長 生 ･山 武 地 域 イ ベ ン ト 情 報
2019 冬号 vol.92 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、地域のイベント情報紙を春・夏・秋・冬の年４回発行しています。
※イベント名の前に開催地の市町村名を記載しています。

■茂原市■
美術収蔵品展「王子江 雄原大地展」

■長生村■
尼ヶ台総合公園イルミネーション

■長生村■
ながいき元旦祭

開催中～１／５(日)

１２／１４(土)～１／１２(日)

１／１(水・祝) ６：００～

平成８年ＮＨＫ「にっぽん点描」で一躍話題

１７：００～２１：００

「怒涛いなさ太鼓」による初打ちや甘酒の無

になった王子江の約１００メートルの水墨画、

ケヤキ並木へのイルミネーションを実施しま

償配布などを行います。

第１作目「雄原大地」の全部を一挙に展示。

す。

場所 長生村一松海岸

※１２月１９日（木）からは、後半部分のみ

場所 長生村尼ヶ台総合公園

料金 無料

の展示となります。

料金 無料

場所 茂原市立美術館・郷土資料館

☎ 長生村観光協会（長生村役場産業課内）

料金 無料

☎ 長生村観光協会（長生村役場産業課内）

０４７５(３２)２１１４

０４７５(３２)２１１４

■長南町■
笠森観音初詣

■睦沢町■
特別展
「波涛の彼方-メキシコからの文物」

■長生村■
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「ちびまる子ちゃん
それでも地球はまわっている」
「冬の星空解説」と「星の旅 世界編 」

開催中～２／２３(日) ９：００～１６：３０

１２/１（日）～２/２９（土）

場所 笠森観音（笠森寺）

江戸時代、フィリピン臨時総督ドン・ロドリ

平日 １５：００～

料金 拝観料 三が日は無料

☎ 茂原市立美術館・郷土資料館
０４７５(２６)２１３１

ゴを乗せた船が外房の海岸で座礁し、これが
日本とメキシコ・スペインとの最初の交流と

土・日・祝日 ①１０：３０～ ②１４：００～

正月三が日 １／１(水・祝)～１／３（金）
初詣は、年頭の祈願をする重要な年中行事で
す。笠森観音で輝かしい新年を迎えません
か？

１月４日以降は大人３００円、

※文化会館休館日（月曜日、月曜日が祝日の

なりました。このたびの特別展では、ロドリ

場合はその翌々日）・祝日の翌日・年末年始を

ゴの来航後約４００年後に、現代メキシコか

除く。

らもたらされた文物を紹介します。

※投影内容・スケジュールは変更することがあ

子ども１００円
☎ 笠森寺
０４７５(４６)０５３６

場所 睦沢町立歴史民俗資料館

ります。最新情報は、長生村文化会館に直接

■睦沢町■
第２４回民俗学講座

料金 無料

お問合せいただくか、長生村文化会館ホームペ

１／１８（土） １３：３０～１５：３０

☎ 睦沢町立歴史民俗資料館

ージをご覧ください。

資料館所蔵の有形民俗資料のなかから、実物

場所 長生村文化会館プラネタリウム室

を示しながら解説します。

料金 大 人（高校生以上）
・・・ ５００円

講師：久野一郎

０４７５(４４)０２９０

■長生村■
第７回長生村カラオケ発表会
１２／８(日) 開場９：００ 開演９：３０

こども（４歳以上～中学生）
・３００円
幼 児（４歳未満）
・・・・・・・無

料

（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

■茂原市■
第２回郷土テーマ展
「郷土の先覚者 千葉三郎」
１／２５(土)～４／１２(日)
明治２７年（１８９４年）鶴枝村上永吉（現
茂原市上永吉）で眼科病院を営む千葉天夢の
三男として生まれ、後にブラジル・アマゾン
開拓事業や石油・エネルギー関連事業に従事、
戦後、第一次鳩山一郎内閣の労働大臣を務め
るなど実業家、政治家として活躍した千葉三
郎を紹介する。
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

■一宮町■
ぐんだ り
と ら み
軍荼利祭（東浪見寺）

■一宮町■
節分祭（玉前神社）
２／３（月）
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

■茂原市■
第６回もばら冬の七夕まつり
２／８（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。２／１(土)から２／１４（金）まで
の間、市役所周辺と市役所脇の豊田川（愛称：
天の川）をＬＥＤでライトアップ。幻想的な
雰囲気の中、２／８（土）には各種イベント

