千葉市生涯学習情報誌

ご自由にお持ちください

9

vol.

平成 26 年 3 月発行

特集：未来を拓く
それぞれのまなびライフ

2〜3

特集 学びからはじまる地域づくり 〜公民館・生涯学習センター〜
4〜5

加曽利貝塚 特別史跡指定に向けた取組み
6〜7

2014春 講座・イベント情報
8

千葉市美術館展覧会スケジュール

学びからはじまる地域づくり
〜公民館・生涯学習センター〜

■ 公民館の役割

■千葉市生涯学習センターは、公民館と連携して、皆さんの学びをサポートします。

千葉市では、中学校区に1館の公民館整備を進めており、現在47館（内21館に公民館図書室）が設置されています。
公民館は、住民同士の「つどう」
「まなぶ」
「むすぶ」を支援し、人づくり・地域づくりを目指します。

つどう

生活のなかで気軽に人々が集うことができる場

まなぶ

現代社会の問題解決のための知識や技術を学ぶための場

むすぶ

地域の様々な機関や団体の問いにネットワークを形成する場

●講座に参加する
公民館では、幅広い世代向けに、各種主催講座を開催しています。
開催情報は、ちば市政だより毎月１日号のほか、ホームページ「ちばまなびネット」をご覧ください。
※講座ごとに募集・申し込み方法が異なるのでご注意ください。
○講座の例：新宿公民館（抜粋）
事

業

対

象

家庭教育

・未就学児と保護者とが一緒に参加できる講座など

少年教育

・小・中学生が学校の休業日に参加できる科学、工作、料理教室など

成人教育

・成人向けの多分野にわたる講座

講

座

の

・女性向けの講座

高齢者教育

・高齢者に役立つ健康教室などの講座

団体育成

・団体のリーダーのスキルアップ講座

インターネットで探す！
ちばまなびネット

チラシ・ポスターで探す！
生涯学習広場

ちばまなびネットには、千葉市内の生涯学習情報が
盛りだくさん！講座・イベント情報や公民館サークル
情報をすばやく検索することができます。

生涯学習広場では、4,000件を超えるまなびの情報
を取りそろえています。千葉市内だけでなく近隣地域
の情報もあります。

・親子体操（ベビーマッサージ、リズム体操）
・お話し会（読み聞かせ、紙芝居）
・科学教室（千葉市科学館探検、水の万華鏡作り）
・子ども料理教室（パエリアづくり、パンづくり）
・昔遊び（ベーゴマ）
・子ども歴史教室（公民館周辺の史跡散策）
・料理教室（韓国料理）
・工作教室（かごバッグ作り）
・パソコン教室（ワード入門）

・健康教室（軽運動と健康維持の心構え）
・携帯活用術（携帯電話の操作方法、詐欺などのトラブル対処法）
・公民館利用者研修会（公民館の使い方・役割と機能について）

平成24年度は全市で825事業を開催し、延べ48,363人もの市民の皆さんが受講されました。

●サークルに参加する

公民館では、各種サークルが活動しています。例えば、松ケ丘公民館では、約９０のサークルが音楽、
手工芸、ダンス、料理などの活動を行っています。（平成２５年４月現在）
入会、見学等のご相談は、各公民館にお問い合わせください。
（サークルの活動内容・活動日は公民館ホー
ムページでもご覧になれます。）

●施設を利用する
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生涯学習センターは、市民の生涯学習及び交流の場を提供するとともに、生涯学習活動を総合的に支援し、千葉市における生涯学習
の振興を図るための中核的施設として設置されました。平成13年の開設以来、多くの市民の方にご利用いただき、平成25年3月には
入館者1500万人を達成しました。
これからも、すべての市民が、生涯学習を通じて相互交流の図れる憩いの場として、気軽に立ち寄れ、親しみやすく地域に開かれた
魅力ある施設運営を目指していきます。
生涯学習センターには、公民館の講座・サークル情報の他にも、市内外の講座やイベント・資格・ボランティアなど豊富な学習情報と、
情報を探すためのサポートシステムがあります。ぜひご活用ください。

例

・手芸教室（ビーズ）
・料理教室（太巻き寿司）
・絵手紙教室

女性教育

ちばまなびネット

http://chiba.manabi365.net/

学習相談員に聞く！
生涯学習相談カウンター

利用申し込み
利用したい公民館の窓口のほか、インターネットでの申し込みができます。
詳細については、公民館窓口にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

例えば、こんな情報があります。
・講座・イベント情報（美術展・博物展・演奏会等）
・サークル情報（公民館・コミュニティセンター）
・資格情報（受験要項・資格案内）
・大学・大学院社会人入試情報（入試要項・学校案内）

