
 

 

 

 

 

 

【発表：2022.02.15】 

(公社)千葉県観光物産協会 

〒260-0015 千葉市中央区富士見 2-3-1 塚本大千葉ビル９階 

TEL(043)225-9170／FAX(043)225-9198 
 

 

● 

1 【新規オープン】観光・交流拠点施設 末廣農場 P1 

 

● 

1 【春限定】いちごバウム／KAMOGAWA BAUM KAMOGAWA BAUM 鴨川市 P2 

 

● 

1 3 月のイベント／千葉市花の美術館 3/1～31 千葉市 P3 

2 
いちかわ真間川堤桜まつり 

／市川市消防局から菅野終末処理場までの真間川沿い 
3/19～4/10 市川市 P4 

3 フードドライブ座談会／ふなばしメグスパ 3/19 船橋市 P5 

4 3 月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館 3/13 他 船橋市 P6 

5 3 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園 3/19～4/7 船橋市 P7～P8 

6 
八千代新川河津さくらライトアップ2022／道の駅やちよ 八千代ふる

さとステーション・やちよ農業交流センター 
2/26～3/6 八千代市 P9 

7 
スプリングウィーク 桜のライトアップ＆模擬店 

／あけぼの山公園（さくら山） 
3/19～5/5 柏市 P10 

8 ひな祭りイベント／成田ゆめ牧場 3/5～6 成田市 P11 

9 成田の梅まつり／成田山公園 開催中～3/6 成田市 P12 

10 
東日本大震災特別投映 星よりも、遠くへ「星空とともに」第二章 他

／白井市文化センター・プラネタリウム 
3/5・11 他 白井市 P13 

11 さわら雛舟春祭り／小野川沿い 3/5 香取市 P14 

12 佐倉チューリップフェスタ 2022／佐倉ふるさと広場及びその周辺 3/26～4/17 佐倉市 P15 

13 佐倉・時代まつり／佐倉城址公園～新町通り～旧堀田邸 3/19～20 佐倉市 P16 

14 桜に染まるまち、佐倉／京成佐倉駅～新町通り～佐倉城址公園 3/19～4/10       佐倉市 P17 



15 早春九十九里浜物語／国民宿舎サンライズ九十九里 2/1～3/31 九十九里町 P18 

16 小塚大師春季大祭／遍智院 小塚大師 3/21 館山市 P19 

17 
【駅からハイキング】「奥房総」生きた水 久留里、名水と城と町並み

ハイキング・新酒まつり／久留里観光交流センター・久留里商店街 
3/2～3/6 君津市 P20 

18 3 月のイベント／マザー牧場 3/5～4/17 富津市 P21 

19 
小湊鉄道房総里山トロッコ列車運行 

／五井駅～上総牛久駅～養老渓谷駅 
3/12～12 月下旬 市原市 P22 

 

● 

1 ベイエリア ふなばし三番瀬海浜公園 4/21～5/22 船橋市 P23 

2 
かずさ・臨海 

江川／牛込／木更津／久津間／金田みたて海岸 
3/19～8/28 

場所により異なる 
木更津市 P24 

3 富津海岸 3/19～8/31 富津市 P25 

 

● 

1～8 

ベイエリア 

亥鼻公園／千葉公園／千葉ポートパーク／青葉の森公園／昭和の森

／泉自然公園／花見川千本桜緑地／坂尾山 栄
えい

福寺
ふ く じ

 
千葉市 P26～P28 

9～11 真
ま

間山
ま さ ん

弘法寺
ぐ ほ う じ

／里見公園／真間川沿い 市川市 P28～P29 

12～15 
ふなばしアンデルセン公園／海老川ジョギングロード／北習志野近

隣公園／御滝公園 
船橋市 P29～P30 

16 さくら広場 習志野市 P31 

17～18 新川千本桜／村上緑地公園 八千代市 P31～P32 

19～20 福
ふく

星寺
しょうじ

のしだれ桜／四街道中央公園桜通り 四街道市 P32 

21～22 櫻
さくら

木
ぎ

神社
じんじゃ

／清水公園 野田市 P33 

23 あけぼの山公園 柏市 P33 

24～27 
運河水辺公園／平和台１号公園、大宮神社／におどり公園／流山市総

合運動公園 
流山市 P34～P35 

28～35 

北総 

成田市さくらの山／三里塚記念公園／三里塚第一公園／三里塚さく

らの丘／成田山公園／宗吾霊堂／赤坂公園／成田ゆめ牧場 
成田市 P35～P37 

36～39 吉
よし

高
たか

の大桜／小林牧場の桜／県立北総花の丘公園／県立印旛沼公園 印西市 P38～P39 

40～42 十間川・両総用水／香取神宮／小見川城山公園 香取市 P39～P40 

43～44 佐倉城址公園／DIC 川村記念美術館 佐倉市 P40～P41 

45～48 

九十九里 

長熊スポーツ公園／萬
まん

歳
ざい

自然
し ぜ ん

公園
こうえん

／大原幽学遺跡史跡公園／袋公園 旭市 P41～P42 

49～50 黄門桜／天神山公園 匝瑳市 P42～43 

51 長光寺のしだれ桜 山武市 P43 

52～53 野見金公園／笠森観音 長南町 P43～44 

54～55 ふれあい坂田池公園／光スポーツ公園 横芝光町 P44～P45 

56～58 

南房総 

補
ふ

陀
だ

洛
らく

山
さん

那
な

古
ご

寺
じ

／城山公園／安房神社 館山市 P45～46 

59 内浦山県民の森 鴨川市 P46 

60～63 大房
たいぶさ

岬
みさき

自然公園／千倉総合運動公園／千葉県酪農のさと／真野寺 南房総市 P46～47 

64～66 

かずさ・臨

海 

太田山公園／矢那川公園／小櫃堰
おびつぜき

公園
こうえん

・小櫃
お び つ

川
がわ

 木更津市 P48 

67～69 久留里城／小糸川沿岸歩行者専用道・桜並木／福岡の桜並木 君津市 P49 

70～71 千葉県立富津公園／富津市民の森 富津市 P50 

72 袖ケ浦公園 袖ケ浦市 P50 



73～78 
鶴舞公園／北五井緑道／市原市農業センター／小湊鐵道月崎駅周辺

／小湊鐵道飯給駅周辺／小湊鐵道里見駅周辺 
市原市 P51～P53 

 

1 《館山野鳥の森》簡単！燻製作り体験 他 館山市 P54 

2 《内浦山県民の森》早春の森ハイキング 鴨川市 P55 

 

1 
《柏市郷土資料展示室》 

第 28 回芹沢銈介作品展「セリザワブルー人間国宝、芹沢銈介の“藍”に揺蕩う」 
柏市 P56 

2 《千葉県立房総のむら》さくらまつり 栄町 P57 

3 《航空科学博物館》航空ジャンク市 芝山町 P58 

 

 

 



1 

 

 
【新規オープン】観光・交流拠点施設 末廣農場 

〔富里市〕 

外観図  

旧岩崎家末廣別邸（国登録有形文化財）と大正から昭和２０年代に存在した近代的農場「末廣農場」の歴史を今

に伝え、にぎわいを創出する拠点施設。観光情報の拠点機能、歴史、文化のガイダンス機能、集客（物販、飲食）機能と

イベントスペースを備えた施設を 4 月にオープンします。 
 

・オープン日:４月オープン 

・場  所:観光・交流拠点施設 末廣農場／富里市七栄６５０番地２０６ 

・料  金:無料 

・交  通:【車】酒々井インターから約１５分 

・U R L:https://www.city.tomisato.lg.jp/0000012295.html 

 

お問い合わせ 
富里市商工観光課 TEL 0476(93)4942／FAX 0476(93)2101 

         E-mail shoukou@city.tomisato.lg.jp 

  



2 

 

 
【春限定】いちごバウム／KAMOGAWA BAUM〔鴨川市〕 

 

今年もやってきました!春の房総といえばやっぱりいちご! 

カモガワバウムでは今年も春限定「いちごバウム」を販売します。 

千葉県産いちごをたっぷりと生地に練りこみ、もちふわ食感に焼きあげました。 

いちごのジューシーな香りと甘酸っぱさが口いっぱいに広がる、春だけのおいしさをお楽しみください。 

 

いちごのカフェメニューや人気商品カモバチーズのいちご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「いちごバウム（１,４００円）をご購入で１００円 OFF」のクーポンをプレゼント! 

【期間】２月中旬～４月まで（※ 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:いちごバウム 

・企業名:株式会社正和物産 カモガワバウム 

・所在地:カモガワバウム／鴨川市広場７７７（潮騒市場内） 

・販売価格（税込）:１,４００円 

・内容量:約２００g 

・賞味期限:３０日 

・取扱期間:２月中旬～4 月 

・商品取扱場所:KAMOGAWA BAUM (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 

 

  



3 

 

 
３月のイベント／千葉市花の美術館〔千葉市〕 

 

■ 企画展示（１F 多目的室） 

水彩を愉しむ会「作品展」 ３月１日（火）～６日（日） 

ステンドグラス工房陽華「生徒作品展」 ３月 8 日（火）～１３日（日） 

NHK 文化センター 草木染講座「生徒展」 ３月１５日（火）～２１日（日・祝） 

森皮革工房「革倶楽部」 ３月２３日（水）～３１日（木） 

 
 

・期    間:３月１日（火）～３１日（木） 
※ 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:【電車】JR 総武線稲毛駅西口２番線バス乗り場より海浜交通バス海浜公園プール行花の美術館下

車または、高浜車庫行で終点下車徒歩５分 

ＪＲ京葉線稲毛海岸駅南口 2 番線バス乗り場より、海浜交通バス海浜公園入口行き終点 

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 

  



4 

 

 
いちかわ真間川堤桜まつり 

／市川市消防局から菅野終末処理場までの真間川沿い〔市川市〕 

市川市消防局前から菅野終末処理場までの真間川沿いに、桜の開花時にあわせて提灯を設置し、歩いて楽しい散策路

をつくります。写真展、スタンプラリーなども行う予定です。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響によって内容等変更になる場合があります。 
 

・期    間:３月１９日（土）～４月１０日（日）※ 開花状況により変動あり 

・場  所:市川市消防局から菅野終末処理場までの真間川沿い／市川市八幡１丁目８―１付近 

・交  通:京成線⿁越駅下車徒歩約 3 分（上境橋） 

 

お問い合わせ いちかわ真間川堤桜まつり実行委員会(市川市観光事業推進課内) TEL 047(711)1142 

 

  



5 

 

 
フードドライブ座談会／ふなばしメグスパ〔船橋市〕 

 

フードドライブの活動について知り、身近で何ができるかを講義で楽しく学べます。お子様にわかりやすい内容となっております。 

当日先着８名様です（新型コロナウィルスの感染状況により変更あり）。 
 

・日    時:３月１９日（土） ① １４:００～、② １５:００～ ※ 2 回ともに同じ内容 

・場  所:ふなばしメグスパ／船橋市大神保町１３５６－３ 

・料  金:無料（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  

【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 

  



6 

 

 
３月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕 

 

● さばかんチャンネル・生きもののしくみを知ろう「ちりめんじゃこ」 

ちりめんじゃこってどんな魚?よく見ると小さな生きものがかくれているかも。ルーペを使

って観察しよう! 

・日時:３月１３日（日） １０:００～配信  

・料金:４００円／セット（送料込み） 

・申込:Web フォームより要事前応募 ３月６日（日）１７:００締切 

 

● オリジナル移動ポケットを作ろう 

新学期から使える移動ポケットを作ったら、シールやスタンプでオシャレに飾りつけてみ

よう! 

・日時:３月２０日（日） １０:００～１２:００、 

１３:００～１５:００   

・料金:５００円／個 

・申込:当日受付 

※ 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。 

● 春の特別展 おさんぽポン! 三番瀬あしふみスタンプラリー 

地図を片手に環境学習館と海浜公園をおさんぽしよう! 足でポン! とペダルをふんであつめるスタンプラリー! 

