ジェフユナイテッド市原・千葉 試合日程
開催日時
10/14 15:00～
10/21 15:00～

幕張メッセ
開催期間

場所：フクダ電子アリーナ（中央区川崎町 1-20） ℡ 0570-064-325

対 戦
ＶＳ モンテディオ山形
ＶＳ 大分トリニータ

開催日時
11/4 14:00～
11/17 14:00～

美浜区中瀬２－１

料金

イベント名称

会場

TEL:0570-550-799
https://kyodotokyo.com/monstax2018

展

DISK GARAGE

TEL:050-5533-0888

展

ミキハウスランド運営事務局 TEL:072-991-5863

有料

第１０回 JKJO 全日本空手道選手権大会
第１２回 JKJO 全日本ジュニア空手道選手権大会

イ

（一社）JKJO フルコンタクト委員会
TEL:045-914-7088
https://fcc.karate-jkjo.jp/top.html

無料

第 23 回エコメッセ 2018in ちば

会

エコメッセちば実行委員会事務局

2018 MONSTA X WORLD TOUR
“THE CONNECT” IN JAPAN

イ

10/6-7

有料

ゆかりっく Fes ’18 in JAPAN

10/6-7

無料

2018 秋 ミキハウスランド in 幕張

10/8
10/8

CEATEC JAPAN 2018

展・会

10/20

無料

第 6 回 京成バスお客様感謝フェスティバル

展

京成バス㈱TEL:047-712-7300 http://www.keiseibus.co.jp/

10/27-28

有料

米津玄師 2018 LIVE ＊未就学児童はご入場頂けません

展

キョ―ド―東京

10/27-28

有料

第９回関東臨床工学会

会

みはま成田クリニック(担当：石丸)

TEL:0476-29-8811

10/28

有料

ゲームセンターCX15th 感謝祭 有野の生挑戦 リベンジ七番勝負

展

ホットスタッフ・プロモーション TEL:03-5720-9999

http://gccx15th.jp/

10/29

無料

カイゴジョブフェスタ

会

カイゴジョブフェスタ運営事務局

TEL:0120-301-916

11/2-4

有料

第 63 回 公益社団法人 日本口腔外科学会総会・学術大会

展・会

11/3-4,・23-25

無料

冬スポ！！WINTER SPORTS FESTA season18

展

冬スポ事務局

11/9-11

有料

CYCLE MODE international 2018

展

サイクルモード実行委員会

http://www.cyclemode.net/

11/14-16

無料

(一社)日本エレクトロニクスショー協会

TEL:03-6212-5231

11/17

無料

11/18

無料

2018 年国際放送機器展(Inter BEE 2018)
平成３０年度第２回福祉のしごと就職フェア・in ちば
平成３０年度第２回福祉のお仕事セミナー・in 幕張
将棋日本シリーズ JT プロ公式戦/テーブルマークこども大会 東京大会

11/24

無料

11/28-12/1

展・会

TEL:0570-550-799

運営事務局コングレ内

TEL:03-5216-5318
TEL:0120-985-377

会

(福)千葉県社会福祉協議会

展

将棋日本シリーズ総合事務局

城ドラフェスティバル 2018 in 幕張

展

城ドラフェスティバルオフィシャルサイト

有料

第１６回国際航法学会 世界大会(IAIN2018)

会

第１６回 国際航法学会 世界大会運営事務局（株）ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝリンケージ内

11/30-12/2

有料

東京コミックコンベンション 2018

展

㈱東京コミックコンベンション

12/22-23

無料

ジャンプフェスタ 2019

展

ジャンプフェスタ事務局

12/22-24

有料

Makuhari Handmade Festa2018(マクハリハンドメイドフェ
スタ)supported by 千葉デザイナー学院

会

Makuhari Handmade Festa 実行委員会
TEL:043-296-5500

12/28-31

HP 参照
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★ルミラージュちば 2018★
千葉市の中心市街地で、千葉都心イルミネーションが今年も開催されま
す。中央公園プロムナードから中央公園まで、ちばの街を暖かなライトで
照らします。 中央公園のオブジェと樹木は LED の電飾に加えライトアップ
等の演出により、動きのあるイルミネーションがご覧いただけます。今年も
楽しい演出・イベントを企画中！年末年始はルミラージュちばへ、ご家族・
ご友人・恋人と一 緒に、ぜひお出かけください。

