
移動の速さとリーズナブ
ルな料金設定、快適な車

両空間で、大人気の「京
成高速バス」。

数ある路線のなかでも今
回は、浜松町・東京駅～

銚子線に注目しました。

スイッと銚子に足を運び
、絶品料理と絶景を堪能

する。

そんな贅沢な旅に出かけ
ませんか。

移動の速さとリーズナブ
ルな料金設定、快適な車

両空間で、大人気の「京
成高速バス」。

数ある路線のなかでも今
回は、浜松町・東京駅～

銚子線に注目しました。

スイッと銚子に足を運び
、絶品料理と絶景を堪能

する。

そんな贅沢な旅に出かけ
ませんか。

「犬吠」駅から
銚子電気鉄道を利用すれば、
「銚子」駅まで約15分

アクセス 京成高速バス
「東芝町（銚子駅入口）」下車徒歩1分～

JR・銚子電気鉄道「銚子」駅北口の改札を抜けるとすぐの
場所にある、銚子駅前商店街。沢山のお土産屋さんが軒を
連ねています。扱っている商品は、どれも銚子の名物ばか
り！！バスの待ち時間などに、ぜひお立ち寄りください。

銚子駅前商店街

お土産を買うならココ！！
銚子の名産品が揃っています。

犬吠埼灯台の近くにある水族館。さまざまな海洋生物を見物できま
す。イチオシの見所は、1日に4回（休日は5回）行われるイルカショー。
他の水族館に比べ、客席とプールの距離が近く、迫力満点です！！

犬吠埼マリンパーク犬吠埼マリンパーク

海の人気者に、
会いに行こう！！

住
営

料
TEL
URL

千葉県銚子市犬吠埼9575-1
9:00～17:00※11月～2月は16:30までになります。
8:30～18:00（ゴ－ルデンウィーク・お盆休みのみ）
大人1260円、小学生630円、幼児（3才以上）420円※団体割引あり
0479-24-0451 
http://www16.ocn.ne.jp/̃inuboo/

アクセス 京成高速バス
「犬吠埼京成ホテル」下車徒歩3分

下総台地の高所、愛宕山の頂上にある展望館です。標高約90mの展望スペースか
ら見える景色は、息を飲む美しさ。北は鹿島灘から筑波山、東と南は太平洋の大海
原、西は屏風ケ浦から九十九里浜と、360度の大パノラマが広がり、ゆるやかに弧
を描いた水平線で、地球の丸さを実感できます。

地球の丸く見える丘展望館地球の丸く見える丘展望館

360度の大パノラマで、
地球の丸さを実感。

住
営

TEL
料

URL

千葉県銚子市天王台1421-1
9:00～18:30（4月～9月）9:00～17:00（10月～3月）
大人 : 350円　小・中学生 : 200円　65歳以上 : 300円
0479-25-0930
http://www.choshikanko.com/extra/tenboukan/

アクセス 京成高速バス「犬吠埼京成ホテル」下車徒歩20分
 岬めぐりシャトルバス「地球展望館」下車すぐ

これであなたも「しょうゆ通」!？
伝統の技をじっくり見学しよう。

江戸時代の創業当初から現在まで、日本人に愛されてきたヤマサしょうゆ。その
工場を無料で見学できます。見学センターから出発し、原料サイロ、仕込み蔵・・
と、一連のコースを回れば、きっと「しょうゆ通」になるはず!?近くの売店では、
しょうゆのコクと旨味が生きた『しょうゆソフトクリーム』も販売しています。

ヤマサしょうゆ工場

見

住
TEL
URL

工場見学受付時間　AM9：00～11：00、PM1：00～3：00 ※工場見学にはご予約が必要です。
工場見学出来ない日　年末年始（12/28～1/4）
千葉県銚子市北小川町2570第1工場
0479-22-9809（工場見学センター）
http://www.yamasa.com/koujyou/index.html

