
 

 

 

 

 

 

 

【発表：2023.01.17】 

(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 第 13 回中山のおひなまつり／中山法華経寺 他 2/18～3/5 市川市 P1 

2 さわら雛めぐり／佐原の商家 等 2/5～3/26 香取市 P2 

3 2023 かつうらビッグひな祭り／遠見岬神社 他  2/24～3/3 勝浦市 P3 

4 
第 17 回おんじゅくまちかどつるし雛めぐり 

／月の沙漠記念館・手づくりの蔵・町内約 20 店舗  
2/11～3/3 御宿町 P4 

● 

1 恋人たちのバレンタイン／千葉ポートタワー 2/4～3/14 千葉市 P5 

2 ダイヤモンド富士鑑賞キャンペーン／千葉市内海沿い各所 2/18～28 千葉市 P6 

3 サル山でたき火イベント／千葉市動物公園 1/20・28～2/25 千葉市 P7 

4 湯の花祭り／白幡天神社 2/20 市川市 P8 

5 2 月のイベント／ふなばし三番瀬環境学習館  2/14・15 他 船橋市 P9 

6 2 月のイベント／ふなばしメグスパ 2/1・5・14・25 船橋市 P10 

7 2 月のイベント／ふなばしアンデルセン公園 2/5・11 他 船橋市 P11 

8 大
だい

仏
ぶつ

追
つい

善
ぜん

供
く

養
よう

／不動院 2/28 船橋市 P12 

9 梅鑑賞会／あけぼの山農業公園 2/11～3/12 柏市 P13 

10 手賀沼いちごスタンプラリー2023／柏市内 2/1～3/31 柏市 P14 

11 2 月のイベント／成田ゆめ牧場 2/25・26 成田市 P15 

12 星空ジャズアワー 他／白井市文化センター・プラネタリウム 2/2・4 他 白井市 P16 

13 しらこ温泉桜祭り／中里海岸通り 2/14～3/5 白子町 P17 

14 坂田城跡天空の梅まつり／坂田城跡梅林内 2/18～3/5 横芝光町 P18 

15 【期間限定】高速ジェット船春の季節運航／東京⇔館山 2/4～3/26 館山市 P19 

16 宗祖日蓮大聖人 御降誕会
ご こ う た ん え

／誕生寺 2/16 鴨川市 P20 



 

 

17 大黒天福祭り／真野寺 2/4～6 南房総市 P21 

18 春の大祭／能蔵院 2/11 南房総市 P22 

19 第 33 回南房総フラワーマーチ／南房総市千倉保健センター 2/18・19 南房総市 P23 

20 針供養／成就寺 2/8 木更津市 P24 

21 マザー牧場 春フェス／マザー牧場 2/4～5/31 富津市 P25 

 

● 

1 【ベイエリア】 節分祭／千葉神社 2/3 千葉市 P26 

2  節分会／日蓮宗大本山中山法華経寺 2/3 市川市 P26 

3 【北総】 節分会／宗吾霊堂 2/3 成田市 P26 

4  節分祭／香取神宮 2/3 香取市 P27 

5  節分会／観福寺 2/3 香取市 P27 

6 【南房総】 節分会／清澄寺 2/3 鴨川市 P28 

7 【かずさ・臨海】 節分会／高蔵寺
こうぞうじ

 2/3 木更津市 P28 

8  節分祭／八剱八幡神社  2/3 木更津市 P28 

 

● 

1 梅 【ベイエリア】 昭和の森 千葉市 P29 

2   泉自然公園 千葉市 P29 

3   青葉の森公園 千葉市 P30 

4  【北 総】 成田山公園 成田市 P30 

5   浄国寺 銚子市 P30 

6   阿玉台貝塚梅林 香取市 P31 

7  【南房総】 城山
しろやま

公園
こうえん

 館山市 P31 

8   紅梅街道 南房総市 P31 

9   高家
た か べ

神社
じんじゃ

 南房総市 P32 

10   石堂寺
いしどうじ

 南房総市 P32 

11 椿 【南房総】 城
し ろ

山
や ま

公
こ う

園
え ん

 館山市 P33 

12 菜の花 【南房総】 道の駅とみうら枇杷倶楽部周辺 南房総市 P33 

13  【かずさ・臨海】 小湊鐵道沿線 市原市 P34 

 

● 

1～15 【ベイエリア】 

フルーツランドとけ・とけのいちご中村農園／フルーツランドと

け・山崎いちご農園／フルーツランドとけ・エーアト・ベーレ／観

光農園がいやふぁーむ（横田ファーム）／ちはる農園／さんたファ

ーム／みつばちファーム園／いちご農園 ワイズアグリ／さわの森

農園／シャンデフレーズ ナチュール／いちご農園シャインベリー

／ドラゴンファーム／みはる野いちご園／ひだまり農園／いちご

物語 by ホリマサシティファーム千葉 

千葉市 P35～P41 

 

 



 

 

 

1 《清和県民の森》野鳥のお家作り 他 君津市 P42 

 

1 
《千葉県立美術館》 

第４期コレクション展 名品４－旧制千葉中学から広がる堀江正章の系譜－ 
千葉市 P43 

2 
《千葉県立中央博物館》 

トピックス展「こんなに変わった植物の分類！－DNA をもとにした新たな系統－」 他 
千葉市 P44～45 

3 《航空科学博物館》ゴム動力飛行機教室 芝山町 P46 
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第１３回中山のおひなまつり／中山法華経寺 他〔市川市〕 

 

JR 総武線下総中山駅から商店街、中山法華経寺、奥之院、若宮まで、中山おひなまつり一色になります。 

期間中、各商店街店舗でのおひなさまの展示をはじめ、文字探しラリーやおひなさまツアー、音楽コンサート、呈茶のイベン

トなどが盛りだくさんです。 

おひなさまを眺めながら、中山の街を散策してみませんか。 
 

・期    間:２月１８日（土）～3 月５日（日）  

・場  所:中山法華経寺／市川市中山２－１０－１ 

奥之院／市川市若宮２－２１－１ 

・交  通:【電車】JR 総武線下総中山駅下車又は京成線京成中山駅下車 

 

お問い合わせ いちかわ観光物産インフォメーション TEL 047(335)1711 
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さわら雛めぐり／佐原の商家 等〔香取市〕 

 

江戸の商都の面影を残す佐原の町並みをめぐり、それぞれの商家自慢のお宝をご覧いただく「佐原まちぐるみ博物館」を佐

原おかみさん会が運営しています。その企画展の一つとして、「さわら雛めぐり」を実施します。佐原まちぐるみ博物館の半数以

上で期間中、江戸・明治期の古びなや和紙で製作した雛人形、御所を模した建物に人形が収まる御殿飾りなど各家に伝わ

る大切な雛人形が店頭に飾られます。 

また、佐原町並み交流館などの周辺施設でも雛人形を飾るなど、町なか全体で情緒あふれる空間を創出し、この季節な

らではの回遊を楽しむことができます。 

【関連イベント】 さわら雛舟春祭り ３月１２日（日） 

さわら雛舟の運航 ※2 回の運航を予定しています｡ １１:００～、１４:００～ 
 

・期    間:２月 5 日（日）～３月２６日（日） 

・場  所:佐原の商家 等／香取市佐原 

・交  通:【電車】JR 成田線佐原駅下車徒歩 5 分～１０分 

・U R L:http://www.sawaraokami.com/ 

お問い合わせ 佐原おかみさん会 TEL 080(5455)7577 
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２０２３かつうらビッグひな祭り／遠見岬神社 他 〔勝浦市〕 

 

勝浦市内各所にひな人形が飾られ、市内はひな祭り一色になります。 

全国勝浦ネットワークの縁により、徳島県勝浦町から約７,０００体のひな人形を里子として譲り受けたのがこの祭りの始

まりです。 

 

＜会場＞ 

（１）遠見岬神社／勝浦市浜勝浦１ 

神社の６０段もの石段に約１,８００体のひな人形が毎朝飾り付けされます。 

（雨天時はパネルの展示） 

 

（２）勝浦中央商店街周辺 

遠見岬神社に隣接する勝浦中央商店街では、各店舗で工夫を凝らしたひな人形が飾られます。 

また、特設ひな壇が設けられ、覚翁寺山門前には約６００体、墨名交差点には約１,０００体のひな人形が飾ら

れます。 

 
 

・期    間:２月２４日（金）～３月３日（金） 

・場  所:遠見岬
と み さ き

神社 ほか／勝浦市浜勝浦１ ほか 

・交  通:【電車】JR 外房線勝浦駅下車徒歩１０分 

【車】圏央道市原鶴舞 IC から４０分 

 

お問い合わせ 
ビッグひな祭り実行委員会（勝浦市観光商工課内） 

TEL 0470(73)6641／FAX 0470(73)8788／E-mail kankou-ks@city-katsuura.jp 
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第１７回おんじゅくまちかどつるし雛めぐり 

／月の沙漠記念館・手づくりの蔵・町内約２０店舗 〔御宿町〕 

 

おんじゅくまちかどつるし雛めぐりは、月の沙漠記念館会場や手づくりの蔵会場をはじめ、御宿町内の各商店（約２０店舗）

で「一針一針それぞれの思いを込めて作られた」つるし雛が飾られ、華やかな雰囲気に包まれています。 

今年のテーマは「再会」。月の沙漠記念館では、つるし雛の展示やつるし雛の販売をしています。 

また、手づくりの蔵では、今年の干支である卯と関わりのある「蔵のうさぎ（春夏秋冬）」をテーマにした飾り付けがされていま

す。 

２月２４日（金）からは「かつうらビッグひな祭り」との合同開催!御宿・勝浦を結ぶシャトルバスが２５日（土）・２６日

（日）に運行します。一日を通して「ひな祭り」の雰囲気を満喫してみませんか! 
 

