
2022年秋、かずさ地域ではスポーツイベントが盛りだくさん！
まずは今秋かずさエリアで開催のスポーツイベントの情報です。

第8回
FERRO Mari e Monti in Boso

2日間のビンテージフェスティバル！
　千葉県最大のヴィンテージバイクイベント、

「FERRO Mari e Monti」。今回で8回目を迎
え、房総の秋の風物詩となりました。
　古き良き時代の自転車に乗りながら房総
半島の美しい海と山の風景を楽しむという
コンセプトで誕生したこのイベントは、ス
ピードではなく、かつてのサイクリングスタ
イルとファッションを優雅に体験することが
できます。
　大会初日には、現地ガイドサポートの金
谷探検トレジャーライドや自転車コンテスト、
サイクルフリマ、セミナー、100年の歴史を
越える自転車試乗会など、どなたでも自転車
にふれあえるイベントを開催予定です。ぜひ
お気軽にご来場ください。

【会場】富津市鋸山美術館　他
https://www.ferroferro.jp/

2022.10.29～30

2022.11.20

2022.11.26～27

スポー
ツの秋到来！

かずさかずさででスポーツ！！スポーツ！！
楽しく！ お手軽★

君津で開催されるアジア大会！！
　国内最大級のモルック大会です。Mölkky

（モルック）とは、フィンランドのカレリア地
方の伝統的な kyykkä（キュッカ）というゲー
ムを元に、1996年に開発されたスポーツです。
モルックと呼ばれる木の棒を、 スキットルと
呼ばれるピンにめがけて投げ、倒れたピンに
よって点数を競います。とても簡単なルール
で老若男女問わず気軽に楽しめます。
　近年、君津市ではモルックが盛んに行われ
ています。2021年春に君津モルック協会も
設立され、競技の普及を行っています。

第2回
モルックアジア大会

【会場】君津市内みのわ運動公園多目的広場
https://kimitsumolkky.com/

2022.10.29～30

2022.11.20

2022.11.26～27

ポルシェ3Dロードコースを仲間と走る
　2 ～ 10人のチームで、1周2.1ｋｍの周回
コースをタスキを繋ぎながら楽しく、健康的
にリレーマラソンができるファンランです。
走る順番、個人の周回数は自由。周回数が表
彰の対象となりますが、チームでリレーマラ
ソンを楽しめます。
　主催のきさらづスポーツコミッションは、
10/1には自転車でポルシェ・エクスペリエ
ンスセンター東京内のコースを走ることがで
きる「ライドハンターズin 木更津(https://
ridehunters-kisarazu.jp)も開催。かずさエ
リア外の参加者も積極的に募集し、スポーツ
を通じたまちづくりを目指します！

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場には
選手及び許可を得た保護者のみが入場できます。

給水所では木更津名
産のブルーベリーが
食べ放題

第７回
木更津ブルーベリーRUN

【会場】ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京
https://kisarazu-sc.jp/ivent/blueberryrun2022/

2022.10.29～30

2022.11.20

2022.11.26～27

提供：一般社団法人　
日本モルック協会



かずさ地域の自然を存分に感じ、満喫したい！スポーツと一緒に体験することもできるんです。
自然を感じながら気軽に挑戦できるスポーツ施設のご紹介です。

エンジンを搭載しており、平地から飛び立つことができるモーターパラグライダー。全く経験
のない方も、インストラクターとのタンデム飛行で気軽に体験が可能です。富津岬ではその地
形を活かして、風に合わせて北と南、両方の海岸で飛行を楽しむことができます。魚の群れ
が見えたり、条件が良ければスカイツリーや筑波山まで見渡すこともできますよ。
東京湾の上空というロケーションの良い場所を堪能してください。一度飛んでみると、日常の
些細な問題は忘れてしまうかもしれません。

モーターパラグライダー　スカイエンジェル

KaZuSa NatureKaZuSa Nature

富津市下飯野1387-2　☎0439-29-6015
https://www.skyangel.co.jp/

盤洲干潟の地形を活かし、海面に近い視線で楽しめる「きさらづシーカヤック体験」。心地よい風を
感じながら、海の自然と陸をゆったりと体感できます。通常よりも浅瀬のため、安心して体験するこ
とができますよ。東京湾アクアライン付近の景観を望みながら、自然の魅力を味わえる非日常体験
をお楽しみください！　※本体験の営業日、時間等は記載のURLからご確認ください。

自然豊かな伊予ヶ岳の麓にあるHEGURI HUBは、旧平群保育所を利活用
した複合施設です。ゲストハウスの他、キャンプ、コワーキングスペース、
デリカフェ（土日祝）、レンタサイクルなどを行っています。
サイクリングはもちろん、伊予ヶ岳登山やゴルフ、釣り、海水浴など、多
くのアクティビティの拠点に最適です。

