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インスタグラムスタートしました!
／（一社）南房総市観光協会〔南房総市〕

（一社）南房総市観光協会では、インスタグラムを始めました。
和食の聖地、食材の宝庫、千葉県南房総。南房総にお越し頂いた際は、皆さんの素敵なお写真に。
「#南房総好きな人と繋がりたい」 を付けて投稿しよう!観光パンフレットやポスターに採用されるかも。
・U R L:https://www.instagram.com/enjoyboso/（インスタグラム）

お問い合わせ

（一社）南房総市観光協会
TEL 0470(28)5307／FAX 0470(28)5309／E-mail info@cm-boso.com
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柿の種ぴーにゃっつ・黒ごま P マン／(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。
店舗で大人気の「柿の種ピーナッツ」と「黒ごまピーナッツ」が、手に取りやすいスタンドパックになって新登場!
千葉の人気ゆるキャラ、P マン＆ぴーにゃっつのオリジナルイラスト使用のパッケージがとにかくかわいいです!
● 柿の種ピーナッツ（ぴーにゃっつ）
甘さひかえめの糖蜜に大粒の落花生と柿の種を加えた、ばりぼりとクセになる人気の落花生菓子です。
● 黒ごまピーナッツ（P マン）
吟味された黒ごまと落花生を秘伝の味蜜で絡め、ごまの芳醇な香りが広がる一口サイズの落花生菓子です。
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:柿の種ピーナッツ（ぴーにゃっつ）／黒ごまピーナッツ（P マン）
・企業名:株式会社正和物産
・所在地:鴨川市西町１０５６－１
・販売価格（税込）
:４８６円
・内容量:柿の種ピーナッツ（１２０g）／ 黒ごまピーナッツ（１１０g）
・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】おいもバウム／カモガワバウム〔鴨川市〕

カモガワバウムでは期間限定で『おいもバウム』を販売いたします。
さつまいものペーストをたっぷりと生地に練りこみ、一本一本丁寧に焼きあげました。
おいもの香ばしい風味が口いっぱいに広がる、“秋”だけのほっこりやさしいバウムです。
同じくさつまいもを使用したおいものミニバウムや、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
カモバチーズのさつまいもフレーバーも期間限定で販売予定です。
販売期間中は潮騒アプリ会員様に『おいもバウム(１,４００円)をご購入で１００円 OFF』のクーポンをプレゼント!
【期間】９月中旬～１１月中旬
【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:おいもバウム
・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:９月中旬～１１月中旬頃まで ※ 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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和蔵ノ柚子酒／和蔵酒造（株）〔君津市〕

関東近県（千葉県産を含む）の香り高いゆずの果汁をふんだんに使った日本酒ベースのリキュールです。あまりお酒が強く
ない方でも楽しんでいただけるアルコール度数８度のお酒です。もちろんキリッと冷やしてストレートで飲んでいただいてもいいで
すが、クラッシュアイスで飲んでも、時には炭酸割でも美味しくいただけます。
・商品名:和蔵ノ柚子酒
・企業名:和蔵酒造株式会社貞元蔵
・所在地:君津市下湯江２４０
・販売価格（税込）
:１,２１０円
・内容量:５００ml
・賞味期限:表記無し
・取扱期間:通年
・商品取扱場所:県内酒販店
・通信販売の有無:

有

・

無

・URL:https://wakura-sake.jp/onlineshop/

お問い合わせ

和蔵酒造株式会社
TEL 0439(52)0461／FAX 0439(54)8581／E-mail syusaikan@wakura-sake.jp

4

「市民の日」無料開放／千葉ポートタワー〔千葉市〕

● 「市民の日」無料開放
入館時間 ９:００～１９:００（入館時間は１８:３０まで）
・期

日:１０月１８日（月）

・場

所:千葉ポートタワー／千葉市中央区中央港１

・料

金:入館料無料

・交

通:【電車】JR 京葉線千葉モノレール千葉みなと駅下車徒歩１２分
【車】東関道 湾岸習志野 IC から約２０分、又は京葉道路 幕張 IC から約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
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【休館】飯岡刑部岬展望館

～光と風～〔旭市〕

飯岡刑部岬展望館～光と風～では、外壁等改修工事の実施に伴い９月１日（水）から２月２８日（月）までの
施設を一時休館といたします。休館期間中は、３階展望室や屋上を含む全館において、終日立ち入り禁止となります。
・期

間:９月１日（水）～２月２８日（月）
※ 期間が変更になる場合があります。

・場

所:上永井公園／旭市上永井１３０９－１

・交

通:【電車】JR 総武本線旭駅からバス双葉町行き「灯台入口」下車徒歩１０分
【車】千葉東金道路から銚子連絡道路を経由し、終点横芝光 IC から約５０分
東関東自動車道「大栄ＩＣ」から県道７０号を経由し、約６０分

・U

R L:http://gyobumisaki.com/index.html

お問い合わせ

飯岡刑部岬展望館 ～光と風～ TEL 0479(57)1181
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直売所／海の駅九十九里〔九十九里町〕

ＨＡＰＰＹ ＮＵＴＳ ＤＡＹさんのピーナッツバターを使用した「海の駅オリジナルアイス」（税込 300 円）が新登
場!!
ＨＡＰＰＹ ＮＵＴＳ ＤＡＹさんのピーナッツバターの素材は、千葉県産落花生、てん菜糖、塩（九十九里産）の
み。抜群の香り高さと濃厚な味わいは上質素材。食べごたえのあるザクザクの粒入りピーナッツバターと牧場ミルクで作った「海
の駅オリジナルアイス」は、ピーナッツバターを存分に味わえます。
海の駅九十九里のちびっこ広場で遊んだ後や、お食事後のデザートにいかがですか。
使用したピーナッツバターは、海の駅九十九里で販売しております。
・営業時間:９:００～１８:００ （年中無休）
・場

所:海の駅九十九里／山武郡九十九里町小関２３４７－９８

・料

金:無料

・交

通:【車】東金九十九里有料道路 九十九里 IC から車で８分
【電車】JR 東金駅「東金」からバスで３０分

・U R L:http://uminoeki99.com

お問い合わせ

海の駅九十九里 TEL 0475(76)4151／FAX 0475(76)4141
E-mail uminoeki_info@welcomechiba.jp
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鋸山の新スポット「猫丁場」／鋸山〔富津市〕

関東の低名山と知られ１年を通して観光客の絶えない山、鋸山の北側（富津市）にある登山道「車力道（しゃりきみ
ち）」で新たなスポットが公開されました。
鋸山は近代建築には欠かせない房州石を切り出していた山。その房州石を切り出した石切り場跡が点在しています。車力
道は男性が石を切り出し、車力（しゃりき）と呼ばれた女性が猫車に１本約８０㎏の切り出した石を３本乗せ、１日３往
復した道です。猫丁場は石切り職人の遊び心が見うけられ、彫られた猫の首輪にはうっすらと赤く塗られた様子もうかがえます。
今回、観光庁の誘客多角化等の為の魅力的な存在コンテンツ造成実証事業により、車力道登山道の見所の１つとして
２０２０年１１月観光庁より助成を受け、２０２１年２月に整備を行い、７月から一般公開を始めました。
また、同７月には鋸山が日本遺産候補地域に選定され、更なる磨き上げを行っています。
・場

所:富津市金谷鋸山 車力道登山道

・交

通:【電車】JR 内房線浜金谷駅下車徒歩４０分
【車】富津館山道路富津金谷 IC から約７分、徒歩４０分

・U R L:https://nokogiriyama.jp/category/project-diary/
・そ の 他:鋸山資料館（鋸山美術館別館）では、石切りの歴史や切り出し方など資料展示が行われています。

