
Satoyama Collection
雑木林や田んぼ、なつかしい里山の風景の中で咲く花は、
四季の移り変わりを教えてくれます。
Flowers blooming among the woods, in the rice field and in satoyama, where 
we feel nostalgic for our childhood, tell us about turning of four seasons.

カエルが鳴き、チョウが舞い、鳥たちがさえずる里山は、
さまざまないきものが棲んでいます。
In satoyama –where frogs croak, butterflies flutter, and birds chirp– reside a 
variety of living creatures.
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Let’s look for satoyama flowers!

探してみよう！

里山の花々
Satoyama Col lection ❶ 探してみよう！

里山のいきもの
Let’s look for satoyama animals!

Satoyama Col lection ❷
美味しいスイーツやハーブティでちょっとひといき。サイクリング
で疲れた身体をリフレッシュさせましょう。
Take a break with delicious sweets and herb tea! They will reinvigorate you 
when you get tired from pedaling.

足をのばして

立ち寄りスポット
Go a bit farther! Recommended spots on the way.

Satoyama Col lection ❸

カタクリ
春を告げる花は、うつむいて咲くやさしいピンク
色。控えめなのに見る人を引きつけるパワーを秘
めているようです。
This sweet, downward-facing pink flower tells us spring is 
coming. This flower may look shy, but it has the power to 
charm people.

Dogtooth Violet

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

アキアカネ
初夏の田んぼでうまれ、夏は高い山で過ごしま
す。秋、涼しくなると里山に戻り、オスは真っ赤
な赤とんぼになります。
The dragonfly hatches in rice fields in early summer and lives in high 
mountains during the summer season. As the temperature gets cooler 
in autumn, it returns to satoyama and the males turn bright red.

Red Dragonfly

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ヤクシソウ
細くしなやかな茎の先に次 と々黄色い花をたくさ
ん咲かせます。秋の日差しの中、まばゆい美しさ
です。
Yellow flowers emerge one after another at the end of a thin 
and supple stem. The flower is dazzlingly beautiful in the 
autumn sunshine.

Yakushiso

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ヒガンバナ
彼岸の頃、田の畔や土手で妖艶に咲き誇る真っ
赤な花は、別名「曼珠沙華」と言われるヒガンバ
ナです。
Around mid- to late-September, these bright red flowers 
bloom gorgeously on the edge of rice fields and banks. 
They are also called “manjyusyage”.

Red spider lily

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

リンドウ
晩秋の里山で青紫色の花をつけ、ひっそりたた
ずむリンドウに出会えたら、きっと心がときめく
でしょう。
You will be bewitched by gentian, which produces royal 
purple flowers and blooms in obscurity in satoyama in late 
autumn.

Gentian

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ノコンギク
カントウヨメナ、ユウガギク、ノコンギク、秋の
野辺は風に揺れて咲く野菊との出会いが楽しみ
です。
In autumn, you can enjoy fields of wild chrysanthemums 
blowing in the wind.

Wild Blue
Chrysanthemum

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

タチツボスミレ
ハート形の葉、薄紫色の可憐な花、春の里山で
一番目につくスミレです。春の陽ざしを受けて微
笑んでいるようです。
This is the most eye-catching violet in satoyama in spring 
because of its heart-shaped leaves and pretty pale violet flower. It 
blooms as if it were smiling while basking in the spring sunshine.

Viola grypoceras

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ヤマユリ
夏草の中にひと際豪華な白い花、上品な香りは
野草の中でも別格。吸いこまれるような美しい輝
きです。
The lily is a noticeably glamorous white flower among the 
summer grass. No other wild flower has as elegant a 
fragrance. The flower’s beauty lures you.

Golden-rayed Lily

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ヤマホタルブクロ
ゲンジボタルが飛ぶ頃咲き出すホタルブクロ。遠
い昔、子供達が花の中にホタルを入れて遊んだ
そうです。
Mountain bell flowers start blooming when Genji fireflies fly 
about. A long time ago, children used to play by putting 
fireflies inside this flower. 

Mountain
bell flower

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

カワセミ
コバルトブルーの羽と長いくちばしが印象的。
「飛ぶ宝石」といわれるカワセミのダイビングは
迫力があります。
The kingfisher has impressive cobalt blue wings and a long 
beak. The way a kingfisher dives is magnificent, dubbed ‘a 
flying jewel.’

King fisher

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

一年中 All year round

モズ Shrike (Butcherbird)

「ギチギチギチ」 木のてっぺんでモズが鳴いてい
ます。丸くてかわいい鳥ですがくちばしが鋭く、
生け捕りが得意です。
The shrike sings ‘gichi-gichi-gichi’ from atop a tree. Its 
plump figure looks pretty, but its beak is sharp in order to 
skillfully catch its prey alive.

