海匝
さんさん☀
☀かいそう周遊ラリー

各 市 の観 光 情 報 等
【銚子市】
銚子市には、レトロな車両や駅舎の銚
子電鉄、白亜の犬吠埼灯台、雄大な屏風ケ
浦などの景色を楽しめる地球の丸く見え
光スポットが盛りだくさんです。

明治7年、英国人リチャード・ヘンリー・ブラントンの
設計により造られた西洋型第一等灯台で、日本で24番
目に点灯されました。また、令和2年12月23日には国
の重要文化財に指定されました。資料展示館では、国産
第 1 号の灯台用大型一等レンズなど
が見られます。
所：銚子市犬吠埼9576
問：0479-25-8239
時：8：30 〜 17：00（年中無休）
駐：なし
費：大人300円、
小学生以下無料

全国に誇る、
漁業、農・畜産業、植木生産。
海匝（かいそう）地域にて、
スタンプラリー、開催します。

開催期間
令和 3 年 6 月 15 日
（火）〜 9 月 6 日（月）
主催
県民の日海匝地域実行委員会
（銚子市、旭市、匝瑳市、千葉県）
事務局：千葉県海匝地域振興事務所 地域振興課

【銚子海洋研究所】
クジラのダイナミックな泳ぎやイルカたちの華麗な
ジャンプをクルーズ船の上からウォッチングできます。
所：銚子市潮見町15-9
問：0479-24-8870
時：9：00 〜 18：00（不定休）
駐：銚子マリーナ海水浴場駐車場
250台、無料
費：大人
（高校生以上）4,000円〜、
小中
学生3,000円〜、幼児2,000円〜
※詳しくはホームページ等をご確認
ください。

【銚子漁港第一卸売市場】
近海であがった生マグロやカジキなどが豪快に並ぶ
姿を2階見学コースより見ることが出来ます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により見学は現在
休止中。
所：銚子市新生町1-36-12
問：0479-22-3200
時：8：00 〜 11：30（日曜日、祝日、
休漁日は休み）
駐：20台（無料）

銚子半島の南側、延々 10ｋｍにわたる海岸の絶壁は、
「東洋のドーバー」といわれています。平成28年3月に、
雄大な景観と地質学的価値が認められ、国の名勝及び天
然記念物に指定されました。
所：銚子市名洗町
問：銚子市観光商工課
（0479-24-8707）
駐：銚子マリーナ海水浴場駐車場
250台、
無料

【旭市】
旭市の魅力は、おいしい食べ物！農業
産出額全国6位、なかでも豚肉は出荷額
使ったおしゃれでおいしい飲食店がたく
さんあるんです。「食の郷あさひ」に遊び

【矢指ケ浦（やさしがうら）海水浴場】

旭
全国トップクラスの、農・畜産業のまち ―

真っ直ぐに延びる水平線が一望でき、目の細かい白い
砂のビーチです。雰囲気ものんびりしていて、
ゆったりと
海水浴が楽しめます。例年７月中旬には「サマーフェス
タin矢指ケ浦」
が開催され、
様々なイベントが行われます。
※海水浴場の開設やイベントの開催は、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大の状況により、中
止となる可能性があります。8月中旬
以降は、
クラゲの発生にご注意ください。
所：旭市椎名内3260
問：0479-62-5338（旭市商工観光課）
駐：あり

【匝瑳市】
「匝瑳」と書いて「そうさ」と読む、全国

匝瑳
世界に誇る、植木のまち ―

都道
府県

市区
町村

【猿田（さるだ）神社】
社伝によると、創建は平安時代初期の807年、祭神は
猿田彦大神など。現在の豪壮で華麗な本殿は、1680年
の建立で、千葉県指定文化財です。
所：銚子市猿田町1677
問：0479-33-0362
時：8:00 〜 15:00（社務所）
※月〜金曜日の仏滅はお休み。
駐：あり
費：無料

お 名 前
電話番号
アンケートにご協力ください。
１．今回の周遊ラリーを何で知りましたか？（該当する番号に○）
①スタンプ・キーワード設置場所 ②ホームページ
③県民だより

【総合病院国保旭中央病院】
公立病院では日本最大級の規模を誇り、
診療圏人口100
万人を擁する地域の基幹病院。24時間365日対応の救命
救急センターや地域周産期母子医療センターなども併
設。市内の診療所と連携して、地域医療を支えています。
所：旭市イの1326
問：0479-63-8111（代表）
時：7：45 〜 11：00（初診受付時間）
駐：あり

