
幕張メッセ  美浜区中瀬２－１                                  ℡ 296-0001 

開催期間 料金 イベント名称 会 場 問合せ先 

1/6・8・9 有料 
でんぱ組.inc 幕神アリーナツアー2017  

電波良好 Wi-Fi 完備！ 
イ サンライズプロモーション東京  ℡ 0570-00-3337 

1/7 有料 electrox 2017 展 クリエイティブマンプロダクション    ℡ 03-3499-6669 

1/7-8 有料 最遊記 FESTA 2017 展 最遊記 FESTA2017 に関する問合せ     E-mail saiyukifes2017@as-project.com 

1/8 有料 David Guetta 展 クリエイティブマンプロダクション  ℡ 03-3499-6669 

1/13-15 有料 東京オートサロン 2017 展・会・イ 東京オートサロン事務局  HP http://www.tokyoautosalon.jp/2017 

1/17 無料 平成 29年千葉県警察年頭視閲 イ 千葉県警察本部警務部警務課    ℡ 201-0110 

1/20-22・28-29 無料 冬スポ!! WINTER SPORTS FESTA Season16 展 冬スポ事務局          ℡ 0120-98-5377 

1/22 有料 FCI 千葉インターナショナルドッグショー 展 JKC 千葉ブロック協議会    ℡ 259-2417 

1/22 有料 
第二回 建設職人甲子園 全国決勝大会 

～建設職人とふれあい楽しむデッかいお祭り開催～ 
イ (一社)建設職人甲子園   ℡ 03-5805-2839 

1/27-29 HP 参照 第 5 回 NSCA 国際カンファレンス 会 第 5 回 NSCA 国際カンファレンス運営事務局   E-mail nsca2017@jtbcom.co.jp 

1/28-29 無料 次世代ワールドホビーフェア’17 Winter 東京大会 展 次世代ワールドホビーフェア事務局        HP http://www.whobby.com 

2/2-5 有料 ジャパンキャンピングカーショー 2017 展 ジャパンキャンピングカーショー実行委員会    ℡ 03-5464-8010 

2/3-4 無料 
東京コミュニケーションアート専門学校  

卒業・進級制作展 we are TCA 2017 
展 東京コミュニケーションアート専門学校  ℡ 03-3688-3421 

2/4 有料 Crossfaith New Age Warriors Tour Final Series イ H.I.P         ℡ 03-3475-9999 

2/11-12 有料 ジャパンアミューズメントエキスポ 2017 展 ジャパンアミューズメントエキスポ協議会     HP http://www.jaepo.jp/ 

2/11-12 有料 闘会議 2017 展 niconico       HP http://tokaigi.jp/2017/ 

2/19 無料 
バトスピダブルドライブ界放祭 

チャンピオンシップ 2016 –神皇杯- 
展 カードダスナビ     ℡ 0570-041-955 

2/19 有料 ワンダーフェスティバル 2017 [冬] 展 ワンダーフェスティバル実行委員会        ℡ 06-6909-5660 

2/22 無料 千葉の中小企業魅力発見フェア 会 千葉県中小企業家同友会  ℡ 222-1031 

2/25-26 有料 
back number All Our Yesterdays Tour 

2017 supported by uP!!! 
イ DISK GARAGE   ℡ 050-5533-0888 

2/26 無料 コープみらいフェスタ きやっせ物産展 2017 展 
生活協同組合コープみらい 

生活協同組合連合会コープネット事業連合  ℡ 301-6686 

3/4 無料 ジョブウェイ合同企業説明会 会 千葉県中小企業家同友会  ℡ 222-1031 

3/4-5 有料 
2017 年 スーパージャパンカップダンス 

全日本セグエ選手権・全日本選抜ダンス選手権 
イ (一社)東部日本ボールルームダンス連盟   ℡ 03-5652-7361 

3/18-19 無料 第 17 回 JAPAN ドラッグストアショー 展 JAPAN ドラッグストアショー推進事務局  ℡ 03-6206-0067 

3/23-25 
無料 

(事前登録) 

ジャパン・ドローン 2017/第 2 回 

日本最大級のドローンに特化した展示会＆コンファレンス 
展・会 Japan Drone 運営事務局   ℡ 03-3512-5672 

 

※会場 展＝国際展示場 イ＝イベントホール 会＝国際会議場 
 

 