お問い合わせ

富津市観光協会 TEL 0439(80)1291
鋸山復興プロジェクト 鋸山美術館 星野 TEL 0439(69)8111
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１０月のイベント／千葉市花の美術館〔千葉市〕
■ １０月のイベント
１０月は楽しいイベントが盛りだくさん。ハロウィンをイメージしたガーデンやワークショップ。フラワーフェスティバルやコンサート
でみなさまをお迎えします。
クイズラリー
「見習い魔女のハーブ修行」
絵本を見ながら館内のヒントを巡ります。

９月７日（火）～１１月１９日（金）
参加費:１００円

「見習い魔女のポプリサシェ」
花の美術館オリジナルブレンドのポプリで作るサシェ。ハロウィ
ンの雰囲気満載のデザインです。
「フラワーフェスティバルちば２０２１」
コンテナガーデンコンテストやワークショップなど千葉市主催の
花のフェスティバル。花の美術館が会場です。
「花の中のマンドリンコンサート」
カメラータ・マンドリーノによるマンドリンアンサンブルコンサート
「菊花展」
千葉秋芳会による、丹精込めた大輪の菊の展示

１０月１６日（土）・１０月１７日（日）
１０:３０～
料金:５００円

定員:各日先着２０名

１０月１２日（火）～１２月１７日（金）
１０月２４日（日）１４:００～１５:００
１０月３０日（土）～１１月７日（日）
１０月３１日（日）１３:００～

「合言葉は、トリック・オア・トリート」
ハロウィンのお菓子プレゼント

対象:小学生以下 定員:先着５０名

■ 企画展示（１F 多目的室）
山下一歩「手ひねり陶芸の世界」

１０月５日（火）～１０月１１日（月）

ハンドメイドサロンハーモニー「グループ作品展」

１０月１３日（水）～１０月１７日（日）

四季の会「植物画展」

１０月２６日（火）～１０月３１日（日）

・期

間:１０月１日（金）～３１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）
※ １０月１６日（土）・１７日（日）は千葉市民の日記念で無料開放
・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、または高浜車庫行で「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
9

ワークショップ「ぼくつく」で LED ランタンづくり
／千葉ウシノヒロバ〔千葉市〕

画像貼付欄

画像貼付欄

「ぼくつく」ワークショップでは、千葉ウシノヒロバで出た廃材をつかって、キャンプや生活のための道具をつくるワークショップシリー
ズです。「ぼくつく」で素材としてつかうのは、牧場内にあった木造住居の柱や梁です。⾧い時間をかけ、建物を支えてきた立派
な木材。柱や梁としての役割は終えましたが、道具としての新たな命を来場されたみなさんと一緒に吹き込んでいきたいと思い
ます。いつでもどこでも点灯可能なモバイルバッテリーによる USB 給電式。キャンプやバーベーキュー、もちろんおうちの中でも温
もりある柔らかい光を楽しんでいただけます。
DIY やものづくりに自信のない方でも、楽しく手軽につくれるようにお手伝いします。キャンプの夜にも最適な、あなただけのオ
リジナルランタンを牧場でつくりましょう。
※ 家族やグループ参加で、制作物が１つでいい場合は、「大人１名」としてお申し込みいただき、申し込みフォームの備考
欄に他の参加者の情報をご入力ください。その場合、工具は人数分のご用意ができないことがありますので、予めご了承
ください。
※ 子ども（３歳～小学生）のみのご予約はできません。工具を使う工程があるため、保護者の方と一緒にご参加をお願
いいたします。
・期

日:１１月６日（土）
・１３日（土）
・２０日（土）
・２７（土）

・場

所:千葉ウシノヒロバ／千葉市若葉区富田町９８３ー１

・料

金:大人・子ども２,９７０円

・定 休 日:平日の月曜・火曜・水曜（祝日の場合は木曜がお休みになります）
・交

通:【バス】千葉都市モノレール「千城台駅」から「おまごバス」に乗り「乳牛育成牧場」停留場下
車
【車】東京方面からお越しの方 千葉東金道路高田 IC から約１０分（約６㎞）
成田方面からお越しの方 東関東自動車道佐倉 IC から約２０分（約１４㎞）

・U R L:https://ushinohiroba.com/

お問い合わせ

千葉ウシノヒロバ TEL 043(235)8376（9:00～17:00）
E-mail info@ushinohiroba.com
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ちば ZOO フェスタ２０２１／千葉市動物公園〔千葉市〕

動物をテーマにさまざまな催しを行う動物文化祭、ちば ZOO フェスタ。今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、規模
を縮小して開催します。
・期

日:１０月３０日（土）～１１月 7 日（日）の間の土日祝日
（１０月３０日（土）～３１日（日）
、１１月３日（水・祝）
・6 日（土）～7 日（日）
の計 5 日間）

・内

容:● アート作品展示・販売
動物をテーマにしたクラフト作品や写真などを展示販売します。今年度は密を避けるため、開
催期間を延⾧し、店舗が分散して出展します。
● アカデミア・アニマリウム
園内で行われている研究や調査について発表・ポスター展示を行います。当園で初めて繁殖し
たチーターや屠体給餌についても発表します。お楽しみに。
● アニマルフェイスペイント
プロのアーティストが、新型コロナウイルス感染症対策を実施し、来園者の顔や手に動物の絵
を描きます（有料）
。

・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
【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
※ 雨天時または新型コロナ感染症の情勢により、内容の変更または開催中止する場合が
あります。
詳しくは千葉市動物公園公式ホームページをご確認ください。
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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１０月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕
● １０月の休園日

月曜日

※ ドッグランは１０月２３日（土）～２５日（月）まで休業します。

●

コスモスまつり・ハロウィン装飾
・期

間 :１０月１日（金）～３１日（日）

・内

容 :園内が約２０種類１０万株のコスモスとハロウィン
装飾で彩られます。６００㎡約２万株のコスモスめいろも
出現

●

ドライフラワーのスワッグ作り
・期

日 :１０月９日（土）

・時

間 :①１０:３０～

・内

容 :ドライフラワーを使ったスワッグ作りの教室

・場

所 :メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター

・費

用 :１,５００円

・定

員 :各１０名

・申

込 :１０月１日（金）９:００から予約専用電話

②１４:００～

〔047(457)6691〕で受付

●

やぎさんたちのハロウィンショー
・期

日 :１０月１６日（土） ※ 雨天中止

・時

間 :１３:００～

・場

所 :どうぶつふれあい広場

・内

容 :やぎさんたちが特技を披露し、ハロウィンパーティーを
一緒に祝おう。

●

デンマークスタイルのフラワーボックス作り
・期

日 :１０月１７日（日）

・時

間 :①１０:３０～ ②１４:００～

・内

容 :生花を使ったフラワーボックス作りの教室

・場

所 :メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター

・費

用 :１,５００円

・定

員 :各１０名

・申

込 :１０月１日（金）９:００から予約専用電話〔047(457)6691〕で受付
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● インターナショナルフェスティバル２０２１
・期

日 :１０月２４日（日）

・時

間 :１０:００～１５:００

・場

所 :ワンパク王国ゾーン イベントドーム、みんなの広場

・内

容 :ステージでの世界の歌や踊り、食べ物の模擬店など

● グリーンマーケット

●

・期

日

:１０月２４日（日） ※ 雨天中止

・時

間 :９:３０～１７:００

・場

所

:メルヘンの丘ゾーン イベント広場

・内

容

:花苗等の販売

コスモスを使った秋色押し花フレーム作り
・期

日 :１０月３０日（土）

・時

間 :①１０:００～ ②１４:００～

・内

容 :コスモスを使って本格的な額入りの押し花フレーム
（２０３㎜×２２５㎜）を作る教室

・場

所 :メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター

・費

用 :３,０００円

・定

員 :各１０名

・申

込 :１０月１日（金）９:００から予約専用電話〔047(457)6691〕で受付

● １０月の花
園内が約１０万株のコスモスで彩られるほか、サルビア、マリーゴールド、球根ベゴニアなど約１００種類２０万株の草
花で彩られます。
※ 状況によりイベントの延期や中止がございます。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
・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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１０月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕

ちびっこかんたんアート「カラフル傘を作ろう」
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。
・日時:１０月９日（土） １３:００～１５:００
・料金:利用料+８００円／キット
・申込:当日随時受付

ハロウィン工作「クサフグランタン」
クサフグってどんなフグ?本物のクサフグを観察したら、ぷくーっとふくれた可愛い
ランタンを作ろう。
・日時:１０月１６日（土）
① 1０:３０～１２:００ ② １３:３０～１５:００
・料金:利用料＋６００円／キット
・申込:Web フォームより要事前応募 １０月９日（土）締切
三番瀬探検隊「海浜公園の虫を探そう」
海浜公園で虫とりをしたら、つかまえた虫をよく観察して様々な発見をしてみよう。

・日時:１０月３０日（土） １０:００～１２:００
・料金:利用料＋１００円／人
・申込:Web フォームより要事前応募 １０月２３日（土）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。

・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が休み）※ ９月３０日（木）まで臨時休館
・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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第８回ふなばしミュージックストリート
／市民文化ホール、市民文化創造館 他〔船橋市〕

「音楽のまち・ふなばし」が誇る大規模音楽イベントの一つである、ふなばしミュージックストリートは、その名の通り道ゆく人の
誰もが生演奏を楽しめるイベントとして平成２６年からスタートしました。
今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、事前に撮影した動画のみでのイベント開催となります。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により開催内容が変更になる場合があります。
・日

時:１０月１７日（日） １１:００～１９:００

・場

所:Youtube にてオンライン配信

・料

金:無料

・U R L:https://www.funabashi-ms.net/

お問い合わせ

船橋市教育委員会文化課内
ふなばしミュージックストリート実行委員会事務局 TEL 047(436)2894
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ZUMBA 無料体験会／ふなばしメグスパ〔船橋市〕

ZUMBA（ズンバ）は、南米発祥の比較的自由度の高い陽気なダンスです。ステップを基本として全身を使うエクサ
サイズで、気分もノリノリ!講師は、毎週メグスパで ZUMBA レッスンを行っている先生です。
中学生以上の方、定員９名先着順のため事前にご予約ください。
※ 新型コロナウィルス感染症対策状況により、中止または内容を変更する場合があります。
・日

時:１０月３０日（土） １５:００～１５:４０

・場

所:ふなばしメグスパ／船橋市大神保町１３５６－３

・対

象:中学生以上の方

・持 ち 物:上履き、タオル、飲み物 等
・定

員:先着９名（電話でご予約ください）

・料

金:無料（お風呂など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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コスモスウィーク／あけぼの山農業公園〔柏市〕

季節ごとに様々な花で来場者の心を癒しているあけぼの山農業公園。１０月上旬から２万２,０００平方メートルのコ
スモス畑が見頃を迎える時期に合わせて、コスモスウィークを開催。
風車前花畑ではピンク系のコスモスが、果樹園横花畑ではキバナコスモスが一斉に咲き誇り、幻想的な風景を楽しめます。
期間中は土日を中心にフリーマーケットやキッチンカーによる模擬店、ワークショップや日本庭園の茶室「柏泉亭」ではお茶会
も催されます。また、売店では昨年大好評だった「柏ブルーベリーシュークリーム」を土日祝日限定で販売します。
※ 今年は感染症拡大予防のため「あけぼの山農業公園まつり」は中止。
※ 各イベントの詳細はＨＰをご確認ください。
・期

間:１０月２日（土）～１１月３日（水・祝）

・料

金:入場料・駐車料無料。イベント参加費は別途有料。

・場

所:あけぼの山農業公園／柏市布施２００５－５

・交

通:【バス】常磐線・東武アーバンパークライン柏駅西口から三井団地行き・布施弁天行きバス「土
谷津入り口」下車徒歩８分または JR 我孫子駅北口あけぼの山農業公園入口行きバス「終
点」下車徒歩１分

・U

R L:http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/

お問い合わせ

あけぼの山農業公園 TEL 0471(33)8877
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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、「さといも」と「大根」の収穫体験
です。「大根」については、お仕事体験として、普段農家さんが行っている出荷前までの作業を体験することができます。普段な
かなか体験できない「大根洗い機」で大根を真っ白にしたり、どこが一番おいしいか大根の部位による味比べをしたりします。
・内

容:① さといも ② 大根

・開 催 日:① １１月１３日（土）
・１４日（日） ② １１月２１日（日）
・開催時間:① ９:００、１０:３０、１２:００から ② １０:００、１４:００から
募集開始日:１０月１６日（土）
・場

所:手賀沼周辺の農園（柏市片山、金山）
※ 詳しくはお問合せください

・料

金:① 入場料１組（５名まで）１,０００円
② 小学生以上

体験料１袋（詰め放題）１,５００円

１,５００円、未就学児 ５００円、３歳以下無料

大根２本持ち帰り（３歳以下は除く）
・対

象:（申し込み資格）
:どなたでも

・定

員:① 各回５０名（先着）② 各回３０名（先着）

・申

込:募集開始日の９:００から
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〕、または農菜土ホームページで申込み

・持 ち 物:⾧靴、手袋、汚れてもよい服装
・交
・U

通:【車】常磐道柏 IC から約３０分
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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オータムローズガーデンパーティー２０２１
／京成バラ園〔八千代市〕

京成バラ園では、１０月８日（金）から１１月２３日（火・祝）まで 「オータムローズガーデンパーティー２０２１」
を開催します。 秋バラの見ごろは、１０月中旬から１１月上旬。秋のローズガーデンには、１,０００品種７,０００株の
バラが咲き誇ります。春のバラシーズンに続き、「香りの楽しみ」が醍醐味の秋バラの開花「アンコール ブルーム」が楽しめます。
ワインにボジョレーヌーボーがあるように、ローズガーデンではバラの新作「ローズヌーボー」との出会いも。
２０２１年のローズヌーボーは、フォルツァ!、パフュームドレス、マカロンピンク、マチネ、プロローグ。澄んだ秋空のもと、秋バ
ラに包まれるローズガーデンで癒しのひとときをお過ごしください。
● 光とバラの巨大インスタレーション
日本最大級のあかりのアート展を開催する「日本あかり博」と、アート集団「ミラーボーラー」がコラボレーションし、ガラス張り
の大温室に直径６ｍのインスタレーション作品を展示します。
● フローティングフラワー
整形式庭園の中央に位置する噴水にバラの生花を浮かべてロマンティックな演出をします。お客様ご自身でお花を浮かべ
る体験ができます
日時:１０月２３日（土）・１１月１３日（土） １０:３０～
また、見頃を迎えた週末には朝７:００から庭園を開園する 「おはようローズガーデン」 など、爽やかな秋空のもと、開放
感あふれるローズガーデンで京成バラ園ならではの 「極上のひととき」 を是非ご体感ください。
・期

間:１０月８日（金）～１１月２３日（火・祝）

・場

所:京成バラ園／八千代市大和田新田７５５

・入 園 料:大人１,２００円、シニア・障がい者９００円、中学生以下無料
・交

通:【電車】東葉高速鉄道八千代緑が丘駅下車徒歩１５分
【バス】東洋バス八千代医療センター行・八千代中央駅行「京成バラ園」下車

・U R L:https://www.keiseirose.co.jp/garden
お問い合わせ

京成バラ園／TEL 047(459)0106
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本物の SL（蒸気機関車）運行／成田ゆめ牧場〔成田市〕

現代ではなかなかお目にかかれない本物の SL が期間限定で運行します!
力強い汽笛の音が秋の空に響き渡り、興奮せずにはいられません。
・期

日:１０月２日（土）
・３日（日）・２３日（土）
・２４日（日）
１１月６日（土）
・７日（日）

・場

所:成田ゆめ牧場／成田市名木７３０－３

・料

金:まきば線一周５００円（牧場入場料別途）

・入 場 料:大人（中学生以上）１,４５０円、小人（３才以上）７００円、シニア・６５歳以上 １,２５０円
・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

