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亀田医療大学

実りのかも秋──長狭米、鴨川七里、房州海老（伊勢海老）
…
…

…

癒しのかも秋──棚田の夜祭り、房総丘陵の紅葉

祭りのかも秋──流鏑馬神事、大浦の担ぎ屋台、和泉の三役

かも秋、
新発見！

編集／かもナビ実行委員会かもジン制作班
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60

名様にエナジータオル
プレゼント！
＆お楽しみ抽選会アリ！

9/15（月・祝)
鴨川 エリ
ア

輪廻のラグランジェ展
千 秋 楽 トーク＆交流イベント
鴨川市郷土資料館
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好評を集めている「輪廻のラグランジェ展」の千秋楽──
９月15日(月・祝)、トーク＆交流イベントを開催！
作品の舞台裏や地域の活動現場でのエピソードなど、貴重
なトーク満載！ アツい時間を過ごそう！ まるっ！！！
●日時 2014年９月15日(月・祝)
トーク 14:00～16:00 ＊観覧無料・定員60名
鈴木利正監督・岡本健（奈良県立大学講師）		
高橋誠（鴨川市郷土資料館）
岡野大和（鴨川推進委員会）
交流会 17:30～ ＊飲食有／会費制（3,000円程度）
グッズ販売 10:00～16:30（鴨川エナジー、
エナジータオル、ジャージ部ジャージ）
●会場 鴨川市郷土資料館 文化財センター
鴨川市横渚1401-6 ☎04-7093-3800
●主催 輪廻のラグランジェ鴨川推進委員会
※輪廻のラグランジェ展：入館料 一般￥200 小中高生 ￥150
（小学生未満、鴨川市内在住・在学は無料）
10/17（金）
〜1/5（月）
長狭 エリ
ア

棚田のあかり

10/17（金）
～1/5（月）
大山千枚田

全
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16：00～20：00
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日本の棚田百選の地・大山千枚田にて、太陽光発電を用いた
ＬＥＤキャンドル10,000本で照らすイベントです。期間中の
毎日ご覧いただけます。ろうそくの炎をイメージしたゆらぎの
あるオレンジ色の光で、美しく幻想的な景観を楽しめます。

☆棚田のあかりオープニングイベント

10/17（金）
・18（土）
・19（日） 17：00～20：00
イベント参加料 おひとり様500円
2か月半にわたる「棚田のあかり」のオープニングを飾るイベ
ントです。ステージイベントや夜店、各日のイベントの最後に
エンディング花火が打ちあがります。

☆棚田の夜祭り

10/24（金）
・25（土）
・26（日） 17：00～20：00
イベント参加料 おひとり様500円
ＬＥＤキャンドル10,000本に加え、廃油を使ったエコキャンド
ル3,000本の松明が秋の棚田を幻想的に照らすイベント。
ＬＥ
Ｄキャンドルとエコキャンドルの競演は圧巻です。ステージイ
ベントや夜店が出店し、イベントの最後にはエンディング花火
が打ちあがります。
※「棚田のあかりオープニングイベント」
と
「棚田の夜祭り」は、
大山千枚田周辺の道路に交通規制がかかります。鴨川市総
合運動施設の駐車場からシャトルバスをご利用ください。

KamoZine 創刊５周年記念

こんな地曳網見たことない！
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9/27（土）
天津小湊 エリ
ア

天津・二タ間海岸

©ラグランジェ・プロジェクト

梅 と も
大募集!!

鴨川吉保梅の里づくり実行委員会では、吉尾吉保地区に5,000本の観光梅園の開業と、
3,000本の梅オーナー制度導入にむけて取組んでいます。
本事業が立ち上がる平成30年までの間、梅園エリアの環境、施設の充実の為に、
『鴨川梅の里友の会』
を設立し、
会員を募集しております。会員特典として、11月に実施される植樹体験や鴨川シーワールド特別割引券の提供、
梅とも加盟店による各種サービスを提供いただけます。
詳細は梅ともホームページをご覧ください。多くの方のお申込みお待ちしております。
■会員期間 2014年10月1日～2018年7月31日
■会
費 インターネットによる申し込み >>> 1口 10,000円
専用用紙による申し込み
>>> 1口 12,000円
●お問合せ 一般社団法人鴨川市観光協会
鴨川市横渚945-2 ☎ 04-7092-0086
梅ともホームページ http://kippo-ume.jp

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

怪獣ガメラの映画の舞台に鴨川がなったらしい。

ア

B-2

み

２０１4

SPAK0038

昨年いろいろな意味で「こんな地曳網見たことない！」になった
天津超地曳網が今年も開催！
まさにリベンジを誓う今年の地曳網はさらにバージョンアップ！
ＺＥＲＯ１プロレスも再上陸！
！
天津・二タ間海岸でアツい一日を過ごそう！
！
！
■日時 2014年９月27日（土）
９
：00～20：00（予定）
※26日（金）17:00～は
前夜祭プロレスマッチ開催！
■会場 天津・二タ間海岸
■内容 スーパー地曳網（９：00～）
・ビーチクリーン大作戦・
綱引き大会・ＺＥＲＯ１プロレス ほか
●主催・お問合せ
天津超地曳網実行委員会
☎ 04-7095-2218（鴨川市観光協会天津小湊支部）
※詳しい内容はかもナビ（http://kamonavi.jp）にてご案内します。

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

［2］ 2014年（平成26年）9月１日
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温故知新の環境都市・鴨川へ
発掘！森永乳業誕生の地

［嶺岡タック通信］

調査員 千葉いずみ（日本大学大学院博士後期課程）

みねおかやま

里山と棚田と馬と（11・最終回）
～タックの旅立ち～

じょれん

南に嶺岡山を望む加茂川のほとり。川音を、鋤簾で土を掻く音が
消す。表土を一掻きすると白い石の輪が現れた。森永乳業株式
会社が誕生した工場跡が白日の下に晒された瞬間だ。白い石の
輪は、薄い石板を並べ整円形に作った井戸枠の跡。石を丁寧に
調整し隙間無く積み上げた姿はアートといってよい。
調査地を訪れたモリナガグループの皆さんは感慨深げで「大切
な史跡として伝えていくことが大事ですね」と語っていた。
“日本酪農発祥之地”
である嶺岡
牧周辺地域は，
主要製乳企業の
創業地でもある。この輝かしい歴
史を元気な地域づくりに結びつ
けることが大切だ。それだけに、
その主要資源の一つである明治
乳業の誕生地遺跡が調査もなく
破壊されたことが残念でならない。
▲森永乳業誕生地の発掘
〈文献〉日暮晃一・牛村展子・千葉いずみ（2014）日本近代酪農

下郷さとみ

この号が出るころにはタックはもう我が家にはいませ
ん。とうとうタックを手放すことに決めたのです。この
先、仕事で留守にすることも多くなりそうで、このよう
な生活パターンの者が馬と暮らすのは無理だと思い
到りました（本業はフリーのライターです）。
ま も り
お隣の南房総市にある「馬 森牧場」がタックの新天
地となります。昨年末に１か月ほど留守にした際に
タックを預かってもらった牧場です。計画外の大きな
負担発生にもかかわらず、こころよく引き受けて下さった牧場主の
▲台所の窓からコンニチハ
菅野さんご夫妻には、感謝の思いでいっぱいです。
タックが沖縄の与那国島からやって来て、この７月で丸３年。来たときはまだ子馬っぽさが残っていま
したが、９月４日の誕生日にはもう満５歳です。この３年間、近所の方たちに本当にかわいがっていた
だきました。
窓から外を見ればいつもそこにいて、「ヒヒン」「ブフフ」
（おなか
すいた、遊ぼうよ）と呼んでくれたタック。そんな彼がいなくなるの
は、さみしくてなりません。けれど馬は群れの生き物ですから、仲
間の馬たちが10頭いる牧場で彼は生き生きと暮らせるでしょう。お
客さんとふれあい、背中に乗せて歩く活躍の場も広がることでしょ
う。馬らしさを発揮できる、彼にとってはこれがより幸せな道だと信
じています。
持ち主がかわって名前もかわることになる旧名タックを、皆様、これ
からもどうぞかわいがってやってくださいね。

