千葉・市原エリア千葉市、市原市
施設の無料開放・割引等

…無料

施設名・事業名

千葉こどもの国
市原市

※実施日がそれぞれ異なりますので御注意ください。

詳

細

中学生以下入園料無料

憩の家

期日・時間

…一部無料

…割引

問合せ先

…要証明

6月15日
（木）
9:30～16:30

千葉こどもの国
0436-74-3174

市原市山倉1487

6月15日
（木）

市原市 憩の家
0436-36-2619

市原市福増124-1

千種コミュニティセンター

多目的室1、多目的室2、視聴覚室、
調理実習室の無料開放

5月31日
（水）

千種コミュニティセンター
0436-26-1515

市原市千種2-1-2

市原湖畔美術館

観覧料の団体割引適用

6月15日
（木）

市原湖畔美術館
0436-98-1525

市原市不入75-1

高滝湖畔公園
テニスコート・野外音楽堂

テニスコート・野外音楽堂の使用料
が無料

6月11日
（日）

青葉の森公園
県民の日駐車場無料開放

南・北・西口駐車場の駐車料金が無
料

6月15日
（木）
6:00～22:00

幕張海浜公園
1、見浜園
2、A ～ Cブロック駐車場

1、入園料のみ無料
2、無料

6月15日
（木）
1、
8:00～16:30
17:00閉門
2、
終日

スポーツ科学センター
トレーニングルーム

受付は窓口のみ
電話は問い合わせ用
初回のみガイダンスが必要

6月15日
（木）
9:00～21:00

スポーツ科学センター
フィットネススタジオ

受付は窓口のみ
電話は問い合わせ用
初回のみガイダンスが必要

6月15日
（木）
9:00～21:00

スポーツ科学センター
多目的アリーナ

受付は窓口のみ
電話は問い合わせ用

6月15日
（木）
9:00～21:00

軟式野球場

受付は5/23（火）より、電話・窓
口にて受付開始（先着順）
施設開放使用申請書の提出が必要

6月15日
（木）
1、9:30～11:00
2、11:15～12:45
3、13:00～14:30
4、14:45～16:15

武道館第2道場

受付は窓口のみ
電話は問い合わせ用

6月15日
（木）
9:30～16:30

庭球場

受付は9時よりB面側クラブハウス
にて先着順
電話は問い合わせ用
庭球場はB面（8面）のみ無料

6月15日
（木）
1、9:30～11:00
2、11:15～12:45
3、13:00～14:30
4、14:45～16:15

体育館第2競技場

受付は窓口のみ
電話は問い合わせ用
卓球・バドミントンのみ（用具持参）

6月15日
（木）
1、9:30～11:00
2、11:15～12:45
3、13:00～14:30
4、14:45～16:15

サッカー・ラグビー場

受付は5/23（火）より、電話・窓
口にて受付開始（先着順）
施設開放使用申請書の提出が必要

6月15日
（木）
1、10:00～12:00
2、14:00～16:00

ソフトボール場

…要予約

会場（所在地）

公益財団法人市原市地域振興財団
（高滝湖畔公園指定管理者）
市原市養老467
0436-98-0496
一般財団法人千葉県まちづくり公
青葉の森公園
社(県立青葉の森公園指定管理者)
千葉市中央区青葉町977-1
043-208-1500
【指定管理者】
県立幕張海浜公園みどりと海パー 幕張海浜公園
トナーズ
千葉市美浜区ひび野2-116
043-296-0126

