
 

 

 

 

 

 

【発表：2022.06.21】 

(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 「アクアベンチャー」リニューアルオープン／清水公園 野田市 P1 

2 葉武里 tasso の森店オープン／tasso の森の駅 袖ケ浦市 P2 

 

● 

1 千葉ポートタワー夏休みイベント／千葉ポートタワー 7/16～8/28 千葉市 P3 

2 7 月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館 7/16～8/31  船橋市 P4 

3 7 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園 7/3・9・10 他 船橋市 P5～6 

4 あけぼの山農業公園 夏まつり／あけぼの山農業公園 7/23 柏市 P7 

5 
第 106 回柏市音楽家協会定期演奏会 バロックアルバム ～バッハ・

ヘンデル・ペルゴレージの魅力～ 祈りから希望へ／アミュゼ柏 
7/18 柏市 P8 

6 旬の野菜の収穫体験／農菜土 7/30・31、8/6・7 柏市 P9 

7 
味覚狩りへようこそ！なし・ぶどうの郷へ／鎌ヶ谷市観光農業組合

加盟園 
7 月上旬～10 月上旬頃 鎌ケ谷市 P10 

8 成田うなぎ祭り／成田山表参道～印旛沼周辺地域および市内外各所 7 月中旬～8 月下旬 成田市 P11 

9 ゆめぼくひまわりタウン／成田ゆめ牧場 7 月下旬～8 月下旬 成田市 P12 

10 プラチナアワー 他／白井市文化センター・プラネタリウム 7/7・9 他 白井市 P13 

11 はす祭り／水郷佐原あやめパーク 7/2～8/14 香取市 P14 

12 山武市サマーカーニバル／蓮沼海浜公園展望塔前広場 7/30 山武市 P15 

13 昆虫ドーム／長柄町都市農村交流センター 7/2・3・9・10 他  長柄町 P16 

14 南九十九里はまぐり祭り／一宮海水浴場 7/23 一宮町 P17 

15 観光地曳網／新浜海岸 7/31、8/7・13 一宮町 P18 

16 陶風鈴展／海の駅九十九里 6/18～8 月下旬 九十九里町 P19 



17 
ハワイアン風サマーブッフェ・サーフ＆ターフ ガーデンＢＢＱ 

／国民宿舎サンライズ九十九里 
7/23～8/22 九十九里町 P20 

18 
たてやま海まちフェスタ 

／“渚の駅”たてやま、館山港（館山夕日桟橋、耐震岸壁） 
7/18 館山市 P21 

19 「桃色吐息」観賞&ブルーベリー摘み／マザー牧場 7 月～9 月 富津市 P22 

20 ゆりの里「夏の感謝祭」／袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」 7/16 袖ケ浦市 P23 

 

● 

1 館山観光まつり館山湾花火大会 8/8 館山市 P24 

2 鴨川市納涼花火鴨川大会 7/29 鴨川市 P24 

3 連夜の花火 in 天津小湊 2022 8/1～20 鴨川市 P24 

4 マザー牧場「打ち上げ花火」 7/31、8/6 他 富津市 P25 

 

1 蓮沼ウォーターガーデン 山武市 P26 

 

●  

1 【北 総】成田ゆめ牧場 成田市 P27 

2 【北 総】風車のひまわりガーデン 佐倉市 P27 

 

1 《千葉県立館山野鳥の森》夏の涼を演出！竹灯籠イルミネーションを作ろう 他  館山市 P28 

2 《千葉県立内浦山県民の森》アジサイハイキング 鴨川市 P29 

3 《千葉県立清和県民の森》森と海のランプシェード作り 君津市 P30 

 

1 《千葉県立美術館》第三期コレクション展 千葉市 P31 

2 《千葉県立中央博物館》令和４年度特別展「鯨」 千葉市 P32～33 

3 
《千葉市立加曽利貝塚博物館》 

夏休み子ども向け展示「調べて発見！わたしのまちの縄文時代 2022」 
千葉市 P34 

4 《八千代市立郷土博物館》ミニ展示「八千代市の動物」 八千代市 P35 

5 《千葉県立関宿城博物館》体験教室「河川敷のいきものさがし（小学生向け）」 野田市 P36 

6 《航空科学博物館》企画展示「JAL リニア計画～HSST～」 他 芝山町 P37～38 

7 《城西国際大学水田美術館》MADE IN OCCUPIED JAPAN ① アメリカに渡った陶製人形 東金市 P39 

8 
《千葉県立中央博物館分館 海の博物館》 

令和 4 年度収蔵資料展「九十九里浜の海の生きもの」 
勝浦市 P40～41 
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「アクアベンチャー」リニューアルオープン／清水公園〔野田市〕 

 

 ７月１日（金）に清水公園内にあるアクアベンチャーがリニューアルオープンします。じゃぶじゃぶ池の真ん中にある巨大な遊

具には水が溜まるとバッシャーンと滝のように水を降り注ぐ大きなバケツがあり、これからの暑い季節、来場者を楽しませてくれま

す。 

また、すべり台やいろいろな形の噴水、頭とカラダを使って謎解きをしながらゴールを目指す迷路などもあり、小さなお子さんか

ら大人まで安心して遊べます。ぜひ、ご来場ください。 
 

・期    間:７月１日（金） リニューアルオープン 

・場  所:清水公園／野田市清水９０６ 

・料  金:６月１日（水）～９月３０日（金） 

      大人（中学生以上）１,４００円、小人（３歳以上）１,２００円、シルバー７００円 

      １０月１日（土）～５月３１日（水） 

      大人（中学生以上）１,０００円、小人（３歳以上）８００円、シルバー５００円 

・交  通:【電車】東武アーバンパークライン（東武野田線）清水公園駅西口下車徒歩１０分 

 【車】常磐自動車道流山 IC から松戸野田道路経由約１２km 

常盤自動車道柏 IC から国道１６号線経由約１２km 

国道 4 号線（越谷）から野田街道経由約１２km 

・U R L:https://www.shimizu-kouen.com/ 

 

お問い合わせ 
（株）千秋社・清水公園管理事務所 

TEL 047(125)3030／FAX 047(122)1670／E-mail info@shimizu-kouen.com 
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葉武里 tasso の森店オープン 