学びの指導者・協力者を探す！
ちば生涯学習ボランティアセンター
市民グループや公民館
などでの学習活動や各種
イベントに、生涯学習ボ
ランティアを紹介してい
ます。詳しくは下記まで
お問い合わせください。

生涯学習に関する悩みや疑問について、専門の相談員がアド
バイスします。学習活動のきっかけをつかみ、自分なりに深め
ていただけるよう情報を提供します。「何か始めたい」
「仲間を
作りたい」そんな時ぜひご相談ください。お待ちしています。

使用者登録
利用する前に登録が必要です。主に利用する公民館の窓口で登録手続きを行ってください。
（受付時間：
午前９時〜午後５時、年末年始は休館）使用者登録票（ＩＤカード）が交付されると施設利用申し込み
ができるようになります。
※教育施設なので、営利を目的とする事業や集会、特定の宗教や政党を支持したり反対したりする活
動には利用できません。

【お問い合わせ】 千葉市教育委員会事務局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 11階
電話：043-245-5954
ホームページ 「千葉市 生涯学習振興課」で検索いただくか
ＵＲＬ：http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/index.html
2

公民館は、地域の生活文化向上をめざし、市民一人一人が豊かな人間性を培い、心豊かなまちづくりを進め
るための教育機関です。
生涯学習センターは、公民館と連携をとりながら、生涯学習情報提供・相談事業、ちば生涯学習ボランティア
センターの運営事業を実施しています。公民館とのネットワークを充実・強化することで、まちづくりにつながる
生涯学習活動を支援していきます。

サークル指導の例
・英語落語
・かな書道
・朗読
例えば、こんな相談をいただいています。
・サークルに入って同じ趣味の友人を増やしたい。
・定年を迎え、時間に余裕ができたので何かやりたい。
・家族で楽しめるイベントや施設はあるのかな。

公民館での活動例
・パソコン講座「ワード」
「エクセル」
・マジックショー
・「プリザーブドフラワー」講習会

【お問い合わせ】ちば生涯学習ボランティアセンター
１Ｆ生涯学習広場内
２Ｆ調査・資料室内
電話：043-207-5815

【お問い合わせ】 千葉市生涯学習センター 学習支援グループ
〒265-0045 千葉市中央区弁天3-7-7
電話：043-207-5815
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加曽利貝塚 特別史跡指定 に向けた取組み
加曽利貝塚から見つかったおもな貝類

骨や角などでつくった道具

（２）千葉市が誇る歴史遺産「加曽利貝塚」
加曽利貝塚は、おもに縄文時代中期(約５〜４千
年前)に営まれた直径130ｍの北貝塚と、後期（約
４〜３千年前）に営まれた長径170ｍの南貝塚が
連なり、８の字形をした日本最大級の貝塚です。貝
塚の保存状態が良好で、実際に貝殻の堆積による高
まりを見ることができます。最大で２ｍを超える厚

１

加曽利貝塚の特別史跡指定に向けて

若葉区にある加曽利貝塚は、日本最大級の貝塚として広く知ら
れています。

土製の耳飾りやきれいな石の垂飾など

骨や角などでつくった垂飾、髪飾り

ことが重要です。加曽利貝塚でのイベントはもちろん、今後、広
くＰＲ活動を進めてまいりますので、特別史跡指定に向けたご支
援をよろしくお願いします。

２

オリジナルキャラクターを作成中

昨年11月から12月にかけて、加曽利貝塚のオリジナルキャラ

現在確認されている縄文時代の貝塚は少なくとも
2,300か所以上にのぼり、そのうち約700か所が

１月14日には市長が応募作品選考のため座談会を開催しまし

千葉県に集中しています。中でも中期から後期に至る2千年近く

た。座談会に招かれたのは、チーバくんのデザイナーとして知ら

にわたって貝塚が形成されたのは加

れる坂崎千春さん、千葉市出身で

曽利貝塚だけしかなく、まさしく縄

貝の研究経験がある日本テレビの

文時代を代表する貝塚といえます。

桝太一アナウンサー、千葉ロッテ
マリーンズのマーくん、ジェフユ

るとともに、博物館を設置し、縄文時代の文化や暮らしに親しめ

人類学者が頻繁に訪れ、縄文土器の

ナイテッド市原・千葉のジェフィ

る公園として活用しています。

研究においても中期の「加曽利Ｅ式」、

など、さまざまな分野で活躍する

後期の「加曽利Ｂ式」といった土器

方々。新たなキャラクターの誕生

その重要性をより多くの人々に知ってもらうため、国の特別史跡

型式の標識遺跡として知名度が高く、

に向け、それぞれの立場ならでは

指定を目指します。

学史的にも重要な遺跡です。

の意見をうかがいました。

どでいう「重要文化財」に相当します。新たに目指す特別史跡は
地下に埋もれた遺跡の「国宝」です。国の指定基準では、「我が
国文化の象徴たるもの」と位置づけられ、60か所が指定されて
います。それぞれの時代・地域を代表する遺跡が選ばれ、縄文時

