いつでも どこでも

ちばぎんを
持ち歩こう！
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ちばぎんアプリのご登録でわからないことがございましたら、
ぜひ、イノベーションラウンジにお越しください。
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ちばぎんの新しいカタチを
体感してください。

ちばぎん
イノベーションラウンジ

ちばぎんアプリの
ダウンロードはこちら
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千葉市中央区富士見2-1-1
営業時間
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マインズ千葉1階

10:00〜17:00（毎日） ※5/3〜5/5、12/31〜1/3は休業いたします。
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時期：通年

時期：4〜5月

1

〜 安心とゆとりのある毎日のために 〜

コロナ対応３年目でお伝えしたいこと
2022年春、千葉大学医学部附属病院では新入職員200名が感染対策研

2

修で自らが使用する医療用ガウンやマスク、手袋などの着脱に際し、
「ウ

時期：11〜3月

イルスの侵入を防ぐ着方は？」
「外側を触らずに脱ぐには？」といった重
要かつ実践的な知識を学びました。医療者はまず、自分自身を感染から守
れなければ、患者さんを守ることもできません。後日の新聞で、この研修
の受講者の 1 人が、研修での私の話を「肝に銘じる」とした上で、
「患者

3

4

写真1.群れで生息するスナメリの中には体長1mにも満たない赤ちゃんの姿も 2.高い跳躍で見る人
を魅了するカマイルカ 3.ダイナミックなザトウクジラの大ジャンプ 4.トイレ・冷暖房完備のウオッチ
ング船「フリッパー」
。名勝・屏風ケ浦を背景にのんびりクルージングを楽しめます
＊写真提供：
（1、
3、
4）有限会社銚子海洋研究所
（2）一般社団法人銚子市観光協会

語っていたことを知り、頼もしく思いました。
これからは with コロナです。若年層でワクチン接種が進まないようです
が、当院職員を対象に調査し、
「３回目接種後の抗体量が２回目の 10倍以
上に上昇」
「２回目から３回目までの８か月間で抗体量が３分の１に減少」
という結果から、ワクチンの有効性、必要性を確認しました。副反応は確

銚子市

ちば
彩時記

を第一に考えられる医師になり、生まれ育った千葉県に恩返ししたい」と

イルカと出会う感動体験
親潮と黒潮がぶつかり、豊かな漁場が広がる銚子沖では、
出産や子育てのためイルカやクジラが回遊してきます。そのた
め、陸から1〜30kmの沿岸や沖合い海域で、ほぼ1年を通じて
野生のイルカやクジラに出会えるほか、マンボウやオットセイな
どさまざまな生き物を見ることができます。6～10月には、陸地
近くに生息し、まるい頭とつぶらな瞳が愛らしいスナメリに出会
える確率が高くなります。1時間～1時間30分のお手軽なウオッ
チングコースで、3歳以上のお子さんから乗船できます。雄大な
銚子の海と大自然の営みに触れ、イルカたちと出会う感動をこの
夏の思い出にしてみませんか。
※運行時間や料金など、詳細は同社公式ホームページをご覧ください。
https://choshi-iruka-watching.co.jp/

かにありますが、数日でおさまります。一方、感染後の後遺症に長く悩ま
される場合があります。また、感染者が増えれば、他の病気やけがの手
術の延期、救急患者の制限などが必要になります。医療のひっ迫を防ぐた
めにも、一人ひとりの「経験値と科学に基づく実践」を願うばかりです。
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 感染制御部部長 猪狩英俊先生にご寄稿いただきました。

ワクチン接種後の抗体量の変動（中央値） ※対象 : 千葉大学医学部附属病院の職員
２回目接種後
1,774名
３回目接種前
1,443名
３回目接種後
1,372名

2,060 U/mL

592 U/mL

８か月間で抗体量が
３分の１に減少

２回目の
10倍以上に上昇
22,471 U/mL

○問い合わせ先：有限会社銚子海洋研究所 TEL：0479-24-8870
○交通：JR総武本線銚子駅から千葉交通バス 名洗・千葉科学大学線 千葉科
学大学本部前行き「千葉科学大学マリーナ前」下車徒歩約2分／銚子連絡道
路・横芝光ICから約1時間／駐車場あり
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特 集

