
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。
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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。
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