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※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
　千葉市生涯学習センター／千葉市子ども交流館／郷土博物館／千葉市科学館／千葉市美術館／
　千葉市民ギャラリー・いなげ／千葉市少年自然の家／公民館

ご自由に

お持ちください
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「まなサポ1」の活動内容を教えてください
丸山●パソコンの初心者を対象に、Windows 
OSを搭載したパソコンを使い、Microsoft 
Officeの基本ソフトであるワードやエクセルの
使い方などを教えています。近年はMicroSoft
の画像編集ソフトであるフォトを使い、デジカメ
写真の取り込み、保存、整理、そして簡単な画像
編集などを教えることもあります。私たちの講
座の特長は、使用するテキストを自作している
ことです。わかりやすく、実際に役立つテキスト
作りを心がけています。

「施設ボランティア」に応募した経緯を教え
てください
杉本●当時、コミュニティセンターでワープロを
使用して女性団体の活動をしていました。やが
てパソコンの時代となり、最初は独学で習得し
ようとしたのですが、やはり難しくて（笑）。そこ
で、専門学校に通いワードやエクセルなどの知
識を身に付けました。当初、パソコン講座はコ
ミュニティセンターなどで、国が主導で行うこと
が多かったです。しかし、受講した方々から「わ
かりづらい」という声を聞くことがありました。そ
んなとき、平成13年（2001年）に生涯学習セン
ターが開館し、「施設ボランティア」の募集があっ

　2001年に開館し、本年度で20周年を迎えた千葉市生涯学習センター（以下、生涯学習セン
ター）。生涯学習センターでは、その主催事業の企画や運営にご協力いただいているボランティアの
方々を「施設ボランティア」と呼び、活動分野ごとにグループを作って活動していただいています。
　今回は、パソコン分野の活動をしている「まなサポ1」の3名にお話を聞きました。その中の2名、杉
本さんと川勝さんは、活動歴20年です。

たため、「よし、私がやろう！」と思い応募しまし
た。
川勝●当時、私の趣味はパソコンを習うこと
で、パソコン教室に3～4年通いました。しかも
全部で10カ所くらい（笑）。そして通い続けるう
ちに、パソコン関連の様々な資格を取得しまし
た。でも、家ではワードもエクセルもあまり使う
機会がありませんでした。そんなとき、「施設ボ
ランティア」を募集していると知り、せっかく身
に付けたパソコンのスキルを活かせると思い応
募しました。
丸山●私は現役時代から仕事でパソコンを使っ
ており、定年後もパソコン関係の活動をしたい
と考えていました。定年後しばらくの間は、千葉
市シルバー人材センター関係の活動をしていま
したが、「もっと多くの方にパソコンを教えたい」
と考えるようになり、ちょうどその頃、「ちば市政
だより」で生涯学習センターが「施設ボランティ
ア」を募集していると知り、すぐに応募しました。

受講者に教える際、最も心がけていること
は何ですか
丸山●まず、パソコンに興味を持ってもらうよ
うにすることです。パソコン講座なので当然で
すが、英語が多い。初心者の場合、この時点で

引いてしまう人もいます。なので可能な限り英
語は使わず講座を進めるよう、いつも心がけて
います。
川勝●受講者のレベルを考えながら講座を進め
ることです。基本、初心者向けの講座なのです
が、初めてパソコンに触れる人もいれば、すでに
ある程度使える人も来るので。でも、一度に約
20名が受講するので、その中間を取って講座を
進めるのはなかなか難しいです。
杉本●テキスト作成ですね。講座中は理解でき
なかったけれど、家に帰ってテキストを読んだら
理解できた、というくらい親切丁寧なテキスト作
りを心がけています。

やりがいを感じるのはどんな時ですか
丸山●受講者から「（講座を）受けて良かった」
「今までの疑問が解決した」という言葉が聞けた
ときですね。中にはわざわざ別の日に、その言
葉だけを伝えに来てくれる人もいます。それか
ら、講座後に受講者から個別に質問を受ける時
など、やる気を感じて嬉しいですね。
川勝●いきなり訪ねて来て「ここがわからない」
という人の相談に乗る「パソコン相談コーナー」
を定期的に開催しているのですが、無事に解決
して「わかりました」「ありがとう」と言って帰る人

います。 
川勝●私も丸山さんと同感です。時代や市民の
ニーズに合わせ、講座をもっと細分化しても良
いと思います。「パソコン相談コーナー」を始め
た頃は、相談者よりも「施設ボランティア」の数
が多いくらいでした。でも、今はたくさんの相談
者が来てくれます。それはパソコンの普及率が
上がったからで、私たちもその変化に対応する
べきだと思います。
杉本●私が感じる一番大きな変化は、生涯学習
センターのボランティアに対する力の注ぎ方で
すね。開設当初と比べると、現在の方が明らか
に熱量が高くなりました（笑）。これは、生涯学習
センターにとって私たちボランティアが、より重
要な存在になったからだと受け止めています。

