
JR内房線を館山方面に向かって走る、209系普通電車（太海～江見間）
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JR内房線 もう一つの楽しみ方！

房総フラワーライン

JR館山駅でレンタカーを借りるなら／●JR駅レンタカー 10470-22-7778）●トヨタレンタリース千葉 /  10470-23-7061）
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　千葉駅を出発、海沿いを走り館山駅を

通過したJR内房線は、進路を東に変え、

安房鴨川駅を目指します。

　今回ご紹介する館山駅から安房鴨川駅

の区間は約33キロ。内陸部を太平洋側に

向かい、再び海沿いを走ってJR内房線

の終点、安房鴨川駅に至ります。

　南房総といわれるこの地域は、千葉県

の中でも最も温暖な地域。車窓からも、

南国を思わせる植物や建物がたくさん

観られます。また東京湾側から太平洋側

へと、海を見る方角が異なるため、昼から

夕方へ変化していく海の表情にも違った

印象があります。

　房総半島最南部のこの
地域は、温暖な環境を
生かした花のスポットや
景勝地・海水浴場・マリン
リゾートなどの海に関する
レジャー施設がたくさん
あります。JR内房線で
レンタカーを借りれば、
一気に南房総の楽しく
美しいスポットが体験で
きます。

房総半島の最南端に立つ灯台
です。ラセン階段で登って行く
と展望台からは太平洋や遠く
伊豆半島までも見渡せます。

千倉市にある海沿いの道の駅
で、物産館には新鮮な海産物
ショップやレストラン、カフェ
などもあります。

南房総ではいたるところで
花が咲き乱れています。
もちろん花を摘めるポイント
もたくさんあります。

南房総ではいたるところで
花が咲き乱れています。
もちろん花を摘めるポイント
もたくさんあります。

南房総国定公園のほぼ中央に
ある常緑広葉樹の森で、林野庁
の「日本森林浴の森100選」に
指定されています。

シンガポール国立植物園の
姉妹園で、熱帯・亜熱帯の植物
を展示しており、1年中南国
気分が味わえる植物園。

房総半島の最西端、
三浦半島と共に浦賀
水道の入口となる洲崎
にある白亜の灯台。

砂浜が美しい海岸で、
ウインドサーフィンの
メッカとしても有名
です。

花と海を見ながら寛
げる「花観の足湯」や
天然温泉を使った
プール（7月中旬～9月
初旬）も人気です。

内房線を安房鴨川方面に向かって走る、113系（横須賀色・湘南色連結）普通電車（江見～太海間）内房線を安房鴨川方面に向かって走る、113系（横須賀色・湘南色連結）普通電車（江見～太海間）
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南房総の花摘みは
5月上旬まで楽しめます。
南房総の花摘みは
5月上旬まで楽しめます。



　館山から安房鴨川へ。この路線は

内陸を通って海に出る区間。

　南国特有の花や樹、そして広々 とした

海という、南房総の豊かな二つの表情

を車窓から眺めることができます。

JR内房線に乗って。

南三原駅を過ぎ
ると、真っ青な海
が眼前に広がり
ます。この南三原
海岸には外洋の
大きい波を求めて
サーファーが集まり
ます。

安房鴨川駅近くの
右側の田園地帯
に辺り一面に広が
る鮮やかな菜の花
畑が見られます。

太海駅を出てしば
らくすると左側の
山には、海の絶景
を見渡せる位置
に沢山の家が建
てられています。

和田浦駅を過ぎると、
たくさんの花畑の風景
が見え、花や苺栽培用の
ビニールハウスも数多く
見ることができます。

太海駅から安房鴨川駅へと向かう左側、
遠くの丘に大きな「JOSAI」の文字。城西
国際大学安房キャンパスです。

江見駅を出発し太海駅に
向かう右側。石段の上に
滝が流れるユニークな
建物。これは鴨川オーシャン
パークの物産館です。

九重駅を出て右側に見える小さな牧場は、須藤
牧場です。馬、羊、豚などが飼われ、いろいろな
体験教室も開かれています。
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ス ペ シ ャル ビ ュー ポ イ ントス ペ シ ャル ビ ュー ポ イ ント 外房黒潮ラインと太平洋！
　江見駅を出て太海駅に向
かう右側の車窓には、広 と々し
た太平洋の風景が開けます。
手前を走るのは「外房黒潮
ライン」。館山市から、一宮町
まで続く道路で、太平洋側で
は、海沿いを走る道路です。
海を眺めながらのドライブに
も最適な道路で、道沿いには
大きなソテツが所々に植えら
れた南国ムードの道路です。
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南房総に江戸時代から伝わる
鯨肉の食べ物で、鯨の肉を秘伝
のたれに漬け込み天日で干し
た、この地域特産の珍味です。
館山駅・安房鴨川駅構内や、
房総の土産物店で販売されて
います。
（製造元：鴨川市（有）石渡製菓）
　　　　

