
 

 

 

 

 

 

【発表：2021.10.19】 

(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 

 

【期間限定】おいもバウム／カモガワバウム 

バウムクーヘン工

房＆Cafe カモガワ

バウム 

 

鴨川市 P1 

2 ひじきあさり・かつお節あさり・しいたけあさり／(株)正和物産 鴨川 潮騒市場 他 鴨川市 P2 

● 

1 ちびっこ広場／海の駅九十九里 九十九里町 P3 

2 【新規オープン】貸別荘・大戸見の家 君津市 P4 

● 

1 オンラインいちかわ市民まつり『Act in Ichikawa』 11/3 市川市 P5 

● 

1 千葉ポートタワークリスマスファンタジー／千葉ポートタワー 11/20～12/25 千葉市 P6 

2 
マザー牧場 イルミネーション 2021-2022 光の花園 

／マザー牧場 

10/30～2/27 の 

土日祝 他 
富津市 P7 

3 

東京ドイツ村ウインターイルミネーション 

おかしな！？お菓子なイルミネーション～make your smile～ 

／東京ドイツ村 

10/29～3/21 袖ケ浦市 P8 

4 
いちはらクオードの森・森のイルミネーション 

／いちはらクオードの森 
11/20～12/27 市原市 P9 

 



● 

1 11 月のイベント／千葉市花の美術館 11/1～30 千葉市 P10 

2 お十夜会（寺宝一般公開）／徳願寺 11/16 市川市 P11 

3 フラワーアレンジ Xmas 飾り／ふなばしメグスパ 11/3 船橋市 P12 

4 11 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園 11/13・14 船橋市 P13 

5 
企画展「わくわくワークショップずかん」 

／ふなばし三番瀬環境学習館 
11/20～2/20 船橋市 P14 

6 第 52 回 野菜共進会／鎌ケ谷市役所 1 階市民ホール 11/12 鎌ケ谷市 P15 

7 11 月のイベント／成田ゆめ牧場 11/6・7 他 成田市 P16 

8 プラチナアワー 他／白井市文化センター・プラネタリウム 11/4・6 他 白井市 P17 

9 香取神宮奉納菊花大会／香取神宮 11/1～24 香取市 P18 

10 第 49 回 香取市菊花大会／小見川市民センター 11/1～15 香取市 P18 

11 佐倉・産業大博覧会／佐倉草ぶえの丘 11/13・14 佐倉市 P19 

12 海と灯台ウィーク／上永井公園 11/1～8 旭市 P20 

13 九十九里浜秋物語／国民宿舎サンライズ九十九里 9/1～11/30 九十九里町 P21 

14 御会式（おえしき）／誕生寺 11/12 鴨川市 P22 

15 
竹岡の燈籠坂大師の切通しトンネルと上総湊の岩谷観音堂を巡るハ

イキング 
11/20・21・23 富津市 P23 

16 キウイフルーツ狩り／マザー牧場 
11 月上旬～下旬の土

日祝のみ 
富津市 P24 

17 蔵見学／和蔵酒造 竹岡蔵 11 月中旬～3 月 富津市 P25 

 

● 

1 イベント 
第 22 回成田山公園紅葉まつり 

／成田山新勝寺 成田山公園 
11/13～28 の土日祝 成田市 P26 

2 

スポット 

千葉公園 11 月中旬～12 月上旬 千葉市 P27 

3 大町公園 11 月中旬～12 月上旬 市川市 P27 

4 東漸寺
とうぜんじ

 11 月下旬～12 月上旬 松戸市 P28 

5 本土寺
ほ ん ど じ

 11 月下旬～12 月上旬 松戸市 P28 

6 戸
と

定
じょう

が丘
おか

歴史
れ き し

公園
こうえん

 11 月下旬～12 月上旬 松戸市 P29 

7 清水公園 11 月下旬～12 月上旬 野田市 P29 

8 成田山公園 11 月中旬～12 月上旬 成田市 P30 

9 香取神宮 11 月下旬～12 月上旬 香取市 P30 

10 観
かん

福寺
ぷくじ

 11 月下旬～12 月上旬 香取市 P30 

11 白岩・四方
よ も

木
ぎ

不動滝 11 月下旬～12 月上旬頃 鴨川市 P31 

12 かじか橋 11 月中旬～12 月中旬 南房総市 P31 

13 小松寺
こ ま つ じ

 11 月下旬～12 月中旬 南房総市 P32 

14 大多喜県民の森 11 月下旬～12 月上旬 大多喜町 P32 

15 筒
つつ

森
もり

もみじ谷 11 月下旬～12 月上旬 大多喜町 P32 

16 粟
あわ

又
また

の滝  11 月下旬～12 月上旬 大多喜町 P33 

17 亀山湖 11 月中旬～12 月上旬 君津市 P33 

18 鹿野山
かのうざん

 神
じん

野寺
や じ

 11 月中旬 君津市 P34 



19 もみじロード 11 月下旬～12 月中旬 富津市 P34 

 

1 《館山野鳥の森》手作り鉢とガーデニング教室  館山市 P35 

2 《館山野鳥の森》巣箱と餌台作り 館山市 P36 

3 《内浦山県民の森》紅葉・新そばハイキング 鴨川市 P37 

4 《清和県民の森》彩り豊かな紅葉クラフト作り  君津市 P38 

 

1 《千葉県立美術館》企画展 漆黒のモダン 漆芸家 佐治賢使展 他 千葉市 P39 

2 《千葉県立中央博物館》令和 3 年度特別展「バラのすべて ～All about Roses～」 千葉市 P40 

3 《千葉市科学館》秋の企画展「科学の 100 年 いま・むかし・みらい」 千葉市 P41 

4 《千葉県立現代産業科学館》令和 3 年度 企画展「カ・ラ・ク・る－歯車が伝える動き－」 市川市 P42 

5 《千葉県立関宿城博物館》企画展「関宿関所は川関所!?」 野田市 P43 

6 《柏市郷土資料展示室》柏と明治の開拓と渋沢栄一と。 柏市 P44 

7 《千葉県立房総のむら》江戸の花卉
か き

（菊） 栄町 P45 

8 《航空科学博物館》こうくうキッズアート展 他 芝山町 P46 

9 《城西国際大学水田美術館》相撲浮世絵 房総の力士そろい踏み 他 東金市 P47 

10 《千葉県立中央博物館 分館 海の博物館》講座「海の博物館の魚類標本が出来るまで」 勝浦市 P48 

11 《千葉県立中央博物館 大多喜城分館》令和 3 年度企画展「兜とカブト」他 大多喜町 P49～50 
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【期間限定】おいもバウム／カモガワバウム〔鴨川市〕 

 

 

カモガワバウムでは期間限定で『おいもバウム』を販売いたします。 

さつまいものペーストをたっぷりと生地に練りこみ、一本一本丁寧に焼きあげました。 

おいもの香ばしい風味が口いっぱいに広がる、“秋”だけのほっこりやさしいバウムです。 

 

同じくさつまいもを使用したおいものミニバウムや、ハード系バウムにベイクドチーズを詰めて焼き上げた人気商品 

カモバチーズのさつまいもフレーバーも期間限定で販売予定です。 

 

販売期間中は潮騒アプリ会員様に『おいもバウム(１,４００円)をご購入で１００円 OFF』のクーポンをプレゼント! 

【期間】９月中旬～１１月中旬頃（販売期間終了まで） 

【対象店舗】 カモガワバウム 

【使用方法】 アプリをダウンロードしてカモガワバウムの会計時にアプリのクーポン画面をご提示ください。 

 

ポイントもたまる潮騒アプリをお得に使って、カモガワバウムでのお買い物をお楽しみください。 

 
 

・商品名:おいもバウム 

・企業名:株式会社正和物産 カモガワバウム 

・所在地:鴨川市広場７７７（潮騒市場内） 

・販売価格（税込）:１,４００円 

・内容量:約２５０g 

・賞味期限:製造から３０日（未開封） 

・取扱期間:９月中旬～１１月中旬頃まで ※ なくなり次第終了 

・商品取扱場所:バウムクーヘン工房＆Cafe カモガワバウム 

・通信販売の有無:     有  ・  無 

・URL:https://kamogawabaum.com/ 

 

お問い合わせ カモガワバウム TEL 04(7099)2203／E-mail kamoba@shiosaiichiba.co.jp 
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ひじきあさり・かつお節あさり・しいたけあさり／(株)正和物産〔鴨川市〕 

 

「お土産処 旬彩」から新商品のご紹介です。 

あさりと鴨川産の食材を、風味豊かにふっくらやわらかく炊き上げた、保存料不使用の佃煮が新発売! 

 

● ひじきあさり 

ふっくらやわらかい「房州ひじき」があさりの風味にマッチして、磯の香り豊かな佃煮です。 

● かつお節あさり 

生のままの新鮮な鰹から作る「房州節」が、栄養豊富なあさりを美味しく包み込むうま味たっぷりの佃煮です。 

● しいたけあさり 

希少な「原木しいたけ」の歯切れのよいやわらかな食感と、栄養豊富なあさりが相性抜群の佃煮です。 

 

ポイントもたまる潮騒アプリも会員募集中です。 

「お土産処 旬彩」をご利用の際は、ぜひアプリをダウンロードしてお得にお買い物を楽しんでください! 

