長 生 ･山 武 地 域 イ ベ ン ト 情 報
2017 冬号 vol.84 長生エリア
長生・山武地域は、１５市町村等が連携を図りながら、地域が一体となったまちづくりに取組んでいます。
平成 9 年 4 月から、当地域の交流をさらに深めるため、地域のイベントなどを春・夏・秋・冬の年４回発行しています。

■特別展「名人彫物師島村圓鉄と
その末裔たち」記念講演会

■第９回茂原市ハートフルフェスタ
（茂原市男女共同参画大会）

■森 麻季＆新ヴィヴァルディ・
アンサンブル

１２／１７(日) １３：３０～１５：００
鴨川市郷土資料館で長い間寺社建築装飾彫刻
の研究をつつけてきた石川丈夫学芸員による
島村圓鉄から波の伊八に至る彫物師数代の軌
跡を語る講演。
場所 睦沢町立中央公民館
料金 無料
☎ 睦沢町立歴史民俗資料館
０４７５－４４－０２９０

１／２７ （土） １３：３０～１５：３０

２／２４(土) 開場１４：００ 開演１４：３０
ソプラノ歌手 森麻季さんとピアノ山岸茂人
さん、新ヴィヴァルディ合奏団による夢の共
演
場所 長生村文化会館 ホール
料金 全席指定 １階席２，０００円
２階席１，０００円
☎ 長生村文化会館
０４７５（３２）５１００

■特別展「名人彫物師島村圓鉄とその末裔たち」

■平成２９年度第３回大画面でみる

■郷土の縄文海進 ～古長生湾があった時代～

■門松作り体験

１０／１４(土)～２／１８(日)９：００～１６：３０
江戸時代に名人といわれた彫物師島村圓鉄を
はじめ、
その技を受け継いだ弟子の島村俊實、
その流れをくむ
「波の伊八」
や押田信一など、
圓鉄以来８代にわたる彫物師の貴重な作品の
他、圓鉄の兄弟弟子の高松邦教の弟子筋の後
藤家や長坂家の作品も紹介します。
場所 睦沢町立歴史民俗資料館
料金 無料
☎ 睦沢町立歴史民俗資料館
０４７５－４４－０２９０

映画会「おくりびと」

１２／９(土)～２／１８(日)
※１２／２９(金)～１／３(水)は休館日
今から６～７千年前頃、現在より気候が温暖
で海水面が高かったため、ピークの頃には長
南町東部にまで海岸線が達していました。本
展では、主に長生郡市での発掘調査成果や、
出土資料の展示を通して、海岸線と自然環境
の変化、そこに暮らす縄文人の活動を探りま
す。
場所 長南町郷土資料館
料金 入館無料
☎ 長南町役場 生涯学習課
０４７５（４６）１１９４

１２／２６(火) １０：００～１２：００
手作りの門松で新しい年を迎えましょう！ご
家族でのご参加（家族で一組を作成する）も
歓迎します！
場所 長柄町都市農村交流センター
料金 ３，０００円
（門松一組分の材料費、講師料を含む）
☎ 長柄町都市農村交流センター
０４７５（３５）００５５

お う す こう

■美術収蔵品展「王子江 雄原大地展」
（全部展示） １１／１８(土)～１２／１９(火)
（後半部分展示） １２／２０(水)～１／８(月)
ＮＨＫの放送で話題となった 100 メートルの
水墨画を展示。
場所 茂原市立美術館・郷土資料館
※年末年始休館 １２／２９～１／３
料金 無料
☎ 茂原市立美術館・郷土資料館
０４７５(２６)２１３１