／tasso の森の駅店〔袖ケ浦市〕 

【葉武里定食（tasso の森）】           【店舗前風景（フードコート内）】 

この度、海の駅九十九里で人気の「葉武里」（サンライズ九十九里直営）が、tasso の森の駅内フードコート

にオープンしました。海の駅九十九里で培った千葉県産海の幸を中心とした新鮮食材からなるメニューの数々

を取りそろえております。海の駅で一番人気の「葉武里定食」も tasso の森の駅店用にアレンジを加え登場し

ます。獲れたて新鮮な千葉の海の幸をぜひお楽しみください。 

みなさまのお越しを、スタッフ一同心からお待ち申し上げております。 
 

・期  日:６月１１日（土） グランドオープン 

・場  所:tasso の森の駅店／袖ケ浦市上泉１１９７ 

・メニュー（一部）:①葉武里定食:\１,６５０ 

  ②勝浦釣り金目鯛煮魚定食:\２,５００ 

      ③調理⾧おすすめセット:\１,５００ 

※ 消費税込みの表記になります。 

          内容、ご料金に関して詳しくは、サンライズ九十九里にてご確認ください。 

・交  通:【電車】JR 内房線姉ケ崎駅から姉ケ崎線（日東交通バス）茅野行き乗車天羽田杉浦下車徒歩５分 

直近のバスの運行状況に関しては直接バス会社にお問い合わせください。 

      【車】姉崎袖ケ浦 IC から県道２４号線を東京ドイツ村方面に進み３分 

・U R L:https://kisarazu.vivinavi.com/ 

 

お問い合わせ 国民宿舎サンライズ九十九里 TEL 0475(76)4151 
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千葉ポートタワー夏休みイベント／千葉ポートタワー〔千葉市〕 

 

● 千葉ポートタワーと観光船の共通パスの発売 

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

● 屋上オープンデッキ開放 

 通常開放しないタワー屋上を特別に開放。ダイナミックダンパーの見学。 

  ・期日:夏休みフェスタ期間中の土曜日、日曜日、祝日 

● 子ども縁日 

  ・期間:８月１３日（土）～１５日（月） 

● 紙芝居公演 

 ・期日:７月２４日（日）、８月１４日（日） 

● 展望レストランで楽しむ、スペシャルカクテルと COOL な音楽 

展望レストラン「SEAGULL KITCHEN」。期間中の金曜日は、DJ による“COOL”な音楽を楽しみながら、スペシャルカクテ

ルやドリンクをご提供。「日本夜景遺産」にも認定された地上１０９m からの夜景を見ながら、DJ 生演奏での特別な夜を。 

・日時:７月２９日（金）、８月５日（金）・１２日（金）・１９日（金）・２６日（金） １７:００～ 
 

・期    間:７月１６日（土）～８月２８日（日） 

・場  所:千葉ポートタワー／千葉市中央区中央港１ 

・入 館 料:大人４２０円、小・中学生２００円 

・交  通:【電車】JR 京葉線・千葉都市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 下車約２０分または、京葉道路幕張 IC 下車約２０分 

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

お問い合わせ 千葉ポートタワー TEL 043(241)0125／FAX 043(203)1588 
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７月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕 

 

 

● 夏の特別展「大東京湾展２０２２ 東京湾へ出かけよう」 

プロジェクションマッピング、標本展示、釣りゲームなど、楽しい展示を通し

て、東京湾の産業・環境・文化を知ることができます。 

・期間:７月１６日（土）～８月３１日（水）                  

・セット:一般７００円、高校生５００円、市外小・中学生４００円、 

市内小・中学生３００円、未就学児無料 

・料金:４００円（小学生以上） 

 

 
 

・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:原則月曜日（祝日・休日と重なった場合は次の平日）  

※ 季節により変更、詳しくはWebをご覧ください 
・交  通:【電車】JR 総武線船橋駅南口（京成船橋駅）又は、JR 京葉線二俣新町駅（二俣新道バス停） 

から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 原木側出口から信号（一つ目）を左折、船橋中央埠頭へ直進 

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

お問い合わせ 
ふなばし三番瀬環境学習館 担当:山口、小澤、和田 

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

 

● ラベンダースティック作り 

   ・ 期  日:７月３日（日）  

   ・ 時  間:①１０:００～１２:００、②１４:００～１６:００ 

   ・ 内  容:園内で収穫したラベンダーを使って、香りのよいスティックを作ります。 

   ・ 場  所:メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター 

   ・ 費  用:２００円 

  

● ラベンダー花穂プレゼント 

   ・ 期  日:７月９日（土）・１０日（日） 

   ・ 時  間:①１０:３０～１１:３０、 ②１３:３０～１４:３０ 

・ 場  所:メルヘンの丘ゾーン 風車前芝生広場 

           ※ 雨天時コミュニティーセンター 

   ・ 内  容:ラベンダーの花穂をひとつかみ程度（約５０本）プレゼント 

           ※ 数に限りがあります。なくなり次第終了となりますのでご了承下さい。 

● ひまわりまつり 

   ・ 期  間:７月１６日（土）～８月３１日（水） 

   ・ 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します。 

 

 

 

● 自然観察会「里山の生き物」 

   ・ 日  時:７月１７日（日） １０:００～１２:００ 

・ 場  所:自然体験ゾーン 里山の水辺 

・ 定  員:１５名 

・ 対  象:小学生 

・ 内  容:７月１日（金）から電話受付  

  

 ● 食虫植物のふしぎ展・即売会 

   ・ 期  間:７月２３日（土）～３１日（日）  

   ・ 場  所:メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター 

   ・ 内  容:食虫植物などの展示と即売 

  

● 食虫植物の栽培講習会 

   ・ 期  日:７月２３日（土） 

   ・ 時  間:①ハエトリソウの栽培講習会・捕虫実験／１０:３０～ 

           ②ウツボカズラの挿し木実演・栽培講習会／１４:００～ 

   ・ 定  員:各回８名 

   ・ 費  用:①１,０００円、②１,５００円  

   ・ 申  込:７月１日（金） ９:００から予約専用電話(047(457)6661)で先着受付 
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● ７月の花 

    園内はインパチェンス、ベゴニア、ニチニチソウなど約１５０種類１０万株の草花で彩られます。このほかラベンダー

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

 

※ 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。 

※ ７月の休園日:４日（月）、１１日（月） 

※ ７月１８日（月・祝）は中学生以下入園無料 
 

・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:【電車】新京成線三咲駅からバス アンデルセン公園・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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あけぼの山農業公園 夏まつり／あけぼの山農業公園〔柏市〕 

 

今年も職員総出の手作り夏まつりを開催します。 

ヨーヨー釣り、射的、お菓子釣り、昔の遊びコーナーなど小さなお子様も楽しめるゲームコーナーのほか、キッチンカーによるフ

ードコーナーも予定しています。  

また、７月下旬には風車前花畑のヒマワリが咲き出し、見頃を迎えます。 
 

・期  日:７月２３日（土） ※ 雨天時２４日（日）に延期 

・場 所:あけぼの山農業公園／柏市布施２００５－２ 

・料 金:入場料無料、イベント参加は有料 

・交 通:【電車】JR 常磐線我孫子駅北口から阪東バスあけぼの山農業公園行き終点下車徒歩１分 

          又はあけぼの山公園入口行き終点下車徒歩 7 分 

        【車】常磐道柏 IC から公園まで約８ｋｍ（約２０分) 

・U R L:https://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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第１０６回柏市音楽家協会定期演奏会 バロックアルバム  

