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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Ⅱ 

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２回目の今回は、千葉大学の法政経学部教授 佐藤
さ と う

 栄作
えいさく

 氏をお招き

し、「マーケティングとマーケティング・サイエンス」をテーマに講演を行います。マーケティ

ング活動ではさまざまなデータを分析することを通じて消費者や顧客の理解を深めるというこ

とが行われており、これに関わる研究分野がマーケティング・サイエンスです。今回は多方面

で応用されている凡用性の高い手法を取り上げ、その簡単な分析事例を用いて消費者を理解す

るという１つの側面を紹介します。 

 

 日 時：８月２７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： ① 来所：総合受付にて、所定の申込用紙で申し込み。 

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

③ 電話：04-7140-8615 に午前９時から午後５時までの間に申し込み。 

 締  切：８月１３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 

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。 



 

▼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/ 

 

◆くらしに役立つ法律・判例情報講座 

令和４年４月から成年年齢が引き下げられ、18 歳になったら保護者などの同意を得ずにさま

ざまな契約を結ぶことができるようになりました。 

成年年齢引下げに伴い増加が懸念される契約トラブルにどのように対処すればよいのか、国

民に身近な法的サポートを行う「法テラス」の弁護士が、法律になじみのない方にもわかりや

すく実践的に解説します。 

日 時：８月２０日（土）午後２時から３時３０分まで（開場は１５分前） 

 場 所：プラッツ習志野北館 １階 集会室 （習志野市本大久保３－８－１９） 

 参加費：無料 

 対 象：どなたでも参加できます 

 定 員：３０人 ※申込先着順 

 申 込：７月１６日（土）から①来館②電話③電子メールにより申し込み受付 

① 来館：県立中央図書館 3 階カウンターにて申し込み 

   習志野市立中央図書館 ４階予約資料・相談カウンターにて申し込み 

② 電話：県立中央図書館 ０４３－２２２－０１１６ に申し込み 

   習志野市立中央図書館 ０４７－４７５－３２１３ に申し込み 

③ 電子メール：c-lib7★mz.pref.chiba.lg.jp に以下の必要事項を送信 

※「★」を「@」に変えて送信してください。 

（１）申込者の氏名(ふりがな)  

（２）お住まいの市町村名 

（３）電話番号 ※申込方法③の場合はメールアドレスも記入 

（４）参加者全員の氏名（グループでまとめて申し込みをする場合） 

※（１）（２）（３）は代表者のみで可。 

点訳資料や手話通訳等の配慮が必要な方は、８月１０日（水）までにお申し出くだ

さい。なお、ご希望に沿えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

締 切：定員になり次第締切  

その他：新型コロナウイルス感染拡大の状況により、開催を中止する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

NO.２ 



 

○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： 

https://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 

※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。 

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： 

https://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～） 

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 

NO.３ 



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～） 

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/ 

 

◆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～） 

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/ 
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▼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/ 

 

▼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/ 

 

◆シーカヤック大冒険～内房編～ 

カヤックで滑走しながら海の中の地形や生き物を観察します。みんなで探検隊になり、どん

な生き物がいるのか探しに出掛けます。 

日 時：８月２８日（日）午前１０時から午後１時まで 

場 所：勝山海岸（現地集合・現地解散予定） 

参加費：７００円（カヤック代、飲料代、保険代） 

対 象：小学校４年生以上のペア 

定 員：２０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 

締 切：８月１８日（木）ただし、定員になり次第締切 

申し込み・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/ 

   

NO.５ 



   

   

美術館・博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼県立中央博物館 

令和 4 年度特別展「鯨」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立中央博物館では、鯨の魅力をさまざまな角度から紹介する特別展を開催します。 

陸から海へと生息場所を変えていった鯨の進化や多様性、知られざる生態を、実物大模型 

や骨格標本で紹介します。また、縄文時代から現代まで続く千葉県と鯨との深い関わりについ

て、縄文時代の遺物や古文書、漁具や鯨骨の製品などから迫ります。 

海の王者「鯨」の魅力と千葉の豊かな海を感じてください。 
 

会 期：７月１６日（土）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（入館は午後４時まで） 

入場料：一般 800 円、高校・大学生 400 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） 

    ※８月８日、8 月 15 日は臨時開館 

  会場・問い合わせ：千葉県立中央博物館（千葉市中央区青葉町 955-2） 

電話 043-265-3111 千葉県 中央博  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。 

全長 5m のシャチの全身模型（鴨川シーワールド所蔵） 

長い牙を持つイッカク（雄） 

の骨格標本 

錦絵「大漁鯨のにぎわひ」（勇魚文庫所蔵） 

NO.６ 



 

 

▼県立現代産業科学館 プラネタリウム上映会 

「軌跡×奇跡 –宇宙の一瞬にかける想い-」12K MEGASTAR FUSION 
 

日本が世界に誇るプラネタリウム・クリエーター 大平
おおひら

貴之
たかゆき

氏によるオリジナル作品が 

３年ぶりに現代産業科学館に帰ってきました。 

最新鋭のシステムで、一つ一つの星のまたたきや色まで操り、限りなく自然に近い星空を 

再現します。また、８月１３日（土）、１４日（日）には、今回上映する作品の制作者 大平

貴之氏による解説会を実施します。（プラネタリウム上映会、解説会ともに要事前予約） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイエンスドームギャラリー・ミニ展示「MEGASTAR への道」 

世界最先端のプラネタリウム投影システムである「MEGASTAR 

  -FUSION」の開発に至るまでの大平
おおひら

貴之
たかゆき

氏の軌跡を紹介します。 
 
 
 

会 期：８月５日（金）から２４日（水）まで１日４回上映 

開 館：午前９時から午後４時３０分まで 

料 金：一般５00 円、高校・大学生２50 円（入館料含む） 

※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）※8 月 8 日（月）は開館 

申 込：７月 29 日（金）から申込先着順。当館ホームページから申し込み 

会場・問い合わせ：千葉県立現代産業科学館（市川市鬼高 1-1-３） 

電話 047-379-2005  現代産業科学館  検索 

 

上映作品 前期（8 月 5 日から 13 日まで） 

「七夕ランデブー」             「星のある風景～宇宙（そら）～」 

上映作品 後期（8 月 14 日から 24 日まで） 

「星のある風景～旅～」           「スタークルーズ」 

NO.７ 



 

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日から当日まで受付可 

※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日から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.８ 


