
　県内11地域（県地域振興事務所のある10地域に千葉・市原

地域を加えたもの）では、県・市町村・各種団体等で構成される

実行委員会が設置され、各地域の魅力を再発見できる行事が毎

年開催されています。

　今年も県民の日の前後に、地域の魅力を活かしたスタンプラ

リーやクイズラリー、お祭りなどの地域イベントが開催されます。

ぜひお楽しみください！

（P.3、P.7～ 9）

（P.4、P.9～11）

（P. 3、P.6～7） （P.4～5、P.11～13）

（P.5、P.13～16）

※各行事の詳細はお問い合わせをいただくか、ホームページをご覧ください。
※各行事は変更・中止となることがございます。予めご了承ください。

県民の日　千葉 検索

北総エリア

九十九里エリア
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千葉・市原エリア

ベイ・東葛飾エリア

県民の日地域行事

　観光スポット等13施設に、「ナゾ」が書かれたチーバくんパネ
ルが隠されています。
　「ナゾ」は全部で12種類。解けた「ナゾ」の数に応じて、地域の
特産品など素敵な賞品をプレゼントします！

パンフレット付属のハガキを郵送または、ちば電子申請システム
(web)から応募

○応募方法

21世紀の森と広場、戸定が丘歴史公園（松戸市）
清水公園、郷土博物館（野田市）
道の駅しょうなん、あけぼの山農業公園（柏市）
流山おおたかの森駅前観光情報センター、流鉄流山駅、流鉄平和台駅（流山市）
水の館、アビスタ（我孫子市）
市制記念公園、ファイターズ鎌ケ谷スタジアム（鎌ケ谷市）
全13か所

○パネル設置場所

【A賞】 （12個すべての暗号を解読した方）  各市特産品（4,000円相当）24名
【B賞】 （8個以上の暗号を解読した方）  

チーバくんクオカード（3,000円相当）30名
【C賞】 （4個以上の暗号を解読した方）  

チーバくんグッズ詰め合わせ（2,000円相当）40名
【D賞】 （1個以上の暗号を解読した方）チーバくん缶バッジ  50名

○賞品

6月15日(火)～8月31日(火)  ※応募締切9月14日(火)(消印有効)
○期間

問合せ
東葛飾地域振興事務所　TEL 047- 361- 2111
県民の日 東葛飾 検索

チーバくんと解く！
東葛6市のナゾ？

　まち歩きコース内のスポットに関するクイズに解答しよう！応
募すると、正答数に応じて地域の特産品やチーバくんグッズなど
を抽選でプレゼント。

〈鉄道会社主催のまち歩き〉
JR東日本 駅からハイキング～『浦安鉄筋家族』ゆかりの地とまちなかさんぽ～
(期間：5月24日(月) ～ 6月6日(日))(スタートJR京葉線新浦安駅～ゴールJR
京葉線新浦安駅)
〈自由散策コース〉（受付なし）
①市川市～八幡コース～ (スタート京成線京成八幡駅～ゴールJR総武線下総中
山駅)②船橋市～海老川コース～ (スタートJR京葉線南船橋駅～ゴール東葉高
速線東海神駅)③習志野市～実 －大久保コース～ (スタート京成線実 駅～
ゴール京成線京成大久保駅)④八千代市～ゆりのき台コース～ (スタート東葉高
速線八千代緑が丘駅～ゴール東葉高速線八千代中央駅)⑤浦安市～境川コース
～ (スタートJR京葉線新浦安駅～ゴールJR京葉線新浦安駅)

○まち歩きコース

【1等】  (9問以上正解) 葛南地域特産品&チーバくんオリジナルグッズ 15名様
【2等】  (6問以上正解) 葛南地域特産品 45名様
【3等】  (2問以上正解) チーバくんオリジナルグッズ 70名様
【Wチャンス賞】 チーバくんグッズの詰め合わせセット 200名様

(抽選にもれた人の中から抽選)

○賞品

パンフレット付属のハガキを郵送
○応募方法

5月24日(月)～7月11日(日)  ※応募締切7月18日(日)(消印有効)
○期間

問合せ
葛南地域振興事務所　TEL 047- 424- 8281
県民の日　葛南 検索

県民の日葛南再発見！
まち歩きクイズラリー 2021
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地域）

