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かも春号（通算第36号）

祈り のかも春

二〇二一年（令和三年）は鴨川市にとって歴史的な節目の年。
地域の偉人である日蓮聖人の生誕から八百年を迎え、
記念の奉祝行事が行われる。
世の中の安寧を祈られた日蓮聖人の心が時空を超えて
現代に蘇り、息づくことだろう。
新型コロナウイルス禍の真っ只中にある世界だが
日出る国の日出る場所──。
鴨川から明るく輝く、新たな年をはじめよう。

八百年の時空を超えて

編集／鴨川観光プラットフォーム KamoZine 編集部×ウェルネスポーツ鴨川×城西国際大学観光学部×亀田医療大学×オルカ鴨川 FC

2/15（月）
〜16（火）

天津小湊 エリ
ア

日蓮聖人生誕800年記念イベント

日蓮のあかり800年

1/12（火）
〜3/7（日）

誕生寺

鴨川 エリ
ア

幸せの黄色パワーをいっぱいにいただこう！
鴨川中学校付近の田畑

●期間

カ モ ち ず
カ A-2

2021年1月12日（火）～3月7日（日）
9：30～15：00

●場所 鴨川中学校付近の田畑
●花摘み体験 10本 ¥150
※天候により、花摘み・イベント・ミニトレインが
中止となる場合があります。お出かけ前に
「かもがわナビ」でのご確認をおすすめします。
http://www.kamonavi.jp/

菜の花畑でミニトレイン
（ドクターイエロー）に乗ろう！
●運行日
●乗車料

2/7(日)・14(日)・21(日)・28(日)
運行時間 10:00～15:00 ※荒天運休
お１人様 ￥200

★小湊旅館業協同組合・鴨川温泉
旅館業協同組合加盟の宿泊施設
にて宿泊のお客様、安房鴨川駅
前観光案内所にて電動アシスト
付きレンタサイクル「かもチャリ」
をレンタルされたお客様には
無料花摘み券をプレゼント！
★公式インスタグラムで、期間中
フォトコンテストを開催します。
公式ツイッター
ハッシュタグ #菜な畑ロード2021
で投稿してください。
入賞者には、豪華プレゼントをご用意！
★公式ツイッター
https://twitter.com/
nanabatakeroad で開花状況を
確認できます。
オフィシャルサイト

https://nanabatake.jp

太海のおとし

2/2（火）

江見・太海 エリ
ア

カ モ ち ず かもナビコード
太海海岸
カ C-6
SPFE0005

太海地区の節分の伝
統 行 事 。太 海 6 地 区
がそれぞれ竹や茅を
使って、高さ約6ｍの
「やぐら」を組む。午
後6時頃に一斉に火
をつけ、厄払いや大
漁、豊作などを祈願する。海岸線に立てられた
やぐらに火をつけると、ポンポンと音を立て、
火の粉を散らしながら空高く燃え上がるようす
は圧巻。かつては子供たちが中心となって、竹
を集めてやぐらを組んでいたことから「けがれ
のない子供たちが神様を迎える」といういわれ
があったが、現在は少子化の影響で、大人たち
が協力して作っている。
2/21（日）

天津小湊

エリ
ア

毘沙門天大祭特別祈祷
多聞寺

カ モ ち ず かもナビコード
ア A-2
SPAK0031

安房七福神の一つに数えられる
『日蓮聖人御出
迎え毘沙門天』
がまつられる
『鴨川市 多聞寺』
で、
毘沙門天の縁日、21日に
『毘沙門天大祭特別祈
祷』
がおこなわれる。一
年間の無病息災、開運
勝利を祈念する。
毘沙門天は、古来イン
ドで『財宝の神』
と信仰
され、日本では、源義
経・上杉謙信等多くの武将に
『軍神』
として祀られ、
『必勝・開運勝利』
のご利益と信仰されている。
毘沙門天 開運勝利の神。商売繁昌、開運勝利、当病平癒等
13：00 水行式 13：30 大祭
※どなたでも参列できます。
鴨川市浜荻1145 ☎ 04-7094-0341

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

2/25（木）
〜3/3（水）
鴨川 エリ
ア

はたけやまゆうこ

憂国の烈女、畠山勇子遺愛の
雛人形と手づくりつるし雛
観音寺

カ モ ち ず かもナビコード
エ A-2
SPKM0039

鴨川で育った「畠山勇子」という女性をご存知
だろうか。畠山勇子は、慶応元（1865）年12月
８日、安房国長狭郡前原町に生まれた。明治24
（1891）年５月11日、来日中のロシア皇太子
に警護の巡査が切りつけるという国家を揺るがす
「大津事件」が起きた時、勇子は、ロシア・日本国
両政府などに宛てた遺書を懐にして、
５月20日、
京都府庁前で自刃した。丁重に葬られたその後、
観音寺に分骨、顕彰碑が建てられ、これが縁にな
り、勇子初節句の雛人形が奉納された。観音寺で
は、多くの人に「烈女」と呼ばれる勇子のことを
知っていただきたいと、毎年雛祭りを行い、勇
子を偲んでいる。「遺愛の雛人形」は、手づく
りの「つるし雛」とともに、賑やかな時を過ご
している。
●日時 2月25日（木）
〜3月3日（水）
9：00～17：00
※各日13：00より御供茶付追善法要を厳修する。
鴨川市横渚1133 ☎04-7092-3540

カ モ ち ず かもナビコード
ア E-2
SPAK0002

日蓮宗の開祖である日蓮聖人の生誕800年を
記念し、誕生寺周辺にて２月15日(月)～16(火)
にかけてイベントが行われる。イベントの内容は
奉納イベント、ライトアップと日蓮の舞、竹灯籠、
花火打ち上げなどの実施を予定している。
●開催日 令和3年(2021)2月15日（月）～16日（火）

日蓮聖人が開祖した清澄山・旭が森
日本で一番早い初日の出
清澄寺

全 F-2

SPKY0001

清 澄山・旭が森は日本で一番 早い 初日の出（※島
しょ部除く）が拝める地として知られている。約800
年前、日蓮聖人はこの地で朝日が昇るなか開祖し、
世の中の安寧を祈願された。新しい年の新しいお日
さまをこの地で拝み、エネルギーを充電して1年をス
タートしてはいかが。
初

詣 年が明けたら、大切な家族や仲間と神社仏閣に初詣。

元日〜

心身ともにリフレッシュして、一年をスタートしよう！

節分会 節分とは季節の変わり目のことで、特に立春（2月4日）
いわし

2月2日

誕生寺
清澄寺
大山不動尊
長安寺
鏡忍寺
浪切不動尊
天津神明宮

ひいらぎ

の前日を指す。鰯の頭を豆の茎に刺して柊とともに戸
口にさし、炒り豆を撒いて悪疫退散、開運招福を祈願
する。鴨川市内の寺院でも節分会が行われる。
カ モ ち ず かもナビコード
ア E-2
SPAK0002

初 詣

節分会

全

F-2

SPKY0001

初 詣

節分会

全

B-2

SPNG0003

初 詣

節分会

全

C-3

SPNG0013

初 詣

節分会

カ

B-2

SPKM0006

初 詣

全

F-2

SPAK0017

初 詣

ア

C-1

SPAK0001

初 詣

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

新型コロナウイルスの状況により、イベントの中止や延期、施設・店舗の営業日・営業時間の変更などがありますので、あらかじめご了承ください。参加・利用の際は、最新の情報をご確認ください。

鴨川豆知識

小湊生まれの日蓮聖人は、富士山も信仰したらしい。

☞ 解説は2 面

［2］ 2021年（令和3年）1月１日
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温故知新の環境都市・鴨川へ
嶺岡牧レポート 鴨川のアンコールワット

ながさまい

長狭米のシンボル「明治大嘗祭の主基斎田」⑤

嶺岡牧を日本遺産に！

明治大嘗祭から150年を迎える主基斎田

岩本正倫の『嶺岡紀行』
を歩く
～知られざる日本近代化の変革者に迫る〜
手を尽し世上の人のたすからは
だいご

主基斎田址

だいじょうさい

昨年は明治神宮鎮座百年をお祝いし、明治天皇大嘗祭ゆかりの
ゆ き
す き
悠紀地方[山梨県甲府市]と主基地方[千葉県鴨川市]で穫れた
米で作った酒が奉納された。鎮座百年をお祝いし両地区の酒が
揃って奉納されるのは初めてとなった。
☀
す き さ い で ん し
鴨川市で一番小さな公園である主 基斎田址公園は、150年前
ながさまい
の大嘗祭当時の水田がそのまま保存され、今日でも長狭米の産
地として稲作が行われている。
☀
すうけいこう
ぬきほ
鴨川市の明治神宮崇敬講によって、毎年抜穂の祭りが行われ、
昨年で40年を迎えた。穫れた米は地元の亀田酒造によって醸
造され、明治神宮へ毎年11月23日の収穫の祭りである新嘗祭

