
これまで「できる！」のタイトルでお届
けしていました千葉市生涯学習情報誌
をリニューアルし、本年度より新たに
「ちばまなびの森」として発行します。
より地域に密着した情報を発信し、市
民の皆さまの生涯学習をサポートする
情報誌となるよう、今後も企画・内容
の充実を図ってまいります。
どうぞ皆さまの日々の生涯学習にご活
用ください。

ご自由にお持ちください

特集：夏を「もっと」楽しもう！

千葉市生涯学習情報誌

いろいろチャレンジしてみよう!!
千葉市生涯学習センター主催　講座情報
夏は図書館・公民館へ行こう！
図書館・公民館・子育てママのおしゃべりタイム
好奇心いっぱいの夏
博物館・科学館・美術館情報
いい汗かこう!!
夏期スポーツ教室
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親子アニメ上映会（地下1階メディアエッグ） 日程 定員・会場

「落ちてきた星の子ムーミン」
「絵からとびだしたねこ　ぶるっとこわいおばけの話」
「たなばたさま」

7/9
（土）

第1回10:00～11:00
第2回14:00～15:00

定員80人
会場：B1F　メディアエッグ
上映の30分前から、会場入口で整理券
を配布（1人1枚）

「またあえるねツバメ君」
「ふしぎの国のアリス」
「とべないほたる」

8/13
（土）

第1回10:00～11:00
第2回14:00～15:00

「あんじゅとずしおう」
「眠れぬ夜の小さなお話　アイスクリームのおみやげのお話ほか」
「ドナルドダックと魔法使い」

９/10
（土）

第1回10:00～11:00
第2回14:00～15:00

映画会（2階ホール） 日程 定員・会場

「赤い靴」
日本語字幕　1948／イギリス　
　出演：モイラ・シアラー
ファンタジックなバレエのシーンが美しいバレエ映画の傑作

8/10
（水）

第1回10:00～12:20
第2回14:00～16:20

定員250人
会場：２Fホール
当日30分前から、会場入口で整理券を
配布（1人1枚）

「ふしぎの国のアリス」
ディズニーアニメ作品　1951／アメリカ

8/11
（木）

18:30～19:45
（夜間上映会）

郵送：〒260-0045　千葉市中央区弁天3-7-7　千葉市生涯学習センター
（電子メール、FAXでの申込が可能な講座のみ）E-mail：kouza@chiba-gakushu.jp　/　FAX 043-207-5822

※パソコン講座は、往復はがきでのみ受付をしています。その他の講座もそれぞれお申し込み方法が異なりますのでご確認ください。
FAX・電子メールの場合、お申し込み日から4日過ぎても応募受理の連絡がない場合は、お問い合わせください。

下記の必要事項をご記入の上、「申込方法」に記載のある方法でお申し込みください。

①希望講座名　②氏名（ふりがな）　③年齢（学年）　④住所　⑤電話番号・FAX番号　
保護者と子どもが参加する講座は両方の名前･年齢(学年)をご記入ください。

<お申し込みの際の注意＞
・往復はがきの場合は『返信用はがき』に自宅住所・氏名をご記入ください。
・お申し込みの際は、1通につき1講座１名でお願いします。
・特に記載がない場合は、応募者多数の場合は抽選となります。
・市内在住・在学の方が優先になります。在学の方は、お申し込み時に
　その旨をお書きください。

返信の裏面は白紙、往信の表面には、生涯学
習センターの住所と宛名をお書きください。

※講座によって申し込み方法が異なりますので、「申込方法」の欄をご確認ください。申し込み先

講座の申し込み方法 （往復はがきの書き方）

情報講座情報情報
子ども

パソコン講座

上映会

お申し込み
方法は

３ページを
ご覧ください

講座名 募集期間 日程
対象･定員･

費用
申込方法

子どもチャレンジ教室
ぐるぐる科学工作教室
科学館ボランティアがやってくる！まわして遊べるコマの工作
や科学おもちゃを使ったミニ体験コーナーがあります。

7/9(土)
10(日)
①10:00～12:00
②13:00～14:30

各日各回とも
小学生30人

直接会場
(１Fエレベーター前)へ

子どもチャレンジ教室　
千葉公園を歩いて「世界に１つの本をつくろう」
千葉公園で樹木や自然について学び、葉っぱや木の実を使って
自分だけの素敵な本をつくろう。(まなびサポーター企画講座）