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

一年中 All year round

キタテハ
濃い黄色地に豹のような紋、翅の縁のでこぼこ
がユニークなチョウです。花から花へうれしそう
に蜜を吸っています。
 This butterfly has unique, leopard-like green bumps and 
spots on strong yellow wings, and happily collects nectar 
from flower to flower.

Yellow Nymphalid
Butterfly

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

一年中 All year round

ダイサギ
水辺で見かける白くて大きいサギです。じっとた
たずんで遠くを見たり、ゆっくり歩いて餌を探し
たりしています。
This is a large-sized white egret you often spot by the 
waterside. You will see it standing still looking far away or 
walking very slowly looking for prey.

Great Egret

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

一年中 All year round

ニホンアカガエル
「キョッキョッ」 小さな声で鳴く赤茶っぽいカエ
ル。真冬の水辺で卵を産み、春にはオタマジャ
クシが誕生します。
This frog is reddish brown and croaks quietly. It lays eggs 
by the waterside in the middle of winter, which will hatch 
into tadpoles in spring.

Japanese
Brown Frog

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

一年中 All year round

ムラサキシジミ
林の縁でよく見かけます。翅を閉じていると目立
ちませんが飛び立った瞬間、青紫色に輝く美し
いチョウです。
This butterfly can often be spotted around the woods. It 
doesn’t stand out with its wings closed, but once it takes 
flight, its shining royal blue wings draw us in.

Japanese Oakblue

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

一年中 All year round

ウグイス
「ホ－ホケキョ」 ウグイスが鳴き始めると里山は
春。笹やぶを好み姿はなかなか見られませんが
きれいな声が響きます。
Spring has arrived in satoyama when the Japanese nightingales 
begin to warble, “Hoohokekyo!” It loves bamboo groves and 
cannot be found easily; you only hear its beautiful singing.

Japanese Nightingale

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

一年中 All year round
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SEASON: Saturdays, Sundays, and 
national holidays from April to November
OPEN HOURS: 10:00~16:00
HOLIDAYS: when it rains

043-228-3985

【住所】若葉区川井町146
【営業時間】10：00-16：00 【定休日】雨天時

開園時期： 4～11月の土・日曜日・祭日
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協力：千葉県自然観察指導員協議会

いずみ野では一品一品、素材からこだわり
製造工程はとても繊細でいずみ野でしか
味わう事ができないものづくりを心掛けて
おります。おすすめはとろりととろける「と
ろりんぼっち」です。ぜひお試しください。
We stick to the principle of carefully selecting 
ingredients and putting time and effort into each 
step of the process, endeavoring to offer you 
craftsmanship you can only see here at Izumino. 
We recommend soft, creamy, and sweet 
“tororinbocchi,” 

菓司庵いずみ野
Izumino Confectionery 

春のジャーマンカモミールや初夏のラベンダー、
千日紅、秋の鮮やかなセージ類の花に囲まれて、
季節のフレッシュハーブティーとハーブを使った
スィーツ（バターケーキ、チーズケーキ、マフィン、
クッキー等）をお楽しみいただけます。
Surrounded by German chamomile in spring, lavender and 
globe amaranth in early summer, and colourful sage 
flowers in autumn, you can enjoy fresh, seasonal herbal tea 
and herbal sweets  such as butter cake, cheesecake, 
muffins, and cookies.

石原ハーブガーデン
Ishihara Herb Garden

ちょっと自転車を降りて、美味しいこ
だわりのアイスクリームや牛乳でひと
休みしませんか。採れたて野菜の販
売もあります。
Why don’t you put your bike aside and take a 
break with our favourite choice of ice_cream 
and milk? Fresh vegetables are also 
available.

おなりミルク工房
Onari Milk Workshop

043-228-5221
【住所】若葉区富田町1033-1 【営業時間】10：00-16：00
【定休日】お盆、年末年始（お問合せください）
OPEN HOURS: 10am-4pm
HOLIDAYS: O-bon week (mid-August), end of year and 
New Year’ s (please contact us for more information)

館内のレストラン“澪（みお）”では、地元産の野
菜を中心とした料理を提供しております。是非お
召し上がりください。また、農産物直売所では旬
の野菜や東京情報大学と共同開発した野菜を
使ったオリジナル商品などを販売しています。
 “Mio” is a restaurant inside the centre that offers dishes full 
of locally-harvested vegetables.  Come and try some! At 
the stall of agricultural products, you can buy seasonal 
vegetables as well as those specially developed through 
cooperation with Tokyo University of Information Sciences.