▲発掘された井戸跡

牛乳文化の源流 嶺岡牧．

鴨川の食卓から世界を元気にする
プロジェクト鴨川味の方舟

21世紀になって世界の「食」の動きが激変し
た。20世紀は食品産業の利潤を中心とした発
想で、
「早い・安い」を重視し、食生活は軽んじら
れた。それが今は、食生活を中心とした発想とな
り、食生活の質、地域個性重視へと変化した。
未だ20世紀の価値観でジャンクフード化が進
む日本だが、
“プロジェクト鴨川味の方舟”
は、設

タックく
ん
も
ますます活 新天地で
躍
お祈りして することを
います！

鴨川のアンコールワット⑩

▲お別れに来てくれた近所の
子どもたちと記念撮影

▲夏蜜柑なめろう※

★編集部より★

下郷さとみさん、長きにわたり寄稿ありがとうございました。

立時から鴨川の美味しい味を伝え、豊かな食生
☆馬森牧場

活を広げることにより鴨川を元気にする活動を

http://mamoribokujou.com （平日のみ運営。要予約。貸切り用ゲストハウスも併設）

行ってきた。鴨川が誇る美味しい味としてあげ
られた品目は、長狭米、なめろう、ひじき、チッコ
カタメターノ
（乳っこ固めたの）など22品目に及
ぶ。これらを食卓に取り戻す活動が注目され、
▲チッコカタメターノベーコン巻き※

る。食卓から鴨川を元気にする活動は、世界を

※ 鴨川郷土料理研修会で作った料理（プロジェクト

も元気にしているのである。

かたぎ

伊八気質でまちづくり その①

鴨川味の方舟会報「おいしいー輪！」№５より）

郷土の味覚が詰まった
「伊八弁当」誕生！

オルタナティブ・フードバリューチェーンの実現

～めえしば－Fusabusa共生型６次産業化～
農政調査委員会研究員 佐藤奨平
めえしばミルク工房
海と田畑と山に囲まれた鴨川は、多様で豊かな食文化
を有している。食材の豊富さについて言えば、日本では
最高ランクに位置づけることができる。そのような鴨川
では、
「豊かな食生活」を原点に、地域・食農産業が元
気になるローカル・フードシステムが展開している。その
一例が、めえしばミルク工房とレストランFusabusaと
のコラボレーションである。めえしばミルク工房で抗生
物質・ホルモン剤不使用の自家製乳により加工された
チーズは、隣接するFusabusaで他の地元食材ととも
に調理される。一戸の酪農家で加工と飲食店経営等の
立体的な６次産業化を図ることは容易でない。これを、
「鴨川の食べ物で元気に」という共通目的の下、異業
種経営間共生システムを構築し高付加価値を産む地域
バリューチェーンを実現している。日本のオルタナティ
ブ・フードバリューチェーンの手本といえよう。

全
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▲めえしばのフレッシュチーズを使った
Fusabusaのパスタ

ゆめ！未来の鴨川へ ─ ⑬

愛を耕すものたちよ
加藤登紀子

夫が他界してから十二回目の命日。十三回忌の法要

を行った七月三十一日の鴨川自然王国は、暑い夏の陽射

しの照りつける中にも、気 持ちの良い風の吹 く一日にな

生きていれば夫も七十歳。親しい方が次々に亡くなる

の全面協力のもと、

りました。

に鴨川に来て頂こう、
ということで声をかけたのでした。

ことが続いたこともあり、
この辺りで、
出来るだけ皆さん

一九七六年藤本と一緒に立ち上げた「大地を守る会」

の会 長 藤田和 芳さん、
キューバ文 化 交 流 研 究 所の後 輩

SPKM0001

で、
生活クラブ生協の池田徹さん、
三里塚の空港反対同

盟の面々の顔も見 え、鴨川で藤本が活動を始めた頃か

らお世 話になったお寿 司 屋さんの笹 本 元さん、
スペイン

C-1

料理屋「パエジェーラ」
の岡部公英さん、
鶏と檸檬の農業

カ

をしてらっしゃる古泉さん、
大山千枚田の石田三示さん、

開いている高 野 孟さん。ゆかりの重 鎮がずらりと揃い、

１９７１年 ( 昭和４６年 ) に公開になった『ガメラ対深海怪獣ジグラ』は、開業間もない鴨川シーワールド
主な舞台として随所に登場しています。

ニュースキャスターで大 山 在 住、
この数 年「 大 山 村 塾 」を

昔のやんちゃな若 者だった頃からの懐かしい顔が、今は

脱帽するような顔ぶれ。鴨川自然王国の後ろ盾になって

どなたも一国一城の主。積み重ねた歳 月の重さに改めて

夫が鴨川で農 的 生 活を始めたのは一九八〇 年 代のは

下さっている事に改めて感謝いっぱいの気持ちでした。

じめ。

夫 が 他 界 して私 が 受 け 継いでから も 十二年 、娘の

Yaeがここで農業を始めた博正と結婚して九年。三人

「愛を耕すものたちよ」

人生は不確かなようで、
やっぱり積み重ねた歳月は凄

の子の親になりました。

いものだ、
と実感します。
夫 から 受 け 継いだ 想い

これからを 生 きる人た

をやっとひとつの歌に。

張って生 きてほしいとの願

ちに、
しっかり と土に根 を

いを込めて。

鴨川豆知識

「べんと～ぉ、べんと～ぉ」。 声を張り上げホームを行っ
たり来たりの「立ち売りやさん」の姿がいまではめっきり
伊八弁当
減りました。
しかし、旅の楽しみのひとつである駅弁は、
オリジナル「しおり」の
大手デパートで開催される「駅弁大会」は人だかりの山、
おまけ付き
￥1,800（税込）
衰えるどころか様々な企画弁当で賑わいを見せていま
予約販売
す。地域活性化事業として伊八ブランド、特産品の開発を
してきましたが、この度、郷土の味覚が詰まった「伊八弁当」を企画・販売するはこびとなりました。
伊勢海老とタコの炊き込みご飯、外房産の伊勢海老をまるごと一匹、また昔ながらの漁師料理の味「さ
んが焼き」、鴨川名産のひじきが磯の香りをひきたたせた豪華版となっています。開発にあたり、
「駅弁
の女王」としてメディアでおなじみの、小林しのぶさんに監修いただきました。食をとおしても広く、
「波
の伊八」に興味を注がれること期待します。
なお包装紙には伊八の代表作「波に宝珠」を行元寺住職のご協力を得て採用しております。
一般社団法人 波の伊八鴨川まちづくり塾
〒296-0105 鴨川市成川34-2 ☎ 04-7097-1873または090-8840-1873
FAX 04-7094-5873
＊
「伊八弁当」へのお問合せは 南総軒 ☎ 04-7092-4651

里海食堂 Fusabusa
全

伊八ブランド・特産品の開発

伊八ニュース vol.9

世界各地の大学が相次いで調査に訪れてい

鴨川七 里
七 化
変
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晩秋の鴨川の味覚
数年前より始められた、幻の鴨川古来稀少枝豆種
「鴨川七里®」のブランディング・プロジェクト。
晩秋に収穫され、香ばしさ絶佳の味覚は
「七里、七里」と多くの人に親しまれ、
いまや代表的な晩秋の鴨川の味覚となりました。
ゆでて食べるのはもちろん、料理に用いたり、
お菓子に加工したり、さまざまに姿を変え
活用されています。
鴨川七里の七変化した姿をご紹介します。
鴨川七里の新しい顔を発見してください。

七里豆のスープ／鴨川グランドホテル

えだ豆を原材料に使ったジェラートは珍しく、何回も試作を重ね２年前に鴨川
七里「えだ豆のジェラート」として発売されました。カップを開けたときの見た
目や、えだ豆らしい食感を出すために苦労したとのことです。美味しさの秘訣
は、敢えて裏漉しはせず・
・
・材料を惜しまず使い・
・
・とっ、後は企業秘密！ 「鴨
川七里」は１０月に収穫のため、一年分を軽く
茹で、豆を出した状態で原材料として冷凍保
存。そのため「鴨川七里」の味と香りを、一年中
「ジェラート」で楽しめます。

