千葉県神崎町
まち歩きガイドブック
Town of the fermentation

HAKKO-NO-SATO KOZAKI
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発酵の里こうざき

Kozaki Attractions Digest

酒蔵まつり

中心に開催されるお祭り。
3 月中旬、町内の蔵元 2 軒を
学や試飲が人気で、周辺街
江戸時代から続く酒蔵の見
の観光客でにぎわいます。
道には出店が連なり、多く

Sake Breweries Festival in Kozaki : The Sake Breweries Festival in Kozaki is held every March. In a typical year,
the festival bustles with visitors who come to enjoy the brewing culture of the town.

駅「発酵の里こうざき」がオープンするなど、着々
と発展を続けています。
Kozaki, affectionately known as “Brewing Town,” is located in the northern
part of Chiba Prefecture on the banks of the Tone River. Blessed with a
rich natural environment of abundant water and fertile land, Kozaki is even
today a place where Japan’s hometown culture thrives.

Kozaki’s mascot is a character
named Nanjamon.

町のマスコットキャラクター

Mondo Ryuji, Kozaki’s
“Ambassador of Tourism”

町の観光大使

なんじゃもん

門戸竜二さん

神崎神社にある「なんじゃもん
じゃの木」の分身で、神崎町の
守り神。年齢は 2000 歳。お酒
と発酵食品が大好物で、お祭り
好きのおちゃめな照れ屋さん。

全国で活動する大衆演劇界のプ
リンス。3 月の酒蔵まつりで「花
魁道中」を披露するほか、芸能
活動の傍ら神崎町を広く PR し
ています。

ようこそ、発酵の里こうざきへ。ここは、自然と歴史に育ま

千葉県

るさと文化が今も生きる町。平成 25 年に「発酵
の里こうざき」を商標登録、平成 27 年には道の

れた昔ながらの発酵食文化が根づく、笑顔いっぱい、豊かな

神崎町は、千葉県の北部にあり、利根川に面した、
豊かな水と肥沃な土地に恵まれた自然と日本のふ

まちです。まずは、神崎の魅力を満喫するために知っておき

神崎町

町のプロフィール

たい町の基本情報をまとめてご紹介します。

Town Profile

2

発酵食文化
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発酵力が町の元気の源

Fermented foods culture : Since olden times, the fermentation industry
has flourished in Kozaki.
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“Hakko-no-Sato Kozaki,” a “Michino-Eki” roadside station, is a great
place to disseminate information
about Japan’s fermented foods
culture.

神崎神社

鳳時代にこの地に遷座
今から約 1360 年前の白
守護の
神は航空、交通、産業
したもので、御祭あめの
とりふねのみこと
船 命です。
神として知られる天 鳥
There is a giant camphor
tree on the grounds of Kozaki
Shrine. It is affectionately
known as “Nanja-Monja-no-Ki.”
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神崎おでかけスポット

Kozaki Shrine : Kozaki Shrine has a history
dating back 1360 years, where Ame-no-ToriFune-no-Mikoto, a god who protects air flights,
transportation, and industry is enshrined.
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酒蔵まつり

うざき
こ
里
発酵の
江戸時代、良質な水、米、大豆を生かした醸造業で栄えた神崎町。最盛

軒の酒蔵があり、河岸周辺の街道にも多くの店が軒を連ね
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期には町に

酒蔵まつり」は、 月中旬

軒の蔵元「鍋店」
「寺田本家」を中

てにぎわっていました。
「発酵の里こうざき

に行われるお祭りです。いまも残る

During the Edo Period, Kozaki flourished as a brewing center that made full use of local rice,
soybeans, and the sweet waters of the Tone River. During its heyday, there were 7 breweries in the
town, and the numerous shops that lined the streets near the riverbank were filled with shoppers. The
Sake Breweries Festival in Kozaki is held in mid-March of each year when the new stock of sake is
due to come out. On this day, visitors to the town can experience a din and bustle that rivals that of
the glory days, especially in the areas around the two remaining breweries, Nabedana and Terada
Honke.

