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スケッチ会 幻想的な風景が広がる昨年の「夜灯」

神谷伝兵衛
（1856-1922）

床柱は葡萄の巨木、天
井は竹格子を組み葡萄
棚に見立てた2階の和室

上品さを感じる1階の洋間

国の登録有形文化財に
指定されている

旧神谷伝兵衛稲毛別荘

かつての「リゾート地・稲毛」の
面影を伝える絵葉書たち

リゾート地として人気だった在りし日の稲毛

　近代的な建造物が立ち並び、昼夜途切れることなく車が行
き交い、大勢の人々が生活を営む現在の稲毛区域。しかし、か
つては白砂青松の人気リゾート地として賑わっていた時期があ
りました。
　明治21年、千葉県初の海水浴場が開設。海水浴や避暑を
目的に多くの人々が訪れ、著名人の別荘も多数ありました。ま
た、海水浴は当時、疾病の治療法として提唱されていたため、
同年、医学士の濱野昇により「稲毛海気療養所」が設立され
ました。同施設は後に、島崎藤村や森鴎外など多くの文人が
好んで滞在した、「海気館」という人気旅館に生まれ変わりま
した。
　稲毛区域内には、当時の姿を保ったままの建物が少数なが
ら未だに残っており、市民ギャラリーの敷地内にある「旧神谷
伝兵衛稲毛別荘」もそのひとつです。

「芸術」「文化」を発信し、「歴史」を伝え続ける場所

　絵画や写真など様々な企画展の開催に加え、各種講座や
ワークショップを実施。さらに、展示室や制作室が利用可能な

こともあり、芸術や文化の拠点として多くの市民に親しまれて
いる市民ギャラリー。
　近年、展示室や制作室の利用に関しては、フラワーアレンジ
メントや手芸など、生活に彩りをもたらすようなサークル活動
が増えています。
　隣接する「旧神谷伝兵衛稲毛別荘」は、「デンキブラン」など
の洋酒を世に送り出し、また、ワイン王としても知られる初代
神谷伝兵衛が大正7年に建てた来賓用の別荘です。
　内部は1階が洋間、2階が和室になっています。シャンデリ
アの飾りや欄間など、随所に施されているブドウの装飾が、ワ
イン王・神谷伝兵衛のこだわりを感じさせます。
　同別荘は、千葉市最古の鉄筋コンクリート造で、全国的に見
ても初期という歴史的価値も高い建造物です。

「地域文化・アートの拠点」へと変針

　市民ギャラリーは平成23年4月の、組織改編を機に、それ
までの少し堅いイメージから、より地域に密着した「地域文化・
アートの拠点」として生まれ変わることを目指しました。そし
て、転機が訪れます。それは、地域に根差すからには地域で
一番大きな祭り『稲毛あかり祭「夜灯（よとぼし）」』（以下、「夜

灯」）に関わりたいと考えていたところ、その年の開催日が2日
間とも大雨で、稲毛中学校の生徒達が「夜灯」のために作った
大きな灯籠（とうろう）を飾ることができず、あちらこちらから
「残念」との声が上がりました。
　そこで、後日、市民ギャラリーの庭園に飾り夜間公開しては
どうかと主催者側に提案し実施したところ、主催者や同校の
生徒達はもちろん地域の人々にも大変喜ばれ、これを機に翌
年から会場のひとつとして「夜灯」に参加できることになりま
した。
　第11回目となる今年の「夜灯」は、11月19日（土）・20日（日）
17:00～20:00に開催。市民ギャラリーは今年も、建物のライ
トアップと灯籠の展示を行います。
　展示する灯籠づくりに関しては、年々協力者が増え続け、
今回は稲毛第二小学校、磯辺小学校、美浜打瀬小学校の子
ども達に加え稲毛いきいきプラザを利用する高齢者の方々が
自ら手を挙げてくれたため、灯籠の数は約600基になる予定
です。
　ちなみに、灯籠の材料はペットボトルと粘土。市民ギャラ
リーには文化財があるためロウソクが使えず、光源にはLED
ライトを使用しています。約600基もの灯籠が色とりどりに輝
く様は、壮観です。

