
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 

1/10-12 有料 東京オートサロン 2020  ※10 日 14:00～一般特別公開 11・12 日一般公開日 展・会 ・イ 東京オートサロン事務局  https://www.tokyoautosalon.jp 

1/15 無料 令和 2 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 

1/24 無料 千葉学習塾協同組合主催「JAC 教材教具展 2020」 会 千葉学習塾協同組合  TEL:047-424-4056   https://jac-web.com                               

1/24-26 有料・無料 EVO Japan 2020   24・25 日：無料 ２６日：有料 展 EVO Japan 2020 実行 委員会      https://www.evojapan.net/2020/ 

1/25 無料 匠プロジェクト 全国 匠マイスター技能選手権 東京地区大会 展 大東建託協力会     https://www.kentaku-kyouryokukai.jp/ 

1/25-26 無料 「RAGE Shadowverse 2020 Spring」予選大会 展 RAGE 運営事務局    https://rage-esports.jp/shadowverse/ 

1/25-26 無料 次世代ワールドホビーフェア’20 Winter 東京大会 展 次世代ワールドホビーフェア事務局    https://www.whobby.com 

1/28-29 有料 渋谷すばる LIVE TOUR 2020 「二歳」 展 クリエイティブマン   TEL:03-3499-6669 

1/30 無料 ちば起業家大交流会 in 幕張メッセ 2019  会 ちば起業家応援事業実行委員会  http://i-hivechiba.com/ 

1/31-2/2 無料 冬スポ！！WINTER SPORTS FESTA season19 展 冬スポ カスタマーサービス    http//www.fuyusupo.jp/faq/ 

1/31-2/2 有料 ジャパンキャンピングカーショー2020     ※ 31 日 10:00～11:00 プレス内覧会 展 ジャパンキャンピングカーショー2020 実行委員会  TEL:03-3405-1815           

2/2 有料 第３回カラ―ガード・マーチングパーカッション全国大会 イ （一社）日本マーチングバンド協会      http://www.japan-mba.org/ 

2/2 有料 KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars! 展 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝダイヤル   TEL:03-5793-8878                           

2/3-4 無料 業界＆仕事研究 LIVE 東京 他  展 (株)リクルート     https://job.rikunabi.com/2021/ 

2/5 無料 2020 年 春季食材提案会 尾家産業 展 尾家産業（株）千葉営業所            TEL:080-3815-8256 

2/7-8 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 TCA2020」 
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 

2/7-8 有料・無料 
ジャパン アミューズメント エキスポ 2020(JAEPO2020) 

～ゲーセンの未来を体感しよう～ ※８日のみ一般入場可 
展 （一社）日本アミューズメント産業協会(JAIA)             info@jaepo.jp 

2/8-9 有料 リスアニ！LIVE2020 イ ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝダイヤル          TEL:03-5793-8878 

2/9 有料 ワンダーフェスティバル 2020［冬］ 展 ワンダーフェスティバル実行委員会 TEL:06-6909-5660 https://wonfes.jp 

2/22 無料 業界＆仕事研究 LIVE 東京 他 展 株）リクルート                https://job.rikunabi.com/2021/ 

2/23 無料 コープみらいフェスタ きやっせ物産展 2020 展 生活協同組合コープみらい千葉県本部  TEL:043-301-6681 

2/29-3/1 有料 2020 スーパージャパンカップダンス イ (公財)日本ボールルームダンス連盟              TEL:03-5652-7351 

3/1 無料 就活開幕★LIVE 千葉 展・会 (株)リクルート   https://job.rikunabi.com/2021/ 

3/3-6 有料 日経メッセ  他 ※事前来場登録者無料 展 (株)日本経済新聞社   https://messe.nikkei.co.jp/ 

3/3-6 有料 
ヒーバック＆アール ジャパン 2020 第 41 回冷凍・空調・暖房展 

※事前来場登録者無料 
展・会 

HVAC&R JAPAN 事務局((株)JTB コミュニケーションデザイン内)              

TEL:03-5657-0755 

3/8 有料 ゾンビランドサガ LIVE    ～ﾌﾗﾝシュシュ LIVE OF THE DEAD～ イ ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝダイヤル       TEL:03-5793-8878 

3/15 有料 クリープハイプ 展 VINTAGE ROCK std.               TEL:03-3770-6900 

3/19-21 無料 

第 20 回 JAPAN ドラッグストアショー  

２０回目の誓い 地域に寄りそうドラッグストア～本気のセルフメディケーシ

ョン、はじめましょう～※19・20・21 日 商談日  20・21 日 一般公開日  

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 KNOTFEST JAPAN 2020 展 (株)ハヤシインターナショナルプロモーション        TEL:03-3475-9999 

