
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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行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

勝山サッカーフィールド 
無料開放ウィーク 無 サッカー場無料開放

6月14日（月）～
6月18日（金）
9:00 ～ 17:00

勝山サッカーフィールド
鋸南町岩井袋219

（一社）鋸南クロス
スポーツクラブ 0470-55-3714

アロハガーデンたてやま 
入園料無料 無 入園料無料 

※犬連れの方は不可
6月15日（火）
9:30 ～ 17:30

アロハガーデンたてやま
館山市藤原1497

アロハガーデンたて
やま 0470-28-1511

内浦山県民の森 
文化体育館 無料開放

無
予

文化体育館を無料開放します。 
※9:00 ～ 17:00の間で1回2時間まで。
利用時間の予約が必要です。

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

内浦山県民の森　文化体育館
鴨川市内浦3228

内浦山県民の森 
管理事務所

04-7095-2821 
（9:00 ～ 19:00）

県立中央博物館
大多喜城分館　入場料無料 無 入場料無料 6月15日（火）

9:00 ～ 16:30
県立中央博物館大多喜城分館
大多喜町大多喜481

県立中央博物館
大多喜城分館

0470-82-3007
(休館日以外)

大多喜町B&G海洋センター 
無料開放

無
予

対象施設：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 
※各施設には利用人数の制限があります。

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

大多喜町B&G海洋センター
大多喜町大多喜486-12

大多喜町教育委員会
生涯学習課

0470-82-2462
（※月曜日定休(祝日の場合
は翌日振替)）

大多喜町立中央公民館 
無料開放

無
予

対象施設：ホール、研修室、会議室、和室、視
聴覚室、調理室、ロビー、相談室 
※各施設には利用人数の制限があります。 
※館内での飲食はできません。

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

大多喜町立中央公民館
大多喜町大多喜486-10

大多喜町教育委員会
生涯学習課

0470-82-3188
（※月曜日定休(祝日の場合
は翌日振替)）

小櫃堰公園 
テニスコート　無料開放 無

受付：現地で当日申込んでください
（電話予約不可/事前予約なし）。 
※原則1団体2時間まで 
※使用制限の可能性があります。

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

小櫃堰公園
木更津市祇園字中鴨358

木更津市
【指定管理者】
木更津市造園建設
業協同組合

小櫃堰公園管理事務所
0438-98-3651

県立中央博物館分館
海の博物館　入場料無料 無 入場料無料 6月15日（火）

9:00 ～ 16:30
県立中央博物館分館海の博物館
勝浦市吉尾123

県立中央博物館分館
海の博物館

0470-76-1133
(休館日以外)