・期    間:２月１１日（土・祝）～3 月 3 日（金） 

・場  所:月の沙漠記念館・手づくりの蔵・町内約２０店舗／夷隅郡御宿町 

・交  通:【電車】JR 外房線御宿駅下車徒歩１０分 

【車】圏央道市原鶴舞 IC から国道２９７号線下り４０分 

 

お問い合わせ 
御宿町商工会 TEL 0470(68)2818 

（一社）御宿町観光協会 TEL 0470(68)2414 
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恋人たちのバレンタイン／千葉ポートタワー〔千葉市〕 

 

● ピンクライトアップ 

日時:２月４日（土）～３月１４日（火） １７:００～閉館まで 

 

● レストラン 

バレンタイン限定ケーキセット（１日限定１０組） 

日時:２月４日（土）～１４日（火） 平日１１:００～１６:３０、土・日１１:００～１９:００ 

内容:バレンタインケーキセット（ペア）＋南京錠（１個） 

金額:２,２００円（税込） ※入館料は別途必要 
 

・場  所:千葉ポートタワー／千葉市中央区中央港１ 

・入 館 料: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約１２分 

  【車】東関道湾岸習志野 IC から約２０分又は京葉道路幕張 IC から約２０分 

・U R L:http://www.chiba-porttower.com/ 

 

お問い合わせ 千葉ポートタワー TEL 043(241)0125／FAX 043(203)1588 
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ダイヤモンド富士鑑賞キャンペーン／千葉市内海沿い各所〔千葉市〕 

 

富士山頂にちょうど落日が重なる神秘の現象「ダイヤモンド富士」。人工海浜の⾧さが日本一の千葉市では、毎日少しず

つ移動すれば、このダイヤモンド富士を約１１日間観賞するチャンスがあります。  

また、鑑賞時期にあわせて近隣の施設で割引等が受けられるダイヤモンド富士鑑賞キャンペーンを実施予定です。詳細が

決まり次第、下記 URL（千葉市観光ガイド内ダイヤモンド富士特集ページ）にてお知らせいたします。 
 

・鑑賞日時:２月１８日（土）～２８日（火） ※鑑賞場所によって日時が異なります 

・場  所:千葉市内海沿い各所 

・U R L:https://www.chibacity-ta.or.jp/fuji 

 

お問い合わせ （公社）千葉市観光協会 TEL 043(242)0007 
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サル山でたき火イベント／千葉市動物公園〔千葉市〕 

 

千葉市動物公園の冬の風物詩「サル山でたき火」。千葉市動物公園では、現在２４頭のニホンザルを飼育しており、冬の

寒い季節は暖を取るために数頭で身を寄せ合って過ごしています。 そこで、サルに暖を提供するためサル山の中でたき火を行

うイベントを開催します。また、アツアツの焼き芋を サルに提供する「焼き芋タイム」も併せて開催します。 

※サルたちへの焼き芋の提供は開催日のうち不定期で行いますので予めご了承ください。 
 

・期    間:１月２０日（金）・２８日（土）～２月２５日（土） 毎週土曜日（全６回） 

・時  間:１１:００～（予定） ※雨天、強風等の場合は中止となります 

          ※詳しいイベント情報は当園 HP をご覧ください 

・場  所:千葉市動物公園内ニホンザル展示場（サル山）／千葉市若葉区源町２８０番地 

・料  金:大人（高校生以上）７００円、中学生以下無料、年間パスポート大人２,５００円 

・交  通:【電車】千葉都市モノレール動物公園駅下車徒歩１分 

【車】京葉道路穴川 IC から市街方面に約３ｋｍ又は東関東自動車道路千葉北 IC から千葉方面へ

約７ｋｍ 

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

 

お問い合わせ 
千葉市動物公園 TEL 043(252)1111／FAX043(255)7116 

E-mail: dobutsu.ZOO@city.chiba.lg.jp 
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湯の花祭り／白幡天神社〔市川市〕 

 

春を呼ぶ祭りと言われる湯の花まつりは、大釜にぐらぐらと煮えたぎらせた熱湯を、熊笹の大束でもって参詣者に振りかけ、一

年間の無病息災を願う伝統行事です。神事後、熊笹は参詣者によって持ち帰られ、1 年間大切に祀られます。そして翌年の

湯の花まつりの折りに、大釜の湯を沸かす火にくべられます。 

※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。 
 

・日  時:２月２０日（月） １１:００～ 

・場  所:白幡天神社
しらはたてんじんじゃ

／市川市菅野１－１５－２ 

・交  通:【電車】JR 総武線本八幡駅下車徒歩約１２分又は京成線京成八幡駅下車徒歩約８分 

 

お問い合わせ 白幡天神社社務所 TEL 047(322)1798 
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2 月のイベント/ふなばし三番瀬環境学習館〔船橋市〕 

●ダイヤモンド富士 

海浜公園から神秘的に輝く「ダイヤモンド富士」（太陽が富士山の山頂に

重なり、ダイヤモンドのように輝く自然現象）を望むことができます。 

・日時:２月１４日（火）・１５日（水）各１７:００頃から 

・料金:なし 

・申込:なし 

 

●ふなばしを食べつくそう「学校給食を作ろう」 

船橋市学校栄養士会のみなさんを講師にお迎えし、船橋産の食材を使った、

オリジナルの給食を作ります。 

・日時:２月１８日（土）１１:００～１３:００ 

・料金:利用料＋６００円／人 

・対象:５歳以上の子供とその保護者 

・申込:Web フォームより要事前応募２月１１日（土･祝）１７:００締切 

 

●三番瀬探検隊「浜辺の植物を探そう」 

公園や浜辺を散策して、家の近くで見たことがある植物、浜辺にしかない植

物を探して観察しよう。 

・日時:２月２５日（土）１３:００～１４:３０ 

・料金:利用料＋１００円／人 

・申込:Web フォームより要事前応募 ２月１８日（土）１７:００締切 

 

・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:２～３月の休館日 月曜日・火曜日［２月１４日（火）は開館］、3月１日（水） 
      ［３月２１日（火・祝）以降は無休］ 
・交  通:【電車】JR 総武線船橋駅南口（京成船橋駅）、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: 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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２月のイベント／ふなばしメグスパ〔船橋市〕 

 

 

● 健康ボイストレーニング  

  ・日時:２月１日（水） ９:３０～１０:３０ 

  ・場所:軽運動室 

  ・費用:５００円 

  ・定員:１２名（中学生以上、要予約、先着順） 

  ・内容:発声法や歌のレッスンで、喉や気管の筋トレ＆脳トレ。 

 

● アンサンブルコンサート 

  ・日時:２月５日（日） １３:３０～１４:３０ 

  ・場所:休憩コーナー 

  ・内容:船橋ピアチェーレオーケストラによるアンサンブルで、優雅な 

       ひとときをお届けします。 

 

● スロピラ入門「肩こり腰痛改善レッスン」 

  ・日時:２月１４日（火） １３:１５～１４:００ 

  ・場所:軽運動室 

  ・定員:１２名（中学生以上、要予約、先着順） 

  ・内容:骨盤と肩甲骨で S 字カーブを作り、肩こりや腰痛を改善。 

 

● ZUMBAⓇ体験会 

  ・日時:２月２５日（土） １５:２０～１６:００ 

  ・場所:軽運動室 

  ・定員:１０名 中学生以上（要予約、先着順） 

  ・内容:軽快な音楽で楽しくダンス。有酸素運動になります。 

 
 

・場  所:ふなばしメグスパ／船橋市大神保町１３５６－３ 

・料  金:施設利用料一般５００円、小中学生２５０円、６５歳以上４００円 

・休 館 日:月曜日 

・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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２月のイベント／ふなばしアンデルセン公園〔船橋市〕 

 

● ２月の休園日  月曜日、2 月１３日（月）～１７日（金） 

 

● 駐車料金冬期割引のお知らせ 

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

 

  ● やぎさんたちのバースデーショー 

   ・ 期  日:２月５日（日） ※雨天中止   

   ・ 時  間:１３:００～ 

   ・ 場  所:ワンパク王国ゾーン どうぶつふれあい広場 

   ・ 内  容:やぎのリュッケ 1 歳の誕生日会。やぎたちが特技を披露。  

    

 

● バレンタインデーに贈るハーバリウム作り 

   ・ 期  日:2 月１１日（土） 

   ・ 時  間:①１０:３０～、 ②１４:００～ 

   ・ 場  所:メルヘンの丘ゾーン コミュニティーセンター 

   ・ 費  用:１,５００円 

   ・ 定  員:各１０人 

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

 

     

      

