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千葉県
都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

千葉県 我孫子市 ①
川村学園女子大学開

学25周年記念　公開講
座

川村学園女子大学創立25周年記念として、建学の精神のひと
つである「女性の自覚」を取り上げ、歴史・文学・芸術の各方面
から「女性と文化」について重層的に公開講座を行います。
10/27
・「ヴェールの文化史」
・「ジマイマは森へ行った－ビアトリスク・ポターの作品にみる
女性の自立－」
11/10
・「旅する女性作家－K.マンスフィールドの旅－」
・「女は天の半分を支える－近現代中国と女性の労働－」

10月27日
11月10日

川村学園女子大学 川村学園女子大学 無料
http://www.kgwu.ac.j
p/event/open.html

千葉県 我孫子市 ③
第55回我孫子市民文
化祭

各種文化部門として、囲碁･俳句･将棋･きもの着付け･短歌･茶
道。展示部門として、写真･手工芸･盆栽･山野草･東洋蘭･洋ラ
ン･菊花･北部地域文化祭･絵画･華道･書道･さつき。音楽・芸
能部門として、
軽音楽･フラダンス･歌謡曲･演劇･謡曲･民謡･舞踊･アルゼンチ
ンタンゴ･日舞･詩吟･三曲･洋舞･合奏･合唱などを行います。

10月7日～11月25
日

市内各地（アビスタ、湖
北地区公民館、我孫子
市民プラザ、けやきプラ
ザ他）

我孫子市教育委員会
我孫子市教育委員会
文化・スポーツ課
04-7185-1601

千葉県 我孫子市 ①③④ 我孫子市杉村楚人冠記

杉村楚人冠と石川啄木、大逆事件や啄木の病をめぐっての二
人の交わりを振り返りつつ、朝日歌壇の選者に啄木を採用し
た渋川玄耳、啄木晩年の親友で楚人冠全集にも携わった土岐
善麿ら二人の周辺で親交を結んだ人々を書簡などの資料をも
とに紹介する。

10月30日～翌1月
14日

我孫子市指定文化財我
孫子市杉村楚人冠記念
館
我孫子市緑2-5-5

我孫子市教育委員会

我孫子市教育委員会
文化・スポーツ課
04-7185-1583
我孫子市杉村楚人冠
記念館
04-7182-8578

千葉県 我孫子市 ①③
清接庵読書会「楚人冠
のコラムを読む」

『週刊朝日』の連載コラム「山中説法」を楚人冠邸内に佇む茶
室「清接庵」で読み、その内容を解説。

11月3, 4日

我孫子市指定文化財我
孫子市杉村楚人冠記念
館
我孫子市緑2-5-5

我孫子市教育委員会
我孫子市杉村楚人冠
記念館
04-7182-8578

要予約
参加費は入館料のみ

千葉県 我孫子市 ③
鳥の博物館入館無料
（ジャパンバードフェス
ティバル）

ジャパンバードフェスティバルは鳥をテーマにした日本最大級
のイベントです。行政・NPO・学生・市民団体などによる鳥・自
然環境に関する研究・活動の発表、鳥の彫刻・絵画・写真展
や、子供工作教室、船上バードウォッチングやスタンプラリーな
ど、お子様からご年配の方まで楽しめるお祭りです。この期間
中、鳥の博物館は入館無料としています。

11月3, 4日 鳥の博物館 鳥の博物館 無料

鳥博：
http://www.bird-
mus.abiko.chiba.jp/
ＪＢＦ：
http://www.birdfesta.
net/

千葉県 我孫子市 ④
鳥学講座（ジャパン
バードフェスティバル）

鳥類研究者を招き、最新の鳥類研究のお話を聞きます。 11月3日 アビスタ
鳥の博物館/山階鳥類研究
所

無料

鳥博：
http://www.bird-
mus.abiko.chiba.jp/
ＪＢＦ：
http://www.birdfesta.
net/
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千葉県
夷隅郡

大多喜町
①③

企画展「上総の仏教美
術」

上総地方の寺院等で収蔵している仏像、仏画、古文書等の展
示をとおして、同地域の歴史や文化を紹介します。

10月26日～12月9
日

千葉県立中央博物館大
多喜分館

千葉県立中央博物館
http://www2.chiba-
muse.or.jp/?page_id=
59

千葉県 いすみ市 ③
エバレット・ブラウン写
真展

いすみ市在住のフォトジャーナリストによる、市域の懐かしい
風景を白黒写真で撮影した展示です。

9月8日～11月18
日

いすみ市郷土資料館 いすみ市教育委員会 無料
いすみ市郷土資料館
0470-86-3708

千葉県 いすみ市 ③ 菅根成之絵画展

葛飾北斎や波の伊八に憧れ、波の絵を追求しつつ、また地元
の四季折々の風景もテーマとして、県内外で精力的に活動さ
れている、いすみ市佐室生まれの作家、菅根さんによる水彩
画の展示です。

10月30日～11月
18日

いすみ市水彩ギャラリー いすみ市教育委員会 無料
いすみ市教育委員会
生涯学習課　　0470-
62-2811

千葉県 市川市 ③ 瑞穂祭（学園祭）
学生による研究発表や展示、模擬店の出店を行います。ま
た、入試相談会も開催します。

11月2～4日 千葉商科大学 千葉商科大学 無料
http://www.cuc.ac.jp
/

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭
市内文化団体や市民による作品の発表、展示、公演を市民会
館や勤労会館等で開催

9月23日～12月16
日

市原市市民会館、市原
市勤労会館、市原市五
井会館、上総国分尼寺
跡展示館、市津運動広
場

市原市文化祭実行委員会
/(公財)市原市文化振興財
団

無料

http://www.city.ichih
ara.chiba.jp/320syoug
ai/bunkasai/h24/46k
ai.html

千葉県
印旛郡

酒々井町
③

第４７回酒々井町町民
文化祭

「学びふれあい　人がいきいき　町がいきいき」をキャッチフ
レーズに、日頃の学習活動の成果を発表します。

10月27日～11月4
日

酒々井町中央公民館、
プリミエール酒々井

第４７回酒々井町町民文化
祭運営委員会

酒々井町中央公民館
043-496-5321

千葉県
印旛郡

酒々井町
②

第１２回オータムコン
サート

町内各小中学校合同でコンサートを実施します。音楽を通し
て、小中学生や一般聴衆と交流を図り、お互いの演奏技術や
鑑賞態度の向上を目指すことが目的です。

11月10日 プリミエール酒々井
酒々井町教育委員会/中央
公民館

無料
酒々井町中央公民館
043-496-5321

千葉県 浦安市 ①
2012年度明海大学浦
安キャンパス公開講座

「ことばの発信力-笑顔と元気を届ける日本語－」をテーマとし
て、私たちの日常生活の中の言葉を様々な角度から分析しな
がら「ことばの発信力」を確認し、笑顔と元気を届ける日本語に
ついて考えます。

