


長寿と健康の秘訣を教えてください。

　好き嫌いをせず何でも食べること。私は納
豆、梅干し、トマト、ラッキョウを毎日食べて
います。これが健康に良いみたいですね。

幼かった頃について教えてください。

　実家（若葉区源町）の周りは田んぼと畑ば
かりで、建物などほとんどありませんでした。
道路も未舗装で、道幅も現在の半分くらい
だったと思います。食べ物に関しては、好き
嫌いが言える時代ではなく、家が農家だった
ので、獲れたものや出されたものは何でも食
べました。
　遊びは基本的に外ですね。皆、裸足か下駄
を履いて、縄跳び、ケンケンパ、母親が作ってく
れた鞠

まり

などで遊んでいました。

小学校時代の思い出はありますか。

　4年生の時に周りで靴を履く人が増えてき
ていて、私もそれまでの下駄ではなく、初めて
靴を履いたことですね。楽しかったのは運動
会。私は足が速くて、リレーの選手にも選ば
れ、よく１番になりました。
　冬はストーブでお弁当を温めて食べていた
のを覚えています。あの頃は給食などありま
せんでしたから。

第二次世界大戦が始まったときの心境は。　

　戦時中は本当に怖かったです。空襲がある戦時中は本当に怖かったです。空襲がある

と警報が鳴り響き、その度に私はブルブル震
えていました。当時は家ごとに防空壕があっ
たのですが、私は外の様子がわからないのが
怖くて、防空壕には入らず外で様子を窺ってい
ました。だから、東京湾越しに東京に爆弾が
投下されるのも見ましたし、爆発音もはっきり
と聞こえました。千葉空襲のときも家にいて、
この辺りは大丈夫でしたが、千葉市街は丸焼
けに……本当に悲惨でした。

最も印象に残っている戦時中の出来事は。　

　ある日、頭上をたくさんの飛行機が飛び
交っていました。私は実家の柿の木の根元に
立っていたのですが、1機がこちらに向かって
急降下して来ました。とても低い所まで降り
てきて、私には家の天井くらいの高さに思えま
した。実際、銃口がこちらを向いていること
や、搭乗員の顔まではっきり見えたので、慌て
て家の中に逃げ込みました。幸い銃撃はせず
に飛び去っていったのですが、あのときの恐
怖は今でも覚えてます。そのような思いをし
たので、終戦を知ったときは心の底から良かっ
たと思いました。

戦後の暮らしについて教えてください。

　終戦後ほどなくして結婚しました。主人は
優しかったのですが、主人の母親は厳しかっ
たですね。当時はどの家のお嫁さんが、朝一
番に雨戸を開けるか競争でした。早く開けた
お嫁さんは、働き者だと褒められるからです。
私も朝4時には起きていました。寒い冬は心
底辛かったですね。

ご主人はどのような方でしたか。

　戦争という悲惨な体験をしたからか、95年　戦争という悲惨な体験をしたからか、95年
の生涯を社会や地域への貢献に費やした人の生涯を社会や地域への貢献に費やした人
でした。小学校にピアノが無いと聞けば寄付でした。小学校にピアノが無いと聞けば寄付
し、中学校にサッカーのゴールが無いと聞けし、中学校にサッカーのゴールが無いと聞け
ば寄付するなど、常に誰かのために何かをしば寄付するなど、常に誰かのために何かをし
ていました。ていました。

　それから、この家は少なくとも江戸時代の
初めからあって、代々浅間神社と深い繋がり
があり、主人も浅間神社の氏子の総代表を20
年間務めました。だから、浅間神社の祭りの
ときに山

だ

車
し

が庭に入って来るのはこの家だけ
です。なので、昭和39年に浅間神社が火事で
燃えたときも寄付をしました。
　主人のそのような姿を見て、私も何か地域
に貢献したいと考え、今年（令和2年）も山車
と太鼓を購入するための寄付をしました。ま
た、たくさんのお見合いの場を用意して、ご縁
を結び、仲人を30組くらい務めました。

