
内房〜南房総エリア内房〜南房総エリア

旅 先 体 験

クーポン 木更津産焼き海苔(1帖)プレゼント

　木更津市の盤洲(ばんず)干潟の地形を生
かした海面に近い視点で心地良い風を感
じる非日常体験。ひとつの申し込みにつ
き、２人１組の参加となります。

要予約　 1名6,000円(税込)　 有　 有　
木更津市中島4416　

【アクセス】 JR内房線 巌根駅下車タクシー約10分　
東京湾アクアライン 木更津金田ICから約5分

ご予約はコチラ▶
Web予約のみ

きさらづシーカヤック体験きさらづシーカヤック体験
( 一社 ) 木更津市観光協会　☎ 0438-38-5575

F

　千葉県の海苔養殖発祥の地にあり、海
苔づくりを伝えた近江屋甚兵衛や漁業に
ついての資料を展示。

月曜・祝日・年末年始休、団体見学および解説は要
予約　 無料　 有　 有　 君津市人見1294-14

【アクセス】 JR内房線木更津駅から日東交通バス
富津公園行「神門」下車徒歩約1分/JR内房線 君津駅
からコミュニティバス人見・大和田・神門線「神門」
下車徒歩約1分/JR内房線 青堀駅下車徒歩約15分　

館山自動車道 木更津南ICから約10分

君津市漁業資料館 海苔文化を学ぶ君津市漁業資料館 海苔文化を学ぶ
君津市漁業資料館　☎0439-55-8397

G

　約50年前まで行っていた伝統の地曳網。
要予約(30～100名で申し込み)　 一網88,000

円(税込)　 有　 有　 富津市富津1909-1　
【アクセス】 ・ JR内房線 青堀駅か
ら富津公園行きバス終点下車徒歩約10
分　 館山道路 木更津南ICから富津
岬方面に直進、富津海水浴場岬寄り

観光地曳体験 ( 団体 )観光地曳体験 ( 団体 )
松本屋　☎ 0439-87-3808

H

　「房総の自然と人間」をテーマにした博物
館で体験。

月曜休（月曜が休日の場合は開館、次の平日が休）
※変更の場合あり。同館HPで確認を　 入場料：一
般300円、高校生・大学生150円、中学生以下・65
歳以上無料（入館時年齢を示すもの等を提示）※特別
展期間中は別料金。体験原則無料（要保険料、要材
料費、要予約の場合あり）　 青葉の森公園北口駐
車場・有料　 有　 千葉市中央区青葉町 955-2　

【アクセス】 ・ JR千葉駅からバスで中央博物館
下車徒歩約7分
クーポン 博物館オリジナルグッズを進呈(絵はがき、缶バッジ等)

県立中央博物館での体験県立中央博物館での体験
同館　☎ 043-265-3111( 代表 )

B

　獲った新鮮な魚を堪能できます。あさ
り釜飯が自慢。

4月1日～8月31日の大潮廻り（要予約）、不定休　
大人（中学生以上)8,800円、子ども（小学生）4,950

円、幼児（未就学児)無料(食事なし）※料金は食事代
含む。飲み物は持ち込み　 有　 有　 木更津市
中島2178　

【アクセス】 ・ JR内房線 袖ヶ浦駅下車タクシー約
15分/東京駅からアクアライン経由の高速バスで木
更津金田下車徒歩約15分　 東京湾アクアライン 　　
木更津金田ICから約5分

獲って ! 食べて ! 東京湾伝統のすだて遊び体験獲って ! 食べて ! 東京湾伝統のすだて遊び体験
すだて実三丸　☎ 0438-41-1780

D

　干潟に網を仕掛け、引き潮時に逃げ遅
れた魚を捕獲。

潮の干満による(要予約)　 仕立料金187,000
円（30名乗船、土・日・祝33,000円増）※1名増につ
き6,600円、乗合料金大人1人6,500円（土・日・祝
7,500円）、子ども料金は問い合わせを。いずれも
食事あり　 有　 有　 木更津市中島2050　

【アクセス】 JR内房線 袖ヶ浦駅下車タクシー約10
分　 東京駅からアクアライン経由高速バス金田
バスターミナル下車徒歩約8分　 金田漁業協同
組合（木更津市中島4412）の隣接漁港

江戸時代からの伝統漁法のすだてに挑戦！江戸時代からの伝統漁法のすだてに挑戦！
網元つぼや　☎ 090-3332-9177

E

　「知る」「考える」「学ぶ」の３つのゾーンで、
三番瀬や環境について楽しく遊びながら
学ぶことができる施設。多数のイベントや
ワークショップも開催しています。

原則月曜休（月曜が祝・休日の場合は開館、次の平
日が休）　 一般400円、高校生200円、小・中学生
100円（船橋市内小・中学生、未就学児無料）　 有　

有　 船橋市潮見町40
【アクセス】 JR船橋駅・京成船橋駅から京成バス
システム「船橋海浜公園行き」終点下車/JR二俣新町
駅から京成バスシステム「船橋海浜公園行き」終点下
車　 京葉道路 原木ICから約10分

