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千葉県 旭市 ①③ 文学・歴史講座
千葉県文書館と連携し、「江戸時代のアウトローと関八州取締」と題し
た、地域にゆかりのある歴史や人物の業績を紹介する講演会を開催
します。

11月8日 千葉県立東部図書館 千葉県立東部図書館 無料 http://www.library.pref.chiba.lg.jp/
千葉県立東部図書館
読書推進課
(0479-62-7070)

千葉県 旭市 ①③ あさひ羽ばたいた人々
旭市を原点としさまざまな分野で力を尽くした先人たちをとりあげその
足跡や生き様をふり返る

7月20日～11月24日 大原幽学記念館 旭市・旭市教育委員会 http://www.city.asahi.chiba.jp/yugaku/
大原幽学記念館
0479-68-4933

一般300円
小中高生200円

千葉県 我孫子市 ①②③ 第53回あびこ祭

今年で53回目となる大学祭です。学生団体や地域の方々による出店
をはじめ、ステージでのライブやキッズコーナー、各学部のアカデミッ
クイベントなど、子どもから大人まで楽しめる企画盛りだくさんです。
詳細はHPで随時更新していきます。

10月26日～27日 中央学院大学 中央学院大学 無料
https://www.cgu.ac.jp/campuslife/event
/abiko-fes.html

学生課
04-7183-6518

千葉県 我孫子市 ① 中央学院大学オムニバス講座
本学のアクティブ（生涯学習）センターでは、本学講師陣によるオムニ
バス講座を開催します。本学選りすぐりの5名の講師陣が、それぞれ
の専門のテーマをわかりやすく解説いたします。

10月1日～11月15日 中央学院大学 中央学院大学 https://www.cgu.ac.jp/activecenter/
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 ④
開館25周年記念企画展「潜水-水中
の科学・技術・仕事-」

水中の仕事や研究機関の技術、科学を紹介します。 10月12日～12月1日 千葉県立現代産業科学館 千葉県立現代産業科学館
【千葉県立博物館HP】
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

047-379-2000

千葉県 市川市 ④
お楽しみワークショップ「真空成形で
『江戸っ子1号』のミニガラスカバーを
つくろう！」

「江戸っ子1号」のガラスカバーを「真空成形」という技法で作ったバ
キュームモールド工業株式会社が、映像などを交えながら実際に機
械を使って真空成形を紹介してくれます。ミニガラスカバーのワ-ク

10月20日 千葉県立現代産業科学館 千葉県立現代産業科学館
【千葉県立博物館HP】
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

047－379-2007

千葉県 市川市 ④
トークイベント「海の案内人 ダイビン
グインストラクターの仕事」

経験豊富なダイビングインストラクターに、潜って感じる水圧、海の中
で出会う魚や潜水の魅力について子ども向けにお話しいただきます。

10月22日 千葉県立現代産業科学館 千葉県立現代産業科学館
【千葉県立博物館HP】
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

047－379-2007

千葉県 市川市 ④
トークイベント「市川市ではたらく海
の工事人　潜水士の仕事」

橋の土台をつくったり、船の底を修理したり、水中の作業で私たちの
生活を支えている潜水士の仕事について、子ども向けにお話しいた

10月26日 千葉県立現代産業科学館 千葉県立現代産業科学館
【千葉県立博物館HP】
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

047－379-2007

千葉県 市川市 ④
お楽しみワークショップ「グループで
学ぶプログラミング－海編－」

色ブロックを使って海の冒険をします。グループで協力してかわいい
ロボットを目的地まで動かします。

11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
【千葉県立博物館HP】
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

047－379-2007

千葉県 市川市 ④
科学館わくわく教室「光る化石のレプ
リカをつくろう」

暗くすると光る、化石のレプリカをつくります。 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
【千葉県立博物館HP】
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

047－379-2005

千葉県 市川市 ④
企画展技術者体験ワークショップ「手
作り水中ロボットROVをあやつろ
う！」

ROVは遠隔操作型の無人潜水機で、水中の様子を撮影したり、水中
の調査に使われます。手作り水中ロボットの形や浮力をグループごと
に考えて作り、実際に動かします。

11月4日 千葉県立現代産業科学館 千葉県立現代産業科学館
【千葉県立博物館HP】
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

047－379-2005
事前電話申込（10月16日
9：00から受付開始

千葉県 市川市 ④
これでわかった！未来の技術2019
実験・工作教室「親子で化学実

人工イクラ、スライム、ケミカルライトをつくります。 11月9日 千葉県立現代産業科学館 千葉県立現代産業科学館
【千葉県立博物館HP】
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

047－379-2007

千葉県 市川市 ④
お楽しみワークショップ「水のマジック
浮沈子づくり」

ペットボトルの中に浮いている魚を自分で動かすことができる不思議
な「浮沈子」(ふちんし)をつくります。

11月10日 千葉県立現代産業科学館 千葉県立現代産業科学館
【千葉県立博物館HP】
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

047－379-2007

千葉県 市川市 ④
これでわかった！未来の技術2019
実験・工作教室「タンパク質の多い
食べ物を探そう」

タンパク質について学び、どんな食べ物にタンパク質が多く含まれる
か実験結果を予想してもらいます。

11月17日 千葉県立現代産業科学館 千葉県立現代産業科学館
【千葉県立博物館HP】
http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/

047－379-2007

千葉県 市川市 ①③
和洋女子大学文化資料館　企画展
「和洋学園のたからもの－卒業生か
らのメッセージ－」

「和洋学園のたからもの」をテーマに、卒業生が作成した作品や和洋
学園の教育に関する資料を公開します。

10月7日～11月3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/facilities_campu
s/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
令和元年度いちかわ市民アカデミー
講座

「子ども達はいま～上條は見た！子ども達を取り巻く現状～」のテー
マで上條理恵氏が講義を行う。

10月26日 和洋女子大学 市川市教育委員会
http://www.city.ichikawa.lg.jp/edu09/15
11000001.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 2019年度市川市健康都市推進講座
「健康で心豊かな生き方とは：私たちにできること」のテーマで岸田宏
司学長が講義を行う

10月26日 和洋女子大学 市川市
http://www.city.ichikawa.lg.jp/pub01/11
11000110.html

市川市保健部保健医療課
047-712-8641

千葉県 市川市 ③ 和洋女子大学第61回里見祭
第61回のテーマは「空～翔け　Next Stageへ～」。学生による展示・発
表・模擬店の他、プロアーティストによるコンサート、著名人によるトー
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

11月2日～3日 和洋女子大学 和洋女子大学
https://www.wayo.ac.jp/campus_life/fes
tival/tabid/539/Default.aspx

和洋女子大学学生課
047-371-1123

千葉県 市川市 ①② 「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2日～3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 和洋女子大学公開講座2019
「こころの健康～身近なストレスとうまくつきあうために～」のテーマで
寺岡征太郎准教授が講義を行う。

11月9日 和洋女子大学 和洋女子大学 無料
https://www.wayo.ac.jp/academics/lifelo
ng_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 和洋女子大学公開講座2019
「なぜ乳幼児期に遊びが必要か」のテーマで田島大輔助教が講義を
行う。

11月9日 和洋女子大学　九段フォーラム 和洋女子大学 無料
https://www.wayo.ac.jp/academics/lifelo
ng_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 和洋女子大学公開講座2019
「紫式部の挑戦～『紫式部日記』の謎を読み解く～」をテーマに吉井
美祢子教授が講義を行う。

11月16日 和洋女子大学 和洋女子大学 無料
https://www.wayo.ac.jp/academics/lifelo
ng_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
令和元年度いちかわ市民アカデミー
講座

「こころのしくみと健康」をテーマに西村香氏が講義を行う。 11月16日 和洋女子大学 市川市教育委員会
http://www.city.ichikawa.lg.jp/edu09/15
11000001.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 ①② 第17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教育の
育成に資するために競書大会を開催いたします。

11月16日～17日 和洋女子大学 和洋女子大学
和洋女子大学競書大会事務局
047-371-1376

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！！」

ソフトテニスを楽しみながら、技能の基本を身に就けるものです。地域
ぐるみで次世代育成！を念頭に、ご家族を含めた大人と一緒に楽し
むプログラムです。

11月11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/open/index.
html

教養部事務部教養教務・支援係
047-300-7106
Mail:k.kyoumu.adm@tmd.ac.jp

千葉県 市原市 ②③ 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20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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/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27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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/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 市原市文化祭民舞大会 新舞踊や歌謡舞踊などを披露する。 10月27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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/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27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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/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。

