
 

 

 

 

 

 

【発表：2022.03.15】 

(公社)千葉県観光物産協会 

〒260-0015 千葉市中央区富士見 2-3-1 塚本大千葉ビル９階 

TEL(043)225-9170／FAX(043)225-9198 
 

 

● 

1 【休館】千葉市花の美術館   千葉市 P1 

2 白井市の魅力を発信するラッピングバス運行中 白井市 P2 

 

● 

1 潮干狩り／ふなばし三番瀬海浜公園 4/21～5/22 他 船橋市 P3 

2 ちびっこ集まれ！「すなば」 他／ふなばし三番瀬環境学習館 4/2 他 船橋市 P4 

3 4 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園  4/1～10 他 船橋市 P5～7 

4 キッチンカー販売／ふなばしメグスパ 4/29～30 船橋市 P8 

5 こいのぼり大遊泳／新川ゆらゆら橋 4/29～5/8 八千代市 P9 

6 つつじ／清水公園 4 月中旬～5 月中旬 野田市 P10 

7 
第 14 回春の牧ウマまつり～国史跡でまちおこし～／きらり鎌ケ谷

市民会館きらりホール、きらり鎌ケ谷市民会館中央公民館 
5/14・21 鎌ケ谷市 P11 

8 夜桜ライトアップイベント／成田ゆめ牧場 3/26～27 他 成田市 P12 

9 不動の大井戸茶会／なごみの米屋總本店 4/10～29 の土日祝 成田市 P13 

10 イルカウォッチング／(有)銚子海洋研究所 4/1～5/31 銚子市 P14 

11 いんざいぶらり川めぐり／印西市中央公民館裏 
4 月上旬～11 月下旬 

の第１・第 3 土日 
印西市 P15 

12 プラチナアワー 他／白井市文化センター・プラネタリウム 4/7・9 他 白井市 P16 

13 佐原五月人形めぐり／佐原の商家など 4/16～5/15 香取市 P17 

14 観藤会／水郷佐原あやめパーク 4/23～5/5 香取市 P18 

15 袋公園桜まつり／袋公園 4/1～12 旭市 P19 

16 天神山桜まつり／天神山公園 3/26～4/10 匝瑳市 P20 

17 
第 26 回 そうさチューリップ祭り 

／のさか花の広場（野栄総合支所南側） 
4/3～17 匝瑳市 P21 



18 
春のそうさ花めぐりバス 

／そうさ観光物産センター匝りの里（出発地） 
4/2～3・9～10 匝瑳市 P21 

19 第 22 回 おせん様のふじ祭り／匝瑳市木積地区（龍頭寺周辺） 4/17～5/8 匝瑳市 P22 

20 駅からハイキング／そうさ観光物産センター匝りの里 4/17～5/8 匝瑳市 P23 

21 たけのこまつり／道の駅ながら、産直広場太陽 4/17・23～24 長柄町 P24 

22 国民宿舎サンライズ九十九里／初夏九十九里浜物語 4/1～6/30 九十九里町 P25 

23 鴨川どろリンピック 2022／川代柿の木代棚田 4/29 鴨川市 P26 

24 城山公園のつつじ／城山公園 4 月中旬～5 月初旬 館山市 P27 

25 ひつじの大放牧／マザー牧場  4/29～5/1 他 富津市 P28 

26 いちはらクオードの森 鯉のぼり／いちはらクオードの森 4 月中旬～5 月下旬 市原市 P29 

27 第 30 回 いきいき市原ワンデーマーチ／小湊鉄道養老渓谷駅前 4/29 市原市 P30 

 

● 

1 水神祭
すいじんさい

／船橋漁港 4/3 船橋市 P31 

2 成田のおどり花見／成田山表参道およびその地域周辺 4/3 成田市 P32 

3 成田太鼓祭／成田山表参道、成田山新勝寺境内 4/16～17 成田市 P33 

4 小御門神社 春の例大祭／小御門神社 4/29 成田市 P34 

5 御田植祭／香取神宮 4/2～3 香取市 P35 

6 神幸祭／香取神宮 4/15 香取市 P36 

7 那古寺花祭り／那古寺 4/8 館山市 P37 

8 なぎなみ祭（年に１度の山開き）／諾冉
なぎなみ

神社 4/9 鴨川市 P38 

9 開山式／鏡忍寺
きょうにんじ

 4/11 鴨川市 P39 

 

● 

1 【ベイエリア】 わたしの田舎 谷当
や と う

工房 千葉市 P40 

2 

【南房総】 

野宮農園 南房総市 P40 

3 道の駅富楽里とみやま 南房総市 P40 

4 大多喜カエムたけのこ園 大多喜町 P41 

5 市原タケノコ園 大多喜町 P41 

6 せせらぎの滝 山口桂司農園 大多喜町 P41 

7 【かずさ・臨海】 柿山田オートキャンプガーデン 君津市 P42 

 

● 

1 
【九十九里】 

飯
はん

高寺
こ う じ

（飯高檀林跡
いいだかだんりんあと

） 匝瑳市 P43 

2 茂原牡丹園 茂原市 P43 

 

  



● 

1 
【東葛飾】 

清水公園 野田市 P44 

2 我孫子市水生植物園 我孫子市 P44 

3 【北総】 木下万葉公園 印西市 P45 

4 【九十九里】 龍頭寺
りゅうとうじ

 匝瑳市 P45 

5 【かずさ・臨海】 千葉県立富津公園 富津市 P45 

 

1 《館山野鳥の森》草木が芽吹く春の植物観察会 他 館山市 P46 

2 《内浦山県民の森》鴨川石造物百選をめぐる～大山地区～ 鴨川市 P47 

 

1 《千葉県立美術館》名品１－色彩のあじわい－ 他 千葉市 P48 

2 《千葉県立中央博物館》生態園トピックス展「カエル」 千葉市 P49 

3 《千葉県立関宿城博物館》昔のくらし展 他 野田市 P50 

4 《千葉県立房総のむら》江戸の花卉
か き

（さくら草） 栄町 P51 

5 《航空科学博物館》企画展示「世界の航空切手」 芝山町 P52 
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【休館】千葉市花の美術館 

〔千葉市〕 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市花の美術館は、施設の老朽化にともなう大規模改修工事のため休館いたします。工事期間は、令和 4 年 4 月 1

日（金）より１年半程度を見込んでおりますが、改修が終了した部分より順次オープンの予定です。主な工事内容は、天

井工事、空調設備全般、昇降機交換、造園等になります。なお、休館中の、「みどりの相談」、「フラワーカレッジ」につきまして

は、稲毛記念館にて従来どおり運営いたします。 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。 
 

・期    間:４月１日（金）から 1 年半程度 

 

お問い合わせ 
千葉市公園管理課（改修工事に関すること） TEL 043(245)5777 

千葉市花の美術館（施設利用に関すること） TEL 043(401)4641 
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白井市の魅力を発信するラッピングバス運行中 

〔白井市〕 

 

白井市の観光振興やバス路線の沿道活性化などを目的に、ちばレインボーバス株式会社が実施主体となり、白井市の特

産品である梨や全国で唯一白井市にのみ所在している中央競馬会競馬学校の魅力を発信するラッピングバスが運行してい

ます。 

このラッピングバスは、令和３年度に白井市が市制２０周年を迎えたことを記念して実施した北総線白井駅、西白井駅

の副駅名称設定事業において、西白井駅の副駅名称に決定した「梨も騎手も育つ街」をテーマとしており、株式会社アニプレ

ックスの協力により、２０２２年４月から放映している中央競馬会競馬学校を舞台としたオリジナルアニメ「群青のファンファー

レ」とのコラボも実現し、現実と創作の両面から白井市の魅力を発信したものとなっています。 

※ ラッピングバスは、主に白井線（西船橋駅～馬込沢駅～鎌ヶ谷大仏駅～白井駅～白井車庫）で運行予定です。 
 

・期    間:２月２５日（金）から運行開始 

 

お問い合わせ 
ちばレインボーバス株式会社 TEL 0476(47)3610 

白井市産業振興課 TEL 047(401)4641 
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潮干狩り／ふなばし三番瀬海浜公園〔船橋市〕 

 

春の海辺の風物詩といえば潮干狩り。東京湾の貴重な干潟「三番瀬」を臨

むふなばし三番瀬海浜公園では、家族そろって楽しめる「潮干狩り」が４月２１

日（木）からいよいよスタートします。 

春はアサリが旬を迎え、潮干狩りに最適です。また、日差しが柔らかく、夏ほど

気温も上がらないため、熱中症などのリスクが低い季節です。準備や道具が少な

く、ケガや事故の危険の少ない潮干狩りは、小さなお子様でも楽しめる手軽なマ

リンレジャーとして昔から日本人に親しまれてきました。 

ふなばし三番瀬海浜公園は、都心に最も近い潮干狩り場として、毎年、市内はもとより首都圏から集まった多くのお客様で

賑わいます。公園にはコインロッカーや足洗い場を備えているほか、潮干狩りに必要なクマデの貸し出し（有料）もあります。ま

た、噴水広場やバーベキュー場（有料、要予約）が整備され、小さなお子様から大人のグループまで一日中楽しむことができ

ます。 

さらに、潮干狩り期間内は、ふなばし三番瀬環境学習館で潮干狩りについての企画展 「これでバッチリ! 潮干狩り２０

２２」も行っております。 

２０２２年の潮干狩りは、新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、利用券の購入はコンビニエンスストアの端末機

での事前購入のみになります。
 

・期    間:４月２１日（木）～５月２２日（日） 

・場  所:ふなばし三番瀬海浜公園／船橋市潮見町４０ 

・料  金:大人（中学生以上）５００円、子供（４歳以上）２５０円 

※ アサリのお持ち帰りは１００グラムにつき１２０円 

・交  通:【電車】JR 船橋駅南口（京成船橋駅）、京葉線二俣新町駅下車二俣新道バス停より京成バスシス

テム船橋海浜公園行き終点下車  

【車】京葉道路原木 IC の原木側出口より、信号一つ目を左折、船橋中央埠頭へ直進 

 (駐車料金:普通車５００円) 

