
様々な施設が立ち並ぶ柏の葉。秋の２ヵ月間、普段は入れない施設の一般公開
や秋のお祭りが目白押し！ここでしか体験できない学びを探して、キャンパス
を巡ってみませんか？（内容は急遽変更する場合あり。詳細は各問合せ先まで。）

柏の葉街まるごと
オープンキャンパス 2017

■入場無料・申込み不要                       ■問合せ先 : 04-7137-8000

場所：千葉大学柏の葉キャンパス
日時：11/3（金・祝）10:00 ～ 15:00　雨天実施
第12回 千葉大学センター祭

毎年恒例、文化の日に千葉大学柏の葉キャ
ンパスで開催している大学祭です。「秋の
とれたてフェスタ」と共同開催し、千葉大
学の生産品の農作物・加工品の販売、講演、
体験・ツアーなど大人から子どもまで幅広
くお楽しみいただけるイベントです。

農産物・模擬店販売    10:00 ～ 15:00
ステージイベント       11:00 ～ 11:30・13:00 ～ 13:30
講演・体験　             12:30 ～・14:30 ～
体験・教室　             11:00 ～ 15:00
見学ツアー　             11:00 ～ 12:00・13:00 ～ 14:00    ※全て予定時刻

MAP 4

見て！知って！機動隊！！

昨年、初めて一般公開した県警第三機動隊！
反響が大きかったため、本年も実施します！
機動隊ってなに？どんなことしてるの？レン
ジャー訓練を披露します。特殊車両の乗車体
験もできます。頼れる・誇れる・思いやりの
ある第三機動隊に足を運んでみてはいかがで
しょうか（災害や事件の発生等により、急遽
中止する場合があります）。

■入場無料・申込み不要　　　             ■問合せ先： 04-7140-9686 （UDCK）

場所：千葉県警察　第三機動隊正門にて受付
日時：11/18（土）10:00 ～ 12:00　雨天時も一部実施

MAP12

場所：柏の葉T-SITE　P2駐車場 MAP
日時：9/30（土）10/1（日）10:00 ～ 16:00　雨天中止

都内の有名店から、地元だけど食べる機会がなかったパ
ン屋さんまで、約２０店のパン屋さんが集合！パンがな
くなり次第終了予定ですのでお早めに！書店でもパンに
関わる本や雑貨を揃えていますので、パン好きでなかな
か遠くまで買いに行けない方々は必見です。

■入場無料・申込み不要
■問合せ先 : 04-7197-1400

柏の葉T-SITE パン祭り
20 場所：千葉県立柏の葉公園  北エントランス／野外ステージ MAP

日時：10/21（土）22（日）10:00 ～ 15:30　雨天時も一部実施

野外ステージでは様々なジャンルのグループが出演、北エントランスでは飲食や花苗の販
売、フリーマーケット、野球場外野フェンス内ではゲームコーナーや大人から子どもまで
楽しめる工作コーナーを開催！エコカーの展示と試乗体験ができるコーナーなど、家族み
んなで楽しく過ごせるイベントです。

■入場無料・申込み不要                   　　 ■問合せ先 : 04-7134-2015

柏の葉公園オータムフェスタ2017
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場所：東葛テクノプラザ（開始 5分前までにロビーにて受付）
日時：10/27（金）10:00/13:00/15:00 の３回　雨天実施

当施設には貸研究室が５１室あり、企業が入
居し様々な研究開発を行っています。入居者
のための分析試験機器や、講演会・サークル
活動に利用できる多目的ホールや会議室もあ
ります。当日は、普段見学できない研究開発
の様子や電子顕微鏡・３D プリンターなどの
試験機器をご覧になれます。ぜひお立ち寄り
ください。
■入場無料・申込み不要                          ■問合せ先 :  04-7133-0139　

東葛テクノプラザ 秋の一般公開

MAP 6

スタート地点・受付場所：柏の葉T-SITE　本館２階柏の葉ラウンジ
日時：10/22（日）9:00 ～ 16:00　少雨実施

柏の葉キャンパス駅周辺では、３月に新たな
親水空間アクアテラスがオープン、４月にこ
れまで立入禁止だったこんぶくろ池公園のト
ンボ池エリアがオープンしました。このスタ
ンプラリーを通じて、手賀沼の源流であるこ
んぶくろ池を中心に、この地域に点在する個
性豊かな六つの池を探索してみませんか？