 ● クリスマスローズコレクション・即売会 
   ・ 期  間:２月１８日（土）～３月５日（日） 

   ・ 場  所:花の城ゾーン レストハウス 

   ・ 内  容:クリスマスローズの大株を屋外に展示するほか室内には希少品種などを展 

示。即売会も同時開催。 

  

● ２月の花 

風車近くではパンジー・ビオラ１００種類を集めた「パンジー・ビオラ１００選」を開催。この他にもクリスマスローズ、ストック、

ハボタンなど約１５０種類１０万株の草花が園内を彩ります。太陽の池周辺ではニホンズイセンと黄色い園芸種「ラインベル

トアーリーセンセーション」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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大仏
だいぶつ

追善
ついぜん

供養
く よ う

／不動院〔船橋市〕 

 

船橋の海は、江戸時代初期から中期にかけて幕府に魚介を献上する「御菜(おさいの)浦(うら)」とされた好漁場でした。元

禄１６年(１７０３)、大地震による海底地形の変化のため、幕府へ献上することは中止されましたが、その後、この漁場を

めぐり近隣の漁師たちとの争いが多くありました。「大仏追善供養」は、文政７年（１８２４）にこの漁場争いにより入牢さ

せられ、後に死亡した２名の漁師総代と延享３年（１７４６）の津波により死亡した人々を供養するために、文政８年

（１８２５）から毎年同じ日に行われています。供養が行われるのは本町 3 丁目の不動院にある石造(せきぞう)釈迦(しゃ

か)如来(にょらい)坐像(ざぞう)で、先の津波によって溺死した漁師ならびに住民の供養のために建立されたものです。 

供養の日には、漁業関係者等が、大仏（石造釈迦如来坐像）の顔や肩などに白米の飯を盛り上げるようにつけていきます。

これは、入牢した漁師総代が牢内で食が乏しかったのを償うためと伝えられています。 
 

・日  時:２月２８日（火） １０:００～ 

・場  所:不動院／船橋市本町３－４－６ 

・交  通:【電車】ＪＲ総武線船橋駅又は京成電鉄京成船橋駅下車徒歩約１０分 

 

お問い合わせ 船橋市教育委員会文化課 TEL 047(436)2887 
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梅鑑賞会／あけぼの山農業公園〔柏市〕 

  

 季節ごとに様々な花で来場者の心を癒しているあけぼの山農業公園。当園の梅園には約１００本、２０品種あまりの梅

が咲き、梅の甘い香りで春の訪れを感じられます。１月上旬から早咲きの品種が始まり、見頃は２月下旬から３月上旬にな

ります。 

中には、花びらがピンク色で縁どられる「朱鷺の舞」や、１本の木にピンクと白の花が咲く「思いのまま」など珍しい品種もご覧

いただけます。 

２月１１日（土・祝）～３月１２日（日）は「梅鑑賞会」と称して、梅園のガイドツアーや柏ネイチャークラフト展などの

イベントの他、売店では体の温まる期間限定メニューなどを販売します。 

 

≪期間中の催しもの≫ 

（１）梅園ガイドツアー／樹木医による無料のガイドツアー 

（２）柏ネイチャークラフト展 ／木の実や落ち葉、ドライフラワーなど自然の中から材料を集めて作ったクラフト展 

（３）売店期間限定メニュー／ほうとうやおしるこ、甘酒など体の温まるメニューを販売 

（４）寄せ植え教室 

※ イベントの詳細は HP にてご確認ください。 
 

・期  間:２月１１日（土・祝）～３月１２日（日） 

・見  頃:２月下旬～３月上旬 

      ※見頃は天候や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。  

・場  所:あけぼの山農業公園／柏市布施２００５－２ 

・料  金:一部有料 

・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・布施弁天行き土谷津

入り口下車徒歩８分。又は JR 常磐線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分又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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手賀沼いちごスタンプラリー２０２３／柏市内〔柏市〕 

  

手賀沼周辺のいちご農園や対象店舗をめぐって、手賀沼のいちごを食べ尽くそう! 

～ルール～ 

①道の駅しょうなん「手賀沼まちづくりセンター」や対象店舗でスタンプラリーの台紙をゲットしましょう。 

②参加店舗の対象商品（手賀沼産いちごのオリジナルメニュー）を１つご購入で１つスタンプ獲得。 

※１つの台紙には各店舗１つしかスタンプは押せません 

③３つスタンプが集まったら、道の駅しょうなん「手賀沼まちづくりセンター」へ。 

「４種のいちごオリジナルステッカー」をもれなくプレゼント! 

④５つスタンプが集まったら、「参加店舗で使えるクーポン」が当たる抽選券を獲得! 

⑤８つスタンプが集まったら、「豪華手賀沼やさいセット」が当たる抽選券を獲得! 

※抽選はスタンプラリー台紙を投函した方の中から行います。 

応募される方は、以下の 3 箇所のいずれかへの投函、もしくはハガキの郵送（必要事項を記入の上、切手を貼付）を

お願いします。 

●手賀沼まちづくりセンター（道の駅しょうなん内）／柏市箕輪新田５９－２ 

●numa café／柏市曙橋１ 

●ペジーブル／柏市柏下９３－２ 
 

・期  間:２月１日（水）～３月３１日（金）  

・料  金:各店舗により異なる（詳細は HP 参照） 

・U R L:https://teganumaweekend.com/ 

 

お問い合わせ 道の駅しょうなん 手賀沼まちづくりセンター TEL 070(8385)3599 
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２月のイベント／成田ゆめ牧場〔成田市〕 

 

● 牛さんの飼育係 

 飼育員さんのお仕事をちょっとだけお手伝い。赤ちゃん牛へのミルクあげや大人の牛さんへのエサ

あげ体験をしよう!新しい発見があるかも。 

 

・日 時:２月２５日（土） １２:００～１２:３０  

・対 象:３歳～小学６年生まで 

・料 金:1 人５００円 

・場 所:成田ゆめ牧場 牛舎 

・参 加:先着１０名 ※要電話予約 

 

● じゃがいも畑のオーナーになろう 

 じゃがいも畑のオーナーになって、植え付けと収穫を体験しよう。収穫までの期間はスタッフがお世話をします。６月にはとれた

てのじゃがいもを堪能できます。 

 

・日 時:２月２５日（土）・２６日（日） １３:００～１５:００ 

（開催時間内に 15 分程度の植え付け作業を行います） 

・場 所:第１ゆめ牧場農園 

・料 金:HP にてご確認ください 

・参 加:先着５０区画 ※要電話予約 

 

※雨天中止 

※収穫時はオーナー1 名様牧場入場料無料 

※収穫量は天候によって左右されます 
 

・場 所:成田ゆめ牧場／成田市名木７３０－３ 

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

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

【車】圏央道下総 IC から約２分 

・U R L: https://www.yumebokujo.com/ 

 

お問い合わせ 成田ゆめ牧場 TEL 0476(96)1001／FAX 0476(96)1055 
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星空ジャズアワー 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） 

 土曜日・日曜日・日曜日以外の祝日 

１１:３０～ ロイ君アワー「ロイ君とみんなのうちゅう おたんじょう日の星座」 

          あなたは何座生まれ? ロイ君たちと一緒に、お誕生日の星座をめぐります。 

          ※２５日（土）はひよこプラネタリウム 

１５:００～ アストロアワー「アラビアの星」 

           星の名前には、アラビア語に由来するものが多くあります。日本ではあまり知られていないアラビアの天文学 

や宇宙観などをご紹介します。 

※１１日（土・祝）・１２日（日）は、姉妹都市キャンパスピ市（オーストラリア）の星空もご紹介しま 

す。 

● 星空ジャズアワー （約４５分間） 

星空のもと、ジャズの調べをお楽しみいただく CD コンサートです。冬の星座もご紹介します。 

日時:２月２日（木） １１:００～、・４日（土） １３:３０～ 

 

● どなたでも学習投映（約６０分間） 

小・中学校の理科で習う天文・宇宙の内容についての投映です。今回は小学校４年生で学習する「冬の星の明るさと色 

オリオン座の位置変化」です。星座の紹介もあります。大人の方もどうぞ。 

日時:２月２５日（土） １３:３０～  

 

上記投映共通／定員:各回８６人 観覧料:大人３５０円、子ども(高校生以下) １６０円 
 

・場  所:白井市文化センター・プラネタリウム／白井市復１１４８－８ 

・交  通:【電車】北総線白井駅北口下車徒歩１５分 

      【車】国道１６号白井交差点から５分（無料駐車場２４５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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しらこ温泉桜祭り／中里海岸通り〔白子町〕 

