


【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、親子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、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。

【申込先】
〒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：kouza@chiba-gakushu.jp

〒260- 0045 中央区弁天3-7-7
TEL:207-5820  Eメール: kouza@chiba-gakushu.jp申込先・問合せ千葉市生涯学習センター

■  子ども向け講座・イベント

■  子ども向けパソコン講座

■  上映会

講　座　名 開 催 日 時 対 象・費 用 定　員 募 集 期 間 申 込 方 法

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!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。（7/25） 
7/24…お菓子作りを学ぼう
7/25…パティシエから学ぼう 
7/26…おかしのまちづくりワークショップ
7/27…「おかしのまち」オープン 

【企画・運営】NPO法人ハグミイ

7/24(水)・25(木)　　 
Ⓐ10:00~12:30 
Ⓑ14:00~16:30 
7/26(金) 
ⒶⒷ10:00~15:30 
7/27(土) 
ⒶⒷ13:00~16:30 
(全4回)

Ⓐ小学3・4年生 
Ⓑ小学5・6年生 
費用：5,000円 

（材料費4回分）

各24人 7/1~16

 
往復はがき、 
メール 
※食物アレルギーの
　有無を明記 

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。 
めざせ千葉博士!「ものしり検定」にチャレンジ。 

【講師】NPO 法人郷土ちばに学び親しむ会

7/29（月） 
9: 30 〜15: 30 
7/30（火） 
9: 30 〜12: 00 

（全2回）

小学3年生〜
中学3年生
費用: 無料

50人 7/1 〜16 往復はがき、
メール

夏休み残り2週間、科学工夫工作にチャレンジ!
自由研究の仕上げにつながる科学工夫工作にチャレンジしましょう。
理科の先生がていねいに指導してくれます。 

【企画・運営】千葉市の学校理科教育を支える教師の会

8/18(日) 
①9:30~11:30 
②12:30~14:00 
③14:30~16:00

①小学5・6年生 
②小学1・2年生 
③小学3・4年生
費用: 無料

各20人 7/1~31 往復はがき、
メール

理科自由研究個別相談会
~夏休み残り2週間、理科自由研究を楽しくまとめよう~
自由研究の取り組み方やまとめ方、仕上げのポイントなどの相談を受け付けます。
自由研究の実験データや作品がある場合は持ってきてください(未完成でも可)。 

【企画・運営】千葉市の学校理科教育を支える教師の会
【協力】千葉大学教育学部

8/18(日)
受付時間 
①9:45~11:15 
②12:45~14:45

小学生
費用: 無料 各15人 当日受付 当日直接会場へ 

(3F小会議室)

親子でエコ・クッキング 
親子で、環境にやさしく、かんたんで、おいしい料理を作りましょう。 

【メニュー】 ツナ入りナポリタン、カラフル野菜スープ 
【協力】東京ガス株式会社  千葉支社

8/20(火) 
10:30~13:00

小学生と保護者
費用：1組500円

12組
（24人） 7/1~31

往復はがき、
メール 
※食物アレルギーの
　有無を明記

たのしいこくご★チャレンジ
漢字を楽しむ漢字本をつくったり、学年ごとに漢字の力試しをしたりして、後期
のスタートダッシュにつなげましょう!現役・OBの小学校の先生がていねいに
指導します。 

【協力】ちば・こくごふれあいの会

8/23(金)・24(土) 
9:30~12:00

小学生
費用: 無料 参加自由 当日受付 当日直接会場へ 

(3F研修室2・3)

「千葉市のふれあい子どもかるた」大会・第1回予選会
1/19(日)に実施するかるた大会本戦の予選会を開催します。下学年・上学年
に分かれて実施。予選会に参加して、本戦出場を目指しましょう! 

【協力】ちば・こくごふれあいの会

8/23(金)・24(土) 
13:00~15:00

小学生
費用: 無料 参加自由 当日受付 当日直接会場へ 

(3F展示ホール)

木更津高専サイエンススクエア
モーターを使ったおもちゃや金属探知機、コンクリートのモアイ人形づくりなど
を体験できるほか、ロボット操縦体験や「高専ロボコン」出場ロボットの展示も
行います。学校説明会も同時開催。 

【協力】木更津工業高等専門学校

9/7(土)
10:00~15:00

小・中学生 
および保護者
費用: 無料

参加自由
（一部定員あり） 当日受付

当日直接会場へ 
(3F大研修室・工
芸研修室・1Fアト
リウムガーデン)

講　座　名 開 催 日 時 対 象・費 用 定　員 募 集 期 間 申 込 方 法

ポケットパークDEビスケット 
ビスケットは簡単なプログラミング言語です。「メガネ」という仕組
みを使って自分の描いた魚を海の中に泳がせてみましょう。ポケット
パークのマットの上で、他の参加者と一緒に楽しみながら体験します。 

【講師】デジコラボ

7/13（土）
①11:30~12:00
②13:00~13:30

対象:5歳児~小学3年生
※未就学児は保護者同伴
費用:無料
会場:B1F ポケットパーク

各回
先着10人 当日受付

各回30分
前に会場で
整理券配布

市民自主企画パソコン講座
「親子でスクラッチ入門」第 2 期・第 3 期
スクラッチの基本的な使い方を学び、簡単なアニメーションやゲームを
作成しながら、表現の楽しさ、創る楽しさを体験します。
※第2期・第3期は同じ内容です。

