
 

 

 

 

 

 

【発表：2022.09.20】 

(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 チーバくん×カピバラさんコラボ商品販売 

房の駅、道の駅、チ

ー バ く ん 物 産 館 

他 

港区  P1 

● 

1 
「あそんでのびる部」ウシトークとエコバックづくり・牧場でつく

る「ぼくつく」LED ランタン制作／千葉ウシノヒロバ 
10/1・8・9 他 千葉市 P2 

2 ハロウィンイベント／千葉ポートタワー 10/8～31 千葉市 P3 

3 10 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園 10/１～30 船橋市 P4～P5 

4 10 月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館 10/9・15・24 船橋市 P6 

5 
ふなばしミュージックストリート 

／天沼弁天池公園 他 
10/15・16 船橋市 P7 

6 青空しあわせヨーガ／ふなばしメグスパ 10/16 船橋市 P8 

7 
第 29 回市民まつり「習志野きらっと 2022」 

／習志野市役所敷地内及び市役所通り 
10/9 習志野市 P9 

8 習志野ドイツフェア＆グルメフェスタ 2022／津田沼公園 10/22・23 習志野市 P10 

9 手賀沼エコマラソン／柏ふるさと公園・北柏ふるさと公園 10/30 柏市 P11 

10 コスモスウィーク／あけぼの山農業公園 10/1～11/3 柏市 P12 

11 旬の野菜の収穫体験／農菜土 11/12・13・20  柏市 P13 

12 ジョイ オブ ローズフルガーデン／京成バラ園  10/7～11/23 八千代市 P14 

13 
第 34 回 鎌ケ谷市産業フェスティバル・第 46 回農業まつり【秋の

収穫・感謝祭】／福太郎アリーナ 
10/29・30 鎌ケ谷市 P15 

14 10 月のイベント／成田ゆめ牧場 
10 月上旬～ 

11 月下旬  
成田市 P16 

15 成田弦まつり／成田山新勝寺境内・表参道・西参道 10/15・16 成田市 P17 

16 プラチナアワー 他／白井市文化センター・プラネタリウム 10/1・8・13 他 白井市 P18 



17 第 18 回与田浦コスモスまつり／与田浦十二町歩 9/17～10/16 香取市 P19 

18 
栄町産業まつり・住民活動ふれあい祭り 2022 

／ふれあいプラザさかえ・ふれあいプラザさかえ駐車場 
10/16 栄町 P20 

19 【オンラインイベント】第 2 回多古米おかず選手権 10/16 多古町 P21 

20 九十九里浜秋物語／国民宿舎サンライズ九十九里 開催中～11/30 九十九里町 P22 

21 
ＪＲ横芝駅開業１２５周年記念事業 

／横芝駅前情報交流館ヨリドコロ 
開催中～5/31 横芝光町 P23 

22 
小惑星探査機｢はやぶさ 2｣帰還カプセル＆小惑星｢リュウグウ｣のサ

ンプル特別展示 in 勝浦／勝浦市芸術文化交流センター 
10/7～12 勝浦市 P24 

23 鴨川サイクルロゲイニング 鴨川秋ロゲ 2022／鴨川市内 11/19～12/4 鴨川市 P25 

24 棚田のあかり／大山千枚田 10/22～1/9 鴨川市 P26 

25 IWAIEEN／岩井地区 10/30 南房総市 P27 

26 地引網と海鮮 BBQ／岩井海岸 10/2・23 南房総市 P28 

27 投げ釣りイベント「ちょい投げ房総族」／富津海水浴場（下洲海岸） 10/8・9 富津市 P29 

28 
洋上から巡る日本遺産「候補地域」紀行鋸山石切の歴史を辿る特別

クルーズ／富津市内・鋸南町内 
10/2 

富津市 

鋸南町 
P30 

29 第 21 回秋のこども写生大会／マザー牧場 9/1～11/30 富津市 P31 

 

1 ［ベイエリア］市川市動植物園／バラ 市川市 P32 

2 ［ベイエリア］習志野市谷津バラ園／バラ 習志野市 P32 

3 ［ベイエリア］京成バラ園／バラ 八千代市 P33 

4 ［かずさ・臨海］東京ドイツ村／コキア 袖ケ浦市 P33 

5 ［北総］成田山菊花大会／成田山新勝寺境内 成田市 P33 

6 ［かずさ・臨海］市原市文化祭菊花展／八幡屋ふれあい広場 市原市 P34 

 

● 

1 ［ベイエリア］やちよ農業交流センター／サツマイモ 八千代市 P35 

2 ［九十九里］仲乃家
な か の や

園
えん

／柿 山武市 P35 

3 ［南房総］道の駅「三芳村」鄙の里／みかん 南房総市 P35 

4 ［南房総］千倉オレンジセンター／みかん 南房総市 P35 

5 ［かずさ・臨海］マザー牧場／サツマイモ 富津市 P36 

6 ［かずさ・臨海］東京ドイツ村／みかん 袖ケ浦市 P36 

 

1 ≪内浦山県民の森≫ 安房高山ハイキング 鴨川市 P37 

2 ≪館山野鳥の森≫ 流木アートを作ろう！ 他 館山市 P38 

3 ≪清和県民の森≫ 森で遊ぼう～ネイチャーゲーム体験～ 他 君津市 P39～P40 



 

1 
≪千葉県立美術館≫ 企画展 江口寿史イラストレーション展 彼女－世界の誰にも描けな

い君の絵を描いている－ 
千葉市 P41 

2 ≪千葉県立中央博物館≫ 秋の展示「おはまおり－海へ向かう神々の祭－」 千葉市 P42～P43 

3 
≪千葉市立郷土博物館》政令市 30 周年記念 令和 4 年度特別展「我、関東の将軍にならん

－小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏」 
千葉市 P44～P45 

4 ≪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（一般向け）」 野田市 P46 

5 ≪千葉県立房総のむら≫ 秋のまつり 栄町 P47 

6 ≪航空科学博物館≫ ANA 空港おしごと体験教室 他 芝山町 P48 

7 ≪千葉県立中央博物館分館 海の博物館》海のアート展 ―真綿でつくるゆらゆらクラゲ－ 勝浦市 P49 
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チーバくん×カピバラさんコラボ商品販売 

【商品ＰＲ】 

 

千葉県の PR マスコットキャラクター「チーバくん」と「カピバラさん」のコラボグッズが登場! 

2022 年はチーバくん誕生 15 周年記念イヤー!カピバラさんがいっしょにお祝いします♪ 

 

・お互いのパーカーを着たとってもキュートな ぬいぐるみ 

・ふたりの可愛いイラストがいっぱいの T シャツ（大人用、子供用） 

・千葉県の名産「落花生」を仲良く抱えているアクリルキーホルダー 

・機能が充実した便利なトートバック 

・可愛さに癒されるボールペン 

・“千葉のおいしいを大切に” 50 年に渡り千葉ならではの商品を提供。 千葉県を代表する株式会社やます （千葉県市

原市）が商品開発を手掛けました。千葉県の名産落花生と「カピバラさん」の好物リンゴのコラボ味を実現した可愛いクッキー 

コラボ商品が盛沢山。 

 

 

また、通販サイト「カピバラさんキュルッとマーケット」にて販売中。 

 

 
 

・商品名:チーバくん×カピバラさんコラボ商品・チーバくん誕生 15 周年商品 

・企業名:東洋レコーディング株式会社 

・所在地:東京都港区赤坂 4-5-19 

・販売価格（税込）:220 円～3,190 円  全 13 アイテム 2２種 

・取扱期間:2022 年 8 月 10 日～2023 年 6 月 30 日 

・商品取扱場所:房の駅、道の駅、幕張 PA、チーバくん物産館、東急ハンズららぽーと船橋店 他 

・通信販売の有無:     ○有   ・  無 

・URL:http://www.tryworks-shop.jp  

お問い合わせ 東洋レコーディング（株） TEL 03(3583)0153／E-mail toreco_md@toyorecording.jp      

チーバくん 千葉県許諾第 B521-1～18  ©TRYWORKS 
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「あそんでのびる部」ウシトークとエコバックづくり・牧場でつくる

「ぼくつく」LED ランタン制作／千葉ウシノヒロバ〔千葉市〕 

 

● 「あそんでのびる部」ウシトークとエコバックづくり 

「あそんでのびる部」は、「自然・成⾧・つながり」をテーマにした千葉ウシノヒロバの子ども向けワークショップです。 

このワークショップでは、あたらしい発見や人との出会いによって、自分のこと・牛のこと・自然のことを好きになっていくことを目

指しています。 

子供の「知りたい!」「やってみたい!」など、子どもたちのありのままを見守りながら、学びや工作の時間を過ごします。 

 

● 牧場でつくる「ぼくつく」LED ランタン制作 

「ぼくつく」は、千葉ウシノヒロバで出た廃材をつかって、キャンプや生活のための道具をつくるワークショップシリーズです。 

「ぼくつく」で素材としてつかうのは、牧場内にあった木造住居の柱や梁です。⾧い時間をかけ、建物を支えてきた立派な木

材です。柔らかい光によって木材の質感が照らされ、小さく味わい深いランタンをご自身の手でつくってみませんか? 
 

