【発表：2021.08.17】更新：2021.09.21
(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

インスタグラム「袖ケ浦 NAVI」をスタートしました！

P1

●
1

はすっ娘 ココア／はすっ娘本舗

富里産直１号店 他

富里市

P2

2

白砂糖不使用はすっ娘／はすっ娘本舗

わくわく広場

富里市

P3

3

はすっ娘 抹茶／はすっ娘本舗

富里産直１号店 他

富里市

P4

4

三笠焼とみちゃん

スイカあん／はすっ娘本舗

富里産直 2 号店

富里市

P5

5

三笠焼とみちゃん

抹茶餡／はすっ娘本舗

富里産直 2 号店

富里市

P6

6

三笠焼とみちゃん

粒餡／はすっ娘本舗

富里産直 2 号店

富里市

P7

7

富里スイカの水ようかん／はすっ娘本舗

富里産直１号店 他

富里市

P8

鴨川市

P9

旭市

P10

バ ウム ク ーヘ ン工
8

【期間限定】おいもバウム／カモガワバウム

房＆Cafe カモガワ
バウム

●
1

【休館】飯岡刑部岬展望館

～光と風～

9/1～2/28

2

【リニューアルオープン】はちみつ工房

9/1

君津市

P11

1

ハッピーハロウィン／千葉市花の美術館

9/7～30

千葉市

P12

2

9 月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館

9/12・23

船橋市

P13

3

【開催中止】やさしいヨガ／ふなばしメグスパ

9/18

船橋市

P14

●

4

9 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園

9/18・19 他

船橋市

P15

5

旬の野菜の収穫体験／農菜土

9/25・26 他

柏市

P16

6

Fun！Fun！ハロウィン！／成田ゆめ牧場

10/16・23 他

成田市

P17

7

プラネタリウム投影 他／白井市文化センター・プラネタリウム

9/4・5 他

白井市

P18

8

第 17 回与田浦コスモスまつり／与田浦十二町歩

10/2～31

香取市

P19

9

多古米祭り～TAKOMAI Festival／道の駅多古あじさい館周辺

9/18～10/3

多古町

P20

10

野遊び達人とめぐる、鴨川里山・里海サイクル／鴨川市総合運動施設

開催中～12 月末

鴨川市

P21～22

11

ジャンボかぼちゃコンテスト千葉県大会／里の MUJI みんなみの里

9/12

鴨川市

P23

12

【開催中止】地引網と海鮮バーベキュー／岩井海岸

9/26

南房総市

P24

13

森の Halloween フェスタ２０２１／ロマンの森共和国

9/18～10/31

君津市

P25～26

1

【今年度中止】勝田の獅子舞／円福寺・駒形神社

中止

八千代市

P27

2

【今年度中止】佐山の獅子舞／熱田神社・妙福寺

中止

八千代市

P28

3

【今年度中止】成田山奥之院祭禮３００年成田祇園祭記念事業
第８回成田伝統芸能まつり／成田山総門前広場及び成田山表参道

9/18～19

成田市

P29

千葉市

P30

成田市

P30

印西市

P30～31

香取市

P31

多古町

P31

佐倉市

P31

●

●
9 月下旬～
10 月中旬頃
10 月上旬～
11 月上旬

1

【ベイエリア】富田さとにわ耕園のコスモス畑

2

【北総】成田ゆめ牧場

3

【北総】牧の原公園

4

【北総】与田浦の十二町歩

5

【北総】栗山川沿いあじさい遊歩道及び「道の駅多古」周辺

6

【北総】佐倉ふるさと広場

10 月中旬

7

【かずさ・臨海】武田川コスモスロード

9 月下旬～
10 月中旬

木更津市

P32

8

【かずさ・臨海】東京ドイツ村（コキア）

10 月いっぱい

袖ケ浦市

P32

1

【ベイエリア】高根ぶどう園／ブドウ

千葉市

P33

2

【ベイエリア】千葉中央観光農園／栗・梨・ブドウ・サツマイモ

千葉市

P33

3

【ベイエリア】四街道市観光農園協会／梨

四街道市

P33

4

【東葛飾】松戸市観光梨園組合連合会／梨

松戸市

P34～35

5

【東葛飾】鎌ケ谷市観光農業組合／梨・ブドウ

鎌ケ谷市

P35～36

6

【北総】成田ゆめ牧場／栗・落花生

成田市

P37

7

【北総】小川梨園／梨

白井市

P37

8

【北総】菅谷ぶどう園／ブドウ

香取市

P37

9

【北総】平山ぶどう園／ブドウ

香取市

P37

10

【北総】塚本ファミリーぶどう園／ブドウ

香取市

P38

コスモスの丘

10 月中旬
9 月下旬～
10 月下旬
9 月下旬～
10 月中旬

11

【北総】香取ぶどう店／ブドウ

香取市

P38

12

【北総】増田農園／イチジク

香取市

P38

13

【北総】多田梨園／梨

香取市

P38

14

【北総】ブルーベリー大角／ブルーベリー

香取市

P38

15

【北総】道の駅くりもと紅小町の郷／落花生・サツマイモ

香取市

P39

山武市

P39

長柄町

P39

16

【九十九里】NPO 法人山武市観光協会〔観光果樹園〕
／梨・サツマイモ・柿・ブルーべリー

17

【九十九里】せき農園

道の駅ながら／栗

18

【九十九里】大和久農場／サツマイモ

長柄町

P40

19

【九十九里】東金ぶどう郷／ブドウ

東金市

P40

20

【南房総】館山パイオニアファーム／イチジク

館山市

P40～41

21

【かずさ・臨海】マザー牧場／サツマイモ

富津市

P41

22

【かずさ・臨海】南総園／ブドウ

袖ケ浦市

P41

23

【かずさ・臨海】グリーンファーム三基／イチジク

袖ケ浦市

P41

24

【かずさ・臨海】草けいばの丘収穫園／落花生・サツマイモ

袖ケ浦市

P41

1

《東庄県民の森》山野草展示会～秋～フリーマーケット 【開催中止】

東庄町

P42

2

《館山野鳥の森》クラフトバンドを使った小物作り Part１ 他

館山市

P43

3

《内浦山県民の森》藍染めに挑戦

鴨川市

P44

4

《清和県民の森》昆虫観察会 ～秋はバッタ探し～ 他

君津市

P45

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

P46

千葉市

P47～48

《千葉県立中央博物館》
2

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

3

《千葉県立関宿城博物館》パネル展「雲と、お天気」他

野田市

P49

4

《千葉県立中央博物館 大利根分館》収蔵品展「古い道具と昔のくらし」

香取市

P50

5

《千葉県立房総のむら》十五夜

栄町

P51

6

《航空科学博物館》航空ジャンク市 他

芝山町

P52～53

7

【募集】こうくうキッズアート

芝山町

P54

8

《城西国際大学水田美術館》水田コレクション展 四季の風物詩 【中止】

東金市

P55

9

《千葉県立中央博物館分館 海の博物館》
「海の生きもの観察ツアー」 他

勝浦市

P56～57

インスタグラム「袖ケ浦 NAVI」をスタートしました!〔袖ケ浦市〕

（一社）袖ケ浦市観光協会及び袖ケ浦市商工観光課は、インスタグラムアカウント「袖ケ浦 NAVI（袖ケ浦市観光情
報）」を共同で開設し、７月１６日（金）から運用を開始しました。
コロナ禍で外出や旅行が自粛・制限される今だからこそ、これまで以上に袖ケ浦市の魅力を感じてもらえるよう、また、コロナ
収束後の観光地のひとつとして選んでいただけるよう、観光情報の発信を強化していきます。
「離れていても袖ケ浦市を感じてもらいたい」という想いを大切に、新たなつながりを生み出していけるよう、アカウント内では、
四季折々の景色や人々の笑顔、歴史や伝統、食文化、何気ない日常の風景などの魅力を随時投稿します。
インスタグラムアカウント「袖ケ浦 NAVI（袖ケ浦市観光情報）」、ぜひフォローしてください。
・U

R L:https://sodegaurakanko.org（一般社団法人袖ケ浦市観光協会 HP）
https://www.city.sodegaura.lg.jp（袖ケ浦市 HP）

一般社団法人袖ケ浦市観光協会
お問い合わせ

TEL 0438(62)3436／FAX 0438(62)7485／E-mail info@sodegaurakanko.org
袖ケ浦市環境経済部商工観光課観光推進班
TEL 0438(62)3465／FAX 0438(62)7485

1

はすっ娘

ココア／はすっ娘本舗〔富里市〕

蓮根と豆乳が主原料の体がよろこぶ御菓子です。
成田産の蓮根と北海道産の濃厚な豆乳をふんだんに使いました。
ココアはピュアココアを使用しております。残ったココアはお湯や牛乳に溶いてお飲みいただけます。
夏の暑い日には冷凍庫からそのままお口にぽん!冷凍状態でも氷菓子のような食感で召し上がれます。
少し溶けてきた半解凍状態で召し上がるのがスタッフ一押し!「ひんやり・もっちり」どっちも楽しめちゃう!
完全に解凍するともちもちとしたまるでわらび餅のような食感に変化!
わらび餅のようでわらび餅じゃない。蓮根と豆乳が主原料の「はすっ娘」です。
・商品名:はすっ娘 ココア
・企業名:
（株）ケー・イー食品開発（はすっ娘本舗）
・所在地:富里市日吉台２－１９－１５
・販売価格（税込）
:２１６円
・内容量:８０ｇ
・賞味期限:冷凍で１カ月程、解凍後５日以内（要冷蔵）
・取扱期間:オールシーズン
・商品取扱場所:富里産直１号店・２号店、そらの駅さくら館
・通信販売の有無:

有

・URL:https://kefoods.co.jp/

・

無

(自社 HP)

https://hasukkohonpo.base.shop （外部サイト BASE）
https://www.creema.jp/c/hasukkohonpo （外部サイト Creema）

お問い合わせ

（株）ケー・イー食品開発 TEL 0476(92)1005

2

白砂糖不使用はすっ娘／はすっ娘本舗〔富里市〕

蓮根と豆乳が主原料の体が喜ぶ御菓子です。
成田産の蓮根と北海道産の濃厚な豆乳をふんだんに使いました。
そして白砂糖は一切使わず、ミネラルなどの栄養分が豊富な素焚糖等を使って作りました。
夏の暑い日には冷凍庫からそのままお口にぽん!冷凍状態でも氷菓子のような食感で召し上がれます。
少し溶けてきた半解凍状態で召し上がるのがスタッフ一押し!「ひんやり・もっちり」どっちも楽しめちゃう!
完全に解凍するともちもちとしたまるでわらび餅のような食感に変化!
わらび餅のようでわらび餅じゃない。蓮根と豆乳が主原料の「はすっ娘」です。
ビーガンの方にも安心して召し上がっていただけるよう、ビーガン認証マークを取得しております。
・商品名:白砂糖不使用はすっ娘
・企業名:
（株）ケー・イー食品開発（はすっ娘本舗）
・所在地:富里市日吉台２－１９－１５
・販売価格（税込）
:２７０円
・内容量:１００ｇ
・賞味期限:冷凍で１カ月程、解凍後５日以内（要冷蔵）
・取扱期間:オールシーズン
・商品取扱場所:わくわく広場（成田ユアエルム内）
・通信販売の有無:

有

・URL:https://kefoods.co.jp/

・

無

(自社 HP)

https://hasukkohonpo.base.shop （外部サイト BASE）
https://www.creema.jp/c/hasukkohonpo （外部サイト Creema）

お問い合わせ

（株）ケー・イー食品開発 TEL 0476(92)1005

3

はすっ娘

抹茶／はすっ娘本舗〔富里市〕

蓮根と豆乳が主原料の体がよろこぶ御菓子です。
成田産の蓮根と北海道産の濃厚な豆乳をふんだんに使いました。
抹茶は本格宇治抹茶を惜しみなく使い、残った抹茶をお湯や牛乳などで溶いてお飲みいただけます。
夏の暑い日には冷凍庫からそのままお口にぽん!冷凍状態でも氷菓子のような食感で召し上がれます。
少し溶けてきた半解凍状態で召し上がるのがスタッフ一押し!「ひんやり・もっちり」どっちも楽しめちゃう!
完全に解凍するともちもちとしたまるでわらび餅のような食感に変化!
わらび餅のようでわらび餅じゃない。蓮根と豆乳が主原料の「はすっ娘」です。
・商品名:はすっ娘 抹茶
・企業名:
（株）ケー・イー食品開発（はすっ娘本舗）
・所在地:富里市日吉台２－１９－１５
・販売価格（税込）
:２７０円
・内容量:８０ｇ
・賞味期限:冷凍で１カ月程、解凍後５日以内（要冷蔵）
・取扱期間:オールシーズン
・商品取扱場所:富里産直１号店・２号店、そらの駅さくら館
・通信販売の有無:

有

・URL:https://kefoods.co.jp/

・

無

(自社 HP)

https://hasukkohonpo.base.shop （外部サイト BASE）
https://www.creema.jp/c/hasukkohonpo （外部サイト Creema）

お問い合わせ

（株）ケー・イー食品開発 TEL 0476(92)1005

4

三笠焼とみちゃん スイカあん／はすっ娘本舗〔富里市〕

富里市の名産「スイカ」を使った御菓子です。
加工が難しいスイカをあんこにするまでかかった開発期間はなんと 1 年以上!
生地にもスイカの果汁を使うことでしっとりとした生地に仕上がりました。
夏は冷凍庫で凍らせてから食べるのもおススメです!
解凍しても溶けださないので小さなお子様にも簡単に召し上がっていただけます。
砂糖分が気になる方にも、三笠焼は砂糖分を３５％カットしておりますので、いつもは気にして甘いものを控えている方の息
抜きスイーツにもぴったりです。
・商品名:三笠焼とみちゃん スイカ餡
・企業名:
（株）ケー・イー食品開発
・所在地:富里市日吉台２－１９－１５
・販売価格（税込）
:２７０円
・内容量:１個（１００ｇ）
・賞味期限:冷凍で１カ月程、解凍後５日以内（要冷蔵）
・取扱期間:オールシーズン
・商品取扱場所:富里産直２号店
・通信販売の有無:

有

・URL:https://kefoods.co.jp/

・

無

(自社 HP)

https://hasukkohonpo.base.shop （外部サイト BASE）
https://www.creema.jp/c/hasukkohonpo （外部サイト Creema）

お問い合わせ

（株）ケー・イー食品開発 TEL 0476(92)1005

5

三笠焼とみちゃん 抹茶餡／はすっ娘本舗〔富里市〕

富里市の名産「スイカ」を使った御菓子です。宇治抹茶をたっぷり使った本格抹茶餡です。
生地にもスイカの果汁を使うことでしっとりとした生地に仕上がりました。
夏は冷凍庫で凍らせてから食べるのもおススメです!解凍しても溶けださないので小さなお子様にも簡単に召し上がっていた
だけます。お砂糖は白砂糖を一切使わず、ミネラル豊富な素焚糖等のみを使いました。
砂糖分が気になる方にも三笠焼とみちゃんは砂糖分を３５％カットしておりますので、いつもは気にして甘いものを控えてい
る方の息抜きスイーツにもぴったりです。
富里市のふるさと産品推奨品にも選ばれており、２０１８年には全国おやつランキングの千葉県代表にも選ばれました!
美味しさお墨付きのスイカを使った御菓子はいかがですか?
・商品名:三笠焼とみちゃん 抹茶餡
・企業名:
（株）ケー・イー食品開発（はすっ娘本舗）
・所在地:富里市日吉台２－１９－１５
・販売価格（税込）
:２７０円
・内容量:１個（約１００ｇ）
・賞味期限:冷凍で１カ月程、解凍後７日以内（常温可）
・取扱期間:オールシーズン
・商品取扱場所:富里産直２号店
・通信販売の有無:

有

・URL:https://kefoods.co.jp/

・

無

(自社 HP)

https://hasukkohonpo.base.shop （外部サイト BASE）
https://www.creema.jp/c/hasukkohonpo （外部サイト Creema）

お問い合わせ

（株）ケー・イー食品開発 TEL 0476(92)1005
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三笠焼とみちゃん 粒餡／はすっ娘本舗〔富里市〕

富里市の名産「スイカ」を使った御菓子です。中身の粒餡は北海道の小豆だけで練り上げ、甘さを抑えながら小豆の粒をし
っかりと残したとても上品な粒餡を使っております。
生地にもスイカの果汁を使うことでしっとりとした生地に仕上がりました。
夏は冷凍庫で凍らせてから食べるのもおススメです!解凍しても溶けださないので小さなお子様にも簡単に召し上がっていた
だけます。
砂糖分が気になる方にも、三笠焼とみちゃんは砂糖分を３５％カットしておりますので、いつもは気にして甘いものを控えて
いる方の息抜きスイーツにもぴったりです。
富里市のふるさと産品推奨品にも選ばれており、２０１８年には全国おやつランキングの千葉県代表にも選ばれました!
美味しさお墨付きのスイカを使った御菓子はいかがですか?
・商品名:三笠焼とみちゃん 粒餡
・企業名:
（株）ケー・イー食品開発
・所在地:富里市日吉台２－１９－１５
・販売価格（税込）
:２７０円
・内容量:１個（約１００ｇ）
・賞味期限:冷凍で１カ月程、解凍後７日以内（常温可）
・取扱期間:オールシーズン
・商品取扱場所:富里産直２号店
・通信販売の有無:

有

・URL:https://kefoods.co.jp/

・

無

(自社 HP)

https://hasukkohonpo.base.shop （外部サイト BASE）
https://www.creema.jp/c/hasukkohonpo （外部サイト Creema）

お問い合わせ

（株）ケー・イー食品開発 TEL 0476(92)1005

7

富里スイカの水ようかん／はすっ娘本舗〔富里市〕

使っているスイカは富里市で採れたもののみ!
スイカ本来の香りを楽しんで頂きたく香料は使っておりません。
白砂糖を使わずにミネラルなどがたっぷり含まれている素焚糖や麦芽糖等を使って作りました!
お好きなフルーツやアイスをのせてあんみつを作ってもよし!凍らせて食べてもよし!
砂糖分はなんと６４％カット!砂糖分を気にして、甘いものを控えている方の息抜きスイーツにもぴったりです。
富里市のお土産にぴったりな「富里スイカのみずようかん」は期間限定販売です。
・商品名:富里スイカの水ようかん
・企業名:
（株）ケー・イー食品開発（はすっ娘本舗）
・所在地:富里市日吉台２－１９－１５
・販売価格（税込）
:２００円
・内容量:１個（８０ｇ）
・賞味期限:冷凍で１カ月程、解凍後４日以内（要冷蔵）
・取扱期間:６月～９月頃
・商品取扱場所:富里産直１号店・２号店、そらの駅さくら館
・通信販売の有無:

有

・URL:https://kefoods.co.jp/

・

無

(自社 HP)

https://hasukkohonpo.base.shop （外部サイト BASE）
https://www.creema.jp/c/hasukkohonpo （外部サイト Creema）

