
 

 

 

 

 

 

【発表：2022.12.20】 

(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 末廣農場ハム 末廣農場 富里市 P1 

 

● 

1 辻切り／国府台天満宮 1/17 市川市 P2 

2 1 月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館 1/8・14・22  船橋市 P3 

3 1 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園 1/2～31 船橋市 P4～P5 

4 やさしいヨガ／ふなばしメグスパ        1/21 船橋市 P6 

5 オズの国のストロベリーハント／京成バラ園 12/24・25・27 他 八千代市 P7 

6 第 62 回柏市新春マラソン／県立柏の葉公園総合競技場 1/15 柏市 P8 

7 赤ちゃんハイハイ競争／成田ゆめ牧場 1/28・29 成田市 P9 

8 木造薬師如来坐像のご開帳／常灯寺 1/8 銚子市 P10 

9 第 13 回銚子極上さば料理祭／各参加店舗 12/20～2/28 銚子市 P11 

10 圓福寺の初護摩／圓福寺 1/1 銚子市 P12 

11 
青木半治杯第 74 回中学校銚子半島一周駅伝及び第 5 回中学校女子

銚子半島一周駅伝大会／銚子市内 
1/8 銚子市 P13 

12 星空クラシックアワー 他／白井市文化センター・プラネタリウム 1/5・6 他 白井市 P14 

13 狐火ナイト／水郷佐原あやめパーク 1/21 香取市 P15 

14 星鎮祭
ほしずめさい

／香取神宮 1/16 香取市 P16 

15 
駅からハイキング 山武いちごの里ハイキング 

／JR 総武本線成東駅前 
1/27～29 山武市 P17 

16 さんむ S１フェスティバル／山武市内苺園・飲食店 1/5～2/28 山武市 P18 

17 九十九里町元旦祭／片貝中央海岸 1/1 九十九里町 P19 

18 九十九里浜冬物語／国民宿舎サンライズ九十九里 12/1～2/28 九十九里町 P20 

19 かんべレタス収穫体験／百笑園 12 月～3 月 館山市 P21 

20 小塚大師初大師／小塚大師遍智院 1/20～21 館山市 P21 



21 湯立神事／厳島神社 1/8 館山市 P22 

22 第 43 回館山若潮マラソン／館山市内 1/29 館山市 P23 

23 菜な畑ロード 2023／鴨川市役所先の田畑 1/7～3/5 鴨川市 P24 

24 鯛供養弁天祭／ 妙
みょう

蓮寺
れ ん じ

・鯛の浦 1/18 鴨川市 P25 

25 元朝桜／抱湖園
ほうこえん

 1 月下旬～2 月下旬 南房総市 P26 

26 水仙／水仙遊歩道 12 月下旬～2 月上旬 南房総市 P27 

27 やぶさめ／菅原神社 1/7 君津市 P28 

 

● 

1～5 【ベイエリア】 
米本いちご園／島田いちご園／金子苺園／周郷農園直売店ピアッツ

ァ／さっちゃんのいちご園 
八千代市 P30～P31 

6～7 【北 総】 いちごの杜／さわらリバー・ファーム 香取市 P31～P32 

8～11 【九十九里】 山武市成東観光苺組合／仁田苺園／猪野苺園／小高農園 山武市 P32～P34 

12～14 【九十九里】 近藤いちご園／一宮観光いちご組合／いちご狩りのベリータウン 一宮町 P34～P35 

15～16 【南房総】 
館山いちご狩りセンター「JA 安房館野支店内」／館山観光いちご狩

りセンター[とよふさいちご園] 
館山市 P36 

17～18 【南房総】 里の MUJI みんなみの里／田村農園 鴨川市 P37 

19～21 【南房総】 
道の駅とみうら枇杷倶楽部／たんぽぽ農園（白浜いちご狩りセンタ

ー、丸山いちごランド／お百姓市場 
南房総市 P38～P39 

22 【南房総】 高梨農園 大多喜町 P39 

23～27 【かずさ・臨海】 
図那いちご園／メグミランド／マンモスいちご園／ 

strawberry farm ふじもと／Bee my Berry 
木更津市 P40～P42 

28 【かずさ・臨海】 

袖ケ浦市内のイチゴ農園【ガウラーベリーかねこ農園、さっちゃん

家の幸せいっぱいイチゴ園、ICHIGOYA･SUN（いちごや・サン）、上泉

農園】 

袖ケ浦市 P42～P43 

29～30 【かずさ・臨海】 安藤いちご園／房の駅農業いちごハウス 市原市 P43 

 

● 

1 【南房総】 菜な畑ロード 2023               鴨川市 P44 

2 【南房総】 道の駅鴨川オーシャンパーク 鴨川市 P45 

3 【南房総】 道の駅 おおつの里 花倶楽部 南房総市 P45 

4 【南房総】 道の駅三芳村鄙の里 南房総市 P46 

5 【南房総】 粕谷農園 南房総市 P46 

6 【南房総】 花の里フローラルビレッジ名倉 南房総市 P46 

7 【南房総】 千倉町内の花畑 南房総市 P47 

 

1 《館山野鳥の森》冬の野鳥観察会 他 館山市 P48 

2 《内浦山県民の森》新春・初詣ハイキング 鴨川市 P49 

3 《清和県民の森》安房高山ハイキング 他 君津市 P50 

 

  



1 《千葉県立美術館》山下麻衣＋小林直人－もし太陽に名前がなかったら－ 千葉市 P51 

2 
《千葉県立中央博物館》 

令和 4 年度 出土遺物公開事業「柏北部東地区の遺跡展－地中からの目覚め－」 
千葉市 P52～P53 

3 《千葉県立関宿城博物館》昔のくらし展 野田市 P54 

4 《航空科学博物館》企画展示「昭和レトロ～プラモデル箱絵アート展～」 他 芝山町 P55 
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末廣農場ハム／末廣農場〔富里市〕 

 

昭和初期の末廣農場で実際に食べられていた食事を復刻するため、富里市の養豚農家「堀江ファーム」と共同開発した、

房総ポーク１００％の末廣農場オリジナルハムを共同開発しました。房総ポークのうまみをそのまま閉じ込めているため、癖の

ない味わいと、お肉を食べている満足感を感じられます。末廣農場レストランでは、末廣ランチ（１,１００円）で提供してい

ます。 
 

・商品名:末廣農場ハム 

・所在地:末廣農場／富里市七栄６５０－２０６ 

・販売価格（税込）:１,８００円 

・内容量:５００g 

・賞味期限:製造から３０日 

・取扱期間:通年  

・商品取扱場所:末廣農場 

・通信販売の有無:有  ・  無 

・URL:https://suehiro-gs.com/ 

 

お問い合わせ 末廣農場 TEL 0476(93)1200／FAX 0476(93)1199 
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辻切り／国府台天満宮〔市川市〕 

 

辻切りは、悪霊や病気が地域に入るのを防ぐため、村の四隅の辻に霊力を持ったわらの大蛇を作って飾る民俗行事です。 

大蛇の目玉は半紙に墨を塗り、耳はビワの葉、首に木札を掛けます。頭と胴体を別々に作ったものを合体し、御神酒を含

ませ魂入れをします。わらの大蛇は翌年まで風雨にさらされながら、地域の安全のために眼を光らせます。 

※新型コロナウイルス感染症の影響によって変更になる場合があります。 
 

・日    時:１月１７日（火） ９:００～１２:００ 

・場  所:国府台天満宮／市川市国府台３－１１ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 総武線市川駅から国府台駅経由松戸駅行きバス国立病院下車徒歩７分 

 

お問い合わせ 市川市観光協会 TEL 047(711)1688 
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１月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕 

 

● 鳥凧を作ろう 

鳥のツバサや骨格を観察して、鳥の形をしたシンプルな凧をつくります。鳥の模様や

好きな色に塗ってできあがりです。 作った後は芝生広場で大空へあげよう。 

・日時:１月 8 日（日） １０:００～１１:３０ 

・料金:利用料＋６００円／セット 

 ・申込:Web フォームより要事前応募 １２月２８日（水）１７:００締切 

 

 

● 生きもののしくみを知ろう・オンライン「ダイコン」 

ダイコンのブツブツはどう並んでる?辛いのはどの部分?冬においしいダイコンを、スタ

ッフと一緒に楽しく観察しよう。 

・日時:１月１４日（土） １３:００～１５:００  

・料金:無料（材料は各自で用意）  

・申込:Web フォームより要事前応募 １月７日（土）１７:００締切 

 

● 三番瀬探検隊「干潟の生きものを探そう」 

 干潟にくらす生きものたちを探しに行こう。スコップ片手に帽子をかぶって、さあ出発だ。 

・日時:１月２２日（日） 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 １月１５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:1～2月の休館日 月曜日・火曜日［１月９日（月・祝）、２月１４日（火）は開館、１２月２
９日（木）～１月３日（火）  

・交  通:【電車】JR 船橋駅南口（京成船橋駅）又は JR 京葉線二俣新町駅（二俣新道バス停） 
より京成バスシステム船橋海浜公園行き終点下車 

【車】京葉道路原木 IC 原木側出口より信号（一つ目）を左折、船橋中央埠頭へ直進 
・駐車料金:普通車５００円 
・U R L:公式ホームページ https://www.sambanze.jp/  
 

お問い合わせ 
ふなばし三番瀬環境学習館 担当:山口、小澤、和田 

TEL 047(435)7711／FAX 047(435)7712／E-mail pr@sambanze.jp 
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１月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕 

 

● １月の休園日  月曜日（２日・９日を除く）、1 日（日・祝） 

 

● 駐車料金冬期割引のお知らせ 

   １２月１日（木）から３月１５日（水）まで普通車３００円、大型車１,０００円に割引されます。 

 

● チューリップまつり 

   ・ 期  間:１月２日（月・振）～３１日（火）  

   ・ 内  容:園内が２０種類約４万株のチューリップで彩られます。 

           メルヘンの丘ゾーンには約 1 万株で作るチューリップめいろもオープンします。 

 

  ● 新春和太鼓パフォーマンス 

   ・ 期  日:１月２日（月・振）  

   ・ 時  間:①１１:３０～、 ②１３:３０～ 

   ・ 場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム  

   ・ 出  演:和太鼓 誉 

● 寿獅子 
   ・ 期  日:１月２日（月・振）・３日（火）  

   ・ 時  間:①１１:００～、②１２:００～、③１３:００～ 

   ・ 場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

   ・ 出  演:一船会 

 

● やぎさんたちのニューイヤーショー 

   ・ 期  日:１月９日（月・祝）※ 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 

 