・U R L:https://www.sambanze.jp/ 

お問い合わせ ふなばし三番瀬海浜公園広報担当:大谷氏 TEL 047(435)0828／FAX 047(435)0358 
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４月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕 

 

● ちびっこ集まれ!「すなば」 

 きれいで安全な学習館の砂場で、コメツキガニの砂団子や「波のもよう」を作って遊   

ぼう。 

・日時:４月２日（土） １０:００～１２:００、 

１３:００～１５:００  

・料金:利用料のみ 

・申込:自由参加 

 

● 「三番瀬とび出すカードを作ろう」 

春の三番瀬で見られる生きものがとび出してくるカードを２つ作ったら、その生きもの

の解説を聞いて三番瀬をもっと知ってみよう。 

・日時:４月２３日（土） １３:００～１５:００   

・料金:利用料+３００円／セット 

・申込:Web フォームより要事前応募 ４月１６日（土）～１７:００まで 

※ ワークショップのお申し込み Web フォームは公式ホームページをご覧ください。 

● 企画展 これでバッチリ! 潮干狩り２０２２ 

 アサリのとり方、持ち帰り方など潮干狩り前にも後にも役に立つ、潮干狩りの裏ワザが盛りだくさん。さらに、生きものとし

てのアサリ、そして食べ方まで、バッチリご紹介します。 

・期間:４月２１日（木）～５月２１日（土）  

・料金:利用料のみ  
 

・場  所:ふなばし三番瀬環境学習館／船橋市潮見町４０ 
・料  金:有料スペース利用料 

一般４００円、高校生・大学生２００円（４月１日より大学生４００円）、小・中学生１００円 

船橋市内在住・在学の小・中学生、未就学児無料 
・休 館 日:月曜日（祝日・休日と重なった場合は次の平日が休み） 
・交  通:【電車】JR 総武線船橋駅南口（京成船橋駅）または、JR 京葉線二俣新町駅（二俣新道バス停） 

より京成バスシステム船橋海浜公園行き終点下車 
【車】京葉道路原木 IC 原木側出口より信号（一つ目）を左折、船橋中央埠頭へ直進 

・駐車料金:普通車５００円 
・U R L:公式ホームページ https://www.sambanze.jp/  

お問い合わせ 
ふなばし三番瀬環境学習館 担当:山口、小澤、和田 

TEL 047(435)7711／FAX 047(435)7712／E-mail pr@sambanze.jp 
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４月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕 

 

● ４月の休園日  月曜日（４日は除く） 

 

● ４月２日（土）は H.C.アンデルセンの誕生日を祝って中学生以下入園無料 

 

● ハンギングバスケット講習会参加者募集 

   ・ 日  時:５月１４日（土）、９月２４日（土）、１１月５日（土） 

   ・ 時  間:① １０:００～、 ② １４:００～ 

    ・ 内  容:ハンギングバスケット作りの講習会（計３回）です。 

   ・ 場  所:コミュニティーセンター 

   ・ 料  金:８,５００円 

   ・ 定  員:各１０人 

・ 申  込:４月１日（金）から電話受付 

           ※ 費用には 3 回分の講習会費用と材料費、2 回分のハンギングバスケット費用を含みます。３回目のハ

ンギングバスケットは１回目の再利用となります。 

 ● さくらまつり 

   ・ 期  間:３月１９日（土）～４月７日（木）  

   ・ 内  容:園内で１０種類８００本の桜が開花します。  

    

 

  ● アンデルセン童話 花の展示 

   ・ 期  間:４月１日（金）～１０日（日）  

   ・ 場  所:コミュニティーセンター 

・ 内  容:アンデルセン童話をテーマにした花の展示を行います。 

     

● アンデルセンバースデーイベント 童話歌劇「おやゆび姫」 

   ・ 期  日:４月２日（土）  

   ・ 時  間:① １１:３０～、② １３:３０～ 

・ 場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム  

・ 出  演:劇団プラネット 

 

  ● 球根ベゴニアの寄せ植え作り 

   ・ 期  日:４月１６日（土）～１７日（日） 

   ・ 時  間:① １０:３０～、 ② １４:００～ 

   ・ 場  所:コミュニティーセンター 

   ・ 料  金:２,０００円 

   ・ 定  員:各１０人 

・ 申  込:４月１日（金）９:００から予約専用電話（457-6691）で受付 
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● ハンギングバスケットコンテスト作品展示 

   ・ 期  間:４月１７日（日）～５月５日（木・祝）  

   ・ 内  容:個性あふれるハンギングバスケットの作品展示を行います。 

作品募集は４月１０日（日）まで。 

詳細は同園にお問い合わせください。   

・ 場  所:太陽の橋   

 

  ● グリーンマーケット 

   ・ 期  日:４月２３日（土）～２４日（日） ※ 雨天中止  

・ 場  所:メルヘンの丘ゾーン イベント広場 

・ 内  容:花苗 等の販売 

 

● 泳げ!みんなのこいのぼり 

   ・ 期  間:４月２９日（金・祝）～５月５日（木・祝）  

・ 場  所:ワンパク王国ゾーン 芝生広場 

・ 内  容:鯉のぼりが大空を泳ぎます。 

 

 

● BONSAI・こけ玉展 

   ・ 期  間:４月２９日（金・祝）～５月５日（木・祝）  

・ 場  所:コミュニティーセンター 

・ 内  容:樹木や野草を使った盆栽、こけ玉、鉢植えなど約５０点の展示と即売を   

行います。 

 

 

● こけ玉ワークショップ 

   ・ 期  間:４月２９日（金・祝）～５月 5 日（木・祝） 

   ・ 時  間:① １０:００～、② １３:００～、③ １５:００～ 

   ・ 場  所:コミュニティーセンター 

   ・ 内  容:観葉植物などを使ったこけ玉作りの教室です。  

   ・ 定  員:各回先着８人 

・ 料  金:５００円 

 

 

 

● 第１３回アンデルセン公園きりがみ展 

   ・ 期  間:４月２４日（日）～５月１５日（日）  

・ 場  所:子ども美術館 展示室１、２ 

・ 内  容:「第１３回アンデルセン公園きりがみコンクール」入賞作品の展示をはじ

め、これまでの入賞作品やアンデルセンの切り紙作品（複製）など切り紙

の魅力、楽しさをたっぷり紹介します。 

● ４月の花 

   園内ではソメイヨシノ、シダレザクラ、ヤエザクラなどの桜が順次見ごろを迎え、チューリップ、ナノハナ、スイセンなど約１５０ 

種類１０万株の草花が園内を彩るほか、広さ約６００㎡のなのはな迷路もオープン予定です。 

※ 状況によりイベントの延期や中止がございます。詳しくは公式ホームページをご確認ください。 
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・場  所:ふなばしアンデルセン公園／船橋市金堀町５２５ 

・料  金:入園料金のみ〔一般９００円、高校生（生徒証提示で）６００円、小・中学生２００円、 

幼児１００円〕 

・交  通:【電車】新京成線三咲駅からバス セコメディック病院行きで約１５分アンデルセン公園下車徒歩 

１分 

お問い合わせ ふなばしアンデルセン公園 TEL 047(457)6627／FAX 047(457)6140 
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キッチンカー販売／ふなばしメグスパ〔船橋市〕 

 

キッチンカーで旬のイチゴなどを使ったフルーツドッグや、あんこドッグを販売します。 

※ 新型コロナウィルスの感染状況により変更あり 
 

・日    時:４月２９日（金・祝）～３０日（土） １１:００～１６:００ 

・場  所:ふなばしメグスパ／船橋市大神保町１３５６－３ 

・料  金:各３００円 

・交  通:【電車】北総線小室駅・新京成線三咲駅・JR 総武線船橋駅・東葉高速鉄道北習志野駅から路線バ

ス乗車  

【車】国道１６号線 小室交差点を船橋方向に１．２ｋｍ 

・U R L:https://f-meguspa.jp/ 

 

お問い合わせ ふなばしメグスパ TEL 047(457)5151／FAX 047(436)8010 
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こいのぼり大遊泳／新川ゆらゆら橋〔八千代市〕 

 

八千代市の春の風物詩。市民の方々が寄贈した鯉のぼり約１００匹と、景気高揚を願う３匹の「景気うなぎのぼり」が

大空を悠々と舞います。 
 

・期    間:４月２９日（金・祝）～５月８日（日） 

・場  所:新川ゆらゆら橋／八千代市村上、萱田 

・交  通:【電車】東葉高速線村上駅下車徒歩１０分 

・U R L:http://www.yachiyocci.jp/ 

 

お問い合わせ 八千代ふるさと親子祭実行委員会事務局（八千代商工会議所内） TEL 047(483)1771 
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つつじ／清水公園〔野田市〕 

 

園内には約１００種類、２万株のつつじが咲き誇り、鮮やかな色彩が楽しめます。中には樹齢約３００年の古木もあり

ます。 

※ 新型コロナウイルス感染予防のため、今年のつつじまつりは中止となりました。 
 

・見  頃:４月中旬～５月中旬 

・場  所:清水公園／野田市清水９０６ 

・交  通:【電車】東武アーバンパークライン清水公園駅西口下車徒歩１０分 

 

お問い合わせ ㈱千秋社・清水公園 TEL 04(7125)3030 
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第１４回春の牧ウマまつり～国史跡でまちおこし～／きらり鎌ケ谷 

市民会館きらりホール、きらり鎌ケ谷市民会館中央公民館 

〔鎌ケ谷市〕 

 