 
 

・商品名:旬彩づくし（ひじきあさり・かつお節あさり・しいたけあさり） 

・企業名:株式会社正和物産 

・所在地:鴨川市西町１０５６－１ 

・販売価格（税込）:６００円 

・内容量:各１００g 

・賞味期限:製造から１２０日（未開封） 

・取扱期間:通年 

・商品取扱場所:鴨川 潮騒市場（旬彩）・君津 房総四季の蔵（旬彩） 

木更津 三井アウトレットパーク内（旬彩） 

・通信販売の有無:     有  ・  無 

・URL:https://www.rakuten.ne.jp/gold/chibauma/ 

 

お問い合わせ 株式会社正和物産 TEL 04(7092)1132／E-mail info@shiosaigroup.jp 

 

 

画像貼付欄 画像貼付欄 
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ちびっこ広場／海の駅九十九里〔九十九里町〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九十九里町片貝漁港前にある海の駅九十九里。鮮魚や水産加工品が並ぶ直売所のほか、いわし漁の歴史や文化が学

べる「いわし資料館」があります。 

「ちびっこ広場」では、子ども達が喜ぶ遊具を設置。お買い物の間に大人はベンチに座ってゆっくり、お子様は木製遊具で思

いっきり遊べます。おなかがすいたら、２階フードコートのテラス席でお食事はいかがですか。秋の海風を感じられるテラス席はペ

ット同伴ＯＫ。地魚のお刺身や天ぷら、九十九里名産のはまぐりを使用したラーメンやパスタなど旬の味わいを楽しめます。是

非、ご家族お揃いで九十九里に訪れてみませんか。 
 

・営業時間:直売所 ９:００～１７:００  

      フードコート １０:００～１６:３０（ラストオーダー １５:３０） 

・場  所:海の駅九十九里／山武郡九十九里町小関２３４７－９８ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 東金線東金駅「東金」からバスで３０分 

      【車】東金九十九里有料道路 九十九里 IC から車で８分 

・U R L:http://uminoeki99.com 

 

お問い合わせ 
海の駅九十九里 TEL 0475(76)4151／FAX 0475(76)4141 

E-mail uminoeki_info@welcomechiba.jp 
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【新規オープン】貸別荘・大戸見の家〔君津市〕 

 

房総の里山に囲まれた一棟貸しの貸別荘です。久留里街道沿いながら小櫃
お び つ

川
が わ

 に囲まれた静かな環境。昭和の趣を残し

た和室と、リノベーション済のダイニング・洋室・浴室などの水周り、１２０平米超の広々した空間で快適にスローライフを楽し

めます。亀山湖や濃溝の滝といった観光スポットや、名水の郷・久留里にもほど近く、釣り・ゴルフ・ハイキング・温泉・いちご狩

り・紅葉狩りなど、房総を満喫するための拠点としてご利用ください。 
 

・場  所:大戸見の家／君津市大戸見旧名殿２６１ 

・チェックイン:１５:００ 

・チェックアウト:１１:００ 

・Wi-fi 設備:あり 

・定員:６名 

・交  通:【電車】JR 久留里線上総松丘駅下車徒歩２７分 

           【バス】東京駅から鴨川行きアクシー号松丘下車徒歩２７分 

【車】木更津東 IC から久留里街道を鴨川方面または、君津 IC を下り県道９２号経由 

・U R L:https://ootominoie.com/ 

 

お問い合わせ 大戸見の家 E-mail info@ootominoie.com 
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オンラインイベント 

オンラインいちかわ市民まつり『Act in Ichikawa』〔市川市〕 
 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、例年開催している 「いちかわ市民まつり」 を、「3 密」 を避けながらより多く

の方にご参加頂けるオンライン形式で開催します。 

① 『いちかわで Act する』:市民団体の活動を画像や動画で紹介。 

② 『オンラインでステージ』:特設ステージでサークルや学校部活動の練習成果や活動内容を生配信。 

               または、過去の発表会や練習の様子を撮影した動画の紹介。 

③ 『ちかくでバザール』:特別セール等を行う市内商店を紹介。 

＊ 当日は上記の団体活動の一部を紹介する他、市内の魅力をお伝えする特別番組を生放送します。 
 

・日  時:１１月３日（水・祝） １０:００～１６:００（生配信） 

・配信方法:オンラインいちかわ市民まつり『Act in Ichikawa』 

YouTube やケーブルテレビ（J:com 11ch）で生放送 

・U R L:https://www.ichikawa-shiminmatsuri.net/ 

・料  金:無料 

 

お問い合わせ 
いちかわ市民まつり実行委員会事務局（市川市観光事業推進課内） 

TEL 047(711)1142 
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千葉ポートタワークリスマスファンタジー 

／千葉ポートタワー〔千葉市〕 

 

● クリスマスイルミネーション 

約３,５００個の電球やソフトネオンが壁一面にきらめきながら、毎日１７:００から一斉に点灯します。 
・点灯時間:１７:００～２１:００  

● イルミネーション 

  音楽に合わせてツリーの形状が変化するイルミネーションショー（１回約７分） 

・開催時間:１７:００～２０:００の３０分毎（７回） 
 

・期    間:１１月２０日（土）～１２月２５日（土） 

・場  所:千葉ポートタワー／千葉市中央区中央港１ 

・料  金:入館料無料 

・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下車徒歩１２分 

  【車】東関道 湾岸習志野 IC から約２０分、または京葉道路 幕張 IC から約２０分 

・U R L:http://www.chiba-porttower.com/ 

 

お問い合わせ 千葉ポートタワー TEL 043(241)0125／FAX 043(203)1588 
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マザー牧場 イルミネーション２０２１－２０２２ 光の花園 

／マザー牧場〔富津市〕 

 

マザー牧場では、１０月３０日（土）より冬のイルミネーションを開催いたします。 

標高３００ｍに位置し、東京湾を望む絶好のロケーションである 「山の上エリア」 を会場とし、富士山のシルエットが浮か

ぶ夕景や、東京・横浜の夜景と一体になった心温まるイルミネーション 「光の花園」 をお楽しみいただけます。 

カラフルな 「光のトンネル」 やキラキラのドレスを着ているような写真が撮れる 「フラワードレス」 などのイルミネーションスポット 

も登場!さらに、立地の標高を含め、実に３３０ｍもの高さの眺望が楽しめ、最高到達点千葉県一の観覧車やメリーゴーラ

ンドもキラキラに装飾した「ナイト遊園地」や、暖かい牧場グルメも‼ 

ぜひ心も体もほっこり温まるマザー牧場の冬のイルミネーションを満喫してみてください。 
 

・期    間:１０月３０日（土）～２月２7 日（日）の土日祝 

      及び年末年始 １２月２４日（金）～１月５日（水） 

・休 園 日:１２月１５日（水）～１６日（木）・２０日（月）～２３日（木）・ 

１月６日（木）～７日（金）・１１日（火）～１４日（金） 

・営業時間:１６:００～１９:３０ 

※ 点灯時間は日没、天候などにより変動します。 

※ 日中は通常通り営業します。 

・場  所:マザー牧場 山の上エリア／富津市田倉９４０－３ 

・料  金:１６時以降入場料:大人（中学生以上）８００円、小人（4 歳～小学生）４００円、３歳以下無料 

（１６時以前入場料:大人（中学生以上）１,５００円、小人（４歳～小学生）８００円） 

※ １６時以前に入場されたお客様はそのままイルミネーションをお楽しみいただけます。 

・駐 車 料:１６時以降無料（１６時以前は１日１,０００円） 

・交  通:【車】君津 PA スマート IC（ETC 車限定）から約８㎞ 君津 IC から１４㎞ 

           【バス】JR 内房線君津駅より直通路線バス３５分前後 

・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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東京ドイツ村ウインターイルミネーション 

おかしな!?お菓子なイルミネーション～make your smile～ 

／東京ドイツ村〔袖ケ浦市〕 

 

約５万㎡の敷地にきらめく３００万球のイルミネーション。冬の夜の東京ドイツ村には、昼間の雰囲気とは異なる世界が広

がります。全⾧７０m にも及ぶ元祖虹のトンネルをはじめ、音楽に合わせてイルミネーションが変化する 「光と音のショー」、広

い芝生広場に浮かぶ 「3Ｄイルミネーション」、電動カートで恐竜のすみかを回遊できる 「ジュラ・ジャーマンライド」 と、様々な

演出が皆様をお待ちしております。また、SNS 映えのするフォトスポットなど、参加型のイルミネーションもお楽しみいただけます。 

 
 

・期    間:１０月２９日（金）～３月２１日（月・祝）まで 

・点灯時間:日没後～２０:００（最終入園１９:３０） 

・場  所:東京ドイツ村／袖ケ浦市永吉４１９ 

・料  金:乗用車１台（最大乗車人数まで）３,０００円 

徒歩１名様（3 歳以下無料）５００円 ※ 開園から最終入園まで一律の料金です。 

・交  通:【バス】JR 内房線袖ケ浦駅から路線バス ※ 日中のみ 

【車】館山自動車道・姉崎袖ケ浦 IC から約３km、圏央道・木更津東 IC から約６km 

・U R L:http://www.t-doitsumura.co.jp 

 

お問い合わせ 東京ドイツ村 TEL 0438(60)5511 
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いちはらクオードの森・森のイルミネーション 

／いちはらクオードの森〔市原市〕 
 

 

夕方から夜にかけて 「いちはらクオードの森」 が鮮やかなイルミネーションで演出されます。 

自然の地形を活かしたイルミネーションをお楽しみください。 
 

・期    間:１１月２０日（土）～１２月２７日（月） 

・時  間:１７:００～２０:００（土日祝日は１７:００～２０:３０） 

・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約１５分 

【車】圏央道 市原鶴舞 IC から３０分 

 

