佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、栄町、
北総エリア成田市、
酒々井町、香取市、東庄町、多古町、神崎町、銚子市、旭市、匝瑳市

施設の無料開放・割引等

※実施日がそれぞれ異なりますので御注意ください。

…無料

施設名・事業名

詳

細

佐倉市文化財施設無料公開
（1、武家屋敷 2、旧堀田邸3、佐倉順天
堂記念館）

期日・時間
6月15日
（木）
9:00～17:00(1、
3)
9:30～16:30(2)

…一部無料

…割引

問合せ先
佐倉市教育委員会
043-484-6192

文化課

…要証明

1、佐倉市宮小路町57
2、佐倉市鏑木町274
3、佐倉市本町81

小学生以下 入場無料
ご家族3世代ご来場で全員入場料無料

6月10日（土）～18日（日） 成田ゆめ牧場
9:00～17:00
0476-96-1001

成田市名木730

※美術館展覧は有料

6月15日
（木）
9:30～17:00

DIC川村記念美術館
050-5541-8600(ハローダイヤル)

佐倉市坂戸631

銚子ポートタワー

大人 380円→250円
小中学生 200円→150円

6月15日
（木）
8:30～17:30
※受付は17:00まで

銚子ポートタワー
0479-24-9500

銚子市川口町
2-6385-267

運動の森自然公園
成田エアポートコース

※入園料金を400円
通常：大人850円、中高生750円、
小学生650円、幼児550円

6月15日
（木）
9:30～16:45

運動の森自然公園
成田エアポートコース
0476-73-5121

成田市前林817

成田ゆめ牧場
DIC川村記念美術館

庭園無料入園

千葉県立北総花の丘公園
駐車場

6月15日
（木）
8:30～17:30

…要予約

会場（所在地）

【指定管理者】
一般財団法人千葉県まちづくり公 県立北総花の丘公園
社 北総花の丘公園管理事務所
印西市原山1-12-1
0476-47-4030

香取市民体育館

県民無料

6月15日
（木）
9:00～17:30

香取市民体育館
0478-55-1290

香取市佐原イ211

佐原野球場

県民無料

6月15日
（木）
9:00～17:00

佐原野球場
0478-55-1290

香取市佐原イ1077

小見川スポーツ・コミニュティセンター

県民無料

6月15日
（木）
9:00～17:30

小見川スポーツ・コミニュティセンター
香取市小見川5218
0478-83-0101

くろべ運動公園

県民無料

6月15日
（木）
9:00～17:00

くろべ運動公園
0478-83-0101

香取市小見川4866-109

小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター

県民無料

6月15日
（木）
9:00～17:30

小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター
0478-82-1000

香取市小見川4866-736

山田Ｂ＆Ｇ海洋センター

県民無料

6月15日
（木）
9:00～17:30

山田Ｂ＆Ｇ海洋センター
0478-78-3204

香取市仁良361-2

山田中央運動広場

県民無料

6月15日
（木）
9:00～17:00

山田中央運動広場
0478-78-3204

香取市仁良361

八都運動広場

県民無料

6月15日
（木）
9:00～17:00

八都運動広場
0478-78-3204

香取市小見64

栗源Ｂ＆Ｇ海洋センター

県民無料

6月15日
（木）
9:00～17:30

栗源Ｂ＆Ｇ海洋センター
0478-75-3311

香取市岩部1045-1

栗源運動広場

県民無料

6月15日
（木）
9:00～17:00

栗源運動広場
0478-75-3311

香取市岩部1045-1

6月15日
（木）
9:00～17:00

一般社団法人
千葉県まちづくり公社
0479-68-1061

旭市清和乙621

ＮＰＯ法人成田坂田ヶ池の友
0476-29-1161

成田市大竹1450

千葉県総合スポーツセンター
東総運動場 庭球場

テニスコート使用料無料
（8面のうち4面）

坂田ヶ池総合公園キャンプ場

キャンプ場無料利用
※事前予約必要

6月15日
（木）
9:00～16:00
※宿泊の場合は、
6月14日
（水）
16:00～
6月15日
（木）
9:00、
6月15日
（木）
16:00～
6月16日
（金）
9:00

