
 

 

 

 

 

 

 

【発表：2022.07.19】 

(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 ずーろじラボ オンライン／千葉市動物公園 8/6・13 千葉市 P1 

2 8 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園 8/1～31 船橋市 P2 

3 8 月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館 7/21～8/31 船橋市 P3 

4 マジックショー／ふなばしメグスパ 8/21 船橋市 P4 

5 第 31 回 四街道ふるさとまつり／四街道市中央公園 8/20 四街道市 P5 

6 サマーウィーク／あけぼの山農業公園 7/16～8/31 柏市 P6 

7 旬の野菜の収穫体験／農菜土 9/18 柏市 P7 

8 篠龍田の三匹獅子舞／西光院 8/16 柏市 P8 

9 成田山みたま祭り盆踊り大会／成田山弘恵会田町駐車場 8/23・24 成田市 P9 

10 滑河観音 四万八千日／龍正院 8/9 成田市 P9 

11 第 41 回ひびき連合会大盆踊り大会／イオンモール銚子海側駐車場 8/19・20 銚子市 P10 

12 落花生掘り取り体験／ジージの信ちゃん農園 9/4 八街市 P11 

13 黒部川イルミネーション／黒部川 7/23～8/21 香取市 P12 

14 
第 68 回旭市七夕市民まつり 

／旭中央イベント広場、商工会館周辺商店街 他 
8/6～7 旭市 P13 

15 マリンの大抽選会／白里海水浴場 8/11 大網白里市 P14 

16 一宮川燈籠流し／新一宮大橋（かもめ橋）付近 8/16 一宮町 P15 

17 房総夏の生シェイク祭り／参加飲食店 開催中～10/31 館山市他 P16 

18 2022 年ウミホタル観察会／“渚の駅”たてやま 7/30・8/6・20・27 館山市 P17 

19 勝浦ウォーターアイランド／勝浦市中央海水浴場 7/13～8/31 勝浦市 P18 

20 灯篭流し／誕生寺・小湊漁港内 8/10 鴨川市 P19 

21 サマーナイトファーム／マザー牧場 7/31・8/6～7 他 富津市 P20 

 

1 《千葉県立清和県民の森》夏は涼しく渓流遊び 君津市 P21 



 

1 
《千葉市立郷土博物館》 

令和４年度企画展 甘藷先生の置き土産-青木昆陽と千葉のさつまいも 
千葉市 P22 

2 《千葉県立中央博物館》令和４年度特別展「鯨」関連行事 千葉市 P23～P24 

3 《千葉県立関宿城博物館》パネル展「関宿周辺 歴史探検」 他 野田市 P25 

4 《柏市郷土資料展示室》柏北部東地区の遺跡展 柏市 P26 

5 《千葉県立房総のむら》「むらの縁日・夕涼み」 栄町 P27 

6 《航空科学博物館》日大生産工学部出張授業「飛行機が飛ぶ原理で風車を回せ！」 他 芝山町 P28～29 
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ずーろじラボ オンライン／千葉市動物公園〔千葉市〕 

 

● ずーろじラボ オンライン 

夏休み中、千葉市動物公園が小学生向けのオンライン講座を行います。 

千葉市内在住の小学生であれば、だれでも受けられる楽しい動物講座です。 

「ずーろじラボ（Zoology:動物学+ laboratory:実験室）」ということで、 生物に興味を持つことのできる内容になっ

ています。 動物が好きな人、自由研究のテーマ決めに迷っている人は、是非参加してみてください。 

※ イベント詳細ページは７月中旬ごろに動物公園ＨＰに掲載しますので、そちらをご覧ください。 
 

・日    時:８月６日（土）・１３日（土） ① １１:００～１１:４５、② １３:３０～１４:１５  

・場  所:オンラインにて実施予定 

・料  金:無料 

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

 

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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８月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕 

   

