長 生 ･山 武 地 域 イ ベ ン ト 情 報
201７夏号 vol.82 山武エリア
長生・山武地域では、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。

■大網白里市朝市

■第２９年度県民の日山武地域行事

毎週日曜日
５月～９月は ７：００～７：３０
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

６／３(土) １０：３０～１４：３０ ※小雨決行
グルメの祭典、地元産農水産物の販売、採れ
たて野菜、
水産加工、
花の苗の無料配布あり。
ご来場お待ちしています。
場所 九十九里町真亀川総合公園
※駐車場：不動堂海岸町営駐車場
（会場までシャトルバス運行）
☎ 九十九里町企画財政課
０４７５（７０）３１２１

■白里遊楽市
毎週日曜日
５月～９月は １６：００～１７：００
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

■企画展示「PANAM ～日本就航 70 年～」
６／１(木)～７／２３(日)
かつて圧倒的なブランド力で世界の空に君
臨したパンアメリカン航空。既に存在しない
同社ですが、航空界に大きな影響を与えたそ
の軌跡を、新着資料を含めた当館収蔵品等で
ご紹介します。
場所 航空科学博物館（芝山町岩山 111-3）
２階展示室
料金 入館料 大人 500 円、中学生 300 円、
子ども（４歳以上）200 円
☎ 航空科学博物館
０４７９（７８）０５５７

■新人消防士総合訓練
（山武郡市広域行政組合消防本部）
６／２(金) ９：３０～１２：００
今年度、新たに消防士になった新人隊員の勇
姿をぜひ！
詳しくは当消防本部ＨＰをご覧ください。
場所 山武郡市広域行政組合消防本部
☎ 消防本部警防課救助係
０４７５（５２）８７５２

■東金市スポレクデー
６／４(日) ８：４０～１３：００
「いつでも、どこでも、いつまでも」気軽に
できるニュースポーツ（軽スポーツ）体験の
場、東金市スポレクデーを開催します。子ど
もからご高齢の方までどなたでも気軽に楽し
むことができるイベントです。今年は、東金
アリーナ陸上競技場を一般開放します。
ぜひ、この機会に充実した施設で体を動かし
てみてはいかがでしょうか？
場所 東金アリーナ 料金 無料
☎ 東金市スポーツ振興課スポーツ振興係
０４７５（５０）１１８９

■第８回浜マラソン in 山武・九十九里
６／４(日) １１：００～１５：３０
今年で８回目を迎える「砂浜を走る」マラソ
ン大会。木戸川から作田川の間を多くのラン
ナーが走り抜けます。ぜひ応援に来てくださ
い！
場所 本須賀海岸（山武市）
☎ 事務局「国境なきランナーズ©」
０３（５２８０）１３５２

■夢へのフライトプラン
～航空学校合同説明会～
６／１０(土) １０：００～
航空分野に関する学科・コースを設置してい
る各学校が一堂に会し、学校紹介やブースで
の個別相談等を行います。大学のパイロット
養成コースや航空宇宙工学科、専門学校の航
空機整備や客室乗務員コースなど、航空系の
進路に関する情報を得る機会を提供します。
場所 航空科学博物館（芝山町岩山 111-3）
２階展示室
料金 入館料 大人 500 円、中学生 300 円、
子ども（４歳以上）200 円
☎ 航空科学博物館
０４７９（７８）０５５７

■第１５回記念発表会
大網白里市郷土芸能発表会
６／２５(日) １３：００～１５：３０
大網白里市内で伝承される郷土芸能を保存・
継承するため、郷土芸能発表会を行います。
市内で活動する５団体により７演目が上演さ
れるほか、１５回目の記念大会として、郷土
芸能以外にも市内で活動する日本舞踊の団体
による発表もあります。
ぜひお越しください。
場所 大網白里市保健文化センター３階ホール
料金 無料
☎ 大網白里市生涯学習課
０４７５（７０）０３８０

■お楽しみ映画会

■普通救命講習会

７／１６(日)１０：００～１６：００東金文化会館

７／２９(土) ９：００～１２：００
※申込期間７／１０(月)～２１(金)
１３歳以上対象、先着３０名
山武郡市広域行政組合消防本部では、普通救
命講習（公募型）を開催しています。AED
の使用を含む心肺蘇生法を中心とした、応急
手当の知識・技術を習得できます。
場所 山武郡市広域行政組合消防本部３階講堂
料金 無料
☎ 消防本部警防課救急係
０４７５（５２）８７５２

８／２７(日)１３：３０～１５：３０芝山文化センター

子ども向け映画を上映します。
上映作品「美女と野獣」
「ミッキーのハワイ旅
行」
「桃太郎」
「空とぶ宝箱」他
料金 無料
☎ 山武郡市視聴覚教材センター
０４７５（５４）０２５４

■海の日イベント
７／１７(月・祝) １０：００～（予定）
親子アジのつかみ取りなど、各種イベントを
行います。
場所 白里海水浴場
☎ 大網白里市観光協会事務局
０４７５（７０）０３５６

■ひまわり畑
７月下旬～８月上旬
※開花時期は天候によって変わります。
随時見学可能
（農村ふれあいセンター ８：３０～１７：００）

「ひまわりの里山辺実行委員会」が栽培して
いるひまわり畑です。ふれあいセンター前に
咲く 1ha の畑に加え、線路からも見えるひま
わり畑に、ぜひお越しください。
場所 農村ふれあいセンター前
☎ 大網白里市農業振興課
０４７５（７０）０３４５

■ブルーベリー収穫体験
７／２０(木)～８／２５(金)※要事前申込
「ひまわりの里山辺実行委員会」
が開催する、
恒例のブルーベリー収穫体験です。ひまわり
畑を見に行った際には、
立ち寄ってください。
場所 大網白里市農村ふれあいセンター前
料金 小学生以上 1,000 円小学生未満 500 円
☎ 大網白里市農業振興課
０４７５（７０）０３４５