しらこ桜は、地元中里地区の皆さんが、伊豆地方の色鮮やかな早咲きの桜に惚れ込み、この地に植えたのが始まりとされて

います。県道３０号線（九十九里ビーチライン）浜宿地区～中里海岸通り周辺には、約５００本、その他白子町内にも、

約１,０００本の早咲きの桜が植えられています。 

祭り期間中は、美肌効果が自慢の白子温泉の日帰り入浴の割引、お得なプラン等、しらこ桜と白子温泉のダブルでお楽し

みください。また、３月５日（日）はスペシャル day としクイズラリー抽選会、餅投げ、出店等、各種イベントも行われます。 
 

・期    間:２月１４日（火）～３月５日（日） 

      さくらライトアップ（３分咲き頃より） １８:００～２１:００ 

スペシャル day ３月５日（日） 出店・クイズラリー＆抽選会・餅投げ ほか 

※イベント詳細については、白子町観光協会 HP をご覧ください。 

・場  所:中里海岸通り（九十九里ビーチライン）／⾧生郡白子町中里字北塩場４５６３―１５番地先付近 

・駐車料金:無 料 

・交  通:【電車】JR 外房線茂原駅から小湊バス白子車庫行き乗車中里海岸下車徒歩約５分 

      【車】九十九里有料道路白子 IC から桜祭り会場まで約 3 分    

・U R L:https://shirako.net/ 白子町観光協会 HP 

            http://www.shirako-onsen.jp/ 白子町温泉ホテル協同組合 HP 

 

お問い合わせ 
白子町観光協会事務局 (白子町役場商工観光課内)   

TEL 0475(33)2117／FAX 0475(33)4132／E-mail syoukou@town.shirako.lg.jp 
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坂田城跡天空の梅まつり／坂田城跡梅林内〔横芝光町〕 

 

坂田城跡天空の梅まつり実行委員会主催、坂田城跡梅林組合協力のもと、坂田城跡天空の梅まつりを開催します。 

坂田城跡の梅林は県下最大級で、凛とした純白の花を咲かせる樹齢約５０年の巨木は圧巻です。 

期間中は梅農家の手づくり梅加工品や漬物の販売、毎週土・日・祝日には横芝光町観光まちづくり協会によるおもてなし

イベントなどを予定しています。 

 さらに、梅まつり期間中の毎日、JR 東日本主催の「駅からハイキング」を同時開催します。 

JR 総武本線横芝駅をスタートとし、梅まつり会場を巡る約１０km のコースを設定しました。参加者特典としてコース中にあ

る協力飲食店の割引等のサービスや参加賞のプレゼントがあります。 
 

・期    間:２月１８日（土）～３月５日（日） ９:００～１５:００ 

・場  所:坂田城跡梅林内／山武郡横芝光町坂田地先 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 総武本線横芝駅下車徒歩約２５分 

      【車】圏央道松尾横芝 IC から約９分 

 

お問い合わせ （一社）横芝光町観光まちづくり協会 TEL 0479(74)8585／FAX 0479(74)8685 
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【期間限定】高速ジェット船春の季節運航／東京⇔館山〔館山市〕 

 

温暖な気候の千葉県房総半島・館山市は、沿道に咲いた菜の花を眺めながらドライブやサイクリングを楽しんだり、露天風

呂で春の暖かな風を感じたり、いちご狩りやレタスの収穫体験、旬の海鮮やスイーツが味わえるグルメなど一足早い春を感じら

れるスポットがいっぱいです。そんな館山市の春の恒例、東海汽船㈱の高速ジェット船「セブンアイランド」春の季節運航が今

年も２月４日（土）から３月２６日（日）の約２か月間実施されます。普段は東京（竹芝桟橋）⇔大島を運航して

いる高速ジェット船が、この期間は限定で館山港へ途中寄港します。渋滞なしの快適な船旅をお楽しみいただきながら、東京

から館山まで７５分でお越しいただけます。 

今年も大変お得な「東京⇔館山往復きっぷ」を販売。さらに今年は、館山⇒東京へのお得な御船印付片道きっぷも販売

します。また、高速ジェット船の乗船券と着地型のバスツアー（催行日要確認）がセットになったツアーも販売されます。是非

この機会に高速ジェット船を利用して館山へお越しください。また、航路は館山から大島、熱海へも続いていますので、ご利用く

ださい。 
 

・期    間:２月４日（土）～３月２６日（日）の期間中毎日 

・乗船場所:＜東京＞ 竹芝客船ターミナル 竹芝桟橋 

 ＜館山＞ 館山夕日桟橋・“渚の駅”たてやま    

・料  金:「東京⇔館山往復きっぷ」 大人５,５００円、小人３,０００円（出発日から４日間有効） 

      その他ツアーや乗船券等は、東海汽船お客様センター又は下記 URL をご参照ください。 

・交  通:【電車】〈東京〉JR 京浜東北線浜松町駅下車徒歩 8 分又はゆりかもめ竹芝駅下車徒歩１分 

         〈館山〉JR 内房線館山駅西口下車徒歩１５分  

      【車】〈館山〉富津館山道路富浦 IC から約２０分 

・U R L:https://www.city.tateyama.chiba.jp/minato/page100257.html 

 

お問い合わせ 
東海汽船お客様センター TEL 03(5472)9999／FAX 0570(00)5710 

館山市観光協会 TEL 0470(22)2000 ※館山市内の観光に関すること 
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宗祖日蓮大聖人 御降誕会

ご こ う た ん え

／誕生寺〔鴨川市〕 

 

 御降誕会は毎年２月１６日に宗祖日蓮大聖人の誕生を祝って執り行われる祭事です。聖人の両親が祀られている妙蓮

寺から大本山誕生寺まで、宗祖御幼像練行列（しゅうそごようぞうねりぎょうれつ）が渡御する。１３:００からは誕生寺

堂内にて御降誕会法要を厳修します。 

また、夜には竹灯籠のライトアップなどが予定されています。 
 

・日    時:２月１６日（木） １１:００～１５:００ 

・場  所:大本山誕生寺／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  

【車】館山自動車道君津 IC から約１時間 

 

お問い合わせ 大本山誕生寺 TEL 04(7095)2621／FAX 04(7095)2055 
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大黒天福祭り／真野寺〔南房総市〕 

 

「真野の大黒さん」と呼ばれ親しまれている大黒天福祭りは、毎年２月６日に大黒天の御出現を記念して行っており、南

房総ばかりでなく広く関東一円から参詣する人で賑わいます。宝槌を授かってお参りすると、人生一切の不運不幸が夢のごとく

消散するといわれていて、開運福徳のご利益を授けてくださる福の神です。柳守(やなぎまもり)は、「柳に雪折れなし」の諺どお

り、不況の寒風にやまぬ現代、風にさからう事なく商売繁盛・家内安全・事業繁栄・心願成就・諸願成就に守り導いてくださ

います。 
 

・期  日:2 月４日（土）～６日（月） 

・場  所:真野寺／南房総市久保５８７ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 内房線館山駅から館山日東バス鴨川線で加茂坂下下車又は千倉線で宇田下車徒歩約３

０分 

【車】富津館山自動車道富浦 IC から約１５km 

・U R L:https://www.manodaikoku.com/ 

 

お問い合わせ 髙倉山 真野寺 TEL 0470(46)2590 
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春の大祭／能蔵院〔南房総市〕 

 

「身守り本尊」を迎え、野外で護摩を焚く柴燈大護摩供（さいとうおおごまく）を厳修します。その後に、このお護摩の浄火

を渡る「火渡り行」を行います。柴燈護摩修行後に行われる火渡り行は、どなたでもご参加頂けます。世界の平和と共に、今

年一年の無病息災をご祈願ください。 
 

・期    日:２月１１日（土・祝） 

・場  所:能蔵院／南房総市千倉町忽戸１４６ 

・料  金:無料 

・交  通:【電車】JR 内房線千倉駅から館山日東バス白浜千倉線で能蔵院入口下車徒歩約５分 

【車】富津館山自動車道富浦 IC から約１７km 

・U R L :https://www.instagram.com/nouzouin/?hl=ja 

 

お問い合わせ 青龍山能蔵院 TEL 0470(44)0588 
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第３３回南房総フラワーマーチ 

／南房総市千倉保健センター〔南房総市〕 

 

心地よい春風と潮風の香る南房総を舞台に自然に親しみながら、心とからだの健康づくりを目指すみんなのスポーツ祭典と

して「第３３回南房総フラワーマーチ」を開催します。 

 

【コース内容】 

 北コース:２０ｋｍ、１２ｋｍ 

 南コース:２２ｋｍ、１２ｋｍ 

今年は３５ｋｍコースがないものの、一度ゴールした後でも時間内にゴール可能であれば再度参加が可能です。 
 

・期    間:２月１８日（土）・１９日（日） 

・場  所:南房総市千倉保健センター／南房総市千倉町瀬戸２７０５－６ 

・料  金:事前申込（１月３１日（火）まで）一般２,０００円、高校生１,０００円 

      当日申込（２月１８日（土）・１９日（日））一般１,０００円、高校生１,０００円 

・交  通:【電車】JR 内房線千倉駅下車徒歩１０分 

 【車】富津館山自動車道富浦 IC から約３０分 

 

お問い合わせ 南房総フラワーマーチ実行委員会 TEL 0470(33)1091 
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針供養／成就寺〔木更津市〕 

 

境内針供養塔に針をもって業とする人や和裁・洋裁を習う生徒たちなど針を日常的に使用する人たちなどが訪れ、折れた

針をお豆腐やこんにゃくに刺して供養し、針に対する感謝と技術向上、仕事の繁栄を祈ります。 
 

・日  時:２月８日（水） １０:００～ 

・場  所:成就寺／木更津市富士見１－９－１７ 

・交  通:【電車】JR 内房線木更津駅下車徒歩５分 

 

