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南房総エリア� ※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　 …一部無料　 …割引　 …要証明　 …要予約

海岸美術館 営利目的の団体の入場は不可 6月15日（木）
10:00～17:00

海岸美術館
0470-44-2611 南房総市千倉町川戸550

鯛の浦遊覧船
千葉県唯一の特別天然記念物「鯛の
浦のタイ」を遊覧船で
※鴨川市民は無料、千葉県民は半額

6月15日（木）
8:30～15:50

小湊妙の浦遊覧船協業組合
04-7095-2318 鴨川市小湊183-8

ロマンの森共和国 県民は通常入園料600円→無料
（アトラクション等別途） 6月15日（木） ロマンの森共和国

0439-38-2211 君津市豊英659-1

鴨川グランドホテル
1泊2食付（大人2名以上）
お1人様 18,510円→13,110円（税
込）

6月12日（月）
　～6月16日（金）

鴨川グランドホテル
04-7092-2111 鴨川市広場820

白浜海洋美術館 6月15日（木）
10:00～17:00

白浜海洋美術館
0470-38-4551 南房総市白浜町白浜628-1

アロハガーデンたてやま 入園料無料
6月15日（木）
9:00～17:00

（最終入園16:30）
アロハガーデンたてやま
0470-28-1511 館山市藤原1497

東京ドイツ村 入園料無料（駐車場代別途）
観覧車無料 6月15日（木） 東京ドイツ村

0438-60-5511 袖ケ浦市永吉419

大多喜町B&G海洋センター
体育館、武道場、トレーニングルー
ム、野球場、雨天練習場、テニスコー
ト、多目的広場

6月15日（木）
9：00～21:00

大多喜町教育委員会生涯学習課
0470-82-2462

夷隅郡大多喜町大多喜486-12

大多喜町上瀑ふれあいセンター 体育館、会議室、和室 6月15日（木）
9:00～21:00 夷隅郡大多喜町下大多喜100

大多喜町総元体育館 体育館 6月15日（木）
9:00～21:00 夷隅郡大多喜町大戸433

大多喜町立中央公民館 ホール、研修室、会議室、和室、視
聴覚室、調理室、ロビー、相談室 6月15日（木） 大多喜町教育委員会生涯学習課

0470-82-3188 夷隅郡大多喜町大多喜486-10

ダチョウ王国　袖ヶ浦ファーム 入園料半額 6月15日（木）
10:00～17:00

ダチョウ王国　袖ヶ浦ファーム
0438-60-4100

袖ケ浦市上泉
1506-10

海の湯宿　花しぶき
ワンコイン立ち寄り湯 日帰り入浴　通常800円→500円

6月8日（木）
　～6月22日（木）
11:30～15:00

海の湯宿　花しぶき
0470-29-0236 館山市塩見233-4

名勝仁右衛門島
千葉県在住・在学者に限り、大人
1350円→800円、高校生以下無料

（1往復の渡船料を含む）
6月15日（木） 仁右衛門島

04-7092-3456 鴨川市太海浜445

臨海スポーツセンター
（プール個人利用無料開放） 混雑状況により入場制限あり。 6月15日（木）

10:00～20:00
臨海スポーツセンター
0438-63-2711 袖ケ浦市長浦1-57

総合運動場
（陸上競技場個人利用無料開放）

混雑状況により入場制限あり
トラック及び外周の使用に限る
※フィールド内使用不可（芝生の養
生のため）

6月15日（木）
8:00～18:00
※2時間単位での貸出

総合運動場
0438-62-5350 袖ケ浦市坂戸市場1566

館山運動公園　体育館アリーナ
当日受付
バスケットボール、卓球、バドミン
トンの共同利用で1面2時間まで

6月15日（木）
9:00～22:00

【指定管理者】
一般財団法人千葉県まちづくり公
社
0470-28-1340

県立館山運動公園
館山市藤原300館山運動公園　野球場・少年野球場 6月8日（木）の9時より電話受付

一団体2時間まで
6月15日（木）
9:00～17:00

館山運動公園　庭球場
当日受付
一団体1面2時間まで
※夜間照明は有料

6月15日（木）
9:00～22:00

県立君津亀山少年自然の家 施設利用料は無料
（宿泊施設は有料）

6月15日（木）
9:00～17:00

県立君津亀山少年自然の家
0439-39-2628

県立君津亀山少年自然の家
君津市笹字片倉1661-1

県立鴨川青年の家 施設利用料は無料
（宿泊施設は有料）

6月15日（木）
9:00～21:00

県立鴨川青年の家