ボランティア活動を長く続ける秘訣は何で
すか
杉本●ボランティアを続けることで喜んでくれ
る人がいることです。それが、続けるモチベー
ションになっています。
川勝●ボランティアは自分が好きで楽しければ
続くと思います。それに、私自身が何かを習うこ
とが大好きなので、現在もZoom、Scratch（プ
ログラミングソフト）、スマホなどに挑戦中です。
丸山●私は好きだからやっています。ただそれ
だけです（笑）。しかし、欲を言えば、現在、パソ
コンを持っている人はたくさんいます。でも、使
いこなしている人はごく少数だと思います。な
ので、パソコンは奥深く様々なことができると
いうことを、より多くの人たちに伝えたいという
思いはあります。

コロナが収束して講座が再開したら、やっ
てみたいことはありますか
丸山●可能ならばスマホの講座を開催したい
ですね。パソコンもスマホもOSのもとでアプリ
が動くという点では同じなので。現在の社会情
勢、特にコロナ禍でスマホの重要度がより高
まっています。我々もその変化に合わせるべき
と考えます。
川勝●私は来年度まで担当する講座が決まっ
ているので、当面はそこで使用するテキスト作
りで精一杯です。
杉本●私はScratchの講座を開催したいです

ね。それも、大人や高齢者のためのScratch講
座を。Scratchは本来、子どもたちをターゲット
にしたソフトですが、大人や高齢者の皆さんに
大いに楽しんでもらいたいです。

この記事を読む方々にメッセージをお願い
します
杉本●パソコンはワードやエクセルだけでなく、
先ほどお話に出たScratchなど、深く知れば知
るほど面白いものです。最初はわからなくて当
然。コロナが収束して「まなサポ1」の講座が再開
したら、ぜひ参加してみてください。
川勝●杉本さんと同じです。パソコンは本当に
楽しいので、ぜひ一度、「まなサポ1」の講座に参
加してみてください。それから、パソコンは一度
つまずくとそこから先に進めなくなる人もいます
が、私たちの講座ではそのような人も手厚くフォ
ローします。 
丸山●パソコンにはいろいろな使い方がありま
す。私たちの講座を受講していただければ、それ
がわかると思います。

最後に、ボランティアをしたいと考えている
方々にメッセージを
丸山●現在の「施設ボランティア」は高齢者が多
いので、ぜひ若い人に参加して欲しいですね。で
も、その際には生涯学習センターからボランティ
アの在り方や心構えなどを、きちんと説明して欲
しいですね。特に、パソコン関係のボランティア
は、ハードやソフトが日々進化しているので、そ
れに合わせて自分もスキルアップする必要があ
るからです。 
川勝●私は丸山さんとは反対で、まずは気楽に
来て欲しいと思います。実は私自身が応募した
ときも、自分に務まるかどうか悩みました。もし、
あのときに諦めていたら、私は今この場にいませ
ん。だから、まずは参加して、講師や受講者と一
緒に学んで行けば良いと思います。「好きだから
やりたい」、スタートはそれで良いと思います。
杉本●ボランティアをやるやらないは個人の自
由です。しかし、やるからにはある程度の責任が
伴います。それを理解している人で、なおかつ
「勉強が楽しい！」と言える人が来てくだされば、
講師が務まるようになるまで私たちが責任を
持って指導します。だから一緒に頑張りましょう！

を見るときや、講座の常連になってくれる人が
増えたときなどですね。現在はコロナ禍で休止
していますが、受講者から「まだ（講座を）始めな
いの？」「質問いっぱいたまってるんだけど」など
と言っていただける時も嬉しいですね。また、数
年前に私が作ったテキストを見せて「毎年、これ
を見て年賀状を作ってます」と言われたこともあ
り、作って良かったと思いました。
杉本●私も「パソコン相談コーナー」のことなの
ですが、相談を受けた人が別の日にわざわざ来
て「おかげさまで、できるようになりました」と
言ってくれたり、その場で理解して「ありがとう」
と言われたりしたときなど、やってて良かったな
と思います。また、「教えてもらったことが役立っ
ています」と言って、わざわざ差し入れを持って
来てくれた人がいました。

「施設ボランティア」として活動する前と後
で、イメージの違いなどはありましたか 
杉本●千葉市の教育委員会がボランティアの養
成を始めたのは、昭和50年代でした。私はその
頃には既に10年間は地域で活動していて、そこ
に千葉市教育委員会育成団体での活動が加わ
りました。そこからさらに、生涯学習センターが
活動拠点として増えただけなので、イメージとか
違いとか言われてもピンときません（笑）。
川勝●私は何もわからずに「施設ボランティア」
になり、その後も一年近く研修させていただきま
した。様々な講座にも参加したことで、ようやく
ボランティアのイメージが固まったので、違いを
聞かれても答えられません（笑）。
丸山●私は特にありません。ただ「施設ボラン
ティア」は個人ではなくグループで活動している
ので、グループ全体がレベルアップするにはど
うすれば良いかを、考えるようになりましたね。