・期間:春休み、４月の土・日、ゴールデンウィーク 

（３月１９日（土）～４月１０日（日）、４月の土・日、４月２９日（金・祝）～５月８日（日）） 

・時間:９:００～１６:００ 

・料金:１回（台紙１枚）２００円 ※ 別途有料スペース利用料が必要。 

      リトライ１００円（クリア済台紙１枚持参で１回） 

・受付:学習館エントランスにて当日随時受付  
 

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

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

船橋市内在住・在学の小・中学生、未就学児無料 
・休 館 日:月曜日（祝日・休日と重なった場合は次の平日が休み） 

２月２４日（木）～２５日（金）〈設備点検のため〉 
・交  通:【電車】JR 総武線船橋駅南口（京成船橋駅）または、JR 京葉線二俣新町駅（二俣新道バス停） 

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

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

お問い合わせ 
ふなばし三番瀬環境学習館 担当:山口、小澤、和田 

TEL 047(435)7711／FAX 047(435)7712／E-mail pr@sambanze.jp 



7 

 

 
３月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕 

 

● ３月の休園日  月曜日（２１日、２８日は除く） 

 

● 駐車料金冬期割引のお知らせ 

   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 

 

● 開園時間のお知らせ 

  ９:３０～１６:００ ※ ３月２０日（日）～４月７日（木）は１７:００まで開園  

 

 

  ● さくらまつり 

   ・ 期  間:３月１９日（土）～４月７日（木）  

   ・ 内  容:園内で１０種類８００本の桜が開花  

    

  ● らんのふしぎ展・即売会 

   ・ 期  間:３月１９日（土）～３０日（水）  

   ・ 場  所:メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター 

・ 内  容:アンデルセン童話をテーマにした、珍しいランの展示と即売を行います。 

    

  

● 洋ランなんでも相談 

   ・ 期  間:３月２１日（月・祝）～２７日（日）  

   ・ 場  所:メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター 

・ 内  容:相談株をお持ちいただければ育て方の相談にお答えします。 

 

  ● 洋ランの植え付け教室 

   ・ 期  日:３月２０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 

   ・ 内  容:① カトレア、② 中輪コチョウラン 

   ・ 費  用:１,５００円 

   ・ 定  員:各８人 

・ 申  込:３月１日（火）９:００から予約専用電話（457-6691）で受付 

 

● コメディーアクロバットパフォーマンス 

   ・ 期  日:３月１９日（土）  

   ・ 時  間:① １１:３０～、② １３:３０～ 

・ 場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

・ 出  演:健山 
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  ● ミュージックライブ「トランペット＆サックス＆トロンボーン演奏」 

   ・ 期  日:３月２０日（日）  

   ・ 時  間:① １１:３０～、② １３:３０～ 

・ 場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

・ 出  演:管楽器トリオ ファンバンド 

 

● ミュージックライブ「二胡＆チェロ＆ギター演奏」 

   ・ 期  日:３月２１日（月・祝）  

   ・ 時  間:① １１:３０～、② １３:３０～ 

・ 場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

・ 出  演:音楽ピクニック楽団 

 

● リズムパフォーマンス 

   ・ 期  日:３月２６日（土）  

   ・ 時  間:① １１:３０～、② １３:３０～ 

・ 場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

・ 出  演:りずむらいす 

 

● 自然観察会「花・緑ウォッチング」 

   ・ 期  日:３月２６日（土）※ 雨天中止 

   ・ 時  間:１３:３０～ 

   ・ 内  容:園内の植物をご案内  

   ・ 定  員:１０人 

・ 申  込:３月１日（火）９:００から電話で受付 

 

● ダブルジャグリングパフォーマンス 

   ・ 期  日:３月２７日（日）  

   ・ 時  間:① １１:３０～、② １３:３０～ 

・ 場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

・ 出  演:桔梗ブラザーズ 

 

● ３月の花 

カンヒザクラ、カワヅザクラ、ソメイヨシノなどの桜が順次見ごろを迎え、チューリップ、ナノハナ、スイセンなど約１５万株の

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:【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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八千代新川河津さくらライトアップ 

／道の駅やちよ 八千代ふるさとステーション・やちよ農業交流センタ

ー〔八千代市〕 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響で多くのイベント等が中止になる今般、多くの人々に知られることになった八千

代新川河岸の河津さくらをライトアップすることにより、多くの人々を元気づけ、新しい生活の一環として、貴重な八千代市の

観光資源を改めて紹介します。 
 

・期  間:２月２６日（土）～３月６日（日） 

・時  間:１７:００～２０:００ 

・内  容:屋台出店、ライトアップ（１７:００～）、提灯 

     ※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、日程・内容は変更となる場合があります。 

・場  所:道の駅やちよ 八千代ふるさとステーション／八千代市米本４９０５－１ 

やちよ農業交流センター／八千代市島田２０７６ 

・交  通:【電車】京成本線勝田台駅南口または、東葉高速線東葉勝田台から東洋バス米本団地行き 

米本団地下車徒歩５分 

 

お問い合わせ 八千代新川千本桜まつり実行委員会 TEL 090(9849)4546  
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スプリングウィーク 桜のライトアップ・模擬店 

／あけぼの山公園（さくら山）〔柏市〕 

 

桜の名所として有名なあけぼの山公園（さくら山）。桜が咲き始める３月下旬からスプリングウィークが始まります!夜間の

ライトアップ、模擬店の出店もございますのでお花見をお楽しみください。   

※ 感染症対策のため、ライトアップと模擬店は２０:００に終了いたします。園内での飲酒をご遠慮いただけますよう、ご

協力のほどよろしくお願いいたします。 
 

・期    間:３月１９日（土）～５月 5 日（木・祝） 

・場  所:あけぼの山公園（さくら山）／柏市布施下沼１９４０ 

・料  金:入場無料 

・交  通:【電車】JR 常磐線・東武アーバンパークライン柏駅西口から三井団地行き・布施弁天行きバス 

土谷津入り口下車徒歩８分 

JR 我孫子駅北口からあけぼの山農業公園行きバス終点下車徒歩１分または、あけぼの山

公園行きバス終点下車徒歩７分  

・U R L:https://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/ 

 

お問い合わせ あけぼの山農業公園 TEL 04(7133)8877 
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ひな祭りイベント／成田ゆめ牧場〔成田市〕 

● うさひな祭り 

もふもふのうさぎさんが、「おひなさま」と「おだいりさま」の恰好をして登場! 

キュートな記念写真を撮っちゃおう! 

   ・日 時:３月５日（土）～６日（日） １３:３０～１３:５０ 

・料 金:無料 

・場 所:ふれん ZOO 広場前 

・参 加:開催時間１０分前から整理券を配布します 

※ イベントの参加料金は牧場入場料別途 

 

・場 所:成田ゆめ牧場／成田市名木７３０－３ 

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

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

【車】圏央道下総 IC から約２分 

・U R L: https://www.yumeokujo.com/ 

 

お問い合わせ 成田ゆめ牧場 TEL 0476(96)1001／FAX 0476(96)1055 
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成田の梅まつり／成田山公園〔成田市〕 

 

成田山公園は、成田山新勝寺大本堂の後方に１６５,０００㎡の広大な敷地を有し、梅・桜・モミジなど、四季を通じ

て趣のある色彩を醸し出しています。 

 庭園には、約５００本の紅梅と白梅が植えられており、平均樹齢は５０年を超え、苔むした古木が多く、凛とした気品の

ある花が参詣客を楽しませています。 

 梅まつり期間中の土曜日と日曜日には、投句コンテストや演奏会が予定されています。ひとときの風流をお楽しみください。 
 

・期    間:開催中～３月６日（日）※ イベントは期間中の土日 

・場  所:成田山公園／成田市成田１ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JＲ成田線成田駅または、京成成田駅下車成田山新勝寺まで徒歩約１５分 

 

お問い合わせ （一社）成田市観光協会 TEL 0476(22)2102 
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東日本大震災特別投映 星よりも、遠くへ 「星空とともに」第二章

他／白井市文化センター・プラネタリウム〔白井市〕 

 

● プラネタリウム投映 （約４５分間）定員:各回４０人 

土、日曜、月曜以外の祝日、3 月２３日（水）～4 月 3 日（日）の水曜日～日曜日 ※3 月１９日（土）は別内容 

１１:３０～  「ロイ君とみんなのうちゅう ～ちっちゃい星めぐり～」 

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

１５:００～ 「星座ミュージアム番外編 北斗七星」 ※ ３月 6 日（日）から 

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

  料金:大人３５０円 子ども１６０円 

● 東日本大震災特別投映 星よりも、遠くへ 「星空とともに」第二章（約４５分間） 定員:各回４０人 

東日本大震災時の記憶を風化させずにおこうと、２０１８年にクラウドファンディングで制作された番組を投映します。星や

星空が人々に与える力を実感できる作品です。（制作:仙台市天文台） 

日時:３月５日（土）・１１日（金） １５:００～ 

料金:無料、開始時刻３０分前から整理券配布 

● プラチナアワー（約４５分間）定員:各回４０人 

 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:３月１０日（木） １１:００～、１２日（土）１３:３０～ 

料金:大人３５０円 

● ひよこプラネタリウム (約３０分間) 定員:各回４０人  

プラネタリウムは初めてという小さなお子様と、ご家族向けの番組です。 

日時:３月１６日（水）・１９日（土） １１:３０～  

料金:大人２００円 子ども無料 
 

・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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さわら雛舟春祭り／小野川沿い〔香取市〕 

 

江戸を感じる町並みを流れる小野川で、雅やかな雛衣装に身を包んだお内裏様とお雛様一行が、雅楽の美しい音色ととも

に水上をパレードする「さわら雛舟」が運航されます。 

 

【関連イベント】さわら雛めぐり  

江戸の商家の面影を残す佐原の町並みをめぐり、それぞれの商家自慢のお宝を見てもらう「佐原雛めぐり」が開催されてい

ます。店先の桃色のまねき布が展示場所の目印です。月曜日や水曜日は展示場所がお休みになっていることが多いのでご注

意ください。 

・期間:２月５日（土）～３月２７日（日） 

・問合先:佐原おかみさん会 TEL 080(5455)7577 

 

【関連イベント】駅からハイキング 

 JR 東日本「駅からハイキング」が佐原で開催。市内の名所やまちなかの商店が展示しているお雛様を楽しみながら散策し

ます。JR 佐原駅から水の郷さわら、町並み交流館、山車会館、観福寺、伊能忠敬記念館を巡り佐原駅に戻る約８．５

km のコースです。 

・受付場所:佐原駅前観光案内所（最終日３月５日（土）のみ佐原駅構内観光交流センター） 

・受付時間:９:００～１１:３０ 

・問合先:水郷佐原観光協会 TEL 0478(52)6675 
 

・日    時:３月５日（土） １１:００～、１４:００～（予定） 

・場  所:小野川沿い／香取市佐原イ１７３０ 

・交  通:【電車】JR 成田線佐原駅下車徒歩 5 分～１０分 

      【車】東関東自動車道佐原香取 IC から約１０分 

お問い合わせ 佐原おかみさん会 TEL 080(5455)7577 
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佐倉チューリップフェスタ２０２２ 

／佐倉ふるさと広場及びその周辺〔佐倉市〕 

 

オランダ風車がシンボルの佐倉ふるさと広場では、春、一面のチューリップ畑が広がります。今年は、香る、移り色、斑入りなど

珍しい品種を含んだ約８０種、５５万本のチューリップを楽しめます。 

開放的で自然豊かな印旛沼湖畔で、春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。 

 

《イベント内容》（予定） 

① チューリップの掘り取り販売（１０本５００円） 

② オランダストリートオルガンの演奏 

③ 印旛沼観光船(大人１,０００円、子ども５００円)  

④ レンタサイクル（１台５００円、電動自転車１台１,０００円） 

⑤ 風車まつり 

⑥ 飲食店の出店 

⑦ 子供体験バンジートラポリン・スライダー 

⑧ 猿回し 

※ ②、③、⑦のイベントは、土日を中心に実施予定 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の対策をした上でご来場ください。 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、内容が変更になる場合があります。 
 