　クイズに答えて応募すると、ジェフユニフォーム(2021シーズ
ン)や地域の特産品などを抽選でプレゼント。「ALL千葉で頑張
ろう！」をテーマとした応援メッセージも募集。

問合せ・応募先
ジェフユナイテッドファンクラブ事務局
TEL：0570- 064- 325（平日11: 00 ～ 18: 00）

（平日火曜日～金曜日のみ 月曜日休業）
住所：〒260- 0835 千葉市中央区川崎町1- 38
URL：https://jefunited.co.jp/ 県民の日  千葉・市原 検索

ジェフユナイテッド市原・千葉コラボ企画

県民の日クイズキャンペーン

●応募締切：5月23日(日)(消印有効)●応募方法：webフォームまたはハガキ
で応募●賞品（賞品は選べません）：【1等】 ジェフユニフォーム(2021シーズン、
Lサイズ) 3名様【2等】 サッカーボール(ジェフ選手数名サイン入り) 3名様／千
葉市動物公園チケット 5組10名様／市原ぞうの国チケット 5組10名様／千葉
市特産品（浜のごちそう） 10名様/市原市特産品（ぶっかけ海苔めし） 10名様
【3等】 「ちば文化資産」クリアファイル 100名様

　①佐藤 勇人 元プロ選手によるサッカー講座や②グラウンド
キーパー (ピッチ補修)などの体験プログラムを実施。参加者に
は6月6日(日)当日の試合チケット(14:00キックオフ/モンテ
ディオ山形戦)や記念品（オリジナルエコバッグ）をプレゼント。

体験プログラム

●日時・場所：①6月6日(日)12:00 ～12:45/フクダ電子ス
クエア(JR蘇我駅から徒歩約12分)②6月6日(日)16:15 ～
17:15(試合終了時間により変更)／フクダ電子アリーナ(同
上)※いずれも雨天実施。（雨天の場合、①は場所変更予定。）
●参加方法：webフォームまたは往復ハガキで事前申込み／募
集締切：5月19日(水)(消印有効)／定員(申込多数抽選)：各
25組50名／対象：県内在住の小学生とその保護者(1名まで)

※新型コロナウイル
スの影響で電話受付
日が変更となる場合
がございます。

May J.さん

オール千葉おもてなし隊
トークショー＆ミニライブ

ジャングルポケット

銚子はね太鼓

鈴木 愛理さん 岡田 ロビン 翔子さん

BOYS AND MEN

指揮：山下一史

bayfm MUSIC FESTA

スペシャルライブ！

千葉の魅力を再発見！
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（山
さん

武
ぶ

地域）

　山武地域の魅力スポットを、オンラインで気軽に巡ってみませ
んか。
　徳川家康公ゆかりの「日吉神社」、県内で初めて「ブルーフラッ
グ」を取得した「本須賀海岸」、明治初期に県庁が置かれ県指定
史跡になっている「宮谷県庁跡（本國寺）」、3,000匹のイワシが
出迎えてくれる「いわし資料館」、飛行機の世界が体験できる「航
空科学博物館」、県下最大級と言われる「坂田城跡梅林」など、山
武地域の魅力をぜひお楽しみください。
　動画内のクイズに答えて応募すると、正解者の中から抽選で
地域の特産品をプレゼントします！動画は県ホームページ動画サ
イト「ちばコレc

チャンネル
hannel」から視聴可。

6月15日(火)～8月31日(火)
○動画視聴期間

動画はどなたでも視聴可。
クイズ応募は「ちば電子申請サービス」から申込み。

○参加方法

8月31日(火)
○クイズ応募締切

問合せ
山武地域振興事務所　TEL 0475- 54- 0222
県民の日　山武 検索

（香
か

取
とり

地域）

　あやめやあじさいが色鮮やかに彩る初夏の香取地域を巡りな
がら、地元の中高生がデザインしたスタンプを、スマホを片手に
集めよう！
　東国三社の一つ「香取神宮」、重点「道の駅」の「発酵の里こう
ざき」、関東三大檀林の「日本寺」、物語ゆかりの品が並ぶ「天保
水滸伝遺品館」など全27か所をスポットとして登録。スタンプ
を集めて応募すると、酒蔵飲みくらべセットなど地域の特産品な
どを抽選でプレゼント。

