■ブルーベリー収穫体験

長 生 ･山 武 地 域 イ ベ ン ト 情 報
2016 夏号 vol.78 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１４回大網白里市郷土芸能発表会

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
☎ 大網白里市産業振興課
０４７５（７０）０３４５

６／２６(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
れます。近隣市町村で活動するゲスト団体も
出演します。
場所 大網白里市保健文化センター３階ホール
料金 無料
☎ 大網白里市生涯学習課
０４７５（７０）０３８０

■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

■さんぶの森ふれあいコンサート vol.６
SHIZUME&JUN TWIN VOCAL LIVE
６／４(土) １３：３０開場 １４：００開演
山武のヴォーカリスト二人が歌い上げる、ポ
ピュラーソングの数々をお楽しみください。
場所 さんぶの森文化ホール 料金 無料
☎ さんぶの森文化ホール
０４７５（８０）９７００

■東金市スポレクデー
６／５(日) ８：３０～１３：００
「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
アリーナ内のトレーニングルームを無料開放
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

■サロンコンサート vol.１７１
津軽三味線コンサート
６／１７(金) １８：３０開場 １９：００開演
福島県飯舘村復興支援イベントです。
当日は、
チャリティー即販会を同時開催します。
場所 成東文化会館のぎくプラザエントラン
スホール 料金 1,000 円
☎ 成東文化会館のぎくプラザ
０４７５（８２）５２２２

場所 山武市松尾町蕪木地先
☎ さんむ田んぼアート PROJECT 実行委員会
０８０（９６７６）９９９６

■お楽しみ映画会
７／１７(日)１０：００～１６：００東金文化会館
８／２１(日)１３：３０～１５：３０九十九里町中央公民館
８／２７(土)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「桃太郎」
「金太郎」
「浦島太郎」
「ミッキーの夢物語」他
料金 無料
☎ 山武郡市視聴覚教材センター
０４７５（５４）０２５４

■サロンコンサート vol.１７２
やなわらばー アコースティックライブ
７／１５(金) １８：３０開場 １９：００開演
沖縄県石垣島で生まれ育った、幼馴染の女性
デュオ、
「やなわらばー」のコンサートです。
場所 成東文化会館のぎくプラザエントラン
スホール 料金 1,000 円
☎ 成東文化会館のぎくプラザ
０４７５（８２）５２２２

■蓮の花と YASSAComachi
写真コンテスト
７／１６(土) ９：００受付 ９：３０開始
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

■田んぼアート鑑賞祭
７／１７(日) １１：００～１５：００（予定）
昨年度に引き続き、今年２年目を迎えた「さ
んむ田んぼアート」
。
今年度のテーマは浦島太
郎です。飲食店も出店しますので、ぜひ遊び
にきてください。

■普通救命講習会開催

７月下旬～８月上旬

■山武市サマーカーニバル

※開花時期は天候によって変わります。

「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
☎ 大網白里市産業振興課
０４７５（７０）０３４５

７／３０(土)
１４：００～２０：００ （開会式１５：００～）
華やかなサンバ隊によるパレードや、各種団
体によるステージパフォーマンスが行われる
ほか、フィナーレには約 1,000 発の花火が夏
の夜空を彩ります。
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

■「夏休み体験講座」 火熾し体験

■第１８回浜まつり

７／２１(木)～８／３１(水)１０：００～１5：００
古代の舞きり法で、火を熾してみませんか。
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

７／３０(土) １５：００～２０：３０
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 白里中央海水浴場
☎ 大網白里市なつまつり実行委員会事務局
０４７５（７０）０３５６

７／１８(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 白里中央海水浴場
☎ 大網白里市観光協会事務局
０４７５（７０）０３５６

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
☎ 大網白里市産業振興課
０４７５（７０）０３４５

７／２８(木)１０：００～ 九十九里町片貝海岸
８／４(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、
無料で体験できます。
☎ 九十九里町観光協会
０４７５（７６）９４４９

■ひまわり畑

■海の日イベント

７／２(土) ９：００～１５：００
があります。

■地曳き網大会

７／３０(土) ９：００～１２：００
※申込期間７／１１(月)～２２(金)
平日９：００～１７：００
大切な人の命を守るため、応急手当を身につ
けましょう！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・技術を習得す
るための普通救命講習(公募型)を開催します。
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