心に、この日の町内は、往年のにぎわいを上回る盛り上がりを見せます。

Sake Breweries Festival in Kozaki
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酒蔵見学
Brewery tours

蔵が一般開放され、
伝統的な酒造りの道
具や工程を見学する
ことができます。

花魁道中
Oiran Dochu, Procession of the
Courtesans

花魁姿の観光大使・門戸竜二さん
の華やかな姿をご覧あれ。

酒蔵まつりの
楽しみ方
How to enjoy
the Sake Breweries
Festival

発酵食品・新鮮野菜

新酒の試飲 Taste-testing new sake
いろいろなお酒を試飲して自分好みのお酒を見つけま
しょう。

ステージイベント
Stage events

Fermented foods and fresh vegetables

地元団体らによる踊りや演奏が

町内外から集まったさまざまな発酵フード、

行われ、会場を盛り上げます。

農産物などの出店が並びます。
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酒蔵巡りで はしご酒！
Jinyu Kura Matsuri at Nabedana

Okura Festa at Terada Honke

仁勇 蔵祭り

お蔵フェスタ

清酒「仁勇」「不動」で知られ、千葉県内トップクラス

微生物と響き合い、昔ながらの “ 手のひら仕込み ” で自

の生産量を誇る鍋店。会場では、蔵祭り限定酒をはじめ、

然酒造り─その想いにつながる全国の農家や飲食店など

20 種類以上のお酒を試飲、購入することができます。

約 100 軒が出店。発酵の豊かさに出合うお祭りです。

鍋店

寺田本家

①蔵人の案内で蔵の中に入
り、 米 を 蒸 す 甑（ こ し き ）
や 麹 室 の 中、 実 際 に 使 わ れ
ている道具類などを間近に
見 る こ と が で き、 昔 な が ら
の酒造りを見学することが
できる

①しぼりたて生原酒から熟成酒まで、さまざまなお酒を
そろえる人気の蔵元。会場には多くの人が詰め寄せる

②寺田本家伝統芸能部に
よる和太鼓ほか、さまざ
まなジャンルの演奏で会
場が盛り上がる

③自然酒酒粕や麹を材
料にご家庭で手軽に楽
しめる料理やお菓子づ
くり教室も（チケット
制・当日販売）
④酵素風呂の足湯は
微生物の発酵熱で芯
から温まります。心
も体もぽっかぽか
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⑤寺田本家の無農薬
米、無添加無ろ過の
純 米 酒 を 試 飲（ 写 真
右）
⑥どぶろく販売（写
真 左 ）。 マ イ カ ッ プ
を持参すると特別大
盛りに

④酒粕の詰め放題は人気
が高い（写真右）
⑤試飲して気に入ったお
酒 は お 土 産 用 に 購 入（ 写
真下）

②③プロ歌手による歌や迫
力あるエイサーなどのス
テージプログラムを休憩席
で楽しめる

①A popular brewery that contains many types of sake ②③Visitors
can enjoy stage performances in a lounge area. ④Visitors can buy
packs of sake lees. ⑤Visitors can try different types of sake rice wine.

①Here you can see how sake is traditionally brewed. ②There are
performances of many genres of music. ③There are also cooking
demonstrations using fermented foods. ④Foot bath using the heat
from fermenting microorganisms ⑤Tasting of “junmai-shu,” pure rice
wine ⑥Sales of “doburoku,” an unrefined sake

年

月にオープンしたまちの新たな観光交流拠点。「発酵」 をテーマにした道の駅で、

新鮮市場

WC

（24 時間営業）

ほかの道の駅とはちょっと違う！

平成

発酵の旨みを味わえる

レストラン

オリゼ

全国に か所ある国土交通省選定・ 重点 「道の駅」のうちのひとつです。日本が誇る発酵

新鮮市場

採れたて野菜いろいろ

文化を世界に向けて発信しています。

全国の発酵食品が大集結

発酵市場

使った神崎ならではの発酵料

地元の素材をふんだんに
な 野 菜・ 果 物 に、 米、 花 き、

理は必食。定番は豚の味噌麹

近隣農家で収穫された新鮮
総菜などが店内いっぱいに並

焼き定食ですが、季節ごとの

みそやしょうゆなど常備品
日本中から集めた発酵食品を

びます。有機栽培など環境や

新メニューもお試しを。パン

Restaurant

WC

セスナ
展示場

広場

（レストラン）
オリゼ

から、発酵飲料、乳製品など、
販売。眺めるだけでも楽しく、

健康に配慮した農産加工品も

やスイーツのカフェメニュー

内の発酵食品も取りそろえて

中には入手困難な商品も。町

あり、神崎町らしさが際立つ

は別棟で楽しめます。

Get a taste for fermented foods
ORYZAE Restaurant

カフェ・休憩所
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73

品ぞろえです。

Freshly picked vegetables
Shinsen Ichiba Market

います。

Huge assortment of fermented foods
from all over Japan
Hakko Ichiba Market

市場
発酵

千葉県香取郡神崎町松崎855
☎0478-70-1711
発酵市場・新鮮市場 9:00〜18:00
レストラン オリゼ 10:00〜18:00
コンビニエンスストア FamilyMart 24H営業
http://hakkounosato.com
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道の駅「発酵の里こうざき」

Hakko-no-Sato Kozaki is not your typical “Michi-no-Eki” roadside station!

