
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 割 入館料に団体割引を適用。
6月11日（土）
9:30 ～ 19:00、
6月12日（日）
9:30 ～ 18:00

市原湖畔美術館
市原市不入75-1 市原湖畔美術館 0436-98-1525 

※月曜休館

高滝湖畔公園
無
予

テニスコート及び野外音楽堂の無料開放
6月11日（土）、
12日（日）
9:00 ～ 17:00

高滝湖畔公園テニスコート及び
野外音楽堂　
市原市養老471-1

（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（水） 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 
（平日9:00 ～ 17:00）

県立中央博物館　
常設展・トピックス展
「五百沢智也氏が描いた
房総の風景」

無 入場料無料 6月15日（水）
10:00 ～ 16:30

千葉県立中央博物館
千葉市中央区青葉町955-2 県立中央博物館 043-265-3111

※月曜休館

県立美術館 無 入場料無料 6月15日（水）
9:00 ～ 16:30

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

※月曜休館

オリジナルメーカー
海づり公園県民の日
無料開放

無
県民の日につき下記料金
釣り料920円、高齢者460円、
入場料220円、高齢者110円が
無料になります。

6月15日（水） 
午前の部
6:30 ～ 11:30　
午後の部
12:30 ～ 18:00
　(入れ替え制)

オリジナルメーカー海づり施設
市原市五井南海岸1-12

オリジナルメーカー
海づり公園 0436-21- 0419

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（水）
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（水）
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

先日先着順／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（水）
9:30 ～ 16:00

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（水）
9:30 ～ 16:15

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（水）
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（水）
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（水）
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）
ディスカバー
ちばフーズフェスティバル

千葉県産の旬の食材を使った弁当や惣菜を
ご紹介いたします。

6月１日（水）～
30日（木）

そごう千葉店
千葉市中央区新町1000 そごう千葉店 043-245- 8285

県民の日ワークショップ
「ビルダーカードでアートし
よう－みんなでつくる未来
の千葉－」

予

美術造形教材、「ビルダーカード」を使って未
来の千葉をイメージしたオブジェを作り上げ
ます。
参加料：200円、定員：20名
※往復はがきまたは電子メールで要予約（申
込締切：5月28日（土））

6月11日（土）
13:00 ～ 15:00

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

※月曜休館

県立中央図書館
県民の日おはなし会 無

5歳以上の子どもと保護者を対象に、絵本の
読み聞かせや素話を行い、千葉県の本を紹介
します。

6月11日（土）
14:00 ～ 14:30

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　
（児童資料室）

043-222- 0116
火～金　9:00 ～ 19:00 
土・日　9:00 ～ 17:00

イベントの開催等 無 … 無料 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 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約

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241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　千葉 検索

県民の日賛同行事
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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）

キャンプ場…釣り堀…
焼き代無料 無 ニジマス焼き代 100円(1匹分) →無料

6月11日（土）～
15日（水）
9:00 ～ 16:00

（受付終了15:30）

清水公園
野田市清水906

㈱千秋社　　　　　
清水公園

04-7125-3030　　　　　
(9:00 ～ 17:00)

花ファンタジア
入場料割引 割

大人(高校生以上)・シルバー (65歳以
上)750円→700円
小学生・中学生 300円→200円　

6月11日(土) ～
15日(水)
9:00 ～ 17:00
(受付終了16:00)

清水公園
野田市清水906

㈱千秋社　　　　　
清水公園

04-7125-3030　　　　　
(9:00 ～ 17:00)

フィールドアスレチック
入場料割引

割
予

大人 (中学生以上)1,500円→1,400円
小学生 1,000円→900円

6月11日(土) ～
15日(水)
9:00 ～ 17:00
(受付終了15:00)

清水公園
野田市清水906

㈱千秋社　　　　　
清水公園

04-7125-3030
(9:00 ～ 17:00)

ポニー牧場入場料割引 割 大人  (中学生以上)450円→400円
小人(3歳以上)  400円→350円

6月11日(土) ～
15日(水)
9:00 ～ 17:00
(受付終了16:30)

清水公園
野田市清水906

㈱千秋社　　　　　
清水公園

04-7125-3030　　　　　
(9:00 ～ 17:00)

県立現代産業科学館 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御利用ください

6月15日(水)
9:00 ～ 15:30

千葉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
※月曜休館

ふなばし
三番瀬環境学習館

無
割

一般は利用料半額、高校生・中学生・小学生
は利用料無料

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

ふなばし三番瀬環境学習館
船橋市潮見町40 FSPグループ

ふなばし三番瀬環境学習館
047- 435-7711
(9:00 ～ 17:00)
※月曜休館

ふなばし
アンデルセン公園 無 中学生以下は入園料無料 6月15日（水）

9:30 ～ 17:00
ふなばしアンデルセン公園
船橋市金堀町525

(公財)船橋市公園
協会

ふなばしアンデルセン公園
047- 457- 6627

（9:30 ～ 17:00）
※月曜休園

鳥の博物館 無 入館料無料 6月15日（水）
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
※月曜休館

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

吃音（どもること）を
考えるつどい 予

講演と、当事者の体験発表や話し合いの場。
・講演：出会いを楽しむ　
　　　　～あなたらしく、私らしく
・講師：望戸千恵美氏
　　　　（学校法人平田学園 国府台女学院

　　　  小学部　副学院長）
・無料
※公式HPから事前申込みを。
　（https://chibag-y-k.jimdo.com/）
※会場とオンライン（ZOOM使用）との併催

6月12日（日）
13:30～ 16:10

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

県民の日セール 割 衣料品から雑貨までお買い得品を多数取り
揃えいたします。

6月11日（土）～
19日（日）

そごう千葉店
千葉市中央区新町1000 そごう千葉店 043-245-8285

千葉県洋菓子作品
コンテスト 無

県内の未来のパティシエたちによる技術と想
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14日（火）
17:00～
6月20日（月）
15:00

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

043-245-8285

県立中央図書館
菜の花ライブラリー
活用講座

無
予

千葉県について調べる時に役立つ各種索引
や、当館所蔵の貴重書画像等を検索・閲覧で
きるデータベース「菜の花ライブラリー」の使
い方を、実際にパソコンを操作しながらやさ
しく学べる講座。
※先着6名、パソコン操作に慣れている方推

奨。

6月18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
火～金　9：00～ 19：00
土・日　9：00～ 17：00

欠陥建築トラブル・
法律相談会 無

一般市民向けの欠陥住宅や建築紛争につい
ての相談会を行います。
建築士と弁護士が共同で一般市民に対して
個別面談方式で、1組当たり1時間程度で行
います。

6月25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

一般社団法人
千葉県建築士会
043-202-2100

県民の日記念
JAZZコンサート　　　

無
予

24名の奏者による、
ジャズコンサートを開催。

6月25日（土）
13:30～ 15:30

市原市戸田コミュニティセンター
市原市馬立733

NPO法人
戸田コミュニティセ
ンター運営協議会

0436-95-6622

千葉県文書館　
歴史講演会 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」

7月8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

043-227-7552
(月～土9:00～ 17:00祝日
除く)