１／２８（火）

を開催します。

本堂内では護摩焚きが行われ、天狗から子ど

場所 市役所南側駐車場、市役所前市民広場

もたちにお菓子が配られます。

及び市役所脇“天の川”
（豊田川）

場所 東浪見寺

料金 無料

料金 無料

☎ 茂原七夕まつり実行委員会

☎ 正満寺
０４７５(４２)３４９３

■茂原市■
美術収蔵品展
「本納絵馬の系譜と房総の風景画展」
１／３０(木)～３／１５(日)

冬の七夕委員会（茂原市商工観光課内）
０４７５(２０)１５２８

■睦沢町■
第２４回考古学講座

３／７（土）～４／１５（水）

掘調査した経験をもとに、調査で撮影した画

桜の絵画を中心に、前年度寄贈を受けた関

る楔形石器の魅力を語ります。

絵馬の歴史を紹介し、同時に郷土ゆかりの画

講師：道澤明氏
（横芝光町教育委員会社会文化課副主査）

＜学芸員による展示解説会＞

参加申込不要、直接会場へ。

１／１９(日)１３：３０～１４：３０

場所 睦沢町立中央公民館

無料･申込不要 当館学芸員 舛田隆満

料金 無料

☎ 茂原市立美術館・郷土資料館
０４７５(２６)２１３１

いしいそうせき

主税の日本画、石井雙石の書のほか、鳰川誠
一の墨彩画など、計３１点を展示。
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

０４７５(４４)０２９０

■白子町■
しらこ落語会
２／１６(日) １４：００～

○投影開始後の入場・再入場はできません。

料金 無料

ＴＶ等でお馴染みの三遊亭小遊三をはじめ、

オケの発表会。

○入場券は各回、投影開始の３０分前から５

☎ 睦沢町立歴史民俗資料館

白子町出身の噺家 三遊亭 美るくほか３名が

■編集・発行
長生・山武地域振興懇話会
■担当

出演します。多くのお客様のご来場をお待ち

茂原市企画財政部企画政策課

す。定員（７７席）に達し次第、販売終了

しています。

☎ ０４７５（２０）１５１６

いたします。

場所 白子町青少年センター・ホール

東金市企画政策部企画課

料金 全席指定・２，０００円

☎ ０４７５（５０）１１２２

場所 長生村文化会館 ホール

分前まで文化会館１階事務室にて販売しま

料金 入場無料
０４７５（３２）５１００

せき

ちから

☎ 睦沢町立歴史民俗資料館

長生村中央公民館クラブ員を中心としたカラ

☎ 長生村文化会館

３／１（日） 開会式９：００ 試合９：３０
※申込締切 ２／１２（水）１７時必着
（市民体育館は２１時必着）
【１チーム４～６人】
「タッチバレーボール」とは、茂原市が発祥
の新しいスポーツで、バドミントンのコート
を使用し、１チーム４人でバレーボールの要
領によりゲームを行います。ビニールボール
を使用して安全でルールも簡単なため、だれ
でも楽しめますのでぜひご参加ください。
※台風の影響等により上記日程に変更になり
ました。
場所 茂原市市民体育館
料金 １人２００円
☎ 茂原市体育課
０４７５(２０)１５７５

東総地域の旧石器時代や縄文時代の遺跡を発
像や出土した資料などで、謎の石器といわれ

料金 無料

■茂原市■
第５回もばらタッチバレーボール千葉県大会

■茂原市■
美術収蔵品展「春の優品展」

指定され、五代にわたり継承されている本納

場所 茂原市立美術館・郷土資料館

２／２９(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

２／１５(土) １３：３０～１５：３０

千葉県伝統的工芸品、房総の魅力５００選に

家による、
房総を描いた風景画を展示します。

■茂原市■
交通安全フェア☆もばら
～第 38 回茂原市交通安全推進市民大会～

☎ 長生村文化会館
０４７５（３２）５１００

０４７５(４４)０２９０

（販売開始１２／２（月）９時～）
☎ 白子町教育委員会生涯学習課
０４７５(３３)２１４４

＊次号（春号）は、
令和２年２月末頃発行します。

長 生 ･山 武 地 域 イ ベ ン ト 情 報
2019 冬号 vol.92 山武エリア
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、地域のイベント情報紙を春・夏・秋・冬の年４回発行しています。
※イベント名の前に開催地の市町村名を記載しています。

