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ぱんの駅　かしわの葉

喜久屋

茂木佐公園内の社寺

ビリケン

ヒデヨシ

柏飛行場跡地

須賀神社

観音院十王堂

江戸川台稲荷神社

キムラヤパン工場の直売店。パン工場の

裏手にあり、店頭のものより安く買うこと

ができます。規格外のものをつめたもの

はお買い得なのでぜひ！

数々の受賞歴をもつ、昭和34年創業の老

舗和菓子店です。郷土野田の名産である

醤油を使った羊羹や野田産の枝豆を使っ

たものなど美しさに見とれてしまいます

茂木佐公園内にある総檜造りの社寺。後

にキッコーマンとなる醤油醸造会社の創

業家の一つである茂木佐平治家の稲荷

神と竜神を祀っているものです。

ビリケンとは、１９０８年にアメリカの女流

彫刻家が夢に見た福の神で、関西には

多いが関東では珍しいです。

野田市在住の漫画家ますむらひろしさん

の作によるアタゴオル物語のメインキャラ

クター”ヒデヨシ”が、野田市制五十周年

を記念して消防署の壁に描かれていま

す。

旧日本軍の飛行場跡。昭和13年に松戸、

成増、調布などと共に当時の日本軍が設

置したもので、柏市はかつて「軍都柏」と

よばれ、軍事施設や軍需工場がありまし

た。

東日本大震災で破損してしまいました。

本殿の建て替えが終わり復興中です。

観音院の境内横にあるお堂。閻魔大王

像などが安置されています。

江戸時代創建の稲荷神社。５月５日の春

季例祭や１１月の秋季例祭などを行って

ます。
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ＭＯＭＯＡ

ら・ぱれっと

柏市立柏高等学校

やよい食堂

なかた屋

小山香取神社

レンガ蔵

持福院　寿老人

山ぼうし

茂木本家美術館。今は「川瀬巴水生誕

130年ー 巴水といっしょに旅をしよう 」の

企画展示が行われています。予約制です

が定員に余裕がある時は予約なしでも入

場できます

数々の色とりどりのデザートが並んだ

ショーケースはしばらく悩むほどおいしそ

うなものばかりです。こだわりのケーキを

どうぞご賞味あれ！

吹奏楽部が有名。数々の大会で優勝。Ｔ

ＶＣＭやＴＤＬでも演奏しています。バス停

と高校名の看板を写してきてください

大盛りでは全国区の食堂です。お昼時は

いっぱいで入れないかもしれませんが、

チャレンジしたい方はがんばってみてくだ

さい

日本各地の美味しい地酒とベルギービー

ルの専門店です。料理に合う日本酒を選

んでもらえます。

坂東市のパワースポットになっているらし

いです。車などに注意して通りに面した鳥

居を撮影してください。

大正時代に建てられた蔵で、今もキッ

コーマン野田工場の一部として使われて

います。

菅生沼七福神　大崎寿老人尊です。

大人のための癒しどころがモットーの住

宅街の中にある静かでおしゃれな喫茶工

房です
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ホワイト餃子

かんざ

マルヤ

山崎貝塚

無量寺　弁財天

石釜パン工房サフラン

アキオーズ

はきだし沼

煉瓦造りの水路

全国に名の知られた餃子の名店です。早

い時間でないと売切れてしまうことが多い

です。

かんざ駐車場の看板。 隠れ家的でお洒

落な懐石料理のお店です。ランチもとるこ

とができます。

スーパーの跡地前でがんばるお団子屋さ

んです。ここらで一服いかが♪

縄文時代中期から晩期にかけての馬蹄

型貝塚。国の史跡に指定されています。

境内にある菅生沼七福神 の弁財天を撮

る。東国花の百ヶ寺でもある。関東八十

八か所第４１番札所

天然酵母と自家製全粒粉のパン。イート

インや、外のテラスで食べることもできま

す。隣には系列のケーキ屋さんもありま

す。

野田サブカルチャーの発信地！！イカシ

タ店主に会えるかな！？

絶滅危惧種であるオオセスジイトトンボと

オオモノサシトンボが生息しているという

湧水池。野田自然保護連合会が管理・保

護しています。

土手を降りたところにある煉瓦造りの水
路トンネルです。イギリス積み工法を用い
ており、樋管上部には「明治四拾壱歳五
月築樋」と刻まれております。トラックなど
の出入りが多いので気をつけてください。
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医王寺