梨の味わいチャート

あなた好みの梨はどれ

定番の幸水、豊水のほかにも、千葉県内では種類豊富な梨が栽培されています。
梨チャートで自分好みの梨を見つけよう！
甘い

！
う
も
し
楽
を
覚
地域の味

千葉は梨の一大産地！

秋麗
かおり

新高

幸水

なつひかり

あきづき 秋満月

シャリシャリ

なめらか

酸味・すっきり

二十世紀
千葉 2万500t

7月4日は「梨の日」。実は、千葉県は梨の栽培
面積、収穫量、産出額ともに、日本一を誇りま
す。特に、市川市、船橋市、白井市、松戸市、
鎌ケ谷市の梨は特許庁から地域ブランドとして
認定されています。夏から秋にかけて旬を迎える
梨の魅力をご紹介します。

梨栽培のはじまり

（11％）

日本なしの
都道府県別
収穫量

珍しい品種をピックアップ！

令和 3 年産
栃木
その他
日本なしの収穫量 1万5,900t
10万5,300t 18万4,700t
（9％）
（57％）
長野
1万2,000t
（6％）
福島
1万1,900t
（6％）
令和3年産農林水産省作況調査より
（令和4年2月15日公表）

千葉県の梨栽培は、江戸時代の1769年、現在の市川市八幡地
区で、農家出身の川上善六氏が取り組んだのが最初といわれてい
ます。市川にどんな作物の栽培が適しているか探していた善六氏
は、美濃国大垣（現在の岐阜県大垣市）で品質の良い梨栽培を見
てその技術を学び、梨の枝を持ち帰って八幡地方に広めました。
同地で収穫された梨は江戸で高級品としてもてはやされたため産
地は急速に拡大し、江戸時代末期には関東で最大の梨産地になっ
たと考えられています。

皮はザラザラと
していて甘みが
強い

青梨

果皮はツルツル
していてさっぱ
りとした甘さ

豊水

※チャートは目安です。
栽培地や収穫時期などにより異なります。

提供：千葉県
茨城
1万9,100t
（10％）

赤梨

1 秋満月
あき み つ き

新品種！

甘い
なめらか

千葉県が12年の歳月をかけて開発し
た新品種で、昨年秋にデビューしたばか
り。1個700gと新高より大きく、果肉が
柔らかくなめらかな食感。甘くて果汁が
多く、日持ちするのが特徴。

提供：千葉県

収穫時期

9月中下旬～10月上旬

直売所で見つけてみよう
開発者より
ひとこと
県農林総合研究センター
果樹研究室 押田 正義さん

「秋満月」という名前は、収穫の秋に
満月のように大きく実った梨に、農家
と消費者の喜びと感謝の気持ちを込め
て付けられました。味や大きさ、病気
への強さ、収穫時期などさまざまな品
種を組み合わせ、800種類もの梨を育
てて何度も確認しました。味は実際に
食べて確かめるので、一日中梨ばかり
食べておなかが痛くなったこともあり
ましたが、満足のいくおいしい梨がで
きました。少しずつ生産者が増えてい
ますので、ぜひ直売所で探してみてく
ださい。皆さんの声を聞きながら、こ
れからもおいしい梨を届けるために頑
張ります。

千葉県ホームページより
「江戸名所図絵」
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2 秋麗

しゅうれい

甘い

なめらか

幸水と豊水の間の短い期間に収穫され

3 かおり

甘い

シャリシャリ

る希少品種。緑がかった表皮に褐色のま

を超えるという大きさが特徴。特徴的な

みが特徴。歯ざわりは柔らかく、甘い香
りと豊かな果汁が口いっぱいに広がる。

さが増す。収穫適期が短く日持ちする期
間も短いので、主に直売所で販売。

だら模様という見た目に反し、濃厚な甘

美容と健康の強い味方！

緑がかった表皮と、大きいものは1kg

梨に多く含まれる糖質のソルビトールは、

香りで甘みが強く、果実が大きいほど甘

吸水・整腸作用があるといわれています。ま
た、シャリシャリとした特有の食感をもたら
せきさいぼう

す石細胞が腸のぜん動運動を刺激し、便通を
改善する効果があります。一方、体内の毒素
を排出したり疲れを取ってくれたりするアス
パラギン酸も含まれているので、夏の疲労回
復にぴったりです。