施設の無料開放・割引等 無 … 無料 無 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約

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。

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

市原市観光案内所
レンタサイクル割引

割
証

レンタサイクル３時間以上ご利用で
500円割引
※毎週月曜休館

6月1日(水) ～
30日(木) 
9:00 ～ 17:00

市原市五井中央西1-2-1野村屋
青柳ビル１F

（一社）市原市観光
協会

市原市観光案内所
0436-26- 0066

サービス提供・プレゼント等 無 … 無料 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）

白樺文学館 無 入館料無料
6月15日（水）
9:30 ～ 16:30
※入館は16時まで

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
※月曜休館

杉村楚人冠記念館 無 入館料無料
6月15日（水）
9:00 ～ 16:30
※入館は16時まで

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
※月曜休館

我孫子市民体育館
無
予

使用料無料（ナイター料金別途要） 6月15日（水）
9:00 ～21:00

我孫子市民体育館
我孫子市古戸696 我孫子市民体育館 04-7187-1155

手賀沼親水広場　
水の館　プラネタリウム 無

入場料無料
上映時間約15分、各回28人まで
※上映1時間前から（無料）チケットを発券。

事前予約不可

6月15日（水）
①14:00 ～
②15:00 ～

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

手賀沼公園ミニ鉄道 無 利用料無料
※マスクの着用をお願いします（2歳以上）。

6月15日（水）
9:30 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00
※雨天中止

手賀沼公園
我孫子市若松1番地 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
04-7188-2204（平日）、
090- 4520-3603（運行日）

県立関宿城博物館 無 入場料無料 6月15日（水）
9:00 ～ 16:30

千葉県立関宿城博物館
野田市関宿三軒家143- 4 県立関宿城博物館 04-7196-1400

※月曜休館

中央公園パークゴルフ場 無 1人2ラウンド（9ホール2周）とします。
※最終スタートは16時

6月15日（水）
8:30 ～ 17:00 習志野市本大久保3- 8-19 プラッツ習志野 047- 429- 8001

第一カッターフィールド
研修室
（秋津サッカー場研修室）

無
予

6月1日（水）10時より抽選を行います。
※1団体2コマ（2時間）とします。

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00 習志野市秋津3-7-3 習志野市スポーツ

振興協会 047- 452- 4380

第一カッター球場
（秋津野球場）

無
予

6月1日（水）10時より抽選を行います。
※1団体1コマ（3時間）とします。

6月15日（水）
9:00 ～ 15:00 習志野市秋津3-7-2 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
予

6月1日（水）10時より抽選を行います。
※1団体1コマ（2時間）とします。

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00 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

秋津テニスコート
無
予

6月1日（水）10時より抽選を行います。
※1団体1コマ（2時間）とします。
※17時以降は通常営業（無料対象外）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00 習志野市秋津5-20-2 習志野市スポーツ

振興協会 047- 452- 4380

実籾テニスコート
無
予

6月1日（水）10時より抽選を行います。
※1団体1コマ（2時間）とします。

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00 習志野市実籾6-29-1 習志野市スポーツ

振興協会 047- 452- 4380

芝園テニスコート・
フットサル場

無
予

6月1日（水）10時より抽選を行います。
※1団体1コマ（2時間）とします。
※17時以降は通常営業（無料対象外）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00 習志野市芝園1-3-2 習志野市スポーツ

振興協会 047- 452- 4380

東部体育館
①アリーナ　②講習室

無
予

6月1日（水）10時より抽選を行います。
※1団体1コマ（2時間）とします。
※17時以降は通常営業（無料対象外）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00 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
証

1人2時間まで
※初回者講習を受講していただいた方のみ

対象
※17時以降は無料対象外

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00 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

袖ケ浦体育館
無
予

6月1日（水）10時より抽選を行います。
※1団体1コマ（2時間）とします。
※17時以降は通常営業（無料対象外）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00 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

谷津バラ園 無 入園料無料 6月15日（水）
8:00 ～ 18:00 習志野市谷津3-1-14 谷津バラ園 047- 453-3772

県立柏の葉公園
コミュニティ体育館　
無料開放

無
証
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13日（月）9:00から6月
15日（水）20:00まで。
※最長2時間まで申込可能。

6月15日（水）
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　
※火曜日休館）

県立柏の葉公園
総合競技場　無料開放 無 総合競技場のトラックを無料開放。

※共同利用となります。事前申込不要。
6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

（最終入場16:00）

県立柏の葉公園
総合競技場
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）

柏の公園総合競技場
04-7135-5012

（9:00 ～ 17:00
※火曜日休場）

県立柏の葉公園
庭球場　無料開放

無
証
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。申込開始日は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（水）
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　
※火曜日休場）
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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32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。
入場無料。

