
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
千葉市生涯学習センター／中央図書館／公民館／千葉市科学館／千葉市子ども交流館／
加曽利貝塚博物館／郷土博物館／千葉市少年自然の家／千葉市南部青少年センター／
千葉市美術館／千葉市民ギャラリー・いなげ

ご自由に

お持ちください
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魅力いっぱいの
イベント＆講座に参加して、
夏を思いっきり楽しもう！

魅力いっぱいの
イベント＆講座に参加して、
夏を思いっきり楽しもう！

今年の夏休みは何をする？

特集



講座名 開催日時 対象・定員・申込方法

希望講座名、氏名(ふりがな)、年齢(学年)、住所、電話番号、保護者同伴で参加する講座は保護者氏名を明記のうえ、 往復はがき、または Eメールで申込み。 
※有料・無料をよくお確かめください。特に記載のない限り応募者多数の場合は抽選です。

申込方法

〒260-0045 中央区弁天3-7-7 千葉市生涯学習センター　〈Eメール〉 manabi.kouza@ccllf.jp
●開館時間／9：00～21：00　●休館日／第4月曜日（祝日の場合、翌日）

申込先

対象／小学1・2年生と保護者
定員／15組30人
費 用／無料
申込方法／メール、往復はがき
募集期間／7/1（金）～14（木）

対象／小学3年生～中学3年生
定員／15人
費 用／無料
申込方法／メール、往復はがき
募集期間／～７/14（木）

対象／小学5・6年生、中学生、高校生、専門学校生、大学生
定員／30人
費 用／無料
申込方法／メール、往復はがき
募集期間／7/1（金）～14（木）

対象／小学生
定員／各8組16人
費用／無料
申込方法／メール
募集期間／7/1（金）～先着順
備考／希望する時間①～④(何時でも良いも可)を明記

対象／小学3･4年生
定員／30人
費用／無料
申込方法／メール、往復はがき
募集期間／7/1（金）～29（金）

子ども向けパソコン講座

7/30(土)
10:00～14:30
(昼食休憩あり)

紙トンボや飛行リングを作って楽しみながら、もっとよく飛ばすにはどうしたらよいか考え
ます。科学工夫工作についての説明もあるので、初めての自由研究（科学工夫工作）に取り
組む前にぜひ参加してください。

科学工夫工作にチャレンジ！
～はじめての自由研究へむけて～
科学工夫工作にチャレンジ！
～はじめての自由研究へむけて～

【企画・運営】千葉市科学館、千葉市の学校理科教育を支える教師の会

郷土千葉市の地理・歴史・文化・産業などについて学び、千葉博士をめざしましょう。「ものし
り検定」にチャレンジ！

千葉市ものしり検定千葉市ものしり検定

【講師】NPO法人郷土ちばに学び親しむ会

【企画・運営】千葉市の学校理科教育を支える教師の会

8/6(土)
13:00～15:30

1300年前の日本人は、季節や心の移り変わりを31文字の歌にこめて詠みました。お気に
入りの景色や自分の気持ちを、短歌で伝えてみましょう。

短歌をつくって、色紙にかこう短歌をつくって、色紙にかこう

【企画・運営】千葉市短歌協会

自由研究の取り組み方、まとめ方、仕上げのポイントなどの相談を受け付けます。未完成で
も構わないので自由研究の実験データや作品がある場合は持参ください。現役の理科の
先生方がていねいに指導してくれます。まだ間に合うし、さらによくなる！

【企画・運営】千葉市科学館、千葉市の学校理科教育を支える教師の会

磁石の性質を利用した動くおもちゃを作り、それぞれの動きは磁石のどんな性質を利用し
ているのか考えます。夏休みも残り2週間。自由研究（科学工夫工作）のアイディアや、より
よい作品づくりにつながります。

理科自由研究個別相談会理科自由研究個別相談会

講座名 開催日時 対象・定員・申込方法

対象／簡単なパソコン操作ができる小学3～6年生
定員／各8人
費用／無料
申込方法／メール、往復はがき　
募集期間／7/1（金）～14（木）
備考／希望する①・②（何時でも良いも可）を明記

対象／簡単なパソコン操作ができる小学5・6年生
定員／8人
費用／無料
持ち物／USBメモリ
申込方法／メール、往復はがき　
募集期間／7/1（金）～14（木）

対象／制御コード「もし～なら」を使ったことがある
　　　小学4～6年生
定員／各10人
費用／無料
申込方法／メール、往復はがき　
募集期間／7/1（金）～29（金）
備考／希望する①～④（何時でも良いも可）を明記

子ども向け講座・イベント

8/2(火)
①10:00～12:00
②13:30～15:30

夏休みに、パソコンで自分だけのオリジナル下じきを作ってみませんか。ワードを使って幾何学
模様を描いて組み合わせると、万華鏡のような模様ができます。印刷物をラミネート加工して仕
上げます。

パソコンで万華鏡模様の下じきを作ろうパソコンで万華鏡模様の下じきを作ろう

【企画・運営】施設ボランティア「まなサポ１」

対象／簡単なパソコン操作ができる小学４～６年生
定員／6人
費用／無料
持ち物／USBメモリ
申込方法／メール、往復はがき
募集期間／7/1（金）～29（金）

8/21(日)
10:00～17:00
（昼食休憩あり）

ビデオカメラを使って身近なものを撮影し、動画を編集します。映像として記録し、編集した動画
を鑑賞することの楽しさを、この夏休みに体験してみませんか？自分だけのオリジナル作品づく
りにレッツ・チャレンジ！

カンタン！ビデオにチャレンジカンタン！ビデオにチャレンジ

【企画・運営】施設ボランティア「映像記録ボランティア」

8/9(火)
10:00～12:00

表計算ソフト「エクセル」の簡単な機能を使って「お小遣い帳」を作ります。表を作りながらその仕
組みを探ったり、数式を入力してその意味を考えたりしながら「エクセル」の特長に触れ、パソコ
ンの新しい魅力を体験してみませんか？

