
 

 

 

 

 

 

【発表：2022.04.19】 

(公社)千葉県観光物産協会 

〒260-0015 千葉市中央区富士見 2-3-1 塚本大千葉ビル９階 

TEL(043)225-9170／FAX(043)225-9198 
 

 

● 

1 ～もっと気軽に、もっと使いやすく～レンタサイクル利用料金改定 袖ケ浦市 P1 

● 

1 いちはらオープンガーデン 2022 5 月頃～3/31 WEB 配信 P2 

● 

1 千葉ポートタワーゴールデンウィークフェスタ／千葉ポートタワー 4/29～5/5 千葉市 P3 

2 第 31 回 国分川鯉のぼりフェスティバル／国分川調整池周辺 4/29～5/5 市川市 P4 

3 5 月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館 5/14・15・22  船橋市 P5 

4 楽しむピンポン／ふなばしメグスパ 5/11 船橋市 P6 

5 5 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園 5/1・3・4・5 他 船橋市 P7～8 

6 カラー オブ スプリング／京成バラ園 4/22～6/12 八千代市 P9 

7 
第 11 回 旧吉田家住宅土間コンサート 

／旧吉田家住宅歴史公園 主屋・土間 
5/14 柏市 P10 

8 旬の野菜、フルーツの収穫体験／農菜土  5/28～29 他 柏市 P11 

9 畑オーナーイベント／成田ゆめ牧場 5/7～8、14～15 他 成田市 P12 

10 
第 38 回 成田山平和大塔まつり奉納総踊り 

／成田山新勝寺大本堂前、平和大塔前 
5/7 成田市 P13 

11 
第 10 回 成田エアポートツーデーマーチ 

／中台運動公園、成田空港温泉 空の湯 
5/14～15 成田市 P14 

12 
成田伝統芸能まつり春の陣 

／成田山総門前広場ステージ、千葉銀行跡地ステージ 
5/28～29 成田市 P15 

13 銚子ハワイアンフェスティバル／銚子マリーナ海浜公園 5/14～15 銚子市 P16 



14 樹齢 800 年の藤／妙福寺 4 月下旬～5 月上旬 銚子市 P17 

15 やちまた駅北口市（いち）／八街駅北口ロータリー隣 毎月第 2 日曜日 八街市 P18 

16 プラチナアワー 他／白井市文化センター・プラネタリウム 5/12・14 他 白井市 P19 

17 いきいき山田鯉のぼりまつり／橘ふれあい公園 4/25～5/9 香取市 P20 

18 第 63 回 佐原のふな釣り大会／横利根川、長島川 5/8 香取市 P21 

19 第 39 回 水郷おみがわふな釣り大会／黒部川 5/22 香取市 P21 

20 玉﨑神社例大祭／玉前神社 5/5 旭市 P22 

21 ダイヤモンド富士／北条海岸、城山公園、伊戸など 
5 月中旬～下旬 

7 月中旬～下旬 
館山市 P23 

22 高野山不滅聖燈の火渡り／安房高野山妙音院 5/22 館山市 P24 

23 オオムラサキツツジ／万木城跡公園
まんぎじょうしこうえん

 4 月下旬～5 月上旬 いすみ市 P25 

24 源氏ぼたるの里／いすみ市山田地先 5 月下旬～6 月上旬 いすみ市 P25 

25 第 36 回 人形感謝祭／髙藏寺（高倉観音） 5/14 木更津市 P26 

26 赤ちゃん羊成長館／マザー牧場 開催中～5/31 富津市 P27 

27 ゆりの里「新茶まつり」／袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」 5/21 袖ケ浦市 P28 

28 じゃがいも収穫体験／草けいばの丘収穫園 5 月中旬～6 月下旬 袖ケ浦市 P28 

 

● 

1 道の駅とみうら枇杷倶楽部／お百姓市場／道の駅富楽里とみやま 5 月上旬～6 月中旬 南房総市 P29 

 

●  

1 

ツツジ 

【ベイエリア】昭和の森 千葉市 P30 

2 【東葛飾】清水公園 野田市 P30 

3 【北 総】小見川城山公園 香取市 P31 

4 【九十九里】圓實寺
えんじつじ

 匝瑳市 P31 

5 【九十九里】茂原公園 茂原市 P31 

1 

バラ 

【ベイエリア】千葉市都市緑化植物園 千葉市 P32 

2 【ベイエリア】習志野市谷津バラ園 習志野市 P33 

3 【北 総】佐倉草ぶえの丘バラ園 佐倉市 P34 

4 【かずさ・臨海】ドリプレ・ローズガーデン 君津市 P35 

5 【かずさ・臨海】東京ドイツ村 袖ケ浦市 P36 

1 ペチュニア 【かずさ・臨海】マザー牧場 富津市 P36 

  



1 《清和県民の森》新緑の森をゆっくり歩こう  君津市 P37 

 

1 《千葉県立美術館》「名品１－色彩のあじわい－」 他 千葉市 P38 

2 《加曽利貝塚博物館》特別史跡加曽利貝塚 縄文春まつり 千葉市 P39 

3 《千葉県立関宿城博物館》2022 年「国際博物館の日」記念事業 パネル展「川辺の鳥たち」 野田市 P40 

4 《千葉県立房総のむら》春のまつり 栄町 P41 

5 《航空科学博物館》GW シミュレーター航空教室（初級）他 芝山町 P42 

6 
《城西国際大学水田美術館》 

斉藤好和 イラストレーション展 41 年間の足あと (1980―) 
東金市 P43 

7 《千葉県立中央博物館 分館 海の博物館》観察会 他 勝浦市 P44～45 
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～もっと気軽に、もっと使いやすく～ 

レンタサイクル利用料金を改定 

／（一社）袖ケ浦市観光協会〔袖ケ浦市〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）袖ケ浦市観光協会では、サイクリングでの市内観光をより多くの方に楽しんでいただくため、また、外出自粛等によ

るストレスや運動不足の解消につなげるため、レンタサイクルの利用料金を、利用者が気軽に借りることができる時間単位での

価格に改定いたします。 

 電動アシスト付（大人用のみ）なので、まち巡りも快適。自転車好きの方はもちろん、「ちょっとそこまで」行きたい方、コロナ

でなかなか外出できなかった方、運動不足の方、皆さんにご満足いただけること間違いなしです。 

気軽に「ちょい乗り」ができる袖ケ浦市観光協会のレンタサイクルを、ぜひご利用ください。 

 
 

・期    間:４月１１日（月）より新料金に改定します。 

・場  所:セントラルフィットネスクラブ袖ケ浦駅前店 

／袖ケ浦市袖ケ浦駅前１－３９－１０ ゆりまち袖ケ浦駅前モール内 

・料  金:大人用２００円／１時間（１日最大１,０００円） 

子供用１００円／１時間（１日最大５００円） 

・交  通:【電車】JR 内房線袖ケ浦駅北口徒歩１分 

・U R L:レンタサイクル紹介ページ https://sodegaurakanko.org/3 

予約サイト https://reserva.be/sodegaurarentacycle 

 

お問い合わせ 

【レンタサイクルの貸出・予約に関すること】 

セントラルフィットネスクラブ袖ケ浦駅前店 TEL 0438(63)8108（木曜日定休） 

【レンタサイクル事業全般に関すること】 

（一社）袖ケ浦市観光協会 TEL 0438(62)3436（平日のみ） 
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いちはらオープンガーデン２０２２〔市原市〕 

市原市では、今回で第１２回目となる「いちはらオープンガーデン２０２２」を web 開催いたします。 

新型コロナウイルス感染症の影響下の中、直接の来場に代えて、web 会場で少しでもお庭の雰囲気を楽しんでいただけれ

ば嬉しいです。 
 

・期    間:５月頃～３月３１日まで 

・場  所:オンライン（市原市公式ウェブサイト） 

・料  金:無料 

・U R L:https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=62280c4c4b78727a81d2ecb7 

 

 

 

 