きさらづDMO　きさらづシーカヤック体験

HEGURI HUB（平郡ハブ）

（一社）木更津市観光協会　きさらづDMO　☎0438-38-5575
https://kisarazu-dmo.jp/experience/seakayak/

南房総市平久里中224-3　☎0470-58-0312
https://hegurihub.com/

トレイルランとは、整地された舗装道路ではなく森や山道などの自然の中でのランを
楽しむスポーツで、マラソンとは一味違った魅力があります。マザー牧場では、例年
トレイルラン大会が開催されており、12/24の大会で11回目を数えます。マザー牧場
のトレイルランコースは、羊の群れの中を走り抜けたり、九十九谷の山並みを眺めた
りと鹿野山の牧場ならではのおすすめポイントがいっぱいあります。コースは全てマ
ザー牧場内のため安全でトレイルラン初心者にもおススメしたい大会です。（給水所
では開催時期に旬を迎える「いちご」が振舞われるなど、季節ならではの楽しみがあ
るのも魅力的です。）
ぜひあなたも非日常を体験してみませんか？きっと新たな発見がありますよ。
※クリスマストレイルランのエントリーは11/15までとなっております。

マザー牧場クリスマストレイルラン
富津市田倉940-3　☎0439-37-3211
https://www.motherfarm.co.jp/information/trailrun/

モーターパラグラ
イダー

サイクリスト施設

シーカヤック

トレイルランコース



スポーツを体験したい！でもスポーツを始めるのって大変なイメージがありませんか？
お手軽に始められる施設も多くあります。気軽にスポーツを体験できる施設のご紹介です♪

New FieldNew Field

袖ケ浦駅前にあるグリーンアロートランポリンパークは、関東最大級の「屋内型スポーツ複
合パーク」で、トランポリン、ロープコース、クライミング、スラックライン、卓球、キッズパー
クなど、多様なアクティビティを楽しむことができます。遊びながら全身運動ができると話
題の「トランポリン」は、AR 技術を駆使した今話題のeスポーツVALO-JUMPを始め、障害
物を乗り越えるチャレンジジャンプ、フリースタイル、ドッヂボールエリア、ダイビングな
どが設置されています。20ｍジップラインを含む「ロープコース」は12種類と豊富なバリエー
ション。身体と頭を使うスポーツ「クライミング」は、国内初LEDタワーで、9種類のコース
が用意されています。広くて開放的なパークデザインで、はじめての方や小さなお子様連れ
でも安心・快適に利用できます♪

グリーンアロートランポリンパーク　袖ケ浦駅前店
袖ケ浦市袖ケ浦駅1-39-10ゆりまち袖ケ浦駅前モール2F　☎0438-53-8830
http://www.green-arrow.jp/contents/locator/sodegaura/

世界で人気上昇中のブラジリアン柔術
は、打撃ではなく、安全性の高い寝技が
中心の柔術。フィットネス感覚で楽しむ
ことができます。君津・木更津に道場を
構え、キッズクラスから大人が本格的に
テクニックを学べるコースまで、それぞ
れのレベルに合わせた指導を行っていま
す。フィジカル、メンタルの強化のトレー
ニングにもなりますよ！

CARPE DIEM（カルぺディエム）

君津市外箕輪4-5-10 ２F
https://carpediem-kimitsu.com/
木更津市大和1-9-5魁ビル3F
https://cdbjj-kisarazu.localinfo.jp/

打球のスピードや方向を確認しながら練
習できるだけでなく、2時間半～ 3時間か
けてコースをラウンドすることもできま
す。悪天候で急遽ゴルフが中止になって
しまった場合でもこの施設なら大丈夫！
国内外のゴルファー憧れの有名なコース
が正確に再現されているのも楽しみです。
自分の持ち込みクラブでプレーできるの
も嬉しい！

GREEN CLUB（鳥居崎倶楽部内）

木更津市富士見3-5-11
☎0438-97-6300
https://toriizaki.club/

この秋、パーソナルトレニングの指導者
が、子供向きの体操教室をスタートさせ
ます。レクリエーション要素を取り入れ
たカリキュラムで、子供の発育に合わせ
てムダのない運動指導を行います。
運動が苦手、体育の授業に消極的という
子も楽しみながら上達できます。

RIOT　体操教室
木更津市大和1-9-5魁ビル3F
https://riot-private-training-studio.com/
kisarazu/

君津市にある廃校を利用したキャンプ場。
卓球やバドミントン、バブルボールやモ
ルック、またボッチャやゴールボールな
どのパラスポーツ、運動会の道具や体力
測定用具など多種多様な備品が揃ってい
ます。体育館や校庭で楽しくスポーツを
しましょう！貸切でのご利用はもちろん、
ご家族で、お友達同士で、いつでもお気
軽に遊びに来てください。

