イベント

夢と誇りの持てるまち

広報きみつ

平成30年(2018年)6月1日
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元気と自然がいっぱい！
夏の君津のイベントをご紹介します。
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［土］

［日］

［土］

市内の8公民館でそれぞれの地域の魅力を学ぶ講座を
開催します。新しい市の魅力を発見してみませんか。
内容＝下記の一覧表のとおり
※表以外の公民館(八重原、周西、清和、小櫃、上総公民
館)が主催する講座は広報きみつ11月号でお知らせします。
日時

事業名

関連イベント 8公民館の講座をつなぐスタンプラリーを行います。
スタンプを4つ以上集めた方にはプレゼントがあります。詳しくはお
問い合わせください。
主な内容

定員

6/2(土)
17：30～
20：00

周
南
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kimitsu-k@city.kimitsu.lg.jp

所巡りとニッコウキスゲ～ (常代)・宮下川のニッコウキスゲ・周南の巨樹古木の紹介

6/23(土)
10：30～正午
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第6回
君津市民水泳大会2018

6

・

［日］ ［月］

君津市スポーツ・
レクリエーション祭

10月に開催する君津地
区スポーツ・レクリエーショ
ン祭の予選を兼ねて開催
します。
日時＝6月24日(日)午前9時
力を合わせて優勝を目指そう！
開会式(8時40分受付)
会場＝市民体育館
種目＝▼ソフトバレーボール(女性の部・一般男女混合
の部・50歳以上男女混合の部)▼インディアカ(女性
の部・男女混合の部)
対象＝市内在住・在勤の4人から8人のチーム
申込方法＝電話、ファックスまたはメールで、参加種目・チー
ム名・代表者の氏名・住所・電話番号をお伝えください。
申込期限＝6月11日(月)
申 体育振興課☎(56)1433 FAX (56)1627
sports@city.kimitsu.lg.jp

お座敷電車「華（全車両掘り炬燵）
」で行く、
諏訪大社下社春宮とビーナスラインの旅

行 程（

JR久留里線

バス）

上総亀山(6：56発)
久留里(7：17発)
木更津(8：01着)
木更津(8：19頃発)
新宿
茅野(12：30頃着)
7/1 君津(8：05頃発)
諏訪大社下社春宮(下車観光)、万治の石仏、おんばしら館
(日) SUWAガラスの里(下車観光)
よいさ(入場観光)
上諏訪温泉(泊)(16：00頃着)
ホテル(8：30頃発)
ビーナスライン
おぎのや諏訪店(昼食)
7/2
商店)(買物)
茅野(14：25頃発)
新宿
木更津(19：03頃着)
(月)
木更津(19：51発)
久留里(20：37着)
上総亀山(21：00着)

味噌工場(丸井伊藤
君津(19：13頃着)

食事

朝
－
×
昼－○ ( 車内弁当 )
夕
－
○
朝

－

○

昼

－

○

夕－○ ( 車内軽食 )

※交通機関などの都合により変更する場合もあります。

奨学生を募集しています

56－1456

問 教育総務課☎

1

富津公園歩け歩け大会

［日］
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第18 回
きみつ七夕まつり

［日］

期間＝7月1日(日)から2日(月)
定員＝150人(先着順)
費用＝34,000円
宿泊先＝ホテル紅や(上諏訪温泉)
申 君津駅☎(52)6333、久留里駅☎(27)3260

お座敷電車

第15 回
小糸川遊魚まつり

日時＝7月1日(日)
午前8時30分
から9時受付
※午前中で終了
予定
集 合 場 所＝ 富
津公園ジャン
ボプール駐車
潮風かおる海岸沿いを散策します
場前広場
※君津市役所北側(線路側)駐車場からバスを運行
します。バス乗車を希望する方は事前に体育振興課
へお申し込みください(バス定員40人・先着順)。
コース＝富津公園周辺(約5km予定)
対象＝市内在住・在勤の方
※未就学児は、保護者同伴
申 体育振興課☎(56)1433
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第 38 回君津市民号

