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10/13（土）
14（日）

2032年の鴨川とつながる、ご当地アニメイベント

ラグりんまつり 2012ｉ
ｎ 鴨川

～２０３２年の鴨川に誓いを込めて、まるっ！～

定！

開催決

2012年10月13日（土）
・14日（日）の２日間、 10/13（土）〜
鴨川リアル謎解きゲーム
鴨川が〈ラグりん〉一色になる！
「鴨川絶対防衛ライン
千葉県鴨川市×『輪廻のラグランジェ』コラボ
～隠された３つのメモリア～」
レーションの集大成となるイベント「ラグりん
鴨川の街中で繰り広げられるリアル謎解きゲーム。
まつり2012 in 鴨川」
手がかりをヒントに、まち歩きをしながら、数々の
ミッションをクリアしていく。はたしてキミはすべて
あのおらが祭が！あの誓いの丘が！あの鴨川シー
のミッションをクリアすることができるか!? ２つの
ワールドが！市内に設置された各拠点を中心に、
コースをクリアすると、さらなるミッションが……！
鴨川全体で展開される、アニメファンはもちろん、 ■ 参加料金 １コース1,000円
（ノーマルコース、ハードコースの２コースから選択）
観光客も市民も、おとなもこどもも楽しめるイベント。
■ 所要時間 60～120分
さらに、作品と関わりの深いプロレスに、昨年６
■ 対象年齢 小学校高学年・中学生以上
月の「元気鴨川２０１１」に登場したプロレス団
※おとなも参加できます。
■ 販売場所 10/13（土）
・14（日）おらが祭会場
体「ＺＥＲＯ１」が再来！全面バックアップのもと、
（スタート地点） ※10/15
（月）以降の販売場所は鴨川
これまでにない新たなご当地イベントが実現する。
ポータルサイト「かもナビ」等でお
１０月１３日（土）
・１４（日）は鴨川にジャージ部全員集合！
知らせします。
■主

催

■協

力

輪廻のラグランジェ鴨川推進委員会
鴨川市商工会／（社）鴨川市観光協会／城西国際大学観光学部／（社）鴨川青年会議所／鴨川市
ラグランジェ・プロジェクト
かもナビ実行委員会／鴨川温泉旅館業協同組合／小湊旅館業協同組合／小湊温泉組合
鴨川ペンション組合／天津小湊民宿組合
文理開成高校／諏訪神社／鴨川シーワールド
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10/14（日）14:00～

おらが祭会場

文理開成高校 前原海岸駐車場
諏訪神社 鴨川市市民会館
10/13（土）13:00～18:30
10/14（日）10:00～16:30
カ モ ち ず
カ B-2

おらが祭

入場無料

作中の文化祭である「おらが祭」を開催。鴨川の物産や飲食、
ラグりんグッズ、作中に登場したメニューや鴨川エナジーも
販売！波の伊八、宇宙とつながるブースも登場！等身大パネル
や作中のキーアイテムであるイスなども展示される予定。

10/13（土）13:00～

おらが祭会場／鴨川市市民会館

オープニングセレモニー「ようこそ、鴨川へ！」 入場無料

「ラグりんまつり2012 in 鴨川」のスタートを飾る
セレモニー「ようこそ、鴨川へ！」
鴨川市市民会館にみんな集合だー!!

10/13（土）13:30～

おらが祭会場／鴨川市市民会館

ご当地アニメフォーラム

入場無料

第１部「ラグりんと鴨川、コラボレーションのキセキ」
第２部「アニメコンテンツとツーリズム」

〈ラグりん〉と鴨川の取り組みについて、現場で携
わった製作委員会、鴨川推進委員会メンバーが活動
の経緯や内容、エピソードを激白！ 地域とアニメのコ
ラボの現場でなにが起こっていたのか!? メディアで
は決して伝えられてこなかった、生の声を聞ける貴重
な機会。さらに、コンテンツツーリズム研究会の協力
により、アニメと観光について鋭い視点で考察する。

10/13（土）17:30～
10/14（日）14:30～

おらが祭会場／前原海岸駐車場

ＺＥＲＯ１×ラグりんプロレスリング
「鴨川ボーソービーチ」 観戦無料

プロレス団体「ＺＥＲＯ１」と〈ラグりん〉がタッ
グを組む！ あのキャラクターがマスクマンで登
場 !? アニメ史上、プロレス史上、ともに見逃
せない戦いが繰り広げられる。

10/14（日）13:00～

おらが祭会場／前原海岸駐車場

スペシャルサーフィン教室

参加無料

鴨川にゆかりのあるプロサーファーたちによるス
ペシャルサーフィン教室。こどももおとなも楽し
みながら、サーフィンを学べるぞ！

おらが祭会場／前原海岸駐車場

ＺＥＲＯ１子どもプロレス教室

参加無料

プロレス団体「ＺＥＲＯ１」による子ども向けの
プロレス教室。元気なこどもたち、集まれっ !!

メモリア会場

魚見塚展望台「誓いの丘」
一戦場スポーツ公園
カ モ ち ず かもナビコード
カ A-3
SPKM0002

10/14（日）12:00～メモリア

2032 年への誓い

参加無料

2032 年に誓いを込めて、石原夏織さん（まどか役）、
瀬戸麻沙美さん（ラン役）、 茅野愛衣さん（ムギナミ
役）によって、メッセージカードがタイムカプセルに封
入され、魚見塚展望台「誓いの丘」近くの一戦場スポー
ツ公園に埋設される。タイムカプセルは 2032 年まで
20 年の時を超えていく。まどか・ラン・ムギナミのジャー
ジ部 3 人娘になぞらえた木の記念植樹も行われる。
■当日出演 石原夏織（まどか役）
瀬戸麻沙美（ラン役） 茅野愛衣（ムギナミ役）
■特製カード 200 円
◎９月より鴨川市内にて販売開始。メッセージを記したら、
鴨川駅前観光案内所・ラグりん★ステーションに預けよう。
キミのメッセージカードがタイムカプセルに封入されるぞ。

シーワールド会場
鴨川シーワールド

カ モ ち ず かもナビコード
カ C-1
SPKM0001

10/14（日）17:30～

ラグりん meets 鴨シー
～またいつの日か、鴨川で～

参加料金
¥1,800

「ラグりんまつり 2012 in 鴨川」 のフィナーレを飾る
場所はやっぱり鴨川シーワールド。シーワールドと〈ラ
グりん〉がリアルにコラボする瞬間を見逃すな！
■当日出演 石原夏織（まどか役）
瀬戸麻沙美（ラン役） 茅野愛衣（ムギナミ役）
■参加料金 1,800 円
＊イベント参加チケットは９月中旬発売予定！
＊鴨川シーワールドの通常営業時間内の入場には、
別途鴨川シーワールドの入場券が必要です。
「ラグりんまつり 2012」で販売される「メモリアタトゥー
シール」をお持ちの方は入場券が割引されます。
※イベントの内容や時間・会場、出演者など
は予告なく変更される場合がございます。
※雨天の場合、内容や時間・会場が変更され
ることがございます。
ご注意ください。

あのジャージがついに再現されるっ !?
〈ラグりん〉に登場する重要アイテム。鴨女ジャージ部のジャージがついに再現されるっ !?
10 月の「ラグりんまつり 2012 in 鴨川」での販売開始を目指し、鴨川推進委員会とラグラ
ンジェ・プロジェクトにて鋭意製作中。ファン待望のグッズだけに、発売が待ち遠しいっ～ !!
© ラグランジェ・プロジェクト

「ラグりんまつり2012 in 鴨川」に関する情報は、
鴨川ポータルサイト
「かもナビ」
（http://kamonavi.jp）
をチェック！
鴨川のイベント・観光のお問い合わせは
JR 安房鴨川駅前案内所 ☎ 04-7092-0086
天津小湊観光案内所
☎ 04-7095-2218
鴨川豆知識