10月27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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/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 市原市文化祭凧展・凧作り教室 伝統的な和凧の展示と作成を行う。 11月2日、3日 上総更級公園 市原市文化祭実行委員会
http://www.city.ichihara.chiba.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/index.html

市原市教育委員会ふるさと文化課
0436-23-9853

第61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61回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 市原市 ③ 市原市文化祭俳句大会 席題句会、事前投句の部を行う。 11月3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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/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9日～11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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/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9日、10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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/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 市原市文化祭茶会 茶の作法の指導などを行う。 11月10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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/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10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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/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。 11月10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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/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10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.jp/bunka/
bunkabunkazaitop/47kai/index.html

市原市教育委員会ふるさと文化課
0436-23-9853

千葉県 浦安市 ①
2019年度明海大学
浦安キャンパス公開講座

明海大学では地域社会との交流を目的として、公開講座を開設して
います。今年度は、「健康長寿のためのカラダづくりと健口づくり」を
テーマとして、RIZAPトレーナーによるウェルネスセミナーなどを行い

10月27日
明海大学浦安ｷｬﾝﾊﾟｽ
2206大講義室

明海大学 無料
明海大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.meikai.ac.jp/

明海大学
浦安ｷｬﾝﾊﾟｽ事務部庶務課
047-350-4990

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。

11月6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

有料

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

10月26日、27日
大網白里市中央公民館
保健文化センター

大網白里市産業文化祭実行
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 大多喜町 ①③ 第３５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 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25日～26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
http://www.kashiwa.u-
tokyo.ac.jp/openhouse/index.html

東京大学柏地区共通事務セン
ター
総務チーム

千葉県 柏市 ① おはなし夢空間
図書ボランティアが、絵本の読み聞かせや紙芝居、エプロンシア
ター、劇などを行います。

10月19日
11月16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.lg.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 ①③ 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19・20日
11月16・17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.lg.jp/
さわやかちば県民プラザ
管理広報課
（04-7140-8614）

千葉県 柏市 ①③ 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24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.lg.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 ものづくりワークショップ
アゴラスペースにて、５つのものづくりワークショップを出店します。自
分の好きなものづくりを体験することができます。

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 https://ww.skplaza.pref.chiba.lg.jp/
さわやかちば県民プラザ
管理広報課
（04-7140-8614）

材料費がかかります

千葉県 柏市 ③ ちばのお宝再発見
千葉県内の博物館と連携し、関宿城博物館の貯蔵品や無形民俗文
化財の「お浜降り」のパネルを展示します。

10月26日～11月17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.lg.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29日
11月12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.lg.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 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、不用
になったおもちゃの回収も行っています。

11月2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.lg.jp/
さわやかちば県民プラザ
管理広報課
（04-7140-8614）

部品は実費です

千葉県 柏市 ① 子どもわくわくランちば
「食」をテーマにした楽しい活動プログラムやみんなでつくる昼食会、
自由参加のわくわくタイムなど、とっておきの体験ができます。

11月2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.lg.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 ①③ ちばっ子学び塾
受講したい講座を自分で選ぶことができます（後期は５講座）。講座ご
とにポイントが取得でき、一定以上のポイントを取得した塾生には特
別賞をおくります。

11月4･23･24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.lg.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 ①④ パソコン講座 デジタルカメラとスマートフォンで写真撮影を楽しむ講座です。 11月9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.lg.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 ①④ 子ども科学教室
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10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.lg.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 晩秋のコンサート
さわやかちば県民プラザ主催事業「音楽ワークショップ」の受講生約２
００名で構成された柏の葉吹奏楽団による秋の定期演奏会です。

11月17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.lg.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 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10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
①②
③④

展示「家族とくらしの今昔～古文書と
歴史人口ビッグデータから迫る～」

①家族とくらしの今昔～古文書と歴史人口ビッグデータから迫る～②
麗澤と柏の貴重書をひもとく③古文書から歴史人口ビッグデータまで
④文書から読み解く柏のくらし⑤間引きをめぐる徳川の出産と子育て:
絵馬~歴史人口ビッグデータまで⑥馬のいるくらし:小金牧から麗澤の

9月20日～1月31日 麗澤大学図書館1F 展示ブース 麗澤大学図書館 無料 https://library.reitaku-u.ac.jp/library/
麗澤大学図書館
04-7173-3683

千葉県 柏市
①②
③④

講演会①「古文書から読み解く柏の
くらし」② 「寿命40年時代の家族と人
口:歴史人口ビッグデータは語る」

概要は上記に準ずる
講師: ①立正大学教授・麗澤大学ROCK講師・髙橋美由紀
②麗澤大学教授・黒須里美

11月8日 麗澤大学図書館3F AVホール 麗澤大学図書館 無料 https://library.reitaku-u.ac.jp/library/
麗澤大学図書館
04-7173-3683

千葉県 柏市
①②
③④

ビブリオバトルin麗澤大学 柏市3大学ビブリオバトルに出場する本学学生を選出します。 10月18日 麗澤大学図書館1Fラウンジ 麗澤大学図書館 無料 https://library.reitaku-u.ac.jp/library/
麗澤大学図書館
04-7173-3683

千葉県 柏市
①②
③④

ビブリオバトルin柏本戦
柏市3大学から選出された学生が発表し、参加した市民が投票、チャ
ンプ本を決定します。チャンプ本獲得者は12月23日に開催される全
国大会に出場します。

11月上旬～中旬 柏市立図書館 柏市立図書館 無料 https://tosho.city.kashiwa.lg.jp/index.asp
柏市立図書館
04-7164-5346

千葉県 柏市
①②
③④

柏市内4大学図書館見学バスツアー
柏市内4大学（開智国際大学・東京大学・二松學舍大学・麗澤大学）
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開催しま

11月上旬～中旬
柏市内4大学図書館および柏市立
図書館

柏市立図書館 無料 https://tosho.city.kashiwa.lg.jp/index.asp
柏市立図書館
04-7164-5346

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61回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 柏市 ①②③ 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 香取市 ① 黒部川クリーン作戦 黒部川をみんなできれいにしましょう！ 11月16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
（0478-82-1343）

千葉県 香取市 ①③ プラネタリウム一般公開 今日の星空と、惑星や流星群を解説します。 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

無料 http://suigou-omigawa.com/
千葉県立水郷小見川
少年自然の家
（0478-82-1344）

千葉県 香取市 ③ 令和元年度県民芸術劇場公演
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16日 佐原町並交流館 千葉県・佐原商工会議所 http://www.sawara-cci.or.jp/ 佐原商工会議所

千葉県 鎌ケ谷市 ①③ 第45回記念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5日～11月10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 ①③
「新発見！鎌ケ谷のたからもの－文
化財に親しもう－」

2018年度に郷土資料館が調査・整理した歴史・民俗資料と、発掘調
査した埋蔵文化財を展示します。

10月26日～2月22日 鎌ケ谷市郷土資料館　展示室 鎌ケ谷市郷土資料館 無料
鎌ケ谷市郷土資料館
（047-445-1030）

千葉県 鎌ケ谷市 ②
鎌ケ谷市特別支援学級小中合同学
芸発表会

市内の特別支援学級の児童生徒が集まり、劇や合唱、ダンスなどを
発表し合います。

11月2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 第49回鴨川市文化祭 絵画、写真、刀剣の3部門の作品を展示します。 11月2日～4日 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 ③ 第46回鴨川市民音楽祭
鴨川市で音楽活動を行っている個人や団体が日頃の活動、練習の
成果を発表します。

11月3日 鴨川グランドホテル
鴨川市、鴨川市教育委員会、
一般社団法人鴨川青年会議
所

無料
鴨川市
生涯学習課文化振興室
04-7093-3800

千葉県 鴨川市 ③ 第49回鴨川市文化祭
書道、華道、手工芸、短歌、俳句、郷土史、茶道、植物園芸の8部門
の作品を展示します。

11月10日～12日 鴨川青年の家 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 ①②③ 第３１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10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 ①②③ 第７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10～１3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 君津市 ①
森っこレンジャー③「火おこしに挑
戦！」

火のつけ方から育て方、消し方まで自分たちで火をおこし、失敗から
成功の秘訣を学び、サバイバルスキルを身につけます。また自分達
でおこした火でアウトドアクッキングを行い、グループ内コミュニケー
ションを促進します。