【講師】PCフレンズ11

第2期
8/8（木）・9（金）
全2回 14:00~16:00
第3期
8/27（火）・28（水）
全2回 14:00~16:00

対象:小学4年生以上の子ども
と保護者
費用:1組600円

各10組
20人

第2期
7/1~16
第3期
8/1~14

往復はがき、
メール
※第2期・第3
期どちらの希
望かを明記

デジタルビデオ編集講座
ビデオカメラで千葉公園内を自由に撮影し、その動画をパソコンに
取り込んで編集。場面転換の効果や文字を挿入して作品に仕上げ、
DVDに保存します。

【講師】（株）シグマコミュニケーションズ

7/29、8/5・12・19
毎週月曜日  全4回
13:30~16:30

対象:パソコンの基本的な操作
ができる中学生以上の市民
費用:無料

10人 7/1~16 往復はがき、
メール

micro:bitで楽しいプログラミング入門 
マイコンボード（micro:bit)を使い、スクラッチのようなビジュアルプ
ログラミングで、LEDを点滅させたり、センサーやモーターを働かせ
たりするプログラミングに挑戦します。

【講師】理科工作を楽しむ会

8/4（日）
10:00~12:00

対象:小学4年生以上でパソコ
ンを使ったことのある人
費用:無料

10人 7/1~16 往復はがき、
メール

パソコンで万
まんげきょう

華鏡模様の下じきをつくろう❶❷
夏休みの一日を使って、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。ワードというソフトをつかって、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。最後に印刷、ラミネー
トをして仕上げます。

【企画・運営】施設ボランティア「まなサポ1」

8/6（火）
①9:30~12:00
②13:30~16:00

対象:小学3~6年生
費用:無料 各20人 7/1~16 往復はがき、

メール

カンタン! ビデオにチャレンジ
ビデオカメラを持って千葉公園に出発！ 撮影した動画をパソコンで編
集し、DVDに保存します。ボランティアの皆さんがマンツーマンで撮
影から編集まで教えてくれます。

【企画・運営】施設ボランティア「映像記録ボランティア」

8/18（日）
10:00~16:30

対象:小学4~6年生
持物:昼食
費用:無料

9人 7/1~16 往復はがき、
メール

micro:bitでロボットプログラミング入門
マイコンボード（micro:bit)を使ってプログラミングを学びます。入門
段階からセンサーやモーターの動かし方、さらにロボットカーや二足歩
行ロボットのプログラミングまで、幅広く学んでいきます。

【講師】理科工作を楽しむ会

9/7（土）・8（日）
全2回
10:00~15:00

対象:小学4年生以上でパソコ
ンを使ったことのある人
持物:昼食
費用:無料

10人 8/1~14 往復はがき、
メール

作　品　名 開 催 日 時 定　員 会　場

夏休み親子お楽しみ会  コンサート&アニメ上映会 
■第1部　アニメ上映会

「あなたをずっとずっとあいしてる」(宮西達也「おまえうまそうだな」より）、「じゅげむじゅげむ」(こどもにんぎょう劇場） 
■第2部　いろいろな楽器の音色を楽しもう
歌やピアノ、フルート、バイオリンなどによるクラシックやジャズの演奏をお楽しみください。
歌とお話:三橋玲子さん　ピアノ:石川雅子さん 他 

【共催】千葉市社会福祉協議会中央地区部会

7/23（火） 
10:00~12:00

先着300人
（無料） 2Fホール

夏休みこども上映会
①「ダンボ」　カラー・吹替え　1941年　アニメーション 
サーカス団の象ジャンボはとっても耳の大きな子象ダンボを授かりました。ダンボはその大きな耳のためにみんなから
笑いものにされてしまいます。しかし、ねずみのティモシーはダンボを力づけます。 
②「忍たま乱太郎の宇宙大冒険」　カラー　2016年　アニメーション 
乱太郎・きり丸・しんべヱの仲よし三人組は、ある日、ひょんなことから宇宙の大海原に飛び出す大冒険に出発します。

7/31（水） 
①10:30~11:35 
②14:00~14:50

各先着300人
（無料） 2Fホール

夏休みこども上映会
「大決戦!超ウルトラ8兄弟」　2008年 
昭和のウルトラ4兄弟と平成のウルトラ4戦士が時空を超え奇跡の大集結!

8/25（日） 
10:00~11:40

先着300人
（無料） 2Fホール

いずれも、当日上映の30分前から会場入り口にて整理券を配布します（1人1枚）。

Enjoy

Summer
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〔注意〕①受付申込時間は、      特に記載のない限り9:00 〜 17:00です。②親子などで参加する場合は、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。

公民館
区 公民館名・申込方法 講  座  名 開  催  日  時 対 象 / 定 員 / 費 用

中
　
央
　
区

生浜公民館 
☎263- 0268 
申込：直接来館

藍染体験（オリジナルTシャツ作り） 7/27(土) 10:00~12:00 対象：小学3~6年生(成人も可) 
定員：先着15人　費用：500円(成人700円)

スポーツ教室・ボッチャ体験 7/30(火) 10:00~12:00 対象：小学生　定員：先着20人

カラフル紙すき うちわ作り 8/5(月) 10:00~12:00 対象：小学3~6年生　定員：先着20人　費用：100円

テレイドスコープ(万華鏡)作り 8/9(金)  10:00~11:00 対象：小学3~6年生　定員：先着20人
葛城公民館
☎222- 8554 算数おもしろ工作 7/20(土) 10:00~11:30 対象：小学生　定員：先着20人 

