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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/ 

◆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

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
はやし

 浩二
こ う じ

 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～午後３時３０分 

 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 ６月１８日（土） 

 

 

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。  

 

「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。 
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◆高校生のためのボランティア体験講座 

高校生を対象としたボランティアの基礎を学ぶことができる講座です。講義と体験を通して、

ボランティアに関する知識や理解を深め、今後のボランティア活動に取り組むきっかけをつく

る事ができます。 

誰かの役に立ちたい、よりよい社会をつくるための一員になりたい、活動を通して自分の殻

を打ち破りたいと思っている高校生は、参加してみましょう。 

県内５会場を予定していて、ご自宅から通いやすい会場を選ぶことができます。 

 

 日 時 ５月２８日（土）からスタート  

午前１０時～午後４時（各回ごとに時間は前後することがあります） 

  

〈第１回〉    〈第２回〉      〈第３回〉 

【柏会場】 ６月２６日（日） ７月２１日（木） ９月１８日（日） 

【君津会場】 ６月１１日（土） ６月１２日（日） ９月４日（日） 

【香取会場】 ６月１８日（土） ６月１９日（日） ９月１１日（日） 

【東金会場】 ５月２９日（日） ６月１９日（日） ９月１１日（日） 

【鴨川会場】 ５月２８日（土） ７月２３日（土） ９月２４日（土） 

  

受講場所 

【柏会場】 さわやかちば県民プラザ  千葉県柏市柏の葉 4-3-1 

【君津会場】 県立君津亀山青少年自然の家  千葉県君津市笹字片倉 1661-1 

【香取会場】 県立水郷小見川青少年自然の家 千葉県香取市小見川 5249-1 

【東金会場】 県立東金青少年自然の家  千葉県東金市松之郷 270 

【鴨川会場】 県立鴨川青少年自然の家  千葉県鴨川市太海 122-1 

 ※第１回から３回までは、選んだ同じ会場で受講します 

 

参加費 保険料・体験費用など（会場によって異なります） 

 対 象 千葉県内に在住、または県外在住だが千葉県内に通学している高校生 

 定 員   【柏会場】５０人 【柏会場以外】３０人 

 申込方法 各高等学校の担当の教職員が受講生をとりまとめ、さわやかちば県民プラザホーム 

ページ申込フォームより申込んでください 

 申込締切 ５月１８日（水） 
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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/ 

◆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～午後２時３０分 

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） 

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～午前１１時 

※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） 

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/  

 

◆やさしいカヌー基礎編➁ 

 カヌーの基礎を施設内のミニハーバーで学びます。 

日 時：６月４日（土）午前１０時３０分～１２時（受付：午前１０時～） 

場 所：県立水郷小見川青少年自然の家 

参加費：３００円  

対 象：３歳以上 

定 員：４０人（申込先着順） 

申 込：５月４日（水・祝）午前９時から電話により申し込み受付中 

締 切：５月２８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/  

 

◆プラネタリウム一般公開➂ 

誕生月星座について解説します。   

日 時：６月５日（日）午前１０時～午前１１時（受付：午前９時３０分～） 

場 所：県立水郷小見川青少年自然の家 

参加費：無料  

対 象：どなたでも参加できます。  

定 員：６０人（申込先着順） 

申 込：５月５日（木・祝）午前９時から電話により申し込み受付中 

締 切：５月２９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/  
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  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/ 

 

◆ 第 1 期コレクション展 

「名品１－色彩のあじわい－」 

   当館収蔵作品のうち特に鑑賞の要望の

高い作品を、素材や技法に応じた多様な色

彩表現に注目してご紹介します。 

「絵で見る房総の景色」 

風光明媚な景観と都心に近いという地の

利から、古くから多くの作家が訪れた房

総。時代とともに変貌を遂げた県内各地の

さまざまな景観を描いた作品を紹介しま

す。 

「詩歌と書 ―詩歌の魅力×書の表現力―」                        

古今東西の詩歌や、作家が自作した詩歌などをモチーフにした書作品により、詩歌の 

魅力と書家の表現力を紹介します。 

 

