【発表：2021.11.16】※ 更新 12.8
(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

●

バ ウム ク ーヘ ン工
1

【期間限定】クリスマスバウム／カモガワバウム

房＆Cafe カモガワ

鴨川市

P1

バウム
2

焼きはまぐりポテトチップス／(株)正和物産

鴨川 潮騒市場 他

鴨川市

P2

3

新米新酒・生酒販売開始／ソムリエハウス酒匠の館

12 月上旬～

富津市

P3

11/26～2/24

千葉市

P4

●

1

第 31 回千葉都心イルミネーション ルミラージュちば 2021/2022
／中央公園プロムナード

2

第 22 回銚子駅前イルミネーション点灯大作戦 2021／銚子駅前広場

12/4～2/12

銚子市

P5

3

イルミライ★INZAI～自然との共生・幻想と夢の街へ～
／北総線千葉ニュータウン中央駅周辺

11/13～2/20

印西市

P6

4

芝山公園イルミネーション 2021／芝山公園

12/17～2/28

芝山町

P7

5

スターライトファンタジー2021
／旭市海上公民館及び旭市海上支所

12/1～1/15

旭市

P8

6

飯岡灯台恋するライトアップ／上永井公園

12/1～2/28

旭市

P9

12/1～3/31

鴨川市

P10

7

イルミネーション in オーシャンパーク
／道の駅鴨川オーシャンパーク

●

1

佐原・町並み・お正月／佐原まちぐるみ博物館ほか

12/28～1/10

香取市

P11

2

ニューイヤーin オーシャンパーク／道の駅鴨川オーシャンパーク

1/1 他

鴨川市

P12

3

船上より２度見える初日の出クルーズ／東京湾フェリー

1/1

富津市

P13

4

鋸山山頂駅から初日の出を見よう／鋸山ロープウェー

1/1

富津市

P14

●

1

12 月のイベント／千葉市花の美術館

12/1～26

千葉市

P15～16

2

タワークリスマスツリーと工場夜景の特別ナイトクルーズ
／千葉ポートタワー

12/4・11・18 他

千葉市

P17

3

12 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園

12/1～27

船橋市

P18～19

4

フラワーアレンジ お正月飾り／ふなばしメグスパ

12/5

船橋市

P20

5

１２月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館

12/4・5

船橋市

P21

6

ファーマーズクリスマス／成田ゆめ牧場

12/1～26

成田市

P22

7

プラチナアワー 他／白井市文化センター・プラネタリウム

12/9・11

白井市

P23

8

山倉の鮭祭り／山倉大神

12/5

香取市

P24

団 碁 祭 ／香取神宮

12/7

香取市

P25

10

【オンラインイベント】Web 芝山はにわ祭

11 月～2 月末

芝山町

P26

11

年越の大祓式／玉前神社

12/31

一宮町

P27

12

九十九里浜冬物語／国民宿舎サンライズ九十九里

12/1～1/31

九十九里町

P28

9

だん き さい

ごほうなん え

おえしき

13

御法難会と御会式／鏡忍寺

12/11

鴨川市

P29

14

鍼灸師とつくるお灸ウォーキングツアー／鴨川市総合運動施設

開催中～12 月末

鴨川市

P30～31

15

クリスマス人形劇／道の駅とみうら枇杷倶楽部

12/25

南房総市

P32

16

水仙まつり／江月水仙ロード・をくづれ水仙郷

12/11～2/6

鋸南町

P33

み か り さい

17

御狩 祭 （しし切りまち）／諏訪神社

12/5

君津市

P34

18

冬フェス 2021 ／マザー牧場

12/4～1/10

富津市

P35

19

【募集】年越し坐禅会／鹿野山禅青少年研修所

12/31～1/1

富津市

P36

袖ケ浦市

P36

市原市

P37

20
21

市制 30 周年記念「ゆりの里」年末感謝フェア
／袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」
【オンラインイベント】いちはらトレジャー～時を越え紡がれる４
つの宝～

12/18
11/19～1/31

●

1

【北

総】

犬吠埼

銚子市

P38

2

【北

総】

地球の丸く見える丘展望館

銚子市

P38

3

【北

総】

銚子ポートタワー

銚子市

P38

4

【九十九里】

矢指ケ浦海岸・飯岡海岸

旭市

P39

5

【九十九里】

長生村一松海岸

長生村

P39

6

【九十九里】

中里海岸

白子町

P39

7

【南房総】

官軍塚

勝浦市

P40

8

【南房総】

八幡岬公園

勝浦市

P40

9

【南房総】

守谷海岸

勝浦市

P40

10

【南房総】

前原横渚海岸

鴨川市

P40

11

【南房総】

清澄寺 旭が森

鴨川市

P41

12

【南房総】

白浜野島埼灯台

南房総市

P41

13

【南房総】

ちくら潮風王国

南房総市

P41

14

【南房総】

千倉大橋

南房総市

P41

15

【南房総】

南千倉海岸

南房総市

P41

16

【南房総】

三島海岸

南房総市

P42

17

【南房総】

白渚海岸

南房総市

P42

18

【南房総】

三軒屋海岸

いすみ市

P42

19

【南房総】

大原海水浴場

いすみ市

P42

20

【南房総】

太東埼灯台

いすみ市

P42

21

【南房総】

日西墨三国交通発祥記念之碑（メキシコ記念公園内）

御宿町

P43

22

【かずさ・臨海】

海ほたる PA

木更津市

P43

23

【かずさ・臨海】

太田山公園

木更津市

P43

24

【かずさ・臨海】

九十九谷展望公園

君津市

P43

25

【かずさ・臨海】

東京湾フェリー

富津市

P44

26

【かずさ・臨海】

鋸山ロープウェー

富津市

P44

千葉市

P45

千葉市

P45

●

1
2

【ベイエリア】
【ベイエリア】

みょうけんほんぐう ち ば じんじゃ

妙 見 本 宮 千葉 神 社
い な げ せんげんじんじゃ

稲毛 浅 間 神 社
け み がわじんじゃ

3

【ベイエリア】

検見 川 神 社

千葉市

P46

4

【ベイエリア】

日蓮宗大本山正中山法華経寺

市川市

P46

5

【ベイエリア】

葛飾八幡宮

市川市

P46

松戸市

P47

松戸市

P47

6
7

【東葛飾】
【東葛飾】

まん ま ん じ

萬 満寺
ほんどじ

本土寺
とうぜんじ

8

【東葛飾】

東漸寺

松戸市

P47

9

【東葛飾】

松戸神社

松戸市

P48

10

【北

総】

成田山新勝寺

成田市

P48

11

【北

総】

宗吾霊堂

成田市

P49

まんがんじ

12

【北

総】

満願寺

銚子市

P49

13

【北

総】

下総国一之宮 香取神宮

香取市

P49～50

香取市

P50

多古町

P50

佐倉市

P51

芝山町

P51

旭市

P51

山武市

P52

長南町

P52

一宮町

P52

茂原市

P53

橘樹神社

茂原市

P53

安房国一之宮 安房神社

館山市

P53～54

14
15
16

【北
【北
【北

総】
総】
総】

17

【北

18

【九十九里】

19
20
21
22

総】

【九十九里】
【九十九里】
【九十九里】
【九十九里】

23

【九十九里】

24

【南房総】

かん ぷ く じ

観 福寺
にちほんじ

日本寺
ま か たじんじゃ

麻賀多神社
かんのんきょうじ

芝山仁王尊 観 音 教 寺
鎌数伊勢大神宮
なみ き り ふ ど う そん

なるとうさん ふ ど う いんちょうしょうじ

浪切不動尊〔成 東 山 不動 院 長 勝 寺 〕
かさもりかんのん

笠森観音
かずさのくにいちのみや たまさきじんじゃ

上 総 国 一之宮 玉 前 神 社
そう げ ん じ

藻 原寺
たちばなじんじゃ

な ご じ

25

【南房総】

那古寺

館山市

P54

26

【南房総】

大本山誕生寺

鴨川市

P54

鴨川市

P55

27

【南房総】

だい ほん ざん せい ちょう じ

大本山清 澄 寺

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

【南房総】
【南房総】
【南房総】
【南房総】
【南房総】
【南房総】
【かずさ・臨海】
【かずさ・臨海】
【かずさ・臨海】
【かずさ・臨海】
【かずさ・臨海】
【かずさ・臨海】
【かずさ・臨海】
【かずさ・臨海】

た か べ じんじゃ

南房総市

P55

南房総市

P55

いすみ市

P56

いすみ市

P56

いすみ市

P57

鋸南町

P57

木更津市

P57

木更津市

P58

君津市

P58

君津市

P59

富津市

P59

富津市

P59

袖ケ浦市

P60

飯 香 岡 八 幡宮

市原市

P60

高家 神 社
いしどうじ

石堂寺
きよみずでら

清 水寺
い づなでら

飯縄 寺
ぎょうがんじ

行 元寺
にほんじ

日本寺
やつるぎはちまんじんじゃ

八剱八幡神社
こうぞうじ

高蔵寺
かのうざん じん や じ

鹿野山 神 野寺
みついしやまかんのんじ

三 石山 観音寺
ぶつもじ

佛母寺
とうきょうわんかんのん

東 京 湾観音
かさがみかんのんしょうふくじ

笠 上 観 音 正 福寺
いい が おかはちまんぐう

●

1

【ベイエリア】

市川七福神めぐり

市川市

P61

2

【東葛飾】

松戸七福神めぐり

松戸市

P62

3

【東葛飾】

流山七福神めぐり

流山市

P62

4

【北

総】

しもふさ七福神めぐり

成田市

P63

5

【北 総】

いんざい七福神めぐり

印西市

P63

6

【北 総】

佐倉七福神めぐり

佐倉市

P64

7

【九十九里】

茂原七福神めぐり

茂原市

P64

上総七福神めぐり

木更津市
君津市
富津市

P65

8

【かずさ・臨海】

1

《館山野鳥の森》房総里山ハイキング

館山市

P66

2

《館山野鳥の森》正月飾り作り

館山市

P67

3

《内浦山県民の森》スターキャンプ鴨川～冬の星空観察会～

館山市

P68

4

《清和県民の森》紅葉狩りとネイチャークラフト 他

君津市

P69

1

《千葉県立中央博物館》講座「昆虫標本整理たいけん！」 他

千葉市

P70～71

2

《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

P72

3

《ホキ美術館》野田弘志新作展

千葉市

P73

4

《千葉県立現代産業科学館》 クリスマス in 科学館

市川市

P74

5

《千葉県立関宿城博物館》第 21 回関宿城百景写真展

野田市

P75

神仙沼―保木将夫氏に捧ぐ―

6

《千葉県立房総のむら》お飾り作りの実演

7

《航空科学博物館》やさしい航空のおはなし「客室乗務員のおはなし」
（ANA） 他

栄町

P76

芝山町

P77

【期間限定】クリスマスバウム／カモガワバウム〔鴨川市〕

カモガワバウムでは期間限定で『クリスマスバウム』を販売しております。
数種類のスパイスをきかせたバウムクーヘンに、ホワイトチョコレートをたっぷりかけて、ラム酒に漬け込んだドライフルーツと、
ピスタチオなどのナッツをトッピングしました。
ラム×スパイス×ホワイトチョコがクセになる、リッチで少し大人なクリスマスにぴったりのバウムです。
存在感のあるゴールドのリボンがデザインされた包装紙に包んで販売いたします。贈り物にもぜひご利用ください。
クリスマス限定のカフェメニューや、人気商品カモバチーズのチョコフレーバーも期間限定で販売中です。
販売期間中は潮騒アプリ会員様に『クリスマスバウム（１,５００円）をご購入で１００円 OFF』のクーポンをプレゼント!

【期間１１月中旬～１２月２５日（土）まで（※なくなり次第終了）
【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:クリスマスバウム
・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）
:１,５００円
・内容量:約３３０g
・賞味期限:製造から３０日（未開封）
・取扱期間:１１月中旬～１２月２５日（土）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

1

焼きはまぐりポテトチップス／(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。
『焼きはまぐり風味ポテトチップス』 が新発売!
国産じゃがいもをじっくり丁寧に釜揚げした、ギザギザタイプのザクザク食感が食べごたえ抜群!
醤油の香りがあと引く、おやつにも、おつまみにもぴったりの焼きはまぐり風味のポテトチップスです。
お得なクーポンがやポイントがたまる潮騒アプリも会員募集中です。
潮騒グループのキャラクター 「P マン＆ぴーにゃっつ」 のアイコンが目印です。
「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:焼きはまぐりポテトチップス
・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）
:４３２円
・内容量:各１２０g
・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 TEL04(7092)1132／E-mail info@shiosaigroup.jp

2

新米新酒・生酒販売開始／ソムリエハウス酒匠の館〔富津市〕

毎年、大好評いただいている新米新酒・生酒が１２月下旬より販売開始致します。
ソムリエハウス酒匠の館では、試飲可能です。ご来店お待ちしております。
● しぼりたて
● にごり酒
● にごり原酒
※ 順次、販売となりますのでお問い合わせください。（発売開始時期等）

・期

間:１２月上旬～

・場

所:ソムリエハウス酒匠の館／富津市上後４２３－１

・定 休 日:年中無休
・営業時間:９:００～１７:００
・料

金:商品ごとに金額が異なります。試飲は無料です。

・駐 車 場:あり 普通車２０台 大型バス１０台可
・交
・U

通:【車】JR 内房線上総湊駅下車後車で約１０分
R L:http://www.sommelier.co.jp/

お問い合わせ

小泉酒造合資会社（ソムリエハウス酒匠の館）
TEL 0439(68)0100／ FAX 0439(68)1582
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第 3１回千葉都心イルミネーション
ルミラージュちば２０２１/２０２２〔千葉市〕
／中央公園プロムナード

Illumination Image : © YAHAVAH ART STUDIO

千葉都心イルミネーション「ルミラージュちば２０２１／２０２２」は、中央公園プロムナード（駅前大通り）、中央公園
を会場としたイルミネーションイベントです。
今回は、『 持続可能な未来を拓く希望の光』をテーマとし、新型コロナウイルス感染症患者の治療に尽力する医療従事者
への感謝や、感染拡大防止に奮闘されている飲食店事業者をはじめとする全ての方々に対する応援と早期収束の願いを込
めて、千葉都心をイルミネーションの暖かな光で灯します。
・期