お問い合わせ 成就寺 TEL 0438(22)5954 
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マザー牧場 春フェス／マザー牧場〔富津市〕 

 

春のマザー牧場は、黄色い「菜の花」、生まれたばかりの可愛い「赤ちゃん羊」、みんな大好き「いちご狩り」など、「見て・ふれ

て・味わう」楽しみがいっぱい♪菜の花の開花時期は 2 月中旬～4 月中旬頃です。いちご狩りは毎年人気が高く、熟した実

がなくなり次第終了となります（有料、毎週火曜日休み）。第１号赤ちゃんひつじの誕生は例年 2 月中旬頃です。 
 

・開催期間:２月４日（土）～５月３１日（水） 

・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、 

          同伴犬７００円（入場の際はご利用規約へのご署名が必要となります) 

駐車料:乗用車１日１,０００円 

・交  通:【電車】JR 内房線君津駅から直通路線バス約３５分 

【車】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:https://www.motherfarm.co.jp 

 

お問い合わせ マザー牧場 TEL 0439(37)3211 
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節分祭・節分会

せ つ ぶ ん え

 

【ベイエリア】 

１ 節分祭／千葉神社（千葉市） 

旧暦の大晦日にあたる夜、厄や疫病の象徴であった⿁を追い払い、新し

い年の一陽来復・厄除開運・病魔退散を願う神事が「節分祭」です。 

令和５年は第１００回の節目の縁起物を準備の上、通常通りの豆ま

きを実施する予定です。 

□期 日:２月３日（金） 

□場 所:千葉神社／千葉市中央区院内１－１６－１ 

□交 通:【電車】JR 千葉駅下車徒歩１０分 

□問合先:TEL 043(224)2211 千葉神社 

□ＵＲＬ:https://www.chibajinja.com/index.html 

２ 節分会／日蓮宗大本山中山法華経寺（市川市） 

法華経寺では日蓮様幼少時の難儀を「⿁子母神」により平癒された事から、豆まき

の時に「福は内、⿁は外」と唱えるところ、「福は内、福は内」と唱え、決して「⿁は外」と

言わない決まりとなっているのが特徴です。毎年各界の有名人が登場するのも話題と

なっています。 

※新型コロナウイルス感染症の影響によって変更になる場合があります。 

□ 日 時:２月３日（金） １３:００～、１５:００～ 

□ 場 所:大本山中山法華経寺／市川市中山２－１０－１ 

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

□ 問合先:TEL 047(334)3433 日蓮宗大本山中山法華経寺 

【北 総】 

３ 節分会／宗吾霊堂（成田市） 

吉例に則り、宗吾霊堂で節分追儺式が行われます。年男はもちろん、女性のみ（特

別）の豆まきも執り行っています。 

□日 時:２月３日（金） １１:００～、１４:００～、１６:００～ 

□場 所:宗吾霊堂／成田市宗吾１－５５８ 

□交 通:【電車】京成本線宗吾参道駅下車徒歩１２分 

□問合先:TEL 0476(27)3131 宗吾霊堂 
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４ 節分祭／香取神宮（香取市） 

香取神宮は、明治以前に「神宮」の称号を与えられていた、わが国屈指の名社で

す。節分祭では、御祓い、祝詞奏上の後、剣を手に舞う「神人追儺(しんじんついな)の

儀」、⿁が嫌うとされる弓の弦の音を鳴らす「鳴弦(めいげん)の儀」、そして音に驚いて出

てきた赤⿁青⿁を福娘が豆をまいて拝殿の外に追い出す「福娘追儺(ふくむすめつい

な)の儀」が行われます。その後の豆まきに年男年女や大相撲の力士が並び、待ち構え

る参拝客に福豆・福銭がまかれます。 

※豆まきの実施については、直接お問合せください。 

 

□日 時:２月３日（金） １３:３０～ 

□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約１０分 

□問合先:TEL 0478(57)3211 香取神宮 

□ＵＲＬ:https://katori-jingu.or.jp/ 

 

５ 節分会／観福寺（香取市） 

川崎、西新井とともに日本厄除三大師に数えられている佐原の観福寺は真

言宗豊山派に属し、本堂・大師堂・観音堂・不動堂・鐘楼など堂々とした構え

の北総の名刹です。重要文化財の金銅製懸仏４躯をはじめとする多くの寺宝

を蔵し、境内には伊能忠敬の墓もあることで知られています。 

節分追儺式では、法要や護摩祈祷が行われます。 

※ 今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため豆まきは中止となり   

ます。 

□日 時:２月３日（金）１４:３０～ 

□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約２５分 

□問合先:TEL 0478(52)2804 観福寺 
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【南房総】 

６ 節分会／清澄寺（鴨川市） 

清澄寺は、８世紀後半に不思議法師によって開創されたと伝えられ、千

二百年余の歴史をもつ古刹です。国指定天然記念物の「清澄の大杉（千

年杉）」でも有名です。節分会当日は、境内に露店が並び、早朝から多くの

厄除け祈願の人が参拝します。法要された方には豆の配布があります。 

※例年開催の歌謡ショー等の芸能関係及び景品付き豆まき大会は無し。 

 

□期 日:２月３日（金） 

□場 所:清澄寺／鴨川市清澄３２２－１ 

□交 通:【電車】JR 外房線安房天津駅から鴨川市コミュニティバス清澄寺下車 

□問合先:TEL 04(7094)0525 清澄寺 

□ＵＲＬ:http://www.seichoji.com/ 

 

【かずさ・臨海】 

７ 節分会／高蔵寺
こ う ぞ う じ

（木更津市） 

高倉
た か く ら

観音
か ん の ん

の名で親しまれている高蔵寺では、追儺式
つ い な し き

（⿁やらい神事）の後に「福は内、⿁は外」のかけ声とともに境内で

威勢よく豆まきが行われます。毎年１月下旬頃まで参加者を募集しています。 

 

□日 時:２月３日（金） １８:００ 開始予定 

□場 所:高蔵寺／木更津市矢那１２４５ 

□交 通:【電車】JR 内房線木更津駅からタクシー約３０分 

□問合先:TEL 0438(52)2675 高蔵寺 

 

８ 節分祭／八
や

剱
つるぎ

八
はち

幡
まん

神
じん

社
じゃ

（木更津市） 

追儺式
つ い な し き

（⿁やらい神事）の後、「福は内、⿁は外」のかけ声とともに

境内で威勢よく豆まきが行われます。また、境内で景品引換券入り福

豆を撒きます。毎年１月２０日頃まで節分祭参加者を募集していま

す。 

□ 日 時:２月３日（金） １８:００～ 

□ 場 所:八剱八幡神社／木更津市富士見１－６－１５ 

□ 交 通:【電車】JR 内房線木更津駅西口から徒歩６分 

□ 問合先:TEL 0438(23)8881 八剱八幡神社 

□ ＵＲＬ:http://www.yaturugi.net 
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花情報《梅・椿・菜の花》 

※見頃は、天候や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。 

 

《梅》 

【ベイエリア】 

１ 昭和の森（千葉市） 

昭和の森には約１８種類、約２２０本の梅があり、2 月上旬～3 月上旬頃に見頃となり

ます。見頃にあわせて、梅の観賞会を行います。梅の観賞を楽しみながら、ガイドによる梅の説

明や、梅にまつわるクイズを予定しています。 

申込は、当日梅林にて、先着１５人とさせていただきます。 

 

□見 頃:２月下旬～３月下旬  

□鑑賞会:２月１２日（日）・１９日（日） １３:３０～１４:３０、料金１００円（資料代等） 

     ※雨天中止 

□場 所:千葉市緑区土気町３４ 

□交 通:【電車】JR 外房線土気駅南口から千葉中央バスあすみが丘ブランニューモール行昭和の森西 

下車徒歩５分 

□問合先:TEL 043(294)3845 昭和の森管理事務所 

□ＵＲＬ:https://www.showanomori.jp/ 

 

２ 泉自然公園（千葉市） 

起伏に富んだ地形と豊かな自然を活かして整備された泉自然公園は、野

鳥のさえずりや可憐な野の花などに囲まれながら心身ともに安らぐことができる

公園です。 

  例年、１月中旬から黄色い花のソシンロウバイが咲きはじめ、２月中旬

から３月中旬には白梅・紅梅などが見頃を迎えます。 

  

□見 頃:１月中旬～３月中旬 

□場 所:千葉市若葉区野呂町１０８ 

□交 通:【電車】JR 千葉駅東口からちばフラワーバス成東駅行き又は中野操車場行き泉公園入口 

下車徒歩１０分 

□問合先:TEL 043(306)0101 千葉市若葉公園緑地事務所 

□ＵＲＬ:http://izumi-park.city.chiba.jp/ 
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３ 青葉の森公園（千葉市） 

農林水産省畜産試験場跡地に残された貴重な樹木等、自然をできる限り

活かし、人々が潤い、安らげるよう整備された総合公園です。自然観賞やレク

リエーションだけでなく、文化・スポーツといった機能も併せ持っています。 

梅園や里の森など園内の各地で３２品種１,０００本以上の梅を観賞す

ることができます。 

 

