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●先生のひとことで救われた少年時代

――千葉市花見川区のご出身ですが、どのよう
な少年時代を過ごされたのでしょうか。

　私の実家は田んぼに囲まれた丘の上に建っ
ていました。近くを流れる花見川で父に釣りを
教えてもらったり、夏になるとカブトムシやク
ワガタを採りにいったり、自然豊かな環境のな
かで毎日活発に遊んでいました。実家では犬
や猫、小鳥などを飼っていて、インコの餌やり
が私の日課になっていました。生き物が大好き
だったんです。
　定期的にやってくる移動図書館が楽しみで、
よく昆虫や動物の図鑑を借りました。見てい
るだけで幸せな気持ちになったことを思い出し
ます。
　実家には今も母が暮らしているので、よく足
を運びます。周辺の開発が進んで風景が少し
変わりましたが、千葉市はいいところだなと今
でも思います。

――宮澤さんは学校の先生との出会いに恵ま
れたことで、教師という職業に憧れを抱いたと
お聞きしています。

　父がフランス人だったことで、小学校時代は
からかわれたり、嫌な思いをさせられたりしま
した。兄はよく泣いていましたが、負けず嫌い
の私は相手とけんかになってしまうのです。
　小学校3年のある日、担任だった女性の先生
が私の肩を抱き寄せて「あなたは、他のみんな
より生きていくのが少し大変だと思います。先
生はあなたのことをよくわかっています。クラ
スのみんなにもわかってほしいから、今日、話
そうと思うの」と言ってくれました。今でもはっ
きり覚えています。その日から私はもめごとを
起こさなくなりました。子どもは理解者がひと
りいるだけで、変わることができるのです。

――中学校でも、指導者とのよき出会いがあり
ましたか？

　私は小学校低学年からサッカーを始めて夢
中になり、中学のサッカー部に入部することを
楽しみにしていましたが、いざ入部すると指導
できる先生がいないために、生徒同士でだらだ
らと練習している状態でした。
　モチベーションが下がって、サッカー部を辞
めようと思っていた矢先、大学時代にサッカー
をやっていたという先生が赴任してきて、指導
してくれることになったのです。見惚れてしま
うほどに上手だったので「この先生みたいにな
りたい。この先生が僕のライバルだ」と自分の
目標にして、一生懸命に練習し、私はめきめき
上達しました。
　自分が苦しいとき、何度も学校の先生に救っ
てもらったことから「学校の先生になろう」と
心に決めました。高校卒業時には複数の実業
団から誘われましたが、国士舘大学の体育学部
に進学し、教員免許を取得しました。実際は大

学卒業後に、日本サッカーリーグ（JSL）のフジ
タ工業に加入し、その後、ジェフユナイテッド市
原に移籍してJリーグの選手になるのですが…。

●国籍の壁に何度も阻まれました

――30歳で日本国籍を取得されるまで、ずっと
フランス国籍だったために、さまざまな苦難を
受けたそうですね。

　はい、国籍という大きな壁に何度も行く手
を阻まれました。私は県立市原緑高校のサッ
カー部に入部したのですが、当時は外国籍の選
手は国体に出場できなかったのです。慌てて
帰化申請を行いましたが、簡単には許可がおり
ません。でも先生や関係者の方々が動いてく
ださったおかげで、高校3年のびわ湖国体のと
きに、私は外国人選手として初めて国体に出場
することができました。

　また大学時代、ユニバーシアードに選ばれな
がら出場できなかったときには落ち込みまし
た。サッカー選手として世界に挑戦することは
大きな夢ですから。
　30歳でようやく帰化が認められた後、日本
代表に選出されたのですが、故障のために辞退
することになりました。結局、私は日本代表と
して国際大会には一度も出場できないままユ
ニフォームを脱ぐことになったのです。
　でも引退後、私はサッカー解説者としてワー
ルドカップを始めとする国際大会の実況解説
を経験することができました。

●スポーツを通して、
　子どもたちに学んでほしいこと

――2010年から浦安市の教育委員を務められ
ていますが、どのようなことを伝えていきたい
ですか。

　浦安市の前市長とサッカーのチームプレー
についてお話する機会を得たときに「ぜひ教
育委員に就任してください」と頼まれたことが
きっかけです。私は高校のサッカー部のコーチ

を務めたり、全国の学校を回ってサッカーの指
導をしてきたりしましたが、教員としての経験
はありません。しかし、サッカーというスポー
ツを通して学んだことや、選手の育成について
の話、海外のサッカーを見て感じたことなどを
毎回、お話しています。