これより上のあんらくはなし

何度も失敗して、やっと乳製品「醍醐」ができた時の気持ちを歌にしている。
江戸幕府から嶺岡牧の経費削減の命を受けた岩本正倫が逆転の発想で、
醍醐を白牛酪と名付け、その産業資本制フードシステムづくりを怒濤のご
とく進めた。日本の新時代を切り開いた出発点である嶺岡牧行の日々を、短
歌を中心に記したのが『嶺岡紀行』である。
知られざる日本近代化の変革者である岩本正倫の嶺岡牧行に迫るため、
“嶺
岡牧を知って活用を考える会”で「『嶺岡紀行』を歩く」を行っている。現地
に立ち、岩本正倫が何を歌に込めたのかを感じ取りたいと思っている。
【嶺岡牧に関する催し】
1月24日（日）ワークショップ「嶺岡牧遺産を資源にする方法は？」
2月 8日（月）チッコカタメターノ料理教室
2月19日（金）
『嶺岡紀行』を読む
2月21日（日）嶺岡牧エクスカーション「馬頭観音の旅」
3月21日（日）第5回『嶺岡紀行』を歩く
●お問合せ mineokamaki@gmail.com

カ モ ち ず かもナビコード
全 D-2
SPNG0005

に奉納を続けている。
一方の悠紀 地方では、すでに水田はなく鎮 座百年に向けて
地元の石田お俵連を中心に、埋もれた歴史文化を復活すべく
4年前から準備が進められてきた。水田の準備にはじまり試験
的に酒米を栽培し、地元の子どもたちの参加による田植え・
稲刈りなどを通じて昨年酒を奉納することがで、歴史を次の
世代に引き継ぐことができた。
今 年は、明治大嘗祭から150年目の節目の年となる悠紀の
甲府、主 基 の鴨川。５月のお田植 祭から地 区 有 志によって
〝次の世代にこの歴 史 文化と誇りを引き継ぐ交 流活動”が
明 治神 宮のご 縁と共に、次の１００年に向け、また 大 地を
耕し、水を引き、種を蒔きはじめる。

悠紀の里の抜き穂の祭り

主基斎田の抜き穂の祭り

船橋西図書館所蔵の
『嶺岡紀行』

①天津小湊の誕生寺の太田稲荷堂

ア

E-2

SPAK0002

②横渚の諏訪神社の本殿

エ

B-2

JN011143

③東条地区の鏡忍寺の祖師堂

カ

B-2

SPKM0006

④打墨(大日十字路)の金乗院の仁王門・如来堂

全

E-3

SPKM0007

⑤長狭地区吉尾の吉保八幡神社の本殿

全

C-2

SPNG0004

⑥長狭地区大山の大山不動の不動堂

全

B-2

SPNG0003

などです。このほか、ご近所の神社仏閣に初詣される場合にも発見できるかもしれ
ません（マップ参照）
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長狭地区吉尾の
吉保八幡神社の本殿
打墨 ( 大日十字路 ) の
金乗院の仁王門・如来堂

天津小湊の
誕生寺の太田稲荷堂

81

東条地区の鏡忍寺の祖師堂

バスdeカモ旅

128
34

『馬』に由来するバス停

途中下車の旅

誕生寺

24

安房鴨川

⑤

横渚の諏訪神社の本殿

89

コミュニティバス(南ルート)」には、
『馬場下』というバス停があります。
「馬場」とは、乗馬を行うための土地。競馬では、実際に馬がレースのために走る走路のことをいいま

太田稲荷堂の向拝には、三代伊八が製作した龍が飾られてい
ます。3代伊八は初代伊八の孫にあたります。裏面には、大小
の魚が波間に泳ぐようすが彫られています。寺社の彫物にこ
のような魚がモチーフとして用いられるのは、あまり例があり
ません。漁業が盛んな土地柄であったために、漁の対象とな
る魚が彫られたのかもしれません。

す。嶺岡牧には、多いときで700頭近くの馬などがいたそうです。
くら

うま

そういった歴史の中で、この辺りでは
“競べ馬などが行われていた”
という伝承があるそうです。そんな
“馬
場があった所”
の
“下(麓)”
にあたる場所だから
『馬場下』
というバス停名なのかもしれませんね。
気兼ねなく出掛けられるようになりましたら、こんな風に地域の歴史に触れながら、のんびり路線バス
で旅する…なんて、いかがでしょうか。

カ モ ち ず
全 D-3

路線バスに乗って旅をすると、普段の旅とは違った風景・景色に出会うことができますよ！

人生四幕目への前奏曲

加藤登紀子

今 年の「ほろ酔いコンサート」、
このコロナの中でも 全 国

有 楽 町のヒューリックホールです 。その十二月二十 七日は

で開 催 し 、東 京では 十二月二十 六 、
二十 七日の二日 間 、

世の中は「 喜 寿 」と呼ぶようです け ど、凄 く おば

私の誕 生日。ダブル・ラッキーセヴン！なの。
つまり 七十 七

歳！

あさんっぽい感じなので、言わないようにしています 笑( )
この日の「ほろ酔いコンサート 」は「 V I V A！セヴン

ティ・セヴン」と題して、
コンサートの生配信を決めました。

パワー全開のステージを会場に来られない人にも見て欲

しいと思って、
十二月三十一日までは視聴して頂けます。

この 「 ほ ろ 酔 い コ ン サ ー ト 」 に 合 わ せ て 出 版 し た

人生一〇〇年時代とすると、二五年を

「登紀子自伝」につけたサブタイトルが「人生四幕目

への前奏曲」

一幕として四幕の物語です。一幕、二幕、三幕は四幕

目のための伏線。すべてが、四幕目にかかってると思

私の四幕目が何年あるかはわからないけど、今はそ

うので、このタイトルにし ま し た 。

のスタートを切ったばかりと、張り切っています。

「 登 紀 子さんの事だから五幕 目 もあるんじゃない？」と
いう人もいますが、

も し そ うなったら、
「ア

ンコール」を楽しむような

無礼講でいきたいですね。

この本は、私自身が

朗読した音声を聞いて

いただけるQRコード

を添付しています。

字を読むのが大変

でも、聞いていただく

ことができますので、

よかったら楽しんで下

さい。

ゆめ！未来の鴨川へ ─ 

●連絡先 〒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。

ほろよいコンサート2020

●お問合せ 鴨川日東バス㈱
http://www.kamogawanitto.co.jp

鴨川の市街地から、江戸時代には幕府直轄の牧(牧場)であった「嶺岡牧」の麓、曽呂地区を走る「鴨川市

龍の彫物の裏にはに魚（ブリ）がモチーフとして
掘られています。

自伝表紙

（
『鴨川のむかし話』鴨川市教育委員会発行より）

安房小湊

安房天津

長狭地区大山の
大山不動の不動堂

鴨川のむかし話 

令和３年の鴨川市内の初詣には、ぜひ伊八の作品が見られる神社仏閣が鴨川市内
にはたくさんありますので、あわせて見学してはいかがでしょうか？
代表的な社寺を東の方から順にご紹介しましょう。

昔、曽呂の奥山に、どこ
からきたのか天狗が住みつ
きました。
天狗は、人に悪さをする
ことはなかったのですが、
村びとは天狗のことが気に
なってしかたありません。
そこで「人食い天狗」なん

て呼んで悪いうわさを流し、みんなで「どうして
もあの悪い天狗をつかまえよう」と話しあったの
です。
ところがこの天狗、地上にいたかと思うと木の上
にいたりと、まるで魔術をつかっているようで、な
かなかつかまえることができませんでした。
そこで、山に火をつけて焼きはらって、天狗を
追い出そうということになり、風の強い日に、あ
ちこちから火をつけて、山を全部焼いてしまった
のです。
ところが、天狗は山から逃げ出した様子もなく、
どこかに姿を消してしまいました。どうやら天狗は
木の茂っているところでないと生きられなかったよ
うですよ。
さて、村びとは、天狗がいなくなりやれやれ安心
と思ったのですが、それからというもの村では、日
照りのため作物が実らなくなったり、悪い病が流
行ったりと、不幸な出来事が次々と起こりました。
これは天狗さまのたたりにちがいないと思った村
びとは、焼けた山のいちばん高いところにお社をた
てて、供養をしたということです。そして、「天狗
さまに悪いことをした」と、山に近づかなくなった
そうです。
やがて田や畑も潤い、いつしか、ゆたかな曽呂村
にもどったということです。
高鶴山の登山口から一キロほど登っていくと、山
頂に石尊様があります。その中には二つの天狗のお
面がまつられています。

新春初詣は伊八詣もいかが!?

