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１ 高校生以下の利用中止について 
令和２年３月３日（火）から３月１５日（日）まで 
※今後の状況により、期間を延長することもあります。 

 
２ その他の取扱いについて 

 （１）大学生、一般の方に関しては利用可です。 

 

 （２）現在、宿泊利用中の方については個別に相談の上、対応を決定します。 

 
３ 各青少年教育施設の連絡先 

  ・県立手賀の丘少年自然の家  〒２７０－１４５６ 柏市泉１２４０－１ 
                          電話０４－７１９１－１９２３ 
  ・県立水郷小見川少年自然の家 〒２８９－０３１３ 香取市小見川５２４９－１ 
                          電話０４７８－８２－１３４３ 
  ・県立君津亀山少年自然の家  〒２９２－０５２６ 君津市笹字片倉１６６１－１ 
                          電話０４３９－３９－２６２８ 
  ・県立東金青年の家      〒２８３－０８０５ 東金市松之郷２７０ 
                          電話０４７５－５４－１３０１ 
  ・県立鴨川青年の家      〒２９９－２８６２ 鴨川市太海１２２－１ 
                          電話０４－７０９３－１６６６ 
 
 
 

さわやかちば県民プラザ 

少年自然の家・青年の家 

県立図書館 

NO.1 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため県立青少年教育施設及び県立図書館では、以下

のとおりの対応とさせていただきます。なお、３月に予定されていた各施設でのイベント

等は、全て中止とさせていただきます。何卒ご理解くださるようにお願いいたします。  

県立青少年教育施設は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和２年

３月３日（火）から３月１５日（日）まで高校生以下の利用を中止いたします。 

御利用の皆様には、御不便をおかけしますが、御理解のほどお願いいたします。 

なお３月の主催行事については、全て中止となりましたので、併せてお知らせ

いたします。 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

１ 休館する期間 
令和２年３月３日（火）から３月１５日（日）まで 
※今後の状況により、休館期間を延長することもあります。 
※なお、３月２日（月）及び３月１６日（月）は定期休館日です。 

 
２ 休館中に御利用いただけるサービス 

 

 （１）継続するサービス 

   ① ホームページでの資料検索 

   ② 郵送による貸出・返却（有料） 

   ③ 電話やＦＡＸ、ホームページでの予約、レファレンス受付 

   ④ ブックポストへの資料返却 

   ⑤ 図書館の利用に障害のある方への郵送による貸出・返却等 

   ⑥ 郵送による複写（有料） 

 

 （２）臨時的なサービス 

（１）③のうち、予約いただいた図書については、各図書館において貸出しのための特設

窓口を設けます。 

なお、現在取置中又は３月１５日（日）までに取り置きになる図書は、３月２２日（日）

までお取り置きします。 
（特設窓口の開設日時） 
   火曜日～金曜日：午前９時～午後７時、土曜日・日曜日：午前９時～午後５時、 

月曜日：休業 
 

３ 各図書館の連絡先 

  ・県立中央図書館 〒２６０－８６６０ 千葉市中央区市場町１１－１ 
           電話０４３－２２２－０１１６ 
  ・県立西部図書館 〒２７０－２２５２ 松戸市千駄堀６５７－７ 
           電話０４７－３８５－４１３３ 
  ・県立東部図書館 〒２８９－２５２１ 旭市ハの３４９ 
           電話０４７９－６２－７０７０ 
 

県立図書館は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和２年３月３日（火）

から３月１５日（日）まで臨時休館いたします。御利用の皆様には、御不便をおか

けしますが、御理解のほどお願いいたします。 

NO.２ 



  美術館・博物館 

 

 

 

 

 

▼県立美術館  
［〒260-0024千葉市中央区中央港 1-10-1］ 電話 043-242-8311  http://www2.chiba-muse.or.jp/ART/ 

＊交通（電車）：JR 京葉線・千葉都市モノレール「千葉みなと」駅から徒歩約 10 分 

 
◆アート・コレクション＋（プラス） 

近代洋画の先駆者 浅井忠 11 －トーハクの名画がやってきた！－ 

近代洋画の先駆者 浅井忠の業績をシリーズで紹介するこの展覧会では、今回、東京国立博物

館の所蔵作品貸与促進事業により、代表作《春畝》（しゅんぽ・重要文化財）など７点の作品協

力を受けて、千葉県立美術館の収蔵品と共に、「学生時代」、「明治美術会と仲間たち」、「ヨーロ

ッパ時代」の３部構成により、魅力溢れる浅井の作品を紹介します。 

重要文化財をはじめとする浅井の初期からフランス留学時代までの秀作を、館蔵品と共に展示

し、幅広い浅井の業績をたどります。 

 