■トウモロコシ収穫体験
※天候や生育状況により、日程等が変更になる場合

７／２５(月)～８／２５(木)※要事前申込
毎年「ひまわりの里山辺実行委員会」が開催
する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 大網白里市金谷郷１６７７－１
ひまわり畑近く
料金 小学生以上 1,000 円小学生未満 500 円
☎ 大網白里市産業振興課
０４７５（７０）０３４５

随時見学可能
（農村ふれあいセンター ８：３０～１７：００）

■第１４回ホタル夏祭
７／２３(土) １５：００（予定）
会場では、ウルトラマンショーや豪華景品が
当たる大抽選会、金曜元気市組合の皆さんに
よる焼きそば、焼き鳥の出店があります。
祭りのクライマックスでは、芝山水辺の里に
来場した皆様により、芝山水辺の里にホタル
1,000 匹の放流を行います。
場所 イベント会場：航空科学博物館
ホタルの放流：芝山水辺の里
☎ 芝山町まちづくり課産業振興係
０４７９（７７）３９１８

■篠笛奏者佐藤和哉篠笛コンサート
～情景を伝える篠笛の音色～
７／３０(土) １５：３０開場 １６：００開演
ゆずの『雨のち晴レルヤ』のモチーフ曲であ
る「さくら色のワルツ」を作曲した、佐藤和
哉さんのコンサートを開催します。
場所 成東文化会館のぎくプラザホール
料金 一般：3,000 円、高校生以下：1,000 円、
親子膝上席：2,000 円 全席指定

☎ 成東文化会館のぎくプラザ
０４７５（８２）５２２２

■子どもビデオ教室
８／５(金) 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

■原爆被爆と戦時下の郷土資料展
８／５(金)～８／７(日)
１０：００～１６：００ （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１２回ボランティアセンター夏まつり
８／６(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
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２７回九十九里町ふるさとまつり
８／６(土) １８：００～
※荒天の場合は７(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。ぜひお越しください。
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

■夏休み映画会「サミーとシェリー２」

き

らい ご う

■鬼来迎
８／１６(火) おおむね１５：００～
※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
８／２０(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

航空博物館へ行こう！！
航空博物館で行われる様々なイベントをご紹
介します。
☎ 航空科学博物館（芝山町）
０４７９（７８）０５５７
入館料 大人 500 円、中学生 300 円、
子ども（４歳以上）200 円

■第１０回航空寄席
７／１８(月・祝) １３：００
※当日先着 100 名様まで
恒例となった三遊亭遊雀師匠・柳家三之助師
匠に加え、太神楽の鏡味仙志郎さんによる、
共通の趣味である航空トークと古典落語など
をお楽しみいただけます。
場所 航空科学博物館１Ｆ多目的ホール

８／７(日) ①１０：００～、②１４：００～
小さなウミガメたちはおじいちゃんたちを救
うことができるのか！？
場所 成東文化会館のぎくプラザ ホール
料金 中学生以下無料
高校生以上：700 円（前売 500 円）
☎ 成東文化会館のぎくプラザ
０４７５（８２）５２２２

■飛行機工作教室

■親子映像工作教室

■親子プラモファクトリー

８／７(日) 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 山武郡市振興センター 料金 無料
☎ 山武郡市視聴覚教材センター
０４７５（５４）０２５４

８／１３(土)～１５（月） １３：００～１４：３０
※当日先着４０名まで（原則小学生以上）
お子様向けの、ゴム動力飛行機を作って飛ば
す教室を開催します。よく飛ぶコツなどもお
教えします！ぜひお越しください。
料金 入館料および材料費３００円

８／２１(日) １３：００～１５：００
※親子先着３０組（原則小学生以上、
１組あたり保護者を含め２名様まで）
※７月 1 日(金) １０：００より電話受付開始
親子でプラモデル製作を行います。
工具・接着剤等はご用意いたします。
場所 航空科学博物館１Ｆ多目的ホール
料金 入館料および材料費 1,000 円