提供：松戸市観光梨園組合連合会

収穫時期

8月中旬〜8月下旬

提供：千葉県

収穫時期

9月上旬〜9月中旬

おいしい梨の見分け方
か

ひ

果 皮に張りがあり、硬くずっしりと重い

梨はそのまま食べる以外に、スイーツやド

ものが新鮮で、上から見たとき果形が丸く

リンク、おかずなど、いろいろな料理にアレ

大玉のものが甘いといわれます。特に、梨の

4 あきづき

甘い

なめらか

5 なつひかり

甘い

なめらか

（新高×豊水）×幸水という、人気の高

1995年に千葉県が開発した品種。幸

い3品種を掛け合わせた、親たちの良い

水・豊水よりも糖度が高く、多汁で歯切

ところを受け継いだ逸品。果肉は柔らか

れが良い。丸いきれいな形が特徴。さっ

く果汁もたっぷりで、糖度が高く酸味が

ぱりとした独特な甘みが人気で、ほぼ千

少ないのが特徴。

葉県でしか生産されていない。

梨の食べ方いろいろ

下の部分に甘みがつまっているので、お尻が
ふっくらしているものを。果皮のザラザラ感
は熟すにつれて減り、ツルツルになっていき
ます。梨は日持ちの良いものではないため、
購入したらすぐに冷蔵庫に入れ、早めに食べ
きるようにしましょう。

ンジできます。定番は、砂糖水やワインで
じっくり煮込むヨーロッパの伝統料理、コン
ポート。また、梨には肉を柔らかくする効果
があるので、すりお
ろしを焼肉のタレに
加えたり、すりおろ
しに肉を漬けて焼い
たりするとよりおい
しくいただけます。

Column

梨のコンポート

二十世紀梨は千葉県生まれだった！
鳥取県が代表的な産地として知られる「二十世紀梨」。
その発祥の地は、実は千葉県松戸市です。1888年（明
治21年）、市内在住の松戸覚之助少年が梨の苗木を偶
提供：千葉県

収穫時期

9月上旬～9月下旬

提供：千葉県

収穫時期

8月中旬〜8月下旬

梨の原木の一部

然発見し、その苗木を移植して育てたところ、1898年
（明治31年）に実が成りました。この梨は二十世紀を代
表する品種になってほしいという期待を込めて、1904
年（明治37年）に「二十世紀梨」と命名されました。

直売所へ梨を買いにいこう！
朝採れのみずみずしい梨を手に入れるなら、やっぱり直売所が一番！直売所と梨狩り
ができる施設は 千葉県公式観光物産サイト「まるごとe!ちば」をチェック！
https://maruchiba.jp/miryoku/shun/nashi.html

二十世紀梨誕生の地である二十世紀公園（二十世紀が
丘梨元町）には記念碑があり、梨の原木の一部が松戸市
立博物館に展示されています。

二十世紀梨誕生の地の記念碑

※梨狩りの実施状況は事前にご確認ください。
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ちばぎんインフォメーション＆トピックス
地域貢献

金融教育

お金についての体験型教育イベント

有害鳥獣による農業被害防止とジビエ肉活用を支援するちばぎんの取組みが

地方創生に資する金融機関等の「特徴的な取組事例」に選定！
ちばぎんが支援する
「有害鳥獣駆除代行×ジビエ食肉流通」
事業化支援プロジェクトが、内閣官房デ

ジタル田園都市国家構想実現会議事務局の
「令和3年度
取組事例』※」
に選定されました。

地方創生に資する金融機関等の『特徴的な

※金融機関などの地方創生に向けた取組みのうち、
先駆性のある事例を表彰する制度

この取組みは、イノシシなどの有害鳥獣の駆除代行とジビエ肉の流通を同時に実現させた、地元
企業による地方創生プロジェクトの事業化を支援するものです。工場建設のための融資やシステム
構築のほか、ちばぎんグループの地域商社・ちばぎん商店によるジビエ肉の販路拡大など、多角的
に事業化をサポートしていることが高く評価されました。

