
千葉県旭市二1997-1　
県民の日海匝地域実行委員会事務局　行
　　　（海匝地域振興事務所企画課内）
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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 ④県民の日パンフレット
⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．ご意見・ご感想

63円分の切手を

貼ってください

　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4年6月15日（水）～ 8月31日（水）
【応募方法】
①スタンプ台紙付属のハガキに切手（63円分）を貼って郵送
②WEBから応募（ちば電子申請サービス）
※応募締切　令和4年9月9日（金）　当日消印有効
【問合せ先】
　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 企画課）
　午前9時～午後5時（祝日を除く平日のみ）
※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。
事前に各観光施設の開館日・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。
○ 応募する景品によって、応募に必要なスタンプ・キーワードの
数が異なります。応募条件を満たしていない場合、抽選無効と
させていただきますので、裏面の景品一覧をご確認ください。
○ 必要事項に記載がない場合、抽選無効とさせていただく場合が
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いて開催しておりますの
で、各観光施設等のルールを順守して、周遊いただきますよう
お願いします。
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各市の観光情報等

開催期間
　令和4年6月15日（水）～8月31日（水）
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　企画課
　　　　　（TEL：0479-62-0261）

【旭市】
　旭市の魅力は、おいしい食べ物！農業
産出額全国6位、なかでも豚肉は産出額
がなんと全国２位！市内には地元食材を
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
に来てね！

【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
る丘展望館、イルカウォッチングなど、観
光スポットが盛りだくさんです。

【匝瑳市】
　「匝瑳」と書いて「そうさ」と読む、全国
屈指の難読地名のまち。市の北部は里山
などの緑、南部は九十九里海岸など、豊か
な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。

銚子
日本一の春キャベツと漁業のまち

銚子市PRキャラクター
ちょーぴー

千葉県マスコットキャラクター
　　　　　　　　　チーバくん

匝瑳
世界に誇る、植木のまち

匝瑳市の赤ピーマンのPRキャラクター
あっぴいちゃん

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により、行事が
中止又は変更となる可能性があります。

旭市PRキャラクター
あさピー 旭
全国トップクラスの、農・畜産業のまち

【犬吠埼（いぬぼうさき）灯台】
　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。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

【銚子ポートタワー】
　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：9:00～18:30（木曜日は休み）
駐：あり（大型車3台、普通車50台、無料）
費：大人420円、小・中学生200円、
　　65歳以上360円

【袋公園】
　市内北部に広がる「干潟八万石」といわれる大穀倉地
帯を開拓する際に作られたため池周辺を整備して生ま
れた公園です。春は約500本の桜が咲き誇り、夏はじゃ
ぶじゃぶ池での水遊びが楽しめ、多くの人で賑わいます。

所：旭市鎌数4013
問：0479-62-5354
　　（旭市都市整備課）
駐：あり
費：無料

【あさひパークゴルフ場】
　日本パークゴルフ協会公認の総延長約800ｍのコースで
す。九十九里浜に面しており、潮風を感じられる海辺のコー
スは、1ラウンド1時間程度のプレー時間ですので、子どもか
らお年寄りまで、気軽に楽しめます。
所：旭市中谷里8340-53　問：0479-62-8989
時：  8：00～18：00（最終スタート17：00）（毎月第2、第
4月曜日、年末年始（12月31日・1月1日は休み）　駐：あり

費： 高校生以下（1回）：
　　（市内）250円、（市外）370円、
　　 一般（65歳未満、1回）：
　　 （市内）500円、（市外）750円,その他
65歳以上、団体等での料金設定あり、
用具のレンタル料は無料

【松山庭園美術館】
　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、“猫に会える美術館”としても有名。7月31日まで「第
19回猫ねこ展覧会2022」が開催中です。
所：匝瑳市松山630　問：0479-79-0091

時： 金・土・日曜日、祝日の10：00～
17：00（前記開館日以外の月～
木曜日は休み）　駐：あり

費：大人800円、小中学生400円

【散歩のまち匝瑳「八社参り」】
　散歩の達人、俳優の故・地井武男さんの故郷でもある匝
瑳市は、「散歩のまち」でもあります。数あるおすすめ散
歩ルートから、そうさ観光物産センター匝りの里を起点に、
旧八日市場の御朱印が拝領できるルート「八社参り」を

紹介。全長約3.8kmの短路、約12.5km
の長路の2ルートを巡り、御利益アップ。
所：匝瑳市内
問：0479-85-5015
　　（そうさ観光物産センター匝りの里）
駐：  あり（匝りの里駐車場がご利用に

なれます）

【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：  あり（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）4,500円～、
　　小中学生3,500円～、幼児2,500円～
※ 詳しくはホームページ等をご確認
ください。