・日    時:あそんでのびる部／１０月１日（土）・８日（土）・９日（日） １３:００～１４:００ 

      ぼくつく／１０月 1 日（土）・８日（土）・９日（日）・１５日（土）・２２日（土） 

           １４:００～１５:００ 

・場  所:千葉ウシノヒロバ／千葉市若葉区富田町９８３ー１ 

・料  金:あそんでのびる部／1 人１,９８０円 

      ぼくつく／ 1 人２,９７０円 

・交  通:【電車】千葉都市モノレール千城台駅からおまごバスに乗り乳牛育成牧場停留場下車 

【車】東京方面からお越しの方／千葉東金道路高田 IC から約１０分（約６㎞） 

成田方面からお越しの方／東関東自動車道佐倉 IC から約２０分（約１４㎞） 

・U R L:https://ushinohiroba.com/ 

 

お問い合わせ 千葉ウシノヒロバ TEL 043(235)8376／E-mail info@ushinohiroba.com  
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ハロウィンイベント／千葉ポートタワー〔千葉市〕 

● お菓子プレゼント  

内容:コスプレで入館したお客様、「トリックオアトリート」と言ってくれたお客様、小学生以下のお客様 

期日:１０月３０日（日）、３１日（月） 

定員:各日先着１００名 

                

● かぼちゃの重さあてクイズ  

  内容:ホテルランチペア券チケットなど豪華賞品が盛りだくさん 

  期間:１０月８日（土）～１６日（日） 

 

● シーガルキッチン（展望レストラン）  

内容:全員にハロウィンチョコプレゼント。２,０００円以上利用でお菓子セットプレゼント、ハロウィンコスプレでディナーご利

用の方はドリンクバー無料 

期間:１０月８日（土）～３１日（月） 
 

・期    間:１０月８日（土）～３１日（月） 

・時  間:９:００～１９:００（入館時間は１８:３０まで） 

・場  所:千葉ポートタワー／千葉市中央区中央港１ 

・料  金:入館料／大人４２０円、小中学生２００円 

      １０月１８日（火）市民の日無料開放 

・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下車徒歩１２分 

  【車】東関東自動車道湾岸習志野 IC から約２０分 

京葉道路幕張 IC から約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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１０月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕 

 

  ● １０月の休園日  月曜日（１０日を除く） 

  

 

● コスモスまつり・ハロウィン装飾 

・期  間:１０月１日（土）～３０日（日）  

・内  容:園内が約２０種類１０万株のコスモスとハロウィン装飾で彩ら        

れます。６００㎡約２万株のコスモスめいろも出現 
  

 

  

● ドライフラワーのリース作り 

・日  時:１０月８日（土） ①１０:３０～、②１４:００～ 

・内  容:ドライフラワーを使ったリース作りの教室 

・場  所:花の城レストハウス 

・費  用:１,５００円 

・定  員:各１０名 

      ・申  込:１０月１日（土）９:００から予約専用電話 

〔047(457)6691〕で受付 

        
   

● やぎさんたちのハロウィンショー 

・日  時:１０月１５日（土） １３:００～ ※雨天中止 

・場  所:どうぶつふれあい広場 

・内  容:やぎさんたちと祝うハロウィンパーティー。やぎたちが特技を披露 
 

 

● インターナショナルフェスティバル２０２２ 

     ・日  時:１０月２３日（日） １０:００～１５:００ 

     ・場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム、みんなの広場 

     ・内  容:ステージでの世界の歌や踊り、食べ物の模擬店など 

 

 

  ● グリーンマーケット 

      ・日  時:１０月２３日（日） ９:３０～１７:００ ※雨天中止 

・場  所:メルヘンの丘ゾーン イベント広場 

・内  容:花苗等の販売 
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● コスモスを使った秋色押し花フレーム作り 

・日  時:１０月２９日（土） ①１０:００～ 、②１４:００～ 

・内  容:コスモスを使って本格的な額入りの押し花フレーム 

（２０３㎜×２２５㎜）を作る教室 

・場  所:花の城レストハウス  

・費  用:３,０００円 

・定  員:各１０名 

・申  込:１０月１日（土）９:００から予約専用電話〔047(457)6691〕で受付 

 

● １０月の花 

   園内が約１０万株のコスモスで彩られるほか、サルビア、マリーゴールド、球根ベゴニアなど約１００種類２０万株の草 

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〕 

・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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１０月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕 

 

● 「鳥と海の生きものアートフェスティバル」 

 三番瀬をはじめとした「鳥と海の生きもの」がテーマのアート作品展示即売会。 

「干潟の生きもの観察ツアー」「ビーチコーミングツアー」なども開催。 

・日時:１０月９日（日） １０:００～１６:００ 

・場所:多目的ホール・研修室 

 

 

● 生きもののしくみを知ろう「イカ」 

イカの口にカラスとトンビがいるってどういうこと? イカに歯はあるのかな?  

調べて発見しよう。 

・日時:１０月１５日（土） １３:００～１５:００  

・料金:利用料+４００円／セット  

・申込:Web フォームより要事前応募 １０月８日（土） １７:００まで 

 

● ダイヤモンド富士 

 海浜公園の干潟から神秘的に輝く「ダイヤモンド富士」（太陽が富士山の山頂に

重なり、ダイヤモンドのように輝く自然現象）を望むことができます。 

・日時:１０月２７日（木）・２８日（金） １６:３０頃～ 

・料金:無料 

・場所:三番瀬干潟、展望デッキ 
 

・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、１０月１１日（火）・２４日（月）・３１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 
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ふなばしミュージックストリート／天沼弁天池公園 他〔船橋市〕 

 

 「音楽のまち・ふなばし」が誇る大規模音楽イベントの一つである、ふなばしミュージックストリートは、その名のとおり道ゆく人の

誰もが生演奏を楽しめるイベントとして平成２６年からスタート。「音楽でまちを元気に!」をテーマに、実行委員・ボランティア

スタッフと出演者が一丸となって、船橋のまちに集う人々の「心の架け橋」となるよう、イベントを創り上げてきました。 

昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から事前収録動画の配信のみでの開催でしたが、今年度は２日

間の開催とし、１日目はコロナウイルス対策を徹底した屋外４会場でのライブパフォーマンス、２日目は屋内会場での弾き語

りコンテストを行います。 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、イベント内容が変更となる場合があります。 
 

・日  時:１０月１５日（土） １１:００～１６:３０・１６日（日） １４:００～１６:３０ 

・場  所:１５日（土）／天沼弁天池公園、船橋駅北口おまつり広場、東武百貨店船橋店屋上、フェイスビ

ル連絡デッキ（ライブパフォーマンス） 

      １６日（日）／市民文化創造館（弾き語りコンテスト） 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】ＪＲ総武線船橋駅下車徒歩１０分圏内（各会場）  

・U R L:https://www.funabashi-ms.net/ 

 

お問い合わせ 船橋市教育委員会文化課 TEL 047(436)2888／E-mail bunka@city.funabashi.lg.jp 
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青空しあわせヨーガ／ふなばしメグスパ〔船橋市〕 

 

屋外でのヨガ講座です。青空の下で行うアーサナ、呼吸法、瞑想を通じて幸せを感じましょう。 

心身の健康づくりをしたい方のご参加をお待ちしています。初心者の方も大歓迎です。 

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により変更の可能性があります。 
 

・日 時:１０月１６日（日） １３:３０～１４:３０ 

・場  所:ふなばしメグスパ 芝生広場（雨天時は軽運動室）／船橋市大神保町１３５６－３ 

・対  象:中学生以上の方 

・定  員:先着１２名（電話でご予約ください） 

・料  金:無料 

・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２９回市民まつり「習志野きらっと２０２２」 

／習志野市役所敷地内及び市役所通り〔習志野市〕 

市民の手づくりにより、習志野らしさの創出、ふるさと意識の育成と、市民にとって誇りあるものとして次世代に継承することを

目的としております。３年ぶりの開催で、ステージイベント・パレード・ふれあい広場・子ども広場・模擬店を用意する予定です。 
 

・日    時:１０月９日（日） ９:００～１６:３０ 

・場  所:習志野市役所敷地内及び市役所通り／習志野市鷺沼２－１－１ 

・料  金:無料（飲食物等別途） 

・交  通:【電車】京成線京成津田沼駅下車徒歩 7 分 

・U R L:https://narashinokiratto.jimdofree.com/ 

 

