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千葉県 旭市 ①、④ 開館２０周年記念講演会
昨年の文化勲章受章者であり、今年の講書始の儀で天皇皇后両陛下にご進講された藤嶋昭氏（東
京理科大学前学長　栄誉教授）に、ご専門の光触媒の可能性をはじめ、科学者としての人生や科学
の楽しさについてご講演いただく。

10月28日 千葉県立東部図書館 千葉県立東部図書館 無料
https://www.library.pref.chiba.l
g.jp/

千葉県立東部図書館
読書推進課
（0479-62-7070）

千葉県 我孫子市 ①,②,③ 第52回あびこ祭
今年のあびこ祭は、地域と学生、学生同士など様々な人とのつながりを持ち、交流を深める場にし
たいと思い「つなぐ」というテーマを掲げました。実行委員会を中心に、第52回のあびこ祭を盛り上げ
ていきます。

10月27日～28日 中央学院大学 中央学院大学 無料
http://www.cgu.ac.jp/tabid/85
9/Default.aspx

学生課
04-7183-6518

千葉県 我孫子市 ① 中央学院大学リレー講座
本学のアクティブ（生涯学習）センターでは、例年ご好評をいただいている、本学講師陣によるリレー
講座を開催します。各回のテーマについてわかりやすく解説します。

10月1日～11月12日 中央学院大学 中央学院大学
http://www.cgu.ac.jp/tabid/83
8/Default.asp

アクティブセンター事務課
04-7183-6529

要事前申込

千葉県 市川市 ② 第７３回市川市児童生徒音楽会
本年度で７３回目を迎える歴史ある音楽発表会です。２日間の開催で、市川市立各小・中・義務教
育・特別支援学校が、授業で取り組んできたクラス合唱・学年合唱や器楽演奏、または音楽部活動
で参加します。

11月8日、9日
市川市文化会館
大ホール

市川市教育委員会 無料
市川市教育委員会
047-383-9338

千葉県 市川市 ①
企画展「発見・体験　昔のくらし」
関連講座

主に昭和の衣・食・住に関する道具の移り変わりを、三世代にわたって楽しめる体験型の展示をし、
関連講座を行う。
展示期間：平成30年11月3日（土・祝）から平成31年2月17日（日）まで。

11月3～4日
市立歴史博物館
特別展示室・講堂

市立市川歴史博物館 無料
市立市川歴史博物館
047-373-6351

千葉県 市川市 ②
平成３０年度
市川市こども作品展・新聞展

市川市立各幼稚園・小・中・義務教育・特別支援学校が参加する本年度で６９回目となる展覧会で
す。図画工作科・美術科、技術・家庭科や書写の作品及び学校新聞や学校園の写真など、毎年
2,400点以上が出品されます。

11月1日～4日
市川市
文化会館
展示室・大会議室

市川市教育委員会 無料
市川市教育委員会
047-383-9338

千葉県 市川市 ③
企画展「宇宙（そら）の味－宇宙日本食と食
品保存技術－」

JAXAに認証された宇宙日本食や、アメリカとロシアの宇宙食などの実物を紹介します。さらに伝統
的な保存食や備蓄食料、食育など、暮らしに役立つ展示会です。

10月13日～12月2日 千葉県立現代産業科学館 千葉県立現代産業科学館

【千葉県立現代産業科学館
HP】
http://www2.chiba-
muse.or.jp/SCIENCE/

（学芸課）047－379-2007

千葉県 市川市 ③ エンジンの仕組みを見てみよう！
小・中学生（小学生は保護者同伴）を対象に，２サイクルエンジンの分解・組立作業を行い，エンジン
の仕組みを学びます。

11月25日 千葉県立現代産業科学館
千葉県立現代産業科学館
展示・運営協力会

【千葉県立現代産業科学館
HP】
http://www2.chiba-
muse.or.jp/SCIENCE/

(学芸課）047－379-2007

千葉県 市川市 ③
親子で化学実験！人工イクラ・スライム・ケミ
カルライトをつくろう

小学生とその保護者を対象に，人工イクラ・スライム・ケミカルライトをつくることにより，化学の不思
議さとおもしろさを体験します。

11月24日 千葉県立現代産業科学館
千葉県立現代産業科学館
展示・運営協力会

【千葉県立現代産業科学館
HP】
http://www2.chiba-
muse.or.jp/SCIENCE/

(学芸課）047－379-2007

千葉県 市川市 ① 野草名札付け 長田谷津（大町公園自然観察園）で、季節の野草に名札付けするボランティア活動。 11月4日 大町公園自然観察園 市立市川自然博物館 無料
http://www.city.ichikawa.lg.jp/
edu16/1551000003.html

市立市川自然博物館

千葉県 市川市 ① 長田谷津散策会 長田谷津（大町公園自然観察園）の季節の風景を楽しむ。 11月3日 大町公園自然観察園 市立市川自然博物館 無料
http://www.city.ichikawa.lg.jp/
edu16/1111000013.html

市立市川自然博物館

千葉県 市川市 ③
科学館わくわく教室「ぼよよん不思議なバネ
電話をつくろう」

中学生以下を対象に、糸のかわりにバネを使った糸電話を作り、音が振動によるものだということを
体験することで，身近な現象に対する関心を高める体験教室です。

11月3日 千葉県立現代産業科学館 千葉県立現代産業科学館

【千葉県立現代産業科学館
HP】
http://www2.chiba-
muse.or.jp/SCIENCE/

（普及課）047－379-2005

千葉県 市川市 ①
東京医科歯科大学教養部
スポーツ公開講座
｢みんなで楽しむ、ソフトテニス教室！！」

ソフトテニスの基本を学ぶ中・高校生、一般市民を対象に、幅広い年代層と一緒に楽しむプログラム
です。実践的な技能とコンデショニングを中心にトータルなソフトテニスデザインを指導します。

11月12日
東京医科歯科大学
国府台キャンパス

東京医科歯科大学
http://www.tmd.ac.jp/artsci/o
pen/index.html

教養部事務部教養教務・
支援係
℡:047-300-7107
Mail:k.kyoumu.adm@tmd.ac.jp

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 市川市 ①・③ 和洋女子大学文化資料館企画展
「和洋学園のたからものたち」をテーマに、新蔵資料や普段は展示していない館蔵資料を公開しま
す。

9月25日～11月4日 和洋女子大学文化資料館 和洋女子大学文化資料館 無料

和洋女子大学文化資料館
https://www.wayo.ac.jp/faciliti
es_campus/museum/tabid/553
/Default.aspx

和洋女子大学　文化資料館
047-371-2494

千葉県 市川市 ① 和洋女子大学公開講座 「尾崎紅葉～三つの住まいと文学～」のテーマで名誉教授の木谷喜美枝氏が講義を行います。 10月20日 和洋女子大学 和洋女子大学 無料

主催講座一覧
https://www.wayo.ac.jp/acade
mics/lifelong_study/course_list
/tabid/508/Default.aspx

和洋女子大学
地域連携センター
　047-371-1473

千葉県 市川市 ① いちかわ市民アカデミー講座
「築地・豊洲問題を化学者の視点で考える」のテーマで服飾造形学科の鬘谷要教授が講義を行いま
す。

10月20日 和洋女子大学 市川市教育委員会

平成30年度いちかわ市民アカ
デミー講座
http://www.city.ichikawa.lg.jp/
edu09/1511000001.html?print=
true

市川市教育委員会
社界教育課　047-320-3343

千葉県 市川市 ① 市川市健康都市推進講座
市川市が主催し、和洋女子大学が施設・講師を提供する全6回講座。第6回「中高年期の社会参加
ときずなづくり」のテーマで家政福祉学科の岡本秀明准教授が講義を行います。

10月20日 和洋女子大学 市川市保健医療課 無料

平成30年度市川市健康都市
推進講座
http://www.city.ichikawa.lg.jp/
common/000287488.pdf

市川市保健医療課
健康都市・健康づくり担当
047-712-8642

千葉県 市川市 ① 和洋女子大学公開講座
「赤ちゃんえほんの魅力にふれる～ブックスタート運動との関連から～」のテーマでこども発達学科
の矢萩恭子教授がワークショップを開催します。

10月27日 和洋女子大学 和洋女子大学

主催講座一覧
https://www.wayo.ac.jp/acade
mics/lifelong_study/course_list
/tabid/508/Default.aspx

和洋女子大学
地域連携センター
047-371-1473

千葉県 市川市 ② 地域とつながる英語カフェ 大学祭期間中の11月3日に国際学科のネイティブ教員が来訪者を対象に英会話カフェを行う。 11月3日 和洋女子大学 和洋女子大学国際学科 無料
和洋女子大学
国際学科オフィス
047-371-1375

千葉県 市川市 ③ 和洋女子大学第60回里見祭
第60回のテーマは「華～まこう笑顔のタネを　育もう和洋の歴史を～」。学生による展示・発表・模擬
店の他、プロのアーティストによるコンサート、著名人のトークショー、お笑いライブ、キャラクター
ショーなど様々な企画を実施します。

11月3日,4日 和洋女子大学 和洋女子大学 https://www.wayo.ac.jp/
和洋女子大学学生課
047-371-1123

千葉県 市川市 ①・② 「あそびの広場」
大学祭において、サークル「ねばぁらんど」が地域の子どもたちを対象に企画・運営しています。大
学近隣の施設・学校等へ案内し、例年150組前後の親子が訪れています。

11月3日,4日 和洋女子大学 和洋女子大学 無料 https://www.wayo.ac.jp/
和洋女子大学学生課
047-371-1123

千葉県 市川市 ① 和洋女子大学特別公開講座
「衣生活を豊かに～失敗しない洗濯の知識～」のテーマで名誉教授の福田瑛子氏が講義を行いま
す。

11月8日 和洋女子大学 和洋女子大学 無料
和洋女子大学
地域連携センター
047-371-1473

千葉県 市川市 ① 和洋女子大学公開講座
「子ども虐待を防ぐために、私たちにできること。～監視ではなく、支えあう地域社会の構築を目指し
て～」をテーマに、子ども発達学科の實方由佳助教が講義を行います。

11月10日 和洋女子大学 和洋女子大学 無料

主催講座一覧
https://www.wayo.ac.jp/acade
mics/lifelong_study/course_list
/tabid/508/Default.aspx

和洋女子大学
地域連携センター
047-371-1473

千葉県 市川市 ① いちかわ市民アカデミー講座 「災害の文学としての『方丈記』」のテーマで日本文学文化学科の木村尚志助教が講義を行います。 11月10日 和洋女子大学 市川市教育委員会

平成30年度いちかわ市民アカ
デミー講座
http://www.city.ichikawa.lg.jp/
edu09/1511000001.html?print=
true

市川市教育委員会
社界教育課
047-320-3343

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 市川市 ① 和洋女子大学特別公開講座
「福祉用具を身近に感じてみよう!!～生活の知恵を蓄えよう～」のテーマで看護学科の原田光子教
授、鈴木裕子講師、井上智栄子助教が講座を開催します。

11月15日 和洋女子大学 和洋女子大学 無料
和洋女子大学
地域連携センター
047-371-1473

千葉県 市川市 ① 和洋女子大学公開講座
「楽しく学ぶ離乳食講座～その子に合った離乳食の進め方とは～」のテーマで、家政福祉学科の池
谷真梨子助教が講義を行います。

11月17日 和洋女子大学 和洋女子大学 無料

主催講座一覧
https://www.wayo.ac.jp/acade
mics/lifelong_study/course_list
/tabid/508/Default.aspx

和洋女子大学
地域連携センター
047-371-1473

千葉県 市川市 ① 第16回和洋女子大学競書大会
書写・書道教育の振興及び青少年の人間形成と豊かな情操育成に資することを目的とし、小・中・
高校生を対象とした競書大会を実施する。また文部科学大臣賞他、受賞作をはじめ応募作品を展
示公開する。

11月17日～18日 和洋女子大学 和洋女子大学 無料
和洋女子大学競書大会事務
局　047-371-1377

千葉県 市川市 ① 和洋女子大学特別公開講座
「英会話に必要な単語力はどの程度か：英語を話すには、どういう単語をいくつわかっていればいい
のか。」をテーマに全学教育センターの日向清人特任教授が講義を行います。

11月19日 和洋女子大学 和洋女子大学 無料
和洋女子大学
地域連携センター
047-371-1473

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭盆栽展 皐月や松柏（大、中）、雑木、実物、小品の盆栽を展示する。 11月3日～5日 上総更級公園 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭菊花展 市原市菊の会会員と一般参加者による作品を展示する。 11月1日～16日 史跡上総国分尼寺跡展示館 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ①、③
歴史セミナー　関東の城郭を訪ねる
小田城跡

千葉県指定史跡椎津城跡をはじめ中世の城郭を多数残す市原の歴史遺産について、他所の同様
の史跡等と比較することによって、改めて見直し認識を深める。

11月中旬～下旬 茨城県つくば市小田城跡等 市原市教育委員会 無料
市原市教育委員会
生涯学習部ふるさと文化課
0436－23－9853

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭凧展・凧作り教室 伝統的な和凧の展示と作成を行う。 11月10日、11日 上総更級公園 市原市文化祭実行委員会
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭華道展 古典花や自由花などを展示する。 11月10日、11日 市原市勤労会館 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ①、③
史跡上総国分尼寺跡
展示館の菜の花の種まき事業

国指定史跡上総国分尼寺跡の経楼跡に近隣の中学校の生徒の協力を得て、種まき事業を実施し、
史跡とふれあい、史跡の説明も行い重要性を認識する。

10月下旬 史跡上総国分尼寺跡展示館 市原市教育委員会 無料
市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭美術展
市原市美術会会員と一般公募、高校生の作品による日本画水墨、洋画、書、彫刻工芸4部門の作
品展示を行う。

10月28日～11月3日 市原市五井会館 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ③ 秋の美術鑑賞ツアー
バスで平塚市美術館を訪れ、学芸員等によるギャラリートークを受け、美術作品を鑑賞することで、
市民が芸術・文化に触れる機会を提供する。