ご夫婦での共通の趣味はありましたか。

　主人も私も旅行が大好きで、戦争が終わっ
てまだ間も無い頃に、10日以上かけて九州
一周旅行をしました。宮崎で初めてバナナを
食べた時は、あまりの美味しさに感動しまし
た。当時、バナナはとても高価でしたから。
北海道にも、東京から北海道に初めて就航し
た飛行機便で行きました。お土産にたくさん
の木彫りの熊を買ったのですが、持ち帰るの
が大変でしたね（笑）。

昔と比べて何が一番変わりましたか。

　子どもに対する親の教育です。昔、親は子
どもの前ではタバコは吸わずお酒も飲まず、
こたつに入るときも正座でした。親は子ども
に決してだらしない姿を見せない、それが教
育でした。

これからの目標や継続したいことは。

　私は花が大好きなので、毎日庭の草取り
や花植えをして、家の中では花や日本の景色
の塗り絵をしています。昔習っていた詩吟も
時々していて、お腹の底から声を出すようにし
ています。これらが身体や頭の体操になって
います。また、今でも現役で仕事もしていま
す。不動産の経営者として借主と顔を合わせ
色々な話をすることも、幾つまで続けられる
かと楽しみにしています。100歳まで介護保
険サービスを使ったことがないのも、この積
み重ねのおかげかもしれません。
　他にも、料理以外のことは自分でするよう
に心がけ、何事も自分で決めるようにしてい
ます。
　生きている限り、自分でできることは自分
でする。これも長生きの秘訣かもしれないの
で、これからも続けていきたいと思います。

長寿と健康の秘訣を教えてください。

　好きなことを見つけること。趣味をもつこ
と。そして、それに一生懸命に打ち込むこと。
これが、体にも心にも一番良いと思います。　
私の場合、昔は剣道をしており、中学校の5年
生のときに2段を取得しました。そして57歳
になってから始めた弓道でも、全日本弓道連
盟の5段と練

れん

士
し

の称号を取得しました。ちな
みに、弓道を始めた理由は、1人でもできるか
らです。

幼かった頃について教えてください。

　生まれは市原市です。当時、周囲は畑と
田んぼばかりで、まさに農村でしたね。道路
は幅が狭く、砂利が敷いてあるだけでした。　
幼い頃の遊びは、友達と兵隊さんごっこばか
りでした。あの頃、小さな男の子は皆、兵隊に
憧れを抱いていましたから。互いに高い階級
を付けて呼び合っていましたね（笑）。

学生時代の思い出はありますか。

　小学生の頃は、一言で言えば目立ちたがり
屋でした。その頃の遊びは、鬼ごっこや騎馬
戦。それから、お小遣いが1銭だったことを今
でも覚えています。
　卒業後は中学校に進学させてもらいまし
た。当時、中学校に進学できるのは、各学校
で5〜6人しかいなかったので、私は恵まれて
いたと思います。中学校時代は剣道に打ち込
んでいました。他校との試合で勝ったときは、
本当に嬉しかったですね。
　卒業後は1年間ですが、東京の軍需工場に
勤めました。今思えばすでに開戦の気配が
漂っていたのでしょう。

第二次世界大戦が始まったときの心境は。　

　まず、「自分も戦場に行かねばならない」と
思いました。実際、戦争開始から2日後には
陸軍に入隊し、近衛師団に配属されました。
ほどなく輸送船で中国に渡り、3年間は兵隊
として戦いましたが、その後は捕虜となってし
まい、約2年間、土木作業などをさせられまし
た。だから終戦の報せは捕虜だったとき、中
国軍から聞かされたのですが、にわかには信
じられませんでしたね。
　当時は、戦争も兵隊として戦うことも、何の
疑問も抱きませんでした。でも今は、あの戦
争は無駄だったと断言できます。

戦後の暮らしについて教えてください。

　帰還してしばらくは、市原の実家に身を寄
せていたのですが、やがて、働かねば将来が
無いと考えるようになりました。千葉県庁で
職員を募集していることを知り、応募したとこ
ろ運良く採用されました。最初に携わったの
は農地改革に関する仕事でした。戦後復興に
関わる大事な仕事だったので、約10年間、一
生懸命に取り組みました。その後は保健所、
地方事務所、税務署、水道局などで働き、最
後は本庁に戻って定年を迎えました。

