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旭市ってどんなところ？
　旭市は千葉県の北東にあり、千葉市から約50km、
東京都心から80kmほどの場所にあります。南は砂
浜の美しい九十九里浜に面し、内陸には干潟八万石
といわれる房総半島屈指の大穀倉地帯と緑の濃い北
総台地が広がっています。年間平均気温は15℃と温
暖で過ごしやすく、市の全域で稲作、野菜やくだもの、
花の栽培、畜産が盛んで、農業生産額は県内でもトッ
プクラスを誇ります。雄大な太平洋をのぞむ九十九
里浜の沖には親潮と黒潮がぶつかる良好な漁場があ
り、豊富な海の幸をもたらしてくれます。
　市の中心をJR総武本線と国道126号線が東西に走
り、その周辺は商業地として発展しています。海と
大地の豊かな自然に恵まれながらも、東総地域の中
核都市として成長を続けているまちです。
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旧石器時代の台地上に、この地最古の人類の
足跡が残される。

現在の旭市域には、椿の海と呼ばれる湖が広
がっていた。

文治3（1187）年、片岡常春を城主とする飯
岡の佐貫城が源頼朝によって落城した。A［A-1］御前鬼塚古墳

東総地域で最大規模の、古墳時代後
期の前方後円墳。

天正18（1590）年、朝日将軍・
木曽義仲の子孫といわれる木曽
義昌が下総国に一万石で配され
た。

B［C-2］水神社永代大御神楽
片岡常春の家来が漁師となり、水難に見
舞われないようにと、神楽を奉納したと
いわれる。

D［B-2］太田のエンヤーホー
治水や五穀豊穣を司る神を祭
る太田八坂神社の祭礼で行わ
れる神事。柱上で曲芸が演じ
られる。

C［B-2］鎌数の神楽
椿の海の干拓事業を
記念して創建された
鎌数伊勢大神宮で、
五穀豊穣を祈願して
奉納される神楽。

E［B-1］熊野神社の神楽
江戸時代から続く伝統の
神楽。

大原幽学
天保6（1835）年、農村指
導の先駆者・大原幽学が農
村再興の活動を始めた。

九十九里沖の豊かな漁場を求め
て漁民が移り住み、漁業が盛ん
になった。

嘉永3（1850）年頃、飯岡助五郎と笹
川繁蔵の対立とそのてん末が「天保水
滸伝」にまとめられた。

政府の「畑作奨励策」のもと、金谷
総蔵の尽力で落花生栽培が普及。
総武鉄道の開通後は、落花生加工
工場が数多く造られた。

明治21（1888）年、漁師の石橋太郎兵
衛と千本松喜助が創案した揚繰（あぐ
り）網漁法が公開試用された。

昭和初期頃から、穴澤松五郎の功績で
甘藷栽培が飛躍的に発展。甘藷の絞り
粕を利用した養豚業も始まった。

平成17（2005）年、1市3町が合
併し、現在の旭市となった。

昭和29（1954）年、昭和の大合併によって
旭市、飯岡町、海上町が誕生。翌30年に
干潟町が誕生した。

昭和36（1961）年、小説家の子母澤寛（し
もざわかん）が短編小説「座頭市物語」を発
表。翌年映画化され大ヒットした。

昭和26（1951）年、利根川から水
を引き込めるようになり、江戸時
代以来の水問題が解決した。

金谷総蔵 C［B-2］落花生の碑

G［B-3］あぐり網発祥の地碑

H［B1、C1、A-2〜 C-2］干潟八万石

穴澤松五郎

旭市の市章

I［C-3］座頭市物語の碑

F［B-2］黒虎相撲
安永9（1780）年、地元出身の江戸商人
が力石を奉献し、奉納相撲で力比べをし
たことがはじまりとされる。

寛文10（1670）年、椿の海の干拓が
進められ、湖水の排水が行われた。

豪族が生まれ、台地に古墳が数多く築かれた。

ダイジェスト
〜よくわかる旭の歴史と伝統行事〜旭

原始・古代

中世

近世

近・現代

現在

木曽義昌
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1［D-3］飯岡漁港（飯岡刑部岬展望館〜光と風〜から）

海が繰り広げる壮大なパノラマを撮る
絶景を撮影

刑部岬は海面から約60ｍの断崖が連なる屏風ヶ浦の西の端にあります。
岬にある展望館に立つと、眼下に太平洋が大きく広がり、弓状の九十九里
浜が果てしなく続いていくのが見渡せます。朝
夕にはそれぞれ異なる光のドラマが織りなさ
れ、季節や時間を変えて何度もファインダー
に納めたくなる景色です。龍福寺の森は、
規模の大きさとそこに息づく植物などの貴
重さから県指定天然記念物になっており、
四季折々の表情を見せてくれます。

4［C-2］龍福寺

2［D-3］飯岡刑部岬
　　　　（飯岡漁港から）

赤く染まる断崖

見事な
紅葉

［DATA］
1 飯岡漁港（海匝漁業協同組合）
旭市下永井308　☎0479-57-3202
2 飯岡刑部岬展望館 〜光と風〜
旭市上永井1309-1　☎0479-57-1181　［開館］9：
00〜16：30（2月のみ9：00〜18：00）　※光と風の
デッキ・1Fトイレは終日利用可　［休］月曜（月曜が祝
日の場合は翌日）、年末年始（12月29日〜1月3日）
3 屏風ヶ浦
旭市上永井1309-1　［問］旭市商工観光課☎0479-
62-5338
4 龍福寺
旭市岩井120　☎0479-55-3021
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1［D-3］飯岡漁港　釣り船