――スポーツを通して、どんなことを子どもたち
に学んでほしいですか。

　子どもたちにとってスポーツは非情なもので
す。たとえば試合に出場できる子とできない子
が出てきて、そこに悲しみや苦悩が生まれる。非
情なものだけど、それ以上のものを子どもに返
すことができるのがスポーツの素晴らしさです。
学生時代にスポーツで苦しんだこと、感動したこ
とは、生きていくうえで必ず生かされます。
　私はサッカーを通して数え切れないほどの
ことを学びました。指導者として技術だけでな
く、人間関係の築き方や、感情のコントロール
の仕方などを子どもたちにも伝えたいと考え
ています。

●子どもたちにパラスポーツ観戦を！

――東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会の機運が高まってきました。千葉市
ではオリンピック３競技、パラリンピック４競技
を開催しますが、宮澤さんはパラリンピックに
ついてどのような思いをもっていますか？

　私はブラインドサッカーを観戦して、目の見
えない選手がプレーしている姿に衝撃を受け
たことがあります。「人間は鍛えれば、ここまで
のことができるようになるのか！」と勇気づけ
られ、感動しました。
　ですから、ぜひ子どもたちにパラスポーツを
見たり、体験したりしてほしいと思います。ま
た、パラリンピックの会場にも、ぜひお子さんた
ちを連れていってあげてください。障害を負っ
た選手が速く走る姿、華麗にボールを操る姿を
見て、きっと何かを感じるはずです。将来、絶
望の淵に立たされたときにふと思いだして、乗
り越えるための一助となるかもしれません。

――最後に東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会に、宮澤さんが期待されること
をお聞かせください。

　選手が大会に賭ける気持ちはすさまじく、ま
さに命を賭けて挑んできます。開催国の選手
はなおさらです。だからこそ、見る者を感動さ
せるプレーが生まれる。私たちは会場で、その
瞬間をいっしょに味わうことができるのです。
　東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会は一生忘れられない大会になることで
しょう。
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　NHK、WOWOWなどのサッカー解
説者としておなじみ、宮澤ミシェルさ
ん。千葉市花見川区のご出身で、ジェ
フユナイテッド市原の選手として活躍
され、現在は浦安市の教育委員を務め
るなど、千葉にゆかりの深い方です。
　少年時代の思い出や、サッカーを通
して学んだこと、そして東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技大会へ
の期待などを語っていただきました。

平成 30 年 12/2（日）、まなびフェスタ2018 で
宮澤ミシェルさんのトークショーを開催します！
詳細は4Pの千葉市生涯学習センターをご覧下さい。

©️J.LEAGUE

ジェフユナイテッド市原の選手時代
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公民館 〔注意〕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。

