
沿線の夏のイベントやプレイスポットを
一挙にご紹介します。より楽しく夏休み
をすごす参考にしてください。
※主なお祭りや花火大会、プラネタリウ
ムの詳しい情報は 8～ 9ページをご参照
ください。

夏休み　沿線イベント＆プレイスポット

7
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10月s11月7月s9月イベントピックアップ

■木下大サーカス 千葉公演
内ライガーミラクル世界猛獣ショー
／決死の空中大車輪／サファリ
スペクタクル ほか

日～8月27日Dまで
　月～水11：00、13：40
　金　　13：00、15：40
　土・日・祝 8/14・15
　　　　   10：20、13：00、15：40
休木曜日、8/6
場千葉みなと駅東300m 特設会場
料（一般前売券）
　おとな2,700円　子ども1,700円

※新京成各駅（一部の駅を除く）で
　発売中
　（一般当日券）
　おとな3,000円　子ども2,000円
 　※子どもは満3歳～中学3年生まで
問木下サーカス千葉公演事務局
1（043）203-0117
　http://www.kinoshita-circus.co.jp
★各種指定席（別料金）の前売券は
下記プレイガイドで（当日会場でも
お買い求めになれます）
　チケットぴあ  1（0570）02-9999
　ローソンチケット 1（0570）000-777

日９月１８日E18:30～､19:30～
料無料
★ハーモニカ・カルテット「スヴェング」
日９月２１日A15:00～
料全席自由3,５00円

■習志野文化ホール
交新津田沼駅徒歩8分
問1（047）479-1212
★白鳥英美子withトワエモア
日７月２５日F 18:30～
料全席指定5,000円
★日本フィル夏休みコンサート2008
日7月29日C 14:00～
料大人S席５,000円(子ども3,200円）～
B席3,000円（子ども1,800円）
★女優たちによる朗読「夏の雲は忘
れない」ー1945ヒロシマ・ナガサ
キーin Narashino

日8月1日F 18:30～
料全席自由大人1,500円（当日３00
円増）、高校生以下500円（当日
２00円増）、親子券1,800円
★ウィンドミルオーケストラ第34回定期演奏会
日8月3日A 14:00～
料全席自由1.000円
★パイプオルガンレクチャーコンサート
日8月9日G 　入場整理券（無料）
★劇団飛行船ぬいぐるみミュージカル
「ピーターパン」
日８月16日G 11:00～
料S席3,000円、A席2,500円、B
席2,000円
★ちば室内管弦楽団定期演奏会
日８月17日A 13:45～
料全席自由1,500円（当日500円増）
★井上あずみスタジオジブリ名曲コンサート
日８月21日E 13:30～
料全席指定4,000円
★千葉フィルハーモニーサマーコンサート
日８月23日G 13:30～
料全席自由1,000円

　文化・展示会
■松戸市戸定歴史館
開9:30～17:00（入館16：30まで）
休月曜（祝日の場合は火曜休）
料一般150円、高・大学生100円、
小・中学生50円。戸定邸との共
通入館券は一般240円、高・大
学生160円、小・中学生80円（土
曜は小・中学生無料）

交松戸駅東口徒歩10分
問1（047）362-2050
★夏期展「徳川昭武のみた明治のまつど」
日8月2日G～9月28日Aまで
内徳川昭武が撮影した松戸周辺の
古写真ほか

■松戸市立博物館
休月曜（祝日の場合は開館し翌日休館）・
毎月第4金曜

料常設展観覧料　一般300円、高・
大学生150円、小・中学生100円
（土曜日は小・中学生無料）
交八柱駅徒歩15分、または八柱駅
南口から松戸新京成バス小金原
団地行き「公園中央口」下車

問1（047）384-8181
★学習資料展「昔のくらし探検」
日8月2日G～9月28日A
内70年ぐらい前の農家のくらしを出発
点に、衣食住・農業の変化を探検
★夏休みこども竪穴教室｢今から君も縄文人｣
日8月９日G10:00～12:00、14:00～16:00
内竪穴住居の中での煮炊きや石器使
用体験。小学生各回20名(抽選）、
往復ハガキで申し込み7/24E必着
★学芸員連続講演会(友の会共催)
日8月16日G｢房総の戦国時代その1」
13:00～15:00

内定員80名（当日先着順）、参加無料
★｢昭和のくらしを考える｣〔全３回〕
日8月23日G・24日A・30日A

　10:00～12:00
内一般30名(抽選）、参加無料、往復
ハガキで申し込み８/７E必着
★博物館探検(館内公開)
日8月24日A11:00～12:00、
14:00～15:00

