
 

 

 

 

 

 

【発表：2021.07.20】 

(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 鴨川 吉保の梅ゼリー／（株）正和物産 鴨川 潮騒市場 他 鴨川市 P1 

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 P2 

3 木更津ブルーベリーグミ ラブレ乳酸菌入／JA 木更津市 JA 木更津市 木更津市 P3 

4 きみつときめき親子丼／亀山温泉ホテル 亀山温泉ホテル 君津市 P4 

5 木更津サーモンおかそだち彩り GOZEN／亀山温泉ホテル 亀山温泉ホテル 君津市 P5 

6 袖っ粉唐揚げおかき／株式会社鈴木食品 
(一社)袖ケ浦市観光

協会 他 
袖ケ浦市 P6 

 

● 

1 びーとるランド  君津市 P7 

 

 

● 

1 千葉ポートタワーと大恐竜パークのセット券／千葉ポートタワー 7/1～11/7 千葉市 P8 

2 ようこそ！夏の子どもたち／千葉市花の美術館 7/1～8/31 千葉市 P9 

3 ずーろじラボ オンライン／千葉市動物公園 8/7・8 千葉市 P10 

4 千葉港(みなと)まつり！２０２１／ケーズハーバー 8/20～21 千葉市 P11～12 

5 8 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園 7/17～8/31 船橋市 P13 

6 8 月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館 7/17～9/5 船橋市 P14～15 

7 夏まつり／あけぼの山農業公園 7/24 柏市 P16 

8 稲刈り体験／農菜土 9/19 柏市 P17 



9 
味覚狩り ようこそ！なし・ぶどうの郷へ／鎌ケ谷市観光農業組合加

盟園 
6 月下旬～10 月中旬 鎌ケ谷市 P18 

10 ひまわりフェス～笑顔のひまわりプロジェクト～／成田ゆめ牧場 7月中旬 ～ 8月下旬 成田市 P19～20 

11 落花生掘り取り体験／ジージの信ちゃん農園 9/5 八街市 P21 

12 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 
8/29 までの水曜日

～日曜日 
白井市 P22 

13 黒部川イルミネーション／黒部川 7/24～8/22 香取市 P23 

14 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 P24 

15 昆虫ドーム／長柄町都市農村交流センター 7/22～8/15 長柄町 P25 

16 SURF＆TURF GARDEN BBQ／国民宿舎サンライズ九十九里 7/22～8/22 九十九里町 P26 

17 夏の風物詩 陶風鈴の展示販売／海の駅九十九里 6/12～8/22 九十九里町 P27 

18 房総夏の生シェイク祭り 2021 6/1～10/31 館山市他 P28 

19 勝浦ウォーターアイランド 7/10～9/20 勝浦市 P29 

20 連夜の花火 IN 天津小湊 2021／内浦湾 8/1～20 鴨川市 P30 

21 サマーナイトファーム／マザー牧場 7/31・8/1・7～9 他 富津市 P31 

22 
森の水遊び FESTA２０２１～ロマンの森の涼しいをエンジョイしよ

う～／ロマンの森共和国 
7/22～8/29 君津市 P32～34 

23 びーとるランド夏祭り／びーとるランド 7/22～8/31 君津市 P35 

 

● 

1 滑河観音 四万八千日
しまんはっせんにち

 8/9 成田市 P36 

2 灯篭流し／誕生寺・小湊漁港内 8/10 鴨川市 P37 

 

1 《館山野鳥の森》オリジナル時計作り 館山市 P38 

2 《内浦山県民の森》「夏休み星空観望会」 鴨川市 P39 

3 《千葉県立清和県民の森》夏は涼しく渓流遊び 君津市 P40 

 

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 P41 

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 P42～43 

3 
《千葉市立郷土博物館》千葉市制１００周年記念 令和３年度特別展 

「高度成長期の千葉―子どもたちが見たまちとくらしの変貌―」 
千葉市 P44 

4 《千葉県立関宿城博物館》パネル展「雲と、お天気」 野田市 P45 

5 《柏市郷土資料展示室》第 25 回企画展「柏最古の地名 大井－まちの記憶 vol.2－」 柏市 P46 

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 P47～48 

7 《千葉県立房総のむら》 盆 栄町 P49 

8 《航空科学博物館》日大生産工学部出張事業「飛行機が飛ぶ原理で風車を回せ！」他 芝山町 P50～51 

9 《航空科学博物館》【募集】こうくうキッズアート 芝山町 P52 



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 P53～54 

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 P55 
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鴨川 吉保の梅ゼリー／(株)正和物産〔鴨川市〕 

 

「お土産処 旬彩」から、夏にぴったり!爽やかな新商品のご紹介です。 

 

鴨川市吉保の梅をたっぷり使用した、みずみずしい梅ゼリーが新発売! 

ひと口サイズでつるんと食べやすく、爽やかな梅の風味と酸味がおいしい、あと味さっぱりのゼリーです。 

梅のイラストがちりばめられた総柄のオリジナルパッケージは、思わずパケ買いしたくなる可愛らしさです。 

 

冷蔵庫でよーく冷やしてからお召し上がりになると、より一層風味とのどごしをお楽しみいただけます。 

お土産や季節の贈り物などにぜひご利用くださいませ。 

 

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:鴨川 吉保の梅ゼリー（１２個入／８個入） 

・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）:１２個入 ８６４円／８個入 ６４８円 

・内容量:１２個入／８個入（１個当たり４０g） 

・賞味期限:製造から１２０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    

・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、カフェでは自家製レモンシロップを使ったバウムスイーツやドリンクもございます。 

 

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】８月 1 日～８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  

・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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木更津ブルーベリーグミ ラブレ乳酸菌入／JA 木更津市〔木更津市〕 

千葉県内の主要産地である木更津産ブルーベリーの果汁入りグミ「木更津ブルーベリーグミ ラブレ乳酸菌入」新発売! 

