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千葉市と市原市、佐倉市にキャンパスがある12の私立大
学が参画し、千葉市や産業界と連携する「ちば産学官連
携プラットフォーム」。主に生涯学習事業を担当する敬愛
大学の藤森孝幸・地域連携センター長に、このプラット
フォームの目的や「ちば学リレー講座」などの取り組みに
ついてお話を伺いました。

市民に向けた「ちば学リレー講座」を敬愛大学生涯学習センターなどで開催中

す。また、新型コロナウイルス感染拡大防止として、講座を収録し
た動画によるオンデマンド配信も実施しています。
　この講座はシニア世代のリピート率が非常に高いことが特徴
ですが、テーマによっては現役大学生などが一緒に受講すること
もあります

　敬愛大学は20年間に渡って、地元稲毛、千葉の“地域の伴奏
者”として、大学の知的資産の開放を積極的に進めています。大
学生の正規授業の公開だけでなく、語学やパソコンの講座から
行っていました。当初は稲毛キャンパスの教室で講座を実施して
きましたが、2014年、講座の数や受講生の増加にともない、稲毛
駅から徒歩1分という、アクセスの良いビルの一角に、「敬愛大学
生涯学習センター」を開設しました。
　現在は語学をはじめ文芸、教養、IT、資格取得など、多彩な講

座を開催しており、小学生から若者、主婦、シニア世代まで、幅広
い世代の「学びたい」というニーズにきめ細かく応える学習機会
を提供しています。

　本プラットフォームのスローガンは、『競争から共創へ』です。
一見ライバル関係にある近隣の大学が横につながって、市や産
業界とともに、地域のニーズにもっと応えていく。そのために、そ
れぞれの大学の特色や強みを生かしながら、新たな社会的価値
を「共創」していくことを願っています。
　なお、市内の公民館や町内自治会へ、参画校の教職員を講師
として派遣しています。現在は防災関連のニーズが高く、多くの
相談を受けていますが、防災以外でも学びたいテーマがありまし
たら、お気軽にご相談ください。

12の私立大学と千葉市、産業界が連携する

プラットフォーム
ちば　　　 連携

プラットフォームの発足前から
活動していた「敬愛大学」

プラットフォームの今後の
展開・目標について

産 学 官

　「ちば産学官連携プラットフォーム」は、2018年8月に設立され
ました。本プラットフォームは、千葉市の課題解決を目指すことを
目的としています。
　例えば、18歳人口の急激な減少は各大学にとって喫緊の課題
ですが、就労人口の減少にもつながるため、行政や産業界にとっ
ても課題となっています。さらに千葉市は卒業生の多くが東京の
企業に就職するという独自の問題も抱えています。そこで、千葉
市への就職を促進するため、地元企業と学生をマッチングする場
を合同で設ける取組をしています。
　また、千葉市の子どもの社会参画事業の一環である「千葉市こ
ども若者市役所プロジェクト」に協力し、高校生や大学生がワー
クショップを通じて交流しながら楽しく、「まちづくり」や「地域課
題の解決」に取り組む活動を行っています。

　プラットフォームが発足当初から継続的に展開しているのが
「ちば学リレー講座」です。参画校の教職員がそれぞれの専門性
を活かし、概ね毎月1回地域住民に向けて無料で提供するもの
で、千葉（市）に関係する歴史や福祉、健康、食、自然などさまざま
な分野からひも解いていきます。千葉市職員にも講師として、講
演していただいています。
　会場は基本的に敬愛大学生涯学習センターですが、12月24
日（土）の講座、『千葉市の「シェアリングエコノミー」、「大賀ハス
開花70周年事業」について』は、生涯学習センターで開催しま

教職員の専門性を活かした
「ちば学リレー講座」が好評

地域の高等教育の「魅力」の向上

「学生募集力」の向上

地域の「地元企業への就職率」を向上

「多様な学び」の価値の向上

「まち」としての魅力の向上
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地域の発展や課題解決を目指す
「ちば産学官連携プラットフォーム」