6月12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

公益財団法人
八千代市地域振興
財団

047- 483-5111

県立関宿城博物館
「チーバくんをこすり出そ
う！」「チーバくんすごろく」

無
クレヨンでチーバくんを紙の上にこすり出す
ワークショップ。千葉の名所をぐるっと一周
できるすごろくの配布もあります。

6月15日（水）
9:00 ～ 16:30

千葉県立関宿城博物館
野田市関宿三軒家143- 4 県立関宿城博物館 04-7196-1400

※月曜休館

浦安市東野児童センター
無
予

小学生ビンゴ大会
※市内在住者のみ予約可

6月15日（水）
10:15 ～ 10:45
11:00 ～ 11:30

東野児童センター
浦安市東野1-7-1 東野児童センター 047-355-2736

浦安市東野児童センター
無
予

親子お楽しみ会
※市内在住者のみ予約可

6月15日（水）
13:10 ～ 13:40、
13:50 ～ 14:20

東野児童センター
浦安市東野1-7-1 東野児童センター 047-355-2736

浦安市東野児童センター
無
予

未就学児お楽しみ会
※市内在住者のみ予約可

6月15日（水）
14:40 ～ 15:10、
15:30 ～ 16:00

東野児童センター
浦安市東野1-7-1 東野児童センター 047-355-2736

浦安市東野児童センター 無
チーバくんの割りばしアート・チャレンジゲー
ム・たからつり・千葉県クイズラリー・バルー
ンアート等
※材料がなくなり次第終了

6月15日（水）
10:00 ～ 16:00

東野児童センター
浦安市東野1-7-1 東野児童センター 047-355-2736

浦安市東野児童センター 無
ほこほこミニリサイクル会
乳児～未就学児、夏物の服を提供
※市内在住者のみ利用可

6月15日（水）
13:00 ～ 15:00

東野児童センター
浦安市東野1-7-1

おやこの広場・
ほこほこ 047-355-2736

浦安市高洲児童センター
無
予

かっこよく踊ろう！HIPHOPダンス体験会
※市内在住者のみ予約可（動きやすい服装、
室内履き、汗拭きタオル、飲み物）

6月15日（水）
13:30 ～ 12:30

高洲児童センター
浦安市高洲5-3-2 高洲児童センター 047-304- 0315

浦安市高洲児童センター
無
予

大きな折り紙でチーバくんを折ろう
※市内在住者のみ予約可

6月15日（水）
10:15 ～ 12:00

高洲児童センター
浦安市高洲5-3-2 高洲児童センター 047-304- 0315

浦安市高洲児童センター 無 プラレールで遊ぼう 6月15日（水）
10:15 ～ 15:00

高洲児童センター
浦安市高洲5-3-2 高洲児童センター 047-304- 0315

浦安市高洲児童センター 無 チャレンジ！紙コップタワー 6月15日（水）
10:15 ～ 12:00

高洲児童センター
浦安市高洲5-3-2 高洲児童センター 047-304- 0315

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します。

6月15日（水）
※実施時間は施設
により異なります。

市内各生涯学習施設 浦安市教育委員会 047-712- 6792　

浦安市郷土博物館　
県民の日イベント
「風鈴の絵付けをしよう」

予
風鈴に絵を描きます。
※定員各回12名
※材料費1,000円徴収
※1か月前より電話にて予約

6月15日（水）
10:00 ～ 11:30、
13:00 ～ 15:00

浦安市郷土博物館
浦安市猫実1-2-7 浦安市郷土博物館 047-305- 4300

※月曜休館

浦安市郷土博物館　
県民の日イベント
「あっさり君・エコバック
をつくろう」

予

クレヨンであっさり君エコバックに絵を描き
ます。
※定員各回15名
※材料費300円徴収
※1か月前より電話にて予約

6月15日（水）
10:00 ～ 11:30、
13:00 ～ 15:00

浦安市郷土博物館
浦安市猫実1-2-7 浦安市郷土博物館 047-305- 4300

※月曜休館

浦安市郷土博物館　
県民の日イベント
「チーバくんぬりえ」

無 チーバくんのぬり絵を楽しみます。
6月15日（水）
10:00 ～ 11:30、
13:00 ～ 15:00

浦安市郷土博物館
浦安市猫実1-2-7 浦安市郷土博物館 047-305- 4300

※月曜休館

浦安市郷土博物館　
県民の日イベント
「スーパーボールロケット
つくり」

スーパーボールロケットをつくります。
※材料費50円徴収

6月15日（水）
13:00 ～ 15:00

浦安市郷土博物館
浦安市猫実1-2-7 浦安市郷土博物館 047-305- 4300

※月曜休館

浦安市中央公民館
県民の日こども事業 無 こども向け科学講座

※まなびネットから要予約。
6月15日（水）
10:00 ～ 12:00

浦安市中央公民館
浦安市猫実4-18-1 浦安市中央公民館 047-351-2638

浦安市中央公民館
県民の日事業 無 健康に関する講座

※まなびネットから要予約。
6月15日（水）
10:00 ～ 16:00

浦安市中央公民館
浦安市猫実4-18-1 浦安市中央公民館 047-351-2638

浦安市堀江公民館
県民の日イベント 無 絵本の読み聞かせ、紙芝居、人形劇など 6月15日（水）

10:00 ～ 16:00
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

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

県立柏の葉公園
野球場　無料開放

無
証
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。申込開始日は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（水）
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　
※火曜日休場）

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（水）
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）

イベントの開催等 無 … 無料 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）

県民の日事業
「初心者のための楽しい
囲碁教室」

無
未経験者はもちろん、一度はやってみたい方
向けの初心者講座。初歩のルールから定石
をわかりやすく説明することで囲碁の理解を
深めます。実際の対局も行います。

6月15日（水）
13:00 ～ 15:00

富岡公民館
浦安市富岡3-1-7 富岡公民館 047-354-2631

県民の日親子事業
「グランドゴルフをやって
みよう」

無
予

美浜公園で美浜グランド・ゴルフクラブの指
導のもと、ルールを覚え、4人１組でゲームを
行います。楽しみながら体力アップを目指し
ます。雨天時中止。
※定員：先着16組
※対象：6年生以下の小学生と保護者
※電話または窓口で要予約

6月15日（水）
9:30 ～ 10:30

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

県民の日親子事業
「マリンバデュエット
～参加型コンサート～」

無
予

2台のマリンバ及びスティールパンによる演
奏。参加者もトーンチャイムを使用して一緒
に演奏に加わります。演奏曲は「クシコスポ
スト」、「剣の舞」、「となりのトトロ」等を予定
しています。
※定員：先着48人
※対象：6年生以下の小学生と保護者
※電話または窓口で要予約

6月15日（水）
11:00 ～正午

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

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（水）
13:00 ～ 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

浦安市当代島公民館
県民の日
「親子でフットサル」

無
予

フットサルチーム「バルドラール浦安」の選手
にフットサルの基本を教わります。

6月15日（水）
10:00 ～ 11:30

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

浦安市当代島公民館
県民の日
「浦安ユーチューバーと
動画をとろう！」

無
予

当代島公民館周辺を散策しながら、動画を
撮影・編集しＹｏｕＴｕｂｅにアップします。
また、ＳＮＳの危険性も学習します。

6月15日（水）
13:00 ～ 16:00

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！

無
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(水)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（水）
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

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 子ども対象に、絵本や物語に親しむ機会を提
供。（児童向け行事）

6月15日（水）
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）
※月曜休館

浦安市立中央図書館
（堀江分館）
県民の日えほんのじかん
スペシャル

無 子ども対象に、絵本や物語に親しむ機会を提
供。（児童向け行事）

6月15日（水）
10:30 ～（予定）

浦安市立中央図書館　
堀江分館
浦安市富士見2-2-1

浦安市立中央図書館
047-352- 4646

（10:00 ～ 17:00）
※月曜休館

浦安市立中央図書館
（猫実分館）
県民の日えほんのじかん
スペシャル

無 子ども対象に、絵本や物語に親しむ機会を提
供。（児童向け行事）

6月15日（水）
10:30 ～（予定）

浦安市立中央図書館　
猫実分館
浦安市猫実4-18-1

浦安市立中央図書館
047-352- 4646

（10:00 ～ 17:00）
※月曜休館

浦安市立中央図書館
（富岡分館）
県民の日えほんのじかん
スペシャル

無 子ども対象に、絵本や物語に親しむ機会を提
供。（児童向け行事）

6月15日（水）
10:30 ～（予定）

浦安市立中央図書館　
富岡分館
浦安市富岡3-1-7

浦安市立中央図書館
047-352- 4646

（10:00 ～ 17:00）
※月曜休館

浦安市立中央図書館
（美浜分館）
県民の日えほんのじかん
スペシャル

無 子ども対象に、絵本や物語に親しむ機会を提
供。（児童向け行事）

6月15日（水）
10:30 ～（予定）

浦安市立中央図書館　
美浜分館
浦安市美浜5-13-1

浦安市立中央図書館
047-352- 4646

（10:00 ～ 17:00）
※月曜休館

浦安市立中央図書館
（当代島分館）
県民の日えほんのじかん
スペシャル

無 子ども対象に、絵本や物語に親しむ機会を提
供。（児童向け行事）

6月15日（水）
10:30 ～（予定）

浦安市立中央図書館　
当代島分館
浦安市当代島2-14-1

浦安市立中央図書館
047-352- 4646

（10:00 ～ 17:00）
※月曜休館

浦安市立中央図書館
（日の出分館）
県民の日えほんのじかん
スペシャル

無 子ども対象に、絵本や物語に親しむ機会を提
供。（児童向け行事）

6月15日（水）
10:30 ～（予定）

浦安市立中央図書館　
日の出分館
浦安市日の出4-1-1

浦安市立中央図書館
047-352- 4646

（10:00 ～ 17:00）
※月曜休館

浦安市立中央図書館
（高洲分館）
県民の日えほんのじかん
スペシャル

無 子ども対象に、絵本や物語に親しむ機会を提
供。（児童向け行事）

6月15日（水）
10:30 ～（予定）

浦安市立中央図書館　
高洲分館
浦安市高洲5-3-2

浦安市立中央図書館
047-352- 4646

（10:00 ～ 17:00）
※月曜休館

第25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。
※感染症対策等の詳細について開催前に市

ホームページにて公開します。来場前にご
確認ください。

※一部有料の体験コーナーあります。

6月18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
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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…
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：一泊素泊まり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
※1日5部屋限定

6月11日（土）～
15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

地球の丸く見える丘
展望館 割 大人420円→300円　

小・中学生200円→100円に割引します。
6月15日（水）
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 割 大人420円→300円　
小・中学生200円→100円に割引します。

