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特集：まなびまるごとフルコース！
まなび体験を満喫しよう！
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少年自然の家施設案内

加曽利・郷土博物館講座・イベント情報
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美術館講座・イベント情報

生涯学習センター

講座・イベント情報

応募先

260-0045

（お問い合わせ

夏休み親子環境講座

日本のカメはどこへ行った?

カメの秘密にせまるクイズをしながら、自分でカメのミニ
図鑑を作ります。“子どもカメ博士”をめざしましょう。

日程

接着剤の特徴を体験で知り、その技術を使って、もの作り
に挑戦しましょう。お弁当持参でお願いします。
【協力】株式会社フォルム

親子でエコ・クッキング

環境にやさしく、美味しい料理をつくります。親子でお料
理がんばりましょう！【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

子どもパソコン講座

パソコンで万華鏡模様の下じきをつくろう

パソコンで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。

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、千葉公園やその周辺を自由に
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。

みんなで作ろう！千葉の太巻き祭りずし

千葉に昔からある料理、太巻き祭りずしを作ってみましょ
う！【協力】千葉伝統郷土料理研究会

8/11（日）
10：00〜12：０0

8/16（金）
10：00〜16：00

8/20（火）
10：30〜13：０0

8/20（火）
9：30〜12：０0

8/25（日）
10：00〜16：30
（昼食時間を含む）

磁石・コイル・振動板を使うと音を出すスピーカーができ
ます。簡単なスピーカーを作り、音が出るかやってみよう！
【協力】木更津工業高等専門学校

子どもチャレンジ教室

古代の組みひもを作ってみよう！
古代の組みひもでストラップやブレスレットをつくります。

赤ちゃん連れ けやきコンサート

今回は小さなお子さまでもご一緒にご入場できます。気兼
ねなくお子さまと一緒に吹奏楽の演奏を楽しみませんか？
千葉市消防音楽隊の皆さんが楽しい曲目をご用意してお待
ちしております！ディズニーアニメ「ドナルドの消防隊長」
の上映もお楽しみに！
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記載事項

