


中
央
区

花
見
川
区

区 図書館名・申込先

中央図書館
〒260-0045  弁天3-7-7
電 話／287-3980
FAX／287-4074

みやこ図書館
〒260-0001  都町3-11-3
電 話／233-8333
FAX／234-4187

白旗分館
〒260-0841  白旗1-3-16

電話／264-8566 
FAX／268-1032

花見川図書館
〒262-0005  こてはし台5-9-7

電 話／250-2851
FAX／250-2853

みずほハスの花図書館
〒262-8733

瑞穂1‐1　花見川区役所１階
電 話／275-6330
FAX／275-6351

花見川団地分館
〒262-0046  花見川3-31-101

電 話／250-5111
FAX／250-5112

夏の親子おはなし会
7/22（土）
①11:00～11:30
②11:30～12:00

対象：①3・4歳児 ②5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

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

7/27(木）、28（金） 
① 9:30～12:00
②13:30～16:00

対象：小学3年生
定員：24人≪各回6人≫
申込：7/16（日）必着。往復はがきまたは電子申請で

対象：小学生
定員：20人
申込：7/16（日）必着。直接来館・電話または電子申請で

虫ハカセのわくわく体験教室
～生きものに学ぶテクノロジー～

7/22（土）　　　　　
10:00～12:00

対象：小学生以上
定員：40人
申込：7/16（日）必着。直接来館・電話または電子申請で

夏のこわ～いお噺　　
(みやこ寄席）　　　

8/5（土）　 　
10:30～12:00

対象：①3～5歳児 ②6歳児・小学生（保護者同伴可）
定員：各回先着40人
申込：当日直接会場へ

夏の親子おはなし会
8/26（土）
①10:30～11:00
②11:00～11:30

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

夏の親子おはなし会 8/16（水）
15:30～16:00

対象：小学3年生
定員：各回10人
申込：7/10（月）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～

7/26（水)、27（木）
10:00～12:00

対象：4歳児以上
（就学前児は保護者同伴）

定員：なし
申込：当日直接会場へ（時間中出入り自由）

科学あそびの部屋
～じしゃくであそぼう！～

8/8（火）、9（水）
9:30～12:00

対象：小学生
定員：なし
申込：直接会場へ

ブックラリー 7/15（土）～8/31（木）
9:00～17:00

対象：①0～3歳児とその保護者
　　  ②4歳児～小学生とその保護者
定員：各回30人
申込：当日直接会場へ

夏の親子おはなし会
8/25（金）
①11:00～11:30
②16:00～16:30

対象：4歳児～小学生とその保護者
（就学前児は保護者同伴）

定員：15人程度
申込：当日直接会場へ              

夏の親子おはなし会 7/15（土）　　　　　
15:00～15:30

対象：3歳児～小学生とその保護者
（就学前児は保護者同伴）

定員：30人
申込：当日直接会場へ              

夏の親子おはなし会 7/29（土）　　　　　
11:00～11:30

高校生が語るおはなし会
7/16、23、30（日）
8/6、20、27（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 7/26（水）、27（木）、28（金）
10:00～12:00　　

対象：小学生と保護者（子どものみの参加可）
定員：各回20人
申込：7/8（土）必着。往復はがきまたは電子申請で

夏休み点字体験 7/22（土）
10:00～12:00　　

対象：小学生～中学生（保護者同伴可）
申込：当日直接会場へ

行事名 日時 対象・定員・申込方法 若
葉
区

緑
区

美
浜
区

区 図書館名・申込先

西都賀分館
〒264-0026  西都賀2-8-8

電話／254-8681
FAX／254-8682

泉分館
〒265-0053  野呂町622-10

電話／228-2982
FAX／228-0514

緑図書館
〒266-0031  おゆみ野3-15-2

電 話／293-5080
FAX／293-5100

あすみが丘分館
〒267-0066  あすみが丘7-2-4

電話／295-0200
FAX／295-0219

美浜図書館
〒261-0004  高洲3-12-1
電 話／277-3003
FAX／278-4303

打瀬分館
〒261-0013  打瀬2-13
電 話／272-4646
FAX／272-4648

夏の親子おはなし会 7/26(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
申込：当日直接会場へ

夏の親子おはなし会 7/22(土)　        
11:00～11:30  

対象：3歳児～小学生（保護者同伴可）
定員：先着30人
申込：当日直接会場へ

夏の親子おはなし会
（鎌取コミュニティーセンター共催）

7/21（金）
①11:00～11:30
②16:00～16:30

対象：①0～3歳児②4歳児～小学生
（保護者同伴可）

定員：各回先着36人
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～

7/26（水）
①10:00～12:00
②14:00～16:00

対象：市内在住小学3年生
定員：各回10人
申込：7/11(火）必着。往復はがきまたは電子申請で

夏休みこども映画会
（鎌取コミュニティーセンター共催）

8/26（土）
14:30～16:00

対象：3歳児～小学生（就学前児は保護者同伴）
定員：先着200人
申込：当日直接会場へ

夏休み宿題応援企画
～「写真たて」を作ろう！～

8/17（木）
10:00～12:00

対象：小学1～3年生
定員：20人
申込：7/1（土）より先着順。直接来館で

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～
（鎌取コミュニティーセンター共催）

8/10（木）
①10:00～12:00
②14:00～16:00

対象：小学1～6年生（1～3年生は保護者同伴）
定員：各回20人
材料費：200円
申込：7/19(水)必着。往復はがきまたは電子申請で

夏の親子おはなし会
7/26（水）
①11:00～11:30
②15:45～16:15

対象：①1～3歳児 ②4歳児～小学生（保護者同伴可） 
定員：各回先着30人
申込：当日直接会場へ

夏の親子おはなし会 7/27（木）
11:00～11:30

対象：3歳児～小学生（保護者同伴可）
定員：先着30人程度
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～