ダイバ ー

販売

駆除作業、
手続代行など

ジビエ料理
（提供先：茂原「竹りん」など）

さま限定で、自分が使っていたおもちゃや本を売ったり、自

ジビエペットフード

シ ティ

分のお金でものを買ったりしながら、
「お金のリテラシー」
「リ
マーケットです。ちばぎんは「お金の大切さ」や「銀行の役割」

10007

「ちばぎんアプリ」のバーコード支払機
能は、8,630 の企業、1,377 の地方公
共団体からの請求書や納付書に対応し
ています※。

方には、
「ちばぎんアプリ」のバーコード支払いがおス

働き方改革による組織風土の変革を通じ、継続就業や女性の管理職比率などす

このマークが目印！

※PayBホームページより、2022年5月20日現在

を支払うためだけにコンビニに行くのは面倒」
。そんな

銀行業として全国で初めて取得しました。女性の職域拡大やキャリア意識の啓発、

ちばぎんアプリの
ダウンロードはこちら（無料）

スメです。かんたん 3 ステップで、安心・簡単・便利

べての認定基準を満たしたことが評価されました。

にどこからでも好きなときにお支払いができます。一

※女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国・地方公共団体・民間事業主
（一般事
業主）
の各主体における女性の活躍推進に関する責務などを定めた法律

度体験したら、その手軽さにきっと手放せなくなるはず！

App Store

Google Play

DJ 帆 足由 美の ヤッホー通 信

サ ービ ス

リモートで金融コンサルティングサービスを提供

「株式会社オンアド」が営業開始！

オンライン上でのアドバイスに特化した新しい金融コンサルティングサービスを提供する「株式会社オン

アド」が、4 月から営業を開始しました。オンアドは、ちばぎんが TSUBASA アライアンスで連携する第四
北越銀行と中国銀行、
および野村ホールディングス（株）と設立した合弁会社です。資産形成・
運用、資産承継（相続・贈与）
、保険、ローンなどのお金に関するさまざまなお悩みについて、
銀行 ・ 証券の最前線で活躍していたアドバイザーが、中立的な立場でお客さまをサポートし
ます。平日のお仕事の後や土日に、ご自宅からご家族と一緒にご利用いただけます。

ちばぎんアプリ活用術

両替ブース▶︎

このコーナーでは、ちばぎんが提供する最高のアプリ
「ちばぎんアプリ」のお役立ち情報をご紹介します。

「通販の支払いをつい後回しにしてしまう」
「公共料金

ちばぎんは女性活躍推進法※に基づく認定マーク「プラチナえるぼし認定」を、

▲レクチャーの様子

ユース意識」
「コミュニケーション能力」を楽しく学ぶフリー

数字で見るちばぎんアプリ

全国の銀行初！
「プラチナえるぼし認定」を取得

オンアド
ホームページ

オンアドホームページ／https://www.onad.co.jp/
営業時間／平日10：00～21：00（20：00最終面談受付）、土日9：00〜19：00（18：00最終面談受付） ※祝日休
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SDGs」に協力しました。このイベントは、小学生以下のお子

しっトク！ なっトク！

紹介

地元事業者

個体回収

支援

地元企業

自治体

捕獲従事者

協力

ちばぎんは GW 期間中、
イオンモール
（株）
とNPO 法人キッ

ズフリマが県内のイオンモールで開催した「キッズフリマ for

についてレクチャーを行い、両替ブースを設置しました。

当行グループ
連携

「キッズフリマ for SDGs」

「カレーリーフ」をご存じですか？南インド料理には欠かせないハーブです。
その南インド料理に数年前からハマっている夫が、ある日ネットで苗を取り寄
せてのたまうには、「これ育ててよ」。自宅で南インド料理を作りたいから、
ガーデニング好きの妻に育てさせようという魂胆なのです。自分でやれば？と
思ったものの、たまにはマニアックな植物を育ててみるのも面白い。やっと見
つけた栽培方法とにらめっこしながら大切に大切に育てたところ、2年で樹高が
90cmほどに！日本の冬の寒さは苦手なはずなのに！私の愛をしっかり受け止め
てくれているのね、カレーリーフちゃん、とニヤついている次第ですが、肝心の
夫、近ごろ南インド料理は外食が主流に…。お～い！
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！
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今、ちばぎんは
中小企業向け貸出・住宅ローンの状況

2022年3月期 決算のご報告

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、2022年5月に発表しました
「2022年3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。
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●貸 出 金 の う ち 、 中 小 企 業 向 け 貸 出 は 、
前期末比2,469億円増加、住宅ローン
は982億円増加しました。