● 押し花アート Ayakos Blomster 作品展「ヤータのいちごのゆめ」 

・期  間 :８月６日（土）～３１日（水） 

・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６日（土）・７日（日）・１３日（土）・ 

１４日（日）・２０日（土）・２１日（日）・ 

２７日（土）・２８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。８月３１日（水）まで、ひま

わりまつりを開催。園内が約２万株のひまわりで彩られるほか、約６００㎡のひまわりめいろがオープン。 

 ※ 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。 

 ※ 8 月の休園日 無休（8 月３１日（水）まで１７:００まで開園） 
 

・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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８月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕 

 

● 開館 5 周年記念講演会 

「君にもできる自由研究!お魚博士の研究トーク」 

テレビ東京「東京湾大調査!お魚ぜんぶ獲ってみた２」に出演し魚博

士の宮崎先生に、東京湾で出来る自由研究について聞いてみよう。 

・日時:８月１１日（木・祝） １３:００～１４:３０ 

・料金:特別展入場料  

・申込:Web フォームより要事前応募 ８月４日（木） １７:００まで 

 

● 生きもののしくみを知ろう「目指せ!顕微鏡マスター」 

顕微鏡にさわって、使い方をおぼえて、顕微鏡観察マスターになろう。 

自由研究に使えるワークシートつき。 

・日時:８月１３日（土） １３:００～１５:００  

・料金:利用料+５００円／人 

・申込:Web フォームより要事前応募 8 月 6 日（土）まで 

 

● 夏休み!自由研究質問コーナー 

 テーマは決まったけど調べ方が分からない!どう調査をまとめよう?など

自由研究についての質問を受け付けます。 

・日時:７月２１日（木）～８月３１日（水） 

   １０:００～１６:００                  

・料金:利用料のみ  

・対象:小学生以上（小学生以下保護者同伴） 
 

・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:月曜日（祝日・休日と重なった場合は次の平日、７月２０日（水）～８月３１日（水） 

は無休） 
・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） 

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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マジックショー／ふなばしメグスパ〔船橋市〕 

 

アッと驚くマジックショーで楽しいひと時をお届けします（新型コロナウィルスの感染状況により変更あり）。 
 

・日    時:８月２１日（日） １５:３０～１６:００ 

・場  所:ふなばしメグスパ／船橋市大神保町１３５６－３ 

・料  金:無料（施設使用料 一般５００円、小中学生２５０円、６５歳以上４００円） 

・交  通:【電車】北総線小室駅・新京成線三咲駅・JR 総武線船橋駅・東葉高速鉄道北習志野駅から路線バ

ス乗車  

【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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第３１回 四街道ふるさとまつり／四街道中央公園〔四街道市〕 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、１日の開催とし、例年実施していた本御輿・子ども山車などのパレードや花

火の打上げはありませんが、輪踊り・太鼓演技・よさこいそーらん・ＤＪによるミュージックタイム・千葉敬愛高校ダンス部によるダ

ンス披露など盛りだくさんの内容で実施します。 

会場内には名入り提灯やふるさとまつり彩りプロジェクトと題して募集したアート作品を飾ります。 
 

・日    時:８月２０日（土） １６:００～２０:３０ ※ 雨天時は翌日に順延 

・場  所:四街道中央公園／四街道市鹿渡無番地 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】ＪＲ総武本線四街道駅下車徒歩１５分 

・U R L:https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/miryoku/event/kanko/furusatomaturi2022.html 

 

お問い合わせ 

四街道ふるさとまつり実行委員会事務局（四街道市自治振興課内） 

TEL043(421)6106／FAX 043(424)8922 

E-mail yjshinko@city.yotsukaido.chiba.jp 
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サマーウィーク／あけぼの山農業公園〔柏市〕 

 

あけぼの山農業公園では７月１６日（土）から８月３１日（水）までサマーウィークを開催します。 

期間中、ふるさと広場には涼を感じられるグリーンカーテンとミストを設置。恒例の写真コンテストはどなたでも気軽に応募で

き、受賞者には公園から素敵なプレゼントをお贈りします。資料館１階に応募者の素敵な写真が展示されますので、ぜひ覗き

に来てください。 

また、同施設（資料館）１階の売店では期間中の土・日・祝日限定で、あけぼの山農業公園でしか食べられないオリジ

ナルスイーツを販売。入場料、駐車場料も無料です。夏休みの行き先に困ったら、あけぼの山農業公園へ遊びに来てください。 
 

・期    間:７月１６日（土）～８月３１日（水） 

・場  所:あけぼの山農業公園／柏市布施２００５－２ 

・料  金:入場料無料、一部イベントは有料 

・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（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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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、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１８日（日） ９:３０～１１:００、１１:００～１２:３０     