アクセス 京成高速バス　「東芝町（銚子駅入口）」下車徒歩5分
銚子電気鉄道　「仲ノ町」駅より徒歩3分

B

創業から50年以上続くお土産屋さん。テレビ番組でも度々取り上げられていま
す。お店を仕切るのは、陽気なお母さん。旦那さんとお子さんの3人で営まれてい
ます。商品は、干物や各種海産物加工品、お菓子と多種多彩。一番人気の「いわし
角煮」は、学校給食でも出されているのだそう。テレビドラマの作中で登場し、一
時期話題となった「さばカレー缶」も販売しています。

椎名商店

陽気なお母さんが営む
大人気のお土産屋さん。

住
TEL
URL

千葉県銚子市西芝町3-22　　8：00～19：00
0479-22-1439
http://www.pagebank.net/choshi/html/resort/041shiinas.html

アクセス 京成高速バス
「東芝町（銚子駅入口）」下車徒歩1分
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C 銚子電気鉄道

銚子駅

犬吠埼京成ホテルでは、高速バス往復料金と宿泊料金をセットにした
「高速バス宿泊プラン」を実施しています。

● 土・休前日17,800円（高速バス代・消費税・サービス料込・入湯税含む）
● 金・日・祝　平日料金＋2,000円
● 特別期間（5/1～5/5・7/18～8/22・年末年始）を除く。
● 2名様以上より承ります。

銚子電気鉄道
http://www.choshi-dentetsu.jp/
岬めぐりシャトルバス
http://www.choshikanko.com/tokusyu/dc-shuttlebus/

犬吠埼周辺　  銚子駅周辺の移動は、
銚子電気鉄道or岬めぐりシャトルバスで！！

京成バスでは、千葉県内の住宅地と、東京駅とをダイレクトに結ぶ高速バス「マイタウン・
ダイレクトバス」を運行中。「安さ・便利さ・快適さ」を実現させたバスとして大人気を得て
います。朝晩の通勤や通学、日中に都心でお買い物する際などに、ご活用ください。

パーク&バスライドとは、自宅から車でバス停に行き、車を駐車（無料）させた後、
バスで都心へ向かうシステムです。ちばきたライナーの草野車庫（長沼営業所）と
千城台線の御成台車庫（千葉営業所）の2箇所に専用の駐車場を設置しています。
※パーク&バスライドは、ちばきたライナーと千城台線以外のマイタウン・ダイレクトバス運行路線
では実施しておりません。予めご了承ください。

230種類2500匹の
海洋生物を展示！！

味よし！量よし！値段よし!
3拍子揃った定食屋さん。

久六
銚子漁港の通り沿いにある定食屋さんです。「おいしい
魚料理をお手頃価格で食べられる」とインターネット上
で度々紹介され、知名度は抜群！観光客からも大人気で
す。「注文をとる前に、揚げ物、刺身、漬けなど、好きな
魚の食べ方を伺うんですよ」とは、このお店を切り盛り
する奥さん。新鮮な金目鯛とマグロを食材に使い、展開
するメニューは実に多彩。しかも、その調理のすべて
を、旦那さん一人で行っているというから驚きです。

住
休
営
TEL

千葉県銚子市新生町1-36-49
火曜日（祝日の場合は営業し翌日休み）
11:30～18:00（ランチ営業、日曜日営業）※場合により時間を変更することがあります。