間:１１月２６日（金）～２月１４日（月）

・時

間:１７:００～２１:００
※ コロナウイルス感染症の拡大状況等によって変更の可能性があります。

・場

所:中央公園プロムナード、中央公園／千葉市中央区中央１丁目１２

・料

金:無料

・交

通:【電車】JR 千葉駅下車

・U R L:https://www.facebook.com/ルミラージュちば-516190685217413/

お問い合わせ

千葉都心イルミネーション実行委員会事務局（千葉商工会議所）
TEL 043(227)4103／FAX 043(227)4107／E-mail illumi@chiba-cci.or.jp
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第２２回銚子駅前イルミネーション点灯大作戦２０２１
／銚子駅前広場〔銚子市〕

銚子市の玄関口である銚子駅前を明るくすることで、街に活気を与えたいという想いのもと、本年度で第２２回目を迎える
ことになりました。約１０万球の電球を飾り付け、１２月上旬から翌年２月中旬までの７０日間イルミネーションを点灯しま
す。
・期

間:１２月４日（土）～２月１２日（土）

・場

所:銚子駅前広場／銚子市西芝町１４３８

・料

金:無料

・交

通:【電車】JR 総武本線銚子駅下車

・U R L:https://www.cho-cci.or.jp/

お問い合わせ

銚子商工会議所青年部 TEL 0479(25)3111
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イルミライ★INZAI～自然との共生・幻想と夢の街へ～
／北総線千葉ニュータウン中央駅周辺〔印西市〕

今年で４年目となるイルミネーションイベント「イルミライ★INZAI」。今年はエリアを新たに駅南口まで拡大し、北口を都市
ゾーン、南口を自然ゾーン、駅前デッキを都市と自然の調和ゾーンとして、エリアごとに印西市の特色を表現したイルミネーション
を実施します。また、改札を出てすぐの駅前デッキ上には、高さ約３m にも及ぶ印西市マスコットキャラクター「いんザイ君」のオ
ブジェも登場します。沿線最大級、合計５０万球の電飾で彩られたイルミネーションをお楽しみください。
《期間中のイベント》
① 点灯式（パブリックビューイング） １１月１３日（土） １６:５０頃～
事前に撮影した市⾧によるカウントダウンを大型ビジョンで放映し、それに合わせてイルミネーションが点灯します。
また、点灯に合わせて、印西市を拠点に活動する和太鼓集団「印西ゆめ太鼓」によるパフォーマンスも行われます。
（雨天の場合は演奏中止）
② オリジナル 15 秒 CM 動画の公開
URL（YouTube）:https://www.youtube.com/watch?v=rZv7g6szvqA
③ オリジナルインスタフィルターの公開

１１月１３日（土）～

ペンライトアーティストユニット「TOCHKA（トーチカ）」による期間限定オリジナルインスタフィルターが登場します。詳しくは印
西市シティプロモーションサイト「MAKE INZAI ORIGINAL」内で公開します。
URL:https://makeinzaioriginal.com/projects/illumirai2021

・期

間:１１月１３日（土）～2 月２０日（日）

・点灯時間:１７:００～２２:３０
・場

所:北総線千葉ニュータウン中央駅周辺 ／印西市中央北 1 丁目

・料

金:無料

・交

通:【電車】北総線千葉ニュータウン中央駅下車すぐ

・U R L:https://www.city.inzai.lg.jp/0000013351.html

お問い合わせ

印西市シティプロモーション課 TEL 0476(33)4426
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芝山公園イルミネーション２０２１／芝山公園〔芝山町〕

昨年初めて開催いたしました芝山公園イルミネーションを今年も開催します!
淡くやさしいオリジナルカラーしばやまグリーンをみにきてください。
今年は、町の人気キャラクターも登場予定!
※ ご来場の際は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い致します。
・期

間:１２月１７日（金）～２月２８日（月）
※ 天候等の影響により、急遽中止となる場合がございますのでご了承ください。

・場

所:芝山公園／山武郡芝山町芝山３１０

・料

金:無料

・交

通:【車】東関東自動車道成田 IC・富里 IC・酒々井 IC から約３０分
千葉東金道路松尾横芝 IC から約１０分

・U

R L:芝山町観光協会 HP:https://shibayama-kankou.com/
インスタグラム:https://www.instagram.com/shibayama_kankou/
フェイスブック:https://m.facebook.com/shibayama.kankou/

お問い合わせ

芝山町観光協会（事務局:芝山町役場産業振興課） TEL 0479(77)3919
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スターライトファンタジー２０２１
／旭市海上公民館及び旭市海上支所〔旭市〕

旭市の冬といえば「スターライト☆ファンタジー」。旭市海上公民館および旭市海上支所を会場に開催されます。色とりどりに
ライトアップされた樹々は美しく、イルミネーションで装飾された光のオブジェが冬の旭を幻想的に彩ります。
また、期間中、「スターライトファンタジー２０２１フォトコンテスト」を開催しています。会場を撮影し、Instagram にハッシ
ュタグ「#あさひスターライト２０２１フォトコン」をつけて投稿すると、最優秀作品・入選作品には市内共通商品券をプレゼン
トします。
・期

間:１２月１日（水）～１月１５日（土）

・点灯時間:１７:００～２１:００
・場

所:旭市海上公民館および旭市海上支所／旭市高生 1

・料

金:無料

・交

通:【電車】JR 総武本線飯岡駅下車徒歩５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４０分

お問い合わせ

旭市商工会青年部 TEL 0479(62)1348
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飯岡灯台 恋するライトアップ／上永井公園〔旭市〕

千葉県で初めて 「恋する灯台」 に認定された飯岡灯台が色とりどりにライトアップされます。灯台周辺には、バラを模した
LED 照明６００本の 「花園」 が広がります。白い花冠と緑の茎、灯台が相まって幻想的な夜を演出してくれます。
飯岡灯台が建つ上永井公園から見下す街の夜景は、「日本夜景遺産」 「日本の夜景１００選」 に選ばれるほどのビュ
ースポット。同時期に、街中で開催されるイルミネーション 「スターライト☆ファンタジー」 も併せて楽しめます。

・期

間:１２月１日（水）～２月２８日（月）

・点灯時間:１７:００～２１:００
・場

所:上永井公園／旭市上永井１３０９－１

・料

金:無料

・交

通:【バス】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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イルミネーション in オーシャンパーク
／道の駅鴨川オーシャンパーク〔鴨川市〕

夜のオーシャンパークを１万５千個の LED でライトアップ。幻想的な情景を演出します。
１２月２４日（金）から３０日（木）までは０:００時まで、３１日（金）から１月１日（土・祝）にかけては夜
明けまで点灯します。
※ 新型コロナウイルス感染症予防対策として、マスクの着用及び手指の消毒等をお願いします。
・期

間:１２月１日（水）～３月３１日（木）

・時

間:１７:００～２１:００

・場

所:道の駅鴨川オーシャンパーク／鴨川市江見太夫崎２２番地

・交

通:【車】館山自動車道君津 IC から房総スカイライン
県道２４号（旧鴨川有料道路）経由 R１２８号館山方面へ２０分

・U

R L:http://www.kamogawaocean-park.com/

お問い合わせ

道の駅鴨川オーシャンパーク TEL 04(7096)1911
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佐原・町並み・お正月／佐原まちぐるみ博物館ほか〔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いただく「佐原まちぐるみ博物館」を佐
原おかみさん会が運営しています。その企画展の１つとして、年末年始に「佐原・町並み・お正月」を実施します。
佐原まちぐるみ博物館以外の店舗等にも声をかけ、期間中、オリジナルの正月飾りで来訪者をもてなします。
また、１月８日（土）に寿獅子舞の披露（雨天中止）や佐原囃子の演奏が行われ、歴史ある商家が並ぶまちなか全
体で正月気分を盛り上げ、回遊の楽しみを提供します。
※ 獅子舞は忠敬茶屋を始めとして、町中を練り歩く。
※ 佐原囃子は１１:００～と１４:００～の２回
・期

間:１２月２８日（火）～１月１０日（月・祝）

・場

所:佐原まちぐるみ博物館ほか／香取市佐原

・交

通:【電車】JR 成田線佐原駅下車

・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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ニューイヤーin オーシャンパーク
／道の駅鴨川オーシャンパーク
(鴨川市)

【元旦「初日の出」特製福袋販売&餅投げ開催!】
・日 時:１月１日（土・祝） ６:００～８:００（餅投げは日の出後に開催。
）
【花摘み】
・開催日:２月上旬～
・花の種類:ストック・矢車草・ベニジューム・ポピー・菜の花 等
・料 金:１０本５５０円
【食用菜花摘み】
千葉県エコ農産物に認定されている食用菜花が指定の袋へ摘み放題です。
・開催日:2 月上旬～
・料 金:１袋３５０円
※

新型コロナウイルス感染症予防対策として、マスクの着用及び手指の消毒等をお願いします。

・場

所:道の駅鴨川オーシャンパーク／鴨川市江見太夫崎２２番地

・交

通:【車】館山自動車道君津 IC から房総スカイライン
県道２４号（旧鴨川有料道路）経由 R１２８号館山方面へ２０分

・U

R L:http://www.kamogawaocean-park.com/

お問い合わせ

道の駅鴨川オーシャンパーク TEL 04(7096)1911
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船上より２度見える初日の出クルーズ／東京湾フェリー〔富津市〕

東京湾フェリー（横須賀市久里浜港～富津市金谷港）船上から、陸上とは一味違った「初日の出」を体験することがで
きます。初日の出に照らされた「紅富士」もご覧いただけます。
《金谷港（千葉県側より）》
第１便６:３０発に乗船すると船上からの初日の出を楽しむことができます。（金谷港発の「初日の出」は１度だけ。甘
酒のサービスはありません）
《久里浜港（神奈川県側より）》
第１便６:４０発のフェリーに乗船し、１回目の「初日の出」を拝みます。その後、フェリーが金谷港に近づくにつれ、房総
の三大名山の一つ、鋸山が目の前にせまり、一度昇った太陽がその陰に隠れます。フェリーが金谷港入港後、しばらくして再び
鋸山の山頂から顔を出し、２度目の日の出を迎えます。また、当日のみ、１便（６:４０発）に乗船する先着３００名
の方に久里浜ターミナルで甘酒のサービスがあります。
《お得な遊覧割引乗船券》
久里浜・金谷航路の往復乗船で相手港では下船しない 「遊覧割引乗船券」 を利用すると、約１時間４０分のミニクル
ーズを楽しむことができます。

・期

日:１月１日（土・祝）

・料

金:片道／大人８００円、小人４００円
遊覧割引運賃／大人１,１００円、小人５５０円 ※ 相手港に下船しない往復遊覧券です

・交

通:金谷港／【電車】JR 内房線浜金谷駅下車徒歩８分
久里浜港／【バス】京急久里浜駅京急バスまたは、JR 横須賀線久里浜駅からバス１０分

・U

R L:http://www.tokyowanferry.com/

お問い合わせ

東京湾フェリー㈱営業部 TEL 046(830)5622／FAX 046(830)5625
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鋸山山頂駅から初日の出を見よう／鋸山ロープウェー〔富津市〕

鋸山ロープウェーでは、元旦に初日の出を山頂で迎えるため、５:３０から特別運転を行います。年末年始は大変空気
が澄んでおり、白銀に輝く富士山や、眼下に広がる東京湾浦賀水道などが、日の出とともに刻々とその色合いを変え、荘厳な
光景を見せてくれます。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の為、人数制限あり。
・日

時:１月１日（土・祝） ５:３０から５分間隔で運転
※ 日の出時間 ６:５０頃 房総丘陵より昇ります。

・場

所:鋸山ロープウェー／富津市金谷４０５２－１

・運

賃:大人往復９５０円、こども往復４５０円

・特

典:先着２００名に限り、山頂駅展望台で温かい飲み物を無料サービスします。

・交

通:【電車】JR 内房線浜金谷駅下車徒歩約８分
【車】富津館山道路富津金谷 IC から約５分
※ 山頂駅展望台までロープウェー山頂駅下車徒歩１分

・U

R L:http://www.mt-nokogiri.co.jp/

お問い合わせ

鋸山ロープウェー TEL 0439(69)2314
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１２月のイベント／千葉市花の美術館〔千葉市〕
１２月のテーマは、フローラルクリスマス
ワークショップや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
開催中～１２月２６日（日）

クイズラリー
絵本を見ながら館内のヒントを巡ります

参加費:１００円
１２月 4 日（土）・5 日（日）・１１日（土）・１

「クリスマス手作りマルシェ」
ワークショップクリエーターによる日替わり体験教室

２日（日）・１８日（土）・１９日（日）
アトリウム開催（雨天決行）
１２月１１日（土）～１２日（日）

「クリスマス青空マーケット」
手作り作家によるハンドメイド・アート作品の青空市

前庭無料区域開催（雨天中止）

「クリスマス子どもプレゼント」
サンタさんから子どもたちにお菓子のプレゼント
お菓子がまだ食べられない乳幼児は対象外になります

１２月２５日（土) １３:３０～
対象:小学生以下 先着５０人

手作りマルシェ

■企画展示（1F 多目的室）
福岡季実子「mori no kotoba」

・期

１２月１４日（火）～２６日（日）

間:１２月１日（水）～２６日（日）
※ 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
15

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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タワークリスマスツリーと工場夜景の特別ナイトクルーズ
／千葉ポートタワー〔千葉市〕

千葉港にひしめく数々の工場夜景とタワーのクリスマスイルミネーションを観光船に乗って船上からお楽しみいただけるお得な
共通パスを発行します。
・期

間:１２月４日（土）
・１１日（土）
・１８日（土）
・２４日（金）
・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:大人１,２００円、小・中学生６００円

・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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１２月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕
● １２月の休園日

月曜日（２７日を除く）・２９日（水）・３０日（木）・３１日(金)

● 駐車料金冬期割引のお知らせ
１２月１日（水）から３月１５日（火）まで普通車３００円、大型車１,０００円に割引されます。
● ユールイベント
・ 期

間:１２月１日（水）～２６日（日）

・ 内

容:園内がクリスマス装飾されます

● クリスマスマーケット
・ 期

間:１２月１８日（土）～２６日（日）

● ハッピー☆クリスマス 寄せ植え作り
・ 日

時:１２月４日（土）・5 日（日）

・ 時

間:① １０:３０～、 ② １４:００～

・ 場

所:メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター

・ 費

用:１,５００円

・ 定

員:各１０人

・ 申

込:１２月１日（水）９:００～から予約専用電話（457-6691）で受付

● クリスマスライブ
・ 日

時:１２月５日（日）

・ 時

間:① １１:３０～、② １３:３０～

・ 内

容:バイオリン＆ギター演奏

・ 場

所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム

・ 出

演:teDesUtETT

● お正月の寄せ植え作り
・ 日

時:１２月１１日（土）・１２日（日）

・ 時

間:① １０:３０～、 ② １４:００～

・ 場

所:メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター

・ 費

用:２,０００円

・ 定

員:各１０人

・ 申

込:１２月１日（水）９:００から予約専用電話（457-6691）で受付

● やぎさんたちのクリスマスショー
・ 日

時:１２月１２日（日） ※ 雨天中止

・ 時

間:１３:００

・ 場

所:ワンパク王国ゾーン どうぶつふれあい広場

・ 内

容:やぎさんたちと祝うクリスマスパーティー
輪くぐり・ジャンプなどの芸を披露します
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● 降雪イベント
・ 日

