
お得な
1000円分
クーポン付き！

Shopping

Gourmet

Experience

今、話題の道の駅やウワサのいちご園、
人気の農家レストランなど、

知らなかった「農の魅力」に会いに行こう！

お問い合わせ
柏市GoTo農運営事務局

TEL.04-7162-3315
080-6014-2495

※土日祝は携帯電話へご連絡ください。

（直通）

9:00~17:00受付時間〒277-0011 
千葉県柏市東上町7-18（柏商工会議所内）

詳しくはHPまたは
お問い合わせください!

https://kankou.kashiwa-cci.or.jp/goto-nou/

主催：柏市（経済産業部農政課 04-7167-1143）受託：柏商工会議所 運営：柏市GoTo農運営事務局
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日日

知っていると

農の魅力発見ツ
アーが

10倍楽しくなる!
？

まだまだ
あります！

注意事項 :
　① 本ツアーは市内の農の魅力を発見するモニターツアーです。ツアー終了後のアンケートへの協力を
 　 お願いします。
　② 15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。15歳以上18歳未の方が単独でご参加される場合は、
　　 保護者の同意書の提出が必要となりますので、お申し出ください。
　③ 集合場所までの交通費、自由行動中の飲食代やお土産代などは参加費に含まれておりません。
　④ 参加者に変更がある場合は、事務局担当窓口へメールにてご連絡ください。
　⑤ 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、ツアーを中止する場合があります。
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団体さんも、
個人さんも！

柏のこだわりの農産物!

ちんげん菜
中国の野菜であるちんげん
菜を日本に広めたのは、実は
柏の農家！柏は全国で最初
にちんげん菜の栽培を始め
た場所なんです。

米
お米もたくさん生産されて
います。利根川沿いや手
賀沼周辺は水田が多く、
稲作が盛んです。

柏の農産物の中でも全国有数の生産量を誇るのがこの3つです！

柏幻霜ポーク
柏生まれの豚肉。サシ
が入った良質なお肉で
す。生ハムや生ソー
セージといった加工品
もあります。

カブ

大正時代から豊四季地区
を中心に作られているカブ
の生産量は全国トップ。柏
を代表する野菜です。柏の
カブは、サイズが小さい「小
カブ」という種類です。

ネギ

1年を通して生産されてい
ます。柏の特産は「坊主不
知(ぼうずしらず)ネギ」とい
う種類で、ネギ坊主(ネギ
の花)がほとんど出ないネ
ギです。

ほうれん草

「緑黄色野菜の王様」と呼
ばれる、栄養価の高いほう
れん草。柏は全国でもトッ
プレベルの生産量を誇り
ます。

農家が組合をつくり、力を合わせて栽培している3つの果物です！

イチゴ

柏は千葉県の中でも有数
のイチゴ産地で、「やよい
姫」や「とちおとめ」「章姫」
などの品種が生産されてい
ます。摘み取り園も多く、イ
チゴ狩りも楽しめます。

梨

柏では8月の「幸水」、9月の
「豊水」「新高（にいたか）」
など、色々な種類の梨が楽
しめます。沼南地区を中心
に直売所も多数あります。

ブルーベリー

6月～9月に収穫できるブ
ルーベリー。柏市にいくつ
もの摘み取り園がありま
す。種類がたくさんあるの
で、味比べをしてみてくだ
さい。

柏こだわりの
農産物をご紹介!!
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バスツアー

当日参加される方の過半数が柏市在住、在勤、在学
で構成される15名以上の団体向けツアーです。行
先が決められたツアーではなく、柏の農の魅力がま
とまったツアーリストをもとに、オリジナルのツアー
を組むことができます。町会やサークル、商店会や
企業などのレクリエーションとしてご活用ください! !

野菜の収穫体験やいちご狩り、
直売所グルメに歴史散策など、いつもの仲間と
お得感満載のＧｏＴｏ農をお楽しみください！

AM9:00

集合

ツアー
例

解散
PM14:00

AM9:30
野菜・果物の
収穫体験

AM11:30
農家レストランで
BBQ♪

AM13:00
直売所で
お買い物

柏の三大野菜!

柏の三大フルーツ!

