
 

 

 

 

 

 

【発表：2021.06.15】更新：2021.07.01 

(公社)千葉県観光物産協会 

〒260-0015 千葉市中央区富士見 2-3-1 塚本大千葉ビル９階 

TEL(043)225-9170／FAX(043)225-9198 
 

 

 

● 

1 あなたの LOVE CHIBA 教えてキャンペーン Season10 スタート 6/1～3/31 千葉県内 P1～3 

 

● 

1 
ライオンのＱＯＬの推進と有害駆除されたイノシシ肉の有効活用／

千葉市動物公園 
7/1～8/15 千葉市 P4～5 

 

● 

1 じゃがすなっく（2 種類）／（株）正和物産 鴨川 潮騒市場 他 鴨川市 P6 

2 【期間限定】レモンバウム／カモガワバウム 

バウムクーヘン工

房＆Cafe カモガワ

バウム 

鴨川市 P7 

 

● 

1 千葉ポートタワー夏休みイベント／千葉ポートタワー 7/12～9/6 千葉市 P8 

2 ようこそ！夏の子どもたち／千葉市花の美術館 7/17～8/22 千葉市 P9 

3 7 月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館 7/3・4 他 船橋市 P10～11 

3 7 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園 7/4 他 船橋市 P12～13 

4 夏のフラワーアレンジ「オーナメント作り」／ふなばしメグスパ 7/22 船橋市 P14 

5 旬の野菜の収穫体験／農菜土 
7/31・8/1・7・8・

9 
柏市 P15 



6 
味覚狩り ようこそ！なし・ぶどうの郷へ／鎌ヶ谷市観光農業組合加

盟園 

6 月上旬～8 月下旬

他 
鎌ケ谷市 P16 

7 成田うなぎ祭り／成田駅～表参道周辺地域及び市内各所 7/16～9/5 成田市 P17 

8 ひまわりフェス 他／成田ゆめ牧場 7 月中旬～8 月下旬 成田市 P18 

9 プラチナアワー 他／白井市文化センター・プラネタリウム 7/8 他 白井市 P19 

10 黒部川イルミネーション／黒部川 7/24～8/22 香取市 P20 

11 飯岡磯ガキ祭り／カントリーハウス海辺里 6/1～8 月中旬 旭市 P21 

12 昆虫ドーム／長柄町都市農村交流センター 7/3～4、10～11 他  長柄町 P22 

13 2 階フードコート／海の駅九十九里 - 九十九里町 P23 

14 
千葉県民限定！千葉の三大逸品グルメを満喫 

/国民宿舎サンライズ九十九里 
6/1～7/16 九十九里町 P24 

15 マザー牧場 夏フェス 2021（予定）／マザー牧場 7 月下旬～8 月下旬 富津市 P25 

16 ゆりの里「夏の感謝祭」／袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」 7/17 袖ケ浦市 P26 

 

● 

1 鴨川市納涼花火鴨川大会 7/29 鴨川市 P27 

2 連夜の花火 in 天津小湊 2021 8/1～20 鴨川市 P27 

3 マザー牧場「打ち上げ花火」 7/31、8/1 他 富津市 P27 

4 開催日程未定花火大会一覧     - - P28 

5 開催中止（延期）花火大会一覧 - - P29 

 

1 蓮沼ウォーターガーデン 山武市 P30 

 

●  

1 【ベイエリア】ふなばしアンデルセン公園 船橋市 P31 

2 【北 総】成田ゆめ牧場 成田市 P31 

3 【北 総】風車のひまわりガーデン 佐倉市 P32 

4 【九十九里】金谷郷ひまわり畑 大網白里市 P32 

 

1 《千葉県立館山野鳥の森》夏の涼を演出！竹灯籠イルミネーションを作ろう 他  館山市 P33～34 

2 《千葉県立内浦山県民の森》あじさいハイキング 鴨川市 P35 

3 《千葉県立清和県民の森》 星空撮影ワークショップ ～七夕編～ 他 君津市 P36 

 



1 《千葉県立美術館》第 3 期コレクション展 名品 3－巨匠の眼と手― 他 千葉市 P37 

2 
《千葉県立中央博物館》 

令和３年度夏の展示「うみ鳥っぷ ［umi-Trip］ ―海鳥とめぐる島の旅・半島の旅―」 他 
千葉市 P38～39 

3 

《千葉市科学館》 

夏の特別展「くらべて発見！みんなの図鑑大研Ｑ(きゅう) ｂｙ小学館の図鑑ＮＥＯ＋ぷら

す くらべる図鑑」 

千葉市 P40 

4 
《千葉市立加曽利貝塚博物館》 

夏休み子供向け展示「調べて発見！わたしのまちの縄文時代」 
千葉市 P41 

5 《千葉県立関宿城博物館》パネル展「雲と、お天気」 野田市 P42 

6 
《千葉県立中央博物館 大利根分館》 

夏休み展示「躍進の佐原―新聞記者の見た戦前の暮らしと世相―」 他 
香取市 P43～44 

7 《千葉県立房総のむら》江戸の花卉（朝顔） 栄町 P45 

8 《航空科学博物館》七夕書道体験～星に願いを～ 他 芝山町 P46 

9 《航空科学博物館》こうくうキッズアート（募集） 芝山町 P47 

10 《千葉県立中央博物館分館 海の博物館》令和 3 年度収蔵資料展「イカ展」 他 勝浦市 P48～49 

11 《千葉県立中央博物館 大多喜城分館》収蔵資料展「古文書にみる近世の大多喜」 大多喜町 P50 
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あなたの LOVE❤CHIBA 教えてキャンペーン Season10 スタート 

／ちばプロモーション協議会 

 

●「あなたの LOVE❤CHIBA 教えてキャンペーン Season10」がスタートします! 

投稿された写真を通じて、今まで知らなかった千葉の魅力を発見し、今後の旅に役立てていただくため、ちばプロモーション協

議会では、６月１日（火）から３月３１日（木）まで、「あなたの LOVE❤CHIBA 教えてキャンペーン Season10」を実

施します。 

千葉県内のお気に入りの観光スポットやグルメ、風景などを写真に撮って公式サイト又はインスタグラムで御応募いただくと、

毎月抽選で２０名様に「チバザビーフ」「銚子つりきんめのしゃぶしゃぶ」などをプレゼントします! 

皆さんのラブちば写真をお待ちしていますので、是非とも御応募下さい! 

 

１ キャンペーン概要 

千葉県内のお気に入りの観光スポットやグルメ、風景、お宿、特産品、体験、イベントなどをスマートフォンやデジタルカメラで写

真に撮って、キャンペーン公式サイト又は インスタグラムで御応募いただくと、毎月抽選で２０名様に豪華賞品をプレゼントしま

す。 

 

２ 応募期間 

６月１日（火）～３月３１日（木）まで 

 

３ 賞品 

・チバザビーフ 毎月４名様（ｻｲﾄ 2･ｲﾝｽﾀ 2） 

・銚子つりきんめのしゃぶしゃぶ 毎月４名様（ｻｲﾄ 2･ｲﾝｽﾀ 2） 

・食育ソムリエが選ぶ旬の野菜ボックス＋千葉のお米 毎月４名様（ｻｲﾄ 2･ｲﾝｽﾀ 2） 

・房州びわと県産牛乳を使ったソフトクリーム８個入り 毎月４名様（ｻｲﾄ 2･ｲﾝｽﾀ 2） 

・宿泊補助券１万円分 毎月１名様（ｻｲﾄのみ） 

・チーバくん水筒（非売品） 毎月２名様（ｻｲﾄのみ） 

・チーバくんリュック（非売品）毎月１名様（ｲﾝｽﾀのみ） 

 

４ 応募先 

（１）キャンペーン公式サイト 

    公式サイトは  ラブちば で検索  https://love-love-chiba.jp/ 

（２）キャンペーン公式 Instagram 

    公式 Instagram は  love.love.chiba で検索  
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５ 投稿された写真の閲覧・検索 

キャンペーンに投稿された写真やコメントは、上記の公式サイトで閲覧することができ、エリアや市町村、キーワードでも検索

可能です。 

投稿された写真を通じて、今まで知らなかった観光スポットやグルメ、風景など、新たな千葉の魅力を発見していただき、今

後の旅にお役立てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 優待サービスの提供 

県内約１７０の観光施設や店舗などにおいて、スマートフォンやタブレットを使って、キャンペーン公式サイトの画面（ラブ

ちば優待証）を施設のスタッフに提示すると、割引きやグッズプレゼント等の優待サービスが受けられます。 

なお、優待施設については、公式サイトで確認できます。 

【優待サービスの一例】 

 ・道の駅とみうら枇杷倶楽部 びわソフト５０円引 

・マザー牧場 入場料大人１,５００円→１,４００円 

・千葉ウシノヒロバ 次回以降使える５００円クーポンをプレゼント。 

 

 

７ 期間限定企画「ラブちば感謝賞」 

あなたのラブちば教えてキャンペーンが、今回で１０回目を迎えることを記念して、公式サイトで御応募いただいた方の中

から、Ｗチャンスとして、抽選で１５名様に千葉県の特産品セットや、県内に本拠地を構える千葉ロッテマリーンズの選手の

サイン入りグッズをプレゼントします。 

（１）応募期間 

６月１日（火）～７月３１日（土） 

（２）賞品 

千葉県特産品セット※ １０名 

選手のサイン入りユニホーム １名 

選手のサイン入りボール ２名 

選手のサイン入り帽子 ２名 

スマホ等でラブちば優待証 
の画面を提示すると 

優待サービスが受けられます 

 

キャンペーン公式サイト 
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※千葉県特産品セット内容 

【旭 市】うふふなメロンゼリー（JA ちばみどり飯岡メロン部会） 

【野田市】黒酢米（ゆめあぐり野田） 

【君津市】和蔵の甘酒（和蔵酒造） 

【富津市】のり佃煮、あさり佃煮（マルヨーのり製造所） 

【館山市】銘菓 千葉の恵み（房洋堂） 

【香取市】いもみつ（(株)いっぷく堂） 

【栄 町】どらまめ 甘納豆（栄町黒大豆研究会） 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 
ちばプロモーション協議会 

千葉県商工労働部観光誘致促進課 TEL 043(223)2412 

 

 

 

  

【うふふなメロンゼリー】 

【黒酢米】 

【和蔵の甘酒】 【のり佃煮、あさり佃煮】 【どらまめ甘納豆】 【いもみつ】 【銘菓 千葉の恵み】 
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ライオンのＱＯＬの推進と有害駆除されたイノシシ肉の有効活用 