● 冬に咲くチューリップの寄せ植え作り 

   ・ 期  日:１月１４日（土）・１５日（日） 

   ・ 時  間:①１０:３０～、 ②１４:００～ 

   ・ 場  所:花の城レストハウス 

   ・ 費  用:２,０００円 

   ・ 定  員:各１０人 

・ 申  込:１月２日（月）９:００から予約専用電話（457-6691）で受付 

 

 ● クリスマスローズの寄せ植え作り 
   ・ 期  日:１月２１日（土）・２２日（日） 

   ・ 時  間:①１０:３０～、 ②１４:００～ 

   ・ 場  所:花の城レストハウス  

   ・ 費  用:２,０００円 

   ・ 定  員:各１０人 

・ 申  込:１月２日（月）９:００から予約専用電話（457-6691）で受付 
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● 1 月の花 

園内では特殊な方法により真冬に開花させるチューリップ２０種類約４万株が見ごろを迎えるほか、広さ約６００㎡のチ

ューリップめいろもオープン予定です。また、風車近くではパンジー・ビオラ１００種類を集めた「パンジー・ビオラ１００選」を開

催します。  

この他にもストック、ハボタンなど約１５０種類１５万株の草花が園内を彩ります。太陽の池周辺ではニホンズイセンが咲

き始めます。 

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

１分 

お問い合わせ ふなばしアンデルセン公園 TEL 047(457)6627／FAX 047(457)6140 
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やさしいヨガ／ふなばしメグスパ〔船橋市〕 

 

ヨガの初心者向けに体ほぐしと簡単なポーズをします。心身共にスッキリしましょう。 

※新型コロナウィルスの感染状況により変更あり 
 

・日 時:１月２１日（土） １３:４５～１４:３０ 

・場  所:ふなばしメグスパ 軽運動室／船橋市大神保町１３５６－３ 

・対  象:中学生以上 

・定  員:先着１２名（予約制、先着順） 

・料  金:無料 

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

ス乗車  

【車】国道１６号線 小室交差点を船橋方向に１．２ｋｍ 

・U R L:https://f-meguspa.jp/ 

 

お問い合わせ ふなばしメグスパ TEL 047(457)5151／FAX 047(436)8010 
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オズの国のストロベリーハント／京成バラ園〔八千代市〕 

 

「オズの魔法使い」にインスピレーションを受けたオリジナルストーリーに触れながら楽しむアトラクションのようないちご狩り

が体験できます。ゲストはストロベリーハンターの案内でバラ園のバックヤードにある「オズの温室」へ向かうと、高さ約２ｍ

もある巨大な操り人形の門番がオズのストリベリーについて語りかけてきます。 

エンターテイメント性あふれる新感覚のいちご狩りとなっており、当園でしか体験できない、アトラクションのようなわくわくとド

キドキをお楽しみください。 
 

・日 時:１２月２４日（土）・２５日（日）・２７日（火）・２９日（木）、 

１月～4 月の毎週火・木・土・日 ※ただし１月２日（月）開催 

・場  所:京成バラ園／八千代市大和田新田７５５ 

・料  金:１２月～２月／お一人様（小学生以上）２,５００円（税込) 

       ３月～４月／お一人様（小学生以上）２,０００円（税込) 

      ※ストロベリーハントをご利用の方は当日に限りローズガーデンに無料でご入園いただけます。 

      ※１２月２５日（日）・２７日（火）・２９日（木）、「4 月の春イベント」期間中及び、同イベン

ト期間中は除く。 

・交  通:【電車】東葉高速鉄道八千代緑が丘駅下車徒歩１５分又は東洋バス八千代医療センター行き八千

代中央駅行き京成バラ園下車 

・U R L:https://www.keiseirose.co.jp/garden/ 

 

お問い合わせ 京成バラ園 ストロベリーカウンター TEL 047(459)0111 
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第６２回柏市新春マラソン／県立柏の葉公園総合競技場〔柏市〕 

 

柏市新春マラソンは、年明け毎年 1 月に開催されるマラソン大会です。 

約２,０００人のランナーが、千葉県立柏の葉公園内のコースを駆け抜けます。 

手賀沼エコマラソンと違い、２ｋｍのファミリーの部から１０ｋｍの一般の部まで多数の種目が設定されており、自分の実

力にあった種目を選んでエントリーすることができます。平成３０年実施の第５７回大会から、より多くの方にご参加いただけ

るように、参加対象を市外の方にも広げ、名称も柏市民新春マラソンから柏市新春マラソンに名称変更しました。 
 

・期    日:１月１５日（日） 

・場  所:県立柏の葉公園総合競技場／柏市柏の葉４丁目１ 

・料  金:各種目により料金が異なります 

・交  通:【電車】JR 常磐線柏駅西口東武バス 2 番乗り場国立がん研究センター行き又は柏の葉キャンパス

駅西口行きに乗車後終点下車 

・U R L:http://kashiwa-taikyo.jp/ 

 

お問い合わせ 
（一社）柏市スポーツ協会 火・木・金  9:00～17:00 

TEL 04(7192)8411／FAX 04(7192)8002／E-mail kashiwataikyo@gmail.com  
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赤ちゃんハイハイ競争／成田ゆめ牧場〔成田市〕 

冬の寒さを吹き飛ばす、赤ちゃんたちの熱いスポーツ。魅惑の障害物（ぬいぐるみ）たちに惑わされずにゴールを目指そう。 

 

・期 間:１月２８日（土）・２９日（日） 

・時 間:午前の部／１０:００～１１:３０、午後の部／１３:００～１４:３０  

※各回２０分前より受付開始 

・申 込:各回先着４名 ※要電話予約 

・場 所:成田ゆめ牧場 ビッグバーン／成田市名木７３０－３ 

・料 金:無料  

・入場料:大人（中学生以上）１,６００円、小人（3 歳以上）８００円、６５歳以上１，４００円   

・交 通:【電車】JR 成田線滑河駅から無料送迎バス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.yumebokujo.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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木造薬師如来坐像のご開帳／常灯寺〔銚子市〕 

 

「常世田薬師」の名でも親しまれ、目の病のご利益があると人々に篤く信仰されています。 
 

・日    時:１月８日（日） ７:００～０:００ 

・場  所:常灯寺／銚子市常世田町５３－1 

・料  金:無料 

・交  通:【車】東関東自動車道佐原香取 IC より約３５ｋｍ 

 

お問い合わせ 銚子市観光振興課 TEL 0479(21)6662／FAX 0479(21)6622 
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第１３回銚子極上さば料理祭／各参加店舗 

〔銚子市、旭市、茨城県神栖市〕 

 

銚子港で水揚げされるさばのたった１％しか獲れない１尾７００g 以上の極上さばだけを使った料理祭です。この季節し

か食べられない脂の乗った希少品をご堪能下さい。 
 

・期    間:１２月２０日（火）～２月２８日（火） 

・場  所:廣半／銚子市西芝町１１―２ 

観音食堂 丼屋七兵衛／銚子市飯沼町１―２６ 

方宝たつみ／銚子市宮原町４７３ 

膳はなれ／銚子市犬若１１３００―２ 

ひもの工房あてんぼう ウオッセ２１店／銚子市川口町２―６５２９―３４ 

銚子駅前店／銚子市西芝町１４―１６ 

カントリーハウス海辺里／旭市上永井１２１７ 

花寿司／茨城県神栖市波崎６５５８―４ 

・料  金:極上さば料理コース ３,８００円（ひもの工房あてんぼうはお土産品のみ参加） 

・U R L:https://sabalover.jimdofree.com/ 

 

お問い合わせ 
銚子極上さば料理祭実行委員会事務局 

TEL 0479-25-3133／E-mail info@choshi-machi.com 
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圓福寺の初護摩／圓福寺〔銚子市〕 

 

圓福寺は坂東三十三ケ所観音霊場の二十七番札所です。「飯沼観音」「銚子観音」の呼び名で親しまれ、十一面観音

像が本尊です。江戸時代から参拝者が絶えない名刹となっております。 
 

・日    時:１月１日（日・祝） ０:００、６:００、１１:３０、１３:３０ 

・場  所:圓福寺／銚子市馬場町２９３ 

・交  通:【電車】銚子電鉄観音駅下車徒歩約４分又は千葉交通陣屋町観音前下車徒歩約４分 

【車】東関東自動車道佐原香取 IC より約４０ｋｍ 

・U R L:iinumakannon.com 

 

お問い合わせ 圓福寺 TEL 0479(22)1741 
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青木半治杯第７４回中学校銚子半島一周駅伝及び 

第 5 回中学校女子銚子半島一周駅伝大会／銚子市内〔銚子市〕 

 

 銚子市街地から外川、犬吠埼をめぐって早春の銚子半島を一周します。総延⾧１５.８km のコースを、関東各地の中学

生が駆け抜け、コースは 6 つの区間に分けられており選手たちはタスキを繋ぎ、約 1 時間強でコースを走り抜きます。 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため無観客で実施します。 
 

・日    時:１月８日（日） １１:３０発走 

・場  所:銚子市内（シンボルロード河岸公園前発～銚子市役所着） 

・交  通:【電車】JR 総武本線銚子駅下車徒歩約５分 

【車】東関東自動車道佐原香取 IC より約４０ｋｍ 

 

お問い合わせ 銚子市体育館 TEL 0479(24)9559／FAX 0479(24)9558 
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星空クラシックアワー 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  

 １月５日（木）・６日（金） 

１１:３０～ ロイ君アワー「ほしぞらさんぽ」、１５:００～ 「今宵の星空散歩」 

７日（土）～ 土曜日・日曜日（約４５分間） 

１１:３０～  「ロイ君とみんなのうちゅう ～おたんじょうびの星座」 

１５:００～  「惑星大集合～岩石惑星編～」 

 

● 星空クラシックアワー （約４５分間） 

星空のもと、クラシック音楽をお楽しみいただく CD コンサートです。今回は、イギリスの作曲家の作品をお送りします。冬の星

座もご紹介します。 

日時:１月１２日（木） １１:００～、１４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。今回は小学校４年生で学習する「冬の星の明るさと色」

です。星座の紹介もあります。大人の方もどうぞ。 

日時:１月２８日（土） １３:３０～  

定員:各回８６人  観覧料:大人３５０円、子ども(高校生以下) １６０円 

 

● 昼間の金星を見る会 

望遠鏡を使って、太陽やこと座のベガを観望します。雨天・曇天の場合は中止。 

日時:１月２８日（土） １１:３０～１３:３０  観覧料:無料、予約不要、時間内にお越しください。 
 

・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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狐火ナイト／水郷佐原あやめパーク〔香取市〕 

 

