


日時：11/29(日)  9: 30 ～ 12: 00
対象：小学生
定員：12人( 応募者多数の場合抽選 )
料金：無料
持ち物：筆( 太・細)、文鎮、墨汁、硯、フェルト下敷き

アートに興味をもたれたのはいつ頃ですか。

　2歳頃から鉛筆で絵を描いていました。母
親がデザイン事務所を経営していたので、絵を
描く時間と道具を好きなだけ与えられて育っ
た、という感じです。
　油画を描き始めたのは、小学2年生からで
す。当時、千葉城の近くにあった絵画教室に
通い始めたのですが、小学生なんて自分一人
だけ。大人の中に混じっての受講でしたが、居
心地の悪さよりも油画に対しての興味のほう
が勝っていましたね。

その後、東京藝術大学に進学されました。

　藝大への進学を決めたのは高校3年生のと
きです。当時、他の美術大学付属の高等学校
に通っていたのでそのまま上に進むこともで
きたのですが、別の可能性も試してみたくなっ
たんですね。そこで、高校3年生の夏から予備
校に通い、進学することができました。
　とは言うものの、当時は“どうしても画家に
なりたい”という強い思いは抱いておらず、た
だ、自分が得意なことを続けるにはどうすれば

良いかと、それだけを考えていました。当然
ですが、周囲は本気で画家を志している人ば
かりで気持ちの差に戸惑うこともありました。
でも、藝大で過ごした日々や、身に付けた技
術のおかげで今の私が在るのだと思います。

藝大在学中に転機が訪れたそうですね。

　長年、油画を描き続けていたためか、3年生
の頃、表現にマンネリ化を感じるようになりま
した。もう少し違う技術で自分の画を表現で
きないか……そう模索していたとき、版画の
ゼミを受けられる機会に恵まれたんです。木
版画、シルクスクリーン、銅版画、リトグラフを
ひと通り学び、最も気に入ったのが木版画で
した。その後、先生から「（木版画を）気に入っ
たなら、そのまま続けても良い」と言われ、大
学院に進むまでの約1年半、木版画のゼミに
通いました。

木版画のどのような点に魅力を感じたのです
か。

　それが「プリントして完成する作品」だから

でしょうね。私は長い間、母親が制作する印
刷物などを見て育ったので、複製される作品
に親近感が湧き、もっと掘り下げてみたいと
思ったんです。木版画との出合いも藝大での
印象深い思い出のひとつです。

大学院時代は留学も経験されたと伺いまし
た。

　半年間、パリ国立高等美術学校に留学しま
した。担当の先生には「たった半年なので空
気だけ感じて帰ってくれれば良い」と言われま
したが、私は「必ず1回は展示会を開催する」
という、自分なりの目標をもって渡仏しまし
た。そして留学期間中に、寮のコンサートホー
ルを借りてパリで出会った7名でグループ展
を開催しました。私は木版画の展示に加え、
掘っている姿と刷っている姿をライブで公開
しました。
　日本の版画と西洋の版画は技術がまったく
違うため、「エキゾチックに感じた」なんていう
感想をたくさんいただいたんですよ。

現在、千葉市を拠点に創作活動を行っている、アートクリエイター・

Naramixさん。主な制作形態は、版画、油画、 映像、 そしてパフォーマ

ンスと多種多彩。また、創作活動と並行して芸術関連の事業を展開す

る「アートと音楽のブラウンハウス」の代表を務め、社会や地域の中で、

アートが役立つ領域を開拓し続けています。

アートクリエイター

Naramix（ナラミックス） さん

アートの力で人   とつながり、アートの力でまちをつくる。
現在の活動について教えてください。

　木版画、油画、 映像、 パフォーマンスなど、
様々な作品づくりを行っています。アートに
は多様性があって良いと、私は考えているんで
す。

多様性ですか。

　作りたい作品があり、そのために必要なら
彫刻刀、筆、パソコン、ビデオカメラなど、使
えるツールは何でも使うようにしています。
ひとつの技法にこだわって小さくまとまった
り、固まったりしないよう、いろいろなことに
チャレンジしています。常に変化し続ける社
会と足並みを揃え、私も作品を変化し続けて
います。