公民館名 講座名 日時・対象・定員・申込方法

中
　
央
　
区

葛城公民館
電話:222-8554
FAX:222-1453

心と身体を癒す
リラックス気功教
室

11/13・20・27の火曜日
13:30 〜15:30　全3回

【対象】成人【定員】先着20人
【申込】11/1（木）から直接または電話で

新宿公民館
電話:243-4343
FAX:243-3972

私だけの小さな庭
〜季節の花で寄せ
植えを楽しもう

11/14(水)10:00 〜12:00 　
【対象】成人 【定員】先着20人
【料金】1,500円
【申込】11/1(木）から直接または電話で

椿森公民館
電話:254-0085
FAX:254-1285

パソコン講座
「ワード入門」

11/27(火) 〜 30（金）
9:30 〜12:30　全4回

【対象】文字入力ができる成人
【定員】先着10人【料金】1,200円
【申込】11/1(木）から直接または電話で

星久喜公民館
電話:266-4392
FAX:266-4981

みんなで歩こう!
楽楽ウォーキング

11/20(火)・27（火）
10:00 〜12:00　全2回　

【対象】成人【定員】先着20人
【申込】11/2（金）から直接または電話で

松ケ丘公民館
電話:261-5990
FAX:263-9280

そば打ち教室
12/2(日)、9(日)10:00 〜12:00　

【対象】成人【定員】各先着5人
【料金】1,000円
【申込】11/2 (金)から直接または電話で

宮崎公民館
電話:263-5934
FAX:263-4904

おやじの肉料理
11/21(水)10:00 〜14:00　

【対象】成人男性【定員】先着12人
【料金】1,000円
【申込】11/2(金)から直接来館（料金持参）

花
　
見
　
川
　
区

朝日ヶ丘公民館
電話:272-4961
FAX:271-6994

冬の花の寄せ植え
11/15(木) 14:00 〜16:00

【対象】成人【定員】先着12人
【料金】1,300円
【申込】11/2(金)から直接または電話で

犢橋公民館
電話:259-2958
FAX:259-6431

シニア向け
スマートフォン教
室

11/19( 月)13:00 〜15:00
【対象】60歳以上でスマートフォンを持っ
ていない方【定員】先着15人 

【申込】11/2(金)から直接または電話で
こてはし台公民館
電話:250-7977
FAX:250-1992

日曜学習
「エンディング
ノート」

11/25(日)10:00 〜12:00
【対象】成人【定員】先着20人
【申込】11/2(金)から直接または電話で

さつきが丘公民館
電話:250-7967
FAX:286-6469

終活のポイントと
相続のイロハ

11/27(火)10:00 〜12:00
【対象】成人【定員】先着50人
【申込】11/2(金)から直接または電話で

花園公民館
電話:273-8842
FAX:271-0370

子育て教室
「親子遊びを楽し
もう」

11/20・27、12/4の火曜日
9:30 〜11:30　全3回

【対象】1・2歳児と保護者
【定員】先着15組
【申込】11/2(金)から直接または電話で

花見川公民館
電話:257-2756
FAX:286-0185

医療講演会
「認知症の治療と
予防」

11/29(木)10:00 〜12:00
【対象】成人【定員】先着20人
【申込】11/2(金)から直接または電話で

幕張公民館
電話:273-7522
FAX:273-6185

要約筆記を学ぶ(聴
覚障害のサポート
に生かす)

11/13・20・27の火曜日
10:00 〜12:00　全3回

【対象】成人【定員】先着20人
【申込】11/1(木)から直接または電話で

幕張本郷公民館
電話:271-6301
FAX:271-0881

歴史講座
「戦国期における
千葉氏の動向」

11/23(金・祝 )10:00 〜12:00
【対象】成人【定員】先着30人
【料金】100円
【申込】11/ 7(水) から直接または電話で

稲
　
毛
　
区

稲毛公民館
電話:243-7425
FAX:243-3962

男の料理教室 
「入門編」

11/23(金・祝 )　9:30 〜12:30　
【対象】成人男性【定員】先着16人
【料金】600円　
【申込】11/3(祝)から直接来館  (料金持参)

