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戦国時代に里見氏が拠点とし、江戸時代
に土屋氏・黒田氏等が城主となった
久留里城。久留里はその城下町として
栄えました。
地域ゆかりの寺社や名水巡り、城下町の
風情を残す商店街の散策等、名水と歴史
の里、久留里を満喫しましょう！

発行・編集： 千葉県君津地域振興事務所
〒292-8520 木更津市貝渕3-13-34 TEL 0438-23-1111

君津地域振興事務所公式Twitter・Instagram

※掲載データは、２０２２年３月時点のものです。掲載情報が変更になる場合があります。詳細は各ホームページ等をご確認ください。

きみプロ ＠kimitupromotion

❺コトノ珈琲
自家焙煎の香り豊かなドリップ珈琲
や、地元素材や季節の素材を使って
丁寧に作られた自家製スイーツを
楽しめるよ♪
TEL:080-7383-1844
営業時間：
午前10時～午後５時　
定休日：月・火

❹吉崎酒造
千葉県最古の１６２４年（寛永元年）創業
といわれ、地元久留里の名水仕込み
のお酒を販売しているよ！大きな煙突
の酒蔵が目印(‘Д’)
TEL：0439－27－2013
営業時間：（平日） 午前８時～
午後６時　（日祝） 午前11時
～午後６時　定休日：不定休

❻安万支
久留里商店街沿いにある、上品な
蕎麦屋（そばや）さん！久留里の名水
を使ったニ八蕎麦（にはちそば）は、
コシが強く、のど越しも抜群だよ♪
TEL：0439-27-2878
営業時間：
午前11時30分～午後3時
定休日：木

上総掘り用具
「上総掘り」は、明治時代に君津市域
で生み出された深井戸（ふかいど）
を掘る工法。掘削用具（くっさく
ようぐ）をつけた竹のヒゴを上下に
動かして掘削していく
んだ( ﾟДﾟ)
ＴＥＬ：０４３９-２７-３４７８
（久留里城址資料館）

❼円覚寺
久留里城主、土屋忠直（つちや
ただなお）が開基したと言われる
曹洞宗（そうとうしゅう）のお寺だよ！
裏の墓地には、千葉県最大で君津市
指定文化財の土屋家
五輪の塔があるんだ!(^^)

Let’s久留～里ing!!
ゆったりとしたローカル鉄道の旅へ

１９１２年に千葉県営鉄道として開業し、木更津駅～
上総亀山駅を気動車（きどうしゃ）〔ディーゼルカー〕が
走る、県内のJR線唯一の非電化路線である久留里線
（くるりせん）。沿線では、見渡す限りののどかな田園地帯
から美しい渓谷（けいこく）等、様々な顔を見せてくれます。
列車を降りれば、レトロな駅舎がお出迎え。久留里の
昔懐かしい城下町の散策や、自然いっぱいのハイキング
等、ゆったりとした鉄道の旅でいやされながら、各地へ
出かけてみてはいかがでしょうか。

くる～りんぐ

名水と歴史の里、
久留里を歩こう

久留里は、徳川６・７代将軍
〔家宣（いえのぶ）・家継（いえつぐ）〕
の政治顧問を務めて活躍した新井
白石のゆかりの地でもあります。
青年期に、久留里藩土屋家（くるりは
んつちやけ）に父、正済（まさなり）と
ともに仕え、現在は居宅跡と伝わる
場所に石碑（せきひ）が立っています。新井白石居宅跡

新井白石と久留里

❶久留里観光交流センター
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寺社等の名所・グルメ等の観光案内
の他、地元ゆかりの品を展示して
いるよ！観光に困ったらまずはここ！
の施設だよ♪
TEL：0439-27-2875
営業時間：午前9時～午後5時　
定休日：月（祝日の場合は
　　　  営業し、翌日休み）