・場  所:鹿倉農園／柏市布瀬  

・申  込:８月１６日（火）から   

      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:小学生以上２,０００円、未就学児１,０００円、３歳以下無料 

・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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篠龍田の三匹獅子舞／西光院〔柏市〕 

 

始まりは元禄時代といわれ、８月１６日の盆の施餓⿁の日に、祖先の霊を慰め、五穀豊穣と家内安全を祈願して舞を

奉納します。篠籠田は古くから稲作が発達しており、水が極めて重要だった事から竜神信仰が生まれ、そのため篠籠田の獅子

は竜神をかたどった竜頭の獅子になっています。 

三匹の獅子はそれぞれ、「大獅子」・「中獅子」・「女獅子」となっており、違いがあります。 

大獅子（親分の獅子、まっすぐで六角の角が２本）、中獅子（若者の獅子、３色で螺旋の角が２本）女獅子（女の

獅子、角が１本、ヒゲが無い、赤い布）となっています。 
 

・期    日:８月１６日（火） 

・場  所:西光院／柏市篠籠田１２１４ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】ＪＲ常磐線・東武アーバンパークライン柏駅から西口東武バス松ヶ崎循環 

高田車庫、柏の葉公園、国立がんセンター行き三間下車徒歩５分  

 【車】柏駅から７分 

・U R L:https://kankou.kashiwa-cci.or.jp/spots/saikouin/  

 

お問い合わせ 柏市文化課 TEL 04(7191)7414／FAX 04(7190)0892 
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成田山みたま祭り盆踊り大会／成田山弘恵会田町駐車場〔成田市〕 

 

⾧い歴史のある成田山みたま祭り盆踊り大会は、市民全体の祭りとして女人講をはじめ市内の多くのご婦人が参加し、浴

衣を着た小さな子どもや外国人も踊りの輪に加わり、演奏に合わせて踊ります。 

大勢の見物人も集まって賑わいを見せ、夏の夜を楽しむことができます。 
 

・日    時:８月２３日（火）～２４日（水） １８:３０～２０:３０ 

・場  所:成田山弘恵会田町駐車場／成田市田町３３１－１ 

・交  通:京成線京成成田駅又は、JR 成田線成田駅下車徒歩１５分 

 

お問い合わせ （一社）成田市観光協会 TEL 0476(22)2102 

 

 

 

 

 

滑河観音 四万八千日／龍正院〔成田市〕 

 

龍正院の十一面観音は、延命・安産子育・災厄消除の守り本尊として親しまれており、こ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、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（火） ８:００～２０:３０頃 

・場  所:龍正院／成田市滑川１１９６ 

・交  通:【電車】JR 成田線滑河駅下車徒歩１８分 

 

お問い合わせ 龍正院（滑河観音） TEL 0476(96)0217 
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第４１回ひびき連合会大盆踊り大会 

／イオンモール銚子海側駐車場〔銚子市〕 

 

銚子市に伝わる郷土民謡、銚子正調大漁節や、祭ばやし（跳込太鼓）の継承を行なっている１３の会からなるお囃子

集団が出演します。※ 雨天時は「鮮の市」前広場において鳴り物の演奏を行う。 
 

・日    時:８月１９日（金）・２０日（土） １８:３０～ 

・場  所:イオンモール銚子海側駐車場／銚子市三崎町２丁目２６６０－１ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 総武本線銚子駅からイオンモール銚子下車  

【車】国道１２６号線沿い、JR 総武本線銚子駅から約１０分 

・U R L:https://m.facebook.com/hibikirengou 

 

お問い合わせ ひびき連合会本部 TEL・FAX 0479(22)5924／E-mail hibiki.choshi@gmail.com 
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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４日（日） ９:００～１２:００ ※ 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／３株（体験日を含む） 