「施設ボランティア」を始めた頃と現在では、
環境など大きく変化したことはありますか 
丸山●昔も今も「まなサポ1」の活動内容は、入
門ベースのパソコン講座です。しかし、現在は
状況が変わりつつあり、高齢者を中心にプログ
ラミングやスマホを習いたい人が沢山でてきま
した。したがって、いつまでも昔のスタイルのま
まではダメで、時代や市民のニーズに合わせた
講座内容に変えていく必要があると私は感じて

千葉市生涯学習センターを支え続ける

「施設ボランティア」の力
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丸山 勇 川勝 洋子杉本 明行

【パソコン相談コーナーの様子】



〒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）　

問合せ

〒260-0856 中央区亥鼻1-6-1　TEL:222-8231
〈ホームページ〉 https://www.city.chiba.jp/kyodo
●開館時間／９：００～１７：００まで（入館１６：３０まで）
●休館日／月曜日（祝日の場合、翌平日）

問合せ

千葉市科学館千葉市科学館
会 期／～１１/２８（日）
開催時間／９：００～１７：００
場 所／７階 企画展示室
協 力／千葉都市モノレール、JFEスチール、リコー、東京理科大、東芝ほか
料 金／常設展示またはプラネタリウムチケットで入場可
　　　（大人510円、高校生300円、小・中学生100円）

100年以上前は、どんな未来を想像していたでしょうか。様々なインフラの発展ととも
に、わたしたちの暮らしは変化し続けています。様々な科学技術の発展とともに、わたし
たちの暮らしは大きく様変わりしました。この100年間の科学や技術の進化と文化の発
展を振り返りながら、未来について思いを巡らせ一緒に想像してみましょう。

キャンプサイトでテント泊！
日 程／土日・祝日・冬休み等長期休業期間
料 金／HP参照
対 象／中学生以下のお子様のいるご家族・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

ワンデー農業～サツマイモ掘り体験～
日 程／11/13日（土）9：30～12：00
料 金／HP参照
対 象／小中学生を含む日帰り利用のご家族
定 員／5家族（20人）
申込方法／電話にて予約後書類提出※先着順

こだわりクラフトワークショップ
日 程／
・ウッドプレートクリスマスツリー／11/23（火・祝）（10：00～12：00）
・クリスマスリース／12/5（日）13：30～15：30
・ミニ門松／12/25（土）10：00～12：00
料 金／HP参照
対 象／どなたでも。日帰りでも宿泊でも参加できます。
　　　　 ※小学生までは、大人同伴必要です。
定 員／各8組※1個のクラフトをご家族やお友達と作ることもできます。
締切日／実施日の3日前まで
申込方法／電話にて予約後書類提出 ※先着順

季節ならではのイベント盛りだくさん！

千葉市少年自然の家では、様々なイベントを実施しています。
最新情報について自然の家ホームページやFacebook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。

〒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(祝日の場合、翌平日)

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

市長賞(小学生・中学生部門)
天春陽日葵「灯台下暗し」 市長賞(一般部門)野澤兆博

「『ゆかりの家』より庭を眺めて」
八景コンクール展示風景

福田美蘭《風俗三十二相 けむさう 
享和年間内室之風俗》2020年

福田美蘭《見返り美人 鏡面群像図》
2016年平塚市美術館蔵

会 期／11/13（土）～28(日)9：00～17：15（最終日は15：00まで）
入場料／無料

第５回 いなげ八景水彩画コンクール展

開館時間・講座名・日時は変更になる場合があります。ホームページでご確認ください。

詳細は、ホームページか生涯学習ボランティアフェア2021パンフレットをご覧ください。

郷土博物館郷土博物館

〒260-0045 中央区弁天3-7-7 TEL:207-5815（9：00～17：00）
〈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）

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

〒260-0013 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

会 期／～12/26（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05 
松本力｜SF とりは
うたう ひみつを」
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5弾。今回は映像
作家の松本力によるSFをテーマとしたプロジェクトです。

常設展

【展覧会情報】

福田美蘭（1963～）は、絵画の新たな見方を提示しつづけている現
代美術家。本展では福田自らが千葉市美術館のコレクションから葛
飾北斎や伊藤若冲など江戸～明治時代の作品を選定し、それを題
材に新作を制作。会場では発想元となった作品とともに展示します。

会 期／～12/19（日）
休室日／11/1（月）、11/15（月）、12/6（月）
観覧料／一般1,200円、大学生700円、高校生以下無料

「福田美蘭展 千葉市美コレクション遊覧」企画展

秋の企画展

「科学の100年 いま・むかし・みらい」「科学の100年 いま・むかし・みらい」

千葉都市文化賞2017で景観まちづくり部門優秀賞を受賞した「いなげ八景」の選定にち
なみ、広く公募した水彩画の作品から入賞・入選作品を展示します。

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。

千葉市誕生-百年前の世相からみる街と人びと-

会 期／～１２/１２（日）
会 場／２階展示室
入館料／無料

千葉市制100周年記念
  

千葉市制100周年を記念して、千葉町が千葉市となった100年前の市制施行とその時代
（大正～昭和時代初頭）の世相を、経済や文化、教育などの視点から紹介する企画展を開
催します。本企画展を通して、千葉市が誕生した頃の街の様子や当時の市民の反応をご紹
介することで、改めて千葉市の成立に尽くした先人達に思いを馳せてみませんか。