平安時代からやってきた稲荷の神の使い夜弓神楽狐之灯矢（つくよみかぐらこの・とうや）氏とジャパンスカイランタンフェステ

ィバルの協力による幻想の一夜「狐火ナイト」では、特別イベントきつねの嫁入り舟が運航されます。その他、キッチンカーの出

店、水郷地域の歴史文化パネル展も開催されます。水郷佐原あやめパークのイルミネーションと共に、狐火ナイトをぜひお楽し

みください。 

【キャスト・協力】 

・夜弓神楽狐之灯矢（つくよみかぐらこの・とうや）氏 

・２０２２年度ミスあやめ 

・ジャパンスカイランタンフェスティバル事務局 
 

・日    時:１月２１日（土） １６:３０～１９:３０ ※ショーは１８:３０から 

・場  所:水郷佐原あやめパーク／香取市扇島１８３７－２ 

・入 園 料:小学生以上１,５００円 

※狐のお面・園内飲食ブースで利用できる割引券付き（２００円分） 

※ペットの入場も可能です 

・交  通:【電車】JR 成田線佐原駅から関鉄観光バス与田浦経由潮来行き水郷佐原あやめパーク入口下車  

徒歩５分 

           【車】東関東自動車道佐原香取ＩＣ又は大栄ＩＣから潮来方面へ約３０分 

             圏央道神崎ＩＣから約２５分 

・U R L:https://ayamepark.jp/ 

 

お問い合わせ 水郷佐原あやめパーク TEL 0478(56)0411 
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星
ほし

鎮
ずめ

祭
さい

／香取神宮〔香取市〕 

香取神宮の祭神である経津
ふ つ

主
ぬしの

大神
お お が み

 が、国を平定した際、最後まで抵抗した星の神を弓で討伐したことに因んだ神事です。 

弓道場に大星
お お ぼ し

的
ま と

を設け、古式ゆかしく的を射し、星塚に竹串をさして星の神を鎮めます。 
 

・日  時:１月１６日（月） １０:００～ 

・場  所:香取神宮／香取市香取１６９７－１ 

・交  通:【電車】JR 成田線佐原駅からタクシーで約１０分 

お問い合わせ 香取神宮 TEL 0478(57)3211 
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駅からハイキング 山武いちごの里ハイキング 

／JR 総武本線成東駅前〔山武市〕 

山武市は千葉県有数のいちごの産地です。中でも複数のいちご園が並ぶ「ストロベリーロード」はたくさんの観光客が訪れま

す。 

歌人・小説家の伊藤左千夫の故郷である山武市でいちごの香りと歴史・文学を存分に感じながらハイキングをお楽しみくだ

さい。 
 

・期    日:１月２７日（金）～２９日（日） 

・場  所:JR 総武本線成東駅前（受付は改札を出て左手）／山武市津辺 

・交  通:【電車】JR 総武本線成東駅下車すぐ 

・U R L:https://www.jreast.co.jp/ekihai/ 

 

お問い合わせ 
山武市商工観光課 

TEL 0475(80)1202／E-mail shokan@city.sammu.lg.jp 
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さんむ S１フェスティバル／山武市内苺園・飲食店〔山武市〕 

 

山武の特産品である苺と市内飲食店を対象とする、SNS を活用したイベントです。 

市内苺園の利用者には苺の写真を、市内飲食店では、利用者オススメのグルメを撮影して SNS に投稿してもらい、入賞

した方に賞品を送付します。 
 

・期    間:１月５日（木）～２月２８日（火） 

・場  所:山武市内苺園・飲食店／山武市 

・U R L:https://www.city.sammu.lg.jp/page/page004037.html 

 

お問い合わせ 
さんむ S１フェスティバル実行委員会事務局（商工観光課内）  

TEL 0475(80)1202／FAX 0475(82)2107／E-mail shokan@city.sammu.lg.jp 
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九十九里町元旦祭／片貝中央海岸〔九十九里町〕 

 

１月１日（日・祝）に九十九里町観光協会による元旦祭を３年ぶりに開催いたします。 

当日は、九十九里町の特産品であるイワシを焼いた焼きイワシの無料配布や郷土芸能の披露も予定しておりますので、ぜ

ひ新年の始まりを片貝中央海岸で絶景の初日の出を眺めながら迎えてみませんか。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

※新型コロナウイルス感染症感染拡大等の影響により開催を中止する場合もございます。 
 

・期    日:1 月 1 日（日・祝） 

・場  所:片貝中央海岸／山武郡九十九里町片貝６９２８ 

・交  通:【車】東金九十九里有料道路九十九里 IC から車で 5 分 

（片貝海岸海浜公園町営駐車場:１,２５０台駐車可能、元旦は駐車料金無料） 

・U R L:https://99kankou.com/archives/1898.html 

 

お問い合わせ 九十九里町観光協会 TEL 0475(76)9449 
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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〕 

彩り会席                   極み特撰会席 

今冬のサンライズ九十九里は冬を彩る海と大地の恵の数々。九十九里産天然塩を使用した国産牛のステーキとトリュフの

テリーヌ、房州産寒マカジキのグリルと寒鰤の照り焼きコラボレーションなど、総料理⾧こだわりの贅を尽くした冬の和・洋会席

「極み特撰会席」コース 

鮪・ヒラマサ・烏賊・寒マカジキ・甘海老などの房総の海の恵みの５種盛りや、勝浦灯台沖きんめ鯛と海老・烏賊の海鮮羽

二重蒸しなど、彩り豊かな味わいをお楽しみいただける「彩り会席」コース 

冬の房総を豪快に味わい、食べ尽くす彩り豊かな約５０種類のウィンターブッフェなどなど、美味しいお食事をゆっくりと楽し

んでください。 

※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（木）～２月２８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彩り会席コース:\１５,９５０～（１泊２食付き） 

      ②極み特選会席コース:\１７,６００～（１泊２食付き） 

      ③オータムブッフェコース:\１４,３００～（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:【電車】JR 千葉駅から小湊鐡道バス白子中里行きサンライズ九十九里下車 

JR 外房線大網駅から小湊鐡道バスサンライズ九十九里行き終点下車 

JR 東金線東金駅から九十九里鉄道バスサンライズ九十九里行き終点下車 

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

・U R L:https://www.sunrise99.jp/ 

 

お問い合わせ 国民宿舎サンライズ九十九里 TEL 0475(76)4151／FAX 0475(76)4908 
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かんべレタス収穫体験／百笑園〔館山市〕 

 

かんべレタスとして有名な館山の冬レタス。 

かんべレタスは通常のレタスより甘みが強く、また肉厚で水分含有量が多く抜群の歯ごたえがあることで有名です。そのかんべ

レタスの収穫体験を行うことができます。 
 

・期    間:１２月～３月 ※水曜日・木曜日は定休 

・場  所:百笑園／館山市藤原８３７  

・料  金:８８０円（レタス２個収穫体験、冬野菜１個お土産付き） ※電話にて要事前予約  

・交  通:【車】富津館山道富浦 IC から国道１２７号線を南下後、国道４１０号線を南下約２０分 

 

お問い合わせ 百笑園（安西氏） TEL 090(8119)7032 

 

 
小塚大師初大師／小塚大師遍智院〔館山市〕 

 

８１５年に弘法大師が開祖となり創建された厄除けの名刹として、毎年大勢の人で賑わいます。 

２０日（金）の１４:００から護摩がたかれ、２１日（土）の０:００に大護摩が、その後９:００から１８:３

０まで護摩がたかれます。植木や食べ物の露店も立ち並びます。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、入場制限をかける場合もあります。 
 

・期    日:１月２０日（金）～２１日（土） 

・場  所:小塚大師遍智院／館山市大神宮２１６１ 

・交  通:【電車】JR 内房線館山駅から JR バス神戸経由安房白浜行犬石下車徒歩３０分 

・U R L:https://kodukadaishi.jp/index.html 

 

お問い合わせ 小塚大師 TEL 0470(28)1341 
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湯立神事／厳島神社〔館山市〕 

  

海上安全・大漁祈願の神事で、「シオマツリ」とも呼ばれ、館山市の無形民俗文化財に指定されています。 

神前での祭典後、境内にある直径約６０ｃｍの大釜に煮立ったお湯を、白装束の神官役が笹で周囲の人たちに振りか

けます。この湯を浴びると厄払いになることから、人々は競って釜の周囲に集まり、振りかける人もずぶぬれになるほど遠くへ湯気

を飛ばします。 

終了後は、各自手にしたタオルなどを釜の湯に浸し、持ち帰って家族の体を拭いて無病息災を祈ります。 
 

・期    日:1 月 8 日（日） 

・場  所:厳島神社／館山市西川名１３１５ 

・交  通:【電車】JR 内房線館山駅から JR バス坂田経由伊戸行き芝台下車徒歩約４分  

 

お問い合わせ 館山市生涯学習課 TEL 0470(22)3698 
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第４３回館山若潮マラソン大会／館山市内〔館山市〕 

 

菜の花の彩る道や海岸通りを駆け抜ける館山若潮マラソン大会が３年ぶりに開催されます。 

「都心からいちばん近い癒し系リゾート」とも称される館山市。黒潮の影響を受け温暖な気候で冬でも菜の花など色とりどり

の花々がランナーを出迎えます。 

地元の方の心のこもったおもてなしもうれしい大会です。ぜひ、お越しください。 

※申込期間は終了しています。 
 

・期    日:１月２９日（日） ※雨天決行 

・場  所:館山市内 

・交  通:【車】館山富津道路富浦 IC から車で約７分 

        ※臨時駐車場に限りがございますので公共交通機関をご利用ください（市内交通規制有り） 

・U R L:https://www.tateyama-wakasio.jp 

 

お問い合わせ 

館山若潮マラソン大会事務局（館山市スポーツ課内）  

TEL 0470(22)3696／FAX 0470(23)3115 

E-mail sportska@city.tateyama.chiba.jp 
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菜な畑ロード２０２３／鴨川市役所先の田畑〔鴨川市〕 

 

ひと足早く春が訪れる房総ならではの観光スポットとして、JR 安房鴨川駅から徒歩圏内の場を活用し、黄色い菜の花いっ

ぱいの「菜な畑ロード」をつくります。鮮やかな黄色に囲まれて、思いっきり春を感じてみてはいかがでしょうか。 

期間中には花摘み（１０本／１５０円）の体験もしていただけます。 

また、開催期間中の初日１月７日（土）と２月の日曜日には菜の花畑内でドクターイエロー（ミニトレイン）を運行しま

す。乗車料は２００円ですが、オープンセレモニーの１月７日（土）は無料でご乗車いただけます。 
 

・期    間:１月７日（土）～３月５日（日） ※花摘み体験は９:３０～１５:００ 

・場  所:鴨川市役所（鴨川市横渚１４５０）から徒歩１０分の圃場及びその沿線道路 

・交  通:【電車】JR 外房線安房鴨川駅下車徒歩２０分 

・U R L:https://nanabatake.jp 

 

お問い合わせ なな畑鴨川実行委員会（鴨川市観光協会内） TEL 04(7092)0086 
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鯛供養弁天祭／ 妙