申込：7/2(火)~直接来館・電話
川戸公民館 
☎265-9256 

申込：7/2(火)~
直接来館・電話

スポーツチャンバラ体験教室 7/20(土) 10:00~12:00 対象：小学生　定員：先着15人

藍染体験教室 8/3(土)　9:30~11:30 対象：小学生　定員：先着15人　費用：500円

ソフト粘土工作体験教室 8/24(土) 10:00~12:00 対象：小学生　定員：先着15人　費用：600円

末広公民館 
☎264-1842 

申込：①②7/4(木)~
③④7/5(金)~

直接来館・電話

①ひらめき科学工作教室
A : 7/18(木) 9:30~11:30 
B : 7/19(金) 9:30~11:30 
C : 7/19(金) 13:30~15:30

対象：小学1~3年生(A・Bコース)、
小学4~6年生(Cコース) 
定員：各先着12人　費用：500円

②勾玉と組みひも作りにチャレンジ! 7/22(月) 13:30~16:30 対象：小学4~6年生　定員：先着16人　費用：500円

③けん玉教室（全3回） 7/22・29、8/5(月) 
9:30~11:30 対象：小学生　定員：先着20人

④火薬を使わない線香花火を作ろう

7/23(火)
A  9:30~10:30 
B 10:45~11:45 
C 13:30~14:30 
D 14:45~16:15

対象：小学4~中学生(A~C)、小学4~中学生と保護者（D) 
定員：各先着9人（A~C）先着3組（D) 
費用：150円（A~C)1人150円（D)

星久喜公民館
☎266- 4392 

星久喜町615-7 
申込：直接来館・電話

おもしろ理科教室 7/23(火) 10:00~11:30 対象：小学生　定員：先着20人

果物の皮でお面づくり 7/24(水) 10:00~12:00 対象：小学3~6年生　定員：先着20人

おとまりIN星久喜 8/3(土)・4(日) 
12:30~翌日12:30

対象：小学3~6年生　定員：24人(抽選) 
費用： 1,300円 
申込：~7/13(土)に往復はがきで

手作り豆腐に挑戦 8/24(土) 9:30~12:00 対象：小学生　定員：先着20人　費用：200円

バルーンアートを楽しもう 8/27(火) 10:00~12:00 対象：小学生　定員：先着20人　費用：100円

松ケ丘公民館 
☎261-5990 

申込：7/6(土)~
直接来館

お菓子作り 7/21(日) 9:30~12:30 対象：小学生　定員：先着24人　費用：600円

テレイドスコープ(万華鏡)作り 7/24(水) 10:00~11:30 対象：小学生　定員：先着20人

リサイクル 7/31(水) 10:00~11:30 対象：小学生　定員：先着20人

工作 8/1(木) 10:00~11:30 対象：小学生　定員：先着15人

伝統芸能 8/4(日) 10:00~11:30 対象：小学生　定員：先着20人

絵画教室 8/7(水) 9:30~12:30 対象：小学生　定員：先着20人
宮崎公民館 
☎263-5934 

申込：7/2(火)~
直接来館・電話

家族で話そう　防災教室 7/20(土) 10:00~12:00 対象：小学生と保護者　定員：先着10組　費用:100円

アイドル体験教室（全2回） 8/3・10(土) 9:30~14:00 対象：小学4~6年生　定員：先着30人　費用:500円

花
　
見
　
川
　
区

検見川公民館 
☎271- 8220

ガス管で万華鏡を作ろう 7/24(水) 14:00~15:30 対象：小学生　定員：先着20人　申込：直接来館・電話

子どもお話会「夏のこわーいお話」 8/6(火) 10:30~11:30 対象：小学生　定員：先着20人 
申込：7/13(土)~直接来館・電話

長作公民館 
☎258-1919 

申込：7/6(土)~
直接来館・電話

ガス管でキーホルダーを作ろう 7/31(水) 14:00~15:30 対象：小学生(1~2年生は保護者同伴) 
定員：先着20人

ステンシル〈型紙染め〉で、
トートバッグに絵を描こう 7/27(土) 10:00~12:00 対象：小学生 

定員：先着20人　費用：500円 ※申込時に持参　
花園公民館 
☎273- 8842 親子で工作(新聞紙ドーム作り) 7/27(土) 9:30~11:30 対象：小学生と保護者　定員：先着16組 