地域との連携が実を結ぶ

　「地域文化・アートの拠点」となるよう、ほかにも様々な努力
を重ねた結果、入館者数が、着実に増加しました。最も大きな
要因は、やはり地域との連携に力を注いだことです。
　「地域の小・中学校の先生と連携し、子ども達が参加できる
講座やイベントを増やしました。子ども達が来てくれれば家族
も一緒に来てくれます。他にも大学や商店街と連携したイベン
トを開催するなど、スタッフ一丸となって頑張った結果です。」
と、学芸員の行木弥生（ゆうき・やよい）さん。
　今後も、平成26年度「千葉市芸術文化新人賞展」で奨励賞
を受賞した千葉市出身の牧田愛さんの個展や、地域の方々に
稲毛の思い出や昔の話を語っていただく「いなげ お話会」な
ど、「地域文化・アートの拠点」らしい企画展やイベントを精力
的に開催する予定です。
　興味のある方は、次の休日に足を運んでみては…

　芸術や文化の拠点、さらに憩いの場としても、千葉市民に親しまれている「千葉市民ギャラリー・いなげ」
（以下、市民ギャラリー）は、約6年前から、より多くの人々が、より気軽に足を運びたいと思える、「地域文化・
アートの拠点」となることを目指し、現在も、教育機関や商店街などと広く連携し、魅力的な事業を展開して
います。

身近な存在へと変貌を遂げた
「千葉市民ギャラリー・いなげ」

目指すは「地域文化・アートの拠点」
特 集

旧神谷伝兵衛稲毛別荘
【開館時間】 9:00～17:15

市民ギャラリー・いなげ
〒263-0034 稲毛区稲毛1-8-35  TEL 248-8723
月曜休館（祝日の場合は翌日）

問い合わせ
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区 公民館名 講座名 日時・対象・定員・申込方法

葛城公民館
葛城2-9-2
☎222-8554

心と体を癒す
リラックス気功
教室

11/15～29の火曜日 13:30～15:30
【対象】成人 【定員】先着20人
【申込】11/2（水）から直接または電話で

新宿公民館
新宿2-16-14
☎243-4343

災害時に
あなたを救う！
整理収納

11/11（金） 10:00～12:00
【対象】成人 【定員】先着20人
【申込】11/2（水）から直接または電話で

末広公民館
末広3-2-2
☎264-1842

ソフト粘土フラ
ワー ～Xmasの
キャンドルアレ
ンジ～

11/26（土）
①9:30～11:30 ②13:00～15:00 
【対象】成人 【定員】各先着10人 【費用】600円
【申込】11/4（金）から直接または電話で

星久喜公民館
星久喜町615-7
☎266-4392

家庭で作れる
おいしい中華
「手軽に本場の
味を」

11/13（日）・27（日） 10:00～13:00
【対象】成人 【定員】先着16人
【費用】1,600円（材料費）
【申込】11/2（水）から直接または電話で

松ケ丘公民館
松ケ丘町257-2
☎261-5990

そば打ち教室

①12/4（日）②12/11（日）
10:00～12:00
【対象】成人 【定員】各先着5人 【費用】1,000円（材料費） 
【申込】11/2（水）から直接または電話で

宮崎公民館
宮崎2-5-22
☎263-5934

男の料理
「男性のための
簡単料理」

11/24（木） 10:00～14:00
【対象】60歳以上の男性
【定員】先着12人 【費用】700円
【申込】11/2（水）から直接または電話で

小中台公民館
〒263-0043
小仲台5-7-1
☎251-6616

木版画で
年賀状を作ろう

11/23～12/7の水曜日 13:30～16:30
【対象】成人     【定員】抽選20人
【費用】500円 【持物】彫刻刀
【申込】11/14（月）必着。往復はがきま
たはHP（ちば電子申請サービス） ※往
復はがきには、講座名・氏名（フリガ
ナ）・郵便番号・住所・年齢・電話・FAX番
号・返信用の宛先を記入してください。