草野公民館
電話:287-3791
FAX:287-3672

クリスマスのパン
「シュトーレン」
を焼こう

12/8( 土 )  13:00 〜16:00
【対象】成人 【定員】先着12人
【料金】800円
【申込】11/2(金)から直接または電話で

黒砂公民館
電話:241-2811
FAX:247-1931

神道・神社の歴史
と房総

11/17（土）　10:00 〜11:30
【対象】成人【定員】 先着30人
【申込】11/2（金）から直接または電話で

小中台公民館
電話:251-6616
FAX:256-6179

木版画で年賀状を
作ろう

11/21・28、12/ 5の水曜日
13:30 〜16:30　全3回

【対象】成人【定員】先着20人
【料金】500円
【持ち物】彫刻刀、定規、筆記用具、下絵持
参可

【申込】11/2（金）から直接または電話で

山王公民館
電話:421-1121
FAX:423-0359

年越しそば打ち教室
12/16(日)9:30 〜13:00　

【対象】成人または小学生と保護者
【定員】先着15人【料金】1,500円
【申込】12/2(日)から直接または電話で

千草台公民館 
電話:255-3032 
FAX:255-3682

初心者向け 
季節の寄せ植え
教室

12/6(木)10:00 〜12:00
【対象】成人【定員】16人
【料金】1,500円
【申込】11/ 7(水)から直接または電話で

都賀公民館
電話:251-7670
FAX:284-0627

気球連隊と風船爆弾
〜川光倉庫を訪ねる〜

11/17（土）9:30 〜12:00
【対象】成人【定員】先着30人
【申込】11/2(金)から直接または電話で

公民館名 講座名 日時・対象・定員・申込方法

稲
毛
区

轟公民館
電話:251-7998
FAX:285-6301

フラワーアレンジ
メント入門講座

11/24( 土 )、12/8（土）10:00 〜
12:00　全2回

【対象】成人【定員】先着12人
【料金】各回 2,000円
【申込】11/2（金）から直接または電話で

若
　
葉
　
区

大宮公民館
電話:265-2284
FAX:265-6948

健康講座
「呼吸法と健康づ
くり」

12/1( 土 )・8( 土 )
10:00 〜12:00　全2回

【対象】成人【定員】先着20人
【申込】11/2（金）から直接または電話で

加曽利公民館
電話:232-5182
FAX:232-6408

パソコン講座 
「ワード入門」

11/27(火) 〜 30 (金)
13:30 〜16:30　全4回

【対象】成人【定員】先着10人
【料金】1,200円
【申込】11/2（金）から直接または電話で

桜木公民館
電話:234-1171
FAX:234-1172

そば打ち入門教室
11/29（木）9:30 〜12:30

【対象】成人【定員】先着8人
【料金】1,500円
【申込】11/2（金）から直接来館（料金持参）

白井公民館
電話:228-0503
FAX:228-6168

トールペイント教
室「サブバッグに
バラを描こう」

11/22（木）10:00 〜12:00
【対象】成人【定員】先着16人
【料金】1,000円
【申込】 11/2（金）から直接または電話で

千城台公民館
電話:237-1400
FAX:237-1401

陶芸体験教室

1/31、2/ 7・21・28の木曜日または
2/1・8・22、3/1の金曜日
13:30 〜16:00　各全4回

【対象】市内公民館の陶芸講座や陶芸
サークルに参加したことのない成人

【定員】各先着16人【料金】800円
【申込】12/4(火)から直接来館(料金持参）

みつわ台公民館
電話:254-8458
FAX:254-3135

水墨画入門

11/14・21・28の水曜日
13:30 〜15:30　全3回

【対象】成人【定員】先着10人
【料金】500円
【申込】11/2(金)から直接または電話で

若松公民館
電話:231-7991
FAX:231-0798

お正月の和菓子作
り

11/20（火)・27（火）
9:30 〜12:30　全2回

【対象】成人【定員】先着16人
【料金】1,200円
【申込】11/1(木）から直接または電話で

緑
　
区

越智公民館
電話:294-6971
FAX:294-1931

歴史講座
「千葉常胤と鎌倉
幕府の成立」

12/6（木）13:30 〜15:30
【対象】成人【定員】先着30人
【申込】11/2(金)から直接または電話で　

おゆみ野公民館
電話:293-1520
FAX:293-1521

クリスマスのパン
「シュトーレン」
に挑戦!