申込：受付中 直接来館
花見川公民館 

☎257-2756 子ども教室「スポーツ吹矢」 7/30(火)・31(水) 
10:00~12:00 全2回

対象：小学3~6年生　定員：先着20人 
費用：110円　申込：7/2(火)~直接来館

幕張公民館 
☎273-7522

申込：7/3(水)~
直接来館・電話

親子で工作(ローズウィンドウ作り) 7/28(日) 10:00~12:00 対象：小学4~6年生と保護者
定員：先着10組　費用：1個500円

幕張本郷公民館 
☎271- 6301 

申込：直接来館・電話

子ども探検隊シリーズ 
①のぶちゃんの科学教室 
②きー君の科学教室

①7/24(水)10:00~12:00
②7/27(土)13:30~15:30

対象：①②小学生
(保護者も可。小学1~3年生は保護者同伴) 
定員：①先着25人、②先着20人 
費用：①300円、②500円

バラエティ豊かな講座の数々。公民館は、あなたの「やってみたい」を応援します！

区 公民館名・申込方法 講  座  名 開  催  日  時 対 象 / 定 員 / 費 用

稲
　
毛
　
区

稲毛公民館 
☎243-7425

日本のたみうた
「民謡を体験しよう」 7/21(日) 10:00~12:00 対象：小学生とその家族 

定員：先着15人　申込：7/4(木)~直接来館・電話
小中台公民館 

☎251- 6616 こども映画会 7/20(土) 10:00~12:00 対象：4歳以上~13歳未満、保護者 
定員：先着100人　申込：当日直接来館

山王公民館 
☎421-1121

子ども科学教室
「ICカードの秘密を知ろう」 7/14(日)  10:00~12:00 対象：小学4~6年生　定員：先着16人 

費用：500円　申込：受付中 直接来館・電話

千草台公民館 
☎255-3032 

申込：7/2(火)~
直接来館・電話

演劇体験入部 7/20(土) 9:30~11:30 対象：小学生・成人　定員：先着15人

火薬を使わない線香花火作り
7/31(水) 9:30~10:30、
11:00~12:00、13:30~14:30、
15:00~16:00

対象：小学生・成人　定員：各先着9人 
費用：150円

若
　
葉
　
区

大宮公民館 
☎265-2284 

申込：7/2(火)~
直接来館・電話

ガス管でキーホルダーづくり 7/26(金) 10:00~11:30 対象：小学生　定員：先着20人

メダカを楽しく飼うために 7/27(土) 10:00~12:00 対象：小学生
定員：先着20人

桜木公民館 
☎234-1171 

申込：7/6(土)~
直接来館・電話

自然と昆虫に親しむ 7/18(木) 10:00~11:30 対象：小学生　定員：先着20人

こどもお話会・映画会 7/31(水) 10:00~11:30 対象：小学生　定員：先着50人

ガス管でキーホルダーを作ろう 8/1(木) 14:00~15:30 対象：小学生(1・2年生は保護者同伴)　定員：先着20人

みつわ台公民館 
☎254- 8458 

申込：7/1(月)~
直接来館・電話

オオムラサキと昆虫 7/15(月) 10:00~11:30 対象：小学生　定員：先着20人

公民館広場
「工作・囲碁・昔遊び・子ども防災
など」

7/22(月)~7/26(金) 
8/5(月)~8/9(金) 
13:30~16:00

対象：小学生
定員：参加自由 
申込：当日直接公民館へ

七夕飾りを作ろう!! 7/6(土) 9:30~12:00 対象：小学生　定員：先着20人

料理教室「ガパオ風ライス他」 7/20(土) 9:30~13:30 対象：小学生　定員：先着16人　費用：400円

ガス管で万華鏡を作ろう 7/30(火) 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

若松公民館 
☎231-7991 
申込：受付中

直接来館・電話

坂月川親子自然教室（全2回） 7/20、8/24(土) 
13:30~15:30

対象：小学生と保護者 
定員：先着8組

新学期だ、心身を整えよう！
「スポチャン教室」

8/1・8・22・29(木) 
13:30~15:00

対象：小中学生(親子での参加も可)、8/22(木)は、特別
支援学級・学校のお子さんを中心とした教室を開催し
ます。 
定員：各先着12人程度

緑
　
区

越智公民館 
☎294- 6971 
申込：受付中

まが玉作りに挑戦 7/20(土) 10:00~12:00 対象：小学生　定員：先着15人　費用：300円

子ども茶道教室 7/23(火) 10:00~12:00 対象：小学生　定員：先着20人　費用：100円

ねんど工作「ミニチュアケーキ作り」 7/24(水) 10:00~12:00 対象：小学生　定員：先着15人　費用：500円

子ども料理教室 7/29(月) 10:00~13:00 対象：小学生　定員：先着16人　費用：500円

パラスポーツ体験「ボッチャに挑戦」 7/30(火) 13:30~15:30 対象：小学生以上の方　定員：先着20人

工作教室「My置時計づくり」 7/31(水) 10:00~12:00 対象：小学生　定員：先着12人　費用：300円

土気公民館 
☎294- 0049 

申込：7/6(土)~
直接来館

子ども囲碁教室 7/23(火)・24(水) 
10:00~11:30

対象：小学生
定員：先着12人

子どもスポーツ吹き矢教室 7/29(月)・30(火) 
13:30~16:00

対象：小学3~6年生
定員：先着20人　費用：200円

かさ袋ロケットを作って飛ばそう 8/6(火) 10:00~12:00 対象：小学生　定員：先着40人

美
　
浜
　
区

稲浜公民館 
☎247- 8555 

申込：7/2(火)~
直接来館

子ども科学チャレンジ(LED工作) 7/26(金) 14:00~16:00 対象：小学生(1~3年生は保護者同伴) 
定員：先着16人　費用：1,000円

ガス管を使った万華鏡 7/30(火) 14:00~16:00 対象：小学生　定員：先着20人

スノードーム 8/2(金) 10:00~12:00 対象：小学生(1~3年生は保護者同伴) 
定員：先着24人　費用：200円

パペコプター工作 8/6(火) 10:00~11:30 対象：小学生(1・2年生は保護者同伴） 
定員：先着16人

打瀬公民館 
☎296-5100 

申込：7/2(火)~
直接来館・電話

勾玉をつくろう 7/28(日) 10:00~12:00 対象：小学4~6年生　定員：先着24人　費用：300円

夏休み科学工作教室 7/24(水) 10:30~12:00 対象：小学3~6年生　定員：先着24人　費用：200円

オトナも絵本のじかんです 7/21(日) 10:30~11:30 対象：中学生以上の方　定員：先着80人

おこづかいの話と貯金箱づくり 8/30(金)10:00~12:00 対象：小学1~3年生　定員：先着30人 
申込：8/2(金)~直接来館・電話

幕張西公民館 
☎272-2733 親子陶芸教室 7/21・28(日) 9:30~12:00 対象：小学生と保護者　定員：先着12組 

費用：1,000円程度　申込：受付中 直接来館・電話
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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。
参加費無料。
申込みが必要なイベントは、7/1（月）から受付します。
※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、記載事項と希望日時（第2希望まで）を明記して、
各図書館へ。指定のないものは多数の場合抽選。市内在住者優先。