□見 頃:２月中旬～３月中旬 

□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 

□問合先:TEL 043(208)1500 青葉の森公園管理事務所 

□ＵＲＬ:https://www.cue-net.or.jp/kouen/aoba/ 

 

【北 総】 

４ 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広がる１６５,０００㎡の広大な敷地を有

し、池の周辺には、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・白梅が植えられており、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。 

 ２月１８日（土）～３月５日（日）には成田の梅まつりが開催され、梅まつり期間中の土

曜・日曜には、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。 

 

□見 頃:２月中旬～３月中旬 

□場 所:成田市成田１ 

□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約１５分 

□問合先:TEL 0476(22)2102 （一社）成田市観光協会 

□URL:http://www.nrtk.jp/ 

 

５ 浄国寺（銚子市） 

浄土宗第三祖然阿良忠上人によって開山された寺院です。境内には、樹

齢百年にも及ぶ雌雄一対の大銀杏、松、梅などの古木があり、梅の開花時

期には多くの人が訪れます。 

 

□見 頃:２月中旬～３月上旬 

□場 所:銚子市春日町２３ 

□交 通:【電車】JR 総武本線銚子駅下車徒歩５分 

□問合先:TEL 0479(22)1210 浄国寺 
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６ 阿玉台貝塚梅林（香取市） 

昭和４３年に国の史跡に指定され、約３０種６００本の梅が植えら

れ、見事な紅白の花が咲きほこります。また、木敷道やウッドチップで整備され

た散策路周辺には、縄文時代中期前半の阿玉台式土器が出土された貝塚

や石碑などがあります。 

 

□見 頃:２月中旬～３月上旬 

□場 所:香取市阿玉台１１０８  

□交 通:【電車】ＪＲ成田線小見川駅からタクシー１０分 

     【車】東関東自動車道佐原香取ＩＣから３０分 

□問合先:TEL 0478(50)1212 香取市商工観光課 

 

【南房総】 

７ 城山公園
し ろ や ま こ う え ん

（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、園

内には、椿・梅・桜・ツツジなどの多様な花木が小径をうずめ、季節に合わせて見

事に咲き誇ります。梅園では八重寒紅（１月上旬から開花）・緋梅・王牡丹・

武蔵野など約１５０本の梅があり、園内全体では紅梅・白梅など約２００本

が咲き競います。 

 

□見 頃:１月上旬～３月上旬頃 

□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又は日東バス館山航空隊行き 

城山公園前下車 

□問合先:TEL 0470(22)8854 城山公園管理事務所 

８ 紅梅街道（南房総市） 

約４km の山道に約４００本の紅梅が咲き誇ります。 

中心の２km が一番の見所です。 

 

□見 頃:２月中旬～３月中旬 

□場 所:南房総市荒川 

□交 通:【電車】JR 内房線岩井駅から市営路線バス富山線 

荒川下車 

□問合先:TEL 0470(28)5307 （一社）南房総市観光協会 
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９ 高
た か

家
べ

神
じ ん

社
じ ゃ

（南房総市） 

料理の神様・高家神社境内には、梅５０本が咲きほころびます。２月には、花を見な

がらの茶店を開催するほか、甘酒・大福・お汁粉・古代米の磯辺焼などの露店や地元特

産品の販売も行われます。 

 

□見 頃:２月下旬～３月中旬 

□場 所:南房総市千倉町南朝夷１６４ 

□交 通:【電車】JR 内房線千倉駅から館山日東バス安房白浜行き 

高家神社入口下車徒歩 5 分 

□問合先:TEL 0470(44)5625 高家神社 社務所 

□ＵＲＬ:https://takabejinja.com/ 

 

１０ 石
い し

堂
ど う

寺
じ

（南房総市） 

境内にある旧尾形家住宅の前で白梅を中心に約１００本の梅を観賞するこ

とができます。 

 

□見 頃:２月下旬～３月中旬 

□場 所:南房総市石堂３０２ 

□交 通:【電車】JR 内房線館山駅から館山日東バス丸線  

川谷行きまたは細田行き石堂寺前下車 

□問合先:TEL 0470(46)2218 石堂寺 

□ＵＲＬ:http://ishidouji.or.jp/ 
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《 椿 》 
 

【南房総】 

１１ 城
し ろ

山
や ま

公
こ う

園
え ん

（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、

園内には、椿・梅・桜・ツツジなどの多様な花木が小径をうずめ、季節に合わせて

見事に咲き誇ります。 

園路中腹より山頂へ向かう「つばきの径」では、階段沿いにヤブツバキ・乙女

椿などを中心に約９００本の椿が１２月中旬から４月上旬頃までゆるやかに

３分程度で咲き続けます。 

 

 □見 頃:１２月中旬～４月上旬頃 

 □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又は日東バス館山航空隊行き 

城山公園前下車 

□問合先:TEL 0470(22)8854 城山公園管理事務所 
 

《菜の花》 

１２ 道の駅とみうら枇杷倶楽部周辺（南房総市） 

菜の花の香りと黄色いふわふわの絨毯を一面に敷き詰めたような花畑をぜひ

ご観賞ください。 

 

□見 頃:２月～３月頃 

□場 所:南房総市富浦町青木１２３－１ 

□交 通:【電車】JR 内房線富浦駅下車徒歩１５分 

□問合先:TEL 0470(33)4611 道の駅とみうら枇杷倶楽部 

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

１３ 小湊鐵道沿線（市原市） 

１０年ほど前から、沿線１０か所以上で地域住民、小中学生、福祉団

体、環境保全団体、文化団体などの方々が、９月から１０月に菜の花の種ま

きをしています。種をまいた菜の花は、例年３月中旬から４月中旬に見頃を迎

え、全国から鉄道ファンや写真愛好家、絵を描くグループなどが集まります。 

《菜の花の見所》 

上総川間駅、上総鶴舞駅、上総久保駅、里見駅、飯給駅、月崎駅、上

総大久保駅、  

石神地区など 

 

□見 頃:３月中旬～４月中旬 

□場 所:小湊鐵道沿線 

□問合先:TEL 0436(26)0066 市原市観光案内所 

     TEL 0436(96)0055 養老渓谷駅前観光案内所 
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いちご狩り 

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

ありますので、あらかじめご確認のうえ、お出かけください。 
 

【ベイエリア】 

1 フルーツランドとけ・とけのいちご中村農園（千葉市） 

中村農園では、全て高設ベンチで栽培をしています。イチゴ狩りと直売は 1 月 3 日より実施しています。立ったままで食べら

れるので、妊婦さん、お年寄り、車いすの方からも好評です。新型コロナ対策としてご入場の際、手指消毒、マスクは必ずご協

力いただいております。また、過密をさけるため入場人数を調整させていただく場合もありますので予めご了承下さい。園内換

気も自動的に行っております。 

 

□期 間:1 月３日～５月上旬 ※なくなり次第終了 

□品 種:チーバベリー、とちおとめ、章姫、紅ほっぺ、かおり野 他 全１０種 

□所在地:千葉市緑区上大和田町８６（農園入口看板の住所、カーナビはこの住所で設定ください） 

□交 通:【車】千葉東金道路中野 IC から JR 外房線土気駅方面へ約５分 

□料金等の問合先:TEL 043(294)7905 中村いちご農園 

□URL:http://www.tokenoichigo.com 

 

２ フルーツランドとけ・山崎いちご農園（千葉市） 

２０２３年シーズンは直売のみを行います（イチゴ狩りはありません）。 

味が一番重要な直売専門店ならではのイチゴは、香り・風味・濃厚な後味が特⾧。ぜひご堪能ください。 

 

□期 間:１２月～５月末 ※不定休、なくなり次第終了 

□品 種:紅ほっぺ 

□所在地:千葉市緑区板倉町６２ 

□交 通:【電車】JR 外房線土気駅からあすみが丘南行きバスあすみが丘南バス停下車市原方面に左折し

徒歩３分 

      【車】千葉外房有料道路板倉 IC から約１分 

□料金等の問合先:TEL 043(294)5105 山崎いちご農園 
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３ フルーツランドとけ・エーアト・ベーレ（千葉市） 

１５００坪の面積を誇る、県内屈指の大型観光農園。高設栽培で摘み取りも楽々。子どもたちが遊べる手作りのミニア

スレチックや休憩スペースなど、いちご狩り後の楽しみも充実しています。直売やアイスクリームの販売も行っています。 

 

□期 間:1 月３日～５月下旬 ※なくなり次第終了 

□料 金:３０分食べ放題 

期間 小学生以上 4 歳～6 歳 ２歳～３歳 2 歳以下 

1 月 3 日～4 月 2 日 2,200 円 2,000 円 800 円 無料 

4 月 3 日～5 月 7 日 1,800 円 1,500 円 800 円 無料 

5 月８日～５月下旬 1,200 円 900 円 500 円 無料 

 

□品 種:チーバベリー、紅ほっぺ、おい C ベリー 他 全８種 

□所在地:千葉市緑区大高町２６－３４ 

□交 通:【車】千葉外房有料道路誉田 IC から約１０分 

□料金等の問合先:TEL 043(294)0757  エーアト・ベーレ 

４ 観光農園がいやふぁーむ（横田ファーム）（千葉市） 

車イスでもベビーカーでも利用しやすい高設栽培です。イチゴによって味が違うので、お気に入りのイチゴを見つけてみてください。

都内より車で約６０分、最寄りインターより約１０分とアクセス抜群です。直売所も併設しています。 

 

