
行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

インターナショナル
ガーデンホテル成田
レストラン「AVANTI」 
県民の日割引

割
証

レストラン「AVANTI」割引 
・ランチビュッフェ：20％割引 
・ディナービュッフェ：20％割引 
※対象：県内在住・在勤の方（大人のみ・6
名様まで） 
※他の割引・特典との併用不可

6月1日（火）～
6月30日（水）

インターナショナルガーデンホ
テル成田 
レストラン「AVANTI」
成田市吉倉241-1

インターナショナル
ガーデンホテル成田

0476-23-5545
（6:30 ～ 21:30）

ヒルトン成田 
県民の日レストラン
キャンペーン

割
証

「テラス レストラン」割引 
・ランチビュッフェ：20％割引 
・ディナービュッフェ：20％割引 
※対象：県内在住・在勤の方（大人のみ・6
名様まで） 
※他の割引・特典との併用不可

6月1日（火）～
6月30日（水）

ヒルトン成田 
「テラス レストラン」
成田市小菅456

ヒルトン成田
ヒルトン成田 
「テラス レストラン」
0476-33-0333
（9:00 ～ 17:30）

酒々井プレミアム・アウト
レット 
クーポンシートプレゼント

割
証

対象の店舗で割引等のサービスが受けられ
る「クーポンシート」をプレゼント。 
※インフォメーションにて県内在住・在勤・
在学を証明できるものをご提示ください。

6月15日（火） 酒々井プレミアム・アウトレット
酒々井町飯積2-4-1

酒々井プレミアム・
アウトレット 043-481-6160（代表）

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

第17回福祉施設紹介・
販売フェア 
「大きなテｰブル」

障害のある方の社会参加、就労・自立支援の
一環として、福祉施設の取組や商品を紹介す
るイベント。四街道市内及び近隣地域の福
祉施設等で生産している新鮮な野菜、パンや
クッキー、手作りの小物等を販売。

6月12日（土）
10:30 ～ 14:30

四街道市文化センター前広場
四街道市大日396

四街道市みんなで地
域づくりセンター 043-304-7065

公津の杜
コミュニティセンター 
グランドピアノ
一般開放

無
予

グランドピアノを無料で利用可能。 
※事前申込みにて4組まで（利用時間は1組
1時間まで）。 
※18歳以下の方は保護者の同意が、中学生
以下の方は保護者の付添いが必要です。

6月15日(火) 
①10:00 ～ 11:00 
②12:00 ～ 13:00 
③14:00 ～ 15:00 
④16:00 ～ 17:00

公津の杜コミュニティセンター
（もりんぴあこうづ）
成田市公津の杜4-8

【指定管理者】
アクティオ（株）

0476-27-5252
(9:00 ～ 21:00)

ドラゴンカヌー
乗船料割引

割
予

ドラゴンカヌーを皆で漕いで、川辺の自然を
体感しよう!! 
乗船料大人1,000円→700円

6月15日（火）
10：00～

長門川マリーナ（発着場）
栄町和田388

認定NPO法人 
ドラゴンカヌー 
さかえ

090-4930-2128（喜多村）

ドラムの里　移動牧場 無無
やぎやうさぎ、モルモットなどとふれあえる
ミニ牧場を、ドラムの里の広場で開催。 
※えさやり体験は有料（えさ代）

6月15日（火）
10:00 ～ 16:00

ドラムの里
栄町龍角寺1039-1

ドラムの里
（指定管理者）

ドラムの里 
龍の市庭（いちば）
0476-80-0010

四街道市文化センター 
県民の日Eco工作教室

無
予

ガス管の廃材を利用した万華鏡作りをする
環境教室です。 
・対象：小学校3年生以上（小学校1年生～小
学校2年生の方は保護者同伴なら参加可能） 
・持ち物：筆記用具・水筒・マジック