10月20日
明海大学浦安キャンパ
ス
2206大講義室

明海大学 無料
http://www.meikai.ac.
jp/

千葉県 浦安市 ③ 第25回明海祭
「Pleasure ～25歳になりました～」をテーマとして、学園祭を開
催します。

11月2～4日
明海大学浦安キャンパ
ス

学園祭実行委員会
http://www.meikaisai.
com/
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千葉県 柏市 ③ 麗陵祭
学生が企画・運営し開催するイベントで、　本学の特徴をいか
し、地域交流や留学生との多文化交流を深め、また学生同志
のつながりを体感できる３日間です。

11月2～4日 麗澤大学
麗澤大学学友会
麗陵祭実行委員会

無料

04-7175-4286
http://www.cs.
reitaku-
u.ac.jp/reiryosai/

千葉県 柏市 ①
特別講演会「時代を読
む」

麗澤大学における田原総一朗氏による特別講演会（後期） 11月10日 麗澤大学 麗澤大学

麗澤大学オープンカ
レッジ　TEL 04-
7173-3664 E-Mail
rock-
koza@ad.reitaku-
u.ac.jp

要事前申込
※受付終了

千葉県 柏市 ①
展示会「中国・農民画
の世界」

麗澤大学外国語学部の金丸良子教授による展示会
10月29日～12月7

日
麗澤大学 麗澤大学 無料

麗澤大学オープンカ
レッジ　TEL 04-
7173-3664 E-Mail
rock-
koza@ad.reitaku-
u.ac.jp

12月1日には同テー
マでの無料講演会を
開催予定

千葉県 柏市 ①④
東京大学物性研究所

一般講演会

柏市及び柏市教育委員会と共催で、一般社会人・学生等を対
象に、科学に対する理解を深めるために物質科学に関する講
演会を実施します。

11月下旬を予定
東京大学柏
図書館メディアホール

柏市・柏市教育委員会・国
立大学法人東京大学物性
研究所

無料
http://www.issp.u-
tokyo.ac.jp/

千葉県
香取郡
多古町

③
いきいきフェスタ
TAKO2012文化祭

多古町文化協会の加盟団体が主体になり毎年開催される文
化祭です。絵画・書道・写真・手芸・生花・陶芸などの展示発表
が3日間、舞踊・民謡・詩吟・カラオケ・ダンスなどの芸能発表
会及び合唱・器楽演奏等の音楽会が2日間行われます。

11月2～4日
多古町コミュニティプラ
ザ・文化ホールなど

いきいきフェスタTAKO2012
実行委員会/多古町教育委
員会

無料
多古町教育委員会生
涯学習課
0479-76-7811

千葉県
香取郡
多古町

③
宝くじ文化公園キエフ
国立交響楽団コンサー
ト

東欧ウクライナの伝統あるオーケストラのコンサートです。樂
団員は総勢70名におよび圧倒的スケールにして華麗なロシア
音楽が堪能できます。指揮はヴォロディーミル・シレンコ、ピア
ノは第9回チャイコフスキーコンクール第2位に輝いたウラジー
ミル・ミシュクです。予定曲目はチャイコフスキー作曲幻想序曲
「ロミオとジュリエット」、ピアノ協奏曲第1番、交響曲第5番など
です。

11月10日
多古町コミュニティプラ
ザ文化ホール

多古町/多古町教育員会･
千葉県/(財)自治総合セン
ター

多古町教育委員会生
涯学習課
0479-76-7811

千葉県 鴨川市 ① 秋の一般公開
紅葉シーズンに、千葉演習林の一部区間（約3km）を公開し、
林内で行われている試験研究の説明をすることによって、演習
林の活動を広く一般に公表する。

11月23日
東京大学大学院農学生
命科学研究科附属演習
林千葉演習林

東京大学大学院農学生命
科学研究科附属演習林千
葉演習林

http://www.uf.a.u-
tokyo.ac.jp/chiba/
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千葉県 木更津市 ③
特別展　江戸絵画の彩
り

木更津市市制施行70周年を記念し、特別展「江戸絵画の彩り」
を開催します。

9月15日～10月21
日

木更津市郷土博物館金
のすず

木更津市郷土博物館金の
すず

http://www.city.kisar
azu.lg.jp/13,491,38,26
2.html

千葉県 木更津市 ③ 芸術に親しむ会 第64回千葉県美術展覧会を鑑賞します。 10月18日 千葉県立美術館
木更津市教育委員会
文化課

http://www.city.kisar
azu.lg.jp/

千葉県 木更津市 ③
特別展　金鈴塚古墳展
－甦る東国古墳文化
の至宝－

金鈴塚古墳の出土品を中心として、国立歴史民俗博物館との
共同研究の成果を取り入れて復元した同墳出土の飾大刀や
馬具などを公開します。
また、市外に保管されている木更津市の古墳出土資料をあつ
め、木更津の古墳出土品を展示公開します。

11月2日～12月24
日

木更津市郷土博物館金
のすず

木更津市郷土博物館金の
すず

http://www.city.kisar
azu.lg.jp/13,491,38,26
2.html

千葉県 木更津市 ③
金鈴塚古墳展（関連講
演会）

特別展「金鈴塚古墳展」の関連事業として、講演会を開催しま
す。

11月18日, 12月8
日

ロイヤルヒルズ
木更津ビューホテル

木更津市郷土博物館金の
すず

無料
http://www.city.kisar
azu.lg.jp/13,491,38,26
2.html

千葉県 木更津市 ③ 秋の美術散歩 東京都内の美術館を見学します。 11月21日 東京都内美術館
木更津市郷土博物館金の
すず

http://www.city.kisar
azu.lg.jp/13,491,38,26
2.html

千葉県 君津市 ③
企画展
「きみつの村々争いと
仲直りの江戸時代」

江戸時代の君津の村々で起こっていた争いごとや、その解決
方法について、絵図や古文書などで紹介します。かつての
村々が抱えていた問題を浮き彫りにし、当時の訴訟や和解の
手続きについても解説します。

10月10日～12月2
日

久留里城址資料館 久留里城址資料館 無料

http://www.city.kimit
su.lg.jp/category_list.
php?frmCd=17-4-3-
0-0

千葉県 君津市 ③
講演会「君津市域の争
論について(仮)」

元君津市史編さん協力員の舘石亮 氏を講師に迎えて、江戸
時代の君津市域で起こった争論についての講演会を行いま
す。

11月17日 久留里城址資料館 久留里城址資料館 無料

http://www.city.kimit
su.lg.jp/category_list.
php?frmCd=17-4-3-
0-0

先着30名程度(要事
前申込)

