2018年 6月度 コープみらい みらいひろば

千葉 エリア開催一覧表

会場により事前の参加集約をしている場合がございます。ご不明な点は参加とネットワーク推進部までお問い合わせください。
千葉県本部 参加とネットワーク推進部 0120-929-068 9時～18時(土・日・祝日休)
ＮＯ

みらいひろば名称

開催日

開催日時

会場

1

みらいひろば浦安

6月19日

(火) 10：00～12：00 コープルーム

2

みらいひろば行徳

6月4日

(月) 9：45～11：45 行徳文化ホール

3

みらいひろば妙好寺

6月21日

4

みらいひろば市川北

5

（行政区）

浦安

会場所在地

浦安市

浦安市海楽1-11-20

市川市

市川市末広1-1-48

(木) 10：00～12：00 妙好寺

市川市

市川市妙典1-11-10

6月20日

(水) 10：15～12：15 コープデリ市川センター

市川市

市川市大野町1-37-4

みらいひろば市川南

6月15日

(金) 9：45～11：45 市川市文化会館

市川市

市川市大和田1-1-5

6

みらいひろば市川店(木)

6月21日

(木) 10：15～12：15 コープ市川店 コープルーム（会議室） 市川市

市川市鬼高3-28-16

7

みらいひろば市川店(金)

6月22日

(金) 10：15～12：15 コープ市川店 コープルーム（会議室） 市川市

市川市鬼高3-28-16

8

みらいひろば船橋①

6月15日

(金) 10：00～12：00 千葉保育センター

船橋市

船橋市本町3-4-3

9

みらいひろば船橋②

6月15日

(金) 13：00～15：00 千葉保育センター

船橋市

船橋市本町3-4-3

10 みらいひろば西船

6月11日

(月) 10：15～12：15

船橋市

船橋市西船2-31-7

11 みらいひろば前原

6月21日

(木) 10：00～12：00 アルビス前原団地自治会館

船橋市

船橋市前原西6-1-29

12 みらいひろば金杉

6月1日

(金) 10：00～12：00 金杉台団地分譲集会所

船橋市

船橋市金杉台1-2-16

13 みらいひろば薬円台(月)

6月11日

(月) 10：00～12：00 コープ薬円台店 コープルーム(会議室) 船橋市

船橋市薬円台5-19-1

14 みらいひろば薬円台(水)

6月13日

(水) 10：00～12：00 コープ薬円台店 コープルーム(会議室) 船橋市

船橋市薬円台5-19-1

I&I

ミニコープ西船店 コープルーム(会議室)