お問い合わせ 習志野市民まつり実行委員会事務局 TEL 047(453)9289／FAX 047(452)3103 
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習志野ドイツフェア＆グルメフェスタ２０２２ 

／津田沼公園〔習志野市〕 

 

～ビール・ソーセージ＆地元グルメの祭典～ 

ジューシーで食べごたえ抜群のご当地グルメ「習志野ソーセージ」をはじめ、ドイツビール、ワインなど本場ドイツの味と地元飲

食店自慢の味を堪能しましょう。 

ステージイベントでは「アルプス音楽団」を中心に地元学生の演奏などをお楽しみいただけます。さらに、「習志野市ふるさと

産品」の販売、縁日コーナーもございます。 
 

・日    時:１０月２２日（土） １２:００～２０:００・２３日（日） １２:００～１９:００ 

・場  所:津田沼公園／習志野市谷津１－１６ 

・料  金:無料（飲食物等別途） 

・交  通:【電車】JR 総武線津田沼駅下車すぐ  

 

お問い合わせ 
習志野ドイツフェア＆グルメフェスタ 2022 実行委員会 

TEL 047(453)7395／FAX 047(453)5578 
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手賀沼エコマラソン／柏ふるさと公園・北柏ふるさと公園〔柏市〕 

 

 

ハーフマラソン大会「手賀沼エコマラソン」を１０月３０日（日）に、新型コロナの感染拡大防止策をとった上で３年ぶり

に開催します。全体的にフラットで走りやすいコース、美しい手賀沼を見ながら気持ちよく走れます。 

今年のコースは、新型コロナウイルス感染症対策のため、会場が 2 ケ所（柏ふるさと公園、北柏ふるさと公園）になります。 
 

・日    時:１０月３０日（日） １０:０0～（雨天決行） 

・場  所:柏ふるさと公園・北柏ふるさと公園／柏市柏下字東４ 

・料  金:８,０００円（抗原検査キット代を含む） 

・交  通:JR 常磐線・東武アーバンパークライン柏駅東口から阪東バス柏ふるさと公園入口行き柏ふるさ 

と公園入口下車徒歩約 2 分 

・U R L:https://teganuma-eco.jp/  

 

お問い合わせ 手賀沼エコマラソン実行委員会 TEL04(7167)8345 
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コスモスウィーク／あけぼの山農業公園〔柏市〕 

 

 あけぼの山農業公園の２．２ヘクタールのコスモス畑が見頃を迎えます。コスモスの見頃に合わせて、１０月１日（土）

～１１月３日（木・祝）「コスモスウィーク」を開催します。期間中はグリーンフェス、農業公園まつりなど大型のイベントの他、

秋を感じられる講座など様々な企画で皆さまをお待ちしております。 

 

《期間中のイベント》 

● グリーンフェス  

花苗、花木、観葉植物、サボテンなどの直売。 

日時:１０月８日（土） ９:３０～１５:００（荒天中止） 

 

● 農業公園まつり 

新鮮な農産物や地元特産品の販売、模擬店、日本庭園内の茶室で催されるお茶会、ワークショップまつり＆ハンドメイドマ

ルシェなど。 

日時:１０月９日（日） ９:３０～１５:００（荒天中止） 

● コスモスウィーク １０月１日（土）～１１月３日（木・祝） 

風車前花畑にフォトスポットの設置。 

期間中、土日祝日限定で柏産ブルーベリーをふんだんに使用した「柏ブルーベリーシュークリーム」の販売。 

コスモスの切り花を使用したフラワーアレンジメントづくり。 

かぼちゃランタンづくり。 

フリーマーケット＆模擬店など。 

期間:１０月１日（土）～１１月３日（木・祝） 

 ※イベントの日程については施設 HP にてご確認ください。 
 

・期    間:１０月１日（土）～１１月３日（木・祝） 

・料  金:入場料・駐車料無料。イベント参加費は別途有料。 

・場  所:あけぼの山農業公園／柏市布施２００５－５ 

・交  通:【電車】JR 常磐線又は成田線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:http://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、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、「さといも」と「大根」の収穫体験

です。「大根」については、お仕事体験として、普段農家さんが行っている出荷前までの作業を体験することができます。普段な

かなか体験できない「大根洗い機」で大根を真っ白にしたり、どこが一番おいしいか大根の部位による味比べをしたりします。 
 

・内  容:①さといも、②大根 

・開 催 日:①１１月１２日（土）・１３日（日）、②１１月２０日（日）    

・開催時間:①９:００～１０:３０、１０:３０～１２:００ 

 ②１０:００～１１:３０、１４:００～１５:３０ 

      募集開始日:１０月１６日（日） 

・場  所:手賀沼周辺の農園（柏市片山、金山） 

      ※ 詳しくはお問合せください 

・料  金:①入場料１組（５名まで）１,０００円、体験料１袋（詰め放題）３,０００円 

      ②小学生以上２,０００円、未就学児１，０００円、３歳以下無料 

       大根２本持ち帰り（4 歳以上） 

・対  象:（申し込み資格）:どなたでも 

・定  員:①各回８０名（先着）②各回３０名（先着） 

・申  込:募集開始日の９:００から 

      必要事項（氏名、住所、連絡先）と参加人数と希望時間を書いて、農菜土へファクス〔04(7137) 

      7318〕、または農菜土ホームページで申込み 

・持 ち 物:⾧靴、手袋、汚れてもよい服装 

・交   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 農菜土（鹿倉農園） TEL 04(7137)7318／E-mail taiken@no-side-kashiwa.com 
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ジョイ オブ ローズフルガーデン／京成バラ園〔八千代市〕 

 

京成バラ園では、１０月７日（金）～１１月２３日（水・祝）まで、秋のシーズンイベント「ジョイ オブ ローズフルガー

デン～ハートの女王の展望台とアリスのブランコ～」を開催します。秋バラの見頃は、１０月中旬から１１月下旬。秋のローズ

ガーデンには、１,０００品種７,０００株のバラが咲き誇ります。春のバラシーズンに続き、「香りの楽しみ」が醍醐味の秋バ

ラの開花「アンコールブルーム」が楽しめます。ワインにボジョレーヌーボーがあるように、ローズガーデンではバラの新作「ローズヌー

ボー」との出会いも。２０２２年のローズヌーボーは、「スマイル ハニー ローズ／くまのぷーさん」など９品種。秋バラに包まれる

ローズガーデンで癒しのひとときをお過ごしください。 

● ハートの女王の展望台とアリスのブランコ 

バラ園に隠された「エターナルローズ」を探す為に、高台のそのまた上に建てられた「ハートの女王の展望台」とその展望台の

下に誕生する「アリスのブランコ」。見晴台の中心で 2 つのアクティビティーを体験できます。 

● メリーゴーランド「ブリリアント ツリー」 

大温室に誕生した、バラの香りに包まれるフォトジェニックで幻想的なメリーゴーランド。 

乗馬可能日は公式 HP でお知らせします。 

● ハロウィンナイト 

日時:１０月８日（土）・１５日（土）・２２日（土）・２９日（土） 開園～１９:００まで 

料金:通常入園料のみ 

● フローティングフラワー 

中央の整形式庭園で生花をふんだんに使用したバラ園ならではの贅沢な噴水デコレーションを実施します。数量限定でお

花を浮かべる体験もできます。 

日時:１０月２９日（土）、１１月３日（木・祝）・１２日（土） １０:３０～ 

● おはようローズガーデン 

日時:１０月２２日（土）・２３日（日）・２９日（土）・３０日（日） ７:００開園 

※雨天等による中止の際は、当園公式ＳＮＳでお知らせします。 
 

・期    間:１０月７日（金）～１１月２３日（水・祝） 

・場  所:京成バラ園／八千代市大和田新田７５５ 

・料  金:大人１,２００円、障がいのある方９００円、中学生以下無料（保護者の同伴が必要です） 

・交  通:【電車】東葉高速鉄道八千代緑が丘駅下車徒歩１５分又は東洋バス八千代医療センター行き八千

代中央駅行き京成バラ園下車 

・U R L:https://www.keiseirose.co.jp/garden/ 

お問い合わせ 京成バラ園 TEL 047(459)0106 
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第３４回鎌ケ谷市産業フェスティバル・ 

第４６回農業まつり【秋の収穫・感謝祭] 

／福太郎アリーナ〔鎌ケ谷市〕 

 