道の駅「発酵の里こうざき」
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発酵市場の店内は、正面右側に町内の発酵食品が、
左側には日本中から選りすぐった発酵食品がずらり
と並び、まるで博物館のよう。その中から、日本を

発酵市場に勢ぞろい！

全国から厳選の発酵食品

代表する発酵食品の一部を公開！
王鰈の露（北海道日高町）
北海道太平洋沿岸で獲れる
とても貴重な「幻の高級魚」
と呼ばれている、まつかわ
鰈（かれい）を熟成発酵さ
せた上品な魚醤です。

いぶりがっこ（秋田県大仙市）

秋田の方言で漬物の事を「がっこ」
と呼びます。ナラやサクラの木でい
ぶり上げた独特の香ばしい香りが口
いっぱいに広がります。

ふぐの子醸し漬け（石川県白山市）

石川県のみ生産が許されている「ふぐの子」。
猛毒で知られるふぐの卵巣を、伝統の製法で
延べ5年の年月をかけ調和した醸す逸品。

焼きしそ巻

（宮城県仙台市）
東北の郷土料理です。一般
的なしそ巻きは揚げていま
すが、一本一本丁寧に転が
しながら焼いています。

天然本まぐろ魚醤

（鳥取県米子市）

地元鳥取で水揚げされた
鮮度の良い本まぐろを天
然塩と麹で３年以上熟成
させた無添加調味料です。

塩ヨーグルト（群馬県みなかみ町）
水切りしたプレーンヨーグルトに天日
塩を加えたシンプルな調味料。クリー
ムチーズのように滑らかな食感であり
ながら、低カロリーでヘルシーです。

おなめ（埼玉県坂戸市）

箸までなめたくなるほど美味しい
から「おなめ」。木桶仕込みのお
醤油屋さんが造った金山寺味噌。

三河みりん（愛知県碧南市）

にくしょう

「米一升、みりん一升」。伝統的製法
で「米一升」を原料に「みりん一升」
を造る。飲めるほどに美味しく、２年
がかりの醸造・熟成された本格みりん。

（大分県日田市）
大分県のブランド地鶏
「おおいた冠（かんむ
り）地鶏」のレバーと
心臓、そして塩のみで
作った、お料理をワン
ランクアップさせる旨
味調味料です。

碁石茶

（高知県大豊町）
400年以上継承され
てきた全国どこにも
ない、二度発酵させ
たすっぱいお茶です。

鶴醤（香川県小豆島町）

国産丸大豆と小麦で作った麹を
天日塩と地下水で仕込み1年半
熟成した生醤油の中へ再度麹を
仕込んで造ります。2倍の原料
と歳月をかけた再仕込醤油です。

いかなご魚醤（兵庫県淡路市）

日本三大魚醤のひとつで、日本最古
の魚醤とも言われています。成長し
たいかなごを使うことで旨味やコク
があります。熟成には約 1 年半か
ら 3 年かかります。

※掲載商品は、2017年6月30日現在の取扱商品です。販売中止や売り切れの場合もございます。あらかじめご了承ください。
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6 こうざき船着場 Kozaki river port

河川敷広場

きたふれあいセンター
1 神崎神社 Kozaki shrine

神崎森
356

神崎本宿

神崎駐在所

神崎ふれあいプラザ

今
356

356

Kozaki Fureai Plaza

3
こうざき天の川公園

TOWN

神崎町役場 Kozaki Town Oﬃce
神崎町商工会
2

神崎神宿
神崎小学校

神崎のオハツキイチョウ

神崎中学校
Rare seed-bearing leaves of
gingko trees in Kozaki
神崎保育所

8 福ちゃんのパン Fukuchan no pan

こうざきふれあい自然遊歩道

ほそ川 Hosokawa
6
郡

千葉県生涯大学校
東総学園

3 三楽食堂

Sanraku Shokudo

Kozaki Fureai
Nature Trail

1

110

2 神宮寺

ホール

Nishi-no-Jo shell mounds

堺

並木

こうざ き ま ち

神崎町

ShimousaKozaki station

5 4 わくわく西の城
神崎ステーション
西の城貝塚 Waku Waku Nishi-no-Jo
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下総神崎駅

