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所定の申込書にご記入の上、希望日の2週間前までに千葉市観光協会へ、
メール・FAX・郵送にてお申込みください。お客様のご要望をお聞きした
後、担当ガイド・集合場所・時間などをご連絡します。
※申込書は「千葉市観光ガイド」WEBサイトから
　ダウンロードまたはお問い合せください。

申 込 
方 法

千葉市観光協会内「ちばシティガイド」係
【受付時間】 9:00〜17:00（※土・日曜・年末年始除く）
☎043-242-0007　FAX 043-301-0280

chibacity-guide@chibacity-ta.or.jp
〒260-0026 千葉市中央区中央港2-1 千葉中央コミュニティセンター10階

問合せ
申込先

千葉市観光協会では、観光ボランティア「ちばシティガイド」が千葉市のまちの特色や文化・
景観、地元で人気のおすすめスポットをご案内する“まち歩き観光ガイドツアー”を随時開催。

まち歩き観光ガイドツアー
観光ボランティア「ちばシティガイド」がご案内する

千葉県初の海水浴場として賑わい、千葉市で最も古い商店街が千葉県初の海水浴場として賑わい、千葉市で最も古い商店街が
出迎えてくれる稲毛。かつての漁師町の面影が残る町並み、大出迎えてくれる稲毛。かつての漁師町の面影が残る町並み、大
正・昭和初期の避暑地に建つ重要文化財などいにしえのロマン正・昭和初期の避暑地に建つ重要文化財などいにしえのロマン
へ誘います。現在の海辺は、日本一の人工海浜、いなげの浜はへ誘います。現在の海辺は、日本一の人工海浜、いなげの浜は
白い砂浜へ。南国ムードの漂う中、四季の花が咲く植物園に癒白い砂浜へ。南国ムードの漂う中、四季の花が咲く植物園に癒
されながら、稲毛海岸の歴史も伺える散策コースもあります。されながら、稲毛海岸の歴史も伺える散策コースもあります。

稲毛・海浜エリア

貝塚では日本初の特別貝塚では日本初の特別
史跡である加曽利貝塚史跡である加曽利貝塚
をたっぷりと体験し、知をたっぷりと体験し、知
ることができます。そのることができます。その
加曽利貝塚から発掘され加曽利貝塚から発掘され
た縄文土器、石器、動物た縄文土器、石器、動物
や人の骨などを展示すや人の骨などを展示す
る博物館では、貝塚の断る博物館では、貝塚の断
面や竪穴住居などもわか面や竪穴住居などもわか
りやすくガイドします。そりやすくガイドします。そ
して、周辺を散策しながして、周辺を散策しなが
ら様々な歴史遺産を体験ら様々な歴史遺産を体験
していきます。していきます。

加曽利エリア

千葉の中心市街地には、千葉市の中興の祖「千葉氏」の居城千葉の中心市街地には、千葉市の中興の祖「千葉氏」の居城
があったとされる亥鼻公園をはじめ、各所に千葉氏ゆかりの史があったとされる亥鼻公園をはじめ、各所に千葉氏ゆかりの史
跡、歴史、文化があります。春には川岸に桜が咲きほこり、千葉跡、歴史、文化があります。春には川岸に桜が咲きほこり、千葉
の街に流れる葭川沿いも風情を感じながら散策を。千葉駅からの街に流れる葭川沿いも風情を感じながら散策を。千葉駅から
西側には、世界最古の花 “大賀ハス” の美しさ、明治・大正・昭西側には、世界最古の花 “大賀ハス” の美しさ、明治・大正・昭
和の軌跡、戦後復興への道のりも感じられます。和の軌跡、戦後復興への道のりも感じられます。

千葉・西千葉エリア

千葉港のシンボル「千葉千葉港のシンボル「千葉
ポートタワー」をはじめ、ポートタワー」をはじめ、
旅客船桟橋やシーフー旅客船桟橋やシーフー
ドレストラン等複合施設ドレストラン等複合施設
「ケーズハーバー」、県「ケーズハーバー」、県
立美術館、NHK千葉放立美術館、NHK千葉放
送局、千葉県赤十字会館送局、千葉県赤十字会館
など、千葉市ベイエリアなど、千葉市ベイエリア
の観光スポットを巡るエの観光スポットを巡るエ
リア。樹齢1300年超のリア。樹齢1300年超の
大銀杏がある千葉寺、歴大銀杏がある千葉寺、歴
史とアートがあふれる県史とアートがあふれる県
立青葉の森公園も歴史立青葉の森公園も歴史
探索や自然散策に最適探索や自然散策に最適
です。です。

千葉みなと・蘇我エリア

地名の由来に「源頼朝」や「千葉氏」が現れる幕張。そして稲地名の由来に「源頼朝」や「千葉氏」が現れる幕張。そして稲
毛とともに漁師町として栄え、世界最古の花・大賀ハス発掘の毛とともに漁師町として栄え、世界最古の花・大賀ハス発掘の
地でもある検見川。この地には、鎌倉時代から平成に至るまで地でもある検見川。この地には、鎌倉時代から平成に至るまで
の歴史や史跡がぎっしりと集積され、今に伝えたい昭和レトロの歴史や史跡がぎっしりと集積され、今に伝えたい昭和レトロ
から近未来への時代の変遷も垣間見ることができます。から近未来への時代の変遷も垣間見ることができます。