誓いの丘には、縁結びの神様がいる？

かもナビコードを入力して、各スポットの情報にかんたんアクセス！
かもがわナビにアクセスして、KamoZineに記載されている [かもナビコード] を
入力すると、そのスポットの詳しい情報を見ることができるよ！
鴨川のすべてを見る！探す！わかる！

かもがわナビ http://kamonavi.jp

☞ 解説は2 面
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KamoZine

Event Calender
伝統

日付

曜日

エリア

8/31 ～ 9/22
金～土・祝
（応募受付期間）
9/1

土

長狭

みんなみの里

●

●
●
●

●

9/8・9/9

土・日

9/13

木

おついたちいち

御朔日市

鴨川市内

●
●
●
●

月

10/5・6
10/6

金・土
土

鴨川
長狭

10/6・7

土・日

鴨川

みんなみの里
清澄寺

おついたちいち

御朔日市

西条地区
主基地区
東条地区
花房・滝口神社
打墨神社

●

●

●
●
●
●

10/7

日

11/1

木

11/10
11/12
11/14

土
月
水

12/1

土

12/11

火

12/20

木

鴨川

☎ 04-7094-0323

西条地区例祭
主基地区例祭
東条地区例祭
例祭
ツール・
ド・ちば2012
ツール・
ド・ちば2012実行委員会 ☎043-221-4477
例祭

10/6・7・8 土・日・月祝

●

☎ 04-7094-0323

鴨川合同祭

天津小湊 天津神明宮

●

●

☎ 04-7099-8055

新米おにぎり大会 ☎ 04-7099-8055
清澄虚空蔵菩薩大祭 ☎ 04-7094-0525
ハーブなど植物成分の健康食品への応用と有効利用セミナー
9/15
土
江見・太海 城西国際大学観光学部
鴨川ハーブソサエティー ☎ 04-7096-5030
農産物輪投げ大会 ☎ 04-7099-8055
9/17
月・祝
長狭長狭 みんなみの里
米俵かつぎ力自慢大会 ☎ 04-7099-8055
お彼岸おはぎ大会 ☎ 04-7099-8055
鴨川
田原地区
川代神楽
9/22
土・祝
田原地区例祭
9/23
日
長狭
みんなみの里
第３回千葉県ジャンボかぼちゃ大会 ☎ 04-7099-8055
9/28
金
浪切不動寺
火渡り祭 ☎ 04-7094-0800
天津小湊
9/29・9/30 土・日
内浦山県民の森
みんなでキャンプ ☎ 04-7095-2821
吉保八幡神社
例大祭・流鏑馬
9/30
日
みんなみの里
流鏑馬ダーツ ☎ 04-7099-8055
長狭
9/30・10/1 日・月
吉尾地区
吉尾地区例祭
10/1

男金神社・和泉公会堂 和泉の三役

☎ 04-7093-3800

江見地区例祭
曽呂地区例祭
長狭
安房うんめぇーもんフェア ☎ 04-7099-8055
10/8
月・祝
清澄
例祭
ラグりんまつり2012 in 鴨川
10/13・14 土・日
鴨川推進委員会 ☎ 04-7093-7834
鴨川
ウェルネス交流 Day ☎ 04-7098-2800
10/14
日
城西国際大学観光学部 鴨川ハーブソサエティーワークショップ
鴨川ハーブソサエティー ☎ 04-7096-5030
江見・太海 太海・香指神社
例祭
10/15
月
献燈祭 ☎ 04-7094-0323
天津小湊 天津神明宮
10/16
火
例祭 ☎ 04-7094-0323
10/27・28 土・日
清澄
清澄寺
御会式 ☎ 04-7094-0525
木彫刻の講習会 一般向け（南部白雲先生）
10/28
日
江見・太海 城西国際大学 AV ホール
波の伊八鴨川まちづくり塾 ☎ 04-7097-1873 / 090-8840-1873
木彫刻の講習会 児童向け（南部白雲先生）
10/29
月
鴨川
東条小学校
波の伊八鴨川まちづくり塾 ☎ 04-7097-1873 / 090-8840-1873

●
●
●

●

江見地区
曽呂地区
みんなみの里
四方木・熊野神社
文理開成高校・諏訪神社・一戦場スポ
ーツ公園・鴨川シーワールド 他

おついたちいち

天津神明宮

御朔日市

日澄寺
天津小湊 誕生寺
多聞寺
鴨川

御会式
御会式
御会式

☎ 04-7094-0132
☎ 04-7095-2621
☎ 04-7094-0341

ビッグ御朔日市

鏡忍寺

御会式 ☎ 04-7092-0604
クリスマスフェスタ鴨川ハーブソサエティーワークショップ
鴨川ハーブソサエティー ☎ 04-7096-5030

鴨川合同祭

10/ 7（日）
鴨川 エリ
ア

旧鴨川地区７社合同の大祭。大浦・八雲
神社の担ぎ屋台は市指定無形民俗文化
財。山王講（日枝神社）、諏訪講（諏訪神社）
の２台の山車は江戸時代に神田祭の山車
として活躍していた。

め

る吉保八幡神社の五穀豊穣祈願の例大祭が行われる。
けっさい

和泉の三役

男金神社例祭で奉納される和泉の三役は市
かっこまい
指定無形民俗文化財。棒術、鞨鼓舞、神楽
獅子舞の三部からなる。

吉保八幡神社

カ モ ち ず かもナビコード
全 C-2
SPNG0004

事は必見。当日の流鏑馬神事の中心は、神馬に騎乗し、弓矢
ね ぎ
で的を射る禰宜と呼ばれる弓取り神役だ。下乗りによる試乗
の後、いよいよ禰宜が乗り、駆け上がる馬上から左手に 15 ｍ
ほど離れた３つの的に、合計９本の矢で 3 回ずつ射る。それ
わ せ
なかて
おくて
ぞれの的は早稲、中稲、晩稲を意味し、矢の当たり具合で翌
年の適種や豊凶を占う。的には虫除けの御利益があり、境内
まとはし
（￥300）として虫歯除け ?! なる
ではその的竹から「的箸」
きっぽ
きっぽ
縁起物。また吉保のご利益の長狭米を
「吉穂米
（５合）
（
」￥500）
として天の恵みを体内へと「吉を保つ」とは、なんともあり
がたいお祭りに、皆さんも的を絞ってみてはいかが。
●お問合せ 例大祭：鈴木宮司 ☎ 04-7092-9231
鴨川市観光協会
☎ 04-7092-0086
9/23（日）
長狭 エリ
ア

第３回 千葉県ジャンボかぼちゃ大会 2012 in みんなみの里

今年もやります！『千葉県ジャンボかぼちゃ大会』
【全国大会公認】
みんなみの里

カ モ ち ず かもナビコード
全 C-3
SPNG0002

９月23日（日）午前10時から受付、測量・計量を行い、14時頃から表彰。会場は「みんなみの里」
昨年の千葉県大会代表の「キッコーマン・バイオケミファカボチャ倶楽部
（鴨川市）
」357.4㎏は、
全国大会（小豆島）では惜しくも３位 !!
今大会の上位入賞者も９月 30 日（日）小豆島での「全国大会」へ１位を目指しての出場権が
与えられる。出場者は、団体・個人合わせて 43 組 131 本が、それぞれの畑で雨にも負けず
昨年の上位入賞は
風にも負けずそして、愛情たっぷり生育中。
もっとジャンボなの ? !
日々のかぼちゃ達の生育は、ブログで更新中 !!
http://ameblo.jp/dekakabocha/
400㎏超えのかぼちゃはワイルドだぜぇ～是非見てみて！
鴨川市総合交流ターミナル「みんなみの里」
鴨川市宮山 1696
☎ 04-7099-8055（山口）