❷水汲み広場
明治時代に開発された「上総掘り用
具（かずさぼりようぐ）」によって各
地に掘られた久留里の水は、平成の
名水百選にも選ばれていて、
「久留里の生きた水」と
呼ばれているよ♪
TEL：0439-27-2875
　　  (久留里観光交流センター)

❸藤平酒造
1716年（享保元年）創業から、地元
の名水を使ってお酒が造られている
んだ♪人気の清酒「福祝（ふく
いわい）」をご賞味あれ!(^^)!
TEL：0439-27-2043
営業時間：午前９時～午後６時
定休日：水

Twitter Instagram

Instagram

ＪＲ久留里線活性化協議会（クルカッキョウ）公式Twitter
JR久留里線活性化協議会【公式】 ＠kurukakyo

終点･上総亀山駅の車止め

久留里線と沿線の魅力を
いっぱい紹介するよ！Twitter

～久留里線沿線マップ～
Kururin MapKururin Map
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久留里カトリック幼稚園

コトノ珈琲
藤平酒造の井戸
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新町の小井戸

新町の井戸
久留里の大井戸

（現在利用不可）

眞勝寺（しんしょうじ）

新町神明社

三峯神社
※入れるべきか不明
さらに近くに真言宗妙覚院
金比羅様などもあるが...

新井白石居宅跡
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旧河内屋店舗及び主屋
（国登録有形文化財）

久留里城
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平山駅▲

円覚寺

円如寺（えんにょじ）

久留里スポーツ広場

木更津方面久留里観光交流センター 水汲み広場

安万支

君津地域PRキャラクター
きてねちゃん

次のページから
きてねちゃんの
おすすめスポットを
紹介するよ(*^^*)

上総亀山駅 JR東日本千葉支社提供

JR東日本千葉支社提供
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新町の井戸（しんまちのいど）
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きてねちゃんも乗ってるよ♪
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久留里線に乗って出かけよう！

洞窟から差し込む光がハート形を描き出す幻想的な
光景が話題となった場所です。この光景は３月と９月
のお彼岸時期、早朝の時間帯がよいとされています。
周辺は遊歩道が整備され、初夏には蛍が舞い飛び、
秋には紅葉が色付きます。
※崩落の危険により一部立入禁止となっている
ため、現在洞窟正面からの写真は撮影できません。
アクセス：JR上総亀山駅から君津市デマンドタクシー
　　　　 「きみぴょん号」等
ＴＥＬ：０４３９-５６-１３２５（君津市経済振興課）
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祇園駅

上総清川駅

東清川駅

横田駅

東横田駅 馬来田駅

下郡駅

小櫃駅

俵田駅
久留里駅

平山駅

上総亀山駅
上総松丘駅

別名「雨城（うじょう）」とも呼ばれ、戦国
時代に里見（さとみ）氏が拠点にし、江戸
時代には土屋（つちや）氏、黒田（くろだ）
氏等の居城となった場所です。
本丸跡には天守閣（てんしゅかく）が
建てられ、二の丸跡にある久留里城址
（じょうし）資料館では、城の歴史を始め、
「雨城楊枝（うじょうようじ）」や「上総掘り
用具（かずさぼりようぐ）」など、郷土の民俗
に関する資料を紹介しています。
アクセス：JR久留里駅から
　　　　 徒歩約30分～ 40分
ＴＥＬ：０４３９-２７-３４７８
（久留里城址資料館）

久留里城
「楽しい」とスポーツがいっぱいの公園です！
野球や、テニス、グラウンドゴルフ等様々なスポーツ
が楽しめます。夏のプールは、たくさんの人が訪れ
る人気のスポットです。
アクセス：ＪＲ東横田駅から徒歩約１０分
ＴＥＬ：０４３８－７５－７２７７
（百目木公園管理組合）