・U

R L:https://www.yumebokujo.com/

お問い合わせ

成田ゆめ牧場 TEL 0476(96)1001／FAX 0476(96)1055

20

【延期】成田太鼓祭／成田山表参道周辺

〔成田市〕

成田山新勝寺と成田山表参道一帯を舞台に、全国各地から集まった実力派の和太鼓演奏者達により２日間にわたって
行われる祭りです。
この勇壮な祭りは、日本屈指の太鼓の祭典として知られており、観客は例年２０万人を超え、陽春の大気を震わせ、身体
の奥底に響き渡る太鼓の轟音とパフォーマンスとが 圧倒的な迫力で繰り広げられます。
太鼓に打ち込む演奏者、力強い太鼓の響き、祭りを盛り上げ、成功させようとする人々の思い。それに呼応する観客の
方々の姿。祭りの両日、成田は日本で最も賑やかで元気な街になります。
今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ステージの縮小や入場制限などの対策を施しての実施を予定しています。
※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、予定が大幅に変更・中止となる場合があります。
・期

間:１０月３０日（土）～３１日（日） ※ 延期 ４月１６日（土）～１７日（日）

・場

所:成田山表参道周辺

・交

通:【電車】成田山表参道:JR 成田駅京成成田駅下車徒歩１分
成田山新勝寺:JR 成田駅京成成田駅下車徒歩１５分

・U

R L:http://nrtm.jp/

お問い合わせ

成田太鼓祭実行委員会事務局 TEL 0476(24)3232
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ワーケーション＆ブレジャー／地球の丸く見える丘展望館〔銚子市〕

地球の丸く見える丘展望館の３階展望ラウンジにワーケーションスペースを開設しました。
ネット環境は無料 Wi-Fi がありますのでご自由にお使いください。
また、ワーケーションスペースをご利用の方には、３階展望ラウンジのカフェで使えるワンドリンク券のサービス付きです。
地球の丸く見える丘展望館は、千葉県北東部で一番高い愛宕山の頂上に位置し、３階展望ラウンジからは屏風ケ浦を
はじめとした雄大な景色を堪能できます。
いつもと違った景色で、気持ちをリフレッシュさせれば良いアイデアが生まれるかもしれません。
・期

間:実施中

・場

所:地球が丸く見える丘展望館（３階展望ラウンジ）／銚子市天王台１４２１－１

・料

金:９:００～１２:００まで 平日５００円、土日・祝日６００円
１２:００～１８:００まで 平日１,２００円、土日・祝日１,５００円
※ １０月から３月までは１７:００まで
１時間単位で使用する場合 ３００円
１日単位で使用する場合 平日１,５００円、土日・祝日２,０００円
※ 延⾧する場合は１時間 ３００円

・申 込 み:下記 URL からお申込みください（銚子市観光協会 HP 内）
・交

通:【電車】銚子電鉄犬吠埼駅下車徒歩１５分
【バス】JR 銚子駅からバス２０分、渡海神社バス停下車徒歩７分
【車】横芝光 IC から車で６０分

・U

R L:https://www.choshikanko.com/worcation_entry/

お問い合わせ

平日／銚子市観光協会 DMO 事業部 TEL 0479(21)3662
土日・祝日／地球が丸く見える丘展望館 TEL 0479(25)0930
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プラネタリウム投映
／白井市文化センター・プラネタリウム〔白井市〕

●

プラネタリウム投映 土・日曜日

１１:３０ ロイ君アワー（子ども向け）
「ぼくらのうちゅうりょこう～ダーツの旅」（約４５分間）
大空博士とロボット宙太郎の宇宙旅行シリーズ第２弾。
宇宙旅行の行き先は、宙太郎が投げたダーツで決まります。
季節の星座の紹介もあります。
イラスト 塚田洋子
１５:００ 「電波望遠鏡 宇宙の見えないものを見る」（約４５分間）
「電波」で宇宙を見ると、「見えない」ものが見えてきます。電波望遠鏡の仕組みや、ブラック
ホールを世界で初めて「実物」画像として捉えたイベント・ホライズン・テレスコープ（EHT）プロ
ジェクトについて解説します。
料金:大人３５０円、高校生以下１６０円
※ 各回定員４０人

● プラチナアワー（約４５分間）

写真提供 国立天文台、ALMA、EHTC

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、「大潮」です。
日時:１０月７日（木） １１:００～、９日（土） １３:３０～
料金:大人ひとり ３５０円、各回定員４０人
● ひよこプラネタリウム
プラネタリウムは初めてという小さなお子様向けの番組です。
星と星をつないで星空いっぱいにお絵描きしましょう。
日時:１０月２７日（水）、３０日（土） １１:３０～１２:００
料金:大人２００円、こども無料、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」北口下車徒歩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。

白井市文化センター・プラネタリウム（担当者 岸下すみれ）
お問い合わせ

TEL 047(492)1125／FAX 047(492)8016
E-mail plane_tarium86@city.shiroi.chiba.jp
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東大社 秋の祭りやぶさめ神事／東大社〔東庄町〕

東大社の秋祭りとして、１０月１６日（土）には、地元の小学生が舞う「浦安の舞」が神楽殿にて披露されます。
また、１０月１７日（日）に五穀豊穣を祈願し、氏子の里から奉納された１３枚の御的を、騎射（きしゃ）装束（しょ
うぞく）を着た神職が社前の庭上から弓矢で射る神事が行われます。
この縁起の良い矢を競って取り合いますが、東大社は授子安産の信仰があることから、白い羽根の矢を拾うと男の子、赤い
羽根の矢を拾うと女の子を授かるといわれています。
・日

時:１０月１６日（土） 浦安の舞１３:００～、１７日（日）やぶさめ１４:００～

・場

所:東大社／香取郡東庄町宮本４３４

・料

金:無料

・交

通:【電車】JR 成田線下総橘駅からタクシー５分

お問い合わせ

東庄町観光協会事務局

TEL 0478(86)6075／FAX 0478(86)4051
E-mail ma.sangyo@town.tohnosho.lg.jp
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棚田のあかり／大山千枚田〔鴨川市〕

LED ライトによる⾧期間のライトアップ『棚田のあかり』が１０月２５日（月）より開催します。
４色へ変化する LED ライトが幻想的な棚田の雰囲気を彩り、訪れた皆様を楽しませてくれます。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響で 『棚田の夜祭り』 は中止となりました。
・期

間:１０月２５日（月）～１月１０日（月・祝）

・場

所:大山千枚田／鴨川市平塚５４０

・交

通:【バス】JR 安房鴨川駅からバス「大山千枚田入り口」下車徒歩２０分

・U

R L:http://www.senmaida.com/

お問い合わせ

棚田の夜祭り実行委員会（鴨川市観光協会） TEL 04(7092)0086
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芋掘り体験／道の駅「三芳村」鄙の里〔南房総市〕
道の駅「三芳村」鄙の里にて芋掘り体験イベントが実施されます。
2 株（２～３ｋｇ）の芋を掘ることができ、味覚の秋にぴったりの体験です。
その他、地元の特産品＆グルメの販売、明治安田生命による無料検診など盛りだくさんのイベントです。
・日

時:１０月２日（土） １０:００～１５:００ ※ 予備日 ３日（日）

・場

所:道の駅「三芳村」鄙の里／南房総市川田８２－２

・料

金:２株（目安２～３ｋｇ）５００円（追加料金１株２００円）

・交

通:【車】富津館山自動車道「富浦 IC」から車約１５分

・U

R L:https://www.hinanosato.jp/

お問い合わせ

道の駅「三芳村」鄙の里 TEL 0470(36)4116／FAX 0470(36)4117
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さいくるり～きさライド×久留里線～／久留里線沿線地域〔木更津市〕

JR 久留里線沿線地域でロケ地巡りやグルメを楽しむことのできるスタンプラリー型の自転車イベントを開催します。
イベント参加者は、イベント専用パスを購入し、自転車で対象店舗を訪問すると、付属のチケット（5 店舗分）で、
パスに掲載された対象メニュー（３００円相当のグルメとの交換、または、３００円割引の価格で購入）を楽しめます。
・期