11/29(木)13:00 〜16:30　
【対象】成人【定員】 先着14人
【料金】800円
【申込】11/2(金)から直接または電話で

椎名公民館
電話:292-0210
FAX:292-4631

そば打ち体験教室

11/20(火)・27(火)
14:00 〜17:00　全2回

【対象】成人 【定員】先着8人
【料金】3,000円
【申込】11/2(金)から直接来館 （料金持参）

土気公民館
電話:294-0049
FAX:294-4233

秋風コンサート 
「男声合唱とハー
モニカ」

11/17( 土 )13:30 〜15:30
【対象】小学生以上の方【定員】先着 50人 
【申込】当日直接来館

誉田公民館
電話:291-1512
FAX:292-7487

エンディングノー
トを書いてみよう

11/22（木）13:30 〜15:30
【対象】成人【定員】先着25人
【申込】11/2（金）から直接または電話で

美
　
浜
　
区

磯辺公民館
電話:278-0033
FAX:278-9959

健康講座 
「のびのび ゆらゆ
ら〜健康体操」

11/17・24、12/1の土曜日
10:00 〜12:00　全3回

【対象】成人【定員】先着15人
【申込】11/2(金)から直接または電話で

稲浜公民館
電話:247-8555
FAX:238-4176

郷土の歴史講座
「こんなにすごい
加曽利貝塚」

11/9(金)10:00 〜12:00
【対象】成人【定員】先着20人
【申込】10/20(土）から直接または電話で

打瀬公民館
電話:296-5100
FAX:296-5566

シニア健康講座　　　　　　　　　　　　　　
「シニア体操と
お口の体操」

11/21(水)14:00 〜15:30
【対象】65歳以上の方【定員】先着50人
【申込】11/2(金)から直接または電話で

幸町公民館
電話:247-0666 
FAX:238-4153

パソコン講座　　　　　　　　　　　　　　　
「ワードの基礎」

11/20(火) 〜11/23(金・祝 )
9:00 〜12:00　全4回

【対象】成人【定員】先着10人
【申込】11/2(金)から直接または電話で

高浜公民館
電話:248-7500
FAX:248-6851

和布で作る梅の花
の吊るし飾り

11/15(木)・29(木)
10:00 〜12:00　全2回　

【対象】女性【定員】先着15人
【料金】500円
【申込】11/2(金）から直接または電話で

幕張西公民館
電話:272-2733
FAX:271-8944

タブレットを使っ
た脳トレーニング   
体験講座

11/21(水)10:00 〜12:00
【対象】60歳以上の方【定員】先着30人
【申込】11/2(金)から直接または電話で

子育てふれ愛フェスタ2018

千葉市子ども交流館 申込先・問い合わせ 〒260-0013 中央区中央4-5-1 きぼーる3階   TEL:202-1504
● 開館時間／ 9:00 〜 20:00   休館日／火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日） ※市内小・中学校の長期休業期間中は開館

未来を担う子どもたちは、家庭や地域の中で豊かな愛情に包まれ、明るく心豊かに育てること
がとても大切です。　

「親子でふれあい、笑顔になろう！」 をテーマに、子どもたちや親子が一緒に参加して楽しめる
ふれあい遊びやモノづくり、舞台芸術鑑賞会などを開催します。
皆さんも、子どもたちと一緒に楽しいひとときを過ごしてみませんか？

※すべて参加費無料
※入館には子ども交流館への登録が必要です。(当日登録可・登録無料)

日時：11/23（金・祝）10:00~16:00
会場：千葉市子ども交流館

（中央区中央4 きぼーる内）

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、荒牧光子さんがふれ愛フェ
スタにやってきます。「遊び心を子どもたちに伝えよう」をテーマに、さまざまなゲームや歌
で遊びます。笑顔がいっぱい生まれる「あらちゃん遊び」を、ぜひ親子でお楽しみください。 
定員: 255人　参加方法: 当日先着順
対象: 3歳以上（未就学児は保護者同伴）　会場: 3Fアリーナ

■  あらちゃんとあそぼう！ 10:30 〜12:00（10:15より受付）

命が誕生するまでの10か月間の物語で、2人の演者がコントラバスやギターなど大小
様々な楽器を持ち替え演奏しながら歌い演じます。
定員: 150人　参加方法: 当日先着順 9時より整理券配布
※いろいろな楽器の音とおしばいを、より近くで観て聴いていただきたいため、
　鑑賞者の人数を制限させていただきます。
対象: 制限なし（未就学児は保護者同伴）　会場: 3Fアリーナ

■  おんがくおしばい「おじゃま猫とたまご」
　 15:10 〜16:00（14:40開場）

不要になったペットボトルを利用して可愛いマラカスを作ります。ボトルの表面には
好きな絵や模様を描いたり、キャップを工夫して飾ったり、中に入れるものもアイデア
一つで素敵な音が出るエコ楽器の完成です。
定員：各回24人　参加方法：当日先着順（最終受付は各回30分前）
対象：3歳以上（未就学児は保護者同伴）　会場：4F工房

■  おもしろモノづくり「カラフルマラカスを作ろう！」
　 ①10:00 〜11:30  ②13:30 〜15:00

子ども交流館で、親子でふれあい、笑顔になろう！

まなびフェスタ 2018まなびフェスタ 2018 平成30年12月1日（土）・2日（日）
9：30～17：00

平成30年12月1日と2日の2日間、生涯学習センターでは「まなびフェスタ2018」を開催します。期間中、市民の皆さんによる各種ワークショップや講
座、ステージ発表がお楽しみいただけます。また、特別企画として宮澤ミシェルさんのトークショーも行われます（要事前申込）。

宮澤ミシェルさんトークショー 12/2(日)13:30～15:00 やすらぎのアトリウムコンサート 12/2（日）15:30~16:30
ご自身のサッカー人生とともにロシアＷ杯の舞台
裏や日本代表のことなど、最新のサッカー情報に
ついてお話をうかがいます。

ミューズブラスアンサンブルのメンバーによる、金管五重奏。
まなびフェスタの最終日に、華やかな演奏をお楽しみください。
出演予定：畑 潤（トランペット）、長江 純一（トランペット）、
　　　　　山本 春奈（ホルン）、三國 裕子（トロンボーン）、
　　　　　今川 英悟（チューバ）申込方法 往復はがきまたは電子メールで

お申込みください。
11/1（木）より　先着順で受け付け
必要事項①講座名「宮澤ミシェルさんトークショー」、②参加者
全員の氏名・年齢、③代表者の住所・TEL、④宮澤さんへの質
問を明記の上、往復はがきまたは電子メールで下記までお申
し込みください。（1通につき2人までお申込みいただけます）