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/event.cgi?id=
76

千葉県立君津亀山
少年自然の家
（0439-39-2628）

小学1年～6年
保護者も可。1,500円

千葉県 君津市 ① 君津市公民館文化祭
君津市内に所在する公民館で、地域に関する展示や発表会等を行
う。

10月中旬～11月中旬 君津市内８公民館 公民館 http://www.city.kimitsu.lg.jp/
君津市生涯学習文化課
0439-56-1418

詳細は広報きみつもしく
はHPで確認願います。

千葉県 君津市 ③
久留里城址資料館企画展プレ展示
｢長板中形　―松原伸生の伝統と展
開―(仮)」

久留里城址資料館で実施する企画展のプレ展示を行う。 10/19・20 君津市立中央図書館 生涯学習文化課 無料 http://www.city.kimitsu.lg.jp/
君津市生涯学習文化課
0439-56-1422

詳細は広報きみつもしく
はHPで確認願います。

千葉県 君津市 ③
久留里城址資料館企画展プレ展示
｢長板中形　―松原伸生の伝統と展
開―(仮)」関連講演会

久留里城址資料館で実施する企画展のプレ展示に伴う関連講座を
行う。

10月19日 君津市立中央図書館 生涯学習文化課 無料 http://www.city.kimitsu.lg.jp/
君津市生涯学習文化課
0439-56-1422

詳細は広報きみつもしく
はHPで確認願います。

千葉県 君津市 ③
令和元年度企画展｢長板中形　―松
原伸生の伝統と展開―(仮)」

平成28年度に千葉県指定無形文化財「長板中形」の保持者として認
定された松原伸生氏の技術とその作品の魅力ならびに長板中形を広
く紹介する。

10/26～11/24 久留里城址資料館 久留里城址資料館 無料
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/54
/

君津市立久留里城址資料館
(0439-27-3478)

期間中展示替えあり(前
期:10月26日～11月10日
後期:11月12日～11月24
日)
期間中休館日:月曜日(11
月4日は開館)、11月5日

千葉県 君津市 ③
令和元年度企画展｢長板中形　―松
原伸生の伝統と展開―(仮)」関連講
演会

平成28年度に千葉県指定無形文化財「長板中形」の保持者として認
定された松原伸生氏の技術とその作品の魅力ならびに長板中形を広
く紹介する企画展に伴う関連講座を行う。

11月2日 久留里城址資料館 久留里城址資料館 無料
https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/54
/

君津市立
久留里城址資料館
(0439-27-3478)

要事前申込
詳細は広報きみつ等でご
確認ください

千葉県 栄町 ①②③ 企画展「龍角寺古墳群とその時代」
龍角寺古墳群が築かれた7世紀頃、国内最大級の方墳を築いた「印
波（いんば）」の豪族の運命を近年の考古学・歴史学の成果から考え

10月12日～12月8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 http://www2.chiba-muse.or.jp/MURA/
千葉県立房総のむら
0476-95-3333

千葉県 栄町 ①②③ 写生コンクール作品展
千葉県立房総のむら、龍角寺・北印旛沼の2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

10月19日～12月1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 ①②③ ふるさとまつり

伝統技能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する。また、房総のむら友の会、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し、
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 ② 日本歴史研究専攻大学院説明会
入試の説明と大学院についてや、研究施設・院生研究室・所蔵資料
の見学の他に各分野の教員・在学生との懇談を実施します。

10月20日
国立歴史民俗博物館
大会議室　他

総合研究大学院大学
文化科学研究科
日本歴史研究専攻

無料

【国立歴史民俗博物館公式HP】
http://www.rekihaku.ac.jp/education_res
earch/education/graduate_school/souke
ndai/admission/briefing.html

国立歴史民俗博物館
研究協力課研究教育係
043-486-4361

左記のURLは近日更新予
定

千葉県 佐倉市 ①③④
歴博映像フォーラム14「からむしのこ
え－福島県昭和村のものづくり－」

福島県昭和村では、近世中期からイラクサ科の「からむし」の栽培が
確認されており、越後上布や小千谷縮の原料にもなっています。歴博
研究映像「からむしのこえ」を上映し、これからのものづくりについて

10月19日 国立歴史民俗博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館

無料
【国立歴史民俗博物館公式HP】
https://www.rekihaku.ac.jp/events/foru
m/index.html

国立歴史民俗博物館
ハローダイヤル
03-5777-8600

要事前申込

千葉県 佐倉市 ③④
第247回くらしの植物苑観察会「身近
な植物の形態学」

くらしの植物苑にて観察会を実施しています。 10月26日
国立歴史民俗博物館　くらしの植
物苑

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館

【国立歴史民俗博物館公式HP】
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/p
lant/observation/index.html

国立歴史民俗博物館
ハローダイヤル
03-5777-8600

申込不要、要入苑料、個
人100円、高校生以下は
無料

千葉県 佐倉市 ③④
企画展示「ハワイ：日本人移民の150
年と憧れの島のなりたち」

日本からハワイに移住した人々の歴史を、ハワイの近現代史、およ
び日本・ハワイ交流史と併せて展示し、社会的・政治的な変化ととも
に、そこに日本人移民とその子孫たちがどのように位置付いたのかを
たどります。

10月29日～12月26日 国立歴史民俗博物館

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館、国立
国語研究所

【国立歴史民俗博物館公式HP】
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/p
roject/index.html

国立歴史民俗博物館
ハローダイヤル
03-5777-8600

要入館料、総合展示も観
覧可
一般個人1,000円
大学生500円
高校生以下は無料

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61回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 佐倉市 ③④
くらしの植物苑特別企画「伝統の古
典菊」

各地方で独特な特徴を持った古典菊を約120品種と歴博で実生栽培
したオリジナルの嵯峨菊、肥後菊など約50品種を展示いたします。今
年度は「江戸の和本にみる菊」をテーマとし、パネルで紹介します。

10月29日～11月24日
国立歴史民俗博物館　くらしの植
物苑

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館

【国立歴史民俗博物館公式HP】
https://www.rekihaku.ac.jp/index.html

国立歴史民俗博物館
ハローダイヤル
03-5777-8600

一般・大学生個人100円
団体50円　高校生以下は
無料

千葉県 佐倉市 ③④
第112回歴博フォーラム「中世益田の
世界」

本フォーラムは、３年間にわたる調査研究で明らかにされた中世の高
津川・益田川下流域社会の様相を、現地で暮らす市民にわかりやすく
示し、市民が実感できる歴史像として提供することを目指します。

11月2日
島根県芸術文化センター「グラント
ワ」小ホール

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館

無料
【国立歴史民俗博物館公式HP】
https://www.rekihaku.ac.jp/index.html

国立歴史民俗博物館
ハローダイヤル
03-5777-8600

申込不要

千葉県 佐倉市 ①③④
第420回歴博講演会「ハワイから見
直す近現代：移民・戦争・民主主義」

開催中の企画展示「ハワイ：日本人移民の150年と憧れの島のなりた
ち」に伴う講演です。

11月9日 国立歴史民俗博物館
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館

無料
【国立歴史民俗博物館公式HP】
https://www.rekihaku.ac.jp/index.html

国立歴史民俗博物館
ハローダイヤル
03-5777-8600

申込不要

千葉県 佐倉市 ③④
第248回くらしの植物苑観察会「江戸
の和本にみる菊」

くらしの植物苑にて観察会を実施しています。 11月23日
国立歴史民俗博物館　くらしの植
物苑

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館

【国立歴史民俗博物館公式HP】
https://www.rekihaku.ac.jp/index.html

国立歴史民俗博物館
ハローダイヤル
03-5777-8600

申込不要　要入苑料　個
人100円　団体50円　高校
生以下は無料

千葉県 佐倉市 ①②④ 公開講座＜腎と健康＞ 腎臓内科　大橋　靖　准教授等による講演（予定）。 10月5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/2019/20191005.html

総務課、TEL 043-462-8811

千葉県 佐倉市 ①④ おうちで科学
小学生向けに、科学実験と調理実習の融合した実験教室を開催す
る。

11月17日
イオンタウンユーカリが丘
イオンタウンホール

和洋女子大学 和洋女子大学地域連携センター

千葉県 山武市 ① 山武市生涯学習振興大会

豊かな地域社会の形成に果たす社会教育の役割はますます重要に
なってきています。この重要性を認識し、広く社会教育委員並びに社
会教育関係者が集い、生涯学習の視点に立って望ましい社会教育の
方向を探求し、山武市の社会教育の振興を図ります。

10月31日 山武市成東文化会館 山武市教育委員会 無料
山武市教育委員会
生涯学習課
0475-80-1451

千葉県 山武市 ③ 山武市芸術文化祭

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。令和元年度は、芸能発表会を11/3・10日に2会場で開催し、作品
展示会を11/1～8日の期間に3会場で開催します。