久留里線沿線の観光地について紹介します。幻想的な風景、自然豊かなハイキングコース、
家族で楽しめる公園等々、魅力たっぷりなスポットがいっぱいです！

百目木公園

全長５００ｍの花の散策路では、春は菜の花、秋はコスモス
が咲き誇ります。
道中には、馬来田（まくた）ゆかりの歌が刻まれている
「万葉の歌碑（まんようのかひ）」が点在し、その先を進む
と、「いっせんぼく」と呼ばれる不思議な湧き水があります。
これらもハイキングに外せないスポットです。
アクセス：JR馬来田（まくた）駅から、武田川
コスモス・菜の花ロードまで、徒歩約１０分
TEL：0438-22-7711(木更津市観光案内所）

武田川コスモス・菜の花ロード

高さ２７メートル・長さが２３６メートルという日本一高い
歩道橋です。夕暮れ時は、富士山を背景にロマンティック
な雰囲気に包まれることから、「恋人の聖地」に選定され、
橋の袂（たもと）にはかわいいタヌキのカップル像が設置
されています。
アクセス：ＪＲ木更津駅から徒歩約１７分　
TEL：0438-22-7711（木更津市観光案内所）

恋人の聖地/中の島大橋
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たけ だ がわ な はな

四季折々に美しい表情を見せ、25橋巡りのサイクリングや
ハイキングのほか、ボート遊び、釣りなどが楽しめ、湖畔（こはん）
周辺のホテルや温泉でのんびりすることもできます。
また、紅葉の時期には、遊覧ボートでの湖上からの紅葉めぐりも
大人気です。
アクセス：JR上総亀山駅から亀山観光案内所やすらぎ館(亀山湖
周辺)まで徒歩約７分
ＴＥＬ:０４３９－３９－２５３５（亀山観光案内所やすらぎ館）
営業時間：午前１０時～午後３時　
定休日：水（祝日の場合は営業し、翌日休み）

亀山湖・亀山ダム

「木更津の味」といえば吟米亭浜屋のバーベキュー
弁当（バー弁）です。昭和37年に木更津の駅弁と
して誕生しました。木更津名物「あさり飯」も大人気
メニュー。
アクセス：JR木更津駅から徒歩約２分
　　　　 (木更津西口店)
TEL：0438-22-7201（木更津西口店）
※朝日店・文京店について等、その他
詳細についてはＨＰ等を御覧ください。

お弁当の吟米亭  浜屋
清水渓流広場

久留里城

亀山湖･亀山ダム

武田川コスモス･
　  菜の花ロード

百目木公園

く る り せん えん せん

清水渓流広場 きみぴょん号

久留里城の別名「雨城」の名前をつけたものに、
黒文字（くろもじ）という香木（こうぼく）を材料
とした、「雨城楊枝」があります。
久留里の楊枝は、元々武士の内職として始まった
とも言われ、巧みな細工と品の良さからお茶席や
日本料理店で利用されています。　
ＴＥＬ：０９０-５４０７-６９９９
（二代目　森光慶）

雨城楊枝

「城の完成後、３日に一度、２１回雨が降った」
ともいわれる

ちば眺望（ちょうぼう）１００景に
登録された久留里城

湖上からの紅葉めぐりは必見

紅葉時期の
亀山湖畔公園（かめやまこはんこうえん）

幻想的な光景がＳＮＳを中心に話題

ガリバー砦（とりで）は子供たちに大人気

春に咲く一面の菜の花と桜の道

く る り せ　んせ　ん

例年１０月頃に見頃を迎えるコスモス

清水渓流広場
(濃溝の滝・亀岩の洞窟)

恋人の聖地
　/中の島大橋
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地元のソウルフード「バーベキュー弁当」

熟練の腕によって作られる、
千葉県指定伝統工芸品「雨城楊枝」

自然渓谷（けいこく）風のプールや
大型スライダー等、楽しさいっぱい

初夏の蛍の様子は息をのむほど

夕暮れ時のロマンティックな
雰囲気のカップル像

「木更津キャッツアイ」のロケ地にもなった橋


