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事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先（電話） 会場（所在地）

千葉こどもの国 キッズダム 中学生以下入園無料 6月15日(金) 千葉こどもの国 キッズダム 
0436-74-3174 市原市山倉1487

更科ハードコート 6月11日(月)~15日(金) 
9:00~17:00

NPO法人テニスコミュニティ千葉 
043-239- 0069 千葉市若葉区更科町15-17

市原市憩の家 6月15日(金) 
10:30~20:30

市原市憩の家 
0436-36-2619 市原市福増124-1

高滝湖畔公園 テニスコート・
野外音楽堂 6月10日（日）

【指定管理者】
（公財）市原市地域振興財団
0436-98- 0496　

市原市養老467

市原湖畔美術館 団体割引適応 6月15日（金） 市原湖畔美術館 
0436-98-1525 市原市不入75-1

オリジナルメーカー海づり公園
釣り料・入場料が無料。悪天候や定員

（釣り客・見学客各300人）に達したと
きなどは、入場を制限することがあり
ます。釣り道具のレンタル等は有料。

6月15日（金） 
6:00~19:00 

（桟橋の利用は18:30ま
で）

オリジナルメーカー海づり公園 
0436-21- 0419 市原市五井南海岸1-12

県立幕張海浜公園 
①見浜園 
②A、B、Cブロック駐車場

①入園料のみ無料（呈茶(抹茶と和菓
子）、茶室利用は有料） 
②駐車料金無料

6月15日(金) 
①8:00~16:30(17:00
閉門 ) 
②6月15日(金)

【指定管理者】 
県立幕張海浜公園みどりと海パートナーズ 
043-296- 0126

千葉市美浜区ひび野 
2-116

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

6:00~22:00
【指定管理者】
（一財）千葉県まちづくり公社 
043-208-1500

千葉市中央区青葉町977-1

スポーツ科学センター 
トレーニングルーム

受付は窓口受付のみ
(初回のみガイダンスが必要 )

6月15日（金） 
9:00~21:00

千葉県総合スポーツセンター 
043-290- 8501 千葉市稲毛区天台町323

スポーツ科学センター 
フィットネススタジオ

受付は窓口受付のみ
(初回のみガイダンスが必要 )

6月15日（金） 
9:00~21:00

スポーツ科学センター 
多目的アリーナ

受付は窓口受付のみ 
利用状況等により実施できない種目
あり （要問合わせ）

6月15日（金） 
9:00~21:00

軟式野球場 
ソフトボール場

受付は5/22（火）より、電話・窓口
にて受付開始（先着順） 
※FAX 不可 
施設開放使用申請書の提出が必要

6月15日（金） 
①9:30~11:00 
②11:15~12:45 
③13:00~14:30 
④14:45~16:15

庭球場
受付は9時よりB面側クラブハウスに
て先着順(電話受付不可 ) 
庭球場はB面（8面）のみ無料

6月15日（金） 
①9:30~11:00 
②11:15~12:45 
③13:00~14:30 
④14:45~16:15

体育館第2競技場 受付は窓口受付のみ 
卓球・バドミントンのみ（用具持参）

6月15日（金） 
①9:30~11:00 
②11:15~12:45 
③13:00~14:30 
④14:45~16:15

サッカー・ラグビー場
受付は5月22日（火）より、電話・窓
口にて受付開始（先着順）
※FAX 不可 
施設開放使用申請書の提出が必要

6月15日（金） 
①10:00~12:00 
②14:00~16:00

千葉県立美術館 6月15日(金) 
9:00~16:30

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

千葉県立中央博物館 6月15日(金) 
9:00~16:30

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

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先(電話) 会場（所在地）

第3回いちはら環境フェスタ
各環境団体による展示・実演、フード
ブース（地産地消コーナー）、フリー
マーケット、記念品の配布等

6月9日(土) 
10:00~15:00

市原市・いちはら環境フェスタ実行委員会 
0436-23-9867

市原市市民会館 
市原市惣社1-1-1

市原市立中央図書館  
県民の日記念特集展示

県民の日に因んで、図書館内の展示ス
ペースを活用し、千葉県及び千葉県に
関連する資料を展示

6月1日(金)~28日(木) 市原市立中央図書館 
0436-23- 4946 市原市更級5-1-51

私の中の働き方改革講座 無料託児あり 6月30日（土） 
13:00~16:00

千葉県男女共同参画センター 
043-252- 8036

千葉県男女共同参画セン
ター大会議室 
千葉市稲毛区天台6-5-2女性のための就労支援講座 無料託児あり

①7月4日（水） 
②7月11日(水) 
③7月18日(水)

女性のための農業入門講座 無料託児あり 7月27日(金) 
10:00~15:00

千葉県立農業大学校 
東金市家之子1059

祝県民の日
ちば興銀コスモスコンサート

千葉女子高等学校オーケストラ部に
よるコンサート

6月17日(日) 
①14:00~ 
②15:00~

(株)千葉興業銀行 
043-243-2111

そごう千葉店前 
JR連結口広場

吃音（どもること）を考えるつどい

講演:吃音者が生きやすくなるには何
が必要か? ―吃音臨床を通してー 
講師:帝京大学ちば総合医療セン
ター耳鼻咽喉科医師　細萱　理花氏 
講演を中心にし、当事者の体験発表
や話し合いを行い、吃音問題を考え
ます。 
また吃音相談も受け付けます。 
申込みは、https://chibag-y-k.
jimdo.com/から。当日受付も可。

6月10日(日) 
13:00~16:30

NPO法人千葉言友会 
090-5423-3294

Qiball（きぼーる）
11階ボランティア活動室1
千葉市中央区中央4-5-1

ちばテク市原校  体験学習会 
(オープンキャンパス)

高校生対象の職業技術の体験 
電気工事、自動車整備、溶接＆塗装の
うち1コースを選択

6月15日（金） 市原高等技術専門校（ちばテク市原校） 
0436-22- 0403 市原市平田981-1

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

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

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。

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

割

無

無

無
予

無
予

無
予

無
予

無

無

無
予
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ちばテク障害者校  体験学習会 
（オープンキャンパス）

障害がある方対象のパソコン
操作など、専門校の体験 
※詳細は要問合わせ

6月9日（土） 
6月10日（日）

障害者高等技術専門校（ちばテク障害者校） 
043-291-7744 千葉市緑区大金沢町470

千葉県総合スポーツセンター射撃場 
デジタル射撃普及会

ビームライフル・デジタルピストル 
の体験射撃会 
当日受付有(予約優先)

7月1日(日) 
13:00~16:00

千葉県ライフル射撃協会 
043-239- 0164

千葉市若葉区 
小間子町4-3

千葉県文書館　歴史講演会
森川重俊自筆の手紙を読む

講師:増田孝氏（愛知東邦大学教授、書
跡史家、 「開運なんでも鑑定団」鑑定士） 
往復はがき（124円）に郵便番号、住
所、氏名（ふりがな）、TEL、返信先を
書いて郵送（1通に1名、申込多数抽
選）、5月21日必着
Eメール可
bunshokan4@pref.chiba.lg.jp

6月15日（金）　 
13:30~15:30

千葉県文書館 
043-227-7552

千葉県文書館
〒260- 0013 
千葉市中央区中央4-15-7

スポーツ科学センター 
形態・体力測定室 
体力測定会

受付は5月10日（木）〜 6月10日（日）
まで 
電話・窓口にて受付（FAX 不可） 
定員　午前・午後 各20名（先着順） 
18歳以上（事前チェックにて既往歴
等によりお断りまたは測定項目制限
の可能性あり） 
※服装など、詳細は要問合せ

