【発表：2022.08.16】
(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

【新規オープン】かつうら海中公園滞在型観光施設 eden（エデン）

7/30 オープン

勝浦市

P1

●
1

BREW at the ZOO／千葉市動物公園

9/17～10/10

千葉市

P2

2

9 月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館

9/17・18 他

船橋市

P3

3

アロマテラピー入門／ふなばしメグスパ

10/1

船橋市

P4

4

9 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園

9/10・17・18 他

船橋市

P5

5

旬の野菜の収穫体験／手賀沼周辺の農園（柏市箕輪・柳戸）

10/8・9・10 他

柏市

P6

6

9 月のイベント／成田ゆめ牧場

9/10・11 他

成田市

P7

7

宗吾霊堂御待夜祭／宗吾霊堂

9/3・4

成田市

P8

8

第 9 回成田伝統芸能まつり
／成田山総門前広場及び成田山表参道 他

9/17・18

成田市

P9

9

やちまた落花生まつり 2022／八街駅北口広場

9/18

八街市

P10

10

星空ジャズアワー 他／白井市文化センター・プラネタリウム

9/3・10 他

白井市

P11

11

多古米祭り 2022／道の駅多古あじさい館周辺

9/17～10/10

多古町

P12

12

海の駅・城西国際大学観光学部共同地産地消ピザコラボ
／海の駅九十九里

9/9～9/11

九十九里町

P13

13

ジャンボかぼちゃコンテスト千葉県大会／里の MUJI みんなみの里

9/11

鴨川市

P14

14

海賊王と海の教室／岩井海岸

9/11

南房総市

P15

15

第 49 回 南房総市ロードレース千倉／南房総市千倉漁港広場

9/23

南房総市

P16

10/8

袖ケ浦市

P17

16

そでがうらまつり～アレワイサノサ～
／袖ケ浦駅海側地区近隣公園、同公園前通り、袖ケ浦駅北口拠点広場

●
1

【ベイエリア】富田さとにわ耕園／コスモス

9 月中旬～
10 月上旬頃

2

【東葛飾】あけぼの山農業公園／ヒガンバナ

3

【北総】牧の原公園

4

【かずさ・臨海】武田川コスモスロード／コスモス

5

【かずさ・臨海】東京ドイツ村／マリーゴールド

1

千葉市

P18

9 月下旬

柏市

P18

10 月中旬

印西市

P19

木更津市

P19

袖ケ浦市

P19～20

【ベイエリア】高根ぶどう園／ブドウ

千葉市

P21

2

【ベイエリア】千葉中央観光農園／栗・梨・ブドウ・サツマイモ

千葉市

P21

3

【ベイエリア】四街道市観光農園協会／梨

四街道市

P21

4

【東葛飾】松戸市観光梨園組合連合会／梨

松戸市

P22～P23

5

【東葛飾】鎌ケ谷市観光農業組合／梨・ブドウ

鎌ケ谷市

P23～P24

6

【北総】成田ゆめ牧場／栗・落花生・サツマイモ

成田市

P25

7

【北総】菅谷ぶどう園／ブドウ

香取市

P25

8

【北総】平山ぶどう園／ブドウ

香取市

P25

9

【北総】塚本ファミリーぶどう園／ブドウ

香取市

P25

10

【北総】香取ぶどう店／ブドウ

香取市

P26

11

【北総】増田農園／イチジク

香取市

P26

12

【北総】ブルーベリー大角／ブルーベリー

香取市

P26

13

【北総】道の駅くりもと紅小町の郷／落花生・サツマイモ

香取市

P26

14

【九十九里】せき農園

長柄町

P27

15

【九十九里】大和久農場／サツマイモ

長柄町

P27

16

【九十九里】東金ぶどう郷／ブドウ

東金市

P27

17

【南房総】館山パイオニアファーム／イチジク

館山市

P28

18

【かずさ・臨海】マザー牧場／サツマイモ

富津市

P28

1

《館山野鳥の森》クラフトバンドを使った小物作り Part１ 他

館山市

P29

2

《内浦山県民の森》双眼鏡で星空観察

鴨川市

P30

3

《清和県民の森》昆虫観察会 ～秋はバッタ探し～ 他

君津市

P31

コスモスの丘／コスモス

道の駅ながら／栗

9 月下旬～
10 月中旬
10 月上旬～
11 月上旬

1

《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

P32～P33

2

《千葉県立関宿城博物館》歴史講座「古文書を読む（初級編）
」 他

野田市

P34

3

《千葉県立房総のむら》十五夜

栄町

P35

4

《航空科学博物館》航空ジャンク市 他

芝山町

P36

5

《城西国際大学水田美術館》近代日本画コレクション 茂原の素封家と画家との交流

東金市

P37

6

《千葉県立中央博物館分館 海の博物館》
「海の生きもの観察ツアー」 他

勝浦市

P38

【新規オープン】かつうら海中公園滞在型観光施設 eden（エデン）
〔勝浦市〕

２０２２年夏、かつうら海中公園内に勝浦の海を一望できるオールオーシャンビューのレストラン＆スパがオープンしました。
１階には、地元シーフードが楽しめるレストランや物販コーナーと足湯（無料）があり、2 階は、水着着用のサウナ付きサー
マルスプリングスパ（天然温泉スパ）があります。
シーフードレストランでは、地元勝浦で採れた食材を使用した地中海料理を提供。季節野菜を使用したアヒージョ、鉄板で
豪快に炊き上げるパエリアなどが、コース・アラカルトで楽しめます。ワイン、カクテルも充実、ラストオーダーは２２:００です。
・オープン日:７月３０日（土） １０:００～ オープン
・営業時間:レストラン／１１:００～２３:００（ラストオーダー ２２:００）
スパ／１０:００～２３:００（最終受付 ２２:３０）
・場

所:かつうら海中公園滞在型観光施設 eden／勝浦市吉尾２３４番地ほか

・料

金:スパエリア／大人 1,４７０円（消費税・入湯税込み）
、子供８８０円（消費税込み）
※

入湯税は１２歳から

バスロープなどのレンタルもあり。足湯無料。
・交

通:【電車】JR 外房線鵜原駅下車徒歩１０分
【車】圏央道市原舞鶴 IC から３５ｋｍ

お問い合わせ

勝浦市観光商工課 TEL 0470(73)6641／FAX0470(73)8788
レストラン TEL 0470(64)6370／スパ TEL0470(64)6377
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BREW at the ZOO ／千葉市動物公園〔千葉市〕

美味しいクラフトビールを飲みながら音楽を楽しむ大人向けのイベント「BREW at the ZOO」は、動物公園を子どもだけで
なく、大人になっても楽しめる場所にしたいという想いから生まれたイベントです。
２年ぶりの開催となる今年は、１１日間開催します。
動物公園のメイン会場では、様々なアーティストによる生演奏や美味しいグルメなど多数出店し、１日を通して盛り上がるイ
ベントになっております。
動物はもちろん、ビールも、グルメも、音楽も、全てを楽しめるのはこの機会だけです。是非ご来園お待ちしております。
・期