／千葉市動物公園〔千葉市〕 

 

千葉市動物公園では飼育動物のために様々な環境エンリッチメント（※１）の取り組みを進めています。このたび、ライオン

やハイエナのＱＯＬクオリティ・オブ・ライフの向上を目的に、毛皮や骨が一緒となった肉の塊を食べさせる屠体給餌（※２）

を実施するため、千葉県内で有害駆除されたイノシシの屠体肉の処理・調達や啓発事業の経費を、クラウドファンディングを活

用して募集します。 

  屠体給餌は、野生で狩りをする感覚を呼び覚まし、通常の飼料の採食時には見られない行動等が発現するなど、飼育さ

れている動物のストレス軽減につながるといわれており、飼育動物のＱＯＬの向上の実現が期待できます。また、屠体給餌を

通して動物の生態への理解と、増加する害獣問題に対する理解を深めることに貢献することを意図しています。 

※１ 環境エンリッチメント:動物の福祉と健康のために、飼育環境に変化を加え、飼育動物に刺激や選択の余地を与える

ことにより、動物の望ましい行動を引き出すこと。 

※２ 屠体給餌:肉食動物に対し動物を毛皮や骨などがついたままの状態で給餌すること。屠体給餌を行うことで、栄養面

だけではなく「皮を噛み切る」「骨をかみ砕く」刺激が動物本来の採食に対する心理的欲求を満たす効果が期待されて

いる。 

 

クラウドファンディングについて 

・目標金額:１００万円（予定） 

・支援金の主な用途:イノシシ屠体肉のウィルス不活化処理経費、環境エンリッチメント・有害鳥獣問題の啓

発・教育イベント等開催経費・屠体給餌の科学的効果検証研究経費。 

・支援金の募集方法:クラウドファンディングサイトにてプロジェクトページを作成し、支援金を募ります。 

・スケジュール:プロジェクトページ公開日 ６月１日（火） 

支援金の募集開始日     ７月１日（木） 

支援金の募集終了予定日  ８月１５日（日） 

・返礼品(リターン):支援金額に応じた特別なリターンを予定しています。 
 

・場   所:千葉市動物公園／千葉市若葉区源町２８０ 

・料   金:大人(高校生以上)７００円、中学生以下無料、年間パスポート 大人２，５００円 

・交   通:【電車】千葉都市モノレール「動物公園」下車徒歩１分 

モノレールで「千葉駅」から約１２分、「都賀駅」から約５分、「千葉みなと駅」から

約１６分 
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【車】東京方面からは京葉道路穴川 IC より市街方面に約３km 

市原方面からは京葉道路穴川東 IC より市街方面に約２km 

成田方面からは東関東自動車道路千葉北 IC より千葉方面へ約７km 

・U R L:https://www.city.chiba.jp/zoo/index.html 

 

お問い合わせ 
千葉市動物公園 TEL 043(252)1111／FAX 043(255)7116 

E-mail dobutsu.ZOO@city.chiba.lg.jp 
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じゃがすなっく（2 種類）／(株)正和物産〔鴨川市〕 

 

 

「お土産処 旬彩」から、新商品のご紹介です。 

サクサク食感がクセになる 『じゃがすなっく』 ２種類が新発売! 

 

【じゃがすなっく サザエつぼ焼き風味】 

 汐香る風味豊かな味わいに仕上げました。ちょっとリッチなサザエの風味をお楽しみください。 

【じゃがすなっく シーフード風味】 

 海の幸をイメージしたシーフード風味がポテトフライによく合います。 

 

おやつやおつまみにぴったり!サクサクのクセになる食感と、魚介の風味でどちらもあと引くおいしさ! 

ポイントもたまる潮騒アプリも会員募集中です。 

「お土産処 旬彩」をご利用の際は、ぜひアプリをダウンロードしてお得にお買い物を楽しんでください! 

 
 

・商品名:じゃがすなっく（サザエつぼ焼き風味／シーフード風味） 

・企業名:株式会社正和物産 

・場 所:千葉県鴨川市西町１０５６－１ 

・販売価格（税込）:４５０円 

・内容量:９０g 

・賞味期限:製造から１５０日（未開封） 

・取扱期間:通年 

・商品取扱場所:鴨川 潮騒市場（旬彩）・君津 房総四季の蔵（旬彩） 

木更津 三井アウトレットパーク内（旬彩） 

・通信販売の有無:     有  ・  無 

・URL:https://www.rakuten.ne.jp/gold/chibauma/ 

 

お問い合わせ 株式会社正和物産 TEL 04(7092)1132／E-mail  info@shiosaigroup.jp 
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【期間限定】レモンバウム／カモガワバウム〔鴨川市〕 

 

 

カモガワバウムでは夏季限定で『レモンバウム』を販売しております。 

千葉県産のレモン果汁を生地に練りこみ、一本一本しっとりと丁寧に焼きあげました。 

レモンのジューシーな風味が口いっぱいに広がる、『夏』だけのバウムです。 

 

同じく千葉県産のレモン果汁を使用したレモンのミニバウムや、ハード系バウムにベイクドチーズを詰めて焼き上げた人気商品 

「カモバチーズ」、「生米粉のバウムロール」も期間限定でレモンフレーバーを販売いたします。 

 

販売期間中は潮騒アプリ会員様に『レモンバウム(1,400 円)をご購入で 100 円 OFF』のクーポンをプレゼント! 

【期間】７月１日～７月３１日 

【対象店舗】 カモガワバウム 

【使用方法】 アプリをダウンロードしてカモガワバウムの会計時にアプリのクーポン画面をご提示ください。 

 

ポイントもたまる潮騒アプリをお得に使って、カモガワバウムでのお買い物をお楽しみください。 

 
 

・商品名:レモンバウム 

・企業名:株式会社正和物産 カモガワバウム 

・所在地:鴨川市広場７７７（潮騒市場内） 

・販売価格（税込）:１，４００円 

・内容量:約２５０g 

・賞味期限:製造から３０日（未開封） 

・取扱期間:６月上旬～９月半ば頃まで ※なくなり次第終了 

・商品取扱場所:バウムクーヘン工房＆Cafe カモガワバウム 

・通信販売の有無:     有  ・  無 

・URL:https://kamogawabaum.com/ 

 

お問い合わせ カモガワバウム TEL 04(7099)2203 ／ E-mail  kamoba@shiosaiichiba.co.jp 
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千葉ポートタワー夏休みイベント／千葉ポートタワー〔千葉市〕 

 

●千葉ポートタワーと観光船の共通パスの発売 

タワーと観光船をお得に巡ることのできる共通パスを発行。 
・開 催 日:夏休みフェスタ期間中の土曜日、日曜日、祝日 

・出航時間:１１:３０～、１３:３０～、１４:３０～ 

・定 員:各先着６０名 

・料 金:大人１，２００円 小･中学生６００円 

 

●展示（１階イベントスペース、市民ギャラリー） 

  ・チョークアート展  ・期 間:７月１２日（月）～８月１３日（金） 

  ・ちばアート祭受賞作品展 ・期 間:８月１５日（日）～９月６日（月） 

  ・千葉美工和会工芸作品展 ・期 間:８月２１日（土）～２２日（日） 

 

・期    間:７月１7 日（土）～９月５日（日） 

・場  所:千葉ポートタワー／千葉市中央区中央港１ 

・入 館 料:大人４２０円、小・中学生２００円 

・交  通:【電車】JR 京葉線 千葉モノレール 千葉みなと駅から徒歩１２分 

  【車】東関道 湾岸習志野 IC 下車約２０分、又は京葉道路 幕張 IC 下車約２０分 

・U R L:http://www.chiba-porttower.com/ 

お問い合わせ 千葉ポートタワー TEL 043(241)0125／FAX 043(203)1588 

 

イベント 開催日 時間 

子ども縁日 ８月１３日（金）～１５日（日） ― 

マジックショー／ユッキー ８月８日（日・祝） １３:３０～、１５:３０～ 

お笑いショー／もぐもぐピーナツ ８月１３日（金） １３:００～、１５:００～ 

クラフト教室 

７月１７日（土）、１８日（日）、 

２５日（日）、３１日（土）、 

８月１５日（日）、２９日（日） 

― 

似顔絵体験 ８月１日（日）、９月５日（日） ― 
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ようこそ!夏の子どもたち／千葉市花の美術館〔千葉市〕 

 

■ようこそ!夏の子どもたち   

夏は子どもたちの季節!なかなか大変な世の中だけど、ルールを守って安全に。 

子どもたちのパワーで、楽しい夏の思い出作りに挑戦しよう。 

 

 

 

■企画展示（1F 多目的室） 
花の写真サークル 
「サークル作品展」 

６月２９日（火）～７月１１日（日） 

織・さをり会 
「花と SAORI」 ７月２０日（火）～７月２５日（日） 

 

 
 

・期  間:７月１７日（土）～８月２２日（日） 

      ※月曜日休館（月曜日が祝日の場合は翌平日が休み） 

・場  所:千葉市花の美術館／千葉市美浜区高浜７－２－４ 

・入 館 料:大人３００円、小・中学生１５０円（団体割引あり） 

・交  通:【バス】JR 総武線 稲毛駅西口２番線バス乗り場より、海浜交通バス 海浜公園プール行「花の美

術館」下車、又は高浜車庫行で「終点」下車徒歩５分 

JR 京葉線 稲毛海岸駅南口２番線バス乗り場より、海浜交通バス 海浜公園入口行「終点」

下車徒歩５分 

・U R L:http://sanyo-museum.doorblog.jp/ 

お問い合わせ 千葉市花の美術館 TEL 043(277)8776 

  

工作バイキング 
木の輪切りでつくる恐竜 

日時:7 月２５日（日）１０:３０～ 

料金:５００円  

定員:先着２０名 

クイズラリー  
恐竜時代の植物クイズ 
絵本を見ながら館内のヒントを巡ります 

参加費:１００円  
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７月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕 

 

●夏の特別展 「 ニン!ニン! ひがた忍者道場 」 

開 催 日 程: ７月１７日（土）～９月５日（日）   

環境学習館に忍者道場出現!七つの術を身につけて、一人前のひがた忍者になろう! 

キミは新米のひがた忍者。七匹の師匠たちと一緒に、忍者修行をはじめよう! 

