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千 葉 市 生 涯 学 習 情 報 誌

※本誌に掲載しているイベント情報や開館時間は、新型コロナウイルスの影響により中止・変更となる場合があります。
　最新情報を各施設のホームページでご確認いただくか、各施設にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

●掲載施設・イベント
　公民館／中央図書館／千葉市子ども交流館／千葉市科学館／千葉市少年自然の家／
　千葉市民ギャラリー・いなげ／千葉市美術館／千葉市生涯学習センター

ご自由に

お持ちください
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●オンライン講座はどのような経緯で始め
たのですか
　ご承知のように、２０２０年の初頭から、新
型コロナウイルス感染症が日本中で猛威を
振るい始め、感染拡大を防ぐために“３密”が
徹底され、公民館の活動が大幅に制限され
ました。
　また、公民館で活動するサークルの方から
も、高齢者施設に訪問して演奏などを発表
することが難しくなったとうかがいました。
　そこで、土気公民館で何ができるか考え、
オンライン講座を始めることにしました。
　まず、「ふれあい届け隊」と題して、土気公
民館内でサークルの方に演奏していただき、
高齢者施設にオンライン配信しました。
2021年2月に箏（こと）と尺八を演奏してい
ただいたのをはじめに、いろいろなサークル
の方に出演していただいております。

●現在、「オンライン講座」は何種類くらい
あるのですか
　大きく分けると２つです。1つ目は前述し
た「ふれあい届け隊」と題したリモートコン
サートです。普段、土気公民館で活動してい
る音楽関係のサークルや中学校の吹奏学部
などの演奏を複数の施設につなぎ、一度に
いずれも100名程度の方が視聴してくだ
さっています。
　２つ目は配信元と配信先で同時受講する
講座です。文学や歴史講座などが行われて
いる様子を生涯学習センターや他の公民館
に配信しています。

●オンライン講座を開始して１年以上たちま
すが、改めて思うことはありますか
　始める前は大変そうだと考えていました。

　地域住民がつどい、つながり、学ぶための拠点、それが公民館です。
しかし、すでに2年以上続く新型コロナウイルス感染症の影響により、現在も各部屋の利用人数を減らすなど、公民館における学
習活動を制限せざるを得ない状況が続いています。
　今回は、公民館や生涯学習センターで開催する演奏会や講座を、他施設に同時配信するオンライン講座について、土気公民館
と生涯学習センターの職員の皆さんにお話を聞きました。

しかし、いざ始めてみたら「思ったよりも上手
くいったな」と(笑)。そして、回数を重ねる毎
に、撮影や集音のコツも掴めてきました。も
ちろん、現在も試行錯誤を繰り返していま
す。これからも回数を重ねることで、配信す
る映像の質も向上すると思います。
　また、「ふれあい届け隊」の配信先となる
高齢者施設の選定や日程調整に関しては、
社会福祉協議会のご協力を得ることができ
ました。
　技術的な面では、生涯学習センターにサ
ポートしていただきました。いろいろな方々
にご協力いただくことで実現できたのだと
思います。

●オンライン講座のメリットは何だとお考え
ですか
　市民や地域の方にとって、公民館の活動
がより身近で便利になることです。例えば、
土気公民館が主催する講座を受講したいけ
れど、土気公民館までは遠くていけない方
がいるとします。でも、最寄の公民館や生涯
学習センターになら行ける方であれば、その

方の学習機会が一気に拡がります。
　これまで対面で開催していた講座では、受
講者数は使用する会場の定員で決まりまし
た。さらに、コロナ禍の現在では、密を避ける
ために人数を減らしています。そんななか、
会場を分散させることができることも大きな
メリットだと思います。
　オンライン講座の場合、他の公民館や生
涯学習センターなどの複数の施設に配信す
れば、より多くの方が講座に参加できます。

●今後について
　公民館でのオンライン講座は、まだ始まっ
たばかりです。今後も講座の種類を増やし、
これまでにない試みにも挑戦すると思いま
す。また、公民館でのオンライン配信をサー
クル活動などの学習成果を発表する場とし
て、どんどん活用していただきたいです。
　そして、公民館が地域の方の交流の場とし
て、これからも賑わうことを願っています。

