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千葉市 ③ 第63回千葉県美術展覧会（県展）
千葉在住、出身者による公募展で、3千点以上の出品作品があります。
10/15－23(日本画・彫刻・書)、10/27－11/6(洋画・工芸)

10月15日～11月6日 県立美術館 千葉県美術会 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③ 秋の展示｢砂の不思議｣
世界各地のいろいろな砂、砂が作る様々な模様、日本各地の鳴り砂な
ど、砂を様々な視点から紹介します。

10月1日～12月4日 県立中央博物館 県立中央博物館 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③ 第8回生態園ギャラリー 生態園内で撮影した写真を募集し、応募作品を紹介します。 10月18日～12月4日 県立中央博物館 県立中央博物館 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③
文化の日特別企画  砂で遊ぼう－
砂絵－

カラーサンドを紙にふりかけて簡単につくる砂絵です。 11月3日 県立中央博物館 県立中央博物館 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③
文化の日特別企画　砂で遊ぼう-
ジオパッド

小さいカードケースにカラーサンドと水をいれます。砂粒が水の中で自由
に動いていろいろな模様を作ります。

11月3日 県立中央博物館 県立中央博物館 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③
文化の日特別企画　講演会｢もの
しりミュージアムちば－最新の研
究紹介｣

哺乳類、鳥、虫における外来種の問題について、3名の館員がそろってお
話しします。

11月3日 県立中央博物館 県立中央博物館 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③
文化の日特別企画　本物の土器
に触ってみよう

実物の土器類に触れて、文様を観察します。粘土を使って、文様を自由に
作ってみましょう。

11月3日 県立中央博物館 県立中央博物館 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③
文化の日特別企画　海の男の晴
れ姿　マイワイを着てみよう！

大漁祝い着であるマイワイを通して江戸時代の房総の漁業について解説
します。マイワイの試着もできます（大人のみ）。

11月3日 県立中央博物館 県立中央博物館 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③
文化の日特別企画　バックヤード
ツアー･液浸収蔵庫

エビやカニなどの生き物の標本を液浸収蔵庫で観察します。 11月3日 県立中央博物館 県立中央博物館 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③
文化の日特別企画　バックヤード
ツアー･植物標本の作成

植物標本作成室で植物標本が実際に作成される様子をご覧いただきま
す。

11月3日 県立中央博物館 県立中央博物館 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③
文化の日特別企画　展示室でき
のこ探検

各展示室で展示されているきのこを観察します。 11月3日 県立中央博物館 県立中央博物館 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③
とりの声キャッチ名人　秋は鳥に
鳴く虫がいい

生態園は自然がいっぱい。音声識別装置「ききみみずきん」で季節の鳥
や虫、カエルなどの声を集めましょう。

11月5日
県立中央博物館生
態園

県立中央博物館 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③ 秋の植物観察会　谷津の植物 秋の野山を歩き身近な植物を観察します。 11月6日 印西市 県立中央博物館 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③ 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6日
県立中央博物館生
態園

県立中央博物館 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③
秋の展示関連行事
土器をつくろう

縄文時代の土製品の製作体験をします。 11月6日 県立中央博物館 県立中央博物館 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③
歴史学講座
房総の村方文書を読む(１)

房総の村方文書を読みます。 11月6日 県立中央博物館 県立中央博物館 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/

千葉市 ③
施設まるごと！文化発見フェスタｉ
ｎちば

｢音の良さ｣が評判の千葉県文化会館を｢鑑賞｣､｢創造｣､｢体験｣､｢ふれあ
い｣の４つのエリアに分け、音楽いっぱいの文化の魅力あふれる、親子で
楽しめるフェスタを開催します。

11月6日 千葉県文化会館
財団法人千葉県文化振興財
団

無料 http://www.cbs.or.jp/zaidan/perfomance_info/events/111106.html

千葉市 ③
第90回定期演奏会～はるか深遠
なる浪漫～

千葉県で唯一のプロのオーケストラである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。指揮者に藤岡幸夫氏、ヴァイオリンに長尾春花
氏を迎え、「～はるか深遠なる浪漫～」と題してチャイコフスキー｢交響曲
第５番｣、メンデルスゾーン｢ヴァイオリン協奏曲｣ほかを演奏します。

11月23日
千葉県文化会館大
ホール

財団法人ニューフィルハーモ
ニーオーケストラ千葉・財団
法人千葉県文化振興財団

http://npoc.info/concert/2011/20111123.html

千葉市 ①
平成23年度千葉大学法経学部公
開講座「震災復興を考える」

3月11日の東日本大震災からの復興に関して、社会科学からアプローチ
します。一日目は、震災復興とコミュニティと題して、震災復興にあたって
コミュニティが果たすべき役割などについて、学外講師を交えて、議論を
進め、二日目は、震災復興と法と題して、さまざまに顕在化してきた法的
問題を整理します。

10月15日, 22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
043-290-2350

千葉市 ①
公開講座  自然に学ぶものつくり
－「生物規範」機械工学

自然に学ぶ新時代のものつくり－「生物規範機械工学」という新しい学問
を、わかりやすく解説します。

11月5日
千葉大学
工学部

千葉大学
工学部

無料  http://www.eng.chiba-u.ac.jp/

千葉市 ①
平成23年度千葉大学文学部公開
講座「日本文学の本文（ﾃｷｽﾄ）」

「日本文学における<本文（ﾃｷｽﾄ）>とは何か」という問題について、古代・
中世・近世・近代を専任とする専任教員４人が、各時代と各ジャンルを包
括した具体的なメディアとその特性について、分かりやすく４０分ずつの連
続講義をします。

11月6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
043-290-2352

千葉市 ①
平成23年度千葉大学理学部公開
講座「数学と社会」

数学と現実社会との関りについて考える。数式や数学記号をあまり使わ
ないで，数学のいろいろな分野の概要を知ってもらうとともに，数学が関
与している場面をいろいろ紹介していく。