11/1～8
・山武市成東文化会館
・山武市さんぶの森中央会館
・農村環境改善センター

山武市芸術文化協会 無料
山武市成東中央公民館
0475-82-3641

千葉県 山武市 ③ 図書館秋の本まつり
ご家庭で不要になった本をお持ちいただいたり、図書館で本を借りる
と、チケットを配布します。チケットの枚数分、図書館で不要になった
本を差し上げます。

10月20日・22日 山武市成東文化会館 山武市成東図書館 無料 https:lib.city.sammu.lg.jp/index.html
山武市成東図書館
0475-80-2299

千葉県 酒々井町 ①
令和元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26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19回オータムコンサート
町内各小中学校及び高等学校が合同でコンサートを実施。音楽を通
して子どもと一般聴衆との交流を図り、お互いの演奏技術や鑑賞態
度の向上を目指す。

10月26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 酒々井町 ③ 第54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27日～11月4日
プリミエール酒々井・
酒々井町中央公民館

第54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7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10日 酒々井町中央公民館
コミュニティ・フォーラム実行
委員会

無料
酒々井町役場住民協働課
043-496-1171

千葉県 酒々井町 ④ 墨古沢遺跡国史跡指定記念講演会
墨古沢遺跡が国史跡の指定を受け、これまでの調査成果や今後の
展望についての記念講演会を開催。

11月16日 酒々井町中央公民館 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 芝山町 ① 博物館無料開放 芝山町立芝山古墳・はにわ博物館を入館料無料とする。 11月3日
芝山町立芝山古墳・はにわ博物
館

芝山町立芝山古墳・はにわ博
物館

無料 www.haniwakan.com 0479－77－1828

千葉県 芝山町 ①③ 芝山町文化祭
折り紙、和裁、洋裁、手芸、短歌、俳句、手まり
園児・児童・生徒による作品等を展示する。

11月3日～11月10日 芝山町中央公民館 芝山町文化協会 無料 0479－77－0066

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13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 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16、17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６７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２７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16、17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

千葉県 匝瑳市 ①③ 第５３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27日のみ）

10月26日10月27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

千葉県 千葉市 ③
特別展「絵のみち・祈りのこころ－日
本画家 後藤純男の世界－」

大自然の荘厳な美しさを生涯追い続けた日本画家、後藤純男は、千
葉県野田市に生まれ、院展を中心に活躍しました。本展では、北海
道空知郡上富良野町にある後藤純男美術館の協力を得て、初期か
ら晩年までの画業を一堂に紹介します。

11月2日～1月19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 無料開館日 文化の日にちなみ、入館料を無料とします。 11月3日 千葉県立美術館 千葉県立美術館 無料 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 ①
仮称）生活困窮者の自立支援と司法
～法テラス劇場 2019 in 千葉～

法律問題及び生活困窮者支援制度における自立相談支援事業をス
トーリーに盛り込んだ一般市民に分かりやすい演劇を行います。併せ
て、基調講演、実践報告、パネルディスカッションを行い、法教育及び
生活困窮者自立支援制度を一般市民に広く周知します。

11月21日
千葉市文化センターアートホール
（千葉市中央区中央2-5-1）

日本司法支援センター千葉
地方事務所/千葉市

無料
千葉市役所
保健福祉局保護課
043-245-5188

※行事名は変更になる可
能性があります。

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20日　クモはおもしろいぞ！
　11月3日　タネの旅立ち　　11月17日　落ち葉で遊ぼう

10月20日
11月3日
11月17日

大草谷津田いきものの里 千葉市 無料
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyo
hozen/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。動き
やすいかっこうで、虫よ
け・帽子・長靴は参加者

千葉県 千葉市 ④
谷津田の自然体験教室　谷津田の
鳥の魅力

谷津田の保全活動に協力するボランティアを増やす一環として、自然
体験教室を実施しています。

11月10日 大草谷津田いきものの里 千葉市 無料
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyo
hozen/hozen/shizen/31yatsudanosizent
aiken.html

環境局環境保全部
環境保全課
043-245-5195

実施時間は9:00～11:00
長袖長ズボン長靴は参加
者が準備

千葉県 千葉市
①②
③④

第２４回エコメッセ2019inちば

環境について楽しみながら考え、体験でき、子どもから大人まで様々
な人々が出会う「環境への気づきの場」を基本コンセプトとしており、
持続可能な社会の実現を目指し、市民・企業・行政・大学が実行委員
会を組織し、良好なパートナーシップのもと環境啓発イベントとして、
1996年から毎年開催しています。

10月20日 幕張メッセ エコメッセちば実行委員会 無料 https://www.ecomesse.com/

千葉県環境財団　業務部
環境活動支援課気付
TEL：080-5374-0019
FAX：043-247-4152
info@ecomesse.com

千葉県 千葉市 ③ 生浜公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月19日～10月20日 生浜公民館 生浜公民館クラブ連絡会 無料
生浜公民館
043-263-0268

千葉県 千葉市 ③ 葛城公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月2日～11月3日 葛城公民館 葛城公民館クラブ連絡会 無料
葛城公民館
043-222-8554

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61回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 千葉市 ③ 川戸公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月19日～10月20日 川戸公民館 川戸公民館クラブ連絡会 無料
川戸公民館
043-265-9256

千葉県 千葉市 ③ 新宿公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月2日～11月3日 新宿公民館 新宿公民館クラブ連絡会 無料
新宿公民館
043-243-4343

千葉県 千葉市 ③ 末広公民館まつり
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月5日～10月6日 末広公民館 末広公民館利用団体連絡会 無料
末広公民館
043-264-1842

千葉県 千葉市 ③ 椿森公民館文化発表会
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月17日 椿森公民館 椿森公民館クラブ連絡会 無料
椿森公民館
043-254-0085

千葉県 千葉市 ③ 星久喜公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月9日～11月10日 星久喜公民館 星久喜公民館クラブ連絡会 無料
星久喜公民館
043-266-4392

千葉県 千葉市 ③ 松ケ丘公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月26日～10月27日 松ケ丘公民館 松ケ丘公民館クラブ連絡会 無料
松ケ丘公民館
043-261-5990

千葉県 千葉市 ③ 宮崎公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月9日～11月10日 宮崎公民館 宮崎公民館クラブ連絡協議会 無料
宮崎公民館
043-263-5934

千葉県 千葉市 ③ 朝日ケ丘公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月9日～11月10日 朝日ケ丘公民館
朝日ケ丘公民館クラブ連絡協
議会

無料
朝日ケ丘公民館
043-272-4961

千葉県 千葉市 ③ けみがわ文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月26日～10月27日 検見川公民館
検見川公民館サークル連絡
協議会

無料
検見川公民館
043-271-8220

千葉県 千葉市 ③ こてはし台公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月26日～10月27日 こてはし台公民館
こてはし台公民館文化祭実行
委員会

無料
こてはし台公民館
043-250-7977

千葉県 千葉市 ③ 長作公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月20日 長作公民館 長作公民館クラブ連絡協議会 無料
長作公民館
043-258-1919

千葉県 千葉市 ③ はなぞの文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月26日～10月27日 花園公民館 花園公民館クラブ連絡協議会 無料
花園公民館
043-273-8842

千葉県 千葉市 ③ 犢橋公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月19日～10月20日 犢橋公民館
犢橋公民館文化祭実行委員
会

無料
犢橋公民館
043-259-2958

千葉県 千葉市 ③ 花見川公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月12日～10月13日 花見川公民館
花見川公民館クラブ等連絡協
議会

無料
花見川公民館
043-257-2756

千葉県 千葉市 ③ 幕張地区文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月19日～10月20日 幕張公民館 幕張地区文化祭実行委員会 無料
幕張公民館
043-273-7522

千葉県 千葉市 ③ 稲毛公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月6日 稲毛公民館 稲毛公民館クラブ連絡協議会 無料
稲毛公民館
043-243-7425

千葉県 千葉市 ③ 黒砂公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月19日～10月20日 黒砂公民館 黒砂公民館クラブ等連絡会 無料
黒砂公民館
043-241-2811

千葉県 千葉市 ③ 山王公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月2日～11月3日 山王公民館 山王公民館利用団体連絡会 無料
山王公民館
043-421-1121

千葉県 千葉市 ③ 千草台中学校地区文化祭
11月16日（土）は千草台公民館で、利用団体の方々や近隣の小中学
校の作品展示を行い、17日（日）は利用団体の発表を近隣中学校で

11月16日～11月17日
千草台公民館
千草台中学校体育館

千草台中学校地区
コミュニティーづくり懇談会

無料
千草台公民館
043-255-3032

千葉県 千葉市 ③ 都賀公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月26日～10月27日 都賀公民館 都賀公民館クラブ連絡協議会 無料
都賀公民館
043-251-7670

