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＼春だけ＆この時期だけのお楽しみ／

主役は、、、「赤ちゃん羊」「菜の花」「いちご狩り」！！

春フェス 2020 
期間：2020年 2月 8日（土）～ 5月 31日（日）

≪もくじ≫

✿赤ちゃん羊✿

２月～３月は、羊の出産シーズン！1年で“赤ちゃん羊”に会え

るのはこの時期だけ！赤ちゃん羊の成長に合わせて変わる4つの

ふれあいイベントを通して、羊たちの成長を見守ろう♪
～まめ知識～ 

羊は 1年のうちで 春だけに出産を行う“季節繁殖動物”です。 

春に出産するのは、栄養が豊富な青草が生え、赤ちゃん羊を育てるの 

に適した季節だからだといわれています。 

✿ 菜 の 花 ✿

マザー牧場の春の風物詩！約350万本の“菜の花”が広大な場

内を鮮やかな黄色に彩ります。晴れた日の青空と菜の花の黄色の

コントラストは春ならではの美しさです。春のあたたかい日差し

の中でのお散歩や、花とのふれあいをお楽しみください。 

✿いちご狩り✿

あまーい香り漂うあたたかいハウスでゆっくり“いちご狩り”♪

春の日差しを浴び真っ赤に色付いた完熟いちごの摘み取り体験！ 

マザー牧場らしい、春限定の動物イベントも！！ 

会いに 

来てね♪ 

詳細は 

Ｐ2～3 
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✿赤ちゃん羊✿

春「ひつじの牧場」では、たくさんの新しい命が誕生 

します。お母さん羊にべったりだった赤ちゃん羊が、 

次に会うときには他の赤ちゃん羊と一緒に駆け回って 

いたり、自分で草を食べられるようになっていたり・・ 

すくすくと成長し、いろんな事にチャレンジする 

赤ちゃん羊を一緒に見守ってみませんか？ 

≪赤ちゃん羊イベントカレンダー≫ 2月 3月 4月 5月 

赤ちゃん羊成長館 2/8～5/31

飼育係のおはなし 
2/8～2/24

土日祝のみ

赤ちゃん羊ふれあい写真館 2/22～4/19

ミニミニひつじの大行進 
3/7～3/29

土日祝のみ

仔羊はじめてのおさんぽ 
5/9～5/31

土日祝のみ

※イベントの詳細は以下をご確認ください。 

■赤ちゃん羊成長館■ 

赤ちゃん羊が誕生する羊たちのお家を大公開♪ 

2～3月は出産ラッシュで大賑わいです！ 

運が良ければ実際の出産に立ち会えるかも！？ 

【期間】2月8日（土）～5月31日（日） 

【時間】10：30～16：00 

【場所】ひつじの牧場 

【料金】無料 

※わんちゃんを連れての参加はできません。 

※動物の状況により、お休みさせて頂く場合があります。 

■飼育係のおはなし■ 

羊を担当している飼育スタッフが、羊の習性や特徴をご紹介！ 

「かわいい！」と大好評の赤ちゃん羊の体重測定“バケツ羊” 

を今年も大公開！シャッターチャンスをお見逃しなく！ 

【期間】2月8日（土）～2月24日（月・祝）の土日祝 

【時間】13：00～13：15 

【場所】ひつじの牧場 

【料金】無料 

※わんちゃんを連れての参加はできません。 

※動物の状況により、お休みさせて頂く場合があります。 
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■赤ちゃん羊ふれあい写真館■ 

かわいい赤ちゃん羊に大接近のチャンス！ 

一度も毛刈りをしていない“バージンウール”と呼ばれる 

特別ふわふわな毛にさわってみよう♪ 

記念撮影ができるので、カメラやスマートフォンを忘れずに！ 

【期間】2月22日（土）～4月19日（日） 

【時間】①10：45 ②13：15 ③15：15 （各回約30分） 

    ※平日は①・②のみ 

【場所】多目的ホール 

【料金】無料 

※お客様のお手持ちのカメラで撮影します。 

※わんちゃんを連れての参加はできません。 

※動物の状況により、お休みまたは人数制限をさせて頂く場合があります。 

■ミニミニひつじの大行進■ 

まだあどけなくてかわいい生後1か月前後の赤ちゃん羊が“ミルクボトル”に向かって大行進！ 

嬉しそうにしっぽをふりふりしながらミルクを飲む愛らしい姿は必見です！ 

【期間】3月7日（土）～3月29日（日）の土日祝 

【時間】14：20～（約10分） 

【場所】晴天時：アグロドーム屋外放牧場  

雨天時：アグロドーム内ステージ 

【料金】無料 

※わんちゃんを連れての参加はできません。 

※動物の状況により、お休みさせて頂く場合があります。 

■仔羊はじめてのおさんぽ■ 

リードをつけた仔羊と一緒にワクワクのお散歩体験♪ 

生後 2～3か月程の仔羊たちはお外の世界に興味津々！ 

仔羊のペースに合わせてお散歩したり、ふれあったり、一緒に写真を撮ったりと素敵な時間をお楽

しみください♡ 

【期間】5月9日（土）～5月31日（日）の土日祝 

【時間】13：10～13：30 

【場所】ひつじの牧場 

【料金】無料 

【定員】12組（１組5分） 

※小学生以下のお客様は保護者の同伴が必要です。 

※参加者は抽選により決定いたします。 

※わんちゃんを連れての参加はできません。 

※雨天中止。 

※動物の状況により、お休みさせて頂く場合があります。 
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✿菜の花✿