3/25-30 有料 

25・26 日 USA School&College Nationals 2020 

27～29 日 USA All Star Nationals 2020 

30 日 USA The PEAK 2020 

イ 
(一社)Cheer&Dane Education  

United Spirit Association, Japan TEL:03-5216-5545 

3/25-27 有料 
Japan Drone 2020  -Expo for Commercial UAS 

Market- ※事前登録者入場無料 
展・会 

Japan Drone 運営事務局（スペースメディアジャ

パン内）                    TEL:03-3512-5672 

※一般向けの主なイベントを掲載しています        ※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。 

ご家族やお友達と一緒に自慢の凧で新春の空を飾ってみませ

んか？ 
 

◆日 時  2020 年１月 12 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 

 

2020 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 主催者又は問合せ先 

-1/26 幕張新都心イルミネーション 2019/2020 JR海浜幕張駅前広場 幕張新都心イルミネーション実行委員会事務局（（株）幕張メッセ内）  213-6911  

-3/22 ルミラージュちば 2019 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 

-3/22 
YORU MACHI ～光で街をつなぐ～ 

夜と光のアートフェス 
千葉市中央公園 

YORU MACHI運営事務局（（株）オニオン新聞

社内）                  201-8811 

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 

1/3 千葉市鳶伝統文化保存会によるはしご乗り 千葉神社 千葉神社                   224-2211 

1/10-13 第 40回千葉県フラワーフェスティバル そごう千葉店 6階催物会場 千葉県農林水産部生産振興課           223-2871 

1/11・25, 2/8・22, 

3/14・28 
市民感謝デー  千葉市地方卸売市場 地方卸売市場管理班                  248-3200 

1/11 令和 2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 

1/12 
第 337 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 

1/12 第 45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 

1/27 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 

1/30-2/2 チバリアフリーアートプロジェクト Vol.4 チバフリ イオンモール幕張新都心 チバリアフリーアートプロジェクト実行委員会事務局   245-5961                

2/7 千葉交響楽団第 106 回定期演奏会 振替公演 千葉県文化会館 千葉交響楽団事務局         222-4231 

2/15 
千葉県舞台芸術企画募集採択作品 

ゆいの花音楽会コンサート～ママさんブラスのわ～ 
千葉県文化会館 (公財)千葉県文化振興財団    222-0077 

2/15 早春のお花見会～ウメ観賞会～ 青葉の森公園 梅園 青葉の森公園管理事務所      208-1500 

2/15・3/14 みどりの楽講 in 千葉公園 千葉公園好日亭 カフェ・ハーモニー      070-4325-3650 

2/16 ちば市国際ふれあいフェスティバル 2020 千葉市民会館 小ホール (公財)千葉市国際交流協会    245-5750 

2/27 季節を感じる自然観察会 青葉の森公園 青葉の森公園管理事務所      208-1500 

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/ 

3/8 第 49 回 千葉市芸術祭参加 市民春の俳句大会 千葉市民会館 特別会議室 2 千葉市俳句協会事務局             265-4333 

3 月下旬～４月上旬 第 19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 

千葉ロッテマリーンズオープン戦試合日程     場所 ZOZOマリンスタジアム(美浜区美浜 1)                    ℡ 296-8989 

開催日時 対 戦 開催日時 対 戦 

2/29    ☀ VS  楽天 3/10    ☀ VS  日本ハム 

3/1      ☀ VS  楽天 3/11    ☀ VS  日本ハム 

          ※その他試合日程は、千葉ロッテマリーンズ HPをご確認下さい。              ★ﾅｲﾀｰ ☀ﾃﾞｲｹﾞｰﾑ  

☀ 第 45 回新春市民凧あげ大会 ☀ 

NO.77 

令和 元年 12 月 27 日発行 

新春市民凧あげ大会（イメージ） 

TEL:047-424-4056
TEL:06-6909-5660
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 
1/4-19 新春フェア 

1/4 ワークショップ「花で飾る羽子板作り」 

1/4-5 
カントリーララ  

「和のステンシル展 春よ来い」 

1/4-29 植物企画展「新春・縁起のいい植物展」 

1/7-13 京葉洋ラン同好会 「新春の洋蘭展」 

1/12 ワークショップ「挑戦！竹馬作り」 

1/15-19 ルリビ会「野鳥写真展」 

1/21-26 高浜 6 丁目写真クラブ「花と緑の写真展」 

1/28-2/2 千葉花の会写真展「花の詩」 
 

 
 

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 
1/28-4/12 近代洋画の先駆者 浅井忠 11 −トーハクの名画がやってきた！－ 