6月15日（火）
14:00 ～ 15:00

四街道市文化センター会議室
四街道市大日396

【指定管理者】
公益財団法人四街
道市地域振興財団

043-423-1618

「県民の日」市民グラウン
ド・ゴルフ大会

無
予
市民の方を対象としたグラウンド・ゴルフ
大会。

6月19日（土） 
【受付】9:00 ～
11:00

銚子市野球場
銚子市前宿町505

銚子市グラウンド・
ゴルフ協会

銚子市体育館
0479-24-9559

四街道サンデー
木工俱楽部　吉岡教習所
体験教室

・木工倶楽部の通常教習の見学 
・鋸・かんな・のみの使用（希望者のみ） 
・小鳥の巣箱製作 
※無料駐車場あり

6月20日（日）
10:00 ～ 12:00

四街道サンデー木工俱楽部
四街道市吉岡589-2

四街道サンデー木工
俱楽部・木工同好会

木工同好会事務局
043-233-1456

県立水郷小見川
青少年自然の家 
SUP体験教室

予
初めてSUPをやる方向けの体験教室。今、
話題のスポーツを体験してみましょう！ 
※参加料800円

6月27日（日）、 
7月18日（日)
13:00 ～ 16:00

県立水郷小見川青少年自然の家
香取市小見川5249-1

県立水郷小見川青少
年自然の家

電話：0478-82-1343
（9:00 ～ 17:30）
※月曜休所
施設予約は利用日の4週間
前まで。主催事業は開催日
の1か月～1週間前まで

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

ホテル一宮
シーサイドオーツカ 
日帰り温泉割引

割
・大人1305円→800円 
・子ども660円→500円 
※タオル付

5月14日（金）～
6月30日（水）
12:00 ～ 18:00 
※毎週水曜日休館
（その他休館あり）

ホテル一宮シーサイドオーツカ
一宮町一宮10000番地

ホテル一宮
シーサイドオーツカ 0475-42-6411

さんぶの森公園 
無料開放 
（山武市内スポーツ施設）

無無
証
予

山武市民は無料 
※3時間まで
※予約状況等詳細は各施設にお問合せくだ
さい。

6月12日（土）、
6月13日（日）
9:00 ～ 17:00

さんぶの森公園
山武市埴谷1904-3 山武市 0475-80-9100

市営グラウンド庭球場 
無料開放

無
予
無料貸出 6月12日（土）

8:00 ～ 18:00
市営グラウンド
匝瑳市上谷中2240-8

匝瑳市教育委員会
生涯学習課 0479-73-0097

市営グラウンド野球場 
無料開放

無
予
無料貸出 6月12日（土）

8:00 ～ 18:00
市営グラウンド
匝瑳市上谷中2240-8

匝瑳市教育委員会
生涯学習課 0479-73-0097

匝瑳市生涯学習センター 
多目的ホール　無料開放

無
予
多目的ホールの使用料無料 
※2時間まで

6月12日（土）
9:00 ～ 22:00

匝瑳市生涯学習センター
匝瑳市今泉6489-1

匝瑳市教育委員会
生涯学習課

匝瑳市生涯学習センター
0479-67-1264

成東総合運動公園 
無料開放 
（山武市内スポーツ施設）

無無無
証
予

山武市民は無料 
※3時間まで 
※予約状況等詳細は各施設にお問合せくだ
さい。

6月12日（土）、
6月13日（日）
9:00 ～ 17:00

成東総合運動公園
山武市五木田3241 山武市 0475-80-3715

のさかふれあい
スポーツランド 
無料開放

無
予
無料貸出 6月12日（土）

9:00 ～ 22:00
のさかアリーナ
匝瑳市今泉6536-1

匝瑳市教育委員会
生涯学習課

のさかアリーナ
0479-67-1263

野手浜総合グラウンド 
無料開放

無
予
無料貸出 6月12日（土）

9:00 ～ 18:00
野手浜総合グラウンド
匝瑳市野手17146-84

匝瑳市教育委員会
生涯学習課

のさかアリーナ
0479-67-1263

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

施設の無料開放・割引等 無 … 無料 無無 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約

九十九里 リア九十九里 リア九十九里エリア九十九里エリア ※実施日がそれぞれ異なりますのでご注意ください。
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行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