7/26(水)、27(木) 
① 9:30～12:00
②13:30～16:00

対象：小学3年生
定員：各回4人
申込：7/9（日)までに往復はがきまたは電子申請で

夏休み工作と絵本の会 8/2(水)
10:15～11:45

対象：小学生
定員：30人程度
申込：7/15（土)までに直接来館
　　  電話または電子申請で

8/2(水) 　               
14:15～15:45

対象：小学生
定員：24人
申込：7/15（土)までに直接来館または電子申請で

夏休み工作と絵本の会

行事名 日時 対象・定員・申込方法

若葉図書館
〒264-0004  千城台西2-1-1

電 話／237-9361
FAX／237-5163

高校生が語るおはなし会 8/25（金） 
10:00～10:30

対象：3歳児～小学生（保護者同伴可）
定員：20人
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～

7/26(水）
①10:00～12:00
②14:00～16:00

対象：小学3年生
定員：各4人
申込：7/9(日)必着。往復はがきまたは電子申請で

小学生かんたん工作 8/2（水）
10:00～12:00

対象：小学生
定員：15人　
申込：7/9(日)必着。直接来館・電話または電子申請で

夏の親子おはなし会 7/28（金）
10:00～10:30　

対象：3歳児～小学生（保護者同伴可）
定員：20人
申込：当日直接会場へ

稲
毛
区

稲毛図書館
〒263-0043  小仲台5-1-1

電 話／254-1845
FAX／284-4795

夏の親子おはなし会
7/14(金)　      
①15:15～15:45       
②16:00～16:30

対象：①3～6歳児 ②小学生（保護者同伴可）
定員：各回先着30人
申込：当日直接会場へ

夏休みお楽しみ工作 8/26(土)　      
10:00～11:30

対象：小学生
定員：先着24人
申込：7/14（金）までに来館または電話で

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

７/26(水)、27(木)　
10:00～12:00

対象：小学3年生
定員：各回10人
申込：7/9(日）必着。

往復はがきまたは電子申請で小島よしお
思い出の図書館
※インタビューより

夏の親子
おはなし会

往復はがきで申込む場合は、●行事・講座名●〒住所●参加者全員の氏名（ふりがな）と年齢（学年）及び保護者の氏名●電話・FAX番号
●希望日時（第2希望まで）を明記して、各図書館へ。また、電子申請で申込む場合は、千葉市図書館ホームページより。指定の無いものは
多数の場合抽選。

申込方法

※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。

各図書館では、夏休みの期間中さまざまな行事を行います。参加費無料。
申込みが必要なイベントは、7月1日（土）より受付します。
各図書館では、夏休みの期間中さまざまな行事を行います。参加費無料。
申込みが必要なイベントは、7月1日（土）より受付します。

図書館は、たくさんの本の中から読みたい本をさがしたり、知りたい

ことを調べたりすることができるワクワクする楽しいところです。この

夏は近くの図書館に行って、ぜひ「自分だけのお気に入りの一冊」を

見つけてみてください。

読書は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力や創造力を高め、人生をより豊かに生きる力
を身に付けていく上で欠くことのできないものです。ぜひこの夏、お子さんと一緒に図書館に行っ
て楽しんでみませんか？

読書は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力や創造力を高め、人生をより豊かに生きる力
を身に付けていく上で欠くことのできないものです。ぜひこの夏、お子さんと一緒に図書館に行っ
て楽しんでみませんか？

夏休みは図書館へ行こう!!

と しょ かん

と しょ かん ほん ほん

しら

い じ ぶん き い いっさつ

み

たの

なつ ちか

よ し
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関連企画

郷土博物館問い合わせ
〒260-0856　中央区亥鼻1-6-1　TEL：222-8231   FAX：225-7106
ホームページ：http://www.city.chiba.jp/edl/kyodo/　　Eメール：kyodo.EDL@city.chiba.lg.jp

申込方法 往復はがきに、講座名、住所、氏名、学年、電話番号、返信の宛先を明記のうえ、郷土博物館に郵送、または館HPでの電子申請。
締切：鎧づくり体験教室　７/６（木）当日消印有効
　　 夏休み小・中学生郷土史講座　8/1（火）必着

縄文時代や加曽利貝塚の色々な特徴を
出土品やパネルで紹介します。

平成２９年度夏休み企画

「縄文時代ってどんな時代？」

〒264-0028 若葉区桜木8-33-1　TEL：231-0129   FAX：231-4986　Ｅメール：kasorikaiduka.EDL@city.chiba.lg.jp
ホームページ：http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/bunkazai/kasorikaizuka/top.html

7/15（土）～ 8/31（木）
9:00～17:00
（入館は16:30まで）

期間

その他にも体験をやっています。イベントやその他の体験の詳細は加曽利貝塚博物館のホームページをご覧ください。

鎧づくり体験講座
My鎧を作っちゃおう！厚紙を使って
鎧を作ります。出来上がった鎧は実
際に着られるよ。

7月19日（水）～21日（金）3日間全て参加できる方実施日
各回13:00～15:00時　間
1,000円（教材費）参加費用

15人（応募者多数の場合は抽選）定　員

夏休み 小・中学生郷土史講座
①「縄文時代へタイムスリップ」
　石器や弓矢など、むかしの道具を使ってみよう！
②「武士がいたころの千葉―歴史の話と着用体験―」
　むかしの鎧やきものを実際に着てみよう！

