
桜まつり（茂原公園）　

☎ 0475-20-1528（茂原市商工観光課）

桜まつりは「日本桜の名所100選」にも選ばれた桜
の名所・茂原公園で毎年3月下旬から4月上旬に
開催されます。朱色の弁天堂と桜の組み合わせはま
さに絶景です。太鼓やバンド演奏、バザー・フリー
マーケットなど各種イベントのほか、夜間は桜がライ
トアップされ幻想的な雰囲気に包まれます。

ＪＲ茂原駅より徒歩20分。毎月4と9のつく日に市
役所近くの昔の面影を残す通りに植木、野菜、生活
雑貨の市が立ちます。 

ＪＲ茂原駅より小湊バス15分、「船着神社」下車徒歩5分。 
4月下旬～5月上旬開園。牡丹250種（2,500株）、芍薬50
種（500株）と国の登録文化財に指定されている江戸後期の母
屋と長屋門が、素朴で自然な庭園を演出しています。
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☎ 0475-20-1528（茂原市商工観光課） 

茂原牡丹園
☎ 0475-22-4224 
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エリアマップ⑧C-5
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七夕まつりは毎年7月下旬に市内商店街で開催され
ます。期間中は鮮やかな約800本の竹飾りや鼓笛隊
パレードやもばら阿波おどり、YOSAKOI踊り、子
供みこし、各種ステージなど数多くのイベントが催
され、関東屈指の七夕まつりとしてにぎわいます。 

茂原七夕まつり　
☎ 0475-22-3361（茂原七夕まつり実行委員会） 

吉井地区では、ひまわり・とうもろこし・枝豆がほ
場に栽培され、ひまわり摘みやとうもろこしのもぎ
取り、枝豆の抜き取り体験ができるイベントが7月
中旬に開催されます。 総面積18,000m2の屋敷に、200品種、10,000

株以上のあじさいが植えられ、シーズン（6月上旬か
ら7月上旬）には色鮮やかに咲き競います。

茂原市ひまわり＆
　もろこしフェスタ
☎ 0475-34-3818（アグリテック 441）　

あじさい屋敷（服部農園）

☎ 0475-24-8511 
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年　　月　　日

　　　年　　　　月　　　　日

3校

2015年10月20日
もばら生活ガイドブック
8FK970H0A
009
095
ロングウッドステーション

FAX 043-261-7714

ロングウッドステーション

ロングウッドステーション TEL 0475－30－7788
FAX 0475－30－7799お問い合わせ千葉県長生郡長柄町山之郷67－1

毎年恒例／4月第2日曜日

明かりを灯し素敵な時間を一緒に演出してみませんか?

みんなの気持ちは光と共に… 8月第3日曜日

毎年恒例

毎年恒例5月3日サイクリングパレード
長柄ダム湖畔全長
長柄町の新緑を満喫する 、高低差 の醍醐味

をサイクルニストに開放約13km
約40 10km ％



旬の里 ねぎぼうず
☎ 0475-34-4800 

レイクウッズガーデン
ひめはるの里
☎ 0120-313-956

茂原ツインサーキット
☎ 0475-25-4433

いちご狩り（本納いちご直売所）

☎ 0475-34-1515

旬の野菜、加工品（もち、太巻き寿司など）、花植
木等生産者が心をこめた品物を販売しています。茂
原はねぎの産地であることからこの名前がつけられ
ています。商品には生産者が表示されているのでと
ても安心です。�

園内には四季折々の美しい花々が年内を通して咲い
ており、訪れた人の目を楽しませてくれます。さら
に、希少犬種オーストラリアン・ラブラドゥードルと
ふれあえる、日本で唯一の場所です。

ＪＡＦ公認の2つのコースがあり、本格的なモーター
スポーツが楽しめます。一般客（観光客）向けにカー
トのレンタル（要予約）もあり、自動車免許のない人
や子どもでも充分楽しむことができます。

茂原市本納いちご生産組合による「いちご狩り」は春
の風物詩として、市内外からの来場者でにぎわいを
見せています。1月中旬～5月上旬までの期間、気
軽にいちご狩りが楽しめます（いちごの直売は12月
上旬～5月上旬）。