Jinguji Temple

11 鈴木糀店
郡駐在所

Suzuki Kojiten

ぺきん亭

Pekin Tei

7
Little Forest ゆうゆう
Little forest YuYu

KOZAKI TOWN おかべ観音
Okabe Kannon Temple

小松
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成田 ita
JR Nar
JR

大貫

四季の丘
藤の台

町民野球場

香取特別支援学校

成城台団地

タウンマップ

MAP

神崎寺

Kozaki Milky Way Park

ation

Municipal
baseball ﬁeld

110

10 総菜カフェくすくす CusKuss

立野

6 こうざき船着場
Kozaki river port

精肉店

i Seinikuten

植房

356

武田八幡宮

新

林菓子舗 Kobayashi Kashiho
家食堂 Kameya Shokudo
のとうふ Tsuki no tofu

立向

町民庭球場

Municipal
tennis courts

米沢小学校
米沢保育所

武田
旧役場庁舎

1
7 小川米菓
Ogawa Beika
鍋店神崎酒造蔵

Nabedana Kouzaki Brewery

2

高谷

“Nanja-Monja-no-Ki”
神崎の大クス
（なんじゃもんじゃの木）

〒

356

4
神崎町役場
sh Magic Kozaki Town Oﬃce
卍
Atago

神崎工業団地

神崎教育の森 7
ツリーハウス
古原浄水場
Kozaki Kyoiku-no-Mori
Treehouse

古原

毛成

神崎寺

古山

Kohara Hachiman 3
Shrine

神崎CC

みなみふれあいセンター

古原八幡神社

巨木群

Group of
enormous trees

駅からハイキングコース

約11㎞

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形
図を使用した。（承認番号 平26情使、第202-GISMAP33875号）
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Stores & Restaurants

こうざき銘店目録

※市外局番はすべて「0478」 Area code : 0478

茨城県

道の駅 Roadside Station
1道の駅 発酵の里こうざき

IBARAKI Pref.