かつうら海中公園 
海中展望塔　入場無料 無無 中人（小・中学生以下）の方は入場無料

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00
（最終受付16:30）

かつうら海中公園
勝浦市吉尾174

（一財）千葉県勝浦海
中公園センター
（指定管理者）

0470-76-2955 
（9:00 ～ 17:00）

上瀑ふれあいセンター 
無料開放

無
予
対象施設：体育館、会議室、和室 
※各施設には利用人数の制限があります。

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

上瀑ふれあいセンター
大多喜町下大多喜100

大多喜町教育委員会
生涯学習課

0470-82-2462
（※月曜日定休(祝日の場合
は翌日振替)）

鴨川シーワールド 
千葉県民感謝月間 
入館優待（一部無料）

無無無
割
証

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

6月15日（火） 
※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

木更津市営江川総合運動場 
庭球場　無料開放 無

受付：現地または電話で当日申込んでくだ
さい（8:30から先着順/事前予約なし）。 
※現地受付優先/1団体2時間まで

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

木更津市営江川総合運動場
庭球場
木更津市江川959-1 木更津市

【指定管理者】
（株）オーエンス

江川総合運動場
0438-41-9641

木更津市営江川総合運動場 
野球場　無料開放 無

受付：現地または電話で当日申込んでくだ
さい（8:30から先着順/事前予約なし）。 
※現地受付優先/午前・午後2枠のみ

6月15日（火）
8:30 ～ 17:00

木更津市営江川総合運動場
野球場
木更津市江川959-1

木更津市営江川総合運動場 
陸上競技場　無料開放 無

受付：現地または電話で当日申込んでくだ
さい（8:30から先着順/事前予約なし）。 
※トラック競技のみ

6月15日（火）
8:30 ～ 17:00

木更津市営江川総合運動場
陸上競技場
木更津市江川959-1

木更津市
【指定管理者】
（株）オーエンス

陸上競技場
080-3739-6109

木更津市営貝渕庭球場 
無料開放 無

受付：現地または電話で当日申込んでくだ
さい（8:30から先着順/事前予約なし）。 
※現地受付優先/1団体2時間まで

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

木更津市営貝渕庭球場
木更津市貝渕2-562-96

木更津市
【指定管理者】
（株）オーエンス

市民体育館
0438-23-5822

木更津市営弓道場 
無料開放 無

受付：現地または電話で当日申込んでくだ
さい（8:30から先着順/事前予約なし）。 
※現地受付優先/1団体2時間まで

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

木更津市営弓道場
木更津市吾妻1-4-1

木更津市
【指定管理者】
（株）オーエンス

市営弓道場
0438-25-4932

木更津市健康増進センター 
「いきいき館」　無料開放 無 入館料無料 6月15日（火）

10:00 ～ 21:00
木更津市健康増進センター
「いきいき館」　
木更津市潮浜3-1

木更津市
【指定管理者】
（株）明治スポーツプ
ラザ

木更津市健康増進センター
「いきいき館」
0438-36-2511
(10:00 ～ 21:00）
※月曜休館（祝日の場合は
翌平日)

木更津市民体育館 
無料開放 無

受付：現地または電話で当日申込んでくだ
さい（8:30から先着順/事前予約なし）。 
※現地受付優先/1団体2時間まで

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

木更津市民体育館
木更津市貝渕2-13-40 木更津市

【指定管理者】
（株）オーエンス

市民体育館
0438-23-5822

木更津市民体育館 
柔・剣道場　無料開放 無

受付：現地または電話で当日申込んでくだ
さい（8:30から先着順/事前予約なし）。 
※現地受付優先/1団体2時間まで

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

木更津市民体育館
木更津市貝渕2-13-40

鋸南町B&G海洋センター 
プール　無料開放 無 プールの使用料無料

6月15日（火）
13:00 ～ 17:00/
18:00 ～ 21:00

鋸南町B&G海洋センター
鋸南町竜島1111-6

鋸南町B&G海洋セ
ンター 0470-55-4411

鋸南町老人福祉センター 
「笑楽の湯」入浴料無料 無 入浴料無料 

※受付は15:30まで
6月15日(火)　
10:00 ～ 16:00

鋸南町老人福祉センター「笑楽の湯」
鋸南町上佐久間66

鋸南町老人福祉セン
ター「笑楽の湯」 0470-55-8830

県立鴨川青少年自然の家 
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）
9:00 ～ 17:00

県立鴨川青少年自然の家
鴨川市太海122-1

県立鴨川青少年自然
の家 04-7093-1666

県立館山運動公園 
少年野球場　無料開放

無
予

1グループにつき2時間まで。 
※要事前予約。6月8日（火）9:00から受付
開始。（電話のみ。窓口受付はしていません。）

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

県立館山運動公園少年野球場
館山市藤原300

【指定管理者】
（一財）千葉県まちづ
くり公社

0470-28-1340
（9:00 ～ 20:30）

県立館山運動公園 
体育館アリーナ　無料開放 無

バスケットボール・卓球・バドミントンで2
時間まで（共同利用）。 
※体育館窓口で当日受付。

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

県立館山運動公園体育館アリーナ
館山市藤原300

【指定管理者】
（一財）千葉県まちづ
くり公社

0470-28-1340
（9:00 ～ 20:30）

県立館山運動公園 
庭球場 無料開放

無
予

1グループにつき1面2時間まで。 
※要事前予約。6月8日（火）15:00から受
付開始。（電話のみ。窓口受付はしていませ
ん。）※ナイター照明も無料

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

県立館山運動公園庭球場
館山市藤原300

【指定管理者】
（一財）千葉県まちづ
くり公社

0470-28-1340
（9:00 ～ 20:30）

県立館山運動公園 
野球場　無料開放

無
予

1グループにつき2時間まで。 
※要事前予約。6月8日（火）9:00から受付
開始。（電話のみ。窓口受付はしていません。）

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

県立館山運動公園野球場
館山市藤原300

【指定管理者】
（一財）千葉県まちづ
くり公社

0470-28-1340
（9:00 ～ 20:30）

県立富津公園 
屋内温水プール　無料開放 無 屋内温水プールの利用料無料。 6月15日（火）

9:00 ～ 21:00
県立富津公園屋内温水プール
富津市富津2280

【指定管理者】
富津みどりの公園
グループ

0439-87-8887
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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）

