KamoZine

かも秋号（通算第32号）

2019年（令和元年）9月１日

カ モ ち ず かもナビコード
全 B-2
SPNG0001

日本の棚田百選にも選ばれた大山千枚田を舞台に、3,000本の松明と10,000本のLEDキャンドルが優
しく照らす２日間限定の鴨川の秋の風物詩ともいえるライトアップイベント「棚田の夜祭り」が開催されま
す。また、
「棚田のあかり」はLEDキャンドル10,000本によるライトアップで年明けまで長期間実施のイベ
ントです。LEDキャンドルに照らされた幻想的な棚田の雰囲気をぜひお楽しみください。
●開催日程
棚田の夜祭り 2019年10月26日(土)～2７日(日) 16：30～20：00
棚田のあかり 2019年10月28日(月)～2020年1月5日(日) 17：00頃～20：00頃
●開催場所
鴨川大山千枚田
●開催内容
棚田の夜祭り LEDキャンドル10,000本＋松明3,000本によるライトアップ
エンディング花火（イベント終了時）
棚田のあかり ＬＥＤキャンドル10,000本によるライトアップ
●イベント参加料 棚田の夜祭り １人￥1,000 前売１人￥800円
棚田のあかり 無料
●主 催
鴨川棚田の夜祭り実行委員会
●お問合せ (一社)鴨川市観光協会 ☎ 04-7092-0086

かも秋のお祭り
9/29（日）
長狭 エリ
ア

や ぶ さ め

吉保八幡神社例祭・流鏑馬神事
吉保八幡神社
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11月上旬
長狭 エリ
ア

きっぽ

９月29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 斎を行って流 鏑馬に臨む数少ない神事は必見。
ね ぎ
流鏑馬神事の中心は、神馬に騎乗し、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に15ｍほど離れた３つの的に、
わ せ
なかて
合計９本の矢で３回ずつ射る。それぞれの的は早 稲、中 稲、
おくて
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 鴨川市郷土資料館 ☎ 04-7093-3800

9/7（土）
8日）
鴨川 エリ
ア

9/28（土）
鴨川

エリ
ア

9/28（土）

天津小湊 エリ
ア

鴨川合同祭
川代神楽カ

熊野神社
須賀神社

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。

JN011135

SPAK0017

☎ 04-7094-0800
10/6（日）
鴨川 エリ
ア

10/16（水）
天津小湊 エリ
ア

JN011157

男金神社例祭で奉納される和泉
の三役は市指定無形民俗文化
財。棒術、鞨鼓舞、神楽獅子舞
の三部からなる。
宗祖等の命日にあわせて
行われる大法会

※開催日時・会場は決まり次第、ウェルネスポーツ鴨川公式サイト
（http://www.wellspo.jp）に掲載

目指せ！なでしこ１部！
！

御会式

は江戸時代初期と言われている。

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。

和泉の三役
全 E-2

少子高齢化、就農人口の現象により放置されていく里山を保全しようと、
鴨川市中山間地域等活性化協議会によって、昨年初開催された草刈りプチ
サミットが今年も11月上旬に企画されている。本来は重労働である草刈
りにスポーツのもつ楽しみの要素を取り入れるという斬新な発想をもっ
て、地元の人たちによってスタートした大会。一般参加枠、持続可能な
リーグ戦など、壮大な構想の実現に向けて、地元の“農アスリート”たち
の豊かな経験と高い技術の競演をぜひ応援しよう！

モ ち ず かもナビコード 田原地区例祭日、熊野神社、須賀
JN011134
神社で奉納される川代神楽。起源

波切不動尊火渡り祭
全 F-2

天津神明宮例祭
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日に斎行。前日15
日には献燈祭（宵宮祭）
が行われる。

10/27
（日）
・28
（月）清澄寺
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11/10
（日）

日澄寺

ア C-2

SPAK0007

11/12
（火）

誕生寺

ア E-2

SPAK0002

11/14
（木）

多聞寺

ア A-2

SPAK0031

12/11
（水）

鏡忍寺

カ B-2

SPKM0006

オルカ鴨川FC試合日程

プレナスなでしこリーグ2部
H
A
H
A
H
A
A
H
A
●

H：ホームゲーム

A：アウェイゲーム

第10節
9月 1日（日）14:30 vsバニーズ京都SC 鴨川市陸上競技場
第11節
9月 8日（日) 15:00 vs静岡産業大学磐田ボニータ 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場
第12節
9月15日（日）14:00 vsスフィーダ世田谷FC 鴨川市陸上競技場
第13節
9月21日（土）13:00 vsセレッソ大阪堺レディース 高知県立春野総合運動公園球技場
第14節
9月29日（日）13:00 vsちふれASエルフェン埼玉 鴨川市陸上競技場
第15節 10月 ５日（土）13:00 vsニッパツ横浜FCシーガルズ 日産フィールド小机
第16節 10月12日（土）13:00 vsASハリマアルビオン ウインク陸上競技場
第17節 10月20日（日）13:00 vs大和シルフィード 袖ケ浦市陸上競技場
第18節 10月26日（土）13:00 vs愛媛FCレディース 愛媛県総合運動公園球技場
２位の場合 なでしこリーグ１部９位チームとの入替戦に進出（ホーム＆アウェイ計２試合 日時未定）

皇后杯 JFA 第41回全日本女子サッカー選手権大会▶▶▶11/21（土）〜12/29（日）

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

第２回草刈りプチサミット

全 D-3

全 D-3

令和のかも秋

大山千枚田

かも秋は鴨川の里山が輝く季節。

棚田のあかり

長狭米、鴨川七里、温州みかんをはじめとする大地の恵みが実り、

長狭 エリ
ア

晩秋には幻想的な棚田の夜祭り棚田のあかりに癒やされる。

10/28（月）
〜1/5（日）

新たに導入されるスポーツバイクやＥバイクをレンタルして

棚田の夜祭り

里山の風を感じたい。昨年始まった草刈りプチサミットも企画され、

長狭

エリ
ア

先人たちの知恵と新たな概念が融合した新しい里山の姿が鴨川にはある。

10/26（土）
〜27（日）

里山が新しい

編集／鴨川観光プラットフォーム KamoZine 編集部×城西国際大学観光学部・チーム JIU ×亀田医療大学×オルカ鴨川 FC

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！

坪内逍遥の『当世書生気質』には、花房藩の関係者が登場しているらしい。

かもがわナビ http://kamonavi.jp

☞ 解説は2 面
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温故知新の環境都市・鴨川へ
新
長狭米のシンボル「主基斎田」○

嶺岡牧レポート 鴨川のアンコールワット

だいじょうさい

嶺岡牧を日本遺産に！
嶺岡牧が生んだ食文化 チッコカタメターノ

～大嘗祭と嶺岡牧～

「チッコカタメターノ。懐かしい」、
「しばらく食べていない。食べた
くなった」。鴨川市の酪農家である松本さんがつくったチッコカタ
メターノ
（乳っこ固めたーの）を食べる姿がNHKで放映されると、
ツイッターで大量にツイートされバズったが、地元でも「また食べ
たい」という声が巷に溢れている。
「チッコカタメターノ」は八代将軍徳川吉宗が嶺岡牧で近代酪農を
始めた「日本酪農発祥地」であることに起因し、明治期の地域畜
産株式会社の誕生地、大正期の森永乳業、明治乳業など主要乳
業メーカーの誕生地、そして昭和期の飲用乳生産量日本一を誇っ
た千葉県酪農の中心となった安房酪農へ、という歴史が育んだ食
べ物。この「チッコカタメターノ」は、固め方の多様性、料理法の多
様性、喫食者の多様性の点で、他の酪農地帯に展開している「牛
乳豆腐」とは異なる、嶺岡地域固有の食文化である。
嶺岡地域で、この「チッコカタ
メターノ」食を満喫できる食社
会の再生が、地域の魅力を高
め、地域力をアップするには不
可欠。まずは「嶺岡牧祭り」で、
「チッコカタメターノ」を堪能さ
れることをお勧めしたい。
300以上の食べ方があるチッコカタメターノ
イベント

場

所

南房総市三芳農村環境
チッコカタメターノ料理教室
2019
改善センター
パネルディスカッション 嶺岡地域の
千葉県酪農のさと
食べ物「チッコカタメターノ再発見」

11/16(土)～24(日)

嶺岡牧写真展

11/16(土)
9：30～12：00
11/16(土)
11：30～13：30
11/16(土)
13：30～16：30
11/17(日)
14：00～16：00
11/19(火)
12：00～13：00
11/21(木)
14：30～15：00
11/21(木)
18：30～20：30
11/23(土)
10：00～15：30
11/24(日)
13：30～15：30

城西国際大
観光学部
城西国際大
食フェスタ
チッコカタメターノ
観光学部
シンポジウム 安房に残された 城西国際大
至宝
“嶺岡牧文化”
観光学部

ら・みらどーる
松本牧場・一戦場
公園センターハウス
里の MUJI 開発工
房セミナー室

カ モ ち ず かもナビコード
全 C-3
SPNG0002

清澄
四方木
便り

②

四方木地区に、新たに観光案内板が３基設置されまし
た。清澄・四方木地区活性化協議会のメンバーがアイ
デアを出し合って作成。四方木地区の”おじさん”達が
地元の方言で訪れる方々に声かけをしています。この案
内板には「訪れた方々が地域に親しみを感じてもらい
たい」という願いが込められています。
設置場所は、白岩橋付近・四方木ふれあい館入り口・不
動滝への入り口の３ヵ所です。