鴨川市江見東真門558-1
販売先等の問合せ ☎ 04-7096-0636
（9：00～17：00）
不定休

鴨川七里の「枝豆まんじゅう」
株式会社わづくり

「鴨川七里®」は近年鴨川市で実施されている「鴨川七里
えだまめオーナー制度」等でも広く皆様に親しまれるよう
になりました鴨川の在来種の「えだまめ」です。
千葉県鴨川市の緑豊かな里山で大切に育て継がれてき
た、この在来種は従来より「香り、七里に広がる」とまで賞
され、他種の枝豆とは収穫時期が大きく異なる極めて晩
生であり、その晩秋におくる鴨川七里の芳香な甘みと香り
は他にはない大きな特徴となっています。
鴨川では昔から農家が各々の家に伝わる大豆を田の畦畔
にまき、収穫した豆から味噌などを造る風習があり、鴨川
で広く栽培されてきた経緯があります。
しかし鴨川七里の
栽培には手間暇も多くかかり、栽培方法も難しい点がある
こと等、近年次第にすたれていく傾向にありました。

おすすめ商品

カ モ ち ず かもナビコード
全 D-4
ZZFE0008

わづくり
１袋６個入 ￥６４８（税込）

「香り、七里に広がる幻の枝豆」鴨川七里®

THE GUNJO RESTAURANT
ランチコース ￥2,700（税別） カ モ ち ず かもナビコード
鴨川グランドホテル THE GUNJO RESTAURANT

「七里先まで香りが届く」と言われる鴨川の秋の枝豆、通称「鴨川七里」！
鴨川市曽呂地区で、かりんとう饅頭を販売している「わづくり」さんが、鴨
川七里と厳選した白あんを混ぜて炊き上げた餡で作った「枝豆まんじゅう」
は枝豆の風味にこだわった味で期間限定
の商品！ しかもその年の収穫した枝豆で
しか作れないため、限定生産になります。
昨シーズン製造した「枝豆まんじゅう」は今
年１月より販売開始したものの、好評により
すでに完売。今シーズンは来年１月より販
売予定です。価格は１袋６個入りで６４８円（税込）にて販売。
電話、ネットでの予約も受け付けていますので、ここでしか味わえない、鴨
川七里の「枝豆まんじゅう」を味わってはいかがでしょうか？

鴨川市代535-2
☎ 04-7099-3123 FAX 04-7099-3120
0120-260291
営業時間 9：30～17：30 日曜定休
http://wadukuri.jp

●一品料理部門

収穫祭

入賞作品

〈優秀賞〉七里枝豆のおからなます

RKKO1003

☆アピールポイント等
ヘルシーで、さわやかな色のからなますで
す。

〈優秀賞〉枝豆と里芋の大仏揚げ
☆アピールポイント等
外側のあられが香ばしく、あんとの相性も良く、
食べているうちに食感も少しずつ変化するので
楽しめると思います。半分に割ると里芋の白、枝
豆の緑、そぼろの茶色と、見た目もきれいです。

鴨川市広場820
☎ 04-7092-2111
営業時間 ランチ11：30〜14：30
（L.O.14：00）
ディナー 18：00〜21：00
（L.O. 20：00）

〈優秀賞〉グリーン茶わん蒸し
☆アピールポイント等
豆乳を入れて、よりまろやかに！！！

●スイーツお菓子部門

入賞作品

〈優秀賞〉森のケーキ

５年目を迎える「鴨川七里オーナー制度」。
本年４月の募集開始から、多くの熱心なファン、リピー
ター様に加えて、新規のオーナー様のお申し込みを頂きま
した。関係者一同、感謝の念がたえません。今年も例年
の通り、晩秋にあたり、鴨川七里収穫祭を開催する予定
です。オーナー様の方々には収穫体験ならびに食べ物、
風景、体験など選り取り見取りの鴨川の秋を満喫し、お楽
しみ頂ければと思います。
●詳細：鴨川市商工会ウェブサイト
(http://www.kamogawa.or.jp)のサイドメニューに
ある「鴨川七里バナー」より「鴨川七里オフィシャルサ
イト」にアクセスしてご覧ください。
●お問合せ 鴨川市商工会 鴨川七里オーナー制度係
☎ 04-7096-6500

モンブラン

☆アピールポイント等
モンブランの頂上のあめ細工まで鴨川七
里！
！味も香りも見た目も１００点満天。

〈優秀賞〉七里香るベイクドチーズケーキ
☆アピールポイント等
七里枝豆をペースト状にするのではなく、
細かくきざみ、食感を残したところ。

〈優秀賞〉枝豆プリン
☆アピールポイント等
枝豆のきれいな緑を出すようにしました！あきのこ
ない味にしました！
甘すぎず、枝豆の香りをたのしめるようなプリンにし
ました！手軽に作れるのでぜひ作ってみてください。
★レシピは鴨川七里オフィシャルサイト
（http://kamonavi.jp/7ri/）
で
紹介しています。

チームJIU体験レポート
発掘！鴨川の郷土料理─ ②

かがやく!
鴨川人

農家民泊「清水」で太巻き作り体験
今回は鴨川郷土料

米粉を使ったたこ焼きなどの体験が出来ま

理 研 究会「いろり波
田」・初代会長の川名

す。宿泊するなら山菜、天ぷら、味噌汁など
昔ながらの家庭的な料理が食べられます。

さんが運営する、農家民泊「清水」で体験
しました。

皆さんもぜひこの農家民泊を通し、鴨川で
しか味わえない体験をしてみてください。

テーマは「秋祭りの里のおもてなし」です。
ながさまい
地元のブランド「長 狭米」と地元で採れた
野菜等を使い、収穫の感謝と来客に対する
歓迎の意味をこめて太巻き寿司と大福作り

カ モ ち ず かもナビコード
STNG0003
農家民泊「清水」 全 B-2

巻きを作りました。大福はもち米（ツキミモ
チ）の適度な粘りがあるという特徴をよく

カ C-2

地元の人たちが参加する料理コンテストもすでに２回行われ、このコン
テストでは「鴨川七里を活用し、地域性高く、アイデアあふれる」オリジ
ナル料理が多数応募されました。これら多くの作品からも鴨川七里の裾
野の広さを感じられ、今後の発展が大きく期待されています。
多数の逸品が出展されましたが、紙面の都合上、入賞作品より数点をご
紹介させていただきます。

鴨川の秋の味覚を代表する「鴨川七里」
（枝豆）
を素材にした、まろやかで
美味しいスープ。緑鮮やかな色彩に目を奪われ、ひと口飲んだ瞬間に七里
本来の独特な旨みが口いっぱいに広がり、なんとも心地良いのど越しに、
あっという間に飲みほしてしまいました。ランチコースでオードブルまたは
七里豆スープをお選び頂けます。
（ディナーコースの中でも提供が可能で
す。）期間11月上旬～11月下旬まで
（七里豆
の収穫により変わる場合もございます。）
お電話で事前に「七里豆のスープあります
か」と、確認をされることをおすすめします。

鴨川七里

カ モ ち ず かもナビコード
全 D-4
ZZFE0007

を体験させていただきました。
今回は秋ということでコスモスを絵柄に太

しかし地元の限られた農家がこの伝統ある豆が守り続け
てます。そして地元の栽培農家（鴨川七里を育てる会）
の努力で再び、鴨川七里の栽培が可能になり、この在来
種も徐々に脚光を浴び、更にオーナー制度の人気も相
まって「鴨川七里」ブランドの知名度は大きく向上してき
ています。
鴨川七里は鴨川を代表する産品の一つにまで、成長しました。
「地元の宝で農村を豊かに！多くの人に喜ばれる物づく
り！」を合言葉に鴨川に復活した「香り、七里に広がる」幻
の枝豆。
「鴨川七里」をご堪能ください。
●鴨川七里を育てる会
安房農業事務所改良普及課
〈お問合せ〉鴨川市農水商工課 ☎ 04-7093-7834

第２回鴨川七里料理コンテスト 入賞作品

｢鴨川七里｣ えだ豆のジェラート
田原牧場

［3］

鴨川七里を使った、アイデアあふれるオリジナル料理！

鴨川七里
鴨川モーモージェラート
￥300（メーカー希望小売価格）

2014年（平成26年）9月１日

鴨川市平塚652-1
【ご予約・お問い合わせ】要予約
☎ 04-7098-0457
FAX 04-7099-9077
体験料 １体験につき1,000円

故郷・鴨川でお店を開く
日本人初のベルギー代表パティシエ

鈴木 貴信 さん

今年11月、国道128号線沿いにある宝石の館
KSHO1234 内に「 L a
「カワムラ」 エ Ａ-2
Patisserie Belge」という名のベルギー菓子の

