長 生 ･山 武 地 域 イ ベ ン ト 情 報
2017 秋号 vol.83 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。

■企画展「郷土玩具と昔のおもちゃ」
～９／２３(土・祝) ９：００～１６：３０
日本各地に残された人形や土鈴などの郷土玩
具や、子どもに親しまれたベーゴマやメンコ
などを紹介します。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

■白子チューリップ祭りオーナー募集
募集期間 ９／１(金)～１０／１３(金)
今回で２５回目を迎えるチューリップ祭り。
１６種類の球根をご用意しています。
この機会にオーナーになってみませんか。
料金 個人：１口 1,000 円（60 球）
団体：１口 10,000 円（900 球）
☎ 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
とおる

■美術収蔵品展「内海泰 日本画展」
～１０／２２(日) ９：００～１７：００
茂原市に在住し、日展会員として活躍する内
海泰の当館収蔵品１６点を展示します。
場所 茂原市立美術館・郷土資料館
☎ 茂原市立美術館・郷土資料館
０４７５（２６）２１３１

■美術収蔵品展「新収蔵作品展」
～１０/２９(日) ９：００～１７：００
新たに寄贈を受けた日本画・洋画・書・工芸
の約２５点を展示します。場所 茂原市立美
術館・郷土資料館 ☎ 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
９／１(金)～１１／３０(木)
平日１５：００ 土・日・祝①１０：３０②１４：００
※詳しい上映予定や休館日等は、長生村文化
会館 HP をご覧ください。
「名探偵コナン 星影の魔術師（マジシャ
ン）
」／「それいけ！アンパンマン～星の色と
空の色～」
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／子ども(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

■道の駅ながら「新米まつり」
９／３(日) ９：３０～１４：３０ ※雨天決行
新米『ながらこしひかり』の炊きたておにぎ
り、季節の味噌汁などを無償で配布します。
(配布品は変更になる場合あり。また、数に限
りがあります。)場所 道の駅ながら（県道 14

号長柄町六地蔵）※駐車台数に限りがありま
すので、できるだけ乗り合わせてご来場くだ
さい。
☎道の駅ながら ０４７５（３５）４７４１
長柄町産業振興課０４７５（３５）４４４７

■上総国一宮まつり
９／９(土) １３：００～
小中学校の演奏や演技のほか、各種団体によ
る太鼓やフラダンスなどが披露されるアト
ラクションの部と、上総十二社祭りの宵祭と
して始まった「上総おどり」で、会場は夜ま
で大勢の人で賑わいます。場所 ＪＲ上総一
ノ宮駅東側県道 ☎ 上総国一宮まつり実行
委員会 ０４７５（４２）１４２７

■長柄ダム直売所(ﾌｧｰﾏｰｽﾞ･ﾏｰｹｯ
ﾄ)「新米まつり」
９／１０(日) ９：３０～１４：３０※雨天決行
新米『ながらこしひかり』の炊きたておにぎ
り、季節の味噌汁などを無償で配布します。
(配布品は変更になる場合あり。また、数に限
りがあります。)
場所 長柄ダム直売所(ﾌｧｰﾏｰｽﾞ･ﾏｰｹｯﾄ)
（長柄ダム湖畔（長柄町山之郷）
）
☎長柄ダム直売所０４７５（３５）００６６
長柄町産業振興課０４７５（３５）４４４７

史民俗資料館 ０４７５（４４）０２９０

■茂原秋まつり合同みこし渡御
９／１７(日) １４：３０～１５：３０
市内を練り歩いた茂原・高師・中の島のみこ
しが茂原駅前で一同に会し、盛大にもみ合う
勇壮なお祭りです。会場では中の島太鼓によ
る和太鼓演奏が祭りを一層盛り上げます。
場所 JR茂原駅南口ロータリー ☎茂原秋ま
つり運営協議会 ０４７５（２０）１５２８

■笠森霊園直売
９／２３(土・祝)、２４(日) ９：００～１５：００
長南町農林業生産組合等連絡協議会による特
産品の販売、お米の無償配布を実施します。
お米、蓮根、椎茸、フレッシュな野菜など、
長南町特産品の魅力を感じてみませんか？
場所 笠森霊園駐車場 ☎ 長南町産業振興
課 ０４７５（４６）３３９７

■九十九里トライアスロン ９／１６(土)
第４回「九十九里トライアスロン」を一宮海
岸周辺で開催します。国内最大規模の 2,000
人が参加し、これまでにない楽しさいっぱい
のトライアスロン大会です。ぜひご観覧くだ
さい。場所 トライアスロン：一宮町周辺 サ
ーフィン体験：一宮海岸 ☎ 一宮町産業観光
課 ０４７５（４２）１４２７

■上総十二社祭り

■長生村バンドフェスティバル 2017

９／１３(水)
「上総の裸祭り」とも称し、大同２年（807
年）に始まったと伝えられる祭りで、釣ヶ崎
海岸を祭典場とし、９基の神輿・神の馬１
頭・騎馬５頭に 1,000 名余りの裸の男たちが、
九十九里の大海原を背に駆けぬけます。
場所 玉前神社から釣ヶ崎海岸
☎ 玉前神社 ０４７５（４２）２７１１