116,913

（%）
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1,183
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11.44

2021年3月末

2022年3月末

単体総自己資本比率

●総自己資本比率は、連結で12.11％、単
体で11.44％となりました。

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

1,132

1,000

100,000

2020年3月末

連結総自己資本比率

住宅ローン残高

（億円）

112,064
110,000

12.09

12.11

4.0

金融再生法開示債権及びリスク管理債権の推移
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20,000

預金・貸出金の状況
（億円）

12.12
11.57

38,343

37,361

36,323

中小企業向け貸出残高

損益の状況

54,263

30,000

0

（億円）

自己資本比率の状況

（億円）

2.0

のちばぎんへお気軽にご相談ください。

200

500

0

2020年3月期

連結経常利益

2021年3月期

2022年3月期

親会社株主に帰属する当期純利益

●連 結 経 常 利 益 は 、 前 期 比 7 0 億 円 増 加 の
788億円、親会社株主に帰属する当期純
利益は、前期比48億円増加の544億円と
なりました。
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0

2020年3月末

2021年3月末

預金残高

2022年3月末

貸出金残高

●預 金 は 、 個 人 預 金 の 増 加 な ど に よ り 、
前期末比6,831億円増加し14兆7,876
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4,848億円増加の11兆
6,913億円となりました。

0

1.0

1.10

1.02

0.96

2020年3月末

2021年3月末

2022年3月末

金融再生法開示債権及びリスク管理債権残高

0

不良債権比率

● 金融再生法開示債権及びリスク管理債権
残高は、1,132億円となりました。不良債
権比率は、0.96％と引き続き低い水準を
維持しています。
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。
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豊かな自然の中で心と体を解放！

ちばカルチャー・トリップ
泉自然公園で 8 月上旬から見ごろを迎える
キツネノカミソリ

貴重な生き物や縄文の遺物と触れ合う
オフィスビルや県庁など、民間企業や行政機関が集まる千葉市。
中心街を少し離れると、緑豊かな自然を生かした公園や

レジャー施設、縄文の歴史を伝える文化財などが点在しています。

11

5

6

ト
立ち寄りスポッ

泉自然公園

都会の中の自然スポット

喧騒を離れてのんびりと過ごしてみませんか。

4

❶深緑の森を鮮やかに彩るいずみ橋。眺望が良く、春の新緑と秋の紅葉は絶景❷野鳥や魚類、カエルなど
が生息する池のほとりをのんびり散策 ❸「空飛ぶ宝石」と呼ばれるカワセミ ❹ 7 月中旬から下旬が見ごろの
ヤマユリ❺❻園内の森林をそのまま活用したフォレストアドベンチャー・千葉。木々の間をすり抜けながら滑
空する「ジップスライド」は爽快感抜群！

千葉ウシノヒロバの牧草地が広がるキャンプサイト。車で乗り
入れできるので便利

千葉市若葉区

3

千葉市

千葉市の中心部から東南東約11kmにある、約
44haの自然豊かな都市公園。北総台地が作り出
す起伏に富んだ地形を生かした園内では、四季を
通じてさまざまな自然の風景が楽しめます。特に
野鳥と野草の宝庫で、美しい体色のカワセミや、
キツネノカミソリの群生を見ることができます。
園 内 に はアスレチック「フォレストアドベン
チャー・千葉」があり、子どもから大人まで大自
然の中で思う存分遊ぶことができます。
☎043-306-0101
（千葉市若葉公園緑地事務所） 住 千葉市若
葉区野呂町108 開 8:30〜17:00
（季節により異なる） 料 無料
交 千葉東金道路高田ICから約1km／駐車場あり
（有料）
【フォレストアドベンチャー・千葉】
☎090-5535-1230 開 9:00〜15:00（季節により異なる）
休 不定休、
年末年始 料 コースにより異なる
（要予約）

菓司庵 いずみ野
泉自然公園から車で2分の距離
にある老舗和菓子店。良質な材料
を使用し、丁寧に作るお菓子が人
気。中でも本葛を使用した本葛も
ち（1,000円／税込）は、なめらか
でぷるぷるの食感。きな粉と黒蜜
が上品な味わいを引き立てます。
☎043-228-2345 住 千葉市若葉区野呂
町1793-333 開 9：30～18：00 休 無休
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悠久の歴史ロマンがあふれる