夏こそ読書！  夏休みは図書館に行こう！親子図書館
たんけんツアー

区 図書館名・申込先 行　事　名 開  催  日  時 対　象 定　員 申  込  方  法

中
　
央
　
区

中央図書館 
〒260-0045 
弁天3-7-7 

電話／ 287-3980 
FAX ／ 287-4074

夏の親子おはなし会
7/20(土) 
①11:00~11:30 
②11:30~12:00

①3・4歳児 
②5歳児~小学生

（保護者同伴可）
各回先着30人程度 当日直接会場へ

高校生が語るおはなし会
7/21・28(日) 
8/4・18・25(日)
11:00~11:30

3歳児~小学生 
（保護者同伴可） 各回先着30人程度 当日直接会場へ

親子図書館たんけんツアー
7/25(木)・26(金)、 
8/1(木) 
10:00~12:00　

小学生と保護者 
（子どものみの参加可） 各回20人

7/6（土）必着 
往復はがきまたは
電子申請で　

夏休み点字体験 8/21(水) 
10:00~12:00

小学生・中学生 
（保護者同伴可） なし 当日直接会場へ

子ども読書講座
（講師：盛口 満／沖縄大学学長）

7/27(土) 
13:30~15:00 小学3年生以上 80人

7/6（土）必着 
直接来館（返信用はがき
を持参）または電子申請
で

みやこ図書館　 
〒260-0001 
都町3-11-3 

電話／ 233-8333 
FAX ／ 234-4187

子ども一日図書館員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
~やってみよう図書館の仕事~

7/25(木)  
①9:30~12:00 
②13:30~16:00

小学3年生 各回6人
7/9（火）必着 
往復はがきまたは
電子申請で

テレイドスコープをつくろう! 
~わくわく体験教室~

8/22(木) 
14:00~15:00 小学生　 24人　

7/24（水）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
8/6(火) 
①15:30~16:00 
②16:00~16:30

①3~5歳児
（保護者同伴可）
②6歳児・小学生

（保護者同伴可）
各回先着40人　　 当日直接会場へ

白旗分館 
〒260-0841 
白旗1-3-16 

電話／ 264-8566 
FAX ／ 268-1032

夏の親子おはなし会 8/21(水) 
15:30~16:00

3歳児~小学生 
（保護者同伴可） 先着20人程度 当日直接会場へ

花
　
見
　
川
　
区

花見川図書館 
〒262-0005 

こてはし台5-9-7 
電話／ 250-2851 
FAX ／ 250-2853

子ども一日図書館員　　　　　　　　　　　　　　
~やってみよう図書館の仕事~

7/24(水)・25(木)
10:00~11:00
14:00~15:00

小学3年生 各回4人
7/9（火）必着 
往復はがきまたは
電子申請で

科学あそびの部屋
（発泡入浴剤作り）

8/8(木) 
①10:00~10:40
②11:00~11:40

小学生 各回20人
7/13（土）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
7/19(金) 
①11:00~11:30 
②16:00~16:30

①0~3歳児と
その保護者 
②4歳児~小学生と
その保護者

各回20人 当日直接会場へ

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 7/20(土) 
11:00~11:30

3歳児~小学生
（保護者同伴可） 30人　 当日直接会場へ  

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

夏の親子おはなし会
7/20(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15名程度  

当日直接会場へ　　

区 図書館名・申込先 行　事　名 開  催  日  時 対　象 定　員 申  込  方  法

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
7/12(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30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~

7/31(水)、8/1(木) 
10:00~12:00 小学3年生 各回10人

7/9(火）必着 
往復はがきまたは
電子申請で　

夏休みお楽しみ教室 8/24(土) 
10:00~11:00 小学生 先着24人 7/12（金）まで 

来館または電話で　

若
　
葉
　
区

若葉図書館 
〒264-0004 

千城台西2-1-1 
電話／ 237-9361 
FAX ／ 237-5163

小学生かんたん工作 7/31、8/7(水) 
10:00~12:00 小学生 各回10人

7/15(月)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 7/26(金) 
10:00~10:30　

3歳~小学生
（保護者同伴可） 30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~

7/24(水) 
①10:00~12:00 
②14:00~16:00

小学3年生 各回4人
7/15(月)必着 
往復はがきまたは
電子申請で

高校生が語るおはなし会 8/23(金) 
10:00~10:30

3歳児~小学生
(保護者同伴可) 30人 当日直接会場へ

西都賀分館 
〒264-0026　　　　　　　　　　　　　　　
西都賀2-8-8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話／ 254-8681 
FAX ／ 254-8682

夏の親子おはなし会 7/24(水) 
11:00~11:30       

3歳児~小学生
（保護者同伴可） 先着20人 当日直接会場へ

泉分館 
〒265-0053　 

野呂町622-10 
電話／ 228-2982 
FAX ／ 228-0514

夏の親子おはなし会 7/27(土) 
11:00~11:30    

3歳児~小学生
(保護者同伴可) 先着30人 当日直接会場へ　

緑
　
区

緑図書館 
〒266-0031 

おゆみ野3-15-2 
電話／ 293-5080 
FAX ／ 293-5100　

夏の親子おはなし会 
（鎌取コミュニティセンター共催）

7/19(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）
各回先着36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~