みょう

蓮寺
れ ん じ

・鯛の浦〔鴨川市〕 

 

鯛供養弁天祭は年初に行われる最も大きな鯛の法要行事で、毎年１月１８日に行われています。 

小湊地区にある両親閣妙蓮寺から鯛の浦船着き場まで、僧侶らと共に１００人を超える信徒が題目を唱えながら練り歩

き、遊覧船に乗船。海上にて住職らの読経に合わせて、うちわ太鼓を打ち鳴らしながら題目を唱え、海上安全、大漁、家内

安全を祈願します。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、内容が変更になる場合がございます。 
 

・日  時:１月１８日（水） ８:３０～１０:３０ 

・場  所:妙蓮寺／鴨川市小湊１２９ 

鯛の浦／鴨川市小湊１８３－８ 

・交  通:【電車】JR 外房線安房小湊駅下車徒歩２０分 

・U R L:https://www.tainoura.jp/ 

 

お問い合わせ 小湊妙の浦遊覧船協業組合 TEL 04(7095)2318 
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元朝桜／抱

ほう

湖
こ

園
えん

〔南房総市〕 

 

旧暦の元旦の朝に咲くことから「元朝桜」と呼ばれる少し濃いめのピンク色をした約６０本の寒桜が抱湖園に咲きそろいます。 

南房総市和田町は、全国的にも有名な花の産地で、その昔、間宮七郎平という薬剤師が旧和田町に住んでおり、安房

で初めて花づくりに成功しました。七郎平は、花づくりによって半農半漁の和田の人々の生活が救われることを何よりも願ってい

ました。花づくりで成功した七郎平は、次に山を切り開き、花木を植えることを思い立ち、自ら鍬を持って花園の裏山の堰の周

りを開墾し、「抱湖園」 と名付けて花木を植えました。 

元朝桜と梅が見頃を迎え、少し早いお花見を楽しむことができます。 
 

・見  頃:１月下旬～２月下旬 

・場  所:抱
ほう

湖
こ

園
えん

／南房総市和田町花園 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 内房線和田浦駅から市営バスで花園下車徒歩１０分 

 

お問い合わせ 南房総市観光協会 TEL 0470(28)5307 

  



27 

 

 
水仙／水仙遊歩道〔南房総市〕 

 

早春の花が広がる南房総。岩井の水仙遊歩道は、可憐な白い花が咲き誇る水仙の道です。 

水仙の見頃は、１２月下旬から２月上旬で、特に１月中旬が見ごたえがあります。富楽里とみやまから約１km 離れた

所に 「とみやま水仙遊歩道」 があり、約５万本の水仙が栽培されている群生地を花の香りを楽しみながら歩くことができます。

まずは、「富楽里とみやまインフォメーション」 に立ち寄り、水仙遊歩道の地図を入手のうえ、１～２時間（約３.５km）か

けてゆっくりとお楽しみください。 
 

・見  頃:１２月下旬～２月上旬 

・場  所:水仙遊歩道／南房総市合戸 

・料  金:無料 

・交  通:【車】富津館山自動車道路鋸南富山 IC から約１.５km 

道の駅富楽里とみやまから徒歩約１５分 

 

お問い合わせ 道の駅富楽里とみやま  TEL 0470(57)2601 
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やぶさめ／菅原神社〔君津市〕 

 

菅原道真
すがわらのみちざね

 、日本武尊
やまとたけるのみこと

 、譽田別尊
ほむたわけのみこと

 を祭神とする菅原神社では、毎年１月７日に「やぶさめ神事」が行われます。神事は拝

殿での式典の後、境内にて弓矢で的を射るもので、里伝によれば、元禄年間（１６８８～１７０４）当時の領主が祭

祀料を供進し、やぶさめの行事を行いつつ武道を奨励し、五穀豊穣を祈願した事が始まりと言われております。 

前日１月６日「矢迎えの儀」にて、総代６名の参加のもと、弓、矢、的が新調されます。弓は⾧さ約六尺（１.８ｍ）、

矢は１２本、的は竹で編んだ上に紙が張られ、当日その年の恵方に立てられます。射手との距離は弓の⾧さの五倍とされ、

的と射手との間には新しいわらが敷かれます。「わかと」（神事に奉仕する１０歳前後の男の子）、宮司、自治会⾧、総代

の順に矢を射って、的の白黒部分に当たった本数により、その年の天候や作物の豊凶を占います。 

この「やぶさめ」は君津市の無形民俗文化財に指定されており、北子安やぶさめ保存会により伝承されております。 
 

・日  時:１月 7 日（土） １０:００～  

・場  所:菅原神社／君津市北子安２－１８－１ 

・交  通:【車】館山自動車道君津 IC から約１５分 

 

お問い合わせ 君津市教育委員会生涯学習文化課 TEL 0439(29)7815 
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いちご狩り 

※いちご狩りのシステム・生育状況は、農園によって異なり、また時期により料金が変更になる場合が 

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。 
 

【ベイエリア】 

１ 米本いちご園（八千代市） 

□期 間:1 月 5 日～4 月６日（予定） ※月曜休園（祝日の場合は開園し翌日休園） 

□所在地:八千代市米本４９０５－１ 

□時 間:９:００～１５:００ ※入場者が多い場合は早めに終了 

□受 付:直接ハウスで受付 ※予約不可 

□料 金:個人・団体いずれも３０分食べ放題、練乳付（消費税込） 

期  間 小学生以上 3 歳～小学生未満 3 歳未満 

1 月 5 日～4 月 6 日 2,000 円 1,300 円 無料 

4 月 7 日～終了まで 1,600 円 1,000 円 無料 

□交 通:【電車】京成本線勝田台駅南口又は東葉高速線八千代中央駅から東洋バス米本団地行き 

         米本団地バス停下車八千代ふるさとステーションから徒歩２分 

□問合先:TEL 090(2461)4814 米本いちご園 

 

２ 島田いちご園（八千代市） 

□期 間:１月５日～終了まで ※月曜休園（祝日の場合は開園し翌日休園） 

□所在地:八千代市島田２０５７ 

□時 間:平日は９:００～１２:００／土日祝日は９:００～１５:００  

※入場者が多い場合は早めに終了 

□受 付:直接、ハウスで受付 ※予約不可 

□料 金:個人・団体いずれも３０分食べ放題、練乳付（消費税込） 

期  間 小学生以上 3 歳～小学生未満 3 歳未満 

1 月５日～2 月 28 日 2,000 円 1,300 円 無料 

3 月 1 日～終了まで 1,800 円 1,000 円 無料 

□交 通:【電車】京成本線勝田台駅南口又は東葉高速線八千代中央駅から東洋バス米本団地行き 

米本団地バス停下車八千代ふるさとステーションから歩道橋経由徒歩 7 分 

□問合先:TEL 080(1306)9752 島田いちご園 
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３ 金子苺園（八千代市） 

□期 間:1 月 5 日～5 月頃（予定） ※不定休 

□所在地:八千代市島田台９６９ 

□時 間:１０:００～ ※入場者が多い場合は早めに終了 

□受 付:直接ハウスで受付 ※要予約 

□料 金:個人・団体いずれも３０分食べ放題、練乳付（消費税込） 

期  間 小学生以上 3 歳～小学生未満 3 歳未満 

1 月 5 日～4 月 6 日 2,200 円 1,600 円 無料 

4 月 7 日～5 月 7 日 1,800 円 1,300 円 無料 

5 月 8 日～終了まで 1,300 円 900 円 無料 

□交 通:【電車】東葉高速線八千代緑が丘駅からちばレインボーバス船尾車庫行き 

島田台病院バス停下車徒歩１０分 

□問合先:TEL 090(1034)0257 金子苺園 

 

４ 周郷農園直売所 ピアッツァ（八千代市） 

□期 間:1 月 5 日～5 月頃（予定） ※木曜休園 

□所在地:八千代市大和田新田６４３－３ 

□時 間:１０:００～（水曜日は午後休園）※入場者が多い場合は早めに終了 

□受 付:ピアッツァ店内 ※要予約 

□料 金:個人・団体いずれも３０分食べ放題、練乳付（消費税込） 

期  間 小学生以上 3 歳～小学生未満 3 歳未満 

1 月 5 日～4 月 6 日 2,200 円 1,600 円 無料 

4 月 7 日～5 月 7 日 1,800 円 1,300 円 無料 

5 月 8 日～終了まで 1,300 円 900 円 無料 

□交 通:【電車】東葉高速線八千代中央駅 1 番乗り場より東洋バス農業会館下車徒歩 1 分 

□問合先:TEL 047(459)9121 周郷農園直売所 ピアッツァ 

 

《八千代市イチゴ狩り施設団体申し込み （原則２０人以上）》 

□期 間:1 月 5 日～4 月頃（予定） ９:００～１６:００ 

□問合先:TEL 047(406)4778／FAX 047(406)4779  やちよ農業交流センター 
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５ さっちゃんのいちご園（八千代市） 

□期 間:３月１日～5 月頃（予定） ※月曜休園（祝日の場合は開園し翌日休園） 

□所在地:八千代市島田台７５９ 

□時 間:１０:００～ ※入場者が多い場合は早めに終了 

□受 付:要予約 

□料 金:個人・団体いずれも３０分食べ放題、練乳付（消費税込） 

期  間 小学生以上 3 歳～小学生未満 3 歳未満 

3 月 1 日～4 月 6 日 2,200 円 1,600 円 無料 

4 月 7 日～5 月 7 日 1,800 円 1,300 円 無料 

5 月 8 日～終了まで 1,300 円 900 円 無料 

□交 通:【電車】東葉高速鉄道八千代緑が丘駅からちばレインボーバス神崎線睦中学校下車徒歩 8 分 

※Google マップを利用して車で来る場合は、住所ではなく必ず園の名前で検索してください 

□問合先:TEL 070(3513)4799 さっちゃんいちご園 

 

【北 総】 

６ いちごの杜（香取市） 

 

□期 間:１２月２４日～５月中旬 ※期間内無休（年末年始も営業） 

     状況により臨時休園となることがありますので、事前にお問い合わせください。 

□時 間:９:００～１６:００ ※無くなり次第終了 

□所在地:香取市大角１７３０－１ 

□料 金:制限時間４０分 

 

 

 

 

 ※２０名以上は団体割引可能（１０％引き） 

 ※３歳未満料金は、ひとり歩きできるお子様に限ります。 

 ※２０名様（団体）のお客様は事前にご予約をお願いいたします。 

□交 通:【車】JR 成田線佐原駅から車で２５分 

        JR 総武本線八日市場駅から車で２５分 

東関東自動車道大栄 IC から車で約１５分 

□問合先:TEL 0478(70)8221 いちごの杜 

  □U R L : https://itigogaritiba.com 

料金（40分間） 大人（小学生以上） 3歳～6歳 3歳未満 

70歳以上 

開園～1月31日 2,400円 1,900円 600円 

2月1日～3月5日 2,200円 1,900円 600円 

3月6日～31日 2,000円 1,700円 600円 

4月1日～5月10日 1,600円 1,300円 600円 

5月11日～5月下旬 1,300円 1,000円 無料 
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７ さわらリバー・ファーム（香取市） 
 

