4月

4 月・5 月

やがて
故郷に
変わる街

国史跡下総小金中野牧跡を
テーマとしたイベントです。
4月・5月の土曜日開催。
（貝柄山公園他）

７月〜９月
梨狩り・ぶどう狩り・
桃もぎとり・ブルーベリー摘み取り
Pick your own pears, grapes,
peaches and blueberries
鎌ケ谷の高級梨・ぶどう・桃・ブルー
ベリーをお手ごろなお値段で堪能
できます。ご家族連れやお友達同士
での行楽に大変喜ばれています。

鎌ケ谷市
マスコットキャラクター
「かまたん」

７月〜 8 月

ＮＩＣＯ ‒ kama fes

かまがや
スカイビュー

≪子育て応援・ＰＲフェスタ≫

Children & Parents Festival
親子で楽しめるブース、きらりホー
ルイベント、移動児童館、ブックス
タートの紹介など、すべての子育て
に関わる方を対象に毎年１回行い
ます。
（きらり鎌ケ谷市民会館 他）

鎌ケ谷市民まつり
10 月

鎌ケ谷市民まつり

10 月

Kamagaya Citizens Festival
市民参加の各種イベントや子ど
も達が楽しめる催しがたくさん
あります。
（鎌ケ谷市役所他）

12 月

鎌ケ谷駅・新鎌ケ谷駅
Christmas Illumination in front
of Kamagaya Station・ ShinKamagaya Station
美しい光で彩られロマンチック
な雰囲気にあふれます。

鎌ケ谷生まれのモノやワザが大
集結！事業所の製品・商品の展示・
即売のほか、農業まつりも同時開
催されます。
（福太郎アリーナ）

ファイターズ
鎌ケ谷スタジアム

1月
29分
大勢の市民が参加。沿道では参
加者の家族達や市民がランナー
へ盛んに声援を送ります。
（福太
郎アリーナ・福太郎スタジアム）

千葉県

32分

姉 妹 都 市 で あるニュージー ランドの
ワカタネとは、平成９年１１月１６日に
姉妹都市協定が締結されて以来、訪問
や文 化 交 流 などを通じて市 民 同 士 の
活発な交流活動がおこなわれています。

12分

63分

新鎌ケ谷駅は成田スカイアクセスの「アクセス特急」が停車。

●アクセス特急利用で「成田空港」まで29分、
「羽田空港」まで63分、
「日本橋」まで32分

32
※掲載内容は平成２9年3月現在のものです。内容は予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。

29

63

鎌ケ谷市

Half-Day Walking Tour

Let s visit our parks. (41 min.)

Fighters Kamagaya Stadium

ファイターズ鎌ケ谷スタジアム

The Kamagaya Stadium is a baseball training facility for the
Hokkaido Nippon-Ham Fighters Minor League team. Along
with Minor League baseball games, the Stadium hosts
various fun events that include a Fun Run “Kamagaya Run
Festa” held every autumn in collaboration with Kamagaya
City. The running course starts and finishes at the Stadium.The players and Cubby the Bear, the team mascot, serve
as community building energizers.

東武アーバンパークライン
︵東武野田線︶

ファイターズ鎌ケ谷スタジアム（通称“鎌スタ”）は、
プロ野球・
北海道日本ハムファイターズのファーム球場として、
選手の育成・
練習、イースタン・リーグ公式戦のほか、鎌スタ☆祭など、
ファン
と選手、マスコット「Ｃ☆Ｂ
（愛称：カビー）」による交流イベントが
開催され、
鎌ケ谷市の元気の源となっています。
なお、
市との共催事業として、
ファイターズ鎌ケ谷スタジアムを
発着点に、市内を走るランニングイベント
「鎌ケ谷ランフェスタ」
を毎年、
秋に開催しています。
鎌スタ マスコット「Ｃ☆Ｂ
（愛称：カビー）」
（鎌ケ谷市親善大使）

広い芝生とユニークな滑り台が特長です。キッズの
歓声が響きます。

鎌ケ谷ランフェスタ

かまがやスカイビュー

シャトル バスは鎌ケ谷 駅 発（ 毎 試 合日）にて運 行 。
西船橋駅及び船橋法典駅から路線バス
（京成バス）
あり。
駐車場
（試合日のみ有料）
は３００台収容可。
ファーム情報 http://www.fighters.co.jp/farm/

Kamagaya Skyview
（鎌ケ谷市役所屋上） (Kamagaya City Hall rooftop deck)

市 役 所 屋 上から鎌ケ谷 市 内を一 望できます。
天気や季節により富士山や東京スカイツリーを
見ることができます。

市役所屋上の開放時間 午前8時30分から午後5時まで
（11月〜3月は、午後5時45分まで延長）※土日祝日、年末年始除く

鎌ケ谷市役所屋上
（かまがやスカイビュー）

ぐん ば

小金中野牧は江戸幕府が軍馬を確保するため、約４００年前に徳川家康により設置された
牧場のひとつです。馬は放し飼いであったため「野馬」と呼ばれ、野馬を捕獲選別する施設
である「捕込」や柵代わりの｢野馬土手｣
が良好に残っています。特に捕込は小
金牧の中で唯一現存するもので、牧跡
の指定は全国初のことです。
の

とっこめ

の

ま

ど

ま

て

市役所駐車場 毎週土曜日 午前７時から
(１１月〜４月は午前８時から)
ＪＡとうかつ中央 鎌ケ谷支店☎047-４４３−４０１０

There used to be military horse pastures in this area under the Tokugawa regime.
Earth embankments and a trapping corner to drive horses still remain intact.

Diamond Fuji Sunset-viewing Events

きらり鎌ケ谷
市民会館

●「ダイヤモンド富士観賞会」

毎年2月と11月に富士山の山頂と夕日が重なる
「ダイヤモンド富士」観賞会を市役所屋上で開催
しています。

観る！

Kirari Hall

●「きらりホール」

The sitting Buddha statue (1.8 m tall) was built by a wealthy
local merchant in 1776 to comfort the souls of his ancestors.
It serves as a popular landmark for many of the residents.

ショッピングプラザ鎌ケ谷3F

きらり鎌ケ谷市民会館

（ 梨狩り・ぶどう狩り・
桃もぎとり・ブルーベリー摘み取り ）
Kamagaya is famous for its sweet and juicy pear orchards,
which have been grown since the end of the Edo period. Pick-Your-Own pears and
grapes farms open from mid-August to mid-October.

他にも梨を使ったワイン、
スパークリングワイン、
サイダー、
ブランデーケーキ等も好評です！

2014年4月開館、座席数540席のホール。音楽
イベントにも応える音響設備と舞台機構を完備。
きらりホール
（ショッピングプラザ鎌ケ谷３Ｆ きらり鎌ケ谷市民会館内）
☎047-441-3377 イベント情報 https://www.kirari-kamagaya.jp/events/