・期    間:３月２６日（土）～４月１７日（日） 

・時  間:９:００～１６:００ 

・場   所:佐倉ふるさと広場及びその周辺／佐倉市臼井田２７１４ 

・交    通:【電車】京成線佐倉駅北口から佐倉市コミュニティバスまたは、ちばグリーンバスで約１０分 

・U R L:http://www.city.sakura.lg.jp/sakura/tulip 

 

お問い合わせ （公社）佐倉市観光協会 TEL 043(486)6000 
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佐倉・時代まつり／佐倉城址公園～新町通り～旧堀田邸〔佐倉市〕 

 
  
佐倉・時代まつりでは、和太鼓、よさこいソーラン、和装コスプレコンテスト、大道芸などの様々な催しが各所で開催されます。

また、佐倉の秋祭りで曳き回される山車や山車人形の展示、お囃子の演奏も行われる予定です。城下町の面影の残る佐倉
で、和の風情をお楽しみください。 
 

《イベント内容》（予定） 

【城址公園・本丸】 

すとりーと奏蘭、佐倉コスプレ合戦～春の陣～（3 月１９日（土）のみ）、和太鼓の響宴、立身流演武（３月２０

日（日）のみ） 

 

【城址公園・二の丸】 

タイムトラベルストリート、和装体験（3 月１９日（土）のみ）、江戸の大道芸（3 月２０日（日）のみ）、出張レン

タサイクル 

 

【新町エリア】 

山車人形展（会場／美術館、おはやし館）、佐倉囃子演奏（3 月１９日（土）のみ）（会場／美術館）、きもの

散歩（旧平井家）、各町お囃子発表（会場／おはやし館）、塚本美術館臨時開館 

【その他】 

野点、忍者体験、レンタサイクルスポット、甲冑体験 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の対策をした上でご来場ください。 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、内容が変更になる場合があります。 

 
 

・期    日:３月１９日（土）～２０日（日） 

・時  間:１０:００～１６:００ 

・場   所:佐倉城址公園～新町通り～旧堀田邸／佐倉市鏑木町２７４ 

・交   通:【電車】京成線佐倉駅南口または、JR 佐倉駅北口から無料循環バスが運行（予定） 

・U R L:https://www.city.sakura.lg.jp/0000001055.html 

 

お問い合わせ （公社）佐倉市観光協会 TEL 043(486)6000 
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桜に染まるまち、佐倉 

／京成佐倉駅～新町通り～佐倉城址公園〔佐倉市〕 

 

 

城下町を桜に染めるキャンペーンイベントで、京成佐倉駅や市役所などの看板が“桜”バージョンになります。 
他にも期間限定で桜にちなんだ商品の販売、駅前‟桜“広場、古民家カフェ、トゥクトゥクの運行など、イベントが盛りだくさん

です。 
 

※ 新型コロナウイルス感染症の対策をした上でご来場ください。 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、内容が変更になる場合があります。 
 

・期    間:３月１９日（土）～４月１０日（日） 

・時  間:１０:００～１６:００ 

・場   所:京成佐倉駅～新町通り～佐倉城址公園／佐倉市城内町官有無番地 

・交    通:【電車】JR 総武本線佐倉駅または、京成線京成佐倉駅から徒歩２０分（佐倉城址公園） 

・U R L:http://www.city.sakura.lg.jp/sakura/sakura 

 

お問い合わせ （公社）佐倉市観光協会 TEL 043(486)6000 
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早春九十九里浜物語／国民宿舎サンライズ九十九里（九十九里町） 

 

今春のサンライズ九十九里も美味しいグルメが盛りだくさん。 

新鮮な旬の地魚を使ったお造りや、赤
あ か

目張
め ば る

の煮魚、鱸
すずき

のソテー、房総の野菜添えなど旬の魚貝料理が自慢の漁火会席。

桜鯛の焼物、鱸の春野菜あんかけ、自慢のビーフシチューやアサリの鍋飯など彩り特撰会席は地魚やお肉をより美味しく召 

し上がって頂けます。大人気の房総うまいっぺブッフェを今回も開催いたします。ご家族やご友人と飲んで食べて大いにお楽しみ

ください。サンライズ九十九里から見える昇る朝日、水平線に沈む夕日は感動の一言です。今年の春も是非サンライズ九十 

九里へお越しください。 

※ 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:２月１日（火）～３月３１日（木） 

・場  所:国民宿舎サンライズ九十九里／山武郡九十九里町真亀４９０８ 

・料  金:① 彩り特撰会席コース:\１５,４００～（１泊２食付き） 

      ② 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:【電車】JR 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 

 

  



19 

 

 
小塚大師春季大祭／遍智院 小塚大師〔館山市〕 

 

小塚大師は、関東厄除三大師の一つに数えられる名刹で厄除祈願、家内安全、当病平癒、開運満足、商売繁盛、交

通安全、合格祈願等の信仰の対象として多くの参拝者が訪れます。現在、毎月２１日に護摩祈祷をしていますが、３月２

１日（月・祝）は正御影供
し ょ う み え く

といい弘法大師様の入定された日で、境内には植木市など多数の露店が出店し賑わいます。 
 

・日  時:３月２１日（月・祝） ９:００～ 

・場  所:遍智院 小塚大師／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き犬石下車徒歩３０分 

 

お問い合わせ 遍智院 小塚大師 TEL 0470(28)1341 
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【駅からハイキング】「奥房総」生きた水 久留里、名水と城と町並み

ハイキング・新酒まつり 

／久留里観光交流センター・久留里商店街〔君津市〕 

● 駅からハイキング 

趣ある町並みの散策や甲冑着付け体験（有料）、久留里伝統黒文字工房の見学および体験（見学無料・体験有料）

などをお楽しみいただけます。 

● 新酒まつり 

出来立ての新酒を購入できるイベントです。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から試飲いただくことは出来ませんが、

購入していただくと全員にサービスでおちょこがついてきます。 
 

・期    間:３月２日（水）～６日（日） ※ 新酒まつりは 6 日（日）のみ 

・場  所:【駅からハイキング】久留里観光交流センター／君津市久留里市場１９５－４ 

      【新酒まつり】久留里商店街／君津市久留里市場 

・料  金:無料（有料イベントあり） 

・交  通:【電車】JR 久留里線久留里駅下車徒歩 1 分 

 

お問い合わせ 君津市経済振興課 TEL 0439(56)1325／FAX 0439(56)1314 
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3 月のイベント／マザー牧場〔富津市〕 

 

【菜の花散策】 

「花の大斜面・西」の広大な斜面を黄色く染め上げる風景に圧巻! 

必須アイテムはカメラです。美しい菜の花畑の小道を歩けば、モンシロチョウや

ミツバチもお出迎え 

してくれます。 

・開花時期:２月中旬～４月中旬 

 

 

【赤ちゃん羊ふれあい写真館】 

生後１～２ヶ月のふわふわな赤ちゃん羊と一緒に記念写真を撮ろう♪ 

・期  間:３月５日（土）～４月１７日（日） 

・時  間:① １０:４５～、 ② １３:１５～、  

③ １５:１５～（③は土日祝日のみ） 

・場  所:多目的ホール（ワンちゃんは入れません） 

  

 

【いちご狩り】 

いちごの魅力は、その甘い香りと鮮やかな赤い果実。実のつぶつぶの周りが

盛りあがり、ヘタの近くまで赤い果実を摘み取ろう♪ 

いちご狩りとしては珍しい「立体型７段式水耕栽培」を採用。 

・期  間:５月下旬頃まで ※ 営業状況は公式ＨＰ参照 

・時  間:開園時間に準ずる ※ 熟した実がなくなり次第終了 

・料  金:ハウス入室料５００円 

果実代 摘み取りパック（約５００ｇ） １，２００円 
 

・営業時間:平日／９:３０～１６:３０ 土日祝／９:００～１７:００ 

※ イベントにより開催時間が異なります。 

※ 天候や動物の体調などによりイベント内容の変更・中止をする場合があります。 

・場  所:マザー牧場／富津市田倉９４０－３ 

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

駐車料:乗用車１日１,０００円 

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

【車】館山自動車道木更津南 IC から約１５km 

館山自動車道君津 PA スマート IC（ETC 車限定）から約８km 

・U R L:http://www.motherfarm.co.jp 

お問い合わせ 

マザー牧場 宣伝課 

TEL 0439(37)2875／FAX 0439(37)2100  E-mail tateyama@motherfarm.co.jp 

※ お客様からのお問い合わせは TEL 0439(37)3211 
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小湊鉄道房総里山トロッコ列車運行 

／五井駅～上総牛久駅～養老渓谷駅〔市原市〕 

里山の四季を肌で感じることができるトロッコ列車を運行します。 

客車を引く機関車は、小湊鉄道で実際に走っていたものを再現。動力は現代の環境に対応したクリーンディーゼルエンジン

を搭載しています。客車は４両、うち２両は窓を取り去り、里山の風を肌で感じることができます。また、４両ともに天井はガラ

ス張りです。 

トロッコ列車の運行区間は、五井駅～上総牛久駅～養老渓谷駅で、乗降可能駅は五井駅、上総牛久駅、里見駅、月

崎駅、養老渓谷駅です。乗車は定員制で、窓あり車両、窓なし車両ともに、乗車券の他に整理券を購入する必要がありま

す。※ 列車により始発駅、終着駅が異なります。事前にご確認をお願いします。 

トロッコ整理券は Web または、お電話にてお申込み頂き、乗車当日トロッコ列車乗車駅にてお申込み済みの旨をトロッコ

係員にお申し出の上、トロッコ整理券をお買い求め下さい。 

なお運行、予約受付はホームページ等にてご案内いたします。 
 

・期    間:３月１２日（土）～１２月下旬 

・運行区間:五井駅～上総牛久駅～養老渓谷駅 

・停 車 駅:五井駅、上総牛久駅、里見駅、月崎駅、養老渓谷駅 

・料  金:乗車券に加えて整理券が必要。（大人６００円／小人同額、幼児は座席使用時に必要） 

※ 乗車券は乗車区間により料金が異なります。 

例）五井駅～養老渓谷駅＝片道１,２８０円、上総牛久駅～養老渓谷駅＝片道７８０円、 

里見駅～養老渓谷駅＝片道４２０円 

・交  通:【電車】JR 内房線五井駅で小湊鉄道に乗り換え上総牛久駅まで約３０分 

〔上総牛久駅・里見駅〕【車】圏央道市原鶴舞 IC から車で約１５分 

〔養老渓谷駅〕【車】圏央道市原鶴舞 IC から車で約２５分 

・U R L:https://www.kominato.co.jp/satoyamatorocco/index.html（トロッコ列車 HP） 

https://www.kominato.co.jp/（小湊鐵道 HP） 

・予約電話:TEL 0436(23)5584 小湊鐵道株式会社 房総里山トロッコ係 

お問い合わせ 小湊鐵道株式会社 房総里山トロッコ係 TEL 0436(23)5584 
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潮干狩り 

※潮干狩りが可能な日時については各潮干狩り場にお問合わせ下さい。 
 

【ベイエリア】 

１ ふなばし三番瀬海浜公園（船橋市） 

 

今年の利用券はセブンチケットでのみの販売となります。 

東京湾の貴重な干潟「三番瀬」を臨む、ふなばし三番瀬海浜公園は、都心に一番近い潮干狩り場として、市内はもとより

首都圏からの多くのお客様で賑わいます。今年は４月２１日（木）から５月２２日（日）まで潮干狩りを開催いたします。   

期間中は公園内のふなばし三番瀬環境学習館にて、企画展「これでバッチリ!潮干狩り２０２２」を開催いたします。ア

サリのとり方、持ち帰り方、生きものとしてのアサリ、そして食べ方まで、バッチリご紹介します。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、変更・中止になる可能性があります。 

 