下田農業ふれあい館 「澪」
（下田都市農業交流センター）

Shimoda Urban
 Agricultural Exchange Centre “Mio”

043-304-7676
【住所】若葉区野呂町1793-333 【営業時間】9：00-19：00 【定休日】年中無休
OPEN HOURS: 9am-7pm HOLIDAYS: Open everyday

043-237-8011
【住所】若葉区下田町971 【営業時間】（直売所）9：
00-17：00 （レストラン）11：00-15：30（バイキング・ラ
ストオーダー14：00） 【休館日】月曜（月曜日が休日の
場合は翌日）・年末年始 【駐輪場】サイクルラックあり

OPEN HOURS (STALLS): 9am-5pm
(RESTAURANT): 11am-3:30pm (buffet and 
last order until 2pm)
HOLIDAYS: Monday (when Monday is a 
holiday, that Tuesday will be closed), End of 
year and New Year’ s 
BICYCLE PARKING: bike racks are available.
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四季折々の自然と触れ合える広大な風致公園

　面積約43ha（東京ドーム約9個分）の広さを持つ風致公園です。
春はお花見広場や草原の桜は満開となり、カタクリ、イチリンソウ、
ニリンソウ、イカリソウなど、市内では希少となった春の妖精たちが
可憐な花を見せてくれます。夏は蝉しぐれが響き渡る緑の小道にヤ
マユリやキツネノカミソリが咲き誇ります。秋はイロハモミジなど15
種約500本のカエデ類など色鮮やかな紅葉が水辺に映え、
いずみ橋からの眺めは格別です。冬には多くの野鳥が飛
来し、オシドリなどを見ることができます。
This is a scenic park of 43ha, large enough to hold nine Tokyo Domes. In spring, the cherry 
blossom trees in the Hanami fields (site to observe cherry blossoms) are in full bloom, and precious 
flowers rare in the city can be seen; such as Japanese dogtooth violets, various anemones, and 
bishop’s hats. In summer, lovely green paths are dotted with golden-rayed lilies and Japanese 
orange surprise lillies, and echo with the song of cicadas. About 500 Japanese maples trees, 
including fifteen different species, are planted in the park. In autumn, their leaves turn red and 
yellow and the view is stunning at the water’s edge, especially from Izumi Bridge.  In winter, you can 
see the many wild birds that migrate here, including mandarin ducks.

泉自然公園 Izumi Nature Park

Large scenic park where you can enjoy seasonal charms.

「さくら名所100選」の地に
認定されました！
This park is designated as one of 
the Top 100 Cherry Blossom Sites!

ノウサギなどの野生動物に
も出会えるかも？
You may encounter wild hares, or 
other animals. 

新鮮な野菜に…
Fresh vegetables and...

新鮮な卵も！
Fresh eggs!

ENTRANCE FEE: free
OPEN HOURS: <April to September> 8:30am-5pm  <October to March> 8:30am-4:30pm
BICYCLE PARKING: bike racks are available.

043-228-0080
【住所】若葉区野呂町108 【営業時間】〈4～9月〉8:30～17:00  〈10～3月〉8:30～16:30
【定休日】年中無休 【駐輪場】サイクルラックあり 【入園料】無料

Nature
自然

Nature
自然

13万株のシバザクラが咲き乱れる花と緑の里

富田都市農業交流センター
Tomita Urban Agricultural Exchange Centre

The land of flowers and green with 130,000 mats of moss pink in full bloom.
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　パンジー・ビオラ掘りが10
月・12月末に楽しめる他、10
月から12月にはリンゴの収穫
体験も楽しめます。採れたて
野菜などの販売もしておりま
すので、お土産に
ぜひ！

You can enjoy picking pansies and violas in 
October and late December, and apples from 
October through December. Fresh vegetables 
are also available. Take some home as 
souvenirs!

吉田農園
Yoshida Farm

Activity
体験

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

パンジー・ビオラ

043-239-0436
若葉区下田町772

カ
レ
ン
ダ
ー

3

Pansy and Viola

リンゴ
Apple

Calendar

　ラベンダーの香りに包まれ
た中で、ブルーベリーの摘み
取りを体験できます。大粒品
種がたくさんありますよ。摘み
取りでしか味わえない、完熟
した“本当のブルー
ベリー”の味をお楽
しみ下さい。

You can pick blueberries while enveloped in the 
aroma of lavender. There are various large 
berries.  Enjoy the incomparable taste of 
fully-ripened blueberries fresh off the bush.

猪野ナーセリー
Ino Nursery

Activity
体験

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ブルーベリー

080-2263-8666
若葉区富田町542

カ
レ
ン
ダ
ー
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Blueberry

Calendar

　夏から秋にかけて、ブドウ
狩りやナシ狩り、クリ拾い、
サツマイモ掘りなどが豊かな
緑にかこまれて、のんびりと
楽しめます。休憩所はブドウ
棚の下で屋根付き
なので急な雨でも
安心。

From summer to autumn, you can enjoy 
laidback activities such as grape and nashi 
(Japanese pear) harvesting, chestnut picking, 
and sweet potato digging in a lush, green 
setting. The rest space is roofed by a grapevine 
trellis, so you don’t get wet in a sudden rain.