電話番号
そのほかの必要事項

講座企画担当

●対象：小学生と保護者
●定員：20組
●費用：無料

●対象：小学4〜6年生
●定員：28人
●費用：無料

●対象：小学生と保護者
●定員：12組24人
●費用：500円（1組）

●対象：小学3〜6年生
●定員：20人
●費用：無料

●対象：小学4〜6年生
●定員：8人
●費用：無料

TEL043-207-5820）
申込方法・募集期間

●応募期間：7/15（月）〜7/29（月）
●申込方法：往復はがき、FAX、
電子メール

●応募期間：7/15（月）〜7/29（月）
●申込方法：往復はがき、FAX、
電子メール

●応募期間：7/15（月）〜7/29（月）
●申込方法：往復はがき、電子メール

初心者のためのエクセル2010入門

はじめてエクセルを使う方のための基礎講座です。エクセル
の基礎、データの入力、編集、表の作成、関数、計算の初歩、
グラフの作成を学びます。

インターネットや電子メールを利用して、より豊かで楽しい
毎日を過ごそうとする人に、基本的な操作を実技を通して、
ゼロから学んでいただきます。

はじめてのインターネットとメール

インターネットによる情報検索とメールの送受信の仕方を学
びます。

初心者のためのワード2010入門

はじめてワードを使う方のための基礎講座です。パソコンの
基礎、文章の作成、表の作成、クリップアート、ワードアー
トを学びます。
【ワード中級】

ワードステップアップ！

文字だけの文書から、レイアウトを工夫し図や表を活用した
見栄えのする文書へと、ステップアップをめざします。

【ワード上級】

仕事に役立つ上級ワード

●応募期間：7/15（月）〜7/29（月）
●申込方法：往復はがき、電子メール

通知文書の宛名差込み、視線を集める案内やポスターなど、
職場でも光るワードの応用技を学びます。
【エクセル中級】

エクセルステップアップ！

●応募期間：7/15（月）〜7/29（月）
●申込方法：往復はがき、電子メール

8/24（土）
10：00〜13：０0

●対象：小学4年〜中学2年生
●定員：24人
●費用：500円

●応募期間：8/1（木）〜8/14（水）
●申込方法：往復はがき、FAX、
電子メール

10/12（土）
13：30〜15：30

●対象：小学4〜6年生
●定員：20人
●費用：1,000円

●応募期間：9/15（日）〜9/28（土）
●申込方法：往復はがき、FAX、
電子メール

8/15（木）

①10：30〜11：00 ②11：00〜11：30
③11：30〜12：00 ④13：00〜13：30
⑤13：30〜14：00 ⑥14：00〜14：30

子育て・イベント
イベント名

住所

パソコンをはじめて使う方向けの講座。電源の入れ方から終
了まで、基本的なことを学びます。キーボードマウスの操作、
文字入力に慣れることを目指します。

TEL043-207-5823）

日程

定員･費用

対象･募集期間・申込方法

8/22（木）〜9/26（木）
毎週木曜日（全5回）
10：00〜12：00
（9/19を除く）

●定員：20人
●費用：1,050円

●対象：初心者
●応募期間：7/15（月）〜7/29（月）
●申込方法：往復はがき、電子メール

9/6（金）〜9/27（金）
毎週金曜日（全4回）
10：00〜12：00

●定員：20人
●費用：1,260円

●対象：ワードを使っているエクセル初心者で
全回出席できる方
●応募期間：8/1（木）〜8/14（水）
●申込方法：往復はがき、電子メール

9/7（土）〜10/12（土）
毎週土曜日（全5回）
10：00〜12：00
（9/21を除く）

●定員：20人
●費用：無料

●対象：初心者
●応募期間：8/1（木）〜8/14（水）
●申込方法：往復はがき、電子メール

10/3（木）〜10/24（木）
毎週木曜日（全3回）
10：00〜12：00
（10/17を除く）

●定員：20人
●費用：1,000円程度

●対象：初心者
●応募期間：9/1（日）〜9/14（土）
●申込方法：往復はがき、電子メール

10/4（金）〜10/25（金）
毎週金曜日（全4回）
10：00〜12：00

●定員：20人
●費用：1,260円

●対象：文字入力ができるパソコン初心者で
全回出席できる方
●応募期間：9/1（日）〜9/14（土）
●申込方法：往復はがき、電子メール

8/29（木）〜9/19（木）
毎週木曜日（全4回）
14：00〜16：00

●定員：20人
●費用：4,950円

●対象：ワードで簡単な文章入力ができる方
●応募期間：7/15（月）〜7/29（月）
●申込方法：往復はがき、電子メール

9/1（日）〜9/15（日）
毎週日曜日（全3回）
9：30〜12：30

●定員：20人
●費用：5,450円

●対象：ワードで表作成や図挿入ができる方
●応募期間：8/1（木）〜8/14（水）
●申込方法：往復はがき、電子メール

8/23（金）〜9/13（金）
毎週金曜日（全4回）
14：00〜16：00

●定員：20人
●費用：5,500円

●対象：エクセルで簡単なデータ入力の経験がある方
●応募期間：7/15（月）〜7/29（月）
●申込方法：往復はがき、電子メール

グラフや表をもっと活用できる、ステップアップした技を学
びます。毎日のさまざまなシーンで活かしましょう。

8/11（日）〜8/25（日）
毎週日曜日（全3回）
9：30〜12：30

●定員：20人
●費用：5,400円

●対象：エクセル中級程度の操作ができる方
●応募期間：7/15（月）〜7/29（月）
●申込方法：往復はがき、電子メール

【エクセル上級】

木更津高専体験講座

磁石とコイルを使って音を聞いてみよう

氏名（ふりがな）
年齢（学年）

Windows7でパソコン入門

メディア学習担当

（保護者の氏名等）

対象･定員･費用

子どもチャレンジ教室

接着のふしぎ

希望講座名

（お問い合わせ

講座名

始めてのインターネットとメール

子ども
イベント名

空欄

返信

氏名

希望講座名、氏名（ふりがな）、年齢（学年）、住所、電話番号、
そのほかの必要事項（保護者の氏名等）

郵便番号

ご自分の住所

応募先

往信

千葉市生涯学習センター

記載事項

※有料・無料、申込の要・不要をよくお確かめください。
千葉市中央区弁天３ー７ー７

千葉市生涯学習センター 〒260-0045 千葉市中央区弁天3−7−7
（電子メール・FAXでの申し込みが可能な講座のみ）
e-mail kouza@chiba-gakushu.jp FAX 043-207-5822