■長生村文化会館プラネタリウム特別上映
「冬の星空解説」と「名探偵コナン星影の魔術師
（マジシャン）」
「冬の星空解説」と「それいけ！アンパンマン
～星の色と空の色」
１２/１（金）～２/２８（水）
平 日 ①15:00 土 ・日 ・祝 日 ①10:30②14:00
※文化会館休館日（月曜日（祝日の場合はその
翌々日）・祝日の翌日・年末年始）を除く。
※上映内容やスケジュールが変更になる場合
があります。最新情報は上映スケジュール（長生
村文化会館HP）をご覧になるか、お問い合わせ
ください。
入場券は各回、上映時間の３０分前から２階
プラネタリウム室前にて販売をします。定員
（７８席）
に達し次第、
販売終了いたします。
上映開始後の入場はできませんので、お早め
にご来場ください。
場所 長生村文化会館プラネタリウム
・・・・・５００円
料金 大人（高校生以上）
こども(４歳以上～中学生)…３００円
幼児（４歳未満）
・・・・・・・無
料
☎ 長生村文化会館
０４７５（３２）５１００

１２／２(土) 第１回１０：００～第２回１３：３０～
本木雅弘演じるチェロ奏者・小林大吾は偶然、
遺体を棺に納める「納棺師」となった。当初
は妻や周囲から理解されず、戸惑う大吾であ
った。しかし、この仕事を通じて様々な別れ
と出会う中で、大吾が成長していく姿が感動
的に描かれる。第８１回アカデミー賞にて、
日本映画史上初の外国語映画賞受賞。
場所 茂原市東部台文化会館
料金 無料
☎ 茂原市東部台文化会館
０４７５－２３－８７１１

■年忘れ 長生落語会
春風亭小朝・林家三平二人会
１２／３(日) 開場１３：３０ 開演１４：００
長生村で二人の落語を楽しめます。
場所 長生村文化会館 ホール
料金 全席指定 １階席３，０００円
２階席２，０００円
☎ 長生村文化会館
０４７５（３２）５１００

■月曜テニス教室
１２／４、１１、１８、２５
１／１５、２２、２９
午前の部：１０：００～１２：００
午後の部：１３：００～１５：００
テニスインストラクター、鐵和子氏による指
導が受けられます。
場所 長柄町都市農村交流センター
料金 ５００円
☎ 長柄町都市農村交流センター
０４７５（３５）００５５

■特別展｢名人彫物師島村圓鉄と
その末裔たち｣ギャラリートーク
１２／９(土) １３：３０～１４：３０
この特別展を企画した担当者が、展示室で特
別展の見どころを解説します。参加ご希望の
方は、直接会場においでください。
場所 睦沢町立歴史民俗資料館
料金 無料
☎ 睦沢町立歴史民俗資料館
０４７５－４４－０２９０

■くん製作り体験
１２／１０(日) １０：００～１４：００
１／２８(日) １０：００～１４：００
お手軽簡単なくん製作りを体験してみません
か？
場所 長柄町都市農村交流センター
料金 大人１，５００円 子ども８００円
（材料費、昼食代を含む）
☎ 長柄町都市農村交流センター
０４７５（３５）００５５

■第５回長生村カラオケ発表会
１２／１０(日) 開場９：００ 開演９：３０
長生村中央公民館クラブ員を中心としたカラ
オケの発表会。
場所 長生村文化会館 ホール
料金 入場無料
☎ 長生村文化会館
０４７５（３２）５１００

■長生村和太鼓コンサート 絆 ２０１７
１２／１７(日)開場１３：００開演１３：３０
長生村を拠点に活動する『怒涛いなさ太鼓』
による和太鼓コンサート
出演 怒涛いなさ太鼓
特別出演 ロス・インディオス＆Ｒｅｉｎａ
／平和勝次
場所 長生村文化会館 ホール
料金 入場無料
☎ 長生村文化会館
０４７５（３２）５１００

■笠森観音初詣
正月三が日 １／１(月)～３(水)
初詣は、年頭の祈願をする重要な年中行事で
す。ご利益にあずかれる笠森観音で、輝かし
く新年をお迎えください。また、境内には多
くの国・県・町指定文化財がありますので、
初詣とともにお楽しみください。
場所 笠森観音（笠森寺）
料金 拝観料 三が日は無料、三が日以外は
大人 200 円、子ども 100 円
☎ 笠森寺
０４７５（４６）０５３６