時:１２月１９日（日）

・ 時

間:① １１:００～、 ② １３:００～ 、③ １４:００～
（１回約１０分）

・ 場

所:風車前

・ 内

容:雪の広場が出現し、舞降る雪のショータイムでホワイトクリスマスを体験
しよう。

● クリスマスライブ
・ 日

時:１２月２５日（土）

・ 時

間:① １１:３０～、② １３:３０～

・ 内

容:ハンドベル演奏

・ 場

所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム

・ 出

演:White Bell

● 新春に飾るフラワーアレンジメント作り
・ 日

時:１２月２７日（月）

・ 時

間:① １０:３０～、 ② １４:００～

・ 場

所:メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター

・ 費

用:２,０００円

・ 定

員:各１０人

・ 申

込:１２月１日（水）９:００から予約専用電話（457-6691）で受付

● 12 月の花
中旬まではクヌギ、コナラ、ヌマスギなどの色鮮やかな紅葉が見られます。
メルヘンの丘ゾーンではパンジー・ビオラ、１００種類を集めた「パンジー・ビオラ１００選」を開催。この他にもストック、ハ
ボタン、チェイランサスなど約１５０種類１０万株の草花が園内を彩ります。
※ 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。
・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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フラワーアレンジ

お正月飾り／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、お正月飾りを作ります。お部屋が華やかになること間違いなしです。
材料は準備いたしますので、手ぶらでお気軽にご参加いただけます。この機会に、手作りの素敵なお正月飾りを作って
みませんか?作成時間は３０分～４０分程度で、時間ごとの予約制です。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あり
・日

時:１２月５日（日） 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:２,２００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徒歩２分
【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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１２月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕

三番瀬探検隊「干潟の生きものを探そう」
干潟にくらしているカニや貝などを探しに行こう。帽子とスコップ、トランシーバー
を持って、さぁ出発だ!
・日時:１２月４日（土） １０:００～１２:００
・料金:利用料のみ
・申込:Web フォームより要事前応募 １１月２７日（土）１７:００締切

海と森の工作教室「クリスマスランプシェードを作ろう」
アンデルセン公園とのコラボ企画! 葉っぱや生きもの、貝がらのシートをかざってラ
ンプシェードを作ろう!

・日時:１２月５日（日） １３:３０～１５:００
・料金:利用料＋６００円／セット
・申込:Web フォームより要事前応募 １１月２８日（日）１７:００締切
※ 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。

・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）
・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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ファーマーズクリスマス／成田ゆめ牧場〔成田市〕

■ ヒツジさんに名札プレゼント
ヒツジさんの名札を自由にデザインしよう!選ばれたデザインは実際に名札
にし、飼育員からヒツジさんにプレゼントします。
選ばれたデザインは１月中旬に HP にて発表。
・ 期 間:１２月１日（水）～２４日（金）までの平日限定
・ 時 間:１０:００～１５:００
・ 料 金:無料
※ 雨天中止
※ ヒツジは選べません

■ ヤギさんのメェ～リ～ミッション
ヤギさんの名札に隠されたキーワードを集めて文章を完成させよう。
ミッションクリアで、ヤギさんから素敵なプレゼントが…?
・ 期 間:１２月４日（土）～２６日（日）までの土日限定
・ 時 間:１０:００～１５:００
・ 料 金:ヤギヒツジのエサご購入の方限定（１杯１００円）
※ 雨天中止
※ おひとり様１回のみ
※ 景品がなくなり次第受付終了
※ 掲載の画像はイメージです
・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

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 土・日・月以外の祝日と２３日（木）、２４日（金）（約４５分間）
２５日（土）まで
１１:３０ 「子どもクリスマスアワー２０２１」 今晩の星空の紹介とともに、クリスマスの楽しいお話をします。
１２日（日） サンタさんがやって来る １０:００～、１１:３０～、１３:３０～、１５:００～
１５:００ 「星空のイルミネーション 星雲星団巡り」
クリスマスの音楽を楽しみながら、星空に隠れている美しい星雲星団の数々をめぐります。
２６日（日）１１:３０ ロイ君アワー「ほしぞら散歩」

１５:００「今宵の星空散歩」

● 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「星雲星団」です。
日時:１２月９日（木） １１:００～、１１日（土） １３:３０～
● どなたでも学習投映（約６０分間）
小、中学校の理科で習う天文・宇宙の内容についての投映です。今回は中学３年生で学習する「地球と宇宙」です。星
座の紹介もあります。大人の方もどうぞ。
日時:１２月４日（土）、１８日（土） ９:４５～
定員:各回４０人

観覧料: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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山倉の鮭祭り／山倉大神〔香取市〕

や ま くらだいじん

は つ う さい

山倉大神の初卯祭は、鮭を奉納することから別名「鮭祭り」と呼ばれています。鮭を龍宮献進のものとし、奉納された
鮭を初卯祭（現在は１２月第１日曜）の前日に白川流包丁式の神事で小さい切り身にさばき、祭礼当日に限り護
符として参拝者へ頒布します。護符は“災いをサケる”と珍重され、常備されている鮭の黒焼きの護符とともに、病災消除
とくに風邪薬として知られています。鮭を献上する古式ゆかしい行列が組まれて厳かに祭儀が執行され、夕刻には神輿渡
御も行われます。
と ぎ ょ

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、神輿・山車の渡御等は実施せず、神事のみ執り行います。
（参拝・見学可）
・日

時:１２月５日（日） １１:００～

・場

所:山倉大神／香取市山倉２３４７－１

・交

通:【高速バス】京成バス・千葉交通 浜松町・東京駅発旭経由銚子行栗源下車。車で５分。
【車】東関東自動車道大栄IＣから２０分または佐原香取ＩＣから２５分

・U R L:http://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/gyoji/fuyu/y_sake.html

お問い合わせ

香取市生涯学習課文化財班 TEL 0478(50)1224

24

だん き さい

団碁祭／香取神宮〔香取市〕

は ち こ く は っ と だ ん ご まつり

「八石八斗団子祭」 とも言われ、新穀で団子をつくり奉納する五穀成熟感謝のお祭りです。年間１００を超える祭事の
だいきょう さ い

ひ

め かみ

中でも御神酒の奉献がない珍しい神事で、大饗祭（１１月３０日の新穀感謝の神事）の接待に当たった比売神慰労の
お祭りとも言われています。終了後、団子は参拝者に配られ、この団子を食べると風邪をひかないと伝えられています。
※ 神事を境内から見学できます。詳細はお問合せください。
・日

時:１２月７日（火） １８:００～

・場

所:香取神宮／香取市香取１６９７－１

・交

通:【電車・タクシー】JR 成田線佐原駅からタクシー約１０分または JR 成田線香取駅下車徒歩約
３０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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【オンラインイベント】Web 芝山はにわ祭〔芝山町〕
令和３年芝山はにわ祭の開催が中止となりましたが、Web 上で「Web 芝山はにわ祭」を開催します。皆さまぜひご覧くださ
い。
【内容】
（１）芝山はにわ祭ポスターギャラリー
歴代の芝山はにわ祭ポスター画像を第１回から第３６回までのポスターデータをＷｅｂ上で公開いたします。
（２）動画「芝山はにわ祭の裏側 古代へいざなう」
２０１０年（第２８回）祭に向けて舞巫女の練習の様子、古代人の化粧の様子、国造のインタビュー等を収録した、
芝山はにわ祭の舞台裏を紹介します。
（３）プレゼント企画
① Ｗｅｂ芝山はにわ祭から応募する 風和里野菜セットのプレゼントを抽選で１００名にプレゼント
② Ｗｅｂ芝山はにわ祭から応募する 商工会お茶セット、商工会マッコリおつまみセットのプレゼント
・ 商工会お茶セットを抽選で１００名にプレゼント。
・ 商工会マッコリおつまみセットを抽選で５０名にプレゼント。
※ 当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
・期

間:「Ｗｅｂ芝山はにわ祭」開設期間 １１月～２月末
「プレゼント企画応募期間」１１月～１月末

・U

R L:https://shibayama-haniwa.com/

お問い合わせ

芝山はにわ祭実行委員会（芝山町役場産業振興課） TEL 0479(77)3919
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年越の大祓式／玉前神社〔一宮町〕

神代の昔から行われてきたお祓いの儀式で、「古事記」、「日本書記」にもその記述が見られます。
日々の生活の中で知らず知らずに犯している罪・穢れを祓い清め、清々しい気分で新しい一年を迎えられるよう願う神事で
す。茅の輪くぐりの神事もあり、１２月中旬から境内に３メートルの茅の輪をたて、その輪をくぐることにより己の穢れを祓います。

・日

時:１２月３１日（金） １５:００～

・場

所:玉前神社／⾧生郡一宮町一宮３０４８

・交

通:【電車】JR 外房線上総一宮駅下車徒歩７分

お問い合わせ

玉前神社 TEL 0475(42)2711
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九十九里浜冬物語／国民宿舎サンライズ九十九里（九十九里町）

今冬のサンライズ九十九里は美味しいグルメが盛りだくさん!甘鯛塩焼 はじかみ、鮟鱇鍋、牡蠣の東寺揚げなど旬の魚
貝料理が自慢の漁火会席。合鴨ロース低温焼 林檎ソース、フカヒレ鍋、牡蠣の釜めしなど地魚もお肉もあったか～くおいしく
召し上がっていただける彩り特撰会席が一番のおすすめです!!大人気の房総うまいっぺブッフェも復活予定!ご家族やご友
人と飲んで食べて大いに楽しんでください♪澄みきった冬空に、太平洋から静かに昇る朝日は絶景の一言。今年の冬は是非、
サンライズ九十九里へ!!
※ 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
でご了承ください。
・期

間:１２月１日（水）～１月３１日（月）

・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 房総うまいっぺブッフェコース:￥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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ごほうなん え

お え し き

御法難会と御会式〔鴨川市〕

日蓮聖人を讃嘆し、法要する行事です。見どころは、上人塚から境内までの女の子の稚児行列で、稚児一人一人が経文
を唱え、年⾧者が 「童子」 と呼ばれるリーダー役になります。地区内を行列した後、本堂で儀式が行われ、聖人の歴史と感
謝の言葉が書かれた 「祭文」 を最後に童子が読み上げます。稚児になると丈夫に育つといわれています。
また、植木市や露店なども立ち並び、賑わいをみせます。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、植木市・露店の出店はなく、規模を縮小し実施。
また、感染状況等により内容が変更となる場合があります。
・期

日:１２月１１日（土）

・場

所: 鏡 忍寺／鴨川市広場１４１３番地

・交

通:【電車・バス】JR 外房線安房鴨川駅下車路線バス浦の脇方面行「鏡忍寺入口」下車

・U

きょう に ん じ

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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鍼灸師とつくるお灸ウォーキングツアー
／鴨川市総合運動施設〔鴨川市〕

鍼灸師がガイドするウォーキングツアーです。鴨川の野原に自生する植物「よもぎ」の採取から、お灸づくり、セルフケアの方法
までを体験します。車通りの少ない平坦な道をウォーキングしながら、里山の道端に自生するヨモギを採取して持ち帰ります
（ご自分で採取したヨモギは持ち帰っていただきます）。集合場所に戻り、実習でお灸の材料になるヨモギの処理を学んだ後、
講師が用意した乾燥ヨモギを石臼で挽いて艾（もぐさ／お灸の元）を作り、ご自分の身体にお灸をすえる体験をします。ご自
身にぴったりな経穴（けいけつ／ツボ）もお教えします。お子さんには自然の学び、大人の方には自分のカラダと向き合う機会
に。自然のチカラを生かす方法を鍼灸師が直伝!!
【移動手段】
徒歩
【コース】
距離１km 以内で軽い散歩程度のウォーキングです。

難易度 ★☆☆☆☆ 初心者

【お申し込み】
ご希望日の前日の昼１２:００までに、下記の情報を主催者にご連絡ください。追って主催者より予約の可否をご返答
いたします。
・ ツアー名
・ ご希望の日付
・ 人数（参加者全員のお名前、年齢）
・ 申込者のメールアドレス・日中に連絡可能な電話番号
【その他】
・ 各自でご用意いただくもの
飲み物、雨具、動きやすい服装・シューズ、タオル、健康保険証、ヨモギを持ち帰るためのビニール袋
・期

間:開催中～１２月末 各日９:００～（所要時間３時間）

・場

所:鴨川市総合運動施設（集合場所）／鴨川市太尾８６６－１

・料

金:４,０００円（e-bike レンタサイクル、ヘルメット、保険料込）

・交

通:【電車】東京駅→JR 外房線特急わかしお号（１時間５０分）→安房鴨川駅
【バス】路線バスで鴨川駅東口バス停→総合運動場バス停（約 7 分）
30

※ 東京湾フェリー又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

一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川 TEL 04(7092)1114／E-mail info@wellspo.jp
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クリスマス人形劇／道の駅とみうら枇杷倶楽部〔南房総市〕

毎年恒例の「劇団貝の火」によるクリスマス人形劇を今年も開催します。
会場の子供たちとの楽しいやりとりを交えての公演です。
※ 日程・場所は変更となる場合がございます。お問い合わせにてご確認をお願い致します。
・期

間:１２月２５日（土）

・場

所:道の駅とみうら枇杷倶楽部／南房総市富浦町青木１２３－１

・料

金:無料

・交

通:【電車】JR 内房線富浦駅下車徒歩約 15 分
【車】富津館山自動車道路富浦 IC から約１.5ｋｍ

・U

R L:https://www.biwakurabu.jp/

お問い合わせ

道の駅とみうら枇杷倶楽部 TEL 0470(33)4611
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FAX 0470(33)4231