千葉中央観光農園
Chiba City Central Tourist Farm

Activity
体験

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
タケノコ

ブドウ
ナシ

クリ

サツマイモ

043-231-2554
若葉区小倉町471

カ
レ
ン
ダ
ー
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Bamboo shoot

Grape

Pear

Chestnut

Sweet potato
Calendar

　ぽっかり浮かんだ白い雲
と、緑に包まれる広い大地。
野ウサギが跳び出て、小鳥が
歌う人生の楽園でタケノコ掘
り・クリ拾い・フキ狩りを。道
具も用意してあるの
で、ぜひお越しくだ
さい。

 This farm is like paradise where white clouds 
float above green pastures as hares come 
popping out and birds fly singing. Here you can 
enjoy bamboo shoot harvesting, chestnut 
picking, and giant butterbur harvesting. No need 
to bring gear - we have everything ready for you. 
Come and try!

若松みどりの栗園
Wakamatsu Midori Chestnut Farm

Activity
体験

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

タケノコ

フキ

クリ043-231-1478
若葉区若松町2257

カ
レ
ン
ダ
ー
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Bamboo shoot

Chestnut

Japanese butterbur

Calendar

　観光農園の中では県内一の広さ
（3,300坪）を誇る栗林の中でクリ
拾いを体験できます。大峰、丹沢、
筑波など豊富な種類を取り揃えて
います。また、タケノコ掘りも体験
することができ、大自
然とのふれあいと収穫
の喜びを味わえます。

The largest tourist farm in Chiba Prefecture with 
land measuring 1.091ha.  Enjoy various kinds of 
chestnuts such as Oomine, Tanzawa, and 
Tsukuba. You can also experience bamboo 
shoot harvesting. Here you can immerse 
yourself in nature and enjoy harvest time.

御殿栗園
Goten Chestnut Farm

Activity
体験

043-228-3661
若葉区御殿町704-1 （細谷宅）

カ
レ
ン
ダ
ー

6

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

タケノコ

クリ
Bamboo shoot

Chestnut

Calendar

　高設ベンチ栽培なので、楽
な姿勢でイチゴ狩りが楽しめ
ます（30分食べ放題）。12月下
旬からは直売も実施。大粒で
濃厚な完熟イチゴをご用意し
て皆様のお越しを
お待ちしておりま
す。

Thanks to our elevated bench cultivation, you 
don’t have to bend your knees to pick 
strawberries for a 30-minute long All-You-Can-
Eat session. Strawberries will be sold starting in 
late December. We are waiting for you with rich, 
fully-ripened strawberries.

ちはる農園
Chiharu Farm

Activity
体験

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

イチゴ

090-3436-2941
若葉区中田町859

カ
レ
ン
ダ
ー
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Strawberry

Calendar

　例年8月1日より開園。野鳥
やセミの声が聞こえる、のど
かな果樹園です。自然を学
び、楽しみ、そして食べる。
そんな感動をぜひ体験してみ
て下さい。ブドウ・
ナシの直売所もあ
ります。

Usually open from the 1st of August. We have a 
peaceful atmosphere where wild birds sing and 
cicadas chirp. Get to know nature,　have fun, 
and eat. Come experience this passion for 
nature yourself! Fresh grapes and nashi 
(Japanese pear) are also available.

高根ぶどう園
Takane Grape Orchard

Activity
体験

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ブドウ

ナシ090-3408-2100
若葉区高根町1009付近

カ
レ
ン
ダ
ー
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Grape

Pear

Calendar

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

イチゴ

ブルーベリー043-235-3788
若葉区小倉町1354（イチゴ）

小倉町1458-3（ブルーベリー）

カ
レ
ン
ダ
ー

　新年1月1日から5月中旬は
イチゴ狩り、様々なイチゴを
食べ比べ！ 6月上旬から8月
末はブルーベリー狩りを楽し
めます。休憩スペース・水洗ト
イレの完備のバリア
フリー農園。

Strawberries picking season lasts from New 
Year’s Day to mid-May. Enjoy different kinds of 
strawberries! Blueberry picking season lasts 
from early June to late August.
Accessible farm with rest space and flush toilets.

ドラゴンファーム
Dragon Farm

Activity
体験 2

Strawberry

Blueberry

Calendar

　春は13万株のシバザクラ、施設周辺の畑では秋にはコスモスが咲
き、四季を通じて自然と触れ合うことができます。シバザクラやコス
モスの開花期間にはイベントも開催しています。管理棟では新鮮な
地元農産物や卵の直売を行っております。
　このほか、近隣農地を活用した収穫体験オーナー（時期毎に要事
前申込）や農家と連携した各種農業体験を行っており、
都市部と農村部の交流拠点施設としての役割を担ってい
ます。
About 130,000 mats of moss pink flower bloom in spring, while Cosmos bloom in autumn around 
the facilities. You can interact with nature throughout all four season. Some events are held during 
these blooming seasons. In the main building there are stalls selling fresh, local agricultural 
products and eggs.
In addition, this center cooperates with local owners and farmers to provide harvesting 
experiences (application required in advance) that utilize neighbouring farmland, acting as a hub of 
exchange between urban and rural areas.