0479-22-1038

アクセス 京成高速バス「陣屋町」下車徒歩5分

C

URL http://www.yamasa.com/koujyou/index.html

千葉県

銚子市

見渡す限りの絶景！！

踊り場からの
眺めは圧巻☆

D

岬めぐりシャトルバス
「地球展望館」

浜松町 東京駅
（八重洲口前）

東芝町
（銚子駅入口）

金目鯛の刺身定食
1,800円
この豪華さで、
この値段はお得！！

金目鯛の漬け丼1,850円
ヘルシー志向の女性にも大人気！！

京成高速バス
「犬吠埼京成ホテル」
から｢犬吠｣駅まで
徒歩7分

移動の速さとリーズナブ
ルな料金設定、快適な車

両空間で、大人気の「京
成高速バス」。

は、学校給食でも出されているのだそう。テレビドラマの作中で登場し、一は、学校給食でも出されているのだそう。テレビドラマの作中で登場し、一

http://www.pagebank.net/choshi/html/resort/041shiinas.html

移動の速さとリーズナブ
ルな料金設定、快適な車

両空間で、大人気の「京
成高速バス」。

移動の速さとリーズナブ
ルな料金設定、快適な車

両空間で、大人気の「京
成高速バス」。

東京駅～犬吠埼京成ホテル
大人片道2500円（小児半額）
所要時間：最速約2時間30分
 （旭ルート）

1 . 新浦安地区・東京ディズニーリゾート  ～東京駅・秋葉原駅

2.千葉北IC周辺地区～東京駅・潮見駅（ちばきたライナー）

3 .平成22年9月1日開業　ユーカリが丘・志津・臼井～東京駅・東雲車庫

4.平成22年9月16日開業　成東・八街・御成台・千城台地区～東京駅・東雲車庫（千城台線）

現在、4路線で運行しています。

ルート図

パーク&バスライドで通勤がさらに快適に。

環境にやさしいハイブリッドバス。

ちばきたライナーは、土・休日の東京発21：20と22：40の2便に限り、レインボーブリッ
ジ経由で千葉北方面へ運行。美しい夜景を眺めながら、プチ観光気分を味わえます。
※道路事情により、ルート変更することもございます。予めご了承ください。

土・休日の夜は、プチ観光気分♪

●目的地まで乗り換えゼロで、ラクチン移動！
●ゆったりスペースのリクライニングシート！
●座席定員制だから、必ず座れる！
●最終電車より遅くまで運行！

●無線及びGPS機能を装備
●バスロケーションシステムを導入
●トイレ完備
●AED装備
●大型液晶ディスプレイを設置
（経済・スポーツの文字ニュースを楽しめます）
●大型トランクルーム装備

マイタウン・
ダイレクトバス
の特長

マイタウン・
ダイレクトバス
の快適装備

犬吠埼京成ホテル

高速バス宿泊プラン

平日・お1人様（1泊2食）

（高速バス代・消費税・サービス料込・入湯税含む）

12,800円

京成高速バス
（浜松町・東京駅～銚子線）

ICカード（PASMO・Suica）
ご利用可能です。

+ +
高速バス
往復料金 宿泊 岩盤浴

お問い合せ・申込先　0120-31-5489

詳しい情報は下記のサイトでご覧いただけます。

shuttlebus/

マイタウン・ダイレクトバス
好評運行中！！

秋葉原駅

新浦安地区

東京ディズニーリゾート

潮見駅

千葉北IC周辺地区千城台

御成台

八街

成東

角栄志津地区

み春野

川村記念
美術館

国立歴史
民俗博物館

臼井駅

千代田団地

染井野

ユーカリが丘駅

ユーカリが丘（宮ノ台）

東京駅八重洲口

東雲車庫

まぐろ丼1,380円  
大盛りは
ボリューム満点！！

高速バスロケーションシステム
※一部ご利用できない路線があります。

http://www.chibahw-busloca.jp/ 
URL

高速バスの運行状況がパソコン・携帯電話でわかる！ 

携帯からのアクセスはこちらから

※ユーカリが丘・志津・臼井～東京駅・東雲線で
　1車両のみ運行しています。

※ICカード（PASMO・Suica）ご利用で運賃割引＋バス特　※深夜便は別料金

運賃 700円（小児半額）

運賃 1,000円（小児半額）

運賃 東京～御成台車庫…1,100円（小児半額）
東京～八街…1,300円（小児半額）
東京～成東車庫…1,500円（小児半額）

運賃 東京～ユーカリが丘…1,100円（小児半額）
東京～川村記念美術館・国立歴史民俗博物館…1,300円（小児半額）

43 2 1

添加物未使用の
「いわし角煮」

R

高速バス　浜松町・東京駅～銚子線

問合わせ先  03-3691-0935（奥戸）
※京成バスと千葉交通の共同運行

TEL

今から136年前（1874年）に英国人技師により建設され
た灯台。内部にエレベーターはなく、千葉の観光名所であ
る九十九里浜の名にちなみ、９９段のらせん階段が設けら
れたと伝えられています。踊り場からは、太平洋の荒波が
岩に砕け散る豪快な光景を目にできます。