県民の日記念 
グラウンド・ゴルフ大会

無無無
予
・参加対象：富津市在住者 
・参加費：【小・中学生】無料／【一般】500円 6月5日（土） 富津市立旧佐貫中学校グラウンド

富津市佐貫26

【主催】富津市教育委
員会生涯学習課 
【主管】富津市グラウ
ンド・ゴルフ協会

0439-80-1344

県民の日記念 
バドミントン大会

無無
予

・参加対象：君津支部バドミントン部部員（中
学2・3年生のみ）（富津市・木更津市・君津
市・袖ケ浦市）
・参加費：無料

6月6日（日） 富津市総合社会体育館
富津市新富80-4

【主催】富津市教育委
員会生涯学習課 
【主管】富津市バドミ
ントン協会

0439-80-1344

県立中央博物館分館
海の博物館 
「海の生きもの観察ツアー」

無無
予

海の博物館の前の磯を歩き、さまざまな海の
生きものについて解説します。 
※定員：10名 ※保険料（50円）がかかります。

6月15日（火）
13:00 ～ 14:00

県立中央博物館分館海の博物館
勝浦市吉尾123

県立中央博物館分館
海の博物館

0470-76-1133
(休館日以外)

休暇村館山 
日帰り入浴　割引

割
証

日帰り入浴半額 
・大人：800円→400円 
・子ども：500円→250円 
※大浴場は入場制限があります。

6月13日（日）
12:30 ～ 15:00
（受付14:30まで）、
18:00 ～ 20:00
（受付19:30まで） 
※営業時間は予定

休暇村館山
館山市見物725 休暇村館山 0470‐ 29-0211

常楽山萬徳寺　入園割引 割 入園割引（大人500円→400円） 6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