～バッハ・ヘンデル・ペルゴレージの魅力～ 祈りから希望へ 

／アミュゼ柏（柏市） 
 

音楽を聴きに行きませんか。コロナ禍で人の温もりを肌で感じる機会が激減してしまいました。 

多くの方が亡くなり、私たちは深い悲しみの中にいます。悲しみに寄り添い、嬉しい時は共に喜び、楽しく人々が集う、それが

音楽の役割かと私たちは考え続けています。バッハ、ヘンデル、ペルゴレージ、数百年の時を経ても色あせることなく、今なお私

たちの心に希望を灯してくれる、３人の音の世界に心を寄せ、ここに共に生きる喜びを分かち合いませんか。 
 

・日    時:７月１８日（月・祝） 開場１３:３０、開演１４:００ 

・場  所:アミュゼ柏 クリスタルホール／柏市柏６丁目２―２２  

・料  金:全席自由席 一般２,０００円、高校生以下１,０００円     

・交  通:【電車】JR 常磐線柏駅東口下車徒歩７分  

・U R L:https://kashiwa-music.org/20220718/ 

 

お問い合わせ 柏市音楽家協会 TEL 090(2456)1578  
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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・落花生・さつまいも等、首都圏とは思えない自然に囲まれた畑で

旬の野菜の収穫体験を実施しています。採れたての野菜は味も格別です。 

今回は、とうもろこしの収穫体験です。農家さんからの説明やレクチャーもあり・楽しく収穫体験ができます。 
 

・期  日:とうもろこし／７月３０日（土）・３１日（日）、８月６日（土）・７日（日） 

・開催時間:９:００～１０:００、１０:００～１１:００、１１:００～１２:００     

・場  所:大山農園／柏市手賀１１２４付近 

・対  象:どなたでも 

・定  員:各回５０名（先着） 

・申  込:７月２日（土） ９:００～   

      必要事項（氏名、住所、連絡先）と参加人数と希望時間をご記入のうえ、農菜土へファックス 

【04(7137)7318】または、農菜土ホームページで申込。 

・料  金:入場料:１組５名まで１,０００円 

      体験料:１本３００円（５本から受付） 

・持 ち 物:⾧靴、手袋、汚れてもよい服装 

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

 

お問い合わせ 
農菜土 TEL 04(7137)7318／FAX 04(7137)7318 

E-mail taiken@no-side-kashiwa.com 
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味覚狩りへようこそ!なし・ぶどうの郷へ 

／鎌ケ谷市観光農業組合加盟園〔鎌ケ谷市〕 

 

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

ご家族連れやお友達同士での行楽に大変喜ばれています。 

フルーツシティかまがやで味覚狩りを楽しんでみませんか。 

◆ ブルーベリーつみ取り 

・時 期:７月上旬～８月２０日頃（１０:００～１７:００） 

・料 金:つみ取り料金３０分 中学生以上１,２００円（３００ｇ）、小学生７００円（２００ｇ）、 

幼児（３歳～）５００円（１００ｇ） 

 

◆ 桃もぎとり 

・時 期:第１期／６月２５日（土）～7 月１７日（日）（８:３０～１６:００） 

          第２期／７月２６日（火）～（なくなり次第終了）月曜休業。 

・料 金:入園料もぎとり料金１,５００円（桃４個） 

◆ ぶどう狩り 

・時 期:８月中旬～１０月中旬頃（９:００～１７:００）  

◆ なし狩り  

・時 期:８月下旬～１０月上旬頃（９:００～１７:００） 

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

 ※ 各園によって対応が異なります 

※ 気象条件や生育状況により多少前後することがあります。 
 

・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（鎌ケ谷市農業振興課内） 

TEL 047(445)1141(内線 545)／FAX 047(445)2078 
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成田うなぎ祭り 

／成田山表参道～印旛沼周辺地域および市内外各所〔成田市〕 

 

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

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

が「うなぎの街」と呼ばれる所以です。 

７月中旬から８月下旬までの「成田うなぎ祭り」では、飲食店やみやげ物店、宿泊施設など例年１００以上の店舗が参

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

皆さんもぜひこの機会に、表参道の街歩き・お店めぐりをお楽しみください。 

※ イベントの日程については施設 HP にてご確認ください。 

※ 状況により内容が変更となる場合があります。 
 

・期  間:７月中旬～８月下旬 

・場  所:成田山表参道～印旛沼周辺地域及び市内外各所 

・交  通:【電車】JR 成田線成田駅または、京成線京成成田駅下車 

 

お問い合わせ （一社）成田市観光協会 TEL 0476(22)2102 
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ゆめぼくひまわりタウン／成田ゆめ牧場〔成田市〕 

 

今年のひまわり畑は「街」をテーマに初開催。いつもの迷路とは違った楽しみ方ができちゃうかも。 

背が高く迫力のあるハイブリッドサンフラワーによる「Tall ひまわり畑」と、背が低く可愛らしい花をつけるサンフィニティによる 

「Short ひまわり畑」２種類のひまわりが登場。期間中それぞれ会場を変えながら順次オープンします。 

 

● Tall ひまわり畑 

  今年は計５会場、期間総数１０万本のひまわりが咲き誇ります。  

  背の高いひまわりと背比べショットはいかがですか。 

  ”映え”間違いなしのフォトスポットも登場予定です。 

   ・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 

 

● Short ひまわり畑   

背が低いので、小さなお子様やわんちゃんの写真撮影にぴったり。 

期間中、２つの会場が登場します。 

 

・期 間:７月下旬～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 

 

 

 

・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、シニア（６５歳以上）１，２５０円   

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

【車】圏央道下総 IC から約２分 

・U R L: https://www.yumeokujo.com/ 

 

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

● プラネタリウム投映 （約４５分間） 

土、日曜、日曜以外の祝日、夏休み投映（７月２１日（木）～８月３１日（水））中の水～日曜日 

１１:３０～ ロイ君アワー「ぼくたち惑星 8 きょうだい」  

太陽系の惑星たちについて、太陽先生の授業で、楽しく学びましょう。星座解説もあります。 

１５:００～ アストロアワー「ヘルクレス座物語」  

１２の冒険を成し遂げた、ギリシャ神話一の勇者ヘルクレス。その波乱の生涯をたどります。夏の星座解説もあります。 

料金:大人３５０円、子ども１６０円 

● プラチナアワー（約４５分間） 

  懐かしい音楽と共に、きらりと光る天文のお話しと星空を楽しむ大人向けの投映です。 

  今回のお話は「知っていると差がつく天文用語」です。 

日時:７月７日（木） １１:００～、９日（土） １３:３０～ 

料金:大人３５０円 

● どなたでも学習投影（約６０分間）  

小・中学校の理科で習う天文・宇宙の内容についての投映です。今回は小学校４年生で学習する「夏の星の明るさと色 

星の位置変化」です。星座の紹介もあります。大人の方もどうぞ。 

日時:７月２３日（土） １３:３０～  

料金:大人３５０円、子ども１６０円 

● 特別展 「はやぶさ 2」のお土産 リュウグウのサンプル（レプリカ）はこれだ! 

