
 

 

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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

大賀ハスまつり 
◆日 時  2021 年 6 月 19 日（土）～27 日（日） 

8 時～14 時 

◆場 所  千葉公園蓮華亭、ハス池周辺 

◆主催者  千葉市、花びと会ちば 

◆問合せ先 千葉市緑政課緑と花の推進室 

TEL 245-5753   

 

昭和 26 年に大賀一郎博士が約 2000 年前のハスの実を

発見してから、今年で 70 年を迎えます。大賀ハスは、

千葉市の花に制定され、千葉県の天然記念物にも指定

されています。大賀ハスまつり開催中は、演奏会や象

鼻杯体験、ワークショップ等も開催されます。 

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.81 

開催日 イベント名称 会場 主催者 又は 問合せ先 

-5/9 令和 2年度発掘調査速報展 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 

-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 

4/9,13,15,16,20 ちばめぐり第 20弾日帰りバスツアー 
富田さとにわ耕園-ちはる農園-しょいか～

ご千葉店-ケーズハーバーPIER01（昼食）

-千葉ポートタワー-幕張温泉湯楽の里 

京成バスシステム        0120-86-3720 

4/17-5/16 ポップアップ・ミュージアム～しかけ絵本の世界～ 千葉市科学館 千葉市科学館              308-0511 

4/17 2021スポーツフェスタ in ちば 千葉ポートアリーナ 千葉市         （千葉ポートアリーナ 241-0006） 

4/24 
ワンコインコンサート Vol.85 徳田雄一郎＆
山田貴子サックス・ピアノコンサート 

千葉市民会館小ホール （公財）千葉市文化振興財団      221-2411 

5/4-5 縄文春まつり 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 

5/9 
ワンコインコンサート Vol.86 スタンダード＆
オリジナル＆インプロビゼーション  

千葉市民会館小ホール 
（公財）千葉市文化振興財団     221-2411 
 

5/21- STORIES‐永遠の人物画展 ホキ美術館 ホキ美術館                205-1500 

5/23 第 9回稲毛花のマラソン 千葉市稲毛海浜公園 
（特非）日本アウトフィットネス協会 

045-642-7400 

5/26-7/11 企画展「気球連隊」（仮称） 千葉市立郷土博物館 千葉市立郷土博物館         222-8231 

5/29 千葉市民体育大会（ヨット） 稲毛ヨットハーバー 千葉市教育委員会  （稲毛ヨットハーバー279-1160） 

6/6 
ヨーソロー1000 人プロジェクト～千葉から千
の響き「和太鼓 1000 人打ち」 

豊砂公園、イオンモール幕張
新都心 

ヨーソロー1000 人プロジェクト実行委員会  
090-8316-7858 

6/18-20 ニチレイレディス 袖ヶ浦カンツリークラブ新袖コース ニチレイレディス大会事務局   03-6430-9553 

6/19-27 駅からハイキング 千葉駅周辺～千葉みなと駅 駅からハイキング事務局    03-5719-3777 

6/19-27 大賀ハスまつり 千葉公園蓮華亭、ハス池周辺 千葉市緑政課緑と花の推進室  245-5753 

6/20 
ワンコインコンサート Vol.87 雅勝津軽三味
線ライブ～民謡からポップスまで～ 

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  

 （4 月-6 月） 
令和３年４月１日発行 

開催日 料金 イベント名称 会場 問合せ先 

4/14-16 有料 I nterop Tokyo 2021  展 I nterop Tokyo 実行委員会    https://www.interop.jp/ 

4/14-16 有料 デジタルサイネージジャパン2021 展 
デジタルサイネージジャパン2021 
https://www.f2ff.jp/dsj/ 

4/14-16 有料 ロケーションビジネスジャパン2021 展 
ロケーションビジネスジャパン実行委員会 
https://www.f2ff.jp/lbj/ 

4/14-16 有料 APPS JAPAN（アプリジャパン）2021 展 
APPS JAPAN 実行委員会 
https://www.f2ff.jp/apps-japan/ 

4/28 無料 大学入試・入学説明会幕張会場/進路相談会幕張会場 会 株式会社ライセンスアカデミー   03-5925-1641 

4/29-5/1 有料 あんさんぶるスターズ！DREAM LIVE -5th Tour ‘Stargazer’ 展 スタライ製作委員会        03-5793-8878 

5/1 有料 大橋彩香 ワンマンライブ2021  イ ホリプロインターナショナル    03-5793-8878  

5/22 有料 第23回日本母性看護学会学術集会 会 
第23回日本母性看護学会学術集会 
https://www.jsmn23.jp/ 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉ロッテマリーンズ試合日程 ZOZO マリンスタジアム（美浜区美浜１）    TEL 03-5682-6341 