安房鴨川駅構内

JR内房線で発見したお土産＆お手軽グルメ！

NEWDAYS 安房鴨川

千倉駅前

MERMAID（マーメイド）

●くじらのたれ￥1,050（税込）

サザエのスライス、蒸しウニ、
ヒジキなど房総の特産に錦糸卵
が、ご飯が見えないほど敷き詰
められています。その下のご飯
は、ほんのりお醤油の香りが
うれしい炊き込みめしです。
（製造元：南総軒安房鴨川店）

●房総半島うにとさざえめし
　¥900（税込）
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途中下車して「南房総の駅」を楽しもう！

2007年に完成した新駅舎。
晴れた日には、南房総の青空
との組み合わせが見事です。

千倉駅

和田浦駅は、「関東の駅百選」
認定駅です。また、南房総の
駅では珍しく、駅舎が山側を
向いています。

駅舎内の展示室に
は、ミンク鯨のひげ
や鯨に関する資料
が数多く展示され
ています。

古い鉄道車両の資
料なども展示され
ており、鉄道ファン
には見逃せない
場所です。

ホームには菜の花
やポピーが咲き乱
れ、暖かい地域で
あることを実感
させてくれます。

安房鴨川駅は、内房線の終着駅。
地元の特産品を使ったお弁当
や土産物が販売されています。

和田浦駅

安房鴨川駅

太海駅の駅舎は、南房総の空
の色をそのまま映しこんだ
ような屋根が印象的。

太海駅
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　車窓からの風景や道草を思い切り楽しんだら、
今度は本格的に遊べる場所を訪ねてみましょう。
電車を使えばすぐに出かけられ、家族で思い切り
楽しめるポイントをご紹介します。

道の駅 ローズマリー公園 太海フラワーセンター＆仁右衛門島

JR内房線の、家族で出かけられる遊び場情報

 　JR館山駅を出発して和田浦駅を
降りて進行方向左の駅のホーム。
そこにあるのがツチクジラの頭部
骨格です。この駅のすぐ近くにある
和田浦は、全国で4箇所しかない
小型捕鯨基地のひとつ。毎年6月
末～8月末にかけて26頭のツチ
クジラが水揚げされます。この
ツチクジラの全長は約10m。体重
は10tにもなります。

和田で捕獲される鯨は、槌鯨（ツチクジラ）
で、IWC（国際捕鯨委員会）の規制対象外
ですが、日本においては自主規制のもと
捕獲制限を行っており、ここ和田では年間
26頭となっています。現在、国内でクジラ
が水揚げされる捕鯨基地は、北海道の
網走、宮城の鮎川、和歌山の太地、そして
南房総の和田、の計4箇所のみです。

房総半島の最西端にある
灯台の名前は？
１.観音埼灯台

２. 犬吠埼灯台

３.洲埼灯台

※正解は次号紙面で！

※前回のクイズの正解。館山駅で
　売られている、びわが丸ごと
　入ったゼリーの名前は、「３」の
　「まるっとびわゼリー」でした。

和田浦駅ホームの
ツチクジラ頭部骨格！

駅前発見！
探してみよう！
駅前発見！
探してみよう！

調べてみよう！　
内房線クイズ？
調べてみよう！　
内房線クイズ？

2010.4（次回発行／2010年5月24日）写真提供・撮影協力／道の駅ローズマリー公園　太海フラワーセンター　仁右衛門島　（株）オーシャンヴェール館山　館山野鳥の森
　　　　　　　　　 白浜フラワーパーク　潮風王国　須藤牧場　鴨川オーシャンパーク　城西国際大学　南総軒　（有）石渡製菓

公園内には、薄紫色の花を咲かせる
ローズマリーがあたり一面に広がって
いるローズマリーガーデン。（3月12日撮影）
毎年5月上旬～9月下旬頃はサルビア・
フレンチマリーゴールド等が咲きます。
また、のどかな田園風景のなかにある白い
風車がとても印象的です。

　南房総のお出かけの定番といえばここ。四季折々に、房総
ならではの約2000種の美しい花が咲き乱れ、全天候型温室で
は熱帯果実類などの珍しい植物も見ることができます。
　太海浜の目の前には、新日本百景の地としても知られている
「名勝　仁右衛門島」があり、乗船場から渡し船に乗れば、約5分
で行くことができます。

四季折々の花が咲き乱れる園内

温室内には、ブーゲンビリアや
巨大なサボテン等、南国の植物が
たくさん植えられています。

仁右衛門島

シェイクスピア・
カントリー・パーク→

※ノット式ガーデン：英国のエリザベス女王時代に初めて作られたフォーマルな
　庭園の一つのタイプ。大変装飾的な庭園であり、小型でコンパクトな低木や
　芳香植物・ハーブ等が植えられることが多い。

　左右対称の通路や花壇が配されたヨーロッパの伝統的なノット式
のガーデンです。併設された、シェイクスピア・カントリー・パーク
は、劇作家ウィリアム・シェイクスピアゆかりの建物なども再現
された美しい街並みが広がり、まるで中世のイギリスを旅している
ような風情が味わえます。音楽の催しや、花を路上に敷き詰めた
花絵作り、香りの石鹸作り体験など季節ごとに様々なイベントも
用意されています。

※