免疫賦活効果のあるラブレ乳酸菌が一袋あたり２４憶個入っていて、美味しく手軽に乳酸菌が採れるのも魅力の一つ。 

上質な甘みと酸味豊かなブルーベリー果汁ジュレをグミの中に閉じ込めました。 

JA 木更津市とカネカ食品株式会社の共同企画商品です。 

是非、一度ご賞味ください。 
 

・商品名:木更津ブルーベリーグミ ラブレ乳酸菌入 

・企業名:木更津市農業協同組合、カネカ食品株式会社 

・所在地:木更津市⾧須賀３８２ 

・販売価格（税込）:１３０円（一袋） 

※下記商品取扱場所での販売価格であり、その他の取扱場所では販売価格が異なる場合がございます。 

・内容量:４０ｇ 

・賞味期限:２０２２年３月２４日 

・取扱期間:５月１０日（月）から販売開始 

・商品取扱場所:JA 木更津市 生活館、JA 木更津市 各購買店舗、JA 木更津市 各支店、 

        木更津市金田地域交流センターきさてらす ※取扱店舗は順次拡大予定 

・通信販売の有無:無 

・URL:http://www.ja-kisarazu.or.jp/ 

 

お問い合わせ 木更津市農業協同組合 営農推進課 TEL 0438(98)0321／FAX 0438(98)9460 
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きみつときめき親子丼／亀山温泉ホテル〔君津市〕 

至極のどんぶりが完成しました。美味しさが群を抜く卵、君津市ブランド永光卵を贅沢に２個使用し、千葉県産鶏もも肉 

“ときめき”を昆布だしの割り下で合わせました。 

 

【全てが地元産のこだわり】  

お米・・・・千葉県新品種粒すけ 

三つ葉・・君津市愛彩畑 

海苔・・・木更津産青混ぜ海苔 
 

・商品名:きみつときめき親子丼 

・企業名:亀山温泉ホテル 

・所在地:君津市豊田６５ 

・販売価格（税込）:１,０００円(税込) 

・内容量:ご飯普通盛（２００ｇ） 小盛（１５０ｇ）  

・賞味期限:当日中にお召し上がりください。 

・取扱期間:１１:３０～１４:００（L.O１３:３０）  

・ランチ定休日:木曜日 

・商品取扱場所:亀山温泉ホテル 

・通信販売の有無:テイクアウトあり 

・URL:https://www.kameyamaonsen.jp/ 

 

お問い合わせ 亀山温泉ホテル TEL 0439(39)2121 
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木更津サーモンおかそだち彩り GOZEN／亀山温泉ホテル〔君津市〕 

 

【こだわりポイント１】 

木更津産生サーモン「おかそだち」※使用。 

生産地から近く、生のまま配送されたサーモンの鮮度は格別です!熱い生産者の情熱のような紅色の生サーモンは、新鮮な

弾力と甘み、しっとり上品な脂の乗りを感じることができます。 

 

【こだわりポイント２】 

サーモンの味を七変化させるための「薬味」使用。 

レモンや炭塩、燻製オリーブオイル、特製ドレッシングを使用し、一杯の丼を味わう中に、様々なバリエーションを持たせました、

ご自身の好みを見つける楽しさ、思わぬ味の発見をお楽しみください。 

 

【こだわりポイント３】 

お米は千葉県の新品種「粒すけ」使用。 

大粒で弾力のある粒すけを、自家製のすし酢で合わせて、ごま風味香るすし飯に仕立てました。ほどよい脂のとろける生サーモ

ンとピッタリ、そして噛む毎に粘りと甘みが出てきます。 

 

※「おかそだち」は株式会社 FRDjapan による陸上養殖生サーモンです。同社では抗生物質不使用かつ ASC 認証取得済

のサスティナブルな養殖方法を確立しています。 
 

・商品名:木更津サーモンおかそだち彩り GOZEN ※新商品:令和３年６月販売開始 

・企業名:亀山温泉ホテル 

・所在地:君津市豊田６５ 

・販売価格（税込）:１,５００円(税込) 

・賞味期限:当日中にお召し上がりください。 

・取扱期間:１１:３０～１４:００（L.O１３:３０）  

・ランチ定休日:木曜日 

・商品取扱場所:亀山温泉ホテル 

・URL:https://www.kameyamaonsen.jp/ 

お問い合わせ 亀山温泉ホテル TEL 0439(39)2121 
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袖っ粉唐揚げおかき／株式会社鈴木食品〔袖ケ浦市〕 

 

袖ケ浦市の企画監修により、袖ケ浦市産のお米を普及することを目的に、袖ケ浦産米粉を使ったミックス粉「袖っ粉ミックス」

シリーズとして、これまでに「お好み焼き粉」、「クレープ粉」、「袖っ粉唐揚げ」の３種類の商品を開発し、市場販売を進めてき

ました。 

「袖っ粉唐揚げ」については、東京ドイツ村等で販売され、好評をいただいておりますが、商品の美味しさをより手軽に、更に

広く知っていただきたいとの思いから、今回新たに「袖っ粉唐揚げおかき」を開発しました。 

食べ始めたら止まらない、誰もが大好きな唐揚げ風味のおかきを是非、ご賞味ください。 

 
 

・商品名:袖っ粉唐揚げおかき 

・企業名:株式会社鈴木食品 

・所在地:千葉市緑区大野台２－１０－１ 

・販売価格（税込）:３３０円（希望小売価格） 

・内容量:１袋あたり８０ｇ 

・賞味期限:製造日から１２０日 

・商品取扱場所:（市内）（一社）袖ケ浦市観光協会（袖ケ浦市役所５階（土日、休日を除く））、袖ケ浦公園レ

ストハウス菖蒲、袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」（どんどん焼きそば つるおか）（土・

日・祝のみ）、湯舞音袖ケ浦店、ＦＡＲＭＣＯＵＲＴ袖ケ浦、 (有)一真企画居酒屋食堂なじ

み、Ｙショップつるや 

        （市外）館山自動車道市原ＳＡ（下り）、道の駅いちかわ 

        ※観光協会以外の販売店の営業日は、各店舗により異なります。 

        ※販売店は順次拡大予定です。 

・通信販売の有無:無 

 

お問い合わせ 株式会社鈴木食品 TEL 043(295)7700／FAX 043(295)5533 
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びーとるランド〔君津市〕 

   

来て!見て!触って! 君津の秘密基地へようこそ!! 

