
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 

1/12-14 
12 日一般特別公開

13・14 日一般公開日 

有料 TOKYO AUTO SALON 2018 
展・会 

イ屋外 

東京オートサロン実行委員会 

http://www.tokyoautosalon.jp 

1/16 無料 平成３０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 

1/19-21 無料 冬スポ！!WINTER SPORTS FESTA Season17 展 冬スポ事務局                                  TEL:0120-985-377 

1/21 
無料 

（一部事前登録制） 

バトスピチャンピオンシップ 2017 ―煌臨杯― 

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

1/27-28 無料 次世代ワールドホビーフェア’18Winter 東京大会 展 次世代ワールドホビーフェア事務局        http://www.whobby.com 

1/28 有料 
UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2017-2018 

「One roll, One romance」 
展 VINTAGE ROCK std.               TEL:03-3770-6900 

1/30 無料 ちば起業家大交流会 in 幕張メッセ 会 
千葉県/ちば起業家応援事業実行委員会 

TEL:050-5811-4868 

2/2-3 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 2018 
展 東京コミュニケーションアート専門学校 TEL:03-3688-3421 

2/2-4 

2 日プレス内覧会 
有料 

JAPAN CAMPINGCAR SHOW 2018  

ジャパンキャンピングカーショー2018 
展 

ジャパンキャンピングカーショー2018 実行委員会                       

TEL:03-5809-1951                http://jrva-event.com/jccs/ 

2/3-4 HP 参照 第３２回 日本がん看護学会学術集会 展・会 
第３２回 日本がん看護学会学術集会 運営事務局  

TEL:06-6131-6605                         http://jscn32.umin.jp/ 

2/3-4 無料 冬スポ！！WINTER SPORTS FESTA Season17  展 冬スポ事務局                                      TEL:0120-985-377 

2/5 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 

2/10-11 有料 
ジャパン アミューズメント エキスポ 2018  

(合同開催: JAEPO x 闘会議２０１８) 
展 JAEPO 事務局                                        http://www.jaepo.jp 

2/10-11 有料 闘会議 2018 展 niconico/Gz ブレイ                        http://tokaigi.jp/2018/ 

2/18 有料 ワンダーフェスティバル 2018 ［冬］ 展 
ワンダーフェスティバル実行委員会  

TEL:06-6909-5660 

2/18 無料 
コープみらいフェスタ  

きやっせ物産展 2018 
 展 

生活協同組合コープみらい コープデリ生活協同組合連合会 

                                                                        TEL:0120-925-036 

3/16-18 

*17・18 日のみ 

一般公開 

無料 第 18 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           TEL: 03-6206-0067 

3/20-21 有料 
ひきこもりでも LIVE がしたい！ 

～明日色ワールドエンド発売記念公演～ 
展 DISK GARAGE      TEL:050-5533-0888 

3/22-24 
有料 

（事前登録 

入場料無料） 

Japan Drone 2018 展 Japan Drone 運営事務局       TEL: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  2018年１月 14 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  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 

 

2018 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） 

-1/31 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 

-5/20 理想の風景画展 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 昭和の森元旦祭 昭和の森 都市局公園緑地部緑公園緑地事務所          294-2884 

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 

1/6-8 第 38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 そごう千葉店販売促進部 営業催事     245-2422 

1/8 平成 30 年「千葉市成人を祝う会」 千葉ポートアリーナ こども未来局こども未来部健全育成課       245-5955 

1/13・27、2/10・24、3/10・24 地方卸売市場・市民感謝デー 千葉市地方卸売市場 経済農政局経済部地方卸売市場         248-3200  

1/14 第 43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 

1/21 第 42回サンスポ千葉マリンマラソン 幕張海浜公園 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 03-6629-2602 

1/27 
ワンコインコンサート Vol.46 

尾形晃子ニューイヤーコンサート 透き通る歌声～日本の歌・世界の歌～ 
イオン稲毛店・文化ホール （公財）千葉市文化振興財団     221-2411  

1/28、2/25、3/25 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 2018 X-RUN CHIBA クロスカントリー大会 昭和の森 日本陸上競技連盟事務局  03-5321-6580 

