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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。

■横芝光町立図書館「図書館まつり」
１１／３(金・祝)、４(土)、５(日)
９：３０～１８：００
映画会をはじめ、特別おはなし会やリサイク
ル本フェアなど、来館した皆様に楽しんでい
ただけるイベントを開催します。
場所 横芝光町立図書館
☎ 横芝光町立図書館
０４７９（８４）３３１１

■大網白里市朝市

■航空ジャンク市

■第９回郷土芸能大会

■東金市文化祭

毎週日曜日
５月～９月 ７：００～７：３０
１０月～４月 ８：００～８：３０
地元産の野菜や魚、水産加工品まで、新鮮で
おいしい食材がズラリと並びます。
場所 大網白里市役所駐車場
☎ 大網白里市農業振興課
０４７５（７０）０３４５

９／９(土) １０：００～１７：００
９／１０(日) １０：００～１６：００
普段あまりお目にかかれない航空部品やエア
ライングッズなどを格安で販売します。
場所 航空科学博物館１階多目的ホール
料金 大人 500 円／中高生 300 円
子ども（４歳以上）200 円
☎ 航空科学博物館
０４７９（７８）０５５７

１０/２１(土)、２２(日) １０：００～
各地区の例祭等、限られた場所で演じられて
いる郷土芸能の演目が一堂に会し、発表され
ます。３年に一度の貴重な機会ですので、皆
さんのご来場をお待ちしています。
場所 九十九里町立片貝小学校体育館
料金 無料
☎ 九十九里町教育委員会
０４７５（７０）３１９２

■白里遊楽市

■平成２9 年度企画展
『左千夫と絵葉書』後期

■平成２９年度大網白里市産業文化祭
（産業の部）

９／１６(土)～３／２５(日)９：００～１６：３０
伊藤左千夫の門人・同人が左千夫へ送った絵
葉書は明治期の景勝地・風俗を写し出し、文
面は短歌評・歌論などの親密な交流を伺わせ
ます。
明治期の絵葉書に会いに来てください。
場所 山武市歴史民俗資料館企画展示室
料金 一般・大学生 130 円（20 名以上の団体
100 円）／小・中・高校生 80 円（20 名以上
の団体 50 円）／山武市民、小学生未満の幼
児及び 65 歳以上の高齢者・身体障害者手帳
持参の方 無料
☎ 山武市歴史民俗資料館
０４７５（８２）２８４２

１０／２１(土) ９：３０～１５：００
※荒天の場合は２２(日)に順延
市の産業や文化を通じて、市民のふれあいの
輪を広げることを目的とし、新鮮で質の高い
地場産品の販売などを行います。農林水産・
商工各種団体の展示や販売の他、楽しい企画
が盛りだくさんです。ご家族やご友人お誘い
合わせのうえ、お越しください。
場所 大網白里市運動広場
☎ 大網白里市産業文化祭実行委員会
（大網白里市農業振興課内）
０４７５（７０）０３４５

●文化展１１／３(金・祝)～１１／５(日)
１０：００～１６：３０(最終日は終了時間未定)
●文化芸能大会 １１／３（金・祝）
９：３０～１７：００頃
文化展は、手工芸・書道・写真・陶芸・絵画
などを一堂に展示し、文化芸能大会は、ダン
ス・舞踊などを発表します。日ごろの文化活
動を披露しますので、ぜひご見学ください。
場所 東金文化会館
料金 無料
☎ 東金市教育委員会 生涯学習課
０４７５（５０）１１８７

毎週日曜日
５月～９月 １６：００～１７：００
１０月～４月 １５：００～１６：００
地元産の野菜や魚、水産加工品はもちろん、
花なども並びます。
場所 大網白里市農村環境改善センター駐車場
☎ 大網白里市農村環境改善センター
０４７５（７０）５１１１

