
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発表：2022.10.18】 

(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 トンでしょうが／（一社）多古町観光まちづくり機構 
道の駅多古 あじさ

い館 
多古町 P1 

● 

1 
マザー牧場 イルミネーション 2022-2023 光の花園 

／マザー牧場 

11/3～3/5 の 

土日祝 
富津市 P2 

2 
東京ドイツ村ウインターイルミネーション FUN～光る笑顔に福来

たる～／東京ドイツ村 
10/28～3/19 袖ケ浦市 P3 

3 
いちはらクオードの森・森のイルミネーション 

／いちはらクオードの森 
11/19～12/27 市原市 P4 

 

● 

1 泉自然公園もみじまつり／泉自然公園 11/5～12/4 千葉市 P5～P6 

2 お十夜会（寺宝一般公開）／徳願寺 11/16 市川市 P7 

3 第 47 回 いちかわ市民まつり／大洲防災公園 11/3 市川市 P8 

4 なかやま（秋の）骨董市／中山法華経寺・祖師道前 11/15～18 市川市 P9 

5 大荒行入行会／中山法華経寺・祖師道前 11/1 市川市 P10 

6 11 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園 11/12・13・19 船橋市 P11 

7 企画展 「#三番瀬スクラップブック」／ふなばし三番瀬環境学習館 11/20～2/19 船橋市 P12 

8 第 45 回産業まつり／四街道中央公園 11/12・13 四街道市 P13 

9 第 53 回 野菜共進会／鎌ケ谷市役所 1 階市民ホール 11/10 鎌ケ谷市 P14 

10 第 23 回成田山公園紅葉まつり／成田山公園 11/12～27 成田市 P15 



 

 

 

11 成田市産業まつり／成田市公設地方卸売市場 11/19・20 成田市 P15 

12 しもふさ七福神ふれあいウォーク／成田市東商工会下総支所 11/3 成田市 P16 

13 2022NARITA 花火大会 in 印旛沼／ニュータウンスポーツ広場 11/5 成田市 P16 

14 新ふれあいイベント「もるタイム」／成田ゆめ牧場 牧場営業日 成田市 P17 

15 とみちゃん秋祭り／富里市役所 11/20 富里市 P18 

16 香取神宮奉納菊花大会／香取神宮 11/1～24 香取市 P19 

17 香取市菊花大会／小見川市民センター 11/1～23 香取市 P19 

18 ぽるぽろ（PLPLO）／飯岡海岸 11/27 旭市 P20 

19 海と灯台ウィーク／上永井公園 11/1～8 旭市 P21 

20 伝売日本市／㈱セガワ落花生フードロス削減対応施設 11/12・13 旭市 P22 

21 長生村ながいきフェスタ／尼ヶ台総合公園特設会場 11/5 長生村 P23 

22 キッチンカーがやってくる！／海の駅九十九里 11/26・27 九十九里町 P24 

23 ランタンナイト in 城山公園／城山公園 11/26 館山市 P25 

24 かもがわフレンドパーク／小湊さとうみ学校体育館 11/6 鴨川市 P26 

25 
BOSO（房総×防草）草刈サミット 2022 

／鴨川市平塚地区・房田棚田 
11/10 鴨川市 P27 

26 御会式（おえしき）／誕生寺 11/12 鴨川市 P28 

27 駅からハイキング／南房総市富山ウォーキングセンター 11/1～30 南房総市 P29 

28 キウイフルーツ狩り／マザー牧場 11 月上旬～下旬 富津市 P30 

 

● 

1 

スポット 

千葉公園 11 月中旬～12 月上旬 千葉市 P31 

2 あけぼの山農業公園 11 月中旬～12 月上旬 柏市 P31 

3 香取神宮 11 月下旬～12 月上旬 香取市 P31 

4 観
かん

福寺
ぷくじ

 11 月下旬～12 月上旬 香取市 P32 

5 白岩・四方
よ も

木
ぎ

不動滝 11 月下旬～12 月上旬 鴨川市 P32 

6 かじか橋 11 月下旬～12 月中旬 南房総市 P33 

7 小松寺
こ ま つ じ

 11 月下旬～12 月上旬 南房総市 P33 

8 大多喜県民の森 11 月下旬～12 月上旬 大多喜町 P34 

9 筒
つつ

森
もり

もみじ谷 11 月下旬～12 月上旬 大多喜町 P34 

10 粟
あわ

又
また

の滝  11 月下旬～12 月上旬 大多喜町 P34 

11 亀山湖 11 月中旬～12 月上旬 君津市 P35 

12 鹿野山
かのうざん

 神
じん

野寺
や じ

 11 月中旬 君津市 P35 

 

1 《館山野鳥の森》手作り鉢とガーデニング教室 他 館山市 P36 

2 《内浦山県民の森》紅葉・新そばハイキング 鴨川市 P37 

3 《清和県民の森》彩り豊かな紅葉クラフト作り 他  君津市 P38 

 



 

 

 

1 《千葉県立関宿城博物館》体験教室「関宿城下を歩こう（河川コース）」 野田市 P39 

2 《航空科学博物館》こうくうキッズアート展 他 芝山町 P40～P41 
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トンでしょうが／（一社）多古町観光まちづくり機構〔多古町〕 

 

多古米に合うおかずを決めるレシピコンテスト第１回「多古米おかず選手権」において、最優秀作品となった「トンでしょうが」

が商品化されました。 

「トンでしょうが」は、多古町でも生産が盛んな生姜を使った豚そぼろです。隠し味のケチャップをきかせたその味は、ご飯が止

まらなくなります。 
 

・商品名:トンでしょうが  

・企業名:（一社）多古町観光まちづくり機構 

・所在地:香取郡多古町多古２４４４－１ 

・販売価格（税込）:７０２円 

・内容量:７５g 

・賞味期限:１年間（冷凍保存） 

・取扱期間:通年 

・商品取扱場所:道の駅多古 あじさい館 

・通信販売の有無:     有  ・  無 

・URL:https://www.michinoeki-tako.com 

 

お問い合わせ 道の駅多古 あじさい館 TEL 0479(79)3456／E-mail info@michinoeki-tako.com 
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マザー牧場 イルミネーション２０２２－２０２３ 光の花園 

／マザー牧場〔富津市〕 

 

マザー牧場では、１１月３日（木・祝）より冬のイルミネーションを開催いたします。 

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

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

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

キラキラに装飾した「ナイト遊園地」や、暖かい牧場グルメもあります。 

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

・期    間:１１月３日（木・祝）～３月５日（日）の土日祝 

      １２月２８日（水）～１月４日（水） 

・休 園 日:１２月１４日（水）・１５日（木）・２０日（火）～２２日（木） 

１月１０日（火）～１３日（金）・１６日（月）～１９日（木） 

・営業時間:１６:００～１９:３０ 

※点灯時間は日没、天候などにより変動します。 

※日中は通常通り営業します。 

・場  所:マザー牧場 山の上エリア／富津市田倉９４０－３ 

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

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

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

・駐 車 料:１６時以降無料（１６時以前は１日１,０００円） 

・交  通:【電車】JR 内房線君津駅から直通路線バス３５分前後  

           【車】館山自動車道君津 PA スマート IC（ETC 車限定）から約８ｋｍ又は君津 IC から１４ｋｍ 

・U R L:https://www.motherfarm.co.jp 

 