敬愛大学の藤森孝幸・地域連携センター長

ちば学リレー講座：ちばの「地域デザイン」

「ニキ先生の英会話（初級）」 ちば学リレー講座：ちばの「新都市」～まくはり変貌ストーリー

http://www.pf-chiba.org/

詳細は、ちば産学官連携プラットフォーム
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期間／開催中～12/11（日） 9:00～17:00(入館は16:30まで) 会場／２階展示室　料金／無料

当イベントにおける新型コロナウイルス
感染防止対策を実施しています。

〒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/

申込先・問合せ

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／不定休（上記へお問い合わせください）

問合せ

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

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お楽しみください。

日 程／11/23（水・祝）13：00～15：00
対 象／どなたでも  定 員／先着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／11/16（水）

〒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.jp
●開館時間／9:00～17:15　●休館日／月曜日(祝日の場合、翌平日)

千葉市民ギャラリー・いなげ千葉市民ギャラリー・いなげ

郷土博物館郷土博物館

〒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

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」

我、関東の将軍にならん 小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏
「千葉市の知られざる歴史」である小弓公方足利義明を国内で初めて本格的に取り上げ、戦国時代
の関東における千葉市域の有した位置付けを再考するとともに、千葉氏の動向について紹介します。

〈郷土博物館企画展：文化財課〉

大般若経（飯香岡八幡宮蔵）
足利成氏軍旗複製

（古河歴史博物館蔵蔵）

足利頼氏木像（石堂寺蔵）

詳しくは 千葉市立郷土博物館

詳しくは 子育てふれ愛フェスタ2022

自然の家のイベントで「秋」満喫！

日 程／11/12（土）9：30～12：00
対 象／どなたでも 定 員／先着10家族

テーマ／熟睡プラネタリウム　詳しい星空の解説はありません。
　　　　ゆっくりとリラックスしていただくお時間です。
香 り／ネムリラ ～ラベンダー～
　　　（ラベンダー、クラリセージ、ベルガモットなど）
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。　

日 時／11/18（金）、19（土） 18:30～19:15

●日 時／11/12（土）～27(日)  9：00～17：15（最終日は15：00まで）

会 期／10/13（木）～12/25（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際以上の方は無料

「千葉市美術館コレクション選」

「つくりかけラボ09 
大小島真木｜コレスポンダンス
／Correspondances」

常設展

会 期／11/12（土）～12/25（日）
休室日／11/21（月）・12/5（月）
観覧料／一般1,000円、大学生700円、

高校生以下無料

企画展

第6回 

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。

紅葉の秋も日帰りイベント目白押しです。宿泊のイベントもあります。
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。

〒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

わくわく
カレッジ

学習支援

プリザーブドフラワーの
クリスマスケーキ風アレンジ

1１/19(土）
13:30～15:30

対 象／１６歳以上　定 員／12名（先着順）　費 用／２,０００円
申 込／１１/１（火）より電話で受付

対 象／市内在学小学2年生（3回とも参加できる方） 定 員／10人（抽選） 費 用／無料
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、11/15(火）必着

キッズ・イングリッシュ
ー小学２年生のための英語入門ー

12/3・10・17（土）
全3回
10:00～11:00 　　　

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。

子育てふれ愛フェスタ2022子育てふれ愛フェスタ2022

「SEOPPI」こと、瀬尾剛
選手がスピードのある素
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。
（体験は先着20名様程
度になります。）

パステルという画材を粉上にして、指を使っ
て画用紙に描いていきます。穏やかで温か
みのある特性に、透明感とやさしさが加わっ
た作品になります。

牛乳パックや風船を使
い、自分だけのイラスト
を描いて、カラフルな
「ジャンボヨーヨー」を
作ります。

子ども交流館で、親子でふれあい、笑顔になろう！

日時／11/23（水・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（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）

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／100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／100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！「パステルあそび」

時間／①10：30～11：30
②14：30～15：30
定員／各回8組
参加方法／当日先着順
（各回30分前より受付）
対象／4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「ジャンボヨーヨー」

時間／①10：30～11：30 
②14：30～15：30

定員／各回10人
　　　（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／3歳以上（未就学児は保護者同伴）
会場／4F工房