夏の特別展「ニン!ニン!ひがた忍者道場」は、三番瀬の干潟で見られる七匹の生きものを師匠として、それらの生きもの

の生態を「忍術」に見立てて参加者が修行するという体験型の展示です。 

「忍者の里」伊賀から忍具がやってくる! 

伊賀忍者の元祖三重県伊賀市から、マキビシ、水蜘蛛などの忍具のレプリカがやってきます。 

（協力:三重大学国際忍者研究センター）。 

入場料 

 

※２歳以下 無料  

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳のご提示によりご本人とその介護の方 

１名の特別展入場料・利用料・駐車料金が無料になります 

 

 

ちびっこかんたんアート「カラフル傘を作ろう」 

７月３日（土）、４日（日） １３:００～１５:００ 

ビニール傘に自由に絵を描いて、世界にひとつだけのカラフルな傘を作ろう。 

・料金:利用料+８００円／キット  

・定員:2０組（随時交代制） 

・申込:当日随時受付 

 

海の恵みを味わおう・オンライン「さばいて! たたいて! アジバーグ」 

７月２２日（木・祝） 1０:３０～１２:００ 

初めての三枚おろしに挑戦だ!お魚の解説を聞きながら、簡単でジューシーなア

ジバーグを作ろう。 

・料金:８００円／キット（送料込み、材料は各自で用意） 

・定員:１１組 

・申込:Web フォームより要事前応募 ７月１５日（木）締切 

※ワークショップのお申し込み Web フォームは公式ホームページをご覧ください。 

 

 
一般 高校生・大学生 小・中学生 小・中学生 

(船橋市内在住・在学) 
未就学児 
(3 歳以上) 

セットチケット 
（有料スペース利用料＋特別展入場料） 

700 円 500 円 400 円 300 円 100 円 

特別展入場料のみ 400 円 400 円    

有料スペース利用料 400 円 200 円 100 円 無料 無料 
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・場  所:ふなばし三番瀬環境学習館／船橋市潮見町４０ 
・料  金:有料スペース利用料 

一般４００円、 高校生・大学生２００円、小・中学生１００円 
船橋市内在住・在学の小・中学生、未就学児無料 

・休 館 日:月曜日（祝日・休日と重なった場合は次の平日、７月１９日～８月３１日は無休） 
・交  通:【バス】JR 船橋駅 南口（京成船橋駅）、JR 京葉線二俣新町駅(「二俣新道」バス停)より京成バス 

システム 船橋海浜公園行き「終点」下車 
【車】京葉道路原木 IC 原木側出口より、信号(一つ目)を左折、船橋中央埠頭へ直進 

・駐車料金:普通車５００円 
・U R L:公式ホームページ https://www.sambanze.jp/  
 

お問い合わせ 
ふなばし三番瀬環境学習館 担当:山口、小澤、和田 

TEL 047(435)7711 / FAX 047(435)7712 / E-mail  pr@sambanze.jp 
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７月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕 

 

●ひまわりまつり 

・期  間 :７月１７日（土）～８月３１日（火）  

・内  容 :園内が約２万株のひまわりで彩られるほか、メルヘン 

          の丘ゾーンに広さ約６００㎡のひまわりめいろがオープン 

 
   

●スティールパン演奏 

・期  日 :７月４日（日） 

・時  間 :①１１:３０～  ②１３:３０～ 

・場  所 :ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

・出  演 :PAN NOTE MAGIC  

         
   

●ラベンダー花穂プレゼント 

・期  日 :７月１０日（土）、１１日（日） 

・時  間 :①１０:３０～１１:３０ ②１３:３０～１４:３０  

・場  所 :メルヘンの丘ゾーン 風車前芝生広場  

        ※雨天時コミュニティーセンター 

・内  容 :ラベンダーの花穂をひとつかみ程度（約５０本）プレゼント。 

          ※数に限りがあります。なくなり次第終了となりますの                

でご了承ください。 
 

●サイレントコメディーパフォーマンス 

・期  日 :７月１１日（日）  

・時  間 :①１１:３０ ②１３:３０ 

・場  所 :ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

・出  演 :サクノキ 

 

 

●マリンバ演奏 

     ・期  日 :７月１８日（日） 

     ・時  間 :①１１:３０ ②１３:３０ 

     ・場  所 :ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

     ・出  演 :Calamus 

 

 

  ●食虫植物のふしぎ展・即売会 

       ・期  日 :７月２２日（木・祝）～８月１日（日） 

 ・場  所 :コミュニティーセンター 

 ・内  容 :食虫植物などの展示と即売 
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  ●７月の花 

   ひまわりのほか園内はインパチェンス、ベゴニア、ニチニチソウなど約１５０種類１０万株の草花で彩られます。 

   また、ラベンダー（上旬まで）、アジサイ（中旬まで）、ヒマワリ（中旬から）などが順次見ごろを迎えます。 
 

・場  所:ふなばしアンデルセン公園／船橋市金堀町５２５ 

・料  金:入園料金のみ（一般９００円、高校生（生徒証提示で）６００円、小・中学生２００円、 

幼児１００円） 

・交  通:【バス】新京成線 三咲駅からバス セコメディック病院行きで約１５分「アンデルセン公園」下

車徒歩１分 

 

お問い合わせ ふなばしアンデルセン公園 TEL 047(457)6627／FAX 047(457)6140 
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夏のフラワーアレンジ「オーナメント作り」／ふなばしメグスパ〔船橋市〕 

 

九州シラス台地の自然土を使った台座に、花や貝など夏を感じる小物をあしらいます。抗菌、消臭、マイナスイオン効

果もあるオリジナルなオーナメントを作りましょう。あなたのお部屋に、または大切な人への贈り物にどうぞ! 

※新型コロナウイルス感染対策状況により変更の場合が有ります。 
 

・日 時:７月２２日（木・祝） １１:００～１５:００ 

・場  所:ふなばしメグスパ／船橋市大神保町１３５６－３ 

・対  象:どなたでも。（１０歳未満は保護者同伴） 

・定  員:先着１０名（電話でご予約下さい） 

・料  金:１，５００円（温浴施設ご利用の場合は、別途施設使用料が必要です） 

・交  通:【電車】「小室駅」、「三咲駅」、「船橋駅」、「北習志野駅」から路線バス乗車  

【バス】新京成バス「モリタ船橋工場前・ふなばしメグスパ前」下車  

【車】国道１６号線 小室交差点を船橋方向に１．２ｋｍ 

・U R L:https://f-meguspa.jp/ 

 

お問い合わせ ふなばしメグスパ TEL 047(457)5151／FAX 047(436)8010 
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旬の野菜の収穫体験／農菜土〔柏市〕 

四季を通じて、田植え、稲刈り、そら豆、枝豆、とうもろこし、栗、落花生、さつまいも等、首都圏とは思えない自然に囲まれ

た畑で、旬の野菜の収穫体験を実施しています。採れたての野菜は味も格別です。今回は、「とうもろこし」の収穫体験です。 

農家さんからの説明やレクチャーもあり楽しく収穫体験ができます。 
 

・期  日:７月３１日（土） 

8 月 1 日（日）・7 日（土）・８日（日）・9 日（月）  

・時 間:①９:００～１０:００ ②１０:００～１１:００ ③１１:００～１２:００           

・場  所:大山農園（手賀） 

       ※詳細は申込時にお伝えします。 

・対  象（申し込み資格）:どなたでも 

・定  員:各回５０名（先着） 

・申  込:７月２日（金） ９:００～ 

      必要事項（氏名、住所、連絡先）と参加人数と希望時間を書いて、 

農菜土へファクス（04-7137-7318）又は、農菜土ホームページからお申込みください。 

・料  金:入場料:１組５名まで１,０００円 

      体験料:１本１５０円（５本から受付） 

・持 ち 物:⾧靴、手袋、汚れてもよい服装 

・交  通:【車】常磐道 柏 IC から約３０分 

・U R L:https://www.no-side-kashiwa.com/ 

お問い合わせ 株式会社 農菜土 TEL 04(7137)7318／E-mail taiken@no-side-kashiwa.com 
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味覚狩り ようこそ!なし・ぶどうの郷へ 

／鎌ヶ谷市観光農業組合加盟園〔鎌ケ谷市〕 

 

鎌ケ谷の特産品である梨狩りをはじめ、ぶどう狩り、桃もぎとり、ブルーベリー摘み取りをお手頃な値段で堪能できます。 

ご家族連れやお友達同士での行楽に大変喜ばれています。 

フルーツシティかまがやで味覚狩りを楽しんでみませんか。 

◆ブルーベリーつみ取り 

・時 期:６月上旬から８月下旬頃（９:００～１５:００） 

・料 金:つみ取り料金 １００g ３００円～ 

 

◆桃もぎとり 

・時 期:第１期:６月２６日（土）から 7 月１８日（日）（９:００～１６:００） 

          第２期:７月２７日（火）から（なくなり次第終了）月曜休業。 

・料 金:入園料:もぎとり料金１,３００円（桃４個） 

 

◆ぶどう狩り 

・時 期:８月中旬から１０月中旬頃（９:００～１７:００）  

◆なし狩り  

・時 期:８月下旬から１０月上旬頃（９:００～１７:００） 

・料 金:なし・ぶどう狩り共に小学生以上１,０００円 幼児（３歳以上）６００円 

 ※各園によって対応が異なります 

※気象条件や生育状況により多少前後することがあります。 
 

・期  間:上記記載 

・場  所:鎌ケ谷市観光農業組合加盟園 

・交  通:各農園により異なるため、お問い合わせください。 

・U R L:http://kamagayasikankounougyoukumiai.info/ 

 

お問い合わせ 
鎌ケ谷市観光農業組合（鎌ケ谷市役所農業振興課内） 

TEL 047(445)1141(内線 545)／FAX 047(445)2078 
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成田うなぎ祭り〔成田駅～表参道周辺地域及び市内各所〕 

成田山表参道は、距離にして８００m、徒歩約１５分で、古くからの旅館や料理店が軒を連ねています。市内の多くの

飲食店がうなぎ料理をメニューに入れています。これだけの密度でうなぎ屋さんが密集している例は全国でも珍しく、成田が「う

なぎの街」と呼ばれる所以です。 

７月１６日（金）から９月５日（日）までの「成田うなぎ祭り」では、飲食店や宿泊施設など例年１００以上の店舗

が参加するスタンプラリーを開催し、応募すると成田ならではの素敵な賞品が当たります。 

更に、夏の暑い日差しを和らげ、涼の雰囲気を感じていただけるように、和風の日傘が無料で貸し出されます。普段は手に

する機会が少ない和傘をさして、街の風景にとけこみながら散策を楽しんでみませんか? 