ハーブで健康まちづくりセミナー
ハーブなど植物成分の健康食品への応用と有効利用
講師

城西国際大学

太田 篤胤教授

動物と違って動くことができない植物は強い日差し、風雨、 鴨川ハーブソサエティーの主な活動
ポタジェハーブガーデンで植栽をして収
大気の温湿度、
組成の変化等から逃げることができません。 穫したハーブや野菜の天然の植物の力
を、健 康 的に衣、食、住に利 用する各
そのためこうした環境に対抗し生命を維持するための進化
種の製品を作り、イベント参加のワーク
を遂げてきました。その結果生まれた成分を人の健康に利
ショップや食事研究や国内外研修セミ
ナーなどもしています。
用したものが植物（ハーブ）系健康食品なのです。
日時 2012年9月15日（土）13:30～15:00
●主催／お問合せ
会場 城西国際大学観光学部
KHS 鴨川ハーブソサエティー
カ

カ モ ち ず かもナビコード
全 E-2
JN011157
男金神社

や ぶ さ め

中でも、現在も厳格な潔斎を行って流鏑馬に臨む数少ない神

☎ 04-7094-0323

かも秋のお祭り
鴨川 エリ
ア

さ

ながさ

薬膳に続く
第 2 弾！

イベントの日程は発行日現在の情報となり、状況により告知なく変更となる場合もございます。予めご了承ください。

9/8（土）・9（日）

ぶ

９月 30 日は長狭平野の国道 410 号線沿い吉尾地区に鎮座す

江見・太海 エリ
ア

天津神明宮
江見・太海 城西国際大学観光学部

や

吉保八幡神社例大祭・流鏑馬神事

9/15（土）

☎ 04-7094-0323

おついたちいち

長狭 エリ
ア

きっぽ

長狭米フェア 鴨川市物産交流協会 ☎ 04-7092-0320
鴨川秋の観光キャンペーン 鴨川収穫祭
鴨川市プロモーション協議会 ☎ 04-7093-2461

鴨川
長狭
清澄

イベント名称

かかしコンクール

9/1 ～ 10/14 土～日

●

イベントカレンダー

場所

天津小湊 天津神明宮

9/1 ～ 11/30 土～金

9/30（日）

かも秋・かもラグIV合併号（通算第11号）

A-4

ZZFE0001

（鴨川市みんなでそだて鯛まちづくり支援団体）
☎ Fax 04-7096-5030
E-mail sthaiku@mac.com

参加無料
後援 鴨川市
共催 城西国際大学
かたぎ

伊八気質でまちづくり
伊八ニュース
vol.4

“欄間彫刻日本一の富山県井波町から

木彫刻の講習会 講師を迎えて”
南部 白雲 氏

10/16（火）

9/22（土・祝）
鴨川 エリ
ア

天津小湊 エリ
ア

川代神楽

天津神明宮

カ モ ち ず かもナビコード
全 D-3
熊野神社
JN011134

須賀神社

全

D-3

JN011135

田原地区例祭日、熊野神社、須賀神社で
奉納される川代神楽。起源は江戸時代初
期と言われている。
9/28（金）

天津小湊

エリ
ア

浪切不動尊火渡り祭
浪切不動尊

カ モ ち ず かもナビコード
全 F-2
SPAK0017

煩悩を不動明王の智慧の炎で焼き尽く
し、災厄を祓い清める厳かな火渡り祭。
一般の方も参加できる。
☎ 04-7094-0800
鴨川豆知識

昭和26年生まれ <彫 暦> 43年
<出 身> 富山県井波町
<モットー> ものづくりを楽しむ

天津神明宮例祭

カ モ ち ず かもナビコード
ア B-1
SPAK0001

房州伊勢の宮と仰がれる天津神明宮。例祭
は10/16
（火）
に斎行。前日15
（月）
には献燈祭
（宵宮祭）が行われる。
宗祖等の命日にあわせて行われる大法会

御会式

カ モ ち ず かもナビコード
全 F-2
10/27（土）
・28（日） 清澄寺
SPKY0001

鴨川が生んだ希代の彫物大工「波の伊八」

【一般講習会】

の職人かたぎを現代に活かして、
“まちづく

日 時：平成24年10月28日（日）午後2時～

り”をと活動を進めております一般社団法

場 所：鴨川市役所 4階大会議室

人波の伊八鴨川まちづくり塾では、今年度の

対象者：鴨川市民、他興味の有る方

目玉事業の一つとして「木彫刻の講習会」 【児童講習会】
日 時：平成24年10月29日（月）
を計画しております。
らんま

欄 間彫刻生産日本一の富山県井波町で、明

場 所：東条小学校

治時代より木彫を家業として現在３代目の

対象者：鴨川市内小学校生徒

名工、南部白雲氏を招致し、古来からの彫

申し込み先：
（一社）波の伊八鴨川まちづくり塾

11/10（土）

日澄寺

ア

B-2

SPAK0007

11/12（月）

誕生寺

ア

D-2

SPAK0002

物の精神、伝統的な教えや技を中心に、下

☎ 04-7097-1873または090-8840-1873

11/14（水）

多聞寺

全

F-3

SPAK0031

記の日程でご講演いただく予定です。

なお、詳細は鴨川ポータルサイト「かもナビ」

12/11（火）

鏡忍寺

カ

B-1

SPKM0006

SPKM0003 ですが、女神像の向く先には、富士信仰に所縁のある浅間神社があります。
愛が成就する場所として人気の「誓いの丘」 カ A-3
女神像の真下に奥の院、道を少し下ると本殿があり、縁結び・子育て・安産にご利益があるといわれています。

http://kamonavi.jp/でご確認ください。

KamoZine かも秋・かもラグIV合併号（通算第11号）
10/6（土）
7（日）
8（月・祝）

ツール・ド・ちば 2012

2012年（平成24年）9月１日

小さなテーマ館

［3］

鴨川七里® 2012

全国のサイクリング愛好者！千葉県大結集！

鴨川で見ることができる数々のコレクション

美しい自然に海岸線、丘陵、田園等バラエティーに富み、人情溢れ
る房総半島一周。スピード競技ではなく自らの体力と気力で走るを
目的とし交通法規と大会規定を守り完走した人を讃える大会です。
●行程（予定）
１日目 10/6(土)
九十九里町～成田市
２日目 10/7(日)
成田市～鴨川市
３日目 10/8(月・祝) 鴨川市～九十九里町
◎詳細は決定次第、ツール・ド・ちば公式ウェブサイトと
「かもナビ」にて！
主催 社団法人 千葉県観光物産協会
共催／お問合せ ツール・ド・ちば2012実行委員会
☎ 043-221-4477
ツール・ド・ちば公式ウェブサイト
http://www.tour-de-chiba.jp/

鴨川市に点在するコレクター自らが創意工夫した無料で自由
に見学できるコレクションミュージアムです。各館のテーマは
アート、歴史、昭和レトロ等さまざま。お店や施設にある小さ
なスペースで珍しいコレクションの数々をご覧になれます。
きっと鴨川の思い出として多くのみなさんに楽しんでいただけ
ると思います。
ご案内は鴨川市商工会ホームページのバナー【小さなテー
マ館】より♪
■ただ今スタンプラリーを開催中！
パンフレットの応募券に５館のスタンプを集めてご応募くださ
い。抽選でオリジナル・ストラップをプレゼント！応募締切
2012年９月末日。なお、スタンプラリーの詳細はテーマ館で
配布するパンフレットをご覧ください。