配信オンライン講座を担当している土気公民館と
生涯学習センターの職員

都賀公民館からの落語の配信

「ふれあい届け隊」ハーモニカ演奏
を撮影し、

他施設に同時配信している土気公
民館

人と人をつなぐ  『オンライン講座』

「ふれあい届け隊」箏と尺八の演奏の配信

コロナ禍でもできること  を探して

配信先は
大型モニターより
講座を視聴し、
配信元と同時受講
しました。

歴史講座「千葉氏と土気城」を撮影し、他施設に
同時配信している土気公民館

高齢者施設の様子

●都賀公民館で披露している落語を土気公民館に配信

土気公民館の様子

よくあるご質問
Q&A

　　今回紹介した同時配信を行うオンライン講座については、複数ある公
民館（会場）の中から、好きな公民館を選び、受講の申込みをしてください。
受講は、直接会場となりますので、パソコンやスマホのご準備は不要です。
　一方、自宅から直接参加ができるオンライン講座（ZoomやYouTube）
も実施してます。その場合には、ご自分でパソコンやスマホをご準備いただ
くことになります。

　　詳しくは、各公民館でのポスター・チラシや、２ヵ月に１回発行している
「千葉市公民館情報誌」またはホームページをご覧ください。
A

A
参加するには
どうしたらいいですか？

オンライン講座の
情報を知るには？

Q

●土気公民館での箏と尺八の演奏を高齢者施設に配信

公民館で開催する演奏会や講座を他の施設でも参加できる講座です。
配信先は大型モニターやスクリーンより講座を視聴し、配信元と同時受講しました。同時配信オンライン講座の実際