９／２４(日) 開場１５：００ 開演１５：３０
アマチュアバンドによるライブを開催します。
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

■第１１回渚のﾌｧｰﾏｰｽﾞマーケット
１１／２５(土) １０：００～１６：００
農産物、手づくり雑貨、ランチ＆カフェメニ
ューの販売、フラダンスの披露など、一宮町
の魅力溢れるイベントです。
場所 一宮海岸広場
☎ 一宮町企画課 ０４７５（４２）２１１３

■第１５回観月の夕べコンサート
９／１６(土) １７：００～１９：００
国指定重要文化財の大日如来坐像等をライト
アップして、ピアノ・和太鼓・篠笛による和
楽器のコンサートを開催します。※チケット
は前売りのみ 場所 妙楽寺境内(駐車場なし、
送迎バスあり) 料金 2,000円 ☎ 睦沢町立歴

■第１１回むつざわ観光まつり
～ M-1 ぐらんぷり ～
９／３０(土) ９：３０～１４：３０
※雨天の場合は１０／１(日)に順延
よさこい踊り、フラダンスショー、子どもみ
こし、バンド演奏、長生地域の食のコンテス
トなど、盛りだくさんのイベントです。
場所 睦沢町歴史民俗資料館脇駐車場
☎ 睦沢町観光協会（睦沢町産業振興課）
０４７５（４４）２５０５

■「田んぼの学校」
第１９回古代米稲刈り体験
１０月上旬 １０：００～１２：００
手作業による「稲刈り」と「おだがけ」を行
います。タオル・帽子・軍手・長靴・草刈り
鎌をご用意ください。作業後には、古代米の
おにぎり・お餅・豚汁等を用意しています。
場所 睦沢町上市場「今堰ため池」奥の水田

料金 無料
☎睦沢町産業振興課０４７５(４４)２５０５

■第１２回長生・海を歩こう大会
１０／８(日) ９：００～ ※小雨決行
恵まれた自然と豊かな海に親しみ、人と人と
の絆を深めながら、心と体の調和のとれた健
康づくりをしませんか。コースは長生村一松
海岸から白子町八斗海岸までの往復６キロ。
参加者には新鮮な長生トマトやおいしいみ
そ汁を無償配布。長生村の農産物が当たる
“おたのしみ抽選会”などの催しもあります。
場所 長生村一松海岸(海水浴場駐車場)集合
料金 300 円 ☎ 長生村体育協会事務局
（長生
村文化会館）０４７５（３２）５１００

■里山ランニング「むつざわ★まちロゲ」
１０／１４(土) １０：００～１５：００
※申込締切 １０／１(日)
睦沢町の地図を片手にロゲイニングを楽しみ
ませんか？ポイントを探して写真を撮ったり
クイズに答えたり、仲間と楽しめるイベント
を開催します。参加チーム募集中！
場所 睦沢町
料金 大人 2,000 円／小・中学生 1,000 円
☎睦沢町まちづくり課０４７５(４４)２５０１

■特別展「名人彫物師島村圓鉄と
その末裔たち」
１０／１４(土)～２／１８(日)９：００～１６：３０

江戸時代の元禄から享保のころ名人といわれ
た彫物師島村圓鉄。当館所蔵の島村圓鉄の作
品をはじめ、その弟子島村俊實、その流れを
くむ押田信一のなどの貴重な作品をはじめ圓
鉄以来の彫物師の作品の他、圓鉄の弟弟子の
高松又八郎邦教の弟子筋にあたる後藤家や長
坂家の系統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

■名作映画を大画面で！～戦後の名画特集～
１０／２０(金)１０：００～１１：２７『伊豆の踊
子』／１３：００～１５：１０ 『にごりえ』
１０／２１(土)１０：００～１１：２７ 『稲妻』／
１３：００～１４：３９ 『華岡青洲の妻』／
１５：１０～１６：３７ 『伊豆の踊子』
吉永小百合、高峰秀子、丹阿弥谷津子、若尾
文子ら日本映画史を彩る名女優たちの代表作
を上映します。場所 茂原市東部台文化会館
料金 ①１日券:前売 500 円（当日 700 円）
９／１（金）より発売開始 ☎ 茂原市東部台
文化会館 ０４７５（２３）８７１１

■第４８回白子町文化祭
１０／２７(金)～１１／３(金・祝)９：００～１７：００

文化協会加盟団体、サークル、一般及び小中
学生の作品（書道、図面、美術）の展示を予
定。１１／３には、獅子舞、舞踊、太鼓など
の芸能発表会、小中学生による音楽発表会、
地域農産物及び加工品等の直売のほか、楽し
いイベントを予定しています。場所 白子町
青少年センター ☎ 白子町文化祭実行委員会
０４７５（３３）２１４４