特別史跡 加曽利貝塚

4

直径約140mでドーナツの形をした縄文時代中期の北
貝塚と、長径約190mで馬のひづめの形をした縄文時代後
期の南貝塚が隣接する、日本最大級の貝塚。2017年10月
に貝塚として初めて国の特別史跡に指定されました。一帯
は加曽利貝塚縄文遺跡公園として整備され、地域の人々の
憩いの場となっています。園内には、加曽利貝塚で発見さ
れた遺物（土器・石器・人骨ほか）を展示する博物館、復
元された住居、貝層断面が見られる野外観覧施設などがあ
り、縄文時代のイメージを膨らませることができます。

Column

❶ 発見場所の真上に復元された
竪穴住居。内部見学も可❷空か
ら見た加曽利貝塚❸貝層断面観
覧施設では貝の厚い堆積を間近
に見ることができ、その迫力は圧
巻です❹加曽利貝塚 PR 大使「か
そりーぬ」

☎043-231-0129（ 千葉市立加曽利
貝塚博物館） 住 千葉市若葉区桜
木8-33-1 開 9:00～17:00（博
物館） 休 月曜
（祝日の場合は翌日）
、
年末年始
（博物館） 料 無料 交 京
葉道路貝塚ICから約7分／駐車場
あり
（無料）

爽やかな夏の味覚を堪能

ドラゴンファーム

園内で採れたイチゴやブルーベリー
で作ったジャムはお土産にぴったり

若葉区の森の中にある観光農園で、6月上旬から8月末
までブルーベリー狩りが楽しめます。制限時間は60分間
とゆったり。完全事前予約制なので混雑や時間を気にせ
☎043-235-3788 住 千葉市 若葉
ず収穫でき、摘みたてのおいしさをのんびり味わえます。 区小倉町1458-3 開 9:00〜16:00
（受付時間） 料 問い合わせ 交
摘み取ったブルーベリーは量り売りで持ち帰りOK。バリ
京葉道路貝塚ICから車で約10分／
駐車場あり
（無料）
アフリー対応。

牛たちとのんびり時間を共有

千葉ウシノヒロバ

特別史跡に指定！加曽利貝塚の４つの価値

①日本最大級の貝塚
全国にある縄文時代の貝塚が最も密集しているのが千葉市(約120か所）
です。中でも加曽利貝塚は日本最大級の貝塚といえます。
②2000年間、繰り返しムラがつくられ続けた特別な場所
約5000〜3000年前までの間、人々がこの地を選び続けた特別な場所で
あり、東京湾岸の貝塚の中でも極めて多くの情報がいまだに眠っている
国指定史跡（左）と特別史跡
大切な遺跡です。
（右）指定の碑
③縄文時代から続く景観を体感できる
史跡公園内の樹木を推定復元し、周辺の地形、川や森などとともに縄文
人が利用した自然環境をイメージできるよう整備を行っています。
④考古学研究の発展に寄与
明治時代から多くの人類学者・考古学者が発掘に訪れ、日本考古学の発
展の舞台となりました。「加曽利Ｅ式」「加曽利Ｂ式」という土器は、こ
の遺跡の研究成果から名付けられました。
ガイドボランティアが、加曽利
加曽利貝塚はまだ全体の8％しか調査されていません。今後どのような 貝塚の貴重さをわかりやすく解
説してくれます
新しい発見があるのか、大きな期待が寄せられています。
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園内には 20 品種近く、およそ 2,000 本のブルーベリーの木が植えられています

1

2

3

❶食材や機材が用意されているので、手ぶらでバーベキュー
を楽しむことができます❷子牛がのんびり草を食む様子を
眺めながら散策できます❸旧牛舎を利用した広場「大屋根
や っ ほ ー
ガーデン YAHHO」では、毎週土曜日に地元野菜を販売す
るマルシェを開催

千葉市乳牛育成牧場の跡地に
2021年4月にグランドオープンし
た、牛が暮らすキャンプ場。広い空
の下、牧草地でのデイキャンプや
バーベキューが楽しめるほか、農業
体験やワークショップなどのイベン
トも。定額プラン2,970円／月（税
込）でキャンプし放題！
☎043-235-8376 住 千葉市若葉区富田町
983-1 開 9:00〜16:00 休 月・火・水曜、
2月、臨時休業 料〈入場料〉
大人550円・子
ども
（3歳〜小学生）330円（千葉市在住者は
割引あり） 交 千葉東金道路高田ICから車で
約10分／駐車場あり
（有料）
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ショップ・ストリート
マッサ