中台運動公園体育館

トレーニング室・卓球室・剣道場・
柔道場・弓道場の個人利用のみ（専
用予約が入った場合は不可）

6月15日
（木）
9:00～21:00

中台運動公園体育館
0476-26-7251

成田市中台5-2

久住体育館

個人利用のみ

6月15日
（木）
9:00～21:00

久住体育館
0476-36-1708

成田市幡谷922-6

大栄B＆G海洋センター

プール・アリーナ・武道場の個人利
用のみ

6月15日
（木）
体育館・武道場
9:00～21:00
プール・運動場
9:00～17:00

大栄B＆G海洋センター
0476-73-5110

成田市一坪田388

印東体育館

6月1日（木）に抽選会を行う

6月15日
（木）
9:00～21:00

印東体育館
0476-28-6078

成田市船形186-2

豊住ふれあい健康館

トレーニング室は予約不要。(窯棟
は除く)

6月15日
（木）
9:00～21:00

豊住ふれあい健康館
0476-37-7601

成田市北羽鳥1975-3

6月15日
（木）
9:00～17:30

県立水郷小見川少年自然の家
0478-82-1343

県立水郷小見川少年自然の家
香取市小見川5249-1

6月15日
（木）
9:00～16:30

千葉県立中央博物館大利根分館
0478-56-0101

香取市佐原ハ4500

県立水郷小見川少年自然の家

施設利用料は無料
（宿泊施設は有料）

千葉県立中央博物館大利根分館
千葉県立房総のむら

体験等は、別途料金が必要

6月15日
（木）
9:00～16:30

千葉県立房総のむら
0476-95-3333

印旛郡栄町龍角寺1028

地球の丸く見える丘展望館

大人 380円→250円
小中学生 200円→150円

6月15日(木)
9:00～18:30
※受付は18:00まで

地球の丸く見える丘展望館
0479-25-0930

銚子市天王台1421-1

銚子市老人憩の家・地域福祉センター

市内在住の60歳以上利用可
入浴料200円→無料

6月15日
（木）
9:00～16:00
入浴時間は
10:00～15:00まで

銚子市老人憩の家・地域福祉セン
ター
銚子市外川町1-10828
0479-24-3340

銚子市芦崎高齢者いこいセンター

市内在住の60歳以上利用可
入浴料200円→無料

6月15日
（木）
9:00～16:00
入浴時間は
10:00～15:00まで

銚子市芦崎高齢者いこいセンター
銚子市芦崎町876-1
0479-33-3751

匝瑳市八日市場勤労青少年ホーム

体育室（2時間以内）

6月15日
（木）

匝瑳市八日市場勤労青少年ホーム 匝瑳市八日市場
0479-73-4515
イ2030

八日市場ドーム

2時間まで無料
※メインアリーナは改修工事のた
め、利用不可

6月17日
（土）

八日市場ドーム
0479-73-0021

匝瑳市八日市場
ハ793-1

のさかふれあいスポーツランド

6月17日
（土）

のさかふれあいスポーツランド
0479-67-1263

匝瑳市今泉6536-1

野手浜総合グラウンド

6月17日
（土）

野手浜総合グラウンド
0479-67-1263

匝瑳市野手17146-84

6月17日
（土）

市営グラウンド庭球場
047-973-0097

匝瑳市上谷中2240-8

市営グラウンド野球場

6月17日
（土）

市営グラウンド野球場
047-973-0097

匝瑳市上谷中2240-8

みどり平東公園野球場

6月17日
（土）

みどり平東公園野球場
047-973-0097

匝瑳市みどり平13-2

6月17日
（土）

山桑公園野球場
047-973-0097

匝瑳市山桑125

施設によって開放時間が異なるた
め、詳細は要問合わせ

市営グラウンド庭球場

山桑公園野球場

照明料が別途必要

イベントの開催等

…無料

施設名・事業名

詳

細

長編アニメーション映画「ペット」
先着943名/全席自由

県民の日親子映画会

期日・時間
6月15日
（木）
開場 10:00
開演 10:30

体験練習

6月7日
（水）
～6月28日
（水）
の間 毎週水曜日
16:30～18:30

サッカースクール体験

6月8日
（木）
～6月29日
（木）
の間 毎週木曜日
17:30～18:50

キッズ体操

6月15日
（木）
14：00～

県民の日映画会

…一部無料

…割引

問合せ先

…要証明

…要予約

会場（所在地）

公益財団法人四街道市地域振興財
四街道市文化センター大ホール
団
四街道市大日396