千葉県 千葉市 ③ 轟公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月26日～10月27日 轟公民館 轟公民館クラブ連絡協議会 無料
轟公民館
043-251-7998

千葉県 千葉市 ③ 緑が丘公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月26日～10月27日 緑が丘公民館
緑が丘公民館クラブ
連絡協議会

無料
緑が丘公民館
043-259-2870

千葉県 千葉市 ③ 大宮公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月9日～11月10日 大宮公民館 大宮公民館クラブ連絡協議会 無料
大宮公民館
043-265-2284

千葉県 千葉市 ③ 加曽利公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月26日～10月27日 加曽利公民館
加曽利公民館クラブ・サーク
ル連絡協議会

無料
加曽利公民館
043-232-5182

千葉県 千葉市 ③ 桜木公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月16日 桜木公民館
桜木公民館クラブ・サークル
連絡協議会

無料
桜木公民館
043-234-1171

千葉県 千葉市 ③ 更科公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月3日 更科公民館
更科公民館文化祭実行委員
会

無料
更科公民館
043-239-0507

千葉県 千葉市 ③ 白井公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月9日～11月10日 白井公民館 白井公民館クラブ連絡協議会 無料
白井公民館
043-228-0503

千葉県 千葉市 ③ 千城台公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月26日～10月27日 千城台公民館
千城台公民館グループ連絡
協議会

無料
千城台公民館
043-237-1400

千葉県 千葉市 ③ みつわ台公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月26日～10月27日 みつわ台公民館
みつわ台公民館クラブ連絡協
議会

無料
みつわ台公民館
043-254-8458

千葉県 千葉市 ③ 若松公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月19日～10月20日 若松公民館
若松公民館クラブ等連絡協議
会

無料
若松公民館
043-231-7991

千葉県 千葉市 ③ 越智公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月9日～11月10日 越智公民館 越智公民館クラブ連絡協議会 無料
越智公民館
043-294-6971

千葉県 千葉市 ③ 椎名公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月9日～11月10日 椎名公民館 椎名公民館クラブ連絡協議会 無料
椎名公民館
043-292-0210

千葉県 千葉市 ③ 土気公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月26日～10月27日 土気公民館 土気公民館クラブ連絡協議会 無料
土気公民館
043-294-0049

千葉県 千葉市 ③ 誉田公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月9日～11月10日 誉田公民館 誉田公民館クラブ連絡協議会 無料
誉田公民館
043-291-1512

千葉県 千葉市 ③ 磯辺公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月9日～11月10日 磯辺公民館 磯辺公民館クラブ連絡協議会 無料
磯辺公民館
043-278-0033

千葉県 千葉市 ③ 稲浜フェスティバル
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月20日 稲浜公民館 稲浜公民館クラブ連絡協議会 無料
稲浜公民館
043-247-8555

千葉県 千葉市 ③ コアフェスタ
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月2日～11月3日 打瀬公民館
打瀬公民館サークル連絡協
議会

無料
打瀬公民館
043-296-5100

千葉県 千葉市 ③ 幸町文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月19日～10月20日 幸町公民館 幸町文化祭実行委員会 無料
幸町公民館
043-247-0666

千葉県 千葉市 ③ 高浜地区文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

10月20日 高浜公民館 高浜地区文化祭実行委員会 無料
高浜公民館
043-248-7500

千葉県 千葉市 ③ 幕張西公民館文化祭
クラブ・サークル等連絡会加盟の団体が、演技発表や作品展示等、
日ごろの学習成果の発表を行います。

11月9日～11月10日 幕張西公民館
幕張西公民館サークル連絡
協議会

無料
幕張西公民館
043-272-2733

千葉県 千葉市 ①
生涯学習センター講座「千葉氏を学
ぶ」

本市の都市アイデンティティの「千葉氏」に関する教養を深めるため、
全３回の講座を開催します。

10月24,31日
11月7日

郷土博物館、生涯学習センター
郷土博物館、生涯学習セン
ター

無料
【生涯学習センターHP】http://chiba-
gakushu.jp/event_kouza/index.php?cat=li
fe&id=31-06-08-02

郷土博物館
043-222-8231

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61回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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 中央図書館、生涯学習センター
中央図書館、
生涯学習センター

無料
【図書館HP（10月1日～イベント情報掲
載）】
http://www.library.city.chiba.jp/

中央図書館
043-287-3980

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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26日 みやこ図書館 みやこ図書館 無料
みやこ図書館
043-233-8333

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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12日 みやこ図書館白旗分館 みやこ図書館白旗分館 無料
みやこ図書館白旗分館
043-264-8566

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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26日 花見川図書館 花見川図書館 無料
花見川図書館
043-250-2851

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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19日 花見川図書館花見川団地分館
花見川図書館花見川団地分
館

無料
花見川図書館
花見川団地分館
043-250-5111

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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2日 みずほハスの花図書館 みずほハスの花図書館 無料
みずほハスの花図書館
043-275-6330

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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26日 稲毛図書館 稲毛図書館 無料
稲毛図書館
043-254-1845

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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19日 若葉図書館 若葉図書館 無料
若葉図書館
043-237-9361

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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9日 若葉図書館西都賀分館 若葉図書館西都賀分館 無料
若葉図書館西都賀分館
043-254-8681

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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19日 若葉図書館泉分館 若葉図書館泉分館 無料
若葉図書館泉分館
043-228-2982

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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2日 緑図書館 緑図書館 無料
緑図書館
043-293-5080

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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16日 緑図書館あすみが丘分館 緑図書館あすみが丘分館 無料
緑図書館あすみが丘分館
043-295-0200

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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16日 美浜図書館 美浜図書館 無料
美浜図書館
043-277-3003

千葉県 千葉市 ①
令和元年度
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24日.26日 美浜図書館打瀬分館 美浜図書館         打瀬分館 無料
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
「川端康成・太宰治と千葉県」

市民を対象に、郷土に因んだ文学をテーマに講座を開催する。 11月9日 稲毛図書館 稲毛図書館 無料
【図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp/

稲毛図書館
 043-254-1845

千葉県 千葉市 ①
図書館市民講座
「市内の墨書土器」

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16日 緑図書館 緑図書館 無料
【図書館HP】
http://www.library.city.chiba.jp/

緑図書館
043-293-5080

千葉県 千葉市 ①④
千葉市科学フェスタ2019メインイベン
ト

市民が、日常生活の中で科学・技術を身近に感じることができる、総
合的な科学の祭典です。

10月12日～13日 きぼーる 科学フェスタ2019実行委員会 無料
【科学フェスタHP】
http://www.chibashi-science-
festa.com/

科学フェスタ実行委員会
（科学館内）
043-308-0519

千葉県 千葉市 ③

ワンコインコンサートVol.67
シタール＝サワン・ジョシ×ピアノ＝
野﨑洋一　～ネパール古典からポ
ピュラー音楽まで白熱のライブ～

なかなかライブで聞くチャンスが少ない楽器シタールの演奏です。独
特な音色を出すシタールで、皆様おなじみの曲を演奏、エスニックな
ひと時をお届けします。

10月26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/CulturePF/lecture/lecture_view_de
tail.php?REG_ID=341

公益財団法人
千葉市文化振興財団
043-221-2411
（平日9:00～17:00）

500円（小学生以下100
円）
※全席自由・消費税込
※乳幼児の膝上鑑賞は
無料。ただし、席が必要な

千葉県 千葉市 ③ 海援隊　トーク＆ライブ2019
近年では舞台でも活躍する「海援隊」の恒例のトーク＆ライブです。
是非、ご鑑賞ください。

10月26日 千葉市民会館大ホール
公益財団法人
千葉市文化振興財団

http://www.f-
cp.jp/CulturePF/lecture/lecture_view_de
tail.php?REG_ID=336

千葉市民会館
043-224-2431

一般5,500円（財団会員前
売のみ4,950円）
小中学生　1,000円
※全席指定・消費税込
※就学前児入場不可

千葉県 千葉市 ③
語り継ぎたい日本の歌　No.23
～秋　麗　あきうらら～

北原白秋が生涯愛した故郷柳川の情景とその方言がちりばめられた
歌曲集＜ＡＩＹＡＮの歌＞をお聴きいただきます。のどかな秋の一日を
季節の歌でお楽しみください。

10月26日 千葉市文化センタースタジオⅠ
公益財団法人
千葉市文化振興財団

http://www.f-
cp.jp/CulturePF/lecture/lecture_view_de
tail.php?REG_ID=291

千葉市文化センター
043-224-8211

3,000円（財団会員前売の
み2,700円）
※全席自由・消費税込
※就学前児入場不可

千葉県 千葉市 ③
千葉市民会館　おひるま寄席　3回
目

千葉市でも寄席のように気軽に落語を楽しみたいという声にお応えし
て、千葉市民会館小ホールで年4回おひるま寄席を開催。本物の寄
席さながらの臨場感でどっぶりと芸にひたれます。