県立東部図書館　展示
「伊能図完成200年」 無

県の偉人「伊能忠敬」による初の本格的な日
本地図「伊能図」の完成200年を記念して、
関係資料を展示。

4月17日（土）～ 
6月30日（水）
9:00 ～ 17:00

県立東部図書館
旭市ハの349 県立東部図書館 0479-62-7070

キッズ体操教室
体験練習

無
予
キッズ体操教室を体験できます（参加無料）

6月2日・9日・16日・
23日（いずれも水）
16:30 ～ 18:30

旭市総合体育館
旭市二5491

認定NPO法人
スポーツアカデミー 0479-62-8870

サッカーサークル
体験練習

無
予
サッカーサークルを体験できます
（参加無料）

6月5日・12日・19
日・26日（いずれも土）
15:00 ～ 16:20

海上コミュニティ運動公園
旭市高生7

認定NPO法人
スポーツアカデミー 0479-62-8870

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

蓮沼スポーツプラザ 
無料開放 
（山武市内スポーツ施設）

無無無
証
予

山武市民は無料 
※3時間まで 
※予約状況等詳細は各施設にお問合せくだ
さい。

6月12日（土）、
6月13日（日）
9:00 ～ 17:00

蓮沼スポーツプラザ
山武市蓮沼ハの5402-1 山武市 0475-86-3846

松尾運動公園 
無料開放 
（山武市内スポーツ施設）

無無
証
予

山武市民は無料 
※3時間まで 
※予約状況等詳細は各施設にお問合せくだ
さい。

6月12日（土）、
6月13日（日）
9:00 ～ 17:00

松尾運動公園
山武市松尾町富士見台208-8 山武市 0479-86-2346

みどり平東公園野球場 
無料開放

無
予
無料貸出 6月12日（土） 

8：00～ 18：00
みどり平東公園野球場
匝瑳市みどり平13-2

匝瑳市教育委員会
生涯学習課 0479-73-0097

山桑公園野球場 
無料開放

無
予
無料貸出 6月12日（土）

8:00 ～ 21:00
山桑公園野球場
匝瑳市山桑125

匝瑳市教育委員会
生涯学習課 0479-73-0097

八日市場ドーム 
無料開放

無
予
無料貸出 
※2時間まで

6月12日（土）
9:00 ～ 22:00

八日市場ドーム
匝瑳市八日市場ハ793-1

匝瑳市教育委員会
生涯学習課

八日市場ドーム
0479-73-0021

パークゴルフそうさ 
使用料無料 無

使用料無料 
※1回分に限る(団体利用は対象外） 
※1日利用の場合は有料

6月13日（日）
8:30 ～ 18:00

パークゴルフそうさ
匝瑳市吉崎4861-3

匝瑳市教育委員会
生涯学習課

パークゴルフそうさ
0479-74-3751

光B&G海洋センター　 
温水プール　無料開放 無 利用無料 

※人数制限あり
6月13日（日）
10:00 ～ 18:00

光B&G海洋センター
横芝光町木戸10156-1

【指定管理者】
(株)フクシ・エン
タープライズ

光B&G海洋センター
0479-84-3510 
(火～土曜日10:00 ～
21:00、日・祝日10:00 ～
18:00）※月曜休館（祝日の
場合は翌平日）

光B&G海洋センター　 
健康ルーム　無料開放 無 利用無料 

※人数制限あり
6月13日（日）
9:00 ～ 18:00

光B&G海洋センター
横芝光町木戸10156-1

【指定管理者】
(株)フクシ・エン
タープライズ

光B&G海洋センター
0479-84-3510
(火～土曜日9:00 ～
21:00、日・祝日9:00 ～
18:00）※月曜休館（祝日の
場合は翌平日）

大原幽学記念館 
無料開放 無 入館無料 6月15日（火）

9:00 ～ 16:30
大原幽学記念館
旭市長部345-2 大原幽学記念館 0479-68-4933

県立東金青少年自然の家 
使用料無料

無
予
利用団体施設の使用料無料 
※宿泊費、食費等は別途かかります。

6月15日（火） 
※利用可能時間はお
問合せください

県立東金青少年自然の家
東金市松之郷270

県立東金青少年自然
の家 0475-54-1301

航空科学博物館 
入館無料 無無 入館無料 

※高校生以下が対象
6月15日（火）
10:00 ～ 17:00
（最終入館16:30）

航空科学博物館
芝山町岩山111-3 0479-78-0557