川で遊ぼう！

小糸川の美しい自然と
豊かな水産資源を活用し
たふれあいイベントです。
川に入る方は着替えを用
意して参加してください。
日時＝6月3日(日)午前10時
30分から午後1時(午前
10時受付)
※小雨決行、雨天・増水 川の生き物たちと触れ合おう！
の場合は中止
会場＝柿山田オートキャ
ンプガーデン
内容＝ニジマスの放流・つかみ取り、うなぎつかみ
体験、投網の実演、鯉こく・甘酒の無料配布など
小糸川漁業協同組合事務局(農政課内)☎(56)1322
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（ソフトバレーボール・インディアカ）

君津市長と行く！

JRでは、市民の皆さんの交流と親睦を深めていただくた
め、
「市民号」を運行します。今年は、諏訪湖を一望できる
地上45mの天然温泉展望浴場で有名な上諏訪温泉「ホテ
ル紅や」に泊まり、御柱で有名な諏訪大社、高山植物が咲
き誇る車山高原を訪ねます。
期日

24
［日］

千葉県民体育大会水泳競技
大会の選手選考を兼ねた1次選
考会です。
力強い泳ぎで優勝を目指そう！
日時＝6月17日(日)午前9時30分開会式(8時受付)
会場＝君津メディカルスポーツセンター
種目＝▼自由形(25ｍ・50ｍ・100ｍ)▼背泳ぎ(25ｍ・50ｍ)▼
平泳ぎ(25ｍ・50ｍ)▼バタフライ(25ｍ・50ｍ)▼個人メド
レー(100ｍ)▼リレー フリー・メドレー(50ｍ×4人)・混合
(50ｍ×4人・男2女2)・小学生(50ｍ×4人)
費用＝▼個人種目・1,000円(リレーを除く2種目まで)▼リ
レー種目・1チーム1,600円
申込期限＝6月9日(土)
申込方法＝君津メディカルスポーツセンター受付で、参加
費を添えてお申し込みください。
申 君津市民水泳大会事務局(メディカルスポー
ツセンター内)☎(88)0611
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sunami-k@city.kimitsu.lg.jp

“周東”って何だろう
小糸公民館
周淮郡の解説や周東景久について。そのほか小糸・清 50
～地域の由来から学ぶ
☎(32)2184 FAX (32)2185
和地区の地名の由来について学習します。
人
地域の歴史～
koito-k@city.kimitsu.lg.jp

［日］

7

50 (生涯学習交流センター)
人 ☎(50)3980 FAX (54)9888

ふるさと周南ウォッチング 歴史・自然探訪・地域散策ハイキング(約6.5km)
周南公民館
6/17(日)
40
8：45～正午 ～初夏の周南路 八十八ヶ 附属寺(六手)・八幡神社(六手)・花厳院(常代)・常代神社 人 ☎(52)4915 FAX (52)4918
(雨天中止)

小
糸

申込・問合先

君津中央公民館

蛍(ホタル)の便りが届く 会場＝生涯学習交流センター
まち
19：00～蛍の観察
～三舟山ホタル観察～ 会場＝三舟山(移動は各自)
※観察のみの申込は不可。

3

［日］

申込方法＝住所・氏名・電話番号を明記の上、電話・ファッ
クスまたはメールで公民館にお申し込みください。
生涯学習文化課☎(56)1428

17：30～蛍についての学習
君
津
中
央
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きみつ新発見！ ～公民館から地域がみえる～

JR 君津駅北口か
ら坂田駅前公園に、
地域の子どもたち
が 願いを込めて手
作りした七夕飾りを
展示します。坂田駅
前公園ではさまざま
きみぴょんも祭りを盛り上げます
な催しが行われます。
日時＝7月8日(日)午前10時から午後7時 ※雨天決行、
荒天中止
会場＝坂田駅前公園
内容＝きみつ七夕市、フリーマーケット、手作り七夕飾り、
子どもどじょうつかみ大会、きみぴょん検定、渡辺あ
ゆ香＆きみぴょんショー、マジックショー、大抽選会
など ※内容は一部変更となる場合あり
きみつ七夕まつり実行委員会☎(52)2511