①8月22日（火）   ②8月24日（木）実施日
①13:30～16:30   ②13:30～15:30時　間
無料参加費用

各30人（応募多数の場合は抽選）定　員
市内在住の小学４～６年生対象（保護者の同伴も可）対　象 小学４年生から中学生対　象

弓矢の体験 着用体験

海の記憶を伝える「稲毛」展

いなげおはなし会part8

NPO 法人ちば・生浜歴史調査会との連携展。貝の採集や海苔の
養殖に使われた当時の漁具や漁の様子を写し出した貴重な写真
や映像を通して、稲毛の海の記憶を伝えます。また、これまでに地
域の方から寄せられた「海洋公民館こじま」の情報を紹介する特
設コーナーも設けます。

千葉期待の表現を稲毛から発信していく展覧会です。今回は、
作品が呼吸をしているかのような生き生きとした絵を描く美術
家・織戸ゆかりさん、写し出すイメージを通して豊かな物語を
紡いでいく写真家・清水裕貴さん、千葉の美しい里山を独特の
センスで切り取る写真家のデイモン・ベイさんをご紹介します。
同時に千葉市内の中学校約20校の美術部による合同作品展も
開催します。

７月４日（火）～１７日（月祝）９：００～１７：１５日　時

７月９日（日）10:30 ～12:00　日　時

8月8日（火）～20日（日）
9:00～17:15(初日12:00～、最終日～15:00)
最終日8月20日(日)14：00～15：00には出品作家に
よるギャラリートークも開催

日　時

はがき・FAX・TELにて。締切：7月8日(土)申込方法

創造海岸いなげ展
千葉市中学美術展

稲毛の歴史や文化を参加者の方と語り合う会。ゲスト
に元千葉市史編纂委員の西川明さん。　

加曽利貝塚博物館問い合わせ 月曜日、祝日の翌日は休館
（土日は除く）

イベントの詳細は加曽利貝塚博物館のホームページをご覧ください。

夏休み縄文ひろば

縄文のくらし体験

夏休み土器ドキ発掘体験
７/１９（水）、２２（土）、２６（水）、２９（土）、
８/２（水）、５（土）、９（水）、１２（土）、
１６（水）、１９（土）、２３（水）、２６（土）
各回とも9:30～12:00（雨天中止）

実施日

時　間
小学3年生から中学3年生まで
（小学生は保護者同伴）

対   象

各回8人（応募多数の場合は抽選）定   員
7/1（土）から7/13（木）まで、電子申請・往復は
がき(7/13必着）・ＦＡＸ・Ｅメールで、加曽利貝
塚博物館へ。

申込方法

夏休み小学生土器づくり教室

７/２３（日）、３０（日）、８/２０（日）
各回とも9:30～16:00

実施日
時　間

小学５・６年生（保護者同伴もしくは送迎）
全３回に参加できる方
16人（応募多数の場合は抽選）

対   象

定   員
７/１（土）から７/１３（木）まで、電子申請・往復
はがき(7/13必着)・ＦＡＸ・Ｅメールで、加曽利貝
塚博物館へ

申込方法

土器の成形から焼き上げまでを全３回で行い、
縄文土器を製作します。

火おこしや縄文服の試着体験、貝のアクセサリーづくり、アンギン編など
が体験できます。アクセサリーやアンギン編みで作ったコースターはお持
ち帰りできます。
【日時】7/22（土）～8/27（日）の土・日曜日（8/12（土）、13（日）を除く）

10:00～15:00  雨天中止
【場所】博物館前広場ほか

イボキサゴスープの試食や、様々な石器を使用した実演と体験などができます。
【日時】7/15（土）、16（日）、 8/11（金祝）、12（土）、13（日）

11:00～15:00  雨天中止
【場所】復原集落周辺　※スープの試食は先着100人まで（なくなり次第終了）

関連イベント  

清水裕貴「逆さまの王国」2017年、
インクジェットプリント、文章を書いた紙、箱など

織戸ゆかり「その上」2013年
キャンバスに油彩

参加
無料

千葉市民ギャラリー・いなげ問い合わせ
〒263-0034 稲毛区稲毛1-8-35
TEL：248-8723   FAX：242-0729
ホームページ：http://business4.plala.or.jp/g-inage/

郷土博物館

加曽利貝塚博物館 千葉市民ギャラリー・いなげ

鎧制作中！ My鎧でハイポーズ！

特別史跡指定が決まりました！貝塚初
県内初
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小島よしおの訪れたい施設

講    座    名 募集期間／申込方法開催日程 対象／定員／費用

作    品    名 観覧方法日程 定員／会場

区 公民館名

大宮公民館
大宮町3221-2
TEL: 265-2284

夏の子ども教室
「ガス管のペンダントづくり」

対象：小学生　定員：先着20人
申込：7/4（火）から直接または電話で7/21（金）10:00～12:00

対象：小学生
定員：先着20人　教材費：300円
申込：7/4（火）から直接または電話で

夏の子ども教室
「エコデコイ色塗り体験」 7/29（土）10：00～12：00

加曽利公民館
加曽利町892-6
TEL: 232-5182

越智公民館
越智町822-7

TEL: 294-6971

対象：小学5年生以上　定員：先着20人
申込：7/4（火）から直接または電話で

歴史講座
「千葉氏と加曽利冠者」 7/29（土）9:00～12:00

対象：小学生（1・2年生は保護者同伴）
定員：先着 各15人
費用：①勾玉300円、②組みひも50円　　　　
（どちらか片方のみ）
申込：8/2（水）から直接または電話で