■救急フェア山武２０１７
９／３(日) １３：００～１５：００
地域のみなさんに救急医療を身近なものに感
じ、理解していただくために、救急フェアを
開催します。マスコットキャラクター達と一
緒に、ＡＥＤを使用した心肺蘇生法や救急車
の適正利用等を分かりやすく紹介します。
救急車や消防車の展示も行います。
場所 東金ショッピングセンターサンピア
料金 無料
☎ 山武郡市広域行政組合消防本部警防課
０４７５（５２）８７５２

■歴史講演
９／９(土) １３：３０～１５：００ 『キャンプ片
貝－豊海高射砲演習場をめぐる諸問題－』
戦後の九十九里に、突如米軍により設けられ
た豊海高射砲演習場の講演です。
皆様のご来場をお待ちしています。
講師：東金市文化財審議委員 古山豊氏
場所 東金文化会館 第２会議室
料金 無料
☎ 東金市教育委員会 生涯学習課
０４７５（５０）１１８７

■十五夜キャンドルナイト in 八鶴湖
１０／４(水) １８：００点灯予定
八鶴湖をぐるっと灯籠で囲みます。幻想的な
湖畔をウォーキングしてみませんか。
場所 八鶴湖周辺
☎ 八鶴湖キャンドルナイト実行委員会
０４３（２２２）０８６０

■第６４回東金市民体育祭
１０／８(日)
８：３０～１４：３０ （受付開始 ７：５０）
※雨天の場合はメインアリーナで実施（要室内履き）

市内８地区の対抗種目に加え、どなたでも自
由に参加できるオープン種目やラッキーナン
バー抽選会、クイズ大会など、楽しいイベン
トも予定しております。小さいお子さんから
ご高齢の方まで皆様でご参加ください。
場所 東金アリーナ陸上競技場
料金 無料
☎ 東金市教育委員会スポーツ振興課
０４７５（５０）１１８９

■平成２９年度大網白里市産業文化祭
（文化の部）
１０／２８(土) ９：３０～１６：３０
１０／２９(日) ９：３０～１５：００
大網白里市内で活動している学習団体等が作
製した作品の展示や、歌や踊りのステージを
お楽しみいただけます。
場所 作品展示部門：大網白里市中央公民館
及び大網白里市保健文化センター１階ロビー
ステージ部門：
大網白里市保健文化センター３階ホール
料金 無料
☎ 大網白里市生涯学習課
０４７５（７０）０３８０
大網白里市中央公民館
０４７５（７２）０６９８

■東金黒豆みそ祭り
１１／４(土) ９：００～１６：００
東金黒豆みそを使用した料理の販売や、メイ
ンイベントとして「東金みそ汁グランプリ」
が開催されます。
来場者の皆様の投票により、
№１のみそ汁が決定します。ご家族やご友人
お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください
場所 道の駅みのりの郷東金
☎ 東金黒豆みそ鍋の会
０４７５（５２）３１６８

■横芝光町文化祭
１１／４(土) ９：００～１７：００
１１／５(日) ９：００～１６：００
※催し物により時間が変更になる場合があります

町民のみなさんの作品展示、
芸能発表のほか、
茶席、俳句会、短歌会、囲碁会が催されます。
場所 横芝光町町民会館・町体育館
☎ 横芝光町教育委員会社会文化課
０４７９（８４）１３５８

■左千夫秋の集い「錦風茶会」
１１／５(日) １０：００～１５：００
※先着 200 名
さわやかな秋空のもと、伊藤左千夫の生家で
お茶を一服いかがですか。茶室「唯真閣」で
は左千夫所蔵の茶道具を披露します。当日は
資料館も無料で見学いただけます。
場所 伊藤左千夫生家・茶室「唯真閣」
料金 無料
☎ 山武市歴史民俗資料館
０４７５（８２）２８４２

■SOMPO ボールゲームフェスタ
２０１７ in 大網白里

■ＪＲ東日本「駅からハイキング」

１１／１１(土) ９：００～１６：００
日本トップリーグ連携機構に所属する日本の
トップアスリートが、ボールを使う運動の楽
しさや技術を指導し、参加者同士の触れ合い
を通して体を動かす楽しさを体験しながら、
基本的な技術の習得や技術力をアップさせる
イベントです。
場所 大網白里アリーナ／市営野球場
料金 無料
☎ 大網白里アリーナ
０４７５（７２）５７０８