高齢者施設
担当者の感想

・なかなか直接の
 交流が難しい中、
 利用者は嬉しそうに
 演奏を視聴されて
 いました。

受講生の感想

・近くの公民館で
 見ることができて
 よかったです。

・本人が来ると思って
 参加しましたが、
 こういう方法も
 良い試みだと
 思いました。

Q

配信元 配信先

配信先配信元
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美
浜
区

美
浜
区

区 公民館名

生浜公民館
TEL：263-0268
FAX：263-0907

歴史講座と探訪

まちかどお薬講演会

貿易ゲーム in English

簡単な季節の和菓子作り

Tシャツをリメイクして
布ぞうり作り

赤ちゃんから英語耳
・中国語耳を育てよう 

ボッチャ体験会

房総太巻き寿司作り

犢橋春のコンサート
「千葉北高等学校
吹奏楽部」

指ヨガ教室

中
央
区

中
央
区

花
見
川
区

花
見
川
区

葛城公民館
TEL：222-8554
FAX：222-1453

落語鑑賞会
「ながさく寄席」

朝日ケ丘寄席

めざせ！健康寿命
100歳への道

らくらく安心
スマホ体験教室

微笑みの円空仏を
彫ってみよう

新宿公民館
TEL：243-4343
FAX：243-3972

講座名 日時・対象・定員・申込方法など 区 公民館名

長作公民館
TEL：258-1919
FAX：286-6449

朝日ケ丘公民館
TEL：272-4961
FAX：271-6994

花園公民館
TEL：273-8842
FAX：271-0370

花見川公民館
TEL：257-2756
FAX：286-0185

幕張本郷公民館
TEL：271-6301
FAX：271-0881

小中台公民館
TEL：251-6616
FAX：256-6179

都賀公民館
TEL：251-7670
FAX：284-0627

轟公民館
TEL：251-7998
FAX：285-6301

寄席(よせ)ばいいのに
笑っちゃお！

古典文学散歩
～独創性の賜（たまもの）
「枕草子」～

暮らしを彩る
ハンドメイド講座
「フラパージュで
オリジナル扇子づくり」

シニア向け
「初めてのスマートフォン」
（Android）

子育て応援講座
親子でふれあい遊びと工作

稲
毛
区

稲
毛
区

花
見
川
区

花
見
川
区

末広公民館
TEL：264-1842
FAX：264-3746

宮崎公民館
TEL：263-5934
FAX：263-4904

検見川公民館
TEL：271-8220
FAX：271-9319

犢橋公民館
TEL：259-2958
FAX：259-6431

講座名 日時・対象・定員・申込方法など 区 公民館名

緑が丘公民館
TEL：259-2870
FAX：286-6442

黒砂公民館
TEL：241-2811
FAX：247-1931

若松公民館
TEL：231-7991
FAX：231-0798

越智公民館
TEL：294-6971
FAX：294-1931

土気公民館
TEL：294-0049
FAX：294-4233

加曽利公民館
TEL：232-5182
FAX：232-6408

桜木公民館
TEL：234-1171
FAX：234-1172

更科公民館
TEL：239-0507
FAX：239-0569

みつわ台公民館
TEL：254-8458
FAX：254-3135

赤ちゃんのための防災教室
「おうちで備える防災」

救命講習

歴史講座②
「千葉氏の発展と分裂」

そば打ち入門講座

初心者向け
パソコン個別相談会

初心者のための撮影講座Ⅰ

俳句入門
～脳の活性化と
　知識の向上を目指す～

講演会
「里山サイクリング入門
～魅力と医学的効果～」

詩吟入門教室
「万葉集を詠う」

大切なひとを守る！
救命講習会

シニア向け
スマートフォン体験会

健康講座
「ピラティス講座」

癒しのハーブ講座
「ハーブ染めを楽しもう」

親子で本格的マジックを
楽しもう！

文学講座
「幸田露伴・文と市川」

スプリングコンサート
「クラシックと映画音楽の
ひととき」

講座名 日時・対象・定員・申込方法など 区 公民館名

若
葉
区

若
葉
区

稲
毛
区

稲
毛
区

緑
区
緑
区

講座名 日時・対象・定員・申込方法など

3/16(水) 10:00～12:00(講座)、
13:00～15:00（探訪）
［対］成人　
［定］10人　
［申］3/2(水)～6(日)に電話で

3/17(木) 10:00～11:30
［対］60歳以上の方　
［定］20人　
［申］3/2(水)～6(日)に電話で

3/17(木) 13:30～15:00
［対］60歳以上の方　
［定］15人
［申］3/2(水)～9(水)に電話で

3/17(木) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］8人
［料］800円　
［申］3/3(木)～9(水)に電話で

4/18(月)・19(火) 
13:30～16:00 全2回
［対］成人　
［定］8人
［料］500円　
［申］3/31(木)～4/6(水)に電話で

4/12(火)・26(火)
10:00～11:00 全2回
［対］0歳～就学前児　
［定］5組　
［申］3/2(水)～4/5(火)に、Eメー

ルで必要事項を明記して、ｏｕ
ｂｏ.miyazaki@ccllf.jpへ。抽
選後、受講決定者のみ通知。

4/22、5/27、6/24、7/22、
8/26、9/30の金曜日
13:00～14:30　全6回
［対］成人
［定］20人
［申］3/2(水)～4/5(火)に、Eメー

ルで必要事項を明記して、ｏｕ
ｂｏ.miyazaki@ccllf.jpへ。抽
選後、受講決定者のみ通知。

3/11(金)・18(金)
10:00～11:30 全2回
［対］成人　
［定］20人
［持］浴用タオル1本、飲み物
［申］3/2(水)～8(火)に電話で

3/19(土) 10:00～12:30
［対］成人
［定］8人
［料］1,200円　
［申］3/2(水)～8(火)に電話で

3/26(土) 14:00～14:30
［対］市民　
［定］20人
［申］3/4(金)～12(土)に電話で

3/16(水) 11:00～12:00
［対］65歳以上の方
［定］20人
［申］3/2(水)～8(火)に電話で

3/20(日) 14:00～15:30
［対］小学生以上　
［定］15人
［申］3/2(水)～8(火)に電話で

3/17(木) 13:30～15:30
［対］60歳以上の方
［定］20人　
［申］3/2(水)～8(火)に電話で

4/13(水) 10:00～12:00
［対］60歳以上の方　
［定］20人
［申］3/22(火)～28(月)に電話で

5/14～6/11の土曜日
13:30～15:30 全5回
［対］成人
［定］10人
［料］1,000円
［申］3/19(土)～27(日)に電話で

3/16(水) 10:00～12:00
［対］成人　［定］25人
［料］200円 
［申］3/2(水)～5(土)に電話で

4/19(火) 13:00～16:00
［対］成人　［定］14人
［料］1,000円　
［申］3/2(水)～15(火)に電話で。
 Eメールoubo.tsuga@ccllf.jp
も可(必要事項を明記)。抽選
後、受講決定者のみ通知