“Hakko-no-Sato Kozaki,” a “Michi-no-Eki” roadside station
���������������������

☎70-1711

酒蔵 Breweries
1鍋店 神崎酒造蔵
2寺田本家

十三間戸
Nabedana Kouzaki Brewery ������������

☎72-2255

Terada Honke �����������������������

☎72-2221

発酵ランチ・カフェ Cafe ufufu ��������������

1
道の駅 発酵の里こうざき

道
圏央

2カフェうふふ

☎79-8284

“Hakko-no-Sato Kozaki,”
a“Michi-no-Eki”roadside sta

お食事 Meals
1徳久寿司

寿司 Toku Sushi ����������������������

☎72-3703

2亀家食堂

各種定食・麺類 Kameya Shokudo ��������������

☎72-3057

3三楽食堂

各種定食・麺類 Sanraku Shokudo ��������������

☎72-2552

4Dish Magic Atago

和食コース �������������������

☎72-3183

中華料理 Pekin Tei ���������������������

☎72-3499

各種定食・焼そば Hosokawa ������������������

☎72-3163

5ぺきん亭
6ほそ川

7Little Forest ゆうゆう
8割烹ぐんじ

喫茶・各種定食 Little forest YuYu ������

☎72-3403

川魚料理 Kappo Gunji（要予約） ��������������

☎72-3135

おみやげ Souvenirs
1神山酒店

地酒 Kamiyama Saketen ������������������

☎72-3046

和菓子 Kobayashi Kashiho ����������������

☎72-2138

3月のとうふ

神崎産大豆使用のとうふ Tsuki no tofu �����������

☎70-1028

地酒・弁当 Edoya �����������������������

☎72-2424

4江戸屋

みそ・なたね油 Kozaki Shizenjyuku����������

☎72-3667

6平甚酒店

地酒・ひしほ Hirajin Saketen ����������������

☎72-3006

7小川米菓

手焼せんべい Ogawa Beika �����������������

☎72-2109

5こうざき自然塾

酒粕自然酵母使用のパン Fukuchan no pan ������

☎70-1256

コロッケ・から揚げ Kiuchi Seinikuten �����������

☎72-2532

8福ちゃんのパン
9木内精肉店

⓾総菜カフェくすくす
⓫鈴木糀店

拡大図

The enlarged view

総菜・弁当 CusKuss ��������� ☎090-4703-2780

みそ・糀 Suzuki Kojiten �������������������

☎72-2654

※休店日・品切れ等の場合があります。あらかじめご確認の上お出掛けください。

特産品

Specialty products

北総の米どころとして知られる神崎町では、米に加えて、野菜や果物、バラなどの花き栽培も行われています。
江戸時代から続く発酵食文化が今も暮らしに色濃く残り、なかでも酒造は県下トップクラスの生産量を誇ります。
Kozaki, which is in the northern Chiba, an area known for its rice, is also a center of the cultivation of fruits, vegetables,
and roses and other flowers. The town is also a top producer of sake rice wine in Chiba.

9

松崎

Kozaki I.C

神崎大橋

2小林菓子舗

神崎IC

場

河川敷広

割烹ぐんじ
Kappo Gunji

1 徳久寿司

8

Toku Sushi

木内精

9

Kiuchi

江戸屋
2 小林
神崎神社 1 Edoya 4
Kozaki shrine
2 亀家
寺田本家 2
Terada Honke 3 月の
フジハン醤油 5
Fujihan Shoyu

5
こうざき自然塾

1
神山酒店

千葉銀行
佐原信金

6

Kamiyama
Kozaki Shizenjyuku Saketen
平甚酒店
Hirajin
Saketen

鍋

N

神崎ふれあいプラザ 2
Kozaki Fureai Plaza

文
神崎小学校

Dis

※新月市は休止中です。（平成 年

29

月現在）

7

この表示がある商品は、道の駅 発酵の里こうざきでも販売しています。

10

11

なんじゃもんがとっておきを紹介

テーマ別おすすめスポット
町のマスコットキャラクターを務めるなんじゃもんは、はるか
昔から神崎を見守ってきた町の守り神。町のことは何でも知っ

じゃの木」と呼ばれています。

自 答 し た こ と か ら「 な ん じ ゃ も ん

木は何というもんじゃろか」と自問

ている彼に、お気に入りの場所を教えてもらいました。

Stroll into

。心
history
生誕地 。
わしの
じゃ
ここは 場所なの
る
が休ま

歴史散策

神崎神社
江戸時代、利根川航行の船人たち
の目印になったひょうたん形の小高

分味わえるコースです。ご自分の体力に合

ショッ

押し歩くコースが含まれます）

Kozaki Milky Way Park

サイクルラックあり。

あります。

国内最古に属する貴重な貝塚が

プ北崎）
。

マイペースで楽しめます。（一部自転車を

Waku Waku Nishi-no-Jo

レンタサイクルあり（

Shimousa Kozaki station

④神崎大橋と利根川

約 分

神崎の歴史ある文化や豊かな自然を思う存

月には絶滅危惧種指定の「オ

自 然 と ふ れ あ え る 親 水 公 園 で、

②こうざき天の川公園

約 分

①わくわく西の城

約 分

Ｊ Ｒ下総神崎駅

ハイキング＆サイクリングにおすすめ

ニバス」が花を咲かせます。

月 に オ ー プ ン し た、

“Hakko-no-Sato Kozaki,” a
“Michi-no-Eki” roadside station

年

全に通行することができます。

「神東ふれあい橋」を、歩いて安

「神崎大橋」の脇に架かる歩道橋

Kozaki Ohashi Bridge and
Tone River

ルあり。

サイクルラック・レンタサイク

えるスポットです。

休憩、昼食、お買物と便利に使

平成

③ 道の駅 発酵の里こうざき

約 分

8

い森、神崎森の上に建つ神社。境内
のクスノキは、水戸光圀公が「この

本のカツラ材

閣」とも呼ばれる観音堂は元禄年間
の建立と伝えられ、

から彫り出した一木造の木造十一面

約 分

4

神宮寺

神崎神社の別当寺として創建され
た 真 言 宗 寺 院 で、
「並木観音」の呼

Jinguji is a Buddhist temple of the Shingon Sect. It is affectionately known by its
nickname, Namiki Kannon.