間:９月１７日（土）～１０月１０日（月・祝）の土日祝日

・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駅下車徒歩 1 分
【車】
【東京方面】京葉道路穴川 IC から市街方面に約３ｋｍ
【市原方面】京葉道路穴川東 IC から市街方面に約２ｋｍ
【成田方面】東関東自動車道路千葉北 IC から千葉方面へ約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

2

９月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕
●

紙石けんを作ろう
濡れると溶ける不思議な紙を使って、手洗いが楽しくなるような自分だけの石けんを

作ってみよう。

・日時:９月１７日（土） １４:００～１５:３０
・料金:利用料+３００円／セット
・申込:Web フォームより要事前応募 ９月１０日（土） １７:００まで
●

生きもののしくみを知ろう・オンライン「手羽先」

手羽先を使って、鳥のツバサのしくみについて楽しく観察します。親子でオンライン実
験をしてみましょう。

・日時:９月１８日（日） １３:００～１５:００
・料金:無料（材料は各自で用意）
・申込:Web フォームより要事前応募 ９月１１日（日） １７:００まで
●

ちびっこ集まれ!おはなし会「クラゲ」
あかるく、ゆったりできる親子ライブラリで、生きもの絵本の読み聞かせを行います。

読んだ後は図鑑などを使って、お子さまの「なぜ?」「なに?」にこたえます。

・日時:１０月２日（日）
①１１:００～１１:３０
②１３:００～１３:３０
③１４:３０～１５:００
・料金:利用料のみ、自由参加
・対象:未就学児とその保護者
・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、９月１２日（月）
、９月２６日（月）は開館）
・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

3

アロマテラピー入門／ふなばしメグスパ〔船橋市〕

精油の作用やアロマテラピーのメカニズムを学んだ後、実際にアロマスプレーを作ります。
「アロマテラピーって何だろう?精油はどう使うの?」と楽しみながら「アロマテラピー」を体感していただく講座です。
特典として、サシェ（香るウッドチップの小袋）をプレゼントします。
・定員:６名（事前予約制、受付開始 9 月 1 日（木）から先着順） ※ 最小開催人数３名
・対象:中学生以上
・場所:娯楽室
・講師:AEAJ 認定 アロマテラピーインストラクター
※ 新型コロナウィルスの感染状況により変更あり
・日

時:１０月１日（土） １０:３０～１１:３０

・場

所:ふなばしメグスパ／船橋市大神保町１３５６－３

・料

金:１,５００円（別途施設使用料 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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９月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕

● お月見に飾るフラワーアレンジメント作り

●

●

・期

日 :９月１０日（土）

・時

間 :①１０:３０～ ②１４:００ ～

・場

所 :メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター

・定

員 :各１０人

・費

用 :１,５００円

・申

込 :９月１日（木）９:００から予約専用電話(457-6691)で受付

ハッピー★ハロウィン寄せ植え作り
・期

日 :９月１７日（土）・１８日（日）

・時

間 :①１０:３０～ ②１４:００～

・場

所 :メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター

・定

員 :各１０人

・費

用 :２,０００円

・申

込 :９月１日（木）９:００から予約専用電話(457-6691)で受付

自然観察会「花・緑ウォッチング」
・期

日 :９月２５日（日） ※ 雨天中止

・時

間 :１３:３０～

・内

容 :園内の樹木・草花をご案内

・定

員 :１５人

・申

込 :９月１日（木）９:００から予約専用電話
(457-6691)で受付

●
※

9 月の花
園内がランタナ、インパチェンス、マリーゴールドなど約１００種類１０万株の草花で彩られます。
状況によりイベントの延期や中止がございます。詳しくは公式ホームページをご確認ください。

・場

所:ふなばしアンデルセン公園／船橋市金堀町５２５

・料

金:入園料金のみ（一般９００円、高校生（生徒証提示で）６００円、小・中学生２００円、
幼児１００円）

・休 園 日 :月曜日（９月１９日を除く）
・交

通:【電車】新京成線三咲駅からバスセコメディック病院行きで約１５分アンデルセン公園下車徒歩
１分

お問い合わせ

ふなばしアンデルセン公園 TEL 047(457)6627／FAX 047(457)6140
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旬の野菜の収穫体験／手賀沼周辺の農園（柏市箕輪・柳戸）〔柏市〕

四季を通じて、首都圏とは思えない自然に囲まれた畑で田植え、稲刈り、そら豆、枝豆、とうもろこし、落花生、さつまいも
等旬の野菜の収穫体験を実施しています。採れたての野菜は味も格別です。
今回は、落花生とさつまいもです。農家さんからの説明やレクチャーもあり、楽しく収穫体験ができます。
・内

容:①落花生とさつまいも、②落花生、③落花生とさつまいも

・開 催 日:①１０月８日（土）・９日（日）
・１０日（月・祝）
②１０月１５日（土）
・１６日（日）
③１０月２２日（土）
・２３日（日）
・開催時間:９:００～１０:３０、１０:３０～１２:００
・募集開始日:①９月２日（金）～、②・③９月１６日（金）～
・場

所:手賀沼周辺の農園（柏市箕輪・柳戸）
※ 詳しくはお問合せください

・料

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

・対

象:どなたでも

・定

員:各回８０名（先着）

・申

込:募集開始日の９:００から
必要事項（氏名、住所、連絡先）と参加人数と希望時間を書いて、農菜土（鹿倉農園）へファク
ス（04-7137-7318）又は農菜土（鹿倉農園）ホームページで申込み

・持ち物:⾧靴、手袋、汚れてもよい服装
・交
・U

通:【車】常磐道柏 IC から約３０分
R L:https://www.no-side-kashiwa.com/

お問い合わせ

農菜土（鹿倉農園）
TEL／FAX 0471(37)7318／E-mail taiken@no-side-kashiwa.com
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９月のイベント／成田ゆめ牧場〔成田市〕

● 栗拾い
食欲の秋!ゆめ牧場で秋の味覚「栗」を収穫しよう。
トゲトゲの中にはツヤっと輝く実が。トングを使って上手に拾おう。
・期 間:９月上旬～１０月上旬
・申 込:要事前予約
（開催３日前に詳細決定。ネットで予約受付開始）
※ 荒天中止
※ 数がなくなり次第終了
※ 生育状況により開催できない場合あり
・料 金:９００円（５００g）