第３４回鎌ケ谷市産業フェスティバルは、市内事業所の製品・商品や鎌ケ谷市ふるさと産品の展示・即売など、様々な楽

しいイベントを開催します。 

また、第４６回農業まつり【秋の収穫・感謝祭】では、野菜及び梨の販売などが行われます。 

※新型コロナウィルス感染状況により、中止となる場合があります。 
 

・日    時:１０月２９日（土） １０:００～１６:００、３０日（日） １０:００～１５:００ 

・場  所:福太郎アリーナ（市民体育館）／鎌ケ谷市初富８６０－３ 

・交  通:【電車】東武アーバンパークライン・新京成線・北総線・成田スカイアクセス線 

          新鎌ケ谷駅南口交通広場（イオン前ロータリー）からシャトルバス運行  

・U R L:http://www.kamagaya.or.jp/ 

 

お問い合わせ 

第 34 回鎌ケ谷市産業フェスティバル 

鎌ケ谷市商工会 TEL 047(443)5565／鎌ケ谷市商工振興課 TEL 047(445)1240 

第 46 回農業まつり【秋の収穫・感謝祭】  

鎌ケ谷市農業振興課 TEL 047(445)1233 
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１０月のイベント／成田ゆめ牧場〔成田市〕 

 

● 落花生堀り 

たくさんの実が土の中に!千葉県の品種「千葉半立」を収穫できます。 

・期 間:１０月上旬～下旬 

   ・時 間:平日／①１０:３０～、②１３:００～１４:００ 

  土日祝／１０:３０～、②１３:００～１５:３０ 

  ①開始時間までに会場へお越しください 

  ②開催時間中に会場へお越しください 

         ※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:６００円（2 株） 

   ・場 所:第一ゆめ牧場農園 

       

● サツマイモ堀り 

甘みの強い「シルクスイート」を掘り起こそう!なめらかな食感がたまりません。 

・期 間:１０月中旬～１１月下旬 

   ・時 間:平日／①１０:３０～、②１３:００～１４:００ 

  土日祝／①１０:３０～、②１３:００～１５:３０ 

  ①開始時間までに会場へお越しください 

  ②開催時間中に会場へお越しください 

         ※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:１,０００円（2 株） 

   ・場 所:当日場内にてご案内 

 

・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）１,６００円、小人（3 歳以上）８００円、６５歳以上１，４００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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成田弦まつり／成田山新勝寺境内・表参道・西参道〔成田市〕 

成田の秋のイベントとして知られる成田弦まつりは、お不動様のご利益を再現し、そのご加護に感謝しつつ、さらにご利益を

いただけるようお祝いするイベントです。成田山表参道の様々な場所で奏でられる弦楽器の演奏を中心に、成田のをどりパレ

ードなど、様々なイベントが開催されます。 
 

・日    時:１０月１５日（土） １０:３０～１８:００、１６日（日） １０:００～１７:００（予定） 

・場  所:成田山新勝寺境内・表参道・西参道／成田山新勝寺周辺 

・交  通:【電車】成田山新勝寺／JR 成田線成田駅又は京成線京成成田駅下車徒歩１５分 

表参道／JR 成田線成田駅又は京成線京成成田駅下車すぐ 

西参道／JR 成田線成田駅又は京成線京成成田駅下車徒歩１０分 

【車】表参道・西参道は交通規制になります。交通規制外に有料駐車場がございますが、台数に

限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。 

 

お問い合わせ 成田弦まつり実行委員会（成田商工会議所内） TEL 0476(22)2101 
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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 

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「惑星大集合 巨大惑星編」  

この秋の宵の空で見やすくなってきた太陽系の惑星たちについて、詳しくご紹介します。 

料金:大人３５０円、子ども１６０円 

※２２日（土）、２３日（日）は文化センター臨時休館 

※２９日（土）は、１１:３０「ひよこプラネタリウム」、１５:００「ライブコンサート」（チケット別途） 

● どなたでも学習投映（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:１０月１日（土） １３:３０～ 月と星の位置変化（小学校 4 年生）  

     １０月８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 

● プラチナアワー（約４５分間） 

 懐かしい音楽と共に、天文のお話と星空を楽しむ大人向けの投映です。今回のお話は「月の基本」です。 

 日時:１０月１３日（木） １１:００～・１５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:１０月２６日（水）・２９日（土） １１:３０～  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 



19 

 

 
第１８回与田浦コスモスまつり／与田浦十二町歩〔香取市〕  

 

３ha の敷地に３００万本近くのコスモスが広がります。 

コスモス摘み取り（無料）やカメラポイント（バックの高架橋を走る列車と写真を撮れるスポットとしても人気）など見所満

載で、なかには幸せの黄色いコスモスもあります。 

イベント期間中は、朝取りイチジク・野菜・新米コシヒカリなどの地域特産品の販売が行われます。週末には各種イベントを

開催します。 

 

【関連イベント】 

● わいわい与田浦ウォーキング 

 日時:１０月２日（日） １０:３０～ 

定員:５０名 （小雨決行） 

問合先:TEL 090(7222)4795 岩瀬氏 

 

● ミスあやめ撮影会 

日時:１０月 9 日（日） ①１０:００～、②１１:００～ 
 

・期  間:９月１７日（土）～ １０月１６日（日） 

・時  間:９:００～１６:００  

・場  所:与田浦十二町歩／JR 鹿島線十二橋駅付近 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 鹿島線十二橋駅下車徒歩３分 

           【車】東関東自動車道佐原香取 IC から２０分又は大栄 IC から２５分 

 

お問い合わせ NPO 法人 香取市与田浦を考える会事務局 TEL 070(1311)1211 
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栄町産業まつり・住民活動ふれあいまつり２０２２ 

／ふれあいプラザさかえ・ふれあいプラザさかえ駐車場〔栄町〕  

 

● 産業まつり 

どらまめの試食及び加工品の紹介と販売・栄町農産物の販売・食味コンテストで優勝したお米（栄町産コシヒカリ）の無

料配布（２合・先着３００個）・矢口工業団地内の企業 PR 及び商品の販売・自衛隊による車両展示及び PR・栄町

吹奏楽団の演奏・ダンスチームによるパフォーマンス・フットサル体験が行われます。 

 

● 住民活動ふれあいまつり２０２２ 

 団体の活動紹介（パネル展）・男女共同参画啓発事業・ママの手作り市（ママまつり）・もったいない市（陶器・文庫

本）・市（新鮮野菜・手作り陶器・手作り小物の販売）が行われます。   
 

・日  時:１０月１６日（日） １０:００～１４:００ 

・場  所:ふれあいプラザさかえ・ふれあいプラザさかえ駐車場／印旛郡栄町安食９３８－１ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 成田線安食駅下車徒歩１５分  

・U R L:http://www.town.sakae.chiba.jp/ 

 

お問い合わせ 
栄町産業課（産業まつり） TEL 0476(33)7713／FAX 0476(95)4274 

住民活動支援センター（住民活動ふれあい祭り 2022） TEL 0476(80)1733  
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【オンラインイベント】第２回多古米おかず選手権〔多古町〕 

 

地域のブランド米である「多古米」に合うおかずのレシピを決める「多古米おかず選手権」。 

厳正なる審査で選び抜かれたレシピの中から、最優秀・優秀作品となるメニューが決定する決勝大会の様子を今年も

Youtube で無料配信します。 

  昨年度に続き、スペシャルアンバサダーとして料理研究家・Youtuber の「リュウジ」氏も出演しますので是非ご視聴ください。 
 

・配 信 日:１０月１６日（日） 

・視聴方法:Youtube にて無料配信（時間等の詳細については、おかず選手権特設サイトでご確認ください。） 

・U R L:takomai-okazu.com 

   

お問い合わせ 
多古町企画政策課 TEL 0479(76)5417／FAX 0479(76)7144 

E-mail sousei@town.tako.lg.jp 
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九十九里浜秋物語／国民宿舎サンライズ九十九里（九十九里町） 

 

今年の秋のサンライズ九十九里は、まさに「食の秋」。地産地消にこだわり、千葉県ならではの海の幸と山の幸、両方をふん

だんに取り入れた「極み特撰会席」と「彩り会席」はこの秋だけの味覚となっております。心ゆくまでご堪能ください。また、人気の

ブッフェも「KUJUKURI オータムブッフェ」として今季も展開いたします。九十九里伝統の郷土料理も含め約５０種類を思う

存分お召し上がりください。 

 秋の九十九里浜をのんびり散策し、大浴場でゆっくり汗を流し、美味しい食事に舌鼓はいかがでしょうか。なお、７月１日よ

りご宿泊者様に限り、屋内温水プールが泳ぎ放題（チェックイン～チェックアウトまで）となっております。ぜひご利用くださいま

せ。 

※上記写真はそれぞれ左が極み特撰会席、右が彩り会席となっております。 
 

・期  間:開催中～１１月３０日（金） 

・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極み特選会席コース:\１７,６００～（１泊２食付き） 

      ②彩り会席コース:\１５,９５０～（１泊２食付き） 

      ③KUJUKURI オータムブッフェコース:\１４,３００～（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 