■第２２回民俗学講座
１／２０(土) １３：３０～１５：００
資料館所蔵の有形民俗資料のなかから、実物
を示しながら解説します。
講師：久野一郎（睦沢町立歴史民俗資料館主査補）
場所 睦沢町立中央公民館
料金 無料
☎ 睦沢町立歴史民俗資料館
０４７５－４４－０２９０
し ば は ら にんぎょう

■美術収蔵品展｢花の絵画と芝原 人形 展｣
１／２０(土)～３／１２(月)
収蔵の花の絵画と、県伝統的工芸品の芝原人
形をコラボ展示。
場所 茂原市立美術館・郷土資料館
料金 無料
☎ 茂原市立美術館・郷土資料館
０４７５（２６）２１３１

※要事前申込、先着 100 名
養護老人ホーム長生共楽園 前副施設長の坂
下晴美氏を講師にお迎えし、
「老いの旅路～今、
あなたの前になにが見えますか？」をタイト
ルとした講演会を行います。
場所 茂原市役所市民室
料金 無料
託児あり（２歳以上～就学前、要予約）
☎ 茂原市企画政策課
０４７５（２０）１６５１

■軍荼利祭（東浪見寺）
１／２８ （日）
本堂内では護摩焚きが行われ、天狗から子ど
もたちにお菓子が配られます。
場所 東浪見寺
料金 無料
☎ 正満寺
０４７５（４２）３４９３

■節分祭（玉前神社）
２／３ （土）
年男、年女などによる豆まきや福引が行われ
ます。子どもからお年寄りまで楽しめる伝統
行事です。
場所 玉前神社
料金 無料
☎ 玉前神社
０４７５（４２）２７１１

■第４回もばら冬の七夕まつり
２／１０(土) １２：００～２０：００
七夕のまち茂原では、織姫と彦星がもう一度
会うことが許される特別な日を、冬にも創り
ました。イベント前後の期間中、市役所脇の
豊田川（愛称：天の川）と会場付近をＬＥＤ
でライトアップ。幻想的な雰囲気の中、２／
１０(土)にはライブステージなど各種イベン
トを開催します。
場所 市役所南側駐車場、市役所前市民広場
及び市役所脇“天の川”
（豊田川）
料金 無料
☎ 茂原七夕まつり実行委員会
冬の七夕委員会（茂原市商工観光課内）
０４７５(２０)１５２８

■第 22 回考古学講座
「縄文土器１万年の造形」
２／１８(日) １３：３０～１５：００
東総地域の縄文時代の遺跡を発掘調査した経
験をもとに、調査で撮影した画像や出土した
資料で、１万年続いた縄文時代の土器の魅力
を語ります。講師：道澤明氏（横芝光町教育
委員会社会文化課副主査）
場所 睦沢町立中央公民館
料金 無料
☎ 睦沢町立歴史民俗資料館
０４７５－４４－０２９０

■しらこ落語会
２／２４(土) １４：００～
ＴＶ等でお馴染みの林家たい平をはじめ、白
子町出身の噺家 三遊亭美るくほか３名が出
演します。多くのお客様のご来場をお待ちし
ています。
場所 白子町青少年センター・ホール
料金 全席指定・２，０００円
（販売開始１２月１１日（月）９時～）
☎ 白子町教育委員会生涯学習課
０４７５(３３)２１４４

■交通安全フェア☆もばら
～第 36 回茂原市交通安全推進市民大会～
２／２４(土) １３：００～１５：３０
交通ルールやマナーについて楽しみながら学
んでもらうため、交通安全教室や子ども安全
免許証作成、アップル幼稚園児による鼓笛演
奏など楽しいイベントを予定しています。ご
家族・お友達皆さんでお越し下さい。
場所 茂原ショッピングプラザ・アスモ
料金 無料
☎ 茂原市生活課
０４７５(２０)１５０５

