
2 3

https:/ /www.c-value. jp/

千葉のことが大好きな人たちが

千葉をもっともっと応援できる場所をつくりました。

そう、ここはいわば『 千葉のファンクラブ』

もっともっともっと。

知ってほしい千葉がたくさんある。

クラウドファンディングという形で

千葉のまだ見ぬ魅力を、さらなる価値を。

あなたの手でもっともっと導いてください。

３・２・１　よーい 、アクション !

千葉にもっとVALUEを。

クラウドファンディングサイト「シーバリュー」始動。

挑戦する人も、挑戦を応 援する人も。

Facebook Instagram Twitter

最新の情報をお届けいたします。
公式SNSはじめました！

ちばぎん商店

2021年12月10日（金） ECコーナーOPEN
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ちば
彩時記 　鹿野山は清澄山、鋸山と並び房総三山に数えられ、古くから

神仏ゆかりの地として知られています。高宕山などの上総丘陵
が幾重にも連なる山並みは「九十九谷」と呼ばれ、鹿野山の
山頂にある九十九谷展望公園からその風景を一望できます。
　特に、秋から冬にかけての夜明け前から日の出直後と日の
入り前には、九十九谷の山並みに浮かび上がる雲海がまるで
墨絵のように眼下に広がります。その景観の素晴らしさから、
1988年には「房総の魅力500選」に、2006年には「ちば眺
望100景」にそれぞれ選定されました。また、東山魁夷の出世
作「残照」は、この眺望を基に描いた作品です。
○問い合わせ先：君津市観光協会　TEL：0439-56-2115
○交通：JR内房線佐貫町駅から日東交通バス神野寺行き終点「神野寺」下車

徒歩15分、館山自動車道君津ICから約25分／駐車場あり

＊写真提供：君津市

九
く じ ゅ う く た に

十九谷展望公園から眺める雲海

君津市

～安心とゆとりのある毎日のために～

がんの「個別化治療」
　がんの治療が進歩し、「個別化治療」という言葉を耳にする機会が増
えてきました。
　2019年には、がんの組織検体を用いて、がんの性質を決める100以上
のがん関連遺伝子を調べることができる「がん遺伝子パネル検査」が保
険承認されました。がんは、遺伝子の異常で起こる病気であるといわ
れているため、個々のがん組織を調べることによって、膵臓がんや乳
がんなどのがんの種類により決まる治療だけでなく、一人ひとりの遺
伝子に対応する治療を受けられるチャンスも広がります。このように、
一人ひとりに適した治療を行うことを「個別化治療」と呼びます。また、
この検査により遺伝性腫瘍の可能性も診断され、ご本人のご家族、次
の世代のがんを未然に防ぐことに役立つこともあります。
　さらに、2021年8月には、組織検体を採取できなくても、採血検体
を用いて 324のがん関連遺伝子を調べられる「FoundationOne® Liquid 
CDx（ファウンデーションワンリキッド）」という検査が承認されました。
このように、遺伝子による個別化治療への可能性が拡大しているのです。

今回のちばぎんからのお便り《健康篇》は、
千葉大学医学部附属病院 腫瘍内科 大野泉先生にご寄稿いただきました。

遺伝子を調べることで
一人ひとりに合った治療を
してもらえるんだね！



本来は食べられるのに廃棄されてしまう食品、「食品ロス」。
もったいないだけでなく、廃棄される際にCO2が発生し、環境にも悪影響を与えます。

食品ロスの削減は、地球に住む私たちにとって避けて通れない課題です。
冷蔵庫や備蓄品などを定期的に見直すなど、
できることから取り組んでみませんか。

食品ロスを見直そう

日本の食品ロスってどのくらい？

　日本の食品廃棄物等（有価物や不可食部分を含む）は
年間2,531万トン。その中で「食品ロス」の量は年間約
600万トンにも及びます。これは東京ドーム約5杯分に
当たります。国民１人当たりの食品ロス量に換算すると、
1日当たり約130g。これは、国民１人当たりが毎日お茶碗
1杯分のご飯を捨てているのと同じ量になります。
　食品ロスは「事業系食品ロス」と「家庭系食品ロス」に
分かれます。事業系食品ロスは、スーパーやコンビニなど
での売れ残りや飲食店での食べ残しなど、事業活動を
伴って発生する食品ロスです。一方、家庭系食品ロスは、
調理時の皮のむき過ぎや消費期限切れなど、各家庭から
発生する食品ロスです。両者の割合はほぼ同じなので、
日々の暮らしを見直すことが、食品ロス削減への大きな
一歩となります。　