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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１１月のイベント／千葉市花の美術館〔千葉市〕 

 

１１月は、アトリウムガーデンもクリスマス仕様に模様替え。 

ワークショップやコンサートなど楽しいイベントで皆さまをお待ちしています。 

■イベント・ワークショップ 
クイズラリー  
「見習い魔女のハーブ修行」 
絵本を見ながら館内のヒントを巡ります。 

開催中～１１月１９日（金） 

参加費:１００円 

「菊花展」 
千葉秋芳会による、丹精込めた大輪の菊の展示 

１０月３０日（土）～１１月７日（日） 

「花とアコーディオンコンサート」 
出演:千葉アコーディオンサークル 

１１月７日（日）１４:００～１５:００ 

入館料のみ 

工作バイキング 
１１月２０日（土）・２１（日）１０:３０～ 

定員:先着各日２０人 料金:５００円 

クリスマスフラワーアレンジ 
１１月２８日（日）１０:３０～ 

定員:先着２０人 料金:１,０００円 

 

 

 

 

 

 

■企画展示（1F 多目的室） 

ジャパンハーブソサエティ「暮らしを彩るハーブ展２０２１」 １１月２日（火）～１１月７日（日） 

京葉洋ラン同好会「秋の洋ラン展」 １１月 9 日（火）～１１月１４日（日） 

千葉国際アートクラブ「第 17 回千葉国際交流展」 １１月１６日（火）～１１月２８日（日） 

 

・期  間:１１月２日（火）～３０日（火） 

      ※ 月曜日休館（月曜日が祝日の場合は翌平日が休み） 

・場  所:千葉市花の美術館／千葉市美浜区高浜７－２－４ 

・入 館 料:大人３００円、小・中学生１５０円（団体割引あり） 

・交  通:【バス】JR 総武線稲毛駅西口２番線バス乗り場より、海浜交通バス海浜公園プール行「花の美術

館」下車、または高浜車庫行で「終点」下車徒歩５分 

JR 京葉線稲毛海岸駅南口２番線バス乗り場より、海浜交通バス 海浜公園入口行「終点」下車徒歩５分 

・U R L:http://sanyo-museum.doorblog.jp/ 

お問い合わせ 千葉市花の美術館 TEL 043(277)8776 
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お十夜会（寺宝一般公開）／徳願寺〔市川市〕 

 

徳願寺は、徳川家と宮本武蔵ゆかりの伝説が残るお寺で、円山応挙の幽霊画、宮本武蔵の筆による書画など寺宝も多

い名刹です。山門、鐘楼、経蔵等は、その様式、彫刻など、どれをとっても一見の価値があります。 

毎年一回 「お十夜」 の日に寺宝が一般公開され、檀家をはじめ多くの見学者で賑わいます。 

 
 

・日  時:１１月１６日（火） ※ 時間未定、開催場所へお問合せください。 

・場  所:徳願寺／市川市本行徳５－２２ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】東京メトロ東西線妙典駅下車徒歩８分 

 

お問い合わせ 徳願寺 TEL 047(357)2372 
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フラワーアレンジ Xmas 飾り／ふなばしメグスパ〔船橋市〕 

 

プリザーブドフラワーを使って、クリスマス用のスワッグを作ります。スワッグとは、花や葉を束ねて壁にかける飾りのことで

す。作成時間は３０分～４０分程度で、時間ごとの予約制です。材料は準備いたしますので、手ぶらでご参加いただ

けます。この機会に、手作りの素敵な壁飾りを作ってみませんか?先着１０名様となっておりますので、お早めにお申し

込みください。 

※ 新型コロナウィルスの感染状況により変更・中止する場合があります。 
 

・日 時:１１月３日（水・祝） １１:００～１５:００ 

・場  所:ふなばしメグスパ／船橋市大神保町１３５６－３ 

・定  員:先着１０名（電話でご予約ください） 

・料  金:２,０００円（お風呂など施設ご利用の場合は、別途施設使用料が必要です） 

・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  

【バス】新京成バス「モリタ船橋工場前・ふなばしメグスパ前」下車  

【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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１１月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕 

 

  ● １１月の休園日  月曜日 

 

 

● 自然観察会「紅葉ウォッチング」 

・期  日 :１１月１３日（土）・１４日（日） ※ 雨天中止 

・時  間 :１３:３０～ 

・内  容 :園内で見ごろを迎える紅葉をご案内 

・定  員 :１０名 

・申  込 :１１月２日（火）９:００から電話で受付 
  

 

● 木の実のワークショップ 

・日  時 :１１月１３日（土） 

・時  間 :１３:００～１５:００ 

・内  容 :ドングリなどの木の実を使った工作教室 

・場  所 :メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター 

・費  用 :１００円 

        
   

● １１月の花 

   園内がガーデンシクラメン、サルビア、マリーゴールドなど、約１５０種類１０万株の草花で彩られるほか、中旬からは高 

さが 3ｍを超える皇帝ダリアや、モミジ・クヌギ・コナラ・ヌマスギなどの紅葉が見頃を迎えます。 

 

※ １０月１６日（土）から１１月２８日（日）までの土曜・日曜・祝日の入園には、日付指定の前売り入場券の

購入が必要です。また、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。 
 

・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:【バス】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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企画展「わくわくワークショップずかん」 

／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕 

 

ふなばし三番瀬環境学習館では、野外での生きもの探しはもちろん、工作や料理、実験観察など、 

楽しいワークショップをきっかけに、三番瀬の生きものや環境について体験しながら学ぶことができます。 

これまでに提供してきたワークショップは、なんと２００種類以上! 

学習館のワークショップはどうやってできあがるのか。どんなものが見られて、どんなことがわかるのか。その一部始終をご紹介

します! 

 

〇 「野外で活動する」 三番瀬探検隊の装備を大公開! 

〇 「観察・実験をする」 これまで観察した生きものや観察方法を紹介! 

〇 「料理を作る」  食材の標本とマル秘レシピが見られる! 

〇 「工作をする」 当館オリジナルの工作作品がズラリ! 
 

・期  間:１１月２０日（土）～２月２０日（日） 
・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、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）１２月２７日（月）～１月３日（月） 
・交  通:【バス】JR 船橋駅南口（京成船橋駅）、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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第５２回 野菜共進会 

／鎌ケ谷市役所 1 階市民ホール〔鎌ヶ谷市〕 

 

だいこん、ねぎ、にんじん等を生産者の方々に出品して頂き、比較審査を実施して、市⾧賞等の各種賞を授与します。 

出品された野菜は事前申込制（多数抽選）にて販売が行われます。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止する場合があります。 
 

・日  時:１１月１２日（金） ８:３０～ 出品受付、１０:３０～ 審査 

      １２:００～ 展示、１４:３０～ 販売 

・場  所:鎌ケ谷市役所１階市民ホール 

・交  通:【電車】新京成線・東武アーバンパークライン・北総線・成田スカイアクセス線 

新鎌ケ谷駅下車徒歩７分 

・U R L:http://www.city.kamagaya.chiba.jp/ 

 

お問い合わせ 

鎌ケ谷市役所市民生活部農業振興課 

TEL 047(445)1233／FAX 047(445)1400 

E-mail nougyousinkou@city.kamagaya.chiba.jp 
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１１月のイベント／成田ゆめ牧場〔成田市〕 

 

■ 千歳あめ作り 

七五三にかかせないアイテム「千歳あめ」を手作りしてみませんか? 

  ・ 期 間:１１月の土日祝限定 

  ・ 時 間:１１:００～１１:３０ 

  ・ 料 金:６５０円 

  ・ 定 員:各日先着２０名 

  ※ 受付はイベント開始１０分前までにお済ませください 

  ※ 定員になり次第受付終了 

 

 

■ 本物の SL（蒸気機関車）運行  

現代ではなかなかお目にかかれない本物の SL。 

乗車して蒸気機関車の魅力にはまってみてはいかがでしょうか。 

・ 期 間:１１月６日（土）・７日（日） 

・ 時 間:１０:００～１６:００ 

・ 料 金:まきば線１周５００円 

  ・ 場 所:まきば線（トロッコ列車乗り場） 

 

※ 各イベントの参加料は牧場入場料別途 

 

・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 
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プラチナアワー 

／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 土・日・月以外の祝日 各回定員４０人 

１１:３０ ロイ君アワー「ぼくらのうちゅうりょこう ダーツの旅」 １１月１４日（日）まで  

          「子どもクリスマスアワー２０２１」 １１月２０日（土）から（２７日（土）は別内容） 

１５:００ 「電波望遠鏡～宇宙の見えないものを見る」 １１月１４日（日）まで 

「星空のイルミネーション 星雲星団巡り」 １１月２０日（土）から（２３日（火・祝）は別内容） 

● 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「大潮」です。 

日時:１１月４日（木） １１:００～、６日（土） １３:３０ 

● ひよこプラネタリウム 

プラネタリウムは初めてという小さなお子様向けの番組です。 

星と星をつないで星空いっぱいにお絵描きしましょう。  

日時:１１月２４日（水）、２７日（土） １１:３０～１２:００  

料金:大人２００円、こども無料 

● 熟睡プラ寝たリウム 

勤労感謝の日にちなみ、日頃お疲れの皆様にプラネタリウムから心地よいひと時をプレゼント。 

お気になさらず眠りに落ちてください。 

日時:１１月２３日（火・祝） １５:００～１５:４５  料金:大人ひとり３５０円 定員４０人 

 

定員:各回４０人  

料金:観覧料（ひよこプラネタリウムを除く）大人３５０円、子ども(高校生以下) １６０円 
 

・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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香取神宮奉納菊花大会／香取神宮〔香取市〕 