パソコン講座

●対象：小学生
（未就学児は保護者同伴） 当日先着順
●定員：各回10人程度

8/14（水）
11：00〜12：00
会場：2階ホール

やや難しい関数、複合グラフ、ピボットテーブル、裏ワザなど、
仕事の現場で要求される作業の質や効率を意識したエクセル
を学びます。

パソコン・デジカメ相談

（お問い合わせ メディア学習担当 TEL043-207-5823）

講座企画担当

対象･定員･費用

まなびサポーターによる デジカメ相談会

●対象：赤ちゃん連れの方
●定員：300人
●費用：無料

TEL043-207-5820）
申込方法・募集期間
●電話申込先着順
●電話受付開始：7/16（火）
●申込先：千葉市消防局
TEL043-202-1664

日程

講座名

デジタルカメラの設定の仕方、写真の撮り方のコツ、パソコンへの画像の取り込み方
や作品の作り方などの相談を受けています。

（お問い合わせ
日程・会場

仕事に役立つ上級エクセル

7月開催分

7/ 2（火） 10：00〜12：00
7/17（水） 10：00〜12：00

8月開催分

8/ 6（火） 10：00〜12：00
8/21（水）10：00〜12：00

7月開催分

7/ 5（金） 13：00〜15：00
7/13（土） 13：00〜15：00
7/18（木） 10：00〜12：00
7/19（金） 13：00〜15：00
7/27（土） 13：00〜15：00

まなびサポーターによる パソコン相談コーナー

パソコンを始められた方のための相談窓口です。ノートパソコンの持ち込みも可能で
す。文字入力、メール、インターネット、ワード、エクセルなどの基本的な使い方を
中心に相談を受けています。

8月開催分

8/ 2（金） 13：00〜15：00
8/10（土） 13：00〜15：00
8/15（木） 10：00〜12：00
8/24（土）13：00〜15：00

対象･定員･費用
●対象：デジカメ初心者
●会場：地下1階
映像音声加工編集室
（予約不要・無料）

●対象：パソコン初心者
●会場：地下1階
映像音声加工編集室
（予約不要・無料）

3

夏休みは、市内の図書館を利用して、図書館の新しい魅力を発見!
無料の
参加費 トが
イベン さん
く
盛りだ
市内各図書館では、夏休みの期間中さまざまな行事を行います！
夏休みの間、定例おはなし会のほか、中央図書館では「高校生が語る
おはなし会」、また市内各図書館で「夏の親子おはなし会」を行います。
さらに一日図書館員体験や、図書館内を見学してまわるツアーなど市内
各図書館では、参加費無料のイベントが盛りだくさんです。
事前申し込みのイベントについては、各図書館まで申込をお願いします。
※先着順のもの以外は、応募者多数の場合抽選となります。

中
央
区

みやこ図書館

花見川団地分館

〒262-0046 花見川3-31-101
電話250-5111 FAX250-5112

稲
毛

稲毛図書館

対象： ①3・4歳児 ②5歳児〜小学生
定員：各回先着30人
申込：当日直接会場へ

高校生が語るおはなし会

7/21、28
8/4、11、18、25（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
申込：当日直接会場へ

親子図書館たんけんツアー

7/28（日）
7/30（火）
7/31（水）
10：00 〜 12：00

対象：小学生とその保護者（子どものみの参加可）
定員：各回20人
申込：7/15（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〜