※3月31日までにツアーを実施
   することが条件となります。

申込締切

3/15(水) 



柏の農の魅力をみなさんにご紹介する個人向け(柏市内在住・在勤・在学
の方が対象)のお得なお買い物クーポン付き日帰りバスツアー
です。あなたが知らない「柏の農業」の魅力を存分にお楽しみください!!

ねぎ畑見学

ニジマス
釣り!

地元野菜たっぷりバイキングと
いちご狩り＆陶芸体験

地元野菜たっぷりバイキングと
いちご狩り＆陶芸体験

あけぼの山農業公園で陶芸体験♪じっくりと土に親しんだ
そのあとは千葉県人気No.1のランチバイキングと美味しい

イチゴを心行くまで楽しんで！

陶芸体験♪

8:00～9:00
出発（市内各所※)

じゃがいも種芋植付体験 (30分)@胤の家体験農園 　　     

お買物タイム（30分）＠道の駅しょうなん                         

旬野菜たっぷりランチ（70分）＠野菜レストランSHONAN  

ちんげん菜収獲体験(30分)＠岩立ファーム　　　

ニジマス釣り体験(90分）
＠手賀沼フィッシングセンター  

16:30～17:30
到着（市内各所※）

旬の野菜の収穫やじゃがいも植付体験、ニジマス釣りが楽しめる
アクティブ体験ツアー！釣った魚は囲炉裏焼きで♪

柏産いちごのお土産付き！

旬を食べ尽くすグルメツアー！いちごで始まり♪いちごで締める♪
道の駅しょうなん周辺もたっぷり散策して、食も！自然も！

地元の農を堪能しよう☆

いちご
サンデー♪

千年村と言われる鷲野谷地区をガイド付きで巡ります。
国の文化財「染谷家住宅」、日本で唯一の転用教会堂

「旧手賀教会堂」、また旬のいちごの摘み取りも楽しめます♪

※ツアーバスの乗降車場所は市内3ヶ所からご選択いただけます。
　①柏の葉キャンパス駅前　②柏市役所　③沼南庁舎
※ツアーの所用時間は目安となります。参加人数や交通状況により前後する場合がございます。
※雨天荒天時、農産物の生育状況によりツアー内容の一部に変更がある場合がございます。
※各ツアーの定員は20名です。応募者多数の場合は抽選となります。
※本ツアーは市内の農の魅力を発見するモニターツアーです。
ツアー終了後のアンケートへのご協力をお願いします。

いちご摘み

いちご摘み

環境未来都市「柏の葉キャンパス」で
楽しむ野菜×サスティナブル！

都市農業の未来を心とお腹でご堪能あれ♪

クラフトビール工場見学

あけぼの山農業公園周辺の
歴史・文化・農を巡る小さな旅
あけぼの山農業公園周辺の
歴史・文化・農を巡る小さな旅

8:00～9:00
出発（市内各所※）

あけぼの山農業公園・布施弁天ガイドツアー（60分）

農産物直売所トマトハウス見学(20分) 

JAちば東葛 ねぎ畑見学（30分） 

お買い物タイム(30分)@農産物直売所かしわで

ランチバイキング（70分）@農家レストランさんち家

旧吉田家住宅歴史公園ガイドツアー（60分）

16:00～17:00
到着（市内各所※）

あけぼの山農業公園周辺の自然や景観、歴史や文化に触れる
ガイド付きの小さな旅をのんびりお楽しみください♪ランチは千葉

県人気No.1の農家レストランで旬野菜を召し上がれ♪

ALL柏野菜！話題のサラダカフェ堪能＆
クラフトビール工場見学

ALL柏野菜！話題のサラダカフェ堪能＆
クラフトビール工場見学

8:00～9:00
出発（市内各所※)

柏染谷農場 ライスセンター見学（30分）

お買い物タイム(30分) @農産物直売所かしわで

ランチバイキング（70分）@農家レストランさんち家

陶芸体験（90分）

農産物直売所トマトハウス見学（20分）

いちご摘み取り食べ放題（30分）くらもち観光農園

16:00～17:00
到着（市内各所※）

8:00～9:00 
出発（市内各所※)

春のたねまき体験（30分）@柏たなか農園見学

千葉大学 水耕栽培試験農場見学（60分）

ALL柏野菜のサラダランチ（60分）@Crisp房の駅

クラフトビール工場見学（45分）@RIO BREWING＆CO. 