皆さんもぜひこの機会に、表参道の街歩き・お店めぐりをお楽しみください。 

※イベント日程については、施設 HP にてご確認ください。 

※状況により内容が変更となる場合があります。 
 

・期  間:７月１６日（金）～９月５日（日） 

・場  所:成田駅～表参道周辺地域及び市内各所 

・交  通:【電車】JR または京成成田駅下車 

 

お問い合わせ （一社）成田市観光協会 TEL  0476(22)2102 
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ひまわりフェス他／成田ゆめ牧場〔成田市〕 

●ひまわりフェス 

２種類のひまわり畑が楽しめるほか、楽しいイベントやひまわり限定メニューも多数登場! 

「ひまわり迷路」 

  今年は計５会場、期間総数９万本以上のひまわりが咲き誇ります! 

  ひまわり迷路入場の方にはソフトクリーム割引券をプレゼント。 

  インスタ映え間違いなしのフォトスポットも登場。 

   ・期 間:７月下旬～８月下旬 

   ・時 間:１０:００～１６:００（最終入場１５:３０） 

   ・料 金:３５０円 

「ミニひまわり畑」  

ひまわり迷路とは別に背丈も容姿もキュートな「サンフィニティ」のひまわり畑も登場♪ 

背が低いので小さなお子様やわんちゃんとのベストショットが撮れるかも!? 

・期 間:７月中旬～８月下旬 

   ・時 間:営業時間中 

   ・料 金:無料 

※各イベントの参加料金は牧場入場料別途 

 

●ゆめミル七夕祭り 

ひまわり×七夕の初コラボ!ゆめぼくならではのイベントが盛りだくさんです。 

七夕祭り開催日の１７時以降は浴衣入場無料サービスも!?詳細はゆめ牧

場 HP をご覧ください。 

   ・期 日:７月２２日（木・祝）、２３日（金・祝） 

   ・時 間:１７:００～２０:００（最終入場１９:３０）                     

   ・料 金:大人（中学生以上）７５０円、小人（3 歳以                              

上）３００円、わんちゃん無料、駐車料金無料 

         ※上記特別料金は全て七夕祭り開催日の１７:００から適用 

 

・場 所:成田ゆめ牧場／成田市名木７３０－３ 

・入場料:大人（中学生以上）１,４５０円、小人（3 歳以上）７００円、65 歳以上１，２５０円   

・交 通:【電車】JR 成田線滑河駅から無料送迎バス１０分（運行時間はお問い合わせください） 

【車】圏央道下総 IC から約２分 

・U R L: https://www.yumeokujo.com/ 

 

お問い合わせ 成田ゆめ牧場 TEL 0476(96)1001／FAX 0476(96)1055 
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プラチナアワー他／白井市文化センター・プラネタリウム〔白井市〕 

 

●プラチナアワー (約４５分間) 

懐かしい音楽と共に、きらりと光る天文のお話しと星空を 

楽しむ大人向けの投映です。今回のお話は、「国旗」です。 

星や月をモチーフにした世界各国の国旗をご紹介します。 

日時:７月８日（木）１１:００、１０日（土） １３:３０ 

料金:大人３５０円 

●プラネタリウム投映 土、日曜日と月曜以外の祝日、夏休み投映（７月２１日～８月２９日）の水～日曜日 

１１:３０ ロイ君アワー（子ども向け）「やじるしくんの七夕」（約４５分間） 

 ７月７日は、たなばたさま。みんなは星にどんなお願い 

をしますか? やじるしくんと一緒に、星の世界で遊び 

ましょう。季節の星座のお話もあります。 

１５:００ 「星座ミュージアム へびつかい座」（約４５分間） 

 へびつかい座は、ギリシャ神話の名医アスクレピオス 

の姿といわれます。この星座に見られる美しい星雲星団 

の数々や、星座神話をご紹介します。 

料金:大人３５０円、高校生以下１６０円 

●どなたでも学習投映 (約 60 分間)                       イラスト スターホール©GOTO   

小学校４年生の理科で、今学習中の「夏の星の明るさと色 星の位置の変化」についての投映です。 

夏の星座の紹介もあります。4 年生はもちろん大人の方もどうぞ。 

日時:７月３日（土）  ９:４５ 

料金:大人３５０円、高校生以下１６０円 

※各投映開始時刻３０分前から券売、各回定員４０人 
 

・場  所:白井市文化センター・プラネタリウム／白井市復１１４８－８ 

・交  通:【電車】北総線「白井駅」北口から徒歩１５分 

      【車】国道１６号白井交差点から５分（無料駐車場２３０台） 

・U R L:https://www.center.shiroi.chiba.jp/planet/ 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業や定員を変更する場合がありますので、お問い合わせください。 

お問い合わせ 

白井市文化センター・プラネタリウム（担当者 岸下すみれ） 

TEL 047(492)1125／FAX 047(492)8016 

E-mail plane_tarium86@city.shiroi.chiba.jp 
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黒部川イルミネーション／黒部川〔香取市〕 

 

地元に住む小学生の皆さんの願いが込められたボンボリが、黒部川水上を鮮やかに彩ります。 

 
 

・期    間:７月２４日（土）～８月２2 日（日） 

・時  間:１９:００～２1:００ ※点灯時間が変更になることがあります。 

・場  所:黒部川（新田橋から大橋付近）／香取市小見川 

・交  通:【電車】JR 成田線小見川駅から徒歩５分 

      【車】東関東自動車道 佐原香取 IC から２０分 

・U R L:http://www.city.katori.lg.jp/ 

 

お問い合わせ 小見川にぎわい事業実行委員会事務局 TEL 0478(50)1212 
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飯岡磯ガキ祭り／カントリーハウス海辺里〔旭市〕 

 

５月から８月にかけて、飯岡の海で採れる「天然磯ガキ」は、手のひらサイズまで成⾧するのが特徴で、食べごたえはもちろ

ん風味も抜群です。「飯岡磯ガキ祭り」では、この天然磯ガキをふんだんに使ったコース料理を心ゆくまでご堪能することができ

ます。 

昼食には、磯ガキのコース料理（釜飯、生カキ・焼きカキ各１個、お新香、お汁物、デザート）を３,９００円（税込）

でお召し上がりいただけます。その他、夕食に磯ガキ料理をプラスする宿泊プランもあります。電話での予約がおすすめです。 
 

・期    間:６月１日（火）～８月中旬 

・場  所:カントリーハウス海辺里
つ べ り

／旭市上永井１２１７ 

・料  金:３，９００円（税込） 

・交  通:【車】千葉東金道路 横芝光 IC から国道１２６号経由で約４０分～５０分 

           東関東自動車道 大栄 IC から県道７０経由で約５０分～６０分 

【電車】JR 総武本線 旭駅から千葉交通バス銚子行き利用 

・U R L:カントリーハウス海辺里 https://tuberi1962.owst.jp/ 

             

お問い合わせ 飯岡宿泊組合 TEL 0479(57)3190 
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昆虫ドーム／⾧柄町都市農村交流センター〔⾧柄町〕 

 

ドーム内で放し飼いにされたカブトムシを見て、触って、育てて大感動!お子様の夏の思い出つくりや自由研究の題材に、

大好評の自然の教科書です。 

 
 

・期    間:7 月３日（土）・４日（日）・１０日（土）・１１日（日）・１７日（土）・１８日（日） 

7 月 2２日（木）～8 月 1５日（日）は毎日 

※上記の日程でも、昆虫の状況や、天候（雨天）気温（猛暑日）等の状況により、臨時休業する

場合がございます。 

昆虫の発生状況により、８月１５日以前に閉園する場合がございます。発生のピークは７月下

旬～８月上旬です。お早めにお出かけください。 

・時  間:９:００～１６:００（１５:３０最終受付） 

・場  所:⾧柄町都市農村交流センター／⾧生郡⾧柄町山之郷７０－１５ 

・料  金:２００円（３歳以上）※カブトムシの持ち帰りは別料金 

・交  通:【電車】JR 内房線浜野駅東口からロングウッドステーション行き（約３０分） 

「自然休暇村」下車 

JR 外 房 線 茂 原 駅 南 口 か ら ロ ン グ ウ ッ ド ス テ ー シ ョ ン 行 き （ 約 ３ ０ 分 ）        

「自然休暇村」下車 

【車】京葉道路蘇我 IC から国道１４号（茂原街道）経由で約３０分 

・U R L:http://wakuwaku-nagara.com/ 

 

お問い合わせ ⾧柄町都市農村交流センター TEL 0475(35)0055 
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２階フードコート／海の駅九十九里〔九十九里町〕 

葉武里定食             ALBA９９ピザ                いわし御膳 

海の駅自慢のフードコートは、獲れたてを「お刺身」で「天麩羅」で「イタリアン」で、九十九里の彩り豊かな旬を味わえます。 

葉武里ナンバーワンの「葉武里定食」は天麩羅と旬のお刺身が一度に楽しめます。 

「ＡＬＢＡ９９ピザ」は、はまぐりとアンチョビのピザ、その他はまぐりを使ったパスタもオススメ。 

わたしの店の「いわし御膳」は、いわしを天麩羅、お刺身、煮付で味わえるいわしづくし。 

「地元産の海の幸」をぜひご堪能下さい。 

心地良い海風を感じながらお食事が楽しめるテラス席では、ペットと一緒にお食事できるスペースもございます。 
 

・場  所:海の駅九十九里２階フードコート葉武里（和食）、ALBA９９（イタリアン）、わたしの店（和食） 

山武郡九十九里町小関２３４７－９８ 

・時 間:直売所 ９:００～１８:００ 

フードコート１０:００～１７:００（ラストオーダー１６:３０） 

・交  通:【車】東金九十九里有料道路九十九里 IC から車で８分 

【バス】ＪＲ東金駅「東金」からバスで３０分 

・U R L:https://uminoeki99.com 

お問い合わせ 

海の駅 九十九里 

TEL 0475(76)17／FAX 0475(76)4141 

Email uminoeki_info@welcomechiba.jp 
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千葉県民限定!千葉の三大逸品グルメを満喫 

／国民宿舎サンライズ九十九里〔九十九里町〕 

 