問合せ連絡先の市外局番の記載なきものは、すべて千葉局（０４３）となります。 

 観光情報ニュースに記載されている各イベントは、予定であり都合により変更されることもございます。 

詳細は各施設にお問合わせいただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

お正月の風物詩「新春市民凧あげ大会」が、いなげの浜で開催

されます。毎年、ご家族連れを中心に多くの参加者で賑わい、 

新春の大空を手作りの凧が舞います。また、自作の凧を対象と

した審査のほか、小学生以下のお子様を対象とした「ジャンケン

大会」もあります。 

皆様お誘いあわせのうえ、ぜひお出かけください。 
 

◆日 時  ２０１７年１月９日（月・祝） 10時～13時 

◆場 所  いなげの浜（稲毛海浜公園内） 

◆問合せ  千葉市を美しくする会  245-5138 

※詳細は、千葉市を美しくする会ＨＰをご覧ください。 

http://www.bikai.org/ 

千葉市内のイベント 

★千葉市観光協会ホームページ・facebookにアクセス★ 

(HP)千葉市観光ガイド http://www.chibacity-ta.or.jp/ 

(facebook)  http://www.facebook.com/chibacity.ta 
千葉市観光情報センター（JR千葉駅駅前広場内） TEL 043（224）3939 

幕張観光情報センター  （JR海浜幕張駅構内）   TEL 043（298）2790 
 

 

発行/（公社）千葉市観光協会 
千葉市中央区中央２-５-１ 

千葉中央ツインビル２号館９階 

TEL  043-222-0300 

新 春 号 

 

2017 千葉市観光情報ニュース 
 （１～３月）  

開催日 イベント名称 会 場 主催者（問合せ先） 

-2/14 ルミラージュちば 千葉市中央公園 他 千葉都心イルミネーション実行委員会   227-4103 

-5/15 第 2回ホキ美術館大賞展 ホキ美術館 ホキ美術館               205-1500 

1/1 千葉ポートタワー「初日の出」臨時開館 千葉ポートタワー 千葉ポートタワー             241-0125 

1/1 稲毛浅間神社の神楽 稲毛浅間神社 稲毛浅間神社                 272-0001 

1/2・3・5 第 95回全国高校サッカー選手権大会 フクダ電子アリーナ フクダ電子アリーナ管理事務所    208-5577 

1/3 千葉市鳶伝統文化保存会による梯子乗り（出初式） 千葉神社 千葉神社                224-2211 

1/6-9 第 37回千葉県フラワーフェスティバル 三越千葉店 千葉市農政センター農業生産振興課   228-6279 

1/14 平成 29年千葉市消防出初式 
ハーバーシティ蘇我内 

共用第 2駐車場 
千葉市消防局総務課         202-1611 

1/14・28、2/25、3/11・25 地方卸売市場・市民感謝デー 千葉市地方卸売市場 地方卸売市場管理係         248-3200 

1/9 平成 29年千葉市成人を祝う会 千葉ポートアリーナ 千葉市健全育成課           245-5973 

1/9 第 42回新春市民凧あげ大会 いなげの浜（稲毛海浜公園） 千葉市を美しくする会          245-5138 

1/22 第 41回サンスポ千葉マリンマラソン ZOZOマリンスタジアム・幕張メッセ周辺 サンスポ千葉マリンマラソン大会事務局    03-6800-4519 

1/22、2/26、3/26 ちば大道芸の日 千葉銀座通り 大道芸ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in ちば実行委員会  201-5515 

2/4 イラストレーターが教える冬鳥観察の楽しみ方 千葉公園 蓮華亭 中央・稲毛公園緑地事務所     251-5103 

2/12・26、3/12・26 縄文ひろばで縄文体験してみませんか？ 加曽利貝塚博物館 加曽利貝塚博物館          231-0129 

2/19 2017 X-RUN CHIBA クロスカントリー大会 昭和の森 千葉市スポーツ振興課          245-5966 

2/12 ちば市国際ふれあいフェスティバル 2017 きぼーる 千葉市国際交流協会           202-3000 

2/18-27 千葉シティベイエリアから「ダイヤモンド富士」を見よう！ 人工海浜・千葉ポートタワー他 千葉市観光協会           http://chibacity-ta.or.jp/ 