山王公民館
六方町55-29
☎421-1121

毎日食べたい
ミルクのレシピ

12/17（土） 10:00～13:00
【対象】成人 【定員】先着15人
【申込】11/2（水）から直接または電話で

稲毛公民館
稲毛1-10-17
☎243-7425

男の料理教室
（入門編）

11/23（祝） 9:30～12:30
【対象】成人男性 【定員】先着16人
【費用】500円
【申込】11/2（水）から直接来館（費用持参）

草野公民館
園王町384-93
☎287-3791

クリスマスのパ
ン（シュトーレ
ン）を焼こう

11/26（土） 13:00～16:30
【対象】成人女性 【定員】先着14人
【費用】800円
【申込】11/2（水）から直接または電話で

草野まんじゅう
作り

11/16（水） 10:00～12:00
【対象】成人 【定員】先着15人
【費用】500円
【申込】11/2（水）から直接または電話で

朝日ヶ丘公民館
朝日ヶ丘1-1-30
☎272-4961

冬の花の
寄せ植え

11/17（木） 14:00～16:00
【対象】成人 【定員】先着12人
【費用】1,300円（材料費）
【申込】11/2（水）から直接または電話で

検見川公民館
検見川町3-322-25
☎271-8220

ステンドグラス
風の写真立て
作り教室

11/18（金） 13:30～16:00
【対象】成人 【定員】先着10人
【費用】600円
【申込】11/2（水）から直接または電話で

さつきが丘公民館
さつきが丘1-32-4
☎250-7967

こどもマジック
教室

12/11（日） 9:30～12:00
【対象】小学4～6年生 【定員】先着15人
【費用】200円
【申込】11/2（水）から直接または電話で

長作公民館
長作町1722-1
☎258-1919

詩吟入門教室
11/8（火）・22（火） 13:00～15:30
【対象】成人 【定員】先着15人
【申込】11/2（水）から直接または電話で

花園公民館
花園3-12-8
☎273-8842

秋の音楽会
「オカリナ・弦楽
アンサンブル」

11/20（日） 14:00～15:00
（13:30受付開始）
【定員】先着60人
【申込】11/5（土）から直接または電話で

幕張公民館
幕張町4-602
☎273-7522

初めての
ガーデニング
「寄せ植えで冬
の花を楽しむ」

11/14（月） 10:00～12:00
【対象】成人 【定員】先着16人
【費用】1,200円（材料費）
【申込】11/2（水）から直接または電話で

幕張本郷公民館
幕張本郷2-19-33
☎271-6301

幕本Xmasコン
サート

12/11（日） 13:10～16:00
（12:45開場）
【定員】先着50人
【申込】当日直接会場へ

中
央
区

花
見
川
区

稲
毛
区

千草台公民館
天台3-16-5
☎255-3032

「初心者向け、
寄せ植え作り」
教室

11/30（水）、12/14（水） 10:00～12:00
【対象】成人 【定員】先着16人
【費用】2,500円（教材費）
【申込】11/2（水）から直接または電話で

区 公民館名 講座名 日時・対象・定員・申込方法

磯辺公民館
磯辺1-48-1
☎278-0033

のびのび
ゆらゆら～
健康体操

11/22（火）・29（火）
10:00～12:00
【対象】成人 【定員】先着15人
【申込】11/2（水）から直接または電話で

打瀬公民館
打瀬2-13
☎296-5100

郷土史講座
「戦国大名北条
氏と房総」

11/17（木） 13:30～15:30
【対象】成人 【定員】先着30人
【申込】11/2（水）から直接または電話で

幸町公民館
幸町2-12-14
☎247-0666

パソコン講座
「エクセル入門」

11/22（火）～25（金） 9:00～12:00 
【対象】文字入力ができる成人
【定員】先着10人 【費用】1,200円（教材費）
【申込】11/2（水）から直接または電話で