1/28-4/12 瑛九・靉嘔・池田満寿夫 

1/28-4/12 北詰コレクション メタルアートの世界Ⅳ 

1/28-4/12 
Ch_AIR－Chiba Prefectural Museum of Art：Artist in Residence  

千葉県立美術館滞在制作 Joséphine Vejerich Watanabe 
 

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 

1/5 青葉寄席 

1/26 プロムナードコンサート Vol.36 

2/9 能舞台 JAZZ 

2/16 第 9 回青葉の森落語まつり 

2/22 第 39 回青葉能 

2/24 一噌幸弘 能舞台縦横無尽ライブ 

3/7 第 9 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 

1/19 樹名板作り 

1/25-2/16 
フォトコンテスト展示会（2019 年 7 月～11 月 

の期間に応募頂いた幕張海浜公園・見浜園の写真を展示） 

2/2 冬の生き物観察会 

2/22 お庭のお手入れ教室 

3/8 幕張マルシェ 

3/15 樹名板取り付け 

3/22 花と緑の講座 
 

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、2/2・16、3/1・15 盆栽展示 

2/15、3/21 園内ガイドツアー 

2/21-23 早春の盆栽作風展 

2/29 
樹木講座 

樹木医と歩こう『早春の植物園』 
 

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 

1/2-26 
冬の企画展「宇宙の日」記念  

全国小・中学生作文絵画コンテスト作品展 

1/13 高校生無料開放日 

1/13 大人が楽しむ科学教室 レジンで星空ペンダント作り 

1/13 
秀明大学連携講座 タンパク質はどこにある？ 

～免疫組織を科学の力で居場所を捉えろ～ 

1/13 
千葉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」 

1/24-25、2/14-15、

3/13-14 

プラネタリウム 

「フィールアロマ ～アロマを感じる星空～」 

2/21 「星空ヨガ」プラネタリウムでヨガ体験 
 

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 
企画展示 カミツキガメ  

―どのような生きものか？ いるとなぜいけないのか？― 

-1/19 ミニトピックス展 十二支にちなんで −子年− 

-2/2 トピックス展 金属鉱物資源展 

1/13 カミツキガメ関連行事 ミュージアムトーク 

1/5・12・

19・26、2/2 
金属鉱物資源展関連行事 ミュージアムトーク 

1/15-4/19 生態園トピックス展 生態園の外来哺乳類 

2/8、3/7 生態園の外来哺乳類展関連行事 ミュージアムトーク 

2/15-5/17 春の展示 うめ・もも・さくら 

2/22-5/10 
チバミュージアムフェスタ 2020～千葉県立美術館・博物館展覧会～ 

「オリンピック・パラリンピック」と千葉のスポーツ史 

2/22 
「オリンピック・パラリンピック」と千葉のスポーツ史関連行事 

講演会「嘉納治五郎とオリンピック」 

2/23 
うめ・もも・さくら関連行事  

講演会「すももももももさくらのうち？」 

3/1 
うめ・もも・さくら関連行事  

ひな祭りの飾りをつくろう 

3/22 
うめ・もも・さくら関連行事  

植物の缶バッジをつくろう 
 

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 

-1/12 
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「こぼれて、はみでて」 

1/4-13 ギャラリー・いなげ新春展 

1/16-19 
第８回東日本大震災復興支援 

新春「子ども書き初め」100 人展 

1/21-26 千葉県生涯大学写真クラブ 

1/21-2/2 2020 新春美術小品展 

1/28-2/2 千葉わかば水墨会展 

2/6-23 千葉ゆかりの作家展 堀由樹子「空と森と、」 

2/24-3/1 ノリオ展(仮称) 