 

  



23 

 

 
ＪＲ横芝駅開業１２５周年記念事業 

／横芝駅前情報交流館ヨリドコロ〔横芝光町〕 

 

総武鉄道が銚子まで開通し、明治３０年６月１日に横芝駅が開業しました。 

横芝駅は、開業当時から同じ駅舎が使われており、今年 6 月 1 日に１２５周年を迎えました。 

１２５周年を記念し、地元有志が集まり、駅前広場に横断幕と横芝駅前情報交流館ヨリドコロに記念スタンプを設置し

ました。この機会に是非 JR 横芝駅にお越しください。 
 

・期    間:現在開催中～５月３１日（水） 

・場  所:横芝駅前情報交流館ヨリドコロ／山武郡横芝光町横芝１３５５－２ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 総武本線横芝駅下車すぐ 

・U R L:https://yoridokoro.chiba.jp 

 

お問い合わせ 横芝駅前情報交流館ヨリドコロ TEL 0479(74)8585／FAX0479(74)8685 
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小惑星探査機｢はやぶさ２｣帰還カプセル＆小惑星｢リュウグウ｣のサン

プル特別展示 in 勝浦／勝浦市芸術文化交流センター〔勝浦市〕 

 

２０２０年１２月 6 日小惑星探査機｢はやぶさ２｣が小惑星「リュウグウ」で採取したサンプルは帰還カプセルによって地

球へ届けられました。この｢はやぶさ２｣帰還カプセルと小惑星｢リュウグウ｣採取物の実物を公開します。 

千葉県では、勝浦だけの特別展示です。間近で見ることができ宇宙科学の重要性を学ぶ貴重な機会となっています。 

エントランスでは、JAXA 勝浦宇宙通信所のパネルの展示や動画を放映します。宇宙食の販売もありますので、是非、会

場までお越しください。 

※混雑時には一時入場制限あり。 
 

・期    間:１０月７日（金）～１２日（水） ※ １０月１１日（火）休館 

・時  間:９:００～１７:００（入室は１６:４５まで） 

・場  所:勝浦市芸術文化交流センター／勝浦市沢倉５２３－１ 

・交  通:【電車】JR 外房線勝浦駅下車徒歩２５分 

      【車】圏央道市原鶴舞 IC から４０分 

 

お問い合わせ 勝浦市教育委員会（生涯学習課） TEL 0470(73)6665 
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鴨川サイクルロゲイニング 鴨川秋ロゲ２０２２／鴨川市内〔鴨川市〕 

 

主催者が用意する地図を読んで、得点が設定されているチェックポイントを自転車でめぐり、制限時間（5 時間）内に得ら

れた得点の合計点数で順位を競います。会期中の好きな日を選んで参加できるので、混雑を避けることができます。順位は

全日程を通して決定します。自分のペースで参加できます。初心者・上級者も歓迎です。 

 

【参加お申込み】 

公式ウェブサイトのイベントページ（https://wellspo.jp/event/kamogawa-rogaining2022_autumn/）に申込

方法を記載します（現在、準備中）。 
 

・期    間:１１月１９日（土）～１２月４日（日） ※好きな日を選んで参加  

・時  間:集合９:３０／イベント時間１０:００～１５:００ 

・場  所:鴨川市内（集合場所は鴨川市文化体育館） 

・受  付:受付は参加希望日の前日まで 

・定  員:各日２０名 

・料  金:大人３,０００円、中学生以下１,５００円（中学生以下保護者同伴） 

・持 ち 物:自転車（事前申込・有料でレンタサイクルもあります。ヘルメット・鍵 付）、デジタルカメラ又

はカメラ付スマートフォン（各チェックポイントを訪れた証拠として撮影画像が必要になりま

す）、健康保険証 

・交  通:【電車】東京駅から JR 外房線特急わかしお号（１時間５０分）→安房鴨川駅から車で７分 

路線バスで鴨川駅東口バス停から総合運動場バス停約 7 分東京湾フェリー又は平塚本郷 

行きにご乗車ください。 

【車】東京・横浜→東京湾アクアライン→君津 IC→房総スカイライン→県道千葉鴨川線→鴨川市

内（計９０分） 

・U R L:https://wellspo.jp/ 

 

お問い合わせ （一社）ウェルネスポーツ鴨川 TEL 04(7092)1114／E-mail info@wellspo.jp 
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棚田のあかり／大山千枚田〔鴨川市〕 

 

LED ライトによる⾧期間のライトアップ「棚田のあかり」が１０月２２日（土）より開催します。 

４色へ変化する LED ライトが幻想的な棚田の雰囲気を彩り、訪れた皆様を楽しませてくれます。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響で 「棚田の夜祭り」 は中止となりました。 
 

・期    間:１０月２２日（土）～１月９日（月・祝） 

・場  所:大山千枚田／鴨川市平塚５４０ 

・交  通:【電車】JR 安房鴨川駅からバス大山千枚田入り口下車徒歩２０分 

・U R L:http://www.senmaida.com/ 

 

お問い合わせ NPO 大山千枚田保存会 TEL 04(7099)9050 
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IWAIEEN／岩井地区〔南房総市〕 

 

岩井民宿街でスタンプラリー形式の謎解きハロウィンイベントを開催。 

子供たちは仮装 OK。お菓子を集めながら民宿街を歩き新たな発見を見つけよう。
 

・期   日:１０月３０日（日） 

・場  所:岩井地区／南房総市 

・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浦 IC から約８分 

 

お問い合わせ 富山地区若者地域団体 i.PLANNER 渡辺氏 TEL 080(8051)6039 
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地引網と海鮮 BBQ／岩井海岸〔南房総市〕 

 

南房総岩井海岸では昔から盛んだった漁師たちの地引き網が今も受け継がれています。 

岩井民宿組合では、この伝統的な漁法を体験できるイベントを開催します。 

朝食は、力を合わせて引き揚げたばかりの海の幸を豪快にバーベキューでお楽しみください。 

 

【前日宿泊プラン（要予約）】 

大人（中学生以上）１０,０００円（税込）、子供（３歳以上小学生）７,０００円（税込）、幼児（１～２歳）

２,０００円（税込） 

※地引網・海鮮 BBQ 中止の場合、大人料金を９,０００円（税込）に変更いたします。 

※事前受付を行いますので、開始３０分前に会場へお越しください。 

※不慮の事故に際しましては責任を負いかねますのでご了承ください。 

※地引網が中止になった場合は前日までにご連絡いたします。 
 

・日    時:１０月２日（日）・２３日（日） ７:４０頃～９:３０頃 

※悪天候の場合は中止になる場合があります。 

・場  所:岩井海岸／南房総市久枝 

・交  通:【電車】JR 内房線岩井駅下車徒歩約１２分 

【車】富津館山自動車道鋸南富山 IC から約８分 

・U R L:http://iwaikaigan.com/jibikiami 

 

お問い合わせ 岩井民宿組合 TEL 0470(57)2088／FAX 0470(57)3131 
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投げ釣りイベント「ちょい投げ房総族」 

／富津海水浴場（下洲海岸）〔富津市〕 

 

初心者でも楽しめると評判のちょい投げ釣りのイベント。 

船に乗るのが苦手な方や時間を拘束されるのが心配な方、お子様連れの方も、砂浜からの釣りなので気軽に参加できます。 

イベント当日は GOGO!九ちゃんフィッシングでお馴染み香月ハルちゃんと太田ハンターが参加。さらにあの有名プロアングラ

ー林賢治氏が楽しく投げ釣りの基本やマナーを教えてくれます。 

富津のビーチは広々、風通しもよく、ソーシャルディスタンスも万全です。食事割引クーポンのプレゼントがあるので、富津のグ

ルメもぜひお試しください。 
 

・期  日:１０月８日（土）・９日（日） 

・場  所:富津海水浴場（下洲海岸）／富津市富津２２８０ 

・参 加 費:ちょい投げ日帰り 1 日２,０００円（エサ代・仕掛け代） 

宿泊+ちょい投げ 2 日間１２,０００円（宿泊代・エサ代・仕掛け代） 

宿泊旅館:さざ波館 

夕食会場:いそね寿司（富津名物「はかりめ丼」） 

・交  通:【電車】JR 内房線青堀駅から富津公園行きバスに乗り終点下車徒歩１０分 

【車】館山自動車道木更津南 IC から富津岬方面へ約１５分 

・U R L:https://www.futtsu-kanko.info/whatsnew/7850/ 富津市観光協会 

https://www.tokyowanferry.com/tyoinagebousouzoku/ 東京湾フェリー 

 

