
     

▶ 内容の詳細については、次のページをご覧ください。

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ヤングパワームーブメント2018 

● 高校生のためのボランティア体験講座 

● 体験活動ボランティア活動入門講座 

● 子どもチャレンジプロジェクト 

● 体験活動ボランティア活動実践講座 

● 教育支援NPO・ボランティア等 

実践研究交流会 

～ 各種体験 ～ 

 

● 子育て広場「すくすく」 

● おはなし夢空間 

● 音楽ワークショップ 

● さわやか青年教室 

● パソコン講座 

● 保護者のためのプログラミング講座 

● 講師力養成講座 

● 生涯学習指導者のための基礎講座 

● 柏の葉アカデミア講座 

● 参加者を増やすための企画・広報講座 

● 鉄道模型工作教室 

● 子ども体験教室 

● ちば県民カレッジ 

● 子育て講演会 

● 子どもと本をむすぶ読み聞かせ講座 

 

● 第20回東葛飾文化祭 in 県民プラザ        ● The World of Brass 2018 in 県民プラザ         

● ちばのお宝再発見                        ● 晩秋のコンサート 

● 書のパフォーマンス発表会・講演会        ● クリスマスコンサートin県民プラザ 

● 子どもチャレンジプロジェクトイベント    ● 新春のコンサート 

● 千葉県特別支援学校作品展                ● 県民プラザコンサート 

● 高校生バンドフェスティバル              ● アゴラマンスリーコンサート 

● 鉄道模型運転会                          ● さわやか子ども鉄道乗車会 

● 鉄道模型製作展示                        ● おもちゃ病院 

千葉県生涯学習センター 
   芸術文化センター 

～ 各種イベント ～ 

～ 各種講座 ～ 



                                                                    
             

 

No 講 座 名 開催期日 対象・人数・費用 

１ 子育て広場「すくすく」 
子育て中の親を対象に、交流を深める場を提供します。子育て支援ボランティアとの協働講座です。 

第2火曜,第4火曜 
（初回4/10（火）） 

親子・３０名・無料 

２ おはなし夢空間 
図書ボランティアが絵本の読み聞かせや紙芝居、劇、手遊びや歌などを行います。 

毎月第3土曜 
（初回 4/21（土）8 月
を除く) 

幼～小学3年生・３０名 
無料 

３ 
音楽ワークショップ 
受講者で「柏の葉吹奏楽団」を結成し、厚みのある音楽を創り上げるワークショップです。 
練習は一般公開。年間2回コンサートを行います。 

5/26（土）～ 全15回 
高校生以上の吹奏楽経験者 
定員なし・5,000円 

４ さわやか青年教室 
スポーツ、調理、レクリエーション等の活動を通して、社会のルールやコミュニケーションを学びます。 

5/27（日）～ 全7回 
知的障害のある方 
４０名・保険料、材料費 

５ 
パソコン講座 
パソコンボランティアが県民の情報処理技術向上に資する講
座を年間3回開催します。 

① パソコン実習室を使ってみよう 5月予定 

どなたでも・２０名・無料 ② サークル主催講座 11月予定 

③ 初めてのパソコン講座 2月予定 

６ 
保護者のためのプログラミング講座 
平成32年度から小学校で必修化される「プログラミング（コンピュータに仕事を指示する）教育」の内容や 
方法について、体験を通し理解を深めていきます。 

6月～ 
年間5回 予定 

各回とも小学生保護者 
２０名・無料 

７ 
講師力養成講座 
ちば県民カレッジで講座を開いている講師や、市町村からの推薦を得ている県民を対象に、講座・講演の運営に 
必要なスキルの向上を図ります。 

6/24（日） 
カレッジ講師・県内市町村
講師・５０名・無料 

８ 生涯学習指導者のための基礎講座 ～知っててよかったﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ～ 
生涯学習指導者を対象に、ファシリテーションの手法・活用法等を学びます。 