□期 間:４月２１日（木）～５月２２日（日） 

※ 開催日時は潮回りの関係で毎日変わりますので、事前に HP 等でご確認ください。 

      開催期間中でも、潮回りの関係で、開催できない日がありますのでご注意ください。 

□場 所:ふなばし三番瀬海浜公園／船橋市潮見町４０ 

□利用料金:大人（中学生以上）５００円、子供（４歳以上）２５０円 

       ※ アサリのお持ち帰りは１００ｇにつき１２０円 

□交 通:【電車】JR 総武線船橋駅南口（京成船橋駅）または、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 の原木側出口より、信号一つ目を左折し船橋中央埠頭へ直進  

□駐車料金:普通車５００円 

□問合先:TEL 047(435)0828 ふなばし三番瀬海浜公園 

□ＵＲＬ:https://www.sambanze.jp/ 
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【かずさ・臨海】 

２ 江川・牛込・木更津・久津間・金田みたて海岸（木更津市） 

牛込から木更津（中の島大橋）にかけての海岸は、干潮時には沖合い数

百ｍの干潟が広がる東京湾で一番広い自然海岸です。この広大かつ貴重な

自然干潟の各海岸で、潮干狩を楽しむことができます。胸いっぱいに広がる潮

の香りと砂浜の感触に大人も子供も夢中になれるスポットです。採取できる貝

は、アサリを中心に、ハマグリやバカガイ（アオヤギ）も採れます。 

 ※ 金田海岸については、２０２２年の営業は中止となりました。 

□潮干狩料金:中学生以上（２kg まで）１,８００円、４才～小学生（１kg まで）９００円 

             超過料金１kg につき９００円 

□休憩所料金:中学生以上２００円、４才～小学生１００円 

□交 通:《江川、牛込、久津間、金田みたて海岸》 

【JR ご利用の場合】JR 内房線巌根駅下車タクシー５～１５分 

     【自家用車ご利用の場合】 

川崎方面よりアクアラインご利用の方／アクアライン連絡道木更津金田 IC から５～１０分 

      館山自動車道ご利用の場合／アクアライン連絡道袖ヶ浦 IC から１０～１５分 

《木更津海岸》 

      【JR ご利用の場合】JR 内房線木更津駅西口下車徒歩２５分 

     【自家用車ご利用の場合】 

川崎方面よりアクアラインご利用の方／アクアライン連絡道木更津金田 IC から１５分 

      館山自動車道ご利用の場合／アクアライン連絡道木更津南 IC から１０分 

□問合先:TEL 0438(22)7711 木更津市観光案内所 

□ＵＲＬ:（一社）木更津市観光協会  http://www.kisarazu.gr.jp 

場 所 期 間 団体申込・問合先 

江川海岸 
３月１９日（土） 

～７月１８日（月・祝） 

TEL 0438(41)2234  

http://www.egawa-gyokyou.or.jp/ 

新木更津市漁業協同組合江川支所 

牛込海岸 
３月１９日（土） 

～７月１８日（月・祝） 

TEL 0438(41)1341 

http://www.jf-ushigome.or.jp/ 

新木更津市漁業協同組合牛込支所 

木更津海岸 
３月１９日（土） 

～７月３１日（日） 

TEL 0438(23)4545 

http://www.jf-kisarazu.jp/ 

新木更津市漁業協同組合本所 

久津間海岸 
４月２日（土） 

～７月３日（日） 

TEL 0438(41)2696 

http://www.kuzuma.or.jp/ 

新木更津市漁業協同組合久津間支所 

金田みたて海岸 
4 月２日（土） 

～８月２８日（日） 

TEL 0438(41)0511   

https://www.jf-kaneda.jp 

金田漁業協同組合 
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３ 富津海岸（富津市） 

東京湾に細く突き出た富津岬の北側に位置する潮干狩り場。 

約１２００台の無料駐車場や有料休憩室が完備されているほか、貝洗い

場、砂ぬき用のきれいな海水も用意され、施設も充実しています。 

 

□期 間:３月１９日（土）～８月３１日（水） 

     ※ 期間中、新型コロナウイルスの感染状況により 

休業する場合があります。 

□場 所:富津海岸／富津市富津２３０７－２ 

□料 金:潮干狩料金（網袋付）／中学生以上（２kg まで）２,０００円 小学生（１㎏まで）１,０００円 

４才～小学生未満（１㎏まで）８００円 

                超過料金１kg につき１,０００円 

     海の家休憩料金／大人（中学生以上）３００円 小人（小学生まで、未就学児含む）２００円 

     潮干狩用具／売店にて各種販売 

□交 通:【電車】JR 内房線青堀駅からバス富津公園行き公園入口下車徒歩１分 

□申込・問合先:TEL 0439(87)2121・5561 富津漁業協同組合 

        TEL 0439(87)2233 富津潮干狩場直営海の家 

□U R L:http://www.jf-futtsu.com/ 
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桜情報 

※こちらでご紹介する見頃はあくまで予想となっておりますので、お出かけの際は、各所に直接お問い合わせ下さい。 
 

【ベイエリア】 

１ 亥鼻公園（千葉市） 

「いのはな亭」周辺が見どころです。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約９０本 

□品 種:ソメイヨシノ 等 

□場 所:千葉市中央区亥鼻１－６ 

□交 通:【電車】JR 千葉駅から京成バス大学病院行きまたは、南矢作行きバス 8 分、郷土博物館・千葉

県文化会館下車または、千葉都市モノレール県庁前駅下車徒歩 7 分 

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

 

２ 千葉公園（千葉市） 

体育館脇のお花見広場は、シーズンになると桜のトンネルとなります。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約６６０本 

□品 種:ソメイヨシノ、ヤマザクラ、サトザクラ 

シダレザクラ、カワヅザクラ 

□場 所:千葉市中央区弁天３－１ 

□交 通:【電車】JR 千葉駅下車徒歩１０分または、千葉都市モノレール千葉公園駅下車すぐ 

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

 

３ 千葉ポートパーク（千葉市） 

公園内遊歩道沿いの桜並木（花のトンネル）が見どころです。 

□見 頃:３月下旬～４月中旬 

□規 模:約５００本 

□品 種:オオシマザクラ、ソメイヨシノ 

□場 所:千葉市中央区中央港１ 

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

□問合先:TEL 043(247)6049 千葉ポートパーク管理事務所 
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４ 青葉の森公園（千葉市） 

ソメイヨシノのほか、サトザクラ系の品種など開花時期がずれるため、約１,５

００本の多彩なサクラの花を⾧い期間楽しむことができます。 

□見 頃:３月下旬～４月中旬 

□規 模:約１,５００本 

□品 種:ソメイヨシノ、カンザン、オオシマザクラ、フゲンゾウ等（約７０種） 

□場 所:千葉市中央区青葉町９７７－１ 

□交 通:【電車】京成線千葉寺駅下車徒歩８分または、JR 千葉駅からバス星久喜台経由２番乗り場で 

乗車、公園前または、青葉の森スポーツプラザ下車徒歩３分 

【車】京葉道路松ヶ丘 IC から約５分（駐車場有料） 

□問合先:TEL 043(208)1500 青葉の森公園管理事務所 

 

５ 昭和の森（千葉市） 

２.５ha のお花見広場には、ソメイヨシノ等の桜があります。「日本の都市公

園１００選」の１つで、緑豊かな自然環境が残されています。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約６００本 

□品 種:ソメイヨシノ、サトザクラ 等 

□場 所:千葉市緑区土気町２２ 

□交 通:【電車】JR 外房線土気駅南口千葉中央バスあすみが丘ブランニューモール行きで昭和の森西 

下車徒歩５分 

         【車】千葉東金道路中野 IC から土気停車場千葉中央線で大網街道へ。大網方面へ約２km。 

または、圏央道大網白里スマート IC より土気方面へ 

□問合先:TEL 043(294)3845 昭和の森公園管理事務所 

 

６ 泉自然公園（千葉市） 

草原やお花見広場が見どころです。「日本さくら名所１００選」の地として

認定されています。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約１,５００本 

□品 種:ソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラ 

□場 所:千葉市若葉区野呂町１０８ 

□交 通:【電車】JR 千葉駅東口バスターミナル１０番乗場から成東駅行きまたは、中野操車場行きで泉

公園入口下車徒歩約１０分 

【車】千葉東金道路高田 IC を降りて左折。国道１２６号（東金道路）方面へ約１km 先左側 

（駐車場有料） ※ お花見時期は、大型バスの交通規制あり 

□問合先:TEL 043(306)0101 千葉市若葉公園緑地事務所 
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７ 花見川千本桜緑地（千葉市） 

□見 頃:３月下旬～４月中旬 

□規 模:約７００本 

□品 種:ソメイヨシノ、ヤマザクラ、サトザクラ等（２９種） 

□場 所:千葉市花見川区瑞穂１丁目３－１付近 

□交 通:【電車】JR 総武線新検見川駅から花見川区役所行き 

終点下車徒歩２分または、柏井高校行き・こ  

てはし団地行きで花見川区役所下車徒歩２分 

□問合先:TEL 043(286)8740 花見川・稲毛公園緑地事務所  

 

８ 坂尾山 栄
えい

福寺
ふ く じ

（千葉市） 

□見 頃:３月中旬～４月上旬 

□規 模:約７０本 

□品 種:シダレザクラ、ソメイヨシノ、ヤマザクラ 

□場 所:千葉市若葉区大宮町３８６９ 

□交 通:【電車】JR 千葉駅からバス千城局経由大宮団地行きで 

坂尾下車徒歩約５分 

□問合先:TEL 043(261)4686 栄福寺 

□その他:駐車場は、関係者専用です。 

コインパーキングもありませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。 

９ 真
ま

間山
ま さ ん

弘法寺
ぐ ほ う じ

（市川市） 

樹齢４００年のシダレザクラ（伏姫桜）が有名で、ソメイヨシノやオオシマザク

ラの桜１００本あるお花見の名所となっています。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約１００本 

□品 種:シダレザクラ、ソメイヨシノ 等 

□場 所:市川市真間４－９－１ 

□交 通:【電車】JR 総武線市川駅下車徒歩約１５分。 

京成線国府台駅または、市川真間駅下車徒歩約１０分 

□問合先:TEL 047(371)2242 真間山弘法寺 
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１０ 里見公園（市川市） 

江戸川を臨む高台にある里見公園には樹木が多く、ソメイヨシノやサトザクラ

など約２２０本の桜が咲き乱れます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約２２０本 

□品 種:ソメイヨシノ、サトザクラ、オオシマザクラ 

□場 所:市川市国府台３－９ 

□交 通:【電車】JR 総武線市川駅または、京成線国府台駅から松戸駅行き・松戸営業所行きバス 

で国府台病院下車徒歩約５分 

北総線矢切駅から市川駅行きバスで国府台病院下車徒歩約５分 

京成線国府台駅から徒歩約２０分 

□問合先:TEL 047(712)6366 市川市水と緑の部公園緑地課 

 

１１ 真間川沿い（市川市） 

真間川両岸に約２㎞にわたって続く桜並木が見どころです。ソメイヨシノが主

体で、オオシマザクラやカンザクラも見ることができます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約３６０本 

□品 種:ソメイヨシノ、オオシマザクラ、カンザクラ 

□場 所:市川市消防局から菅野終末処理場までの真間川沿い  

／市川市八幡から東菅野 

□交 通:【電車】京成線⿁越駅下車徒歩約３分（上境橋） 

□問合先:TEL 047(711)1142 市川市観光事業推進課 

 

１２ ふなばしアンデルセン公園（船橋市） 

ワンパク王国ゾーン、にじの池周辺が見どころです。 

□見 頃:３月上旬～４月下旬 

□規 模:約８００本 

□品 種:カンヒザクラ、ソメイヨシノ、シダレザクラ、 

ヤエザクラなど 

□場 所:ふなばしアンデルセン公園／船橋市金堀町５２５ 

□入園料:一般９００円、高校生（生徒証提示）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新京成バスセコメディック病院行きアンデルセン公園下車徒歩 1 分 

□問合先:TEL 047(457)6627 ふなばしアンデルセン公園 
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１３ 海老川ジョギングロード（船橋市） 

海老川両岸に整備されたジョギングロードを桜並木が彩ります。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約５００本 