千葉市に移り住んだのはいつ頃ですか。　

　40代半ばです。その頃の千葉市はまだ野
原ばかりで、電車ではなく汽車が煙を吐きな
がら走っていました。なのに、今はこんなに近
代化しています。

ご結婚はいつ頃ですか。

　30代前半です。男の子と女の子を1人ず
つ授かりました。男の子が生まれたときは本
当に嬉しかったですね。当時はまだ、長子相
続という考えが当たり前だったので。子ども
たちとは釣りをしたり、船橋ヘルスセンターに
行ったりと、いろいろな思い出があります。

今まで生きてきて変わったなと思うことは。　

　軍隊が無くなり兵隊がいなくなったこと。
昔の軍隊は本当に厳しかった。上官から往復
ビンタされるなど、日常のようにありました。　
現在は本当に民主主義が根付いたと思いま
す。私たちの世代は昔の軍国主義を知ってい
るので、あの頃を思い出す度に、とても良い国
になったと思います。

昔と今のそれぞれ良いところは。

　昔の方が愛国精神や郷土愛が強かったで
すね。文化や伝統も重んじていて、七五三な
どは家を挙げてお祝いしていました。
　今の方が良いと思うのは、自分の努力次第
で何者にでもなれること。政治家でも、医者
でも、教師でも。これは本当に良いことだと
思います。

これからの目標や継続したいことは。

　私は常日頃、ひとつの事を長く続けるのは
良いことだと思っています。弓道も退職して
から始めて88歳まで続け、全国健康福祉祭
（ねんりんピック）にも出場しました。ちなみ
に、弓道の道具を持って移動するために、57
歳で初めて運転免許を取得しました。体力の
問題もあり弓道はやめてしまいましたが、今
も続けている囲碁は、もっと上手くなりたい
と思っています。それから、80歳の頃からの
めり込んでいるのが俳句です。新聞に投稿し
て、掲載されたこともあります。

これまでの人生を振り返って思うことは。　

　一生懸命に仕事をして、家庭も築き、子ども
たちも立派に育ってくれました。欲を言わせ
てもらえば、現在の健康を維持したまま、もっ
と長生きしたいですね。そしてこれから先、
世の中がどのように変わるのか、自分の目で
確かめたいと思います。

祝100歳！私が残した100年の轍
わだち

。
100歳Wインタビュー

千葉市制100周年記念

「食べる動くが長生きの秘訣」「食べる動くが長生きの秘訣」
並木 うた 並木 うた さんさん

（1921［大正10］年生まれ 稲毛区在住）（1921［大正10］年生まれ 稲毛区在住）

「民主主義が根付いた「民主主義が根付いた
良い国になりました」良い国になりました」

小向 豊 さん
（1921［大正10］年生まれ 稲毛区在住）

千葉市制100周年
記念漫画が出来ました！

くわしくは
次ページで

News!News!

「人生100年時代」を迎えたと言われています。千葉 市にも100歳を迎え、元気に過ごされている方々がいらっしゃいます。そこで、今回は1921
（大正10）年に生誕された、今年100歳を迎えるお二 人に長寿と健康の秘訣、人生や社会の変化について語っていただきました。大正、昭和、平成、
そして令和と、4つの時代を歩んでこられたお二人の お話を、若い世代への応援メッセージとしてお届けします!
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千葉市民ギャラリー・いなげ千葉市民ギャラリー・いなげ
■  春のスケッチ会

新緑が美しい季節、ギャラリーの庭園や稲毛公園で、思い思いの画材を使って表現を楽しみませんか。

千葉市中央図書館千葉市中央図書館 問合せ 〒260- 0045 中央区弁天3-7-7   TEL:287-3980 ／ FAX:287- 4074
ホームページ: https://www.library.city.chiba.jp/

● 休館日／月曜日・第3木曜日（祝日の場合、翌日） 

【問合せ】 千葉市総合政策局総合政策部都市アイデンティティ推進課  TEL:245-5660

千葉市子ども交流館千葉市子ども交流館
■  さくらフェスタ

問合せ 〒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 〜 18:00（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、翌日） 

千葉市科学館千葉市科学館 〒260- 0013 中央区中央4-5-1    TEL:308- 0511
ホームページ: https://www.kagakukanQ.com問合せ