会　場 1階アトリウムガーデン ※当日、直接会場へお越しください

問い合わせ 生涯学習センター　TEL 207-5820

申 込 先 〒260-0045 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
E-mail　kouza@chiba-gakushu.jp

畑 潤
（トランペット）

長江 純一
（トランペット）

山本 春奈
（ホルン）

三國 裕子
（トロンボーン）

今川 英悟
（チューバ）

千葉市生涯学習センター

問い合わせ 淑徳大学サービスラーニングセンター
TEL 265-7911

会　場 千葉ポートアリーナ

パラスポーツ特集

問い合わせ 千葉市オリンピック・パラリンピック調整課　TEL 245-5296

第8回長谷川良信記念・千葉市長杯争奪
車いすバスケットボール全国選抜大会

会　場 千葉ポートアリーナ

１２/１４（金）~１６（日）
ウィルチェアーラグビー日本選手権大会

会　場 千葉ポートアリーナ

2019年 ２/１（金）~３（日）
ジャパンパラゴールボール競技大会

会　場 千葉ポートアリーナ

2019年 2/16（土）・17（日）
全日本テコンドー選手権大会

2019年3/2（土）13時試合開始
　　　  3/3（日）10時試合開始
　　　  13時30分より体験会開催

日本代表選手多数出場
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《童女の姿となりて》
明治39年（1906）東京都現代美術館蔵

 《王者の端》 大正7年（1918）千葉市美術館蔵

 《総南の旅から　仁右衛門島》 大正10年（1921）山種美術館蔵

石井林響(1884-1930)は、千葉に生まれ、明治大正の
時代を駆け抜けた日本画家。「西の関雪、東の林響」
と称えられるほど、同時代の画人や房総の人々に
も大きな影響を与えました。本展では画業の全貌
を回顧し、林響が追い求めた理想の世界とその魅
力を紹介します。

観覧料： 一般1,200円　大学生700円
　　　   小・中学生、高校生無料
開館時間： 10:00 -18:00 （金・土曜日は20:00まで）　
　　　　    ＊入場受付は閉館の30分まで
休館日： 12月3日（月）、12月29日(土)～1月3日(木)

〒260-8733 中央区中央3-10-8
tel : 221-2311
http://www.ccma-net.jp
公式Twitterアカウント：@ccma_jp

入館料：一般1,800円　高校生・大学生・65歳以上1,300円　中学生900円

催 し 名 な ど 日 時・内 容 な ど

縄文秋まつり
11/3（祝）・4（日）10:00 〜 15:00
縄文グルメや物販、縄文土器抽選会、カソリンカップ（火おこしタイムト
ライアル）など内容盛りだくさん。

石器づくり講座
11/18（日）10:00 〜16:00 　対象:中学生以上　定員15人
応募方法：メール、FAX、電子申請、往復はがきにて加曽利貝塚博物
館まで　11/8（木）必着
縄文人と同じ方法で石器づくりに挑戦します。

ナイトミュージアム
12/1（土）17:30 〜 20:00　
夜の復元住居公開、貝塚コンサート、星空観察会・解説会、博物館の夜
間開館

縄文時代研究講座
第4回:12/16（日）　講師：加納 実「加曽利E式土器とは」
第5回:  1/20（日）　講師：佐藤 洋「加曽利貝塚の加曽利E式土器」
第6回: 2/24（日）　講師：小澤 政彦「東関東の加曽利E式土器」
10:30 〜12:00　会場:加曽利貝塚博物館　定員：各回50人（当日先着順）

● 開館時間／ 9:00 〜17:00（入館は16:30まで）     
　 休館日／月曜日、祝日の翌日※ただし、祝日の翌日が土・日曜日の場合は開館。12/11（火）・25（火）臨時休館　入館料/無料

加曽利貝塚博物館 〒264-0028 若葉区桜木8-33-1    TEL:231-0129 ／ FAX:231-4986
Eメール: kasori.jomon@city.chiba.lg.jp    ホームページ: https://www.city.chiba.jp/kasori/申込先・問い合わせ

開館時間 9:00 〜19:00（入館は閉館の30分前まで）

入 館 料 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

休 館 日 11/26（月）・27（火）、12/17（月）、29（土）〜 2019年1/1（火・祝）

千葉市科学館 〒260-0013 中央区中央4-5-1    TEL:308-0511
ホームページ: http://www.kagakukanQ.com問い合わせ

