
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

千葉市内のイベント 

開催日 イベント名称 会場 主催者 又は 問合せ先 

-10/25 ミニ企画展「ちばの夏祭り・秋祭り」 千葉市立郷土博物館 千葉市立郷土博物館             222-8231 

-10/25 小企画展「野のうつりかわり-六方野の場合-」 千葉市立郷土博物館 千葉市立郷土博物館             222-8231 

-11/3 秋のパネル展「写真で見る縄文の森のいきものたち」 加曽利貝塚博物館 加曽利貝塚博物館           231‐0129 

-１１/16 森本草介展 ホキ美術館 ホキ美術館                   205-1500 

10/３ 千葉交響楽団第 108 回定期演奏会「燦然と輝く巨星」 千葉県文化会館 千葉交響楽団事務局                   222-4231 

10/3・24 木津かおり 唄ってみよう民謡 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 

10/4 コロナに負けるな！ちば和太鼓フェスタ特別編 千葉市中央公園 
ちば和太鼓フェスタ実行委員会   
（特非）まちづくり千葉             201-5515                           

10/10 よしもとダンスエンターテイメント CHIBA SPECIAL LIVE 2020 千葉市文化センター （公財）千葉市文化振興財団       ２２１-２４１１ 

10/10・11 千葉市科学フェスタ 2020 千葉市科学館 千葉市科学フェスタ 2020 事務局     308-0519 

10/10・11 富田コスモスまつり 2020 富田さとにわ耕園 富田さとにわ耕園                226-0022 

10/13・15・16・
20・23 

日帰りバスツアー２０２０秋の千葉めぐり  
『時を楽しむ！新たなアートスポット千葉市美術館
～秋桜＆枝豆収穫と市場メシ満喫』 

市場～フラワーミュージアム～市場
～市美術館～富田さとにわ耕園～
パサール幕張 

京成バスシステム（株）     0120-86-3720 

10/13-22 秋の「ダイヤモンド富士」を見よう！ 
蘇我～千葉みなと～いなげの
浜～検見川の浜～幕張の浜 

(公社)千葉市観光協会         242-0007 

10/16-18 
駅からハイキング アーバンビーチ海浜幕張・稲
毛海岸からの眺望を楽しみながら新名所を散策 

海浜幕張駅～稲毛海岸駅 駅からハイキング事務局        03-5719-3777 

10/18 
千葉県文化振興財団設立 35 周年記念事業 プ
レミアム・クラシック・シリーズ Vol.38 

千葉県文化会館大ホール （公財）千葉県文化振興財団        222-0077 

10/18 大道芸フェスティバル in ちば 2020 
中央公園、千葉銀座通り、きぼ
ーるアトリウム 

大道芸フェスティバル in ちば 実行委員会事務局 
特定非営利活動法人まちづくり千葉    201-5515 

10/27-12/13 
千葉市制 100周年記念 令和 2年度特別展 
軍都千葉と千葉空襲-軍と歩んだまち・戦時下のひとびと- 

千葉市立郷土博物館 千葉市立郷土博物館         222-8231 

10/31-11/8 令和 2年度(第 65 回)千葉市菊花展 三陽メディアフラワーミュージアム 千葉秋芳会             090-5533-6207   

10/31・11/1・
3・7・8・14・15 

えきぷらっとウォーク in 千葉えきまつり 市内各施設 JR東日本千葉地区指導センター  222-5822 

10/31-11/15 千葉えきまつり 千葉駅周辺 ペリエ千葉、そごう千葉、 C・one 

11/1 エコメッセ 2020 in ちば オンライン開催 エコメッセちば実行委員会  080-5374-0019 

11/3 加曽利貝塚文化祭 千葉市立加曽利貝塚博物館 千葉市立加曽利貝塚博物館   231‐0129 

11/8 潮見佳世乃 歌物語コンサート「遠野物語 朱鷺絶唱」 千葉市文化センター 千葉市文化センター          224-8211 

11/14 第 10回落語国際大会 IN 千葉 入賞者落語会 千葉県文化会館 落語国際大会 IN 千葉運営委員会 239-5711 

11/21-5/16 ホキ美術館ベストコレクション展 ホキ美術館 ホキ美術館                205-1500 

11/23 観光地美化キャンペーン 検見川の浜 （公社）千葉市観光協会        242-0007 

11/13-1/17 マクハリイルミ 20/21 青の光に感謝を込めて 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）ライフコミュ二ケーション     213-6911 