水仙まつり／江月水仙ロード・をくづれ水仙郷〔鋸南町〕

昔から 「鋸山を越えると肌着が一枚いらない」 といわれるほど南房総は暖かく、北国で雪の便りが聞かれるときでも南房総
も と な すいせん

は花でいっぱいです。房州の花づくりは、安政年間（１８５４年～１８６０年）、保田地区に咲く日本水仙が元名水仙
と呼ばれ、船で江戸に運ばれたのが始まりといわれています。
＜江月水仙ロード＞
江月地区では、出荷時期を過ぎ観賞用となった日本水仙が、町道の両端約３km（江月水仙ロード）に渡って咲き乱
れ、水仙まつりの期間中は、道沿いに地元農家による農産物・水仙の花の販売等が行われます。土地の気候条件により、丈
が⾧く香が強いのが特徴で、１２月中旬から１月末頃が見頃となります。
＜をくづれ水仙郷＞
日本水仙と、その周辺に点在する各種みかんの緑の葉と黄金の実とのコントラストは冬空に映え、さらに、１月の下旬にな
ると早咲きの紅梅・白梅が皆様をお迎えします。
期間中、水仙の開花にあわせ、佐久間ダム公園 「水仙の小径」 でライトアップも行われます。
水仙のシーズンが終わる頃には、佐久間ダム公園の早咲き桜のシーズンとなり、鋸南町を代表する 「頼朝桜」 が２月中
旬より咲き始め、大漁桜・寒緋桜・染井吉野・しだれ桜・八重桜と４月中旬まで、桜のリレーを楽しむことができます。
・期

間:１２月１１日（土）～２月６日（日）

・場

所:江月水仙ロード／安房郡鋸南町江月地先
をくづれ水仙郷／安房郡鋸南町大崩地先

・料

金:無料

・交

通:【電車】JR 内房線保田駅下車徒歩１５分で水仙ロード入口
JR 内房線保田駅または安房勝山駅下車町営循環バス赤バス・青バス終点下車
【車】富津館山道鋸南保田 IC から信号を左折（江月水仙ロード）
富津館山道鋸南保田 IC から信号を右折（をくづれ水仙郷）

・U R L:https://www.town.kyonan.chiba.jp/
鋸南町観光協会 TEL 0470(55)1683
お問い合わせ

鋸南町地域振興課まちづくり推進室 TEL 0470(55)1560／FAX 0470(55)0421
E-mail machidukuri@town.kyonan.chiba.jp
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み か り さい

御狩祭（しし切りまち）／諏訪神社〔君津市〕
起源は明らかではありませんが、昔、イノシシやシカが多く、農作物に害を与えるこ
とから、毎年１１月２６日から１０日間にわたり村民が総出で狩猟に当たり、獲
物を神前に供えて御狩祭を開いたのが起こりです。豊作と鳥獣から作物を守ること
を祈願するお祭りです。
祭りでは、まず境内に肉（現在は鶏肉）の入った桶が置かれます。次に、昔から
決まっている 「社家」 と呼ばれる神事に立ち会う家が、かみしも姿で肉を切り、神
社に奉納します。このあと、見物人が我さきにと肉を取り合います。この肉を食べると
「風邪をひかず、丈夫になる」 と伝えられています。

・日

時:１２月５日（日） １５:３０～

・場

所:諏訪神社／君津市清和市場２６６

・交

通:【バス】JR 内房線君津駅から周西線中島下車、中島・豊英線へ乗り換え「市場」下車
徒歩５分

お問い合わせ

君津市教育委員会生涯学習文化課 TEL 0439(56)1380
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冬フェス 2021 ／マザー牧場〔富津市〕

写真は丑年のひつじ文字
マザー牧場では、クリスマスにトナカイに扮した羊たちと記念撮影ができるイベントや、モルモットたちとクリスマスを楽しむイベン
トなどこの時期にしか体験できないお楽しみがいっぱいです!
また、年末年始には来年の干支「寅（とら）」に掛けた『ひつじの大行進～とら年編～』 ２００頭のひつじできれいに「とら」
が描けるか。寒い冬は、ふわふわもこもこの動物たちとふれあってぜひ心も体もほっこり温まるマザー牧場を満喫してみてください。
・期

間:１２月４日（土）～１月１０日（月・祝）の土日祝

・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）
・開催日時:イベントにより異なる
・営業時間:１２月・１月

平日 １０:００～１６:００ 土日祝 ９:３０～１６:００

２月・１１月 平日 ９:３０～１６:３０ 土日祝 ９:００～１６:３０
※ イルミネーション開催時は、１９:３０まで
・場

所:マザー牧場／富津市田倉９４０－３

・料

金: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７００円
※ イルミネーション開催時はそのままイルミネーションをお楽しみいただけます。

・駐車料金:乗用車 1 日１,０００円
・交

通:【電車・バス】JR 内房線君津駅下車直通路線バス３５分前後
【車】君津 PA スマート IC

・U

(ETC 車限定)から約８㎞、君津 IC から１４㎞

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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【募集】年越し坐禅会／鹿野山禅青少年研修所〔富津市〕
１年の終わりと始まりのひと時、鹿野山の自然の中で、心の原点に立ち返ってみてはいかがでしょう。
恒例の「年越し坐禅会」を開催します。初めての方も歓迎します。
《内容》
坐禅・写経・法話、薬石（夕食）・年越しそば、除夜の鐘
初日の出参拝（佛母寺前広場）、朝食（おせち料理）、作務（掃除）等

・日

時:１２月３１日（金）～１月１日（土・祝）
入所:１２月３１日（金）１６:００、退所:１月１日（土・祝）１１:００

・場

所:鹿野山禅青少年研修所／富津市田倉９４２－８

・料

金:大人９,２００円、子供７,６００円

・定

員:４０名 ※１２月２４日（金）締切

・持 ち 物:着替え・洗面用具、服装はジャージのようなゆるやかなもの
・交
・U

通:【バス】JR 内房線佐貫町駅から天羽日東バスマザー牧場下車徒歩１５分
R L:http://www.kanozan.co.jp/zen/

お問い合わせ

鹿野山禅青少年研修所 TEL 0439(37)3011

市制３０周年記念「ゆりの里」年末感謝フェア
／袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」〔袖ケ浦市〕
生産者などによる PR 販売などを行います。

・日

時:１２月１８日（土） ９:３０～１５:００

・場

所:袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」／袖ケ浦市飯富１６３５－１

・交

通:【バス】JR 内房線袖ケ浦駅からバスのぞみ野ターミナル行袖ケ浦公園前下車徒歩１分

お問い合わせ

袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」 TEL 0438(60)2550
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【オンラインイベント】いちはらトレジャー～時を越え紡がれる
４つの宝～〔市原市〕

市原に隠された、４つの秘密を解き明かせ!
この秋から冬にかけて、市原市を舞台に、壮大な宝探しの冒険が始まります。
ＬＩＮＥで謎解きにチャレンジし、市原市の魅力に触れてください。
POINT １ コースクリア後、抽選で豪華プレゼント!
更に、外れた方にも W チャンスでプレゼントが当たるかも・・・
POINT ２ オンラインで実施します!
いつでも、どこからでも、市原市の魅力を探訪することができます。
POINT ３ 謎解きで腕試し!
１人でも、みんなで知恵を出し合っても。楽しみ方は自由自在です。
※ インターネット上で行うイベントのため、実際に宝箱等は設置しません。
参加は QR コードの特設サイトから参加冊子をダウンロードし、ＬＩＮＥの友達登録後、スタートです。

・期

間:１１月１９日（金）～１月３１日（月）

・場

所:オンラインイベント（ＬＩＮＥアプリへの登録及び利用環境が必要です）
。

・料

金:無料

お問い合わせ

いちはらトレジャー事務局（１１月１５日（月）以降の平日のみ、１０:００～１６:００）

TEL 043(239)7227

37

初日の出スポット
※ 元旦は、通常とは異なる時間で営業する施設がありますので、あらかじめご確認のうえお出かけください。

【北 総】
1 犬吠埼（銚子市）
山頂・離島を除いて、日本で一番早い初日の出を拝むことができます。（６:４６頃）。
□場 所:銚子市犬吠埼
□交 通:
【電車】銚子電鉄犬吠駅下車徒歩約１０分
□問合先:TEL 0479(22)1544

（一社）銚子市観光協会

2 地球の丸く見える丘展望館（銚子市）
初日の出前に新年を祝い銚子はね太鼓の初打ちを披露します。 ※ 予定
※ 元旦５:３０開館 入館人数の制限あり（７:００まで） １月２日（日）～９:００開館
□場 所:銚子市天王台１４２１－１
□交 通:
【電車】銚子電鉄犬吠駅下車徒歩１５分
□入館料:大人４２０円、小人２００円、６５歳以上３６０円
□問合先:TEL 0479(25)0930 地球の丸く見える丘展望館

3 銚子ポートタワー（銚子市）
元旦に限り 「新春初打ち!郷土芸能銚子和太鼓」 の披露もあります（予定）
※ なお、元旦は、６:００～７:００まで展望室への入場を先着１００名に制限します。
□場 所:銚子市川口町２－６３８５－２６７
□交 通:
【電車】銚子電鉄笠上黒生駅下車徒歩２０分
□入場料:大人４２０円、小・中学生２００円、６５歳以上３６０円
□問合先:TEL 0479(24)9500

銚子ポートタワー

38

【九十九里】
4 矢指ケ浦海岸・飯岡海岸（旭市）
元旦は、初日の出を拝める穴場スポットであり、太平洋の水平線からゆっく
りと昇る太陽が、遠くにそびえたつ富士山を赤く染め上げていく様子は圧巻で
す。
※ 1 月 1 日（土・祝） ６:００頃
□場 所:上永井公園／旭市上永井１３０９－１
□料 金:無料
□交 通:
【バス】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
□問合先:TEL 0479(62)5338

旭市商工観光課

5 ⾧生村一松海岸（⾧生村）
初日の出を拝みに一松海岸へぜひお越しください。 「ながいき元旦祭」 では、怒涛いな
さ太鼓による初打ちや甘酒の無料配布などを行います。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、中止となる場合があります。

□場 所:⾧生郡⾧生村一松
□交 通:
【車】九十九里有料道路⾧生 IC から１分
□問合先:TEL 0475(32)2114 ⾧生村観光協会

6 中里海岸（白子町）
太平洋に面した中里海岸で水平線に昇る初日の出をご覧ください。
□場 所 : ⾧生郡白子町中里
□交 通 : 【バス】JR 外房線茂原駅からバス白子車庫行中里海岸下車
□問合先 : TEL 0475(33)2117 白子町商工観光課
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【南房総】
7 官軍塚（勝浦市）
戊辰戦争末期、難破により犠牲となった熊本藩士らの供養塔が置かれる高台。
展望台からは太平洋を一望することができます。
□場 所:勝浦市川津１３９４
□交 通:
【電車】JR 外房線勝浦駅から車で１０分
□問合先:TEL 0470(73)2500

（一社）勝浦市観光協会

8 八幡岬公園（勝浦市）
室町時代より３代続いた勝浦城主、正木氏の居住跡地。
岬の突端からは太平洋の大海原や勝浦湾を一望できます。徳川家康の側室で、水戸光圀の祖母にあたるお万の方の像
が立ち、城址周辺は公園となっています。
□場 所:勝浦市浜勝浦２２１
□交 通:
【電車】JR 外房線勝浦駅から車で１０分
□問合先:TEL 0470(73)2500

（一社）勝浦市観光協会

9 守谷海岸（勝浦市）
砂浜から１７０メートル沖合の「渡島」が特徴的な、｢日本の渚百選｣ や 「快水浴場百選」 に選ばれている海岸です。
□場 所:勝浦市守谷
□交 通:
【電車】JR 外房線上総興津駅下車徒歩１０分
□問合先:TEL 0470(73)6636 勝浦市農林水産課水産係

10 前原横渚海岸（鴨川市）
「日本の渚百選」 に選ばれた美しい海岸の日の出が楽しめます。外房らしい豪快な波の初乗りがサーファーに人気です。
浜辺に沿って続くヤシが南国ムード満点の海浜プロムナードは、お正月のウォーキングに最適です。
□場 所:鴨川市前原
□交 通:
【電車】JR 外房線安房鴨川駅下車徒歩５分
□問合先:TEL 04(7093)7837

鴨川市商工観光課
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11 清澄寺 旭が森（鴨川市）
旭ヶ森からの朝日は 「日本の朝日百選」 に選定されており、初日の出にはうってつけの場所です。
文化財等が数多くあり、日蓮聖人出家開宗の地として知られる清澄寺での初詣もできます。
□場 所:鴨川市清澄３２２－１
□交 通:
【バス】JR 外房線安房天津駅から鴨川コミュニティバス清澄方面行き１５分
□問合先:TEL 04(7094)0525

大本山清澄寺

12 白浜野島埼灯台（南房総市）
灯台と初日の出のシルエットを楽しむことができます。
□場 所:南房総市白浜町白浜６３０
□交 通:
【バス】JR 内房線館山駅から JR バス白浜行野島崎灯台口下車
□問合先:TEL 0470(28)5307

南房総市観光協会

13 ちくら潮風王国（南房総市）
芝生広場やトイレ、船のモニュメントもあり日の出を待つのに最適です。
□場 所:南房総市千倉町千田１０５１
□交 通:
【バス】JR 内房線千倉駅から日東バス白浜方面行
大川から徒歩５分
□問合先:TEL 0470(43)1811

道の駅ちくら潮風王国

14 千倉大橋（南房総市）
洗練された美しさを持った海に架かる橋から眺める初日の出です。
□場 所:南房総市千倉町白間津８３８付近
□交 通:
【バス】JR 内房線千倉駅から日東バス白浜方面行大川から徒歩１０分
□問合先:TEL 0470(44)3581

南房総市観光協会千倉案内所

15 南千倉海岸（南房総市）
砂が白く、水は透明感がある美しいビーチでサーファーに人気のスポット。元旦は日の出に合わせて大護摩
祈祷が行われ毎年多くの住民や観光客が参拝に訪れます。
□場 所:南房総市千倉町南朝夷
□交 通:【バス】JR 内房線千倉駅から日東バス白浜方面行南千倉から徒歩３分
□問合先:TEL 0470(44)3581 南房総市観光協会千倉案内所
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16 三島海岸（南房総市）
太平洋から昇る初日の出です。
釣りやサーフィンで訪れる人が多く、日の出スポットとしては穴場です。
□場 所:南房総市白子
□交 通:
【電車】JR 内房線千歳駅下車徒歩１５分
□問合先:TEL 0470(28)5307

