
＜主催・問合せ＞
千葉市生涯学習センター 学習推進グループ まなびフェスタ2022担当
〒260-0045千葉市中央区弁天3-7-7（JR千葉駅より徒歩8分、千葉モノレール千葉公園駅より徒歩5分）
Tel 043-207-5820（9:00～17：00）　Fax 043-207-5822
Email manabi.suishin@ccllf . jp　HP https://chiba-gakushu.jp



申込方法
下記必要事項を明記の上、各講座の「申込み・問合せ」の欄に記載の方法でお申し込みください(特に記載がない場合、受付開始は11月1日(火)です)。
①講座名　②日時(時間帯が複数ある場合は希望時間を明記)　③氏名(ふりがな)　④年齢(学年)　⑤郵便番号・住所　⑥電話番号(Fax番号)

【団体名】多文化共生プロジェクト
【日程】12/3(土)　　【時間】10:00 ～ 12:00
【対象/定員】高校生以上/20人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】メール(抽選・11/14締切)　ks_murao@yahoo.co.jp

多様なルーツを持つ人とみんなで話そう！　多文化共生
【団体名】NPO法人　ちば算数・数学を楽しむ会
【日程】12/3(土)　　【時間】10:00 ～ 12:00
【定員】10人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】メール(先着)　chibasansutanoshimu@gmail.com

おもしろ算数講座

【日程】12/3(土)
【時間】①10:00 ～ 10:45　②11:15 ～ 12:00　③13:00 ～ 13:45
　　　  ④14:15 ～ 15:00

【対象/定員】4・5歳児（年中・年長）と保護者/各回8組　　【費用】無料
【申込み・問合せ】メール・往復はがき(抽選・11/14締切)
生涯学習センターメディア学習グループ　〒260-0045千葉市中央区弁天3-7-7
Tel:207-5823　Email:manabi.kouza@ccllf.jp

親子で楽しむプログラミング体験　ポケットパークDEビスケット
【団体名】千葉県水墨会
【日程】12/3(土)
【時間】①10:00 ～ 10:40　②11:00 ～ 11:40　③13:00 ～ 13:40
　　　  ④14:00 ～ 14:40　⑤15:00 ～ 15:40

【定員】各回6人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】Tel・Fax・メール(先着)
Tel:090-7738-2996　Fax:251-7988　yukoayu@aioros.ocn.ne.jp

水墨画で年賀状を描いてみませんか

【団体名】千葉芸能クラブ
【日程】12/3(土)　　【時間】10:00 ～ 12:00
【対象/定員】成人/10人　　【費用】500円
【申込み・問合せ】メール(抽選・11/14締切)　iinonozomu4@gmail.com

はじめての小噺体験教室

①げんきげんきノンタン  「スプーンたんたんたん 」ほか
「マッチ売りの少女」影絵映画(影絵:藤城清治)

②「忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロント☆NEXT」地球の段
【日程】12/3(土)　　【時間】①10:00 ～ 10:30　②13:00 ～ 13:30
【定員】各回50人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】上映開始30 分前から整理券を配布(先着・地下1Fホール)
生涯学習センターメディア学習グループ：207-5823

親子アニメ上映会

ヒロシと愉快な仲間たち　防災トークショー

【出演】ヒロシ、ベアーズ島田キャンプ、ウエストランド
【日程】12/3(土)　　【時間】14:00 ～ 14:50
【定員】250人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】メール・往復はがき(抽選・10/1 ～ 11/14)
生涯学習センター学習推進グループ　〒260-0045千葉市中央区弁天3-7-7
Tel:207-5820　Email:manabi.kouza@ccllf.jp

【備考】１人１通で申込み

【団体名】施設ボランティア「映像記録ボランティア」
【日程】12/3(土)　　【時間】10:00 ～ 17:00
【対象/定員】パソコンで文字入力が出来る方/8人
【費用】無料　　【持ち物】USBメモリ
【申込み・問合せ】メール・往復はがき(抽選・11/14締切)
生涯学習センターメディア学習グループ
〒260-0045千葉市中央区弁天3-7-7
Tel:207-5823　Email:manabi.kouza@ccllf.jp

あなただけのビデオづくり
【団体名】埋蔵文化財センター
【日程】12/3(土)
【時間】10:30 ～ 12:00
【対象/定員】小学生/10人
【費用】無料
【申込み・問合せ】メール(抽選・11/14締切)
maibun.fukyu@ccllf.jp

勾玉づくり

【団体名】ごきげんちっち
【日程】12/3(土)　　【時間】14:00 ～ 16:00
【定員】12人　　【費用】350円
【申込み・問合せ】メール(先着)　gokigenchichi.chiba@gmail.com