変化の中でも、共通するこだわりなどはありま
すか。

　作品に共通するこだわりは“ 線 ”ですね。
その元になっているのが、小学生の頃から大
好きだった書道やイラストレーションです。
たくさんイラストを描きましたし、図鑑を見て
模写などもしました。線は奥が深く、使うツー
ルや描き方によって驚くほど豊かな表現が可
能です。だから、今後も線にこだわって、新し
い表現を追求したいと思っています。

好きなモチーフなどはありますか。

　鳥です。もう、どう表現して良いか解らない
くらい好きなんです。でも、どうして好きなの
かは、未だに上手く説明できなくて……そん
な、言葉で説明できないところが作品づくり
の原動力になったり、創造力を盛り立ててく
れたりしているんだと思います。
　鳥に関しては私自身が出ている、「鳥人間」
というパフォーマンス作品があります。制作
中は完成したらそれで終わり、と思っていまし
たが、公開後、周囲から「鳥人間」の活動を求

められ現在も続いています。私にとってこの
作品は、他者との関係性で続いている特別な
作品と言えます。

現在は千葉市を活動の拠点とされていますが、
千葉市にはどのような思いをおもちですか。

　卒業後、こちらに戻って数年経ちますが、千
葉市は未だまちづくりの途中だと感じていま
す。アートに関してもすごくニュートラルで、コ
ンテンツがもっと在ってもよいと私は考えて
います。もし、誰かがもっと早く積極的にク
リエイティブな活動を展開していれば、アート
を理解してくれる人がもっと増えていたかも
知れない……そう思ったりもしてしまいます。
だから、私は自分の活動を通じて、千葉のまち
づくり、雰囲気づくりに関わりたいと考えたん
ですね。
　その思いが届いたのか、2014年に「千葉
市芸術文化新人賞」を受賞させていただき、
2016年には、JR 千葉駅とモノレールの千葉
駅を結ぶ連絡通路の壁や天井を、絵画で演出
させていただきました。ほかにも、市内各所
でワークショップを開催したりと、アートを通
じて千葉市と強くつながりつつあると感じて
います。

11月には、生涯学習センターでワークショップ
を開催します。

　今度のワークショップでは書道の道具を使
い、アニメーションを作ります。動物が動いて

いる写真を用意し、その上に半紙を置いてト
レースするんです。およそ12 ～ 20枚描き、1
コマずつタブレット端末に取り込み、最後に
プロジェクターで映し出し動きを確認します。

おもしろそうですね。

　子どもたちは普段、何気なくアニメを観てい
ると思います。でも、そのアニメを作るのにど
れだけの労力が必要かを実体験し、次にアニ
メを観るときに作品作りの楽しさと大変さを
思い出してくれると、とても嬉しいですね。
　私は、デジタルを駆使した作品制作も積極
的に行っています。デジタル作品は誰もが気
軽に楽しめるので、アートやそれを提供する
アーティストやクリエイターを身近に感じても
らえます。そこにナチュラルな交流が生まれ
るような状況を、現在、ワークショップなどで
開拓している段階です。

最後に、今後の活動について教えてください。

　大切なのは、今後もずっとアートクリエイ
ターとして歩み続けること。そのために必要
なのは、人とつながり続けることだと考えてい
ます。それも、アート的なアプローチでつなが
り続ける。これは、ずっと心がけていきたい
ですね。おそらく今後も、現在のコロナ禍の
ような状況や大規模な自然災害など大変な
出来事がたくさんあると思います。でも、何
があろうとめげずに、アートの力で乗り越え
たいと思っています。

社会の変化に対応しながら

「好き」と「こだわり」をカタチにする

新時代のクリエイター

1989年千葉出身。7才から油画を

学ぶ。2012年3月、東京藝術大学

絵画科油画専攻を卒業後、同大学

院に進み版画を専攻。パリ国立高

等美術学校への半年間の交換留学

を経て2015年に大学院を修了。人

の中に潜在する原初的・動物的感

覚を元に美術活動を行い、「共生と

循環」を主題とした作品を多く制作

している。

●Naramixさんの作品

木版画の繊細な表現の難しさに向き合う
日々

そごう千葉店で行われたライブペイント
「Switch」

千葉市民ギャラリー・いなげで開催
された秋のスケッチ会

【申込方法】下記の内容をご記入のうえ、往復はがき、またはメールでお申し込みください。
①講座名「動物パラパラアニメを書写の道具で作ろう」   ②住所   ③氏名（ふりがな）   ④年齢・学年   ⑤電話番号
◆往復はがき宛先 ： 〒260- 0045 千葉市中央区弁天3-7-7   千葉市生涯学習センター学習推進グループ
◆メール ： manabi.kouza@ccllf.jp