高浜公民館
高浜1-8-3
☎248-7500

Wordで作る
マンツーマン
年賀状講座

11/17（木） 13:00～16:00
【対象】成人
【定員】先着12人 【持物】パソコン
【申込】11/2（水）から直接または電話で

幕張西公民館
幕張西2-6-2
☎272-2733

初歩の太巻き
ずし教室

11/30（水） 10:00～12:00
【対象】成人 【定員】先着20人
【費用】1,000円（材料費）
【申込】11/2（水）から直接来館（費用持参）

越智公民館
越智町822-7
☎294-6971

歴史講座
「頼朝の挙兵と
千葉氏の活躍」

11/22（火） 13:30～15:30
【対象】成人 【定員】先着30人
【申込】11/2（水）から直接または電話で

おゆみ野公民館
おゆみ野中央2-7-6
☎293-1520

クリスマスのパ
ン「シュトーレ
ン」に挑戦！

11/30（水） 13:00～16:30
【対象】成人 【定員】先着14人
【費用】800円
【申込】11/2（水）から直接または電話で

椎名公民館
富岡町290-1
☎292-0210

秋を楽しむ
①あけびのつる
　で籠づくり
②そば打ち体験
　教室

①11/14（月）9:30～12:00
②11/16（水）・30（水）14:00～17:00
【対象】成人 【定員】先着①10人 ②8人
【費用】①1,300円 ②3,000円（いずれも材料費） 
【申込】11/2（水）から直接来館（費用持参）

土気公民館
土気町1631-7
☎294-0049

秋風のコンサート
「男声合唱とハー
モニカクラブ」

11/12（土） 14:00～15:30
【対象】市内在住の小学生以上
【定員】先着50人
【申込】11/2（水）から直接または電話で

いきいき子育て
クラブ
「おもちゃのひ
ろば」②

11/17（木） 9:30～11:30
【対象】就学前児とその保護者
【定員】先着15組
【申込】11/2（水）から直接または電話で

誉田公民館
誉田町1-789-49
☎291-1512

相続・遺言の
基礎知識
「遺言を書いて
長生きしよう」

11/17（木） 13:30～15:30
【対象】成人 【定員】先着25人
【申込】11/2（水）から直接または電話で

大宮公民館
大宮町3221-2
☎265-2284

名人に聞く
そば打ち入門

11/19（土） 10:00～13:00
【対象】成人 【定員】先着9人
【費用】1,500円（教材費）
【申込】11/2（水）から直接または電話で

みんなで楽しく
健康づくり
「3B体操にチャ
レンジ」

11/29～12/13の火曜日 10:00～12:00
【対象】成人 【定員】先着15人
【申込】11/2（水）から直接または電話で

加曽利公民館
加曽利町892-6
☎232-5182

絵手紙講座
「年賀状を絵手
紙で！」

11/24（木）～26（土） 10:00～12:00
【対象】成人 【定員】先着20人
【費用】500円
【申込】11/2（水）から直接または電話で

桜木公民館
桜木3-17-29
☎234-1171

そば打ち入門
教室

11/10（木） 9:30～12:30
【対象】成人 【定員】先着8人
【費用】1,500円（材料費）
【申込】11/2（水）から直接来館（費用持参）

みつわ台公民館
みつわ台3-12-17
☎254-8458

歴史講座「房総
での源頼朝と
千葉氏の活躍」

11/10（木） 10:00～12:00
【対象】成人 【定員】先着50人
【申込】当日直接会場へ

若松公民館
若松町2117-2
☎231-7991

パソコン講座
「エクセル入門」

11/15（火）～18（金） 13:00～16:00
【対象】成人 【定員】先着10人
【費用】1,200円（教材費）
【申込】11/2（水）から直接または電話で

轟公民館
轟町1-12-3
☎251-7998

書道入門講座
（西千葉書道俱
楽部）

11/21～12/5の月曜日 10:00～12:00 
【対象】成人 【定員】先着12人
【費用】500円
【申込】11/3（祝）から直接または電話で

若
葉
区

稲
毛
区

緑
区

美
浜
区

①受付時間は、特に記載のない限り９：00～17：00です。  
②親子などで参加する場合は、全員の氏名・年齢を明記してください。  
③来館には、公共交通機関をご利用ください。

