船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、
ベイ・東葛飾エリア市川市、
野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市

※実施日がそれぞれ異なりますので御注意ください。

施設の無料開放・割引等

…無料

施設名・事業名

詳

細

期日・時間

…一部無料

…割引

問合せ先

…要証明

手賀沼周遊レンタサイクル

柏市・我孫子市内にあるサイクルス
テーション6 ヵ所で貸し出しを行う

①③（株）
道の駅しょうなん
04-7190-1131
②（一財）
柏市みどりの基金
6月15日
（木）
04-7160-3120
9:00～17:00
※セブンパークアリオ柏 ④⑤⑥（ 社）我孫子市シルバー人
材センター
については、
10:00～
04-7188-2204
番号は右記参照

京成バラ園

大人1200円→600円
シニア900円→600円
小中学生200円→無料

6月15日
（木）

京成バラ園
047-459-0106

八千代市大和田新田755

サンルートプラザ東京
1. オールデイダイニング「カリフォルニア」
2. 日本料理「浜風」

ランチ・ディナーバイキング大人
10％オフ

6月8日
（木）
～6月15日
（木）

サンルートプラザ東京
047-355-1111

浦安市舞浜1-6

ふなばしアンデルセン公園

中学生以下入園料無料

6月15日(木）

千葉県立柏の葉公園
コミュニティ体育館

受 付 は6月14日（ 水 ）9:00か ら 窓
口での申込。最長2時間まで

6月15日
（木）
9:00～21:00
（受付は20:00まで）

【指定管理者】
柏の葉みどりの公園グループ
04-7134-3500

【指定管理者】
（公財）船橋市公園協会
047-457-6627

千葉県立柏の葉公園

総合競技場

事前申込不要

6月15日
（木）
9:00～17:00
（受付は16:00まで）

【指定管理者】
柏の葉みどりの公園グループ
04-7135-5012

千葉県立柏の葉公園

庭球場

受付は5月2日（火）9時から窓口で
の申込。1個人1グループ1面2時間
まで

6月15日
（木）
9:00～17:00
（受付は15:00まで）

【指定管理者】
柏の葉みどりの公園グループ
04-7135-5014

千葉県立柏の葉公園 野球場

受付は5月2日（火）9時から窓口で
の申込。1個人1グループ1コマ4時
間まで

6月15日
（木）
9:00～17:00
（受付は13:00まで）

【指定管理者】
柏の葉みどりの公園グループ
04-7132-4607

千葉県立柏の葉公園

駐車場

駐車場無料
※21時15分以降の残留車は通常と
同じ料金

6月15日
（木）
7:00～21:15
（入庫は21:00まで）

千葉県立柏の葉公園

ボート場

1回20分まで
小学生の利用は保護者（成人）同乗
が原則

6月15日
（木）
9:00～16:00
（受付は15:40まで）

千葉県立八千代広域公園駐車場

…要予約

会場（所在地）
サイクルステーション6 ヵ所（①
道の駅しょうなん、②北柏ふるさ
と公園、
③セブンパークアリオ柏、
④手賀沼公園、⑤サイクルパーク
我孫子南、⑥鳥の博物館）