会  期：１月２８日（火）～４月１２日（日）                      

９時～１６時 30 分 

会  場：県立美術館 第１・２展示室 

料  金：＜アート・コレクション共通＞  

一般３００円 高大生１５０円 
※65 歳以上・中学生以下・障害者手
帳をお持ちの方及び介護者 1 名は無料 

休 館 日：月曜日（月曜日が祝休日の場合は翌日

休館） 

 

 

◆瑛 九
えいきゅう

、靉嘔
あいおう

、池田
い け だ

満寿夫
ま す お

 

 瑛九、靉嘔、池田満寿夫の３人は、戦後の前衛美術グループ「デモクラート美術家協会」を構成

したメンバーです。 

日本前衛美術の先駆的存在であり、「デモクラート」創立者のひ

とりである瑛九は、写真技術を応用した「フォト・デッサン」とい

う技法により名を馳せたほか、銅版画や油彩画も制作しました。靉

嘔、池田満寿夫をはじめ多くの作家が、瑛九の画業に影響を受けま

した。「デモクラート」解散声明文の執筆者である靉嘔は、その後

「フルクサス」という多国籍芸術団体に所属し池田満寿夫は初の小

説で芥川賞を受賞しただけでなく、映画や陶芸など多様なジャンル

で活躍しました。本展では、瑛九、靉嘔、池田満寿夫の版画を中心

に約 40 点の作品を展示し、戦後日本の一時代を彩ったその活動の

様相を紹介します。 

NO.３ 

浅井忠《 春

しゅん

畝

ぽ

》 

キャンバス・油彩 
明治 21(1888)年 
国指定重要文化

財 

靉嘔  CLOUDS  
1975 キャンバス・アクリル 

県立美術館・博物館では、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、令和 2 年

3 月 3 日（火）から 3月 15 日（日）まで臨時休館いたします。感染拡大の状況に

よっては、休館の期間が延びる場合もあります。ご来館前に必ず各施設のホーム

ページ、または、お電話で開催の有無をご確認ください。 



 

 

会  期：１月２８日（火）～４月１２日（日） ９時～１６時 30 分 

会  場：県立美術館 第３展示室 

料  金：＜アート・コレクション共通＞ 

一般３００円 高大生１５０円 
※65 歳以上・中学生以下・障害者手帳をお持ちの方及び介護者 1 名は無料 

休 館 日：月曜日（月曜日が祝休日の場合は翌日休館） 

 

 
◆北詰コレクション メタルアートの世界Ⅳ 

平成 28 年に収蔵された、金属工芸（メタルアート）のコレクションとして知られる「北詰コ

レクション」から、次の３つ区分で約５０点の作品を選んで紹介します。 

①想像上の生物（麒麟
き り ん

など）  

②海外由来の生物（ラクダなど）   

③文様
もんよう

（雷
らい

文
もん

、アラビア文
もん

など）。 

 

会  期：１月２８日（火）～４月１２日（日） 

 ９時～１６時 30 分 

会  場：県立美術館 第８展示室 

料  金：＜アート・コレクション共通＞  

一般３００円（２４０円）  

高大生１５０円（１２０円）  

（  ）内は２０人以上の団体料金   
※65 歳以上・中学生以下・障害者手帳を 
お持ちの方及び介護者 1 名は無料 

休 館 日：月曜日（月曜日が祝休日の場合は翌日休館） 

 

 
◆Ch_AIR－Chiba Prefectural Museum of Art： 

Artist in Residence 千葉県立美術館滞在制作 

Joséphine Vejerich Watanabe 
千葉県立美術館を舞台に、作家の滞在制作を支援する活動、アーティスト･イン･レジデンス

（Artist in Residence）を行います。招へい作家による滞在制作や作品展示、ワークショップな

どを行い千葉県という地域が持つ歴史的・地理的・文化的魅力を引き出します。招へい作家は、

スウェーデン出身のアーティスト、Jojo（ジョジョ）の愛称で親しまれている Joséphine 

Vejerich Watanabe（ヨセフィン・ヴェイリッシ・ワタナベ）です。 

Jojo は、2019 年まで山梨

県に在住し、同地を拠点にコラ

ージュ、イラスト、陶芸作品な

どを発表してきました。本展で

は、滞在をとおして千葉県立美

術館の第 7 展示室にある大きな

窓に絵を描くと同時に、旧作を

展示し、作家の仕事を紹介します。 

 