 小惑星探査機「はやぶさ 2」が、５２億 km の距離を旅してもたらした小惑星リュウグウのサンプル（レプリカ）を展示しま

す。小さな石粒から、太陽系の謎に迫り科学や技術を追求する楽しみを実感しましょう。 

 期間:７月 1 日（金）～８月２８日（日） 

 場所:白井市郷土資料館 （文化センター図書館棟３階 入館無料） 

【プラネタリウムの観覧券は、各回とも投映開始３０分前から文化センター図書館棟３階窓口で発売します】 
 

・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。 

 

お問い合わせ 白井市文化センター・プラネタリウム TEL 047(492)1125 
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はす祭り／水郷佐原あやめパーク〔香取市〕 

              

約３００品種の花ハスを栽培し、品種数では日本一の規模を誇ります。２,０００年前の種から発芽した大賀ハスや花

弁の数が１,０００枚以上ある千弁蓮など非常に珍しい花を見ることができます。 

日本一のハスをぜひご覧ください。 
 

・期    間:７月２日（土）～８月１４日（日） ※ 期間中は無休 

・時  間:８:００～１６:３０  

・場    所:水郷佐原あやめパーク／香取市扇島１８３７―２ 

・入 園 料:大人（１５歳～６５歳未満）６００円、６５歳以上５００円、小中学生３００円 

・交    通:【車】東関東自動車道佐原香取 IC から３０分又は大栄 IC から３０分 

圏央道神崎 IC から２５分  

無料駐車場５００台、大型バス３０台 

・U R L:https://ayamepark.jp/ 

 

お問い合わせ 
水郷佐原あやめパーク TEL 0478(56)0411 

香取市商工観光課 TEL 0478(50)1212 
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山武市サマーカーニバル／蓮沼海浜公園展望塔前広場〔山武市〕 

 

蓮沼海浜公園展望塔前広場で例年開催されているカーニバルですが、台風や新型コロナウイルス感染症の影響により５

年ぶりの開催になります。今年度は、新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策を十分に実施したうえで開催します。 

ステージパフォーマンスや様々な出店により会場はにぎわい、イベントのフィナーレには、海岸から打ち上げられる花火が夜空

を彩ります。 
 

・日    時:７月３０日（土） １５:００～ 

      ※ 打上花火は１９:３０～  

※ 当日の状況により打上時間が変更になる場合があります。 

・場  所:蓮沼海浜公園展望塔前広場／山武市蓮沼曙 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 総武本線横芝駅から千葉交通蓮沼循環バス南浜海岸下車徒歩５分 

・U R L:https://www.city.sammu.lg.jp/page/dir004397.html 

      ※ 順次イベント情報を更新していきます。 

 

お問い合わせ 
山武市サマーカーニバル実行委員会事務局（山武市商工観光課内） 

TEL 0475(80)1202 
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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    日:7 月２日（土）・３日（日）・９日（土）・１０日（日）・１６日（土）・１７日（日）、 

7 月１８日（月・祝）～８月１４日（日）は毎日 

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

る場合がございます。 

昆虫の発生状況により、８月１４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:午前の部／９:００～１２:００（１１:３０最終受付） 

      午後の部／１３:００～１６:００（１５:３０最終受付） 

・場  所:⾧柄町都市農村交流センター／⾧生郡⾧柄町山之郷７０－１５ 

・料  金:２００円（３歳以上） ※ カブトムシの持ち帰りは別料金 

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

自然休暇村下車 

JR 外房線茂原駅南口からロングウッドステーション行き（約３０分）        

自然休暇村下車 

【車】京葉道路蘇我 IC から国道１４号（茂原街道）経由で約３０分 

   圏央道茂原⾧柄スマート IC から国道１４号（茂原街道）経由で約１０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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南九十九里はまぐり祭り／一宮海水浴場〔一宮町〕 

一宮海水浴場の海開きに合わせて開催されます。九十九里地域の名産「九十九里地はまぐり」が堪能できるイベントです。 

暑い夏空の下で新鮮な焼きはまぐりを味わってください。 
 

・期    日:７月２３日（土）  

・場  所:一宮海水浴場／⾧生郡一宮町一宮１０２３０付近 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 外房線上総一ノ宮駅下車徒歩約３０分 

【車】九十九里有料道路白子料金所から車で約１０分 

・U R L:https://ichinomiya.org 

 

お問い合わせ 
一宮町観光協会 TEL 0475(42)1425／FAX 0475(40)1075 

E-mail shokan@town.ichinomiya.chiba.jp 

 

  



18 

 

 
観光地曳網／新浜海岸〔一宮町〕 

 

九十九里地域ならではの伝統漁「地曳網」を体験しよう。とれた魚は持ち帰れます。 
 

・日    時:７月３１日（日）、８月７日（日）・１３日（土） １０:００～ 

・場  所:新浜海岸／⾧生郡一宮町一宮地先 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 外房線上総一ノ宮駅下車徒歩約３０分 

【車】九十九里有料道路白子料金所から車で約１０分 

・U R L:https://ichinomiya.org 

 

お問い合わせ 
一宮町観光協会 TEL 0475(42)1425／FAX 0475(40)1075 

E-mail shokan@town.ichinomiya.chiba.jp 
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陶風鈴展／海の駅九十九里〔九十九里町〕 

 

海をイメージした貝殻模様の陶風鈴は一つ一つ手作りで焼き上げた作品で、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る「陶風鈴」を約２００個、展示販売いたします。 
 

・期    間:６月１８日（土）～８月下旬 

・場  所:海の駅九十九里／九十九里町小関２３４７―９８ 

・料  金:展示作品見学は無料、１点２,０００円で販売 

・交  通:【電車】JR 東金線東金駅から本須賀行きバス海の駅九十九里下車 

【車】東金九十九里有料道路九十九里 IC から車で８分 

・U R L:https://uminoeki99.com 

 

お問い合わせ 
海の駅九十九里 TEL 0475(76)1734／FAX 0475(76)4141 

E-mail uminoeki_info@welcomechiba.jp 
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ハワイアン風サマーブッフェ・サーフ＆ターフ ガーデンＢＢＱ 

／国民宿舎サンライズ九十九里（九十九里町） 

今年の夏のサンライズ九十九里は、「ハワイアン」がテーマ。千葉県食材なかでも房総地域の食材にこだわっただけでなく、彩

りも豊かな「ハワイアン風サマーブッフェプラン」に加え、夏の九十九里を贅沢に味わう大人の会席コース「彩り会席プラン」をご用

意いたしました。 

 更に夏休み限定、潮風と楽しむ本格バーベキュー「サーフ＆ターフＢＢＱプラン」で、海風を感じながら外で楽しくお食事はい

かがでしょうか。今年の夏も是非、サンライズ九十九里へお越しください。 

※ 左はハワイアン風サマーブッフェ、右はサーフ＆ターフ ガーデン BBQ（食材見本）です。 
 

・期  間:７月２３日（土）～８月２２日（月） 

・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:① 彩り会席コース:\１８,１５０～（１泊２食付き） 