4/21(木)・22(金)
13:30～15:30 全2回
［対］60歳以上の方　
［定］16人
［申］3/2(水)～15(火)に電話で。
 Eメールｏｕｂｏ.ｔｓｕｇａ@ｃｃｌｌｆ.jp
も可(必要事項を明記)。抽選
後、受講決定者のみ通知

3/12(土) 13:30～15:30
［対］小学生以上
［定］30人
［申］3/7(月)必着。
 往復はがきに必要事項を明記
して、〒263-0021稲毛区轟町
1-12-3轟公民館へ

4/11(月)・25(月)
10:00～11:30 全2回
［対］1～3歳児と保護者
［定］10組20人
［申］3/1(火)～15(火)に、Eメール

で必要事項のほか子どもの月
齢を明記して、ｏｕｂｏ.ｔｏｄｏｒｏ
ｋｉ@ccllf.jpへ

3/19(土) 9:00～12:00
［対］成人
［定］10人
［申］3/2(水)～11(金)に電話で。E

メールｏｕｂｏ.ｍｉｄｏｒｉｇａｏｋａ
@ccllf.jpも可(必要事項を明記)

3/23(水) 10:00～11:00
［対］2歳未満のお子様と保護者
［定］8組
［申］3/2(水)～13(日)に電話で。
 Eメールｏｕｂｏ.ｋｕｒｏｓｕｎａ@
ｃｃｌｌｆ.jpも可（必要事項のほ
か子どもの月齢と参加人数
を明記)

3/19(土) 10:00～12:00
［対］成人　
［定］12人
［申］3/2(水)～8(火)に電話で

3/19(土) 13:00～16:00
対］成人　
［定］8人
［申］3/2(水)～8(火)に電話で

3/13(日) 13:00～16:00
［対］成人　
［定］12人
［申］3/2(水)～5(土)に電話で

4/9(土) 9:00～12:00　
［対］成人
［定］10人
［申］3/2(水)～27(日)に電話で

4/13～27の水曜日
13:00～15:00 全3回
［対］成人 
［定］12人
［申］3/10(木)必着。
 往復はがきに必要事項を明記
して、〒264-0032若葉区み
つわ台3-12-17みつわ台公民
館へ

4/16(土)13:15～15:15
［対］どなたでも
［定］16人
［申］市政だより4月号掲載予定

3/19(土) 10:00～12:00
［対］成人
［定］12人
［申］3/2(水)～6(日)に電話で

3/24(木) 13:30～16:30
［対］成人
［定］先着10人　
［申］3/2(水)から電話で

4/12(火) 10:00～12:00
［対］成人
［定］10人
［申］3/2(水)～6(日)に電話で　

3/16(水)・17(木) 10:00～12:00 
全2回

［対］成人
［定］10人
［申］3/2(水)～5(土)に電話で。Eメ

ールoubo.isobe@ccllf.jpも
可(必要事項を明記)

3/23(水) 10:00～12:00
［対］成人
［定］8人
［料］2,000円　
［申］3/8(火)必着。
 往復はがきに必要事項を明記
して、〒261-0005美浜区稲毛
海岸3-4-1稲浜公民館へ。

 Eメールｏｕｂｏ.ｉｎａｈａｍａ＠ｃｃｌｌ
ｆ.jpも可

3/20(日) 10:00～12:00
［対］小学1～6年生と保護者
［定］10組 
［料］100円
［申］3/2(水)～8(火)に、Eメールで

必要事項を明記して、
oubo.utase@ccllf.jpへ

3/20(日) 10:00～12:00
［対］成人
［定］20人　
［申］3/7(月)必着。
 往復はがきに必要事項を明記
して、〒261-0001美浜区幸町
2-12-14幸町公民館へ