船橋市金堀町525

県立柏の葉公園
柏市柏の葉4-1

【指定管理者】
柏の葉みどりの公園グループ
04-7134-2015

6月15日
（木）
8:00～22:00

千葉土木事務所
043-242-6101

八千代市村上

6月15日(木)
11:00～25:00

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア
047-351-4126

浦安市千鳥13−20

東京ドームグループ
04-7159-1212

流山市野々下1-40-1

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア

通常入館料

キッコーマン アリーナ
トレーニングルーム

通常1時間、市内に居住の方300円、
市外に居住の方600円→金額はその
ままで、時間制限なし

サッポロビール千葉工場見学
＜千葉県民の日 黒ラベルツアー＞

各回 定員40名様迄、予約受付1組
10名様迄(終了後 出来立てビール
試飲有、未成年者等はソフトドリン
ク）通常大人500→無料

市川市東山魁夷記念館

通常展観覧料無料

6月15日
（木）
10:00～17:00
（入館は16:30まで）

市川市東山魁夷記念館
047-333-2011

市川市中山1-16-2

市川市動植物園

市内・市外、小・中学生無料

6月15日
（木）
9:30～16:30
（入園は16:00まで）

市川市動植物園
047-338-1960

市川市大町284番1

市川市少年自然の家
プラネタリウム無料投影

県民無料

6月15日
（木）
①10:30～②13:30～

市川市少年自然の家
047-337-0533

市川市大町280-4

中央公園パークゴルフ場

1人2ラウンド（9ホール2周）
※最終スタートは16時

6月15日
（木）
8:30～17:00

中央公園パークゴルフ場
047-473-8952

習志野市花咲2-3-9

6月1日（木）10時より抽選を行います
※9時～ 17時までのうち、利用は2
時間までとします
※1団体のみ利用可能

6月15日
（木）
9:00～17:00

秋津野球場

6月1日（木）10時より抽選
※1団体1コマ（3時間）、18時以降
は無料対象外

6月15日
（木）
9:00～18:00

袖ケ浦テニスコート

6月1日（木）10時より抽選
※1団体1コマ（2時間）

6月15日
（木）
9:00～17:00

袖ケ浦体育館

6月1日（木）10時より抽選
※1団体1コマ（2時間）
、17時以降
は無料対象外

6月15日
（木）
9:00～17:00

秋津テニスコート

6月1日（木）10時より抽選
※1団体1コマ（2時間）
、17時以降
は無料対象外

6月15日
（木）
9:00～17:00

秋津テニスコート
047-452-6155

習志野市秋津5-20-2

実籾テニスコート

6月1日（木）10時より抽選
※1団体1コマ（2時間）

6月15日
（木）
9:00～17:00

実籾テニスコート
047-477-9219

習志野市実籾6-29-1

芝園テニスコート・フットサル場

6月1日(木)10時より抽選
※1団体1コマ、17時以降は無料対象外

6月15日
（木）
9:00～17:00

芝園テニスコート・フットサル場
習志野市芝園1-3-2
047-451-0280

6月15日
（木）
9:00～18:00

谷津バラ園
047-453-3772

6月15日
（木）
9:00～16:30

習志野市勤労会館
（テニスコート・
体育場・トレーニング室等）
習志野市花咲2-3-9
047-475-3050

6月15日
（木）
9:00～22:30

指定管理者 オーエンス・セント
千葉県国際総合水泳場
ラル・千水連グループ
習志野市茜浜2-3-3
047-451-1555

6月15日
（木）
9:00～16:30

県立手賀の丘少年自然の家
04-7191-1923

県立手賀の丘少年自然の家
柏市泉1240-1

6月15日
（木）
9:00～16:30

千葉県立現代産業科学館
047-379-2005

市川市鬼高1-1-3

千葉県立関宿城博物館

6月15日
（木）
9:00～16:30

千葉県立関宿城博物館
04-7196-1400

千葉県立関宿城博物館
野田市関宿三軒家143-4

鳥の博物館

6月15日
（木）
9:30～16:30

鳥の博物館
04-7185-2212

我孫子市高野山234-3

白樺文学館

6月15日
（木）
9:30～16:30

白樺文学館
04-7185-2192

我孫子市緑2-11-8

杉村楚人冠記念館

6月15日
（木）
9:00～16:30
（入館は
16:00まで）

杉村楚人冠記念館
04-7182-8578

我孫子市緑2-5-5

フロンティアサッカーフィールド
（秋津サッカー場）

2,060円→1,500円

谷津バラ園
習志野市勤労会館
（テニスコート・体育場・トレーニング室 テニスコートは先着順
等）
千葉県国際総合水泳場
無料開放

※駐車場は有料

県立手賀の丘少年自然の家
千葉県立現代産業科学館

施設利用料は無料
（宿泊施設は有料）
入場料・駐車場無料

6月15日(木)
9：00～22：00
（受付21:15まで）

6月10日
（土）
1日7回
①10:00～、
②11:00～、
サッポロビール（株）千葉工場
③12:00～、
④13:00～、
047-437-3591
⑤14:00～、
⑥15:00～、
※またはサッポロビールHPより
⑦16:00～
※1回 約50分