15 みらいひろばくらし館

6月20日

(水) 10：00～12：00 くらし館津田沼

船橋市

船橋市田喜野井4-29-3コープみらい津田沼
デイサービスセンター１階

16 みらいひろば三咲

6月8日

(金) 10：00～12：00 三咲公民館

船橋市

船橋市三咲3-5-10

17 みらいひろば松が丘

6月21日

(木) 10：00～12：00

船橋市

船橋市松が丘4-24-1

18 みらいひろば小室

休み

船橋市

船橋市小室2592 (小室駅徒歩20分）

19 みらいひろば新習志野

6月21日

(木) 10：00～12：00 新習志野公民館

習志野

習志野市秋津3-6-3

20 みらいひろば東習志野

6月8日

(金) 10：00～12：00 東習志野コミュニティセンター

習志野

習志野市東習志野3-1-20

21 みらいひろば谷津

6月26日

(火) 10：00～12：00 谷津公民館

習志野

習志野市谷津4-7-10

22 みらいひろば佐倉センター

6月25日

(月) 10：30～12：30 コープデリ佐倉センター

佐倉市

佐倉市臼井台1720

23 みらいひろば佐倉ミレセン

6月18日

(月) 10：00～12：00 ミレニアムセンター佐倉

佐倉市

佐倉市宮前3-4-1

24 みらいひろば佐倉南部

6月26日

(火) 10：00～12：00 佐倉市南部地域福祉センター

佐倉市

佐倉市大篠塚1587

25 みらいひろば佐倉志津

6月18日

(月) 10：00～12：00 志津市民プラザ

佐倉市

佐倉市上志津1672-7

26 みらいひろば八千代センター

6月18日

(月) 10：00～12：00 コープデリ八千代センター 2F会議室

八千代市

八千代市大和田新田1096-1

27 みらいひろば八千代台

6月19日

(火) 10：00～12：00 東南公共センター

八千代市

八千代市八千代台南1-11-6

28 みらいひろば勝田台

6月21日

(木) 10：00～12：00 勝田台文化センター

八千代市

八千代市勝田台2-5-1

29 みらいひろば睦

6月20日

(水) 10：00～12：00 睦公民館

八千代市

八千代市島田台756

30 みらいひろば八千代店

6月26日

(火) 10：30～12：30 コープ八千代店 コープルーム(会議室) 八千代市

八千代市大和田新田410-1

31 みらいひろば印西

6月4日

(月) 10：45～12：45

印西市

印西市泉野3-9

32 みらいひろば白井

6月22日

(金) 10：00～12：00 冨士センター

白井市

白井市冨士239-2

33 みらいひろば白井・印西

6月22日

(金) 10：00～12：00 船穂コミュニティセンター

印西市

印西市船尾786-1

34 みらいひろば鎌ケ谷店

6月19日

(火) 10：00～12：00 コープ鎌ケ谷店 コープルーム(会議室) 鎌ケ谷市

鎌ケ谷市道野辺本町1-5-1

35 みらいひろば東部学習センター

6月21日

(木) 10：00～12：00 鎌ヶ谷市東部学習センター

鎌ケ谷市

鎌ケ谷市東道野辺4-9-50

36 みらいひろば白井公民センター

6月25日

(月) 10：00～12：00 白井市公民センター

白井市

白井市中98-17

37 みらいひろば銚子

6月20日

(水) 10：00～12：00 コープルーム

銚子

銚子市

銚子市長塚町3-677-8

38 みらいひろば旭

6月20日

(水) 10：00～12：00 コープルーム

旭

旭市

旭市ロ767-10

10：00～12：00

ミニコープ松が丘店

コープルーム(会議室)

小室中央自治会集会所

コープデリ印西センター

コープルーム印西

小見川社会福祉センター
工場見学 タカキベーカリー
10：00～12：00
さくら館

39 みらいひろば小見川

6月15日

(金)

香取市本郷62

40 みらいひろばあしかじま

6月22日

(金) 10：00～12：00 海鹿島青年会館

銚子市

銚子市海鹿島5447

41 みらいひろばやちまた

6月19日

(火) 10：15～12：15 コープデリ八街センター

八街市

八街市文違301-2767

42 みらいひろばなりた

6月21日

(木) 10：00～12：00 成田国際文化会館

成田市

成田市土屋303

43 みらいひろばさかえ

6月20日

(水) 10：00～12：00 ふれあいプラザさかえ

印旛郡栄町 印旛郡栄町安食938-1

44 みらいひろばしすい

6月26日

(火) 10：00～12：00 プリミエール酒々井

印旛郡酒々井町

印旛郡酒々井町中央台3-4-1

45 みらいひろば成東

6月22日

(金) 10：15～12：15 コープデリ成東センター

山武市

山武市成東2124-18
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みらいひろば名称

開催日

開催日時

会場

（行政区）

会場所在地

46 みらいひろば大網

6月21日

(木) 10：00～12：00 農村環境改善センター

大網白里市 大網白里市南今泉140-1

47 みらいひろば青葉の森

6月12日

(火) 10：00～12：00 ハーモニープラザ

千葉市中央区

千葉市中央区千葉寺町1208-2

48 みらいひろば東寺山火曜日

6月19日

(火) 10：00～12：00 コープ東寺山店 コープルーム(会議室)

千葉市若葉区

千葉市若葉区東寺山町422-1

49 みらいひろば新東寺山

6月20日

(水) 10：00～12：00 コープ東寺山店 コープルーム(会議室)

千葉市若葉区

千葉市若葉区東寺山町422-1

50 みらいひろば千城台

6月21日

(木) 10：00～12：00 千城台自治会館

千葉市若葉区

千葉市若葉区千城台北2-11-14

51 みらいひろばのぶと

6月22日

(金) 10：00～12：00 ミニコープ登戸店コープルーム(会議室)

千葉市中央区

千葉市中央区登戸4-7-16

52 みらいひろばいなげ

6月19日

(火) 10：00～12：00 穴川コミュニティセンター

千葉市稲毛区

千葉市稲毛区穴川4-12-3

53 みらいひろば長沼原町

6月11日

(月) 10：00～12：00 まちスポ稲毛

千葉市稲毛区

千葉市稲毛区長沼原町731-17
フレスポ稲毛内まちスポ稲毛

54 みらいひろばまさご

6月11日

(月) 10：00～12：00 真砂コミュニティセンター

千葉市美浜区

千葉市美浜区真砂2-3-1

55 みらいひろば幕張

6月13日

(水) 10：00～12：00 幕張コミュニティセンター

千葉市花見川区

千葉市花見川区幕張町3-7730-4

56 みらいひろば花見川店

6月15日

(金) 10：00～12：00 コープ花見川店 コープルーム(会議室)