に来てね！

日本一の春キャベツと漁業のまち ―

ご住所 〒

④県民の日パンフレット ⑤その他

２．ご意見・ご感想

がなんと日本一！市内には地元食材を

銚子

千葉県旭市二1997-1
千葉県海匝地域振興事務所
地域振興課 企画係 行

【屏風ケ浦（びょうぶがうら）】

ちばの「とっぱずれ」
銚子市・旭市・匝瑳市。

貼ってください

切り取り線

る丘展望館、イルカウォッチングなど、観

【犬吠埼（いぬぼうさき）灯台】

2 8 9 2 5 0 4

63円分の切手を

屈指の難読地名のまち。市の北部は里山
などの緑にあふれ、南部は九十九里海岸
に面するなど、豊かな大自然と歴史のあ
るまちです。植木業が盛んで、
「日本有数
の植木のまち」としても有名です。
【安久山（あぐやま）のスダジイ】
飯高地区安久山の民家裏にあるシイの木。幹回り10ｍ
の巨樹で、
全国でも十指に数えられます。今にも歩き出し
そうなくらい曲がりくねった根
（板根）
は一見の価値あり
で、その神秘的な佇まいに、思わず見とれてしまいます。
所：匝瑳市安久山197（平山邸）
問：0479-73-0089
（匝瑳市観光協会）
駐：あり
費：1人200円

【干潟八万石（ひかたはちまんごく）の風景】
江戸時代に椿の海の干拓で整備された「干潟八万石」
と呼ばれる房総半島屈指の大穀倉地帯。春から秋にか
けては、緑色から黄金色に染まっていき、さまざまな表
情を見せてくれます。
所：旭市北部にある田園風景

【海上（うなかみ）キャンプ場】
千葉県指定天然記念物「龍福寺の森」に隣接するキャ
ンプ場。バーベキューが楽しめる炊事棟、ログハウス風
のバンガロー、体育館などがあります。家族での利用や
研修・交歓の場としても利用できます。
所：旭市岩井1000
問：0479-55-5250
時：
（宿泊時）13：00 〜翌11：00
（月曜日は休み）
駐：あり

【飯岡（いいおか）漁港】
黒潮と親潮が重なることから良好な漁場として知ら
れる飯岡沖には、飯岡漁港から遊漁船が出港しています。
年間を通じて、船釣りを楽しむ人が大勢訪れます。
所：旭市下永井308
問：0479-57-3202
（海匝漁業協同組合）
駐：あり
費：無料

【概要】
裏面の指定箇所でスタンプ・キーワードを収集していただくと、
同ページに記載のある景品に応募することができます！

【開催期間】
令和 3 年 6 月 15 日
（火）〜 9 月 6 日
（月）

【応募方法】
①スタンプ台紙付属のハガキに切手
（63 円）
を貼って郵送
② WEB から応募（ちば電子申請サービス）
※応募締切 令和 3 年 9 月 10 日
（金） 当日消印有効

【問合せ先】
【八日市場植木組合展示即売場】
匝瑳市は、
「日本有数の植木のまち」です。市役所の西
隣にある八日市場植木組合の展示即売場には、大小さま
ざまな植木、四季折々の花が並びます。
所：匝瑳市八日市場ハ793-6
問：0479-72-1767（農事組合法人
八日市場植木組合事務所）
時：9：00 〜 17：00
（土・日曜日は休み）
駐：あり

【八日市場八重垣神社祇園祭（ようかいちばやえ
がきじんじゃぎおんさい）】
毎年8月4日・5日に開催される、匝瑳市を代表する祭
り。初日は全国でも珍しい女性だけで神輿を担ぐ「女神
輿渡御」が、2日目には20基ほどの神輿が連なり市街を
練り歩く「神輿連合渡御」が執り行わ
れ、見る者も熱くなります。
※令和3年度は開催中止です。
所：匝瑳市八日市場イ2939
（八日市場八重垣神社）
問：0479-73-0089（匝瑳市観光協会）
駐：あり（祭り期間中）

【天神山（てんじんやま）公園】
中心市街地に隣接する丘陵地、通称 天神山 を立地や
地形、自然環境を生かした公園として整備。園内は、芝
生広場や太平洋までを望める展望台などが散策路でつ
ながっています。
所：匝瑳市八日市場イ2291
問：0479-73-0089
（匝瑳市観光協会）
駐：あり