全国有数の漁場でさまざまな釣りを
釣りざんまい

県内2位の水揚げ量を誇る飯岡漁港は、
親潮と黒潮がぶつかる良好な漁場を沖に
もち、釣り船の基地としても多くの釣り
人に親しまれています。漁港の防波堤
からも投げ釣りでイシモチ、キス、ア
ナゴ、ハゼなどが狙えます。ヘラブナ
専用の釣堀、長熊釣堀センターもお
すすめ。ビギナーからベテランまで
年間を通して楽しめます。

5 長熊釣堀センター
旭市萬力3566-1　☎0479-68-4602　［営］4〜9
月6：30〜16：30、10〜3月7：00〜15：30　［休］
第3木曜　［料金］大人1,000円、小学生500円

［DATA］
1 飯岡漁港釣り船

清勝丸 67-3866
第一進丸 57-6668
優光丸 57-6281
潮丸 63-1508
三次郎丸 57-3371
幸丸 57-2258
龍鳳丸 57-5650

飯岡漁港釣船一覧 ＊市外局番は0479
太幸丸 63-1902
長五郎丸 57-2189
梅花丸 57-2145
太洋丸 57-3762
海幸丸 57-2707
隆正丸 57-5432

5［A-1］長熊釣堀センター

42［D-3］飯岡漁港親水型防波堤
釣り大会
で腕試し

ナギ日が狙い目
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旭の観光いちご園

あま〜い！採れたていちごを食べくらべ
おいしい収穫体験

旭は、いちごの生産量が県内1位。大粒で甘みが強く、いちごの女王とも
呼ばれる「アイベリー」や、香りが良く濃厚な味わいの「さちのか」などを中
心にさまざまな品種のいちごが栽培され、12月から5月ごろまで、いちご
狩りを楽しむことができます。料金は800〜1,500円で、30分間食べ放題。
高設栽培でバリアフリーに対応しているいちご園もあります。

国指定史跡となっている水田で、米作りの体
験をしながら農村と都市との交流を図り、農
業の大切さと自然の豊かさを学びます。
▶田植え　5月上旬
▶草取り・生き物調査　7月上旬
▶稲刈り　９月上旬
▶収穫祭　10月上旬　

［DATA］
6［B-2］石毛いちご園
旭市米込238-1　☎0479-68-2512
品種：アイベリー、やよいひめ
7［C-2］江波戸いちご園
旭市イの76	 ☎0479-63-2549
品種：さちのか
8［D-3］向後いちご園
旭市行内1095-1　☎0479-57-6568（090-
2201-8923）　品種：さちのか、紅ほっぺ

12［B-1］大原幽学遺跡史跡公園

9［D-3］ヤマイチいちご園
旭市平松2618　☎090-8945-9831
品種：さちのか　※直売のみ
10［B-2］滑川いちご園
旭市イの1646-1　☎0479-63-7296　
品種：とちおとめ、おいCベリー
11［B-2］川口いちご園
旭市鎌数8695　☎0479-62-5741
品種：アイベリー、紅ほっぺ、ふさのか

幽学の里 米づくり交流事業
あさひグリーンツーリズム
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13［C-2］海上かあちゃん市

新鮮なお買得品が出回る市場をめぐる
朝市に行こう

旭には活気あふれる朝市があります。飯岡漁港・水産朝市では水揚げさ
れたばかりの魚介類が格安で手に入るほか、焼きハマグリやカニ汁など

の出店も好評です。かあちゃん市は、海
上地域の農家の女性が開催している朝
市で、新鮮な旬の野菜や花をはじめ、
炊き込みご飯、餅や味噌など手作りの
母の味を楽しめます。飯岡地域の生産
者が開催するひまわり産直でも、農
家直販の採れたて野菜や切り花が手
に入ります。

［DATA］
13海上かあちゃん市
旭市後草2068（JAちばみどり旧嚶鳴支店
前）　☎0479-55-3131（JAちばみどり海
上中央支店）　［開催］毎日曜、夏期6：00〜
7：00、冬期6：30〜7：30
14ひまわり産直
旭市萩園1437（いいおか荘駐車場）　☎04	
79-57-3946　［開催］毎日曜（雨天中止）、
夏期5：00〜7：00、冬期6：00〜7：00（売
り切れ次第終了）
1 いいおか港・水産朝市
旭市下永井308（飯岡漁港荷さばき所）　
☎0479-57-3202　［開催］不定期

14［C-3］ひまわり産直

1［D-3］いいおか港・水産朝市

鮮度に
自信あり

旭の豊富な海の幸
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農業王国の醍
だい

醐
ご

味
み

を味わう
特産品を買う

旭市の直売所

MO2カレー（レトルト）　旭産の
新鮮な豚モツを刻み、キーマカ
レーのように仕立てた一品。臭み
が少なく、肉の旨味を存分に味
わえます。1個472円。 15［D-3］
旭市商工会旭もつ部会（MO2）☎
0479-57-2226