お問い合わせ 市原市 都市計画課 TEL0436(23)9838 
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千葉ポートタワーゴールデンウィークフェスタ 

／千葉ポートタワー〔千葉市〕 

 

タワーと観光船の共通パス:４月２９日（金・祝）～３０日（土）、５月１日（日）・３日（火・祝）～５日

（木・祝） 

屋上オープンデッキ:４月２９日（金・祝）～３０日（土）、５月１日（日）・３日（火・祝）～５日（木・祝） 

クラフト教室:キャンドル／４月２９日（金・祝）、チョークアート／４月３０日（土）、シェーカーカード／５月３日

（火・祝）、キッズクラフト／５月４日（水・祝） 

フリーマーケット:５月１日（日） 

似顔絵体験:５月１日（日） １１:００～ 

子供縁日:５月４日（水・祝）～５日（木・祝） １１:００～１５:００ 

クイズラリー:5 月 5 日（木・祝）※ 小学生以下対象 
 

・期    間:４月２９日（金・祝）～5 月 5 日（木・祝） 

・場  所:千葉ポートタワー／千葉市中央区中央港１ 

・料  金:入館料大人４２０円、小中学生２００円 

・交  通:【電車】JR 京葉線・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 下車約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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第３１回 国分川鯉のぼりフェスティバル 

／国分川調整池周辺〔市川市〕 

 

国分川鯉のぼりフェスティバルは今年で３１回を迎えます。「甦れ清流」をスローガンに約３００匹の鯉の

ぼりが掲揚します。一斉に並んで大空を気持良さそうに泳ぐ姿は壮観です。 
 

・期    間:４月２９日（金・祝）～５月５日（木・祝） 

・場  所:国分川調整池周辺／市川市東国分３丁目先 

・交  通:【電車】JR 総武線市川駅から京成バス国分操車場下車徒歩約３分 

          京成線市川真間駅から京成バス国分操車場下車徒歩約３分 

 

お問い合わせ 国分川鯉のぼりフェスティバル実行委員会（担当:堀氏） TEL 090(5772)3075 
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５月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕 

 

● 生きもののしくみを知ろう「アサリ」 

 とって食べるだけじゃもったいない。アサリの足やくちびるはどこ?二枚のからを閉じる

しくみとは?顕微鏡やピンセットをつかって実験だ。 

・日時:５月１４日（土） １３:００～１５:００  

・料金:利用料＋３００円／セット 

・申込:Web フォームより要事前応募 ５月 7 日（土） １７:００まで 

 

● ちびっこ集まれ!すなば「潮干狩りごっこ」 

学習館の砂場で、潮干狩りの練習をしよう。君は金色のホンビノスガイを見つけら 

れるかな? 

・日時:５月１５日（日） １０:００～１２:００、 

                  １３:００～１５:００ 

・料金:利用料のみ 

・申込:自由参加  

 

● 海の恵みを味わおう「アサリキャラメル＆干潟ケーキ」 

アサリのだし汁を入れた塩味のキャラメルをケーキに乗せて、小さなお菓子の干潟を

作っちゃおう。 

・日時:５月２２日（日） １０:００～１１:３０、 

                  １４:００～１５:３０ 

・料金:利用料＋５００円／１人前 

・申込:Web フォームより要事前応募 ５月１５日（日） １７:００まで 
 

・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:原則月曜日（祝日・休日と重なった場合は次の平日） 
・交  通:【電車】JR 総武線船橋駅南口（京成船橋駅）または、JR 京葉線二俣新町駅（二俣新道バス停） 

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

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

お問い合わせ 
ふなばし三番瀬環境学習館 担当:山口、小澤、和田 

TEL 047(435)7711／FAX 047(435)7712／E-mail pr@sambanze.jp 
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楽しむピンポン／ふなばしメグスパ〔船橋市〕 

 

卓球を通して、健康作りと仲間作りの輪を広げましょう。講師が丁寧に指導しますので、初心者も歓迎です。 

卓球台は２台あります（毎月第 2 水曜日開催）。 
 

・日    時:５月１１日（水） １４:００～１５:３０ 

・場  所:ふなばしメグスパ フリースペース／船橋市大神保町１３５６－３ 

・定  員:２０名（当日先着受付） 

・対  象:中学生以上 

・料  金:無料（別途施設利用料） 

・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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５月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕 

 

● マウンテンバイクパフォーマンス 

   ・ 期  日:５月１日（日） 

   ・ 時  間:① １１:００～、 ② １３:００～、③ １５:００～ 

   ・ 場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

   ・ 出  演:Ｋ＆Ｄ 

 

 ● スティルトパフォーマンス  

   ・ 期  日:５月３日（火・祝） 

   ・ 時  間:① １１:００～、 ② １３:００～、③ １５:００～ 

・ 場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

   ・ 出  演:BIG ROOTS 

 

  ● ダブルジャグリングパフォーマンス 

   ・ 期  日:５月４日（水・祝） 

   ・ 時  間:① １１:００～、 ② １３:００～、③ １５:００～ 

   ・ 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 

     

● コメディーアクロバットパフォーマンス 

   ・ 期  日:５月５日（木・祝）  

   ・ 時  間:① １１:００～、 ② １３:００～、③ １５:００～ 

・ 場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム  

・ 出  演:健山 

 

  ● 母の日に押し花メッセージカードを贈ろう 

   ・ 期  日:５月７日（土）～８日（日） 

   ・ 時  間:① １０:００～１１:３０、 ② １３:００～１６:３０ 

   ・ 場  所:メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター 

   ・ 料  金:５００円 

   

 

● シガーボックスパフォーマンス  

   ・ 期  日:５月７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:Box Performer まさきち 

 

  

 

 

 



8 

 

 ● ジャグリングパフォーマンス 

   ・ 期  日:５月８日（日） 

・ 時  間:① １１:３０～、② １３:３０～ 

・ 出  演:ボンバングー  

   ・ 場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

 

● 自然観察会「花・緑ウォッチング」 

   ・ 期  日:５月８日（日） ※ 雨天中止  

・ 時  間:１３:３０～ 

・ 内  容:園内の草花、樹木の見どころをご案内します  

   ・ 定  員:１５人 

   ・ 申  込:５月１日（日） ９:００から電話(047-457-6627)で受付 

 

● テラリウム作りのワークショップと室内植物の栽培・レイアウト講習会 

   ・ 期  日:５月２２日（日）・２９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 

・ 定  員:各 8 人 

・ 費  用:１,５００円 

   ・ 申  込:５月１日（日） ９:００から予約専用電話(047-457-6691)で受付 

 

● ５月の花 

    園内がキンギョソウ、バーベナ、ペチュニアなど約１５０種類１０万株の草花で彩られるほか、メルヘンの丘ゾーンには

広さ約６００㎡のキンギョソウ迷路もオープン予定。また、ボタン（上旬）、カザグルマ（上旬～中旬）、ハンカチノキ

（上旬～中旬）、バラ（中旬～）などが見頃を迎えます。 

 

※ ４月２９日（金・祝）～５月８日（日）は入場制限を行います。詳しくは公式ホームページをご確認ください。 

※ ５月の休園日 月曜日（２日は除く） 

※ ドッグランは５月６日（金）まで臨時休園 
 

・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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カラー オブ スプリング／京成バラ園〔八千代市〕 

 

「カラー オブ スプリング」では、「草花」や「鉱物」の色彩の世界をモチーフに「春の色彩」を園内各所でお楽しみいただけます。

昨年、全席売り切れとなった「リザーブド ローズテーブル」では現役の若手声優、劇団員たちが執事に扮し、ゲストをバラに囲ま

れたお茶会へとエスコートします。 

また、バラ園初となるアトラクション「カルーセル オブ カラーズ」が、バラ園の大温室に誕生します。温室には「光とバラのインス

タレーション」や花咲かせのバラ「アーリーローズ」などバラに今まで触れたことの無い方もお楽しみいただけます。 
 

・期    間:４月２２日（金）～６月１２日（日）  

・時  間:９:００～１８:００ 

・場  所:京成バラ園／八千代市大和田新田７５５ 

・料  金:大人（高校生以上）１,５００円、障がいをお持ちの方１,２００円、中学生以下無料 

・交  通:【電車】東葉高速鉄道八千代緑が丘駅下車徒歩１５分 

京成線八千代台駅西口から東洋バス八千代医療センター行きまたは、八千代中央駅行き

京成バラ園下車 

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

      ※ 開花状況やイベントの最新情報は、お出かけ前に公式 HP でご確認ください。 

 