夏休みこども体験
「勾玉・組みひも作りに挑戦」 8/25（金）10：00～12：00

対象：小学生（1・2年生は保護者同伴）
定員：先着20人　費用：200円
申込：7/4（火）から直接または電話で

夏休み子ども講座
「まが玉を作ってみよう」 7/27（木）10:00～12:00

対象：小学1～3年生と保護者　定員：先着10組
申込：7/4（火）から直接または電話で

夏休みこども講座
「スライムを作って、あそぼう」 7/22（土）10:00～11:30

対象：小学生以上　定員：先着20人
申込：7/4（火）から直接または電話で

夏休みこども講座
「身近な蝶々」 7/24（月）10:00～11:30

対象：小学生（1・2年生は保護者同伴）
定員：先着20人
申込：7/4（火）から直接または電話で

夏休みこども講座
「ガス管で万華鏡を作ってみよう」 8/4（金）13：30～15：00

打瀬公民館
打瀬2-13

TEL: 296-5100

対象：小学4年～6年生
定員：先着24人　費用：300円
申込：7/4（火）から直接または電話で

夏休み体験教室
「勾玉作りに挑戦」 7/28（金）10：00～12：00

対象：小学3年～6年生　定員：先着24人
申込：7/15（土）から直接または電話で

科学館出張教室
「発泡入浴剤を作ろう」 8/2（水）10：00～12：00

対象：小学生（1・2年生は保護者同伴）
定員：先着12人　費用：250円
申込：8/2（水）から直接または電話で　

夏休みこども体験
「万華鏡をつくろう！」 8/26（土）10：00～12：00

対象：小学1～3年生　定員：先着30人
申込：8/2（水）から直接または電話で

おこづかいの話と
貯金箱づくり 8/23（水）10:00～12:00

末広公民館
末広3-2-2

TEL: 264-1842

科学実験教室
～火薬を使わない線香花火を
作ろう！～

対象：小学4年～中学生
定員：先着 各9人　費用：100円
申込：7/7（金）から直接または電話で

7/25（火）①9:30～10:30
　　　　　 ②10:45～11:45
　　　　　 ③14:15～15:15
　　　　　 ④15:30～16:30

科学工作教室
～楽しいおもちゃを作ろう～

対象：小学1年～3年生
定員：先着 各10人　費用：100円
申込：7/6（木）から直接または電話で

7/19（水） ①10：00～11：30
　　　　　  ②13：30～15：00

夏休みけん玉教室 対象：小学1年～6年生　定員：先着20人
申込：7/7（金）から直接または電話で

7/24、31、8/7（月）（全3回）
9：30～11：30

夏休み勾玉つくり教室
対象：小学4年～6年生
定員：先着20人　費用：200円
申込：7/6（木）から直接または電話で

7/21（金）10：00～11：30

講座名 開催日程 対象／定員／申込方法

美
浜
区

緑
区

若
葉
区

中
央
区

※他の公民館の講座については、直接各公民館へお問い合わせください。

対象：小学4～6年生
定員：8人
費用：無料

応募期限：7/15～7/31
申込方法：往復はがき、メール

8/20（日）10:00～16:30
（昼食時間を含む）

カンタン！ ビデオにチャレンジ
お貸しするビデオカメラで、身近な興味・関心のある対象を自由に撮影し、それをパソ
コンに取り込み、タイトルやBGM（音楽）を入れて簡単に編集する方法を学びます。作
品はＤＶＤにして持ち帰ります。

対象：小･中学生と保護者
（保護者１人につき２人まで可）
定員：各回30人
費用：1人200円

応募期限：7/1～7/31
申込方法：往復はがき、メール

8/24(木)①10:00～12:00
　　　　　②13:30～15:30
　　　　　※希望時間を明記

親子で楽しむまが玉作り
古墳時代に盛んに作られたまが玉。滑石を削って自分だけのまが玉を作ってみましょう。

対象：小学生
定員：各回50人
費用：無料

当日会場へ
会場：1階エレベーター前

9/2（土）①10:00～12:00
　　　　  ②13:00～15:00

科学工作教室
千葉市科学館による科学工作教室。科学の不思議を体験できる楽しい工作を用意しています。

対象：小学4～6年生
定員：①②各20人
費用：無料

応募期限：7/1～7/14
申込方法：往復はがき、メール

①7/29（土）、8/5（土）
②7/31（月）、8/7（月）
（各全2回）10:00～12:00
＊①②いずれか選択

こどものパソコンでものづくり①・②
子どもでも毎回の作品づくりでパソコンに興味を持ち、楽しめる講座です。ペイントソ
フトを使ってお絵描きにも挑戦します。

対象：小学3年生～中学生
定員：50人
費用：無料

応募期限：7/1～7/14
申込方法：往復はがき、メール

千葉市ものしり検定
郷土千葉市の地理・歴史・文化・産業などについて学ぼう。夏休みの自由研究もバッチリ！

7/27（木）9:30～15:30
(昼食時間を含む)
7/28（金）9:30～12:00

対象：①小学3、4年生
　　  ②小学5、6年生
定員：各24人
費用：5,000円

応募期限：7/1～7/14
申込方法：往復はがき、メール
※食品アレルギーの有無を明記

7/26（水）、7/27（木）
①10:00～12:30 ②14:00～16:30
7/28（金）10:00～15:30①②共通
7/29（土）13:00～16:30①②共通