11月21日
千葉市民会館
小ホール

公益財団法人
千葉市文化振興財団

http://www.f-
cp.jp/CulturePF/lecture/lecture_view_de
tail.php?REG_ID=299

千葉市民会館
043-224-2431

2,500円（財団会員2,250
円）
※全席自由・消費税込
※就学前児入場不可

千葉県 千葉市 ③
企画展「目【mé】非常にはっきりと
わらない」

空間を大規模に変容させる表現などで、現実世界の不確かさを人び
との実感に引き寄せる作品を展開し、国内外で大きく注目を集める現
代芸術活動チーム「目」の、美術館における初の大規模個展です。

11月2日～12月28日 千葉市美術館 千葉市美術館
【千葉市美術館】http://www.ccma-
net.jp/

千葉市美術館
043-221-2311

一般1,200円
大学生700円

千葉県 千葉市 ③ 若葉芸能フェスティバル
地域の芸術団体、サークルが日頃の練習の成果を発表する市民参
加イベント

10月19～20日 千葉市若葉文化ホール
ちばアートウインド運営企業
体

無料
https://chiba-aw.jp/news/wakaba-
news/wnews20190709

千葉市若葉文化ﾎｰﾙ
043‐237-1911

8月後半HP更新予定

千葉県 千葉市 ③
美浜マンスリークラシック～11月生ま
れの音楽家たち～

毎月、その月に生まれた偉大な音楽家、芸術家などにスポットを当て
クラシック音楽の魅力を楽しむコンサート

11月20日 千葉市美浜文化ホール
ちばアートウインド運営企業
体

https://chiba-aw.jp/genre-
event/mihama

千葉市美浜文化ﾎｰﾙ
043-270-5619

8月後半HP更新予定

千葉 千葉市 ③
第3回いなげ八景水彩画コンクール
作品展

地域の方々と選定した「いなげ八景」を題材にした水彩画コンクール
の作品展。小中学生部門と一般部門の受賞作品・入選作品を展示す
ることで、絵画表現を通して地域の魅力を伝える。

11月16日～12月1日 千葉市民ギャラリー・いなげ
千葉市民ギャラリー・いなげ
(公益財団法人千葉市教育振
興財団)

無料 https:galleryinage.wordpress.com TEL：043-248-8723

千葉県 千葉市 ②
2019年度　消費者教育ポスター　入
賞作品展

消費者教育の一環で募集するポスター応募作品のうち優秀なものを
展示する。募集対象者は市内小中学生。
あわせて消費者教育に関する掲示を行う。

11月12日～18日
そごう千葉店地階そごうギャラ
リー

千葉市消費生活センター 無料
【千葉市消費生活センターHP】
https://www.city.chiba.jp/shimin/seikats
ubunka/shohi/index.html

千葉市市民局生活文化スポーツ
部消費生活センター

千葉県 千葉市 ①③ ハロウィンクッキング教室
ハロウィンにちなんだクッキングを通じて利用者と地域の子どもと交
流を図ります。

10月27日
千葉市療育センターふれあいの
家

千葉市社会福祉事業団 http://shafuku-chiba.jp/
千葉市療育センター
ふれあいの家
043-216-5130

千葉県 千葉市 ①③ ボッチャ体験交流会
ボッチャを通じてパラリンピック競技を体験し、利用者と地域の方との
交流を図ります。

11月10日
千葉市療育センターふれあいの
家

千葉市社会福祉事業団 http://shafuku-chiba.jp/
千葉市療育センター
ふれあいの家
043-216-5130

千葉県 千葉市
①②
③④

第8回千葉大学ユーラシア言語文化
論講座言語学講演会

令和元年度恩賜賞日本芸術院賞受賞者で、現代詩作家である荒川
洋治氏による「新しい読書の姿」というご講演です。

11月21日
千葉大学西千葉キャンパス文学
部203教室

無料
文学部　菅野憲司
043-290-3754

千葉県
千葉市
稲毛区

②③ 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17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

無料 http://yougo.e.chiba-u.jp/ 043-258-1111

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 千葉市稲毛区 ④
QST放射線医学総合研究所　第31
回公開講座

放射線影響研究の最近の成果と、重粒子線および標的アイソトープ
によるがん治療研究を一般の方向けに分かりやすく説明します。

10月20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 無料

量子科学技術研究開発機構
放射線医学総合研究所
研究企画部 研究推進グループ
043-206-3193
nirsinfo@qst.go.jp

千葉県 千葉市 ①④ 第５7回千葉大祭
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。

10月31日11月1～3日 千葉大学 国立大学法人千葉大学 無料
千葉大学 千葉大祭実行委員会
http://chibafes.com/

学生支援課課外活動支援係
043-290-2162

千葉県 千葉市稲毛区 ①③
大学発！地方創生イベント「ちばナ
ビin千葉大祭２０１９」

授業科目「地方創生の実務実習」により県内地方自治体等に派遣さ
れた学生の成果発表の場であり，また県内自治体等による地域の魅
力発信を行う場としての地方自治体と大学とのコラボ企画です。

11月3日 千葉大学
「ちばナビin千葉大祭2019」実
行委員会

無料
千葉大学
hrrp://www.chiba-u.ac.jp/

千葉大学学務部就職支援課
043-290-2167

物販あり

千葉県 千葉市中央区 ②③ 第53回龍澤祭（学園祭）
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
外の皆さま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

10月26日～27日 淑徳大学千葉キャンパス 龍澤祭実行委員会 無料 https://www.shukutoku.ac.jp/
学生サポートセンター（学生厚生）
043-265-7332

2019.10上旬更新予定

千葉県 千葉市中央区 ①③ いのりの姿―交流する生者と死者―
誰にでも訪れる死について、残された生者は死者にどのように向き
合ってきたのでしょうか。歴史をさかのぼり、現在とは違った各時代の
死生観を葬送儀礼や造形物を通して紹介します。

10月18日～11月30日 淑徳大学千葉キャンパス 淑徳大学アーカイブズ 無料 https://www.shukutoku.ac.jp/
淑徳大学アーカイブズ
043-265-7526

2019.10上旬更新予定

千葉県 千葉市中央区 ①③
吉田久一展―社会事業史研究のあ
ゆみ―

社会事業史・近代仏教史という2つの学問領域において、斯界の第一
人者として現在でも多大な影響を与え続けている吉田久一について
氏の業績や生涯を紹介するために「吉田久一展」を常設展として公開

2019年度常設 淑徳大学千葉キャンパス 淑徳大学アーカイブズ 無料 https://www.shukutoku.ac.jp/
淑徳大学アーカイブズ
043-265-7526

2019.10上旬更新予定

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2～4・10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 ①④ 星空の神秘を探ろう　初級編3

星座、惑星、太陽系について学ぶと共に主要な星の観察を行いま
す。併せて生命の存する地球の貴重さを実感してもらい、地球環境を
大切にすること、宇宙への学問的関心の高揚を期待します。上級編
は学んだ成果を確認するために星空検定試験に挑戦するコースで

10月26,27日 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家 http://www.tougane-youth.jp
千葉県立
東金青年の家
(0475-54-1301)

小学4年～6年
保護者も可。2,000円

千葉県 東金市 ①④ 星空の神秘を探ろう　上級編3 11月9,10日 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家 http://www.tougane-youth.jp
千葉県立
東金青年の家
(0475-54-1301)

小学4年～6年
保護者も可。2,000円

千葉県 東金市 ①② 教員のための体験活動実技研修　2
学校現場で役に立つ野外体験活動実技習得の研修です。学校教育
における体験活動の意義及び安全管理についての理解も深めます。

10月27日 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家 http://www.tougane-youth.jp
千葉県立
東金青年の家
(0475-54-1301)

教員。1000円

千葉県 東金市 ① 親子ふれあいピザ作り4
青年の家の野外を会場として親子でピザ作りとピザ焼き体験を行い
ます。親子の絆を深めると共に参加者家族との交流を図ります。

11月10日 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家 http://www.tougane-youth.jp
千葉県立
東金青年の家
(0475-54-1301)

小学3年～6年と
保護者。1,000円

千葉県 東金市 ①② 東金学寮1かがやき
大網白里市の希望する小学校の児童有志を対象とし4泊5日で実施し
ます。友情心の大切さをテーマとし、協力性・自主性を合宿生活の中
から高まることを期待しています。ものづくり、料理の体験もプログラ