■編集・発行
長生・山武地域振興懇話会
■担当
茂原市企画財政部企画政策課
☎０４７５（２０）１５１６
東金市企画政策部企画課
☎０４７５（５０）１１２２

＊次号（春号）は、
平成３０年２月末頃発行します。

長 生 ･山 武 地 域 イ ベ ン ト 情 報
2017 冬号 vol.84 山武エリア
長生・山武地域では、１５市町村等が連携を図りながら、地域が一体となったまちづくりに取組んでいます。
平成 9 年 4 月から、当地域の交流をさらに深めるため、地域のイベントなどを春・夏・秋・冬の年４回発行しています。

■ファンタジーイルミネーション２０１７

■クリスマスおはなし会

■ミニ門松づくり教室

１１／３（金）～１２／３１（日）
１６：００～２４：００
幻想的な光を放つ総数約１５,０００球のＬ
ＥＤが点灯。
場所 道の駅 みのりの郷東金
料金 無料
☎ 道の駅 みのりの郷東金
０４７５(５３)３６１５

１２月９日（土） １０：３０～１１：２０
人形劇や絵本の読み聞かせ、楽しい手遊びを
紹介します。
場所 横芝光町立図書館２階 学習室
料金 無料 先着６０名様
☎横芝光町立図書館
０４７９（８４）３３１１

１２／２６（火） １０：００～１２：００
お正月に福を招くミニ門松づくり。
高さ約５０cm ですが、本格的な作り方をプロ
から学びながら手作りでお楽しみいただける
チャンス。
場所 道の駅 みのりの郷東金
情報発信コーナー
料金 参加費２,０００円 先着２０名様
☎ 道の駅 みのりの郷東金

■第１０回異世代交流子どもフェスタ

■大網白里市朝市組合・白里遊楽市組合
年末感謝イベント

０４７５(５３)３６１５

１２／３(日) １０：００～１４：００
大網白里市子ども会育成連絡協議会主催によ
る楽しいイベントです。
つきたての美味しいお餅の販売や、可愛い手
作り品の販売、ゆるキャライベントの開催な
ど、楽しい催し物が盛りだくさんです。皆様
お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。
場所 大網白里市農村環境改善センター
（いずみの里）
料金 無料（よく洗ったペットボトルのキャ
ップ、もしくはプルトップを１個以上お持ち
ください）
☎ 大網白里市教育委員会生涯学習課
０４７５（７０）０３８０

１２／１０(日) ７：４５～ 朝市組合
１２／１７(日) １４：４５～ 白里遊楽市組合
市内で収穫された新鮮な農産物が販売されま
す。
当日はサービス券の配布もありますので、
お誘い合せのうえご来場ください。
場所 １２／１０（日）市役所南側駐車場
１２／１７（日）農村環境改善センター
（いずみの里）
☎ 大網白里市農業振興課
０４７５（７０）０３４５
農村環境改善センター（いずみの里）
０４７５（７０）５１１１

■初日の出

■波乗り道路開通記念イベント in 大網白里

■初日の出イベント

■第９回東金チャレンジドフェスタ

１２／２４(日) ９：００～１２：００
九十九里有料道路（波乗り道路）全線開通の
プレイベントとして、一部区間（白里 IC 周
辺）でのウォーキングイベントを開催しま
す！雄大な九十九里浜を感じながら、開通直
前の道路に上る、またとない機会です。
また、各種出店や楽しいイベントを予定して
います。市のキャラクター「マリン」の期間
限定バージョンも登場！
場所 大網白里市白里海岸
料金 無料
☎ 大網白里市商工観光課
０４７５(７０)０３５６

１２／３(日)１０：００～１４：００
障がいのある方もない方も、ふれあい交流で
きるイベントです。
模擬店や楽しいステージ、
体験コーナーなど。ご当地ゆるキャラも大集
合！お餅のプレゼントもあります。
場所 東金市ふれあいセンター
（東金市保健福祉センター）
☎ 東金市社会福祉協議会
０４７５（５２）５１９８