びーとるランドは今年１月君津市にひっそりとオープンしました!その名の通り、世界のとても珍しい甲虫類（カブトムシやク

ワガタムシ）の生体をなんと放し飼い状態で展示しています。 

びーとるランドの最大の魅力は甲虫類の生体に実際に触れられることです!あのヘラクレスオオカブトにだってもちろん直に触

れられます!しかも入場料のみで!もちろん写真撮影も OK です!時間帯によっては甲虫類の生バトルだって見られます。 

びーとるランドは、『このお値段で世界の珍しい甲虫に触れられる、日本唯一のレジャースポット』と言っても過言ではありませ

ん。虫が苦手な方も、びーとるランドへ来れば最後は大好きになるのでご安心ください! 

皆様をびーとるランドで心よりお待ちしています!! 
 

・場  所:君津市泉７５２ 

・開園日:土曜日、日曜日、祝日  

・開園時間:１０時から１７時まで 

・料  金:大人６００円（中学生以上）、子供３００円（３歳以上小学生以下・３歳未満は無料） 

・交  通:【バス】JR 木更津駅西口より 三島線（２４駅３１分）「泉」バス停下車 徒歩２４分 

JR 君津駅南口より 周西線（１６駅１７分）「泉」バス停下車 徒歩２４分 

君津バスターミナルより 三島線か周西線・中島行（５駅５分）「泉」バス停下車 徒歩２４分 

【車】館山道・君津 IC 出口より４．２km ８分 

※カーナビはバージョンによって未対応です。君津市内からは Google マップをご利用ください。 

・U  R  L:https://beatleland.wixsite.com/-sitee 

 

お問い合わせ 
びーとるランド園⾧ 浦塚勝人 TEL 080(2180)8547 

E-mail 8291uratsuka@sbc.or.jp 
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千葉ポートタワーと大恐竜パークのセット券 

／千葉ポートタワー〔千葉市〕 

 

千葉ポートタワー入館券と大恐竜パークの入場券をセットにしたお得なセット券を販売しています。 
 

・期    間:７月１日（木）～１１月７日（日）※定休日あり 

・場  所:千葉ポートタワー／千葉市中央区中央港１ 

・料  金:セット券大人８００円 、子供（２歳～中学生）８００円＋恐竜ノート付 

・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、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 
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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。 

☆イベント・ワークショップ 

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 

７月１日（木）～８月３１

日（火） 

参加費:１００円 

工作バイキング 
「木の輪切りで作る恐竜」 
木の輪切りや自然素材などをグルーガン
でくっつけて自分だけの恐竜を作る工作 
 

８月１４日（土）・１５日

（日） 

１０:３０～ 

料金:５００円  

定員:各日先着２０名 

 

 

 

 

 

 

 

☆企画展示（１F 多目的室） 

工房巳了「四季の詩」 ８月３日（火）～９日（月・振） 

柴田信子「波の音」 ８月１１日（水）～１５日（日） 

日本食虫植物愛好会「食虫植物のふしぎ展」 ８月１７日（火）～２２日（日） 

イラスト・版画・草木染によるインスタレーション 3 人展 ８月２４日（火）～２９日（日） 

 
 

・期  間:７月１日（木）～８月３１日（火） 

      ※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 

  



10 

 

 ずーろじラボ オンライン／千葉市動物公園〔千葉市〕 

千葉市動物公園が開催する初の小学生向けオンライン講座!動物の専門家たちが、観察ポイントや動物の生活を豊かに

するための講座を行います。講座は小学生であれば誰でも申込可能です。講座後には任意でオンラインテストを実施します。

なんと回答者全員に特典メールが配信されます!動物が好きな小学生、夏休みの自由研究のテーマに困っている小学生、

動物園になかなか行けない小学生、みんなずーろじラボにに集まれ～! 
 

・日  時:８月７日（土）「作ってみよう、動物たちのおもちゃ」 

      【1 回目】１１:００～【2 回目】１３:３０～（各回４５分程度、内容は同じです） 

      ８月８日（日）「すてきな しっぽ」 

【１回目】１１:００～【2 回目】１３:３０～（各回４５分程度、内容は同じです） 

・参加方法:千葉市動物公園公式 HP にある申込フォームで申込（７月１５日申し込み開始予定） 

→申込フォームに入力したアドレス宛に、非公開の YoutubeURL が届く 

→講座時間に Youtube ライブで講座を視聴 

（→任意で動画の概要欄にあるオンラインテストを受けると、後日特典メールが届く） 

・必要物品:ネットが使える環境、Youtube が見られるパソコンやタブレット、メールアドレス 

・料  金:なし 

・注意事項:保護者の皆様へ。インターネット、メールの取り扱いについてアシストをお願い致します。 

・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 

【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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千葉 港

みなと

まつり!２０２１／ケーズハーバー〔千葉市〕 

知ってるようで知らない千葉港、楽しみながら学べます。 

 

■清掃兼油回収船「ベイクリン」のパネル展示 

・期   日:８月２０日（金） １３:００～１５:００ 

 