エクセルでお小遣い帳を作ろうエクセルでお小遣い帳を作ろう

【企画・運営】施設ボランティア「まなサポ１」

【企画・運営】デジコラボ

8/19(金)
①10:00～12:00
②13:30～15:30
8/20(土)
③10:00～12:00
④13:30～15:30

ビジュアルプログラミング言語「スクラッチ」を活用してプログラミングの基本を学びます。制御
コードに加え、変数や乱数を活用することで、さらに楽しいゲーム作りに挑戦します

まなぶ先生のスクラッチ入門～変数・乱数編～まなぶ先生のスクラッチ入門～変数・乱数編～

科学工夫工作にチャレンジ！～磁石をつかって～科学工夫工作にチャレンジ！～磁石をつかって～ ①「いたいのいたいのとんでけ～★げんきげんきノンタン」より
  「えいごで1・2・3」　「ボールまてまてまて」 
②「がんばれスイミー」
③「あらしのよるに」

夏休み親子お楽しみ会夏休み親子お楽しみ会

ある嵐の日。船は波にさらわれ、ウィリアム船長の幼い娘・ソフィーが海に投げ出さ
れてしまう。人魚姫のアニーは、海のおきてに背いてソフィーを助け、人間の姿とな
り、一緒にウィリアム船長を捜すことに。新しい人魚姫の物語。

夏休み子ども上映会夏休み子ども上映会

①はたらく細胞「インフルエンザ 」
「サンタ・カンパニー　真夏のメリークリスマス」
②「新・恐竜大進撃」

夏休み子ども上映会夏休み子ども上映会

千葉市生涯学習センター千葉市生涯学習センター

メディア学習担当 TEL:207-5823（9：00～17：00）問合せ学習推進グループ TEL:207-5820（9：00～17：00）問合せ

対象／子どもと保護者(未就学児は保護者同伴)
定員／30人
費用／無料
申込方法／メール(1通3人まで申し込み可)
募集期間／7/1（金）～14（木）

対象／子どもと保護者(未就学児は保護者同伴)
定員／各50人
費用／無料
申込方法／メール(1通3人まで申し込み可)
募集期間／8/1（月）～15（月）
備考／希望する時間(①・②)を明記

対象／未就学児および小学生とその保護者
 (未就学児は保護者同伴）
定員／80人
費用／無料
申込方法／メール、往復はがき(1通4人まで申し込み可)
募集期間／7/1（金）～14（木）

講座名 開催日時 対象・定員・申込方法

上 映 会

8/5(金)
10:00～11:20

8/27(土)
①10:00～10:50
②13:30～14:10

7/27(水)
10:00～11:10

上映会担当 TEL:207-5823（9：00～17：00）問合せ

夏休み特別イベント夏休み特別イベント

7/31(日)、
8/1(月)、
8/2(火)
9:30～11:30
★全3回

8/14(日)
10:00～12:00

対象／小学5･6年生
定員／30人
費用／無料
申込方法／メール、往復はがき
募集期間／7/1（金）～29（金）

対象／小学3～6年生
定員／16人
費用／300円
申込方法／メール、往復はがき
募集期間／～7/29（金）

【企画・運営】千葉市科学館、千葉市の学校理科教育を支える教師の会

「モーターはなぜ回転するの？」単純なつくりのモーター（単極モーター）と、回転子を自作す
る簡易モーターをつくり、モーターのしくみを学びます。夏休みも残り2週間。自由研究（科
学工夫工作）のアイディアや、よりよい作品づくりにつながります。

科学工夫工作にチャレンジ！～モーターをつかって～科学工夫工作にチャレンジ！～モーターをつかって～

【企画・運営】施設ボランティア「学びコム」
千葉公園を探検しながら樹木や木の実、葉っぱなどを観察し、手作りの本にまとめます。
千葉公園を歩いて世界に1つの本をつくろう！千葉公園を歩いて世界に1つの本をつくろう！

8/14(日)
13:30～15:30

8/18(木)
9:30～12:30

対象／小学生
定員／各回20人
費用／無料
申込方法／メール、往復はがき
募集期間／7/1（金）～29（金）
備考／希望する時間①～④（何時でも良いも可）を明記

【企画・運営】ちば・こくごふれあいの会

漢字を楽しむ漢字本をつくったり、学年ごとに漢字の力試しをしたりして、前期のまとめにつ
なげましょう！現役・OBの小学校の先生がていねいに指導します。

たのしいこくご☆チャレンジたのしいこくご☆チャレンジ
8/19(金)
①9:30～10:30
②11:00～12:00
8/20(土)
③9:30～10:30
④11:00～12:00

8/11(木・祝)
①10:00～10:45
②11:00～11:45
③13:00～13:45
④14:00～14:45

共催 千葉市社会福祉協議会中央地区部会

のぞくと虹色⁉不思議なしおり偏光板で作るキラキラ万華鏡

問合せ／メディア学習担当　TEL：207-5823（9：00～17：00）

8/27(土)8/27(土)
事前
申込み

当日
先着順

【開催時間】①10:00②10:30③11:00④11:30
⑤13:00⑥13:30⑦14:00⑧14:30　※各回15分程度
【対象】どなたでも※未就学児保護者同伴
【定員】各回8人　【費用】無料
【申込方法】9:30より地下１Fラウンジにて整理券配布

【開催時間】①10:00②11:30③13:30④15:00
 ※各回30分程度
【対象】小学生　【定員】各回8人【費用】無料
【申込方法】メール・往復はがき※希望の時間を明記
【募集期間】8/1（月）～15（月）

「リトルマーメイド」
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図書館

休館日:月曜日(みずほハスの花図書館を除く)・第3木曜日休館(祝日の場合は翌日)。みずほハスの花図書館を含む分館は祝日も休館

図書館では、夏休みの期間中さまざまな行事を行います。
申込みが必要な行事は、7/1(金)から受付します。
図書館では、夏休みの期間中さまざまな行事を行います。
申込みが必要な行事は、7/1(金)から受付します。