【ふれあいパーク八日市場】
地元はもとより、県外からのリピーターも多い直売所。
季節ごとの野菜を中心に、手作り加工品などの商品が多
数並ぶほか、併設の花・植木見本園では四季折々の花木
が購入できます。
所：匝瑳市飯塚299−2
問：0479-70-5080
時：9：00 〜 18：00
※郷土料理レストラン
「里の香」
は11：00
〜 14：30（土・日曜日は15：00まで）

駐：あり

県民の日海匝地域実行委員会事務局 TEL 0479-62-0261
（海匝地域振興事務所 地域振興課）
午前 9 時〜午後 5 時
（祝祭日を除く平日のみ）

※注意事項
○スタンプやキーワードは、施設内に設置しているものがあります。
事前に各施設の開館日・営業時間をご確認ください。
○応募はお一人様 1 回のみ有効とさせていただきます。
○希望する景品によって応募に必要なスタンプ・キーワードの数
が異なりますので、裏面の景品一覧をご確認ください。
○応募の際、必要事項に記載がない場合、抽選無効とさせていた
だくことがあります。
○当選者は抽選により決定します。また、景品の発送をもって当
選者の発表に代えさせていただきます。
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、営業時間や
休日に変更がある可能性があります。
○本事業は各観光施設等にご協力いただき開催しております。周
遊に当たっては、各観光施設等のルールを順守していただきま
すようお願いします。

※スタンプを集める場合は、同じ市で
2 つ 集めてください。
（例：銚子市で2つ）

スタンプ

切り取り線

キーワード

※キーワードを観光地等で集めて
下記の空欄に記載してください。

銚子市

『海匝は、』
1

2

3

4

5

6 っ 7

8

9

匝瑳市

❸【道の駅

展望スペースに昇れば、北総で一番高い標高90ｍ。視界360度中、330度までが水平
線の大パノラマ。緩やかに弧を描く水平線は、地球の丸さを実感できます。※展望スペー
スへ昇るためには入館料がかかります。
所：銚子市天王台1421-1
問：0479-25-0930
時：9：00 〜 18：30
駐：あり
費：大人420円、
小・中学生200円、
65歳以上360円
○スタンプ設置場所：1階入り口付近

全国トップクラスの生産額を誇る農畜水産物や豊富な花木を取り取り揃える直売所を
はじめ、地元食材を使った料理が楽しめるレストランや芝生広場などもあり、子どもから
お年寄りまで皆がふれあい楽しめる施設です。
所：旭市イの5238 問：0479-62-0888
時：9：00 〜 18：00
駐：あり（普通車148台、大型車10台、身障者用
3台、電気自動車充電器（普通充電器2台、
高速充電器1台））
費：なし
○スタンプ設置場所：情報発信スペース

ＪＲ八日市場駅前に立つ匝瑳市の観光拠点施設。観光案内所、軽食コーナー、特産品の
販売コーナーが併設されています。匝瑳市を訪れた際は、ここに立ち寄り、旬の見どころ
を紹介してもらいましょう。
所：匝瑳市八日市場イ137-1
問：0479-85-5015
時：9：00 〜 18：00
駐：あり 費：なし
○スタンプ設置場所：受付のスタッフにお声掛
けください。

❷【銚子ポートタワー】

❹【旭市防災資料館】

❻【パークゴルフそうさ】

高さ57．7ｍのツインタワー構造で海抜60ｍの展望室
からは、雄大な景観を楽しむことが出来ます。展望室へ昇
るためには入館料がかかります。
所：銚子市川口町2-6385-267
問：0479-24-9500
時：8：30 〜 18：30
駐：あり 費：大 人420円、小・中 学 生200円、65歳 以 上
360円
○スタンプ設置場所：1階お土産コーナー付近

東日本大震災から10年が経過し、その教訓を後世に生かしていくために、地震や大津
波、原発事故による風評被害など、震災当日から復旧・復興までの道のりを、写真や映像、
実物などで伝えます。
所：旭市萩園1437（いいおか潮騒ホテル1階東側）
問：0479-57-6712
時：9：00 〜 17：00
駐：あり 費：なし
○スタンプ設置場所：館内