犬吠埼灯台犬吠埼灯台

なが～い階段を上ると、
目の前に大迫力の景色が！！

位
営
TEL
URL

北緯35度42分28秒、東経140度52分07秒
8：30～16：00（年中無休）　　大人200円（小学生以下無料）
0479-25-8239（社団法人 燈光会 犬吠埼支所）
http://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/choshi/inubo/

アクセス 京成高速バス「犬吠埼京成ホテル」下車徒歩5分
岬めぐりシャトルバス「犬吠埼灯台入口」下車すぐ

F

料

R

詳しくは
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［編集・発行］京成バス株式会社総務部総務課　〒131-8555東京都墨田区押上1丁目10番3号
TEL.03-3621-2561　FAX.03-3621-2408

http://www.keiseibus.co.jp京成バスの
ホームページは
コチラ

京成バスおよび本誌の内容に関するお問い合わせは

メール reception@keiseibus.co.jp
※メールでのお問い合わせは、回答にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お電話  京成バス営業部 高速営業課
03-3621-2418（平日9:30～17:30）

 京成バス営業部 乗合営業課

03-3621-2419（平日9:30～17:30）
一般路線バスについては高速バスについては

平成２２年１０月１日（金）より、ＪＲ千葉駅と千葉大学病院・南矢作を結ぶ「千葉大
学病院線」（千-03・03-1・04系統）にて、お客様アンケートのご要望にお応えし大
幅な増便を実施しました。平日の朝の通勤時間帯の運行間隔を短縮するほか、千
葉駅発の最終便を大幅に延長して運行時間帯を拡大するなど、通勤や通学、通院
の足として、また、千葉市立郷土博物館（郷土博物館・千葉県文化会館下車徒歩４
分）や千葉県立中央博物館（中央博物館下車徒歩７分）や青葉の森公園（中央博
物館下車徒歩２分）へのお出かけにも便利にご利用いただけます。

■お問い合わせ
【京成バス 千葉営業所】　1043-433-3800

路線バス「千葉大学病院線」、
１０月１日より大幅増便！

市川市東山魁夷記念館は、20世紀を代表する日本画家、東山魁夷画伯が生涯の大半を過
ごした市川市に、2005年11月に開館しました。外観は画伯が留学したドイツの民家をモチー
フにした建物で、「人間・東山魁夷」をコンセプトに作品や愛用の品 な々どを展示しています。
館内には、絵葉書やクリアファイルなどオリジナルグッズを販売するミュージアムショップや、
コーヒーや軽食を楽しめるおしゃれなカフェレストランもあります。休日に絵画のある空間での
んびりと過ごすのに、おすすめのスポットです。

平成２２年１０月２１日（木）より、羽田空港新国際線ターミナルの開業にあわ
せて、東京都内や千葉県内各地から羽田空港を結ぶ空港連絡高速バス６路
線が羽田空港新国際線ターミナルへの乗り入れを開始しました。国際線の深
夜・早朝便のご利用に便利な時間帯に羽田空港新国際線ターミナルとの直通
便が新設されるなど、ますます便利にご利用いただけるようになりました。

■お問い合わせ
【京成バス 奥戸営業所】　103-3691-0935
【京成バス 船橋高速貸切センター】　1047-434-5588

羽田空港連絡高速バス
羽田空港新国際線ターミナルへ
乗り入れ開始！

〈羽田空港新国際線ターミナルへの乗り入れ路線〉
・千葉・海浜幕張・幕張メッセ～羽田空港線
・亀有駅・小岩駅・一之江駅・葛西駅～羽田空港線
・津田沼駅～羽田空港線
・船橋駅・西船橋駅～羽田空港線
・市川駅・富浜（妙典駅）・行徳駅～羽田空港線
・羽田空港～東京ディズニーリゾート線