OPEN HOURS: 9am-5pm
HOLIDAYS: Mondays (when Monday is a holiday, that Tuesday will be closed), End of year 
and New Year’ s  
*All areas remain open except for the main building
BICYCLE PARKING: bike racks are available.

043-226-0022
【住所】若葉区富田町711-1 【営業時間】 9：00～17：00  【定休日】月曜（月曜日が休日の
場合は翌日）・年末年始  ※管理棟以外の入場は自由 【駐輪場】サイクルラックあり

Come and take a break on our lawn that 
has about 740 bushes of wild roses, 
including 150 different varieties!
We offer one-year contracts for citizen 
farming seasonal vegetable harvesting 
experiences (application required in 
advance).

中田都市
農業交流センター

Nature
自然

043-228-2251
【住所】若葉区中田町2479-35 【開園時
間】9：00～17：00 【休館日】月曜（月曜日
が休日の場合は翌日）・年末年始
OPEN HOURS: 9am-5pm
HOLIDAYS: Mondays (when Monday is a 
holiday, that Tuesday will be closed), End of 
year and New Year’ s 
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　約150品種 740株の野バラ
園や芝生広場がある憩いの場
でひと休みしませんか。
　１年契約の市民農園のほ
か、時期により野菜の収穫体
験（要事前申込）を
楽しむこともできま
す！

Nakata Urban Agricultural 
Exchange Centre

This satoyama is close to the city 
centre.  Here, conifers and broadleaf 
trees grow, offering us a variety of 
charms. The forest ranger volunteers 
who manage the forest host events 
such as nature walks and chainsaw 
lessons.

おぐらの森Nature
自然

【住所】若葉区小倉町1497-2ほか

13

　市街地から近い、身近
な里山です。針葉樹林と
広葉樹林が混じり、変化に
富んでいます。森を管理さ
れている森林ボランティア
団体の皆さんによる里山
観察会や、チェーンソー体
験などのイベン
トも行われてい
ます。

Ogura no Mori 
(The Forest of Ogura)

This forest is at the end of the road 
among farms, after passing Tomita 
Urban Agricultural Exchange Centre 
on the right. The northern side of the 
forest faces the valley rice paddy 
fields, so the atmosphere is quiet 
and peaceful. This forest is tended 
by forest ranger volunteers.

いずみの森Nature
自然

【住所】若葉区富田町840-12ほか

15

　富田都市農業交流セン
ターを右に見ながら、畑の
中の道をまっすぐに進んだ
奥にあります。北側は谷津
田に面しており、静かで落
ち着いた里山です。森林
ボランティア団体の皆さん
により、手入れ
がよく行き届い
ています。

Izumi no Mori 
(The Izumi Forest)

With the help of the volunteers and the 
landowners, we are restoring the valley 
rice paddy fields whose topography is 
unique to this city. Please come and 
visit when you feel nostalgic for the 
scenery of rice fields, grass and plants, 
insects, and wild birds.

大草谷津田
いきものの里

Nature
自然

【住所】若葉区大草町
・園内には自転車の乗り入れはできません。
・現地事務所はございませんので、現地の
案内板をご活用ください。
・自然観察路以外には入らないでください。
*Bicycles are not allowed to enter this park.

 Observation Path.
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　ボランティア、地権者の皆
さんの協力を得て、本市特有
の地形である谷津田を保全し
ています。昔ながらの田んぼ
の風景や植物、昆虫、野鳥な
どの自然を感じたくなったら、
ぜひ立ち寄ってみ
てください。

Ookusayatsuda Ikimono no Sato

　市民の身近な田舎体験の場として親しまれ、美しい自然
が広がる堂谷津の里。
　この里山の再生を目指して、NPO法人 バランス21が
様々な活動に取り組んでいます。古代米の田植えや稲刈
り、周囲の林での、草花や虫たちを探したり追いかけたり、
その季節にしか味わえない風景に出会えます。そして、多様
な生き物のあふれる、日本の里山の典型的な自然の豊かさ
を実感、体験できる、数少ない別天地に、足を踏み入れて
みませんか。
Douyatsunosato is popular for its landscape of natural beauty and rural lifestyle so 
close to the city.
Non-profit organization Balance 21 is engaging in various activities to restore this 
satoyama such as planting and cultivating wild rice, and looking for wild flowers 
and insects in the surrounding woods. This place offers scenery that changes with 
the seasons. Step into what feels like another world and experience for yourself 
the bountiful nature and abundant biodiversity iconic of rare Japanese satoyama.