04-7093-1666

県立鴨川青年の家
鴨川市太海122-1

千葉県立中央博物館大多喜城分館 6月15日（木）
9:00～16:30

千葉県立中央博物館大多喜城分館
0470-82-3007 夷隅郡大多喜町大多喜481

千葉県立中央博物館分館海の博物館 入場料・駐車場無料 6月15日（木）
9:00～16:30

千葉県立中央博物館分館海の博物
館
0470-76-1133

勝浦市吉尾123

大房岬自然公園施設 キャンプ場宿泊料無料 6月15日（木） 大房岬ビジターセンター
0470-33-4551

南房総市富浦町
多田良1212－29

勝浦海中展望塔 中学生以下の入場料を無料 6月15日（木）
9:00～16:30

勝浦海中展望塔
0470-76-2955 勝浦市吉尾174

菱川師宣記念館 入館は16：30まで 6月15日（木）
9:00～17:00

菱川師宣記念館
0470-55-4061 安房郡鋸南町吉浜516

Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール）
6月15日（木）
10:00～12:00
13:00～17:00

Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール）
0470-55-4411 安房郡鋸南町竜島1111-6

笑楽の湯 入浴料無料
6月15日（木）
10:00～16:00

（受付は15:30まで）
笑楽の湯
0470-55-8830 安房郡鋸南町上佐久間66

勝山サッカーフィールド 6月15日（木）
9:00～17:00

一般社団法人鋸南クロススポーツ
クラブ
0470-55-3714

サンセットブリーズ保田
安房郡鋸南町大六1032

内浦山県民の森　文化体育館 6月15日（木）
9:00～16：30

内浦山県民の森管理事務所
04-7095-2821 千葉県鴨川市内浦3228

太海フラワー磯釣センター
入園料半額
大人600円→300円
小学生300円→150円

6月15日（木）
8:30～16:30

太海フラワー磯釣センター
04-7092-1311 鴨川市太海浜67

南房総市和田地域福祉センター
「やすらぎ」浴室

市内330円→無料
市外660円→無料（千葉県内者のみ）

6月15日（木）
10:30～16:00

（受付は15:30まで） 南房総市
0470-36-1153

南房総市
和田町松田828

南房総市和田地域福祉センター
「やすらぎ」集会所（和室）

市内220円→無料
市外440円→無料（千葉県内者のみ）

6月15日（木）
9:00～16:30

ちくら介護予防センター
「ゆらり」浴室

市内330円→無料
市外660円→無料（千葉県内者のみ）

6月15日（木）
10:00～16:00

（受付は15:30まで）
南房総市社会福祉協議会
0470-44-3541

南房総市千倉町瀬戸
2705-6

ちくら介護予防センター
「ゆらり」健康増進室

市内110円→無料
市外220円→無料（千葉県内者のみ）

6月15日（木）
9:00～16:00

南房総市社会福祉協議会
0470-44-3541

南房総市千倉町瀬戸
2705-6

富浦テニスコート 個人・団体2時間まで 6月15日（木）
9:00～17:00 南房総市

0470-46-2964

南房総市
富浦町青木70

三芳テニスコート 個人・団体2時間まで 6月15日（木）
9:00～17:00

南房総市
本織60-4

千倉B＆G海洋センター　体育館 1団体2時間まで

6月15日（木）
9:00～17:00

南房総市
0470-44-3381

南房総市
千倉町川戸544-8

千倉B＆G海洋センター　武道場 1団体2時間まで

千倉B＆G海洋センター　室内プール

千倉総合運動公園　野球場 1団体2時間まで

千倉総合運動公園　多目的広場 1団体2時間まで

千倉総合運動公園　テニスコート 個人・団体2時間まで

小櫃堰公園　テニスコート 電話予約不可（現地にて当日申込）
原則1団体2時間まで 6月15日（木） 小櫃堰公園管理事務所

0438-98-3651 木更津市祇園字中鴨358

健康増進センター「いきいき館」
入館料無料
通常　一般400円、中学生以下、高
齢者（65歳以上）200円

6月15日（木）
10:00～21:00

健康増進センター「いきいき館」
0438-36-2511 木更津市潮浜3-1

県民の日に伴う市営体育施設無料開放
1、市民体育館	 2、柔剣道場
3、貝渕庭球場	 4、江川庭球場
5、市営野球場	 6、江川野球場
7、桜井運動場	 8、弓道場