パティシエになろう！おかしのまち
みんなのあこがれ、パティシエ・パティシエールになろう！7/27は、東京都世田谷区
にある「ニシキヤ」のパティシエ西田さんがお菓子作りを教えてくれます。
7/26　お菓子作りを学ぼう　　　　　　7/27　パティシエから学ぼう
7/28　おかしのまちづくりワークショップ　7/29　1日パティシエ体験　（全4回）

対象：小学3～6年生
定員：24人
費用：300円

応募期限：7/1～7/14
申込方法：往復はがき、メール7/27（木）9:30～15:30

千葉公園を歩いて世界に一つの本をつくろう
午前中は千葉公園を探検！公園にはどんな植物があるのかみんなで探してみましょう。午
後は本づくり。集めた木の実や葉で世界に1つだけの本をつくります。

対象：小学5・6年生
定員：20人
費用：無料

応募期限：7/1～7/14
申込方法：往復はがき、メール

7/30（日）・8/6（日）（全2回）
13:30～15:30

市民自主企画講座
オリジナル工作でキミも発明家！～小学生も「特許（とっきょ）」をとれる!?～
発明は「ちょっと不便」を解消するためにアイデアをカタチにすること。発明は「特許
（とっきょ）」で守ることができるそうだけど、特許って何だろう？オリジナル工作で発
明の面白さを体験し、特許について楽しく学ぼう！

子どものハローワーク
「もっと知りたい！ＪＲ千葉駅のお仕事」
通勤・通学・旅行などで毎日たくさんの人が利用するＪＲ千葉駅。安全に時間通りに電
車を走らせ、皆が快適に駅を使うためには、どんな工夫やサービスがあるのでしょう。
駅で働く社員さんから、お仕事の様子を教えてもらおう！

対象：小学5年生～中学生
定員：30人
費用：無料

応募期限：7/1～7/31
申込方法：往復はがき、メール8/10（木）13:30～16:00

対象：小学5年生以上の
　　  パソコン使用経験者
定員：18人
費用：300円

応募期限：7/15～7/31
申込方法：往復はがき、メール

8/23(水)、8/24(木) （全2回）
10:00～15:30 
（昼食時間を含む）

簡単プログラム「スクラッチ」入門
小学生から楽しめるプログラム。表現の楽しさ、作る楽しさを体験します。簡単な
アニメーションやゲームを作成、ロボットカーの制御にも挑戦。

対象：小学3～6年生
定員：①②各20人
費用：無料

応募期限：7/1～7/14
申込方法：往復はがき、メール

①8/1(火)9:30～12:00
②8/1(火)13:30~16:00
①、②いずれか選択

パソコンで万華鏡模様の下じきをつくろう①・②
パソコンを使って万華鏡のような幾何学模様を描いて、ラミネートして下じきに仕上げます。

対象：小学4～6年生
定員：15人
費用：無料

応募期限：7/1～7/14
申込方法：往復はがき、メール

【稽古】7/31(月)～8/4(金)
8/2を除く４日間
10:00～11:30
【発表会】8/5（土）9:30～11:30

箏のお稽古体験＆発表会
和楽器である箏（こと）の演奏をとおして日本の伝統文化を学びます。
課題曲を４日間お稽古し、最終日には発表会を行います。初めて楽器にふれるお友達
ばかりです。

対象：小学生
定員：各回30人程度
費用：無料

当日会場へ
会場：1階エレベーター前

8/17（木）①10:30～12:00
　　　　　 ②13:00～14:30
(各回とも終了時間の30分前に
受付終了）

古代の組みひもを作ってみよう！
「組みひも」は日本の伝統工芸品の一つで、複数の糸を編んでいくものです。今回は
毛糸を使った簡単な編み方を紹介します。作った組みひもは手首に巻いたり、カバ
ンにつけたりしてみましょう。

対象：小学生と保護者
定員：各20組
費用：無料

応募期限：7/1～7/14
申込方法：往復はがき､メール

8/6（日）①13:00～14:00
　　　　  ②15:00～16:00
　　　　  ※希望時間を明記

カメのふしぎ大発見！
カメの不思議な生態に迫るクイズに答えながら、カメのミニ図鑑を作ります。当日は
本物のカメも登場します。

対象：小学生
参加自由
費用：無料

当日会場へ
会場：3階研修室

8/18（金）、19（土）
10:00～12:00

たのしい☆こくごチャレンジ
国語ってたのしいよ！学年ごとの漢字の力試しができます。漢字ドリルに挑戦したり、漢字を
楽しむ漢字本を作ったりしてみましょう。現役・OBの小学校の先生が丁寧に指導します。

対象：小学生
参加自由
費用：無料

当日会場へ
会場：3階大研修室

8/18（金）、19（土）
13:00～15:00

千葉市ふれあい子どもかるた大会第１回予選会
１月に実施するかるた大会の第１回予選会を開催！下学年、上学年、その他のお友達
とに分かれて実施します。大会出場証を手に入れて本選出場を目指そう！

対象：小学5年生以上
定員：10人
費用：無料

応募期限：7/15～7/31
申込方法：往復はがき、メール

8/21(月)、8/22(火) （全2回）
10:00～12:00

パソコンで楽譜をつくってあそぼう
パソコン画面に音符を並べて楽譜をつくります。それを印刷・演奏する方法を楽しみ
ながら体験します。童謡など身近でシンプルなメロディーを使います。