3/3-8 絵画クラブ春季作品展 

3/10-15 SSM 写真クラブ展 

3/17-22 穴川水彩画研究会 

3/24-29 第 16 回稲毛水墨画同好会展 

3/31-4/5 第 7 回いちご会展 
 

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

開催日 イベント名称 

-1/7 
けものフレンズ×リアル謎解きゲーム 

「お宝を目指せ！すっごーい謎解きラリー」 

1/2 2020 年の運試し！初夢チュー選会 

1/3 獅子舞アレンと写真を撮ろう！ 

1/3-5 「ねずみちず」を持ってネズミ詣に出掛けよう！ 

1/3-5 鏡モル～モルモットのお正月～ 

1/4-5 子年にちなんだ「ネズミガイド」 

1/5 ネイチャーガイド「冬越しの生き物観察」 

1/11 飼育員のちょっといい話「レッサーパンダ」 

1/11・18・25 絵本のおはなし会 

1/12 どうぶつたちのかくれんぼ 

1/12・26 ZOO ボラクイズ DE ガイド 

1/19 あいらぶ語り紙芝居 

1/26 バードウォッチング 

1/18-2/22 

毎週土曜日 

サル山でたき火&焼き芋タイム 

美味しい焼き芋の販売 ※なくなり次第終了 

毎週日曜日 ミートキャッチャー（ライオンの餌やり） 

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

1/8 歌声コンサート in 千葉市 Vol.12 

1/16 
ウィンナー・ワルツ・オーケストラ 

ＮＥＷ ＹＥＡＲ２０２０ 宮殿祝賀コンサート 

2/9 東京フィルハーモニー交響楽団 第５２回千葉市定期演奏会 

2/18 おひるま寄席 

2/19 ザ・クロマニヨンズ ツアーＰＵＮＣＨ ２０１９－２０２０ 

3/4 立川晴の輔 ハレルヤ！独演会 Vol.26 

3/11 歌声コンサート in 千葉市 Vol.13 

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 
1/6、2/3、3/2 月曜名画座 

1/10、2/14、3/13 わらべうたと絵本の会 

1/11、2/8、3/14 親子アニメ上映会 

1/16、2/20、3/19 木曜名画座 

2/1 

やすらぎのアトリウムコンサート 

杏の木の笛～ドゥドゥク～が紡ぐ 

日本×アルメニアの風の音語り 

3/7 やすらぎのアトリウムコンサート～ソプラノ&ピアノ【花の集い】～ 

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 
1/11 千葉交響楽団特別演奏会 ニューイヤーコンサート２０２０ 

1/18 しまじろうコンサート「とびだせ！ワクワクぼうけんランド」 

1/26 
近藤良平・コンドルズ×障がい者ダンスチーム・ 

ハンドルズ千葉スペシャル公演 

2/2 千葉県こども歌舞伎アカデミーこども歌舞伎公演 

2/9 
プレミアム・クラシック・シリーズ vol.36 

上原彩子＆豊嶋泰嗣デュオリサイタル 

2/29 チャレンジド・ミュージカル第 12 回公演 

3/7 加山雄三コンサートツアー2019-20 

 

 

 

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 特別開館 

1/2-4 お正月 特別開館 

1/5、2/2、3/1 似顔絵 

1/11、2/22、3/14 サンセットライブ 125 

1/19、2/16、3/15・29 フリーマーケット 

2/1-14 千葉ポートタワーバレンタインイベント 

2/1-3/14 ピンクライトアップ 

2/1 
バレンタインコンサート  

出演：若菜 健介 ピアノ弾き語り 

2/9 ＃タワパ 

3/8 千葉みなとフリーマーケット 

3/28-29 工芸作品展 竹・針金細工 
 

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 第 25 回千葉市オープン（バドミントン） 

1/5-6 CHIBA-CUP 千葉県高等学校卓球強化大会 

1/13 令和 2 年千葉市成人を祝う会 

1/15 Ｂリーグ千葉ジェッツ公式戦「vs 秋田ノーザンハピネッツ」 

1/19 千葉市冬季リーグ大会（バドミントン） 

1/23 第 23 回千葉市オープン家庭婦人大会（卓球） 

1/25-26 USA Regionals 2020（地区大会）（チアリーディング） 

1/29 Ｂリーグ千葉ジェッツ公式戦「vs サンロッカーズ渋谷」 

2/1-2 
第 6 回スペシャルオリンピックス日本 

関東ブロックフロアホッケー競技会 

2/8-9 
B リーグ千葉ジェッツ公式戦 

「ｖｓ名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」 

2/13 第 130 回千葉市家庭婦人卓球大会 

2/15-16 第 29 回千葉市長旗争奪ミニサッカー大会 

2/24 第 12 回千葉市新体操祭 

2/25-26 千葉菜の花バドミントン大会 

2/29 千葉市バスケットボール祭 

3/1 
世界空手グランプリ 2020 

第 7 回 KWF 国際空手道選手権大会 

3/7-8 
第 9 回長谷川良信記念千葉市長旗争奪 

車いすバスケットボール全国選抜大会 

3/14-15 第 28 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 

3/25-31 第 47 回全国高等学校選抜卓球大会 
 

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 

1/15-3/1 特別展「海と千葉―海とともに歩んだ歴史―」 

1/18 平安・鎌倉時代の装束体験 

1/19、2/9・16 特別展「海とともに歩んだ歴史」ギャラリートーク 

1/26 
埋蔵文化財調査センター収蔵品展 

「千葉市の城郭跡」ギャラリートーク 

2/2・22 
特別展「海とともに歩んだ歴史」関連イベント 

稲毛地区歴史散歩 

2/8・15 
特別展「海とともに歩んだ歴史」関連イベント 

ワークショップやき蛤体験 

3/21 室町・戦国時代の装束体験 
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