今年度も「鴨川七里オーナー制度」を実施しています。
４月から始まり
ましたオーナー募集でも、毎年参加している鴨川七里ファンのリピー
ター、新規のオーナーを含め、多数のお申込みをいただき、大好評です！
少数ながら区画に余裕がありますので、
まだお申込みでない方も、鴨
川七里ホームページのメールフォームまたはＦＡＸでお申込みできます！
晩秋にあたり、恒例となった鴨川七里収穫祭を開催する予定です。オー
ナーみなさんのご来場を心よりお待ちしております！ 鴨川七里えだまめ
の収穫体験に加え、鴨川の食べ物、風景、他多数の体験コースなど、選り
どり見どりの鴨川の秋。秋の思い出に、ぜひお楽しみください！
！

●お問合せ
ＪＡ安房鴨川支店 鴨川七里オーナー制係
☎ 04-7093-3131（平日１０：００〜１６：００ 但し祝祭日除く）
http://www.ja-awa.or.jp/topics/kamogawa-shichiri.pdf

鴨川のむかし話 

香るかも秋

おてねが 島

鴨川七里®

昔、江見吉浦の海岸近く
に、海女をして暮らす仲の
よい三人姉妹がいました。
三人は誰よりも美しく、ア
ワビをとるのも上手だった

ので、村のみんなにうらやましがられていました。
さて、この海岸から五町ほど離れたところに、たこの主が
住んでいると言い伝 えられ、恐ろしがって誰 も近づこう と
しない「たこが島」という大きな岩がありました。
ある日のことです。この日は、姉のおてねは、山に薪
取りに行く当番。妹たち二人だけでアワビとりにでかけ
ました。
空は晴れ、海は底まで透き通って見える気持ちのいい
朝です。
「たこが島がちけーよ！ あぶねーよ！」
仲間の海女さんたちがそう注意するのですが、二人は
まるで魂を奪われたかのように、ぐんぐんたこが島に近
づきます。
ああっ！気づいたときは、もう遅かった！ 大きな波
がもり上がってきて、二人を飲み込んでしまいました。
そして、またもとの静けさに戻ってしまったのです。
かわいそうに、山から戻ったおてねは、一晩中泣いて
いました。おてねのこぼれるような美しい笑顔を見るこ
とができなくなった村びとたちは、たこのしわざをにく
みました。
そんな七日目の朝のこと。おてねの家の前に大きなた
この足が一本。次の日も一本と、置かれるようになりま
した。なんとおてねが、妹たちの復讐を始めたのです。
「あしたで足は八本になるっぺ。そうすりゃーおてね
の復讐も終わんだっぺよ。」
村びとたちは、そう願ったのですが、たこの足は七本
のまま。
いく日たってもおてねは、帰ってきませんでした。
夜になると、たこが島の方から笛のような、美しくて
悲しい歌が聞こえてきます。おてねが歌うのでしょう
か。
村の人たちはいつしかこの島を「おてねが島」と呼ぶ
ようになったということです。

主催／嶺岡牧を知って活用を考える会
（吉田裕迪代表）
090-8816-2271
atk22p+mineoka@gmail.com
プロジェクト鴨川味の方舟、NPO法人EAS、城西国際大学観光学部、
千葉県酪農のさと、里のMUJI、鴨川館、ら・みらどーる、鴨川市
※イベントにより主催者は異なります。

（『鴨川のむかし話』鴨川市教育委員会発行より）

ゆめ！未来の鴨川へ ─ 

「新しい時代の盆踊り」

加藤登紀子

七月二十八日、
大山地区で開かれた「イマジン盆

踊り」
に出かけた。

長 狭 街 道 沿いの、里 山 デザ インファク ト リー

（SDF）
の芝 生のグランドを会 場に、
四年 前から

開かれて来た楽しいイベント。中心にいるの

が、鴨川在住のアメリカ人、クリス・ハリント

ン。彼はサックス奏者で、フルートはもちろ

ん、日本の笛や、インドの笛 となんでもこな

坪内逍遥の支援者には、永富謙八や岡山兼吉、鵜飼常親など掛川銀行の役員・行員がおり、花房藩（旧横須賀藩）の元藩士でした。
そのため、
『当世書生気質』にもモデルとして登場しているといわれています。

す。最近は、地元の祭りの笛の指導者として

も大活躍。私のレコーディングにも参加しても

人が移り住んできて、その家族たちもSDFの

らっている。 彼の周りに最近たくさんの外国

メンバーだ。

この日は台風六号で荒れていた天気も回復、

暑い夏になった。午後三時から、地元のビール

や、味自慢の楽しい店も並び、地元の人たちも

たくさん集まってきた。鴨川に移り住んだ若者

の中に、私が息子、と思って応援してきた懐か

夕暮れには加茂川から涼しい風も吹いてき

しい顔もたくさん見えて、本当に嬉しかった。

東京

ションという豪華

メンバー。

音頭から相馬節、

郡上踊りから炭坑

節まで、そこにオ

リジナルのイマジ

ン音頭も入って、

すごい盛りだくさ

ん。地元からも揃

いの法被で「大山

音頭」の踊りも披

まさに「ここ

露された。

が地球のど真ん

中」、新しい時代

の盆踊りだ！

来 年 も 楽しみ

に、皆さん是 非、参

加してください。

て、いよいよ盆踊りの始まりだ。リードするの

鴨川の花火

は歌手の山口愛さんに、クリスの笛、ベース、
ギター、パーカッ

新しい時代の盆踊り

鴨川豆知識

〒296-0105 鴨川市成川34-2 ☎ 04-7097-1873
090-8840-1873 FAX 04-7094-5873
※詳細は鴨川ポータルサイト「かもナビ」http://kamonavi.jp、
「波の伊八サイト」 http://www.ihachi.jp/でご確認ください。

カボチャの重 量を競う「第１０回 千 葉 県ジャンボ
かぼちゃ大 会 」が９月８日(日)に鴨 川市の 都 市農
村 交 流 施 設「里のＭＵＪＩみん なみ の里」で 鴨 川
ジャン ボ か ぼ ちゃ研 究 会 の 主 催 に より開 催 され
ます。
全 国 大 会「第３３回 日 本 一ど でカ ボチャ 大 会 」
( 世界大 会 公 認の国 内 大 会 )は９月１５日(日)に香
川県 小 豆 島で 行 わ れ 、千 葉 県 大 会 の上 位のカボ
チャは 、鴨 川から小豆 島まで片 道 約16 時 間 かけ
て1泊 4日の旅をすることになります。千 葉 県 勢は５年連 続日本一に輝き、鴨川市の
上 野貢 司さんが 公 認日本 記 録 (5 61.6 キロ(2 015 年))を樹 立するなど、高い 栽 培 技
術と取り組み 者の層の厚さに一目も二目もおかれ、今 年も優 勝を目指します。
●日 時 2019 年9月8日(日)
9:0 0〜11:3 0 受 付・軽 量
13:0 0 表彰 式
14:0 0 撮 影 会・かぼちゃ購入希望者への販 売
●会 場 里のM UJIみんなみの里
●お問合 せ 鴨川ジャンボかぼちゃ研究会 ☎ 0 4‐70 9 9‐8 0 3 3
鴨川市 宮山16 9 6 鴨川市農 林 業体 験 交 流協会内

嶺岡牧写真展ギャラリートーク ら・みらどーる
嶺岡牧トークパーティ

千葉県の無形文化財、流鏑馬神事で知られる長狭地区の吉保八幡神社の内殿に
は、初代波の伊八の彫刻作品が数点飾られており、日ごろは公開されておりませ
んが、今年の9月29日（日）の神社の祭礼の折、流鏑馬神事の合間をはかって、内
殿の見学ができますので、ぜひ伊八の作品を流鏑馬神事と合わせて、この機会に
見学されてはいかがでしょうか。
希望される方は、下記へお問い
合わせください。
鴨川市生涯学習課文化振興室(郷土資料館)
☎ 04-7093-3800
「伊八の館」
☎ 090-8840-1873
「伊八の館」会館時間：10時～
15時 休館日：毎週火・水・木
曜日 年末年始臨時休館有

第10回千葉県ジャンボかぼちゃ大会
里のＭＵＪＩみんなみの里

鴨川館

体験！酪農～嶺岡白牛酪づく
り～野点
グランドマザーズディ チッコカ
タメターノにまつわる思い出

流鏑馬神事と初代伊八
作品鑑賞のチャンス到来！

SPNG0005

安房国屏風絵写
（「明治大嘗祭図」のうち）
（宮内庁公文書館所蔵）
宮内庁ホームページ https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Kobunsho/Detail/4000854470000

長狭

鴨川市大山公民館

かたぎ

伊八気質でまちづくり

●連絡先

9/8

嶺岡牧研究発表会

デギュスタシオン 郷土の味
チッコカタメターノ

全 D-2

今年11月14・15日に新天皇即位の最も重要なお祭り令和の
「大嘗祭」が皇居で執り行われる。鴨川市には、明治天皇即
位の大嘗祭にお米を献上した主基斎田（すきさいでん）があ
る。宮内庁のホームページで、当時の鴨川を描いた大嘗祭を
記念して描かれた屏風絵の写しを見ることができる
（図）。
嶺岡牧を長年研究している鴨川在住の日暮晃一（農学博士）
氏によると「一戦場から磯村、仁右衛門島そして、東下牧東
端に馬が群れている」
（図の右側）
と指摘。
令和の大嘗祭を記念して9月21日
（土）
には「ゆき・すきサミッ
ト」が東京明治神宮で開催される。明治、大正、昭和、平成の
悠紀と主基に選ばれた8か所の地域の関係者が一堂に会する
のは初めてのことで、鴨川市からも有志が参加する予定だ。

