県教委ニュ-ス VOL.２８６（６月号－１）

イベント情報
さわやかちば県民プラザ
県立図書館
青少年自然の家

NO.1

さわやかちば県民プラザ・県立図書館・県立青少年施設では、新型コロナウイルス
感染拡大の状況により、急きょ利用時間、イベント内容などの変更をすることがあり
ます。お出掛けの際は、各施設のホームページなどでご確認ください。

「ちばりすネット」で、みんなの学びを応援します！
さわやかちば県民プラザでは、県内の講座イベント情報などの生涯学習に関する情報を
インターネットを通じて提供する「ちばりすネット」を運用しています。
以下の講座やイベント以外にも、たくさんの情報が詰まっています。
地域や日時、内容などで絞り込んで検索することもできますので、
ぜひご活用ください。右記ＱＲコードからアクセスできます。

▼さわやかちば県民プラザ
［〒277-0882 柏市柏の葉 4-3-1］ 電話 04-7140-8600

https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/

◆ヤングパワームーブメント
高校生および大学生を対象に、ＳＤＧｓについて、身近にできることから行動し、その経過を
報告しあう講座です。講師からのアドバイスをもらいながら発表まで行います。原則全７回すべ
てにご参加いただくことを想定したプログラムになっています。
日

場

時：
第１回

８月７日（日）

第５回

１２月１８日（日）

第２回

８月２７日（土）

発表会

１月２２日（日）

第３回

１０月１６日（日）

第６回

２月１９日（日）

第４回

１１月２０日（日）

所：さわやかちば県民プラザ（千葉県柏市柏の葉 4-3-1）【第１回・第３回・発表会】
Ｚｏｏｍによるオンライン開催【第２回・第４回・第５回・第６回】

参加費：参加費・資料代無料
対

象：千葉県内に在住、または県外在住で千葉県内に通学している大学生・高校生

NO.２
定

員 ：５０人（申込多数の場合は抽選）

申込方法：さわやかちば県民プラザホームページからＷｅｂ申込フォームにて必要事項を入力
申込開始：６月

６日（月）

申込締切：７月１１日（月）
申込先・問い合わせ：さわやかちば県民プラザ 事業振興課
TEL：０４－７１４０－８６１１
HP：ＵＲＬ：https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp
◆体験活動・ボランティア活動スタートダッシュ講座
講義や事例発表を通して、参加者の体験活動やボランティア活動に対する意識の向上を図りま
す。今回は、ＳＤＧｓ達成につながる体験活動やボランティア活動がテーマです。
日

時 ：７月１６日（土）

午後１時から午後４時まで

形

式 ：オンライン（Ｚｏｏｍ）

対

象 ：どなたでも

募集人数：１００人（申込多数の場合は抽選）
内

容

演題：「今こそ体験活動・ボランティア活動へのスタートを切ろう！
～ＳＤＧｓ達成に向けて～」
講師

ほしの

星野

ともこ

智子

氏

（一般社団法人 環境パートナーシップ会議

副代表理事）

事例発表団体
・県立君津亀山青少年自然の家
・ＮＰＯ法人地球の緑を育てる会
費

用

無料

申込方法

（１）さわやかちば県民プラザホームページの申し込みフォームから申し込み。
（２）応募開始：５月１６日（月）
（３）応募締切：７月

４日（月）

◆子育て講演会
さわやかちば県民プラザでは、子育て世代が日頃抱える悩みや疑問をテーマにし、「子育て講
演会」を幼少期の年齢別に３回に分けて実施します。第１回目は、千葉明徳短期大学 保育創造
学科

准教授

いずみさわ ふ み こ

泉 澤 文子氏を講師に迎え、０歳から３歳のお子さまを持つ保護者を対象に「子

育て講演会」を実施します。歌遊びや手遊び、ふれあい遊びなど、実際に親子で体験しながら学
ぶことができる講座です。

NO.３
日

時 ： ８月２８日（土）

午前１０時から正午まで

会

場 ： さわやかちば県民プラザ ホール（柏市柏の葉４－３－１）

対

象 ：（１）子育て中の方（０歳～３歳のお子様を持つ保護者推奨）
（２）子育て支援に興味のある方
（３）幼稚園・小学校教諭、保育士等。子供に関わる仕事に就いている方

