
 

～         で「自分磨き」に出かけよう！～ 
◆体験型観光プラン集「千葉あそび 2022 早春号」では、日本酒講座とマイお猪口作りの陶芸体験をはじめ、食の世界遺産

「味の箱舟」にも認定された千葉の伝統野菜「土気からし菜」を使った粒マスタード作り、車内アナウンスなどのレア体験

を含む鉄道＆映画館のバックヤードツアー、農園でのいちご狩りと人気ホテルのスイーツビュッフェが楽しめる「いちご三

昧」な日帰りバスツアーなど、全 11 プランを掲載。事前にご予約の上ご参加ください。 

◆体験プランの実施期間：１月 13 日(木)～３月 27 日(日)   

◆お問合せ・電話でのご予約/千葉あそび受付係（イオンコンパス内）TEL：043-299-9026≪平日 9:30～17:00(土日祝休み)≫ 

 

「千葉あそび」体験プランの詳しい内容・お申込みはこちらから→ 

 

 

 

千葉市内のイベント 
開催日 イベント名称 会場 主催者 又は 問合せ先 

【開催中】～1/31 
マクハリイルミ 21/22 

-虹色の光/希望あふれる未来へ向けて- 
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 043-296-0694 

   【開催中】～2/14 
千葉都心イルミネーション 

「ルミラージュちば２０２１/２０２２」 

中央公園プロムナード（千葉駅前大

通り）、千葉市中央公園、通町公園 

千葉都心イルミネーション実行委員会 

事務局 043-227-4103 

【開催中】～2/28 猫つぶ写真展 フェスティバルウォーク蘇我 2F 
フェスティバルウォーク蘇我 

043-209-3355 

【開催中】～5/22 野田弘志新作展 神仙沼 -保木将夫氏に捧ぐ- ホキ美術館 
ホキ美術館 

043-205-1500 

1/8～3/6 
企画展「あれもＥ これもＥ 加曽利Ｅ式土器（千葉市内編

２）－加曽利ＥⅣ式とその末裔たち－」 
千葉市立加曽利貝塚博物館 

千葉市立加曽利貝塚博物館 

043-231-0129 

1/18～2/13 フォトコンテスト 2021 応募作品展 
県立幕張海浜公園 Ｃブロック 

パークセンター 

県立幕張海浜公園 

043-296-0126 

1/22 自然観察ワークショップ 千葉市立加曽利貝塚博物館 
千葉市立加曽利貝塚博物館 

043-231-0129 

1/23、2/13・27、

3/13・27 
縄文ひろば 千葉市立加曽利貝塚博物館 

千葉市立加曽利貝塚博物館 

043-231-0129 

1/23 講習会「水苔玉をつくってみましょう」 
千葉市都市緑化植物園 

講習室 

千葉市都市緑化植物園  

043-264-9559 

1/26～3/6 パネル展「千葉常胤と 13 人の御家人たち（南関東編）」 千葉市立郷土博物館 
千葉市立郷土博物館 

043‐222-8231 

1/29・30 
チアリーディング＆ダンス選手権大会 USA Regionals 

2022 千葉大会 
千葉ポートアリーナ 【主催】(一社）Cheer ＆ Dance Education 

1/30、2/26、3/26 
千葉都市モノレール × 京成バス  

「ダブル車両基地見学ツアー」 
千葉都市モノレール車両基地 他 

【主催】千葉都市モノレール(株) 

運輸部営業課 043-287-8215 

2/5～13 AR 雲海クルージング実証実験 ㏌ あるめりあ 千葉みなと・ケーズハーバー 

【主催】名鉄観光 

千葉ポートサービス 

043-205-4333 

2/10・24 日本庭園ヨガ 
県立幕張海浜公園 Ｃブロック 

見浜園内 茶室『松籟亭』 
県立幕張海浜公園 043-296-0126 

2/12 早春のお花見会～ウメ観賞会～ 青葉の森公園 
青葉の森公園 管理事務所 

043-208-1500 

2/19・20 
アルティーリ千葉公式戦  

VS しながわシティバスケットボールクラブ 
千葉ポートアリーナ 【主催】アルティーリ千葉 

2/23 
モニターツアー 

「工場夜景貸切クルーズ＆モノレール車両基地見学」 

千葉都市モノレール車両基地 

千葉みなと 他 

株式会社ポケットカルチャー 

03-5652-7072 

2/23 講習会「かわいい鳥の吊るし飾りをつくりましょう」 
千葉市都市緑化植物園 

講習室 

千葉市都市緑化植物園  

043-264-9559 

2/26・27 アルティーリ千葉公式戦 VS 東京八王子ビートレインズ 千葉ポートアリーナ 【主催】アルティーリ千葉 

3/6 季節を感じる自然観察会 青葉の森公園 
青葉の森公園 管理事務所 

043-208-1500 

3/13 防災そなえパークの日 2022 
県立幕張海浜公園 Ｂブロック 

自由広場 
県立幕張海浜公園 043-296-0126 

3/19 さくら入門～はじめの一歩～ 青葉の森公園 
青葉の森公園 緑の相談所 

043-208-1510 

3/20 春のお茶とお箏（おこと）の会 
県立幕張海浜公園 Ｃブロック 

見浜園内 茶室『松籟亭』 
県立幕張海浜公園 043-296-0126 

3/21・27 

（全２回） 
講習会「花の写真撮影講座（初心者向け）」 

千葉市都市緑化植物園 

講習室 

千葉市都市緑化植物園  

043-264-9559 

3/27 花と緑の講座 
県立幕張海浜公園 Ｃブロック 

パークセンター 

県立幕張海浜公園 

043-296-0126 

※開催日や開催場所等、予告なく変更・中止される場合がございますので、予めご了承ください。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の条件がある場合がございます。また、事前予約やチケット購入が必要なイベントもございますので、ご注意