6月15日（金） 
①9:30~ 
②14:00~

千葉県総合スポーツセンター 
043-290- 8501 千葉市稲毛区天台町323

千葉県立美術館  ワークショップ
きらめきガラスであーと

受付6月6日（水）まで
往復はがき、必着
参加費900円

6月16日(土) 
13:00~15:30

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

千葉県立中央博物館  歴史学講座
「千葉県の誕生とその時代」

6月15日(金) 
13:30~15:00

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

ダンボールクラフトで貯金箱作りと
おこづかい帳配付

参加者にはもれなくオリジナルおこ
づかい帳プレゼント

6月15日(金) 
10:00~18:00

SMBCコンシューマーファイナンス（株）
千葉お客様サービスプラザ 
043-224- 4721

千葉市中央区富士見2- 8-14 
エキニア千葉2F

千葉県立中央図書館 
県民の日おはなし会

5歳以上の子どもと保護者を対象に、
絵本の読み聞かせ、素話のほか、千葉
県の本を紹介

6月16日（土） 
13:30~14:00

千葉県立中央図書館 
043-222- 0116 千葉市中央区市場町11-1

県民コンサート in WBG アトリウム 6月10日（日） 
11:00~16:30

幕張フェスタ2018実行委員会 
090-2462-3399

海浜幕張前 ワールドビジネ
スガーデン 
1Fアトリウム 
千葉市美浜区中瀬6-1

スポーツフェスタ in 幕張 参加費:保険代100円等の一部負担 6月10日（日） 
11:00~15:00

幕張フェスタ2018実行委員会 
090-1810-5978

会場は、海浜幕張駅前或い
は周辺で調整中｡

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先(電話） 会場（所在地）

チーバくん物産館
わくわくキャンペーン 現金でのお支払いで全商品5% 割引 6月15日(金)~

7月16日（月）
千葉県観光物産協会 
043-227- 8022

NTT 富士見ビル1F
千葉市中央区富士見1-12-
16

朝顔苗配布イベント
「無事故の日」である6月25日に有料道
路利用者を対象に「朝顔の苗」を配布。 
※計1000セット（1セット2鉢）を配布

6月25日(月)10:00~ 
※無くなり次第終了

千葉県道路公社 
043-227-9333

千葉外房有料道路料金所
千葉市緑区大木戸町 
1215-99

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先（電話） 会場（所在地）

京成バラ園
千葉県在住・在勤・在学の方を対象に、
ローズガーデン入園料 
大人1200円→600円 
小・中学生200円→無料

6月15日(金) 京成バラ園 
047- 459- 0106 八千代市大和田新田755

清水公園  花ファンタジア
大人800円
シルバー750円　→700円 
小・中学生300円→200円

6月13日（水）~17日（日）
営業時間内・受付時間ま
で

（株）千秋社　清水公園 
04-7125-3030    野田市清水906

清水公園  ポニー牧場 中学生以上450円→400円 
小学生以下400円→350円

清水公園  アクアベンチャー 中学生以上650円→600円 
小学生以下550円→500円

清水公園  キャンプ場 ニジマス焼き代　　　　　　　　　
一匹分100円→無料

清水公園  フィールドアスレチック 中学生以上1000円→950円 
小学生700円→650円

東京ディズニーランド ®/
東京ディズニーシー ® 

「首都圏ウィークデーパスポート」

対象:首都圏在住、在勤、在学の方。 
※詳細はオフィシャルウェブサイトを
御確認ください。

4月6日(金)~7月20日
(金)※平日限定

（株）オリエンタルランド 
東京ディズニーリゾート ®・インフォメー
ションセンター 
0570- 00- 8632(9:00~19:00)

浦安市舞浜1-1

戸定歴史館、戸定邸
6月15日(金) 
9:30~17:00 
(最終入場は16:30まで)

松戸市教育委員会  生涯学習部
戸定歴史館 
047-362-2050

松戸市松戸714-1

松戸市立博物館
6月15日(金) 
9:30~17:00 
(最終入場は16:30まで)

松戸市教育委員会  生涯学習部  博物館 
047-384- 8181 松戸市千駄堀671

鳥の博物館 6月15日（金） 
9:30~16:30

我孫子市鳥の博物館 
04-7185-2212 我孫子市高野山234-3

白樺文学館 6月15日（金） 
9:30~16:30

我孫子市白樺文学館
04-7185-2192 我孫子市緑2-11- 8

杉村楚人冠記念館
6月15日（金） 
9:00~16:30 
※入館は16:00まで

我孫子市杉村楚人冠記念館
04-7182- 8578 我孫子市緑2-5-5

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

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。

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

割 証

割 証

割 証

割 証

割 証

割

予

無 証 予

無

証無

証
割

予

無
予

7



ふれあい工房 市内在住・在勤・在学者は無料
(リサイクル教室は除く)

6月12日（火）~17日（日） 
9:00~17:00

我孫子市ふれあい工房
04-7186-5500 我孫子市青山450

我孫子市民体育館 窓口で要予約(6月1日から先着順 ) 6月15日（金） 
9:00~21:00

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

骨密度・インボディの測定会 
セット割引900円→500円

セット割引900円→500円 6月15日（金） 
9:00~21:00

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

6月15日(金) 
8:30~17:00

中央公園パークゴルフ場 
047- 473- 8952 習志野市花咲2-3-9

第一カッター球場
（秋津野球場）

6月1日（金）10時より抽選 
※1団体1コマ（3時間 )、18時以降
は通常営業（無料対象外）

6月15日（金） 
9:00~18:00

第一カッター球場（秋津野球場） 
047- 451-5661 習志野市秋津3-7-2

袖ケ浦テニスコート 6月1日（金）10時より抽選 
※1団体1コマ（2時間）

6月15日（金） 
9:00~17:00

習志野市スポーツ振興協会 
047- 452- 4380 習志野市袖ケ浦5-1-1

袖ケ浦体育館
6月1日（金）10時より抽選 
※1団体1コマ（2時間）、17時以降
は通常営業（無料対象外）

6月15日（金） 
9:00~17:00

秋津テニスコート
6月1日（金）10時より抽選 
※1団体1コマ（2時間）、17時以降
は通常営業（無料対象外）

6月15日（金） 
9:00~17:00

秋津テニスコート 
047- 452- 6155 習志野市秋津5-20-2

実籾テニスコート 6月1日（金）10時より抽選 
※1団体1コマ（2時間）

6月15日（金） 
9:00~17:00

実籾テニスコート 
047- 477-9219 習志野市実籾6-29-1

芝園テニスコート・フットサル場
6月1日（金）10時より抽選 
※1団体1コマ（2時間）、17時以降
は通常営業（無料対象外）

6月15日（金） 
9:00~17:00

芝園テニスコート・フットサル場 
047- 451- 0280 習志野市芝園1-3-2

東部体育館 
①アリーナ  ②講習室

6月1日（金）10時より抽選 
※1団体1コマ（2時間）、17時以降
は通常営業（無料対象外）

6月15日（金） 
9:00~17:00

東部体育館 
047- 493-7900 習志野市東習志野3- 4-5

東部体育館 
トレーニングルーム

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（金） 
9:00~17:00

習志野市勤労会館 
（テニスコート・体育館・トレーニ
ング室等）

テニスコートは先着順 6月15日（金） 
9:00~16:30

習志野市勤労会館 
047- 475-3050 習志野市花咲2-3-9

谷津バラ園 6月15日（金） 
8:00~18:00

谷津バラ園 
047- 453-3772 習志野市谷津3-1-14

県立八千代広域公園駐車場 駐車料金無料 6月15日(金) 
8:00~22:00

千葉県千葉土木事務所 
043-242- 6101 八千代市村上

船橋市北部清掃工場余熱利用施設 
ふなばしメグスパ

温浴施設・健康浴施設利用料金半額
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（金）
9:00~21:00

【指定管理者】
(株)ふなばしEサービス 
047- 457-5151

船橋市大神保町1356-3

ふなばしアンデルセン公園 中学生以下入園料無料 6月15日（金） 
9:30~17:00

【指定管理者】
公益財団法人船橋市公園協会 
047- 457- 6627

船橋市金堀町525

市川市東山魁夷記念館 通常展観覧無料
6月15日(金) 
10:00~17:00 
(入館は16:30まで)

市川市東山魁夷記念館 
047-333-2011 市川市中山1-16-2

市川市動植物園 小・中学生入園無料
6月15日(金) 
9:30~16:30 
(入園は16:00まで)