内一般各回15名(抽選）、参加無料、
往復ハガキで申し込み８/12C必着

■松戸市民会館
休月曜（祝日の場合は翌日）
交松戸駅東口徒歩7分
問1（047）368-1237
★プラネタリウム8・9月の番組「“きぼ
う”にむけて～宇宙開発の未来～」
日8月2日G～9月28日A土・日・祝と
夏休み中の水・木曜日
　10:30、13:30、15:30（水・木曜
日は午後のみ２回）

料大人52円、中学生以下31円
　（20名から団体料金 大人31円、
中学生以下21円）
★来館者には「星座早見盤工作セッ
ト」を無料で差し上げています

■白井市文化センタープラネタリウム館
休月曜・祝日（土・日に祝日が重なる
場合開館、次の火曜日が休館

料大人310円、子ども150円
交北総線白井駅北口徒歩10分
問1（047）492-1125
★夏休み一般投影
日8月31日Aまで
時水～日曜  14:00～「みみずく探査機
ほうほうの旅」、15:30～「宇宙はじま
りの物語」※火曜は団体予約のみ
★ロイ君「やじるしくんのいたずら」
時水～日曜 11:00～
★ほしぞらおはなしかい
日 8月6日D11:00～
内ドームで星空のお話と絵本の読み
聞かせ。投映は約50分。30分
前から券売
★昼間の星を見る会
日 8月9日G11:30～13：30
料無料　※予約不要、荒天中止
★星を見る会（月、木星、Ｍ１３ほか）
日8月9日G19:00～20：15
　予約不要（受付は20分前から図書館玄
関前にて）荒天の場合は解説のみ

料参加費大人100円、子ども無料、
定員50人、小学生は保護者同伴

■船橋市郷土資料館
開9:00～17:00 （入館16:30まで）
休月曜・祝翌日（土・日は開館）
交習志野駅徒歩10分
問1（047）465-9680
★小企画展「くらしの道具ー道具が語
るくらしの歴史」

日開催中～10月19日Aまで
内大人にはなつかしい、小学校で学ぶ

昔のくらしの道具類を特集。
★屋外展示「蒸気機関車」
日公開日は毎週土・日・祝の
　10:00～16:00（雨天中止）
■鎌ケ谷市郷土資料館
開9:00～17:00 
休月曜・祝日 9/16は休館
交初富駅徒歩5分
問1（047）445-1030
★第9回ミニ展示「ワカタネに渡る
ニッポンの景観」

日９月2日C～9月２８日A
内11月にニュージーランドのワカタネ市
博物館で行われる展示を先行紹介

料無料
場郷土資料館2階展示室

■習志野市総合教育センター
　プラネタリウム館
交京成線実籾駅徒歩10分
問1（047）475-5156
★投影「星になったチロ」と7月「黄道12
星座と星占い」８月「流れ星と流星群」

日7月２7日A、8月9日G、24日A、
10:00、13:00、15:00

料高校生以上440円（市内在住64
歳まで220円、市内在住65歳以
上110円）、中学生以下無料
★科学教室
日8月５日C「ライトフライヤー（紙飛行
機）を飛ばそう！」、２０日D「ビー玉を使っ
た万華鏡づくり」、10:00～12:00

内要予約30名、材料費2００～300 円

■船橋市総合教育センター
　プラネタリウム館
休月曜・祝日、7月22日C、8月28日E、29日F
交JR東船橋駅徒歩15分
問1（047）422-7732
★一般向け8月31日 A まで「ボクたちの
新竹取物語 ～月周回衛星かぐや～」

日土・日曜および7月23日～8月27
日の火～金曜日14：00、15：30
★幼児向け8月31日 A まで
　「ピーターパンと星の国へいこう」
日土・日曜および7月23日～8月27日

の火～金曜 11：00～
料大人420円　子供210円（市内 
   の中学生以下無料）
★七夕特別投映
日8月2日G18：00～19：15
内3歳以上予約先着200名、無料
★星を見る会
日8月9日G19：00～21：00
内予約先着150名、無料

■千葉市美術館
開10：00～18：00（金・土は～20:00）
休第１月曜日（祝日の場合は翌日）
交京成千葉線千葉中央駅徒歩10分
問1（043）221-2311
★ブラティスラヴァ世界絵本原画展̶歴
代グランプリ作家とその仕事