募集人数：１００人（申込多数の場合は抽選）
内

容

演題：「乳幼児期の親子遊び」
講師

費

用

いずみさわ ふ み こ

泉 澤 文子

氏（千葉明徳短期大学

保育創造学科

准教授）

無料

申込方法

（１）さわやかちば県民プラザホームページの申し込みフォームから申し込み。
（２）応募開始：６月１３日（月）
（３）応募締切：８月１５日（月）

◆ちば子ども大学
「ホンモノから学ぶ、ホンモノ体験」を基本方針としたちば子ども大学。小学校４年生から中
学校３年生を対象に、自分がやってみたい、学んでみたい講座を選択し、その道のプロフェッシ
ョナルから「体験をとおした新たな価値観」「世の中のふしぎ」そして「ふるさと千葉県」を学
びます。講座の中には協力機関を会場として行うものもあり、より現場の空気感を味わいながら
学習できる機会を提供します。（詳しくは、ホームページをご覧ください。）
【さわやかちば県民プラザ主催講座（講座名）】７月・８月開催の講座
・７月２４日（日）「世界に誇る日本の芸術～浮世絵～」
・７月３０日（土）「身のまわりの不思議に感動しよう～なぜ空は青く、雲は白いのか～」
・８月１８日（木）「その時歴史が動いた～鈴木貫太郎と戦争終結～」
・８月２０日（土）「千葉県の食材で作る「千産千消料理学」
」
【協力機関講座（機関名）】
・京成電鉄株式会社
・国立研究開発法人産業技術総合研究所 柏センター
・聖徳大学
・千葉市科学館
・千葉大学環境健康フィールド科学センター
・瑞沢川に鮭の稚魚を放流する会
【連携講座（機関名）】
・県立中央博物館

・城西国際大学

・千葉経済短期大学

・船橋市教育委員会（ふなっこ未来大学）

・県生涯学習課（千葉県夢チャレンジスクール）

・千葉科学大学

NO.４
申

込：さわやかちば県民プラザホームページからＷｅｂ申込フォームにて必要事項を入力

締

切：各講座開催の１か月前から１週間が申込期間。定員を超えた場合は抽選。
申込期間終了後、定員に満たない場合は４日後の正午より残数を先着順。

申し込み・問い合わせ先：さわやかちば県民プラザ 事業振興課
電話：０４－７１４０－８６１５
ＵＲＬ

https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/kodomodaigaku/

◆柏の葉アカデミア講座Ⅰ
さわやかちば県民プラザでは、研究機関や大学等との連携講座である、「柏の葉アカデミア講
はやし

座」を開催します。第１回目の今回は、県立中央博物館の上席研究員である 林

こうじ

浩二

氏をお

招きし、「環境問題」をテーマに講演を行います。千葉県の環境問題やカーボンニュートラル等
について学びます。
日

時 ： ７月

２日（土）午後２時から午後３時３０分まで

場

所 ： さわやかちば県民プラザ（柏市柏の葉４－３－１）３階 大研修室

参 加 費 ： 無料
対

象 ： どなたでも

定

員 ： ９０人

※定員を超えた場合は抽選

申込方法： （１）来所：総合受付にて、所定の申込用紙で申し込み。
（２）Ｗｅｂ：さわやかちば県民プラザホームページＷｅｂ申込フォームにより申
し込み。
（３）電話：04-7140-8615 に午前９時から午後５時までの間に電話で申し込
み。
申込締切

６月１８日（土）

▼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

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/

◆おはなし会
絵本を読んだり、おはなし（ストーリーテリング）をしたりします。
保護者の方から離れて、一人でおはなしがきける 5 歳から小学生のお子さんが参加できます。
日

時： 毎週土曜日

午後２時から午後２時３０分まで

場

所： 県立中央図書館

児童資料室

参加費： 無料
対

象： 5 歳くらいから小学生まで

定

員： 3 人程度（人数を超えた場合は時間をずらして実施します）

ＵＲＬ： http://www.library.pref.chiba.lg.jp/information/central/_2.html

◆親子で楽しむえほんの会
NO.５

3、4 歳のお子さんと保護者の方が参加できる会です。
親子で絵本や言葉に親しんでみませんか。
日

時： 毎月第 2・４土曜日午前１０時３０分から午前１１時まで

※令和４年度より開催日時を変更しました。
※この時間帯以外でも、当日の児童資料室開室時間中に親子の方から希望があれば、可能な限
り「いつでも」えほんの会を行います。どうぞお気軽にご来館ください。
場

所： 県立中央図書館

児童資料室

参加費： 無料
対

象： 3、4 歳の子供と保護者の方

定

員： 親子 3 組（人数を超えた場合は時間をずらして実施します）

ＵＲＬ： http://www.library.pref.chiba.lg.jp/information/central/_2.html

▼県立水郷小見川青少年自然の家
［〒289－0313 香取市小見川 5249‐1］ 電話 0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/

◆SUP 体験教室②
初めて SUP をやる方向けの体験教室です。
※ＳＵＰとは・・・ 「スタンドアップパドルボード」の略称で、まるで水の上を歩いているよう
な感覚を味わうことができるウォーターアクティビティです。
日

時： ８月１４日（日）午前９時１５分から午前１１時３０分まで（受付：午前９時～）

場

所： 県立水郷小見川青少年自然の家、黒部川

参加費： 無料
対

象： 小学 4 年生以上

定

員： １５人（申込先着順）

申

込： ７月１４日（木）午前９時から電話により申し込み開始

締

切： ８月

６日（土）

※定員になり次第締切

申し込み・問い合わせ先：県立水郷小見川青少年自然の家
電

話：０４７８－８２－１３４３

ＵＲＬ： http://suigou-omigawa.com/
◆SUP 体験教室③
初めて SUP をやる方向けの体験教室です。
※ＳＵＰとは・・・ 「スタンドアップパドルボード」の略称で、まるで水の上を歩いているよ
うな感覚を味わうことができるウォーターアクティビティです。
日