11月14日 神奈川県平塚市美術館 市原市教育委員会
市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭茶会 茶の作法の指導などを行う。 11月11日 市原市勤労会館 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 市原市 ③ 市原市文化祭将棋大会 段・級に応じた３クラスと少年・婦人の部で開催する。 11月11日 市原市五井会館 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭民謡秋まつり 豊作や豊漁、祭りなどに彩られる市原の秋を唄や踊りなどで演出する。 11月4日 市原市市民会館 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭ハワイアン　フラ祭り ハワイの音楽や踊りを披露する。 11月4日 市民会館 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭俳句大会 席題句会、事前投句の部と中学・高校文芸コンクールの講評・表彰を行う。 11月4日 サンプラザ市原 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ②，③ 夢の架け橋コンサート
市原市内の小中学校・高等学校吹奏楽部及び合唱部で、今年度の各種大会や音楽コンクールにお
いて活躍された学校を招き、多くの市原市民の前で素晴らしい演奏や合唱を披露する。

11月3日 市原市市民会館 公益財団法人市原市文化振興財団 無料
公益財団法人
市原市文化振興財団
0436-22-7111

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭民舞大会 新舞踊や歌謡舞踊などを披露する。 10月28日 市原市市民会館 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭郷土芸能大会 市原市内に古くから伝わるはやしを披露する。 10月28日 市原市市民会館 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭凧揚げ大会 凧揚げの指導や模範演技の披露などを行う。 10月21日 市津運動広場 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭短歌大会 市原歌人会会員による講演会と歌会、中学・高校文芸コンクールの表彰を行う。 10月21日 市原市市民会館 市原市文化祭実行委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/bunka/bunkabunkazaitop/47
kai/index.html

市原市教育委員会
ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 市原市 ①③ 平成30年度第4回いちはら埋文講座
千葉大学文学部の山田俊輔氏を講師に迎え、姉崎天神山古墳や姉崎二子塚古墳を中心に取り上
げた、特別講座を実施する。

10月13日 市原市埋蔵文化財調査センター 市原市教育委員会 無料
http://www.city.ichihara.chiba.j
p/maibun/

市原市埋蔵文化財
調査センター
0436-41-9000

千葉県 浦安市 ③
第5回
千葉交響楽団協会室内楽フェスティバル

県内各地の交響楽団のメンバーによる室内楽の演奏会です。 10月27日 浦安音楽ホール 千葉交響楽団協会 無料 043－258-6733

千葉県
大網白里
市

①③ 産業文化祭文化の部
大網白里市で活動している学習団体等が集まり、日頃の学習成果等をイベントの形で発表・展示
し、個性豊かな市民活動を創造する契機とするとともに、イベントを通じて学習意欲の向上や学習活
動への参加を促進する。

10月27日、28日
大網白里市中央公民館、
保健文化センター

大網白里市教育委員会 無料
大網白里市教育委員会
生涯学習課
0475－70－0380

千葉県
大網白里
市

③ 文化フェスタ　in 本國寺
県指定文化財宮谷県庁跡である本國寺を文化の拠点として活用し、歴史と文化との交流を図る。今
年度はヴァイオリンのリサイタルを行う。

10月25日 本國寺本堂 文化フェスタ実行委員会
大網白里市教育委員会
生涯学習課
0475－70－0380

千葉県 大多喜町 ①③ 第３４回大多喜町文化祭
各文化団体が日頃の練習成果を発表する場です。
ホールのステージでは、舞踊や合唱を披露し、館内では生け花や写真など展示しています。
また、保育園児や小中学生の作品（図画、習字）の展示も行います。

11月3日 大多喜町立中央公民館 大多喜町文化団体連絡協議会
大多喜町文化団体連絡協議
会事務局（中央公民館内）
0470-82-3188

千葉県 御宿町 ① 城西国際大学公開講座
本学では、本学の最新の研究成果や知的資源を地域社会に還元することを目的として、1992年の
開学以来、公開講座を県内の各地で開催しています。

11月2日 御宿町公民館 城西国際大学
城西国際大学HP
https://www.jiu.ac.jp

地域教育医療福祉センター
0475-53-4670

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 柏市 ② 東京大学柏キャンパス一般公開
柏キャンパスにおける東京大学の研究成果をわかりやすく紹介し、柏キャンパスへの理解を深めて
頂きます。

10月26日～27日
東京大学
柏キャンパス

東京大学柏キャンパス
共同学術経営委員会

無料
東京大学柏キャンパスHP
http://www.kashiwa.u-
tokyo.ac.jp/

東京大学
柏地区共通事務センター
総務・広報係
04-7136-3200

千葉県 柏市 ③ ちばのお宝再発見
神崎町の醸造家寺田本家当主寺田憲（てらだけん）と親交のあった文人たちを「寺田家文学資料」
（当館受託資料）をとおして紹介します。

10月17日～11月4日 さわやかちば県民プラザ さわやかちば県民プラザ 無料
https://ww.skplaza.pref.chiba.l
g.jp/

さわやかちば
県民プラザ事業振興課
（04-7140-8615）

千葉県 柏市 ① 子育て広場「すくすく」
子育て中の親を対象に、交流を深める場を提供します。子育て支援ボランティアとの協働講座で
す。

10月23日
11月11日

さわやかちば県民プラザ さわやかちば県民プラザ 無料
https://ww.skplaza.pref.chiba.l
g.jp/

さわやかちば
県民プラザ事業振興課
（04-7140-8611）

千葉県 柏市 ①、③ アゴラマンスリーコンサート
毎月第3日曜日12:20～13:00（原則）にアゴラスペースで、プラザ利用者や主催事業参加者（さわや
か青年教室等）によるアコースティックコンサートを行います。

10月20日
11月18日

さわやかちば県民プラザ さわやかちば県民プラザ 無料
https://ww.skplaza.pref.chiba.l
g.jp/

さわやかちば
県民プラザ事業振興課
（04-7140-8615）

千葉県 柏市 ①、③ 鉄道模型運転会
実際に使われていた運転台を使ってプラザに常設している鉄道模型を運転できます。写真展示あ
り。

10月20・21日
11月17・18日

さわやかちば県民プラザ さわやかちば県民プラザ 無料
https://ww.skplaza.pref.chiba.l
g.jp/

さわやかちば
県民プラザ事業振興課
（04-7140-8615）

千葉県 柏市 ① 子どもチャレンジプロジェクト　イベント
県内小学生による、子供ならではの自由な発想を生かした自主イベントを開催します。何をやるか
は、当日のお楽しみです。

11月18日 さわやかちば県民プラザ さわやかちば県民プラザ
https://ww.skplaza.pref.chiba.l
g.jp/

さわやかちば
県民プラザ事業振興課
（04-7140-8611）

千葉県 柏市 ①、④ 子ども科学教室３
千葉県現代産業科学館と連携し、小学生を対象とした理科に関する体験学習を提供します。「科学
でおもちゃをつくろう　～化石レプリカと風船スライム～　」

11月11日 さわやかちば県民プラザ さわやかちば県民プラザ
https://ww.skplaza.pref.chiba.l
g.jp/

さわやかちば
県民プラザ事業振興課
（04-7140-8615）

材料費は当日徴収し
ます

千葉県 柏市 ① おもちゃ病院
壊れてしまったおもちゃを無料（部品は実費）で直します。また、不要になったおもちゃの回収も行っ
ています。

11月3日 さわやかちば県民プラザ さわやかちば県民プラザ
https://ww.skplaza.pref.chiba.l
g.jp/

さわやかちば
県民プラザ事業振興課
（04-7140-8615）

千葉県 柏市 ① 柏の葉アカデミア講座Ⅴ
柏の葉近隣やその他の施設・研究機関による研究成果（最先端科学技術やスポーツ科学・健康他）
に関する講演や情報提供を行います。

10月20日 さわやかちば県民プラザ さわやかちば県民プラザ 無料
https://ww.skplaza.pref.chiba.l
g.jp/

さわやかちば
県民プラザ事業振興課
（04-7140-8615）

千葉県 柏市 ①、② 保護者のためのプログラミング講座
2020年度から小学校で必修化される「プログラミング（コンピュータに仕事を指示する）教育」の内容
や方法について、体験を通して理解を深めていきます。

10月14日 さわやかちば県民プラザ さわやかちば県民プラザ 無料
https://ww.skplaza.pref.chiba.l
g.jp/

さわやかちば
県民プラザ事業振興課
（04-7140-8611）

千葉県 柏市 ① 自然の家まつり
「地域との交流」をテーマに体験活動やステージ発表・展示、模擬店、フリーマーケットなどを行いま
す。

11月11日
千葉県立手賀の丘少年自然の
家

千葉県立
手賀の丘少年自然の家

無料 http://www.tega.jp/
千葉県立手賀の丘
少年自然の家
（04-7191-1923）

千葉県 柏市 ①，③
展示室開室10周年記念企画展「かしわの食
卓いま・むかし」

約３万年前から現代まで，様々な時代の柏の食卓や台所道具などを展示し，「食べる」のいまを考え
る企画展を開催。また，体験コーナーを設け，土器にふれる機会を提供している。

7/21～11/18 柏市郷土資料展示室 柏市教育委員会 無料
http://www.city.kashiwa.lg.jp/s
oshiki/280400/p046414.html

柏市郷土資料展示室
(04-7191-1450)
柏市教育委員会
文化課文化財担当
(04-7191-7414)

月曜日（祝日、振替
休日は開館）

千葉県 柏市 ①，③ 第６５回柏市文化祭
舞台芸術・展示芸術その他文化活動を行う柏市文化連盟加盟団体及び一般市民が日ごろの研鑽
の成果を発表する。柏市文化祭実行委員会との共催事業

10,11月 市内文化施設・近隣センター等 柏市文化祭実行委員会
柏市教育委員会
文化課文化担当
(04-7191-7403)

千葉県 柏市 ①，③
開智国際大学　公開講座
「原文で読むドイツ文学」

ドイツ語の初級文法をおおよそ修得している方を対象とし、毎回訳していただきます。今回は
Hermann Hesse《Der Dichter》《Flötentraum》の２編を読みます。

10月30日,11月6日,13日,20
日

開智国際大学 開智国際大学
http://www.kaichi.ac.jp/extens
ion_lecture/

開智国際大学
公開講座係
04-7167-8655（代表）

要事前申込
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千葉県 柏市 ①，③
開智国際大学　公開講座
「古楽と日本人演奏家」

バッハの活躍したバロック時代までの音楽を一般に「古楽」と呼びます。この領域での日本人演奏
家、特に中堅若手の活躍は目覚ましいものがあります。古楽専門誌「アントレ」で７年にわたり日本
人演奏家のCDを紹介した経験から、その内容を概観します。

10月31日,11月7日,14日 開智国際大学 開智国際大学
http://www.kaichi.ac.jp/extens
ion_lecture/

開智国際大学
公開講座係
04-7167-8655（代表）

要事前申込

千葉県 柏市 ①，③
開智国際大学　公開講座
「ミニテニススキルアップセミナー」

ミニテニスは大きめのボールと短いラケットを使い、バドミントンコート内でダブルスゲームを楽しむ
スポーツです。対象年齢は、小学校高学年～最高齢89歳の方まで、幅広い年齢層の方に親しまれ
ています。レベルが合えば、15分程度の練習で試合ができます。

11月2日,9日 開智国際大学 開智国際大学
http://www.kaichi.ac.jp/extens
ion_lecture/

開智国際大学
公開講座係
04-7167-8655（代表）

要事前申込

千葉県 柏市 ①，③
開智国際大学　公開講座
「楽楽個人記を書こう」

自分のために楽しく文章を書きませんか。誰かに読んでもらうためではなく、自分を読者として書け
ば、楽な気持ちでペンが動きます。簡単に短い文が書ける方法を紹介します。日常生活でのちょっと
した気づきや、忘れがたい思い出など、自由に書いてみましょう。

11月2日,9日 開智国際大学 開智国際大学
http://www.kaichi.ac.jp/extens
ion_lecture/

開智国際大学
公開講座係
04-7167-8655（代表）

要事前申込

千葉県 柏市 ①，③
開智国際大学　公開講座
「音楽における普遍性と独自性」

世界の音楽には独自の魅力がある一方、太鼓のように普遍的に使われている楽器もあります。実
際に楽器に触れたり動画を見たりしながら、体験を交えてその両者を実感していきます。

11月9日,16日 開智国際大学 開智国際大学
http://www.kaichi.ac.jp/extens
ion_lecture/

開智国際大学
公開講座係
04-7167-8655（代表）

要事前申込

千葉県 柏市 ①，③
開智国際大学　公開講座
「人工知能（AI）時代こそ人間の知恵が大切」

洋の東西を問わず文明があります。西洋文明の究極ともいうべき人工知能(AI)の登場とともに、西
洋と東洋の叡智の融合がいっそう期待されます。本講座ではAIと人間の知性の意味を踏まえ、AI時
代における人間のすべきことと叡智融合の可能性について考えます。

11月17日 開智国際大学 開智国際大学
http://www.kaichi.ac.jp/extens
ion_lecture/

開智国際大学
公開講座係
04-7167-8655（代表）

要事前申込

千葉県 柏市 ①，②
開智国際大学　公開講座
「智を開く“学校の働き方改革”とポジティブ
な学校文化」

学校における働き方改革について緊急提言（2017年8月29日）が出されるほど、教師が授業や授業
準備等に集中し、健康でいきいきとやりがいと誇りをもって勤務でき、教育の質を高められる環境の
整備が喫緊の課題となっています。多忙化対応策・ポジティブな学校文化について考えます。

11月24日 開智国際大学 開智国際大学
http://www.kaichi.ac.jp/extens
ion_lecture/

開智国際大学
公開講座係
04-7167-8655（代表）

要事前申込

千葉県 柏市
①，②，
③

開智国際大学「柏学祭」

柏学祭実行委員会を中心として学生が主体となり、企画・運営・実施されるイベントです。ゼミ・クラブ
による発表や展示、また模擬店などが開かれます。
柏学祭（大学祭）は、地域住民の皆さまのご理解・ご協力、そして多くの企業の方々からのご支援を
賜り開催している学内行事の一つです。

10月27日，28日 開智国際大学 開智国際大学
開智国際大学
教務学生課
04-7167-8655（代表）

千葉県 柏市 ①,②,③ 麗澤大学「麗陵祭」
多数の留学生を含む本学の学生が主体となり、企画・運営・実施されるイベントです。ゼミや課外活
動など日頃の活動成果の展示・発表や各国の料理が楽しめる出店などがあります。開催期間中は
地域の皆様にも参加いただけます。