11月12日, 19日
理学部４号館１階マ
ルチメディア講義室
１

千葉大学
理学部

無料 http://www.s.chiba-u.ac.jp
一般及び高校生
対象

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。
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。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る。

11月3日～6日
千葉大学
（西千葉キャンパ
ス）

千葉大学 無料
http://chibafes.com/
千葉大学学生支援課
（043-290-2162）

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5日, 6日
千葉大学
工学部

千葉大学
工学部

無料  http://www.eng.chiba-u.ac.jp/
工学部独自の催
しであり、千葉大
祭とは別物

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，様々な企画を実施する。

11月5日, 6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/index.html 学生主体

千葉市 ④ 放医研一般公開
放射線に関する講演会と、重粒子線棟の一部公開及び、パネルの展示
等を行います。

10月16日
放射線医学総合研
究所

放射線医学総合研究所 無料 http://www.nirs.go.jp

千葉市 ④
分子イメージング研究センターシ
ンポジウム

体を傷つけることなく体の外からがんあるいは認知症などの脳の病気を
診断する技術や、このような診断を可能とする薬や装置の開発研究につ
いてわかりやすく御紹介します。

11月22日
千葉市生涯学習セ
ンター

放射線医学総合研究所 無料 http://www.nirs.go.jp

千葉市 ③ 千葉青少年吹奏楽祭
吹奏楽演奏を通して、青少年の音楽教育の振興と、豊かな情操を育むこ
とを目的としています。

11月3日

千シティタワービル
広場
ＪＲ千葉駅
そごう百貨店前

公益社団法人日本吹奏楽指
導者協会関東甲信越支部千
葉県部会

無料
千葉市稲毛区小中台町７２４－３
千葉県部会長
藤野裕行

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5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
千葉大亥鼻イノベーションプラザ
043-221-0981

千葉市後援（予
定）

千葉市 ① 著作権セミナー 著作権に関するセミナーを実施する 11月18日
千葉市ビジネス支
援センター

文化庁、千葉市 無料
千葉市経済企画課
043-245-5275

千葉市 ③
生誕250年記念展 酒井抱一と江
戸琳派の全貌

「江戸琳派」様式を確立した酒井抱一（1761-1829）とその門弟らの作品を
一堂に会す、待望の大回顧展です。

10月10日～11月13
日

千葉市美術館 千葉市美術館 http://www.ccma-net.jp/exhibition_end/2011/1010/1010.html

千葉市 ①
企画展
「東京湾沿岸の貝塚の謎を探る
―市川の貝塚―」

市川市内の貝塚についての調査・研究成果を展示する。
11月15日～12月11

日
加曽利貝塚博物館 加曽利貝塚博物館 http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/kasorikaizuka/top.html

毎週月曜日及び
11月23日(水)は
休館

千葉市 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。

11月6日,13日,20
日,27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/shogaigakushu/shogaigakushu/kasorikaizuka/top.html

千葉市 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する。 11月26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/shogaigakushu/shogaigakushu/kasorikaizuka/top.html

千葉市在住の
方。１8歳以上の
方。
往復はがき申
込、多数の場合

千葉市 ①
企画展「旅してみよう千葉のむか
し」

明治から昭和10年代の千葉市の風景が記録された絵葉書や地図から、
昔の千葉市の変化の様子を探る。

8月28日～10月30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/

千葉市 ① 特別展｛千葉の教育」
幕末、明治から、大正、昭和期にかけての千葉市の教育の歴史を展示す
る。

11月15日～平成24
年年1月15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/

千葉市 ①
中央図書館・生涯学習センター
開館10周年
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22日
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.city.chiba.jp/

千葉市 ① 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5日
千葉市みやこ図書
館

千葉市みやこ図書館 無料 http://www.library.city.chiba.jp/

千葉市 ① 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30日
千葉市花見川図書
館

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

千葉市 ① 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29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.city.chiba.jp/

千葉市 ① 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29日 千葉市稲毛図書館 千葉市稲毛図書館 無料 http://www.library.city.chiba.jp/

千葉市 ① 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29日 千葉市若葉図書館 千葉市若葉図書館 無料 http://www.library.city.chiba.jp/

千葉市 ① 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29日 千葉市緑図書館 千葉市緑図書館 無料 http://www.library.city.chiba.jp/

千葉市 ① 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5日 千葉市美浜図書館 千葉市美浜図書館 無料 http://www.library.city.chiba.jp/

千葉市 ① 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
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.city.chiba.jp/

千葉市
稲毛区

①③
千葉大学公開市民講座「シニアと
『ディズニー』」

「ディズニー」の魅力や、シニアの生活に活かして行くヒントについて講演
します。

11月3日
千葉大学
けやき会館

国立大学法人千葉大学 無料
(10月上旬掲載予定）http://www.chiba-
u.ac.jp/events/pc/index.html

千葉市
若葉区

①②
特別支援教育の授業・経営のあり
方について（中学校を中心として）
(公開講座）

特別支援学級担任，特別支援学校教諭，興味・関心のある方を対象とし
た特別支援教育スキルアップ講座。

10月22日(土）
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.ac.jp/education_research/open_lecture

千葉市
若葉区

①
ロールプレイングで楽しくチャレン
ジ(公開講座）

性格は変えられる？をテーマにロールプレイングを通して考え，感じる講
座。

10月22日(土）
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.ac.jp/education_research/open_lecture

千葉市
若葉区

①
おもちゃインストラクター養成講座
(公開講座）

おもちゃの専門家，日本グットトイ委員会認定のおもちゃインストラクター
資格が取得できる講座。保育，介護現場でのスキルアップにお勧めの内
容。

10月22日(土），29日
(土）

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.ac.jp/education_research/open_lecture