動画をみたりインターネットをするのに便利なiPad。お習字セットと組み合わせれば
アニメが作れます。自分だけのパラパラアニメ作りにチャレンジしてみましょう！

新型コロナウイルス感染拡大等、やむを得ない事情により中止または延期とする場合があります。

特 別特 別
インタビューインタビュー

Naramixさんが千葉市生涯学習センターで講座を開催します

動物パラパラアニメを
書写の道具で
作ろう

動物パラパラアニメを
書写の道具で
作ろう

申込締切：11/16（月）必着
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公民館公民館 (注意) ①申込時間は、特に記載のない限り9:00 ～17:00です。②来館には、公共交通機関をご利用ください。

詳しくは、千葉市公民館情報誌をご覧ください。

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

中
　
央
　
区

生浜公民館
☎263- 0268

FAX 263- 0907

シニアセミナー「介護保険制
度や認知症予防方法を学ぶ」

11/19・26の木曜日  10:00 〜 11:30　全2回
【対象】60歳以上の方  【定員】各回先着20人  【申込】11/2(月)から電話で

シニア向け健康体操教室 11/21(土)  10:00 〜 11:30　
【対象】60歳以上の方  【定員】先着15人  【申込】11/2(月)から電話で

葛城公民館
☎222-8554

FAX 222-1453

今だから取り組みたい!
心・体・脳の健康づくり

11/24(火)  10:00 〜 12:00　
【対象】成人  【定員】先着15人  【申込】11/4(水)から電話で

運を呼び込む
「お正月の飾り作り」

11/26(木)  10:00 〜 12:00　
【対象】成人  【定員】先着10人  【費用】1,300円  【申込】11/4(水)から電話で

新宿公民館
☎243- 4343

FAX 243-3972
暮らしのセミナー

「初めての俳句」
11/19(木)・20(金)・27(金)  13:00 〜 15:00  　全3回
【対象】成人  【定員】先着12人  【申込】11/2(月)から電話で

星久喜公民館
☎266- 4392

FAX 266- 4981
初めての陶芸教室
〜モノづくりって楽しい! 〜

11/17・24、12/15、1/12の火曜日  10:00 〜 12:00　全4回
【対象】成人   【定員】先着12人  【費用】1,000円  【申込】11/2(月)から電話で

宮崎公民館
☎263-5934

FAX 263- 4904

【託児付き】産後トラブルを軽
減するママヨガ

11/10(火)・18(水)・24(火)  13:00 〜 15:00　全3回
【対象】出産後3か月以上の方  【定員】各回先着3人  【持ち物】動きやすい服装・タオル・飲み物
【申込】11/1(日)から電話で

蘇我 DEボッチャ 
ファミリーカップ2020①②

11/23(月)  ①10:30 〜 12:00　②13:30 〜 15:00　
【対象】小学生とその家族  【定員】①②各先着12組  【持ち物】上履き・タオル・飲み物
【申込】11/1(日)から電話で

宮崎歴史散歩
11/25(水)  10:00 〜 11:30　
【対象】成人  【定員】先着10人  【持ち物】動きやすい服装・タオル・飲み物
【申込】11/1(日)から電話で

シュトーレンを作ろう!
11/29(日)  13:00 〜 17:00　
【対象】成人  【定員】先着8人  【持ち物】エプロン・三角巾・上履き・密閉容器   【費用】1人600円
【申込】11/1(日)から電話で

松ヶ丘公民館
☎261-5990

FAX 263-9280
プログラミング教室

「スクラッチでプログラミング」
11/15(日)  10:00 〜 12:00、 13:00 〜 15:00
【対象】パソコンを使ったことのある小学3 〜 6年生  【定員】各先着10人
【申込】11/1(日)から電話で

花
　
見
　
川
　
区

朝日ケ丘公民館
☎272- 4961

FAX 271- 6994
体の歪みを整える操体法 11/30(月)  13:00 〜 15:00

【対象】成人  【定員】先着15人  【申込】11/2(月)から電話で

検見川公民館
☎271-8220

FAX 271-9319
男の和食料理体験教室

（夫婦での参加も可）
11/15(日)  10:30 〜 13:30  
【対象】料理初心者の男性  【定員】先着6人  【費用】1,000円  【申込】11/2(月)から電話で