市川市動植物園 
047-338-1960 市川市大町284-1

市川市少年自然の家 
プラネタリウム無料投影

県民を対象に、プラネタリウム見学料
無料

6月15日(金) 
①10:30 
②13:30

市川市少年自然の家 
047-337- 0533 市川市大町280- 4

千葉県国際総合水泳場 駐車場は有料 6月15日(金) 
9:00~22:30

【指定管理者】
オーエンス・セントラル千水連グループ 
047- 451-1555

習志野市茜浜2-3-3

昭和の杜博物館 入場料300円→250円 5月15日（火）~7月15日
（日）

昭和の杜博物館 
047-369-7870 松戸市紙敷1377

千葉県立柏の葉公園コミュニティ
体育館

受付は6月14日(木)9時か
ら窓口での申込。最長2時間
まで

6月15日(金) 
9:00~21:00

（受付は20:00まで）

【指定管理者】
柏の葉みどりの公園グループ 
04-7134-3500

柏市柏の葉4-1

千葉県立柏の葉公園総合競技場
6月15日(金) 
9:00~17:00

（受付は16:00まで）

【指定管理者】
柏の葉みどりの公園グループ 
04-7135-5012

千葉県立柏の葉公園庭球場
受付は5月2日(水)9時から窓
口での申込。1個人（グループ）
1面2時間まで（9時からの2
時間単位）

6月15日
(金)9:00~17:00

（受付は15:00まで）

【指定管理者】
柏の葉みどりの公園グループ 
04-7135-5014

千葉県立柏の葉公園野球場
受付は5月2日　9時から窓口
での申込。1個人（グループ）
1コマ4時間まで（9時からの
4時間単位）

6月15日(金) 
9:00~17:00

（受付は13:00まで）

【指定管理者】
柏の葉みどりの公園グループ 
04-7132- 4607

千葉県立柏の葉公園駐車場 21時15分以降の残留車は通常時と
同様

6月15日(金) 
7:00~21:15

（入庫は21:00まで）
【指定管理者】
柏の葉みどりの公園グループ 
04-7134-2015

千葉県立柏の葉公園ボート場 1回20分まで。※小学生以下の利用
は保護者（成人）の同乗が原則

6月15日(金) 
9:30~16:30

（受付は16:00まで）

千葉県立柏の葉公園茶室 360円の抹茶セットを先着100名様
に、お一人様1服に限り260円で提供

6月15日(金) 
10:00~16:00

（オーダーストップは15:30まで）

千葉県立現代産業科学館 駐車場も無料 6月15日(金) 
9:00~16:30

千葉県立現代産業科学館 
047-379-2005 市川市鬼高1-1-3

千葉県立関宿城博物館 6月15日(金) 
9:00~16:30

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

千葉県立手賀の丘少年自然の家 施設利用料は無料 
（宿泊施設は有料）

6月15日（金） 
9:00~16:30

千葉県立手賀の丘少年自然の家 
04-7191-1923 柏市泉1240-1

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

割

割

割

割

無
予

無
予

無
予

無
予

無
予

証
無

無

無

証無

予無

予無

予無

無 証 予

無 証 予

無 証 予

無

無 予
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サッポロビール千葉工場見学 
<千葉県民の日  黒ラベルツアー >

2018年6月20日にリニューアル
オープンする黒ラベルツアーを事前
に内覧頂くツアー。 
通常大人¥500 が無料、千葉県民限
定、各回 40名様迄、1グループ予約
人数は10名様迄、終了後 出来立て
ビール試飲有。（未成年者等はソフト
ドリンク）

6月17日（日）1日6回　  
①10:30~ ②11:30~
③12:30~ ④13:30~
⑤14:30~ ⑥15:30~ 
※1回 約80 分

サッポロビール（株）
千葉工場マリンハウス 
047- 437-3591

船橋市高瀬町2 
（送迎バスあり）

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア 県民・県内在勤の方は通常入館料
2060円→1200円 6月15日(金) SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア 

047-351- 4126 浦安市千鳥13-20

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先(電話) 会場（所在地）

レンタサイクル事業 レンタサイクル料金
大人300円、子ども100円→無料

6月15日(金) 
9:00~16:30

道の駅しょうなん 
04-7190-1131

道の駅しょうなん 
柏市箕輪新田59-2

第15回 ふなばしウォークラリー大会 
となり町からわが町へ そよ風コース

コマ図を頼りに、新緑の中を歩き、課
題やゲームにチャレンジしながら、標
準到着時間との誤差、課題及びゲーム
の点数による総合得点で順位を争う
スポーツ

6月3日(日) 
10:30~

特定非営利活動法人船橋レクリエーショ
ン協会 京成津田沼駅~東部公民館

理科の修学旅行
自然体験活動を通して理科に親しみ、
様々な現象に科学的に迫る理科の修
学旅行

5月12日(土)~13日(日)

柏の葉サイエンスエデュケーションラボ 
080- 6520-3302

あけぼの山農業公園 
柏市布施2005-2

7月14日(土)~16日(月・
祝 )

柏の葉公園センター 2階会
議室 ほか 
柏市柏の葉4-1

手作り科学館 "Exedra"
理科・科学工作ワークショップを実施

（参加費 200円）。WS参加者は入館
料100円割引

5月19日(土) 
10:00~17:00

柏嶋屋荘 
手作り科学館 “Exedra” 
柏市末広町9- 6

研究者に会いに行こう!氷が語る地
球の今昔

氷に閉じ込められた何十万年も昔の
地球をのぞいてみよう。

5月27日(日) 
10:00~11:30

柏嶋屋荘 
手作り科学館 "Exedra" 
柏市末広町9- 6

5月27日(日) 
15:00~16:30

流山市立森の図書館 
流山市東深井991

研究者に会いに行こう!自然環境か
らわかるヒト社会

土器や古文書からだけでは分からな
いヒト社会のカタチを自然環境を通
して考えよう。

6月17日(日) 
10:00~11:30

柏嶋屋荘 
手作り科学館 "Exedra" 
柏市末広町9- 6

6月17日(日) 
15:00~16:30

流山市立森の図書館 
流山市東深井991

かまがや環境パネル展2018
鎌ケ谷市で環境保全を行っている団
体、市民へ環境保全の啓発に資する
活動を行っている団体の活動内容を
紹介するパネル展。

6月4日（月）~22日（金）
8:30~17:00

鎌ケ谷市  市民生活部  環境課 
047- 445-1227

鎌ケ谷市役所1F 市民ホール
鎌ケ谷市新鎌ケ谷2- 6-1

ちばテク船橋校  体験学習会 
（オープンキャンパス）

高校生対象の職業技術の体験 
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15日（金） 船橋高等技術専門校（ちばテク船橋校） 
047- 433-2790 船橋市高瀬町31-7

ちばテク我孫子校  体験学習会 
（オープンキャンパス）

高校生対象の職業技術の体験 
機械加工、造園のうちどちらか1コー
スを選択

6月15日（金） 我孫子高等技術専門校（ちばテク我孫子校） 
04-7184- 6411 我孫子市久寺家684-1

第21回ふなばし環境フェア
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(一部有料の体験
コーナーあり)

6月23日（土） 
10:00~16:00

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

ふなばし三番瀬海浜公園・
環境学習館 
船橋市潮見町40

運動公園「ホタル観賞会」
屋外施設のため、雨天中止。自然の
地形を利用した人工飼育所の観賞施
設で、観賞歩道幅狭く、階段あり。車
椅子及びベビーカーの使用は不可。

6月12日（火）~17日（日）
※予定
19:30~21:00

船橋市運動公園 
047- 438- 4461

運動公園内ホタルの里 
船橋市夏見台6- 4-1

タイムトライアル 
（競泳各種目50m）

自動計時システムによるタイム測定会 
【対象】小学生以上で50m以上泳げ
る方 

【定員】各回200名程度

6月15日(金) 
10:00~11:30 
14:00~15:30

【指定管理者】
オーエンス・セントラル・千水連グループ 
047- 451-1555

習志野市茜浜2-3-3

飛込教室
高飛込の体験教室 

【対象】小学生以上で25m以上泳げ
る方 

【定員】各回30名　　　　

6月15日(金) 
9:30~11:00 
13:00~14:30

水中ウォーキング
水中ウォーキングの体験レッスン 

【対象】高校生以上 
【定員】30名　　　　　　　　　　

6月15日(金) 
15:30~16:00

アクアビクス
アクアビクスの体験レッスン 

【対象】高校生以上 
【定員】30名

6月15日(金) 
16:00~16:45

着衣水泳

日本赤十字社・安全水泳奉仕団によ
る、水難防止の為の着衣水泳体験会 

【対象】小学生以上  【定員】30名 
※事前説明（持物等）が必要なため、
要事前予約　　　　　　　

6月15日(金) 
12:00~13:00

千葉がいちばん！ 千葉県産フェア
県内の量販店において、千葉県産品（農
産物、水産物等）の販売を行うフェアを
実施し、千葉の魅力をPRするイベント

6月29日（金）~
7月1日（日）

イオン津田沼店 
047- 455- 6000 習志野市津田沼1-23-1

第29回県民の日記念コンサート　 八千代市合唱協会加盟の5団体など
が出演するコンサート

6月9日（土） 
14:00開演

（公財）八千代市文化・スポーツ振興財団 
047- 483-5111

八千代市市民会館 
大ホール 
八千代市萱田町728

県民の日記念行事　第37回人形
劇まつり

子どもたちに夢と感動を体験しても
らおうと、人形劇や腹話術を披露。
子ども参加型の演目も予定。

6月24日（日） 
10:00開演 
(9:30開場)

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

松戸南部市場「たまごつかみ取り」
イベント

月例の人気イベント「たまごつかみ取
り」を無料（誰でも参加可）で実施
※商品なくなり次第終了

6月15日（金） 
10:00~

いちごマルシェ（株） 
047-363-2222 松戸市松戸新田30

松戸南部市場「マイナス30℃冷蔵
庫」体験ツアー

通常は入れない「マイナス30℃冷蔵
庫」の無料体験ツアー 
※人数が多い場合は先着50名

6月15日（金） 
11:00~

うらやすまるごとこども広場
映画の上映会やゲーム大会、工作
など、様々なイベントを市内各生
涯学習施設で開催。
※一部予約必要

6月15日（金） 
9:00~16:00

浦安市教育委員会 
047-712- 6792　　

市内各生涯学習施設 
（13施設）

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

割

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無
予

無
予

無
予

予

予

予

予

無
証
予

割 証

無 証

無

予無
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県民の日コンサート 
　「日本の歌あれこれ〜歌で綴る
日本の四季と浦安のおおかんけ」