□品 種:ソメイヨシノ、ヤエザクラ 等 

□場 所:船橋市夏見５丁目付近 

□交 通:【電車】JR 総武線船橋駅北口から新京成バス豊富線、 

芝山線、船橋グリーンハイツ線船橋中央市場下車 

□問合先:TEL 047(436)2555 船橋市公園緑地課 

 

１４ 北習志野近隣公園（船橋市） 

桜の広場が見どころです。園内には、花壇、テニスコート、自由運動広場、松

林などがあります。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約３００本 

□品 種:ソメイヨシノ、シダレザクラ、ヤエザクラ 

□場 所:船橋市習志野台３－４ 

□交 通:【電車】新京成線または、東葉高速線北習志野駅下車徒歩５分 

□問合先:TEL 047(436)2555 船橋市公園緑地課 

 

１５ 御滝公園（船橋市） 

花見の名所として人々を楽しませてくれます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約１００本 

□品 種:ソメイヨシノ 

□場 所:船橋市金杉６－２６ 

□交 通:【電車】新京成線滝不動駅下車徒歩約１０分 

□問合先:TEL 047(436)2555 船橋市公園緑地課 
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１６ さくら広場（習志野市） 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約５００本 

□品 種:ソメイヨシノ 

□場 所:習志野市芝園１－５ 

□入園料:無料 

□休園日:毎週月曜日 

□時 間:３月１日（火）～１０月３１日（月） １０:００～１７:３０（入園は１７:００まで） 

      １１月１日（火）～２月末 １０:００～１６:３０（入園は１６:００まで） 

     ※ 特別開園:３月下旬～４月上旬予定 

（特別開園は桜の開花状況に合わせて行われるため、変化します） 

□交 通:【電車】新習志野駅から京成バス海浜幕張駅行き（海６１）または、イオンモール幕張新都心

バスターミナル行き（津４６）さくら広場下車 

海浜幕張駅から京成バス新習志野駅行き（海６１）さくら広場下車 

□問合先:TEL 047(454)8739 さくら広場管理事務所 

 

１７ 新川千本桜（八千代市） 

【河津桜】 

□見 頃:２月中旬頃～３月中旬頃 

□規 模:約７００本 

□場 所:八千代市島田、八千代市米本ほか 

□交 通:【電車】京成線勝田台駅南口または、東葉高速線八千代   

中央駅から東洋バス米本団地乗車米本団地バス  

停下車徒歩７分 

□問合先:TEL 047(483)1151 八千代市商工観光課 

 

【ソメイヨシノ】 

□見 頃:３月下旬頃～４月上旬頃 

□規 模:約８０本 

□場 所:八千代市萱田町、八千代市下市場 

□交 通:【電車】東葉高速線八千代中央駅または、村上駅下車徒歩１０分 

□問合先:TEL 047(483)1151 八千代市商工観光課 
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１８ 村上緑地公園（八千代市） 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約２００本 

□品 種:ソメイヨシノ 

□場 所:八千代市村上 

□交 通:【電車】京成線勝田台駅または、東葉高速線東葉勝田台 

から東洋バス村上団地行き村上団地第１下車 

□問合先:TEL 047(483)1151 八千代市公園緑地課 

 

１９ 福
ふく

星寺
しょうじ

のしだれ桜（四街道市） 

福星寺のしだれ桜は、元和元年（１６１５年）１１月に徳川家康公が

江戸から東金方面に鷹狩りに来た際、宿泊のため御成街道沿いにある金光院

（福星寺の親寺）へ立ち寄り、本堂の前のしだれ桜を見て「これは珍しい桜

だ」といわれ、この桜の木に手をかけられたことから「お手かけの桜」と呼ばれるよう

になりました。縁起をかついだ福星寺は金光院のしだれ桜を株分けして頂き、創

建を記念して本堂の前に植えました。見事な枝ぶりで艶やかに咲き誇ります。 

□見 頃:３月中旬～４月上旬 

（開花状況は市ホームページにて随時更新予定） 

□規 模:シダレザクラ２本（樹齢４００年以上、樹高１４ｍ、目通り周囲３.３ｍ） 

□場 所:四街道市吉岡８９８ 

□交 通:【電車】JR 総武本線四街道駅から千葉内陸バス千城台駅行き福星寺入口下車 

千葉都市モノレール千城台駅からちばシティバス四街道行き福星寺入口下車 

□問合先:TEL 043(421)6134 四街道市産業振興課 

 

２０ 四街道中央公園桜通り（四街道市） 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約２００本 

□品 種:ソメイヨシノ、ヤマザクラ 等 

□場 所:四街道市鹿渡無番地（桜通り） 

□交 通:【電車】JR 総武本線四街道駅下車徒歩１０分 

□問合先:TEL 043(421)6134 四街道市産業振興課 
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２１ 櫻
さくら

木
ぎ

神社
じんじゃ

（野田市） 

住宅街の中にそびえる鳥居を抜けて坂を上っていくと、荘厳な社殿と桜が出迎

えます。 

□見 頃:４月上旬 

□規 模:約４００本 

□品 種:ヤマザクラ、ソメイヨシノ、ヤエザクラ、 

シダレザクラ、カンザクラ 等（約３０品種） 

□場 所:野田市桜台２１０ 

□交 通:【電車】東武アーバンパークライン（東武野田線）野田市駅下車徒歩１０分 

□問合先:TEL 04(7121)0001 櫻木神社 

 

２２ 清水公園（野田市） 

「日本さくら名所１００選」に選ばれている清水公園は、樹齢１００年を超

える劫初の桜、沿道のサクラ並木、シダレザクラなどが見どころとなります。 

□見 頃:４月上旬 

□規 模:約２,０００本 

□品 種:約５０品種（９０％がソメイヨシノ） 

□場 所:野田市清水９０６ 

□交 通:【電車】東武アーバンパークライン清水公園駅西口下車徒歩５分 

□問合先:TEL 04(7125)3030 ㈱千秋社 清水公園管理事務所 

 

２３ あけぼの山公園（柏市） 

５.８ha のさくら山では、約２００本のソメイヨシノを楽しむことができます。 

□見 頃:４月上旬 

□規 模:約２００本 

□品 種:ソメイヨシノ 

□場 所:柏市布施１９４０ 

□交 通:【電車】JR 常磐線我孫子駅北口からあけぼの山公園入口行きバス終点下車徒歩７分 

□問合先:TEL 04(7133)8877 あけぼの山農業公園本館事務所 
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２４ 運河水辺公園（流山市） 

利根川と江戸川を結ぶ利根運河沿いの公園です。運河両岸をピンクに

染め上げ、水面とのコントラストも魅力の１つです。１８:００～２１:

００には桜のライトアップもあります（新型コロナウイルス感染症の状

況によって中止もあり）。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬  

□規 模:約１３０本 

□品 種:ソメイヨシノ 等 

□場 所:流山市東深井３６８番地先 

□交 通:【電車】東武アーバンパークライン運河駅下車徒歩２分 

□問合先:TEL 04(7150)6092 流山市みどりの課 

 

２５ 平和台１号公園、大宮神社（流山市） 

閑静な住宅街の中にある公園内には、約４０本のソメイヨシノ等があり、桜の季

節には隣接する高台の上にある大宮神社の桜とともに開花し、周辺は桜色に染まり

ます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約４０本 

□品 種:ソメイヨシノ 等 

□場 所:流山市平和台５－４０ 

□交 通:【電車】流鉄流山線流山駅下車徒歩１０分 

つくばエクスプレス線流山セントラルパーク駅下車徒歩１０分 

□問合先:TEL 04(7150)6092 流山市みどりの課 

２６ におどり公園（流山市） 

新川耕地の北端、利根運河の南隣にある工業団地の緩衝緑地として整備さ

れた公園です。古代この地で葛飾早稲を産しており、万葉集に出てくる鳰（ニオ

ドリ＝カイツブリ）から公園名が命名されました。木造のアスレチックや遊具、ジョギ

ングコースなどがあります。春にはお花見も楽しめます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約８０本 

□品 種:ソメイヨシノ 

□場 所:流山市西深井１０２８番地先 

□交 通:【電車】東武アーバンパークライン運河駅下車徒歩１５分 

□問合先:TEL 04(7150)6092 流山市みどりの課 
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２７ 流山市総合運動公園（流山市） 

総合運動公園は流山市内でもっとも広い公園です。園内のいたるところに桜の

木が植えられています。桜を見ながらアスレチックを楽しんだり、ピクニック気分でゆっ

くり休日を楽しむのに最適です。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約１２０本 

□品 種:ソメイヨシノ 

□場 所:流山市野々下１－４０－１ 

□交 通:【電車】つくばエクスプレス流山セントラルパーク駅下車徒歩５分 

□問合先:TEL 04(7150)6092 流山市みどりの課 

【北 総】 

２８ 成田市さくらの山（成田市） 

成田空港 A 滑走路北端の小高い丘にあり、桜の木の下から航空機の離着陸を

眺めることができます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約５００本 

（桜の種類:ソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラ、ヒガンザクラ、カワヅザクラ） 

□所在地:成田市駒井野１３３８－１ 

□交 通:【電車】JR 成田線成田駅から JR バス 航空博物館行さくらの山下車または、京成線京成成田駅

下車徒歩４分で成田市役所、成田市役所前からコミュニティバス津富浦ルートさくらの

山下車 

□問合先:TEL 0476(33)3309 空の駅さくら館 

 

２９ 三里塚記念公園（成田市） 

園内には、御料牧場記念館や皇族の宿舎として使われた貴賓館があり、「日本

の歴史公園１００選」にも選ばれています。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約２００本（桜の種類:ソメイヨシノ、オオシマザクラ） 

□所在地:成田市三里塚御料１－３４ 

□交 通:【電車】JR 成田線成田駅から JR バス三里塚・多古・八日市  

場行三里塚下車徒歩３分または、京成線京成成田駅から千葉交通バス三里塚・本城 

台線三里塚コミュニティセンター前下車徒歩９分 

□問合先:TEL 0476(20)1562 成田市公園緑地課 
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３０ 三里塚第一公園（成田市） 

かつて花の牧場として親しまれた「宮内庁下総御料牧場」の１マイル馬場跡地に

つくられた公園で、園内には明治天皇が馬を見る際に上られたという「馬見場」が現

在も残されています。 

春には往事を偲ばせる桜が咲き揃い、絶好のお花見スポットとして賑わっています。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約２５０本（桜の種類:ソメイヨシノ） 

□所在地:成田市三里塚２ 

□交 通:【電車】JR 成田線成田駅から JR バス三里塚・多古・八日市場行三里塚下車徒歩３分 

京成線京成成田駅から千葉交通バス三里塚・本城台線三里塚コミュニティセンター前

下車徒歩３分 

□問合先:TEL 0476(20)1562 成田市公園緑地課 

３１ 三里塚さくらの丘（成田市） 

成田空港 A 滑走路南側にある「三里塚さくらの丘」は、名前のとおり小高い丘

で、丘全体を囲むように数種類の桜やツツジ類などの花々が、白や赤などのきれい

な花を咲かせます。離着陸する飛行機を大迫力で観ることが出来る人気スポット

で、桜の季節は大変賑わいます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 
□規 模:約１５０本 
□所在地:成田市三里塚御料牧場１－７２２ 
□交 通:【電車】JR 成田線成田駅から JR バス八日市場駅行き住宅入口下車徒歩約１０分 
□問合先:TEL 0476(34)5858 成田空港地域共生部共生業務グループ 

 

３２ 成田山公園（成田市） 

新勝寺大本堂の裏の丘陵地を利用した１６５,０００㎡の大庭園です。平

和大塔下及び竜智の池周辺が見どころとなります。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約３５０本 

（桜の種類:ソメイヨシノ、シダレザクラ、カワヅザクラ） 

□所在地:成田市成田１ 

□交 通:【電車】JR 成田線成田駅または、京成線京成成田駅から徒歩２０分 

□問合先:TEL 0476(22)2111 成田山新勝寺 
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３３ 宗吾霊堂（成田市） 

境内及び奥山の桜が見どころとなります。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約３００本（桜の種類:ソメイヨシノ、ヤマザクラ、 

