
◆今回の日本百選◆今回の日本百選

“ちばの魅力”を世界にアピール！ Spread the charm of Chiba around the world!

日本さくら名所100選日本さくら名所100選第29回

of
千葉県PRマスコット
キャラクター　チーバくん
千葉県許諾 第Ａ3-11号

千葉県PRマスコット
キャラクター　チーバくん
千葉県許諾 第Ａ3-11号

日本百選
茂 原 公 園 茂原市



茂原市の茂原公園は「日本さくら名所100選」に選定されています。

茂原市都市建設部都市整備課

課 長 白 井 光 夫さん

▲春の訪れを告げる弁天湖周辺の満開の桜

▲満開の桜と弁天湖に架かる弁天橋

ライトアップによる幻想的な桜

　「茂原公園」は、茂原市のレクリエーション・文化活動の拠点として整備された施設
です。多目的運動公園（芝生広場）や池（弁天湖）、展望デッキ、美術館・郷土資料館
などがある、面積約16haの都市公園です。
　「日本さくら名所100選」に選ばれている茂原公園は、春を彩るソメイヨシノなどを
中心に約2,850本の桜が植えられ、満開の時期には弁天湖周囲を埋め尽くす見事な景観を
楽しみに多くの方が訪れます。特に、花の淡いピンク色と弁天湖に浮かぶ朱色の弁天橋
との絶妙なコンビネーションは圧巻です。桜の開花に合わせ毎年3月下旬～4月中旬に
かけて「茂原桜まつり」が開催されます。期間中は茂原公園とともに「茂原市景観資源」に
選ばれている近くの「豊田川河川敷の桜並木」も、夜間はぼんぼりや照明でライトアップ
され、湖面や川面に映し出される幻想的な景色を楽しむことが
できます。茂原桜まつり開催期間中の土・日の2日間は各種
イベントが開催され、縁日気分を味わえる出店や地元特産品

などの販売、ステージでの和太鼓やバンド演奏などの見物客でも賑わいます。
　弁天湖に架かる弁天橋付近は大勢の花見客で混雑しますが、東側の展望広場や弁天湖
北西にある展望デッキ（高さ10m）からは、公園の桜を少し高い位置からゆっくり眺める
ことができます。また、弁天湖周辺の桜は、樹齢50年以上の古木が多いので、その保全を図
るために樹木医に依頼し、調査や治療等も行われています。
　2020年（令和2年）、2021年（令和3年）の3月下旬から4月中旬に開催を予定していた、
茂原市観光協会主催による「茂原桜まつり」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
全てのイベント、出店および桜のライトアップが中止になりました。感染症が収束した際には、
豊かな自然あふれる茂原市へ、ぜひお越しください。
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　「日本さくら名所100選」とは、公益財団法人
日本さくらの会が1990年（平成2年）に、全国各地
の桜の名所から100箇所を選定したものです。
「日本さくら名所100選」の地は、日本さくらの会
発行「日本のさくら―さくら名所100選―」にて
所在地、アクセス、見頃、植栽状況、催事などを
紹介しています。
　県内では、茂原市の「茂原公園」のほか、千葉
市若葉区の「泉自然公園」、野田市の「清水公園」
が選定されています。

日本さくら名所100選とは？



▲展望デッキからの眺め

▲園内のツツジの花（見頃は4月下旬から5月上旬） ▲第1広場にある子ども向け遊具

▲施設外観
▲彫刻　澤田政廣
　「恒和呼笛（こうわこてき）」

茂原公園は、四季をつうじて
美しい自然が楽しめます。

茂原公園に行ったら立ち寄りたい
茂原市立美術館・郷土資料館。

●問い合わせ／茂原市都市建設部都市整備課 茂原市道表1番地　TEL.0475-20-1548

●入館料／無料（特別展は有料）　●開館時間／9：00～17：00　●駐車場／あり
●休館日／臨時休館日・年末年始（12月29日～1月3日）

●問い合わせ／茂原市立美術館・郷土資料館
茂原市高師1345-1 　TEL.0475-26-2131
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京葉銀行
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《裏表紙でご紹介》
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茂原牡丹園

JR外房線

至木更津方面 至一宮　方面

茂原駅
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至千葉・東金方面

茂原高校

茂原市立西小学校茂原市立西小学校

　茂原市立美術館・郷土資料館は、茂原公園内に1994年（平成6年）
10月に開館した、「美術館」と「郷土資料館」の複合施設。公園を散歩
しながら、気軽に芸術文化に親しむことができます。
　美術部門では「日本画・水墨画」、「洋画・水彩画等」、「彫刻・工芸」、
「書」の4つの分野に分けて紹介しています。日本画では、近代日本画の
巨匠速水御舟や林功、洋画では、東洋と西洋の絵画を融合した作風の
鳰川誠一の作品群などが主なコレクションです。また、郷土部門では茂原市
の資料を考古・民俗・歴史の3部門を中心に収集して、調査研究したもの
を保存し、一般公開しています。

はやみぎょしゅう はやしいさお

におかわせいいち

●開館状況など、くわしくはWebサイトをご覧ください。　
　http://www.city.mobara.chiba.jp/soshiki/13-10-0-0-0_1.html