ちや学生、家族連れの方々が集まる場所。地域密
着のお店だ。
ベルギーのお菓子だけでなく、鴨川の地場の素材

お店がオープンする。お店を開くのは鈴木貴信さ
ん。日本人初のベルギー代表のパティシエに選ば

を使ったケーキやチョコレートなども提供される予
定。日本酪農発祥の地である南房総で採れた牛乳

れ、世界大会で見事優勝した。ベルギーに滞在し
ていた頃から、行く行くは鴨川で

や、季節の果物を活かしたいと意気込んでいる。
インタビューの冒頭から終わりまで「地域とつな

店を開いて鴨川の役に立つこと
はできないか、と考えていたとの

がって、地域に愛されるお店にしたい！」と何度も
アツく繰り返されていた。故郷への熱意あふれ

こと。
鈴木さんが目指すのは、地域の
人たちに愛されるお店。子どもた

る鈴木さんが築くお店は、一体どんなにすてきな
お店になるのだろう。ぜひ地域の人たちに応援さ
れ、愛されるお店になってほしい。

活かしています。長狭米は特に日本で唯一
天然の天水を利用した大山千枚田から作ら
れたお米です。ここ鴨川でしか味わえない
味ではないでしょうか。
他にも直採り野菜等を使ってバーベキュー、

鴨川豆知識

大山千枚田

全

B-2

SPNG0001

は、江戸時代初めにはあったらしい。

☞ 解説は4 面

［4］ 2014年（平成26年）9月１日

鴨川豆知識

1610 年（慶長１５年）の記録以降、この地域の石高がほとんど増えていないため、それ以前からあったとの解釈をすることができます。し
かし、はっきりしたことはわかりません。

KamoZine

かも秋号（通算第17号）

KamoZine

かも秋（通算第17号）

鴨川豆知識

金山城には埋蔵金があるらしい。

2014年（平成26年）9月１日

［5］

☞ 解説は6 面

［6］ 2014年（平成26年）9月１日
「こんな居酒屋、あったらいいね」

KamoZine

カ モ ち ず
待崎橋のたもとにお店がオープン！
焙煎屋「カモガワ珈琲」本日の珈琲 ￥400 エ B-1

カ モ ち ず かもナビコード
カ C-2
FDKM0056

鳥丸の豚バジル １本￥１５０
（税込）

国道128号線から一本
入った裏通りにオープンし
た「鳥丸」 店名の由来は
ズバリご主人の苗字そのも
の。鹿児島出身のご主人は
元営業マン。「自分がお客
さんだったら、こんな居酒
屋があったらいいな」とい
う目線でお店づくりをして
いる。メニューの値段もみ
なリーズナブル。もちろん
味も間違いない。こぢんま
りとした気軽に立ち寄れる
お店だ。筆者のおすすめは
「豚バジル」自ら栽培しているバジルを店内で乾燥させ、
豚バラにまぶして串焼きにしたもの。バジルが脂っぽさを
絶妙に消してくれ、豚バラ串なのにさっぱりと味わうこと
ができる。店内に並ぶ薩摩焼酎との相性もバッチリな逸品
である。
鳥丸
営業時間 15:00～24:00（L.O. 23:00）
※日曜のみ ～23:00（L.O. 22:00）
水曜・第３日曜定休
鴨川市広場1022
☎ 04-7094-5797

二代目 鳥吉食堂の
「鴨川地魚 ふぐ刺し」￥５００～

カ モ ち ず かもナビコード
全 D-4
FDFE0011

ふぐが気軽に食べられるお
店発見！
！
鳥吉食堂で食べた、地元鴨
川直送のふぐは身がしまって
いてプリプリ！
高級品だと思っていたふぐ
が、こんな近くで食べられる
とは・
・感激！
！
また、地元の野菜とふわふわ
な食感に変身したふぐをの
せた「特製ふぐ天丼」もおすすめです。
もう一つのおすすめ品は、素材の味にこだわって作った「とんこつ醤
油らーめん」。背油を使っていないスッキリ！とした純とんこつスー
プなので、
とんこつが苦手な方もぜひ一度味わってみてください。
なお、ふぐは水揚げ状況により欠品の場合もありますのでご了承
くださいませ。

二代目 鳥吉食堂
営業時間 11：30 ～ 14：00
17：00 ～ 21：00
月曜定休
おすすめの逸品
ふぐ刺し ￥500 ～
特製ふぐ天丼 ￥900
とんこつ醤油ラーメン ￥700
鴨川市仲町 567-2（曽呂郵便局隣り）
☎ 080-8066-5959

カ モ ち ず かもナビコード
全 B-6
FDFE0001

太海駅からすぐ、菅原
の家紋が目につく一軒
の喫茶店。店内に入る
と主人が趣味で集めた
という骨董品の数々が
目に入る。とても特徴
的で独特の雰囲気を醸
し出している。そんな
喫茶店で店主、柳生さんが出すおすすめの一品がある。それ
は「なめろう定食」だ。あじのたたきをごはんに乗せて食べる
シンプルなものだが、あじの新鮮さを最大限に生かし、あじの
臭みを消し、うまみを引き立たせた絶品だ。また食べたい!!
民芸喫茶 柳生
営業時間 11：00〜14：30
17：00〜20：00
木曜定休（木曜が祝日の場合は営業）
鴨川市太海２０２３
☎ 04-7093-4461

レストラン olive（オリーブ）カ モ ち ず
エ B-2
岡村隆史定食 ￥1,000
ボリューム満点！

かもナビコード
FDKM0014

前原海岸で遊んだあとは
オリーブに足を運んでみて
はいかがですか？ オリー
ブの定食はメインのおかず
のほかに日替わりの小鉢が
６つもついています。ご飯
はおかわり自由です。リー
ズナブルでボリューム満点
なので昼食時には地元のサーファーで賑わっています。おす
すめは、ナインティナイン・岡村隆史さんとのコラボレーショ
ンメニューです。メインは岡村さんの好物である刺身とカキ
フライとなっています。 私が訪れたときも一見食べきれるか
不安になるほどの量で驚きましたが、 小鉢が多いので飽きず
にぺろりと食べられました。ぜひ一度訪れてみてください。

かもナビコード
SHFE0015

愛 車 の C - 1 0とともに
鴨川市内でコーヒーを
移動販売している、お
なじみの焙煎屋「カモ
ガワ珈琲」が待崎橋の
たもと、安房鴨川駅東
口（海側）に抜ける通り
沿いにお店をオープン
しました。店内は５、
６席
と小さいながらも、丁寧
に焙煎された本格的な
コーヒーを提供してい
ます。飲むだけでなく、コーヒーの淹れ方・
保管方法なども親切に教えてもらえ、まるで
コーヒー教室のよう。コーヒーは味だけでな
く五感でも楽しめます。落ち着いた雰囲気で
初めてのお客さんでも大歓迎！ ぜひ足を運
んでみてください。
カモガワ珈琲
営業時間 10：00～20：00
水曜定休
本日の珈琲 ￥４００ プレミアム珈琲 ￥５００～
鴨川市横渚1224-8
総房物産ビル１階 KAMOGAWA COFFEE
☎ 04-7092-9065
カ モ ち ず
極味のひもの 魚水
生まぐろづけ丼 ５００円（税別） ア C-2

かもナビコード
KSHO4148

城崎海岸近くにある干物製造直売の店『極味のひもの魚
水』。店内に並ぶ房州産の干物や海産物はお土産におすす
めだが、ここでぜひ食していただきたいのが『生まぐろ
づけ丼』だ。マグロは地元で水揚げされたキハダやバチな
ど、生ならではの艶やかな色合いとなめらかな食感がたま
らない!! また味噌汁（100円・税別）にもこだわり、ハ
マグリやイソッピ汁
など時期によって旬
の素材が味わえるの
だ。朝の９時から営
業している数少ない
食堂なので、朝食に
この絶品丼ぶりをい
ただくのも旅の一興
かも♪

レストラン olive（オリーブ）
営業時間 11：00～15：00
17：00～21：00
月曜定休 日曜は夜休み
鴨川市横渚808-79
☎04-7093-1327