南房総市観光協会

17 白渚海岸（南房総市）
２頭のクジラのモニュメントがビューポイントの目印です。
□場 所:南房総市和田町白渚
□交 通:
【電車】JR 内房線和田浦駅下車徒歩２５分
□問合先:TEL 0470(28)5307

南房総市観光協会

18 三軒屋海岸（いすみ市）
「波の伊八も見た」 と言われている波の打ち寄せる海岸で、初日の出を見ることが出来ます。
□場 所:いすみ市岬町和泉
□交 通:
【電車】JR 外房線⾧者町駅下車徒歩約３０分
□問合先:TEL 0470(62)1243

いすみ市水産商工観光課

19 大原海水浴場（いすみ市）
目の前には太平洋の大海原が広がります。
□場 所:いすみ市深堀新田若山入会地
□交 通:
【電車】JR 外房線大原駅下車徒歩約２０分
□問合先:TEL 0470(62)1243

いすみ市水産商工観光課

20 太東埼灯台（いすみ市）
東に太平洋を一望する断崖に立つ太東埼灯台は絶好の初日の出スポットです。
ここの初日の出は、全国でも銚子の犬吠埼に次いで２番目に早いと言われています。
□場 所:いすみ市岬町和泉３５０８
□交 通:
【電車】JR 外房線太東駅下車徒歩約５０分
※

灯台周辺は駐車スペースが狭く、国道からの道も登り坂で幅員が狭いため徒歩がお勧めです

□問合先:TEL 0470(62)1243

いすみ市水産商工観光課
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21 日西墨三国交通発祥記念之碑 （メキシコ記念公園内）
町内でも有数のビュースポットで、太平洋を一望することができます。
□場 所:夷隅郡御宿町岩和田７０２
□交 通:
【電車】JR 外房線御宿駅下車徒歩約３０分
□問合先:TEL 0470(68)2513

御宿町産業観光課

【かずさ・臨海】
22 海ほたる PA（木更津市）
木更津・川崎を結ぶ架け橋「東京湾アクアライン」の中間点に位置します。
東京湾の真ん中から見る初日の出は格別です。
□場 所:木更津市中島地先
□交 通:
【車】東京湾アクアライン
□問合先:TEL 0438(41)7401 東京湾横断道路㈱

23 太田山公園（木更津市）
「恋の森」の異名を持つ太田山公園の頂上に立つきみさらずタワーは、とてもロマンチックな穴場スポット。木更津市内はもち
ろん、アクアラインやスカイツリーまで見渡せます。
□場 所:木更津市太田２－１６
□交 通:
【バス】JR 内房線木更津駅東口からバスで約５分、恋の森下車徒歩約 5 分
□問合先:TEL 0438(23)8467 木更津市市街地整備課

24 九十九谷展望公園（君津市）
た か ご や ま

白鳥神社下の九十九谷展望公園からは、高宕山などの上総丘陵が機重にも連なる山並みの風景を一望できます。それ
らを総じて 「九十九谷」 と呼び、大町桂月は 「天下の奇観」 と激賞しています。特に、夜明け前から日の出直後と日の入
り前の情景は素晴らしく、九十九谷の山並みに浮かび上がる雲海が眼下に広がり、その姿はまるで墨絵の世界のようです。そ
の景観の素晴らしさから、昭和６３年には 「房総の魅力５００選」 に、平成１９年には 「ちば眺望１００景」 にそれ
ぞれ選定されました。また、文化勲章受章の東山魁夷画伯の出世作 「残照」 は、この眺望を基に描いた作品です。
□場 所:君津市鹿野山字東天峪１１９－１
□交 通:
【車】君津 IC から県道９２号線鴨川方面東粟倉経由約２５分
□問合先:TEL 0439(56)1325

君津市経済振興課
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25 東京湾フェリー（富津市）
船上より２度見える初日の出クルーズはいかがですか。久里浜港の６:４０発のフェリーに乗船すると初日の出を２度楽
しめます。また、先着３００名に甘酒をサービスします。
なお、金谷港の６:３０発に乗船すると船上から初日の出を１度だけ楽しめます。
□場 所:
【金谷港】富津市金谷４３０３
【久里浜港】横須賀市久里浜８－１７－２０
□運 賃:片道／大人８００円 小人４００円
遊覧／大人１,１００円 小人５５０円
□交 通:金谷港【電車】JR 内房線浜金谷駅下車徒歩８分
久里浜港【バス】京急久里浜駅京急バスまたは、JR 横須賀線久里浜駅からバス１０分
□問合先:TEL 0439(69)2111 金谷支店
TEL 046(835)8855 久里浜支店

26 鋸山ロープウェー（富津市）
鋸山山頂から初日の出を見ませんか。元旦の初日の出を山頂で迎えるため、5:30 から特別運転を行います。なお、先着
200 名に山頂展望台で温かい飲み物をサービスします。
※

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、人数制限をかけさせていただく場合がございます。

□場 所:富津市金谷４０５２－１
□運 賃:大人往復９５０円、こども往復４５０円
□交 通:
【電車】JR 内房線浜金谷駅下車徒歩８分
【車】富津館山道路富津金谷 IC から約５分
□問合先:TEL 0439(69)2314

鋸山ロープウェー
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初詣
※表記以外の詳細につきましては、お問い合わせください。

【ベイエリア】
みょうけんほんぐう ち

１

ば じんじゃ

妙 見 本宮千葉神社（千葉市）

北極星の神様 「妙見さま」 をお祀りする総本宮である千葉神社に
は、毎年三が日だけで約６５万人もの初詣客が訪れます。 「方位方
角の中心から全ての人の星（＝運命）を司る」 という御力を求めて、
厄除開運・八方除の御祈願を受けに全国から参拝の方が途絶えませ
ん。三が日以降も一年を通して９:００～１５:４５の間、随時ご
祈願を承っています。
□

場 所:千葉市中央区院内１－１６－１

□

交 通:【電車】JR 千葉駅または京成線千葉駅下車徒歩１０ 分

□ 問合先:TEL 043(224)2211 千葉神社
□ U R L :https://www.chibajinja.com/

い な げ せんげんじんじゃ

2 稲毛浅間神社（千葉市）
安産・子育ての神様として親しまれている稲毛浅間神社は、開運厄
除・家内安全・商売繁盛にもご利益があります。
三が日は例年約３０ 万人の人出で賑わいます。元日の１３:０
０ からは、古事記の世界を再現する十二座神楽（千葉県無形民
俗文化財）が奉納されます。
□

場 所:千葉市稲毛区稲毛１－１５－１０

□

交 通:【電車】JR 総武線稲毛駅下車徒歩１５分または京成線京成稲毛駅下車徒歩４分

□ 問合先:TEL 043(245)7777 稲毛浅間神社
□ ＵＲＬ:http://www.inage-sengenjinja.or.jp/
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け

み がわ じんじゃ

3 検見川神社（千葉市）
スサノヲノミコトを主祭神として祀る神社で、古くより漁港の町検見川
の八方除守護、縁結びの神としても知られています。
また、千葉県随一の八方除総鎮護の神社で、大勢の方々が八方除
で祈願に来社されています。八方除とは、地相、家相、方位、日柄、歳
回り、風水など森羅万象すべての災禍、災厄を取り除き、併せて諸々の
お願い事を祈念するご祈願です。お正月は元日の０:００に八方除
祈願祭が斎行されるほか、三が日は大勢の方々が初詣にお参りされま
す。また、１月１４日（金）１７:００から旧年の神札をお焚き上
げする古神札焼納祭（どんと祭）も斎行されます。
□

場 所:千葉市花見川区検見川町１－１

□ 交 通:
【電車】JR 総武線新検見川駅下車徒歩７分または京成線検見川駅下車徒歩１分
□ 問合先:TEL 043(273)0001 検見川神社
□ ＵＲＬ:http://www.kemigawa-jinja.com/
４

日蓮宗大本山正中山法華経寺（市川市）

鎌倉時代に創立された日蓮宗大本山の由緒ある寺で、境内には、祖
師堂・法華堂・四足門・五重塔などの重要文化財が残されています。
大晦日には、鐘楼堂で除夜の鐘を撞くことができるため⾧い列がで
きます（先着約１,０００名）
。また、三が日の１０:３０と１３:３
０に、新年特別祈祷会・⿁子母神大祭が行われます。
※ 新型コロナウイルスの影響により変更になる場合があります。
□

場 所:市川市中山２－１０－１

□ 交 通:
【電車】JR 総武線下総中山駅下車徒歩１０分または京成線京成中山駅下車徒歩５分
□ 問合先:TEL 047(334)3433 日蓮宗大本山正中山法華経寺
５

葛飾八幡宮（市川市）

寛平年間（８８９年～８９６年）、宇多天皇の勅願によって石清水八
幡を勧請した神社で、以来朝廷、武将の信仰が厚く、源頼朝や太田道
灌、徳川家康も崇敬したといわれています。本殿右側には国指定天然
記念物「千本公孫樹」の大木がそびえています。江戸時代の文献には、
祭礼の時に音楽を奏でると、この木から幾多の小蛇があらわれたと記
されています。大晦日の日付が変わる頃に、神楽殿にて巫女の舞が奉
納されます。また、鐘撞きの受付も行います。（１月３日１７:００まで）
※ 新型コロナウイルスの影響により変更になる場合があります。
□ 場 所:市川市八幡４－２－１
□ 交 通:
【電車・バス】JR 総武線本八幡駅北口下車徒歩８分または京成線京成八幡駅下車徒歩５分
□ 問合先:TEL 047(332)4488 葛飾八幡宮
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【東葛飾】
まん ま ん じ

6 萬満寺（松戸市）
建⾧八年（１２５６年）千葉頼胤が菩提寺とした大日寺が前身で
後に康歴元年（１３７９年）関東公方足利氏満によって萬満寺と改
められた臨済宗の古刹です。
《仁王の股くぐり》 (予定)
運慶の作と伝えられる重要文化財の仁王尊の股をくぐり「無病息災」を
祈願します。（正月三が日のみ）
□

場 所:松戸市馬橋２５４７

□ 交 通:
【電車】JR 常磐線馬橋駅から徒歩３分
□ 問合先:TEL 047(341)3009

萬満寺

ほ ん ど じ

7 本土寺（松戸市）
本土寺は、もと源氏の名門平賀家の屋敷跡と伝えられ、建治３年（１
２７７年）、日蓮聖人の弟子日朗を導師として招き、領内の地蔵堂を移
して法華堂として開堂、日蓮聖人により⾧谷山本土寺と寺号を授かったの
が始まりとされています。池上の⾧栄山本門寺、鎌倉の⾧興山妙本寺ととも
に朗門の三⾧三本の本山と称される名刹です。
□

場 所:松戸市平賀６３

□

交 通:【電車】JR 常磐線北小金駅下車徒歩１０分

□ 問合先:TEL 047(346)2121

本土寺

とうぜんじ

8 東漸寺（松戸市）
東漸寺は、今から約５３０有余年前の文明１３ 年（１４８１
年）、経譽愚底運公上人により当初根木内に開設しました。約６０年後
の天文年間に現在地に移され、江戸初期に関東十八檀林の１つとされた
名刹です。
□

場 所: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
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9 松戸神社（松戸市）
寛永三年（１６２６年）の創建とされ、ご祭神は日本武尊をお祀りし
ています。江戸期には、水戸光圀公からも崇拝を受けたとの伝承も残る松
戸総鎮守です。元日の歳旦祭では、国の安泰と隆昌、国民の安寧弥栄を
祈念します。
□

場 所:松戸市松戸１４５７

□

交 通:
【電車】JR 常磐線または、新京成線松戸駅下車徒歩
7分

□ 問合先:TEL 047(362)3544 松戸神社
□ ＵＲＬ:http://www.matsudojinja.com/

【北 総】
10 成田山新勝寺（成田市）
成田のお不動様として全国にその名が知られ、三が日で約３００万人
（寺院では全国１位）が参拝する真言宗智山派の大本山です。
ご本尊は弘法大師が敬刻開眼した不動明王で、開山以来ご信徒皆様
のお願い事の成就を祈る御護摩祈祷が毎日行われています。境内には江
戸時代に建立された三重塔など、国指定重要文化財５棟をはじめ、２０
い おうでん

１７年には成田山開基１０８０年を記念して醫王殿が建立されました。
また、四季折々の美しさを楽しめる 165,000 ㎡にも及ぶ大庭園 「成田山
公園」 があります。
□ 場 所:成田市成田１
□ 交 通:【電車】京成線京成成田または JR 成田線成田駅下車徒歩１５分
□ 問合先:TEL 0476(22)2111 成田山新勝寺
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11 宗吾霊堂（成田市）
め い しょう ざ ん と う し ょ う じ

当山は宗吾霊堂と親しまれていますが、正式には、「鳴鐘山東勝寺」 とい
います。桓武天皇の時代に征夷大将軍坂上田村麻呂が房総を平定した
際、戦没者の供養のために建立されたものです。
徳川４代将軍家綱の時代に佐倉藩の領民を救うために将軍に直訴し、そ
の罪により磔刑にされた義民佐倉宗吾（木内惣五郎）の菩提寺であり、百
そ う ご ど う かん こ

じ

年忌の時に宗吾道閑居士の法号をうけたことから宗吾霊堂と呼ばれるように
なりました。現在、境内には佐倉惣五郎の遺品などを集めた 「宗吾霊宝殿」
や「宗吾御一代記館」 などがあり、正月には４０万人以上の参詣者で賑わ
います。
□ 場 所:成田市宗吾１－５５８－１
□ 交 通:
【電車・タクシー】京成本線宗吾参道駅下車徒歩１５分
京成本線公津の杜駅下車タクシー５分
□ 問合先:TEL 0476(27)3131 宗吾霊堂

まんがんじ

12 満願寺（銚子市）
とく どうじょうにん

徳道 上 人 創設以来の巡礼の歴史と伝統を受け継いで開創された
満願寺には、総ヒノキ造りの高さ１丈３尺（約４.３ｍ）の十一面慈
母観音像の本尊と古くから信仰に支えられた西国・坂東・秩父の百
観音霊場や弘法大師が開創された四国８８カ所の霊場の本尊を
かんじょう

勧 請 し、奉安した御堂などがあります。
□

場 所:銚子市天王台９８２２－１

□ 交 通:
【電車】銚子電鉄犬吠駅下車徒歩 5 分
□ 問合先:TEL 0479(24)8416 満願寺

13 下総国一之宮 香取神宮（香取市）
香取神宮は、御祭神に経津主大神を祀り、古来より国家鎮護の神とし
て崇拝され、数少ない 「神宮」 の称号を持つ下総国一之宮です。現在の
社殿は元禄１３年（１７００年）、徳川５代将軍、綱吉公によって造
営されたもので、本殿・楼門は国の重要文化財、拝殿は登録文化財の指
か い じゅう ぶ ど う きょう

