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印　旛 香　取

いんばふれ愛フェスタ2014 県民の日かとり　～郷土に響く 吹奏楽と合唱の共演！～
日　時 　6月15日（日）11:00 〜 15:00（荒天中止）
会　場 　成田国際空港第2ターミナル前中央広場

なるべく公共交通機関を御利用ください。
（JR・京成線「空港第2ビル」駅下車。連絡通路直結）
ご来場の際は、運転免許証・健康保険証・学生証な
ど、ご本人様を確認できるものをお持ちください。

参加費 　無料
内　容 　
印旛地域のご当地人気キャラクターやご当地グルメが
大集合！印旛地域の魅力を発信します。
会場では地元特産品が景品の抽選会やスタンプラリー
なども。印旛の魅力をたっぷりと味わってください。
○ 警察・消防音楽隊や太鼓・エイサーパフォーマンス

など多彩なステージイベント
○ ご当地キャラクターグリーティング
○地元特産品の試食・
　展示販売
○体験コーナー  ほか
◆お問い合わせ先◆
印旛地域振興事務所　
地域振興課
TEL 043-483-1111

日　程 　平成26年6月15日（日）10:00 〜 15:00
会　場 　香取市小見川市民センターいぶき館（定員500名）
観覧料 　無料
内　容 　
地域の若者にスポットをあて、香取地域の「人」の魅
力を最大限引き出す発表会を開催します。観て、聞い
て、感じて、楽しい素敵な一日をお過ごしください。
○香取郡市で活動する吹奏楽と合唱グループの共演!
○ 「おらんだ楽隊」（県指定無形民俗文化財）による

演奏

◆お問い合わせ◆
香取地域振興事務所　
地域振興課
TEL 0478-54-1311

海　匝 山　武

さんさんフェスタ☀2014 来たいよ☆いち！に！さんぶ地域フェスタ2014 in 東金
日　程 　7月5日（土）10:00 〜 14:00　※小雨決行
会　場 　東総文化会館（旭市ハ666番地）
　　　　※なるべく公共交通機関を御利用ください。
参加費 　無料
内　容 　
地域の未来のため、子どもたちに地域の仕事や産業、
味や伝統などを伝えます！
○ はたらく車が大集合！制服着用や職業体験などで

様々な仕事を紹介します。
○ 地域のおいしい食べ物を販売します。料理体験もで

きるかも。
○ ゴールデンボーイズ（吉本興業）やチーバくんをは

じめとした各キャラクターも登場！
など、盛りだくさんの内容でお待ちしています。

◆お問い合わせ◆

海匝地域振興事務所地域振興課　　
TEL 0479-62-0261

日　程 　5月24日（土）10:00 〜 15:30 ※少雨決行
会　場 　東金文化会館　　 参加料 　無料
内　容 　

「さんぶ創作料理チャンピオン決定戦」10:30 〜 14:30
山武地域のご当地グルメの祭典！審査員はあなた！

「さんぶ“市
いち

”」10:30 〜 14:30
地元産農水産物の即売や、採れたて野菜・果物・水産加
工品などの無料配布（数量限定）、ご当地キャラクター大
集合！　他

「辺
へ

田
た

方
かた

トレイルウォーク＆ラン in さんぶ地域フェスタ」
10:30 〜 11:00（受付・スタート）13:00（ゴール制限時刻）
東金市の観光名所を巡る、山あり谷ありのウォーキング
イベント。

（申込締切：5月16日（金）※先着200名）
「ご当地アイドル＆ダンスユニット大集合」10:20 〜 15:00
子どもたちをはじめとするダンスグループによるパ
フォーマンスや、県内各地の「ご当地アイドル」による
ライブを開催。
◆お問い合わせ◆　山武地域振興事務所地域振興課　　
　　　　　　　　　TEL 0475-54-0222

夷　隅

「夷隅の魅力」を体験　特別列車「チーバくん号」と「夷隅の食と音楽」
日　程 　6月15日（日）　※小雨決行
内　容 　
１．特別列車　チーバくん号の旅【定員80名（各便40名）】※事前申込
○いすみ鉄道大多喜駅〜上総中野駅間の往復（11：38発→12：36着）
○いすみ鉄道大多喜駅〜大原駅間の往復（12：47発→14：26着）
２．県民の日メイン会場（大多喜町役場駐車場）
① ステージイベント　9:00 〜 16:00　BOSO娘、和太鼓「凪」など
② 夷隅の食コーナー　10:00 〜 15:00　夷隅地域のグルメが大集合
３．ボンネットバスツアー【定員60名（各便20名）】※事前申込

〈コース〉大多喜小学校裏駐車場→大多喜城→ベジタブルガーデン→
大多喜小学校　※各見学箇所で30分から45分滞在予定
○9:30、11:30、13:30発の3便　
４．大多喜町城下散策ツアー【定員40名（各組20名）】※事前申込