2/10 冬鳥観察の楽しみ方 in 千葉公園 千葉公園蓮華亭ホール 中央・稲毛公園緑地事務所       251-5103 

2/10 語り継ぎたい日本の歌 No.16～春立ちて～ 千葉市文化センタースタジオ I (6階) 千葉市文化センター          224-8211 

2/11 千葉常胤生誕９００年記念 ちば市国際ふれあいフェスティバル 2018 千葉市民会館小ホール （公財）千葉市国際交流協会        202-3000 

2/17 千葉公園みどりの楽講「ハーブティーの優雅な楽しみ方」 千葉公園・好日亭 カフェ・ハーモニー          070-4325-3650 

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

2/24 
ワンコインコンサート Vol.47 いちよ・きよ・やぎりんバンド♪  

 ～コンサート SongForLifeAndPeace いのちと平和の詩～ 

土気あすみが丘プラザ  

多目的室（２階） 
（公財）千葉市文化振興財団    221-2411 

3/2-3/4 
駅からハイキング 日本最大級の特別史跡 

「加曽利貝塚」を巡る春の里山散策 

千葉都市モノレール千城台駅～ 

加曽利貝塚～JR都賀駅 

JR 東日本千葉支社・千葉都市モノレール共同開催 

03-5719-3777 

3/17 千葉公園みどりの楽講「千葉の桜、見どころを教えます」 千葉公園・好日亭 カフェ・ハーモニー        070-4325-3650 

3/17 中央区魅力再発見まち歩きツアー 千葉都心エリア 中央区役所地域振興課          221-2105 

3/17 花見川区魅力発見ウォーキング 幕張エリア 花見川区地域振興課         275-6203 

3/24 緑区魅力発見ウォーキング 鎌取エリア 緑区役所地域振興課         292-8105 

3 月下旬～４月上旬 千葉常胤生誕９００年記念 第１７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 富田さとにわ耕園 富田都市農業交流センター     226-0022 

 

☀ 第 43 回新春市民凧あげ大会 ☀ 

NO.69 

平成 29 年 12 月 28 日発行 

新春市民凧あげ大会（イメージ） 
 

tel:03-5809-1951
tel:06-6131-6605
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 入館された方にポインセチアなどをプレゼント（無くなり次第終了） 

1/4-8 新春工作広場 

1/4-2/4 ニューイヤーフェスティバル 

1/4-2/4 縁起のよい植物展 

1/6-8 入館された方にハナナ切り花プレゼント（無くなり次第終了） 

1/10-14 新春洋ラン展 

1/16-21 伊藤若冲「貝甲図」に描かれた貝百選 

1/23-28 千葉県ことぶき大学校陶芸学科生徒作品展 

1/30-2/4 花と写真 
 
 
 

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 

-1/7 
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」企画展示（仮称） 

1/4-14 藤澤保子 漆芸の展開Ⅳ 

1/4-14 ギャラリー・いなげ新春展 

1/31-2/18 山口マオ 画業 30 周年記念展（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 

1/28 花と緑の講座 

2/4 冬の生き物観察会 

3/3 お庭のお手入れ教室 

3/17 防災そなえパークの日 

3/24 見浜園春の茶会 
 

 

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 
-1/14 アート・コレクションプラス「追悼 深沢幸雄の歩み」 