ついつい買ったものを詰め込みがちな冷蔵庫。
冷蔵庫のどこに何を置くかを決めて、賞味期限
切れが発生しないようにすることが大切。使っ
たら必ずその場所に戻すようにしましょう。

約600
年間の
食品ロス量

万
トン

事業系

324
万トン

家庭系

276
万トン

出典／農林水産省「食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢（令和 3年 9月時点版）」を加工して作成

冷蔵庫の正しい使い方
整理収納アドバイザーに聞く！

冷蔵庫内を空間で区切り、
置き場所を決める

年間約600万トン
国民1人当たり　1日約130g

東京ドーム
約 5杯分[ ]
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賞味期限が長いもの
（ペットボトル飲料など）
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冷蔵室の最上段は冷えにくいので、
賞味期限が長いものを。ペットボト
ル飲料を何本かストックする際は、
詰め込まずに取り出すごとに新たに
補充すれば、空間に余裕が生まれ、
冷えやすくなります。

よく使うもの、すぐ消費したいもの
（常備菜・残りもの・ジャムなど）

3 賞味期限が短いもの
（肉・魚・ハム・フルーツなど）

7 野菜室

チルド室の保存温度は約0～3℃と冷
蔵室よりも低く、鮮度が長持ちします。

●野菜は育った形で置くと長持ちし
ます。

●ニンジン、キュウリなどの細長い
野菜は容器の中に立てて置きま
しょう。

●かさばる野菜はカットしてチャック
付き収納袋に入れて保存しましょう。

8 冷凍室
肉類、ゆでた野菜など食材を
カテゴリー別に収納袋に入
れ、立てて収納します。引き
出しを開けたときに何が
入っているかをすぐに把握
できるようにするのがポイ
ントです。

取材協力／嶋野美紀子氏
　　　　　整理収納アドバイザー、快適住まいる

代表。千葉市在住。
　　　　　https://kaiteki-smile.com/

購入した食材を、付箋 1枚に 1アイテムずつ記入し、
冷蔵庫の扉に貼る。食材を使ったら、付箋をはがす。
購入したレシートを冷蔵庫の扉に貼り、使った食材
に線を引いて消していく。
食材は、使う分・食べられる量だけ買う。

賞味期限切れを防ぐポイント

冷蔵室

冷蔵室

チルド室

製氷室 新鮮凍結ルーム

野菜室

冷凍室

ド
ア
ポ
ケ
ッ
ト

「もったいない」で未来が変わる！

特集

目線の高さなので、よく取り出すもの
を。和食セット（しょう油、漬物、納豆、
のり等）、洋食セット（ジャム、マーガリ
ン、チーズ等）など、よく使うものはト
レーにまとめて出し入れすると便利。 ドリンク、調味料など

使いやすい配置で置き場所を固定
しましょう。
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廃棄される食品を支え合いの絆に
フードバンクちば～持続可能な取組みを目指して～

　ちばぎんは、生活困窮者の支援やフードロスの問題に取
り組むため、2021 年 10 月 14 日（木）～20日（水）に家
庭で余っている食品をちばぎん職員から募る「ちばぎん
フードドライブ 2021」を実施しました。
　この取組みは、2020 年 9 月に社会福祉法人千葉県社
会福祉協議会およびフードバンクちばと締結した「食品提
供等に関する包括連携協定」に基づく施策で、期間中に集
まった食品 662kgをフードバンクちばに提供しました。
　また、本取組みとは別に、農業法人株式会社フレッシュ
ファームちばが生産した新米 600kgをフードバンクちばに寄贈しました。
　ちばぎんは、今後もＳＤＧｓの達成に向けた地域の社会・環境課題の解決に貢献していきます。

「ちばぎんフードドライブ 2021」を実施しました

備蓄品でカンタンレシピ
災害時に備えるための備蓄品ですが、い
ざというときに賞味期限切れでそのまま廃
棄、ということも。普段の食事に上手に取
り入れて、食品ロスを減らしましょう。