令和３年度企画展

市制施行祝賀会の様子を伝える新聞
（大正１０年５月２４日付千葉毎日新聞 当館蔵）

大正１０年７月開業の京成
千葉駅初代駅舎（写真 当館蔵）

詳しくは 千葉市立郷土博物館

子育てふれ愛フェスタ2021子育てふれ愛フェスタ2021
未来を担う子どもたちは、家庭や地域の中で豊かな愛情に包まれ、明るく心豊かに育
てることがとても大切です。子どもたちや親子が一緒に参加して楽しめるモノづくり
や、運動遊びなどを開催します。皆さんも、子どもたちと一緒に楽しいひとときを過ご
してみませんか？

いつも素敵な笑顔で
私たちに元気をくれ
る「あらちゃん」こと、
荒牧光子さんが「遊
び心を子どもたちに
伝えよう」をテーマに、家族で楽しめるふれ
あい遊びを教えてくれます。笑顔がいっぱ
い生まれる「あらちゃん遊び」を、ぜひご家
族でお楽しみください。

世界でたった一人の、スポーツスタッキング
＆ジャグリングパフォーマーであるSEOPPIこ
と瀬尾剛選手が、アリーナを舞台にそのス
ピードのある素晴らしい技の数々を披露し
ます。また親子での体験コーナーもありま
す。この機会にぜひ挑
戦してみてください。
（体験は先着10名様程
度になります。）

色を使った様々な遊びを体験します。モダン
テクニックと呼ばれる表現技法を用いて、偶
然生まれる色や形から着想し、自由な発想
で色あそびを楽しみます。この機会に、ぜひ
ご家族でご参加ください。

短冊状にした画用紙をジャバラに折って、か
わいいしゃくとりむしを作ります。完成した
しゃくとりむしを斜面台に置くと、バネのよ
うに坂を下っていきます。動きがあるおもし
ろ工作です。ぜひご家族で
ご参加ください。
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親子でふれあい、笑顔になろう！
日時／11/23（火・祝）10：00～16：00

〒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)

●あらちゃんの
　「かぞくであそぼう！」　

●SEOPPIの「スポーツスタッキング
　＆ジャグリングの世界」

時間／11:00～12:00
　　　(途中休憩あり・5分間空気循環)
定員／80人
参加方法／当日先着順（10:30より受付）
対象／指定なし（未就学児は保護者同伴）
会場／3Fアリーナ

時間／15:00～16:00
　　　(途中休憩あり・
         5分間空気循環)
定員／80人
参加方法／当日先着順（14:30より受付）　
対象／指定なし（未就学児は保護者同伴）
会場／3Fアリーナ

●親子でわくわく！「かんたん色あそび」

時間／①10：30～11：30
　　　②14：30～15：30
定員／各回4組
参加方法／当日先着順（各回30分前より受付）
対象／3歳以上の親子（未就学児は保護者同伴）
会場／4F多目的室

●おもしろモノづくり「ペッタンパッタン
　しゃくとりむしをつくろう！」

時間／①10：30～11：30
　　　②14：30～15：30
定員／各回8名（保護者は1名まで入室可）
参加方法／当日先着順（各回30分前より受付）
対象／4歳以上（未就学児は保護者同伴）
会場／4F工房

当イベントにおける新型コロナウイルスの感染防止対策
①入館時には、３階入り口にて検温と健康状態の確認をさせていただき、必ず石鹸での手洗いとマスク着用をお願いします。
②館内では随所に手指消毒用アルコールを設置していますのでご利用ください。
③各施設にはサーキュレーターや空気洗浄機を設置して、定期的に空気循環を行っています。
④12時30分～14時の間は、一時閉館し、施設内を消毒します。
⑤各プログラムは、それぞれの感染防止対策を施した内容・参加条件となっていますので、その旨ご理解・ご承知いただいた
上でご参加ください。

皆さん、学校でのイベント・講座やサークルの勉強会、自治会のお楽しみイベントなどに講師をお探しではありませんか？
今年のボランティアフェアでは、活動紹介展示・「ものづくり」を中心とした体験コーナー・活動収録映像で、

ちば生涯学習ボランティアセンター登録者（ボランティア先生）を紹介します。

皆さん、学校でのイベント・講座やサークルの勉強会、自治会のお楽しみイベントなどに講師をお探しではありませんか？
今年のボランティアフェアでは、活動紹介展示・「ものづくり」を中心とした体験コーナー・活動収録映像で、