お問い合わせ 京成バラ園 TEL 047(459)0106／FAX 047(459)0348 
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第１１回旧吉田家住宅土間コンサート 

／旧吉田家住宅歴史公園 主屋・土間〔柏市〕 

 

旧吉田家住宅歴史公園の趣のある主屋・土間を会場に、柏市出身のジャズピアニスト、ボーカリストの松下聖哉さんのコン

サートを開催します。 
 

・期    日:５月１４日（土） 

・時  間:① １３:００～１３:３０、② １５:００～１５:３０（全２回公演） 

・場  所:旧吉田家住宅歴史公園 主屋・土間／柏市花野井９７４－１ 

・交  通:【電車】JR 常磐線柏駅西口から東武バス５番停留所柏市立高校、東急ビレジ、柏たなか駅行き乗 

         車花野井神社下車徒歩約５分 

         TX 柏たなか駅から東武バス柏駅西口、北柏行き乗車花野井神社下車徒歩約５分 

      【車】柏 IC から国道１６号を南下（柏市内方面）。若紫交差点を左折、花野井木戸交差点を 

         右折。県道 7 号線を南下し、２つ目の信号を左折。 

 

お問い合わせ 柏市教育委員会文化課 TEL 04(7191)7403／FAX 04(7190)0892 
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旬の野菜、フルーツの収穫体験／農菜土〔柏市〕 

  

四季を通じて、田植え、稲刈り、そら豆、枝豆、とうもろこし、落花生、さつまいも等、首都圏とは思えない自然に囲まれた

畑で、旬の野菜の収穫体験を実施しています。採れたての野菜は味も格別です。 

今回は、そら豆、じゃがいも、ブルーベリーの収穫体験です。農家さんからの説明やレクチャーもあり楽しく収穫体験ができま

す。 
 

・期  日:① そら豆／５月２８日（土）～２９日（日） 

      ➁ じゃがいも／６月１１日（土）～１２日（日） 

      ➂ ブルーベリー／６月１８日（土）～１９日（日）・２５日（土）～２６日（日） 

・開催時間:９:００～１０:３０、１０:３０～１２:００ 

・場  所:① 鹿倉農園（柏市金山） ➁ わしのや農園（柏市鷲野谷） 

      ➂ グリーンファーム栗原（柏市若白毛） ※ 詳細は申込時にお伝えします。 

・対  象:どなたでも 

・定  員:各回８０名（先着） 

・申  込:① ５月２日（月） ９:００～  ➁➂ ５月１６日（月） ９:００～ 

      必要事項（氏名、住所、連絡先）と参加人数と希望時間をご記入の上、農菜土へファクス 

（04(7137)7318）または、農菜土ホームページで申込。 

・料  金:入場料:１組５名まで１,０００円 

      体験料:① １袋２，０００円（詰め放題） 

          ➁ １区画１０株２，０００円 

          ➂ １カップ５００円 

・持 ち 物:⾧靴、手袋、汚れてもよい服装 

・U R L:https://www.no-side-kashiwa.com/ 

 

お問い合わせ 
農菜土 TEL 04(7137)7318／FAX 04(7137)7318 

E-mail taiken@no-side-kashiwa.com 
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畑オーナーイベント／成田ゆめ牧場〔成田市〕 

● 夏野菜畑のオーナーになろう 

美味しい夏野菜を自分で植えて、自分で収穫してみませんか。旬の野菜が食べられます。 

 ・期 間:５月７日（土）～８日（日） 

 ・時 間:１３:００～１５:００の間、約１５分の植えつけ体験 

・料 金:１区画（ナス３株、ピーマン３株）１,５００円  

 ・申 込:両日合計先着３０区画（要電話予約） 

 ・収 穫:７月下旬頃 

 

● 落花生畑のオーナーになろう 

千葉県の名産「落花生」 

収穫後は、新鮮だからこそ食べられる塩茹でで落花生を味わってみてください。 

 ・期 間:５月１４日（土）～１５日（日） 

 ・時 間:１３:００～１５:００の間、約１５分の植えつけ体験 

・料 金:１区画（千葉半立５株）２,０００円  

 ・申 込:両日合計先着３０区画（要電話予約） 

 ・収 穫:１０月中旬頃 

 

● サツマイモ畑のオーナーになろう 

秋に大人気のサツマイモ。今年は自分で植えて自分で収穫したサツマイモを食べてみませんか。 

 ・期 間:５月２１日（土）～２２日（日） 

 ・時 間:１３:００～１５:００の間、約１５分の植えつけ体験 

・料 金:１区画（シルクスイート５株）２,５００円  

 ・申 込:両日合計先着３０区画（要電話予約） 

 ・収 穫:１０月中旬頃 

 

※ 上記イベントは全て荒天延期（延期の場合、前日昼までに HP にてご案内） 

 

 

・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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第３８回 成田山平和大塔まつり奉納総踊り 

／成田山新勝寺大本堂前、平和大塔前〔成田市〕 

 

成田山平和大塔まつり奉納総踊りは、昭和５９年４月の弘法大師１１５０年の御遠忌（ごおんき）にあたり、世界

平和と万民の幸福を祈願して建立された「成田山平和大塔」の落慶（らっけい）を記念して始まりました。旧成田町７町の

女人講をはじめ、揃いの浴衣の踊り手たちが成田山新勝寺大本堂と平和大塔前で踊りの奉納を行います。 
 

・日    時:５月７日（土）１２:５０～１３:２０（予定） 

・場  所:成田山新勝寺大本堂前・平和大塔前／成田市成田１ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】ＪＲ成田線成田駅または、京成線京成成田駅下車徒歩１５分 

・U R L:https://www.nrtk.jp 

 

お問い合わせ （一社）成田市観光協会 TEL 0476(22)2102 
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第１０回 成田エアポートツーデーマーチ 

／中台運動公園、成田空港温泉 空の湯〔成田市〕 

２日間にわたり開催される、成田エアポートツーデーマーチは、２日間にわたり開催される北総の豊かな自然や、木立の間

から成田国際空港を飛び立つ飛行機を間近で体感できるウォーキングイベントです。小さなお子様連れでも安心な７ｋｍや

初心者向けの１０km、２０km、健脚向きの３０km といったように様々なコースが設定されています。 

大会参加者には、成田、芝山両市町の対象店舗にて使用できる、お得なクーポンが配布されるほか、成田市内の指定の

ホテル、旅館にご宿泊された方には、成田市特産のクリームスイカを１玉お送りします（大会中、おひとり様１個まで）。 

ツーデーマーチは、今大会をもって最後となります。最後の機会となりますので、ぜひご参加ください。 
 

・期    日:5 月１４日（土）～１５日（日） 

・場  所:中台運動公園／成田市中台 5 丁目 2 

            成田空港温泉 空の湯／山武郡芝山町香山新田２７－１ 

      ※ コースによって主会場が異なります。 

・料  金:一般／事前申込１,５００円（成田市、芝山町在住の方は１,０００円） 

当日申込２,０００円 

      高校生５００円、中学生２００円、小学生以下無料 

・交  通:【電車】中台運動公園／JR 成田線成田駅下車徒歩１０分 

          成田空港温泉 空の湯／芝山鉄道芝山千代田駅下車徒歩３分 

 

お問い合わせ 
エントリー事務局（お申し込みについて） TEL 0120(711)951 

成田市観光プロモーション課（その他） TEL 0476(20)1540 
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成田伝統芸能まつり春の陣 