□期 間:１２月下旬～５月 ※開業・終業予定日は HP でご案内します。 

□時 間:９:００～１５:００ ※無くなり次第終了 

□所在地:香取市佐原イ３９８５－１ 

□料 金:制限時間３０分 ※料金は改定することがあります｡ 

料金（30分間） 小学生以上 3歳以上 3歳未満 

開園～1月 2,100円 1,800円 

無料 

2月 2,000円 1,700円 

3月 1,800円 1,500円 

4月～5月上旬 1,400円 1,200円 

5月上旬～終了 1,100円 900円 

□品 種:あきひめ・かおり野・紅ほっぺ・あまえくぼ 

□交 通:【車】東関東自動車道佐原香取 IC から車で約５分 

□問合先:TEL 0478(52)1515 さわらリバー・ファーム 

  □U R L : http://r-farm.biz 

 

【九十九里】 

８ 山武市成東観光苺組合（山武市） 

黄色いのれんや赤いのぼり旗、イメージキャラクター「イチ子ちゃん」の看板が人目を

ひく山武市成東観光苺組合は、環境にやさしい農業エコファーマーを認定取得し、

新鮮で安全な苺作りに取り組んでいます。甘さと風味が抜群ですので、ミルクをつけ

ずに楽しむことをお勧めします。また、一部の園でイチゴジャム・イチゴアイス・イチゴシャ

ーベットの販売やポピーの花摘みも楽しむことができます。なお、バリアフリー対応の農

園が１２軒あり（車椅子対応）、予約をすると車椅子での入園も可能です。 

 

□期 間:１月５日～5 月中旬 

□所在地: 
名  称 所在地 TEL 

緑川苺園 山武市富田 273 0475(82)4304 

順子のいちご園 山武市富田ト-249-4 0475(82)5948 

あきら苺園 山武市富田 764-4 0475(82)0938 

なごみ苺苑 山武市富田 757-2 090(8779)7103 

石橋苺園 山武市早船 1468 090(6149)4910 

内山苺園 山武市富田 1627 090(5501)6082 

ストロベリーハウスおて 山武市早船 1487 090(1803)3144 

広口苺園 山武市早船 1584 0475(82)3553 
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梶いちご園（旧小手苺園） 山武市早船 1482 0475(82)5758 

かわつら苺園 山武市早船 478 080(7704)4967 

作田苺園 山武市和田 1250 0475(82)2343 

杉谷苺園 山武市殿台 450 0475(82)4416 

マルキ苺園 山武市殿台 484 0475(82)4392 

窪原苺園 山武市成東 734-3 0475(82)5717 

相葉苺園 山武市湯坂 344 090(8046)0015 

小安苺園 山武市板附 53-5 0475(82)4493 

石田農園 山武市矢部 354-1 0475(88)2367 

小山ファーム 山武市下横地 1912 0475(84)4115 

有野実ファーム 山武市板中新田 224 0475(89)1719 

□料 金:各園により異なるためお問い合わせください。 

□品 種:章姫・おいＣベリー・かおり野・とちおとめ・ふさの香・紅ほっぺ・やよいひめ・チーバベリー   他 

□交 通:【電車】JR 総武本線成東駅下車徒歩約５分～４０分（詳細は各園へお問い合わせ下さい） 

      【車】圏央道山武・成東 IC から県道７６号経由成東方面へ 

□問合先:TEL 0475(82)2071 山武市成東観光苺組合（山武市わが街ご案内処内） 

 

９ 仁田苺園（山武市） ※直売のみ 

□期 間:１２月中旬～５月中旬 

□所在地:山武市蓮沼二の３６６４ 

□料 金:要問合せ 

□品 種:とちおとめ・やよいひめ 

□交 通:【電車】JR 総武本線成東駅からちばフラワーバス海岸線北宿下車 

□問合先:TEL 0475(86)3466 仁田苺園 

 

１０ 猪野苺園（山武市） ※苺狩りは予約のみ 

□期 間:１月中旬～５月中旬 

□所在地:山武市早船１４５０ 

□料 金:要問合せ 

□品 種:とちおとめ・あきひめ・べにほっぺ 

□交 通:【電車】JR 総武本線成東駅下車徒歩約３０分 

【車】圏央道山武・成東 IC から国道１２６号経由銚子方面へ 

□問合先:TEL 0475(53)3088 猪野苺園 

  



34 

 

１１ 小高農園（山武市） ※直売のみ 

□期 間:１月～５月末 

□所在地:山武市蓮沼二―１４１ 

□料 金:要問合せ 

□品 種:とちおとめ 

□交 通:【車】圏央道松尾横芝 IC から約１３分（約１０ｋｍ） 

□問合先:TEL 0475(86)2100  小高農園 

 

１２ 近藤いちご園（一宮町） 

 黒土で栽培されており、２６品種のいちご狩りが楽しめ、普段買って食べるいち

ごよりも熟されており、一味違う美味しさが楽しめます。小さなお子様からお年寄り

の方まで、どうぞおなかいっぱいになるまで完熟いちごをご堪能ください。 

 

□期 間:１月中旬～５月上旬 

□所在地:⾧生郡一宮町一宮９１７７－７ 

□料 金: 

期  間 小学生以上 ４～６歳 ３歳以下 

12 月中旬～1 月 6 日 2,500 円 2,000 円 1,500 円 

1 月 7 日～2 月 28 日 2,200 円 1,700 円 1,000 円 

3 月 1 日～31 日 2,000 円 1,500 円 800 円 

4 月 1 日以降 1,300 円 1,000 円 700 円 
※今後、変更の可能性あり 

□品 種:アスカルビー・かおり野・かなみひめ・さがほのか・とちおとめ、ふさの香・紅ほっぺ・ 

やよいひめ・おいＣベリー・桃薫・もういっこ・真紅の美鈴（黒いちご）・淡雪（白いちご）・

あまおとめ・チーバベリー・星の煌・あまか・きよか・恋みのり・おおきみ・よつぼし・さつ

まおとめ・しずくっこ・女峰・あまえくぼ・はるひ・すず・ほしうらら・スターナイト 

□交 通:【電車】JR 外房線上総一ノ宮駅からタクシーで５分 

□問合先:TEL 090(3451)6018 近藤いちご園 

□U R L:http://www.kondo-ichigo.com 
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１３ 一宮観光いちご組合（一宮町） 

九十九里浜の最南端、一宮町の甘～くて美味し～いイチゴ屋さん。鮮度抜群

本物の味を是非味わってみてください。車椅子でも安心してイチゴ狩りができます。  

その日のイチゴの状況によってはイチゴ狩りができない場合がございます。お手数

ですが、事前に電話確認をしてください。 

 

□期 間:１月２日～５月中旬  

□所在地:⾧生郡一宮町東浪見８５１５－２ 

□料 金: 

 大人 小人（小学生未満） 

1 月 2 日～4 月 6 日 1,800 円 1,500 円 

4 月 7 日～5 月 8 日 1,400 円 1,100 円 

5 月 9 日以降 1,000 円 500 円 

※今後変更の可能性あり 

□品 種:あわゆき・かおり野・紅ほっぺ・おいＣベリー・ロイヤルクイーン・あまおとめ・チーバベリ

ー・えちごひめ・桃薫・恋みのり・とうくん・さちのか 

□交 通:【電車】JR 外房線上総一ノ宮駅からタクシーで１０分 

□問合先:TEL 0475(40)0015 一宮観光いちご組合 

□U R L:http://kankouichigo.com/ichinomiya/ 

 

１４ いちご狩りのベリータウン〔一宮町〕 

 ２０２１年に開園し、周りには目印となる可愛らしい建物があります。また、近くに

は子供の遊び場を併設されており、子連れの方にも大人気です。また、いちごは程よ

い酸味がきいているいちごと甘味の多いいちごがあり、さまざまな味が楽しめます。   

予約優先ですが、人数が過密にならない時間であれば、予約なしでも入園できま

す。お手数ですが、事前に電話でご確認ください。 

□期 間:１月上旬～５月末 

□所在地:⾧生郡一宮町一宮１８１１ 

□料 金: 

期  間 小学生～大人 ２歳～未就学児 2 歳未満 

1 月 5 日～3 月 31 日 2,000 円 1,000 円 無料 

4 月 1 日～最終日 1,500 円 800 円 無料 
※今後変更の可能性あり 

□品 種:紅ほっぺ・真紅の美鈴・さちのか・とちおとめ・かおりの・やよいひめ・章姫・おい C ベリー 

□交 通:【電車】JR 外房線上総一ノ宮駅下車徒歩１５分 

□問合先:TEL 090(6046)9595 いちご狩りのベリータウン 

□U R L:https://www. https://yichigo-berrytown.com 
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【南房総】 

１５ 館山いちご狩りセンター「JA 安房館野支店内」（館山市） 

□期 間:１月２日～５月７日 

□所在地:館山市山本２５７－３ 

□料 金: 
期  間 大人（６歳以上） 3～5 歳 

1 月 2 日～9 日 1,870 円 1,650 円 

1 月 10 日～4 月 9 日 1,650 円 1,430 円 

4 月 10 日～5 月 7 日 1,430 円 1,210 円 
※バリアフリー入園は要予約 

□品 種:章姫・紅ほっぺ・やよいひめ・かおり野 

□開園時間:９:００～１５:００ ※１月２日・３日は１０:００開園 

□交 通:【電車】JR 内房線館山駅から館山日東バス千倉平舘・和田お花畑・医師会病院行 

館野農協前下車 

□問合先:TEL 0470(22)3466 館山いちご狩りセンター 

□ＵＲＬ:https://www.tateyama-ichigo.com/ 

       ※詳細・最新情報については HP・SNS 情報やお電話でお問い合わせの上ご来園ください 

 

１６ 館山観光いちご狩りセンター[とよふさいちご園] （館山市） 

□期 間:１月２日～ゴールデンウィーク（５月７日）（予定） ※生育状況により変更の可能性あり 

□営業時間:９:００～１５:００ ※１月２日・３日は１０:００開園 ※不定休 

□所在地:とよふさいちご園／館山市大戸１６ 

□料 金: 