     - ちばおもてなしキャンペーン 市内各施設 (公社)千葉市観光協会            242-0007 
   

  

★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 

 

 

★ルミラージュちば２０２０/２０２１★ 

今回は「新型コロナウイルス感染症患者の治療に尽力する医療従

事者」や「感染症拡大防止に奮闘する事業者・市民の方々」に対

し、「感謝」「応援」「早期収束」の願いを込めて開催します。 

暗い海を照らす灯台の光を「世の中を照らす希望の光」としてなぞ

らえ、シンボルオブジェ「青の灯台」と題したモニュメントを中央公

園に設置し、青色のイルミネーションが街を彩ります。 

◆開催期間◆ 

令和２年１２月１４日（月）～令和３年２月３日（水） 

◆点灯場所◆ 

中央公園プロムナード、中央公園、通町公園 

※通町公園は令和２年１２月２６日（土）から提灯を掲示します。 

◆お問合わせ先◆ 

千葉都心イルミネーション実行委員会（千葉商工会議所内） 

TEL：０４３-２２７-４１０３ 

千葉市観光情報ニュース 
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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 

 （１０月-１２月） 

令和 ２年 ９月 ３０日発行 

ジェフユナイテッド市原・千葉 試合日程  場所：フクダ電子アリーナ（中央区川崎町 1-20）  
℡ 0570-064-325           

開催日時 対 戦 開催日時 対 戦 

10/10  15:00～ ＶＳ 水戸ホーリーホック 11/21 or 22     ＶＳ Ｖ・ファーレン長崎 

10/17  15:00～ ＶＳ ＦＣ町田ゼルビア 11/28 or 29   ＶＳ ジュビロ磐田 

  10/21  19:00～ ＶＳ ツエーゲン金沢   12/5 or 6  ＶＳ ヴァンフォーレ甲府 

  11/4  未定 ＶＳ 愛媛ＦＣ   12/20  未定 ＶＳ ギラヴァンツ北九州 

  11/8  未定 ＶＳ モンテディオ山形   

     
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 主催者 又は 問合せ先 

10/11 無料 仕事研究&インターンシップフェア千葉会場 会 （株）マイナビ    s-event-e-kanto@mynavi.jp 

11/11-

13 
無料 Cybozu Days 2020 展 サイボウズ（株）  https://cybozuconf.com/ 

11/21 有料 THRIVE LIVE2020 -MUSIC DRUGGER- イ 
MAGES.  

DISK GARAGE         050-5533-0888 

11/22・

23 
有料 B-PROJECT REALMOTION LIVE2020 屋外・イ （株）ディスクガレ-ジ   050-5533-0888 

12/4-6 HP 参照 
【オンライン開催】  
東京コミックコンベンション 2020 － 

（株）東京コミックコンベンション                 

https://tokyocomiccon.jp/ 

12/6 有料 エヴァンゲリオンワンフェス 展 
ワンダ-フェスティバル実行委員会    

 06-6909-5660 

12/18-

20 
有料 

初音ミク「マジカルミライ 2020」in TOKYO<ライブ>  
初音ミク「マジカルミライ 2020」in TOKYO<企画展> 展 

TOKYO MX /Crypton Future Media, INC. 

SOGO TOKYO              03-3405-9999 

※【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。 

千葉ロッテマリーンズ試合日程     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 

10/2   ★ VS  埼玉西武 10/16     ★ VS   北海道日本ハム 

10/3     ☀ VS  埼玉西武  10/17     ☀    VS   北海道日本ハム 

10/4     ☀ VS  埼玉西武 10/18     ☀ VS   北海道日本ハム 

10/6     ★ VS  オリックス  10/30     ★    VS   楽天 

10/7     ★ VS  オリックス  10/31     ☀    VS   楽天 

10/8     ★ VS  オリックス  11/1       ☀    VS   楽天 

10/13   ★ VS  楽天    11/3       ☀    VS   福岡ソフトバンク 

10/14   ★ VS  楽天  11/4       ★    VS   福岡ソフトバンク 

10/15   ★ VS  楽天  11/5       ★    VS   福岡ソフトバンク 

   

観光情報ニュースに記載されている各イベントは、予告なく変更される場合もございます。新型コロナウイルス感染防止対策として、 

施設により、入場規制や条件がある場合がございますので、各施設の HP等をご確認ください。 

◃千葉市観光ガイドウェブサイト 

 