● 冬野菜畑のオーナーになろう
冬野菜畑のオーナーになって植え付けと収穫を体験しよう。
スタッフがお世話をするので、収穫時期まで楽しみにお待ちください。
・期 日:９月１０日（土）・１１日（日）
・時 間:１３:００～１５:００
（開催時間内に１５分程度の植え付け作業を行います）
・定 員:先着３０区画、要電話予約。
・料 金:１区画１,５００円（白菜３株、大根２本）
※ 荒天中止
※ 収穫時期は１２月頃

・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.yumebokujo.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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宗吾霊堂御待夜祭／宗吾霊堂〔成田市〕
打ち続く凶作と過酷な重税に苦しむ農民を救うため、当時禁じられていた将軍への直訴を決行し、処刑された義民佐倉宗
吾（木内惣五郎）を偲んで命日に行われる祭りです。
数多くの露店が境内を埋めつくし例年多数の人出で賑わいます。宗吾霊堂周辺の沿道では、子供連及び大人連により、
屋台が威勢よく曳き廻されます。
・期

日:９月３日（土）・４日（日）

・場

所:宗吾霊堂／成田市宗吾１－５５８

・交

通:【電車】京成線宗吾参道駅下車徒歩１５分

お問い合わせ

宗吾霊堂 TEL 0476(27)3131
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第９回成田伝統芸能まつり
／成田山総門前広場及び成田山表参道 他〔成田市〕
今年で９回目を迎えるこのお祭りは、徳島の阿波おどりや岩手の盛岡さんさ踊り、秋田の竿燈まつり、熊本の山鹿灯籠踊
りといった日本を代表する伝統芸能団体が成田に一堂に会し、華やかな踊りや、迫力満点のパフォーマンスを披露します。
ぜひ、目の前で実物を鑑賞していただき、各地の伝統芸能の迫力と素晴らしさをご覧ください。
・期

日:９月１７日（土）
、１８日（日）

・場

所:成田山総門前広場及び成田山表参道／成田市成田 1
成田市文化芸術センター・スカイタウンホール／成田市花崎町８２８－１１スカイタウン成田
３階

・交

通:成田山新勝寺／【電車】JR 成田線成田駅又は京成線京成成田駅下車徒歩１５分
成田市文化芸術センター・スカイタウンホール
／【電車】JR 成田線成田駅下車徒歩 1 分又は京成線京成成田駅下車徒歩 2 分

お問い合わせ

成田市観光プロモーション課
TEL 0476(20)1540／FAX 0476(24)2185／E-mail kanpro@city.narita.chiba.jp
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やちまた落花生まつり２０２２／八街駅北口広場〔八街市〕
この時期にしか味わえない「おおまさり」という品種のゆで落花生の試食・販売をはじめ、味に定評のある落花生「千葉半
立」の煎り落花生の試食・販売、八街産の新鮮野菜の販売、八街産の生姜を使用した「八街生姜ジンジャーエール」や、「フ
ルーツ＆キャロットジュース」の試飲・販売など、八街市の特産品が一度に楽しめるイベントです。
ステージイベントでは、八街市出身の女子空手選手である植草歩選手のトークショーや八街中学校吹奏楽部による演
奏、会場内にはストリートピアノ「クルマ de ピアノ」を設置します。また、やちまた駅北口市（いち）の出店者などの様々な模
擬店も出店します。「やちまた落花生まつり２０２２」にぜひお越しください。
・日

時:９月１８日（日） １０:００～１５:００（開会式 ９:３０～） ※ 小雨決行
※ 「おおまさり」の試食は１０:３０～

・場

所:八街駅北口広場／八街市中央１－１

・交

通:【電車】JR 総武本線八街駅下車北口すぐ
【車】東関東自動車道佐倉 IC から３０分
東関東自動車道酒々井 IC から２５分
千葉東金道路東金 IC から３５分

・U

R L:https://www.city.yachimata.lg.jp/

お問い合わせ

やちまた落花生まつり実行委員会（八街市商工観光課内） TEL 043(443)1405
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星空ジャズアワー

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、２３日（金・祝）
１１:３０～ ロイ君アワー「天文博士をめざそう!月クイズ」
一番身近な天体・月について、クイズに挑戦しながら秘密を探ります。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、ギリシャ神話第一の勇者ヘルクレス。その波乱の生涯をたどります。星座解説もあります。
料金:大人３５０円、子ども１６０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。今月は小学校４年生で学習する「月と星の位置変化」
と、小学校 6 年生で学習する「月と太陽」です。星座の紹介もあります。大人の方もどうぞ。
日時:９月３日（土） １３:３０～ 月と星の位置変化（小学校 4 年生）
９月１０日（土） １３:３０～ 月と太陽 月の満ち欠けの起こる理由（小学校６年生）
料金:大人３５０円、子ども１６０円
● 星空ジャズアワー（約４５分間）
星空のもと、ジャズをお楽しみいただく CD コンサートです。夏から秋の星座もご紹介します。
日時:９月２２日（木） １１:００～、２４日（土） １３:３０～
料金:大人３５０円
● ひよこプラネタリウム (約３０分間)
プラネタリウムは初めてという小さなお子様と、ご家族向けの番組です。
日時:９月２４日（土）・２８日（水） １１:３０～１２:００

料金:大人２００円、子ども無料

【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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多古米祭り２０２２／道の駅多古あじさい館周辺〔多古町〕

新米の収穫時期に、「道の駅多古創業祭」と「多古米グランプリ」をあわせた「多古米祭り２０２２」を開催いたします。
「道の駅多古創業祭」では、期間中様々な催しものをお楽しみいただけます。１０月９日（日）に開催される「多古米グ
ランプリ決勝大会」では、予選審査を勝ち抜いた生産者自慢の多古米の中から、今年の多古米ＮＯ.１を決定します。
当日は、決勝大会のほかステージイベントや様々な団体が出店します。
多古町の秋を彩る多古米祭り２０２２ぜひお越しください。
・期

間:道の駅多古創業祭 9 月１７日（土）～１０月１０日（月・祝）
多古米グランプリ １０月９日（日）

・場

所:道の駅多古あじさい館周辺／香取郡多古町多古１０６９－１

・交

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

・U

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

お問い合わせ

多古町役場産業経済課 TEL 0479(76)5404／FAX 0479(76)7144
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海の駅・城西国際大学観光学部共同地産地消ピザコラボ
／海の駅九十九里〔九十九里町〕

海の駅九十九里と城西国際大学観光学部がコラボし、千葉県ならではの食材を使用した地産地消のピザを期間限定で
販売します。
学生の考案したレシピと海の駅九十九里の 2 階フードコート ALBA９９のスタッフが試作を繰り返し誕生したピザをご堪能
ください。
・期

間:9 月 9 日（金）～１１日（日）

・場

所:海の駅九十九里 2 階フードコート ALBA９９／山武郡九十九里町小関２３４７－９８

・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 IC から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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ジャンボかぼちゃコンテスト千葉県大会
／里の MUJI みんなみの里〔鴨川市〕

