
 

 

開催日 イベント名称 会場 主催者 又は 問合せ先 

-1/17 幕張新都心イルミネーション 2020/2021 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 

-2/3 ルミラージュちば 2020 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 

1/9 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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

千葉市市制１００周年記念第４６回新春市民凧あげ大会 
 

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、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  2021 年 1 月 10 日（日）10 時～12 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/              

幕張メッセ 美浜区中瀬 2-1       TEL296-0001 ※【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 

千葉市観光情報ニュース 

 

2021  NO.80 

開催日 イベント名称 会場 主催者 又は 問合せ先 

-1/17 幕張新都心イルミネーション 2020/2021 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 

-2/3 ルミラージュちば 2020/2021 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 

-5/16 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（広報事務局）   03-6312-4098 

1/9 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 

千葉市消防局総務部総務課 202-1611 

1/23 
 

ワンコインコンサート Vol.82 見て聴いて
楽しい!一台で奏でるマリンバデュオコンサ
ート 

鎌取コミュニティーセンタ
ーホール 

(公財)千葉市文化振興財団          221-2411 

2/20 
 

ワンコインコンサート Vol.83 
千葉市美術館に響くクラシックギターの調べ 

千葉市美術館さや堂ホ
ール 

(公財)千葉市文化振興財団          221-2411 

2/20 JFE 工場見学＆工場夜景貸切クルーズ 市内各施設 千葉市観光プロモーション課     245-5066 

2/26-2/28 千葉あそび ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ富士鑑賞ｸﾙｰｽﾞ ケーズハーバー 千葉ポートサービス           205-4333 

3/4 
季節の園芸講座「仲間とつくる花壇～計

画と管理」 
千葉市都市緑化植物園 千葉市都市緑化植物園管理事務所 264-9559 

3/7 
第 50 回千葉市芸術祭参加市民春の俳

句大会 
千葉市民会館 千葉市俳句協会         043-265-4333 

3/14 
ワンコインコンサート Vol.84 
菊池亮太の気まぐれ!?ピアノコンサート 

イオン稲毛店文化ホー
ル 

(公財)千葉市文化振興財団          221-2411 
  

千葉市内のイベント 

 （１月-３月） 
令和 ３年 １月 ４日発行 

開催日 料金 イベント名称 会場 問合せ先 

1/9-11 無料 ラッセン原画展-ORGIN-同時開催ファンタジーアート展 会 アールビバン株式会社        03-5783-7302 

1/9-11 無料 家具メッセバザール in幕張メッセ 展 株式会社かねたや家具店     296-1211 

1/15-17 有料 東京オートサロン 2021 
展・会・
屋 

東京オートサロン事務局 
https://www.tokyoautosalon.jp/2021/ 

1/30-31 無料 冬スポ!! WINTER SPORTS FESTA season20 
展 株式会社ディー.オー.ディー. 

http://www.fuyusupo.jp/ 

2/5-6 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 TCA2021〕 

展 学校法人滋慶学園東京コミュニケーション 
アート専門学校        03-3688-3421 

2/7 無料 マイナビ業界研究フェア千葉会場 展 マイナビイベント千葉運営事務局 203-3079 

2/7 有料 ワンダーフェスティバル 2021［冬］ 
展 ワンダーフェスティバル実行委員会 

https://wonfes.jp/ 

2/11-14 有料 ジャパンキャンピングカーショー2021 
展 ジャパンキャンピングカーショー 

2020 実行委員会      03-3405-1815 

3/2-4 有料 Grinding Technology Japan 2021 
展 フジサンケイ ビジネスアイ(日本工業新聞社)              

03-3273-6180 

3/4 無料 マイナビ就職 EXPO 千葉会場 展 マイナビイベント千葉運営事務局 203-3079 

3/6-7 有料 2021 スーパージャパンカップダンス 
イ 公益財団法人日本ボールルームダンス連盟         

03-5652-7351 

3/15 無料 マイナビ福祉・介護業界就職セミナー 千葉会場 会 マイナビイベント千葉運営事務局 203-3079 

3/16 無料 マイナビ就職セミナー 幕張会場 会 マイナビイベント千葉運営事務局 203-3079 
   

  

http://www.bikai.org/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県立中央博物館 
中央区青葉町 955-2             TEL265-3111 