プラネタリウム新番組「ノーマン・ザ・スノーマン」

※投影日時は科学館ホームページでご確認ください。
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

フィールアロマ 〜アロマを感じる星空〜

日時:11/9（金）・10（土）19:00 〜19:45
会場:7階プラネタリウム　定員:200人
料金:高校生以上800円、小・中学生300円

化学反応を色で見てみよう！ 〜透明な液体が緑や赤に変わるマジック反応〜
　PETボトルに入った透明な液体に振動を与えると、緑になりその後、赤・黄色と交通信号の
ように色が次々と変わります。少し高度な「振動・信号反応」を体験します。
日時:11/3日（土）11:00~12:00、14:00~15:00
会場:8階科学実験室B    定員 :各20人    対象 :小学2年生以上

二酸化炭素が水にとけたら…
　二酸化炭素は温暖化ガスとして知られていますが、水にとけると石灰岩をとかす力をもちます。
水にとけた二酸化炭素について実験をいくつか試してみましょう。目からウロコの実験もあります。
日時:11/11（日）11:00~12:00、14:00~15:00
会場:8階科学実験室B    定員 :各20人    対象 :小学生以上（小学3年生以下保護者同伴）

〒263-0034 稲毛区稲毛1-8-35    TEL:248-8723 ／ FAX:242-0729
ホームページ: http://business4.plala.or.jp/g-inage/

■  夜灯まつり夜間特別公開
地域のイベント「稲毛あかり祭～夜灯（よとぼし）～」の夜、千葉市民ギャラリー・いなげを夜間特別公開。ギャラリーの庭園には、
秋休み子ども美術講座に参加の子どもたちと、美浜区の稲毛第二小学校、磯辺小学校、真砂第五小学校の子どもたちが制作した
灯ろうが並びます。今年は美術家・海月岳人さんの光の演出による、いつもとは違った幻想的なギャラリーをお楽しみください。
日時：11/24(土)・25(日) 17:00 〜 20:00ライトアップ　入場無料

佐藤信太郎写真講座 〜夜景を撮る〜夜灯まつり関連イベント

千葉市在住で林忠彦賞を受賞した写真家・佐藤信太郎さんの夜の写真講座。
地域のお祭「夜灯」の風景をデジタルカメラで撮影します。写真の講評とデジタル加工のアドバイスも行います。
日時：11/24(土) 16:00 〜 20:00　対象：デジタル一眼カメラと三脚をお持ちの方　参加費：1,500円　応募締切：11/10(土)

■  第2回 いなげ八景水彩画コンクール作品展
街への愛着を深め、魅力を再発見することを目的に地域の方と選定した「いなげ八景」をテーマに開催する水彩画コンクール受賞
者の作品展です。今年は大人部門の他、小学生～中学生部門も募集し、幅広い世代が表現する稲毛の風景をご覧いただけます。
会期：11/17(土) 〜12/2(日) 9:00 〜17:15(月曜休館、最終日15:00まで)　入場無料

● 開館時間／ 9:00 〜17:15   休館日／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）
千葉市民ギャラリー・いなげ 問い合わせ〒260-0856 中央区亥鼻1-6-1    TEL:222-8231／ FAX:225-7106

ホームページ: http://www.city.chiba.jp/edl/kyodo/

千葉常胤の生誕900年を記念し、源平合戦のころ
の常胤の動きを紹介します。常胤とともに幕府成
立初期を支えた上総氏・三浦氏・北条氏などの東
国武士たちにもご注目ください。

● 開館時間／ 9:00 〜17:00（入館は16:30まで）   休館日／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）　入館料/無料
郷土博物館 問い合わせ

会 期 10/23（火）〜12/16（日）

千葉常胤生誕900年記念特別展   「千葉常胤と鎌倉幕府の成立 ー東国武士と武家政権ー」

◀︎「千葉常胤肖像画及び
　自詠短冊（部分）」
　（成田山霊光館所蔵）

▲紙本金地着色︎源平合戦図屏風（右隻） （埼玉県立歴史と民俗の博物館所蔵）

 「宇宙の日」 記念
全国小・中学生作文絵画コンテスト作品展

期間:11/11（日）まで開催  10:00~17:00
会場:7階企画展示室　料金:無料（要入館料）

秋の企画展

■  企画展
「あれもE　これもE
 －加曽利E式土器（千葉市内編）－」

加曽利貝塚の名前がついた土器「加曽利E式」のうち、
千葉市内出土品を集めた企画展。
会期：10/20（土）〜 2019年3/3（日） 
　　　12/26（水）〜一部展示入れ替え