● 開館時間／ 9:00 〜 17:15   休館日／月曜日（祝日の場合、翌日）

〒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問合せ

千葉市美術館千葉市美術館

1963年、読売アンデパンダン展でデビューして以来、画家、漫画家、絵本作家としてマルチに活躍したタイガー立石
（1941-1998）。初期から晩年まで約200点の作品で、タイガー立石のユーモアと想像の世界に迫ります。

タイガー立石《富士のDNA》（部分）
休室日：5/6（木）、24（月）、6/ 7（月）

会  期 4/10（土）〜7/4（日） 料  金 一般1,200円、大学生700円、高校生以下無料

日  時 4/24（土）13:00 〜16:30
※雨天の場合は4/25（日）順延

場  所 千葉市民ギャラリー・いなげ庭園、稲毛公園

参加費 無料（画用紙はこちらでご用意します。）

持ち物 好きな画材（水彩絵の具、アクリル絵の具、顔彩、クレヨン、色鉛筆など）、画板（あれば）

■  企画展 「大・タイガー立石展　POP-ARTの魔術師」

問合せ 〒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

● 開館時間／ 9:00 〜 19:00（入館は閉館の30分前まで） 

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月曜日会  期 〜 4/4（日）

■  常設展 「千葉市美術館コレクション名品選2020」

吉田博《雲井桜》大正15年(1926)  千葉市美術館蔵

千葉市少年自然の家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

ご家族も団体も、子どもから大人まで、誰でもがご利用いただけるようになりました！宿泊だけでなく、日帰
り利用も可能です。自然の中で自由に遊びましょう！2021年度も、皆様のお越しをお待ちしています。
詳しくは、千葉市少年自然の家ホームページをご覧ください。

2021年度、利用申込み受付中！

「子ども読書の日記念」おはなし会を開催します！

大人対象のイベントもあります。
大人も利用できます！

● 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、翌日）

〒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/問合せ加曽利貝塚博物館加曽利貝塚博物館

■  特別史跡加曽利貝塚  令和2年度発掘調査速報展
2020年10月～11月にかけて実施した特別史跡加曽利貝塚の発掘調査について、出土資料を
中心に発掘の成果を紹介します。また、昭和39年の同地点の調査成果も併せて展示します。

会  期 3/13（土）〜 5/9（日）

定  員 15人程度対  象 幼児〜大人

申込方法 氏名（よみがな）「住所」「電話番号」（お子さまが参加される場合は「学校名・学年」「保護者名」）を、
郵送・メール・電話・FAXのいずれかでご連絡いただくか、当館窓口でお申込み下さい。

申込〆切：4/11（日） ※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
参加決定のご連絡は応募締切後にハガキ等でお知らせいたします。

【クッキーカウント】
作者：ロバート・サブダ  発売年（制作年）：2005年
色とりどりの、かわいいねずみ達とさまざまなクッキー
が飛び出してくる、ロバート・サブダによるしかけ絵
本です。キラキラした鮮やかな色彩や、あっと驚く大
胆なしかけに目を奪われます。思わず「どうなってる
の？！」と思うような、見事なお菓子のお家まで飛び出
す大人も楽しめるしかけ絵本です。

【絶滅した獣たち メガビースト (エンサイクロペディア太古の世界)】
作者：ロバート・サブダ、マシュー・ラインハート
発売年（制作年）：2007年
ロバート・サブダとマシュー・ラインハートがコラボしたしかけ絵本
です。氷河期の英雄マンモスなど哺乳動物を主に35点の絶滅した
生物たちを高度なしかけの技術で表現しています。恐竜時代の後、
捕食動物のトップの座に君臨した哺乳動物たち。鋭い牙や爪を持つ、
迫力のある獣たちが、生き生きと蘇ってくるようです。

