館
TEL：254-8458
FAX：254-3135

若松公民館
TEL：231-7991
FAX：231-0798

千城台公民館
TEL：237-1400
FAX：237-1401

白井公民館
TEL：228-0503
FAX：228-6168

越智公民館
TEL：294-6971
FAX：294-1931

おゆみ野公民館
TEL：293-1520
FAX：293-1521

講座名 日時・対象・定員・申込方法など 区 公民館名

土気公民館
TEL：294-0049
FAX：294-4233

子ども囲碁教室

生ごみを減らして
野菜を育てよう

子ども科学教室
「牛革でオリジナルタグ
を作ろう」

ガス管リサイクル
万華鏡づくり

子どもスポーツウエルネス
吹矢教室

人生100年、これからに
ついて準備しよう
①終活
②お金

夏休み子ども教室１
科学工作教室
「水の不思議を体験！
水飲み鳥を作ろう！」

夏休み子ども教室２
工作教室「けん玉アート
にチャレンジしよう」

夏のファミリーコンサート

夏休み体験教室
「化学の力で
絵を描いてみよう」

すっきり暮らすお片付け
のきほん

子どもスポーツ吹矢教室

夏休み体験教室
「点字を打ってみよう」

夏休み体験教室
「勾玉づくり」

美
浜
区

美
浜
区

緑
区
緑
区

磯辺公民館
TEL：278-0033
FAX：278-9959

打瀬公民館
TEL：296-5100
FAX：296-5566

幸町公民館
TEL：247-0666
FAX：238-4153

高浜公民館
TEL：248-7500
FAX：248-6851

稲浜公民館
TEL：247-8555
FAX：238-4176

講座名 日時・対象・定員・申込方法など

公民館
8/7(土) 9:30～12:30
［対］小中学生及び保護者 
［定］先着10人（保護者含む）　
［料］400円
［申］7/2(金)から電話で

7/21(水) 10:00～12:00
［対］白井小の3～6年生　
［定］先着10人
［申］詳細は白井小で配布するチラシで確

認してください。

7/22(木・祝) 10:00～12:00
［対］白井小の児童　
［定］先着10人 
［料］700円
［申］詳細は白井小で配布するチラシで確

認してください。

7/28(水) 10:00～11:00
［対］白井小の児童　
［定］先着10人
［申］詳細は白井小で配布するチラシで確

認してください。

7/29(木) 10:00～12:00
［対］白井小の児童　
［定］先着16人 
［料］100円
［申］詳細は白井小で配布するチラシで確

認してください。

8/1(日) 9:30～12:30
［対］白井小の児童　
［定］先着10人 
［料］400円
［申］詳細は白井小で配布するチラシで確

認してください。

8/2(月) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］10人
［料］500円
［申］7/2(金)から電話で

8/14(土) 10:00～12:00
［対］白井小の児童　
［定］先着10人 
［料］250円
［申］詳細は白井小で配布するチラシで確

認してください。

8/28(土) 14:00～15:30
［対］市民　
［定］先着25人
［申］7/2(金)から電話で

7/22(木・祝) 10:00～11:00
［対］小学生　
［定］先着10人
［申］みつわ台北小・南小・源小に配布する

こどもニュースをご覧ください。

7/23(金・祝) 10:00～12:00
［対］小学3～6年生　
［定］先着10人
［申］みつわ台北小・南小・源小に配布する

こどもニュースをご覧ください。

7/29(木)  ①10:00～10:45　
 ②11:15～12:00
［対］小学生　
［定］先着各10人
［申］みつわ台北小・南小・源小に配布する

こどもニュースをご覧ください。

8/7(土) 10:00～12:00
［対］小学生　
［定］先着10人　
［料］250円
［申］みつわ台北小・南小・源小に配布する

こどもニュースをご覧ください。

7/28(水)  ①13:30～14:30　
 ②15:00～16:00
［申］詳細は、若松小・小倉小・若松台小に

配布するチラシをご覧ください。

8/5(木) 10:00～15:00
［対］小学3～6年生と保護者 
［定］5組 ［料］1,000円　
［持］上履き、タオル、飲み物
［申］7/2(金)から電話で