お問い合わせ

（株）ケー・イー食品開発 TEL 0476(92)1005
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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:千葉県鴨川市広場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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【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:【電車の場合】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
【車の場合】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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【リニューアルオープン】はちみつ工房〔君津市〕

観光ができる養蜂場『はちみつ工房』を運営している株式会社蜂蜜工房は、『はちみつとミードのはちみつ工房』を同市に
２０２１年９月１日（水）にリニューアルオープンいたします。
養蜂家が造るはちみつとミードを、見て・聞いて・嗅いで・触れて・味わう。
五感ではちみつとミード（蜂蜜酒）の美味しさや魅力を楽しむということが、はちみつ工房のコンセプトです。
はちみつをお買い求めいただくだけでなく、ミツバチの生態観察・遠心分離機を用いたはちみつ採取・ミード工場の見学・は
ちみつやミードの試飲食をお楽しみいただける見学ツアーもご用意しております。
普段見ることができないミツバチの営みや、はちみつの生産現場を、小さなお子様でもお楽しみいただるよう、アテンダント
がわかりやすくご案内いたします。
さらに、はちみつから作られるお酒・ミードの醸造所（ミーダリー）も併設しております。
ミードの歴史は古く、約１４０００年前に誕生したと言われており、ギリシャ神話にも登場しています。
今では新婚旅行という意味で用いられている「honey moon」は、ミードが語源と言い伝えられており、はちみつ工房は、
そんなミードの醸造所が併設されている、日本唯一の観光施設です。

・場

所:はちみつ工房／君津市大井３０５

・開園日時:【オープン】９月１日（水） ９:３０～１７:３０（土日祝～１９:３０）
・料

金:無料

・交 通:【車】 JR 君津駅から車で約２０分、館山自動車道 君津 IC から車で約５分
・U

R L:準備中

お問い合わせ

株式会社 はちみつ工房
TEL 0439(32)1038／E-mail info@hachimitsu-koubou.com
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ハッピーハロウィン／千葉市花の美術館〔千葉市〕
■ ハッピーハロウィン
ワクワクドキドキのハッピーハロウィン。植物からの恵みをお祝いするお祭りでもあるんです。イベント・ワークショップではモンスタ
ーにも負けないハーブの魅力を紹介します。
☆ イベント・ワークショップ
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

「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。

９月１９日（日）

１９日（金）
参加費:１００円
１０:３０～
料金:５００円
定員:各日先着２０名

☆ 企画展示（１F 多目的室）
高浜６丁目写真クラブ「第３２回花と緑の写真展」

８月３１日（火）～９月５日（日）

水彩美浜クラブ「自然と静物の語らい」

９月１４日（火）～２０日（月・祝）

デジカメクラブことぶき会「デジカメクラブことぶき会作品展」

９月２８日（火）～１０月３日（日）

・期

間:９月７日（火）～３０日（木）
※ 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
※ プール営業時間は駐車場が大変込み合いますので公共の交通機関をご利用ください。

・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
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９月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕

生きもののしくみを知ろう・オンライン「手羽先」 【中止】
手羽先を使って、鳥のツバサのしくみについて楽しく観察します。親子でオンライ
ン実験だ!
・日時:９月１２日（日） １３:００～１５:００
・料金:無料
・定員:１１組
・申込:Web フォームより要事前応募 ９月５日（日）締切

ペットボトル日時計を作ろう
秋分の日は太陽が真東からのぼり、真西に沈む日です。そこで、太陽の動きを
確かめる日時計を作ります。太陽や季節の変化、日時計の原理も学ぼう!
・日時:９月２３日（木・祝） 1３:００～１５:００
・料金:利用料＋４００円／セット
・定員:２０組
・申込:Web フォームより要事前応募 ９月１６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。

・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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【開催中止】やさしいヨガ／ふなばしメグスパ〔船橋市〕

ヨガの初級、初めての方向けに、体ほぐしと簡単なポーズをやります。
いきなりレッスンはちょっと気が引けるけど、1 回だけなら体験してみようという方にピッタリです。
講師は、毎週メグスパでヨガ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下さい。
※ 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:９月１８日（土） １３:５０～１４:３０

・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

・定

員:先着９名（電話でご予約下さい）

・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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９月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕
●

ハッピー★ハロウィン寄せ植え作り
・期

日 :９月１８日（土）～１９日（日）

・時

間 :① １０:３０～ ② １４:００～

・場

所 :メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター

・定

員 :各１０人

・費

用 :１,５００円

・申

込 :９月１日（水）９:００から予約専用電話(457-6691)で受付

● お月見に飾るフラワーアレンジメント作り

●

●
※

・期

日 :９月２０日（月・祝）

・時

間 :① １０:３０～ ② １４:００ ～

・場

所 :メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター

・定

員 :各１０人

・費

用 :１,５００円

・申

込 :９月１日（水）９:００から予約専用電話(457-6691)で受付

自然観察会「花・緑ウォッチング」
・期

日 :９月２６日（日） ※ 雨天中止

・時

間 :１３:３０～

・内

容 :園内の樹木・草花をご案内

・定

員 :１０人

・申

込 :９月１日（水）９:００から電話受付

9 月の花
園内がランタナ、インパチェンス、マリーゴールドなど約１００種類１０万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）

・休 園 日 :月曜日（２０日を除く）
・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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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、「落花生・さつまいも」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。
・内

容:① 落花生 ② さつまいもと落花生
③ さつまいもと落花生【道の駅共催】④ 落花生【道の駅共催】

・開 催 日:① ９月２５日（土）
・２６日（日）
② １０月２日（土）・３日（日）
③ １０月９日（土）・１０日（日）
④ １０月１６日（土）
・１７日（日）
・開催時間:①～④ 全て ９:００、１０:３０、１２:００から
募集開始日:①、② は９月２日（木）
，③、④ は９月１６日（木）
・場

所:手賀沼周辺の農園（柏市手賀・鷲野谷・箕輪等）
※詳しくはお問合せください

・料

金:①～④ 入場料 1 組（5 名まで）１,０００円
① 落花生１区画（１０株）１,５００円、おおまさり１区画（５株）１,５００円
②・③ さつまいも１区画（５株）２,０００円 おおまさり１区画（３株）１,５００円
④ おおまさり 1 区画（3 株）１,５００円

・対

象:
（申し込み資格）
:どなたでも

・定

員:各回５０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)するか、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

16

Fun!Fun!ハロウィン!／成田ゆめ牧場〔成田市〕

● モルちゃんのハロウィンパレード
モルちゃんのハロウィンパレードを見学できます。
仮装モルちゃんが見られるかも!?
・期 日:１０月１６日（土）・２３日（土）・３０日（土）
・時 間:１３:１５～１３:４５
※ 雨天中止
※ 混雑時は人数制限を設けて開催します
・料 金:無料

● 魔女ヤギさんとハイチーズ
ハロウィンの仮装をしたヤギさんと一緒に写真を撮ろう!
・期 日:１０月１７日（日）・２４日（日）・３１日（日）
・時 間:１３:１５～１３:３０
・料 金:無料
・定 員:先着２０組（１０分前より整理券配布）
※ カメラはご持参ください
※ 雨天中止

・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・9 月２３日（木・祝）

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」
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
※各投映開始時刻３０分前から券売、各回定員４０人
● 星空ジャズアワー
星空のもと、ジャズの調べをお楽しみいただく CD コンサート
です。おなじみの名曲に乗せて、星空散歩はいかがでしょう。
日時:９月９日（木） １１:００～１１:４５、１１日（土） １３:３０～１４:１５
料金:大人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:９月２５日（土）、２９日（水） 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。

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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第 1７回与田浦コスモスまつり／与田浦十二町歩〔香取市〕

３ha の敷地に３００万本近くのコスモスが広がります。
コスモス摘み取り（無料）やカメラポイント（バックの高架橋を走る列車と写真を撮れるスポットとしても人気）など見所満
載で、なかには幸せの黄色いコスモスもあります。
イベント期間中は、朝取りイチジクや野菜、新米こしひかりなどの地域特産品の販売が行われます。
週末には、各種イベントを開催します。
【イベントスケジュール】
１０月２日（土）

先着２５０名 新米こしひかり３００g プレゼント
扇島芸座連演奏 １０:００～、１１:００～

１０月９日（土）

昔遊び体験

１０:００～１２:００

１０月１０日（日）

昔遊び体験

１０:００～１２:００

１０月１７日（日）

ミスあやめ撮影会

１０:００～、１１:００

・日

時:１０月２日（土）～３１日（日） ９:００～１６:００

・場

所:与田浦十二町歩／JR 鹿島線十二橋駅そば

・交

通:【電車】JR 鹿島線十二橋駅 徒歩３分

よ

だ うら じゅうにちょうぶ

【車】東関東自動車道 佐原香取 IC から２０分または大栄 IC から２５分
※ 駐車場有（５０台）
・U

R L:https://yotaura.jimdofree.com/

お問い合わせ

NPO 法人香取市与田浦を考える会事務局 TEL 070(1311)1211
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多古米祭り～TAKOMAI

Festival

／道の駅多古あじさい館周辺〔多古町〕
新米の収穫時期に、今年の多古米 NO.1 を決める「多古米グランプリ」と『道の駅多古創業祭』あわせて『多古米祭り』
を開催いたします。道の駅多古創業祭では、期間中様々な催しものを開催します。
創業祭の最終日には今年の多古米の NO.1 を決める多古米グランプリ決勝大会が開催されます。当日は、決勝大会
のほかにもステージイベントや様々な団体が出店します。『道の駅多古創業祭』と『多古米グランプリ』にぜひお越しください。
・期

