
★アンケートにご協力ください
●スタンプラリーの内容にご満足いただけましたか？
　　満足　/　やや満足　/　普通　/　やや不満　/　不満　
●来年も同様のイベントに参加したいですか？
　　参加したい　/　参加したくない　
　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●その他、ご自由にご意見・ご感想をお書きください。

※緊急事態宣言が発令された場合、中止・中断となる場合があります。
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令和4年度　県民の日印旛地域行事

スタンプ１５カ所以上

スタンプ1０カ所以上

（富里市）乗馬体験特別ご招待券
（ペアチケット）

酒々井蔵元飯沼本家のギフトセット

⑧ 印西手焼きせんべいセット 15名様

⑪ （佐倉市）金子牧場の低温殺菌
　 ノンホモ牛乳（２本セット）10名様

⑩ 成田の手づくりしゅうまい 10名様

⑦ 四街道の厳選うるち米と手作りみそセット15名様
⑥ 佐倉市特産品セット（佐倉の地酒、味噌等）
　　　　　　　　　※未成年へは発送できません

15名様

⑨ 栄町産黒豆の生カステラセット 15名様

⑫ いんばご当地グッズ
　 （ピンバッジ、エコバッグ等の詰合せ） ３０名様

10名様

10名様

（8月6日・13日・20日のみ土曜営業）

成田市名木７３０－３　☎０４７６-９６-１００１
営業時間/(平　日)９：3０～１６：３０
　　　　  (土日祝)９：3０～１７：００
※平日休園日あり　ホームページからご確認ください
駐車場/1000台（有料）

栄町龍角寺1028
☎０４７６-９５-３３３３
営業時間　９：００～１６：３０
定休日　月曜日（祝日の場合は翌日）
駐車場/300台（無料）

９：００～１7：00

栄町龍角寺１０３９－１
☎０４７６-８５-８１５５
営業時間　９：００～１７：００
定休日　月曜日（祝日の場合は翌日）
駐車場/155台（無料）

印旛郡栄町請方３６８
☎ ０４７６-８０-２２２０
営業時間　１０：００～１７：００
定休日　月曜日
駐車場/１５台(無料)

成田市仲町383－1
☎０４７６－２４－３２３２
開館時間　９：００～１７：００
定休日　月曜日（祝日の場合は翌日）
駐車場/なし
近隣の有料駐車場をご利用ください

駐車場/なし

県立房総のむら
房総の伝統的な生活様式や技術を来館者が直
接体験するとともに、武家・商家・農家などの展
示を通して歴史を学んでいただく
ことを目的とする博物館です。
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令和４年６月１５日（水）～８月３１日（水）
令和４年９月６日（火）必着

６月１５日は県民の日！

※写真はイメージです

スタンプ4カ所以上
D賞

C賞
スタンプ2カ所以上

E賞

◎チーバくんグッズ　５０名様

①

④

⑩ ⑪

スタンプ20カ所達成
パーフェクト賞

賞品①～⑫の抽選に漏れた方の中から、
抽選でチーバくんグッズが当たります。

江戸時代の町並みを再現した房総のむらを、そ
の時代の衣装をまとってより楽しめる「コスプレ
の館」です。
忍者や侍、新選組からハイカラさんなどにコス
プレすれば、そこはもう江戸時代にタイムスリッ
プした感覚になります。

栄町を中心とした地場の新鮮野菜を中心に取り
扱い、栄町の特産である黒大豆など来店するお
客様から好評を得ています。

【栄町】龍夢

ドラムの里
コスプレの館







①～⑫15コ
③～⑫10～14コ

⑩～⑫４～５コ
⑫２～３コ

⑥～⑫６～  ９コ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「新しい旅のエチケット」を実践
して、千葉県内を観光していただきますようお願いいたします。

～新しい旅のエチケット実践例～

（千葉県印旛地域振興事務所企画課）行



千葉ニュータウン
中央

京成佐倉京成臼井
公園

勝田台

実籾

志津

中学校

東成田

定休日 月曜日（祝日の場合は翌日）

館内には観光マップやパンフレットなどを用
意しているほか、レンタサイクルの貸し出し
もあります。また、土日祝日には「楽市」を開催
し、町の特産品や地元の新鮮野菜、ハンドメイ
ド・クラフトなどを販売しています。

白井のプラネタリウムは、今晩の星空解説、注目
の宇宙の話題をすべて生解説で行います。来館者
それぞれが生まれる前から星になる前までのライ
フステージに応じた様々なプログラムがあります
ので、お好みに合わせて足をお運びください。

白井市を中心とした新鮮野菜を取り揃えてい
ます。白井市の特産品である梨はもちろんの
こと、贈答品として好評を得ている自然薯や
旬の野菜を美味しく味わえる加工品など地場
産新鮮野菜を取り揃え、皆様のご来店をお待
ちしております。