愛好家が育てた 「ジャンボかぼちゃ」 コンテストの千葉県大会は、里の MUJI みんなみの里を会場に行われます。第１３
回を迎えるコンテストの参加者は、全国大会でも上位に入賞するほどの大物ぞろい。
千葉県代表は 「日本一どてかぼちゃ大会（小豆島）」 で５年連続優勝の記録を残しています。
今年はどんなジャンボかぼちゃが登場するのかご期待ください。品種は、アトランティックジャイアント。
・日

時:９月１１日（日） １０:００～１５:００頃（受付９:００～）

・場

所:里の MUJI みんなみの里／鴨川市宮山１６９６

・交

通:【電車】JR 外房線安房鴨川駅下車日東バス東京湾フェリー又は平塚本郷行きでみんなみの里下
車。又は安房鴨川駅からタクシーで約２０分。

お問い合わせ

里の MUJI みんなみの里 TEL 04(7099)8055（農林業体験交流協会）
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海賊王と海の教室／岩井海岸〔南房総市〕
岩井海岸にて親子で海遊びに参加しながら、「学ぶ」「知る」「感じる」「食べる」のプログラムを網羅した自然を体感するイベ
ントを開催します。地引き網体験やビーチクリーンなどを楽しむことができます。さらに内容も追加予定。楽しみにお待ちください。
・期

日:９月１１日（日）

・場

所:岩井海岸／南房総市久枝岩井海岸地先

・交

通:【電車】JR 内房線岩井駅下車徒歩１０分
【車】富津館山自動車道鋸南富山 IC から約８分

お問い合わせ

富山地区若者地域団体 i.PLANNER 代表 渡辺氏
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TEL 080(8051)6039

第４９回 南房総市ロードレース千倉
／南房総市千倉漁港広場〔南房総市〕

新型コロナウイルスの感染拡大により中止となっていた「ロードレース千倉」が今年度は開催します。
スタート、ゴールはともに南房総市千倉漁港広場です。種目は全て１０Km のコースとなります。
※ エントリーは終了しています。
９:００～ 開会式
１０:００～ 男子（４０歳～５９歳）、男子（６０歳以上）、女子（４０歳以上）スタート
１０:１５～ 男子（４０歳未満）、女子（４０歳未満）スタート
・日

時:９月２３日（金・祝） ９:００～

・場

所:南房総市千倉漁港広場／南房総市千倉町平館７６３－１１地先

・交

通:【電車】JR 内房線千倉駅下車徒歩３０分
【車】館山自動車道富浦 IC から３０分

・U

R L:https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/88008

お問い合わせ

第 49 回 南房総市ロードレース千倉大会実行委員会 TEL 0470(46)2964
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そでがうらまつり～アレワイサノサ～
／袖ケ浦駅海側地区近隣公園、同公園前通り、袖ケ浦駅北口拠点広場
〔袖ケ浦市〕

袖ケ浦ふるさとまつり実行委員会の主催で１０月８日（土）に「そでがうらまつり～アレワイサノサ～」の開催を予定してい
ます。
このまつりは、親子三代誰もが楽しめる場として、古き良き伝統や文化に想いを馳せながら、これからの未来に踏み出してい
く場を提供することで、郷土への愛着と地域や世代を超えた一体感をより高め、市の総力を結集した一大イベントとして開催
します。
コロナ禍ではありますが、少しずつ日常を取り戻していくため、感染症対策を講じたうえで開催に向け準備を進めております。
《内容》
（１） みんなで踊ろう!「袖ケ浦音頭」
伝統ある袖ケ浦市の踊り楽曲として、昭和４８年に制作された「袖ケ浦音頭」をプレイバックさせるため、「袖ケ浦音頭」
による踊り連を募る参加型企画であり、まつりのグランドフィナーレを飾るメイン企画です。
（２） 市内の神輿が集結!～ストリートパフォーマンスエリア～
大みこし、子供みこしや様々なパフォーマンスがまつりを盛り上げます。
（３） 食と音楽の融合!～グルメ＆ミュージックエリア～
ステージを設置し、市内で音楽活動を行う個人・団体に出演してもらいます。また、素敵な音楽を BGM に、袖ケ浦の
様々なグルメをお楽しみください。
（４） 人と人、過去から未来をつなぐ～親子三代おたのしみエリア～
昔遊び、スポーツ、ものづくりなどを体験するワークショップや、SDGs に取り組んでいる企業・団体による展示・PR ブー
スを募集し、親子三代誰もが楽しめる体験型のエリアとします。
・日

時:１０月８日（土） ※予備日１０月９日（日）
１１:３０～２０:００（予定） ※ 雨天・荒天時は予備日に延期（再延期はなし）

・場

所:袖ケ浦駅海側地区近隣公園、同公園前通り、袖ケ浦駅北口拠点広場／袖ケ浦市袖ケ浦駅前 1 丁目

・交

通:【電車】JR 内房線袖ケ浦駅下車 ※ 公共交通機関でご来場ください

・U R L:https://www.city.sodegaura.lg.jp/site/sodefes/
お問い合わせ

袖ケ浦ふるさとまつり実行委員会事務局（袖ケ浦市商工観光課内）
TEL 0438(62)3465／FAX 0438(62)7485／E-mail sode19@city.sodegaura.chiba.jp
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花情報（コスモス／ヒガンバナ／マリーゴールド）
※見頃は、気候によって異なりますので、あらかじめご確認のうえ、お出かけください。
【ベイエリア】
1 富田さとにわ耕園／コスモス（千葉市）
□

開花時期の目安:９月中旬～１０月上旬ごろ

□

場 所:千葉市若葉区富田町７１１－１周辺

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

【東葛飾】
２

あけぼの山農業公園（柏市）／ヒガンバナ

あけぼの山農業公園では９月中旬にヒガンバナの開花が始まり、９月下旬に
見頃をむかえます。
カフェ＆BBQ 施設「あけぼのビーチパーク」向かいの斜面林を中心に、赤い花
で覆われた幻想的な景色をお楽しみいただけます。
□ 見 頃:９月下旬 (予定)
□

場 所:柏市布施２００５－２

□ 料 金:無料
□

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】常磐自動車道柏 IC から２０分

□

U R L:https://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/

□ 問合先:TEL 0471(33)8877 あけぼの山農業公園
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【北 総】
３

牧の原公園 コスモスの丘（印西市）／コスモス

標高４１ｍの築山と池を中心に広がる公園で、傾斜地一面に咲くコスモス
（約５,０００㎡）は、千葉ニュータウンの秋の風物詩として知られています。天
気が良い日には、遠くに筑波山も望むことができます。
□ 見 頃:１０月中旬
□ 場 所:印西市牧の原５－１６１３－１ 他
□