7/25(木）、26（金）
① 9：30 〜 12：00
②13：30 〜 16：00

対象：小学3年生
定員：各回6人（多数の場合は抽選）
申込：7/14（日）必着。往復はがきまたは電子申請で。

夏休み子ども工作教室

7/27（土）
10：00 〜 12：00

対象：小学生
定員：20人
申込：７/14（日）必着。往復はがきまたは電子申請で。

夏のこわ〜いお話（みやこ寄席）

8/3（土）
10：30 〜 12：00

対象：子どもから大人まで
定員：５０人
申込：７/14（日）必着。往復はがきまたは電子申請で。

夏の親子おはなし会

8/20（火）
①10：00 〜 10：30
②11：00 〜 11：30

対象： ①3歳児〜 5歳児（保護者同伴可）
②5歳児〜小学生（保護者同伴可）
定員：先着40人 申込：当日直接会場へ

8/21（水）
15:30 〜 16:00

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

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

対象：小学3年生
定員：各回10人（多数の場合は抽選）
申込：7/14（日）必着。往復はがきまたは電子申請で。

科学あそびの部屋

8/6（火）〜 8（木）
9：30 〜 12：30

対象：4歳児以上とその保護者（未就学児は保護者同伴）
申込：当日直接会場へ（時間中出入り自由）
（入室は12:00まで）

夏の子ども映画会

8/22（木）
10:30 〜 12:00

対象：4歳児〜小学生とその保護者（未就学児は保護者同伴）
定員：先着30人
申込：当日直接会場へ

７/25（木）
10：00 〜 12：00

対象：小学生
定員：15人
申込：7/1４(日)必着。往復はがきまたは電子申請で。

工作あそび

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 〜 12:00

対象：小学3年生
定員：各回10人
申込：7/14(日）必着。往復はがきまたは電子申請で。
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対象： ①３・４歳児 ②５歳児〜小学生
定員：各回２０人
申込：当日直接会場へ

夏の親子おはなし会

7/24（水)
①15：00 〜 15：30
②15：45 〜 16：15

対象： ①3・4歳児 ②5歳児〜小学生
定員：各回先着20人程度
申込：当日直接会場へ

夏休み工作
〜きり絵に挑戦〜

7/31（水）
①10：00 〜 10：30
②10：40 〜 11：10
③11：20 〜 11：50

対象：小学生
定員：各回先着5人
申込：当日直接会場へ

夏の親子おはなし会

7/27（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

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 〜 12：00

対象：市内在住の小学3年生
定員：各回10人（多数の場合は抽選）
申込：7/14（日）必着。往復はがきまたは電子申請で。

夏の親子おはなし会
（鎌取コミュニティセンター共催）

8/2（金）
①11：00 〜 11：30
②15：30 〜 16：00
③16：00 〜 16：30

対象： ①2・3歳児とその保護者
②4歳児〜未就学児とその保護者
③小学生とその保護者
定員：各回先着36人 申込：当日直接会場へ

オリジナル豆本づくり

8/7（水）
①10：00 〜 12：00
②14：00 〜 16：00

対象：①小学1〜3年生 ②小学4〜6年生
定員：20人
申込：7/14(日)必着。往復はがきまたは電子申請で。

夏休み子ども映画会
(鎌取コミュニティセンター共催)

8/24（土）
10：30 〜 11：30

対象：小学生以下とその保護者 定員：先着220人
申込：当日直接会場へ
会場：鎌取コミュニティセンター 3階多目的ホール

夏の親子おはなし会

7/24（水）
①11：00 〜 11：30
②15：45 〜 16：15

対象： ①1 〜 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

7/31（水）
15:00 〜 15：30

対象：3歳児以上とその保護者
申込：当日直接会場へ
会場：土気公民館 講堂

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）

8/1（木)
10：15 〜 11：45

対象：小学生 定員：30人
申込： 7/2（火）
〜7/17（水）まで。
直接来館、電話または電子申請

夏の親子おはなし会

7/25（木）
①15：30 〜 16：00
②16：00 〜 16：30

対象： ①3・4歳児②5歳児〜小学生
定員：各回先着30人
申込：当日直接会場へ

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

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

あすみが丘分館

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

土気図書室

〒267-0061 土気町1634
電話294-1666 FAX294-1666

美浜図書館

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

打瀬分館

〒261-0013 打瀬2-13
電話272-4646 FAX272-4648

応募方法 ご不明な場合は、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

260-0045

応募先

あります。併せてご確認ください。
記載事項 ●行事・講座名など（日時も） ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●年齢（学年）
●電話・FAX番号 ●そのほか必要事項（保護者の氏名等）