6月15日（水）
9:00 ～ 17:30

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

県立房総のむら 無
入場料無料
チーバくん・マスコットキャラクターぼうじ
ろ－出演
体験演目実施

6月15日（水）
9:00 ～ 16:30

千葉県立房総のむら
印旛郡栄町龍角寺1028 県立房総のむら

0476-95-3333
(9:00 ～ 16:30)
※月曜休館

坂田ヶ池総合公園
キャンプ場

無
予

キャンプ場が県民の日にちなんで無料でご
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。

6月15日（水）
9:00 ～ 16:00
ただし宿泊の場合は、
6月14日16:00 ～
6月15日9:00、
6月15日16:00 ～
6月16日9:00

坂田ヶ池総合公園キャンプ場
成田市大竹1450

NPO法人
成田坂田ヶ池の友

0476-29-1161
(9:00 ～ 16:30)

（12月29日～
1月3日以外無休）

豊住ふれあい健康館 無
トレーニング室・体育館・スタジオの個人利
用
(専用予約が入った場合は不可)

6月15日（水）
9:00 ～21:00

成田市豊住ふれあい健康館
成田市北羽鳥1975-3

豊住ふれあい健康
館等管理運営委員
会

0476-37-7601

中台運動公園体育館 無
トレーニング室・卓球室・剣道場・柔道場・
弓道場の個人利用のみ
(専用予約が入った場合は不可)

6月15日（水）
9:00 ～21:00

中台運動公園
成田市中台5-2

公益財団法人
成田市スポーツ・
みどり振興財団

0476-26-7251

久住体育館 無 個人利用のみ
(専用予約が入った場合は不可)

6月15日（水）
9:00 ～21:00

成田市久住体育館
成田市幡谷922- 6

公益財団法人
成田市スポーツ・
みどり振興財団

0476-36-1708

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

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
6月15日（水）
※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番地）
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番地1）

①～③柏市経済産
業部商工振興課

④～⑥我孫子市環
境経済部商業観光
課

①～③04-7167-1141 
④～⑥04-7185-1111

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（水）
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
100名様に270円で提供。（お一人様1服ま
で）

6月15日（水）
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）

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40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(水)
※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

株式会社
イクスピアリ

イクスピアリインフォメー
ション
047-305-2525

（10:00 ～ 19:00）

サービス提供・プレゼント等 無 … 無料 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 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約

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）

大栄B＆G海洋センター 無 アリーナ・武道場・プールの個人利用のみ
(専用予約が入った場合は不可)

6月15日（水）
9:00 ～21:00

成田市大栄B＆G海洋センター
成田市一坪田388

公益財団法人
成田市スポーツ・
みどり振興財団

0476-73-5110

印東体育館 無 個人利用のみ
(専用予約が入った場合は不可)

6月15日（水）
9:00 ～21:00

成田市印東体育館
成田市船形186-2

公益財団法人
成田市スポーツ・
みどり振興財団

0476-28- 6078

成田ゆめ牧場
無
証

千葉県民の小学生以下入場無料
ご家族三世代ご来場で全員入場無料（1名
以上県民の方がいれば対象）
※ともに入場窓口にて千葉県民と判断でき

る身分証明書提示
※団体入場は適用外
※他の割引との併用不可

6月15日(水)
9:30 ～ 15:30

成田ゆめ牧場
千葉県成田市名木730-3

株式会社秋葉牧場
（成田ゆめ牧場）

0476-96-1001
（9:30 ～ 16:30）

香取市民体育館
無
証

アリーナ
卓球室
武道場
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
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

佐原野球場
無
証

軟式野球場
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
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

小見川スポーツ・
コミュニティセンター

無
証

アリーナ
トレーニング室
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
9:00 ～正午
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

小見川B&G海洋センター
無
証
予

アリーナ
予約を優先していますので、当日に利用した
い方は問合せください。
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
9:00 ～正午
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

くろべ運動公園
無
証
予

軟式野球場
予約を優先していますので、当日に利用した
い方は問合せください。
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
7:00 ～ 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

くろべ運動公園
無
証
予

テニスコート
予約を優先していますので、当日に利用した
い方は問合せください。
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
7:00 ～ 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

山田B&G海洋センター
無
証

アリーナ
柔道場
剣道場
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
9：00 ～正午
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

山田中央運動広場
無
証
予

軟式野球場
予約を優先していますので、当日に利用した
い方は問合せください。
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

山田中央運動広場
香取市仁良361 香取市 山田B&G海洋センター

0478-78-3204

山田中央運動広場
無
証
予

テニスコート
予約を優先していますので、当日に利用した
い方は問合せください。
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

山田中央運動広場
香取市仁良361 香取市 山田B&G海洋センター

0478-78-3204

八都運動広場
無
証
予

テニスコート
予約を優先していますので、当日に利用した
い方は問合せください。
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
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

栗源B&G海洋センター
無
証

アリーナ
柔道場
剣道場
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
9：00 ～正午
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

栗源運動広場
無
証
予

軟式野球場
予約を優先していますので、当日に利用した
い方は問合せください。
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
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
無
証
予

グラウンドゴルフ場
予約を優先していますので、当日に利用した
い方は問合せください。
※千葉県外の利用者は、有料となります。

6月15日（水）
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

県立中央博物館…
大利根分館 無 入場料無料 6月15日（水）

9:00 ～ 16:30
千葉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
※休館日はHP等で要確認
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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）

酒々井プレミアム・アウト
レット

割
証

ノベルティをプレゼント（インフォメーション
センターにて千葉県在住、在勤、在学を証明
できるものをご提示ください）

6月10日（金）～
19日（日）
10:00 ～20:00

酒々井プレミアム・アウトレット
インフォメーションセンター
酒々井町飯積2- 4-1

三菱地所・サイモン
株式会社
酒々井プレミアム・
アウトレット

043- 481- 6160
（10:00 ～20:00）

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
※対象：県内在住・在勤の方（大人のみ・8

名様まで）
※他の割引・特典との併用不可

6月15日（水）
ランチのみ

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）

インターナショナルガーデ
ンホテル成田　
レストラン　アヴァンティ
特別割引

割
証

「レストラン　アヴァンティ」割引
・ランチ・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
※予約サイトを通じてのご予約の場合不可

6月15日（水）
インターナショナル
ガーデンホテル成田
レストランアヴァンティ
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

インターナショナル
ガーデンホテル成田　
レストランアヴァンティ
0476-23-5545

（6:30 ～21:00）

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
日帰り温泉入浴割引

割
・大人1,305円→880円
・子ども660円→330円
※タオル付き

5月12日（木）～
6月19日（日）
12:00 ～ 18:00
※毎週水曜日休館

（その他休館日あり）

ホテル一宮シーサイドオーツカ
一宮町10000番地

ホテル一宮
シーサイドオーツカ 0475- 42- 6411

八日市場ドーム
無
予

無料貸出
※2時間まで

6月11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

匝瑳市ふれあい
スポーツランド

無
予

無料貸出 6月11日（土）
9:00 ～22:00

匝瑳市ふれあいスポーツランド　
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
予

無料貸出 6月11日（土）
8:00 ～ 18:00

匝瑳市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

市営グラウンド野球場
無
予

無料貸出 6月11日（土）
8:00 ～ 18:00

匝瑳市営グラウンド
匝瑳市上谷中2240- 8

匝瑳市教育委員会
生涯学習課 0479-73- 0097

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

千葉県の魅力を発信！！ 無 図書館内の展示スペースにおいて、千葉県関
係の本を展示します。

6月1日(水) ～
29日(水)

八街市立図書館
八街市八街ほ800-1 八街市立図書館 043- 444- 4946

(9:00 ～ 17:00)