間:１０月３０日（土）～ １１月２８日（日）

・場

所:久留里線沿線地域（木更津市、君津市、袖ケ浦市）

・販売場所:木更津市観光案内所（TEL 0438(22)7711）
木更津市金田地域交流センター（TEL 0438(97)6292）
※ ① 当日購入 ② 電話での事前予約（翌日以降、販売場所で購入）
③ ＷＥＢ申込での郵送受け取り（郵送代は参加者負担）から選択可能
・料

金:イベントパス:１,５００円（５店舗巡れるチケット付き）
追加参加チケット:１,０００円（追加で５店舗巡れるチケット）
※ イベントパスは２００冊限定。追加参加チケットは、イベントパス１冊につき５セット
まで購入可能
※ チケットは、イベント期間中有効

・主

催:ＪＲ久留里線活性化協議会、久留里線活性化プロジェクト実行委員会

・企画運営:きさらづＤＭＯ（一般社団法人木更津市観光協会内）
・ｲﾍﾞﾝﾄ HP:https://saikururi.kisarazu-dmo.jp/
ＪＲ久留里線活性化協議会の運営等に関するお問い合わせ
ＪＲ久留里線活性化協議会事務局（君津市企画政策部企画課内）
お問い合わせ

TEL 0439(56)1566／FAX 0439(56)1628／E-mail kikaku@city.kimitsu.lg.jp
イベントに関するお問い合わせ
きさらづＤＭＯ（一般社団法人木更津市観光協会内）
TEL 0438(38)5575／FAX 0438(25)1320／E-mail kisa-kan@kisarazu.gr.jp
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第２０回秋のこども写生大会／マザー牧場〔富津市〕

【２０１９年低学年入賞作品】
マザー牧場内で自分の好きな動物やお花、風景などを描いてみよう。
マザー牧場ホームページ内にある「写生大会申込書」を印刷し、必要事項をご記入の上、参加当日チケット売場へ提出
してください。
参加者全員にオリジナルグッズプレゼントがあります。
※ 絵を描く道具をご持参ください（くれよん、絵の具など。ただし油絵の具を除く）画用紙と画板は牧場にあります。
参加資格:小学生 ◎ 部門 低学年の部・高学年の部 ※ 団体でのご利用はできません。
入賞発表:１２月下旬ご本人へ直接通知 ※ 表彰式は１月中旬以降に予定
金賞・銀賞・銅賞・朝日新聞社賞・朝日小学生新聞賞・千葉日報社賞・ｂａｙｆｍ７８賞
ぺんてる賞・マザー牧場賞 他
入選作品展:１月上旬～２月下旬まではマザー牧場で、３月上旬～中旬に朝日新聞社本館２F コンコースにて展
示予定
・期

間:９月１日（水）～１１月３０日（火）

・場

所:マザー牧場／富津市田倉９４０－３

・入 場 料:参加者（小学生）はマザー牧場入場無料。同伴者は５名様まで通常料金より入場割引
(大人２００円、小人１００円割引)
・交

通:【バス】JR 内房線君津駅南口から日東交通 路線バス「マザー牧場」行きで約３５分
※ 夜間君津駅行き路線バス運行予定
【車】館山自動車道 木更津南 IC から約３０分
館山自動車道 君津 PA スマート IC（ETC 車限定）から約１０分

・主

催:朝日新聞社・マザー牧場

・後

援:千葉県教育委員会、富津市教育委員会、君津市教育委員会、木更津市教育委員会
袖ケ浦市教育委員会、市原市教育委員会、朝日小学生新聞、千葉日報社

・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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花情報（バラ・コスモス・コキア・菊花展・菊花大会）
※見頃は、気候によって異なりますので、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 市川市動植物園（市川市）／バラ
大町自然観察園内にあるバラ園で、約１１０品種９３４株のバラが咲き
誇ります。
□ 見 頃:１０月中旬～１１月中旬
□

場 所:大町自然観察園内（バラ園）／市川市大町２８４

□ 料 金:無料
□ 交 通:土日祝日【バス】JR 総武線本八幡駅北口または武蔵野線市川大野駅から京成バス 本１５系統
動植物園行き「終点」下車すぐ
平

日【バス】JR 総武線本八幡駅北口または武蔵野線市川大野駅から京成バス 本３２系統
大町駅行き、本３３系統 大町駅経由市川営業所行き「駒形」下車徒歩１５分

□ 問合先:TEL 047(338)1960 市川市動植物園
□ ＵＲＬ: http://www.city.ichikawa.lg.jp/zoo

2 習志野市谷津バラ園（習志野市）／バラ
約１２,６００㎡の敷地内に、８００種７,５００株のバラが噴水を中
心に整然と咲き誇り、植栽されているバラは名花・名品種と呼ばれるものや、原
種及び歴史的にも優れた価値を持つ品種が多くあります。園内には⾧さ５０
m のバラのトンネルもあり、ロマンチックな雰囲気が漂います。
□ 見 頃:１０月中旬～１１月上旬
□

場 所:習志野市谷津３－１－１４

□ 入園時間:８:００～１７:００
（１０月１日（金）～１１月３０日（火）
）
□ 休園日:毎週月曜日
※ 月曜日が祝祭日の場合は、その翌日休園
※ １０月、１１月は休園なし
□ 入園料:高校生以上５５０円、６５歳以上２５０円、
中学生以下無料
□

交 通:【電車】京成線谷津駅下車徒歩５分

□ 問合先:TEL 047(453)3772 習志野市谷津バラ園
□ ＵＲＬ:http://www.yatsu-rosegarden.jp
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3 京成バラ園（八千代市）／バラ
秋のローズガーデンには、１,０００品種７,０００株のバラが咲き誇り
ます。１０月８日（金）～１１月２３日（火・祝）まで「オータムローズ
ガーデンパーティー２０２１」を開催します。
□ 見 頃:10 月中旬～11 月上旬
□

場 所:八千代市大和田新田 755

□ 入園料:大人１,２００円、シニア・障がい者９００円、
中学生以下無料
□

交 通:【電車】東葉高速鉄道八千代緑が丘駅下車徒歩１５分
【バス】東洋バス八千代医療センター行・八千代中央駅行「京成バラ園」下車

□ 問合先:TEL 047(459)0106

京成バラ園

□ ＵＲＬ:https://www.keiseirose.co.jp/garden

【東葛飾】
4 清水公園 花ファンタジア（野田市）／バラ
清水公園 「花ファンタジア」 の敷地内にあるローズガーデンにおいて、約
１,３００本の秋バラが咲き乱れます。秋のバラは色と香りが濃く、春とは違
った趣があります。四季咲きの種類を多く植栽していますので、⾧期間にわた
って楽しむことができます。
□ 見 頃:１０月上旬～１１月上旬
□

場 所:野田市清水９０６

□ 入園料:大人５００円、小・中学生２００円（１０月～１１月）※ 料金は時期により異なります。
□

交 通:
【電車】東武アーバンパークライン清水公園駅下車１０分

□ 問合先:TEL 04(7125)3030 株式会社千秋社・清水公園
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【北総】
５

佐倉ふるさと広場 ～佐倉コスモスフェスタ～（佐倉市）
／コスモス

□ 見 頃:１０月中旬
□

期 間:１０月９日（土）～２４日（日）

□

場 所:佐倉市臼井田２７１４

□

交 通:【バス】京成線京成佐倉駅北口から佐倉市循環バスで
約１０分（土・日のみ臨時バスの追加運行あり、有料）
【電車】京成臼井駅下車徒歩３０分または、京成佐倉駅下車徒歩４０分