山武市歴史民俗資料館 
無料開放 無

入館料無料 
※団体（5名以上）は要予約 
※入場制限有（一度の入場は14名まで）

6月15日（火）
9:00 ～ 16:30

山武市歴史民俗資料館
山武市殿台343-2

山武市歴史民俗資料
館 0475-82-2842

芝山町立芝山古墳・
はにわ博物館 
入館無料

無 入館無料 6月15日（火）
9:00 ～ 16:30

芝山町立芝山古墳・はにわ博物館
芝山町芝山438-1 0479-77-1828

白子自然公園 
野球場　無料開放

無
予
野球場を無料開放 6月15日（火）

9:00 ～ 17:00
白子自然公園
白子町古所

【指定管理者】
白子町

国民宿舎白子荘
(ホテルニューカネイ)
0475-33-2511 
（9:00 ～ 17:00）

匝瑳市八日市場
勤労青少年ホーム 
体育室　無料開放

無
予
体育室の使用料無料 
※2時間まで

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

匝瑳市八日市場勤労青少年ホーム
匝瑳市八日市場イ2030 匝瑳市産業振興課 八日市場勤労青少年ホーム

0479-73-4515

県立長生の森公園 
ゲートボール場　無料開放

無
予
1組につき6面2時間まで。 
※予約単位など詳細はお問合せください。

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

県立長生の森公園ゲートボール場
茂原市押日816-1

【指定管理者】
（一財）千葉県まちづ
くり公社

0475-26-2474

県立長生の森公園 
多目的広場　無料開放

無
予
1団体につき2時間まで。 
※予約単位など詳細はお問合せください。

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

県立長生の森公園多目的広場
茂原市押日816-1

【指定管理者】
（一財）千葉県まちづ
くり公社

0475-26-2474

県立長生の森公園 
庭球場　無料開放

無
予
1組につき1面2時間まで。 
※予約単位など詳細はお問合せください。

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

県立長生の森公園庭球場
茂原市押日816-1

【指定管理者】
（一財）千葉県まちづ
くり公社

0475-26-2474

県立長生の森公園 
野球場　無料開放

無
予
1団体につき4時間まで（午前・午後）。 
※予約単位など詳細はお問合せください。

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

県立長生の森公園野球場
茂原市押日816-1

【指定管理者】
（一財）千葉県まちづ
くり公社

0475-26-2474

東総運動場 
庭球場　無料開放 無

テニスコート使用料無料 
※全8面のうち4面（No.5-8）が対象 
※当日先着順/原則1名2時間まで

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

東総運動場
旭市清和乙621

【指定管理者】
（一財）千葉県まちづ
くり公社

0479-68-1061
（9:00 ～ 17:00）

白子ニューシーサイドホテル
温泉入浴割引 割 温泉入浴を一人300円(タオル代別）に割引。 

※入浴は人数制限有。清掃時間は不可。
6月15日（火）
8:00 ～ 10:00、
12:00 ～ 17:00

白子ニューシーサイドホテル
白子町中里4482 カネイ産業（株） 0475-30-3555

白子ニューシーサイドホテル
テニスコート無料

無
予

1組につき1面の半日利用料(午前or午後）
が無料。 
※コート面数には限りがあります。

6月15日（火）
8:00 ～ 17:00

白子ニューシーサイドホテル
白子町中里4482 カネイ産業（株） 0475-30-3555

イベントの開催等 無 … 無料 無無無 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約
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行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