ふなばし三番瀬環境学習館で三番瀬の魅力を体感ふなばし三番瀬環境学習館で三番瀬の魅力を体感
同館　☎ 047-435-7711

A

C

　足場が良くフェンスもあるため、子ども連れでも安心して釣りを楽し
むことができます。

7～10月：無休、11～6月：月曜休（月曜が祝日の
場合は開館、次の平日が休）、年末年始休、荒天時
は休　 一般920円、65歳以上460円（その他見学
料、回数券あり）　 有　 有　 市原市五井南海
岸1-12

【アクセス】 無料シャトルバスあり※原則、土・日・
祝祭日運行。詳しくは問い合わせを　 館山自動
車道 市原ICから約15分

県内唯一！桟橋スタイルの海釣り公園県内唯一！桟橋スタイルの海釣り公園
オリジナルメーカー海づり公園（市原市海づり施設）　
☎ 0436-21-0419

　勝山沖の浮島(うきしま)は無人島。周辺
全てがダイビングポイント!

随時(要予約)　 体験ダイビング1本18,000円
(ボートダイビング)/ファンダイビング1本10,000円
(レンタル料別途)　 有　 有　 安房郡鋸南町勝
山234　

【アクセス】 JR内房線 安房勝山駅下車
徒歩約10分　 館山道路 鋸南富山IC
から約5分

体験ダイビング体験ダイビング
かっちゃまダイビングサービス　☎ 0470-55-1513

I

3～4月、10～11月：午前5時半、5～9月：午前5
時(12～2月は観光乗船不可)、要予約、土曜休　

大人(中学生以上)1,500円、小人(小学生)1,000円、
幼児500円　 有　 有　 館山市坂
田344　

【アクセス】 館山道路 富浦ICから約
30分

定置網漁業体験定置網漁業体験
やまと丸漁業　☎ 0470-29-0025

J

　太平洋を目の前に、海釣り気分が味わえ
る人気の釣り堀です。

9：30～16：00（受付15：00まで）、団体利用は要予約
（50名以上の団体は応相談）　 一般(1～9名)1,500
円（釣り竿・餌付き。餌の補充は別途)※団体(10名以上)
の料金は問い合わせを　 有（夏季期間は有料）　
有　 鴨川市太海浜67

【アクセス】 JR外房線 太海駅下車徒歩7分　
鴨川駅から仁右衛門島入口行き「仁右衛門島入

口」下車徒歩約2分/鴨川駅から館山駅行き「仁右衛門島入口」下車徒歩約2分

太海フラワー磯釣りセンター 海の釣り堀太海フラワー磯釣りセンター 海の釣り堀
鴨川観光プラットフォーム株式会社　☎ 04-7093-2461

K

東葛〜東京湾エリア東葛〜東京湾エリア
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①1年中実施。夏は沿岸性のイ
ルカ「スナメリ」、冬は「マッコ
ウクジラ」や「ザトウクジラ」に
出会えます。

不定休(要予約)　 大人(高校生以
上)4,500円～、小人3,500円～、幼児
2,500円～※コースにより異なる、年齢
制限あり

②実際に銚子の海にいる生き物、
クラゲやウミウシなどを展示。
「タッチプール」ではヒトデやナ
マコに触れることができます。

夏期(5～10月)：9～17時、冬期(11～4
月)：10～16時、予約不要、不定休　 大
人(中学生以上)300円、小人(小学生)200
円、幼児無料

①②　 有　 有　 銚子市潮見町15-9　
【アクセス】 ・ JR総武本線 銚子駅から「千葉
科学大学」行きバス、千葉科学大学マリーナ前下
車徒歩約2分　 銚子マリーナ海水浴場

九十九里〜外房エリア九十九里〜外房エリア

北総〜銚子エリア北総〜銚子エリア

　ダイナミックな岩礁の地形が特徴。大型
回遊魚や熱帯魚を楽しめます。

8：00～、要予約、不定休　 体験ダイビング　1名
12,000円(税込)　 有　 有　 勝浦市鵜原937　

【アクセス】 JR外房線 勝浦駅下車タクシー約10
分、JR外房線 鵜原駅下車徒歩約15分(送迎あり)　

R128から、かつうら海中公園方面へ向かい、鵜
原漁港内へ

体験ダイビング体験ダイビング
勝浦ダイビングリゾート（新勝浦市漁業協同組合）
☎0470-76-0854（8：00～17：00）

L

　沖合60m、水深8m、海の中をダイバー気分で海中散策。
9：00～17：00(受付16：30まで)、予約不要、年中

無休(荒天時は閉館)　 大人(高校生以上)980円、
中人(小・中学生)480円、小人(4歳以上の幼児)220
円、65歳以上等割引あり※観覧料金は透視度不良
による減額あり　 有（有料）　 有(展望塔内なし)　