交 通:【電車】北総線印西牧の原駅下車徒歩約 3 分

□ 問合先:TEL 0476(33)4477 印西市商工観光課
□ U R L :http://www.city.inzai.lg.jp/
【かずさ・臨海】
４ 武田川コスモスロード（木更津市）／コスモス
恵まれた自然と、歴史の香り高いふるさとのシンボルとして、地元の人々によって
整備され、守られている手作りの自然遊歩道で、春は菜の花、秋はコスモスを楽し
むことができます。コスモスが開花する頃、ハンノキ湿原では「ツリフネソウ」も開花しま
す。
□ 見 頃:９月下旬～１０月中旬
□

場 所:うまくたの路／木更津市富来田地区

□

交 通:【電車】JR 久留里線馬来田駅下車徒歩１０分

□ 問合先:TEL 0438(22)7711 木更津市観光案内所

５

東京ドイツ村（袖ケ浦市）／マリーゴールド

１３０００㎡の広大な「いろどりの丘」に４万株のマリーゴールドが咲き誇ります。
秋の空と鮮明な大輪のマリーゴールドと牧歌的な景色は皆様を異国に誘います。
□ 見 頃:１０月上旬～１１月上旬
□

場 所:東京ドイツ村／袖ケ浦市永吉４１９

□

時 間:９:３０～１７:００（最終入園１６:００）
年中無休

□ 料 金:大人８００円、子ども（４才～小学生）４００円、
別途駐車料金１,０００円
※ １０月２８日（金）からは駐車料金乗用車１台３０００円
お車以外一律５００円
□

交 通:
【電車】JR 千葉駅２１番乗場からカピーナ号で４０分
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【車】館山自動車道姉崎袖ケ浦 IC 右折約３km
圏央道木更津東 IC 左折約６km
□ 問合先:TEL 0438(60)5511 東京ドイツ村
□ ＵＲＬ:https://www.t-doitsumura.co.jp/
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味覚狩り
※気候により、生育状況が異なりますので、あらかじめご確認のうえ、お出かけください。
【ベイエリア】
１ 高根ぶどう園（千葉市）／ブドウ
□ 期 間:８月中旬～９月中旬 ※ 金曜日定休日
□ 場 所:千葉市若葉区高根町１００９番地近く ※ カーナビ等では番地で検索してください。
□ 問合先:TEL(090)3408-2100
2 千葉中央観光農園（千葉市）／栗・梨・ブドウ・サツマイモ
□ 期 間:栗／９月下旬～１０月上旬
梨／８月中旬～９月下旬
ブドウ／８月中旬～１０月上旬
サツマイモ／９月下旬～１０月上旬
※ 新型コロナの影響で変更になる場合があります。
※

詳しい期間については、お問い合わせください。

※ 毎日収獲物がなくなり次第終了
□ 場 所:千葉市若葉区小倉町４７１ ※ カーナビ等では番地で検索してください。
□ 問合先:TEL(043)231-2554 ※ 月曜定休（不定休あり）
３

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

□

品 種:幸水／８月上旬～、豊水／8 月下旬、新高・神輿／１０月上旬

□

名称／場所／問合先
名称

所在地

問合先

岡沢梨園

四街道市大日 1203

(043)423-0630

広谷梨園

四街道市大日 1162

(043)423-0644

松本梨園

四街道市大日 1178

(043)422-7302

佐藤梨園

四街道市大日 1179

(043)423-0633

梶原梨園

四街道市大日 1065

(043)422-6573

中島梨園

四街道市大日 1132

(043)422-6892

岸野梨園

四街道市大日 1138

(043)422-6894

山北梨園

四街道市大日 1172

(043)423-0632

稲坂なし園

四街道市大日 2104

(043)422-0611

稲坂(和)梨園

四街道市大日 2078

(043)423-0809

飯田梨園

四街道市吉岡 582-8

(043)432-8813

石川梨園

佐倉市上志津原 244-2

(043)461-0882

□ 問合先:TEL(043)422-2200 四街道市観光農園協会 (千葉みらい農協四街道支店内)
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【東葛飾】
４ 松戸市観光梨園組合連合会（松戸市）／梨
□ 期 間:８月上旬～１０月上旬
幸水／８月上旬～、豊水／８月中旬頃～、二十世紀／９月上旬～、あきづき／９月上旬頃～、
かおり／９月中旬頃～、新高／９月～１０月
□ 時 間:要問合せ
□ 料 金:１ｋｇ７５０円（税込・もぎとり・直売標準価格）
、入場無料
□