□期 間:１月 7 日～５月中旬 ※火、金曜定休、他不定休あり、完全予約制 

□所在地:千葉市緑区平山町１０４８ 

□料 金:４０分食べ放題（予告なく変更する場合があるのでご了承ください） 

期間 小学生以上 4 歳～6 歳 ２歳～３歳 2 歳以下 

1 月 7 日～4 月 10 日 2,700 円 2,200 円 1,000 円 無料 

4 月 11 日～5 月中旬 2,000 円 1,500 円 800 円 無料 

 

□品 種:かおり野、紅ほっぺ、紅かおり、チーバベリー、ホワイトプリンセスなど 

□交 通:【車】千葉東金道路大宮 IC から約１０分（ほまれ幼稚園近く） 

□問合先:TEL 080(3096)3944 観光農園がいやふぁーむ 

□ＵＲＬ:http://child-niwa.jimdo.com/ 
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５ ちはる農園（千葉市） 

２０１３年より「春を千回迎えたい。千葉の春を代表する農園にしたい。皆様に支持される農園にしたい」との想いから「ち

はる農園」と名付けられ、始めた農園。量より質にこだわったイチゴを栽培しています。まずは１１月中旬から直売している完

熟イチゴを試してみてはいかがでしょう。 

□期 間:３月１日～４月３０日 ※不定休、なくなり次第終了 

□所在地:千葉市若葉区中田町１３０６－２ 

□品 種:かおり野、紅ほっぺ 

□交 通:【車】千葉東金道路高田 IC から国道１２６号を千葉市街方面へ、宮田交差点を四街道方面

へ１.５ｋｍ 

□問合先:TEL 090(3436)2941 ちはる農園  

□ＵＲＬ: https://www.chiharunouen.com ※予約優先 

６ さんたファーム（千葉市） 

最新の統合環境制御技術を導入したハウスの快適な栽培環境で、化学合成農薬不使用の特別栽培農産物として育て

られたこだわりのいちごです。いちごの化学合成農薬不使用は非常に難易度が高く、市場にはほとんど流通しない幻のいちごで

す。清潔なハウス内はテーブルやソファー、ベンチが置かれ、ゆったりとした雰囲気。完全ネット予約・事前決済制なので並ばず

待たずにご利用頂けます。１時間食べ放題、ドリンクバー付きなのでのんびりとお楽しみください。新しいハウスが完成し栽培面

積が２倍になったのを記念して、例年春先から提供される、冷凍イチゴを削って練乳をかけたふわとろいちごの食べ放題サービ

スを１２月からスタートするキャンペーンを開催しております。 

□期 間:開園中～５月下旬 ※不定休 

□所在地:千葉市若葉区御殿町１－９１ 

□料 金:６０分食べ放題 

小学生以上 4 歳～6 歳 ２歳～３歳 2 歳以下 

2,700 円 2,200 円 1,300 円 無料 

 

□品 種:紅ほっぺ、かおり野（イチゴ狩り）、紅ほっぺ、かおり野、真紅の美鈴、おい C ベリー（直売） 

□交 通:【電車】千葉都市モノレール千城台駅からタクシー１０分（約４ｋｍ） 

【車】京葉道路貝塚 IC から約９ｋｍ 

□問合先:050(3628)1515 自動音声案内  

□ＵＲＬ:https://www.santa-farm.jp 

※WEB 予約のみ（完全ネット予約・事前カード決済制となります） 

※生育状況により予約枠を拡大しますので予約枠がいっぱいの場合も開催前日の正午以降に再度ご確 

認ください。 
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７ みつばちファーム園（千葉市） 

みつばちファーム園では１２月２０日～５月下旬にイチゴ狩りをお楽しみいただけます。みつばちが交配したイチゴを濃厚

な味になるように栽培してお待ちしています。 

コロナウイルス対策として、５月まで受付時間を１日４回に分けて少人数制でご案内しています。 

□期 間:１２月２０日～５月下旬 ※なくなり次第終了 

□所在地:千葉市緑区平川町１２９４ 

□料 金:３０分食べ放題 

期間 小学生以上 4 歳～6 歳 ２歳～３歳 

12 月 20 日～4 月 20 日 2,200 円 2,000 円 800 円 

4 月 21 日～5 月末 2,000 円 1,800 円 700 円 

 

□品 種:とちおとめ、かおり野、チーバベリー、紅ほっぺ、あきひめ、やよいひめ、みつばち１号、み 

つばち２号 

□ 交 通:【車】千葉東金道路中野 IC から５分（Google マップは平川集会所で検索） 

□ 問合先:TEL 090(3086)0330  みつばちファーム園 

 

８ いちご農園 ワイズアグリ（千葉市） 

最新鋭のハウスで創り出す安心安全の完熟イチゴが食べられます。プロの農家が明日ついつい話したくなるようなイチゴの情

報をレクチャー。イチゴの成り立ちから理解すれば、いつものイチゴが全く違った美味しさに!６品種のイチゴを食べ比べも!さら

にお客様１組１棟貸しのため、他のお客様を気にせず、贅沢なイチゴ狩りができます。 

□期 間:１２月中旬～５月 ※毎週月曜日・金曜日定休 

□所在地:千葉市若葉区御殿町６９９－１２ 

□品 種:紅ほっぺ、よつぼし、章姫、かおり野、やよい姫、おい C ベリー、スターナイト、星の煌め

き の中で最大６品種食べ比べ出来ます。 

□交 通:【電車】千葉都市モノレール千城台駅下車約３ｋｍ 

【車】京葉道路貝塚 IC から約８ｋｍ又は千葉東金道路高田 IC から約８ｋｍ 

□問合先: https://ys-agri.jp/ 

 

９ さわの森農園（千葉市） 

みんなを幸せにするいちごをお届けしたいという思いで日々、栽培に励んでおります。千葉市内の一部スーパーや直売所で

も購入が可能で、贈答用にもおすすめです。２０２３年シーズンは直売のみを行います（イチゴ狩りはありません）。 

□期 間:1 月～５月上旬 ※不定休（水曜は完全休園）・なくなり次第終了 

□所在地:千葉市若葉区加曽利町１１９５ 

□品 種:紅ほっぺ、よつぼし、かおり野 

□交 通:【車】京葉道路貝塚 IC から約７分 

       ※GoogleMaps で「さわの森農園」で経路検索されると分かり易いです。 

□問合先：TEL 043(233)2928 さわの森農園 
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１０ シャンデフレーズ ナチュール（千葉市） 

２０２１年にオープンしたナチュールでは、コロナ対策の為摘み取ったイチゴをその場では食べずソファーやテーブルの席を用

意していますのでそちらへ移動してゆっくり食べていただけます。５０分間何度でも摘み取って頂けますのでご家族・ご友人で是

非おこしください。 

 

□期 間:3 月上旬～5 月上旬 ※イートインスペースでのみお召し上がりいただけます。 

□所在地:千葉市若葉区中田町２４６９２ 

□料 金:５０分食べ放題 

大人 小学生 3 歳～5 歳 2 歳以下 

2,000 円 1,500 円 1,000 円 無料 

     ※イートインスペースで食べて頂きます 

□交 通:【車】千葉東金道路高田 IC より約１５分 

□料金等の問合先：TEL 090(3736)1583 シャンデフレーズ ナチュール（電話予約のみ） 

□ ＵＲＬ: https://ameblo.jp/nature1583/entry-12693302612.html 

 

１１ いちご農園 シャインベリー（千葉市） 

２０２２年１月オープン!鮨屋の元板前が有機肥料で育てた５種類約１万株のイチゴ園です。最寄駅よりバスで約５

分と車無しでも来園可能。 

□期 間:１月上旬～５月中旬（予定）  

※原則予約制（空き状況により入園可）、木曜日休園（その他臨時休園あり） 

□所在地:千葉市緑区平川町１６２１ 

□料 金:４０分食べ放題 

大人（中学生以上） 小学生 未就学児 2 歳以下 

2,500 円 1,800 円 800 円 無料 

□品 種:紅ほっぺ、よつぼし、やよいひめ、かおり野、章姫 

□交 通:【電車】JR 外房線誉田駅からバス越智はなみずき台行き約４分、越智新田下車徒歩１分 

【車】千葉外房有料道路誉田 IC より約１分 

□問合先：TEL 080(3305)1583 いちご農園 シャインベリー 
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１２ ドラゴンファーム（千葉市） 