6月15日(火)～ 9月3日(金)  ※応募締切9月3日(金)
○期間

香取神宮(香取市)、発酵の里こうざき(神崎町)、日本寺(多古
町)、天保水滸伝遺品館(東庄町)など全27か所

○デジタルスタンプ設置場所

スマホ等で専用QRコード(ポスター・チラシ、県HP等に掲載)を
読み取り、専用HPにアクセス → 設置場所を巡ってデジタルスタ
ンプをGET!! → webで応募

○応募方法

【12個以上】  特賞  香取地域の酒蔵飲みくらべセット　ほか
○賞品

問合せ
香取地域振興事務所　TEL 0478- 54-1311
県民の日　香取 検索

ぐるぐるかとり
デジタルスタンプラリー

（印
いん

旛
ば

地域）

　観光施設等20か所に設置されたご当地キャラのスタンプを集
めよう！スタンプを集めて応募すると、成田のうなぎ蒲焼など地
域の特産品などを抽選でプレゼント。

6月15日(火)～8月31日(火)  ※応募締切9月3日(金)(必着 )
○期間

県立房総のむら(栄町)、県立北総花の丘公園(印西市)、佐倉ふ
るさと広場(佐倉市)など全20か所

○スタンプ設置場所

台紙(スタンプ設置場所や印旛地域内各市町の役所・駅等で配
布)を郵送

○応募方法

【A賞】(全20個を集めた方) 成田のうなぎ蒲焼など2種類  8名様
【B賞】(12個以上を集めた方) 

蔵元のグルメ&スイーツセットなど3種類  24名様
【C賞】(6個以上を集めた方) 

栄町産黒豆の生カステラセットなど6種類  68名様
【D賞】(3個以上を集めた方) いんばご当地グッズ  30名様

○賞品

問合せ
印旛地域振興事務所　TEL 043- 483-1111
県民の日　印旛 検索

楽しく集めよう！
ご当地キャラ♪スタンプラリー印旛

2021

（海
かい

匝
そう

地域）

　管内全15か所を巡る周遊ラリーを開催。スタンプ・キーワー
ドを集めて応募すると、「食の宝庫」ならではの景品を抽選でプ
レゼントします！
　スタンプは各市2か所、キーワード各市3か所あります(全15
か所)。キーワードを9つ集めると文章が完成します！

地球の丸く見える丘展望館（銚子市）、
道の駅季

き
楽
ら
里
り
あさひ（旭市）、

そうさ観光物産センター匝
めぐ
りの里（匝瑳市）  など全15か所

○スタンプ・キーワード設置場所

6月15日(火)～ 9月6日(月)  ※応募締切9月10日(金)(消印有効)
○期間

①パンフレット(管内観光施設等で配布)付属のハガキを郵送
または  ②web応募(ちば電子申請サービス)

○応募方法

各市体験、宿泊券や名産品など
○賞品

問合せ
海匝地域振興事務所　TEL 0479- 62- 0261
県民の日　海匝 検索

さんさん☀かいそう周遊ラリー 山武オンラインツアー
～クイズに答えて地域の特産品を！～
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（長
ちょう

生
せい

地域）

　長生地域ならではの魅力を満喫できるバスツアー！オリンピック
会場である釣ヶ崎海岸をはじめ、長生の新たな魅力を発見しよう！
※新型コロナウイルスの感染状況によっては開催中止とします。

【第1弾(6月26日(土)  8:30 ～17:00)】
本納絵馬の絵付け体験、ガーベラ団地、服部農園あじさい屋敷での観賞、サー
フィン会場見学など
【第2弾(7月10日(土)  8:30 ～17:00)】
ながいきそばのそば打ち体験、笠森観音、史跡長柄横穴群、稲花酒造、サーフィ
ン会場見学など

○日時・内容

1人2,500円（昼食代込み/第1弾・第2弾で共通）
○参加費

メール、ハガキ又はファックスで下記に事前申込み
〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町995-1  東日観光株式会社  千葉支店
TEL:043-305-0651　Mail:chiba@tonichi.co.jp　FAX:043-261-4531
・申込内容:①参加者全員の氏名及び連絡先②代表者の連絡先（郵便番号、住

所、電話番号、メールアドレス）③希望する回（両方の場合、優先す
る回）④希望の集合場所（JR茂原駅集合又は長生合同庁舎集合）

・募集締切:【第1弾】5月20日(木)・【第2弾】6月3日(木) ※消印有効
・定員(申込多数抽選):各回30名  ※小学生以上の方（小学生は保護者同伴）
・対象:千葉県内在住、在勤、在学の方

SNS(Facebook、インスタグラム等)による情報発信ができる方大歓迎!