千葉市
若葉区

①
日本的な子育てについて考える
(公開講座）

日本的な子育てを振り返り，日本人の心理特性に合った子育て法につい
て考える。

10月22日（土），11月
5日(土）

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.ac.jp/education_research/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
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千葉市
若葉区

①②
保護者支援の為のコミュニケー
ション・ワーク(公開講座）

保育現場においての保護者とのコミュニケーション能力のスキルアップ講
座。

10月29日（土）
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.ac.jp/education_research/open_lecture

千葉市
若葉区

① イタリアの都市と文化（公開講座） イタリア統一150周年に寄せての文化・教養講座。
10月29日（土）,12月3

日(土）
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.ac.jp/education_research/open_lecture

千葉市
若葉区

① 言葉の力・言葉の心(公開講座）
植草学園大学客員教授，アナウンサーの加賀美幸子氏による講義。日本
語の根本である古典を楽しく読むことを学ぶ講座。

9月10日（土）～12月
3日(土）（全4回）

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.ac.jp/education_research/open_lecture

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18日（土）, 19日

（日）
植草学園大学及び
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）

千葉市
若葉区

① 親子で遊ぼう‼ 2歳児～3歳児を対象とした親子で楽しむ子育て支援講座。
10月14日（金）, 11月

8日（火）
植草学園大学及び
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.ac.jp/education_research/c_support_center

銚子市 ③ 現代舞台芸術入門講座 「戻ってきた銚子!?のいい仲間たち」（仮題） 11月9日
新国立劇場舞台美
術センター

財団法人新国立劇場運営財
団

http://www.nntt.jac.go.jp/library/setdesign/ex081012.html

銚子市 ③
DVD舞台芸術鑑賞会　オペラ「トス
カ」

１００インチの迫力ある画面で新国立劇場の公演映像をお楽しみください 11月13日
新国立劇場舞台美
術センター２F視聴
覚室

財団法人新国立劇場運営財
団

無料 http://www.nntt.jac.go.jp/library/setdesign/ex081012.html

市川市 ③
企画展｢いっしょに暮らそう 働こう
－機械と共に生きる未来－｣

10月8日～11月20日
県立現代産業科学
館

県立現代産業科学館 http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

市川市 ③ 文化の日記念事業 親子で楽しめる工作教室、Ｔ型フォード乗車会などを行います。 11月3日
県立現代産業科学
館

県立現代産業科学館 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

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。

10月28日～30日 千葉商科大学 千葉商科大学 無料 http://www.cuc.ac.jp

市川市 ③ 里見祭 研究発表・学類紹介・大学施設見学・文化資料館特別開館 10月29日,30日 和洋女子大学 学校法人　和洋学園 無料 http://www.wayo.ac.jp/campus_life/festival.html

市川市 ① 公開講座 児童文学の翻訳を考える 11月5日 和洋女子大学 学校法人　和洋学園 無料 http://www.wayo.ac.jp/open_class/main.html

船橋市 ①
薬学部公開講座「薬剤師と共に考
える医療安全」

医療安全について、一般の方々に向けて薬学部教員・病院薬剤師・厚生
労働省担当者が講演を行います。

10月22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/

船橋市 ①
理学部公開講座「地震列島に生き
る（仮）」

東日本大震災を受けて、地震予知科学や今後の地震活動について一般
向け講演およびパネルディスカッションを行います。

11月5日
東邦大学習志野
キャンパスＣ－101
教室

東邦大学理学部 無料 http://www.sci.toho-u.ac.jp/index.html

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11日～13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/

船橋市 ①
公開講座「エルンスト名誉博士講
演会（仮）」

スイス連邦工科大学名誉教授エルンスト博士による講演会です。「My
Pathway into Science and Beyond」 （同時通訳付）。 11月19日

東邦大学習志野
キャンパス　Ｃ－
101教室

東邦大学理学部 無料 http://www.sci.toho-u.ac.jp/

船橋市 ①② 創作ゆかた親子文化教室 ゆかた創作と着付・服飾
10月16日～平成24

年2月12日
当財団船橋教室

財団法人民族衣裳文化普及
協会

無料
http://www.wagokoro.com
 0120-029-315

全10回

館山市
①②
③

第64回館山市文化祭
文化の日を記念し、館山市の教育・芸術・文化の成果を市民に公開し、文
化についての関心を高め、その充実と振興を図ります。

10月22日～12月11
日

千葉県南総文化
ホール、他

館山市教育振興会、館山市
芸術文化協会

無料
生涯学習課
0470-22-3698

館山市 ① レストランオーナー南極へ行く
第５１次南極観測隊の調理隊として参加された鈴木文治氏に、豊富な映
像を見ながら、南極での貴重な体験を講義をしていただきます。

10月29日 館山市図書館 館山市図書館 無料
館山市図書館
0470-22-0701

要事前申込

館山市 ① ふるさと講座「農民騒動と義民」
館山市を中心とした「ふるさと」に潜在する地域資源について、知りたい、
学びたいという市民を対象に開催します。

10月29日 館山市中央公民館 館山市中央公民館 無料
館山市中央公民館
0470-23-3111

現地学習は要事
前申込

館山市 ① 第３７回館山市親子写生大会
緑に囲まれ、親子で絵を描きながら、家族のふれあいを深め、心豊かな
青少年を育成します。

11月3日
千葉県南房パラダ
イス

館山市青少年相談員連絡協
議会、館山市教育委員会

生涯学習課
0470-22-3698

要事前申込

館山市 ③
那古寺多宝塔再建250年記念講
演会

1703(元禄16)年の元禄地震で倒壊した那古寺の諸堂は、地元東町の伊
勢屋甚右衛門が中心となって安房国内に広く勧進を行い、万人講を結ん
での寄進というかたちで寄付が求められました。万人講による小額の積
み上げが、1761(宝暦11)年の多宝塔完成につながりましたが、それから
250年を迎えたことを記念し、那古寺多宝塔を中心に、那古寺の建造物に
ついて考察します。