 

香取神宮の奉納菊花大会には、地元をはじめ茨城県南部にまたが

る近隣市町村の菊花愛好家たちが丹精込めて育てた作品約５００

点が並びます。楼門や拝殿の周辺は、菊花の芳香に包まれ、時節

柄、七五三詣など大勢の参拝客の目を楽しませています。 

 

 

 

 
 

・期    間:１１月１日（月）～２４日（水） 

・場  所:香取神宮／香取市香取１６９７－１ 

・交  通:【電車】JR 成田線佐原駅からタクシー１０分 

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

 

お問い合わせ 香取神宮 TEL 0478(57)3211 

 

 
第４９回 香取市菊花大会／小見川市民センター〔香取市〕 

 

香取市・香取郡及び旭市の菊花愛好家の出品により、小見川市

民センター内アトリウムで１１部門約３００鉢の出品があり、ご覧に

なることができます。また、下記日程で、菊花を購入することができま

す。 

 

【菊花販売について】 

・期 日:１０月３１日（日）～１１月 3 日（水・祝） 

・場 所:小見川支所駐車場 

 

 
 

・期    間:１１月１日（月）～１５日（月）  

・時  間:８:３０～１７:１５ 

・場  所:小見川市民センター内アトリウム及び駐車場／香取市羽根川３８ 

・交  通:【電車】JR 成田線小見川駅下車徒歩５分 

【車】東関東自動車道佐原香取 IC から２０分 

・U R L:http://www.city.katori.lg.jp/ 

お問い合わせ 香取市商工観光課 TEL 0478(50)1212 
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佐倉・産業大博覧会／佐倉草ぶえの丘〔佐倉市〕 

 

市内の商工業や農業の魅力をより多くのみなさまに伝えるために、「佐倉・産業大博覧会」を開催します。 

会場内では、市内の産業経済団体や農業団体が生産している製品や農畜産物、農副連携により生まれた商品・特産

品・技術・サービスを「見る」、「買う」、「体験する」など様々なブースを楽しむことができます。 

イベント開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策を徹底の上、実施いたします。 
 

・日    時:１１月１３日（土）・１４日（日） ９:００～１５:００ 

      ※ 新型コロナウィルスの感染状況によっては、内容変更や中止となる場合があります。 

・場  所:佐倉草ぶえの丘／佐倉市飯野８２０ 

・料  金:無料 

・交  通:京成佐倉駅北口から無料シャトルバスあり。 

      ※ 駐車場に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。 

 

お問い合わせ 
佐倉市産業まつり実行委員会事務局  

TEL 043(484)6145／FAX 043(484)5061／E-mail sakura.expo@city.sakura.lg.jp 
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海と灯台ウィーク／上永井公園〔旭市〕 

  

日本財団 「海と日本プロジェクト」 が主催するイベント 「海と灯台ウィーク」 が開催されます。２０１８年、千葉県で初

めて「恋する灯台」 に認定された旭市も参加しています。飯岡灯台をバックに写真を撮り、旭市防災資料館にて、写真を見

せると、「オリジナル記念バッヂ」 を差し上げます。  

  
 

・期    間:１１月１日（月）～８日（月） 

・場  所:上永井公園／旭市上永井１３０９－１ 

・バッヂ受け取り場所:旭市防災資料館（いいおか潮騒ホテル東側 隣接） 

・休 館 日:１１月１日（月）、８日（月） 

      ※ 飯岡刑部岬展望館～光と風～は、現在改修工事のため、一時閉館中。 

（９月１日（水）～２月２８日（月）まで） 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 総武本線旭駅からバス双葉町行き「灯台入口」下車徒歩１０分 

【車】千葉東金道路から銚子連絡道路を経由し、終点横芝光 IC から約５０分 

   東関東自動車道 大栄 IC から県道７０号を経由し、約６０分 

 

お問い合わせ 旭市商工観光課 TEL 0479(62)5338 
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九十九里浜秋物語／国民宿舎サンライズ九十九里（九十九里町） 

 

暑さも峠をこえて、この爽やかな秋空は九十九里海岸の散策にぴったり。今秋のサンライズ九十九里は美味しいグルメが目

白押し!茄子鴨焼き、カマスの塩焼きに合鴨西京焼きなど美味しい秋味をちょこっとずつ楽しめる漁火会席。カマスの柚庵焼

き、国産牛の特選すき焼き、美味し～い新米を旬のキノコと共に味わうキノコ釜飯などなど、味も色合いも大満足の彩り特撰

会席。そしてそして、大人気の房総うまいっぺブッフェも一部レイアウトやお食事内容に改良を加え、あらたにご提供をはじめまし

た!雄大な海を眺めながら美味しいお食事をゆっくりと楽しんでください♪ 

サンライズ九十九里は安心安全に配慮し、皆さまのお越しをお待ちいたしております(^^)/ 

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

ご了承ください。 
 

・期  間:９月１日（水）～１１月３０日（火） 

・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 漁火会席コース:\１３,７５０～（１泊２食付き） 

      ③ 房総うまいっぺバイキングコース:￥１２,６５０～（１泊２食付き） 

※ 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:公共交通機関ではバス直通もしくは電車とバス併用にてご来館いただけます。 

JR 総武線千葉駅下車小湊鐡道バス白子中里行き「サンライズ九十九里」下車 

JR 外房線大網駅下車小湊鐡道バス「サンライズ九十九里」行き終点下車 

JR 東金線東金駅下車九十九里鉄道バス「サンライズ九十九里」行き終点下車 

      JR 東京駅下車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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御会式
お え し き

／誕生寺（鴨川市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年１１月１２日（金）に誕生寺で行われる「御会式」では「七つ児詣り」が併せて行われます。 
これは、現在の七五三詣りに当たるもので、子供がこれまで無事息災に育った感謝御礼と、これからも日蓮

聖人にあやかり、立派で丈夫に育ってくれますようにと願うものです。稚児衣装に着飾った子どもたちの行列
や多くの参詣者など、境内は終日華やかなムードに包まれます。 

※ 新型コロナウイルスの影響により、法要のみとなります。（万灯及び稚児行列は中止） 
 

・期    日:１１月１２日（金） 

・場  所:誕生寺／鴨川市小湊１８３ 

・交  通:【電車】JR 外房線安房小湊駅下車徒歩１５分 

・U R L:http://www.tanjoh-ji.jp 

 

お問い合わせ 誕生寺 TEL 04(7095)2621 
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竹岡の燈籠坂大師の切通しトンネルと 

上総湊の岩谷観音堂を巡るハイキング〔富津市〕 

 

JR 駅からハイキングのコースとして、富津市竹岡から上総湊まで、まち歩きを楽しむハイキングです。 

「燈籠坂大師の切通しトンネル」や「岩谷観音堂」を中心に、文化財を所有する神社や寺、漁港、東京湾を一望できるス

ポットなどを巡ります。条件が合えば東京湾越しの富士山を見ることができます。 

また、この地域では「竹岡式ラーメン」、「黄金アジ」など、千葉県を代表するグルメも楽しめます。竹岡にある和蔵酒造㈱で

は、酒造所での展示販売を行います。 

参加者には、富津市観光協会より富津市おもてなしキャラクター「ふっつん」をデザインしたタオルをプレゼント。その他、各立

ち寄り場の三柱神社では本殿のガイドが行われ、不動院ではちょっぴりプレゼントや御朱印（現地払い）を受けられます。燈

籠坂大師堂では、造海城の「御城印」の販売が行われます。 
 

・期    間:１１月２０日（土）・２１日（日）・２３日（火・祝） 

・受付時間:９:００～１２:００ 

・対  象:どなたでも 

・場  所:JR 竹岡駅（スタート・受付）～JR 上総湊駅（ゴール) 

・所要時間:４時間（総距離約１０ｋｍ） 

・交  通:【電車】JR 内房線竹岡駅下車 

・U R L:http://www.futtsu-kanko.info/ 富津市観光協会 HP「たび旅富津」 

・そ の 他:・参加者は、受付時に検温を行います。実施中はマスクの着用をお願いします。 

      ・JR 駅からハイキングの受付はスマートフォンアプリの位置情報で行います。 

       スマートフォンをお持ちでない場合は受付時にお申し出ください。 

 

お問い合わせ 
富津市観光協会 

TEL 0439(80) 1291／FAX 0439(80)1350／E-mail mail@futtsu-kanko.info 
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キウイフルーツ狩り／マザー牧場〔富津市〕 

 

とっても身近なフルーツなのに旬の時期や実り方を知らない方も意外と多いのでは? 

マザー牧場には、ヘイワード・ブルーノ・アボット・センセーションアップルの 4 種類のキウイが植えられています。それぞれ果肉の

色や甘みと酸味のバランスなど違いがあるので、お家で食べ比べをしてみると楽しいですよ。 

秋の珍しい収穫体験をぜひお楽しみください! 