／成田山総門前広場ステージ、千葉銀行跡地ステージ〔成田市〕 

成田伝統芸能まつり春の陣は、歌舞伎公演を中心としたお祭りです。成田では、例年９月に開催される成田伝統芸能ま

つりにて、獅子舞や祭り、踊りなどの伝統芸能団体が一堂に会しますが、今年は春にも、伝統芸能まつり春の陣として、“歌舞

伎のまちナリタ“で出会う日本の伝統”をテーマに、成田の伊能歌舞伎をはじめ、全国より集まった地芝居団体がそれぞれ歌舞

伎公演を行います。 

また、江戸時代に初代市川團十郎が成田山のお不動様にちなんだ歌舞伎を演じ、成田山の御利益が知れ渡ったことから

流行した成田詣にあやかった「ご当地キャラ成田詣」も同時開催され、全国各地のキャラクターが集結し、うなりくんと一緒に歌

舞伎の有名な演目「白波五人男」を演じます。 

５月２８日（土）から７月１０日（日）には、表参道で歌舞伎スタンプラリーも行う予定です。ぜひ、目の前で実物を

鑑賞していただき、各地の伝統芸能の素晴らしさをご覧ください。 
 

・期    間:５月２８日（土）～２９日（日） 

・場  所:成田山総門前広場ステージ／成田市成田１  

      千葉銀行跡地ステージ／成田市花崎町５３６ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】総門前広場ステージまで／ＪＲ成田線成田駅または、京成線京成成田駅下車徒歩 5 分 

千葉銀行跡地ステージまで／ＪＲ成田線成田駅または、京成線京成成田駅下車徒歩 3 分 

 

お問い合わせ 成田市観光プロモーション課 TEL 0476(20)1540 
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銚子ハワイアンフェスティバル／銚子マリーナ海浜公園〔銚子市〕 

 

銚子マリーナから望む雄大な太平洋をバックに、野外で生バンド演奏とともにフラを踊ります。県内外からの多数のフラダンサ

ーが銚子マリーナに集うフラの祭典です。銚子特産品の販売コーナーもあります。 

※ 新型コロナウイルスの感染状況により、中止する場合があります。 
 

・期    日:５月１４日（土）～５月１５日（日） 

・時  間:１４日（土）／１３:００～１８:００、１５日（日）／１１:３０～１８:３０ 

・場  所:銚子マリーナ海浜公園／銚子市潮見町１５ 

・交  通:【電車】JR 総武本線銚子駅から千葉交通バス千葉科学大学行きマリーナ前下車徒歩３分 

・U R L:https://www.facebook.com/choshi.hawaii 

 

お問い合わせ 銚子ハワイアンフェスティバル事務局 TEL 090(7818)6574 
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樹齢８００年の藤／妙福寺〔銚子市〕 

 

⾧さ１.８m にもなる見事な藤の花すだれが、毎年多くの花見客を楽しませています。境内には大小４つの藤棚があり、一

番大きな藤棚には樹齢８００年を越し、根本がまるで龍が寝ているようにみえることから「臥龍（がりゅう）の藤」と呼ばれて

います。 

見頃は４月下旬から５月上旬で、この期間には夜間のライトアップを実施します。 
 

・期  間:４月下旬～５月上旬 

・場  所:妙福寺／銚子市妙見町１４６５ 

・交  通:【電車】JR 総武本線銚子駅下車徒歩 5 分 

・U R L:https://www.myokensama.jp/ 

 

お問い合わせ 
妙福寺 TEL 04(7125)3030 

（一社）銚子市観光協会 TEL 0479(22)1544 
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やちまた駅北口市（いち）／八街駅北口ロータリー隣〔八街市〕 

 

当日は市内の生産団体が参加し、八街特産の落花生や新鮮野菜などの多彩な産品を、お手頃価格で購入することがで

きます。また、様々なステージイベントが開催されます。 

是非、遊びに来てください。ピーちゃん、ナッちゃん、ぼっちくんも遊びに来ます。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合があります。 

※ 来場される際はマスクの着用等、新型コロナウィルス感染症の拡大防止対策にご協力ください。 
 

・期  日:毎月第２日曜日（１１月は６日に開催） ※ 雨天中止 

・時  間:１０:００～１５:００  

・場  所:八街駅北口ロータリー隣／八街市中央１４－１ 

・交  通:【電車】JR 総武本線八街駅北口下車すぐ 

 

お問い合わせ ぼっち TEL 04(3444)6007 
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プラチナアワー 他／白井市文化センター・プラネタリウム〔白井市〕 

 

● プラネタリウム投映 （約４５分間） 

土、日曜、日曜以外の祝日 

１１:３０～  ５月１５日（日）まで「ロイ君とみんなのうちゅう ～ちっちゃい星めぐり～」  

           ５月２１日（土）から「ぼくたち惑星 8 きょうだい」 ※ 5 月２８日（土）は別内容 

太陽系の惑星たちについて、太陽先生の授業で、楽しく学びましょう。星座解説もあります。 

１５:００～ 「星座ミュージアム北斗七星～祈りの先に輝く星～」  

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

  料金:大人３５０円、子ども１６０円 

● プラチナアワー（約４５分間） 

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

  今回のお話は「惑星集合」です。 

日時:５月１２日（木） １１:００～、１４日（土） １３:３０～ 

料金:大人３５０円 

● ひよこプラネタリウム (約３０分間)   

プラネタリウムは初めてという小さなお子様と、ご家族向けの番組です。 

日時:５月２５日（水）・２８日（土） １１:３０～  

料金:大人２００円、子ども無料 

● 昼間の金星を見る会 

 望遠鏡を使って、金星を観望します。雨天、曇天の場合は中止。 

  日時:５月７日（土） １０:３０～１２:３０ 

  料金:無料、予約不要、時間内にお越しください。 

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

・場  所:白井市文化センター・プラネタリウム／白井市復１１４８－８ 

・交  通:【電車】北総線白井駅北口下車徒歩１５分 

      【車】国道１６号白井交差点から５分（無料駐車場２３０台） 

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

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

問い合わせください。 

お問い合わせ 白井市文化センター・プラネタリウム TEL 047(492)1125 
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いきいき山田鯉のぼりまつり／橘ふれあい公園〔香取市〕 

 

里山に囲まれた橘堰の上空を、約１００匹の鯉のぼりが悠々と泳ぎます。その姿は、公園の芝生の広場や水辺の遊歩道、

また、牧野の森のてっぺんからのんびりと眺めることができます。 
 

・期    間:〔鯉のぼり掲揚〕４月２５日（月）～５月９日（月） 

〔メインイベント〕今年度は中止 

・場  所:橘ふれあい公園／香取市仁良１ 

・交  通:【電車】JR 成田線小見川駅から千葉交通バス（府馬線）旭駅行き１５分、田部倉庫前下車徒歩１

５分 

【車】東関東自動車道大栄 IC から東総有料道路経由３０分または、佐原香取 IC から２５分 

JR 成田線小見川駅からタクシーで約１０分 

無料駐車場あり（２００台） 

・U R L:http://www.city.katori.lg.jp/ 

 

お問い合わせ 香取市 商工観光課 TEL 0478(54)1111／FAX 0478(54)2855 
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第６３回 佐原のふな釣り大会／横利根川、⾧島川〔香取市〕 