11月5日
那古寺千手院
（館山市那古1125）

館山市教育委員会、宗教法
人那古寺

無料
館山市立博物館本館
http://www2.city.tateyama.chiba.jp/?tpcid=42
0470-23-5212

要事前申込
（詳細は連絡先
へ）

館山市 ①

たてやまワクワク探検隊「里海～
ウォーキングしながら里海を探検
しよう」シリーズ　ビーチコーミング
とクラム(貝がら)アート

豊かな自然を体感してもらう親子参加型の講座。参加者同士の仲間づく
りや家族のコミュニケーションを深めながら「ふるさと館山」を探検します。

11月5日 平砂浦海岸 館山市中央公民館 無料
館山市中央公民館
0470-23-3111

要事前申込
※申込終了

館山市 ①
たてやまオープンカレッジ「家計簿
から見た暮らしぶりの変化を見る」

中央学院大学と共催し、家庭教育、少子高齢化、情報技術、国際化な
ど、年々多様化する現代の課題をテーマに、市民自らが問題解決へ取り
組む糸口となるような学習機会を提供します。

11月12日
中央学院大学館山
セミナーハウス

館山市中央公民館・中央学
院大学

無料
館山市中央公民館
0470-23-3111

要事前申込
※申込終了

木更津市 ③ 芸術に親しむ会
第63回千葉県美術展覧会を鑑賞します。芸術文化を鑑賞できる機会をつ
くり、市民の豊かな心を育むことをめざし開催します。

10月20日 千葉県立美術館 木更津市教育委員会 無料
教育部文化課
0438-23-5309

木更津市 ①
公開講座「金属探知機で宝探
し！！」

金属探知機は、飛行機のボディチェックや地雷探査、食品の異物検査な
ど、安全や学問調査のために活躍しています。もちろん宝探しにも欠かせ
ません。あなたも金属探知機を作って宝探しに出かけてみませんか？

10月22日
木更津工業高等専
門学校

木更津工業高等専門学校 1,200円
木更津工業高等専門学校研究協力・地域連携係0438-30-
4006
http://www.kisarazu.ac.jp/chiiki/kokai.html

対象：小学5年生
以上

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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木更津市 ①
公開講座「耳年齢チェッカーを作ろ
う」

モスキート音（大人には聞くことが出来ないとても高い音）の原理を利用し
て、簡単な半田付けで4種類の違う高さの音を発生させる装置（耳年齢
チェッカー）を製作します。一番高い音が聞こえたら10代、2番目は20代…
と耳年齢を測定します。

10月23日
木更津工業高等専
門学校

木更津工業高等専門学校 無料
木更津工業高等専門学校研究協力・地域連携係0438-30-
4006
http://www.kisarazu.ac.jp/chiiki/kokai.html

対象：小学5年生
～中学生

木更津市 ①
公開講座「電子オルガンを作ろ
う！」

ひとつずつ電子オルガンを作ります。この電子オルガンは、とても小さなコ
ンピュータで音が作られており、音階調整が要りません。半田付けと簡単
な工作で作れる電子オルガンの製作にチャレンジしてみませんか？

10月29日
木更津工業高等専
門学校

木更津工業高等専門学校 500円
木更津工業高等専門学校研究協力・地域連携係0438-30-
4006
http://www.kisarazu.ac.jp/chiiki/kokai.html

対象：小学4年生
～中学生

木更津市 ③ 学園祭
展示、模擬店、入試相談コーナー等、学生が中心となって多数の催し物
を開催します。

11月5日, 6日
木更津工業高等専
門学校

木更津工業高等専門学校 無料
木更津工業高等専門学校学生課学生係
0438-30-4038

松戸市 ③ 松戸の美術100年史 松戸市に住んで活動した作家たちの一世紀にわたる作品を展示します。 10月8日～11月27日 松戸市立博物館 社会教育課
社会教育課
047-366-7462