○関連イベント・生実・浜野歴史散歩　１月下旬～２月上旬予定（詳しくは館ＨＰ、市政だより１月号参照）

「きみは足利義明を知っているか・・・」 錦絵「北条九代記鴻之台合戦」（当館蔵）

ワンデー農業～サツマイモ掘り体験～

日 程／11/23（水・祝）
対 象／ボルダリング部門：小学1～3年
　　　 トップロープ部門：小学4～6年

※保護者同伴。
　定 員／各先着20名

スポーツクライミング競技大会

こだわりクラフトワークショップ
～本革オーナメントクリスマスリース～

日 程／11/27（日）までの土・日・祝日
対 象／どなたでも

BBQ体験広場

●場 所／旧神谷伝兵衛稲毛別荘1階洋室

いなげ八景水彩画コンクール展
稲毛地域には、かつて海辺の保養地だった頃の歴史や文化が多く残されています。こう
した記憶を発掘し、街の魅力を発信していくために、「いなげ八景」を選定しました。

稲毛の海辺に別荘を建
てた日本の「ワイン王」・
神谷伝兵衛の足跡につ
いて、わかりやすい映像
で紹介します。

「神谷伝兵衛の足跡」
旧神谷伝兵衛稲毛別荘 動画上映会

絵本でひらくアジアの扉－日本と韓国のいま

しおたにまみこ《たまごのはなし》2020年
（BIB2021金牌）作家蔵©しおたにまみこ

ブラチスラバ世界絵本原画展

現代美術家の大小島真木さんと「人間以外の目線で
世界を語る」というテーマでのもと、公開制作やトーク
イベントをとおして、空間を作り上げていきます。

大小島真木《胞衣 Ena》(部分)2022年 
画像提供：セゾン現代美術館
撮影：加藤健

第
５
回
市
長
賞(

一般
部
門)

佐
藤
節
子「
根
上
り
の
松
」

第５回市長賞
(小学生・中学生部門)
足達佐和子「樹」

板倉鼎《立てる少女》
昭和2年(1927)
千葉市美術館蔵
（10/5～12/25展示）

スロバキア共和国で2年ごとに開催される世界最大規
模のコンクールの中で、近年の活躍が目覚ましい日本と
韓国の絵本の今をご紹介します。

※申込方法はすべて電話予約の後、書類提出 先着順 ※料金はすべて上記㏋参照

入場無料

「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」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。

政令市移行30周年記念  令和4年度特別展

〒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

日 時／12/17（土）
１0：3０～１１：0０・１４：3０～１5：0０
※午前と午後は同じ内容です。

冬の親子おはなし会冬の親子おはなし会

日帰りでも宿泊でもできます。

大型絵本をつかった
おはなし会を行います。

場 所／生涯学習センターアトリウムガーデン
対 象／3歳以上の子どもと保護者
定 員／各20人（当日先着順）

4 5
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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

ボッチャ生浜カップ

地球環境から考える
レジ袋の削減やエコバック

フォトフレームに
クリスマスツリー飾り

カラスとヒトとの付き合い

パソコン講座
「ワードでチラシを
作成しよう」

歴史講座
～千葉常胤の実像に迫る～

埋蔵文化財からみる
自然災害

さわやかミニコンサート
～フルートの調べ～

もらって嬉しい年賀状
～個性が光る～

産後のヨガ～きれいで
元気なママになる！～

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

朝日ケ丘公民館
TEL：272-4961
FAX：271-6994

幕張公民館
TEL：273-7522
FAX：273-6185

お弁当の日応援
「ウィンナー飾り切り教室」

クリスマスの
カップ蒸しケーキづくり教室

大人の科学教室
「料理は科学！」

糸かけアートで
幾何学模様のパネル作り

クリスマスケーキを作ろう

紙バンドでつくる
クリスマスリース

千葉市の経済講座「シェアリング
エコノミーってなんだろう～
自転車もお家もお金も！シェアで
生まれる新たな価値～」

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

oubo.tsubakimori@ccllf.jp

星久喜公民館
TEL：266-4392
FAX：266-4981

oubo.hoshiguki@ccllf.jp

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
〒262-0023

検見川町3-322-25

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
花園公民館
TEL：273-8842
FAX：271-0370