11月２日～４日 麗澤大学 麗澤大学 無料 http://reiryousai.com/
麗澤大学事務局
学生支援グループ
04-7173-3651

千葉県 柏市
①,②,③,
④

展示「廣池千九郎とモラロジーの母・諸岡長
蔵」

麗澤大学の創立者・廣池千九郎は、昭和１０年（１９３５年）、この柏の地に麗澤大学の前身である道
徳科学専攻塾を開塾いたしました。その当時、廣池と深い交流があった諸岡氏との往復書簡を始
め、往事を偲ぶ貴重な資料を成田市羊羹資料館から借り受け展示いたします。

10月1日～11月末 麗澤大学図書館 1F 展示ブース 麗澤大学図書館 無料
http://www.lib.reitaku-
u.ac.jp/library/

麗澤大学図書館
04-7173-3683

千葉県 柏市
①,②,③,
④

講演会「道経一体経営と諸岡長蔵」

諸岡長蔵は、廣池千九郎と親交は深く、研究所、大学の設立に多大な協力をおこない、廣池千九郎
から「モラロジーの母」と称されます。企業の創業時から、「知徳一体、道経一体」を実際のビジネス
で体現した諸岡長蔵の経営思想は、現代まで引き継がれています。図書館長・下田教授が道経一
体経営と諸岡長蔵について講演します。

10月18日
麗澤大学図書館
3F AVホール

麗澤大学図書館 無料
http://www.lib.reitaku-
u.ac.jp/library/

麗澤大学図書館
04-7173-3683

千葉県 柏市
①,②,③,
④

ビブリオバトル in 麗澤大学 柏市内図書館合同知的書評合戦に出場する本学学生を選出いたします。 10月26日（仮） 麗澤大学図書館 1F 閲覧席 麗澤大学図書館 無料
http://www.lib.reitaku-
u.ac.jp/library/

麗澤大学図書館
04-7173-3683

千葉県 柏市
①,②,③,
④

ビブリオバトル in 柏本戦
知的書評合戦（ビブリオバトル）を開催いたします。各図書館から選抜された学生・市民が発表し、ツ
アー参加者が投票し、チャンプ本を決定します。

11月10日 未定 柏市立図書館 無料
柏市立図書館
04-7164-5346

千葉県 柏市
①,②,③,
④

市内四大学図書館見学バスツアー
市内四大学図書館（麗澤大学図書館、東京大学柏図書館、二松学舎大学附属図書館（柏）、開智国
際大学図書館）の「市民への開放PR」を目的とした図書館見学バスツアーを実施します。

11月17日
柏市内四大学図書館
および柏市立図書館

柏市立図書館 無料
柏市立図書館
04-7164-5346

千葉県 勝浦市 ③
平成30年度県民芸術劇場公演
千葉交響楽団PREZENTS　弦楽四重奏

県民に優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供し、県の芸術文化振興を図るため、市町村等地元主
催者と共催し、本県のプロオーケストラである千葉交響楽団による演奏会を開催する。

10月20日
勝浦市芸術文化交流センター
Kuｓte・ホール

千葉県、勝浦市 http://www.city.katsuura.lg.jp/
勝浦市
芸術文化交流センター
0470-73-1001

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 香取市 ①,②,③ 香取市民文化祭 市内4会場にて展示・体験参加・舞台それぞれの内容で第10回香取市民文化祭を開催します。 10月下旬から11月 市内各会場
第10回香取市民文化祭実行委員会、
及び香取市教育委員会

無料
http://www.city.katori.lg.jp/cul
ture_sport/shogaigakushu/moy
oshi/bunkasai.html

香取市教育委員会
生涯学習課生涯学習班
0478-50-1224

千葉県 香取市 ① おみっこキッズ 幼児を対象に自然体験活動を行います。 11月17日
千葉県立
水郷小見川少年自然の家

千葉県立水郷小見川少年自然の家 http://suigou-omigawa.com/
千葉県立水郷小見川
少年自然の家
（0476-82-1343）

千葉県 香取市 ①、③ プラネタリウム一般公開 黄道１２星座(誕生月の星座)の投影と解説を行います。 11月11日
千葉県立
水郷小見川少年自然の家

千葉県立水郷小見川少年自然の家 無料 http://suigou-omigawa.com/
千葉県立水郷小見川
少年自然の家
（0476-82-1343）

千葉県 香取市 ①、③ 夢・創造・自然の家まつり
カヌーやプラネタリウムをはじめ、施設を代表するプログラムを体験することができます。また、地域
の方をお呼びして、昔遊びやクラフトなどのこの日だけの体験プログラムもご用意しています。

10月28日
千葉県立
水郷小見川少年自然の家

千葉県立水郷小見川少年自然の家 http://suigou-omigawa.com/
千葉県立水郷小見川
少年自然の家
（0476-82-1343）

千葉県 鎌ケ谷市 ①、③ 第44回鎌ケ谷市市民文化祭
市内で活動している団体や個人が、展示・参加・発表の3部門16行事で日頃の芸術文化活動の成果
を発表します。

10月6日～11月11日
きらり鎌ケ谷市民会館、
総合福祉保健センター、
東部学習センター

鎌ケ谷市市民文化祭実行委員会

事務局
鎌ケ谷市教育委員会
文化・スポーツ課
（047-445-1528）

見学は無料。ただし、
一部要参加費。

千葉県 鎌ケ谷市 ①、③
はじめまして！　新しい鎌ケ谷のたからもの
-新規収蔵資料展示-

2017年度に郷土資料館に寄贈いただいた史・資料、および発掘調査で出土した資料について紹介
します。

10月27日～12月2日
鎌ケ谷市郷土資料館
展示室

郷土資料館 無料
鎌ケ谷市郷土資料館
（047-445-1030）

千葉県 鎌ケ谷市 ② 市内小学校音楽会 市内9校の小学校の音楽部が集まって、日常の音楽活動の成果を発表し合います。 11月7日
きらり鎌ケ谷市民会館
きらりホール

鎌ケ谷市教育委員会 無料
鎌ケ谷市教育委員会
学校教育課指導室
（047-445-1518）

千葉県 鴨川市 ③ 鴨川市文化祭
絵画、書道、華道、手工芸、写真、短歌、俳句、刀剣、郷土史、茶道、植物園芸の11部門の作品を展
示します。

11月2日～4日
鴨川市市民会館、
鴨川市民ギャラリー

鴨川市、鴨川市教育委員会 無料
鴨川市生涯学習課
文化振興室
04-7093-3800

千葉県 鴨川市
①、②、
③

第６回ブルーダック子ども文化展
鴨川青年の家の利用団体及び安房地域の幼児、小中学生から、絵画、書写、短歌、俳句、家庭科、
技術科、工作、絵手紙等の作品を広く募集し、受賞者を表彰するとともに応募作品すべてを展示し
ます。

11月11日～１4日 千葉県立鴨川青年の家 千葉県立鴨川青年の家 無料
http://www.echiba-
sports.org/kamo/k-top.html

千葉県立鴨川青年の家
（04-7093-1666）

千葉県 鴨川市
①、②、
③

第３０回　鴨川青年の家まつり
子どもから高齢者まで、年代を越えた様々な方が、鴨川青年の家に集い、「鴨川青年の家まつり」を
ともに運営したり、楽しんだりすることにより、参加者相互の理解を深めます。

11月11日 千葉県立鴨川青年の家 千葉県立鴨川青年の家 無料
http://www.echiba-
sports.org/kamo/k-top.html

千葉県立鴨川青年の家
（04-7093-1666）

千葉県 木更津市 ① 雑誌リサイクルフェア
市立図書館で保存年限が過ぎた雑誌とリサイクルフェアにあわせて募集した寄贈本を利用者に無
償で配布します。

11月4日 木更津市立図書館 木更津市立図書館 無料
http：
//www.lib.kisarazu.chiba.jp/

木更津市立図書館
電話番号：0438-22-3190

千葉県 木更津市 ① 木更津市生涯学習フェスティバル2018
生涯学習都市宣言を踏まえ、生涯学習まちづくり事業の推進を図り、市民一人一人の生涯学習活
動に対する参加意識の高揚をめざすとともに、生涯学習活動の一層の振興に資するために開催す
る。

11月
木更津市民会館、
木更津市民体育館

木更津市生涯学習フェスティバル
実行委員会
木更津市

無料
生涯学習課
電話番号：0438-23-5274

千葉県 木更津市 ①.③ 第３５回清見台地区文化祭
公民館および同附属体育館で活動するサークル・団体や地域の活動発表・交流（展示・発表・各種
イベント等）

11月
木更津市立清見台公民館
及び附属体育館

清見台地区文化祭実行委員会
木更津市立清見台公民館

無料
木更津市立清見台公民館
電話番号：0438-98-7654

平成30年11月3日
(土)・4日（日）の2日
間で実施予定。

千葉県 木更津市 ①.③ 第２６回波岡地区文化祭 地域の文化活動の発表と交流の場です。芸能発表、作品展示、模擬店、体験教室等を実施します。 11月3日～4日 木更津市立波岡公民館 第２６回波岡地区文化祭実効委員会 無料
木更津市立波岡公民館
電話番号：0438-37-8515

千葉県 木更津市 ①,③ 第４２回中央公民館まつり
中央公民館で活動しているサークル・団体及び地域住民による日頃の学習成果の発表と交流の場
として開催します。参加者が協同で取り組むことで、相互にふれあい、交流を深め、地域文化の向
上・振興に寄与します。

11月3日～4日 木更津市立中央公民館 木更津市立中央公民館 無料
木更津市立中央公民館
電話番号：0438-25-4581

千葉県 木更津市 ①,③ 鎌足地区文化祭
日頃地域で活動している諸団体ならびに個人の活動成果の発表と交流の場として実施します。地域
の伝統文化保存・継承の場、子どもから高齢者まで地域の多世代にわたる人々の交流の場としま
す。

10月27日～28日 木更津市立鎌足公民館 鎌足地区文化祭実行委員会
木更津市立鎌足公民館
電話番号：0438-52-3111

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 木更津市 ①,③ 第４２回金田地区文化祭
金田公民館にて様々な学習・文化を行っている各種サークル・団体等の日頃の活動成果や地域の
個人作品等を展示・公開します。

10月27日～28日 木更津市立金田公民館 第42回金田地区文化祭実行委員会
木更津市立金田公民館
電話番号：0438-41-0002

千葉県 木更津市 ①.③ 第３５回畑沢公民館地区文化祭
畑沢公民館にて様々な学習・文化活動を行っている各種サークル、団体等の日頃の活動成果や地
域の個人作品等を展示・公開します。

10月27日～28日 木更津市立畑沢公民館 畑沢公民館地区文化祭実行委員会
木更津市立畑沢公民館
0438-37-1005

千葉県 木更津市 ①,③ 第６１回岩根東地区文化祭
地域の文化活動の発表の場として、また交流の場として開催いたします。展示・催物・発表の３部門
に分かれて行います。

10月26日～28日
木更津市立岩根公民館
木更津市立岩根中学校

岩根公民館及び文化祭実行委員会 無料
http://www.city.kisarazu.lg.jp/
12,10521,25,164.html

木更津市立岩根公民館
電話番号:0438-41-1184

千葉県 木更津市 ①,③ 第３７回東清川地区文化祭
東清公民館を拠点に活動する団体・サークル及び地域で活動する各種団体・個人の文化活動の発
表や交流の場です。作品展示、芸能発表大会、模擬店、卓球フェスティバルなどを開催します。

10月27日～28日,
11月4日

木更津市立東清公民館
木更津市立東清小学校
木更津市立清川中学校

第３７回東清川地区文化祭実行委員会、
木更津市立東清公民館

無料
木更津市立東清公民館
電話番号：0438-98-2919

千葉県 木更津市 ②，③ 学園祭（祇園祭）
本校の学生が、自主的に日頃の学業・研究や課外活動の成果を発表し、様々な企画を実行し展開
します。

10月27日～10月28日 木更津工業高等専門学校 木更津工業高等専門学校
http://www.kisarazu.ac.jp/sch
oollife/gionsai/

学生課学生係
0438-30-4038

千葉県 木更津市 ① 公開講座 一人一つずつ、はんだ付けと簡単な工作で作れる電子オルガンの製作をします。 10月20日 木更津工業高等専門学校 木更津工業高等専門学校
http://www.kisarazu.ac.jp/chiik
i/kokai/

総務課研究協力・
地域連携係
0438-30-4032

小学3年～中学3年
12名

千葉県 君津市 ③
平成30年度県民芸術劇場君津公演
千葉交響楽団　演奏会

県民に優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供し、県の芸術文化振興を図るため、市町村等地元主
催者と共催し、本県のプロオーケストラである千葉交響楽団による演奏会を開催する。

11月11日 君津市市民文化ホール 千葉県、(公財）君津市文化振興財団 http//www.kimibun.jp/
君津市民文化ホール
0439-55-3300

千葉県 君津市 ③ きみかめ山のフェスティバル
親子で1日楽しめるきみかめイチオシのフェスティバル♪地域の食べ物屋さんやクラフトのブースも
出店します。

11月3日
千葉県立
君津亀山少年自然の家

千葉県立君津亀山少年自然の家
http://kimikame.net/event/ev
ent.cgi?id=55

千葉県立君津亀山
少年自然の家
（0439-39-2628）

入場無料※体験は別
途有料

千葉県 君津市 ① 100人deスーパー芝すべり
熱い戦いが今年もやってくる！芝すべりの最速は誰だ！？
段ボールでオリジナルのソリを作ってレースに参加しましょう。

10月21日
千葉県立
君津亀山少年自然の家

千葉県立君津亀山少年自然の家
http://kimikame.net/event/ev
ent.cgi?id=54

千葉県立君津亀山
少年自然の家
（0439-39-2628）

料金：200円※選手権
参加者のみ

千葉県 君津市 ① ヒーリングプラネタリウム
クリスタルボウルによる音の癒しと満天の星を観ながら、日々の疲れを癒しにきませんか？（協力：
劇団ファイ・カンパニー）

