
　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.7〜11）

（P.4、P.11〜13）

（P. 3、P.6〜7） （P.4〜5、P.13〜16）

（P.5、P.16〜19）

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

　歴史ある街並みや、都市に残る豊かな自然を楽しめる東葛飾地域の観
光スポット等13施設に、「謎」が書かれたパネルが隠されています。
　「謎」は全部で13種類。解けた「謎」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！

▶︎期間
6月15日(水) ～ 8月31日(水)
※応募締切9月14日(水)(当日消印有効)

▶︎パネル設置場所（全13か所）
千 葉 県：東葛飾合同庁舎　正面入口付近
松 戸 市：戸定が丘歴史公園（戸定邸）／ユーカリ交通公園
野 田 市：関宿城博物館／清水公園
柏　　市：道の駅しょうなん／あけぼの山農業公園
流 山 市：一茶双樹記念館／流鉄（流山駅・平和台駅）
我孫子市：アビスタ／水の館
鎌ケ谷市：鎌ケ谷市郷土資料館／福太郎アリーナ（スタジアム）

▶︎賞品
【Ａ賞】 （全問正解）NECグリーンロケッツ東葛サイン入り
　　　　　　　　　ユニフォーム　10名様

【Ｂ賞】 （12問正解）東葛地域各市特産品　24名様
【Ｃ賞】 （8問以上正解）チーバくん特製クオカード　30名様
【Ｄ賞】 （4問以上正解）チーバくんグッズ詰め合わせ　40名様
【Ｅ賞】 （1問以上正解）チーバくん缶バッチ　50名様
※各賞品は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

謎解き！チーバくんのまち探検！
in とうかつ

　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オリジナルチーバくんグッズなどを
抽選でプレゼント！ＪＲ東日本が考案したまち歩きコースもあるので、
奮ってご参加ください。さらに、イベント開催期間中は、ＪＲ東日本と
大江戸温泉物語浦安万華郷、トランポランドTOKYO…BAYSIDEがタイ
アップしたキャンペーンが同時開催されます！

▶︎期間
5月29日(日) ～7月10日(日)
※応募締切7月17日(日)(当日消印有効)
▶︎まち歩きのコース（※は、ＪＲ東日本が考案したコースです。）
①市川市、②船橋市（※）、③習志野市、④八千代市、⑤浦安市（※）
▶︎応募方法
パンフレット付属の応募はがきを郵送又はちば電子申請システム
から応募
▶︎賞品

【1等】 (9問以上正解) 葛南地域特産品&オリジナルチーバくん
　　　　　　　　　　 グッズ　15名様

【2等】 (6問以上正解) 葛南地域特産品　30名様
【3等】 (2問以上正解) オリジナルチーバくんグッズ　50名様
【ＪＲ東日本賞】 (2問以上正解) 
　　　　　　　ＪＲ東日本から提供のグッズ　10名様

【Wチャンス賞】 チーバくんグッズ　70名様
　　　　　　　 (抽選にもれた人の中から抽選)

葛南地域振興事務所　TEL 047- 424- 8281 東葛飾地域振興事務所　TEL 047- 361- 2175

県民の日葛南再発見！
まち歩きクイズラリー 2022

葛
か つ

南
な ん

地域

　クイズに答えて応募すると、ジェフユニフォーム(2022シーズン)や地
域の特産品などを抽選でプレゼント！

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：6月19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（2022シー
ズン）／【2等】千葉市特産品、市原市特産品等／【3等】「ちば文化資
産」クリアファイル等　
※賞品内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

　ジェフユナイテッド市原・千葉による親子ウォーキングフットボール教
室を実施！参加者には、当日開催の大宮アルディージャ戦（14:00キッ
クオフ）のチケットとオリジナルグッズをお渡しします！
　ウォーキングフットボールとは、歩いて行うサッカーのことです。サッ
カー未経験者でも、運動が苦手でも、障害があっても、怖がらずにプレー
できるように非接触という日本独自のルールを導入しています。みんな
でウォーキングフットボールを楽しもう！

親子ふれあいウォーキングフットボール教室

県民の日地域行事

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）
Email:fanclub@jefunited.co.jp
住所：〒260- 0835 千葉市中央区川崎町1- 38
URL：https://jefunited.co.jp/

▶︎日時・場所：6月18日(土)11:30 ～13:00
　　　　　　 フクダ電子スクエア(JR蘇我駅から徒歩約12分)
▶︎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30日(月)(消印有効)
・定員(申込多数抽選)：48組96名
・対象：県内在住の小学生とその保護者(1名まで)