Boulangerie MASSA

銀座

地域愛あふれる店主が作る種類豊富なこだわりパン

ば

さ

い

馬菜 銀座本店

銀座で最高級の熊本県産馬肉を味わい尽くす

2

3

生まれ育った地にお店を開きたいと、店長が約

赤身、ヒレ、タテガミ、フタエゴ、霜降り…。

馬肉専門店「馬菜」では、熊本の提携牧場から

直送したさまざまな部位の馬肉を、馬刺しや焼
馬、桜鍋、馬肉握りなどのいろいろな食べ方で

4

10年の修行を経て2017年にオープン。三角屋

写真2.住宅メーカー出身の店長
が設計した、こだわりの詰まった
お店 3.ベビーカーもそのまま
入れる広々とした店内 4.一枚
板のケヤキのテーブルと丸太の
椅子が並ぶテラス

根がかわいい店舗に一歩入ると、開放感たっぷ
りの吹き抜けに大きな梁。ナチュラルな雰囲気

の店内に、バゲットなどの堅いパンから惣菜系、

菓子パンまで70種類以上の商品がずらりと並び

ます。国産小麦と天然酵母を使用し、さまざまな

席では、パンと会話をのんびり楽しむお客さまも

京
成
臼
井
駅

296

多いとのこと。夏にはお好みのパンにアイスを挟

至船橋

17

う低カロリー。高たんぱくで、鉄分やカルシウ

ムなどのミネラルも豊富に含んだ、美容と健康
にとても良い食材です。一定期間熟成させるこ
とで脂が乗り、柔らかく肉のうま味がギュッと

詰まった馬刺しは、口の中で脂がとろけ絶品。

4

写真1.美しい盛り付けがSNS映えバッチリ
の9段盛（各2切れ、7,150円） 2.馬肉の
最高ランクの部位を使った大トロ重
（1,980
円 ）。甘 口 の 馬 肉 専 用たれと濃 厚な黄 身
がベストマッチ。ランチタイム、数量限定
3.レンガ調の落ち着いた店内は、大切な人
（中
との食事にぴったり 4.店長の高田さん
央）
とスタッフの皆さん ※価格は全て税込

リッチなひと時を味わってみませんか。
佐倉市立臼井中

ちばぎん
うすい支店

んでくれるうれしいサービスも（有料）
。あなた

★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。

至成田

は、いつ訪れても新しい味に出会えます。テラス

佐倉市染井野3-39-7 TEL.043-497-6114
○営業時間：8 :0 0～1 7 : 0 0 ○定休日：水 曜 日
○交通：京 成 臼 井 駅から車で約 5 分 ／ 駐 車 場 あり

味わえます。馬肉は牛肉や豚肉の半分以下とい

地下にある隠れ家的な空間で、馬肉を堪能する

ジャンルの料理からヒントを得ているというパン

ならどのパンに挟みますか？

3

1

ファミリー
マート

Boulangerie MASSA
七井戸公園

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。

馬菜

Apple

東京都中央区銀座3-9-4 草野ビルディング B1F
TEL.03-6264-1234
○営業時間：ランチ11:00～15:00（LO.14:30）、
ディナー
17:00～22:30
（LO.22:00、土日は14:30〜）
○定休日：なし
○交通：地下鉄・東銀座駅から徒歩約2分、地下鉄・銀座
駅から徒歩約4分／駐車場なし
★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。

銀座店

松屋銀座

銀座三越

銀座本店

松
屋
通
り

昭和通り

GINZA
PLACE

東
銀
座

1

写真1.左手前から反時計周りにカスクルートパストラミジャンボ
ン
（367円）
、スパイシーソフトサラミのクロワッサンサンド
（302
円）
、
ハニーマスタードチキンとクルミのサンド
（324円）
、パン・オ・
ショコラ
（194円）
、
バゲット
（259円） ※価格は全て税込

2

銀
座

佐倉

ブーランジェリー

歌舞伎座

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。
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