昨年10月に、新しく海岸沿いにオープンしたパークゴルフ場です。平坦で初心者向け
の「あじさい」コース、起伏がありやや難易度が高い
「くろまつ」コースの２コースがあり、
潮風を感じながら、家族で楽しめます。クラブ、
ボールは無料貸し出し。
所：匝瑳市吉崎4861-3 問：0479-74-3751
時：3・4・9・10月 8:30 〜 17:00 ／ 5 〜 8月 8:30 〜 18:00 ／ 11 〜 2月 8:30 〜 16:00
※最終スタートは営業終了時間の１時間前。 駐：あり
費：65歳未満 1回・750円、１日・1,500円／高校生以下
１回・370円、１日・750円
※上記は市外料金。その他、65歳以上や団体、月極等の料
金設定があります。
○スタンプ設置場所：受付付近

銚子大橋

356

季楽里（きらり）あさひ】

①〜⑨はキーワード設置場所

❶【地球の丸く見える丘展望館】

景品番号

❺【そうさ観光物産センター

匝（めぐ）りの里】

茨 城 県
銚子ポートタワー

至小見川

❷
①

③
126

74

かさがみ
くろはえ

106
28

296

倉橋

きみがはま
犬吠テラステラス

②

犬吠埼灯台

旭駅

干潟

国保旭中央病院

いぬぼう

❺

場

市
日
八
45

104
299

48

飯

❸

パークゴルフそうさ
49
122

至千葉

⑥

野栄ふれあい公園

飯岡海水浴場

❻
吉崎浜

⑨

30

※各景品は都合により変更となる場合があります。あらか

至銚子

干潟

倉

126
道の駅
季楽里あさひ
旭市防災資料館 ❹

とかわ

126

匝瑳市役所

そうさ観光物産センター 匝りの里

飯岡

⑤

銚子ドーバーライン

❶

56

松山庭園美術館

⑧

鎌数伊勢大神宮

地球の丸く見える丘展望台

ふれあいパーク
八日市場

16

にしあしかじま

屏風ケ浦

114

⑦

265

あしかじま

○景品一覧

飯高檀林跡

至成田

銚子セレクト市場 もとちょうし
かんのん
なかのちょう

74

④ 大原幽学記念館

ウオッセ 21

銚子駅

※下記の景品一覧の番号（①〜⑨）を
忘れずにご記載ください。

旭市

❶〜❻はスタンプ設置場所

じめご了承ください。

【Ａ賞】各 2 名様
キーワードを 9 つ＋いずれかの市のスタンプを 2 つ収集
①銚子市旅館ホテル組合共通宿泊補助券（銚子市）
②釣り船乗船券（ヒラメ）ペアチケット（旭市）
③民宿「ふくろう邸」宿泊券（匝瑳市）

①【ウオッセ21】

④【大原幽学（おおはらゆうがく）記念館】

⑦【飯高檀林跡（いいだかだんりんあと）】

「海の幸の総合センター」です。銚子に水揚げされた新鮮な魚介類や地元産品をはじめ、
国内外から集められた豊富な海の幸を扱う店や食事処が充実しています。
所：銚子市川口町2-6529-34
問：0479-25-4500（ウオッセ21商店会）
時：（平日）9：00 〜 16：00
（土・日・祝日）9：00 〜 17：00
駐：あり
（大型7台、
普通車約200台） 費：なし
○ヒント：館内には大きな
「旗」
が飾られています。
キーワードはその近くに隠されてい
ます！

幕末の農村指導者である大原幽学は世界初の農業協同組合をつくった人物です。国指
定重要文化財となっている遺品や著作などゆかりの資料を公開しているほか、郷土展示
室では地域の歴史を紹介しています。
所：旭市長部345-2
問：0479-68-4933 時：9：00 〜 16：30
駐：あり
（遺跡史跡公園駐車場70台 記念館駐車場15台）
費：一般300円 小中高生200円
○ヒント：記念館の入り口付近にキーワードが
隠されています！

飯高檀林跡（飯高寺）は、江戸時代の法華宗（日蓮宗）の学問所で、明治に廃檀となるまで
多くの名僧を輩出した寺です。県指定の史跡で、
「講堂」などの建物は国の重要文化財に
指定。杉並木の参道の先に立つ「講堂」の荘厳な姿に、訪れた人は圧倒されます。大河ド
ラマや映画のロケ地としても有名。
所：匝瑳市飯高1789
問：0479-73-0089（匝瑳市観光協会）
駐：あり※観光案内所併設 費：なし
○ヒント：来訪者が記入するノートに隠されて
います！