間:道の駅多古創業祭 9 月１８日（土）～１０月３日（日）
多古米グランプリ １０月３日（日）

・場

所:道の駅多古あじさい館周辺／香取郡多古町多古１０６９－１

・交

通:
【バス】JR 東京駅八重洲南口から高速バスで約９５分「道の駅多古」下車
JR 成田線・京成線空港第２ビル駅から多古町行きシャトルバス（約２５分）
「道の駅多古」下車
【車】東関東自動車道「成田 IC」→ R２９５→ R２９６経由で匝瑳市方面へ約２０分
東関東自動車道・圏央道「大栄 IC」→ R５１→ 桜田権現交差点を右折約２０分
千葉東金道路「松尾横芝 IC」→ 「はにわ道」→ R２９６を匝瑳市方面へ約２０分

・U

R L:https://www.town.tako.chiba.jp/

お問い合わせ

多古町役場産業経済課 TEL 0479(76)5404／FAX 0479(76)7144
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野遊び達人とめぐる、鴨川里山・里海サイクル
／鴨川市総合運動施設〔鴨川市〕

画像貼付欄

ウェル kamo サイクル（レンタサイクル）で出かけるガイド付きツアーです。鴨川は自然と人里の距離が近く、自然の中に
人々の暮らしが息づいています。そんな郷里を自転車でめぐります。目に映る海や木々の色、鳥や虫や風の声、草花の香り
…季節ごとに異なる自然を、野遊びの達人がご案内します。
【移動手段】
①e-bike（電動アシスト付きマウンテンバイク）
②身⾧１１０～１３０cm 程度のお子さんは、キッズ用マウンテンバイク（電動アシストなし）
【コース】
サイクル初心者向けの「里山コース」と、初心者～中級者向けの「里海林道コース」があります。※ どちらかを選択
◆ 里山コース 約２１km

難易度 ★★☆☆☆ 初心者

起伏の少ない田園地帯をのんびり走ります。お子さんとのサイクリングにもぴったり。道端の草花を探したり、生き物
にも遭遇できるかも!?
◆ 里海林道コース 約１４km

難易度 ★★★☆☆ 初心者～中級

アップダウンに富んだコース。スタートから４km 地点までの登りで標高最上部に達したあとは、風を切って木漏れ日
の中を走りぬけ、太平洋と鴨川市を眼下に一望する展望台へ!e-bike の性能をフルに実感できるので、電動ア
シスト付きマウンテンバイクを体験してみたい方にもおススメ。
【お申し込み】
ご希望日の３日前までに、下記の情報を主催者にご連絡ください。
・ご希望のコース
・ご希望の日付
・人数（参加者全員のお名前と身⾧）
・申込者のメールアドレス・電話番号
【その他】
・ 各自でご用意いただくもの
飲み物、雨具、動きやすい服装・シューズ、タオル、バックパック、健康保険証
・期

間:開催中～１２月末 各日１０:００～（所要時間２時間）

・場

所:鴨川市総合運動施設（集合場所）／鴨川市太尾８６６－１

・料

金:６,０００円（e-bike レンタサイクル、ヘルメット、保険料込）
＊ キッズ用 MTB でのご参加は４,０００円（身⾧１１０～１３０cm 程度まで）

・交

通:【電車】東京駅→JR 外房線特急わかしお号（１時間５０分）→安房鴨川駅
21

【バス】路線バスで「鴨川駅東口」バス停→「総合運動場」バス停（約 7 分）
※ 東京湾フェリー又は平塚本郷行きにご乗車ください。
【車】東京・横浜→東京湾アクアライン→君津 IC→房総スカイライン→県道千葉鴨川線→鴨川
市内（計９０分）
・U

R L:https://wellspo.jp/

お問い合わせ

一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川 TEL 04(7092)1114／E-mail info@wellspo.jp
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ジャンボかぼちゃコンテスト千葉県大会
／里の MUJI

みんなみの里〔鴨川市〕

愛好家が育てた 「ジャンボかぼちゃ」 コンテストの千葉県大会は、「里の MUJI みんなみの里」 を会場に行われます。
第１２回を迎えるコンテストの参加者は、全国大会でも上位に入賞するほどの大物ぞろい。
千葉県代表は 「日本一どてかぼちゃ大会（小豆島）」 で５年連続優勝の記録を残しています。
今年はどんなジャンボかぼちゃが登場するのかご期待ください。品種は、アトランティックジャイアント。
・日

時:９月１２日（日） １０:００～１５:００頃（受付９:００～）

・場

所:里の MUJI みんなみの里／鴨川市宮山１６９６

・交

通:
【バス・タクシー】JR 外房線安房鴨川駅下車、日東バス東京湾フェリー、または平塚本郷行きで
「みんなみの里」下車。 又は鴨川駅よりタクシーで約２０分。

お問い合わせ

里の MUJI みんなみの里 TEL 04(7099)8033（農林業体験交流協会）
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【開催中止】地引網と海鮮バーベキュー
／岩井海岸〔南房総市〕

南房総岩井海岸では昔から盛んだった漁師たちの地引き網が今も受け継がれています。
岩井民宿組合では、この伝統的な漁法を体験できるイベントを開催します。
朝食は、力を合わせて引き揚げたばかりの海の幸を豪快にバーベキューでお楽しみください。
【前日宿泊プラン（要予約）】
大人 ９,９００円（税込）／ 子供（３歳以上・小学生以下） ６,６００円（税込）
※ 地引き網・海鮮バーベキュー中止の場合、大人料金を ８,９００円（税込）に変更いたします。
【当日参加プラン】
大人 ４,０００円（税込）／小学生 ３,０００円（税込）／子供（３歳以上・未就学児）
２,０００円（税込）
※ 事前受付を行いますので、開始３０分前に会場へお越しください。
※ おむすび、お飲み物は各自ご持参ください。
※ 不慮の事故に際しましては責任を負いかねますのでご了承ください。
※ 地引網が中止になった場合は前日までにご連絡致します。
・日

時:９月２６日（日） ７:４０頃～９:３０頃 ※悪天候の場合は中止することがございます。

・場

所:岩井海岸／南房総市久枝

・交

通:【電車】JR 内房線岩井駅から徒歩約１２分
【車】富津館山自動車道「鋸南富山 IC」から車約 8 分

・U R L:http://iwaikaigan.com/jibikiami
お問い合わせ

岩井民宿組合 TEL 0470(57)2088／FAX 0475(57)3131
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森の Halloween フェスタ２０２１／ロマンの森共和国〔君津市〕
●

森の秋まつり

・ 9 月２０日（月・祝）
６５歳以上入園無料 ※ 要証明書
・ ９月１８日（土）～１１月 3 日（水・祝）
昔懐かしい縁日広場 輪投げ、射的、各種のすくいもの等盛り沢山!!
・ ９月１８日（土）～２０日（月・祝）・２３日（木・祝）・
２５日（土）～２６日（日）、１０月週末（予定）
秋の味覚一杯 森の屋台村オープン!!（石窯や本格炭火焼等）
（鮎の塩焼き、松茸ごはん、いか焼き、きのこ汁、きのこピザなど）

●

森の Halloween フェスタ２０２１
【会場演出】（※ １０月週末～）
・ 開催中は共和国内がハロウィンムード一杯、ロンちゃん魔女、森の仲間たちのキャラクターや
お化けかぼちゃがお出迎えしてくれます。沿道沿い、園内各所に大小のかぼちゃが展示。
キャラクター旗、ハロウィンキャラクターボードがご来園者をお出迎えします。
・ ロマンスタッフも仮装してご来園者を楽しませます。
・ ご来場者特典
「子供の可愛い仮装」「アイデア光る仮装」でご来園頂くと
「お子様に限り Kids PASS プレゼント
『１年間入園フリー+ドリンク１杯無料!!』」!（期間中毎日）

・ 園内で「ロンちゃんランちゃん魔女」を見つけて
「トリック･オア･トリート」と合言葉をかけるとお菓子がもらえるよ!（ショー開催日のみ）
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・ ハロウィン仮装写真コンテスト（期間毎日・参加無料）
仮装でご来園された方、仮装写真を園内で撮影し、ご応募ください。
優勝者１名様に素敵な記念品をプレゼントいたします。
写真は来年のＰＲ素材（ポスター、HP など）に
掲載させていただきます。
（仮装写メ応募アドレス event@romannomori.co.jp）

・ かぼちゃの重量当てクイズ大会（期間中毎日）
園内にディスプレイされた特定のカボチャの重量を当てていただきます。
園内備え付けの用紙にご記入投票箱へ。ピタリ賞、ニアピン賞など・・・
発表は弊社ホームページにて重量及び当選者を掲載いたします。
・ 弁慶号のホタルのトンネルがお化け屋敷に!?（期間中毎日）
・ ロンちゃんンちゃんランちゃんキャラクターステージショー
開催日:９月１８日（土）～２０日（月・祝）、２３日（木・
祝）、２５日（土）～２６日（日）、１０月３０日
（土）～３１日（日）（１０月３１日ハロウィンパーティー
宿泊プラン）

・ ハロウィンパフォーマンス
開催日:９月１８日（土）～２０日（月・祝）、２３日（木・祝）、２５日（土）
～２６日（日）
・期

間:９月１８日（土）～１０月３１日（日）

・場

所:ロマンの森共和国／君津市豊英６５９－１

・料

金:入園料６００円（４歳以上／税込）※アトラクション等のご利用は別途料金が必要

・交

通:【バス】内房線木更津駅西口乗場より「鴨川日東バス/亀田病院行き」で約６０分
外房線 JR 安房鴨川駅西口より「木更津鴨川急行バス」で約２５分
【車】館山自動車道・君津 IC 下車（２２㎞２５分）