高鶴山の天狗

伊八ニュース vol.32

新型コロナウイルスの状況により、イベントの中止や延期、施設・店舗の営業日・営業時間の変更などがありますので、あらかじめご了承ください。参加・利用の際は、最新の情報をご確認ください。

鴨川豆知識

小松原法難の５年後となる文永６年に、日蓮聖人富士山五合五勺の経ヶ岳に経典を奉納したとの伝承が残されています。その場所には、現在、聖人像が建てられ、身延山久遠寺の境内地となっています。

KamoZine
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逗子市
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飛び出す！ＫａｍｏＺｉｎｅ

南房総サイクリングで
春発見！

久里浜港

東京

湾フ
ェリ
ー金谷港

⑯

❶
⑭

三浦市
三
浦市

“新しい生活様式”に適応した健康的な乗り物と
してますます注目を集める自転車。
南房総を訪れるサイクリストたちも増えつづけています。
１月30日(土)・31日(日)には
（会場：鴨川市文化体育館）が開催され
「房総サイクルサミット2021」
広い地域で連携したサイクルの取組みも進化していきます。
ひと足お先に春がやってくる南房総──。
サイクリングしながら春を発見しましょう。

城ヶ島

三芳 自然巡り

33.3km

541m

レベル初級

⑰

①
❾

安房いちルート

②

文字通り、房総・安房エリア一周のルー
ト。東京湾から、山間を走り太平洋へ。
ぐるりと館山へ戻るコースは、100km超
え。見どころ、寄りどころ満載、準備万端
でGo！

⑧

❽

③

❷

❼

116km

❺

⑥

❹

館山

9：55着 → 和田浦10:41着

館山 16:40発 → 岩井

9：37着 →

MOPS活動レポート｜大会結果

17：02発 → 本千葉18：30着

1月16日（土）
・17日（日）
・30日（土）
・3月6日(土)

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15：56発 → 勝浦

16：37発 → 上総一ノ宮 17:24発 →

本千葉18：12着 → 両国

18：58着

1月9日（土）
・10日（日）
・23日（土） 2月6日（土）
・20日（土）

2021年も「MOPS」の応援を宜しくお願い致します！

春いちばん！南房総里山・里海サイクリング

鴨川全域・南房総市
鋸南町

鴨川サイクルロゲイニング2021かも春
（鴨川春ロゲ2021）

2020年11月初開催に続き、2021年1月に鴨川サイクルロゲイニングの第２弾が早くも
開催される。
制限時間も３時間から５時間になり、フィールドも鴨川市から南房総市・鋸南町の一部に
拡大！ 自転車に乗って、地図をたよりに地域を探検し、
ミッションをクリアしよう。
２代目
チャンピオンになるのは！
？
だれでも気軽にロゲイニングを体験できる「ちょいロゲ」クラスも用意される。
●開催期間 2021年1月22日(金)～30日(土)
※開催期間からお好きな日を選んで参加
●発 着 地 鴨川市文化体育館
① 5hoursロゲイニング 制限時間５時間
参加費：大人￥3,000 中学生以下￥1,500（税込）
鴨川市及び周辺地域のチェックポイントを自転車でめぐり、獲得ポイントを競う。
各種表彰あり。スイーツなどのお楽しみスポットも！
②ちょいロゲ 制限時間なし・発着地自由・参加無料
ウェブアプリ「ロゲイニングハンター」を使ってロゲイニングをちょこっと体験。
開催期間中はいつでも参加ＯＫ
●お問合せ （一社）ウェルネスポーツ鴨川
☎ 04-7092-1114

電動アシスト付自転車 4時間未満￥1,000
※料金設定がいくつかございますのでウェブよりご確認ください
クロスバイク 1日
￥3,000
2日目以降 ￥2,700/日
ロードバイク 1日
￥5,000
2日目以降 ￥4,500/日
⑫館山駅西口観光案内所 ACR

☎ 0470-22-2000

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）
⑬渚の駅館山

営 9:00～16:45 ☎0470-28-5223
A ○
（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
営 9:00～17:00 ☎0470-55-1683
⑭保田観光案内所 NA ○
営 9:00～17:00 ☎0470-55-0115
⑮勝山観光案内所 NA ○
※保田観光案内所・勝山観光案内所相互での乗り捨てＯＫ

ウェルKAMO

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

「いいね！」で応援!!

1/22（金）〜
30（土）

レンタサイクル

★我々の活動はFacebookで報告をしていますので応援（いいね！）
を
お願いします。

サイクルツーリズムを通じて観光まちづくりにも活用されてきている自転車と地域の
未来を考える「房総サイクルサミット2021」が開催される。
30日(土)にはe-bike体験ツアーや鴨川サイクルロゲイニング2021かも春、31日
(日)にはサイクルツーリズムやワーケーションをテーマとしたシンポジウムが行われる。
●開催日 2021年1月30日(土)・31日(日)
●会 場 鴨川市総合運動施設 文化体育館
●入場無料

東京湾
フェリー
金谷港

千葉県サイクリング協会の協力のもと、南房総市三芳小学校
にて放課後自転車教室を開催しました。３・４年生を対象に
50人の生徒が集まり、自転車のルールを教えたり、一本橋や
スラローム体験など自転車の乗り方や楽しさを伝える時間と
なりました。生徒たちが大きくなり、一緒にサイクリングを楽
しめる日が楽しみです。

カ モ ち ず かもナビコード
全 E-3
SPKM0011

レンタサイクル

南房総サイクルツーリズム協会だより

鴨川市総合運動施設文化体育館

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-2SPKM0032
SPKM0032 ☎04-7092-0086
⑩JR安房鴨川駅前案内所 A エB-2

鋸南町／

千葉県サイクリング協会の主催する里海里山サイクリングが
3月7日（日）に開催される。平群クラブハウスを出発し、ほど
よいアップダウンの里山と潮風香る里海の道を駆け抜け、
南房総の早春の自然と色を堪能できます。
★詳細はこちら
https://www.chiba-cycling.org/cca/

房総サイクルサミット２０２１

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NA ○
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NA ○
営 9:00～17:00 ☎0470-36-4116
③道の駅三芳村鄙の里 NA ○
営 9:00～17:00 ☎0470-28-3111
④ふれあいショップ平砂浦 NA ○
営 9:00～17:00 ☎0470-43-1811
⑤道の駅ちくら潮風王国 NA ○
営 9:00～17:00 ☎0470-44-3581
⑥千倉観光案内所 NA ○
営 9:00～17:00 ☎0470-46-2882
⑦道の駅ローズマリー公園NA ○
営 9:00～17:00 ☎0470-47-3100
⑧道の駅 和田浦WA・O！ NA ○
営 9:00～17:00 ☎0470-28-1511
⑨アロハガーデン館山 NA ○

ア E-1 SPAK1002
SPAK1002 ☎04-7095-2218
⑪天津小湊観光案内所 A アE-1

館山市／
なぎちゃり

3/7（日）

鴨川 エリ
ア

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

館山市／
たてちゃり

新型コロナウイルスの影響により延期となったステーションライドがいよいよ２０２１年３
月に開催されます。サイクルツーリズムを活用した地域活性化と復興支援を目的として、
温暖な南房総の豊かな自然を満喫できる、さまざまなバリエーションのコースを用意。家
族や仲間での参加のほか、一人でも参加ＯＫ
！
●開催日 2021年3月6日(土)・7日(日)・13日(土)・14日(日)
1/30（土）
●コース
e-bikeツアー・サイクルロゲイニング体験も！
31(日)
現地集合の方：50km/80km/100km/120km 全4コース

平群クラブハウス CE
南房総市平久里中224-3
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)
E-BIKE 3時間
￥3,000
※ヘルメット・鍵・ライト付
※他にも子供用自転車を無料で数台ご用意していますのでお問
合せください。
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。

鴨川市／
かもチャリ

3/6（土）
～RIDE FOR BOSO～ StationRide in 南房総2021
7(日)
13(土)
produced by BiCYCLECLUB
14(日)

8/29 第54回JBCF西日本ロードクラシック広島大会 Day-1
1位 大堀博美選手
9/5
第11回JBCF舞洲タイムトライアル
3位 大堀博美選手
5位 阿萬香織選手
9/6
第33回JBCF舞洲クリテリウム
4位 大堀博美選手
6位 阿萬香織選手
9/26
広島森林公園ロードレース Day-1
3位 大堀博美選手
9/27
広島森林公園ロードレース Day-2
3位 大堀博美選手
10/3
第7回JBCFおおいたいこいの道クリテリウム
3位 大堀博美選手
9位 阿萬香織選手
10位 米田和美選手
10/4
第7回JBCFおおいたサイクルロードレース
2位 大堀博美選手
10位 米田和美選手 14位 阿萬香織選手
10/18 第5回 JBCFしゅうなんクリテリウム
4位 大堀博美選手
9位 米田和美選手