8/6(金)  ①10:00～11:00　
 ②13:30～14:30
［申］詳細は、若松小・小倉小・若松台小に

配布するチラシをご覧ください。

7/15～8/26の木曜日
10:00～12:00 全6回（8/12を除
く）
［対］成人　
［定］6人　
［料］1,000円
［申］7/2(金)から4(日)に電話で。抽選

後、受講決定者にハガキで通知

7/6(火) 10:00～11:30
［対］市民　
［定］先着10人
［申］7/2(金)から電話で

7/22(木・祝)・23(金・祝) 
10:00～11:30 全2回
［対］小学生　
［定］12人
［申］詳細は、土気小・土気南小・大椎小・

あすみが丘小に配布するチラシをご
覧ください。

7/26(月) 
13:30～16:00
［対］小学3～6年生　
［定］15人 
［料］200円
［申］詳細は、土気小・土気南小・大椎小・

あすみが丘小に配布するチラシをご
覧ください。

7/29(木) 10:00～11:00
［対］小学生（1・2年生は保護者同伴）　
［定］20人
［申］詳細は、土気小・土気南小・大椎小・

あすみが丘小に配布するチラシをご
覧ください。

8/5(木) 13:30～14:30
［対］小学生　
［定］20人
［申］詳細は、土気小・土気南小・大椎小・

あすみが丘小に配布するチラシをご
覧ください。

8/11、9/1、10/6、12/1の水曜日
10:00～12:30 全４回
［対］成人　
［定］先着15人　
［料］1,000円
［申］7/2（金）から電話で

7/7・21の水曜日 
10:00～12:00 全2回
［対］成人　
［定］先着20人
［申］7/2（金）から電話で

7/25(日) 13:30～15:30
［対］小学3～6年生　
［定］先着20人 
［料］500円
［申］7/3（土）から電話で
［持］申込み時お問い合わせください。

7/28(水) 10:00～12:00
［対］小学生　
［定］先着16人 
［料］600円
［申］7/4（日）から電話で
［持］申込み時お問い合わせください。

8/29(日) 14:00～15:00
［対］小学生以上　
［定］30人
［申］7/2（金）～11（日）に電話で

7/17(土) 10:00～11:30
［対］小学生　
［定］先着12人 
［料］200円
［申］7/2(金)から直接来館または電話で

8/1(日) 10:00～12:00
［対］小学4～6年生　
［定］先着12人 
［料］250円
［申］7/2(金)から直接来館または電話で

8/5(木) 10:00～12:00
［対］小学3～6年生　
［定］先着15人
［申］7/2(金)から直接来館または電話で

7/25(日) 10:00～12:00
［対］小学生　
［定］先着16人 
［料］150円
［申］7/2（金）から電話で

7/24(土) 10:00～11:30
［対］成人　
［定］先着12人
［申］7/2(金)から電話で                                                

【注意】①申込時間は、特に記載のない限り9：00～17：０0です。②保護者同伴で参加する場合は、全員の氏名・年齢を明記してください。③来館には、公共交通機関をご利用ください。

［対］：対象　［定］：定員　［料］：料金　［申］：申込方法　［持］：持ち物

〒264-0028 若葉区桜木8-33-1　TEL:231-0129／FAX:231-4986
〈Eメール〉 kasori.jomon@city.chiba.lg.jp
〈ホームページ〉 https://www.city.chiba.jp/kasori/index.html
●開館時間／9：０0～17：０0（入館は16：30まで）
●休館日／月曜日(祝日の場合、翌平日）

問合せ

加曽利貝塚博物館加曽利貝塚博物館

〒260-0856 中央区亥鼻1-6-1　TEL:222-8231／FAX:225-7106
〈Eメール〉 kyodo.EDL@city.chiba.lg.jp
〈ホームページ〉 https://www.city.chiba.jp/kyodo/
●開館時間／9：０0～17：０0（入館は16：30まで）
●休館日／月曜日(祝日の場合、翌平日）

問合せ

郷土博物館郷土博物館

会 期／7/17(土)～9/19(日）
会 場／加曽利貝塚博物館企画展示スペース
内 容／市内の遺跡について学び、実際に見学に
　　　 行ってみましょう。
料 金／無料

日 時／8/11（水）～8/14（土）10：00～15:00
会 場／特別史跡加曽利貝塚　定 員／各回10人
内 容／夏休みの１週間は加曽利貝塚で作って・学んで体験しよう！
       　勾玉づくりや貝輪づくり等の体験学習ができます。
料 金／無料