■観光船「あるめりあ」による港内見学会 

・日   時:８月２０日（金）・２１日（土） 

・出航時刻:コースによって異なります。 

・コ ー ス:港めぐりコース（約４０分）、幕張メッセ沖合コース（約５０分）、工場夜景クルーズ（約７０分） 

・便   数:港めぐりコース（２０日３便、２１日２便 計５便） 

        幕張メッセ沖合コース（２０日、２１日ともそれぞれ１便 計２便） 

        工場夜景クルーズ（２０日、２１日ともそれぞれ１便 計２便） 

・定   員:港めぐりコース、幕張メッセ沖合コース（１便あたり８５人） 

        工場夜景クルーズ（１便あたり７０人） 

 

■クルーザー「MYⅡ」によるサンセットクルーズ 

・期   日:８月２０日（金）・２１日（土） 

・出航時刻:１８:００ 

・所要時間:約７０分 

・便   数:２０日、２１日ともそれぞれ１便 計２便 

・定   員:１便あたり１５人 

 

■港湾施設見学会 

・日   時:８月２１日（土） ９:４５～１２:３０ 

・定   員:１０組２０人 

・対   象:小学４年～中学生 

 

■イベント注意事項 

 ※定員があるイベントは申し込みが必要です。  

 ※応募者多数の場合抽選となります。 

 ※船を使用したイベントは当日の天候、波の状況により中止になる場合があります。 
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・期    間:上記記載 

・場  所:ケーズハーバー・千葉ポートタワー／千葉市中央区中央港１ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 千葉みなと駅から徒歩７分（ケーズハーバー） 

【バス】JR 千葉駅西口から「千葉ポートタワー」行きで終点下車。 

・U R L:観光船「あるめりあ」による港内見学会 https://ws.formzu.net/fgen/S28226215/ 

      クルーザー「MYⅡ」のサンセットクルーズ https://ws.formzu.net/fgen/S43993460/ 

      港湾施設見学会 https://ws.formzu.net/fgen/S96545364/ 

 

お問い合わせ 千葉港振興協会 TEL 043(246)5201／FAX 043(238)0648 
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８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 

 
   

●押し花アート Ayakos Blomster 作品展「森のおさんぽ」 

・期  間 :８月７日（土）～３１日（火） 

・場  所 :メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター 

・内  容 :押し花作品の展示と即売 

         
   

●押し花ビュッフェ 押し花フレームを作ろう 

・期  日 : ８月７日（土）・８日（日・祝）・１４日（土）・ 

１５日（日）・２１日（土）・２２日（日）・ 

２８日（土）・２９日（日） 

・時  間 :①１０:００～１１:３０  

②１３:００～１６:３０  

・場  所 :メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター 

・内  容 :押し花作品作りの教室 

・費  用 :メッセージカード、フレーム各５００円      
 

●8 月の花 

 園内はヒマワリ、ベゴニア、アンゲロニアなど約１５０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 :無休（８月３１日までの間１７:００まで開園） 

・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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８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 」 

期 間: 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 

 

サイエンスカフェキッズ・オンライン「チョコっと地球サイエンス」 

地球チョコを作りながら、地球の歴史を学んじゃおう! 

・日時:８月９日（月・祝） 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 ８月２日（月）締切 

 

ふなばしを食べつくそう・オンライン「科学の力で梨アイス作り!」 

氷と塩で、船橋の名産品の梨を使ったアイス作り（ジャムの購入が必要）。 

・日時:８月１５日（日） 1３:００～１５:００ 

・料金: 梨ジャム８００円+送料 

・定員:１１組 

・申込:Web フォームより要事前応募 ８月８日（日）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 

 
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 
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・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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夏まつり／あけぼの山農業公園〔柏市〕 

 

風車前広場の１．２ヘクタールのひまわり畑が見頃を迎える７月下旬、親子で楽しめる夏のイベント「夏まつり」を開催し

ます。 

親子パターゴルフ大会や、水鉄砲射的・ヨーヨー釣り・お菓子釣りなどの縁日コーナーや、焼きトウモロコシや焼きそばなどを

販売する模擬店が出店します。 
 

・日    時:７月２４日（土） １０:００～１５:００ ※雨天の場合は 7 月２５日（日）に延期 

・料  金:一部有料 

・場  所: あけぼの山農業公園／千葉県柏市布施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 0478(50)1212 
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稲刈り体験／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、「稲刈り体験」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。 
 

・日  時:９月１９日（日） ①９:３０～ ②１１:００～ 

・募集開始:８月１６日（月） 

・場  所:沼南ファーム ※詳しくはお問合せください 

・料  金:小学生以上 ２,０００円、未就学児 １，０００円、３歳以下 無料 

      ※お米２号付（３歳以下および見学者を除く） 

・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 

  



18 

 

 
味覚狩り ようこそ!なし・ぶどうの郷へ〔鎌ケ谷市〕 

／鎌ケ谷市観光農業組合加盟園 

 

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。 

 

◆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） 

・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 

 

※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  日: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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ひまわりフェス～笑顔のひまわりプロジェクト～／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 

 

 

「ひまわりヤギとハイチーズ」  

ひまわり畑で可愛いヤギさんと一緒に記念撮影はいかがですか? 