 サンライズ九十九里は今年の７月１３日(火)で、おかげさまで２５周年となります。これもひとえに多くのお客様にご愛顧

いただいたおかげでございます。誠にありがとうございます。そこで、サンライズ九十九里では⾧年のご愛顧を、とくに一番ご利用

の多い地元・千葉県民の皆様に感謝し、大変お得かつとっても美味しいお食事のプランをご用意いたしました!千葉県の逸

品食材である「かずさ和牛」をアツアツの溶岩プレート焼きで、とれたて新鮮な「伊勢海老」をお造りでお召し上がりいただける豪

華なコースとなっております。この期間ではサザエの壺焼きが食べ放題でお楽しみいただけます。千葉県民限定!この機会にぜ

ひどうぞ♪ 

 サンライズ九十九里はこれからも多くの皆様にご満足いただける工夫をこらし、なによりも安心安全に心掛け３０周年、３５

周年そしてもっと先へ、皆様と共に歩んでまいりたいと思います。今後とも変わらぬごひいきの程どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 ※左は伊勢海老のお造りとコース全体像、右はかずさ和牛の溶岩プレート焼きです（イメージ）。 
 

・期    間:６月１日（火）～７月１６日（金） 

・場  所:国民宿舎サンライズ九十九里／山武郡九十九里町真亀４９０８ 

・料  金:特撰牛肉「かずさ和牛」と「伊勢海老」にサザエのつぼ焼きプラン 

１泊２食付き ９，９００円～ 

※消費税込み、2 名様以上でのご案内表記になります。 

内容、ご料金に関して詳しくは、当館 HP もしくはお電話にてご確認ください。  

・交  通:公共交通機関ではバス直通 もしくは 電車とバス併用にてご来館いただけます。 

JR 総武線千葉駅から小湊鐡道バス白子中里行き「サンライズ九十九里」下車 

JR 外房線大網駅から小湊鐡道バス「サンライズ九十九里」行き終点下車 

JR 東金線東金駅から九十九里鉄道バス「サンライズ九十九里」行き終点下車 

      JR 東京駅から高速バス白子中里行き（サンライズ九十九里経由）「サンライズ九十九里」下車 

      ※直近のバスの運行状況に関しては直接、バス会社さまにお問い合わせください。 

・U R L:https://www.sunrise99.jp/ 

 

お問い合わせ 国民宿舎サンライズ九十九里 TEL 0475(76)4151 
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マザー牧場 夏フェス２０２１（予定）／マザー牧場〔富津市〕 

  

大人も子どももびしょぬれ爽快!牧場の夏を本気で遊ぼう♪ 

今年もマザー牧場の夏は涼しくて楽しいイベントが盛り沢山。なんといっても注目は、風物詩（!?）ともなりつつある水の

イベント。今年は「洗濯」をテーマに新しいキャラクターが登場し、皆さんをびしょ濡れに「洗濯?」しちゃいます! 

７月から９月下旬に楽しめるピンクの花畑 「桃色吐息（ペチュニア）」は、夏の青空と相性バツグン!この時期だけの絶

景をお楽しみください。 

 

夏休みは家族で楽しめるマザー牧場へぜひお越しください♪ 
 

・期    間:７月下旬～８月下旬 

※営業情報は、公式 HP をご確認ください。 

・場  所:マザー牧場／富津市田倉９４０－３ 

・入 場 料:大人（中学生以上）１，５００円、小人（４歳～小学生）８００円 

アトラクションにより別途料金がかかるものもあります。 

・交  通:【バス】JR 内房線君津駅南口から日東交通マザー牧場直通路線バスで３５分 

【車】館山自動車道 木更津南 IC から車で約３０分 

館山自動車道 君津 PA スマート IC（ETC 車限定）から車で約１０分 

・U R L:http://www.motherfarm.co.jp 

 

お問い合わせ マザー牧場 TEL 0439(37)3211 
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ゆりの里「夏の感謝祭」／袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」 

〔袖ケ浦市〕 
 

生産者などによる PR 販売・野菜の詰め放題・杵つき餅の販売などがあります。 

 ※新型コロナウイルス感染症の影響で中止することや、内容が変更する場合がございます。 
 

・日  時:７月１７日（土） ９:００～１５:００ 

・場  所:袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」／袖ケ浦市飯富１６３５－１ 

・交  通:【バス】JR 内房線 袖ケ浦駅からバスのぞみ野バスターミナルほか行 

「袖ケ浦公園」下車徒歩１分 

 

お問い合わせ 袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」／TEL 0438(60)2550 
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花火大会 

天候等により延期・中止になる場合があります。あらかじめご確認ください。 
 

 

【南房総】 

  

１ 鴨川市納涼花火鴨川大会（鴨川市）  

□ 日 時:７月２９日（木） １９:３０～２０:００ ※雨天中止 

□ 会 場:前原・横渚海岸  

□ 打上数:約２００発 

□ 交 通:【電車】JR 外房線安房鴨川駅下車徒歩５分 

□ 問合せ先:TEL 04(7092)0086  (一社)鴨川市観光協会 

※市民向けの開催。出店はなく、駐車場の用意もなし。 

 

２ 連夜の花火 in 天津小湊 2021 

 □ 日時:８月１日（日）～２０日（金） ２０:００～２０:１５ 

 □ 会場:内浦湾 

 □ 打上数:約１００発 

 □ 交通:【電車】JR 天津小湊駅下車徒歩 3 分 

□ 問合せ先:TEL04(7095)2218 鴨川市観光協会天津小湊支部 

 

【かずさ・臨海】 

1 マザー牧場「打ち上げ花火」（富津市） 

□ 日 時:７月３１日（土）、８月１日（日）、 

      7 日（土）～９日（月・振）、 

１２日（木）～１５日（日）、２１日（土）、２２日（日）、                 

２８日（土）、２９日（日） 

１９:３０～（約１５分・予定）計 1３日 

※日時は変更になる場合がございます。 

□ 会 場:マザー牧場／富津市田倉９４０－３ 

□ 打上数:各日約３５０発 ※天候により中止になる場合があります。 

□ 交 通:【バス】JR 内房線君津駅南口から 

日東交通マザー牧場直通路線バスで約３５分 

【車】館山自動車道 木更津南 IC から車で約３０分 

館山自動車道 君津 PA スマート IC(ETC 車限定) から車で約１０分 

□ 問合先:TEL 0439(37)3211 マザー牧場 

□ ＵＲＬ:http://www.motherfarm.co.jp  

※営業情報は、公式ホームページをご確認ください。 
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■開催日程未定花火大会一覧            ※発行日時点の情報を記載しております。 

エリア 名称 会場 

北総 佐倉花火フェスタ２０２１（第 60 回佐倉市民花火大会） 佐倉市 

南房総 鴨川市納涼花火小湊大会  鴨川市 

 おんじゅく花火大会 御宿町 

かずさ・臨海 市制施行３０周年記念メインイベント 袖ケ浦市 
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■今年度、開催中止（延期）花火大会 一覧       ※発行日時点の情報を記載しております。 

エリア 名称 会場 

ベイエリア 

幕張ビーチ花火フェスタ  千葉市 

市川市民納涼花火大会    市川市 

ふなばし市民まつり船橋港親水公園花火大会  船橋市 

八千代ふるさと親子祭  八千代市 

四街道ふるさと祭り  四街道市 

東葛飾 

野田市関宿まつり花火大会  野田市 

手賀沼花火大会  
柏市 

我孫子市 

流山花火大会  流山市 

銚子みなとまつり花火大会  銚子市 

北総 

水郷おみがわ花火大会  香取市 

SAKAE リバーサイド・フェスティバル  栄町 

旭市いいおか YOU・遊フェスティバル  旭市 

九十九里 

大浦花火大会  匝瑳市 

山武市サマーカーニバル  山武市 

おおあみしらさとの花火  大網白里市 

一宮町納涼花火大会  一宮町 

九十九里町ふるさとまつり  九十九里町 

館山観光まつり館山湾花火大会  館山市 

南房総 

かつうら若潮まつり花火大会  勝浦市 

南房総白浜海女まつり  南房総市 

岩井海岸納涼花火大会  南房総市 

ちくら BON フェスタ  南房総市 

木更津港まつり花火大会  木更津市 

かずさ・臨海 

亀山湖上祭・君津市民花火大会  君津市 

富津市民花火大会  富津市 
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レジャープール 

天候により休園になる場合があります。あらかじめご確認ください。 
 

【九十九里】 

1 蓮沼ウォーターガーデン／山武市 

約 6 万㎡の広さに「水の一生」をコンセプトとした大小様々な 19

種類のプールがある県内最大級のウォーターパークです。大人気スラ

イダー「スプラッシュシェイカー」など、迫力満点な体験で今年の夏

を満喫しよう! 

※昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大予防対策に取り組ん

でいます。詳しくは、ホームページをご確認ください。 

□ 期 間:７月１０日（土）～９月２０日（月・祝） 

□ 休園日:7 月１２日～１６日、１９日～２１日、９月平日 

□ 時 間:９:００～１７:００（最終入園１６:００） 

 □ 利用料:大人１，７３０円、高校生１,０１０円、小中学生４００円、幼児２００円 

       ※アトラクションは別途料金がかかります 

□ 場 所:山武市蓮沼ホ３６８－１ 

□ 交 通:【バス】JR 総武本線松尾駅下車、空港シャトルバス JR 松尾駅南から「蓮沼海浜公園第一駐車 

場前」下車又は JR 総武本線松尾駅から山武市基幹バス「蓮沼海浜公園」下車 

 □ 問合先:TEL 0475(86)3171 千葉県レクリエーション都市開発株式会社 
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花情報（ひまわり） 

見頃は、天候・気候によって異なります。また入場料・入園料等が必要な施設がございますので、 

あらかじめご確認のうえ、お出かけください。 
 

【ベイエリア】 

１ ふなばしアンデルセン公園／ひまわりまつり（船橋市） 

園内が約２万株のひまわりで彩られるほか、メルヘンの丘

ゾーンに広さ約６００㎡のひまわりめいろがオープンしま

す。 

 

□ 期 間:７月１７日（土）～８月３１日（火） 

□  場 所:ふなばしアンデルセン公園／船橋市金堀町５２５ 

□ 交 通:【バス】新京成線 三咲駅からセコメディック病

院行き「アンデルセン公園」下車徒歩１分 

□ 問合先:TEL 047(457)6627  ふなばしアンデルセン公園 

【北 総】 

2 成田ゆめ牧場（成田市） 

今年は計５会場、期間総数は約 9 万本以上のひまわりが咲

き誇ります! 