ちば生涯学習ボランティアセンター登録者（ボランティア先生）を紹介します。

「銘仙」着物
（個人蔵）
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区 公民館名

生浜公民館
TEL：263-0268
FAX：263-0907

シニア向け健康体操教室

よくわかる世界遺産入門
と日本の世界遺産

いつまでも元気で
過ごすために
～フレイル予防と
コグニサイズ～

太巻き寿司づくり体験

千葉市制100年
ミニコンサート歌物語
「羽衣伝説」

座学
「房総ふらふらフラワー散歩」
～千葉市編～

星久喜の地域散策
「歴史と自然を
のんびり楽しもう」

宮崎歴史散歩

蘇我DEボッチャ
ファミリーカップ

産後のヨガ「きれいで
元気なママになる！」
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葛城公民館
TEL：222-8554
FAX：222-1453

シュトーレンを作ろう！

こども書初め(毛筆)体験

「秋の読書祭り」
みんなで楽しむ
大型紙芝居と千葉の民話

太鼓体験教室
「たたいてみよう」
①初心者向け
②チャレンジ者向け

朝日ケ丘公民館
TEL：272-4961
FAX：271-6994

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

花園公民館
TEL：273-8842
FAX：271-0370

犢橋公民館
TEL：259-2958
FAX：259-6431

こてはし台公民館
TEL：250-7977
FAX：250-1992

さつきが丘公民館
TEL：250-7967
FAX：286-6469

長作公民館
TEL：258-1919
FAX：286-6449

花見川公民館
TEL：257-2756
FAX：286-0185

幕張公民館
TEL：273-7522
FAX：273-6185

稲毛公民館
TEL：243-7425
FAX：243-3962

草野公民館
TEL：287-3791
FAX：287-3672

黒砂公民館
TEL：241-2811
FAX：247-1931

小中台公民館
TEL：251-6616
FAX：256-6179

千葉市政出前講座
「ウイルスによって起こる
病気と検査の話」

千葉市政出前講座
「千葉開府900年に
向けて、千葉氏を知ろう」

手ぶらでスマホ体験
「よくわかる！超入門編」

「秋の読書祭り」
世界に一つだけの素敵な
手作り絵本を作ってみよう

郷土博物館出前講座
「市制１００周年を迎える
千葉市の歩み」

「秋の読書祭り」
秋をテーマにした
読み聞かせと工作！

体験講座「Zoom入門」

子どもスポーツウエルネス
吹矢教室

紙バンドでつくる
はじめてのかご

練功十八法（前段）：
導引術と太極拳から
生まれた医療保健操
～縮こまった体を
　目覚めさせましょう～

昼下がりの音楽会

変幻自在！ふろしきの
包み方教室

身近な食材で美味しい
時短クッキング

楽しいお城の見どころ
入門～天守について～

成年後見制度

映画会
①「チャップリンと消防夫 他」
②「綾小路きみまろライブ」
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椿森公民館
TEL：254-0085
FAX：254-1285

星久喜公民館
TEL：266-4392
FAX：266-4981

宮崎公民館
TEL：263-5934
FAX：263-4904

検見川公民館
TEL：271-8220
FAX：271-9319

講座名 日時・対象・定員・申込方法など 区 公民館名

山王公民館
TEL：421-1121
FAX：423-0359

千草台公民館
TEL：255-3032
FAX：255-3682

轟公民館
TEL：251-7998
FAX：285-6301

緑が丘公民館
TEL：259-2870
FAX：286-6442

大宮公民館
TEL：265-2284
FAX：265-6948

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

白井公民館
TEL：228-0503
FAX：228-6168

千城台公民館
TEL：237-1400
FAX：237-1401

みつわ台公民館
TEL：254-8458
FAX：254-3135

越智公民館
TEL：294-6971
FAX：294-1931

土気公民館
TEL：294-0049
FAX：294-4233

誉田公民館
TEL：291-1512
FAX：292-7487

脳イキイキ
～若返りトレーニング～

新アクティビティ・トイで
遊ぼう～指先を使って
　　心の栄養補給～

わくわく楽学講座
日本文化
「折り紙の世界を楽しむ」

悠久の歴史
房総を辿る～千葉県の
電気事業の変遷

笑学校　3時間目
身体に聞いて
歪みを正す操体法

初心者のための撮影講座

トールペイント教室
～クリスマス
　ボードを作ろう～

コンニャク作り教室

ワード＆エクセルで
はがきを作成しよう

～世界♪音楽の旅～
ウィンターコンサート
Vol.２

特別史跡・加曾利貝塚
～雑学として
貝塚を学ぼう～

郷土の歴史講座「両総
平氏の祖、平忠常の反乱」

秋のロビー展

みどりお楽しみコンサート

「中世草庵文学を味わ
う」徒然草における人間
観と美意識

郷土の歴史講座
「藩社会における執務規則
～関宿藩の生活と
仕事を事例に～」

ぱくぱくキッチンクラブ
「サイエンス編～食べ物の
不思議を探ってみよう～」

まちかどお薬講演会
「食べ物と薬の関係」

文学講座
「井上ひさしと市川」

初心者のためのエクセル

シニア向けスマートフォン
講座（Android)