定を受けています。宝物館には、国宝の海獣葡萄鏡をはじめ、多くの文化
かじ

財が展示されています。古き書物では、香取を 「楫取」 と表し、 『楫を取
る神』 として崇敬を集め、交通安全をはじめ、家内安全・商売繁盛・厄除け・心願成就の祈願を受けるために多くの参拝者
が訪れます。
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□ 場 所:香取市香取１６９７－１
□ 交 通:
【電車・タクシー】JR 成田線佐原駅からタクシーで約１０分
JR 成田線香取駅下車徒歩約３０分
□ 問合先:TEL 0478(57)3211 香取神宮
□ ＵＲＬ:http://www.katori-jingu.or.jp/
かん ぷ く じ

14 観福寺（香取市）
川崎大師・西新井大師と並ぶ日本三大厄除大師の１つで、開基は８
９０年と伝えられる古刹です。境内には伊能忠敬の墓をはじめ、古い下総
板碑などの貴重な資料が残されています。
※ 大晦日の夜、０:００に護摩祈祷を行います（見学可）。

□ 場 所:香取市牧野１７５２
□ 交 通:
【電車・タクシー】JR 成田線佐原駅からタクシーで約１０分
□ 問合先:TEL 0478(52)2804 観福寺
にちほんじ

15 日本寺（多古町）
と

き に ち じ ょうしょうにん

日蓮聖人にとって最大の理解者であった富木日常上人。
上人が晩年を過ごされたこの地は、後に法華経修行の道場（中村
檀林）となりました。常時５００名を超えた学僧は法華経の心をこの
地に学び、２７０年の間、延べ１０万人が僧侶となって全国各地へと
巣立っていきました。その後、檀林は閉鎖されてしまい、その姿は現在、
大きな森と時代の流れの中にひっそりと佇んでいます。
しょうとうざん

ほ ん あ み こうえつ

山門に掲げられていた 「正東山」 の扁額は本阿弥光悦の真筆と言
われ、関東三額の一つに挙げられているほか、水戸光圀ゆかりの屏風も
所蔵されています。更に、当山最高の宝物である、日蓮聖人と富木日常上人の心の絆を形に木像として彫りあい、お互い相
みたがい

み え い

手の像を持ちあったとされ、殊に日蓮聖人が一刀入れられたとされる 「交互の御影」 が格護されています。
大晦日から元旦にかけて、希望者全員除夜の鐘を撞くことができ、初詣は貫主と一緒にお一人ずつ一年の平安を祈ります。
□

場 所:香取郡多古町南中１８２０－１

□ 交 通:
【タクシー】JR 総武本線八日市場駅または JR 成田線、京成線成田空港駅からタクシー約２０分
□ 問合先:TEL 0479(76)3745 日本寺
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ま

か たじんじゃ

16 麻賀多神社（佐倉市）
北総印旛沼の南岸、八千代市から成田市まで１８社鎮座している
中の１社で、佐倉藩の総鎮守です。古くから 「まかたさま」 として親しま
れ、崇拝されてきました。恋愛成就・安産子育て・健康守護にご利益が
ある稚産霊命（わくむすびのみこと）を祀っています。
大晦日の２２:００から大祓式、１月１日（土・祝）の０:０
０から歳旦祭と一番祈祷が行われます。
□ 場 所:佐倉市鏑木町９３３－１
□ 交 通:
【電車】JR 総武本線佐倉駅下車徒歩１５分または京成線京成佐倉駅下車徒歩１５分
□ 問合先:TEL 043(484)0392

麻賀多神社

かんのんきょうじ

17 芝山仁王尊 観音教寺（芝山町）
７８１年に創建された観音教寺は、仁王門に安置された仁王尊像が広く知られており、古くから 「芝山仁王尊」 の呼び
名で親しまれています。本尊の十一面観音様は 「厄除け」、芝山仁王尊天は 「火事泥棒除け・災難除け」 に霊験あらたか
です。
元旦は、護摩祈祷が６:００より１６:００まで１時間ごとに行われ、１月中は毎日厳修されます。
（平日・土日では時間が異なりますのでお問い合わせください。）
□ 場 所:山武郡芝山町芝山２９８
□ 交 通:
【バス】芝山鉄道芝山千代田駅下車バスで２０分
□ 問合先:TEL 0479(77)0004 芝山仁王尊

【九十九里】
かまかず い

せ だいじんぐう

18 鎌数伊勢大神宮（旭市）
約３００年前、「椿の海」の干拓の無事を祈願し、その成功に感謝にして
造られた伊勢神宮の分社で干潟八万石の守り神です。
□

場 所:旭市鎌数４３１４

□

交 通:【電車】JR 総武本線旭駅下車タクシーで１０分
【車】銚子連絡道路横芝光 IC から国道１２６号経由
で約３０分

□ 問合先:TEL 0479(62)1982 鎌数伊勢大神宮
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なみ きり ふ ど う そん

なるとうさん ふ ど う いんちょうしょうじ

19 浪切不動尊（成東山不動 院 ⾧ 勝寺）（山武市）
山武市内を一望する小高い丘にそびえ立つ浪切不動尊本堂には、その
昔、この不動尊の常夜灯が沖合いに漂流していた漁船を救ったという伝説が
残っています。境内には、昔ここが海だったことを示す奇巌・怪石があります。
家内安全・商売繁盛・事業繁栄・身上安全・交通安全・厄除祈願・合格
祈願・大漁祈願・子授・良縁祈願にご利益があります。
□ 場 所:山武市成東２５５１
□ 交 通:
【電車】JR 総武本線成東駅下車徒歩８分
□ 問合先:TEL 0475(82)2176 浪切不動尊

かさもりかんのん

20 笠森観音（⾧南町）
初詣は年頭の祈願をする重要な年中行事です。御利益いっぱいの笠森
観音で輝かしく新年をお迎えください。
境内には多くの国・県・町指定の文化財があります。
□

場 所:⾧生郡⾧南町笠森３０２

□

交 通:
【バス】JR 外房線茂原駅から牛久行きバス笠森下車
【車】茂原⾧南 IC から千田交差点を左折、国道４０９号線を道なりに約１０分

□ 問合先:TEL 0475(46)0536 笠森寺

かずさのくに い ち の み や

たまさきじんじゃ

21 上総国一之宮 玉前神社（一宮町）
玉前神社は、上総国一之宮として格式があり、日本の東（巽の最大の吉
方）に位置する社として、首都圏から開運を求めて多くの参拝者が訪れま
す。大晦日から元旦にかけては、県指定無形民俗文化財「上総神楽」の奉
納や、甘酒のふるまいが行われます。また正月の期間中は、神楽殿で破魔矢
祈祷の巫女神楽が舞われます。破魔矢を受けた人に、その矢で巫女が神楽
を舞い、１年の除災招福、家内繁栄、商売繁盛を祈念します。
□ 場 所:⾧生郡一宮町一宮３０４８
□ 交 通:
【電車】JR 外房線上総一ノ宮駅下車徒歩７分
□ 問合先:TEL 0475(42)2711 玉前神社
□ ＵＲＬ:http://www.tamasaki.org/home.htm
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そう げ ん じ

22 藻原寺（茂原市）
お題目初唱の霊場として日蓮宗の中でも最も古い歴史を持つ寺の１つで
ひがしみのぶ

す。身延山に対して 「東身延」 と称されています。
山門は龍宮の門をイメージした多宝塔式で大変珍しいものであるとともに、
ほ ん ど う か ら も ん ご は い ちょうこく

本堂唐門向拝彫刻（二代目波の伊八作）は、市の指定文化財となってい
ます。
□ 場 所:茂原市茂原１２０１
□ 交 通:
【バス】JR 外房線茂原駅下車⾧南方面行きバス藻原寺下車徒歩５分
【車】圏央道茂原⾧南 IC から約１５分または茂原北 IC から約２５分
□ 問合先:TEL 0475(22)3153 藻原寺
□ ＵＲＬ:http://higashiminobu.sougenji.nichiren-shu.jp/

たちばなじんじゃ

23 橘樹神社（茂原市）
やまとたけるのみこと

景行天皇４１辛亥年（１１１年）正月１７日に日本武尊 の手によ
り創建され、平成２３年にはご鎮座１９００年を迎えました。ご祭神は日
お と た ち ば な ひ め の みこと

おしやまのすくね

本武尊の妃 弟橘比売命 を主祭神とし、相殿神として日本武尊と忍山宿禰
を奉斎し、三柱を一座としてお祀りする、上總國二之宮・延喜式内社の伝統
しゃそう

と格式を誇る古社です。社叢は市の天然記念物に指定されている他、宮ノ
下遺跡の史跡にもなっており、県や市の有形文化財も多数所有しています。
例年、元日の０:００から歳旦祭が斎行され、御神酒や甘酒が参拝者に
振る舞われ、毎年多くの参拝者で賑わいます。
□ 場 所:茂原市本納７３８
□ 交 通:
【電車】JR 外房線本納駅下車徒歩約１０分
【車】圏央道茂原北 IC から約１０分
□ 問合先:TEL 0475(34)2400 橘樹神社 社務所
【南房総】
24 安房国一之宮 安房神社（館山市）
安房を開いた天富命が祖神天太玉命を祀って創建した神社で、今も安
房国の一之宮として人々に尊崇されています。安房神社の歴史は古く、「古
語拾遺」や「先代旧事本紀」といった書物によると今から２６７０年以上
前といわれています。現在では、安房全域をはじめ、上総・下総・関東地方
の信仰を集めており、交通安全・開運・厄除・家内安全・商売繁昌などを願
う人々が訪れます。
また、初詣には地元の人以外にも、遠方からたくさんの方が訪れます。
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□ 場 所:館山市大神宮５８９
□ 交 通:
【バス】JR 内房線館山駅東口から JR バス安房神戸廻り安房白浜行安房神社前下車
徒歩５分
□ 問合先:TEL 0470(28)0034 安房神社
□ ＵＲＬ:http://awajinjya.org/
な

ご

じ

25 那古寺（館山市）
１２月３１日（金）の２３:００過ぎから除夜の鐘を撞くことができま
す。先着１０８人の方には、記念に絵馬が配られます（事前申込制になる
可能性あり）。元旦の０:００から世界平和を祈って護摩が焚かれた後、住
職より新年のあいさつがあります。
観音堂は県有形文化財に指定されています。
□

場 所:館山市那古１１２５

□

交 通:【電車】JR 内房線那古船形駅下車徒歩１５分

□ 問合先:TEL 0470(27)2444 那古寺
□ ＵＲＬ:https://www.nagoji.com/

26 大本山誕生寺（鴨川市）
日蓮大聖人の生まれた地に記念して建立されたお寺で日蓮宗の大本山で
す。仁王門をくぐると弘化３年（１８４６年）の建築という世界有数の⿁瓦
を擁する祖師堂や境内には日蓮大聖人の御幼像があります。また、門前には
土産物屋が数多く軒を連ね、賑わいを見せています。大晦日は、除夜の鐘を
撞くことができる整理券を配布します。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により、密を避けるため分散参
拝をお願いします。
□

場 所:鴨川市小湊１８３

□

交 通:【電車】JR 外房線安房小湊駅下車徒歩２５分

□ 問合先:TEL 04(7095)2621 大本山誕生寺
□ ＵＲＬ:http://www.tanjoh-ji.jp/
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だいほんざん せいちょうじ

27 大本山清澄寺（鴨川市）
宝亀２年（７７１年）、不思議法師が開創しました。日蓮聖人が出家
し、その後初めて南無妙法蓮華経のお題目を唱え、開宗した大本山です。
宿坊を完備し、大晦日に宿泊すると除夜の鐘を優先的に撞くことができま
す。除夜の水行見学・初祈祷・日本有数の早く拝める初日の出・精進料理・
おせち料理等ございます（宿坊・精進料理は要予約）。
元旦の０:００から１週間、厄よけ等の特別祈祷が行われます。
（特別祈祷は研修会館道場にて行います。）
□

場 所:鴨川市清澄３２２－１

□ 交 通:
【バス】JR 外房線安房天津駅から鴨川コミュニティバス清澄寺下車
□ 問合先:TEL 04(7094)0525 大本山 清澄寺
□ ＵＲＬ:http://www.seichoji.com/
た か べ じんじゃ

28 高家神社（南房総市）
いわかむつかりのみこと

高家神社の主祭神は磐鹿六雁命で、日本で唯一の料理の神様を祀る神
社です。古くから味噌・醤油の神様としても全国にその名を知られ、調理師・
調味加工業者の信仰を集めてきました。
大晦日は２３:３０頃から大祓式・除夜祭、元旦の０:００からは元
旦祭が行われます。また、参拝者にはお神酒や甘酒が振る舞われます。
□

場 所:南房総市千倉町南朝夷１６４

□

交 通:
【バス】JR 内房線千倉駅下車日東バス白浜方面行き高家神社入口または、
「千倉橋」下車徒歩約１０分
【車】富津館山自動車道路富浦 IC から約１６km

□ 問合先:TEL 0470(44)5625 高家神社 社務所
TEL 0470(44)3581 南房総市観光協会 千倉案内所

いしどうじ

29 石堂寺（南房総市）
南総里見八犬伝で有名な戦国大名里見氏の信仰も厚かった日本三石
塔寺の一つです。境内には、本堂をはじめ多宝塔・薬師堂・山王堂などが静
かに佇んでいます。本尊の木造十一面観世音菩薩立像並びに諸堂は、国の
重要文化財に指定されています。
大晦日は２３:４５から除夜の鐘をつき、先着１０８名様にお餅などを
ご用意しています。新年０:００からは修正会（初詣）と大護摩が行われ
ます。なお、護摩祈願は随時受け付けています。
（１月１日 ０:００、９:００～１６:００、１月２日 ９:００～１６:００、１月３日 ９:００～１
６:００）
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□ 場 所:南房総市石堂３０２
□ 交 通:
【電車】JR 内房線南三原駅下車タクシー約１０分
【車】富津館山自動車道路富浦 IC から約３０分（約２０km）
□ 問合先:TEL 0470(46)2218 石堂寺
□ ＵＲＬ:http://ishidouji.or.jp/