び 名 で 親 し ま れ て き ま し た。「 大 悲

ased
me-b
d the ts
e
d
n
spo
mme
Reco
eeing
sights

観音立像が安置されています。

わせてコースをアレンジすれば、無理なく

Y

］
4 時間
3〜
す。
徒歩
よりま
：
も
間
に
時
間
要
時
所
［
の見学
※施設

15

15

15

25

A model course recommended
for train and hiking enthusiasts

27

「発酵の里こうざき」
満喫コース

15

1

写真左は県指定天然記念物の神崎森。右は
国指定天然記念物の大クス、通称なんじゃ
もんじゃの木

M
A
P
2
江戸中期に建立され
た仁王門には、朱塗
りの仁王が収められ
ている

M
A
P
1
Kozaki Shrine : This is a shrine that is built on a hill in
a gourd-shaped forest. Next to the shrine’s main building
is the mighty tree, Nanja-Monja-no-Ki.

12

Stroll through

自然散策

古 原 八幡 神 社 巨 木 群

に
nature
たよう
若返っ
ちぃと るぞぅ。
な
元気に

古原八幡神社の境内に群生する針

葉樹、広葉樹の林には、スギ、カヤ、

ケヤキ、タブなどの巨木が林立して

います。野鳥や動物の生息地として

M
A
P
4

貴重な樹木が生い茂る林で、町の天

The evergreen and
broadleaved thickets that
grow on the grounds of
the Kohara Hachiman
Shrine contain some
enormous trees.

然記念物に指定されています。

か ん と う

神崎大橋と

神東ふれあい橋

年 の 開 通 以 来、

神崎町と茨城県の稲敷市とを結ぶ

神 崎 大 橋 は、 昭 和

千葉・茨城間の通勤、通学、物流に

秋には河岸のコスモスを楽しめる。
また、天気が良い日は橋の上からス
カイツリーや筑波山、富士山が見え
ることも

42

M
A
P
3
C10 M50 Y29 K0

者は専用歩道橋の側道「神東ふれあ

大きな役割を果たしています。歩行

彩なお酒を世に送り出している蔵元。

酒「 仁 勇 」「 不 動 」 を は じ め 多 種 多

日 トンの米を蒸す連続蒸米機や

1
4

神社境内には、国の天然記念物

軒 の 酒 蔵 が あ り、

ス）」があります。

Kozaki Shrine

5

「 な ん じ ゃ も ん じ ゃ の 木（ 大 ク

神崎町には

鍋店では酒造りの行程を見学す

ることができます（要予約）。

2

約 分

breweries

5

⑤神崎神社

⑥酒蔵

約 分

Rare seed-bearing leaves
of gingko trees in Kozaki

県指定天然記念物のオハツキイ

チョウは、神崎ふれあいプラザ

の裏手にあります。

サイクルラックあり（神崎ふれ

あいプラザ）。

Shimousa Kozaki station

⑦神崎のオハツキイチョウ

約 分

15

仕込みの様子を見学し、基本的な酒

M
A
P
5

造りについて学ぶことができます。

Nabedana, an old brewery which traces its
founding to 1689, is known for its sake brands
Jinyu and Fudo. The brewery is open to visitors,
but reservations must be made in advance.

Ｊ Ｒ下総神崎駅

❼

い橋」から、雄大な利根川の景色を

楽しむことができます。

Visiting breweries

10

フジハン醤油

58

明治 年創業のフジハン醤油では、

❻
❷

13

The Kozaki Ohashi Bridge, which spans the
Tone River to connect Kozaki with the city
of Inashiki in Ibaraki Prefecture, was opened
in 1967. From the Kanto Fureai Bashi
Pedestrian Bridge, you can get a magnificent
view of the Tone River.

C5 M48 Y36 K0

昭和 年で途絶えたしょうゆ醸造の

❺❻

❶

26

年より年数回

❹

❸

復 活 を 志 し、 平 成

３ ０ １ １）

しょうゆ造り教室を開催しています。

事 前 申 込（ ☎０ ４ ７ ８

で蔵見学ができ、昔ながらの木桶や

麹室などを見ることができます。

（72）

蔵見学

M
A
P
1
C10 M50 Y29 K0

The Fujihan Shoyu soy sauce brewery,
which was established in 1877, halted
production of one of its soy sauce
brands sometime around 1983, but is
now preparing to resume production
of that brand. To visit the brewery,
an application must be submitted in
advance.