名称／場所／問合先
《高塚上地区》
名称

所在地

問合先

内容

高春園

松戸市高塚新田 34

(047)392-6491

梨直売・梨もぎとり

治園
○

松戸市高塚新田 40

(047)392-6471

梨直売・梨もぎとり

高愛梨園

松戸市高塚新田 49-1

(047)392-6234

梨直売・梨もぎとり

高源園

松戸市高塚新田 54

(047)391-5058

梨直売・梨もぎとり

甚左衛門園

松戸市高塚新田 62

(047)392-6570

梨直売

高徳園

松戸市紙敷 863-32

(047)392-6946

梨直売・梨もぎとり

紙豊園

松戸市紙敷 863-18

(047)392-6945

梨直売

高忠園

松戸市高塚新田 330

(047)391-5301

梨直売

丸荘園

松戸市高塚新田 432-20

(047)392-6300

梨直売

たかごん園

松戸市高塚新田 443

(047)391-0878

梨直売

隆園

松戸市高塚新田 324

(047)392-6480

梨直売・梨もぎとり

七郎園

松戸市高塚新田 321-6

(047)392-6041

梨直売・梨もぎとり

治園

松戸市高塚新田 476

(047)391-8077

梨直売・梨もぎとり

高久園

松戸市高塚新田 473-2

(047)391-6480

梨直売

松戸市高塚新田 109

(047)392-6981

梨直売・梨もぎとり

松戸市高塚新田 115-11

(047)392-6848

梨直売

印梨園
町山梨園

《高塚下地区》
名称

所在地

問合先

内容

種や園

松戸市高塚新田 163

(047)392-0102

梨直売

高常園

松戸市高塚新田 160-162

(047)392-5352

梨直売

高和園

松戸市高塚新田 201

(047)392-9344

梨直売

高新園

松戸市高塚新田 212

(047)392-5227

梨直売

園

松戸市高塚新田 231

(047)392-5244

梨直売

⾧吉園

松戸市高塚新田 244

(047)392-6866

梨直売・梨もぎとり

高善園

松戸市高塚新田 270

(047)392-6107

梨直売

高佐園

松戸市高塚新田 503

(047)392-5726

梨直売・梨もぎとり

高松園

松戸市高塚新田 528

(047)392-9131

梨直売・梨もぎとり

髙丸松園

松戸市高塚新田 531-4

(047)392-0813

梨直売

高代園

松戸市高塚新田 532

(047)392-9134

梨直売・梨もぎとり
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平左エ門園

松戸市高塚新田 536

(047)392-9115

梨直売・梨もぎとり

高友園

松戸市高塚新田 600-2

(047)392-9147

梨直売・梨もぎとり

高七園

松戸市高塚新田 614-2

(047)392-5644

梨直売

高安園

松戸市高塚新田 631-43

(047)392-1490

梨直売

高与園

松戸市高塚新田 579-2

(047)392-3500

梨直売・梨もぎとり

《五香・金ヶ作地区》
名称

所在地

問合先

内容

古宮梨園

松戸市五香西 1-30-16

(047)718-1739

梨直売

酒井梨園

松戸市五香 5-20-1

(047)387-3894

梨直売

ますだ園

松戸市五香 8-41-1

(047)387-0340

梨直売

香実園

松戸市五香 7-16-5

(0120)041-740

梨直売

株式会社真嶋園

松戸市金ヶ作 315

(047)387-1019

梨直売・梨もぎとり

吉乃園

松戸市金ヶ作 269-3

(047)387-3281

梨直売・梨もぎとり

石川梨園

松戸市金ヶ作 251

(047)387-3458

梨直売・梨もぎとり

小暮園

松戸市金ヶ作 161

(047)387-3267

梨直売

《六実地区》
名称

所在地

問合先

内容

むつみ石井梨園

松戸市六実 3-32-3

(047)387-5609

梨直売・梨もぎとり

野口農園

松戸市六実 3-51-1

(047)387-6639

梨直売・梨もぎとり

野口果樹園

松戸市六実 3-29-11

(047)384-1359

梨直売・梨もぎとり

竹村梨園

松戸市六実 2-13-1

(047)387-4328

梨直売・梨もぎとり

川上梨園

松戸市六実 6-3-1

(047)389-9563

梨直売

山口農園

松戸市六実 1-8-3

(047)387-7023

梨直売

座間梨園

松戸市五香 5-12-1

(047)387-7035

梨直売

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

鎌ケ谷市観光農業組合（鎌ケ谷市）／梨・ブドウ

※ 各園によって内容が異なります。
□

期 間:梨／８月２０日頃～１０月上旬頃
ブドウ／８月１５日頃～１０月中旬頃

□

時 間:９:００～１７:００

□ 料 金:梨／〔食べ放題〕小学生以上１,０００円、３歳以上６００円
〔もぎとり・お持ち帰り料金〕各園品種によって異なります。
ブドウ／〔食べ放題〕小学生以上１,０００円、3 歳以上６００円
〔お持ち帰り料金〕各園品種によって異なります。
□

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

所在地

問合先

内容

小川園

鎌ケ谷市くぬぎ山 4-4-3

(047)385-5071

梨狩り・梨直売・ブドウ狩り・ブドウ直売

初清園

松戸市串崎新田 215

(047)386-7012

梨狩り・梨直売・ブドウ狩り・ブドウ直売

中野梨園

鎌ケ谷市初富 21-7

(047)443-7545

梨直売

初一園

鎌ケ谷市初富 23

(047)443-8961

梨直売

くぬぎ山園

鎌ケ谷市初富 29

(047)443-1599

梨直売

石井梨園

鎌ケ谷市初富 28

(047)442-2434

梨直売

山中梨園

鎌ケ谷市初富 23-35

(047)443-0089

梨直売・ブルーベリー直売・栗直売

初梅園

鎌ケ谷市初富 88-2

(047)443-7273

梨狩り・梨直売・ブドウ狩り・ブドウ直売

弓木田園

鎌ケ谷市初富 46

(0120)210-748

梨直売

《北初富・新鎌ケ谷駅周辺》
名称

所在地

問合せ先

内容

梨の田中園

鎌ケ谷市初富 230

(047)443-9172

梨直売

水車園

鎌ケ谷市初富 925

(047)443-0763

梨直売

山口園

鎌ケ谷市初富 345

(047)443-5625

梨もぎとり・梨直売・ブドウ直売

大山園

鎌ケ谷市初富 317

(047)443-6714

梨直売

新園
○

鎌ケ谷市粟野 117

(047)444-6317

梨直売

《鎌ケ谷大仏駅周辺》
名称

所在地

問合せ先

内容

中村園

鎌ケ谷市鎌ケ谷 4-9-47

(047)444-2443

梨直売・ブドウ直売

石井テル園

鎌ケ谷市鎌ケ谷 7-8-69

(047)443-1854

梨狩り・梨直売・ブドウ狩り・ブドウ直売

問合せ先

内容

《中沢地区》
名称

所在地

笠川園

鎌ケ谷市中沢 1018

(047)444-0055

梨直売

髙橋園

鎌ケ谷市中沢 476

(047)444-3570

梨直売

川村梨園

鎌ケ谷市中沢 375-2

(047)443-1511

梨直売

秋元梨園

鎌ケ谷市中沢 498

(047)444-5800

梨直売

三橋園

鎌ケ谷市中沢 121

(047)444-3194

梨直売・ブドウ直売

ヨスケ園

鎌ケ谷市中沢 714-2

(047)444-3561

梨直売

□ 問合先:TEL 047(445)1141 鎌ケ谷市観光農業組合（鎌ケ谷市農業振興課内）
□ U R L :http://kamagayasikankounougyoukumiai.info/
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【北 総】
６ 成田ゆめ牧場（成田市）／栗・落花生・サツマイモ
□

期 間:栗／９月上旬～１０月上旬 ※ 要事前予約、開催３日前に詳細決定、ネットで予約受付開始。
落花生／１０月上旬～１０月下旬
サツマイモ／１０月上旬～１１月下旬
※

生育状況により開催できない場合あり

※ 数がなくなり次第終了
※

荒天中止

□ 時 間:要問合せ
□ 料 金:栗／５００ｇ９００円
落花生／２株６００円
サツマイモ／２株１,０００円
□

場 所:成田市名木７３０－３

□ 問合先:TEL0476(96)1001
□
７

U R L :https://www.yumebokujo.com/
菅谷ぶどう園（香取市）／ブドウ

□ 期 間:７月２１日（木）～９月末 ※ 火曜日定休日
□

時 間:９:００～１７:００

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

場 所:香取市岩部１９２８－３

□ 問合先:TEL(0478)75-2683
８

平山ぶどう園（香取市）／ブドウ

□

期 間:８月８日（月）～９月末

□ 時 間:８:３０～１５:００
□ 料 金:入場無料、品種により１房２,０００円～５,０００円
□ 場 所:香取市高萩３５９
□ 問合先:TEL(0478)75-3663
９

塚本ファミリーぶどう園（香取市）／ブドウ
□ 期 間:８月１０日（水）～９月上旬
□ 時 間:８:３０～１７:００

□ 料 金:入場無料、品種により１ｋｇ／１,０００円～
□ 場 所:香取市大角１７７８
□ 問合先:TEL(0478)79-2900
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１０ 香取ぶどう店（香取市）／ブドウ
□