① とっこめ寄席～落語と鹿芝居～ 

大名跡である「金原亭馬生（きんげんていばしょう）」ゆかりの地で、金原亭一門とゲスト師匠による落語会を開催します。 

演目:落語、鹿芝居受付 

※ 全席指定 

※ 未就学児入場不可 

② とっこめ塾～見て聴いて知る国史跡～ 

JRA 競馬学校職員による馬の話、市職員による国史跡下総小金中野牧跡の基礎知識を学ぶ講座と捕込の現地見学、

保全活動を行います。 
 

・日    時:① ５月１４日（土） 開場 １３:００／開演 １３:３０ 

      ② 5 月２１日（土） １３:００～１６:００ 

・場  所:① きらり鎌ケ谷市民会館きらりホール／鎌ケ谷市富岡１－１－３ 

      ② きらり鎌ケ谷市民会館中央公民館／鎌ケ谷市富岡１－１－３ 

・料  金:① 一般前売り２,０００円、当日２,５００円、中学生以下１,０００円（前売り、当日共通） 

        ※ 前売り券完売の場合は、当日券の販売はありません。 

        ※ ３月１５日（火）から受付開始、申込み先着順。チケット引換は４月１８日（月）以降 
      ② 無料 

        ※ ３月１５日（火）から受付開始、申込み先着順。 
・交  通:【電車】新京成線初富駅下車徒歩３分 

 

お問い合わせ 

国史跡下総小金中野牧跡周知普及実行委員会事務局（鎌ケ谷市文化・スポーツ課内） 

TEL 047(445)1528／FAX 047(445)1100 

E-mail bunka@city.kamagaya.chiba.jp 
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夜桜ライトアップイベント／成田ゆめ牧場〔成田市〕 

● ゆめあかり～まきばの花物語～ 

冬の寒さを越えて、花を咲かせる植物たち。今年も成田ゆめ牧場では、桜をライトアップした夜間特別営業を開催いたしま

す。昼間とは違った演出をお楽しみください。 

   ・期 日:３月２６日（土）～２７日（日）、４月１日（金）～２日（土）  

・時 間:暗くなり次第～１９:３０（最終入場１９:００） 

※ ４月１日（金）のみ１８:００まで（最終入場１７:００） 

・料 金:大人（中学生以上）７５０円、小人３００円、わんちゃん無料、駐車料金無料 

※ ４月１日（金）のみ大人（中学生以上）４５０円、小人１００円 

※ イベントの参加料金は牧場入場料別途 

※ 上記料金はすべて開催日の１６:００から適用 

※ 桜の開花状況により、日程を変更する場合がございます、その際は HP にてお知らせいたします 

※ 荒天中止（当日１０:００までに HP にて告知）、雨天時は内容を縮小して開催 

 

・場 所:成田ゆめ牧場／成田市名木７３０－３ 

・入場料:大人（中学生以上）１,４５０円、小人（3 歳以上）７００円、６５歳以上１，２５０円   

・交 通:【電車】JR 成田線滑河駅下車無料送迎バス１０分（運行時間はお問い合わせください） 

【車】圏央道下総 IC から約２分 

・U R L: https://www.yumeokujo.com/ 

 

お問い合わせ 成田ゆめ牧場 TEL 0476(96)1001／FAX 0476(96)1055 

 

  



13 

 

 
不動の大井戸茶会／なごみの米屋總本店〔成田市〕 

 

なごみの米屋總本店の入口から店内を通り抜けて外に出ると、工場に面してお不動様旧跡庭園があります。この庭園は、

お不動様の名で親しまれる成田山新勝寺のご本尊「不動明王像」が約４００年前に遷座された場所として知られています。 

庭園の一角には「不動の大井戸」があり、４００年以上前から人々の霊水として愛されています。イベント開催日には不

動の大井戸から汲み上げた水を使用して、成田市表千家茶道会社中によるお茶会（野点）が開催されます。 
 

・期    間:４月１０日（日）～２９日（金・祝）の土日祝  

・時  間:１０:００～１５:００ 

・場  所:なごみの米屋總本店２階成田生涯学習市民ギャラリー／成田市上町５００ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 成田線成田駅または、京成線京成成田駅下車徒歩約１０分 

 

お問い合わせ （一社）成田市観光協会 TEL 0476(22)2102 
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イルカウォッチング／(有)銚子海洋研究所〔銚子市〕 

 

親潮と黒潮の流れる銚子沖では、陸から１～３０km の沿岸から沖合い海域でほぼ１年を通じて野生のイルカやクジラ、 

また、たくさんの生き物たちを通して、海の素晴らしさと大自然の営みに触れることができます。 

銚子の海で、彼らとの出会いと感動をぜひ旅の思い出にしてみませんか? 

【沖合イルカウオッチング】（沖合コース） 

・期  間:４月１日（金）～５月３１日（火） 

・所要時間:３～４時間 

・出航時間:１日１回運行 １３:００～（ゴールデンウイークも同様） 

・料  金:大人（高校生以上）７,５００円、小人（小・中学生） ６,０００円 

      ※ 小学生未満はご乗船できません 

・定  員:２０名（先着順）  

※ 要事前予約 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員削減中 

【沿岸イルカウオッチング】（沿岸コース） 

・期  間:４月１日（金）～５月３１日（火） 

・所要時間:１時間～１時間３０分 

・出航時間:1 日 1 回運行 １０:００～（ゴールデンウイークも同様） 

・料  金:大人（高校生以上）４,５００円、小人（小・中学生）３,５００円 

      幼児２,０００円 ※ ３歳未満はご乗船できません。 

・定  員:２０名（先着順） 

※ 要事前予約 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員削減中 
 

・集合場所:(有)銚子海洋研究所／銚子市潮見町１５－９ 

・集合時間:出航時間の３０分前 

・交  通:【電車】JR 総武本線銚子駅下車千葉交通バス千葉科学大学線千葉科学大学マリーナ前下車 

・U R L:https://www.choshi-iruka-watching.co.jp 

お問い合わせ (有)銚子海洋研究所 TEL 0479(24)8870 
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いんざいぶらり川めぐり／印西市中央公民館裏〔印西市〕 

 

風を感じる遊覧船で、印西市内を流れる六軒川、弁天川、手賀川をめぐる小さな船旅です。川辺には様々な水鳥や魚が

生息し、季節ごとに表情を変化させます。 

 

【コース】 

● ６０分コース:手賀川まで進み発作
ほっさく

地区の田園風景を楽しみます。 

● 手賀沼コース（貸し切り）:船を貸し切って手賀沼まで行くコースです。  

※ 乗船には予約が必要です。詳しくは印西市観光情報館へ。 

※ 第３土曜日には、川の停車場（第 2 発着所）からも運航しております。 
 

・期    間:４月上旬～１１月下旬の第１、第３土曜日とその翌日の日曜日  

・時  間:１０:００～１５:００ 

・場  所:印西市中央公民館裏（第１発着所）／印西市大森３９３４－１ 

・料  金:【６０分コース】大人１名１,０００円、小学生 1 名６００円、小学生未満無料 

【手賀沼コース（貸し切り）】１隻１１名まで。一時間当たり１０,０００円、運航期間は要相談 

           ※ いずれも雨天・強風中止 

・交  通:【電車】JR 成田線木下駅北口下車徒歩５分 

・U R L:NPO 法人印西市観光協会 http://www.inzaikankoukyokai.com/ 

 

お問い合わせ 印西市観光情報館 TEL 0476(45)5300 
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プラチナアワー 他／白井市文化センター・プラネタリウム〔白井市〕 

 

● プラネタリウム投映 （約４５分間） 

土、日曜、４月１日（金）・２９日（金・祝）  

１１:３０～  「ロイ君とみんなのうちゅう ～ちっちゃい星めぐり～」 ※ ４月３０日（土）は別内容  

  ロイ君と一緒に、太陽系の小さな仲間たちの不思議を探りましょう。星座解説もあります。 

１５:００～ 「星座ミュージアム北斗七星～祈りの先に輝く星～」  

おなじみの「柄杓星」の、世界各地に伝わる見方や物語をご紹介します。星座解説もあります。 

  料金:大人３５０円、子ども１６０円 

● プラチナアワー（約４５分間） 

  懐かしい音楽と共に、きらりと光る天文のお話しと星空を楽しむ大人向けの投映です。 

  今回のお話は「惑星集合」です。 

日時:４月７日（木） １１:００～、９日（土）１３:３０～ 

料金:大人３５０円 

● ひよこプラネタリウム (約３０分間)   

プラネタリウムは初めてという小さなお子様と、ご家族向けの番組です。 

日時:４月２７日（水）・３０日（土） １１:３０～  

料金:大人２００円、子ども無料 

● 太陽黒点を見る会 

 太陽の黒点を、安全な方法で観望します。雨天、曇天の場合は中止。 

  日時:４月９日（土） １１:３０～１３:３０ 

  料金:無料、予約不要 

【プラネタリウムの観覧券は、各回とも投映開始３０分前から文化センター３階窓口で発売します】 
 

・場  所:白井市文化センター・プラネタリウム／白井市復１１４８－８ 

・交  通:【電車】北総線白井駅北口下車徒歩１５分 

      【車】国道１６号白井交差点から５分（無料駐車場２３０台） 

・U R L:https://www.center.shiroi.chiba.jp/planet/ 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業や定員を変更する場合がありますので、お

問い合わせください。 

 

お問い合わせ 白井市文化センター・プラネタリウム TEL 047(492)1125 
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佐原五月人形めぐり／佐原の商家 など〔香取市〕 

 