2/19 第 12回ヤングフェスティバル 千葉県青少年女性会館 千葉県青少年協会              287-1711 

2/26-3/26 第 46回千葉市民芸術祭 市内各公共施設 千葉市文化連盟事務局       221-2411 

2/28 子安神社の湯立ての神事・神楽 子安神社 子安神社                 271-7652 

3/4-24 第 48回千葉市民美術展覧会 千葉市美術館 千葉市美術館             221-2311 

3/18-20 第 9回 ちば映画祭 千葉市生涯学習センター ちば映画祭実行委員会     070-1410-0722 

3/26 大道芸フェスティバル in ちば 2017 千葉銀座通り 他 大道芸ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in ちば実行委員会  201-5515 

3月下旬～4月上旬 第 16回 千葉城さくら祭り 亥鼻公園 千葉城さくら祭り実行委員会     222-0300 

3月下旬～4月下旬 シバザクラが見ごろ 富田都市農業交流センター 富田都市農業交流センター     226-0022 

 

☀ 第 42 回新春市民凧あげ大会 ☀ 

NO.６５ 

平成 28 年 12 月 28 日発行 

新春市民凧あげ大会（イメージ） 

http://www.chibacity-ta.or.jp/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三陽メディアフラワーミュージアム 
美浜区高浜 7-2-4           ℡ 277-8776 