時：８月１４日（日）午後１時１５分から午後３時３０分まで（受付：午後１時から）

場

所：県立水郷小見川青少年自然の家、黒部川

参加費：無料
NO.６

対

象：小学 4 年生以上

定

員：１５人（申込先着順）

申

込：７月１４日（木）午前９時から電話により申し込み開始

締

切：８月

６日（土）

※定員になり次第締切

申し込み・問い合わせ先：県立水郷小見川青少年自然の家
電

話：０４７８－８２－１３４３

ホームページのＵＲＬ：

http://suigou-omigawa.com/

美術館・博物館
NO.７
県立美術館・県立博物館では、新型コロナウイルス感染拡大の状況や荒天により利用時
間等の変更をすることがあります。お出掛けの際は、各館のホームページなどをご確認く
ださい。

▼県立関宿城博物館
パネル展「関宿周辺

歴史探検」

千葉県の最北端、利根川と江戸川の分岐点にある
関宿城博物館では、水運によってはぐくまれた産業・
文化や治水の歴史について、わかりやすく紹介して
います。
た か せ ぶね

江戸時代に活躍した高瀬 船 の大型模型や船着き場
の様子や蔵を再現したダイナミックな展示の他、古
文書や歴史について学べる講座や、周辺の史跡をめ
ぐるイベントも数多く開催しています。
6 月 28 日から開催するパネル展では、関宿とそ
の周辺に残る古代から近代までの史跡を写真で紹介
します。
会

期：６月２８日（火）から９月 2５日（日）まで

開

館：午前９時から午後４時３０分まで

高瀬船の大型模型

入場料：一般２００円、高校・大学生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は無料
休館日：月曜日（月曜日が休日の場合は開館し、翌日休館）
会場・問い合わせ：千葉県立関宿城博物館（野田市関宿三軒家 143-4）
電話 04-7196-1400

関宿城址石碑

体育関連施設の注目イベント情報

NO.８

▼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

８月１０日に使いたい場合 ⇒ ６月１日～当日まで受付可

※利用日の２ヶ月前の１日が休場日の場合は翌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。

▼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

◆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。

料

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

８月１０日に使いたい場合 ⇒ ６月１日～８月７日まで受付可

※利用日の２ヶ月前の１日が休場日の場合は翌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。

▼千葉県総合スポーツセンター [千葉市]043-290-8501

NO.９

http://www.cue-net.or.jp/kouen/sportscenter/

ラージボール卓球教室
幅広い層に親しまれている種目です。ボールが大きめでラリーが続きやすく、初めての方でも楽し
めます。
◆日

時：７月７日（木）～９月１日（木） １３時２０分から１４時５０分まで
全８回

◆場

所：スポーツ科学センター4 階 アリーナ

◆参 加 費：各７００円（スポーツ保険代含む）
※新型コロナウィルス感染状況を鑑み、参加費・納入方法等変更となる場合があります。
◆対

象：原則１６歳以上 ２５人

◆申

込：６月１４日（火）まで ※締切日必着（申込多数の場合は抽選）

◆申込方法：往復はがきに、必要事項（教室名、郵便番号・住所、氏名(ふりがな)、性別、年齢、
生年月日、電話番号）を記入し、募集期間内にお申し込みください。
※天候や施設の都合、新型コロナウィルス感染予防等により中止または日程・回数等の変更が生じる
場合があります。

千葉県の高校生が
丹精こめて
育てた野菜や
お花を高校生が
販売します。

生産者が
直接販売

ホテル ｄe 朝市
2022.６.18㊏
１０：00～11：30
雨天決行
農業系高校の学習の成果を多くの方々に知っていただく
機会とした「ホテルで朝市」は今回で15回目を迎えます。

特別支援学校の生徒が制作した

【日時】
【会場】
【協力】
【参加予定校】
【その他参加】
【感染対策】

令和4年6月18日（土） 10：00～11：30
陶器の販売もおこないます。
ホテルポートプラザちば エントランス（正面玄関前）
千葉県千葉市中央区千葉港8-5 TEL:043-247-7214
千葉県高等学校教育研究会農業部会 / NPO法人アグリバイオマス有効活用市民の会
千葉県立農業大学校
薬園台高校、成田西陵高校、下総高校、多古高校、旭農業高校、大網高校、茂原樟陽高校
大原高校、君津高校、市原高校、市原特別支援風の丘分校、市川大野高等学園
千葉県立農業大学校/NPOアグリバイオマス有効活用市民の会
販売員は１学校５人までとし検温とマスク、ビニール手袋の着用。
来客者にはマスク着用とアルコール消毒の設置

<問合せ> 教育庁企画管理部福利課厚生班

電話：043-223-4123