ふな釣りのメッカ横利根川と⾧島川を会場に、太公望達が腕を競います。⾧い歴史を持ち、首都圏からの参加者も多い大

会です。釣竿は１本とし、陸釣り、舟釣りは問わず自由釣り。ただし、吸込み、ギャング釣り、リール釣り、撒き餌は厳禁（釣り

餌は自由）。釣魚総重量制により順位を決定し、豪華賞品も多数用意されています。 
 

・期  日:５月８日（日） ※ 雨天決行（４月２３日（土）から受付開始） 

・時  間:競技時間／５:００～１４:００ ※各自釣り場でスタート（１４:００までに計量受付場所） 

計量受付時間／１３:００～１４:００ 

・場  所:横利根川⾧島川 

      【表彰式】川の駅水の郷さわら／香取市佐原イ４０５１－３  

・参 加 費:大人７００円、小・中学生５００円 

・交  通:【電車】JR 佐原駅から１５分 

【車】東関東自動車道佐原香取 IC から１５分 JR 佐原駅から１５分 

         無料駐車場あり 

・U R L:http://www.suigo-sawara.ne.jp/ 

お問い合わせ （一社）水郷佐原観光協会 TEL 0478(52)6675 

 

 
第３９回 水郷おみがわふな釣り大会／黒部川〔香取市〕 

参加者全員に豪華なプレゼントがあります。競技方法、審査方法などはお問い合わせください。 
 

・期  日:５月２２日（日） ※ 雨天決行  

・時  間:競技時間 ６:００～１４:００、受付 ５:３０～ 

・場  所:黒部川 

【受付、表彰式】くろべ運動公園／香取市小見川４８６６―１０９ 

・申  込:５月２１日（土）までは、高橋釣具店、釣り具のつくば屋へ。当日は、くろべ運動公園（ボート 

艇庫前）まで。 

・参 加 費:【前日受付】高校生・一般７００円、女性・中学生以下５００円 

【当日受付】高校生・一般８００円、女性・中学生以下６００円 

・交  通:【電車】JR 成田線小見川駅下車徒歩２０分 

【車】東関東自動車道佐原香取 IC から２０分 

無料駐車場（スポーツ・コミュニティセンター駐車場）普通車１００台 

・U R L:http://www.city.katori.lg.jp/ 

お問い合わせ 
水郷小見川観光協会（香取市商工観光課内） 

TEL 0478(54) 1111／FAX 0478(54)2855 
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玉﨑神社例大祭／玉崎神社〔旭市〕 

 

旭市飯岡地区にある玉﨑神社は香取神宮に次ぐ下総国二の宮と称されています。毎年５月５日に行われる大祭で、奉

納される御神楽は五穀豊穣を祈る十二座神楽です。市内後草に江戸時代以降移転した氏子の子孫の方々が、代々玉﨑

神社に参集して演じます。 

※ 新型コロナウイルスの影響により、中止となる場合があります。 
 

・日    時:５月５日（木・祝） １０:００～ 

・場  所:玉﨑神社／旭市飯岡２１２６ 

・交  通:【電車】JR 総武本線旭駅からコミュニティバス東西線玉﨑神社下車徒歩約５分 

【車】千葉東金道路横芝光 IC から国道１２６号経由で約４５分 

 

お問い合わせ 玉﨑神社 TEL 0479(57)2278 
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ダイヤモンド富士／北条海岸、城山公園、伊戸など〔館山市〕 

毎年５月と７月に市内各所で富士山頂に夕日が落ちていく 「ダイヤモンド富士」 をご覧いただけます。 

富士山を海越しに見る事が出来る館山では、富士山が海に浮かぶように見えます。 

この機会にぜひ、館山市にお越しください。 
 

・期    間:5 月中旬～下旬または、7 月中旬～下旬 

・場  所:北条海岸、城山公園、伊戸など／館山市 

・交  通:【車】富津館山道路富浦 IC から１０分～３０分（場所により異なります）。 

・U R L:http://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page100086.html 

お問い合わせ （一社）館山市観光協会 TEL 0470(22)2000／FAX 0470(23)3000 
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高野山不滅聖燈の火渡り／安房高野山妙音院〔館山市〕 

 

火渡りとは、修験道に伝わる秘法で、正式には火生三昧法（かしょうざんまいほう）といい、一年に一度〔毎年 5 月第 4

日曜日〕妙音院で行われる伝統行事です。 

妙音院では、高野山より伝わる「不滅の聖燈」にて火渡りを行っております。 

火（仏の知恵の火）の上を歩くことによって、煩悩を焼き尽くし、自身再生を意味します。自分自身の心の修行、厄祓い、

無病息災などを祈願いたします。 

僧侶を先頭に燃えさかる炎の中を一心に祈りながら、裸足で歩いて渡ります。 

一般の方も火を伏せた後に渡ることができます。火渡りされた方にはお札も授与いたしますので、どうぞご来山ください。 
 

・日  時:５月２２日（日） １３:３０～／人形供養、１４:００～／火渡り  

・場  所:安房高野山妙音院／館山市上真倉１６８９ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 内房線館山駅東口から JR バス安房白浜行き乗車約１０分、上真倉バス停下車徒歩 

３分 

【車】館山道富浦 IC から２０分 

・U R L:https://myoonin.jimdofree.com 

 

お問い合わせ 安房高野山妙音院 TEL 0470(23)8285／FAX 0470(49)5154 
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オオムラサキツツジ／万木城跡公園

まんぎじょうしこうえん

〔いすみ市〕 

 

４月下旬から５月上旬にかけてオオムラサキツツジが満開となります。 
 

・見  頃:４月下旬～５月上旬 

・場  所:万木城跡公園／いすみ市万木８３４ 

・交  通:【電車】いすみ鉄道国吉駅下車徒歩３０分 

 

お問い合わせ いすみ市水産商工観光課 TEL 0470(62)1243 

 

 
源氏ぼたるの里／いすみ市山田地先〔いすみ市〕 

東（山田）地区の山田川周辺には、源氏ぼたるが多く生息しており、いすみ市では、この区域を「源氏ぼたるの里」に指

定し、大切に保護しています。毎年５月下旬から６月上旬にかけての１９:００頃から２０:３０頃までほたるが飛び交

い、幻想的な光の舞に多くの人が魅せられています。 

ほたるは、自然環境の良い清流を好む昆虫です。自然を大切にしましょう。 
 

・見  頃:５月下旬～６月上旬 １９:００～２０:３０ 

・場  所:源氏ぼたるの里／いすみ市山田地先 

・交  通:【電車】いすみ鉄道上総東駅下車徒歩３０分 

※ 夜間の運行はありません。お帰りの電車の時刻を調べてお出かけください。 

お問い合わせ いすみ市水産商工観光課 TEL 0470(62)1243 
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第３６回 人形感謝祭／髙藏寺（高倉観音）〔木更津市〕 

 

雛人形、五月人形、こけし、ぬいぐるみ等の人形の供養が行われます。 
 

・日  時:５月１４日（土） 受付／１０:００～、開始／１１:００～ 

・場  所:髙藏寺（高倉観音）／木更津市矢那１２４５ 

・料  金:見学無料、供養料３,５００円以上 

・交  通:【電車】JR 内房線木更津駅東口５番乗場より高倉アカデミア線乗車約２５分 

                   平日／かずさ高倉下車徒歩約１０分、土日祝／高倉観音下下車徒歩約７分 

 

お問い合わせ 木更津ひな会 TEL 080(1038)3317 
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赤ちゃん羊成⾧館／マザー牧場〔富津市〕 

 

羊の親子が暮らすお部屋を大公開! 

