
2016年 春号 

緑いっぱいの公園で､ 掘り出し物を探し
ませんか？地元のお店や農家さんによ
る模擬店「青空市」も同時開催します！ 

世界の珍しい昆虫を間近で見よう！期
間中は先着（11時・14時）で､ 生きたヘラ 
クレスオオカブトとの撮影会を行います｡ 

甘酒の無料配布 (各日先着500杯) や
市立柏高等学校吹奏楽部の演奏など 
を行います。 

桜まつ り  フリーマーケット ＆青空市  昆虫展  

開催日： 
 

 時 間 ： 

4/2 (土) ・ 3 (日) 
5/3 (火) ・ 4 (水) ・ 5 (木) 
9：30 ～ 15：30 

※雨天の場合は開催を中止します 

開催日： 
 時 間 ： 

 
入場料： 

5/3 (火) ～ 8 (日) 
10：00 ～ 16：00 
（入場は15:30まで） 
大人200円  小中学生100円 

開催日： 
 時 間 ： 

4/2 (土) ・ 3 (日) 
11：00 ～ 15：00 
   ： 柏市観光協会   
     ☎ 04-7162-3315  

主催・問合せ 

   

    

  

   

 

  

農業公園をまるごと楽しむ２日間！ 

・市立柏高等学校吹奏楽部の 
演奏､ 各種ステージイベント 
・クイズラリー 
・子ども用特設遊具（ファファ） 
・春のお茶会（柏泉亭） 
・模擬店による特産品販売 
                                  等 

・酒井根中学校吹奏楽部の演奏､ 
柏レイソルダンサーズのステージ､ 
各種ステージイベント 
・クイズラリー 
・子ども用特設遊具 （ファファ） 
・模擬店による特産品販売 
                                  等 

日 土 



電車・バスをご利用の方 

■我孫子駅からの場合 
JR我孫子駅北口 阪東バス乗り場より
「あけぼの山公園入口行き」乗車 (約 
15分)｡ 終点下車｡ 徒歩7分｡ 

■柏駅からの場合 
※本数が少ないのでご注意ください｡ 

JR・東武柏駅西口 東武バス5番乗り
場より「三井団地行き」または「布施弁
天行き」乗車 (約30分)｡ 「土谷津入 
口」下車｡ 徒歩8分｡ 

お車をご利用の方 

常磐道柏ICから公園まで約8km (20 
分)｡ 駐車場無料 (501台)｡ 

公 園 内 各 施 設 へ の お 問 合 せ・ ご 予 約 受 付  

食堂 「くうべぇ」 団体でのご利用・BBQのご予約 11:00～16:00 ☎ 04-7131-5599 

売店 「三休」 お問合せ 10:00～16:30 ☎ 04-7128-4578 

茶室 「柏泉亭」 茶室のご予約 9:00～16:30 ☎ 04-7134-0961 

※ご利用可能時間及び曜日は季節により異なります｡ 

04-7133-8877 

〒277-0825  千葉県柏市布施2005-2 

■開園時間／9:00～17:00 
■休園日／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 

          ※春季臨時開園日あり 

■入園料／無料 

お問合せ・お申込み 

http://www.akebonoyama-
nougyoukouen.jp/ 

開花情報やイベントの詳細などを 
随時更新しています！ 

＜ホームページ・Facebook＞ 

あけぼの山農業公園 

●公園内の資料館にて､ 授乳室・キッズルームを 
ご利用いただけます｡ 
●車いすの貸出しを行っています｡ ご利用をご希 
望の方は本館事務所へお声がけください｡ 

犬・猫などのペットを伴っての入園は 
ご遠慮いただいております｡ 

ユリ科 
場所：本館～白百合  
の滝の斜面 
 
 