      ② ハワイアン風サマーブッフェコース:\１６,５００～（１泊２食付き） 

      ③ SURF & TURF ガーデン BBQ プラン:\１６,５００～（１泊２食付き） 

※ 消費税込み、２名様以上でのご案内表記になります 

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

・交  通:【電車】JR 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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たてやま海まちフェスタ 

／“渚の駅”たてやま、館山港（館山夕日桟橋、耐震岸壁）〔館山市〕 

 

館山湾は、波が穏やかで鏡のような水面であることから、別名「鏡ケ浦」とも呼ばれています。 

たてやま海まちフェスタとは、そんな美しい館山湾を活用した「海辺のまちづくり」事業の一環として、市民や観光客の皆様が

海や船に親しむ機会を創出することを目的としたイベントです。 

毎年多くの団体にご協力いただき、普段なかなか見ることのできない官公庁の船舶の見学会や、マリンスポーツ体験、ダンス

ステージや写真展示など、様々なアトラクションを行っております。 

また、海上自衛隊館山航空基地にて、「ヘリコプターフェスティバル」が同日開催されます。 

海の見えるまち館山で、素敵な夏の思い出を作りませんか? 
 

・日    時:７月１８日（月・祝） １０:００～１５:００ (交通関係９:００～１６:００) 

・場  所:“渚の駅”たてやま、館山港（館山夕日桟橋、耐震岸壁） 

・料  金:無料（乗船体験等、一部のアトラクションは保険料として一人当たり日額２００円、館山海中観 

光船は別途料金がかかります） 

・交  通:【電車】JR 内房線館山駅西口からシャトルバスを運行予定 

【車】東京湾アクアライン海ほたる PA から“渚の駅”たてやままで６０分 

・U R L:https://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page100481.html 

 

お問い合わせ 
たてやま海まちフェスタ実行委員会事務局 TEL 0470(22)3606／FAX0470(24)2404 

E-mail minato@city.tateyama.chiba.jp  
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「桃色吐息」観賞&ブルーベリー摘み／マザー牧場〔富津市〕 

 

７月から９月にかけては、ペチュニアを品種改良した「桃色吐息」（約２０,０００株）の広大な花畑が、花の谷の山肌を

鮮やかなピンク色に染めます。また、７月下旬から８月下旬には、ブルーベリー摘みもお楽しみいただけます。燦々とふりそそぐ

日差しを浴びて紺色に色づいた実を摘み取ってください。触っただけで落ちるような、なるべく黒くて大きな実が美味しいです。 

体験料:1 人５００円 ※ ４歳以上は体験料が必要です。 

果実代:１００ｇ当たり３００円（量り売り） 

※ 熟した実が無くなり次第、終了となります。 

※ 桃色吐息は、花の性質上、夜間や雨の日は花が痛むのを防ぐため、自ら花びらを閉じて身を守ります。 

観賞は晴れが続いた日がおすすめです。最新の開花状況は公式ＨＰをご確認ください。 
 

・期  間:７月～９月 

・場   所：マザー牧場／富津市田倉９４０－３ 

・営業時間:２月～１１月／平日９:３０～１６:３０ 

土日祝（夏休み）９:００～１７:００ 

・料  金:大人（中学生以上）１,５００円、小人（４歳～小学生）８００円、3 歳以下無料  

同伴犬７００円（入場の際はご利用規約へのご署名が必要となります） 

・駐車料金:乗用車１日１,０００円 

・交  通:【電車】JR 内房線君津駅南口から日東交通バス約３５分 

【車】君津 PA スマート IC（ETC 車限定）から約８㎞  

・U R L:https://www.motherfarm.co.jp 

 

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

〔袖ケ浦市〕 

 

生産者などによる PR 販売・野菜の詰め放題などがあります。 

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

・日  時:７月１６日（土） ９:００～１５:００ 

・場  所:袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」／袖ケ浦市飯富１６３５－１ 

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

袖ケ浦公園下車徒歩１分 

 

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

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

 

【南房総】 

１ 館山観光まつり館山湾花火大会（館山市）  

□ 期 日:８月８日（月） １９:３０～２０:００ ※荒天の場合は９日（火）又は 

１０日（水） 

□ 会 場:北条海岸周辺 

□ 交 通:【電車】JR 内房線館山駅西口下車徒歩約３分 ※ 公共交通機関を推奨 

□ 問合せ先:TEL 04(7022)8330  館山観光まつり実行委員会（館山商工会議所内） 

 

２ 鴨川市納涼花火鴨川大会（鴨川市）  

□ 日 時:７月２９日（金） １９:３０～２０:００ ※荒天時３０日（土）、３１日（日）に順延 

□ 会 場:前原・横渚海岸  

□ 打上数:５００発 

□ 交 通:【電車】JR 外房線安房鴨川駅下車徒歩５分 

□ 問合せ先:TEL 04(7092)0086  （一社）鴨川市観光協会 

※市民向けの開催。専用駐車場の用意なし。 

 

３ 連夜の花火 in 天津小湊２０２２（鴨川市） 

 □ 日時:８月１日（月）～２０日（土）※荒天延期の場合２１日（日）以降 

に延期日数分順延  

 □ 時間:２０:００～２０:１０ 

 □ 会場: 小湊漁港 

 □ 打上数:約１００発（毎日） 

 □ 交通:【電車】JR 外房線天津小湊駅下車徒歩 3 分 

□ 駐車場:JR 外房線安房小湊駅近く市営駐車場あり（無料） 

□ 問合せ先:TEL04(7095)2218 鴨川市観光協会天津小湊支部 
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【かずさ・臨海】 

４ マザー牧場「打ち上げ花火」（富津市） 

□ 日 時:７月３１日（日）、８月６日（土）・７日（日）・ 

１１日（木・祝）～１５日（月）・２０日（土）・２１日    

（日）・２７日（土）・２８日（日） 

１９:３０～（約１５分・予定）計１２日 

※日時は変更になる場合がございます。 

□ 会 場:マザー牧場／富津市田倉９４０－３ 

□ 打上数:各日約５００発 ※天候により中止になる場合があります。 

□ 交 通:【電車】JR 内房線君津駅南口から日東交通マザー牧場直通路線  

バスで約３５分 

【車】館山自動車道木更津南 IC から車で約３０分 

館山自動車道君津 PA スマート IC（ETC 車限定） から車で約１５分 

□ 問合先:TEL 0439(37)3211 マザー牧場 

□ ＵＲＬ:http://www.motherfarm.co.jp  

※営業情報は、公式ホームページをご確認ください。 
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レジャープール 

天候により休園になる場合があります。あらかじめご確認ください。 
 

【九十九里】 

1 蓮沼ウォーターガーデン／山武市 

約 6 万㎡の広さに「水の一生」をコンセプトとした大小様々な１９

種類のプールがある県内最大級のウォーターパークです。大人気スラ

イダー「スプラッシュシェイカー」など、迫力満点な体験で今年の夏

を満喫しよう! 

※昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大予防対策に取り組ん

でいます。詳しくは、ホームページをご確認ください。 

□ 期 間:７月９日（土）～９月１９日（月・祝） 

□ 休園日:7 月１１日～１５日・１９日～２２日、９月平日 

□ 時 間:９:００～１７:００（最終入園１６:００） 

 □ 利用料:大人１，９００円、高校生１,１００円、中学生４５０円、小学生４００円、幼児２００円 

       ※アトラクションは別途料金がかかります 

□ 場 所:山武市蓮沼ホ３６８－１ 

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

場前下車又は JR 総武本線松尾駅から山武市基幹バス蓮沼海浜公園下車 

 □ 問合先:TEL 0475(86)3171 千葉県レクリエーション都市開発（株） 
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花情報（ヒマワリ） 

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

あらかじめご確認のうえ、お出かけください。 
 

【北 総】 

１ 成田ゆめ牧場（成田市） 

今年のひまわり畑は「街」をテーマに初開催します。 

背が高く迫力のあるハイブリッドサンフラワーによる「Tall ひ

まわり畑」と背が低く可愛らしい花をつけるサンフィニティによ

る「Short ひまわり畑」2 種類のひまわりが登場。 

期間総数約１０万本のひまわりが咲き誇ります。 

フォトスポットのひまわり駅や”映え”アイテムを販売するひま

わり売店も登場予定です。その他、ひまわりにちなんだイベントもお楽しみに。 

※ 荒天中止 ※ 時期により開催場所が異なります。 

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

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

short ひまわり畑 ７月下旬～８月下旬 営業時間中  

□ 場 所:成田ゆめ牧場／成田市名木７３０－３ 

□ 料 金:Tall ひまわり畑／３５０円（牧場入場料別途） 

      short ひまわり畑／無料（牧場入場料別途） 

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

【車】圏央道下総 IC から約２分  

□ 問合先:TEL 0476(96)1001 成田ゆめ牧場 

□ ＵＲＬ:https://www.yumebokujo.com/ 

 

２ 風車のひまわりガーデン（佐倉市） 

オランダ風車と夏の青空を背景に、約１万５千本のひまわり畑 

が広がります。期間中は、観光船の運航（土・日・祝）やキッチン

カーなどが出店予定です。 

□ 見 頃:７月中旬 

□ 期 間:7 月９日（土）～３１日（日） 

□ 場 所:佐倉ふるさと広場／佐倉市臼井田２７１４ 

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

京成臼井駅下車徒歩３０分又は京成佐倉駅下車徒歩４０分 

□ 問合先:TEL 043(486)6000 （公社）佐倉市観光協会  

□ U R L:http://www.city.sakura.lg.jp/0000008953.html 
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千葉県立館山野鳥の森〔館山市〕 

● 夏の涼を演出!竹灯籠イルミネーションを作ろう  

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

します。 

材料（竹）、電飾セット、道具（電気ドリル）などはすべて用意します。 

また、講師が道具の使い方など丁寧に説明しながら制作しますので、お子様や初

心者の方でも安心してご参加いただけます。 

作った「竹灯籠」をお持ち帰りいただき、ご自宅で竹の香りと幻想的な優しい灯り

で夏の涼を感じてみませんか。 

 

・日 時:７月９日（土） １０:００～１２:００   

・定 員:先着１０名（小学生以下は保護者同伴） 

・料 金:１,０００円（税込） 

※電球セットは参加費に含まれています。 

・申込み:７月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 

・服 装:汚れてもよい作業しやすい服装 
 

 

● ガラスタイルを使ってオリジナル LED ランプを作ろう 

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

て、LED ランプを作ります。 

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

を作りましょう。 

涼しげなガラスのランプで、この夏、癒されてみませんか。 

お子様の夏休みの工作体験としてもおすすめです! 

 

・日 時:７月２３日（土） １０:００～１２:００   

・定 員:先着１５名（小学生以下は保護者同伴） 

・料 金:１,８００円（税込） 

・申込み:７月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 

・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:【電車】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〕 

 

● アジサイハイキング 

県民の森から林道奥谷方線を麻綿原へ。往路は太平洋をのんびりと望み、たくさんのアジサイに囲まれ、県民の森までの約

１０ｋｍにおよぶハイキングコースです。アジサイに囲まれながらお弁当をお楽しみいただけます。 

※ こちらのハイキングルートはやや健脚向きになっております。 
 

・日  時:７月１４日（木） １０:００～１５:００ 

・場  所:内浦山県民の森／鴨川市内浦３２２８ 

・料  金:１，４００円（消費税込み）       

・交  通:【電車】国道１２８号線を県道２８５号線経由で約４.５km 

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

 

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

 

● 森と海のランプシェード作り 

 染色した葉っぱやガラスタイル、貝殻やシーグラスなど様々なものを使ってランプシェードを作ります。光源は LED（ボタン電

池使用）、ランプの本体になる容器は体験者がご持参ください。クラフト台を台座として使用しますので、ご持参する容器は１

０ｃｍ以内の外径でお願いいたします。興味のある方はぜひお越しください。 
 

・場  所:清和県民の森 木のふるさと館／君津市豊英６６０ 

・定  員:１０人（体験者） 

・受  付:７月６日（水）までに電話で申込み  

・持 ち 物:ランプシェードの本体になる容器（ジャムの瓶などのガラス容器、コンビニデザート容器、ペッ 

トボトル、プリンの容器などできるだけ凹凸のない透明なもの）をご持参ください。 

・料  金:８００円 

・交  通:【電車】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出口から左折し県道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 

 

  



31 

 

 
千葉県立美術館〔千葉市〕 

 

◎ 第三期コレクション展 

 

● 美術と文学 －想を得る楽しさ－ 

文学からイマジネーションを得て制作された絵画･版画･彫刻･工芸･書･雑誌などを紹介しま

す。                                        

 

 

                                                             池田満寿夫 

版画集トラベラーズ･ジョイ２から（くずれた土） 

                                        

● カラフル! 