参加方法は千葉市科学館ホームページをご確認下さい。
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●編集・発行 千葉市生涯学習センター（指定管理者：公益財団法人千葉市教育振興財団）
〒260-0045  中央区弁天3-7-7  TEL:207-5811（代） FAX:207-5812

〒260-8730  中央区問屋町1-35  千葉ポートサイドタワー 11F  TEL:245-5954   FAX:245-5992
千葉市教育委員会  生涯学習部  生涯学習振興課

http://www.chiba-gakushu.jp/千葉市生涯学習情報誌

無 料 駐 車 場
P1…22台（ ）・P2…18台障害者等用

駐車場1台

広   告

冬ならではの主催事業が盛りだくさん！

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
ホームページ: http://www.chiba-shizen.jp/

申込先・問い合わせ

千葉市少年自然の家では、毎月様々な主催事業を実
施しています。ご家族向けの「マンスリーウィークエ
ンド」に参加して、家族でほっこりするような体験をし
てみましょう！ 最新情報は自然の家ホームページを
ご覧ください。

申込方法:往復ハガキ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下さい。
応募者多数の場合は、抽選となります。
※応募締切:12/16（日）必着
<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）
※グループで申込みの場合は、②③④は代表家族のみ。
　1グループ8人まで
メールの送り先はshusai-oubo@chiba-shizen.jp

日 程 2019年1/19（土）〜 20（日）

対 象 3歳以上中学生以下のお子さんを含むご家族

参 加 費 小学生:3,940円    中学生:4,140円
未就学児（3~6歳）:3,570円    乳児（3歳未満）:530円
大人（千葉市民）:4,960円

プログラム アウトドアスイーツ、板を焼いて絵馬作り、クライミングウォール、
作って飛ばそう！ウィングブレードなど

青葉の森公園芸術文化ホール 〒260-0852 中央区青葉町977-1
TEL:266-3511／ FAX:266-1660
ホームページ: https://www.aobageibun.com/

申込先・問い合わせ

パスカル・ロジェ  ピアノ・リサイタル

【日時】12/2（日）14:00開演  13:30開場
【料金】  全席指定3,500円　※未就学児入場不可
【出演】  パスカル・ロジェ

フレンチ・ピアニズムの巨匠パスカル・ロジェによる
オール・ドビュッシー・プログラム。

青葉寄席

【日時】  2/10（日）14:00開演  13:30開場
【料金】  全席自由　前売1,500円  当日1,800円　
※チケット1枚につき18歳以下1名無料  ※4歳未満入場不可

【出演】  浪曲：玉川太福（千葉大学出身）、落語：古今亭志ん松　ほか

千葉にゆかりのある、“浪曲界のホープ ”と“ 古典落語
を語り継ぐイケメン噺家”による寄席を能舞台で。

一噌幸弘  能舞台縦横無尽ライブ

【予定曲】  また君に恋してる、地上の星、五木の子守唄、フレイム・バイ・フレイム
(キング・クリムゾン)、伝統曲、一噌幸弘オリジナル曲　ほか

【日時】  2/11（月・祝）14:00開演  13:30開場
【料金】  全席自由　前売2,500円　当日3,000円
【出演】  一噌幸弘・山田路子（笛）、辻本好美（尺八）、高木潤一（ギター）

個性的な演奏者達が縦横無尽に演奏します。

第38回  青葉能

【日時】  2/17（日）14:00開演  13:30開場
【演目】  宝生流能「蝉丸」、和泉流狂言「咲嘩」　ほか
【出演】  宝生和英（宝生流二十代宗家）、

野村万作（人間国宝・和泉流狂言方）　ほか
【料金】  SS席7,000円、S席6,000円

A 席5,000円、    B席4,000円　
（18歳以下すべて2,000円引）
※チケットには事前セミナーが含まれます。

千葉県内唯一の本格能舞台でお届けする能公演。
事前セミナー同日開催。

千葉のむかし話／こども語りべ　発表会

【日時】  1/14（月・祝）  【料金】  入場無料・年齢制限なし
【出演】  講座受講生、ひがき順子

地元千葉のむかし話を小学生から大人までの受講生が語り継ぎます。

©武藤章

第108回 マンスリーウィークエンド
〜家族で楽しむ！年始め。〜

ちばイズム
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認証プログラム
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玉川太福 古今亭志ん松
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