・U R L:http://www.romannomori.co.jp/

お問い合わせ

ロマンの森共和国 TEL 03(3319)5116／FAX 03(3319)5118
E-mail m.honda＠romannomori.co.jp
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【今年度中止】勝田の獅子舞／円福寺・駒形神社〔八千代市〕

八千代市の無形民俗文化財に指定されている三匹獅子舞で、五穀豊穣や水害除けを祈願し、１０:００頃から円福
寺で舞った後、駒形神社へ移動し休憩します。１５:００頃から再開し、神社で舞った後、再び寺に移動して舞います。
１８:３０頃終了予定です。

・場

所:円福寺・駒形神社／八千代市勝田地区

・交

通:【電車】京成線 勝田台駅南口から京成バス勝田台団地循環「５丁目西」下車徒歩５分

お問い合わせ

八千代市教育委員会文化・スポーツ課 TEL 047(481)0305
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【今年度中止】佐山の獅子舞／熱田神社・妙福寺〔八千代市〕

毎年９月２３日に行われるこの獅子舞は、秋のお彼岸の中日に当たることから 「ヒガンジシ」 とも言われています。獅子は、
「親獅子」 ・ 「中獅子」 ・ 「女獅子」 の三匹獅子で、腰に枠なし締め太鼓をつけ、笛・太鼓・謡に合わせて 「オオガカリ」 と
「カコイ」 の２種類を交互に舞います。
１１:００頃から熱田神社で、オオガカリを舞い、休憩を挟んでカコイを舞います。その後ミチブエを吹きながら、妙福寺へ行
き休憩をとり、１６:００頃からオオガカリを舞います。

・場

所:熱田神社・妙福寺／八千代市佐山地区

・交

通:
【バス】東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅からちばレインボーバス船尾車庫行「学園台５丁目」又は
「平戸入口」下車徒歩７分（熱田神社）

お問い合わせ

八千代市教育委員会文化・スポーツ課 TEL 047(481)0305
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【今年度中止】成田山奥之院祭禮３００年成田祇園祭記念事業
第８回成田伝統芸能まつり／
成田山総門前広場及び成田山表参道〔成田市〕
日本を代表する伝統芸能団体が一堂に会します。
会場では、県内外の多彩な祭りや踊りの迫力満点のパフォーマンスが披露されます。その地に行かなければ観ることのできな
い伝統芸能を、間近で鑑賞できる機会です。
また、１９日（日）にはスカイタウンホールで、江戸時代に初代市川團十郎が成田山のお不動様にちなんだ歌舞伎を演
じ、成田山の御利益が知れ渡ったことから流行した成田詣にあやかった「ご当地キャラ成田詣」も同時開催され、全国各地の
キャラクターが集結します。
ぜひ、目の前で実物を鑑賞していただき、各地の伝統芸能の迫力と素晴らしさをご覧ください。
２０２１年は成田山奥之院の祭禮が始まって３００年の年であり、その記念事業のひとつとして開催されます。
・期

日:９月１８日（土）～１９日（日）

・場

所:成田山総門前広場及び成田山表参道／成田市成田１
成田市文化芸術センター・スカイタウンホール／成田市花崎町８２８-１スカイタウン成田３階

・交

通:成田山新勝寺:
【電車】JR 成田駅または京成成田駅下車徒歩１５分
成田市文化芸術センター・スカイタウンホール:
【電車】JR 成田駅徒歩１分、京成成田駅徒歩２分

お問い合わせ

成田市シティプロモーション部観光プロモーション課
TEL 0476(20)1540／FAX 0476(24)2185／E-mail kanpro@city.narita.chiba.jp
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花情報（コスモス／コキア）
※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 富田さとにわ耕園のコスモス畑（千葉市）
□

開花時期の目安:９月下旬～１０月中旬ごろ

□

場 所:千葉市若葉区富田町７１１－１周辺

□ 交 通:
【バス】千葉モノレール千城台駅からおまごバス「富
田町原田池」下車徒歩１分・
「富田新田」下車
徒歩１０分・さらしなバス「富田町①」下車
徒歩１３分
□ 問合先:TEL 043(226)0022 千葉市富田さとにわ耕園
□ ＵＲＬ:https://www.facebook.com/tomitakouen/
【北 総】
２

成田ゆめ牧場（成田市）

【コスモスフェスティバル】
色とりどりのコスモスが秋の牧場を飾り付けます。キバナコスモスも登場予定です。
□ 見 頃:１０月上旬～１１月上旬
※天候や生育状況により開催できない場合があります
※開花状況は HP またはお電話にてお問合せください
□

場 所:成田市名木７３０－３

※ 画像は以前開催時の様子です

□ 入場料:中学生以上１，４５０円、３歳以上７００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

□ 問合先:TEL 0476(96)1001 成田ゆめ牧場
□

３

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

牧の原公園 コスモスの丘（印西市）

標高４１ｍの築山と池を中心に広がる公園で、傾斜地一面に咲くコスモス
（約５０００㎡）は、千葉ニュータウンの秋の風物詩として知られています。天
気が良い日には、遠くに筑波山も望むことができます。
□ 見 頃:１０月中旬
□ 場 所:印西市牧の原５－１６１３－１ 他
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□

交 通:【電車】北総線 印西牧の原駅から徒歩約 3 分

□ 問合先:TEL 0476(33)4477 印西市商工観光課
□

４

U R L :http://www.city.inzai.lg.jp/

与田浦の十二町歩（香取市）

３ha の敷地に３００万本近くのコスモスが広がります。
コスモス摘み取り（無料）や、カメラポイント（高架橋を走る列車と写真を撮れ
るスポットとしても人気）など見所満載で、なかには幸せの黄色いコスモスも。
【与田浦コスモスまつり】 １０月２日（土）～１０月３１日（日）
□ 見 頃:９月下旬～１０月下旬 (予定)
□

場 所:与田浦十二町歩／香取市津宮地先

□

交 通:【電車】JR 鹿島線十二橋駅から徒歩３分
【車】東関東自動車道 佐原香取 IC から２０分または大栄 IC から２５分

□ 問合先:TEL 070(1311)1211 NPO 法人香取市与田浦を考える会事務局

５ 栗山川沿いあじさい遊歩道及び「道の駅多古」周辺（多古町）
栗山川堤防沿いの両岸約２km と「道の駅多古」周辺で、約５０万本のコスモス
を観賞することができます。
□ 見 頃:９月下旬～１０月中旬
□

場 所:香取郡多古町多古１０６９－１

□

交 通:
【バス】JR 成田線・京成線空港第２ビル駅から、
多古町行きシャトルバス（約２５分）「道の駅多古」下車

□ 問合先:TEL 0479(76)5404 多古町産業経済課

６

佐倉ふるさと広場（佐倉市）

□ 見 頃:１０月中旬（予定）
□

期 間:佐倉コスモスフェスタ
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
【電車】京成臼井駅から徒歩３０分又は、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
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【かずさ・臨海】
７ 武田川コスモスロード（木更津市）
恵まれた自然と、歴史の香り高いふるさとのシンボルとして、地元の人々によって
整備され、守られている手作りの自然遊歩道で、春は菜の花、秋はコスモスを楽し
むことができます。コスモスが開花する頃、ハンノキ湿原では「ツリフネソウ」も開花しま
す。
□ 見 頃:９月下旬～１０月中旬
□

場 所:うまくたの路／木更津市富来田地区

□

交 通:【電車】JR 久留里線馬来田駅から徒歩１０分

□ 問合先:TEL 0438(22)7711 木更津市観光案内所

８

東京ドイツ村（袖ケ浦市）／コキア
７,０００㎡の敷地に１０,０００株のコキアが園内を彩ります。１０月

にかけて赤く色づいていく様子に、秋の訪れを感じることができます。
□ 見 頃:１０月いっぱい
□

場 所:東京ドイツ村／袖ケ浦市永吉４１９

□

時 間:９:３０～１７:００（最終入園１６:００）
年中無休

□ 料 金:大人８００円、子ども（４才～小学生）４００円、
別途駐車料金１,０００円
※ １０月２９日からは駐車料金 乗用車１台３０００円
お車以外一律５００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/
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味覚狩り
※気候により、生育状況が異なりますので、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 高根ぶどう園（千葉市）／ブドウ
□ 期 間:８月中旬～９月中旬
□ 場 所:千葉市若葉区高根町１００９番地近く ※ カーナビ等では番地で検索してください。
□ 問合先:TEL(090)3408-2100
2 千葉中央観光農園（千葉市）／栗・梨・ブドウ・サツマイモ
□ 期 間:栗／９月下旬～１０月上旬
梨／８月中旬～９月下旬
ブドウ／８月中旬～１０月上旬
サツマイモ／９月下旬～なくなり次第終了
※ 新型コロナの影響で変更になる場合があります。
※