色彩には心を明るくしたり、穏やかにしたりするさまざまな力があります。芸術家たちが心打たれ

た目の前の現実の色を写したり、心象を投影して彩ったりしながら、色彩の力を信じて結実させ

た多彩な作品を御鑑賞ください。                               

                                                                         

     

ロッカクアヤコ（Untitled） 

                                                                 

 

● 名品３ －クールベの嵐－ 

 本展では、特別にふくやま美術館、山梨県立美術館から借用したクールベの作品を当館所

蔵の「嵐」と共に展示します。また、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、ミレーなど特に鑑賞の要望の高い作品を厳選して紹介します。 

クールベ（波）ふくやま美術館蔵 
 

・期  間:７月２７日（水）～９月１９日（月・祝） 

・開館時間:９:００～１６:３０ 

・休 館 日:月曜日（ただし月曜日が祝日の場合は翌日休館） 

・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 京葉線又は千葉都市モノレール千葉みなと駅徒歩約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４年度特別展「鯨」 

 中央博物館の令和４年度特別展のテーマは「鯨」です。鴨川シーワールドで飼育されていたシャチの複製と骨格、珍獣イッ

カクの骨格、世界の鯨類約９０種の模型など、様々な「鯨」が集結し進化の歴史や生態を紹介します。また、縄文時代まで

遡ることができる千葉と鯨の深いかかわりにも迫ります。海の王者「鯨」の魅力と千葉の豊かな海を感じてください。 

・期  間:７月１６日（土）～９月２５日（日）  

 

○ 関連行事 

（１）講演会 「５０００万年地球の旅 クジラの進化と適応戦略」７月１８日（月・祝） １３:００～１５:００ 

（２）観察会「ホエールウォッチング」 ７月２４日（日） １０:００～１３:００（館外イベント） 

（３）体験イベント「博物館フィギュアをつくろう」 ７月３１日（日） １０:３０～、１１:３０～、１３:３０～、 

１４:３０～、１５:３０～ 

（４）観察会 「ホゲール（捕鯨の町）ウォッチング」 ８月６日（土） １１:００～１３:００ （館外イベント） 

（５）ミュージアム・トーク（学芸員による展示解説）７月３０日（土） １１:００～、１４:３０～ 

（６）「千葉くじら巡り」電子スタンプラリー ７月１６日（土）～９月２５日（日） 

※ イベントの詳細については H P にてご確認ください。 

 

● 生態園トピックス展 第１１回生態園ギャラリー 

 

 

 

 

 

 

 

過去の生態園ギャラリー展示の様子                作品例 

来園者から生態園内で撮影した写真と五七五調の説明文の作品を募集して、オリエンテーションハウスと園路に展示します。

来場者の皆さんによる投票で優秀作品を選びます。 

・展示期間:７月５日（火）～９月４日（日） 

・会場:千葉県立中央博物館生態園 オリエンテーションハウス 

・募集する作品:６月１８日（土）から７月１７日（日）に生態園で撮影した写真と五七五調の説明文 
・撮影会:６月１９日（日）、7 月 3 日（日）・１７日（日） 

      ※ 閉園日を除き、これら以外の日でも撮影できます。 
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・作品応募締切:７月１８日（月・祝） 

・来園者による投票:７月２３日（土）～９月 4 日（日）※ 月曜・休園日を除く 
 

・期  間:７月１６日（土）～９月２５日（日）      

・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:９:００～１６:３０（入館は１６:００まで）  

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日・振替休日に当たるときは、その翌日） 

・料  金:特別展期間入館料 一般８００円、高校・大学生４００円 

※ 期間外博物館入場料は、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:【電車】ＪＲ千葉駅東口の７番乗り場から京成バス千葉大学病院又は南矢作行きの約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約１５分  

ＪＲ蘇我駅東口の２番乗り場から小湊鐵道バス又は千葉中央バス大学病院行き約１５分 

いずれの場合も中央博物館バス停下車徒歩約７分又は京成千葉寺駅下車徒歩約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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千葉市立加曽利貝塚博物館〔千葉市〕 

 

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

 

● 夏休み子ども向け展示 「調べて発見!わたしのまちの縄文時代２０２２」 

加曽利貝塚博物館内で、夏休み子ども向け展示「調べて発見!わたしのまちの縄文時代２０２２」を開催します。 

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

・期    間:７月１６日（土）～９月４日（日）  

・場  所:千葉市立加曽利貝塚博物館／千葉市若葉区桜木８－３３－１ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】千葉都市モノレール桜木駅下車徒歩約１５分 

京成バス「桜木町」下車徒歩約１５分 

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

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

 

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

E-mail kasori.jomon@city.chiba.lg.jp 
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八千代市立郷土博物館〔八千代市〕 

● ミニ展示「八千代市の動物」 

八千代市内や市の近くに昔から住んでいた動物が人や自然とどう関わって生きてきたか、その歴史をたどっていきます。 

また、現在の動物が住んでいる八千代市の自然環境についてもいろいろな資料を紹介します。 
 

・期 間:７月２３日（土）～９月２５日（日） 

・場 所:八千代市立郷土博物館／八千代市村上１１７０―２ 

・開館時間:９:００～１６:３０ 

・休館日:月曜日（月曜日が国民の祝日、休日の場合は翌日） 

・料 金:無料 

・交 通:【電車】東葉高速鉄道村上駅下車徒歩１０分 

         京成電鉄勝田台駅南口から東洋バス米本団地行き郷土博物館入口下車徒歩２分（約１５分

に１本の運行）。 

          東葉高速鉄道八千代中央駅から東洋バス米本団地行き郷土博物館下車徒歩１分（運転本数

が少ないので時刻表をご確認のうえご利用ください）。 

     【車】東関東自動車道千葉北 IC から約７ｋｍ（無料駐車場１９台分有り） 

・U R L:https://www.city.yachiyo.chiba.jp/600508/index.html 

 

お問い合わせ 
八千代市立郷土博物館 TEL 047(484)9011／FAX 047(482)9041 

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

                         体験教室「河川敷のいきものさがし（小学生向け）」 

 

● 体験教室「河川敷のいきものさがし（小学生向け）」 

当館調査協力員の自然科学系ライター「わぴちゃん」こと岩槻秀明氏の解説を聞きながら、河川敷で色々ないきものを採

集・スケッチして、そのいきものについて学びます。夏休みの自由研究に最適です。 

・日   時:７月３１日（日） ９:３０～１２:００ 

・開催場所:県立関宿城博物館集会室、利根川・江戸川の河川敷   

・持 ち 物 :動きやすい服装（サンダル不可）、帽子、水分補給ができるもの、虫かごや虫捕り網、虫除けスプレー、スケッ

チ用の筆記用具や色鉛筆を持ってきても良いです。※ 河川敷ですので、⾧ズボンをおすすめします。 

・定   員:２０名 

・料   金:５０円 

・申   込:６月３０日（木） ９:００～電話で予約受付  
 

・場   所:県立関宿城博物館／野田市関宿三軒家１４３－４ 

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館） 

・入 場 料: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:【電車】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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航空科学博物館〔芝山町〕 

 

● 企画展示「JAL リニア計画～HSST～」 

 過去に日本航空（ＪＡＬ）がリニアモーターカーを開発していた時期があります。しかし、２０

００年には事業から完全撤退しており、実現しなかった夢の乗り物に光を当てる企画展示を開

催します。当時の技術紹介や取り巻く環境について、解説パネルや立体展示物を用いてわかりや

すく解説いたします。 

・期  間:7 月１日（金）～８月２８日（日） 

・場  所:航空科学博物館 体験館ホール 

・料  金:大人７００円、中高生３００円、こども（4 歳以上）２００円 

（入館料）のみ 

 