千葉県 君津市 ①
第１８回君津市生涯学
習フェスティバル

学びの楽しさ、大切さを市民と行政が共有し、学びの輪の広が
りと地域への関心を高め、より充実した生涯学習環境作りを目
指すものです。

11月3, 4日
君津市生涯学習交流セ
ンター,君津市民文化
ホール

君津市生涯学習フェスティ
バル実行委員会/君津市/
君津市教育委員会

無料
http://www.city.kimit
su.lg.jp/

千葉県 君津市 ①
第４８君津中央公民館
文化祭

展示・舞台発表、特別企画及び体験企画等 10月27, 28日 君津中央公民館 君津中央公民館 無料
君津中央公民館
0439-50-3980

千葉県 君津市 ①
第16回八重原地区ふ
れあい文化祭

音楽芸能等活動発表・作品展示・催し物・模擬店・特別企画 10月20, 21日 八重原公民館 八重原公民館 無料
八重原公民館
0439-55-1840

千葉県 君津市 ①
第6回周西公民館文化
祭

活動発表・作品展示・活動体験・ 10月27, 28日 周西公民館 周西公民館 無料
周西公民館
0439-57-6080
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千葉県 君津市 ①③
第39回周南地区文化
祭

地域住民による作品展示・芸能発表・催し物 10月27, 28日 周南公民館 君津市周南公民館 無料
周西公民館
0439-52-4915

千葉県 君津市 ①
第４１回小糸地区文化
祭

作品展示・活動発表・模擬店バザー・特別企画・団体活動紹介 10月27, 28日 小糸公民館 小糸公民館 無料
小糸公民館
0439-32-2184

千葉県 君津市 ①
第41回清和地区文化
祭

作品展示・芸能発表・催し物・特別展・講演会・模擬店・企画展 10月27, 28日 清和公民館 清和公民館 無料
清和公民館
0439-37-2195

千葉県 君津市 ①
第４２回上総地区文化
祭

作品展示、小・中学校音楽発表、芸能発表特別展等 10月20, 21日 上総公民館 上総公民館 無料
上総公民館
0439-27-3181

千葉県 君津市 ①
第９回亀山ふるさとま
つり

作品展示、芸能発表等 10月27, 28日 上総公民館亀山分館 上総公民館亀山分館 無料
上総公民館亀山分館
0439-27-3181

千葉県 君津市 ①
第７回松丘ふれあいま
つり

作品展示、芸能発表等 11月3, 4日 上総公民館松丘分館 上総公民館松丘分館 無料
上総公民館亀山分館
0439-27-3181

千葉県 君津市 ①
第38回小櫃地区文化
祭

活動発表・作品展示・催し物・模擬店・特別展 10月27, 28日 小櫃公民館 小櫃公民館 無料
小櫃公民館
0439-35-2488

千葉県 佐倉市 ③ 佐倉市民文化祭
佐倉市民音楽ホールでのオープング行事を始め、市内各所で
市内文化団体や市民参加の発表会、展示会等を開催します。

10月6日～11月25
日

佐倉市民音楽ホール他
佐倉市民文化祭実行委員
会

無料
http://www.city.saku
ra.lg.jp/0000005085.h
tml

千葉県 佐倉市 ① 医学公開講座
特定の病気をとりあげ、一般の方々に向けて専門の医師が講
演を行います。

10月27日
東邦大学医療センター
佐倉病院　7階講堂

東邦大学医療センター佐倉
病院

無料
http://www.sakura.m
ed.toho-u.ac.jp/

千葉県 佐倉市 ①
市民公開講座「ものわ
すれ（認知症）と共に歩
む“診断と治療”」

認知症について、一般の方々に向けて神経内科の医師および
専門スタッフが講演を行います。 11月24日

東邦大学医療センター
佐倉病院　7階講堂

東邦大学医療センター佐倉
病院

無料
http://www.sakura.m
ed.toho-u.ac.jp/

千葉県
山武郡
芝山町

③
はにわサミットin芝山
2012

古墳を保存・整備し、はにわをキーワードにまちづくりや観光
振興に取り組んでいる自治体を招いて講演会とシンポジウム
を開催します。

11月4日 芝山文化センター
第３０回芝山はにわ祭り実
行委員会

無料
芝山町役場まちづくり
課
0479-77-3918

千葉県
山武郡
芝山町

③

企画展「はにわと共に
生きる町－殿塚・姫塚
古墳調査の過去・未来
－」

昭和３１年にはにわ列の出土で有名になった殿塚・姫塚古墳
の発掘当時の資料・写真やその後の調査研究成果を紹介しま
す。

11月3日～12月2
日

芝山はにわ博物館/芝
山町立芝山古墳･はに
わ博物館

芝山はにわ博物館/芝山町
立芝山古墳・はにわ博物館
他

芝山町立芝山古墳・
はにわ博物館
0479-77-1828

千葉県
山武郡

横芝光町
③

町民ギャラリー企画展
「考古資料で見る横芝
光町の歴史１」

町内遺跡出土の考古資料を展示し、町の歴史を紹介します。
9月15日～11月11
日

町立図書館2階町民ギャ
ラリー

横芝光町教育委員会 無料
横芝光町教育委員会
社会文化課
0479-84-1358

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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千葉県 白井市 ③ 文化講演会 講師を呼び文化の意義を知ります。 11月17日
白井市文化会館中ホー
ル

白井市教育委員会 無料
白井市教育委員会
047-492-1123

千葉県 匝瑳市 ①③ 野栄文化祭
幼・小中学校生徒作品・文化団体サークル展示および芸能発
表・生涯学習講座発表・生涯学習講座体験（そば打ち・茶道）・
和太鼓発表（県コンクール優勝・のさか太鼓）

10月27, 28日 のさかアリーナ
匝瑳市文化団体協議会/野
栄文化会/匝瑳市教育委員
会

無料
匝瑳市教育委員会生
涯学習室
0479-67-1266

千葉県 匝瑳市 ①③ 八日市場文化祭
文化団体サークル展示および芸能発表　　和太鼓発表（県コン
クール優勝・のさか太鼓）

10月27, 28日, 11
月3, 4日

匝瑳市ふれあいセン
ター　　匝瑳市公民館

匝瑳市文化団体協議会/野
栄文化会/匝瑳市教育委員
会

無料
匝瑳市教育委員会生
涯学習室
0479-67-1266

千葉県 館山市 ③
館山市芸術フェスティ
バル

館山市を中心とした文化関係団体による演奏会・発表会を行
います。

11月3日 千葉県南総文化ホール
館山市/館山市芸術文化協
会

無料
館山市芸術文化協会
0470-22-6369

千葉県 館山市 ① 新・地区展「船形地区」
市内の10地区の歴史と文化財を紹介していく「地区展シリー
ズ」です。

10月６日～11月
25日

館山市立博物館本館 館山市立博物館
http://www.city.tatey
ama.chiba.jp

千葉県 館山市 ①
わたしの町の歴史探訪
‐船形地区‐

各地区に散在する身近な文化財や街道沿いの文化財探訪を
とおして歴史のなかを歩きながら郷土を見直します。

10月28日 船形地区 館山市立博物館
http://www.city.tatey
ama.chiba.jp

千葉県 館山市 ①
安房学講座「安房の戦
国時代」

「安房の歴史と文化」及び「房総の海と生活」など安房地域の
特色についてわかりやすく解説します。

11月3日
渚の博物館（館山市立
博物館分館）

館山市立博物館
http://www.city.tatey
ama.chiba.jp

千葉県 千葉市 ③ 文楽・千葉公演

　ユネスコの無形文化遺産であり日本の重要無形文化財であ
る人形浄瑠璃・文楽を、昼夜２公演で贈ります。
　昼の部は、「桂川連理柵（かつらがわれんりのしがらみ）」、夜
の部は「二人禿（ににんかむろ）」「義経千本桜（よしつねせん
ぼんざくら）・すしやの段」。
　出演：昼の部＝鶴澤清治（人間国宝）／夜の部＝豊竹英大
夫、鶴澤清介ほか
　共催：公益財団法人千葉市文化振興財団
　後援：千葉市、千葉ユネスコ協会