ひまわり迷路にはインスタ映え間違いなしのフォトスポッ

トも登場。迷路入場の方にはソフトクリーム割引券をプレゼ

ント。また、ひまわり迷路とは別に背丈も容姿もキュートな

「サンフィニティ」のひまわり畑も登場♪背が低いので小さ

なお子様やわんちゃんとのベストショットが撮れるかも!? 

※荒天中止 ※時期により開催場所が異なります 

※育成状況により開催できない場合があります ※開花状況は HP またはお電話でお問合せください 

□ 日 時:ひまわり迷路 7 月下旬～8 月下旬 １０:００～１６:００（最終入場１５:３０） 

      ミニひまわり畑 ７月中旬～８月下旬 平日９:３０～１６:３０ 土日祝９:３０～１７:００ 

□ 場 所:成田ゆめ牧場／成田市名木７３０－３ 

□ 料 金:ひまわり迷路３５０円（牧場入場料別途） 

      ミニひまわり畑 無料 （牧場入場料別途） 

□ 交 通:【バス】JR 成田線滑河駅から無料送迎バス約１０分（運行時間はお問合せください） 

【車】圏央道下総 IC から約２分  

□ 問合先:TEL 0476(96)1001 成田ゆめ牧場 

□ ＵＲＬ:https://www.yumebokujo.com/ 
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3 風車のひまわりガーデン（佐倉市） 

オランダ風車と夏の青空を背景に、約１万５千本のひまわり畑 

が広がります。期間中は、観光船の運航（土、日、祝）や地元の農

産物の販売などを行う予定です。 

□ 見 頃:７月中旬 

□ 期 間:7 月１０日（土）～８月１日（日） 

□ 場 所:佐倉ふるさと広場／佐倉市臼井田２７１４ 

□ 交 通:京成佐倉駅北口から佐倉市循環バスで約１０分                       

京成臼井駅から徒歩３０分または、京成佐倉駅から徒歩４０分 

□ 問合先:TEL 043(486)6000 佐倉市観光協会  

□ U R L:http://www.city.sakura.lg.jp/0000008953.html 

 

【九十九里】 

3 金谷郷ひまわり畑（大網白里市） 

見頃は７月下旬から８月上旬で、農村ふれあいセンター前の

１ha の畑と JR 外房線陸橋下の０.３ha の畑に約５万本のヒマ

ワリが咲き乱れます。 

 

□ 見 頃:７月下旬～８月上旬 

□ 場 所:大網白里市金谷郷１３５６－２ 

□ 交 通:【バス】JR 外房線大網駅から季美の森行きバス「山辺」下車徒歩５～１０分 

【車】圏央道大網白里スマート IC から約１５分 

□ 問合先:TEL 0475(70)0345 大網白里市農業振興課 
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千葉県立館山野鳥の森〔館山市〕 

●夏の涼を演出!竹灯籠イルミネーションを作ろう  

竹筒に電気ドリルなどを使って穴をあけ、模様をデザインする「竹灯籠作り」に挑戦

します。 

材料（竹）、電飾セット、道具（電気ドリル）などはすべて用意します。 

また、講師が道具の使い方など丁寧に説明しながら制作しますので、お子様や初

心者の方でも安心してご参加いただけます。 

作った「竹灯籠」をお持ち帰りいただき、ご自宅で竹の香りと幻想的な優しい灯り

で夏の涼を感じてみませんか。 

 

・日 時:７月１０日（土） １０:００～１２:００   

・定 員:先着１０名（小学生以下は保護者同伴） 

・料 金:２,５００円（税込） 

※電球セットは参加費に含まれています。 

・申込み:７月９日（金）締め切り  

※電話にて予約、定員になり次第締め切り 

・持ち物:保険証（コピー可）、飲み物、軍手 

・服 装:汚れてもよい作業しやすい服装 
 

 

 

●ガラスタイルを使ってオリジナル LED ランプを作ろう 

プラスチックのカップにガラスタイルやガラス玉などを貼り付け、中に LED ライトを置い

て、LED ランプを作ります。 

ガラスタイルやガラス玉などの色や配置を自由に選び、あなただけのオリジナルランプ

を作りましょう。 

涼しげなガラスのランプで、この夏、癒されてみませんか。 

お子様の夏休みの工作体験としてもおすすめです! 

 

・日 時:７月２４日 （土）１０:００～１２:００   

・定 員:先着１５名（小学生以下は保護者同伴） 

・料 金:１,８００円（税込） 

・申込み:７月２３日（金）締め切り  

※電話にて予約、定員になり次第締め切り 

・持ち物:保険証（コピー可）、飲み物 

・服 装:汚れてもよい作業しやすい服装 

 

 

 

 

 



34 

 

 ●夏休み工作体験 

 ～夏休みの思い出作り～ 

木の実や貝殻など自然の素材を使って、オリジナル作品を作ります。 

貝細工・フォトフレーム・手形の切り抜きなど、自由に工作が楽しめます。 

夏休みの工作体験にも人気です! 

・日   時:７月２４日（土）～８月３１日（火） 

９:００～１６:３０ 

・受付時間:９:００～１５:３０  

※随時受付（制作時間:３０分～６０分） 

・募集人数:随時（小学生以下は保護者同伴） 

・料   金:４４０円（税込）～ 

・持 ち 物:保険証（コピー可）・飲み物 

・服   装:汚れてもよい服装 

 

※混雑時は利用制限させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

 
 

・場  所:館山野鳥の森多目的ホール、工作体験コーナー／館山市大神宮５５３ 

・交  通:【バス】JR 内房線館山駅から JR バス関東安房神戸廻り白浜行「安房神社前」下車５分 

・U R L:http://www.chiba-forest.jp/yachou/ 

お問い合わせ 館山野鳥の森管理事務所 TEL 0470(28)0166／FAX 0470(28)0187 
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千葉県立内浦山県民の森〔鴨川市〕 

●あじさいハイキング 

 麻綿原高原のあじさいを鑑賞する約１０㎞のハイキングです。 
 

・日  時:７月１５日（木） １０:００～１５:００（雨天中止） 

・場  所:内浦山県民の森 総合センターへ９:５０までに集合／鴨川市内浦３２２８ 

・定  員:一般３０名（中学生以下は保護者同伴） 

・料  金:１，４００円（消費税込み） 

      森の宿せせらぎ（１泊２食）でご宿泊の方は参加費半額となります 

・参加受付:７月１３日まで（先着順、定員になり次第締め切り） 

・持 ち 物:弁当、飲み物、保険証、レジャーシート、マスク、必要があればストック等 

・服  装:ハイキングに適した服装、帽子、トレッキングシューズ等 

・アクセス:自家用車ご利用の方 国道１２８号線 県民の森入口から約４．５㎞（駐車場無料） 

・U R L:http://www.chiba-forest.jp/uchiurayama/ 

 

お問い合わせ 内浦山県民の森管理事務所  TEL 04(7095)2821 ／FAX 04(7095)2822 
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千葉県立清和県民の森〔君津市〕 

● 星空撮影ワークショップ ～七夕編～ 

天体写真を撮るためのカメラの基本的な設定や、夜間

での撮影方法について学びます。初めての方でも大歓

迎!お待ちしています。 

事前に予習（無料）をしておきたい方は、１６:３０

までにお越しください。 

・日 時:７月３日（土）１８:３０～２１:３０（受付１７:５０まで） 

※予習を希望の方は１６:３０にお越しください 

・料 金:４００円 

・受 付:１７:５０までに木のふるさと館に集合 

・持ち物:お持ちのデジタルカメラ（一眼レフ推奨）、三脚、お弁当    

・定 員:２０名 

●貝殻とシーグラスのミニランプシェード作り 

小さなガラス容器に貝殻やシーグラス、ガラスタイルなど

を貼ってミニランプシェードを作ります。光源は LED(ボタン

電池使用)、クラフトで台座を作る被せ式タイプ。興味の

ある方はぜひお越し下さい。 

・日  時:７月１７日（土）～１９日（月） ９:００～１６:００ 

      （但し定数に達した時点で期間に関係なく終了）  

・受  付:９:００～１５:００ 

・料 金:８００円 

・持 ち物:特になし 

・定 員:１０組限定（３日間通しで） 
 

・場  所:清和県民の森 木のふるさと館／君津市豊英６６０ 

・交  通:【バス】JR 内房線木更津駅西口から急行バス 亀田病院行き、「サン・ラポール」下車徒歩１０分 

【車】館山道 君津 IC 下りて左折、県道９２号、国道４１０号経由約２４km 

・U R L:https://www.seiwanomori.jp/ 

 

お問い合わせ 
清和県民の森 管理事務所 

TEL 0439(38)2222／FAX 0438(38)2229／E-mail  s.sakai@senmorikumi.jp 
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千葉県立美術館〔千葉市〕 

第３期コレクション展 名品３－巨匠の眼と手― 

当館が所蔵する作品の中から、佐倉ゆかりの浅井忠をはじめ、ルノワールなど、特

に鑑賞の要望の高い作品を厳選して紹介します。本展では特に、作家の視点や技

が冴える絵画、工芸を紹介します。 

 

 

浅井 忠  《本と花》 

 

第３期コレクション展 甦る幻の名作 石井林響《和気清麿》展 
千葉市出身の日本画家・石井林響（１８８４ ～１９３０）の

第１回文展（文部省美術展覧会）の出品作で、⾧らく所在不明だっ

た名作《和気清麿》を初公開します。当館所蔵の他の林響作品と併せ

てご覧ください。   

                                                  石井 林響  《和気清麿》 

 

千葉からはばたく新世代アート展 

千葉の新進作家 vol.２ １００%ORANGE オレンジ・ジュース 

千葉県にゆかりのある新進作家を紹介する展覧会シリーズ。 

２回目となる今年は、千葉県出身の及川賢治と竹内繭子によるユニット １０

０%ORANGE をご紹介します。「Yonda?」（新潮文庫）をはじめ、書籍の装

画、雑誌の表紙絵のようなイラストレーションの他に、漫画や絵本、アニメーションの

制作など、活動は多岐にわたっています。 

原作と完成品のどちらも展示しながら、１９９０年代後半から現在にいたる２人の仕事をたどります。  
 

・期  間:７月１３日（火）～９月２０日（月･祝） 

            ※７月下旬から９月上旬に夜間開館を行います。詳しくはホームページをご覧ください。 

・料  金:一般３００円、高校生・大学生１５０円 

６５歳以上、中学生以下、障害者手帳をお持ちの方及び介護者１名は無料 

・場  所:千葉県立美術館／千葉市中央区中央港１-１０-１ 

・交  通:【電車】JR 京葉線・千葉都市モノレール千葉みなと駅より徒歩約１０分 

・U R L:http://www2.chiba-muse.or.jp/ART/ 

 

お問い合わせ 
千葉県立美術館  TEL 043(242)8311／FAX 043(241)7880 

                E-mail  fukyu-art@mz.pref.chiba.lg.jp 

  



38 

 

 
千葉県立中央博物館〔千葉市〕 

 

●令和３年度夏の展示「うみ鳥っぷ ［umi-Trip］ ―海鳥とめぐる

島の旅・半島の旅―」 

さまざまな海の環境をうまく利用して暮らす海鳥。そんな彼ら、彼女らの目

線で、島や半島の海の魅力を見つける旅に出かけよう! 