日7月29日C～9月7日A
内スロヴァキア共和国の首都ブラ
ティスラヴァの絵本原画の国際コ
ンペティション第21回展の受賞作
品ほか。出品原画数約１５０点

料一般800円、高校・大学生560
円、中学生以下無料

■千葉市科学館
開9:00～19:00（プラネタリウムは～20:00）
休毎月最終月曜日、機器点検日
    ※夏休み期間中は無休
交京成千葉線千葉中央駅徒歩５分
問1（043）308-0511
★花火のサイエンス
日開催中～8月31日A
内花火のしくみや色、大きさなどを科
学的に解説。8月25日11:00～は
スライド＆トークショーあり

料大人200円、高校生100円、
　小中学生100円
★実験ショーの達人月僧秀弥先生の
「花火のしくみを大実験」
日8月13日D10:30,13:30,15:00
料定員40名、入館料のみ
★ファイヤーショー「花火のしくみを大実験」
日8月14日E、17日A、24日A、30
日G11:00、14:00

料定員40名、入館料のみ

今年の京成グループ花火ナイターは、8月25日（月）オリックス・バッファ
ローズ戦！
千葉マリンスタジアムの夏の風物詩「第7回京成グループ花火ナイ
ター」を今年も開催します。試合前には、ちびっこに大人気、ミニ電車
の運行などイベントが盛りだくさん！ ５回裏終了後には、花火が一斉に
打ち上げられます。みんなで花火を見ながら、マリーンズを応援しよう！
開 催 日　8月25日（月）
　　　　　  千葉ロッテマリーンズVSオリックス・バファローズ
試合開始　１８時15分（予定）
会　　場　千葉マリンスタジアム
主　　催　千葉ロッテマリーンズ
協　　賛　京成グループ各社
お問い合わせ　京成電鉄（株）広報担当　1（03）3621-2232

京成グループ花火ナイターで花火を見よう！

©CLM
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内容は変更されることがありますのでご利用前にお問い合わせください

　プール
松戸運動公園プール
期8月31日A まで
時9:00～11:00、12:00～14:00、
15:00～17:00

料一般200円、
　幼児、小・中学生50円（2時間）
交松戸新田駅徒歩12分または松戸駅
東口、JR北松戸駅から松戸新京成バ
ス県立松高前行き「運動公園」下車

問1（047）363-9554

■松戸中央公園プール
期8月31日A まで
時9:00～11:00、12:00～14:00、
15:00～17:00

料一般200円、
　幼児、小・中学生50円（2時間）
交松戸駅東口徒歩5分
問1（047）363-6863

■松戸東部スポーツパークプール
期8月31日A まで
時9:00～11:00、12:00～14:00、
15:00～17:00

料一般200円、
　幼児、小・中学生50円（2時間）
交北総線・JR武蔵野線東松戸駅徒歩12分
問1（047）391-0944

■新松戸プール
期8月31日A まで
時9:00～11:00、12:00～14:00、
15:00～17:00

料一般200円、
　幼児、小・中学生50円（2時間）
交JR新松戸駅徒歩15分またはJR新松
戸駅から松戸新京成バス馬橋駅行
き、JR馬橋駅から松戸新京成バス新
松戸駅行き「新松戸南小」下車

問1（047）342-9332

■和名ケ谷スポーツセンター屋内温水プール
期通年営業
時9:00～21:00（入場～20:00）
休第3月曜日（祝日の場合は翌日）
料一般300円（1時間）以降30分増
すまでごとに150円
　幼児、小・中学生100円（1時間）
以降30分増すまでごとに50円

交松戸駅東口から松戸新京成バス1、２
番線「富士見台」下車徒歩13分

　松戸駅西口から京成バス高塚梨香台
線「陣ケ前」下車徒歩11分

問1（047）391-5990

■船橋市運動公園プール
期9月７日Aまで
　（大会などのため7/20、22、8/4、
9/1は休業）

時夏休み期間中9:00～19:00
　（中学生以下は17:00まで）
料一般310円、小・中学生50円（2
時間）、ロッカー代10円

交JR船橋駅北口から船橋新京成バ
ス3、5、6番線または7番線三咲駅・
小室駅行き「市立体育館」下車（い
ずれも医療センター経由を除く）

問1（047）438-4461

■船橋アリーナ温水プール
期通年営業
時9:00（夏休みは8:00）～21:00
（17:00以降は要保護者同伴）
休月曜日（祝日の場合は開館）
    7/19～8/31はプールのみ無休
料一般420円、高・大学生310円、
　小・中学生210円（2時間）、ロッ
カー代100円

交北習志野駅から船橋新京成バス4番
線高根公団駅行き、3番線古和釜十
字路行き、セコメディック病院行き、小
室駅行き「東警察署前」下車徒歩5分

問1（047）461-9844

　自治体情報　
■松戸市
★市制施行65周年松戸花火大会
　イン2008～みんなであげる夢花火
日8月2日G19:15～20:20
　※延期の場合は9日G
場江戸川河川敷（松戸市立図書館本館地先）
内BGMにあわせ変化に富んだ花火
約8000発を打上予定