展・イ

。◆開催期間◆
平成 30 年 11 月 30 日（金）～平成 31 年 2 月 3 日（日）
◆お問合せ先◆
千葉都心イルミネーション実行委員会事務局 （千葉商工会議所内）
℡ 043-227-4103

TEL:080-5374-0019

CEATEC JAPAN 運営事務局＜（一社）日本エレクトロニクスショー協会＞
TEL:03-6212-5233

TEL:043-222-1294
TEL:03-5166-0290

http://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2018/
TEL:03-3263-8686

http://tokyocomiccon.jp/
TEL:03-3230-8439

ホットスタッフ・プロモーション

TEL: 03-5720-9999
http://countdownjapan.jp/

※【会場】 展＝国際展示場 イ＝イベントホール 会＝国際会議場 屋外＝屋外展示場

※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。

千葉市内のイベント
開催日

千葉市観光情報センター（JR 千葉駅前広場内） 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
千葉市中央区千葉港 2-1
千葉中央コミュニティセンター１０階

TEL

043-242-0007

（ルミラージュちば 2018）

イベント名称

-11/18
-10/31

SPARK –あの時君は若かったー展
ハロウィン仕様に変化した異空間へ

10/2・4・5・
11/12・16

日帰りバスツアー2018 秋の千葉めぐり

10/3・10・17・24・31
10/5
10/6
10/6-7

10/6-8
10/7

ちーバル ～頬バル！欲バル！食べ歩きグルメ祭り～
第９回 全国工場夜景サミット in 千葉・市原
第８回青葉の森 落語まつり 円楽・花緑二人会
第１９回 パラソルギャラリー2018
駅からハイキング 【千葉都市モノレール共同開催】
国特別史跡｢加曽利貝塚｣で縄文時代の体験と里山めぐり
富田コスモスまつり 2018
美浜区民フェスティバル

10/8

よしもとダンスエンターテイメント CHIBA SPECIAL LIVE 2018

10/13-1/4(全７回)

こども語りべ講座
千葉シティベイエリアから「ダイヤモンド富士」
を見よう！
検見川ビーチオータムフェスタ
楽市バザール＆のみの市 2018
第２６回中央区ふるさとまつり
第２６回稲毛区民まつり
第２６回花見川区民まつり
第４０回 JFE ちばまつり
千葉常胤生誕９００年記念 千葉湊大漁まつり
～第４２回千葉市民産業まつり～
平成３０年度県民芸術劇場公演
千葉交響楽団メンバーらによるアフタヌーンコンサート
第２６回若葉区民まつり
第２６回緑区ふるさとまつり
観光地美化キャンペーン
第１３回 稲毛あかり祭り 夜灯（よとぼし）
ルミラージュちば 2018

10/6-8

10/14-23
10/21
10/21
10/21
10/21
10/28
10/28
11/3
11/3
11/4
11/4
11/23
11/24-25
11/30-2/3
12/2

★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

平成 30 年 9 月 30 日発行

（１０月-１２月）

主催者（問合せ先）

キョ―ド―東京

有料

有料
事前登録無料

千葉市観光情報ニュース

℡ 296-0001

10/5-7

10/16-19

対 戦
ＶＳ 徳島ヴォルティス
ＶＳ 栃木 SC

2018

NO.72

パスカル・ロジェ・ピアノ・リサイタル
クリスマス☆ゴスペル 2018
グローリー・ゴスペル・シンガーズ

12/25

千葉ロッテマリーンズ試合日程

主催者（問合せ先）
ホキ美術館
椿森コムナ

対戦

VS 西武
VS ソフトバンク

205-1500

千葉ポートパーク・みなとエリア

千葉市民産業まつり実行委員会

245-5282

青葉の森公園芸術文化ホール

青葉の森公園芸術文化ホール

266-3511

東京情報大学 他
昭和の森
検見川の浜
稲毛せんげん通り
中央公園・中央公園ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ 他