11月11～15日 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家 http://www.tougane-youth.jp
千葉県立
東金青年の家
(0475-54-1301)

小学4年、5年生。
4,300円

千葉県 東金市 ① サツマイモをほろう
親子ふれあいのサツマイモほりからイモの生育等を学びます。イモほ
りの後は、イモを材料とした食事会も行います。

11月13日 千葉県立東金青年の家 千葉県立東金青年の家 http://www.tougane-youth.jp
千葉県立
東金青年の家
(0475-54-1301)

幼児と保護者。500円

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 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 習志野市 ①
日本大学生産工学部　　　公開講座
Ⅰ

「こんなに違うの？医療費や調剤費の仕組みを学んで医療費を節約
しよう！」をテーマに講演を行います。

10月26日 日本大学生産工学部津田沼校舎 日本大学生産工学部 無料 http://www.cit.nihon-u.ac.jp/
日本大学生産工学部庶務課
047-474-2201

千葉県 野田市 ③
企画展「オビシャはつづくよ４００年
～年のはじめの村まつり～」

「オビシャ」は年のはじめのムラの祭りで、特に利根川・江戸川流域の
農村部では、今も盛んに行われています。近年「オビシャ文書」の分
析からこの行事が約400年にわたり続いていることなどが明らかに
なってきました。展示では行事の内容や飾り物などを紹介し、ムラの
成り立ちについても考えていきます。

10月4日～12月１日 千葉県立関宿城博物館 千葉県立関宿城博物館
http://www.chiba-
muse.or.jp/SEKIYADO/

04-7196-1400　学芸課 入館料

千葉県 野田市 ③
歴史講座　講演会「オビシャ、四百年
－祭りのはじまり、村の歴史－」

千葉県をはじめ関東南部に広く分布しているオビシャと呼ばれる村の
祭りは、今から400年以前、徳川家康がまだ生きている頃には、すで
に行われていました。そのことを伝える新発見のオビシャ文書を歴史
民俗学研究者、水谷類氏に紹介いただきながら参加者と共にオビ
シャとは何かについて考えます。

11月3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 入館料

千葉県 野田市 ③
野外講座　歴史散歩「戦国期のオビ
シャ行事と新宿の今昔を訪ねる」

新宿中井御霊神社に御神宝として伝わる戦国期のオビシャ道具「備
射祭分木」を参観し、いにしえより続く新年の村の行事「オビシャ」を
考えます。また、新宿歴史博物館や東京都庁を訪ね、都心の昔と今

10月20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
展示解説会「学芸員によるミュージ
アムトーク」オビシャはつづくよ４００
年～年のはじめの村まつり～

学芸員が開催中の企画展「オビシャはつづくよ400年～年のはじめの
村まつり～」の展示解説を行います。

10月13日・11月2日・11
月23日

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

04-7196-1400　学芸課 入館料

千葉県 野田市 ③
体験教室「関宿城下を歩こう（１日
コース）」

関宿城博物館の周辺にある史跡（関宿城跡、旧城下町、関宿関所
跡、周辺の寺社等）を徒歩でめぐります。当館の学芸員が案内し、解

10月19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 入館料

千葉県 野田市 ③ 河川敷のいきものさがし（一般向け）
河川敷の植物や昆虫等を観察し、当館調査協力員で自然科学系ライ
ターの岩槻秀明氏の解説を聞きながら、江戸川流頭部まで散策しま

10月27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
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

11月4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
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10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「オビシャの的を射てみよ
う」

企画展「オビシャはつづくよ４００年～年のはじめの村まつり～」に関
連して、オビシャ行事の一つである弓射を体験します。

10月14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 無料
http://www.chiba-
muse.or.jp/SEKIYADO/

04-7196-1400　学芸課

千葉県 野田市 ③
体験教室「オビシャの飾りを作ろう
（小鳥の飾り）」

企画展「オビシャはつづくよ４００年～年のはじめの村まつり～」に関
連して、オビシャの際に用いられるかわいらしい小鳥の飾りを作りま

11月17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 無料
http://www.chiba-
muse.or.jp/SEKIYADO/

04-7196-1400　学芸課

千葉県 船橋市 ① 第２９回日本大学薬学部薬草教室
「人々を救った薬用植物（案）」と題した講演を行う予定です。
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

千葉県 船橋市 ①②④
公開講座＜アホウドリ復活への軌跡
＞

長谷川博名誉教授他による講演（予定）。 10月19日
東邦大学理学部
（習志野キャンパス）

同左 無料
習志野学事部入試広報課　TEL
047-472-0666

千葉県 船橋市 ①②③ 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9日・10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/
習志野学事部学事課
学生生活担当
047-472-9354

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61回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 船橋市 ① 第58回公開市民大学講座
「オリンピック・パラリンピック×理工学」をテーマに，日本大学の教員
等が地域住民へ向け，最先端の研究の紹介等の講義を行います。

10月
12日,19日,26日

日本大学理工学部（船橋校舎）
日本大学理工学部・
日本大学短期大学部
（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 ものづくり＆サイエンス・スクール
地域の小学生や住民を対象に大学施設を利用した体験学習を行い，
工作や実験をとおしてものづくりの楽しさを体験していただきます。

11月3日 日本大学理工学部（船橋校舎）
日本大学短期大学部
（船橋校舎）

無料 ｈttps//www.jc.nihon-u.ac.jp
日本大学理工学部
船橋校舎庶務課
047-469-5330

千葉県 船橋市 ①②④
日本大学理工学部オープンラボ
セグウェイ・ドライビングシミュレータ
の試乗体験

セグウェイの試乗とドライビングシミュレータの試乗を通して、スマート
モビリティを活用できるまちづくりを考えたり、日本の交通の在り方を
考えるイベント。

11月2日～3日
日本大学理工学部
船橋キャンパス

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

日本大学理工学部
庶務課
03-3259-0514

千葉県 船橋市 ①②④ Civil　EXPO　2019
土木の社会的役割と日本大学理工学部土木工学科の講義内容や研
究室の研究内容を紹介。

11月3日
日本大学理工学部
船橋キャンパス

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

日本大学理工学部庶務課
03-3259-0514

千葉県 船橋市 ①②④
オープンキャンパス
船橋キャンパスウォッチング

船橋キャンパスにて開催されるオープンキャンパス。
研究施設を全て公開し、その内容の紹介を中心として、研究施設ガイ
ドツアーや入試相談会等が行われる。

11月3日
日本大学理工学部
船橋キャンパス

日本大学理工学部 無料 https://www.cst.nihon-u.ac.jp/2019cst/
日本大学理工学部庶務課
03-3259-0514

千葉県 船橋市 ②③④ 第5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2～3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
船橋校舎学生課
047-469-6149
info.ourisai@gmail.com

千葉県 松戸市 ①④ 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、平田和彦氏を講師として
お招きし、「海鳥の生活」をテーマに開催します。

10月20日 千葉県立西部図書館 千葉県立西部図書館 無料 http://www.library.pref.chiba.lg.jp/
千葉県立西部図書館
図書館連携課
（047-388-4043）

千葉県 松戸市 ①③ 第71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29日～12月1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27日
10月4，11，18，25日
11月1日

常盤平体育館 松戸市教育委員会 無料
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

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9，16，23，30日
11月6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

http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

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1，8，29日
11月12，19日

松戸市民会館 松戸市教育委員会 無料
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

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3，16，23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
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

千葉県 松戸市 ①
市民大学講座流通経済大学連携
【未定】

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13，20，27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
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

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12，19，26日 ゆうまつど他 松戸市教育委員会 無料
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

千葉県 松戸市 ①
市民自主企画講座（マル・モリクラ
ブ）
「ママのスキルアップ術!!」

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14，18
12月4日

新松戸市民センター 松戸市教育委員会
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

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。 11月5，12，19日 松戸市文化ホール 松戸市教育委員会
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

千葉県 松戸市 ①
市民自主企画講座（にじいろ☆ク
ローバー）
「今こそチェンジ」

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24，31日
11月7日

新松戸市民センター 松戸市教育委員会
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

千葉県 松戸市 ①
市民大学講座  人権講演会＆現地
学習会

人権週間にちなみ、人権学習を行います。
同和問題や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。

10月24日
11月8，15，22，29日

松戸市民会館、文化ホールほか 松戸市教育委員会 無料
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

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！～＝日本のココロ「抒情
詩」を読む＝」

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16，30日
12月7，14日

松戸市勤労会館 松戸市教育委員会 無料
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

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Ⅶ馬
の文化」

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。

10月16日，23日，30日
松戸市立博物館、文化ホールほ
か

松戸市教育委員会 無料
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

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14日，15日
松戸市文化ホール
青少年会館

松戸市教育委員会 無料
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

千葉県 松戸市 ①

市民自主企画講座（まつど生涯櫻友
会）
「健康長寿でよろこび多き明日を目
指して」

地域活動の紹介を行い、住民相互の交流を促進する 10月18日，25日 六実市民センター 松戸市教育委員会 無料
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