■ＥＣＯＣＡＮ＠ＳＡＭＭＵ
１２／９(土) １４：３０～２０：００
廃油を使ったキャンドルを作成し、エコを考
える市民参加型のイベントです。
エコキャンドルが幻想的な世界を醸し出しま
す。ミニライブも開催します。ぜひご参加く
ださい。
場所 さんぶの森公園
料金 無料
☎ エコキャン実行委員会事務局（横石）
０９０（５３１７）７１９３

■松竹梅寄せ植えづくり教室
１２／２５（月） １０：００～１２：００
高さ約３５cm お正月を彩る松竹梅をプロか
ら学びながら手作りします。
場所 道の駅 みのりの郷東金
情報発信コーナー
料金 参加費２,０００円 先着２０名様
☎ 道の駅 みのりの郷東金
０４７５(５３)３６１５

1／１（月・元旦) ５：００～
九十九里平野から太平洋まで臨む眺めの良さ
から、千葉県の眺望１００景にも選ばれてい
る山王台公園。
展望台から望む初日の出は一見の価値ありで
す。甘酒とお汁粉の無料配布を予定していま
す。
場所 山王台公園
料金 無料
☎ 東金市観光協会（東金市商工観光課）
０４７５（５０）１１４２
１／１(月・元旦) ５：３０～
雄大な太平洋から昇る初日の出を本須賀海岸
でご覧ください。甘酒の無料配布を予定して
います。
場所 山武市本須賀海岸
☎ 山武市わが街ご案内処（山武市観光協会）
０４７５（８２）２０７１

■平成３０年白里海岸元旦祭
１／１(月・元旦) ５：００～
雄大な太平洋から昇る初日の出を眺めながら、
新年を迎えませんか。甘酒や紅白餅の無料配
布などを予定しています。
場所 大網白里市白里海岸
料金 無料
☎ 大網白里市商工観光課
０４７５(７０)０３５６

■元旦祭
１／１(月・元旦)５：３０～
雄大な太平洋からの初日の出を遥拝しましょ
う。甘酒等の無料配布を予定しています。ふ
るってご参加下さい。
場所 九十九里町片貝中央海岸
☎ 九十九里町観光協会
０４７５(７６)９４４９

■２０１８年 初日の出イベント

■第６１回東金市民駅伝大会

■こころの健康講演会

１／１(月・元旦) ５：３０～
屋形海岸・木戸浜海岸で温かいお茶のサービ
ス、紅白もちの無料配布を行います。その他
にも屋形海岸では甘さけ、木戸浜海岸ではお
汁粉のサービスも予定しています。
場所 横芝光町 屋形海岸・木戸浜海岸
☎ 横芝光町観光まちづくり協会
０４７９（７４）８５８５

１／１４(日) 小雨決行・荒天中止
・地区対抗の部、小学生対抗の部８：４０スタート
・一般男子、一般女子の部９：５０スタート
今年度で６１回を迎える東金市民駅伝大会。
今年度は小学生対抗の部が、第１レースに加
わり、一般男子・一般女子の部と同様に、市
外からも多くのチームが参加できるようにな
りました。今年度も飲食ができるブースを設
け、応援の方々も楽しめるイベントを企画し
ています。
場所 東金アリーナ陸上競技場を発着点とし、
浅井病院駐車場までの往復コース
１チーム一律 １,０００円
料金 小学生対抗の部
一般の部
市内チーム３,０００円
市外チーム５,０００円
☎ 東金市スポーツ振興課

２／２４（土） ９：３０～１１：００
（株）ありがトン代表 澤登和夫氏を講師に
お迎えして、
「グッスリ快眠！しっかり休養！
心も体も健康美人」をテーマに講演会を実施
します。ご来場をお待ちしております。
場所 ふれあいセンター
（東金市保健福祉センター）
参加費 無料
☎ 東金市健康増進課
０４７５（５０）１１７４