を
の恵み じゃ。
る発酵
くの
神秘な くいただ
た
ありが

年（１６８９）創業。全工

鍋店神崎酒造蔵

元禄

程自社スタッフによる酒造りで、清

見学には事前予約が必要。鍋店神崎酒造蔵
☎ 0478-72-2001

2

C5 M48 Y36 K0

まだある！

神崎おでかけスポット

神崎の 魅 力 を 探 求 で き る 、

おすす め ポ イ ン ト は ま だ あ り ま す 。

県天然記念物指定、オハツキイチョウの木

古代文 化 や そ の 季 節 な ら で は の 風 景 、

Kozaki Fureai Plaza is a comprehensive public facility that
features among other things a culture hall, library and health and
welfare center. Behind the facility are rare gingko trees that have
seed-bearing leaves.

そして 素 敵 な 仲 間 と の 出 会 い が 待 っ て い ま す 。

発表会やサークル活動など、さまざまな活動に利用される
文化ホールをはじめ、図書室や保健福祉館がそろう複合施
設です。☎ 0478-72-1601

ぜひ、もう一足伸ばしてみてはいかがでしょうか。

神崎ふれあいプラザ MAP 2

Kozaki
tourist spots

こうざき天の川公園 MAP 3

こうざきふれあい自然遊歩道 MAP 1

水田のための用水路を利用した、水辺の自然を満喫できる
憩いの場。公園内の観察池には、絶滅危惧種に指定されて

緑の木立と四季折々の花に、鳥のさえずりや多彩な昆虫た
ちが訪れる人を迎えます。散策コース内の神宮寺観音堂に

いる「オニバス」が生育しています。

立ち寄るのもおすすめです。

Kozaki Milky Way Park : This is a water park that utilizes
irrigation canals for paddy fields. Within the park grow prickly water
lilies (Euryale ferox) that have been officially designated as an
endangered species.

Kozaki Fureai Nature Trail : Visitors to the Kozaki Fureai Nature
Trail are welcomed by a visual feast of seasonal flowers and green
groves, and the merry chirping of birds and insects.
アジサイやツツジの花が遊歩道を染める

毎年 8 月に赤紫色の花を咲かせるオニバス

❹航空科学博物館

❼伊能忠敬記念館と佐原の町並み

Museum of Aeronautical Sciences

The Ino Tadataka Museum & Historical area of Sawara

機体やコックピットの様子などが見学でき、

日本地図の父・伊能忠敬が暮らした佐原。江

展望レストランでは機内食風ランチを味わえ

戸時代の建造物がいまだ残る風光明媚な町並

ます。

みです。

❺酒々井プレミアム・アウトレット

❽香取神宮

Shisui Premium OutletsR

Katori Jingu Shrine

2015 年 4 月に増設し、約 180 店舗にパワー

全国の香取神宮の総本社で東国三社の一社。

アップ。成田国際空港から出る直行バスもあ

千数百年以上もの昔から、多くの崇敬を集め

り、アクセスが便利です。

ています。

❻房総のむら

❾あみプレミアム・アウトレット

Boso-no-Mura Museum

Ami Premium OutletsR

房総の伝統的な生活様式を体験できる博物館。

茨城県阿見町にある商業施設。圏央道を使

江戸・明治時代の武家・商家・農家の歴史も

うと、神崎インターから車で約 20 分で行け、

学べます。

阿見東インター直結です。

14

こうざき船着場 MAP 6

わくわく西の城 MAP 4

神崎大橋から下流へ約 500m の河川敷にある船着場。プ
レジャーボートなどが降ろせる船舶昇降用スロープがあり、
バス釣りなどの水上レジャーが楽しめます。

そば打ちや、味噌づくりなど各種体験ができ、バーベキュー
も楽しめます。国内最古に属する貴重な貝塚があり、
歴史・
自然を満喫できます。☎ 0478-72-3180

Kozaki River Port : This is a departure point for bass fishing and
other types of water recreation.

Waku Waku Nishi-no-Jo : You can experience various experiences
such as buckwheat noodles and miso making, and enjoy barbeque.
There are valuable shell mounds belonging to the oldest in the
country, and you can enjoy history and nature.

利根川の景観を楽しむクルーズ参加者ら

サイクルラックもあり、どなたでも
お立ち寄りいただけます

神崎教育の森ツリーハウス MAP 7

西の城貝塚 MAP 5

テレビ番組の企画で、木の上に作られた２棟のツリーハウ
ス。森の中にひっそり建つ秘密基地のような雰囲気で、見

わくわく西の城敷地内にある西の城貝塚は、縄文時代早期
初頭頃のもので、主に淡水と海水の接点に生息するヤマト

る人の冒険心をくすぐります。

シジミが発掘されています。

Kozaki Kyoiku-no-Mori Treehouse : This is a two-unit treehouse
that was created for a television program. The sight of it conjures
up a sense of adventure.