 
 

・開催期間:１１月上旬～下旬の土日祝のみ ９:００～１６:００ 

※ 作柄、天候により開催日・時間が変更になる場合があります。 

・時  間:９:００～１６:００ 

・場  所:マザー牧場 フルーツ農園／富津市田倉９４０－3 

・料  金:体験料 1 人２００円、果実代 １kg１,０００円 

      ※ ４歳以上は体験料が必要です。 

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 

・駐車料金:乗用車 1 日１,０００円、オートバイ３００円 

・交  通:【車】君津 PA スマート IC（ETC 車限定）から約８㎞、君津 IC から１４㎞ 

           【電車・バス】JR 内房線君津駅より直通路線バス３５分前後 

・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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蔵見学／和蔵酒造 竹岡蔵〔富津市〕 

 

明治７年創業、東京湾のすぐ目の前、富津市南部にある湊川の河口に蔵を構え、上総掘りの深井戸から泉のごとく湧きだ

した硬水で仕込まれた清酒の味わいは、淡麗の中にもうまみがあります。 

手作りの姿勢は 「手間を惜しまない」、 「基本に忠実」をモットーとし、「千葉の食」を引き立てる包容力のある酒を目指して

います。１１月から３月まで仕込みが行われます。 
 

・期    間:１１月中旬～３月（酒造期） 

※ 酒造期以外の蔵見学も可    

※ 土・日・祝日定休 

・場  所:和蔵酒造 竹岡蔵／富津市竹岡１ 

・受入人数:１～１５人まで ※ 要予約 

・営業時間:９:００～１７:００ 

・料  金:無料 

・駐 車 場:あり 普通車５台 

・交  通:【電車】JR 内房線上総湊駅下車徒歩約２５分 

【車】館山自動車道 富津中央 IC から約１０分 

 

お問い合わせ 和蔵酒造株式会社 TEL 0439(67)0027／FAX 0439(67)1423 
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第２２回成田山公園紅葉まつり 

／成田山新勝寺 成田山公園〔成田市〕 

 

成田山公園に涼しい秋風が吹く頃になると公園はまるで錦絵のような日本庭園に変貌します。 

モミジ、クヌギ、ナラ、イチョウなど約２５０本の樹々は、例年１１月中旬から１２月上旬ごろ赤や黄色に色づき、池の水

面に映し出された様子は雅やかで多くの来客者を楽しませています。 

期間中は箏
こ と

や尺八、二
に

胡
こ

等の演奏が予定されています。 
 

・期  日:１１月１３日（土）～２８日（日）の土曜日・日曜日・祝日 

・場  所:成田山新勝寺 成田山公園／成田市成田１番地 

・交  通:【電車】JR 成田線成田駅、または京成本線京成成田駅下車徒歩２０分 

・U R L:http://www.nrtk.jp/ 

 

お問い合わせ 成田市観光協会 TEL 0476(22)2102 
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紅葉スポット 

※見頃は、気候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 千葉公園（千葉市） 

千葉公園は、大賀ハスやボート池、そして大きく育った緑が魅力

的な約１６ｈa の総合公園です。 

秋にはイロハモミジ、イチョウ、トウカエデなど２０種類以上の樹木

が紅葉・黄葉し、色とりどりの風景が楽しめます（ボート営業は１１

月末日までです）。 

 

□ 見 頃:１１月中旬～１２月上旬 

□ 場 所:千葉市中央区弁天３－１ 

□ 交 通:【電車・モノレール】JR 千葉駅下車徒歩約１０分、または千葉モノレール「千葉公園」駅下車すぐ 

□ 問合先:TEL 043(279)8440 千葉市中央・美浜公園緑地事務所 

□ ＵＲＬ:http://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/chuo-mihama/chibakouen.html 

 

2 大町公園〔市川市〕 

湿地と斜面林で構成された谷津の自然を楽しめる市川市の大町公園。 

斜面林の一部や園路沿いにひろがる美しいもみじを観賞できます。 

隣接地には、動植物園（有料）、自然博物館、観賞植物園などの施設

があり、あわせて秋の一日をお楽しみいただけます。 

 

□ 見 頃:１１月中旬～１２月上旬 

□ 開園時間:９:００～１７:００ 

□ 料 金:無料 

□ 場 所:大町公園もみじ山／市川市動植物園から入山 

□ 交 通:【バス】JR 総武線本八幡駅北口、または JR 武蔵野線市 

川大野駅下車京成バス 

◎ 毎日／本 32 系統 大町駅行き「駒形」下      

車徒歩１５分 

◎ 土日休日のみ／本 15 系統 動植物園行   

き「終点」すぐ 

□ 問合先:TEL 047(338)1960 市川市動植物園 

□ ＵＲＬ:http://www.city.ichikawa.lg.jp/zoo/ 
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【東葛飾】 

3 東漸寺
と う ぜ ん じ

（松戸市） 

東漸寺は、文明１３年（１４８１年）、経譽
け い よ

愚底
ぐ て い

運
う ん

公
こ う

上人
しょうにん

 により、当

初、根木内に開創しました。この後、約６０年後の天文年間に現在の地に移さ

れ、江戸初期に関東十八檀林の１つとされた名刹です。現在では、樹齢３２

０年を誇るしだれ桜のほか、秋には参道を彩るモミジなど四季折々の自然に触

れ、日本の伝統美を感じることができます。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

□ 場 所:東漸寺／松戸市小金３５９ 

□ 交 通:【電車】JR 常磐線北小金駅下車徒歩７分 

□ 問合先:TEL 047(345)1517 東漸寺寺務所 

□ U R L :http://tozenji.sakura.ne.jp/ 
 

 

 

4 本土寺
ほ ん ど じ

（松戸市） 

水戸光圀の寄進と伝えられる古松・老杉の参道を抜け仁王門をくぐると、境

内では桜・楓などの古木が四季折々の表情を見せてくれます。本土寺は別名 

「あじさい寺」 といわれ、初夏には紫陽花や花菖蒲の名所として有名ですが、秋

にはあざやかな赤に染まったたくさんのモミジが境内を彩ります。このほかにも春の

桜、冬の蝋梅も美しく、市内屈指の花の名所として、たくさんの参拝者が訪れて

います。 

 
□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

□ 参拝時間:開門９:００～閉門１６:３０ 年中無休 

      （最終入場１６:００） 

 □ 場 所:本土寺／松戸市平賀６３ 

 □ 参拝料:中学生以上 ５００円、小人無料、団体（２０名以上） 

       ４００円、障害者 ３００円（障害手帳掲示） 

 □ 交 通:【電車】JR 常磐線北小金駅下車徒歩１０分 

 □ 問合先:TEL 047(341)0405  

テレフォンサービス（６月、１１月のみ） 
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5 戸
と

定
じょう

が丘
おか

歴史
れ き し

公園
こうえん

（松戸市） 

公園内には、ちば文化資産にも認定された国重要文化財の【戸定邸】、国指

定名勝となった美しい書院造の【戸定邸庭園】や徳川昭武ゆかりの品を数多く展

示する【戸定歴史館】があり、戸定が丘歴史公園は 「日本の歴史公園１００

選」 に選ばれています。 

四季折々の草木があり、紅葉の季節にはモミジが美しく色づきます。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

（入場 ９:００～１７:００まで、施設見学は 

 ９:３０～１７:００まで） 

□ 場 所:戸定が丘歴史公園／松戸市松戸７１４－１ 

□ 料 金:戸定が丘歴史公園は無料、 

戸定邸 一般２５０円、戸定歴史館 一般１５０円 

 □ 休館日:月曜日（祝日の場合はその翌日） 

□ 交 通:【電車】JR 常磐線新京成線松戸駅東口下車徒歩 

１０分  

 □ 問合先:TEL 047(362)2050 戸定歴史館 

 

 

6 清水公園（野田市） 

約２８万㎡の広大な敷地を有する清水公園では、四季折々の花を楽しむこ

とができます。 

 この時期は、大きな古木を含めて約８００本のモミジが一斉に色づき、美しい

紅葉を堪能することができます。また、同じ頃、イチョウやケヤキなども色づきます。 

 
□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

□ 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下車徒歩１０分 

 □ 問合先:TEL 04(7125)3030 ㈱千秋社 清水公園管理事務所 

□ ＵＲＬ:https://www.shimizu-kouen.com/ 

       ※ 紅葉の状況等、詳細はお問合せください。 
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【北 総】 

7 成田山公園（成田市） 

成田山公園は、成田山新勝寺大本堂の後方に広がる１６５,０００㎡の大公園です。梅の名所として知られています

が、秋には、モミジ・クヌギ・ナラ・イチョウなど約２５０本の古木が趣のある色彩を醸し出します。 

 

□ 見 頃:１１月中旬～１２月上旬 

□ 場 所:成田山新勝寺 成田山公園／成田市成田１番地 

□ 交 通:【電車】JR 成田線成田駅、または京成本線京成成田駅下車徒歩２０分 

□ 問合先:TEL 0476(22)2111  成田山新勝寺 

 

 

8 香取神宮（香取市） 

香取神宮は、春は桜の名所として知られていますが、秋から冬にかけては、 

イチョウ・カエデ・モミジなどが境内を彩り参拝者の心を和ませます。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

□ 場 所:香取神宮／香取市香取１６９７－１ 

□ 交 通:【電車】JR 成田線佐原駅下車タクシー１０分 

□ 問合先:TEL 0478(57)3211 香取神宮 

□ ＵＲＬ:http://www.katori-jingu.or.jp/ 

 

9 観
かん

福寺
ぷ く じ

（香取市） 

観福寺は、川崎・西新井とともに日本三大厄除大師に数えられ、墓域に

は日本全国を測量して歩き、わが国最初の日本地図をつくりあげた伊能忠敬

の墓もあります。 

春の桜、夏の緑、秋の紅葉に代表される四季の景観の美しさも知られてい

ます。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

□ 場 所:観福寺／香取市牧野１７５２ 

□ 交 通:【電車】JR 成田線佐原駅下車徒歩２５分 

□ 問合先:TEL 0478(52)2804 観福寺 

□ ＵＲＬ:http://www.city.katori.lg.jp/ 
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【南房総】 