詳しい期間については、お問い合わせください。

□ 場 所:千葉市若葉区小倉町４７１ ※ カーナビ等では番地で検索してください。
□ 問合先:TEL(043)231-2554
３

四街道市観光農園協会（四街道市）／梨
□ 期 間:８月上旬～１０月上旬 ※ 直売のみになります。梨狩りはできません。
□ 時 間:要問合せ
□ 料 金:時価

□

品 種:幸水／８月上旬～、豊水／8 月下旬、新高・神輿／１０月上旬

□

名称／場所／問合先
名称

所在地

問合先

岡沢梨園

四街道市大日 1203

(043)423-0630

広谷梨園

四街道市大日 1162

(043)423-0644

松本梨園

四街道市大日 1178

(043)422-7302

佐藤梨園

四街道市大日 1179

(043)423-0633

梶原梨園

四街道市大日 1065

(043)422-6573

中島梨園

四街道市大日 1132

(043)422-6892

岸野梨園

四街道市大日 1138

(043)422-6894

山北梨園

四街道市大日 1172

(043)423-0632

稲坂なし園

四街道市大日 2104

(043)422-0611

稲坂(和)梨園

四街道市大日 2078

(043)423-0809

飯田梨園

四街道市吉岡 582-8

(043)432-8813

石川梨園

佐倉市上志津原 244-2

(043)461-0882

□ 問合先:TEL(043)422-2200 四街道市観光農園協会 (千葉みらい農協四街道支店内)
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【東葛飾】
４ 松戸市観光梨園組合連合会（松戸市）／梨
□ 期 間:８月上旬～１０月上旬
幸水／８月上旬～、豊水／８月中旬頃～、二十世紀／９月上旬～、あきづき／９月上旬頃～、
かおり／９月中旬頃～、新高／９月～１０月
□ 時 間:要問合せ
□ 料 金:１㎏７５０円（税込・もぎとり・直売標準価格）
、入場無料
□

名称／場所／問合先
《高塚上地区》
名称

所在地

問合先

内容

高春園

松戸市高塚新田 34

(047)392-6491

梨直売・梨もぎとり

治園
○

松戸市高塚新田 40

(047)392-6471

梨直売・梨もぎとり

高愛梨園

松戸市高塚新田 49-1

(047)392-6234

梨直売・梨もぎとり

高源園

松戸市高塚新田 54

(047)391-5058

梨直売・梨もぎとり

甚左衛門園

松戸市高塚新田 62

(047)392-6570

梨直売

高徳園

松戸市紙敷 863-32

(047)392-6946

梨直売・梨もぎとり

紙豊園

松戸市紙敷 863-18

(047)392-6945

梨直売・梨もぎとり

高忠園

松戸市高塚新田 330

(047)391-5301

梨直売

丸荘園

松戸市高塚新田 432-20

(047)392-6300

梨直売

たかごん園

松戸市高塚新田 443

(047)391-0878

梨直売

隆園

松戸市高塚新田 324

(047)392-6480

梨直売・梨もぎとり

七郎園

松戸市高塚新田 321-6

(047)392-6041

梨直売・梨もぎとり

治園

松戸市高塚新田 476

(047)391-8077

梨直売・梨もぎとり

高久園

松戸市高塚新田 473-2

(047)391-6480

梨直売・梨もぎとり

松戸市高塚新田 109

(047)392-6981

梨直売・梨もぎとり

松戸市高塚新田 115-11

(047)392-6848

梨直売

印梨園
町山梨園

《高塚下地区》
名称

所在地

問合先

内容

種や園

松戸市高塚新田 163

(047)392-0102

梨直売

高常園

松戸市高塚新田 160-162

(047)392-5352

梨直売

高和園

松戸市高塚新田 201

(047)392-9344

梨もぎとり

高新園

松戸市高塚新田 212

(047)392-5227

梨直売

園

松戸市高塚新田 231

(047)392-5244

梨直売

⾧吉園

松戸市高塚新田 244

(047)392-6866

梨直売・梨もぎとり

高善園

松戸市高塚新田 270

(047)392-6107

梨直売

高佐園

松戸市高塚新田 503／

(047)392-5726

梨直売

高松園

松戸市高塚新田 528

(047)392-9131

梨直売・梨もぎとり

髙丸松園

松戸市高塚新田 531-4

(047)392-0813

梨直売

高代園

松戸市高塚新田 532

(047)392-9134

梨直売・梨もぎとり
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平左エ門園

松戸市高塚新田 536

(047)392-9115

梨直売・梨もぎとり

高友園

松戸市高塚新田 600-2

(047)392-9147

梨直売・梨もぎとり

高七園

松戸市高塚新田 614-2

(047)392-5644

梨直売

高安園

松戸市高塚新田 631-43

(047)392-1490

梨直売

高与園

松戸市高塚新田 579-2

(047)392-3500

梨直売・梨もぎとり

《五香・金ヶ作地区》
名称

所在地

問合先

内容

古宮梨園

松戸市五香西 1-30-16

(047)718-1739

梨直売

酒井梨園

松戸市五香 5-20-1

(047)387-3894

梨直売

ますだ園

松戸市五香 8-41-1

(047)387-0340

梨直売・梨もぎとり

香実園

松戸市五香 7-16-5

(0120)041-740

梨直売

株式会社真嶋園

松戸市金ヶ作 315

(047)387-1019

梨直売・梨もぎとり

吉乃園

松戸市金ヶ作 269-3

(047)387-3281

梨もぎ取り

石川梨園

松戸市金ヶ作 251

(047)387-3458

梨直売・梨もぎとり

小暮園

松戸市金ヶ作 161

(047)387-3267

梨直売

《六実地区》
名称

所在地

問合先

内容

むつみ石井梨園

松戸市六実 3-32-3

(047)387-5609

梨直売・梨もぎとり

野口農園

松戸市六実 3-51-1

(047)387-6639

梨直売・梨もぎとり

野口果樹園

松戸市六実 3-29-11

(047)384-1359

梨直売・梨もぎとり

竹村梨園

松戸市六実 2-13-1

(047)387-4328

梨直売・梨もぎとり

川上梨園

松戸市六実 6-3-1

(047)389-9563

梨直売

山口農園

松戸市六実 1-8-3

(047)387-7023

梨直売

座間梨園

松戸市五香 5-12-1

(047)387-7035

梨直売

□ 問合先:TEL (047)703-1100 松戸市観光梨園組合連合会（松戸市観光協会内）
※ 月曜定休。月曜が祝日の場合は翌火曜日休。
□ ＵＲＬ:https://www.matsudo-kankou.jp/pearinfo/
５

鎌ケ谷市観光農業組合（鎌ケ谷市）／梨・ブドウ

※ 各園によって対応が異なります。
□

期 間:梨／８月２０日頃～１０月上旬頃
ブドウ／８月１５日頃～１０月中旬頃

□

時 間:９:００～１７:００

□ 料 金:梨／〔食べ放題〕小学生以上１,０００円、３歳以上６００円
〔もぎとり・お持ち帰り料金〕１kg ６００円～
ブドウ／〔食べ放題〕小学生以上１,０００円、3 歳以上６００円
〔お持ち帰り料金〕１kg ８００円～
□

品 種:梨／幸水・豊水・新高ほか
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ブドウ／スチューベンほか
□ 名称／場所／問合先
《くぬぎ山駅周辺》
名称

所在地

問合先

内容

小川園

鎌ケ谷市くぬぎ山 4-4-3

(047)385-5071

梨狩り・梨直売・ブドウ狩り・ブドウ直売

初清園

松戸市串崎新田 215

(047)386-7012

梨狩り・梨直売・ブドウ狩り・ブドウ直売

中野梨園

鎌ケ谷市初富 21-7

(047)443-7545

梨直売

初一園

鎌ケ谷市初富 23

(047)443-8961

梨直売

くぬぎ山園

鎌ケ谷市初富 29

(047)443-1599

梨直売

石井梨園

鎌ケ谷市初富 28

(047)442-2434

梨直売

山中梨園

鎌ケ谷市初富 23-35

(047)443-0089

梨直売

荒井園

鎌ケ谷市初富 72

初梅園

鎌ケ谷市初富 88-2

(047)443-7273

梨狩り・梨直売・ブドウ狩り・ブドウ直売

弓木田園

鎌ケ谷市初富 46

(0120)210-748

梨直売

(0120)047-483
(047)443-0664

梨直売

《北初富・新鎌ケ谷駅周辺》
名称

所在地

問合せ先

梨の田中園

鎌ケ谷市初富 230

(047)443-9172

梨直売

水車園

鎌ケ谷市初富 925

(047)443-0763

梨直売

山口園

鎌ケ谷市初富 345

(047)443-5625

梨もぎとり・梨直売・ブドウ直売

大山園

鎌ケ谷市初富 317

(047)443-6714

梨直売

新園
○

鎌ケ谷市粟野 117

(047)444-6317

梨直売

《鎌ケ谷大仏駅周辺》
名称

所在地

問合せ先

中村園

鎌ケ谷市鎌ケ谷 4-9-47

(047)444-2443

石井テル園

鎌ケ谷市鎌ケ谷 7-8-69

(047)443-1854

梨直売・ブドウ直売
梨もぎとり・梨直売・ブドウもぎとり・
ブドウ直売

《中沢地区》
名称

所在地

問合せ先

笠川園

鎌ケ谷市中沢 1018

(047)444-0055

梨直売

髙橋園

鎌ケ谷市中沢 476

(047)444-3570

梨直売

川村梨園

鎌ケ谷市中沢 375-2

(047)443-1511

梨直売

秋元梨園

鎌ケ谷市中沢 498

(047)444-5800

梨直売

金治郎園

鎌ケ谷市中沢 1337

(047)446-1681

梨直売

三橋園

鎌ケ谷市中沢 121

(047)444-3194

梨直売・ブドウ直売

ヨスケ園

鎌ケ谷市中沢 714-2

(047)444-3561

梨直売

□ 問合先:TEL 0474(45)1141 鎌ケ谷市観光農業組合（鎌ケ谷市農業振興課内）
□ U R L :http://kamagayasikankounougyoukumiai.info/
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【北 総】
６ 成田ゆめ牧場（成田市）／栗・落花生
□