ボタンザクラ、ヨシノザクラ、カワヅザクラ） 

□所在地:成田市宗吾１－５５８ 

□交 通:【電車】京成線宗吾参道駅下車徒歩１２分 

□問合先:TEL 0476(27)3131 宗吾霊堂 

 

３４ 赤坂公園（成田市） 

広い敷地内には「船塚」と呼ばれる市内最大の古墳があり、桜の咲く時期にはたくさんの花見

客で賑わいます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約１５０本（桜の種類:ソメイヨシノ） 

□所在地:成田市赤坂１－２ 

□交 通:【電車】JR 成田線成田駅下車千葉交通バス中台線赤坂公園下車 

□問合先:TEL 0476(20)1562 成田市公園緑地課 

 

３５ 成田ゆめ牧場（成田市） 

「成田ゆめ牧場」は、約 9 万坪＝３０万㎡の広さ（東京ドーム約７倍）の敷 

地面積を持つ観光牧場です。 

敷地内にはキャンプ場も併設され、合わせて４００本以上の桜を見ることができ

ます。牧場には牛やヤギ、ヒツジ等様々な動物がおり、桜と動物のコラボも楽しめま

す。また、4 日間限定（３月２６日（土）・２７日（日）、４月 1 日（金）・

2 日（土））の夜桜ライトアップイベントも開催予定です。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬頃 

□規 模:牧場内約３００本（品種:ソメイヨシノ、河津桜、山桜、八重桜） 

□入場料:中学生以上１,４５０円、３歳以上７００円、６５歳以上１,２５０円 

□場 所:成田市名木７３０－３ 

□交 通:【電車】JR 成田線滑河駅より無料送迎バス約１０分（運行時間はお問合せください） 

【車】圏央道下総 IC より約２分 

□問合先:0476(96)1001 成田ゆめ牧場 

  



38 

 

３６ 吉
よし

高
たか

の大桜（印西市） 

樹齢約３００年以上、枝張り最大約２５.８m の巨木で、市の天然記念

物に指定されているヤマザクラです。この桜は、大きな１本桜で、周囲には、のどか

な風景が広がっています。マイカーでお越しの方は、印旛中央公園（現地まで徒

歩約２０分）に駐車してください。 

□見 頃:４月中旬頃 ※ ソメイヨシノより約１週間遅い 

□場 所:印西市吉高９３０ 

□交 通:【電車】JR 成田線小林駅北口（本数が少ない）、北総線印旛日本医大駅、京成線京成佐倉駅、

京成酒々井駅からバス印旛郵便局または教習所前下車 

現地までは印旛郵便局から徒歩約３０分、教習所前から徒歩約１５分 

□問合先:TEL 0476(45)5300 印西市観光情報館 

 

３７ 小林牧場の桜（印西市） 

入口から約７００ｍ続く桜並木は圧巻で、満開の時期には大勢の花見客

で賑わいます。「房総の魅力５００選」にも選定されました。マイカーの駐車場

はありませんので、公共交通機関をご利用ください。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬頃 

□場 所:印西市小林２８８６－１ 

□交 通:【電車】JR 成田線小林駅北口からちばレインボーバス 

印西牧の原駅行き小林牧場下車 

□問合先:TEL 0476(45)5300 印西市観光情報館 

 

３８ 県立北総花の丘公園（印西市） 

広大な芝生の広場を中心に、雑木林や小川、池などが設けられています。さまざまな植物とのふれあいが楽しめ、のんびりと

した時間を過ごすことができます。桜の季節には、桜並木を散策しながら、季節の花々の観賞も楽しめ、自然を満喫することが

できます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬頃 

□場 所:印西市原山１－１２－１ 

□交 通:【電車】北総線千葉ニュータウン中央駅下車徒歩１０分または、千葉ニュータウン中央駅から

高花行きのバスで北総花の丘公園下車徒歩１分 

□問合先:TEL 0476(47)4030 北総花の丘公園管理事務所 

□ＵＲＬ:http://www.cue-net.or.jp/kouen/hana/ 
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３９ 県立印旛沼公園（印西市） 

印旛沼を見下ろす小高い丘に位置する鎌倉時代の師戸城址を利用した公園で

す。桜の季節には、たくさんの花見客で賑わいを見せるほか、梅林を目当てに立ち寄

る人も多く、季節の花をゆっくり観賞できるのも、この公園の自慢です。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬頃 

□場 所:印西市師戸 

□交 通:【電車】京成線臼井駅から印旛日本医大駅行きバス師戸下車徒歩５分 

□問合先:TEL 043(306)8446 ㈱塚原緑地研究所（指定管理者） 

□ＵＲＬ:http://midori.weblogs.jp/inbanuma-park/ 

 

４０ 十間川・両総用水（香取市） 

川の両岸に桜の木が咲き並んでいます。両総用水には鉄道橋が架かっており、

鉄道と自然のコントラストが美しい絶景ポイントとなっています。 

□見 頃:４月上旬 

□品 種:ソメイヨシノ 等 

□場 所:十間川／香取市ロ２１２７付近 

両総用水／香取市ホ６８８ 

□交 通:【電車】JR 成田線佐原駅下車徒歩１５分 

     【車】東関東自動車道佐原香取 IC より車で１０分 

□問合先:TEL 0478(52)6675 （一社）水郷佐原観光協会 

 

４１ 香取神宮（香取市） 

ソメイヨシノを中心に１５種類約７００本の桜が植えられ、表参道・旧参道

の桜のトンネルは参拝客や花見客で賑わいます。境内奥の桜の馬場や護国神

社付近はお花見をしながらお弁当を食べるのに絶好のスポットとなっています。 

□見 頃:４月上旬 

□規 模:約７００本 

□品 種:ソメイヨシノ、オオシマザクラ 等 

□場 所:香取市香取１６９７－１ 

□交 通:【電車】JR 成田線佐原駅下車タクシー約１０分 

□問合先:TEL 0478(57)3211 香取神宮 
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４２ 小見川城山公園（香取市） 

３月下旬～５月中旬まで開催される「水郷おみがわ桜つつじまつり」は、桜の開

花に合わせて行われるライトアップ（３月下旬～４月中旬、１８:００～２

２:００予定）が見どころです。３月下旬には、お花見コンサート、よさこい鳴子

踊りなどの様々な催しが予定されています。 

□見 頃:４月上旬 
□規 模:約１,０００本 
□品 種:ソメイヨシノ、シダレザクラ 等 
□所在地:香取市小見川４３１ 
□交 通:【電車】JR 成田線小見川駅下車徒歩約２０分 
□問合先:TEL 0478(50)1212 水郷小見川観光協会（香取市商工観光課内） 

 

４３ 佐倉城址公園（佐倉市） 

千葉県内で唯一「日本１００名城」に選定され、日本遺産「北総四都市江

戸紀行」の構成文化財にも認定されている佐倉城址公園では、江戸時代から

名桜と呼ばれた１３品種をはじめ、約５０品種、約１,１００本の桜が咲き誇

ります。本丸跡、馬出し空堀の桜や、出丸跡の水面に映えるソメイヨシノなど、城

と桜の美しい情景を楽しめます。また、「佐倉城址のさくら（桜まつり）」期間中

は、佐倉の名産品や飲食物の販売も行います。 

《佐倉城址のさくら（桜まつり）》  

・期 間:３月２９日（火）～４月 3 日（日） １０:００～１６:００（予定） 

・問合先:TEL 043(486)6000 佐倉市観光協会 

      ※ 新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況により、内容が変更になる場合があります。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約１,１００本 

□品 種:ソメイヨシノ 等 

□場 所:佐倉市城内町官有無番地 

□交 通:【電車】JR 総武本線佐倉駅または、京成線京成佐倉駅下車徒歩２０分 

□問合先:TEL 043(484)6165 佐倉市公園緑地課 
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４４  DIC 川村記念美術館（佐倉市） 

散策路のソメイヨシノ並木、ヤマザクラの巨木があるレストラン近くが見どころス

ポットです。カタクリ、コブシ、ハクモクレン（３月中旬～４月上旬）、フジ（４

月）、ツツジ（４月下旬～５月上旬）も楽しむことができます。 

□見 頃:３月下旬～５月上旬 

□規 模:約２４０本 

□品 種:ソメイヨシノ、シダレザクラ、サトザクラ、 

ヤマザクラ、オモイガワ 

□場 所:佐倉市坂戸６３１ 

□入館料:庭園のみ無料／美術館入館料は別途必要 

□交 通:【バス】JR 総武本線佐倉駅または、京成線京成佐倉駅から無料送迎バス 

□問合先:TEL 050(5541)8600 ハローダイヤル 

 

【九十九里】 

４５ ⾧熊スポーツ公園（旭市） 

□見 頃:４月上旬 

□規 模:約２００本（桜の種類:ソメイヨシノ） 

□会 場:旭市萬力３５６６－１ 

□交 通:【電車】JR 総武本線干潟駅からコミュニティバス（干潟   

ルート）古城小学校前下車徒歩５分 

【車】東関東自動車道大栄 IC から県道７０号を経由し約２５分 

        千葉東金道路から銚子連絡道を経由し終点横芝光 IC から約３０分 

□問合先:TEL 0479(62)5338 旭市商工観光課 

 

４６ 萬
まん

歳
ざい

自然
し ぜ ん

公園
こうえん

（旭市） 

□見 頃:４月上旬～中旬 

□規 模:約３００本 

（桜の種類:ソメイヨシノ、オモイガワ、ボタンザクラ） 

□所在地:旭市櫻井３６３－１ 

□交 通:【電車】JR 総武本線旭駅下車タクシー１５分 

【車】東関東自動車道大栄 IC から県道７０号を経由し約３５分 

          千葉東金道路から銚子連絡道を経由し終点横芝光 IC から約４０分 

□問合先:TEL 0479(62)5354 旭市都市整備課 
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４７ 大原幽学遺跡史跡公園（旭市） 

□見 頃:４月上旬 

□規 模:約１００本（桜の種類:ソメイヨシノ） 

□会 場:旭市⾧部３４５－２ 

□交 通:【電車】JR 総武本線旭駅から小見川駅行きバス 

中和下車徒歩２０分 

【車】東関東自動車道大栄 IC から県道７０号を経由し約３０分 

           千葉東金道路から銚子連絡道を経由し終点横芝光 IC から約４０分 

□問合先:TEL 0479(68)4933 大原幽学記念館（遺跡史跡公園に関する問合せ含む） 

 

４８ 袋公園（旭市）  

大空を優雅に泳ぐ約８０匹の鯉のぼりとさくら橋から望む公園の景色が見どころ

です。なお、４月に予定している袋公園桜まつりの内容については、現在検討中

です。 

□見 頃:3 月下旬～4 月上旬 

□規 模:約５００本（桜の種類:ソメイヨシノ） 

□所在地:旭市鎌数４０１３ 

□交 通:【電車】JR 総武本線旭駅からバス小見川駅行き溜下角下車徒歩２分 

【車】千葉東金道路から銚子連絡道を経由し終点横芝光 IC から約３０分 

         東関東自動車道大栄 IC から県道７０号を経由し約３５分 

□問合先:TEL 0479(62)5338 旭市商工観光課 

 

４９ 黄門桜（匝瑳市） 

樹齢３００年以上の「黄門桜」は、水戸光圀公が飯高檀林（飯高寺）に訪

れたのを記念して佐原から同寺までの街道に松と桜を植樹した内の１本といわれ

ており、市の指定天然記念物です。 

□見 頃:３月下旬～４月中旬頃（ソメイヨシノから約１週間遅い） 

□規 模:ヤマザクラ１本（樹齢:３００年以上） 

□場 所:匝瑳市飯高２０８８－４ 

□交 通:【電車】JR 総武本線八日市場駅から飯高・豊和循環バス小高下車徒歩２分 

     【車】千葉東金道路から銚子連絡道を経由し終点横芝光 IC から約２０分 

□問合先:TEL 0479(73)0089 匝瑳市産業振興課 
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５０ 天神山公園（匝瑳市） 