7/1～15 7/27(水)
9:30～15:30

小３～小6
24人

夏休み科学講座
宇宙の不思議　宇宙ってこんなにおもしろい！
国立天文台の縣

あ が た

先生を講師に迎え、デジタル映像で宇宙旅行を
体験し、宇宙の仕組みや天体について学びます。星座早見盤を
作って、星座に詳しくなったら、星空を何倍も楽しめるかも。

7/1～15 8/2(火)
10:00～12:00

小4～中3
50人

千葉市ものしり検定
～ちばのことなら何でも知りたいな～
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・ちば博士。「千葉市ものしり検定」にチャレンジ！

7/1～15

8/4(木)･8(月)
9(火)･10(水)
9:30～12:00
全４回

小3～中3
50人

子どもチャレンジ教室
聴いてみよう、弾いてみよう和楽器入門
琴の音色を楽しもう
日本に古くからある楽器、琴。
この機会にぜひ弾いてみませんか。どんな音がするのかな？
琴にふれるのがはじめてという方でも大丈夫です。

7/1～15
8/5(金)
①10:00～11:30
②14:00～15:30

各回とも
小３～中3
15人

※希望する時間
(①又は②)も明記

子どもチャレンジ教室
古代の組みひもを作ってみよう！
組みひもでストラップ、ブレスレットをつくります。
組みひも作りは毛糸を使って手や足などの身体を利用してつく
るので、子どもにやさしい技法です。

8/18(木)
①10:30～12:00
②13:00～14:30

各回とも
小学生25人

直接会場
(１Fエレベーター前)へ

子どものハローワーク講座
ＪＲの運転士になりたい！
みんなの憧れ！電車の運転士さんの仕事を紹介します。ふだん
の仕事のことや運転士になるために必要なことなどを現役の運
転士さんがお話をしてくれます。

7/15～29 8/19(金)
14:00～16:00

小4～中3
40人

子どもチャレンジ教室
たのしいこくご・チャレンジ！
OB＆現職の先生から作文や感想文のアドバイスがもらえるよ。
漢字が好きになる漢字チャレンジ！にも挑戦してみよう。

【企画・運営】ちば・こくごふれあいの会

8/23(火) ～
25(木）
①10:00～12:00
②13:00～15:00

各日各回
小学生30人

直接会場
(３F工芸研修室)へ

市民自主企画講座
里山で描く生きものマンガ講座
緑区下大和田の谷津田に生息する昆虫・植物を観察し、それを
マンガに描く体験を通して、自然の豊かさや大切さ、生態系の
つながりなどを学ぶ講座です。

8/1～13

9/3(土)
 10:00～12:00
9/10(土)現地
10:00～14:00
全2回
＊予備日9/11(日)

小・中学生
（保護者も可）
28人
(教材費１人
500円)

※保護者も参加する場
合は申し込み時に明記

親子であそぼう　第2回
パパとあそぼう  ホップ・ステップ・ジャンプ
リラックスした空間で、動いて、笑って、パパ大好き！

8/15～
8/29

9/10(土)
10:00～11:30

1､2歳児と保護者
25組

※保護者と子ども両方の
名前･年齢も明記

子どもチャレンジ教室
新聞紙から大変身!! 9/17(土)

10:30～14:30

小学生50人

直接会場
(１Fエレベーター前)へ

講座名 募集期間 日程 対象･定員･費用 申込方法

子どもパソコン講座
君だけのデジタルアルバムをつくろう！
友達や家族との思い出の写真を、データでご用意ください。写真に動
きやデザインをつけて、デジタルアルバムを作りましょう。

7/15～
7/29

8/23(火)
24(水)
13:00～16:00
全2回

小4～小6
16人

親子パソコン講座
親子で楽しくパソコンミッションに挑戦！
可愛いキャラクターが登場します。親子で力を合わせてミッションを
クリアしよう。パソコンにあまりふれた事がなくても大丈夫。