開催日 イベント名称 

1/4-3/31 開館 20 周年記念 無料開館 

1/4-2/12 菜の花まつり 

1/4-3/31 フラワーカラーを楽しむガーデン 

1/4-2/12 伝承あそび 

1/4-15 市民展示「花と話して ふみの絵と詩展」 

1/8・15・22・29 菜の花プレゼント（切り花） 

1/11-15 企画展示「新春洋ラン展」 

1/17-22 企画展示「第 3 回ネイチャークラフト展」 

1/17-22 市民展示「第 5 回果物と花と実の写真展」 

1/24-29 企画展示「千葉市ことぶき大学校 陶芸学科作品展」 

1/31-2/5 企画展示「花をきれいに撮ろう」 

1/31-2/5 市民展示「露花展」 

2/7-12 企画展示「絵画『楽』グループ展」 

2/7-12 第 1 回三陽ミュージアム 2F 作品展 
 

稲毛記念館・海星庵 
美浜区高浜 7-2-3           ℡ 277-4534 

開催日 イベント名称 

1/8・22 海星庵茶室公開とお茶の進呈 

2/15・17・22・24 茶道教室 
 

稲毛民間航空記念館 
美浜区高浜 7-2-2            ℡ 277-9000 

開催日 イベント名称 

1/22 競技用紙飛行機工作教室 
 

千葉市民ギャラリー・いなげ 
稲毛区稲毛 1-8-35         ℡ 248-8723 

開催日 イベント名称 

-1/8 
千葉大学普遍教育教養展開科目「アーティス

トと展示をつくる」写真展 

1/4-15 ギャラリー・いなげ新春展 

1/4-15 藤澤保子 漆芸の展開Ⅲ 

1/18-2/5 牧田愛個展（仮称） 
 

県立幕張海浜公園 
美浜区ひび野 2-116          ℡ 296-0126 

開催日 イベント名称 

3/4 庭のお手入れ教室 

3/12 幕張マルシェ 

3/18 防災そなえパークの日 

3/25 春のお茶とお琴の会 

3/26 セントパトリックスデイ 
 

千葉市都市緑化植物園 
中央区星久喜町 278            ℡ 264-9559 

開催日 イベント名称 

1/15、2/5、3/5・19 盆栽展示 

1/21、2/18、3/18 園内ガイドツアー 

1/26 
季節の園芸講座「また咲かせたい冬の鉢花

～シンビジウム・シクラメンなど」 

2/15 
講座「香りの世界～植物の魅力・世界のグ

ランパルファン紹介」 

2/24-26 早春の盆栽作風展 
 

千葉市立郷土博物館 
中央区亥鼻 1-6-1          ℡ 222-8231 

開催日 イベント名称 

1/28、2/25、3/25 ちょっとむかしの遊び体験 

2/11、3/11 鎧やむかしの着物の着用体験 

3/4・8・15 ふるさと講座（全３回） 
 

千葉市科学館（きぼーる７F～１０F） 

中央区中央 4-5-1             ℡ ３０８－０５１１ 

開催日 イベント名称 

1/2-2/12 冬の企画展「KAGAYA 展 天空の絶景 ～オーロラから銀河鉄道の夜～」 

1/2- プラネタリウム新番組「オーロラの調べ ～神秘の光を探る～」 

1/2-9 新春わくわく企画「鳥トリビア☆スタンプラリー」 

1/8 高校生無料開放日 

1/8 
講座「高校と大学の数学」「超ミクロの世界を見てみよう

～走査トンネル顕微鏡で覗く量子力学の世界～」 

1/14 KAGAYA トークショー＆サイン会「世界に星空と夢を求めて」 

1/22 半導体研究と量子力学：その光と陰 

1/27-28、2/24-25、

3/24-25 
プラネタリウム特別投影「星とアロマのひととき」 

2/12 「銀河鉄道の夜」をペーパークラフトで再現しよう！ 

2/25-26 ワークショップ祭り 
 

千葉市美術館 

中央区中央 3-10-8             ℡ 221-2311 

開催日 イベント名称 

1/4-2/26 
ブラティスラヴァ世界絵本原画展      

–絵本の 50 年 これまでとこれから- 

(同時開催) 春を寿ぐ 所蔵浮世絵名品展 
 

千葉県立中央博物館 
中央区青葉町 955-2         ℡ 265-3111 

開催日 イベント名称 

-3/5 生態園トピックス展「身近な植物にも「へえー」がある」 

1/7-29 トピックス展「干支にちなんで-酉-」 

1/11-31 まるごとチーバくん展～ありがとう 10 周年～ 

1/11 チーバくんお誕生日記念 坂崎千春トークショー 

1/21 歴史学講座「民俗映像上映会-房総に伝わる技術-」 

2/11 生態学環境講座「自然の音サロン 秋 サウンドウォーク付き」 

2/16 生態園観察会「早春の植物」 

3/4-5/21 春の展示「五七五で自然を切り取る-生態園を子どもの目で詠むと-」 

3/12 環境教育講座「ホタルを取り巻く問題を考える」 

3/18-4/9 
中央図書館・中央博物館共同企画 

「祝日本遺産 北総四都市江戸巡り」 

3/18 歴史学講座「房総の縄文時代」 
 

千葉市民会館 
中央区要町 1-1                  ℡ 224-2431 
開催日 イベント名称 

1/15 ウインナー・ワルツ・オーケストラ ～宮殿祝賀コンサート～ 

2/5 
よしもとダンスエンターテインメント 

ISOPP×エグスプロ―ジョン×ひとりでできるもん CHIBA SPECIAL LIVE 

2/14 立川晴の輔のハレルヤ！ 独演会 vol.12 

2/24 千葉市民会館 おひるま寄席 

3/20 ちばアニメフェスティバル 2017 ～ちばアニ伝説 今始動！！～ 

3/29 ひでちゃんの沖縄三線（さんしん）コンサート ～お子さん、お孫さんとご一緒に～ 

3/30 美炎（みほ）さんの馬頭琴（ばとうきん）コンサート ～お子さん、お孫さんとご一緒に～ 
 

千葉県文化会館 
中央区市場町 11-2         ℡ 222-0201 

