
行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

市原湖畔美術館 
入館料割引 割 入館料に団体割引を適用。 

（料金は展覧会によって異なります。）

6月12日（土）
9:30 ～ 19:00、
6月13日（日）
9:30 ～ 18:00

市原湖畔美術館
市原市不入75-1

【指定管理者】
（株）アートフロント
ギャラリー

0436-98-1525 
（平日10:00～ 17:00、土曜・
祝前日9:30～ 19:00、日曜・
祝日9:30～ 18:00）※月曜
休館（祝日の場合は翌平日）

高滝湖畔公園 
無料開放

無
予
テニスコート・野外音楽堂の無料開放

6月12日（土）、
6月13日（日）
9:00 ～ 17:00

高滝湖畔公園　
市原市養老467

【指定管理者】
（公財）市原市地域振
興財団

高滝ダム記念館
0436-98-0496（9:00 ～
17:00）※月曜休館

県立青葉の森公園 
駐車場　無料開放 無 南・北・西口駐車場の駐車料金が無料。 6月15日（火）

6:00 ～22:00
県立青葉の森公園 駐車場
千葉市中央区青葉町977-1

青葉の森公園管理事
務所【指定管理者】
青葉の森みどりの公
園グループ

043-208-1500 
（9:00 ～ 17:00）

県立中央博物館 
入場無料 無 入場料無料 6月15日（火）

10:00 ～ 16:30
県立中央博物館
千葉市中央区青葉町955-2 県立中央博物館 043-265-3111

(休館日以外)

県立美術館 
入場料無料 無 入場料無料 6月15日（火）

9:00 ～ 16:30
県立美術館
千葉市中央区中央港1-10-1 県立美術館 043-242-8311

千葉ポートパーク 
庭球場　無料開放

無
予
庭球場の利用料無料 6月15日（火）

9:00 ～ 17:00
千葉ポートパーク
千葉市中央区中央港1

【指定管理者】
（株）塚原緑地研究所

千葉ポートパーク管理事務所
043-247-6049
(9:00 ～ 17:00)