開催日 イベント名称 

-2/28 ミニトピックス展「習志野隕石！」 

-1/17 
ミニトピックス展 

「十二支にちなんで －丑年－」 

1/9-3/7 収蔵資料展「ノスタルジック・ポストカ-ド」 

1/9-2/14 
令和 2 年度出土遺物公開事業 

「北方交流録 −北とつながる五つの物語−」 

3/6-5/30 春の展示「九十九里浜の自然誌」 
 

県立幕張海浜公園 
美浜区ひび野 2-116            TEL296-0126 
開催日 イベント名称 

1/17 樹名板作り 

1/19-2/14 フォトコンテスト 2020 応募作品展示会 

2/7 親子で鳥と冬芽の観察会 

2/21 庭のお手入れ教室 2021 

3/14 防災そなえパークの日 2021 

3/14 樹名板取り付け 2021 

3/21 春のお茶とお箏（おこと）の会 

3/28 花と緑の講座３月開催 

青葉の森公園芸術文化ホール 
中央区青葉町 977-1              TEL266-3511 

開催日 イベント名称 

1/11 千葉のむかし話 こども語りべ 

1/16 【共催】「”樹木希林”を生きる」映画上映会 

1/23 第 10 回青葉の森落語まつり 

2/6 池田有沙ヴァイオリン・コンサート 

2/11 一噲幸弘 能舞台縦横無尽ライブ 

2/14 能舞台 JAZZ 

2/20 天満敦子 能舞台ヴァイオリン・コンサート 

2/21 プロムナードコンサート Vol.40 

2/21 
令和 2 年度県民芸術劇場公演 

弦楽四重奏×打楽器デュオ 

2/23 第 40 回青葉能 

3/13 第 10 回青葉の森落語まつり 
 

千葉ポートタワー 
中央区中央港 1                TEL241-0125 
開催日 イベント名称 

1/2-4 お正月臨時開館 

日曜・祝日 千葉ポートタワーと観光船を共通パスで巡ろう！ 
 

            

千葉県文化会館 

中央区市場町 11-2           TEL222-0201 
開催日 イベント名称 

1/23 
東京スカパラダイスオーケストラ TOUR2021          

「Together Again!」 

1/31 千葉県舞台芸術 企画募集採択作品 にじおとコンサート 

1/31 
HIROMI GO CONCERT TOUR 2020-2021                 

The Golden Hits 

2/11 山本周五郎「おもかげ抄」芥川龍之介「蜘蛛の糸」 

千葉市科学館（きぼーる７F～１０F） 

中央区中央 4-5-1                  TEL308-0511 
開催日 イベント名称 

1/2-24 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』 
 

千葉市文化センター              

中央区中央 2-5-1 TEL221-2411((公財)千葉市文化振興財団） 
開催日 イベント名称 

2/21 ワンコインコンサート Vol.77 フルートが奏でる新春へ

の誘い～フルート、ピアノ、チェロによるファミリーコンサート 

2/26-3/1 木内あかり個展 沈めた声に、耳をすます 

三陽メディアフラワーミュージアム 
美浜区高浜 7-2-4           TEL277-8776 

開催日 イベント名称 
1/19-2/14 ラブリーバレンタイン 

3/2-31 ハロースプリン 

青葉の森公園 
中央区青葉町 977-1            TEL208-1500 

開催日 イベント名称 
2/13 早春のお花見会～ウメ観賞会～ 

3/20 さくら入門～はじめの一歩～ 

 

★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 https://www.chibacity-ta.or.jp/ 

(ｆacebook)  https://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 

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 

※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)                      TEL ２９６-８９８９ 
開催日時 対 戦 開催日時 対 戦 

3/6  ☀ VS  埼玉西武ライオンズ（オープン戦） 3/14    ☀ VS  福岡ソフトバンクホークス（オープン戦） 

3/7    ☀ VS  埼玉西武ライオンズ（オープン戦）  3/30         VS  東北楽天ゴールデンイーグルス（公式戦） 

3/12  ☀ VS  中日ドラゴンズ（オープン戦） 3/31      VS 東北楽天ゴールデンイーグルス（公式戦） 

3/13  ☀ VS  中日ドラゴンズ（オープン戦）      

   

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