花見川公民館
TEL：257-2756
FAX：286-0185

oubo.hanamigawa@ccllf.jp

パーソナルカラー講座
～何色の服が、自分を
一番素敵に見せてくれる？～

避けたい消費トラブル
不安をあおる
「点検商法」を知ろう

フルーツパウンド
ケーキ作り

太鼓体験講座
「たたいてみよう」

犢橋まちかど散歩
「御成街道旧道など」

県文書館出前講座
「江戸時代のアウトローと
関八州取締」

正月飾り作り教室
～新たな心で新年を
迎えよう！～

防災・避難訓練

ふれあい落語
「こて台亭」

親子で体験！
「星空の世界」

文学講座
「夏目漱石と千葉県」

わくわく楽学講座
園芸「ハンギング
バスケットを作ろう！」

男性のための
クッキング講座「挑戦編」

健康講座「心も健康寿命
おとなのメンタルヘルス」

そば打ち体験会
～自分で打ったそばを
味わいましょう～
練功十八法(後段）
導引術と太極拳から
生まれた医療保健操

子育て応援講座
「親子遊びを楽しもう」

一球一笑！
みんなでボッチャ

江戸流手打ち蕎麦に挑戦

子どものためのワークショップ
「絵本とアートで！
たのしく学ぼうSDGｓ」

わくわく楽学講座
日本文化
「折り紙の世界を楽しむ」

わくわく楽学講座 美術
「押し花の世界を楽しむ」

いきいきシニアの笑学校
若さと元気は姿勢から

はじめての七宝焼
～美しく奥深い七宝の
世界を体験してみませんか～

３色パステルアートで
カードをつくろう　

そば打ち入門講座

津軽三味線演奏会

初心者のための撮影講座

クリスマスケーキ作り教室

そば打ち体験教室
年越しそばにチャレンジ！

シニアのための「こころと
身体の健康」講座
～明治安田生命連携講座～

世界♪音楽の旅コンサート
VOL.3

みつわ台近辺にある
遺跡の話

尺八同好会演奏会

トールペイント教室
～クリスマスボードを
作りましょう～

行政書士による
「相続と遺言」講座

料理講習会～
簡単おいしい経済的な
よくばりおうちごはん～

太巻きずし作り教室

うさぎさんのつるし飾り

人生100年時代！「暮らしに役立つ
睡眠と健康の知恵袋」～生活
習慣病リスクチェック測定付き～

おせち料理

新アクティビティ・トイで
元気はつらつ！～指先を使って
心の栄養補給を！～

パソコン講座
「Wordで年賀状作成」

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

幕張本郷公民館
TEL：271-6301
FAX：271-0881

千草台公民館
TEL：255-3032
FAX：255-3682

黒砂公民館
TEL：241-2811
FAX：247-1931

山王公民館
TEL：421-1121
FAX：423-0359

鉄オタ先生が語る
「わかしお・さざなみ50年、
日本の鉄道150周年」

稲毛公民館
TEL：243-7425
FAX：243-3962

草野公民館
TEL：287-3791
FAX：287-3672

小中台公民館
TEL：251-6616
FAX：256-6179

轟公民館
TEL：251-7998
FAX：285-6301

緑が丘公民館
TEL：259-2870
FAX：286-6442

oubo.midorigaoka@ccllf.jp

大宮公民館
TEL：265-2284
FAX：265-6948

加曽利公民館
TEL：232-5182
FAX：232-6408
oubo.kasori@ccllf.jp

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

桜木公民館
TEL：234-1171
FAX：234-1172

都賀公民館
TEL：251-7670
FAX：284-0627
oubo.tsuga@ccllf.jp

青春（アオハル）DANCE！
We are：Drop！
秋公演（A)(B)