ふれあい自然ウォーク  

公園周辺の見どころをご紹

介。地元ならではのイチ押

しルートをご案内します！  

コース／農業公園-善照寺-くらもち観光 

農園（いちご狩り）-布施弁天（法話）-公園 

外の散策-日本庭園（お茶会） 等 

時間／9:00～15:00 （雨天決行） 

参加費／2,000円 （昼食､ お茶会､ 入園料等） 

対象／小学生以上 

定員／20名     

持ち物／雨具､  保険  

証､ 筆記用具 ※歩きや 

すい恰好でご参加下さい｡ 

4/16 （土） 畑っこくらぶ  

昨年大好評だった親子農業 

体験を今年も開催します！ 

内容／親子を対象とした土 

いじり体験（収穫の後は採れたてを味わいます） 

日時／【全3回】①5/21（土）9:30～12:00 

（雨天延期）②6月下旬③8月上旬 

対象／小学生までのお子様と保護者  ※ 

市内在住・在勤の方｡ 初めて参加される方優先｡ 

参加費／１組3,000円 

定員／10組 

持ち物／汚れてもよい 

服装と靴､ 手袋､ 日除け 

の帽子 

5/21（土）､ 他 みそ作り講習会（1日コース）  

大人気のみそづくり講習会

に1日コースが新登場！み

その仕込みを体験できます｡  

内容／公園で作ったこうじを使ったみその 

仕込み（9月中旬に天地返し・分配） 

時間／13:00～16:00 参加費／ 3,000円 

対象／市内在住・在勤で､ みそづくり講習 

会に初めて参加される方 

定員／10名 

申込方法／往復はがきに講座名（1日コー

ス） ・住所・氏名・年齢・電話番号を明記の

上､ 公園へ郵送  ※応募は1家族1名｡  

応募者多数の場合は抽選｡ 5/8（日）必着｡ 

5/20（金） 

◆  講座のご案内  ◆  

日本庭園・柏
はく

泉亭
せんてい

 

2016チューリップフェスティバルが行わ

れる４/9（土）には､ 柏市茶の湯協会の

皆さんよるお茶会を行います｡ また5月に

は公園主催のお茶会も予定しています｡ 

シダレザクラやボタン等の花々や若葉に 

かこまれて､ 一服いかがでしょうか｡ 

  

この春より売店がリニューアルオープ

ン！挽きたてコーヒーや店内でお買上

げいただいた商品を､ 花々にかこまれ

た風車の見える喫茶スペースにてお召

し上がりいただけます｡ お土産にぴった 

りのオリジナル商品も登場します！   

昨年5月のお茶会では､ 県立東
葛飾高校定時制茶道部の皆 
さんにご協力いただきました。 

（ FAX：04-7132-5195 ） 

今 が 見 ご ろ の 花 情報  
花期は例年の状況を参考にしているため前後する場合があります｡ 

最新の開花情報はホームページで随時お知らせしています｡ 

カンヒザクラ 
 

カタクリ 
 

チューリップ 
 

シバザクラ 
 

ハナビシソウ 
 

ブラシノキ 
 

バラ科 
場所：ふるさと広
場・園路沿い 

ユリ科 
場所：花畑・本館前 
花壇・園路各所 

ハナシノブ科 
場所：梅園 

ケシ科 
場所：花畑 

フトモモ科 
場所：本館前花壇・
加工実習館前 

園内は禁煙です｡ 

3月中旬～3月下旬 3月下旬～4月中旬 3月下旬～4月下旬 3月下旬～5月中旬 4月中旬～5月中旬 5月中旬～6月下旬 

お申込方法が「電話又は来館」のものは先着順です｡ 
定員になり次第､ 締め切らせていただきます｡ 

電話又は来館 
4/2(土) 
 9:00～ 

電話又は来館
5/2(月) 
 9:00～ 

郵送応募 
5/8(日) 
必着 

申 申 申 

 ※本紙に掲載されている内容につきましては､ 都合により変更になる場合がございます。詳細はお問合せください。  ※掲載写真は全てイメージです｡ 

■発行：指定管理者 一般財団法人 柏市まちづくり公社 あけぼの山農業公園                                                                                                       2016.3発行 

    

公園限定オリジナルスイーツも 
販売♪是非ご賞味ください！ 