10月19日
千葉市文化センター・
アートホール

文楽千葉公演実行委員会 http://www.f-cp.jp/

千葉県 千葉市 ③
千葉市６区市民文化祭
～ＡＲＴ ＣＲＡＦＴ～

　プロアーティストとともに市民の文化活動を創り上げ、ステー
ジで発表する初めての文化祭。参加者は、3歳のヒップホップ
ダンスから70歳の紙芝居まで、多彩なパフォーマンスを繰り広
げます。文化祭の運営は、市民のボランティアと協力して進め
ます。
　共催＝千葉市
　後援＝千葉市教育委員会、NHK千葉放送局、千葉銀座商店
街振興組合ほか
　協力＝神田外語大学

11月4日
千葉市文化センター・
アートホール

アートプレックスちば事業体 http://www.f-cp.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

千葉県 千葉市 ③

千葉市で巡るマエスト
ロの旅
デビュー５０周年記念
ザ・ビートルズ

　１９６２年のレコードデビューから５０年を記念し、ビートルズ
の名曲をクラシックでお届けすると同時に、当時の音楽ディレ
クターがレクチャー＆トークを行い、貴重なコレクションも展示
します。
　出演：高嶋弘之、１９６６カルテットほか

11月18日 千葉市若葉文化ホール アートプレックスちば事業体 http://www.f-cp.jp/

千葉県 千葉市 ③ 須田悦弘展
　花や草のリアルな彩色木彫を使って、ユニークなインスタ
レーションを生み出す作家須田悦弘。首都圏初の大規模な個
展。

10月30日～12月
16日

千葉市美術館 千葉市美術館
http://www.ccma-
net.jp/

千葉県 千葉市 ③
旧神谷伝兵衛稲毛別
荘 写真撮影会

文化財である旧神谷伝兵衛稲毛別荘内部および庭園をデジタ
ルカメラで撮り、講師の指導を受ける。

10月15, .22日
旧神谷伝兵衛稲毛別荘
(市民ギャラリー・いなげ
敷地内)およびその庭園

千葉市教育振興財団　千葉
市民ギャラリー・いなげ

http://business4.plal
a.or.jp/g-inage/

千葉県 千葉市 ③
旧神谷伝兵衛稲毛別
荘 秋のスケッチ大会

黒松と洋館の調和が美しい旧神谷伝兵稲毛別荘庭園でゆっく
り写生を楽しみます。

11月10日
旧神谷伝兵衛稲毛別荘
(市民ギャラリー・いなげ
敷地内)およびその庭園

千葉市教育振興財団　千葉
市民ギャラリー・いなげ

無料
http://business4.plal
a.or.jp/g-inage/

千葉県 千葉市 ④ 亥鼻実験教室
小学校高学年から中学生を対象に、臨床試験に関する実験を
体験してもらう。

11月3日
千葉大亥鼻イノベーショ
ンプラザ

千葉大学医学部附属病院
臨床試験部

無料
http://www.smrj.go.jp
/incubation/ciip/054
270.html

千葉市後援（予定）

千葉県 千葉市 ①

平成24年度千葉大学
法経学部公開講座
「震災後の社会ビジョン
を考える」

　１日目は「震災後のエネルギーシフト」をテーマとし、とりわけ
自然エネルギーの普及・促進の動きとその課題について、２日
目は「震災後の日本の財政問題」をテーマとし、財政赤字が深
刻化する中で、どのような経済ビジョンのもとで財政の建て直
しを行うべきか、講師が講義し震災後の経済社会のめざすべ
きありかたについて共に考えていくきっかけとなる事をめざしま
す。

10月13, 20日
千葉大学社会文化科学
系総合研究棟マルチメ
ディア会議室　２階

千葉大学　法経学部

文学部・法経学部学
部学務
グループ
043-290-2352

千葉県 千葉市 ①

公開講座  医学と工学
が融合して新しい医療
を開拓する
～千葉大学先端医工
学研究のご紹介～

　千葉大学で積極的に推進している医工学研究について医学
系，工学系それぞれの立場からわかりやすく解説します。

11月3日 千葉大学　工学部 千葉大学　工学部 無料
http://www.eng.
chiba-u.ac.jp/

千葉県 千葉市 ①
平成２４年度千葉大学
文学部公開講座
「言葉は通じているか」

　「完璧なコミュニケーション」があり得るのか、「何が表現さ
れ、何が伝えられているのか」といった観点で、曖昧で不正確
なところが多い「言語」によるコミュニケーションの本質や、問題
点を参加者と一緒に考え、その魅力を探っていきます。

11月4日
千葉大学社会文化科学
系総合研究棟マルチメ
ディア会議室　２階

千葉大学　文学部 無料

文学部・法経学部学
部学務
グループ
043-290-2350

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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千葉県 千葉市 ② 文化祭 　生徒の日頃の学習成果の発表を行います。 10月27日
千葉大学教育
学部附属中学校

千葉大学教育学部
附属中学校

無料 043-290-2493

千葉県 千葉市 ② ふよう祭
　児童・生徒の日頃の学習成果の発表及び、作業製品の販売
活動を行います。

11月18日
千葉大学教育
学部附属特別
支援学校

千葉大学教育学部
附属特別支援学校

無料
http://yougo.e.chiba-
u.jp/

千葉県 千葉市 ②③ 千葉大祭

　全学生が参加して実施される千葉大学最大のイベントです。
　ステージ企画、テント企画、フリーマーケット、ストリートパ
フォーマンスなど大小合わせて200を超える企画を用意してい
ます。
　また、特設ステージでのライブや模擬店、ものづくり体験など
もあり、1日楽しめる企画となっています。

11月1～4日
千葉大学
（西千葉キャンパス）

千葉大学 無料 http://chibafes.com/

学
生
主
体

千葉県 千葉市 ②③ 工学部祭
　研究室や学生から、日頃の研究活動の情報発信として、展
示や体験を通して、研究成果の紹介をします。

11月3, 4日 千葉大学　工学部 千葉大学　工学部 無料
http://www.eng.chiba
-u.ac.jp/

学
生
主
体

千葉県 千葉市 ②③ 亥鼻祭
　学生がそれぞれの教育・研究及びサークル活動等の成果を
発表するため，様々な企画を実施します。

11月3, 4日
千葉大学
（亥鼻キャンパス）

千葉大学
医学部・看護学部

無料
http://www.m.chiba-
u.ac.jp/inohanasai/in
dex.html

学
生
主
体

千葉県
千葉市
稲毛区

①
政令指定都市移行20
周年記念
子ども読書まつり

秋の読書週間及び文字・活字文化の日　（10月27日）にちなん
で、絵本の読み聞かせや工作教室を実施する。

10月27日（土） 千葉市稲毛図書館 千葉市稲毛図書館 無料
http://www.library.cit
y.chiba.jp/

千葉県
千葉市
中央区

③
第64回千葉県美術展
覧会(県展)