会 期：５月２２日（日）まで 

開 館：午前９時～午後４時３０分 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

急きょ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 

ページなどでご確認ください。 

富取風堂《花》 時田直善《崖の観音》 
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▼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/ 

 

◆春の展示「苔松苔梅―春を寿ぐ うめのきごけ―」 

新春の縁起物として古くから日本文化の中で親しまれて

きた、苔松苔梅に着目した展示を開催しています。苔が付い

た松や梅の木は、長寿を記念して日本画や振袖などに描かれ

てきました。また、生物学的に見た苔類の特性や生態につい

ても解説します。 

 

会 期：５月８日（日）まで 

開 館：午前１０時〜午後４時３０分（入館は午後４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） 

4 月 26 日（火）臨時休館 

  

◆生態園トピックス展「カエル」 

中央博物館に併設されている自然観察エリア、生態園での 

トピックス展示です。今回のテーマは「カエル」。生態園にも 

生息する種類から千葉県では見られない種類まで、たくさん 

の個性的なカエルが大集合します。 

 

会 期：５月１５日（日）までの土・日・祝日 

会 場：県立中央博物館 生態園オリエンテーションハウス 

開 館：午前１０時〜午後４時３０分（入館は午後４時まで） 

入場料：無料 ※本館を見学の際は、別途入場料が必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苔むす梅 

苔むす松 

アズマヒキガエル 
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▼県立中央博物館分館海の博物館 

［〒299-5242 勝浦市吉尾 123］ 電話 0470-76-1133 http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/ 
 

◆マリンサイエンスギャラリー「千葉県エビ・カニ大集合！」 

海の博物館に千葉県のエビやカニが大集合！房総の海の幸 

として有名なイセエビや外房の深海で獲れた大きなカニ、 

イソギンチャクやヒトデと共に暮らす小さなエビなど、貴重 

な標本や剥製が勢ぞろい。千葉県の自然豊かな海が育んだエ 

ビやカニの多彩な顔ぶれをぜひご覧ください！  

 

会 期：５月８日（日）まで 

開 館：午前９時〜午後４時３０分（入館は午後４時まで） 

入場料：一般２00 円、高校・大学生１０0 円 

※中学生以下、６５歳以上の方、障害者手帳等を 

お持ちの方およびその介護者１人は無料 

休館日：月曜日（月曜日が休日の場合は開館し、翌日休館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イソギンチャクエビ 

イシダタミヤドカリ 
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◆観察会 

 海の博物館周辺の自然の中で、研究員の解説を聞きながら、 

生きものをじっくりと観察します。【定員：各回１５人】 

 

① 「ウミウシを観察しよう」 

  潮の引いた磯でウミウシを採集し、観察します。 

  【日時】５月１日（日）午前１０時～正午 

  【対象】小学生以上（小学生は保護者同伴） 

② 「親子で磯の生きものを探そう」 

  潮の引いた磯でさまざまな生きものを観察・採集して、浜辺 

にミニ水族館をつくります。 

  【日時】５月２１日（土）午後１時～午後３時３０分 

  【対象】小学生と保護者 

③ 「磯で見られるヘンな生きもの」 

  勝浦の磯で形や生態、名前が変な生きものを探し、じっくり 

観察します。 

  【日時】６月１５日（水）午前１０時～正午 

【対象】小学生以上（小学生は保護者同伴） 

 

観察会共通 

 【申込締切】各行事の開催２週間前 

 【申込方法】 

ひとつの行事ごとに以下を明記して、海の博物館宛てにハ 

ガキ・FAX・電子メールのいずれかでお申し込みください。 

  ※記入事項 

氏名・住所・電話番号・年齢・希望の行事名と日時 

 【参加費】保険料 ５０円／１人 

 【注意】 

・野外で行われる行事のため、荒天等の事情により中止、 

または日程や内容が変更となる場合があります。 

  ・各観察会では、磯や舗装されていない遊歩道など足場の 

悪い場所を移動します。履き慣れた運動靴などをご用意く 

ださい。ビーチサンダルやクロックスは滑りやすいため 

危険です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウミウシを観察しよう 

磯で見られるヘンな生きもの 

親子で磯の生きものを探そう 
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◆「海の生きもの観察ツアー」 