7/24(水) 
①10:00~12:00 
②14:00~16:00　　　　

小学3年生 各回10人
7/9(火）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~　　　    　

（鎌取コミュニティセンター共催）

8/8(木) 
①10:00~12:00 
②14:00~16:00　　　　

小学1~6年生（1~3
年生は保護者同伴） 各回20人

7/23(火）必着 
往復はがきまたは電子
申請で。
材料費：200円

緑図書館
あすみが丘分館 

〒267-0066 
あすみが丘7-2- 4 
電話／ 295-0200 
FAX ／ 295-0219

夏の親子おはなし会
7/24(水) 
①11:00~11:30 
②15:45~16:15

①1~3歳児
（保護者同伴可）  
②4歳児~小学生

各回30人 当日直接会場へ

世界に一つだけの風鈴を
作ってみよう

8/15(木) 
①10:00~11:30 小学1~3年生 先着20人 7/2(火)から 

来館または電話で

美
　
浜
　
区

美浜図書館 
〒261-0004 
高洲3-12-1 

電話／ 277-3003 
FAX ／ 278-4303

子ども一日図書館員　　　　　　　　　　　　　　
~やってみよう図書館の仕事~

7/24(水)・25(木)  
①9:30~12:00 
②13:30~16:00

小学3年生 各回4人
7/10（水)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 7/31(水) 
10:00~11:30 小学生  30人程度

7/15（月）まで 
直接来館・電話または
電子申請で　

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
7/25(木) 
①10:00~10:30 
②11:00~11:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①4歳児~小学生
（保護者同伴可） 
 ②0~3歳児と
その保護者

①先着30人 
②先着20組 当日直接会場へ
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● 開館時間／ 9:00 〜17:00（入館は16:30まで）   休館日／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
加曽利貝塚博物館 〒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/申込先・問合せ

応  募  方  法

7/10（水）必着。電子申請で。FAX、Eメールも可。
希望する教室名・氏名・学年・電話番号・住所を明記して、
加曽利貝塚博物館へ。
FAX：231-4986
メール：kasori.jomon@city.chiba.lg.jp

行事名 開催日時・内容など
夏休み子ども向け展示

「縄文から令和へ
ーいまとむかしの知恵くらべー」

期間:7/13(土)~9/1(日）　会場:加曽利貝塚博物館企画展示スペース
内容:縄文時代と現代の道具をくらべて、縄文人の知恵を学ぼう。

夏休み縄文ひろば
【申込不要】

7/27~8/18までの土・日曜日  10:00~15:00 (8/10・11を除く） 
縄文弓矢・火おこし・貝のアクセサリーづくり・アンギン編みなどの縄文体験、ガイドツアー、スタンプラリー
など　（縄文弓矢のみ小学1年生以上対象）

子ども土器づくり教室 
【要事前申し込み】

7/20(土)  10:00~16:00、7/27(土）、8/17(土）10:00~15:00　（全3回とも参加できる方） 
対象:小学5・6年生　定員:16人　料金:無料 
内容:形作りから焼き上げまで、本格的な縄文土器づくりに挑戦します。

土偶づくり教室 
【要事前申し込み】

A:7/21(日）　B:7/28(日）10:00~16:00　 焼成:8/18(日)  10:00~15:00 
対象:小学3~6年生　定員:各回16人　料金:無料 
2日間かけて、縄文時代と同じ方法で土偶をつくります。 

（A・Bいずれか1日と焼成日に参加）
夏休み縄文時代教室 

【要事前申し込み】
8/4(日）  10:00~12:00　定員:各回15人　対象:小学4~6年生　料金:無料 
縄文人の生活について、「楽しく・わかりやすく」学習します。自由研究のテーマに是非!

土器ドキ発掘体験 
【要事前申し込み】

①7/24(水）、②7/31(水）、③8/7(水）、④8/14(水）、⑤8/21(水)、⑥8/28(水) 
9:30~12:00　対象:小学3~6年生　定員:各回8人　料金:無料 
考古学者になって発掘調査の疑似体験をしよう。何が見つかるかはお楽しみ!

子ども土器づくり教室 土偶づくり教室 土器ドキ発掘体験

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！

千葉市子ども交流館 申込先・問合せ 〒260- 0013 中央区中央4-5-1 きぼーる3階   TEL:202-1504
● 開館時間／ 9:00 〜 20:00   休館日／火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）

※市内小・中学校の長期休業期間中は開館 

中央消防署の協力のもと、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。　
7/23（火） 14:00 〜15:30日 時 ４階多目的室会 場
小学4 〜 6年生（同伴の保護者受講可）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

NPOちば教育夢工房の先生方が、国語・作文・算数・社会（理科・工作を除く）の相談・支援をしてくれます。
宿題は早めにとりかかりましょう。　

7/26（金）・27（土） ①9:30 〜11:30 ②13:00 〜15:30日 時 3階アリーナ会 場
小学生（保護者同伴可）対 象 各回10人定 員 受付中受 付

●  なつやすみ宿題相談

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。
①8/7（水）   14:00~15:30　「シャッフル4コマを描こう」
②8/13（火）14:00~15:30　「有名人の似顔絵を描こう」
③8/21（水）14:00~15:30　「自分のキャラクターを作ろう」  ※1回だけの参加でも可能です。

4階工房会 場 小学生以上対 象 各24人定 員 各500円参加費 7/11（木）より事前予約受付受 付

●  夏休み・まんが教室

★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。　
8/4（日） 10:30 〜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

開館時間 9: 00 〜 19: 00（入館は閉館の30分前まで）

入館料 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

休館日 7/ 8（月）、8月無休

【千葉市科学館  夏の特別展】
 「入門！きぼーる忍者道場 〜科学の力で修行の巻〜」
忍者の技や知恵には、科学の秘密がいっぱい！隠れ身の術、忍び足の術、天気
を読む技、時を知る技など、今の私たちにも役立つものばかりです。きぼーる
忍者道場で修行に励み、技と知識を身につけて、現代の忍者を目指そう！