「県民の日」記念行事
銚子市体育館
体力・運動能力測定

無 7 ～ 8種目ほどの体力測定を行います。
主に銚子市スポーツ推進委員が運営。

6月5日（日）
【受付】9:30 ～
11:30

銚子市体育館
銚子市前宿町1140番地

銚子市スポーツ推進
委員連絡協議会

銚子市体育館
0479-24-9559

東庄町観光ふな釣り大会
黒部川水域にて実施されるふな釣り大会。
当日の釣果により様々な賞品を用意。県民
の日賞あり。

6月5日（日）
5:30 ～ 14:00

笹川漁業協同組合及び
黒部川水域
東庄町笹川い5214- 6

東庄町観光協会 0478- 86- 6075
（平日8:30 ～ 17:15）

ドラゴンカヌー
乗船料割引

割
予

乗船料大人
1,000円⇒700円

6月15日（水）
10:00 ～

長門川マリーナ
栄町和田388

認定ＮＰＯ法人
ドラゴンカヌー
さかえ

同左
090- 4930-2128（喜多村）

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

ホールを開放しグランドピアノを無料で利用
可能とする。事前申し込み制4組まで。1組
1時間利用可能。申し込みは、5月18日（水）
から。
※18歳以下の方は必ず保護者の同意、中学

生以下は保護者の付き添いが必要です。
演奏中は換気のためホールの扉を開放し
ます。

6月15日（水）
①10:00-11:00
②12:00-13:00
③14:00-15:00
④16:00-17:00

もりんぴあこうづ
公津の杜コミュニティセンター
成田市公津の杜4- 8

【指定管理者】
アクティオ㈱

0476-27-5252
（9:00-21:00）

四街道市文化センター
無
予

施設の普段見えない「舞台裏」の見学と音響
照明の操作体験

6月15日（水）
10:00 ～ 15:00

四街道市文化センター
四街道市大日396

（公財）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22日（水）
【受付】9:00 ～
11:00

銚子市野球場
銚子市前宿町505番地

銚子市グラウンドゴ
ルフ協会

銚子市体育館
0479-24-9559

イベントの開催等 無 … 無料 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 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約

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。

サービス提供・プレゼント等 無 … 無料 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）

市営グラウンド庭球場
無
予

無料貸出 6月11日（土）
8:00 ～ 18:00

匝瑳市営グラウンド
匝瑳市上谷中2240- 8

匝瑳市教育委員会
生涯学習課 0479-73- 0097

山桑公園野球場
無
予

無料貸出 6月11日（土）
8:00 ～21:00

山桑野球場
匝瑳市山桑125

匝瑳市教育委員会
生涯学習課 0479-73- 0097

みどり平東公園野球場
無
予

無料貸出 6月11日（土）
8:00 ～ 18:00

みどり平野球場
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

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11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 0479- 67-1264

パークゴルフそうさ 無 1回使用料無料
※1日の場合は別途。団体利用は除きます。

6月12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

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（水）
9:00 ～ 17:00

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

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（水）
9:00 ～ 17:00

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

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（水）
9:00 ～ 17:00

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

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（水）
9:00 ～ 17:00

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

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(水)
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）

大原幽学記念館 無 入館料無料 6月15日(水)
9:00 ～ 16:30

大原幽学記念館
旭市長部345-2

旭市教育委員会
生涯学習課

0479- 68- 4933
※月曜休館

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（水）
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 0479-73- 4515

成東総合運動公園
無料開放
（山武市内スポーツ施設）

無
証
予

山武市民は無料
※3時間まで
※照明料は別途かかります。
※予約状況等詳細は各施設にお問合せくだ

さい。

6月11日（土）、
12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

さんぶの森公園
無料開放
（山武市内スポーツ施設）

無
証
予

山武市民は無料
※3時間まで
※照明料は別途かかります。
※予約状況等詳細は各施設にお問合せくだ

さい。

6月11日（土）、
12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

松尾運動公園
無料開放
（山武市内スポーツ施設）

無
証
予

山武市民は無料
※3時間まで
※照明料は別途かかります。
※予約状況等詳細は各施設にお問合せくだ

さい。

6月11日（土）、
12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

蓮沼スポーツプラザ
無料開放
（山武市内スポーツ施設）

無
証
予

山武市民は無料
※3時間まで
※照明料は別途かかります。
※予約状況等詳細は各施設にお問合せくだ

さい。

6月11日（土）、
12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

山武市歴史民俗資料館 無 入館料無料 6月15日（水）
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
※月曜休館

サテライト成田 割 特別観覧席半額（1,000円→500円） 6月15日（水）
10:00 ～21:00

サテライト成田
山武郡芝山町岩山1411 株式会社ガードワン 0479-78-2410

芝山町立芝山古墳・
はにわ博物館 無 入館料無料 6月15日(水)

9:00 ～ 16:30
芝山町立芝山古墳・はにわ博物館
山武郡芝山町芝山438-1

芝山町立芝山古墳・
はにわ博物館

0479-77-1828
※月曜休館

航空科学博物館 無 高校生以下入館無料
6月15日（水）
10:00~17:00

（最終入館16:30）
航空科学博物館
山武郡芝山町岩山111-3 航空科学博物館 0479-78- 0557

※月曜休館

14



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。
※おひとり様一回限り

6月12日（日）～
18日（土）
9:30 ～ 17:00

道の駅ながら
長柄町六地蔵138-1 （有）直売ながら 0475-35- 4741

海の駅九十九里
「直売所」 無

直売所商品を2,000円以上（税込）の
お買い上げで貝殻ストラップを1個
プレゼント。（先着99名様）

6月15日（水）
9:00 ～ 18:00

海の駅九十九里「直売所」
山武郡九十九里町小関2347-98 海の駅九十九里 0475-76-1734

海の駅九十九里
「わたしの店」 無

定食メニューをご注文の方、九十九里産
真イワシの竜田揚げスティック（3本入）を
サービス。（先着99名様）

6月15日（水）
10:00 ～ 16:00

海の駅九十九里「わたしの店」
山武郡九十九里町小関2347-98 海の駅九十九里 0475-76-1734

海の駅九十九里
「葉武里」 無

定食メニューをご注文の方、
いわしつみれ汁を１杯提供。

（先着99名様）
6月15日（水）
10:00 ～ 16:00

海の駅九十九里「葉武里」
山武郡九十九里町小関2347-98 海の駅九十九里 0475-76-1734

海の駅九十九里
「ALBA99」 無

セットメニューご注文の方、
アイスコーヒーを1杯サービス。

（先着99名様）
6月15日（水）
10:00 ～ 16:00

海の駅九十九里「ALBA99」
山武郡九十九里町小関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」

割
証

千葉県民又は千葉県在勤・在学の方で証明
書をご提示された方のみ昼食（定食に限る）
10％割引き致します。

6月15日（水）
11:30 ～ 13:30

「海の見えるレストランはまゆう」
山武郡九十九里町真亀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」

割
証

千葉県民又は千葉県在勤・在学の方で証明
書をご提示された方のみ売店商品5％割引
き致します。　※一部商品除く

6月15日（水）
7:30 ～20:30

「売店MAKANA」
山武郡九十九里町真亀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
「屋内温水プール
ドルフィン」

無
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（水）
9:00 ～20:00

「屋内温水プールドルフィン」
山武郡九十九里町真亀4908

国民宿舎サンライズ
九十九里 0475-76- 4151

レンタサイクルの無料及
び割引料金にて貸出

無
割
証
予

レンタサイクルの貸出（電動自転車料金は半
額、それ以外は無料。但し保有台数5台につ
き空いている時間帯に限る。）

6月15日（水）
（9:00 ～ 18:00）

情報交流館「ヨリドコロ」
山武郡横芝光町横芝1355番地2

（一社）横芝光町観
光まちづくり協会 0479-74- 8585

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50名）にお好きなポストカード
を1枚プレゼント。

6月15日（水）
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

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

千葉県立東部図書館　
ガラスケース展示 無 「津田梅子」 （県民の日関連展示）

4月16日（土）～ 
6月30日（木）

（開館時間中）
千葉県立東部図書館
旭市ハの349 千葉県立東部図書館 0479- 62-7070

※月曜休館

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1日～
29日の毎週（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
（平日10:00 ～ 15:00）