期  間 6 歳～大人 3～5 歳 備考 

1 月 2 日～15 日 2,000 円 1,800 円 ― 

1 月 16 日～4 月 8 日 1,800 円 1,600 円 ― 

4 月 9 日～5 月 7 日 1,600 円 1,400 円 ※土日祝のみ営業 
※価格・日程は令和 4 年１１月現在での予定です。 

□品 種:とちおとめ・紅ほっぺ・やよいひめ・チーバベリー 

□交 通:【電車】JR 内房線館山駅から館山日東バス豊房経由安房白浜行き豊房下車徒歩３分 

□問合先:TEL 0470(22)4717 とよふさいちご園 ※夜間問い合わせは２１:００まで 
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１７ 里の MUJI みんなみの里（鴨川市） 

□期 間:２月上旬～ゴールデンウィーク（生育状況によって終期が早まる可能性あり。） 

□受付時間:９:００～１５:３０ ※水曜日休園（その他臨時休園有り） 

□所在地:鴨川市宮山１６９６ 

□料 金:※３０分食べ放題 ちばエコ認定 

期間 4 歳以上 3 歳以下 

２月 1,800 円 900 円 

３月 1,600 円 800 円 

４月～ 1,400 円 700 円 
□品 種:章姫・女峰 

□交 通:【電車】JR 外房線安房鴨川駅からバス平塚本郷又は東京湾フェリー行きみんなみの里下車 

□問合先:TEL 04(7099)8055 里の MUJI みんなみの里  

□ＵＲＬ:https://www.muji.com/jp/ja/shop/detail/046602 

 

１８ 田村農園（鴨川市） 

ご来園のお客様には数種類のいちごを味わって頂くことができます。味や食感・形や色の違いをお楽しみください。時期により

種類および種類数が異なります。バリアフリースペースがあり、立ったままでもいちご狩りを楽しむことができます。また通路が広く、

車椅子の方も安心していちご狩りを楽しむことができます。 

 

□期 間:２月上旬～ゴールデンウィーク（生育状況によって終期が早まる可能性あり）。 

□受付時間:９:００～１５:３０ ※予定・臨時休園有り 

□所在地:鴨川市南小町２０３４ 

□料 金:３０分食べ放題 ちばエコ認定 ※時期により種類および種類数が異なります。 

期間 4 歳以上 3 歳以下 

2 月 1,800 円 900 円 

3 月 1,600 円 800 円 

4 月～ 1,400 円 700 円 

□品 種:アイベリー・章姫・アスカルビー・桜
おう

香
か

・さがほのか・春 訪
しゅんほう

・とちおとめ・とよのか・ 

女峰・ふさの香・紅ほっぺ・やよいひめ・レイコウ 

□交 通:【電車】JR 外房線安房鴨川駅から鴨川日東バス主基駅下車徒歩約１５分 

□問合先:TEL 090(8313)5611 田村農園（田村氏） 

□ＵＲＬ:https://tamuranoen.jimdofree.com/ 
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１９ 道の駅とみうら枇杷倶楽部（南房総市） 

枇杷倶楽部苺庭園（ガーデン）では、章姫・紅ほっぺ・モモコ・やよい姫・あまおとめ・チーバベリー・トムベリー・白いちごなど

複数のイチゴを食べ比べることができます。時期により、食べられる品種が異なりますので、事前にお問い合わせください。 

ネット予約は、１２月１７日９:００から開始予定です。 

 

□期 間:１月 1 日～５月７日 

□休園日:毎週木曜日（木曜日が祝日の場合は翌日になります） 

□時 間:１０:００～１５:００ ※入園される方はなるべく早い時間をお勧めします。 

□所在地:南房総市富浦町青木１２３－１ 

□料 金:プラン標準料金（園内４０分食べ放題） ※時期により異なるので、要問合せ。 

     大人 1,800 円～2,200 円、３～５歳 1,600 円～2,000 円 

□品 種:章姫・紅ほっぺ・モモコ・やよい姫・あまおとめ・チーバベリー・トムベリー・白いちご・よ 

つぼし・とちおとめ 

□交 通:【電車】JR 内房線富浦駅下車徒歩１５分 

□問合先:TEL 0470(33)4611 道の駅とみうら枇杷倶楽部 

□ＵＲＬ:https://www.mboso-etoko.jp/top/ichigo/index.html 

 

２０ たんぽぽ農園（南房総市） 

農業生産法人株式会社たんぽぽ農園は、白浜いちご狩りセンター、丸山いちごランドの２つのいちご園を開設しています。

高設栽培のいちご園ですので衛生的で立ったまま楽にいちご狩りを楽しむことができます。ハウス内は、スペースがとても広く 

設計されており、ベビーカーや車椅子等でも安心して通行することができます。無料の駐車場（２０台以上駐車可能）を完

備しています。 

 

□期 間:１２月下旬～５月 ※いちごの育成状況に応じて異なります 

□種 類:章姫・紅ほっぺ・かおり野・やよい姫 他 

□料 金: 

期間 大人 子供 

12 月末～2 月 28 日 2,000 円 1,500 円 

3 月 1 日～31 日 1,800 円 1,300 円 

4 月 1 日～5 月中旬 1,600 円 1,100 円 
     ※ホームページより特典付き予約あり 

□U R L :http://tanpopo-nouen.com/index.html 

□問合先:0470(29)7707 たんぽぽ農園 

【白浜いちご狩りセンター】 

□所在地:南房総市白浜町白浜１４７３６ 

□時 間:９:００～１５:００ 

□交 通:【車】富津館山道路富浦 IC から車で約１８km 

□問合先:TEL 0470(38)5145 



39 

 

【丸山いちごランド】 

□所在地:南房総市沓見２４６ 

□時 間:１０:００～１５:００ （水曜定休日） 

□交 通:【車】富津館山道路富浦 IC から車で約１３km 

□問合先:TEL 0470(29)7707 たんぽぽ農園 

 

２１ お百姓市場（南房総市）  

 お百姓市場のいちごは高設栽培で育てています。立体構造なので腰を曲げずに立ったままいちご狩りが楽しめます。また、章

姫、紅ほっぺ、おい C ベリー、かおり野、やよい姫の中から２種類以上の品種を食べ比べることも出来ます。 

 

□期 間:１月中旬～４月中旬 

□休園日:不定休 

□時 間:１０:００～１５:００ 

□所在地:南房総市富浦町青木１０３－１ 

□料 金:園内３０分食べ放題 ※時期により異なるので、要問合せ。 

       大人 1,600 円～2,000 円、３～５歳 1,400 円～1,800 円 

□品 種:章姫・紅ほっぺ・おい C ベリー・かおり野・やよい姫 

□交 通:【電車】JR 内房線富浦駅下車徒歩１５分 

□問合先:TEL 0470(33)4632  お百姓市場 

□ＵＲＬ:https:// ohyakusyou.com/ 

 

２２ 高梨農園（大多喜町） 

□期 間:１月上旬～５月上旬 ※休園日要問合せ 

□所在地:夷隅郡大多喜町石神１３２８ 

□料 金:要問合せ 

□品 種:かおり野・紅ほっぺ・ほしうらら 

□交 通:【電車】いすみ鉄道東総元駅下車徒歩２０分又は東京駅発高速バス利用で道の駅たけゆらの里

おおたき下車徒歩１分 

□問合先:TEL 0470(82)2155 高梨農園直売所 

     FAX 0470(82)4422 自宅 

     TEL 0470(80)1146 大多喜町観光協会 

     ※天候により生育が左右されますので、お出かけ前に必ずお問合せください。 

□U R L:http://takanashinouen.com/ 
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【かずさ・臨海】 

２３ 図那いちご園（木更津市） 

 ３０分食べ放題で、１０品種程度を１棟で食べ比べできます。いちご狩り用のハウスは全て高設栽培であり、減農薬栽

培で実った甘いイチゴをご賞味いただけます。海ほたる PA から１５分、大駐車場完備とアクセス抜群です。イチゴの直売もし

ております。お土産などにどうぞ!イチゴ狩り・直売ともに予約も承っております。 

 

□期 間:１月上旬～５月中旬（オープン日はお問合せください。） 

□休園日:木曜日 

□時 間:１０:００～１６:００（なくなり次第終了） 

□所在地:木更津市牛袋１２８（アクアライン連絡道袖ヶ浦 IC から約５分） 

□料 金: 

期間 小学生以上 4 歳～小学生未満 

開園～４月５日 2,200 円 1,900 円 

4 月 6 日～閉園 1,800 円 1,500 円 
 

□品 種:あまおとめ・かおり野・おい C ベリー・真紅の美鈴（黒いちご）・紅ほっぺ 等 

□交 通:【電車】JR 内房線木更津駅から車で約１５分 

□問合先:TEL 080(6520)1515 図那いちご園 

 

２４ メグミランド（木更津市） 

館山自動車道木更津北インターから車でおよそ１５分、かずさアカデミアパーク入口に位置するメグミランドでは、章姫、紅

ほっぺ、おい C ベリー等多種類のイチゴを栽培しています。 

 

□期 間:１月中旬～５月中旬（イチゴの生育による） 

□休園日:不定休のため、予めお問い合わせください。※１月、２月は土日中心の営業となります。 

□時 間:１０:００～１６:００（なくなり次第終了）  

□所在地:木更津市矢那２０３１ 

□料 金:料金についてはお問い合わせください。 

□品 種:章姫・紅ほっぺ・おいＣベリー・さちのか・すず 

□交 通:【電車】JR 内房線木更津駅からバス高倉線草敷行公民館前下車徒歩８分 

□問合先:TEL 0438(23)8884 メグミランド（日中の電話は農園に転送します） 

     ※カーナビに電話番号を入力すると、自宅を案内してしまいますのでご注意ください。 

□ＵＲＬ:http://www.megumi-land.jp/ 
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２５ マンモスいちご園（木更津市） 

 意外ときれい。意外とおしゃれ。意外と小さなマンモスいちご園。 

□期 間:１月上旬～５月下旬 ※予定 ※休園日不定休 

□時 間:９:００～（なくなり次第終了） 

     ※時間帯については、変更する場合がございます 

     ※一部予約あり（ネットのみ）□所在地:木更津市畔戸１７１４ 

□料 金:料金については、ホームページをご確認ください。 

□品 種:紅ほっぺ・おいＣベリー・かおり野 

□交 通:【車】木更津金田 IC から約３分又は袖ケ浦 IC から約１２分 

□問合先:TEL 0438(38)4696 マンモスいちご園 

□ＵＲＬ:http://mammoth-ichigo.com/ 

 

２６ strawberry farm ふじもと（木更津市） 

アクアラインや館山自動車道の最寄 IC から約１０分とアクセスしやすい環境にあります。 

来園された皆様に満足いただける甘くて美味しいイチゴ作りに日々奮闘しています。新鮮な完熟イチゴを食べに是非お越し

ください。 

 

□期 間:１２月下旬～５月下旬（不定休） 

※開園日、時間等については直接お問合せください。 

□料 金: 