S AT OYA M A  C OL U M N 里山コラム

堂谷津の里の再生を目指して
Toward the Restoration of Douyatsuno sato

043-239-0645
若葉区谷当町70 （現地事務所）

The concept behind the launch of these nature workshops is for people living in bustling 
metropolitan areas to get back to eco-friendly life through experiences in the abundant 
satoyama. You can try tasty pizza-making and digging for bamboo shoots Natural and 
delicious local specialties are also available. Bring them home as souvenirs!

Activity
体験

「わたしの田舎」谷当工房
 “My Homestead”Yatoh Workshop

1月 12月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

タケノコ
Bamboo shoot

Sweet potato
サツマイモ

カ
レ
ン
ダ
ー Calendar

1

　都会の人々が豊かな里山での体験を通じて、環境にやさし
い生活を取り戻す。そんな思いでスタートした豊かな自然に
囲まれた工房です。
　工房では美味しい本格石 ピザづくりやタケノコ
掘りなどを体験できます。安心で美味しい「田舎の
味」も販売しておりますので、ぜひお土産にどうぞ。

043-239-0645
若葉区谷当町70

The concept behind the launch of these nature workshops is for people living in bustling
metropolitan areas to get back to eco-friendly life through experiences in the abundant 
satoyama. You can try tasty pizza-making and digging for bamboo shoots Natural and 
delicious local specialties are also available. Bring them home as souvenirs!

味」も販売しておりますので、ぜひお土産にどうぞ。

みそ作り／田植え、稲刈り／里山活動体験／石窯ピザ作り／
そば打ち／ケーキ作り／タケノコ掘り
Miso making, rice planting and harvesting, Satoyama activities, stone oven 
pizza-making, soba noodle-making, cake baking, harvesting bamboo shoots

体 験 （要予約）Experiences (reservation required)

1月 12月月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

タケノタタケノノコ
mboo sBammboo sshoot

S
ツマイサツツマイイモ

カ
レ
ン
ダ043-239-0645

みそ作り／田植え、稲刈り／里山活動体験／石窯ピザ作り／
そば打ち／ケーキ作り／タケノコ掘り
Miso making, rice planting and harvesting, Satoyama activities, stone oven
pizza-making, soba noodle-making, cake baking, harvesting bamboo shoots

生こうじ（甘酒や漬物等に）／田舎味噌（完全無添加）／塩こう
じ、醤油こうじ（肉や魚料理に）／ベーコン／米／手作りケーキ
各種／「千葉在来」などのそば粉

購 入

Fresh koji (malted rice) for amazake and pickles, additive-free homemade miso, salted and soy 
flavor rice malt for meat and fish dishes, bacon, rice, homemade cakes, buckwheat (soba) flour

Shopping

年間を通じて様々な果実や野菜などの収穫体験ができる観光農園が充実
しています。里山ならではの体験を気軽に楽しめるのが魅力です。美しい
自然に心癒されつつ、楽しく美味しい時間を過ごしてみませんか。里山サイクリングおすすめスポット！ There are many tourist farms where you can enjoy harvesting various fruits and vegetables throughout the year. 
The appeal of satoyama is all about enjoying experiences at your own pace. Get reinvigorated by the beautiful 
countryside and have a lovely time.

Satoyama cycling : 
Recommended
Spots

Some farms are open irregularly so we recommend confirming hours of operation by telephone or Internet.農園は不定休のところもありますので、お電話やホームページで開園状況をご確認いただくことをおすすめします。
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126

66

66
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53
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若葉
ルート

WAKABA ROUTE

いずみ
ルート
IZUMI ROUTE

千葉都市モノレール

Chishirodai Station
千城台駅

Chishirodai-kita Station
千城台北駅

Oguradai Station
小倉台駅

Heiwa Park 

平和公園

Izumi Nature Park

泉自然公園

Rokusha Shrine
六社神社

Kumano Shrine
熊野神社

Hachiman Shrine
八幡神社

Nosei center
農政センター

Tokyo University of
Information Sciences

東京情報大学

Nagaya-mon Gate
長屋門

Konkoh-in Temple
金光院

Hosen-ji Temple
寶泉寺

Ochayagoten-ato 
御茶屋御殿跡

東金
街道

千葉東金道路

START!

鹿
島
川

四街道市

佐倉市

里山サイクリングコース 簡略MAP
Satoyama Cycling Course Abridged Map

都川

御成街道

詳細の地図については裏面をご確認ください！
See the reverse side for the detailed map.

スタートは千城台駅ですが、どこからコースインしてもOK!
Chishirodai Station is the recommended starting point but you can begin cycling anywhere.

Old agricultural communities located in the border zone between mountain 
foothills and arable flatlands.

What’s satoyama?