3/12(土) 13:30～14:30
［対］成人
［定］30人　
［申］3/5(土)必着。
 往復はがきに必要事項を明記
して、〒261-0003美浜区高浜
1-8-3高浜公民館へ

【注意】①申込時間は、特に記載のない限り9：00～17：０0です。直接来館も可。　②特に記載のない限り応募者多数の場合は抽選です。　③保護者同伴で参加する場合は、全員の氏名・年齢を　　　　　　　明記してください。　④来館には、公共交通機関をご利用ください。

［対］：対象　［定］：定員　［料］：料金　［申］：申込方法　［持］：持ち物 「必要事項」：①講座名、②日時、③氏名（フリガナ）、④郵便番号・住所、⑤年齢・学年、⑥電話番号公民館

磯辺公民館
TEL：278-0033
FAX：278-9959

打瀬公民館
TEL：296-5100
FAX：296-5566

幸町公民館
TEL：247-0666
FAX：238-4153

高浜公民館
TEL：248-7500
FAX：248-6851

稲浜公民館
TEL：247-8555
FAX：238-4176

区 日 程 会 場 問い合わせ

3月  8日(火)
 14日(月)

 21日(月・祝)

山王公民館
小中台公民館
黒砂公民館

小中台公民館
TEL：251-6616

3月 9日(水)
 23日(水) 幕張公民館

幕張公民館
TEL：273-7522

花
見
川

稲
毛

●時　間／10:00～12:00
●対　象／子育て中の方
 ・妊婦（子ども同伴可）
●申込先／当日直接会場へ
 （時間中出入り自由）

子育てママのおしゃべりタイム子育てママのおしゃべりタイム

3月10日(木)
 24日(木)

3月  3日(木)

3月  2日(水)
  14日(月)

 

若
葉

緑

美
浜 高浜公民館

おゆみ野公民館
誉田公民館

桜木公民館
みつわ台公民館

千城台公民館
TEL：237-1400

稲浜公民館
TEL：247-8555

誉田公民館
TEL：291-1512

子育て中に感じる不安や疑問を楽しいおしゃべりの中で少しずつ解消しながら、お
友達を増やしたり、サークル等をつくったりするお手伝いをしています。パパ、ママは
もちろん、妊婦の方も参加できます。子どもと遊んだり、子育てサポーターや他の保
護者とお話したり、お気軽にご利用ください。



〒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/

問合せ千葉市少年自然の家千葉市少年自然の家

〒260-0013 中央区中央4-5-1　TEL:308-0511
〈ホームページ〉 https://www.kagakukanQ.com
●開館時間／9：０0～19：０0（入館は閉館の30分前まで）
●休館日／3/14（月）、4/6(水)～8（金）、5/9（月）・10（火）、6/20（月）

問合せ

千葉市科学館千葉市科学館

季節の移りかわりとともに少しずつ変わっていく星空と、そのときに
合わせたアロマオイル、さまざまなテーマでいつもと違う
プラネタリウムを演出します。星空と香りのコラボレーションを
科学館スタッフの生解説でお楽しみください。

キャンプサイトでテント泊
日 程／土日・祝日・春休み等長期休業期間
料 金／HP参照
対 象／ご家族・グループ
定 員／1日5区画限定（全てフリーサイト）
申込方法／電話とメールにて予約後書類提出 ※先着順

〒263-0034 稲毛区稲毛1-8-35 TEL:248-8723／FAX:242-0729
Eメール ：gallery-inage@ccllf.jp
〈ホームページ〉 https://galleryinage.wordpress.com
●開館時間／9:00～17:15　●休館日／月曜日(祝日の場合、翌平日)

申込先・問合せ

千葉市民ギャラリー・いなげ千葉市民ギャラリー・いなげ

春のスケッチ会春のスケッチ会

〒260-0045 中央区弁天3‐7‐7 TEL：287-3980 FAX：287-4053
＜ホームページ＞ https://www.library.city.chiba.jp
●開館時間／火～金曜日 9：30～21：00、土曜・日曜・祝・休日 9:30～17:30
●休館日／月曜日・第３木曜日（祝日の場合は、翌平日)

