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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/ 

 

◆書のパフォーマンス発表会 

県内の高等学校の書道部によるダイナミックな書道のパフォーマンスです。歌や音楽に合わせ

て、高校生の夢や情熱が巨大な紙の上に表現されます。 

 

【参加校】５０音順 

県立我孫子高等学校 県立柏の葉高等学校 県立国府台高等学校 

 県立小金高等学校 県立流山南高等学校 県立松戸馬橋高等学校 

 県立松戸南高等学校 県立松戸六実高等学校 芝浦工業大学柏中学高等学校 

 千葉英和高等学校 八千代松陰高等学校 

 

 日時 １０月２日（日） 午前１０時から午後３時まで（予定） 

          （各校１０分程度の発表を順番に行います） 

場所 さわやかちば県民プラザ内１階 「アゴラ」 

 

 

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。 



 

【観覧について】 

 学校関係者席と一般席を設置します。一般席は３５席で、どなたでも観覧できます。 

 事前申込はありませんので、観覧希望の方は当日お越しください。 

【問い合わせ】 

さわやかちば県民プラザ 事業振興課 

 電話：０４－７１４０－８６１５ 

  

◆柏の葉アカデミア講座Ⅲ 

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

座」を開催します。第３回目の今回は、東京大学大学院 新領域創成科学研究科 メディカル

情報生命専攻 教授 鈴木
す ず き

 穣
じょう

先生をお招きし、「生活の中に生きるゲノムの科学」をテーマ

に講演を行います。両親から受け継いだ「ゲノム」は、年齢を重ね、時として病気になりなが

らその機能を変化させています。感染症にかかることで変化する部分は”免疫”として、最近、

大きな注目を集めています。 

私たちの研究室では、コロナウイルスのゲノム解析も行っています。感染症を含めた私たち

をとりまく環境とゲノムとの相互作用について、議論してみませんか。 

 

 日 時 １０月１５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む。 

②Ｗｅｂ：さわやか県民プラザホームページＷｅｂ申込フォームにより申し込む。 

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む。 

 申込締切 １０月１日（土） 

 

◆ちばのお宝再発見 

伊能
い の う

忠
ただ

敬
たか

記念館（香取市）・大原幽
おおはらゆう

学
がく

記念館（旭市）・菱川師宣
ひしかわもろのぶ

記念館（鋸南町）の収蔵品

を展示します。千葉県にゆかりの深い偉人、三人をより深く知ることができるチャンスで

す。伊能忠敬記念館からは、２ｍ×１ｍの大パネル伊能図をはじめ、江戸時代に現在の日本

地図とほぼ同じ地図を完成させた伊能忠敬の足跡を写真・パネル等で紹介します。大原幽学

記念館では、世界で初めて農業協同組合「先祖株組合」を作った大原幽学の功績を写真・パ

ネル等で紹介します。菱川師宣記念館からは、「浮世絵の祖」とよばれる菱川師宣の魅力や作

品を写真・パネル等で紹介します。三偉人記念館の展示およびギャラリートークがお楽しみ

いただけます。ぜひご来場ください。 
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【会 期】 １０月１９日（水）から１０月３０日（日）まで 

午前９時から午後９時 

※１０月２４日(月)は休所日  

【対 象】 どなたでも 

【定 員】 なし 

【参加費】 無 料 

【展示品を学芸員が詳しくご説明するギャラリートークのご案内】 

 ・伊能忠敬記念館  １０月２２日（土）①午前１０時～ ②午後１時～ 

 ・菱川師宣記念館  １０月２３日（日）①午前１０時～ ②午後１時～ 

 ・大原幽学記念館  １０月２９日（土）①午前１０時～ ②午後１時～ 

       ※ 定員：各先着１０人（定員を満たし次第締切） 

 申込方法：９月２1 日（水）から電話受付(午前９時～午後５時) 

（さわやかちば県民プラザ 04-7140-8615） 

 

▼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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▼県立君津亀山青少年自然の家  