今回のつくりかけラボは映像がテーマ。身近な素材
を使って作ったスライドを投影し、映像を作る過程が
体験できるほか、ちょっと不思議な映像も上映中！

休室日：第1月曜日
会  期 〜 4/4（日） 料  金 無料

■  「つくりかけラボ02  志村信裕｜影を投げる」

谷津田の生きもの探しや焚き火でおやつ作りなど満載です。
思いっきり外遊び！

宿泊と日帰りイベントがあります。
イベント盛りだくさん！

その

1
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日  時

■  親子おはなし会

会  場 生涯学習センター 1階 アトリウム

日  時 4/10（土）11:00 〜11:30 ／ 15:00 〜15:30

定  員 20人  先着順

大型絵本を使ったおはなし会を行います。

■  英語のおはなし会

会  場 生涯学習センター 1階 アトリウム

日  時 4/11（日）15:00 〜15:30

定  員 20人  先着順

英語の絵本を読むおはなし会を行います。

14:30～16:303 29（月）

千葉市制100周年 〜百の歴史を、千の未来へ〜

千葉市制100周年記念漫画を発刊しました。
本市の礎を築き支えた先人たちの物語の中から、広く社会に貢献することとなった8編のストーリーを漫画化し、市内小中
学校や図書館等へ配架するとともに、市制100周年特設サイトでも公開しています。表紙の作画及び「貝塚の守り人」の監
修は、千葉市出身の人気漫画家本宮ひろ志氏。

● 貝塚の守り人  悠久の宝を未来へ（武田宗久） 監修：本宮ひろ志
● 民間航空発祥の地  自由な空を求めて（奈良原三次・白戸栄之助・伊藤音次郎）
● 千葉に息づく医の先駆者たち（井上善次郎・柏戸留吉・花岡和夫）
● 焼け野原から立ち上がる女性たち（沼田多美）
● 日本の高度経済成長を支えた鉄人（西山弥太郎）
● 時を超え、情熱が咲かせた奇跡の花　オオガハス（大賀一郎）
● 遠浅の記憶と海辺の復活
● 世界のモノ・ヒトが集まる　幕張メッセプロジェクト

市制100周年特設サイトでも
公開中！

ストーリー （　）内は主人公
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■  春・GWの企画展「ポップアップ・ミュージアム～しかけ絵本の世界～」 
とびだす、引っ張ると動くなど、様々な細工が施されている『しかけ絵本』は、
子どもから大人まで、見る人をわくわくさせてくれます。本展ではとびだす絵
本を中心に、実際に絵本に触れるコーナーや、ARを利用した絵本のコーナー、
ワークショップなどを体験することができます。親子で楽しみながら、しかけ
絵本の仕組みについて発見をしましょう。

会  場 7階 企画展示室 ※会場は変更になる場合があります

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　※未就学児は無料（保護者同伴）

会  期 Part1 : 3/20（土）〜 4/5（月）／ Part2 : 4/17（土）〜 5/16（日）
9:00 〜17:00 ※会期中休館日：5/6（木）

料  金 一般300円、大学生220円
（企画展ご観覧の方は無料）

さくらフェスタは、子ども運営委員会の企画により、この３月に高校を卒業し、子ども交流館も卒業
する仲間たちを元気に明るく送り出すイベントです。
テーマは「希望の光！」 今日ここに集まってくれた子どもたちは、自分の才能を発揮して、思いっき
り自己表現します。ぜひ応援に来てください。
※感染防止対策を施しながらイベントを実施します。
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公民館公民館 申込時間は、特に記載のない限り9:00～17:00。直接来館も可。

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

中
　
央
　
区

生浜公民館
☎263- 0268

FAX 263- 0907

歴史講座
3/12(金) 10:00 〜 12:00
【対象】成人 【定員】先着12人
【申込】3/2(火)から電話で

ボッチャ生浜カップ
3/7(日) 9:00 〜 12:00
【対象】小学生以上 【定員】先着12組(24人)(1組2人)
【申込】電話で

星久喜公民館
☎266- 4392

FAX 266- 4981
クローゼットの整理収納術
〜新年度をスッキリ始めよう! 〜

3/23(火) 10:00 〜 12:00
【対象】成人 【定員】先着15人
【申込】3/2(火)から電話で

宮崎公民館
☎263-5934

FAX 263- 4904
はじめての英語・中国語

4/10・17・24の土曜日 10:00 〜 11:00 全3回
【対象】小学1 〜 3年生 【定員】先着10人(小学2年生以下は保護者の送迎
をお願いします)
【申込】3/2(火)から電話で