往信

定員：先着20人

郵便番号

空欄

返信

氏名

区
夏休み子どもアニメ鑑賞会

7/26（金）
①10：00 〜 10：30
②11：00 〜 11：30

ご自分の住所

対象： ①3 〜 6歳児 ②小学生
定員：各回先着30人
申込：当日直接会場へ

①7/31（水）
10:00 〜 11:00
②8/1（木）
10:00 〜 11:00

夏の親子おはなし会

千葉市○○区○○○○○

７/19（金）
①15:15 〜 15:45
②16:15 〜 16:45

緑図書館

対象・定員･申込方法

○○○○○○図書館

夏の親子おはなし会

泉分館

〒265-0053 野呂町622-10
電話228-2982 FAX228-0514

日時

︵行事名︶〇〇〇〇〇〇

〒263-0043 小仲台5-1-1
電話254-1845 FAX284-4795

7/20（土）
①11：00 〜 11：30
②11：30 〜 12：00

美 浜 区

花 見 川 区

花見川図書館

〒262-0005 こてはし台5-9-7
電話250-2851 FAX250-2853

夏の親子おはなし会

夏の親子おはなし会

行事名

西都賀分館

〒264-0026 西都賀2-8-8
電話254-8681 FAX254-8682

区

白旗分館

〒260-0841 白旗1-3-16
電話264-8566 FAX268-1032

対象・定員･申込方法

緑

〒260-0001 都町3-11-3
電話233-8333 FAX234-4187

日時

若葉図書館

〒264-0004 千城台西2-１-１
電話237-9361 FAX237-5163

区

中央図書館

〒260-0045 弁天３-７-７
電話287-3980 FAX287-4074

行事名

図書館名･申込先

葉

図書館名･申込先

区

親子図書館た
んけんツアー

夏の親子おはなし会

若

区

おはなし会
高校生が語る

・行事・講座名など
（日時も）
・〒住所
・氏名（ふりがな）

記載事項

・年齢（学年）
・電話・FAX番号
（保護者の氏名等）
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自然の家ってこんなところ！

夏休み中の家族利用を募集中！
夏休み期間中は、ご家族の皆様にも利用しやすいよう、クラフト体験ができ
る「手作り工房」や田んぼでの「ザリガニ釣り大会」などをご用意しています。
家族揃って、自然の家で夏のステキな思い出を作りませんか？

長生郡長柄町にある千葉市少年自然の家は、子どものための野外教育施設として平成17年4月1日にオープン
しました。当所は、子ども達がハイキングや野外炊飯、クラフト等の活動を行うことができる施設です。子ども
達はそれらの活動を通して、自然や生活、仲間や自分への様々な気づきを得ています。
平日は、主に千葉市立小学校で実施されている5年生の移動教室、6年生の農山村留学で利用いただいています。
土日や長期休み等には少年団体だけでなく、ご家族でもご利用いただけます。
毎月実施している(夏休み期間を除く)主催事業に、家族で参加できるマンスリーウィークエンド、ファミリー
キャンプがあります。マンスリーウィークエンドはアウトドアが初めての家族向け、ファミリーキャンプはワン
ランク上のアウトドアを目指す家族向けになっています。また、子ども達のリーダーシップを育むホップ・ステッ
プ・キャンプや、異学年交流ができるウィンターキャンプ、6年生限定のスプリングキャンプを開催しています。
その他、少年団体の指導者や教員向けの指導者養成セミナーも年数回実施しております。
毎年10月の最終日曜日には、年に1度のオープンデー「秋のわいわいフェスティバル」を開催します。ぜひ、千葉
市少年自然の家へお越しください。

【家族で利用できるプログラム例】
クラフト：まが玉づくり、木のペンダント、草花のしおりなど
ハイキング：秋元牧場コース、権現森コース、長柄ダムコースなど
野外炊飯：うどん打ち、カレー作りなど
【料金】
◎施設使用料
千葉市民
1泊につき
千葉市民以外 1泊につき
中学生以下
◎リネン代

一人につき

￥800
￥1600
無料
￥200

◎食堂バイキング
朝食

昼食

夕食

3食計

3歳以上未就学児

400円

450円

650円

1,500円

小学生

450円

500円

850円

1,800円

中学生以上

500円

550円

900円

1,950円

※お食事は食堂バイキング以外にも野外炊飯・お弁当をご注文いただけます。

業に
事
催
主
、
て
し
加
参

【お申込み方法】
自然の家ホームページの宿泊予約状況
(http://www.chiba-shizen.jp/yoyaku/index.html)を確認 → お電話にてお申込み下さい

千葉市少年自然の家／〒297-0217 千葉県長生郡長柄町針ヶ谷字中野1591-40
Tel 0475-35-1131 Fax 0475-35-1134
（電話でのお問合せ時間 9:00 〜 19:00）

