
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 

1/11-13 有料 
TOKYO AUTO SALON 2019 

11 日 14:00 一般特別公開   12・13 日一般公開日 

展・会 

イ 

東京オートサロン事務局

http://www.tokyoautosalon.jp 

1/16 無料 平成 31 年千葉県警察年頭視閲 イ 千葉県警察本部 警務部警務課         TEL:043-201-0110 

1/18-19 有料 METACITY 会 ㈱幕張メッセ             https://metacity.jp/ 

1/19 有料 ストレイテナー イ HOT STUFF PROMOTION                   TEL:03-5720-9999 

1/19-20 無料 冬スポ！！WINTER SPORTS FESTA season18 展 冬スポ事務局             TEL:0120-985-377                               

1/22 無料 ちば起業家大交流会 in 幕張メッセ 会 
ちば起業家応援事業実行委員会 

TEL:050-5811-4868 

1/26 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:03-6721-2417 

1/26-27 無料 次世代ワールドホビーフェア’19Winter 東京大会 展 次世代ワールドホビーフェア事務局   https://whobby.com/ 

1/26-27 有料 
ジャパン アミューズメント エキスポ 2019  

(合同開催: JAEPO x 闘会議 2019) 
展 JAEPO 事務局             http://www.jaepo.jp 

1/26-27 有料 闘会議 2019 展 Gz ブレイン/niconico       https://tokaigi.jp/ 

2/1-3 有料 
JAPAN CAMPINGCAR SHOW 2019 

ジャパンキャンピングカーショー2019 
 展 

ジャパンキャンピングカーショー2019 実行委員会    TEL:03-3405-1815 

https://jrva-event.com/jccs/ 

2/1-3 無料 冬スポ！！WINTER SPORTS FESTA season18 展 冬スポ事務局             TEL:0120-985-377 

2/3 無料 
バトスピチャンピオンシップ 2018―神煌臨杯― 

関東エリア大会 
展 カードダスナビ            TEL:0570-041-955           

2/3 無料 マイナビ業界研究フェア 千葉会場 会 マイナビイベント千葉運営事務局   TEL:043-203-3079 

2/8-9 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 TCA2019」 
展 

（学）滋慶学園     東京コミュニケーションアート専門学校教務部                 

TEL:03-3688-3421        https://www.tca.ac.jp               

2/10 有料 ワンダーフェスティバル 2019［冬］  展 
ワンダーフェスティバル実行委員会 

TEL:06-6909-5660 

2/16 無料 マイナビ看護セミナー 会 マイナビイベント千葉運営事務局       TEL:043-203-3079 

2/17 無料 
ポケモンカードゲーム  

チャンピオンズリーグ 2019 千葉（公認大会） 
展 ㈱アークライト    TEL:03-6260-9808 

2/17 無料 コープみらいフェスタ きやっせ物産展 2019 展 生活協同組合コープみらい千葉県本部  TEL:043-301-6681 

2/20-23 
有料 

*事前登録者無料 
2019 モバックショウ（第２６回国際製パン製菓関連産業展） 展・会 

日本製パン製菓機械工業会  TEL:03-6673-4333 

http://www.mobacshow.com/ 

3/2-3 有料 
2019 スーパージャパンカップダンス 

＊１日（金）大舞踏会 
イ 

（公財）日本ボールルームダンス連盟  

TEL:03-5652-7351 

3/5 無料 マイナビ就職 EXPO 千葉会場 イ マイナビイベント千葉運営事務局         TEL:043-203-3079 

3/13-15 
有料 

*事前登録入場無料 

Japan Drone 2019 

-Expo for Commercial UAS Market-  
展 

Japan Drone 運営事務局（スペースメディアジャパン内）  

TEL:03-3512-5672    http://www.japan-drone.com/ 

3/15-17 無料 
第 19 回 JAPAN ドラッグストアショー 

＊16・17 日のみ一般公開 
展 

JAPAN ドラッグストアショー推進事務局  

TEL:03-6206-0067 

3/21-23 HP 参照 日本薬学会第 139 年会 展・会 
日本薬学会第 139 年会組織委員会  

http://nenkai.pharm.or.jp/139/web/ 
 

※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  2019 年１月 13 日（日） 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事務局  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 

新 春 号 

 

2019 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） 

-2/3 ルミラージュちば 2018 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 

-5/12 人.ひと.人 人って面白い 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」特別開館 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                 245-7777 

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

1/11-14 第 39回千葉県フラワーフェスティバル そごう千葉店６階催事場 
千葉県農林水産部生産振興課  

＊土日祝日・年末年始を除く         223-2871 

1/12 平成 31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 消防局総務部総務課                   202-1611 