■トウモロコシ収穫体験

■「夏休み体験講座」 火熾し体験

７／１(土) ８：００～１２：００（予定）

７／２２(土)～８／３１(木)
期間中、毎週 火・木・土 １０：００～１5：００
様々な体験を通じて、歴史・文化を学んでみ
ませんか。
古代の舞きり法で火を熾してみましょう。
場所 山武市歴史民俗資料館前庭 料金 無料
☎ 山武市歴史民俗資料館
０４７５（８２）２８４２

※天候や生育状況により、日程等が変更になる場合
があります。

大網白里市農業研究会が丹精込めて育てたお
いしいトウモロコシを収穫できます。
場所 JA 山武郡市白里支所前の畑
料金 トウモロコシ１本１００円 ＊中学生
以下１人につき、トウモロコシ１本無料配布
☎ 大網白里市農業振興課
０４７５（７０）０３４５

■蓮の花と YASSAComachi
写真コンテスト
７／１５(土)
八鶴湖に咲き乱れる蓮の花をテーマに、写真
撮影会を行います。モデルとして、地域発の
アイドルユニットＹＡＳＳＡＣｏｍａｃｈｉ
（やっさこまち）も登場！
場所 八鶴湖周辺 料金 無料
☎ 東金商工会議所
０４７５（５２）１１０１

■九十九里町観光地曳き網
７／２７(木)１０：００～ 九十九里町片貝海岸
８／３(木)１０：００～ 九十九里町真亀海岸
九十九里地域の伝統漁法である地曳き網を体
験してみませんか？
皆さんの参加をお待ちしています。
料金 無料
☎ 九十九里町観光協会
０４７５（７６）９４４９

■山武市サマーカーニバル
７／２９(土)１４：００～２０：００
※荒天時は花火のみ３０(日)に順延
山武市で開催される毎年恒例の夏のイベント。
華やかなサンバ隊の行進やダンスステージが
披露され、フィナーレには、海岸から約 1,000
発の花火が打ち上げられます。
場所 蓮沼海浜公園 展望塔前広場
☎ 山武市サマーカーニバル実行委員会事務局
（山武市わがまち活性課内）
０４７５（８０）１２０１

ントがたくさん。ぜひご来場ください。
場所 ふれあいセンター
☎ 東金市ボランティア・市民活動センター
０４７５（５２）５１９８

■第２８回九十九里町ふるさとまつり
８／５(土) １８：００～
※雨天の場合は６(日)に順延
ひょっとこおどりパレード、花火の打上、夕
市の開催など。
皆様のご来場をお待ちしています。
場所 九十九里町片貝中央海岸
☎ 九十九里町ふるさとまつり実行員会
０４７５（７０）３１２１

■子どもビデオ教室
８／８(火) １０：００～１６：００
※要事前申込、小学生対象
カメラマン・レポーター・ディレクター・AD
などを体験し、子どもたちだけで映像作品を
作りあげます。
場所 東金文化会館 料金 無料
☎ 山武郡市視聴覚教材センター
０４７５（５４）０２５４
き

らい ご う

■親子映像工作教室

■鬼来迎

７／２９(土) １３：３０～１５：３０
※要事前申込、小学生対象
映像のしくみがわかる工作をします。
保護者の方と一緒にご参加ください。
場所 東金文化会館 料金 無料
☎ 山武郡市視聴覚教材センター
０４７５（５４）０２５４

８／１６(水) おおむね１５：００～

■第１９回浜まつり
７／２９(土) １５：００～２０：３０（予定）
ビーチフラッグ、ぼさま踊りやよさこいなど
の各種踊りを予定しています。
フィナーレは、
海に向けての打ち上げ花火（水中スターマイ
ン）をお楽しみいただけます。
場所 白里海水浴場
☎ 大網白里市なつまつり実行委員会事務局
０４７５（７０）０３５６

■原爆被爆と戦時下の郷土資料展
８／４(金)～８／６(日)
９：００～１６：３０ （最終日は１５：３０）
パネルの展示や戦争映画の上映などを行い、
平和の尊さや戦争の悲惨さを考える機会とな
る資料展を開催します。
場所 大網白里市保健文化センター３階
ホールおよびロビー 料金 無料
☎ 大網白里市生涯学習課
０４７５（７０）０３８０

■第１３回ボランティアセンター夏まつり
８／５(土) １０：００～１４：００
ボランティア活動の普及・啓発のための夏ま
つりを開催します。ステージ、模擬店、活動
PR、体験など、誰でも参加できる楽しいイベ

※お盆の行事として演じられるため、正式な開催時刻
は決まっていません。
むしょうしゅうらく

き らいごう

虫生集 落に古くから伝わる「鬼来迎」は、
い ん が おうほう

かんぜんちょうあく

因果応報・勧善懲悪を説く、全国で唯一の
古典的仏教劇で、国の重要無形民俗文化財に
指定されています。
場所 横芝光町虫生「広済寺」
☎ 横芝光町教育委員会社会文化課
０４７９（８４）１３５８

■YASSA フェスティバル
８／１９(土)
東金市の夏最大のイベント「YASSA フェステ
ィバル」
。当日はダンスコンテストをはじめ、
やっさおどり、地域発のアイドルユニットＹ
ＡＳＳＡ Ｃｏｍａｃｈｉ（やっさこまち）
によるライブなど、様々なイベントを予定し
ています。
場所 東金中央公園周辺
☎ ＹＡＳＳＡフェスティバル実行委員会
０４７５（５０）１１４２

■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