なんと１９種類のイチゴを一度に食べ比べできる人気のバリアフリー観光農園!並ばずゆったり予約プランをご利用くださ

い。 

□期 間:１月１日～５月中旬（生育状況により、変動の可能性あり） ※不定休 

□所在地:千葉市若葉区小倉町１３５４ 

□料 金:３０分食べ放題 

中学生以上 2 歳～小学生 2 歳以下 

3,000 円 1,500 円 無料 

□交 通:【電車】千葉都市モノレール千城台北駅より徒歩約２０分 

【車】京葉道路貝塚 IC から約１０分 

□問合先：TEL 043(235)3788 ドラゴンファーム 

１３ みはる野いちご園（千葉市） 

立体式水耕栽培システムを採用しているいちご園です。園内は明るく清潔で、ゆとりを持ったスペースがあり、バリアフリーの

環境になっております。新鮮でおいしいイチゴが堪能できます。 

□期 間:１月上旬～５月上旬（完全予約制） ※月曜日、火曜日定休 

□所在地:千葉市見川区宇那谷町２２７－１ 

□料 金:３０分食べ放題 

期間 大人 小学生 幼児 2 歳～３歳 

１月～２月 1,900 円 1,300 円 1,000 円 600 円 

３月 1,800 円 1,200 円 900 円 500 円 

4 月～5 月 1,700 円 1,100 円 800 円 400 円 

□品 種:あきひめ、紅ほっぺ、やよいひめ、もういっこ、さがほのか、恋みのり 全 6 種 

□交 通:【車】東関東自動車道千葉北 IC から約１０分 

□問合先：TEL 043(250)1592 みはる野いちご園 

１４ ひだまり農園（千葉市） 

太陽と大地の恵みで育ったイチゴをぜひご賞味ください。直売もやっています。 

□期 間:１月中旬～５月末 ※不定休 

□所在地:千葉市緑区大高町４１－６ 

□料 金:４５分食べ放題 

期間 大人  ３歳～未就学児 ２歳以下 

１月上旬～２月２８日 2,500 円 2,000 円 無料 

３月１日～４月９日 2,300 円 1,800 円 無料 

４月１０日～５月７日 2,000 円 1,500 円 無料 

５月８日～閉園まで 1,800 円 1,300 円 無料 
□品 種:かおり野、やよいひめ、おい C ベリーなど１６種類（日によって変わります） 

□交 通:【車】大網街道大木戸新田交差点を踏切方面へ曲がり、約３００ｍ 

□問合先：TEL 090(4071)1188 ひだまり農園 
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１５ いちご物語 by ホリマサシティファーム千葉（千葉市） 

「未来の子どもたちのために」をスローガンとして、環境負荷の少ない農業を実践しております。栽培期間中農薬不使用のい

ちごの栽培に挑戦し、大人から子どもまで安心してお召し上がりいただけるいちごの観光農園を目指しております。今シーズン

は１３種類の食べ比べができます。 

□期 間:１月１４日～６月中旬（予定） ※月曜定休（月曜日が祝日の場合は、翌日休み・要予約） 

□所在地:千葉市緑区平川町２０３８ 

□料 金:６０分食べ放題 

大人（中学生以上） ６５歳以上 ４歳～小学生 ３歳以下 ペット（１０kg 未満小型犬） 

2,500 円 2,000 円 1,500 円 無料 500 円（１匹） 
□品 種:紅ほっぺ、真紅の美鈴、チーバベリー、かおり野、エンジェルエイト、桃薫など全１３種 

□交 通:【電車】JR 外房線誉田駅から千葉中央バス越智はなみずき台行き平川入口下車徒歩１３分 

     【車】千葉東金道路中野 IC から約５分 

□問合先：TEL 043(309)7716 いちご物語 by ホリマサシティファーム千葉 
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千葉県立清和県民の森〔君津市〕 

● 野鳥のお家作り 

冬になるといろんな種類の野鳥が遊びに来ます。そこで鳥の巣箱を作成してもらい、施設内

に設置します（設置せずに持ち帰る事も可能です）。一緒に野鳥のお家を作りましょう。 

 

・日 時:２月５日（日） １３:００～１５:００ 

・受 付:１２:３０～１３:００までに木のふるさと館に集合 

・定 員:５組 

・料 金:５００円 

・持ち物:軍手、動きやすい服装 

● 丸太切り体験 

チェンソーやノコギリを使って丸太の輪切り体験が出来ます（チェンソー使用可能なのは１

２歳以上からです）。同時にスウェーデントーチ販売・制作体験も出来ます。 

丸太切り体験に参加して頂くとプロが実際に使用している装備を自由に装着できる木こり

なりきり体験で遊べます。興味のある方はぜひご参加下さい。 

 

・日  時:２月１２日（日）・１９日（日） １０:００～１５:００ 

・受  付:１７:５０までに木のふるさと館に集合 

・料 金:３００円～１,０００円 

・持ち物:汚れてもよい服装 

 

● 鑑賞炭づくり 

鑑賞炭作りの体験会を行います。材料を持ち寄って花やどんぐり、果物などをそのまま飾り

炭にしてみましょう。 

どなたでも参加可能です。お気軽にお申し込み下さい。 

 

・日 時:２月２５日（土） １０:００～１４:００（雨天中止） 

・料 金:５００円 
 

・場  所:清和県民の森 木のふるさと館／君津市豊英６６０ 

・交  通:【電車】JR 内房線木更津駅西口から急行バス亀田病院行きサン・ラポール下車徒歩１０分 

【車】館山道君津 IC 下りて左折、県道９２号、国道４１０号経由約２４km 

・U R L:https://www.seiwanomori.jp/ 

 

お問い合わせ 
清和県民の森管理事務所 

TEL 0439(38)2222／FAX 0439(38)2229／E-mail s.sakai@senmorikumi.jp 
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千葉県立美術館〔千葉市〕 

 

                堀江正章 《耕地整理図》 1901～1902 年 

 

● 第４期コレクション展 名品４－旧制千葉中学から広がる堀江正章の系譜－ 

堀江正章は、安政 5（１８５８）年に⾧野県松本市に生まれ、東京に出て日本初の官立美術学校である工部美術

学校に学んだ浅井忠の後輩にあたる洋画家です。卒業後は画塾で講師として岡田三郎助、中沢弘光らを指導しました。 

その後、旧制千葉中学の図画教師に就任し、年間勤めます。その間、石井林響、柳敬助、板倉鼎など多くの逸材を育て

ました。今回の展示では、堀江正章とその系譜に連なる作家の作品を紹介します。 
 

・期  間:１月２５日（水）～３月２１日（火・祝） 

・開館時間:９:００～１６:３０（入場は１６:００まで） 

・休 館 日:月曜日、２月２８日（火） 

・料  金:一般３００円、高校生・大学生１５０円 

６５歳以上、中学生以下、障害者手帳をお持ちの方及び介護者１名は無料 

・場  所:千葉県立美術館／千葉市中央区中央港１－１０－１ 

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

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

 

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

 

● トピックス展「こんなに変わった植物の分類!－DNA をもとにした新たな系統－」 

アンボレラ・トリコポーダ（根本秀一氏撮影） 

これまで生物は、形や目に見える性質などにより分類されてきました。しかし、近年の DNA 解析技術の向上により、DNA

の塩基配列による客観的な生物の再分類が進んでいます。この変化は、図鑑などで科の表記が変わるくらいで、一般の方に

はあまり影響するものではありませんが、分類学を基礎としている博物館にとっては根源的な変化です。 

 この展示は、被子植物を題材に、DNAの塩基配列を基にした、新しい分類体系（APG 分類）で大きく変更になった部

分を取り上げ、写真や標本を用いて紹介します。科学の進展によって起こっている、驚くような植物分類の変化の一端をご覧く

ださい。 

 

期間:２月４日（土）～４月９日（日） 

会場:県立中央博物館 本館 第２企画展示室 

 

● 生態園トピックス展「生態園の意外な動物たち」 

ツツドリ          ハジボソミズナギドリ 

 

 生態園や青葉の森公園で生活する鳥類や哺乳類、昆虫などの動物を紹介するとともに、日々の生態園で目に付く意外な

動物たちをわかりやすく解説します。 

  

期間:２月２８日（火）～６月４日（日） 

会場:県立中央博物館生態園 オリエンテーションハウス 
 

・場  所:千葉県立中央博物館／千葉市中央区青葉町９５５－２ 

・開館時間:９:００～１６:３０（入館は１６:００まで、生態園の入場は１６:１５まで） 

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日・振替休日にあたるときは、その翌日） 

・料  金:一般３００円、高校・大学生１５０円 

      中学生以下及び満６５歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方（提示）及び介護者１名は無料 
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      生態園はどなたでも無料でご観覧いただけます。 

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

          JR 千葉駅東口の６番乗り場からちばシティバス川戸都苑行き約１５分 

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

          いずれの場合も中央博物館バス停で下車徒歩約７分又は京成千葉寺駅から徒歩約２０分 

      【車】京葉道・松ヶ丘 IC 出口から大網街道を千葉市街方面へ向かい、ハーモニープラザ交差点

を右折、矢作トンネル東交差点を右折し、県立青葉の森公園北口駐車場を目指してくださ

い。 

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

 

お問い合わせ 
千葉県立中央博物館 TEL 043(265)3111／FAX 043(266)2481 

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

 

● 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いたします。作り方だけでなく、よく飛ばせるコツなども解説します。

申込方法は、当日開館（１０:００）から、本館受付にて参加申し込みをします。 
 

・日  時:２月２３日（木・祝） １３:００～１４:００ 

・場  所:航空科学博物館／山武郡芝山町岩山１１１－３ 

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

      イベント参加費３００円 

・定  員:先着２０名 

・休 館 日:月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館） 

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

・U R L:http://www.aeromuseum.or.jp/ 

 

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

E-mail info@aeromuseum.or.jp 

 

 