・コース：アクアテラスからこんぶくろ池自然博物公園までを周遊する約 5.5km
・参加費：100円（当日受付は 14時まで）
・小学生以下は保護者同伴でお願いします
・公園内は自転車等での通り抜けはできません
・ベビーカー・車イスでのご参加はご遠慮ください
・公園内には自販機・売店はありません (飲み水等は持参してください )
・主催：手賀沼流域フォーラム柏地域実行委員会、NPO法人こんぶくろ池自然の森

■申込み不要　　　　　　　　　　　　■問合せ先：090-9146-4987( 古橋 )

六つの池めぐりスタンプラリー
MAP 8

場所：柏の葉カンファレンスセンター（三井ガーデンホテル２階）／KOIL MAP
日時：10/27（金）      午前：セミファイナル、午後：ファイナル

アジアを中心とした約１５の国と地域から、２０社を超
える先鋭のベンチャー企業が柏の葉に集結し、ビジネス
プレゼンを発表して優勝を競い合います。今年で６回目
の開催となる本アワードは、全３日間のうち 10/27 の最
終日を一般公開しており、どなたでも自由にセミファイ
ナル（準決勝／英語のみ）、ファイナル（決勝／同時通訳
あり）のプレゼンを聞くことが出来ます。イノベーショ
ンを間近に感じ、世界の起業家と知り合えるこの大変貴
重な機会を、どうぞお見逃しなく！

■入場有料
■詳細・申込み方法はWEBサイト
　（http://aea.events/j/）よりご確認ください
■問合せ先 : aea2017@aea.events

アジア・アントレプレナーシップ・アワード2017一般公開日
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柏キャンパスにおける東京大学の研究成果
を紹介し、研究室や大型実験施設などを公
開します。当日は、幅広い世代の方々が楽
しめるよう、様々な企画が盛りだくさん。
ぜひ家族みんなで遊びにきてください！

■入場無料・申込み不要      ■問合せ先 : 04-7136-3200 kashiwa-info@kashiwa.u-tokyo.ac.jp

場所：東京大学柏キャンパス
日時：10/27（金）28（土）10:00 ～ 16:30　雨天実施
東京大学柏キャンパス一般公開2017

MAP ３

特別講演会 10/28（土） 
会場：新領域環境棟１階 FS ホール

13：40～ 14：20
スパコンでできること、できないこと
物性研究所 助教　　　　　　     渡辺 宙志

14：20～ 15：00
ミクロの試験管をつくってみたら！？
生産技術研究所 所長　　   　　  藤井 輝夫

13：00～ 13：40
生命の合成は可能か？
新領域創成科学研究科 教授                     　上田 卓也

場所：ららぽーと柏の葉　本館 2階クリスタルコート MAP
日時：11/25（土）10:00 ～ 17:00　雨天実施

お子様の成長をきちんと残せるように、シーズンに合わせたメモリーイベントを 1 年通して開
催。１１月は子供たちの健やかな成長を祝う「七五三撮影会」。子どもたちや家族集合の記念
撮影はもちろん、店舗による様々なイベントも同時開催しています。ららぽーと柏の葉で家族
の素敵な思い出をたくさんつくろう！（詳細は11月上旬からららぽーと柏の葉HPにて公開）
■入場無料・当日整理券を配布します       ■問合せ先 : 04-7168-1588

ママwith HAPPY MEMORY DAYS
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■入場無料・申込み不要（一部プログラムを除く）　　 ■問合せ先： 04-7133-1111

場所：国立がん研究センター本館棟/先端医療開発センター講堂/次世代外科・内視鏡治療開発センター
日時：10/14（土）10:00 ～ 15:00　雨天実施 
第11回 国立がん研究センター東病院オープンキャンパス

地域の皆様に当院で行っている最新のがん研究や診察、ケアなどをご紹介するイベン
トです。がんの最新治療情報を始め、陽子線棟の見学ツアーなども行っています。また、
健康チェックコーナーや、アロママッサージなどのセルフケア体験コーナーもござい
ますので、お気軽にお越し下さい。
・次世代外科・内視鏡治療開発センター見学ツアー
・市民公開講座「からだにやさしい最前線の外科手術」
・看護体験コーナー （アロマセラピーマッサージ、スキンケア等）
・がん治療による外見上のお悩みへのメーキャップアドバイス 
・社会保険労務士を交えた仕事と治療の両立に関する相談会