 

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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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    日:７月２３日（土）～８月２１日（日） 

・時  間:１８:３０～２１:００（7 月中） ※ 節電のため点灯時間を短縮 

      １８:３０～２２:００（8 月中） 

・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 成田線小見川駅下車徒歩５分 

      【車】東関東自動車道佐原香取 IC から２０分 

・U R L:https://www.city.katori.lg.jp/smph/sightseeing/index.html 

 

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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第６８回旭市七夕市民まつり 

／旭中央イベント広場、商工会館周辺商店街 他〔旭市〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により２年連続で中止していた旭市七夕市民まつりが３年ぶりに開催されます。今年は

縮小開催で七夕飾り・サマーセール抽選会・ミスあさひコンテストを実施します。 

今回、交通規制は行わず、お神輿、ステージ、パレード、出店はありません。 
 

・期    間:８月６日（土）～７日（日） 

・場  所:旭中央イベント広場（旭市商工会館北側）、商工会館周辺商店街 他／旭市ロ７９５６ 他 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 総武本線旭駅下車徒歩 5 分 

【車】千葉東金道路銚子連絡道路横芝光 IC から国道１２６号経由で約３０分 

・U R L:https://asahi-tanabata.com/ 

 

お問い合わせ 旭市七夕市民まつり実行委員会 TEL 0479(62)1348 
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マリンの大抽選会／白里海水浴場〔大網白里市〕 

 

ビーチで大抽選会を開催します。 

海の家で使用できる食事券や、ハマグリ、マリンポロシャツなどが当たる大抽選会（先着１０００人）。 

特賞はディズニーランドペアチケットです。 
 

・日    時:８月１１日（木・祝） ９:００～ 

・場  所:白里海水浴場／大網白里市南今泉４８８１－１地先 

・料  金:無料  

・駐 車 場:有料（普通車５００円） 

・交  通:【電車】JR 外房線大網駅から小湊鉄道バスサンライズ九十九里又は、白子車庫行き約３０分 

白里海岸下車徒歩５分 

【車】九十九里有料道路白里 IC 下車すぐ 

・U R L:https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000012264.html 

 

お問い合わせ 大網白里市商工観光課 TEL 0475(70)0356／FAX 0475(72)9134 
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一宮川燈籠流し／新一宮大橋（かもめ橋）付近〔一宮町〕 

 

美しい光に様々な思いを込めて、一宮川に流してみませんか。皆さんの心も癒されるはずです。 

皆様のお越しをお待ちしております。 
 

・期    日:８月１６日（火） 

・場  所:新一宮大橋（かもめ橋）付近／一宮町２９９－４３１４付近 

・料  金:無料 

・交  通:【車】九十九里有料道路白子 IC から車で１０分 

 

お問い合わせ 
一宮町産業観光課（観光協会事務局） TEL 0475(42)1425／FAX 0475(40)1075 

E-mail shokan@town.ichinomiya.chiba.jp 
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房総夏の生シェイク祭り／参加飲食店〔館山市他〕 

 

館山市安東にある須藤牧場が主催の「房総夏の生シェイク祭り」は毎年大好評の房総の牧場と個人飲食店のコラボ企画

です。 

須藤牧場のアイスを使い、地域飲食店がそれぞれの特色を活かしたプレミアムシェイクを独自開発・限定提供しています。 

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。 

今年は広域で史上最大６０店を超える飲食店が参加します。生シェイクの生は“生き様”の生。ぜひ各店舗の生き様が現

れたコンセプトスイーツをお楽しみください。 

※参加店舗詳細等については、ぜひ公式 WEB ページをご覧ください。 
 

・期    間:開催中～１０月３１日（月） 

・場  所: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） 

・料  金:生シェイクの値段は店舗ごとに異なります 

・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 0470(28)4035 
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2022 年ウミホタル観察会／“渚の駅”たてやま〔館山市〕 