若葉区民まつり実行委員会事務局
233-8122
緑区ふるさとまつり実行委員会事務局
292-8105
（公社）千葉市観光協会
242-0007
稲毛商店街振興組合事務局
070-2173-2458
千葉都心イルミネーション実行委員会事務局 227-4103

青葉の森公園芸術文化ホール

青葉の森公園芸術文化ホール

266-3511

千葉市民会館大ホール

（公財）千葉市文化振興財団

224-2431

info@tsubakimorikomuna.com

京成バスシステム㈱

0120-86-3720

千葉市中心市街地まちづくり協議会
227-4101
全国工場夜景サミット in 千葉・市原実行委員会事務局
245-5066
青葉の森公園芸術文化ホール
266-3511
パラソルギャラリー実行委員会
080-6257-6962
駅からハイキング事務局

03-5719-3777

富田町管理運営組合
美浜区民フェスティバル実行委員会事務局

226-0022
270-3122

（公財）千葉市文化振興財団

221-2411

青葉の森公園芸術文化ホール
（公社）千葉市観光協会

℡ 296-8989

開催日時

10/8 ☀
＊最新情報は HP をご参照ください。

266-3511

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

千葉市海辺活性化推進課
千葉市商店街連合会・栄町まちづくり再生本部・栄町通り商店街振興組合
中央区ふるさとまつり実行委員会事務局
稲毛区地域振興課
花見川区地域振興課
JFE ちばまつり実行委員会

場所 ZOZO マリンスタジアム(美浜区美浜 1)

開催日時

10/4 ★
10/7 ★

会場
ホキ美術館
椿森コムナ
市場～NHK 千葉放送会館～赤十字会
館・ギャラリー糸杉～しょいかーご～
加曽利貝塚～富田さとにわ耕園～他
千葉市中心市街地
千葉市文化センターアートホール
青葉の森公園芸術文化ホール
千葉駅前大通り NTT ビル側歩道
千葉都市モノレール千城台駅
～加曽利貝塚～都賀駅
富田さとにわ耕園
稲毛海浜公園
千葉市文化センター
アートホール
青葉の森公園芸術文化ホール
蘇我～千葉みなと～いなげの浜
～検見川の浜～幕張の浜
稲毛ヨットハーバー周辺
栄町通り
中央公園・近隣商店街 等
穴川中央公園 他
花島公園 他
蘇我スポーツ公園周辺

対戦

VS ソフトバンク

245-5309
221-1533
221-2105
284-6105
275-6203
262-2026

千葉市科学館（きぼーる７F～１０F）

千葉市民会館

中央区中央 4-5-1

中央区要町 1-1

開催日
-3/31
10/6-7
10/11
10/12-13、
11/9-10、12/7-8
10/13
10/13
10/13
10/18
10/18・20-21
10/18-11/11
10/20
10/20
10/20-21
10/21
11/3
11/11
11/18
11/23
11/24
12/1
12/14

℡ 308-0511

イベント名称
プラネタリウム新番組「ポケットモンスター サン＆ムーン プラネタリム」
千葉市科学フェスタ２０１８メインイベント
大人の工作教室 数学シリーズ 第２回｢ゴムかけてオーナメント作り」
フィールアロマ

