MAP P24Ｆ2

千葉一族が崇敬した神社

久留里城の一角にある寺。久留里城主の武 治安元年（1021）に創建された神社。北辰
田一族の勝真勝が開基したと伝わる。境内 と同一である天御中主命が御祭神で妙見宮
には最後の藩主の黒田直養の墓がある。
ともいわれる。源頼朝が石橋山の戦いに負
K久留里市場875 kJR久留里駅から徒歩10分 けて、
この神社（当時細田妙見寺）
で3日間戦
GJi拝観自由 p10台
勝祈願をした後、本願成就したと伝わる。
すぐろ

まさ

かつ

なお なか

K 浦 田 1 5 kＪＲ久 留 里 駅 から徒 歩 2 0 分
GJi拝観自由 p20台

カエルの像がそこかしこにある、通称「カエル寺」

●えんにょじ

t080-4186-8401 MAP P24F2

古の時を伝える五輪塔

円如寺
t0439-27-2100

MAP P24F2

t0439-52-2511（久留里城まつり実行委員会）

房総の秘境！

久留里線に乗ろう！

K久留里市場138 kJR久留里駅から徒歩3分
分～20時 i月曜（祝日の場合は翌日） p4台

J11時30

久留里城址資料館の展示室内。刀剣や甲
冑、火縄銃などが展示されている

戦国時代に里見氏が拠点にし、江戸時代には土屋氏・黒
田氏などの徳川の譜代大名が入って明治維新まで続い
た房総の名城。現在、本丸跡には天守閣が建てられ、二の
丸跡の久留里城址資料館では、城や郷土の歴史に関す
る資料を紹介している。
K久留里字内山 kJR久留里駅から徒歩35分 G入館無料
J9時～16時30分 i月曜（祝日の場合は翌日） p130台

観光、土産、グルメなど久留里のことならおまか
せの施設。淡水魚のホンモロコ、甲冑などが展示
されている。久留里線博物館も併設され、久留里
線ほか全国のJRの資料や看板などの展示は興
味深い。無料の観光ガイド「くるりボランティアガ
イド」の申込みもできる（2週間前までに要予約）。

●あまき

MAP P24F2

t0439-27-2878

水に惚れ、惚れたそば粉で、そばを打つ

駅の近くにあり、店は小ぢんまりしているが、清潔感の
ある雰囲気。せいろは上品な盛り付けで緑がかったそば
は濃いめのツユとよく合う。遠方からのファンも多い。
K久留里市場151 kJR久留里駅から徒歩4分
分～15時 i木曜 p7台

J11時30

MAP P24F2

t0439-27-1636

茶園にこだわった15種類の紅茶
（ポット660円～）
のおいしさで知られる。
紅茶にぴったりのケーキは
常時5～6種類。
紅茶にスコーンが2個付くクリーム
ティー960円も人気だ。
11時30分～14時のラン
チタイムには、
ドリンクやサラダなどが付くセットも。
K久留里市場845 kＪ
ＪＲ久留里駅から徒歩10分
J11～18時 i日曜 p10台

●よしざきしゅぞうかぶしきがいしゃ

吉崎酒造株式会社
MAP P24F2

t0439-27-2013

久留里の名水仕込みの酒

平成の名水百選に選ばれた久留里は、古くから
酒造りが盛んな町である。なかでもここ吉崎酒
造は千葉県最古であり、試飲（現在は休止）にも
対応している。散策の際は立ち寄ってみたい。

K久留里市場102 kJR久留里駅から徒歩5分 どこからお酒を入れたかわからない「ふしぎな竹
酒」4925円（中央、要予約）
など
J9～18時 i日曜、
祝日
（土曜は不定休） p3台

バターたっぷりのスポンジ生地にラズベリージャムをはさんだ
ビクトリアサンドイッチケーキは1カット490円
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明治中期、
ここ上総で開発発展された日本を代表する掘り
抜き式井戸のこと。
2～3人で動力を使わずに150～600ｍ
程度の掘削をして自噴
する井戸を掘る。

K久留里市場195-4 kＪＲ久留里駅から徒歩
（祝日の場合は翌日）
センター内のカフェ
「くるりのえきまえ」
では、
シフォン 2分 J9～17時 i月曜
p50台（共有駐車場）
ケーキやソフトクリームが味わえる

ふじ み

上総掘りとは？ 先人からの贈り物
久留里の名水
現代にも水の大切さが伝わる
上総掘りの展示物
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久留里観光交流センター
t0439-27-2875 MAP P24F2