恒例の鴨川七里オーナー制を今年も開催していま
す。今年は規模も２倍に拡大し1000区画の募集
をいたしました。多くの方々のご愛顧のおかげで
なんと万入御礼！今年も鴨川七里をお届けできる
ことを一同喜んでいます。収穫は１０月末頃を予定
しています。育成状況で前後する場合がありますが、時期は後
日オーナーさまへお知らせいたします。自然を満喫しながらの
収穫を通して秋の鴨川の里山をお楽しみください。鴨川七里を
使用した新製品開発も着々と進み、鴨川の山の幸シリーズを
ご紹介できることと思います。
●お問合せ
鴨川七里オーナー制委員会（鴨川市商工会内）
☎ 04-7092-0320
http://www.kamogawa.or.jp/ より【鴨川七里】をクリック！

鴨川市商工会 http://www.kamogawa.or.jp/
地域経済活性化提案型事業

千葉ロッテマリーンズ 秋の鴨川キャンプ

ご当地グルメ開国宣言 in 勝浦

『2013関東Ｂ‐1グランプリ in 勝浦』の開催を一年後に控
え、県内各地からご当地グルメが勝浦に大集合!! 関東のＢ-１
出展団体も応援にかけつけます。また、各地のゆるキャラも登
場しイベントを盛り上げると共に、食を通じて地域文化を全国
に発信します。
日 時 2012年９月29日（土） ９：30～16：30
場 所 勝浦市営駐車場（旧市民会館跡地）
及び勝浦中央商店街内
駐車場 守谷海岸駐車場
※会場周辺は駐車場がありません。ＪＲ等の公共交通機関の
ご利用をおすすめします。
駐車場から会場までは、無料シャトルバスが運行されます。
●お問合せ
関東Ｂ－１グランプリin勝浦実行委員会事務局
（勝浦市商工会内）
☎ 0470-73-0199

かも秋の
学校行事

鴨川市商工会女性部では2010年から千葉ロッテマリーンズ・
秋の鴨川キャンプに万祝Ｔシャツマリーンズバージョンをひっ
さげ女性部員のお店の商品と一緒に出店しました。
【鴨川の良さ】
を広く知ってもらうチャンスだと思ったからです。
ところが同年、千葉ロッテ一軍は見事に優勝し、日本シリーズ
とキャンプが重なり、一軍が来られなくなりました。それでも多
くのファンが遠くから来てくれて、一日中見学する方も多く、
自然と親しくなり
【鴨川アピール！】
ができました。昨年は選手、
球団関係者、ファン向けに女性部員のお店案内のチラシを利
用していただきました。また今年7月8日の鴨川マッチデーに
も女性部は参加して鴨川をアピールしました（写真）。
このチャンスに遠くからいらした方々を
【鴨川ファン】
にしてし
まいましょう！みなさん、今年も一緒に歓迎しませんか？
鴨川市商工会女性部 ☎ 04-7092-0320
◎今年のキャンプ
（１１月頃予定）
の詳細は決定次第、
「かもナビ」
にて！

食で街を
盛り上げろ！

○運動会
９/ １（土） 鴨川中
９/ ８（土） 長狭学園
９/15（土） 太海小・曽呂小・鴨川小・田原小
○ PTA バザー
10/20（土） 西条小・小湊小
11/17（土） 江見小
12/ ８（土） 天津小
○文化祭
10/27（土） 鴨川中・長狭学園・安房東中
○その他の行事
10/ 3（水） 鴨川市小学校陸上競技記録会（鴨川市陸上競技場）
10/23（火） 鴨川市小学校科学研究発表会（ふれあいセンター）
11/ 9（金） 鴨川市小中学校音楽発表会（鴨川市市民会館）
11/22（木） 小中一貫教育公開研究会（安房東中学校区）
小湊小・小湊幼・天津小・天津幼・安房東中

かがやく !
鴨川人

シャチの「ラビー」に２頭目の赤ちゃんが誕生！
2012年７月19日（木）18時24分、シャチの
「ラビー」が２頭目の赤ちゃんを無事出産しました。
「ラビー」は１９９８年に日本で初めて生まれ育っ
たシャチで、２００８年の「アース」に続き、今回が
２度目の出産となります。今回生まれた赤ちゃん
輪廻のラグランジェ鴨川推進委員会
はメスで、国内初のメスの第３世代になります。
誕生後、赤ちゃんは母親の「ラビー」に寄り添いながら、すくすくと育っています。かわいい
赤ちゃんを目で確かめにシーワールドへＧＯ！
（記事・写真提供 鴨川シーワールド）
鴨川豆知識

鴨川市内では流鏑馬がほかでもやられていた？

ジャージ部魂、バァァーンっと全開！
まちおこしに燃える男
あさひや

安藤 孝輔さん

かつて鴨川の銀座と呼ばれた、新町通りの入口に食器のお店「あさひや」を構える安藤孝
輔さん。３月に放送されたＮＨＫ「クローズアップ現代」では、お店の壁面の前で「バァァー
ン！っと」という名ゼリフを発し、ファンの中でも話題の鴨川人となった。安藤さんは屈託の
ない房州弁で、なにごとも率直に語る面倒見の良い兄貴として慕われている。こと、まちお
こしに関しては積極的で、自らの利益など度外視で取り組んでいる。ラグりん★ステーショ
ン募集の際も真っ先に応募され、商店街のリーダーとして他店との取り次ぎにも動いてくれ
た。まさにジャージ部魂そのものだ。ラグ★ステ 第１号でもある「あさひや」を訪れ、鴨川の
元気を注入してもらおう！

☞ 解説は4 面

［4］ 2012年（平成24年）9月１日

鴨川豆知識

KamoZine

かも秋・かもラグIV合併号（通算第11号）

全 C-2
全 E-3
SPNG0004 が有名ですが、昔は鴨川市内の各地でも行われていました。ほかには、坂東の八幡神社
JN011139 、
流鏑馬というと、吉保八幡神社
JN011153 東条の八幡神社 全 F-3
打墨神社 全 E-2
JN011154 で行われていたとがわかっています。さまざまな理由によって、昭和 30 年代前後までには、各所とも中止になっています。

KamoZine

かも秋・かもラグIV合併号（通算第11号）

鴨川豆知識

元禄の大地震では、嶺岡牧でも被害があった？

2012年（平成24年）9月１日

［5］

☞ 解説は6 面

［6］ 2012年（平成24年）9月１日

KamoZine

かも秋・かもラグIV合併号（通算第11号）

モダンな鴨川談─
─K-modern。いまの鴨川を語り合う。教科書にもインターネットにもまだ載って

チームJIU×亀田医療大学

いない、生の鴨川の声をチームＪＩＵ視点
でとりあげる新企画。

n 第4弾

（城西国際大学観光学部KamoZineチーム）

亀田医療大学自治会長 山田 慧弥さんに聞く

鴨川市横渚、旧鴨川中学校跡地に見慣れぬ建物
が建っている。真新しいピンク色の建物の正体、
それは亀田医療大学だ。既設の亀田医療技術専
門学校とは別に今年から設立された。その第1
期生として８５人の若者が鴨川にやってきてい
る。
しかし、鴨川市民からするとどんな学生たち
が来ているのかわからない。
今回のカモ談では彼らの生の声を聞いてみた。

現在の看護師の状況は・
・
・ これからは男子も

Ｑ なぜ新しく大学を建てたのですか？
Ａ 亀田病院の「変革を恐れるな」という理念
があるからです。常に新しいことに挑戦す
ることが必要だと考えています。
Ｑ 学生はどこから来ているのですか？
Ａ 学生の出身はさまざまです。主に関東圏で
すが、北は青森、南は宮崎までいます！
Ｑ なにを勉強しているのですか？
Ａ キャンパスには現在、看護学部看護学科だ
けあります。学生は看護師になるための勉
強をしています。
しかし、専門学校とは違い、
１・２年時は基礎教養科目として、体育や芸
術、経済学などの授業も行っています。

