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君津市内ではさまざまなイベントが開催されています。
実際に足を運び参加して楽しみましょう。
君津市内ではさまざまなイベントが開催されています。
実際に足を運び参加して楽しみましょう。

きみつ歳時記きみつ歳時記

イベントカレンダー
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9月 月
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11月

8月

11月
12月

三舟山山頂で桜を愛でながらひと休み♪
当日は、三舟の里案内所・郡ダム広場で
飲食店が出店のほかイベントも開催。
（全長約15㎞・参加費無料）

三舟山＆郡ダム
お花見ウォーク

君津市民
ふれあい祭り

亀山湖上祭・
君津市民花火大会

かつての城下町を山車や神輿が移動す
る勇壮で勢いがある祭り。久留里駅前
広場ではお囃子や太鼓、ダンスなどの
演芸イベントが行われる。

自衛隊音楽隊によるコンサート、日本
製鉄の工場見学、花火大会、約2,500
人が練り踊るいやさか君津踊りなどが
行われる真夏の一大イベント。

湖畔を鮮やかに彩る亀山の夏の風物
詩。やすらぎ館前会場では
ア ト ラ ク シ ョ ン が 楽 し め
る。夜になると花火が夜空
一杯に広がる。（約5000発）

開催場所：君津駅南口

3月
中～下旬

上旬

下旬 3日

上旬 下旬

下旬中旬

上
旬

上
旬

最終日曜
10 月10

中旬 22日前後久留里夏祭り 人見神社「神馬」

きみつ秋花火

開催場所：久留里駅前・
久留里商店街

マップ⑧B-1

開催場所：君津駅南口・
日本製鉄㈱東日本製鉄所
君津地区・亀山ダム湖畔
ほか 君津市内

開催場所：亀山湖畔公園
マップ⑬D-3

小櫃地区
ふるさと祭り

和太鼓演奏、よさこいソーラン、ハワイ
アンフラ、ものまねショーな
どが催され、夜には花火大会
が行われる地元中心に大盛
況のふるさと祭り。
開催場所：小櫃スポーツ広場
マップ⑫A-3

開催場所：君津モーター
　　　　　スクール付近
マップ⑥A-2

マップ⑫B-5

棒術は源頼朝の土着した家来による奉
納が始まりとされ、演者が武具をもっ
て技を披露した後、優雅な雨乞いの舞
である羯鼓舞が奉納される。

三島の棒術と
羯鼓舞

久留里城まつり

きみつ枝豆
収穫祭

開催場所：三島神社
マップ⑬C-3 マップ⑬B-1

伝統文化である剣舞、詩吟や、メインイ
ベントである手作り甲冑を
まとった、武者行列がかつ
ての城下町を練り歩く様子
は圧巻。
開催場所：久留里商店街
　　　　　森林体験交流センター
マップ⑫B-5

1本の荒縄に結わえるだけの枝豆を持ち
帰れるお得なイベント！自然いっぱい
の空気を吸いながら思う存分に枝豆を
収穫してみよう。

君津の夜空に美しく咲く「光と音の響演
を楽しむ」花火大会。間近で見る大迫力
の花火は感動的。ゆっくり鑑賞できる有
料観覧席あり。

開催場所：市宿地先

清和コスモス
フェスティバル

コスモス畑一面の花々が鮮やかなに出
迎えてくれる。会場では押し花絵教室
など草花を使ったイベントが豊富で、
旬の農産物即売は例年大盛況。

開催場所：自然休養村
　　　　　市宿地先
マップ⑬C-3

亀山オータム
フェスティバル

毎年紅葉の時期に様々なイベントを開
催。湖畔周辺や渓谷の鮮やかな紅葉を
楽しみにぜひ参加してみよう。

開催場所：亀山やすらぎ館
　　　　　周辺
マップ⑬D-2

開催場所：人見神社

マップ②C-4

月10

大漁豊作を祈り「神馬」と呼ばれる馬
を伴って石段を登り奉納する祭事。社
殿内を滞りなく回り終えた年は豊作と
言われている。

お  めし

買い物・温泉
　道の駅内にある
きみつふるさと物
産館では、地元農家
の旬のとれたて農
産物や、お酒、加工
品、お土産に工芸
品、衣類染物の販売
の他、喫茶・お食事
処がある。