区 図書館名・申込先

稲毛図書館
〒263-0043
小仲台5-1-1 
TEL：254-1845
FAX：284-4795

若葉図書館
〒264-0004
千城台西2-１-１
TEL：237-9361
FAX：237-5163

西都賀分館
〒264-0026
西都賀2-8-8

TEL：254-8681
FAX：254-8682

泉分館
〒265-0053
野呂町622-10
TEL：228-2982
FAX：228-0514

緑図書館
〒266-0031
おゆみ野3-15-2
TEL：293-5080
FAX：293-5100

あすみが丘分館
〒267-0066 あすみが丘７-２-４

TEL：295-0200
FAX：295-0219

美浜図書館
〒261-0004
高洲3-12-1

TEL：277-3003
FAX：278-4303
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区

若
葉
区
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毛
区

稲
毛
区

緑
区
緑
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区

美
浜
区

行事名 申込方法定　員対　象開催日時

子ども一日図書館員
～やってみよう図書館の仕事～

7/27(水)
①10:30～12:00
②14:00～15:30

小学3年生 各4人
7/9(土)必着。
往復はがきまたは
電子申請で

夏休みお楽しみ教室
～ペットボトルで
　顕微鏡をつくろう～

8/20(土)
10:00～11:00 小学生 先着15人 7/15（金）までに

来館または電話で

小学生かんたん工作 8/3(水)
10:00～12:00 小学生 10人

7/13(水)必着。
往復はがきまたは
電子申請で

夏の親子おはなし会 7/23(土）
10:00～10:30

３歳児～小学生
（保護者同伴可） 先着15人 当日直接会場へ

高校生が語るおはなし会 8/19(金）
10:00～10:30

３歳児～小学生
（保護者同伴可） 先着12人 当日直接会場へ

夏の親子おはなし会 7/23(土)
11:00～11:30

３歳児～小学生
（保護者同伴可） 先着8人 当日直接会場へ

夏の親子おはなし会 7/23(土)
11:00～11:30

3歳児～小学生
（保護者同伴可） 先着15人 当日直接会場へ

夏の親子おはなし会
（鎌取コミュニティセンター共催）

7/15（金）
①11:00～11:30
②16:00～16:30

①0歳～3歳児
②4歳児～小学生
（保護者同伴可）

①先着10組
②先着7組 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～

7/27(水)
①10:00～12:00
②14:00～16:00

小学3年生 各回8人
7/9(土)必着。
往復はがきまたは
電子申請で

おおむかしのアクセサリーを
つくろう
～勾玉（まがたま）づくり～

8/3(水）
①10：00～12:00
②14：00～16:00

小学1～6年生
（1～３年生は
保護者同伴）

各回10人
7/13(水）必着。
往復はがきまたは
電子申請で
材料費：200円

夏の親子おはなし会
7/13（水）
①11：00～11:30
②15：45～16:15

①0歳～3歳児
（保護者同伴）
②4歳児～小学生
（保護者同伴可）

先着10組 当日直接会場へ

打瀬分館
〒261-0013
打瀬2-13

TEL：272-4646
FAX：272-4648

夏の親子おはなし会
7/28（木）
①11:00～11:20
②15:30～15:50

①0～3歳児と
その保護者
②3歳児～小学生
（保護者同伴可）

①先着16人
②先着8人 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～

7/27(水）・
   28(木）
①9：30～12:00
②13：30～16:00

小学3年生 各回4人
7/10（日）までに
往復はがきまたは
電子申請で

おもしろ算数と絵本の会 8/3(水）
10：00～11:30 小学生 20人程度

7/14（木）までに
往復はがきまたは
電子申請で

区 図書館名・申込先

みやこ図書館
〒260-0001
都町3-11-3

TEL：233-8333
FAX：234-4187

中央図書館
〒260-0045
弁天3-7-7

電話287-3980
FAX287-4053

白旗分館
〒260-0841
白旗1-3-16

TEL：264-8566
FAX：268-1032

花見川団地分館
〒262-0046
花見川3-31-101
TEL：250-5111
FAX：250-5112

みずほハスの花
図書館
〒262-8733

瑞穂1‐1 花見川区役所１階
TEL：275-6330

稲毛図書館
〒263-0043
小仲台5-1-1 
TEL：254-1845
FAX：284-4795

花
見
川
区

花
見
川
区

中
央
区

中
央
区

稲
毛
区

稲
毛
区

行事名 申込方法定　員対　象開催日時

親子図書館たんけんツアー
7/29(金)
①10:00～11:30
②14:00～15:30

小学生
（保護者1人の同伴可）

各回10人
7/9（土）必着。
往復はがきまたは
電子申請で。

子ども読書講座「キリン研究者
・郡司芽久先生が語る！
キリンのヒミツと研究のお仕事」

8/21（日）
14:00～15:30

小学4年生以上
（10代優先） 35人

7/15（金）必着。
往復はがきまたは
電子申請で

夏の親子おはなし会 8/17（水）
15:30～16:00

3歳児～小学生
（保護者同伴可）

先着8人 当日直接会場へ

夏の親子おはなし会
7/12（火）
①15:30～16:00
②16:00～16:30

①3～5歳児
（保護者同伴可）
②6歳児・小学生
（保護者同伴可）

各回先着10組 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～

7/27(水） 
①10：00～12:00
②14：00～16:00

小学3年生 12人
（各回6人）

7/10（日）必着。
往復はがきまたは
電子申請で

わくわく体験教室
～テレイドスコープをつくろう！～

8/17（水）
14:00～15:00

小学生 12人
7/14（木）必着。
直接来館・電話
または電子申請で

夏の親子おはなし会 7/30（土）
11:00～11:30

3歳児～小学生
（保護者同伴可） 先着10人 当日直接会場へ

夏の親子おはなし会
7/16（土）
①11:00～11:30
②15:00～15:30

①3～6歳児
②小学生
（保護者同伴可）

各回
先着5組

当日直接会場へ
※会場：花見川保健
　　　 福祉センター

夏の親子おはなし会
7/8(金)
 ①15:15～15:45
 ②16:00～16:30

①3～4歳児
②5歳～小学生
（保護者同伴可）

各回先着10人 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～

8/3(水)
10:00～12:00
8/4(木)
10:00～12:00

小学3年生
各回10人
（多数の場合は
抽選）

7/15（金）必着。
往復はがきまたは
電子申請で

※ご不明な点は、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あります。併せてご確認ください。

はがきで申し込む場合は、行事名・氏名・住所・年齢・
電話番号・希望日時(第2希望まで)を明記して、各図書館へ。

応募者多数の場合抽選。市内在住者対象。
参加費
無料

電子申請は、千葉市図書館ホームページから。
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〒263-0015 作草部2-8-3
oubo.tsuga@ccllf.jp