期 間:栗／９月上旬～１０月上旬（個人のみ）※ 事前予約不可
落花生／１０月上旬～１０月下旬
※

生育状況により開催できない場合あり

※ 数がなくなり次第終了
※

荒天中止

□ 時 間:要問合せ
□ 料 金:料金は 9 月中に HP へ掲載
□

場 所:成田市名木７３０－３

□ 問合先:TEL0476(96)1001
□

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

７ 小川梨園（白井市）／梨
□

期 間:幸水・豊水・新高／８月上旬～１０月上旬

□

時 間:９:００～１７:００

□ 料 金:時価（お問い合わせください）
□ 場 所:白井市富塚１１４２－３
□ 問合先:TEL(047)492-0807／FAX(047)492-0939
８

菅谷ぶどう園（香取市）／ブドウ
□ 期 間:７月２１日（水）～９月３０日（木）

□

時 間:９:００～１７:００

□ 料 金:入場無料、品種により１kg１,０００円～３,０００円
※ 食べ放題なし
□

場 所:香取市岩部１９２８－３

□ 問合先:TEL(0478)75-2683
９

平山ぶどう園（香取市）／ブドウ

□

期 間:８月８日（日）～９月末

□ 時 間:９:００～１５:００
□ 料 金:入場無料、品種により１００g２５０～５００円
□ 場 所:香取市高萩３５９
□ 問合先:TEL(0478)75-3663
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１０ 塚本ファミリーぶどう園（香取市）／ブドウ
□ 期 間:８月１０日（火）～９月下旬
□ 時 間:８:３０～１７:００
□ 料 金:入場無料、品種により１kg／１,０００円～
□ 場 所:香取市大角１７７８
□ 問合先:TEL(0478)79-2900
１１ 香取ぶどう店（香取市）／ブドウ
□

期 間:７月２１日（水）～９月下旬

□

時 間:要問合せ

□ 料 金:入園無料、収穫した分を量り売り。１kg１,０００円～２,０００円前後
□

場 所:香取市伊地山４５８

□ 問合先:TEL(0478)59-1888
１２ 増田農園（香取市）／イチジク
□ 期 間:８月中旬～１０月中旬 ※ 要予約
□ 時 間:１０:００～１７:００
□ 料 金:１,０００円（お１人様５個摘み取り、試食付）
□ 場 所:香取市扇島１５１３
□ 問合先:TEL(090)3202-4347
１３ 多田梨園（香取市）／梨
□

期 間:８月中旬～１０月中旬 ※ 要予約

□

時 間:要問合せ

□ 料 金:５kg２，５００円～３,０００円
□

場 所:香取市大倉１７８６

□ 問合先:TEL(0478)57-1257
１４ ブルーベリー大角（香取市）／ブルーベリー
□

期 間:７月１２日（月）～８月下旬

□

時 間:９:００～１６:００

□ 料 金:入園料２００円（小学生以下無料。１kg 以上購入の場合、入園料無料）
持ち帰り１００g／２００円
パック販売１００g／３２０円・１５０g／４９０円・１kg／２,０００円
□

場 所:香取市大角１８０２－１１９

□ 問合先:TEL(0478)79-9711

38

１５ 道の駅くりもと紅小町の郷（香取市）／落花生・サツマイモ
□ 期 間:落花生／９月上旬～１０月上旬
サツマイモ／９月上旬～１１月中旬
□ 時 間:９:００～１５:００（１２:００～１３:００除く）※ ２０名以上の場合要予約
□ 料 金:落花生／１株１００円
ベニコマチ／１株３００円
ベニアズマ／１株２５０円
□ 場 所:香取市沢１３７２－１
□ 問合先:TEL(0478)70-5151
【九十九里】
１６ NPO 法人山武市観光協会〔観光果樹園〕
（山武市）／梨・栗・サツマイモ・柿・ブルーべリー
□

期 間:梨／８月上旬～９月下旬
サツマイモ／９月上旬～１１月中旬
柿／１０月下旬～１１月下旬
ブルーベリー／７月中旬～８月下旬

□

時 間:要問合せ

□ 料 金:時価（標準価格）
□

名称／場所／問合先
名称

所在地

問合せ先

仲乃家園

山武市横田 1024

(0475)89-0668

柿狩り

有野実苑

山武市板中新田 224

(0475)89-1719

各種野菜・果物

原梨園

山武市横田 1079-11

(0475)89-0297

梨直売

鈴木果樹園

山武市富口 769

(0475)82-3200

梨直売

加藤ブルーベリー園

山武市埴谷 2325-2

(0475)89-0524

ブルーベリー摘み取り

□ 問合先:TEL(0475)82-2071 わが街ご案内処
TEL(0475)80-1202 山武市商工観光課
□

内容

U R L :https://sammukanko.jp/（山武市観光協会 HP）

１７ せき農園 道の駅ながら（⾧柄町）／栗
□ 期 間:８月２０日頃～１０月初旬
□ 時 間:要予約
□ 料 金:時価
□ 場 所:⾧生郡⾧柄町六地蔵１３８－１
□ 問合先:TEL(0475)35-4741
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１８ 大和久農場（⾧柄町）／サツマイモ
□

期 間:１０月～１１月上旬 ※ 詳細要問合せ

□ 時 間:要予約
□ 料 金:要問合せ
□ 場 所:⾧生郡⾧柄町山根１８６４
□ 問合先:TEL(0475)35-3920
１９ 東金ぶどう郷（東金市）／ブドウ
□ 期 間:８月上旬～（要問合せ）
福 橋本ぶどう園）ほか７園が近隣にあります
□ 場 所:東金市松之郷３５７７－４（○

□ 料 金:農園・品種によって異なり、収穫した重さの分だけ料金を支払う（入園無料）
ぶどう価格（もぎ取りは１００円増し）
巨峰／１kg １,０００～１,５００円、シャインマスカット／１kg １,６００円～２,０００円
藤稔／１kg １,０００～１,５００円、スチューベン／１kg ９００円
ヒムロット／１kg ９００円、バッファロー／１kg ８００円
□

品 種:上記料金一覧

□ 問合先:東金市松之郷ぶどう組合
名

称

問合せ先

忠 鈴木ぶどう園
○

0475(54)2931

才 マルサイぶどう園
○

0475(52)2150

新 鈴木ぶどう園
○

0475(54)2749

K 土肥ぶどう園
○

0475(55)1398

中田ぶどう園

0475(52)1543

福 橋本ぶどう園
○

0475(55)1391

セ 布施八郎ぶどう園
○

0475(52)5689

フセぶどう園

0475(55)1394

【南房総】
２０ 館山パイオニアファーム（館山市）／イチジク
□ 期 間:８月１４日（土）～１０月３１日（日）※予定 ※水・木休園
※ 台風や新型コロナウイルスの影響によって急な休園や開園期間が
短くなる場合がございます。
□ 時 間:①１０:３０～ ②１１:３０～ ③１３:００～ ④１４:００～ ※ 完全予約制
□ 品 種:桝井ドーフィン・ロングドゥート・ネグローネ・ブルジャソットグリース
※ 時期により異なる
□ 料 金:いちじく狩り（その日収穫可能な品種ごとの試食＋５個もぎとり）１,３００円
※

収穫したいちじくは持ち帰り可
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□ 場 所:館山市正木４４１（カーナビ検索の場合正木４２３で検索）
□ 問合先:TEL 0470(29)7209（受付時間 ９:００～１７:３０）
※ 水・木曜は休園日のため受付不可。
【かずさ・臨海】
２１ 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:TEL(0439)37-3211
□

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

２２ 南総園（袖ケ浦市）／ブドウ
□

期 間:８月中旬～９月中旬 ※ 食べ放題は、今年度は中止します。

□

時 間:１０:００～１２:００、１３:００～１６:００

□ 料 金:１,５００～２,０００円
□

場 所:袖ケ浦市大曽根５１４

□ 問合先:TEL(0438)63-0408
２３ グリーンファーム三基（袖ケ浦市）／イチジク
□

期 間:８月下旬～１０月下旬

□

時 間:９:００～１６:００ （不定休）※ 要予約

□ 料 金:１,１００円（５個もぎとり）
□

場 所:袖ケ浦市三箇１６２７

□ 問合先:TEL(0438)75-3050
２４ 草けいばの丘収穫園（袖ケ浦市）／落花生・サツマイモ
□ 期 間:落花生／９月下旬～１０月下旬 ※ なくなり次第終了
サツマイモ／９月上旬～１１月上旬 ※ なくなり次第終了
□ 時 間:１０:００～１６:００ ※ 土日祝日のみ ※ 要予約
□ 料 金:落花生／４株１,０００円
サツマイモ／４株１,０００円
□ 場 所:袖ケ浦市川原井１８１－１０
□ 問合先:TEL080(5016)7347
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千葉県立東庄県民の森〔東庄町〕
【開催中止】
● 山野草展示会 ～秋～フリーマーケット 【中止】
豊かな自然の中で、地元の愛好家が育てた山野草をご覧になりながら季節を楽しめるイベントです。
当日は余剰苗の販売や、フリーマーケットの開催もあります。
※ 状況により中止となる場合があります。

・日

時:９月２６日（日） ９:００～１５:００頃 ※ 雨天決行

・場

所:東庄県民の森／香取郡東庄町小南６３９

・料

金:無料

・交

通:【電車】JR 成田線 笹川駅又は下総橘駅からタクシー約１５分

・U

R L:http://tonosho-mori.jp

お問い合わせ

東庄県民の森 管理事務所
TEL 0478(87)0393／FAX 0478(87)0818
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千葉県立館山野鳥の森〔館山市〕
●