飯岡貴味メロン　香りと糖度が高
く、大変美味しいメロンで高い評
価を得ています。肉厚で日持ちが
良く、食べ頃が長いのも特徴です。

いちご　旭はイチゴの生産量が県内
No.1。「ハチミツをかけたような甘
さ」といわれる糖度が強く品質の高
いイチゴが作られています。

丸干しいわし　獲りたてのいわしを塩漬けにし
天日で半日干した、江戸時代から受け継がれて
いる健康食品。生産量日本一を誇ります。

いいおか九十九里サブレー　震災
復興の願いを込めて生まれた、旭
の新たな銘品。サクサクとした食
感の風味豊かなお菓子。1枚80円。
16［D-3］石橋菓子舗☎0479-57-
2215、17［D-3］太田製菓☎0479-
57-2308、18［C-3］辰野本店☎04 
79-57-3038

しぐれ揚　50年近いロングセラ
ーのさっぱりとした塩味のあら
れ。津波で工場全壊の被害を乗
り越え、2年後に生産再開。待っ
ていたファンは少なくない。220
円。 19［C-3］山 中 食 品 ☎0479-
57-3456

ジェラート　えさや飼育環境にこ
だわって生産された新鮮な牛乳を
使った、脂肪分は少なめなのに濃
厚でクリーミーな味わいのジェラ
ートです。320円〜。20［B-3］ホ
ーム オブ マザーズ（HOME OF 
MOTHERS）☎0479-62-5521

22［B-2］農産物直売所 あんしん村
旭市井戸野3642-1　☎0479-60-1338

［営］10：00〜18：30　年中無休

23［A-2］旭市農産物直売所 よっぺえ
旭市萬力3493　☎0479-68-3110

［営］9：30〜18：00　年中無休

21［B-2］旭市農産物直売館
旭市琴田1064　☎0479-62-6048

［営］11：00〜17：00　年中無休

洋蘭　温暖な気候に恵
まれた旭は洋蘭の栽培
適地。生産者が開発し
たオリジナル品種は市
場で高い評価を受けて
います。

シクラメン　生産者そ
れぞれに土や肥料を工
夫し、手間をかけたシ
クラメンが美しい花を
咲かせています。オリ
ジナル品種もありま
す。

九十九里地はまぐり　5㎝
以上の大ぶりの身に、潮の
香りと濃厚な旨みが凝縮し
ています。
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広 と々したビーチで質の高い波に乗る
サーフィン

サーフィン王国ともいわれる九十九里海岸。飯岡エリアはその代表的な存
在で、飯岡海岸から矢指ケ浦海岸の間にポイントが点在しています。遠浅
のビーチですが波は厚めで質の高い波がブレイクし、ビギナーから上級者
まで楽しむことができます。

九十九里観光サーフフェスタ
被災した地元サーフショップ11
店がグループを結成し、復興のた
めに開催した日本サーフィン連盟
（NSA）公認大会をメインにした
イベント。親子サーフィンスクー
ルや海の遊び方教室、飲食の模
擬店なども行われ、多くのサー
ファーや見物客でにぎわいます。

旭市のサーフショップ

24［C-3］飯岡海岸
コンスタントに良い波
がブレイクする人気の
ポイント。県内の他の
エリアで波が乱れやす
い北東からの風がオフ
ショアとなるのも大き
な魅力です。

25［B-3］矢指ケ浦海岸
飯岡海岸に比べて波は
優しめ、ゆったりと
サーフィンが楽しめま
す。

［会場］旭市飯岡海岸
［開催日］9月上旬
［問］ゴロデーサーフハウス
☎0479-57-5717

26［B-2］affect
旭市二の5850-4　☎0479-63-3902
［営］12：00〜17：00　［休］木曜
http://www.affect-surf.com

27［C-3］K.I.SURF
旭市野中2035-1　☎0479-62-7341
［営］10：30〜20：00（冬期10：30〜19：30）　
［休］木曜
http://www.ki-surf.com

28［C-3］SandSpit
旭市三川5717-63　☎0479-57-6352
http://sandspit.xxxxxxxx.jp/

29［C-3］ゴロデーサーフハウス
旭市三川4941-1　☎0479-57-5717
［営］10：00〜20：00　［休］月曜（休日の場合
は火曜）

30［B-3］BSC
旭市中谷里7852-6　☎0479-60-5085　
［営］平日11：00〜18：30、土日祝10：00〜
18：30　［休］12月31日〜1月2日
http://bsc-surf.com
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31［C-3］矢指ケ浦海水浴場

遠浅の美しいビーチで夏を満喫
海水浴・サマーイベント

白くきめ細かな砂が美しい矢指ケ浦海水浴
場は、波が静かでゆったりとした雰囲気で
家族連れにおすすめ。飯岡海水浴場は奥行
き100m以上の砂浜が広がり、遠浅で波
も静かです。どちらも無料のトイレ、シャ
ワー、駐車場が完備され、快適な海水浴
を楽しめます。7月には、スイカ輪投げ
や宝探しなどが楽しめる「サマーフェ
スタ	in	矢指ケ浦」や「あさひ砂の彫刻
美術展」が開催され、ビーチは一層盛
り上がります。 32［C-3］飯岡海水浴場