花
　
見
　
川
　
区

朝日ケ丘公民館
☎272- 4961

FAX 271- 6994
朝日ケ丘寄席

3/17(水) 11:00 〜 12:00
【対象】成人 【定員】先着20人
【申込】3/2(火)から電話で

検見川公民館
☎271-8220

FAX 271-9319

親子あそびの教室
（楽しくあそぼう  いち・に・さん）

3/5・12の金曜日 10:00 〜 12:00 全2回
【対象】1歳6 ヵ月〜 3歳児と保護者 【定員】先着6組12人
【料金】100円
【申込】3/2(火)から電話で

こども映画会「日本の昔ばなし　
一足千里のわらじ　ほか」

3/7(日) 10:00 〜 11:30
【対象】小学生 【定員】先着20人
【申込】3/3(水)から電話で

犢橋公民館 
☎259-2958 

FAX 259- 6431

犢橋まちかど散歩
〜御成街道旧道など

4/18(日) 12:30 〜 16:30
【対象】成人(4km歩ける方) 【定員】先着12人 【料金】500円
【申込】3/25(木)から電話で

犢橋上映会「ローマの休日」
3/16(火) 10:00 〜 12:00
【対象】成人 【定員】先着20人
【申込】3/2(火)から電話で

こてはし台公民館
☎250-7977

FAX 250-1992
まちかど散歩 
〜花島観音近隣の地形と歴史〜

3/14(日) 12:30 〜 16:30
【対象】成人(5km歩ける方) 【定員】先着20人 【料金】500円
【申込】3/2(火)から電話で

長作公民館
☎258-1919

FAX 286- 6449
落語鑑賞会「ながさく寄席」

3/13(土) 14:00 〜 15:30
【対象】小学生以上 【定員】先着15人　
【申込】3/2(火)から電話で

花園公民館
☎273-8842

FAX 271- 0370
古布でおしゃれなマスクを作ろう

4/19(月) 13:30 〜 15:00
【対象】成人 【定員】先着10人 【料金】200円
【申込】3/23(火)から電話で

花見川公民館
☎257-2756

FAX 286- 0185
スマホ体験教室

4/14(水) 10:00 〜 12:00
【対象】60歳以上 【定員】先着20人  
【申込】3/23(火)から電話で

幕張公民館
☎273-7522

FAX 273- 6185
作ってエコ  履いて健康
布草履作り

3/13(土) 10:00 〜 15:00
【対象】成人 【定員】先着16人 【料金】500円
【申込】3/2(火)から電話で

稲
　
毛
　
区

草野公民館
☎287-3791

FAX 287-3672
はじめてのスマホ教室

（基本と文字入力）
3/15(月) 10:00 〜 12:00
【対象】成人 【定員】先着14人
【申込】3/2(火)から電話で

黒砂公民館
☎241-2811

FAX 247-1931
赤ちゃんのための防災教室

3/24(水) 10:00 〜 10:45
【対象】0 〜 1歳児のお子様と保護者 【定員】先着20人
【申込】3/2(火)から電話で

山王公民館
☎421-1121

FAX 423- 0359
「ヨガを体験してみよう」
心身ともにリラックス

4/17・24の土曜日 10:00 〜 11:30
【対象】成人 【定員】先着各10人　
【申込】3/2(火)から電話で  ※各回の内容は同じ

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

稲
　
毛
　
区

小中台公民館
☎251- 6616

FAX 256- 6179

絵本の読み聞かせ
3/14(日) 10:00 〜 12:00
【対象】小学1 〜 3年生とその保護者 【定員】先着15組
【申込】電話で

平安文学散歩 
〜平安のキャリアウーマン・
女房〜

3/17(水) 14:00 〜 15:30
【対象】成人 【定員】先着20人
【申込】3/2(火)から電話で

千草台公民館
☎255-3032

FAX 255-3682

春の映画鑑賞会
3/13(土) 9:30 〜 12:00、13:30 〜 16:00
【対象】午前:小学生、午後:成人 【定員】各先着16人
【申込】3/2(火)から電話で

春の押し花教室
3/17(水) 9:30 〜 11:30
【対象】成人 【定員】先着8人 【料金】2,000円
【申込】3/2(火)から電話で

都賀公民館
☎251-7670

FAX 284- 0627
初めての方大歓迎!

