
★　本年度新規事業

◎　オンラインを活用

NO 分類 事業名 事業内容 対象 実施期日 回数 時間数
定員
（人）

1 家庭教育
ベビーマッサージ　親子スキン
シップ教室

専門指導員によるベビーマッ
サージと親子遊び。
（個人講師）

4か月～12か月
の乳児と保護者

6月1日、8
日、15日、
22日

4 8 10組

2 家庭教育 わらべうたと読み聞かせ
本の選び方・読み聞かせのしか
たを学ぶ。
（稲毛図書館・個人講師）

成人 7月6日 1 2 10組

3 家庭教育
千葉市の子育て支援制度を知
ろう

子ども・子育て支援制度に
ついて学ぶ。
（市政出前講座）

保育園利用を
考える方

9月7日 1 1 14

4 家庭教育
一緒に遊ぼう　親子ふれあい
教室

家庭でできる遊びや体操を学ぶ
とともに子供同士のふれあいの
場を提供する。（個人講師）

1歳半～3歳児と
保護者

11月2日、9
日、15日、
30日

4 8 10組

5 少年教育
緑が丘子ども教室①
「ホタテ貝のデコパージュ」

ホタテ貝をリサイクルしてデコ
パージュするとともに環境につ
いて考える。
（環境パートナーシップちば）

小学生 7月27日 1 2 14

6 少年教育
緑が丘子ども教室②
「せっけんをつくろう」

せっけんを作るとともに、汚れ落
ち実験の観察をする。
(千葉市科学館）

小学生 8月3日 2 2 20

7 少年教育
緑が丘子ども教室③
「ガス管で万華鏡をつくろう」

使用済のガス管を再形成したも
のを使い、万華鏡を作るととも
に、ガスや環境について学ぶ。
（東京ガス）

小学生 8月24日 1 1 10

8 少年教育
緑が丘子ども教室④
「ふわもこ粘土のランプシェー
ド」

ペットボトルと紙粘土を使い、ラ
ンプシェードを作る。
（個人講師）

小学生 8月25日 2 4 28

9 少年教育 緑が丘子ども書初め教室
書道家より筆の使い方や運び
などを学ぶ。（個人講師）

小学生 12月27日 2 4 40

10 少年教育
緑が丘子ども教室⑤
「公民館でちょっと早いお正月」

おはなし会や、こまをひもで回し
たり、折り紙で作ったりして伝統
文化を体験する。
（公民館職員）

小学生 12月28日 1 2 10

11 成人教育
相続セミナー
「認知症になったら困るお金の
こと」

家族が認知症になる前に知って
おくべきこと、また、困ったとき
の対処法について学ぶ。
（キズナ法務事務所）

成人 7月23日 1 2 14

12 成人教育

歴史講座
「地域の縄文時代の貝塚（園生
貝塚・犢橋貝塚）と最新の研究
成果」

加曾利貝塚博物館に講師派遣
依頼し、身近な土地の歴史を学
習する。
（加曾利貝塚博物館）

成人 9月29日 1 2 14

13 成人教育
★大人工芸講座
「はじめての七宝焼」

七宝の技法を学び、オリジナル
アクセサリーを作る。
（個人講師）

成人 11月24日 1 3 10
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14 成人教育
◎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～

主婦の知恵を生かし、家計や段
取りなども含めた料理講習会。
（千葉友の会）

成人 11月26日 1 2 14

15 成人教育
パソコン教室
「ワードでチラシを作成しよう」

お知らせ文や連絡網の作成を
題材に、ワードの画像や
SmartArt等の機能について学
習する。（生涯学習センター・プ
ラムシックス）

成人
12月21日、
22日、23日

1 9 10

16 成人教育
消費生活講座
「ネットトラブルに遭わないため
に」

ネットリテラシー教育を受けてい
ない世代を対象とし、スマホ使
用時の不安など、ネットトラブル
の現状と対処法を学ぶ。
（消費生活センター）

成人 1月18日 1 1 14

17 成人教育
★介護保険講座
「みんなで支えあう介護保険」

介護サービスを受けたい時のた
めに、介護保険のしくみや利用
方法について学ぶ。
（市政出前講座）

成人 2月2日 1 1 14

18 成人教育
★社会講座
「旅・町文化とマンホール」

歴史・文化・自然・料理・お祭り
などから地域の特色についての
講義を受ける。
（公民館職員）

成人 2月18日 1 2 30

19 成人教育 スマホ教室

メール等の基本操作、インター
ネットの使い方、アプリの使い
方、安全な使い方などを学習す
る。
（共催）

成人 11月29日 1 2 12

20 成人教育
★弁護士による講演
～元気なうちにしておきたい相
続手続き～

身近な法律問題である相続に
ついて、専門家より法的知識を
学ぶ。

成人 2月28日 1 2 30

21 成人教育 ★まちかどお薬講演会
千葉市薬剤師会の薬剤師より
薬の知識について学ぶ。

成人 3月15日 1 1 20

22 その他 ★新春　緑が丘寄席
マジックと落語を通して文化に
親しむとともに、地域の交流を
はかる。

地域住民 1月14日 1 1 40

- - 公民館だより
地域住民および利用者への広
報。

- － 2 - 1000枚

- - 公民館文化祭（後援）
日頃の成果の発表と展示を行
う。

地域住民
10月22日、
23日

- - -