1
topics

2
topics

京成バスご利用で便利に。
「市川市東山魁夷記念館」で
身近なアートの世界へ。

JR下総中山駅から
京成バス「下総中山駅」停留所より
「市営霊園」、「保健医療福祉センター」行き
「北方」停留所下車徒歩1分

《夏に入る》 

開館時間 午前10時～午後5時（入館は午後4時30分まで）

住　所 千葉県市川市中山1丁目16番2号 電　話 047-333-2011

休館日 毎週月曜日（祝休日にあたる場合は、その翌日）
展示替期間　年末年始（12/26～1/4、ただし1/3は開館）
※詳しいスケジュールについては、お問い合わせください。

※特別展開催の場合は別料金。
※年間パスポートは、特別展もご観覧いただけます。

観 覧 料

一　般

（65歳以上）

大学生・高校生

中学生以下

500円

250円

400円

200円

無　料

400円

2,000円

1,600円

1,000円

個　人 団体（２５人以上） 年間パスポート
覚えておきたい！
参拝のルール

一般的にお寺では、賽銭を入
れた後は礼と合掌のみで、柏
手を打ってはいけません。一
方、神社のお参りの基本は、
「二拝二拍手一拝」。鈴を鳴ら
し、賽銭を入れた後に、2回お
辞儀をします。そして右手を少
し下にずらして二拍手し、指先
を合わせて祈った後、1回お辞
儀をします。

お寺と神社で違う、
お参りの仕方。
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アクセス JR小岩駅から
［小72］瑞江駅・一之江駅・江戸川スポーツランド（篠崎駅経由）行き
 小岩警察・区民館下車 徒歩4分

天照大神、八幡、住吉、玉津島の五座をお祀りする神社。東葛
西領行徳の五社明神を天文5年（1536）に小岩地区に御動
座、天保11年（1840）に現在の地に御遷座、明治元年に「五
社明神社」という名称から「小岩神社」に改称しました。

小岩神社

住 千葉県船橋市三山5-20-1

アクセス JR津田沼駅から
［津02］二宮神社行き
二宮神社下車 すぐ

弘仁年間（810～824）に創建されたとい
われています。二宮神社には、県指定文化
財『下総三山の七年祭り』のほか市指定文
化財『二宮神社社殿』『斎藤その女等奉納
句額』『二宮神社の神楽』が伝わります。正
月三が日は参拝客達で賑わいます。
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初詣
京成バスで行く！！

初詣
京成バスで行く！！

東京・千葉エリア

2011年まであと少し！！
新年最初のイベント「初詣」の場所は、もうお決まりですか？
せっかくお参りするんだから、ご利益をしっかり授かりたいですよね。
今号では、京成バスで行ける大人気の初詣スポットを一挙にご紹介☆
新年の願いを胸に、ぜひ足を運んでみてください。

2011年まで
あと少し！！

新年最初のイ
ベント「初詣」

の場所は、もう
お決まりです

か？

せっかくお参り
するんだから

、ご利益をしっ
かり授かりたい

ですよね。

今号では、京成
バスで行ける

大人気の初詣
スポットを一挙

にご紹介☆

新年の願いを
胸に、ぜひ足を

運んでみてく
ださい。

住 千葉県千葉市中央区院内1-16-1

アクセス［02］［04］道場・市営霊園経由 御成台車庫行
［401］道場・ほおじろ台経由 千城台車庫行
［405］［406］［407］鶴沢町・ほおじろ台・
公営住宅経由 御成台車庫行
千葉銀行中央支店下車徒歩3分

北極星と北斗七星を御本体とし、千葉を
統率していた千葉一族が、崇敬していた
ことでも知られている神社です。厄除開
運、八方除けなどの祈願が行われる朱塗
りの社殿は、国内初の重層社殿として有
名。境内には、学問の神・菅原道真公を祭
神とする「千葉天神」もあります。

千葉神社
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住 千葉県市川市八幡4-2-1

アクセス JR本八幡駅から 
［本31］高塚・東松戸駅行き
［本11］［本12］［本13］［本14］［本15］［本72］
市川北高校行き、市川霊園経由 柏井車庫行き、動植物園行き（土日）
［本32］［本33］市川大町駅経由 大町駅行き
［本71］鬼越駅経由 市川学園行き
京成八幡駅下車徒歩3分（現金100円