対象：小学生
定員：各回16人
費用：無料

当日会場へ
会場：1階エレベーター前

9/16（土）①10:00～11:00
　　　　　 ②13:30～14:30

わくわく工作教室～コロコロ迷路～
身近な素材で遊べて楽しいコロコロ迷路を作ってみましょう。

対象：小・中学生
費用：無料
（内容により定員・対象が異なります）

当日会場へ
会場：1階アトリウムガーデン他9/2（土）10:00～15:00

木更津高専サイエンススクエア
「高専ロボコン」に出場したロボットの展示やミニロボット操作体験をはじめ、各種
ワークショップを実施します。学校説明会同時開催。

定員：300人
会場：2Fホール

当日上映の30分前から、
会場入口で整理券を配布
（1人1枚）

7/23（日）
①10：00～11：40
②14：00～15：40

夏休みこども上映会「忍たま乱太郎」
国民的アニメ「忍たま乱太郎」が本格忍者アクションエンターテイメントとして実写化。
ありったけの元気と、勇気と、友情の物語をお届けします。主演：加藤清史郎　平幹二朗　杏

定員：300人
会場：2Fホール

当日上映の30分前から、
会場入口で整理券を配布
（1人1枚）

7/31（月）
①10：00～11：15
②14：00～15：15

夏休みこども上映会「ピーターパン」
ウェンディたち姉弟のもとに、永遠の子供ピーターパンが現れ、ネバーランドへと
冒険に旅立ちます。わくわく、どきどき、お楽しみください。

希望講座名、氏名（ふりがな）、年齢（学年）、住所、電話番号、保護者の氏名を明記のうえ、往復はがき、または、電子メールで申込み。
※有料・無料、申込の要・不要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

千葉市生涯学習センター問い合わせ 〒260-0045　中央区弁天3-7-7　TEL：207-5820　FAX：207-5822
Eメール：kouza@chiba-gakushu.jp　　

8月27日（　） 10:00～16:00日程第3回

縁日コーナーや
手作りゲームコーナーなど、
お楽しみがいっぱい！
皆さんで遊びにきてください。

日
千葉市生涯学習センター千葉市生涯学習センター 千葉市生涯学習センター千葉市生涯学習センター

公民館

千葉市南部青少年センター

公民館講座の申込みについてはこちら！

千葉市南部青少年センター問い合わせ
〒260-0841　中央区白旗1-3-16　TEL：264-8995

イベント名

英語で遊ぼう Ⅱ
8/23（水）、24（木）
（全2回）
10:00～11:00

英語で遊ぼう Ⅰ
7/20（木）、21（金）
（全2回）
10:00～11:00

工作 A
「身近な材料を使った科学工作」

7/27（木）～ 29（土）
（3日間）
10:00～12:00

工作 B
「光の不思議な性質を使った科学工作」

7/27（木）～ 29（土）
（3日間）
13:30～15:30

夏休み科学講座
「ガス管をリサイクルして万華鏡を作ろう」

8/22（火）
10:00～11:30

講座名 開催日程 対象／定員／申込方法

※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。

ときめきサタディ
〈小学生対象〉

サマーチャレンジ
〈小学生対象〉

対象：小学1～2年生 （保護者同伴）
定員：先着20人
申込：７/１(土)より電話または直接窓口で受付

対象：小学3～4年生
定員：先着20人
申込：８/１(火)より電話または直接窓口で受付

対象：小学生（1～2年生は保護者同伴）
定員：先着20人
申込：８/１(火)より電話または直接窓口で受付

対象：小学1～3年生（1～2年生は保護者同伴）
定員：20人（多数の場合抽選） 費用：500円
申込：参加者1名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、７/１３（木）必着

対象：小学4～6年生
定員：20人（多数の場合抽選） 費用：800円
申込：参加者1名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、７/１３（木）必着

イチ
オシ
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内  容：ヘラクレスオオカブトや世界一美しいモルフォチョウ、昆虫の擬似体験や昆虫テクノロジーを学んで昆虫の新たな一面を発見しよう！夏休みの自由
研究にもピッタリ！他にも、昆虫標本作りや電子顕微鏡での観察、ステンシルで虫手ぬぐいを作るイベントなどもりだくさん。

期  間：７月１５日（土）～９月３日（日）　時  間：９：００～１７：００　場  所：７階企画展示室　料  金：大人７００円　高校生４５０円　小・中学生２５０円

「昆虫展２０１７ 知る！なる？学ぶ 昆虫ワールド」夏の特別展

プラネタリウム番組
内  容：最先端の科学でよみがえる7000万年前の恐竜ワールド
期  間：上映中　場  所：７階プラネタリウム　定  員：２００人　料  金：大人５１０円　高校生３００円　小・中学生１００円

「ウォーキングwithダイナソー」

プラネタリウム番組
内  容：ドラえもんやのび太達といっしょに、太陽系探検にでかけよう。
期  間：７月１５日（土）より上映開始　場  所：７階プラネタリウム　定  員：２００人　料  金：大人５１０円、高校生３００円、小中学生１００円

「ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検２ ～太陽系のひみつ～」

講  師：赤池 学（ユニバーサルデザイン総合研究所所長・科学技術ジャーナリスト）
内  容：動物の約8割を占める昆虫は、自然界の大成功者。それは、昆虫が開発した技術や生態が優れていることを意味しています。その秘密に迫り、昆虫に

