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　8：00-17:00（変動あり）　  奥水郷観光協同組合
-1837、中州船頭組合0478-56-0968、与田浦観光組合
0478-56-0183 　 乗船場所：水郷佐原あやめパーク周辺

　 8:00-18:00　　0478-50-1183　　佐原イ3981-2
　 地域物産館

豊かな台地で発達した農耕文化、関東開拓の
拠点となった香取神宮、舟運による繁栄。
古代から現在まで人や物資だけでなく
文化が交流する場所となっています。

か と り し 自然・歴史・文化に彩られたまち
加藤洲十二橋めぐり

加藤洲十二橋めぐり

飯田本家

水郷佐原あやめパーク

水郷佐原あやめパーク

県立中央博物館 大利根分館

県立中央博物館 大利根分館

横利根閘門ふれあい公園

横利根閘門
ふれあい公園

かつて隣家との往復のた
め、水路に架けられた橋。
カスリモンペの船頭さんと
サッパ舟で巡る。

道の駅 水の郷さわら
道の駅 水の郷さわら

地元産の米や野菜、川魚の
佃煮、醤油、酒などが買える。
川の駅が併設され、モーター
ボートやサッパ舟などの水
辺のレジャーが楽しめる。

水郷佐原山車会館 
水郷佐原
山車会館 

山車2台を常設展示。名工
が手掛けた彫り物や、大人
形をじっくりと見ることがで
きる。

　9:00-16:30（夏祭り期間中は-20:30）　　0478-52-4104
　佐原イ3368　　月曜日（祝日の場合は開館）・年末年始　
　※あやめ祭り中は無休　　　ロビー入り口

→P6
水郷の初夏を彩るあやめ

　 0478-56-0411　　扇島1837-2
　 入口付近（スタンプ押印の際、入園料がかかります。）

馬場本店酒造

馬場本店酒造馬場本店酒造

天和年間（1681～83）創業。
糀屋から始まった旧式手
造り製法の味醂もつくる老
舗酒造。

　9:00-17:00　　0478-52-2227　　佐原イ614-1

東薫酒造

東薫酒造

文政8年（1825）創業。伊能
忠敬の伊能家に弟子入り
し、習得発展させてきた酒
蔵。

　 10:00-16:00　蔵見学可　　0478-55-1122
　 佐原イ627

伊能忠敬記念館

伊能忠敬
記念館

伊能忠敬の人生と業績で
ある伊能図をあますことな
く紹介。小野川を挟んで伊
能忠敬旧宅がある。

観福寺

観福寺

川崎・西新井とともに日本
厄除け三大師に数えられ
る。伊能忠敬の墓がある。

牧野1752

「利根川の自然と歴史」「千
葉県の農業」を常設展示の
全体テーマとし、東下総地
域の自然と歴史を学べる
博物館。

　9:00-16:30（開館4月～9月）　　0478-56-0101
　佐原ハ4500　　月曜日（祝日の場合は翌日）企画展開催
中（6月24日（日）まで）は無休

大正10年（1921）完成のレ
ンガ造りの閘門は今も現役
で稼働している。国の重要
文化財。

　 佐原ニ地先

…施設を利用する際、
　入場料等がかかります。
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　9:00-16:30　　0478-54-1118　　佐原イ1722-1
　月曜日（祝日の場合は開館）・年末年始　※あやめ祭り中
　は無休　　ロビー入り口

 小野川沿いの
歴史的町並み

こうもん…スタンプ設置ポイント

かとうず じゅうにきょう

0478-56

さと

ば　ば

いのう　ただたか かんぷくじ

とうくん

だ　し



香取1697-1　　 宝物館入口（8:30-16:30）

0478-50-1232（香取市役所 都市整備課）　　仁良19:00-17:00蔵見学可（要事前予約）　  　0478-82-2037
小見川178　　　日曜日・祝日

小野川沿いの歴史的町並み(重要伝統的建造物群保存地区)

香取神宮

小江戸さわら舟めぐり 佐原まちぐるみ博物館

小見川城山公園

蔵造りの商屋やレンガ造りの洋館が建ち並び「北総の小江戸」の風情を感じるスポット。また、「小野川沿いの
歴史的町並み」は、「北総四都市江戸紀行」として、平成28年に千葉県初の日本遺産に登録された。