「テーマを決めたい！」「調べ方や実験方法について相談し
たい！」「上手に工作したい！」「研究テーマをもっと深めた
い！」など、科学館ボランティアが個別にアドバイスします。

リーベルタースの森の天文台には、モリフクロ
ウ先生と、星のお話をしてくれる、マヌルネコ
さんが住んでいました。今日のお話は何かな？

今年も七夕の季節がやってきました。天の川のほとりで輝く織姫星と
彦星をはじめ、七夕の夜に見える星々をプラネタリウムで探してみましょ
う。七夕の時期限定でお送りする、生解説番組です。

※直接会場へお越しください。先着順
にご案内します。※自由研究途中の方
は、その資料を持参してください。

※投影日時、料金など詳しくはホームページをご覧ください。

期  間 7/13（土）〜 9/1（日）

時  間 9:00 〜17:00

会  場 7階企画展示室

料  金 大人700円／高校生450円／
小中学生250円
※常設展示もご覧いただけます。

ボランティアによる夏休み自由研究相談会
「ふしぎの芽が出る夏休み」

「リーベルタース天文台だより 夏の星座の物語」
☆ プラネタリウム番組 ☆

「星空散歩 七夕の星たち」

期間 ： 7/22（月）〜 8/4（日）
13:00 〜15:30（最終受付
15:00） 会場：10階 探究実
験室 料金：要入館料

千葉市科学館 〒260- 0013 中央区中央4-5-1    TEL:308- 0511
ホームページ: http://www.kagakukanQ.com問合せ

〒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/

● 開館時間／ 9:00 〜17:00（入館は16:30まで）   休館日／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
郷土博物館 申込先・問合せ

時　間 各回13:00 〜15:00

参加費 1,200円（教材費）

対　象 小学4 〜 6年生（保護者同伴可）
3日間すべて参加できる方

申込方法
HPから電子申請または往復はがきに講座名・氏
名（フリガナ）・住所・学年・電話番号・返信用
に宛先を明記して、郷土博物館（下記）あてに郵
送。往復はがきは8/9（金）必着。電子申請で
は8/9（金）23:59まで受付。

厚紙を使って実際に着られる鎧
よろい

を作ります。

■  鎧づくり体験講座

時　間 11:00 〜11:30

実施日 8/18（日）

定　員 特になし

申込方法 見学自由

参加費 無料

甲
かっ

冑
ちゅう

姿の武者たちによる本物の火縄銃を
使った演武を行います。迫力のある砲声が
戦国時代へお連れします。

■  火縄銃演武

実施日 ①7/24（水）  ②7/26（金）

時　間 ①②共に 13:30 〜15:30

定　員 各20人（応募者多数の場合抽選）

対　象 小学4 〜 6年生（保護者同伴可）

参加費 無料

申込方法
HPから電子申請または往復はがきに講座名・住
所・氏名・学年・電話番号・返信の宛先を明記して、
郷土博物館へ郵送。7/12（金）必着。電子申請
では7/12（金）23:59まで受付。

①「古
こ

文
もん

書
じょ

にチャレンジ
　 ―昔の文字で手紙を書いてみよう」
②「お城で甲

かっ
冑
ちゅう

講座」

■  夏休み郷土史講座

本格的な作り方です

最終日にはお城の前で記念撮影！

「古文書にチャレンジ」
本物の古文書も間近で見ら
れます

「お城で甲冑講座」
甲冑を体験できるコーナー
もあります

定　員 15人（応募者多数の場合抽選）

実施日 8/20（火）〜22（木）
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「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！ 

千葉都市モノレール運転体験お弁当作り教室

楽しいイベントが
盛りだくさん！

※写真は、昨年度のものです。※詳細は7月配布予定のリーフレットをご覧ください。

会  場 生涯学習センター

合唱・ダンス発表会

「青少年の日」及び
「家庭・地域の日」について

市では、青少年の居場所づくりやふれあいの機会の
提供を目的として、「青少年の日」及び「家庭・地域の
日」を定め、毎年「青少年の日」に「青少年の日フェス
タ」を開催しています。「青少年の日フェスタ」をきっ
かけに、家庭や地域での子どもたちとふれあいにつ
いて、考えてみませんか。
青少年の日 毎年9月の第3土曜日
家庭・地域の日 毎月第3土曜日とその翌日
青少年の日つながりウィーク 毎年9月の第3土曜日から1週間

千葉市健全育成課
TEL:245-5973

問合せ
青少年の日フェスタ
9月21日（土） 10:00 〜 16:00「青少年の日」及び「家庭・地域の日」

シンボルマーク

千葉市南部青少年センター 申込先・問合せ 〒260- 0841 中央区白旗1-3-16   TEL:264- 8995

イベント名 講座名 開催日時 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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「身近な材料を使った科学工作」

7/23(火)・24(水)(2日間) 
10:00~12:00

対象:小学1・2年生　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(土）必着

工作B（科学工作）
「モーターを使った工作ほか」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7/23(火） 13:30~15:30　　　　　　　　　　　
7/25(木) 10:00~12:00 

（2日間）

対象:小学3・4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(土）必着

工作C（科学工作）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「かんたんな電子工作」

7/24(水)・25(木)(2日間) 
13:30~15:30

対象:小学5・6年生　定員:20人（多数の場合抽選）　費用:1,000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(土）必着