お問い合わせ マザー牧場 TEL 0439(37)3211 
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東京ドイツ村ウインターイルミネーション  

FUN～光る笑顔に福来たる～／東京ドイツ村〔袖ケ浦市〕 

 

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

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

ー」、広い芝生広場に浮かぶ「地上絵」。電動カートで恐竜のすみかを回遊できる「ジュラジャーマンライド」。そして本場中国よ

り上陸した伝統工芸「チャイナランタン」。 

ドイツはイルミネーションの起源と言われています。その千葉のドイツより発信するワールドイルミネーションをお楽しみください。 

 
 

・期    間:１０月２８日（金）～３月１９日（日） 

・点灯時間:日没後～２０:００（最終入園１９:３０） 

・場  所:東京ドイツ村／袖ケ浦市永吉４１９ 

・料  金:乗用車１台３,０００円 ※１２月中は１台３,５００円 

      徒歩の場合１名様５００円 

・交  通:【電車】JR 内房線袖ヶ浦駅から路線バス  

【車】館山自動車道姉崎袖ケ浦 IC から３ｋｍ又は圏央道・木更津 IC から６ｋｍ 

・U R L:http://www.t-doitsumura.co.jp 

 

お問い合わせ 
東京ドイツ村 

TEL 0438(60)5511／FAX 0438(75)7068／E-mail main@t-doitsumura.co.jp 
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いちはらクオードの森・森のイルミネーション 

／いちはらクオードの森〔市原市〕 

 

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

自然の地形を活かしたイルミネーションをお楽しみください。 
 

・期    間:１１月１９日（土）～１２月２７日（火） 

・時  間:１７:００～２０:００（土日祝日は１７:００～２０:３０） 

・場  所:いちはらクオードの森／市原市柿木台１０１１ 

・交  通:【電車】小湊鉄道月崎駅下車徒歩約１５分 

【車】圏央道市原鶴舞 IC から３０分 

 

お問い合わせ いちはらクオードの森管理事務所 TEL 0436(96)1119 
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泉自然公園もみじまつり／泉自然公園〔千葉市〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

紅葉が見頃を迎える泉自然公園で、もみじまつりを開催します。各種イベントの開催や、キッチンカーの出店も行いますので、

ぜひお越しください。 

 

● フォトコンテスト  

「泉自然公園で小さい秋みぃつけた２０２２」をテーマに泉自然公園の秋を感じる１枚を募集します。 

メール・Instagram・Facebook 等でご応募ください。泉賞、作品賞（各 1 作品）の記念品はフォレストアドベンチャー・

千葉無料ペア招待券です。 

・期間:１１月５日（土）～１２月４日（日） 

 

● ノルディックウォーク 

ポールを用いた全身運動を行い、紅葉のきれいな園内を楽しくめぐります。普段運動をしていない方もチャレンジできるコース

となっています。紅葉をみながら、泉自然公園で一緒に運動してみませんか。 

 ・日時:１１月２０日（日）、２３日（水・祝） １０:００～１１:３０ 

 ・定員:先着２０名程度 

 ・料金:１,３００円 ※ポールレンタル別途２００円 

 

● もみじめぐりウォーキング 

泉自然公園は、もみじの種類は１５種類と市内で最も多くのもみじを観察できる公園です。先生の解説を聞きながら、も

みじを楽しみましょう。 

・日時:１１月１９日（土） １３:３０～１５:３０ 

・定員:先着１５名程度 

・料金:５００円 

 

● クラフト講座 

  園内の木の実や木のプレート使用し、思い思いの作品をつくりましょう。 

 ・日時:１１月２７日（日） １０:００～１４:００ ※雨天中止 

 ・定員:材料が無くなり次第終了 

 ・料金:１００円 
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● 木の実と葉っぱの図鑑を作ろう! 

WEB アプリ「はなもく散歩」を利用して公園内の樹木をめぐった後、どんぐりや木の葉で図鑑を作ろう。 

親子で秋の公園を満喫しませんか。 

 ・日時:１１月２０日（日） １０:００～１６:００ 

 ・定員:先着５０名程度 

・料金:２００円 

   

※各イベント雨天中止 

※イベントの詳細については施設 HP にてご確認ください。
 

・期    間:１１月５日（土）～１２月４日（日） 
・場  所:泉自然公園／千葉市若葉区野呂町１０８ 
・料  金:イベントによる参加料、駐車料金普通車４００円 
・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又は中野操車場行きに乗り泉

公園入口で下車徒歩１０分  
【車】千葉市中心市街地から国道 1２６号線（東金街道）を東金方面へ高田 IC 入口を右折 

・U R L:http://izumi-park.city.chiba.jp/ 

お問い合わせ 
泉自然公園（イベント担当者）   

TEL 070(7473)2458／FAX 027(225)2333／E-mail izumi.event@oriconsul.com 
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お十夜会（寺宝一般公開）／徳願寺〔市川市〕 

 

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

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

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

・期  日:１１月１６日（水） ※時間未定、開催場所へお問合せください。 

・場  所:徳願寺／市川市本行徳５－２２ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】東京メトロ東西線妙典駅下車徒歩８分 

 

お問い合わせ 徳願寺 TEL 047(357)2372 
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第４７回 いちかわ市民まつり／大洲防災公園〔市川市〕 

  

「心でつなごうふるさと市川」を合言葉に１１月３日の文化の日に開催されます。市民の交流、心のふれあい、ふるさと意

識の高揚を目的に、市民団体の PR・体験・模擬店が並ぶ「おまつり広場」や市内の商店主によるこだわりの品々が所せましと

並ぶ「バザール広場」があります。また、市民サークルによるステージパフォーマンスも楽しめます。 
 

・日  時:１１月３日（木・祝） １０:００～１６:００ 

・場  所:大洲防災公園／市川市大洲１－１８ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 総武線市川駅南口又は本八幡駅南口からバスで大洲防災公園下車 

              ※専用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。 

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

 

お問い合わせ いちかわ市民まつり実行委員会事務局 TEL047(711)1142 
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なかやま（秋の）骨董市／中山法華経寺・祖師道前〔市川市〕 

  

日蓮宗大本山法華経寺では、年間で最も大切な行事である春の「千部会」と秋の「お会式」の期間にあわせて「骨董市」

が開催されます。 

檀家、信徒はもとより、一般の方にも「骨董市」を楽しんでもらえるように法華経寺の境内において行われています。 
 

・期  間:１１月１５日（火）～１８日（金）  

・場  所:中山法華経寺・祖師道前／市川市中山２－１０－１ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】ＪＲ総武線下総中山駅下車徒歩１０分又は京成線京成中山駅下車徒歩５分 