10月21日
千葉県立
君津亀山少年自然の家

千葉県立君津亀山少年自然の家
http://kimikame.net/event/ev
ent.cgi?id=53

千葉県立君津亀山
少年自然の家
（0439-39-2628）

料金：300円

千葉県 君津市 ① プラネタリウム一般公開～秋の星座～
どなたでもきみかめのプラネタリウムを観られる特別な日。ぜひ満天の星を観に来てください。秋の
星座（ペガスス座、くじら座）を中心に解説します。

10月21日
千葉県立
君津亀山少年自然の家

千葉県立君津亀山少年自然の家 無料
http://kimikame.net/event/ev
ent.cgi?id=72

千葉県立君津亀山
少年自然の家
（0439-39-2628）

千葉県
九十九里
町

③ 九十九里町文化祭
九十九里町における文化関係団体が町文化祭の芸能発表会において定期的な学習活動の成果を
披露する。　10/28（芸能発表）　11/1～4（作品発表）

10月28日
11月1～4日

九十九里町
中央公民館

九十九里町 無料
http://www.town.kujukuri.chiba
.jp/

九十九里町中央公民館
0475-76-4116

千葉県
九十九里
町

① 生涯学習推進大会
生涯学習への意欲を高めるとともに、学習活動への参加を推進し、生涯学習の一層の振興に資す
る。

11月3日
九十九里町
中央公民館

九十九里町生涯学習
推進協議会

無料
http://www.town.kujukuri.chiba
.jp/

九十九里町教育委員会
社会教育係
0475-70-3192

千葉県 県内全域 ①、② 学校を核とした県内1000か所ミニ集会
千葉市を除く県内全ての公立学校を会場に、学校職員と保護者や地域住民が学校・家庭・地域の
様々な教育課題について、膝を交えて本音で語り合う、千葉県ならではの特色ある取組です。

年間を通じて開催（11月1日
～7日においては、県内
32か所で開催）

各公立学校 各学校 無料
https://www.pref.chiba.lg.jp/ky
ouiku/shougaku/renkei/minish
uukai/

生涯学習課
学校・家庭・
地域連携室担当
（043-223-4167）

日時、会場、テーマ等
については、ホーム
ページでご確認くださ
い。

千葉県 県内全域
①、②、
③

写生コンクール作品展
千葉県立房総のむら、龍角寺・北印旛沼、龍絵画の３つの画題を含めた写生コンクールを実施する
ことで、博物館と地域・学校との連携を促進する。

10月20日～11月18日
千葉県立房総のむら
風土記の丘資料館

千葉県立房総のむら・房総のむら友の会
http://www2.chiba-
muse.or.jp/MURA/

千葉県立房総のむら
0476-95-3333

千葉県 栄町
①、②、
③

ふるさとまつり
伝統技術を持った職人の実演や体験事業、大道芸の上演などをとおして当館の活動をアピールし、
友の会、栄町との協働により、地域芸能の披露や作品展示、文化活動の場を提供するとともに地域
文化の振興に寄与する。

11月3日 千葉県立房総のむら
ふるさとまつり実行委員会（房総のむら、
房総のむら友の会、栄町）

無料
http://www2.chiba-
muse.or.jp/MURA/

千葉県立房総のむら
0476-95-3333

千葉県 佐倉市 ① 和洋女子大学公開講座 「俳句をつくる」のテーマで名誉教授の鳥羽田重直氏が講座を開催します。 10月27日
和洋女子大学
佐倉セミナーハウス

和洋女子大学 無料

主催講座一覧
https://www.wayo.ac.jp/acade
mics/lifelong_study/course_list
/tabid/508/Default.aspx

和洋女子大学
地域連携センター
047-371-1473

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 佐倉市
①、②、
④

公開講座＜地域で考えるケアと治療-認知
症とともに歩む“診断と治療”のご案内-＞

「認知症」をテーマに治療に関わる各科のスタッフから簡単なお話をします。 10月13日
東邦大学医療センター
佐倉病院

同左 無料
https://www.sakura.med.toho-
u.ac.jp/kokai/37100/20181013.
html

総務課、TEL 043-462-8811

千葉県 山武市 ③ 山武市芸術文化祭
山武市芸術文化祭は、心豊かな市民生活の実現に向けて、山武市民が相互に連携と親睦を図りな
がら日頃の芸術・文化活動の成果を発表する場となっています。平成30年度は、芸能発表会を11/3
～4日に2会場で開催し、作品展示会を11/2～4日に2会場で開催します。

11月2日～4日
成東文化会館
さんぶの森文化ホール
さんぶの森中央会館

山武市芸術文化協会 無料
成東中央公民館
0475-82-3641

千葉県 酒々井町 ③ 第53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、日常の学習活動の成果を発表。 10月28日～11月4日
プリミエール酒々井・
酒々井町中央公民館

第53回酒々井町町民文化祭運営委員会 無料
酒々井町中央公民館
043-496-5321

千葉県 酒々井町 ① 第6回輝く創年とコミュニティ・フォーラム 全国のまちづくりに関する実践者の事例発表や研究者による講演会、シンポジウムなどを開催。 11月11日
プリミエール酒々井・
酒々井町中央公民館

酒々井町、
酒々井町教育委員会

無料
酒々井町教育委員会
生涯学習課
043-496-5334

千葉県 酒々井町 ①
平成30年度酒々井町史跡ウォーキング「水
戸黄門の散歩道」

江戸時代、水戸黄門の歩いた酒々井の町を「水戸黄門の散歩道」と称してそのほか周辺の史跡、名
所等も含めガイド解説付き見学によるウォーキング形式で行う。

10月27日 本佐倉城他名所、旧跡 酒々井町史跡ウォーキング実行委員会 無料
酒々井町教育委員会
生涯学習課
043-496-5334

千葉県 酒々井町 ② 第18回オータムコンサート
町内各小中学校が合同でコンサートを実施。音楽を通して小中学生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。

10月27日 プリミエール酒々井
酒々井町教育委員会・
プリミエール酒々井

無料
プリミエール酒々井
043-496-8681

千葉県 白井市 ③ 第62回白井市民文化祭
白井市文化センターを主会場に、展示や舞台発表など、多彩な催しが繰り広げられます。市民の皆
さんが日ごろ取り組んでいる芸術・文化活動の発表・鑑賞の場です。

11月1日～4日，8日～14
日，25日

白井市文化センター他
白井市民文化祭実行委員会、
白井市教育委員会

無料
白井市教育委員会
生涯学習課
047-492-1123

千葉県 匝瑳市 ② 匝瑳市小中学校作品展覧会
・市内の全小中学校参加による、各学校から選抜された児童・生徒の書写、技術・家庭科、美術・図
画工作の作品展示

11月17日
11月18日

のさかアリーナ 匝瑳市教育委員会 無料
匝瑳市教育委員会
学校教育課
0479-73-0094

千葉県 匝瑳市 ①③ 第６６回八日市場文化祭
・芸能部門発表、文化団体等の芸能発表（１０月２８日のみ）
・展示部門発表、文化団体・サークルの作品展示等

11月17日
11月18日

匝瑳市民ふれあいセンター
八日市場公民館

匝瑳市文化団体協議会八日市場文化会 無料
匝瑳市教育委員会
生涯学習課生涯学習室
0479-67-1266

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 匝瑳市 ② 匝瑳市小中学校音楽発表会 ・市内の全小中学校参加による、各学校から選抜された児童・生徒の音楽発表
11月14日

八日市場ドーム 匝瑳市教育委員会 無料
匝瑳市教育委員会
学校教育課
0479-73-0094

千葉県 匝瑳市 ①③ 第５２回のさか文化祭
・展示部門発表、文化団体・サークル＆生涯学習センター講座の作品展示及び野栄地区の幼稚園・
保育園及び小・中学校児童生徒、福祉施設の作品展示等
・野栄文化会所属団体の芸能発表（１０月２８日のみ）

10月27日10月28日 のさかアリーナ 匝瑳市文化団体協議会野栄文化会 無料
匝瑳市教育委員会
生涯学習課生涯学習室
0479-67-1266

袖ケ浦市 ①③④

平成30年度
第３回アクアラインなるほど館ロビー展
「昭和・平成を築いてきたエチレンプラント
－住友化学の産業技術－」

住友化学株式会社千葉工場より、約５０年間稼働してきたエチレンプラントを構成する溶鉱炉バー
ナーなどの部品3点が本市に寄贈されたことを記念して、寄贈資料の実物を展示し、あわせて写真
や図解などを通して、エチレンプラントや日常生活とエチレンとの関りについて理解を深めることを目
的とした展示。

9月26日～10月28日 袖ケ浦市郷土博物館 袖ケ浦市教育委員会 無料 http://www.sodegaura.ed.jp
袖ケ浦市郷土博物館
0438-63-0811

袖ケ浦市 ①③④ 埋蔵文化財出土資料展
過去に発掘調査を実施した遺跡の出土品を再整理した成果の展示と国史跡指定予定の山野貝塚
の展示を実施し、市民に埋蔵文化財の重要性と保護する意義を伝える。

11月10、11日 長浦公民館 袖ケ浦市教育委員会 無料 http://www.city.sodegaura.lg.jp
袖ケ浦市生涯学習課
0438-62-3744

袖ケ浦市 ①③④
リクエスト企画　平成30年度企画展Ⅰ続編
「ウラ見せ！－石井更幸コレクションの裏側・
内側を見せちゃいます－」

8/4にオープンした「地図を持って出かけよう！－石井更幸コレクションに見る内房の交通と観光－」
で展示したパンフレット等の裏側・内側を新たに展示するとともに企画展開催後に石井更幸さんが
入手した新着資料や来館者からの情報提供により入手した写真等も展示する。

10月27日～11月2日 袖ケ浦市郷土博物館 袖ケ浦市教育委員会 無料 http://www.sodegaura.ed.jp
袖ケ浦市郷土博物館
0438-63-0811

千葉県 多古町 ③ いきいきフェスタTAKO2018文化祭
町の文化サークルによる芸術文化作品の展示、お茶会、囲碁将棋、短歌俳句会など。日本舞踊、ダ
ンス、民謡、コーラスなど実演芸術の舞台発表

11月2日～4日
多古町コミュニティプラザ、
文化ホール、
保健福祉センター

いきいきフェスタTAKO実行委員会
（多古町教育委員会、文化協会）

無料
多古町コミュニティプラザ
0479‐76‐7811

千葉県 多古町 ③ 歌舞伎あんまと泥棒公演
自主公演事業。3部構成で、歌舞伎の入門者にも楽しめる内容となっている。１部：隈取化粧体験　２
部：歌舞伎舞踊「助六」　３部：歌舞伎公演「あんまと泥棒」（歌舞伎世話物）

11月11日
多古町コミュニティプラザ
文化ホール

多古町・多古町教育委員会 ｗｗｗ.town.tako.chiba.jp
多古町コミュニティプラザ
0479‐76‐7812

千葉県 多古町 ②③
いきいきフェスタTAKO2018
多古町小中学校児童生徒音楽会

町立の小中学校が一堂に会して、合唱や器楽演奏、吹奏楽の発表を行う。 11月8日
多古町コミュニティプラザ
文化ホール

いきいきフェスタTAKO実行委員会
（多古町教育委員会）、
多古町教育研究協議会

無料
多古町コミュニティプラザ
0479‐76‐7813

千葉県 千葉市 ③ 第30回書道作品展
約800名の県内生徒が参加する作品展を開催します。全国高等学校総合文化祭出品作品も同時展
示します。

11月6日～11月11日 千葉県立美術館
千葉県高等学校文化連盟書道専門部会
県立柏南高等学校
青木先生

無料 04－7173－2101

千葉県 千葉市 ③ 企画展「中山忠彦　－永遠の美を求めて－」
洋画家・中山忠彦（昭和10年～）は夫人をモデルとした気品あふれる女性美を追求した作品で人気
が高く、現在の洋画界を代表する作家の一人です。初期から現在に至る画業をたどるともに、貴重
な衣裳等も展示します。

11月3日～1月20日 千葉県立美術館 千葉県立美術館
http://www2.chiba-
muse.or.jp/ART/

千葉県立美術館
電話 043-242-8311

千葉県 千葉市 ③ 第30回美術工芸作品展
県内の高校生による美術工芸作品を展示します。高校生の瑞々しい感性とパワーをお楽しみくださ
い。

11月13日～11月18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
県立千葉東高等学校
乳井先生

無料 043－251-9221 開催期間一部対象

千葉県 千葉市 ③ 第29回千葉県教育芸術祭 県内現職・退職教職員による写真・書画工芸などの作品を展示や、舞踊・合唱などを上演します。 10月23日～28日 千葉県教育会館 千葉県教育芸術祭実行委員会 無料 043－227-6141 上演は10月26日

千葉県 千葉市 ③ 創立70周年第69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17日～23日 そごう千葉店 千葉県茶華道協会 無料 0475－24－1665 開催期間一部対象

千葉県 千葉市 ③ 県展　第68回千葉県美術展覧会 県内で公募した日本画・洋画・彫刻・工芸・書道作品の中から入選した作品を紹介します。 10月12日～21日 千葉県立美術館 千葉県美術会 無料 043－242-5587 開催期間一部対象

千葉県 千葉市 ③ 第40回ちば秋の詩祭 詩に関する文芸講演・パフォーマンスのほか、詩画、詩書展を開催します。 11月4日 千葉市生涯学習センター 千葉県詩人クラブ 無料 047－323-1493

千葉県 千葉市 ③
平成30年度県民芸術劇場公演
千葉交響楽団メンバーらによるアフタヌーン
コンサート

県民に優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供し、県の芸術文化振興を図るため、市町村等地元主
催者と共催し、本県のプロオーケストラである千葉交響楽団による演奏会を開催する。

11月3日
青葉の森公園
芸術文化ホール

千葉県、JTBコミュニケーションデザイン http//www.aobageibun.com/
青葉の森公
園芸術文化ホール
043-266-3511

千葉県 千葉市 ③ 第87回千葉県三曲協会演奏会 琴、三絃、尺八の演奏による日本芸術の古典と現代の魅力と真髄を披露します。 10月21日 千葉県教育会館 千葉県三曲協会 無料 043－242-8422

千葉県 千葉市 ③ 第53回千葉県川柳大会 公募した川柳作品の中から、入選句を発表します。 10月21日 千葉市生涯学習センター 千葉県川柳作家連盟 043－228-2030

