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▼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/ 

◆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年生までを対象に、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。 

 

【さわやかちば県民プラザ主催講座（講座名）】９月・１０月の講座になります。 

・９／１１（日）「上手に使おう自分の体」 

・９／２３（金・祝）「びっくり！おどろきの錯視アートを学ぼう」 

・１０／１０（月・祝）「キッズマネースクール～日本の社会保障について学んで考えよう！」 

・１０／３０（日）「学校では教えてくれない徳川家のこと」 

 

※その他、協力機関講座や連携講座等、たくさんの講座があります。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 

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。 



 

 

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 

ホームページのＵＲＬ https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/kodomodaigaku/ 

 

▼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 
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▼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/  

 

◆わくわくカヌーミニツーリング② 

 季節ごとに変わる自然を感じながら黒部川でカヌーを楽しんでみませんか？ 

 

日 時：９月１８日（日） 午後１時から午後４時まで （受付：午後０時 45 分から） 

場 所：県立水郷小見川青少年自然の家、黒部川 

参加費：１,０００円  

対 象：小学生以上の親子 

定 員：３０人（申込先着順） 

申 込：８月１８日（木） 午前９時から電話により申し込み受付 

締 切：９月１０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/  

 

◆プラネタリウムコンサート 

星空と素敵な演奏の共演。星と音楽に酔いしれてみませんか。 

 

日 時：９月１９日（月・祝） 午後１時から午後３時まで 

場 所：県立水郷小見川青少年自然の家 

参加費：無料 

対 象：どなたでも 

定 員：６０人（申込先着順） 

申 込：８月１９日（金） 午前９時から電話により申し込み受付 

締 切：９月１１日（日） ※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/  

  

◆ファミリーデイキャンプ 

はじめての方でも安心なアウトドアクッキング入門。 

使ったことがない道具もあるかな？みんなでレッツクッキング！ 

 

日 時：１０月２日（日） 午前９時４５分から午後４時まで（受付：午前９時３０から） 

場 所：県立水郷小見川青少年自然の家 

NO.３ 



参加費：中学生以上１,２００円 小学生８００円 未就学児４００円 2 歳以下無料 

対 象：親子 

定 員：５組（申込先着順） 

申 込：９月２日（金） 午前９時から電話により申し込み受付 

締 切：９月２４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/  

 

 

▼県立東金青少年自然の家  

［〒283－0805 東金市松之郷 270］ 電話 0475-54-1301 https://www.tougane-youth.jp 

 

◆はやぶさ２小惑星リュウグウサンプルレプリカ公開 

JAXA から提供された、はやぶさ２が小惑星リュウグウスから持ち帰った貴重な砂（石）の 

レプリカを公開中です。 

 

日 時：１０月８日（土） 午前９時から午後４時３０分まで 

場 所：県立東金青少年自然の家 

参加費：無料 

申し込み先・問い合わせ先：県立東金青少年自然の家  

電 話：０４７５－５４－１３０１ 

ホームページのＵＲＬ： https://www.tougane-youth.jp 

 

◆防災にも役立つおや子キャンプ 

おや子で防災にも使える知識・技術を学べる楽しいキャンプです。 

 

日 時：９月３日（土）午後１時から９月４日（日）午後３時まで 

場 所：県立東金青少年自然の家 

参加費：２，５００円（１組） 

対 象：小学４年生から６年生とその保護者 

定 員：６組（１２人） 

申 込：８月８日（月） 午前９時から電話により申し込み受付中 

締 切：８月２４日（水） 午後５時まで ※定員になり次第締切 

申し込み先・問い合わせ先：県立東金青少年自然の家  

電 話：０４７５－５４－１３０１ 

※申し込み方法については、お問い合わせください。 

ホームページのＵＲＬ： https://www.tougane-youth.jp 
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◆ラート体験教室 

鉄の環（ラート）を利用して回転運動を体験します。平衡感覚や全身のバランスを高めるのに

最高です。日本ラート協会の指導員が指導します。県立手賀の丘青少年自然の家の協力を得て

行います。 

 

日 時：１０月１５日（土）午前９時から１０月１６日（日）午後３時３０分まで 

場 所：県立手賀の丘青少年自然の家 ※集合解散は県立東金青少年自然の家 

参加費：２，７００円（１人） 

対 象：小学５年生、６年生 

定 員：１５人 

締 切：９月２３日（金） 午後５時まで ※定員になり次第締切 

申し込み先・問い合わせ先：県立東金青少年自然の家  

電 話：０４７５－５４－１３０１ 

※申し込み方法については、お問い合わせください。 

ホームページのＵＲＬ： https://www.tougane-youth.jp 

 

 

▼県立鴨川青少年自然の家  

［〒299－2862 鴨川市太海 122‐1］ 電話 04-7093-1666 

                   http://www.echiba-sports.org/kamo/wp/ 

 

◆鴨青地引き網体験 

伝統漁法の地引き網を、総勢 70 人を超える大人数で引き、獲れた魚を持ち帰ります。 

 

日 時：令和４年１０月８日（土） 午前１０時から午後１時まで 

場 所：天津二タ間海岸（現地集合・現地解散予定） 

参加費：６００円（地引き網体験料、保険代） 

対 象：どなたでも 

定 員：７０人（申込先着順） 

申 込：８月８日（月） 午前９時から電話により申し込み受付中 

締 切：９月２９日（木） ※定員になり次第締切 

申し込み先・問い合わせ先：県立鴨川青少年自然の家  

電 話：０４－７０９３－１６６６ 

ホームページのＵＲＬ： http://www.echiba-sports.org/kamo/wp/ 
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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 １０月１０日に使いたい場合 ⇒ ８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 １０月１０日に使いたい場合 ⇒ ８月１日～１０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 