寛平年間（889～898年）に創建され、源頼朝や徳川家康など
の武将も崇敬したとされる神社です。本殿の右側にそびえる
のは、高さ22mのイチョウの木。樹齢1200年以上と伝えられ
ていて、国の天然記念物に指定されています。元旦の午前0時
からは、神楽殿で巫女による「浦安の舞」が奉納されます。

葛飾八幡宮

住 千葉県市川市八幡4-2-1

住 東京都葛飾区東水元2‐28‐25

住 東京都葛飾区東金町６－１０－５

住 東京都葛飾区柴又7-10-3

住 東京都江戸川区東小岩6-15-15

住 東京都江戸川区東小岩2-24-2住 東京都江戸川区上篠崎1-22－31

アクセス JR本八幡駅から 
［本31］高塚・東松戸駅行き
［本11］［本12］［本13］［本14］［本15］［本72］市川北高校行き、
市川霊園経由 柏井車庫行き、動植物園行き（土日）
［本32］［本33］市川大野駅経由 大町駅行き
［市63］市川駅行き
京成八幡駅下車 徒歩3分

寛平年間（889～898年）に創建され、源頼朝や徳川家康などの武将も崇敬し
たとされる神社です。本殿の右側にそびえるのは、高さ22mのイチョウの木。
樹齢1200年以上と伝えられていて、国の天然記念物に指定されています。元
旦の午前0時からは、神楽殿で巫女による「浦安の舞」が奉納されます。

アクセス JR小岩駅から［小55］金町駅行き
JR金町駅から［小55］小岩駅行き
柴又帝釈天下車 徒歩4分

映画「男はつらいよ」で全国的に有名となった柴又帝釈天。
除病、延命、商売繁盛の神であり、柴又七福神の一つである
昆沙門天を安置しています。さらに、有名なのが、帝釈堂の
「彫刻ギャラリー」。内陣外側に施された、精巧な彫刻を鑑賞
できます。

柴又帝釈天

住 千葉県船橋市宮本5-2-1

アクセス［船41］東船橋経由 津田沼行き
　　　 　　大神宮坂上下車徒歩3分
［船71］［船72］ららぽーと・南船橋行き
大神宮下駅前通り下車徒歩5分

日本武尊が東征の途中、目的成就を祈願
したといわれる神社です。招き猫や熊手
など、9種類の縁起物のうち1つが入った
「開運招福お守り入りおみくじ」が大人
気。正月三が日だけ、境内の高台に立つ
国内最大級の民間灯台「灯明台」を一般
公開しています。

船橋大神宮

住 千葉県船橋市宮本5-2-1

アクセス JR船橋駅から
［船41］東船橋経由 津田沼行き
大神宮坂上下車 徒歩3分
［船71］［船72］ららぽーと・南船橋行き
大神宮下駅前通り下車 徒歩5分

日本武尊が東征の途中、目的成就を祈願し
たといわれる神社です。招き猫や熊手など、
9種類の縁起物のうち1つが入った「開運招
福お守り入りおみくじ」が大人気。正月三が
日だけ、境内の高台に立つ国内最大級の民
間灯台「灯明台」を一般公開しています。

船橋大神宮

アクセス JR小岩駅から
［小72］瑞江駅・一之江駅・
江戸川スポーツランド（篠崎駅経由）行き
江戸川病院下車 徒歩2分

小岩不動とも呼ばれる、真言宗豊山派のお寺。室町時
代に、京都府山城醍醐山の頼澄（らいちょう）法師が、
不動明王をお祀りするお堂を建てたのが起源とされ
ています。敷地内に豊かに生い茂る松は、樹齢600年
以上で、都の天然記念物に指定されています。

善養寺

アクセス JR小岩駅から
［小72］瑞江駅・一之江駅・江戸川スポーツランド（篠崎駅経由）行き
 浅間神社下車 徒歩2分

都内最東端・篠崎の地を鎮守する、平安時代創建の神社です。
天慶3年（940）に起きた平将門の乱の際には、平貞盛が武運
を祈り、弓矢や金弊を奉納したと伝えられています。大晦日に
は「大祓式」、節分には「節分厄祓式」が実施されています。