1/13 
第 325 回 昭和の森自然観察会 

「今日から始めようバードウォッチング」 
       昭和の森 

都市局公園緑地部緑公園緑地事務所  

                      294-2884 

1/13 第 44回 新春市民凧あげ大会 いなげの浜（稲毛海浜公園内） 千葉市を美しくする会事務局    245-5138 

1/22 葵舞踊百華 千葉市文化センター アートホール 葵舞踊振興協会                    302-0111 

1/26 語り継ぎたい日本の歌 No.20 ～春を待つ～ 千葉市文化センタースタジオⅠ 千葉市文化センター                  224-8211 

1/27・2/24・3/24 いい街ちばフリーマーケット 千葉銀座通り いい街ちばフリーマーケット運営委員会      201-5515  

2/1 ≠世界 地村 洋平 個展 千葉市文化センター 市民サロン （公財）千葉市文化振興財団    221-2411 

2/2 ウクレレコンサート～常夏の楽器が贈る優しい音色～ 生涯学習センター （公財）千葉市文化振興財団    221-2411 

2/3 ちば市国際ふれあいフェスティバル 2019 千葉市民会館 小ホール （公財）千葉市国際交流協会    245-5750 

2/9 冬鳥観察の楽しみ方 千葉公園 中央・稲毛公園緑地事務所     251-5103 

2/9 公開市民講座「千葉氏とアイデンティティ」 
千葉大学西千葉キャンパス 

けやき会館大ホール 
千葉市立郷土博物館         222-8231 

2/16 みどりの楽講「ブレンドハーブティの楽しみ方」 千葉公園好日亭 カフェ・ハーモニー      070-4325-3650 

2/16 早春のお花見会～ウメ観賞会～ 青葉の森公園 青葉の森公園管理事務所      208-1500 

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 

2月中下旬 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 （公社）千葉市観光協会 http://chibacity-ta.or.jp/ 

3/10 平成３０年度 千葉市民春の俳句大会 千葉市民会館 千葉市俳句協会事務局       047-483-1414 

3/10 第１回 クロスカントリーin 千葉 昭和の森 （特非）日本アウトフィットネス協会  045-642-7400 

3/16 みどりの楽講「クレイクラフトで桜の花を作ろう」 千葉公園好日亭 カフェ・ハーモニー       070-4325-3650 

3/29-31 第１０回 ちば映画祭 千葉市生涯学習センタ- ホール ちば映画祭実行委員会       070-1410-0722 

3月下旬～４月上旬 第 18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     242-0007 

3月下旬～4 月下旬 シバザクラが見ごろ 富田さとにわ耕園 富田さとにわ耕園           226-0022 

 

☀ 第 44 回新春市民凧あげ大会 ☀ 

NO.73 

平成 30 年 12 月 28 日発行 

新春市民凧あげ大会（イメージ） 

tel:03-3405-1815
tel:03-3688-3421
tel:03-6673-4333
tel:03-3512-5672
http://www.bikai.org/
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 
1/4-14 新年花詣(しんねんはなもうで) 

1/4 花みくじ（先着 100 名様） 

1/4 お年玉プレゼント （先着 100 名様） 

1/4-6 写真展「四季の彩り」 

1/4-27 新春・縁起のいい植物展 

1/8-14 新春の洋ラン展 

1/12-14 菜の花(切花)プレゼント（先着 30 名様 /日） 

1/29-2/3 花と写真 

2/5-17 絵画「三人展」 

2/19-3/3 花のひな祭り 

2/12-3/3 早春の香りの花展 

2/19-24 花と自然が映し出す世界 

2/23 体験教室「生花のおひなさま」 

2/26-3/3 アイアイくろっしぇ千葉かぎ針編み教室作品展 

3/3 ひな祭り 女性限定先着 100 名様にプチプレゼント 
 

 

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 

-1/14 生誕１３５年 石井林響展 千葉に出づる風雲児 

-1/14 林響とその周辺 

1/5 新春の獅子舞 

1/12 新春 千葉のうまいもん！市（お食事・お買い物） 

1/19-27 第６１回千葉市小・中・特別支援学校児童生徒作品総合展覧会 

1/20-3/3 ブラティスラヴァ世界絵本原画展 BIB で出会う絵本のいま 

1/20-3/3 新収蔵作品展 

3/9-29 第５０回千葉市民美術展覧会 

3/9-31 房総ゆかりの作家たち 
 

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 
-1/20 企画展 中山忠彦 ― 永遠の美を求めて ― 