沼田一雅《礼装の象》 
鋳金 
制作年不詳 

 

NO.４ 

Joséphine Vejerich Watanabe, Temporary 

Tenpo, Kofu, Yamanashi, 2018 

 Photo: Mina Ino 

 

岡部達男《童児遊戯花瓶》 
制作年不詳 

 



 

  

会  期：１月２８日（火）～４月１２日（日） ９時～１６時 30 分 

会  場：県立美術館 第７展示室 

料  金：無料ゾーンで開催のため入場は無料 

休 館 日：月曜日（月曜日が祝休日の場合は翌日休館） 

 

 

▼県立中央博物館 

［〒260-8682 千葉市中央区青葉町 955-2］ 電話 043-265-3111  http://www2.chiba-muse.or.jp/NATURAL/ 

＊交通（電車）：JR・京成千葉線「千葉駅」から「大学病院」、「南矢作」、「川戸都苑」行きバスで約 15 分。「中央博

物館」バス停下車徒歩約７分  

 

◆春の展示「うめ・もも・さくら」 

日本人にとってなじみの深い梅・桃・桜は、春を代表する植物です。 

本展示では、似ているようでちょっとずつ違うこれらの植物について、標本や浮世絵を用いて

科学的・文化的側面から紹介します。 

 

会  期：２月１５日（土）～５月１７日（日） 

入 場 料：一般個人３００円（２４０円）  

高・大生１５０円（１２０円） 

※カッコ内団体料金（２０名以上） 

※中学生以下・６５歳以上の方、障害者手帳等をお持ちの方および介護者１名は無料 

休 館 日：毎週月曜日（祝日及び振替休日の場合開館し、翌平日が休館） 

  

 

 

◇ミュージアム・トーク 

当館研究員による展示の解説を行います。 

日  時：３月２１日（土）１１時～１１時３０分、１４時３０分～１５時 

会  場：県立中央博物館 第２企画展示室 

料  金：要入場料 

対  象：どなたでも 
 

 

 

 

 

 

 

NO.５ 



 

 

◆チバミュージアムフェスタ２０２０～千葉県立美術館・博物館展覧会～ 

「『オリンピック・パラリンピック』と千葉のスポーツ史」 

千葉県ゆかりの人々の活躍を軸に、オリンピック・パラリンピックの軌跡と千葉県のスポーツ

の歴史を紹介します。また、1964 年及び 2020 年東京オリンピック競技場周辺の環境の変遷、

オリンピック・パラリンピックで使用される競技器具を作る千葉県の匠の技についても紹介しま

す。 

 
会  期：２月２２日（土）～５月１０日（日） 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

◇ミュージアム・トーク 

会期中の毎週日曜日、展示を担当した学芸員による展示解説を行います。 

各日１１時～１１時３０分、１４時３０分～１５時 

 

会  場：県立中央博物館 第１企画展示室 

料  金：要入場料 

対  象：どなたでも 

 

 

◆生態園トピックス展 「生態園の外来哺乳類」 

中央博物館に併設された生態園では、タヌキをはじめと

する哺乳類の仲間たちが観察されています。そのなかに

は、アライグマやハクビシンに加え、特定の飼い主がいな

いイエネコといった外来の哺乳類も含まれています。 

 本展示では、外来哺乳類を中心として、生態園で確認さ

れる哺乳類について御紹介します。 

 

会  期：１月１５日（水）～４月１９日（日） 

NO.６ 

1964 年オリンピック東京大会のボクシ

ング・バンタム級で桜井孝雄氏が獲得し

た金メダル 
（画像提供：ボクシングジム ワンツー

スポーツクラブ） 

検見川会場にて開催された

1964 年オリンピック東京大

会・近代五種の競技風景 
 



 

◇今月のミュージアムトーク 

 

★歴史と伝承 

 平将門と千葉常胤を中心に、伝承が今に伝えてきた「歴史」

について紹介します。 

日  時：３月２８日（土） 

場  所：歴史展示室 

 

 