一般および小・中・高校生から公募した作品の中から、入賞作
品を展示します。

10月6～14, 18～
21, 23～28日

千葉県立美術館 千葉県美術会 無料
千葉県美術会
043-242-5587

千葉県
千葉市
中央区

③
千葉県高等学校総合
文化祭第24回「美術工
芸書道作品展」

高校における美術活動の集大成となる生徒作品の展覧会を開
催します。

11月1～11日 千葉県立美術館
千葉県高等学校文化連盟
美術工芸専門部会・書道専
門部会

無料
(事務局)千葉県立千
城台高等学校
 043-236-0161

千葉県
千葉市
中央区

③ 無料観覧日 千葉県立博物館・美術館全施設を無料でご覧いただけます。 11月3日 千葉県立美術館 千葉県立美術館 無料
http://www.chiba-
muse.or.jp/ART/

同日に開催している
行事は上記の展覧会
のみのため無料で
す。

千葉県
千葉市
中央区

①③④ 無料観覧日 中央博物館本館展示室に無料で御入場いただけます。 11月3日 千葉県立中央博物館 千葉県立中央博物館 無料
http://www2.chiba-
muse.or.jp/?page_id=
57

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

千葉県
千葉市
中央区

①④
特別展「ティラノサウル
ス～肉食恐竜の世界」

最新の発見と研究成果に基づき復元されたティラノサウルス全
身骨格「パーフェクト・スタン」を大公開。全く新しいティラノサウ
ルスを徹底解剖して、肉食恐竜のひみつに迫ります。

10月20日～12月
24日

千葉県立中央博物館 千葉県立中央博物館
http://www2.chiba-
muse.or.jp/?page_id=
621

千葉県
千葉市
中央区

①④
中央博「ミニ動物標本
館」（サンゴ）

ふだん見ることのできない珍しいサンゴの標本をお見せしま
す。

11月3日 千葉県立中央博物館 千葉県立中央博物館
http://www2.chiba-
muse.or.jp/?page_id=
474

千葉県
千葉市
中央区

①④ 砂で遊ぼう－砂絵
色砂をのりのついた紙にふりかけて作ります。ナウマン博士を
つくろう。

11月3日 千葉県立中央博物館 千葉県立中央博物館 無料 同上

千葉県
千葉市
中央区

①④
砂で遊ぼう－ジオパッ
ド

カードケースの中に色砂と水をいれてオリジナルな砂模様をつ
くります。実験工作です。

11月3日 千葉県立中央博物館 千葉県立中央博物館 無料 同上

千葉県
千葉市
中央区

①③
ものしりミュージアム千
葉－最新の研究紹介

博物館と市民による調査から、館山市・いすみ市・大多喜町の
植物と耳で聞く地域の環境の話題を取り上げます。

11月3日
千葉県立中央博物館講
堂

千葉県立中央博物館 無料 同上

千葉県
千葉市
中央区

①
体験！身近な植物の
不思議

身近な植物にも不思議がいっぱい。見たり、さわったり、遊ん
だり。生きた植物を体験しよう。

11月4日
千葉県立中央博物館生
態園

千葉県立中央博物館 無料 同上

千葉県
千葉市
中央区

①③
歴史学講座「ウナギあ
れこれ」

ウナギの生態や、利根川下流での捕獲方法、食べ方、民間信
仰などを紹介します。

11月4日
千葉県立中央博物館講
堂

千葉県立中央博物館 無料 同上

千葉県
千葉市
中央区

①④
地学講座「実験水路を
つくろう・使おう」

堆積実験用小型アクリル水路をつくります．また、それをつ
かった実験を紹介します。製作過程の見学だけも可です。

11月4日
千葉県立中央博物館研
修室

千葉県立中央博物館 無料 同上

千葉県
千葉市
中央区

③

ニューフィルハーモ
ニーオーケストラ千葉
第92回定期演奏会～
あふれる詩情と愛～

千葉県唯一のプロオーケストラ・ニューフィルハーモニーオー
ケストラ千葉の定期演奏会。指揮者に飯守泰次郎氏を迎え、
シューベルトの交響曲「未完成」と「グレート」をお送りします。

10月28日
千葉県文化会館大ホー
ル

(財)ニューフィルハーモニー
オーケストラ千葉/(公財)千
葉県文化振興財団

http://npoc.info/con
cert/2012/20121028.
html

千葉県
千葉市
中央区

③
第81回千葉県三曲協
会演奏会

筝・三絃・尺八による演奏のほか、今回のための研修合奏曲を
数十名による大合奏で披露します。

10月21日 千葉県教育会館 千葉県三曲協会 無料
千葉県三曲協会
0470-23-4861

千葉県
千葉市
中央区

③
第54回千葉県俳句大
会

事前の投句による応募入賞作品の発表、当日会場での席題
俳句会などをおこないます。

10月21日 千葉県文化会館 千葉県俳句作家協会 無料
千葉県俳句作家協会
04-7182-4441

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

千葉県
千葉市
中央区

③
第47回千葉県川柳大
会

川柳愛好者から寄せられた公募作品の中から入選句を発表
（披講）します。

10月21日
千葉市生涯学習セン
ター

千葉県川柳作家連盟
千葉県川柳作家連盟
043-253-7870

千葉県
千葉市
中央区

③ 第34回ちば秋の詩祭
詩の朗読や文芸講演、およびパフォーマンス（詩劇）などをお
こないます。

10月28日 千葉市民会館 千葉県詩人クラブ 無料
千葉県詩人クラブ
043-294-5376

千葉県
千葉市
中央区

③
第63回千葉県茶華道
協会展

生花の古典から自由花など、諸流派による作品を展示します。 10月19～24日 そごう千葉店6階催事場 千葉県茶華道協会 無料
千葉県茶華道協会
0475-24-1665