・陽子線棟見学会
・健康チェック 
・看護・薬剤・栄養・生活の各種相談コーナー 
・顕微鏡によるがん細胞の観察
・最新がん診療・研究のパネル展示

MAP 5

場所：さわやかちば県民プラザ　1階内アゴラ

晩秋のコンサート
日時：10/8（日）14:00 ～ 16:00　雨天実施

さわやかちば県民プラザ主催事業「音楽
ワークショップ」の受講生１７８名で構
成された柏の葉吹奏楽団による秋の定期
演奏会です。「君の瞳に恋してる」「美女
と野獣」「ご長寿番組大メドレー」など、
クラシック音楽から歌謡曲まで、多彩な
プログラム全 15曲を演奏します。

■入場無料・申込み不要                    ■問合せ先：04-7140-8615

■入場無料・申込み不要                       ■問合せ先：04-7140-8615

MAP 2

場所：さわやかちば県民プラザ　1階内アゴラ／３階各研修室

子どもチャレンジイベント
日時：11/19（日）10:00 ～ 14:30　雨天実施

さわやかちば県民プラザの主催事業である「子どもチャレンジプロジェクト」メンバー
が、自由な発想を生かして様々なイベントブースを立ち上げます。小学生が工夫を凝
らして、自分たちで企画し、運営する自主イベントです。この機会にぜひプラザにお
越しいただき、たくさんのイベントブースを体験してみてください。

MAP 2

場所：さわやかちば県民プラザ　1階内アゴラ
日時：10/1（日）9:50～16:00　雨天実施

地域の若者たちが自発的に創り上げるイ
ベントです！企画から演出、当日の運営
まで全て若者たちが行います。若者たち
による” 輝き” を、ぜひご覧ください！
高校書道部による書道パフォーマンス、
高校生・大学生によるダンスパフォーマ
ンスやバンド演奏等を予定しています。

■入場無料・申込み不要　　　　　　  ■問合せ先：04-7140-8615

ヤングパワームーブメント2017
MAP 2

場所：柏の葉キャンパス駅周辺（ららぽーと柏の葉など）
日時：11/3（金・祝）10:30 ～ 19:00　雨天実施

「子どもは街で育てよう！」のコンセプトのも
と、毎年開催している教育・アートプログラム。
イタリアのアーティスト・教育者のエドアルド・
マラジジ氏が提唱する「子どもは試行錯誤を通
じて成長する」という理念のもと、お仕事体験
を中心に複数のプログラムで構成されていま
す。小学生は１つ以上のお仕事体験をすること
ができ、「Pi（ピ）」が給料として支給され、協
力店舗で地域通貨として使用できます。

■参加費 300円・申込み不要            　　 ■問合せ先 : pino@udck.jp

ピノキオプロジェクト2017
MAP 14

※ベビーカーでのご参加はご遠慮ください

科警研体験ツアー2017

当研究施設の一般公開は、初めてになります。当所で行っている研究、実験、鑑定、検
査等を分かり易く紹介します。多様な分野の研究開発の成果をじかに見学・体験してみ
ませんか？新しい世界を発見できるかも知れません！この機会に是非お越しください。

 ・写真、パネル等展示コーナー
 ・施設紹介ＤＶＤ放映
 ・実験のビデオ放映
 ・研究機器の展示（顕微鏡、測定装置等）

■入場無料・申込み不要　　　　　　 　■問合せ先： 04-7140-9686 （UDCK）

※受付先着 200名限定（整理券配布）
※入場整理券は入場の際に配布いたします
※入場場所は千葉県警察第三機動隊正門になります
※安全確保のためベビーカー・車イスでの来場はご遠慮ください

場所：科学警察研究所　エントランスホール
日時：11/18（土）10:00 ～ 12:00　雨天実施

MAP11

発行：2017年 9月
主催：柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK） 04-7140-9686 mail: info@udck.jp
後援：柏市

10/1 - 11/30

2017

“知らない”柏の葉を
探しに行こう場所：柏の葉T-SITE MAP

日時：10/28（土）29（日）11:00 ～ 21:00　雨天中止

柏の葉 T-SITE の１０月は、「家族で楽しむ
秋まつり」！１階ではドイツをテーマに、古
きよきドイツ蚤の市雑貨から最新のデザイン
の商品まで。２階ではハロウィンを楽しむイ
ベントを実施予定。外では、ドイツビールを
楽しめるビアガーデンを実施します。家族全
員が楽しい、食べて・観て・買えるフェスティ
バルです。
■入場無料・申込み不要                    　　■問合せ先 : 04-7197-1400

