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▼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/ 

 

○定期開催するもの（参加費：無料） 

 

◆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 

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） 

ホームページのＵＲＬ： 

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

 

◆親子で楽しむえほんの会 

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 

※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。 

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） 

ホームページのＵＲＬ： 

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

 

 

 

さわやかちば県民プラザ 

県立図書館 

青少年自然の家 

さわやかちば県民プラザ・県立図書館・県立青少年教育施設では、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。  

 

NO.1 



 

▼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://su0igou-omigawa.com/ 

 

◆SUP 体験教室④ 

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：９月４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  

対 象：小学 4 年生以上  

定 員：１５人（申込先着順） 

申 込：８月４日（木）午前９時から電話により申し込み受付 

締 切：８月２７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/ 

 

◆おみっこキッズ② 

親子でわくわく水遊び 

 

日 時：８月２８日（日）午前９時４５分から午前１２時００分まで（受付：９時３０分から） 

場 所：県立水郷小見川青少年自然の家 

参加費：４００円  

対 象：年中～年長・大人  

定 員：１５組３０人（申込先着順） 

申 込：７月２８日（木）午前９時から電話により申し込み受付 

締 切：８月２０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/ 
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◆スターウォッチング① 

望遠鏡を覗いて美しい月や木星・土星などの惑星を観察しよう！ 

 

日 時：９月３日（土）午後６時３０分から午後８時００分まで（受付：午後６時から） 

場 所：県立水郷小見川青少年自然の家 

参加費：５００円（2 歳以下５０円）  

対 象：どなたでも 

定 員：８０人（申込先着順） 

申 込：８月３日（水）午前９時から電話により申し込み受付 

締 切：８月２６日（金） ※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/ 

 

▼県立君津亀山青少年自然の家  

［〒292-0526 君津市笹字片倉 1661-1］ 電話 0439-39-2628  http://www.kimikame.net/ 

◆指導者養成講座①体験活動における安全～川の活動の安全管理～ 

自然体験活動には危険がつきものです。安全な活動を実施するためのポイントや 

注意しなければならない点などをフィールド(川)での実習を通して学びます。 

 

日 時：８月２７日（土）午前 10 時から午後５時まで 

場 所：県立君津亀山青少年自然の家 

 参加費：1,000 円／人 

対 象：18 歳以上  

定 員：10 人（申込先着順） 

申 込：君津亀山青少年自然の家 HP にて WEB 申し込み受付中  

 締 切：定員になり次第締切 

 ホームページのＵＲＬ：http://www.kimikame.net/ 
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美術館・博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼県立美術館「第３期コレクション展」 
 

県立美術館では、約 2,800 点の収蔵作品の中から、テーマに沿って選んだ名品の数々を 

展示する「コレクション展」を定期的に開催しています。 
 

「美術と文学 －想を得る楽しさ－」 

   文学からイマジネーションを得て制作され

た絵画・版画・彫刻・工芸・書・雑誌などを紹

介します。 

「カラフル！」 

色彩には心を明るくしたり、穏やかにしたり 

するさまざまな力があります。芸術家たちが心 

打たれた目の前の現実の色を写したり、心象を 

投影して彩ったりしながら、色彩の力を信じて 

結実させた多彩な作品をご鑑賞ください。 

「名品３ －クールベの嵐－」 

本展では、特別にふくやま美術館、山梨県立

美術館から借用したクールベの作品を当館所

蔵の《嵐》と共に展示します。また、当館が所

蔵する作品の中から、佐倉ゆかりの浅井忠をは

じめ、ミレーなど特に鑑賞の要望の高い作品を

厳選して紹介します。 
 

会 期：７月２７日（水）～９月１９日（月・祝） 

開 館：午前９時から午後４時３０分まで 

入館料：一般３00 円、高校・大学生１50 円 

※中学生以下、６５歳以上の方、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者１人無料 

休館日：月曜日（月曜日が休日の場合は開館し、翌日休館）、９月６日（火） 

会場・問い合わせ：千葉県立美術館（千葉市中央区中央港 1-10-1） 

電話 043-242-8311  千葉県立美術館  検索 

 

 

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。 

池田満寿夫版画集 

トラベラーズジョイ２から《くずれた土》 

ギュスターヴ・クールベ《嵐》 
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▼県立房総のむら「むらの縁日・夕涼み」 
 

