
行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）
浦安市堀江公民館 
県民の日イベント 無無 絵本の読み聞かせ、ワークショップなど

※ワークショップは有料
6月15日（火）
10:00 ～ 15:00

浦安市堀江公民館
浦安市富士見2-2-1 浦安市堀江公民館 047-353-0002

浦安市美浜公民館 
県民の日　親子事業 
「マリンバデュエットを
聴いてみよう」

無

2台のマリンバが、オリジナルアレンジで名
曲を奏でます。 
※定員：50名 
※対象：小学6年生以下（小学3年生以下は
保護者同伴）

6月15日（火）
11:00 ～ 11:45

浦安市美浜公民館
浦安市美浜5-13-1 浦安市美浜公民館 047-352-8811

（9:00 ～ 17:00）

浦安市美浜公民館 
県民の日　一般の方向け 
「マリンバデュエットを
聴いてみよう」

無
予

2台のマリンバが、オリジナルアレンジで名
曲を奏でます。 
※定員：50名 
※対象：中学生以上

6月15日（火）
14:00 ～ 15:00

浦安市美浜公民館
浦安市美浜5-13-1 浦安市美浜公民館 047-352-8811

（9:00 ～ 17:00）

浦安市立中央図書館 
県民の日えほんのじかん
スペシャル

無 お子様向けに、絵本や物語に親しむ機会を提
供。（児童向け行事）

6月15日（火）
10:30 ～

浦安市立中央図書館
浦安市猫実1-2-1 浦安市立中央図書館

047-352-4646
（10:00 ～ 17:00）
※月曜日を除く

浦安市立図書館
（各分館） 
県民の日えほんのじかん
スペシャル

無 お子様向けに、絵本や物語に親しむ機会を提
供。（児童向け行事）

6月15日（火）
11:00 ～（予定）
※館により開催時間
は異なります。

浦安市立図書館　各分館
※詳細は浦安市立中央図書館HP
をご覧ください。

浦安市立中央図書館
047-352-4646
（10:00 ～ 17:00）
※月曜日を除く

第24回
ふなばし環境フェア 無

展示・体験コーナーで環境について楽しく
学べるイベント。 
※入場するに当たり、一部事前予約制の枠を
設けています。 
※一部有料の体験コーナーがあります。 
※入場時間を3部制に分けます。入場者数・
滞在時間の制限あり。

6月26日（土）
10:00 ～ 16:00

ふなばし三番瀬海浜公園・
ふなばし三番瀬環境学習館
船橋市潮見町40

船橋市環境フェア実
行委員会（事務局：
船橋市環境政策課）

047-436-2450

県民の日記念行事 
第39回人形劇まつり

無
予

子どもたちに夢と感動を体験してもらうた
め、八千代市人形劇協会加入サークルが日頃
の練習の成果を発表します。入場無料。

6月27日（日）
10:00開演

八千代市八千代台文化センター
ホール
八千代市八千代台西1-8

八千代市教育委員
会、八千代市人形劇
協会

（公財）八千代市地域振興
財団
047-483-5111

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

イクスピアリ 
ウェルカムカード
プレゼント

割
証

県内在住・在学・在勤の方(※)を対象として、
約50店舗で割引などお得なサービスが受け
られる「ウェルカムカード」をプレゼント。 
(※)証明を2Fインフォメーションにてご提
示ください。

6月15日(火) 
※インフォメーショ
ン運営時間をご確認
ください。

イクスピアリ
浦安市舞浜1-4 ㈱イクスピアリ 047-305-2525

(10:00 ～ 19:00)

県立柏の葉公園 
スワンボート無料 無

ボート場のスワンボートが1回20分まで無
料。 
※事前申込不要。小学生以下の方は保護者
（成人）の同乗が必要です。 
※混雑時は整理券を配布します。（整理券が
無くなり次第終了）