30 分食べ比べ 小学生以上 4 歳～小学生未満 2 歳以下 

12 月下旬～４月 9 日 2,200 円 1,800 円 無料 

4 月 10 日～5 月下旬 1,800 円 1,400 円 無料 

 

□品 種:かおり野、紅ほっぺ、おい C ベリー、やよいひめ 

□所在地:木更津市有吉１６１２ 

□交 通:【車】木更津北 IC より車で約１０分又は金田 IC、木更津東 IC より車で約１５分 

□問合先:TEL 090(7203)3131 strawberry farm ふじもと 

□ＵＲＬ:https://www.strawberry-farm-fujimoto.com/ 
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２７  Bee my Berry（ビー・マイ・ベリー）（木更津市） 

観光農園 Bee my Berry（ビー・マイ・ベリー）は、近隣のレジャー施設から近くショ

ッピングやレジャーのついでに立ち寄れる絶好の場所にあります。アクアライン木更津金田

IC から約４分なので、帰りに遊び足りないと思った時にもお気軽にお立ち寄りください。 

□期 間:１２月中旬～終了まで 

□時 間:９:００～１１:３０、１３:００～１５:３０ 

□料 金: 

営業期間 大人 子供（3～5 歳） ３歳未満 

開園～4 月 9 日 2,500 円 1,500 円 無料 

4 月 10 日～閉園 1,500 円 1,000 円 無料 

4 月 29 日～終了まで 2,000 円 1,000 円 無料 

 

□休園日:月曜日 

□品 種:天使のいちご（白苺）・紅ほっぺ・おい C ベリー・かおり野・よつぼし 

□所在地:木更津市畔戸４０２－２ 

□交 通:【車】木更津金田 IC から車で４分 

□問合先:TEL 080(7477)7787  農業法人木更津ベリー 

□ＵＲＬ:https://www.kisarazuberryfarm.com/ 

 

２８ 袖ケ浦市内のイチゴ農園（袖ケ浦市） 

 市内にあるイチゴ農園は、すべて腰の高さの棚の上で栽培する高設栽培です。大人にも子どもにも摘み取りやすく、もちろん

味も折り紙つきです。 

 

□期 間:１月～５月頃 

□料 金:1,500～2,500 円（子供料金あり） ※時期により価格の変動あり 

 

【ガウラーベリーかねこ農園】 

□所在地:袖ケ浦市蔵波３３１１ 

□品 種:章姫・さちのか・とちおとめ・紅ほっぺ・かおり野・くれない 

□交 通:【電車】JR 内房線⾧浦駅からタクシー１０分 

□問合先:TEL 0438(62)7235 ガウラーベリーかねこ農園 

 

【さっちゃん家の幸せいっぱいイチゴ園】 

□所在地:袖ケ浦市蔵波２９２６－１ 

□品 種:章姫 

□交 通:【電車】JR 内房線⾧浦駅からタクシー８分 

□問合先:TEL 0438(62)8697 さっちゃん家の幸せいっぱいイチゴ園 
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【ICHIGOYA・SUN(いちごや・サン)】 

□所在地:袖ケ浦市三箇２０８８ 

□品 種:章姫 

□交 通:【電車】JR 久留里線東横田駅又は馬来田駅下車徒歩２０分 

□問合先:TEL 0438(75)8888  ICHIGOYA･SUN（いちごや・サン） 

【上泉農園】 

□所在地:袖ケ浦市上泉１１３８ 

□品 種:真紅の美鈴・かおり野・紅ほっぺ・恋みのり・あまおとめ 

□交 通:【車】館山自動車道姉崎袖ケ浦 IC から右折後（茂原・鴨川方面）約 3 分 

□問合先:TEL 070(8412)1583 上泉農園 

２９ 安藤いちご園（市原市） 

□期 間:１月上旬～５月末（予定） ※年中無休 

□受 付:１０:００～１６:００ ※電話予約制 

□所在地:市原市浅井小向２０６－１ 

□料 金:【３０分食べ放題】 

期  間 
大人 

（中学生以上） 
小人 

3 歳以下、 

ペット入場料 

1 月 1,900 円 1,700 円 500 円 

2 月 1,700 円 1,500 円 500 円 

3 月 1,600 円 1,400 円 500 円 

4 月 1,400 円 1,200 円 500 円 

5 月 1,300 円 1,100 円 500 円 

 

□品 種:章姫・紅ほっぺ・とちおとめ・チーバベリー（直売所にて購入可能） 

□交 通:【車】館山自動車道市原 IC から車で約５分 

□問合先:TEL 0436(36)5474 安藤いちご園 

３０ 房の駅農場いちごハウス（市原市） 

□期 間:１月中旬～５月下旬（予定） ※月曜休園 

□受 付:９:００～１５:００ ※予約優先 

□所在地:市原市山小川６９７－１ 

□料 金:【３０分食べ放題】 

中学生以上 1,800 円／小学生以上 1,500 円／3 歳以上 1,200 円／2 歳未満無料 

□品 種:かおり野・紅ほっぺ・チーバベリー・よつぼし・やよい姫 

□交 通:【車】圏央道市原鶴舞 IC から車で約 3 分 

□問合先:TEL 080(9389)9415 房の駅農業いちごハウス 

   □ＵＲＬ:http://fusanoekifarm.jp 
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花摘み 

※見頃は・花摘みの料金・システムは、農園によって異なりますので、あらかじめご確認のうえ、お出かけください。 
 

【南房総】 

１ 菜な畑ロード２０２３（鴨川市） 

ひと足早く春が訪れる房総ならではの観光スポットとして、JR 安房鴨川

駅から徒歩圏内の圃場を活用し、黄色い菜の花いっぱいの「菜な畑ロー

ド」をつくります。鮮やかな黄色に囲まれて、春を感じてみませんか? 

また、菜の花畑内でドクターイエロー（新幹線）が運行します（下記運

行日）。 

 

 

□期 間:【見頃】２月上旬～３月上旬 

    【花摘期間】１月７日～３月５日 

９:３０～１５:００ 

□Dr.イエロー運行日:期間中、2 月の日曜日運行 

お一人様２００円 

□所在地:鴨川市役所（鴨川市横渚１４５０）から徒歩１０分の圃場及びその沿線道路 

□料 金:１０本／１５０円 

※現地で係員が摘み取り用のはさみ、持ち帰り用に新聞紙・輪ゴムをご用意しております。 

※ご希望の方には、⾧靴もご用意しておりますので、お申し出ください。 

□団体受入:団体での申込みは事前予約となっております。 

申込方法 事務局（鴨川市観光協会）へお電話ください。 

TEL 04(7092)0086 

□交 通:【電車】JR 外房線・内房線安房鴨川駅西口下車徒歩２０分 

【車】館山自動車道君津 IC～房総スカイライン～県道２４号（旧鴨川有料道路経由） 

（鴨川市内の案内看板に従いご来場ください） 

※カーナビの目的地設定は鴨川市役所を目印に入力ください。 

□問合先:TEL 04(7092)0086 なな畑鴨川実行委員会（鴨川市観光協会） 

□ＵＲＬ:https://nanabatake.jp 
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２ 道の駅鴨川オーシャンパーク（鴨川市） 

【花摘み】 
海を臨む絶好のロケーションで花摘みができるオーシャンパーク。 

４月上旬頃まで、露地栽培の花摘みができます。 

 

・期 間:2 月上旬～４月上旬 １０:００～１６:００ 

・料 金:５５０円 

・種 類:ストック・矢車草・ベニジューム・ポピー・菜の花 
 

【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。指定の袋へ摘み放題。 

 
・期 間:2 月上旬～ 

・料 金:１袋３５０円 

・交 通:【電車】JR 内房線江見駅下車徒歩約２０分 

・所在地:鴨川市江見太夫崎２２番地 

・問合先:TEL 04(7096)1911 道の駅鴨川オーシャンパーク 

・ＵＲＬ:http://kamogawaocean-park.com/ 
 

３ 道の駅 おおつの里 花倶楽部（南房総市） 

総面積４,０００坪の敷地内で、露地栽培をはじめ、温室ハウス栽培の

種類豊富な美しい花々を心ゆくまで観賞することができます。お気に入りの花

があれば摘み取りもお楽しみいただけます。 

 

□期 間:１１月～５月中旬 

□所在地:南房総市富浦町大津３２０ 

□料 金:花の種類・時期により異なる（入園は無料） 

□種 類:ポピー・金魚草・ストック・スターチス・カーネーション・なでしこ・ストレリチア・ 

アルストロメリア 等 

□交 通:【車】富津館山道富浦 IC から約３km、車で５分 

□問合先:TEL 0470(33)4616 道の駅 おおつの里 花倶楽部 
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４ 道の駅三芳村鄙の里（南房総市） 

南房総の三芳地区では、食用菜花の摘み取りが体験できます。黄色い花が綺麗な菜の花ですが、食卓に並ぶと春の訪れ

を感じられる食用菜花の摘み取りをお楽しみください。 

 

□期 間:１月下旬～３月中旬 ※要問合せ 

□所在地:南房総市川田８２－２ 

□料 金:お問い合わせください。 

□種 類:ポピー・食用菜花 など 

□交 通:【車】富津館山道富浦 IC から６.５km、車で１０分 

□問合先:TEL 0470(36)4116 道の駅三芳村鄙の里（花摘み体験ができる農園をご案内します。） 

 

５ 粕谷農園（南房総市） 

□期 間:１月～３月 

□所在地:南房総市千代１４８ 

□料 金:ポピー／１本２０円、食用菜花摘み放題／３００円・５００円 

□交 通:【電車】JR 内房線館山駅から館山日東バス平群車庫行き千代原下車徒歩１０分 

□問合先:TEL 0470(36)3334 粕谷農園 

 

６ 花の里フローラルビレッジ名倉（南房総市） 

露地で咲かせた花々が畑一面を彩ります。海風と太陽の光を受けて育った露地栽培の元気

なお花をぜひお持ち帰りください。 

 

□期 間:１月～４月末 

□所在地:南房総市白浜町白浜５８１８－１ 

□料 金:入園料５００円（１人５～１０本まで花摘み可） 

     入園のみ（花摘み無し）大人２００円、子ども１００円、4 歳以下    

無料 

□種 類:ストック・ポピー・キンセンカ・菜の花・矢車草・金魚草 等 

□交 通:【電車】JR 内房線館山駅東口から JR バス安房白浜行き名倉又は西塩浦下車徒歩３分 

□ＵＲＬ:https://hananosatos.wixsite.com/hanano-sato 

□問合先:TEL 0470(38)4618 花の里フローラルビレッジ名倉 
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７ 千倉町内の花畑（南房総市） 