 幕張・検見川エリア

四季折々、気持ちの良い「おゆみ」の散歩道。そこには、縄文四季折々、気持ちの良い「おゆみ」の散歩道。そこには、縄文
時代の遺跡、点在する古墳、中世の城跡もあります。城下町と時代の遺跡、点在する古墳、中世の城跡もあります。城下町と
して栄えた近世、そして現代へと続く時間の道を私たちガイドして栄えた近世、そして現代へと続く時間の道を私たちガイド
と一緒にたどってみませんか？と一緒にたどってみませんか？

 生実エリア　

県立青葉の森公園や中央博物館などを巡県立青葉の森公園や中央博物館などを巡
り、千葉の歴史と人々の暮らしを知るコーり、千葉の歴史と人々の暮らしを知るコー
ス、好きな着物を着て所作を知り、和を感ス、好きな着物を着て所作を知り、和を感
じるコース、さらに検見川町の神社や昭じるコース、さらに検見川町の神社や昭
和レトロな和レトロな
商店街への商店街への
タイムスリッタイムスリッ
プするようプするよう
なコースもなコースも
あります。あります。

１組５名まで
※１組に２名のガイドでご案内します

申 込 人 数

清 朝 最 後清 朝 最 後
の皇帝「ラの皇帝「ラ
ストエンペストエンペ
ラー」であラー」であ
る 愛 新 覚る 愛 新 覚
羅 溥 儀 の羅 溥 儀 の
実弟、溥傑夫妻の仮寓跡と当時の貴重な実弟、溥傑夫妻の仮寓跡と当時の貴重な
資料展示をはじめ、国の重要文化財・寺・資料展示をはじめ、国の重要文化財・寺・
神社など、日本の伝統的な建造物・風習神社など、日本の伝統的な建造物・風習
をご案内。中心市街地のおすすめスポッをご案内。中心市街地のおすすめスポッ
トをまわるコースも用意しています。トをまわるコースも用意しています。

Visit and Feel the HistoricalVisit and Feel the Historical
Atmosphere!Atmosphere!

千葉市の現代から昔へ千葉市の現代から昔へ
タイムトラベルタイムトラベル

問合せ・申込先 千葉市観光ガイド 検 索

申込みにより随時開催
※年末年始除く

開　催　日

2名以上
※コ−スの一部に階段などが含

まれるため、車イス・ベビーカ
ーでの参加はご遠慮ください。

申 込 人 数

観観光光ガガイイドドササーービビスス訪日外国人向け訪日外国人向けTour Guide Services by Chiba-City Volunteer GuidesTour Guide Services by Chiba-City Volunteer Guides

千葉モノレ千葉モノレ
ールで千葉ールで千葉
城へ。侍が城へ。侍が
活躍した時活躍した時
代に思いを代に思いを
はせた後は千葉神社で「お清め」や「おはせた後は千葉神社で「お清め」や「お
参り」を体験。老舗の人形店や工芸店を参り」を体験。老舗の人形店や工芸店を
巡って、日本の伝統文化や生活を楽しむ巡って、日本の伝統文化や生活を楽しむ
ことができるコースです。ことができるコースです。

Neighborhood WalkNeighborhood Walk
　〜Ｄowntown Chiba〜　〜Ｄowntown Chiba〜
千葉さんぽ千葉さんぽ

懸垂型とし懸垂型とし
て世界一のて世界一の
営業距離を営業距離を
誇る千葉モ誇る千葉モ
ノレールがノレールが
つ なぐ、湾つ なぐ、湾
岸エリアと岸エリアと
千葉中心部。千葉市の歴史が垣間見え千葉中心部。千葉市の歴史が垣間見え
る場所も巡るコースです。る場所も巡るコースです。

Exploring the Past and Present of Chiba city, Exploring the Past and Present of Chiba city, 
Riding the World Record-breaking monorailRiding the World Record-breaking monorail

世界一のモノレールで世界一のモノレールで
巡る千葉市の今と昔巡る千葉市の今と昔

幕張メッセ幕張メッセ
やオフィスやオフィス
ビル群の眺ビル群の眺
望を楽しみ望を楽しみ
ます。日本ます。日本
の 代 表 的の 代 表 的
なスーパーなスーパー
と、各種専門店を巡り、見浜園では庭園と、各種専門店を巡り、見浜園では庭園
散歩と抹茶体験をします。散歩と抹茶体験をします。

Makuhari New CityMakuhari New City
　〜Urban Oasis Tour〜　〜Urban Oasis Tour〜
　幕張新都心　幕張新都心

都会のオアシス　都会のオアシス　英語 英語 英語

英語
中国語

海を埋め立海を埋め立
てた新しいてた新しい
街で日本の街で日本の
日 常 生 活日 常 生 活
を知るコーを知るコー
ス。あなたス。あなた
の国のことの国のこと
もぜひ教えてください。文化の違いを楽もぜひ教えてください。文化の違いを楽
しみましょう。抹茶体験付き！しみましょう。抹茶体験付き！

We have many other toursWe have many other tours
availableavailable

この他のコースもありますこの他のコースもあります
See Makuhari, Feel JapanSee Makuhari, Feel Japan
~A Day in the Life of~A Day in the Life of

Makuhari New City~Makuhari New City~

幕張新都心の暮らし幕張新都心の暮らし 英語