●勾玉づくり

●貝輪づくり

●組紐づくり

●発掘体験

8/11（水）・12（木） 10:00～12:00

8/11（水）・14（土） 13:00～15:00

8/12（木）・13（金） 13:00～15:00

8/13（金）・14（土） 10:00～12:00

対象：小学4～6年生

対象：小学4～6年生

対象：小学1～6年生

対象：小学3～6年生

電子申請・電子メール・FAXで
事前申込必要。

日 時／10/2（土）・16（土）、11/20（土）14：30～16：00（各回共通）
会 場／千葉経済大学2号館大講義室

募集定員／100人　条 件／3回すべてに参加できる方（1回のみの参加不可）
募集方法／8/1（日）～9/15（水）の間に電子申請か往復はがき（9/15（水）必着）で
　　　　　申し込み。（応募多数の場合は抽選）
料 金／無料

1950年代半ばから1970年代初頭までの高度経済成長期の千葉市をテーマに、その
時に小中学生だった子どもたちの目を通して、街や海辺の風景、工場の設置、団地の造
成、生活様式等の移り変わりを様々な資料により紹介します。 
今年市制100周年を迎えた千葉市の姿が最も大きく変化した「喧騒と希望に満ちた高
度経済成長期」を振り返ってみませんか。
会 期／8/3（火）～10/17（日）
会 場／2階展示室
料 金／無料
■主な展示資料

【第１回】 講師 髙橋邦伯氏（青山学院大学特任教授）
 演題：時代をとらえる子供達の目
 －作文教育のありかたをめぐって－
【第２回】 講師 池田順氏（千葉市史編集委員長）
 演題：高度成長期の千葉市臨海開発
【第３回】 講師 工藤孝浩氏（日本魚類学会）
 演題：東京湾の埋めたてと自然環境 
 －その変遷と再生の試み－

千葉市制100周年記念 令和3年度特別展
高度成長期の千葉

―子どもたちが見たまちとくらしの変貌―

夏休み子供向け展示
「調べて発見！

わたしのまちの縄文時代2021」

今回の小企画展では、千葉にあった旧陸軍唯一の気球連隊の歴史と、軍用
気球の活動を展示しています。また、惜しまれつつ昨年解体された第２格納
庫の部材や模型もあわせて展示し、技術遺産としてのダイヤモンドトラスの
技術に迫ります。
これらを通じ、軍都千葉の歩みと戦争との関わり
について考える機会とします。
会 期／～7/11（日）まで 
会 場／１階展示室
料 金／無料

千葉市制100周年記念 小企画展
陸軍気球連隊と第二格納庫

－知られざる軍用気球のあゆみと技術遺産ダイヤモンドトラス－

小学校４～６年生及び中学生向けに博物館資料を使って郷土の歴史
を学ぶ講座の参加者を募集します。

令和３年度 夏休み郷土史講座

歴史講座「高度経済成長期の千葉を伝える」
高度経済成長期の千葉市の様子を
様々な視点から紹介します（要申込）。

演題及び
講師

〈必要事項〉
（①氏名・ふりがな ②住所 ③電話番号 ④年齢）
を明記して7/16（金）までに申し込むこと（必着）

日 時／7/20（火）13:30～15:30　会 場／館内　
対 象／千葉市在住もしくは市内小学校に通学している小学４年生～６年生

関連イベント

小学４年生～６年生向け
かわってきた千葉市の海まわりの土地

募集人数／各講座１２人 ※講座中の保護者の同席はできません。
募集方法／7/9（金）までに電子申請か往復はがき（7/9（金）
　　　　　必着）で申し込み。（応募多数の場合は抽選）
料 金／無料

日 時／7/22（木・祝）13:30～15:30　会 場／館内　
対 象／千葉市在住もしくは市内中学校に通学している中学生

中学生向け
千葉市の海辺の変遷

共通
事項

特別史跡
加曽利貝塚
夏休み縄文ウィーク

貨物船高栄丸模型
千葉ポートタワー蔵

ホーロー看板
「ボンカレ―当館蔵」

東京オリンピック
聖火リレートーチ
葛城中学校蔵

川崎製鉄初代社長
西山弥太郎胸像
当館蔵

会 場
7/ 5(月)
 13(火)
26(月)