（日）

ら・みらどーる

「嶺岡紀行」
を読む

主基斉田址

伊八ニュース vol.28

必見！とっても
ユニークな案内板！

日 時
11/9(土)
10：00～13：00
11/10(日)
13：00～16：30

みねおかまき

KamoZine

かも秋（通算第32号）

2019年（令和元年）9月１日

飛び出す！ＫａｍｏＺｉｎｅ

［3］

波の伊八ゆかりの地めぐりルート

この秋、
南房総のサイクルが
おもしろい！

距離

17km

獲得標高

レベル初級

62m

山間ノンストップ40キロルート
距離

都心からわずか１時間ほどの距離にありながら、
風光明媚な里山・里海の情景が広がり、温暖な気候、
交通量・信号の少ない走りやすい道と、
サイクリストたちを魅了してやまない南房総。
地域のサイクルツーリズムを牽引してきた
平群クラブハウスに加え、
新たにウェルネスポーツ鴨川が
MOPS活動レポート
鴨川市総合運動施設を拠点にＥバイクの
Matsuyoshi Takahashi Olympic Project S
レンタサイクルをスタートする。
南房総（あわの国）サイクルツーリズム協会長である高橋松吉監督率いる女子ロー
この秋、南房総でもいよいよＥバイク革命が起こる。 ドレースチーム「MOPS」が躍進中！
新しいサイクリングのカタチがもたらされる。
5月11日(土) 第3回JBCF宇都宮ロードレース
運転時刻・運転日

ＪＲ東日本サイクルトレイン
B.B.BASE
内房

両国

7:39発 → 本千葉 8:25発 → 館山

9:55着 →

和田浦10:41着
館山

17:10発 → 本千葉18:58着 → 両国 19:38着

9月14日（土）
・15日（日）
・16日（月・祝）
B.B.BASE
外房

両国

7:39発 → 本千葉 8:25発 → 上総一ノ宮 9:07着 →

勝浦

9:50着 → 安房鴨川10:26着

安房鴨川 17:00 発 → 勝浦

17:41発 → 上総一ノ宮 18:22発 →

本千葉 19:00 着 → 両国 19:38着

9月21日（土）
・23日（月・祝）
★詳細はB.B.BASE専用サイトへ http://www.jreast.co.jp/chiba/bbbase/

10/26
（土）

STATION Ride in 南房総2019
produced by BiCYCLECLUB

11/3
（日・祝） ラファプレステージが南房総で開催

山間ノンストップ40キロルート

鴨川市総合運動施設

2019年3月に発足した地域スポーツコミッション・ウェルネ
スポーツ鴨川ではこの8月、スポーツバイク、
Ｅバイク30台を
新たに導入し、鴨川市総合運動施設を拠点にレンタサイクル
サービスをスタートする。
ロードバイク、クロスバイク、グラベルロード、マウンテンバイ
ク型Ｅバイクなど、幅広いタイプの自転車をラインナップ。
自転車を活用したツアーなども企画している。
マウンテンバイク型Ｅバイクはサイクリングそのものを変える
革命的な自転車。乗った人でなければわからない感動がある。
ぜひあなたも体験してみよう！
●詳しくは…
ウェルネスポーツ鴨川ウェブサイト http://www.wellspo.jp

●お問合せ
(一社)ウェルネスポーツ鴨川 ☎050-5362-4859

知ってますか！？太平洋岸自転車道

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、現在、房総半島から紀伊半島ま
での約1,400kmの自転車道を整備する「太平洋岸自転車道」構想が推進されてい
るのをご存知だろうか。
今から40年前以上に始まった壮大な事業であるが、一部区間が整備されたのみで
休眠状態にあった。南房総市～館山市の太平洋岸にある自転車専用道がそれだ。
一昨年度にわかにこのプロジェクトが復活し、外国人観光客誘致をも視野に、協議会
も組織され、急ピッチで事業が進められている。南房総エリアの道路に青色の矢羽
表示や案内板、サイクルステーションが整備される日も近い。
大切なのは活用すること。そのためにはサイクリスト、そして地元住民が主役となら
なければならない。
サイクリストの聖地の一つになりつつある南房総でもぜひこの事業に注目し、
参画していこう。
房総発！未来を創造する新ライフスタイル宣言⑤

地域創生の支援の輪を全国へ!!

一般社団法人アースファクトリー 代表理事

中塚 総紀

鴨川出身で、京都市長になった人がいたらしい。

レンタサイクル情報
GIANT社2017/2018モデル 軽量クロスバイク
１日 ¥3,000(税込) １泊２日 ¥4,500(税込)
以降１日追加ごと ¥1,500(税込)
※ヘルメット・鍵・ライト付
営 土・
○
日曜・祝祭日 9:00～16:00
※平日も状況によってはご利用になれます。お問合せください。

ご予約／原則的に貸出日の前日17時までにウェブサイト内のお問合
せフォームからご予約ください。
http://minamiboso-cycle-tourism.jp/004_rental.html
お支払／当日現金にてお支払いください。
※原則的に平群クラブハウスでの貸出・返却となります。
シティサイクル １日 ¥500 電動アシスト付 １日 ¥1,000 乗り捨て ¥1,000
営 9:00～17:00 ☎0470-57-2601
○
①道の駅富楽里とみやま
営 9:00～17:00 ☎0470-28-5307
②南房総市観光インフォメーションセンター ○
営 9:00～17:00 ☎0470-36-4116
○
③道の駅三芳村鄙の里
営 9:00～17:00 ☎0470-28-3111
④ふれあいショップ平砂浦 ○
営 9:00～16:30 ☎0470-38-3555
○
⑤白浜フラワーパーク
営 9:00～17:00 ☎0470-43-1811
○
⑦道の駅ちくら潮風王国
営 9:00～17:00 ☎0470-44-3581
○
⑧千倉観光案内所
営 9:00～17:00 ☎0470-46-2882
⑨道の駅ローズマリー公園 ○
営 9:00～17:00 ☎0470-47-3100
⑩道の駅 和田浦WA・O！ ○
営 9:00～16:00 ☎0470-47-5522
○
⑪自然の宿「くすの木」
営 9:00～17:00 ☎0470-28-1511
○
⑫アロハガーデン館山
電動アシスト付（道の駅 鴨川オーシャンパークを除く）
２時間まで ¥500 ４時間まで ¥1,000 ８時間まで ¥1,500
エ B-2| SPKM0032
SPKM0032 ☎04-7092-0086
⑬JR安房鴨川駅前案内所 エB-2
ア E-1| SPAK1002
SPAK1002 ☎04-7095-2218
⑭天津小湊観光案内所
アE-1
※天候によっては貸出できない場合もあります。予めご了承ください。
電動アシスト付 半日（４時間）¥500 １日 ¥1,000
台数：10台（全て電動アシスト付・うち１台は子どもが同乗可能な架台付）
⑰渚の駅館山
9:00～16:45 ☎0470-28-5223
営
○
（館山市経済観光部みな
と課 レンタサイクル窓口）
普通自転車 ２時間 ¥400 ※超過料金：１時間につき ¥100
電動自転車 １日 ¥1,000 ※電動自転車は、要・身分証明書
⑱保田観光案内所
9:00～17:00 ☎0470-55-1683
営 9:00～17:00 ☎0470-55-0115
○
⑲勝山観光案内所
営
※保田観光案内所・勝山観光案内所相互での乗り捨てＯ
Ｋ
○

鋸南レンタ
サイクル

この春から本格的に活動開始した｢地域企業再生支援｣｢地域づくり応援｣の仕事は確
実に進化しつつあります。道の駅保田小学校内に拠点を移して同施設での直営店稼
働に続き、7月1日にはご縁頂いた銚子市の市街地活性化協議会との二人三脚のお
仕事の一環として、銚子セレクト市場内に｢紀銚｣として50席程度の居抜き店舗を活
用した取り組みが始まりました。従来は集客なかなか厳しく経営が成り立たない店舗で
した。私たちの目指すところの｢複合化事業｣として、ランチ営業と弁当惣菜、週末予
約に特化して、且つ小規模加工生産の仕事を融合化させることで、初月から目標の月
商200万円稼働となりました。優れた小型機器類を配備した厨房から生み出す商品
は多岐に亘ります。秋からレトルト商品の製造を加えて地域のお年寄りの暮らしと食の
支援をすべく挑戦中です。 このチャレンジをぜひ応援ください！
アースファクトリー
安房郡鋸南町保田724 道の駅保田小学校内1F3B ☎& FAX 0470-29-5698（店舗直通）

カ モ ち ず かもナビコード
全 E-3
SPKM0011

館山市／
なぎちゃり

鴨川豆知識

ポタリング（散歩のようなサイクリング）の楽しい秋。新たにレンタサ
イクルをスタートする鴨川市総合運動施設発着の稀代の彫師・波の
伊八の作品を所蔵する西福寺、金乗院、薬王院、鏡忍寺、諏訪神社を
巡るルート。歴史を感じながら、心穏やかにサイクリングしたい。

鴨川市／
かもチャリ

房総のイベントは私達が先導する！

波の伊八ゆかりの地めぐりルート

鴨川で新たなスポーツバイク・Ｅバイクレンタサイクルがスタート！

南房総サイクルツーリズム協会だより

https://www.facebook.com/minamiboso.cycle.tourism/

レベル上級

秋は本格的なサイクリストにとってはうれしい季節。
南房総（あわの国）サイクルツーリズム協会長の高橋松吉氏が考案し
た信号なしで約40kmの道のりを走り抜けることができる山間ルー
ト。アップダウンと共に、300m超級の山々を堪能できる。都会では
絶対不可能なこのノンストップルートを走って南房総を満喫しよう。

〜地域の元気と仕事の創造・未来へ繋ぐものづくりを応援する〜

現地でのサイクルイベントが増えている南房総ですが、サイクル
ガイドの育成が急務となっておりました。そこで、昨年から今年に
かけて数回にわたり、筆記と実技を含む講習会が平群クラブハウ
スで実施され、およそ20名弱の南房総内外のサイクリストが修了
証を受け取りました。そのメンバーが中心となり、数々のイベント
のガイドを務めています。活動範囲は南房総域外の君津市やいす
み市まで拡がっています。まだま
だ未熟なガイドライダーが多いで
すが、今後の房総のサイクル・ツー
リズムにおける安全の確保と地
域の発展に寄与したいと考えて。
我々の活動はFacebookで報告し
ていますので、ぜひ応援ください。