【飯岡海岸】
　九十九里浜東端にある広い砂浜と遠浅で穏やかな波
の海岸です。エリアは県立自然公園に含まれ、ハマヒル
ガオの群生や希少なコアジサシも見られます。また、例
年７月下旬に花火大会が開催されます。
所：旭市横根1356
問：0479-62-5338（旭市商工観光課）　駐：あり

※ 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。

【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。公園内は、
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。近年のお城ブームから、中世の城郭・

八日市場城の城跡としても注目され
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

【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、現在の豪荘で華麗な本殿は、1680年の
建立で、千葉県指定文化財です。なお、庚申の年（60年
ごと）に式年大祭神幸祭があります。

所：銚子市猿田町1677
問：0479-33-0362
時：8:00～15:00（社務所）
　　※月～金曜日の仏滅は休み
駐：あり
費：無料

【矢指ケ浦（やさしがうら）海水浴場】
　まっす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。開設期間中には「サマーフェスタ
in矢指ケ浦」が開催され、ゲーム大会等が行われます。
所：旭市椎名内3260
問：0479-62-5338（旭市商工観光課）　駐：あり

※ 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。

【旭市防災資料館】
　東日本大震災から10年超が経過し、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、実物などで紹介しています。

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
　　（月曜日、祝日の翌日は休み）
駐：あり
費：無料

【パークゴルフそうさ】
　令和2年秋にオープンしたパークゴルフ場。平坦で初心者
向けの「あじさい」コースと、起伏がありやや難易度が高い「く
ろまつ」コースの2コースで、九十九里浜を吹き抜ける潮風を
感じながら家族で楽しめます。クラブ、ボールの貸し出し無料。
所：匝瑳市吉崎4861-3　問：0479-74-3751
時： 5～8月8：30～18：00　※最終スタートは営業終了
時間の1時間前。（毎月第2・4月曜日は休み）

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。

【匝瑳の植木】
　「日本有数の植木のまち」として知られる本市は、植木
の生産農家、栽培面積、品種ともに日本屈指を誇り、海外
にも広く輸出されています。卓越した技術を持つ植木
職人も多く、千葉県が認定する「植木伝統樹芸士」の大

半を本市の植木職人が占めます。本
キャッチコピーは、職人の誇りと長い
伝統が宿る本市の植木生産を一言で
表すものです。
所：匝瑳市内
問：0479-73-0089（匝瑳市観光協会）

【屏風ケ浦（びょうぶがうら）】
　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：  あり（銚子マリーナ海水浴場駐車

場250台、無料）
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ふれあいパーク
八日市場広域農道

吉崎浜

至成田

至小見川

飯高檀林跡

匝瑳市役所
干潟

八日
市場

飯倉

そうさ観光物産センター 匝りの里そうさ観光物産センター 匝りの里

野栄ふれあい公園野栄ふれあい公園
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⑤
❽

❾

⑥

※上記の景品一覧の番号
　（１）～（９）を忘れずに
　ご記載ください。

※スタンプを3種類集めてください。スタンプ

※キーワードを集めて下記の空欄に
　記入してください。キーワード

食 の 　 　 の 海 匝 は 、

　 　 て よ し 、

　 　 　 て よ し

　 　 　 　 　 て よ し ！

景品番号

①

③

④

②

⑤ ⑥

あっぴいちゃん あさピー ちょーぴー

【Ａ賞】各2名様
　キーワードを6つ＋スタンプを3つ収集
（1） 銚子市旅館ホテル組合宿泊補助券（銚子市）
（2） 道の駅季楽里あさひ商品券（旭市）
（3） 民宿「ふくろう邸」宿泊券（匝瑳市）

【Ｂ賞】各8名様
　キーワードを6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

個入り（銚子市）
（5） 旭の豚肉加工品詰め合わせ（旭市）
（6） 匝瑳の新米食べ比べセット（匝瑳市）

【Ｃ賞】各25名様
　スタンプを3つ収集　　　
（7） 食品製造販売業の銚電おすすめギフトセット（銚子市）
（8） 旭農ポークカレーセット（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 

匝瑳市 旭市 銚子市
❼【そうさ観光物産センター匝（めぐ）りの里】
　ＪＲ八日市場駅前にある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、ここに立ち寄って旬の見どこ
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：  施設内観光案内所に

お声掛けください。

❽【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の巨樹は、全国でも有数の大き
さを誇り、その神秘的な佇まいに思わず見とれてしまいます。今にも歩き出しそうなほ
どに曲がりくねった根「板根（ばんこん）」は一見の価値あり！
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：維持管理協力金200円
※ 民家の裏庭にあるため、見学時は声を
掛けてから入ってください。
○スタンプ設置場所：スダジイ近くの納屋