問商工観光課  1（047）366-7327
★松戸宿坂川献灯まつり
日8月9日G～10日A13:00～
21:00※小雨決行

場松戸宿坂川沿道（伊勢丹松戸店先）
問実行委員会  1（047）362-5356
★矢切ビールまつり
日8月6日D～7日E
 17：00～21：00※小雨決行
場北総線・矢切駅ロータリー
内模擬店多数あり
問商工観光課  1（047）366-7327 
★馬橋坂川清流まつり
日8月23日G～24日A
  10：00～21：00※小雨決行
場馬橋駅西口広場 西口駅前大通り
内灯篭流し、サンバカーニバル、阿波踊り他
問商工観光課  1（047）366-7327

■鎌ケ谷市
★第34回鎌ケ谷市市民夏まつり
日8月2３日G 10:00～17：00
　雨天の場合2４日A
内フリーバザール、中央ステージほか
場貝柄山公園（新鎌ヶ谷駅徒歩20
分、北初富・初富駅徒歩10分）

問市民活動推進課  1（047）445-1141  

■船橋市
★ふなばし市民まつり
日７月２５日F～２７日A ・30日D
  11：30～21：00※時間は日程・会場
により異なります

場本町・宮本通りほか
内「めいど・いん・ふなばし」工業展な
ど、「ジョイ＆ショッピングフェア」フ
リーマーケットなど、「ふれあいまつ
り」ばか面踊りなど
問実行委員会 1（047）436-2473
★船橋港親水公園花火大会
日7月30日D 19：30～20：30（延期
の場合31日、8月1日に順延）

場船橋港親水公園、船橋漁港周辺
問実行委員会  1（047）436-2473
★平和の集い
日８月９日G 10：00～1７：０0
場市民文化ホール
内ライブコンサート、映画鑑賞「硫黄島か
らの手紙」、講演会（辺真一氏）ほか
問企画調整課  1（047）436-2932
★なし味自慢コンテスト優秀品展示会
日８月１１日B14：00～1７：０0
    ８月１2日C  9：00～15：０0
場市役所1階美術コーナー
内品評会で優秀な成績をおさめた船橋
産のなしを展示。試食もできます。

問農業センター  1（047）457-7481
★小室の獅子舞
日８月２１日E 15：00頃～
場本覚寺（小室町）
問文化課  1（047）436-2898

■習志野市
★こども映画会
日7月26日G 10:00～1１:00
　定員144人
場習志野市総合教育センター
問同センター  1（047）476-1715
★市民まつり「習志野きらっと2008」
日7月27日A 10:00～21:00
場習志野市役所前グラウンド
内きらっとサンバパレード、サンバ発表会、
山車・御輿、音頭、バザー、グルメコー
ナー、昔遊び、スポーツコーナーなど

問実行委員会 1（047）453-9289

★なつ、あそぼ！
日８月2日G 13:00～15:00
場谷津公民館
内ゲーム・読み聞かせ・工作・バルー
ン・昆虫と遊ぼう（幼・小対象）
問谷津公民館1（047）452-1509
★体力測定へ15（いこう）＆PLAY SPORTS
日８月15日F 体力測定9:00～11:00 
PLAY SPORTS＝11:00～13:00

場袖ケ浦体育館
内参加費100円（保険料）
問習志野市スポーツ振興協会　
　1（047）452-4380
★第26回みはなサマーコンサート
日8月17日A 10:00～12:30
場実花小学校体育館
内地元学校などによる演奏会
　※上ばき、下足入れ袋持参
問実花公民館  1（047）477-8899
★新習志野駅前フリーマーケット
日9月7日A 10:00～16:00
場新習志野駅前メルクス新習志野モール内
問習志野市商店会連合会　
　1（047）455-1955
★津田沼１丁目商店会フリーマーケット
日9月14日A 10:00～15:00
場新津田沼駅２階通路（屋根付）
問習志野市商店会連合会
　1（047）455-1955

　公園・動植物園
■市川市動植物園
休月曜（祝日の場合は翌火曜休）
交くぬぎ山駅西口徒歩20分
問1（047）338-1960
★山ユリ観賞会
日7月19日G～27日A9:00～1６:00
（2２日Cは休み）
内事業用山林(山ユリの里）で自生
する山ユリを観賞できます
★ホタル観賞会
日7月27日A～8月10日A
  日没～20:30（入園は２０:00まで）
　※７月28日（月）、8月4日（月）と雨
天はお休みです

