
④わんぱく教室 ～水鉄砲を作って、水遊びと、巨大なシャボン玉であそぼう～

日時・場所 日時 ８月１０日(土)９：００～１２：００ 場所 三芳中堰駐車場

内 容 竹で作る水鉄砲と、でっかいシャボン玉であそぼう！ 出来上がった水鉄砲
でみんなで水遊びしよう。（※悪天候の場合は8月１１日(日)に順延）

定 員 30名 小1～6 （小1～3保護者同伴) 参加費 無料 濡れるので着替 飲物 帽子

①ジュニアゴルフ教室【全3回】 ～ ゴルフを体験してみよう ～
日時・場所 日時 7月24日(水)、31日(金)、８月7日(水)18：00～19：00場所 館山ゴルフ倶楽部

内 容 楽しくゴルフを体験してみましょう。クラブは無料貸出しがあります。
初めての人でも、打ち方から指導します。協力 南房総市体育協会ゴルフ部

定 員 10名 小１～ (保護者同伴) 参加費 持ち物 無料 タオル 着替え

⑧星空観察教室 ～土星の輪・天の川・流れ星も見える？～
日時・場所 日時 ８月２１日(水) １8：3０～20：3０ 場所 嶺南学園

内 容 大型天体望遠鏡で観測！土星、木星、夏の星座を見てみよう！ 天の川や、
運がよければ流れ星も！(荒天時は屋内で星の解説になります。)

定 員 40名 小１～ （保護者同伴） 参加費 無料

⑥古代人の飾り 勾玉（まがたま）を作ろう！

日時・場所 日時 ８月１６日(金) 13：30～16：30 場所 丸山公民館

内 容 古代の人が飾りとしてつけていた勾玉。石を削りだして、自分だけの一品を
つくろう。勾玉とはなんなのか、なぜ、古代の人は勾玉を身につけたのか？

定 員 20名 小1～(小１～小３は保護者同伴) 参加費 ３００円 汚れてもよい服装

申込は、丸山公民館で7月１６日(火)午前9時から１９日(金)12時まで
申込み定員を上回った場合は抽選です。受講できる方には電話連絡します。

【１９日 12時以後は空きがある場合先着順にて受付】 申込み 問合せ☎46-4031

⑦南房総の土木遺産ツアー（トンネル編） ～三芳・富浦・富山のトンネルを巡ろう～

日時・場所
日時 ８月２０日（火）９：00～１５：００
集合場所 丸山公民館 （南房総市岩糸2489番地）

仲尾沢トンネル

内 容 南房総には地域を結ぶ古いトンネルがたくさんあります。古いトンネルを見学しながら地域の交通
や土木技術の歴史を学びませんか？（見学行程に徒歩区間あり）
【行程】 丸山公民館9:00＝＝旧遠藤隧道＝＝仲尾沢トンネル＝＝昼食＝＝小浦国道下トンネル＝
＝木の根隧道・原田山林道＝＝富山登山者駐車場＝＝丸山公民館（解散）15:00 講師 忍足利彦 氏

定 員 ２０名
（親１名と子１名で１組）

参加費
持ち物

参加費無料 【防暑対策】

弁当・飲み物 懐中電灯またはヘッドライト

⑤親子で「アロマヨガ」体験！ ～親子で一緒に体験してみよう～

日時・場所
日時 ①８月１９日(月)②8月26日(月)※①②どちらかを選択 各回とも19：00～20：00
場所 三芳農村環境改善センター （南房総市谷向１０９番地１）

内容 「子育て中だけどヨガをやってみたい！」「子どもと一緒にやってみたい！」そんな方にオスス
メの講座です。アロマセラピーの「よい香」がただよう会場でアロマとヨガで、リラックスしてみ
ませんか？講師 日本ヨガインストラクター協会1級講師アロマ協会アロマテラピーアドバイザー川端ゆみ氏

定員
①５歳～小２の親子優先 15組
②小３～小６の親子優先 15組

参加費
持ち物

参加費無料 ヨガマット
(バスタオル代用可) 飲み物

②花飾りつきデコレーション風鈴 ～花は取り外してブローチにも使える２Way！～

日時・場所 日時 ７月２７日(土)１０：００～１１：００ 場所 丸山公民館

内 容 暑い夏には、風鈴で涼しくなるのはいかがでしょう。デコレーションの風鈴と、取り外し
て花のブローチにもなる飾りを作って、夏の思い出づくりの工作はいかがですか？