7/1～15 7/30(土)
13:00～16:00

５歳児～小１とその保
護者・２人１組で10組

※保護者と子ども両方の名
前･年齢(学年)も明記

カンタン！ビデオにチャレンジ
夏休みの思い出写真や身近な興味・関心のある
ものをビデオカメラで撮影し、タイトルやBGM

（音楽）を入れて編集し、あなただけのフォトビ
デオ作品を作ります。ビデオカメラ操作が初め
てでも大丈夫です。

7/15～
7/29

8/21(日)
Ⓐ 9:30～12:00
Ⓑ13:30～16:00

各回とも
小4～小6
7人

※希望する時間
(Ⓐ又はⒷ)も明記

お問い合わせ　メディア学習担当　TEL043-207-5823お問い合わせ　メディア学習担当　TEL043-207-5823お問い合わせ　メディア学習担当　TEL043-207-5823

お問い合わせ　講座企画担当　TEL043-207-5820お問い合わせ　講座企画担当　TEL043-207-5820お問い合わせ　講座企画担当　TEL043-207-5820

①希望講座名　②氏名（ふりがな）　③年齢（学年）　④住所　⑤電話番号・FAX番号　
保護者と子どもが参加する講座は両方の名前･年齢(学年)をご記入ください。

※講座によって申し込み方法が異なりますので、「申込方法」の欄をご確認ください。

いろいろチャレンジしてみよう!!千葉市生涯学習センター主催
※講座・イベントは、都合により変更・中止になる場合があります。

新聞で４コマ漫画を楽しむ以外に“こんなこと”や“あんなこ
と”が出来るってすごい。オリジナルに愛着がわくよ。
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区 講座名 日程 会場・問合

稲
毛
区

夏休み
「子ども映画会」

７/23（土）10：00～11：30
対象 　小学生・幼児(保護者同伴）
定員 　先着100名
申込 　７/２（土）から直接または電話で

小中台
公民館

〒263-0043
小仲台5-7-1
☎251-6616

土曜クラブ
「夏の小学生俳
句教室」

７/16（土）13：30～15：30
対象 　小学生と保護者（小学生同士可）
定員 　先着２０組（４０名）
申込 　７/２（土）から直接または電話で

稲　毛
公民館

〒263-0034
稲毛1-10-17
☎243-7425

区 講座名 日程 会場・問合

緑
区

科学工作教室
「手作りカメラ」

７/23(土)９：00～12：00
対象 　小学生（１～３年生は保護者同伴）
定員 　20人　 費用 　500円
申込 　７/13(水)必着。往復はがきで

土　気
公民館

〒267-0061
土気町1631-7
☎294-0049

科学工作教室
「万華鏡作り」

８/４(木)10：00～11：30
対象 　小学生（１～２年生は保護者同伴）
定員 　20人　
申込 　７/13(水)必着。往復はがきで

子ども
陶芸教室

７/30(土)・８/19(金)・27(土)
13：30～15：30
対象 　小学生（１～２年生は保護者同伴）
定員 　20人　
費用 　1,500円（全３回で完成）
申込 　７/13(水)必着。往復はがきで

日程・会場 問い合わせ

 ７/25㈪ 宮崎公民館
松ケ丘
公民館

☎261-5990

 ７/14㈭ 幕張公民館ア
幕　張
公民館

☎273-7522

 ７/22㈮ 小中台公民館ア
小中台
公民館

☎251-6616

日程・会場 問い合わせ

 ７/14㈭ 桜木公民館

　 28㈭ みつわ台公民館

千城台
公民館

☎237-1400

 ７/11㈪ 誉田公民館
誉　田
公民館

☎291-1512

 ７/15㈮ 高浜公民館
稲　浜
公民館

☎247-8555

対象  子育て中の方（子ども同伴可）
申込  申込当日直接会場へ（時間中は出入り自由）

いずれも、10：00～12：00
ア家庭教育アドバイザーも参加

日程・会場日程・会場

子育
てマ
マの

子子子育
てマ
マの

おしゃべり
タイム

図書館・公民館では夏休み中に、いろいろな行事を行います。
夏のおはなし会や工作あそびは夏休みにぴったりなイベントです。
また、一日図書館員や図書館たんけんツアーでは日頃わからない
図書館のひみつがわかるかもしれません！
ぜひ、この夏休みを利用して、いろいろな体験をしてみませんか⁉
はがきで申し込む場合は、必要事項【下記参照】と希望日時
（第2希望まで）を明記して各図書館・公民館までお願いします。
定員に指定のないものは多数の場合、抽選となります。