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4日～
25日の毎週（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
（平日10:00 ～ 15:00）

近隣中学校招待ソフト
ボール大会

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
招待し開催します。

6月18日（土）
予備日:6月19日

（日）

匝瑳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

匝瑳市婦人バレーボール
大会

無
予

匝瑳市婦人バレーボール協会登録チーム大会
※参加費2,000円 6月19日（日） 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）

芝山町社会体育施設
無
予

体育施設使用料金無料
※ちば施設予約システムにて予約必要

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

・総合運動場
  （芝山町小池1557）
・農業者トレーニングセンター
  （芝山町小池1557）
・芝山公園野球場
  （芝山町芝山346）
・スポーツ広場
  （芝山町山田1040-1）

芝山町教育委員会 0479-77-1861
（8:30 ～ 17:15）

イベントの開催等 無 … 無料 無 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約

サービス提供・プレゼント等 無 … 無料 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）

マザー牧場…
「千葉県民感謝ウィーク」

無
割
証

マザー牧場入場料金の割引
大人（中学生以上）1,500円→1,300円（200円
引き）
小人（4歳～小学6年生）800円→無料

6月1日(水) ～
15日(水)

マザー牧場
千葉県富津市田倉940-3 株式会社マザー牧場 0439-37-3211

（9:30 ～ 16:30）

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 県民の日を記念して温水プールを無料開放
いたします。

6月12日（日）
10:00 ～ 18:00
※受付終了17:15

君津メディカルスポーツセンター
君津市西君津11-1

公益財団法人　
体力つくり指導協会 0439- 88- 0611

トレーニングルーム 無 県民の日を記念してトレーニングルーム
（サウナ室含む）を無料開放いたします。

6月12日（日）
10:00 ～20:00
※受付終了19:15

君津勤労者総合福祉センター
君津市西君津11- 6

君津市【指定管理者】
公益財団法人　
体力つくり指導協会

0439- 88- 0611

海の湯宿　花しぶき
割
証

日帰り温泉入浴割引
800円→500円
※バスタオル貸出200円
※フェイスタオル200円
要証明：身分証明書の提示

6月13日（月）～
17日（金）
11:00 ～ 15:00
18:00 ～21:00

海の湯宿　花しぶき
館山市塩見233- 4 ㈱こがね 0470-29- 0236

（平日9:00 ～21:00）

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13日（月）～
17日（金）
9:00 ～ 17:00

勝山サッカーフィールド
鋸南町岩井袋219

一般社団法人鋸南
クロススポーツクラブ

0470-55-3714
0470-55-3708

かつうら海中公園…
海中展望塔 無 中学生以下　入場無料

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

（最終受付16:30）

一般財団法人千葉県勝浦海中公
園センター
勝浦市吉尾174

一般財団法人千葉
県勝浦海中公園セ
ンター

0470-76-2955
（9:00 ～ 17:00）

県立中央博物館分館
海の博物館 無 入場料無料 6月15日(水)

9:00 ～ 16:30
千葉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
※月曜休館

千葉県立
鴨川青少年自然の家

無
予

全ての団体について、施設使用料を無料とし
ます。
※入所の際、10日間の健康観察カードを提出

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

千葉県立鴨川青少年自然の家
鴨川市太海122-1

千葉県立鴨川青少
年自然の家 04-7093-1666

内浦山県民の森
文化体育館

無
予

無料開放
※利用時間は1組様　2時間となります。

6月15日（水）
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（水）

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

浅間山運動公園
野球場

無
予

硬式・軟式野球場
2時間まで無料
※グラウンド状況により貸し出せない場合

があります。
※利用者全員の名簿提出をお願いします。
（用紙あり）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

野球場
富津市湊1247-2

富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

富津市総合社会体育館
0439- 87-3001
(火曜日～日曜日8:30 ～
21:00)
※月曜休館

浅間山運動公園
テニスコート

無
予

人工芝3面・アスファルト1面（フットサル兼用）
サッカーゴール・ネットあり
1面2時間まで無料
貸しテニスラケットあり1本100円
※利用者全員の名簿提出をお願いします。
（用紙あり）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

テニスコート
富津市湊1247-2

富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

富津市総合社会体育館
0439- 87-3001
(火曜日～日曜日8:30 ～
21:00)
※月曜休館

新富運動広場
サッカー場

無
予

サッカー場2面
サッカーゴール・ネット等あり
2時間まで無料
※グラウンド状況により貸し出せない場合

があります。
※利用者全員の名簿提出をお願いします。
（用紙あり）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

サッカー場
富津市新富80-5

富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

富津市総合社会体育館
0439- 87-3001
(火曜日～日曜日8:30 ～
21:00)
※月曜休館

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

そうさ観光物産センター
匝りの里オリジナルボール
ペンプレゼント＆レンタサ
イクル無料

無
証

オリジナルボールペンプレゼント
※数に限りがあります。
※レンタサイクル申込み時に保証金500円が
必要（自転車返却後返金）

6月15日（水）
9:00 ～ 16:00

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

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

6月15日（水）
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（水）
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　

施設の無料開放・割引等 無 … 無料 無 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約

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）

富津運動広場
野球場

無
予

軟式野球場
2時間まで無料
※グラウンド状況により貸し出せない場合

があります。
※利用者全員の名簿提出をお願いします。
（用紙あり）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

軟式野球場
富津市富津680-1

富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

富津市総合社会体育館
0439- 87-3001
(火曜日～日曜日
8:30 ～21:00)
※月曜休館

県民の日
富津公園テニスコート
無料開放

無 第一、第二テニスコート無料開放 6月15日（水）
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

富津市民ふれあい公園
野球場

無
予

硬式・軟式野球場
中学生以上の貸出し
2時間まで利用料金のみ無料
※グラウンド状況により貸し出せない場合

があります。
※利用者全員の名簿提出をお願いします。
（用紙あり）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

臨海野球場
富津市新富146-2

富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

富津市民ふれあい公園管理
事務所
0439- 87- 4205

（8:30 ～ 17:00）

富津市民ふれあい公園
陸上競技場

無
予

第4種公認陸上競技場
2時間まで無料
※競技により貸し出せない場合があります。
※人数制限をする場合があります。
※利用者全員の名簿提出をお願いします。
（用紙あり）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

臨海陸上競技場
富津市新富146-2

富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

富津市民ふれあい公園管理
事務所
0439- 87- 4205

（8:30 ～ 17:00）

富津市民ふれあい公園
テニスコート

無
予

人工芝10面
1面2時間まで無料
貸しテニスラケットあり1本100円
※利用者全員の名簿提出をお願いします。
（用紙あり）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

テニスコート
富津市新富146-2

富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

富津市民ふれあい公園管理
事務所
0439- 87- 4205

（8:30 ～ 17:00）

富津市民ふれあい公園
球技広場

無
予

軟式少年野球・ソフトボール用2面
2時間まで無料
※グラウンド状況により貸し出せない場合

があります。
※利用者全員の名簿提出をお願いします。
（用紙あり）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

球技広場
富津市新富146-2

富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

富津市民ふれあい公園管理
事務所
0439- 87- 4205

（8:30 ～ 17:00）

富津市民ふれあい公園
少年サッカー場

無
予

中学生以下の貸出し
少年用サッカーゴール・ネット等あり
2時間まで無料
※グラウンド状況により貸し出せない場合

があります。
※利用者全員の名簿提出をお願いします。
（用紙あり）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