●開花状況など、くわしくはWebサイトをご覧ください。　
　https://ms-my.facebook.com/mobaracity/posts/1064787530373017/

※新型コロナウイルス感染症対策として、来館の際はマスクの着用・手指の消毒をお願いします。

　茂原公園には、春の桜や梅、新緑のツツジ、初夏のアジサイ、秋の紅葉など、四季をつうじて楽しめる
さまざまな樹木が植えられているほか、多目的広場や高低差のある自然の地形を利用した散策道、展望
広場などがあります。第1広場には、子どもたちのために設けられた複合遊具・ターザンロープ、遊具広場
には、グローブジャングル・ブランコ等があります。第2広場は全体が広い芝生で、広場角地に「茂原
桜まつり」で演舞などが行われるステージが設置されています。また、1周約1kmの平坦な外周園路は、
園内の豊かな自然を眺めながら、ジョギングやウォーキング等を楽しむことができます。公園の北側と
南側にある散策道は、山の起伏に沿って階段や緩やかな坂道になっていて、手軽な散歩コースとして
市民にも人気のスポットになっています。
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取材協力・写真提供・撮影協力／茂原市都市建設部都市整備課　茂原市立美術館・郷土資料館　茂原牡丹園　焼肉萬福　インド料理タージ・マハル　
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 

《日本百選 of ちば》今月の誌上クイズ
　※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　　「日本百選 ofちば」の第29回をご覧ください。

　今回ご紹介した「茂原公園」は、別名「○○公園」と呼ばれています。その理由は、
1970年（昭和45年）に「市の木」選定にあたり、市民から公募したところ多くの票を
集めたのがこの木だったからです。さて、茂原公園の別名にもなっている茂原市の
シンボルの名称は何でしょうか？  次の3つの中から正解を1つ選んでください。

ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

① さ く ら
② つ ば き
③ つ つ じ

茂原公園周辺おすすめグルメ情報！茂原公園周辺おすすめグルメ情報！茂原公園周辺おすすめグルメ情報！

期間中は、イベントも開催！

●問い合わせ／茂 原 牡 丹 園

▲母屋前に咲く、色とりどりの牡丹の花

　茂原牡丹園では、４月下旬から
５月上旬頃までの間、国の登録文
化財指定の長屋門（築180年）と
母屋（築280年）を背景に次々と
咲き誇る牡丹が楽しめます。凜と
して美しい牡丹を鑑賞するには、
気温の高い日中より朝方か夕方
の方がお薦め。園内には、牡丹の
ほか同じ時期に開花する、珍しいハンカチの木や
芍薬、シャクナゲ、ツツジも栽培しており、春の花を
思う存分愛でることができます。また、県内でも数少
なくなった茅葺きの母屋を、期間中は茶店として一
般公開しているので、軽食とともに古民家の佇まい
を満喫することができます。

※開花情報など、くわしくはWEBサイトをご覧ください。　
　http://www.mahimahi.co.jp/botanen/

●開園期間／４月下旬～５月上旬 
●営業時間／8:00～18:00（期間中無休）
●入園料／大人700円、小学生200円

茂原市山崎210　TEL.0475-22-4224

▲獅子舞 ▲和太鼓

※2020年は、コロナウイルス感染症対策のためイベントは
　中止されました。

▲母屋前に咲く「王冠（オウカン）」

期間限定で美しい花を鑑賞

茂 原 牡 丹 園茂 原 牡 丹 園
茂原の老舗焼肉店！名物厚切り“牛タン”

●営業時間／
　17:00～ 21:30(L.O)
　ランチタイム
　11:30～ 14:00

●定休日／毎週月曜日
　月曜日が祝日・振替休日
    の場合は、火曜日が休日。

◉新型コロナウイルス感染症
   拡大により、営業時間・定
　休日等が記載と異なる場
　合があります。

茂原市八千代1-18-2
TEL.0475-24-0674

食べログは
コチラ！

本格的インド料理が
手軽に味わえるお店。
●営業時間／月～金、祝前日
　11:00～ 15:00 
　（料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30）
　17:00～ 22:00 
　（料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30）
　土、日、祝日　11:00～ 22:00 
　（料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30）
●定休日／無休

茂原市八千代2-4-16 
TEL.0475-22-6233インド料理タージ・マハル

◎Bランチセット¥1,260（税込）

茂原市茂原600-4 
TEL.0475-25-1161

茂 原 支 店

しゃくやく

か や ぶ

おすすめランチ

◎タン塩　　 1人前　¥2,380（税別）
◎ネギタン塩 1人前　¥2,480（税別）

下記URLから、テイクアウト限定のクーポン券を利用することができます。
https://tajmahal-mobara.owst.jp/coupons/68389694

◉新型コロナウイルス感染症拡大に
　より、営業時間等が記載と異なる
　場合があります。

2種類のカレー、ナンまたはライス、タン
ドリーチキン、シークカバブ、サラダ、
ヨーグルト、ソフトドリンク付

おすすめメニュー

写真は2人前写真は2人前

2021.2
（次回発行／2021年3月22日）

LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。

正解は→③ つ つ じ