◆お申し込みは、市内在住・在勤・在学の方が対象です。
※図書館は参加費は無料です。公民館は一部教材費が必要です。
※停電等により内容・日時が変更や中止になる場合がありますので、
　ご不明な場合はお問い合わせください。

夏は図書館・公民館へ行こう！	

緑区

稲毛区

花見川区　※縮小の場合別マーク使用

美浜区

中央区

若葉区

中央区

夏の親子おはなし会　7/16（土）
①10：00～10：30
②11：00～11：30
対象 ：①3・4歳児②5歳児～小学生
定員：各回先着30人程度
申込：当日直接会場へ

高校生が語るおはなし会
7/24、31、8/7、14、21（日）
11：00～11：30
対象 ：３歳児～小学生（保護者同伴可）
定員 ：各回先着30人程度
申込 ：当日直接会場へ

親子図書館たんけんツアー
7/29（金）　10：00～12：00
7/30（土）　10：00～12：00
対象 ：小学生の親子（子どものみの参加可）
定員 ：各回20名
申込 ： 7/9（土）必着。往復はがきで

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～
7/28(木）、29（金）
9：30～12：00
対象 ：小学3年生
定員 ：各回6人（多数の場合は抽選）
申込 ： 7/15（金）必着。往復はがきで

夏の親子おはなし会
7/20（水）
11:00～11:30
対象 ：３歳児～小学生（保護者同伴可）
定員 ：先着20人程度
申込 ：当日直接会場へ

緑区

稲毛区

花見川区　※縮小の場合別マーク使用

美浜区

中央区

若葉区

花見川区

夏の親子おはなし会
7/22、8/26（金）　10:30～11:00
対象 ：３～５歳児とその保護者
定員 ：各回先着30名程度
申込 ：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～
8/3（水）、4（木）　10：00～12:00
対象 ：小学3年生　 定員 ：各回先着10名
申込 ： 7/6（水）から電話または直接来館

科学あそびの部屋
8/9（火）～11（木）　9:30～12:30
対象 ：４歳児以上とその保護者
申込 ：当日直接会場へ（入室は12:00まで）

工作あそび　7/28（木）
10：00～12：00 対象 ：小学生
定員 ：先着15名程度
申込 ： 7/6（水）から電話または直接来館

中央図書館
〒260－0045　弁天3-7-7

電話287-3980　FAX287-4074

みやこ図書館
〒260－0001　都町3－11－3

電話233-8333　FAX234-4187

花見川図書館
〒262-0005　こてはし台5-9-7
電話250-2851　FAX250-2853

白旗分館
〒260-0841　白旗1-3-16

電話264-8566　FAX268-1032 花見川団地分館
〒262-0046　花見川3-31-101
電話250-5111　FAX250-5112

緑区

稲毛区

花見川区　※縮小の場合別マーク使用

美浜区

中央区

若葉区若葉区

夏の親子おはなし会
7/29(金)
①10:00～10:30 
②10：45～11:15
対象 ：①3・4歳児　②5歳児～小学校低学年
定員 ：各回：先着30人程度
申込 ：当日直接会場へ

若葉図書館
〒264-0004　千城台西2-１-１
電話237-9361　FAX237-5163

小学生かんたん工作と本の紹介
8/3(水)　10:00～12:00
対象 ：小学生
定員 ：先着20人程度
申込 ： 7/15（金）から電話または直接来館

夏の親子おはなし会
7/20(水)
①10:00～10:30
②10：45～11:15
対象 ：①3・4歳児　②5歳児～小学校低学年
定員 ：各回先着20人程度
申込 ：当日直接会場へ

西都賀分館
〒264-0026　西都賀2-8-8

電話254-8681　FAX254-8682

夏の親子おはなし会
7/23(土)　11:00～11:30
対象 ：３歳児～小学生
定員 ：先着30人
申込 ：当日直接会場へ

泉分館
〒265-0053　野呂町622-10

電話228-2982　FAX228-0514

緑区

稲毛区

花見川区　※縮小の場合別マーク使用

美浜区

中央区

若葉区

稲毛区

夏の親子おはなし会
７/22(金)
①10:00～10:30　②11:00～11:30
対象 ：①３～６歳児　②小学生
定員 ：各回先着30人程度
申込 ：当日直接会場へ

稲毛図書館
〒263-0043　小仲台5-1-1

電話254-1845　FAX284-4795

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～
７/27(水)、28(木)
10:00～12:00　 対象 ：小学3年生
定員 ：各回10人
申込 ： 7/15(金）必着。往復はがきで