区 公民館名

生浜公民館
TEL：263-0268
FAX：263-0907

成年後見制度を学ぶ

国際理解講座
「分断化が進む国際情勢
―日本の政策選択を探る」

夏休み体験教室
①スポーツチャンバラ
②藍染
③ソフト粘土

暮らしのセミナー
「紙バンドで万能カゴ作り」

夏休み子ども講座
「科学実験教室～火薬を
使わない線香花火を作ろう」
A・B・C・Dコース

まなぶ先生の
スクラッチ入門～基礎編～

わくわく子ども教室
～科学館プログラミング
ｍBot～①②

寄り添って実家のお片付け

家族で避難所体験

中
央
区

中
央
区

稲
毛
区

稲
毛
区

葛城公民館
TEL：222-8554
FAX：222-1453

プラレールで遊ぼう！

シニアのための
スマートフォン講座
ー基礎編・応用編ー

体験版！防災講座
①起震車などの体験
②食の備えについて

親子で姿勢チェック
骨盤から子どもの
健康を守ろう

川戸公民館
TEL：265-9256
FAX：265-4372

新宿公民館
TEL：243-4343
FAX：243-3972

末広公民館
TEL：264-1842
FAX：264-3746

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

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

講座名 日時・対象・定員・申込方法など 区 公民館名

朝日ケ丘公民館
TEL：272-4961
FAX：271-6994

さつきが丘
公民館

TEL：250-7967
FAX：286-6469

轟公民館
TEL：251-7998
FAX：285-6301

山王公民館
TEL：421-1121
FAX：423-0359

小中台公民館
TEL：251-6616
FAX：256-6179

千草台公民館
TEL：255-3032
FAX：255-3682

都賀公民館
TEL：251-7670
FAX：284-0627

緑が丘公民館
TEL：259-2870
FAX：286-6442

初めてのハーバリウム教室

とどろき夏の落語会

認知症になったら困る
お金のこと

ふろしきの包み方教室
～エコバックとしての
使い方～

親子で工場見学
～大成ユーレック
千葉工場見学(山王)～

夏休み小学生講座
「すいたオリジナルの
紙でお手紙を書こう」

アートでコミュニケーション
「椅子のリメイクと
等身大アート」

パステル画体験
「親子パステル画教室」

リサイクルして
万華鏡を作ろう！

おたのしみおはなし会

アートフラワー講習
私色のコスモス

とべ！ペパコプター

まなぶ先生の
スクラッチ入門～基礎編～

キッズ・チャレンジ
「リサイクルして
万華鏡を作ろう！」

介護保険制度のしくみ
～要介護認定とそれから～

大切なポイントを
わかりやすく！
成年後見制度の活用を学ぶ

千葉市科学館出張科学イベント
プログラミングで「レゴ EV3」を
自動運転させてみよう！

親子で考えようSDGｓ！
ふろしきの活用教室

木工教室
「杉板目の花入れづくり」

第1回子ども科学教室

歴史講座(子守神社)

夏休み子ども教室
「プログラミング体験
～レゴEV３の自動車運転～」

夏休み子ども教室
「リサイクルして
万華鏡を作ろう！」

花
見
川
区

花
見
川
区

稲
毛
区

稲
毛
区

講座名 日時・対象・定員・申込方法など 区 公民館名

犢橋公民館
TEL：259-2958
FAX：259-6431

検見川公民館
TEL：271-8220
FAX：271-9319

こてはし台
公民館

TEL：250-7977
FAX：250-1992

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

こどものあそびば＠幕張

幕張公民館
TEL：273-7522
FAX：273-6185

更科公民館
TEL：239-0507
FAX：239-0569

はじめてのスマホ体験
「スマホに触れてみよう」
(貸出用のスマホを使用します)

キッズ・チャレンジ
「ヒップホップを楽しもう」

千葉市科学館出張科学イベント
プログラミングで「レゴ EV3」を
自動運転させてみよう！

シニアライフ講座
「高齢期を元気に
過ごしましょう！」

手ぶらではじめての
スマホ体験
「シニア向け入門編」

初心者歓迎！
囲碁サークル体験会

特別支援学級・
学校児童生徒対象
「スポーツチャンバラ教室」

初めての陶芸教室

年齢問わず楽しめる！
「ボッチャ体験講座」

郷土の歴史

はじめてのスマホ体験教室

夏休みファミリーコンサート
・吹奏楽演奏会

コケ玉で夏の緑を楽しむ

まちかどお薬講演会
～薬剤師から学ぶお薬の話～

親子パン作り教室

若
葉
区

若
葉
区

花
見
川
区

花
見
川
区

講座名 日時・対象・定員・申込方法など 区 公民館名

越智公民館
TEL：294-6971
FAX：294-1931

おゆみ野公民館
TEL：293-1520
FAX：293-1521

椎名公民館
TEL：292-0210
FAX：292-4631

磯辺公民館
TEL：278-0033
FAX：278-9959

稲浜公民館
TEL：247-8555
FAX：238-4176

高浜公民館
TEL：248-7500
FAX：248-6851

みつわ台公民館
TEL：254-8458
FAX：254-3135

桜木公民館
TEL：234-1171
FAX：234-1172

加曽利公民館
TEL：232-5182
FAX：232-6408

若松公民館
TEL：231-7991
FAX：231-0798

美
浜
区

美
浜
区

緑
区
緑
区

若
葉
区

若
葉
区

講座名 日時・対象・定員・申込方法など

7/27(水) 13:30～15:00
［対］成人　
［定］20人　
［申］7/2(土)～6(水)に電話で

7/11(月)10:00～12:00
［対］成人　
［定］16人　
［申］7/2(土)～8日(金)に電話で

①7/30(土)②8/17(水)
③8/23(火) 10:00～12:00
［対］①小・中学生②小学3年～6年生
 ③小学1年～6年生　
［定］①・②１５人　③１６人
［料］①無料・②５００円③600円　
［申］7/1(金)～15(金)に電話で