松ケ丘公民館
新宿公民館
星久喜公民館

中
央

区 日 程 会 場 問い合わせ

松ケ丘公民館
TEL：261-5990

7/ 5(月)
 12(月)
16(金)

都賀公民館
小中台公民館
緑が丘公民館

小中台公民館
TEL：251-6616

7/14(水) 幕張公民館 幕張公民館
TEL：273-7522

花
見
川

稲
毛

7/22(木・祝) みつわ台公民館
若
葉

区 日 程 問い合わせ

千城台公民館
TEL：237-1400

7/ 1(木)

7/ 7(水)
 12(月)

高浜公民館 稲浜公民館
TEL：247-8555

おゆみ野公民館
誉田公民館

7/ 8(木) 桜木公民館

誉田公民館
TEL：291-1512緑

美
浜

子育て仲間作りや気分転換にお気軽にご利用ください！子育て仲間作りや気分転換にお気軽にご利用ください！

●時 間／10:00～12:00●対 象／子育て中の方・妊婦（子ども同伴可）
●申込先／当日直接会場へ（時間中出入り自由）

子育てママのおしゃべりタイム子育てママのおしゃべりタイム
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〒260-0013 中央区中央4-5-1　きぼーる3階　TEL:202-1504
〈ホームページ〉 http://kodomo-koryukan.jp/
●開館時間／9：０0～20：０0（12：30～14：０0は消毒のため一時閉館になります）
●休館日／火曜日(祝日の場合、翌平日）※市内小・中学校の長期休業期間中は開館

問合せ

千葉市子ども交流館千葉市子ども交流館

〒297-0217 長生郡長柄町針ヶ谷字中野1591-40　
TEL:0475-35-1131（9：00～19：00）／FAX:0475-35-1134
〈ホームページ〉 http://www.chiba-shizen.jp/

問合せ千葉市少年自然の家千葉市少年自然の家

〒260-0013 中央区中央4-5-1　TEL:308-0511
〈ホームページ〉 https://www.kagakukanQ.com
●開館時間／9：０0～19：０0（入館は閉館の30分前まで）
●休館日／7/5（月）、8月無休

問合せ

千葉市科学館千葉市科学館

日 時／ ①８/１１（水）１４：００～１５：３０
 ②８/１６（月）１４：００～１５：３０
 ③８/１９（木）１４：００～１５：３０
※３日とも同じ内容です。

会 場／４階工房
対 象／小学生以上
定 員／各回８人

参加費／各回５００円
受 付／７/８（木）より
         事前予約受付

さあ、もうすぐ夏休み！ 暑い夏は涼しい千葉市子ども交流館でいっぱいあそぼう！

夏休み・まんが教室 ～有名人の似顔絵と４コマまんがを描こう～夏休み・まんが教室 ～有名人の似顔絵と４コマまんがを描こう～

くらべて発見！
みんなの図鑑大研Ｑきゅう
ｂｙ 小学館の図鑑ＮＥＯ＋ぷらす くらべる図鑑

くらべて発見！
みんなの図鑑大研Ｑきゅう
ｂｙ 小学館の図鑑ＮＥＯ＋ぷらす くらべる図鑑

会 期／7/17（土）～8/29（日）
開催時間／９：００～１７：００
場 所／７階 企画展示室
協 力／株式会社小学館、株式会社アド・プロダクション
料 金／大人 ７００円、高校生 ４５０円、小・中学生 ２５０円
※未就学児は無料（保護者同伴）　※常設展示もご覧いただけます

全国で初めて『小学館の図鑑ＮＥＯ＋ぷらす くらべる図鑑』とタイアップし、バラエティ豊かな内容の特別展を開催します。
特別展は、動物、世界の文化、宇宙の大きく３つのテーマに分かれています。動物や乗り物の大きさくらべの映像や、世界の言葉の聴きくらべ、
惑星の大きさを身近なボールに例えた展示など、楽しみながら新しい発見や気づきを得ることができます。
その他にも、動物の重さを比較できるコーナーや、世界の学校生活の展示、来場者・スタッフ参加型の『くらべる』レポートのワークショップ等、
夏休みの自由研究のヒントにも最適なコンテンツも展開します。