～アロマを感じる星空～

科学フェスタ記念講演 光格子時計－時空のゆがみを見る時計－
元素周期表の話とその立体モデルの作成
電池に迫る！～携帯電話や宇宙船・燃料電池自動車を動かす力～
科学と未来の学校 第２回「金星のナゾを調べる探査機『あかつき』」
「市民の日」千葉市科学館無料開放
秋の企画展「宇宙の日」記念
全国小・中学生作文絵画コンテスト作品展
台所にある 5 つの白い粉で化学のふしぎに迫る！
科学フェスタ記念講演 冷戦の「終戦」からもうすぐ３０年
－日本における思想戦の帰趨を考える－
ぼくのわたしのワークショツプ
科学フェスタ記念講演 バケツ一杯の水で東京湾のサカナを探る
－世界最先端の生物多様性モニタリング技術・環境ＤＮＡメタバーコーディング－
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～
二酸化炭素が水にとけたら
地球に酸素をもたらした光合成と水の電気分解を比較する
～大気の組成変化から見る地球の生物繁栄と今後の温暖化対策～
化学起業家の先駆け 高峰譲吉物語
～化学遺産：タカジアスターゼとアドレナリン関係資料～
火星ローバーコンテスト in 千葉 試走会
第 20 回火星ローバーコンテスト in 千葉
大人の工作教室 数学シリーズ
第３回「脳トレ！影絵で謎解きをしよう～タングラム～」

千葉市文化センター（アートホール他）
中央区中央２－５－１
開催日
10/27
12/5
12/20

℡ 224-8211

イベント名称
語り継ぎたい日本の歌 No.１９ ～りんどうによせて～
神田 松之丞 独演会 ２０１８全国ツアー
講談漫遊記Ｖｏｌ．２ 赤穂義士伝～堀部安兵衛特集～
聖夜のトランペット

千葉市立加曽利貝塚博物館
若葉区桜木 8-33-1
開催日
10/8
10/20-3/3
11/3-4
12/1

℡ 231-0129
イベント名称

縄文くらし体験
企画展「あれもＥ これもＥ 千葉市内出土の加曽利Ｅ式土器」展
縄文秋まつり
ナイトミュージアム

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）
開催日
10/3
10/5-７
10/13-15
10/27、11/10
10/28
11/3
11/17・23
11/24、12/1・22- 25

℡ 205-4333

イベント名称
ちーバル クーポン利用可能日
工場夜景サミット開催記念 工場夜景クルーズ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ富士 夕景と夜景クルーズ
夜景クルーズ定期便
JFE まつり（昼間 6 便無料運行）
大漁まつり 夜景クルーズ
千葉あそび夜景クルーズ
千葉ポートタワークリスマスツリーと
工場夜景の特別ナイトクルーズ

開催日
10/4
10/23
11/14
12/13
12/19
12/25

千葉市動物公園
℡ 224-2431

イベント名称
立川晴の輔のハレルヤ！独演会 Vol.19
フランシス・レイ・オーケストラ
歌声コンサート in 千葉市 Vol.5
クリスマス／アヴェ・マリア サンクトペテルブルグ室内合奏団
立川晴の輔のハレルヤ！独演会 Vol.20
クリスマス☆ゴスペル 2018 グローリー･ゴスペル･シンガーズ

千葉市生涯学習センター
中央区弁天 3-7-7
開催日
10/1、11/19、12/3
10/12、11/9、12/14
10/13、11/17、12/1-2
10/18、11/8、12/20
12/1-2
12/2

℡ 207－5811
イベント名称
月曜名画座
わらべうたと絵本の会
親子アニメ上映会
木曜名画座
まなびフェスタ 2018
やすらぎのアトリウムコンサート

千葉ポートタワー
中央区中央港 1
開催日
10/1
10/5
10/7、11/4、12/2
10/13、11/10、12/8
10/14・21、11/18、12/9・16
10/15-24
11/12-25
11/23
11/23-24、12/1-2・8・15-16・22-23
11/23・25、12/2・23-24
11/23-12/24
11/23-12/25
11/24、12/1・22- 25
12/1
12/2
12/3-17
12/9
12/16
12/18-1/17
12/22
12/23
12/24