・期 間:７月３日（土）～９月１２日（日） 

・場 所:千葉県立中央博物館第１企画展示室・２階ホール 

 

 

 

●生態園トピックス展「生態園の虫たち」 

都市の中に作った自然、生態園は虫たちにとっての貴重な生息場所になっ

ています。生態園でみられる昆虫やクモなどを写真と標本で紹介します。 

・期 間:６月１２日（土）～９月５日（日）の土、日、祝日のみ 

・場 所:千葉県立中央博物館 生態園オリエンテーションハウス 

 

 

 

●ミニトピックス展「千葉県指定文化財「明治二年奥州出征米国船

ハーマン号勝浦沖遭難絵巻」指定記念展」 

戊辰戦争中の１８６９（明治２）年、新政府軍の熊本藩士らとともに

勝浦沖に沈んだ米国蒸気船「ハーマン号」の顛末を伝える絵巻が、新たに

千葉県指定有形文化財に指定されました。絵巻の部分展示と併せて新指

定絵巻の全体を写真で紹介し、また勝浦市が熊本藩士の遺族及びアメリカ

大使館を招いて毎年開催している慰霊祭の様子や、日本水中考古学調

査会による潜水調査の成果などもあわせて紹介します。 

 

・期 間:６月８日（火）～９月５日（日） 

・場 所:千葉県立中央博物館 房総の歴史展示室前廊下 
 

・場  所:千葉県立中央博物館／千葉市中央区青葉町９５５－２ 

・開館時間:１０:００～１６:３０（入館は１６:００まで） 

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日・振替休日にあたるときは、その翌日） 

・料  金:博物館入場料 一般３００円、高校・大学生１５０円 

中学生以下及び満６５歳以上の方、障害者手帳等をお持ちの方及び介助者１名は無料 

            生態園はどなたでも無料でご観覧頂けます。 

・交  通:【バス】ＪＲ千葉駅東口の７番乗り場から京成バス「千葉大学病院」「南矢作」行きのいずれかに

乗り約１５分 

ＪＲ千葉駅東口の６番乗り場からちばシティバス「川戸都苑」行きに乗り，約１５分  

大海原を翔けるアホウドリ 

コムラサキ 

明治二年奥州出征米国船ハーマン号勝浦沖遭難絵巻 
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ＪＲ蘇我駅東口の２番乗り場から小湊鐵道バスまたは千葉中央バス「大学病院」行きに

乗り約１５分 

いずれの場合も「中央博物館」バス停で下車し、徒歩約７分または、京成千葉寺駅から徒

歩約２０分 

      【車】京葉道・松ヶ丘 IC 出口から大網街道を千葉市街方面へ向かい、ハーモニープラザ交差点を

右折、矢作トンネル東交差点を右折し、「県立青葉の森公園 北口駐車場」を目指してくだ

さい。 

・U R L:http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/ 

 

お問い合わせ 
千葉県立中央博物館  TEL 043(265)3111／FAX 043(266)2481 

E-mail kouhou_cbm@chiba-muse.or.jp 
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千葉市科学館〔千葉市〕 

●夏の特別展「くらべて発見!みんなの図鑑大研Ｑ(きゅう) ｂｙ 小学館の図鑑ＮＥＯ＋ぷらす くらべる図鑑」 

 

「図鑑は科学のびっくり箱 キミだけの新発見を探しに行こう!」 

『小学館の図鑑ＮＥＯ＋ぷらす くらべる図鑑』とタイアップし、バラエティ豊かな内容の特別展を開催します。動物や乗り物

の大きさくらべの映像や世界の言葉の聴きくらべなど、展示や体験を楽しみながら、新しい発見や気づきを得ることができます。 

 夏休みの自由研究のヒントにも最適です。
 

・期    間:７月１７日（土）～８月２９日（日） 

・場  所:千葉市科学館 ７階 企画展示室／千葉市中央区中央４－５－１ きぼーる内 

・料  金:大人７００円、高校生４５０円、小・中学生２５０円 

      ※常設展示もご覧いただけます ※未就学児は無料（保護者同伴） 

・交  通:【電車】京成千葉中央駅より４３０ｍ 徒歩６分 

【バス】JR 千葉駅東口１、７、１０番のりばから「中央三丁目」下車 

・U R L:https://www.kagakukanq.com/ 

 

お問い合わせ 千葉市科学館 TEL 043(308)0511／FAX043(308)0520 
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千葉市立加曽利貝塚博物館〔千葉市〕 

 

（昨年度の様子）                     （昨年度の様子） 

 

●夏休み子供向け展示 「調べて発見!わたしのまちの縄文時代」 

加曽利貝塚博物館内で、夏休み子供向け展示「調べて発見!わたしのまちの縄文時代」を開催します。 

市内の遺跡について学び、自分だけの市内遺跡マップを作成してみましょう。 
 

・期    間:７月１７日（土）～９月１９日（日）  

・場  所:千葉市立加曽利貝塚博物館／千葉市若葉区桜木８－３３－１ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】千葉モノレール「桜木駅」下車徒歩約１５分 

【バス】京成バス「桜木町」下車徒歩約１５分 

【車】京葉道路 貝塚 IC（下り出口）から約７分、松ヶ丘 IC（上り出口）から約１２分 

・U  R  L :https://www.city.chiba.jp/kasori/index.html 

 

お問い合わせ 
千葉市立加曽利貝塚博物館  TEL 043(231)0129／FAX 043(231)4986 

E-mail kasori.jomon@city.chiba.lg.jp 
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千葉県立関宿城博物館〔野田市〕 

                                                                                                              

パネル展「雲と、お天気」 

 

パネル展「雲と、お天気」 

さまざまな表情を見せる雲。雲の写真から、お天気のことを楽しく学びましょう。 

・期    間:６月２９日（火）～９月２６日（日） ９:００～１６:３０ 
 

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日にあたる場合は開館し、翌日休館） 

・場   所 :県立関宿城博物館／野田市関宿三軒家１４３－４ 

・料   金 :一般２００円、高校生、大学生１００円、中学生以下６５歳以上、障害者手帳をお持ちの方及び介護

者は無料 

・交   通 :【バス】東武アーバンパークライン(野田線)「川間」駅北口から朝日バス「境町」行き「関宿城博物館」下車 

東武スカイツリーライン(伊勢崎線)「東武動物公園」駅東口から朝日バス「境車庫」行き「新町」下車

徒歩約１５分 

 【車】圏央道 境古河 IC から１３分、五霞 IC から１５分、国道１６号中里陸橋から２５分、新４号バイ

パス幸手市菱沼交差点から約１０分 

・U R L:http://www2.chiba-muse.or.jp/SEKIYADO/ 

 

お問い合わせ 
千葉県立関宿城博物館 学芸課 TEL 04(7196)1400／FAX 04(7196)3737 

E-mail sekiyadohaku＠chiba-muse.or.jp 

 

  

雷雲（岩槻秀明氏撮影） 
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千葉県立中央博物館 大利根分館〔香取市〕 

 

 
「酒の仕込みの様子」（香取市教育委員会蔵） 

夏休み展示「躍進の佐原―新聞記者の見た戦前の暮らしと世相―」 

昭和６年から１４年にかけて佐原駐在の朝日新聞記者 真田健一氏が撮影した写真から、約９０年前の佐原を顧

みます。 

・期 間:７月１７日（土）～８月３１日（火） 

 

関連講座  『躍進の佐原』 

 夏休み展示「躍進の佐原」の内容について、講座を集会室で行います。 

・日  時:７月１７日（土） １３:３０～１４:００ 

・参加費:無料（事前予約１８名 予約状況によって当日受け入れも可能です。） 

 

夏休み体験講座 

●かわいいカモを作ろう 

６種類ある鳥の模型に色を付け、自分オリジナルのカモのマグネットを作成しませんか。 

・期  日:7 月２１日（水）、２２日（木）、８月１３日（金）、１４日（土） 

・時  間:各日とも午前の部１０:３０～、 午後の部１３:３０～ 

・定  員:各回１８名（小学３年生以下は保護者同伴） 

・申込み:予約受付中（予約状況により当日受付可） 

・費  用:１５０円（材料費） 

●まが玉づくり 

 古代のアクセサリー「まが玉」を作ってみませんか。 

・期 日:８月２１日（土）、２２日（日） 

・時 間:各日とも午前の部１０:３０～、 午後の部１３:３０～ 

・定 員:各回１８名（小学３年生以下は保護者同伴） 

・申込み:予約受付中（予約状況により当日受付可） 

・費 用:３００円（材料費） 
 

・場  所:千葉県立中央博物館 大利根分館／香取市佐原ハ４５００ 

・入 場 料:一般２００円、高校・大学生１００円（中学生以下、６５歳以上は無料） 

・交  通:【電車】JR 成田線佐原駅から佐原循環バス【平日のみ】（北佐原、新島ルート）で水郷佐原あや

めパーク入口下車６００ｍ 



44 

 

【車】東関東自動車道 潮来 IC から５km、佐原香取 IC から１０km、大栄 IC から１５km 

・U R L:http://www2.chiba-muse.or.jp/OTONE/ 

お問い合わせ 千葉県立中央博物館 大利根分館 TEL 0478(56)0101 
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千葉県立房総のむら〔栄町〕 

 

江戸の花卉（朝顔） 

江戸時代に流行した花卉(かき)（花の咲く草花）のうち、７月は朝顔を商家町並みに展示します。 

草花は、突然変異の変わり種を見つけ出し、交雑させることで、多様な変化が生まれていきますが、朝顔は一年草です。そ

のうえ劣性遺伝子の花は実を結ばないので同じ花を翌年も咲かせることは難しく、たくさんの種を蒔いて選抜していくことで変化

を維持し、珍しい花を生み出していきました。変わり咲き朝顔の栽培は、江戸時代の園芸文化のなかでも、ひときわ異彩を放

っており、その後少数の愛好家によって、今日まで受け継がれています。展示では、葉や花が、奇妙な形をした変わり咲きの朝

顔を紹介します。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予告なく中止・変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
 

・期    間:７月２４日（土）～９月１２日（日） 

・場  所:千葉県立房総のむら／印旛郡栄町龍角寺１０２８ 

・開館時間:９:００～１６:３０ 

・料  金:一般３００円、高・大学生１５０円 

      ※団体（２０名以上）一般２４０円、高・大学生１２０円 

       小学生以下と６５歳以上は無料、障害者手帳をお持ちの方と介護者１名は無料 

・交  通:【バス】JR 成田駅西口から竜角寺台車庫行きバス「竜角寺台２丁目」下車徒歩約１０分  

          JR 成田線安食駅から竜角寺台車庫行きバス「房総のむら」下車徒歩約３分 

      【車】東関東自動車道 成田 IC から約２０分（無料駐車場あり） 

・U R L:http://www2.chiba-muse.or.jp/MURA/ 

 

お問い合わせ 千葉県立房総のむら TEL 0476 (95) 3333 
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航空科学博物館〔芝山町〕 

 

● 七夕書道体験～星に願いを～ 

 書道体験を開催いたします!七夕の短冊や半紙に願い事を書いて、筆で字を書く楽しさを体験しませんか? 