里山サイクリングを満喫しよう!!
都心から近い位置にありながらも、一歩足を踏み入れれば、豊かに広が
る自然を肌で感じることができる千葉市の里山エリア。四季折々、様々な
表情を見せてくれる里山に自転車で訪れてみませんか。
Step just outside of the Tokyo Metropolis and find yourself in the Chiba City satoyama 
area, where you can experience lush nature. Pedal through the satoyama as their 
scenery cycles through all four seasons.

おすすめモデルコース Recommended Model Course

Surrounded by rich greenery of Chiba City  -  Enjoy cycling in satoyama!

千葉市の緑に囲まれて…

しい里山の風景が楽しめるだけではなく、新鮮な野菜も購入

することができます。また、「おなりミルク工房」の手作りアイ

スクリームや、地元産野菜を中心とした料理を提供する下田農業ふ

れあい館、大粒で濃厚な完熟イチゴ、完熟ブルーベリー摘みなどが

体験できる観光農園がルート周辺に点在する非常に魅力的なエリア

です。春には13万株のシバザクラ、秋にはコスモスが咲き乱れる富

田都市農業交流センターもおすすめです。

You can enjoy not only the lovely view of satoyama but also purchase 
fresh vegetables. Moreover, this area attracts you with interesting spots 
such as the Onari Milk Workshop, which offers handmade ice cream; 
Shimoda Urban Agricultural Exchange Centre, which provides dishes 
made with locally harvested vegetables; and tourist farms where you can 
enjoy picking large, fully-ripened strawberries and blueberries. Tomita 
Urban Agricultural Exchange Centre is also appealing, with 130,000 mats 
of moss pink in spring and fully blooming cosmos in autumn.

WAKABA ROUTE 総走行距離
Total distance 23

km
約 消費カロリー

Calories consumed 320
kcal

美

若葉ルート

千城台駅
Chishirodai Station

Shimoda Urban Agricultural
Exchange Centre “Mio”

Tomita Urban Agricultural
Exchange Centre Onari Milk Workshop

富田都市
農業交流センター

下田農業
ふれあい館

おなり
ミルク工房

126

66

53
289

っていてとても気持ちがいい谷津田沿いの道が魅力的です。

また「さくら名所100選」にも選ばれた泉自然公園は、夏はヤ

マユリやキツネノカミソリが咲き誇り、秋には色鮮やかな紅葉、冬に

は野鳥が飛来する絶対に訪れたいスポットです。ルートから少し寄り

道をして「石原ハーブガーデン」のハーブティや、「菓司庵いずみ野」

で「とろりんぼっち」を楽しむのもいいですよ！ ぜひ、自転車で走っ

てみてください。

The route along the valley rice paddy fields is refreshing. Izumi Nature 
Park, one of the Top 100 Cherry Blossom Sites, is attractive throughout 
the year. Various lilies in summer, vivid foliage in autumn, and wild 
migratory birds in winter make this a spot you won’t want to miss. You 
can go a bit off-route and try herbal tea at Ishihara Herb Garden and 
tororinbocchi (a Japanese dessert) at Izumino Confectionery Shop. 
Definitely try biking this course!

IZUMI ROUTE 総走行距離
Total distance 17

km
約 消費カロリー

Calories consumed 240
kcal

走

いずみルート

石原ハーブガーデン

菓司庵いずみ野

千城台駅
Chishirodai Station

公園
ark

泉自然公園
Izumi Nature Park

Ishihara Herb Garden

Izumino Confectionery

126

66

Heiwwa 

平和公

千

Chiba City
千葉市

Satoyama Area
里山エリア

JR Chiba Station
JR千葉駅
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「わたしの田舎」谷当工房
“My Homestead”Yatoh Workshop

千葉中央観光農園
Chiba City Central Tourist Farm

ドラゴンファーム
Dragon Farm

ドラゴンファーム
Dragon Farm

高根ぶどう園
Takane Grape Orchard

富田都市農業交流センター
Tomita Urban Agricultural Exchange Centre大草谷津田いきものの里

Ookusayatsuda Ikimono no Sato

中田都市農業交流センター
Nakata Urban Agricultural
Exchange Centre

石原ハーブガーデン
Ishihara Herb Garden

菓司庵いずみ野
Izumino Confectionery

おなりミルク工房
Onari Milk Workshop

下田農業ふれあい館 「澪」
Shimoda Urban Agricultural
Exchange Centre “Mio”

ちはる農園
Chiharu Farm

猪野ナーセリー
Ino Nursery

御殿栗園
Goten Chestnut Farm

吉田農園
Yoshida Farm

おぐらの森
Ogura no Mori

(The Forest of Ogura)

いずみの森
Izumi no Mori

 (The Izumi Forest)

若松みどりの栗園
Wakamatsu Midori Chestnut Farm

8

9

スマホ・タブレットでもっと、サイクリングを楽しく♪

コースと現在地が見える
WEBアプリ

Enjoy cycling more with a smartphone or tablet!
WEB application shows current cycling course and location.