常楽山萬徳寺
館山市洲宮1571 常楽山萬徳寺 0470-28-2013

鯛の浦遊覧船　割引
割
証

・大人（中学生以上）1,200円→800円 
・小人600円→400円 
※県民以外の方も対象

6月15日（火）
8:30 ～ 15:50

鯛の浦遊覧船
鴨川市小湊183-8

小湊妙の浦遊覧船
協業組合 04-7095-2318

館山駅西口観光案内所 
レンタサイクル割引

割
証
レンタサイクル10%割引 6月15日（火）

9:30 ～ 17:00
（一社）館山市観光協会
館山市北条1879-2

（一社）館山市観光協
会 0470-22-2000

館山駅東口
JRバスターミナル内 
JBTショップ（売店）割引

割 JBTショップ（売店）で1,000円以上お買い
上げで10%OFF

6月15日（火）
9:30 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00

館山駅東口JRバスターミナル内
JBTショップ
館山市北条1884-2

ジェイアールバス
関東株式会社

レンタサイクル館山店
（JBTショップ館山）
0470-25-7720
（9:30 ～ 16:30）

館山駅東口
JRバスターミナル内
レンタサイクル割引

割 レンタサイクル2時間以上ご利用で
10%OFF

6月15日（火）
9:30 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00

館山駅東口JRバスターミナル内
JBTショップ
館山市北条1884-2

ジェイアールバス
関東株式会社

レンタサイクル館山店
（JBTショップ館山）
0470-25-7720
（9:30 ～ 16:30）

館山海中観光船 
料金割引 割 ・大人（中学生以上）：1,800円 

・小児（小学生）：900円
6月15日（火） 
※出発時間等は公式
HPをご覧ください

館山夕日桟橋
館山市館山1564-1

日東商船株式会社
海中観光船 0470-28-5822

館山野鳥の森 
工作体験 無無

工作体験の参加料：320円→無料 
※材料費は有料（120円～） 
※小学生以下は保護者同伴

6月15日（火）
9:00 ～ 16:30

館山野鳥の森　ふれあい野鳥館 
工作体験コーナー
館山市大神宮553

館山野鳥の森
管理事務所

0470-28-0166 
（9:00 ～ 17:30）

千葉県酪農のさと 
アイスクリーム作り
体験 割引

割
予

牛乳からアイスクリーム作る体験について
参加料を割引（700円→500円） 
※午前の部10名/午後の部10名 
※マスク着用・検温をお願いします。

6月15日(火）
【午前の部】10:00
～ 12:00/【午後
の部】13:00 ～
15:00

千葉県酪農のさと　資料館
南房総市大井686

【指定管理者】
千葉県酪農のさと

0470-46-8181
(9:30 ～ 17:00）
※月曜休館

“渚の駅”たてやま 
体験教室割引 割

貝細工(アワビストラップ作り)教室 
参加費500円→300円 
※小学生3年生以下は保護者同伴

6月15日（火）
9:30 ～ 11:30、
13:30 ～ 15:30

“渚の駅”たてやま 
海辺の広場　レクチャールーム
館山市館山1564-1

館山市 0470-22-3606

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

潮浜公園 
庭球場　無料開放

無
予
庭球場の利用料無料 
※団体利用不可 ※上限2時間

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

潮浜公園
木更津市潮浜1-12

【指定管理者】
（一社）木更津港湾愛
護協会

0438-36-7884
（8:30 ～ 17:00 
※年末年始休業）

市民ふれあい公園 
テニスコート　無料開放

無
予
1組につき1面・2時間まで無料
※ナイター照明は有料

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

市民ふれあい公園テニスコート
富津市新富146-2

【指定管理者】
富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

0439-87-4205

新港公園  庭球場・野球場
無料開放

無
予
庭球場及び野球場の利用料無料

6月15日（火） 
（庭球場）9:00～17:00 
（野球場）5:00～19:00

新港公園
木更津市新港13

【指定管理者】
木更津造園建設業協
同組合

0438-97-0303
（8:30 ～ 17:30）

総元体育館　無料開放
無
予
体育館を無料開放します。 
※利用人数の制限があります。

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

総元体育館
大多喜町大戸433

大多喜町教育委員会
生涯学習課

0470-82-2462
（※月曜日定休(祝日の場合
は翌日振替)）

たてやま温泉　千里の風 
入浴料無料

無
証

館山市民の方は入浴料無料 
※タオルは持参してください。 
※入湯税50円が別途かかります。

6月15日（火）
11:00 ～ 14:00
（最終受付13:00）

たてやま温泉 
千里の風　大浴場
館山市藤原1495-1

たてやま温泉 
千里の風 0470-28-2211

館山海軍航空隊
赤山地下壕跡 
無料開放

無 入場料無料 
※団体20名以上は要予約

6月15日（火）
9:30 ～ 16:00
（受付15:30まで）

館山市宮城192-2 
豊津ホール（受付）

館山市教育委員会生
涯学習課

豊津ホール
0470-24-1911

館山市営弓道遠的射場 
無料開放

無
予
個人使用のみ無料 6月15日（火）

9:00 ～ 17:00
館山市営弓道遠的射場
館山市出野尾547

【指定管理者】
館山市弓道会 
（担当：長井）

0470-22-0611 
（平日9:00 ～ 17:00）

館山市営弓道場 
無料開放

無
予
個人使用のみ無料 6月15日（火）

9:00 ～ 21:00
館山市営弓道場
館山市北条402-2

【指定管理者】
館山市弓道会 
（担当：長井）

0470-22-0611
（平日9:00 ～ 17:00）

館山市立博物館　無料開放
（本館・八犬伝博物館） 無 無料開放 6月15日（火）

9:00 ～ 16:45 館山市館山351-2 館山市立博物館・
指定管理者

城山公園事務所（指定管理
者：塚原緑地研究所）
0470-22- 8854

菱川師宣記念館 
入館無料 無 入館料無料 6月15日（火）

9:00 ～ 17:00
菱川師宣記念館
鋸南町吉浜516 菱川師宣記念館 0470-55-4061

富津市内テニスコート 
無料開放

無
予

①富士見グリーンテニスコート・
②浅間山運動場テニスコートを無料開放
1組につき1面・2時間まで無料
※ナイター照明は有料

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

①富士見グリーンテニスコート 
②浅間山運動場テニスコート
①富津市新富123 
②富津市湊1247-1

【指定管理者】
富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

①0439-87-8101
②0439- 87-3001

道の駅保田小学校 
日帰り入浴割引

割
証
予

日帰り入浴「里の小湯」　利用料半額 
・町内：大人300円→150円 
・町外：大人500円→250円

6月15日（火）
10:30 ～ 16:00

道の駅保田小学校
鋸南町保田724

【指定管理者】
（株）共立メンテナ
ンス（都市交流施設
「道の駅保田小学校」
案内所）

0470-29-5530

イベントの開催等 無 … 無料 無無 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約
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ゴルフフェスタ
CHIBA2021

割

証

予

各ゴルフ場が定めるフェスタ料金で、プレー
をお楽しみいただけます。 
・参加資格：申込代表者が県内在住・勤務で
あること。・プレー料金等の詳細は、公式HP
（http://www.chibaken-golf.com）または
ゴルフ場・市町村・ゴルフ練習場等設置の申
込書をご覧ください。（5月21日公開予定)

7月26日（月） ～
9月5日（日）
7:00 ～ 18:00 
※予約受付：6月1
日(火) ～ 6月15日
(火)

県内ゴルフ場101箇所
県内全域 千葉県ゴルフ協会

千葉県ゴルフ協会ゴルフ
フェスタ係
043-224-0007
（5月21日開通予定)