暮らしに役立つ
「防犯と健康講座」

クリスマスケーキ作り教室

講座名 日時・対象・定員・申込方法など 区 公民館名
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講座名 日時・対象・定員・申込方法など

11/20( 土 ) 10:00～ 11:30
［対］60歳以上の方　
［定］15人　
［申］11/2(火)から11/7(日)まで
 電話で

11/28(日) 10：00～12：00
［対］成人　
［定］20人　
［申］11/2(火)から11/7(日)まで
 電話で

11/12・19(金) 
10：30～12：00　全2回
［対］成人　
［定］16人
［持］11/19（金）は運動できる服装
［申］11/2（火）から11/8（月）
　　17：00までに窓口か電話で

11/17(水) 10：00～12：00
［対］成人　
［定］8人
［料］1,200円　
［申］11/3(水)から11/9(火)まで
 電話で

11/21(日) 14：00～15：00
［対］どなたでも　
［定］20人　
［申］11/10(水)必着。往復はがきに

必要事項を明記して〒260-0042
中央区椿森6-1-11椿森公民館
へ（1通2人まで）

11/28(日) 10：00～12：00
［対］成人　
［定］16人　
［申］11/10(水)必着。
 往復はがきに必要事項を明記して
〒260-0042中央区椿森6-1-11
椿森公民館へ

11/17・24(水) 
10：00～12：00　全2回
［対］成人　
［定］15人
［申］11/8（月）必着。
　　往復はがきに必要事項を明記し
て、〒260-0808中央区星久喜
町615-7星久喜公民館へ

12/2～16の木曜日
10:00～12:00　全3回
［対］生後3～6ヶ月の乳児と母親
［定］6組
［申］11/15（月）必着
 往復はがきに必要事項を明記し
て、〒260-0808中央区星久喜
町615-7星久喜公民館へ

11/23(火・祝) 10：00～12：00
［対］小学生とその家族　
［定］12組
［会場］蘇我コミュニティセンター体育館
［申］11/10（水）必着。Eメールで必

要事項を明記して、宮崎公民館
miyazaki@ccllf.jpへ

11/25(木) 10：00～12：00
［対］成人
［定］10人　
［申］11/15（月）必着。Eメールで必

要事項を明記して、宮崎公民館
miyazaki@ccllf.jpへ

11/28(日) 13：00～17：00
［対］成人　
［定］6人
［料］600円　
［申］11/15（月）必着。Eメールで必

要事項を明記して、宮崎公民館
miyazaki@ccllf.jpへ

11/20(土) 13：30～15：00
［対］小学校低学年　
［定］20人
［申］11/2(火)から11/9(火)まで
 電話で

12/18(土) 1部13：00～14：00　 
　　　　　 2部14：15～15：15
［対］小学3～6年生　
［定］各8人
［持］書道道具一式、書初め用紙　
［申］11/15(月)から11/22(月)必

着。往復はがきに必要事項を明
記して〒262-0023 花見川区
検見川町3-322-25検見川公民
館へ

11/14(日) 
①13：30～15：00
②15：00～16：30
［対］小学生以上　
［定］各12人
［料］500円　
［申］11/2(火)から11/8(月)まで
 電話で　

11/30(火) 13：00～14：00
［対］成人　
［定］20人　
［申］11/4(木)から11/15(月)まで
 電話で

11/20(土) 10：00～12：00
［対］スマートフォンを持っていない方
［定］15人 
［申］11/2(火)から11/8(月)まで
 電話で

11/23(火・祝) 10：00～12：00
［対］小学生
［定］15人
［料］無料　
［申］11/2(火)から11/8(月)まで
 電話で

11/14(日) 13：30～15：30
［対］成人　
［定］18人
［料］1,500円
［申］11/2(火)から11/8(月)まで
 電話で

11/22(月) 10：00～11：00
［対］成人
［定］15人
［申］11/2(火)から11/8(月)まで
 電話で

11/30(火) 10：00～11：30
［対］成人
［定］20人
［申］11/2(火)から11/8(月)まで
 電話で

11/25(木) 13：00～16：30
［対］パソコンでメールの送受信が
　　できる成人
［定］10人
［持］Windows10とＷｉ-Ｆｉの使える
　　ノートパソコン(スマホ不可)　
［申］11/2(火)から11/8(月)まで
 電話で

12/11(土) 10：00～12：00
［対］小学2年生以上　
［定］12人
［料］110円(マウスピース代)
［申］11/6(土)から11/12(金)まで
 電話で

11/27(土) 10：00～12：00　
［対］紙バンド手芸が初めての成人　
［定］10人
［料］800円
［申］11/2(火)から11/8(月)まで
 電話で