今年の春、生まれたばかりの赤ちゃん羊の可愛い仕草が見られるのは今だけです。 
 

・期  間:開催中～５月３１日（火） １０:３０～１６:００ 

・場  所:マザー牧場／富津市田倉９４０－３ 

・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 

      イベント観覧無料、同伴犬は入ることができません。 

・駐車料金:乗用車 1 日１,０００円 

・交  通:【電車】JR 内房線君津駅南口から日東交通マザー牧場直通路線バスで約３５分 

【車】館山自動車道君津 PA スマート IC（ETC 車限定）から車で約１０分 

館山自動車道木更津南 IC から車で約３０分 

 

お問い合わせ マザー牧場 TEL 0439(37)3211 
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ゆりの里「新茶まつり」 

／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:５月２１日（土） ９:００～１５:００ 

・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:【電車】JR 内房線袖ケ浦駅から路線バス（日東交通）のぞみ野バスターミナルほか行き袖ケ浦公

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 

 

 

 

 
じゃがいも収穫体験／草けいばの丘収穫園〔袖ケ浦市〕 

東京ドイツ村に隣接する収穫園です。じゃがいもの収穫体験ができます。 
 

・期  間:５月中旬～６月下旬 

・時  間:１０:００～１５:３０   

・定 休 日:月曜日～金曜日（土曜日、日曜日、祝日のみ営業） ※ 雨天中止あり 

・場   所:草けいばの丘収穫園／袖ケ浦市川原井１８１－１０ 

・料   金:４株１,０００円 ※ 東京ドイツ村の入園料と駐車料金が別途必要です。 

・交   通:【車】館山自動車道姉崎袖ケ浦 IC から車で１０分 

 

お問い合わせ 草けいばの丘収穫園 TEL 0438(75)3026 
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びわ狩り 

 ※ 期間中でも天候や生育状況によりびわ狩りができない日もあるため、必ずお問い合わせください。 

 ※ 目安として５月がハウスびわ、６月が露地びわです。 
 

【南房総】 

１ 道の駅とみうら枇杷倶楽部（南房総市）  

□期 間:５月上旬～６月中旬 

□場 所:南房総市富浦町青木１２３－１ 

□料 金:２,７００円～ ※ ３０分食べ放題、お持ち帰りは出来ません。 

□交 通:【電車】JR 内房線富浦駅下車徒歩約１５分 

【車】富津館山自動車道富浦 IC から車で約３分 

□問合先:TEL 0470(33)4611 道の駅とみうら枇杷倶楽部 

 

２ お百姓市場（南房総市） 

□期 間:５月上旬～６月中旬  

□場 所:南房総市富浦町青木１０３－１  

□料 金:２,８００円 ※ ３０分食べ放題、お持ち帰りは出来ません。 

□交 通:【電車】JR 内房線富浦駅下車徒歩約１５分 

     【車】富津館山自動車道富浦 IC から約 3 分 

□問合先:TEL 0470(33)4611 お百姓市場 

 

３ 道の駅富楽里とみやま（南房総市）  

□期 間:５月上旬～６月 

□場 所:南房総市二部２２１１ 

□料 金:２,０００円～（予定、4 歳未満無料） ※ ３０分食べ放題 

□交 通:【電車】JR 内房線岩井駅下車徒歩約１５分 

【車】富津館山自動車道鋸南富山 IC から約 3 分 

□問合先:TEL 0470(57)2601 道の駅富楽里とみやま  
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花情報（ツツジ・バラ・ペチュニア） 

※見頃は、天候・気候によって異なります。また入場料・入園料等が必要な施設がございますので、 

あらかじめご確認のうえ、お出かけください。 
 

Ⅰ ツツジ 

【ベイエリア】 

１ 昭和の森（千葉市） 

昭和の森は、千葉市内最大の総合公園で、「日本の都市公園１００選」

に選ばれている１００ha を超す広さの園内には、赤や白、ピンクなど５万株の

色とりどりのツツジが咲き誇ります。芝生が広がる太陽の広場を囲むようにサイクリ

ングコースがあり、その両側にもツツジが色鮮やかに咲き、快適なサイクリングを楽

しむことができます。 

□見 頃:４月中旬～５月上旬 

□場 所:千葉市緑区土気町２２ 

□交 通:【電車】JR 外房線土気駅南口から千葉中央バス ブランニューモール行き昭和の森西下車徒歩 

５分または、あすみが丘東４丁目（ホキ美術館前）下車徒歩３分 

□問合先:TEL 043(294)3845 昭和の森管理事務所 

 

【東葛飾】 

2 清水公園（野田市） 

清水公園のツツジは、桜とともに多くの人々に親しまれています。新緑の５

月、園内２８万㎡の土地に１００品種２万株のツツジが一斉に咲き誇りま

す。江戸時代のツツジを代表する古品種で、樹齢３００年以上の「キリシマ」を

はじめ「オオムラサキ」、「オオヤマツツジ」、モチツツジ系の「ハナグルマ」、リュウキュ

ウ系の「リュウキュウ」や「ミネノマツカゼ」、そして、この公園でしか見ることのできな

いヤマツツジの珍種など見所がたくさんあります。ぜひ、ツツジ三昧の１日をお楽し

みください。 

□見 頃:４月下旬～５月上旬 

□場 所:野田市清水９０６ 

□交 通:【電車】東武アーバンパークライン（東武野田線）清水公園駅西口下車徒歩１０分 

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

３ 小見川城山公園（香取市） 

サクラとツツジの名所、小見川城山公園では、５月上旬に４,０００本の

ツツジが咲き誇ります。５月８日（日）まで水郷おみがわ桜つつじまつりが開

催されます。 

□見 頃:５月上旬 

□場 所: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） 

 

【九十九里】 

4  圓實寺
え ん じ つ じ

（匝瑳市） 

樹齢４００年と伝えられる大つつじ。高さ３m、幅５m にも及び、満開の姿

は圧巻です。 

□見 頃:４月下旬～５月上旬 

□場 所:匝瑳市木積１２７５ 

□交 通:【電車】JR 総武本線八日市場駅から市内循環バス 

豊栄・吉田循環木積下車徒歩約１０分（循環バスは日曜、祝日運休） 

□問合先:TEL 0479(73)0089 匝瑳市産業振興課 

□ＵＲＬ:https://www.city.sosa.lg.jp/flower_letter.php （匝瑳市花だよりページ） 

 

６ 茂原公園（茂原市） 

茂原公園は、サクラのみならずツツジの名所としても知られています。ツツジは、

市の木に指定されており、園内には弁天湖を取り囲むように紫や白、ピンクなど色

とりどりのツツジが咲き誇ります。鮮やかに彩られた公園内を散策してみませんか。 

□見 頃:４月下旬～５月上旬 

□場 所:茂原市高師１３２５－１ 

□交 通:【電車】JR 外房線茂原駅からバス⾧南方面行き藻原寺下車徒歩５分 

     【車】圏央道茂原⾧柄スマート IC から県道１４号経由で約１３分 

□問合先:TEL 0475(20)1548 茂原市役所都市整備課 
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Ⅱ バラ 

【ベイエリア】 

１ 千葉市都市緑化植物園（千葉市） 

１００種７００株のある市民バラ園のほか、園内各所にバラが植栽され、

野生種や現代バラなど様々なバラを鑑賞できます。また、約３.４㏊の園内で

は、木々の花、草花、野草など様々な植物があり、１年中植物や景色を楽しむ

ことができます。 

□見 頃:５月上旬～５月下旬頃 

□場 所:千葉市中央区星久喜町２７８ 

□開園時間:９:００～１７:００  

□休園日:月曜日（祝日の場合は翌日） 

□入園料:無料 

□交 通:【電車】JR 千葉駅から千葉中央バス・小湊バス蘇我駅東口行き北星久喜下車徒歩 5 分 

JR 内房線・外房線・京葉線蘇我駅から千葉中央バス・小湊バス矢作経由 JR 千葉駅行

き緑化植物園入口下車徒歩５分 

※ バラの開花期等は混雑する場合がありますので、来園にはバスをご利用ください。 

□問合先:TEL 043(264)9559 千葉市都市緑化植物園管理事務所 
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2 習志野市谷津バラ園（習志野市） 