道の駅ながら 
アイス割引

割
証
新生酪農のアイスを2割引きで販売します。

6月12日（土）～
6月18日（金）
9:30 ～ 17:00

道の駅ながら
長柄町六地蔵138-1 ㈲直売ながら 道の駅ながら

0475-35-4741

横芝駅前情報交流館
「ヨリドコロ」
レンタサイクル　利用無料

無
・4時間以内利用：通常300円→無料 
・4時間以上利用：通常500円→無料 
※台数に限りあり

6月12日（土）、
6月13日（日）
9:00 ～ 18:00

横芝駅前情報交流館
「ヨリドコロ」
横芝光町横芝1355-2

【指定管理者】
（一社）横芝光町観光
まちづくり協会

0479-74-8585
（8:00 ～ 20:00）

海の駅九十九里 
鰯の団子汁 無 鰯の団子汁を無料サービス 

※先着200名様。無くなり次第終了。
6月12日（土）
10:00 ～ 14:00

海の駅九十九里
九十九里町小関2347-98 海の駅九十九里 0475-76-1734

海の駅九十九里 
鰯の丸干し 無 鰯の丸干しを無料サービス 

※先着200名様。無くなり次第終了。
6月13日（日）
10:00 ～ 14:00

海の駅九十九里
九十九里町小関2347-98 海の駅九十九里 0475-76-1734

国民宿舎サンライズ九十九里 
「海の見えるレストランはま
ゆう」　昼食割引

割
証

県内在住・在勤・在学でご証明をされた方
のみを対象に、昼食（定食に限る）を10％割
引。

6月15日（火）
11:30 ～ 13:30

国民宿舎サンライズ九十九里
九十九里町真亀4908

国民宿舎サンライズ
九十九里 0475-76-4151

国民宿舎サンライズ九十九里 
「温水プールドルフィン」 
プール利用　無料/割引

無無無
割

・宿泊者：入場料無料 
・ビジター：大人700円→400円/小人500
円→200円/幼児200円→無料

6月15日（火）
9:00 ～ 15:30
【2部制】 
※詳細はHPまで

国民宿舎サンライズ九十九里
九十九里町真亀4908

国民宿舎サンライズ
九十九里 0475-76-4151

国民宿舎サンライズ九十九里 
「売店MAKANA」商品割引

割
証

県内在住・在勤・在学でご証明をされた方
のみを対象に、売店商品を5％割引。
※一部商品除く

6月15日（火）
7:30 ～ 20:30

国民宿舎サンライズ九十九里
九十九里町真亀4908

国民宿舎サンライズ
九十九里 0475-76-4151

そうさ観光物産センター
匝りの里 
絵はがきプレゼント&
レンタサイクル無料

無
・地井武男さんの絵はがきプレゼント 
※数量に限りがあります。 
・レンタサイクル無料

6月15日（火） そうさ観光物産センター匝りの里
匝瑳市八日市場イ137-1

【指定管理者】
NPO法人
匝瑳市観光物産協会

0479-85-5015

成田空港温泉「空の湯」 
入浴料　無料・割引

無
割

・小学生以下：無料 
・大人：100円割引 
※他割引との併用不可（会員割引は除く）

6月15日（火）
11:00 ～ 23:00
（最終受付 22:15）

成田空港温泉　空の湯
芝山町香山新田27-1

成田空港温泉 
空の湯 0479-78-2615　

成田空港温泉「空の湯」 
レンタサイクル割引 割 「自転車処空輪」のレンタサイクル料金が半額となります。

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

成田空港温泉　空の湯
芝山町香山新田27-1

成田空港温泉 
空の湯 0479-74-3701　

茂原市立美術館・
郷土資料館 
ポストカードプレゼント

無 来館者（先着30名）にお好きなポストカー
ドを1枚プレゼント。

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

茂原市立美術館・郷土資料館
茂原市高師1345-1

茂原市立美術館・
郷土資料館

0475-26-2131
（9:00 ～ 17:00）

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）
ちばテク東金校
体験学習会 
（オープンキャンパス）