-1/14 
アート・コレクション「近代洋画の先駆者 浅井忠 ５ ― 

バルビゾン派とともに―」 

-1/14 アート・コレクション「季節の彩り」 

-3/4 
アート・コレクションプラス「鋳造の新世界 

現代作家西岡美千代と県美の収蔵作家たち」 

1/20-4/15 アート・コレクション「コレクション名品展」 

1/20-4/15 
アート・コレクション「近代洋画の先駆者 浅井忠 ６―

その師と弟子たち」 

1/20-4/15 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Ⅱ」 
 

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 

1/8 千葉のむかし話・こども語りべ～語り継ごう千葉～ 

1/28 
プロムナードコンサート Vol.28 

（千葉ゆかりの音楽家によるコンサート） 

1/28 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 

2/12 能舞台 和洋縦横無尽ライブ 

2/17 第 37 回青葉能 

2/18 ＳＡＭＵＲＡＩ ＳＰＩＲＩＴＳ 剱伎衆かむゐ featuring 中西俊博 

3/17 アリアナ･セイユ featuring カウマカイヴァ･カナカオレ 
 

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 

-1/14 特別展「戦国時代の千葉氏―古文書が語る争乱―」 

1/13 武家装束試着体験 

1/27、2/24 むかしあそび 
 

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 
-1/21 冬のミニ企画展「太陽のふしぎ」 

1/2- プラネタリウム新番組「アースシンフォニー～光と水が奏でる空の物語～」 

1/4-5 新春わくわく工作「お散歩いぬを作ろう」 

1/7 高校生無料開放日（受付で生徒証を提示） 

1/7 
大人が楽しむ科学教室 健康と科学シリーズ⑨ 

「ミクロの世界の微小な生き物たちへの対処法」 

1/7 大人が楽しむ科学教室 天文シリーズ⑥「生命の謎に迫る惑星探査」 

1/7 市立千葉高校連携講座「科学実験教室」「サイエンスショー」 

1/19-20 プラネタリウム特別投影「フィールアロマ」 
 

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 

1/6 新春の獅子舞 

1/6-2/25 小沢剛 不完全−パラレルな美術史 

1/20 美術館ボランティアによる木版画多色摺体験 

2/4 シンポジウム「石膏像の歴史、その受容と展開」 

2/10 美術講座「小沢剛と日本近代美術」 

2/17 アーティストトーク「北野恒富と岩絵具の新表現」 

3/3-23 第４９回千葉市民美術展覧会 
 

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 

1/13-2/4 春特別公開 収蔵資料展「屏風と絵馬」 

1/13-2/12 トピックス展「かそりーぬと見る🐚加曽利貝塚」 

1/27 歴史学講座「明治時代の千葉県」 

2/3 体験イベント「節分まめまき」 

2/10 生態学環境講座「自然の音サロン 冬」 

2/15 生態園観察会「冬の植物」 

3/3-5/27 春の展示「ところ変われば備えも変わる あなたの街と自然災害」 

3/11 環境教育講座「ホタルを取り巻く問題を考える」 

3/24 体験イベント「みんなで体験防災のあれこれ！」 

3/25 講演会・シンポジウム「ところ変われば備えも変わる（仮称）」 
 

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

1/27 新春 よしもと初笑いライブｉｎ千葉 

2/21 おひるま寄席 ４回目 ～たっぷり喬太郎噺～ 

2/24 ジェロ コンサート 

2/27 立川晴の輔ハレルヤ vol.17 

3/14 歌声コンサート 
 

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 

1/7 
キエフ・バレエ ～タラス・シェフチェンコ 

記念ウクライナ国立バレエ～「白鳥の湖」 

1/13 千葉交響楽団特別演奏会 ニューイヤーコンサート２０１８ 

1/16 ＤＲＵＭ ＴＡＯ ドラムロック疾風 総出演 

2/4 

プレミアム・クラシック・シリーズ vol.30 

千住真理子・長谷川陽子・仲道郁代  

～女神たちの“愛のうた”～ 

2/9 ドラマチック・タンゴ「巨匠（マエストロ）の魂」 

2/11 
音楽と映像のコラボレーションコンサート  

～ギター≪村治佳織≫＆ピアノ≪黒木雪音≫～ 

2/17 しまじろうコンサート「しまじろうともりのきかんしゃ」 

2/25 第 24 回ちば県民合唱団定期演奏会 ベートーヴェン「第九」 

3/4 
モンタニーニ・ストリングス千葉  

ＳＰＡＣＥ～万物には数がある、音楽のトビラで開く宇宙～ 

3/11 千葉県こども歌舞伎アカデミーこども歌舞伎公演 

3/17 和田アキ子 50ｔｈコンサート 

3/25 千葉県少年少女オーケストラ 第 22 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 
1/20、2/17、3/17 園内ガイドツアー 