船橋市 高瀬町2
（送迎バスあり）

習志野市秋津3-7-3

秋津総合運動公園
047-451-5661

習志野市秋津3-7-2

習志野市スポーツ振興協会
047-452-4380

習志野市袖ケ浦5-1-1
習志野市袖ケ浦5-1-1

習志野市谷津3-1-14

我孫子市ふれあい工房

利用は市内在住・在勤・在学者に
限る（但しリサイクル教室は通常
どおり）

6月13日（火）～6月18日（日） 我孫子市ふれあい工房
9:00～17:00
04-7186-5500

我孫子市青山450

我孫子市民体育館

6月1日（木）～窓口で要予約
※先着順

6月15日
（木）
9:00～21:00

我孫子市民体育館
04-7187-1155

我孫子市古戸696

ミニSL

※荒天中止

6月15日
（木）
9:30～12:00
13:00～17:00

我孫子市シルバー人材センター
04-7188-2204

我孫子市若松1（手賀沼公園）

6月15日
（木）
10:00～16:00

水の館
04-7184-0555

我孫子市高野山新田193

4月6日
（木）
～7月14日
（金）
※月曜日〜木曜日限定

東京ディズニーセレブレーションホテル
浦安市明海7-1-1
047-381-1188

水の館

プラネタリウム

東京ディズニーセレブレーションホテル
駐車場無料宿泊プラン

対象：首都圏在住、在勤、在学の方
※詳細はオフィシャルウェブサイト
をご確認ください

清水公園

花ファンタジア

大人800円シルバー 750円⇒700円
小・中学生300円⇒200円

清水公園

ポニー牧場

中学生以上450円⇒400円
小学生以下400円⇒350円

清水公園

アクアベンチャー

中学生以上650円⇒600円
小学生以下550円⇒500円

清水公園

キャンプ場

ニジマス焼き代
一匹分100円⇒無料

清水公園

フィールドアスレチック

大人1,000円⇒950円
小学生700円⇒650円

イベントの開催等

6月14日
（水）
（株）千秋社
～6月18日
（日）
清水公園
営業時間内・受付時間ま
04-7125-3030
で

…無料

施設名・事業名

詳

細

期日・時間

野田市清水906

…一部無料

…割引

問合せ先

…要証明

…要予約

会場（所在地）

第20回 ふなばし環境フェア

1日目は楽しく環境を学べる体験・
工作・展示コーナーなどの催し、2
日目は「生物多様性」をテーマにし
たシンポジウムを開催

6月10日
（土）
10:00～16:00
6月11日
（日）
13:30～16:40
（13:00受付開始）

運動公園「ホタル観賞会」

雨天中止。
※車椅子及びベビーカーの使用不可

6月6日
（火）
～6月11日
（日）
19:30～21:00

運動公園体育施設事務所
047-438-4461

船橋市夏見台6-4-1
運動公園内「ホタルの里」

6月15日
（木）
10:00～12:00
（予定）

流山市生涯学習課
04-7150-6106

流山市生涯学習センター
流山市中110

自然体験活動を通じて理科を学ぶス
タディツアー。南房総市の大房岬を
訪れ、自由研究などに取り組みます

7月15日
（土）
～17日
（月）

柏の葉サイエンスエデュケーショ 集合場所
ンラボ
柏市若柴178-4
080-6520-3302
柏の葉キャンパス

自動計時システムによる測定会
対象：小学生以上で50m以上泳げる方
定員：各200名程度

6月15日
（木）
10:00～11:30
14:00～15:30

元オリンピック選手の飛込教室

高飛込の体験教室
対象：小学生以上で25m以上泳げる方
定員：各30名程度

6月15日
（木）
9:30～11:00
13:00～14:30

水中ウォーキング

水中ウォーキングの体験レッスン
対象：高校生以上
定員：30名程度

6月15日
（木）
16:30～17:00

アクアビクス

アクアビクスの体験レッスン
対象：高校生以上
定員：30名程度

6月15日
（木）
17:15～18:00

着衣水泳

日本赤十字社・安全水泳奉仕団によ
る、水難防止の為の着衣水泳体験会
対象：小学生以上 定員：30名程度

6月15日
（木）
12:00～13:00

東葛飾文化祭 in 県民プラザ

東葛飾地域の文化団体が活動の成果
を発表します。舞台発表・展示等

6月3日
（土）
～18日
（日） さわやかちば県民プラザ
平日は展示のみ
04-7140-8615

子ども人形劇鑑賞会
理科の修学旅行
～海にかける科学の架け橋～
タイムトライアル
（競泳各種目50ｍ）

千葉県立現代産業科学館
「化石のレプリカをつくろう」

6月15日
（木）
（受付）
9:00～、
12:30～

【参加費】100円
10回程度実施

船橋市環境フェア実行委員会
（船橋市環境政策課）
047-436-2450

船橋市中央公民館
船橋市本町2-2-5

指定管理者 オーエンス・セント
千葉県国際総合水泳場
ラル・千水連グループ
習志野市茜浜2-3-3
047-451-1555

さわやかちば県民プラザ
柏市柏の葉4-3-1

県立現代産業科学館
047-379-2005

市川市鬼高1-1-3

千葉県立関宿城博物館
野田市関宿三軒家143-4

千葉県立関宿城博物館
せきはくパック

解説シートやぬりえを選び、家族や
スタッフとコミュニケーションをと
りながら自分だけのオリジナル解説
パック（せきはくパック）を作る

6月15日
（木）

千葉県立関宿城博物館
04-7196-1400

第14回 ふなばしウォークラリー大会

コース図を手がかりに課題を解決しな
がらグループで歩き、時間得点と課題
得点の合計点で競うニュースポーツで
す。「昔の船橋を思い巡る」約6キロの
コースです。ゴールに豚汁があります
参加費：500円  中学生以下300円