期 間:８月１８日（木）～９月下旬

□

時 間:要問合せ

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

場 所:香取市伊地山４５８

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

期 間:７月１２日（火）～８月下旬

□

時 間:９:００～１６:００

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

場 所:香取市大角１８０２－１１９

□ 問合先:TEL 090(8588)7714

１３ 道の駅くりもと紅小町の郷（香取市）／落花生・サツマイモ
□ 期 間:落花生／９月上旬～１０月上旬
サツマイモ／９月上旬～１１月中旬
※ 期間は変動する場合がございます。
□ 時 間:９:３０～１５:００（１２:００～１３:００除く）※ ２０名以上の場合要予約
□ 料 金:落花生／１株２００円
ベニコマチ／１株４００円
ベニアズマ／１株３００円
□ 場 所:香取市沢１３７２－１
□ 問合先:TEL(0478)70-5151
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【九十九里】
１４ せき農園 道の駅ながら（⾧柄町）／栗
□ 期 間:８月２０日頃～１０月初旬
□ 時 間:要予約
□ 料 金:時価
□ 場 所:⾧生郡⾧柄町六地蔵１３８－１
□ 問合先:TEL 0475(35)4741
１５ 大和久農場（⾧柄町）／サツマイモ
□

期 間:１０月～１１月上旬 ※ 詳細要問合せ

□ 時 間:要予約
□ 料 金:要問合せ
□ 場 所:⾧生郡⾧柄町山根１８６４
□ 問合先:TEL 0475(35)3920
１６ 東金ぶどう郷（東金市）／ブドウ
□ 期 間:８月上旬～（要問合せ）
福 橋本ぶどう園）ほか６園が近隣にあります。
□ 場 所:東金市松之郷３５７７－４（○

□ 料 金:農園・品種によって異なり、収穫した重さの分だけ料金を支払う（入園無料）
ぶどう価格（もぎ取りは１００円増し）
巨峰／１kg １,０００～１,６００円、シャインマスカット／１kg ２,３００円
藤稔／１,６００円
ヒムロット／１kg １,２００円、バッファロー／１kg １,０００円
□

品 種:上記料金一覧

□ 問合先:東金市松之郷ぶどう組合
名

称

問合せ先

忠 鈴木ぶどう園
○

0475(54)2931

才 マルサイぶどう園
○

0475(52)2150

K 土肥ぶどう園
○

0475(55)1398

中田ぶどう園

0475(52)1543

福 橋本ぶどう園
○

0475(55)1391

セ 布施八郎ぶどう園
○

0475(52)5689

フセぶどう園

0475(55)1394
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【南房総】
１７ 館山パイオニアファーム（館山市）／イチジク
□ 期 間:８月１３日（土）～１０月３１日（月）※予定 ※水・木休園
※ 台風や新型コロナウイルスの影響によって急な休園や開園期間が
短くなる場合がございます。
□ 時 間:①１０:３０～、②１１:３０～、③１３:００～、④１４:００～ ※ 完全予約制
□ 品 種:桝井ドーフィン・ロングドゥート・ネグローネ・ブルジャソットグリース
※ 時期により異なる
□ 料 金:いちじく狩り（その日収穫可能な品種ごとの試食＋５個もぎとり）１,３００円
※

収穫したいちじくは持ち帰り可

□ 場 所:館山市正木４４１（カーナビ検索の場合正木４２３で検索）
□ 問合先:TEL 0470(29)7209（受付時間 ９:００～１６:００）
※ 水・木曜は休園日のため受付不可。
【かずさ・臨海】
１８ マザー牧場（富津市）／サツマイモ
□

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

□

時 間:平日／１３:００～１４:００、土日祝／９:００～
※

□

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

定 員:先着２００名（各日）

□ 料 金:さつまいも掘り／体験料 1 人３００円、４株１,０００円 ※ 軍手付き
※ 入場料:大人（中学生以上）１,５００円、小人（４歳～小学生）８００円
□ 場 所:マザー牧場 ウエスト農園／富津市田倉９４０－３
□ 問合先:TEL(0439)37-3211
□

U R L:https://www.motherfarm.co.jp
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千葉県立館山野鳥の森〔館山市〕
●

クラフトバンドを使った小物作り Part１

～手軽な材料で小物を作りましょう～
手芸用クラフトバンドを使い、裁断や編み方を詳しく説明しながら六つ目
のカゴを作ります。お菓子や果物などオシャレに収納してみませんか。
今回は、六つ目のカゴを作りますが、クラフトバンドの太さや色、編み方を
アレンジすれば好みの大きさや形の小物入れや、バッグなども作れます。
この機会に作り方の基本を覚えて、手作りのインテリアや小物を作ってみま
せんか。
・ 日 時:９月１０日（土） １０:００～１５:００
・ 定 員:先着１２名（小学生以下は保護者同伴）
・ 料 金:１,０００円（税込）
・ 申込み:９月７日（水）締め切り
※ 電話にて予約、定員になり次第締め切り
・ 持ち物:保険証（コピー可）、飲み物、お弁当
・ 服 装:作業しやすい服装
●

ピザ焼き体験

～窯で焼くできたてのピザを食べよう～
館山野鳥の森には、レンガ造りの窯があります。
家庭ではなかなかできない高温の窯で焼くピザを、生地作りから体験します。
生地の作り方からトッピングまで、基本となるレシピに沿って説明しながらピザ作
りを行います。
できあがった自作のピザをレンガの窯で焼き、熱々のピザを召し上がっていただき
ます。また、生地の発酵を待つ間にスープ作りも行います。焼きたてのピザとスープ
で手作りのランチをお楽しみください。
・ 日 時:９月２４日 （土） １０:００～１３:００
・ 定 員:先着１２名（小学生以下は保護者同伴）
・ 料 金:１,６００円（税込）
・ 申込み:９月２２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、エプロン
・ 服 装:汚れてもよい作業しやすい服装
・場

所:館山野鳥の森多目的ホール／館山市大神宮５５３

・交

通:【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き安房神社前下車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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内浦山県民の森〔鴨川市〕

山の星空イメージ

芝生広場

● 双眼鏡で星空観察
双眼鏡を用いて星空観察を楽しむための、使い方講座と鑑賞会です。
自然あふれる内浦山県民の森で楽しい星空観察はいかがですか。
・日

時:９月３日（土） １８:３０～２１:３０ ※ １８:００までに総合センター集合

・場

所:内浦山県民の森 総合センター／鴨川市内浦３２２８

・定

員:２０名（中学生以下は保護者同伴）

・料

金:大人３,０００円、小・中学生２,０００円（消費税込み）

・受

付:８月２７日（土）まで

・持 ち 物:双眼鏡（持っている方）・保険証・懐中電灯
・服

装:動きやすい服装

・交

通:
【車】国道１２８号線県民の森入口から約４.５ｋｍ 駐車場無料

・U

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

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

30

千葉県立清和県民の森〔君津市〕
●

昆虫観察会 ～秋はバッタ探し～

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

・日 時:９月１７日（土） １３:００～１５:００（受付１２:５０まで）
・料 金:３００円
・受 付:１２:５０までに木のふるさと館に集合
・持ち物:活動しやすく、汚れてもよい服装
・定 員:3０名
●