松戸市 ①
学芸員講演会「小金牧の享保改
革」

学芸員が日頃の各分野の研究成果を発表します。 11月19日 松戸市立博物館 松戸市立博物館
松戸市立博物館
047-384-8181

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，様々な企画を実施する。

11月4日～7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/index.html 学生主体

松戸市 ②③ 聖徳祭（文化祭）
今年度の聖徳祭のテ－マは、「ヒトがつながる　ココロ広がる」です。学生
達が中心になってクラブ活動や研究成果の発表を行います。

11月5日～6日
聖徳大学松戸キャ
ンパス

聖徳大学 無料 http://www.seitoku.jp/seitokusai2011.pdf

松戸市 ③

特別展覧会
ピカソ生誕130年記念
「スペイン三大巨匠ピカソ・ミロ・ダ
リ」展

本学所蔵資料から、ピカソの生誕130年を記念して、スペイン三大巨匠の
ピカソ、ミロ、ダリの作品を公開します。

4月5日～12月26日
聖徳大学8号館ギャ
ラリー

聖徳大学 無料 http://www.seitoku.jp/lib/

松戸市 ③

特別展覧会
リスト生誕200年記念
「ロマン派作曲家たちの自筆書簡」
展

本学所蔵資料から、リスト生誕200年記念して、ロマン派作曲家たちの自
筆書簡やシューベルトの自筆譜を公開します。

8月1日～10月29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/

松戸市 ③
特別展示
「遊ぶ、動かす、からくり玩具」

本学所蔵資料から、日本各地に伝えられている、人々の知恵と工夫を凝
らした「からくり玩具」を展示します。

8月9日～11月25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/

松戸市 ③
特別展覧会
ルイス・キャロル生誕180年記念
「不思議の国のアリス」展

本学所蔵資料から、来年生誕180年を迎えるルイス・キャロルを記念して、
「不思議の国のアリス」の初版本などを公開します。

9月19日～平成24年
5月12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/

松戸市 ①
聖徳大学研究所リレー講座
「「おかあさん」の語源　―母親の
呼称、その歴史と社会学―」

「おかあさん」「はは」「おふくろ」などの、母親の呼び方に潜んでいる歴史
と心情について一緒に考えます。

10月22日
聖徳大学生涯学習
社会貢献センター

聖徳大学言語文化研究所 無料
聖徳大学
知財戦略課
047-365-1111（大代）

事前申込み不要
先着150人参加
可

松戸市 ①
聖徳大学“食”に関する講演会
「和食の美味しさを調べる；しょう
ゆの官能評価からその調理まで」

和食の代表的な調味料である醤油の官能評価を解説し、和食の美味しさ
を客観的に紹介します。

11月5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）

事前申込み不要
先着100人参加
可

松戸市 ①

聖徳大学“食”に関する講演会
「放射能汚染食品・放射線照射食
品と健康リスク　～「放射能」と「放
射線」の違いから食品の安全性ま
で～」

放射線を正しく理解するための基礎的事項、食品の放射線照射の現状と
安全性について解説します。

11月6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）

事前申込み不要
先着100人参加
可

松戸市 ①

聖徳大学児童学研究所講演会
「子どものウソは『嘘』か？　―子
どもの創造的想像力を育む大人
の役割―」

子どもの認知発達、言語発達、想起のメカニズムを検証し、子どもを伸ば
す関わり方や言葉がけを提案します。

11月19日
聖徳大学生涯学習
社会貢献センター

聖徳大学児童学研究所 無料   聖徳大学知財戦略課047-365-1111（大代）
事前申込み不要
先着150人参加
可

松戸市 ① 聖徳大学オープンカレッジ
「いのちを守る勇気～マザー・テレサに学ぶ」と題して、映画上映と映画監
督の千葉茂樹氏による講演を開催します。

11月12日
聖徳大学松戸キャ
ンパス

聖徳大学生涯学習課 無料 http://www.seitoku.jp/soa/

野田市 ③
平成23年度特別展「野田のせん
べい」（仮称）

野田の名産品である煎餅に関して、商店、職人、家族などのキャリアに注
目しつつ、店舗の分布や野田の煎餅の特徴、歴史などを明らかにし、地
域の再発見や活性化に寄与することを目的とした展示です。

10月8日～12月5日
野田市郷土博物館
1階展示室

野田市郷土博物館・市民会
館

無料 http://www.noda-muse.or.jp/

茂原市 ③ 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、洋舞大会等を開催します。

10月29日～11月13
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

生涯学習課
0475-20-1559

成田市 ① 第21回全国地芝居サミットin成田
全国の地芝居保存団体を中心に「農村歌舞伎の復活・再生から創造へ」
をテーマに講演・シンポジウムを行う。また、伊能歌舞伎等の公演を行う。

11月5日,6日

5日　東横INN成田
空港
6日　成田国際文化
会館

第21回全国地芝居サミットin
成田実行委員会

無料
生涯学習課
0476-20-1534

成田市 ③ 国際こども絵画展 海外のこどもたちの絵画約1,000点の展示 10月15日～30日
成田山新勝寺本堂
第二講堂

こども絵画展実行委員会 無料
生涯学習課
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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成田市 ③
2011年度関東ブロック・ユネスコ活
動in成田

「今こそ、ユネスコ活動の活性化を」-持続可能な人類社会の実現に向け
て、持続発展教育・未来遺産運動・世界寺子屋運動の推進-第28回千葉
県ユネスコ大会

10月15日,16日 成田ビューホテル

公益社団法人日本ユネスコ
協会連盟関東ブロック・ユネ
スコ連絡協議会、成田ユネス
コ協会

無料
成田ユネスコ協会
0476-27-7291

成田市 ① 関東ブロック・ユネスコ活動研究会 地域におけるユネスコ活動の振興についての研究会
10月15日（土）, 16日

（日）
成田ビューホテル

・公益社団法人日本ユネスコ
協会連盟
・成田ユネスコ協会

無料
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟
03-5424-1121

佐倉市 ① 市民公開講座「動脈硬化」
動脈硬化について、一般の方々に向けて循環器センターおよび糖尿病・
内分泌・代謝センターの専門スタッフが講演を行います。 10月22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.med.toho-u.ac.jp/kokai/20728/022799.html

佐倉市 ② 学園祭「マグノリア祭」 学生が研究発表や模擬店出展を行います。 11月5日
東邦大学佐倉看護
専門学校

東邦大学佐倉看護専門学校 無料 http://www.kansen.toho-u.ac.jp/

佐倉市 ③④
重要文化財 洛中洛外図屏風歴博
甲本公開

京都の賑わいと四季の景観を描いた洛中洛外図のうち,現存する最古の
作品を期間限定で公開します。

10月25日
～

11月6日

国立歴史民俗博物
館

人間文化研究機構　国立歴
史民俗博物館

http://www.rekihaku.ac.jp

総合展示も観覧
可
（企画展示は別
途料金）

佐倉市 ③④
特集展示「マリア十五玄義図の探
究」

キリシタン絵画を代表する「マリア十五玄義図」の詳細な科学的調査を経
た成果を所蔵元である京都大学総合博物館との共同展示にて公開しま
す。

11月1日～27日
国立歴史民俗博物
館

人間文化研究機構　国立歴
史民俗博物館

http://www.rekihaku.ac.jp

総合展示も観覧
可
（企画展示は別
途料金）

佐倉市 ③④
くらしの植物苑特別企画「伝統の
古典菊」

我が国を代表する園芸植物のひとつである菊のなかから、江戸菊など古
典菊について紹介します。

11月1日～27日
国立歴史民俗博物
館　くらしの植物苑

人間文化研究機構　国立歴
史民俗博物館

http://www.rekihaku.ac.jp

佐倉市
①③
④

第79回歴博フォーラム「衹園大塚
山古墳と5世紀という時代」

館内外の研究者が共同研究などの成果を一般向けに、講演会もしくはシ
ンポジウム形式で報告する催しです。

11月5日
国立歴史民俗博物
館

人間文化研究機構　国立歴
史民俗博物館

無料 http://www.rekihaku.ac.jp 事前申込制

佐倉市 ③④
企画展示「風景の記録－写真資
料を考える－」

写真術が発明されてからおよそ200年、いまや写真は歴史を考えるため
の貴重な情報に満たされた貴重な歴史資料ともいえます。展示では当館
が所蔵する戦後日本を写した40万枚の写真をはじめ、幕末以降の古写
真や絵図、地図なども用いて写真資料の可能性を考えます。

