
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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