企業の取組み紹介
～山崎製パン株式会社

食品ロスの削減を目指し、企業もさまざ
まな活動を行っています。国内最大の製
パン企業である山崎製パンでは、家庭で
の食品ロス削減につながる取組みを行っ
ています。

①じゃがいもを縦半分に切り、横5mm幅に
切る。水にさらして水気を切る。

②耐熱容器に全ての材料を入れて混ぜ、ふん
わりとラップをし、600Wのレンジでじゃ
がいもが柔らかくなるまで7分加熱する。

バリア性の高い包材への改善や、脱
酸素剤、アルコール蒸散剤などの鮮度
保持剤の利用により、消費（賞味）期
限を延長し、お店や家庭での食品ロ
スの削減に貢献しています。

パンづくりの過程で発生する副産物である食パン
の耳を食品原料として有効利用することで、食品ロス
の削減につなげています。

備蓄品としてよくある「サバ缶」を使った簡単レシ
ピをご紹介します。材料3つで非常時でも作りやすい
レシピです。味がついたサバ缶を使うことで、少ない
調味料でもしっかり味がつきます♪お好みで、おろし
しょうがを入れるのもおすすめです。

サバ缶 [みそ煮 ]・・・・・・・・・・・・・・１缶（190g）
じゃがいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２個（300g）
めんつゆ [3倍濃縮 ]・・・・・・・・・・・・・・大さじ１

作り方

材料（2人分）

ちばぎんも応援しています！

サバじゃが

©DELISH KITCHEN

約15分

レンジで簡単！

サバ缶は缶汁ごと使用しましょう！じゃが
いもが硬い場合は、30秒から様子を見て
追加加熱を行ってください。

Point

●食パンの耳を製菓原料として
活用した「ちょいパクラスク」
シリーズ

●焼き菓子 10日→45日
  5日→10日●ロールケーキ

（5枚入）

包材などの改善による
消費（賞味）期限の延長

食パンの耳も
無駄なく有効利用

こちらからレシピ動画
をご覧いただけます。

【お問い合わせ】フードバンクちば
 〒260-0835 千葉市中央区川崎町60　TEL. 043-301-4025

　フードバンクちばでは、企業や団体、個人
から寄贈された食品を、必要としている人に
無償で提供する活動を2012年5月から行って
います。いただいた食品は、4人の専任スタッ
フと約20人のボランティアが賞味期限や種類
ごとに分類し、福祉施設や子ども食堂などに
お配りするほか、地域の社会福祉協議会など
の支援機関を通じて、生活に困っている方々
にお届けしています。
　近年、フードバンクの取組みが認知され、少しずつ食品の寄贈が増えてきていま
す。特にコロナ禍で昨年、一昨年はかつてないほどの食品の提供をいただきました。
支援機関からの食品配送の依頼も増えているので、寄贈が増えていることを非常にあ
りがたく思っています。一方で、運営するスタッフの人手や、運営する資金の不足が
今後の課題です。
　そうした中、昨年の7月から国の助成金を活用し、在庫管理や他のフードバンクと
のプラットフォームづくりのためのシステム構築をスタートしました。スタッフの負担
を減らし、横のつながりを広げることで、フードバンクの活動を持続的に行っていき
たいと思っています。今後も地域の皆さんからのご協力をお待ちしています。

限られたスタッフで膨大な量の寄付品を仕分け

消費（賞味）期限 改善前 改善後
食品を提供している米本頭取（左）

フードバンクちばにインタビューしました！�������
���������
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地域医療を守るために

7 8

C-VALUE トップ画面

アクセスは
こちらから

新しい千葉のブランドを生み出すプロジェクト

第12回助成金交付先

「C-VALUE」がスタート！

公益信託「ちばぎんハートフル福祉基金」における助成金を交付

地域の福祉事業を助成金で支援しています
さらに便利に、ますます身近に、ちばぎんネットワーク

都賀支店が新築移転オープン！

　ちばぎんのグ ループ 子会社であるちばぎん
商店は、千葉を代表する商品・サービスを生み
出していくプロジェクト「C-VALUE（シーバリュー）」 
を立ち上げ、昨年10月14日（木）には、プロジェクト 
の軸となる購入型クラウドファンディングサイトを
オープンしました。本サイトでは、千葉発の新しい
商品やサービスを販売し、お客さまは「サイト内で
の購入」という形で事業者を応援し、事業者はその
応援資金を基に、千葉の新しいブランドの確立に
向け取り組んでいきます。
　ちばぎん商店は、販路開拓やマーケティング支
援を通じてお客さまや地域社会の持続的な発展
に貢献していきます。ぜひアクセスしてください！