江戸の商都の面影を残す佐原の町並みをめぐり、それぞれの商家自慢のお宝を見てもらう「佐原まちぐるみ博物館」を、佐

原おかみさん会が運営。その企画展の一つとして、４月から５月に「佐原五月人形めぐり」を開催しています。佐原まちぐるみ

博物館の半数以上で期間中、老舗に伝わる年代ものの人形など、家々で大切にしている五月飾りを公開します。佐原町並

み交流館などの周辺施設でも五月人形が飾られ、町の様々な場所で個性豊かな人形たちと出会えます。表にかかげられる

若草色のまねき布を目印に、ゆっくりと町を巡ってご覧ください。 
 

・期    間:４月１６日（土）～５月１５日（日） ※ 予定 

      ※ 開店時間、定休日は各個店で異なります 

・場  所:佐原の商家 など／香取市佐原 

・交  通:【電車】JR 成田線佐原駅下車徒歩１５分 

【車】東関東自動車道佐原香取 IC から１０分程度で市街地へ 

・U R L:http://www.sawaraokami.com/ 

 

お問い合わせ 佐原おかみさん会 TEL 080(5455)7577 
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観藤会／水郷佐原あやめパーク〔香取市〕 

⾧く垂れて咲く艶やかな藤の花。４月下旬になると藤の花が見頃を迎え、園内は藤の優しい香りに包まれます。正面ゲート

のほど近くにある７０メートルにも及ぶ藤のトンネルは“幸せの道”として注目を集めています。 

また、サッパ舟に乗っての園内舟めぐりも期間中のみ毎日運航しています。※ 雨天・強風日は中止 
 

・期    間:４月２３日（土）～５月５日（木・祝） ※ 期間中は無休 

・開園時間:９:００～１６:３０ 

・場  所:水郷佐原あやめパーク／香取市扇島１８３７－２ 

・料  金:【入園料】※ 団体料金は２０人以上 

 

 

 

 

 

 

【園内舟めぐり】中学生以上５００円、３歳～小学生２００円 

・交  通:【電車】JR 成田線佐原駅から佐原循環バス北佐原・新島ルート あやめパークバス停下車 

（平日のみ運行） 

関鉄グリーンバス東京駅発鉾田駅行き水郷佐原あやめパーク入口下車徒歩５分 

京成バス・千葉交通 浜松町・東京駅発佐原経由銚子行き佐原駅北口下車 

【車】東関東自動車道大栄ＩＣまたは、佐原香取ＩＣから潮来方面へ約３０分 

・U R L:https://ayamepark.jp/ 

 

お問い合わせ 
水郷佐原あやめパーク TEL 0478(56)0411 

水郷佐原観光協会 TEL 0478(52)6675 

  

 大 人 ６５歳以上 小・中学生 

一 般 
《４月》２００円 

《５月》６００円 

《４月》１５０円 

《５月》５００円 

《４月》１００円 

《５月》３００円 

団 体 
《４月》１５０円 

《５月》５００円 
同上 

《４月》７０円 

《５月》２５０円 
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袋公園桜まつり／袋公園〔旭市〕 

 

袋公園ため池周辺には、約５００本の桜が植えられ、約１,４００ｍにわたり桜の遊歩道が続きます。上空にはたくさん

の鯉のぼりが元気に泳ぎ、その様は圧巻です。夜には提灯がともり、夜桜も楽しむことができます。 

※ 今年はステージイベントを実施しません。 
 

・期    間:４月１日（金）～１２日（火） 

・時  間:【夜桜】１７:００～２０:００ 

・場  所:袋公園／旭市鎌数４０１３ 

・交  通:【電車】JR 総武本線旭駅から小見川駅行きバスを利用 

【車】銚子連絡道横芝光 IC から国道１２６号線経由で約３０分 

・U R L:http://www.city.asahi.lg.jp/kanko/event/index.html 

 

お問い合わせ 袋公園桜まつり実行委員会事務局（旭市観光物産協会） TEL 0479(62)7537 
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天神山桜まつり／天神山公園〔匝瑳市〕 

 

天神山公園では、園内に植えられた多くの桜が成⾧し、見頃を迎えます。会場内は芝生広場など多様なオープンスペース

が整備されており、展望台からは市内を一望できます。 

期間中は、八日市場駅前のそうさ観光物産センター匝りの里から天神山公園にかけてのぼり旗が立ち並びます。 

桜の種類:約５００本（ソメイヨシノ、関山、オオシマサクラ、八重桜 等） 
 

・期    間:３月２６日（土）～４月１０日（日） 

・場  所:天神山公園／匝瑳市八日市場イ２２９８ 

・交  通:【電車】JR 総武本線八日市場駅下車徒歩１５分 

 

お問い合わせ 匝瑳市産業振興課 TEL 0479(73)0089 
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第２６回 そうさチューリップ祭り 

／のさか花の広場（野栄総合支所南側）〔匝瑳市〕 

 

匝瑳市の花、チューリップ 6 万本が一斉に咲き競い、春のおとずれを運んできます。 
 

・期    間:4 月３日（日）～１７日（日） 

・場  所:のさか花の広場（野栄総合支所南側）／匝瑳市今泉６５２５－１ 

・交  通:【電車】JR 総武本線八日市場駅から市内循環バス野栄総合支所下車 

（循環バスは日曜、祝日は運休／３日（日）、9 日（土）、１０日（日）はそうさ観光物産

センター匝
めぐ

りの里から周遊バスを運行予定） 

【車】銚子連絡道路横芝光 IC より約２０分 

お問い合わせ 
そうさチューリップ祭り実行委員会事務局（匝瑳市野栄総合支所内） 

TEL 0479(67)3111 

 

 
春のそうさ花めぐりバス 

／そうさ観光物産センター匝りの里〔匝瑳市〕 

 

JR 八日市場駅前のそうさ観光物産センター匝りの里を起点とし、春の花スポット等を巡る無料観光周遊バスを運行します。 

見頃を迎える小高の黄門桜や天神山公園の桜の散策にご利用ください。 

花めぐりバスで春の一日をお楽しみください。 
 

・日    時:４月２日（土）～３日（日）・９日（土）～１０日（日） 第１便 ９:１５頃（予定） 

・場  所:そうさ観光物産センター匝りの里（出発地）／匝瑳市八日市場イ１３７－１ 

・交  通:【電車】JR 総武本線八日市場駅下車徒歩１分 

お問い合わせ 匝瑳市産業振興課 TEL 0479(73)0089 
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第２２回 おせん様のふじ祭り 

／匝瑳市木積地区（龍頭寺周辺）〔匝瑳市〕 

 

木積地区に古くから伝わる箕製作技術は国の重要無形民俗文化財に指定されています。 

毎年ふじの咲く時期である４月下旬～５月上旬を中心に元禄時代に福箕（ふくみ）を創造された加納おせん様への感

謝とふじの木への御礼をこめて、“おせん様のふじ祭”が開催されます。木積地区では龍頭寺の大藤をはじめとし、約３００本

もの藤がご覧いただけます。 
 

・期    間:４月１７日（日）～５月８日（日） 

・場  所:匝瑳市木積地区（龍頭寺周辺）／匝瑳市木積１２１５ 

・交  通:【電車】JR 総武本線 八日市場駅から市内循環バス木積下車（循環バスは日曜、祝日は運休） 

※ 4 月１７日（日）～２２日（金）は、そうさ観光物産センター匝りの里からシャト

ルバスを運行予定。 

お問い合わせ 匝瑳市産業振興課 TEL 0479(73)0089 
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駅からハイキング／そうさ観光物産センター匝りの里〔匝瑳市〕 

 

● 駅からハイキング  匝る☆瑳やかハイキング～福箕の里・木積のフジを見に行こう～ 

フジを使った「箕作り」で知られる「福箕（ふくみ）の里・匝瑳市木積地区」。フジの木が花をつけるこの時期に開催されてい

る「ふじ祭り」に合わせて実施いたします。地域を彩る３００本のフジ棚の散策が楽しめます。 
 

・期    間:４月１７日（土）～５月８日（日） 

・受付場所: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 

・受付時間:９:００～１１:４５ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 総武本線八日市場駅下車徒歩１分 

      【車】銚子連絡道路横芝光 IC から約２０分 

 

お問い合わせ 匝瑳市産業振興課 TEL 0479(73)0089 
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たけのこまつり／道の駅ながら、産直広場太陽〔⾧柄町〕 

 

県内有数のたけのこの産地である⾧柄町産のたけのこは苦みやえぐみが少なく、甘くて美味しいと評判です。 

朝堀りした新鮮なたけのこを即売します。風味豊かな春の味を、ぜひご賞味ください。 
 

・期    間:４月１７日（日）／道の駅ながら 

      ４月２３日（土）～２４日（日）／産直広場太陽  

・場  所:道の駅ながら／⾧生郡⾧柄町六地蔵１３８－１ 

      産直広場太陽／⾧生郡⾧柄町山根２０１０ 

・料  金:無料 

・交  通:【車】圏央道茂原⾧柄 SIC から約５分 

・U R L:産直広場太陽 https://www.nagara-taiyofarm.com/  

 

お問い合わせ 
道の駅ながら TEL 0475(35)4741 

産直広場太陽 TEL 0475(47)3711 
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初夏九十九里浜物語／国民宿舎サンライズ九十九里（九十九里町） 

 