 名花、名品種といわれる８００種７,５００株のバラが優雅に咲き競い、５月

中旬には見渡す限りのバラの花園になります。⾧さ５０ｍのバラのトンネルもあり、

ロマンチックな雰囲気が漂います。バラ園入口の脇には、「読売巨人軍発祥の地」

の碑があります。 

□見 頃:５月中旬～６月中旬 

□場 所:習志野市谷津３－１－１４ 

□入園時間:５月１日（日）～ ６月３０日（木） 

８:００～１８:００ 

□休園日:毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は、その翌日休園）      

5 月 1 日（日）～６月３０日（木）は休園なし 

□入園料:５月１日（日）～６月３０日（木） 

     高校生以上５５０円、６５歳以上２５０円、中学生以下 

無料 

※ ６５歳以上の方は健康保険証など年齢が証明できるものをご提示ください。 

  ※ ３０名以上から団体料金が適用されます。 

□交 通:【電車】京成線谷津駅南口下車徒歩５分または、JR 総武線津田沼駅から京成バス谷津干潟行き 

谷津南小前下車徒歩３分 

※ 公共交通機関をご利用ください。 

□問合先:TEL 047(453)3772 習志野市谷津バラ園 
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【北 総】 

３ 佐倉草ぶえの丘バラ園（佐倉市） 

佐倉草ぶえの丘バラ園ではバラの原種、オールドローズを中心に約１,２５

０品種２,５００株のバラを楽しめます。貴重な品種を保存する保存園であ

ると同時に、それぞれのバラの持つ美しさが表現されるよう設計された回遊式

のバラ園です。 

２０１４年にはアメリカ・サンマリノの「グレートローザリアンズ オブ ザ ワー

ルド プログラム」からアジアで初めて「殿堂入りバラ園」に選ばれました。 

また、２０１５年には世界バラ会連合第１７回世界大会にて「優秀庭

園賞」を受賞しています。 

５月１４日（土）から６月５日（日）にはローズフェスティバルを開催し(予定)、バラに包まれた芝生広場でのガーデン

コンサート等各種イベントも行います。 

□見 頃:５月中旬～６月上旬 

□場 所:佐倉市飯野８２０ 

□開園時間:９:００～１７:００ (入園は１６:００まで) 

□入園料:大人（高校生以上）４１０円、小人（小・中学生）１００円、未就学児無料 

※ 障がい者、団体割引あり 

□交 通:【電車】京成線佐倉駅から佐倉市循環バスで１０～２０分 

JR 総武本線佐倉駅からタクシーで１５分 

【車】東関道佐倉 IC より約２５分 

□問合先:TEL 043(485)7821 佐倉草ぶえの丘 
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【かずさ・臨海】 

４ ドリプレ・ローズガーデン（君津市） 

オールドローズとイングリッシュローズの中でも特に強い香りのバラをコレク

ションしており、その数は５００品種３,０００株に及びます。 

また日本では珍しい宿根草の数々もガーデンのあちこちに咲いていま

す。元々この土地に植わっていた大きくて見事な樹木を活かしたガーデン

造りにもご注目ください。敷地内には、アンティーク＆植物雑貨のお店や、

天然のバラから作られた香水の香りが漂うお食事＆お飲み物の図書館カ

フェもあり、庭園を眺めながらゆったりとした時間を過ごせます。カフェやアン

ティークショップは、英国から取り寄せた古材で作られており、時を経たイギ

リスの庭園のような味わい深い空間を楽しめます。 

□見 頃:５月中旬～６月中旬 

□場 所:君津市大野台８１５－８５ 

□開園時間:１０:００～１７:００ 

□休 園:水曜日（４月２８日（木）～６月７日（火）は無休で OPEN） 

□入園料: 

期 間 入園料 

（大人） 

３月２６日～４月２２日 ６００円 

４月２３日～５月１０日 ９００円 

５月１１日～６月７日 １,１００円 

６月９日～２８日 ８００円 

※ ８０歳以上、身体障害者手帳をお持ちの方、未就学児は無料、小学生半額、税込み 

□交 通:【車】君津 IC から９２号線鴨川方面１６３号線経由、９３号線ガーデン看板右折 

（１５分～２０分程度） 

□問合先:TEL 0439(37)3767   ドリプレ・ローズガーデン 

□ＵＲＬ:https://www.dreaming-place-garden.com/ 
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５  東京ドイツ村（袖ケ浦市） 

華やかなバラのアーチをくぐると、色とりどりのバラが皆様をお迎えします。

ドイツ原産のバラ８０種類を集めました、「ドイツのバラコーナー」を始め、

２５０品種３０００株のバラがローズガーデンに咲き誇り、東京ドイツ

村をロマンチックな甘い香りで包みます。 

□見 頃:５月中旬～６月中旬 

□品 種:２５０種 

□株 数:約３,０００株 

□面 積:７,０００㎡ 

□所在地:袖ケ浦市永吉４１９ 

□営業時間:９:３０～１７:００（最終入園１６:００）、年中無休 

□料 金:大人８００円、子ども（４歳～小学生）４００円、別途駐車料金１,０００円 

□交 通:【車】館山自動車道姉崎袖ケ浦 IC 右折約３km 

圏央道木更津東 IC 左折約６km 

□問合先:TEL 0438(60)5511 東京ドイツ村 

□ＵＲＬ:https://t-doitsumura.co.jp/ 

 
 

Ⅲ ペチュニア 

【かずさ・臨海】 

１ マザー牧場（富津市） 

広さ約５,０００㎡の「花の谷」では、６月中旬から９月下旬にかけ

て３万５千株のペチュニアが咲きそろいます。品種は「桃色吐息」。鮮や

かなピンク色で青空によく映えます。 

□開花時期:６月中旬～９月下旬 

□場 所:富津市田倉９４０－３ 

□営業時間:平日／９:３０～１６:３０ 

土日祝日／９:００～１７:００ 

□入場料:大人（中学生以上）１,５００円、小人（４歳以上）８００円 

□交 通:【電車】JR 内房線君津駅南口から日東交通マザー牧場直通路線バスで約３５分 

【車】館山自動車道君津 PA スマート IC（ETC 車限定）から車で約１０分 

□問合先:TEL 0439(37)3211 マザー牧場 
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千葉県立清和県民の森〔君津市〕 

 

● 新緑の森をゆっくり歩こう 

  風薫る五月。親子連れやお友達同士、もちろんお一人さまでも、新緑の森をゆっくり歩きながら、森の癒しを体験しましょう。 
 

・日  時:５月１４日（土） １０:００～１４:００ 

・場  所:清和県民の森 木のふるさと館／君津市豊英６６０ 

・料  金:３００円 

・定  員:３０名 

・受  付:９:５０までに木のふるさと館集合 

・持 ち 物:動きやすく、汚れてもよい服装 

・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〕 

 

● 名品１－色彩のあじわい－ 

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

に注目してご紹介します。                                          

 

 

 

 

 

                                                            富取風堂《花》 

 

                                        

● 詩歌と書―詩歌の魅力×書の表現力―   

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

                                                                         

                                                                          

 

●  絵で見る房総の景色 

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

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

た作品を紹介します。 

 

時田直善《崖の観音》 
 

・期  間:４月１日（金）～５月２２日（日） 

・開館時間:９:００～１６:３０ 

・休 館 日:月曜日（ただし月曜日が祝日の場合は翌日休館） 

・料  金:一般３００円、高校生・大学生１５０円 

６５歳以上、中学生以下、障害者手帳をお持ちの方及び介護者１名は無料 

・場  所:千葉県立美術館／千葉市中央区中央港１－１０－１ 

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

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

 

お問い合わせ 千葉県立美術館  TEL 043(242)8311／FAX 043(241)7880 
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加曽利貝塚博物館〔千葉市〕 

● 特別史跡加曽利貝塚 縄文春まつり 

発掘調査体験や勾玉づくりなどの各種体験の他、縄文時代や加曽利貝塚にちなんだお店が出店します。メガネ型端末の

スマートグラスによる AR 体験や、学芸員による展示解説、史跡内をめぐってクイズに答える加曽利クエストも実施します。開

催期間中には、加曽利貝塚 PR 大使かそりーぬと記念撮影もできちゃいます。 
 

・期    日:５月４日（水・祝）～５日（木・祝） ※ 荒天中止 

・場  所:千葉市立加曽利貝塚博物館／千葉市若葉区桜木８－３３－１ 

・料  金:無料（一部物販等は有料） 

・交  通:【電車】千葉都市モノレール桜木駅下車徒歩１５分 

千葉駅東口９番乗り場御成台車庫行き桜木町バス停から徒歩１５分 

【車】国道５１号線を佐倉方面に向かいダイハツ、日産ディーラーの道を右折し直進 

・U R L:https://www.city.chiba.jp/kasori/index.html 

 