館山夕日桟橋で、自分たちで採集したウミホタルが手のひらで青白く発光する幻想的な様子を観察します。 
 

・日  時:７月３０日（土）、８月６日（土）・２０日（土）・２７日（土） 

・場  所:“渚の駅”たてやま／館山市館山１５６４－１ 

・参加資格:小学生以上、１組 5 名まで 

※子供のみの参加は不可。また、小学生未満は保護者の方の責任で参加可能。 

・参 加 料:1 組３,０００円 

・募 集 数:各日３０組 

・申込方法:往復はがきにて必要事項を記載のうえ、下記へ 

① 参加希望日（上記開催日から 1 日お選びください） 

② 参加希望者数（１名～５名） 

③ 参加希望者全員の氏名・年齢・住所 

④ 代表者の連絡先（当日連絡が取れる電話番号 ※携帯番号） 

・申 込 先:〈往復はがきで〉〒２９４-００１７ 館山市南条２８２－２ また旅倶楽部 

・申込締切:各開催日の 2 週間前必着 

・交  通:【電車】JR 内房線館山駅西口下車徒歩約１５分又は、JR 内房線館山駅東口からバス約８分 

【車】富津館山道路富浦 IC から車で約１０分 

・留意事項:・電話・FAX・メールなどでのご応募は不可です。 

      ・ご応募は各回 1 枚とし、応募多数の場合は抽選とします。（第二希望がある方は、第二希望日

をお書きいただければ、1 枚のお葉書で対応させていただきます） 

      ・開催 1 週間前までには、返信ハガキを送付します。 

      ・天候等の事由により内容が変更となる場合があります。 

      ・新型コロナウイルス感染状況や気象状況により中止となる場合があります。 

      ・体験当日に、発熱・咳等の症状がある方はお断りする場合があります。 

・U R L:http://matatabiclub.com 

 

お問い合わせ また旅倶楽部 TEL 0470(28)5086（平日午前のみ対応、外出し不在の場合あり） 
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勝浦ウォーターアイランド／勝浦市中央海水浴場〔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１３日（水）～ ８月３１日（水） 

      ※ オンラインでの事前予約制です。 

・場  所:勝浦市中央海水浴場（三日月シーパークホテル勝浦前）／勝浦市墨名地先 

・料  金:【ON the sea（オンザシー・海上アスレチック）】 

７月１３日（水）～２０日（水）／大人１,６００円、小人（小学生）１,０００円 

７月２１日（木）～８月３１日（水） ※ 8 月６日（土）～１５日（月）を除く 

／大人２,１００円、小人（小学生）１,５００円 

       ８月６日（土）～１５日（月）／ 大人 ２，５００円 小人（小学生）、１，８００円  

      ※ 全期間において小学生のお子様 2 名まで保護者 1 名、小学生のお子様 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１３日（水）～８月３１日（水）／ 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/ 

 

お問い合わせ （一社） 勝浦市観光協会 TEL 0470 (73)2500 
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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。 

※ 小湊漁港内で実施予定。 
 

・日    時:８月１０日（水） 灯籠流し １９:００～ 

 灯籠花火 ２０:００～ ※ 荒天の場合には２４日（水）に延期 

・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  
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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（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） 計１２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～（１０分～１５分間） 

      ※ 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:【電車】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１５分 

・U R L:https://www.motherfarm.co.jp/ 

 

お問い合わせ マザー牧場 TEL 0439(37)3211 

  



21 

 
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６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:【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 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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令和４年度企画展 甘藷先生の置き土産-青木昆陽と千葉のさつまいも

／千葉市立郷土博物館〔千葉市〕 

青木昆陽肖像画（幕張公民館蔵）        デンプン工場従業員前掛け（幕張小学校郷土資料室蔵）  

  

江戸時代、幕張（千葉市花見川区）等で青木昆陽が試作したさつまいもは、飢饉を救うための作物として普及していき

ました。 

江戸後期には市内各域で生産されたさつまいもが江戸に出荷され、庶民に広く親しまれました。末期には、本市域において

さつまいもを利用したデンプン製造業が起こり、明治以降、デンプンを原料とする食品やアルコールの製造などが、市域の代表

的な産業として発展してきました。 

 本企画展では、「芋神様」として知られる青木昆陽の生涯や歴史的役割、その「置き土産」ともいうべき近世のさつまいもの

流通、近代のデンプン製造業の様子などを紹介することを通じて、市域における「さつまいも」の位置付けを明らかにします。 
 

・期    間:８月３０日（火）～１０月１６日（日） ９:００～１７:００（入館は１６:３０まで） 

・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:【電車】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