CAMPiece　君津
君津市坂畑223-1
☎080-6270-3096
https://campiece.com/area/kimitsu/

トランポリン＆ロープコー
ス

ブラジリアン柔術

シミュレーションゴルフ

廃校キャンプ場

体操教室



東京湾・木更津周遊クルージング

海ほたるや風の塔を巡る
東京湾クルージング

海ほたるや風の塔を巡る
東京湾クルージング

ボート免許取得から海の遊びまで
サポートいたします！

ボート免許取得から海の遊びまで
サポートいたします！

ファミリーや仲間と釣りやクルージングを楽しめ
レンタルボートでより身近に、気軽に利用できます。
ファミリーや仲間と釣りやクルージングを楽しめ
レンタルボートでより身近に、気軽に利用できます。

海ほたる周遊コースは出航後、風を切りながらアクアライン
（海ほたる）を目指します。海の上から東京湾を一望！

海ほたる周遊コースは出航後、風を切りながらアクアライン
（海ほたる）を目指します。海の上から東京湾を一望！

工場周遊コースは広い木更津湾内をぐるりと周遊していきます。
話題の工場クルーズが待望の木更津から登場！

工場周遊コースは広い木更津湾内をぐるりと周遊していきます。
話題の工場クルーズが待望の木更津から登場！

ご乗船ご希望の方は事前にご予約をお願い致します　※詳しくはHPへ

木更津市富士見3-1-22　TEL.0438-23-2091
mail:rental@central-boat.co.jp

お申込み・お問い合わせ

（税込）

（5～11才）

（税込）

（5～11才）

料　金
大人：6,000円
小人：4,000円

料　金
大人：3,000円
小人：2,000円

COURSE 1 COURSE 2
迫力の景色が広がる広大な

木更津港内周遊 工場クルージング
迫力の景色が広がる広大な

木更津港内周遊 工場クルージング

木更津発

約1時間約2時間

木更津駅

至館山

至東京

中ノ島
公園

中ノ島大橋

木更津
マリーナ

木更津
ヨッテル

セントラル

元フェリー
のりば

待望の東京湾クルージングが、木更津でいよいよ実現いたしました。
船上からでしか見られない圧巻の景色と非日常な休日を
ファミリーで、カップルで楽しんでみませんか？

クルージングで
あなただけの特別な休日･･･
免許を持っていない方も操船体験ができる

クルージングで
あなただけの特別な休日･･･
免許を持っていない方も操船体験ができる

かずさ地域のスポーツに関する情報コーナーです。
家族、お友達、職場や地域の仲間など、皆で一緒にスポーツを楽しみましょう！

アクアラインマラソンを応援しよう！

INFORMATIONINFORMATION

　多くの人たちに千葉県と東京湾アクアラインの魅力を知ってもらい、地域活性化を図る事をコ
ンセプトに、「スポーツの持つ力と価値」を未来につないでいく大会が開催されます。

ちばアクアラインマラソン2022

かずさエフエムでは、大会の様子や交通規制情報を7時間の完全生
中継でお届けいたします。みなさまもメッセージをお寄せください。
info@kazusafm.net(アクアラインマラソン生中継宛)

2022年11月6日（日）
9:30〜16:30

生中継のお知らせ

放送日

2022.11.06

　南房総市観光協会では、南房総市でのスポーツ合宿を応援するプランを実施しています。宿泊施設の
手配、体育施設の手配、移動手段の手配、お弁当の手配など、南房総での合宿に関することなら何でも
お手伝い。手配は南房総市観光協会にお任せください。
　一年を通じて温暖な気候に恵まれ、冬の寒い時期でも快適にスポーツを楽しむことが出来る南房総市
は、大自然に恵まれた練習や合宿に最高の環境。
　スポーツ合宿が終わった後のお楽しみ、合宿最終日の観光も多彩なアレンジが可能です。「地引網」、
日本三大うちわの一つ「房州うちわ作り体験」、「季節の味覚狩り」、「コーステアリング」など、体験王国・
南房総市ならではの旅。一生の記念に残る思い出作りができますよ！

南房総市でスポーツ合宿
南房総観光協会はスポーツを
頑張る人たちを応援します！

通年開催

マイボールにチャレンジ！？

　富津スターレーンでは「早朝BOWL」を毎日開催。朝9時までに受付、昼12時までのゲーム限定でお得にボウ
リングを楽しむことができます。奇数月の第3金曜日に開催される「会社対抗ボウリング大会」は、ストライクチャ
レンジ、１投チャレンジ、BINGO大会など、楽しい企画がいっぱい！
　会社の仲間と4人一組で、是非挑戦してみてくださいね！

早朝BOWL＆企業対抗ボウリング大会
毎日開催＆2022.11.18

【お問合せ】富津スターレーン
富津市大堀1750  ☎0439-87-2371

【お問合せ】南房総市観光協会HP
https://www.cm-boso.com/sports.html

南房総市はスポーツ庁の「スポーツSDGs」
に賛同します。