 

お問い合わせ 日蓮宗大本山中山法華経寺 TEL 047(334)3433 
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大荒行入行会／中山法華経寺・祖師道前〔市川市〕 

  

法華経寺は、鎌倉時代に創立された日蓮宗大本山の寺院です。山号が正中山であることから中山法華経寺と呼ばれて

います。 

境内には、祖師堂、法華堂、四足門、五重塔などのたくさんの重要文化財が残されています。 

毎年１１月１日～２月１０日までの百日間、全国から集まった僧侶による「大荒行」と呼ばれる寒中の厳しい修行が行

われます。 

修行開始の儀式が１１月１日の「大荒行入行会」（だいあらぎょうにゅうぎょうえ）、２月１０日の「大荒行成満会」

（だいあらぎょうじょうまんえ）です。 
 

・期  日:１１月１日（火）  

・場  所:中山法華経寺・祖師道前／市川市中山２－１０－１ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】ＪＲ総武線下総中山駅下車徒歩１０分又は京成線京成中山駅下車徒歩５分 

 

お問い合わせ 日蓮宗大本山中山法華経寺 TEL047(334)3433 
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１１月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕 

 

  ● １１月の休園日  月曜日 

  

● 木の実のワークショップ 

・日  時:１１月１２日（土） １３:００～１５:００ 

・内  容:ドングリなどの木の実を使った工作教室 

・場  所:花の城レストハウス 

・費  用:１００円 

 

● 吹奏楽演奏 

・日  時:１１月１３日（日） ①１１:３０～、②１３:３０～  

      ・場  所:ワンパク王国ゾーン イベントドーム 

      ・出  演:船橋市交響吹奏楽団 
  

 

● 自然観察会「紅葉ウォッチング」 

・日  時:１１月１３日（日） １３:３０～ ※雨天中止 

・内  容:園内で見ごろを迎える紅葉をご案内 

・定  員:１５名 

      ・申  込:１１月１日（火）９:００から電話受付 

     

 

● 子ども忍者道場 

     ・日  時:１１月１９日（土） ①１０:００～１２:００、②１３:００～１５:００ 

            ※雨天中止 

     ・場  所:子ども美術館ゾーン 大地の広場 

     ・講  師:船橋市レクリエーション協会 

● １１月の花 

園内が球根ベゴニア、サルビア、マリーゴールドなど、約１５０種類１０万株の草花で彩られるほか、中旬からは高さが

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

 

※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約１５分アンデルセン公園下車徒歩１

分 

お問い合わせ ふなばしアンデルセン公園 TEL 047(457)6627／FAX 047(457)6140 
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企画展 「#三番瀬スクラップブック」  

／ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕 

 

● 企画展 「#三番瀬スクラップブック」 

 生きものの珍しいすがた、かわった空や海のようす、学習館の裏側などなど、三番瀬

での発見や不思議を写真で紹介します。 

・期間:１１月２０日（日）～２月１９日（日）  

・場所:ふなばし三番瀬環境学習館 2 階 

 

 

● 「パタパタはばたく! 鳥を作ろう」 

ミヤコドリ型?ミサゴ型?好きな鳥のかたちをえらんで、パタパタはばたくおもちゃを作っ

てみよう。 

・日時:１１月１２日（土） １３:００～１５:００  

・料金:利用料+１００円／セット  

・申込:Web フォームより要事前応募 １１月５日（土） 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:月曜日（祝日・休日と重なった場合は次の平日、１０月２４日（月）・３１日（月）は開館） 
・交  通:【電車】JR 総武線船橋駅南口（京成船橋駅）又は JR 京葉線二俣新町駅（二俣新道バス停） 

から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 原木側出口から信号（一つ目）を左折、船橋中央埠頭へ直進 

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

お問い合わせ 
ふなばし三番瀬環境学習館 担当:山口、小澤、和田 

TEL 047(435)7711／FAX 047(435)7712／E-mail pr@sambanze.jp 
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第４５回産業まつり／四街道中央公園〔四街道市〕 

 

採れたての農作物の販売や商工業製品の展示・販売を行います。市内のグルメや毎年恒例のステージイベントもお楽しみい

ただけます。第４５回記念として、恐竜の展示やスタンプラリーも実施します。 
 

・日  時:１１月１２日（土）・１３日（日） １０:００～１５:００  

・場  所:四街道中央公園／四街道市鹿渡無番地 

・交  通:【電車】ＪＲ総武本線四街道駅下車徒歩１５分 

 

お問い合わせ 

四街道産業まつり実行委員会事務局（四街道市産業振興課内） 

TEL 043(421)6134／FAX 043(424)2013 

E-mail ysangyo@city.yotsukaido.chiba.jp 
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第５３回 野菜共進会 

／鎌ケ谷市役所 1 階市民ホール〔鎌ケ谷市〕 

 

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

出品された野菜は事前申込制（多数抽選）にて販売が行われます。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止する場合があります。 
 

・日  時:１１月１０日（木） ８:３０～ 出品受付、１０:３０～ 審査 

      １２:００～ 展示、１４:３０～ 販売 

・場  所:鎌ケ谷市役所１階市民ホール／鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－６－１ 

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

新鎌ケ谷駅下車徒歩７分 

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

 

お問い合わせ 

鎌ケ谷市農業振興課 

TEL 047(445)1233／FAX 047(445)1400 

E-mail nougyousinkou@city.kamagaya.chiba.jp 
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第２３回成田山公園紅葉まつり／成田山公園〔成田市〕 

 

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

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

面に映し出された様子は雅やかで多くの来客者を楽しませています。 

期間中は箏（こと）や尺八、二胡（にこ）等の演奏が予定されています。 
 

・期    間:１１月１２日（土）～２７日（日）の土日祝に開催 

・場  所:成田山新勝寺 成田山公園／成田市成田１番地 

・交  通:【電車】JR 成田線成田駅又は京成線京成成田駅下車徒歩２０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 

 

 
成田市産業まつり／成田市公設地方卸売市場〔成田市〕 

 

今年１月にオープンした成田市公設地方卸売市場を会場に開催いたします。会場内では、成田市の商工業や農業を

PR する催しや、体験コーナー、物販、飲食物の販売等の出店があり、大人から子供まで楽しめるイベントも開催されます。 

当日は会場である卸売市場の「関連食品棟」もグランドオープンとなり、市場の仲卸市場業者も営業しますので、お買い物

をお楽しみいただけます。 

詳細は、成田市商工課までお問い合わせください。 

※雨天時は、イベントの変更または中止となることがございます。 
 

・日    時:１１月１９日（土）・２０日（日） ８:００～１５:００ 

・場  所:成田市公設地方卸売市場／成田市天神峰８０―１ 

・交  通:【車】東関東自動車道成田 IC から約 5ｋｍ 

 