782m

南房総市／
南房総くるくる車ららん

人気サイクルウェアブランドのラファが主催する日本のグラベ
ルライドの草分け的存在のウィメンズプレステージが11月3日
（日）にいよいよ南房総で開催される。詳細は今後発表される
が、原則１チーム４～５名のチームが未舗装路を含む難路を走破
する人気イベント。
●詳しくは https://www.rapha.cc/jp/ja/stories/prestige

優勝
第38回道新杯ロードレース
優勝
ニセコクラシックレース
年代別優勝
年代別2位

獲得標高

南房総（あわの国）サイクルツーリズム協会推奨ルート

平群クラブハウス

昨年は悪天候のため中止となった同イベント。今年は新たに
50kmコースも設定。走行速度に合わせて15～20名のグループ
でロングライドを楽しもう。各グループにガイドライダーがつき、道
の駅等で地元の食を堪能できる。B.B.BASEに乗車しての参加も
可能。
●開催日 2019年10月26日
（土）
●参加費 50km・80km
¥8,000
100km・120km ¥9,000
●定 員 400名
●詳細・お申込み http://www.stationride.com/event/

藤村選手
5月12日(日)
米田選手
7月7日(日)
藤村選手
米田選手

42.5km

☞ 解説は4 面

［4］ 2019年（令和元年）9月１日

KamoZine

かも秋（通算第32号）

KamoZine

かも秋（通算第32号）

2019年（令和元年）9月１日

［5］

♬

♬

♪

♬

MW SURFSHOP

エ

FLARE

エ

B-3

SHKM0119

A-1

SHKM0120

☎ 04-7092-0195
☎ 080-2076-6078

FLARE

MW SURFSHOP

鴨川豆知識

井上密は、１９０７年に京都帝国大学法科大学長、１９１３年に第４代京都市長になった人です。下小原の生まれで、大多喜に養子にいき、帝国大学を経て、ドイツ、フランスに留学。
憲法、国法学の教授として活躍しました。

鴨川豆知識

鴨川から天皇陛下の先生になった人がいたらしい。

☞ 解説は6 面

［6］ 2019年（令和元年）9月１日

KamoZine

自家製肉厚チャーシューをご賞味あれ！

ラーメン処

蓮くん

「お腹を空かせたラーメン通に朗報！」
今年６月、新たに「ラーメン処 蓮く
ん」がオープン。場所は鴨川北部道
路、和泉北交差点から鴨川カントリー
クラブに向かう道沿い、スナック雫敷
地内で、赤いのぼりが目印。店主のイ
チオシは、自家製チャーシューをふん
だんにのせた「チャーシューメン」と「チャー
シュー丼」。秘伝のたれに数日漬け込み、味
付けした自家製チャーシューはとても肉厚で
食べごたえあり！くせになる美味しさでこのメ
ニューを求めて訪れる顧客も多いとのこと。
※数に限りがあるので売切れ御免！
話好きな店主の人柄も良く、美味しいラーメン
を食べながら、楽しく会話もはずむ。ラーメン好
きの方はもちろん、ぜひ一度ご賞味あれ！
オススメメニュー

チャーシューメン（醤油・味噌） ¥９００
チャーシュー丼
¥５００
（各税込）

ラーメン処 蓮くん
営１１：
○
００～１９：３０
休 木曜
○
鴨川市和泉1833-1
☎ 04-7093-6899 駐車場有
里山でゆったりと陶芸はいかが

陶芸体験ギャラリー「よいちの館」

清澄の知恵と恵みのエキスを

カ モ ち ず かもナビコード
全 E-2
FDKM0085

カ モ ち ず かもナビコード
全 D-2
GDNG0001

築100年を超えた古民家で安らぎのひと時を カ モ ち ず かもナビコード
全 B-2

FDNG0015

緑豊かな山々に囲まれた金束
地区、その中にある築100年
を超えた古民家を改装して、
ＫＯＺＵＫＡ５１３が今年６月に
オープンした。
【オススメメニュー】
店内に一歩足を踏み入れると、
ランチプレート１，
０００円
（税抜）
天然木によって創られた古民家
ならではの趣ある落ち着いた空間が広がる。
オススメは鴨川産の食材にこだわった「ランチプレート」。メインの肉料
理に併せ、新鮮な野菜や黒米と長狭米をブレンドしたライスが並ぶ。彩
り豊かなプレートは女性客に大変好評！メニューは全て週替わりとなっ
ており、鴨川の季節を感じてもらえるような料理を提供している。
カフェ以外にも農家民宿を営業しており、地元食材を使った調理体
験や農業体験、周囲の自然散策をしながらの宿泊もできる。広い古民
家の店内にはフリースペースもあり、地元作家とのコラボとして作品
展示や音楽のコンサートイベントなども企画中。人と人が繋がる地域
交流の場として、地元の方からも愛される店を目指している！

多種多様なシダ類など珍し
い植物が自生する清澄地区
は東大演習林をはじめ、植
物を研究する方たちからも
注目されています。そんな清
澄でこの度6月1日より「工
房きよすみ」がオープンしま
した。この店舗は有志で運
営する団体「清澄癒しの里づくりの会」の方たちが清澄山周辺
で採取した植物を使い、ブローチや今話題のハーバリウムなど
の特産品を扱っています。目玉商品は清澄寺の境内にそびえる
清澄の大杉「千年杉の葉」を使用してハーバリウムにしたもの。
この商品は1年の内、乾燥していて水分を抜くのに最適な冬場に
採取したものです。この杉は国の天然記念物の為、自然落葉した
物を使った商品となっているため数量限定となっております。
※千年杉の葉は清澄寺から許可を得て採取しています。
千年杉のハーバリウム
￥1,000
ハーバリウム
￥1,300〜￥2,000
ブローチマグネット
￥300

工房きよすみ
営 毎週日曜日
○
（9時半〜15時半まで）
※少人数で営業している店舗のた
め、不定期営業。営業日の詳細につ
いては「清澄へようこそ」のHP、も
しくは清澄のFacebookページを
ご覧ください。
清澄へようこそ
http://www.kiyosumi.info/
清澄Facebookページ「清澄377e」：
@kiyosumi377e
鴨川市清澄246
080-7219-4455

ＫＯＺＵＫＡ５１３ ＣＡＦＥ＆ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ

営 カフェ１１
：００～１８：００
（Lo.１７：３０）
○

農家民宿 チェックイン １６：００～１８：００
チェックアウト 翌日９：００
休 水曜定休
○
鴨川市金束513 駐車場有
☎04-7096-5385
【ＳＮＳ】 ♯kozuka513
＠kozuka513
https://kozuka513.business.site/

笠間や益子、米沢で陶芸家として経験を積ん
できた今泉さんが営むギャラリー。田園地帯
にあるこの一軒では、ゆったりと流れる時間の
中で、美しい田園風景を眺めながら陶芸体験
ができます。少し難しい陶芸ですが、今泉さ
んから丁寧にコツを教わりながら、オリジナルの作品ができます。
ギャラリーでは今泉さんの作品が販売されていて、買うこともで
きます。美しい自然の中で、自分だけの思い出を作りましょう！
〈陶芸体験 要予約〉
○手びねりコース 時間 10:00〜11:30
○ろくろコース
時間 12:00〜15:00

料金 1人￥2,800
料金 1人￥4,000

ギャラリーよいちの館
営 10：00～15：00
休 火曜
○
○
鴨川市成川2286 ☎ 0470-97-0887

鴨川のロック魂、ここにあり！

横渚のKSK会館に店
を構えるロッキンフ
リークはロック好きの
店主石田さんが去年の
３月から営業している
ロックバーだ。元々は
東京の建築現場で仕事
をしていたが事故を
きっかけに鴨川でロッ
クバーを開いた。以前に飲食業を経験していたことを活か
し地元で採れたものや自分で釣ってきたものを使ったお通
しも食べられる。鴨川にロックを知るきっかけとなるよう
な店を目指してロックとお酒を提供している。カラオケや
持参のCDも流せるのでぜひ来てみてください！

ロッキンフリーク
営 18:00～23:00 ○
休 土・日曜
○
鴨川市横渚629-1 KSK会館
☎ 080-2155-9986
イベント：第四土曜日 お笑いロカビ
リーたいちゃん
土曜日 女性限定カラオケフリー、ドリンク500円

菅原 明善さん

まさに地域のウェルネスを実現するデイリープラス。菅原さんの挑戦
を応援したい。

●主婦スタッフ募集中！（鴨川市在住の方）
デイリープラスでは現在スタッフを募集している。
気軽にお問合せを。
デイリープラス 鴨川市貝渚54-1（なのはな薬局内）
☎ 04-7094-5200 FAX 04-7093-7081
daily_plus01@yahoo.co.jp

鴨川豆知識

ネットラジオ「吉田かほりの
初心者なんですが、接客おもてなし
フレーズ教えてください。」

⑲

して「買い物代行」と「お掃除代行」を提供している。
スタッフとして活躍するのは主婦のみなさん。「日常の空き時間を
有効活用し、家事と仕事を両立する場を生みたい。独 居や高齢 者
住宅において、地域に根づいた見守り隊的な存在でありたい」と語
り、家事のプロである主婦が輝ける機会を創造している。各代行業
務共に1回1時間から。自分のライフスタイルに応じて柔軟に働くこ
とができる。
「代行サービスを通じて、日常に時間のゆとりを創出し、より住みや
すい街となり、住んでいる方が幸せになってほしい。」とビジョンを
熱く語ってくれた。依頼者とスタッフとのふれあいにより、より強く深
い地域コミュニティが醸成されることも期待される。将来的には行政
と連携し、南房総エリアに広く展開したいと意気込む。