千葉市内のイベント 

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


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

-3/31 一般投影「HAYABUSA2 REBORN」 

10/1 ・ 9 ・ 29 ・

11/14・27 
きぼーる星空観察会 

10/10-

11 

千葉市科学フェスタ  

問い合わせ先 千葉市科学フェスタ事務局 308-0519 

10/24-11/23 秋の企画展「ちばの海 まるごと探究展」 
 

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 

10/10・24・11/14 工場夜景クルーズ定期便 

10/15・16・17 ダイヤモンド富士・夕景観賞クルーズ 

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 

-10/25 ミニトピックス展 疫病退散-コロナ禍の収束を祈って- 

10/11・11/8・12/6 企画展関連行事 土器ッと古代宅配便「勾玉づくり」 

10/25 “ホネール”（鯨骨）ウォッチング 

11/3・28・12/10 企画展関連行事 上映会「縄文文化とその魅力」 

11/14 バラの歴史 

11/15 土の中の生き物の観察 

11/23 小糸川流域の地形を訪ねる 

11/28 
企画展関連行事 しおりづくり＆縄文ク

イズ 

12/5 中世の五節句と正月儀礼 

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 

-10/18 コレクション展 名品 

-10/18 コレクション展 都鳥英喜とその周辺 

-10/18 コレクション展 高村光太郎の生きた時代 

10/31-1/11 「魔法の手 ロッカクアヤコ作品展」 
 

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 

10/25・11/3・22・12/13・19・27 千葉のむかし話講座 

10/25・11/3・22・12/13・19・27 こども語りべ講座 

10/31 折衷和楽四人衆 

12/27 
新宿ともしび 懐かしの昭和歌謡コンサー

ト＆うたごえ喫茶（5 月 31 日振替公演） 

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 

10/10・11 オータムフェスタ 

10/18 センニチコウ花摘み体験 

10/18 晩秋の自然観察会 

10/24・25 ドッグラン 2020 

11/3 幕張マルシェ 

11/14 実践デジカメ教室 2020 秋 

11/21-29 見浜園灯ろうまつり～秋の庭園ライトアップ 2020～ 

11/29 花と緑の講座 11 月開催 

12/5・6 クリスマス工作会 

12/13 クリスマスリース作り 

12/19・20 門松作り見学会 

 

 

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

10/14 立川晴の輔 新しい生活様式対応独演会 

11/24 おひるま寄席 

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 

10/1 展望の日（入館者先着 101 名様に記念品プレゼント） 

10/18 「市民の日」無料見学会 

10/1-30 ハロウィンイベント 

11/21-12/25 
千葉ポートタワークリスマスファンタジー

2020 

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

開催日 イベント名称 

10/18 ゆかいな森の音楽会 

11/7・8 ちば ZOO フェスタ・2020 
 

 

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 

10/10-11 ハーブを楽しむミニイベント 

10/14 自然を学ぶ講座①「植物園、昔々はどんな所？」 

11/3-15 菊花を楽しむ展示会 

11/19 自然を学ぶ講座②「里山ってどんな所？」 
 

 

 

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 

10/24-25 秋休み子ども美術講座-いろひかりであそぼう- 

10/31※雨天 11/1 順延 秋のスケッチ会 

11/14-29 第 4 回いなげ八景水彩画コンクール展 

12/5 色であそぼう○○どうぶつ 

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 

-12/13 宮島達男 クロニクル 1995-2020 

10/10 講演会「四半世紀、これまでとこれから」 

11/3 アーティストトーク「脳科学とアートの出会い」 

11/21 市民美術講座「宮島達男の作品が映し出す生／死」 

12/5・12 映画上映会「ヨーゼフ・ボイスは挑発する」 

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 

-10/4 皆楽皆喜会「皆楽皆喜会作品展」 

10/3-31 ハッピーハロウィン 

10/6-11 山下一歩「手ひねり陶芸の世界」 

10/13-25 
ハンドメイドサロンハーモニー「M&M 作

品展」 

10/13-25 
緑と水辺の児童絵画ポスターコンクール

入賞作品展 

10/13-18 フラワーフェスティバル 2020 

10/17・18 千葉市民の日無料開放 

10/24・25 ワークショップコキアで作るミニほうき 

10/27-11/1 皮革同好会華耀会「レザーアートの世界」 
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