問合せ

中央図書館中央図書館

〒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（祝日の場合、翌平日）

問合せ

千葉市美術館千葉市美術館 【展覧会情報】

プラネタリウム特別投影 「フィールアロマ」プラネタリウム特別投影 「フィールアロマ」

さくらフェスタさくらフェスタ
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。入館の際には、しっかりと感染防止
対策を施しながらイベントを実施します。

日時／3/27（日）15：00～16：30

〒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／9：０0～20：０0（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、翌平日）

問合せ

千葉市子ども交流館千葉市子ども交流館

※すべて参加費無料
※入館には子ども交流館への登録が必要です。(当日登録可・登録無料)

❶オープニング：書道パフォーマンス（千葉明徳高等学校書道部15:00～）
❷舞台の祭典：①「卒業生によるステージ」 15:15～
❸舞台の祭典：②「卒業生を送るステージ」 15:30～
❹吹奏楽の祭典：15:50～
千葉県立四街道高等学校吹奏楽部による演奏パフォーマンスです。

❺フィナーレ：16:20～ 卒業生に贈る言葉

〒260-0045 中央区弁天3-7-7　Eメール：manabi.kouza@ccllf.jp
〈ホームページ〉 https://chiba-gakushu.jp
●開館時間／9:00～21:00
●休館日／第4月曜日（祝日の場合、翌平日）

申込先

千葉市生涯学習センター千葉市生涯学習センター

千葉市少年自然の家に行こう！ ～イベントも盛りだくさん～

期 間／4/15（金）まで
料 金／千葉市内在住の方
　　　 1,220円/泊（通常2,440円/泊）・395円/日（通常790円/日）
対 象／高校生以上のみのグループ・ご家族
申込締切／利用日の2週間前まで
申込方法／電話にて予約後書類提出 ※先着順

春のわいわいフェスティバル
日 程／4/24（日）10：00～16：00
料 金／入場無料（プログラムにより一部徴収あり）
対 象／ どなたでも（事前申し込み）
申込方法／事前申込みフォームまたは、電話でお申し込み
※体験プログラムは各回定員になり次第申込終了（先着順）

テーマ／日本の星の話　解 説／かに座 ほか
香 り／春の彩音（トンカビーズAbs.、ローズAbs.、
　　　 ジャスミンサンバックAbs.、イリスなど）
会 場／千葉市科学館 7階 プラネタリウム
料 金／大人800円、高校生800円、小・中学生300円
　　　 7階ミュージアムショップにて当日10:00
　　　 （3/19は9:00）から販売

満天の星々に、アロマをプラス。
ドームいっぱいに広がる香りを感じながら、
星空を楽しみましょう。　

●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）
●対 象／幼児～大人　●定員 ／15人程度

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。

新型コロナウイルスの感染状況に伴い、延期や内容の変更等が出る可能性があります。詳細は当館ホームページをご確認下さい。

タブレットでプログラミングができる
「ビスケット」を使って、自分の描いた絵を
自由に動かしてみましょう。

日 程／3/26(土)①11:00～12:00
②13:30～15:00

対 象／①小学1･2年生 ②小学3･4年生
定 員／各10人　費 用／無料
申込方法／往復はがき、メール
募集期間／～3/14（月）
問合せ／TEL：043-207-5823（9：00～17：00）

日 程／3/27(日)①10:30～12:00
②13:30～15:00

対 象／①小学3･4年生 ②小学5･6年生
定 員／各10人　費 用／無料
申込方法／往復はがき、メール
募集期間／～3/14（月）
問合せ／TEL:043-207-5823（9：00～17：00）

micro:bit（マイクロビット）という
マイコンボードを使って、ロボットカーの
プログラミングにチャレンジします。

太巻き祭りずしは、お祝いやハレの日の
おもてなし料理として受け継がれて
きました。 見てかわいい、桃の太巻き
祭りずしを作ってお持ち帰りしましょう。

プログラム

日 時／3/18（金）、19（土）18:30～19:15

日 時／4/10（日）  
①11:00～11:30
②15：00～15:30

会 場／中央図書館
定 員／各20人（当日先着順）

大人（高校生以上）のみでの施設の利用料金が
半額になります！！

●日 時／4/30（土）13：00～16：30
●場 所／千葉市民ギャラリー・いなげ庭園・稲毛公園

※雨天の場合は5月１日(日)順延

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。

申込締切／4/17(日)
参加決定のご連絡は応募締切後にハガキ等でお知らせ致します。※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