10:00-16:30(変動あり)
0478-55-9380（（株）ぶれきめら）
（乗船場所）伊能忠敬旧宅前

飯田本家
明治10年（1877）創業。杜
氏は置かず経営者と社員
で手造りする酒蔵。平成26
年からワイン醸造も始めて
いる。

橘ふれあい公園
キャンプやバーベキュー（要
申請）、釣り、アスレチックな
ど自然を満喫できる。憩い
の森では、7月になるとヤマ
ユリがいっせいに咲く。

平成29年にリニューアルオープンしました。8ヘクタールある敷地内には水路が通り、
約400品種150万本の花菖蒲が咲き、今は懐かしい水郷地帯の景観を表現しています。
また7月7日から8月5日までは、はす祭りが開催されています。
【期間】 5月26日（土）～6月24日（日）【時間】8:00-18:30
【入園料】 あやめ祭り期間中　大人800円
　　　　小・中学生400円/65歳以上700円　
【電話番号】 0478-56-0411

【期間】7月7日（土）～8月5日（日）
【時間】7:00-15:00（土・日・祝日は6:00開園）
【入園料】大人600円/小・中学生300円/
65歳以上500円

昭和27年（1952）から続くあやめ
まつり。嫁入り舟やろ舟遊覧など、
様々なイベントが開催されます。

【期間】5月26日（土）～6月24日（日）　【時間】終日自由
【入園料】無料　【電話番号】大会本部0299-63-1187/　
潮来市産業観光課0299-63-1111
※スタンプは、水郷潮来観光協会（JR潮来駅入口）にあります。

→P6
東国三社

府馬の大クス
樹齢1300～1500年といわれ、
根元には正徳元年（1711）の銘
が刻まれた石のほこらがくいこ
んでいる。国指定天然記念物。

農産物直売所＆レストラン風土村

地元食材を味わえるランチ
バイキングが大人気。

直売所 9:00-19:00/レストラン11:00-16:00（14:30受付
終了）　  0478-78-5733　　鳩山344-4　     直売所

道の駅くりもと 紅小町の郷
農産物直売所があるほか、
季節の農業体験が楽しめ
る。

まほろばの里 案内所
田園空間に位置する施設
の総合案内所。案内所には、
貝塚から出土した土器や
昔の農具などが展示され
ている。

9:00-16:00　　0478-83-0770　
貝塚1767-1　　　月・火曜日（祝日の場合は開館・直近の
平日2日間休館）　　　入り口

中世には豪族の城が築か
れていた城山。遊具が整備
され眺望もいい。古代の古
墳群もある。

重要伝統的建造物群保存地区を含む市街地
に点在する商屋など40の店で自慢のお宝を
公開。「まちぐるみ博物館」の木の看板が目印。

小見川4780-1
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直売所 9:00-18:00/レストラン11:00-15:30
（ラストオーダー15:00）　　0478-70-5151　　沢1372-1　
事務所前カウンター

府馬2395

香取市

東国三社とは、鹿島神宮（茨城県鹿嶋市）・
香取神宮（香取市）・息栖神社（茨城県神栖
市）のことをいいます。もともとは、関東以北
の人々が伊勢神宮参拝後にこれら三社を
巡拝する慣習がありました。平安時代から
「神宮」と称されたのは、伊勢神宮・鹿島神
宮・香取神宮のみで、現在はパワースポット
としても人気です。利根川の舟運が栄えた
江戸時代には、木下茶船に乗って行く東国
三社詣が水郷遊覧、参詣観光の旅として江
戸の庶民や文人の間で大変流行しました。

東 国 三 社 鹿島神宮 

息栖神社

約30分

香取神宮

国道356号経由

水郷佐原あやめ祭り 水郷佐原あやめパーク（香取市）

水郷潮来あやめまつり 水郷潮来あやめ園（潮来市）

水郷の初夏を彩る あやめ

約25分
東関東自動車道経由

国道124号経由
約25分

水郷佐原
あやめパーク

はす祭り

約400品種
150万本の花菖蒲

300以上の
品種数は日本一

かとりし Katori City

約500品種
100万本の花菖蒲
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