少年サッカー場
富津市新富146-2

富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

富津市民ふれあい公園管理
事務所
0439- 87- 4205

（8:30 ～ 17:00）

富津市民ふれあい公園
運動場広場

無
予

200ｍクレイトラック
2時間まで無料
※人数制限をする場合があります。
※グラウンド状況により貸し出せない場合

があります。
※利用者全員の名簿提出をお願いします。
（用紙あり）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

運動場広場
富津市新富146-2

富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

富津市民ふれあい公園管理
事務所
0439- 87- 4205

（8:30 ～ 17:00）

富津市民ふれあい公園
富士見グリーンテニスゾーン
テニスコート

無
予

人工芝4面、壁打ちコート1面
1面2時間まで無料
貸しテニスラケットあり1本100円
※壁打ちコートは、人数制限をする場合があ

ります。
※利用者全員の名簿提出をお願いします。
（用紙あり）

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

テニスコート
壁打ちコート
富津市新富123

富津市施設利用振興
公社・ミズノ共同体

富士見グリーンテニス管理
事務所
0439- 87- 8101（火曜日～
日曜日8:30 ～ 17:00）
※月曜休館

鋸山美術館 割 入場料半額（一般800円→400円） 6月15日（水）
10:00 ～ 17:00

鋸山美術館
富津市金谷2146-1 鋸山美術館 0439- 69- 8111

※火曜休館

千里の風　大浴場
無
証

館山市民入浴料無料
※要タオル持参

6月15日（水）
11:00 ～ 14:00
最終受付13:00

千里の風 大浴場
館山市藤原1495-1 千里の風 0470-28-2211

アロハガーデンたてやま
入園料無料
※園内イベントは有料です。

無 入園料無料 6月15日（水）
9:30 ～ 17:00

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

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（水）9:00から受

付開始。（電話のみ。窓口受付はしていま
せん。）

※予約単位など詳細はお問合せください。
※ご来園の際は、ご自宅での検温、マスク着

用にご協力ください。

6月15日（水）
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（水）9:00から受付開

始。（電話のみ。窓口受付はしていません。）
※予約単位など詳細はお問合せください。
※ご来園の際は、ご自宅での検温、マスク着用

にご協力ください。

6月15日（水）
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
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（水）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
※ご来園の際は、ご自宅での検温、マスク着

用にご協力ください。

6月15日（水）
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）
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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。
※ご来園の際は、ご自宅での検温、マスク着

用にご協力ください。

6月15日（水）
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）

館山海軍航空隊　
赤山地下壕跡
無料開放

無 入壕料無料
※団体20名以上は要予約

6月15日（水）
9:30 ～ 16:00

（受付15:30まで）
豊津ホール（受付）
館山市宮城192-2

館山市教育委員会
生涯学習課

豊津ホール
0470-24-1911

館山市立博物館本館 無 入館料無料
6月15日（水）
9:00 ～ 16:45
※最終入館16:30

館山市立博物館本館
館山市館山351－2

館山市教育委員会
博物館

0470-23-5212
※月曜休館

館山城（八犬伝博物館） 無 入館料無料
6月15日（水）
9:00 ～ 16:45
※最終入館16:30

館山城（八犬伝博物館）
館山市館山351－2

指定管理者：
㈱塚原緑地研究所
館山事業所

0470-22- 8854
※月曜休館

館山市営弓道場
無
予

個人使用のみ無料 6月15日（水）
9:00 ～21:00

館山市営弓道場
館山市北条402-2

館山市弓道会
（指定管理者）

館山市弓道会
長井
0470-22- 0611

（平日9:00 ～ 17:00））

館山市営弓道遠的射場
無
予

個人使用のみ無料 6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

館山市営弓道遠的射場
館山市出野尾547

館山市弓道会
（指定管理者）

館山市弓道会
長井
0470-22- 0611

（平日9:00 ～ 17:00））

木更津市郷土博物館
金のすず 無 入館料無料 6月15日（水）

9:00 ～ 17:00
木更津市郷土博物館金のすず
木更津市太田2-16-2 木更津市

0438-23- 0011
（平日9:00 ～ 17:00）
※月曜休館

木更津市健康増進センター
「いきいき館」 無 入館料無料 6月15日（水）

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
0438-36-2511

（平日10:00 ～21:00）
※月曜休館

小櫃堰公園庭球場 無 現地当日申込（電話予約不可）
※原則1団体2時間まで

6月15日（水）
9:00 ～ 17:00

小櫃堰公園庭球場
木更津市祇園字中鴨358 木更津市

小櫃堰公園管理事務所
0438-98-3651

【指定管理者】木更津市造園
建設業協同組合

木更津市民体育館 無
受付は当日　8:30から
現地又は電話にて受付（先着順）
※現地受付優先、1団体2時間まで

6月15日(水)
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 0438-23-5822

木更津市民体育館
柔・剣道場 無

受付は当日　8:30から
現地又は電話にて受付（先着順）
※現地受付優先、1団体2時間まで

6月15日(水)
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 0438-23-5822

木更津市営
貝渕庭球場 無

受付は当日　8:30から
現地又は電話にて受付（先着順）
※現地受付優先、1団体2時間まで

6月15日(水)
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 0438-23-5822

木更津市営
野球場 無

受付は当日　8:30から
現地又は電話にて受付（先着順）
※現地受付優先、午前・午後2枠のみ

6月15日(水)
8:30 ～ 17:00

木更津市営野球場
木更津市清見台1- 6-7 木更津市 0438-25-1987

木更津市営
弓道場 無

受付は当日　8:30から
現地又は電話にて受付（先着順）
※現地受付優先、1団体2時間まで

6月15日(水)
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 0438-25- 4932

木更津市営江川総合運動場
野球場 無

受付は当日　8:30から
現地又は電話にて受付(先着順)
※現地受付優先、午前・午後2枠のみ

6月15日(水)
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 0438- 41-9641

木更津市営江川総合運動場
庭球場 無

受付は当日　8:30から
現地又は電話にて受付（先着順）
※現地受付優先、1団体2時間まで

6月15日(水)
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 0438- 41-9641

木更津市営江川総合運動場
オーエンス陸上競技場 無

受付は当日　9:00から
現地又は電話にて受付
※トラック競技のみ

6月15日(水)
9:00 ～ 17:00

木更津市営江川総合運動場
オーエンス陸上競技場
木更津市江川959-1

木更津市 080-3739- 6109

桜井運動場 無
受付は当日　8:30から
現地又は電話にて受付（先着順）
※受付優先、1団体2時間まで
　受付場所：市民体育館

6月15日(水)
9:00 ～ 17:00

桜井運動場
木更津市桜井新町4-2 木更津市 0438-23-5822

（市民体育館）
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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）

内浦山県民の森
総合センター 割 売店商品10％割引（一部商品を除く） 6月15日（水）

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）

鋸山ロープウェー
県民の日特別キャンペーン 無 小児無料

オリジナルグッズプレゼント
6月15日（水）
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

特製タカラガイストラップ
プレゼント 無

先着50名限定
受付場所で、県民の日事業のプレゼントが欲
しいと申告

6月15日（水）
9:00 ～ 16:45　

”渚の駅 ”たてやま　渚の博物館
　受付
館山市館山1564-1

館山市 0470-22-3606

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（水）

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

大多喜町観光本陣で行う、
レンタサイクル・レンタサ
イクルアシストの割引

割 レンタサイクル・レンタサイクルアシストの利用
料金100円引き

6月15日（水）      
9:00 ～ 17:00

大多喜町観光本陣
大多喜町大多喜270－1

一般社団法人　
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）

道の駅たけゆらの里おおたき
ソフトクリーム50円引き 割 たけゆら食堂にて

人気のソフトクリーム50円引きです。
6月15日（水） 
9:00 ～ 17:00

道の駅たけゆらの里おおたき
たけゆら食堂
大多喜町石神855

道の駅たけゆらの里
おおたき

0470- 82-5566
（9:00 ～ 18:00）

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

道の駅保田小学校
日帰り入浴割引

割
証

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（水）
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