6/28（木） 
生涯学習指導者・３０名 
無料 

９ 

柏の葉アカデミア講座 
 
柏の葉地区の施設・研究機関等による研究成果（最先端科学
技術やスポーツ科学・健康他）に関する講演や情報提供を行
います。 

① ロボットと暮らす未来社会 7/8(日) どなたでも・１５０名・無料 

② 小･中学生のための運動講座 8/3（金） どなたでも・１５０名・無料 

③ 食品と保険に関する講座 8/25（土）,9/22（土） どなたでも・３０名・無料 

④ がんと食事に関する講座 9/9（日） どなたでも・１５０名・無料 

⑤（東京大学との連携講座） 10/20（土） どなたでも・１５０名・無料 

10 参加者を増やすための企画・広報講座 ～良いチラシは企画が命～ 
公民館や図書館職員等、社会教育に関わる方を対象に、企画作りやチラシ作成のポイントを学びます。 

7/12（木） 
生涯学習指導者・３０名 
無料 

11 鉄道模型工作教室 
全国各地の有名路線の鉄道模型を自分の手で工作します。 

7/27,28,29,8/4,5 
全5回 

小学生以上・１５名 
5,000円程度（材料費） 

12 
子ども体験教室 
 
子供たちに様々な学びの場を提供します 

① 夏休み子ども教室1 7月 
募集人数及び費用は 
実施市町村による 

② 夏休み子ども教室２ 7・8月予定  

③ 子ども科学教室Ⅰ（ものづくり） 7/21（土）,22（日） 
小学生・１００名 
1,000円程度（材料費） 

④ 子ども科学教室Ⅱ（ﾎﾟｽﾀｰ発表会） 夏休み予定 中学生・２００名・無料 

⑤ 子ども科学教室Ⅲ（ものづくり） 11/11（日） 
小学生・４０名 
100円程度（材料費） 

13 
ちば県民カレッジ 
これまでに「講師力養成講座」を受講した方が講師となって、 
講座を開催します。 

ポールウォーキング 9月予定 
どなたでも・１５名 
1,000円程度（資料代） 

14 子育て講演会 
子育ての悩みを解消し、楽しみながら子どもと共に成長するための方法を学びます。 

3/9（土） 親子・１５０名・無料 

15 子どもと本をむすぶ読み聞かせ講座 
読み聞かせの効果や必要性について理解を深めるとともに、絵本の選び方や読み聞かせの仕方を学びます。 2/1（金） どなたでも・４０名・無料 

    
 

                

No 講 座 名 開催期日 対象・人数・費用 

16 ヤングパワームーブメント2018 
UDCK（ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ柏の葉）との連携により、若者の自由な発想による柏の葉地区のまちづくり活動を行います。 

5/26（土）～ 全10回 
高校生～30歳位まで 
１０名程度・無料 

17 
高校生のためのボランティア体験講座 
高校生を対象に、福祉や障害者支援、保育、オリンピック・パラリンピックサポート等、 
様々な分野のボランティアについて、講義や体験を通して学びます。 

① 県民プラザ 6/16（土）～ 全 6回 
高校生・５０名・保険料 

② 東金青年の家 8/ 4（土）～ 全 3回 

18 体験活動ボランティア活動入門講座 
ボランティアの基礎を学習し、体験等を通してボランティアの啓発を図ります。 

6/23（土） どなたでも・３０名・無料 

19 子どもチャレンジプロジェクト 
小学生が、秋のイベントづくりや体験活動等を通して、他との関わりを学びます。 

6/30（土）～ 全19回 
小4～6年生・５０名 
保険料・材料費 

20 体験活動ボランティア活動実践講座 
身近にできるボランティアを学ぶとともにボランティア活動の実践力向上を図ります。 

9/8（土） どなたでも・３０名・無料 

21 
教育支援NPO・ボランティア等実践研究交流会 
教育支援を行っているＮＰＯやボランティア団体等を対象に、事例研究や講演を通し、資質向上や参加者間の 
ネットワーク構築を図ります。 

3/3（日） どなたでも・５０名・無料 

～ 各種講座 ～ 

～ 各種体験 ～ 



 
 

 
 
 

 
（公民館・図書館等社会教育行政職員向け） 

 