千葉県
千葉市
中央区

③
地域活性化フォーラム
in　千葉

文化資源を活用した地域づくりの方向性を探る。 11月14日
京葉銀行文化プラザ
音楽ホール

(財)地域活性化センター/千
葉県

無料

(財)地域活性化セン
ター地域づくり情報課
03-5202-6138
千葉県県民交流・文
化課
043-223-2406

千葉県
千葉市
中央区

①,③
企画展「新収蔵資料
展」

近年、新たに当館で収蔵することになった資料の中から主なも
のを展示する。

8月28日（火）～11
月18日（日）

千葉市立郷土博物館 千葉市立郷土博物館
http://www.city.chiba
.jp/edl/kyodo/

千葉県
千葉市
中央区

①
政令指定都市移行20
周年記念
子ども読書まつり

秋の読書週間及び文字・活字文化の日　（10月27日）にちなん
で、絵本の読み聞かせや工作教室を実施する。

10月27日（土） 千葉市みやこ図書館 千葉市みやこ図書館 無料
http://www.library.cit
y.chiba.jp/

千葉県
千葉市

花見川区
①

政令指定都市移行20
周年記念
子ども読書まつり

秋の読書週間及び文字・活字文化の日　（10月27日）にちなん
で、絵本の読み聞かせや工作教室を実施する。

10月27日（土） 千葉市花見川図書館 千葉市花見川図書館 無料
http://www.library.cit
y.chiba.jp/

千葉県
千葉市

花見川区
①

政令指定都市移行20
周年記念
子ども読書まつり

秋の読書週間及び文字・活字文化の日　（10月27日）にちなん
で、絵本の読み聞かせや工作教室を実施する。

10月28日（日）
千葉市花見川図書館団
地分館

千葉市花見川図書館団地
分館

無料
http://www.library.cit
y.chiba.jp/

千葉県
千葉市

花見川区
① わらべうたと絵本講座

2歳児とその保護者を対象に、年齢に合ったわらべうたや絵本
を紹介します。

11月2（金）, 9日
（金）

千葉市花見川図書館 千葉市花見川図書館 無料
http://www.library.cit
y.chiba.jp/

千葉県
千葉市
緑区

①
政令指定都市移行20
周年記念
子ども読書まつり

秋の読書週間及び文字・活字文化の日　（10月27日）にちなん
で、絵本の読み聞かせや工作教室を実施する。

10月27日（土） 千葉市緑図書館 千葉市緑図書館 無料
http://www.library.cit
y.chiba.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

千葉県
千葉市
美浜区

①
政令指定都市移行20
周年記念
子ども読書まつり

秋の読書週間及び文字・活字文化の日　（10月27日）にちなん
で、絵本の読み聞かせや工作教室を実施する。

11月10日
（土）

千葉市美浜図書館 千葉市美浜図書館 無料
http://www.library.cit
y.chiba.jp/

千葉県
千葉市
美浜区

①
政令指定都市移行20
周年記念
子ども読書まつり

秋の読書週間及び文字・活字文化の日　（10月27日）にちなん
で、絵本の読み聞かせや工作教室を実施する。

10月13日
（土）

千葉市美浜図書館
打瀬分館

千葉市美浜図書館
打瀬分館

無料
http://www.library.cit
y.chiba.jp/

千葉県
千葉市
若葉区

①

企画展
「東京湾沿岸の貝塚の
謎を探るⅡ
―市原の貝塚―」

市原市内の貝塚についての調査・研究成果を展示します。
11月1日（木）～12

月9日（日）
加曽利貝塚博物館 加曽利貝塚博物館

http://www.city.chiba
.jp/kyoiku/shogaigak
ushu/shogaigakushu/
kasorikaizuka/top.ht
ml

千葉県
千葉市
若葉区

① 縄文ムラまつり
土器づくり同好会による土器づくりの実演やボランティアによる
火おこし体験を行います。

11月10（土）, 11日
（日） 加曽利貝塚博物館 加曽利貝塚博物館 無料

http://www.city.chiba
.jp/kyoiku/shogaigak
ushu/shogaigakushu/
kasorikaizuka/top.ht
ml

千葉県
千葉市
若葉区

① 考古学講座 最新の研究成果をわかりやすく講義形式で解説します。 11月17日（土） 加曽利貝塚博物館 加曽利貝塚博物館 無料

http://www.city.chiba
.jp/kyoiku/shogaigak
ushu/shogaigakushu/
kasorikaizuka/top.ht
ml

千葉県
千葉市
若葉区

①
政令指定都市移行20
周年記念
子ども読書まつり

秋の読書週間及び文字・活字文化の日　（10月27日）にちなん
で、絵本の読み聞かせや工作教室を実施する。

10月27日（土） 千葉市若葉図書館 千葉市若葉図書館 無料
http://www.library.cit
y.chiba.jp/

千葉県
千葉市
若葉区

①
介護・保健医療スキル
アップ(公開講座）

これで腰痛とおさらば！効率的な介助方法と腰痛体操(初級
編）　～医療・介護従事者にわかりやすく説明～

10月22日
植草学園大学又は植草
学園短期大学

植草学園大学及び植草学
園短期大学

http://www.uekusa.a
c.jp/education_resear
ch/open_lecture

千葉県
千葉市
若葉区

①②
特別支援教育支援員・
認証講座(公開講座）

特別支援教育支援員・認定講座Ⅰ
特別支援教育と特別支援教育支援員の役割

10月27日
植草学園大学又は植草
学園短期大学

植草学園大学及び植草学
園短期大学

http://www.uekusa.a
c.jp/education_resear
ch/open_lecture

千葉県
千葉市
若葉区

①②
特別支援教育支援員・
認証講座(公開講座）

特別支援教育支援員・認定講座Ⅱ
自閉症・LD・ADHDの基本的理解と支援上の配慮

10月27日
植草学園大学又は植草
学園短期大学

植草学園大学及び植草学
園短期大学

http://www.uekusa.a
c.jp/education_resear
ch/open_lecture

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

千葉県
千葉市
若葉区

①②
特別支援教育支援員・
認証講座(公開講座）

特別支援教育支援員・認定講座Ⅲ
知的障害の基本的理解と支援上の配慮

10月27日
植草学園大学又は植草
学園短期大学

植草学園大学及び植草学
園短期大学

http://www.uekusa.a
c.jp/education_resear
ch/open_lecture

千葉県
千葉市
若葉区

①②
特別支援教育支援員・
認証講座(公開講座）

特別支援教育支援員・認定講座Ⅳ
問題行動の理解と支援，保護者との連携

10月27日
植草学園大学又は植草
学園短期大学

植草学園大学及び植草学
園短期大学

http://www.uekusa.a
c.jp/education_resear
ch/open_lecture

千葉県
千葉市
若葉区

①
文化・教養セミナー(公
開講座）

イタリアの都市と文化　～オペラの誕生と発展，それを支えた
都市の状況～

10月27日, 12月1
日

植草学園大学又は植草
学園短期大学

植草学園大学及び植草学
園短期大学

http://www.uekusa.a
c.jp/education_resear
ch/open_lecture

千葉県
千葉市
若葉区

③
文化・教養セミナー(公
開講座）

心を活性化させる身体の動かし方　～頭が冴え，元気が出る
身体の動かし方～

11月10日
植草学園大学又は植草
学園短期大学

植草学園大学及び植草学
園短期大学

http://www.uekusa.a
c.jp/education_resear
ch/open_lecture

千葉県
千葉市
若葉区

③ 緑栄祭(学園祭） さまざまなイベントや模擬店などを準備しています。 11月17, 18日
植草学園大学又は植草
学園短期大学

植草学園大学及び植草学
園短期大学

学園事務局　043-
233-9031(代)