6月15日（火）
9:30 ～ 16:30
（受付16:00まで）

県立柏の葉公園ボート場
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

柏の葉公園管理事務所
04-7134-2015
（9:00 ～ 17:00）

県立柏の葉公園茶室
「松柏亭」 
抹茶・和菓子割引

割
「抹茶と和菓子のセット（370円）」を先着
30名様に270円で提供。（お一人様1服ま
で）

6月15日（火）
10:00 ～ 16:00
（ラストオーダー
15:30）

県立柏の葉公園茶室「松柏亭」
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

柏の葉公園管理事務所
04-7134-2015 
（9:00 ～ 17:00）

県立手賀の丘
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

県立手賀の丘青少年自然の家
柏市泉1240-1

県立手賀の丘青少年
自然の家

04-7191-1923
（平日9:00 ～ 17:00）

手賀沼公園ミニ鉄道 
使用料無料 無

利用料無料 
※雨天中止 
※2歳以上の方はマスクの着用をお願いしま
す。

6月15日（火）
9:30 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00

手賀沼公園
我孫子市若松23-3 我孫子市商業観光課

（公社）我孫子市シルバー人
材センター
【平日】04-7188-2204、
【運行日】090-4520-3603

手賀沼周遊
レンタサイクル 
自転車貸出料金　無料

無
自転車貸出料金　無料 
※雨天中止 
※団体利用は2週間前までに問合わせくださ
い。

6月15日（火） 
※会場により時間が
異なります。

①北柏ふるさと公園（柏市呼塚
新田204-2）②道の駅しょうな
ん（柏市箕輪新田59-2）③手賀沼
フィッシングセンター（柏市曙橋
字若鮎1）④サイクルパーク我孫子
南（我孫子市本町2-4-15）⑤手賀
沼公園（我孫子市若松1）⑥手賀沼
親水広場の多目的広場駐車場（我
孫子市高野山新田184-1）

①柏市経済産業部商
工振興課 
②我孫子市環境経済
部商業観光課

①04-7167-1141 
②04-7185-1111

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 
県民の日
宿泊キャンペーン

割
証
予

対象：県内在住・在働の方 
料金：一泊朝食付き7,000円（サービス料・
税金込み） 
※大人2人・子ども2人（添い寝）まで。小
学生（添い寝）のご利用は朝食代1名様
1,000円（1名様毎）を別途頂戴します。 
※1日5部屋限定 
※未就学児のお子様の朝食代は無料

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
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 0476-23-5522

印東体育館 
一部無料開放 無無 ※個人利用のみ。専用予約が入った場合は

不可。
6月15日(火)
9：00～ 21：00

印東体育館
成田市船形186-2

【指定管理者】
(公財)成田市スポー
ツ・みどり振興財団

0476-28-6078

県立中央博物館
大利根分館　入場料無料 無

入場料無料 
※企画展「ちばらき-千葉県と茨城県の境-」
を開催中です。利根川下流域の「ちばらき」
について、古代からの歴史的変遷などを紹介。

6月15日（火）
9:00 ～ 16:30

県立中央博物館大利根分館
香取市佐原ハ4500

県立中央博物館
大利根分館

0478-56-0101
(休館日以外)

