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　「県民の日」は「県民が、郷土を知り、ふるさとを愛する心をはぐくみ、共に次代に誇りうる、より豊かな千葉県を築くことを期する日」と

して、県の人口が500万人を突破したことを記念して、昭和59年（1984年）に制定されました。

　これは、明治6年6月15日に当時の木更津県、印旛県の両県が合併して千葉県が誕生したことに由来しています。

（注意事項）
・ 各行事の詳細は問合せ先にご確認いただくか、各行事ホームページをご覧ください。
・ 掲載情報は「令和3年4月時点」のものです。各行事は中止・変更となることがあります。お出かけ前に開催状況をご確認ください。
・ お出かけの際は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するため、「3つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」「マスク
の着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした感染対策にご協力をお願いします。また、発熱など体調がすぐれない場合は参加
をお控えください。
・ そのほか、各行事で新型コロナウイルス感染拡大防止対策をお願いすることがあります。 千葉県ホームページ

千葉の“魅力”まるごと体験！  育もう！ ちば愛デンティティー

千葉県マスコットキャラクター
チーバくん

千葉
県民の日
6月15日は
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千葉の魅力を再発見！千葉の魅力を再発見！
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　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

南房総エリア

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

（東
ひがし

葛
かつ

飾
しか

地域）（葛
かつ

南
なん

地域）

（千
ち

葉
ば

・市
いち

原
はら

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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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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行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

第一カッター球場
（秋津野球場）　無料開放

無
予
※6月1日（火）10:00抽選 
※1団体1コマ（3時間）まで

6月15日（火）
9:00 ～ 15:00

第一カッター球場（秋津野球場）
習志野市秋津3-7-2

習志野市スポーツ
振興協会 047-452-4380

第一カッターフィールド
（秋津サッカー場） 
研修室　無料開放

無
予
※6月1日（火）10:00抽選 
※1団体2コマ（2時間）まで

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

第一カッターフィールド
（秋津サッカー場）
習志野市秋津3-7-3

習志野市スポーツ
振興協会 047-452-4380

手賀沼親水広場 
水の館プラネタリウム
無料開放

無
入場料無料 
※上映時間約20分。各回25名まで。 
※上映1時間前からチケットを発券します。
事前予約はできません。

6月15日（火） 
①14:00 ～、②
15:00 ～

手賀沼親水広場 
水の館プラネタリウム
我孫子市高野山新田193

手賀沼親水広場
水の館 04-7184-0555

東部体育館 
アリーナ/講習室
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））

東部体育館
習志野市東習志野3-4-5

習志野市スポーツ
振興協会 047-452-4380

東部体育館 
トレーニングルーム
無料開放

無
証
※1人2時間まで 
※初回者講習を受講者のみ対象

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

東部体育館
習志野市東習志野3-4-5

習志野市スポーツ
振興協会 047-452-4380

鳥の博物館 
無料開放 無 入館料無料 

※館内は飲食不可です。
6月15日（火）
9:30 ～ 16:30

鳥の博物館
我孫子市高野山234-3 我孫子市鳥の博物館 04-7185-2212

ふなばし三番瀬環境学習館 
無料開放

無無無
証
有料展示スペース入場無料 
※大学生以下が対象

6月15日（火）
9:00 ～ 17:00

ふなばし三番瀬環境学習館
船橋市潮見町40

「ふなばし三番瀬海
浜公園・ふなばし三
番瀬環境学習館」管
理運営グループ

ふなばし三番瀬環境学習館
047-435-7711

プラッツ習志野 
中央公園パークゴルフ場
無料開放

無 1人2ラウンド（9ホール×2周）まで
6月15日（火）
8:30 ～ 17:00
※最終スタート 16:00

プラッツ習志野
中央公園パークゴルフ場
習志野市本大久保3-8-19

プラッツ習志野 047-429-8001

北部清掃工場余熱利用施設
「ふなばしメグスパ」 
温浴・健康浴施設
使用料半額

割
・一般：500円→250円 
・小中学生：250円→120円 
・65歳以上：400円→200円

6月15日(火）
9:00 ～ 21:00

北部清掃工場余熱利用施設
ふなばしメグスパ
船橋市大神保町1356-3

【指定管理者】株式
会社ふなばしEサー
ビス

047-457-5151

舞浜ユーラシア 
スパ入館料　割引

割
証

スパ入館料が割引となります。 
・大人2100円→1400円 
・子ども1050円→700円

6月15日（火）
11:00 ～翌2:00

スパ＆ホテル舞浜ユーラシア
浦安市千鳥13-20

スパ＆ホテル舞浜
ユーラシア 047-351-4126

松戸市戸定歴史館・戸定邸 
入館料無料 無 入館料無料

https://www.city.matsudo.chiba.jp/tojo/
6月15日（火）
9:30 ～ 17:00
（最終入館16:30)