アクションカム
ムービーも
公開中!!

Action Cam Movie is also available.

自転車運転中のスマートフォン操作は絶対にお止めください。
Please do not use your smartphone while on a bike.

自 転 車 に乗る前に！
Before riding your bike ;

●発行日 平成29年3月

千葉市経済農政局経済部観光MICE企画課   TEL 043-245-5897●発行

●協力 千葉里山自転車旅友の会  渡辺榮一
（公財）千葉市国際交流協会翻訳ボランティア
千葉県自然観察指導員協議会

千葉市里山サイクリングマップ ～里山は招くよ！～

ちばチャリ 3つの約束
Learn the Chiba Three Rules of the Road!

❶ 歩いている人を大事にします。
Watch out for pedestrians.

❷ 車道では左側を走ります。
Keep to the left side of the road.

❸ ライトを点けます。
Use a safety light.

Chiba Satoyama Cycling Map
～ Satoyama is waiting for you! ～

～ 里 山 は 招 く よ！ ～

日本語 English

千 葉 市



ハウス食品千葉研究センター

DIC総合研究所
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法宣寺
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DIC川村記念美術館
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市民ゴルフ場
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Chiba City
千葉市

Satoyama Area
里山エリア

JR Chiba Station
JR千葉駅

茨城 Ibaraki

栃木 Tochigi

群馬 Gunma

埼玉 Saitama

千葉 Chiba

東京 Tokyo
成田空港
Narita Airport

羽田空港
Haneda Airport

神奈川 Kanagawa

御
成
街
道

御成街道：江戸時代の初め、徳川家康が東金へ鷹
狩りに出かけるために作られた歴史ある街道で
す。家康の休憩所として造られたといわれる御茶
屋御殿跡など魅力的な見どころがありますが、交
通量が多く道路幅が狭い箇所もあることから、
本サイクリングマップではルートとしての紹介は
しておりません。
Onari-kaido: The historical road constructed at the 
beginning of the Edo Period (about 390 years ago) so that 
Ieyasu Tokugawa (then-shogun) could go to Togane on 
falconry excursions. It features charming highlights such 
as Ochayagoten-ato, a rest space said to have been built 
for Ieyasu. However, there are also spots with narrow 
roads and heavy traffic, so we do not include it in this 
cycling map's routes.
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「わたしの田舎」谷当工房

下田農業ふれあい館 「澪」

ドラゴンファーム 第一農園

若松みどりの栗園

おぐらの森

千城台西3千城城千 西3千城千城千 西3西3千葉中央観光農園

北谷津北北北北北谷北谷北谷津谷津大草谷津田いきものの里 御殿栗園

中田都市農業交流センター

おなりミルク工房

富田都市農業交流センター

千葉市市千千葉市葉市市乳

猪野ナーセリー

石原ハーブガーデン

高根ぶどう園

菓司庵いずみ野

泉自然公園

ちはる農園

いずみの森

ドラゴンファーム 第二農園

吉田農園

“My Homestead” Yatoh Workshop

Goten Chestnut Farm

Takane Grape Orchard

Ino Nursery

Tomita Urban Agricultural Exchange Centre

Onari Milk Workshop

Chiharu Farm

Izumi no Mori
(The Izumi Forest)

Nakata Urban Agricultural
Exchange Centre

Ookusayatsyda Ikimono no Sato

Ishihara Herb Garden

Izumino Confectionery

Izumi Nature Park

Yoshida Farm

Shimoda Urban
Agricultural Exchange Centre “Mio”

Dragon Farm

Wakamatsu Midori Chestnut Farm

Dragon Farm

Ogura no Mori (The Forest of Ogura)

Chiba City Central Tourist Farm

御成台3丁目

御成台1丁目

千城台駅

泉高校金親町入口

平和公園入口

大草

坂月町

川井

宮田

若葉いきいき
プラザ前

下田

谷当

吉岡十字路

旭ヶ丘入口

坂戸

千葉市里山サイクリングマップ
Chiba City Satoyama Cycling Map

若葉ルートはこの看板が目印！
The Wakaba Route is marked by this sign!

若葉ルート
WAKABA ROUTE 若葉ル トは 看この看 が板が目印印！

いずみルート
IZUMI ROUTE いずみルートはこの看板が目印！

The Izumi Route is marked by this sign!

鹿
島
鹿
島
鹿
島
鹿
島島島島島島
川

各施設の紹介は裏面へ！ コースと
現在地が見える
WEBアプリ

WEB application shows current cycling course and location.

Each stop is featured on the opposite page!

矢の向きは画像を撮影した向きを表してい
ます。曲がる際にご参照ください。

ワンポイント

PHOTO