お問い合わせ 
千葉市立加曽利貝塚博物館 TEL 043(231)0129／FAX 043(231)4986 

E-mail kasori.jomon@city.chiba.lg.jp 
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千葉県立関宿城博物館〔野田市〕 

 

                                 パネル展「川辺の鳥たち」 

 

● ２０２２年「国際博物館の日」記念事業 パネル展「川辺の鳥たち」 

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

・期   間:４月１９日（火）～６月２６日（日） 

・時   間:９:００～１６:３０ 

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館） 

・場   所:県立関宿城博物館／野田市関宿三軒家１４３－４ 

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

者は無料 

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

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

約１５分 

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

ス幸手市菱沼交差点から約１０分 

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

 

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

E-mail sekiyadohaku＠chiba-muse.or.jp 
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千葉県立房総のむら〔栄町〕 

 

● 春のまつり 

 鯉のぼりなどの子どもの日にちなんだ展示や体験などを行います。家族みんなで楽しめるイベントが盛りだくさんです。ぜひ房総

のむらで春のまつりをお楽しみください。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予告なく中止、変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
 

・期  日:５月３日（火・祝）～５日（木・祝）  

・時  間:９:００～１６:３０  

・場  所:千葉県立房総のむら／印旛郡栄町龍角寺１０２８ 

・料  金:一般３００円、高・大学生１５０円 

      ※ 団体（２０名以上）一般２４０円、高・大学生１２０円 

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

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

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

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

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

 

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

 

● GW シミュレーター航空教室（初級） 

体験館２階にあるボーイング７７７のフライトシミュレーターを用いて操縦方法

や飛行機の動く仕組みなどをわかりやすく解説し、最終的には実際にフライトシミュ

レーターで操縦体験を行っていただく教室を開催します。所要時間は座学３０

分、フライト１０分ほどです。  
・期  日:５月１日（日） 

・時  間:① １０:３０～、② １３:００～、③ １５:００～ 

・場  所:体験館２階 

・料  金:参加費５００円 

・定  員:各回先着６名 

・対  象:小学４年生以上 

・申込方法:当日開館（１０:００）より、体験館２階シミュレーター受付にて参加申込を行います。 

 

● GW ゴム動力飛行機教室 

 お子様向けのゴム動力飛行機を作って飛ばす教室を開催します。作り方だけで 

なく、よく飛ばせるコツなども解説します。所要時間は１時間半程度です。 

・期  日:５月３日（火・祝）～５日（木・祝） 

・時  間:１３:００～ 

・場  所:体験館１階 

・料  金:材料費３００円 

・定  員:各日先着２０名 

・申込方法:当日開館（１０:００）より、体験館２階シミュレーター受付にて参加申込を行います。 

 

● 集まれ!NARITA 空港車輛展 

 成田空港を縁の下で支えている特殊車輌が集合し、作動実演や車輛の解

説などを通じて、航空や空港に関する理解を深め、地域の航空人材の育成

にも寄与する展示イベントを開催します。 

・期  日:５月２９日（日） 

・時  間:１０:００～１５:００ 

・場  所:屋外展示場 

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

・場  所:航空科学博物館／山武郡芝山町岩山１１１－３ 

 

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

E-mail info@aeromuseum.or.jp 
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城西国際大学水田美術館〔東金市〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜の街（1980 年）                     ツチブタ（2017 年）  

 

● 斉藤好和 イラストレーション展 ４１年間の足あと （１９８０－） 

メディア学部特任教授・斉藤好和は、イラストレーターとして数々の作品を発表してきました。本展では初期の鉛筆画から

絵本、リノリウム版画、立体イラストなど、現在に至るまでの代表作を紹介します。 

 

〈関連イベント〉 

● 斉藤好和先生によるスライドトーク 「自作を語る」 

・日 時:５月２８日（土） １４:００～１５:００ 

・場 所:図書館 1 階オリエンテーションルーム 

・定 員:６０名  

・料 金:無料 

 
 

・期   間:５月１７日（火）～６月１７日（金）  

・時    間:１０:００～１６:００ 

・休 館 日:日曜日、月曜日休館 

・場  所:城西国際大学水田美術館／東金市求名 1 番地 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 東金線求名駅下車徒歩１０分 

      【車】千葉東金道路東金 IC より約２０分 

・U R L:https://www.jiu.ac.jp/museum/ 

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

 

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

 

● 観察会～海の博物館周辺の自然の中で、研究員の解説を聞きながら、生きものをじっくりと観察する行事～ 

・定員:各回１５名、参加費:保険料５０円 

① ウミウシを観察しよう  

・日時:５月１日（日） １０:００～１２:００ 

・内容:潮の引いた磯でウミウシを採取し、観察します。 

・対象:小学生以上（小学生は保護者同伴） 

② 親子で磯の生きものを観察しよう 

  ・日時:５月２１日（土） １３:００～１５:３０ 

  ・内容:潮の引いた磯でさまざまな生きものを観察、採集し浜辺にミニ水族館を作ります。 

  ・対象:小学生と保護者 

③ 磯で見られるヘンな生きもの 

  ・日時:６月１５日（水） １０:００～１２:００ 

  ・内容:勝浦の磯で形や生態、名前が変な生きものを探し、じっくり観察します。 

  ・対象:小学生以上（小学生は保護者同伴） 

 

● 海の生きもの観察ツアー～研究員といっしょに博物館の前の磯を歩き、さまざまな海の生きものについて解説します。磯観 

察初心者向けのミニ観察会～ 

・定員:各回１５名、参加費:保険料５０円 

・日時:① ５月１５日（日） ９:３０～１０:３０ 

       ② ５月２９日（日） ９:３０～１０:３０ 

       ③ ６月４日（土） １３:００～１４:００ 

       ④ ６月１８日（土） １３:００～１４:００ 

・対象:小学生以上（小学生は保護者同伴） 

 

 

 

注意事項（「観察会」、「海の生きもの観察ツアー」共通） 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、観察用の道具の貸し出しは行いません。参加を希望される方は、手網や 

観察用水槽などの用具について、ご自身で用意されるようお願いいたします。 

※ 磯の岩場を歩きますので、滑りにくい履物（磯靴や使い古しの運動靴など）をご用意ください。ビーチサンダルやクロックス 

は岩場で滑りやすく、大変危険です。 

※ 野外で行われる行事は、荒天等の事情により中止または、日程が変更となる場合があります。 

 

 

● 講座～研究員がスライドやビデオを使って、海の生きものや自然を紹介する行事～ 

①「イソギンチャクを分類する」・・・イソギンチャクの分類について、実際にどのように研究されていくのかを紹介します。 

・日時:５月２２日（日） １３:００～１５:００ 

・定員:８名 

・対象:高校生以上 
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申込方法（展示を除く全行事共通） 

  ・申込方法:ひとつの行事ごとに、以下の記入事項を明記のうえ、開催 2 週間前必着で海の博物館宛てに「ハガキ」

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

    【記入事項】（参加希望者全員の情報を記入） 

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

・開館時間:９:００～１６:３０（入館は１６:００まで） 

・場  所:千葉県立中央博物館分館 海の博物館／勝浦市吉尾１２３ 

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日・振替休日にあたるときは、その翌日）  

・料  金:博物館入場料 一般２００円、高校・大学生１００円 

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

無料 

・交  通:【電車】JR 外房線鵜原駅下車徒歩１５分または、勝浦駅からタクシー１０分 

     JR 外房線勝浦駅下車小湊鐵道バス勝浦駅・ミレーニア循環線海の博物館 

下車１分 

 【車】圏央道・市原鶴舞 IC から約１時間 

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

 

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

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

 

 