ポケットパークDEビスケット
【講師】デジコラボ 【講師】デジコラボ

トライ&エラー！
ロボットカーでミッションチャレンジ

体験

会 期／4/13（水）～7/3（日）
観覧料／無料　休室日／第1月曜日

休室日／第1月曜日
観覧料／一般300円、大学生220円※企画展をご覧の方は無料

「千葉市美術館コレクション選」

「つくりかけラボ07 
植本一子｜あの日のこと
おぼえてる？」
公開制作やワークショップを通して空間を作り上げていく、
参加・体験型のアーティストプロジェクト第7弾。
今回は写真家の植本一子によって写真を通した
コミュニケーションの場を作り出します。

常設展

京焼を代表する名家である七代清水六兵衞（1922-2006）は、「九兵衞」
の名で知られる現代日本彫刻の第一人者でもありました。本展は清水九
兵衞／六兵衞の彫刻・陶芸の代表作や関連資料約170点を通じて、立体
造形作家としての生涯や、戦後の彫刻・陶芸に与えた影響を紹介します。

会 期／4/13（水）～7/3（日）
休館日／5/2（月）、6/6/（月）
休室日／5/23（月）、6/20/（月）
観覧料／一般1,200円、大学生700円、高校生以下無料

「生誕100年 清水九兵衞／六兵衞」企画展

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。

千葉市少年自然の家では、令和4年度の利用受付中です。来年度も様々なイベントをご用意して皆様の
お越しをお待ちしています。詳細について自然の家ホームページやSNSでご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症対策を行って実施します。なお、今後の状況によってはプログラムの変更や
 開催を中止する場合があります。何卒ご了承ください。

日 程／3/29(火)10:30～12:00
対 象／小学3年生～中学3年生
定 員／10人　費 用／500円
持ち物／エプロン、三角巾、手拭き、タオル
申込方法／往復はがき、メール
募集期間／～3/14（月）
問合せ／TEL：207-5820（9：00～17：00）
備 考／申込時にアレルギーの有無を明記

千葉の太巻き祭りずし
【講師】千葉伝統郷土料理研究会

《CORRESPOND（刻印No.６）》
2002年千葉市美術館蔵

吉田博《弘前城　櫻八題》昭和10年
千葉市美術館蔵（4月6日より展示）

●右記の必要事項をご記入の上、お申し込みください。　［必要事項］①講座名、②氏名（ふりがな）、③年齢・学年、④郵便番号・住所、⑤電話番号

図書館の
 おはなし会
図書館の
 おはなし会

外国語おはなし会親子おはなし会子ども読書の日記念子ども読書の日記念

6 7

日 時／5/1(日)  15：00～15：30
会 場／生涯学習センターアトリウム
対 象／５歳児～小学生と保護者（1名まで）
定 員／20人（当日先着順）
※都合により6/5(日)に変更となりました。



（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。）

編
集・発
行

千葉市生涯学習情報誌

ちばまなびの森 vol.32
2022年3月発行

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）
〒260-0045 中央区弁天3-7-7　TEL：207-5811（代）　FAX：207-5812　https://www.chiba-gakushu.jp
千葉市教育委員会　生涯学習部　生涯学習振興課
〒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

　

●時間／10:00～11:30(初回のみ9:45～)　●定員／40人　●費用／10,000円(全10回)
●申込方法／往復はがき、メール　●募集期間／～3/14（月）

最近よく耳にするようになった持続可能な開発目標(SDGs)。環境だけではなく教育、平和、人権なども含んだ統合的な
目標です。SDGsを自分事としてとらえるためのヒントについて、わかりやすくお話しします。
【講師】神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部教授/石井 雅章