11月8日
～

平成24年
1月15日

国立歴史民俗博物
館

人間文化研究機構　国立歴
史民俗博物館

http://www.rekihaku.ac.jp
総合展示も観覧
可

佐倉市
①③
④

第335回歴博講演会「カメラがとら
えた地域と景観」

館内外の研究者が各自の研究分野や企画展示等に関するテーマで講演
します。

11月12日
国立歴史民俗博物
館

人間文化研究機構　国立歴
史民俗博物館

無料 http://www.rekihaku.ac.jp 事前申込不要

東金市 ③ 東金市文化芸能大会 ダンス・舞踊・楽器演奏等 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
0475-50-1187

東金市 ③ 東金市文化展 手工芸・書道・絵画等の作品の展示 10月29日～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
0475-50-1187

旭市 ③
企画展「旧宅半解体修理より～新
発見資料～

平成19年度から4ヵ年にわたり大原幽学遺跡「旧宅」を半解体修理工事を
実施した過程と成果、工事に伴って発見された古文書等を紹介します。

11月8日～12月27日 大原幽学記念館 大原幽学記念館 http://www.city.asahi.chiba.jp/yugaku/

習志野市 ③ 市民文化祭
市内文化団体や市民による作品の発表、祭典、公演を公民館やホール
等で開催

9月30日～11月12日

市内各公民館,あづ
まこども会館,東習
志野コミュニティセ
ンター,谷津コミュニ
ティセンター,ゆうゆ
う館,習志野市民会
館,習志野文化ホー
ル,サンロード津田
沼

市民文化祭実行委員会 無料
習志野市民会館・習志野文化ホール・サンロード津田沼で
の開催行事については、習志野市芸術文化協会(047-
454-6821)へ。その他は各会場へ。

習志野市 ④
電気学会東京支部 千葉支所講演
会「表示管開発から見た技術者
像」

片山 実 氏（元・双葉電子工業株式会社　研究所　技師長）による講演が
行われます。

10月17日
日本大学生産工学
部津田沼キャンパ
ス 37号館 101教室

社団法人 電気学会東京支部
千葉支所

無料
http://www2.iee.or.jp/~iee-
chiba/document/20111017cfp.pdf
日本大学生産工学部電気電子工学科　坂口 浩一

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19日
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/

柏市 ① 公開講座 祇園精舎、沙羅双樹、仏教の無常観（講義） 10月22日 日本橋学館大学 日本橋学館大学 http://www.nihonbashi.ac.jp

柏市 ① 公開講座 古き都への郷愁と王朝貴族の風流（講義） 10月17日, 24日 日本橋学館大学 日本橋学館大学 http://www.nihonbashi.ac.jp

柏市 ③ ほぼ月らいぶ 薩摩琵琶ライブ；「敦盛」（『平家物語』）を語る 11月12日 日本橋学館大学 日本橋学館大学 無料 http://www.nihonbashi.ac.jp

柏市 ③ 柏学祭 大学祭 10月29日, 30日 日本橋学館大学 日本橋学館大学 無料 http://www.nihonbashi.ac.jp

柏市 ③ 柏学祭特別企画
フランス・ドイツ文学講演会「フランスの遠藤周作」「ロマンチィク街道始ま
るところ」

10月29日 日本橋学館大学 日本橋学館大学 無料 http://www.nihonbashi.ac.jp

柏市 ①
市立図書館・市内大学図書館合
同企画展

Ⅰ．東日本大震災被災地支援ボランティア活動のパネル展示
Ⅱ．震災に関する本及び雑誌、新聞の切り抜きの展示
Ⅲ．麗澤大学外国語学部の成瀬猛教授及び現地にてボランティア活動を
経験した大学職員、学生による講演・パネルディスカッション

11月7日～19日 麗澤大学 麗澤大学 無料
麗澤大学図書館
TEL 04-7173-3682

Ⅲの講演・パネル
ディスカションに
ついては、11月12
日開催

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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柏市 ①
特別講演会「神話から探る日本人
の心」

麗澤大学外国語学部の岩澤知子准教授による特別講演会 11月12日 麗澤大学 麗澤大学
麗澤オープンカレッジ
TEL 04-7173-3664
E-Mail　rock-koza@ad.reitaku-u.ac.jp

柏市 ①
公開講演会「ウズベキスタン・スザ
ニ刺繍の世界」

麗澤大学外国語学部の金丸良子教授による公開講演会 11月26日 麗澤大学 麗澤大学 無料
麗澤オープンカレッジ
TEL 04-7173-3664
E-Mail　rock-koza@ad.reitaku-u.ac.jp

柏市 ①
展示会「ウズベキスタン・スザニ刺
繍の世界」

麗澤大学外国語学部の金丸良子教授による展示会
10月24日～

12月2日
麗澤大学 麗澤大学 無料

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

柏市 ③ 麗陵祭 文化祭 11月3日～5日 麗澤大学
麗澤大学学友会麗陵祭実行
委員会

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

勝浦市 ①
観察会「秋の鵜原理想郷で植物を
観察しよう」

風光明媚な岬である鵜原理想郷で、景色を楽しみながら、秋の植物を観
察します。

10月23日
県立中央博物館分
館海の博物館

県立中央博物館分館海の博
物館

無料 http://www.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/
ハガキもしくは
FAXで、2週間前
までに申込