外国語で ＫＡＭ●ＭＯＴＥＮＡＳＨＩ⑥

鴨川市出身のフリーアナウンサー
吉田かほり

する傍ら、現在一般社団法人鴨川青年会議所の理事長を務める。地
域のために何かできることはないかと、新しく生活代行サービスを立
ち上げた。
「デイリープラス」という名称には「日常の生活に時間のゆとりをプラ
ス」したいという思いが込められ、鴨川市と南房総市の一部を対象と

可愛い小物がたくさん！ カ モ ち ず かもナビコード

Sola street

ＳＨＫＭ 0118

加茂川橋のたもとに6月1日にオープンした水色のハートが
目印のSola streetは、元プロボディーボーダーの園田桃子
さんのお店です。もともとはガレージだった所をお店へ改
装した、ハワイの水着やハンドメイドのかわいい雑貨、小
物をメインに販売するセレクトショップです。外観からあ
ふれる可愛さは店内にも広がり、ギフトにぴったりな物ば
かり！主婦の方にはもちろん、中高生からでも買えちゃう
リーズナブルな商品もあるので、お友達のプレゼントに
も！個人店だからできるお客様に寄り添ったお店にしたい
という店長の思いがあふれるSola streetは、欲しい雑貨
が見つかるすてきなお店です！外壁に描かれたお店のロゴ
と赤いベンチは
Sola street
営 11：00〜18：00 イ ン ス タ 映 え 必
○
至！ぜひ足を運
休 月曜
○
鴨川市貝渚3272－2 ん で み て は い か
がでしょうか。
☎ 04-7092-4778

冬でも暖かい
鴨川に
公開天文台を！

川口雅也（天文雑誌「星ナビ」編集人）写真：浦辺守

中国語

エ B-4

カ モ ち ず かもナビコード
エ B-3
ＦＤＫＭ0086

ロッキンフリーク

かがやく! 生活にゆとりをプラス♪
住みやすい街を目指して！
鴨川人
デイリープラス代表
鴨川市でも「少子高齢化」や「都市部への人口流出」が深刻化する
中、デイリープラス代表の菅原明善さんはそこに一石を投じようとし
ている。
菅原さんは７年前に宮城県から鴨川市へ移住。なのはな薬局に勤務

カ モ ち ず かもナビコード
全 F-2
ＧＤＫＹ0002

工房きよすみ

ＫＯＺＵＫＡ５１３ ＣＡＦＥ＆ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ

かも秋号（通算第32号）

飛昇先生

你好！前号に台湾と房総のサイクリングプロジェクト
の記事がありましたが、当番組でも、そのプロジェク
トを応援すべく、新レッスンを追加しました。台湾の
サイクリストさんたちをお見かけしたときの歓迎フ
レーズを飛昇先生に教えていただきました。まずは、
ようこそを意味する「 迎 迎。
（ホァンインホァン
イン」、がんばって！の「加油（ジャーヨウ）」、お気を
つけて！の「一路平安（イールーピンアン）
！」などで
す。当番組をお聴きになり、先生の正しい発音で練
習してみてください！そして、台湾のサイクリストさん
を見かけたら、ぜひ、どれか一つでもフレーズお伝え
してみてください！
★聴取方法 みなラジホームページ
http://minaradi.mbit.or.jp/?p=565

●お問合せ
NPO 法人南房総 IT 推進協議会
info@mbit.or.jp

日本には約120の「公開天文台」がある。プラネ
タリウム館や科学館に併設されたもの、ペンション
やホテルの宿泊者用、自治体が運営する天文台など
その形態は様々だ。「公開天文台」の役割は、惑星
や星雲星団を見せるだけでなく、最新天文学の成果
を伝えることも含まれていて、天文学の専門知識を
有するスタッフが運営に携わっている例も多い。そ
の評価に関しても様々な観点がある。望遠鏡の口径
や来場者の数を誇るだけでなく、来場者の満足度や
地元との協力体制も重要な指針だ。
さて、「公開天文台」の立地について考えてみよ
う。まず、「天文台」というからには星が良く見え
る必要がある。都市部で星が見えないのは、街灯や
道路照明などによる光害（ひかりがい）が原因だ。
都市部から遠く離れると光害の影響が減少するの
で、観測最優先なら山間部の方が適している。しか
し「公開」という観点からは「多くの人に星を見せ
る」ことも重要で、人口の多い都市部からのアクセ
スも重要になる。その点では都市部のプラネタリウ

鴨川市に天文台をつくろう会

冬の星座オリオンと菜の花

ム館に併設された天文台の方が有利だ。つまり、空
の暗さと交通の便という相反する条件を満たす場所
が求められているのだ。
鴨川が「公開天文台」設置の候補地となりうる理由
がここにある。鴨川は北西方向に大都市圏を控えて
いるが、南東方向は太平洋が広がり、天の川の中心
部などの天体を条件良く観測することができる。に
もかかわらず、鉄道やバス、自家用車で都心から約
2.5時間とアクセスも良い。冬でも暖かいというこ
とも特筆すべき点だ。天体観測に適した山間部の駐
車場は冬季は雪に閉ざさることも多く、天文ファン
は防寒着を着込んでの観測を強いられるのだが、南
房総はその必要がない。
学生時代を千葉で過ごした私にとって、南房総は天
文サークルの仲間たちと何度も通った想いでの場所
でもある。この原稿を書き進めていると、太平洋か
ら昇る雲のような天の川や、水平線に輝くカノープ
スが記憶の底から甦り、長らく訪れていない南房総
にまた星を見に行きたくなってきた。

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。

1765年に寺門で生まれた山口志道は、国学、漢詩、和歌、俳句、狂歌などに才能を発揮。江戸で学んだ後、６５歳の時京都に出向き、光格天皇、仁孝天皇の侍講（先生）を務め、
紅梅１枝を賜っています。誕生した地は、現在、市指定の史跡です。

KamoZine
9/11（水）
11/29（金）
鴨川 エリ
ア

かも秋号（通算第32号）

2019年（令和元年）9月１日

いっぺさ！鴨川シアター
カ モ ち ず かもナビコード
エ A-4
GVKM0006

亀田医療大学ミズキホール

亀田医療大学地域連携・生涯学習センターがお届けする９月の
映画会は「given（ギブン）
」です。難病を患う３人の子どもと、そ
れぞれの家族の日常にスポットを当てたドキュメンタリー。命と
向き合いながら一日一日を大切に生きる家族の姿を通し、本当
の幸せとは何かを見つめ直す。ナレーションはジャズシンガーの
綾戸智恵さんです。
●日時
2019年9月11日(水) ①13:30～
●会場
亀田医療大学 学生会館４階
●入場無料 申込不要 ※駐車場に限りあり
●お問合せ 亀田医療大学 ☎04-7099-1211

②18:30～

★次回上映は映画「いただきます みそをつくるこどもたち」
「はなちゃんのみそ汁」の原作者、安武信吾の企画によるドキュ
メンタリー映画。
●日時 2019年11月29日(金) ①13:30～ ②18:30～
9/29（日）
清澄 エリ
ア

竹ランタン鑑賞イベント開催！
四方木紅の里

全 F-1

世界へ

Ｑ．
1部リーグ昇格への想いや後半戦へ挑む気持ちを教えてください。
河邊：後半戦はお互いに分析をされている状況になるので、より
気持ちが強く、チームとして闘えるかが大事になってくると思い
ます。塊で負けることなく闘い抜きたいと思います！
南山：お互いの戦い方も分かり後半戦はますますチームの総合
力が大事になってくると思います。一人一人が持っている力を出しチーム一丸となっ
て戦っていきたいです。
16GK 河邊花観 選手
Ｑ．鴨川に来て感じたことや鴨川の好きなところ、好きなスポットを教えてください。
1993年8月7日生 在籍4年目
河邊：南房総の方は優しく温かい人ばかりだと日々感じています。その優しさに支
えられ踏ん張れていることも沢山あるので、本当にありがとうございます！鴨川に
きて海が好きになりました！
南山：鴨川の好きなところは海です！仕事場から見える海はとても綺麗でお気に入
りです。
Ｑ．
今までサッカーを続けてきて学んだこと、大切にしていることはありますか？
河邊：自分のためだけではなく、仲間(人)に対してどれだけ想いを持って接せられる
27MF南山千明 選手
1985年10月16日生 在籍1年目 かが大事だと色んな場面で感じます。
南山：大切にしていることは感謝です。周りの方々に支えられてサッカーができて
います。感謝の気持ちを持ってプレーしたいです。

はばたけ！

10/5（土）〜
10/6（日）
鴨川

エリ
ア

オルカ鴨川FC ⑯

ボディボーダーたちのアツき戦い！

WAVE CITY KAMOGAWA PRO
東条海岸・マルキポイント

城西国際大学観光学部の内山ゼミと四方木地区の主催で、竹ラ
ンタン鑑賞イベントを四方木の紅の里で開催します。内山ゼミで
は、地域活性化をテーマに活動を行っており、現在は四方木地
区で展開しています。
このイベントでは、四方木の自然と美しい光に囲まれた癒しの空
間でリラックスできます。竹ランタン作り（要予約）で自分だけの
オリジナルのランタンを作って、飾って眺められ、持ち帰ることも
できます。思い出として、ぜひお土産に！ グランピングのテント
も用意され、自由に本を読んだり、寝っ転がったりして、ゆったり
と時間を過ごせます。タコスの販売もあり、小腹が空いたらタコ
スを食べながら、みんなでワイワイお話ししましょう！鑑賞はど
なたでも自由に参加できますので、家族や友だちと癒しの空間に
ぜひお越しください。
●日時 2019年9月29日(日)
竹ランタンづくり 14：00～ 有料（￥500） ※要予約
竹ランタン鑑賞会 17：00～19：00 無料
●場所 四方木紅の里 鴨川市四方木627
●お問合せ
080-4517-3383（事務局 網代）
info@yomogiyomogi.jp
12/22（日）
鴨川 エリ
ア