安万支

二の丸から望む、
かつての城下

●てぃー るーむ えりー

●くるりかんこうこうりゅうせんたー

5分

久留里線と菜の花のコラボ
レーション

9

北海道沼田産のそば粉を使い久留里の名水で打ったそば。そば
の味がしっかり出ていてとても香ばしい。藤美の名称の由来は、
店の外にある大きな藤棚が、毎年見事な花を咲かせることから。

久留里駅

t050-2016-1600 MAP P24E1～F3
大正元年（1912）、県営鉄道として木更津
～久留里間で開業。その後延長され、現在
のJR久留里線となり木更津～上総亀山間
（全長32.2㎞）を運行している。2012年
に開業100年を迎え、ローカル鉄道のファ
ンにとっては憧れの路線。住宅街や農地、緑
豊かな山あい 、小 櫃
川沿いの急流や荒々
しい崖など、車窓をの
んびりと楽しみたい。

t0439-27-3478（久留里城址資料館） MAP P24F2

名水だから、そばの香りが立つ！

GOAL

手作り甲冑の武者行列は圧巻そのもの

MAP P24F2

名水手打ち蕎麦
「藤美」「安万支」

MAP P24F2

K久留里森林体験交流センターから久留里駅
前広場までの間 k駅前広場と久留里森林体
験交流センター間はシャトルバスが運行 J
毎年10月下旬 p350台（無料）

久留里城

藤美

ぶらり、
駅から
久留里

ゆったり散策
散策
４時間コース

戦国時代からの歴史を残し、城下町として栄えた
久留里には、町のあちらこちらに自噴の井戸が点
在。そんな歴史と文化の香る町並みを、水にまつわ
るアイテムを探しながら散策してみよう！

毎年10月には手作り甲冑をまとった勇まし
い武者行列が城から町なかまで練り歩く。

ちば眺望100景の
久留里城
●くるりじょう

派手な味ではないが蕎麦
好きにはたまらない

久留里城まつり

G無料

ふもとの駐車場に隣接する君津市森林体験交流
センター
（→P13）
では食事や木工作業が楽しめる

自然の恵みに、
ホッとひと息つける高
澤家の井戸
MAP P24F2

t0439-27-2194

蕎 麦 本 来の味 としっかり
としたしこしこ感

kＪＲ久留里駅から徒歩9分

？

野菜天せいろ990円など

碑が伝える君津とのゆかり

六代将軍・徳川家宣の政治的顧問を務め活躍した新井白石は、青年期に、久留
里藩主・土屋利直の元に、ここ久留里で父正済（まさなり）とともに仕えた。白石
を偲ぶものとして、住んでいたとされる居宅脇には静かに石碑だけが立つ。

白石は江戸時代中期の儒学者、政治家

新井白石居宅跡
t0439-27-2875（久留里観光交流センター） MAP P24F2

コラム

G

秋彼岸には境内の萩の花が
満開となる

昔の栄華を偲ぶ瓦の建物

K小市部127 kＪＲ久留里駅から徒歩15分
無料 J9～17時 i不定休 p50台

●あらいはくせききょたくあと

K久留里498安住公会堂敷地内
i不定休 p2台

久留里の名水とは

●ふじみ

徳川秀忠の近習を務めた久留里城主・土屋 四季の草花が迎える花の寺
忠直が開基した曹洞宗の寺。裏の墓地には 応永2年（1395）に開創。真言宗智山派に属し、江戸時代
千葉県最大とされ、君津市指定文化財ともな には久留里城主・黒田公の祈願所とされた。境内には桜、
っている土屋家五輪塔が立つ。
アジサイ、大賀ハス、萩など、四季折々の花々が咲き揃う。
K小市部93 kＪＲ久留里駅から徒歩15分
GJi拝観自由 p10台

久留里の名水は、古くは明
治中期から生活と深く関わ
ってきた。50万年前の地層
から湧き出る土壌菌を含ん
だ生きた水で、千葉県で唯
一「平成の名水百選」
として
環境省から認定を受けた。

雨城庵の井戸は自噴量が多く、
軟らかな水 MAP P24F2

名水で打つ蕎麦

●えんかくじ

円覚寺

名水と城の町

久留里城を支えた寺

t0439-27-3187

歩こ う ！
久留里 を
をを

MAP P24Ｆ2

t0439-27-2072

久 留 里 観 光 交 流 セン タ ー
前 に あ る 井 戸 で 、毎 分
6 0 0ℓを自 噴 する、通 称
「 水 汲み広 場 」。地 元の人や
観光客に親しまれている

久留里の名水あれこれ

●くるりじんじゃ

久留里神社

鮮やかな朱塗りの鳥居が
立つ

久留里を歩こう！

名水と城の町

●しんしょうじ

眞勝寺
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