11/9(火) 13：30～15：00　
［対］成人
［定］15人
［申］11/1(月)から11/4(木)まで
 電話で

11/15～29の月曜日
10：00～12：00 全3回
［対］成人 
［定］10人
［申］11/2(火)から11/8(月)まで
 電話で

11/27(土) 14：00～16：00
［定］15人
［申］11/2(火)から11/14(日)まで
 電話で

11/13(土) 13：30～15：30
［対］成人
［定］12人
［申］11/2(火)から11/6(土)まで
 電話で

12/10(金) 9：30～11：30
［対］小学生以上
［定］10人　
［申］11/2(火)から11/9(火)まで
 電話で

11/19(金) 10：00～12：00
［対］65歳以上の方
［定］10人
［申］11/2(火)から11/9(火)まで
 電話で　

12/7(火) 10：00～12：00
［対］65歳以上の方
［定］10人
［申］11/16(火)から11/23(火)まで
 電話で

　11/22(月) 10：00～12：00
［対］成人
［定］20人　
［申］11/10(水)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

11/30(火) 10：00～12：00
［対］60歳以上の方
［定］20人　
［申］11/10(水)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

11/27(土) 10：00～12：00
［対］成人
［定］12人 
［料］600円
［申］11/2(火)から11/9(火)まで
 電話で

12/4(土) 10：00～12：00
［対］成人
［定］15人　
［申］11/2(火)から11/6(土)まで電話で

11/18(木) 13：30～15：00
［対］成人
［定］12人　
［申］11/2(火)から11/8(月)まで
 電話で

11/29(月) 
①10：00～12：00
②14：00～15：00
［対］どなたでも
［定］各20人　
［申］11/2(火)から11/5（金）まで
 電話で

11/13(土) 9：30～14：30 
［対］成人
［定］10人
［持］昼食
［申］11/2(火)から11/10(水)まで電話で

12/4(土) 9：30～12：30
［対］小・中学生
      (小学校低学年は、保護者同伴)
［定］10人
［料］700円(当日持参)
［申］11/2(火)から11/21(日)まで
 電話で

11/25(木) 10：00～12：00
［対］成人 
［定］10人
［料］1,000円
［申］11/2(火)から11/16(火)まで
 電話で　

12/12(日) 13：00～16：00
［対］成人
［定］12人
［料］300円 
［持］エプロン・ゴム手袋・三角巾
      ・持ち帰り用容器・布巾等
［申］11/15(月)から11/29(月)まで 

 電話で　

11/12(金) 13：30～15：30
［対］成人
［定］18人
［申］11/5(金)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

11/28(日) 13：00～14：00
［対］20人
［申］11/5(金)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(葉
書1枚につき2人まで)

12/8(水)・9(木)・10(金)
13：30～16：30 全3回
［対］ワード・エクセルを使ったことがある方 
［定］10人
［料］1,200円
［申］11/2(火)から11/8(月)まで
 電話で

11/24(水) 10：00～12：00
［対］成人
［定］18人
［申］11/2(火)から11/6(土)まで
 電話で　

～11/21(日)
9：00～17：00
［申］直接会場へ

11/25(木) 13：30～15：30
［対］成人
［定］20人
［申］11/4(木)から11/9(火)まで電話で

　
11/19・26の金曜日
10：00～12：00 全2回
［対］成人 
［定］20人
［申］11/2(火)から11/7(日)まで
 電話で　

11/29(月) 14：00～15：30
［対］成人　［定］30人
［申］11/10(水)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

12/5(日) 10:00～12:00
［対］小学3～6年生
［定］10人
［申］11/16(火)から11/24(水)まで

電話で　

11/18(木) 14:00～16:00　
［対］成人　［定］20人
［申］11/5(金)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

11/18(木) 10:00～12:00
［対］成人　［定］25人
［申］11/5(金)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

12/4・11の土曜日
10:00～15:30　全2回
［対］成人　［定］10人
［持］USBメモリ（2ギガバイト以上）
［料］1,320円
［申］11/10(水)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

11/24(水) 10:00～12:00　
［対］60歳以上でスマートフォンを
      持っていない方 
［定］20人
［申］11/10(水)必着。往復はがきに必

要事項を明記して、〒261-0026美
浜区幕張西2-6-2幕張西公民館へ

12/7(火) 10:00～12:00
［対］成人　［定］20人
［申］11/20(土)必着。往復はがきに必

要事項を明記して、〒261-0026美
浜区幕張西2-6-2幕張西公民館へ

【注意】①申込時間は、特に記載のない限り9：00～17：０0です。　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］：持ち物公民館

文書館歴史講座
「藩社会における執務規則」
～関宿の生活と仕事を事例に～

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

幕張西公民館
TEL：272-2733
FAX：271-8944

稲浜公民館
TEL：247-8555
FAX：238-4176

11月  9日(火)
 15日(月)
 29日(月)