緑区

稲毛区

花見川区　※縮小の場合別マーク使用

美浜区

中央区

若葉区

緑区

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～
7/27（水）、28（木）　10:00～12:00
対象 ：小学3年生　 定員 ：各回10人
申込 ： 7/15(金）必着。往復はがきで

緑図書館
〒266-0031　おゆみ野3－15－2
電話293-5080　FAX293-5100

親子で楽しむ夏のおはなし会
7/27（水）　10:30～11:00
対象 ：３歳児以上　 定員 ：先着20人程度
申込 ：当日直接会場へ

あすみが丘分館
〒267－0066　あすみが丘7-2-4
電話295-0200　FAX295-0219

親子おはなし会
7/23（土）　10:00～10：30
対象 ：３歳児以上　 定員 ：先着20人
申込 ：当日直接会場へ

土気図書室
〒267-0071　土気町1634
電話（294）1666　FAXなし

夏休み子どもアニメ鑑賞会
①8/3(水) 10:00～11:00
②8/4(木) 10:00～11:00
対象 ：①３～６歳児（保護者同伴可）
　　　  ②小学生
定員 ：先着30人　 申込 ：当日直接会場へ

緑区

稲毛区

花見川区　※縮小の場合別マーク使用

美浜区

中央区

若葉区

美浜区

小学生のための夏休みおはなし会
(絵本の読み聞かせと工作）
7/26（火）
10：15～11：45
対象 ：小学生
定員 ：先着30人程度
申込 ： 7/2(土）から直接来館または電話で

美浜図書館

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～
7/27(水)・28(木) 8/3(水）・4（木）
 9:30～12:00
対象 ：小学３年生
定員 ：各回４人（多数の場合は抽選）
申込 ： 7/2(土）から7/10（日)必着。
　　　  往復はがきまたは直接来館

〒261-0004　高洲3-12-1
電話277-3003　FAX278-4303

○ 行事・講座名など
　（日時・コースも）
○ 〒 住所
○ 氏名（ふりがな）
○ 年齢（学年）
○ 電話・FA X番号
○ そのほか必要事項

【右記】の要領で必要事項を記入。
往復はがきの場合は返信用のあて先も記入してください。

はがきなどによる申込方法

タイムタイムタイム
◆このほかにも多くの講座が開催されています。
　詳しくはお近くの公民館にお問い合わせください。
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問合先  千葉県立美術館　〒260-0024 中央区中央港1-10-1　 TEL  242-8311　 HP  http://www.chiba-muse.or.jp/ART/

問合先  千葉市科学館　〒260-0013　中央区中央4-5-1　複合施設「Qiball（きぼーる）」内７階から10階　 TEL  308-0511　 HP  http://www.kagakukanQ.com/

小・中学生郷土史講座
①「縄文時代にタイムトリップ」
　石器や弓矢など、昔の道具を
　使ってみよう！
②「千葉城の歴史と紙で作る現代
　の千葉城」
　千葉城の歴史を学びます。
小学４～中学３年生対象（保護者同伴可）

期間  ①8月20日（土）　②8月23日（火）
時間  ①13:00～16:00　②13:30～15:30

参加費用  無料
定員  各50人（先着順）

申込方法  7月1日（金）から電話で申込み
申込先  郷土博物館

TEL:043-222-8231

鎧づくり体験講座
自分だけの鎧を作っちゃおう！
厚紙を使って鎧を作ります。自
分の好きな紋をつけた鎧を身に
つけて、親子三代夏祭りでパ
レードしよう。
小学４～６年生対象（保護者同伴可）

期間  7月20日（水）～22日（金）
時間  各回13:00～15:00

参加費用  500円（教材費）
定員  15人（先着順）

申込方法  7月1日（金）から電話で
 申込み

申込先  郷土博物館
TEL:043-222-8231

夏の特別展「ぼくの わたし
のアニメーション展」
アニメーションのしくみや表現方法
を、実験を通して体験いただくこと
で、普段は眺めることの方が多いア
ニメーションをより身近に感じてい
ただける内容となっています。