南房総市／
南房総くるくる車ららん

B.B.BASE内房号が岩井駅にも停車します。
岩井駅停車記念として、ガイドツアーやスタ
ンプラリーなど早春の南房総ライドを楽しめ
る企画が盛りだくさん！ 南房総市のマスコッ
トキャラクター「みなたん」もやってきます。

B.B.BASE利用の方：50km/80km 全2コース
●参加対象者（注意！新規受付は行いません）
「ステーションライドin南房総2019」申込者
「RIDE FOR BOSOステーションライドin南房総」申込者
★詳細はこちら
http://stationride.com/

健康的な乗り物として、日本のみならず、世界で見直されている自転車。
一年を通じて温暖な気候で、太平洋の大海原に面した南房総・鴨川も多
くのサイクリストたちを魅了するサイクリング環境に恵まれている。
2020年に入ってから、国道128号線をはじめとする海沿いの道に
“青
い矢羽”のマークが整備されたのにお気づきだろうか。国が推進す
る千葉県銚子市から太平洋岸に沿って和歌山県和歌山市に至る、約
1,400kmにもわたる太平洋岸自転車道構想で設けられたものであり、
南房総エリアもそのルートの一部を担っている。
今後、自転車向けのサインやサイクルステーションなども整備されてい
く予定で、国内のみならず、海外からの来訪者もターゲットにした、一大
サイクルツーリズムが展開されていく。
青い矢羽の向かう先には、自転車を活用した
新しいまちづくりが広がっている。
▶ 詳しくはこちら 太平洋岸自転車道
https://www.kkr.mlit.go.jp/road/pcr/

レンタサイクル情報

両国 19：10着
B.B.BASE
外房

⑤

普通自転車N 電動アシスト付自転車A クロスバイクC
ロードバイクR マウンテンバイクM
E-BIKE E
平群クラブハウス

運転時刻・運転日

ＪＲ東日本サイクルトレイン
7：39発 → 本千葉 8：25発 → 岩井

青い矢羽が向かう、
自転車を活用した
新たなまちづくり

❸

④

レベル上級

737m

太平洋岸自転車道構想

❻
⑨

安房いち

⑦

⑫
⑬

里山の景色から始まり、滝と吊り橋を眺
め、自然食を味わう「百姓屋敷じろえむ」
は要予約）自然の中を満喫して巡るルー
ト。最後は道の駅三芳村 鄙の里で足湯
に浸かってリフレッシュ！ 13ｋｍ地点
に向けて登坂が続くので、e-bikeの利用
もおススメです。

両国

⑩

南房総（あわの国）サイクルツーリズム協会推奨ルート

三芳 自然巡りルート

B.B.BASE
内房

⑪

平群クラブハウス

⑮

クロスバイク

1日
2日
電動アシスト付自転車 4時間まで
1日
⑯東京湾フェリー金谷港

￥2,000
￥3,000
￥1,000
￥1,500

FERRY BIKEAC

e-bike・ロード・クロス・マウンテン・ジュニアバイクなど
豊富なラインナップのスポーツバイクを利用できます。
☞詳しくは４面

info@wellspo.jp
⑰鴨川市総合運動施設（ウェルKAMOサイクル） CRME

新型コロナウイルスの状況により、イベントの中止や延期、施設・店舗の営業日・営業時間の変更などがありますので、あらかじめご了承ください。参加・利用の際は、最新の情報をご確認ください。

鴨川豆知識

鴨川生まれの銀行が広島にあるらしい。

☞ 解説は4 面

❿

［4］ 2021年（令和3年）1月１日

KamoZine

かも春号（通算第36号）

新型コロナウイルスの状況により、イベントの中止や延期、施設・店舗の営業日・営業時間の変更などがありますので、あらかじめご了承ください。参加・利用の際は、最新の情報をご確認ください。
明治29年7月に旧鴨川町で開業した「鴨川銀行」は、勝浦町・大原町への移転を経て、明治39年に広島県へ転出。阿智、呉起業、呉第一と改称し、
鴨川豆知識
芸備銀行に買収された後、昭和25年、広島銀行となっています。

KamoZine

かも春号（通算第36号）

2021年（令和3年）1月１日

［5］

新型コロナウイルスの状況により、イベントの中止や延期、施設・店舗の営業日・営業時間の変更などがありますので、あらかじめご了承ください。参加・利用の際は、最新の情報をご確認ください。

鴨川豆知識

ペリー来航は、鴨川にも伝えられたらしい。

☞ 解説は6 面

［6］ 2021年（令和3年）1月１日

KamoZine

全国唯一！郵便局と駅の機能が連携
江見駅郵便局

国道128号線沿いにある癒しと安らぎの空間
リラクゼーション海里（かいり）

カ モ ち ず かもナビコード
全 D-4
SHFE0004

“全国初”の取組みで話題の「江見駅郵便局」。元々駅から
50ｍほどの場所にあった旧江見郵便局。建物老朽化の解決
法を模索していたところ、「日本郵便とＪＲ東日本の地域・
社会の活性化に関する協定」に基づき、
「郵便局と駅の連携
機能」として実現した。2020年8月31日に業務開始。江見
駅長も兼任する江見駅郵便局長の若月さんは、なんと“乗り
鉄”⁉ 列車風のラッピングポストに加え、位置ゲーム「駅
メモ！」シリーズ（モバイルファクトリー社）のキャラクター「友
荷なより」とのコラボなど、奇抜なアイディアを次々に展開
している。江見を訪れる人を 江見駅郵便局
営 郵便局各窓口営業時間に
増やせたら…と気さくな笑顔 ○
よる
で話してくれた。無人駅であっ
P 2台
た江見駅に活気が戻ってきて ○
住 鴨川市西江見95-2
いる。新たなスポットとして ○
☎ 04-7096-0001
足を運んではいかが。

鴨川の老舗ラーメン店 ラーメンとん太の カ モ ち ず
味噌ネギラーメン ￥770（税込） エ A-2

かもナビコード
FDKM0094

鴨川市役所入口の信号のところ
にたたずむ昭和59年創業の老
舗ラーメンチェーン。店内に入
ると、おいしいラーメンの香り
が立ち込めてきます。笑顔の優
しい石谷店長が作るとん太オリ
ジナルの味噌ネギラーメンや、
とん太めんは大人気‼︎ 麺は那
須高原のおいしい水を使用して
おり、メニューによって使用する麺の種類を変えるというこだ
わり。ほかにも餃子やチャーハンなどのメニューもあるので、
子どもたちからお年寄りまでだれでも楽しむことができます。
とん太でおなかも心も満たしてみませんか？

カ モ ち ず かもナビコード
エ A-2
FDKM0093

オススメは『とろーり丸ごとカマンベールチーズバーガー』。カマン
ベールチーズが丸ごと１個入り、肉肉しいパティとのマッチングが
最高に美味しい！ さらに、くつろぎの空間を充実させてくれる
魅惑のドリンク『BUTTERFLY PEA』にも大注目。台湾発祥の色
の変化を楽しむドリンクで、インスタ映えすること間違いなし！
店のこだわり、唯一無二のメニューを提供するというコンセプト
が伝わるステキなお店です。新型コロナ感染症対策もしっかりさ
れ、Wi-Fi、電源完備でテレワークにも最適。テラス席はペット可。
鴨川で非日常の空間を楽しみたい時にぜひ!!
★オススメ
とろーり丸ごとカマンベール
チーズバーガー ￥1,500（税抜）
BUTTERFLY PEA
¥500（税抜）
BEACH

CAFE

営 平 日 11：00 ～ 15： 00（LO 14：30）
○

17：00 ～ 22：00（LO 21：30）
休 定休日なし
土日祝 11：00 ～ 22：00（LO 21：30） ○
住 鴨川市横渚 1101-5 ☎ 04-7094-4200
○

かがやく!
鴨川人
いさざわ

砂澤 信義 さん

だれもしていないことをやるのがおもしろい！
鴨川の男の子ならだれもがあこがれた砂沢模型店。
砂澤さんの父が開業した店だ。扱う商品はプラモ
デル、ラジコン、エアガン、鉄道模型など多種多様。
砂澤さんも大学卒業後に働きはじめたが、販売だ
けでは物足りず、製品開発も手掛けることに。開発
した多機能ペンチはいまやラジコンヘリコプターに
欠かせないツールとなり、海外でも広く販売された。
ラジコン農薬散布ヘリコプターの開発では、農業従
事者のために低予算で誰にでも操作しやすい製品
づくりを行った。開発した飛行機模型の輸入販売
実物をいかに再現するかが模型の世界。この模型も空を飛ぶ！
や、ラジコンクラブの主宰など、活動は幅広い。
いまおもしろいと感じているのはドローン。ゴーグルをつけて上空からの映像を見ながらコントロールできるシ
ステム。新しいものは積極的に取り入れ、さらに新しい製品開発に役立てる。自身が作った「MATRIX（マトリク
ス）」という製品ブランド名には、
「なにが出るかわからない」というワクワク感が込められている。
エ B-3