温故知新の環境都市・鴨川へ
里山と棚田と馬と（5）

小径にひっそりと佇む石仏。
これまで気にすることも無かった石
仏にほんの少し目を向けると、実に多様であることに気付く。中

ひ そかに「タナダノバ バ（棚田
馬場）」と呼んでいる復田途上
の田んぼから、このところ毎日
響 いてくるパッカパッカとい
う音・・・。そうです、ただいま
タックは調教にトライ中。こう
やってロープを付けて円形に
走らせたり、リードで引きな
がら「 進め」「止まれ」の指
示通りに一緒に歩かせたり
と、もうすぐ３歳になるタッ
クの訓練を本格的に始めたところです。
雑草をもりもり食べて堆肥の元を製造してくれる頼
もしいタックですが、彼に期待する役割はそれだけ
ではありません。引き馬乗馬など、地域の子どもた
ちと馬とのふれあい活動もしていきたいと夢見てい
くら
ます。そのためには、そろそろ鞍 を見つくろわなく
ては。刈り取った草を背に運ばせるための鞍も探し
中です。どこかの蔵の奥に古い鞍なんて眠っていな
いかしら。牛の鞍でも構いませんので、参考にさせ
てもらいたいなあと思っています。

ばとうかんのん

みねおかまき

でも馬頭観音が多いのが嶺岡牧周辺地域の特徴。何と、嶺岡牧
周辺の約100km2の範囲に178体の馬頭観音がある。
しゅじょう

慈悲の心で衆生を救済する観音さまは、一般に柔和な顔立ちを
している。
しかし馬頭観音は、目尻をつり上げ、口から牙を突き
出し、髪の毛が炎のごとく逆立った恐ろしい形相で、その頭上に
荒々しい顔の馬の頭をのせている。
これは馬頭観音が、馬のよ
◀走れ、
走れ！

し ま

さいふく

うな勢いで四魔を催伏してすべての苦しみを断ち切り、馬が草

それは９年前、地元住民の産廃処分場建設反対運動に、加藤登紀
子さんから「私たちは環境問題についてわかっているのだろうか？
ちゃんと学ばなければ」との提案で“鴨川未来たち学校”が誕生。
前号でご紹介した「vol.7～鴨川のこれからを考える～」では、
３・11
から１年、エネルギー問題に詳しい田中優さんを講師に、午前はお母
さんを中心に原発の子供たちへの影響と対策について、午後はエネ
ルギーから見る地域活性化と題して、原発からの自立と地域環境を
資源として活かす事業を人々の知恵と連帯により未来は切り開ける！
と熱いメッセージが発信され参加者に希望と感動を与えた。
その全国の実践例をココに活かせるか現在検証中。今までの内容
や今後の活動予定・報告などホームページでご紹介。
詳しくはコチラにアクセス→http://miraitachi.fc2web.com/
これからも、生活に活かせる知識の“未来の種まき”
をいっしょにや
りましょう！
“未来の種まき”をいっしょにやりましょう！

をむさぼり食うように無明の重き障りを食い尽くす仏であるから
だ。千葉県最大の馬頭観音石像である嶺岡牧内にたつ馬頭観
ふんぬ

音も、やはり憤怒相をしている。

しばしば

ところが、嶺岡牧周辺地域では、穏やか表情の馬頭観音に屡々

さいのかみ

出会う。
これは馬頭観音が、人々の煩悩を打ち砕く仏から、塞神

の様に外から災いが入ることを防ぐ仏に、
さらに馬を労い供養す
る仏へと変化していったためであろう。
江戸幕府直轄牧である嶺岡牧を維持するために村人は労苦を

鴨川未来たち学校
実行委員長 Yae（藤本八恵）
～鴨川自然王国～
〒２９６－０２３７
千葉県鴨川市大山平塚乙２－７３２－２
☎ 04-7099-9011

強いられたが、嶺岡牧があったから他よりも身近に多くの馬がい
て、農作業や山仕事など人々の暮らしを馬が支えてくれたこと
への感謝・労いの心が、路傍の馬頭観音から伝わってくる。嶺岡
牧周辺の馬頭観音を巡ることで、
「人が暮らすこととは」を見つ
めることができる。

元禄 16 年（1703）に大地震が起こり、かなりの被害が出たことはよく知られていますが、享保６年（1721）に嶺岡牧を調べた報告書には、野馬が死傷する被害が多数発生していたことが書かれています。

ゆめ！未来の鴨川へ ─ ⑧

地域の宝

加藤登紀子

福島を応援するために「ふくしま・うた語り」というアルバ

ムを出した。

福 島の詩 人 、和 合 亮一さんの「 貝 殻のうた」、南 相 馬の若

松丈太郎さんの「神隠しされた街」。私の著書「スマイルレボ

響く静かで、
熱いアルバム。

リューション」
の一節、
鎌田實さんの書き下ろしの詩、
など、
胸に

そ う ま の ま お い

鎌田さんの支援活動を進めてきたＪＣＦ
（日本チェルノブ

イリ連帯基金）
から発売している。

それがきっかけになって、
この間、相 馬 野 馬 追 を特 集した

ＮＨＫの番組に出た。去年の震災で大打撃を受けるまで、
千

ひばりがはら

年以上も続いてきたという相馬野馬追。

五〇〇騎以上の馬が「雲雀が原」を疾走する、
何とも豪快

でダイナミックな祭りだ。

驚いたのは、
その馬の半数が地元で飼われていたこと。畑の

野良仕事に馬を使わなくなってからは、
この祭りのためだけ

残 念 ながらその馬たちのほとんどが、震 災の犠 牲になっ

に家族のように育てて来た！

騎ほどの馬を集め、
行列だけを復活させた。今年は、
完全復

た。けれど祭りを絶やしてはいけないと、
去年も、
やっと八〇

活に近い四〇 〇 騎以上の馬、
一〇 〇 〇 人 もの武 者が勢 揃い、

七月末の三日間、
南相馬で相馬野馬追の祭りが行われた。

鴨川もかつては馬とは縁が深い。江戸幕府の御用牧場だっ

た嶺岡牧の歴史を見直そうと、
嶺岡牧から学ぶ会、
も作って

活動してきた。私の住んでいる大山の家は、
その「馬取り場」

度の流鏑馬の祭りの時も馬は外から借りていると聞く。

だったところ。でも今では馬を飼う人もほとんどなく、
一年に一

沢山のものをなくした相馬の人たちの、
祭り復活への情熱

に、
未来への大きな祈りが込められているように、
今この時代

今年久しぶりに再開した「未来たち学校」も、
テーマは地

の大切なテーマは、
地域の復活にある。

宝論。

ゲストの田中優さんからは

地 域 復 活のた く さんのアイ

デアをいただいた。竹 林 を竹

パウダーにして活 用 すること

貨の有 効 性など、
これからの

や、休 耕田の再 利 用、地 域 通

地域づくりに活かしていけた

鴨 川 未 来 たち 学 校につい

らと願っている。

ては、鴨川 自 然 王 国のホーム

ページから 発 信 して 行 き ま

す。ぜひ見てください！

鴨川豆知識

“鴨川未来たち学校”