ウェルKAMO X'MAS GAMES 2019
鴨川市文化体育館

カ モ ち ず かもナビコード
全 E-3
SPKM0011

クリスマス直前の12月22日(日)に鴨川市文化体育館を会場に、
ウェルKAMO X'MAS GAMES 2019が開催される。一人ひと
りの夢を大切に、健康やゆるやかな運動をテーマに子どもから
おとなまでだれでも楽しめるイベント。数々のアトラクションを
クリアしたら、もれなくステキなプレゼントももらえるぞ！
詳しくはウェルネスポーツのウェブサイトをチェック！！
●お問合せ 一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川
http://www.wellspo.jp ☎ 050-5362-4859

medi × kame ―めでぃかめ― ⑰
亀田医療大学生発げんきコラム 音楽の持つ力
苦しい時や辛い時に音楽に救われた経験は
ありませんか。懐かしい音楽を聴いて当時の
記憶が蘇ったり、感情を揺さぶられたことは
ありませんか。音楽は医療の分野でも活用され、その持つ力の解
明が進んでいます。例えば、ストレスホルモンの減少、交感神経の
鎮静化、免疫機能の向上等。高齢者看護学での音楽を用いたレク
リエーションでは、認知症で表情の乏しい方がリズムに合わせて
手拍子をしたり体を揺らす姿が見られます。発語に障害がある方が
口ずさみ、顔がほころぶ様子からは、その人なりの表現で参加でき
ることを実感しています。高齢者の方は、声帯や呼吸器の機能が
低下することで音域が狭まり、声量、言語の流暢性が減少してきま
すので、若さを保つ秘訣として声に出して歌うことをお勧めします。
“はななかふぇ”
では毎回、在学生や卒業生による演奏が行われま
す。懐かしい曲に耳を傾け、一緒に声に出して歌ってみませんか。
●開催日

♪
♬
♪

毎月第４土曜日
年内 9月28日（土） 10月26日（土）
11月23日（土・祝）12月21日（土）
●時 間 午前9：30～11：30（受付 9:00）
※10月26日(土)は大学祭と同日開催につき、
午前10：30～12：30（受付 10：00）
●会 場 亀田医療大学学生会館（食堂のある建物）
●参加費 ￥200（茶菓子代） ※事前申込み不要
●お問合せ 亀田医療大学 高齢者看護学領域 担当：青山
☎04-7099-1211（代表）

鴨川豆知識

［7］

鴨川 エリ
ア

ブラインドサッカー女子日本代表

カ モ ち ず かもナビコード
全 E-3
SPKM0077

日本プロボディボード連盟
（JPBA）主催の公認ツアー 2019
JPBA Tourの第５ラウンド（ツアー最終戦）
「WAVE CITY
KAMOGAWA PRO」がサーフィン発祥の地である鴨川の波
乗りの聖 地、マルキポイントで今 年も開催される。年間最終順
位を決するアツきボディボーダーたちの戦いを見届けよ！
●開催日 2019年10月5日(土)
6日(日)
●会 場 東条海岸・マルキポイント
★詳細はJPBAウェブサイト ⇒ http://www.jpba.org

「かもがわ創業塾」開校！
！
鴨川市商工会

10/5（土）〜
10/6（日）

鴨川キャンプ

鴨川市総合運動施設

カ モ ち ず かもナビコード
全 E-3
SPKM0011

今年もブラインドサッカー女子日本代表が鴨川にやってくる。視覚に
障がいをもちながらも果敢に世界を目指すなでしこたちを応援しよ
う！ キャンプ２日目の10月6日(日)にはトレーニングマッチが行わ
れ、驚愕のプレーを目の当たりにできる！
！
（見学無料）
●お問合せ 一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川
☎ 050-5362-4859

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

カ モ ち ず かもナビコード
エ B-3
GVKM0002

創業を目指す方、創業後まもない方、後継者として経営を学びた
い方などを対象として「かもがわ創業塾」が開催されます。
同じ夢を目指す仲間と一緒に、あなたの熱い想いを応援致しま
す。この機会にぜひご参加ください！

●日時・テーマ
第１回

９月20日（金） 17：50～（３時間）
夢をかたちに！創業成功への心がまえ
第２回 ９月27日（金） 17：50～（３時間）
経営戦略とマーケティング
他社に差をつける「売れる」仕組みづくり
第３回 10月５日（土） 13：00～（３時間）
これなら分かる！決算書の見方・読み方・活かし方
第４回 10月19日（土） 13：00～（３時間）
自己分析と接客・応対研修 顧客満足とは？
第５回 11月15日（金） 17：50～（３時間）
創業資金の調達方法
創業計画書作成方法とチェックポイント
●場所
鴨川市商工会 ３階大研修室
●受講料 無料
●募集人数 ２０名（申込み先着順）
●申込み 2019年９月10日(火)までに
鴨川市商工会
（☎04-7092-0320）へ
お申 し込みください。
●主催
鴨川市商工会・鴨川市
●協力
南房総市内房商工会
南房総市朝夷商工会
鋸南町商工会
※この事業は、産業競争力強化法に
基づき、鴨川市と連携し創業支援等事業として実施するものです。
（犬猫でもかわいがって世話をするとこちらの思いが通じると言う喩え）

犬猫にも馴染めば思う⑧

夏の日差しも少し和らぐ９月には動物愛護週
間があるのをご存じですか。今日はそんな動
物たちの福祉と愛護について少し触れてみたいと思います。
みなさんはマイクロチップを知っていますか。先日、動物愛護法の
改正に伴いマイクロチップの装着を義務化する法案が可決したこ
とで聞いたことがある人も多いと思います。一方でマイクロチップ
が何なのか知らない方も多いのではないでしょうか。マイクロチッ
プとは12mm x 2mmの円筒形の電子タグのことで、国内でも20
年ほど前から使用され始めました。装着することで、いわゆる交通
機関でのパスモやスイカのように、生体に直接触れることなく専用
読み取り機でタグに登録された情報を読み取りデータベースに照
合することで登録情報を検索することができます。
では、なぜこのマイクロチップが動物福祉や愛護と関係があるかと
いうと、一つは迷子や震災などで離ればなれになってしまったとき
でも、マイクロチップに登録された情報から飼い主の元に返って
くる可能性が高くなります。もう一つは、飼い主情報の登録が義務

江戸時代、鴨川に数学と郷土史の研究をしていた文化人がいたらしい。

プロ野球球団の「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
載します。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！
●鴨川後援会ホームページ
http://www.kamogawa-marine.com
みんながみんなに

やさしいまちづくり

プロジェクト ⑤

なぜユナバーサルデザイン（ＵＤ）が求められるのか（3）

通常、公共施設やショッピング施設、商店街などの駐車場で障害者用スペー
スが用意されています。しかし、その駐車スペースとそこから建物へのアプ
ローチ通路に屋根が設置されているのはまだごくわずかです。雨天時には、
車いす利用者にとっては車の乗り降りに限らず建物や店舗への移動につい
ても支障があります。ＵＤを考えた時に、これは車いす利用者に限らず自力
歩行は可能であるが時間のかかる方（病後障害者や高齢者）また、子育て
中の保護者ではベビーカー利用者に限らず、幼児の歩行や抱っこの際にも
支障があるといえます。屋根の設置があれば、上記のような人々だけではな
く、一般的健常者にとっても入口まで傘を差すことなく利用できるというメ
リットがあります。
今、高度経済成長時に建造された構造物が耐久期間を.むかえ補修や補強
が必要な時期となりました。今後、順次その対応が図られると思いますが、
その際にはＵＤを取り入れた設計が望まれます。
（文／鴨川未来倶楽部ＮＥＸＴ）

動物愛護とマイクロチップ
化されることで安易なペットの遺棄や虐待を防ぐことにつながる
のではないかと期待されています。ですからマイクロチップはただ
装着するだけでなく、きちんと情報を登録することが重要です。埋
込み費用は施設によって異なりますが5,000円前後で行っている
ところが多く、登録料が別途1,000円かかります。また、安全性は
非常に高く、外部は生体適合ガラスで密閉されており体内に埋込
んでも副作用が起きないように作られています。
マイクロチップの義務化は公布から３年以内に施行されること
が決まっています。すでに犬、猫を飼っている場合、装着は努力
義務とされていますが、迷子の犬猫の特定や遺棄抑制につなが
ることなどを考えると十分に装着する利点があると考えられま
す。また、動物を飼っていない人達にとっても、飼い主が特定さ
れていることが社会的安心感につながることから、動物を飼って
いる人、いない人それぞれにメリットがある内容だと思います。
興味のある方は、一度動物病院で相談されてみてはいかがでしょ
うか。
（しみず動物病院 獣医師 清水 篤）

☞ 解説は8 面

［8］ 2019年（令和元年）9月１日

KamoZine

Event Calender

11/23
（土・祝）

イベントカレンダー

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

●

日付

イベント名称
エリア
場所
鴨川産牛乳で作る「ジェラート」試食販売会 江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク
8/31～9/1 土～日 棚田稲刈り体験
里の MUJI みんなみの里
長狭
週末屋台
9・10月
火
鴨川市野球連盟秋季野球大会
鴨川
総合運動施設
おついたち市
天津小湊 天津神明宮
9/1
日
なでしこリーグ 2 部 オルカ vs バニーズ京都 SC
鴨川市陸上競技場
鴨川
9/7～8
土～日 鴨川合同祭
鴨川地区