家族でアウトドア体験しよう！

【主催事業のお申込み】
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。

第４回ファミリーキャンプ

家族で稲刈り体験とたこ飯づくりに挑戦！
■日

程：9月7 〜 8日
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象：千葉市内・市外の小学生・中学生を含むご家族

クライミングウォール、薪割り体験＆ぐるぐる棒巻きパン、竹の水鉄
砲で残りの夏も楽しもう！、竿を作って挑戦！ザリガニ釣り、キャン
プファイアー、目指せ！一番！ウィングブレードコンテスト、シネマ

往信

郵便番号

空欄

返信

氏名

■対

プログラム

297-0217

ご自分の住所

大人（千葉市民）：5,000円

※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。
千葉県長生郡長柄町

未就学児：3,700円

■日 程：9月28 〜 29日
■参加費：小学生：3,600円 中学生：3,800円
未就学児（3 〜 6歳）：3,300円
乳児（3歳未満）：500円
大人（千葉市民）：4,600円

針ヶ谷字中野 1591の 40

中学生：4,200円

〜夏の終わりも満喫しよう！〜

＜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）

千葉市少年自然の家

■参加費：小学生：4,000円

第４回マンスリーウィークエンド

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）

＜メールの送り先＞

shusai-oubo@chiba-shizen.jp
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千葉市科学館 イベント情報
平成25年

7月〜10月

夏の特別展「千葉市科学館に雪が降る！？ ハカセのヒエヒエ大実験！」
内容：夏嫌いのハカセが、夏の暑さに挑みます！ハカセの挑戦がいっぱい詰まった探求ワールドに、さぁ出発！
日時：７/１２（金）〜９/１（日）
場所：７階企画展示室
料金：大人２００円 高校生１００円 小・中学生１００円

プラネタリウム夏の新番組『プラネットツアーズ 〜太陽系驚異の気象〜』
番組概要：太陽系の惑星において現在、実際に観測されている、太陽風、砂嵐、稲妻、氷火山などの特徴について解説し、
最新の研究成果をもとに再現したＣＧによる惑星の激しい気象現象を、架空の探査機エリオンが探査するサイエンス
フィクション
投影スケジュールは、千葉市科学館ホームページでご確認ください。

プラネタリウム番組「星空散歩」
その日の夜の星空を中心に、最新天文ニュースや季節の話題をスタッフが解説します。
星空を満喫する定番のプラネタリウムです。
投影スケジュールは、千葉市科学館ホームページでご確認ください。

千葉市中央区中央４-５-１

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５００円 高校生３００円 小中学生１００円
プラネタリウム 大人５００円 高校生３００円 小中学生１００円
セット券
大人８００円 高校生４８０円 小中学生１６０円
休館日／８月無休 9月2日（月）〜5日（木）
・9月30日（月）〜10月2日（水）
・10月28日（月）
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●応募先
千葉市科学館 〒260-0013 千葉市中央区中央4-5-1
●必要記載事項
「希望の講座の名称、氏名、住所、電話番号、年齢（学年）
を記載」

楽しい科学ホログラフィーを学ぼう！
日時：７ /２７（土）・８ /２４（土）１３：００〜１６：００
場所：千葉大学理学部・工学部（定員１０人）
対象：小学４年生以上〜一般
料金：材料費２０００円 ※参加料は当日お持ち下さい

まゆから作るランプシェード
日時：７ /２８（日）・８ /４（日）１３：００〜１６：００
場所：７/28は８階科学実験室Ａ、8/4は8階科学実験室Ｂ（各回先着２０人）
対象：どなたでも ※小学校３年生以下は保護者同伴
料金：材料費（２５００円）別途、入館料が必要です。

千葉市科学フェスタ2013
〜これからの私たち〜

市民が日常生活の中で、科学・技術を身近に感じることができる総合的な科学の祭典。
講座・講演・サイエンスショーなど多数のイベントを開催。

１０ １２

１３

開催日：
月
日（土）・
日（日）
会場：きぼーる内各所（千葉市科学館・千葉市子ども交流館・ビジネス支援センター内にて開催予定）

サイエンスショー「キッチン ｄｅ サイエンス！」

問合せ／千葉市科学フェスタ実行委員会 千葉市科学フェスタ事務局（千葉市科学館内）
〒260-0013 千葉市中央区中央4-5-1Qiball（きぼーる）内7階〜10階 TEL：043-308-0519 FAX：043-308-0520

②15：30 〜 16：00

千葉市科学フェスタ web サイトでイベントをチェック !