1/29-4/14 「具象彫刻の今 ― 彫刻家宮坂慎司と県美の収蔵作家たち ―」 

1/29-4/14 「具象彫刻展 ―具象彫刻の先駆者たち―」 

1/29-4/14 「近代洋画の先駆者 浅井忠 9 ―浅井忠の京都時代―」 

1/29-4/14 「北詰コレクション メタルアートの世界Ⅲ ―彫金の魅力―」 

1/29-4/14 「コレクション名品展」 

2/16 
「具象彫刻の今 ―彫刻家宮坂慎司と県美の収蔵作家たち―」関連ワークショップ 

粘土で遊ぼう ―彫刻家になってみよう― 

3/16 
「具象彫刻の今 ―彫刻家宮坂慎司と県美の収蔵作家たち―」関連ワークショップ 

彫刻に触れる・タッチツアーへようこそ 

3/16 
「具象彫刻の今 ―彫刻家宮坂慎司と県美の収蔵作家たち―」関連講演会 

神戸峰男「具象彫刻の世界」 

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 
1/7、2/4、3/4 月曜名画座 

1/11、2/8、3/8 わらべうたと絵本の会 

1/12、2/9、3/9 親子アニメ上映会 

1/17、2/21、3/14 木曜名画座 

1/27 やすらぎのアトリウムコンサート 
 

 

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 
1/2-3 新年の開館 

1/2-2/11 冬の企画展「月のふしぎ」 

1/5 高校生無料開放日２０１９ 

1/5 
千葉市科学館・市立千葉高等学校連携講座 

「高校生による楽しい科学実験教室」 

1/5 千葉市科学館・市立千葉高等学校連携講座「高校生によるサイエンスショー」 

1/6 はやぶさ２が明らかにした小惑星リュウグウの本当の姿 

1/11-12、2/15-16、3/15-16 プラネタリウム特別投影「フィールアロマ」 

1/12 電磁波技術の医療応用‐治療技術を中心に‐ 

1/13 プラネタリウム特別投影「星空コンサート」 

1/19 
海辺のミュージアム連続講演会 

「東京湾に忘れ去られた深海イソギンチャクたちに迫る」 

1/20 海辺のミュージアム連続講演会「海苔（ノリ）の生物学と養殖」 

2/11 大人のためのクラシックコンサート ～ハープとコントラバスの饗宴～ 

2/17 海辺のミュージアム講演会「海草と海藻」 

2/17 
大人のためのクラシックコンサート  

～ＮＨＫ交響楽団メンバーによる弦楽四重奏～ 

2/23 海辺のミュージアム講演会「江戸前クジラ」 

2/23-24 ワークショップ祭 

2/24 光圧を操る ‐研究の現状と未来 

3/17 海辺のミュージアム講演会「千葉の魚～東京湾を中心として～」 

冬の企画展中毎日 冬の企画展関連ワークショップ「月の満ち欠けカード」 

冬の企画展中の日曜日 冬の企画展関連ワークショップ「ドームストラップ～月の模様をみてみよう～」 
 

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 

-2/17 生態園トピックス展 「生態園の野鳥 −秋から冬へ−」 

1/5-20 平成 30 年度ミニトピックス展「 十二支にちなんで −亥年」 

1/10-3/9 ミニ展示「古い道具と昔のくらし」 

1/12-2/3 平成３０年度出土遺物公開事業 千葉寺地区の遺跡展「地中の歴史をさぐる」 

1/13 生態園観察会「冬鳥ウォッチング」 

1/14・27 「地中の歴史をさぐる」展示解説会 

1/19 生態園観察会 野鳥ミニ観察会 

1/20 「生態園の野鳥 −秋から冬へ」関連ミュージアムトーク 

2/9 自然の音サロン 冬 

2/23-6/2 
平成３１年 春の展示 明治１５０年記念事業  

千葉の鉄道物語―線路が拓いた「観る・住む・運ぶ」 

2/24、3/3・10・16-17・

21・23-24・30-31 

「千葉の鉄道物語―線路が拓いた 

「観る・住む・運ぶ」」関連ミュージアムトーク 

3/10 講演会「千葉の伝承と鉄道」 

3/17 記念講演会「鉄道と行商ー消えゆく「カンカン部隊」を追ってー」 

3/19-5/26 生態園 トピックス展 キツネノヤリタケ −生態園から新産地報告− 

3/24 チーバくんと鉄道クイズ 
 

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

1/9 歌声コンサート in 千葉市 Vol.6 

2/2 東京フィルハーモニー交響楽団 第 51 回千葉市定期演奏会 

2/19 立川晴の輔のハレルヤ！独演会 Vol.21 

2/23 クロマニヨンズ ツアー レインボーサンダー 

3/13 歌声コンサート in 千葉市 Vol.7 
 

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 
1/5 劇団四季ファミリーミュージカル「魔法をすてたマジョリン」 