［〒292－0526 君津市笹宇片倉 1661-1］ 電話 0439-39-2628 

 http://www.kimikame.net 

 

◆6 歳になったら机を作ろう！ 

この体験は、ただパーツを組み立てるだけではありません。のこぎり・ハンマー・ドリルな

どの本格的な工具を使って、親子で力を合せて机を作っていきます。木こり＆机作りの工程は

お子さんにとってはかなりの作業量があり、頑張って作った達成感が味わえます。また、自分

で自分の机を作るため、モノを大切にする心も育みます。親子でのご参加はもちろん、おじい

ちゃん・おばあちゃんのご参加も OK！家族で作る机は、モノとしての机だけでなく、大切な

思い出の詰まった宝箱にもなります。 

 

日 時：１２月１１日（日） 午前１０時から午後 4 時まで 

場 所：県立君津亀山青少年自然の家  

参加費：86,000 円  

対 象：5 歳以上の子どもとその保護者  

定 員：5 組（申込先着順） 

申 込：HP より WEB 申し込み受付中  

締 切：定員になり次第締切 

申し込み先・問い合わせ先：県立君津亀山青少年自然の家  

電 話：0439－３９－２６２８  

ホームページのＵＲＬ： http://www.kimikame.net 
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▼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/ 

 

◆ブルーダック海の宝探し 

海岸でビーチコーミングをして、見つけた材料を用いて創作活動をします。 

 

日 時：令和４年１０月２３日（日）午前１０時から午後３時３０分まで 

場 所：県立鴨川青少年自然の家・城崎海岸  

参加費：１，０００円（材料代・保険代） 

対 象：小学生 

定 員：２０人（申込先着順） 

申 込：９月２３日（金）午前９時から電話により申し込み 

締 切：１０月２３日（木）ただし、定員になり次第締切 

申込先・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 

 

◆ウミホタル観察会 

ウミホタル採集ビンの製作、ウミホタルの採集、ウミホタルの生態の説明および観察、発光 

実験等を行います。 

 

日 時：１０月２９日（土）午後３時５０分から午後５時３０分まで 

場 所：渚の駅たてやま、館山夕日桟橋 

参加費：２００円（餌台、保険代） 

対 象：小学生以上の親子 

定 員：２０人（申込先着順） 

申 込：９月２９日（木）午前９時から電話により申し込み 

締 切：１０月１９日（水）ただし、定員になり次第締切 

申込先・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 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 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。 
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▼千葉県総合スポーツセンター [千葉市]043-290-8501 

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

バドミントン教室（小・中学生） 

事業等の概要・趣旨等 
 小学生の部では、ラケットの持ち方やルール等基礎から楽しく学びます。 
 中学生の部では、基本を中心に学び、個々のレベルアップを目指して実践練習を中心に行いま

す。公認指導員が指導をいたします。初心者・男女問わず大歓迎です。 
用具はこちらで用意いたします。 

 

◆日  時：10 月 18 日～12月 6日（期間中の火曜日）  

小学生：17：15～18：45  中学生：19：00～20：30 

◆場  所：千葉県総合スポーツセンター内 スポーツ科学センター4 階 多目的アリーナ 

◆教 室 数：各 8 回 

◆参 加 費：各 5,600 円/（スポーツ保険代含む） 

◆対   象：原則小・中学生（経験不問） 

◆定   員：30 人 ｂ 

◆申   込：9月 20 日（火）まで ※締切日必着（申し込み多数の場合は抽選） 

◆申込方法：①往復はがき：〒263-0011 千葉市稲毛区天台町 323 宛  
必要事項（教室名、住所、氏名、性別、生年月日、学年、年齢、 

学校名、電話番号）を記入の上郵送（締切日必着） 

②窓口申込み：窓口（千葉県総合スポーツセンター スポーツ科学センター２階） 

   官製はがきを持参 

③メール  ：教室専用アドレス（ccsc-kyousitu@cue-net.or.jp）宛 

       必要事項を入力 
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