広々した砂浜

31［C-3］あさひ砂の彫刻美術展

大作・快
作ぞろい

［DATA］
31矢指ケ浦海水浴場
旭市椎名内3260　［遊泳期間］7月中旬〜8月下旬　

［遊泳時間］8：00〜16：00　［問］旭市商工観光課
☎0479-62-5338
32飯岡海水浴場
旭市横根1366　［遊泳期間］7月中旬〜8月下旬

［遊泳時間］8：00〜16：00　［問］旭市商工観光課　
☎0479-62-5338
31サマーフェスタin矢指ケ浦

［会場］矢指ケ浦海水浴場　［開催日］例年7月下旬
［開催時間］9：45〜　［問］旭市商工観光課
☎0479-62-5338
31あさひ砂の彫刻美術展

［会場］矢指ケ浦海水浴場特設会場　［開催期間］7月中
旬〜７月下旬（ライトアップあり）　［問］あさひ砂の
彫刻美術展実行委員会　☎080-5093-4747

31［C-3］サマーフェスタin矢指ヶ浦

夏の恒例
イベント
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33［B-3］あさひパークゴルフ場

シーサイドレジャーで旭を遊び尽くす
壮快アクティビティ

旭では、年間を通して気持ちよく体を
動かせるスポットがあります。九十九
里浜に面したあさひパークゴルフ場で
は、潮騒の音と海風を感じながら心地
よくプレーできます。コースは総延長
800mで、1ラウンド18ホールを約1
時間で回れるため、初心者や親子で
も気軽に挑戦することができます。
また海岸線をサイクリングしたり、
九十九里の伝統漁法「地引き網」を体
験するのもおすすめです。

［DATA］
33あさひパークゴルフ場
旭市中谷里8340-53　☎0479-62-8989　［営］
3・4・9・10月8：30〜17：00、5〜8月8：00〜
18：00、11〜2月8：30〜16：00　［休］第2・第4
月曜、12月31日、1月1日　［料金］大人1回750
円（市内500円）、1日1,500円（市内1,000円）※
市内宿泊施設利用者は市内料金と同額
34飯岡九十九里自転車道

［起点］旭市下永井（いいおかみなと公園）　［終点］
山武郡九十九里町片貝　［問］旭市商工観光課　☎
0479-62-5338
35地引き網

［会場］旭市足川浜海岸　［開催時期］７月〜８月
［問］旭市矢指ケ浦地曳き網保存会　小嶋　☎
0479-62-0679

潮風を受けてのサイクリング

35［B-3］地引き網体験

何が捕れ
るかな

海風を
受けて

31［C-3］サマーフェスタin矢指ヶ浦
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36［C-2］ほたるの里　蛇園出清水地区

空気がおいしい！里山散歩で深呼吸
健康ウォーキング

景色を楽しみながらのウォーキングで、楽
しく健康体を目指しましょう。蛇園出清水
地区は、休耕によって荒廃しかかった棚田
を地元の人たちが再生させ、保護活動に取
り組んでいる清水の湧く自然豊かな地域で
す。河津桜、菜の花、彼岸花、コスモス
など四季折々の花が咲くほか、初夏には
ゲンジボタルも観察できます。砂浜の続
く九十九里の浜辺や、1,500株のあじさ
いが並ぶ「ふれあいあじさいロード」も
ウォーキングにおすすめです。

38［B-3］ふれあいあじさいロード

満開のあじさい

［DATA］
36ほたるの里　蛇園出清水地区
旭市蛇園612　［問］旭市農水産課
☎0479-68-1175
37九十九里海岸

［問］旭市商工観光課　☎0479-62-5338
38ふれあいあじさいロード
旭市ハの340（仁玉川沿い）　［問］旭市商工観光課
☎0479-62-5338

37［B-3、C-3］九十九里海岸

浜辺を
散歩
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39［C-2］海上キャンプ場

家族で楽しめる快適アウトドア
ファミリーレジャー

海上キャンプ場は、龍福寺の森や滝のさと
自然公園に隣接した緑豊かなエリアにあり
ます。公設民営で静かな雰囲気が保たれて
おり、ログハウス風のバンガローなど設備
も充実。炊事道具などの無料貸し出しも
あり、家族で快適なアウトドアライフが

楽しめます。「九十九里オートキャンプ場　太
陽と海」は目の前に海が広がり、設備の充実したオートサイトやコ

テージが人気。日帰りなら花が美しく、広場や遊具もある袋公園や、海
や船が間近に見られる、いいおかみなと公園もおすすめです。

［DATA］
39海上キャンプ場
旭市岩井1000　☎0479-55-5250

［施設］バンガロー8棟、テントサイト20張、
炊事棟、実習棟、体育館ほか　［休］月曜、
12月29日〜1月3日　［利用時間］宿泊の場合	
入場13：00〜15：00、退場9：00〜11：00、
体育館9：00〜21：00　［料金］バンガロー1
人1泊750円（市内500円）、テントサイト1
区画1泊1,500円（市内1,000円）、デイキャ
ンプ1人1回450円（市内300円）

40［C-3］九十九里オートキャンプ場
　　　  太陽と海
旭市東足洗2746-10　☎0479-74-7515　

［営］3月〜1月　［料金］オートサイトAC電源
付1泊5,400円〜、AC電源無4,350円〜（い
ずれも4名まで）
41袋公園
旭市鎌数4013　［問］旭市都市整備課
☎0479-62-5354
42いいおかみなと公園
旭市下永井814　［問］旭市農水産課
☎0479-68-1175