　公益信託「ちばぎんハートフル福祉基金」は、人と人が支えあう社会の実現に向けて、地域の福祉事
業を資金面から支援するものです。2021年度は下記14団体に総額800万円の助成金を交付しました。
今回の助成を含め、これまでの助成金交付実績は147件8,400万円となりました。

　ちばぎんが昨年2月に千葉大学医学部附属病院へ 
1千万円を寄付して購入を支援したエクモカーの寄贈
式が、11月1日（月）に同病院にて行われました。今後、
ECMO（人工心肺装置）を必要とする重症患者の搬送や
災害発生などの緊急時に救急車両として用いられます。
ちばぎんは、今後も新型コロナウイルス感染症の最前
線で対応に当たられている医療機関や医療従事者の皆
さまを全力で応援し、県内の医療体制の充実に向けた
取組みを支援していきます。

　昨年11月 22日（月）、都賀支店が新築移転オープン
しました。新店舗はプライバシーに配慮した個室型相談
ブースや全自動貸金庫、セミナールームなどの設備を導入
し、より便利に安心してご利用いただけます。皆さまの
ご来店をお待ちしております。

所 在 地／千葉市若葉区都賀三丁目14番7号　TEL.043-232-2551
主な設備／ATM8台、全自動貸金庫230個、個室型相談ブース3か所、

リモート相談ブース、セミナールーム

ちばぎんインフォメーション＆トピックス

DJ帆足由美のヤッホー通信
　番組には、私自身が千葉県内の各所を取材に回る『由美の駅』というコーナーがあります。と
きには現地で発見したお店をアポなし取材することも。「実はbayfmの者なのですが…」おずお
ず申し上げると、時折こんな返事が。「いつも聴いています！帆足さんの番
組とか」ひゃあ～、もう、飛び上がりたい気持ち！「それ、私ですっ！」その
後はすっかり話が弾み、それは楽しい取材の時間となるのです。日曜の午後
にお喋りをするようになって、昨年10月で丸31年。「継続は力なり」だと、
しみじみ思います。あなたの町にも伺うことがあるかもしれません。その時
には、どうぞよろしくお願いいたします！そして、あなたの地元のおすすめ
スポットもよかったら教えてくださいね！
bayfm（ベイエフエム78.0MHz）日曜午後2時から午後4時の「BAYSIDE FREEWAY（ベイサイドフリーウエイ）・
CHIBAGIN TOP OF MARIVE」（ちばぎんグループ提供）は、帆足由美さんのDJでオンエア中！

事業者の皆さんと

寄贈式に臨む千葉大学医学部附属病院の横手病院長
（中央）と当行の佐久間会長（左から2番目）

団体名 助成目的
医療法人社団一歩会 虹の教室 遊具購入費用 
特定非営利活動法人こだま 送迎用車両購入費用 
特定非営利活動法人子どもセンター帆希 エアコン・ガス乾燥機工事費、キッチン備品購入費用 
特定非営利活動法人自立支援ネット我孫子 通所施設環境整備費用 
特定非営利活動法人たすけあいサポートアイアイ 昇降機リース代、修理費用 
千葉市JSL児童・生徒支援の会 役員・コーディネーター活動費用 
特定非営利活動法人千葉県障害者就労事業振興センター POSシステム購入費用 
社会福祉法人千葉県身体障害者福祉協会 ホームページ制作費用 
千葉みらい響の杜学園とともに育つ会 園庭環境整備費用 
社会福祉法人長生会 通路ノンスリップ工事費用 
日本語を母語としない親と子どものための進路ガイダンス実行委員会 通訳・交通費、会場費用 
フードバンクちば 車両購入・整備費用 
特定非営利活動法人やちまた放課後クラブぶらんこ 畳入れ替え費用 
ワーカーズコープちば 保管場所家賃、クリーニング費用 