  海の博物館前の磯を歩き、さまざまな海の生き 

ものについて観察する、磯観察初心者向けのミニ 

観察会です。【定員：各回１５人】 

 

【日時】 

① ５月１５日（日） 午前９時３０分 

          ～午前１０時３０分 

② ５月２９日（日） 午前９時３０分 

～午前１０時３０分 

③ ６月 ４日（土）  午後１時～午後２時 

④ ６月１８日（土）  午後１時～午後２時 

 

海の生きもの観察ツアー共通 

 【対象】小学生以上（小学生は保護者同伴） 

 【申込締切】各行事の開催２週間前まで 

 【申込方法】 

ひとつの行事ごとに以下を明記して、海の博物館宛てにハガキ・FAX・電子メールの 

いずれかで申し込み 

  ※記入事項 氏名・住所・電話番号・年齢・希望の行事名と日時 

 【参加費】保険料 ５０円／１人 

 【注意】 

・野外で行われる行事のため、荒天等の事情により中止、または日程や内容が変更となる 

場合があります。 

  ・各ツアーでは、磯の足場の悪い場所を移動します。履き慣れた運動靴や磯靴などを 

ご用意ください。ビーチサンダルやクロックスは滑りやすいため危険です。 

 

◆講座「イソギンチャクを分類する」 

  イソギンチャクの分類について、実際にどのように研究されていくのかを紹介します。 

【日時】５月２２日（日）午後１時～午後３時 

【対象】高校生以上 

【申込締切】５月８日（日） 

 【申込方法】 

ひとつの行事ごとに以下を明記して、海の博物館宛てにハガキ・FAX・電子メールの 

いずれかで申し込み 

  ※記入事項 氏名・住所・電話番号・年齢・希望の行事名と日時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海の生きもの観察ツアー 
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▼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/ 

 

◆2022「国際博物館の日」記念事業 

パネル展「川辺の鳥たち」 

自然環境の豊かな川辺には多くの鳥たちが集まります。鳥た

ちの意外な生態が見つかるかも。 

  

会 期：6 月 26 日（日）まで 

開 館：午前９時～午後４時３０分 

入場料：一般２００円、高校・大学生１００円 

※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その介護者 1 人は無料 

休館日：月曜日（月曜日が休日の場合は開館し、翌日休館） 

 

 

 

 

 

◆体験教室「関宿城下を歩こう（河川コース）」 

県立関宿城博物館の周辺にある史跡（中之島公園、関宿水閘門、浚渫船、情報・防災 

ステーションごか）を徒歩でめぐります。当館の学芸員が案内し、解説します。 

日 時：5 月２2 日（日）午前 10 時～正午（現地解散） 

 

場  所：【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 

定 員：３０名 

 

参加費：５０人 

 

申込み：4 月２２日（金）９時から電話で申込受付（先着順） 

 

◆体験教室「河川敷の野鳥観察会」 

開催中のパネル展「川辺の鳥たち」に合わせ、関宿城博物館 

周辺の河川敷に見られる鳥たちの姿や声を観察します。 

日 時：5 月２9 日（日） 

午前 11 時～12 時、午後 1 時 30 分～午後 2 時 30 分 

場  所：【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 

定 員：各 2０人 

 

参加費：５０円 

申込み：4 月２9 日（金・祝）９時から電話で申込受付（先着順） 

 
 

 

「関宿城下を歩こう」の様子 

川辺のカルガモ 

関宿城付近を飛ぶムクドリ 

川辺のカワセミ 
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▼千葉県立房総のむら 

［〒270-1506 印旛郡栄町龍角寺 1028］電話 0476-95-3333  http://www2.chiba-muse.or.jp/MURA/  

 

◆春のまつり 

鯉のぼりなどの子どもの日にちなんだ展示や体

験などを行います。家族みんなで楽しめるイベン 

トが盛りだくさんです。 

 

会 期：５月３日（火・祝）～５日（木・祝） 

開 館：午前９時～午後４時３０分 

（入館は午後４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 人は無料 

 
 

鯉のぼりの展示 
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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  ６月１０日に使いたい場合 ⇒ ４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。                              

                         

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 ６月１０日に使いたい場合 ⇒ ４月１日～６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.12 