42［D-3］いいおかみなと公園

港の
すぐ近く

41［B-2］袋公園

花咲く憩いの場
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［東庄町］天保水滸伝遺品館

ゆかりの品を展示
45［D-3］玉﨑神社

助五郎
の碑

浪曲や講談で有名な任侠物語をたどる
天保水滸伝 聖地巡り

江戸末期に浪曲や講談として語り継
がれた「天保水滸伝」は、網元、博徒、
十手持ちと三つの顔を持ち、飯岡地
区の漁業振興に努めた飯岡助五郎
と、現在の東庄町一帯の侠客であっ
た笹川繁蔵の勢力争いを描いた物語
です。彼らの足跡をたどり、その人
となり、往時の旭や東総地域のにぎ
わいに想いを馳せてみませんか。

［DATA］
43飯岡助五郎の墓（光台寺）　旭市飯岡1524
44笹川繁蔵の首塚（定慶寺）　旭市飯岡2110
45玉﨑神社　旭市飯岡2126　［問］☎0479-57-2278
46清滝佐吉伝承碑　旭市清滝10
天保水滸伝遺品館　香取郡東庄町笹川い580-1

［休］月曜　［料金］200円　［問］東庄町観光協会
☎0478-86-6075

43［D-3］飯岡助五郎の墓（光台寺）

飯岡に眠る
助五郎

46［C-2］清滝佐吉伝承碑

捕われた
笹川残党

44［D-3］笹川繁蔵の首塚（定慶寺）

丁重に葬
られた首
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12［B-1］大原幽学遺跡史跡公園

「協同組合の父」の偉業をたたえる
大原幽学 歴史散策

大原幽学は幕末の農村指導者で、荒廃していた農村の復興と振興に努め
た人物です。世界初の農業協同組合といわれる「先祖株組合」を組織する
など先進的な改革を行い、教導所は近隣
村の多くの門人たちでにぎわいました。
幽学の活動本拠地は史跡公園として整備
され、四季折々の自然を満喫することが
できます。園内には、国指定重要文化
財の資料を多く有する記念館のほか、
幽学自身が設計した旧宅もあり、幽学
の人柄をしのぶことができます。

［DATA］
12大原幽学記念館
旭市長部345-2（大原幽学遺跡史跡公園内）
☎0479-68-4933　［開館］9：00〜16：30

［休］月曜、祝日の翌日、12月28日〜1月4日
［料金］大人300円　小、中学生・高校生200
円
12大原幽学遺跡史跡公園
旭市長部341　［開園］大原幽学記念館と同じ　

［問］大原幽学記念館
☎0479-68-4933　
12大原幽学旧宅
旭市長部344（大原幽学遺跡史跡公園内）

［開園］大原幽学記念館と同じ
［問］大原幽学記念館　☎0479-68-4933

12［B-1］大原幽学旧宅

12［B-1］大原幽学記念館

国指定
史跡

遺品や著作を公開
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ナイトツアーズ
夜のイベントで光のアートを体感する

●［B-2］七夕市民まつり
近隣サーフショップが協力して開催する東日本大震災からの復興イベント。飯岡海
岸唯一の日本サーフィン連盟（NSA）公認大会で、約220人が華麗な波乗り技術を
競う他、サーフィンスクールや飲食物販売の模擬店も設置される。

【会場】旭市三川・飯岡海岸　【開催日】9月1日　

【問】旭市七夕市民まつり実行委員会 ☎0479-62-7537／旭市商工観光課 ☎0479-62-5338

●［B-2］旭市いいおかYOU・遊フェスティバル
近隣サーフショップが協力して開催する東日本大震災から
の復興イベント。飯岡海岸唯一の日本サーフィン連盟

（NSA）公認大会で、約220人が華麗な波乗り技術を競う他、
サーフィンスクールや飲食物販売の模擬店も設置される。

【会場】旭市三川・飯岡海岸　【開催日】9月1日　

【問】旭市七夕市民まつり実行委員会 ☎0479-62-7537／旭市商工観光
課 ☎0479-62-5338

●［B-2］あさひ砂の彫刻美術展
近隣サーフショップが協力して開催する東日本大震災からの復興イベント。飯岡海
岸唯一の日本サーフィン連盟（NSA）公認大会で、約220人が華麗な波乗り技術を
競う他、サーフィンスクールや飲食物販売の模擬店も設置される。

【会場】旭市三川・飯岡海岸　【開催日】9月1日　

【問】旭市七夕市民まつり実行委員会 ☎0479-62-7537

●［B-2］スターライトファンタジー
近隣サーフショップが協力して開催する東日本大震災からの復興イベント。飯岡海
岸唯一の日本サーフィン連盟（NSA）公認大会で、約220人が華麗な波乗り技術を
競う他、サーフィンスクールや飲食物販売の模擬店も設置される。

【会場】旭市三川・飯岡海岸　【開催日】9月1日　

【問】旭市七夕市民まつり実行委員会 ☎0479-62-7537／旭市商工観光課 ☎0479-62-5338

夜のイベントで光のアートを体感する
ナイトツアーズ

　［B-2］旭市七夕市民まつり
２日間で10万人を超える人が訪れる旭の一大イベントです。七夕飾りが
通りを華やかに彩り、ミス七夕、御輿、ダンスなどのパレードが街を練り
歩きます。他にもイベントが盛りだくさん。夜の街は熱気と興奮に包まれ
ます。

　［C-3］あさひ砂の彫刻美術展
砂とは思えないほど大きく、精巧な彫像が並びます。夜にはライトアップ
され、浜は幻想的な雰囲気に包まれます。イベント開催日には彫像をバッ
クに花火が打ち上げられ、光の演出でクライマックスを迎えます。