総合スポーツセンター 
第2陸上競技場
無料開放

無 トラックのみ（共同利用） 
※使用方法など詳細はお問い合わせください

6月15日（火） 
9：30 ～16：30

総合スポーツセンター
第2陸上競技場 
稲毛区天台町323

【指定管理者】千葉県
スポーツ協会・まち
づくり公社グループ

043-290- 8501

総合スポーツセンター 
軟式野球場・ソフトボール場
無料開放

無
予
1団体につき1時間30分まで 
※予約単位など詳細はお問い合わせください

6月15日（火） 
9：30 ～16：15

総合スポーツセンター
軟式野球場・ソフトボール場 
稲毛区天台町323

【指定管理者】千葉県
スポーツ協会・まち
づくり公社グループ

043-290- 8501

総合スポーツセンター 
庭球場　無料開放 無

当日先着順/1団体1コート1時間30分まで 
※全16面のうち8面（B1～ 8）が対象 
※予約単位など詳細はお問い合わせください

6月15日（火） 
9：30 ～16：15

総合スポーツセンター
庭球場 
稲毛区天台町323

【指定管理者】千葉県
スポーツ協会・まち
づくり公社グループ

043-290- 8501

総合スポーツセンター 
サッカー・ラグビー場
無料開放

無
予
1団体につき1時間45分まで 
※予約単位など詳細はお問い合わせください

6月15日（火） 
10：00 ～16：00

総合スポーツセンター
サッカー・ラグビー場 
稲毛区天台町323

【指定管理者】千葉県
スポーツ協会・まち
づくり公社グループ

043-290- 8501

総合スポーツセンター 
武道館第2道場
無料開放

無 武道館第2道場使用料無料（共同利用） 
※使用方法など詳細はお問い合わせください

6月15日（火） 
9：30 ～16：30

総合スポーツセンター
武道館第2道場 
稲毛区天台町323

【指定管理者】千葉県
スポーツ協会・まち
づくり公社グループ

043-290- 8501

総合スポーツセンター 
多目的アリーナ
無料開放

無 原則1人1時間まで（共同利用） 
※使用方法など詳細はお問い合わせください

6月15日（火） 
9：00 ～21：00

総合スポーツセンター
スポーツ科学センター内
多目的アリーナ 
稲毛区天台町323

【指定管理者】千葉県
スポーツ協会・まち
づくり公社グループ

043-290- 8501

総合スポーツセンター 
トレーニングルーム
無料開放

無
1人2時間まで 
※初回は事前にガイダンスが必要 
※使用方法など詳細はお問い合わせください

6月15日（火） 
9：00 ～20：30

総合スポーツセンター
スポーツ科学センター内
トレーニングルーム 
稲毛区天台町323

【指定管理者】千葉県
スポーツ協会・まち
づくり公社グループ

043-290- 8501

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

市原市立中央図書館 
県民の日記念特集展示

県民の日にちなみ、図書館内の展示スペース
を活用し、千葉県及び市原市に関連する資料
を展示。

5月29日（土）～
6月29日（火）

市原市立中央図書館
市原市更級5-1-51 市原市立中央図書館

0436-23-4946
（9:30 ～ 17:00）
※月曜休館

夏のPOP-UPフェスティ
バル

夏を快適にすごすグッズなど、通常取り扱い
のない人気アイテムを期間限定でそごう千葉
店の各階にてご紹介いたします。

6月1日（火）～
6月28日（月）

そごう千葉店
千葉市中央区新町1000 そごう千葉店 043-245-8220

県立美術館ワークショップ 
「県民の日スペシャルワー
クショップ」

ぺったんこアート 
－型を使ってスタンピングであそぼう！－ 
※参加料：200円/定員：100名

6月12日（土）
13:00 ～ 15:30

県立美術館
千葉市中央区中央港1-10-1 県立美術館 043-242-8311

ちばテク市原校
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） 
※電気工事/自動車整備/板金/塗装のうち
1コースを選択

6月13日（日）
9:00 ～ 12:00

市原高等技術専門校
市原市平田981-1 市原高等技術専門校 0436-22-0403

吃音（どもること）を
考えるつどい

無
予

当事者の体験発表や話し合いのつどい
講演：吃音の包括的支援・講師：冨里 周太 氏
（慶応大学医学部耳鼻咽喉科医師）  無料 
※公式HPから事前申込みをしてください。 
　（https://chibag-y-k.jimdo.com/） 
※原則はオンライン開催（ZOOMを使用）

6月13日（日）
13:30 ～ 16:15

中央保健福祉センター
ボランティア活動室
千葉市中央区中央4-5-1
きぼーる15F

NPO法人
千葉言友会
（担当：松尾）

090-5423-3294

ダイナソー
アドベンチャーツアー 
大恐竜パーク in 千葉ポー
トパーク

割
2021年夏、千葉ポートパークに恐竜が出現。
恐竜が生きた世界を体験しよう！ 
県民の日を記念して、6月の平日は入場料が
割引!!（通常料金600円→400円に割引）

6月15日(火) ～
11月7日（日）
10:00 ～ 17:00

千葉ポートパーク
千葉市中央区中央港1丁目

【指定管理者】
千葉ポートパーク

ワンアップ・アド・システム㈱
（運営事務局）
043-241-3001
（平日10:00 ～ 17:00）

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

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

千葉 市原 リア千葉 市原 リア千葉 ・ 市原エリア千葉 ・ 市原エリア ※実施日がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

　千葉県では、企業・市民団体・自治体の皆様が県民の日を記念して実施する、「施設の無料開放・割引」

「イベントの開催」「サービス提供・プレゼント」などについて、「県民の日賛同行事」として取りまとめ、広

報しています。

　このパンフレットでは、今年開催される23３行事を紹介しています。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、変更・中止となる場合があります。
　各行事の開催状況については、各主催者へお問い合わせください。