②【犬吠（いぬぼう）テラステラス】

⑤【鎌数（かまかず）伊勢大神宮】

⑧【松山庭園美術館】

未来を明るく「照らすテラス」をコンセプトにオープンした施設。カフェや、名産品が
買えるセレクトショップ、地元の職人さんと一緒にものづくりが楽しめるワークショッ
プなど、銚子の魅力が沢山つまったスポットです。
所：銚子市犬吠埼9575-2
問：0120-25-1240
時：10：00 〜 18：00
駐：あり（大型4台、普通車94台） 費：なし
○ヒント：「野菜マルシェ」の近くに
キーワードが隠されています！

寛文11年（1671年）に創建。地元では「お伊勢さん」として親しまれる伊勢皇大神宮の
分社で、
「干潟八万石」で知られる椿の海干拓事業を祈念しました。春の例大祭では県指
定文化財の「鎌数の神楽」が奉納されます。
所：旭市鎌数4314
問：0479-62-1982
時：9：00〜16：00
（社務所） 駐：あり
（100台）
※トイレの数に限りがありますので、ご利用は
なるべくお控えください。
○ヒント：
「御神木」の近くにキーワードが隠さ
れています！

芸術家・此木三紅大（このきみくお）
氏のアトリエを公開した美術館。名画のコレクショ
ンや茶道具の展示などが楽しめます。文化交流の場として企画展示館や茶室もあります。
猫に会える美術館としても有名。
所：匝瑳市松山630
問：0479-79-0091
時：金・土・日曜日、祝日の10：00 〜 17：00
駐：あり 費：大人800円、小中学生400円
※8月29日まで「第18回猫ねこ展覧会」開催中。
○ヒント：2つの石像の間を抜けたところにキー
ワードが隠されています！

③【銚子セレクト市場】

⑥【飯岡（いいおか）海水浴場】

⑨【野栄（のさか）ふれあい公園】

地元の人たちがセレクトした上質な逸品・グルメ・お土産・農産物・水産物を販売＆紹介
しています。
所：銚子市双葉町3-6
問：0479-25-5174（ヒューマンライブ株式会社）
時：（平日）9：30 〜 18：00
（土・日・祝日）9：00 〜 18：30
駐：あり（普通車48台） 費：なし
○ヒント：
「醤油」
がたくさん置いてあるところに
キーワードが隠されています！

九十九里海岸の東端にある、遠浅で波も穏やかな広いビーチ。7月下旬には「旭市いい
おかＹＯＵ・遊フェスティバル」が開催され、花火大会や宝探しなどの子どもから大人ま
で楽しめるイベントが盛りだくさんです。
※海水浴場の開設やイベントの開催は、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、
中止になることがあります。8月中旬以降は、
クラゲの発生にご注意ください。
○ヒント：防災資料館の近くにある、
黒いランナー
が描かれている「展望台」にキーワー
ドが隠されています！

面積約5ヘクタールの広い公園。「子供広場」にある長いローラースライダーは、子ど
もたちに大人気です。遠くまで見渡せる「みはらしの丘」
、バーベキューができるキャン
プ広場、全長700ｍのウォーキングロードなど、様々な用途で楽しめます。
所：匝瑳市今泉363
問：0479-73-0091（匝瑳市都市整備課）
駐：あり 費：なし
他：バーベキュー施設は、
事前に利用申請が必要。
申込み・予約状況の確認などは、野栄総合支
所（電話0479-67-3111）
へ。
○ヒント：丘の上の「赤い滑り台」の近くにキー
ワードが隠されています！

【Ｂ賞】各 8 名様
キーワードを 9 つ収集
④アイスクリーム
「すっぴんミルク季節の味セット
（12個）
」
（銚子市）
⑤季節の果物セット
（旭市）
⑥匝瑳の新米食べ比べセット
（匝瑳市）

【Ｃ賞】各 25 名様
いずれかの市のスタンプを 2 つ収集
⑦銚子電鉄ぬれ煎餅箱入り
（12枚）
＋まずい棒
（20本）
（銚子市）
⑧手包みシュウマイ＋ウインナーセット（旭市）
⑨匝瑳の名品詰め合わせセット（匝瑳市）

【Ｄ賞】Ａ〜Ｃ賞に外れた方の中から 30 名様
○チーバくんグッズ