　［C-2］光の祭典・スターライトファンタジー
さまざまな光のオブジェが冬の街を彩ります。開催期間中のイベント開催
日には、「スターライトフェスタ」として、クリスマスライブ、抽選会などが
行われます。イルミネーションを施したミニトレインも運行されています。

　［C-3］旭市いいおかYOU・遊フェスティバル
2日間にわたって飯岡海岸で繰り広げられる夏の祭
典です。1日目の夜には4号玉、スターマインなど約
4,000発の花火が打ち上げられます。広い砂浜から見
る花火はほぼ真上に見え、他では味わえない迫力を楽
しめます。［会場］旭中央商店街ほか　［開催日］8月6日、7日

［問］旭市七夕市民まつり実行委員会　☎0479-62-7537

［会場］矢指ケ浦海水浴場特設会場　［展示期間］7月中旬〜7月下旬
［問］あさひ砂の彫刻美術展実行委員会　☎080-5093-4747

［会場］旭市高生1（海上公民館）　［開催期間］12月上旬〜25日（荒天中止）
［ライトアップ時間］17：00〜21：00　［問］旭市商工会　☎0479-62-1348

［会場］飯岡海水浴場
［開催日］7月下旬の土日（花火打ち上げは初日20：00〜21：00）
［問］旭市いいおかYOU・遊フェスティバル実行委員会
☎0479-62-5338

47 32

4831
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49［B-3］かんぽの宿旭 大浴場

たまった疲れを体の芯から癒やす
温泉でほっこり

旭には、個性豊かな泉質でロケーションも
よい温泉がそろっています。かんぽの宿旭
では、宿泊者専用展望露天風呂からのオー
シャンビューが評判です。日帰り入浴でも
ジェットバスやジャグジー、打たせ湯、露
天風呂など7種類のお風呂を楽しめます。
飯岡温泉は有機質を多く含んだ黒いお湯
で、よく温まり美肌効果の期待できる
お湯です。矢指ケ浦温泉館は千葉県の
温泉第１号に認定された老舗の温泉宿
です。また天然温泉旭の湯は、地下
1500mから湧き出る海草の化石の地
層成分を含んだ良質なお湯です。53［C-3］天然温泉旭の湯 露天風呂

泉質最高

旭市の温泉施設
49かんぽの宿旭
旭市仁玉2280-1　☎0479-63-2161　［宿泊
料金］1泊2食11,000円〜　［日帰り入浴時間］
10：00〜21：00　［日帰り入浴料］大人700円
（18時〜21時500円、土日祝1,000円）、小
学生300円（土日祝600円）
50［C-3］飯岡福祉センター（飯岡温泉）
旭市横根3520　☎0479-57-5577　［入浴時
間］男湯：水・金曜11：00〜15：00、女湯：火・
木曜11：00〜15：00　［休］月曜、祝日、12月
28日〜1月4日　［入浴料］大人200円、小学
生〜高校生100円

51［D-3］グロリア九十九里浜（飯岡温泉）
旭市下永井809-67　☎0479-50-5522　［宿
泊料金］素泊4,000円〜　［日帰り入浴時間］
15：00〜20：00　［日帰り入浴料］大人800円　
小学生以下400円、２歳以下無料
52［B-3］矢指ヶ浦温泉館
旭市足川3918　☎0479-64-2218　［宿泊料
金］素泊4,910円〜、1泊2食7,340円〜　［日
帰り入浴料］小学生以上650円、小学生未満
320円
53天然温泉旭の湯
旭市東足洗2778-	47　☎0479-62-1126

［料金］大人平日1,150円	土日1,250円、小
人平日520円	土日620円
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41［B-2］袋公園

池面に映える満開の桜と鯉を望む
桜の名所巡り

袋公園内のため池の周囲には、約500本のソメイヨシノが植えられていま
す。4月上旬には桜まつりが開催され、池上に掲げられた鯉のぼりが、水
面に映る満開の桜の上を元気よく泳ぐ姿が見られます。ライトアップさ
れた夜桜も見事です。豊かな自然の中にあ
る長熊釣堀センターも桜の名所で、のん
びり釣り糸を垂れながらのお花見ができ
ます。海宝寺の樹齢100年を越える吉野
桜や小高い山に造られた万歳自然公園の
斜面いっぱいの桜などもおすすめです。

［DATA］
41袋公園
旭市鎌数4013　［問］旭市都市整備課　☎0479-
62-5354　※桜まつりは4月上旬、期間中の土曜
にはイベントを開催
5 長熊釣堀センター
旭市萬力3566-1　☎0479-68-4602　［営］4〜9
月6：30〜16：30、10〜3月7：00〜15：30　［休］
第3木曜　［料金］大人1,000円、小学生500円
54海宝寺
旭市琴田3521　☎0479-62-3560
55［B-1］万歳自然公園
旭市櫻井363-1　［問］旭市都市整備課
☎0479-62-5354