１１／１８(土)
東金高等学校山岳部の生徒が考えた、ＪＲ東
金駅を起点としたコースです。東金の地には
自然や歴史が多く残っています。歴史上有名
な人物はもちろん、世に知られていない人々
の歴史も感じることができます。
（約８km）
場所 東金市内
料金 無料（事前申込不要）
ＨＰ JR 東日本「駅からハイキング」
www.jreast.co.jp/ekihai/
※９／４(月)以降当該コースの閲覧可能

■第３５回芝山はにわ祭

第１２回横芝光町産業まつり

１１／１２(日) ９：００～１６：３０
はにわの里「しばやま」では、年に１度古代
人が現代に降り立つはにわ祭を開催します。
新鮮な地元農産物の直売等を行う産業祭、商
工まつりも同時開催。ぜひお越しください。
場所 芝山公園
☎ はにわ祭実行委員会
(芝山町まちづくり課産業振興係内)
０４７９（７７）３９１８

「横芝光まるごとフェア２０１７」

■平成２９年度大網白里市健康づくり講演会
「肩・腰の痛みにさようなら
～自分でできる筋膜リリース～（仮題）」
１１／１８(土) １４：００～１５：３０
肩こり・腰痛などのコリや痛みの原因は、筋
膜にあった。ＮＨＫや日本テレビの番組に出
演し、書籍多数の筋膜博士 竹井仁先生が、肩
こり・腰痛を改善するために自分でできる簡
単体操を紹介します。
場所 大網白里市保健文化センター３階ホール
料金 無料（事前申し込み不要）
☎ 大網白里市健康増進課
０４７５（７２）８３２１

■お楽しみ映画会
１１／１８(土) 横芝光町立図書館
１１／１９(日) 大網白里市保健文化センター
１１／２５(土) 成東文化会館のぎくプラザ
１１／２６(日) 九十九里町中央公民館
各日 １３：３０～１５：３０
子ども向け映画を上映します。上映作品「浦
島太郎」
「はだかの王様」
「ねずみくんのきも
ち」
「ちびまる子ちゃん」
「ミッキーの大時計」
「一休さん」ほか
料金 無料
☎ 山武郡市視聴覚教材センター
０４７５（５４）０２５４

いざ東金へ！～歩いて感じる東金の歴史～

１１／１９(日) ９：００～１４：００
農業団体によるとれたて野菜の即売や、町内
事業者による青空市のほか、各種サービスコ
ーナーなどが開設されます。
子どもから大人まで楽しめるイベントです。
場所 横芝光町役場駐車場
横芝光町町民会館・横芝光町体育館
☎ 横芝光町産業まつり実行委員会事務局
（横芝光町産業振興課内）
０４７９（８４）１２１５

■第２７回東金市産業祭
１１／１９(日) ９：００～１４：００
秋の一大イベント、東金市産業祭が今年も開
催されます。地元の農林産物や特産品・商工
業製品の展示販売をはじめ、つきたて餅のお
雑煮・お汁粉の無償配布や EG フープバトル世
界選手権など、様々なイベントをご用意して
います。
皆様お誘いあわせの上お越しください。
場所 東金市役所駐車場
☎東金市役所農政課０４７５(５０)１１３８

■健康づくり講演会
「これならできる！たばこ撃退講座」
～自分と周囲の健康のために～
１１／２３(木・祝) １１：００～１２：１５
たばこに関する正しい知識について、呼吸器
科の専門の先生から講話をいただきます。
たばこを吸われる本人だけではなく、家族の
皆さんも、ぜひご参加ください。
場所 東金市ふれあいセンター 多目的室
料金 無料
☎ 東金市健康増進課成人保健係
０４７５（５０）１１７４
■編集・発行
長生・山武地域振興懇話会
■担当
茂原市企画財政部企画政策課
☎０４７５（２０）１５１６
東金市企画政策部企画課
☎０４７５（５０）１１２２