美しい日本語による歌の数々で綴る
日本の四季。プロの声楽家による芸
術歌曲、文部省唱歌、そして浦安に伝
承されている「おおかんけ」をこども
の合唱で演奏。
全席指定1,000円 
※先着順・定員になり次第申込を締
切(未就学児入場不可 )

6月15日（金） 
14:00~16:00

浦安音楽ホール
047-382-3035

浦安音楽ホール 
浦安市入船1- 6-1

みんなのスポーツの集い

総合体育館内で、誰もが気軽にできる
軽スポーツ種目を体験。 
その他にも、プールイベント、フットサ
ル教室、パークゴルフ場の開放など各
種イベントを実施。

6月16日（土） 
10:00~15:00

浦安市教育委員会 
047-712- 6819

浦安市運動公園 
浦安市舞浜2-27

県民の日子どもイベント 
「富岡公民館ランニング広場」

メキシコ・ミュンヘン・モントリオー
ルオリンピック代表選手として活躍さ
れた宇佐美彰朗さんに、正しいランニ
ングを指導していただきます。

6月15日（金）
9:30~11:30

浦安市富岡公民館 
047-354-2631

富岡公民館
（浦安市富岡3-1-7） 
陸上競技場

（浦安市舞浜2-27）

県民の日子どもハッピー映画館
「SING ／シング」を上映します。動物
たちが住む街を舞台とした笑いあり
感動ありの映画です。みんなで見に
来てね！

6月15日（金）
14:30~16:00

富岡公民館 
浦安市富岡3-1-7

県民の日子ども事業「思いっきり!
プレーパークin美浜」

美浜公園で思いっきり遊びましょう!
水も土も木もいっぱい触って、自分の
好きなことをしてみてね。七輪、べっ
こあめ、シャボン玉、色水遊び、木工
工作等。
※雨天中止

6月15日（金） 浦安市美浜公民館 
047-352- 8811

美浜公園 
浦安市美浜5-14

県民の日「紙芝居& 人形劇」
県民の日は紙芝居や人形劇を楽しも
う!対象は浦安市在住、在勤、在学の
幼児から大人。

6月15日（金）　　　　　
15:00~15:30

浦安市当代島公民館 
047-382-1700

当代島公民館 
浦安市当代島2-14-1

絵本と絵本カルタを楽しむ会
児童向け行事を開催し、図書館の利
用促進を図ると共に、対象児童に対し
て絵本や物語に親しむ機会を提供。

6月15日（金） 
10:30~

浦安市立中央図書館 
047-352- 4646

中央図書館 
浦安市猫実1-2-1

県民の日えほんのじかんスペシャル
児童向け行事を開催し、図書館の利
用促進を図ると共に、対象児童に対し
て絵本や物語に親しむ機会を提供。

6月15日（金） 
15:30~

浦安市内図書館各分館 
（工事休館中の猫実分館除く）

千葉県立現代産業科学館
「化石のレプリカをつくろう」 参加費100円(1日10回程度実施 )

6月15日(金) 
(受付) 
①9:00~ ②12:30~

千葉県立現代産業科学館 
047-379-2005 市川市鬼高1-1-3

千葉県立関宿城博物館
ワークショップ

「チーバくんマップをつくろう!」

千葉県の名所スポットに当館オリジ
ナルはんこを押して、名所マップをつ
くるイベント

6月15日(金) 
①9:30~ ②13:00~

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

東葛飾文化祭 in 県民プラザ
東葛飾地域の文化団体相互の親睦、
交流を図り参加型芸術文化活動の促
進を図る

6月2日(土)~17日(日) 
※平日は展示のみ6月4日
(月)、6月11日(月)は休
所日

さわやかちば県民プラザ 
04-7140- 8615

さわやかちば県民プラザ 
柏市柏の葉4-3-1

千葉県立西部図書館 
健康・医療情報講座

健康・医療をテーマに専門家の話
を聴く講座

6月16日（土） 
14:00~16:00

県立西部図書館 
047-385- 4133 松戸市千駄堀657-7

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先(電話) 会場（所在地）
みんなで投げよう! 
ワンコインボウリング!

2ゲーム+貸靴 
900円→500円

6月15日（金） 
12:00~18:00

本八幡ハタボウル 
047-335-2535

市川市八幡2-16- 6 
八幡ハタビル5F

水の館  プラネタリウム 6月15日（金） 
10:00~16:00

手賀沼親水広場・水の館 
04-7184- 0555

手賀沼親水広場・水の館 
我孫子市高野山新田193

ミニSL 荒天中止
6月15日（金） 
9:30~12:00 
13:00~17:00

（公社）我孫子市シルバー人材センター 
04-7188-2204

手賀沼公園 
我孫子市若松1

レンタサイクル 荒天中止
6月15日（金） 
9:00~17:00 
※貸出は16:00まで

サイクルパーク我孫子南、手
賀沼公園、鳥の博物館、道
の駅しょうなん、北柏ふる
さと公園、セブンパークア
リオ柏、手賀沼フィッシング
センター

イクスピアリ

千葉県在住、在勤の方に割引等のお
得なサービスが受けられる「ウェルカ
ムカード」プレゼント(館内のインフォ
メーションにて証明提示)
※詳細はWEBをご確認ください。

6月15日（金） 
10:00~21:00

（株）イクスピアリ 
047-305-2525

（10:00~19:00）
浦安市舞浜1- 4

IKEA Tokyo-Bay
①条件付き無料
②特別公開：
　Let's Discover IKEA!

①ご自宅の使わなくなった電球をお
持ちいただくと1人様1つLED電球
をプレゼント( 数量限定）
②イケアが取り組んでいるさまざま
な活動をご紹介。イケアストアの裏
側に入るチャンスも。高校生以上参
加可能。

①6月9日(土)~17日(日)
店舗営業時間
②6月15日（金）、16日（土）
※②はIKEA Tokyo-Bay
公式サイトから事前予約
必要

IKEA Tokyo-Bay 
0570- 01-3900 船橋市浜町2-3-30

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

無

割
証

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

予

割

無
予

予無
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事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先（電話） 会場（所在地）

佐倉市民体育館（卓球室） 一人2時間1台のみ
6月15日(金)
9:00~21:00 
※受付は8:30~

【指定管理者】 
（株）オーエンス 
043- 486-1041

佐倉市宮小路町3
佐倉市民体育館（トレーニング室） 中学生は保護者同伴で利用可

※小学生以下は入室不可
6月15日(金)
9:00~21:00

佐倉市民体育館（柔道場・剣道場） 団体利用のない場合のみ無料開
放(1週間前から受付)