【注意】

公民館ではいろいろな講座を開催しています。
毎月、ちば市政だよりやホームページ等でご案内しています。公 民 館 の 講 座

千葉市   公民館の講座 検索

生涯学習ボランティアフェア 2016
～ ボランティア先生と体験しよう ～

エスキーテニス体験（無料）
● 1Fアトリウムガーデン

午前…mini講座「聴き方・話し方」
● 地下1Fラウンジ

午後…簡単手縫いタオル帽子（500円）
※事前申込

● 1Fエントランス

11/12 （土）

ボランティアタイム展示
● 1Fアトリウムガーデン

mini講座「古地図による知的散歩」
● 地下1Fラウンジ

11/14 （月）

アトリウムライブ
（ギター、クラリネット、フルート、ヴィオリラ、ハワイアンバ
ンド演奏、安来節、フラダンス披露、テノール独唱など）

● 1Fアトリウムガーデン

似顔絵コーナー（500円） ※事前申込（当日受付あり）
● 1Fエントランス

11/13 （日）

※参加申込、時間等、詳しくはお問い合わせください。

　今回はエスキーテニス体験やその他体験コーナー、アトリ
ウムライブを行います。子ども会や、PTA、町内自治会、公
民館サークル、放課後子ども教室など、市内の公共施設を
会場に開催される教室、講座、講演やイベントを企画する皆
さまの講師探しをお手伝いします。知識や経験、技能を持っ
た登録ボランティアの活動紹介イベントです。各所にて役員
をされている皆さま、ぜひこの機会に直接ご覧ください。

11/12（土）～14（月）

エスキーテニス 似顔絵コーナー

問い合わせ 生涯学習センター学習支援グループ
TEL 207-5815

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
先
生
の

講
座
紹
介

チャイルドアートカウンセラー・
色彩心理カウンセラー

山﨑由美さん

　私がちば生涯学習ボランティアセンターで、最近行った講
座の内容と、作品展示について紹介します。
　平成28年8月25日、アートセラピーの活動の一つとして
「心きらめく子ども工作クラブ」を行いました。小学生を対象
に、様々な材料の中から好きなものを選び、自分の一番表
現したいテーマで作ってもらいました。最初は何を作ろうか
迷っている様子の子もいましたが、作っているうちに表情も
生き生きとして、自信につながっているようでした。出来上
がった作品は、粘土のモンスターや、ビー玉迷路、貝殻水族
館、うさぎのピョンピョンコップ、スパンコールのキラキラう
ちわなど、子どもたちの個性が活きた作品になりました。

　もう一つは、地球一周の旅で出会った人々に描いてもらっ
た絵の作品展示です。
　クレヨンや色鉛筆などで自由なテーマで描いてもらいまし
たが、戦争難民の故郷を思う作品や、平和を願う虹の作品、
自然の親しみを表現した作品などの思いの詰まった作品で、
生きていく上でとても大切なものを思い出させてくれる作品
ばかりでした。
　工作・絵画、どちらの手法でも、作る人、
描く人のありのままの気持ちを受け止め、
心が開放的になり、きらめくように願って
講座や展示を行いました。地球一周の旅で出会った人々が

描いてくれた作品

心きらめく子ども工作クラブ

講座・イベント
情 報

4 5



今号の表紙
　千葉市美術館が所蔵する、葛飾北斎《冨嶽三十六景　神奈川沖浪裏》です。「冨嶽」とは富士山のこと。すでに70歳
に達していたとは思えない新鮮な感性で取り組んだこのシリーズで、北斎は風景画家としての地位を不動のものとし
ました。千葉県から描かれた図として「登戸浦」と「上総の海路」の2図があります。

加曽利貝塚博物館
　博物館は、本年で開館50年をむかえます。
　これまでの研究事業を紹介するとともに、特に縄文土器製作技術研究は当初
陶芸家新井司郎氏により昭和44年度から始まり、その後それを受け継いだ戸村
正己氏により現在も続けられています。土器製作技術研究の第一人者より発表し
市民に知ってもらう場とします。