▼県立中央博物館大利根分館 
［〒287-0816 香取市佐原ハ 4500］  電話 0478-56-0101  http://www2.chiba-muse.or.jp/OTONE/ 
＊交通（電車・バス）：JR 成田線「佐原駅」から路線バス「水郷佐原あやめパーク入口」バス停下車 600ｍ 

（自動車）：東関東自動車道「潮来Ｉ.Ｃ.」から５km 

 

◆トピックス展 「振り子が刻んだ時の記憶」 

振り子時計や置時計など、ぜんまいで動く懐かしい古い時計

を展示します。 

 

会  期：4 月 1 日(水)～5 月 6 日(水・振休)  

 午前９時～午後４時３０分 

休 館 日：毎週月曜日（祝日のときは翌日） 

入 場 料：一般個人２００円、高大生１００円 

（中学生以下、65 歳以上は無料） 

 

 

▼県立中央博物館分館海の博物館  

［〒299-5242 勝浦市吉尾 123］ http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/ 
電話 0470-76-1133 ﾌｧｸｼﾐﾘ 0470-76-1821 E-mail: umihaku@chiba-muse.or.jp 

※交通（電車）：JR 外房線「鵜原駅」下車、徒歩約 15 分 

 

◆マリンサイエンスギャラリー 

 「超深海 Hadal World －水深 6、000m 以深の世界－」 

 深海の中でも特に水深 6、000m よりも深い海は「超深海 hadal 

zone」と呼ばれます。このような深い海は海溝の底（海溝軸）にしか存

在せず、世界の海底環境の 0.25％に過ぎません。超深海に生息が確認さ

れている生物はごく僅かで、調査が困難なことから、まだよくわかって

いないことがたくさんあります。               

本展示では、超深海にくらす生物について、数々の貴重な標本をとおして紹介します。 

 

会  期：2 月 22 日(土)～5 月 10 日(日) 

入 場 料：一般 200 円、高大生 100 円、 

中学生以下･65 歳以上･障害者手帳等をお持ちの方とその介護者１名無料 

休 館 日：月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日） 

日本海溝水深 7.400m 付近で採

取されたオオオキソコエビ 

NO.７ 

〔文字盤を外した振り子時計〕 



 

 

◆海の体験コーナー 

 体験交流員といっしょに海にまつわるさまざまなメニューにチャレンジする行事です。展示室

の体験カウンターで楽しい工作を行います。 

 

対  象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

定  員：各回 6 名 

所要時間：20 分程度 

料  金：①入場料  一般 200 円、高大生 100 円 

中学生以下･65 歳以上・障害者手帳等をお持ちの方とその介護者１名無料 

②材料費 50 円／人 

申し込み：当日受付（先着順）海の博物館受付にてお申し込みください。 

 

 

★「オリジナルオブジェを作ろう」 

 砂浜で拾った砂や貝殻、ビーチグラスなどをシャーレに配置して、世界に

一つだけのオブジェを作ります。 

日  時：４月５日(日)  

① 11 時～  ②13 時 30 分～ 

 

★「微小貝を探そう」 

海辺の砂に隠れている小さな貝たちを探し、色や形を観察します。集め

た微小貝は小瓶に詰めてお持ち帰りいただけます。 

日  時：４月１８日（土） 

①11 時～  ②13 時 30 分～ 

 

 

▼県立関宿城博物館 

［〒270-0201 野田市関宿三軒家 143-4］ 

電話 04-7196-1400  http://www2.chiba-muse.or.jp/SEKIYADO/ 
※交通（電車・バス）：東武アーバンパークライン（野田線）「川間駅」北口から朝日バス（境町行き）32 分、「関宿

城博物館」下車（川間駅発のバスは運行本数が少ないため発車時刻を御確認ください）                                           

 

◆昔のくらし展 

昔なつかしい昭和の暮らしに関する民俗資料を中心に、「住まう」「食べる」「着る」「働く」「遊

ぶ」の五つのテーマに沿って、当時の様子を紹介します。 

 

期  間：１月２１日（火）～４月１２日（日） 

時  間：９時～１６時３０分 

（休館は月曜日。月曜日が祝日にあたる場合は開館し、

翌日休館。） 

場  所：県立関宿城博物館 ３階多目的室 

入 場 料：一般２００円（団体１６０円）、高大生１００円 

（団体８０円）、中学生以下・６５歳以上無料（※団体扱いは２０名以上） 
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◆体験教室「関宿城下を歩こう（１日コース）」 
県立関宿城博物館の周辺を歩いて、江戸時代の関宿藩にゆかりのある史跡（関宿城本丸跡、筋違