6月15日(金)
9:00~21:00

佐倉市民体育館（弓道場） 団体利用のない場合のみ無料開放 6月15日(金)
9:00~21:00

佐倉市青少年体育館 団体利用のない場合のみ無料開放
6月15日(金)
9:00~17:00 
※受付は8:30~

佐倉市江原新田54

岩名運動公園陸上競技場 6月15日(金)
9:00~17:00

【指定管理者】 
千葉県まちづくり公社 
043- 483- 0131

佐倉市岩名字姿山

DIC川村記念美術館 無料入園 美術館入館は有料 6月15日(金) DIC川村記念美術館 
050-5541- 8600 佐倉市坂戸631

成田ゆめ牧場
小学生以下入場無料 
ご家族3世代ご来場で全員入場料
無料

6月15日(金) 
9:00~17:00

成田ゆめ牧場 
0476-96-1001 成田市名木730

ホテル&スパ 
太陽の里 月美

スパ入館料 
大人1100円→990円 
子供無料

6月15日(金) ホテル& スパ太陽の里 月美
0479-25- 6000 銚子市犬吠埼10292-1

中台運動公園体育館
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(金) 
9:00~21:00

中台運動公園体育館 
0476-26-7251 成田市中台5-2

久住体育館 個人利用のみ 6月15日(金) 
9:00~21:00

久住体育館 
0476-36-1708 成田市幡谷922- 6

大栄B&G海洋センター プール・体育館・武道場・運動場の
個人利用のみ

6月15日(金) 
体育館・武道場・プール 
9:00~21:00 
運動場 
9:00~19:00

大栄B&G海洋センター 
0476-73-5110 成田市一坪田388

印東体育館 6月6日(水)に抽選会を行う 6月15日(金) 
9:00~21:00

印東体育館 
0476-28- 6078 成田市船形186-2

豊住ふれあい健康館 トレーニング室・体育館・スタジオの
個人利用のみ

6月15日(金) 
9:00~21:00

豊住ふれあい健康館 
0476-37-7601 成田市北羽鳥1975-3

香取市民体育館 6月15日(金) 
9:00~17:00

香取市民体育館 
0478-55-1290 香取市佐原イ211

佐原野球場 6月15日(金) 
9:00~17:00

佐原野球場 
0478-55-1290 香取市佐原イ1077

香取市小見川スポーツ・コミュニ
ティセンター

6月15日(金) 
9:00~17:30

香取市小見川スポーツ・コミュニティセン
ター 
0478- 83- 0101

香取市小見川5218

くろべ運動公園野球場・テニスコート 6月15日(金) 
9:00~17:30

くろべ運動公園野球場・テニスコート 
0478- 82-1000 香取市小見川4866

小見川B&G海洋センター 6月15日(金) 
9:00~17:30

小見川B&G海洋センター 
0478- 82-1000 香取市小見川4866-736

山田B&G海洋センター 6月15日(金) 
9:00~17:30

山田B&G海洋センター 
0478-78-3204 香取市仁良361-2

山田中央運動広場 6月15日(金) 
9:00~17:00

山田中央運動広場 
0478-78-3204 香取市仁良361

八都運動広場 6月15日(金) 
9:00~17:00

八都運動広場 
0478-78-3204 香取市小見64

栗源B&G海洋センター 6月15日(金) 
9:00~17:30

栗源B&G海洋センター 
0478-75-3311 香取市岩部1045-1

栗源運動広場 6月15日(金) 
9:00~17:00

栗源運動広場 
0478-75-3311 香取市岩部1045-1

匝瑳市八日市場勤労青少年ホーム 体育室（2時間以内） 6月15日(金) 匝瑳市八日市場勤労青少年ホーム 
0479-73- 4515

匝瑳市八日市場 
イ2030

八日市場ドーム 2時間まで 6月16日(土) 八日市場ドーム 
0479-73- 0021

匝瑳市八日市場 
ハ793-1

のさかふれあいスポーツランド 施設によって開放時間が異なる
ため、詳細は要問合せ 6月16日(土) のさかふれあいスポーツランド 

0479- 67-1263 匝瑳市今泉6536-1

野手浜総合グラウンド 施設によって開放時間が異なる
ため、詳細は要問合せ 6月16日(土) 野手浜総合グラウンド 

0479- 67-1263 匝瑳市野手17146- 84

市営グラウンド庭球場 施設によって開放時間が異なる
ため、詳細は要問合せ 6月16日(土) 市営グラウンド庭球場 

0479-73- 0097 匝瑳市上谷中2240- 8

市営グラウンド野球場 施設によって開放時間が異なる
ため、詳細は要問合せ 6月16日(土) 市営グラウンド野球場 

0479-73- 0097 匝瑳市上谷中2240- 8

山桑公園野球場
施設によって開放時間が異なる
ため、詳細は要問合せ( 別途照明
料が必要 )

6月16日(土) 山桑公園野球場 
0479-73- 0097 匝瑳市山桑125

みどり平東公園野球場 施設によって開放時間が異なる
ため、詳細は要問合せ 6月16日(土) みどり平東公園野球場 

0479-73- 0097 匝瑳市みどり平13-2

千葉県総合スポーツセンター 
東総運動場 庭球場 8面のうち4面無料 6月15日(金) 

9:00~17:00
（一財）千葉県まちづくり公社 
0479- 68-1061 旭市清和乙621

千葉県立北総花の丘公園 駐車場料金が無料（ただし利用時間
を過ぎての利用は通常料金適用）

6月15日(金) 
8:30~17:30

【指定管理者】
（一財）千葉県まちづくり公社北総花の丘
公園管理事務所 
0476- 47- 4030

印西市原山1-12-1

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。

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無 予

無 予

無 予

無 予

無 予

無 予

無 予

無 予

無 予

無 予

無

無 予

証無

証無

証無

証無

証無

証無

証無

証無

証無

予無

無

証無

割無 証
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千葉県立中央博物館大利根分館
(企画展「船大工の技術と生活」)

6月15日(金) 
9:00~16:30

千葉県立中央博物館大利根分館 
0478-56- 0101 香取市佐原ハ4500

千葉県立房総のむら 6月15日(金) 
9:00~16:30

千葉県立房総のむら 
0476-95-3333 印旛郡栄町龍角寺1028

地球の丸く見える丘展望館 大人380円→250円 
小・中学生200円→150円 6月15日（金） 地球の丸く見える丘展望館 

 0479-25- 0930   銚子市天王台1421-1

千葉県立水郷小見川少年自然の家 施設利用料は無料 
（宿泊施設は有料）

6月15日（金） 
9:00~17:30

県立水郷小見川少年自然の家 
0478- 82-1343 香取市小見川5249-1

千葉県立東庄県民の森 庭球場と弓道場の利用料無料 6月15日(金) 千葉県立東庄県民の森 
0478- 87- 0393 東庄町小南639

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先(電話) 会場（所在地）

キッズ体操教室 体験
6月6日(水)~27日(水)
の毎週水曜日 
16:30~18:30 NPO法人スポーツアカデミー 

0479- 62- 8870

旭市総合体育館 
旭市ニの5491

サッカーサークル体験
6月7日(木)~28日(木)
の毎週木曜日 
17:30~18:50

海上コミュニティ公園
旭市高生7

第28回東庄町観光ふな釣り大会 県民の日賞あり 6月3日(日) 
5:30~15:00

東庄町観光協会 
0478- 86- 6075

東庄町笹川い5214- 6
(受付場所 ) 
※大会会場は黒部川指定水域

県民の日映画会 アニメーション作品「グーフィー」
6月15日(金) 
①10:30~
②14:00~

八街市立図書館 
 043- 444- 4946

八街市立図書館 
視聴覚ホール 
八街市八街ほ800-1

知って!感じて!ホールのピアノ 
〜ピアノの魅力を発見しよう〜

全席自由 1,000円 
出演者:實川　風、髙橋ドレミ

6月10日（日） 
14:00開演

千葉県東総文化会館
0479- 64-2001

千葉県東総文化会館 
旭市ハの666

公津の杜コミュニティセンター 
もりんぴあ名画座

大画面で、アニメ作品や懐かし名画を
放映

6月15日(金) 
10:00~18:00

公津の杜コミュニティセンター 
0476-27-5252 成田市公津の杜4- 8

近隣中学校招待ソフトボール大会 6月23日（土）
雨天順延24日（日）

匝瑳市教育委員会生涯学習課 
0479-73- 0097

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

匝瑳市婦人バレーボール大会
匝瑳市婦人バレーボール協会登録
チーム対象 
参加費2,000円

6月17日(日)
八日市場ドーム 
匝瑳市八日市場 
ハ793-1

ちばテク旭校  体験学習会 
（オープンキャンパス）

高校生対象の職業技術の体験 
機械加工と自動車整備の両方を
体験

6月15日（金） 旭高等技術専門校（ちばテク旭校） 
0479- 62-2508 旭市鎌数5146

四街道サンデー木工倶楽部
作業所の一部開放

木工作業の見学や鋸かんなの作
業体験、小鳥の巣箱作り（子供対
象)。無料駐車場あり

6月17日(日) 
10:00~14:00

NPO法人四街道サンデー木工倶楽部　
木楽会 
043-233-1456

四街道市吉岡589-2

キャンドルナイト2018
in さかえまち

6月2日（土）　　　　　　
18:00~20:30　　　　
雨天順延3日（日）

キャンドルナイトの会 
090- 4241- 8769 栄町役場横緑道

ドラゴンカヌーに乗って水辺からま
ちを見てみよう

通常大人1000円→700円HP
「乗船申込みフォーム」から申込み
http://dragoncanoe-sakae.com/

6月15日（金） 
1回目10:00~　　　　　
2回目14:00~

認定NPO法人ドラゴンカヌーさかえ 
0476-95- 4979

長門川アリーナ（HPより検
索可）

吉川久子  愛のフルートコンサート 先着250名　 6月2日（土）　　　　　　
13:30~

（一社）吉川久子マタニティコンサート 
0476-95- 0272

千葉県立房総のむら旧学習
院初等科正堂

ミルクフェスティバル2018

6月の牛乳月間に関連し、酪農業への
理解向上、牛乳・乳製品の消費拡大の
ためのイベント。お子様向けの体験
メニューもあり、おいしい乳製品を味
わうことができます。