KSHO1291

鴨川市前原303 ☎04－7092－0583 http://www.rc-matrix.com

外国語で ＫＡＭ●ＭＯＴＥＮＡＳＨＩ⑩
ソーシャルディスタンスを促す表現

鴨川市出身のフリーアナウンサー
吉田かほり

今回も新型コロナ関連対策で覚えて
おきたい接客フレーズを中国語講師

もみほぐし・エステ整骨院で10
年間経験を積んだ後、アロマ
の学校で知識を学び、「お家に
帰ってきたような空間」をコン
セプトとした店舗を今年2月に
オープン。培ってきた経験と知識
をもとに、お客さまの要望に合わ
せた施術を行ってくれる。おすす
めコースは、全身もみほぐし・上
半身指圧・太ももから足先までの
オイルマッサージで、客層は男女問わず10代～80代と幅
広い方々の利用がある。
リラックスできる施術はもちろんの
こと、店内には家族団欒をイメージしたこたつがあり、お茶
菓子を食べながら会話ができるなどアットホームで居心地
の良い空間も魅力の一つ。疲れた心と体を癒しに、ぜひお立ち寄りを！

最先端アンチエイジング美容
次世代ハーブピーリングが鴨川初上陸!!
プライベートサロンplus+

鴨川で生まれ育ったオーナー自身
が、長年抱えた肌の悩みを改善する
べく色々試していた時に出会った、
天然素材100%、安全な国産ハーブ
使用、"痛くない！剥離しない！ダ
ウンタイムなし！"の『REVI陶肌ト
リートメント』お肌のターンオー
バーを正常にし、シミや毛穴の目立
たないツルンとした肌への再生を目
指します。自身と同じ様に肌トラブルに悩む方のお手伝いをした
いとの思いでサロンをオープン。一度の施術で効果を実感‼️ぜひ
一度、細胞美容を体験してみては？
完全予約制（税込）
初回90分 お試し価格 ￥6,600
通常60分 ￥11,000円+別途オプション

プライベートサロン plus+
営 月～金 20:30～ 土
・日・祝 終日
○
※詳しい場所はお電話にて
お問合せください。

19世紀、渦巻星雲に銀河を見た人
谷口義明（放送大学教授／銀河天文学）

秋の夜空にはアンドロメダ星雲が見えます。ただし、正しくはアンドロメダ銀河であり、星雲ではあ
りません。星雲は「星の雲」と書きますが、ガス星雲のことです。
歴史を紐解くと、アンドロメダ星雲のような渦巻星雲の性質は20世紀初頭になるまでわかりません
でした。米国の天文学者エドウィン・ハッブルがアンドロメダ星雲は銀河系の外にあることを突き止
め、ようやく星雲から銀河へ昇格したのです。
実は、19世紀の時代に渦巻星雲は星の集団であると見抜いた人がいました。その人はロス卿（第三
代ロス伯爵、本名はウィリアム・パーソンズ [1800-1867]；図1左）です。彼は1840年代に口径
72インチ（183 cm）の反射望遠鏡の製作に成功しました。リヴァイアサンと呼ばれるニュートン
式の反射望遠鏡です（図1右）。つい先頃まで、国立天文台岡山天体物理観測所で活躍していた望遠
鏡の口径は74インチ（188 cm） ですから、当時としては画期的に大きな望遠鏡でした。
図1（左）ロス卿、（右）ロス卿が製作したリヴァ
イアサンと呼ばれるニュートン式の反射望遠鏡。ま
るで巨大な大砲のようです。これだけの施設を作る
には財力だけでは駄目で、頭抜けた知恵が必要だっ
たはずです。
ロス卿の写真 https://ja.wikipedia.org/wiki/ウィ
リアム・パーソンズ#/media/ファイル:William_
Parsons_Earl_of_Rosse.jpg
リヴァイアサンのイラスト https://ja.wikipedia.
org/wiki/ウィリアム・パーソンズ#/media/ファイ
ル:BirrCastle_72in.jpg

ロス卿はこの望遠鏡で渦巻星雲M51のスケッチを描き、公表しました（図2左）。この渦巻星雲には
やや小さめの星雲が寄り添っているので、「子持ち星雲」と呼ばれていました（図2右）（実際には
2個の銀河が相互作用しているものです）。それまで渦を巻いている星雲のスケッチはありませんで
した。しかも、このスケッチはクエスチョン・マーク（？）に似ているため、ヨーロッパ中の話題を
集めました。
図2 （左）ロス卿による「子持ち星雲」のスケッ
チ、（中央）クエスチョン・マーク、（右）M51の
写真。
ロス卿のスケッチ
https://en.wikipedia.org/wiki/William_
Parsons,_3rd_Earl_of_Rosse#/media/
File:M51Sketch.jpg
ハッブル宇宙望遠鏡による子持ち星雲の写真
https://www.spacetelescope.org/images/
heic0506a/

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。」

飛昇先生に教えていただきました。ぜ
ひ紙に書いて置いていただけたらと
思いますが、
「 保持社交距离（チンバオジシュウジャオジュ
ウリ）」です。なんとなく漢字から、意味を推測できませんか？
「社交距离」は、
「ソーシャルディスタンス」、
「保持」は、日本
語と同じく「保持する」の意味で、
「ソーシャルディスタンスを
保持しください。」という意味になるそうです。正しい発音は、
中国語

飛昇先生

●お問合せ

カ モ ち ず かもナビコード
全 E-3
SHKM0126

☎080-6573-2133

砂沢模型

砂沢模型店& MATRIX（ネットショップ）

カ モ ち ず かもナビコード
エ A-3
SHKM0125

リラクゼーション海里
営 9:00～18:00
○
休 不定休 ※店舗SNSでチェック
○
！
住 鴨川市貝渚309-1
○
アペティート2階
P 共同駐車場有
○
☎04-7096-5225



ラーメンとん太 鴨川店
営 11:00〜15: 00 17: 00〜21: 00
○
休 月曜
○
住 鴨川市横渚1486-1
○
☎04-7093-2952

非日常の空間で、カフェにも仕事にも最適♪
BEACH CAFE

かも春号（通算第36号）

下記サイトよりご確認いただけます。
★聴取方法 みなラジホームページ
http://minaradi.mbit.or.jp/?p=565

NPO 法人南房総 IT 推進協議会
info@mbit.or.jp

そして、ロス卿は語りました。「この星雲は星の集団のように見える」星の集団なら星雲ではありま
せん。銀河です。
当時、世界一の望遠鏡を製作して自分の目で見た星雲の姿に、ロス卿は銀河を見ていたのです。いつ
の時代でも、世界一のものを作らなければ、真実を見抜くことはできないという教訓でしょう。今か
ら180年も前のことでした。

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。

新型コロナウイルスの状況により、イベントの中止や延期、施設・店舗の営業日・営業時間の変更などがありますので、あらかじめご了承ください。参加・利用の際は、最新の情報をご確認ください。

鴨川豆知識

当時の日記「弘化年代記」には、嘉永６年の１回目の来航の際は「唐船入る」としか書かれていませんが、翌年の来航の記事は多く、ペリー提督を「彼理」
、大統領 ( プレジデント)を「伯理璽天徳」と記しています。

KamoZine

2/11（木・祝）
〜4/11（日）
鴨川 エリ
ア

かも春号（通算第36号）

2021年（令和3年）1月１日

郷土資料館 企画展
富士山文化展～鴨川と富士をめぐる～
鴨川市郷土資料館

カ モ ち ず かもナビコード
エ A-1
SPKM0005

人はなぜ富士山に憧れ、拝むのか。そんな疑問から、鴨川の人々と富士
山との関わりを、
「描かれた富士」「鴨川の富士信仰」「鴨川のセンゲン
サマ」の三つのテーマに分けて、さまざまな資料から紹介します。
横山大観「霊峰」や乃木希典「富岳」色紙などの市が所蔵する富士山を
描いた絵画の他、
「御身抜」「富士山牛王」と呼ばれる特殊な掛軸など、
市内の富士信仰に関わる資料を公開します。また、市内から見た富士の写
真、市内にある富士と呼ばれる山や浅間神社なども展示します。
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入館者票の記入・体温
測定、２０名以上の入場制限などにご協力ください。
●会
●会

期
場

●入館料

2021年2月11日(木・祝)～4月11日(日)
鴨川市郷土資料館(文化財センター展示室)
一般 ￥200（￥140）
小学生未満：無料

小・中・高校生 ￥150（￥100）

鴨川市民：無料

※（ ）は20名以上の団体料金
●お問合せ ☎ 04-7093-3800
Twitter開設しました。
鴨川市郷土資料館 @bunka_kamogawa

SONNE Sunrise!! ③

女子ビーチサッカーチーム
SONNE Kamogawa B.S.