篠崎浅間神社

アクセス JR金町駅から［金61］戸ヶ崎操車場・八潮駅南口行き
東金町三丁目下車 徒歩3分

平安時代の末期に創建された神社。武蔵国（葛西地方）に古くか
ら伝わる郷土芸能の一つ、葛西囃子発祥の地といわれています。
毎年1月1日には、天下泰平、国民豊楽を祈願する厳粛な祭典「歳
旦祭」を実施。お神酒や甘酒のご奉仕を行っています。

葛西神社

アクセス JR金町駅から［金61］戸ヶ崎操車場・八潮駅南口行き
しばられ地蔵下車 徒歩3分

大岡越前の裁きを受けた逸話がある「しばられ地蔵」を安置するお寺。
このお地蔵さんを荒縄でしばると盗難除けや厄除けのご利益があると
言われています。大晦日と元旦には、しばられ地蔵に由来した「結びだる
ま市」を開催。縄を巻いただるまを販売しています。

南蔵院（しばられ地蔵）

住 千葉県船橋市三山5-20-1

アクセス JR津田沼駅から
［津02］二宮神社行き
二宮神社下車すぐ

弘仁年間（810～824）に創建された船橋
市最古の神社。境内にある神楽殿は船橋
市指定無民文化財、また、権現造の社殿
は船橋市指定有形文化財に登録されてい
ます。正月三が日には、多数の屋台が出店
し、参拝客たちで賑わいを見せます。

二宮神社

住 千葉県千葉市中央区院内1-16-1

アクセス JR千葉駅から
［つ02］［千02］道場・市営霊園経由 御成台車庫行き
［千01］道場・ほおじろ台経由 千城台車庫行き
［千05］［千06］［千07］鶴沢町・ほおじろ台・公営住宅経由 御成台車庫行き
千葉銀行中央支店下車 徒歩3分

北極星と北斗七星の神様を祀り、千葉を統率していた千葉一族が崇
敬していたことでも知られている神社です。厄除開運、八方除など
の祈願が行われる朱塗りの社殿は、国内初の重層社殿として有名。
境内には、受験合格の神・菅原道真公を祀る「千葉天神」もあります。

千葉神社

住 千葉県市川市真間4-9-1

アクセス［市川81］［市川82］
国分操車場 北国分駅行き
真間山下下車徒歩5分

中山法華経寺と並ぶ日蓮宗の本山。創建
時は「求法寺」という名前でしたが、平安
時代に弘法大師が訪れたことから、現在
の名前に改称されました。大晦日は、先
着で108名まで除夜の鐘をつくことがで
きます。また、正月三が日は、新年祈祷会
が行われ、手児奈霊神堂では元旦午前0
時から甘酒供養があります。

弘法寺

住 千葉県市川市真間4-9-1

アクセス JR市川駅から
［松11］国立病院・矢切駅経由松戸駅行き
［市川81］［市川82］国分操車場 北国分駅行き
真間山下下車 徒歩5分

中山法華経寺と並ぶ日蓮宗の本山。創建時は「求法寺」とい
う名前でしたが、平安時代に弘法大師が訪れたことから、現
在の名前に改称されました。大晦日は、先着で108名まで除
夜の鐘をつくことができます。また、正月三が日は、新年祈祷
会が行われ、手児奈霊神堂では元旦午前0時から甘酒供養が
行われます。

弘法寺

住 松戸市松戸1457

アクセス JR松戸駅から
［松11］矢切駅経由 市川駅行き
［松31］矢切高校行
松戸郵便局下車 徒歩2分

［松51］［松52］国分経由 市川駅行き、
北国分経由 聖徳学園行き
宮前駅下車 徒歩2分

1623年に創建された神社で、千葉県松
戸市の総鎮守とされています。水戸徳川
家も崇敬していたと伝えられていて、か
の水戸光圀公も数々の品を奉納したの
だそう。新年午前0時には境内において、
神楽の奉納を実施し、樽酒や甘酒が振る
舞われます。