■第 １５回 仁 王 尊 カウントダウン花 火
１／１（月・元旦） ０：００～
新年を祝い、午前０時より、夜空に約３００
発を超える花火を打ち上げます。ぜひお越し
ください。
場所 芝山仁王尊・観音教寺
料金 無料
☎ 芝山町観光協会
（芝山町まちづくり課産業振興係内）
０４７９（７７）３９１８

■オライはすぬま餅つき大会
１／２(火)・１／３(水)1 回目：１０：３０～
2 回目：１３：３０～
毎年恒例の餅つき大会及びつきたて餅の無料
配布を行います。
（※なくなり次第終了）
また、
1,000 円以上お買い上げで１回抽選ができる
新春初夢抽選会も行いますので、多くのお客
様のご来場をお待ちしています。
場所 道の駅オライはすぬま
料金 無料
☎ 道の駅オライはすぬま
０４７５(８０)５０２０

■こころの健康づくり講演会
１／１３(土) １４：００～１６：００
（株）ありがトン代表 澤登和夫氏を講師に
お迎えして「
（仮）うつ円満セミナー ～あな
たが大切な人にできること～」をテーマに講
演会を実施します。ご来場をお待ちしていま
す。
場所 保健文化センター３階ホール
料金 無料
☎ 大網白里市健康増進課
０４７５（７２）８３２１

０４７５（５０）１１８９

■市制 5 周年記念
第４３回大網白里市 新春マラソン大会
１／２０(土) ８：２０～(予備日１／２１(日) )
※事前申込は１２/２４(日)まで
恒例の新春マラソン大会を実施します。
＊小学生の部からファミリーの部まで計２０
種目があります。
場所 大網白里市立増穂北小学校
料金 無料
☎ 大網白里市生涯学習課スポーツ振興室
(大網白里アリーナ内)
大網白里市体育協会事務局
０４７５（７２）５７０８

■辺田方トレイルラン
２／１１（日) １１：００～１４：００
※定員１００名
フルマラソンの１０分の１の４.２１９５キ
ロを競います。
タイムを競うものではなく、事前に決められ
た”隠しタイム”に一番近い方が優勝という
新しいタイプの観光マラソンです。
場所 八鶴湖周辺
料金 ５００円
☎ 東金商工会議所（まちづくり観光委員会）

■坂田城跡梅まつり
２月２４日（土）～３月１１日（日）
９：００～１５：００
坂田城跡梅林内で、梅まつりを行います。期
間中は梅加工品などを販売します。また、土
日には梅まつり会場にて甘さけや軽食等の販
売も予定しています。
場所 横芝光町 坂田城跡梅林内
☎ 横芝光町観光まちづくり協会
０４７９（７４）８５８５

■普通救命講習会
２／２４（土） ９：００～１２：００
※事前申込が必要です。
申込期間 ２／５（月）～２／１６（金）
山武郡市広域行政組合消防本部では、普通救
命講習（公募型）を開催しております。この
講習会は、ＡＥＤの使用を含む心肺蘇生法を
中心とした、応急手当の知識・技術を習得す
るものです。募集対象は１３歳以上の方で、
先着３０名です。
場所 東金市家徳３８４番地２
山武郡市広域行政組合消防本部３階講堂
料金 無料
☎ 山武郡市広域行政組合消防本部
警防課救急係
０４７５（５２）８７５２

０４７５（５２）１１０１

■市制５周年記念特別企画展
「大網山田台遺跡群から見る古代の
大網白里」
２／２３(金)～３／４（日） ９：００～１７：００
大網白里市の市制施行の大きな要因である５
団地開発により発掘された大網山田台遺跡群
の出土遺物を展示することで、大網白里の古
代を紹介します。
場所 大網白里市保健文化センター
３階ホール
料金 無料
☎ 大網白里市教育委員会生涯学習課
０４７５（７０）０３８０

■編集・発行
長生・山武地域振興懇話会
■担当
茂原市企画財政部企画政策課
☎０４７５（２０）１５１６
東金市企画政策部企画課
☎０４７５（５０）１１２２

＊次号（春号）は、
平成３０年２月末頃発行します。

