長 生 ･山 武 地 域 イ ベ ン ト 情 報
2020 春号 vol.93 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■
第２回郷土テーマ展
「郷土の先覚者 千葉三郎」
開催中～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

■茂原市■
美術収蔵品展「春の優品展」
開催中～４／１５（水）
せき
桜の絵画を中心に、前年度寄贈を受けた関
ちから
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３５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

■長生村■
長生村文化会館プラネタリウム特別上映
「春の星空解説」と「ちびまる子ちゃん
それでも地球はまわっている」
「春の星空解説」と「星の旅 世界編 」
３／１（日）～４／２９（水・祝）
平日①１５：００～
土・日・祝日①１０：３０～②１４：００～
※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）及び３／１５（日）、
３／２２（日）を除く。
※日にち時間により、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、長生村文化会館へ直接お問い合わせ
ください。
場所 長生村文化会館プラネタリウム
料金 大人（高校生以上）
・・・・・５００円
こども（４歳以上～中学生）
・３００円
幼児（４歳未満）
・・・・・・・無
料
○上映開始後の入場、再入場はできません。
○入場券は各回、上映時間の３０分前から５
分前まで文化会館１階事務室にて販売をしま
す。定員（７７席）に達し次第、販売終了い
たします。
☎ 長生村文化会館
０４７５（３２）５１００

■長生村■
第９回長生村舞踊祭

■長生村■
尼ヶ台総合公園桜のライトアップ

３／８ （日）
開場９：３０ 開演１０：００ 終演予定１５：２０
社交ダンス、フラダンス、日本舞踊などの踊
りの発表会を開催します。
場所 長生村文化会館ホール
料金 無料
☎ 長生村文化会館
０４７５（３２）５１００

３月下旬～４月上旬 １８：００～２１：００
開花時期に合わせて夜桜のライトアップを行
います。
場所 長生村尼ヶ台総合公園
料金 無料
☎ 長生村観光協会（長生村役場産業課内）
０４７５（３２）２１１４

■茂原市■
旬の里 ねぎぼうず春の感謝セール

■茂原市■
茂原桜まつり

３／１４(土)９：００～
地元で収穫した安心・安全をモットーに栽培
された新鮮な野菜や花等の販売、各種イベン
トを行います。多くのお客様のご来店をお待
ちしています。
場所 旬の里ねぎぼうず（茂原市法目９２０）
☎ 茂原市農政課
０４７５（２０）１５２６

３／２３(月)～４月中旬
「日本さくら名所１００選」に選ばれていま
す。桜と弁天堂の朱色が織り成す風景は圧
巻。期間中はライトアップされ、夜桜も楽し
めます。４/４（土）
、４/５（日）には、特産
物の販売やステージイベントも開催します。
近くを流れる豊田川（愛称：天の川）沿いの
桜並木も絶景で一見の価値あり。
場所 茂原公園
☎ 茂原市観光協会（茂原市役所商工観光課内）
０４７５（３６）７５９５

■茂原市■
美術収蔵品展
「東北こけしと東北ゆかりの絵画･書道展」
３／２０（金・祝）～５／１９（火）
東北地方独持の民芸品で、１０系統に分類さ
れる東北こけし約２４０点と、東北地方にゆ
かりのある郷土ゆかり作家による収蔵の絵画、
書１４点を展示。
＜学芸員による展示解説会＞
５／２（土）１３：３０～１４：１５
無料･申込不要 当館学芸員 舛田隆満
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

■睦沢町■
企画展第１７回館蔵名品展
「備前長船と秘蔵の美術品」
３／２１（土）～５／１７(日) ９：００～１６：３０
長船（おさふね）は備前国長船を拠点とした
刀工の流派で、古来より名工を多く生み出し
たことから長船刀工が製作した刀剣は備前長
船の名で高く評価されています。この企画展
では当館が所蔵する備前長船を中心に、当館
が長く秘蔵してきた美術品や、睦沢町内で大
切にされてきた名品を公開します。
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

■茂原市■
『大画面でみる映画会（２本立て）』
～「市民の日」記念 映画上映会～
３/２６（木）
第 1 回１０：００～ 第２回１３：３０～
『房総子どもの四季（安房・上総地方）』
（１９８６年・２３分間）
歌いつがれてきた房総の「わらべ歌」を後世
に伝えます。「おひいなさまよ（長生郡長南
町）、かーやかーや（東金市）、さいとおひ
とつ（茂原市）、ちゃんぽんぽんの木の下に
（市原市）、ホラホラほうらい豆（安房郡千
倉町）」
ほた