　JA きみつの農産物直売所。地元農産物、お米、漬けものな
ど加工品、お弁当、地元のお酒、お土産に工芸品などを販売
している。

道の駅ふれあいパーク・きみつ

JAきみつ味楽囲
おびつ店・さだもと店

　随所に名水の湧き出す井戸が点在する君
津市は、その名水を利用した酒造りが盛ん。
市内には県内最大の６か所の酒蔵がある。

酒蔵

▶藤平酒造

どこか行きたい！ときの強い味方

■所 笹字椿 1766-3
☎39-3939
きみつふるさと物産館
■時 【4～9月】午前9時～午後6時
　 【10月～3月】午前9時～午後5時
■休 年末年始（12/31～1/1）

マップ⑬D-3 片倉ダム記念館
■時 午前10時～午後3時
　 （火曜日は正午）
■休 水曜日
　 （祝日の場合は翌日）、
　 年末年始（12/29～1/3）

　チョコレート色の黒湯が特徴の天然温泉で、保湿効果がある
ことから、美肌の湯と呼ばれている。泉質は、神経痛、筋肉痛、関節
痛、冷え性、疲労回復、慢性婦人病に効力があるといわれている。

亀山温泉

亀山温泉ホテル
■所 豊田 65　　 　　　　　　☎39-2121
■時 【日帰り温泉】午前 11 時 30 分～午後 6 時
　 宿泊のチェックイン、チェックアウトの時間は
　 プランごとに異なるため、お問い合わせください。
■休 年末年始（12/31～1/1）　P50 台程度（無料）

マップ⑬D-2

■所 久留里市場 147

☎27-2043
マップ⑫B-5

▶和蔵酒造 貞元蔵

■所 下湯江 240

☎52-0461
マップ⑤E-3

▶須藤本家

■所 青柳 16-10

☎27-2024
マップ⑫B-4

▶吉崎酒造

■所 久留里市場 102

☎27-2013
マップ⑫B-5

▶森酒造店

■所 愛宕 202

☎27-2069
マップ⑫A-5

▶宮崎酒造店

■所 戸崎 1780

☎35-3131
マップ⑪E-3

おびつ店
■所 末吉 238-1
☎35-3144
P67 台程度（無料）

マップ⑫A-2
さだもと店
■所 貞元133-1
☎52-8311
P146 台程度（無料）

マップ⑥C-3

■時 午前9時30分～午後6時
■休 第2水曜日（8月を除く）、年末年始（12/31～1/4）

※詳細は酒造店にお問い合わせください。
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年2月9日

君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B
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雅産業株式会社 御中

石材 エリアマップ8図 E‐1

信頼できる地元の石材店

石匠『雅』では、長年の経験、技術、知識をもとに
お客様にご満足頂けるお墓の新築をご提供させていただきます。
また、改修工事・リフォーム・戒名彫刻・墓石洗浄・霊園紹介等
もぜひご相談ください。
■君津市常代3-4-5
■TEL:0439-54-1483 / 0120-54-4154
■営業時間/9:00～18:00 ■墓所工事・記念碑・門塀・石材一般・設計施工
■寺院霊園・共同墓地整理開発工事＆販売代行
仏事・お墓のこと全てお気軽にご相談ください。

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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①修正がない場合、
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①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。
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商品名：
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年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
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君津市暮らしの便利帳
8FK231H0B
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（株）協立工業 御中

建設業 エリアマップ3図 A‐3

プラント建設業

協立工業
製鉄所や化学プラント、発電所、公共プラント等での建設工事を
行っています。社会に愛される会社を目指して、地域貢献や地元
のイベントに力を入れている会社です。
《正社員募集中》
■君津市坂田408-1
■TEL:0439-54-0067 ■FAX:0439-57-2683
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／土曜、日曜、祝日
■URL:http://www.kyrt.jp/ ■E-mail:info@kyrt.jp
■建設業：千葉県知事（搬-1）第38278号 あり

043－261－7714
君津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済