お問い合わせ 成田市商工課 TEL 0476(20)1622 

 

  



16 

 

 
しもふさ七福神ふれあいウォーク 

／成田市東商工会下総支所〔成田市〕 

 

成田市下総地区の６つの寺院と成田ゆめ牧場にまつられている七福神を歩いて巡り、福を授かりながら史跡や豊かな自

然を楽しめるスタンプラリー。 

各お寺は休憩ポイントにもなっています。成田市東商工会下総支所に集合し、バスで成田ゆめ牧場へ移動し出発します。 
 

・日    時:１１月３日（木・祝） ８:００～１４:００  

・受  付:８:００～９:００（小雨決行、荒天中止） 

・場  所:成田市東商工会下総支所／成田市高岡１４３７－３ 

・料  金:１,０００円（保険料、スタンプ台紙・七福神スタンプ代含む） 

      ※事前申込が必要です。 

・申  込:１０月２８日（金）までに成田市東商工会に電話（TEL 0476(73)2205）で申込 

・交  通:【電車】JR 成田線滑河駅下車徒歩約１２分 

 

お問い合わせ 下総ふれあい事業実行委員会（成田市東商工会内） TEL 0476(20)2205 

 

 
２０２２NARITA 花火大会 in 印旛沼 

／ニュータウンスポーツ広場〔成田市〕 

 

２０１０年に世界初の「観客参加型花火大会」としてグッドデザイン賞を受賞した成田市の花火大会。音楽と光との演

出の素晴らしさで作り出される感動のショーをお楽しみいただくことができます。また、１万２０００発の花火による盛り沢山の

プログラムとなりますので、この機会に、皆様ぜひお越しください。 
 

・日    時:１１月５日（土） １７:３０～１９:３０（荒天中止） 

・場  所:ニュータウンスポーツ広場／成田市台方１４１５ 

・交  通:【電車】成田スカイアクセス線成田湯川駅又は JR 成田線成田駅下車徒歩３０分 

臨時バス運行予定。詳細決まり次第 HP に掲載。 

・U R L:https://naritahanabi.com/ 

 

お問い合わせ NARITA 花火大会実行委員会事務局 TEL0476(27)4779 
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新ふれあいイベント「もるタイム」／成田ゆめ牧場〔成田市〕 

 

９月に新しくスタートしたモルモットふれあいイベント「もるタイム」。総勢約５０匹のモルモット達が、皆様をお迎えします。 

これまで実施していたモルモットのふれあいが、待望のリニューアル。個別ブースでモルモットを独占し、だっこやエサあげができる

ようになりました。屋内施設での実施なので、寒くても雨の日でも快適にお楽しみいただけます。 

さらに、ふれあうことができるのはモルモットだけではありません。世界一大きなうさぎとして知られる「フレミッシュジャイアント」の

てんちょー君ともふれあえます。 

たくさんのもふもふたちとのふれあいで、ぜひ癒されてください。 

※イベントの参加料金は牧場入場料と別途です。 

※成田ゆめ牧場 HP から事前予約／事前決済必須 

※残枠があれば当日購入可能（各回開始１０分前まで） 
 

・期 日:牧場営業日（HP を要確認） 

・時 間:１０:３０～、１１:３０～、１３:３０～、１５:００～ 各回２０分間 

・場 所:成田ゆめ牧場 ぷいぷいルーム／成田市名木７３０－３ 

・定 員:各回２人席４枠、３人席２枠 

・イベント料金:２人席８００円、３人席１,２００円（牧場入場料、駐車料別途） 

・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.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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とみちゃん秋祭り／富里市役所〔富里市〕 

 

富里市制２０周年を契機に、心をひとつにして「躍動するとみさと」をつくるために、「富里市産業まつり」、「富里市福祉ま

つり」、「富里市文化祭」、「富里市リサイクルフェア（環境フェアに改称）」、「とみさと市民活動フェスタ」をとみちゃん秋まつりと

して同時開催し、With コロナによる出店・出演関係者の負担軽減に努めながら、郷土への愛着、地域の絆、食や文化への

つながりを創出します。 
 

・日    時:１１月２０日（日） ９:００～１５:００ 

・場  所:富里市役所／富里市七栄６５２－１ 

・交  通:【車】東関東自動車道富里 IC から１５分又は酒々井 IC から１０分 

 

お問い合わせ 
富里市農政課 TEL 0476(93)4943／FAX 0476(93)2101 

E-mail nousei@city.tomisato.lg.jp 
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香取神宮奉納菊花大会／香取神宮〔香取市〕 

 

香取神宮の奉納菊花大会には、地元をはじめ茨城県南部にまたが

る近隣市町村の菊花愛好家たちが丹精込めて育てた作品約５００

点が並びます。楼門や拝殿の周辺は、菊花の芳香に包まれ、時節

柄、七五三詣など大勢の参拝客の目を楽しませています。 

 

 

 

 
 

・期    間:１１月１日（火）～２４日（木） 

・場  所:香取神宮／香取市香取１６９７－１ 

・交  通:【電車】JR 成田線佐原駅からタクシー１０分 

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

 

お問い合わせ 香取神宮 TEL 0478(57)3211 

 

 
香取市菊花大会／小見川市民センター〔香取市〕 

 

香取市・香取郡及び旭市の菊花愛好家の出品により、小見川市民

センター内アトリウムで１１部門約３００鉢の作品をご覧になることがで

きます。また、下記日程で、菊花を購入することができます。 

 

【菊花販売について】 

・期 日:１１月３日（木・祝）・５日（土）・６日（日）  

・場 所:小見川支所駐車場 

 
 

・期    間:１１月１日（火）～２３日（水・祝）  

・時  間:９:００～１７:００ 

・場  所:小見川市民センター内アトリウム及び駐車場／香取市羽根川３８ 

・交  通:【電車】JR 成田線小見川駅下車徒歩５分 

【車】東関東自動車道佐原香取 IC から２０分 

・U R L:http://www.city.katori.lg.jp/ 

お問い合わせ 香取市商工観光課 TEL 0478(50)1212 
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ぽるぽろ（PLPLO）／飯岡海岸〔旭市〕 

 

旭の海を身近に感じることができるレクリエーションイベント。地域資源である海や海岸で遊びながら、自然を学び、守り、海

を身近に感じながら暮らし続ける取り組み「Play（遊ぶ）、 Learn（学ぶ）、 Protect（守る）、and Live（暮らす）、 

with the Ocean（海）」にある５つのキーワードの頭文字をとって「ぽるぽろ（PLPLO）」といいます。 

フライングディスクやペタンク、スポーツカイト、モルック、輪投げ、ビーチクリーンを楽しむことができます。また、スポーツ用具等の

遊具の貸し出しも行っています。ぜひご参加ください。詳しくは、「旭市ぽるぽろ」で検索してください。 
 

・日  時:１１月２７日（日） ９:００～１２:００ 

・場  所:飯岡海岸／旭市横根１３５６ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 総武本線飯岡駅から旭市コミュニティバス食彩の宿いいおか入口下車徒歩約 3 分 