（教職員向け） 

No イベント名 開催期日 

22 The World of Brass 2018 in 県民プラザ 
東関東吹奏楽連盟から推薦された小・中・高校生の吹奏楽部がプラザや柏の葉公園を会場にマーチングの発表を行います。 

5/12（土） 

23 第 20回東葛飾文化祭 in 県民プラザ 
東葛飾地域６市の文化団体と県民プラザが企画運営し、舞台発表、ギャラリー展示、実技披露等の発表をします。 

6/2（土）～ 6/17（日） 

24 ちばのお宝再発見 
県内の博物館・美術館等が所有する資料を展示し、ちばの歴史や伝統文化、産業等を紹介します。 

① 中央博物館大利根分館 
10/17（水）～ 11/4（日） 
予定 

② 中央博物館（予定） 2/2（土）～ 2/14（木） 
予定 

25 
書のパフォーマンス発表会・講演会 
高校の書道部が、アゴラを舞台に音楽に合わせて、床一面に敷き詰められた大きな紙に一心不乱に書き上げます。 
書写に関する講演会も行います。 

9/30（日） 

26 子どもチャレンジプロジェクトイベント 
子どもチャレンジプロジェクトの活動を通して自分たちで企画したイベントを開催します。 

11/18（日） 

27 晩秋のコンサート 
柏の葉吹奏楽団が、年間15回の音楽ワークショップの練習の成果を発表する秋のコンサートです。 

11/25（日） 

28 千葉県特別支援学校作品展 ～ ちば特別支援教育フェア 2018 ～ 
県内特別支援学校に在籍する児童生徒の感性豊かな作品を展示します。県の特別支援学校紹介や特別支援教育施策のパネル展示も行います。 

12/5（水）～ 12/12（水） 

29 クリスマスコンサート in 県民プラザ 
県内の小・中・高等学校・特別支援学校の吹奏楽部・合唱部等が日頃の練習の成果をアゴラで発表します。 

12/15（土） 

30 高校生バンドフェスティバル 
2回の審査を通過した県内の高校生バンドメンバー全員で作り上げるフェスティバル形式のコンサートです。 

12/23（日） 

31 新春のコンサート 
柏の葉吹奏楽団が、年間15回の音楽ワークショップの練習の成果を発表する新春のコンサートです。 

1/20（日） 

32 県民プラザコンサート 
プラザを利用して練習している団体等が日頃の成果をアゴラで発表します。 

3/17（日） 

33 
アゴラマンスリーコンサート 
アゴラで、プラザ利用者や主催事業参加者（さわやか青年教室・音楽ワークショップ等）による 
アコースティックコンサートを行います。 