8 月 6 日（土）と 7 日（日）は、午後 8 時 

まで開館時間を延長。「涼む」をテーマに、夏 

にちなんだ製作体験、和太鼓やお囃子の演奏、 

大道芸、怪談話などを行い、昔懐かしい縁日と 

夕涼みの雰囲気を再現します。 

房総のむらならではの体験とともに夏の風物 

詩をぜひお楽しみください。 

両日とも浴衣・甚平の方は入場料無料です。 
 

 

開催日：8 月 6 日（土）、7 日（日） 

開 館：午前９時から午後 8 時まで 

入場料：一般３00 円、高校・大学生１50 円 

※中学生以下、６５歳以上の方、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者１人無料 

※浴衣・甚平着用の方は無料 

※午後 4 時 30 分以降の入場料は 100 円 

会場・問い合わせ：千葉県立房総のむら（印旛郡栄町龍角寺 1028） 

電話 0476-95-3333  房総のむら  検索 
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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/ 

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 ９月１０日に使いたい場合 ⇒ ７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   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 ９月１０日に使いたい場合 ⇒ ７月１日～９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。 

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.６ 



※校ごとに申込方法が異なります。

体験付き ちばテク
オープンキャンパス

8/23(火)・26(金)

・27(土)・28(日)

体験内容は裏面をご覧ください
詳細や申込方法はHPから！

このリーフレットについてのお問い合わせはこちら
（参加のお申し込みは開催校へ）

千葉県商工労働部産業人材課 TEL：043-223-2754



開催校 日時 対象者 体験内容

ちばテク市原校
TEL:0436-22-0403
〒290-0053
市原市平田981-1

8月23日(火)
9:00-12:00

応募締切
8月14日
【先着順】

高校生

【家庭で使われる照明回路の製作体験】
簡単な電気回路を敷設して、家庭内の配線の仕組みと、
電気工事の初歩を体験します。

【自動車整備士体験】
在校生のアドバイスで、ブレーキなどの分解整備を
行って自動車の整備作業を体験します。

中学生
高校生

【スプレーガンで塗装体験】
塗装機器のスプレーガンを使用して、塗膜の吹付作業
を体験し、オリジナル小物入れを製作します。

ちばテク船橋校
TEL:047-433-2790
〒273-0014
船橋市高瀬町31-7

8月27日(土)
13:00-16:00

応募締切
8月19日

高校生

【フォトスタンド設計製作体験】
3DCADソフトによる設計を体験し、実際に部品を組み
立ててフォトスタンドを製作します。
【冷凍技術とろう付け体験】
エアコンや冷蔵庫で多用される銅パイプのロウ付けを
通じて、冷凍の原理を学びます。

【デジタル時計作成体験】
プログラム言語のHTML・CSS・JavaScriptを学習し、
自分だけのデジタル時計を作成します。
【溶接でペンスタンド製作体験】
金属板の切断と溶接を体験し、ペンスタンドをつくり
ます。

ちばテク我孫子校
TEL:04-7184-6411
〒270-1163
我孫子市久寺家

684-1

8月28日(日)
13:30-16:30

応募締切
8月25日

高校生

【造園作業体験】
部屋に飾れるミニ四ツ目垣の製作を通して竹材の加工
やシュロ縄を使用した結束の体験をします。
【３Ｄプリンターによる時計の機構製作体験】
３次元ＣＡＤで部品の形状データを作成し、３Ｄプリ
ンターで出力します。

ちばテク旭校
TEL:0479-62-2508
〒289-2505
旭市鎌数5146

8月26日(金)
9:00-12:00

応募締切
8月22日

高校生

【自動車整備と自動車安全技術体験】
自動車の様々な作業や自動車の安全技術を体験してみ
ましょう!（ショックアブソーバ脱着作業 など）
【ものづくり体験】
自分のアバターをキーホルダーにＮＣ加工で刻み込み
ます。3Dプリンタによる造形体験もあります。

ちばテク東金校
TEL:0475-52-3148
〒283-0804
東金市油井1061-6

8月27日(土)
10:00-14:30
※昼食をご持参
ください

応募締切
8月25日
【先着順】

中学生
高校生
一般

【大工仕事の体験】
「木を生かして利用する」昔ながらの技能についての
体験をします。

【しっくい壁塗り、ブロック積み体験】
プロが使うしっくいの材料で、壁を塗ったりブロック
を水平・垂直に積む方法を体験します。

高校生
一般

【展示ブース製作の体験】
イベントなどで使用される展示ブースを木パネルで製
作します。壁面には加工紙やグラフィックフィルムを
貼り、空間を演出します。

申込み方法、定員、体験内容など詳しくはＨＰをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期・内容変更となる場合があります。