千葉県
千葉市
若葉区

①
子育て支援講座
親子で遊ぼう‼

｢歌って遊ぼう」　2～3歳児を対象とした親子で楽しむ講座 11月6日
植草学園大学又は植草
学園短期大学

植草学園大学相談支援セン
ター

http://www.uekusa.a
c.jp/education_resear
ch/c_support_center

千葉県
千葉市
中央区

①
政令指定都市移行20
周年記念
子ども読書まつり

秋の読書週間及び文字・活字文化の日　（10月27日）にちなん
で、絵本の読み聞かせや工作教室を実施する。

10月20日（土）
千葉市中央図書館
千葉市生涯学習セン
ター

千葉市中央図書館 無料
http://www.library.cit
y.chiba.jp/

千葉県 銚子市 ④ ＣＩＳフォーラム 産学連携イベント 11月24日 銚子商工会議所 千葉科学大学 無料 career@cis.ac.jp

千葉県
長生郡
長柄町

① ふれあいながら文化祭 公民館活動の団体等の演芸発表及び作品展示等
10月28日, 11月3,
4日

長柄町公民館・武道館 文化祭実行委員会 無料
長柄町教育委員会教
育課生涯学習班
0475-35-3242

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第54回「教育・文化週間」関連行事

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

千葉県
長生郡
睦沢町

③
開館30周年記念特別
展「東上総の考古資
料」

各市町村などが収集保管している考古資料を紹介し、東上総
地域の原始・古代の様子を紹介します。

9月15日～12月23
日

睦沢町立歴史民俗資料
館

睦沢町立歴史民俗資料館 無料
睦沢町立歴史民俗資
料館
0475-44-0290

千葉県
長生郡
睦沢町

③
第17回文化財保護ボラ
ンティア

国指定重要文化財「木造大日如来坐像」などがある妙楽寺に
て、境内のボランティア清掃、本堂内陣にて木造大日如来坐
像などの特別拝観と学芸員による解説、住職の講話を実施し
ます。

10月27日 妙楽寺境内 睦沢町立歴史民俗資料館 無料
睦沢町立歴史民俗資
料館
0475-44-0290

千葉県
長生郡
睦沢町

③
第12回ふるさとに親し
む古文書講座

房総地域の歴史研究の第一人者が、ふるさと房総地域の古文
書を使って江戸時代の房総史を語ります。

11月10日 睦沢町立中央公民館 睦沢町立歴史民俗資料館 無料
睦沢町立歴史民俗資
料館
0475-44-0290

千葉県 東金市 ③ 東金市文化芸能大会 ダンス・舞踊・楽器演奏などです。 11月3日 東金文化会館
東金市文化振興実行委員
会

無料 東金市生涯学習課

千葉県 東金市 ③ 東金市文化展 手工業・書道・絵画等の作品の展示です。 11月1～4日 東金文化会館
東金市文化振興実行委員
会

無料 東金市生涯学習課

千葉県 習志野市 ③
平成24年度市民文化
祭

市内各施設を使い、市民の芸術文化活動の成果発表と、その
鑑賞機会を提供し、文化の裾野を広げます。

9月28日～11月18
日

市内各所 市民文化祭実行委員会 無料

習志野市教育委員会
社会教育課
047-451-1511(内線
461)

千葉県 習志野市 ③
第38回現代バレエ合同
公演

クラシックバレエ・モダンダンスなどの作品集、選抜新人・選抜
ジュニア講演受賞作品を披露します。

11月18日 習志野文化ホール 千葉県舞踊協会
千葉県舞踊協会
047-439-1081

千葉県 成田市 ③ 市民文化祭　写真展
市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月5～7日
中央公民館第3・4研修
室

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③ 市民文化祭　手工芸展
市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月5～7日
中央公民館第3・4研修
室

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③ 市民文化祭　陶芸展
市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月5～7日 中央公民館講堂
成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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千葉県 成田市 ③
市民文化祭　市民書道
展

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月11～14日
成田国際文化会館大
ホールロビー

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③
市民文化祭　いけばな
展

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月13, 14日 中央公民館講堂
成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③ 市民文化祭　山野草展
市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月13, 14日
中央公民館第3・4研修
室

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③ 市民文化祭　文芸展
市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月10～16日 成田国際文化会館和室
成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③
市民文化祭　書道協会
展

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月20日～11月3
日

成田国際文化会館国際
会議室

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③
市民文化祭　市民美術
展

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月23日～11月3
日

成田国際文化会館小
ホール・大ホールロビー

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③
市民文化祭　舞踊の祭
典

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月13日
成田国際文化会館小
ホール

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③
市民文化祭　軽音楽の
祭典

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月21日
成田国際文化会館大
ホール

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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千葉県 成田市 ③
市民文化祭　邦楽のつ
どい

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月14日
成田国際文化会館小
ホール

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③
市民文化祭　歌謡の祭
典

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月14日
成田国際文化会館大
ホール

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③
市民文化祭　青少年音
楽祭

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月19日
成田国際文化会館大
ホール

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③
市民文化祭　吟道の祭
典

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月28日
成田国際文化会館大
ホール

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③
市民文化祭　ダンスの
祭典

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月27日
成田国際文化会館大
ホール

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③
市民文化祭　バレエの
祭典

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

11月3日
成田国際文化会館大
ホール

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③
市民文化祭　民謡の祭
典

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月13日 大栄公民館ホール
成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③
市民文化祭　なりた川
柳大会

市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月7日 成田公民館市民ホール
成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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千葉県 成田市 ③ 市民文化祭　短歌大会
市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月13日
成田公民館第1・2会議
室

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③ 市民文化祭　市民茶会
市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

11月3日 成田国際文化会館和室
成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③ 市民文化祭　将棋大会
市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月21日 中央公民館第5研修室
成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 成田市 ③ 市民文化祭　囲碁大会
市民が、日ごろ実践している芸術文化活動の成果を発表する
機会の充実を図り、地域文化の創造に努めます。

10月21日
中央公民館和室，会議
室

成田市/成田市教育委員会
/成田市文化団体連絡協議
会

無料

成田市教育委員会生
涯学習課
文化振興室
0476-20-1534

千葉県 野田市 ③ 無料観覧日 常設展示室及び企画展示室などを無料でご覧いただけます。 11月3日 千葉県立関宿城博物館 千葉県立関宿城博物館 無料
http://www2.chiba-
muse.or.jp/

千葉県 野田市 ③
企画展「醤油を運んだ
川の道－利根川・江戸
川舟運盛衰－」

企画展は、「河川とそれにかかわる産業」をテーマとして、毎年
開催する展示会です。今回は、醤油を通して江戸時代以降の
舟運について紹介します。

10月2日～11月25
日

千葉県立関宿城博物館
企画展示室

千葉県立関宿城博物館
http://www2.chiba-
muse.or.jp/

千葉県 野田市 ①

平成24年度特別展「野
田と災害 ～今、私たち
にできることを考える
～」

過去の災害と、その対処について歴史資料を通して学び、身
を守るために必要な情報と知識を得る機会とします。

10月13日～12月
10日

野田市郷土博物館1階
展示室

野田市郷土博物館 無料
http://noda-
muse.or.jp/

千葉県 富津市 ③ 小久保藩資料展 小久保藩士会による「富津市民文化祭2012」での展示 11月2～4日 富津市中央公民館
富津市民文化祭実行委員
会

無料
富津市中央公民館
0439-65-2251

千葉県 富津市 ③ 歴史探訪講座 地域の歴史を文化、自然、人物、史跡から再発見、学習する。
10月17日, 11月21
日

富津市民会館 富津市民会館 無料
富津市民会館
0439-67-3112

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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千葉県 船橋市 ③ 第47回日本舞踊公演 長唄・清元・常磐津などの日本舞踊の公演をおこないます。 11月18日 船橋市民文化ホール
(公社)日本舞踊協会千葉県
支部