内自然観察園内に生息する野生の
ヘイケボタルが自由に観察
★調理室探検－ZOOワンポイントガイド－
日8月3日A 13:30～
内調理室で飼育員が動物たちのエ
サについて詳しく解説
★動物クイズラリー
日８月１７日A 9:30～1５:00
内解答した方には記念品（オリジナ
ルポストカード）をプレゼント。解
答用紙の配布は開園 ｰ13時30
分まで（なくなり次第終了）

■ ふなばし三番瀬海浜公園
休月曜定休
交ＪＲ船橋駅南口、京葉線二俣新
町駅から京成バスシステム「船橋
海浜公園」行き終点下車

問1（047）435-0828
　 http://www.park-funabashi.or.jp
★流れるプール オープン！
日7月19日G～9月7日A
料利用料金は高校生以上800円、
小中学生400円、幼児（4歳以上）
200円　開催期間中無休

■ふなばしアンデルセン公園
休月曜定休（7/19～ 8/3は無休開園）
料一般900円、高校生600円、小・
中学生200円、4歳以上100円

交三咲駅から船橋新京成バス、セコ
メディック病院行き、北習志野駅
から小室駅行き「アンデルセン公
園」下車、または三咲駅、船橋駅
北口から船橋新京成バス小室駅
行き「県民の森」下車徒歩5分

問1（047）457-6627
★「秋長さちこ」レゴ作品展
日７月19日G～8月31日A

場コミュニティーセンター
★メルヘンの丘音楽会 MINAMI＆ MIKI 
オーボエ＆ピアノ  ファンタジックミニコンサート
日7月21日（月・祝）11：00、13：00
場イベントドーム
★サマーフェスティバル（音楽会）
日8月9日Gよさこいソーラン、10日
Aビッグバンドinアンデルセン、１３日
Dアコースティック・デュオ・ライブ、
15日Fマリンバコンサート、16日G
ライブフェスタ、17日A吹奏楽、イベ
ント盛りだくさんの９日間
場ワンパク王国・イベントドーム
★企画展「中村錦平さんのねんど／やきもの
劇場　４人のホープ＋船橋の子どもたち」

日開催中～8月3日A 
場子ども美術館展示室１、2
★とくべつおはなし会（二十三夜の会）
日7月27日A 13:00、14:30
場童話館
★とくべつおはなし会（船橋市地域文庫連絡会）
日8月3日A 13:00、14:30
場童話館
★みんなで歌おう童謡・唱歌
日8月3日A 13:00、15:00
場談話室
★押し花絵に挑戦 夏の思い出づくり
日８月９日G・１０日A １２:００～１５:００
内参加費１００円(先着１００人)　
★チャレンジ 携帯ストラップづくり
日８月23日G・24日A １２:００～１５:００
内参加費１００円(先着１００人)

　ホール・コンサート
■森のホール21大ホール
交八柱駅徒歩15分、または八柱駅
南口から松戸新京成バス小金原
団地行き「公園中央口」下車

問森のホール21チケットセンター
　1（047）384-3331
★愛と青春のヒットソングス
日7月24日E 18:30～
料S席6,000円、A席4,500円
★よこすかウィンドアンサンブル
日8月10日A14:00～
料無料
★°C-ute コンサートツアー2008
日8月16日G15:00、18:30、
17日A 14:00～、17:30～
料S席5,850円、ファミリー5,850円
★高橋真梨子コンサートツアー2008
日8月30日G17:00～
料全席指定7,500円
★ビギン一五一会コンサート2008
日9月3日D 19:00～
料全席指定6,000円
　※チケットは完売の場合もありま
すのでご了承ください

■船橋市民文化ホール
交京成線船橋駅徒歩5分
問1（047）434-5555
★夏休みファミリーミュージカル「若草物語」
日８月３日A15:00～
料全席指定 一般3,500円、中学生
以下２，０００円
★千住真理子ヴァイオリンリサイタル
日9月13日G14:00～
料全席指定Ｓ席４,５００円、
　Ａ席　３,８００円
★夏川りみコンサート 歌さがしの旅2008～2009
日9月19日F19:00～
料全席指定5.500円

■きららホール（船橋市民文化創造館）
交JR船橋駅南口・京成船橋駅東口
徒歩2分

問1（047）423-7261
★よりみちライブvol.5８「誰でも楽しめる
よくばりコンサート（声楽）」

日８月21日E18:30～､19:30～
料無料
★よりみちライブvol.5９「ブラジルの風
～ショーロでリラックス」