❾【ふれあいパーク八日市場】
　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を購入できます。館内の
郷土料理レストラン「里の香」では、地元産グルメをご堪能ください。
所：匝瑳市飯塚299-2　問：0479-70-5080
時：9：00～18：00
※  「里の香」は11：00～14：30
　（土・日曜日は15：00まで）
駐：あり
○スタンプ設置場所：  館内の情報コー

ナー付近

⑤【飯高檀林跡（いいだかだんりんあと）】
　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。境内全域が県指定史跡で、「講堂」などの建物は国の重要
文化財に指定。ここを訪れると杉並木の参道の先に建
つ「講堂」の荘厳な姿に圧倒されること間違いなし。大
河ドラマや映画のロケ地などでも有名。
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：  大きな鐘のある建物の周りに

キーワードが隠されています！

⑥【野栄（のさか）ふれあい公園】
　東京ドーム1個分、面積約5haの広い公園。「子供広場」にある全長50ｍのローラース
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：  「みはらしの丘」にキーワード

が隠されています！

❹【旭市多世代交流施設おひさまテラス】
　本や料理や工作を楽しんだり、思い切り遊んだり、ダンスや音楽や仕事に打ち込んだり、
個性豊かなレンタルスペースと自由にくつろげるオープンスペースがある複合施設。こ
こであなたの「やりたい！」を応援します。
所：旭市イ4337-1　問：0479-85-5217
時：9：00～21：00（月曜日（祝日の場合は、翌日）、
　　年末年始（12月29日～1月3日）は休み）
駐：あり（472台）
費：  なし（館内各種スペースをレンタルす
る場合は、利用料金がかかります。）

○スタンプ設置場所：館内

❺【大原幽学（おおはらゆうがく）記念館】
　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（月曜日（祝日の場合は、翌日）、

年末年始（12月28日～1月4日）は休み）
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
○スタンプ設置場所：1階ロビー

❻【海上（うなかみ）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、体育館のほかにテントサイトも
あり、デイキャンプでのご利用もできます。千葉県指定天然記念物「龍福寺の森」に隣接しており、
自然豊かなキャンプ場です。
所：旭市岩井1000　問：0479-55-5250
時：  （宿泊時）13：00～翌11：00（月曜日、年末年始（12
月29日～1月3日は休み）　駐：あり

費：  バンガロー（6人用）：（市内）3,000円/1泊・1棟、（市外）
4,500円/1泊・1棟、

　　 テントサイト：（市内）1,000円/1区画・
1泊、（市外）1,500円/1区画・1泊、

　　 デイキャンプ：（市内）300円/1人・1回
あたり、（市外）450円/1人・1回あたり

○スタンプ設置場所：管理棟受付

③【道の駅季楽里（きらり）あさひ】
　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そろえる直売所をはじ
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
りまで皆が触れ合い、楽しめます。
所：旭市イ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
速充電機1台））　費：なし

○ヒント：  情報発信スペースにキーワー
ドが隠されています！

④【飯岡刑部岬（ぎょうぶみさき）展望館～光と風～】
　屏風ケ浦の西端に位置する高さ約60メートルの刑部岬に建つ展望施設で、太平洋と
九十九里浜を一望できます。隣接する飯岡灯台は映画の舞台にもなっており、手をかざす
と主題歌が流れるモニュメントがあります。
所：旭市上永井1309-1
問：0479-62-5338（旭市商工観光課）
時：  9：00～17：00（月曜日（祝日の場
合は翌平日）は休み）

駐：あり　費：なし
○ヒント：  2階パノラマ展示室にキーワー

ドが隠されています！

❶【地球の丸く見える丘展望館】
　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（大型車5台、普通車126台）
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階入口付近

❶～❾はスタンプ設置場所　
①～⑥はキーワード設置場所

❷【銚子電鉄犬吠（いぬぼう）駅】
　銚子電鉄の駅の中で犬吠埼灯台に一番近い駅です。駅ではぬれ煎餅をはじめ、多くの
お土産、銚子電鉄グッズを販売し、周辺では素敵な景色や犬吠埼温泉が楽しめます。
所：銚子市犬吠埼9596-1
問：0479-25-1106
駐：あり（普通車15台）
費：なし
○スタンプ設置場所：改札付近

❸【ウオッセ21】
　「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（大型車7台、普通車約200台）
費：なし
○スタンプ設置場所：  館内の醤油展示

コーナー

①【犬吠（いぬぼう）テラステラス】
　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（大型車4台、普通車94台）
費：なし
○ヒント： 2階のピアノの近くにキー

ワードが隠されています！

②【銚子セレクト市場】
　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！
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千葉県マスコットキャラクター　チーバくん
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