い十字路、外堀・土塁跡、関宿関所跡石碑、随庵堀と随庵碑、首塚（刑場跡））や寺院（昌福寺、

宗英寺、実相寺、光岳寺）を学芸員が案内し、解説します。 

 

日  時：３月２２日（日）１０時～１５時 

集合場所：県立関宿城博物館 集会室 

見学場所：県立関宿城博物館周辺の史跡や寺院 

定  員：３０名 

対  象：一般 

参 加 費：５０円（別途昼食代 １，０００円） 

申 込 み：電話で申込み受付中（先着順） 

申込先・問合せ：県立関宿城博物館学芸課（電話：04-7196-1400） 

 

◆体験教室「関宿城下を歩こう（１日コース）」 

千葉県立関宿城博物館の周辺を歩いて、江戸時代の関宿藩にゆかりのある史跡（関宿城本丸跡、

筋違い十字路、外堀・土塁跡、関宿関所跡石碑、随庵堀と随庵碑、首塚（刑場跡））や寺院（昌福

寺、宗英寺、実相寺、光岳寺）を学芸員が案内し、解説します。 

 

日  時：４月１９日（日）１０時～１５時 

集合場所：県立関宿城博物館 集会室 

見学場所：県立関宿城博物館周辺の史跡や寺院 

定  員：３０名 

対  象：一般 

参 加 費：５０円（別途昼食代 １，０００円） 

申 込 み：３月１９日（木）９時から電話で申込み受付（先着順） 

申込先・問合せ：県立関宿城博物館学芸課（電話：04-7196-1400） 
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体育関連施設の注目イベント情報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼東総運動場 [旭市]0479-68-1061 

https://www.cue-net.or.jp/kouen/toso/ 

多目的広場・広場等利用案内 

 多目的広場は、高麗芝：約２千㎡。広場は、高麗芝：約８千㎡でグラウンド・ゴルフ、陸上大会時の

アップ場として利用できます。 

◆日  時：通年利用可       

◆料  金：無   料 

◆申  込：占用して利用する場合は、事前に予約をしてください。 

受付期間は、利用日の２ヶ月前の１日から、利用日の３日前まで、先着順に申し込めます。 

例 １１月１０日に使いたい場合 ⇒ ９月１日～１１月７日まで受付可 

※利用日の２ヶ月前の１日が月曜日（休場日）の場合は翌日２日が受付開始日となります。 

◆注意事項：球技は禁止です。ボールが広場の外へ出る可能性のある競技（グラウンド・ゴルフ、ゲー

トボール等は除く）には利用できません。 

※サッカー大会時のアップ場としての利用の場合に限りサッカー利用は可能です。 

ただし、ボールが外へ出る可能性のある練習はできません。 

スパイクでの利用は芝生保護のため禁止です。アップシューズ等で利用してください。 

運動場施設の利用は、トイレ以外使用できません。（更衣室等は使えません。）  

陸上用具の貸出しはできません。 

天候、芝生の状況により利用を制限する場合が有ります。 

NO.１０ 

▼東総運動場 [旭市]0479-68-1061 

https://www.cue-net.or.jp/kouen/toso/ 

ヒルトレックコース利用案内 

 ヒルトレックコースは、起伏のある草原を走るヒルトレックトレーニングに由来し、約８千㎡の草地の

斜面を利用した、１周約１ｋｍの本格的なトレーニングコースです。 

 心肺機能の向上、筋力アップを目指す全てのアスリートに有効なコースです。 

◆日 時：通年利用可（ただし、大会等利用時を除きます。） 

◆料 金：無料 

◆申 込：利用する場合は、事前に予約をして下さい。 

受付期間は、利用日の２ヶ月前の１日から、利用日までで、先着順に申し込めます。 

例  １１月１０日に使いたい場合 ⇒ ９月１日～当日 まで受付可 

※利用日の２ヶ月前の１日が月曜日（休場日）の場合は翌日２日が受付開始日となります｡ 

◆利用内容等について  

・スパイクの利用は禁止です。ジョギングシューズ等で利用してください。                                   

・順路に沿って走ること（時計と逆周り）。逆走は禁止です。                                         

・運動場施設の利用は、トイレ以外使用できません（更衣室等は使えません）。                          

・陸上用具の貸し出しはできません。                              