極味のひもの 魚水
営業時間 9：00～17：00
（お土産は8：00～17：00）
水曜定休
鴨川市天津３２８２-１
☎04-7099-5131

④
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月 日は 年ぶりの

9月8日は旧暦の八月十五日。この夜の
月は満月で、「中秋の名月」。西に日が
沈み、東から月が昇ってきます。太平洋
の水平線から昇ってくる満月の明かり
が波間にきらきら輝くさまはとても美
しく感動的です。海原から昇る名月を
愛でることができるのも鴨川ならでは
ないでしょうか。
この八月十五夜の月は「芋名月」とも
いわれます。この芋は里芋のことだそ
うで、ちょうど里芋の収穫時期。江戸時
代初期までは採れた里芋を供え感謝し
祝ったそうです。現在では米粉で作った
月見団子ですね。里芋のなごりかもしれ
ません。
翌月10月6日は旧暦九月十三日。十三夜
の月、この月は「栗名月」、
「豆名月」と
呼ばれていました。また、
「後の月」とも
言われ、八月十五日のあとの名月とのこ
とですが、十五夜と違い満月ではありま
せん。満月前で少し欠けているのです。

なぜこのような月を愛でるようになった
のか、色々な説があり定かではありませ
ん。いずれにしても、秋の夜長、日ごろ
の喧騒を離れて心豊かに月を眺めたい
ものですね。
ところで、この二日後10月8日は満月で
月の出は17時5分ですが、このあと皆
既月食になります。約３年ぶりです。
太陽－地球－月の順に一直線に並び地
球の影に月が入り、月が暗くなるので
す。この現象は、太陽光が地球の大気
層を通り散乱するため影の境が不明瞭
で、欠け始めと終わりの時刻がはっき
りとしません。18時2分頃から月が欠
け始め19時25分頃には全部欠けてし
まいます。この時、街明かりで空が明る
いと月は見えないかもしれませんが、
灯りの少ない場所では鈍い赤色の月が
見えるでしょう。たくさんの星々も見え
るようになります。約1時間後20時25
分頃には月が地球の本影から出てきま
す。21時50分頃にはほぼ元の満月に
戻ります。たくさん見えていた星々も数
少なくなり、辺り一面明るい月の光に
包まれます。この珍しい天体ショーを
是非ご覧になってください。月食の起
こる理由を簡単な模式図にしました。
さまざまな疑問を考えながら見るのも
秋の夜長の楽しみかもしれませんね。
（写真 浦辺守
文 金田興一）

皆既月食

ある年の、もう春も終わりのころのことです。
わらび刈りにきた村びとが、たぬき森の近くを
通 りかかったところ「 萩 原の孫 だ よう 」と言いな
がら子どもをあやす女の声が聞こえてきました。
おやっと思って振り返ると、なんと行方不明になっ
た花嫁が、赤子をおぶって立っているではありませ
んか。腰をぬかさんばかりに驚いた村びとは、飛ん
で帰ってみんなに知らせました。
萩原の家では、花嫁を奪った者に仕返しをしよう
と相談をしました。そして、花嫁の婿になっている
者に「今夜、萩原の家で酒盛りを開くのでおいでく
ださい。」と使いを出したのです。
この花 婿 、思った 通 り 、夜に な る といそいそ と
やってきました。
酒 盛 りが盛 り上 がった頃のこと。それっとばか
りに、縁の下にもぐらせておいた猛犬を三匹、家の
中にはなしたのです。すさまじい勢いで猛 犬に飛
びかかられたこの花婿、みるみるうちに、銀色の毛
の古だぬきに変わって、その場に倒れてしまったと
いうことです。
その後 どうしたかって？ 花 嫁 、萩 原の家でし
あわせに暮らしたと思うよ。

鴨川豆知識

民芸喫茶「柳生」のなめろう定食
￥１，
１００
（税込）

鴨川のむかし話 ⑪

たぬき森の話

む か し 、長 狭 の た ぬ き 森 と
呼 ば れ る 小 高 い丘 に 、神 通 力
をもったたぬきの一族が住んで
いたそうな。
ある年のこと、隣村から萩原屋敷に嫁入りがあ
りました。
嫁入りの一行がたぬき森を通るころには、あたり
が暗くなってしまい、道に迷ってしまいました。お
供の者たちは、どうしたものかと途方に暮れてし
まいました 。その時 、萩 原の使いだ という 小 僧 が
現 れて「こちらへどう ぞ」と道 案 内 を始 めたので
す。
ところが、萩 原 屋 敷ではいくら待っても花 嫁 が
来ないと、みんなしびれをきらしていました。朝ま
で待って、嫁の家に使いをだしたところ、昨日確か
に家を出たはずだというではありませんか。そこ
で村びとが何日 も何日 も探しましたが、見つかり
ませんでした。
（
『鴨川のむかし話』鴨川市教育委員会発行より）
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月が
完全に本影に入ると皆既月食
部分が本影にあると部分月食

鴨川市に天文台をつくろう会
日本全国で公開天文台をもたない唯一の県である千葉県に位置
する鴨川市に公開天文台を誘致すべく発足した団体。２０年以
上にわたって市民向けの観望会を開くなど、天文への啓発活動
を地道に展開している。

古くは東条氏、戦国時代には里見・正木氏の城として戦闘の舞台となった金山城には埋蔵金があり、
「朝日さすこうあのもとに金があり」という文句がそのありかを示していると言われています。

KamoZine

9/14（日）
長狭 エリ
ア

かも秋号（通算第17号）

2014年（平成26年）9月１日

目指せ！全国大会３連覇！
！
！

第５回 ジャンボかぼちゃ
千葉県大会 in みんなみの里
みんなみの里

カ モ ち ず かもナビコード
全 C-3
SPNG0002

５月ゴールデンウィークにかぼちゃ愛好家に145本の苗を配
布し、20組のオーナーは「みんなみの里特設農園」に39本
の苗を植え、黄色やオレンジ色をしたかぼちゃが43個、自
然の恵みと愛情たっぷりそそがれ、すくすく成長中。中には
200㎏以上の大物かぼちゃもあるとか…。
ジャンボかぼちゃの大きさはもちろんのことだが、100㎏
以上の大物をはかる、量り方にも注目だ！
！（昨年の重量は
485.1kg）
ジャンボかぼちゃの重量を競う千葉県大会も今年で５回目。鴨
川市在住の上野さんは大ベテラン。2012年・2013年と千葉
県大会を制し、
「全国大会」も２連覇達成！
！ 千葉県大会の上
位入賞者は、
９月21日(日)に香川県小豆島で行われる「第28
回 日本一どでカボチャ大会」の出場権が与えられる。
現在、上野さんは、みんなみの里特設農園で、昨年の記録を
上回る大きさ（重さ）のかぼちゃを育て、千葉県大会優勝、そ
して、全国大会３連覇を目指している。
■日時 2014年９月14日（日） 午前９：00～
※ ９月14日以降は「みんなみの里」構内にて展示
■会場・お問合せ 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

城西国際大学生も栽培に挑戦！
コンテストに向けて「大きくなれーっ！」と
愛情を込めながら、育てられているジャ
ンボかぼちゃであるが、今年は城西国
際大学の学生たちも10月5日(日)開催
の「ウェルネス交流ＤＡＹ」に向けて栽
培を行っている。大きなかぼちゃに絵を
彫って展示し、また、かぼちゃアート教室
も開こうと計画中。ぜひ「ウェルネス交
流ＤＡＹ」にも足を運んでいただきたい。

9/23(火・祝)
鴨川 エリ
ア

家庭教育講演会

演題
『男の子・女の子の育て方』
「０歳～１５歳児までに親がしておきたいこと」
カ モ ち ず かもナビコード
ZZKM0021
長狭高校文化ホール エ A-2

鴨川市教育委員会とオーシャンズ若潮明社共催
による家庭教育講演会。今回は、心理学者で明
治大学文学部教授の諸富祥彦先生をお迎えし、
『男の子・女の子の育て方』をテーマに講演会
を開催します。先生は、
「すべての子どもは、この世に生まれてき
た意味がある」というメッセージをベースに２０年以上、さまざ
まな子育ての悩みを抱える方に、具体的な解決方法をアドバイス
しています。未来のパパ・ママ、現在、子育て真っ最中のパパ・マ
マ、孫にどう関わったら・・・と考えているおじいさん・おばあさ
ん、子育て支援に興味のある方、どなたでもどうぞ。
■日時 2014年９月23日（火・祝）13：30～15：40
■会場 千葉県立長狭高等学校文化ホール
■定員 ２００名／入場無料（申込先着順）／託児あり（幼児以
上・要申込み）
●お申込み・お問合せ
鴨川市教育委員会生涯学習課
FAX 04-7094-0531
☎ 04-7094-0515