7/13(水)9:30～12:00
［対］成人　
［定］10人　［料］500円　
［申］7/1(金)～5(火)に電話で

７/２７（水）
A：9：30～10：30
B：10：45～11：45
C：13：30～14：30
D：14：45～16：15
［対］小学4年生～中学生
 Dのみ保護者同伴
［定］各６人 Dのみ２組
［料］一人200円
［申］6/29（水）～7/6（水）に電話で

7/21(木)10:00～12:00
［対］パソコンを使ったことのある
 小学3～6年生　
［定］10人
［持］筆記用具
［申］7/2(土)～10(日)に電話で

８/２２（月）①13：30～14：30
②15：00～16：00
［対］①小学4～6年生
 ②小学1～3年生
 （院内小・千草台東小優先）　
［定］各１０人　［持］筆記用具
［申］7/2(土)～10(日)に電話で

8/18(木)10:00～12:00
［対］成人　［定］16人
［料］400円
［申］7/2(土)～11(月)に、必要事項を
 明記して、星久喜公民館Eメール
oubo.hoshiguki@ccllf.jpへ

7/31(日)10:00～12:00、
13:00～15:00
［対］どなたでも　
［定］各20人
［持］上履き　
［申］7/2～15（金）に必要事項を明記し

てEメールで左記アドレスへ。

8/6(土)13:00～16:00
［対］小学生と家族
［料］100円
［定］20人　
［持］上履き・避難時に必要と思うもの
［申］7/2～15（金）に必要事項を明記し

てEメールで左記アドレスへ。

7/12(火)・13(水)
10:00～12:00　全2回
［対］60歳以上 　［定］12人
［申］7/3(日)～5(火)に電話で

①7/31（日）13：30～15：30
②8/7（日）13：30～15：00
［対］①どなたでも
 （小学4年生以下は保護者同伴）
 ②成人
［定］20人　
［申］7/4(月)～11(月)に電話で

7/30(土)10:00～11:30
［対］4歳～小学生と保護者 
［定］8組
［申］7/2(土)～9(土)に電話で

7/27(水)9:30～12:00
［対］60歳以上
［定］25人
［申］7/2(土)～4(月)に電話で

7/22(金)10:00～12:00
［対］成人　
［定］10人　
［申］7/2(土)～6(水)に電話で

7/29(金)9:30～12:00　
［対］小学4～6年生と保護者　
［定］8組16人　
［申］7/10(日)～16(土)に電話で

7/23(土)13:30～15:30
［対］小学生
［定］8人
［料］150円
［申］7/2(土)～7/8(金)に電話で

7/30(土)・31(日)
13:00～16:00　全2回
［対］どなたでも
 (小学生以下は保護者同伴)
［定］8人
［申］7/15（金）必着。
 必要事項を明記して、往復はがきで
左記住所またはEメールで左記アド
レスへ。

8/6(土) 10:00～12:00
［対］3歳児～小学3年生と保護者
［定］12組24人
［料］1組200円
［申］7/15（金）必着。
 必要事項を明記して、往復はがきで
左記住所またはEメールで左記アド
レスへ。

8/20(土)13:30～16:00
［対］小学生以上　
［定］30人　
［申］7/15（金）必着。
 必要事項を明記して、往復はがきで
左記住所へ。

7/23(土)10:00～12:00
［対］どなたでも
［定］14人　
［申］7/8（金）必着。
 必要事項を明記して、往復はがきで
左記住所またはEメールで左記アド
レスへ。

7/10(日)13:30～15:30
［対］小学生
［定］10人
［料］600円　
［申］7/4(月)まで電話で

7/20(水)13:30～15:30
［対］成人
［定］8人
［料］1,500円
［申］7/2(土)～8(金)に電話で

7/21(木)14:00～15:00
［対］小学生　
［定］10人　
［申］7/2(土)～8(金)に電話で

7/30(土)10:00～12:00
［対］小学生
［定］15人
［申］7/12(火)～18(月・祝)に電話で

7/19(火)14:00～15:00
［対］小学生
 (2年生以下は保護者同伴)　
［定］10人　　
［申］7/3(日)～9(土)に電話で

7/31(日)
①10:00～11:00、
②11：20～12:20
［対］小学生(4年生以下は保護者同伴)　
［定］各10人
［申］7/15(金)～21(木)に電話で

7/27(水)10:00～12:00
［対］パソコンを使ったことがある
 小学3～6年生
［定］10人
［持］筆記用具、飲み物　
［申］7/2(土)～12(火)に電話で

7/30(土)10:00～11:00
［対］小学生（1・2年生は保護者同伴）
［定］12人
［持］飲み物 
［申］7/2(土)～12(火)に電話で

８/５（金）10：00～11：00
［対］小学生
［定］20人
［申］7/2（土）～12（火）に電話で

7/23(土)10:00～11:30
［対］小学生
［定］12人
［申］7/2（土）～12（火）に電話で

7/30(土)10:00～12:00
［対］小学1～6年生
 (4年生以下は保護者同伴)
［定］10人
［申］7/2（土）～12（火）に電話で

8/4(木)10:00～11:00
［対］小学生(2年生以下は保護者同伴)
［定］10人
［申］7/2(土)～12(火)に電話で

7/24(日)10:00～11:00
［対］小学4～6年生
 （4年生は保護者同伴）　
［定］10人　
［申］7/2(土)～9(土)に電話で

7/30(土)10:00～12:00
［対］小学4～6年生と保護者　
［定］7組14人
［申］7/2(土)～9(土)に電話で

8/1(月)13:30～15:00
［対］成人
［定］20人
［備］難聴の方向けにヒアリングループの

用意あり
［申］7/2(土)～23(土)に電話で

8/3(水)10:00～11:30
［対］成人
［定］15人　
［申］7/2(土)～9(土)に電話で

7/30(土)10:00～12:30
［対］成人　［定］12人
［料］900円　
［申］7/2(土)～8(金)に電話で

8/17(水)10:00～12:00
［対］小学3年生～中学生
［料］200円　［定］10人
［申］7/18(月・祝)～24(日)に電話で

７/１４（木）
①10：00～10：20
②10：40～11：00
③11：20～11：40
［対］２歳児前後と保護者
［定］各10組
［申］7/3（日）までに、左記URLへ