●

曜日

9/8

日

第10回千葉県ジャンボかぼちゃ大会

9/11
9/12
9/13

水
木
金

9/14

土

いっぺさ！鴨川シアター
文理開成高校 体育祭
清澄虚空蔵菩薩大祭
第14回鯛リンピックかもがわ
県新人陸上競技大会安房支部予選会
なでしこリーグ 2 部 オルカ vs スフィーダ世田谷 FC

9/15

日

鴨川
清澄

鴨川

匠フェア
（包丁研ぎ、
鰹節削り体験）
※小雨決行

ジャンボかぼちゃサーフィン大会

9/21〜22

9/28

吉保八幡の流鏑馬
吉尾地区例祭
長狭
なでしこリーグ 2 部 オルカ vs ちふれ AS エルフェン埼玉
収穫市
旬野菜講座
10/1
火
おついたち市
天津小湊
10/5
土
かもがわ創業塾 第３回【財務】
例祭
10/5～6 土～日
ブラインドサッカー女子日本代表 鴨川キャンプ
鴨川
東条地区例祭
10/12～13 土～日
第14回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会
江見地区例祭
江見太海
曽呂地区例祭
10/13
日
和泉の三役
鴨川
9/29

●
●
●
●

●
●

日

10/14
10/15
10/16
10/19

月・祝
火
水
土

10/20

日

10/26～27 土～日

10/27

●

●
●
●

日

10/27～28 日～月
10/28～1/5 月～日
─
11月頃
─
11/1
金
11/1〜12/31
─
11/3～４ 日・祝〜月・休
11月上旬
11/10

日

11/12
11/14
11/15
11/22

火
木
金
金

11/23

土・祝

11/23～24 土・祝～日
11/29
金
11/30
土
11/30～12/1 土〜日
12/1

●

イオン鴨川店
八雲神社側入り口

☎ 04-7092-0320
（鴨川市商工会）
☎ 04-7099-8033
農林業体験交流協会

前原海岸

日
第 13 回鴨川カップ争奪少年少女サッカー大会 2019（３年生大会） 鴨川
月・祝 特製おはぎ販売
江見太海
金
かもがわ創業塾 第２回【販路開拓】
鴨川
川代神楽・田原地区例祭
土
火渡り祭
天津小湊
竹ランタン鑑賞
清澄

●

●

日

例祭
清澄
献燈祭
天津小湊
例祭
かもがわ創業塾 第４回【人材】 鴨川
なでしこリーグ 2 部 オルカ vs 大和シルフィード 袖ケ浦市
鴨川石造物をめぐる～田原地区～ 天津小湊
棚田の夜祭り
長狭
亀田医療大学 亀咲祭
鴨川
文理開成高校 蔦葉祭
第 46 回鴨川市少年少女剣道大会
─
第 51 回長狭剣道個人選手権大会
第30回熊切杯争奪剣道大会
収穫市
長狭
旬野菜講座
御会式
清澄
棚田のあかり
長狭
千葉ロッテマリーンズ秋季鴨川キャンプ（予定） 鴨川
第40回KA卓球選手権大会
天津小湊
おついたち市
かもがわスタンプラリー「かもらり2019」 市内
海鮮つみれ汁販売
江見太海
第２回草刈りプチサミット
長狭
御会式
天津小湊
第31回鴨川青年の家まつり
江見太海
日蓮大聖人御報恩会式
天津小湊
御会式
かもがわ創業塾 第５回【金融】 鴨川
紅葉・新そば・ハイキング
天津小湊
第 14 回ウェルネス交流 DAY
江見太海
鴨川
文理開成高校創立 90 周年記念式典
海鮮つみれ汁販売
江見太海
いっぺさ！鴨川シアター
鴨川
スターキャンプ鴨川～冬の星空観察会～ 天津小湊
令和元年度ブルーダック旗争奪親善
鴨川
少年ソフトボール大会
おついたち市
天津小湊
第 74 回南房駅伝大会
南房総
収穫市
長狭
旬野菜講座
イルミネーション点灯
江見太海
晩秋の森ハイキング
天津小湊

総合運動施設
道の駅鴨川オーシャンパーク
鴨川市商工会
田原地区
波切不動堂寺
四方木紅の里

☎ 050-5362-4859
（ウェルネスポーツ鴨川）

☎ 04-7093-5111

☎ 04-7096-1911
☎ 04-7092-0320
─
☎ 04-7094-0800
☎ 04-7094-1736( 山一園 )
☎ 04-7093-3800

吉保八幡神社馬場 （鴨川市郷土資料館）
吉尾地区
─
鴨川市陸上競技場 ☎ 04-7093-7878
里の MUJI みんなみの里 ☎ 04-7099-8055
天津神明宮
鴨川市商工会
花房・瀧口神社
総合運動施設
東条地区
鴨川市営球場
江見地区
曽呂地区

☎ 04-7094-0323
☎ 04-7092-0320
─
☎ 04-7093-5111
─
☎ 04-7093-5111
─
─
☎ 04-7093-3800

和泉公会堂

（鴨川市郷土資料館）

四方木・熊野神社

─

天津神明宮

☎ 04-7094-0323

鴨川市商工会
袖ケ浦市陸上競技場
内浦山県民の森
大山千枚田
亀田医療大学
文理開成高等学校

☎ 04-7092-0320
☎ 04-7093-7878
☎ 04-7095-2821
☎ 04-7092-0086
☎ 04-7099-1211
☎ 04-7092-0267

─

☎ 04-7093-5111

文理開成高校は４月18日、創立90周年を迎えました。
房総線が全通した昭和４年、横尾とき・卯之吉両先生
が「安房の地に女子教育を根付かせたい」という情熱
を傾け開校されて以来、長狭実践女学校→長狭高等実
践女学校→長狭高等女学校→南総学園高等学校→鴨
川第一高等学校→千葉未来高等学校→文理開成高等
学校と校名を変えてきました。
元号が「平成」から「令和」に移り変わった歴史的な年
に、先人たちの努力に思いを馳せ、来たる100周年に
向けてあくなき挑戦を続けたいとの誓いを新たに記念
式典が開催されます。派手な演出はないものの、心の
こもったハートウォーミングな一日です。参加希望の方
は、文理開成高校ウェブサイトからお申込みください。

砂浜体育祭

9/12（木）
鴨川 エリ
ア

前原海岸

☎ 04-7094-0525
☎ 04-7092-0086
☎ 04-7093-5111
─
☎ 04-7094-0323
☎ 04-7092-0320
☎ 04-7096-1911
─
☎ 04-7094-0132
☎ 04-7093-1666
☎ 04-7095-2621
☎ 04-7094-0341
☎ 04-7092-0320
☎ 04-7095-2821
─
─
☎ 04-7096-1911
☎ 04-7099-1211
☎ 04-7095-2821
☎ 04-7093-5111
☎ 04-7094-0323
☎ 04-7093-5111

10/26（土）
〜10/27（日）
鴨川

エリ
ア

亀田医療大学第8回
大学祭「亀咲祭」

亀田医療大学

☎ 04-7099-8055

カ モ ち ず かもナビコード
エ B-2
SHKM0042

海が見える教室で、各クラスが趣向を凝らした出
し物を行う。きれいな景色を楽しみながら、蔦葉
祭(ちょうようさい)を楽しもう。毎年人気のお化け
屋敷や留学生クラスの国際交流ができる出し物も
計画中。ホールではダンス部・軽音部のステージ発
表、誰でも参加自由ののど自慢カラオケ大会も行
われる。チラシについている無料券を持参の方に
はわたあめが配布される。
●日時 2019年10月27日（日）
10：00～14：00予定
●会場 文理開成高等学校
●お問合せ ☎04-7092-0267
（文理開成高等学校生徒会担当 舞木・有馬）

江見・太海エリ
ア

カ モ ち ず かもナビコード
エ A-4
GVKM0006

SHKM0042

蔦葉祭

文理開成高等学校

11/23
（土・祝）

みなさん、
こんにちは！ 亀田医療大学大学祭実行委員長
の井下龍です。今年度も亀田医療大学大学祭「亀咲祭」
を開催します。亀咲祭のために本学の学生たちは早い時
期から活動してきました。
私たちは「Power of smile 亀咲祭 ～笑顔あふれる瞬
間に～」というスローガンを掲げ、学生や来場者の方々の
笑顔が多くみられる大学祭にしたいと考えています。今年
度から新たなイベントを計画、進行中のため、内容は亀咲
祭当日のお楽しみになります。奮ってご参加ください！
今年度は開催時間が昨年度と違うため、お気をつけてご来場ください。
●開催日 2019年10月26日(土) 10:00～17:00
27日(日) 10:00～14:00
●会 場 亀田医療大学 鴨川市横渚462
☎ 04-7099-1211

第14回ウェルネス
交流ＤＡＹ

城西国際大学安房キャンパス

カ モ ち ず かもナビコード
カ B-7
ZZFE0001

城西国際大学では11月23日(土・祝)に、第14回ウェ
ルネス交流DAYが開催されます。ウェルネス交流
DAYでは、ダンスサークルによるダンスや、留学生に
よるそれぞれの出身国らしい模擬店、学部が取り組ん
でいる活動の展示などが行われ、観光学部の魅力がた
くさんつまっています。安房拓心高校や長狭高校によ
る吹奏楽、HIRO Hawaiian Academyによるフラダ
ンスも楽しめ、まさにお祭り気分が味わえます。ウェル
ネス交流DAYは、日頃お世話になっている地域の方々
との交流の場にもなっているので、皆さまに楽しんでも
らえるように全力で取り組んでいます。家族友達誘っ
て、ウェルネス交流DAYに参加しよう！
！
●開催日
2019年11月23日(土・祝)
●会 場
城西国際大学観光学部