□ 問合先:TEL 043(486)6000 佐倉市観光協会
【かずさ・臨海】
6

東京ドイツ村（袖ケ浦市）／コキア
７,０００㎡の敷地に１０,０００株のコキアが紅葉して園内を彩ります。
□ 見 頃:１０月上旬～中旬
□

場 所:東京ドイツ村／袖ケ浦市永吉４１９

□ 入園料:大人８００円、子供４００円、別途駐車料金
１台１,０００円
□

交 通:
【バス】JR 千葉駅２１番乗場よりカピーナ号で４０分
【車】館山自動車道・姉崎袖ケ浦 IC 右折約３km
圏央道・木更津東 IC 左折、約６km

□ 問合先:TEL 0438(60)5511 東京ドイツ村
□ ＵＲＬ:https://www.t-doitsumura.co.jp
【北 総】
７

成田山菊花大会／成田山新勝寺境内（成田市）

成田山新勝寺菊花大会は、明治１６年から続く伝統行事で、成田山菊花
けんがい

会のご奉納による盆栽や懸崖、鉢物など多種多様な菊花が約１ヶ月間展示さ
れます。光輪閣周辺には奉納された菊が展示されます。
□

期 間:１０月２０日（水）～１１月１５日（月）

□ 見 頃:１１月初旬
□

場 所:成田山新勝寺境内／成田市成田１

□

交 通:【電車】JR 成田線成田駅または京成線京成成田駅下車徒歩１５分

□ 問合先:TEL 0476(22)2111 成田山新勝寺
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８

香取神宮奉納菊花大会／香取神宮（香取市）

香取神宮の奉納菊花大会には、地元をはじめ茨城県南部にまたがる近隣
市町村の菊花愛好家たちが丹精込めて育てた作品約５００点が並びます。
楼門や拝殿の周辺は、菊花の芳香に包まれ、時節柄、七五三詣など大勢の
参拝客の目を楽しませています。
□

期 間:１１月１日（月）～２４日（水）

□

場 所:香取神宮／香取市香取１６９７－１

□

交 通:【電車】JR 成田線佐原駅からタクシー１０分

□ 問合先:TEL 0478(57)3211 香取神宮
□ ＵＲＬ:http://www.katori-jingu.or.jp/

９

第４９回 香取市菊花大会／小見川市民センター（香取市）

香取市・香取郡及び旭市の菊花愛好家の出品により、小見川市民センタ
ー内アトリウムで１１部門約３００鉢の出品があり、ご覧になることができま
す。また、下記日程で、菊花を購入することができます。
【菊花販売について】
・期 日:１０月３１日（日）～１１月３日（水・祝）
・場 所:小見川支所駐車場
□

期 間:１１月１日（月）～１１月１５日（月）
８:３０～１７:１５

□

場 所:小見川市民センター内アトリウム及び駐車場／香取市羽根川３８

□

交 通:【電車】JR 成田線小見川駅下車徒歩５分
【車】東関東自動車道佐原香取 IC から２０分

□ 問合先:TEL 0478(50)1212 香取市商工観光課
□ ＵＲＬ:http://www.city.katori.lg.jp/

【かずさ・臨海】
１０ 市原市文化祭菊花展／八幡屋ふれあい広場（市原市）
市原市は、県内でも菊の愛好者が多いことで知られています。
例年、盆養、子盆養、盆栽懸崖、だるまづくり、福作づくり、切花、小中菊
全般など、約５００点の作品が展示されます。また、会場では役員が案内説
明や指導をしておりますので、ぜひお役立てください。
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《同時開催》
第４６回千葉県菊花大会 １１月２日（火）～１０日（水）
第３８回（一社）全日本菊花連盟千葉支部菊花大会 １１ 月１３日（土）～２０日（土）
□

期 間:１１月２日（火）～２０日（土）

□

場 所:八幡屋ふれあい広場／市原市潤井戸１３０７－２０

□

交 通:【車】県道１４号千葉茂原線（茂原街道）沿い八幡屋付近

□ 問合先:TEL 080(2093)2068 市原菊の会事務局⾧ 加藤
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味覚狩り
※気候により、生育状況が異なってまいりますので、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 やちよ農業交流センター（八千代市）／サツマイモ
□

期 間:１０月２日（土）～１０月１７日（日）頃

□ 料 金:１区画（１０株）:１,８００円
□ 品 種:ベニハルカ（４００区画）
複数区画の申込みもできます。
※

参加費を添えて直接同センター、または WEB にてお申込みください。

（WEB 申込みの場合、振込手数料は自己負担となります。
）
□ 場 所:八千代市島田２０７６
□ 問合先:TEL 04(7406)4778
□ U R L :http://yachiyo-agri.org/
【九十九里】
な か の や えん

２ 仲乃家 園 （山武市）／柿
□

期 間:１０月下旬～１２月上旬

□

時 間:８:００～日没

□ 料 金:６００円／１kg
□

場 所:山武市横田１０２４

□ 問合先:TEL 0475(89)0668 仲乃家園
□

ＵＲＬ:http://www.pc2.jp/tomura/

【南房総】
３ 道の駅「三芳村」鄙の里（南房総市）／みかん
□

期 間:１０月中旬～１２月中旬 ※ 要予約

□

時 間:９:００～１５:００

□ 料 金:大人５００円、小学生以下３００円（入園料込み、３０分間）
□

場 所:道の駅「三芳村」鄙の里の周辺農家をご紹介します。

□ 問合先:TEL 0470(36)4116 道の駅「三芳村」鄙の里（受付案内）
４ 西の沢みかん狩り組合（南房総市）／みかん
□

期 間:１０月下旬～１２月上旬

□

時 間:９:００～１５:００

□ 料 金:大人４００円、小学生以下３００円（入園料込み、園内３０分食べ放題）
□ 問合先:TEL 0470(57)2601 道の駅富楽里とみやま（受付案内）
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５ 千倉オレンジセンター（南房総市）／みかん
□

期 間:１０月１日（金）～４月３０日（土）

□

時 間:９:００～１７:００（時期により異なる。要問合せ）

□ 料 金:大人５００円、子供３００円（食べ放題）
□

場 所:南房総市千倉町久保１４９４

□ 問合先:TEL 0470(44)0780 野宮農園
□

ＵＲＬ:https://orangemura.com/

【かずさ・臨海】
６

マザー牧場（富津市）／サツマイモ

□

期 間:９月中旬～１０月下旬 ※ 作柄、天候により開催日・時間が変更になる場合があります。

□

時 間:平日１３:００～１４:００、土日祝９:００～
※

□

マザー牧場営業時間 平日９:３０～１６:３０、土日・祝日９:００～１７:００

定 員:先着２００名（各日）

□ 料 金:さつまいも掘り／体験料３００円、４株１,０００円
※ 入場料:大人（中学生以上）１,５００円、小人（４歳～小学生）８００円
□ 場 所:マザー牧場 ウエスト農園／富津市田倉９４０－３
□ 問合先:TEL0439(37)3211
□

U R L:http://www.motherfarm.co.jp

７ 東京ドイツ村（袖ケ浦市）／みかん
□

期 間:１０月下旬～無くなり次第終了（直接お問い合わせください）

□

時 間:９:３０～１５:３０ ※ 予定

□

品 種:宮川早生

□ 料 金:１人３００円（食べ放題）持ち帰り６００円 ※ 入園料別途必要
□

場 所:袖ケ浦市永吉４１９

□ 問合先:TEL 0438(60)5511 東京ドイツ村
□

ＵＲＬ:http://www.t-doitsumura.co.jp/

８ 房総十字園（市原市）／みかん
□

期 間:１０月上旬～１２月中旬
※

□

生育状況により期間は変動しますので、来園前にお問合せください

時 間:１０:００～１５:００（最終受付）

□ 料 金:大人（中学生以上）５５０円、小人（３才～小学生）４５０円（食べ放題）
□

場 所:市原市海保１０８４
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□ その他:ペット同伴不可（補助犬は可）
、手荷物持込み不可
□ 問合先:TEL 0436(36)4021 房総十字園
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千葉県立内浦山県民の森〔鴨川市〕
● 安房高山ハイキング
清和県民の森第一駐車場（旧森林館下駐車場）を集合場所とし、安房高山山頂を目指します。
全行程約１０㎞、やや健脚向きのハイキングです。