地域の歴史・文化を知ることのできる施設とし
て、木下貝層の貝化石類、千葉県指定有形文化
財「馬込遺跡出土瓦塔」、木下河岸のジオラマ、
蒸気船模型など、印西市内木下地区周辺の歴
史資料を中心に展示しています。

千葉ニュータウンの中心に位置する、 総面積
50haの総合公園です。園内には開発前の自然
が残されていて、里山の自然を身近に感じる
ことができます。植物を通じての、文化や情報
とコミュニティの発信・四季の花 ・々体験イベ
ント・講習会、災害時には広域避難場所として
の役割も果たします。

休日に訪れるのにぴったりな緑いっぱいの公
園です。体育館や野球場、運動競技場のほか、
デイキャンプを楽しめるキャンプ場などがあ
ります。アスレチックや遊具エリアもありま
すので、ぜひ家族で遊びに来てください。

大正時代の銀行の建物をエントランスホール
として、旧城下町地区の中心部に建つ美術館
です。佐倉・房総ゆかりの作家を中心に収集し
ており、展覧会の他に対話型鑑賞会等、美術を
身近に感じる企画も展開しています。

創業300年を超える老舗の酒蔵。
敷地内にある酒々井まがり家では、お酒の試
飲や販売、酒粕を使ったオリジナル料理が楽
しめます。6月中旬から9月中旬はブルーベ
リー摘み取り体験もできます（詳細は電話にて
お問合せください）。

印旛沼湖畔に建つオランダ風車がシンボルの
公園です。春はチューリップ、夏はひまわり、
秋はコスモスが一面に咲き広がります。また、
レンタサイクルや印旛沼観光船も楽しめます。

印西市を中心に近郊で採れた新鮮な農作物を
販売。果樹が豊富なこの地域では、冬場はイチ
ゴ、春から夏にかけてはメロン・スイカ、夏は
梨が店頭に並びます。
是非、一度ご来店ください。

保湿効果の高いメタケイ酸を含んだ弱アルカリ性の
天然温泉です。塩サウナや電気風呂、高濃度炭酸ガス
を融解させたラムネ湯が人気です。新鮮野菜が並ぶ旬
菜市場やその食材を使用したレストランも是非ご利
用ください。※スタンプは旬菜市場（農産物の直売場）
に置いてあります。

まるごとしすい

まるごとしすい
乗馬クラブ

クレイン千葉 富里

ドラムの里
コスプレの館

乗馬クラブ
クレイン千葉 富里

酒々井町飯積２－８－２
☎０４３－３７６－６８１０
営業時間　９：００～１８：００
定休日　月曜日
　　　　（祝日の場合は翌日）
駐車場 /７台（無料）

充実した設備と90頭以上の馬を繋養している
大型乗馬クラブです。
初めての乗馬体験から本格的な馬術練習まで、
お客様に合わせたレッスンを行っています。
乗馬体験はマンツーマンで行いますので、1年
生から70代の方まで安心してご参加頂けます。

市の中心部に位置し、JA本店の敷地内に店舗
を構え、地域密着型の直売所として人気です。
野菜や肉、卵をはじめとした生鮮品のほか、お
弁当やお惣菜、野菜苗、ご贈答用の花束なども
豊富に取り揃え、お届けしています。

富里市七栄６５０－２０３
☎０４７６－９０－１１７７
営業時間　９：３０～１７：００
　　　　　（水曜日・金曜日）１１：３０～１８：３０
定休日　火曜日
駐車場 / 100台（無料）

東我孫子

久住

成田空港

滑河

酒々井

物井

まるごとしすい

　乗馬クラブ 
クレイン千葉 富里

大人 650円  （750円）　小学生  350円 （400円）　
幼児 250円  （300円）　3歳以下無料  ※（土休日）

白井市復1148－8　
☎０４７-４９２－１１２５
開館時間 ９：００～１７：００　
休館日　月曜日
駐車場/245台（無料）

印西市木下１４８９番地１
☎０４７６－４０－３５００
開館時間　９：００～１７：００
定休日　月曜日（祝日の場合は翌日）・祝日
駐車場/35台（無料）

駐車場/Ｂゾーン250台（有料）

印西市西の原４－３
☎０４７６－４８－２２００
営業時間　１０：００～１７：００
定休日　月曜日（祝日の場合は翌日）
駐車場/80台（無料）

四街道市和田161
☎０４３‒４３３‒１１１１
開館時間　９：００～２１：００
定休日　月曜日
　　　　（祝日の場合は翌日）
駐車場/235台（無料）

佐倉市新町210
☎０４３－４８５－７８５１
開館時間　１０：００～１８：００（入館は１７：３０まで）
定休日　月曜日（祝日の場合は翌日）
駐車場/「佐倉城大手門跡広場」駐車場（無料）が利用
　　　  できます。（市営駐車場は工事中のため、ご利
　　　  用いただけません。）

酒々井町馬橋106
☎０４３－４９６－１００１
営業時間　１０：００～１８：００
定休日　年中無休
駐車場/40台（無料）

【酒々井町】勝っタネ！くん

　ドラムの里
コスプレの館