お問い合わせ 
富津市観光協会事務局 TEL 0439(80)1291（平日のみ・イベントに関すること） 

東京湾フェリー営業部 TEL 046(830)5622（予約・申し込みに関すること） 
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洋上から巡る日本遺産「候補地域」紀行鋸山石切の歴史を 

辿る特別クルーズ／富津市内・鋸南町内〔富津市・鋸南町〕 

 

富津市・鋸南町では、日本遺産「候補地域」に認定された「鋸山」の資源を活かし、地域活性化事業に取り組んでいます。 

この事業の一環として、「鋸山石切の歴史を辿る特別クルーズ」と題し、金谷港発着により東京湾臨海を周遊するクルーズ

船の運航を実施します。 

鋸山から切り出された房州石がどのような歴史を辿ってきたのか、東京湾を周遊しながら体験いただけるようなツアーとなって

います。ぜひご参加ください。 

９月２２日（木）までに、お電話または WEB 予約フォーム（東京湾フェリーホームページ内）によりお申込みください。

※郵便番号・住所・氏名・電話番号・参加人数・メールアドレスが必要となります。詳しくは、富津市ホームページをご覧くだ   

さい。 
 

・期  日:１０月２日（日） 

・場  所:東京湾フェリー金谷港／富津市金谷４３０３ 

・参 加 費:大人３,０００円、小学生２,０００円（未就学児は無料） 

・交  通:【電車】JR 内房線浜金谷駅下車徒歩８分 

【車】館山自動車道富津金谷 IC から約 5 分 

・U R L:https//www.city.futtsu.lg.jp/0000007213.html 

 

お問い合わせ 
東京湾フェリー（株）TEL046(830)5622（予約・申込みに関すること） 

富津市教育部 TEL0439(80)1342（鋸山日本遺産「候補地域」に関すること） 
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第２１回秋のこども写生大会／マザー牧場〔富津市〕 

 

【２０２１年低学年入賞作品】 

マザー牧場内で自分の好きな動物やお花、風景などを描いてみよう。 

マザー牧場ホームページ内にある「写生大会申込書」を印刷し、必要事項をご記入の上、参加当日チケット売場へ提出

してください。 

参加者全員にオリジナルグッズプレゼントがあります。 

※ 絵を描く道具をご持参ください（くれよん、絵の具など。ただし油絵の具を除く）。画用紙と画板は牧場にあります。 

 

参加資格:小学生低学年の部・高学年の部 ※ 団体でのご利用はできません。 

入賞発表:１２月中旬ご本人へ直接通知 ※ 表彰式は１月中旬以降に予定 

         金賞・銀賞・銅賞・朝日新聞社賞・朝日小学生新聞賞・千葉日報社賞・ｂａｙｆｍ７８賞 

ぺんてる賞・マザー牧場賞 他 

入選作品展:１月上旬～２月下旬まではマザー牧場で、３月上旬～中旬に朝日新聞社本館２F コンコースにて展

示予定 
 

・期  間:９月１日（木）～１１月３０日（水） 

・場  所:マザー牧場／富津市田倉９４０－３ 

・入 場 料:参加者（小学生）はマザー牧場入場無料。同伴者は５名様まで通常料金より入場割引 

      (大人２００円、小人１００円割引)  

・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約３５分 

【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 

・主  催:朝日新聞社・マザー牧場 

・後  援:千葉県教育委員会、富津市教育委員会、君津市教育委員会、木更津市教育委員会 

袖ケ浦市教育委員会、市原市教育委員会、朝日小学生新聞、千葉日報社 

・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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花情報（バラ・コスモス・コキア・菊花展・菊花大会） 

※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 市川市動植物園（市川市）／バラ 

大町自然観察園内にあるバラ園で、約１１０品種９３４株のバラが咲き

誇ります。  

 

□ 見 頃:１０月中旬～１１月中旬 

□ 場 所:大町自然観察園内（バラ園）／市川市大町２８４ 

□ 料 金:無料 

□  交 通:土日祝日【電車】JR 総武線本八幡駅北口又は武蔵野線市川大野駅から京成バス本１５系統  

動植物園行き終点下車徒歩１０分（バラ園入口まで） 

平    日【電車】JR 総武線本八幡駅北口又は武蔵野線市川大野駅から京成バス本３２系統 

大町駅行き本３３系統大町駅経由市川営業所行き駒形下車徒歩２５分（バラ 

園入口まで） 

□ 問合先:TEL 047(338)1960 市川市動植物園 

□ ＵＲＬ: http://www.city.ichikawa.lg.jp/zoo 

 

2 習志野市谷津バラ園（習志野市）／バラ 

約１２,６００㎡の敷地内に、８００種７,５００株のバラが噴水を中

心に整然と咲き誇り、植栽されているバラは名花・名品種と呼ばれるものや原

種及び歴史的にも優れた価値を持つ品種が多くあります。園内には⾧さ５０

m のバラのトンネルもあり、ロマンチックな雰囲気が漂います。 

 

□ 見 頃:１０月中旬～１１月上旬 

□ 場 所:習志野市谷津バラ園／習志野市谷津３－１－１４ 

□ 入園時間:８:００～１７:００ 

（１０月１日（土）～１１月３０日（水）） 

□ 休園日:毎週月曜日 

※月曜日が祝祭日の場合は、その翌日休園 

※１０月、１１月は休園なし 

□ 入園料:高校生以上５５０円、６５歳以上２５０円、 

中学生以下無料（その他の期間は要問合せ） 

□ 交 通:【電車】京成線谷津駅下車徒歩５分 

□ 問合先:TEL 047(453)3772 習志野市谷津バラ園 

□ ＵＲＬ:http://www.yatsu-rosegarden.jp 
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3 京成バラ園（八千代市）／バラ 

秋のローズガーデンには、１,０００品種７,０００株のバラが咲き誇り

ます。１０月 7 日（金）～１１月２３日（水・祝）まで「ジョイ オブ ロ

ーズフルガーデン」を開催します。 

 

□ 見 頃:１０月中旬～１１月下旬 

□ 場 所:京成バラ園／八千代市大和田新田７５５ 

□ 入園料:大人１,２００円、シニア・障がい者９００円、 

中学生以下無料 

□ 交 通:【電車】東葉高速鉄道八千代緑が丘駅下車徒歩１５分又は東洋バス八千代医療センター行き八

千代中央駅行き京成バラ園下車 

 □ 問合先:TEL 047(459)0106 京成バラ園 

□ ＵＲＬ:https://www.keiseirose.co.jp/garden 

 

 【かずさ・臨海】 

４  東京ドイツ村（袖ケ浦市）／コキア 

１５００株のコキアが紅葉して園内を彩ります。 
□ 見 頃:１０月上旬～中旬 

□ 場 所:東京ドイツ村／袖ケ浦市永吉４１９ 

□ 入園料:大人８００円、子供４００円、別途駐車料金 

１台１,０００円 

□ 交 通:【電車】JR 千葉駅から２１番乗場カピーナ号で４０分 

【車】館山自動車道・姉崎袖ケ浦 IC 出口から右折約３km  

圏央道・木更津東 IC 出口から左折約６km 

□ 問合先:TEL 0438(60)5511 東京ドイツ村 

□ ＵＲＬ:https://www.t-doitsumura.co.jp 

 

【北 総】 

５ 成田山菊花大会／成田山新勝寺境内（成田市） 

成田山新勝寺菊花大会は、明治１６年から続く伝統行事で、成田山菊花

会のご奉納による盆栽や懸崖
けんがい

、鉢物など多種多様な菊花が約１ヶ月間展示さ

れます。光輪閣周辺には奉納された菊が展示されます。 

 

□ 期 間:１０月２０日（木）～１１月１５日（火） 

□ 見 頃:１１月初旬 

□ 場 所:成田山新勝寺境内／成田市成田１ 

□ 交 通:【電車】JR 成田線成田駅又は京成線京成成田駅下車徒歩１０分 

□ 問合先:TEL 0476(22)2111 成田山新勝寺 
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 【かずさ・臨海】 

６ 市原市文化祭菊花展／八幡屋ふれあい広場（市原市） 

市原市は、県内でも菊の愛好者が多いことで知られています。 

例年、盆養、子盆養、盆栽懸崖、だるまづくり、福作づくり、切花、小中菊

全般など、約２００点の作品が展示されます。また、会場では役員が案内説

明や指導をしておりますので、ぜひお役立てください。 

 