柏の葉T-SITE オータムフェスティバル
20
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見て！知って！
機動隊！！

11/18
科警研体験ツアー

2017

10/27, 28
柏キャンパス一般公開

2017

10/27
秋の一般公開

10/14
第 11回

オープンキャンパス

11/3
第 12回センター祭

9/30, 10/1
パン祭り

10/28, 29
オータムフェスティ

バル

10/21, 22
オータムフェスタ

2017

10/1
ヤングパワームーブ
メント2017

10/8
晩秋の
コンサート

11/19
子どもチャレ
ンジイベント

主なイベント
※詳細は裏面参照

10/22 六つの池めぐり
スタンプラリーのコース

10/22
六つの池めぐり
スランプラリー

11/3
ピノキオプロ
ジェクト2017

11/25
ママwith HAPPY 
MEMORY DAYS

10/27
アジア・アントレプ
レナーシップ
・アワード

UDCK（柏の葉アーバンデザインセンター）は、
公共・民間・大学が連携してまちづくりに取り
組むための拠点です。ちょっとした打合せや待
合せ場所として利用でき、地域の情報やイベン
トチラシ、まちに関わる専門書をご覧いただけ
ます。まちづくりスクールやまちの交流会など
誰でも参加できる企画も開催しています。
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東京大学は、伝統的学問分野を深く極めてきた本郷キャ
ンパスと、複数の学問分野の接点において新たな学際的
領域を開拓してきた駒場キャンパスを両極として発展し
てきましたが、平成 12 年に学問体系の根本的な組み換
えをも視野に入れた学融合を志向する柏キャンパスが加
わりました。柏キャンパスではこのような「知の冒険」
を目指して様々な新しい取り組みが行われています。

国立がん研究センター東病院は 1992 年に開院され、
今では年間 8,000 人を超える新患の方が訪れる国内
トップクラスのがん専門病院に発展してきました。「世
界中のよりよい医療をいち早く患者さんへ届ける」を
モットーに、患者さんのための「あしたのがん医療」
を作る研究・開発に取り組んでいます。

東葛テクノプラザは、県内企業の技術力や研究開発の向
上、新産業の創出やベンチャー企業の育成を支援してい
ます。研究開発を行う中小企業に対し貸研究室（５１室）
の提供や企業が行う試験分析のための試験機器（８６種
類）、及び講演会やサークル活動に利用できる多目的ホー
ルをはじめ各種会議室があります。中小企業のために知
財の無料相談や各種セミナーも開催しています。

独立行政法人中小企業基盤整備機構が、東京大
学および地域（千葉県、柏市）と連携して運営
する事業化支援施設（インキュベータ）です。
東大柏ベンチャープラザは、東京大学を始めと
する大学のシーズを活用して、新事業の創出や
企業に取り組む個人や企業、第二創業を目指す
中小企業などを支援しています。

こんぶくろ池公園は、柏インターチェンジの南東
の柏市正連寺に位置しています。柏市の「こんぶ
くろ池公園整備基本計画」に基づき、貴重な湧水
池と湿地・森林 18.5ha を「こんぶくろ池自然博
物公園」として、市民ボランティアが中心となり、
自然環境の保全・整備を進めています。

園内には総合競技場、庭球場、野球場、コミュ
ニティ体育館、日本庭園、茶室、公園センター、
レストハウス、バラ園、ボート池などがあり、
自然・文化・スポーツをそれぞれ楽しむことが
できる総合公園となっています。

さわやかちば県民プラザは、県唯一の生涯学習
センターとして平成８年に開設されました。多
人数まで対応できる研修室や音楽スタジオ、絵
画室など多様な実習室を用意して県民の皆様の
生涯学習活動を応援しています。参加型の芸術
文化活動を支援するホールやギャラリーも備え
ており、演奏会や展示発表が行われています。

KOIL（柏の葉オープンイノベーションラボ）は、
大型コワーキングスペース、個室オフィス、デジタ
ル工作室、イベントスペース、会議室、カフェを完備。
さまざまなイベント、セミナーも開催。専門家によ
るビジネス支援も。起業家、大企業、フリーランス、
研究者、生活者・・・多様な人々の交流から新しい
ビジネスや価値を生み出すための創造拠点です。