きよみずでら

30 清水寺（いすみ市）
天台宗のお寺で大同２年（８０７年）に慈覚大師円仁が開基したと伝え
られています。千手観世音を御本尊とし、坂東観音巡礼３２番札所となってい
ます。千葉県指定文化財に指定されている十一面観音立像が有名で、寺と周
囲の森が千葉県郷土環境保全地域に指定されるなど美しい自然を見ることが
できます。
大晦日は、２３:３５分頃から除夜の鐘を先着順で撞くことができます。
□

場 所:いすみ市岬町鴨根１２７０

□ 交 通:
【電車】JR 外房線⾧者町駅下車徒歩約５０分
□ 問合先:TEL 0470(87)3360 清水寺

い づなでら

31 飯縄寺（いすみ市）
大同３年（８０８年）に慈覚大師円仁が開基したと伝えられています。南
総屈指の名刹で、江戸時代から地元はもとより遠く江戸からの参詣もあったとい
い、御本尊は飯縄大権現。寛政９年（１７９７年）に再建された本堂内に
つつみとうりん

は波の伊八の彫刻 「天狗と牛若丸」 などの欄間彫刻や三代目堤等琳作の天
井画 「龍」 があります。
１２月１５日（水）には、煤取り開帳があり、火防・盗防のお札を求め、多
くの人々が参詣します。
１２月３１日（金）から１月１日（土・祝）の朝にかけて、初詣の参拝客
でにぎわい、除夜の鐘は一般参拝客も撞くことができます（１２月１５日（水）、年末年始ともに拝観料無料）。
□ 場 所:いすみ市岬町和泉２９３５－１
□ 交 通:
【電車】JR 外房線太東駅下車徒歩約３５分
□ 問合先:TEL 0470(87)3534 飯縄寺
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ぎょうがんじ

32 行元寺（いすみ市）
嘉祥２年（８４９年）、慈覚大師円仁によって草創されたと伝えられま
す。江戸時代は御朱印３０石、１０万石の処遇を受け、上総・安房に末寺
96 か寺を有する大寺院として、関東天台の中核をなし、学問寺および祈願寺
として発展しました。こちらにも波の伊八の彫刻 「波に宝珠」 などがあります。
除夜の鐘は１２月３１日（金）夜から撞くことができます。※ 未定
□ 場 所:いすみ市荻原２１３６
□

交 通:【電車】いすみ鉄道国吉駅下車徒歩約６０分

□ 問合先:TEL 0470(86)3816 行元寺
に ほ ん じ

33 日本寺（鋸南町）
神亀２年（７２５年）、聖武天皇の勅願によって行基が開いた古刹で、
鋸山南斜面を境内とし、１７７９年から１７９８年に大野甚五郎らが彫刻
した高さ３１.０５ｍの大仏、千五百羅漢、また世界戦争の戦没者供養と交
通安全の守り本尊として建てられた百尺観音など、岩石を生かして彫り上げた
多数の仏像が散在しています。
□

場

所:安房郡鋸南町元名

□ 料

金:大人７００円、小人４００円

□

通:
【電車】JR 内房線浜金谷駅下車鋸山ロープウェー入口まで徒歩８分

交

鋸山ロープウェーで山頂駅へ、山頂駅下車日本寺西口管理所まで徒歩１０分
【車】富津館山道鋸南保田ＩＣから信号を左折、国道１２７号線を千葉方面へ
鋸山登山入り口を右折し、鋸山東口管理所駐車場へ

【かすさ・臨海】
やつるぎはちまんじんじゃ

34 八剱八幡神社（木更津市）
八剱八幡神社は、「日本武尊縁の神社」・「木更津総鎮守」として鎮座し、「八幡
さま」の呼び名で親しまれています。
１２月３１日（金）の１５:００から半年間の罪穢れを祓う「年越しの大祓
式」が行われ、０:００からは一年間の大神様の御加護を祈念する「歳旦祭」が行
われます。元旦からは家内安全・厄災消除・商売繁盛・交通安全・合格祈願等の
新年祈祷が随時行われ、恵方の神社として多くの人々が訪れます。
□

場 所:木更津市富士見１－６－１５

□ 交 通:
【電車】JR 内房線木更津駅西口下車徒歩約３分
□ 問合先:TEL 0438(23)8881 八剱八幡神社
□ ＵＲＬ:http://www.yaturugi.net/
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こうぞうじ

35 高蔵寺（木更津市）
た か く ら かんのん

木更津市矢那に位置する平野山高蔵寺は、「たかくらの観音様」の名で広く親しまれてきました。「高倉観音」は、鎌倉時
代から坂東３０番札所として知られています。寺に一歩踏み込むと、樹齢数百年もの古杉がうっそうと立ち並び、古刹の貫
禄を充分に漂わせています。厄除け・商売繁盛・家内安全のほか、縁結び・子授けの観音様としても知られています。
□ 場 所:木更津市矢那１２４５
□ 交 通:
【バス】JR 内房線木更津駅東口からバスで約２５分、高倉観音下下車徒歩約１０分
□ 問合先:TEL 0438(52)2675 高蔵寺

か の う ざ ん じん や

じ

36 鹿野山神野寺（君津市）
信仰と伝説の山として知られる鹿野山の頂にあり、広い境内は雄大な規
模を誇っています。寺伝では、聖徳太子の創建といわれる関東最古の名刹
です。古くから房総３国の氏寺として、足利氏・上杉氏などの武将や民衆の
厚い信仰があったといわれています。杉木立に囲まれた境内には仁王門、本
堂、経堂、六角堂、鐘楼堂、五重の石塔などがあります。運慶、左甚五郎
の作といわれる彫刻などがあり、由緒ある寺として知られています。
１２月３１日（金）２３:００から、整理券（１回１,０００円）
を配布された先着１０８人が除夜の鐘を撞くことができます。
□ 所在地:君津市鹿野山３２４－１
□ 交 通:
【電車・バス】JR 内房線佐貫町駅からバス鹿野山行き「終点」下車
※ １月１日～３日までは、春日山が終点となりますのでご注意ください。
春日山から神野寺まで、徒歩約２０分
【車】君津 IC から県道９２号線鴨川方面東粟倉経由約２５分
□ 問合先:TEL 0439(37)2351 神野寺
□ ＵＲＬ:https://jinyaji.web.fc2.com

みついしやま か ん の ん じ

37 三石山観音寺（君津市）
三石山の頂に位置する真言宗智山派の寺院です。本堂に３つの奇岩が寄り添ってい
るため、三石観音と呼ばれています。本堂は、正面・側面とも３間で周りに高欄がめぐらさ
れており、屋根は、入り母屋造り・銅板葺きです。本堂内には、十一面観音・薬師如来が
鎮座し、一言観音として、また、縁結び・海難よけに霊験があるといわれ、祈願者も多く見
られます。
□ 所在地:君津市草川原１４０７
□

交 通:
【タクシー】JR 久留里線上総亀山駅からタクシー約２５分

□ 問合先:TEL 0439(56)1325 君津市経済振興課
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ぶ つ も じ

38 佛母寺（富津市）
お釈迦様の母、摩邪夫人がご本尊のお寺です。安産・子授け・縁結びにご利益があります。一般法要のほか、水子供養、
ペット供養を行います。大晦日の夜は除夜の鐘を撞くことができます。
□ 場 所:富津市田倉９４２－１３
□ 交 通:
【バス】JR 内房線佐貫町駅から日東交通バス マザー牧場下車徒歩１０分
□ 問合先:TEL 0439(37)2336 佛母寺
□ ＵＲＬ:http://www.butsumoji.com/

39

とうきょうわん かんのん

東 京 湾観音（富津市）

東京湾観音の御尊姿は高さ５６ｍの大きな観音像です。霊峰富士と東京湾を一
望できる南房総国定公園大坪山山頂に太平洋戦争の戦死戦災死者の御霊を祀り、
二度と戦争の大禍がないようにと世界永遠の平和を祈念して建立、昭和３６年９月に
落慶開眼されました。胎内は二十階建てで、十三のご仏像と幸福と繁栄をお授けくださ
る七福神が安祀され、ご参詣とともに階段を進みながら眺望を楽しむことができます。
初詣の受付は、元旦のみ６:００～１６:３０まで。１７:００で参拝終了で
す。（２日（日）以降は通常時間）
□

場 所:富津市小久保 1588

□

交 通:【電車】JR 内房線佐貫町駅下車タクシー６分

□ 問合先:TEL 0439(65)1222

東京湾観音

□ ＵＲＬ:http://www.t-kannon.jp/
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かさがみかんのんしょうふくじ

40 笠上観音正福寺（袖ケ浦市）
厄除けの観音として有名なお寺です。
除夜の鐘は人数の制限無しで撞くことができます（０:００～１:３
０）。除夜の鐘の際、先着１０８名様に、特別にご祈願したお守りを差し上
げています。また、大晦日の２３:３０頃からは甘酒と大根炊きが振る舞わ
れます。１月１日（土・祝）～３日（月）はプレゼント付おみくじ（５００
円）が販売されます。このほか、キティちゃんのお守りの種類も豊富です。
ペットと一緒に初詣ができます。わんちゃん、ネコちゃんなどゲージや抱っこでお詣
りください。
※ 参拝の際は、マスクの着用等の新型コロナウイルス等感染症拡大防止対策にご協力をお願いします。
□

場 所:袖ケ浦市久保田２３２９

□

交 通:【電車】JR 内房線⾧浦駅下車徒歩１５分

□ 問合先:TEL 0438(62)0343 笠上観音正福寺

いい が おか はちまんぐう

41 飯香岡八幡宮（市原市）
白鳳年間に御鎮座したとされる飯香岡八幡宮は、上総国総社とされていま
す。室町時代の建築美を残した本殿が重要文化財に指定され、安産・子育て
の神として信仰を集めています。
□ 場 所:市原市八幡１０５７－１
□ 交 通:
【電車】JR 内房線八幡宿駅下車徒歩３分
□ 問合先:TEL 0436(41)2072 飯香岡八幡宮

60

七福神めぐり
【ベイエリア】
・

市川七福神めぐり

個性豊かな七人の神様から福を授かる、ご利益がいっぱいの七福神めぐりが市川でもできます。
最初に行ったお寺で、各お寺をお参りした際に御朱印を押してもらえる専用の御朱印紙（有料）を手に入れて七福神めぐ
りをスタートしましょう。
七福神名

名

毘沙門天（七難即僕・戦勝の神）

所在地

電話番号

下総国分寺

市川市国分 3-20-1

047(371)7221

所願寺

市川市宮久保 4-12-3

047(371)2619

大黒天（商売繁盛・福徳円満・田の神） 本将寺

市川市大野町 2-919-1

047(338)0245

毘沙門天（七難即僕・戦勝の神）

浄光寺

市川市大野町 3-1917

047(337)8301

妙正寺

市川市北方町 4-2122

047(338)6642

弁財天（芸術・芸能・音楽・水の神） 奥の院

市川市若宮 2-21-1

047(334)0221

布袋尊（家内安泰・平和・商売繁盛の神） 安養寺

市川市高谷 2-16-35

047(327)1066

恵比寿天（商売繁盛・家内安全・農
業・漁業の神）

福禄寿（幸福・財産・⾧寿の神）
寿老人（健康・⾧寿・平和の神）

称

□ 所要時間:徒歩で５時間１０分程度
□

交通

:【電車】京成線市川真間駅下車徒歩で下総国分寺へ最後の安養寺から徒歩で地下鉄東西線
原木中山駅へ

□

問合先 :TEL 047(711)1688

市川市観光協会
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【東葛飾】
・ 松戸七福神めぐり
七福神名

名 称

所在地

電話番号

大黒天（商売繁盛）

宝蔵院

松戸市上矢切 1197

047(362)4917

布袋尊（福徳円満）

善照寺

松戸市松戸 1857

047(362)4823

恵比寿神（幸福安楽）

金蔵院

松戸市旭町 2-419

047(341)9761

毘沙門天（病魔退散・財宝来福）

医王寺

松戸市中金杉 4-189

047(341)0728

弁財天（福徳）

華厳寺

松戸市幸田 1-129

047(342)4028

福禄寿（⾧寿幸福）

円能寺

松戸市千駄堀 735

047(341)6679

寿老人（健康⾧寿）

徳蔵院

松戸市日暮 5-270

047(387)2989

※

御朱印、御守り等の頒布はいたしません。

□ 所要時間:車で３時間程度、電車・バスで約５～６時間
□ 問合先:TEL 047(366)7327 松戸市文化観光国際課
TEL 047(387)2989 徳蔵院
□ ＵＲＬ:http://www.tokuzouin.com/

・ 流山七福神めぐり
七福神名

名 称

所在地

電話番号

毘沙門天（七難即滅）

福性寺

流山市平方 169

04(7152)6310

福禄寿（招福安泰）

西栄寺

流山市桐ケ谷 230

04(7158)0846

弁財天（知恵倍増）

成顕寺

流山市駒木 704

04(7152)3714

恵比寿（福寿無量）

⾧流寺

流山市流山 6-677

04(7158)0355

布袋尊（福徳円満）

春山寺

流山市野々下 1-398

04(7158)2810

大黒天（商売繁盛）

流山寺

流山市流山 7-579

04(7158)0415

寿老人（無病⾧寿）

清瀧院

流山市名都借 1024

04(7144)7904

□ 所要時間:車で半日程度
□ 問合先:TEL 04(7168)1047 流山市観光協会（流山市流山本町・利根運河ツーリズム推進課内）
□ ＵＲＬ:http://nagareyamakankou.com/
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【北 総】
・

しもふさ七福神めぐり（成田市）
七福神名

名 称

所在地

電話番号

布袋尊（円福・子宝）

乗願寺

成田市名古屋 234

0476(96)2580

恵比寿（福財・商売）

楽満寺

成田市中里 309

0476(96)1944

寿老人（福徳・災難除・⾧寿）

昌福寺

成田市西大須賀 1872

0476(96)0067

大黒天（福寿開運・福財）

常福寺

成田市名木 953

0476(96)3380

福禄寿（福徳・⾧寿）

成田ゆめ牧場

成田市名木 730

0476(96)1001

毘沙門天（悪霊退散・福財）

龍正院

成田市滑川 1196

0476(96)0217

弁財天（音楽・知恵・知能福財）

眞城院

成田市高岡 163

0476(96)0176

□ 所要時間:車で１～２時間程度
□ 問合先:TEL 0476(96)2839 下総ふれあい事業実行委員会（成田市東商工会下総支所内）

・

いんざい七福神めぐり
七福神名

名 称

所在地

電話番号

弁才天（学術・知恵・福徳）

厳島神社

印西市大森 4336

寿老人（無病⾧寿）

上町観音堂

印西市木下 777

布袋尊（大漁・福徳円満）

最勝院

印西市発作 632

大黒天（豊穣・有福蓄財）

⾧楽寺

印西市大森 2034-1

0476(42)2302

福禄寿（招福安泰）

宝泉院

印西市別所 1005

0476(42)7387

弁財天（福徳・芸能・愛嬌）

観音寺

印西市浦部 1978

0476(42)2804

毘沙門天（威光・七難即滅）

泉倉寺

印西市和泉 971

0476(42)3322

恵比寿（防災・商売繁盛）

三宝院

印西市竹袋 155

0476(42)0899

□ 所要時間:車で２時間程度
□ 問合先:TEL 0476(45)5300 印西市観光情報館
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・