(公社)日本舞踊協会
千葉県支部
043-242-1288/047-
362-1649

千葉県 船橋市 ①
公開講座「がん薬物療
法最前線」

薬物療法について、一般の方々に向けて薬剤師、教員、外部
講師がそれぞれ講演を行います。

10月20日
東邦大学習志野キャン
パス

東邦大学薬学部 無料
http://www.phar.toho
-u.ac.jp/

千葉県 船橋市 ①② 学園祭「東邦祭」
学生が研究発表や模擬店出展を行います。教員による一般向
け公開講座や子ども実験も開催します。

11月9～11日
東邦大学習志野キャン
パス

東邦大学薬学部・理学部 無料 http://tohosai.net/

千葉県 松戸市 ②③
聖徳祭

テーマ「百花繚乱
ヒャッカリョウラン

」

大学の文化祭です。学生が主体となって研究成果の発表やク
ラブ活動を行います。また、千産千商を同時開催します。

１１月3, 4日
聖徳大学松戸キャンパ
ス

聖徳大学 無料
http://www.seitoku.jp
/seitokusai2012.ｐｄｆ

千葉県 松戸市 ③
特別展覧会
｢利根山光人コレクショ
ン｣展

ドン・キホーテシリーズを中心とした利根山光人の作品を展示
公開します。

4月27日～10月31
日

聖徳大学8号館利根山
光人記念ギャラリー

聖徳大学 無料
http://www.seitoku.jp
/lib/

千葉県 松戸市 ③
特別展示
｢郷土玩具による動物
園｣

犬、馬、牛などの動物を題材とした日本各地の郷土玩具を展
示します。

8月5日～11月24
日

聖徳大学1号館川並記
念図書館内こども図書
館

聖徳大学 無料
http://www.seitoku.jp
/lib/

千葉県 松戸市 ③
聖徳大学所蔵
｢ピーターラビット・コレ
クション｣

ピーターラビットとその仲間たちに関連した初版本やグッズな
どを展示公開します。

10月1日～
聖徳大学1号館8階聖徳
博物館

聖徳大学 無料
http://www.seitoku.jp
/lib/

千葉県 松戸市 ③

特別展覧会
聖徳大学文学部開設
記念
｢日本近代文学作家の
自筆原稿｣展

明治時代以降の日本における著名作家の自筆原稿を展示公
開します。

10月15日～平成
25年5月18日

聖徳大学8号館1階ギャ
ラリー

聖徳大学 無料
http://www.seitoku.jp
/lib/

千葉県 松戸市 ①

聖徳大学研究所リレー
講演会「千の風に誘わ
れて　街・旅・仕事・生
きがいづくり」

まちづくりに関わった経験から、印象に残ったエピソードと、ま
ちづくりのポイントをレポートします。

11月10日
聖徳大学生涯学習社会
貢献センター

聖徳大学生涯学習研究所 無料
http://www.seitoku.a
c.jp/kenkyujyo/gengo

事前申込不要、先着
７０名参加可

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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千葉県 松戸市 ①

聖徳大学“食”に関する
講演会「食とスポーツ
で健康を育てる～北海
道日本ハムファイター
ズの栄養サポートを例
に～」

プロ野球選手へのサポート例とともに食事例を紹介し、スポー
ツ現場での栄養士の仕事、またスポーツにおける食事につい
て考えます。

11月3日
聖徳大学松戸キャンパ
ス

聖徳大学人間栄養学部 無料
聖徳大学知財戦略課
047-365-1111（大代）

事前申込不要、先着
１００名参加可

千葉県 松戸市 ①

聖徳大学“食”に関する
講演会「新しい食育の
あり方　―栄養教諭の
担う役割と期待―」

食育に携わる専門職としての栄養教諭への期待を中心にお話
し、子どもたちの食育にかかわるすべての者が認識しておか
なければならない点について考えます。

11月4日
聖徳大学松戸キャンパ
ス

聖徳大学人間栄養学部 無料
聖徳大学知財戦略課
047-365-1111（大代）

事前申込不要、先着
１００名参加可

千葉県 松戸市 ②③ 戸定祭
　学生がそれぞれの教育・研究及びサークル活動等の成果を
発表するため，様々な企画を実施します。

11月2～4日
千葉大学
（松戸キャンパス）

千葉大学　園芸学部 無料
http://www.geocities.
jp/tojosai_oranje/inde
x.html

学
生
主
体

千葉県 茂原市 ③
茂原市市制施行60周
年記念第61回茂原市
文化祭

市民の日常的な文化・創作活動の発表及び鑑賞の場として、
美術・書道等の作品展示、洋舞フェスティバル、民謡舞踊大会
等を開催します。

10月27日～11月
12日

茂原市内各公民館、市
民会館、美術館・郷土資
料館他

茂原市教育委員会・茂原市
文化協会

茂原市教育委員会生
涯学習課
0475-20-1559

千葉県 八街市 ③
八街市郷土資料館企
画展「八街の古墳－い
にしえびとの墓－」

八街市内において発掘調査を実施した古墳の調査成果を中
心に印旛郡内の古墳から出土した資料を展示することによっ
て八街の古墳や古墳時代について理解を深めていただきま
す。

10月10日～12月9
日

八街市郷土資料館 八街市郷土資料館 無料
八街市郷土資料館
043-443-1726

千葉県 八街市 ③
文化の日(11月３日)臨
時開館日

「やちまた教育の日」月間事業として文化の日である11月３日
を開館します。

11月3日 八街市郷土資料館 八街市郷土資料館 無料
八街市郷土資料館
043-443-1726

千葉県 八千代市 ③ ふるさと講座 八千代市の中世城館址についての講座を行います。 10月28日 八千代市立郷土博物館 八千代市立郷土博物館 無料 047-484-9011

千葉県 八千代市 ③ ミュージアムコンサート
日本や外国の伝統音楽を楽しみます。主に本講座では中国の
琴を鑑賞します。

11月4日 八千代市立郷土博物館 八千代市立郷土博物館 無料 047-484-9011

千葉県 八千代市 ③ 企画展「佐倉道」
江戸時代、成田参詣にも利用され江戸と佐倉を結んだ「佐倉
道」に焦点を当てた展示を行います。

7月31日～10月28
日

八千代市立郷土博物館 八千代市立郷土博物館 無料 047-484-9011

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