1/12 しまじろうコンサート「たんけん！うみのワンダーランド」 

1/13 千葉交響楽団特別演奏会 ニューイヤーコンサート２０１９ 

1/24 
日本・キューバ外交関係樹立 90 周年/キューバ解放 60 周年記念 

パンチョ・アマート・バンドＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ 

1/26 ちば文化の森フェスタ 

2/3 
プレミアム・クラシック・シリーズ vol.33 

西村悟＆平野和デュオリサイタル 

2/24 第 25 回ちば県民合唱団定期演奏会 モーツァルト「大ミサ曲」 

3/10 千葉県こども歌舞伎アカデミーこども歌舞伎公演 

3/24 島津亜矢コンサート２０１９ 

3/30 千葉県少年少女オーケストラ 第 23 回定期演奏会 

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 
1/19、2/16、3/16 園内ガイドツアー 

1/20、2/3、3/3・17 盆栽展示 

2/22-24 早春の盆栽作風展 

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

開催日 イベント名称 
-1/31 ジャングル大帝・レオ 動物たちのヒミツを探せ！ 

1/2-14 年賀状を持って動物達に会いに行こう 

1/3-4・6 獅子舞アレンと写真を撮ろう！ 

1/3-4・6 新春！動物かるた会 

1/12、2/9、3/9 飼育員のちょっといい話 

1/13 ハツカネズミ占い 

1/13・27 ＺＯＯボラクイズＤＥガイド 

1/13、2/10、3/10 園長ライブ（園長による動物トーク） 

1/19 初心者向け！エキゾチックペット入門 

1/20、2/17、3/17 あいらぶ語り紙芝居 

1/26 エコスタックをのぞいてみよう！ 

1/26、2/10、3/23 バードウォッチング 

1/27 大人のための羊毛クラフト教室 

毎週土曜日 絵本のおはなし会 

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 

1/19、3/16 着用体験 

1/26、2/23、3/23 むかしあそび 

2/9 千葉大学共催千葉氏公開市民講座 

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 

-1/13 
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

「みつける、とらえる」 

1/4-14 千葉の畑に棲みついた江戸と明治の忘れ物 泥面子と型押しおはじき 

1/4-14 ギャラリー・いなげ新春展 

2/7-24 武藤亜希子「記憶の中の風景」 

2/11 武藤亜希子関連ワークショップ「M＋A＋T＋S＋U」 

2/11 武藤亜希子関連ワークショップ「なくしもの屋」 

 

 

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 

1/2-4 お正月臨時開館 

1/12、2/9、3/9 サンセットライブ 

1/20、2/17、3/17 フリーマーケット 

2/3、3/3 千葉みなとフリーマーケット 
 

 

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 
1/4-6 第 40 回関東ミニバスケットボール大会 

1/7 高校選抜インドアソフトテニス大会 

1/10 第 22 回千葉市家庭婦人オープン卓球大会 

1/14 平成 31 年千葉市成人を祝う会 

1/16 Ｂリーグ 「千葉ｼﾞｪｯﾂ VS 栃木ブレックス」 

1/18-20 第 44 回関東高校選抜インドアソフトテニス大会 

1/23 Ｂリーグ 「千葉ｼﾞｪｯﾂ VS アルバルク東京」 

1/26-27 Regional Competitions 2019 地区大会 

2/1-3 2019 ジャパンパラゴールボール競技大会 

2/7 第 127 回家庭婦人卓球大会 

2/9-10 第 28 回千葉市長旗争奪ミニサッカー大会 

2/11 JEF キックオフフェスタ 

2/16-17 テコンドー日本選手権大会 

3/2-3 
第 8 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 

3/5-6 第 23 回千葉菜の花オープンバドミントン大会 

3/9-10 第 27 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 

3/16-17 Ｂリーグ 「千葉ｼﾞｪｯﾂ VS シーホース三河」 

3/23 バレーボールフェスタ 

3/24 KWF 国際オープントーナメント(世界空手グランプリ 2019） 
 

青葉の森公園芸術文化ホール 
中央区青葉町 977-1        ℡ 266-3511 
開催日 イベント名称 

1/14 千葉のむかし話・こども語りべ～語り継ごう千葉～ 

2/10 プロムナードコンサート Vol.32 

2/10 青葉寄席（能舞台×落語×浪曲） 

2/11 一噌幸弘 能舞台縦横無尽ライブ  

2/13 お囃子体験会 小鼓・太鼓 

2/15 能楽解説と体験 

2/16 能楽体験教室 

2/17 第 38 回青葉能 

3/16 第 8 回ちば伝統文化の森まつり 
 

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 

1/20 樹名板作り 

1/27 花と緑の講座 

2/3 親子 鳥と冬芽の観察会 

2/16 お庭のお手入れ教室 

3/10 幕張マルシェ vol.11 

3/17 防災そなえパーク 

3/23 春のお茶とお箏の会 
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