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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千葉県 千葉市 ① 平成30年度中期　千葉芸術文化塾
市民の高い向学心に応えるため 、「芸術に親しむ」、「ロケットを知る！」、枕草子の時間と空間」、
「戦間期のヨーロッパⅠ」、源氏物語五十四帖」、「大伴家持を読む」、「関八州からみる明治維新」、
「雨月物語を読む」、「平家物語の人物を読む」の９講座を開催します。

9月6日～12月7日
千葉市文化センター
5階セミナー室

公益財団法人千葉市文化振興財団 http://www.f-cp.jp
公益財団法人
千葉市文化振興財団

千葉県 千葉市 ③
アートマネジメント講座【養成講座】
 地域をつなぐアートの力
 人を変える・地域を変える「イベント」力

「人を集め、活力をあたえ、人のつながりを創りだすイベント」を創り、発展・継続させていく視点･知
識･テクニックを一緒に学びます。

10月16日
千葉市文化センター
9階会議室

千葉市文化センター
（公益財団法人千葉市文化振興財団）

http://www.f-cp.jp
公益財団法人
千葉市文化振興財団

千葉県 千葉市 ③ ちば・まちなかステージ2018 Vol.5 千葉市内で活動をしているアーティストのストリートライブを開催します。 10月21日 そごう千葉店正面入口前広場 公益財団法人千葉市文化振興財団 無料 http://www.f-cp.jp
公益財団法人
千葉市文化振興財団

千葉県 千葉市 ③
ワンコインコンサートVol.55
ひるどき おしゃべりコンサート
～名曲のたまてばこ～

ワンコインで気軽に立ち寄れるコンサートを毎月市内各所で開催しています。今回は、第１４回千葉
市芸術文化新人賞受賞のメゾソプラノ歌手の堤怜子さんによるコンサートを開催します。

10月27日
千葉市花見川区
幕張コミュニティセンター
ホール

公益財団法人千葉市文化振興財団 http://www.f-cp.jp
公益財団法人
千葉市文化振興財団

千葉県 千葉市 ③ 千葉市文化センター　伝統芸能まつり
伝統芸能にスポットを当て、邦楽公演、民話公演並びに、お茶、お花、着付け、舞踊体験などの催し
をを千葉市文化センター　アートホール、市民サロン、セミナー室、リハーサル室、スタジオを使って
開催し、広く千葉文化の魅力を発信します。

11月3日
千葉市文化センター
3階アートホールほか

千葉市文化センター
（公益財団法人千葉市文化振興財団）

http://www.f-cp.jp
公益財団法人
千葉市文化振興財団

千葉県 千葉市 ③

平成30年度
音楽ファシリテーター養成講座
音を楽しむ時間です♪
創作編～音楽ワークショップを創ってみよう
～

「音を楽しむこと」を通して自分を表現することや人とつながることを感じられる「音楽ワークショッ
プ」。その目的と手法を学び、体験しながら、10分間の音楽ワークショップを創り上げる講座を開催し
ます。

11月10日～11月1７日
千葉市文化センター
5階スタジオⅠ

千葉市文化センター
（公益財団法人千葉市文化振興財団）

http://www.f-cp.jp
公益財団法人
千葉市文化振興財団

千葉県 千葉市 ③ ちば・まちなかステージ2018 Vol.6 千葉市内で活動をしているアーティストのストリートライブを開催します。 11月18日 そごう千葉店正面入口前広場 公益財団法人千葉市文化振興財団 無料 http://www.f-cp.jp
公益財団法人
千葉市文化振興財団

千葉県 千葉市 ③

ワンコインコンサートVol.56
薄井信介＆平野裕樹子
 ～チェロとピアノによる名曲三昧コンサート
～

ワンコインで気軽に立ち寄れるコンサートを毎月市内各所で開催しています。今回は、チェリストの
薄井信介さんとピアニストの平野裕樹子さんによるコンサートを開催します。

11月23日 イオン稲毛店　文化ホール 公益財団法人千葉市文化振興財団 http://www.f-cp.jp
公益財団法人
千葉市文化振興財団

千葉県 千葉市 ③
印象派の巨人クロード・ドビュッシー～音楽と
言葉で感じるひととき～

2018年はフランスの作曲家クロード・ドビュッシーの没後100年にあたるメモリアルイヤーです。
このコンサートは、ドビュッシーの生涯や人物像・時代背景に触れることにより、この偉大なる芸術家
の価値を再発見するとともに、より芸術を身近に感じ、芸術への自発的な興味の追求をうながす事
を目的に企画しました。
 「人生100年時代」を目前に控えた昨今、芸術を知り、親しむことが人生を彩る糧となる事を願い、ク
ラシック音楽のスペシャリストと共にドビュッシーの芸術世界を存分に感じていただければ幸いで
す。

11月22日
千葉市美浜文化ホール
音楽ホール

ちばアートウインド運営企業体

美浜文化ホールHP

https://chiba-aw.jp/mihama
千葉市美浜文化ホール
043-270-5619

千葉県 千葉市 ③ １９６８年　激動の時代の芸術展

20世紀史の転換点と呼ばれ、現代美術にとっても転換点ともなった1968年の芸術状況を、ちょうど
50年が経過した2018年の時点から回顧する展覧会。現代美術を中心に、デザイン、建築、演劇、舞
踏、音楽、映画、漫画にも視野を広げ、作品のみならず映像や写真も交えつつ、この熱い時代の美
術を多角的に展観する。

9月19日～11月11日 千葉市美術館 千葉市美術館
【千葉市美術館HP】
http://www.ccma-
net.jp/index.html

千葉市美術館
一般1,200円
大学生700円

千葉県 千葉市 ④ 大草谷津田いきものの里　自然観察会

　自然環境や野生生物への理解や関心を高めるとともに、自然と触れ合う際のマナーやルールの
徹底を図ることを目的にボランティアガイドによる観察会を実施しています。
各回テーマ
　10月21日　　クモはおもしろいぞ！　パート２
　11月4日　　　タネの旅立ち
　11月18日　　落ち葉で遊ぼう

10月21日
11月4日
11月18日

大草谷津田いきものの里 千葉市 無料
http://www.city.chiba.jp/kanky
o/kankyohozen/hozen/shizen/
sizen_ikimono-gaido.html

環境局環境保全部
環境保全課
043-245-5195

原則、毎月第１、第３
日曜日に実施。
実施時間は、午前
10:30～12:00。
長靴の着用をお願い
します。

千葉県 千葉市 ②
平成30年度
第54回白井中学校招待弁論大会

千葉エコーライオンズクラブの後援により、中学生が日頃の体験や学習を通して得た様々なものの
見方や考え方を主張することを通して、同世代の仲間が何を思い、何を考えているかを学ぶ貴重な
機会とします。
昭和39年に始まった特色ある行事として、毎年、市内中学校から多くの弁士が参加しています。

11月2日 千葉市立白井中学校体育館
千葉市立白井中学校区青少年育成委員
会
千葉市立白井中学校

無料

千葉市立白井中学校ＨＰ
http://www.cabinet-
cbc.ed.jp/school/jhs/016/03_e
vent/03_index.html

千葉市立白井中学校
教頭　榊原　英記
043-228-0201

千葉県 千葉市 ② 千葉市小学校陸上大会
学校体育の発表の場とし、児童の陸上運動に対する興味・関心及び走力・跳力・投力を高めるとと
もに、心身の健全な発達と児童相互の望ましい人間関係の育成を目的として開催されます。千葉市
の小学校６年生の代表児童が参加し、各自の記録に挑戦します。

１０月２５日、２６日
青葉の森スポーツプラザ
陸上競技場

千葉市教育委員会、千葉市小中学校体育
連盟

無料
千葉市教委育委員会
学校教育部保健体育課
043－245-5947

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 千葉市中学校総合体育大会ダンスの部

中学校総合体育大会は、生涯にわたって、スポーツに親しむ資質や能力を育て、体力の向上や健
康の増進を図るとともに、明るく豊かで活力のある生徒を育成するために行っております。ダンスの
部では、各学校の授業や部活動、有志等で創作したダンスや現代的なリズムのダンス等を発表しま
す。

11月6日 千葉ポートアリーナ
千葉市教育委員会、千葉市小中学校体育
連盟

無料
千葉市教委育委員会
学校教育部保健体育課
043－245-5944

千葉県 千葉市 ② 地産地消の学校給食試食会
新米のコシヒカリなど市内産農産物を使った学校給食試食会を市民対象に実施します。栄養教諭に
よる食育の講話もあります。

１０月２３日、２５日、２６日、
１１月２日、１０日

新港学校給食センター、
こてはし学校給食センター、
大宮学校給食センター、
新宿小学校、
都賀の台小学校、
土気南小学校

千葉市教育委員会
千葉市教育委員会
学校教育部保健体育課
043－245-5945

千葉県 千葉市 ① 木曜名画座 誰でも先着順でご覧いただけます。今回は「ブーベの恋人」を上映します。 11月8日
千葉市生涯学習センター
２階ホール

千葉市生涯学習センター 無料
【千葉市生涯学習センターHP】
http://chiba-gakushu.jp/

千葉市生涯学習センター
学習推進グループ
043-207-5820

定員各３００名
１日２回上映
①10：00～②14：00～

千葉県 千葉市 ①
子ども読書まつり関連事業「心を伝えよう　し
おり＆飛び出すカード作り」「千葉市のふれ
あい子どもかるたであそぼう＆かるた大会」

中央図書館主催「子ども読書まつり」の一環として実施する。他第3回かるた大会予選会」【企画・運
営】ちば・こくごふれあいの会。

11月11日
千葉市生涯学習センター
３階　展示ホール

千葉市生涯学習センター 無料
【千葉市生涯学習センターHP】
http://chiba-gakushu.jp/

千葉市生涯学習センター
学習推進グループ
043-207-5820

定員なし（小学生）当
日先着順

千葉県 千葉市 ① 月曜名画座 誰でも先着順でご覧いただけます。今回は「第３の男」を上映します。 11月19日
千葉市生涯学習センター
２階ホール

千葉市生涯学習センター 無料
【千葉市生涯学習センターHP】
http://chiba-gakushu.jp/

千葉市生涯学習センター
学習推進グループ
043-207-5820

定員各３００名
１日２回上映
①10：00～②14：00～

千葉県 千葉市 ① 親子アニメ上映会 親子で一緒に楽しめるアニメの上映会です。今回は五味太郎「きんぎょがにげた」他を上映します。 11月17日
千葉市生涯学習センター
地下１階小ホール・ポケットパー
ク

千葉市生涯学習センター 無料
【千葉市生涯学習センターHP】
http://chiba-gakushu.jp/

千葉市生涯学習センター
学習推進グループ
043-207-5820

定員各６５名
１日２回上映
①10：00～②14：00～

千葉県 千葉市 ③ 加曽利貝塚縄文秋まつり
特別史跡加曽利貝塚を市内外にプロモーションするとともに、縄文体験等を通して、縄文時代の価
値や魅力を知ってもらうために実施します。ステージプログラムや物販等メニューが盛りだくさんなイ
ベントです。

11月3日，4日
加曽利貝塚博物館
及び加曽利貝塚縄文遺跡公園

加曽利貝塚博物館
http://www.city.chiba.jp/kasori
/index.html

加曽利貝塚博物館

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度千葉常胤生誕９００年特別展
「千葉常胤と鎌倉幕府の成立－東国武士と
武家政権－」

鎌倉幕府の成立に果たした千葉常胤の働きを、源頼朝や千葉常胤と共に頼朝を支えた上総氏、三
浦氏、北条氏等の東国武士達の動向とともに紹介する。

10月23日～12月16日 千葉市立郷土博物館 千葉市立郷土博物館 無料 kyodo.EDL@city.chiba.lg.jp
千葉市立郷土博物館
043-222-8231

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度千葉常胤生誕９００年鎌倉騎馬
武者体験

千葉常胤が活躍した鎌倉時代の武士が使った大鎧を着用しての乗馬や、鎌倉武士が戦の訓練とし
て盛んに行った流鏑馬を当時の衣装を着用して体験する。

11月10日 千葉市立郷土博物館 千葉市立郷土博物館 kyodo.EDL@city.chiba.lg.jp
千葉市立郷土博物館
043-222-8231

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度
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
実施します。

11月11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
千葉市生涯学習センター

無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市中央図書館
043-287-3980

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度
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
実施します。

10月28日 千葉市みやこ図書館 千葉市みやこ図書館 無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市みやこ図書館
043-233-8333

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度
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
実施します。

11月10日
千葉市みやこ図書館
白旗分館

千葉市みやこ図書館
白旗分館

無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市みやこ図書館
白旗分館
043-264-8566

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度
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
実施します。

10月27日 千葉市花見川図書館 千葉市花見川図書館 無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市花見川図書館
043-250-2851

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ①
平成３０年度
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
実施します。

10月20日
千葉市花見川図書館
花見川団地分館

千葉市花見川図書館
花見川団地分館

無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市花見川図書館
花見川団地分館
043-250-5111

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度
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
実施します。

11月10日 千葉市みずほハスの花図書館 千葉市みずほハスの花図書館 無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市みずほハスの花図書
館
043-275-6330

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度
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
実施します。

10月27日 千葉市稲毛図書館 千葉市稲毛図書館 無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市稲毛図書館
043-254-1845

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度
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
実施します。

10月27日 千葉市若葉図書館 千葉市若葉図書館 無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市若葉図書館
043-237-9361

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度
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
実施します。

11月10日
千葉市若葉図書館
西都賀分館

千葉市若葉図書館
西都賀分館

無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市若葉図書館
西都賀分館
043-254-8681

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度
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
実施します。

10月20日
千葉市若葉図書館
泉分館

千葉市若葉図書館
泉分館

無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市若葉図書館
泉分館
043-228-2982

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度
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
実施します。

10月27日 千葉市緑図書館 千葉市緑図書館 無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市緑図書館
043-293-5080

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度
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
実施します。

11月17日 千葉市美浜図書館 千葉市美浜図書館 無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市美浜図書館
043-277-3003