ハマグリを使った先付から新鮮なお魚を使ったお造り、カマスの塩焼きに国産牛のプレート焼き、揚げ物、イワシの摘入汁など

地産地消の彩り特撰会席。スズキの油焼きや伊勢海老のサラダ、アジのカルパッチョに釜飯、国産牛をローストしたお料理など

極み会席はさらに一段豪華なお料理を召し上がって頂けます。ご好評頂いております房総うまいっぺブッフェも開催予定ですの

で素敵なお食事を心行くまでお楽しみください。 

サンライズ九十九里で過ごす非日常の数々がお客様の心を癒し、お愉しみいただけること間違いなしです。初夏も是非、サ

ンライズ九十九里へお越しください。 

※ 写真左は極み会席の写真 写真右は彩り特撰会席の写真。仕入状況により一部変更になる可能性がございますの

でご了承ください。 
 

・期  間:４月１日（金）～６月３０日（木） 

・場  所:国民宿舎サンライズ九十九里／山武郡九十九里町真亀４９０８ 

・料  金:① 彩り特撰会席コース:\１５,４００～（１泊２食付き） 

      ② 極み会席コース:\１７,０５０～（１泊２食付き） 

      ③ 房総うまいっぺブッフェコース:ご好評につき開催予定  

※ 消費税込み、２名様以上でのご案内表記になります 

※ 内容、ご料金に関して詳しくは、当館 HP もしくはお電話にてご確認ください。 

・交  通:【電車】JR 千葉駅から小湊鐡道バス白子中里行きサンライズ九十九里下車 

JR 外房線大網駅から小湊鐡道バスサンライズ九十九里行き終点下車 

JR 東金線東金駅から九十九里鉄道バスサンライズ九十九里行き終点下車 

             JR 東京駅から高速バス白子中里行き（サンライズ九十九里経由）サンライズ九十九里下車 

・U R L:https://www.sunrise99.jp/ 

 

お問い合わせ 国民宿舎サンライズ九十九里 TEL 0475(76)4151／FAX 0475(76)4908 
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鴨川どろリンピック２０２２／川代柿の木代棚田〔鴨川市〕 

 

関東有数の良質な米どころ、鴨川市。大山千枚田に代表される棚田も各所に点在しています。その文化や景観に親しん

でもらおうと鴨川市川代集落の協力で、田植え直前の棚田を会場にしたどろんこスポーツ大会を開きます。田んぼの泥の中で、

どろんこスライダー、どろんこサッカー、どろんこフラッグスなど大人も子どもも一緒に楽しめるどろんこ遊びをします。 

 

【参加お申し込み】 

ウェルネスポーツ鴨川の公式サイトより、ウェブ申込フォームに入力または、お電話（個人、団体でのお申込み可能） 
 

・日  時:４月２９日（金・祝） １０:３０～１３:３０ ※ 雨天順延の場合４月３０日（土） 

・会  場:川代柿の木代棚田／鴨川市川代地区 

・参 加 料:大人、子ども共通８００円（軽食、保険料込み） 

・持 ち 物:汚れてもよい服装、ゴーグル、サンダル、田植え足袋、ジャンパーやカッパ等の風よけ、マスク、

着替え、タオル、ドリンク 

・募集人数:３０～４０名程度 

・交  通:【電車】東京駅から JR 外房線特急わかしお号（１時間５０分）安房鴨川駅から 

路線バスで安房鴨川駅東口バス停から総合運動場バス停下車徒歩 7 分 

東京湾フェリーまたは、平塚本郷行きにご乗車ください。 

【車】東京・横浜→東京湾アクアライン→君津 IC→房総スカイライン→県道千葉鴨川線→鴨川市

内（計９０分） 

・U R L:https://wellspo.jp/ 

 

お問い合わせ （一社）ウェルネスポーツ鴨川 TEL 04-7092-1114／E-mail info@wellspo.jp 
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城山公園のつつじ／城山公園〔館山市〕 

 

房総里見氏の城跡として知られる城山公園は、約６,０００本のツツジの名所として親しまれています。 

オオムラサキ、ヒラドツツジ、クルメツツジが城山全体を華やかに彩ります。 

 
 

・見  頃:４月中旬～5 月初旬 ※ 天候により変動あり、見頃情報は下記へお問い合わせください。 

・場  所:城山公園／館山市館山３６２ 

・交  通:【電車】JR 内房線館山駅から JR バス洲の崎方面行きまたは、日東バス館山航空隊行き城山公園

前下車徒歩すぐ 

 

お問い合わせ 城山公園管理事務所 TEL 0470(22)8854 
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ひつじの大放牧／マザー牧場〔富津市〕 

 

ゴールデンウィークの早朝の特別ショーとして、２００頭の羊の群れを大放牧します。 

すがすがしい朝の草原で、羊たちがのんびりと草をたべているそんな牧歌風景のなかで、羊たちとのふれあいを楽しめます。 
 

・期  間:4 月２９日（金・祝）～５月１日（日）、５月３日（火・祝）～５日（木・祝） 

・時  間:HP、GW 特設ページにて公開（４月下旬公開予定） 

・場  所:マザー牧場／富津市田倉９４０－３ 

・料  金:入場料:大人（中学生以上）１,５００円、小人（４歳～小学生）８００円、３歳以下無料、 

          同伴犬１頭７００円（入場の際はご利用規約へのご署名が必要となります） 

ひつじの大放牧:観覧無料 

・駐車料金:乗用車１日１,０００円 

・交  通:【電車】JR 内房線君津駅南口から日東交通バスマザー牧場行きで約３５分 

【車】館山自動車道木更津南 IC から約１５km 

館山自動車道君津 PA スマート IC（ETC 車限定）から約８km 

・U R L:http://www.motherfarm.co.jp 

お問い合わせ マザー牧場 TEL 0439(37)3211 
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いちはらクオードの森 鯉のぼり／いちはらクオードの森〔市原市〕 

 

いちはらクオードの森は、１０コースの散策路が整備された自然豊かな公園で菖蒲、紫陽花等の花や紅葉、バードウォッチ

ングなど四季折々の自然の魅力に触れることができます。 

毎年、４月中旬から５月下旬にかけて、公園入口でたくさんの鯉のぼりを見ることができます。 
 

・期    間:４月中旬～５月下旬 

・場  所:いちはらクオードの森／市原市柿木台１０１１ 

・交  通:【電車】小湊鉄道月崎駅下車徒歩１５分 

・U R L:http://ichihara-forest.jp/ 

 

お問い合わせ いちはらクオードの森管理事務所 TEL 0436(96)1119 
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第３０回 いきいき市原ワンデーマーチ 

／小湊鉄道養老渓谷駅前〔市原市〕 

 

新緑の映える養老渓谷で自然に触れながら、自分の体力に合わせたコースを選びハイキング。ひとりでのんびりと、家族や仲

間と一緒ににぎやかに、のどかな里山を歩いてみてはいかがでしょう。 

参加者には昼食場所で協力団体から味噌汁のサービスや、ゴール後には養老渓谷駅での足湯サービスなどを予定しており、

お楽しみも満載です。 
 

・期  日:４月２９日（金・祝） 

・場  所:小湊鉄道養老渓谷駅前（受付、スタート）／市原市朝生原１７７ 

・交  通:【電車】小湊鉄道養老渓谷駅下車 

【車】圏央道市原鶴舞 IC から約２０分または、圏央道木更津東 IC から約３０分 

 

お問い合わせ 市原市役所 TEL 0436(22)1111 
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水神
すいじん

祭
さい

／船橋漁港〔船橋市〕 

 

冬の漁が終わり、この日から春の漁が始まる節目として重要な意味を持つ、江戸時代から続くとされる年中行事です。 

接岸された漁船の上で、神事「船橋大神宮の神楽」（市指定無形民俗文化財）、餅まきが行われます。その後、大漁

旗を掲げた漁船が大漁と五穀豊穣を祈願するため、沖合いへ向かい、神前に奉納した五穀（米、麦、粟、ひえ、大豆）の

種まきを行います。 
 

・日  時:４月３日（日） １０:００～ 

・場  所:船橋漁港／船橋市湊町３丁目 

・交  通:【電車】京成線大神宮下駅下車徒歩約１３分 

 

お問い合わせ 船橋市教育委員会文化課 TEL 047(436)2887 
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成田のおどり花見／成田山表参道およびその地域周辺〔成田市〕 

 

約３００年前の元禄年間の頃から行われており、神仏をなぐさめ、悪疫退散を祈り、五穀豊穣を願う踊りで、昭和３９

年に千葉県無形民俗文化財に指定されました。 

賑やかな歌の披露をはじめ、古式ゆかしい弥勒
み ろ く

踊りが太鼓の音や歌い手の歌詞に合わせて繰り広げられます。 

成田山新勝寺の門前町を形成する旧成田村の本町、仲町、上町、幸町、花崎町、田町、東町の７町内の女性たちが

年番で１６の神仏の前で踊りを奉納し、参拝します。 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、予定が大幅に変更、中止となる場合があります。 
 

・日    時:４月３日（日） ７:００～１８:００（予定） 

・場  所:成田山表参道およびその地域周辺／成田市成田１付近 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 成田線成田駅または、京成線京成成田駅下車徒歩１分 

 

お問い合わせ （一社）成田市観光協会 TEL 0476-22-2102 
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成田太鼓祭／成田山成田山表参道、成田山新勝寺境内〔成田市〕 

 

成田山新勝寺と成田山表参道一帯を舞台に、全国各地から集まった約６０団体、総勢約１,５００人の実力派の和

太鼓演奏者達により２日間にわたって行われる祭りです。 

 この勇壮な祭りは、日本屈指の太鼓の祭典として知られており、観客は例年２０万人を超え、陽春の大気を震わせ、身体

の奥底に響き渡る太鼓の轟音とパフォーマンスとが圧倒的な迫力で繰り広げられます。 

太鼓に打ち込む演奏者、力強い太鼓の響き、祭りを盛り上げ、成功させようとする人々の思い。それに呼応する観客の

方々の姿。祭りの両日、成田は日本で最も熱く賑やかな街になります。 

 みどころは、両日１０:００から成田山新勝寺大本堂前で行われる「千
せ ん

願
が ん

華
は な

太鼓
だ い こ

」、４月１６日（土）１７:００か

ら成田山新勝寺大本堂特設ステージで行われる「成田山千年夜舞台」、４月１７日（日）１５:００から成田山表参

道で行われる「千鼓万礼パレード」などです。千願華太鼓は、出演者が一斉に太鼓を打ち鳴らす成田太鼓祭の幕開けにふさ

わしい華やかなイベントです。成田山千年夜舞台は、かがり火が焚かれた幽玄な舞台で開かれる特別な演奏会です。実力

派太鼓チームが魅せる迫力と躍動感に満ち溢れるパフォーマンスは、舞台と客席全体を熱気と感動で包み込みます。また、千

鼓万礼パレードは和太鼓チームはもちろん、スチールドラムやサンバなどの世界の民族音楽チームも参加し、出演者、観客、

商店街が一体となって盛り上がり、太鼓祭のフィナーレを飾ります。 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、予定が大幅に変更、中止となる場合があります。 
 