千葉県総合スポーツセンター
043-290-8501

千葉市稲毛区天台町323

千葉県立美術館

6月15日
（木）
9:00～16:30

千葉県立美術館
043-242-8311

千葉市中央区中央港1-10-1

千葉県立中央博物館

6月15日
（木）
9:00～16:30

千葉県立中央博物館
043-265-3111

千葉県立中央博物館本館
千葉市中央区青葉町955-2

オリジナルメーカー海づり公園
県民の日無料開放

釣り料・入場料が無料
悪天候や定員（釣り客・見学客各
300人）に達したときなどは、入場
を制限することがあります
※釣り道具のレンタル等は有料

イベントの開催等

6月15日
（木）
6:00～19:00
（桟橋の利用は18時30
分まで）

オリジナルメーカー海づり公園管
理事務所
市原市五井南海岸1-12
0436-21-0419

…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

…要予約

会場（所在地）

市原市立中央図書館
県民の日記念特集展示

図書館内の展示スペースを活用し、千
葉県及び千葉県に関連する資料を展示

6月１日
（木）
～6月29日
（木）

市原市立中央図書館
0436-23-4946

市原市更級5-1-51

祝県民の日
ちば興銀コスモスコンサート

例年県民の日賛同行事として実施し
ている千葉女子高等学校オーケスト
ラ部によるコンサート

6月18日(日)
①14:00～②15:00～

(株)千葉興業銀行
043-243-2111

そごう千葉店前
(JR連結口広場)

千葉県男女共同参画シンポジウム

コメンテーターやコラムニストとし
ておなじみの深澤真紀さんをお呼び
して、講演会・対談等を行う

7月2日
（日）
13:00～15:15

千葉県男女共同参画センター
043-252-8036

千葉県青少年女性会館
4階ホール
千葉市稲毛区天台6-5-2

ダンボールクラフトで
貯金箱作りとおこづかい帳配布

参加者にはもれなくオリジナルおこ
づかい帳プレゼント

6月15日(木)
10:00～18:00

SMBCコンシューマーファイナン
エキニア千葉2F
ス株式会社
千葉市中央区富士見2-8-14
043-224-4721

千葉県総合スポーツセンター射撃場
デジタル射撃普及会

ビームライフル・デジタルピストル
の体験射撃会。
当日受付有
（予約優先）

7月2日
（日）
13:00～16:00

千葉県ライフル射撃協会
043-239-0164

千葉市若葉区小間子町4-3

吃音
（どもること）
を考えるつどい

講演：吃音とコミュニケーション
講師：生涯発達支援オフィス
ことばラボ代表 言語聴覚士
古山慎治氏
講演を中心に、当事者の体験発表や
話し合いを行います。
当日受付も可