犢橋公民館 
☎259-2958 

FAX 259- 6431
旅・町文化とマンホール講座
〜北海道・東北・千葉

11/16(月)  10:00 〜 12:00　
【対象】成人  【定員】先着12人  【申込】11/2(月)から電話で

こてはし台公民館
☎250-7977

FAX 250-1992

家庭でできる! 
「生ごみ利用の肥料づくり」

11/27、12/11の金曜日  10:00 〜 12:00  全2回
【対象】成人  【定員】先着15人   【費用】200円  【申込】11/2(月)から電話で

日本古来の知恵に学ぶ 
「エコでお洒落!ふろしきの活
用法」

12/10(木)  10:00 〜 12:00  
【対象】成人  【定員】先着15人   【費用】100円  【申込】11/2(月)から電話で

さつきが丘公民館
☎250-7967

FAX 286- 6469

アロマテラピー講座 
「アレンジ色々 !ハーブでチン
キ剤作り」

11/26(木)  10:30 〜 12:30
【対象】成人  【定員】先着12人  【費用】500円  【申込】11/20(金)までに電話で

水墨画を描いてみよう 11/13、12/11の金曜日  13:30 〜 15:00　全2回
【対象】成人  【定員】先着10人  【申込】電話で

花園公民館
☎273-8842

FAX 271- 0370

歴史講座 
「室町時代初期の千葉介の動
向」

11/29、12/6の日曜日  10:00 〜 12:00　全2回
【対象】成人  【定員】先着20人   【申込】11/2(月)から電話で

花見川公民館
☎257-2756

FAX 286- 0185
いつまでも元気に
もぐもぐタイムを続けよう

11/18(水)  10:00 〜 12:00  
【対象】成人  【定員】先着20人  【申込】11/2(月)から電話で

幕張公民館
☎273-7522

FAX 273- 6185

ローズウィンドウをはじめよう 11/30(月)  10:00 〜 12:00　
【対象】成人  【定員】先着15人  【費用】1,500円  【申込】11/3(火)から電話で

クラフトバンド手芸をはじめ
よう

11/25(水)  10:00 〜 12:00　
【対象】成人  【定員】先着10人  【費用】800円  【申込】11/2(月)から電話で

幕張本郷公民館
☎271- 6301

FAX 271- 0881

フラワーアレンジメント 
①クリスマス　リース 
②クリスマス　生花

①12/3(木)  ②12/17(木)  14:00 〜 15:30 　
【対象】成人  【定員】先着各10人  【費用】①1,000円、②1,500円  【申込】11/13(金)から電話で

稲
　
毛
　
区

稲毛公民館
☎243-7425

FAX 243-3962

おとなのためのスマートフォン
講座 
ー基礎編・応用編ー

11/24(火)・25(水)  10:00 〜 12:00　全2回
【対象】Android のスマートフォンをお持ちの成人  【定員】先着16人  【申込】11/2(月)から電話で

草野公民館
☎287-3791

FAX 287-3672
誰でも楽しめる世界遺産
ー日本とヨーロッパー

11/21(土)・28(土)  10:00 〜 12:00   全2回  
【対象】成人  【定員】先着20人  【申込】11/2(月)から電話で

小中台公民館
☎251- 6616

FAX 256- 6179
初めてのスマートフォン教室 12/3(木)  14:00 〜 16:00

【対象】Android のスマートフォンをお持ちの成人  【定員】先着20人  【申込】11/2(月)から電話で

区 公民館名 講座名など 日時・対象・定員・申込方法など

稲
　
毛
　
区

山王公民館
☎421-1121

FAX 423- 0359
脳イキイキ若返り
トレーニング

11/20(金)  10:00 〜 11:30
【対象】65歳以上の方  【定員】先着10人  【申込】11/2(月)から電話で

千草台公民館
☎255-3032

FAX 255-3682
千葉の歴史よもやま話2 11/17(火)  13:30 〜 15:30 

【対象】成人  【定員】先着15人   【申込】11/3(火)から電話で

都賀公民館
☎251-7670

FAX 284- 0627

子どもプログラミング教室
「初めてのスクラッチ」

11/29(日)  ①10:00 〜 12:00　②13:00 〜 15:00
【対象】パソコンを使ったことがある小学3 〜 6年生  【定員】先着各10人  【申込】11/4(水)から電話で