・日    時:４月１６日（土） １０:００～１９:００ 

      ４月１７日（日） １０:００～１７:００ 

・場  所:成田山表参道、成田山新勝寺境内／成田市成田１ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】〔成田山表参道〕JR 成田線成田駅または、京成線京成成田駅下車徒歩１分 

〔成田山新勝寺〕JR 成田線成田駅または、京成線京成成田駅下車徒歩１５分 

・U R L:http://nrtm.jp/ 

 

お問い合わせ 成田太鼓祭実行委員会事務局 TEL 0476(24)3232 
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小御門神社 春の例大祭／小御門神社〔成田市〕 

 

小御門神社の御鎮座に因み、春の御例祭が毎年４月２９日に行われています。地元の方々から「ブンテコさん」と言われ

ているお祭りです。祭典中に奉納される舞楽、立身流の奉納演武、子供神輿、成田市土室区神楽保存会による神楽奉納

など、数々の奉納行事が行われ、近郷近在から、多数の参拝者が訪れ賑わいます。 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、予定が大幅に変更、中止となる場合があります。 
 

・日  時:４月２９日（金・祝） １０:００～ 

・場  所:小御門神社／成田市名古屋８９８ 

・交  通:【電車】JR 成田線滑河駅から成田市コミュニティバスしもふさ循環ルート滑川・名古屋方面行き 

小御門神社前下車 

・U R L:http://komikado.or.jp/ 

 

お問い合わせ 小御門神社 TEL 0476(96)0449 
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御田植祭／香取神宮〔香取市〕 

 

その年の五穀豊穣を祈る御田植祭は、大阪住吉大社、三重伊勢神宮とならび日本三大御田植祭の一つに数えられてい

ます。史料によれば、明徳２年（１３９１）には、既に行われていたと考えられています。田植式では、稚児や神職などが

参道から御神田へと向かい、早乙女手代が田植え歌を唄いながら苗を植える姿を見ることができます。 

また、この時期は例年桜の開花時期であるため、境内に桜が咲き誇り、祭りに一層の彩りを添えています。 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、掲載内容と異なる場合があります。 
 

・日    時:４月２日（土）～３日（日） 耕田式４月２日（土）／田植式４月３日（日） １３:００～ 

・場  所:香取神宮／香取市香取１６９７－１ 

・交  通:【電車】JR 成田線佐原駅から車で約１０分または、香取駅下車徒歩約３０分 

関鉄グリーンバス東京駅発鉾田駅行き香取神宮下車徒歩１分 

京成バス・千葉交通 浜松町・東京駅発八都経由銚子行き佐原香取下車徒歩１５分 

佐原駅からバス利用の場合、佐原循環バス（周遊ルート）で１３分香取神宮前下車。 

ただし、土、日、祝日のみで本数は１日１３本 

【車】東関東自動車道佐原香取 IC から２分 

・U R L:http://www.katori-jingu.or.jp/ 

 

お問い合わせ 香取神宮 TEL 0478(57)3211 
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神幸祭／香取神宮〔香取市〕 

 

約８００年の昔から伝わる祭事です。香取神宮の祭神、経津主大神
ふ つ ぬ し の お お か み

 が東国を平定したときの様子を模して行われ、氏

子が平安時代さながらの装束を身にまとい、行列を組んで神宮の周りを歩きます。行列は、主に甲冑武者の装いや盾、矛を

持つ人、御神輿を担ぐ人など総勢２００人ほどです。途中、表参道入口の駐車場で祭典を行い、社殿へと戻ります。また、

祭典前には、千葉県無形文化財に指定されている香取神道流の奉納演舞や、おらんだ楽隊の演奏なども披露されます。 

なお、１２年に１度、午年に行われる「式年神幸祭」では３,０００人にも及ぶ氏子が甲冑そのほかの歴史的装束で約

４キロの大行列を組み、圧巻です。 

※ 次期開催年は、令和８年（２０２６）年 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、掲載内容と異なる場合がございます。 
 

・日  時:４月１５日（金） １３:００～ 

・場  所:香取神宮／香取市香取１６９７－１ 

・交  通:【電車】JR 成田線佐原駅から車で約１０分または、香取駅下車徒歩約３０分 

関鉄グリーンバス東京駅発鉾田駅行き香取神宮下車徒歩１分 

京成バス・千葉交通 浜松町・東京駅発八都経由銚子行き佐原香取下車徒歩１５分 

※ 佐原駅からバス利用の場合、千葉交通バス神里経由小見川駅行き１０分香取神宮前 

下車。ただし、本数は１日５本 

【車】東関東自動車道佐原香取 IC から２分 

・U R L:http://www.katori-jingu.or.jp/ 

 

お問い合わせ 香取神宮 TEL 0478(57)3211 
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那古寺花祭り／那古寺〔館山市〕 

 

正式には「降誕会
ご う た ん え

 」と呼び、お釈迦様の誕生を祝います。花で飾った花御堂内のお釈迦様像に甘茶をかけて、お祝いの意

を込めてお参りします。 

また、針への恩恵に感謝するため「針供養」も行われる予定です。例年この時期に桜の見頃を迎えることもあり、同時にお

花見を楽しむことができます。 
 

・日  時:４月８日（金） ９:００頃～ 

・場  所:那古寺／館山市那古１１２５ 

・交  通:【電車】JR 内房線那古船形駅下車徒歩約１０分 

 

お問い合わせ 那古寺 TEL 0470(27)2444 
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なぎなみ祭（年に１度の山開き）／諾冉

なぎなみ

神社〔鴨川市〕 

 

天津神明宮の東側に聳える「なぎなみ山」の頂に祭られている諾冉神社の年に一度の山開きのお祭りです。大漁満足、産

業振興のほか、縁結びに強いご利益があるといわれ、当日登拝すると名物の”一口赤飯”をいただけます。 

 ※ 新型コロナウイルス感染症拡大等で変更の場合があります。 
 

・日  時:４月９日（土） １０:００～１５:００ 

・場  所:天津神明宮／鴨川市天津２９５０番地 

・交  通:【電車】JR 外房線安房小湊駅からバスで神明神社前下車約５分 

・U R L:http://www.shinmei.or.jp/ 

 

お問い合わせ 天津神明宮 TEL 04(7094)0323 
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開山式／鏡忍寺

きょうにんじ

〔鴨川市〕 

 

別名"春の御会式"とも称される神事で例年４月１１日に開催されます。開催です。当日は、１３:００より華やかな

稚児行列が行われます。稚児行列は着飾った 7 人の児童が住職や僧侶、壇信徒に伴われ、「南無妙法蓮華経」 と題目を

唱えながら境内の上人塚から地区内を練り歩きます。 

また、１４:００からは祖師堂にて天童音楽大法要が執り行われ、当日の一般参詣も可能です。 
 

・日  時:４月１１日（月） １３:００頃～ 

・場  所:鏡忍寺
きょうにんじ

／鴨川市広場１４１３番地 

・交  通:【電車】JR 外房線安房鴨川駅からバス浦の脇方面行き鏡忍寺入口下車 

・U R L:http://temple.nichiren.or.jp/1031152-kyouninji/ 

 

お問い合わせ 鏡忍寺 TEL 04(7092)0604 
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タケノコ掘り 

※タケノコ掘りの料金・システム、生育状況は、農園によって異なりますので、あらかじめご確認のうえお出かけください。 

 

【ベイエリア】 

1 わたしの田舎 谷
や

当
とう

工房（千葉市） 

□期 間:４月中旬～５月上旬 

□場 所:千葉市若葉区谷当町７０番地周辺 

□種 類:モウソウチク 

□料 金:入場料／一律 500 円、お持ち帰り／１kg750 円 

□交 通:【電車】千葉都市モノレール千城台駅からさらしなバス農政センター行き谷当町２下車 

□問合先:TEL 043(239)0645（要予約） 「わたしの田舎」谷当工房 

□ＵＲＬ:http://www.satoyamaasobi.com 

□その他:田んぼ一面のレンゲの花摘み（無料）が出来ます。  

石窯ピザ、タケノコなどのバーベキューが出来ます 

（状況に応じて実施しない場合もあるため、事前にお問い合わせください）。 

 

【南房総】 

２ 野宮農園（南房総市） 

□期 間:４月上旬～中旬 

□場 所:南房総市千倉町久保１４９４ 

□種 類:モウソウチクなど 

□料 金:１kg あたり５００円（時期により変動します） 

□交 通:【電車】JR 内房線千歳駅下車徒歩１５分または、タクシー5 分 

     【車】富津館山道路富浦 IC から約１６km（約２５分） 

□問合先:TEL 0470(44)0780 野宮農園 

３ 道の駅富楽里とみやま（南房総市） 

□期 間:4 月 ※ なくなり次第終了 

□場 所:南房総市二部２２１１ 

□種 類:モウソウチク 

□料 金:お一人様１,０００円（お土産の筍２本付き） 

※ 持ち物は軍手と動きやすい服装でお越しください。 

□交 通:【電車】JR 内房線岩井駅下車徒歩２０分  

【車】富津館山道路鋸南富山 IC から車で３分 

□問合先:TEL 0470(57)2601 道の駅富楽里とみやま 
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４ 大多喜カエムたけのこ園（大多喜町） 