千倉町の白間津、七浦地区は、黒潮の影響で、地区全域が真冬でも霜が降りない

常春の地です。切り花の露地栽培が盛んで、菜の花・金魚草・キンセンカ・ストックなど、

数多くの花が１２月下旬から３月中旬にかけて開花します。道路を挟んで山側と海側

の両方に広大な花畑が広がっているため、花の絨毯を敷きつめたような光景を見ることが

できます。 

 

□期 間:１月～３月中旬 

□所在地:南房総市千倉町白間津、七浦地区 

□料 金:各農園により異なる 

□種 類:ストック・ポピー・キンセンカ・菜の花・小菊・金魚草・矢車草・ベニジューム 

□交 通:【電車】JR 内房線千倉駅から館山日東バス安房白浜行き七浦又は白間津お花畑下車 

□問合先:TEL 0470(44)3581 南房総市観光協会 千倉案内所 
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千葉県立館山野鳥の森〔館山市〕 

 

● 冬の野鳥観察会 

 温暖な南房総では、秋に越冬のため飛来し、春には北の地域に

帰る鳥、いわゆる「冬鳥」が多く観られます。 

館山野鳥の森では、日本野鳥の会会員とともに「冬の野鳥観察

会」を開催します。 

園内で観られる野山の野鳥と、近くの海岸で観られる海の野鳥を日本野鳥の会会員の案内のもと観察してみませんか。 

一年を通して同じ場所に生息する「留鳥」も、季節によって鳴き声を変えるものもいます。 

この時期にしか観られない野鳥と合わせ、冬のバードウオッチングをお楽しみください。 

 

・日 時:１月１４日（土） １０:００～１５:００ ※雨天中止 

・料 金:８００円（税込） 

・定 員:先着１５名（小学生以下は保護者同伴） 

・申 込:１月１３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、観察しやすい服装 

 

 

● レンガ造りの窯でパン作りに挑戦 

館山野鳥の森では、レンガを組んだ窯があります。 
パンの生地作りから窯で焼き上げるまで、手作りパン作りに挑戦して

みませんか。 
 生地作りに必要な水分量や発酵時間は、気温や湿度によって変わ

ります。生地作りの基本となるこね方や発酵具合など、わかりやすく説明しますので初心者の方でもお気軽にご参加ください。 

 また、生地の発酵を待つ間にスープ作りも行います。高温の窯で焼いた 

熱々のパンとスープで、手作りのランチをお楽しみください。 

 

・日  時:１月２８日（土） １０:００～１３:００ 

・料 金:１,２００円（税込）  

・定  員:先着１２名（小学生以下は保護者同伴） 

・申  込:１月２６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、エプロン、三角巾 
 

・場  所:館山野鳥の森／館山市大神宮５５３ 

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

・U R L:https:// www.tateyamayachou.jp 

 

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

 

● 新春・初詣ハイキング 

天津神明神社から林道天津線を妙法生寺へ、午後は林道奥谷線を県民の森までの１１ｋｍ、健脚向きのハイキングで

す。初詣と参加者の健康を祈願するハイキングとなっています。 

(朝は集合場所からマイクロバスにてスタート地点まで移動します) 
 

・日  時:１月１８日（水） ９:３０～１５:００ 

・場  所:内浦山県民の森／鴨川市内浦３２２８ 

・受  付:総合センターへ９:２５までに集合 ※雨天中止 

・定  員:３０名（中学生以下は保護者同伴） 

・料  金:１,４００円（税込） 

      森の宿「せせらぎ」に 1 泊 2 食付でご宿泊のお客様は、半額で参加できます 

・持 ち 物:保険証・レジャーシート・お弁当・飲み物・マスク 

・交  通:【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 0470(95)2822 
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千葉県立清和県民の森〔君津市〕 

● 安房高山ハイキング 

安房高山や愛宕神社を目指して歩くハイキングです。 

 

 

 

 

・日 時:１月１１日（水） ８:４５～１５:００（雨天中止） 

・料 金:５００円 

● 星空撮影ワークショップ ～秋編～ 

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です。 

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:１月１４日（土）  

１８:００～２１:００   

・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 

 

● 里山の林業体験 

森の環境を守る、間伐などの林業体験をしてみませんか。

チェーンソーを使い、実際に木を切る体験もできます。 

 

 

 

・日 時:１月２９日（日） １０:００～１５:００（雨天中止） 

・料 金: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:【電車】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〕 

  瀬戸内国際芸術祭２０１９出品作《世界はどうしてこんなに美しいんだ》 2０１９年 

 

● 山下麻衣＋小林直人－もし太陽に名前がなかったら－ 

山下麻衣＋小林直人は国内外の芸術祭や展覧会で活躍する千葉県出身のアート・ユニットです。瀬戸内の美しい夕陽

を背に走る自転車に、タイトルにもなっている言葉を浮かび上がらせる《世界はどうしてこんなに美しいんだ》をはじめ、作家自身

の行為や自然現象を媒介とした作品たちは、不確かな日々を生き抜く手掛かりを私たちにそっと差し出してくれます。本展では

山下＋小林の過去作に、特別に制作を委託した新作を加え、彼らの過去・現在・未来への展望を概観します。 

 
 

・期  間:１月２５日（水）～３月２１日（火・祝） 

・開館時間:９:００～１６:３０（入場は１６:００まで） 

・休 館 日:月曜日（ただし月曜日が祝日の場合は翌日休館）、年末年始【１２月２８日（水）～１月４日（水）】 

・料  金:一般３００円、高校生・大学生１５０円 

６５歳以上、中学生以下、障害者手帳をお持ちの方及び介護者１名は無料 

・場  所:千葉県立美術館／千葉市中央区中央港１－１０－１ 

・交  通:【電車】JR 京葉線又は千葉都市モノレール千葉みなと駅徒歩約１０分 

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

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

 

● 令和 4 年度 出土遺物公開事業「柏北部東地区の遺跡展 －地中からの目覚め－」 
柏北部東地区は、つくばエクスプレスの路線開発にともなって、柏たなか駅周辺の土地区画整理事業として計画されま

した。地区内には小山台遺跡・駒形遺跡・矢船遺跡などが知られ、旧石器時代から中・近世に至るまでの遺構・遺物が

見つかっています。 
 （公財）千葉県教育振興財団では、平成１０年から約２０年間にわたり発掘調査を行ってきました。 

今回はその調査成果として、各時代を代表する考古資料を展示します。 

 

【関連行事】 

● ミニ講座 

「柏北部東地区の遺跡展」の展示資料を解説するミニ講座を行います。 

日時:１月２８日（土） １１:００～１１:３０、１４:００～１４:３０ 

定員:各回１０名（事前予約制、１２月２８日（水）から受付開始） 

 

● ワークショップ 

土器のペーパークラフトをつくります。 

日時:２月１１日（土・祝） １０:３０～１２:３０ 

定員:１５名（事前予約制、１月１１日（水）から受付開始） 

 

● 講演会 

「柏北部東地区の遺跡展」に関する講演会を行います。 

  日時:２月１９日（日） １０:３０～１５:３０ 

  ・（仮）「柏北部東地区の旧石器時代」 

講師:（公財）千葉県教育振興財団 島立 桂氏 

  ・（仮）「柏北部東地区の古墳時代」  

講師:（公財）千葉県教育振興財団 當眞 嗣史氏 

  ・ 「小山台遺跡・大松遺跡の縄紋中期土器 － 多様で華麗な縄紋を楽しもう－ 」 

講師:東金市文化財審議会委員 西川 博孝氏 

  ・「貝塚のあるムラ・ないムラ」  

講師:千葉市埋蔵文化財調査センター 西野 雅人氏 

 

定員:７０名（事前予約制、１月１９日（木）から受付開始） 
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・期  間:１月２１日（土）～２月２６日（日） 

・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:９:００～１６:３０（入館は１６:００まで、生態園の入場は１６:１５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:一般３００円、高校・大学生１５０円 

      中学生以下及び満６５歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方（提示）及び介護者１名は無料 

      生態園はどなたでも無料でご観覧いただけます。 

・交  通:【電車】JR 千葉駅東口の７番乗り場から京成バス千葉大学病院又は南矢作行き約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約１５分 

          JR 蘇我駅東口の２番乗り場から小湊鐡道バス又は千葉中央バス大学病院行き約１５分 

          いずれの場合も中央博物館バス停で下車徒歩約７分又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://www2.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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千葉県立関宿城博物館〔野田市〕 

                         昔のくらし展 

                                  

● 昔のくらし展 

 昔なつかしい生活用具などを中心に、昭和の頃の暮らしを紹介します。 
 

・期   間:１月１７日（火）～４月１６日（日）  

・場   所:県立関宿城博物館 3 階多目的室／野田市関宿三軒家１４３－４ 

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館）、１２月２８日（水）～１月４日（水） 

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

護者は無料 

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

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

約１５分 

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

ス幸手市菱沼交差点から約１０分 

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

 

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

E-mail sekiyadohaku＠chiba-muse.or.jp 
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航空科学博物館〔芝山町〕 

 

● 企画展示「昭和レトロ～プラモデル箱絵アート展～」 

 当館で収蔵しているプラモデルの「箱絵」にスポットを当てて百数十点展示いたします。   

プラモデルの移り変わりを、箱絵を通しお楽しみください。 

 

・期  間:１月１日（日・祝）～３月２６日（日） 

・料  金:入館料のみ 

・場  所:航空科学博物館 体験館 

 

● 新春航空書初体験 

  新年の抱負や飛行機・空をテーマに、筆で字を書く楽しさを体験してみませんか。 

 

・日  時:１月２日（月・振）午前の部 １０:３０～１２:００ 

                      午後の部 １３:３０～１５:００ 

・場  所:航空科学博物館 多目的ホール 

・料  金:参加料２００円 ※書道道具持参の場合参加料無料 

・対  象:小学生から大人まで 

・定  員:最大１５名参加可能（書きあがり次第順次入れ替え） 

 

● 航空無線通信士受験者のための「無線工学」攻略セミナー 

 航空無線通信士受験者を対象に試験科目の中でも特難しいとされている「無線工学」にスポットをあて、試験の傾向と 

対策を熟知し定評のある講師より、基礎からわかりやすく解説いたします。 

 

・日  時:1 月１５日（日） １０:３０～１６:３０ 

・料  金:３,０００円 

・場  所:航空科学博物館 多目的ホール 

・定  員:２０名 

・受  付:１２月２０日（火）から電話にて受付 
 

・場  所:航空科学博物館／山武郡芝山町岩山１１１－３ 

・料  金:入館料大人７００円、中高生３００円、こども（４歳以上）２００円 

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館） 

・交  通:【電車】JR 成田線又は京成電鉄空港第２ビル駅から路線バスで約１５分 

・U R L:http://www.aeromuseum.or.jp/ 

 

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 

 