問合せ

県民の日　千葉・市原 検索

県民の日　葛南 検索 県民の日　東葛飾 検索

※応募先については
　ジェフオフィシャル
　サイト をご 確 認
　下さい。

問合せ 問合せ

東
ひがし

葛
か つ

飾
し か

地域

千
ち

葉
ば

・市
い ち

原
は ら

地域

※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
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印旛地域振興事務所　TEL 043- 483- 1111

海匝地域振興事務所　TEL 0479- 62- 0261

香取地域振興事務所　TEL 0478- 54- 1311

山武地域振興事務所　TEL 0475- 54- 0222

県民の日　印旛 検索

県民の日　海匝 検索

県民の日　香取 検索

県民の日　山武 検索

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

山
さ ん

武
ぶ

地域

　Googleマップ上にある、山武地域（東金市、山武市、大網白里市、
九十九里町、芝山町、横芝光町）の施設を写した「360°写真」をチェッ
クすると、どこかにチーバくんが隠れています。チーバくんが持っている
プラカードの文字を並べ替えて応募すると、抽選でオリジナルチーバく
んグッズをプレゼント！他にもそれぞれの市町のキャラクターたちが隠
れているので、探してみてください。

▶︎実施期間
6月15日(水) ～ 8月31日(水)

▶︎クイズ応募締切
8月31日(水)

▶︎回答方法
ちば電子申請サービス、電子メール

▶︎賞品
サンブスギ製オリジナルチーバくんグッズ等

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計20か所に設置したス
タンプを集めると、抽選で特産品などをプレゼントします。

▶︎期間
6月15日(水) ～ 9月2日(金)  ※応募締切9月2日(金)（消印有効）
▶︎スタンプ設置場所
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20か所
▶︎台紙配布場所…※当事務所ホームページからもダウンロードできます。

スタンプ設置場所や香取地域内の市役所、町役場、道の駅など
▶︎応募方法
台紙にスタンプを押して郵送。
▶︎賞品

【スタンプ16個】 特賞 「特産品の詰め合わせセット」5名様
【スタンプ12個以上】 A 賞 「酒蔵飲みくらべセット」10名様
【スタンプ8個以上】 B賞 「おすすめスイーツセット」15名様または
   「いちご狩りペアチケット」5名様
　　　　　　　　　 C賞 「いちおし食品セット」20名様

【スタンプ4個以上】 D賞 「チーバくんクルリトエコバッグ」40名様
※賞品は都合により変更となる場合があります。

ぐるぐるかとりスタンプラリー

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等のスタンプを集めよ
う！抽選で地域の特産品などをプレゼント。
▶︎期間
6月15日(水) ～ 8月31日(水)  ※応募締切9月6日(火)(必着)
▶︎スタンプ設置場所
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、印旛地域の観光施設全20か所
▶︎応募方法
スタンプラリー台紙は実施期間中、対象施設や印旛地域内各市町
の役所・駅等で配布しています。
▶︎賞品

【A 賞】 (15か所以上のスタンプを集めた方) 成田のうなぎ蒲焼
 など2種類  8名様

【B賞】 (10か所以上のスタンプを集めた方) 蔵元のグルメ&
 スイーツセットなど3種類  30名様

【C賞】 (6か所以上のスタンプを集めた方) 印西手焼きせんべい
 など4種類の賞品  60名様

【D賞】 (4か所以上のスタンプを集めた方) 成田の手づくりしゅう
 まいなど2種類の賞品  20名様

【E賞】 (2か所以上のスタンプを集めた方) 
 いんばご当地グッズ  30名様

【パーフェクト賞】(20か所達成かつ各賞の抽選に外れた方) チーバ
　　　　　　　　くんグッズ  50名様

楽しく集めよう！
ご当地キャラ♪スタンプラリー印旛2022

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３か所、キーワードは各市２か所（全15か所）あるの
で、海匝地域にぜひお越し下さい！

▶︎スタンプ等設置場所
ウオッセ21（銚子市）、道の駅季

き ら り
楽里あさひ（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

▶︎期間
6月15日(水) ～ 8月31日(水)  
※応募締切9月9日(金)(消印有効)

▶︎応募方法
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)

▶︎賞品
各市名産品や宿泊券など

さんさん☀かいそう周遊ラリー
2022

マップで発見！
チーバくんと山武地域の仲間たち
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長生地域振興事務所　TEL 0475- 22- 1610

安房地域振興事務所　TEL 0470- 22- 7133

夷隅地域振興事務所　TEL 0470- 82- 2211

君津地域振興事務所　TEL 0438- 23- 1111

県民の日　長生 検索

県民の日　安房 検索

県民の日　夷隅 検索

県民の日　君津 検索

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

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！
　国指定の重要文化財である笠森寺観音堂、国指定史跡である長柄横
穴群、玉前神社等の見学、太巻き寿司づくり、竹細工の製作体験やフラ
ワーアレンジメントの体験等、長生地域ならではの魅力を発見しよう！