千葉常胤は、平家方に敗れて房総に逃れた頼朝にいち早く応じ、鎌倉幕府の樹立に大きく貢献しました。常胤が頼朝に
応じた理由、御家人となった千葉一族の在り方、幕府内の権力闘争における対応について考えます。
【講師】千葉市立郷土博物館総括主任研究員/外山 信司

従来の「アジア太平洋」にかわり、「インド太平洋」という言葉が広がりつつあります。太平洋とインド洋を合わせた考え
方です。2021年9月に発表された米英豪による新たな協力枠組みAUKUSは、そうした中の新たな動きで、米英が豪
州に原子力潜水艦の支援を行うというものです。これはなぜ画期的なのか、そしてどのような影響を及ぼすのかについ
て検討します。【講師】慶応義塾大学総合政策学部准教授/鶴岡 路人

健康寿命を延ばすためのフレイル予防について、口腔ケアや食べる機能の観点から解説します。元気な高齢者でいるた
めのポイントを学びましょう。　【講師】管理栄養士、介護口腔ケア推進士/木富 れい子

千葉市美術館の充実した収蔵品は、現代美術の作家や表現者にも注目され、コラボレーションなどが行われています。
それらを例に、当館のコレクションや美術館という場所の魅力を少し変わった切り口でお話します。
【講師】千葉市美術館館長/山梨 絵美子

身近な生活の中に、ささやかな変化やわくわくするような気づきを見出し、暮らしをより豊かにいろどる俳句。その
魅力や俳句の基本を紹介します。日々の暮らしの中で、もっと気軽に楽しく俳句を学んでみませんか？
【講師】NPO法人神田雑学大学最高顧問、月刊俳句誌「炎環」前編集長/吉田 悦花

2022年11月8日に皆既月食があります。皆既月食の楽しみ方やその仕組み、月や天体に関わる不思議について解
説します。【講師】国立天文台情報センター准教授・同普及室長/縣 秀彦

クラシックと聞くと、ハードルが高いと感じる人が多いようです。名曲の宝庫のクラシック音楽を知らないのはもっ
たいない。そこで、気軽に楽しむためのポイントを解説します。また、クラシック音楽の歴史と、大作曲家ごとのおす
すめ楽曲も紹介していきます。【講師】作家、元クラシックジャーナル編集長/中川 右介

今後30年以内に高い確率で首都直下地震や海溝型巨大地震の発生が予測されています。千葉県も大規模な被害に遭
うことが想定され、例えば今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は62％と試算されています。最新
の研究および国の評価に基づいて、千葉を襲う巨大地震と地震動の予測に関する情報をわかりやすく解説します。
【講師】千葉大学大学院理学研究院地球科学研究部門教授/宮内 崇裕

子どもを健やかに育む責任は、親と共に地域社会に住む私たちにもあります。親の責任が強く追及される情報が多
いように感じますが、私たちも共にその責任を果たす必要があり、そのためのひとつの制度として養育里親制度が存
在します。なかなか身近ではない養育里親制度について、わかりやすく解説します。
【講師】NPO 法人キーアセット代表/渡邊 守

生涯学習アカデミーちば 第8期
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。

2022/4/9(土)
持続可能な開発目標(SDGs)の本質を理解しよう

2022/5/14(土)
鎌倉幕府と千葉一族

2022/6/11(土)
インド太平洋とは何か
－AUKUSと安全保障の新たな潮流

2022/7/9(土)
口腔ケアとフレイル予防

2022/8/13(土)
千葉市美術館コレクションと現代をつなぐ試み

2022/9/10(土)
暮らしをいろどる俳句の魅力

2022/10/8(土)
皆既月食を10倍楽しむ方法～月や天体を楽しむ～

2022/12/10(土)
クラシック入門

2023/2/11(土)
千葉を襲う巨大地震に備える

2023/3/11(土)
地域の子どもを地域で健やかに育むために
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申込先・問合せ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）
Eメール：manabi.kouza@ccllf.jp　　
〈ホームページ〉https://chiba-gakushu.jp/
●開館時間／9：00～21：00　●休館日／第4月曜日（祝日の場合、翌平日）

下記の必要事項をご記入の上、お申し込みください。
[必要事項]①講座名　②氏名（ふりがな）③年齢　④郵便番号・住所　⑤電話番号