行政書士が教える
「納得の生前対策」

12/12(土)  13:30 〜 15:30　
【対象】成人  【定員】先着16人  【申込】11/4(水)から電話で

轟公民館
☎251-7998 

FAX 285- 6301
アンサンブルコンサート
ひびけ大正琴〜つながる絆〜

11/29(日)  13:30 〜 15:30   
【対象】小学生以上  【定員】先着30人  【申込】11/3(火)から電話で

緑が丘公民館
☎259-2870

FAX 286- 6442
歴史講座 
〜江戸時代の村と百姓〜

11/26(木)  10:00 〜 11:30 
【対象】成人  【定員】先着16組  【申込】11/4(水)から電話で

若
　
葉
　
区

大宮公民館
☎265-2284

FAX 265- 6948

千葉県にあるお城入門 11/28(土)  10:00 〜 12:00 
【対象】成人  【定員】先着15人  【申込】11/2(月)から電話で

健康体操でリフレッシュ 11/24、12/1・8の火曜日  10:00 〜 12:00 
【対象】成人  【定員】先着10人  【申込】11/2(月)から電話で

加曽利公民館
☎232-5182

FAX 232- 6408

リサイクル講座① 
「立体マスクの作り方教室」

11/11(水)  10:00 〜 12:00  
【対象】成人  【定員】先着12人  【費用】100円  【申込】11/2(月)から電話で

リサイクル講座② 
「布ぞうりを作ってみよう」

11/18・25の水曜日  10:00 〜 12:00  全2回
【対象】成人  【定員】先着12人  【費用】100円  【申込】11/2(月)から電話で

更科公民館
☎239- 0507

FAX 239- 0569

クリスマスケーキ作り教室
12/5(土)  9:30 〜 12:30
【対象】小・中学生(小学校低学年は、保護者同伴)  【定員】先着10人  【費用】700円
【申込】11/30(月)までに電話で

初心者のための撮影講座Ⅳ 11/14(土)  9:30 〜 14:30
【対象】成人  【定員】先着10人  【持物】昼食  【申込】電話で

千城台公民館
☎237-1400 

FAX 237-1401
津軽三味線演奏会
〜じょんがら酔いしれライブ〜

11/29(日)  13:00 〜 14:30　
【定員】20人  【申込】11/2(月)から電話で

みつわ台公民館
☎254-8458

FAX 254-3135

〜世界♪音楽の旅〜 
ウィンターコンサート

11/29(日)  14:00 〜 15:00　
【定員】先着25人  【申込】11/2(月)から直接来館（1人につき2人分申込可）

シニアのための若返り教室・
秋

11/27(金)  13:00 〜 15:00　
【対象】成人  【定員】先着15人  【申込】11/2(月)から電話で

若松公民館
☎231-7991

FAX 231- 0798
坂月川親子生き物教室 11/28(土)  12/13(日)　13:30 〜 15:30　

【対象】小学生と保護者  【定員】各回先着5組10人  【申込】11/3(火)から電話で

緑
　
区

越智公民館
☎294- 6971

FAX 294-1931

郷土の歴史講座
「大椎城と千葉氏」

11/17(火)  10:00 〜 12:00　
【対象】成人  【定員】先着20人  【申込】11/2(月)から電話で

学びの講座「成年後見制度」 12/3(木)  13:30 〜 15:00　
【対象】成人  【定員】先着20人  【申込】11/2(月)から電話で

土気公民館
☎294- 0049

FAX 294- 4233

秋風コンサート 
「筝・尺八& ハーモニカ」

11/21(土)  13:30 〜 14:40
【対象】成人  【定員】先着40人  【申込】11/2(月)から電話で

大切なひとを守る!
救命講習会

11/30(月)  13:30 〜 16:30
【対象】成人  【定員】先着10人  【申込】電話で

竹細工教室「竹の花入れ」 12/11(金)  13:30 〜 15:30
【対象】成人  【定員】先着10人  【費用】800円  【申込】12/2(水)から電話で 