「あるく」・「しゃべる」・「たべる」をテーマとした地域
の健康づくり拠点。食・口腔ケア・歩行・美容・介護
予防の各ブースで情報を提供するほか、体組成や脳年
齢、血管年齢の測定により、現在の状態がチェックで
きます。また、ポールウォーキング体験教室やおりが
みさろんなどのイベントやセミナーを開催するほか、
運動・食・美容の専門家のアドバイスも受けられます。

日本に輸入される物品は、税関で品目や種類、材料や
成分、加工の度合いなどにより関税が課されます。見
た目で判断できないものは、税関の分析部門で物品の
成分を調べ、分類の決定に役立てていますが、近頃で
は新しい素材を材料とする物品なども増え、税関の分
析部門では分析が難しいものが増えてきました。これ
らの物品の分析を行うのが、関税中央分析所です。

税関研修所は、各種研修の実施を通じて、覚せ
い剤等の不正薬物の密輸取締、外国から到着し
た貨物の輸入手続等の業務に従事する税関職員
を養成しています。また、財務省関税局及び税
関と協力し、日本の税関職員だけでなく、開発
途上国の税関職員に対しても、専門的な研修等
を実施しています。

科学警察研究所は、犯罪科学に関する総合的な
研究機関です。専門的知識と技術を有する研究
員が科学捜査の研究・実験を行っています。こ
れらを応用して都道府県警察からの依頼を受け
たものについて鑑定・検査を実施しているほか、
全国警察の鑑定技術の高度化を図るため、都道
府県警察の職員に対し技術指導を行っています。

千葉県警察第三機動隊は、地震・洪水などの自
然災害や大規模な事故が発生した際の被災者の
救助活動や現場周辺の安全確保のための活動、
スクーバ部隊による河川における人命救助活動
やその他の検索活動、お祭りや花火大会などで
雑踏事故を防止するための活動、その他犯罪の
予防・取締り等に従事しています。

国土交通大学校柏研修センター
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東京大学柏キャンパス 国立がん研究センター東病院 東葛テクノプラザ 東大柏ベンチャープラザ こんぶくろ池公園千葉県立柏の葉公園 さわやかちば県民プラザ
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まちの健康研究所「あ・し・た」

財務省関税中央分析所

財務省税関研修所

科学警察研究所

千葉大学環境健康フィールド科学センター

千葉県警察第三機動隊

国土交通大学校柏研修センター
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東京大学柏キャンパス 国立がん研究センター東病院 東葛テクノプラザ 東大柏ベンチャープラザ こんぶくろ池公園千葉県立柏の葉公園 さわやかちば県民プラザ

ＫＯＩＬ

まちの健康研究所「あ・し・た」

財務省関税中央分析所

財務省税関研修所

科学警察研究所

千葉大学環境健康フィールド科学センター

千葉県警察第三機動隊

国土交通省職員の総合的な研修機関として、年
間約 80 コース、約 2,600 名の研修員に対して
公務員としての総合的な識見や事務能力の向上、
国土交通行政の専門知識・技術の付与等の研修
を行っています。毎年３月には近隣の住民の方々
を対象とした、国土交通行政に関する身近なテー
マでの「公開講座」（入場無料）を実施しています。

千葉大学環境健康フィールド科学センターは食と緑と
健康を学際的に教育研究する組織として設立されまし
た。「健康に生きる」をテーマに掲げ、環境健康科学、
環境園芸学、東洋医学を主軸とした教育研究を通じて、
知の創造と人材育成を行うことで、人々の心と身体を
癒す実践の場を地域とともに作り、社会に貢献するこ
とを目的として多様な活動が展開されています。
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柏市公設総合地方卸売市場柏市公設総合地方卸売市場

柏市場は、生鮮食料品及びその加工品や花など
を全国各地から集め、適正な価格で迅速に安定
供給するために、卸売市場法に基づいて柏市が
開設した地域の市場です。国道１６号若柴交差
点のそば、常磐自動車道柏インターチェンジや
つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅にも近
いところにあります。

東口徒歩 15分

18

西口徒歩 1分 東京大学駅前サテライト 1階

西口徒歩 2分　ららぽーと柏の葉北館 3階

西口徒歩 2分　ショップ＆オフィス棟６階

西口徒歩 10分 P無料東武バス「国立がん研究センター」下車徒歩 5分東武バス「国立がん研究センター」にて下車 P有料西口徒歩 5分東武バス「東大前」、「東大西」、「東大西門前」下車東武バス「柏の葉公園中央」下車 東武バス「県民プラザ」下車 P有料P有料