ちばぎんアプリ LINE Facebook

ちばぎん
アプリ＆SNSはコチラ

役立つ情報を配信中！

ちばぎんが購入を支援したエクモカーが
千葉大学医学部附属病院に導入されました



2021年9月期 決算のご報告

詳しくはディスクロージャー誌、
または、ちばぎんのホームページをご覧ください。

お客さまや地域社会の
ベストパートナーをめざして

このコーナーでは、2021年11月に発表しました
「2021年9月期決算」の概要についてご説明します。
ちばぎんの経営状況についてご理解いただくとともに、
より一層親しみを深めていただければ幸いです。

ちばぎんはこれからもお客さまとの信頼
関係を大切にし、質の高いサービスの
提供につとめてまいります。ぜひ、お近く
のちばぎんへお気軽にご相談ください。

●連結経常利益は、前年同期比68億円増加
の454億円、親会社株主に帰属する中間
純利益は、前年同期比48億円増加の318
億円となりました。

●貸出金のうち、中小企業向け貸出は、前
期末比1,488億円増加、住宅ローンは
516億円増加しました。

●金融再生法開示債権残高は、1,139億円と
なりました。不良債権比率は、0.98％と
引き続き低い水準を維持しています。

●総自己資本比率は、連結で12.60％、単
体で11.94％となりました。

●預金は、個人預金の増加などにより、前期
末比343億円増加し14兆1,388億円となり
ました。貸出金は、お客さまのニーズに積
極的にお応えしたことにより、前期末比
3,147億円増加の11兆5,211億円となりま
した。
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鋸南町と富津市にまたがる鋸山は、江戸時代中頃から昭和60年まで房州石（ぼうしゅう
いし）が切り出され、日本の近代化を支えるとともに、約1300年前に開かれた日本寺に
よって、長い間地域の人々の信仰を集めてきました。
昨年7月に「日本遺産※候補地域」に認定され、地域の魅力を発信する新たな一歩を
踏み出しています。

歴史と自然が彩る
天空の絶景を探訪

スリル満点の景色が楽しめる「地獄のぞき」

採石場の跡地に作られた高さ 30m の百尺観音

❶ねこ車の轍が今
も残る車力道❷鋸
山資料館は房州石
が使われた石蔵で、
国登録有形文化財
❸最大垂直面 96m
の石切り場跡。壮
大な景 観から「ラ
ピュタの壁」と呼
ばれています

ちばカルチャー・トリップ

鋸南町

Key Person Interview

産業とアートの融合

鋸山の魅力を後世に伝えたい

登山スポットとしても人気

鋸山

　鋸山が日本遺産候補地域として認定されたのは2021年です
が、それは10年以上前から行われている活動が礎となっています。
　2007年5月に地域活性化のために金谷ストーンコミュニティと
いう団体を立ち上げ、鋸山の石切り場遺構の調査研究を始めまし
た。明治・大正時代、鋸山の房州石は日本の近代化を支える重要
な建材でしたが、この歴史は地域でも忘れられていました。しか
し、調査を重ねるうちに歴史的な重要性が明らかになり、房州石
が重要な歴史的文化資源であると地域の人々にも理解されるよう
になったのです。今では住民や関係者、さらに、2019年の台風
をきっかけに多くのボランティアの協力も得て、整備や清掃など
の保全活動に取り組んでいます。この長年にわたる地道な活動が、
認定の一助になったと思っています。
　石を切り出した垂直な壁の造形美には、当時の職人気質が詰
まっています。これは芸術にもつながる要素で、私たちは「自然
の博物館」と呼んでいます。3 年後の日本遺産認定を目指して継
続的に活動し、多くの方に鋸山の魅力を知ってほしいですね。

　標高は329.5mあり、稜線を境に、北は
富津市、南は鋸南町となっています。房州
石を切り出したことで山肌や稜線がギザギ
ザのノコギリのように見えることから、「鋸
山」の名が付きました。石を麓（ふもと）まで
運んだのは車力（しゃりき）と呼ばれる女性
たちで、1本80kgもある石3本を「ねこ車」
と呼ばれる荷車に載せて運びました。当時
運搬に使われた道は登山道として現在も使
われており、四季を通じて多くの登山客が
訪れます。2020年3月に開館した、房州
石の歴史を展示する鋸山資料館（一般300
円、中高生150円、小学生以下無料）にも
ぜひ足を運んでみてください。