この時期にしか撮れない、特別な１枚になります。 

・期 日:８月２１日（土）・２２日（日） 

   ・時 間:１１:００～１１:１５ 

   ・料 金:無料 

   ・参 加:各日先着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 
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「花冠 or カチューシャづくり体験」  

ひまわりの造花を使って、世界に１つだけのオリジナル花冠またはカチューシャを 

作ろう。完成したものを身に着けてひまわりと写真を撮るのもオススメです。 

・期 間:８月２１日（土）・２２日（日） 

   ・時 間:１３:００～１４:００ 

   ・料 金:花冠９００円、カチューシャ７００円 

   ・参 加:各日先着２０名（要電話予約） 

 

【ひまわりイベント注意事項】 

※各イベントの参加料金は牧場入場料別途 ※生育・開花状況により開催できない場合があります 

※天候により開花時期が変動する場合があります ※開花状況は HP またはお電話にてお問い合わせください 

 

・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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落花生掘り取り体験／ジージの信ちゃん農園〔八街市〕 

 

この時期にしか食べられない生落花生（おおまさり）の掘り取りを楽しむことができるほか、八街産新鮮野菜等の販売も実

施します。 

 ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合があります。 
 

・日  時:９月５日（日） ９:００～１５:００ ※雨天中止 

・場  所:ジージの信ちゃん農園／八街市朝日６２番地 ※駐車場あり 

・料  金:１,０００円／２株 

お問い合わせ 八街市観光農業協会 事務局（八街市商工観光課内）TEL 043(443)1405 
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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 ８月２９日までの水～日曜日 

１１:３０ ロイ君アワー（子ども向け） 

８月１５日（日）まで「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。 

※８月４日（水）は「ほしぞらおはなしかい」です。     

投映の中で、図書館司書による絵本の読み聞かせがあります。         イラスト スターホール、©GOTO  

 

８月１８日（水）から「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 「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 

※各投映開始時刻 30 分前から券売、各回定員 40 人 

 

                                    イラスト ステラナビゲーターVer.11  天体写真 国立天文台 
 

・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５０分 

           東関東自動車道 大栄 IC から県道７０経由で約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２２日（木）～８月１５日（日） 

※上記の日程でも、天候（雨天）や気温（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）「自然休養村」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３０分）「自然休養村」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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SURF＆TURF GARDEN BBQ 

／国民宿舎サンライズ九十九里〔九十九里町〕 
 

今年も暑い夏がやってきました～今夏のサンライズ九十九里では、昨年の初開催で大好評をいただいた「SURF＆TURF 

GADERN BBQ」が復活!!美味しいお肉に、新鮮な野菜そして自慢の魚介類!九十九里の海風を感じる広々とした庭

で、手ぶらで気軽にバーベキューを思う存分楽しんでください。 

夜だけでなくデイタイムや、日帰りでもお楽しみいただける予定なので、今年の夏の思い出はぜひサンライズ九十九里で!! 
 

・期  間:７月２２日（木・祝）～８月２２日（日） 

・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:SURF & TURF GARDEN BBQ 

      ①宿泊プラン :\１４,８５０～（１泊２食付き） 

      ②日帰りプラン:\５,５００～ 

※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 

・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／FAX 0475(76)4908 
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夏の風物詩 陶風鈴の展示販売／海の駅九十九里〔九十九里町〕 

 

九十九里ならではの海をイメージして作った貝殻模様の陶風鈴。 

色・形・音色に個性があり、優しい音色と、涼を奏でる日本の夏を感じられます。 

館内１Ｆ直売所コーナー天井には夏の風物詩である陶風鈴が一面に、色・形・音色に個性があり 

昔ながらの優しい音色と、涼を奏でる日本の夏を感じられます。 

約２００個を展示販売致します。 

 
 

・期    間:６月１２日（土）～８月２２日（日） 

・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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房総夏の生シェイク祭り２０２１〔館山市他〕 

この美味しさ、知らないなんてもったいない!千葉県内の飲食店が特色を生かしたプレミアムシェイクを独自開発! 

日本酪農発祥の地 安房地域の三ツ星認定須藤牧場のアイスを使い、房総の飲食店がそれぞれコンセプト生かしたプレミ

アムシェイクを限定提供します!２０１９年に初開催され、毎年おこなわれ、今年で３年目となります。 

※生シェイクとは、須藤牧場の専用アイスと各材料を、オーダー後その場でミキシングして提供するプレミアムシェイク。特別

配合により、多種多様な味を生み出せることが特徴です。 

〔新型コロナウイルス感染予防対策〕 

・全店舗生シェイクのテイクアウト OK! 

・全店舗 消毒・換気対策 

〔生シェイク祭のルール〕 

▼STEP１ 

店舗で生シェイクをご注文に付きスタンプを１つ GET! 

▼STEP２ 

３つ集めたら生シェイク総選挙の投票権をゲット!ウェブサイト内で投票しよう!投票するとお得なクーポンプレゼント。 

▼さらに…豪華なプレゼント企画 

推し生シェイクを見つけよう!総選挙はあなたが決める! 

・スタンプラリー開催! 

・生シェイク総選挙で１位の店舗にソフトクリームマシーンをプレゼント! 

  

※参加店舗や詳細は下記の公式 WEB ページでご確認ください。 
 

・期    間:６月１日（火）～１０月３１日（日） 

・料  金:店舗ごとに異なる 

・場  所:千葉県内の参加飲食店（参加店舗については下記の公式 WEB ページに詳細あり） 

・U R L:https://www.sudo-farm.com/stamp-rally/stamp-book/list-boso 

 

お問い合わせ 須藤牧場  TEL 090(1990)1147／E-mail sudo-makiba@sudofarm.com 
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勝浦ウォーターアイランド〔勝浦市〕 

 

勝浦中央海岸に、関東最大級のサマースポット、「勝浦ウォーターアイランド」が今年も OPEN!! 