匝瑳市の中心市街地に隣接する天神山公園は、立地や地形、自然環境を

活かした憩いの場として、芝生広場、さくら広場、こども広場、展望広場、休憩広

場など多様なオープンスペースがあります。この時期、園内に植えられた多くの桜が

見頃を迎えます。 

《天神山桜まつり》 

・期 間:３月２６日（土）～４月１０日（日） 

□見 頃:３月下旬～４月中旬 

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

□場 所:匝瑳市八日市場イ２２９８ 

□交 通:【電車】JR 総武本線八日市場駅下車徒歩１５分 

     【車】千葉東金道路から銚子連絡道を経由し終点横芝光 IC から約１５分 

□問合先:TEL 0479(73)0089 匝瑳市産業振興課 

 

５１ ⾧光寺のしだれ桜（山武市） 

樹齢３００年を超えるといわれ、高さ約１５ｍ、幹の太さ約５m で大変威

厳のあるしだれ桜です。近くには同じくしだれ桜で名高い妙宣寺
みょうせんじ

があります。 

□見 頃:３月下旬～４月初旬 

□規 模:シダレザクラ２本（樹齢:３００年以上） 

□場 所:山武市埴谷１１７５ 

□交 通:【電車】JR 総武本線八街駅からちばフラワーバス成東行き妙宣寺下車徒歩１０分 

□問合先:TEL 0475(82)2071 山武市わが街ご案内処 

 

５２  野見金公園（⾧南町） 

標高１５２ｍにある公園内には開花時期の異なる３種類の桜が植えられて

いるので、⾧い期間に桜のお花見をお楽しみいただけます。「野見金山展望カフェ 

ミハラシテラス」もあり、花とコーヒーと山頂からの絶景の３つを一度に味わうことがで

きます。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「⾧南さくらまつり」は中止です。 

□見 頃:3 月上旬（河津桜）、３月下旬（ソメイヨシノ）、 

4 月下旬（関山桜） 

□規 模:約５００本 

□品 種:河津桜、ソメイヨシノ、関山桜 

□場 所:⾧生郡⾧南町岩撫３６－１ 

□交 通:【電車】JR 外房線茂原駅からタクシー約３０分 

【車】茂原⾧南 IC を出て千田交差点を左折、国道４０９号線を約２㎞進み、蔵持交差点を左

折、そのまま約７㎞直進（約１５分） 

□問合先:TEL 0475(46)3397 ⾧南町産業振興課 
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５３ 笠森観音（⾧南町） 

笠森観音周辺には、多くの桜や梅の木が植えられています。４月初旬には「花

まつり（お釈迦様の誕生日を祝う行事）」が開催されます。甘茶の接待があり、

花桃も鑑賞することができます。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、甘茶の接待につきましては中止  

等の可能性もございます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約１２０本（境内に約２０本、観音山に約１００本） 

□品 種:ソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラ、ギョイコウ 等 

□場 所:⾧生郡⾧南町笠森３０２ 

□交 通:【電車】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 を出て千田交差点を左折、国道４０９号線を道なりに約１０分 

□問合先:TEL 0475(46)0536 笠森観音（笠森寺） 

 

５４ ふれあい坂田池公園（横芝光町） 

池の周辺には遊歩道やお花見広場が整備されており、咲き誇る桜を眺めな

がらのウォーキングや散策が楽しめます。 

□見 頃:３月下旬から４月上旬 

□規 模:約２５０本 

□品 種:ソメイヨシノ（約１８０本）、 

サトザクラ（約４０本）、シダレザクラ（約３０本） 

□場 所:山武郡横芝光町坂田池 

□交 通:【電車】JR 総武本線横芝駅下車徒歩２５分または、タクシー約７分 

【車】首都圏中央連絡道松尾横芝 IC から車で約１０分 

□問合先:TEL 0479(84)1358 横芝光町社会文化課 
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５５ 光スポーツ公園（横芝光町） 

公園内には野球場、マレットゴルフ場、アスレチック広場、芝生広場、やすら

ぎ広場などが整備されていて、公園周辺や遊歩道に植えられている桜は種類

も多く、⾧い期間お花見が楽しめます。町の中心部からやや離れていて、桜の

花見に関しては知る人ぞ知る穴場的なスポットで最近注目されています。 

□見 頃:３月下旬から４月上旬 

□規 模:約２１０本 

□品 種:ソメイヨシノ（約１２０本）、サトザクラ（約４０本）、 

ヤマザクラ（２５本）、オオシマザクラ（約２５本） 

□場 所:山武郡横芝光町篠本４８５０－３ 

□交 通:【電車】JR 総武本線横芝駅下車タクシー約１５分 

【車】銚子連絡道路横芝光 IC から車で約１０分 

□問合先:TEL 0479(84)1358 横芝光町社会文化課 

【南房総】 

５６  補
ふ

陀
だ

洛
らく

山
さん

那
な

古寺
ご じ

（館山市） 

４月８日（金）にはお釈迦様の生誕を祝う「花祭り」が開催されます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約４０～５０本（桜の種類:ソメイヨシノ 等） 

□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 

 

５７  城山公園（館山市） 

城山公園は、館山市街の南側丘陵に位置し、この地にはかつて戦国時代の

武将であった里見氏の居城がありました。現在は、公園として整備されており、

山頂には天守閣様式の館山城（八犬伝博物館）があり、天守からは鏡ケ浦

を中心とした市街地を一望することができます。 

□規 模:約４００本 

□見 頃:２月下旬～４月中旬 

カワヅザクラ約１５本（2 月下旬）、カンヒザクラ約３本（3 月中旬）、 

ソメイヨシノ約３５０本（３月下旬～４月上旬）、ヤエザクラ約２０本（４月上旬～中旬）、 

その他約４０本（３月中旬～下旬） 

□場 所:館山市館山３６２ 

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

城山公園前下車徒歩すぐ 

□問合先:TEL 0470(22)8854 城山公園管理事務所 
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５８  安房神社（館山市） 

安房を開いた天
あめの

富
とみの

命
みこと

が祖神天
あめの

太
ふ と

玉
だまの

命
みこと

を祀って創建した神社で、安房国一

の宮として尊崇されています。鳥居から本殿までの境内をアーチのように覆う桜並

木は必見です。 

□見 頃:３月中旬～４月中旬 

□規 模:約２００本 

□品 種:ソメイヨシノ（３月下旬～４月上旬）、 

ヒガンザクラ（３月中旬）、ヤエザクラ（４月中旬）、オオシマザクラ（３月下旬） 

□場 所:館山市大神宮５８９ 

□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き安房神社前下車徒歩５分 

□問合先:TEL 0470(28)0034 安房神社 

 

５９ 内浦山県民の森（鴨川市） 

林道奥谷
お く や つ

線と中央芝生広場が見どころスポットです。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約５００本 

□品 種:マメザクラ、ヤマザクラ、ソメイヨシノ、 

ヤエザクラ 

□所在地:鴨川市内浦３２２８ 

□交 通:【電車】JR 外房線安房小湊駅下車タクシー１０分 

□問合先:TEL 04(7095)2821 内浦山県民の森 

 

６０ 大房
たいぶさ

岬
みさき

自然公園（南房総市） 

自然公園内の、第一展望台付近の運動園地や、西芝生園地、南芝生園

地などが見所です。芝生に座りお弁当を食べながらお花見を楽しむことができま

す。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬・中旬 

□規 模:約２５０本 

□品 種:オオシマザクラ、ソメイヨシノ、ヤエザクラ 

□場 所:南房総市富浦町多田良１２１２－２９ 

□交 通:【電車】JR 内房線富浦駅下車タクシー５分 

□問合先:TEL 0470(33)4551 大房岬ビジターセンター 
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６１ 千倉総合運動公園（南房総市） 

野球場やテニスコート周辺で桜を楽しめます。付近の「おんだら山」にも桜の苗

木が植樹されていて、頂上からは東に太平洋、西に天気が良ければ富士山が

一望できます。 

□見 頃:３月下旬～４月中旬 

□規 模:約１５０本 

□品 種:ソメイヨシノ、ヤエザクラ 

□場 所:南房総市千倉町川戸５４４－８ 

□交 通:【電車】JR 内房線千倉駅下車タクシー５分 

□問合先:TEL 0470(44)3381 千倉総合運動公園 

 

６２ 千葉県酪農のさと（南房総市） 

酪農広場や資料館脇など、園内全体で桜を眺めることができます。 

隣接しているみねおかいきいき館の濃厚ソフトクリームがおすすめです。 

□見 頃:３月下旬～４月中旬 

□規 模:約５０本 

□品 種:ソメイヨシノ 

□場 所:南房総市大井６８６ 

□交 通:【電車】JR 外房線安房鴨川駅下車タクシー２５分 

□問合先:TEL 0470(46)8181 千葉県酪農のさと 

 

６３ 真野寺（南房総市） 

７２５年、聖武天皇時代に行基
ぎ ょ う き

菩薩
ぼ さ つ

によって開山されました。大黒天像が安置されていることから「真野大黒」とも称され

ています。桜だけでなく、６月には３,０００株の紫陽花も楽しめます。 

 

□見 頃:３月下旬～４月中旬 

□規 模:約２００本 

□品 種:ソメイヨシノ 

□場 所:南房総市久保５８７ 

□交 通:【電車】JR 内房線千倉駅下車タクシー約７分 

□問合先:TEL 0470(46)2590 真野寺 
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【かずさ・臨海】 

６４ 太田山公園（木更津市） 

日本武尊伝説から別名「恋の森」と呼ばれる山頂一帯を、咲き誇る桜が薄桃色に染めま

す。また、3 月下旬から 4 月上旬にかけてライトアップが施され、太田山山頂「きみさらずタワー」

からは、木更津の夜景はもとより、アクアラインをはじめ、東京湾の対岸の横浜の夜景まで一望

することができます。天気の良い日にはスカイツリーも見えるスポットです。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約４００本 

□品 種:ソメイヨシノ、オオシマザクラ、シダレザクラ、ヤエザクラ、 

カマタリザクラ 

□場 所:木更津市太田２－１６ 

□交 通:【電車】JR 内房線木更津駅東口からバスにて約４分、恋の森下車徒歩約５分 

□問合先:TEL 0438(22)7711 木更津市観光案内所 

 

６５ 矢那川公園（木更津市） 

矢那川沿いを埋め尽くすほどに見事な桜並木は、見る者の心を和ませます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約１００本 

□品 種:ソメイヨシノ 等 

□場 所:木更津市大和 

□交 通:【電車】JR 内房線木更津駅東口下車徒歩１０分 

□問合先:TEL 0438(22)7711 木更津市観光案内所 

 

６６ 小櫃堰
お び つ ぜ き

公園
こうえん

・小櫃
お び つ

川
がわ

（木更津市） 

小櫃堰公園を中心に万石
ま ん ご く

までの小櫃川沿いに見事な桜並木が見られます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約５００本 

□品 種:ソメイヨシノ 等 

□場 所:木更津市祇園、牛 袋
うしぶくろ

、高 柳
たかやなぎ

、万石
まんごく

 

□交 通:【電車】JR 久留里線祇園駅下車徒歩８分（小櫃堰公園） 

□問合先:TEL 0438(22)7711 木更津市観光案内所 

 



49 

 

６７ 久留里城（君津市） 

久留里城天守閣周辺・資料館駐車場周辺が見どころです。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□品 種:ソメイヨシノ、オオシマザクラ、ヤマザクラ 

□所在地:君津市久留里字内山 

□交 通:【電車】JR 久留里線久留里駅下車徒歩３５分 

□問合先:TEL 0439(27)3478 久留里城址資料館 

 

６８ 小糸川沿岸歩行者専用道・桜並木（君津市） 

小糸川沿いの緑地には、桜や菜の花などが植えられ、花の咲く景色を楽しみな

がらの散歩に最適です。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□品 種:ソメイヨシノ 

□所在地:君津市外箕輪～人見 

□交 通:【電車】JR 内房線君津駅南口下車徒歩１０分 

□問合先:TEL 0439(56)1325 君津市経済振興課 

 