千葉県 千葉市 ①
平成３０年度
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
実施します。

11月10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

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市美浜図書館
打瀬分館
043-272-4646

千葉県 千葉市 ①
郷土文学講座
「伊藤左千夫と千葉県」

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
実施します。

11月10日 千葉市稲毛図書館 千葉市稲毛図書館 無料
千葉図書館HP
http://www.library.city.chiba.jp
/

千葉市稲毛図書館
 043-254-1845

千葉県 千葉市 ① 図書館市民講座「千葉市の古墳」
市民の関心の深いテーマを選定し、市民講座を開催します。また、関係機関との連携により関連す
る企画展示を同時期に実施することにより、図書館の利用促進につなげます。

11月17日 千葉市千城台公民館 千葉市若葉図書館 無料

【千葉市図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp
/
10月1日～イベント情報掲載

千葉市若葉図書館
043-237-9361

定員30名

千葉県 千葉市 ① 図書館市民講座「おゆみ野の古墳」
市民の関心の深いテーマを選定し、市民講座を開催します。また、関係機関との連携により関連す
る企画展示を同時期に実施することにより、図書館の利用促進につなげます。

11月17日 千葉市緑図書館 千葉市緑図書館 無料
千葉図書館HP
http://www.library.city.chiba.jp
/

千葉市緑図書館
043-293-5080

千葉県 千葉市 ②、③ 第52回龍澤祭

学生の祭典「大学祭」です。学生の日頃の学修や活動の成果を、学内外の皆様に広く公開いたしま
す。
各種クラブ・サークルによる日頃の練習成果の発表や、ゼミによる研究発表の報告・展示などを行
います。

10月27～28日
淑徳大学
千葉キャンパス

龍澤祭実行委員会 無料 http://www.shukutoku.ac.jp/ 043-265-7332

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 千葉市 ①、③
2018年度淑徳大学アーカイブズ特別展示
「夢の力－歴史・仏教から福祉へ－」

夢は、歴史的には現在とは異なった捉え方がされました。当時の人々はどのように夢を認識してい
たか、歴史をふり返るとともに、仏教と夢のつながりにも焦点をあて、さらに福祉との関わりも示す展
示を行う予定です。

10月27～11月30日
淑徳大学
アーカイブズ特別展示場

淑徳大学　　　　　アーカイブズ 無料
http://www.shukutoku.ac.jp/sh
isetu/archives/

043-265-7526

会期中、11月以降、
土・日・祝日・大学が
定めた休日は閉室い
たします。

千葉県
千葉市
稲毛区

②, ③ 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

国立大学法人千葉大学
（教育学部附属特別支援学校）

無料
ふよう祭
http://yougo.e.chiba-u.jp/

教育学部
附属特別支援学校係
043-258-1111

千葉県
千葉市
稲毛区

② 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
行います。

11月3日，11月4日 千葉大学工学部 国立大学法人千葉大学（工学部） 無料
工学部祭
http://www.f-eng.chiba-u.jp／

工学部学部学務グループ
043-290-3033

千葉県
千葉市稲
毛区

④
公開講座
「重粒子線がん治療」と「科学で支援する福
島再生」

放射線の医学利用の例として重粒子線治療に関する量研の活動を紹介するとともに、福島再生へ
の貢献を目的とした環境影響研究の成果を分かりやすく説明します。

10月21日
量子科学技術研究開発機構
放射線医学総合研究所
重粒子治療推進棟２階大会議室

量子科学技術研究開発機構
放射線医学総合研究所

無料

量子科学技術研究開発機構
放射線医学総合研究所 研
究企画室 研究推進ユニット
043-206-3193
nirsinfo@qst.go.jp

H30.9上旬に下記リン
ク先にて案内予定
放射線医学総合研究
所HP
http://www.nirs.qst.g
o.jp/index.shtml

千葉県 千葉市他 ③ 無料開館日 文化の日にちなみ、入館料を無料とする。 11月3日 千葉県立美術館・博物館 千葉県教育庁教育振興部文化財課 無料
千葉県教育庁
教育振興部文化財課
043-223-4127

千葉県 長生村 ①③ 第５１回長生むら文化祭 村民各位の各種労作の展示趣味の発表 11月3日～4日
長生村文化会館
長生村中央公民館

長生村 無料
cho-
syogai@vill.chosei.chiba.lg.jp

長生村中央公民館
0475－32－3770

千葉県 長生村 ①③ 長生むらっ子発表会 村内の保育所年長、小学校の金管部、中学生吹奏楽部による合唱、演奏等 11月3日 長生村文化会館 長生村 無料
cho-
syogai@vill.chosei.chiba.lg.jp

長生村生涯学習課
0475－32－5100

千葉県 長南町 ①③ 町民文化祭 各種団体及び個人による作品展、発表会、文化功労表彰等
11月2日～11月4日・11月11
日

長南町中央公民館・
郷土資料館

長南町教育委員会・長南町文化協会 無料
長南町教育委員会
生涯学習課

千葉県 東金市 ③ 東金市文化展 手工芸・書道・絵画等の作品の展示 11月2日～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
0475-50-1187

千葉県 東金市 ① まが玉作りと東金の古墳をさぐろう
まがたま作りを通して、古墳が多い東金地域の古代の文化を学ぶ地域学習として実施します。家之
子古墳群を見学し、古墳群周辺の環境美化も考えます。

11月10日
千葉県立
東金青年の家

千葉県立
東金青年の家

w.w.w.tougane-youth.jp
千葉県立
東金青年の家
(0475-54-1301)

対象: 小学5年生
以上
定員22名

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

千葉県 東金市
①、②、
③、④

第27回JIUフェスティバル
2017年度は「輪 ～Make everlasting connections～」をテーマに開催され、約6,000名の方が来場し
ました。

11月3日～4日
城西国際大学
東金キャンパス

城西国際大学
城西国際大学HP
https://www.jiu.ac.jp

学生課
0475-55-8808

千葉県 富里市 ③ 第５１回富里市文化祭
市民の日ごろの文化活動の成果を発表し，また，多くの市民が市の文化に親しむことによって，富
里市の文化の発展を図る。

11/3（土）～11/5（月）
富里中央公民館
中部ふれあいセンター

富里市教育委員会 無料
富里市教育委員会
生涯学習課
0476-93-7641

千葉県 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2日～11月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
生涯学習課
電話　0475-35-3242

千葉県 流山市 ①,③,④ 第１回企画展「小金牧」
江戸時代下総台地に広がっていた小金牧について、残された絵図・古文書や発掘調査の成果から
牧と村のかかわりについての展示

10月13日～12月16日
流山市立博物館
第2展示室

流山市立
博物館

無料 流山市立博物館

千葉県 流山市 ③,④
博物館寺子屋講座
「アンギン織を体験」

一般成人を対象にアンギン織講座を開催し、歴史や文化への関心を高めてもらう 11月7日
流山市立中央
図書館会議室等

流山市立
博物館

無料 流山市立博物館

千葉県 流山市 ③,④
古文書講座(前期)
第３回「かぶき者の弾圧」

初めて古文書にふれる参加者を対象に、江戸時代の社会や文化について学ぶ 11月3日
流山市立中央
図書館会議室等

流山市立
博物館

無料 流山市立博物館
全４回開催
第３回目が該当

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 野田市 ③
企画展「文明開化の力－わたしたち、江戸時
代を卒業します！－」

江戸時代末期から明治維新期にかけて、文明開化の波が日本全土に押し寄せ、人々の生活なども
大きな変化を見せます。この文明開化の様相を展示で紹介しながら、これを動かした庶民の力につ
いて考えます。

10月5日～12月2日 千葉県立関宿城博物館 千葉県立関宿城博物館 入館料
http://www.chiba-
muse.or.jp/SEKIYADO/

04-7196-1400　学芸課

千葉県 野田市 ③ 体験教室「石鹸を作ろう」
企画展「文明開化の力－わたしたち、江戸時代を卒業します！－」に関連して、衛生状態の改善に
役立った石鹸作りを体験します。

11月18日
千葉県立関宿城博物館
エントランス

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

04-7196-1400　学芸課

千葉県 野田市 ③ 郷土食講座「そば打ち（打ち方コース）」 関宿そば打ち愛好会の皆さんの指導により、そばの打ち方や切り方を体験します。 11月11日
千葉県立関宿城博物館
休憩所

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

04-7196-1400　学芸課

千葉県 野田市 ③ 体験教室「関宿城下を歩こう（半日コース）」
関宿城博物館の周辺にある史跡（中之島公園、関宿水閘門、浚渫船、鬼門除け稲荷）を徒歩でめぐ
ります。当館の学芸員が案内し、解説します。

11月10日
千葉県立関宿城博物館
集会室

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

04-7196-1400　学芸課

千葉県 野田市 ③
展示解説会「学芸員によるミュージアムトー
ク」

学芸員が展示解説を行います。 11月3日 千葉県立関宿城博物館 千葉県立関宿城博物館 入館料
http://www.chiba-
muse.or.jp/SEKIYADO/

04-7196-1400　学芸課

千葉県 野田市 ③
野外講座　歴史散歩「渋沢栄一と近代化遺
産を訪ねる」

明治期以降数々の企業の設立・経営を行い、「日本資本主義の父」と呼ばれた渋沢栄一の生家（深
谷市）や、東京駅に使われた煉瓦を製造したことでも知られる旧日本煉瓦製造施設などをバスで見
学します。

10月28日
千葉県立
関宿城博物館正門前集合

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

04-7196-1400　学芸課

千葉県 野田市 ③
歴史講座　講演会「醤油醸造業の近代化－
千葉県野田市の醤油メーカーの事例－」

国立公文書館の石崎亜美氏を講師に招き、個人経営から始まり野田から世界へ進出した醤油メー
カーの近代化について講演します。

10月21日
千葉県立
関宿城博物館集会室

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

04-7196-1400　学芸課

千葉県 富津市 ③ 小久保藩資料展
「富津市民文化祭2018」において、郷土の歴史と文化掘り起こし隊により、小久保地区の歴史等に
ついての資料の展示会を実施します。

11月2日(金)～11月4日(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

千葉県 富津市 ② 富津市小中学校音楽の集い
「富津市民文化祭2018」における富津市内小中学校16校各校の児童・生徒の代表による合唱を実
施します。

11月2日 富津市富津公民館 富津市民文化祭実行委員会・富津市 無料
富津市富津公民館
0439-87-8381

千葉県 船橋市 ① 第27回日本大学薬学部薬草教室
「オケラについて（仮称）」と題した講演を行います。
また，本学教員が薬用植物園を様々な植物の解説を交えて御案内いたします。

11月4日 日本大学薬学部 日本大学薬学部 無料
https://www.pha.nihon-
u.ac.jp/

日本大学薬学部
庶務課
047-465-2111

千葉 船橋市
①、②、
③

東邦祭
学生が研究発表や模擬店出店を行います。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17日・18日
東邦大学薬学部・理学部・
健康科学部
（習志野キャンパス）

同左 http://www.tohosai.net/
第57回東邦祭実行委員会
TEL 047-476-7852
Twitter@toho_j

千葉県 船橋市
②，③，
④

第4回桜理祭
学生により組織される実行委員会が企画・運営し、理工学部の特色を活かした出展物や、音楽会・
演奏会等のイベントだけでなく、趣向をこらした模擬店の出店、研究室紹介などがあります。

11月3日～4日
日本大学理工学部
船橋校舎

日本大学理工学部 無料 http://nucst-ourisai.jp/

日本大学理工学部
桜理祭実行委員会
TEL：047-469-6149
FAX：047-469-5121
MAIL：info.ourisai@gmail.com

千葉県 船橋市 ① 公開市民大学
「健康×理工学」というテーマのもと，日本大学理工学部の教員が地域住民へ向け，最先端の研究
の紹介等様々な講義を行います。

10月6日, 13日,27日
日本大学理工学部
船橋校舎

日本大学理工学部・
短期大学部
船橋校舎

無料
https://www.cst.nihon-
u.ac.jp/college/

日本大学理工学部
船橋校舎庶務課
047-469-5330

千葉県 船橋市
①，③，
④

オープンキャンパス
 - 船橋キャンパスウォッチング-

日本大学理工学部が内外に誇る、充実した研究施設の紹介を中心に、キャンパスツアーや学科・入
試相談会が行われます。

11月3日
日本大学理工学部
船橋校舎

日本大学理工学部 無料
https://www.cst.nihon-
u.ac.jp/event/oc2018/

日本大学理工学部
庶務課
03-3259-0514

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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
①，③，
④

オープンラボ：セグウェイ・ドライビングシミュ
レータの試乗体験

交通分野の教育・研究の魅力紹介を目的として，交通システム工学科が保有するパーソナルモビリ
ティやドライビングシミュレータを公開します。

11月3日～4日
日本大学理工学部
船橋校舎

日本大学理工学部 無料
https://www.cst.nihon-
u.ac.jp/academy/openlabo/ind
ex.html

日本大学理工学部
庶務課
03-3259-0514

千葉県 船橋市
①，③，
④

オープンラボ：Civil　EXPO　2018
私たちが毎日歩くまち、道路、橋、それらの計画やデザイン。さらにさまざまな災害から守り、水質や
生態系の保全をするなど、生活に密着した魅力ある「土木」の世界を、日本大学理工学部の土木工
学科の各研究室の学生が実験等をしながら紹介します。

11月3日
日本大学理工学部
船橋校舎

日本大学理工学部 無料
https://www.cst.nihon-
u.ac.jp/academy/openlabo/ind
ex.html

日本大学理工学部
庶務課
03-3259-0514

千葉県 船橋市 ③，④ ものづくり＆サイエンス・スクール
「日常の生活や環境と密接に関係した教育研究の社会・地域貢献活動の一環として，大学施設を利
用した体験学習の場を提供し，ものづくりの楽しさを体験していただこう！」との趣旨で，小学生・中
学生・高校生を含む一般の方を対象に開催いたします。

11月3日
日本大学理工学部・
短期大学部
船橋校舎

日本大学理工学部・
短期大学部
船橋校舎

無料
http://www.jcn.nihon-
u.ac.jp/event/open_college201
8/

日本大学理工学部
船橋校舎庶務課
047-469-5330

千葉県 松戸市 ③ 松戸の作家の個展　第３回展（タイトル未定）
文化の香る街づくりの一環として、松戸市在住、在勤美術作家の皆様の活動をご紹介することで、
松戸市民の皆様の文化芸術活動の振興を支援します。