 

《同時開催》 

 第４７回千葉県菊花大会 １１月２日（水）～１０日（木） 

第３９回（一社）全日本菊花連盟千葉支部菊花大会 １１ 月１３日（日）～２０日（日） 

 

□ 期 間:１１月１日（火）～２３日（水・祝） 

□ 場 所:八幡屋ふれあい広場／市原市潤井戸１３０７－２０ 

□ 交 通:【車】県道１４号千葉茂原線（茂原街道）沿い八幡屋付近 

□ 問合先:TEL 080(2093)2068 市原菊の会事務局⾧ 加藤氏 
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味覚狩り（サツマイモ・柿・みかん） 

※気候により、生育状況が異なってまいりますので、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 やちよ農業交流センター（八千代市）／サツマイモ 

□ 期 間:１０月１日（土）～１６日（日）頃 

 □ 料 金:１区画（１０株）:２,０００円 

 □ 品 種:ベニハルカ（６００区画） 

複数区画の申込みもできます。 

※WEB にてお申込みください 

 □ 場 所:やちよ農業交流センター／八千代市島田２０７６ 

 □ 問合先:TEL 047(406)4778 

  □ U R L :http://yachiyo-agri.org/ 

【九十九里】 

２ 仲乃家
な か の や

園
えん

（山武市）／柿 

□ 期 間:１０月下旬～１２月上旬 

□ 時 間:９:００～日没 

□ 料 金:６００円／１kg 

□ 場 所:仲乃家園／山武市横田１０２４ 

□ 問合先:TEL 0475(89)0668  仲乃家園 

□ ＵＲＬ:http://www.pc2.jp/tomura/ 

【南房総】 

３ 道の駅「三芳村」鄙の里（南房総市）／みかん 

□ 期 間:１０月中旬～１２月中旬 ※要予約 

□ 時 間:９:００～１５:００ 

□ 料 金:大人５００円、小学生以下３００円（入園料込み、３０分間） 

□ 場 所:道の駅「三芳村」鄙の里の周辺農家をご紹介します。 

□ 問合先:TEL 0470(36)4116 道の駅「三芳村」鄙の里（受付案内） 

４ 千倉オレンジセンター（南房総市）／みかん 

□ 期 間:１０月１日（土）～４月３０日（日） 

□ 時 間:９:００～１７:００（時期により異なる。要問合せ） 

□ 料 金:大人５００円、子供３００円（食べ放題） 

□ 場 所:千倉オレンジセンター／南房総市千倉町久保１４９４ 

□ 問合先:TEL 0470(44)0780 野宮農園 

□ ＵＲＬ:https://orangemura.com/ 
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【かずさ・臨海】 

５ 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:TEL0439(37)3211  

□ U R L:https://www.motherfarm.co.jp/ 

 

６ 東京ドイツ村（袖ケ浦市）／みかん 

□ 期 間:１０月下旬～無くなり次第終了（直接お問い合わせください） 

□ 時 間:９:３０～１５:３０ ※ 予定  

□ 品 種:宮川早生 

□ 料 金:１人３００円（食べ放題）、持ち帰り６００円 ※ 入園料別途必要 

□ 場 所:東京ドイツ村／袖ケ浦市永吉４１９ 

□ 問合先:TEL 0438(60)5511  東京ドイツ村  

□ ＵＲＬ:http://www.t-doitsumura.co.jp/ 
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千葉県立内浦山県民の森〔鴨川市〕 

 

● 安房高山ハイキング 

 内浦山県民の森を集合場所とし、スタート地点へ移動後、林道柚の木線から淵が沢奥米線を経て一路安房高山山頂を

目指します。全行程約１１ｋｍ、やや健脚向きのハイキングです。 

 
 

・日  時:１０月２６日（水） ９:３０～１５:３０ 

・場  所:内浦山県民の森／鴨川市内浦３２２８ 

・集合場所:清和県民の森 総合センターロビー 

・定  員:一般３０名（中学生以下は保護者同伴） 

・料  金:お一人様１,４００円（消費税込み） 

・参加受付:１０月２４日（月）まで（先着順・定員になり次第締め切り） 

・持 ち 物:保険証・レジャーシート・弁当・飲み物・マスク 

・服  装:ハイキングに適した服装（帽子・トレッキングシューズ・手袋等） 

・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 
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千葉県立館山野鳥の森〔館山市〕 

● 流木アートを作ろう! 

川や海で収集した流木を活かして、オリジナルのオブジェ

を作ります。さまざまな形や色をした流木を加工し、木の実

や貝殻を装飾するなど、あなたのアイデアとセンスで素敵な

オブジェを作りましょう。流木ならではの自然な風合いは、イ

ンテリアとして楽しめ、オシャレな雰囲気を演出します。 

できあがった作品を、ご自宅のお庭やお部屋に飾ってみませんか。 

 

・日 時:１０月８日（土） １０:００～１２:００ 

・料 金:１,６００円（税込） 

・申 込:１０月６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、作業しやすい服装 

・定 員:先着１２名 

 

 

● 秋惜しむ植物観察会 

秋の行楽シーズンに合わせ、房総の自然を楽しみ

ながら園内を散策し、秋の植物を観察します。 

当園は「森林浴の森日本１００選」・「健康と癒

しの森３０選」にも選定されている他、展望台から望

む平砂浦海岸の景色が「ちば眺望１００景」にも選

定されており、野鳥の声や自然が持つ癒しパワーを感じながら、雄大な景色をお楽しみいただけます。 

また、当日は植物に詳しいスタッフが同行し、園内に自生する植物の説明をします。県内最南端に自生するモミの木や群

生するメタセコイアやラクウショウの紅葉など、この時期ならではの森の景色もお楽しみいただけます。 

 

・日  時:１０月２２日（土） ９:３０～１２:００（荒天中止） 

・料 金:８００円（税込）  

・申  込:１０月２１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、帽子、観察しやすい服装  
 

・場  所:館山野鳥の森／館山市大神宮５５３ 

・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き安房神社前下車５分 

・U R L:http:// www.tateyamayachou.jp 

 

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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千葉県立清和県民の森〔君津市〕 

● 森で遊ぼう～ネイチャーゲーム体験～ 

大自然の中で体を使った遊びが体験できます。風を聴き、

音を見て、命と語る。五感全てを使って自然を感じましょう 

 

・日 時:１０月２日（日）  

１３:００～１５:３０ 

・料 金:４００円 

・受 付:１２:３０～１３:００  

・持ち物:汚れてもよい服装    

・定 員:１５名 

 

 

● 森の恵み きのこの観察会 

森の案内人と一緒に、遊歩道を歩いてきのこを観察

します。散策後、きのこの同定（名前の確認）を参加

者全員で行います。 

 

・日  時:１０月８日（土） １０:００～１４:００（雨天中止） 

・料 金:５００円  

 

 

 

● 星空撮影ワークショップ 

天体写真を撮るためのカメラの基本的な設定や、夜間

での撮影方法について学びます。初めての方でも大歓迎

です。 

事前に予習（無料）をしておきたい方は、１６:３０までに木のふるさと館にお越しください。 
・日 時:１０月１５日（土） １８:３０～２１:３０  

・料 金:４００円 

・受 付:１７:５０までに木のふるさと館に集合  

・持ち物:お持ちのデジタルカメラ（一眼レフ推奨）、三脚、お弁当 

・定 員:２０名 
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● ハロウィンイベント ～かぼちゃくんを探せ!～ 

手作り衣装で仮装して、ヒントを頼りに園内のどこかに隠れ

ているかぼちゃくんを見つけよう。かぼちゃくんを見つけると、かぼ

ちゃくんからおかしが貰えるぞ。キミはかぼちゃくんを見つけること

ができるかな? 