小見川スポーツ・
コミュニティセンター 
無料開放

無
証
アリーナ・トレーニング室を無料開放 
※県民のみ対象　※人数制限有

6月15日（火）
9:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:30

小見川スポーツ・コミュニティ
センター
香取市小見川5218

香取市
小見川スポーツ・コミュニ
ティセンター
0478-83-0101

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

北総 リア北総 リア北総エリア北総エリア ※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）

県立水郷小見川
青少年自然の家 
プラネタリウム一般公開

無
予

季節ごとの星座の解説や星座にまつわる神
話などを紹介。毎回違う内容で実施。 
※参加無料

6月6日（日）、
7月4日(日)
9:30 ～ 11:00

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

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

県立水郷小見川
青少年自然の家 
やさしいカヌー基礎編

予
カヌーの基礎を施設内のミニハーバーで体
験できます。 
※荒天時は中止

6月6日（日）、 
7月4日(日)
12:45 ～ 15:00

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

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）

小見川B&G海洋センター 
アリーナ　無料開放

無
証
予

アリーナを無料開放 
※県民のみ対象　※人数制限有 
※事前予約を優先（当日に利用したい方は
問合せください。）

6月15日（火）
9:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:30

小見川B&G海洋センター
香取市小見川4866-736 香取市 小見川B&G海洋センター

0478-82-1000

香取市民体育館 
無料開放

無
証
アリーナ・卓球室・武道場を無料開放 
※県民のみ対象　※人数制限有

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

香取市民体育館
香取市佐原イ211 香取市 香取市民体育館

0478-55-1290

久住体育館 
一部無料開放 無無無 ※個人利用のみ。専用予約が入った場合は

不可。
6月15日(火)
9：00～ 21：00

久住体育館
成田市幡谷922-6

【指定管理者】
(公財)成田市スポー
ツ・みどり振興財団

0476-36-1708

栗源運動広場 
軟式野球場　無料開放

無
証
予

軟式野球場を無料開放 
※県民のみ対象　※人数制限有 
※事前予約を優先（当日に利用したい方は
問合せください。）

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

栗源運動広場
香取市岩部1045 香取市 栗源B&G海洋センター

0478-75-3311

栗源多目的芝生広場 
グラウンド・ゴルフ場　
無料開放

無
証
予

グラウンド・ゴルフ場を無料開放 
※県民のみ対象　※人数制限有 
※事前予約を優先（当日に利用したい方は
問合せください。）

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

栗源多目的芝生広場
香取市岩部5051 香取市 栗源B&G海洋センター

0478-75-3311

栗源B&G海洋センター 
無料開放

無
証
アリーナ・柔道場・剣道場を無料開放 
※県民のみ対象　※人数制限有

6月15日（火）
9:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:30

栗源B&G海洋センター
香取市岩部1045-1 香取市 栗源B&G海洋センター

0478-75-3311

くろべ運動公園 
無料開放

無
証
予

軟式野球場・テニスコートを無料開放 
※県民のみ対象　※人数制限有 
※事前予約を優先（当日に利用したい方は
問合せください。）

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

くろべ運動公園
香取市小見川4866-109 香取市 小見川B&G海洋センター

0478-82-1000

県立水郷小見川
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 ～ 17:30

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

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

県立房総のむら 
入場料無料 無

入場料無料。チーバくんやぼうじろー（「県
立房総のむら」マスコットキャラクター）が
出演。

6月15日（火）
9:00 ～ 16:30

県立房総のむら
栄町龍角寺1028 県立房総のむら 0476-95-3333

（休館日以外）

佐原野球場 
軟式野球場　無料開放

無
証
軟式野球場を無料開放 
※県民のみ対象　※人数制限有

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

佐原野球場
香取市佐原イ1077 香取市 香取市民体育館

0478-55-1290

大栄B&G海洋センター 
アリーナなど一部無料開放 無無

アリーナ・武道場・プールを無料開放。 
※個人利用のみ。専用予約が入った場合は
不可。

6月15日(火)
9：00～ 21：00

大栄B＆G海洋センター
成田市一坪田388

【指定管理者】
(公財)成田市スポー
ツ・みどり振興財団

0476-73-5110

地球の丸く見える丘展望館 
入場料割引 割 ・大人420円→300円 

・小・中学生200円→100円
6月15日（火）
9:00 ～ 18:30

地球の丸く見える丘展望館
銚子市天王台1421-1

（一社）銚子市観光協
会 0479-25-0930

銚子ポートタワー 
入場料割引 割 ・大人420円→300円 

・小・中学生200円→100円
6月15日（火）
8:30 ～ 18:30

銚子ポートタワー
銚子市川口町2-6385-267

（一社）銚子市観光協
会 0479-24-9500

中台運動公園体育館 
トレーニング室など
一部無料開放

無無
トレーニング室・卓球室・剣道場・柔道場・
弓道場を無料開放。 
※個人利用のみ。専用予約が入った場合は
不可。

6月15日(火)
9：00～ 21：00

中台運動公園
成田市中台5-2

【指定管理者】
(公財)成田市スポー
ツ・みどり振興財団

0476-26-7251

成田市坂田ヶ池総合公園 
キャンプ場
利用無料

無
予

県民の日にちなんでキャンプ場を無料でご
利用いただけます。管理事務所へ事前に予
約してください。宿泊キャンプ利用につきま
しては、当面の間、休止しておりますので、デ
イキャンプのみの利用となります。

【宿泊以外】
6月15日(火)
9:00 ～ 16:00

坂田ヶ池総合公園キャンプ場
成田市大竹1450

【指定管理者】
NPO法人成田坂
田ヶ池の友

0476-29-1161 
(9:00 ～ 16:30)

成田ゆめ牧場　入場無料
無無無
証

・小学生以下入場無料 
・親子3世代でのご来場で全員入場無料
※個人のお客様のみ対象、団体は対象外

6月15日（火）
9:30 ～ 16:30

成田ゆめ牧場
成田市名木730-3 成田ゆめ牧場 0476-96-1001

（9:30 ～ 16:30）

八都運動広場 
テニスコート　無料開放

無
証
予

テニスコートを無料開放 
※県民のみ対象　※人数制限有 
※事前予約を優先（当日に利用したい方は
問合せください。）

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

八都運動広場
香取市小見64 香取市 山田B&G海洋センター

0478-78-3204

山田中央運動広場 
テニスコート　無料開放

無
証
予

テニスコートを無料開放 
※県民のみ対象　※人数制限有 
※事前予約を優先（当日に利用したい方は
問合せください。）

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

山田中央運動広場
香取市仁良361-2 香取市 山田B&G海洋センター

0478-78-3204

山田中央運動広場 
軟式野球場　無料開放

無
証
予

軟式野球場を無料開放 
※県民のみ対象　※人数制限有 
※事前予約を優先（当日に利用したい方は
問合せください。）

6月15日（火）
8:30 ～ 17:00

山田中央運動広場
香取市仁良361-2 香取市 山田B&G海洋センター

0478-78-3204

山田B&G海洋センター 
無料開放

無
証
アリーナ・柔道場・剣道場を無料開放 
※県民のみ対象　※人数制限有

6月15日（火）
9:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:30

山田B&G海洋センター
香取市仁良361-2 香取市 山田B&G海洋センター

0478-78-3204

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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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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