観音寺境内の御堂

野田自然共生ファーム

水辺稲荷

くりぼり橋

日枝神社

こんぶくろ池

仁王門

輪工房

１６２０年頃から始まったといわれる柏市

指定無形民俗文化財「船戸おびしゃ」を、

大正７年から平成５年まで行っていたお

寺で有名です。

弘安七年（1284）行空上人の創建。四百

年前にこの地に移転された。猿島板東三

十三札所巡り三十一番です。

江川地区で農業と自然の共生地域づくり

を行っています。コウノトリの飼育も行っ

ています。ビオトープ案内看板と田んぼを

撮影してください。ＷＣあり。

江戸時代初期創建の稲荷神社。この水

辺（すいへん）の地名は１７０２年の古文

書にも登場します。

平坦な土地にはめずらしい堀の深い用水

路に架かる橋。橋の名前が入っている欄

干を撮影。

日枝神社：鳥居と社殿を撮影してくださ

い。奥にある本殿の彫刻が見事なのでぜ

ひご覧ください。

珍しい平地での湧水。それらを囲む豊か

な緑に囲まれた貴重な自然の一部です。

湧水は大堀川を経て手賀沼に流れ込ん

でいます。

阿形（あぎょう）、吽形（うんぎょう）の２体

の仁王像が守る金乗院参道の入り口に

あります。

野田で随一のスポーツ自転車のプロ

ショップです。自転車のトラブル等の相談

にものってもらえます。WCあり
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麺屋もみじ

深井城跡の社

つけ麺　吉衛門

花の池

いぼとり地蔵

堀込橋

あすなろの里

ちからいし

普門寺閻魔堂

魚介系スープが美味しいラーメン屋さん。

１１時３０分からオープンです

戦国時代、小金城主高城氏の支城の１

つ。城の範囲は西深井および東深井の

一部を含んでいたと考えらえています。

ツルツルした喉ごしの極太麺と、和節の

利いた濃厚つけダレの コンビネーション

が絶妙！　

近所の方々の憩いの場所となっているビ

オトープ。季節ごとの花が咲き、楽しませ

てくれるようです。

延命地蔵堂の左手にあるお地蔵様。撫で

るとイボが取り除かれるという言い伝えら

れ、そのお礼に砂糖をあげるのが習慣に

なっているそうです。そのため口の周りが

黒くなっています。

東仁連川にかかる橋。南方面、橋の欄干

を撮影してください。

自然と動植物等の育成や生態を観察し

たりすることによって心のふれあいを学

ぶ場です。入口の看板を撮影してくださ

い。

この石は力量を試み、持ち上げた者が記

念として奉納されたものです。一つの石

に３２貫目と彫ってあります。Ｋｇに換算す

ると１２０㎏だそうです。

ユーモラスなお顔の閻魔大王さまがいま

す。
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今上稲荷神社

喜八堂

柏の葉公園　さくらばし

大六天神社

水神社

オランダ様

法師戸水門の碑

東金野井貝塚

あそかの食卓

伏見稲荷を分霊した土手沿いにある神社

です。ダート区間あり。

喜八堂のタンク看板。素材にこだわった

美味しいお煎餅屋さん。焼きたてのお煎

餅やお汁粉などで一服もできます。

45ヘクタールの広大な県立公園。桜の季

節になると27種類約840本の桜が見事に

咲き、おとずれた人を楽しませます。その

中心に野鳥が訪れる池があり、さくらばし

は架け橋となってます。

大六天（＝第六天）とは神世七代中の第

六代目の神様のこと。木立に囲まれてた

たずむ社を撮影してください。

利根川の土手のすぐそばにある小さな神

社。

八代将軍吉宗は馬を改良するためオラン

ダ東インド会社に命じてペルシャ馬を購

入し小金原に放牧した。このペルシャ馬

のうちこの地で死んだ馬を祀った馬頭観

音です。

法師戸水門の碑：飯沼川の法師戸水門

を記念した碑です。水門は利根川の洪水

が

菅生沼に逆流するのを防ぐ役割を持って

ます。

江戸川と五駄沼に挟まれた南北に伸びる

台地の西端にある縄文時代の馬蹄形貝

塚です。

住宅街の中にある、隠れ家的なレストラ

ン。全予約制なので、今回は看板と門を

撮影してください。興味のある方は電話

04-7121-3141へお問い合わせを
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大安寺　福禄寿

東深井古墳群

むらさき天神

小山稲荷神社

野田醤油発祥地の碑

太郎焼キタカワ

境内にある菅生沼七福神　福禄寿尊を撮

る。猿島板東三十三札所巡り三十番で

す。

６～７世紀に造られた有力者一族の墓

で、人物や馬、鶏、珍しい魚などの埴輪

が出土しました。写真は７号墳の看板を

写してきてください。

野田市で有名なゴルフコース、紫カント

リークラブの近くにあります。看板には学

問の神様菅原道真公が祀られてあるとあ

ります。

主道から離れた、少しわかりずらい所に

ポッと出てきます。

室町時代に飯田市郎兵衛が初めて野田

で醤油を醸造したといわれる飯田家の亀

屋蔵（工場）跡にある記念碑です。

古い商店街でがんばってくれているお店

です。十勝産の小豆をで作ったあんこが

美味しい！甘い物好きな方はぜひご賞味

を！

三峰山神社の祠には一対の狼木像が安

置されています。狼がお社の主となって

いるのは珍しい例です。

生産から販売までを行っているバラ農家

です。店先で花束などを購入することもで

きます。

源頼朝に仕えた佐々木盛綱の守り本尊

です。猿島板東三十三札所巡り三十二番

となっています。

70

71

100

110

115

120

三峯山神社

きむらばら園

地蔵院

関宿滑空場

畑の中に突き出たヒューム管

一言主神社

関宿滑空場の格納庫横の看板を撮影。

国内最大級のグライダーの滑空場です。

土手の川側が滑走路になっていて、グラ

イダーの離着陸がよくみられます。

戦争末期に製造されたロケット戦闘機の

燃料タンクのガス抜きのためのもの。当

時はかなり危険だったようです。いまは、

農作物を作ってます。

言行一致の神とされ、一言の願い事でも

疎かにせず叶えてくださるといわれてい

ます。

CP番号＝得点

CPの名前

ボーナスポイント

CPの写真

CPの説明

地図上の番号と一致しています。

この数値が得点になります。

CPに到着したら、この写真と同じアングルで写真を撮ってください。

このマークの付いるCPで、商品

（主に食べ物）を購入した場合、

一ヶ所につき5点をプラスします。

チェックポイント (CP) 一覧の見方
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