夷
い

隅
す み

地域

　夷隅地域の観光施設等を巡って、デジタルスタンプを集めよう！
スマートフォンやタブレットでスタンプを集めて応募すると、抽選で夷隅
地域の特産品などをプレゼント。

安
あ

房
わ

地域

第２４回あわ夢まつりが「有観客」で帰ってきます！
房州の方言や民謡に関わるもの、人形劇やバンド演奏、ミュージカルに
演劇など、お子さんをはじめ、多くの方が楽しめる「おまつり」となって
います。
３年振りとなる舞台で、感動を共有しましょう！

君
き み

津
つ

地域

おうちdeおそとde
木

き

君
き み

富
ふ

袖
そ で

ラリー♪

▶︎期間
6月15日(水) ～ 8月31日(水)  
※応募締切8月31日(水)
▶︎スタンプ設置場所
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)など夷隅管内の観
光施設全40か所
▶︎応募方法
①スマートフォンまたはタブレットで専用HPにアクセス
②スタンプ設置施設を巡ってデジタルスタンプを取得
③webで応募
※スマートフォン等をお持ちでない応募者の家族（１名）に限り、
ちば電子申請サービスより申し込み可
▶︎賞品

【1等】30個以上 いすみ市の味覚堪能セット　2名
【2等】20個以上 山猫ジェラートセット　5名
【3等】15個以上 勝浦タンタンメンセット　15名
【4等】7個以上 魚介粕漬セット　30名
【5等】5個以上 チーバくんグッズ　50名
※景品は都合により変更となる場合があります

▶︎日時
６月５日（日）11:00 ～１６:00
▶︎会場
南総文化ホール（大ホール）
▶︎入場料
無料
▶︎特典
来場者には抽選で、すてきな特典をプレゼント！

長生地域の新たな発見！
「いきいき長生バスツアー」

〜長生の名所巡りと文化体験〜

夷隅ワクワク
デジタルスタンプラリー 2022

安房の夢・元気・魅力発信！
in 南総文化ホール

【あわ夢まつり】
（主催：あわ夢まつり実行委員会）

　「ききみふそで」ラリー♪は、スマホアプリ
（furari）を使用したスタンプラリーです。
　スタンプを集めて応募すると、抽選で
すてきな特典をプレゼント！おうちで取得できるスタンプもあります♪

▶︎対象
小学生以上（小学生は保護者同伴）
▶︎日時・内容
【第1回】(6月18日(土)……8:30 ～17:00)
ガーベラ団地、あじさい屋敷の花卉鑑賞とフラワーアレンジメント体験、
太巻き寿司づくり、玉前神社見学など
【第2回】(7月9日(土)……8:30 ～17:00)
史跡長柄横穴群、笠森観音、長南集学校見学、竹細工の製作体験
やブルーベリーの収穫体験など
▶︎定員
各回30名（申込多数抽選）
▶︎応募方法
メール、郵送又はファックスで申込み。
・T-LIFEパートナーズ株式会社千葉支店
・〒260-0824　千葉県千葉市中央区浜野町995-1
・TEL:043-305-0651 FAX043-261-4531
・Mail:chiba@t-life.co.jp
・申込期限
【第1回】4月18日（月）～ 5月20日（金）（消印有効）
【第2回】4月18日（月）～ 6月3日（金）（消印有効）
▶︎参加費
大人2,500円、子ども2,000円（各回昼食代込み）

▶︎期間
6月15日（水）～ 8月31日（水）　※応募締切8月31日（水）
▶︎スタンプ取得箇所

【12か所】 オンラインスポット(クイズ)※おうちで取得可
【38か所】 文化や歴史を知る、自然や動物・昆虫に触れる、農業や
陶芸を体験する、美味しい逸品を手にいれる、地域の魅力がつまっ
た木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市のおすすめスポット
▶︎参加方法
スマートフォンアプリ(furari)をインストールして、6月15日以降
に当イベントのページで参加ボタンを押してください。
▶︎特典
スタンプ数12個から応募できます。20個で全特典へ応募可。

【ゴールド賞】 君津地域宿泊クーポン（5名）
【シルバー賞】 ①木更津産有機米 ②小糸在来®オーナー権 ③チー
ズケーキ＆チーズ ④純系マスクメロン（各10名・計40名）

【ブロンズ賞】 電子地域通貨アクアコインにチャージできるプリペ
イドカード（20名）

【ＳＮＳ賞】 同上（5名） ※SNSへの投稿が必要です。
【サンクス賞】 デジタル感謝状（応募者全員）

あわ夢まつり公式ホームページはこちら ▶︎
（過去の「あわ夢まつり」の
動画も視聴できます。）
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