学ぶ未来を「世界一受けたい授業」の人気講師がお話します。
日  時：８月７日（月）１３：３０～１４：３０　場  所：７階プラネタリウム　定  員：先着２００人
料  金：プラネタリウム通常料金（大人５１０円　高校生３００円　小・中学生１００円）※当日、券売機でチケットをお求めください。

講演会「昆虫力~お邪魔虫に学ぶ未来」

講  師：水野 壮（ＮＰＯ法人食用昆虫科学研究会）　内  容：虫は栄養豊富でおいしい。昆虫食の未来の可能性を紹介します。
日  時：８月２０日（日）１３：３０～１４：３０　場  所：１０階探究実験室　定  員：先着３０人　料  金：特別展チケット
申  込：7月15日（土）9：00より電話（043－308－0519）で先着順。

講演会「昆虫が拓く日本の未来」

日  時：８月６日（日）①１１：００～１２：００、②１４：００～１５：００　場  所：８階科学実験室Ｂ　定  員：各回16人
対  象：小学生以上（小学２年生以下は保護者同伴）　料  金：特別展チケット　申  込：7月15日（土）9：00より電話（043-308-0519）で先着順。

講座「チョウのりんぷん転写をしよう！」

期  間：７月２４日（月）～８月６日（日）　時  間：１３：００～１５：３０（最終受付１５：００）
場  所：１０階探究実験室（直接、会場へお越しください）　料  金：常設展示入館料のみ

夏休み自由研究相談会「ふしぎの芽が出る夏休み」

内  容：自分で星座早見盤を作って、夏の大三角を探してみよう！ 
日  時：７月２６日（水）１３：４５～１５：１０　場  所：９階科学工作室および７階プラネタリウム
定  員：２０組　※小学生以上（小３以下は保護者同伴）　料  金：常設展示入場料
申  込：７月１日（土）９：００より電話（０４３－３０８－０５１８）で先着順　※当日、残席がある場合は、開始１５分前より整理券配布

プラネタリウムＷＳ「星座早見盤で夏の大三角を探そう」

Ⓒむさしの自然史研究会

7月22日（土） 14:00～15:30日 時 4階多目的室会 場
小学4～6年生対 象 20人（定員になり次第終了）定 員 受付中受 付

こども救命講習
千葉市消防局との共催で、応急手当ジュニアインストラクターが心肺蘇生の重要性と
方法、AEDの使い方を伝えます。

7月30日（日） 13:00～16:00日 時 １階きぼーる広場（アトリウム）会 場
18歳までの子ども（未就学児は保護者同伴）
※千葉市子ども交流館使用登録カードの提示が必要です。

対 象 当日受付受 付

きぼーる・子どもミュージアム
親子でも楽しめる「紙コップオブジェ」の他、ぬいぐるみを使った「模擬診察」や
劇・紙芝居などを通して保健教育を行う「ちばぬいぐるみ病院」を開設します。
【内 容】「みんなで作ろう！紙コップオブジェ」「ちばぬいぐるみ病院」など

8月6日（日） 10:00～16:00日 時 ３階アリーナ会 場
18歳までの子ども（未就学児は保護者同伴）対 象
無料（一部フードコーナーは有料）参加費

当日受付受 付

なつまつり
★縁日や盆ダンス、フードコーナーなどを予定しています。
※当日は浴衣やじんべえなど、夏の装い大歓迎です。

4階工房会 場 小学生以上対 象 各24人定 員
各500円参加費 ７月13日（木）より事前予約受付受 付

夏休み・まんが教室
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。
【内 容】①8月 １日（火）14:00～15:30 「４コマまんがを描こう（１）」

②8月 8日（火）14:00～15:30 「芸能人の似顔絵を描こう」
③8月１８日（金）14:00～15:30 「４コマまんがを描こう（２）」 ※1回だけの参加でも可能です。

問い合わせ 千葉市子ども交流館 中央区中央4-5-1 きぼーる3階　TEL 202-1504

千葉市子ども交流館

千葉市健全育成課問い合わせ TEL: 245-5973
千葉市生涯学習センター■ 会 場
9月16日（土）10:00～16:00■ 日 程

「青少年の日」である9月の第３土曜日、「青少年の日フェスタ」を
開催します！家族や友達をさそって、ぜひ皆さんでご参加ください！

市では、「青少年の日」及び「家庭・地域の日」
を定め、青少年と家庭や学校、地域、行政が連
携して、青少年の健全育成を目的とした様々な
取り組みを実施しています。

※詳細は、7月配布予定のリーフレットをご覧ください。
※写真は、平成28年度のものです。　実施内容は、変更となる場合があります。

「青少年の日」及び
「家庭・地域の日」
シンボルマーク

青少年の日フェスタ 青少年の日について

青少年の日
家庭・地域の日
青少年の日
つながりウィーク

毎年9月の第3土曜日
毎月第3土曜日とその翌日
毎年9月第3土曜日から
1週間

楽しいイベントが

もりだくさん！

入場無料！

▲お弁当作り教室 ▲合唱・ダンス発表会

▲千葉モノレール運転体験

千葉市少年自然の家
自然の家で夏休みの
ステキな思い出を！

　少年自然の家の夏休みは、ご家族でできる
プログラムが盛り沢山。「野外炊飯」や「ハイキ
ング」、「手作り工房」でのクラフト体験にチャ
レンジしてみませんか。田んぼでの「ザリガニ
釣り」では夏休みチャンピオンを決定します。
　家族揃って、夏の自然を満喫しましょう！