院行き又は、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】千葉都市モノレール県庁前駅下車徒歩１３分 

JR 内房線又は、外房線本千葉駅下車徒歩１５分 

京成千葉中央駅下車徒歩２０分 

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

 

お問い合わせ 千葉市立郷土博物館 TEL 043(222)8231／E-mail kyodo.EDL@city.chiba.lg.jp 
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千葉県立中央博物館〔千葉市〕 

 

◎ 令和４年度特別展「鯨」関連行事 
 

● 観察会 「ホゲール（捕鯨の町）ウォッチング」 

 捕鯨の町和田浦を歩いて巡る観察会です。 

 ・日時:８月６日（土） １１:００～１３:００ 

 ・場所:館外（南房総市） 

 ・申込:７月２３日（土）まで 

・定員:１５名 

 ・料金:保険料５０円 

 

● 体験イベント「クジラのペーパークラフト」 

 紙筒を使ってヒゲクジラのペーパークラフトを作ります。 

 ・日時:８月２７日（土） ① １０:３０～１１:３０、② １３:３０～１４:３０ 

 ・申込:当日申込 

 ・定員:各回１２名 

 ・料金:保険料５０円、参加費５０円、展示室入場料 

 

● 講座「ホネール（鯨骨）ウォッチング」 

 クジラやイルカの骨格標本や３Ｄプリントした縮小模型を実際に手に取って観察します。 

 ・日時:９月４日（日） １３:３０～１５:００ 

 ・申込:８月２１日（日）まで 

 ・定員:２０名 

 ・料金:展示室入場料 

 

● 観察会「中央博×鴨シー クジラの特別解説ツアー」 

 鴨川シーワールドを巡りながらシャチやベルーガについて解説します。 

 ・日時:９月１１日（日） １３:００～１５:００ 

 ・場所:館外（鴨川シーワールド） 

 ・申込:８月２８日（日）まで 

 ・定員:２４名 

 ・料金:保険料５０円、鴨川シーワールド入館料 

 

※ イベントの詳細については H P にてご確認ください。 
 

・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  
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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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千葉県立関宿城博物館〔野田市〕 

                          

パネル展「関宿周辺 歴史探検」               博物館セミナーの様子 

 

● パネル展「関宿周辺 歴史探検」 

関宿とその周辺に残る古代から近代までの史跡を、写真で紹介します。 

・期  間:６月２８日（火）～９月２５日（日） 

・場  所:３階多目的室 

 

● 博物館セミナー「川船の旅－木下茶船で三社詣－」 

当館調査協力員、松丸明弘氏によるセミナーです。令和３年度パネル展「船の旅」で紹介された史料とともに、江戸時代、

利根川流域で人気のあった三社（香取神宮、鹿嶋神宮、息栖神社）を巡る利根川クルーズ（船旅）について紹介します。 

・期  日:８月２１日（日） 

・場  所:集会室 

・料  金:１００円 
 

・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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柏市郷土資料展示室〔柏市〕 

                        

● 柏北部東地区の遺跡展 

  平成１０年から約２０年間にわたって発掘調査を行った小山台遺跡、駒形遺跡、大松遺跡など、柏北部東地区１３

遺跡の調査成果を旧石器時代、縄文時代、古墳時代を中心に展示します。郷土の歴史に想いを巡らせてみませんか。 
 

・期    間:７月２３日（土）～９月１８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 常磐線柏駅・東武アーバンパークライン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下車徒歩 1 分。これ

以外の時間帯は大木戸下車徒歩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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千葉県立房総のむら〔栄町〕 

 