遺跡から出土する縄文土器の破片そっくりなクッキーをつくります。

　貝塚や縄文時代についての最新の調査成果や研究事例を、
専門家が様々な角度から解説します。

加曽利貝塚博物館開館50年  記念講座 縄文時代研究講座

加曽利貝塚博物館多目的室会　場 定　員 50人（要事前申込）

【講師】 戸村正巳 氏 （加曽利貝塚博物館職員）
「加曽利貝塚博物館 研究のあゆみ」
開館50年記念講座

日　時 11/23（祝・水） 10:30～12:00

生涯学習センター 地下1階小ホール会　場
18歳以上の方対　象
各回50人（要事前申込）定　員

【講師】 加納実 氏（千葉県教育委員会）
「西日本からみた関東の縄文時代」

第1回
11/30（水） 10:00～12:00

【講師】 井上賢 氏（木更津市郷土博物館  金のすず）
「木更津市の貝塚について」

第2回
12/21（水） 10:00～12:00

【講師】 田中大介 氏（袖ケ浦市教育委員会）
「上総地域の貝塚について ‐袖ヶ浦市山野貝塚の調査事例‐」

第3回
2/22（水） 10:00～12:00

12/17（土） 10:00～12:00   【会場】生涯学習センター 食文化研修室
【定員】小学3～6年生の親子  10組20人  ※要事前申込

問い合わせ 加曽利貝塚博物館 TEL 231-0129

加曽利貝塚PR大使
かそりーぬ

申込方法等、詳しくはお問い合わせください。

アトリウムステージでの発表や、体験教室などが盛りだくさん。
みなさん遊びに来てください。

特別講演会

2階ホール会　場 250人（応募多数の場合抽選）定　員
日　時 12/4（日） 14:00～15:30

申込方法 往復はがき・Eメールにて（1通4人まで応募可）
講演会名、住所、全員の氏名、年齢、電話番号を明記し
て左記まで  11/14（月）必着

対　象 市民 費　用 無料

【講師】 宮本みち子（放送大学副学長）
「無縁社会にしないために ～私たちにできることは？～」

〒260-0045　千葉市中央区弁天3-7-7
千葉市生涯学習センター講座企画担当 　宛て
Eメール：kouza@chiba-gakushu.jp 問い合わせ 生涯学習センター講座企画担当 TEL 207-5820

生涯学習センター 検索

12月3日（土）・4日（日）
9:30～17:00

まなびフェスタ 2016
祝 開館15周年埋蔵文化財ロビー巡回展

　埋蔵文化財ロビー巡回展では、千葉市埋蔵文化財調査センターなどで保管している考古資料
を市民の方々に公開し、郷土の歴史の一端を紹介しています。平成28年度は、「千葉市の中世
遺跡」と題して、市内から見つかった中世の遺物を主に展示し、当時の千葉市はどのような様子
だったか、ということを説明します。また、展示内容と関連した講座もあわせて開催します。

■千葉市の中世遺跡 ■関連講座

千葉市埋蔵文化財調査センター
〒260-0814　千葉市中央区南生実町1210
fukyu@kyoikusinko.or.jp

申込先

11/1 （火）～ 30 （水）必着  ※応募多数の場合は抽選募集期間

60人定　員

往復はがき、メール（氏名・連絡先・希望日を明記）
※講座の申し込みは複数回可能

申込方法

11/16（水） ～ 12/1（木）
12/3（土） ～ 12/21（水）
12/26（月） ～ 1/18（水）
1/20（金） ～ 1/29（日）
2/1（水） ～ 2/26（日）