ウォーターアイランドには、海に浮かぶ 「ON the sea」（オンザシー）とビーチで遊べる 「ON the beach」（オンザビーチ）

があります。 

「ON the sea」 は、約２５種にも及ぶアトラクションを有し、海上に設営された６m のスライダーやジャンプ台、バランスブリ

ッジなどのアスレチックスを自由に楽しめる最新のサマースポットです。 

「On the beach」 は、３歳以上のお子様がパパ・ママ同伴で楽しめるよう、多彩なプールを砂浜に設営し、親子３世代

でも楽しむことが可能なスポットです。 

 
 

・期  間:７月１０日（土）～ 9 月２０日（月・祝） 

      ※９月１３日（月）～１７日（金）は休業。 

      ※新型コロナウイルス感染予防対策として事前予約制にて入場者の制限を行います。 

・場  所:勝浦市中央海岸（ホテル三日月前） 

・料  金:【ON the sea（オンザシー・海上アスレチック）】 

７月１０日～２１日・９月／大人１,６００円、小人（小学生）１,０００円 ※保護者同伴 

７月２２日～３１日・8 月（７日～１５日を除く） 

／大人２,１００円、小人（小学生）１,５００円 ※保護者同伴 

       ８月７日～１５日／ 大人 ２，５００円 小人（小学生）、１，８００円 ※保護者同伴 

      ※小人２名まで保護者１名、小人３名以上の場合は保護者２名以上の同伴が必要。 

【ON the beach（オンザビーチ・砂浜アスレチック）】 

       ７月・８月・９月／ 大人・小人（３才以上）１,０００円 ※未就学児は保護者同伴 

・交  通:【電車】JR 外房線勝浦駅下車徒歩５分 

      ※駐車場に限りがございますので公共交通機関のご利用をお願いします。 

・U R L:https://www.katsuura-kankou.net/ 

・そ の 他:参加条件あり。詳細は公式サイトにてご確認ください。 

お問い合わせ 一般社団法人 勝浦市観光協会 TEL 0470 (73)2500 
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連夜の花火 IN 天津小湊２０２１／内浦湾〔鴨川市〕 

 

小湊・内浦湾では８月１日（日）～８月２０日（金）まで毎日花火を楽しむことができます。 

 

・日    時:８月１日（日）～２０日（金） ２０:００～２０:１５ 

・場  所:内浦湾／鴨川市小湊地区 

・交  通:【電車】JR 外房線 安房小湊駅下車徒歩５分 

 

お問い合わせ 鴨川市観光協会天津小湊支部 TEL 04(7095)2218 
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サマーナイトファーム／マザー牧場〔富津市〕 

 

毎年恒例、マザー牧場の夜の営業 「サマーナイトファーム」。 

マザー牧場は鹿野山の山頂付近にあるため、夜風も涼しく、夏の夜を快適に過ごせます。 

期間中は 【打ち上げ花火】 が実施されます!山の上という立地を生かし、観覧場所より低い位置から打ち上げるため、

目の前で開く大迫力の花火をお楽しみいただけます。その他、ライトアップされた「ナイト遊園地」やジンギスカン料理などをゆっく

り楽しむことが出来ます。 
 

・日  時:７月３１日（土）、８月１日（日）・７日（土）～９日（月・祝）・１２（木）～１５日（日）・ 

２１日（土）～２２日（日）・２８日（土）～２９日（日） 計１３日 

サマーナイトファームの営業時間 １６:００～２０:３０（予定） 

※花火の打ち上げ時間は、１９:３０～１９:４５頃（予定） 

      ※日中ご来場のお客様は引きつづきお楽しみいただけます。 

・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  

 ※夜間料金あり  

・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 

・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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森の水遊び FESTA２０２１～ロマンの森の涼しいをエンジョイしよう～ 

／ロマンの森共和国〔君津市〕 

● 森のおススメ「水遊び」施設のご案内 ※期間中毎日 

① 「森の２５ｍプール」７月１０日オープン １０:００～１６:００  

・ 利用料 1 日／大人１,０００円、子供８００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「ロマン渓谷」の水遊びがオススメ。 流れもゆるやか、浅いので小さい子でも                        

安心です。 

・ 「渓流釣り大会」も開催（ウグイ、やまべ、ドジョウなど釣れる） 

釣った魚を備付のメジャーで採寸、写メ登録で OK。後日 HP にて発表。                          

各賞・記念品をプレゼント 

※参加無料（渓谷入場料３００円／貸竿・餌付１,０００円） 

※釣具の持込は禁止 

 

 

 

 

 

 

 

③ プールや渓谷で遊んだ後は露天風呂「白壁(はくへき)の湯」へ。隣接してい                                

るので移動も便利です。 

・ 利用料／大人８００円、子供６００円  

 

 

④ 「金魚釣り」１回５００円 手軽に楽しめ、釣れたら持ち帰りできます。  

※上記①～④は別途入園料６００円が必要となります 

 

● 水遊びフェスタ「遊びランド」園内イベントのご案内 ※期間中毎日 

「縁日・ゲームコーナー」スーパーボールすくい、水ヨーヨー釣り、射的、輪投げ、千本釣りなど（１回３００円～） 

「みずてっぽうくじ」（1 回５００円/予定） 
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● カブトムシ採集イベント/カブトムシの家でカブトムシをゲットしよ                                                                                          

う! 

・ 日 時:７月２２日～ １回目１０:３０～ ２回目１３:３０ 

（予定・要問合せ） 

・ 参加費:１,０００円（カブトムシ１ペアを採集） 

 

 

● 「森のステージイベント」 

・ 期 日:7 月２２日～２５日、８月７日～9 日、１３日～１５日 

・ 時 間:ロンちゃん・ランちゃんと森の仲間たちのキャラクターショー１１:１５                        

夏のビンゴ大会１３:３０～（ビンゴカード１枚３００円） 

 

● 《スッフ一押し! 『夏だ!ビールだ!肉フェス!!』のご案内》  

牛や豚、ウィンナーなど焼野菜はもちろんのこと、地元ジビエや地鶏などが食べ

放題です。 

シェフその場で焼いてお出しするイベントも開催します。  

 

・ 日帰りプラン／７月３・１７日 大人３,５００円   

７月２６～２７日、８月１～３日  大人４,５００円 

・ 宿泊プラン 詳細は HP 参照 

 

 

 

 

 

● 夏休み! 得トク宿泊プランのご案内 

・ ７月２２日（海の日）ロン・ランちゃんと遊ぶパーティー付き宿泊プラン プレゼント盛り沢山!!  