□期 間:４月中旬～下旬 ※ お出かけ前にご確認ください。予約制となっています。 

□場 所:夷隅郡大多喜町三又８５１ 

□種 類:モウソウチク 

□料 金:入園料（お土産つき）／大人１,４００円（２kg）、子供７００円（１kg） 

□交 通:【電車】いすみ鉄道総元駅下車徒歩２０分 

□問合先:TEL 0470(84)0344 大多喜カエムたけのこ園 

 

５ 市原タケノコ園（大多喜町） 

□期 間:３月下旬～４月下旬 ※ お出かけ前にご確認ください。 

□場 所:夷隅郡大多喜町田代７９６ 

□種 類:モウソウチク 

□料 金:入園料無料（掘ったタケノコを地域相場でお買い上げ） 

□交 通:【電車】いすみ鉄道または、小湊鐵道上総中野駅下車徒歩３０分 

□問合先:TEL 0470(83)0363 市原タケノコ園 

 

６ せせらぎの滝 山口桂司農園（大多喜町） 

□期 間:４月上旬～下旬 ※ お出かけ前にご確認ください。 

□時 間:１０:００～１６:００ 

□場 所:夷隅郡大多喜町平沢１３９ 

□種 類:モウソウチク 

□料 金:時価（入園料無料） 

□交 通:【電車】いすみ鉄道デンタルサポート大多喜駅からタクシー２０分 

□問合先:TEL 0470(84)0858 せせらぎの滝 山口桂司農園 
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【かずさ・臨海】 

７ 柿山田オートキャンプガーデン（君津市） 

□期 間:４月上旬～下旬 ※ 個人のみ、要予約 

□時 間:１０:００～１７:００ 

□場 所:君津市東粟倉５４２ 

□種 類:モウソウチク 

□料 金:時価（入園料３００円） 

□交 通:【電車】JR 内房線君津駅南口から周西線乗車、中島バス停にてコミュニティバス中島・豊英線

に乗り換え東粟倉バス停下車徒歩１０分程度 

         【車】君津 IC より９２号線鴨川方面へ東粟倉経由２０分程度 

□問合先:TEL 0439(37)2408 自宅 

TEL 0439(37)2217 キャンプ場 柿山田オートキャンプガーデン 
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花情報（ボタン） 

※ 見頃は、天候・気候によって異なります。 

また、入場料・入園料等が必要な施設がございますので、あらかじめご確認のうえ、お出かけください。 
 

【九十九里】 

１ 飯
はん

高寺
こ う じ

（飯
いい

高檀
だかだん

林
りん

跡
あと

）（匝瑳市） 

飯高寺講堂の裏庭（約３５０㎡）には、５５０株を超える牡丹が植え

られており、毎年５月になると牡丹が色鮮やかな花を咲かせます。講堂脇に

は、徳川家康の側室お万の方お手植えとされる楓があります。 

□見 頃:４月下旬～５月上旬 

□場 所:匝瑳市飯高１７８９ 

□交 通:【電車】JR 総武本線八日市場駅から市内循環バス 

（飯高・豊和循環）飯高仲台下車徒歩約５分（循環バスは日曜、祝日運休） 

□問合先:TEL 0479(73)0089 匝瑳市産業振興課 

 

２ 茂原牡丹園（茂原市） 

茂原牡丹園は、上総の民家の山里を背景に牡丹をあしらった素朴で自然

な庭園を演出しています。園内の母屋は享保１５年（１７３０）、⾧屋門

は天保１２年（１８４１）の建造によるもので、国の登録有形文化財にも

指定されています。牡丹の収集と栽培は昭和５４年からはじまり、現在では

５,０００㎡の圃場に牡丹２５０種２,５００株を養成し、品種の保存と

改良に努めています。 

また、同じ季節に開花するハンカチノキや西洋の王花といわれる西洋シャクナ

ゲ、ツツジ、シャクヤクも栽培しており、春の花を充分に楽しむことができます。 

□開 園:４月下旬～５月上旬 

□時 間:８:００～１８:００ 

□場 所:茂原市山崎２１０ 

□入園料:大人７００円、小学生以下無料 

□交 通:【電車】JR 外房線茂原駅から小湊バスロングウッドステーション、⾧柄中下、 

緑ヶ丘リゾーン行き船着神社前下車徒歩５分 

     【車】圏央道茂原⾧南 IC から国道４０９号、県道１４号経由で約２０分 

□問合先:TEL 0475(22)4224 茂原牡丹園 

□ＵＲＬ:http://www.mahimahi.co.jp/botanen/ 
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花情報（フジ） 

※見頃は、天候・気候によって異なります。 

また入場料・入園料等が必要な施設がございますので、あらかじめご確認のうえ、お出かけください。 
 

【東葛飾】 

1 清水公園（野田市） 

池のほとりにある藤棚は大変風情があり、薄紫色の花穂の下でゆっくりと休

憩することができます。 

「花ファンタジア（有料）」では８０種１,０００株のボタンも見頃を迎え

ます。 

 

□見 頃:４月下旬～５月中旬 

□場 所:野田市清水９０６ 

□交 通:【電車】東武アーバンパークライン清水公園駅西口   

から徒歩１０分 

□問合先:TEL 04(7125)3030 ㈱千秋社・清水公園管理事務所 

 

2 我孫子市水生植物園（我孫子市） 

全⾧１００ｍに及ぶ藤棚に、珍しい八重の藤が見られます。 

 

□見 頃:４月中旬～下旬 

□場 所:我孫子市高野山新田１３０ 

□交 通:【電車】JR 常磐線我孫子駅または、天王台駅から阪東    

バス市役所下車徒歩１５分 

JR 常磐線天王台駅からアイバス水の館下車徒歩８分 

         JR 常磐線我孫子駅または、天王台駅から阪東バス水生植物園入口下車すぐ（土日祝） 

□問合先:TEL 04(7185)1481 我孫子市農政課 
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【北 総】 

３ 木下万葉公園（印西市） 

木下万葉公園の展望台の近くには直径２２ｍの輪の形をした藤棚があり、

毎年きれいな花を咲かせています。満開になると、新緑を抜けて吹くさわやかな

風と、藤の花のやわらかな香りを楽しむことができます。 

また、園内には国の天然記念物である「木下貝層」があるほか、万葉集にな

ぞらえた様々な草木を見ることもできます。 

□見 頃:４月下旬～５月上旬 

□場 所:印西市木下１９４４ 

□交 通:【電車】JR 成田線木下駅下車徒歩１５分 

□問合先:TEL 0476(33)4477 印西市商工観光課 

【九十九里】 

４ 龍頭寺
りゅうとうじ

（匝瑳市） 

樹齢１００年を越えるといわれる龍頭寺の大ふじ。枝から地面に垂れ下が

る花々は１m から１.５m にもなります。木積地区では３００本を越える藤

棚をご覧いただけます。 

□見 頃:４月下旬～５月上旬 

□場 所:匝瑳市木積１２１５ 

□交 通:【電車】JR 総武本線八日市場駅から市内循環バス（豊栄・吉田循環）木積下車徒歩約１０分 

（循環バスは日曜祝日運休） 

□問合先:TEL 0479(73)0089 匝瑳市産業振興課 

【かずさ・臨海】 

５ 千葉県立富津公園（富津市） 

東京湾に突き出た富津岬に位置する千葉県立富津公園内にあり、第１

駐車場周辺に藤棚が点在しています。周辺には潮干狩り場があり、８月２

７日（土）まで楽しむこともできます。 

 

□見 頃:４月下旬～５月上旬 

※ 開花状況は必ずお問い合わせください。 

□場 所:富津市富津２２８０ 

□交 通:【電車】JR 内房線青堀駅から富津公園行きバス終点下車 

□問合先:TEL 0439(87)8887 富津公園管理事務所 

     TEL 0439(87)2565 富津観光案内所（火曜定休） 
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館山野鳥の森〔館山市〕 

 

● 草木が芽吹く春の植物観察会 

野鳥の森園内を散策して、ニリンソウの群生など春の植物観

察会を開催します。 

当園は、「森林浴の森日本１００選」「健康と癒しの森３

０選」にも選定されている他、展望台から望む平砂浦海岸の

景色が「ちば眺望１００景」にも選定されており、雄大な景観

をお楽しみいただけます。 

また、当日は植物に詳しいスタッフが同行し園内に自生する植物を観察しながら説明します。 

この時期ならではの森の景色や野鳥のさえずりなど、自然が持つ癒しパワーを感じてみませんか。 

・日 時:４月９日（土） １０:００～１２:００ 

・料 金:８００円（税込み） 

・申込み:４月８日（金）締め切り ※ 電話にて予約、店員になり次第締め切り 

・持ち物:保険証（コピー可）、飲み物、帽子 

・定 員:先着１５名（小学生以下は保護者同伴） 

   

 

● 木彫りの小鳥を作ろう 

加工しやすい「バルサ材」を使って、身近にいるウグイス、メジ

ロ、スズメ、シジュウカラなどの野鳥を作ります。バルサ材を電動糸

鋸盤、切り出しナイフ、彫刻刀などを使って原寸大の野鳥を掘り

出し、写真などを手本に絵の具で彩色します。 

また、板に枝を固定して止まり木も作ります。スタッフが説明し

ながら作製するので、お子様や初心者の方でも安心してご参加

いただけます。 

 

・日 時:４月２３日（土） １０:００～１５:００ 

・料 金:１,１００円（税込み） 

・申込み:４月２１日（木）締め切り ※ 電話にて予約、定員になり次第締め切り 

・持ち物:保険証（コピー可）、飲み物、弁当 

・定 員:先着１２名（小学生以下は保護者同伴） 
 

・場  所:館山野鳥の森 多目的ホール／館山市大神宮５５３ 

・交  通:【電車】JR 内房線館山駅から JR バス関東安房神戸廻り白浜行き安房神社前下車徒歩５分 

・U R L:http://www.chiba-forest.jp/yachou/ 

 