だれでも参加できる体験会を開催中！
鴨川令徳ビーチコート

カ モ ち ず かもナビコード
エ B-2
GVKM0001

昨年全国初の地域女子ビーチサッカー
リーグとして行われた「2020関東女
子ビーチサッカーリーグ」では、
４チー
ムが同じ勝点で並ぶという大激戦を経
て、結果的には規定により４位に終わっ
た鴨川発女子ビーチサッカーチーム
「SONNE Kamogawa B.S.」
３月に
沖縄県で開催予定の「第３回BeachSoccer地域女子チャンピオンズ
カップ」に向けて、心新たにスタートしています。
ビーチサッカーは老若男女楽しめるスポーツで、その魅力を体感して
もらおうと、鴨川令徳ビーチコートで体験会を開催中。子どもも大人
も、男子も女子も、サッカー未経験者も、だれでも気軽に参加できます！
●実 施 日 平日（主に月曜日）18:30～20:30頃・日曜 9:30～12:30頃
★実施日は必ず、ゾンネのウェブサイトのカレンダーで
ご確認ください。 http://sonne.futbol
●会
場 鴨川令徳ビーチコート
（鴨川令徳高校内）
●参 加 費 大人 ￥300 中高生 ￥150 小学生以下 無料
●お問合せ
info@sonne.futbol
090-2300-3700（担当：岡野）
みんながみんなに やさしいまちづくり プロジェクト⑨

外見からはわからない障害者
みなさんは障害者と聞いて、車イス利用者や視覚障害の方々を思い
浮かべることが多いと思います。
しかし、外見では分からないハンディーを抱えている方もたいへん多く
いらっしゃいます。
その一つに、聴覚障害があります。手話や筆談によるコミュニケー
ションのほか、相手の口の形や動きも重要な要素でしたが、今のコロ
ナ禍ではマスクをしての会話は大きなバリアです。最近では、パソコ
ン、スマートフォンなどの音声認識機能アプリを使ってコミュニケー
ションをとる方法もあります。
パソコンやスマートホンで使えるこの会話アプリは、会話を文字化し
たり外国人との会話サポートにも活用できます。また、会話内容読み
上げ機能により視覚障害者とのコミュニケーションにも役立ちます。
また、聴覚障害には片耳だけ難聴の方もいます。そのような方は、
単に聞こえ辛いだけでなく音声が複雑に混じり言葉そのものの理
解が困難な状況もあることを理解しましょう。
（文／鴨川未来倶楽部NEXT）

medi × kame ―めでぃかめ― 
亀田医療大学生発げんきコラム

世界へ

はばたけ！

オルカ鴨川FC ⑳

21 DF

ア ラ イ

ジュンナ

新井 純奈選手

1996年5月29日生

在籍3年目

Ｑ．
鴨川に来て感じたことや印象は？
新井 虫が多いなと感じました。見たこともないおっきいクモが家に来たりカエルがぴょん
ぴょんしているのが普通で最初は衝撃でした。海が近くにあるところと定食屋さんが多い
ところが好きです。海なし県出身なので海最高です！ 天ぷらが大好きです！
暁 自然が豊かだなと思いました！ 海も綺麗で、空気もおいしい所がとても好きです！
Ｑ．
2021シーズンの個人目標とそれに向けて取り組みたいことは？
新井 守備ではチームのピンチをたくさん救って、攻撃でも点を取ってチームを勝たせた
いです！ 目指せ3ゴール2アシスト！ それに向けて守備の練習をしつつもミドルシュートの
練習もしていきたいです。
暁 昨シーズンはリーグ戦出場がなく、チームにプレーで貢献することができなかったので、
今シーズンはまず1試合出場して勝利に貢献できるようにすることです。
Ｑ．
私のプレー、ここを見てほしい！
！
新井 キックが得意なので、
ミドルシュートやロングフィードで味方のチャンスを
つくるところを見てほしいです！
暁 試合に出場したら、堂々と自信もってプレーできるようにがんばるので見て
欲しいです！ 練習に励んで、得意なプレーを増やしていけるように頑張ります。
2021シーズンも、応援よろしくお願いします！
2/11（木・祝）
鴨川 エリ
ア

第4回オルカ菜の姫杯

［7］

16 GK

アカツキ セ シ ル

暁 清流選手

2001年6月25日生

在籍2年目

女の子・女性のためのサッカーイベント「オルカ菜の姫杯」を今年も開催します。大会を

鴨川市総合運動施設 サッカー場 通してそれぞれで活動している女子選手やチームの交流を深め、開催地である鴨川市や
カ モ ち ず かもナビコード 南房総地域の女子サッカーの普及・発展を目的としています。大会詳細、お申込みはオル
全 E-3
SPKM0011 カ鴨川FCウェブサイト・鴨川市サッカー協会ウェブサイトにてご確認ください。

オルカ鴨川FC
http://orcakamogawafc.com
鴨川市サッカー協会 https://kamogawakids.com

●開催日 2020年2月11日（木・祝）
●開催地 鴨川市サッカー場 ※雨天時は総合運動施設内 文化体育館で開催

ウェルスポ通信 ④

鴨川市総合運動施設
全 E-3

一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川
https://wellspo.jp/

SPK0011

ないように
ぎ
す
み
こ
め
た
寒い季節、
そう！
カラダを動か

寒い時期のカラダは体温を維持するためにたくさんの
エネルギーを必要とします。そのために食欲も増して、
気づけば体重が増加…なんてことも。運動しなきゃ！と思っ
ても、最初の一歩をなかなか踏み出せない方も多いのでは。ウェルスポではそんな方にぴったりの
運動や健康づくりを気軽に始められるプログラムをご用意しています。

おとな向け

「ウェルkamo教室」で
セルフコントロール！

地域のみなさんのための健康増進プログラム。自
分のカラダを知り、コントロールする方法や、リラ
クゼーション、ケアの方法などを講師から指導を受
けながら実践していきます。週に１回の健康づくり
習慣を一緒にはじめましょう。
●会 場 鴨川市文化体育館
●参加費 1回￥500（税込）
●2021年１月の予定
6日（水）10:30〜11:30
※2月以降の予定は
13日（水）10:30〜11:30
公式サイトで順次
22日（金）13:30〜14:30
掲載します。
29日（金）13:30〜14:30

2/14（日）
鴨川 エリ
ア

巨大な砂場で遊びを極めろ！
「ビーチマルチスポーツ教室」

子ども向け

ビーチコート
（巨大な砂場）での遊びを通して、子ども時代に習得したい動きやスポーツ
に挑戦。低学年・高学年に分かれて、それぞれの年代に必要な動作を身につけよう。

Funクラス（小学１～３年生）
ビーチで「楽しいを極めたマルチな遊び」に取
り組もう。
６～９歳で習得が必要な運動・スポー
ツの基礎となる「走る・投げる・蹴る・打つ」と
いった動作を遊びながら身につけよう！

Learnクラス（小学4～6年生）
Funクラスの基礎を組み合わせ、「歩く+投げ
る、走る+蹴る」といった複合動作を身につけ
よう。マルチなスポーツを経験することで、将
来、熱中したいスポーツに出会えるかも！？

●日 時 毎週水曜16：30～18：00
●場 所 鴨川令徳ビーチコート、
鴨川市文化体育館、他
●参加費 体験期間のため無料（無料期間
終了後は1回¥1,500予定）
●対 象 小学生 ※中学生以上の参加も
応相談
●定 員 各クラス10名前後

バレンタインデー♡ブラインドサッカー体験イベント
〜ユニバーサルスポーツでみんなが輝くまちづくり〜

視覚障がい者だけでなく、健常者も楽しめるユニバーサルスポーツ
「ブラインドサッカー」を気軽に体験できるイベントを開催。ブラ
インドサッカー日本代表選手も登場！ ユニバーサルスポーツに
よるまちづくりを楽しく考えるシンポジウムも同時開催します。
詳細はウェルスポ公式サイトに掲載します。