043-423-1618

ＮＰＯ法人スポーツアカデミー
0479-62-8870

総合体育館サブアリーナ
旭市二の5491
総合体育館メインアリーナ
旭市二の5491
八街市八街ほ800-1
八街市立図書館
視聴覚ホール

八街市立図書館
043-444-4946

1、参加費：500円
小学生以上、先着20名
2、参加費：300円
小学生以上、先着20名

6月15日
（木）
1、
2とも
10:00～12:00
13:30～15:30

平成29年度第１回景観セミナー
日本遺産・北総四都市江戸紀行
「江戸を感じる銚子の町並み」

日本遺産に認定された北総四都市江
戸紀行のうち漁港・港町銚子で「江
戸を感じる銚子の町並み」をテーマ
に景観セミナーを開催します

5月27日
（土）
14:00～16:35

千葉県公園緑地課景観づくり推進
銚子市保健福祉センター
班
銚子市若宮町4－8
043-223-3998

「医療費減らし隊」
～生活習慣病予防は、すべて減塩から～

健康志向の方、医療費が気になる方、
専門職の方、みんなに役立つ講演
会。講師は千葉県循環器病センター
臨床研修アドバイザー平井 愛山先
生（先着300席）

6月17日
（土）
受付：13:00
14:00～15:30

香取市役所 市民課
0478-50-1228

木工作業の見学・工具の説明、鋸・
カンナの作業体験、シジュウカラの
巣箱作り（子供対象）

6月18日
（日）
10:00～14:00

NPO法人 四街道サンデー木工倶
楽部 木楽会（きらくかい）
四街道市吉岡589-2
080-8713-3243

6月11日
（日）
9:00～13:00

旭市教育委員会体育振興課
0479-64-1132

千葉県立北総花の丘公園
1、クラフトバンドのミニかご作り
2、ラベンダースティックづくり

四街道サンデー木工倶楽部
作業所の一般開放

市民スポーツ大会を開催
【種目】グラウンドゴルフ・ミニバ
レーボール等

旭市民スポーツのつどい

【指定管理者】
一般財団法人千葉県まちづくり公 花と緑の文化館
社 北総花の丘公園管理事務所
印西市原山1-12-1
0476-47-4030

香取市山田公民館
香取市長岡1303-2

旭スポーツの森公園
旭市二の5491

将門山の伝承・史跡巡りと
本佐倉城跡見学

参加費：300円（資料代・保険料他）
、
先着25名、昼食各自持参 ウォー
キングに適した服装
※悪天候時は中止（HPイベント欄
に朝7時に表示）

6月3日(土)
9:00～15:00
※京成大佐倉駅集合

特定非営利活動法人
佐倉市東端に広がる将門山及び本
まちづくり支援ネットワーク佐倉
佐倉城跡
090-4740-0001

ミルクフェスティバル2017

模擬搾乳、小動物とのふれあい、ポ
ニーやロバの乗馬、ロコモ度測定、
バター作りなどを体験できます

6月3日
（土）
～4日
（日）
10:00～15:00

千葉県牛乳普及協会
043-228-7570

県立北総花の丘公園
印西市原山1-12-1

公津の杜コミュニティセンター
もりんぴあ名画座

大画面で、懐かしい名画を

6月23日
（金）
13:00～17：00

公津の杜コミュニティセンター
0476-27-5252

公津の杜コミュニティセンター
成田市公津の杜4-8

千葉県立中央博物館大利根分館
企画展「ウナギとサケ」

企画展「ウナギとサケ」は5月27日
～ 6月25日まで開催

6月15日
（木）
9:00～16:30

千葉県立中央博物館大利根分館
0478-56-0101

香取市佐原ハ4500

「県民の日」
市民グラウンド・ゴルフ大会

市民の方を対象にしたグラウンド・
ゴルフ大会

6月18日
（日）
9:00～13:00

銚子市体育館
0479-24-9559

銚子市野球場
銚子市前宿町505番地

「県民の日」
体力・運動能力測定事業

7 ～ 8種目ほどの体力測定を行います

6月11日
（日）
9:00～14:00

銚子市体育館
0479-24-9559

銚子市体育館
銚子市前宿町1140番地

各回先着70人

6月15日
（木）
1、
11:00～
2、
14:00～

銚子市青少年文化会館
0479-22-3315

銚子市前宿町1046

ドラゴンカヌーに乗って水辺からまちを 通常大人1,000円→700円
HP「乗船申込フォーム」より申込可
見てみよう

6月10日
（土）
10:00～ 14:00〜

認定NPO法人ドラゴンカヌーさかえ
0476-95-4979

長門川マリーナ（HPより検索可）

野菜ごみを持参すると堆肥プレゼン
ト

6月3日(土)
18:00～20:30
※雨天順延(6月4日)