嶺岡牧──
鴨川のアンコールワット④

調査員 千葉いずみ
（日本大学大学院博士後期課程）

下郷さとみ＆岡田ヘジナウド

☎ 04-7099-9011

みんなで考えよう！みつけよう！
命あふれる海と山、自然豊かな鴨川の未来について……

『馬頭観音を巡る』

タック、ガンバレ！

●鴨川自然王国

地元鴨川との交流

次に「亀田医療大学生と地元鴨川の交流」にスポットを当てた。
国家資格さえあれば就職は１００％といっても過言ではありません。亀田医療
大学でも国家試験取得に力を入れて教育しています。亀田病院や専門学校か
チームＪ
ＩＵから見て、亀田医療大学は少々敷居が高く感じて
ら派遣される講師などをはじめとした先生方と生徒の距離が近いことも、学力
いた。校外活動等を通じた「地域交流」において、まだふれあ
アップのポイントといえるでしょう。
うことが少なかったせいもある。
看護師といえば女性のイメージが強いということもありますが、
本学では現在約
しかし、現実は違った。自治会長の山田さんによれば「もちろ
１７％も男子学生が勉学に励んでいます。
これは日本の中でも多い数です。
ん地域と交流したいが、まだきっかけがつかめていない」との
☀
こと。
創立初年度ということもあるのだろう。交流の意思があ
一般に女子学生が多い看護学部だが、亀田医療大学の場合は男子学生も入学
るのだから、ぜひ交流を深めようではないか！
・
・
・というわけで、
しやすいということを感じた。
まずはプライベートでの交流からでも始めてみたい。亀田医
今回取材に協力してくれた山田さんは自分の病気をきっかけに、看護師の手厚
いケアに魅せられて進学した。
療大学はサークルも多く存在するので、城西国際大学のサー
「看護師は重労働も多いので、男性ももっと看護師を志すことが必要」と語る
クルとの交流戦を行っても良いのではないか。学生と言えば、
山田さん。今後、看護の道を歩んでいく志をうかがうこ
文化祭。お互いの文化祭でブースを出し合うなど、交流を深
とができた。恩師から受けたすばらしいケアを今度は自
めていき、さらに鴨川市のイベントでのブース出展や地域コ
分が患者に施すことで返していきたいという気持ちを
ミュニティーの参加へつなげていきたい。
胸に、充実した大学生活を送りたいとのこと。
その先駆けとなる今回の対談。亀田医療大学生の生の声をお
男女の別け隔てなく勉学に打ち込める亀田医療大学
届けすることで、地元鴨川の人たちも大学、学生ともっと交流
は、鴨川にとっても、今後の医療界にとっても大きな存
がもてたなら、とてもすてきなことだ。
在となっていくのではないだろうか。
がんばれ、亀医大生！
！
自治会長 山田 慧弥さん

亀田医療大学について 山田さんに3つの質問！

馬プロジェクト
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KamoZine かも秋・かもラグIV合併号（通算第11号）

「和風パイ饅頭 房州路」
1個150円（税込）
発酵バターの香り豊かなパイ生地と、特製小倉餡の上品な甘さが
口いっぱいに広がる。キンセンカ入りの牛皮がアクセントとなり、
和と洋のおいしさがひとつに。ちょっとした手土産に最適！
ア

D-1

KSHO4232

2012年（平成24年）9月１日

アマ〜い、かも秋

和匠 かまた（鎌田製菓）
営業時間 8:30～19:00
木曜定休
鴨川市内浦2819
☎ 04-7095-2828

「里の秋」は、栗を丸ごと一粒こし餡で包み、その上を黄身餡
でさらに包みあげ、茶巾絞りで仕上げる逸品だ。黄色の餡は、
卵の黄身と白餡を練り上げ、よく火を通し水分を飛ばしたもの
である。中の栗は煮てからミツに浸け、ベタつかないように、
よくミツをきる。ミツに浸けこんだ栗は、まさに秋を彷彿とさ
せる味だ。ふんだんに餡を使っているにも関わらず、決して甘
すぎず、卵の風味も味わえる。

D-2

FDKM0038

和菓子 さが野
営業時間 9:00～18:00
火曜・水曜定休
鴨川市太田学665
☎ 04-7093-7447

鎌田製菓「和風パイ饅頭

房州路」

：鯛せんべい製造店

実りの秋──。
良質な泥質土に育まれ、
明治天皇の大嘗祭には
献上米として選ばれた「長狭米」、
鴨川の在来枝豆種として
近年脚光を浴びつつある
「鴨川七里®」
をはじめ、
山の幸、
海の幸、
さまざまな味覚であふれる鴨川の秋。
かも秋の味覚を楽しんだ後は、
鴨川の誇る銘菓で別腹を満たしたい。
歴史と伝統、
職人技によって生み出される数々の和菓子を大特集！

「鯛せんべい」

ア

KSHO4131

日英堂菓子店
営業時間 7:00～19:00
不定休
鴨川市天津1762-1
☎ 04-7094-0169
※和菓子は数に限りがあるため、
催事で必要な場合等は、
事前に電話で注文承ります。

全

E-3

KSHO1543

●鯛せんべい焼き体験
体験料500円（要予約）
石渡製菓「菜の花庵」で
は、鯛せんべいの手作り
体験ができる。鯛せんべ
いの作り方や特徴を、楽
しく学ぶことができ、小中
学生に人気。鯛せんべい
体験ができるのは、現在
「菜の花庵」のみ。

●鯛せんべい
24枚入
600円(税込)
48枚入
1,200円(税込)
72枚入(缶) 2,000円(税込)

●鯛せんべい
鯛の姿焼煎餅
箱入 525円(18枚入)・1,050円(36枚入)
口の中に入れた瞬間、砂糖と卵、小麦粉を溶かした芳醇な香
りが拡がる。パリッとした感触は鯛せんべいの特徴ではある
が、このように歯ごたえのよい鯛せんべいは中々お目にかか
れない。風味・栄養・保存に心を用いた郷土色豊かな銘菓。

全

D-2

「鯛せんべい」

箱入630円（税込）
・1,050円（税込）
角熊製菓は誕生寺の裏にあるお店だ。プレーンに加え、生姜味の
鯛せんべいを製造している。生姜味の鯛せんべいは、ピリっとした
生姜の風味がプレーンの味の後に広がる。人との触れ合いを大事
にしたお店で、見学も可能だ。販売も行っており、見学時に焼きた
ても購入出来るので、誕生寺に参拝した際には少し足を延ばし、
見学をおススメしたい。また、生姜味は袋入りの販売のみとなって
いる。
ア

創業から140年余を数える
歴史のあるお店。現経営
者の高梨俊氏は四代目。

D-2

GDAK0004

角熊製菓
営業時間 8:00～16:00
不定休
鴨川市小湊410
☎ 04-7095-2250

KSHO3096

和菓子舗 亀屋
鴨川市南小町815
☎ 04-7097-0034
FAX 04-7097-1710

ポテト
（左）
・豆大福
（右）

日蓮聖人生誕の地で生まれた、房州の伝統的銘菓
鯛せんべい製造のようす

当地小湊は日蓮聖人生誕の地、誕生寺の門前町として、古来より多くの参拝客を集
めてきた。大正時代に妙の浦
（鯛の浦）
が天然記念物に指定されたのを機に小湊
名物として考案されたのが｢鯛せんべい｣の始まりである。後の小湊町長である「鈴
木屋洋物店」店主、鈴木貞作氏が、観光地に相応しい鯛に因んだ銘菓を、
と提案さ
れ、天津の「廣木堂」
さんにより製造された。
鯛に因んだと言っても
「妙の浦」の鯛は日蓮聖人の化身、
思案の末、
せめて形だけでもと、
妙の浦の波間に跳ねる大鯛を模して考え出された。
（だから反ってるんです！）
現在でも市内８社にてそれぞれ独自の配合により作られ、
その懐かしく素朴な味わい
は小湊のみならず、房総銘菓、千葉銘菓として多くの方に愛されている。

鴨川豆知識

KSHO4076

難読地名シリーズ「百目木」はなんと読む？

元祖 鯛やきせんべい©

石渡製菓（菜の花庵）
営業期間 8:00～17:00
水曜定休
鴨川市打墨860-1
☎ 04-7093-7700

KSHO4202

市街から長狭街道を西に行くと、主基と吉尾地区を繋ぐ橋に差し掛かる、その
すぐ側に建っている製菓工場が「亀屋」さん。
地元のお米を使用した伝統的な餅菓子やお団子を中心に、暦に応じた季節ごと
の生菓子が作られている。そのほとんどに使われている小豆餡は自家製餡。特
等の十勝小豆を丁寧に製餡して練り上げた紫色の逸品。
自店舗を持たない注文と卸し専門の和菓子屋さんで、市内では「みんなみの
里」の他、小売り店やスーパーで購入できる。また、電話での注文予約のほか
に、製造を行っている午前の早い時間に工場まで足を運んだお客さんには、
卸し前の製品の中からの直接のお買い求めに
対応してくれるとのこと。

A-2

椿堂製菓(有)
営業時間 8:30～19:00
火曜定休
鴨川市天津1092
☎ 04-7094-0172

季節の生菓子

「鯛せんべい」
石渡製菓の鯛せんべいは、
クッキーのようなサクサク感が
特徴。かたすぎないので、女性
はもちろん、子供からお年寄り
まで幅広い年齢層に食べやす
いように作られている。
抹茶味や、紫イモ味の、一風変
わった味の鯛せんべいがある
のも魅力。今後も新しい味が
出てくるカモ!?