マリーンズ応援宣言！“キャンプ地
鴨川市総合運動施設

かもがわ”

カ モ ち ず かもナビコード
全 E-3
SPKM0011

全国で12球団しかないプロ野球球団のひとつ、
“千葉
ロッテマリーンズ”のキャンプ地である「鴨川」。今年の秋
も市の総合運動施設を拠点としてマリーンズキャンプが
実施される予定です。期間や参加選手はシーズンの成績
によるため未定ですが、サイン会・写真撮影会などのイベ
ント日程や参加方法、キャンプ会場内の出店情報も含め、
決定され次第、下記ホームページに最新情報を随時掲
載。憧れのスター選手と身近にふれあえるチャンスが盛
りだくさんの鴨川キャンプ！昨年までのキャンプ中の様子
なども掲載されていますので、ぜひチェックを！
●鴨川後援会ウェブサイト
http://www.kamogawa-marine.com

昨年の様子：キャンプ中に開催された紅白戦

鴨川豆知識

10/5（日)

江見・太海エリ
ア

ウェルネス交流ＤＡＹ
城西国際大学観光学部

天津小湊 エリ
ア

癒しの広場・ANELA 秋祭り
in 天津神明宮
天津神明宮

カ モ ち ず かもナビコード
ア C-1
SPAK0001

「家族みんなで楽しめる癒しの広場」をテーマに、いすみ市の
千町保育所跡地開催されてきた「ANELA（アネラ：ハワイ語
で「天使」の意）」が、天津神明宮でも開催。フード、ハンドメ
イド、ヒーリング＆セラピー、ワークショプなどのお店が並びま
す。ボサノヴァのライブ演奏もあります。
■日時 2014年10月18日（土）
9:00～15:00
■会場 天津神明宮
■主催 ANELA実行委員会
（風和里～ふわり～：矢野、
Blue Wing:田辺）
■協力 NPO法人いすみライフ
スタイル研究所、いすみ
現代文化振興会
●お問合せ
080-5459-0888
11/1日（土）
長狭 エリ
ア

峯岡山分屯基地

開放デー

航空自衛隊 峯岡山分屯基地の開放行事が11月1日（土）に
開催されます。貴重な体験が盛りだくさん!!
基地内にある愛宕山三角点も見学できます。標高408.2m
の千葉県最高峰。天気が良ければ遠く富士山を望むことが
できます。
■日時 2014年11月1日（土）
■場所 航空自衛隊 峯岡山分屯基地
南房総市丸山平塚2-564
■主な内容
①救難ヘリ訓練展示及び地上展示
②各種装備品展示
③愛宕山三角点見学
④出店ブースなどを予定しています。
※当日は、自家用車（バイク・自転車含む）基地乗り入れはできま
SPNG0002
せん。係員の指示に従い、みんなみの里 全 C-3
周辺に設ける「臨時駐車場」をご利用ください。専用シャトルバス
で基地まで送迎します。
●お問合せ 航空自衛隊 峯岡山分屯基地 総括班広報係
☎ 0470-46-3001（内線211）

世界へはばたけ！オルカ鴨川FC ②

中村 真実キャプテン

「キャプテンとして気を付けていること
は？」そんな質問に「コミュニケーション
をとるようにしています。技術面のサポー
トだけでなく、選手を鼓舞したり、そうい
うことが大切だと思う」と答えてくれたの
は、オルカ鴨川ＦＣキャプテン、中村真実
選手です！
経歴や年齢までさまざまなオルカ鴨川ＦＣの選手たち。そんな
選手たちに対して、中村選手は「チームらしくなってきた」と感
じているといいます。
取材中もとても気さくに対応してくださった中村選手ですが、
実は自身のプロサッカー人生に区切りをつける決心をした時期
もあったそうです。そんな時にオルカの話があり、出身地と同じ
千葉県内であったことや、次世代を育てることなども後押しと
なって挑戦を決意。一度は決めた“引退”という選択を覆して至
る今について、中村選手は「サッカーをやれる場所があるとい
うことは幸せだと思う。実は今まで、自分の決断で“後悔した”
と思ったことはあまりなくて、逆に失敗でうまくいってきたタイ
プなんです。」と、どこか楽しそうにお話して下さいました。
失敗を糧にできるキャプテンが支えるオルカ鴨川ＦＣ、これか
らもみんなで応援しましょう！第３回目もお楽しみに☆

「八色」の地名は、仏様の光から名づけられたらしい。

鴨川 エリ
ア

亀田医療大学大学祭「しおかぜ祭」

カ モ ち ず かもナビコード
カ B-7
ZZFE0001

今年で第９回目となる、城西国際大学観光学部で行われる
ウェルネス交流ＤＡＹ。日頃から地域活性化に取り組む観光
学部生たちによる安房キャンパス独自の大学祭で、毎年多く
の模擬店やステージでの発表や催し物で賑わっています。今
年は、豪華賞品が当たるかもしれない大抽選会や学外から
のゲストによる催し物を開催する予定。
2014年交流ＤＡＹ実行委員長より「大学で学んでいるおも
てなしの心をモットーに、笑顔であふれる交流ＤＡＹにした
いと思います！」 観光学部一同、皆様を心よりお待ちして
おります。
●開催日 2014年10月5日（日）
●会 場 城西国際大学観光学部
〒299-2862 鴨川市太海1717
☎ 04-7098-2800
10/18（土）

11/8（土）
・9（日）

［7］

亀田医療大学

カ モ ち ず かもナビコード
エ A-4
GVKM0006

亀田医療大学第３回大学祭「しおかぜ祭」が11月8日(土)
10:00〜15:30、9日(日) 10:00〜15:00の日程で開催さ
れます。今年度も健康診断や毎年ご好評いただいているバ
ザー、各部活・サークルによる模擬 店、学生による看護体
験、今 年度はグラウンドにステージを設 置し、さまざまな
ステージ企画を考えています。そして、大学祭にはなんと！
「チーバくん」、
「ぴーにゃっつ」、
「Ｐマン」も来ます！！
老若男女楽しめる大学祭です。お時間あれば、ぜひいらして
ください。ご来場心よりお待ちしております！
●日時 11月8日(土) 10:00〜15:30
9日(日) 10:00〜15:00
●会場 亀田医療大学
〒296-0001 鴨川市横渚462
☎ 04-7099-1211

飛び出す！KamoZine ●紅葉特集

関東の紅葉のフィナーレは
房総に訪れる！
■君津市
11月15日（土）～12月７日（日）亀山湖オータムフェスティバル
紅葉彩る湖畔周辺で様々なイベントが開催され、房総の紅葉を盛り上げる。
11月15日（土）～12月７日（日）亀山湖紅葉クルーズ
専用ボートで湖上からしか見ることができない絶景ポイントへご案内
10:00～15:00 1時間ごとに運航
●お問合せ ☎ 0439-39-2535 （君津市観光協会亀山支部）
11/29（土）
・30（日） 12/5（金）
・6（土）
東京大学演習林一般公開
紅葉の季節に合わせて東京大学の研究林、猪ノ川渓谷の一部を一般公開。
片道約３ｋｍの美しい森林をハイキングできる貴重な機会です。
●お問合せ ☎ 04-7094-0621（東京大学千葉演習林）

■大多喜町
11/23（日・祝）10:00～15:00 養老渓谷紅葉まつり
町内各会場で地元農産物の直売やチェーンソーカービングなど
行われる。
11月中旬～12月上旬 17:00～21:30
養老渓谷紅葉ライトアップ（粟又の滝 ほか）
秋の夜、紅葉が浮かび上がる養老渓谷はおとぎ話のような幻想
空間です。
●お問合せ ☎ ０４７０-８０-１１４6（大多喜町観光協会）

■富津市
11月下旬 志駒もみじロード もみじ祭り
志駒もみじロードに訪れる人に地元のおもてなしをします。
●お問合せ ☎ 0439-80-1291（富津市商工観光課）

medi × kame ―めでぃかめ― ④
亀田医療大学生発げんきコラム

日本の失明原因第1位
『緑内障』にご用心！
こんにちは！紅葉が美しい秋がやってきましたね!!
さて、以前失明原因の世界第１位である白内障につ
いてとりあげましたが、今回は日本の失明原因第１
位の緑内障についてお伝えしたいと思います。
皆さんは緑内障がどんな病気かご存知ですか？
実は緑内障は40歳以上の約５%、20人に１人がか
かる病気です。ただ、自覚症状に乏しく、緑内障で
あるものの治療を受けていない人は全体の９割だ
と言われています。原因の一つに眼圧（眼の硬さ）
の上昇が挙げられますが、眼圧が正常範囲であるに
も関わらず緑内障になっている人も多く、はっきりし
ていません。
しかし！定期的な眼の検査、または早
期発見・早 期治療により症 状の進行
を防ぐことができ、失明の危険性を
減らすことは十分可能です。
初期は視野に暗点（見えない部分）
が 現 れるものの、全く自覚しないことがほとんど
で、長い年月をかけて進行するに従い 視 野が狭く
なってきます。進行度が高いと失明へとつながる場
合もあるので、 今までと見え方が違うと感じたらす
ぐにお近くの眼科へ!!