成長の観察」

日時：７ /２１（日） ①１１：００〜１２：００ ②１４：００〜１５：００
場所：８階科学実験室Ａ（各回先着２０人）
対象：どなたでも ※小学校３年生以下は保護者同伴
料金：入館料のみ

応募先・必要事項

内容：星空映像と香りのコラボレーション
日時：７/２６（金）・7/２７日（土）・8/30（金）・8/31（土）・９/２７（金）・9/２８日（土）１９：００〜１９：４５
場所：７階プラネタリウム
定員：２００人
料金：一般（高校生含む）８００円 小・中学生３００円

日時：７ /１４（日）・７ /２０（土） ①１１：００〜１１：４５ ②１４：３０〜１５：１５
場所：７/１４は８階科学実験室Ａ、7/20は8階科学実験室Ｂ（各回先着２０人）
対象：どなたでも ※小学校４年生以下は保護者同伴
料金：入館料のみ ※天災等の理由により、テーマが変更になる場合があります。 ※作ったスライムはお持ち帰りいただけます。

土日講座「メダカの卵

http://www.kagakukanQ.com

プラネタリウム特別投影「星とアロマのひととき」

土日講座「スライムを作ってみよう！」

日時：７/１４（日）・７/１５（月） ①13：30 〜 14：00
場所：８階科学実験室Ｂ（各回先着４０名）
対象：どなたでも
料金：入館料のみ

電話 043-308-0511（代表）

「青少年の日」及び「家庭・地域の日」
キャッチフレーズとシンボルマーク

http://www.chibashi-science-festa.com

青少年の日
フェスタ

●日時：平成25年9月21日
（土）
メイン会場…10：00〜16：00 サブ会場…13：00〜16：00
●会場：千葉市生涯学習センター…メイン会場！
千葉市子ども交流館（きぼーる内）…サブ会場！
●内容：①工作教室、お弁当づくり教室、合唱・ダンス発表など
②青少年の日フェスタ版「市役所出前講座」
中学生のためのメディアリテラシー体験講座など
詳しくは、夏休み前に配布するリーフレットをご確認ください。
■問合せ ： 健全育成課（TEL 043-245-5973）
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夏休

みは

夏の展覧会情報

博物館でおもしろ体験!

縄文時代を体験しよう !
加曽利貝塚博物館では、夏休みの週末（8 月 9 日から 11 日を除く）に
縄文時代を体感できるイベントを開催いたします。

加曽利貝塚博物館
■実施日

7 月 20 日〜 8 月４日の金・土・日
8 月 16 日〜 9 月１日の金・土・日
■実施時間 午前１０時から午後３時まで
（雨天・荒天の場合中止するメニューがあります
ので、博物館までお問い合わせください。）
■実施する体験メニュー

●火おこし
●アンギン編み
●アクセサリーづくり（貝を選んでネックレスを作ろう）
●ぶんぶんごまづくり（こまをうならせてみよう）
●年輪パズル（自分で木を割ってつくろう）
●縄文衣を着てみよう（縄文服を着て、アクセサリーを付けて写真をとろう）
●代官屋敷で読み聞かせ（8 月 1８日にボランティアが紙芝居などを行います）

アンギン編み
火おこし

■問 合 先 加曽利貝塚博物館
千葉市若葉区桜木 8-33-1
TEL:043-231-0129 FAX:043-231-4986
E-MAIL: kasorikaiduka.EDL@city.chiba.lg.jp

千葉市立郷土博物館

鎧づくり体験講座

■対

象 小学４〜６年生対象（保護者同伴可）

■実 施 日 7 月 24 日（水）〜 26 日（金）

My 鎧を作っちゃおう！厚紙を使って鎧
を作ります。好きな紋をつけた鎧を着て、
親子三代夏祭りでパレードしよう。
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■実施時間 各回 13:00 〜 15:00

※ 小・中・高校生、障害者手帳をお持ちの方とその介護者１人は無料
※ ( ) 内は前売り、団体20 人以上、および市内にお住まいの65 歳以上の方の料金
中央区中央3-10-8

TEL:043-222-8231

無料!!