はか

『火垂るの 墓 』（１９８８年・８８分）
昭和２０年６月から９月にかけて、日本の敗
戦をはさんだ約３か月間に、１４歳の清太と
４歳の節子という２人の兄弟がどう生きたか
を描いた作品です。戦争を知らない子どもた
ちに伝えたい、高畑勲監督のジブリ映画不朽
の名作です。
場所 茂原市東部台文化会館 ３階 音楽ホール
料金 無料 （申込不要）
☎ 茂原市東部台文化会館
０４７５（２３）８７１１

■長南町■
第９回 長南さくらまつり

■一宮町■
春季大祭

■一宮町■
御田植祭

３／２８(土)、３／２９(日) ９：３０～１４：００
※雨天中止。また、開花状況により日程が変更
になる場合があります。
満開の桜と多くのイベントが皆さんのご来場
をお待ちしております。
場所 長南町野見金公園（岩撫地先）
☎ 長南町産業振興課
０４７５(４６)３３９７

４／１３（月） １０：００～
上総国はだか祭として有名な秋の例祭と対を
なす春の大祭 。町内の小学生による 国の安
泰と氏子の繁栄を祈る「浦安の舞」の奉納も
あります。
場所 玉前神社
料金 無料
☎ 玉前神社
０４７５（４２）２７１１

４／２９（水・祝） ９：３０～
農作物の無事成長と豊かな成長を祈ります。

■長柄町■
長柄ダム桜まつり 2020
＆第１４回千葉和太鼓まつり
３／２９（日） ９：００～１６：００
長柄ダムの湖畔に植樹された３，２００本の
桜が見事に咲き誇ります。当日は満開の桜に
和太鼓の迫力と歓声豊かな音色が響き渡りま
す。ご家族そろって楽しめるイベントになっ
ております。
場所 ロングウッドステーション
（長柄町山之郷６７－１）
都市農村交流ターミナル
（長柄町山之郷３３７－１１）
☎ 長柄ダム桜まつり実行委員会事務局
０４７５（３５）４４４７

■白子町■
第２７回白子チューリップ祭り
４／４(土)～４／１２(日)１０：００～１５：００
春の訪れとともに、町内外のオーナーさんが
植えた７７，０００球のチューリップが、一
面のお花畑に変身します。どなたでも自由に
鑑賞でき、祭り期間最終日の４／１２（日）
には白子中学校吹奏楽部等による演奏、団体
模様植えコンテスト、公立長生病院による健
康相談コーナー、農産物の販売などのイベン
トが行われます。
場所 白子町花の広場（白子町役場東側）
☎ 白子町花の広場実行委員会事務局
（白子町産業課内）
０４７５（３３）２１１５

■睦沢町■
第１回風を感じる歴史散歩
「瑞沢川桜並木を歩く」
４／４(土) １３：３０～１６：００
その土地の風景にはその土地の歴史がありま
す。第１回目の今回は睦沢町瑞沢川沿いで、
風を感じながら歩き、沿道の風景を楽しみま
す。
場所 睦沢町立中央公民館
料金 １００円（３月４日から予約開始で
参加費は当日集めます）
☎ 睦沢町立歴史民俗資料館
０４７５（４４）０２９０

■長南町■
長南集学校一周年記念イベント
４／１９（日） １３：００～１６：００
長南集学校内での各種催しのほか、旧長南小
体育館にて防災啓発ドキュメンタリー映画
「いつか君の花明かりには～愛着ある町、親
しい友人、大好きな家族。大切なものを守る
ために、防災はしたくなる。～」
の上映と、
山崎光監督による講演を行います。
ぜひご家族そろってのご来場をお待ちしてお
ります。
場所 長南集学校（旧長南小）
（長南町長南７７０‐１）
料金 無料
☎ 長南集学校
０４７５（３６）２８２０

■茂原市■
茂原牡丹園
４月下旬～５月中旬 ８：００～１８：００
国の登録有形文化財にも指定されている上総
の古民家を背景に、牡丹が素朴で自然な庭園
を演出しています。５，０００㎡の圃場に牡
丹２５０種（２，５００株）
、シャクヤク５０
種（５００株）を養成し、例年４月下旬の牡
丹に次いでシャクヤク、シャクナゲ、ツツジ
と春の花を充分に楽しむことができます。
場所 茂原牡丹園
料金 大人（中学生以上）
・・７００円
小人（小学生）
・・・・２００円
幼児無料
☎ 茂原牡丹園
０４７５（２２）４２２４