座談会

千葉市では、平成24年度から特別史跡の指定に向けた取組み
まず必要なのは、加曽利貝塚が極めて歴史的価値の高い遺跡で
あることを説明することです。
そこで、加曽利貝塚に関する今までの調査・研究の成果をまとめ
るとともに、再度、過去の出土資料を整理・分析して、加曽利貝塚

吉野ケ里遺跡(佐賀県)などがあります。

の全体像を示す総合的な報告書を刊行する準備を進めています。

地方の縄文遺跡としても初めてになります。

加曽利Ｂ式土器

皆さんにお披露目できるのも間近

貝塚に埋葬された人々

です。加曽利貝塚のＰＲ活動での活躍はもちろん、広く愛される

埋葬されたイヌ

キャラクターを目指します。

を進めています。

代では三内丸山遺跡(青森県)、弥生時代では登呂遺跡(静岡県)、
特別史跡に指定された場合、貝塚遺跡として日本で最初、関東

加曽利Ｅ式土器

現在、発表に向け最終調整中で、

（３）特別史跡に向けた取組み

加曽利貝塚は現在、史跡に指定されています。これは、仏像な

発掘時の北貝塚

日本全国から600件を超える作品が集まりました。

明治年間から東京在住の考古学者・

（１）特別史跡とは

現在の南貝塚

クターを募集しました。

千葉市では、約13.4万㎡におよぶ広大な範囲を保存・公開す

今後、新たな取組みとして、加曽利貝塚の価値をさらに高め、

復原集落でのイベント

さらに、市民の皆さんにも加曽利貝塚をサポートしていただく

市内の小学生・中学生をはじめ、多くの方々にご参加いただき、

さの貝殻が堆積しています。
空からみた加曽利貝塚

石でつくった道具

３

お問い合わせ

千葉市教育委員会生涯学習部生涯学習振興課文化財保護室
〒260-8730

千葉市中央区問屋町１−３５
千葉ポートサイドタワー１１階

また、整理・分析の結果は千葉市埋蔵文化財調査センターおよび

電話

０４３−２４５−５９６２

加曽利貝塚博物館で、定期的に展示・公開しています。

mail

shogaigakushu.EDL@city.chiba.lg.jp

南貝塚の貝層断面観覧施設

千葉市立加曽利貝塚博物館
〒264-0028

千葉市若葉区桜木８−３３−１

電話

０４３−２３１−０１２９

mail

kasorikaiduka.EDL@city.chiba.lg.jp

千葉市埋蔵文化財調査センター
〒260-0814

史跡公園内のようす
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作業のようす(縄文土器の接合)

再整理の成果の速報展示

千葉市中央区南生実町１２１０

電話

０４３−２６６−５４３３

mail

shogaigakushu.EDL@city.chiba.lg.jp
土偶

貝殻の堆積（小さな丸い巻貝がイボキサゴ）
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千葉市科学館情報
千葉市科学館でボランティア活動を楽しもう！
〜ボランティア活動希望の方へ研修のお知らせ〜
春から千葉市科学館でボランティア活動をはじめてみませんか？ 事前説明会と3日間のボランティア
研修を受講してからの活動となります。興味のある方はぜひお問い合わせください。

研修日時

第1回目
第2回目
第3回目

千葉市生涯学習センター 講座・イベント情報

「エクレールお菓子放浪記」
〜お菓子はやさしさを運んでくる〜

特別上映会
東日本大震災復興支援上映会

【監督】近藤 明男 【出演】吉井 一肇 林 隆三 髙橋 恵子 いしだあゆみ 他
未来に残したい、子どもたちに伝えたい、お菓子が紡ぐ希望の物語。今は失われ
てしまった故郷の美しい風景が刻まれた最後の姿を記憶する作品となりました。

永井利枝さん、本間修治さんをお迎えしてのアイリッ
シュハープとパーカッションによる異色コラボコンサー
トです。やさしい音色と躍動的な音の組み合わせをお楽
しみ下さい。また、楽器の紹介を含めながら、気軽に楽
しめるコンサートです。初春のひと時を春風を感じなが
らお過ごし下さい。

3月 9日（日）

3月15日（土）
受付時間 9:00 〜 17:00

春の企画展
「見えない音のひみつを探れ！ドレミファ調査隊♪」
自然の不思議・音や光の世界を体験しながら学べる科学館で、
音に注目したイベントを開催。
身近な道具や楽器を鳴らし、
体験していきながら、
目に見えない音のひみつを調査しよう。

