
清澄・四方木

アドベンチャーツアー

e-bikeで自然を感じる！

自然の中で“癒し体験”しませんか？

私たちの活動

　千葉県鴨川市の山間部に位置する清澄（きよすみ）地区・四
方木（よもぎ）地区は、地域活動が盛んな地域です。
私たち、城西国際大学観光学部内山ゼミでは、地域
活性化について研究し、両地区の方々とともに活動
しています。
　私たちは、withコロナ社会の地域活動として、e-bike（電動ア
シスト付き自転車）を活用した「清澄・四方木アドベンチャーツ
アー」を計画しました。地域の魅力を最大限に楽しむことがで
きるe-bikeは、排気ガスを出すことなく、環境にも優しい、これ
からの時代のモビリティの可能性を感じる乗り物です。また、
普段運動することが少ない方でも身構えることなく、気軽に乗
ることができることもe-bikeの特徴です。
　清澄・四方木アドベンチャーツアーは、自然豊かな地域を
e-bikeで巡り、楽しみながら地区住民と交流することが目的で
す。東京から車で2時間弱の身近な距離に位置する清澄地区、
四方木地区で、自然とともに暮らす豊かさを感じませんか。

【協力】
　株式会社良品計画／かんぽの宿鴨川／
　一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川／
　清澄・四方木地区地域おこし協力隊
【主催・運営】
　鴨川観光プラットフォーム株式会社
　清澄・四方木地区活性化協議会
　城西国際大学観光学部内山ゼミ
 清水香那/浅比こころ/菊池大輝/田所昌/宮澤光太/森厳己/
 荒井勇向/石﨑龍一/佐々木麗奈/中江綺花/呉卉紫/馬澤
【制作】
　城西国際大学観光学部内山ゼミ／JIU学会

清澄地区・四方木地区の特徴

　千葉県鴨川市の山間部に位置する清澄地区と四方木地区。
千葉県内でも標高の高い両地区は、清涼な空気と暖かい住民
のおもてなしが魅力です。
　清澄地区は、古刹の雰囲気を醸し出す日蓮宗大本山の清澄
寺が魅力。また、清澄山山頂の旭が森から昇る朝日は絶景で
す。高さ48mの千年杉など、パワースポットの宝庫。静寂の中
で癒しを感じることができます。
　四方木地区は、新緑の季節には様々な色の「ミドリ」を楽し
むことができる、文字通り「四方を木々」に囲まれた地区。梅雨
時には滝の水流の音も激しい四方木不動滝、秋には紅葉が美
しい紅の里など、自然豊かな里山が広がります。

工房きよすみ＆カフェとは？

　工房きよすみ＆カフェは、清澄寺の参道に新しく生まれた
地区の交流拠点です。鴨川市地域おこし協力隊と地区の方々
とのコラボにより誕生したカフェでは、ドリンクやデザート、軽
食を楽しむことができます。また、苔玉作りやリース作り、裂き
織りなどのワークショップも展開中！お土産コーナーでは手作
りの雑貨や地元産の蜂蜜も販売しています。

四方木ベイスしたなおいとは？

　自然が豊かな四方木地区では、地区住民を増やし、地区の
活性化を目指す「したなおい活動」を展開中。この活動の拠点
となるのが「四方木ベイスしたなおい」です。空き家を地区の
方々自らの手でリノベーションし、地域交流の拠点となってい
ます。「したなおい活動」は誰でも参加可能。自然を活かした
楽しみを見つけてください！

ゼミ活動を通して「SDGs」を考える

歩きや自転車を
利用して運動す
る機会を。

持続的な活動を
通じ、地域の利益
と雇用を生む。

観光の視点を持っ
て持続的な地域
づくりを目指す。

e-bikeで地域を巡
り、自然の豊かさへ
の関心を高める。

様々な企業や人と連
携・活動していくこと
で協働の和を広げる。

【ツアー日程】
①清澄・四方木ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾂｱ（ー四方木お茶会コラボ企画）
　ツアー実施日　2021年11月20日（土） 9：30～13：30
　※20日ツアーのお問合せは「かも旅」までお願い致します。

②清澄・四方木 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾂｱ（ーかんぽの宿鴨川宿泊プラン）
　ツアー実施日　2021年11月28日（日）9：30～13：30
　※27日夜には、かんぽの宿鴨川にて学生ロビートークを開催
　※28日ツアーのお問合せは「かんぽの宿鴨川」までお願い致します。

ゼミ活動はこちらから

「かも旅」サイト

「かんぽの宿鴨川」
サイト

「ウェルネスポーツ鴨川」
サイト

「里のMUJIみんなみの里」
サイト

清澄・四方木活性化協議会　×　城西国際大学観光学部
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SDGsとは国連が定める
17の持続的な開発目標

清澄・四方木アドベンチャーツアー

立ち寄りスポットの紹介
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工房きよすみ＆カフェ
スタート＆ゴール地点。
様々なクラフトワークショ
ップも体験可能。

紅の里～錦沼
イカダクルージング体験！
紅葉の時期には水上お茶会
もお楽しみに。

白岩橋～小櫃川
真っ白な岩肌の白岩に映え
る新緑や紅葉との調和が
魅力。東京湾に注ぐおびつ
川の上流。

甚兵衛穴
秘境といえる川廻しの洞窟。
アカハライモリやカジカガ
エルなどが見つかるかも！？

四方木不動滝
約12mの落差のある滝。
水量の多い時には雌滝（左）
が出現。神秘的な雰囲気に
包まれます。

四方木ベイスしたなおい
地域活動の拠点。
様々な“楽しい”が生まれる
場所です。

君津市方面

天津地区方面400m
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四方木不動滝

甚兵衛穴

紅の里

【コースのご案内】
　清澄・四方木アドベンチャーツアー
は、標高約310mの地点から約150mを
超える舗装路ダウンヒルからスタート
します。
　コースは、木々の色と白い岩壁のコ
ントラストが美しい白岩橋までのダウ
ンヒルコース、里山から不動滝へと続く
森林コース、そしてスポーツ型e-bike
のアシストパワー全開で清澄へ向かう
登坂コースを設定しています。
　無理せず、ご自分のペースで楽しみ
ながら地域を巡りましょう。

白岩橋
よもぎ地区
観光案内看板

312m

152m

清澄養老ライン／県道81号

白岩橋
したなおい

工房きよすみ

したなおい

工房きよすみ＆カフェ
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