D-2

天津交差点のそばにある椿堂製菓。鯛せんべいや洋菓子、和菓子
のお店である。
中でも黒豆大福は椿堂製菓自慢の一品。厳選した黒豆がごろごろ
入ってあんこもたっぷり！薄めの皮に、鴨川沖の海洋深層水からつ
くられた「鴨川の塩」を使用し、あんこの甘みを引き立てつつも甘
すぎない。
洋菓子も人気で県内外からお買い求めに来られる方も少なくな
い。売り切れになってしまうこともあるので、ご注文は電話で予約
していただければ、とのこと。
ア

中島屋菓子店
営業時間 8:00～17:00
水曜定休
鴨川市小湊35
☎ 04-7095-2557
FAX 04-7095-2575

10袋箱入 500円（税込）
20袋箱入 1,000円（税込） １袋に２枚の
鯛せんべい入り。
42袋缶入 2,000円（税込）

B-2

GDAK0002

亀屋本店「鯛せんべい」

「カステーラまんぢゅう」110円（税込）

昔ながらの味で鯛せんべいを製造するお店。お店では、鯛せんべ
いのほか、おまんじゅうや水ようかんといった和菓子も扱ってお
り、なかでも季節もののおまんじゅう、桜もちや柏もちは人気があ
る。お店の向かいには日澄寺があり、近所の方だけでなく、お盆や
彼岸、お寺の行事などで来られる方からも親しまれている。

D-2

「黒豆大福」150円（税込）

中島屋のカステーラまんぢゅうは、イチゴジャムを白餡で
包み、それをさらに、もちもちの生地で包んである和菓
子。まず、もちもちの生地の食感を感じ、白餡の甘さと、イ
チゴジャムのほのかな香りと味が楽しめる。一口サイズで
食べやすく、お茶と合うので、
３時のおやつにおススメ。カ
ステーラまんぢゅうのほかにも、三笠山などのおススメの
和菓子が並んでいるので、ぜひ訪れていただきたい。

ア

亀屋本店では、プレーン・シナモン・桜葉・チョコレートの４種類の味
があり、綺麗に包装された袋を開けると、鯛せんべいの香ばしい
香りがあふれ出る。大鯛の跳躍を型どったまげ具合に独特の技術
があり、片側に白身を表す活き作りの様式を取り入れている。郷
土色豊かな銘菓としてお土産に喜ばれている商品だ。
４種類の味
をセットにした詰合せもあり、ほかにも、びわゼリーや鯛みそなど、
人気商品を盛りだくさん取り揃えている。

亀屋本店 誕生寺店
営業時間 9:00～17:00（通常営業）
無休
鴨川市小湊183-16
☎ 04-7095-2952

●鯛せんべい
１２枚入（２枚入×６袋） 袋
３１５円（税込）
１４枚入（２枚入×７袋） 手提げ型箱
５２５円（税込）
２０枚入（２枚入×１０袋） 箱
６３０円（税込）
３６枚入（２枚入×１８袋） 箱
１,０５０円（税込）
７２枚入（２枚入×３６袋） 化粧缶
２,１００円（税込）
108枚入（２枚入×５４袋）化粧缶
３,１５０円（税込）

全

「鯛せんべい」365円（税込）～

ア

和菓子 さが野「里の秋」

［7］

☞ 解説は8 面

［8］ 2012年（平成24年）9月１日

KamoZine

カ モ ち ず
かしわくらの
元祖房州丼 ￥1,680（税込） ア B-2

カ モ ち ず
鉄道ファンにおススメ
北斗星のたこ焼き ￥400（税込） ア C-2

かもナビコード
KSHO4144

レトロな世界へタイムスリップ
あんちっく具里夢

カ モ ち ず かもナビコード
全 B-2
FDNG0003

カ モ ち ず かもナビコード
ア A-2
SHAK0055

この春、天津のキリヤ洋品店の一角に突如たい焼きを売る
スペースが登場した。洋服屋とたい焼き屋。そのミスマッチ
を店主に伺ってみると意外な答えが返ってきた！たい焼き屋
は４年前からイオン鴨川店に出店しており、そのノウハウを
もとにターゲットをお年寄りに絞込み、天津地区の自社店
舗内に移転したとのこと。
あんは、つぶあん、白あん、クリームの３種類で各１２０円。尻
尾からこぼれるくらいたっぷり入っているのが特徴。
注文を受けてから焼くため、いつもできたてでアツアツのたい
焼きが楽しめる。また、焼けるまで洋服を選びながら雑談をす
るなど、ちょっとした社交の場ともなっている。
なお、道路に面した部分にたい焼きスペースを設け、周りを囲
い店外に換気していることで、たい焼きのにおいが商品の衣
服につかないよう工夫されている。
キリヤ洋品店／たい焼き一成
営業時間 9：30 ～ 18：00
不定休
鴨川市天津 1405-1