10月23日～12月24日
森のホール２１
（松戸市文化会館）

松戸市教育委員会 無料

デジタル美術館
http://www.city.matsudo.chiba.
jp/miryoku/kankoumiryokubun
ka/rekisi-
bunka/dezitarubizyutu_top/eve
nt/matudonosakkanokoten.htm
l

社会教育課
美術館準備室
047-366-7463

千葉県 松戸市 ①，③ 第７０回松戸市文化祭
松戸市の芸術文化の向上と、その普及を図ることを目的に、様々な団体が市内各施設で多様な展
示会、講演会を開催します。

9月30日～11月23日 松戸市内各施設 松戸市教育委員会・松戸市文化団体連盟

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810
松戸市文化団体連盟
080-5435-2337（加藤）

千葉県 松戸市 ①
幼児家庭教育学級講座「仲間をつくってイキ
イキ子育て」

参加者の今抱えている不安を解消し、子供や夫婦の関係を見つめなおすことで、自分自身の生き方
を考える講座を開催します。

9月28日，10月5日，12日，
19日，26日

常盤平体育館 松戸市教育委員会
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①，③
市政施行75周年・開館25周年記念特別展
「ガンダーラ－仏教文化の姿と形－」

仏教美術のふるさとガンダーラ。仏像・彫刻をはじめとする仏教美術品・シルクロードの交易品か
ら、遥かなる仏教文化の世界をよみがえらせます。さらに、日本で華開く仏教文化の始まりについ
て、発掘された資料から探ってみます。

9月22日～11月25日 松戸市立博物館 松戸市立博物館
https://www.city.matsudo.chib
a.jp/m_muse/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

千葉県 松戸市 ①，③
秋の陶芸教室
【全４回】

＜秋の青少年教室＞
陶土に親しみつつ、陶芸の一連の作業過程を学び、自ら考えた陶芸作品を完成させる講座。

9月22日
9月29日
10月20日
10月27日

青少年会館
（美術室・集会室）

松戸市教育委員会

【松戸市HP】
http://www.city.matsudo.chiba.
jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenk
aikan/kyousitu-
kouza/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
（青少年会館）
047-344-8556

千葉県 松戸市 ①，③ おとなの陶芸【全４回】 陶土に親しみつつ、陶芸の一連の作業過程を学び、自ら考えた陶芸作品を完成させる講座。

9月20日
9月27日
10月18日
10月25日

松戸青少年会館
（美術室）

松戸市教育委員会

【松戸市HP】
http://www.city.matsudo.chiba.
jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenk
aikan/kyousitu-
kouza/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
（青少年会館）
047-344-8556

千葉県 松戸市 ①
市民大学講座
「人権～その認識から人権擁護の取り組み
へ～」

松戸市人権尊重都市宣言20周年を記念し、人権習慣にちなみ、人権学習を行います。
性同一性障害、ハンセン病の当事者の方の講義を聞くほか、人権が尊重され、安心で住みよい地
域にするために、私たちはどう行動していけばよいか考える講座を開催します。

11月7日，14日，21日，28
日，12月5日

松戸市文化ホール他 松戸市教育委員会 無料
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①
市民自主企画講座（マル・モリクラブ）
「ほっとひと息！ママのリフレッシュタイム」

普段から気になっているが個人では行動に起こしにくいことについて、同じ立場の人たちと一緒に学
び、親交を深める講座を開催します。

11月20日，11月29日，12月
5日

新松戸市民センター 松戸市教育委員会
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①
市民自主企画講座（朗読で人生を楽しむ会）
「群読の楽しみ～みんなで声を出してみよ
う！舞台にもチャレンジ！」

朗読の基本から学び、発表の機会を得ることにより、人間関係をさらに豊かにする講座を開催しま
す。

11月17日，24日，12月8日，
22日

松戸市勤労会館 松戸市教育委員会 無料
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 入学直前家庭教育講座
四月から小学校に入学する児童の保護者を対象に小学校での生活について理解を深めるととも
に、入学までに家庭で行っておくとよい生活のあり方や準備について学ぶ講座を開催します。

11月16日，20日
常盤平体育館，松戸市文化ホー
ル

松戸市教育委員会 無料
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①
市民自主企画講座（牧馬会）
「松戸の牧と馬の物語　パートⅥ」

中野牧と野馬の歴史を市民に伝え、松戸の歴史や知識を深めてもらう講座を開催します。 11月14日，21日，28日 松戸市市民会館他 松戸市教育委員会 無料
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①，③
青少年将棋教室
【全2回】

<秋の青少年教室>
将棋の作法やルールを覚え、対局まで行う講座。

11月10日
11月17日

松戸青少年会館
樋野口分館
（視聴覚室・講座室）

松戸市教育委員会 無料

【松戸市HP】
http://www.city.matsudo.chiba.
jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenk
aikan/kyousitu-
kouza/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
（青少年会館）
047-344-8556

千葉県 松戸市 ①
市民自主企画講座（とみの会）
「松戸市内の神社巡り“松戸をもっと知ろ
う！”」

「もっと松戸を知る」ために、とみの会が学習した内容を紹介するとともに、現地散策をして松戸を好
きになってもらう講座を開催します。

10月9日，16日，23日 松戸市文化ホール 松戸市教育委員会 無料
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①
市民大学講座日本大学松戸歯学部連携
「お口の健康・からだの健康」

日本大学松戸歯学部と連携し、市民の多様化するニーズに応える講座を開催します。 10月5日，12日，20日
日本大学松戸歯学部
ＭＤホール他

松戸市教育委員会・日本大学松戸歯学部 無料
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①
市民自主企画講座（江戸川研究会）「江戸
川・利根川の水運で栄えた野田・流山・取手
の歴史を訪ねる」

江戸川とその周辺の歴史を知る講座を開催します。 10月5日，12日，19日，26日 松戸市文化ホール他 松戸市教育委員会 無料
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①
市民大学講座千葉大園芸学部連携
「果樹・果物に詳しくなろう」

千葉大園芸学部と連携し、市民の多様化するニーズに応える講座を開催します。
10月3日，10日，17日，24
日，31日

100年記念戸定ヶ丘ホール他 松戸市教育委員会・千葉大学園芸学部
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①，③ 戸定菊花祭「菊で祝う七五三」
  「戸定菊花祭 菊で祝う七五三」と題し、市内の菊づくりサークルである千松菊花会の会員が育てた
約１５０鉢に及ぶ大輪の菊花の鉢植えを戸定邸の軒下や床の間等に展示する。
　更に七五三のお祝いの来園者には、記念写真の場を提供する。

10月31日～11月11日 戸定邸・戸定が丘歴史公園 松戸市戸定歴史館 無料
https://www.tojorekishi@city.m
atsudo.chiba.jp/tojo/

松戸市戸定歴史館
047-362-2050

入館料別途
※七五三来館者には
割引等あり。

千葉県 松戸市 ①
中学校家庭教育学級講座「子どもの今　幸
せな未来～家庭教育から子どもが育つ～」

中学生保護者を対象に家庭教育について複数のテーマで学び、子育てに関する情報を提供しま
す。参加者が子育てを振り返るとともに、同じ年代の子を持つ参加者同士話をし交流する講座を開
催します。

10月2日，16日，23日，30
日，
11月6日

松戸市民会館 松戸市教育委員会
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①
日本最古の漫画『鳥獣戯画』を模写しよう
～紙本墨画入門編～

国宝「鳥獣戯画」を毛筆で模写し、絵巻物の世界を体感します。 10月2日，16日，23日 松戸市文化ホール 松戸市教育委員会
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①，③
平成30年度講座
松戸の歴史をさぐる－近現代編Ⅲ－
〈全3回〉

松戸市の近現代に関する出来事をとりあげ解説します。
講師：当館学芸員

10月28日
11月4日
11月18日

松戸市立博物館 松戸市立博物館 無料
https://www.city.matsudo.chib
a.jp/m_muse/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

往復ハガキにて事前
申し込みが必要です

千葉県 松戸市 ①，③
平成30年度　学芸員講演会
題名：「仏教文化の受容－古墳・飛鳥時代
－」

仏教の伝来と古墳の終末。古代国家成立へと向かう日本列島の歴史を、発掘された仏教関係資料
から探ってみます。
講師：当館学芸員

10月28日
松戸市立博物館 松戸市立博物館 無料

https://www.city.matsudo.chib
a.jp/m_muse/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

千葉県 松戸市 ①，③
市政施行75周年・開館25周年記念特別展
「ガンダーラ－仏教文化の姿と形－」
展示解説会

市政施行75周年・開館25周年記念特別展
「ガンダーラ－仏教文化の姿と形－」の見どころを紹介します。
講師：当館学芸員

10月27日
11月4日
11月25日

松戸市立博物館 松戸市立博物館
https://www.city.matsudo.chib
a.jp/m_muse/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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
市民自主企画講座（にじいろ☆クローバー）
「お肌も体も心も潤してもっと輝くママへ！」

受講生が講座を通じてリフレッシュするとともに、参加者同士の交流・情報交換を目的とした講座を
開催します。

10月25日，11月1日，8日 新松戸市民センター 松戸市教育委員会
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①
市民自主企画講座（松戸インターフェイス）
「こども食堂を知ろう」

こども食堂の実態や現状を学習する講座を開催します。 10月17日，24日 松戸市文化ホール 松戸市教育委員会 無料
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①
市民大学講座流通経済大学連携
「働き方の過去・現在・未来」

流通経済大学と連携し、市民の多様化するニーズに応える講座を開催します。 10月13日，20日，27日
流通経済大学
新松戸キャンパス

松戸市教育委員会・流通経済大学 無料
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①
ユニカール
～氷がなくてもカーリング～

<秋の青少年教室>
チームワークが必要なニュースポーツを通じて、コミュニケーション能力が高まり、青少年交流、仲
間づくりにつながる講座。

11月18日
松戸青少年会館
（体育室）

松戸市教育委員会 無料

【松戸市HP】
http://www.city.matsudo.chiba.
jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenk
aikan/kyousitu-
kouza/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
（青少年会館）
047-344-8556

千葉県 松戸市 ①，③
日本西アジア考古学会・
松戸市立博物館連携講演会
「ガラスが語るシルクロードの東西交流」

シルクロード地域のガラス製品の比較検討をとおして、東西交流の諸相についてお話します。
講師：国士舘大学講師　小寺　智津子　氏

11月17日 松戸市立博物館 松戸市立博物館 無料
https://www.city.matsudo.chib
a.jp/m_muse/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

往復ハガキにて事前
申し込みが必要です

千葉県 松戸市 ①，③
平成30年度講演会　歴史を語る②
題名：「姿を現した白鳳仏－飛鳥・川原寺裏
山遺跡を掘る－」

大量の塼仏や塑像の出土で注目された飛鳥・川原寺裏山遺跡。当時、発掘調査に関わられた右島
和夫氏が、その発掘成果をもとに白鳳の仏教文化を紹介します。
講師：群馬県立歴史博物館館長　右島　和夫　氏

11月10日 森のホール21 松戸市立博物館 無料
https://www.city.matsudo.chib
a.jp/m_muse/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

往復ハガキにて事前
申し込みが必要です

千葉県 松戸市 ① 生涯学習フォーラム
生涯学習活動の成果発表の場、及び他自治体の市民大学の交流を含め創年運動の推進を図るこ
とを目的に講座を開催します。

11月7日
松戸市民劇場、
松戸市文化ホール

松戸市教育委員会 無料
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市 ①，③ 施設の無料公開 館内全ての展示の無料公開を実施します。 11月3日 松戸市立博物館 松戸市立博物館 無料
https://www.city.matsudo.chib
a.jp/m_muse/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

千葉県 松戸市 ①，③
日本の食文化
寿司の握りと巻きの極意を学ぶ

寿司の歴史やマナーを学びつつ、実際に自ら寿司を握ることで日本の食文化「寿司」を学ぶ講座。 10月27日
花車別館
（松戸市常盤平５－１３－９）

松戸市教育委員会

【松戸市HP】
http://www.city.matsudo.chiba.
jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenk
aikan/kyousitu-
kouza/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
（青少年会館）
047-344-8556

千葉県 松戸市 ①，③ 旧齋藤邸祭り
国の登録有形文化財である古民家「旧齋藤邸」の文化的価値を広く周知し、「旧齋藤邸」を生涯学習
の場として市民に広く利用いただくことを目的に、コンサート、各種体験コーナー等を開催する。

10月27日 古民家「旧齋藤邸」 松戸市教育委員会
松戸市教育委員会
社会教育課
047-366-7462

参加費無料、軽食・
野菜販売は有料

千葉県 松戸市 ①、④ サイエンス・カフェ
科学関係のテーマについて、お茶を飲みながら気軽に語り合うイベントです。今回は、千葉県立中
央博物館から、講師として奥田昌明氏をお招きして、今話題の「チバニアン」について語り合います。

10月27日 千葉県立西部図書館 千葉県立西部図書館 無料
https://www.library.pref.chiba.l
g.jp/

千葉県立西部図書館
図書館連携課
（047-388-4043）

参加申込は9月26日
から　定員30名になり
次第締切

千葉県 松戸市 ①，④
親子で学ぶ夢化学
～楽しく不思議な工作教室～

＜秋の青少年教室＞
親子のコミュニケーションが増えるような、楽しく不思議な工作を親子で体験する講座。

10月20日
青少年会館
（集会室）

松戸市教育委員会

【松戸市HP】
http://www.city.matsudo.chiba.
jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenk
aikan/kyousitu-
kouza/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
（青少年会館）
047-344-8556

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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 ①，③
松戸青少年会館文化祭＆青年フェスティバ
ル

青少年会館主催講座の発表の場として、また、同会館を使用する青少年サークルや青少年育成団
体の交流、仲間づくりの機会とする行事。

11月3日 松戸青少年会館
松戸市教育委員会・青年フェスティバル実
行委員会

【松戸市HP】
http://www.city.matsudo.chiba.
jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/seisyounenk
aikan/kyousitu-
kouza/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
（青少年会館）
047-344-8556

千葉県 松戸市
①，②，
③，④

千葉大学園芸学部　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・展示するために様々な企画を実
施します。また、地域との交流を図るため、各種模擬店等による販売、ステージ企画等も行います。