ください。最新の情報及び、イベントの詳細につきましては、各施設の HP 等をご確認ください。 
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生涯学習センター 
中央区弁天 3-7-7      TEL:043-207-5811 

開催日 イベント名称 

1/22 1 月親子アニメ上映会 

 

1/23 

特別研究講座第２回 

「縄文時代後期の新視点－中葉から後葉への変化－」 

【主催】千葉市立加曽利貝塚博物館 043-231-0129 

2/17 2 月名画座「黒いオルフェ」 

2/26 2 月親子アニメ上映会 

3/17 3 月名画座「パリの大泥棒」 

3/26 3 月親子アニメ上映会 

 

千葉県立中央博物館 
中央区青葉町 955-2       TEL:043-265-3111 
開催日 イベント名称 

1/8～5/8 春の展示「苔松苔梅ー春を寿ぐ うめのきごけー」 

 

千葉市文化センター 
中央区中央 2-5-1        TEL:043-221-2411 
開催日 イベント名称 

2/11～13 
新人賞サポートプログラム 木内あかり個展 

ー沈めた声に、耳をすますー 

3/20 

ワンコインコンサート Vol.96 

ヴァイオリン･クラリネット･ピアノのコンサート 

～春の音色を聴いて～ 

※1/5 AM9:00～電話予約受付開始 
 

 

千葉県立美術館 
中央区中央港 1-10-1     TEL:043-242-8311 

開催日 イベント名称 

【開催中】～1/16 企画展 漆黒のモダン 漆芸家 佐治賢使展 

【開催中】～1/16 
第４期コレクション展 

名品４ －ルノワールと女性をめぐるイメージ－ 

1/25～3/21 山本大貴(ひろき) - Dignity of Realism - 

1/25～3/21 
第５期コレクション展 名品５  

- 肖像画を中心に - 

1/25～3/21 
第５期コレクション展 房総に生きた書家  

-浅見錦龍(きんりゅう)生誕 100 年展- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

幕張メッセ 美浜区中瀬 2-1       TEL:043-296-0001  ※【会場】 展＝国際展示場  イ＝イベントホール コ＝コンベンションホール 

 

 

開催日 イベント名称 会場 

1/15・16 TOKYO AUTO SALON 2022 
展 
イ 

1/21 Creepy Nuts TWO MAN LIVE 「生業」 イ 

1/21～23 冬スポ‼WINTER SPORTS FESTA season21 展 

1/22・23 
uP!!! SPECIAL LIVE HOLIC extra 2022 
 supported by SPACE SHOWER TV 

イ 

2/6 マイナビ 業界研究フェア 幕張会場 展 

2/6 新日本プロレス「新春黄金シリーズ」幕張大会 展 

2/13 TSUKIPRO LIVE 2022 WINTER CARNIVAL イ 

2/13 マイナビ看護学生就職セミナー 幕張会場 コ 

開催日 イベント名称 会場 

3/4 マイナビ 就職 EXPO 幕張会場 展 

3/4～6 2022 スーパージャパンカップダンス イ 

3/12 「TIGER & BUNNY 2 Precious EVE」 イ 

千葉ポートタワー 
中央区中央港 1        TEL:043-241-0125 

開催日 イベント名称 

1/9・16・23、 

2/6、3/6 
似顔絵体験 

2/14～3/14 バレンタイン ピンクライトアップ 

3/13 千葉みなとフリーマーケット 

3/19～4/3 スプリングフェスタ 

3/20 千葉ポートタワーフリーマーケット 

日曜・祝日 

【お得なセットチケット販売のお知らせ】千葉ポ

ートタワーと観光船を「共通パス」で巡ろう！ 

大人：1,200 円、小中学生：600 円 

 

千葉県文化会館 

中央区市場町 11-2      TEL:043-222-0201 
開催日 イベント名称 

1/8 
千葉交響楽団 ニューイヤーコンサート 2022 

歓びのウィーン 

1/29 
しまじろうコンサート  

すすめ！たからのしまのだいぼうけん 

2/13 

プレミアム・クラシック・シリーズ vol.42 

小曽根真 60th Birthday Solo  

OZONE60 Classic×Jazz 

2/19 
チャレンジド・ミュージカル 第 13 回公演 

Mr.パーフェクト！～〇が×で、×が〇で～ 

2/26 實川風ピアノリサイタル ～ショパンの旅～ 

3/27 千葉県少年少女オーケストラ 第 26 回定期演奏会 

 

千葉市民会館           

中央区要町 1－1      TEL:043-224-2431 
開催日 イベント名称 

2/13 東京フィルハーモニー交響楽団 第５４回千葉市定期演奏会 

 

千葉市美術館 

中央区中央３-10-８     TEL:043-221-2311  

開催日 イベント名称 

1/12～3/6 企画展「ジャポニスム―世界を魅了した浮世絵」 

1/13～4/3 「つくりかけラボ 06 岩沢兄弟｜キメラ遊物園」 

3/12～3/31 「第 53 回 千葉市民美術展覧会」 

3/12～3/31 「千葉市美術館所蔵作品による房総ゆかりの美術」 

 

 

（HP）千葉市観光ガイド https://www.chibacity-ta.or.jp/ 

(Twitter) @ 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 