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

男女共同参画シンポジウム 無
女性の働き方について、 “福業”やパラレル
キャリア等をテーマに講演会とパネルディス
カッションを実施。

6月27日（日）
13:00 ～ 14:50 オンライン開催 千葉県男女共同参画

センター 043-420-8411

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）
オークラアカデミア
パークホテル 
「レストラン カメリア」 
千葉県民の日 特別ランチ

予
「千葉県民の日 特別コース（お一人様6,050円）」 
ご注文いただいた方には、ホテルオリジナルワイ
ンを1本プレゼント。 
※前日17:00までの予約制（2名様より）

6月1日（火）～
6月30日（水）
11:30 ～ 14:00

オークラアカデミアパークホテ
ル「レストラン カメリア」
木更津市かずさ鎌足2-3-9

オークラアカデミア
パークホテル 0438-20-5234

オークラアカデミア
パークホテル 
「中国料理 桃花林」 
千葉県民の日 特別ランチ

予
「千葉県民の日 特別コース（お一人様6,050円）」 
ご注文をいただいた方には、ホテルオリジナルワ
インを1本プレゼント。 
※前日17:00までの予約制（2名様より）　

6月の毎週土･日
曜日の11:30 ～
14:00

オークラアカデミアパークホテ
ル「中国料理 桃花林」
木更津市かずさ鎌足2-3-9

オークラアカデミア
パークホテル 0438-20-5237

道の駅
鴨川オーシャンパーク 
周年祭トマト苗プレゼント

無
道の駅鴨川オーシャンパーク周年祭にて
「トマト苗」を無料でプレゼントします。 
※来店者先着順、なくなり次第終了。 
※1人1袋まで。

6月13日（日）
10:00 ～

道の駅鴨川オーシャンパーク
物産館
鴨川市江見太夫崎22

鴨川市農林業体験交
流協会

道の駅鴨川オーシャンパーク
04-7096-1911

いすみ市観光センター　 
レンタサイクル特別割引

無
証

レンタサイクル（普通車）100円→無料 
※受付は15:30まで。16:00までに返却し
てください。

6月15日（火）
8:30 ～ 16:00

いすみ市観光センター
いすみ市大原8742-1 いすみ市観光協会 0470-64-1111

（8:30 ～ 16:30）

内浦山県民の森 
売店商品割引 割 総合センター売店の商品10％割引。 

※一部商品を除く
6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

内浦山県民の森　総合センター
鴨川市内浦3228

内浦山県民の森 
管理事務所

04-7095-2821 
（9:00 ～ 19:00）

大多喜町観光本陣 
レンタサイクル・レンタ
サイクルアシストの割引

割 大多喜町観光本陣で行うレンタサイクル・
レンタサイクルアシストの料金を100円割引

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

大多喜町観光本陣
大多喜町大多喜270-1

（一社）大多喜町観光
協会

0470-80-1146
 (12月29日～ 1月3日を除
く9:00 ～ 17:00) 

大房岬自然公園 キャンプ場
キャンプ用販売品 プレゼント

無無
予

キャンプ場ご利用の方を対象に、キャンプ用
薪 1束をプレゼント（1グループ 1回限り）
※キャンプ場利用者は予約が必要

6月15日（火）終日 大房岬ビジターセンター
南房総市富浦町多田良1212-29

【指定管理者】
大房岬自然公園

0470-33-4551
（9:00 ～ 16:30）
※月曜休館

県立君津亀山  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、シーツクリーニング代等は
別途かかります。

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

県立君津亀山青少年自然の家
君津市笹字1661-1

県立君津亀山青少年
自然の家

0439-39-2628
（9:00 ～ 17:00）
※定休日有

県立君津亀山  青少年自然の家 
プラネタリウム一般公開

無
予
プラネタリウム料が無料 
※定員：1回100名

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

県立君津亀山青少年自然の家
君津市笹字1661-1

県立君津亀山青少年
自然の家

0439-39-2628
（9:00 ～ 17:00）
※定休日有

道の駅たけゆらの里おおたき 
ソフトクリーム割引 割 ソフトクリーム50円割引 6月15日（火）

9:00 ～ 17:00
道の駅たけゆらの里おおたき
大多喜町石神855

道の駅たけゆらの里
おおたき 0470-82-5566

道の駅三芳村　鄙の里 
ソフトクリーム割引 割 ソフトクリーム50円割引 6月15日（火）

9:00 ～ 17:00
道の駅三芳村　鄙の里
南房総市川田82-2

道の駅三芳村
鄙の里 0470-36-4116

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

県内全域 その他地域県内全域 その他地域県内全域 ・ その他地域県内全域 ・ その他地域 ※実施日がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

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