トイレトレーニング講座
【団体名】子ども交流館
【日程】12/3(土) 　　【時間】14:00 ～ 16:00
【対象/定員】小学生以上/14人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】直接会場へ(先着・3F大研修室)

プレートシューターをつくろう！

【団体名】安藤民謡会
【日程】12/3(土)　　【時間】14:00 ～ 16:00
【対象/定員】民謡初心者/13人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】往復はがき・Tel・Fax(先着)
〒263-0031千葉市稲毛区稲毛東3-8-22佐藤方　Tel・Fax:244-2526

日本のうた民謡を唄い健康づくり

【団体名】セルフ・カウンセリング教室「なのはな」
【日程】12/3(土)　　【時間】14:00 ～ 16:00
【対象/定員】高校生以上/10人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】メール(先着)　bellmac3@ab.auone-net.jp

自分で書いて自分のこたえを見つけよう！

【団体名】千葉市中央図書館
【日程】12/3(土)　　【時間】14:00 ～ 16:00
【対象/定員】成人/30人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】Tel・Fax・中央図書館HPから電子申請(抽選・11/14締切)
Tel:207-3980(月曜休館)　Fax:287-4074

ビジネス支援講座
【団体名】千葉県詩人クラブ
【日程】12/3(土)　　【時間】14:00 ～ 16:45
【定員】15人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】往復はがき・Tel・Fax(先着)
〒263-0005千葉市稲毛区長沼町288-227根本方　Tel・Fax:251-1685

詩の朗読会、パフォーマンス

ヒロシ ベアーズ島田キャンプ ウエストランド

12/3（土）



申込方法
下記必要事項を明記の上、各講座の「申込み・問合せ」の欄に記載の方法でお申し込みください(特に記載がない場合、受付開始は11月1日(火)です)。
①講座名　②日時(時間帯が複数ある場合は希望時間を明記)　③氏名(ふりがな)　④年齢(学年)　⑤郵便番号・住所　⑥電話番号(Fax番号)

【団体名】NPO法人　キーアセット
【日程】12/4(日)　　【時間】14:30 ～ 15:30
【定員】12人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】Tel・Fax・キーアセットHP問合せフォームより(先着)
Tel:215-7802　Fax:215-7803

初めて学ぶ養育里親制度

【団体名】朗読アンサンブルれもんの会・千葉
【日程】12/4(日)　　【時間】10:30 ～ 12:00
【対象/定員】60歳以上/15人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】往復はがき(抽選・11/14締切)
〒277-0858柏市豊上町5-4伊藤方

シニアのための楽しい健康朗読

① げんきげんきノンタン  「ほわほわほわわ 」ほか
　  「クリスマスの鐘」デジタル絵本(影絵:藤城清治)
② 「忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロント☆NEXT」

はやぶさ2の段
【日程】12/4(日)
【時間】①10:00 ～ 10:30　②13:00 ～ 13:30
【定員】各回50人
【費用】無料
【申込み・問合せ】上映開始30 分前から整理券を配布(先着・地下1Fホール)
生涯学習センターメディア学習グループ：207-5823

親子アニメ上映会
【団体名】千葉市美術館
【日程】12/4(日)　　【時間】①10:00 ～ 12:00　②13:30 ～ 15:00
【定員】50人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】直接会場へ(先着・3F大研修室)

木版画の多色摺り体験

【団体名】アートフラワーの会・都賀
【日程】12/4(日)
【時間】14:00 ～ 16:00
【対象/定員】市民(小学3年生以下は保護者同伴)/8人
【費用】600円
【申込み・問合せ】Tel・Fax・メール(先着)
Tel・Fax:375-8451　somebanaart@gmail.com

私色の野バラ(アートフラワー)

【団体名】施設ボランティア「まなサポ3」
【日程】12/4(日)
【時間】10:00 ～ 12:00
【対象/定員】パソコンで文字入力ができる方/16人
【費用】無料　持ち物：USBメモリ
【申込み・問合せ】メール・往復はがき(抽選・11/14締切)
生涯学習センターメディア学習グループ　〒260-0045千葉市中央区弁天3-7-7
Tel:207-5823　Email:manabi.kouza@ccllf.jp

年賀状文面作成講座
【団体名】La feede fleur
【日程】12/4(日)
【時間】10:00 ～ 12:00
【対象/定員】成人/8人
【費用】3,500円
【申込み・問合せ】Tel・Fax・メール(先着)
Tel:090-1117-6411　Fax:263-9048
lafeede.fleur@kni.biglobe.ne.jp

高品質な造花で30㎝ワイヤーリースにアレンジ

【団体名】ちば市シェアリングネイチャーの会
【日程】12/4(日)
【時間】①9:30 ～ 10:40　②11:00 ～ 12:10
【対象/定員】市民(未就学児は保護者同伴)/各回7人
【費用】300円
【申込み・問合せ】メール(先着)　manabi.sn2022@gmail.com