6月2日(土)、3日(日) 千葉県牛乳普及協会 
043-228-7570

千葉県立北総花の丘公園 
Bゾーン 
印西市原山1-12-1

県民の日パネル展
千葉県の成り立ちや歴史、文化、 
自然等を紹介する県民の日パネルを
展示。展示期間中は 
チーバくんもやってきます。

6月6日（水）~20日（水） 海匝地域振興事務所 
0479- 62- 0261

イオンモール銚子 
銚子市三崎町2-2660-1

景観まちづくりフォーラム2018 
「海辺の復興景観まちづくり 
~伝えよう　子どもたちの笑顔の
ために!~」

地震の記憶の継承や、花と緑を
テーマとし、津波被害のあとを確認
しながら、防災施設や花と緑を増
やす花壇づくりを見て歩きます。

5月26日（土） 
9:20~16:20

景観まちづくり千葉協議会事務局団体 
NPO法人ちば市民活動・市民事業サポー
トクラブ（NPOクラブ） 
043-303-1688

いいおかユートピアセン
ター 
旭市横根1365-25

県民の日プラネタリウム無料投影
6月15日（金） 
①11:00~12:00 
②14:00~15:00

銚子市青少年文化会館 
0479-22-3315

銚子市青少年文化会館プラ
ネタリウム室 
銚子市前宿町1046

「県民の日」記念行事　体力・運動
能力測定

銚子市スポーツ推進委員が中心とな
り、7~8種目ほどの体力測定を行い
ます。

6月10日（日） 
9:30~11:30受付

銚子市体育館 
0479-24-9559 銚子市前宿町1140

「県民の日」市民グラウンド・ゴル
フ大会

市民の方を対象にしたグラウンド・
ゴルフ大会

6月17日（日） 
9:00~13:00

銚子市野球場 
0479-24-9559 銚子市前宿町505

千葉県立東部図書館 
文学講座

文学上の名所が多く、文学資料を
重点収集している特色を生かし、
講座を開催

6月9日（土） 
13:30~15:30

千葉県立東部図書館 
0479- 62-7070 旭市ハの349

旭市民スポーツのつどい グラウンドゴルフ・ミニバレーボール
等の市民スポーツ大会を開催。

6月10日(日) 
9:00~13:00

旭市教育委員会体育振興課 
0479- 64-1132

旭スポーツの森公園 
旭市ニ5491

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先(電話) 会場（所在地）

そうさ観光物産センター匝りの里 地井武男さんの絵はがきプレゼント 6月15日(金) 匝瑳市産業振興課 
0479-73- 0089 匝瑳市八日市場イ137-1

ザエディスターホテル成田
レストラン せらぎ

千葉県内在住・在勤・在学の方を対
象に特製デザート提供

6月15日(金) 
11:30~14:00 
※13:30までに来店

ザエディスターホテル成田
レストランせらぎ 
0476-20- 0731

成田市東町168-1

酒々井プレミアム・アウトレット 
千葉県民の日特別企画

参加店にて限定割引等を実施
(一部参加店に限る) 
詳細は施設HPをご確認ください。

6月15日(金) 酒々井プレミアム・アウトレット 
043- 481- 6160（代表） 酒々井町飯積2- 4-1

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

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

無 予

無 予

無 予

無
予

無
予

無 予

無

無

無 予

無 予

無 予

無 予

無 予

無 予

無

無

無

無

無

無

予

割

割 証

証

割 予
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事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先（電話） 会場（所在地）
光 B&G 海洋センター 
温水プール

6 月10 日 ( 日 ) 
10:00~18:00 光 B&G 海洋センター 

0479-84-3510 横芝光町木戸 10156-1
光 B&G 海洋センター 
健康ルーム

6 月10 日 ( 日 ) 
9:00~18:00

スパ & リゾート九十九里 
太陽の里

スパ入館料 
大人1500 円→ 990 円 
子供無料

6 月15 日 ( 金 ) スパ & リゾート九十九里太陽の里 
0475-32-5550 長生郡長生村一松 3445

長生の森公園　野球場
1 団体につき午前・午後のいずれ
か 4 時間まで
※予約単位等の詳細は要問合せ

6 月15 日 ( 金 ) 
9:00~17:00

【指定管理者】 
（一財）千葉県まちづくり公社 
0475-26-2474

茂原市押日 816-1長生の森公園　庭球場 1 組 1 面 2 時間まで
※予約単位等の詳細は要問合せ

6 月15 日 ( 金 ) 
9:00~17:00

長生の森公園　ゲートボール場 1 組 6 面 2 時間まで
※予約単位等の詳細は要問合せ

6 月15 日 ( 金 ) 
9:00~17:00

山武市内スポーツ施設 
（さんぶの森元気館・成東城跡公園
テニスコートは対象外）

市民無料（3 時間まで） 
（照明料は別途必要）

6 月 9 日（土）~10 日（日） 
9:00~17:00

山武市スポーツ振興課（平日） 
0475-80-1461
※休日は各施設へ要問合せ

山武市内

山武市歴史民俗資料館 6 月15 日 ( 金 ) 
9:00~16:30

山武市歴史民俗資料館 
0475-82-2842 山武市殿台 343-2

千葉県立東金青年の家 施設利用料は無料 
( 宿泊施設は有料 )

6 月15 日（金） 
9:00~17:00

千葉県立東金青年の家 
0475-54-1301 東金市松之郷 270

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先 ( 電話 ) 会場（所在地）

青梅まつり 青梅全品を 10% 割引 6 月 9 日 ( 土 )~10 日 ( 日 ) 
9:00~18:00

道の駅 つどいの郷むつざわ 
0475-43-1130 睦沢町上之郷 2048-1

南九十九里はまぐり祭り はまぐり拾い参加無料
( 小学生以下対象 )

7 月14 日 ( 土 ) 
11:00~14:00

一宮町観光協会 
0475-42-1427 長生郡一宮町一宮海水浴場

ちばテク東金校  体験学習会 
（オープンキャンパス）

高校生対象の職業技術の体験 
展示広告、建築、左官のうち
1コースを選択

6 月15 日（金） 東金高等技術専門校（ちばテク東金校） 
0475-52-3148 東金市油井 1061-6

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先 ( 電話 ) 会場（所在地）
国民宿舎サンライズ九十九里 
レストラン「はまゆう」 昼食 1 割引

6 月15 日 ( 金 ) 国民宿舎サンライズ九十九里 
0475-76-4151

山武郡九十九里町真亀
4908国民宿舎サンライズ九十九里 

屋内温水プール
宿泊者無料 
ビジター割引サービス

朝顔苗配布イベント
「無事故の日」である 6 月 25 日に有料
道路利用者を対象に「朝顔の苗」を配布。 
※計 500 セット（1セット 2 鉢）を配布

6 月 25 日 ( 月 )10:00~ 
※無くなり次第終了

千葉県道路公社 
043-227-9333

九十九里有料道路料金所 
長生郡白子町剃金
2730-102 他

長生村文化会館プラネタリウム特
別上映

大人 500 円、こども 300 円が無料
【定員】各回 78 名 
※上映開始後の入場不可

6 月15 日 ( 金 ) 
①10:30~ ②14:00~

長生村文化会館 
0475-32-5100 長生郡長生村岩沼 2119

茂原市立美術館・郷土資料館 
ポストカードプレゼント

先着 30 名に好きなポストカード
1 枚プレゼント

6 月15 日 ( 金 ) 
9:00~17:00

茂原市立美術館・郷土資料館 
0475-26-2131 茂原市高師 1345-1茂原市立美術館・郷土資料館 

こどもたちあつまれ ! ぐるっと美術
館探検

対象 : 小学生以下 
館内を探検するイベント ( 先着 50
名の参加者に粗品をプレゼント )

6 月15 日 ( 金 ) 
9:30~16:30

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先（電話） 会場（所在地）

ダチョウ王国袖ヶ浦ファーム
入園料半額 
3才以上 600円→300円 
中学生以上 900円→450円

6月15日(金) 
10:00~17:00

ダチョウ王国袖ヶ浦ファーム 
0438- 60- 4100 袖ヶ浦市上泉1506-10

白浜海洋美術館 6月15日(金) 白浜海洋美術館 
0470-38- 4551 南房総市白浜町白浜628-1

たてやま温泉千里の風 日帰り入浴・大浴場無料(県民限定 ) 6月15日(金) 
11:00~15:00

たてやま温泉千里の風 
0470-28-2211 館山市藤原1495-1

大多喜町B&G海洋センター
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

6月15日(金) 
9:00~21:00

大多喜町教育委員会 生涯学習課 
0470- 82-2462

夷隅郡大多喜町
大多喜486-12

上瀑ふれあいセンター 体育館、会議室、和室 夷隅郡大多喜町
下大多喜100

総元体育館 体育館 夷隅郡大多喜町
大戸433

大多喜町立中央公民館
ホール、研修室、会議室 
和室、視聴覚室、調理室 
ロビー、相談室を無料開放

6月15日(金) 
9:00~21:00

大多喜町教育委員会 生涯学習課 
0470- 82-3188

夷隅郡大多喜町大多喜
486-10

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

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。

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。

無

無

無

無

無 予

無 予

無 予

無 予

無 予

無 予

無

無 証

無 予

無 予

無 予

無 予

割無

割

割

割

無

割無 証
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アロハガーデンたてやま 入園料無料 6月15日(金) アロハガーデンたてやま 
0470-28-1511 館山市藤原1497