松ケ丘公民館
新宿公民館
星久喜公民館

中
央

区 日 程 会 場 問い合わせ

松ケ丘公民館
TEL：261-5990

11月  5日(金)
 8日(月)
 15日(月)

稲毛公民館
小中台公民館
千草台公民館

小中台公民館
TEL：251-6616

11月10日(水)
 24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
子育てママのおしゃべりタイムでは、子育て中の保護者が子どもと一緒に公民館を利用
できます。　妊婦の方も参加できます。子育てサポーターがいるので、子育てなどに
関する悩みや不安について相談できます。また、他の保護者とお話ししたり、子どもと
遊んだり、自由に過ごすことができます。子育て仲間作りや気分転換にお気軽にご利用ください。

11月11日(木)
 25日(木)

区 日 程 会 場 問い合わせ

11月  4日(木)
 18日(木)

11月  4日(木)
  8日(月)
10日(水)

 

若
葉

緑

美
浜 高浜公民館

土気公民館
誉田公民館
おゆみ野公民館

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
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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

2020年に作家生活30周年を迎えられた森絵都さん、
今年10周年を迎えられる古内一絵さんに、これまでの
作家生活や作品についてのお話をうかがいます。 

2021.12.5.sun 14:00~15:30
●定員／市民80人 ●対象／市民（小4以上） ●料金／無料　
●会場／千葉市生涯学習センターホール
　　　　千葉市中央区弁天3-7-7 JR千葉駅徒歩8分
【応募期間】11/1（月）～15（月）必着
【申込方法】往復はがきまたはEメール※応募者多数の場合は抽選。

　

M
o

ri Eto
×

古内一絵

『カラフル』・『DIVE！！』・『みかづき』

森絵都 森絵都（もり えと）
1968年東京都生まれ。『リズム』で講
談社児童文学新人賞を受賞しデビュー。
その後、『アーモンド入りチョコレートの
ワルツ』で路傍の石文学賞、『つきのふ
ね』で野間児童文芸賞、『カラフル』で
産経児童出版文化賞、『DIVE!!』で小
学館児童出版文化賞など、多数の児童
文学賞を受賞。さらに、『風に舞いあが
るビニールシート』で直木賞、『みかづ
き』で中央公論文芸賞を受賞。その他の
著書に『永遠の出口』『クラスメイツ』
『カザアナ』『あいうえおさん』『あした
のことば』などがある。

下記の必要事項をご記入の上、往復はがきまたはＥメールでお申し込みください。
〈必要事項〉①講座名「森絵都・古内一絵対談講演会」②氏名（ふりがな）
③年齢（学年）④〒・住所⑤電話番号（⑥市外の方は、在勤または在学の旨
お書きください）

※Eメールでお申込みの方へ
迷惑メール対策等のための設定をされている場合、メールが正しく届かないことがあります。
〔manabi.kouza@ccllf.jp〕からの メールを受信できるように設定をご確認ください。申込日より 4 
日過ぎても応募受理の連絡がない場合は、お問い合わせください。

【申込み・問合せ】
〒260-0045 千葉市中央区弁天3-7-7千葉市生涯学習センター 学習推進グループ
E-mail: manabi.kouza@ccllf.jp TEL:043-207-5820（9：00～17：00）

■参加される方へのお願い
①参加の際には必ずマスクを着用してください。また、当施設内での新型コロナウイルス感染症予防
対策にご協力ください。 入室時に検温を実施し、37.5度以上または平熱+1度以上の場合は参加を
お断りします。参加前・参加後の手洗いをしてください。

②次の場合は参加を見合わせてください。
・普段より熱が高い場合、息苦しさや強いだるさ、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合
・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある場合
・過去 14日以内に外国（政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等）への
渡航や、当該在住者との濃厚接触がある場合

[個人情報の取扱いについて]講座・イベントに参加される方の氏名や連絡先は、必要に応じて保健所
等の公的機関に提供することがあります。

『フラダン』・『鐘を鳴らす子供たち』
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開館20
周年記念千葉市中

央図書館
・生涯学

習センタ
ー

対談講演会

■ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施方法の変更や中止・延期の場合があります。

古内一絵（ふるうち かずえ）
1966年東京都生まれ。ポプラ社小説
大賞特別賞『銀色のマーメード』（刊行
時『快晴フライング』に改題）でデ
ビュー。『フラダン』でIBBYオナーリス
ト（JBBY賞）。主な作品に『赤道 星降
る夜』『花舞う里』『キネマトグラフィ
カ』『鐘を鳴らす子供たち』『お誕生会
クロニクル』『最高のアフタヌーンティー
の作り方』『星影さやかに』『二十一時
の渋谷で キネマグトラフィカ』『マカン・
マラン』シリーズなどがある。また、12
月18日（土）、25日（土）の二夜に渡り
NHK総合にて原作ドラマ『風の向こう
へ駆け抜けろ』が放送される。

主催：千葉市中央図書館・千葉市生涯学習センター　問合せ：千葉市生涯学習センター　TEL：043-207-5820（9：00～17：00）


