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サンルートプラザ東京　
1Fコーヒーハウス「カリフォルニア」

6月9日（月）
〜 6月15日（日） 浦安市舞浜1-6 T: 047-355-1111 サンルートプラザ東京

ランチ・ディナー各バイキング　
20%off　お子様半額　県民であ
ることの証明が必要

サンルートプラザ東京
1F　日本料理「浜風」

6月9日（月）
〜 6月15日（日） 浦安市舞浜1-6 T: 047-355-1111 サンルートプラザ東京

ランチ・ディナー各バイキング　
20%off　県民であることの証明
が必要

サンルートプラザ東京
9Fスカイホール「カー二バル」

6月9日（月）
〜 6月15日（日） 浦安市舞浜1-6 T: 047-355-1111 サンルートプラザ東京

ディナータイム・コース料理　
10%offに加えて1ドリンクサービ
ス。県民であることの証明が必要

舞浜ユーラシア　
千葉県民特別ご優待デー

6月13日（金）
〜 6月15日（日）
各 日11:00 〜 翌
5:00

浦安市千鳥13-20 T: 
F: 

047-351-4126
047-351-4127 舞浜ユーラシア

入館料半額 平日／大人：2,060円
⇒1,030円　小人：1,030円⇒515
円　休日／大人：2,570円⇒1,285
円　小人：1,540円⇒770円
AM2:00を超えると深夜料金が追
加で加算されます

事業名・事業内容 期日・時間 会場（所在地） 問合せ先 主催者 備　考

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

中台運動公園体育館 6月15日（日）
9:00 〜 21:00 成田市中台5-2 T: 0476-26-7251 公益財団法人成田市ス

ポーツ・みどり振興財団
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）

久住体育館 6月15日（日）
9:00 〜 21:00 成田市幡谷922-6 T: 0476-36-1708 公益財団法人成田市ス

ポーツ・みどり振興財団 個人利用のみ　要予約

大栄B&G海洋センター
①体育館・武道場
②プール・運動場　

6月15日（日）
①9:00 〜 21:00
②9:00 〜 17:00

成田市一坪田388 T: 0476-73-5110 公益財団法人成田市ス
ポーツ・みどり振興財団

個人利用のみ（当日随時受付）　
テニスコートは対象外

坂田ケ池総合公園キャンプ場 6月15日（日）
9:00 〜 16:00　 成田市大竹1450 T: 

F:
0476-29-1161
0476-29-1162

NPO法人成田坂田ケ池
の友

キャンプ場無料。宿泊6月14日・
15日とも16:00から明朝9:00ま
で。開いていれば当日利用可

運動の森自然公園
成田エアポートコース 6月15日（日） 成田市前林817

T: 
F:

M:

0476-73-5121
0476-73-5244
429@undounomori.com

運動の森自然公園成田エ
アポートコース

4歳以上全員1人400円
年齢及び千葉県民であることの証
明が必要です

成田ゆめ牧場 6月15日（日） 成田市名木730 T: 0476-96-1001 成田ゆめ牧場 小学生以下無料。親子3世代でご
来場の場合、全員入場料無料

岩名運動公園陸上競技場 6月15日（日）
8:30 〜 18:30 佐倉市岩名 T: 043-483-0131 佐倉市 無料。　

佐倉市民体育館（卓球室） 6月15日（日）
9:00 〜 17:00 佐倉市宮小路町3 T: 043-486-1041 佐倉市

卓球室終日無料開放。当日8:30
から受付。一人2時間1台のみ。
詳細はお問い合わせ

佐倉市民体育館
（剣道場・柔道場・弓道場）

6月15日（日）
9:00 〜 17:00 佐倉市宮小路町3 T: 043-486-1041 佐倉市

団体利用のない場合のみ無料開
放。1週間前から受付。詳細はお
問い合わせ

佐倉市民体育館
（トレーニング室）

6月15日（日）
9:00 〜 17:00 佐倉市宮小路町3 T: 043-486-1041 佐倉市

トレーニング室終日無料開放。た
だし中学生は保護者同伴で利用
可。小学生以下は入室不可

北総花の丘公園　有料駐車場 6月15日（日）　
8:30 〜 17:30 印西市原山1-12-1 T: 

F:
0476-47-4030
0476-47-4032

（一財）千葉県まちづく
り公社〔指定管理者〕 無料

千葉県立房総のむら
6月15日（日）　
9:00 〜 16:30

（入館は16:00まで）
栄町龍角寺1028 T: 

F:
0476-95-3333
0476-95-3330 千葉県立房総のむら 無料

千葉県立中央博物館　
大利根分館　企画展「香取海がもた
らしたもの」開催中。

6月15日（日）　
9:00 〜 16:30 香取市佐原ハ4500 T: 