施設の利用に際して予約は受け付け
ない。当日の申請により利用可能

6月15日（木）
開放時間は施設により異
なる

木更津市
0438-23-5319 木更津市貝渕2-13-40

イベントの開催等 …無料　 …一部無料　 …割引　 …要証明　 …要予約

袖ケ浦公園　花菖蒲まつり
絣姿の花摘み娘が花ガラ摘みを行う
演出もあり、風情豊かで美しい花菖
蒲を楽しんでいただけます。草花の
苗やお寿司など販売有

6月10日（土）
10:00～14:00
※小雨決行・荒天中止

袖ケ浦公園管理組合
0438-63-6560 袖ケ浦市飯富2360

千葉県民の日記念
第34回グラウンド・ゴルフ大会

参加対象者：富津市在住者
料金：中学生以下無料
　　　一般（高校生以上）500円

6月10日（土）
8:30～※荒天順延(6月
11日)

富津市教育委員会 生涯学習課
0439-80-1344

佐貫運動広場
富津市佐貫109

千葉県民の日記念
第34回バドミントン大会

参加対象者：富津市在住者
※小中学生は近隣市参加可
料金：中学生以下無料

一般（高校生以上）ミックス
ダブルス　1組1000円

6月11日（日）
8:30～

富津市総合社会体育館
富津市新富80-4

バックヤードツアー「博物館探検隊」
普段見ることができない博物館の裏
側（バックヤード）を見学します
※定員は小学生以上15名

6月15日（木）
13:30～14:15

千葉県立中央博物館分館海の博物
館
0470-76-1133

勝浦市吉尾123

「甲冑・小袖・裃の試着」体験教室 等身大複製甲冑等の試着体験
6月15日（木）
10:00～
13:30～

千葉県立中央博物館大多喜城分館
0470-82-3007 大多喜町大多喜481

クロススポーツ祭り
話題のスカッシュやキッズサッカー・
未就学児向けの運動教室が無料
※詳細は要問い合わせ

6月11日（日）
9:00～12:00

一般社団法人鋸南クロススポーツ
クラブ
0470-55-3714

サンセットブリーズ保田
安房郡鋸南町大六1032

平成29年度木更津市芸術鑑賞事業　
芸術に親しむ会　
千葉県警察音楽隊＆カラーガード隊	
「アクア・ウインズ」コンサート

吹奏楽演奏・フラッグ演技 6月17日（土）
14:00開演

木更津市教育委員会教育部文化課
0438-23-5309

木更津市民会館　中ホール
木更津市貝渕2-13-40

木更津市郷土博物館金のすず　										
企画展「博物館でファッションショーを
～スズコレ	2017	spring ～」

6月15日（木）
9:00～17:00（入館は
16:30まで）

0438-23-0011 木更津市太田2-16-2　
木更津市郷土博物館金のすず

館山野鳥の森
工作体験コーナー 体験料無料 6月15日（木） 館山野鳥の森管理事務所

0470-28-0166
館山野鳥の森
管理事務所
館山市大神宮553

サービス提供・プレゼント等 …無料　 …一部無料　 …割引　 …要証明　 …要予約

アイスクリーム作り体験
（千葉県酪農のさと）

千葉県産の牛乳でアイスクリーム作
り体験
通常価格700円→割引価格500円

（午前の部：10名、午後の部：10名）

6月15日（木）
10:00～12:00
13:00～15:00

千葉県酪農のさと
0470-46-8181 南房総市大井686

道の駅たけゆらの里おおたき
ソフトクリーム50円引き　
17:00まで
アイスクリーム50円引き　
18:00まで

6月15日（木） 道の駅たけゆらの里おおたき
0470-82-5566 夷隅郡大多喜町石神855

内浦山県民の森　総合センター売店 売店商品10％割引 6月15日（木）
7:00～21：00

内浦山県民の森管理事務所
04-7095-2821 千葉県鴨川市内浦3228

朝顔苗配付イベント
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

鴨川有料道路料金所
君津市香木原269

道の駅とみうら　枇杷倶楽部
1、びわソフト100円引
2、売店にて1,000円以上のお買い

上げの方にビワリーフジェル8g
プレゼント

6月15日（木）
10:00～17:00

道の駅とみうら　枇杷倶楽部
0470-33-4611 南房総市富浦町青木123-1

勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町、館山市、鴨川市、
南房総市、鋸南町、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市