【車】圏央道・銚子連絡道路横芝光 IC から国道１２６号を経由し約４０分 

   東関東自動車道大栄ＩＣから県道７０号を経由し約５０分 

 

お問い合わせ 日本一身近な海づくり推進協議会 TEL 0479(64)1132 

 

  



21 

 

 
海と灯台ウィーク／上永井公園〔旭市〕 

 

海と灯台プロジェクト事務局（日本財団「海と日本プロジェクト」）が主催するイベント「海と灯台ウィーク」が開催されます。

２０１８年、千葉県で初めて「恋する灯台」に認定された旭市も参加しています。当キャンペーンを SNS やポスターでご覧 

になって知った方を対象に海と灯台ステーションにて、先着３００名にオリジナルの記念品を差し上げます。 

※記念品の数に限りがあります。 
 

・期    間:１１月１日（火）～８日（火） 

・場  所:上永井公園／旭市上永井１３０９－１ 

・記念品受け取り場所:旭市飯岡刑部岬展望館 1 階管理人室（９:００～１７:００） 

・休 館 日:１１月７日（月） 

・料  金:無料 

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

【車】千葉東金道路から銚子連絡道路を経由し終点横芝光 IC から約５０分 

   東関東自動車道大栄 IC から県道７０号を経由し約６０分 

 

お問い合わせ 旭市商工観光課 TEL 0479(62)5338 
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伝売日本市／（株）セガワ落花生フードロス削減対応施設〔旭市〕 

 

日本の各地の地場産業を代表するものづくりや食のブランドが全国を回り、ワークショップなどを交え、伝えながら売る市です。

今年は１８の伝え手が旭市に集結します。 
 

・日    時:１１月１２日（土）・１３日（日） １０:００～１６:００ ※最終日は１５:００まで 

・場  所:（株）セガワ落花生フードロス削減対応施設／旭市神宮寺９８５６－２ 

・交  通:【車】圏央道・銚子連絡道路横芝光 IC から県道１２２号を経由し約２０分 

          東関東自動車道大栄ＩＣから県道７０号を経由し約４０分 

 

お問い合わせ （株）セガワ TEL 0479(63)7744 
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⾧生村ながいきフェスタ／尼ヶ台総合公園特設会場〔⾧生村〕 

  

 今回で４回目の開催となる「⾧生村ながいきフェスタ」は「新発見!⾧生村のいいところ」をテーマに現在準備を進めておりま

す。特産品や加工品の即売、抽選会、フリーマーケット、ステージイベントなど催し物も盛りだくさんです。イベントの詳細につい

ては、ながいきフェスタ専用インスタグラムで随時更新しますのでご確認ください。 

※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止することもあります。 
 

・日    時:１１月５日（土） ９:００～１４:３０ ※荒天時、翌日６日（日）へ順延 

・場  所:尼ヶ台総合公園特設会場／⾧生郡⾧生村本郷５３６６－１ 

・交  通:【電車】JR 外房線茂原駅から小湊バスで尼ケ台総合公園入口下車後⾧生村役場又は⾧生村文化会 

館からシャトルバス運行（公園内駐車場なし） 

 

お問い合わせ 
⾧生村産業課  

TEL 0475(32)2114／FAX 0475(32)1486／E-mail nourin@vill.chosei.lg.jp 
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キッチンカーがやってくる!／海の駅九十九里〔九十九里町〕 

 

スイーツをメインに販売しているキッチンカーが海の駅九十九里に集合します。 

クレープ・フルーツサンド・シェイク・カステラ・焼き芋等甘い物が好きな方はお楽しみいただけるイベントを開催いたします。 

海の駅でお土産やフードコートでの昼食後のデザートにお楽しみください。 
 

・期    間:１１月２６日（土）・２７日（日）  

・場  所:海の駅九十九里／山武郡九十九里町小関２３４７―９８ 

・交  通:【電車】JR 東金線東金駅から本須賀行きバス海の駅九十九里下車  

【車】東金九十九里有料道路 IC から車で８分 

・U R L:https://uminoeki99.com 

 

お問い合わせ 
海の駅九十九里  TEL 0475(76)1734／FAX 0475(76)4141 

E-mail uminoeki_info@welcomechiba.jp 
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ランタンナイト in 城山公園／城山公園〔館山市〕 

 

館山市の名所の一つ、房総の戦国大名・里見氏の居城跡を整備した城山公園・館山城の新しい魅力の発信、「里見×

インバウンド」を意識し、スカイランタンに願い事を書いて館山の夜空に飛ばすイベントを行います。 

詳細は、里見のまちづくり HP でご確認ください。 
 

・日    時:１１月２６日（土） １６:３０～（予定） 

・場  所:城山公園芝生広場／館山市館山３６２ 

白浜フローラルホール（悪天候時）／南房総市白浜町滝口６７６７－１ 

・料  金:有料（HP 参照） 

・定  員:１５０人（事前申込制） 

・交  通:【電車】JR 内房線館山駅からタクシー約５分又はバスで約１０分 

          館山駅西口よりシャトルバスも運行しております。 

・U R L:https://tateyamacity.com/satomi/ 

 

お問い合わせ （一社）館山市観光協会 TEL 04(7022)2000 
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かもがわフレンドパーク／小湊さとうみ学校体育館〔鴨川市〕 

 

親子でいろいろな測定ゲームにチャレンジして、身体能力の現在値や得意・不得意を知り、運動や身体づくりへのきっかけに

してもらうイベントを初開催します。当日の最高記録を発表したり、親子で対決したり、ゲームとして楽しめる要素を盛り込みま

す。  

◆内容は、以下を予定しています（変更する場合もございます） 

・BLAZEPOD:地面に置かれた不規則に光る複数の目標を、どれだけ速くタッチできるか。 

・ポストイットジャンプ:助走をつけて跳び上がり、どれだけ高い位置にポストイットを貼りつけられるか。 

・ストラックイン:垂直に設置した板に空けられた穴に向かってボールを投げ、どれだけ多く入れられるか。 

・InBody:体成分分析装置で部位別筋肉量・体脂肪量を高精細に測定。 

【参加お申し込み】 

公式ウェブサイトのイベントページ（https://wellspo.jp/event/kamogawa_friendpark_2022/）

（記載の QR コードより参照可能。現在、ページ準備中）より、申し込みフォームで申し込み。 

 

 

 

・期    日:１１月６日（日） 

・時  間:未定（日中を予定。決まり次第、公式ページで公表します） 

・場  所:小湊さとうみ学校体育館／鴨川市内浦１８９１－１ 

・定  員:５０名程度 

・参 加 費:無料 

・対  象:未就学児～小学生・保護者 

・持 ち 物:動きやすい服装、上履き（スリッパ不可） 

・交  通:【電車】JR 外房線安房小湊駅下車徒歩約５分 

【車】館山道君津ＩＣから房総スカイラインを経由し約５０分。安房小湊駅前駐車場に駐車し、 

徒歩約５分 

・U R L:https://wellspo.jp/ 

 