Nishi-no-Jo shell mounds : The Nishi-no-Jo shell mounds date from
earliest part of the Jomon Period. Here, Asian clams have been
unearthed whose habitat is mainly the transition zone between fresh
and salt water.

宙に浮かぶように吊るされた多面体も部屋となっている

近隣市町
おすすめ立ち寄りポイント

約 9000 年前の貝塚と言われている

❶成田ゆめ牧場
Narita Dream Farm

牛や馬、ヒツジ、ヤギなど動物と触れ合える

Points of interest in neighboring towns

体験型の観光牧場。牧場ならではのスイーツ
も人気です。

9

❷成田山新勝寺と参道巡り
Naritasan Shinshoji Temple

「成田のお不動さま」として知られる真言宗
7
1

智山派の大本山。年間 1000 万人を超える参
詣者が訪れます。

❸成田国際空港

6

Narita International Airport
2

3
4

5

15

8

年間約 3600 万人が利用する日本の玄関口。
展望デッキから航空機の離発着の様子を見渡
せます。

暦

発酵の里

こよみ

Event Calendar

2月 February
神崎神社

節分祭

Kozaki shrine Setsubun Festival

毎年2月3日の節分の日に、家内安全、商売繁盛を祈願して節分祭が行われま
す。豆まきが始まると、福を呼び込もうとたくさんの人がつめかけます。

3月 March

発酵の里こうざき 酒蔵まつり

Sake Breweries Festival in Kozaki

3月中旬の日曜日、町内の蔵元2軒を中心に開催されるイベントです。伝統ある
酒蔵の見学や試飲ができるほか、地元特産品などを販売する出店が多数連なり、
周辺街道は多くの観光客であふれます。

4月 April
河川敷祭

Riverside Festival

4月29日の昭和の日に開催。プレジャーボートの体験乗船などが楽しめます。
見どころは神崎寺伝統の「火渡修業」。山伏姿の僧が燃え盛る炎の中を素足で
通り抜けます。

7月 July
祇園祭

Gion Festival

無病息災、五穀豊穣を祈願して、各地区で行われる祇園祭。神崎本宿地区の祇
園祭は町内最大規模で、毎年多くの見物客でにぎわいます。

11月 November

なんじゃもんじゃいきいきフェスティバル

Nanja Monja Iki Iki Festival

11月23日の勤労感謝の日に開催。地域の特産品の販売や、ステージでのアト
ラクションショーなど多彩な催しが行われます。

12月 December

神崎ステーションホールイルミネーション
Illuminations of the Shimousa-Kozaki station

JR下総神崎駅ステーションホールをクリスマスイルミネーションで装飾。点灯
式から1月までの期間中毎日、日没から最終電車到着の時間まで点灯します。

発酵の里

道標

みちしるべ
Access Guide

車 By Car

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）・神崎ICを出て右折
→国道356号神崎大橋際交差点を神崎方面へ

関越道

By Ken-O Expressway: Exit at the Kozaki Interchange, and turn right.

東北道

⃝JR線
JR総武線 → JR千葉駅 → JR成田駅 → JR下総神崎駅

Ueno Sta.

上野

Keisei

Main

京成本線Line

To Choshi Sta.

Narita Sta.

JR成田線

JR Narita Line

▶銚子方面

下総神崎

成田

Chiba Sta.

JR Sobu Line

千葉

Akihabara Sta.

秋葉原

Shinjuku Sta.

新宿

JR総武線

Shimousa Kozaki Sta.

つくばJCT

神奈川県

茨城県

神崎IC

環道
京外
東

神崎町

央
中 線
状
環
東京湾
東京
湾ア
クア
ライン

道

関

東

大栄JCT

館
山
道

八王子JCT
中央道
速
高
名
東
海老名
JCT

⃝京成線
京成上野駅 → 京成成田駅 → 乗換 → JR成田駅 → JR下総神崎駅

常磐道

鶴ヶ島JCT
東京都

電車 By Train

圏央道

久喜白岡JCT

東金
JCT

千葉県
木更津JCT

発行／神崎町 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地 TEL 0478-72-2114 http://www.town.kozaki.chiba.jp 発行日／平成29年7月
企画制作／株式会社エリート情報社 印刷出版局
※この印刷物には、神崎町に寄せられたふるさと納税
（寄付金）
が使われています。