開催日時 対戦 開催日時 対戦 開催日時 対戦 

4/1 ☀ VS 楽天 5/3-5 ☀ VS 日本ハム 5/28★ VS カープ（セ・パ交流戦） 

4/6-8★ VS オリックス 5/7★ VS オリックス 5/29-30☀ VS カープ（セ・パ交流戦） 

4/9 ★ VS 西武 5/8-9 ☀ VS オリックス 6/8-10★ VS ヤクルト（セ・パ交流戦） 

4/10-11☀ VS 西武 5/14★ VS 西武 6/11★ VS 巨人（セ・パ交流戦） 

4/20-22★ VS 日本ハム 5/15-16☀ VS 西武 6/12-13☀ VS 巨人（セ・パ交流戦）） 

4/23★ VS ソフトバンク 5/21★ VS 楽天 6/22-24★ VS ソフトバンク 

4/24-25☀ VS ソフトバンク 5/22-23☀ VS 楽天  ☀ ☀デイゲーム ★ナイター 

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）  TEL 0570-064-325           

開催日時 対 戦 開催日時 対 戦 

4/17  14:00～ ＶＳ 栃木 SC 5/23  14:00～ ＶＳ FC町田ゼルビア 

4/25  14:00～ ＶＳ SC 相模原 6/6   14:00～ ＶＳ  モンテディオ山形 

5/9   14:00～ ＶＳ ファジアーノ岡山 6/13  14：00～ ＶＳ  東京ヴェルディ 

 

 

千葉県立美術館 
中央区中央港 1-10-1         TEL242-8311 

開催日 イベント名称 

4/1-5/23 第 1 期コレクション展 名品 1-技法の趣 1- 

4/1-5/23 第 1 期コレクション展 浜口陽三-闇と色彩の戯れ- 

4/1-5/23 
第 1 期コレクション展 働くとき、休むとき-美術の

中のさまざまな日常- 

5/29-7/4 
第 2 期コレクション展 作家たちの青春と外国-若き

作家たちが外国で得たもの- 

5/29-7/4 第 2 期コレクション展 香取秀真-近代金工と古典- 

5/29-7/4 第 2 期コレクション展 名品 2-技法の趣 2- 

5/5 
こどもの日ワークショップ（つなげてのばして-紙の棒をつなげてあそぼ

う！）（布でつくる小さな絵本-フェルトとはさみで絵本をつくろう） 

6/12 
県民の日スペシャルワークショップ ぺったんこアート-

型を使ってスタンピングで遊ぼう！- 

富田さとにわ耕園 
若葉区富田町 711-1           TEL226-0022 

見頃 植物 見頃 植物 
-4 月上旬 桜 4 月下旬-5 月上旬 つつじ 

-4 月下旬 シバザクラ 6 月上旬-6 月下旬 アジサイ 

-5 月下旬 ネモフィラ 6 月下旬-8 月上旬 オオガハス 

4 月上旬-5 月中旬 ポピー   

千葉ポートアリーナ 

中央区問屋町 1－20          TEL241-0006 
開催日 イベント名称 

4/10-11 B1 リーグ 千葉ジェッツ（対新潟アルビレックス BB） 

4/24-25 B1 リーグ 千葉ジェッツ（対横浜ビー・コルセアーズ） 
 

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 

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！ 

4/29-5/5 千葉ポートタワーゴールデンウィークフェスタ 

6/6 似顔絵体験 

6/19-7/7 天空七夕まつり 

千葉市美術館 

中央区中央 3-10-8             TEL221-2311 

開催日 イベント名称 

4/6- 常設展「千葉市美術館コレクション選」 

4/10 -7/4 企画展「大・タイガー立石展 POP・ART の魔術師」 

4/15-7/4 
「つくりかけラボ 03 武藤亜希子｜C+H+I+B+A ART シェ

ア畑」 

5/1-5/30 
オンラインワークショップ「おうちでポーズを決めて、

ドット絵風なデジタル必殺技カードをつくろう！」 

5/22 市民美術講座「極私的タイガー立石論」 

6/19 
ワークショップ「美術館でポーズを決めて、ドット絵風

な必殺技バッジをつくろう！」 

6/26 
市民美術講座「サトウ画廊コレクションから見るタイガ

ー立石」 

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 
5/12 「劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～」 

5/29 「ドラゴンクエスト」ウインドオーケストラコンサート 

 

(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等に条件が

ある場合がございますので、詳細は各施設の HP等をご確認ください。 

 

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