■睦沢町■
企画展第１７回館蔵名品展
「備前長船と秘蔵の美術品」
４／２５（土）１３：３０～１５：００
展示を企画した担当者が、作品と展示の見ど
ころを解説いたします。多くのお客様の御来
場をお待ちしております。
申し込み不要。直接会場へお越しください。
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

しんせんでん

神社から神饌田まで雅楽を奏でながら参進
し、早乙女による御田植神事や田舞が行われ
ます。
場所 玉前神社
料金 無料
☎ 玉前神社
０４７５（４２）２７１１

■長南町■
子ども祭りｉｎ長南
５／３（日）１０：００～１５：００
楽しい催しが盛りだくさん！いろいろな体験
ができる参加型イベントです。
場所 長南町中央公民館・郷土資料館
☎ 長南町生涯学習課
０４７５（４６）１１９４

■白子町■
第２０回おいしさ一番「白子たまねぎ」祭り
５／１０（日） ９：００～１３：００（受付時間）
※たまねぎが無くなり次第受付終了
（先着２，０００名）
※雨天の場合は５／１７（日）に順延
たまねぎの掘り取り体験や、オニオンフライ
の提供等を行ないます。また、たまねぎ生ド
レッシングやたまねぎワイン、地元の新鮮野
菜や花などの販売を行います。フルーツのよ
うに甘くておいしいたまねぎは絶品！ぜひご
賞味ください！
場所 受付：古所海岸（白子町古所３２９０）
料金 たまねぎ掘り取り体験：参加料５００円
（５kg 袋に詰め放題）
☎ 白子たまねぎ祭り実行委員会事務局
（白子町商工観光課内）
０４７５（３３）２１１７

■睦沢町■
第２５回時速４㎞で確かめる日本の歴史
「地域再発見！睦沢町大上地区」
５／２３（土） ９：００～１６：００
歴史は、読むだけでなく実際に歩いてみると
もっと楽しい。第２５回目の今回は睦沢町大
上地区を歩き、沿道の名所旧跡や文化財を訪
ねます。
場所 睦沢町立中央公民館
料金 １００円（４月２３日から予約開始で
参加費は当日集めます）
☎ 睦沢町立歴史民俗資料館
０４７５（４４）０２９０
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■大網白里市■
第１４回白里文化祭
「スマイル・スマイル in 白里」
３／７（土） ９：３０～１６：００
３／８（日） ９：３０～１５：００
地域で活動している団体の歌や踊り等のステ
ージ発表や、絵や書道等の展示を行います。
誰でも参加できる絵手紙や押し花の体験コー
ナーや、子どもが楽しめるお楽しみイベント
等も用意しております。
皆様のご来場をお待ちしております。
場所 大網白里市白里公民館
料金 無料
☎ 大網白里市白里公民館
０４７５（７７）２１７２

■大網白里市■
第２５回大網白里市ふるさと美術展
３／１２（木）～３／２１（土）
９：００～１７：００ （最終日は１６：００まで）
大網白里市美術会員が、それぞれ自信作を出
展します。絵画、彫刻、工芸、書道など、多
彩な作品をぜひお楽しみください。
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

■九十九里町■
九十九里町はまぐりまつり
３／２２（日） １０：００～
焼きはまぐりの無料配布や町観光協会による
出店を予定しています。
ぜひ、絶品焼きはまぐりを食べに九十九里町
に訪れてみてはいかがでしょうか！
場所 海の駅九十九里
料金 無料
☎ 九十九里町産業振興課商工観光係
０４７５（７０）３１７７

■東金市■
東金桜まつり
３／２７（金）～４／８（水）
会場の八鶴湖周辺には約３００本の桜が咲き
誇り、夜にはライトアップされた幻想的な夜
桜も楽しめます。期間中は様々なイベントも
実施予定です。皆様のご来場をお待ちしてい
ます。
場所 八鶴湖周辺
料金 無料
☎ 東金市観光協会
０４７５（５０）１１４２