F:
0478-56-0101
0478-56-1456 

千葉県立中央博物館大利
根分館

古墳時代の香取海をめぐる「人」
と「もの」に焦点をあて発掘調査
成果と出土遺物を中心に香取海と
大和政権のかかわりを紹介

県立水郷小見川少年自然の家 6月15日（日）　
9:00 〜 17:30 香取市小見川5249-1 T: 0478-82-1343 県立水郷小見川少年自然

の家 施設利用料無料。宿泊施設は有料

玉造庭球場（テニスコート） 6月15日（日）　
9:00 〜 16:30 香取市玉造734-1 T: 0478-55-1290 香取市 当日先着順受付

小見川スポーツコミュニティセ
ンター（体育館・トレーニング室）

6月15日（日）　
9:00 〜 17:30 香取市小見川5218 T: 0478-83-0101 香取市 当日先着順受付（2時間単位）

くろべ運動公園（テニスコート） 6月15日（日）　
9:00 〜 17:30 香取市小見川4866-109 T: 0478-83-0101 香取市 当日先着順受付（2時間単位）

栗源B&G海洋センター（体育館） 6月15日（日）　
9:00 〜 16:30 香取市岩部1045-1 T: 0478-75-3311 香取市 当日先着順受付

山田B&G海洋センター（体育館） 6月15日（日）　
9:00 〜 16:30 香取市仁良361-2 T: 0478-78-3204 香取市 当日先着順受付

山田中央運動広場
（テニスコート）

6月15日（日）　
9:00 〜 16:30 香取市仁良361 T: 0478-78-3204 香取市 当日先着順受付

東庄県民の森　
弓道場・テニスコート無料

6月15日（日）　
9:00 〜 17:00 東庄町小南639

T: 
F:

M:

0478-87-0393
0478-87-0818
bwz11806@nifty.com

東庄県民の森

北総エリア ※実施日がそれぞれ異なりますので御注意ください。

事業名・事業内容 期日・時間 会場（所在地） 問合せ先 主催者 備　考

イベントの開催等 …無料　 …一部無料　 …割引　 …要証明　 …要予約

成田市場わくわく感謝デー 6月28日（土）　 成田市飯仲45　成田市場 T: 0476-24-1224 成田市場振興協議会 生マグロ解体実演。即売、お楽しみ
抽選会、わくわく野菜ルーレット他

にわのわアート&クラフトフェア・
チバ

5月31日（土）
6月1日（日）

佐倉市坂戸631　DIC川
村記念美術館　庭園 T: 0120-498-130 にわのわ実行委員会 入場料300円（小学生以下無料）

本 佐 倉 城 跡 及 び 近 辺 の 歴 史
ウォーキング

6月7日（土）
集合時間　9:30
集合場所　京成大佐
倉駅　　　　

佐倉市・酒々井町に広が
る本佐倉城跡及び史跡

T: 
M: 090-4740-0001

zxb03265@nifty.com
特定非営利活動法人まち
づくり支援ネットワーク
佐倉

○参加費300円（資料代・保険料他）
○定員25名（先着順）　○昼食持参
○ウォーキングに適した服装　○
雨又は悪天候時中止

手話ダンス10周年合同発表会 6月1日（日）　　
13:00 〜 15:30

佐倉市民音楽ホール（佐
倉市王子台1-16） T: 043-488-0143 手話ダンスロード、さか

え、さわやか 参加費無料

（NPO法人）四街道サンデー木
工倶楽部木楽会

6月15日（日）　　
10:30 〜 14:30

四街道市吉岡589-2
吉岡作業所

 T/F: 043-273-7800
 M:  kame-hanazono@
　　nexyzbb.ne.jp

（NPO法人）四街道サン
デー木工倶楽部　木楽会

○木楽会の紹介と木工道具の展示説
明　○木工作業の実体験（ノコギリ・
ノミ・カンナの使用法）　○駐車場
あり（無料）

パラダイスシアター（上映会） 6月15日（日）　
14:00 〜

八街市立図書館2階視聴
覚ホール（八街市八街ほ
800-1）

T: 
F: 

043-444-4946
043-444-4096 八街市立図書館 ○上映内容「トム・ソーヤーの冒

険（アニメーション）」

印旛沼公園　親子クラフト教室 6月15日（日）
10:30 〜 15:30　

印西市師戸（千葉県立印
旛沼公園パーゴラ下）

T: 
F: 

M:

043-279-8005
043-279-8142
k-tsukahara@mbn.
nifty.com

株式会社塚原緑地研究所
〔指定管理者〕 ※雨天中止

キャンドルナイト2014　
inさかえまち

6月7日（土）
18:00 〜 20:30　

栄町役場横緑道
（栄町安食台1-2） T: 090-4241-8769 キャンドルナイトの会 ほのかライブ　こみせ

※荒天中止

ドラゴンカヌーに乗って水辺か
らまちを見てみよう

6月15日（日）
①10:00 〜
②14:00 〜

栄町長門川マリーナ T: 0476-95-0180 NPO法 人 ド ラ ゴ ン カ
ヌーさかえ

○参加費　通常1,000円⇒500円
HP「乗船フォーム」から申込可
http://dragoncanoe-sakae.
com/

新じゃがまつり 6月15日（日）
9:00 〜 香取市沢1372-1 T: 0478-70-5151 道の駅くりもと　紅小町

の郷
新じゃがを利用し店頭にて披露、
試食等。同時に掘取り体験の実施

第24回東庄町観光ふな釣り大会 6月8日（日） 東庄町黒部川 T: 0478-86-6075 東庄町観光協会 「県民の日」特別賞ほか賞品多数

「県民の日」
市民グラウンド・ゴルフ大会

6月8日（日）
9:00 〜 13:00

銚子市野球場（銚子市前
宿町505）

T: 
F: 

M:

0479-24-9559
0479-24-9558
taiikukan@city.choshi.lg.jp

銚子市グラウンド・ゴル
フ協会 市内在住または在勤の方対象

「県民の日」
体力測定・運動能力測定

6月15日（日）
9:00 〜 14:00

銚子市体育館（銚子市前
宿町1140）

T: 
F: 

M:
0479-24-9559
0479-24-9558
taiikukan@city.choshi.lg.jp

銚子市スポーツ推進委員
連絡協議会

握力、上体起こしなど7 〜 8種目
ほどの体力測定を行います

「県民の日」
市民ゲートボール大会

6月13日（金）
時間未定

銚子市清川町公園テニス
コート（銚子市清川町
4-6）

T: 
F: 

M:

0479-24-9559
0479-24-9558
taiikukan@city.choshi.lg.jp

銚子市ゲートボール協会 市内在住または在勤の方対象

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

ヒルトン成田　
県民の日キャンペーン

6月14日（土）　
6月15日（日）

テラス　レストラン（ロ
ビーフロア）成田市小菅
456

T: 0476-33-1121 ヒルトン成田
ヒ ル ト ン ブ ラ ン チ（11:30 〜
14:30）　 デ ィ ナ ー ブ ッ フ ェ

（17:30 〜 21:30）（20%OFF）
詳細はお問い合わせください

インターナショナルガーデンホテ
ル成田　県民の日キャンペーン

6月1日（日）
〜 6月30日（月）

レストランAVANTI
（アヴァンティ）成田市
吉倉241-1

T: 0476-23-5545 インターナショナルガー
デンホテル成田

ラ ン チ ブ ッ フ ェ（11:30 〜
14:00）　ディナーブッフェ（18 
:00 〜 21:00）（20%OFF）
詳細はお問い合わせください

オートウェーブ富里店
6月13日（金）
〜 6月15日（日）
10:00 〜 20:00

富里市七栄525-31　 T: 0476-91-1611 ㈱オートウェーブ
エコカー対応エンジンオイル交換
4ℓまで4,320円⇒2,000円。タ
イヤ前後ローテーション2,160円
⇒500円。詳細はお問い合わせ

地球の丸く見える丘展望館 6月15日（日）　　 銚子市天王台1421-1 T: 0479-25-0930 銚子市観光協会 大人　350円⇒250円
小人　200円⇒150円

銚子ポートタワー 6月15日（日）　　 銚 子 市 川 口 町2-6385-
267 T: 0479-24-9500 銚子市観光協会 大人　350円⇒250円

小人　200円⇒150円

「県民の日」
プラネタリウム無料投影

6月15日（日）　　
①11:00
②14:00

銚子市前宿町1046
T: 
F:

M:
 

0479-22-3315
0479-24-1640
bunkakaikan@city.
choshi.lg.jp

銚子市青少年文化会館 定員70名　先着順

事業名・事業内容 期日・時間 会場（所在地） 問合せ先 主催者 備　考

事業名・事業内容 期日・時間 会場（所在地） 問合せ先 主催者 備　考

事業名・事業内容 期日・時間 会場（所在地） 問合せ先 主催者 備　考

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

千葉県東総運動場　庭球場 6月15日（日）
9:00 〜 17:00 旭市清和乙621 T: 

F:
0479-68-1061
0479-68-1063

（一財）千葉県まちづく
り公社〔指定管理者〕

テニスコート一部無料
（8面のうち4面№1 〜 4）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御注意ください。

事業名・事業内容 期日・時間 会場（所在地） 問合せ先 主催者 備　考