クラフトバンドを使った小物作り Part１ 【中止】

～手軽な材料でも小物を作りましょう～
手芸用クラフトバンドを使い、裁断や編み方を詳しく説明しながら六つ目
のカゴを作ります。お菓子や果物などオシャレに収納してみませんか。
今回は、六つ目のカゴを作りますが、クラフトバンドの太さや色、編み方を
アレンジすれば好みの大きさや形の小物入れや、バッグなども作れます。
この機会に作り方の基本を覚えて、手作りのインテリアや小物を作ってみま
せんか。
・ 日 時:９月１１日（土） １０:００～１５:００
・ 定 員:先着１２名（小学生以下は保護者同伴）
・ 料 金:１,０００円（税込）
・ 申込み:９月１０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、お弁当
・ 服 装:作業しやすい服装

●

ピザ焼き体験

～窯で焼くできたてのピザを食べよう～
館山野鳥の森では、レンガ造りの窯があります。
家庭ではなかなかできない高温の窯で焼くピザを、生地作りから体験します。
生地の作り方からトッピングまで、基本となるレシピに沿って説明しながらピザ作
りを行います。
できあがった自作のピザをレンガの窯で焼き、熱々のピザを召し上がっていただき
ます。また、生地の発酵を待つ間にスープ作りも行います。焼きたてのピザとスープ
で手作りのランチをお楽しみください。
・ 日 時:９月２５日 （土） １０:００～１３:００
・ 定 員:先着１２名（小学生以下は保護者同伴）
・ 料 金:１,６００円（税込）
・ 申込み:９月２４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、エプロン
・ 服 装:汚れてもよい作業しやすい服装
・場

所:館山野鳥の森多目的ホール／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〕

● 藍染めに挑戦
古くから愛されてきた藍を使ってストールを染めます。好きな絞りで模様を入れて
自分だけの作品作りを楽しみましょう。
・日

時:９月２６日（日） ９:３０～１２:００
※ 総合センターへ９:２０までに集合

・場

所:内浦山県民の森／鴨川市内浦３２２８

・定

員:一般２０名（中学生以下は保護者同伴）

・料

金:おひとり様２,０００円（消費税込み）

・参加受付:６月２６日（土）～９月２４日（金）まで
・準備するもの:保険証・手拭き・ビニール手袋・ポリバケツ（１０リットル程度）
・服

装:動きやすく、汚れてもかまわない服装

・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

・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
E-mail yoshidaa@welcomechiba.jp
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千葉県立清和県民の森〔君津市〕
●

昆虫観察会 ～秋はバッタ探し～

バッタやカマキリなど、夏の森に生息する様々な昆虫の
観察をします。どなたでもご参加可能。
お気軽にお申込みください。

・日 時:９月１８日（土） １３:００～１５:００（受付１２:５０まで）
・料 金:３００円
・受 付:１２:５０までに木のふるさと館に集合
・持ち物:活動しやすく、汚れてもよい服装
・定 員:3０名
●

星空ワークショップ ～秋編～

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:９月１４日（火） １８:３０～２１:３０
・受

付:１７:５０までに木のふるさと館に集合

・料 金:４００円
・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
・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。
原画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
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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
大海原を翔けるアホウドリ

●

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

コムラサキ

● 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。
明治二年奥州出征米国船ハーマン号勝浦沖遭難絵巻

・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:博物館入場料は、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
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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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千葉県立関宿城博物館〔野田市〕

パネル展「雲と、お天気」

関宿城写生コンクール作品展

● 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。
● 関宿城写生コンクール作品展
関宿城周辺を題材とした写生画を公募し、作品を展示します。
・期

間:パネル展「雲とお天気」 ６月２９日（火）～９月２６日（日）
関宿城写生コンクール作品展 ９月１４日（火）～１０月３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。また、９月２７日（月）～３０日（木）
は展示替えのため休館します。）
・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（１０月１日（金）からの企画展開催中は、料金が変わります。）

・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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千葉県立中央博物館

大利根分館〔香取市〕

「古い道具と昔のくらし」展示の様子
●

収蔵品展「古い道具と昔のくらし」
小学３年生の学習内容「道具とくらしのうつりかわり」に対応した展示です。昔使われていた、本物の道具を見ながら学
べます。

・期間:９月１４日（火）～３月４日（金）
◎ 収蔵品展関連講座 「古い道具と昔のくらし」
収蔵品展「古い道具と昔のくらし」の内容について、講座を集会室で行います。
・開催日:９月１８日（土） １３:３０～１４:００
・参加費用: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。）

【お知らせ】
１０月～３月のご利用について
この期間中（平日）は、予約者のみ入館できます。但し、講座やイベントへの参加、資料の貸出等については、通常通り
利用できます。
また、「古い道具と昔のくらし」の学習向け事業『出前-昔の道具-』をご利用（貸出・展示・授業）いただけます。希望する
方は、事前申込が必要ですので、当館までお問合せください。（TEL:0478(56)0101）

・場

所:千葉県立中央博物館 大利根分館／香取市佐原ハ４５００

・開館時間:９:００～１６:３０（入館は１６:００まで）
・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）
・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）
・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
【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／FAX 0478(56)1456
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千葉県立房総のむら〔栄町〕

●

十五夜

旧暦の８月１５日に名月を鑑賞する行事で、中秋（ちゅうしゅう）の名月のことです。芋名月（いもめいげつ）とも呼ば
れ、団子や芋を供え、すすきや萩などを飾ります。旧暦では、１ヶ月は月の満ち欠けの周期に近い２９日か３０日で、１５
日はほぼ満月になっています。各農家と武家屋敷では、十五夜の行事を再現し、展示を行います。
※ 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

日:９月２０日（月・祝）
・２２日（水）

・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
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で「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〕
● 航空ジャンク市

※延期・開催日未定

毎年 ２ 日 間 にわ た って 開催 す るヒコ ーキ 好きの た めの 恒 例 イベ ン ト です。
機内カートや航空機部品、エアライングッズなど多数出品致します。
ぜひこの機会にご参加ください。

・日

時:①９月１１日（土） １０:００～１７:００
②９月１２日（日） １０:００～１６:００

・場

所:航空科学博物館「体験館ホール」

・費

用:入館料のみ

※ コロナ感染症対策に万全を期すため、お客様のご理解とご協力を得て、制約を設けたうえで、開催する予定です。
詳細は、後日、当館ＨＰや Twitter などを通じてお客様へご案内いたします。
● 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７４
７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:８月１日（日）～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

● 夢へのフライトプラン～航空学校説明会～
航空分野に関する学科・コースを設置している首都圏に所在する各学校が一堂に
会し、学校紹介やブースでの個別相談等を行います。大学のパイロット養成コースや
航空宇宙工学科、専門学校の航空機整備や客室乗務員コースなど、航空系の進
路に関する情報を得る機会をご提供します。
・日

時:９月２３日（木・祝） １０:００～１６:００

・場

所:航空科学博物館 西棟１階展示室

・費

用:入館料のみ（高校生以下無料）
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● 企画展「空気の流れとスポーツ」
スポーツ科学の分野において、空気抵抗などがタイムやスコアに及ぼす影響力は大きいものとなります。今回の企画展示で
は、空気の力学と各種スポーツ競技の関連性を紹介します。実際の競技で使用する器具や空気の力に関する体験装置を
設置 しますので、空気の影響力を感じられます。
・期

日:７月２日（金）～９月２６日（日）

・場

所:航空科学博物館「体験館ホール」

・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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【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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【中止】城西国際大学水田美術館〔東金市〕

宮川⾧春《江戸風俗図巻》部分、絹本着色、二巻、享保（1716～36）

● 水田コレクション展 四季の風物詩
五月の年中行事を描いた《賀茂競馬図屏風》や重陽の節句を題材にした美人画など、季節ごとの暮らしの風情が描かれ
た作品を紹介します。併せて、特別に東金市所蔵の指定文化財・朝岡興禎筆《春秋田園風俗図屏風》を展示し、懐かしい
日本の風物詩の数々をお楽しみいただきます。
〈関連イベント〉
◆ 講演会１０月９日（土）１３:３０～１５:００ 要予約（TEL 0475(53)2562）
「宮川⾧春《江戸風俗図巻》で楽しむ江戸の遊び」 稲墻朋子氏（岡田美術館学芸員）
◆ スライドトーク（当館学芸員による展示解説）１０月１日（金）１３:３０～（３０分程度） 予約不要
いずれも図書館１階オリエンテーションルームにて／定員６０名／ 聴講無料

・会

期:９月２１日～１０月 9 日

・開館時間:１０:００～１６:００
・休 館 日:日曜日・月曜日・祝日
・場

所:城西国際大学水田美術館／東金市求名 1 番地

・料

金:無料

・交

通:【電車】JR 東金線求名駅から徒歩５分
【車】千葉東金道路東金 IC より約２０分

・U R L:https://www.jiu.ac.jp/museum/

お問い合わせ

城西国際大学水田美術館 TEL 0475(53)2562／FAX 0475(55)3265
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千葉県立中央博物館 分館 海の博物館〔勝浦市〕
◎ 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:９月８日（水） １１:００～１２:００
・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）
・申込締切:８月２５日（水）
※ 「海の生き物観察ツアー」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。

● 観察会「鵜原理想郷 花と歴史散歩」
鵜原理想郷の遊歩道をめぐり、咲いている花と周囲にある歴史的景観、自然
景観を解説します。
・日時:９月２６日（日） ９:３０～１１:３０
・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）
・申込締切:９月１２日（日）
※ 「鵜原理想郷 花と歴史散歩」に参加される方へ
・熱中症予防のため、十分な量の水分をご持参ください。
・一部足場の悪い箇所もあります。履き慣れた運動靴等をご用意ください。
・野外行事のため、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。
＜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）
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・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分又は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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