・日

時:１０月２８日（木） ９:３０～１５:３０

・場

所:内浦山県民の森／鴨川市内浦３２２８

・集合場所:清和県民の森

第一駐車場（旧森林館下駐車場）

・定

員:一般３０名（中学生以下は保護者同伴）

・料

金:お一人様 １,４００円（消費税込み）

・参加受付:１０月２６日（火）まで（先着順・定員になり次第締め切り）
・持 ち 物:保険証・レジャーシート・弁当・飲み物・マスク
・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・手袋等）

・交

通:【車】国道１２８号線を県道２８５号線経由で約４.５km。駐車場無料。送迎なし。

・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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千葉県立館山野鳥の森〔館山市〕

● 流木アートを作ろう!
～自然素材を活かしたオシャレなインテリア作り～
川や海で収集した流木を活かして、オリジナルのオブジェを作ります。
さまざまな形や色をした流木を加工し、木の実や貝殻を装飾するなど、あなたのアイデアとセンスで素敵なオブジェを作りまし
ょう。流木ならではの自然な風合いは、インテリアとして楽しめ、オシャレな雰囲気を演出します。
できあがった作品を、ご自宅のお庭やお部屋に飾ってみませんか。
・日

時:１０月９日（土） １０:００～１２:００

・場

所:館山野鳥の森

・料

金:１,６００円（税込）

・定

員:１２名（小学生以下は保護者同伴）

多目的ホール／館山市大神宮５５３

・申 込 み:１０月７日（木）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・作業しやすい服装
・交

通:
【バス】JR 内房線館山駅から JR バス安房神戸廻り白浜行「安房神社前」下車徒歩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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千葉県立館山野鳥の森〔館山市〕

● 秋惜しむ植物観察会
～五感で楽しむ秋の房総の自然～
秋の行楽シーズンに合わせ、房総の自然を楽しみながら園内を散策して、秋の植物を観察します。
当園は 「森林浴の森日本１００選」 ・ 「健康と癒しの森３０選」 にも選定されている他、展望台から望む平砂浦海
岸の景色が 「ちば眺望１００景」 にも選定されており、野鳥の声や自然が持つ癒しパワーを感じながら、雄大な景色をお
楽しみいただけます。
また、当日は植物に詳しいスタッフが同行し、園内に自生する植物の説明をします。県内最南端に自生するモミの木や群
生するメタセコイアやラクウショウの紅葉など、この時期ならではの森の景色もお楽しみいただけます。
・日

時:１０月２３日（土） ９:３０～１２:００ ※ 荒天中止

・場

所:館山野鳥の森園内／館山市大神宮５５３

・料

金:８００円（税込）

・定

員:先着１５名（小学生以下は保護者同伴）

・申 込 み:１０月２２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・帽子・観察しやすい服装
・交
・U

通:
【バス】JR 内房線館山駅から JR バス安房神戸廻り白浜行「安房神社前」下車徒歩５分
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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千葉県立清和県民の森〔君津市〕
● 森で遊ぼう～ネイチャーゲーム体験～
森の中で行う体を使った遊びを実際に遊びながら紹
介します。森の中を歩き回りながら、風を聴き、音を見
て、命と語る。体と五感全てを使って自然を感じましょ
う。

・日 時:１０月３日（日） １３:００～１５:３０
・料 金:４００円
・受 付:１２:３０～１３:００
・持ち物:動きやすい服装
・定 員:１５名

● 森の恵み きのこの観察会
森の案内人と一緒に、遊歩道を歩いてきのこを観察
します。散策後、きのこの同定（名前の確認）を参加
者全員で行います。
・日 時:１０月９日（土）
１０:００～１４:００（雨天中止）
・料 金:５００円

● 丸太切り体験
チェンソーやノコギリを使って丸太の輪切り体験が出来
ます。（チェンソー使用可能なのは１２歳以上からです）
同時にスウェーデントーチ販売・制作体験も出来ます。丸
太切り体験に参加して頂くとプロが実際に使用している装
備を自由に装着できる木こりなりきり体験で遊べます。
興味のある方はぜひご参加下さい。
・日 時:１０月１６日（土）・２３日（土） １０:００～１５:００
・料 金:３００円～１,０００円
・受 付:9:３０～１５:００
・持ち物:汚れても構わない服装
・定 員:無制限
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● ハロウィンイベント ～かぼちゃくんを探せ!～
手作り衣装で仮装して、ヒントを頼りに園内のどこかに隠れているかぼちゃくんを見つけよう。かぼちゃくんを見つけると、かぼち
ゃくんからおかしが貰えるぞ。キミはかぼちゃくんを見つけることができるかな?
・日 時:１０月３１日（日） １０:００～１３:００
・料 金:６００円
・受 付:１０:００～１１:００
・持ち物:なし
・定 員:２０名

・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

41

千葉県立美術館〔千葉市〕
●

企画展 漆黒のモダン 漆芸家 佐治賢使展

千葉県市川市に居住した漆芸家・佐治賢使（１９１４年～１９９９年）は、卓抜
したデザイン感覚と高度な漆芸技術によって、漆工芸界の新境地を切り拓いた人物です。
「彩漆（いろうるし）」という技法により、漆黒の世界に変幻自在な色彩表現を展開させ
た彼の作品には、現代性と叙情性が見事に融合しています。具象から抽象、立体から平
面にまで及ぶ、見飽きることのない佐治賢使の芸術を紹介します。
【会

場】第１、２、３展示室

佐治賢使《さやか》
●

第４期コレクション展

名品４－ルノワールと女性をめぐるイメージ－
茨城県近代美術館、埼玉県立近代美術館のルノワールの作品を当館収蔵の
ルノワール作品などとともに紹介します。
【会

場】第８展示室
ルノワール《三人の浴女》

・期

間:１０月３０日（土）～１月１６日（日）

・開館時間:９:００～１６:３０
・休 館 日:月曜日（ただし月曜日が祝日・振替休日に当たるときは開館し、翌日休館）
年末年始（１２月２７日（月）～1 月４日（火）
）
・料

金:一般５００円、高校生・大学生２５０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下車徒歩約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
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千葉県立中央博物館〔千葉市〕

● 令和３年度特別展「バラのすべて ～All about Roses～」
植物学、園芸、美術史等さまざまな視点からバラのすべてをお見せします。
レーシッヒの『バラ彩色図譜』などの貴重書やアール・ヌーヴォーのガラス工芸、
浮世絵、和書と現代の絵画等、貴重な資料がかつてない規模で集結。古今東西
愛され続けるバラの魅力の奥深さに触れてください。
・期間:１０月９日（土）～１１月２８日（日）
・会場:県立中央博物館第１企画展示室・第２企画展示室・
企画展示室まわり廊下・２階エントランスホール

・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:博物館入場料は、一般８００円、高校・大学生４００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
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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ホキ美術館〔千葉市〕

石黒賢一郎《INJECTION DEVICE の使用》
●

小尾修《とまり木》

STORIES－永遠の人物画展

人物画にフィーチャーした展覧会です。人は人に関心があり、太古の昔から人との関係で生きてきました。人が人を描く。そ
のきっかけや描き方、テーマは実にさまざま、いろいろなストーリーがあります。そして描かれた人物は、絵の中でずっと生き続けま
す。ホキ美術館で最も所蔵が多いのは人物画ですが、そのなかから約７０点を選びました。新作も含まれます。
出品数が多いのは美しい女性像と肌の表現に定評のある島村信之、理想化せずにアニメのモチーフを生かし細密に描く石
黒賢一郎、まなざしの表現に特徴のある塩谷亮、自然の力に負けない強さをもつ女性像を描く小尾修、謎めいた雰囲気のな
かで細密な女性像を描く生島浩、卓越した質感表現に定評のある五味文彦と続く、人物画を特徴とする作家たちです。写
実絵画の巨匠、セピア色の筆跡を残さない静かな女性像を描く森本草介、人物の存在感を第一に描く野田弘志の作品も
含みます。またそのほか、若手作家では、三重野慶の第２回ホキ美術館大賞の特別賞受賞作《信じてる》、第１回ホキ美
術館プラチナ大賞受賞の河野桂一郎《Annabell》も出品いたします。現代写実画家２２作家の約７０点からなる人物画
の魅力をお届けいたします。なお、石黒賢一郎《INJECTION DEVICE の使用》（写真左上）、小尾修《とまり木》（写真
右上）は初めての展示となります。
※ ホキ美術館へのご来館は日時指定の予約制とさせていただきます。前日までに Web、または電話でのご予約をお申し
込みください。
・期