11月3日
～4日

千葉大学園芸学部 国立大学法人千葉大学（園芸学部） 無料

千葉大学園芸学部　戸定祭
http://www.h.chiba-
u.jp/campus_life/festival/index
.html

園芸学部学務係
学生生活担当
047-308-8715

千葉県 松戸市 ②　③
第54回聖徳祭
テーマ：『咲き誇れ！千紫万紅の花々よ』

大学、短期大学部の文化祭です。学生が主体となって日頃の研究成果やクラブ活動の発表を行い
ます。また、千葉興業銀行とのコラボ企画「千産千商（産学連携）」を同時開催いたします。

11月17日
18日

聖徳大学
聖徳大学
聖徳大学短期大学部

無料 http:://www.seitoku.jp/univ/ 047-365-1111(大代）

千葉県 松戸市 ③

特別展覧会
　明治150年記念
　　イラストレイテッド・ロンドンニュースに
　　描かれた　　　「幕末・明治の日本」

平成30（2018）年は、明治元年（1868年）から起算して満150年の年にあたる。これを記念して、本学
で収蔵する「イラストレイテッド・ロンドン・ニュース(The Illustrated London News)」の膨大な挿絵（イラ
ストレーション）の中から、幕末～明治期に描かれた日本や日本人を取り上げ、イギリス人の見た当
時の日本、日本人はどのようなものだったのか、また、どのように世界に伝えられたのかを概観す
る。

5月14日～
10月27日

聖徳大学
8号館1階
利根山光人記念ギャラリー

聖徳大学 無料

http://www.seitoku.jp/lib/new
hp/
seitokumuseum/
toneyamagallery.html

047-365-1111(大代）

千葉県 松戸市 ③

特別展覧会
　聖徳大学収蔵名品展
　　「英国ヴィクトリア朝時代の絵本
　　　　ケイト・グリーナウェイを中心に」

イギリスの児童文学は１９世紀ヴィクトリア朝時代に黄金期を迎えた。本学で収蔵するケート・グリー
ナウェイをはじめ、ウォルター・クレイン、チャールズ・ディケンズ、ランドルフ・コールデコットなど、同
時代に活躍した代表的な児童文学者の作品を展示し、イギリスにおける児童文学の成立から円熟
期までを概観する。

6月11日～
12月8日

聖徳大学
8号館1階企画展示ギャラリー

聖徳大学 無料
http://www.seitoku.jp/lib/
newhp/seitokumuseum/
gallery.html

047-365-1111(大代）

千葉県 松戸市 ③
特別展覧会
　聖徳大学収蔵名品展
　　「奈良絵本・絵巻」

奈良絵本・絵巻とは、室町時代後期から江戸時代後期にかけて制作された、手作りの美しい絵本や
絵巻のことで、御伽草子や物語、随筆など様々なテーマで描かれている。本学で収蔵している奈良
絵本・絵巻の中から、未公開資料を含む約１５点を展示公開し、近世の日本文学を代表する奈良絵
本・絵巻の美の世界を紹介する。

9月3日～
11月30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/
newhp/seitokumuseum/
index-museum.html

047-365-1111(大代）

千葉県 松戸市 ①②③
第１５回聖徳大学心理教育相談所主催講演
会「痛みとの上手な付き合い方」

原因が分かっていても取り除けない、または原因がよく分からないなどの理由で、痛みが長期化、慢
性化することがあります。そのような慢性痛をかかえる患者さんは抑うつ症状を呈したり、非活動的
な生活を送るようになったりと悪循環に陥りがちであるため、痛みそのものが治療の対象となりま
す。
　ペインクリニックでは慢性痛に対して、多くの場合、心理学的なアプローチをもって治療にあたって
います。痛みが慢性化したら、どのようにすれば良いのか。慢性的な痛みの原因や、痛みが慢性化
しない考え方などについてお話しします。

10月13日
聖徳大学
生涯学習社会貢献センター
（聖徳大学１０号館）１４階

聖徳大学 無料 http:://www.seitoku.ac.jp/
chizai/event/l

047-365-1111(大代）

千葉県 松戸市 ①②
聖徳大学"食”に関する講演会
「災害から考える食の危機管理　～災害食を
活用した食教育・防災教育～（仮題）」

　本講演では、「災害から考える食の危機管理」と「災害食をテーマに、被災時に命を守るための食
教育を、日常生活のための食教育にどのように生かせるか」についてご紹介する予定です。
　災害食を考えることは特別なことではなく、ちょっと不便な状況になった際の日常の食事と捉える
と、きっと「食の原点」に気づかされるのではないかと期待しています。
　大規模地震などの災害時に起こる食に関する様々な問題を考え、日常の食生活の向上に役立て
ることができれば幸いです。

11月17日 聖徳大学１号館１２１９教室 聖徳大学 無料 http:://www.seitoku.ac.jp/
chizai/event/l

047-365-1111(大代）

千葉県 松戸市 ①②
聖徳大学"食”に関する講演会
「日常生活に“美味しい‼”と感じられる健康
的な食事とは（仮題）」

　聖徳大学の卒業生である高野翠氏を講師にお招きし、管理栄養士の立場で、包括的な経営を目
指すために必要なことをご紹介します。
　講師は病院の管理栄養士を経験後、「日常生活には“美味しい”と感じられる健康的な食事が必
要」と実感し、独立・起業し、「管理栄養士のビストロＥＩＺＥＮ」を経営しています。大学卒業後１０年間
の経験で、栄養面だけを語る管理栄養士ではなく、人々の栄養面への配慮の他、調理やマーケティ
ング等もこなす管理栄養士であるためには、管理栄養士にフードスペシャリストの知識が必要であ
ると確信を持つに至ったとのことです。
　こうした経緯や貴重な体験を聞き、管理栄養士とフードスペシャリストの関係を考える機会としま
す。

11月18日 聖徳大学１号館１２１９教室 聖徳大学 無料 http:://www.seitoku.ac.jp/
chizai/event/l

047-365-1111(大代）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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



271

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 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 松戸市 ①
平成30年度
市民大学講座
「お口の健康・からだの健康」

日本大学松戸歯学部と松戸市教育委員会生涯学習推進課と連携し，教育・研究成果を広く一般市
民に公開するとともに，「開かれた大学」として歯科医学における保健衛生思想の普及と地域の文
化に寄与することを目的として開催します。市民大学講座は下記の3回開催いたします。
①知ってそうで知らない入れ歯の話
②加齢による歯の変化に対応するマイクロスコープを使用した治療
③加齢のコントロールは口の健康から―歯みがき指導―

10月5日,12日,20日

日本大学
松戸歯学部
ＭＤホール（10/5,10/12）
401教室（10/20）

日本大学松戸歯学部・
松戸市教育委員会生涯学習推進課

無料
http://www.mascat.nihon-
u.ac.jp/

日本大学松戸歯学部
庶務課
047-360-9567
松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

千葉県 松戸市
②，③，
④

第47回松戸祭
松戸祭とは，日本大学松戸歯学部・附属歯科衛生専門学校の文化祭です。学生により組織される
松戸祭実行委員会が企画・運営をし，松戸歯学部の特色を活かしたイベントを開催します。さらに
は，教職員会によるバザーや大学院生による研究発表も行います。

10月20日, 21日
日本大学
松戸歯学部

日本大学
松戸歯学部

無料
http://www.mascat.nihon-
u.ac.jp/

日本大学松戸歯学部
庶務課
047-360-9567

千葉県 南房総市 ①,②,③ 教育の日「中央行事」
市民が教育の大切さとこれからの教育の在り方について考え、協力し、真に教育の充実した市を築
くことを期する日として毎年１１月の第3土曜日を「教育の日」と定め、式典や教育功労表彰、講演会
などを行っています。

11月17日（土） 南房総市立嶺南中学校 南房総市教育委員会 無料
南房総市ホームページ
http://www.city.minamiboso.ch
iba.jp

教育総務課
TEL:0470‐46‐2961

　

千葉県 茂原市 3 第６７回茂原市文化祭
茂原市教育委員会と茂原市文化協会の共催で、美術館・郷土資料館他１０会場にて開催。文化協
会加盟団体、公民館自主グループ、小中学校児童生徒、幼稚園・保育所児童、一般参加者による
活動の成果発表の場として、作品展や発表会を行う。

10月28日～12月12日
茂原市立美術館・
郷土資料館他１０会場

茂原市教育委員会・茂原市文化協会
http://www.city.mobara.chiba.j
p/soshiki/13-3-0-0-01.html

茂原市教育委員会
教育部生涯学習課
0475-20-1559

千葉県 八街市 ③ 八街市の文化芸術振興を考える会作品展
市内在住の芸術作家で組織された「八街市の文化芸術振興を考える会」会員の作品を展示し、市
民が芸術作品を鑑賞する機会を提供することで文化芸術振興を図ります。

11月2日～4日 八街市中央公民館
八街市教育委員会、
八街市の文化振興を考える会

無料

八街市教育委員会
社会教育課
（八街市中央公民館内）
043-443-1464

千葉県 八街市 ③ 第61回八街市民文化祭
日頃の文化芸術活動の成果を発表する機会と鑑賞する機会を提供するため、関係団体が連携して
開催し、市民文化の向上を図ります。

11月2日～4日 八街市中央公民館
八街市、八街市教育委員会、
八街市文化協会

無料

八街市教育委員会
社会教育課
（八街市中央公民館内）
043-443-1464

千葉県 八街市 ①
平成30年度企画展「豊饒の台地・八街－縄
文時代中期のようす－」

今回は、縄文時代中期にスポットを当てた企画展を開催します。八街市内だけでなく近隣市から出
土した縄文土器や石器を一堂に展示することで、縄文時代中期の八街の姿を復元し、八街の歴史
を理解する一助とします。

10月9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HP　「企画
展のお知らせ」：
https://www.city.yachimata.lg.j
p/soshiki/39/10230.html

八街市郷土資料館
043-443-1726

千葉県 八街市 ③ 輝く女性の研修会 八街市連合婦人会との共催で、市民が元気になる講演会を実施します。 11月11日 八街市中央公民館 八街市教育委員会、八街市連合婦人会 無料

八街市教育委員会
社会教育課
（八街市中央公民館内）
043-443-1464

千葉県 八街市 ① 施設の無料開放 八街市内在住者向けに市内の社会体育施設を無料開放します。 11月9日
八街市内
各社会体育施設

八街市教育委員会 無料
八街市教育委員会
スポーツ振興課
043-443-1465

各施設ごとに要申込
（先着順）

千葉県 八街市 ①
八街市スポーツレクリエーション祭
ディスクゴルフ（フリスビー）大会

フライングディスク（フリスビー）を投げて、バスケットの形をしたゴールに何回で入れられるかを競
う、誰でも手軽に出来るスポーツの大会です。

11月3日 八街市スポーツプラザ 八街市教育委員会 無料
八街市教育委員会
スポーツ振興課
043-443-1465

要申込

千葉県 八街市 ① やちまた教育の日月間・文化の日映画会 教育・文化週間に映画会を行います。 11月3日 八街市立図書館 八街市立図書館 無料
八街市立図書館HP：
https://www.library.yachimata.
chiba.jp

八街市立図書館
043-444-4946

千葉県 八街市 ① 書庫開放事業 普段は入れない書庫に入って、本を借りることができます。 11月3日 八街市立図書館 八街市立図書館 無料
八街市立図書館HP：
https://www.library.yachimata.
chiba.jp

八街市立図書館
043-444-4946

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 八千代市 ①,② 第31回飛翔祭

「TREASURE　～大切な人、大事なもの～」をテーマに、学生一人ひとりが日頃の学修成果を発表し
ます。新しい仲間と交流する機会、新たなことに挑戦する機会、そしてそのことで自分にとっての宝
物（大切な人、大事なもの）を発見したり再認識したりする機会になる大学祭をめざします。その他に
講演会、公開講座、参加型企画等を多数開催します。

11月17日（土）
11月18日（日）

秀明大学 秀明大学
https://www.shumei-
u.ac.jp/index.html

047-488-2111

千葉県 八千代市 ①
東京成徳大学八千代キャンパス
一般公開講座

本学教員の教育研究の成果を公開します。人文学部教員による「くらしと文化」をテーマとした3講座
と、応用心理学部教員による「こころとからだ」をテーマとした2講座を開催します。

10月7日,20日,27日,
11月10日,24日

東京成徳大学
八千代キャンパス

東京成徳大学人文学部・応用心理学部 無料 http://www.tsu.ac.jp/

東京成徳大学
八千代キャンパス
TEL047-488-7103
FAX047-488-7104

千葉県 横芝光町 ③ 横芝光町文化祭
これまでの練習・学習成果を発表・展示することにより、発表者や創作者の意欲向上を図るとともに
広く町民が文化事業への理解を深められる機会を提供する。

11月10日～11日
横芝光町町民会館
横芝光町体育館

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

月曜日休館（月曜祭
日の場合は火曜日）

千葉県 横芝光町 ①③ 図書館まつり
幅広い世代の図書館利用を促進するため、リサイクル本フェア・子ども向けおすすめ本の福袋・特
別映画会・講座等を行う。

11月3日～4日 横芝光町立図書館 横芝光町教育委員会社会文化課図書館 無料
http://www.library.yokoshibahi
kari.chiba.jp/

横芝光町教育委員会
社会文化課図書館
0479-84-3311

月曜日休館（月曜祭
日の場合は火曜日）

千葉県 四街道市 ③ 四街道市民文化祭
市民の芸術文化への意識高揚を図るため、市民文化祭を開催します。文芸大会、舞台発表のほ
か、作品展示、各種発表、体験教室、市内小中学生の作品を展示する児童生徒作品展を行いま
す。

10月20日～11月11日 四街道市文化センター
四街道市民文化祭実行委員会、四街道市
教育委員会、四街道市教育研究会

https://www.city.yotsukaido.ch
iba.jp/（四街道市ホームページ
【詳細ページは未作成】）

四街道市社会教育課
043-424-8934

千葉県 四街道市 ① 文化講演会
市民やPTAなど幅広い層に対して、教養・教育力・問題解決力の向上を目的とし、学校・家庭・地域
の連携に必要な課題をとりあげた講演会を開催します。

11月6日 四街道市文化センター
四街道市教育委員会、
四街道市教育研究会、
四街道市PTA連絡協議会

無料
https://www.city.yotsukaido.ch
iba.jp/（四街道市ホームページ
【詳細ページは未作成】）

四街道市社会教育課
043-424-8927

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