戸定歴史館・戸定邸
松戸市松戸714-1 戸定歴史館 047-362-2050

松戸市立博物館 
観覧無料デー

無
証

総合展示室・主題展示室について、観覧料を
無料にします。 
※入室制限をすることがあります。

6月15日（火）
9:30 ～ 17:00

松戸市立博物館 
総合展示室・主題展示室
松戸市千駄堀671

松戸市立博物館
047-384-8181
（9:30 ～ 17:00
※月曜日等休館）

実 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

実 テニスコート
習志野市実 6-29-1

習志野市スポーツ
振興協会 047-452-4380

谷津バラ園 
入園無料 無 入園料無料 

※入園制限を行うことがあります
6月15日（火）
8:00 ～ 18:00

谷津バラ園
習志野市谷津3-1-14 谷津バラ園 047-453-3772

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 
「科学館わくわく教室」 予

体験教室 
※時間・予約方法等詳細は館公式HPをご覧
ください。

6月15日（火） 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
（普及課）

047-379-2005
（休館日以外）

県立関宿城博物館
「チーバくんすごろくをし
よう」

無 千葉県の名所スポットが載った当館オリジ
ナルすごろくを配布します。

6月15日（火）
9:30 ～ 16:00

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）

ちばテク我孫子校
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/造園のどちらか1コースを選択。両
コースとも、作品はお持ち帰り可能。 
・機械：CADと3Dプリンタで部品を作成し、
時計の動きをするものを製作。 
・造園：茶室に飾る花入れや茶庭に設置する
関守石を製作。

6月12日（土）
9:00 ～ 12:00

我孫子高等技術専門校
我孫子市久寺家684-1

我孫子高等技術
専門校 04-7184-6411

ちばテク船橋校
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） 
※3D-CAD/ろう付け/プログラミング/溶
接のうち1コースを選択

6月12日（土）
9:00 ～ 12:00

船橋高等技術専門校
船橋市高瀬町31-7 船橋高等技術専門校 047-433-2790

第31回
県民の日記念コンサート 
コーラスフェスティバル

無 八千代市合唱協会加入団体による演奏会。
入場料無料。

6月13日（日）
14:00開演

八千代市市民会館 
大ホール
八千代市萱田町728

（公財）八千代市地域
振興財団 047-483-5111

うらやすまるごと
こども広場

無
予

スポーツとアートの体験や絵本の読み聞か
せ、工作、音楽鑑賞など、様々なイベントを
市内各生涯学習施設で開催。 
※一部事前予約が必要。

6月15日（火） 
※実施時間は施設に
より異なります

市内各生涯学習施設 
※詳細は公式HPをご覧ください
浦安市内全域

浦安市教育委員会 047-712-6792

浦安市高洲公民館 
県民の日！スポーツクラ
イミングに挑戦

無
予

ボルダリングやトップロープクライミング
にチャレンジできます。 
※2週間前までにまなびネットから要予約。 
※雨天中止

6月15日（火）
14:00 ～ 16:00

浦安市高洲公民館 
クライミングウォール
浦安市高洲5-3-2

浦安市高洲公民館 047-304-0313

浦安市当代島公民館 
県民の日 
子ども向け体育館の開放

無 ボールや跳び箱を使って自由に遊んだり、体
を動かすことができます。（小・中学生対象）

6月15日(火)
14:00 ～ 17:00

浦安市当代島公民館
浦安市当代島2-14-1 浦安市当代島公民館 047-382-1700

浦安市日の出公民館 
県民の日事業 
広場deアート大作戦！

予

「キットパス」を使ってオリジナルアート体
験。（雨天中止） 
①手形アートでペーパーバックに絵を描こ
う！（定員：先着20名、対象：小・中学生、
参加料：材料費100円）※①は事前申込制（6
月1日(火)9:30から電話または窓口で受付） 
②おやこでペッタン手形足型アート（定員：
先着30組、対象：未就学児の親子）

6月15日(火)
10:00 ～ 15:00

浦安市日の出公民館　正面広場
浦安市日の出4-1-1 浦安市日の出公民館 047-355-8831

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）
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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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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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