勝浦市 ① バックヤードツアー
普段は見ることができない博物館の裏方(収蔵庫や飼育室など)をご覧頂
き、博物館の仕事や役割を解説します。

11月3日
県立中央博物館分
館海の博物館

県立中央博物館分館海の博
物館

無料 http://www.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/
申込不要、当日
先着順

勝浦市 ③ 講座「房総の城と海」 房総半島に所在する海城について紹介します。 11月6日
県立中央博物館分
館海の博物館

県立中央博物館分館海の博
物館

無料 http://www.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/
ハガキもしくは
FAXで、2週間前
までに申込

勝浦市 ③ 講座「海と昔の勝浦の生活」 近代から今日における勝浦の漁業と観光を紹介します。 11月19日
県立中央博物館分
館海の博物館

県立中央博物館分館海の博
物館

無料 http://www.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/
ハガキもしくは
FAXで、2週間前
までに申込

我孫子市 ① 川村学園女子大学公開講座
・食生活と健康
・生きることの困難

10月22日 川村学園女子大学 川村学園女子大学 無料 http://www.kgwu.ac.jp

我孫子市 ① 川村学園女子大学公開講座
・生命の連続性と健康
・脳の老化予防と生きること

10月29日 川村学園女子大学 川村学園女子大学 無料 http://www.kgwu.ac.jp

我孫子市 ① 川村学園女子大学公開講座
・人はどのように失った機能を回復させてきたのか
・中途障がいを生きること

11月5日 川村学園女子大学 川村学園女子大学 無料 http://www.kgwu.ac.jp

我孫子市 ① 川村学園女子大学公開講座
・医療の場における生命倫理
・生命をはぐくむ食のあり方

11月12日 川村学園女子大学 川村学園女子大学 無料 http://www.kgwu.ac.jp

鴨川市 ① 野鳥の巣箱をかけよう
巣箱の役割を学ぶとともに、演習林の間伐材を使った巣箱作りと設置を
行います。

11月上旬のいずれ
か1日

東京大学農学生命
科学研究科附属演
習林千葉演習林

鴨川市・東京大学千葉演習
林

無料 鴨川市教育委員会生涯学習課・04-7094-0515
対象は鴨川市在
住の小中学生と
保護者

鎌ヶ谷市 ①
第12回ミニ展示「地区の歴史と文
化財④－道野辺ー」

市内道野辺地区の歴史と文化財を展示します。 9月3日～11月13日
鎌ケ谷市郷土資料
館

鎌ケ谷市郷土資料館 無料
鎌ケ谷市郷土資料館
047-445-1030

君津市 ③ 企画展
市制40周年を記念し、君津市の文化の象徴的な存在である「上総掘り」を
とりあげ、その成立・技術・職人・利用・自然環境などを資料と写真で紹介
します

10月12日～12月4日 久留里城址資料館 久留里城址資料館 無料
久留里城址資料館
0439-27-3478

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2011」での展示を行います。 11月3日～6日 富津市中央公民館
富津市民文化祭実行委員
会・富津市

無料
富津市中央公民館
0439-65-2251

富津市 ③ 歴史探訪講座 環・関豊・天神山地区で文化財めぐりを行います。 11月16日 現地 富津市民会館 無料
富津市中央公民館
0439-65-2251

浦安市 ①
平成23年度　　　　　第4回公開講
座

本学、健康科学部教員による公開講座　　　テーマ「身近なからだのトラブ
ルと上手くつきあう法」

11月23日 了徳寺大学 学校法人　　了徳寺大学 無料 info@ryoutokuji-u.ac.jp 　

袖ヶ浦市
①③
④

平成23年度出土遺物巡回展－房
総発掘ものがたり－古墳に眠る石
枕－

古墳出土の石枕を中心とした展示です。平成22年度に県指定有形文化
財となった墨書土器もあわせて展示しています。

10月29日～11月27
日

袖ケ浦市郷土博物
館

袖ケ浦市郷土博物館 無料 http://www.sodegaura.ed.jp/sodehaku/index.htm
月曜休館
入場料無料

袖ヶ浦市
①③
④

博物館講座第109回袖ケ浦学「西
上総の古墳時代」

巡回展関連講座で、袖ケ浦市周辺の古墳時代の概要についてのお話で
す。

10月29日
袖ケ浦市郷土博物
館

袖ケ浦市郷土博物館 http://www.sodegaura.ed.jp/sodehaku/index.htm

要事前予約(定員
40名)｡詳細はＴＥ
Ｌもしくはホーム
ページで確認願
います。

袖ヶ浦市
①③
④

博物館講座第110回袖ケ浦学「袖
ケ浦の古墳」

巡回展関連講座で、袖ケ浦市内の古墳についてのお話です。 11月26日
袖ケ浦市郷土博物
館

袖ケ浦市郷土博物館 http://www.sodegaura.ed.jp/sodehaku/index.htm

要事前予約(定員
40名)｡詳細はＴＥ
Ｌもしくはホーム
ページで確認願
います。

八街市 ③
八街市郷土資料館企画展｢八街
“石”物語｣

八街市内及び近隣市町に伝わる文化財を展示することによって、て、八
街の歴史について理解を深めていただきます。

10月4日～12月4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

八街市 ③ 勾玉づくり体験教室
企画展に伴い、勾玉づくりを体験することによって、企画展の内容につい
て理解をより深めていただきます。

10月23日,11月12日
(予定）

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

八街市 ③ 文化の日（11月3日）臨時開館日 ｢八街教育の日｣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

印西市 ①③ 第16回印西市民文化祭
印西市民文化祭は、芸術文化協会や一般市民の方々が参加し、展示部
門、催し部門、発表部門、大会部門に分かれ日頃の活動の成果を発表し
ます。