54［B-2］海宝寺

5［A-1］長熊釣堀センター

椿も有名

桜の名所
で釣り
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花とイベントカレンダー

4

5

6

7

8

10

月

月

月

月

月

月

18日

上旬

中旬

下旬

18日

上旬

中旬

下旬

18日

上旬

中旬

下旬

18日

上旬

袋公園桜まつり  ●［B-3］西宮神社

袋公園 春の釣り大会  ●［B-3］西宮神社

長熊釣堀センター 春のへら鮒釣り大会  ●［B-3］西宮神社

いいおか港・水産まつり  ●［B-3］西宮神社

ミス七夕コンテスト  ●［B-3］西宮神社

太田八坂神社のエンヤーホー  ●［B-3］西宮神社

海水浴場オープン  ●［B-3］西宮神社

旭市いいおかYOU・遊フェスティバル  ●［B-3］西宮神社

サマーフェスタin矢指ケ浦  ●［B-3］西宮神社

あさひ砂の彫刻美術展  ●［B-3］西宮神社

旭市民音楽祭  ●［B-3］西宮神社　

旭市七夕市民まつり  ●［B-3］西宮神社

袋公園 秋の釣り大会  ●［B-3］西宮神社

旭市文化祭  ●［B-3］西宮神社

「怒って（とがって）はならない」の教えにならい、「とがらしごぼう」を神前に供える。
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「怒って（とがって）はならない」の教えにならい、「とがらしごぼう」を神前に供える。
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12

1

2

3

月

月

月

月

月

18日

上旬

中旬

下旬

18日

上旬

中旬

下旬

18日

上旬

中旬

下旬

黒虎相撲  ●［B-3］西宮神社

菊花大会  ●［B-3］西宮神社

長熊釣堀センター 秋のへら鮒釣り大会  ●［B-3］西宮神社

旭市ふるさとまつり・ひかた  ●［B-3］西宮神社

いきいき旭・産業まつり  ●［B-3］西宮神社

海上産業まつり  ●［B-3］西宮神社

光の祭典・スターライトファンタジー  ●［B-3］西宮神社

西宮神社例大祭とがらしごぼう  ●［B-3］西宮神社

水神社永代大御神楽  ●［B-3］西宮神社

飯岡しおさいマラソン大会  ●［B-3］西宮神社

熊野神社の神楽  ●［B-3］西宮神社

鎌数の神楽  ●［B-3］西宮神社

雷神社の御神幸・倉橋の弥勒三番叟  ●［B-3］西宮神社
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花とイベントカレンダー

4月 上旬から中旬 旭市袋公園桜まつり

4月 下旬 袋東ため池・春のへら鮒釣り大会　

5月 上旬 幽学の里で米作り交流事業（田植え）　

5月 上旬 長熊釣堀センター春のヘラブナ釣り大会

7月 上旬 幽学の里で米作り交流事業（草取り・生き物調査）

7月 中旬から8月下旬 海水浴場オープン　

7月 中旬から下旬 あさひ砂の彫刻美術展（矢指ケ浦海水浴場）

7月 中旬 サマーフェスタin矢指ケ浦（矢指ケ浦海水浴場）

7月 下旬 旭市いいおかYOU・遊フェスティバル　
（飯岡海水浴場）

7月 27日 太田八坂神社のエンヤーホー

8月 6日・7日 旭市七夕市民まつり（中央商店街）

9月 上旬 幽学の里で米作り交流事業（稲刈り）　

9月 下旬 あさひのまつり（県立東総文化会館）　

10月 上旬 幽学の里で米作り交流事業（収穫祭）　

10月 下旬 袋東ため池・秋のへら鮒釣り大会

11月 上旬 長熊釣堀センター秋のヘラブナ釣り大会

11月 上旬 旭市菊花大会（中央児童公園）

11月 3日 黒虎相撲（太田神社）

11月 中旬 秋の産業まつり

12月 上旬から25日 光の祭典・スターライト☆ファンタジー
（海上公民館前）

1月 18日 西宮神社春の大祭「とがらしごぼう」

2月 第1日曜日 水神社永代大御神楽　

2月 第1日曜日 旭市飯岡しおさいマラソン大会　

3月 春分の日 熊野神社の神楽

3月 27日・28日 鎌数の神楽（鎌数伊勢大神宮）

4月 菜の花（蛇園出清水地区） 36［C-2］ 6月 ハナショウブ（川口沼親水公園） 57［A-3］

6月 アジサイ 38［B-3］
（ふれあいアジサイロード）

3月 ツバキ（大原幽学遺跡史跡公園） 12［B-1］

5月 ハマヒルガオ（飯岡海岸の浜辺） 56［D-3］

10月 コスモス（蛇園出清水地区）
 36［C-2］

10月 彼岸花（還来寺） 58［C-2］ 3月 ウメ（大原幽学遺跡史跡公園） 12［B-1］

自然に恵まれた旭では、四季折々の花が楽しめるほか、
季節ごとに様々なイベントや伝統行事が年間を通して
開催されています。いつでも、そのときにしか出会え
ない感動があります。
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あさひの未来
　平成27年7月に、新生旭市は合併からちょうど10年の節目を
迎えます。合併後、市は着実な発展を遂げてきましたが、平成
23年3月に東日本大震災が発生。大きな試練となりました。
　発災から3年、復興は大きく進みました。飯岡漁港の水揚げも
順調に回復し、自慢の野菜もおいしく育っています。イベントや
特産品など新たな魅力が生み出され、旭市は以前に増して楽しい
まちに進化しています。
　今年は「道の駅」の建設もはじまります。イメージアップキャラ
クター「あさピー」や、観光大使の椎名佐千子さんの活躍もあって、
旭はますます盛り上がるでしょう。今後も旭市の動向から目が離
せません。

旭市「道の駅」完成予想図
平成27年完成を目指して準備が進む、市の新たな情報発信拠点

旭市イメージアップキャラクター
「あさピー」
トマトの帽子と野菜をイメージし
た緑色の羽、しっぽはイワシの尾
びれ、元気なひよこの男の子。市
の魅力発信のために日々奔走して
います。