☞ 解説は8 面
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Event Calender

12/8（月）

イベントカレンダー

清澄 エリ
ア

日付
曜日
8/24
日
8/31
8/30～10/22 土～水
9/1

エリア

場所

長狭

イベント名称
新米すくいどり

みんなみの里

おついたちいち

天津小湊 天津神明宮

9/7
日
長狭
9/7 ～ 10/28 日～火
江見・太海
9/7 ～ 12/26 日～金
●
清澄
9/13
土
長狭
● 9/13・9/14 土・日
鴨川
9/14
日
長狭

御朔日市

みんなみの里
太海フラワー磯釣りセンター
清澄寺
みんなみの里
鴨川地区
みんなみの里

9/14・9/15 日・月・祝 江見・太海 道の駅 鴨川オーシャンパーク
9/15

月・祝 江見・太海 太海フラワー磯釣りセンター
長狭
みんなみの里
日
江見・太海 道の駅 鴨川オーシャンパーク

9/21
9/23

長狭

火・祝

みんなみの里

江見・太海 道の駅 鴨川オーシャンパーク
天津小湊 二タ間海岸

●
●

9/27

土

9/27・9/28

土・日

10/1

水

鴨川

田原地区

内浦山県民の森
天津小湊
●
浪切不動寺
吉保八幡神社
9/28
日
長狭
●
吉尾地区
みんなみの里
9/28 ～ 11/30 日～日 江見・太海 太海フラワー磯釣りセンター
10/4・5
土・日
鴨川
10/4 ～ 11/30 土～日 江見・太海
●
鴨川
10/5
日
天津小湊
江見・太海
●
鴨川
● 10/11・12 土・日
江見・太海
●
●
10/12
日
鴨川
日
長狭
● 10/12（予定）
●
10/13
月・祝
清澄
●
江見・太海
10/15
水
●
天津小湊
●
10/16
木
10/17 ～ 1/5 金～月
長狭
10/17～10/19 金～日
土

天津神明宮
大山千枚田

天津小湊 内浦山県民の森

10/24～10/26 金～日

長狭

大山千枚田

10/25～11/10 土～月

鴨川

鴨川市貝渚圃場

10/26
●

おついたちいち

御朔日市

花房・滝口神社
太海フラワー磯釣りセンター
打墨神社
内浦山県民の森
城西国際大学観光学部
東条地区
江見地区
曽呂地区
男金神社・和泉公会堂
主基地区
四方木・熊野神社
太海・香指神社

日

天津小湊 内浦山県民の森

10/27・28 月・火
11/1

清澄

● 11/1 ～ 11/15 土～土
11/8・9
土・日
●
11/10
月
●
11/12
水
●
11/14
金
11/19
水
11/22～11/24 土～月・休

水

12/1

月

12/1～1/31 月～土
12/1～3/31 月～火

☎ 04-7094-0323

開放デー ☎ 0470-46-3001（内線 211）
オーシャン汁大会＆親子で楽しむ
江見・太海 道の駅 鴨川オーシャンパーク
宝さがし大会 ☎ 04-7096-1911
天津小湊 誕生寺
七五三詣り祈願 ☎04-7095-2621
鴨川
亀田医療大学
しおかぜ祭 ☎ 04-7099-1211
日澄寺
御会式 ☎ 04-7094-0132
誕生寺
日蓮大聖人御報恩御会式 ☎ 04-7095-2621
天津小湊
多聞寺
御会式 ☎04-7094-0341
～紅葉の猪ノ川渓谷～ロングハイキング ☎ 04-7095-2821
内浦山県民の森
オーシャン汁大会＆親子で楽しむ
江見・太海 道の駅 鴨川オーシャンパーク
宝さがし大会 ☎04-7096-1911
太海フラワー磯釣りセンター シンビジュームフェアー ☎ 04-7092-1311
秋の新そばとハイキング ☎ 04-7095-2821
天津小湊 内浦山県民の森
クリスマスリース作り ☎ 04-7095-2821
クリスマスオーナメントクッキー作り ☎04-7095-2821
天津小湊 天津神明宮
ビッグおついたち市 ☎ 04-7094-0323
長狭

11/1 ～ 11/3 土～月・祝

11/29

おついたちいち

御朔日市

9/28（日）
長狭 エリ
ア

道の駅 鴨川オーシャンパーク

12/8

月

12/13

土

9/13（日）・14（日）
鴨川 エリ
ア

ぶ

さ

吉保八幡神社

め

鴨川合同祭

カ モ ち ず かもナビコード
全 C-2
SPNG0004

に15ｍほど離れた３つの的に、合計９本の
わ せ
矢で３回ずつ射る。
それぞれの的は早 稲、
な か て
お く て
中 稲、晩 稲を意味し、矢のあたり具合で翌
年の適種や豊凶を占う。
●お問合せ
鴨川市観光協会
☎ 04-7092-0086
10/12（日）
鴨川 エリ
ア

和泉の三役
男金神社

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。

9/27（土）
鴨川

エリ
ア

天津小湊 エリ
ア

川代神楽
熊野神社
須賀神社

カ モ ち ず かもナビコード
全 D-3
JN011134
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（日）
天津小湊 エリ
ア

天津神明宮例祭
天津神明宮

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（浪切不動尊）

カ モ ち ず かもナビコード
ア C-1
SPAK0001

房州伊勢の宮と仰がれる天津神明宮。例祭
は10月16日
（木）に斎行。前日15（水）には献
よいみやさい
燈祭（宵宮祭）が行われる。
☎ 04-7094-0323（天津神明宮）
宗祖等の命日にあわせて行われる大法会

御会式

浪切不動尊火渡り祭

カ モ ち ず かもナビコード
全 F-2
浪切不動尊
SPAK0017

カ モ ち ず かもナビコード
全 E-2
JN011157

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。

10/16（木）

10/27（月）
・28（火） 清澄寺

カ モ ち ず かもナビコード
全 F-2
SPKY0001

11/10（月）

日澄寺

ア

C-2

SPAK0007

11/12（水）

誕生寺

ア

E-2

SPAK0002

11/14（金）

多聞寺

ア

A-2

SPAK0031

12/11（木）

鏡忍寺

カ

B-2

SPKM0006

かも秋の学校行事（９～１２月）

○運動会・体育祭
９／６
（土） 鴨川中、長狭学園
安房東中
９／13
（土） 曽呂小
９／20
（土） 太海小
○文化祭
10／25
（土） 長狭学園、安房東中
10／31
（金） 鴨川中
○東条小 教育講演会
９／９
（火）
○鴨川市小学校陸上競技記録会
10／１
（水）

イルミネーション&ニューイヤーin
オーシャンパーク ☎04-7096-1911

東京大学千葉演習林

～冬の星空観察会～
スターキャンプ鴨川 ☎04-7095-2821

天津小湊 内浦山県民の森

○天津小
全校ふれあいポケット
（地曳網）
10／４
（土）
○鴨川小 若潮祭り
10／５
（日）
○鴨川市科学研究発表会
10／21
（火）
○鴨川市小中音楽発表会
11／11
（火）
○ＰＴＡバザー
９／20（土）太海小
10／11
（土）田原小
10／18
（土）西条小

11／15
（土） 江見小
11／29
（土） 天津小
○廃品回収
11／30
（日） 曽呂小
12／７
（日） 江見小
○ＰＴＡ資源回収
11／29
（土） 田原小
12／６（土） 西条小
12／６（土）
・７
（日）
、13
（土） 長狭学園
○安房郡市ＰＴＡバレーボール大会
10／19
（ 日） 江見幼小、小湊幼小、鴨川
中の３チームが出場予定