交ＪＲ内房線浜金谷駅より徒歩8分／駐車場あり

鈴木 裕士氏（すずき ひろし）

鋸山最後の石材店に生まれ、
長年にわたり鋸山の魅力発信
に力を注ぐ。鋸山美術館理事
長、ザ・フィッシュを運営する富
洋観光開発（株）代表取締役。

ザ・フィッシュ
金谷の観光拠点として人気の
ショッピング・グルメの複合
観光施設。

鋸南町

地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産」
として文化庁が認定するもの。※日本遺産とは
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奈良時代から残る関東最古の勅願所

鋸山 日本寺

季節の花々が魅力の憩いの場

佐久間ダム湖親水公園

鋸南町に残る頼朝伝説

鎌倉幕府はじまりの場所・房総

　聖武天皇が行基に建立させた日本寺は約 1300 年
の歴史を有し、衆生の病苦を救うとされる薬師瑠璃
光如来（やくしるりこうにょらい）がご本尊。かつ
て源頼朝が参拝したという言い伝えが残っています。
鋸山の雄大な自然の中に境内があるので、季節の花
を楽しみながら参拝してみてはいかがでしょうか。

　治承4年（1180年）、打倒平氏を掲げて挙兵した源
頼朝は石橋山の戦いで敗北。真鶴岬から小舟で房総
半島へ逃れました。その後、たどり着いた先が安房
国猟島（現在の鋸南町竜島）といわれています。竜島
の村人から手厚い歓迎を受けた頼朝は、房総の有力
豪族を次々と味方につけて勢力を拡大。房総で過ご
した日々が、その後の平氏打倒の礎（いしずえ）とな
りました。
　鋸南町は頼朝が再起を懸けた場所です。そのた
め、周辺にはさまざまな頼朝伝説が残っており、「竜
島七姓」もその一つ。頼朝は、もてなしてくれた地元
民への恩返しとして「菊間、柴本、中山、久保田、鰭
崎（ひれざき）、生貝（いけがい）、松山」という姓を与
え、今もこれらの姓が残っているといわれています。

　2014年に廃校となった小学校が道の駅と
して生まれ変わり、2015年12月にオープン。
体育館を利用した特産品を販売する品数豊富
な直売所では、地元の採れたて野菜が買える
ほか、黒板や机などが置かれた教室では、給
食メニューを食べたり、宿泊したりできます。

　モニュメント広場やロックガーデン、キャンプ場（5
～11月のみ開設）などの施設が整備されている佐久間
ダム湖親水公園。大人から子どもまで、一年を通して
楽しめる公園となっています。園内の展望広場はダム
湖と山々、季節の花々が一望できるフォトスポットです。

❶磨崖仏（まがいぶ
つ）として日本最大の
大きさを誇る「薬師
瑠璃光如来」❷一
体一体がさまざまな
表情を見せる「千五百
羅漢像」❸さまざま
な願いが込められた
かわいらしい「お願
い地蔵尊」

花ごよみ
●12月中旬〜１月下旬  水仙
● 2月中旬〜3月上旬  頼朝桜
● 3月中旬〜4月上旬  桜（ソメイヨシノなど）

※開花状況により異なります。

頼朝が再起を図った折に日本寺で武
運を祈願し、手植えしたと伝えられる 

「頼朝蘇轍（そてつ）」。樹齢800年以上

❶ダム湖周辺では 12月〜 1月下
旬に水仙が見頃を迎えます❷2
月上旬には頼朝桜と水仙が同
時に楽しめます

鋸南町
イメージキャラクター

「よりともくん」

❶小学校の広大な敷地で「買う」「食べる」「泊まる」
「知る」など、さまざまな体験ができます❷小学校の
面影が残る廊下❸体育館を利用した直売所❹里山
食堂で味わえる給食メニューは完売必至！❺ランドセ
ルのパッケージがかわいい保田小どらやき（各4個入
り450円／税込）

☎0470-55-8115 　 住 安房郡鋸南町大
崩39　交富津館山道鋸南富山ICから約
5.4km／駐車場あり

☎0470-29-5530 　住 安房郡鋸南町保田724　開 9:00〜17:00　休 年中無休（店舗
ごとに営業時間・定休日が異なる）　交ＪＲ内房線保田駅より徒歩16分／駐車場あり

☎0470-55-1103 　住 安房郡鋸南町鋸山　
開 8:00〜17:00（2021/9/13より当面の間
9:00〜16:00）　料 大人700円／小人（4
〜12歳）400円　交ＪＲ内房線保田駅より
車で約5分／駐車場あり

Close Up!