お問い合わせ 館山野鳥の森管理事務所 TEL 0470(28)0166／FAX 0470(28)0187 
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内浦山県民の森〔鴨川市〕 

宝篋印塔           綿打神 

● 鴨川石造物百選をめぐる～大山地区～ 

地域に暮らす人々がその思いを託した石造物（「鴨川の石造物１００選」から６ヶ所程度）を巡ります。約１０㎞、団

体歩行、舗装道路を歩きます。 
 

・日  時:４月２１日（木） ９:３０～１５:３０ ※ 雨天中止 

      内浦山県民の森総合センターを集合場所としマイクロバスにて現地まで移動 

・場  所:内浦山県民の森／鴨川市内浦３２２８ 

・定  員:一般３０名（中学生以下は保護者同伴） 

・参加受付:４月１８日（月）まで（先着順、定員になり次第締め切り） 

・料  金:お一人様１,４００円（資料代、保険料、消費税込み）  

「森の宿せせらぎ」ご宿泊者は半額となります 

・準備するもの:保険証、弁当、飲み物、レジャーシート、マスク 

・服  装:ハイキングに適した服装、帽子、ウォーキングシューズ、手袋、必要であればストック 等 

・交  通:【電車】JR 外房線安房小湊駅下車後送迎あり 

          上り８:４８（各駅）・下り９:０７（各駅） 

【車】国道１２８号線県民の森入口から約４.５km、駐車場無料 

・U R L:http://www.chiba-forest.jp/uchiurayama/ 

 

お問い合わせ 内浦山県民の森管理事務所 TEL 04(7095)2821／FAX 04(7095)2822 
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千葉県立美術館〔千葉市〕 

 

● 名品１－色彩のあじわい－ 

当館収蔵作品のうち特に鑑賞の要望の高い作品を、素材や技法に応じた多様な色彩表現

に注目してご紹介します。                                          

 

 

 

 

                                                          ルノワール《少女像》 

 

                                        

● 詩歌と書―詩歌の魅力×書の表現力―   

古今東西の詩歌や、作家が自作した詩歌などをモチーフにした書作品により、詩歌の魅力と書家の表現力を紹介します。                                 

                                                                         

                                                                          

 

●  絵で見る房総の景色 

風光明媚な景観と都心に近いという地の利から、古くから多くの作家が訪れた房総の自

然景観を描いた作品を中心に、時代とともに変貌を遂げた県内各地の様々な景観を描

いた作品を紹介します。 

 

時田直善《崖の観音》 
 

・期  間:４月１日（金）～５月２２日（日） 

・開館時間:９:００～１６:３０ 

・休 館 日:月曜日（ただし月曜日が祝日の場合は翌日休館） 

・料  金:一般３００円、高校生・大学生１５０円 

６５歳以上、中学生以下、障害者手帳をお持ちの方及び介護者１名は無料 

・場  所:千葉県立美術館／千葉市中央区中央港１－１０－１ 

・交  通:【電車】JR 京葉線または、千葉都市モノレール千葉みなと駅徒歩約１０分 

・U R L:http://www2.chiba-muse.or.jp/ART/ 

 

お問い合わせ 千葉県立美術館  TEL 043(242)8311／FAX 043(241)7880 
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千葉県立中央博物館〔千葉市〕 

 

● 生態園トピックス展「カエル」 

中央博物館に併設されている自然観察エリア、生態園でのトピックス展示です。

今回のテーマは「カエル」。生態園にも生息する種類から千葉県では見られない種

類まで、たくさんの個性的なカエルが大集合します。 

 

 

 
 

・期  間:３月１日（火）～５月１５日（日）の土・日・祝日 ※ 生態園トピックス展は平日休業 

・場  所:千葉県立中央博物館 生態園オリエンテーションハウス／千葉市中央区青葉町９５５－２ 

・開館時間:１０:００～１６:３０（入館は１６:００まで）  

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日・振替休日にあたるときは、その翌日）、4 月２６日（火）臨時休館 

・料  金:博物館入場料は、一般３００円、高校・大学生１５０円 

中学生以下及び満６５歳以上の方、障害者手帳等をお持ちの方及び介助者１名は無料 

            生態園は、どなたでも無料でご観覧頂けます。 

・交  通:【電車】ＪＲ千葉駅東口の７番乗り場から京成バス千葉大学病院、南矢作行きのいずれかに乗り

約１５分 

ＪＲ千葉駅東口の６番乗り場からちばシティバス川戸都苑行きに乗り、約１５分  

ＪＲ蘇我駅東口の２番乗り場から小湊鐵道バスまたは千葉中央バス大学病院行きに乗り

約１５分 

いずれの場合も中央博物館バス停で下車し、徒歩約７分または、京成千葉寺駅から徒歩

約２０分 

      【車】京葉道・松ヶ丘 IC 出口から大網街道を千葉市街方面へ向かい、ハーモニープラザ交差点を

右折、矢作トンネル東交差点を右折し、県立青葉の森公園北口駐車場を目指してください。 

・U R L:http://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/ 

 

お問い合わせ 
千葉県立中央博物館  TEL 043(265)3111／FAX 043(266)2481 

E-mail kouhou_cbm@chiba-muse.or.jp 

 

  

アズマヒキガエル 
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千葉県立関宿城博物館〔野田市〕 

 

                       昔のくらし展                  パネル展「川辺の鳥たち」 

● 昔のくらし展 

 昔なつかしい民俗資料を中心に、「住まう」「食べる」「着る」「働く」「遊ぶ」の五つのテーマに沿って、昭和の頃のくらしを紹介し 

ます。 

期間:１月１８日（火）～４月１７日（日） 

 

● ２０２２年「国際博物館の日」記念事業 パネル展「川辺の鳥たち」 

利根川や江戸川の川辺に生息する鳥たちの姿を写真で紹介します。鳥たちの意外な生態が見つかるかもしれません。 

期間:４月１９日（火）～６月２６日（日） 
 

・時   間:９:００～１６:３０ 

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館） 

・場   所 :県立関宿城博物館／野田市関宿三軒家１４３－４ 

・料   金 :一般２００円、高校生・大学生１００円、中学生以下６５歳以上、障害者手帳をお持ちの方及び介護

者は無料 

・交   通 :【電車】東武アーバンパークライン（野田線）川間駅北口から朝日バス境町行き関宿城博物館下車 

東武スカイツリーライン（伊勢崎線）東武動物公園駅東口から朝日バス境車庫行き新町下車徒歩

約１５分 

 【車】圏央道境古河 IC から１３分、五霞 IC から１５分、国道１６号中里陸橋から２５分、新４号バイパ

ス幸手市菱沼交差点から約１０分 

・U R L:http://www2.chiba-muse.or.jp/SEKIYADO/ 

 

お問い合わせ 
千葉県立関宿城博物館 学芸課 TEL 04(7196)1400／FAX 04(7196)3737 

E-mail sekiyadohaku＠chiba-muse.or.jp 

 

  



51 

 

 
千葉県立房総のむら〔栄町〕 

 

● 江戸の花卉
か き

（さくら草） 

 江戸時代に流行した花卉（花の咲く草花）のうち、南京小桜、花車など２３品種のさくら草を町並みに展示します。桜の

花に似ているこの花は、プリムラの一種です。湿った寒冷な気候を好み、日本には１４種が、高原や原野に自生します。 

さくら草は、江戸時代になってから、上流から流れ着いた種や根株が、荒川の原野に群生を始めました。江戸時代中頃に

は、そのさくら草を掘りあげ、栽培するようになります。最初に栽培を始めたのは、江戸の旗本や御家人といった武士階級人々

でしたが、その魅力は、次第に、町人たちの文化に広がり、町には掘ったさくら草を売り歩く「さくら草売り」も見られるようになりま

した。 

また、自然の中で変化した花を見つけ、種を取り、栽培を続けるうちに、新しい花が生み出され、１８６０年頃には、２０

０を超える種類があったようです。 
 

・期  間:４月１６日（土）～５月１日（日）  

・時  間:９:００～１６:３０  

・場  所:千葉県立房総のむら／印旛郡栄町龍角寺１０２８ 

・料  金:一般３００円、高・大学生１５０円 

      ※ 団体（２０名以上）一般２４０円、高・大学生１２０円 

        中学生以下と６５歳以上は無料、障害者手帳をお持ちの方と介護者１名は無料 

・交  通:【電車】JR 成田線成田駅西口から竜角寺台車庫行きバス竜角寺台 2 丁目下車徒歩約１０分  

          JR 成田線安食駅から竜角寺台車庫行きバス房総のむら下車徒歩約３分 

      【車】東関東自動車道成田 IC から約２０分（無料駐車場あり） 

・U R L:http://www2.chiba-muse.or.jp/MURA/ 

 

お問い合わせ 千葉県立房総のむら  TEL 0476(95)3333 
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航空科学博物館〔芝山町〕 

 

● 企画展示「世界の航空切手」 

当館で収蔵している世界各国の航空機等を題材にした切手を展示いたします。 

博物館で開催されるのは２００３年以来、普段展示していない貴重な資料をぜひ間近でご覧ください。 

※ 今後のコロナ感染拡大の状況により、休館あるいはイベントの大幅な変更の場合がございます。 
 

・期  間:４月１日（金）～６月２６日（日） 

・場  所:航空科学博物館／山武郡芝山町岩山１１１－３ 

・料  金:入館料のみ 

お問い合わせ 
航空科学博物館 TEL 0479(78)0557／FAX 0479(78)0560 

E-mail info@aeromuseum.or.jp 

 

 