お問い合わせ （一社）ウェルネスポーツ鴨川 TEL 0470(92)1114／E-mail info@wellspo.jp 
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BOSO（房総×防草）草刈サミット２０２２ 

／鴨川市平塚地区・房田棚田〔鴨川市〕 

 

2018 年の第 1 回以来、毎年行われてきた草刈サミットが今年も開催されます。 

雑草の生い茂る耕作放棄地を舞台に、くじ引きで割り当てられたエリアの草を草刈機（刈払機）で刈り取る競技「スポー

ツ草刈」を行います。２人１組のチーム戦で、草刈りの速さではなく、仕上がりの「美しさ」を競います。 

有害鳥獣対策、里山保全のためにも欠かせない草刈作業。里山の抱える問題解決にもつなげようとする試みです。 

一般の参加も歓迎します。地元大学との共同研究でも高い運動効果が実証された草刈に挑戦してみましょう。 

【参加お申し込み】 

公式ウェブサイトのイベントページ（https://wellspo.jp/event/kusakari_summit2022/）（記載の QR コードより参

照可能）より、申し込みフォームで申し込み。 

 

 
 

・日    時:１１月１０日（木） ９:００～１１:３０ 

・場  所:鴨川市平塚地区・房田棚田 

・定  員:２０名程度 

・参 加 費:１,０００円（保険料含む） 

希望者のみ草刈機レンタル（１台）１,０００円 

・対  象:１８歳以上 

・持 ち 物:草刈機（お持ちでない方はレンタル可能）、草刈用フェイスガード、軍手、動きやすい服装・シ

ューズ、飲み物（近隣に自販機等はありません） 

・交  通:【車】東京・横浜→東京湾アクアライン→鋸南保田 IC→鴨川市平塚（鋸南保田 IC より１３km） 

・U R L:https://wellspo.jp/ 

 

お問い合わせ （一社）ウェルネスポーツ鴨川 TEL 0470(92)1114／E-mail info@wellspo.jp 
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御会式
お え し き

／誕生寺〔鴨川市〕 

 

毎年１１月１２日に誕生寺で行われる「御会式」では、「七つ児詣り」が併せて行われます。 

これは、現在の七五三詣りに当たるもので、子供がこれまで無事息災に育った感謝御礼と、これからも日蓮聖人にあやかり、

立派で丈夫に育ってくれますようにと願うものです。稚児衣装に着飾った子どもたちの行列や多くの参詣者など、境内は終日華

やかなムードに包まれます。 

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

 

・期    日:１１月１２日（土） 

・場  所:誕生寺／鴨川市小湊１８３ 

・交  通:【電車】JR 外房線安房小湊駅下車徒歩１５分 

・U R L:http://www.tanjoh-ji.jp 

 

お問い合わせ 誕生寺 TEL 04(7095)2621 
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駅からハイキング／南房総市富山ウォーキングセンター〔南房総市〕 

 

JR 千葉支社が開催する駅からハイキングが開催されます。 

駅からハイキングは季節に応じた地域の魅力を楽しめる無料のウォーキングイベントです。 

南房総市からは内房線岩井駅から出発するコースが開催され、南総里見八犬伝や源頼朝ゆかりの地をめぐることができま

す。 

森林セラピーロードに認定されている「富山 伏姫・八犬伝の道」もコースに入っており、海と山を一緒に楽しむことができます。 

歩行距離は約１２ｋｍ、所要時間は約 4 時間です。 
 

・期    間:１１月１日（火）～３０日（水） 

・場  所:南房総市富山ウォーキングセンター／南房総市市部１４６－０２ 

・受付時間:８:３０～１１:３０ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 内房線岩井駅下車 

・U R L:https://www.jreast.co.jp/chiba/odekake/hiking/ 

 

お問い合わせ 南房総市観光プロモーション課 TEL 0470(33)1091 
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キウイフルーツ狩り／マザー牧場〔富津市〕 

 

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

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

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

秋の珍しい収穫体験をぜひお楽しみください。 
 

・開催期間:１１月上旬～下旬 ※作柄、天候により開催日・時間が変更になる場合があります。 

・時  間:平日／１３:００～１４:００、土日祝／９:００～１６:００ 

・場  所:マザー牧場 フルーツ農園／富津市田倉９４０－3 

・料  金:体験料／1 人２００円、果実代／１００g１００円（量り売り） 

      ※４歳以上は体験料が必要です。 

      ※畑に入る方は体験料が必要です。 

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

・駐車料金:乗用車 1 日１,０００円、オートバイ３００円 

・交  通:【電車】JR 内房線君津駅から直通路線バス３５分前後 

【車】館山自動車君津 PA スマート IC（ETC 車限定）から約８ｋｍ又は君津 IC から１４ｋｍ 

・U R L:https://www.motherfarm.co.jp/ 

 

お問い合わせ マザー牧場 TEL 0439(37)3211 
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紅葉イベント・スポット 

※見頃は、気候によって異なりますので、あらかじめご確認のうえお出かけください。
 

【ベイエリア】 

１ 千葉公園（千葉市） 

千葉公園は、大賀ハスやボート池、そして大きく育った緑が魅力的な約１６

ｈa の総合公園です。 

秋にはイロハモミジ、イチョウ、トウカエデなど２０種類以上の樹木が紅葉・黄

葉し、色とりどりの風景が楽しめます（ボート営業は１１月末日までです）。 

 

□ 見 頃:１１月中旬～１２月上旬 

□ 場 所:千葉市中央区弁天３－１ 

□ 交 通:【電車】JR 千葉駅下車徒歩約１０分又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 

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

 

２ あけぼの山農業公園（柏市） 

あけぼの山公園の日本庭園では１１月より紅葉がご覧いただけます。 

風情のある景色を眺めながらの散策はいかがでしょうか。 

□ 見 頃:１１月中旬～１２月上旬 

□ 場 所:柏市布施字下沼１９４０  

 □ 交 通:【車】常磐道柏 IC から公園まで約８km（２０分） 

 □ 問合先:TEL 04(7133)8877 あけぼの山農業公園 

□ ＵＲＬ:https://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/ 

 

３ 香取神宮（香取市） 

香取神宮は、春は桜の名所として知られていますが、秋から冬にかけては、 

イチョウ・カエデ・モミジなどが境内を彩り参拝者の心を和ませます。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

□ 場 所:香取神宮／香取市香取１６９７－１ 

□ 交 通:【電車】JR 成田線佐原駅下車タクシー１０分 

□ 問合先:TEL 0478(57)3211 香取神宮 

□ ＵＲＬ:http://www.katori-jingu.or.jp/ 
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４ 観
かん