郷土博物館

市民ギャラリー・いなげ

埋蔵文化財調査センター

中央図書館

生涯学習センター

第1回
【講師】 塚原勇人（公益財団法人千葉市教育振興財団）

「千葉市の中世遺跡について」

生涯学習センター地下１階小ホール10:30～12:0012/14（水）

第2回
【講師】 日暮冬樹（公益財団法人印旛郡市文化財センター）

「千葉妙見社から見る千葉氏と原氏」

生涯学習センター地下１階小ホール10:30～12:001/18（水）

問い合わせ 埋蔵文化財調査センター TEL 266-5433

子育てふれ愛フェスタ 2016
「親子でふれあい、笑顔になろう！」をテーマに、楽しいプログラムがいっぱいです。
ぜひみなさんで遊びにきてください。
※子ども交流館の入館には登録が必要です。（当日登録可）  ※参加費はすべて無料です。

11月23日（祝・水）
10:00～16:00

アンディ先生の「子どものためのマジックショー」

3階アリーナ会　場 15:00～16:00時　間

　テレビ、舞台で活躍中のマジシャン、アンディ先生による、子どもの
気持ちに合わせた、不思議で楽しいマジックショーです。

定　員 255人・先着順（14:30より受付）
費　用 無料 対　象 未就学児は保護者同伴

【会場】4階工房  【時間】10:00～11:30、12:30～14:00 材料がなくなりしだい終了
【参加費】無料  【対象】3歳以上（未就学児は保護者同伴）

おもしろモノづくり！「ジャンボヨーヨー」

【会場】5階 交流スペース 【時間】13:00～14:00  【参加費】無料  【対象】4歳以
上の親子・小学生以上

驚きの「スポーツスタッキング」に挑戦！

【会場】4階 多目的室 【時間】①10:00～11:30（最終受付11:00） ②13:00～
14:00（最終受付13:30）【参加費】無料  【対象】4歳以上の親子・小学生以上

親子で作ろう！ 思い出の絵手紙

※交換はひとり5冊までとします 【会場】3階ロビー  【時間】10:00～15;00
絵本の交換コーナー

あらちゃんとあそぼう

3階アリーナ会　場 10:30～12:00時　間

　いつも素敵な笑顔で私たちに元気をくれる「あらちゃん」こ
と、荒牧光子さんが「あそびを楽しもう！」をテーマに、さまざ
まなゲームや歌で遊びます。ぜひ親子でお楽しみください。

定　員 255人・先着順（10:00より受付）
費　用 無料 対　象 3歳以上（未就学児は保護者同伴）

問い合わせ 子ども交流館
中央区中央4-5-1 きぼーる3階  TEL 202-1504

少年自然の家

　千葉市少年自然の家では、毎月様々なご家族向け主催事業
を実施しています。今回は、アウトドアの達人を目指す「ファ
ミリーキャンプ」と冬のスペシャル企画「スマイルホリデー
PART1」をご案内します。最新情報は自然の家ホームページ
（http://www.chiba-shizen.jp）をご覧ください。

主催事業に参加して、
「この冬、家族でアウトドア！」

第105回ファミリーキャンプ　「自家製ソーセージで作る特製ホットドッグ」

12/17（土）～18（日）日　時

　手作りのソーセージを燻製にして、手作りパンに挟んでホットドッグを作ります。
家族みんなでこねたり、焼いたりしてオリジナルホットドック作りにチャレンジします！

費　用 小学生：4,560円　  中学生：4,700円
未就学児：4,180円　大人（千葉市民）：5,520円

締め切り 11/19（土）必着
対　象 小学生・中学生を含むご家族
募　集 18組（ログハウス棟：1組1棟）

スマイルホリデーPART1　「木のぬくもりクラフトとあったかクッキング」

1/21（土）～22（日）日　時

　冬のスペシャル企画第1段！ 1日目は、3つの木のクラフトから選択して、家族でオリジナ
ルのクラフト作りをします。夜は、全員で木のドミノ牌を並べて倒してみましょう。2日目
は、冬のスペシャル企画ならではの3つの野外炊飯メニューから選択し、昼食作りをします。