※パンフレットに記載されなかった行事は、
　県ホームページで随時公開予定です。

県民の日賛同行事

県民の日　千葉 検索
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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）

県立中央図書館 
菜の花ライブラリー
活用講座

無
予

県関係データベース「菜の花ライブラリー」
の使い方や県に関する情報の調べ方を、やさ
しく学べる講座。 
※先着6名まで。パソコン操作に慣れている
方推奨。

6月19日（土）
10:00 ～ 11:30

県立中央図書館
千葉市中央区市場町11-1

県立中央図書館
（千葉県資料室） 043-222-0116

2021年千葉県洋菓子
作品コンテスト

県内の未来のパティシエたちの洋菓子技術
と想像力に富んだ作品の中から最優秀作品
を選び、作品展を開催します。

6月15日（火）～
6月21日（月）
15日（火）は16:30より

そごう千葉店
千葉市中央区新町1000 千葉県洋菓子協会 そごう千葉店

043-245-8220

欠陥建築トラブル・
法律相談会 無

欠陥住宅や建築紛争について、一般市民向け
の相談会を行います。 
※建築士・弁護士共同で、個別面談方式によ
り1組1時間程度で行います。

6月26日（土）
10:00 ～ 17:00

建築会館8階会議室
千葉市中央区中央4-8-5

千葉県建築相談協議
会・千葉県弁護士会

（一社）千葉県建築士会
043-202-2100

千葉県文書館 
歴史講演会

無
予

講師：石川丈夫氏　演題：「ふさの国の彫物
大工・波の伊八、その実像を探る」 
参加費：無料

7月9日（金）
13:30 ～ 15:30

千葉県文書館 
千葉市中央区中央4-15-7 千葉県文書館 043-227-7551

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

県立現代産業科学館 
入場料・駐車場無料 無

入場料・駐車場無料 
※駐車場：普通車80台 
※なるべく公共交通機関をご利用ください。

6月15日（火）
9:00 ～ 15:30

県立現代産業科学館
市川市鬼高1-1-3 県立現代産業科学館 047-379-2000（代表）

（休館日以外）

清水公園　キャンプ場 
ニジマス釣り掘
焼き代無料

無 ニジマスの焼き代無料(通常1尾100円)
6月11日(金) ～
6月15日(火)
9:00 ～ 17:00
(受付15:30)

清水公園
野田市清水906 清水公園 04-7125-3030

(9:00 ～ 17:00)

清水公園 
花ファンタジア割引 割 大人・シルバー 700円/小・中学生200円

に利用料割引

6月11日(金) ～
6月15日(火)
9:00 ～ 17:00
(受付16:00)

清水公園
野田市清水906 清水公園 04-7125-3030

(9:00 ～ 17:00)

清水公園 
フィールドアスレチック
割引　　　　　　　　

割
予

大人950円/小学生 650円に利用料割引 
※前日までに要予約（詳細はHPをご覧くだ
さい）

6月11日(金) ～
6月15日(火)
9:00 ～ 17:00
(受付15:00)

清水公園
野田市清水906 清水公園 04-7125-3030

(9:00 ～ 17:00)

清水公園 
ポニー牧場割引

割
予

大人400円/小人(3歳以上)350円に利用
料割引 
※前日までに要予約（詳細はHPをご覧くだ
さい）

6月11日(金) ～
6月15日(火)
9:00 ～ 17:00
(受付16:30)

清水公園
野田市清水906 清水公園 04-7125-3030

(9:00 ～ 17:00)

県立関宿城博物館 
入場料無料 無 入場料無料 6月15日（火）

9:00 ～ 16:30
県立関宿城博物館
野田市関宿三軒家143-4 県立関宿城博物館 04-7196-1400

（休館日以外）

秋津テニスコート 
無料開放

無
予
※6月1日（火）10:00抽選 
※1団体1コマ（2時間）まで

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00
（17:00以降は通常
営業（有料））

秋津テニスコート
習志野市秋津5-20-2

習志野市スポーツ
振興協会 047-452-4380

我孫子市民体育館 
無料開放

無
予
使用料無料 
（ナイター料金別途要）

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

我孫子市民体育館
我孫子市古戸696

【指定管理者】
アクティオ・フクシ
共同事業体

04-7187-1155

県立柏の葉公園 
コミュニティ体育館
無料開放

無
予

コミュニティ体育館（アリーナ）を無料開放。 
※共同利用となります。 
※受付窓口は6月14日（月）9:00から6月
15日（火）20:00まで。 
※最長2時間まで申込可能。