千葉県指定史跡「源頼朝上陸地」
（安房郡鋸南町竜島 165-1）1
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誰もが懐かしい “あの頃” を思い出す

保田小学校都市交流施設・
道の駅
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印西 California Style Kitchen
カリフォルニア スタイル キッチン

印西牧の原駅

California
Style Kitchen

ちばぎん
印西牧の原支店

牧の原公園

京成成田空港線

北総線
464

464

至
成
田

至
東
松
戸

カリフォルニアの本格ハンバーガーを
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3

4

　黄色いサーフボードがアクセントのカジュアル
な店内に、ゆったりと配置されたテーブル。平日は
食事と会話をのんびり楽しむお客さまで賑わって
います。一番のおすすめは、カリフォルニアに18
年住んでいたオーナーが作る「カリフォルニアハン
バーガー」。同店専用の粗挽き肉を使ったパティは
肉厚でボリューム満点。契約農家などから仕入れた
野菜がたっぷりと添えられ、ガッツリなのにヘル
シーなのもうれしいポイントです。その他に、タコ
スやサルサチキンなどのプレート料理も人気。テイ
クアウトもできるので、暖かい日には目の前の公園
でピクニック気分を楽しんでみませんか。
印西市牧の原1-1-3 ウエイトワンビル102号
TEL.0476-37-7407
○営業時間：ランチ11時～14時30分（LO.14時15分）、   

夜17時30分～21時30分（LO.21時）
○定休日：水曜日、月・火曜日の夜
○交通：北総線・印西牧の原駅から徒歩2分／駐車場あり
★TSUBASAちばぎんVisaデビットカードで

タッチ決済ができるお店です。

香取市山之辺1461-3
TEL.0478-52-4133
○営業時間：9時～18時　○定休日：なし
○交通：JR成田線・佐原駅から車で約5分／駐車場あり
★TSUBASAちばぎんVisaデビットカードで

タッチ決済ができるお店です。

写真1.カリフォルニアハンバーガー（1,485
円）　2.メキシコ人直伝の本場の味が楽し
める、メキシカングリルタコス（1,353円）　
※1、2ともスープ、サラダ、ポテト付き。ラン
チ時はコーヒーとルイボスティーのお替わ
り自由　3.ハワイアンアクセサリーの販売
も　4.開放感あふれる明るい店内　※価
格は全て税込

ショップ・ストリート
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ちばぎん
佐原支店

ファミリーマート菓子工房
マドレーヌ

佐原駅
JR成
田線

至
銚
子

至
成
田

香取 菓子工房マドレーヌ
変わらない老舗の味わいを大切な人と
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　菓子工房マドレーヌは、1978年に佐原にオー
プンした洋菓子店。本店は、茨城県の潮来で
100年以上続く和菓子店です。佐原で40年以上
の長きにわたって愛されています。看板商品は
創業から変わらない味わいのマドレーヌ。コロ
ンとしたかわいらしい形に、しっとりとした口
当たりで、上質な卵とバターをたっぷり使った
品の良い甘さとコクが口の中に広がります。ま
た、季節の食材を使ったケーキや焼き菓子、和
菓子、パンなど、商品はバラエティー豊かで選
ぶのに迷うほど。有名シェフが作る料理を楽し
める、ゆったりしたイートインスペースもあり
ます。

写真1.マドレーヌ（1個150円）。冠婚葬祭
のお菓子としても人気（左・慶事用、右・仏事
用）　2.定番のどら焼きや種類豊富な焼き
菓子はお土産にもぴったり　3.昔懐かしい
ナポリタン（1,050円/イートインスペース
にて提供）　4.2018年にリニューアルした
スタイリッシュなお店。2月中旬まではライト
アップも　※価格は全て税込

ご紹介している情報が変わることもありますので、最新情報につきましてはお店にご確認ください。 ご紹介している情報が変わることもありますので、最新情報につきましてはお店にご確認ください。