ときめきサタディ
（小学生対象）

オリジナルマイバッグをつくろう 7/26(金)13:30~15:30 対象:小学3~6年生　定員:先着20人　費用:600円
申込:7/9(火)より電話で受付

イライラしないで伝えよう! 
小学生のための心を育てる
アンガーマネジメント講座

7/31(水) 
①13:30~14:20 ②14:50~15:50

対象:①小学1・2年生　②小学3~6年生　定員:①②どちらも20人（先着順） 
申込先:男女共同参画センター  ☎209- 8771

ねんどとLEDで 
すてきなランプをつくろう 8/3(土) 13:30~15:30 対象:小学生　定員:先着20人　費用:500円

申込:7/9(火)より電話で受付
夏休み科学講座 

「ガス管で万華鏡づくり」 8/20(火) 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:8/1(木)より電話で受付

英語で遊ぼう 8/21(水)・22(木)（全2回） 
10:00~11:00

対象:小学1・2年生　定員:先着20人
申込:8/1(木)より電話で受付

親子でおいしいパエリアづくり 8/24(土) 10:00~13:00 対象:小学生と保護者　定員:10組（先着順）　費用:500円 
申込:8/6(火)より電話で受付

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。

〒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（月曜日が祝日の場合は翌平日）
千葉市民ギャラリー・いなげ 申込先・問合せ

■  企画展「創造海岸いなげ展」「千葉市中学校美術部展」　
千葉と関わりの深い期待のアーティストの展覧会です。今年は伊澤絵里奈さん、瓜生剛さん、渕沢照晃さんの
3名をご紹介します。千葉市内の中学校美術部の合同展も同時開催します。

会　期 8/14(水)~25(日)   9:00~17:15 (初日12:00~、最終日~15:00)   ※8/19(月)休館 

入場料 無料

渕沢照晃《silver skin》2019年
ドローイング

伊澤絵里奈《そんな気がした》2015年
ラムダプリント

瓜生剛《深層刻景》2012年
キャンバス・油彩

中学校美術部展の昨年の展示風景

千葉市美術館 問合せ 〒260- 0013 中央区中央3-10- 8   TEL:221-2311
ホームページ: http://www.ccma-net.jp

● 開館時間／ 10:00 〜18:00（金・土曜日は20:00まで）

漫画やドラマなどにも描かれ、今なお伝説のアーティストと
して語り継がれる北大路魯山人のやきもの120点のほか、
同時代に活躍した陶芸家たちの作品など80点を加えて昭
和に花開いた陶芸の世界をご紹介します。

企画展「没後60年 北大路魯山人
古典復興 ―現代陶芸をひらく―」

所蔵作品展
『 「やっぱり素敵な人だった」

―勅使河原蒼風と棟方志功の
作品を中心に』

○ 同時開催

会　期 7/2（火）〜 8/25（日）

観覧料 一般1,200円　大学生700円
小・中学生、高校生無料

休館日 8/5（月）

毎年恒例の夏休みイベントを今年も開
催！ドラマのロケ地などにも使われる美
しいさや堂ホールで「千葉の親子三代夏
祭り」にあわせて、縁日を開催します。
飴細工など楽しいブースが盛りだくさん！

8/18（日） 13:00 〜17:00
1階さや堂ホールにて

美術館 で縁日気分!!
【イベント】

北大路魯山人《染付葡萄文鉢》1941年
世田谷美術館（塩田コレクション） 棟方志功《釈迦十大弟子二菩薩》（部分）1939年

【展覧会情報】

千葉市少年自然の家 〒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/

申込先・問合せ

夏休みは千葉市少年自然の家においでよ！定番の「ハイキング」や「ザリガニ釣り」、「野外炊飯」だけで
なく、日程によっては、パラスポーツやニュースポーツの体験も。車で15分のところには、大型プール
もあるんです。「手作り工房」でのクラフト体験では世界にひとつだけのお土産をGet!

※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。

利 用 申 込 み 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にてお申込み下さい

Facebookページ開設しました
千葉市少年自然の家Facebookページでは、主
催事業情報や季節の情報など、千葉市自然の家の
“今”を発信しています。
千葉市少年自然の家Facebookページ

（https://www.facebook.com/chiba.shizen/）

　千葉市少年自然の家では、毎月様々な主催事業を実施しています。家族向けの「マンスリーウィークエンド」
「ファミリーキャンプ」では、家族の新たな一面が見られる良い機会になることでしょう。夏休みには、小学生対
象のキャンプも行います。指導者向けの「ユースリーダーセミナー」や年に1度の「秋のわいわいフェスティバ
ル」なども。最新情報は自然の家ホームページをご覧ください。

第123回ファミリーキャンプ  稲刈り体験とスッゲ〜！米料理
日　程 9/7（土）〜 8（日）

参加費 小学生：4,730円   中学生：4,880円   未就学児：4,360円
大人（千葉市民）：5,700円

対　象 小学生・中学生を含むご家族

プログラム 稲刈り体験、野外炊飯（昼食作り）

主催事業のお申込み 往復ハガキ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人まで
メールの送り先はshusai-oubo@chiba-shizen.jp

第114回マンスリーウィークエンド  〜パワフル！秋あそび〜
日　程 9/28（土）〜29（日）

参加費 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

プログラム クライミングウォール、どろんこあそび、ぐるぐる棒巻きパン、葉っぱスタンプで
手ぬぐい作り、キャンプファイアー、夜空を見上げよう〜夏から秋の星空〜

対　象 3歳以上中学生以下のお子さんを含むご家族

■  夏休みはアウトドアを思いっきり楽しもう

主催事業が盛りだくさん！
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