■東金市■
道の駅 みのりの郷東金
ありがとう 6 周年「みのり大創業祭」
４／４（土）〜４／５（日） ９：００～１８：００

市内で収穫された新鮮な農産物を販売します。

定です。一足早い夏を感じてみませんか？

当日は割引券の配布や、わたあめ等の無償配

場所 九十九里町片貝中央海岸（未定）

布もありますので、お誘い合わせのうえご来

料金 無料

場ください。

☎ 九十九里町観光協会

場所 5/10（日）大網白里市役所本庁舎南側駐車場

０４７５（７６）９４４９

5/17（日）大網白里市農村環境改善センター
（いずみの里）駐車場

■編集・発行

☎ 大網白里市農業振興課

長生・山武地域振興懇話会
茂原市企画財政部企画政策課

つき１回）
「ガラポン大会」など、イベント盛

０４７５（７０）５１１１

☎０４７５（２０）１５１６

■担当

東金市企画政策部企画課

りだくさんの全館あげての春まつりを開催！

☎０４７５（５０）１１２２

多くのお客様のご来店を心よりお待ちしてお
ります。
場所 道の駅 みのりの郷東金
☎ 道の駅 みのりの郷東金

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載されているイベントが中止となる可能性がございます。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

０４７５（５３）３６１５

４／５（日） １０：００～１６：００
昨年も大好評だったイダセイコ・鎮目政宏
（小
田和正カバー）
・Noah・ネオブラザーズ（サザ
ンカバー）ほか多数のミュージシャンが出演
予定。各種出展あり。芝山公園の桜復活を願
い募金も行っています。
場所 芝山仁王尊
料金 無料
☎ 桜フェス実行委員会
０４７９（７７）０１４５

■九十九里町■
サンライズ九十九里 五月人形展示

■九十九里町■
九十九里桜フェスティバル

４／１７（金）～５／６（水・祝）

３／２９（日） １０：００～

た「五月人形」の展示。

「九十九里フェスティバル」では、大漁節保

場所 サンライズ九十九里

九十九里町の皆様から無償提供していただい

１階ロビーエレベーターホール前

われ、美味しいお蕎麦の販売も予定していま

料金 無料

す！

☎ サンライズ九十九里

０４７５（７６）９４４９

５／１７（日） １５：５０～ 白里遊楽市組合

豪華賞品がもらえる宝探し大会などを開催予

大網白里市農村環境改善センター

■芝山町■
千本桜チャリティ LIVE2020
～お寺で音楽フェス in 芝山仁王尊～

☎ 九十九里町観光協会

５／１０（日） ６：４５～ 朝市組合

「お米のすくい取り」
（千円以上お買い上げに

３／２７（金）～３／２９（日）
受付：９：００～１１：１５
さんぶの森公園では約４４０本の桜が花を咲
かせ、長光寺・妙宣寺ではしだれ桜をみるこ
とができます。
さんぶの森交流センターあららぎ館のバイオ
マス体験棟では、サンブスギを使用した箸作
りを無料で体験できます。
また、受付番号が「山武市（さんむし）
」にち
なんだ番号のお客さまにプレゼントがありま
す。
場所 総武本線 日向駅前
（受付は改札を出て左手）
料金 参加無料
☎ 山武市わがまち活性課
０４７５（８０）１２０２

料金 無料

県下一早い「海開き式」！郷土芸能の披露、

５／１０（日） ９：００～
九十九里の白い砂浜を爽やかに走り抜けるラ
ンニング大会。足に心地よい感触を残す砂浜
をみんなで走りましょう。
場所 九十九里町片貝中央海岸
料金 一般部門（個人）
：１名４，０００円
伴走部門
：１組４，０００円
ファミリー部門 ：１組４，０００円
☎ 九十九里はまぐりマラソンエントリーデスク
０４２（３７０）７４３１

０４７５(７０)０３４５

料金 無料

場所 宮島池親水公園内

４／２９（水・祝） ９：３０～

■九十九里町■
九十九里はまぐりマラソン

おかげさまで６周年！みのり大創業祭では、

■山武市■
駅からハイキング（春を感じる里山さんぽ
～樹齢約３００年のしだれ桜めぐり～）

存会による舞踊・ジャズ音楽などの演奏が行

■大網白里市■
大網白里市朝市組合・白里遊楽市組合
春の感謝イベント

■九十九里町■
九十九里町海開き式

０４７５（７６）４９０８

～新型コロナウイルス感染症対策について～
感染を予防するには、手洗いや咳エチケットの徹底などの行動が大切です。