春爛漫！マザー牧場の広大な敷地内を約350万本の菜の花が黄色く彩ります。 

【開花時期】2月中旬～4月中旬 

＼おすすめ／ 

■鑑賞スポット■

① 花の大斜面・西 

約 1.5kmの道を菜の花を鑑賞しながら歩く事ができるおすすめのコースです♪ 

各所には“花の小道”があり、もっと近くで菜の花とのふれあいを楽しむ事ができます。 

② 梅園周辺 

歩道沿いにまっすぐと伸びる菜の花道は菜の花畑とは一味違った光景！ 

2月～3月は約10万株の“日本すいせん”や約200本の“梅”“桃”との共演も 

ご覧いただけます。 



5/6 

令和 2 年 1 月 14 日

MOTHER FARM NEWS 
2020年 春

保存版

✿春の味覚狩り✿

■いちご狩り■ 

マザー牧場のいちご狩りは食べ放題ではなく摘み取り式です。 

たくさん食べられない小さなお子さまや、時間を気にせずゆっくりと楽しみたい方にもおすすめ！ 

また、いちごハウスは「立体型 7 段式水耕栽培」を採用しており、各棚にいちごが植えられてい

るので立ったままでも楽な姿勢で楽しめ、通路も広くとっているので車いすの方も安心です。 

収穫後は広い牧草地や練乳のある休憩所でゆっくりお召し上がりください。 

【期間】1月上旬～5月下旬 

    ※毎週火曜日はお休みです。 

【時間】1月  土日祝9：30～ 平日 10：00～ 

    2 月～ 土日祝9：00～ 平日 9：30～ 

【場所】フルーツ農園 

【料金】入室料：1人 200円（3歳未満無料） 

    果実代：お持ち帰りパック（約300ｇ） 

1つ 800円 

【品種】紅ほっぺ・章姫・もういっこ・やよい姫 

    ※品種を選ぶことはできません。 

※先着順・熟した実がなくなり次第終了。 

※食べ放題ではありません。 

※人気の味覚狩りの為、体験ご希望のお客様はお早目のご来場がおすすめです。

※パック料金はシーズンによって変更になります。

■フルーツトマト狩り■ 

マザー牧場のフルーツトマトは水耕栽培です。 

今年から新たに「イエローピコ」、「ちばさんさん」の2種が登場し、栽培品種は全部で6種類！ 

食べ放題ではないので、ゆっくりとお好みの色・形。大きさ・種類の果実を選んで、好きな量だけ

お持ち帰りできます！ 

【期間】開催中～5月下旬 

    ※毎週水曜日はお休みです。 

【時間】1月  土日祝9：30～ 平日 13：00～14：00 

    2 月～ 土日祝9：00～ 平日 13：00～14：00 

【場所】フルーツ農園（イースト農園） 

【料金】入室料：1人 100円（3歳未満無料） 

    果実代：100ｇあたり150円 

    （例：300ｇお持ち帰りの場合550円） 

【品種】アイコ・イエローアイコ・トスカーナバイオレット 

・シンディスイート・イエローピコ・ちばさんさん 

※先着順・熟した実がなくなり次第終了。 

※食べ放題ではありません。 
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✿人気動物イベント✿
＼早朝だけのお楽しみ／ 

■ひつじの大放牧■

春休み＆ゴールデンウィークの早朝イベントとして、150頭の羊の群れを大放牧します。 

すがすがしい朝の草原で、羊たちがのんびりと草を食んでいる、そんな牧歌風景あふれるなか、 

羊たちとのふれあいをお楽しみいただけます。 

【期間】3月20日（金・祝）～22日（日） 

    4 月 29日（水・祝）、5月2日（土）～6日（水・祝） 

【時間】3月 9：30～（約20分） 

ＧＷ 8：45～（約20分） 

【場所】みどりのひろば 

【料金】無料 

※わんちゃんを連れての参加はできません。 

※雨天中止。 

＼挑戦者求む！／ 

■馬づら測定■ 

お客様の“顔”が、馬の顔の比率にどこまで近いか！？ 

オリジナルの測定器で、マザー牧場公認の“馬づら測定士”が大調査！ 

見事に馬づらに認定された方には、“認定証”と“馬のエサやり体験” 

をプレゼント♪ 

「馬面とは、馬のように長い顔。うまがお。（大辞泉より）」 

【期間】2月22日（土）～3月29日（日）の土日祝 

【時間】12：45～13：15 

【場所】うまの牧場 

【料金】無料 

※小学生以下のお客様は保護者の同伴が必要です。 

※雨天中止。 

【お客様のお問い合わせ先】マザー牧場：0439-37-3211 

【リリースに関してのお問合せ先】 

発信元：株式会社マザー牧場  〒299-1601 千葉県富津市田倉940-3 

TEL.0439-37-2875    FAX.0439-37-2100 

担当者：宣伝課 小林・石井・佐藤 

迫力の大行進はもちろん！ 

ふれあいや記念撮影も 

お楽しみください♪ 