期間  ７月15日（金）～８月31日（水）
時間  9:00～19:00

 （入館は、18:30まで）
参加費用  大人200円　高校生100円

 小中学生100円
展示場所  ７階企画展示室

ファミリープログラム
「ドローイングのたのしみ」
色の無い線で模様を描き、大きめの
ハンカチをつくります。

期間  7月24日（日） 
時間  13:30～15:30

参加費用  300円（材料費）
定員  小学校低学年の子どもとその

 保護者10組20人
申込方法  7月15日（金）必着。往復はが

 きにて事前申し込みが必要。
申込先  千葉市美術館　ファミリープ

 ログラム係

こどものための展覧会
「水辺の生きもの」
貝や魚など水辺に生息する生きも
のをモチーフとした絵画や工芸作
品を紹介します。

期間  ７月16日（土）～９月４日（日）
時間  開館時間9:00～16:30

参加費用  一般300円、65歳以上、
 中学生以下は無料

千葉女子高
サマーコンサート
千葉県立千葉女子高等学校との連
携で、オーケストラ部によるサ
マーコンサートを開催します。

期間  ７月23日（土）
時間  ①14:00～　②15:00～

なつやすみどきどき美術館
こどものための展覧会を見て、どきどき
わくわく考えながら楽しもう！段ボール
を使って創作！

期間  ７月30日（土）
時間  13:00～16:00

参加費用  700円
定員  30名（小学生）

申込方法  往復葉書で申し込み。記入内容は、
希望ワークショップ名、郵便番号、住所、氏
名（ふりがな）、学校名、学年（年齢）、電話番
号。応募者多数の場合は抽選。締め切りが７
月14日（木）

申込先  〒260-0024千葉市中央区中央港
 1-10-1千葉県立美術館普及課あて

中学生のためのギャラリークルーズ ’11
子どもだけの来館をサポートする鑑賞プログラム。受付順に随時グループ
を組み、ボランティアリーダーと「橋口五葉展」を鑑賞します。夏休みの宿
題にも対応。一人でもグループでも参加可。所要時間30～40分程度。

期間  7月22日（金）、
 23日（土） 

時間  10:00～15:00
参加費用  無料
定員  先着30人程度／各日

申込方法  当日先着順。8階展示室
 入口にて時間内に随時
 受付・実施。

千
葉
県
立
美
術
館

夏休み関連行事
「夏休み自由研究相談会」
夏休みに実施する自由研究のテーマや研究方
法について、相談を承ります。

期間  7月24日(日)
 8月20･21日(土･日)　

時間  10:00～16:00
参加費用  無料
対象  小学生以上

（小学生は保護者同伴）
申込先  中央博物館

夏休み関連行事
 「化石発掘たいけん」
千葉県内から運んだ岩石を割って、
化石探しを体験します。

期間  8月12日(金)
時間  10:00～、11:00～、13:00～、14:00～

参加費用  保険料50円
定員  各回20名（小学生以上対象）

申込方法  当日の朝、すべての時間の
申し込みを先着順で受け付けます。

（例年希望者多数のため事前に
お問い合わせください）

申込先  中央博物館

「夏休み　自由研究支援事業
　ふしぎの芽がでる夏休み」
千葉市科学館で活躍するボランティア
が、みなさんの自由研究を応援します。
テーマが決まらない！調べ方や実験方
法がわからない…など。この夏も、特
設会場を設置してお待ちしています！

期間  7月25日（月）～8月8日（月）
時間  13:00～16:00

 受付は15:30まで
参加費用  無料　＊別途入館料が必要です。
対象  小中学生

申込方法  開催時間中に直接会場にお越
 し下さい。

申込先  千葉市科学館　10階探究実験室

千
葉
市
立
郷
土
博
物
館

問合先  千葉市立郷土博物館　〒260-0856　中央区亥鼻1-6-1　 TEL  222-8231　 HP  http://www.city.chiba.jp/edl/kyodo/

千
葉
市
立
加
曽
利
貝
塚
博
物
館

問合先  千葉市立加曽利貝塚博物館　〒264-0028 若葉区桜木8-33-1　 TEL  231-0129　 HP  http://www.city.chiba.jp/edl/kasorikaiduka/

期間  
７月２２日(金)・２３日(土)・２４日(日)
７月２９日(金)・３０日(土)・３１日(日)
８月　５日(金)・　６日(土)・　７日(日)
８月１９日(金)・２０日(土)・２１日(日)
８月２６日(金)・２７日(土)・２８日(日)
の合計１５日