KamoZine を応援してくださっている方々（かも夏号）
例年十二月から早くも菜の花をはじ

めとする花々が咲きほこり、夏には

とって、
秋は空白のシーズンと言われ

マリンレジャーが堪能できる鴨川に

川の秋が見直されています。
▼全国

てきました。しかし、近年、そんな鴨

有数のブランド米である「長狭米」

をはじめ、
豊富な海の幸・山の幸を味

わうことができ、
鴨川古来の稀少枝豆種「鴨川七

里」も数年来の復活に向けた活動を経て、
晩秋の

鴨川の味覚として定着してきました。
▼九月か

らは各地で秋祭りが始まり、人々は実りの秋に

感謝を捧げます。九月二十八日には県指定無形

民俗文化財「吉保八幡神社の流鏑馬神事」が行

われます。十月下旬には昨年復活した「棚田の夜

祭り」が開催されます。
▼紅葉も見逃せません。

特に四方木地区では十一月下旬～十二月上旬、
関

東で最も遅く色づく紅葉を楽しむことができま

す。
▼ＫａｍｏＺｉｎｅをおともに、
あなたのかも秋

を見つけてください。
（Ｙ）

鴨川豆知識

清澄

や

き っ ぽ

太海フラワー磯釣りセンター シクラメン展 ☎04-7092-1311
天津神明宮 式年鳥居木曳祭 神木斧始祭（伐採式）
※予備日：11(木) ☎04-7094-0323（天津神明宮）
12/8・12/9 月・火 天津小湊 内浦山県民の森
紅葉ハイキング ☎04-7095-2821
●
12/11
木
鴨川
鏡忍寺
御会式 ☎04-7092-0604
●

●お問合せ 式年鳥居木曳祭実行委員会
☎ 04-7094-0323（事務局：天津神明宮）
※交通手段及び入林管理の都合上、参列には
定員数が設けられる予定です。
詳しくは天津神明宮ウェブサイト
（http://www.shinmei.or.jp）にてご案内
します。

吉保八幡神社例大祭・流鏑馬神事

９月28日、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
や ぶ さ め
現在も厳格な潔 斎行って流 鏑馬に臨む数少
ない神事は必見。流鏑馬神事の中心は、
神
ね ぎ
馬に騎乗し、弓矢で的を射る禰 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

峯岡山分屯基地

江見・太海

平成26年(2014)12月８日（月）
10：00開式（予定）
※荒天の場合、11日（木）に延期
■会場 東京大学千葉演習林郷台作業所

かも秋のお祭り

☎ 04-7094-0323

例祭
家庭で楽しむ球根フェアー ☎ 04-7092-1311
例祭
小枝クラフト（ストラップ）＆ナンカレー作り ☎ 04-7095-2821
ウェルネス交流 Day ☎ 04-7098-2800
東条地区例祭
江見地区例祭
曽呂地区例祭
和泉の三役 ☎ 04-7093-3800
主基地区例祭
例祭
例祭
献燈祭 ☎ 04-7094-0323
例祭 ☎04-7094-0323
棚田のあかり ☎04-7092-0086
棚田のあかりオープニングイベント ☎ 04-7092-0086
鴨川の石造物百選をめぐる②
大山地区 ☎ 04-7095-2821
棚田の夜祭り ☎ 04-7092-0086
鴨川旅館組合・鴨川七里狩りキャンペーン
（宿泊者対象） ☎ 04-7092-0086
ピッツァを焼こう
！食べよう！ ☎04-7095-2821
秋の草木染め「藍染め」☎04-7095-2821
御会式 ☎04-7094-0525

天津小湊 天津神明宮

土

11/22～12/14 土～日
11/24
月・休

清澄寺

☎ 04-7094-0323

カ モ ち ず かもナビコード
全 E-1
GVKY0001

■日時

1184年、源頼朝により伊勢神宮から御分霊を
勧請して創建された天津神明宮の二十年に一
しきねんとりいぎひきさい
とりいひき
度の大祭「式年鳥居木曳祭」
（通称：鳥居曳）
が平成27年（2015）８月22日（土）・23日（日）・
24日（月）に行われる。このお祭りは伊勢神宮
の式年遷宮にならったもので、二十年に一度行
われる鳥居の建替神事である。
鳥居曳を翌年控えた今年12月８日（月）に御神
しんぼくおのはじめさい
木を伐り出す「神木斧始祭」が行われる。今回
の御神木（杉）は東京大学千葉演習林より提供
され、最大のもので樹高50ｍ超にも達する巨木
が伐り出される。

新米おにぎり大会 ☎ 04-7099-8055
南国バリ島クラフト展 ☎ 04-7092-1311
海の釣りバカンス ☎ 04-7092-1311
清澄虚空蔵菩薩大祭 ☎ 04-7094-0525
農産物輪投げ大会 ☎ 04-7099-8055
鴨川合同祭
じゃんぼかぼちゃ千葉県大会 ☎ 04-7099-8055
さざえのつぼ焼き＆イカ焼き大会
親子で楽しむ宝探し大会 ☎ 04-7096-1911
敬老の日 入園無料（６５歳以上） ☎04-7092-1311
米俵かつぎ力自慢大会 ☎ 04-7099-8055
さざえのつぼ焼き＆イカ焼き大会
親子で楽しむ宝探し大会 ☎ 04-7096-1911
お彼岸おはぎ販売 ☎04-7099-8055
さざえのつぼ焼き＆イカ焼き大会
親子で楽しむ宝探し大会 ☎04-7096-1911
天津超地曳網2014 ☎04-7095-2218
川代神楽
田原地区例祭
みんなでキャンプ ☎ 04-7095-2821
火渡り祭 ☎ 04-7094-0800
例祭・流鏑馬 ☎ 04-7092-0086（鴨川市観光協会）
吉尾地区例祭
流鏑馬ダーツ大会 ☎ 04-7099-8055
リーガースベゴニア展 ☎ 04-7092-1311

天津小湊 天津神明宮

●

10/18

☎ 04-7099-8055

案山子コンクール ☎ 04-7099-8055

月

東京大学千葉演習林郷台作業所

し ん ぼ く お の はじめ さ い

神木斧始祭（伐採式）

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。

伝統

天津神明宮 式年鳥居木曳祭

■賛助

株式会社君商
多聞寺
（南房総市）
鮨 笹元
有限会社タキグチ
誕生寺
（勝浦市）
千葉県道路公社
寺尾自動車整備工場
天津８０８
斎藤商業株式会社 なが島
西川岩吉水産

■買取 天津神明宮

竹栄接骨院
ひだまりINN
くわっせ～鴨川
入江裕一氏
（佐々木商店）
日暮晃一氏
主基グラススタジオ
鴨川農家民泊組合 大場蘭園
ヘアーサロン イトウ 亀屋本店
風雲
鮨 笹元

食事処なかむら
鎌田製菓（有）
杉本民宿
地魚寿し 中乃見家
新倉
四井商店・四井
保険事務所

鴨川陶芸館
磯料理 うおまさ
イタリアンレストランキッズ
斎武商店
大野屋石油
和食処えのもと
源太郎酒店

尾高精米店
小畠製菓
有限会社 青い鳥
鴨川市に天文台をつくろう会
定食屋「舫」
(有)長谷屋商店

●応援くださる方
１口 2,000 円

●配布くださる施設の方
〈応援団についてのお申込・お問い合わせ〉
１部 30 円（税込）（かも秋号）
KamoZine 編集部
＊１口あたり最新号を 10 部進呈いたします。 ＊１回 20 部以上のお申込をお願いします。 ☎ 04-7099-5077（担当：岡野）

発行／かもナビ実行委員会 KamoZine 編集部
写真・絵素材提供／鈴木貴志氏 高橋誠氏 鴨川市郷土資料館
お問合せ／〒 296-0001 千葉県鴨川市横渚 1450 ☎ 04-7093-2461（鴨川市観光プラットフォーム）
鴨川市教育委員会

全 E-3
SPKM0007 にあった梵鐘には、大日如来を金乗院に安置した際、八つの色の光が東にむかってさしたので、
戦前まで 金乗院
「八色」の地名のもととなったと書かれていたそうです。