キャンドルナイトの会
090-4241-8769

栄町役場ヨコ緑道

高校生対象の専門技術の体験
機械加工と自動車整備の両方を体験可能

6月15日
（木）

旭高等技術専門校
(愛称：ちばテク旭校)
0479-62-2508

旭市鎌数5146

収穫体験「じゃがいも堀り」

一株200円→180円

6月15日
（木）
9:00～15:00

ニジマス釣り

釣ったニジマスは全て持ち帰り。
1kg1500円が1割引

6月15日
（木）
10:00～15:00

道の駅くりもと「紅小町の郷」
0478-70-5151

香取市沢1372-1

ザリガニ釣り

ザリガニ持ち帰り
1匹20円、5匹まで

6月15日
（木）
10:00～15:00

千葉県の成り立ちや歴史、文化、自然な
どを紹介する県民の日パネルを展示。展
示期間中はチーバくんもやってきます。

6月1日
（木）
～15日
（木）

海匝地域振興事務所
0479-62-0261

イオンモール銚子
風の広場付近の通路
銚子市三崎町2-2660-1

6月24日(土)

匝瑳市教育委員会
0479-73-0097

市立八日市場第二中学校グラウンド
匝瑳市八日市場イ1687

6月18日
（日）

匝瑳市教育委員会
0479-73-0097

のさかアリーナ
匝瑳市今泉6536-1

プラネタリウム無料投影

キャンドルナイト2017 in さかえまち
旭高等技術専門校 体験学習会
（オープンキャンパス）

イオンモール銚子

県民の日パネル展

近隣中学校招待ソフトボール大会
匝瑳市婦人バレーボール大会

サービス提供・プレゼント等
施設名・事業名

匝瑳市婦人バレーボール協会登録
チーム対象。(参加費2,000円)

…無料

詳

細

期日・時間

…一部無料

問合せ先

…割引

Bゾーン

…要証明

…要予約

会場（所在地）

成田ゲートウェイホテル
1階 レストランセンス

ディナーバイキング20％ OFF
※満席になり次第、終了

6月12日(月)
～6月17日(土)

成田ゲートウェイホテル
0476-35-5511

成田ゲートウェイホテル

成田エクセルホテル東急
1、レストランガーデ二ア
2、中華料理 蓬莱
3、日本料理あづま

1、ランチブッフェ、ディナーブッフェ
10％ OFF
2、ディナーブッフェ 10％ OFF
3、ディナーブッフェ 10％ OFF

6月15日(木)

成田エクセルホテル東急
0476-33-0109

成田市大山31

朝顔苗配付イベント
1、東総有料道路料金所
2、利根かもめ大橋有料道路

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

6月25日
（日）
10時～

千葉県道路公社
043-227-9333

1、東総有料道路料金所
香取市福田510-2
2、利根かもめ大橋有料道路
茨城県神栖市矢田部1207

酒々井プレミアム・アウトレット

施設内41店舗で、県民の日限定の商
品割引やサービス提供等を行います
詳細は、ホームページをご覧ください

6月15日(木)

ヒルトン成田 県民の日キャンペーン

1、テラスレストラン
ランチビュッフェ (ソフトドリ
ンクバー付）20％ OFF
2、日本料理 松風
一部メニュー 20％ OFF
※詳細は要問合せ

6月15日
（木）
1、
11:30～14:00
2、
17:30～21:00

ヒルトン成田
0476-33-1121

インターナショナルガーデンホテル成田
レストランAVANTI
県民の日キャンペーン

大人1名につき小学生以下のお子様
1名無料
1、ランチブッフェ
2、ディナーブッフェ
※詳細は要問合せ

6月15日
（木）
1、
11:30～14:00
2、
18:00～21:00

インターナショナルガーデンホテ
ル成田
インターナショナルガーデンホテ
レ ス ト ラ ンAVANTI（ ア ヴ ァ ン ル成田
ティ）0476-23-5545

地井武男さんの絵はがきプレゼント

6月15日
（木）
9:00～18:00

NPO法人匝瑳市観光物産協会
0479-85-5015

めぐ

そうさ観光物産センター匝りの里

043-481-6160
（施設代表電話）

酒々井プレミアム・アウトレット内
千葉県印旛郡酒々井町飯積2-4-1

ヒルトン成田

匝瑳市八日市場イ137-1