時間  10:00～15:00

参加費用  無料
定員   なし・だれでも

ただし、アンギン編み・アクセサリーづく
りは材料が無くなり次第終了

申込方法  事前申込は不要
ただし、アンギン編み・アクセサリーづく
りは先着順

申込先  当日受付で申込

夏休み加曽利貝塚縄文ひろば
　　楽しい縄文たいけん
縄文時代の「火おこし」に挑戦したり、
「アンギン編み」でのコースターやミニ
すだれづくり、貝を使ったアクセサ
リーづくりなどが体験できます。

千
葉
県
立
中
央
博
物
館

問合先  千葉県立中央博物館　〒260-8682 中央区青葉町 955-2　 TEL  265-3111　 HP  http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千
葉
市
科
学
館

千
葉
市
美
術
館

問合先  千葉市美術館　〒260-8733 中央区中央3-10-8　 TEL  221-2311　 HP  http://www.ccma-net.jp/

富
取
風
堂「
蟹
」

昨
年
の
コ
ン
サ
ー
ト

昨年のワークショップ

鎧制作中

弓矢の体験

現代の千葉城

アンギン編み

火おこし

化石発掘たいけん

好奇心いっぱいの夏博物館・科学館・美術館

中学生のためのギャラリークルーズ

プラネタリウム

夏休み自由研究
相談会

プラネタリウム特別投影
「星とアロマのひととき」
星空映像と香りのコラボレーション

期間  ８月19日（金）・20日（土）
時間  19:00～19:45

参加費用  高校生以上800円、
 小中学生300円

定員  200人
申込方法  科学館ミュージアムショップ

 にてチケット販売中
申込先  科学館

ミュージアムショップ
043-308-0511
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日 時  平成23年９月17日（土） 午前10時～午後４時
会 場  千葉市生涯学習センター
内 容  ①工作教室・料理教室など

  ②青少年の日フェスタ版「市役所出前講座」
  ③千葉市青少年問題協議会青少年健全育成功労者表彰式
  詳しくは、９月１日号の市政だよりでご確認ください。

問合せ  こども未来局　こども未来部　健全育成課
 ☎245-5955

「青少年の日」「家庭・地域の日」
シンボルマークとキャッチフレーズ

青少年の日フェスタ
昨年の内容をさらに充実させて計画中です。
親子・友達同士で楽しめるイベント満載に
なりますので、ぜひご参加ください。

夏期スポーツ教室
申込期間 7/1（金）〜7/15（金）（必着）　　※申込先は（財）千葉市スポーツ振興財団 　事業課　管理班宛】
申込先　（財）千葉市スポーツ振興財団　事業課　管理班　〒260-0025　中央区問屋町1-20　☎238-2380

海洋教室
クルーザーヨット体験会を開催します。
幕張沖を約1時間セーリングします。

日程 　９月11日（日）　10:00～11:30
会場 　稲毛ヨットハーバー
対象 　小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 　15人
参加料 　1人1,000円

申込方法 　 ８ 月15日 ㈪
～8月25日㈭必着。往復は
がきに教室名、氏名(ふり
がな)、住所、年齢、電話
番号を明記し、郵送。定員
を超えた場合は抽選。※家
族で申込みの場合は１通に参加者全員分の氏名（ふ
りがな）、年齢を記入してください。

●参加資格
市内在住・在学で健康な方（既往症、特に通院・治療中の方は、医師と相談のうえお申し込みください。）
●注　　意
①都合により日程の変更や全回開催できない場合もあります。③参加料のご返金はできませんので予め
ご了承ください。③キッズバレーボール、キッズバドミントン、キッズソフトテニス、キッズ卓球教室
の用具は無料で貸し出します。④参加費は全回数分の料金です。⑤駐車場が有料となる施設があります。
●申込方法
往復はがき（上表の中から1人につきはがき1枚1教室のみ。1人ではがき2枚以上、2教室以上等の重複申込
は無効）に教室名、氏名（ふりがな）、性別、住所、年齢（学年）、電話番号、返信用のあて先を明記し、7月
15日(金）必着で下記住所へ郵送。定員を超えた場合は抽選。
※抽選は未経験者の方を優先。立会を希望される方は7/14（木）までにお問合せください。
●問い合わせ
〒260-0025　千葉市中央区問屋町1-20　(財)千葉市スポーツ振興財団　事業課　管理班 まで
TEL043-238-2380　FAX043-203-8936　URL http://chibacity.spo-sin.or.jp/