近代日本を代表する創作版画家の前川千帆（まえかわせんぱん・1888-1960）。
漫画家として活動する一方、木版画を手がけ、清澄な彫摺と躍動感のあるユーモ
ラスな造形が魅力です。本展は約350点の作品から千帆の版業を振り返る、44
年ぶりの大回顧展です。

キャンプサイトでテント泊！
日 程／土日・祝日・夏休み等長期休業期間
料 金／HP参照
対 象／中学生以下のお子様のいるご家族・グループ
定 員／1日5区画限定！（全てフリーサイト）
申込方法／電話とメールにて予約後書類提出 ※先着順

BBQ体験広場オープン！
日 程／土日・祝日（11/28（日）まで）、
　　　 夏休み（7/19（月）～8/29（日））
料 金／HP参照
対 象／どなたでも。日帰りでも宿泊でもできます。
定 員／各部8区画限定！（時間詳細はHP参照）
申込方法／電話にて予約後書類提出 ※先着順

こだわりクラフトワークショップ
日 程（内容）／7/18（日）（革のトレイ・革ベルトキーホルダー）、
　　　　　　 8/1（日）（竹スピーカー）、8/9（月・祝）（竹灯り穴あけVer.）、
　　　　　　 8/12（木）（竹灯り＆竹紙灯り）、9/20（月・祝）（革ポシェット）
　　　　　　 各クラフト約2時間
料 金／HP参照
対 象／どなたでも。日帰りでも宿泊でもできます。
定 員／20人（最少催行クラフト数5）
　　　 ※1個のクラフトをご家族やお友達と作ることもできます。
締 切 日／革クラフト実施日の7日前まで、竹クラフト実施日の3日前まで
申込方法／電話にて予約後書類提出 ※先着順

藍染めワークショップ
日 程／7/25（日）、8/11（水）・13（金）・
　　　15（日）・22（日） 各約2時間
料 金／HP参照
対 象／どなたでも。日帰りでも宿泊でもできます。
定 員／20人
申込方法／電話にて予約後書類提出 ※先着順

夏ならではのイベント盛りだくさん！

千葉市少年自然の家では、様々なイベントを実施しています。
最新情報について自然の家ホームページやFacebookでご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症対策を行って実施します。なお、今後の状況によっては、
　プログラムの変更や開催を中止する場合があります。何卒ご了承ください。

夏の特別展

「図鑑は科学のびっくり箱 キミだけの新発見を探しに行こう！」

〒263-0034 稲毛区稲毛1-8-35 TEL:248-8723／FAX:242-0729
〈ホームページ〉 https://galleryinage.wordpress.com
●開館時間／9:00～17:15　
●休館日／月曜日(祝日の場合、翌平日)

問合せ

千葉市民ギャラリー・いなげ千葉市民ギャラリー・いなげ

〒260-0841 中央区白旗1-3-16　TEL:264-8995
〈ホームページ〉 https://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/
shogaigakushu/nambuseishonen/newkawa.html

申込先・問合せ

千葉市南部青少年センター千葉市南部青少年センター

〒260-0013 中央区中央3-10-8 TEL:221-2311 
〈ホームページ〉 https://www.ccma-net.jp
●開館時間／10:00～18:00(金・土曜日は20: 00まで) 
●休館日／第1月曜日（祝日の場合、翌平日）

●休館日／月曜日・祝日(その日が月曜日に当たる場合はその翌日も休館)

問合せ

千葉市美術館千葉市美術館

会 期／7/13（火）～9/20（月・祝）
休室日／8/2（月）、8/16（月）、9/6（月）
観覧料／一般1,200円、大学生700円、高校生以下無料 会 期／7/14（水）～10/3（日）

観覧料／無料
休室日／8/2（月）、9/6（月）

千葉市美術館が所蔵する約10,000点の作品から、毎月テーマを変えてコレクションのハイライトをご覧いただけます。

休室日／第1月曜日、7/6（火）
観覧料／一般300円、大学生220円 ※企画展をご覧の方は無料

「千葉市美術館コレクション選」

イベント名 講座名 開催日程 対象・定員・申込方法

サマー
チャレンジ
（小学生対象）

工作Ａ（科学工作）
「じしゃくごま」と
「くるくるミニカー」づくり

7/28(水）・29(木)
10：00～12：00
(２日間)