無
予

職業技術の体験（高校生対象） 
※展示広告/建築/左官のうち1コースを選
択

6月13日（日）
10:00 ～ 14:30

東金高等技術専門校
東金市油井1061-6 東金高等技術専門校 0475-52-3148

匝瑳市近隣中学校招待 
ソフトボール大会

無無
予

匝瑳市近隣の中学校対抗ソフトボール大会。
海匝地区・山武地区の女子ソフトボール部
を招待しています。観戦無料。

6月26日（土）
8:30 ～ 14:00 
予備日：6月27日
（日）

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

匝瑳市教育委員会
生涯学習課 0479-73-0097

ちばテク旭校
体験学習会 
（オープンキャンパス）

無
予

職業技術の体験（高校生対象） 
※機械加工/自動車整備のどちらか1コース
を選択

6月19日(土)
9:00 ～ 11:30

旭高等技術専門校
旭市鎌数5146 旭高等技術専門校 0479-62-2508

匝瑳市婦人バレーボール
大会

無無無
予
匝瑳市婦人バレーボール協会登録チーム大
会。観覧無料/参加費2,000円。

6月20日（日）
8:30 ～ 17:00

八日市場ドーム
匝瑳市八日市場ハ793-1

匝瑳市教育委員会
生涯学習課 0479-73-0097

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

鴨川シーワールド 
千葉県民感謝月間
入館優待

割
証

・大人（高校生以上）：3,000円→2,400円 
・小人（小・中学生）：1,800円→1,440円 
・幼児（4歳以上）：1,200円→960円

6月1日（火）～
6月30日（水） 
※6月15日（火）を
除く 
※営業時間は公式
HPをご覧ください

鴨川シーワールド
鴨川市東町1464-18 鴨川シーワールド

鴨川シーワールド
サービス課
04-7093-4803

マザー牧場 
「千葉県民感謝ウィーク」

無
割
証

マザー牧場入場料が割引・無料 
・大人：200円割引（通常1,500円→1,300円） 
・小人（4歳～小学生）：無料（通常800円→無料）

6月1日（火）～
6月15日（火） 
土日祝9:00 ～ 17:00 
平日9:30 ～ 16:30

マザー牧場
富津市田倉940-3 （株）マザー牧場 0439-37-3211

県民の日富津公園テニス
コート無料開放 無 第１、第２テニスコート無料開放 6月15日（火）

9：00 ～17：00
富津公園内テニスコート
富津市富津2280

富津市観光協会富
津支部 0439- 87-2565

鋸山ロープウェー
県民の日特別キャンペーン 無無 小児無料

オリジナルグッズプレゼント
6月15日（火）
9：00 ～17：00

鋸山ロープウェー
富津市金谷4052-1 鋸山ロープウェー㈱ 0439- 69-2314

鋸山美術館入館料半額 割
入館料半額（一般800円→400円）
※通常、火曜日は休館日ですが、6月15日は
特別開館します。

6月15日（火）
10：00 ～17：00

鋸山美術館
富津市金谷2146-1 鋸山美術館 0439- 69- 8111

君津メディカルスポーツ
センター 
温水プール　無料開放

無 温水プールを無料開放 
※入場者数・利用方法に制限の可能性あり

6月13日（日）
10:00 ～ 18:00

君津メディカルスポーツセン
ター
君津市西君津11-1

君津メディカル
スポーツセンター 0439-88-0611

海の湯宿　花しぶき 
プライベートルーム付き
温泉貸切露天風呂割引

割
・（45分）4000円→3000円 
・（105分）6000円→5000円 
※1予約につき4名まで対応可能

6月14日（月）～
6月18日（金）
※受付：当日9:00 ～

海の湯宿　花しぶき
館山市塩見233-4 ㈱こがね 0470-29-0236

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

施設の無料開放・割引等 無 … 無料 無無無 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約

南房総 リア南房総 リア南房総エリア南房総エリア ※実施日がそれぞれ異なりますのでご注意ください。
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