 

・日 時:１０月３０日（日） １０:００～１２:００ 

・料 金:６００円 

・受 付:１０:００～１１:００  

・持ち物:なし    

・定 員:１０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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千葉県立美術館〔千葉市〕 

Shiggy Jr.「ALL ABOUT POP」通常版 CD ジャケット（2016） ©2022 Eguchi Hisashi 

● 企画展 江口寿史イラストレーション展 彼女ー世界の誰にも描けない君の絵を描いているー 

 流山市を拠点とする「千葉パイレーツ」の活躍を描いた漫画「すすめ‼パイレーツ」や、「ストップ‼ひばりくん!」などで知られ

る漫画家・江口寿史（１９５６～）は、同時代の若者の音楽やファッションを取り込んだ作風などによって、その後の漫画の

スタイルを変革し、多様なジャンルのアーティストに影響を及ぼしました。 

早い時期より作画への関心を深め、特にキャラクターデザインには強いこだわりを示すようになり、音楽アルバムのジャケットや

化粧品とのコラボなどによって、今や日本を代表するイラストレーターとして活躍しています。 

この展覧会では、江口氏の４５年の軌跡を約５００点の魅力溢れる作品で紹介します。 

【関連イベント】 

● ライブドローイング 

巡回展の会場ごとに描く 1800×1800mm のキャンバスアート。 

期日:１０月２９日（土）・３０日（日） 

● ライブトーク 

漫画家の本宮ひろ志氏と本展監修・楠見清氏が現代の美人画家・江口寿史の魅力に迫ります。 

期日:１１月１９日（土） 

● ライブスケッチ 

公募女性モデル２０人をボールペンで江口スタイルにスケッチ。作品はコピーを展示、原画は本人に進呈します。 

期日:１１月２６日（土） 

※ イベントの詳細等については施設 HP にてご確認ください。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本展および関連イベントを変更又は中止とする場合があります。 
 

・期  間:１０月２９日（土）～１月１５日（日） 

・開館時間:９:００～１６:３０（入場は１６:００まで） 

・休 館 日:月曜日（ただし月曜日が祝日の場合は翌日休館）、年末年始【１２月２８日（水）～１月４日（水）】 

・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〕 

 

 

● 秋の展示「おはまおり－海へ向かう神々の祭－」 

 神輿が海や水辺に向かう祭り、「おはまおり」。東日本の太平洋岸に広く見られ、特に四方を海や川に囲まれている千葉県

では多様な形の「おはまおり」が各地で行われており、名称も「おはまおり」のほか「しおふみ」「おはまで」など様々です。   

安産・子育て、豊漁豊作、疫病退散などの願いが込められた「おはまおり」は、海とともに生きてきた人々の暮らしや文化を

象徴する祭りであり、地域の人々の精神的な支柱となってきました。本展示では「おはまおり」の歴史や意義、魅力について紹

介します。 

 〈関連行事〉 

● 海とおみこしのぬりえを楽しむ 

 ・期間:会期中毎日開催 

● おはまおりワークシート 

 ・期間:会期中毎日開催 

● おはまおりセミナー 

 ・日時:１１月６日（日） １２:３０～１６:００ 

● ミュージアムトーク  

・期間:会期中毎日開催 

 

※ 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:１０月２２日（土）～１月９日（月・祝）      

・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: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
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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://www2.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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千葉市立郷土博物館〔千葉市〕 

大般若経（飯香岡八幡宮蔵）             錦絵「北条九代記鴻之台合戦」当館蔵 

 

● 政令市３０周年記念 令和４年度特別展「我、関東の将軍にならんー小弓公方足利義明と戦国期の千葉氏ー」 

 戦国時代、千葉氏の名字の地である千葉の地は、関東のホットスポットとなりました。永正１５年（１５１８）、「関東の

将軍」である古河公方家の風雲児足利義明が、房総の武士たちに支えられ、本市の小弓（現在の中央区生実町）で「も

う一人の関東の将軍」として自立しました。世にいう「小弓公方」です。義明の行動と滅亡は千葉氏をはじめとする周辺の諸

大名に強い影響を及ぼしました。小弓公方は、単に房総における動向に留まらず、関東の戦国社会の枠組みを変えた、極め

て重要な存在として位置づくものなのです。 

 本展では、「千葉市の知られざる歴史」である小弓公方足利義明を初めて本格的に取り上げ、戦国時代の関東における千

葉市と千葉氏について紹介します。 

 

〈関連イベント〉 

● 歴史講座「関東の風雲児小弓公方足利義明とその時代」  

 内容:小弓公方足利義明と戦国時代の諸相について様々な視点から紹介します。（要予約） 

日時:１０月２２日（土）、１１月５日（土）、１２月３日（土） １４:００～１５:３０（各回共通） 

会場:千葉経済大学 2 号館大講義室（２-１０１教室） 

 

演題及び講師 

【第１回】講師 谷口雄太氏（青山学院大准教授）  

演題:足利氏とは何者か－中世における足利氏の位置付けと戦国期東国の世界－ 

【第２回】講師 盛本昌広氏(中世史研究家） 

演題:戦国時代の軍需物資の確保と調達－木材・鉄・鉛・兵糧を中心に－ 

【第３回】講師 滝川恒昭氏（千葉経済大学講師） 

演題:房総の戦国時代と小弓公方足利義明 

  

募集定員:１２０名（応募多数の場合抽選） 

１０月７日（金）までに電子申請か往復はがきで申し込み。（応募多数の場合は抽選） 
 

・期    間:１０月１８日（火）～１２月１１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 
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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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千葉県立関宿城博物館〔野田市〕 

                          

    企画展「関東 塩ものがたり」 

「行徳汐浜」（『江戸名所図会』七巻を電子的に彩色   体験教室「河川敷のいきものさがし（一般向け）」 

 

● 体験教室「河川敷のいきものさがし（一般向け）」 

当館調査協力員で自然科学系ライターの「わぴちゃん」こと、岩槻秀明氏の解説を聞きながら、河川敷特有の植生環境を

観察します。 

・日  時:１０月１６日（日） １０:００～１２:００  

・場  所:集会室、利根川・江戸川の河川敷 

・定  員:２０名 

・受講料:５０円 

・持ち物:動きやすい服装（サンダル不可、⾧ズボン推奨）、帽子、水分補給ができるもの 

虫かご、虫捕り網、虫除けスプレー（持っていれば） 

・申  込:９月１６日（金） 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 ※１１月３日（木・祝）無料開放 

・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 



47 

 

 
千葉県立房総のむら〔栄町〕 

 

● 秋のまつり 

 房総のむらで「秋のまつり」を開催します! 

「実りの秋に感謝」をテーマに、商家町並みでの大道芸や伝統技術を持った職人による実演販売、特別演目として小笠原流

弓道の演武など、様々なイベントが盛りだくさんです。 

 

 〈特別イベント〉 

 小笠原流弓道の演武（１０月１日（土））、大道芸、紙芝居の上演など 

 〈実りの秋に関するイベント･販売〉 

 国指定重要無形民俗文化財「木積の藤箕製作技術」の実演（１０月２日（日））、ボランティアガイドによる昔の農

具体験など 

 〈体験・実演など〉 

 千代紙ろうそく作り、かんたん組紐ストラップ、サイコロ作り、小さな畳のコースター、野点、和船体験、かんたんモナカ、浮世絵

の摺り（１０月１日（土））、版木の摺り（１０月１日（土））、ざる・かご作り（１０月１日（土））、みそまんじ

ゅう、かざぐるま作り、機織り（１０月１日（土））、機織りコースター作り（１０月２日（日））、勾玉作り、輪投げなど 
 

・期  間:１０月１日（土）・２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:【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〕 

 

● ANA お仕事体験教室 

航空機の誘導等を模擬体験できる「空港おしごと体験」を開催します。 

普段空港を利用するときには、なかなか見ることのできない空港の舞台裏のおしごと

を体験できます。 

・日  時:１０月２日（日） １０:００～１６:００ 

・場  所:航空科学博物館 館内 

・料  金:入館料のみ  

 

● やさしい航空のはなし「客室乗務員のおはなし」（JAL） 

 現役の客室乗務員の方から仕事の魅力や体験談などを聞くことのできる講演会で

す。貴重な機会となりますので、将来乗務員を目指している方も奮ってご参加ください。 

・日  時:１０月１６日（日） １３:００～１４:００ 

・場  所:航空科学博物館 体験館ホール 

・定  員:８０名 

・料  金:入館料のみ 
 

・時  間:１０:００～１７:００（入館は１６:３０まで） 

・場  所:航空科学博物館／山武郡芝山町岩山１１１－３ 

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

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館） 

・交  通:【電車】JR 成田線又は京成電鉄空港第２ビル駅から路線バスで約１５分 

・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 

 

  



49 

 

 
千葉県立中央博物館分館 海の博物館〔勝浦市〕 

   

● 海のアート展 ―真綿でつくるゆらゆらクラゲー 

真綿で制作したクラゲ等の海の生きものの作品を主体として、実際の作品の対

象となった生きものの解説パネルを展示し、海の生きものの魅力に迫ります。 

また、真綿作品の制作方法も紹介し、生きものをじっくりと観察しながらその形を

再現する楽しさを伝えます。  

  ・期間:９月１７日（土）～１月１５日（日） 

注意事項 

※一部足場の悪い箇所もあります。履き慣れた運動靴等をご用意ください。 

※野外で行われる行事は、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。 

 

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://www2.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 

 

 