お買い物タイム(30分) @農産物直売所かしわで

16:00～17:00
到着（市内各所※）

7:30～8:30
出発（市内各所※）

「わしのや千年村ガイドツアー」（100分）  

旬野菜たっぷりランチ（70分）＠野菜レストランSHONAN

お買い物・フリータイム（60分）＠道の駅しょうなん

旧手賀教会堂＜県指定文化財＞見学（30分）　

いちご摘み取り食べ放題 (30分) ＠そのべ農園

16:00～17:00
到着（市内各所※）

（香取神社-染谷家住宅＜国登録有形文化財＞
-わしのや農業交流拠点-医光寺-星神社）

農産物直売所かしわで

サラダランチ！
大人   5,500円  ／  小学生   4,500円
3歳～小学生未満    2,000円
3歳未満                       無料

大人               3,500円
小学生          1,500円
未就学児            無料

A日程A日程 金額
2/25 (土)
3/25 (土)

金額
A日程A日程
B日程B日程 金額

大人       1,500円
小学生    1,500円
未就学児      無料

※昼食代は含まれません。メニューにより
異なります。1,350円～サラダバー付 ※昼食代は含まれません。

  メニューにより異なります。
   1,350円～サラダバー付

※昼食代は
  含まれません。金額

大人        3,500円
小学生    2,500円
未就学児       無料

金額
大人 3,500円  ／  小学生   3,000円
3歳～小学生未満   2,000円
3歳未満　                無料

金額

応募受付期間

A日程   ～2/12(日)迄

布
施
・
花
野
井
・
柏
の
葉
エ
リ
ア

旧吉田家
住宅歴史公園

はじめての釣り堀＆
柏じまんの収獲体験
はじめての釣り堀＆
柏じまんの収獲体験

柏のいちご狩り＆手賀沼一望カフェで
いちごサンデー！農体験も♪

柏のいちご狩り＆手賀沼一望カフェで
いちごサンデー！農体験も♪

手賀沼南丘陵の
歴史・文化・農を巡る小さな旅

手賀沼南丘陵の
歴史・文化・農を巡る小さな旅

日帰り企画
バスツアー

お米のお土産
1kg付♪

トマトの
お土産付!

6月収獲
チケット付！

ちんげん菜の
お土産付！

※陶芸体験は保護者と
ペアで体験。

グルメ体 験

3/3(金)
3/10(金)

3/2 (木)
3/30 (木)

3/18 (土)
３/29 (水)

3/19 (日)
3/26 (日)

2/23 (木・祝)
3/16 (木)

歴 史

ねぎの
お土産付♪

B日程   ～2/28(火)迄

ねぎ畑見学ねぎ畑見学ねぎ畑見学

ランチバイキング（70分）@農家レストランさんち家

B日程B日程 B日程B日程

陶芸体験★

野菜の収穫
手賀教会堂8:30～9:30

出発（市内各所※）

いちご摘み取り食べ放題＋お土産パック付（30分)＠さかきばら農園

菜の花摘み取り体験（30分）＠手賀沼ひまわりクラブ

お買い物タイム（30分）＠道の駅しょうなん

昼食・フリータイム (90分) ＠道の駅しょうなん

トマトハウス見学（20分)＠小林園芸

手賀沼一望カフェでいちごサンデー・
ドリンク付(45分) ＠woodmansvillage

16:30～17:30
到着（市内各所※）

大人      3,000円 
小学生   2,000円
未就学児    無料

※釣り体験は現地払い。1竿1,000円、
 ニジマス100g／180円

A日程A日程
B日程B日程

A日程A日程
B日程B日程手

賀
沼
エ
リ
ア

※ご応募いただく代表者様が対象資格を満たしていれば、グループでのお申し込みOK!

柏の農の魅
の方が対象)
です

日帰り企画日帰り企画
※ご応募いただく代表者様が対象資格を満たしていれば

もち麦の
お土産付！
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