名勝仁右衛門島
千葉県在住・在学者に限り、大人
1350円→800円、高校生以下無料
(1往復の渡航料含む)

6月15日(金) 
8:30~16:30

仁右衛門島 
04-7092-3456 鴨川市太海浜445

太海フラワー磯釣センター 県民の方は,フラワーセンター及び
犬猫ランド共通入園料半額

6月15日(金) 
9:00~16:00

太海フラワー磯釣センター 
04-7092-1311 鴨川市太海浜67

東京ドイツ村 入園料・観覧車無料 6月15日(金) 東京ドイツ村 
0438- 60-5511 袖ケ浦市永吉419

臨海スポーツセンター 
（プール個人利用無料開放）

混雑状況により入場制限する場合も
あり

6月15日(金) 
10:00~20:00

【指定管理者】
フクシ・ハリマ共同事業体
0438- 63-2711

袖ケ浦市長浦1-57

鯛の浦遊覧船
鴨川市民は乗船料無料 
県民の方は割引 
中・高生・大人950円→500円 
小学生→250円

6月15日(金) 
8:30~15:50

小湊妙の浦遊覧船協業組合 
04-7095-2318 鴨川市小湊183- 8

市民ふれあい公園テニスコート 1組1面2時間まで 
ナイター照明代を除く 6月15日(金)

（公財）富津市施設利用振興公社 
市民ふれあい公園管理事務所 
0439- 87- 4205

富津市新富146-2

富士見グリーンテニスコート 1組1面2時間まで 
ナイター照明代を除く 6月15日(金)

（公財）富津市施設利用振興公社 
富士見グリーンテニスゾーン管理事務所 
0439- 87- 8101

富津市新富123

富津公園テニスコート 県民の方のみ無料 6月15日(金) 富津市観光協会富津支部 
0439- 87-2565 富津市富津2280

鴨川シーワールド 小人(4歳~中学生)入園無料 6月15日(金) 鴨川シーワールド 
04-7093- 4803 鴨川市東町1464-18

千葉県立内浦山県民の森 体育館の利用料無料 6月15日(金) 千葉県立内浦山県民の森 
04-7095-2821 鴨川市内浦3228

千葉県立鴨川青年の家 施設利用料は無料
（宿泊施設は有料）

6月15日（金）
9:00~21:00

千葉県立鴨川青年の家
04-7093-1666 鴨川市太海122-1

千葉県立富津公園屋内温水プール 入場料：無料
ロッカー代：有料

6月15日(金) 
9:00~21:00

（一財）千葉県まちづくり公社
富津公園管理事務所
0439- 87- 8887

富津市富津2280

千葉県立館山運動公園  
野球場・少年野球場

1グループ2時間まで
(予約は6月8日の9時より電話
受付)

6月15日(金) 
9:00~17:00

【指定管理者】 
（一財）千葉県まちづくり公社
0470-28-1340

館山市藤原300千葉県立館山運動公園  
庭球場

1グループ1面2時間まで ※当日受付
夜間照明は有料

6月15日(金) 
9:00~22:00

千葉県立館山運動公園  
体育館アリーナ

バスケットボール、卓球、バドミントン
の共同利用で2時間まで 
※当日受付

6月15日(金) 
9:00~10:00

南房総市和田地域福祉センター 
「やすらぎ」浴室

市内330円⇒無料 
市外660円⇒無料

（千葉県内者のみ）

6月15日（金） 
10:30~16:00 

（受付は15:30まで） 南房総市社会福祉課 
0470-36-1153 南房総市和田町松田828

南房総市和田地域福祉センター 
「やすらぎ」集会室（和室）

市内220円⇒無料 
市外440円⇒無料

（千葉県内者のみ）
6月15日（金） 
9:00~16:30

南房総市富浦テニスコート 個人・団体2時間まで 6月15日（金） 
9:00~17:00 南房総市教育委員会生涯学習課 

0470- 46-2964

南房総市富浦町青木70

南房総市三芳テニスコート 個人・団体2時間まで 6月15日（金） 
9:00~17:00 南房総市本織60- 4

千倉B&G海洋センター　体育館 個人・団体2時間まで 6月15日（金） 
9:00~17:00

千倉総合運動公園 
0470- 44-3381 南房総市千倉町川戸544- 8

千倉B&G海洋センター　武道場 個人・団体2時間まで 6月15日（金） 
9:00~17:00

千倉B&G海洋センター
室内プール

市内110円→無料 
市外220円→無料

（千葉県内者のみ）
6月15日（金） 
9:00~17:00

千倉総合運動公園　野球場 1団体2時間まで 6月15日（金） 
9:00~17:00

千倉総合運動公園　多目的広場 1団体2時間まで 6月15日（金） 
9:00~17:00

千倉総合運動公園　テニスコート 個人・団体2時間まで 6月15日（金） 
9:00~17:00

千葉県立中央博物館分館
海の博物館 駐車場も無料 6月15日(金) 

9:00~16:30
千葉県立中央博物館分館  海の博物館 
0470-76-1133 勝浦市吉尾123

大房岬自然公園　キャンプ場 宿泊料無料 6月15日(金) 大房岬自然公園 
0470-33- 4551

南房総市富浦町多田良
1212-29

かつうら海中展望塔 中学生以下の入場料を無料 6月15日(金) 
9:00~16:30

（一財）千葉県勝浦海中公園センター 
0470-76-2955 勝浦市吉尾174

菱川師宣記念館 入館は16:30まで 6月15日（金） 
9:00~17:00

菱川師宣記念館 
0470-55- 4061 鋸南町吉浜516

鋸南町B&G海洋センター（プール）
6月15日（金） 
13:00~17:00 
18:00~19:00

鋸南町B&G海洋センター（プール） 
0470-55- 4411 鋸南町竜島1111- 6

笑楽の湯 入浴料無料(受付は15:30まで) 6月15日（金） 
10:00~16:00

笑楽の湯 
0470-55- 8830 鋸南町上佐久間66

勝山サッカーフィールド 6月11日（月）~15日（金） 
9:00~17:00

（一財）鋸南クロススポーツクラブ 
0470-55-3714 鋸南町岩井袋219

館山市営弓道場 個人使用のみ無料 6月15日(金) 
9:00~21:00

館山市営弓道場 
0470-22- 0611 館山市北条402-2

館山市営弓道遠的射場 個人使用のみ無料 6月15日(金) 
9:00~17:00

館山市営弓道遠的射場 
0470-22- 0611 館山市出野尾547

館山海軍航空隊 
赤山地下壕跡 団体20名以上は要予約

6月15日（金） 
9:30~16:00 

（受付15:30まで）
館山市教育委員会　生涯学習課 
0470-22-3698

豊津ホール（受付）
館山市宮城192-2

館山市立博物館（本館・八犬伝博
物館）

6月15日（金） 
9:00~16:45

館山市立博物館 
0470-23-5212 館山市館山351-2

無

無

無

無

無 証

証割

無 予

無 予

無 予

無 予
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無

無
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無

無

無

無
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無

無

無

無

無
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証
割
無
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海中観光船「たてやま号」 30% 割引 6月15日(金) 日東商船（株） 
0470-28-5822 館山市館山1564-1

海の湯宿　花しぶき 立ち寄り温泉入浴 
1人500円

6月1日（金）~30日（土） 
11:00~15:00 
18:00~21:00

海の湯宿　花しぶき 
0470-29- 0236 館山市塩見233- 4

館山ファミリーパーク
千葉県民の中学生以下は入園無料 
入園者全員対象で、パターゴルフ
500円（通常大人930円 /小人
620円）※その他イベント企画あり

6月15日(金) 館山ファミリーパーク 
0470-28-1110 館山市布沼1210

休暇村　館山
日帰り入浴　半額 
※ご利用時に千葉県在住であること
を申告

6月15日(金) 休暇村　館山　 
0470-29- 0211 館山市見物725

千葉県立君津亀山少年自然の家 施設利用料は無料 
(宿泊施設は有料)

6月15日（金） 
9:00~17:00

千葉県立君津亀山少年自然の家 
0439-39-2628 君津市笹字片倉1661-1

市民体育館 6月15日(金) 
9:00~21:00

木更津市 
0438-23-5822

木更津市貝渕2-13- 40
柔・剣道場 6月15日(金) 

9:00~21:00

貝渕庭球場 6月15日(金) 
9:00~21:00 木更津市貝渕2-562-96

市営野球場 6月15日(金) 
8:30~17:00 木更津市清見台1- 6-7

江川野球場 6月15日(金) 
8:30~17:00

木更津市江川959-1
江川庭球場 6月15日(金) 