福寺
ぷ く じ

（香取市） 

観福寺は、川崎・西新井とともに日本三大厄除大師に数えられ、墓域に

は日本全国を測量して歩き、わが国最初の日本地図をつくりあげた伊能忠敬

の墓もあります。 

春の桜、夏の緑、秋の紅葉に代表される四季の景観の美しさも知られてい

ます。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

□ 場 所:観福寺／香取市牧野１７５２ 

□ 交 通:【電車】JR 成田線佐原駅下車徒歩２５分 

□ 問合先:TEL 0478(52)2804 観福寺 

□ ＵＲＬ:http://www.city.katori.lg.jp/  

 

【南房総】 

５ 白岩・四方
よ も

木
ぎ

不動滝（鴨川市） 

鴨川市と君津市との境近くにある白岩は、奥
お く

清澄
き よ す み

 の中で最も美しい紅葉の名

所として知られています。真っ白な岩肌と紅葉の赤色のコントラストが見事に調和

して、素晴らしい光景を作り出しています。 

四方木地区の不動滝は、清澄を越えて県道から山道に入り、奥深い竹と杉

の林の中にあり、まさに秘境といった景色です。その中にある不動滝は高さ１０メ

ートル、幅８メートルで、水量の多いときには二つに分かれ右が雄滝、左が雌滝と

呼ばれています。 

上流は深い渓谷となり、初冬の紅葉の頃は、美しい瀑布と共に情緒あふれる

景色が楽しめます。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

□ 場 所:鴨川市四方木地内 

□ 交 通:【電車】JR 外房線安房天津駅から清澄行きバス 

白岩橋又は四方木下車 

□ 問合先:TEL 04(7095)2218 （一社）鴨川市観光協会天津小湊支部 
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６ かじか橋（南房総市） 

３段の滝が有名な沢山
さ わ や ま

不動堂のつり橋から望む紅葉です。 

深山に映えるモミジと滝とのコントラストがすばらしく、しばし絵画の世界へと引

き込まれます。 

滝は落差１５m、３段に渡る滝でそれぞれに滝壷があります。 

水が大変清らかで、かなりの深さでも川底まではっきりとご覧いただけます。 

一番上の滝の岸壁には不動明王像がひっそりと立っています。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月中旬 

□ 場 所:南房総市上滝田沢山５２ 

□ 交 通:【車】富津館山自動車道路富浦 IC から車で約３０分 

□ 問合先:TEL 0470(36)4116 道の駅「三芳村」鄙の里 

 

７ 小松寺
こ ま つ じ

（南房総市） 

文武天皇の御代、役
えんの

小角
お づ ぬ

 の創建といわれ、里見・徳川の朱印寺であっ

たと伝えられている古寺です。 

国指定重要文化財の銅造十一面観音坐像や県指定有形文化財の

梵鐘が有名です。 

モミジがトンネルを作る自然の中を歩きながら朱塗りの仁王門をくぐると、

静寂な世界が広がります。また、楓の大木の紅葉も見応えがあります。御

朱印も人気です。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

□ 場 所:南房総市千倉町大貫１０５７ 

□ 交 通:【電車】JR 内房線千倉駅から車で約８分 

【車】富津館山自動車道路富浦 IC から車で約３０分 

□ 問合先:TEL 0470(44)2502 小松寺 

□ ＵＲＬ:https://www.komatsuji.jp/ 小松寺ホームページ 
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８ 大多喜県民の森（大多喜町） 

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

に建設された総面積６１ha の森です。園内には、竹
た け

笹
さ さ

園
え ん

 、遊歩道、キャンプ場、竹工芸センター、タケの情報館があり、竹

をテーマとした県民の森として整備されています。 

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

 

 □ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

 □ 場 所:夷隅郡大多喜町大多喜４８６－２１ 

 □ 交 通:【電車】いすみ鉄道大多喜駅下車徒歩２０分 

 □ 問合先:TEL 0470(82)3110 大多喜県民の森 

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

 

９ 筒
つつ

森
もり

もみじ谷（大多喜町） 

その紅葉の美しさから 「もみじ谷」 と呼ばれるようになった紅葉の名所です。山

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

ことができます。 

 

□ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

□ 場 所:夷隅郡大多喜町筒森地先 

□ 交 通:【電車】小湊鉄道養老渓谷駅又は上総中野駅から路線バスで約１０分老川バス停下車徒歩 

４５分 

  □ 問合先:TEL 0470(80)1146 大多喜町観光協会 

 

１０ 粟
あわ

又
また

の滝（大多喜町）  

養老渓谷の上流にあり、養老渓谷随一の景観を誇る粟又の滝は、上総養

老の滝とも呼ばれています。落差３０ｍ、⾧さ１００m にわたって流れ落ちる

様子は、一見の価値があります。 

紅葉の時期は、モミジやウルシ、クヌギ、ナラなどが彩りを添え、より見ごたえの

ある景観となります。 

 

 □ 見 頃:１１月下旬～１２月上旬 

 □ 場 所:夷隅郡大多喜町粟又地先 

 □ 交 通:【電車】小湊鉄道養老渓谷駅又は上総中野駅下車バス約１５分 

 □ 問合先:TEL 0470(80)1146 大多喜町観光協会 
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【かずさ・臨海】 

１１ 亀山湖（君津市） 

 ダム湖である亀山湖は、四季折々に美しい表情を見せ、２５橋巡りのサイクリン

グやハイキング、周辺各所にはボートハウスがあり、ボート遊び、釣りなどが楽しめま

す。また、キャンプ場や湖畔公園なども整備されており、自然の中で遊ぶには格好

の場所です。 

亀山の紅葉は、例年１１月中旬から１２月上旬が見頃となります。 

新型コロナウイルス感染症対策の上、紅葉狩り等、楽しまれてはいかがでしょう

か。 

※同時期に JR 主催の駅からハイキングも開催します。 

□ 見 頃:１１月中旬～１２月上旬 

□ 場 所:亀山湖周辺 

□ 交 通:【電車】JR 久留里線上総亀山駅下車 

【車】首都圏中央自動車道木更津東ＩＣから鴨川方面  

約２０キロ 

□ 問合先:TEL 0439(39)2535 （一社）君津市観光協会亀山支部（水曜定休） 

 

１２ 鹿野山
かのうざん

 神
じん

野寺
や じ

（君津市） 

約１４００年前に聖徳太子によって開山された、関東最古の名刹で、

江戸時代の名棟梁、左甚五郎
ひ だ り じ ん ご ろ う

作「白
は く

蛇
じ ゃ

」、運慶
う ん け い

作の「仁王面
に お う め ん

」など歴史ある

建造物・宝物があります。春にはお花見、秋には紅葉の名所としても知られて

おり、初詣には多くの参拝客で賑わいます。  

また、神野寺に立ち寄った際は近くの九十九谷展望公園からの眼下に広

がる雄大な景色も是非ご覧ください。 

 
□ 見 頃:１１月中旬 

□ 場 所:君津市鹿野山３２４－１ 

□ 交 通:【電車】JR 内房線佐貫駅からマザー牧場・神野寺行きバス神野寺下車 

【車】君津 IC から９２号線鴨川方面、東粟倉経由（所要時間２５分程度） 

□ 問合先:TEL 0439(37)2351 鹿野山 神野寺 

□ ＵＲＬ:https://jinyaji.web.fc2.com/ 
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千葉県立館山野鳥の森〔館山市〕 