　少年自然の家では、毎月様々な主催事業を実施しています。アウトドアが初めての家族向けの「マンスリー
ウィークエンド」、アウトドアの達人を目指す家族向けの「ファミリーキャンプ」など。最新情報は自然の家ホーム
ページをご覧ください。

往復はがきかメールに必要事項をご記入の上、千葉市少年自然の家までお送り下さい。応募者多数の場合は、抽選となります。
＜必要事項＞①主催事業名②住所③代表者氏名④電話番号（ご自宅・携帯電話）⑤家族数および各家族の代表者と人数（お子様の学年、年齢）
※グループで申込みの場合は、②③④は代表家族のみ。1グループ8名まで　メールの送り先はshusai-oubo@chiba-shizen.jp

利用申込方法
自然の家ホームページの空室状況

(http://www.chiba-shizen.jp/yoyaku/index.html)
を確認
↓

電話、メール、FAXにて申込ください
利用料金はホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

第110回ファミリーキャンプ 古代米の魅力に迫る！
～稲刈り・染め物体験～

9/9（土）～10（日）日　程
小学生：4,600円　中学生：4,760円
未就学児：4,230円　大人（千葉市民）：5,580円

参加費

小学生・中学生を含むご家族対   象

主催事業のお申込み

第96回マンスリーウィークエンド
 ～まだまだ夏、真っ盛り！ ～

9/2（土）～3（日）日　程
小学生：3,940円　中学生：4,140円　未就学児（3～6歳）：3,570円
乳児（3歳未満）：530円　大人（千葉市民）：4,960円

参加費

クライミングウォール、どろんこ遊び、藍の収穫＆藍染体験、
薪割り＆棒巻きパン作り、キャンプファイアー、星座ナイトハント

プログラム

3歳以上中学生以下のお子さんを含むご家族対   象

問い合わせ
〒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

千葉市少年自然の家

主催事業に参加して、家族でアウトドア体験！

中央区中央4-5-1  TEL 308-0511   http://www.kagakukanQ.com

9:00～19:00(入館は閉館の30分前まで)
常設展示/大人510円　高校生300円　小中学生100円
プラネタリウム/大人510円　高校生300円　小中学生100円
７月１０日（月）、８月無休

開館時間
入 館 料

休 館 日

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！
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五井駅から車で５分
　こんなに近くで黒湯天然温泉満喫！
五井駅から車で５分
　こんなに近くで黒湯天然温泉満喫！

ブラックサファイアのように、

深い輝きを湛えた黒湯天然温泉は

身体をぽかぽか、じんわりと温めます。

広々とした黒湯天然温泉があなたを優しく包みます。

男性には粋男湯、

女性には美女湯をご用意しております。

ブラックサファイアのように、

深い輝きを湛えた黒湯天然温泉は

身体をぽかぽか、じんわりと温めます。

広々とした黒湯天然温泉があなたを優しく包みます。

男性には粋男湯、

女性には美女湯をご用意しております。

身も心もあったまる天然の露天風呂

〒２９０-００５６ 千葉県市原市五井5918-2

TEL ０４３６-２3-2617（代表）
ふ ろ いい な

五井温泉五井温泉ビジネスホテルビジネスホテル
五井自動車教習所直営五井自動車教習所直営

■ チェックイン 15：00　■ チェックアウト 10：00
■ レイトチェックイン（23：30～2：00） 割引あり

営業時間

GOI-ONSEN

五 井 自 動 車 教 習 所 と な り

無料駐車場P1…22台（　　　）・P2…18台障害者等用
駐車場１台

●無料送迎もありますので、お問い合わせください。

黒湯天然温泉黒湯天然温泉

ケーヨーデイツー
入口看板びっくり

ドンキー

セブン
イレブン

GS

西口

↓市原I.C（館山自動車道）

五井中央西

市
役
所
通
り

P2

P1

五井
自動車教習所

ビジネス温泉ホテル
臨海荘

市役所入口

16

297

JR内房線
←
木
更
津

養
老
川

←
木
更
津

→
千
葉

→
千
葉

五井駅

1F 立ち寄り湯処黒湯天然温泉
レストラン五井

ビジネスホテル五井温泉

【入浴料金】 全日 (平日・土日・祝祭日 )

お得な回数券（11枚綴り）
大人 5,100円（税別）
子供 2,600円（税別）

510円（税別）
大人

260円（税別）
子供

【営業時間】 11:00～22:00

17:30～22:00
（ラストオーダー21:00）

ディナータイム

 11:00～ 14:30
（ラストオーダー14:00）

ランチタイム
【営業時間】

TEL 0436-63-7515（ビジネスホテル五井温泉1F） ライス
おかわり自由

ボリューム満点でお得な

ランチメニュー
600円～1,300円（税込）

ビジネスホテル五井温泉

【五井温泉の泉質と効能】

▶泉　　　　質 ナトリウム・炭酸水素塩冷鉱泉（弱アルカリ性低張性鉱泉）
▶一般的適応症 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進
▶泉質別適応症 きりきず、やけど、慢性皮膚病

黒湯天然温泉 五井温泉は、黒湯と呼ばれる黒褐色の冷鉱泉で、身体の芯まで温まり、

浴後も湯冷めしないのが特徴です。

（以下は広告欄です。「ちば  まなびの森」の掲載内容とは、関係ありません。）

ちばまなびの森 VOL.19
平成29年7月発行

●編集・発行 千葉市生涯学習センター（指定管理者：公益財団法人 千葉市教育振興財団）
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〒260-8730  中央区問屋町1-35  千葉ポートサイドタワー 11F    TEL: 245-5954   FAX: 245-5992
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