定 員 ２０名 小1～6 （小1～3保護者同伴) 参加費 ５００円

③万祝染（まいわいぞめ）をやってみよう‼～南房総の伝統衣装を知ろう～

日時・場所 日時 ８月６日(火)１３：３０～１５：３０ 場所 丸山公民館

内 容 むかし、漁師さんたちがおめでたい時に着ていた「万祝（まいわい）」。カラフルで美しい絵が描かれた
衣装です。万祝の歴史や、色を染める技術を職人さんに教わろう！本物の万祝を着ることもできます。

定 員 ２０名 小1～中３ 参加費 1620円 汚れてもよい服装



令和元年８月24日(土) 令和元年８月２5日(日)

初電18：00～終電19：30【夜行列車運転】 初電9：30～終電15：00

家庭で不要
になった
プラレール
の寄付を
受付けます

本物の鉄道車両を1/150スケールで
再現したＮゲージ車両が走行する
『巨大なジオラマ』や、模型鉄道の
運転体験コーナー、鉄道部品展示
コーナー、ご自由にあそべる
プラレールコーナーもあります。
皆様の、ご来場をおまちしております。

会場 丸山公民館協力 JR館山駅鉄道ＯＢ会館山支部
さざなみ鉄道倶楽部

７月２７日（土）
19：00～
とみうら元気倶楽部

「ボス・ベイビー」
赤ちゃんがおっさん！？に
ギャップ萌え続出！“ポス
ト・ミニオン”ともいえる
愛すべきキャラクターが誕
生！黒いスーツにブリーフ
ケース、ネクタイを締め、
チャキチャキと歩くボス・
ベイビーが、世界を揺るが
す陰謀を阻止するため、兄
ティムと共にある作戦に挑
む。誰もが楽しめ、そして
心温まるボス・ベイビー
ワールド！

あつまれ！

申込み不要
入場無料

７月２８日（日）
19：00～
三芳農村環境

改善センター

「ピーターラビット」
名作絵本を映画化したコメ
ディ・アドベンチャー。イ
ギリスの美しい湖水地方の
田舎町を舞台に、画家のビ
アや仲間たちと楽しい毎日
を送るウサギのピーターが、
自分たちの快適な生活を守
るべく都会から来た青年
トーマスと、熾烈な攻防を
繰り広げるさまとをコミカ
ルに描く。

南房総市文化財イベント
「南房総歴史フェス2019」
日時 ８月１６日（金）１６：００～１９：００

１７日（土） ９：００～１６：００
１８日（日） ９：００～１５：００

場所 南房総市丸山公民館

南房総市が所蔵する歴史的資料（土器・古民
具など）を広く皆様にご覧いただくため、この
夏だけの歴史展示室がオープンします！ 会場
では、学芸員が展示物の解説をしたり、勾玉作
りなどの、体験イベントや、より詳しく歴史な
どを解説する講座も開講！
見て、聞いて、体験して、この夏は歴史に触

れてみよう！

おもなイベントの予定
８／１６①こども向け勾玉つくり 13：30～16：30

自分だけの勾玉を作ろう！要申込み表面⑥参照

②学芸員の展示物解説 17：00～ 18：00～ 各30分
この夏だけの展示室がよりわかりやすくなるために、

解説会を開催します。

８／１７①学芸員の展示物解説 9：30～ 15：00～ 各30分
②安房地域の学芸員が語る「学芸員リレー講座」
安房地域の学芸員がそれぞれの専門分野から見た安房につい
て熱く語ります。 10：00～12：00 13：00～15：00

③組み紐体験10：00～12：00 13：00～15：00 受付随時
甲冑などに用いられた組紐を学んで、実際に作ってみよう！

８／１８①学芸員の展示物解説 9：00～ 14：00～ 各30分
②出張図書館 10：00～12：00
歴史系の図書を出張貸し出しします。

③「甲冑着用体験」10：00～12：00 受付随時
甲冑を身に着けて武士になりきってみよう

④古文書解説 （初心者むけ） 午後開催
⑤海を渡ったアワビ採り 10：00～12：00

語り継ぎたい、明治に太平洋を渡った房州人の話

など・・・他にもイベント開催予定です。
詳細は、後日公民館などにポスター掲示します。
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