℡ 241-0125
イベント名称
展望の日（入館者先着 101 名様に記念品プレゼント）
全国工場夜景サミット（開館時間延長・屋上オープンデッキの開放）
千葉みなとフリーマーケット
サンセットライブ
フリーマーケット
千葉市・市原市工場夜景写真展
風景写真展
創作フラメンコショー（クアトロポン）
クラフト教室
千葉ポートタワーと観光船の共通パス
屋上オープンデッキ開放
千葉ポートタワークリスマス（クリスマスイルミネーション）
タワークリスマスツリーと工場夜景の特別ナイトクルーズ
クリスマス婚活「恋して ポート」
ジャズコンサート（Private Lover Jazz Orchestra）
NTT 児童絵画展
フラダンスショー（クーハイハーラウ KLP）
ミュージックベル（ルミネス）
チョークアート展
Heart to Heart コンサート（Heart to Heart）
クリスマスコンサート（相馬奈苗、横林純子）
ビンゴ大会・マジックショー（マジシャンエンジェル）

千葉県立中央博物館
中央区青葉町 955-2
開催日
10/27-12/24
11/17
11/23
“房総丘陵はすごい”開催中の毎週土曜日、11/23、12/24

℡ 265-3111
イベント名称
房総丘陵はすごい ―調べてびっくり、新発見の数々―
「コケ植物の観察」＠青葉の森公園
講演会「房総丘陵のここがすごい」
ミュージアムトーク

千葉県立美術館
中央区中央港 1-10-1
開催日
11/3-1/20
11/17
11/24

℡ 242-8311

イベント名称
企画展 中山忠彦 ― 永遠の美を求めて ―
中山忠彦展関連ワークショップ「じぶんサイズあーと」
中山忠彦展関連講演会 「中山忠彦の美をめぐって」

三陽メディアフラワーミュージアム

若葉区源町 280

℡ 252-1111

開催日
-11/30
10/6
10/8・13
10/13、11/10、12/8
10/14
10/14・28
10/14、11/11、12/9
10/20・27
10/21
10/28
10/28、11/17、12/16
11/3-4
12/23

イベント名称
ジャングル大帝･レオ 動物たちのヒミツを探せ！
お絵描きしてみよう！
おもためクイズラリー
飼育員のちょっといい話
あいらぶ語り紙芝居
ZOO コラボクイズ DE ガイド
園長ライブ
どんぐりころころこれなーに？
みんな集まれ！こども動物園
動物たちのシェフになろう
バードウォッチング
ちばＺＯＯフェスタ 2018
ライオン「トウヤのお誕生会」

中央区星久喜町 278

℡ 264-9559

開催日

イベント名称

10/5
10/7、11/18・25、12/2
10/12-14
10/20-21
10/20、11/4・17、12/15
10/26-28
10/28
10/30-11/4
10/30-11/11
11/13
11/29

水草ガイド
盆栽展示
秋の盆栽作風展
暮らしを彩るハーブ展
園内ガイドツアー
秋のバラ展
フラメンコショー
花の写真展
菊花展
植物園で健康になろう『はじめてのポールウォーキング』
季節の園芸講座『年末年始を彩る草花寄せ植え』

千葉ポートアリーナ
中央区問屋町 1-20

℡ 241-0006

イベント名称
秋巡業大相撲千葉場所
千葉市民総合体育大会 空手
千葉市スポレク祭・体操フェア
B リーグ千葉ジェッツ公式戦「VS レバンガ北海道」

千葉市立郷土博物館
中央区亥鼻 1-6-1
開催日
-10/14
-10/21
10/13、11/17、12/15
10/20-12/16
10/23-12/16
10/27、11/24、12/22