■横芝光町■
２０２０年 初日の出イベント

■大網白里市■
第 ４４回大網白里市新 春マラソン大会

１／１(水・祝) ５：３０～

１／１８(土)８：２０～(予備日１／１９(日))

■東金市■
第３回公募型応急手当普及員講習会
（再講習）

屋形海岸・木戸浜海岸で温かい飲み物のサー

※事前申込は１２/２２(日)まで

２／１６(日) ９：００～１２：００

ビス、紅白もちの無料配布を行います。

恒例の新春マラソン大会を実施します。

場所 横芝光町 屋形海岸・木戸浜海岸

※小学生の部からファミリーの部まで計２０

☎ 横芝光町観光まちづくり協会

種目があります。

０４７９（７４）８５８５

場所 大網白里市立増穂北小学校

■大網白里市■
第１２回異世代交流子どもフェスタ

■東金市■
第１１回東金チャレンジドフェスタ

■横芝光町■
横芝光町パラスポーツ教室

■九十九里町■
九十九里町元旦祭

１２／１(日) １０：００～１３：００

１２／８(日) １０：００～１４：００

１２／１４（土）、１／１８（土）、２／８（土）

１／１(水・祝) ５：３０～

(大網白里アリーナ内)

大網白里市子ども会育成連絡協議会主催によ

障がいのある方もない方も、ふれあい交流で

１０：００～１２：００

雄大な太平洋から昇る初日の出を遥拝しませ

大網白里市体育協会事務局

きるイベントです。
模擬店や楽しいステージ、

フライングディスクとパラリンピック種目の

んか。九十九里町ならではのおもてなしを予

０４７５（７２）５７０８

体験コーナーなど。ご当地ゆるキャラも大集

ボッチャを行います。誰でも簡単にできる競

定しております。ふるってご参加ください。

合！お餅のプレゼントもあります。

技です。お気軽にご参加ください。

場所 九十九里町片貝中央海岸

■芝山町■
芝山新春寄席

場所 東金市ふれあいセンター

場所 横芝光町体育館（横芝光町役場となり）

料金 無料

２／９（日） 開場１３：３０ 開演１４：００

☎ 横芝光町教育委員会 社会文化課

☎ 九十九里町観光協会

芝山文化センターに笑いと春を運ぶ「新春寄

る楽しいイベントです。
つきたての美味しいお餅や可愛い雑貨の販売、
よさこいやダンスの披露など、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）

（東金市保健福祉センター）
☎ 東金市社会福祉協議会

０４７９(８４)１３５８

０４７５（７６）９４４９

料金 無料
☎ 大網白里市生涯学習課スポーツ振興室

■山武市■
初日の出イベント

兼ね備えた芸人の舞台を楽しんでみませんか。

１／１(水・祝) ０：００～

１／１(水・祝) ５：３０～

料金 Ｓ席（１階）３，０００円

新年を祝い、午前０時より夜空に約５００発

雄大な太平洋から昇る初日の出を本須賀海岸

１２／８(日)７：４５～ 朝市組合

の花火を打ち上げます。
ぜひお越しください。

でご覧ください。甘酒の無料配布を予定して

１２／１５(日)１４：４５～ 白里遊楽市組合

場所 芝山仁王尊・観音教寺

います。

■山武市・大網白里市■
お楽しみ映画会

市内で収穫された新鮮な農産物が販売されま

料金 無料

※防潮堤工事のため、駐車場が狭くなり混雑

☎ 芝山町観光協会

が予想されます。ご了承ください。

１２／１(日)１３：３０～１５：３０
（大網白里市保健文化センター）

す。
当日はサービス券の配布もありますので、

■東金市■
第３回公募型普通救命講習会

お誘い合わせのうえご来場ください。

(芝山町産業振興課産業振興係内)