9:00~17:00

弓道場 6月15日(金) 
9:00~21:00 木更津市吾妻1- 4-1

健康増進センター「いきいき館」 6月15日(金) 
10:00~21:00

木更津市 
0438-36-2511 木更津市潮浜3-1

小櫃堰公園テニスコート 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(金) 小櫃堰公園管理事務所 

0438-98-3651 木更津市祇園字中鴨358

木更津市郷土博物館金のすず 6月15日(金) 木更津市教育委員会 
0438-23- 0011 木更津市太田2-16-2

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先(電話) 会場（所在地）

袖ケ浦公園 
花菖蒲まつり

絣姿の花摘み娘が花ガラ摘みを行う
演出もあり、風情豊かで美しい花菖蒲
を楽しんでいただけます。当日は草
花の苗やお寿司など軽食販売もあり
ます。

6月10日(日) 
10:00~14:00(小雨決
行・雨天中止)

袖ケ浦公園管理組合 
0438- 63- 6560 袖ケ浦市飯富2360

県民の日記念
第35回富津市グラウンド・ゴルフ
大会

参加対象:富津市在住者 
参加費:小・中学生　無料 
一般（高校生以上）　500円

6月9日(土) 
※予備日:6月10日

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

佐貫運動広場 
富津市佐貫112

県民の日記念
第35回富津市バドミントン大会

参加対象:富津市在住者※小・中学生
は近隣市参加可 
参加費:小・中学生　無料　　 
一般（高校生以上）ミックスダブルス
1組1,000円

6月9日(土)
富津市教育委員会　生涯学習課 

（主管　富津市バトミントン協会） 
0439- 80-1344

富津市総合社会体育館 
富津市新富80- 4

鴨川シーワールド 
「マダイ」の幼魚放流 先着100名 6月15日(金) 鴨川シーワールド 

04-7093- 4803 鴨川市東町1464-18

千葉県立中央博物館大多喜城分館
体験教室「甲冑・小袖・裃の試着」

6月15日(金) 
①10:30~ 
②13:30~

千葉県立中央博物館大多喜城分館 
0470- 82-3007 夷隅郡大多喜町大多喜481

千葉県立中央博物館分館海の博物
館「エビ・カニ・ヤドカリの観察会」

春の磯でエビやカニ,ヤドカリを観察。
対象は小学生以上(小学生は保護者
同伴 )、定員20名、事前申込(6月1日
〆切 )必要。※保険料50円必要

6月15日(金) 
10:00~12:30

千葉県立中央博物館分館  海の博物館 
0470-76-1133 勝浦市吉尾123

クロススポーツクラブ祭り
日頃クロススポーツクラブで実施し
ている、スカッシュ教室などの無料体
験イベントを実施

6月16日（土） 
9:00~12:00

（一社）鋸南クロススポーツクラブ 
0470-55-3714

サンセットブリーズ保田 
鋸南町大六1032

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先(電話) 会場（所在地）

レンタルサイクル無料貸出し 普通自転車100円、電動アシスト
付自転車500円→無料貸出

6月15日(金)
9:00~15:00

いすみ市観光協会 
0470- 64-1111 いすみ市大原8742-1

朝顔苗配布イベント
「無事故の日」である6月25日に有料道
路利用者を対象に「朝顔の苗」を配布。 
※計500セット（1セット2鉢）を配布

6月25日(月)10:00~ 
※無くなり次第終了

千葉県道路公社 
043-227-9333

鴨川有料道路料金所 
君津市香木原269

魚拓荘鈴木屋
ご宿泊(1泊2食)の県民の方（大人）
に千葉の地酒お銚子1本をサービス。
※予約時に本サービスを利用する旨
をお伝えください。

6月1日(金)~30日(土) 魚拓荘鈴木屋 
0470- 44-2811

南房総市千倉町北朝夷
2801

道の駅とみうら枇杷倶楽部
①びわソフト100円引 
②売店にて1000円以上お買い上げ
の方にビワリーフジェル8gプレゼント

6月15日
(金)10:00~18:00

道の駅とみうら 枇杷倶楽部 
0470-33- 4611 南房総市富浦町青木123-1

レンタルサイクル・アシスト・カー
ト割引

レンタルサイクル300円→200円 
レンタルアシスト500円→400円 
レンタルカート2000円→1800円 
※手荷物預かりサービスあり(無料)

6月15日(金) 
9:00~17:00

（一社）大多喜町観光協会 
0470- 80-1146

大多喜町観光本陣
夷隅郡大多喜町大多喜270-1

鋸山ロープウェー 
県民の日特別キャンペーン

当日に限り小児無料、オリジナルグッ
ズプレゼント 6月15日(金) 鋸山ロープウェー（株） 

0439- 69-2314 富津市金谷4052-1

道の駅たけゆらの里おおたき ソフトクリーム 
300円→250円

6月15日(金) 
9:00~17:00

道の駅たけゆらの里おおたき 
0470- 82-5566 夷隅郡大多喜町石神855

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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① 幕末・明治初期 ② 印旛県・木更津県・
　 新治県の成立

明治4年（1871年）

③ 千葉県の成立
明治6年（1873年）

④ いまの千葉県のかたち
明治8年（1875年）

【県民の日（6月15日）の由来】
　「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。

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先(電話) 会場（所在地）

富士すばるランド
千葉県に在住・在勤・在学の方は入
園料無料(アトラクション利用料は別
途)※木曜日定休日

6月1日(金)~17日(日) 富士すばるランド 
0555-72-2239

山梨県南都留郡富士河口湖
町船津字剣丸尾6663-1

サンリオピューロランド
大人のパスポート購入時にチーパス
提示で、購入枚数分だけ小人パスポー
トが無料。※詳細は要問合せ。

6月1日(金)~25日(月)
※6日、7日、14日、21日
は休館日

（株）サンリオエンターテイメント 
042-339-1111 東京都多摩市落合1-31

こもれび森のイバライド 千葉県に在住の方は入園料無料
(アトラクション利用料は別途)

6月15日(金) 
10:00~17:00 
(入園は16:00まで)

こもれび森のイバライド 
029- 892-3911

茨城県稲敷市上君山
2060-1

よみうりランド
「県民の日キャンペーン」

千葉県に在住、在勤、在学の方
及び同伴者4名まで、入園料無
料及びワンデーパス割引(一律
3300円)

6月15日(金) 
10:00~18:00

よみうりランド 
044-966-1111

東京都稲城市 
矢野口4015-1

ツインリンクもてぎ
千葉県民の方は入場料無料
( 団体客は対象外)
※アトラクション利用料は別途

6月11日(月)~17日(火) （株）モビリティランド ツインリンクもてぎ 
0285- 64- 0001

栃木県芳賀郡茂木町桧山
1201-1

ゴルフフェスタCHIBA2018
参加資格:申込代表者が千葉県在住
又は勤務者（要証明書） 
詳細は要問合せ

7月23日（月）~
9月2日（日） 
7:00~18:00 
(受付は6月1日~15日)

千葉県ゴルフ協会ゴルフフェスタ係 
043-224- 0007 
※5月20日から開通

県内ゴルフ場103箇所

横浜ベイホテル東急 
県民の日限定特別宿泊プラン

各日10部屋限定で、エクゼティブツ
インルーム割引 
62,000円→16,000円( 税込) 
※1室1名でも2名でも同料金

6月4日(月)~28日(木)
※金、土曜日は対象外

横浜ベイホテル東急 
045- 682-2222

横浜市西区みなとみらい
2-3-7

浅草花やしき 
勝手に県民の日入園無料キャン
ペーン

千葉県に在住・在勤・在学の方は入
園料無料 
※アトラクション利用料は別途 
※全員の証明が必要。証明書の詳細
はホームページをご覧ください。

6月15日(金) 
10:00~17:00 
※最終入園16:30

浅草花やしき 
03-3842- 8780 東京都台東区浅草2-28-1

桐生市新里温水プール 
カリビアンビーチ

千葉県内在住の方は入館料のみ無料
※3歳未満及び日常オムツを使用し
ている方は入場不可( 詳しくはホーム
ページをご覧ください)

6月15日(金) 
10:00~21:00

桐生市新里温水プール カリビアンビーチ 
0277-70-2121 群馬県桐生市新里町野461

事業名・事業内容 詳細 期日・時間 問合わせ先(電話) 会場（所在地）

朝顔苗配布イベント
「無事故の日」である6月25日に有
料道路利用者を対象に「朝顔の苗」
を配布。 
※計500セット（1セット2鉢）を配布

6月25日(月)10:00~ 
※無くなり次第終了

千葉県道路公社 
043-227-9333

利根かもめ大橋有料道路
料金所 
茨城県神栖市矢田部1207

サッポロ生ビール黒ラベル 
千葉工場30周年オリジナルキャン
ペーンパック

売り上げの一部を「ちば環境再生基
金」に寄付 6月5日（火）発売開始 サッポロビール㈱千葉統括支社 

043-203- 0611
スーパー、酒量販店、ドラッ
グストア、CVSなど

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

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。
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