開催日 イベント名称 

1/9 
千葉交響楽団 特別演奏会 ニューイヤーコンサ

ート 2017 新年を寿ぐ新しい響き・美しい歌声 

1/28 しまじろうコンサート たいようのしまのカーニバル 

2/4 
クリス・ハート コンサート         

第 2 回 47 都道府県ツアー ～my hometown～ 

2/19 
プレミアム・クラシックシリーズ vol.27    

錦織健テノールリサイタル 

2/26 第 23 回ちば県民合唱団定期演奏会 ハイドン「四季」 

3/3 
三波春夫没後 15 年特別企画 山内惠介 市川由

紀乃 三山ひろし スペシャルコンサート 

3/4 
日本読売交響楽団特別演奏会  ≪モルダウ≫≪ボレロ≫

≪威風堂々≫ ～珠玉のオーケストラ名曲選～ 

3/12 千葉県こども歌舞伎アカデミー こども歌舞伎公演 

3/26 千葉県少年少女オーケストラ 第 21 回定期演奏会 
 

千葉市生涯学習センター 
中央区弁天 3-7-7             ℡ 207－5811 

開催日 イベント名称 

1/13、2/10、3/10 わらべうたと絵本の会 

1/14 

親子アニメ上映会「こどもにんぎょう劇場

『かさじぞう』『金の斧』、ミッキーマウ

ス『ミッキーのハワイ旅行』他 2 話」 

1/15 映画上映会「ジョバンニの島」 

1/16 月曜名画座「大樹のうた」 

1/19 木曜名画座「家族の肖像」 

2/6 月曜名画座「陽気な幽霊」 

2/11 

親子アニメ上映会「スプーンおばさん『ハン

バーグへ大ジャンプ』他 2 話、こどもにんぎ

ょう劇場『ごんぎつね』『わらしべ長者』」 

2/16 木曜名画座「禁じられた遊び」 

3/5 やすらぎのアトリウムコンサート 

3/6 月曜名画座「黄金の腕」 

3/16 木曜名画座「終着駅」 

3/18 
親子アニメ上映会「ウォルトディズニー製作

の名作アニメ集、赤ずきんちゃん他 7 作」 
 

千葉市文化センター 
中央区中央 2-5-1          ℡ 224-8211 
開催日 イベント名称 

1/21 千葉市文化センター伝統芸能まつり 

1/29 語り継ぎたい日本の歌 No.12 ～冬日にうたう～ 
 

千葉市動物公園 
若葉区源町 280            ℡ 252-1111 

開催日 イベント名称 

1/7 飼育係によるお楽しみ DAY「動物科学館編」 

1/8 飼育担当者のちょっといい話「カラフトフクロウ」 

1/15、2/19、3/19 園長ライブ 

1/15、2/19、3/19 紙芝居会 

2/4 飼育係によるお楽しみ DAY「総合獣舎編」 

2/13 飼育担当者のちょっといい話「獣医」 

3/4 飼育係によるお楽しみ DAY「育雛室・水禽池編」 

3/12 飼育担当者のちょっといい話「トキ舎」 

毎週土曜日 絵本のおはなし会 
 

千葉ポートタワー 
中央区中央港 1                ℡ 241-0125 

開催日 イベント名称 

1/1 初日の出 臨時開館 

1/14 サンセットライブ（R-start） 

1/20、2/19、3/19 フリーマーケット＆千産千消 

2/11 サンセットライブ（PIPO） 

3/25 サンセットライブ（門馬あすみ） 
 

千葉県立美術館 
中央区中央港 1-10-1         ℡ 242-8311 

開催日 イベント名称 

-1/15 企画展「メタルアートの巨人 津田信夫」 

-3/20 
冬のアート・コレクション「木から生まれる物語～

現代作家藤田朋一と県美収蔵作家のコラボ展示～」 

1/21-4/16 冬のアート・コレクション「コレクション名品展」 

1/21-4/16 
冬のアート・コレクション「近代洋画の先駆

者 浅井忠３・新収蔵作品紹介」 

1/21-4/16 
冬のアート・コレクション「北詰コレクショ

ン メタルアートの世界」 
 

千葉ポートアリーナ 
中央区問屋町 1-20             ℡ 241-0006 
開催日 イベント名称 

1/4-5 高校選抜インドアソフトテニス大会 

1/9 平成 29 年千葉市成人を祝う会 

1/14 千葉市冬季市民バスケットボール大会 

1/15 千葉市中学生オープン卓球大会 

1/19 第 20 回オープン家庭婦人卓球大会 

1/21-22 
Ｂリーグ 2016-2017 シーズン 

「千葉ジェッツ VS シーホース三河」 

1/28-29 Regional Competitions 2017 地区大会」（チアリーディング） 

2/3-5 第 30 回関東クラブバスケットボール選手権大会 

2/9 第 121 回家庭婦人卓球大会 

2/11-12 第 26 回千葉市長旗争奪ミニサッカー大会 

2/18 千葉市高校生ハンドボール強化大会 

2/19 千葉市オープンバドミントン大会 

2/22 
Ｂリーグ 2016-2017 シーズン 

「千葉ジェッツ VS 秋田ノーザンハピネッツ」 

2/25-26 千葉市冬季市民バスケットボール大会 

3/4-5 
第 6 回長谷川良信記念・千葉市長杯争奪 

車椅子バスケットボール全国選抜大会 

3/7-8 第 21 回千葉菜の花オープンバドミントン大会 

3/11-12 第 25回千葉ポートアリーナ杯争奪 ミニバスケットボール大会 

3/15 進路体験フェア 

3/18 バレーボールフェスタ 

3/19 第 68 回千葉市民総合体育大会（空手） 

3/20 千葉市中学生新体操早春大会 

3/26 第 4 回ＫＷＦ国際空手道選手権大会 

3/27-28 千葉市高校生ハンドボール大会 
 

千葉港めぐり観光船（千葉ポートサービス） 
中央区中央港 1-20-1（ケーズハーバー１階）  ℡ 205-4333 

開催日 イベント名称 

1/7-9 船橋便の運行 

2/19・21・23 ダイヤモンド富士サンセットクルーズ 
 