6月15日（火）
9:00 ～ 21:00

県立柏の葉公園 
コミュニティ体育館
柏市柏の葉4-1

柏の葉公園管理事
務所【指定管理者】
柏の葉みどりの公
園グループ

柏の葉公園コミュニティ
体育館
04-7134-3500 
（9:00 ～ 21:00）

県立柏の葉公園 
駐車場　無料開放 無

駐車料金が無料。（事前申込不要） 
※閉場後も残っていた車は通常料金になり
ます。

6月15日（火）
7:00 ～ 21:15
（入庫21:00まで）

県立柏の葉公園駐車場
柏市柏の葉4-1

柏の葉公園管理事
務所【指定管理者】
柏の葉みどりの公
園グループ

04-7134-2015
（9:00 ～ 17:00）

県立柏の葉公園 
庭球場　無料開放

無
予

1個人（1グループ）につきテニスコート1面
2時間まで（9:00から2時間単位）。 
※要事前申込。受付開始日はHPでお知ら
せします。（窓口は9:00から。当日受付は
15:00まで。）

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

県立柏の葉公園庭球場
柏市柏の葉4-1

柏の葉公園管理事
務所【指定管理者】
柏の葉みどりの公
園グループ

柏の葉公園庭球場
04-7135-5014
（9:00 ～ 17:00）

県立柏の葉公園 
野球場　無料開放

無
予

1個人（1グループ）につき1コマ4時間まで
（9時から4時間単位）。 
※要事前申込。受付開始日はHPでお知ら
せします。（窓口は9:00から。当日受付は
13:00まで。）

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

県立柏の葉公園野球場
柏市柏の葉4-1

柏の葉公園管理事
務所【指定管理者】
柏の葉みどりの公
園グループ

柏の葉公園野球場
04-7132-4607
（9:00 ～ 17:00）

芝園テニスコート・
フットサル場 
無料開放

無
予
※6月1日（火）10:00抽選 
※1団体1コマ（2時間）まで

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00
（17:00以降は通常
営業（有料））

芝園テニスコート・
フットサル場
習志野市芝園1-3-2

習志野市スポーツ
振興協会 047-452-4380

白樺文学館 
無料開放 無

入館料無料 
※館内人数が10人超の場合は入場制限を原
則行います。

6月15日（火）
9:30 ～ 16:30 
（最終入館16:00）

白樺文学館
我孫子市緑2-11-8 我孫子市白樺文学館 04-7185-2192

杉村楚人冠記念館 
無料開放 無

入館料無料 
※館内人数が10人超の場合は入場制限を原
則行います。

6月15日（火）
9:00 ～ 16:30 
（最終入館16:00）

杉村楚人冠記念館
我孫子市緑2-5-5

我孫子市杉村楚人冠
記念館 04-7187-1131

袖ケ浦体育館 
無料開放

無
予
※6月1日（火）10:00抽選 
※1団体1コマ（2時間）まで

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00
（17:00以降は通常
営業（有料））

袖ケ浦体育館
習志野市袖ケ浦5-1-1

習志野市スポーツ
振興協会 047-452-4380

袖ケ浦テニスコート 
無料開放

無
予
※6月1日（火）10:00抽選 
※1団体1コマ（2時間）まで

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

袖ケ浦テニスコート
習志野市袖ケ浦5-1-1

習志野市スポーツ
振興協会 047-452-4380

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

イ 東葛飾 リアイ 東葛飾 リアベイ ・ 東葛飾エリアベイ ・ 東葛飾エリア ※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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