１泊２食付き 大人１３,８００円（税込）、小学生９,６６０円（税込） 

  ・ 「カブトムシ採集ナイトツアー付」宿泊プラン  

開催日:７月１日～３日・２６日～２７日予定（ご夕食は「肉フェス」肉食べ放題となります。） 

※ 開催日程及び料金は HP で必ずご確認ください。 
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《新施設及のご案内》 

 

・Hotel エリアに「スライダー」「ターザンロープ」がオープン 

 

・本格フィットネスオープン ビジー利用５００円（宿泊割引あり） 

ゴルフシミュレーター完備 ※詳細は HP 参照 

 

・Hotel レストランが明るくリニューアル! 焼立てパン工房オープン!! 

     パン工房         スカイテラス        ホテルレスラン２F 

 

 

 

 

 

・期  間:７月２２日（木・祝）～８月２９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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びーとるランド夏祭り／びーとるランド〔君津市〕 

 

   
カブトムシと言えば「夏」 そう、カブトムシの季節がやってきました!! 

びーとるランドでは、『びーとるランド夏祭り』と題して、施設内を夏祭り風にアレンジします。夏休みの最高の思い出になること

間違いなしです!また、夏休み期間中は、大好評だった甲虫バトルも開催します!合言葉は「Beetle go!!(ビートル ゴ

ー!!)」です。皆様お見逃しなく!! 

また、「夏休みの自由研究が大変だ～。」と悩んでいるそこの君!びーとるランドで遊びながら夏休みの宿題も終わらせてしま

いましょう!元小学校教員の副園⾧が自由研究のポイントも教えちゃいます!! 

《期間中の特別イベント》 

(1) ヤマトカブトムシ摑み取り 7 月２２日（木・祝）～ １ペア２００円 ※無くなり次第終了します。 

(2) 甲虫バトル 不定期開催 ※その日の甲虫の体調によっては開催しないこともあります。 

(3) かぶき副園⾧の特別授業 「甲虫標本作成編」「夏休みの自由研究編」 随時開催 ※お気軽にお声掛けください。 

(4) びーとるランド音頭 なんと、びーとるランドオリジナルの盆踊りです。みんなで踊りませんか? 随時開催 

※イベントはその日の天候や状況によって、急遽予定が変更することがございます。予めご了承ください。 
 

・期    間:7 月２２日（木・祝）～８月３１日（火） 

・休 園 日:毎週月曜日・木曜日 ※ただし、７月２２日（木）と８月９日（月）は祝日のため開店します。 

・料  金:大人６００円（中学生以上）、子供３００円（３歳以上小学生以下・３歳未満は無料） 

・交  通:【バス】JR 木更津駅西口より三島線（２４駅３１分）「泉」バス停下車 徒歩２４分 

JR 君津駅南口より周西線（１６駅１７分）「泉」バス停下車 徒歩２４分 

君津バスターミナルより 三島線か周西線・中島行（５駅５分）「泉」バス停下車 徒歩

２４分 

【車】館山道・君津 IC 出口より４．２km８分 

※カーナビはバージョンによって未対応です。君津市内からは Google マップをご利用くだ

さい。 

・U R L:https://beatleland.wixsite.com/-site 

お問い合わせ 
びーとるランド園⾧ 浦塚勝人 TEL 080(2180)8547 

E-mail 8291uratsuka@sbc.or.jp 
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滑河観音 四万八千日

しまんはっせんにち

〔成田市〕 

 

龍正院の十一面観音は、延命・安産子育・災厄削除の守り本尊として親しまれており、この夜祭りの日にお

参りすると４万８千日分のご利益がいただけると言われ、龍正院境内は善男善女であふれます。 特に新盆を

迎える家では、観音様とお地蔵様の御札、ほおずき等を求め朝から賑わいます。 

コロナ禍のため、御札の授与は７月から行われております。 

 
 

・日  時:８月９日（月・祝） ８:００～２０:３０ 

・場  所: 龍
りゅう

正 院
しょういん

／成田市滑川１１９６ 

・交  通:【電車】JR 成田線滑河駅から徒歩１８分 

 

お問い合わせ 龍
りゅう

正 院
しょういん

（滑河観音） TEL 0476(96)0217 
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灯篭流し／誕生寺・小湊漁港内〔鴨川市〕 

 

毎年８月 10 日に内浦湾に千数百の灯篭と 50 基の大灯篭を流し、精霊を供養します。落暮の海上には、美しく⾧い火

の帯が映え、幽玄な美しさを漂わせるその様子は、仏都小湊の代表的な夏の風物詩となっています。 

 近年では、内浦湾に畳一枚分に相当する大灯篭 50 基を浮かべてご供養しており、東京京浜地区だけではなく、関西方

面からもこの日のために泊まり込んで先祖供養・水難死・事故死者等、有縁無縁の精霊の追善供養の灯篭を流し、お参りす

る人が増えてきました。 

 

※昨年度より小湊漁港内で実施しております。 

 

 

・日  時:８月１０日（火） ２０:００頃 

・場  所:誕生寺境内・小湊漁港内／鴨川市小湊地区 

・交  通:【電車】JR 外房線 安房小湊駅下車徒歩２０分 

 

お問い合わせ 誕生寺 TEL 04(7095)2621 

 

  



38 

 

 
千葉県立館山野鳥の森〔館山市〕 

 