エリアマップ⑥B-4

エリアマップ⑫E-1

エリアマップ⑫D-4
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　ふるさと納税とは「ふるさとを応援したい！」というあなたの想いをかたちにする制度です。
自治体に対して寄附をすると、寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定額を限度とし
て、個人住民税・所得税の控除が受けられます。4月からは「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を
利用すれば、給与所得者等で一定の条件を満たす方は、申し出により確定申告が不要となりました。
　また、寄附金の使いみちは、子育て支援や学校の整備など、15の項目からお選びいただけます。
詳細は、茂原市ふるさと納税ウェブページ（URL：http://www.city.mobara.chiba.jp/0000001304.html）をご覧ください。

1万円以上寄附された方に、茂原の特産品をプレゼント！！

茂原市ふるさと納税
あなたの想いをかたちに

※寄附金の入金が確認できた月の翌月末までにお贈りします。

◎寄附の申し込みについてのお問い合わせ
　財政課（4階）　☎20-1517　FAX�20-1603
　zaisei@city.mobara.chiba.jp　〒297-8511　千葉県茂原市道表1番地　

◎寄附金の税額控除や確定申告等についてのお問い合わせ
　市民税課（2階）　☎20-1577　FAX�20-1609
　siminzei＠city.mobara.chiba.jp

茂原農産物直売所 旬の里ねぎぼうず
季節の野菜セット

1

本納いちご（12月～2月限定）

4

コシヒカリ5kg

2

七夕の郷　茂原謹製
（茂原銘菓詰め合わせ）

5

バラの花束

3

茂原市のマスコットキャラクター
モバりんグッズ詰め合わせ

6

～ふるさと茂原を
　　応援してください～
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年10月21日
案件名 ：シティマップ もばら生活ガイドブック
商品コード： 8FK970H0A
割付番号 ：０１２
コード番号：１２３
顧客名称 ：ホテルニュー福本 御中

ホテル エリアマップ4図 B‐1
ビジネス、ゴルフ、レジャーに最適

・ゴルフ場…車で20～30分のところに多数
・海水浴場…九十九里浜まで車で20分
■茂原市千代田町1-5-12 ■TEL:0475-24-0117
■チェックイン／16:00（最終24:00）チェックアウト/10:00
館内サービスも充実。近くにコンビニ・スーパーもございます。
ＪＲ茂原駅前より徒歩1分 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 043－261－7714

■画像著作権：確認済

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年10月14日
案件名 ：シティマップ もばら生活ガイドブック
商品コード： 8FK970H0A
割付番号 ：０１１
コード番号：０６６
顧客名称 ：茂原七夕祭実行委員会 御中

観光 エリアマップ3図 E‐1

茂原七夕まつり実行委員会
ホームページにて各種イベントのご案内をしております。
随時更新しておりますので、是非ご覧ください。
■茂原市茂原443
■TEL:0475-22-3361
■FAX:0475-23-7895
■URL:http://www.mobara-kankou.com/tanabata/ あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 043－261－7714

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年10月15日
案件名 ：シティマップ もばら生活ガイドブック
商品コード： 8FK970H0A
割付番号 ：０１０
コード番号：０５９
顧客名称 ：有限会社茂原ツインサーキット 御中

サーキット エリアマップ12図 D‐4
２つのサーキットを所有

東コース（1周1170ｍ）は主に四輪の走行。西コース（1周700ｍ）は
レーシングカートやポケバイ、ミニバイク、モタードの走行が可能です。
■茂原市台田640
■TEL:0475-25-4433 ■FAX:0475-25-4442
■営業時間／8:00～18:00（日・祝7:00～18:00） ■定休日／年中無休
■URL:http://www.mobara-tc.com/ あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 043－261－7714

■画像著作権：確認済

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します！

年　　月　　日　　　　計　　枚様

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年10月16日
案件名 ：シティマップ もばら生活ガイドブック
商品コード： 8FK970H0A
割付番号 ：０１５
コード番号：０７２
顧客名称 ：髙山糀屋 御中

手づくりのこうじ・味噌の販売加工 エリアマップ9図 D‐1
手づくり味噌

髙山糀屋
麹・味噌の販売及び加工受託を行なっています。
■茂原市南吉田297
■TEL:0475-34-8451

あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
※自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがあります。
ご了承願います。
FAX 043－261－7714

■画像著作権：確認済
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