作品は７月末日まで館内に展示いたします。 

・日  時:7 月３日（土）、４日（日） 

      午前の部１０:３０～１２:００、午後の部１３:３０～１５:００ 

・場  所:航空科学博物館「多目的ホール」 

・参加対象:小学生～大人まで 

・定  員:最大２０名（書きあがり次第順次入れ替え制） 

・費  用:参加費２００円（税込）※書道道具持参の場合、参加費無料 

 

● 航空無線通信士受験者のための「無線工学」攻略セミナー 

航空無線通信士受験者を対象に、試験科目の中でも特に難しいとされている「無線工学」にスポットをあて、基礎からわか

りやすく解説いたします。 

・日  時:７月１８日（日） １０:３０～１６:３０ 

・場  所:航空科学博物館「多目的ホール」 

・定  員:２０名様 

・申込方法:７月１日（木）よりお電話にて受付を行います 

・費  用:３,０００円（税込） 
 

・場  所:航空科学博物館／山武郡芝山町岩山１１１－３ 

 

お問い合わせ 
航空科学博物館 TEL 0479(78)0557／FAX 0479(78)0560 

E-mail info@aeromuseum.or.jp 
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【募集】こうくうキッズアート／航空科学博物館〔芝山町〕 

折紙ひこうきデザイン（スタッフ作成見本）  こうくう自由絵画（２０２０年館⾧賞作品） 

  

折紙ひこうきや画用紙にひこうきの絵を描いて、博物館に展示しよう! 

幼児から小学生の方対象で、オリジナルのアート作品を募集いたします。ご応募いただいた全ての作品は、博物館館内に

展示いたします。皆様の素敵な作品お待ちしております。 
 

・募集期間:７月１日（木）～９月３０日（木）必着 

・場  所:航空科学博物館／山武郡芝山町岩山１１１－３ 

・募集内容:①「折紙ひこうきデザイン」部門 

A４サイズまでの紙で作った折紙ひこうきに、自由にデザインを描いてください。 

        ②「こうくう自由絵画」部門 

八つ切りサイズ（サイズ２７cm×３９cm・横）画用紙に自由に航空関係の絵を描いてくださ

い。 

・参加対象:幼児～小学生まで ※各部門１人１作品まで 

・展示場所:航空科学博物館「体験館」 

・展示期間:１１月２日（火）～２８日（日） 

・応募方法:応募用紙に記載の注意事項を確認いただき、必要事項をご記入のうえ、作品と一緒に博物館へお

持ち込み、または郵送にてご応募下さい。（応募用紙は HP よりダウンロードいただけます） 

・U R L:http://www.aeromuseum.or.jp/ 

 

お問い合わせ 
航空科学博物館 

TEL 0479(78)0557／FAX 0479(78)0560／E-mail info@aeromuseum.or.jp 
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千葉県立中央博物館 分館 海の博物館〔勝浦市〕 

◎令和３年度収蔵資料展「イカ展」 

この夏，海の博物館にイカやタコの仲間が大集合! 

ダイオウイカの大人と子供のペア、神秘的なユウレイイカ、ちょっと変わった姿

のトックリイカ、ユーモラスなメンダコ、危険なヒョウモンダコなど、海の博物館の

収蔵品からとっておきのイカやタコの標本を紹介します。 

・期間:７月１７日（土）～９月５日（日） 

 

 

 

◎観察会  

～ 研究員の解説を聞きながら、自然の中で生きものをじっくりと観察する行事です。 

 

 ●「海の生きもの観察ツアー」  

～ 研究員といっしょに海の博物館の前の磯を歩き、さまざまな海の生きものについて解説します。 

  ・日時:①７月１０日（土） １０:３０～１１:３０ 

       ②７月１１日（日） １１:００～１２:００ 

       ③７月１３日（火） １２:３０～１３:３０ 

  ・対象:小学生以上（小学生は保護者同伴） 

  ・定員:１０名 

  ・参加費:保険料（５０円） 

 

※観察会に参加される方へ 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、原則として観察用具の貸し出しは行いません。手網や観察用水槽など

の用具は、ご自身で用意されるようお願いいたします。 

・磯の岩場を歩きますので、滑りにくい履物（磯靴や使い古しの運動靴など）をご用意ください。ビーチサンダルやクロック

スは岩場で滑りやすく、大変危険です。 

・野外で行われる行事は、荒天等の事情により中止または日程が変更となる場合があります。 

 

◎講座  

～ 研究員がスライドやビデオを使って、海の生きものや自然を紹介する行事です。 

 

 ●「磯で見られるウミウシを知ろう」（室内行事） 

   海の博物館前の磯で見られるウミウシを紹介するとともに、探し方や観察するコツも解説します。 

 

  ・日時:７月１８日（日） １３:３０～１４:３０ 

  ・対象:中学生以上 

  ・定員:８名 

  ・申込締切:７月４日（日） 
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●講座「イカを調べよう」（室内行事） 

   イカの体のつくりを、実際に解剖等を行いながら調べます。 ★令和３年度収蔵資料展「イカ展」関連講座 

  ・日時:８月１日（日） １３:３０～１５:００ 

  ・対象:中学生以上 

  ・定員:８名 

  ・申込締切:７月１８日（日） 

 

 ●講座「図鑑の使い方入門」（室内行事） 

   植物図鑑や昆虫図鑑の使い方を、図鑑で生きものを調べながら学びます。 

  ・日時:８月１４日（土)  １３:３０～１５:００ 

  ・対象:中学生以上 

  ・定員:８名 

  ・申込締切:７月３１日（土） 

 

＜観察会・講座共通＞ 

  ・申込方法:ひとつの行事ごとに、以下の記入事項を明記のうえ、開催２週間前必着で海の博物館宛てに「ハガキ」

「FAX」「電子メール」のいずれかでお申し込みください。※博物館ロビー受付でもお申込みいただけます。 

   【記入事項】（参加希望者全員の情報を記入） 

    １ 氏名   ２ 住所   ３ 電話番号   ４ 年齢   ５ 希望の行事名 

 
 

・開館時間:９:００～１６:３０（入館は１６:００まで） 

・場  所:千葉県立中央博物館分館 海の博物館／勝浦市吉尾１２３ 

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日・振替休日にあたるときは、その翌日）  

・料  金:博物館入場料 一般２００円、高校・大学生１００円 

中学生以下及び満６５歳以上の方，障害者手帳等をお持ちの方及び介助者１名は  

無料 

・交  通:【電車】JR 外房線 ・鵜原駅から徒歩１５分 

・勝浦駅からタクシーで１０分 

 【バス】JR 外房線 勝浦駅から小湊鐵道バス「勝浦駅・ミレーニア」循環線 

・「海の博物館」下車１分 

 【車】圏央道・市原鶴舞 IC から約１時間 

・U R L:http://www.chiba-muse.or.jo/UMIHAKU 

 

お問い合わせ 
千葉県立中央博物館 分館 海の博物館   TEL 0470(76)1133／FAX 0470(76)1821 

E-mail  umihaku@chiba-muse.or.jp 
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千葉県立中央博物館 大多喜城分館〔夷隅郡大多喜町〕 

 

●収蔵資料展 「古文書にみる近世の大多喜」 

  大多喜城分館が所蔵している古文書から見える近世初期の大多喜周辺の様子を紹介しま

す。 

期 間: ７月８日（木）～１０月１７日（日）    

     

 

●博物館セミナー 「日本の鎧兜」 

  甲冑の変遷や、大多喜城分館所有の甲冑、甲冑の着方等について解説します。 

日  時 : ７月１０日（土） １３:３０～１５:３０ 

会  場 : 千葉県立中央博物館大多喜城分館 研修室 

対  象 : どなたでも(初心者大歓迎) 

定  員 : 先着２０名(電話にて事前申し込み) 

参加費 : 無料 

 

 
 

・開館時間:９:００～１６:３０（入館は１６:００まで） 

・場  所:千葉県立中央博物館大多喜城分館／夷隅郡大多喜町大多喜４８１ 

・料  金:一般２００円、高・大学生１００円 

            ※中学生以下及び満６５歳以上の方、障害者手帳等をお持ちの方及び介護者１名は無料 

・交  通:【電車】大多喜駅(いすみ鉄道)下車徒歩１５分 

【バス】茂原駅南口(ＪＲ外房線)から小湊バス大多喜行きで「久保」下車徒歩約２０分 

【車】＜千 葉 方 面＞圏央道「茂原⾧南ＩＣ」から１６km 約２５分 

             館山道「市原ＩＣ」から３３km 約５０分 

＜木更津方面＞ 圏央道「市原鶴舞ＩＣ」から１３km 約２０分 

             館山道「木更津北ＩＣ」から３８km 約５５分 

・U R L:http://www.chiba-muse.or.jp/SONAN/ 

お問い合わせ 千葉県立中央博物館大多喜城分館 TEL 0470(82)3007／FAX 0470(82)4959 

 

紺糸威鎧（こんいとおどしよろい） 