中世草庵文学を味わう
「徒然草における
人間観と美意識」

笑いヨガ

郷土の歴史講座
「鎌倉殿の御家人 千葉氏」

クリスマスのパン
「シュトーレン」焼いてみよう！

いざというとき、命を守る！
救命講習会

クリスマスコンサート

墨画体験～入門編～

竹細工教室
「竹の花入れを作ろう」

みどりお楽しみコンサート
～年中夢来（むきゅう）の
音楽とマジック～

「睡眠」と「健康」の知恵袋
～よい睡眠をとる～

飼い主防災

文学講座「永井荷風と市川」

アートフラワー講座
～私色のグラデーション
ヒイラギリース～

教育講話～子どもの
遊びが育む思いやり～

御朱印帳づくり教室

彩りのある暮らし
～ドライフラワーで
クリスマスアレンジ～

稲
毛
区

稲
毛
区

若
葉
区

若
葉
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

土気公民館
TEL：294-0049
FAX：294-4233
oubo.toke@ccllf.jp

誉田公民館
TEL：291-1512
FAX：292-7487

椎名公民館
TEL：292-0210
FAX：292-4631

磯辺公民館
TEL：278-0033
FAX：278-9959
oubo.isobe@ccllf.jp

打瀬公民館
TEL：296-5100
FAX：296-5566
oubo.utase@ccllf.jp

幸町公民館
TEL：247-0666
FAX：238-4153

oubo.saiwaicho@ccllf.jp

高浜公民館
TEL：248-7500
FAX：248-6851
〒261-0003 高浜1-8-3
oubo.takahama@ccllf.jp

幕張西公民館
TEL：272-2733
FAX：271-8944

oubo.makuharinishi@ccllf.jp

みつわ台公民館
TEL：254-8458
FAX：254-3135
〒264-0032

みつわ台3-12-17
oubo.mitsuwadai@ccllf.jp

若松公民館
TEL：231-7991
FAX：231-0798
〒264-0021
若松町2117-2

oubo.wakamatsu@ccllf.jp

美
浜
区

美
浜
区

緑
区
緑
区

講座名 日時・対象・定員・申込方法など

11/19(土) 10:00～11:30
［対］60歳以上の方
［定］15人
［申］11/2(水)～6(日)に電話で。

11/26(土) 9:00～12:00
［対］小学生以上の方　
［定］12組24人(1組2人) 　
［申］11/2(水)～6(日)に電話で。

11/18(金) 10:00～12:00
［対］成人
［定］１６人
［申］11/10(木)までに電話で。

11/24(木) 10:00～12:00
［対］成人
［定］10人 ［料］1,100円　
［申］11/18(金)までに電話で。

12/9(金) 13:30～15:00
［対］成人 ［定］16人　
［申］11/30(水)までに電話で。

12/7(水)・8(木)・9(金)
9：00～12：00 全3回
［対］ワードを使ったことのある成人　
［定］10人 ［料］1,200円
［持］USBメモリ(2GB以上)
［申］11/15(火)までに電話で。

11/12(土) 10:00～12:00
［対］成人
［定］１5人
［申］11/6(日)までに電話で

12/1(木) 9:30～11:30
［対］成人
［定］14人
［申］11/11(金)～15(火)に電話で。

11/20(日) 11:00～12:00
［対］小学生以上の方 ［定］20人
［備］当日駐車場利用不可　
［申］11/2（水）～10（木）に電話で。
 必要事項を明記して左記アドレスにE
メールも可。

12/4（日）10：00～12：00　
［対］小学生親子
 （5・6年生は子どものみの参加も可）
［定］10組　
［申］11/2（水）～15（火）に電話で。
 必要事項を明記して左記アドレスにE
メールも可。

11/25(金) 10:00～12:00
［対］成人  ［定］15人 
［料］150円
［申］11/2(水)～14(月)に電話で。

12/2～16の金曜日
13：30～15：30 全3回
［対］生後3～6ヶ月の乳児と母親 ［定］5組
［申］11/2(水)～14(月)に電話で。
 必要事項を明記して左記アドレスにE
メールも可。

12/17(土) 9:30～12:30
［対］小学1～6年生 ［定］9人
［料］700円
［持］マスク、エプロン、三角巾、ふきん、持

ち帰り用容器、上履き
［備］卵・牛乳・ホットケーキミックスを使いま

す。アレルギーが心配な方はお問い合
わせください。

［申］11/29(火)～12/5(月)に電話で。同
館HPからも可。

12/7(水) 10:00～12:00　
［対］成人 ［定］16人
［料］200円
［申］11/2(水)～20(日)に窓口で。
 必要事項を明記して左記アドレスにE
メールも可。