●日

鴨川市総合運動施設

文化体育館

カ モ ち ず かもナビコード
全 E-3
SPKM0011

時

2021年2月14日(日)
13:00～16:30（予定）
●会 場 鴨川市文化体育館
●参加費 無料

歴史から地域の未来を大学生が見つめる。
前号に引き続き、1年次後期に実施している「南房総の歴史と
未来」という科目の授業内容を紹介します。
この科目は、鴨川市の歴史や風土を学び、未来に向けて鴨川の
まちがどのようになったら良いかを考える授業です。具体的には、
地元出身で地域づくりの立場で長く行政に関わってこられた非常
勤講師の講話や、鴨川市郷土資料館を訪問し学芸員からの講話が
「歴史」になります。
「未来」については、現在は車イス利用者の
視点で生活上の困難性を考え、市内で実際に体験し、課題解決に
向けて対策を検討し、発信型の成果物としてまとめるという内容に
なっています。
以前は、後期授業期間中に実施されているイベントのスタッフとし
て参加させていただいたこともありました。鴨川の秋はイベントが
盛りだくさんで、運営者の皆さんも丁寧に指導してくださったので
すが、野外での活動は天候に左右されることもあり、授業進度に
支障をきたすことが多く、現在のような内容になりました。
この授業でまとめたものは、鴨川市に報告したり、本学主催の市民
公開講座「鴨川市のバリアフリーを考える」というテーマのシンポ
ジウムで発表したりしました。今後は、このコラムも授業成果を発
信する場としたいと思います。

（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いう喩え）

犬猫にも馴染めば思う⑫

先日までのポカポカした陽気が一転し、朝夕の
冷え込みが厳しさを増してきました。こうした季
節の変わり目は人だけでなく、犬や猫も体調を
崩しやすいので注意が必要な時期でもありま
す。特に体調に変化を及ぼす問題で、人と犬猫との大きな違いは発
情ではないでしょうか。発情に伴うホルモンバランスの変化は思わぬ
ストレスを身体に与えることがあります。
犬や猫では、大きさにより個体差はありますが大体12ヶ月齢までに
は性成熟を迎え、春と秋の年に2回の発情期が訪れるようになりま
す。発情期に入ると、雌犬では陰部がふっくらとし始め、大体7〜14
日程の発情出血を認め、出血が始まってから10日程で雌犬は雄犬を
迎え入れるようになります。一方、雄犬には決まった性周期はなく、発
情している雌犬のフェロモンをかぎつけることで発情行動に入りま
す。そして、雄を受け入れた雌犬はおよそ60日で出産を迎えます。
発情に関連する疾患で多いのが、雌犬の子宮蓄膿症です。発情期
の子宮は受胎しやすくするため、子宮内膜が絨毯のように厚く変性

季節の変わり目、ペットの“発情”にご注意を
しますが、同時に感染を受けやすくもなります。感染を受けてしまっ
た子宮は、大量の膿や細菌の巣窟となり最終的に死に至ることも
あります。子宮蓄膿症は高齢犬で特に多く、発情後1〜2ヶ月程し
て陰部から膿のような分泌物が認められた場合は早めに動物病院
を受診するようにして下さい。一方、雄犬では病気と間違えがちな
変化として、元気だけど急に食欲不振になることがあります。私は
一種の恋煩いと説明していますが、発情シーズン過ぎてもこの状
態が続くようなら病院へ相談が必要かもしれません。
また、この時期の雄猫に多いのがケンカです。猫の噛み傷は特
に化膿しやすいため、外傷がある場合は早めに病院へ行きま
しょう。そして、避妊・去勢手術は、これらの発情に関連する疾
患やケンカなどを回避するための一つの方法です。また、望ま
ない妊娠や飼育崩壊だけでなく、ケンカや交配による伝染病
の感染を予防するためにも、避妊手術を検討してみてはいかが
でしょうか。
（しみず動物病院 獣医師 清水 篤）

新型コロナウイルスの状況により、イベントの中止や延期、施設・店舗の営業日・営業時間の変更などがありますので、あらかじめご了承ください。参加・利用の際は、最新の情報をご確認ください。

鴨川豆知識

安房には、鴨川の人が決めた浅間神社が 108 社あるらしい。

☞ 解説は8 面

［8］ 2021年（令和3年）1月１日

KamoZine

Event Calender

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

曜日

イベント名称

エリア

～1/4

月

棚田のあかり

長狭

大山千枚田

☎04-7092-0086

～1/11

日

鴨川シーワールド 2020 イルミネーション

鴨川

鴨川シーワールド

☎04-7093-4803

〜3/31

水

イルミネーション in オーシャンパーク

1/1

清澄

元旦祭（朝７時斎行）

金・祝

天津小湊

初日の出船
初日の出開運餅投げ大会＆福袋販売

1/2～3

土～日 日の出船

1/12～3/７ 火～日 菜な畑ロード 2021
1/1０
●

1/18
1/22～30
1/23

●

1/28
1/30～31

日

鴨川

天津小湊

金～土 鴨川サイクルロゲイニング 2021 かも春
はななかふぇ

木

初不動大祭

●

全域

鴨川市文化体育館

☎04-7092-1114

鴨川

亀田医療大学学生会館 ☎04-7099-1211
鴨川市文化体育館

☎04-7092-1114

長狭

田村農園

☎090-8313-5611
☎04-7094-0525

天津小湊 誕生寺

☎04-7095-2621

長狭

●

太海の越年（おとし）
2/4～4/4

日

2/11

木・祝

江見太海

海鮮つみれ汁大会
第４回 オルカ菜の姫杯

2/14

●

2/16
2/2０～21

●

2/21

日

宗祖御降誕会

土～日 イカ焼き＆食用菜花汁大会
日

毘沙門天大祭特別祈祷

土

3/20

土・祝

☎04-7097-0183

長安寺

☎04-7097-1255
─

道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
─

鴨川市郷土資料館

☎04-7093-3800

鴨川市文化体育館

☎04-7092-1114
観光協会天津小湊支部
☎04-7095-2218

天津小湊 誕生寺

☎04-7095-2621

天津小湊 多聞寺

火・祝 海鮮つみれ汁大会
憂国の烈女、畠山勇子遺愛の雛人形と
2/25～3/3 木～水
手づくりつるし雛
2/27

白滝不動教会

江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911

2/23

●

鴨川

バレンタインデー♡ブラインドサッカー体験イベント

月～火 日蓮聖人生誕 800 年記念イベント
火

☎04-7098-0178

鴨川市サッカー場

2/11～4/11 木・祝～日 郷土資料館 企画展「富士山文化展～鴨川と富士をめぐる～」
2/15～16

大山不動尊

太海海岸

木～日 花摘み体験・食用菜花摘み体験

２/７

☎04-7094-0800

鴨川

清澄寺

●

特製ぼたもち販売

☎04-7094-0341

江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
鴨川

はななかふぇ

観音寺

☎04-7092-3540

亀田医療大学学生会館 ☎04-7099-1211

江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911

はななかふぇ

鴨川

3/20～21 土・祝～日 イカ焼き＆食用菜花汁大会

亀田医療大学学生会館 ☎04-7099-1211

江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911

●

4/10

土

なぎなみ祭（年に一度の山開き）

●

4/11

日

開山式

●

4/16

金

千部読誦会

●

4/27～28

天津小湊 諾冉
（なぎなみ）
神社
鴨川

☎04-7094-0323
（天津神明宮）

鏡忍寺

☎04-7092-0604

天津小湊 誕生寺

☎04-7095-2621

火～水 立教開宗会

清澄

集落みんなで行う環境整備
からの学び

四方木ベイスしたなおい

全 F-1

GVKY0002

四方木地区では地域の有志で、したなおい活動
を行っていますが、環境整備も大切な活動の一
つです。小櫃川岸の岩壁・白岩周辺の倒木撤去
作業やゴミ拾いを行いました。バーベキューの
機材や、ゴミなどがそのまま放置されており、集
落みんなで回収作業を行いました。倒木を撤去
したり、景観を維持しているのは地域の方々で
す。みなさんの身近で、こういったことが起きて
いることをぜひお子さんたちにも伝え、学び、考
えてくれたら、うれしいです。
（文：地域おこし協力隊 我如古悠樹）

清澄寺

I WILL
鴨川人❸

「移住」や「二地域居住」に
興味を持ったら、まずは！
！
移住者の生の声を聞いてみよう！

「移住」や「二地域
居 住 」に興 味はあ
るけど 、実 際に 踏
み 切る方はごくわ
ずか。首 都 圏では
コロナ禍で一時的
にリモートワークや
テレワークを強いられたけれど、それを継続でき
ている会社は少ないようです。そんな中、働き盛
り世代は「このままの働き方や暮らし方でいいの
か…。」と疑問を感じ、ぼんやりながらも「移住」や
「二地域居住」を考えつつあるように感じます。
インターネットで検索すれば、たくさんの情報が得ら
れますが、今の生活を大きく変えるには、入念な準備
や家族の理解に加え、勇気と覚悟も必要ですよね。
まずは、実際に移住を遂げた方々に移住まで
の準備の仕方から、気になる収入源や掛かる
生活費のこと、さまざまなライフスタイル、地
域コミュニティとの関わり方など、良いことも
悪いことも含めて生の声を聞いてみませんか？
こんな時代だからこそ、海も里山も首都圏も
近い！鴨川での暮らしをほんの少しでも見聞き
してみましょう！
！