6月4日
（日）
10:30～
10:30～10:50
（受付）
集合：
新京成滝不動駅南口

npo法人船橋レクリエーション協
会
船橋市周辺
047-339-6683

6月15日
（木）
9:00～21:00

我孫子市民体育館
04－7187－1155

我孫子市民体育館
骨密度・インボディの測定会

148-4

我孫子市古戸696

（公財）八千代市文化・スポーツ
八千代市市民会館 大ホール
振興財団
八千代市萱田町728
047-483-5111

県民の日記念コンサート

八千代市合唱協会加盟4団体他出演

6月10日
（土）
14:00開演

県民の日記念行事
第36回人形劇まつり

子どもたちに夢と感動を体験しても
らおうと、各サークルが日頃の練習
の成果を発表します。

6月25日
（日）
10時30分開演
（10時開場）

ディスカバー

普段一般公開していないイケアの舞
台裏をめぐるツアー。参加者にはツ
アー終了後ソフトクリームなどをプ
レゼント。各回定員20名様迄
※高校生以上対象

6月15日（木）、17日（土）、
18日（日）
10:00受付 10:30～12:00 IKEA Tokyo-Bay
船橋市浜町2-3-30
14:00受付 14:30～16:00 047－436-1511（内線：7451）
受付場所 店舗1F イベン
トスペース内ツアーデスク

船橋高等技術専門校 体験学習会
（オープンキャンパス）

高校生対象の専門技術の体験
3D-CAD、ろう付け、スマホアプ
リ作成、溶接のうち1コースを選択

6月15日
（木）

船橋高等技術専門校
(愛称：ちばテク船橋校)
047-433-2790

船橋市高瀬町31-7

我孫子高等技術専門校 体験学習会
（オープンキャンパス）

高校生対象の専門技術の体験
機械加工、造園のうち1コースを選択

6月15日
（木）

我孫子高等技術専門校
(愛称：ちばテク我孫子校)
04-7184-6411

我孫子市久寺家684-1

実際にご結婚されるカップルを乗せ
た「嫁入り舟」や、ホテルグルメ等
の出店が楽しめます

5月27日
（土）
～28日
（日）
10:00～16:00

(一社)浦安観光コンベンション協会 浦安市役所周辺の境川
047-350-7555
（あけぼの橋～江川橋）

イケアツアー

カフェテラス in 境川2017

サービス提供・プレゼント等

…無料

施設名・事業名

詳

細

千葉県在住、在勤の方に、お得なサー
ビスが受けられる「ウェルカムカード」
プレゼント ※詳細はWEBをチェック

イクスピアリ

東京ディズニーランド/東京ディズニー 対象：首都圏在住、在勤、在学の方。
※詳細はオフィシャルウェブサイト
シー
をご確認ください
「首都圏ウィークデーパスポート」
千葉県立柏の葉公園

茶室

一茶双樹記念館・杜のアトリエ黎明

（公財）八千代市文化・スポーツ 八千代市八千代台文化センター
振興財団
ホール
047-483-5111
八千代市八千代台西1-8

期日・時間

…一部無料

問合せ先

…要証明

（株）イクスピアリ
047-305-2525

4月6日
（木）
～7月14日
（金）
※平日限定

（株）オリエンタルランド
東京ディズニーリゾート・イン
浦安市舞浜1-1
フォメーションセンター
0570-00-8632（9:00 ～ 19:00）

6月15日
（木）
10:00～16:00
（オーダーストップは
15:30まで）

一茶双樹記念館・杜のアトリエ黎明
のティーサービス全メニュー 100
円引き

一茶双樹記念館・杜のアトリエ黎明
6月15日
（木）
～25日
（日）
指定管理者
9:00～17:00
株式会社グリーンダイナミクス
（オーダーは16:00まで）
04-7150-5750
6月15日
（木）
10:00～18:00

【指定管理者】
柏の葉みどりの公園グループ
04-7134-2017

本八幡ハタボウル
047-335-2535

…要予約

会場（所在地）

6月15日
（木）
10:00～21:00

お一人様1点に限り抹茶セットを割
引で提供
360円→260円
※先着100名様まで

本八幡ハタボウル
2ゲーム＋貸靴
みんなで投げよう！ワンコインボウリング！ 900円→500円

…割引

浦安市舞浜1-4

県立柏の葉公園
柏市柏の葉4-1

流山市流山6-670-1
市川市八幡2-16-6
八幡ハタビル5階