今年一月にテレビ放送がスタートした、
アニメ

好評放送中です。
クライマックスを迎えつつあ

「輪廻のラグランジェ」 現在「ｓｅａｓｏｎ２」が

竜雄総監督が学生時代にハレー彗星を見に

る 展 開にま す ま す 目 が離 せません 。▼佐 藤

訪れていたことが一つのきっかけとして、鴨川

市が宇宙とつながる場 所として選ばれまし

鴨川市が舞台となっています。
▼十月十三日

た。時代は二〇三二年。ちょうど二十年後の

（土）
・十 四日（日）の二日間、鴨 川 市で「ラグ

りんまつり２０１２ ｉｎ 鴨川」が開催されます。現在、製作

委員会の協力の下、鴨川推進委員会にて鋭意準備を進めてい

当地アニメのイベントを目指しています。
▼昨年、製作委員会

るところです 。ファンも観 光 客も市 民も楽しめる、新しいご

地巡礼」に訪れるファンの方々をいかにおもてなしできるか

より 本 作について話 があった際、観 光 地としていわゆる「 聖

心に、知恵を絞り力をあわせてさまざまな活動を重ねてき

を考 え、鴨 川 推 進 委 員 会 を組 織し、有 志 ボ ラ ン テ ィ ア を 中

ました。
▼残念なことにごく一面をクローズアップされた報道

などもあって、ネガティブな印象をもった方々もいらっしゃっ

粋です。アニメをきっかけに地域を活性化させたい。
「ラグり

たようですが、取り組んでいるメンバーの気持ちは至って純

ん」を盛り上げ、
ファンの方々に楽しんでもらいたい。
▼かも

星ケ池

鴨川豆知識

鴨川陶芸館
竹栄接骨院
中乃見家
鴨川ハーブソサエティ
日暮晃一氏
鎌田製菓

秋、魂熱きワイルドな仲間たちが鴨川で待ってるぜい！（Ｙ）

鴨川のむかし話 ⑤

むかし、曽呂の高鶴山に若い神さまが住んでいまし

た。神さまはとても心が優しく、村の人みんなに慕わ

れていました。

高鶴山の真上にはいつも夜になるとひときわきれい

な星がひとつ輝いていました。神さまは毎晩山のてっ

ぺんまで行って、この星をいつまでもうっとりとながめているのでした。

一年が経ち、二年が経ち、神さまはとうとうこの星に恋をうちあけ、

ふたりは結ばれました。

星のお父さんはお日さま、お母さんはお月さまでした。神さまとお星

そんなある年の夏のことです。その年はどうしたことか日照り続きで田

さまは毎日毎日仲良く暮らしていました。

んぼや畑がからからに乾き、稲も野菜も黄ばんでしまいました。村びとた

ちは毎日毎晩たいこを打ち鳴らしたり火を燃やして雨乞いをしたのですが

雲はひとかけらも出てきません。

神さまとお星さまは村の様子を見てとても心配していました。ところ

がいつもは谷川で水浴びをして美しく輝いているお星さまが、水がなく

なってきたためにだんだんと光が弱ってきてしまったのです。困ったお

星さまはお母さんであるお月さまに、
「お母さんおねがいです。どうか

天の川の水を高鶴山に降らせてください。
」とお願いをしました。天の

川には、空の大切な水が流れていました。でもかわいい娘の願いにお月

「ありがてえことだ。これで稲も野菜も生きけえるなあ。
」

さまは天の川の水を高鶴山に降らせてあげたそうです。

星ケ池は、その時にお月様から分けてもらった天の川の水をためてで

と、村の人たちは、涙を流して喜び合いました。

きた池だそうです。

KamoZine を応援してくださっている方々（かも夏号）
食事処なかむら
■買取 大場蘭園
■賛助

キリヤ洋品店の
たい焼き ￥120（税込）

〈ネタ募集！〉

読者のみなさんとともにつくりあげていく、新感覚の鴨川ポータルマガジン「KamoZine」では掲載
ネタを大、大、大募集中です！ ユニークな見どころ、隠れた名店、一生懸命活動している人たちな
ど、なんでも構いませんので、かもナビ実行委員会事務局まで情報をどしどしお寄せください。
かもナビ実行委員会事務局
k-office@kamonavi.jp
☎ 04-7092-0320

（
『鴨川のむかし話』鴨川市教育委員会発行より）

天津神明宮
ひだまり INN
亀屋本店
鮨笹元
入江裕一氏
秘湯の宿白岩館

たこやき＆パブ 北斗星
営業時間 11：00～ 不定休
旅客定員 10名
鴨川市天津3326－4
☎090-3064-7993
たこ焼き＆お席のご予約は
車掌長の徳弘さんまで!!

カ モ ち ず かもナビコード
カ B-1
SHKM0083

細い路地の先を行くと
『時を止めて 心休めて… レトロな世
ぐ り む
界へ ―あんちっく具里夢―』と書かれた茶色の看板がまず
目に飛び込んでくる。そして、入口をレトロな置物で飾られ、
壁一面が緑のツタで覆われた建物。玄関先でそのインパクトに
衝撃を受けつつ、中へ入って、もっとビックリ !! 陶器やレコード、
家具に昭和アイドルのポスターから仏像まで ! とにかく何でも
ある、の一言。
平成２年創業のこの店にある数多くのアンティークは、買い取
りで集まったものが主で、買い取りの希望があれば新潟や東北
地方までトラックで出向くとのこと。店や商品の雰囲気から、モ
ノ集めが好きな男性客が多いかと思いきや、お客さんの８割は
女性だそうだ。そのニーズに合わせたガラス物や古布はこの店
のイチオシ商品でもあり、常に取りそろえている。
そして気になるのは“具里夢”という店名。店主の妹さんが「グ
リム書房」という古書店を出していたため、その名前を残そうと
いうことでこの名が付いたそうだ。
何とも言えぬ優しい雰囲気の店主と、穏
やかながらしっかりした印象の看板娘さ
んだが、店には2人と話すために来るお
客さんも多いのだとか。有名人も御用達
のこのお店、近くを通ったら見学気分で
ふらっと立ち寄ってみるのもいいかもし
れない。
あんちっく具里夢
営業時間 10：00～17：30（通常）
月曜定休
鴨川市広場 799-5
☎ 04-7093-3668

鴨川市街から長狭街道を鋸南保田Ｉ
Ｃ方面へ車で約３０分。平
塚交差点を左折して、川を左手に４００ｍほど走った川の向こ
う側にある韓国食堂「味家」 地元民でなければ存在にすら
気づかないたたずまいだが、知る人ぞ知る本場韓国の焼肉の
食べられるお店である。古き良き大衆食堂のあたたかい雰囲
気に満ちあふれる店内。およその予算を伝え、お任せすれば、
おかみさんチョイスのお肉が次々に出される。ほとばしる肉
汁、香ばしいけむり、お肉の味わいはもうサイコー。事前にお
願いすれば送迎までしてくれるそうで、安心してアルコールも
楽しめる。味家の焼肉、一度は味わってほしい。
味家
営業時間 平日 17:00 ～ 22:00
土日祝 11:30 ～ 14:00
17:00 ～ 22:00
火曜定休（祝祭日を除く）
鴨川市平塚 1826-3
☎ 04-7098-0999

日澄寺
四井商店・四井保険事務所

かもナビコード
FDAK0014

列車に似せた外観と壁に埋め込まれた行き先表示、そし
てテイクアウト用の窓から見える車掌の姿……この北斗星
というお店、すでに見かけて気になっているのではないだ
ろうか？ この外観から想像がつく通り店内は小さな博物
館。列車の模型やサボ、０系新幹線のグリーンシートまで
置かれていて鉄道ファンは興奮必至だろう。しかし特筆すべ
きはこの内装だけではない、北斗星のたこ焼きも絶品なの
だ !! 新商品（仮名）サザエボールの販売も予定されており、
KamoZine 編集部では引き続き注目しているお店だ。

房州の海の幸がこれでもか！とのった、かしわくらの元祖
房州丼。まずはそのボリュームに圧倒される。イナダ、ア
ジ、キンメ、ヒラメ、カツオなど、時季によって厳選され
た旬の新鮮な魚が色とりどりに丼の上で舞い踊る。房州人
らしく豪快に食してほしい！という思いがひしひしと伝
わってくる。丼にのった房州の郷土料理「なめろう」も絶
品！これ一杯で房州の海を食べ尽くしてしまいそう。食を
通じて鴨川の魅力をアピールし、地域を元気にしたいとい
う店主のアツい魂のつまった一杯をぜひ食してほしい。
かしわくら
営業時間 11：00～15：00 17：00～21：00
水曜定休
鴨川市天津 3244
☎ 04-7094-0121

知る人ぞ知る本場韓国の焼肉
味家

かも秋・かもラグIV合併号（通算第11号）

鴨川農家民泊組合
くわっせ～鴨川（佐々木商店）
ヒルトップ・イン・ブランシェ
杉本民宿
風雲
ドッグファミリー

●応援くださる方
１口 2,000 円 ＊１口あたり最新号を 10 部進呈いたします。
●配布くださる施設の方
１部 30 円（税込）（かも秋・かもラグ IV 合併号）
＊１回 20 部以上のお申込をお願いします。
〈応援団についてのお申込・お問合せ〉
かもナビ実行委員会事務局 ☎ 04-7092-0320
発行／かもナビ実行委員会
〒 296-0001 千葉県鴨川市横渚 643-2 ☎ 04-7092-0320
写真・絵素材提供：ラグランジェ・プロジェクト／高橋誠氏

「どうめき」と読みます。意味には様々な説がありますが、川の流れる音「どうどう」と「～のような状態になる」といった意味の「めき」を合わせたものとも、
また「どよめき」からきたものとも言われています。市内では、横尾、太海、釜沼地区に残されています。