期間

3月14日
（金）
〜4月6日
（日）

定員
費用
会場

250人
無料
2階ホール

費用
会場

無料（観覧自由）
1階アトリウムガーデン

春風のリズムに乗って

やすらぎのアトリウムコンサートⅣ

3月 8日（土）

電話 043-308-0516

開催日時
3月9日（日）
①10：00〜11：55
②14：00〜15：55

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）

実施時間は10:00 〜 16:00（途中1時間のお昼休憩有り）
お問い合わせ

お問い合わせ
講座企画担当 電話 043-207-5820

開催日時
3月16日（日）
15：00〜16：00

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・パテシエールになろう！
千葉市緑区あすみが丘にある
「洋菓子ながた」
のパティ
シエがお菓子作りを教えてくれます。
〔3月27日
（木）〕最
後はみんなで一日お菓子屋さんを体験しよう！
3月25日（火）
3月26日（水）
3月27日（木）
3月28日（金）

お菓子作りを学ぶ
おかしのまちづくりワークショップ
パティシエから学ぼう
一日パティシエ体験

応募期間
2月14日（金）〜3月14日（金）
申込み方法
往復はがき
※全4日間の講座です。

開催日時
3月25日（火）
10：00〜12：30（3・4年）
14：00〜16：30（5・6年）
3月26日（水）
10：00〜15：00（共通）
3月27日（木）
10：00〜12：30（3・4年）
14：00〜16：30（5・6年）
3月28日（金）
13：30〜16：30（共通）

対象
定員
費用

※会期中の休館日は、3月17日（月）

時間

9：00 〜 19：00

場所

７階企画展示室

料金

大人200円

高校生100円

を開催します
「高校生が語るおはなし会」

小・中学生100円

・事前申し込みはありません。
・当日10分前に『おはなしのへや』の前に集合してください。
・保護者の方も一緒に入れます。

皆さまのご来館を
お待ちしています！

千葉市中央図書館では、高校生によるおはなし会を行います。
いつもとは違う、高校生の魅力ある読み聞かせをぜひ聞きに来てください。
●日時

東日本大震災復興チャリティー祭

●会場
●対象
●定員

第３回

①3月23日（日）15：00〜15：30
※各回の絵本の内容は異なります
②3月30日（日）15：00〜15：30
千葉市中央図書館（千葉市中央区弁天3−7−7） １階 おはなしのへや
3歳児〜小学生
30人

千葉県文化会館 イベント情報

ちば文化発信！！
郷土の力、
青葉に集結！！

●日
●会
●出

時
場
演

第3回目となる今回は、千葉県九十九里エリアより郷土芸能
保存団体5団体が実演！

2013年津軽三味線女性初日本一に輝いた

●料 金
●その他

津軽三味線奏者土生みさおさんがゲスト出演！

千産千消新鮮市場や、体験ワークショップなど盛りだくさん。
お問い合わせ
6

小学3・4年
小学5・6年
各24人
3,000円

青葉の森公園芸術文化ホール

電話

●会

場

043-266-3511

3月9日（日）12時開始 16時30分終了（予定）
青葉の森公園芸術文化ホール
鎌数伊勢大神宮神楽保存会（旭市）
北之幸谷獅子連（東金市）
九十九里大漁節保存会（九十九里町）
中台神楽保存会（横芝光町）
仁組獅子舞保存会（匝瑳市）
≪ゲスト≫ 土生みさお（津軽三味線）
入場無料
千産千消〜読売新鮮市場〜
体験ワークショップ ①箸づくり②飾り結び 同日開催！
青葉の森公園芸術文化ホール
受付時間 9：00 〜 17：00（月曜休館）

千葉県こども歌舞伎アカデミー
小学1年生から高校3年生までの子どもだけの出
演による歌舞伎公演です。

開催日時

親子deオペラ鑑賞デビュー
年齢制限をもうけずオペラを子どもたちにわかり
やすくアレンジした公演です。
開演前からたくさんのイベントに参加できます。
※子供料金は、小学生以下のお子さまが対象です。
※3歳未満のお子さまは、保護者の膝上での鑑賞の場合、無料です。

お問い合わせ 千葉市中央図書館 情報資料課児童青少年班
電話 043-287-4003 Fax 043-287-4053

お問い合わせ

千葉県文化会館

電話 043-222-0201

こども歌舞伎公演
3月16日（日）

1回目11：00開演
2回目15：00開演

千葉県文化会館

大ホール

自由席
1,000円

ひつじかいとおおかみ

開催日時

開催日時

5月6日（火・祝） 14：00開演

5月11日（日）

14：00開演

千葉県文化会館

東金文化会館

小ホール

小ホール

自由席
大人
子供

1,500円
1,000円
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ちば

●編集・発行

平成26年3月発行

まなびの森
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vol.

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

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

（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。）
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http://www.chiba-gakushu.jp/

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

Tel. 043-245-5957

Fax. 043-245-5992