■第２２回文化財保護ボランティア
「妙楽寺」
１０／２８(土) ９：００～１１：００
国指定重要文化財の大日如来坐像のある妙楽
寺周辺の清掃をした後、一般には未公開の本
堂内陣で、仏像の特別鑑賞と学芸員による解
説などがあります。重要文化財を間近で拝観
できる数少ない機会です。
（事前申込不要）
場所 妙楽寺境内
料金 無料 ☎ 睦沢町
立歴史民俗資料館 ０４７５（４４）０２９０

■宝くじスポーツフェア
ドリームベースボール
１０／２９(日) ９：３０～１５：３０ (９時開場)
※事前に入場整理券を公共施設等で配布します。
詳細はお問い合わせください(時期等未定)

金田正一さんや村田兆治さんなど往年のプロ
野球選手をお迎えし、野球教室や講演会、ド
リームゲームなどを行います。
多くのお客様のご来場をお待ちしています。
場所 長生の森公園野球場 料金 無料
☎ 茂原市体育課 ０４７５（２０）１５７５

■第３２回 長柄農林商工まつり
１１/３(金・祝) ９：００～１４：００※小雨決行
行政・農業・商工・観光といった、長柄のす
べてが詰まった総力祭を開催します。
場所 長柄町役場駐車場 ☎ 長柄町役場産業
振興課 ０４７５（３５）４４４７

■長南フェスティバル２０１７
１１／３(金・祝) ９：００～１４：００
１１月３日は文化の日。長南フェスティバル
で長南町の文化を体験しませんか？農林業
祭・健康ひろば・文化祭・商工業ひろば・環
境ひろば等のイベントのほか、長南町マスコ
ットキャラクター「ちょな丸」の誕生５周年
を記念した特別企画も！ぜひご来場ください。
場所 長南町役場駐車場・中央公民館
☎ 長南町企画政策課
０４７５（４６）２１１３

■第２７回茂原市産業まつり
１１／３(金・祝) １０：００～１４：００
商工業コーナーや市内農産物の即売、模擬店
のほか、和太鼓の演奏など楽しいイベントを
予定しています。皆様の来場をお待ちしてい
ます。場所 茂原市庁舎南側駐車場
☎ 茂原市農政課 ０４７５（２０）１５２６

■第５０回長生むら文化祭
１１／３(金・祝)～５(日) ９：００～１５：００
書画、陶芸品等の展示や茶道体験、手芸品の
展示即売会等を開催します。１１／５(日)は
長生村文化会館ホールで、踊り、歌などの発
表会があります。ぜひお越しください。
場所 長生村中央公民館・長生村文化会館
料金 無料
☎ 長生村文化会館０４７５(３２)５１００

■長生むらっ子発表会
１１／３(金・祝) 開場９：３０ 開演１０：００
長生村内小中学校の少年の主張、保育所の園

児による合唱、小中学校の金管部及び吹奏楽
部のコンサートを開催します。
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

■第３７回睦沢町農林商工まつり
１１／３(金・祝) ９：３０～１４：３０
農林商工業の展示即売をはじめ、ステージで
の多彩なイベント、大鍋による豚汁の無償配
布も行います。 場所 睦沢中学校校庭
☎ 睦沢町農林商工まつり実行委員会
(睦沢町産業振興課)０４７５(４４)２５０５

■第１９回指定文化財写真パネル展
１１／３(金・祝)～１１／５(日)８：３０～１７：００

睦沢町立中央公民館の創作美術展にあわせ、
睦沢町にある国・県・町の指定文化財を写真
パネルで紹介します。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

■第３１回長生村産業まつり
～C１グランプリ同時開催～
１１／４(土) ９：３０～１４：３０
※小雨決行、予備日１１／５(日)
今年から場所を尼ヶ台総合公園に移し、C１
グランプリ（長生地域うまいもの決定戦）を
同時に開催します。農作物の販売、フリーマ
ーケット、模擬店、いなさ太鼓の実演、地域
のお仕事体験等、盛り沢山の内容です。
場所 長生村尼ヶ台総合公園
☎ 長生村産業まつり実行委員会事務局
（長生村産業課）０４７５（３２）２１１４

■第２４回白子カップテニス・
ソフトテニス大会
１１／１１(土)、１２(日)※申込締切 ９／３０(土)

テニスとソフトテニスの大会を同時開催しま
す。小学生（高学年）から一般愛好家まで、
約 2,000 人が集まります。
場所 白子サニーテニスコート他 料金 ①ソ
フトテニス：一般 2,000 円／人、小学生～高
校生 1,000 円／人 ②テニス：2,000 円／人
☎ 白子カップ実行委員会事務局（白子町教
育委員会内）０４７５（３３）２１４４

■伊藤園レディース直売
１１／１１(土)、１２(日) １０：００～１６：００
伊藤園レディスゴルフトーナメントの開催に
即して、長南町農林業生産組合等連絡協議会
による特産品の販売、お米の無償配布を実施
します。ウコン、古代米など、長南町特産品
の魅力を感じてみませんか？
場所 長南町役場駐車場 ☎ 長南町産業振興
課 ０４７５（４６）３３９７

■第 17 回ふるさとに親しむ古文書講座
１１／１９(日) １３：３０～１５：００
地元の古文書のテキストをつかって読み方を
習い、江戸時代を考えます。
（事前申込不要）
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