かも秋の学校行事（９～ 12 月）
【運動会・体育祭】
9/13（金） 鴨川小
9/ 1（日） 鴨川中
9/17（火） 天津小湊小（内浦・小湊）
9/ 7（土） 長狭学園（小・中）、安房東中
10/ 8（火） 天津小湊小（浜荻・天津）
【文化祭・合唱コンクール】
10/10（木） 東条小
10/25（金） 鴨川中
10/15（火） 天津小湊小（内浦・小湊）
10/26（土） 長狭学園（小・中）、安房東中
11/ 8（火） 鴨川小
【ミニ集会・教育講演会】
11/12（火） 東条小、天津小湊小（浜荻・天津）
10/ 3（木） 鴨川中
11/19（火） 天津小湊小（内浦・小湊）
12/ 4（水） 田原小
11/30（土） 長狭学園（主基）
12/ 9（月） 安房東中、天津小湊小
12/01（日） 長狭学園（吉尾）
【10周年記念式典】
12/ 7（土） 田原小、安房東中
11/ 1（金） 長狭学園
12/10（火） 東条小、天津小湊小（浜荻・天津）
【PTAバザー】
12/14（土） 西条小、長狭学園（大山）
10/26（土） 長狭学園
12/17（火） 天津小湊小（内浦・小湊）
11/ 9（土） 田原小
【鴨川市PTAバレーボール大会】
11/22（金） 江見小
9/15（日） 会場：鴨川中
11/30（土） 天津小湊小
【文化芸術講演会】
【PTA廃品回収・資源回収】
9/27（金） 東条小
9/10（火） 東条小、天津小湊小（浜荻・天津）
11/19（火） 天津小湊小

里の MUJI みんなみの里 ☎ 04-7099-8055
☎ 04-7096-1911
☎ 04-7095-2821
☎ 04-7093-5111
☎ 04-7092-0604
☎ 04-7093-5111
☎ 04-7095-2821
☎ 04-7093-5111

鴨川 エリ
ア

夏だ！海だ！砂浜体育祭だ！！校舎の目の前にある前原海
岸の砂浜で開催される体育祭。
「借り物・人競争」は、障
害物とお題をクリアしながら行う、笑いあり、教養ありの
種目。メインの「ビーチフラッグス対決」は大迫力の人気
種目。最後の「海水バケツリレー」は、ザ・青春の爽やか
な競技となっている。生徒たち考案、数々の種目を紅白に
分かれて戦う、文理開成ならではの体育祭を応援しよう！
特別参加可の綱引き大会もあるのでぜひ参加を！
●日時 2019年９月12日(木)９：30～15：30（予定）
※荒天時は13日(金)に延期
●会場 前原海岸
●お問合せ ☎ 04-7092-0267
（文理開成高等学校体育科 有馬）

エ B-2

●開催日 令和元年(2019)11月23日（土・祝）
●会 場 文理開成高校体育館
●内 容 （予定） 記念式典・記念講演
講師：デーブ大久保氏
10/27（日）

カ モ ち ず かもナビコード
エ B-2
SPKM0008

里の MUJI みんなみの里 ☎ 04-7099-8055
清澄寺
大山千枚田
総合運動施設
安房東中学校
天津神明宮
鴨川市商工会
道の駅鴨川オーシャンパーク
─
日澄寺
鴨川青年の家
誕生寺
多聞寺
鴨川市商工会
内浦山県民の森
城西国際大学観光学部
文理開成高校
道の駅鴨川オーシャンパーク
亀田医療大学ミズキホール
内浦山県民の森
総合運動施設
天津神明宮
鴨川市～館山市

12/1～3/31 日～火
道の駅鴨川オーシャンパーク
12/3
火
内浦山県民の森
令和元年度ブルーダック旗争奪親善
12/7～8 土～日 少年ソフトボール大会
総合運動施設
鴨川
12/11
水
御会式
鏡忍寺
12/14
土
第18回ソレイユシードカップ争奪鴨川市少年ソフトボール大会
総合運動施設
12/15
日
正月飾りを作ろう
天津小湊 内浦山県民の森
12/22
日
ウェルKAMO X'MAS GAMES 2019
鴨川
鴨川市文化体育館
収穫市
12/28
土
長狭
里の MUJI みんなみの里
旬野菜講座

【読書活動】
10/30（水） 東条小 <山口マオ氏講演会
ワークショップ>
【鴨川市小学校陸上記録会】
10/ 2（水） 会場：鴨川市陸上競技場
【鴨川市（長狭教育振興会）小中音楽発表会】
11/ 7（木） 会場：鴨川中
【鴨川市（長狭教育振興会）科学研究発表会】
10/15（火） 会場：ふれあいセンター
【若潮まつり】
10/ 6（日） 会場：鴨川小
【鴨川市子ども会球技大会】
12/ 7（土） 会場：鴨川市文化体育館
※日程が変わる場合もあります。
興味のある方は事前に学校まで
お尋ねください

「かもらり 第５弾」で、素敵な賞品をもらっちゃお～！
！
いよいよ今年も年末恒例イベント
「かもらり」が始まります！
！
市内の様々なお店にスタンプカードを持ってお買い物・お食事などしてみませんか？ 新しいお
気に入りのお店や新発見のサービスが見つかるかもしれませんよ？ルールはかんたん！異なる
お店（参加店）
を利用して5個のスタンプを集めて応募すると、抽選で素敵な賞品が当たり
ます！しかも、ひとり何回でも応募OK！いろいろな業種が参加してます。今年の実施期間は１１/１(金)～１２/３１
(火)、参加店は、黄色のかもらりマークの「のぼり旗」または「フラッグ」が目印です。
（実施団体：鴨川市商工会）
●お問合せ ☎04-7092-0320

KamoZine を応援してくださっている方々（かも夏号）
二〇〇九年六月にかも夏号から創刊し

たＫａｍｏＺｉｎｅはいよいよ十年の

歴史を積み上げ、次なる十年のフェー

ズに入っています。時代は平成から令

和へと移り変わりました。▼創刊号は

Ａ４判四ページ構成で現在のものより

だいぶコンパクト。当時はもちろんま

だ多くの人に知られていないメディア

であり、配布に苦戦しました。▼編集会議で検討

を重ね、二号目となるかも秋号でＢ４判八ページ

構成の新聞型にするという思い切ったチェンジを

図りました。４・５面には必ず鴨川市の全体地図

を入れるようにしました。▼その工夫が奏効し、

他のパンフレットとは一線を画すサイズとデザイ

ンでＫａｍｏＺｉｎｅは多くの人たちに愛読され

るフリーペーパーに成長していきました。編集委

員は今でも全員ボランティア。配布も委員それぞ

れで分担して行っています。▼昨日より今日、今

日より明日というチャレンジ精神と愛する故郷に

（Ｙ）

対する献身がＫａｍｏＺｉｎｅの歴史を積み重ね

ています。

鴨川豆知識

☎ 04-7093-5111
☎ 04-7094-0323
☎ 04-7093-7878
─

04-7099-8033
里の MUJI みんなみの里 ☎
農林業体験交流協会
亀田医療大学ミズキホール ☎ 04-7099-1211
前原・横渚海岸
☎ 04-7092-0267
清澄寺
☎ 04-7094-0525
総合運動施設
☎ 04-7093-5111
鴨川市陸上競技場
鴨川市陸上競技場 ☎ 04-7093-7878

土～日 鴨川の自然と食を感じるウェルネス E-Bike 体験ツアー 鴨川・長狭 総合運動施設～大山地区

9/22
9/23
9/27

●

☎ 04-7099-8055

名物ｲｶ焼き& 鴨川産さざえのつぼやき販売 & 宝探し大会 江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎ 04-7096-1911
月・祝 ピザ作りに挑戦！
天津小湊 内浦山県民の森
☎ 04-7095-2821
金
かもがわ創業塾 第１回【経営】 鴨川
鴨川市商工会
☎ 04-7092-0320

9/16
9/20

●

長狭

問合せ先
☎ 04-7096-1911

文理開成高校

文理開成高校創立９０周年記念式典

鴨川 エリ
ア

かも秋号（通算第32号）

■賛助
亀田酒造
鮨 笹元
多聞寺
(有)川畑建築
秋山商店(株)
アーツパソコン教室

(株)サン建築総合事務所
はせや商店
寺尾自動車整備工場
スペインレストラン・パエジェーラ
美容室リミックス
大和田幸恵氏

■買取 ひだまりINN

天津神明宮
（医）鉄蕉会
鴨川市に天文台をつくろう会
ダイアパレス小湊管理法人
料理｢石川｣
亀屋本店
大場蘭園

四井商店
四井保険事務所
入江裕一氏
定食屋「舫」
食事処なかむら
磯料理 うおまさ
鮨 笹元
竹栄接骨療院

主基グラススタジオ
だいにんぐ友
鴨川シーサイドドッグ
トレーニング・ガー
デンホテル
日暮晃一氏
鴨川農家民泊組合
しみず動物病院

鎌田製菓（有） 風雲
くわっせ～鴨川
波太オルビス
（佐々木商店） 新倉
石黒マッサージ 斎武商店
あぶらや食堂
「和」だいこん
さかげん
ヘアーサロン イトウ
(株)タムラ
斉藤薬局

●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。 ☎ 04-7093-2461（鴨川観光プラットフォーム）

発行／ KamoZine 編集部 お問合せ／〒 296-0001 千葉県鴨川市横渚 1450（鴨川観光プラットフォーム）
写真・絵素材提供／鈴木貴志氏 高橋誠氏 鴨川市教育委員会 ラグランジェ・プロジェクト オルカ鴨川ＦＣ 南房総サイクルツーリズム協会 ミヤタサイクル

江戸時代末の１９世紀前半、和泉地区の堀江顕斎は、源頼朝や日蓮に関する郷土の史跡、算学（今の数学）を研究し、本を発行するとともに、書や絵、和歌・俳句なども作った文化人でした。