10月16日～11月13
日

中央公民館、総合
福祉センター、文化
ホール

印西市教育委員会 無料 http://www.city.inzai.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５３回「教育・文化週間」関連行事

千葉県
市区町村 種類 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

印西市 ①③ 土器づくり 市域で採取した砂や粘土を使って古代の土器づくりを体験します。
10月30日,11月6
日,13日,12月4日

印西市立印旛歴史
民俗資料館

市立印旛歴史民俗資料館
市立印旛歴史民俗資料館
0476‐99‐0002

白井市 ③
第55回白井市民文化祭展示大会
部門

菊花、盆栽･山野草、写真、美術工芸、華道他の展示、アマチュア無線の
実演、昼間の星を見る会、囲碁・将棋大会などを行います。

11月2日～7日
白井市文化セン
ターほか

白井市教育委員会 無料 047-492-1123

白井市 ③
第55回白井市民文化祭 秋の芸能
発表会

詩吟、民謡、舞踊などの発表会です。 11月3日 白井市文化会館 白井市教育委員会 無料 047-492-1123

白井市 ③
第55回白井市民文化祭 第25回白
井市民音楽祭

合唱、吹奏楽、オーケストラ、ジャズ、エレキバンドなどの発表会です。 11月12日,13日 白井市文化会館 白井市教育委員会 無料 047-492-1123

白井市 ③
第55回白井市民文化祭 演劇祭ド
ラマ＆エンターテインメント

演劇、太鼓、太極拳演舞などの発表会です。 11月20日 白井市文化会館 白井市教育委員会 無料 047-492-1123

白井市 ③
第55回白井市民文化祭 ダンス
フェスティバルVOL.10

クラッシックバレエ、モダンバレエ、ジャズダンス、フラダンス、ソーランなど
の発表会です。

11月27日 白井市文化会館 白井市教育委員会 無料 047-492-1123

富里市 ③
第44回富里市文化祭（文化財コー
ナー）

市内の文化財をパネルなどで紹介します。 11月3日～6日 富里中央公民館
富里市教育委員会生涯学習
課

無料
生涯学習課
0476-93-7641

いすみ市 ③ 第６回「炭を楽しむアート展」 花炭をつかったオブジェなどのアート作品を展示します。 11月1日～13日
いすみ市水彩ギャ
ラリー

いすみ市教育委員会 無料 生涯学習課　http://www.city.isumi.lg.jp/

いすみ市 ③ いすみ市４団体合同写真展 会員による写真展示を行います。 10月25日～30日
いすみ市水彩ギャ
ラリー

いすみ市教育委員会 無料 生涯学習課　http://www.city.isumi.lg.jp/

いすみ市 ③ 菅根成之絵画展 いすみ市の風景を描いた油彩・水彩画展示 11月15日～27日
いすみ市水彩ギャ
ラリー

いすみ市教育委員会 無料 生涯学習課　http://www.city.isumi.lg.jp/

いすみ市 ③ 安永元典絵画展
岩石や花、果実、器などの静物の描写を極限まで追いつめた作品を展示
します。

10月1日～12月11日
いすみ市郷土資料
館

いすみ市郷土資料館 無料
いすみ市郷土資料館
http://www.city.isumi.lg.jp/

酒々井町 ①③
平成２３年度酒々井町史跡ウォー
キング「本佐倉城探訪Ⅲ」

国指定史跡本佐倉城跡を中心に関連周辺史跡をガイドの解説を受けな
がらめぐる約6キロのウォーキングです。

10月23日
出発･ゴール：酒々
井町役場

酒々井町史跡ウォーキング
実行委員会

社会教育課
http://www.town.shisui.chiba.jp

栄町 ③ 企画展｢ムラの鍛冶屋の考古学｣ 人が鉄を道具としてどのように扱ってきたのか、その歴史を紹介します。 10月8日～11月23日 房総のむら 房総のむら http://www.chiba-muse.or.jp/MURA/

栄町 ③ ふるさとまつり
伝統芸能や大道芸、各種の体験プログラムをおりまぜたイベントを行いま
す。

11月3日 房総のむら 房総のむら 無料 http://www.chiba-muse.or.jp/MURA/

睦沢町 ①③ 特別展「芝原人形」
長生郡で発祥し、１００年以上の年月にわたり地域の人々に愛されてきた
歴史を持つ芝原人形を紹介します。

9月24日～12月25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

睦沢町 ①③
第11回ふるさとに親しむ古文書講
座「房総の古文書」

房総地域の歴史研究の第一人者が、古文書を読んで江戸時代の歴史を
語ります。講師　川村優氏（歴史学者)

10月15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
申込不要、当日
直接会場にお越
しください。

睦沢町 ①③ 第13回指定文化財写真パネル展
睦沢町立中央公民館の創作美術展にあわせ、睦沢町にある国・県・町の
指定文化財を写真パネルで紹介します。

11月3日～6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

睦沢町 ①③
第16回文化財保護ボランティア
「妙楽寺」

国指定重要文化財の妙楽寺大日如来坐像周辺の清掃、学芸員による仏
像解説、住職講話。重要文化財を間近で拝観できる数少ない機会です。

11月3日 妙楽寺 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
申込不要、当日
直接会場へお越
しください。

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を行います。
10月30日,11月3日～

5日
長柄町公民館・武
道館

文化祭実行委員会 無料
教育課生涯学習班
0475-35-3242

長南町 ③ ミニギャラリー 文化財パネル展を行います。
10月30日～11月27

日
長南町郷土資料館 長南町教育委員会 無料

長南町生涯学習室
0475-46-1194

長南町 ① 郷土資料館 古代体験イベント 詳細は未定です。 11月3日 長南町郷土資料館 長南町教育委員会 無料
長南町生涯学習室
0475-46-1194

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