旭市観光大使　椎名佐千子さん
旭市出身の演歌歌手。平成14
年4月にプロデビューし、同年
「御意見無用の人生だ」で日本レ
コード大賞新人賞を受賞。
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宿泊インフォメーション
名称 住所 電話番号 料金 客室数 定員

ル
テ
ホ
・
館
旅

かんぽの宿 旭 仁玉2280 63-2161 11,000円～ 61 201

旭楼 ロの898 62-0010 6,500円（税別）～ 17 70

郷金旅館 二の2101 62-0007 7,020円～ 18 50

下根屋 ロの889 62-0047 4,500円～ 5 10

磯なぎ荘 椎名内3259-4 62-0720 8,640円～ 4 35

いいおか荘 萩園1437 平成26年7月再オープン予定

大潮 三川5961 57-5587 7,020円～ 13 80

飯岡温泉グロリア
九十九里浜 下永井809-67 50-5522 4,000円～ 37 109

嘉儀屋 萬歳1586 68-2007 1泊2食  6,480円～ 8 25

宿
泉
温
矢指ヶ浦温泉館 足川3918 64-2218 7,340円～ 4 15

ル
テ
ホ
ス
ネ
ジ
ビ ホテルサンモール 二の236 64-1001 6,800円～ 123 148

ホテルデコ 二の1069 63-2728 3,300円～ 10 12

九十九里オート
キャンプ場
太陽と海

東足洗2746-
10 74-7515

バンガロー1棟9,200円
～、オートサイトAC電
源付5,400円～、AC電
源無し4,350円～（4名
まで）

バンガ
ロー 9 
テント 
59

300

海上キャンプ場 岩井1000 55-5250

バンガロー１棟
500円～  
テント１区画
1,000円～

バンガ
ロー 8 
テント 
20

200

荘
別
貸
イルカハウス 井戸野4533-

10 63-7177
飯岡から蓮沼まで点在しており、料
金は施設の大きさや利用人数等に
よって異なる。

サンビレッジ ロの734-1 62-4129

3,700円～
（バス・トイレ付）
2,700円～
（バス・トイレ共同）

5 20

民  

宿

民宿武駒 三川4938 57-2734 6,825円～ 12 40

岸壁荘 下永井6 57-4936 7,500円～ 11 35

入船 下永井316 57-2559 6,300円～ 5 12

寿々来 下永井515-1 57-1455 3,000円～ 3 6

浜ゆう 下永井801-10 57-5912 6,800円～（1泊2食料金）
3,100円～（素泊料金） 7 20

しらす亭 下永井519-12 74-3262 3,000円～（税別） 5 10

カントリーハウス
海辺里 上永井1217 57-3190 9,200円～ 4 20

たんぽぽ 三川5929-75 57-4142 7,250円～ 7 24

九十九里・浜辺の宿 
さんがわ食堂 三川5717-63 57-2118 3,780円（食事別）～ 3 11

※市外局番は0479
※料金は変動することがありますので、事前に施設へご確認ください。 25



千葉県旭市

あさひ
感動体験
TOURS

ツアーズ

旭市観光ガイドブック

千葉県旭市

い
つ
で
も
い
ろ
い
ろ

あ
る
ま
ち
・
旭

内房
線

外
房
線

総武
本線

総武本線

圏央
道

東金IC・JCT

つくば中央IC

松尾横芝IC

大栄JCT

横芝光IC

稲敷IC 潮来IC

成田IC

木更津東IC

千葉東JCT

富浦IC

木更津JCT

宮野木JCT

神崎IC

旭市
銚子連絡道路

東総有料道路

東金九十九里有料道路

圏央道

圏央道

千葉東金道路

東関東自動車道

成田国際空港

木更津市

神奈川県
川崎市

千葉市

船橋市

茨城県稲敷市

成田市

銚子市

館山自動車道

東京湾
アクアライン

京葉道路

126

126

296

16

356

51

千葉市

船橋市

成田市

銚子市
旭市

香取市

匝瑳市

あさひ
アクセスガイド

旭ルート銚子行き
100分

特急しおさい号電車

高速バス

車

車

90分

東関東自動車道
60分 20分大栄IC

京葉道路・千葉東金道路・
銚子連絡道 国道126号
60分 20分横芝光IC

東
　
京

旭東総有料道路経由

バス
千葉交通バス
旭駅〜銚子行き（飯岡方面）
旭駅〜小見川行き（干潟方面）

（問）千葉交通 銚子営業所
☎0479-22-8486
旭市コミュニティバス 料金：100円
旭地区ルート（旭駅・干潟駅）
干潟地区ルート（旭駅・干潟駅）
海上地区ルート （飯岡駅）
飯岡地区ルート （飯岡駅）

（問）旭市企画政策課　☎0479-62-5307

タクシー
旭タクシー（旭駅）
☎0479-62-0136
千葉観光タクシー 旭本社（旭駅）
☎0479-62-1111
丸運タクシー（旭駅）
☎0479-63-7373
飯岡タクシー（飯岡駅）
☎0479-57-2052
干潟タクシー（干潟駅）
☎0479-62-2389

発行／旭市商工観光課
〒289-2504 千葉県旭市ニの5127番地

TEL：0479-62-5338　FAX：0479-64-2026
http://www.city.asahi.lg.jp