○応募方法

問合せ
長生地域振興事務所　TEL 0475- 22-1711
県民の日　長生 検索

（夷
い

隅
すみ

地域）

　観光施設等20か所に設置されたクイズに答えて応募すると、
海沿いのリゾート施設ペア宿泊券や地域の特産品などを抽選で
プレゼント。

【1等】(全問正解) 海沿いのリゾート施設ペア宿泊券  3名様
【2等】(10問以上正解) お米・ブルーベリージャムセット  10名様
【3等】(7問以上正解) たけゆらの里おおたきセット  20名様
【4等】(4問以上正解) 海産佃煮セット  30名様
【5等】(2問以上正解) チーバくんグッズまたは

いすみ鉄道グッズ  100名様

○賞品

6月15日(火)～8月31日(火)  ※応募締切9月10日(金)(消印有効)
○期間

海の博物館(勝浦市)、国吉神社(いすみ市)、道の駅たけゆらの里
おおたき(大多喜町)、月の沙漠記念館(御宿町)など全20か所

○クイズ設置場所

台紙(クイズ設置場所や夷隅地域内各市町の役所等で配布)を郵
送または、ちば電子申請サービス(web)から応募

○応募方法

問合せ
夷隅地域振興事務所　TEL 0470- 82- 2211
県民の日　夷隅 検索

（安
あ

房
わ

地域）

　大人まで楽しめる人形劇・パネルシアター・ダンス・ミュー
ジカル・歌など幅広いジャンルのおまつりを、YouTubeライブ
で配信します(どなたでも視聴可)。詳細は公式HP(https://
awayume.com/)をご覧ください。

　トーナメント方式でその頂点を競う安房地域最大規模の野球
大会。

6月6日(日)  12:30～16:00
○日時

7月25日(日)～ 9月下旬(予定)
○期間

県立館山運動公園野球場(主会場)、館山市営市民運動場野球場、
南房総市千倉総合運動公園野球場
※日程・場所等の試合詳細は7月11日(日)決定予定。

○場所

①出場：事前登録制
(安房郡市に居住・勤務する方で構成された野球チーム
が対象)

②観戦：当日自由参加

○参加方法

問合せ
安房地域振興事務所　TEL 0470- 22- 7111
県民の日　安房 検索

（君
きみ

津
つ

地域）

問合せ
君津地域振興事務所　TEL 0438- 23-1111
君津　ふるさと探検 検索

久留里線で行く
君津地域ふるさと探検ツアー2021

長生地域の新たな発見！
「いきいき長生バスツアー」

～長生の文化と地域資産巡り～

夷隅ワクワククイズラリー 2021

あわ夢まつり

安房郡市社会人野球大会

　君津地域の魅力を体験するバスツアー。地元食材のお弁当付
き。久留里線乗車体験もあります！

【第1弾】 城下町久留里を歩く ～名水の里を巡って～
(全2回：6月12日(土)、6月15日(火) /8:45集合・16:30解散予定)
久留里線乗車(木更津～久留里間)→久留里街歩き(井戸・寺・新井白石
居宅跡等)→昼食→久留里城(甲冑体験等)→うまくたの里→木更津駅
※約3時間歩きます

【第2弾】 ブルーベリー農園と郷土博物館 ～自然の恵みと歴史を満喫！～
(全2回：7月25日(日)、7月28日(水) /8:45集合・16:00解散予定)
久留里線乗車(木更津～馬来田間)→ブルーベリー狩りとジャム作り→昼
食→袖ケ浦市郷土博物館(昔のくらし体験等)→ゆりの里→木更津駅
※約15分山道を歩きます

○日時・内容

ちば電子申請サービスまたはハガキで事前申込み
・募集締切：【第1弾】5月14日(金)(必着)

【第2弾】5月28日(金)(必着)
・参加費：無料(昼食付き)
・定員(申込多数抽選)：各回20名(1組4名まで) 
・対象：県内在住の小学生以上の方
※小学生は保護者同伴。複数名での応募は同居者同士を推奨。

○参加方法
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