場所 山武市本須賀海岸

２／１５(土) ９：００～１２：００

場所 １２／８（日）市役所本庁舎駐車場、

０４７９(７７)３９１８

料金 無料

ＡＥＤを使用した心肺蘇生法を中心に、応急

■大網白里市■
令和２年元旦祭

☎ 山武市わが街ご案内処（山武市観光協会）

手当の知識・技術を習得する講習会を開催し

１／１（水・祝） ５：００～

の１３歳以上の方が対象となります。

ップ、もしくはプルトップを１個以上
お持ちください）
☎ 大網白里市子ども会育成連絡協議会

（事務局：大網白里市教育委員会生涯学習課内）
０４７５（７０）０３８０

１２／８(日)１３：３０～１５：３０
（成東文化会館のぎくプラザ）
子ども向け映画を上映します。上映作品「ち

０４７５(５２)５１９８

■大網白里市■
大網白里市朝市組合・白里遊楽市組合
年末感謝イベント

１２／１５（日）農村環境改善センター
（いずみの里）駐車場

０４７５(８２)２０７１

場所 芝山文化センター
Ａ席（２階）１，５００円
☎ 芝山町教育委員会（芝山文化センター）
０４７９（７７）１８６１

ます。山武郡市広域行政組合管内に在勤在住

「プルートの動物園」
、
「ぞくぞく村のオバケ

０４７５(７０)０３４５

九十九里浜の雄大な水平線から昇る、初日の

■東金市■
２０２０年新春初売り！

たち」
、
「ミッキーの誕生日」
、
「サンタのプレ

農村環境改善センター（いずみの里）

出をご覧ください。

１／４(土) ９：００～１８：００

い。

道の駅 みのりの郷東金は新年１月４日より

場所 山武郡市広域行政組合消防本部

びまる子ちゃんの火の用心」
、
「おじゃる丸」
、

ゼント」ほか
料金 無料
☎ 山武郡市視聴覚教材センター
０４７５(５４)０２５４

■大網白里市■
第１回大網白里市健康フェスティバル
１２／７(土)１０：００～１５：００
上方落語家の桂文喬氏による講演＆創作落語、

☎ 大網白里市農業振興課

０４７５(７０)５１１１

※日の出時刻６：４９頃

■横芝光町■
クリスマスおはなし会

場所 大網白里市白里海岸

１２／１４（土）１０：３０～１１：２０

☎ 大網白里市商工観光課

人形劇や絵本の読み聞かせ、楽しい手遊びを

料金 無料
０４７５(７０)０３５６

初売りを行います！当日はイベント盛りだく
さん♪
２０２０年新春初売りでは２，０００円・
３，
０００円道の駅 みのりの郷東金オリジナ
ル福箱を各１０箱ご用意！こちらの商品は駅

紹介します。

長セレクトの東金市自慢の品が盛り沢山で

場所 横芝光町立図書館２階

す！また、年の初めの招福開運！縁起がよく

ハイビジョンホール

資格更新を希望する方は３年毎に再講習を受
講する必要があります。
詳細は下記の電話番号までお問い合わせ下さ
い。
場所 山武郡市広域行政組合消防本部
３階講堂（東金市家徳３８４番地２）
料金 無料
☎ 山武郡市広域行政組合消防本部警防課
０４７５（５２）８７５２

席」
。林家木久扇や月亭方正など、人気・実力

■芝山町■
第１７回仁王尊カウントダウン花火

料金 無料（よく洗ったペットボトルのキャ

過去に応急手当普及員の資格を取得した方で、

■横芝光町■
坂田城跡梅まつり
２／２２（土）～３／８（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

詳細は下記の電話番号までお問い合わせ下さ

３階講堂（東金市家徳３８４番地２）
料金 無料
☎ 山武郡市広域行政組合消防本部警防課
０４７５（５２）８７５２
■編集・発行
長生・山武地域振興懇話会
■担当

てとっても可愛い「干支ミニタオル」を数量

茂原市企画財政部企画政策課

しいイベントを予定しています。多くのお客

料金 無料

限定でプレゼント！全館で５００円以上お買

☎ ０４７５（２０）１５１６

様のご来場をお待ちしています。

☎ 横芝光町立図書館

い上げレシート一枚につき一点プレゼントし

東金市企画政策部企画課

ます。 新年初のお買い物は道の駅 みのりの

☎ ０４７５（５０）１１２２

ロコモ体操コンテスト、ボッチャ体験など楽

場所 大網白里市保健文化センター他

０４７９（８４）３３１１

料金 無料

郷東金で！！

☎ 大網白里市健康増進課

場所 道の駅 みのりの郷東金

０４７５(７２)８３２１

料金 有料
☎ 道の駅 みのりの郷東金
０４７５(５３)３６１５

＊次号（春号）は、
令和２年２月末頃発行します。