〈受付〉大多喜町観光本陣　○10:00、13:30発の2組 
応募方法 　
 往復はがき、FAX又はちば電子申請サービス
○応募期間　5月12日（月）〜 6月1日（日）必着　
◆お問い合わせ・申込先◆　千葉県夷隅地域振興事務所地域振興課
〒298-0212　夷隅郡大多喜町猿稲14
TEL 0470-82-2211　FAX 0470-82-4164
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/kc-isumi/event/26/kenminnohi.html

長　生

長生の「食」の魅力を発信！
第1弾　「Ｃ1グランプリ〜長生地域うまいもの決定戦〜」
日　程 　5月31日（土）10:00 〜 15:00
　　　　※小雨決行、荒天延期（予備日：6月1日（日））
会　場 　尼ケ台総合公園（長生村本郷5366-1）
　　　　※駐車場有（約500台・無料）
内　容 　
○長生地域グルメ№1を来場者が決定！
○地元の新鮮野菜や特産品等の販売　
○長生地域の特産品の無償配布
○怒涛いなさ太鼓（和太鼓）やBOSO娘によるステージイベント
◆お問い合わせ◆　ながいき村オーナーズクラブ事務局
　　　　　　　　　TEL 0475-32-2114（長生村産業課）
第2弾　「茂原七夕まつりプレイベント 焼き鳥№1選手権・太巻き寿
　　　　しチャレンジ60」
日　程 　6月15日（日）10:00 〜 15:00　※小雨決行、荒天中止
会　場 　レイクウッズガーデンひめはるの里（茂原市上永吉1076-1）
　※当日に限り、駐車場（約400台）・入場共に無料
　※愛犬の入場は有料（1頭目300円、2頭目からは100円）
内　容 　
○茂原市内焼き鳥販売店No.1を来場者が決定！
○親子で長さ60mの太巻き寿し作りにチャレンジ
　（要事前申込・小学生以上の親子等120組240名・先着順）
○謎解き宝さがし　　○地元の新鮮野菜や特産品等の販売
○ もばら阿波おどり「つつじ連」、千葉外房ご当地ガールズユニット
「ぐーがる。」によるステージイベント

◆お問い合わせ◆　
茂原七夕まつり実行委員会プレイベント部会事務局
TEL 0475-20-1528（茂原市経済環境部商工観光課）

安　房 君　津

安房の魅力再発見！ 君津地域ふるさと探検ツアー
しおさいコンサート
内　　容 　 こどもから大人までの団体による合唱とオー

ケストラ演奏
主　　催 　しおさいコンサート実行委員会
開催日時 　平成26年6月15日（日曜日）13時から
開催場所 　千葉県南総文化ホール　大ホール
入 場 料 　無料
ライトミュージックフェスティバルインアワ

内　容 　世代を超えた軽音楽の祭典
主　催 　 ライトミュージックフェスティバルインアワ

実行委員会
開催日時 　平成26年6月15日（日）
　　　　　12時から
開催場所 　千葉県南総文化ホール　
　　　　　小ホール
入 場 料 　無料
あわ夢まつり
内　　容 　 子どもから大人まで楽しめる幅広いジャンルのお

まつり（人形劇、パネルシアター、ダンス、太鼓等）
主　催 　あわ夢まつり実行委員会

開催日時 　平成26年6月8日（日曜日）13時から（予定）
開催場所 　千葉県南総文化ホール
入 場 料 　ワッペン（前売り300円、当日400円）
◆お問い合わせ◆
安房地域振興事務所　TEL：0470－22－7111

〜先人の足跡をたどろう! 〜
日　程 　6月15日（日）9:00 〜 17:00 JR君津駅南口集合
定　員 　80名（対象:小学生以上、小・中学生は保護者同伴）
参加費 　無料（昼食は金谷にて自由昼食）
内　容 　
◎石切りの歴史及び幕末の剣士
　森要蔵についての講演会
◎石の町「金谷」の散策
◎JAきみつ「味楽囲さだもと店」見学
〜ちばアクアラインマラソンコースの『気になる』
　施設を見てみよう! 〜
日　程 　7月25日（金）9:30 〜 17:00 JR木更津駅西口集合
定　員 　80名（対象:小・中学生とその保護者）
　　　　※応募者多数の場合は抽選
参加費 　 無料（昼食は駐屯地内の食堂で体験喫食）
内　容 　
◎陸上自衛隊木更津駐屯地見学
◎東京湾アクアライン防災施設見学
◎袖ケ浦公園及び農畜産物直売所
　「ゆりの里」見学
※両ツアーとも応募者多数の場合は抽選
◆お問い合わせ◆
君津地域振興事務所　地域振興課　TEL:0438-23-1111
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/kc-nanbou/event/
kenminnohi