7/28(木)10:00～12:00
［対］成人
［定］20人　
［申］7/4(月)～14(木)に電話で

7/16(土)10:00～12:00 　
［対］成人　
［定］25人　
［申］7/2(土)～13(水)に電話で

8/6(土)9:30～12:30
［対］小中学生と保護者　
［定］10人　［料］500円　
［申］7/2(土)～24(日)に電話で

7/27(水)10:00～12:00　
［対］成人　
［定］12人　
［申］7/2(土)～8(金)に電話で

7/13(水)10:00～12:00
［対］成人
［定］20人  
［申］7/2(土)～5(火)に電話で

7/29(金)10:00～12:00
［対］60才以上の方
［定］15人　
［申］7/7（木）必着。
 必要事項を明記して、往復はがきで

左記住所へ。

7/20(水)、8/3(水)
13:30～16:00　全2回
［対］小学生～成人、1日の参加も可。
 未経験者応相談。　
［定］先着4人程度
［申］7/2(土)～電話で

8/7(日)13:30～15:00
［対］特別支援学級・学校に在学中の子ど

もと保護者　
［定］3組6人
［持］長袖長ズボン、上履き、タオル、飲み物
［申］8/2（火）必着。
 必要事項を明記して、Eメールで左

記アドレスへ。

7/14・21・28、8/4・18・25の木曜日
10:00～12:00　全6回
［対］はじめて受講する成人
［定］6人
［料］1000円
［申］7/2(土)～6(水)に電話で

7/12(火)10:00～11:30
［対］成人　［定］10人
［申］7/2(土)～5(火)に電話で

7/28(木)10:00～11:30
［対］成人　［定］20人
［申］7/1(金)～21(木)に電話で

7/20(水)10:00～12:00
［対］成人　［定］15人
［申］7/2（土）～4（月）に電話で。
 必要事項を明記して、左記アドレス
へEメールも可。

7/31(日)14:00～15:00
［対］小学生以上　［定］30人
［申］7/2（土）～10（日）に電話で。
 必要事項を明記して、左記アドレス
へEメールも可。

7/30(土) 10:00～12:00
［対］成人　［定］8人　［料］800円
［申］7/8（金）必着。
 必要事項を明記して、往復はがきで

左記住所へ。

公民館

【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。

区 日 程 会 場 問い合わせ

7月13日(水)
 15日(金)
 22日(金)

小中台公民館
草野公民館
轟公民館

小中台公民館
TEL：251-6616

7月13日(水)
 27日(水) 幕張公民館

幕張公民館
TEL：273-7522

花
見
川

稲
毛

7月  4日(月)
12日(火)
25日(月)

松ケ丘公民館
生浜公民館
新宿公民館

松ケ丘公民館
TEL：261-5990

中
央

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

7月14日(木)
 28日(木)

7月21日(木)

7月  6日(水)
  11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。

［対］：対象　［定］：定員　［料］：料金　［申］：申込方法　［持］：持ち物 ［備］：備考　「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

子どもお話会
「夏のこわ～いお話」

ーシニア映画会ー
「山下清物語
裸の大将放浪記」

●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

oubo.miyazaki@ccllf.jp

〒263-0021 轟町1-12-3

〒264-0032
みつわ台3-12-17

〒263-0054
宮野木町1807-3

oubo.midorigaoka@ccllf.jp

https://www.chiba-
kominkan.jp/

hanamigawa/makuhari

oubo.wakamatu@ccllf.jp

oubo.isobe@ccllf.jp

oubo.inahama@ccllf.jp

〒261-0003 高浜1-8-3



〒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／7/4（月）、9/13（火）～16（金）、9/26（月）、10/24（月）

問合せ

千葉市科学館千葉市科学館

青少年の日フェスタ青少年の日フェスタ

〒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（13：00～14：０0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）

申込先・問合せ

千葉市子ども交流館千葉市子ども交流館

〒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/index.html
●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、翌平日）

問合せ

加曽利貝塚博物館加曽利貝塚博物館

〒260-0856 中央区亥鼻1-6-1　TEL:222-8231／FAX:225-7106
〈Eメール〉 kyodo.EDL@city.chiba.lg.jp
〈ホームページ〉 https://www.city.chiba.jp/kyodo/
●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、翌平日）

問合せ

郷土博物館郷土博物館

会 期／7/16(土)～9/4(日）
会 場／加曽利貝塚博物館企画展示スペース
内 容／自分だけの市内遺跡マップを作成してみよう
料 金／無料

申込／7/15（金）までに電子申請

江戸時代、幕張等で青木昆陽が試作したさつまいもは、飢饉を救うための作物として広
く普及していきました。江戸後期には市内各域で生産されたさつまいもが江戸に出荷さ
れ、庶民に広く親しまれました。末期には、本市域においてさつまいもを利用したデンプ
ン製造業が起こり、明治以降、デンプンを原材料とする食品やアルコール、医薬品の製造
などが、市域の代表的な産業として発展してきました。
本企画展では、「芋神様」として知られる青木昆陽の生涯や歴史的役割、近世のさつまい
もの流通や関連する事件、近代のデンプン製造業の様子などを紹介することを通じて、
市域における「さつまいも」の位置付けを明らかにします。

NHKの大河ドラマで取り上げられるなど、今、鎌倉時代が脚光を浴びています。
本パネル展は、当館で1月～3月に実施した「南関東編」に続き、「北関東編」と
して鎌倉幕府成立に際し千葉常胤と共に活躍した有力御家人7人を紹介しま
す。また、パネルとともに当時の武士たちにまつわる資料を公開します。この機
会に常胤の活躍した時代と千葉氏への理解を深めてみませんか。

千葉市の歴史を手軽に学ぶことができる
歴史読本を刊行しました。各時代の特徴
等を示す様々なテーマやコラムと、そこに
掲載された遺跡・遺物、古文書、写真など
の多種多様な歴史資料を通し、千葉市の
歴史を手軽に知ることができます。