10 白岩・四方
よ も

木
ぎ

不動滝（鴨川市） 

鴨川市と君津市との境近くにある白岩は、奥
お く

清澄
き よ す み

 の中で最も美しい紅葉の

名所として知られています。真っ白な岩肌と紅葉の赤色のコントラストが見事に

調和して、素晴らしい光景を作り出しています。 

四方木地区の不動滝は、清澄を越えて県道から山道に入り、奥深い竹と杉

の林の中にあり、まさに秘境といった景色です。その中にある不動滝は高さ１０メ

ートル、幅８メートルで、水量の多いときには二つに分かれ右が雄滝、左が雌滝

と呼ばれています。 

上流は深い渓谷となり、初冬の紅葉の頃は、美しい瀑布と共に情緒あふれる

景色が楽しめます。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬頃 

□ 場 所:鴨川市四方木地内 

□ 交 通:【バス】JR 外房線安房天津駅から清澄行バス 

「白岩橋」、または「四方木」下車 

□ 問合先:TEL 04(7095)2218   

(一社)鴨川市観光協会天津小湊支部 

 

11 かじか橋（南房総市） 

３段の滝が有名な沢山
さ わ や ま

不動堂のつり橋から望む紅葉です。 

深山に映えるモミジと滝とのコントラストがすばらしく、しばし絵画の世界へと引

き込まれます。 

滝は落差１５m、３段に渡る滝でそれぞれに滝壷があります。 

水が大変清らかで、かなりの深さでも川底まではっきりとご覧いただけます。 

一番上の滝の岸壁には不動明王像がひっそりと立っています。 

 

□ 見 頃:１１月中旬～１２月中旬 

□ 場 所:南房総市上滝田沢山５２ 

□ 交 通:【車】富津館山自動車道路 富浦 IC から車で約３０分 

□ 問合先:TEL 0470(36)4116 道の駅「三芳村」鄙の里 
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11 小松寺
こ ま つ じ

（南房総市） 

文武天皇の御代、役
えんの

小角
お づ ぬ

 の創建といわれ、里見・徳川の朱印寺であっ

たと伝えられている古寺です。 

国指定重要文化財の銅造十一面観音坐像や県指定有形文化財の

梵鐘が有名です。 

モミジがトンネルを作る自然の中を歩きながら朱塗りの仁王門をくぐると、

静寂な世界が広がります。また、楓の大木の紅葉も見応えがあります。御

朱印も人気です。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月中旬 

□ 場 所:南房総市千倉町大貫１０５７ 

□ 交 通:【電車】JR 内房線千倉駅から車で約８分 

【車】富津館山自動車道路 富浦 IC から車で約３０分 

□ 問合先:TEL 0470(44)2502 小松寺 

□ ＵＲＬ:https://www.komatsuji.jp/ 小松寺ホームページ 

 

12 大多喜県民の森（大多喜町） 

 大多喜県民の森は、房総半島の東南部「城と渓谷の町」大多喜の北西に位置します。房総丘陵の緑豊かな森林の一角

に建設された総面積６１ha の森です。園内には、竹
た け

笹
さ さ

園
え ん

 、遊歩道、キャンプ場、竹工芸センター、タケの情報館があり、竹

をテーマとした県民の森として整備されています。 

 紅葉の時期になると、モミジ、ケヤキ、クヌギ、ナラなどが色彩豊かに色づきます。 

 

 □ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

 □ 場 所:夷隅郡大多喜町大多喜４８６－２１ 

 □ 交 通:【電車】いすみ鉄道大多喜駅下車徒歩２０分 

 □ 問合先:TEL 0470(82)3110 大多喜県民の森 

□ ＵＲＬ:http://www.0-kenmin.sakura.ne.jp/ 

13 筒
つつ

森
もり

もみじ谷（大多喜町） 

その紅葉の美しさから 「もみじ谷」 と呼ばれるようになった紅葉の名所です。

山深い谷がモミジ・ウルシ・ブナ等で赤色や黄色に染まり、カラフルなパノラマを楽

しむことができます。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

□ 場 所:夷隅郡大多喜町筒森地先 

□ 交 通:【バス】小湊鉄道養老渓谷駅からさとやま GO（臨時バス）で１０分、または 

                     養老渓谷駅・上総中野駅から路線バスで約１０分老川バス停下車徒歩４５分 

  □ 問合先:TEL 0470(80)1146 大多喜町観光協会 
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14 粟
あわ

又
また

の滝（大多喜町）  

養老渓谷の上流にあり、養老渓谷随一の景観を誇る粟又の滝は、上総養

老の滝とも呼ばれています。落差３０ｍ、⾧さ１００m にわたって流れ落ちる

様子は、一見の価値があります。 

紅葉の時期は、モミジやウルシ、クヌギ、ナラなどが彩りを添え、より見ごたえの

ある景観となります。 

 

 □ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

 □ 場 所:夷隅郡大多喜町粟又地先 

 □ 交 通:【バス】小湊鉄道養老渓谷駅、またはいすみ鉄道上総中野駅下車バス約１５分 

 □ 問合先:TEL 0470(80)1146 大多喜町観光協会 

 

 
【かずさ・臨海】 

１５ 亀山湖（君津市） 

 ダム湖である亀山湖は、四季折々に美しい表情を見せ、２５橋巡りの

サイクリングやハイキング、周辺各所にはボートハウスがあり、ボート

遊び、釣りなどが楽しめます。また、キャンプ場や湖畔公園なども整備

されており、自然の中で遊ぶには格好の場所です。 

亀山の紅葉は例年１１月中旬から１２月上旬が見ごろとなります。 

新型コロナウイルス感染症対策の上、紅葉狩り等、楽しまれてはいか

がでしょうか? 

□ 見 頃:11 月中旬～１２月上旬 

□ 場 所:亀山湖周辺 

□ 交 通:【電車】JR 久留里線上総亀山駅下車 

【車】首都圏中央自動車道木更津東ＩＣから鴨川方面  

約２０キロ 

□ 問合先:TEL 0439(39)2535  一般社団法人君津市観光協会亀山支部（水曜定休） 
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15 鹿野山
かのうざん

 神
じん

野寺
や じ

（君津市） 

約１４００年前に聖徳太子によって開山された、関東最古の名刹

で、江戸時代の名棟梁、左甚五郎
ひだりじんごろう

作「白
はく

蛇
じゃ

」、運慶
うんけい

作の「仁王面
に お う め ん

」

など歴史ある建造物・宝物があります。春にはお花見、秋には紅葉

の名所としても知られており、初詣には多くの参拝客で賑わいます。  

また、神野寺に立ち寄った際は近くの九十九谷展望公園からの眼

下に広がる雄大な景色も是非ご覧ください。 

 
□ 見 頃:１１月中旬 

□ 場 所:君津市鹿野山３２４－１ 

□ 交 通:【バス】JR 内房線佐貫駅からマザー牧場・神野寺行バス「神野寺」下車 

【車】君津 IC から９２号線鴨川方面、東粟倉経由（所要時間２５分程度） 

□ 問合先:TEL 0439(37)2351 鹿野山 神野寺 

□ ＵＲＬ:https://jinyaji.web.fc2.com/ 

 

 

15 もみじロード（富津市） 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月中旬 

□ 場 所:富津市志駒～山中  

県道１８２号上畑湊線約１０㎞区間    

□ 交 通:【バス】JR 上総湊駅から戸面原ダム行きバス、六野 

バス停下車徒歩１０分 

【車】館山自動車道富津中央 IC から国道１２７号・          

国道４６５号を経由し県道１８２号へ 

□ 問合先:TEL 0439(80)1291 富津市観光協会 

□ ＵＲＬ:http://futtsu-kanko.info/ 富津市観光協会 HP「た  

び旅富津」もみじロードページ 

 □ その他:地域のもてなしイベントは行われません。 

       もみじロード（県道１８２号）区間の公共交通はありません。 

       各景観地に臨時駐車場を設けますので、散策には駐車場をご利用ください。 
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千葉県立館山野鳥の森〔館山市〕 

 

 ● 手作り鉢とガーデニング教室 

～あなただけの小さな庭造り～ 

木製の板を使用した鉢の作製と、秋の植物を使った寄せ植え作りの教室を開催します。 

製材加工された板材を組み合わせた鉢に焦がしの模様を入れ、流木を装飾するなどして手作りの鉢を作ります。 

また、寄せ植えの仕方や花の管理方法などガーデニングの基礎を説明しながら作製するので、ガーデニング初心者の方でも 

安心してご参加いただけます。 

簡単な DIY で小さな癒しの空間を作りましょう。 
 

・日  時:１１月６日（土） １０:００～１２:００ 

・場  所:館山野鳥の森 多目的ホール／館山市大神宮５５３ 

・料  金:１,９００円（税込） 

・定  員:１２名（小学生以下は保護者同伴） 

・申 込 み:１１月４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・軍手・汚れてもよい服装 

・交  通:【バス】JR 内房線館山駅から JR バス安房神戸廻り白浜行「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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千葉県立館山野鳥の森〔館山市〕 

 