11/19(土) 13:30～15:00　
［対］小学生
［定］10人 ［料］500円　
［申］11/5(土)～11(金)に電話で

11/27(日) ①9:30～12:30
②13:00～16:00
［対］小学生 ［定］8人 
［料］700円
［持］エプロン・上履き・三角巾・布巾3～4枚
［申］11/12(土)～18(金)に電話で。

11/29(火) 13:30～14:30
［対］成人
［定］20人
［申］11/2(水)～8(火)に電話で。

11/23(水・祝)　10:00～12:00
［対］紙バンド手芸がはじめての成人
［定］16人 ［料］800円
［持］洗濯ばさみ3個、木工用ボンド、工作用

ハサミ、ウェットティッシュ、袋（作品持
ち帰り用）

［申］11/2(水)～8(火)に電話で。同館HPか
らも可。

11/26(土) 10:00～12:30
［対］成人 ［定］6人 ［料］800円
［持］エプロン、三角巾、マスク、台ふきん1・

2枚、持ち帰り用手提げ袋、飲み物
［申］11/2(水)～10(木)に電話で。同館HP

からも可。

11/30(水) 13:30～15:00
［対］成人 ［定］24人
［持］筆記用具、水筒
［申］往復はがき(1通1人)に必要事項を明

記して左記住所まで。同館HPからも
可。11/11（金）必着。

11/13(日) 13:30～16:30
［対］小学生以上の方 ［定］12人
［料］500円　
［申］11/2(水)～8(火)に電話で。

11/26(土) 12:30～16:30
［対］成人(5km歩ける方)
［定］16人 ［料］300円　
［申］11/2(水)～8(火)に電話で。

11/22(火) 10:00～11:30
［対］成人 ［定］15人
［申］11/2(水)～9(水)に電話で。

12/4(日) 14:00～16:00
［対］成人 ［定］25人　
［申］11/2(水)～9(水)に電話で。

12/4(日) 17:00～19:00
［対］小学生（保護者同伴） ［定］8組
［申］11/2(水)～9(水)に電話で。

11/20(日) 10:00～12:00
［対］成人 ［定］16人 ［料］500円　　
［申］11/3(木)～9(水)に電話で。

11/29(火) 10:00～12:00
［対］成人 ［定］20人 ［料］1,500円
［持］ニッパー、ハサミ、汚れても良い服装
［申］11/2(水)～8(火)に電話で。

11/20(日) 10:00～11:00
［対］どなたでも ［定］80人程度
［申］当日直接来館

11/24(木) 13:00～16:30
［対］パソコンで日本語入力ができる成人
［定］10人
［持］Wordが使えるノートパソコン 
［申］11/2(水)～8(火)に必要事項を明記し