対 象／小学１・２年生　定 員／1２人（多数の場合抽選）　費 用／6００円
申 込／参加者１人につき往復はがきに講座名、住所、参加児童氏名（ふりがな）、
保護者氏名、学校名、学年、電話番号、性別、返信用宛名を記載、7/16(金）必着

対 象／小学３・４年生　定 員／12人（多数の場合抽選）　費 用／８００円
申 込／参加者１人につき往復はがきに講座名、住所、参加児童氏名（ふりがな）、
保護者氏名、学校名、学年、電話番号、性別、返信用宛名を記載、7/16(金）必着

対 象／小学5・6年生　定 員／12人（多数の場合抽選）　費 用／1,000円
申 込／参加者１人につき往復はがきに講座名、住所、参加児童氏名（ふりがな）、
保護者氏名、学校名、学年、電話番号、性別、返信用宛名を記載、7/16(金）必着

対 象／小学生（１～２年生は保護者同伴）　
定 員／午前・午後とも各10人（先着順）
費 用／無料　申 込／8/1(日)より電話で受付

工作Ｂ（科学工作）
「風力発電機」と
「リモコンカー」づくり

7/29(木）13：30～15：30
7/30(金)10：00～12：00
（２日間）

工作Ｃ（科学工作）
「モールス信号機」づくり

7/28(水)・30(金)
13：30～15：30
(２日間)

ときめき
サタディ
（小学生対象）

夏休み科学講座
「ガス管で万華鏡づくり」

8/17(火)
（午前の部）10：00～11：00
（午後の部）13：30～14：30

対 象／小学生　
定 員／午前・午後とも各1２人（先着順）
費 用／500円　申 込／8/３(火)より電話で受付

ねんどとLEDで
すてきなランプをつくろう

8/21(土)
（午前の部）10：00～12：00
（午後の部）14：00～16：00

「平木コレクションによる 前川千帆展」

前川千帆《少女》
1927年頃 公益財団法人平木浮世絵財団蔵

「つくりかけラボ04 
飯川雄大｜デコレーター
クラブ－0人もしくは1人
以上の観客に向けて」
公開制作やワークショップを通して空間を作り上げていく、
参加・体験型のアーティストプロジェクト第4弾。

喜多川歌麿《納涼美人図》
寛政6-7年(1794-95)頃 千葉市美術館蔵

会 期／７/２７(火)～８/１(日) 
　　　 ９：００～１７：１５（最終日は１５：００まで） 
入場料／無料

世界児童画展 千葉県展

「第５１回世界児童画展」の
優秀作品と千葉県内の入
賞以上の作品約250点を
展示します。千葉市内から
は小学校・中学校あわせて
１０校の作品が選ばれ会場
に展示されます。

会 期／８/１１(水)～２２(日) 
　　　 ９：００～１７：１５
　　　 （初日は１２：００から、最終日は１５：００まで） 
休館日／８/１６(月) 
入場料／無料

千葉市中学校美術部展

千葉市内の約20校
の中学校美術部が
参加する展覧会で
す。若い新鮮な創造
力をご覧ください。

会 期／８/２１(土)～９/1２(日) 
　　　 ９：００～１７：１５ 
休館日／８/２３(月)、３０(月)、９/６(月) 
入場料／無料

千の葉の芸術祭関連企画
「海の記憶を伝える稲毛アーカイブ展」

海と共に大きく変化を遂げてきた
稲毛の歴史を、写真や様々な資料、
地域住民の方々の記憶を通して現
代に蘇らせます。

企画展

常設展

【展覧会情報】

同時開催 江戸絵画と笑おう

開館時間・講座名・日時は変更になる場合があります。ホームページや市政だよりでご確認ください。

7/7（水）～8/1（日）
展示予定

絵が苦手でも大丈夫！誰でも楽しく学べる あべかよこ先生のまんが教室です。
「絵がうまく描けるようになるちょっとしたテクニック」を学び、創造する意欲や表現力を高めましょう。
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550円（税込）

無料駐車場あり

600円～850円（税込）

280円（税込）

新型コロナウィルス感染防止のため
時短営業を行う期間があります。

21:00