千葉市花見川区

千葉市花見川区作新台6-9-1

57 みらいひろば花見川団地

6月26日

(火) 10：00～12：00 花見川団地商店街コミュニティプラザ

千葉市花見川区

千葉市花見川区花見川3-24-103

58 みらいひろば土気

6月11日

(月) 10：00～12：00 土気公民館

千葉市緑区 千葉市緑区土気町1631-7

59 みらいひろばおゆみ野水曜日

6月13日

(水) 10：00～12：00 おゆみ野公民館

千葉市緑区 千葉市緑区おゆみ野中央2-7-6

60 みらいひろばおゆみ野木曜日

6月21日

(木) 10：00～12：00 おゆみ野公民館

千葉市緑区 千葉市緑区おゆみ野中央2-7-6

61 みらいひろば四街道

6月20日

(水) 10：00～12：00 コープルーム大日

四街道市

四街道市大日1793-15

62 みらいひろばみらいえ

6月21日

(木) 10：00～11：30 コープみらいえ四街道

四街道市

四街道市大日1793-15

63 みらいひろば小糸 君津と合同

6月8日

(金) 10：30～12：30 コープデリ君津センター

君津市

君津市坂田336-14

64 みらいひろば木更津

6月13日

(水) 10：00～12：00 コープルーム

木更津市

木更津市真舟1-1-23

65 みらいひろば袖ヶ浦

6月29日

(金) 10：00～12：00 平岡公民館

袖ヶ浦市

袖ヶ浦市野里1563-1

66 みらいひろば君津 小糸と合同

6月8日

(金) 10：30～12：30 コープデリ君津センター

君津市

君津市坂田336-14

67 みらいひろばあねさき

6月5日

(火) 10：30～12：30 コープデリ姉崎センター

市原市

市原市椎津68-1

68 みらいひろばいちはら①

6月4日

(月) 10：00～12：00 コープルーム

市原

市原市

市原市東国分寺台3-10-19

69 みらいひろばいちはら②

6月27日

(水) 10：00～12：00 コープルーム

市原

市原市

市原市東国分寺台3-10-19

70 みらいひろばもばら

6月19日

(火) 10：00～12：00 コープルーム

茂原

茂原市

茂原市腰当749-1

71 みらいひろばみさき

6月29日

(金) 10：00～12：00 岬公民館

いすみ市

いすみ市岬町長者22

72 みらいひろば館山

6月12日

(火) 10：00～12：00 コープルーム

館山市

館山市安布里230-1

73 みらいひろば鴨川

6月21日

(木) 10：00～12：00 東条公民館

鴨川市

鴨川市広場1588-1

74 みらいひろば館山コミセン

6月10日

(日) 10：00～12：00 館山市コミュニティセンター

館山市

館山市北条740-1

75 みらいひろばのだ

6月21日

(木) 10：00～12：00 コープルーム

野田

野田市

野田市岩名2-14-28

76 みらいひろば南流山

6月22日

(金) 10：00～12：00 コープルーム

南流山

流山市

流山市南流山1-17-1-102

77 みらいひろば東深井店

6月19日

(火) 10：00～12：00 コープ東深井店 コープルーム(会議室) 流山市

流山市東深井228-1

柏市

柏市柏1-7-1-301
Day Oneタワー３F

我孫子市

我孫子市本町3-1-2

木更津

館山

78 みらいひろば柏

6月25日

(月) 10：00～12：00 パレット柏

多目的スペースA

79 みらいひろばあびこ

6月22日

(金) 10：00～12：00 けやきプラザ

80 みらいひろば柏みなみＡ

6月29日

(金) 10：30～12：30 コープデリ柏南センター

柏市

柏市藤心1-22-15

81 みらいひろば柏みなみＢ

6月19日

(火) 10：30～12：30 コープデリ柏南センター

柏市

柏市藤心1-22-15

82 みらいひろばまばし

6月21日

(木) 10：00～12：00 コーププラザ東葛

松戸市

松戸市中根長津町12

83 みらいひろば新松戸店

6月22日

(金) 10：15～12：15 コープ新松戸店 コープルーム(会議室) 松戸市

松戸市新松戸4-124

84 みらいひろば北松戸

6月19日

(火) 10：00～12：00 北松戸会館

松戸市

松戸市北松戸2-8-9

85 みらいひろば常盤平

6月18日

(月) 10：00～12：00

松戸市

松戸市常盤平6-1-14

7F研修室

ミニコープ常盤平店

コープルーム(会議室)