「無添加・みそ作り教室」
4/24(土) 13:30 〜 16:00
【対象】成人 【定員】先着10人 【料金】2,550円(みそ3kg分含む)
【申込】3/2(火)から電話で

轟公民館
☎251-7998 

FAX 285- 6301

子育て応援講座 
親子でふれあい遊び& 工作

3/12(金) 10:00 〜 11:30
【対象】0 〜2歳のお子様と保護者 【定員】先着10組
【申込】3/2(火)から電話で

RAKUGO 迷人会
3/20(土) 13:30 〜 16:00
【対象】小学生以上 【定員】先着30人
【申込】3/2(火)から電話で

若
　
葉
　
区

加曽利公民館
☎232-5182

FAX 232- 6408
歴史講座2 

「千葉氏の成立とその時代」
3/20(土) 13:30 〜 15:30
【対象】成人 【定員】先着12人
【申込】3/2(火)から電話で

桜木公民館
☎234-1171

FAX 234-1172

シニア向けスマートフォン教室
3/12(金) 10:00 〜 12:00
【対象】60歳以上でスマートフォンを持っていない方 【定員】18人
【申込】3/1(月) 〜 3/4(木)まで電話で。抽選し、受講決定者のみハガキ
で通知。

春のおはなし会・映画会
3/19(金) 10:30 〜 11:00
【対象】2 〜 6歳児と保護者 【定員】先着10組
【申込】3/2(火)から電話で

更科公民館
☎239- 0507

FAX 239- 0569
初心者のための撮影講座Ⅰ

4/10(土) 9:30 〜 14:30
【対象】成人 【定員】先着10人 【持ち物】昼食
【申込】3/2(火)から電話で

若松公民館
☎231-7991

FAX 231- 0798
サークルの創設を目指して

「お菓子作り教室」

5/22、6/12、7/10、8/7、9/11、10/9の土曜日
9:30 〜 11:30 全6回
【対象】成人 【定員】4人 【料金】各回800円
【申込】抽選（4/6 〜 4/12まで電話で）

緑
　
区

越智公民館
☎294- 6971

FAX 294-1931
古布で作る「長財布」

3/11・18の木曜日 10:00 〜 12:00 全2回
【対象】成人 【定員】先着12人
【申込】3/2(火)から電話で

土気公民館
☎294- 0049

FAX 294- 4233
ぬりえカフェ

3/13(土) 10:00 〜 12:00
【対象】市民 【定員】先着10人
【申込】3/2(火)から電話で

美
　
浜
　
区

稲浜公民館
☎247-8555

FAX 238- 4176
マスクをしていても元気に見える
美肌術講座

3/26(金) 10:00 〜 11:00
【対象】成人女性 【定員】先着10人 【料金】300円
【申込】3/2(火)から電話で

打瀬公民館
☎296-5100

FAX 296-5566

親子で本格的マジックを楽しも
う!

3/21(日) 14:00 〜 16:00
【対象】小学1 〜 6年生と保護者 【定員】先着8組
【申込】3/2(火)から電話で

体験♪ 
はじめてのクラシック♪
〜おとのゆうえんち〜

3/14(日) 10:00 〜 11:00
【対象】就学前児と保護者 【定員】先着15組
【申込】3/2(火)から電話で

詳しくは、千葉市公民館情報誌をご覧ください。
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● 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）https://chiba-gakushu.jp
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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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千葉市生涯学習情報誌

千葉市生涯学習センター千葉市生涯学習センター 〒260- 0045 中央区弁天3-7-7    TEL:207-5820（9:00 〜 17:00）
ホームページ: https://chiba-gakushu.jp問合せ

● 開館時間／ 9:00 〜 21:00   休館日／第4月曜日（祝日の場合、翌日） 

■  生涯学習アカデミーちば  第7期

時  間 10:00 〜11:30（初回のみ9:45 〜） 応募期間 〜 3/15

申込方法 往復はがき、メール

定  員 40人 費  用 10,000円（全10回）

1 4/10（土）
9:45~11:30

若者の貧困 ~新型コロナ禍の前と今~  【講師】 宮本 みち子（放送大学/千葉大学名誉教授）
社会格差が拡大した“失われた20年”で、生活基盤の脆弱な若者たちが増加しましたが、新型コロナウイルスの襲来は追い打ちをかけ
ようとしています。その実態と解決の糸口を探ります。