平成23年度
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区 会場 教室名 期間 曜日 時間 対象 定員 回数 参加費（円）

中
央
区

千葉ポートアリーナ 
問屋町

キッズジャズダンス 8/9〜
8/12 火～金 10:00～

11:30

小学1年

～

3年生
30 4 200円

武道館 
末広

キッズ合気道&護身術 7/26〜
7/29 火～金 10:00～

12:00

小学生
～

中学生
30 4 500円

キッズ柔道 8/2〜
8/5 火～金 10:00～

12:00 小学生 20 4 400円

中央コミュニティセンター 
千葉港

キッズバレーボール 8/9〜
8/12 火～金 10:00～

12:00 小学生 30 4 600円

稲
毛
区

宮野木スポーツセンター 
宮野木町

キッズバドミントン 8/2〜
8/5 火～金 9:00～

11:00 小学生 30 4 600円

若
葉
区

中田スポーツセンター 
中田町

キッズソフトテニス 8/8〜
8/11 月～木 9:00～

10:30 小学生 20 4 700円

緑
区

古市場公園スポーツ施設 
古市場町

キッズ卓球 8/9〜
8/12 火～金 15:00～

17:00 小学生 30 4 600円

美
浜
区

アクアリンクちば 
美浜区新港

キッズアイススケート①
8/16〜
8/19

火～金 9:30～
10:30

小学1年

～

3年生
60 4

600円 
（貸靴代別

途）

キッズアイススケート② 火～金 10:45～
11:45

小学4年

～

6年生
60 4

600円 
（貸靴代別

途）

千葉市生涯学習情報誌

●編集・発行

財団法人千葉市教育振興財団 生涯学習センター
http://www.chiba-gakushu.jp/
〒260-0045　千葉市中央区弁天3-7-7
Tel.043-207-5811（代） Fax.043-207-5812

千葉市教育委員会 生涯学習部 生涯学習振興課
〒260-8730　千葉市中央区問屋町1-35　千葉ポートサイドタワー11F
Tel. 043-245-5957　Fax. 043-245-5992

千葉市生涯学習情報提供サービス http://chiba.manabi365.net/ 講座や教室、イベント情報などを
検索することができます。

夏休みバレエ体験教室 A・B

日程A  ７月25日㈪・27日㈬・29日㈮
 ８月２日㈫・４日㈭
 全５回　10:30～11:30

日程B 　７月26日㈫・28日㈭
 ８月１日㈪・３日㈬・５日㈮
 全５回　10:30～11:30

バレエやってみたい子、
集まれ！

ジュニアヨット教室
ヨットの初歩的な操作方法を楽しく学び、
インストラクターと一緒に海上を帆走します。

日程  ７月24日（日）　9:30～16:00
会場  稲毛ヨットハーバー
対象  小学４年～中学生
定員  20人
参加料  1,000円
指導者  千 葉 市 セ ー

リング協会より派遣
申込方法  ７ 月 １ 日

（金）～７月10日（日）必
着。 往 復 は が き に 教 室
名、氏名(ふりがな)、住
所、年齢、電話番号を明記し、郵送。定員を超え
た場合は抽選

会場  千葉ポートアリーナ　トレーニング
 室（2）

対象  3歳以上の就学前児
定員  20人
参加料  2,500円
指導者  バレエインストラクター

申込方法  7月1日（金）から往復はがきに教室
名、氏名（ふりがな）、性別、住所、年齢、電話番
号を明記し、７月15日（金）必着で郵送。定員を超
えた場合は抽選。（一人一通）
申込･問合  〒260-0025　中央区問屋町1-20

千葉ポートアリーナ　☎241-0006

ジュニアヨット教室・夏休み帆船模型工作教室・海洋教室
申込･問合 　〒261-0012　美浜区磯辺2-8-1

稲毛ヨットハーバー　　☎279-1160

夏休み帆船模型工作教室
手作りでヨットや帆船の模型を作ります。

日程  ８月2８日（日）　10:00～16:00
会場  稲毛ヨットハーバー
対象  小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員  20人
参加料 　1,000円
指導者  稲毛ヨット

 ハーバー職員
申込方法  ８月３日（水）

の10:00から電話受付（先
着順）
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