☎04-7094-0525

美容室リミックス
サン建築総合事務所
長谷屋商店

発行／鴨川観光プラットフォーム株式会社 KamoZine 編集部
お問合せ／〒 296-0014 千葉県鴨川市太尾 866-1（一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川）
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
SONNE Kamogawa B.S. 南房総サイクルツーリズム協会 ミヤタサイクル 一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川

※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。

新型コロナウイルスの状況により、イベントの中止や延期、施設・店舗の営業日・営業時間の変更などがありますので、あらかじめご了承ください。参加・利用の際は、最新の情報をご確認ください。

鴨川豆知識

磯村出身の栄行真山は、明治８年に安房国内の浅間神社に108までの番号をつけて改めておまつりする宣言をしました。磯村を１番とし、鴨川市内は20か村の神社につけられました。

と き

〈応援団についてのお申込・お問合せ〉 KamoZine 編集部 ☎ 04-7093-2461（鴨川観光プラットフォーム）

かも春の学校行事（1 ～ 4 月）

【卒業式】
3/12（金） 市内全中学校
（長狭学園
（小・中）
を含む ）
3/17（水） 市内全小学校
（長狭学園
（小・中）
を除く）
【令和２年度 修了式】
3/24（水） 市内全小中学校
【令和３年度 入学式】
4/ 7 （水） 市内全中学校
（長狭学園
（小・中）
を含む）
4/ 8 （木） 市内全小学校
（長狭学園
（小・中）
を除く）
【PTA廃品回収・資源回収】
1/12（火） 東条小・田原小・天津小湊小
（浜荻・天津地区）
1/19（火） 天津小湊小（内浦・小湊地区）
2/ 9 （火） 天津小湊小（浜荻・天津地区）
2/10（水） 東条小・田原小
2/16（火） 天津小湊小（内浦・小湊地区）
3/ 5 （金） 鴨川小
3/ 9 （火） 天津小湊小（浜荻・天津地区）
3/10（水） 東条小・田原小
3/16（火） 天津小湊小（内浦・小湊地区）
【PTA奉仕活動】
2/17（水） 東条小
2/19（金） 天津小湊小
2/27（土） 長狭学園（小・中）
3/ 6 （土） 江見小

KamoZine こぼれ話

●配布くださる施設の方
１部 30 円（税込）
（かも春号）
＊１回 20 部以上のお申込をお願いします。

外出自粛などの影響で遠のいてしまった客足を
取り戻そうと、市内の商店や飲食店でおトクな
限定の割引セールを実施します！ 割引総額約
4,300万！
！ 各店でそれぞれの特徴を活かし
た割引内容を設定しており、掘り出しモノも…！
！
利用方法はとてもカンタン！ お店にある割引
券にサインをするだけ！ 各店舗の割引には数
に限りがあります。売り切れ御免。参加店舗は
新型コロナウイルス感染症対策を行っています
ので、お買い物の際には、各自マスクの着用や
手指の消毒にご協力を！
！
●実施期間 2021年1月1日(金・祝)～2月28日(日)
●参 加 店 店頭ポスターまたは商工会ウェブ
サイトからチェック
●実施団体 鴨川市商工会 ☎04-7092-0320

KamoZine編集長の視点で語る、地域メディアドキュメンタリー

斎武商店
「和」だいこん
ヘアーサロン伊藤
斉藤薬局
あぶらや食堂
さかげん
タムラ
須金理髪店

鴨川市ふるさと回帰支援センター エ A-1 ZZKM0040
平日8：30～17：00（土・日・祝休）
鴨川市横渚1450 鴨川市役所3階 まちづくり推進課内
☎ 04-7094-4600 FAX 04-7094-4601
info@furusato-kamogawa.net
詳細は「かも住」ウェブサイト
http://furusato-kamogawa.net/

元気かもがわウルトラセール
市内２３２店舗参加！

メディアが地域を変える瞬間〜かもナビ物語〜 ❸

＊１口あたり最新号を 10 部進呈いたします。

清澄地区ではコロナ禍でほとんどの行事が中止・
縮小となっていますが、
「工房きよすみ＆カフェ」
は９月12日のオープンより毎週土日祝日で営業し
ています。ワークショップもハロウィンリース作り
から始まり、真菰のしめ縄リース、クリスマスリー
ス、お正月飾りアレンジメントを開催。清澄（四方
木）の自然の恵みをたくさんの方に楽しんでいた
だいています。カフェでは米屋新蔵さんの純米
バームと季節の果物プレートや地元カモガワコー
ヒーさんの美味しい珈琲も用意しています。清澄
にお越しの際にはぜひお立ち寄りください。
（文：地域おこし協力隊 亀谷晶子）

一筋縄では…

●応援くださる方
１口 2,000 円

GDKY0002

商工会からはじまったポータルサイト構想。二年前にＵ
ターンしたばかりで、地域のことなど左右もわからない私は
甘く考えていた。こんなすばらしい構想であれば、きっとほ
とんどの方は賛同し、プロジェクトは円滑に推進されていく
だろう、と。
だが、現実は違った。構想への参画を観光協会、旅館組
合、ペンション組合、ガイド協会など主に観光に携わる市内
団体に投げかけたが、関係者にとってはある意味“寝耳に
水”な出来事。しかも、一見“観光畑”からは一番遠そうな
商工会の発案。
私も各団体の会議に出席しては、専門家としてポータルサ
イトの意味、重要性などについて説明したが、「事業として
の財源は確保できているのか」「そもそもホームページを一
つにしてしまったらせっかく各団体で作ってきたものが無駄
になってしまうのではないか」 さまざまな意見が飛び交っ
た。中にはすでにサイトのリニューアルに向けて独自に動い
ていた団体もあり、プロジェクトは最初から極めて厳しい状
況に陥った。
みんな街を良くしたい。しかし、立場も、プロセスも異な
る。みんなの想いを汲み取り、集約し、そして一つの方向へ
向かっていくことの難しさを身を以て知ることになった。
会議後、商工会の担当者も落ち込んだようすを見せてい
た。構想の実現は無理かもしれない。私も一瞬、そんなネガ
ティブなことを考えざるを得なかった。
（つづく）

鴨 川シ ーサイドドッグ しみず動物病院
トレーニング・ガーデン 鎌田製菓（有）
ホテル
くわっせ～鴨川
定食屋「舫」
（佐々木商店）
食事処なかむら
だいにんぐ友
磯料理 うおまさ
石黒マッサージ
竹栄接骨療院
coteranne
主基グラススタジオ
風雲
日暮晃一氏
波太オルビス
鴨川農家民泊組合
新倉

お問合せ

寺尾自動車整備工場
スペインレストラン
パエジェーラ

買取
ひだまりINN
天津神明宮
(医)鉄蕉会 亀田総合病院
鴨川市に天文台をつくろう会
亀屋本店
大場蘭園
四井商店・四井保険事務所
入江裕一氏
料理｢石川｣

全 F-2

四方木ベイス したなおい
https://www.facebook.com/shitanaoi/

賛助
多聞寺
大和田幸恵氏
鮨 笹元

工房きよすみ＆カフェ

▶Hello! 四方木
http://yomogiyomogi.jp/

KamoZine を応援してくださっている方々（かも秋号）

亀田酒造
秋山商店
アーツパソコン教室

工房きよすみ＆カフェ、
元気に営業中！

両親閣 妙蓮寺 鯛の浦遊覧船 ☎04-7095-2318
☎04-7095-2318

節分会

●

☎04-7095-2318

鴨川中学校付近の菜の花畑 ☎04-7092-0086

鯛の浦遊覧船

清澄

●

火

☎04-7095-2318

江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911

特製恵方巻販売

2/2

☎04-7094-0323

鯛の浦遊覧船

天津小湊 浪切不動尊

土～日 房総サイクルサミット 2021

２月上旬～5/5 ～水・祝 いちご狩り

●

天津神明宮

江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911

鯛供養弁天祭り

土

☎04-7094-0525

天津小湊 鯛の浦遊覧船

鯛供養弁天祭

月

旭が森

江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911

菜の花摘み

海鮮つみれ汁大会

問合せ先

江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911

日本一早い初日の出
●

場所

清澄
四方木
便り

かも春号（通算第36号）