て左記アドレスにEメールで。

12/14(水) 10:00～13:00
［対］成人 ［定］12人 ［料］1,200円
［申］11/28(月)～12/4(日)に電話で。

11/9(水) 9:30～12:00
［対］成人 ［定］10人 ［料］500円
［申］10/20(木)～11/4(金)に電話で。

11/24(木) 10:00～13:00
［対］成人 ［定］12人 ［料］1,500円
［申］11/2(水)～16(水)に電話で。

11/8(火)　10:00～12:00
［対］成人 ［定］15人　
［申］11/4(金)までに電話で。

11/26(土)　9:30～12:30
［対］成人男性 ［定］11人 ［料］600円
［申］11/10(木)～13(日)に電話で。

11/30(水)　10:00～12:00　
［対］成人 ［定］15人
［申］11/16(水)～19(土)に電話で。

11/8(火) 10:00～13:00
［対］成人　［定］7人　［料］1,500円　
［申］11/3(木)までに電話で。

11/16～30の水曜日
10:00～12:00 全3回
［対］成人　［定］10人　
［申］11/3(木)までに電話で。

11/20(日) 14:00～15:30
［対］小学生と保護者
［定］10組20人 ［料］400円　
［申］11/8(火)までに電話で。

11/15(火)　9:30～11:30
［対］成人 ［定］15人 ［料］2,800円  
［申］11/2(水)～8(火)に電話で。

11/23(水・祝)　9:30～11:30
［対］成人 ［定］10人　
［申］11/2(水)～8(火)に電話で。

11/29(火)　9:30～11:30
［対］成人 ［定］8人
［料］2,000円
［申］11/2(水)～8(火)に電話で。

11/24、12/1の木曜日
9:30～11:30　全2回
［対］1歳半～3歳児と保護者 ［定］10組
［申］11/2(水)～13(日)に電話で。

11/12(土) 14:00～16:00
［対］60歳以上の方 ［定］18人　
［申］11/2(水)～5(土)に電話で。

11/20・27の日曜日
10:00～13:00　全2回 　
［対］成人 ［定］7人 ［料］3,000円
［持］三角巾、エプロン、タオル２枚、上履き
（運動靴）、持ち帰り用容器（21ｃｍ以上）

［申］11/3(木)～6(日)に電話で。

11/25(金)　10:00～12:00
［対］成人　［定］10人
［申］11/4(金)～10(木)に電話で。

12/5(月)　10:00～12:00　
［対］成人 ［定］12人　
［申］11/11(金)～17(木)に電話で。

12/10(土)　10:00～12:00
［対］成人 ［定］20人
［申］11/2(水)～15(火)に電話で。
 必要事項を明記して左記アドレスにE
メールも可。

11/17(木) 10:00～12:00
［対］60歳以上の方
［定］20人
［申］11/2(水)～7(月)に電話で。

11/20(日) (A)10:00～12:00
(B）14:00～16:00
［対］小学生以上の方 ［定］30人
［申］11/2(水)～7(月)に電話で。

11/26(土) 10:00～12:00
［対］成人 ［定］10人
［料］2,500円
［申］11/2(水)～7(月)に電話で。

11/24(木) 13:00～16:00
［対］成人 ［定］10人 ［料］1,000円
［申］11/12(土)まで電話で。必要事項を明

記して、左記アドレスへEメールも可。

11/26(土) 10:00～12:00 
［対］成人 ［定］14人 ［料］500円
［申］11/12(土)まで電話で。必要事項を明

記して、左記アドレスへEメールも可。

11/20(日) 10:00～12:00
［対］小学生以上の方
［定］10人 ［料］500円
［申］11/2(水)～6(日)に電話で。

12/10(土) 12:30～16:30
［対］成人 ［定］8人 ［料］1,000円
［申］11/2（水）～12（土）に電話で。必要事項

を明記して左記アドレスにEメールも可

11/19(土) 13:00～15:00 
［対］成人 ［定］20人　
［申］11/2(水)～5(土)に電話で。
　
11/12(土)　9:30～12:30  
［対］成人　 ［定］10人  (持)昼食
［申］11/2(水)～9(水)に電話で。
　
12/3(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］800円
［申］11/2(水)～13(日)に電話で。
　
11/24(木) 10:00～12:00　
［対］成人 ［定］10人 ［料］1,000円 
［申］11/6(日)～17(木)に電話で。