夏休み子供向け展示
「調べて発見！

わたしのまちの縄文時代2022」

「千葉常胤と13人の御家人たち（北関東編）」

小学校４～６年生及び中学生向けに博物館資料を使って郷土の歴史
を学ぶ講座の参加者を募集します。

令和4年度 夏休み郷土史講座

日 時／7/20（水）13:30～15:00　会 場／館内　
対 象／千葉市在住もしくは市内小学校に通学している小学４年生～６年生

「見て、さわって、動かして！昔の道具
―博物館の道具から考える昔のくらし」

募集人数／各講座１２人 ※講座中の保護者の同席はできません。
募集方法／7/12（火）までに電子申請または往復はがき
 （7/12（火）必着）で申し込み（応募多数の場合は抽選）
料 金／無料

日 時／7/22（金）13:30～15:00　会 場／館内　
対 象／千葉市在住もしくは市内中学校に通学している中学生

「見て、さわって、考えよう！昔の道具
―道具から見えてくる、その時代のこと」

共通
事項

夏の縄文体験デー夏の縄文体験デー
夏休みのお盆に加曽利貝塚で作って・学んで体験しよう！勾玉づくりなどの縄文体験
プログラムが盛りだくさん！　※申込者多数の場合は抽選になります。

「甘藷先生の置き土産―青木昆陽とサツマイモ」

令和4年度 企画展

会 期／8/30（火）～10/16（日）　会場／2階展示室／料金　無料 会 期／～7/12（火）　会場／１階企画展示室／料金　無料

■期間／１０/１８（火）～1２/1１（日）　■会場／2階企画展示室　■料金／無料

パネル展

小学４年生～６年生向け

中学生向け

日 時／ ①８/２（火）１４：００～１５：３０
 ②８/９（火）１４：００～１５：３０
 ③８/１６（火）１４：００～１５：３０

さあ、もうすぐ夏休み！ 暑い夏は涼しい千葉市子ども交流館でいっぱいあそぼう！
夏休み・まんが教室夏休み・まんが教室

絵が苦手でも大丈夫！誰でも楽しく学べる 
あべかよこ先生のまんが教室です。
「絵がうまく描けるようになるちょっとした
テクニック」を学び、創造する意欲や
表現力を高めましょう。

日時：９/１７（土）10:00～16:00
会場：千葉市生涯学習センター
「青少年の日」である9月の第３土曜日に開催します！
いろんな体験ができるよ！ぜひ遊びにきてね！ 

夏休みイベント

～有名人の似顔絵と４コマまんがを描こう～～有名人の似顔絵と４コマまんがを描こう～

※３日とも同じ内容です。

場　所／千葉市子ども交流館４階工房
対　象／小学生以上
定　員／各回８人
参加費／各回５００円
受　付／７/１４（木）より電話で事前予約受付

日　時／８/８(月)
 ①１０:００～１２:００②１４:００～１６:００
会　場／５Fパソコンコーナー
対　象／小学生以上
定　員／各回１０人
参加費／無料
受　付／７/１４（木）より電話で事前予約受付

～おてがるゲームをつくろう！～～おてがるゲームをつくろう！～
「夏休み・プログラミング講座」「夏休み・プログラミング講座」

ビジュアルプログラミング言語「Scratch」を使って、簡
単なゲームを作ります。プログラミングの基礎はもちろ
ん、ゲーム作りに大切な考え方も一緒に学んでいきま
しょう。

事件解決の相棒！？「科学」を味方につけて、
真実を見つけ出そう！

●事件発生！キミも捜査員！！
サイエンスアート広場に事件現場が！？
捜査ラリーに参加して証拠をあつめよう
●科学捜査ってなんだろう？
ドラマや映画にも出てくる科学捜査。
どんなことをするのかな？
●証拠の鑑定方法を知ろう
指紋鑑定やDNA鑑定…歯の鑑定も！？
いろいろな鑑定方法を見てみよう
●科学の力×人の力
事件解決の相棒？科学の力と人の力をあわせると…

夏の
特別展

～真実の相棒～～真実の相棒～

日 時／7/16（土）～8/28（日） 9:00～17:00 
会 場／千葉市科学館 7階 企画展示室
料 金／大人700円、高校生450円、小・中学生250円

キミも捜査員になって、「科学」を味方に事件を解決しよう！

科学捜査展season3科学捜査展season3 展示内容

「青少年の日」及び「家庭・
地域の日」シンボルマーク

自分だけの作品を作ってみよう！

千葉都市モノレールを運転！

※写真は、過去のものです。※詳細はＨＰをご確認ください。

白バイに乗ってみよう！

市では、青少年の居場所づくりやふれあい機会の提供を目的として、
「青少年の日」及び「家庭・地域の日」を定めています。

●青少年の日…毎年9月の第3土曜日
●家庭・地域の日…毎月第３土曜日とその翌日
●青少年の日つながりウィーク…毎年9月の第3土曜日から1週間

「史料で学ぶ千葉市の今むかし」刊行しました！千葉市歴史読本

「千絵の海『下総登戸』」

令和4年度
特別展
予告

「我、関東の将軍にならん―東国制覇を夢見た
小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏―」（仮称）

B5サイズ／220ページ／フルカラー
●販売価格：1,000円
販売場所／郷土博物館、市政情報室、
 中央区役所

※紹介する7人：畠山重忠、比企能員、新田義重、足利義兼、小山政光、宇都宮朝綱、八田知家

青木昆陽像（幕張公民館蔵）

青
木
昆
陽
墓（
東
京
都
目
黒
区
目
黒
瀧
泉
寺
墓
地
）

デ
ン
プ
ン
工
場
従
業
員
前
掛
け

（
幕
張
小
学
校
郷
土
資
料
室
蔵
）

パートナー

●勾玉づくり（対象：小学４～６年生）
●貝輪づくり（対象：小学４～６年生）
 それぞれ①10:00～11:30、②13:00～14:30
 定員：各回８人

●組紐づくり（対象：小学１～６年生）
 ①10:00～10:30、②11:00～11:30
 ③13:00～13:30、④14:00～14:30
 定員：各回４人

日 時／8/14（日）10：00～
会 場／加曽利貝塚博物館

勾玉づくり

貝輪づくり

「
表
紙
」

「千葉市鳥瞰図「風光の千葉市」

問合せ：千葉市健全育成課　TEL：245-5973
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〒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