6月11日
（日）
13:00～16:30

ＮＰＯ法人千葉言友会
090-5423-3294

Qiball（きぼーる）11階
ボランティア活動室１
千葉市中央区中央4-5-1

千葉県立中央図書館
県民の日おはなし会

5歳 以 上 の 子 ど も と 保 護 者 を 対 象
に、絵本の読み聞かせ、素話のほか、
千葉県の本を紹介するおはなし会

6月17日
（土）
13:30～14:00

県立中央図書館
043-222-0116

県立中央図書館
千葉市中央区市場町11-1

つくって遊ぼう「きのこマグネット」

材料費50円

6月15日
（木）
10:00～10:30
14:00～14:30
県立中央博物館
043-265-3111

県立中央博物館 本館
千葉市中央区青葉町955-2

歴史学講座「千葉県誕生」

6月15日
（木）
11:00～
14:30～

砂絵でナウマン博士をつくろう

6月15日
（木）
10:00～15:00

見せます！昆虫標本のつくり方

6月15日
（木）
10:00～
11:00～
13:00～
14:00～
15:00～
詳細未定

6月17日
（土）

千葉県立美術館
043-242-8311

千葉県立美術館
千葉市中央区中央港1-10-1

県民コンサート in WBG アトリウム

子供たちの合唱、ヴァイオリン、ベリー
ダンス、Pops、弦楽合奏、オカリナ、
ミュージカル、県民合唱など歌とダン
スパフォーマンスで一日楽しめます

6月11日
（日）
11:00～16:00

幕張フェスタ2017実行委員会
090-2462-3399

海浜幕張前 ワールドビジネス
ガーデン 1階アトリウム
千葉市美浜区中瀬2丁目6-1

スポーツフェスタ in 幕張

保険代100円
海浜幕張駅周辺で、親子で楽しめる、楽
しいスポーツ体験コーナーを特設します

6月11日
（日）
11:00～15:00

幕張フェスタ2017実行委員会
090-1810-5978

海浜幕張駅周辺で調整中

房総の自然に恵まれた“美味しいち
ば”の魅力を物産展にて紹介します
※約30店舗出店予定

・5月30日（火）～6月5日（月）
・午前10時～午後8時
※最終日は午後5時閉場

そごう千葉店
本館6階催事場

県内出身の未来パティシエたちの洋
（ディスカバーちばウイークス）
菓子技術と想像力に富んだ作品をコ
「2017千葉県洋菓子作品コンテスト大会」 ンテスト・展示いたします

・5月30日（火）～6月5日（月）
・午前10時～午後8時
※一般公開は5月30日（火）
午後5時ごろから予定
※最終日は午後４時に閉場

そごう千葉店
本館2階パルパティオ

（ディスカバーちばウイークス）
千葉県内小学校45校から集まった
「平成28年度 おいしい牛乳をありがと 作品のうち、優秀賞など受賞約100
作品の絵手紙を展示いたします
う絵手紙コンクール」

・6月13日
（火）
～6月19日
（月）
・午前10時～午後8時

（ディスカバーちばウィークス）
千葉県農林水産部協力
県民の日 牛乳普及イベント

人気の「骨密度測定」を無料で体験
できたり、「県産牛乳試飲」など牛
乳にまつわるイベントを実施

・6月15日
（木）
・午後１時～

そごう千葉店
本館1階京成前広場

（ディスカバーちばウィークス）
伝統を伝える
千葉県伝統郷土芸能祭

県内各市の伝統芸能を招聘し、実演・
披露する

6月10日（土）、11日（日）
午前11時～午後2時20分

そごう千葉店
本館1階：京成前広場

文書館 歴史講演会
千葉ゆかりの作家としての藤田嗣治
－妻とみあての書簡を中心に－

講師:林洋子氏（美術史家 文化庁
芸術文化調査官）往復はがきに郵便
番号、住所、氏名、TEL、返信先を
書いて郵送（1通に1名、申込多数
抽選）5月19日必着

6月17日
（土）
13:30～15:30

2017 県民の日幕張ビーチフェス！

ビーチサッカーを中心に様々なビー
チスポーツ体験を実施。子どもから
大人まで、一日中楽しめます

6月18日(日)

市原高等技術専門校 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
電気工事、自動車整備、溶接、塗装
のうち１コースを選択

6月15日(木)

市原高等技術専門校
(愛称：ちばテク市原校)
0436-22-0403

市原市平田981-1

障害者高等技術専門校 体験学習会
（オープンキャンパス）

障害がある方対象のパソコン(3Ｄ
ソフト)操作など、専門技術の体験
※詳細はお問い合わせ下さい

6月10日
（土）
～6月11日
（日）

障害者高等技術専門校
(愛称：ちばテク障害者校)
043-291-7744

千葉市緑区大金沢町470

千葉県立美術館

ワークショップ

（ディスカバーちばウイークス）
第3回「チーバくんグルメ博覧会」

サービス提供・プレゼント等
施設名・事業名

朝顔苗配付イベント

そごう千葉店
043-245-8220

細

6月25日は「無事故の日」。有料道
路利用者に対して「朝顔の苗」を配
布します ※なくなり次第、終了

期日・時間
6月25日
（日）
10時～

〒260-0013
千葉県文書館
千葉市中央区中央4-15-7

千葉県文書館
043-227-7552
幕張ビーチフェス実行委員会
（(株)エス・シー・エス内）
043-445-8822

…無料

詳

そごう千葉店
本館2階パルパティオ

…一部無料

問合せ先
千葉県道路公社
043-227-9333

幕張海浜公園内 幕張の浜
千葉市美浜区ひび野

…割引

…要証明

…要予約

会場（所在地）
千葉外房有料道路料金所
千葉市緑区大木戸町1215-99