間:開催中～１１月７日（日）

・場

所:ホキ美術館／千葉市緑区あすみが丘東３－１５

・料

金:一般 １,８３０円、大学・高校生・６５歳以上 １,３２０円、中学生 ９１０円
小学生以下無料（ただし大人１人につき子ども２人まで、常設展含む）

・交

通:【バス】JR 外房線 土気駅南口３番バス乗り場より、ブランニューモール行きバス５分、
「あすみが丘東４丁目」下車すぐ

・U

R L:https//www.hoki-museum.jp

お問い合わせ

ホキ美術館代表 TEL 043(205)1500／E-mail info@hoki-museum.jp
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千葉市立郷土博物館〔千葉市〕

● 千葉市制１００周年記念令和３年度企画展 千葉市誕生―百年前の世相からみる街と人びと―
本展では、千葉町が千葉市となった大正１００年前の市制施行とその時代（大正～昭和時代初頭）の世相を経
済や文化などの視点から紹介していきます。本展を通して、千葉市が誕生した頃の空気に触れてみませんか。
・期

間:１０月１９日（火）～１２月１２日（日）

・場

所:千葉市立郷土博物館／千葉市中央区亥鼻１－６－１

・料

金:無 料

・交

通:
【バス】JR 千葉駅・京成千葉駅から千葉駅前バスターミナル７番乗場から、京成バス千葉大学病
院行きまたは南矢作行き（千０３、千０３-１、千０４）で「郷土博物館・千葉県文化会
館」下車徒歩３分
【電車】千葉モノレール県庁前駅下車徒歩１３分
JR 本千葉駅下車徒歩１５分
京成千葉中央駅下車徒歩２０分

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

お問い合わせ

千葉市立郷土博物館 TEL 043(222)8231／E-mail kyodo.EDL@city.chiba.lg.jp
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千葉県立現代産業科学館〔市川市〕

「茶運び人形」榎本誠治

「秩序ある無秩序」 鈴木完吾

● 令和 3 年度 企画展「カ・ラ・ク・る－歯車が伝える動き－」
私たちの身の回りにあるさまざまな「動きを持つ機械」には、どのような動く仕掛けがつまっているのでしょうか。
モノづくりの原点ともいえる“からくり”に注目して、歯車などの“動きを伝えるしくみ”を楽しく紹介します。
・期

間:１０月１６日（土）～１２月５日（日）

・開館時間:９:００～１５:３０
・場

所:千葉県立現代産業科学館／市川市⿁高１－１－３

・料

金:企画展開催期間:一般３００円、高･大学生１５０円、中学生以下６５歳以上無料

・交

通:【電車】JR 総武線下総中山駅または本八幡駅下車徒歩１５分、京成線⿁越駅下車徒歩１３分

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

新型コロナウイルス感染症拡大の状況等によって、開館時間や開館日が変更になる場合が

あります。ご来館前に必ず当館公式ホームページをご確認ください。
お問い合わせ

千葉県立現代産業科学館 TEL 047(379)2005／FAX 047(379)2221
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千葉県立関宿城博物館〔野田市〕

関宿関所の図 『関宿土産』（千葉県立中央図書館蔵）
栗橋関隘（くりはしかんあい）『木曽路名所図会』
（久喜市立郷土資料館蔵）
●

企画展「関宿関所は川関所!?」

関宿は江戸に近く、利根川と江戸川の分流地点にあり、日光東往還が城下を通過することから水陸の交通の要衝でした。
そのため江戸幕府から重視され、江戸川沿いに関所が置かれました。今回の展示では新公開の史料も用いて、関所の場
所や構造、勤務の実態などについて、関宿関所を中心に紹介します。
・期

間:１０月 1 日（金）～１１月２８日（日）

・時

間: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３００円、高校生・大学生１５０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
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千葉県立房総のむら〔栄町〕

房総のむら内での民俗芸能上演の様子
● 屋外展示「千葉の民俗芸能」
千葉県内において広く見られる神楽・獅子舞・囃子について取り上げ、地域特有の信仰や形態を持つ民俗芸能として「鶴
峯八幡の神楽」（県指定無形民俗文化財）、「北之幸谷の獅子舞」（県指定無形民俗文化財）、「登戸の神楽囃子」
（千葉市無形民俗文化財）をパネルや実物資料で展示・紹介します。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、予告なく中止・変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・期

間:１０月２日（土）～１１月２３日（火・祝）

・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
・休 館 日:月曜日（月曜日が休日の場合は開館し、翌日休館）
・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
中学生以下と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 成田線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１５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〕
● ANA 空港おしごと体験教室
空機の誘導等を模擬体験できる「空港おしごと体験」を開催します。普段、
空港を利用するときには、なかなか見ることのできない空港の舞台裏のおし
ごとを体験できます。

・期

日:１０月３日（日）

・場

所:航空科学博物館

・費

用:入館料のみ

おしごと体験の様子

● ミニ企画展「Sec.４１～ジャンボジェットの機首～」
今年で展示１０周年を迎える Sec.４１のミニ企画展を開催します。ボーイ
ング７４７の歴史や、アメリカより輸入し博物館に設置・公開するまでの様子を
紹介します。
・期

間:開催中～１０月３１日（日）

・場

所:航空科学博物館 西棟１階展示室

・費

用:入館料のみ

● 集まれ!成田空港車輌展
空港で活躍している特殊車輛が目の前に!迫力のある車輛を間近でご覧いただ
けるだけでなく、スタッフの方が実際に解説も行います。
・期

日:１０月３１日（日）

・場

所:航空科学博物館

・費

用:入館料のみ
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● 企画展示「NARITA をつなげるエアライン２０２１」
日本の表玄関である成田空港には様々な国や地域から、多くのエアラインが乗り入れています。
旅客便や貨物便を含めると定期便だけ１００社にも及びます。
成田空港と国内外の都市をつなげている乗り入れエアラインを紹介します。
・期

間:１０月９日（土）～１２月２６日（日）

・場

所:航空科学博物館

・費

用:入館料のみ

※ 今後のコロナ感染拡大の状況により、休館あるいはイベントの大幅な変更の場合がございます。
・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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千葉県立中央博物館

大多喜城分館〔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）

● 令和３年度企画展 「兜とカブト」
戦において頭を保護する防具である兜は、戦の変化にあわせて発達を遂げてきました。
また、身につけた武士の戦に対する意識・価値観なども装飾という形で兜に表現され、武
士が自らを表現する手段となりました。動物、植物などをモチーフに意匠を凝らした変わり
兜は、当時の美意識の結晶であったといえます。一方、私たちの身の回りには、その形態
が兜に似ていることを由来として「カブト」を名乗る動・植物が多く生存しています。今回の
展覧会では、「かぶと」を取り上げ、意匠を凝らした変わり種兜と「かぶと」にまつわる動・植
物を紹介します。
てつ いちまいばり なんばんくさりかぶと

鉄一枚張南蛮 鎖 兜

・開催期間:１０月２２日（金）～１２月５日（日）

(国立歴史民俗博物館蔵)
・開館時間:９:００～１６:３０（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）
・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（企画展は一般３００円、高・大生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
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