菱川師宣記念館 無 入館料無料 6月15日（水）
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

※月曜休館

鋸南町Ｂ＆Ｇ海洋センター
（プール） 無 プール使用料無料

6月15日（水）
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」 無 入浴料無料

受付は15:30まで
6月15日(水)　
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

サービス提供・プレゼント等 無 … 無料 無 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約

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
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4日（土） 市民ふれあい公園   自由広場
富津市新富146-2

（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
予

参加対象：君津地区在住者
参加費：小・中学生　無料
一般ミックス・ダブルス1組1,000円

6月5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

ふるさと俳句大会 無
安房観音巡礼公募俳句入選句発表会および
ふるさと俳句吟行会
※事前公募制・資料代100円のみ

6月11日（土）
10:00 ～ 16:00

鋸南町立中央公民館
安房郡鋸南町吉浜516

見返り俳句会
（公民館文芸サーク
ル）

0470-55- 0804

観察会
「磯で見られる
ヘンな生きもの」

予

海の博物館の前には干潮時に広大な磯が出
現。ここで見られる「ヘンな生きもの」を探
します。参加費無料、保険料50円／ 1人
※定員15名
小学生以上（小学生は保護者同伴）

6月15日(水)
10:00 ～ 12:00

千葉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
※月曜休館

館山野鳥の森　　
工作体験 無 工作体験料 310円→無料　 材料費 有料 6月15日(水)

9:00 ～ 16:30
館山野鳥の森管理事務所
館山市大神宮553 館山野鳥の森 0470-28- 0166

 (8:30 ～ 17:30)

“渚の駅”たてやま　
体験教室割引
貝細工（アワビストラップ
つくり）教室
※小学3年生以下は保護
者同伴

割
参加費　通常500円→300円
所要1 ～2時間程度　
同時に16名まで対応可

6月15日（水）
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

イベントの開催等 無 … 無料 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）

群馬サファリパーク
千葉県民の日協賛
入園料優待サービス

割
証

入園料金
大人（高校生以上）1,700円
子供（３歳～中学生）1,000円
大人の方は県民である証明書提示
＊通常入園料金大人2,700円
　　　　　　　子供1,400円
※入場料金（駐車料・施設使用料金）車１台

につき500円 。
　乗用車でご入園の場合ガイドラジオ代1台

500円。
　園内周遊バスをご利用の場合は乗車料金

が必要です。

6月12日（日）～
19日（日）

（15日は休園日）
9:30 ～ 16:00

（17:00閉園）

群馬サファリパーク
群馬県富岡市岡本1番地 0274- 64-2111

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

サンリオピューロランド…
千葉県民デー

無
証
予

ご来場当日に、サンリオピューロランドチケッ
ト窓口で大人デイパスポートを当日券価格で
ご購入いただくと、大人デイパスポートの枚
数分の小人デイパスポートが無料になります。

（購入には「チーパス」と専用割引券の提示が
必要です。）
※事前に購入されたチケット（前売券・eパ

スポートなど）・ご招待券・株主優待券・
年間パスポート・他の割引券との併用は不
可。

※専用割引券はサンリオピューロランド公式
HP(https://www.puroland.jp/ticket/
guidance/campaign/）に掲載します。

※アフタヌーンパスポートは対象外。
※事前の来場予約が必要です。詳細はサンリ

オピューロランド公式HPでご確認くださ
い。

5月27日（金）
～ 6月28日（火）
※6月1日（水）・8日
（水）・9日（木）・

　16日（木）・22日
（水）・23日（木）
は休館日のため
除く

サンリオピューロランド
東京都多摩市落合1-31

株式会社サンリオエ
ンターテインメント

サンリオピューロランド　
ゲストセンター
042-339-1111

（9:30 ～ 17:00）
※休館日を除く

横浜ベイホテル東急…
「1日5室限定!
千葉県民の日…
特別ご宿泊プラン」

割
証
予

○宿泊料金の割引
エグゼクティブ ツイン パークビュー
通常72,000円

（1室2名様 /サービス料・税金込み）
日～木曜日17,000円
金曜日20,000円
※土曜日は除く
※満室の際はご希望に添えられない場合が

ございます。
※ご予約時にはプラン名（イベント名）をお申

し付けください。

6月1日（水）～
30日（木）

横浜ベイホテル東急
神奈川県横浜市西区みなとみらい
2-3-7

横浜ベイホテル東急
販売促進

横浜ベイホテル東急　
宿泊予約
045- 682-2222

富士すばるランド
無
証

千葉県在住・在勤・在学の方は入園料無料
（アトラクション利用は別途料金）

6月10日（金）～
19日（日）
10:00 ～ 17:00
※水・木曜日定休

富士すばるランド
山梨県南都留郡富士河口湖町船
津字剣丸尾6663-1

富士すばるランド 0555-72-2239

千葉県民の日
入園無料デー

無
証

千葉県在住の方限定で当日の入園無料とい
たします。
※住所確認できる証明書の持参

6月15日（水）
10:00 ～ 17:00

こもれび森のイバライド
茨城県稲敷市上君山2060-1

こもれび森のイバラ
イド 029- 892-3911

ゴルフフェスタ
ＣＨＩＢＡ2022

割
証
予

参加資格：申込代表者が千葉県在住又は勤務
者（要証明書）
プレー料金：各ゴルフ場が定めるフェスタ料金
詳細はＨＰ又はゴルフ場、市町村、ゴルフ練習
場等設置の申込書をご覧ください
URL:https://www.chibaken-golf.com
5月23日～公開

7月25日（月）～
9月4日（日）
7:00 ～ 18:00
受付6月1日～ 15日

県内ゴルフ場100箇所
（千葉県全域で開催） 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23日～開通）

サービス提供・プレゼント等 無 … 無料 無 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約

行事名 内容 期日・時間 場所 主催 お問い合わせ先（電話）

千葉県立都市公園
スタンプラリー

県立都市公園を巡ってスタンプを取得し、応
募された方の中から抽選で賞品をプレゼント
するイベントです。

7月15日（金）～
10月31日（月）

・千葉県立青葉の森公園
  （千葉市中央区青葉町977-1）
・千葉県立幕張海浜公園
  （千葉市美浜区ひび野2-116）
・千葉県立柏の葉公園
  （柏市柏の葉4-1）
・千葉県立北総花の丘公園
  （印西市原山1-12-1）
・千葉県立蓮沼海浜公園
  （山武市蓮沼ホ368-1）
・千葉県立長生の森公園
  （茂原市押日816-1）
・千葉県立富津公園
  （富津市富津2280）
・千葉県立館山運動公園
  （館山市藤原300）

・千葉県
・青葉の森みどりの

公園グループ
・柏の葉みどりの公

園グループ 
・北総花の丘公園

パートナーズ 
・千葉県レクリエー

ション都市開発株
式会社 

・一般財団法人千葉
県まちづくり公社

・富津みどりの公園
グループ

千葉県県土整備部
都市整備局公園緑地課
043-223-3996

（平日9:00 ～ 17:00）

イベントの開催等 無 … 無料 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 ※実施日がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

施設の無料開放・割引等 無 … 無料 無 … 一部無料 割 … 割引 証 … 要証明 予 … 要予約