● 航空無線通信士受験者のための「無線工学」攻略セミナー 

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

と対策を熟知し定評のある講師から、基礎からわかりやすく解説いたします。 

・日  時:７月１７日（日） １０:３０～１６:３０ 

・場  所:航空科学博物館 多目的ホール 

・定  員:２０名 

・申込方法:７月１日（金）よりお電話にて受付を行います 

・料  金:大人７００円、中高生３００円、こども（4 歳以上）２００円（入館料） 

      +３,０００円（参加料金、税込） 

 

● やさしい航空のはなし「グランドスタッフのおはなし」（JAL） 

 空港内で幅広い旅客サービスを行っているグランドスタッフの方から「チェックインから搭乗まで」の様々な業務についてご講演

いただきます。 

・日  時:７月２４日（日） １３:００～ 

・場  所:航空科学博物館 体験館ホール 

・定  員:８０名 

・料  金: 大人７００円、中高生３００円、こども（4 歳以上）２００円 

（入館料）のみ 
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● 【募集】２０２２年度こうくうキッズアート 

自由絵画部門２０２１年度館⾧賞  カラーリング部門 YS―１１線画 

  

みなさんの思い描くひこうきの絵を描いて、博物館に展示しよう。今年は、自由絵画とカラーリングの２部門です。幼児から小

学生の方を対象に、オリジナル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（金）～９月３０日（金） 

・場  所:航空科学博物館／山武郡芝山町岩山１１１－３ 

・募集内容:① 自由絵画部門 テーマ「未来の空で飛ぶひこうき」 

       未来にあるかもしれない飛行機や夢の中で乗った航空機など、あなただけのオリジナルひこ 

うきを描いてみませんか?（用紙:八つ切りサイズ・ケント紙） 

        ② カラーリング部門 

初飛行から今年で６０周年を迎える、国産旅客機 YS―１１に色を塗ってみよう。 

線画は当館の公式 HP に掲載予定です。あなただけのオリジナル YS―１１をお待ちしており

ます。(用紙:A４サイズ・コピー用紙または、ケント紙) 

・参加対象:幼児～小学生まで  

・展示場所:航空科学博物館「体験館」（予定） 

・展示期間:１１月１日（火）～３０日（水） 

・応募方法:募集期間内に応募用紙に必要事項をご記入いただき、作品と一緒に博物館へお持ち込みください。 

応募用紙は 7 月１日（金）から当館受付にて配布、HP からも印刷していただけます。また、郵送 

で博物館にお申込みいただく場合は９月３０日（金）必着でお願いいたします（送料はお客様 

ご負担となります）。 

・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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城西国際大学水田美術館〔東金市〕 

 

《スワン型そりに乗る女性と天使センターピース》1947～52 年   《アメリカンチルドレン お絵描き》1947～52 年 

 

● MADE IN OCCUPIED JAPAN ① アメリカに渡った陶製人形 

戦後の占領下で、「OCCUPIED JAPAN」と刻印された陶磁器やおもちゃなどがアメリカ向けに製造・輸出されました。 

２０１９年に個人コレクターから本学へご寄贈いただいた OJ コレクションを紹介するシリーズの第 1 弾として、陶製人形を

展示します。 

 

〈関連イベント〉 

スライドトーク（学芸員による作品解説） 

・日   時:７月９日（土） １４:００～１４:３０ 

・場   所:図書館 1 階オリエンテーションルーム 

・料   金:無料 

 
 

・期   間:７月５日（火）～３０日（土）  

・時    間:１０:００～１６:００ 

・休 館 日:日曜日・月曜日 

・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 東金線求名駅下車徒歩１０分 

      【車】千葉東金道路東金 IC から約２０分 

・U R L:https://www.jiu.ac.jp/museum/ 

※ 新型コロナウィルスの感染状況により、会期やイベントを変更する場合があります。 

 

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〕 

 

● 令和４年度収蔵資料展「九十九里浜の海の生きもの」 

九十九里浜に住む海の生きものに焦点を当て、砂浜や海岸にはどのような種類が住んでいるのか、砂浜の環境で生きてい

くために生きものたちはどのような生活をしているのかなどを紹介します。 

・期間:７月１６日（土）～9 月 4 日（日） 

 

 

 

 

● 観察会  

  海の博物館周辺の自然の中で、研究員の解説を聞きながら、生きものをじっくりと観察する行事です。 

  ・定員:１５名 

・参加費:保険料５０円 

   

「親子で磯の魚を探そう」 

磯の潮だまりで見られる魚を捕まえて、その特徴や生態を紹介します。 

  ・日時:７月２９日（金） １０:００～１２:００ 

  ・対象:小学生と保護者 

● 海の生きもの観察ツアー  

  研究員といっしょに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。 

  磯観察初心者向けのミニ観察会です。（定員:各回 15 名 参加費:保険料 50 円） 

  ・日時:①７月３日（日） １３:００～１４:００ 

       ②７月１６日（土） １２:００～１３:００ 

       ③７月１７日（日） １３:００～１４:００ 

       ④７月３１日（日） １１:３０～１２:３０ 

       ⑤８月１０日（水） ９:３０～１０:３０ 

       ⑥８月２７日（土） １０:３０～１１:３０ 

注意事項（「観察会」・「海の生きもの観察ツアー」共通） 

※ 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。ビーチサンダルなどは岩場

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又は日程が変更となる場合があります。 

● みんなで工作 海の生きもの  

  海の生きものにちなんだ簡単な工作を行います。 

  ・対象:5 才以上（小学生以下は保護者同伴） 

  ・時間:休館日を除く各日①１０:４５～１１:４５、 ②１３:３０～１４:３０の 2 回 

・定員:各回１６名 

・材料費:５０円 

   

「海でみつけた材料でオリジナルオブジェを作ろう」 

海でみつけた材料でオリジナルフォトフレームを作ります。 

・期日:７月２４日（日）、８月７日（日） 

貝の写真 
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「海藻おしばを作ろう」 

色とりどりの海藻を使って海藻おしばを作ります。 

・期日:８月２１日（日） 

申込方法（展示を除く全行事共通） 

  ・申込方法:一つの行事ごとに、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 希望の行事名と日時 

 
 

・場  所:千葉県立中央博物館分館 海の博物館／勝浦市吉尾１２３ 

・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・振替休日に当たるときは、その翌日）  

・料  金:博物館入場料 一般２００円、高校・大学生１００円 

中学生以下および満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】JR 外房線鵜原駅下車徒歩１５分又は勝浦駅からタクシー１０分 

     JR 外房線勝浦駅から小湊鐵道バス勝浦市役所～勝浦駅～ミレーニア勝浦線 

海中公園・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.jp/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 

 

 