P無料西口徒歩 10分

非公開 開園時間10:00 ～ 17:00
定休 : 月曜日

受付時間 9:00 ～ 21:00

開館時間 10:00 ～ 18:00

非公開

非公開

非公開

市場見学実施 詳細はWEB「かしわのいちば」へ

開館時間9:00～ 21:00 
定休 : 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

イベント時のみ公開
定休 : 土日祝日

イベント時のみ公開
定休 : 土日祝日

イベント時のみ公開
定休 : 土日祝日

イベント時のみ公開

開館時間9:00～17:00 ( 公園センター )  非公開

受付時間 9:00 ～ 21:00

開館時間 10:00 ～ 18:00

非公開

非公開

非公開

市場見学実施 詳細はWEB「かしわのいちば」へ

イベント時のみ公開
定休 : 土日祝日

イベント時のみ公開
定休 : 土日祝日

イベント時のみ公開
定休 : 土日祝日

イベント時のみ公開

西口徒歩 10分

イベント時のみ公開イベント時のみ公開

開館時間9:00～17:00 ( 公園センター )  

開館時間10:00 ～ 19:00 
定休 : 日曜日・祝日
開館時間10:00 ～ 19:00 
定休 : 日曜日・祝日

開園時間10:00 ～ 17:00
定休 : 月曜日

全国 14 店舗展開している結婚式場。18m の長
さを誇るブルーのバージンロードの大聖堂が特
徴。貸切り邸宅ならではのガーデンパーティなど
ゲストの方と近い距離で大切な一日を過ごせま
す。全館バリアフリー・親族専用ラウンジなど施
設面も充実しているので安心。見学は常時受け付
けています。

アニヴェルセル柏アニヴェルセル柏19

西口徒歩 7分 P無料

開園時間11:00 ～ 19:00
定休：火・水曜日
開館時間11:00 ～ 19:00
定休：火・水曜日

蔦屋書店を中核とした、生活提案型商業施設。コンセ
プトは「こどものいる暮らし」。館内は、キッズ、食、
暮らし、アウトドアなど、家族で楽しめるフロアになっ
ています。２階は絵本が日本一の品ぞろえを揃えており、
店内のコーヒーやジュースを購入すれば、どの本でも
自由にご覧いただけるBOOK&CAFÉのスタイルです。

柏の葉 T-SITE柏の葉 T-SITE20

西口徒歩 7分 P無料

開園時間8:00～ 23:00開館時間8:00～ 23:00

柏の葉キャンパス駅前にある「環境と健康」を意
識したショッピングセンター。施設内にはクライ
ミングが楽しめる「クライミングウォール」、屋
上には「農園」や柏の葉キャンパスシティ全体が
一望できる「庭園」などもあり、ショッピング以
外にも楽しく過ごせる施設です。

ららぽーと柏の葉ららぽーと柏の葉14

西口徒歩 1分 P有料

開園時間10:00 ～ 21:00開館時間10:00 ～ 21:00

開館時間9:00～ 21:00 
定休 : 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

9/30   (土 ) 10/1 (日 )
10/1   (日 )
10/8   (日 )
10/14 (土 )
10/21 (土 )  22 (日 )
10/22 (日 )
10/27 (金 )
10/27 (金 )  28 (土 )
10/27 (金 )
10/28 (土 )  29 (日 )
11/3   (金・祝 )
11/3   (金・祝 )
11/18 (土 )
11/18 (土 )
11/19 (日 )
11/25 (土 )

柏の葉T-SITE パン祭り
さわやかちば県民プラザ ヤングパワームーブメント2017
さわやかちば県民プラザ 晩秋のコンサート
国立がん研究センター東病院 オープンキャンパス
柏の葉公園 オータムフェスタ2017
六つの池めぐりスタンプラリー
アジア・アントレプレナーシップ・アワード2017一般公開日
東京大学柏キャンパス 一般公開2017
東葛テクノプラザ 秋の一般公開
柏の葉T-SITE オータムフェスティバル
千葉大学 センター祭
ピノキオプロジェクト2017
見て！知って！機動隊！！
科警研体験ツアー2017
さわやかちば県民プラザ 子どもチャレンジイベント
ららぽーと柏の葉 ママwith HAPPY MEMORY DAYS