●オリジナル時計作り ～あなただけのオリジナル掛け時計を作ろう～ 

時計盤や枠板を水性ペイントで彩色し、木に実や貝殻などで装飾して、オリジナルの時計を作ります。 

あなたのアイデアとセンスで素敵な掛け時計を作って、お部屋に飾ってみませんか。 

夏休みのよい思い出にご家族皆様でご参加ください。 
 

・日  時:８月７日（土） １０:００～１２:００ 

・場  所:館山野鳥の森 多目的ホール／館山市大神宮５５３ 

・料  金:１,６００円（税込） 

・定  員:先着１５名（小学生以下は保護者同伴） 

・申 込 み:８月６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 

・交  通:【電車】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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千葉県立内浦山県民の森〔鴨川市〕 

●「夏休み星空観望会」 

夏の大三角や月・木星・土星・流れ星などの観察やコンパクトデジカメでの月の撮影、クイズなど子供から大人まで楽しめま

す。 
 

・日  時:８月１４日（土） １９:００～２０:３０ 

※総合センターへ１８:５０までに集合（雨天中止） 

・場  所:内浦山県民の森／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:５００円（消費税込み） 

・参加受付:６月１４日から実施日当日まで（先着順・定員になり次第締め切り） 

・準備するもの:保険証・自前の望遠鏡も可・デジタルカメラ・マスク・必要であれば防虫スプレー 

・服  装:動きやすい服装・運動靴 

・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〕 

●夏は涼しく渓流遊び 

小糸川上流の渓流で、水の中の生きものを探したり、笹船を作って流してみましょう。どなたでも参加可能です。お気軽にお

申し込みください。 
 

・日  時:８月７日（土） １３:００～１５:００ 

・料  金:３００円 

・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 
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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 

 

 

 

●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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千葉市制１００周年記念 令和３年度特別展 

「高度成⾧期の千葉―子どもたちが見たまちとくらしの変貌―」 

／千葉市立郷土博物館〔千葉市〕 

１９５０年代半ばから１９７０年代初頭までの高度経済成⾧期の千葉市をテーマに、その時に小中学生だった子ども

たちの目を通して、街や海辺の風景、工場の設置、団地の造成、生活様式等の移り変わりを様々な資料により紹介します。 

 今年、市制１００周年を迎えた千葉市の姿が最も大きく変化した「喧騒と希望に満ちた高度経済成⾧期」を振り返ってみ

ませんか。 
 

・期    間:８月３日（火）～１０月１７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から徒歩１３分 

JR 本千葉駅から徒歩１５分 

京成千葉中央駅から徒歩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）  

・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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第２５回企画展「柏最古の地名 大井－まちの記憶 vol.２－」 

／柏市郷土資料展示室〔柏市〕 

 

 大井地区は、手賀沼の南岸、大津川下流に広がる自然豊かなエリアです。この企画展では、奈良時代までさかのぼる地名

を持つ大井地区の歴史を、考古資料や古文書などからご紹介します。 
 

・期    間:７月２２日（木・祝）～１０月１０日（日）  

      ※毎週月曜日は休室（祝日・振替休日は除く） 

・時  間:９:３０～１７:００  

・場  所:柏市郷土資料展示室／柏市大島田４８－１ 柏市役所沼南庁舎２階 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 柏駅・東武柏駅東口から、手賀の丘公園・小野塚台・沼南車庫・布瀬行きバス。概ね

９時台から１６時台は「沼南庁舎バス乗継場」で下車し徒歩 1 分。これ以外の時間帯は

「大木戸」で下車し、徒歩２分。 

 

お問い合わせ 
柏市郷土資料展示室 TEL 04(7191)1450 

(休室日は柏市文化課 TEL 04(7191)7414／FAX 04(7190)0892） 
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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。） 

 

●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」に対応して、本物の道具を見ながら学べます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

    「古い道具と昔のくらし」展示の様子 

・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
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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） 

 

 

夏休み体験講座 

●かわいいカモを作ろう 

全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。 

・日  時: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 

・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 
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千葉県立房総のむら〔栄町〕 

●盆 

上総の農家と下総の農家では、盆行事を再現します。庭に盆灯籠を立てて、迎え火を焚いて先祖の霊を墓から迎え、仏

壇の前にこしらえた盆棚に祀ります。また、お墓を掃除して、お花とご飯を供えます。そして、お盆の終わりとともに送り火をします。 

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

・期  間:８月１３日（金）～１５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 

       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〕 

 

●日大生産工学部出張事業「飛行機が飛ぶ原理で風車を回せ!」 

 

 日本大学 生産工学部が出張授業にやってきます。小学生を対象とした

翼型風車の工作教室を行い、風車や飛行機の翼のメカニズムを大学教授

から直接教えてもらいます。風車の製作後は風車力持ちコンテストを行いま

すので、ゲーム感覚で楽しめます。 

 

 

・期  日:８月２１日（土）～２２日（日） 

・場  所:航空科学博物館「体験館ホール」 

・参加対象:小学生 

・定  員:各日とも先着１０名 

・費  用:入館料のみ 

・申込方法:当日開館（１０:００）より、受付にて参加申し込み受付となります。 

   

● 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

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  日:８月１日（日）～３１日（火） 

・場  所:航空科学博物館 西棟１階展示室 

・費  用:入館料のみ 

   

●ゴム動力飛行機教室 

 お子様向けのゴム動力飛行機を作って飛ばす教室を開催します。作り方だけでなく、

よく飛ぶコツなども解説します。 

 

・期  日:８月１３日（金）～１５日（日） 

・場  所:航空科学博物館「体験館ホール」 

・費  用:材料費３００円（税込） 

・定  員:各日ともに先着２０名様 

・申込方法:当日開館（１０:００）より、受付にて参加申し込み受付となります。 
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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 

 

☆８月１日は航空科学博物館開館記念日となります! 

※８月は毎日開館いたします! 

 

※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 

 

  



53 

 

 
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） 

◎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。 

 

●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  

～ 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） 

※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



54 

 

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・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〔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）    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・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 

            ※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） 