火起こし体験

ライターを使わずに火を点ける火起こし体験ができます。
お子様でも参加できるように色々な手法を用意してお待
ちしています。
・日 時:９月１１日（日） １３:００～１５:３０
・受

付:１２:３０～１３:００までに木のふるさと館に集合

・料 金:５００円
・持 ち 物:汚れても構わない服装 飲み物 皮手袋（軍手）
・定

員:１５名

・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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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
● 体験イベント「クジラヒゲのストラップづくり」
工芸品にも使われているクジラヒゲを使ってオリジナルストラップを作ります。
・日時:９月３日（土）
①１０:３０～１１:３０、②１３:３０～１４:３０
・申込:当日申込
・定員:各回２０名
・料金:保険料５０円、参加費５０円、展示室入場料
● 演奏会 特別展「鯨」記念ミュージアムコンサート
青葉の森公園芸術文化ホールとの連携事業。特別展「鯨」を記念したプロミュージシャンによるコンサートです。
・日時:９月１７日（土） １４:００～１４:４０
・出演者:クァルテット・エクセルシオ
・申込:９月３日（土）まで
・定員:７０名
・料金:展示室入場料
● 講演会「鯨の文化誌～千葉の人々と鯨～」
縄文から現在まで続く千葉の鯨利用をテーマにした講演会です。
・日時:９月２５日（日） １３:００～１５:００
・出演者:小島孝夫（成城大学教授）
・申込:当日申込
・定員:１００名
・料金:展示室入場料
※ 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
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
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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〕

歴史講座の風景

「行徳汐浜」（『江戸名所図絵』七巻）

● 歴史講座「古文書を読む（初級編）」【3 回連続】
古文書によく出てくる基本的な単語や慣用句を読めるようにし、解読辞典の使い方を習得します。
・日

時:９月３日（土）、１０月 8 日（土）、１１月１９日（土） １０:００～１２:００ 全３回

・場

所:集会室

・定

員:３０名（連続で参加できる方）

・受講料:初回のみ２００円
・申 込:８月 3 日（水） ９:００から電話で申込受付（先着順）
● 企画展「関東 塩ものがたり」
江戸時代、市川行徳の浜は塩田（えんでん）が広がる関東随一の塩の産地でした。本企画展では、原始・古代からの
塩作りの技術から始まり、行徳塩田の興隆と瀬戸内産の塩との攻防、舟運の果たした役割など、関東地方における塩の生
産・流通の歴史を紹介します。
・期

間:９月３０日（金）～１１月２７日（日）

・場

所:２階企画展示室

・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
【企画展会期中】一般３００円、高校生・大学生１５０円
・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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千葉県立房総のむら〔栄町〕

●

十五夜

旧暦の８月１５日に名月を鑑賞する行事で、中秋（ちゅうしゅう）の名月のことです。芋名月（いもめいげつ）とも呼ば
れ、団子や芋を供え、すすきや萩などを飾ります。旧暦では、１ヶ月は月の満ち欠けの周期に近い２９日か３０日で、１５
日はほぼ満月になっています。各農家と武家屋敷では、十五夜の行事を再現し、展示を行います。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、予告なく中止・変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・期

日:９月１０日（土）

・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:【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１５分（無料駐車場あり）

・U

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

お問い合わせ

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

航空ジャンク市

２日間にわたって開催するヒコーキ好きのための恒例イベントです。機内カートや航空機
部品、エアライングッズなど多数出品いたします。ぜひこの機会にご参加ください。
・日

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

・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
※ 新型コロナ感染症対策に万全を期すため、「航空ジャンク市に関する注意事項」を設けたうえで、開催を
検討しております。詳細につきましては、後日、公式 HP や Twitter を通じてご案内いたします。

● 夢へのフライトプラン～航空学校説明会～
今回は空の日記念事業の一環として開催いたします。航空分野に関する学科・コースを設置している首都圏に所在する各
学校が一堂に会し、学校紹介やブースでの個別相談等を行います。大学のパイロット養成コースや航空宇宙工学科、専門
学校の航空機整備や客室乗務員コースなど、航空系の進路に関する情報を得る機会をご提供します。
・日

時:９月２５日（日） １０:００～１６:００

・場

所:航空科学博物館 館内

・申込方法:当日開館（１０:００～）時から、体験館 2 階シミュレーターで受付をします。
・料
●

金:大人７００円（当日、高校生以下入館無料）
企画展示「YS-11 初飛行６０周年展」

戦後初の国産旅客機である YS-11 が１９６２年８月３０日に初飛行してから、今年で６０周
年となります。それを記念して YS-11 の開発から初飛行までの歩みや量産されてからの活躍などについ
て紹介する企画展示を開催いたします。当時の設計、技術試験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分かりやすく解説いたします。
・期

間:８月３０日（火）～１０月２３日（日）

・場

所:航空科学博物館 体験館

・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

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〕

河内舟人（雛祭）絹本着色、昭和２０年（１９４５）頃

岩田正巳（神勅奏上図）絹本着色、個人蔵

茂原市立美術館・郷土資料館蔵

● 近代日本画コレクション 茂原の素封家と画家との交流
大正・昭和期に収集された日本画コレクションを、収集者と画家との交流を伝える書簡とともに紹介します。
岩田正巳、河内舟人ら、東京画壇で活躍した画家たちによる掛軸や画帖、色紙集をお楽しみください。
〈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:１０月 8 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:９月２７日（火）～１０月２２日（土）

・休 館 日:日曜日・月曜日
・時

間:１０:００～１６:００

・場

所:城西国際大学水田美術館／東金市求名 1 番地

・料

金:一般３００円、高校生以下無料

・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〕
● 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:９月１０日（土） １０:００～１１:００
・申込:８月２７日（土）
・対象:小学生以上（小学生は保護者同伴）
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。
※ 熱中症対策のために、十分な量の水分をご持参ください。
● 観察会 「鵜原理想郷 秋の花散歩」
鵜原理想郷をゆっくりと散策しながら季節の花を楽しみます（定員:１５名 参加費:保険料５０円）。
・日時:１０月２日（日） １０:００～１２:００
・対象:小学生以上（小学生は保護者同伴）

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

・場

２ 住所

３ 電話番号

４ 年齢

５ 希望の行事名と日時

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】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
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