● 手作り鉢とガーデニング教室 

木製の板を使用した鉢の作製と、秋の植物を使った寄せ植え作

りの教室を開催します。 

製材加工された板材を組み合わせた鉢に焦がしの模様を入

れ、流木を装飾するなどして手作りの鉢を作ります。 

また、寄せ植えの仕方や花の管理方法などガーデニングの基 

礎を説明しながら作製するので、ガーデニング初心者の方でも 

安心してご参加いただけます。 

簡単な DIY で小さな癒しの空間を作りましょう。 

 

・日 時:１１月５日（土） １０:００～１２:００ 

・料 金:１,９００円（税込） 

・申 込:１１月３日（木・祝）締め切り ※電話にて予約、定員になり次第締め切り  

・持ち物:保険証（コピー可）、飲み物、軍手、作業しやすい服装 

・定 員:先着１２名（小学生以下は保護者同伴） 

 

 

● 巣箱と餌台作り 

街中には野鳥たちが巣を作る場所が少なくなっています。 

自宅の庭木に巣箱をかけて、鳥たちの住宅難を解消すると同時

にバードウオッチングで身近な自然を楽しみましょう。 

野鳥の巣作りは、２月～３月頃始まるので、環境に慣らすことも考 

慮して、この時期に巣箱を掛けることが望ましいです。 

また、冬場の餌の少ない時期に餌台を設置するのも野鳥保護につながります。 

製材加工した板を組み合わせて巣箱と餌台を作ります。 

巣箱の設置に適した場所や掛け方も説明しますので、できあがった巣箱と餌台を持ち帰り、自宅に小鳥を呼んでみませんか。 

 

・日  時:１１月１９日（土） １０:００～１２:００ 

・料 金:１,５００円（税込）  

・申  込:１１月１７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、帽子、汚れてもよい服装  
 

・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:http:// 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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千葉県立内浦山県民の森〔鴨川市〕 

 

● 紅葉・新そばハイキング 

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

 

・日  時:１１月２４日（木） ９:３０～１５:００ 

      ※ 総合センターへ９:２０までに集合 

・場  所:内浦山県民の森／鴨川市内浦３２２８ 

・定  員:一般３０名（１５名に満たない場合は中止） 

・参加受付:１１月２２日（火）まで（先着順・定員になり次第締め切り） 

・料  金:お一人様１,８００円（消費税込み）  

・準備するもの:保険証・飲み物・必要であればストック 等 

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

・交  通:【電車】JR 外房線安房小湊駅下車後送迎あり 

          上り８:４８（各駅）・下り９:０７（各駅） 

【車】国道１２８号線県民の森入口から約４.５km 駐車場無料 

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

 

お問い合わせ 内浦山県民の森管理事務所 TEL 04(7095)2821／FAX 04(7095)2822 
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千葉県立清和県民の森〔君津市〕 

● 彩り豊かな紅葉クラフト作り 

紅葉した葉っぱをラミネート加工して、色んなネイチャー

クラフトを作る体験ができます。紅葉の押し葉を用意して

ありますが、自分で拾ってきた紅葉を加工する事もできま

す。 

 

・日 時:１１月１９日（土）～３０日（水） ９:００～１６:００ 

・料 金:２００円 

・受 付:１５:００までに木のふるさと館に集合 

・持ち物:なし   

・定 員:無制限 

● 星空ワークショップ ～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!お待ちしています。 

※事前に予習（無料）をしておきたい方は、 

１６:００までにお越しください。 

 

・日  時:１１月１４日（月） 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 

・定 員:２０名  
 

・場  所:清和県民の森 木のふるさと館／君津市豊英６６０ 

・交  通:【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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千葉県立関宿城博物館〔野田市〕 

                          

● 体験教室「関宿城下を歩こう（河川コース）」 

千葉県立関宿城博物館の周辺にある史跡（中之島公園、関宿水閘門、浚渫船）を徒歩でめぐります。当館の   学

芸員が案内し、解説します。 

・日  時:１１月６日（日） １０:００～１２:００  

・場  所:博物館周辺の史跡（中之島公園、関宿水閘門、浚渫船、情報・防災ステーションごか） 

・定  員:３０名 

・受講料:５０円 

・申  込:１０月６日（木） ９:００から電話で申込受付（先着順） 
 

・場   所:県立関宿城博物館／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）   

・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 

【企画展会期中】一般３００円、高校生・大学生１５０円 ※１１月３日（木・祝）入場無料 

・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〕 

 

● こうくうキッズアート展 

 小学生までのお子様から公募した YS-11 の「カラーリング」と「こうくう自由絵画」を博物館

で展示いたします。 

子どもたちが描く楽しい作品をぜひご覧ください。また、１１月６日（日）１３:００から

表彰式の開催を予定しております。 
  

・期  間:１１月１日（火）～３０日（水） 

      6 日（日） １３:００から表彰式開催予定 

・場  所:体験館 

・料  金:入館料のみ 

 

 

● ２０２２はにわ俳句大会特別展 

 芝山町立芝山古墳はにわ博物館との共同取組みとして、水無月句会主催の「はにわ祭俳

句大会」が、今年は特別展となって航空科学博物館で開催されます。小中学生の部で特

選、秀逸を受賞された作品のほか、「空と大地を詠む」コーナーでは芝山町にゆかりのある句

を展示いたします。 

・期  間:１１月１２日（土）～２６日（土） 

・場  所:体験館 

・費  用:入館料のみ 

   

 

 

● ２０２２いもーれ芝山!航空科学博物館へ 

芝山町と奄美市の更なる交流拡大を目指し今年も双方向の魅力を発信するイベントを奄

美市・芝山町・ピーチアビエーションのご協力を頂き、開催いたします。会場では、ステージイベン

トとして観光 PRや講演会を行う予定です。世界自然遺産に登録されている奄美大島の魅力

をぜひご堪能下さい。 

 

・日  時:１１月１２日（土） １０:００～１６:００ 

・場  所:体験館 

・料  金:入館料のみ 
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● JGS グランドハンドリング教室 

 航空機の運航において欠くことのできない様々な地上業務を行っている株式会社 JAL グ

ランドサービス。実際に業務に携わっているスタッフによる説明や航空機誘導のマーシャリング

などの体験が、お子様から楽しむことができるイベントです。 
・期  日:１１月２７日（日）  

・場  所:航空科学博物館内・館外 

・料  金:入館料のみ 
 

・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 

・URL: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 

 