佐倉七福神めぐり
七福神名

名 称

毘沙門天（招福利財）

所在地

電話番号

甚大寺

佐倉市新町 78-1

043(484)0003

宗圓寺

佐倉市新町 89

043(485)3625

大黒天（五穀豊穣・福徳円満）

妙隆寺

佐倉市鏑木町 188

043(484)0188

弁財天（知恵財宝・愛嬌縁結びの徳）

嶺南寺

佐倉市新町 74

043(485)1475

毘沙門天（融通招福）

松林寺

佐倉市弥勒町 93-1

043(484)1397

大聖院

佐倉市鏑木町 661-1

043(484)1682

麻賀多神社

佐倉市鏑木町 933-1

043(484)0392

寿老人（⾧寿延命・富貴繁栄・無病息災・
財宝・福徳円満）

大黒天（七福即生・七難即滅）
布袋尊（笑門来福・夫婦円満・子授け）
福禄寿（⾧寿・幸福・招徳・人望）
恵比寿（漁業・商売繁盛）
□ 所要時間:徒歩で２時間程度

□ 問合先:TEL 043(308)7072 佐倉七福神会

【九十九里】
・

茂原七福神めぐり
七福神名
弁財天（芸道富有・学徳成就）

名 称

所在地

藻原寺
（弁天堂は隣接の茂
原公園内）

茂原市茂原 1201
（茂原公園:茂原市高師 1325-1）

電話番号
0475(22)3153

福禄寿（財運招福・身代わり）

東光院

茂原市茂原 1249

0475(23)0249

大黒天（商売繁盛・五穀豊穣）

妙弘寺

茂原市茂原 1239

0475(24)0760

恵比寿（商売繁盛・除災招福）

妙楽寺

茂原市箕輪 420

0475(44)7353

寿老人（延命⾧寿・家庭円満）

妙源寺

茂原市墨田 730

0475(24)2852

布袋尊（ボケ封じ・千客万来）

信行寺

茂原市上永吉 121

0475(24)3385

毘沙門天（勇気授福・勝運来福）

實相寺

茂原市高師 1041

0475(25)7466

□ 所要時間:車で１～２時間程度
□ 問合先:TEL 0475(22)3153 藻原寺
TEL 0475(20)1528 茂原市商工観光課
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【かずさ・臨海】
・

上総七福神めぐり
七福神名
恵比寿尊（商売繁盛）

名 称
圓鏡寺

所在地
富津市八幡 358

電話番号
0439(66)0755
（像法寺まで）

大黒天（有福蓄財）

⾧泉寺

君津市大井 39

0439(32)2112

弁財天（芸道富有）

新宿不動堂

木更津市新宿 12-15

0438(23)4328

毘沙門天（勇気授福）

久原寺

君津市西猪原 243

0439(37)2781

福禄寿（人望福徳）

圓明院

君津市山本 1535

0439(35)2984

布袋尊（愛敬富財）

不動院

富津市竹岡 364

0439(67)8411

寿老人（不老⾧寿）

円如寺

君津市小市部 127

0439(27)2100

□ 所要時間:車で２時間３０分程度
□ 問合先:TEL 0439(27)2100 円如寺
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館山野鳥の森〔館山市〕

● 房総里山ハイキング
～千倉の名刹「小松寺」の紅葉を楽しむ～
房総の秋の自然や、文化・歴史に触れながら、美しい紅葉で知られる南房総市千倉の名刹「小松寺」を目指して歩きま
す。約１２㎞のハイキングです。スタート館山野鳥の森～南房総市千倉方面
・日

時:１２月４日（土） １０:００～１６:００ ※ 荒天中止

・場

所:館山野鳥の森／館山市大神宮５５３

・料

金:１,０００円（税込）

・定

員:２５名（小学生以下は保護者同伴）

・申 込 み:１２月３日（金）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・お弁当・帽子・ハイキングしやすい服装・トレッキングシューズ 等
・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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館山野鳥の森〔館山市〕

● 正月飾り作り
～手作りのお飾りで新年を迎えましょう～
注連縄飾りやミニ門松などの正月飾りも、最近ではお手軽に手に入れることができますが、古くから地元に伝わる伝統的な
手法で、お飾り作りに挑戦してみませんか。
お正月飾りの意味や飾る時期などについても、この機会に知っておきましょう。
注連縄飾りは、藁を編む作業から始まり、束ねたり、編み込んだり、手順を追って丁寧に指導します。
また、お子様でも作れるミニ門松作りもありますので、ご家族皆様でご参加ください。
心をこめて作ったお飾りで「歳神様」をお迎えしましょう!
・日

時:１２月１８日（土） １０:００～１５:００

・場

所:館山野鳥の森

・料

金:２,０００円（税込）

・定

員:１５名（小学生以下は保護者同伴）

多目的ホール／館山市大神宮５５３

・申 込 み:１２月１６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・お弁当・軍手
・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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内浦山県民の森〔君津市〕

● スターキャンプ鴨川～冬の星空観察会～
秋から冬の星座・プレアデス星団（すばる）など星空の観察をします。
・日

時:１２月１１日（土） １９:００～２０:３０

・場

所:内浦山県民の森 オートキャンプ場／君津市豊英６６０

・受

付:１６:３０受付開始（総合センター）

・定

員:２５名（時間内であれば随時参加可能・雨天中止）

・料

金:２００円（税込み）

・持 ち 物:保険証
・服

装:動きやすい服装、防寒着

・交

通:【車】国道１２８号線県民の森入口から約４.５㎞ 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 0470(95)2821／FAX 0470(95)2822
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千葉県立清和県民の森〔君津市〕
● 紅葉狩りとネイチャークラフト
紅葉した木々達を眺めながらの自然観察会と紅葉狩り
を行いその後、拾ってきた紅葉等を使いネイチャークラフト体
験ができるイベントです。秋の思い出を形作り、家まで持っ
て帰ってみませんか?(当日は昼食持参となります)
・日 時:１２月４日（土） １０:００～１５:００
・料 金:５００円
・受 付:９:３０～１０:００までに木のふるさと館に集合
・持ち物:軍手、昼食、飲み物
・定 員:１５名
●

ミニ門松作り
お正月用のミニ門松作りに挑戦します。初めての方でも

簡単に作れます。お気軽にお申込みください。
・日 時:１２月１８日（土）
１０:００～１２:３０（雨天実施）
・場

所:木のふるさと館

・料 金:１,５００円
・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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千葉県立中央博物館〔千葉市〕
◎ 講座「昆虫標本整理たいけん!」
標本の整理を通じ、昆虫の各分類群の特徴について学びます。
日時:１月８日（土） １３:００～１６:００
申込締切:１２月２５日（金）
開催会場:県立中央博物館 研修室
対象:小３以上
定員:１２名
費用:５０円

◎ 講座「天然記念物とは何か」
文化財の類型である天然記念物や名勝の紹介と保護のシステムを説明するとともに、近年の保存活用計画等についても
触れます。
日時:１月１０日（月・祝） １０:３０～１２:３０
事前申込締切:１２月２７日（月）
場所:県立中央博物館 研修室
対象:中学生以上
定員:１２名
費用:５０円

講座への申し込み方法
以下のいずれかでお申し込みください。
・ ウェブ上の受付フォーム
・ 往復はがき
・ ファックス 【FAX:043(266)2481】
・ 博物館の学習情報センター（本館一階）で直接
また、お申込みの際は下記事項の記入をお願いいたします。
■ 行事名 ■ 行事番号 ■ 住所 ■ 氏名 ■ 年齢または学年■ 連絡先電話番号または、FAX 番号（なるべ
く固定電話でお願いします）
■ 連絡先メールアドレス（なるべくパソコンのメールアドレスでお願いします）

・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
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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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ホキ美術館〔千葉市〕

● 野田弘志新作展 神仙沼―保木将夫氏に捧ぐ―
ホキ美術館の１１月１９日（金）からの企画展は、野田弘志が構想を含め５、６年の歳月をかけ、このたび完成した
２８４.２×６９６.８センチの大作、北海道西部ニセコの山岳丘陵地域の大自然とその神秘を描いた「神仙沼―保木将
夫氏に捧ぐ―」を中心に、ギャラリー３に展示いたします。本作は今年６月１０日に逝去いたしましたホキ美術館創設者保
木将夫が存命中に完成を望みながらかないませんでしたが、画家がアトリエを構える北海道の雄大かつ厳しい自然の中でみつ
けた生と死をここに描ききり、発表するものです。
なお、ギャラリー１では「永遠の瞬間」と題し、五味文彦、青木敏郎、小尾修の新作計８点を含む、斬新な静物画の数々
を約40点紹介いたします。同時に、第２回プラチナ大賞の入選作品５２点を３期に分けて、「第２回プラチナ大賞入選作
品展」を半年の会期中に順次、ギャラリー３、４、９に展示してまいります。ホキ美術館では、２０代から８０代までの現代
作家による、約１２０点の写実絵画をお楽しみいただけます。
写真左は 野田弘志《神仙沼―保木将夫氏に捧ぐ―》（部分・制作途中）2021年
※ 事前予約制で前日までにWEBまたは電話で予約。当日の予約不可。
レストランの利用も電話予約が必要です。
・期

間:１１月１９日（金）～５月２２日（日）

・場

所:ホキ美術館／千葉市緑区あすみが丘東３－１５

・料

金:一般 １,８３０円、大学・高校生・６５歳以上 １,３２０円、中学生 ９１０円
小学生以下無料（ただし大人１人につき子ども２人まで）

・交

通:【バス】JR 外房線 土気駅南口３番バス乗り場よりブランニューモール行きバス５分
「あすみが丘東４丁目」下車すぐ
【車】東金道「中野 IC」より１５分、圏央道「茂原北 IC」より１０分「大網白里 IC」より５分

・U

R L:https//www.hoki-museum.jp

お問い合わせ

ホキ美術館代表 TEL 043(205)1500／E-mail info@hoki-museum.jp
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千葉県立現代産業科学館〔市川市〕

（昨年のクリスマス装飾・クリスマスコンサート開催状況）

●

クリスマス in 科学館

「市川工業高校インテリアデザイン部作品展」
市川工業高校インテリアデザイン部の生徒のみなさんが、日頃の活動で制作した作品をエントランスホールに展示します。イ
ンテリアデザイン部は、毎年、当館エントランスホールのクリスマス装飾の制作にも取り組み、大型のタペストリーやモビールなどを
飾り付け、エントランスホールをクリスマスの華やいだ雰囲気に演出しています。ぜひご覧ください。

・期 間:１２月１８日（土）～２６日（日）

●

「クリスマスコンサート」

明治高校マンドリン部ＯＢの皆さんによるコンサートです。曲目はクリスマスにちなんだ曲や皆さんがよくご存じの曲を演奏し
ます。素敵なマンドリンの音色をお楽しみください。サイエンスドームでは、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、鑑賞
できる人数を制限させていただきます。事前に予約申し込みも可能です。必ずＨＰで詳細をご確認ください。

・期 日:１２月１９日（日） サイエンスドーム（参加費無料、常設展の見学は別途入館料が必要です）
。
・場

所:千葉県立現代産業科学館／市川市⿁高１－１－３

・料

金: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 総武線下総中山駅または本八幡駅下車徒歩１５分、京成線⿁越駅下車徒歩１３分
【バス】JR 総武線本八幡駅からコルトンバス５分【車】京葉道路京葉市川インターから 5 分

・U

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

・開館時間:新型コロナウイルス感染症対策のため、開館時間は９:００～１５:３０（入館は１５:００ま
で）となっております。なお、開館・イベントの開催等につきましては、変更する場合がござい
ますので必ずＨＰで最新情報をご確認ください。
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
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千葉県立関宿城博物館〔野田市〕

昨年度館⾧賞作品
●

見学風景

第２１回関宿城百景写真展

関宿城近辺を題材とした写真を公募し、作品を展示します。
・期

間:１２月３日（金）～１月１６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）、年末年始（１２月２８日（火）～１月
４日（火）
・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 :【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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千葉県立房総のむら〔栄町〕

安房の農家の実演風景
●

お飾り作りの実演

上総・下総・安房の各農家では、お飾り作りの実演を行います。真夏に青刈りして適度に乾燥させたヤマトニシキの青わら
を使い、それぞれの農家の代表的な正月飾りを作ります。
し め な わ

上総の農家のお飾りは、注連縄から、翌年の月数分（旧暦）の足をすだれのように垂らしたつくりです。下総の農家では、
ごぼうじめや輪飾りの形を、安房の農家では、海老の形をした正月飾りを作ります。
・日

時:１２月１０日（金） １０:００～１２:００、１３:００～１５:００（上総の農家）
１０:００～１２:００、１３:１５～１５:１５（下総の農家）
１２月１７日（金） ９:３０～１２:００、１３:１５～１５:３０（安房の農家）

・場

所:千葉県立房総のむら 上総・下総・安房の農家 ／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:【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「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〕
● やさしい航空のおはなし「客室乗務員のおはなし」（ANA）
現役の客室乗務員の方から仕事の魅力や体験談などを聞くことができる講演会で
す。貴重な機会となりますので、将来乗務員を目指している方も奮ってご参加くださ
い。
・期

日:１２月５日（日）

・場

所:航空科学博物館「体験館」ホール

・費

用:入館料のみ

・定

員:８０名

● クリスマスコンサート
日本航空グランドスタッフ（株式会社 JAL スカイ）の皆様の演奏によるクリスマスミュ
ージックをお楽しみいただきます。
ぜひ航空科学博物館でクリスマス気分をお楽しみください。
・期

日:１２月５日（日）

・場

所:航空科学博物館「体験館」ホール

・費

用:入館料のみ

・定

員:８０名

● 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。
※ 年末は１２月２８日（火）から３１日（金）まで休館となります。
１月は元旦朝１０:００から通常開館となります。
・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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