ネイチャーゲーム&秋のクラフトを体験しよう！
【団体名】バスストップ
【日程】12/4(日)
【時間】①10:00 ～ 10:30　②11:00 ～ 11:30
【対象/定員】①小学生　②小学5年生以上/各回12人
【費用】無料
【申込み・問合せ】メール(先着)　busstop2021foster@gmail.com

①おはなし会・里親家庭の物語　②ブックトーク・里親家庭の物語

【団体名】さえずり
【日程】12/4(日)　　【時間】14:00 ～ 16:00
【定員】7人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】往復はがき・Tel・メール(抽選・11/14締切)
〒267-0061千葉市緑区土気町1417-25山口方
Tel:090-3472-7420　htysyama@ceres.ocn.ne.jp

健康朗読
【団体名】千葉芸能クラブ
【日程】12/4(日)
【時間】14:00 ～ 15:00
【対象/定員】小学生以上(保護者同伴可)/10人
【費用】500円
【申込み・問合せ】メール(抽選・11/14締切)
mac555new@ybb.ne.jp

作って楽しむマジック体験教室

【出演】ソプラノ/門馬 あすみ 、ヴァイオリン/織戸 香帆、ピアノ/本間 翔子
【曲目】 タイスの瞑想曲(ジュール・マスネ)、オペラ「ラ・ボエームより」

私が街を歩けば(ジャコモ・プッチーニ)、楽しいクリスマスメドレー、
ディズニースペシャル・セレクション　ほか

【日程】12/4(日)
【時間】14:00 ～ 15:50　途中休憩あり
【対象/定員】4歳以上/200人　　【費用】無料
【申込み・問合せ】メール・往復はがき(抽選・10/1 ～ 11/14)
生涯学習センター学習推進グループ　〒260-0045千葉市中央区弁天3-7-7
Tel:207-5820　Email:manabi.kouza@ccllf.jp

【備考】１通につき4人まで申込可（全員の氏名・年齢を明記）

コンサート　歌とヴァイオリンとピアノによる音楽のおくりもの

門馬 あすみ 織戸 香帆 本間  翔子

12/4（日）



やむを得ない事情により中止・内容の変更となる場合があります。

展示は２日間とも10：00〜16：00
直接会場へ

ステージ

展　示

【出演団体】  Vesper
【出演時間】14:30 ～ 14:50

７．なつかしの　スタンダード　ジャズボーカル

【団体】  土曜の水彩画
【会場】3F展示ホール

土曜の水彩画　作品展

【団体】  アートフラワーの会・都賀
【会場】3F展示ホール

染めて作った花・アートフラワー展

【団体】  バスストップ
【会場】1Fエントランス

児童書・絵本から知る里親家庭

【団体】  千葉県水墨会
【会場】3F展示ホール

水墨画展示

【団体】  NPO法人　キーアセット
【会場】1Fエントランス

知ってほしいな里親のこと

【出演団体】  オハナ　フラ　エ　カイノア
【出演時間】10:30 ～ 10:50

１．フラダンス
【出演団体】  ♬ベル・ビオ♡ハッピーズ
【出演時間】11:30 ～ 11:50

１．♡素敵な「♬ベルとヴィオリラ」コンサート

【出演団体】  千葉芸能クラブ
【出演時間】11:00 ～ 11:20

２．ミニマジックショー
【出演団体】  pupuori  HEI  TAPU  ORA
【出演時間】12:00 ～ 12:20

２．楽しくタヒチアンダンス

【出演団体】  ダンススタジオEstudioM
【出演時間】11:30 ～ 11:50

３．ダンスのリズムで笑顔に！
【出演団体】  下旭斎ミス多とマジック＆ダンス
【出演時間】12:30 ～ 12:50

３．何でもありの新日本舞踊

【出演団体】  ピアチェーレ
【出演時間】12:00 ～ 12:20

４．歌声で元気を届けたい
【出演団体】  ちば室内管弦楽団
【出演時間】13:00 ～ 13:20

４．木管五重奏で奏でる珠玉の名曲

【出演団体】  マラプア　ウクレレ
【出演時間】12:30 ～ 12:50

５．癒しのウクレレ
【出演団体】  Club. J. Tap
【出演時間】13:30 ～ 13:50

５．タップダンスと音楽コラボ

【出演団体】  FAAHEIVA
【出演時間】13:00 ～ 13:20

６．タヒチアンダンス
【出演団体】  プルメリアクラブ
【出演時間】14:00 ～ 14:20

６．フラダンス

【出演団体】  打鼓打Jr.
【出演時間】13:30 ～ 13:50

７．和太鼓演奏

12/4（日）12/3（土）