℡ 222-8231

イベント名称
明治150年記念「『千葉街案内』にみる千葉」
企画展示「江戸時代の妙見祭礼」
着用体験
千葉県教育振興財団巡回展 千葉寺地区の遺跡展｢地中の歴史をざぐる｣
特別展｢千葉常胤と鎌倉幕府の成立―東国武士と武家政権―｣
むかしあそび

千葉市民ギャラリー・いなげ
稲毛区稲毛 1-8-35
開催日
10/6-7
10/27
11/3 ※雨天 11/4 順延
11/17-12/2
11/24 ※雨天 11/25 順延
11/24-25

開催日
-10/8
-11/4
10/2-8
10/2-31
10/8・14・20-21
10/10-14
10/10-14
10/16-21
10/16-21
10/21
10/23-28
10/27-28
10/30-11/4

℡ 277-8776
イベント名称
植物企画展 コスモス展
植物企画展 コリウス展
ふぉとふれんど皆楽皆喜作品展
ハロウィンパーティー
体験教室
廻りくる四季に心躍らせて 押し花展
植物企画展 多肉植物展
フラワーサークルコスモス作品展
フラワーフェスティバルちば 2018
アコーディオンコンサート
光と花のハンドメイド展
魔女を探せ！トリックアトリート大作戦！
ボタニカルアート展

稲毛ヨットハーバー

千葉市都市緑化植物園

開催日
10/7
11/18
11/23
12/12

美浜区高浜 7-2-4

℡ 248-8723
イベント名称
秋休み子ども美術講座～夜灯とうろうづくり～
色であそぼう〇〇どうぶつ
秋のスケッチ会
第２回いなげ八景水彩画コンクール展
佐藤信太郎写真講座「夜景を撮る」
稲毛あかり祭「夜灯－よとぼし－」夜間特別公開

美浜区磯辺 2-8-1
開催日
10/14
10/20
11/23

℡ 279-1160

イベント名称
まき網漁業見学会（予備日１０月２８日）
市民の日記念行事クルーザーヨット体験会（千葉市民対象）
クルーザーヨット体験会

千葉市美術館
中央区中央 3－10－8
開催日
-11/11
10/6
10/13
10/20
10/27
11/4
11/10
11/23-1/14
11/23-1/14

℡ 221-2311

イベント名称
１９６８年 激動の時代の芸術
講演会「1968 年前衛の終焉−美共闘 廃墟からの出発」
市民美術講座「環境芸術とミニマル・アート」
講演会「サイケの HAMANO、サイケとその後の世界を語る」
映画上映会「略称 連続射殺魔」
映画上映会「新宿泥棒日記」
市民美術講座「アンダーグラウンドとサイケデリック」
生誕１３５年 石井林響 千葉に出づる風雲児
林響とその周辺

県立幕張海浜公園
美浜区ひび野 2-116
開催日
10/7-8
10/13
10/20-21
11/4
11/17-25

℡ 296-0126

イベント名称
オータムフェスタ 2018
親子スポーツフェスタ！2018
秋のドッグラン
幕張マルシェ。vol.10
見浜園灯ろうまつり～秋の庭園ライトアップ 2018～

千葉県文化会館
中央区市場町 11-2
開催日
10/7
10/21
11/4
11/17
11/18
11/18
11/24
12/16

℡ 222-0201

イベント名称
高嶋ちさ子 12 人のヴァイオリニスト コンサートツアー2018
女神たちの華麗なる音楽会
コンドルズ日本縦断大起動ツアー2018
START ME UP 千葉スペシャル公演
プレミアム・クラシック・シリーズ vol.32
ファジル・サイ ピアノリサイタル
古典の日記念 第 8 回落語国際大会 IN 千葉 予選
古典の日記念 第 8 回落語国際大会 IN 千葉 決勝
おかあさんといっしょ ガラピコぷ～ がやってきた!!
梅沢富美男特別公演
見る、知る、伝える千葉～創作狂言 里見八犬伝 其ノ弐～