 ● 巣箱と餌台作り 

～小鳥たちへのプレゼント～ 

街中には野鳥たちが巣を作る場所が少なくなっています。 

自宅の庭木に巣箱をかけて、鳥たちの住宅難を解消すると同時にバードウオッチングで身近な自然を楽しみましょう。 

野鳥の巣作りは、２月～３月頃始まるので、この時期に巣箱を掛けることで巣に慣れることができ、理想的です。 

また、冬場の餌の少ない時期に餌台を設置するのも野鳥保護のためになります。 

製材加工した板を組み合わせて巣箱と餌台を作ります。巣箱の設置に適した場所や掛け方も説明しますので、できあがっ

た巣箱と餌台を持ち帰り、自宅に小鳥を呼んでみませんか。 
 

・日  時:１１月２０日（土） １０:００～１２:００ 

・場  所:館山野鳥の森 多目的ホール／館山市大神宮５５３ 

・料  金:１,５００円（税込） 

・定  員:１２名（小学生以下は保護者同伴） 

・申 込 み:１１月１８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・軍手・汚れてもよい服装 

・交  通:【バス】JR 内房線館山駅から JR バス安房神戸廻り白浜行「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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千葉県立内浦山県民の森〔鴨川市〕 

 

● 紅葉・新そばハイキング 

内浦山県民の森～林道奥谷線～国有林眺海コース～もみの木庵にて昼食（そば）～大多喜町道（親水広場）～ 
国有林眺海コース～林道奥谷線～内浦山県民の森芝生広場まで 約１２km のハイキング。やや健脚向き。 

 

・日  時:１１月２５日（木） ９:３０～１５:００ 

      ※ 総合センターへ９:２０までに集合 

・場  所:内浦山県民の森／鴨川市内浦３２２８ 

・定  員:一般３０名（１５名に満たない場合は中止） 

・参加受付:１１月２３日（火・祝）まで（先着順・定員になり次第締め切り） 

・料  金:お一人様１,８００円（消費税込み）  

・準備するもの:保険証・飲み物・必要であればストック 等 

・服  装:ハイキングに適した服装・帽子・軍手・トレッキングシューズ・マスク 等 

・交  通:【電車】JR 外房線ご利用の方 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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千葉県立清和県民の森〔君津市〕 

● 彩り豊かな紅葉クラフト作り 

紅葉した葉っぱをラミネート加工して、色んなネイチャー

クラフトを作る体験ができます。紅葉の押し葉を用意して

ありますが、自分で拾ってきた紅葉を加工する事もできま

す。 

 

・日 時:１１月１日（月）～３０日（火） ９:００～１６:００ 

・料 金:４５０円 

・受 付:１５:００までに木のふるさと館に集合 

・持ち物:なし   

・定 員:無制限 

● 星空ワークショップ ～月明りを利用した撮影～ 

天体写真を撮るためのカメラの基本的な設定や、夜                                       

間での撮影方法について学びます。初めての方でも大歓

迎!お待ちしています。 

※ 事前に予習（無料）をしておきたい方は、 

１６:００までにお越しください。 

 

・日  時:１１月２０日（火） １８:３０～２１:００  

・受  付:１７:５０までに木のふるさと館に集合 

・料 金:４００円 

・持 ち物:お持ちのデジタルカメラ（一眼レフ推奨）、三脚、お弁当 

・定 員:２０名  
 

・場  所:清和県民の森 木のふるさと館／君津市豊英６６０ 

・交  通:【バス】JR 内房線木更津駅西口から急行バス 亀田病院行き、「サン・ラポール」下車徒歩１０分 

【車】館山道 君津 IC 下りて左折、県道９２号、国道４１０号経由約２４km 

・U R L:https://www.seiwanomori.jp/ 

 

お問い合わせ 
清和県民の森管理事務所 

TEL 0439(38)2222／FAX 0438(38)2229／E-mail  s.sakai@senmorikumi.jp 
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千葉県立美術館〔千葉市〕 

 

● 企画展 漆黒のモダン 漆芸家 佐治賢使展 

千葉県市川市に居住した漆芸家・佐治賢使（１９１４年～１９９９年）は、卓抜 

したデザイン感覚と高度な技術によって、漆工芸界の新境地を切り拓いた人物です。  

色漆と螺鈿（らでん）、蒔絵（まきえ）等の技法により、漆黒の世界に変幻自在な表

現を展開させた彼の作品には、現代性と叙情性が見事に融合しています。具象から抽象、

立体から平面にまで及ぶ、見飽きることのない佐治賢使の芸術を紹介します。                                          

【会  場】第１、２、３展示室 

 

佐治賢使《さやか》 

 

● 第４期コレクション展  

名品４－ルノワールと女性をめぐるイメージ－ 

茨城県近代美術館、埼玉県立近代美術館のルノワールの作品を当館収蔵の 

ルノワール作品などとともに紹介します。 

【会  場】第８展示室                                      

                                                                         

ルノワール《三人の浴女》 

埼玉県立近代美術館所蔵 
 

・期  間:１０月３０日（土）～１月１６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・振替休日に当たるときは開館し、翌日休館） 

      年末年始（１２月２７日（月）～1 月４日（火）） 

・料  金:一般５００円、高校生・大学生２５０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・千葉都市モノレール千葉みなと駅より徒歩約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〕 

 

● 令和３年度特別展「バラのすべて ～All about Roses～」 

植物学、園芸、美術史等さまざまな視点からバラのすべてをお見せします。 

レーシッヒの『バラ彩色図譜』などの貴重書やアール・ヌーヴォーのガラス工芸、 

浮世絵、和書と現代の絵画等、貴重な資料がかつてない規模で集結。古今東西

愛され続けるバラの魅力の奥深さに触れてください。 

 

・期間:１０月９日（土）～１１月２８日（日） 

・会場:県立中央博物館第１企画展示室・第２企画展示室・ 

企画展示室まわり廊下・２階エントランスホール 

 

 
 

・場  所:千葉県立中央博物館／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） 

・料  金:博物館入場料は、一般８００円、高校・大学生４００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:【バス】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 
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千葉市科学館〔千葉市〕 

● 秋の企画展「科学の１００年 いま・むかし・みらい」 

１００年以上前は、どんな未来を想像していたでしょうか。様々なインフラの発展とともに、わたしたちの暮らしは変化し続け

ています。千葉市や千葉県にゆかりのある科学や技術、文化の発展も取り上げながら、さまざまな科学の歴史と現在に加えて、

未来技術や未来予想なども紹介し、これから のわたしたちについて考えるきっかけとする企画展です。 

この１００年間の科学や技術の進化と文化の発展を振り返りながら、未来について思いを巡らせ一緒に想像してみましょう。 

 

・期    間:１０月３０日（土）～１１月２８日（日） 

・時  間:９:００～１７:００ 

・場  所:千葉市科学館 ７階 企画展示室／千葉市中央区中央４－５－１ きぼーる内 

・料  金:大人５１０円、高校生３００円、小・中学生１００円 

・交  通:【電車】京成千葉中央駅下車４３０ｍ 徒歩６分 

【バス】JR 千葉駅東口１、７、１０番のりばから「中央三丁目」下車 

・U R L:https://www.kagakukanq.com/ 

 

お問い合わせ 千葉市科学館 TEL 043(308)0511／FAX043(308)0520 
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千葉県立現代産業科学館〔市川市〕 

            

 

● 令和 3 年度 企画展「カ・ラ・ク・る－歯車が伝える動き－」 

私たちの身の回りにあるさまざまな「動きを持つ機械」には、どのような動く仕掛けがつまっているのでしょうか。 

モノづくりの原点ともいえる“からくり”に注目して、歯車などの“動きを伝えるしくみ”を楽しく紹介します。 
 

・期  間:１０月１６日（土）～１２月５日（日）  

・開館時間:９:００～１５:３０ 

・場  所:千葉県立現代産業科学館／市川市⿁高１－１－３ 

・料  金:企画展開催期間:一般３００円、高･大学生１５０円、中学生以下６５歳以上無料 

・交  通:【電車】JR 総武線下総中山駅又は本八幡駅下車徒歩１５分、京成線⿁越駅下車徒歩１３分  

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

      ※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況等によって、開館時間や開館日が変更になる場合が

あります。ご来館前に必ず当館公式ホームページをご確認ください。 

お問い合わせ 千葉県立現代産業科学館 TEL 047(379)2005／FAX 047(379)2221 

  

「茶運び人形」榎本誠治       「秩序ある無秩序」 鈴木完吾 
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千葉県立関宿城博物館〔野田市〕 

        関宿関所の図 『関宿土産』（千葉県立中央図書館蔵）                                                                                 

                                           栗橋関隘（くりはしかんあい）『木曽路名所図会』 

（久喜市立郷土資料館蔵） 

● 企画展「関宿関所は川関所!?」 

関宿は江戸に近く、利根川と江戸川の分流地点にあり、日光東往還が城下を通過することから水陸の交通の要衝でした。 

そのため江戸幕府から重視され、江戸川沿いに関所が置かれました。今回の展示では新公開の史料も用いて、関所の場 

所や構造、勤務の実態などについて、関宿関所を中心に紹介します。 
 

・期    間:１０月 1 日（金）～１１月２８日（日）   

・時   間:９:００～１６:３０ 

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日にあたる場合は開館し、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３００円、高校生・大学生１５０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 :【バス】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 
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柏市郷土資料展示室〔柏市〕 

                         国立国会博物館 HP「近代日本人の肖像」より 

● 柏と明治の開拓と渋沢栄一と。 

柏の歴史に今話題の、あの人物が登場! 