● 「むらの縁日・夕涼み」 

 ８月６日（土）と７日（日）に開催する「むらの縁日・夕涼み」は、開館時間を２０:００まで延⾧します。 

「涼む」をテーマに、夏にちなんだ製作体験、和太鼓やお囃子の演奏、大道芸、怪談話や昔話などを行い、賑やかな縁日と夕

涼みの雰囲気を再現します。房総のむらならではの体験とともに、夏の風物詩をぜひお楽しみください。 

なお、両日とも浴衣・甚平の方は入場料が無料となります。 
 

・日  時:８月６日（土）・７日（日） ９:００～２０:００ 

・場  所:千葉県立房総のむら／印旛郡栄町龍角寺１０２８ 

・内  容:＜特別イベント＞大道芸、和太鼓の演奏、お囃子の演奏、親子で楽しむ昔話、大人向け怪談話 

      ＜実演・販売等＞つまみ簪（かんざし）、機織り ほか 

              売店（お土産、伝統的工芸品、ぼうじろーグッズ）など 

      ＜体験＞ 茶道、どろめんこの絵付け、風鈴の絵付け、和船体験、かんたんモナカ、 

かざぐるま作り、輪投げ ほか 

・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:【電車】JR 成田線成田駅西口から竜角寺台車庫行きバス竜角寺台 2 丁目下車徒歩約１０分  

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

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

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

 

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

 

● 日大生産工学部出張授業「飛行機が飛ぶ原理で風車を回せ!」 

 日本大学 生産工学部の教授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いただきます。 

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。 

・日  時:８月６日（土）・７日（日） 

① １１:００～１２:００、② １３:００～１４:００、 

② １５:００～１６:００ 

・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 

・定  員:各回とも先着１０組 

・申  込:当日開館（１０:００～）より、参加申し込みの受付をします 

 

● シミュレーター航空教室（初級） 

体験館２階にあるボーイング７７７のフライトシミュレーターを用いて操縦方法や飛行

機の動く仕組みなどをわかりやすく解説し、最終的に実際にフライトシミュレーターで操縦体

験を行っていただく教室を開催致します。所要時間は座学３０分、フライト１０分ほどで

す。 

・日  時:８月１１日（木・祝）  

① １０:３０～、② １３:００～、③ １５:００～ 

・場  所:航空科学博物館 体験館２階 

・対  象:小学 4 年生以上 

・定  員:各回先着５名 

・申込方法:当日開館（１０:００～）より、体験館 2 階シミュレーター受付にて参加申し込みをします。 

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

      +５００円（参加料金、税込） 

 

● ラジオ工作教室 

ラジオを作って・聴いて・持ち帰る!日本無線（JRC)のスタッフが完成までサポートし

ます。自分でエナメル線を巻いてラジオを組み立てることで、ものづくりの楽しさを体験でき

ます。 

・日  時:８月１３日（土） １１:００～１２:４５ 

・場  所:航空科学博物館 体験館ホール 

・定  員:１５名 

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

・対  象:小学４年生～中学３年生 

・申込方法:7 月 1 日（金）よりお電話にて受付を行っています。 

 

●  ゴム動力飛行機教室 

航空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、よく飛ばせるコツなども解説します。 

・日  時:８月１４日（日）・１５日（月） １３:３０～１４:３０ 

・場  所:航空科学博物館 体験館ホール 

・定  員:各日先着２０名 

・申込方法:当日開館（１０:００～）より、体験館 2 階シミュレーター受付にて参加申し込みをします。 

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

      +３００円（参加料金、税込） 

 

● 「君にも飛ばせる!ドローン体験会」 

 成田空港給油施設株式会社（NAFF）およびドローンスクール・ジャパン千葉佐倉

校による小学生を対象としたトイドローンの体験会を初開催します。さらに成田空港の

航空機給油施設設や、ジェット燃料についての講演もあります。 

・日  時:８月２１日（日）  

① １０:３０～１１:３０、② １２:００～１３:００、 

③ １３:３０～１４:３０、④ １５:００～１６:００ 

・場  所:航空科学博物館 体験館ホール 

・定  員:各回１０名 

・申込方法:当日開館（１０:００～）より、体験館ホールにて参加申し込みをし、先着順で整理券をお配り 

します。 

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

     

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 

 
 