いつもとは違う、ちょっと特別な時間が流れる「夏休み」が美
術館で起こるとしたら？「美術館をときほぐす」「作品と出会
い直す」「日常で表現する」というテーマのもと、中﨑透、ミ
ヤケマイ、目[mé]、文化屋雑貨店など現代美術家・クリエイ
ターと、千葉市美術館の所蔵作品が思いよらぬ出会いをす
る展覧会です。

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8弾。
今回は市内在住の画家・堀由樹子さんとともに会場いっぱい
にのびのびとしたドローイングで風景を描いていきます。

日 程／7/30（土）
 19：00～20：30（集合18：30）
料 金／HP参照
対 象／どなたでも
定 員／先着30名程度
申込方法／電話にて予約後書類提出
  ※先着順

藍の生葉で絞り染め体験

日 程／7/24（日）10：00～12：00
料 金／HP参照
対 象／どなたでも
定 員／先着8組程度
 ※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。
申込締切／7/20（水）
申込方法／電話にて予約後書類提出
  ※先着順

日 程／7/18（月・祝）、8/11（木・祝）
 14：00～16：30
料 金／HP参照
対 象／ボルダリング：3歳以上　 
 トップロープ：小学生以上
 （身長115㎝以上、
 ウエスト52㎝～107㎝）
 ※小学生までは保護者同伴
定 員／各回 先着35名
申込方法／電話にて予約後書類提出
  ※先着順

夏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SNS（Facebook、LINE）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

〒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／7/16（土）～9/4（日）
休館日／8/1（月）
休室日／7/25（月）、8/15（月）
観覧料／一般1,200円、大学生700円、高校生以下無料

会 期／7/13（水）～10/2（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、
　県内在住65歳以上の方は無料

「千葉市美術館
　コレクション選」

「とある美術館の夏休み」

「つくりかけラボ08 
堀由樹子｜えのぐの森」

会 期／8/2(火)～7(日)9：00～17：15
 （最終日は15：00まで）
入場料／無料

第52回 世界児童画展 千葉県展
会 期／8/10(水)～21(日)9：00～17：15
 （最終日は15：00まで）
休館日／8/15(月)　入場料／無料

千葉市中学校美術部展

千葉市内の約20校の
中学校美術部が参加
する展覧会です。若い
新鮮な創造力をご覧く
ださい。

「世界児童画展」の優秀
作品と千葉県内の入賞
以上の作品約250点を
展示します。千葉市内か
らは小学校・中学校あわ
せて21校の作品が選ば
れ会場に展示されます。

企画展 常設展

【展覧会情報】

〒260-0841 中央区白旗1-3-16　TEL:264-8995
〈ホームページ〉 https://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/
shogaigakushu/nambuseishonen/newkawa.html

申込先・問合せ

千葉市南部青少年センター千葉市南部青少年センター
●休館日／月曜日・祝日(その日が月曜日に当たる場合はその翌日も休館)

イベント名 講座名 開催日程 対象・定員・申込方法

サマー
チャレンジ
（小学生対象）

工作Ｂ（科学工作）
「ホバークラフト」と
「スーパー万華鏡」づくり

工作Ａ（科学工作）
「どこでも走るプロペラ車」
と「ブルブル〇〇」づくり

7/28(木）13：30～15：30
7/29(金)10：00～12：00
（２日間）

7/27(水）・28(木) (２日間)
10：00～12：00

対 象／小学３・４年生　定 員／1２人（抽選）　費 用／１,０００円
申 込／参加者１名につき往復はがきに講座名、住所、参加児童氏名
（ふりがな）、保護者氏名、学校名、学年、電話番号、性別、返信用宛名
を記載、7/15(金）必着

対 象／小学１・２年生　定 員／1２人（抽選）　費 用／6００円
申 込／参加者１名につき往復はがきに講座名、住所、参加児童氏名
（ふりがな）、保護者氏名、学校名、学年、電話番号、性別、返信用宛名
を記載、7/15(金）必着

対 象／小学5・6年生　定 員／12人（抽選）　費 用／1,200円
申 込／参加者１名につき往復はがきに講座名、住所、参加児童氏名
（ふりがな）、保護者氏名、学校名、学年、電話番号、性別、返信用宛名
を記載、7/15(金）必着

対 象／小学生
定 員／午前・午後とも各12人（抽選）
費 用／500円　申 込／8/2(火)～６（土）に電話で受付

対 象／小学生
定 員／1２人（抽選）
費 用／800円　申 込／7/1(金)～1６（土）に電話で受付

工作Ｃ（科学工作）
「光センサーを使って
動くおもちゃ」づくり

7/27(水）・29(金)(２日間)
13：30～15：30

8/5(金)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
13：00～16：00

ときめき
サタディ
（小学生対象）

ねんどとLEDで
すてきなランプをつくろう

夏休み図工講座
～楽しいビー玉の
迷路づくり～

8/20(土)
（午前の部）10：00～12：00
（午後の部）14：00～16：00

対 象／小学生（１～２年生は保護者同伴）　
定 員／午前・午後とも各1２人（抽選）
費 用／無料　申 込／8/3(水)～７（日）に電話で受付

夏休み科学講座
～ガス管で万華鏡づくり～

8/23(火)
（午前の部）10：00～11：00
（午後の部）14：00～15：00

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

ナイトアドベンチャー第2回 星空散歩『夏の星座』

日 程／8/7（日）、11（木・祝）、
 14（日）、21（日）、27（土）
 10：00～12：00
料 金／HP参照
対 象／どなたでも
定 員／各回先着40名程度
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　～手作り竹灯り～

スポーツクライミング体験会
Untitled (The Museum Elements #61), 2022 
© Gottingham Image courtesy of 
Chiba City Museum of Art and Studio Xxingham

「えのぐの森のためのドローイング」撮影：加藤健

田中一村《アダンの海辺》
昭和44年(1969)
個人蔵（千葉市美術館寄託）
©2022 Hiroshi Niiyama
（6/7～7/31展示）

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。

10 11

日帰りでも宿泊でも参加できます



550円（税込）

無料駐車場あり

600円～850円（税込）

280円（税込）

新型コロナウィルス感染防止のため
時短営業を行う期間があります。

21:00

（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.33
2022年7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

　