千葉県 松戸市 ①

市民自主企画講座（地図を片手にぶ
らり旅）
「地図に学ぶ地域の歴史－大地を刻
む谷筋の坂をめぐる」

地域の地形や歴史等を学ぶ
10月15，29日
11月5日

松戸市文化ホール　他 松戸市教育委員会 無料
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

千葉県 松戸市 ①
市民自主企画講座（松戸で野球を語
ろう会）
「松戸で知ろう！！「野球の醍醐

身近な野球について学習する
10月29日
11月5，12日

松戸市文化ホール 松戸市教育委員会 無料
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

千葉県 松戸市 ①
市民自主企画講座（香香（シャンシャ
ン））
「ステキなママに！」

講座を通じて学び、交流し、子育てに前向きに取組めるようになる 11月11，18，25日 常盤平体育館ほか 松戸市教育委員会
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

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61回「教育・文化週間」関連行事

千葉県 松戸市 ①

市民自主企画講座（千葉大みどりの
会）
千葉大学園芸学部キャンパス内でお
気に入りの樹木を見つけよう

植物の名前を知る方法を学び、葉の形状や匂い等の特徴から直物
の名前を調べ発表することにより、身の回りにある有用な植物に対し
て興味、関心を高める

11月16日，23日 千葉大学園芸学部内 松戸市教育委員会 無料
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-guide/kaikan_hole/kouminkan/kouza-
kouen-event/index.html

松戸市教育委員会
生涯学習推進課
047-367-7810

講座の実施に合わせてＨ
Ｐを更新致します。

千葉県 松戸市 ①③
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21、29日
10月20、27日

青少年会館 松戸市教育委員会

http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyo
usitu-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 ①③ お父さんと一緒にうどん作り☆
＜秋の青少年教室＞
お父さんと力を合わせてうどんや天ぷらを作って一緒に食べます。

10月20日 松戸市市民会館 松戸市教育委員会

http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyo
usitu-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 ①③ あれあれ？不思議☆マジック教室♪
＜秋の青少年教室＞
マジックを練習後、発表を行ないます（発表は１１月３日）。

10月27日 青少年会館 松戸市教育委員会 無料

http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyo
usitu-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 ①③
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

http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyo
usitu-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 ①③
日本の食文化　握り寿司と細巻きの
極意を学ぶⅡ

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。

11月16日
花車別館
（松戸市常盤平5-13-9）

松戸市教育委員会

http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiset
su-
guide/kaikan_hole/seisyounenkaikan/kyo
usitu-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 ①③
館蔵資料展「縄文貝塚 貝の花遺跡
展」

この展覧会では約半世紀前の出土品を現在の視点から見直して新し
い貝の花遺跡の姿を紹介します。

10月5日～11月24日 松戸市立博物館 松戸市立博物館 無料
https:/www.city.matsudo.chiba.jp/m_mus
e/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

千葉県 松戸市 ①③
公益財団法人出土遺物公開事業
eco生活事始め－考古資料から見た
上手な資源の使い方－

千葉県内の旧石器時代から中・近世までの遺跡で出土した遺物を通
じて、環境や省エネに配慮した生活の様子を解き明かします。

10月5日～11月24日 松戸市立博物館
千葉県教育振興財団
松戸市立博物館共催

無料
https:/www.city.matsudo.chiba.jp/m_mus
e/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

千葉県 松戸市 ①③
学芸員講演会「（仮）新しい貝の花遺
跡の姿」

当館学芸員が、日頃の研究成果を発表します。 10月19日 松戸市立博物館 松戸市立博物館 無料
https:/www.city.matsudo.chiba.jp/m_mus
e/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

千葉県 松戸市 ①③
歴史を語る「縄文の美を楽しむ－海
辺の縄文文化－」

講師：井出浩正氏（東京国立博物館教育講座室長） 10月26日 松戸市立博物館 松戸市立博物館 無料
https:/www.city.matsudo.chiba.jp/m_mus
e/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

千葉県 松戸市 ①③
出土遺物公開事業関連講演会「eco
生活事始め－考古資料から見た上
手な資源の使い方－」

講師：上守秀明氏（[公財]千葉県教育振興財団職員） 11月4日 松戸市立博物館 松戸市立博物館 無料
https:/www.city.matsudo.chiba.jp/m_mus
e/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

千葉県 松戸市 ①③
学芸員講演会「お江戸の事件と錦絵
３ 鯰絵が走る」

当館学芸員が、日頃の研究成果を発表します。 11月17日 松戸市立博物館 松戸市立博物館 無料
https:/www.city.matsudo.chiba.jp/m_mus
e/index.html

松戸市立博物館
047-384-8181

千葉県 松戸市 ①③ 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26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 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22日～12月22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/miryok
u/kankoumiryokubunka/rekisi-
bunka/dezitarubizyutu_top/event/matud
onosakkanokoten.html

社会教育課 美術館準備室

千葉県 松戸市 ①
令和元年度
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知っていますか？　「口は重宝」の本当の意味！？  
②みなさん、ぐっすり眠れていますか？そのいびき、歯科治療で治る
かもしれません！

10月3日，12日，18日 日本大学松戸歯学部ＭＤホール
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
【松戸歯学部HP】
https://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 ②③④ 第48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12日～13日 日本大学松戸歯学部 日本大学松戸歯学部 無料
【松戸歯学部HP】
https://www.mascat.nihon-u.ac.jp/

日本大学松戸歯学部
庶務課
047-360-9567

千葉県 松戸市
①②
③④

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3～4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
http://www.h.chiba-
u.jp/campus_life/festival/index.html

松戸地区事務課
学務係学生生活担当
047-308-8715

千葉県 八街市 ③ 第62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1日～3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）

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1日～3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）

千葉県 八街市 ① 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10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19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

各施設ごとに要申込
（先着順）

千葉県 八街市 ①②③
令和元年度　八街市郷土資料館企
画展「戦争の記憶　八街」

第二次世界大戦時に偵察機を配備していた「陸軍八街飛行場」の紹
介や、戦後に建てられた慰霊碑など戦争遺跡の紹介。市内外に残さ
れた戦争関係資料を展示。その他、偵察機のペーパークラフト体験
コーナーを実施。

10月8日～12月8日 八街市郷土資料館 八街市教育委員会 無料
八街市郷土資料館
043-443-1726

千葉県 八街市 ①③
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
043-444-4946

千葉県 八街市 ①③ 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
043-444-4946

千葉県 八街市 ① ぬいぐるみのおとまりかい
お気に入りのぬいぐるみを図書館にお泊まりさせると、その様子を
撮った写真とブックリストをプレゼントします。

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
043-444-4946

要申し込み
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千葉県 八街市 ① 一箱古本市
家庭で眠っている本を提供する方と、会話を楽しみながらその本を入
手したい方のための古本市です。

11月3日 八街市中央公民館
八街市立図書館
八街市教育委員会

無料
八街市立図書館
043-444-4946

出店者は要申し込み

千葉県 八街市 ① 大人のためのおはなし会
大人の方だけが参加できるおはなし会です。童心にかえって物語や
昔話の語り聞かせ、大型絵本の読み聞かせをお楽しみください。

11月13日 八街市立図書館 八街市立図書館 無料
八街市立図書館
043-444-4946

要申し込み

千葉県 八街市 ①
やちまた教育の日月間おはなし会ス
ペシャル

物語や昔話の語り聞かせ、大型絵本の読み聞かせなどをみなさんに
楽しんでいただくおはなし会です。

11月16日 八街市立図書館 八街市立図書館 無料
八街市立図書館
043-444-4946

千葉県 横芝光町 ①③ 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9～10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2～4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.yokoshibahikari.chiba.j
p/

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、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19日～
11月10日

四街道市文化センター・旭公民
館・四街道公民館

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

無料 https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/
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取り上げた講演
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.chiba.jp/
四街道市社会教育課
043-424-8927

千葉県 県内全域 ①②
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20か所で開

各公立学校 各学校 無料
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/sho
ugaku/renkei/minishuukai/

生涯学習課
学校・家庭・地域連携室担当
（043-223-4069）

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。
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