明治維新により新しくまち開きした柏の豊四季・十余二地域。この地域を巡って、住民と開発会社は強く対立します。窮地

の住民に見かねた千葉県が、その仲裁を求めた先は…。 

今は柏駅周辺そして柏の葉キャンパス駅周辺として、市内はもとより東葛エリア屈指のにぎわいを見せるこの地域。想像を

絶する苦闘や葛藤の歴史を経て今の発展に至った歩みを、当時の貴重な史料を交えてご紹介します。 
 

・期    間:１１月２日（火）～２月２７日（日）  

      ※ 毎週月曜日は休室（祝日・振替休日は除く） 

・時  間:９:３０～１７:００  

・場  所:柏市郷土資料展示室／柏市大島田４８－１ 柏市役所沼南庁舎２階 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 柏駅・東武柏駅東口から手賀の丘公園・小野塚台・沼南車庫・布瀬行きバス。概ね９

時台から１６時台は「沼南庁舎バス乗継場」下車徒歩 1 分。これ以外の時間帯は「大木

戸」下車徒歩２分。 

 

お問い合わせ 
柏市郷土資料展示室 TEL 04(7191)1450 

(休室日は柏市文化課 TEL 04(7191)7414／FAX 04(7190)0892） 
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千葉県立房総のむら〔栄町〕 

 

● 江戸の花卉
か き

（菊） 

江戸時代に流行した花卉(かき、花の咲く草花）のうち、１１月は菊（江戸菊）を商家の町並みに展示します。 

江戸菊は元禄時代に始まり主に江戸を中心に発展しました。開花が進むにつれて花がねじれるように変化するのが特徴で、

明治時代から大正時代には、その変化する様から狂菊、芸菊などと呼ばれました。 

江戸時代には菊の栽培が庶民にまで広がります。「菊合わせ」「菊大会」といった品評会が盛んに行われ、「勝ち菊」は高額

な値段で取引されたため、一攫千金を狙って独自の新花を作り出すことに熱中する人々が現れました。その結果、品種改良

が急速に進み、現在ある花形のほとんどがこの時代に生まれました。 
 

・期  間:開催中～１１月１４日（日） 

・場  所:千葉県立房総のむら／印旛郡栄町龍角寺１０２８ 

・開館時間:９:００～１６:３０ 

・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:【バス】JR 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で「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〕 

 

● こうくうキッズアート展 

 小学生までのお子様から公募した「折り紙ひこうきデザイン」と「こうくう自由絵画」

を博物館で展示いたします!子供たちの楽しい作品をぜひご覧ください。 
  

・期  間:１１月 2 日（火）～２８日（日） 

・場  所:航空科学博物館 

・費  用:入館料のみ 

 

 

● JGS グランドハンドリング教室 

 航空機の運航において欠くことのできない様々な地上業務を行っている株式会

社 JAL グランドサービス。実際に業務にわっているスタッフによる説明や航空機誘導

のマーシャリングなどの体験が、お子様から楽しむことができるイベントです。 

・期  日:１１月２８日（日） 

・場  所:航空科学博物館 

・費  用:入館料のみ 

   

 

 

 

 

 

 

● 企画展示「NARITA をつなげるエアライン２０２１」 

  日本の表玄関である成田空港には様々な国や地域から、多くのエアラインが乗り入れています。 

旅客便や貨物便を含めると定期便だけ１００社にも及びます。 

成田空港と国内外の都市をつなげている乗り入れエアラインを紹介します。 

 

・期  間:１０月９日（土）～１２月２６日（日） 

・場  所:航空科学博物館 

・費  用:入館料のみ 

 

※ 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。 
 

・場  所:航空科学博物館／山武郡芝山町岩山１１１－３ 

       

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 
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城西国際大学水田美術館〔東金市〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

歌川国貞《不知火諾右エ門・小柳常吉》大判錦絵 3 枚続、天保 11～13 年（1840～42） 

● 相撲浮世絵 房総の力士そろい踏み 

江戸後期から明治にかけて活躍した房総出身の力士の雄姿や、相撲小屋が建つ回向院境内や支度部屋の様子を描い

た作品、絵番付など様々な相撲絵を紹介します。 

 

〈関連イベント〉 

◆ 講演会 １１月２７日（土） １３:３０～１５:００ ※ 要予約（TEL 0475(53)2562） 

「房総力士の足跡を追って」 谷口公逸氏（大相撲史研究者） 

◆ スライドトーク（当館学芸員による作品解説） 

１１月１９日（金）、１２月１０日（金） １３:３０～（３０分程度）※ 予約不要 

 場所:図書館 1 階オリエンテーションルーム 

 定員:６０名 

 料金:無料 

 
 

・期   間:１１月１６日（火）～１２月１１日（土）  

・時    間:１０:００～１６:００ 

・場  所:城西国際大学水田美術館／東金市求名 1 番地 

・休 館 日:日曜日・月曜日・祝日休館 

・料  金:一般３００円、高校生以下無料 

・交  通:【電車】JR 東金線求名駅下車徒歩１０分 

      【車】千葉東金道路東金 IC から約２０分 

・U R L:https://www.jiu.ac.jp/museum/ 

※ 新型コロナウィルスの感染状況により、会期やイベントを変更する場合があります。 

 

お問い合わせ 城西国際大学水田美術館 TEL 0475(53)2562／FAX 0475(55)3265 
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千葉県立中央博物館 分館 海の博物館〔勝浦市〕 

◎ 講座「海の博物館の魚類標本が出来るまで」 

 海の博物館には約１５,０００点の魚類標本が収蔵されています。これらの標本がどのように収集され、標本として整理・

保管されていくのかを紹介するとともに、その活用のされ方や意義について解説します。 

・日時:１２月１１日（土） １３:３０～１４:３０ 

・申込締切:１１月２７日（土） 

 

 

 

 

 「講座」のお申し込みについて   

  ・対象:中学生以上 

  ・定員:8 名 

  ・参加費:無料 

  ・申込方法:以下の記入事項を明記のうえ，開催 2 週間前必着で海の博物館宛てに「ハガキ」「FAX」「電子メール」の

いずれかでお申し込みください。 ※ 博物館ロビー受付でもお申込みいただけます。 

   【記入事項】（参加希望者全員の情報を記入） 

    １ 氏名   ２ 住所   ３ 電話番号   ４ 年齢   ５ 希望の行事名 

 
 

・開館時間:９:００～１６:３０（入館は１６:００まで） 

・場  所:千葉県立中央博物館分館 海の博物館／勝浦市吉尾１２３ 

・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）  

・料  金:博物館入場料 一般２００円、高校・大学生１００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 

・交  通:【電車】JR 外房線鵜原駅から徒歩１５分又は勝浦駅からタクシーで１０分 

 【バス】JR 外房線勝浦駅から小湊鐵道バス「勝浦駅・ミレーニア」循環線「海の博物館」 

下車１分 

 【車】圏央道・市原鶴舞 IC から約１時間 

・U R L:http://www.chiba-muse.or.jo/UMIHAKU 

 

お問い合わせ 
千葉県立中央博物館 分館 海の博物館   TEL 0470(76)1133／FAX 0470(76)1821 

E-mail umihaku@chiba-muse.or.jp 
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千葉県立中央博物館 大多喜城分館〔大多喜町〕 

 

【展示】 

● 令和３年度企画展 「兜とカブト」 

戦において頭を保護する防具である兜は、戦の変化にあわせて発達を遂げてきました。

また、身につけた武士の戦に対する意識・価値観なども装飾という形で兜に表現され、武

士が自らを表現する手段となりました。動物、植物などをモチーフに意匠を凝らした変わり

兜は、当時の美意識の結晶であったといえます。一方、私たちの身の回りには、その形態

が兜に似ていることを由来として「カブト」を名乗る動・植物が多く生存しています。今回の

展覧会では、「かぶと」を取り上げ、意匠を凝らした変わり種兜と「かぶと」にまつわる動・植

物を紹介します。 

 

・開催期間:１０月２２日（金）～１２月５日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

【博物館セミナー】 

 ● 街並み探検 「藻原寺の文化財と茂原の旧市街をたどる」 

藻原寺を中心に発展した茂原市内を、藻原寺の文化財と昌平町・本町

に残る歴史的建物や南総鉄道跡等をたどり、解説します。 

・日  時 : １１月２７日（土） ９:４５～１２:００  (小雨決行) 

・集合場所 : 藻原寺 山門前     

・定  員 : 先着１０名（事前申し込み必要） 

・費  用 : 保険料５０円 

・持ち物  : 水筒、マスク、歩きやすい服装 

・コース（予定）: 藻原寺－⾧生合同庁舎（旧南総鉄道跡）－昌平町－稲荷神社（天然瓦斯貯蔵場跡）－ 

本町ー旧⾧生郡役所玄関 

 

・開館時間:９:００～１６:３０（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） 

・場  所:千葉県立中央博物館大多喜城分館／夷隅郡大多喜町大多喜４８１ 

・料  金:一般２００円、高・大学生１００円（企画展は一般３００円、高・大生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護者１名は無料 

・交  通:【電車】大多喜駅（いすみ鉄道）下車徒歩１５分 

鉄
てつ

一枚
いちまい

張
ばり

南蛮
なんばん

鎖
くさり

兜
かぶと

 

(国立歴史民俗博物館蔵) 

街並み探検の様子 
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【バス】JR 外房線茂原駅南口（ＪＲ外房線）から小湊バス大多喜行き「久保」下車徒歩約２０分 

【車】＜千 葉 方 面＞圏央道「茂原⾧南ＩＣ」から１６km 約２５分 

             館山道「市原ＩＣ」から３３km 約５０分 

＜木更津方面＞ 圏央道「市原鶴舞ＩＣ」から１３km 約２０分 

             館山道「木更津北ＩＣ」から３８km 約５５分 

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

お問い合わせ 千葉県立中央博物館大多喜城分館 TEL 0470(82)3007／FAX 0470(82)4959 

 

 

 