勝浦市吉尾174　
【アクセス】 東京駅から「特急わかしお号」(約90分)
勝浦駅下車タクシー約7分または勝浦駅で乗り換え 
鵜原駅下車徒歩約15分　 館山道路 市原ICから約90分/圏央道 市原鶴舞ICから約60分

かつうら海中公園 海中展望塔 海中散策体験かつうら海中公園 海中展望塔 海中散策体験
(一財)千葉県勝浦海中公園センター　☎0470-76-2955

M

　房総の海と自然について展示。目の前の
磯で生きものを観察するための情報を毎日
発信。

月曜休(休日の場合はその翌日)、年末年始休　 一
般200円、高校生・大学生100円、中学生以下・65歳
以上等は無料(入館時年齢を示すもの等を提示)　
有(有料)　 有　 勝浦市吉尾123　

【アクセス】 ・ JR外房線 鵜原駅下車徒歩約15分　
圏央道 市原鶴舞ICから約60分

クーポン 海の博物館オリジナルポストカード進呈

県立中央博物館 分館海の博物館で体験県立中央博物館 分館海の博物館で体験
同館　☎ 0470-76-1133

N

①イルカクジラウオッチング体験①イルカクジラウオッチング体験
②世界一ちっちゃな水族館体験②世界一ちっちゃな水族館体験
( 有 ) 銚子海洋研究所　☎ 0479-24-8870

O

　握り寿司の誕生は江戸時代。江戸の前（東
京湾）で獲られた魚介類を、日持ちするよう
酢や醤油に漬け込み、握ったご飯にのせて屋
台で売ったのが大流行。東京湾は今でもコ
ハダやアナゴ、アサリ、ハマグリなど豊かな
漁場に恵まれ、東京湾に面した千葉県の漁港で水揚げされています。
　千葉県は、寿司を構成する主要な食材である魚の漁獲量、醤油
の生産額、米・海苔・生姜の生産量の全てで高順位を誇り、寿司文
化を守り続けています。

握り寿司の原点「江戸前寿司」

　江戸時代末期、思わぬ大漁があると、船主や
網元は祝いの席をもうけました。もともとはこ
の祝宴をマンイワイなどと呼んでいました。そ
の後、江戸から招いた絵師に下絵を依頼して揃
いの半纏や反物が作られ、引出物として漁師ら
に配られるようになり、この祝い着を「万祝（マ
イワイ）」と呼ぶようになりました。社寺での大
漁感謝や航海安全祈願の際に着用したそうです。
　県内には万祝染め体験ができる施設があり、当時の伝統技術に
触れられます。

大漁の祝い着「万祝」

　南房総市の白浜町は、脈々と海女文化が受
け継がれる地域であり、現在でも約200人の
海女と海士（男性のあま）による漁が行われて
います。春から夏にアワビやサザエ、海藻など
を素潜りで捕獲。潜る時間は1回1分～1分半。
また、1日の操業時間は春で1～1時間半、夏で
2～3時間程度と決められており、必然的に資源の保護につながっています。
　毎年夏に開催の「南房総白浜海女まつり」では、松明を手に白装
束の海女たちが華麗な夜泳を披露します。

千葉県が誇る伝統的な海洋文化「房総の海女」

　「波の伊八」こと武志伊八郎信由は1752
年に現在の鴨川市に生まれ、彫刻師の嶋村
貞亮に弟子入りして腕を磨きました。「波を
彫らせては天下一」といわれ、「波の伊八」の
異名を持ち、「関東に行ったら波を彫るな」
と言わしめたほど。いすみ市・行元寺にある伊八の代表作『波に宝
珠』（写真）は、葛飾北斎の『神奈川沖浪裏（富嶽三十六景）』に影響を
与えたといわれています。鴨川市や南房総市など、県内には欄間
彫刻など多くの作品が残っています。

波を彫らせては天下一とうたわれた名工「波の伊八」

　「銚子ちぢみ」は漁師の家を守る女性らが
出漁の安泰と豊漁を祈って製造し始めた木
綿の織物です。生地の丈夫さと肌触りのよ
さで珍重されましたが、次第に衰退。その
後、銚子で製綿業を営む常世田真次郎氏が
再興し、県指定無形文化財、県指定伝統工芸品の第一次第一号に
指定され、現在は三代目・真一郎氏に伝統が受け継がれています。
　銚子ちぢみ伝統工芸館では、製法や製品について学べるほか、
銚子ちぢみを使った藍染め体験ができます。

江戸時代より400年間伝わる伝承織物「銚子ちぢみ」

館山市立博物館 所蔵

提供 （公社）千葉県観光物産協会

ちばの海の文化Column
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