費　用 小学生：4,150円　   中学生：4,300円
未就学児：3,910円　大人（千葉市民）：5,120円

締め切り 1/3（火）必着
対　象 3歳以上中学生以下のお子さんを含むご家族
募　集 35組（宿泊棟：1組1部屋）

　往復はがきかメールに必要事項をご記入の上、千葉市少年自然の
家までお送りください。応募者多数の場合は、抽選となります。
【必要事項】 ①主催事業名 ②住所 ③代表者氏名 ④電話番号（ご自
宅・携帯電話） ⑤家族数および各家族の代表者と人数（お子様の学
年、年齢）※グループで申込の場合は、②③④は代表家族のみ。1グ
ループ8名まで
メールの送り先は shusai-oubo@chiba-shizen.jp

千葉市少年自然の家
〒297-0217  長生郡長柄町針ヶ谷字中野1591-40
TEL: 0475-35-1131(9:00～19:00)
FAX: 0475-35-1134

問い合わせ

主催事業の申込
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無 料 駐 車 場
P1…22台（ ）・P2…18台障害者等用

駐車場1台

広   告

千葉市科学館イベント情報

郷 土 博 物 館

中央区中央4-5-1  TEL 308-0511   http://www.kagakukanQ.com
9:00～19:00(入館は閉館の30分前まで)
常設展示/大人510円　高校生300円　小中学生100円
プラネタリウム/大人510円　高校生300円　小中学生100円

11月1日（火）、28日（月）／12月19日（月）、29日～31日
1月1日（日・祝）

開館時間
入 館 料

休 館 日

プラネタリウム特別投影「星とアロマのひととき」

①11/25（金）・26（土）  ②12/16（金）・17（土）  ※①②とも（金）18:30～19:15 （土）18:00～18:45日　時
① 星空映像と香りのコラボレーション ② 星空映像と香りのコラボレーション ～クリスマススペシャル～

会　場 7階プラネタリウム 定　員 200人 料　金 高校生以上820円、小中学生300円

千葉経済大学・千葉市立郷土博物館共同開催歴史講座

定　員 200人（多数の場合抽選）
費　用 無料
会　場 千葉経済大学（稲毛区轟町3-59-5）

対　象 市内在住、在勤、在学の方
申込方法 11/10（木）必着で、往復はがきに講座名、住所、氏名（フリガナ）、電話番号、返信用のあて先を明記のうえ、

郵送（１人１通）、またはインターネットでの電子申請

プラネタリウム番組「ひる寝たリウム」好評上映！

11/2（水）～30（水）までの平日12:25～12:45日　時
昼休みに星空の下でぐっすりお昼寝したい方におすすめです。

会　場 7階プラネタリウム 定　員 200人
料　金 300円（未就学児同伴の入場は不可）

勤労感謝の日 スペシャル番組 「熟睡プラ寝たリウム」

11/19（土）・20（日）・23日（水・勤労感謝の日） 19:00～19:45日　時

普段仕事で疲れ気味な皆さまへ、満天の星に包まれて眠る、贅沢な時間
を過ごしませんか。

会　場 7階プラネタリウム 定　員 200人
料　金 大人510円、高校生300円、小中学生100円

郷土博物館問い合わせ 〒260-0856  中央区亥鼻1-6-1   TEL：222-8231／FAX：225-7106
URL： http://www.city.chiba.jp/edl/kyodo/kyodo_top.html

11月～12月

▶ 第1回： 11/30（水） 13:30～15:30
古代の妙見信仰とその像様

講師：濱名徳順さん （宝聚寺住職）
▶ 第2回： 12/7（水） 13:30～15:30
千葉妙見大縁起の成立とその特色

講師：丸井敬司さん （元千葉市立郷土博物館館長）
▶ 第3回： 12/14（水） 13:30～15:30
戦国期関東の貨幣流通

講師：川戸貴史さん （千葉経済大学准教授）

　今年のテーマは郷土博物館で開催中の企画
展にちなみ「千葉妙見大縁起絵巻と社会」です。
企画展の中心である「千葉妙見大縁起絵巻」の
世界、絵巻に表されたのとは異なる古代の妙見
信仰、そして絵巻がうまれた戦国時代の関東の
経済を取りあげます。
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