2 5/8（土）
10:00~11:30

中世の元服と名づけ  【講師】 外山 信司（千葉市立郷土博物館総括主任研究員）
前近代の社会では、成人の際には「元服」などの儀礼が不可欠でした。また、ライフサイクルによって名前も変えていきました。日本中
世を中心に、元服や名前のあり方について考えていきます。

3 6/12（土）
10:00~11:30

飲酒と健康、うまくお酒と付き合うコツについての最新情報
【講師】 吉本 尚（筑波大学医学医療系　地域医療教育学准教授） ※リモート出演
お酒は「百薬の長」と言われ、健康にも良いとされてきましたが、近年「少量であっても健康に悪い」という説も有力になっています。飲
酒と健康の関係、うまくお酒と付き合う秘訣について最新情報を楽しく解説します。

4 7/10（土）
10:00~11:30

障害をもつ息子の父親として ~相模原事件と私たちの時代  【講師】 神戸 金史（RKB毎日放送　デジタル報道担当局長）
2016年7月に発生した津久井やまゆり園事件（相模原障害者施設殺傷事件）に大きな衝撃を受け、事件の被告と接見を重ね、ラジオド
キュメンタリー「SCRATCH差別と平成」、テレビドキュメンタリー「イントレランスの時代」などを制作しました。自閉症という障害を
もつ息子の父親として、相模原事件をみつめ、私たちの時代を語ります。

5 9/11（土）
10:00~11:30

防災と心理学  【講師】 金井 昌信（群馬大学理工学部教授）
令和元年に千葉県を襲った台風・豪雨など、近年、全国各地で災害が相次いでいます。自然災害による被害を防ぐために、個人ででき
ること・するべきことは何か?心理学視点を交えて解説します。

6 10/9（土）
10:00~11:30

「男らしさ」「女らしさ」のこれまでとこれから  【講師】 片岡 洋子（千葉大学教育学部教授）
世界各国でも日本社会でも「ジェンダー平等」をめざす時代になっています。ジェンダーとは何か―男らしさ・女らしさなど性差につい
ての考え方の変化やだれもが尊重される社会のあり方を考えてみましょう。

7 11/13（土）
10:00~11:30

ジャポニスム―海を渡った浮世絵  【講師】 田辺 昌子（千葉市美術館副館長兼学芸課長）
明治時代、浮世絵をはじめとした多くの日本美術工芸品が欧米に渡り、ジャポニスムと呼ばれるブームを生みだしました。西洋の画家
たちは浮世絵の何に感動し、自らの芸術に取り入れようとしたのでしょうか。ジャポニスムの作品を通して浮世絵の魅力を検証します。

8 12/11（土）
10:00~11:30

あなたの散歩を10倍楽しくする図鑑の話  【講師】 斎木 健一（千葉県立中央博物館分館　海の博物館分館長）
植物図鑑や昆虫図鑑から星の図鑑まで、大人も子どもも楽しめる図鑑の楽しみ方を紹介します。図鑑はあなた専属の旅行ガイド。いつ
もの散歩道を知の観光スポットに変えてくれます。是非あなたにピッタリの図鑑を見つけてください。

9
2022年

2/12（土）
10:00~11:30

オンライン偽情報を見分けるための方法を考える  【講師】 坂本 旬（法政大学キャリアデザイン学部教授）
コロナ禍によって、たくさんのデマやフェイクニュースがネット上を飛び交うようになりました。さらに陰謀論と呼ばれる、より深刻な
間違った情報を見かけることも増えました。誰もがスマホを持ち、もはやインターネットはなくてはならない存在です。どうすれば
ネット上の偽情報を見分けることができるでしょうか。世界のさまざまな実例を紹介しながら、気をつける方法をご紹介します。

10
2022年

3/12（土）
10:00~11:30

やさしい日本語  【講師】 萬浪 絵理（千葉市国際交流協会委嘱　日本語教育コーディネーター）
日本で暮らす外国人は年々増加しています。日本語でのやりとりに慣れていない外国人と相互理解を図るためにはコミュニケーション
に工夫が必要です。話し手・聞き手としての基礎「やさしい日本語」を紹介します。

全10回、様々なテーマで大人の「学び直し」のきっかけを提案します。

諸事情により、講師・内容が変更となる場合や、オンライン講義に変更となる場合があります。予めご了承ください。