1/21、2/4、3/4、3/18 盆栽展示 

1/27 
季節の園芸講座『はじめての家庭菜園～ 

土作りから年間計画、種まき体験』 

2/23-25 早春の盆栽作風展 

3/3 自然を学ぶ講座『覗いてみませんか？花の私生活～』 
 

 

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

開催日 イベント名称 
1/2-31（応募期間：1/2-9） 年賀状をもって動物たちに会いに行こう！  

1/2 干支の引継式 

1/2-3 アルパカおみくじ 

1/2-3・6 新春かるた大会 

1/3 子ども動物園お正月特別ガイド 

1/6、2/10、3/10 飼育員のちょっといい話 

1/7 ネイチャーガイド「小枝で動物づくり」 

1/7 ヨーデル北川桜の 0 歳からのアルプス音楽コンサート 

1/14、2/11、3/11 園長ライブ（園長による動物トーク） 

1/14 この声だあれ？（鳴き声からの動物当てクイズ） 

1/14・28、2/11・25、3/11・25 ZOO ボラクイズ DE ガイド 

1/21、2/18、3/18 あいらぶ語り紙芝居 

1/27、2/11、3/24 バードウォッチング 

1/28 大人の為の羊毛クラフト講座 

1/28 動物折り紙教室 

2/4 エコスタックをのぞいて見よう ！ 

2/4、3/18 みんな集まれ！子ども動物園 

2/25 ネイチャーゲームで遊ぼう！ 

2/24-25 モル壇（モルモットがひな壇飾りに！？） 

3/11 ゾウガメのごはんタイム 

3/25 ゾウガメのフンでペーパー作り 

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 

1/2-4 お正月臨時開館 

1/20、2/17、3/3 サンセットライブ 

1/21、2/18、3/18 フリーマーケット 

2/1～14 バレンタインイベント 

2/4、3/4 千葉みなとフリーマーケット 
 

 

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（ケースハーバー1 階）  ℡ 205-4333 

開催日 イベント名称 
1/27、

2/24-26、

3/10・24 

千葉あそび企画  

（1 月・3 月：夜景クルーズ  

2 月：ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ富士サンセットクルーズ） 
 

 

 

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 
1/8 平成 30 年千葉市成人を祝う会 

1/14 車いすバスケットボール関東大会 

1/18 第 21 回オープン家庭婦人卓球大会 

1/20-21 
Ｂリーグ 2017-2018 シーズン 

「千葉ｼﾞｪｯﾂ VS 横浜ﾋﾞｰ･ｺﾙｾｱｰｽﾞ」 

1/27-28 Regional Competitions 2018 地区大会 

2/3-4 千葉市冬季市民バスケットボール選手権大会 

2/10-11 第 27 回千葉市長旗争奪ミニサッカー大会 

2/12 千葉市新体操チャイルド選手権大会 

2/15 第 124 回家庭婦人卓球大会 

2/18 千葉市オープン個人バドミントン大会 

3/3-4 
第７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 22 回千葉菜の花オープンバドミントン大会 

3/10-11 
第 26 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 

3/14 進路体験フェア 

3/18 バレーボールフェスタ 

3/25 ユーラシア大陸オープン 2018 国際空手道選手権大会 
 

 
 

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 
1/12、2/9、3/9 わらべうたと絵本の会 

1/13、2/10、3/10 親子アニメ上映会 

1/14 
千葉市のふれあい子どもかるた 

「かるたであそぼう＆大会決勝」 

1/15-16、2/5-6、3/5-6 月曜名画座 

1/25-26、2/22-23、3/22-23 木曜名画座 
 

 

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 
常時開催 かもめヒコーキで遊ぼう！ 

1/14 飛行機工作教室 

1/20 飛行機に関するミニ講座 
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