展覧会では、木彫やブロンズで表現された、身近な動物や果物、人物などを紹介します。
また、妻である高村
智恵子の紙絵も展示します。小さなはさみ一つで作り出された、
大胆でカラフルな世界も、
ぜひお楽しみに。

FAX:043-225-7106

ファミリー・プログラム
「はさみで描こう」

E-MAIL:kyodo.EDL@city.chiba.lg.jp
URL:city.chiba.jp/edl/kyodo/kyodo̲top.html

鉄砲隊と一緒にパレード

HP：http://www.ccma-net.jp/

る彫刻家でもあります。

■問 合 先 郷土博物館

鎧制作中

TEL：221-2311

小・中・高校生は

『道程』
（1914）
や
『智恵子抄』
（1941）
などで詩人として知られている高村光太郎ですが、
実は、
日本を代表す

■申込方法 7 月２日から電話で申込み

TEL:043-222-8231

休館日=第一月曜日（7月1日、8月5日）
観覧料= 一般1,000円（800円） 大学生700円（560円）

高村光太郎を知っていますか？

員 先着 15 人

■申 込 先 郷土博物館

1

開館時間=10：00 ‒18：00（金・土曜日は20時まで）＊入場受付は閉館の30分前まで

〒260-8733

■参加費用 500 円（教材費）
■定

3

4

きれいな色紙を使って夏の絵をつくります。

夏休み小・中学生郷土史講座
石器や弓矢など縄文時代の道具を使ったり、中世の鎧やきものを実際に着てみよう！

着用体験

弓矢の体験

千葉市生涯学習情報誌
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7月28日（日）／13:30〜16:00／11階講堂にて

千葉市立郷土博物館
■実施する体験メニュー
①「縄文時代にタイムスリップ！」
②「中世の鎧などの着用体験」
■対
象 小学４〜中学３年生対象（保護者同伴可）
■実 施 日 ①8 月 20 日（火） ②8 月 22 日（木）
■実施時間 ①13:00 〜 16:00 ②13:30 〜 15:30
■参加費用 無料
■定
員 各 30 人（申込み多数の場合抽選）
■申込方法 往復はがきに、講座名、住所、氏名、電話番号、
返信の宛先を明記のうえ、郷土博物館へ郵送。
7 月 30 日（火）必着。または、インターネット
での電子申請。
■申 込 先 郷土博物館
〒260-0856 千葉市中央区亥鼻 1-6-1
■問 合 先 郷土博物館
TEL:043-222-8231 FAX:043-225-7106
E-MAIL: kyodo.EDL@city.chiba.lg.jp
URL:city.chiba.jp/edl/kyodo/kyodo̲top.html

千葉市生涯学習センター（指定管理者：千葉市教育振興財団グループ）
〒260-0045 千葉市中央区弁天 3-7-7

http://www.chiba-gakushu.jp/

対象：小学1〜3年生の子どもとその保護者（2人1組）10組
2012.8.5
「箱庭どうぶつえんをつくろう」
参加者の様子

参加費：500円／組

【申込方法】
往復はがきにて、郵便番号、住所、2人分の氏名、お子さんの学年、当日連絡可能な連絡先を明記のうえ、
下記までお送りください。
〒260-8733 千葉市中央区中央3-10-8 千葉市美術館 ファミリー・プログラム係
※申込締切：7月16日(火) 必着
※1人1通のお申込まで、応募多数の場合は抽選となります。

5

中学生のためのギャラリークルーズ ʼ13
子どもだけでの来館と鑑賞をサポートします。受付順にグループを
組み、ボランティアリーダーと「高村光太郎」展を鑑賞します。

6
1.高村光太郎《蟬 3》1924 年 個人蔵
2.高村光太郎《手》1918 年頃 個人蔵
3.高村光太郎《柘榴》1924 年 個人蔵

ギャラリークルーズ ʼ12の様子

1人でもグループでも参加可。夏休みの宿題（展覧会鑑賞）にも対応できます。

4.高村智恵子《かに》1937-38年 個人蔵

参加希望の方は直接会場へお越し下さい。
7月26日（金）、27日（土）／10:00〜15:00随時受付／8階展示室にて
参加無料／各日30人程度／所要時間30〜40分程度

6.高村智恵子《魚》1937-38年 個人蔵

5.高村智恵子《くだものかご》(部分)
1937-38 年 個人蔵
作品撮影（全て）:髙村規

Tel. 043-207-5811（代） Fax. 043-207-1001

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
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