６９ 福岡の桜並木（君津市） 

皇太子（現上皇陛下）のご誕生を祝して、昭和９年から昭和１１年５月

にかけて、県道小櫃佐貫停車場線の沿道に桜が植栽されました。また、桜並木

の参道入口には「鹿野山参道碑」があり、こちらの碑文は、久留里出身の書の

大家千代倉
ち よ く ら

桜
お う

舟
しゅう

 が書いたものです。碑の背には桜が植栽された経緯が刻まれ

ています。 

□見 頃:４月上旬～中旬 

□品 種:ソメイヨシノ 等 

□所在地:君津市福岡から鹿野山神野寺までの参拝道 

□交 通:【車】館山自動車道君津 IC から鴨川方面約７㎞ 

□問合先:TEL 0439(56)1325 君津市経済振興課 
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７０ 千葉県立富津公園（富津市） 

公園内にある中の島周辺で鑑賞することができます。周辺はお堀になってお

り、水面に映る桜や、芝生にのんびり座って鑑賞することもできます。 また、中の

島展望台では３６０度見渡すことができ、春の富津岬の景色を高台から楽し

めます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約３００本 

□品 種:オオシマザクラ  

□場 所:富津市富津２３０７－２ 

□交 通:【電車】JR 内房線青堀駅から富津公園行きバス終点下車 

□問合先:TEL 0439(87)8887 富津公園管理事務所 

 

７１ 富津市民の森（富津市） 

市民の森は、房総半島中央の豊かな自然の中に位置し南房総の観光拠点

としても絶好のロケーションです。山や谷を取り込んだ広大な敷地に、パノラマ広

場、芝生広場、野鳥の森、キャンプ場（夏期のみ）などの施設が点在していま

す。駐車場、遊歩道も整備されていますので４km または、６km のハイキング

を楽しむこともできます。桜は主にふれあい広場にあります。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約３０本 

□品 種:ソメイヨシノ 

□場 所:富津市豊岡２７８５－１ 

□交 通:【電車】JR 内房線上総湊駅から戸面原ダム行きバス終点下車 

□問合先:TEL 0439(68)1800 富津市民の森 管理棟  

□ＵＲＬ:https://www.city.futtsu.lg.jp/0000000354.html 
 

７２ 袖ケ浦公園（袖ケ浦市） 

満開の桜と菜の花が同時に咲き誇る、桜のピンクと菜の花の黄色の美しいコン

トラストもお楽しみください。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約１,０００本 

□品 種:ソメイヨシノ 等 

□場 所:袖ケ浦市飯富２３６０ 

□交 通:【電車】JR 内房線袖ケ浦駅から日東バスのぞみ野ターミナルほか行き袖ケ浦公園前下車 

□問合先:TEL 0438(63)6560 袖ケ浦公園管理事務所 
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７３ 鶴舞公園（市原市） 

３月下旬から４月上旬の桜の開花時期に合わせ、「鶴舞花まつり」を開催する

予定です。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約６００本 

□品 種:ソメイヨシノ 

□場 所:市原市鶴舞２４３番地１ほか 

□交 通:【電車】小湊鉄道上総鶴舞駅下車徒歩３０分 

□問合先:TEL 0436(88)3706 鶴舞さくらの会 

  □U R L:https://ichihara-kankou.or.jp/ 

 

７４ 北五井緑道（市原市） 

水路沿いの緑地に桜並木が広がっています。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約３６０本 

□品 種:ソメイヨシノ 

□場 所:市原市岩野見 

□交 通:【電車】JR 内房線五井駅下車徒歩１５分 

□問合先:TEL 0436(26)0066 市原市観光案内所 

  □ＵＲＬ:https://ichihara-kankou.or.jp/ 

 

７５ 市原市農業センター（市原市） 

道の駅あずの里いちはらに隣接している市原市農業センターでは、芝生広場や

散策路など、敷地内の様々な場所に、多様な種類の桜が植えてあります。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約１００本 

□品 種:ソメイヨシノ、シダレザクラ、ヤエザクラ、 

オオカンザクラ、カワヅザクラ 

□場 所:市原市安須９８０（道の駅あずの里いちはら隣接） 

□交 通:【車】館山自動車道市原 IC から車で約１５分 

□問合先:TEL 0436(36)4187 市原市農林業振興課 
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７６ 小湊鉄道月崎駅周辺（市原市） 

小湊鉄道月崎駅の周辺の線路沿いに桜の木が植えてあります。菜の花も周辺

に咲き誇り、人気の写真スポットです。 

また、月崎駅には、小湊鉄道の保線員がかつて詰め所として使用していた小屋

を苔や山野草で覆った「森ラジオステーション」というアート作品があります。周囲の

風景と一体となり季節の移り変わりとともに変化する様子をお楽しみいただけます。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約４０本 

□品 種:ソメイヨシノ 

□場 所:小湊鉄道月崎駅周辺 

□交 通:【電車】小湊鉄道月崎駅下車すぐ 

【車】圏央道市原鶴舞 IC から車で約２０分 

□問合先:TEL 0436(96)0055 養老渓谷駅前観光案内所 

□ＵＲＬ:https://ichihara-kankou.or.jp/ 

 

７７ 小湊鉄道飯給駅周辺（市原市） 

小湊鉄道飯給駅の周辺には、線路を挟むように桜の木が植えてあります。菜の

花も周辺に咲き誇り、人気の写真スポットです。 

また、飯給駅には藤本壮介氏が設計した「Toilet in Nature」という女子トイレ

兼アート作品もあり、その敷地内にも桜や菜の花などが咲いています。  

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約２０本 

□品 種:ソメイヨシノ、オオシマザクラ 

□場 所:小湊鉄道飯給駅周辺 

□交 通:【電車】小湊鉄道飯給駅下車すぐ 

【車】圏央道市原鶴舞 IC から車で約１５分 

□問合先:TEL 0436(96)0055 養老渓谷駅前観光案内所 

□ＵＲＬ:https://ichihara-kankou.or.jp/  
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７８ 小湊鉄道里見駅周辺（市原市） 

里見駅から徒歩約５分程の小高い丘に、「与市郎桜」と呼ばれている大きな

一本桜があります。毎年、多くのカメラマンが撮影に訪れる人気の桜です。 

□見 頃:３月下旬～４月上旬 

□規 模:約２０本 

□品 種:オオシマザクラ 

□場 所:小湊鉄道里見駅周辺 

□交 通:【電車】小湊鉄道里見駅下車すぐ 

【車】圏央道市原鶴舞 IC から里見駅まで車で約１５分 

（現地に駐車場がないため、里見駅駐車場をご利用ください） 

里見駅から徒歩約５分 

□問合先:TEL 0436(96)0055 養老渓谷駅前観光案内所 

□ＵＲＬ:https://ichihara-kankou.or.jp/  
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館山野鳥の森〔館山市〕 

● 簡単!燻製作り体験 

～身近な道具を使って燻製作りに挑戦～ 

ダンボール箱や焼き網など身近にある道具を使って、簡単な

燻製器が作れます。燻製器の作り方を指導するとともに、作った

燻製器で燻製作りに挑戦します。玉子、チーズ、ベーコンなど、

できたての燻製の味と香りをお楽しみいただけます。作った燻製

器はお持ち帰り可能ですので、ご家庭でも色々な食材に挑戦し

てみてください。 

 

・日 時:３月５日（土） １０:００～１２:００ 

・料 金:１,６００円（税込み） 

・申込み:3 月 3 日（木）締め切り ※ 電話にて予約、店員になり次第締め切り 

・持ち物:保険証（コピー可）、飲み物、手拭きタオル、エプロン、軍手 

・定 員:先着１５名（小学生以下は保護者同伴） 

 

 

● 流木アートを作ろう! 

～自然素材を活かしたオシャレなインテリア作り～ 

川や海で収集した流木を使って、インテリアを作ります。 

さまざまな形や色をした流木を加工し、木の実や貝殻を装飾

するなど、あなたのアイデアとセンスで素敵なオブジェを作りましょ

う。流木ならではの自然な風合いは、インテリアとして楽しむこと

ができ、オシャレな雰囲気を演出します。 

できあがった作品をご自宅のお庭やお部屋に飾ってみません

か。 

 

・日 時:３月１９日（土） １０:００～１２:００ 

・料 金:１,６００円（税込み） 

・申込み:3 月１７日（木）締め切り ※ 電話にて予約、店員になり次第締め切り 

・持ち物:保険証（コピー可）、飲み物、軍手、汚れても良い服装 

・定 員:先着１２名（小学生以下は保護者同伴） 
 

・場  所:館山野鳥の森 多目的ホール／館山市大神宮５５３ 

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

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

 

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

 

● 早春の森ハイキング 

総合センターを集合場所として、マイクロバスにて筒森自然観察教育林駐車場へ。 

国有林歩道～林道奥谷線を経て妙法生寺にて昼食、午後は大多喜町道～国有林会所麻綿原コースをもみの木庵ま

で約１１㎞のハイキング（※ 雨天中止） 
 

・日  時:３月１７日（木） ９:３０～１５:３０ 

      ※ 総合センターへ９:２５までに集合 

・場  所:内浦山県民の森／鴨川市内浦３２２８ 

・定  員:一般３０名（１５名に満たない場合は中止） 

・参加受付:３月１５日（火）まで（先着順、定員になり次第締め切り） 

・料  金:お一人様１,４００円（消費税込み） 「森の宿せせらぎ」ご宿泊者は半額となります 

・準備するもの:保険証、弁当、飲み物、必要であればストック 等 

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

・交  通:【電車】JR 外房線ご利用の方は安房小湊駅下車後送迎あり 

          上り８:４８（各駅）・下り９:０７（各駅） 

【車】国道１２８号線県民の森入口から約４.５km 駐車場無料 

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

 

お問い合わせ 内浦山県民の森管理事務所 TEL 04(7095)2821／FAX 04(7095)2822 
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柏市郷土資料展示室〔柏市〕 

                        

● 第２８回芹沢銈介作品展「セリザワブルー人間国宝、芹沢銈介の“藍”に揺蕩う」 

柏市が誇る「砂川七郎コレクション」から、選りすぐりの”藍”が皆様をお迎えいたします。 
 

・期    間:３月１５日（火）～７月１０日（日）   

      ※ 毎週月曜日は休室（祝日・振替休日は除く） 

・時  間:９:３０～１７:００  

・場  所:柏市郷土資料展示室／柏市大島田４８－１ 柏市役所沼南庁舎２階 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 常磐線柏駅・東武野田線柏駅東口から手賀の丘公園・小野塚台・沼南車庫・布瀬行き

バス。概ね９時台から１６時台は沼南庁舎バス乗継場下車徒歩 1 分。これ以外の時間帯は

大木戸下車徒歩２分。 

 

お問い合わせ 
柏市郷土資料展示室 TEL 04(7191)1450 

(休室日は柏市文化課 TEL 04(7191)7414／FAX 04(7190)0892） 

  



57 

 

 
千葉県立房総のむら〔栄町〕 

 

● さくらまつり 

 「桜を楽しむ」をテーマに様々なイベントを行います。館内には、ソメイヨシノをはじめ約３００本の桜が咲き誇ります。桜にち

なんだ体験やお花見を盛り上げる大道芸などを上演します。 

※ なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予告なく中止・変更する場合がございますので、 

あらかじめご了承ください。 
 

・日  時:３月２６日（土）～２７日（日） ９:００～１６:３０  

・場  所:千葉県立房総のむら／印旛郡栄町龍角寺１０２８ 

・料  金:一般３００円、高・大学生１５０円 

      ※ 団体（２０名以上）一般２４０円、高・大学生１２０円 

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

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

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

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

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

 

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

 

● 航空ジャンク市 

毎年２日間にわたって開催するヒコウキ好きのための恒例イベントです。 

機内カートや航空機部品、エアライングッズなど多数出品いたします。ぜひこの機会にご参加ください。 

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

・日  時:３月５日（土） １０:００～１７:００・６日（日） １０:００～１６:００ 

・場  所:航空科学博物館／山武郡芝山町岩山１１１－３ 

・料  金:入館料のみ 

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

E-mail info@aeromuseum.or.jp 

 

 