毎月第3日曜12:20～13:00 
ただし6月は6/24（日） 
1月は1/13（日） 

34 鉄道模型運転会 
実際に使われていた運転台を使ってプラザに常設している鉄道模型を運転できます。写真の展示も行っています。 

毎月第3土曜と日曜 
（初回4/14（土）） 

35 鉄道模型製作展示 
鉄道模型運転会で走らせる鉄道模型の製作・展示・実演を行います。 

鉄道模型運転会のない 
土・日曜 

36 さわやか子ども鉄道乗車会 
大型の鉄道模型客車に乗り、アゴラ内を走ります。 

年3回（5月・8月・12月）
予定 

37 おもちゃ病院 
壊れてしまったおもちゃを無料（部品は実費）で直します。また、不要になったおもちゃの回収も行っています。 

毎月第1土曜（初回4/7（土）） 

No 講 座 名 開催期日 対象・人数・費用 

38 社会教育・生涯学習推進講座 行政職員等基礎コース 
社会教育・生涯学習担当職員に必要な基礎的な知識や学習方法を学びます。 

① 県民プラザ会場 4/26（木） 

行政職員及び 

社会教育施設等職員 

３０名・無料 

② 安房会場 5/9（水） 

39 社会教育・生涯学習推進講座 公民館等職員のための地域協働学 
公民館や図書館職員等に必要な心構えや地域の拠点施設としての在り方について学びます。 

6/21（木） 

40 社会教育・生涯学習推進講座 行政職員等専門コース 
ネットワーク型行政や関係団体との協働推進に向けた専門的知識・技術を学びます。 

8/22(水) 
～23（木） 

41 社会教育主事等実践研究交流会 
事例発表や討議・情報交換等を通じて実践力の向上を図ります。 

1/18（金） 

No 講 座 名 開催期日 対象・人数・費用 

42 チームビルディング力養成講座 
教職員を対象に、アイスブレイクや課題解決型プログラムの意義や効果について演習を通して学びます。 

7/31（火） 
幼・小・中・高・ 

特支教職員 

４０名・無料 

43 
社会教育生涯学習入門講座 ～授業に役立つ社会教育入門～ 
教職員を対象に、「総合的な学習の時間」や「生活科」など、学校の授業で、地域や家庭との連携を必要とする学習を 
行う上で必要な基礎的知識や先進事例を学びます。 

8/ 1（水） 
行政職員及び幼・小・

中・高・特支教職員 

４０名・無料 

44 読み聞かせ講座 
教職員を対象に、読み聞かせの効果や必要性を理解するとともに、絵本の読み方や本の選び方を学びます。 

8/10（金） 
幼・小・中・高・ 

特支教職員 

４０名・無料 

～ 各種イベント ～ 

～ 社会教育関係者・教職員向けの講座も行っています ～ 

 ～ 



 
  
 

 

 
 

 
 

車利用の場合 

国道１６号「十余二工業団地入口交差点」から約５分（約２．５ｋｍ） 

国道１６号「呼塚」交差点から約２０分（約７ｋｍ） 

※駐車場 ２８３台 最初の１時間無料 

以後１時間毎に普通車・準中型車１００円ずつ 

中型車・大型車３００円ずつ 加算されます。） 

 
 

電車・バス利用の場合 
 

最 寄 駅 バス乗り場 行き先 最寄バス停（乗車時間） 

柏（JR・東武アーバンパークライン） 西口２番 
県民プラザ経由 

国立がん研究センター 
県民プラザ（約２０分） 

柏の葉キャンパス 

（つくばエクスプレス） 
西口１番 

流山おおたかの森駅東口 県民プラザ（約１５分） 

江戸川台駅東口 東大西（約１０分） 

江戸川台 

（東武アーバンパークライン） 
東口２番 

国立がん研究センター経由 

柏の葉キャンパス駅西口 
駒木台北（約１０分） 

みどり台経由 

柏の葉キャンパス駅西口 
東大西門前（約１５分） 

 
 
 

プラザWebサイト https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp    県民プラザ           
 
 

ツイッターで最新情報を発信しています  ＠kenminplaza   
 
 
 

No 学びの機会 内  容 実施場所・時間 

１ 
生涯学習情報検索提供システム 

「ちばりす」 

県内全域の生涯学習に関する情報を検索できるサイトです。カテゴ

リーは学習情報、講師、団体サークル、施設に分かれています。 

県民プラザへ申請すれば情報の登録ができます。 

県民プラザＨＰ内・常時 

２ まなびシステム「ちばネット」 

生涯学習の励みとして「ちばネット手帳」を、市町村公民館等で 

無料配布しています。手帳に１時間の講座を１単位として記録し、

自己申告された累計数により千葉県が各種「奨励証」を交付します。 

プラザ総合受付 ・9:00～17:00

（市町村公民館等でも配布） 

３ 生涯学習相談 

生涯学習に関する機会や講師、資料、ボランティアに関する情報等

について県内から情報を集め、電話・窓口でお問合せに応じて情報

を提供します。 

生涯学習コーナー 

千葉県体験活動ボランティア 

活動支援センター（プラザ内） 

9:00～17:00 

 【問合せ先】   さわやかちば県民プラザ 事業振興課 
            〒277-0882 柏市柏の葉 4-3-1 ＴＥＬ：04-7140-8611・8615 

FAX：04-7140-8601 

～ 次の方法で、みなさんの学びを応援しています ～ 

 ～ 