松戸神社

住 松戸市松戸1457

アクセス JR松戸駅から
［松11］矢切駅経由 市川駅行き　［松31］矢切高校行き
松戸郵便局下車 徒歩2分
［松51］［松52］国分経由 市川駅行き、北国分駅経由 聖徳学園行き
宮前町下車 すぐ

1626年の創建で、千葉県松戸市の総鎮守とされています。水
戸徳川家も崇敬していたと伝えられていて、かの水戸光圀公
も数々の品を奉納したのだそう。新年午前0時には境内にお
いて、神楽の奉納を実施し、樽酒や甘酒が振る舞われます。

松戸神社
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東京・千葉エリア
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開
催催
。

葛葛葛

西西西西 神神神神 社社社社

初詣初詣

東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア

名名
立立立立
たた
るる
神神々

ををををおお
祀祀祀りするる、、由由由緒緒緒正ししいい

神神神神
社社
。

小小小小

岩岩岩岩 神神神神 社社社社

初詣初詣初詣初詣初詣初詣

東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア

「「大
祓式式
」式」式
と「
節節節「節「

分分分分厄
祓式式式式」」式」式 はは、遠遠遠遠方方かかららのの参参加加者者もももも多多数数。。。。

篠篠篠篠

崎崎崎崎

篠

崎

篠篠

崎

篠

浅浅浅浅
崎
浅
崎

間間間間浅間浅 神神神神神間神間

社社社社

神

社

神

初詣初詣

東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア

金 町

小 岩

帝帝帝釈釈釈
堂堂堂堂
ののの内内
陣陣陣陣にに

施施施さささ
れれた彫彫刻刻はは、、一見見見ののの価価価値

あありり。

柴柴柴柴柴柴柴

又又又又又又又

柴

又

柴

帝帝帝帝又帝又 釈釈釈釈釈釈釈帝釈帝

天天天天天釈天釈

初詣初詣初詣初詣初詣初詣

東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア

東京
エリア

TOK
YO

境境内内
のののの
松松
はははは
樹
齢齢6666

00年年
以上上で、繁繁繁繁茂面面面

積積積
日日
本本
一一
。。

善善善善
養養養養 寺寺寺寺

初詣初詣初詣

東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア東京エリア

千葉エ
リア

CH I BA

JR常磐線JR常磐線JR常磐線JR常磐線

飾八幡宮

松 戸

京成バス株式会社
総務部　総務課

Fun Boarding Vol.22編集係

東京都墨田区押上1丁目10番3号

ふりがな

お名前 （年齢　 　才）
性別　男・女

ご職業

〒

ご住所

郵 便はがき

1 3 1 - 8 5 5 5お手数ですが
50円切手を
貼付して
ください。

キ

リ

ト

リ

キ リ ト リ

1.  ○○○○つけがたい名勝負。
2.  「1週間」を英語で言うと？？
3.  パンダの大好物。
4.  今の季節だと、この服装じゃ寒いよね～
5.  大人気の映画俳優。
 昔風に言うと、○○○○のスター。
6.  ニンジン。競争。刺身。
7.  頑固一徹。○○の通ってないことは大嫌い！！
8.  梅干しの色づけや刺身のつまに使われるもの。
9.  「海のミルク」と言われています。
10.  シャトルとラケットを使ってするスポーツ。

1.  大好きなあの子に想いを伝えよう！！
2.  2010年は寅年。2011年は？？
7.  日本語に訳すと「皮膚」。○○○ヘッド。
9.  シャンプーとリンスでしっかりケアしてね。
11.  合コンでの彼女は、○○○○高い。
12.  コレを食べなきゃ、年を越せないよね。
13.  火をおこすのに使う木。
14.  家で行う、年末恒例のイベント。
15.  事実と異なるウワサ。
16.  ペンとかペットボトルとかを数えるのに
 使う単位は？？

※「ャ、ュ、ョ」は「ヤ、ユ、ヨ」に、「ァ、ィ、ゥ、ェ、ォ」は「ア、イ、ウ、エ、オ」に変換可。

タテのカギ ヨコのカギ

ク ロ ス ワ ー ド パ ズ ル
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