誉田公民館
☎291-1512

FAX 292-7487
暮らしに役立つ講座

「成年後見制度について」
11/19(木)  13:30 〜 15:30
【対象】成人  【定員】先着20人  【申込】11/4(水)から電話で

美
　
浜
　
区

磯辺公民館
☎278- 0033

FAX 278-9959

パソコン講座 
「ワードとエクセルでハガキを
作ろう」

12/1(火) 〜 4(金)  13:30 〜 16:30　全4回
【対象】成人 【定員】先着10人  【費用】1,200円  【申込】11/4(水)から電話で

稲浜公民館
☎247-8555

FAX 238- 4176

郷土の歴史講座
「江戸時代のアウトローと関八
州取締」

11/27(金)  10:00 〜 11:30 
【対象】成人  【定員】先着30人  【申込】11/2(月)から電話で

打瀬公民館
☎296-5100

FAX 296-5566

パソコン講座 
「ワードとエクセルでハガキを
作ろう」

11/24(火) 〜 27(金)  13:30 〜 16:30　全4回
【対象】成人  【定員】先着10人  【費用】1,200円  【申込】11/2(月)から電話で

高浜公民館
☎248-7500

FAX 248- 6851

南総里見八犬伝と房総
「歴史、伝説、逸話など」

11/5・19、12/3の木曜日  10:00 〜 12:00　全3回
【対象】成人  【定員】先着20人  【申込】11/2(月)から電話で

編物入門「残り毛糸でレッグ
ウォーマー・帽子」

11/9・16の月曜日  10:00 〜 12:00　全2回
【対象】成人  【定員】先着8人  【申込】11/2(月)から電話で

幕張西公民館
☎272-2733

FAX 271-8944

シニア向けスマートフォン講座 11/18(水)  10:00 〜 12:00　
【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20人  【申込】11/2(月)から電話で

パソコン講座「エクセル入門」     12/1(火) 〜 4(金)  9:00 〜 12:00　全4回
【対象】成人  【定員】先着10人  【費用】1,200円  【申込】11/2(月)から電話で
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百の歴史を、千の未来へ。
～写真でつながる100周年～

2021年 1/31［日］まで
募集期間

市制100周年記念の公式インスタグラムアカウント「city.chiba100th」をフォローし
て、以下のテーマに合わせた写真にコメントを添え、2つのハッシュタグ（①「#百の
歴史を千の未来へ」、②以下の3つのテーマから1つを選択）をつけて投稿。
最近の写真だけでなく、思い出の写真を携帯カメラで撮影、投稿も可。

応募方法

※第三者の肖像、プライバシーおよび著作物等を含む作品の場合は、当該権利者からの事前使用許諾・
承認を受けた上で投稿してください。
※詳細はホームページをご覧ください。

優秀賞各テーマ１名、入選各テーマ３名、参加者抽選プレゼント100名

入賞

テーマ

#百の歴史 千葉市の歴史や魅力を表している人・モノ・風景

#千の未来 未来に残したい人・モノ・風景

#千葉市と私の100周年 あなたが立ち会った歴史的瞬間や個人的な記念日
など

千葉市の魅力があふれる名産品のうち一つか、ちばシティポイントを選べます。

賞品

２万円相当の名産品もしくは
ちばシティポイント20,000ポイント

優秀賞

3名
（各テーマ1名）

１万円相当の名産品もしくは
ちばシティポイント10,000ポイント

入選

9名
（各テーマ3名）

特製綿トートバッグ
参加者抽選
プレゼント

100名

いちご狩り体験を含むいちご狩り体験を含む
いちごセットいちごセット

市内いちご農園

い千葉ん海苔い千葉ん海苔
詰め合わせ詰め合わせ

有限会社 鮎澤

楽花生パイ他楽花生パイ他
詰め合わせ詰め合わせ

株式会社 オランダ家

千葉県産「千葉県産「一一
いちいち

」シリーズ」シリーズ
（ハム・ベーコン・ソーセージ）（ハム・ベーコン・ソーセージ）
株式会社 シェフミートチグサ

選べる
名産品

右記の名産品
のいずれかを
プレゼントし
ます。

千葉市制100周年記念事業フォトコンテスト事務局 TEL: 245-5660
● 問合せ

千葉市制100周年公式サイト

20, 000pts20, 000pts
10, 000pts10, 000pts

千葉市制100周年記念 フォトコンテストフォトコンテスト