11/26(土) 10:00～12:00　
［対］成人 ［定］20人　
［申］11/10(木)～19(土)に電話で。

11/26(土) 9:30～12:30　
［対］高校生以上の方 ［定］8人
［料］1,500円
［申］11/2(水)～8(火)に電話で。同館HPか

らも可。

11/30(水)　10:00～12:00 
［対］60歳以上の方 ［定］15人 
［申］11/4(金)～10(木)に電話で。同館HP

からも可。

11/20(日)　14:00～15:00 
［対］どなたでも ［定］40人
［申］必要事項を明記して左記住所に往復

はがき(1通2人まで)で。左記アドレス
にEメールも可。11/7(月)必着。

12/11(日)　14:00～15:30 
［対］成人  ［定］20人
［申］往復はがきに必要事項を明記して左

記住所まで。Eメールで左記アドレスへ
応募も可。11/11(金)必着。

12/24(土)　10:30～11:30 
［対］どなたでも
［定］16人 
［申］往復はがき(1通2人まで)に必要事項を

明記して左記住所まで。Eメールで左記
アドレスへ応募も可。11/15(火)必着。

11/17(木)　10:00～12:00
［対］成人
［定］18人  
［申］11/2(水)～6(日)に電話で。

11/17(木)　10:00～12:30
［対］成人 ［定］15人 
［料］1,000円  
［申］11/2(水)～8(火)に電話で。

11/28(月)　13:30～16:30
［対］成人 ［定］10人  
［申］11/2(水)～8(火)に電話で。

12/4(日)　14:00～15:30
［定］先着40人  
［申］当日直接会場へ。

11/28(月)　13:00～15:00
［対］成人 ［定］8人 
［料］200円  
［申］11/2(水)～10(木)に電話で。

11/17(木)　13:30～15:30
［対］成人 ［定］10人
［料］500円  
［申］11/2(水)～5(土)に電話で。必要事項を

明記してEメールで左記アドレスへ。

11/29(火)　13:30～15:30
［対］市民
［定］先着50人    
［申］11/2(水)～14(月)に電話で。

12/13(火)　13:30～16:00
［対］成人 ［定］15人    
［申］11/16(水)～28(月)に電話で。

11/18・25の金曜日
10:00～12:00 全2回
［対］成人 ［定］20人
［申］11/2(水)～4(金)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。

11/16(水) 10:00～12:00 
［対］成人 ［定］12人　 
［申］11/1(火)～7(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。

11/26(土) 14:00～16:00
［対］成人 ［定］20人　 
［申］11/1(火)～7(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。

11/30(水) 10:00～12:00
［対］成人 ［定］20人
［申］往復はがきに必要事項を明記して左記

住所まで。Eメールで左記アドレスへ応
募も可。11/8(火)必着。

11/16(水) 10:00～12:30 
［対］成人 ［定］8人 
［料］900円　 
［申］往復はがきに必要事項を明記して左記

住所まで。Eメールで左記アドレスへ応
募も可。11/4(金)必着。

11/27(日) 10:00～12:00
［対］成人［定］10人　 
［申］往復はがきに必要事項を明記して左記

住所まで。Eメールで左記アドレスへ応
募も可。11/9(水)必着。

12/10(土)・11(日)
13:00～15:00 全2回
［対］成人［定］10人 ［料］1,500円 
［申］11/13(日)～22(火)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。

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

11月4日(金)
11月14日(月)
11月25日(金)

小中台公民館
緑が丘公民館
桜木公民館

小中台公民館
TEL：251-6616

11月9日(水) 幕張公民館 幕張公民館
TEL：273-7522

花
見
川

稲
毛

11月  8日(火)
14日(月)
28日(月)

松ケ丘公民館
新宿公民館
末広公民館

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

11月10日(木)
11月24日(木)

11月17日(木)

11月2日(水)
11月10日(木)
11月14日(月)
11月30日(水)

若
葉

緑

美
浜 高浜公民館

おゆみ野公民館
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

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

●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）

宮崎公民館
TEL：263-5934
FAX：263-4904

oubo.miyazaki@ccllf.jp

松ケ丘公民館
TEL：261-5990
FAX：263-9280

oubo.matsugaoka@ccllf.jp

(備考)新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため人数を制限します。    



1Fアトリウムでのステージ発表の
ほか、楽しい講座や体験教室、

作品展示を行います。
詳しくは市政だより11月号のほか、

パンフレット、HPにてご案内
しています。

まなびフェスタ2022 12/3   4土 日

【問合せ】学習推進グループ：207-5820

【問合せ】学習支援グループ：207-5815

（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.34
2022年11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://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

　

生涯学習ボランティアフェア2022

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は活動紹介展示、ステージ発表、体験コーナー、実演動画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。

１１/１１/２３（水・祝）
10:00～15:00

千葉市放課後フェス！
同時開催同時開催

企画・運営 :放課後NPOアフタースクール
お問合せ：chibashi_houkago

　@npoafterschool.org

11/19（土）
    ～27（日）

〒260-0045 中央区弁天3-7-7
●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

https://chiba-gakushu.jp

詳細は、 千葉市生涯学習センター


