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武蔵野陸上競技場
ゼットエーオリプリスタジアム
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ニッパツ三ツ沢球技場

SONNE Kamogawa B.S.試合日程
５～８月
●関東女子ビーチサッカーリーグ
●JFA 第16回全日本ビーチサッカー大会
第１Ｒ 5/30(日) 鴨川令徳ビーチコート
千葉県予選 7/ 4(日) 九十九里町片貝海岸
第２Ｒ 6/ 6 (日) 平塚ビーチパーク（平塚市） 関東予選 7/17(土)・18(日)
第３Ｒ 8/22(日) TAKA FIELD（横浜市）
九十九里町片貝海岸
●関東ビーチサッカーリーグ２部
7/25(日) 鴨川令徳ビーチコート
第１Ｒ 5/16(日) しらこばと水上公園（越谷市）
第２Ｒ 6/ 6 (日) 平塚ビーチパーク（平塚市）
第３Ｒ 8/29(日) 平井海岸（鹿嶋市）

時代は新しい価値観・ライフスタイルへ──。

(土) 14:00 vsスフィーダ世田谷FC
(土) 13:00 vsニッパツ横浜FCシーガルズ
(土) 13:00 vs愛媛FCレディース
(日) 13:00 vsセレッソ大阪堺レディース
(日) 13:00 vs伊賀FCくノ一三重
(日) 13:00 vsコノミヤ・スペランツァ大阪高槻
(土) 13:00 vsNGUラブリッジ名古屋
(土) 14:00 vs大和シルフィード
(日) 15:00 vsASハリマアルビオン
(土) 19:00 vsスフィーダ世田谷FC
(日) 15:00 vsニッパツ横浜FCシーガルズ
A：アウェイゲーム

「ターシャの庭」に憧れて ･･･
養蜂と手仕事と。
いきいき里山暮らし

第 6 節 A 5/ 1
第 7 節 H 5/ 8
第 8 節 A 5/15
第 9 節 A 5/23
第10節 H 5/30
第11節 A 6/ 6
第12節 A 6/19
第13節 H 6/26
第14節 A 7/ 4
第15節 H 7/10
第16節 A 8/29
H：ホームゲーム

かがやく!
鴨川人

人々はいま「生きること」を見つめています。

2021プレナスなでしこリーグ1部
オルカ鴨川FC試合日程 5～8月

鴨川は「心身の健康」と「地域の幸福」が実現する

新型コロナウィルスが感染拡大し始めてから１年超、みなさんの
生活はどのように変化したでしょうか。
ウィズ・コロナ時代で「密」を避けるためにおうちで過ごしたいけ
ど、庭はないし、ベランダといってもあまり陽が当たらない……。も
のづくりはしたいけどキッチンも部屋もせまい……。習いごとを始め
たいけど物を置くスペースもままならない……。と、結局外出できな
いストレスがたまってしまう方も多いのではないでしょうか。
その点いなかは、おうちで過ごすのも広くゆったり、お庭がある家も
多く、お庭で育てた野菜を食したり、趣味やスポーツの選択肢も多く、
お散歩やサイクリングなど外出しても田んぼ道で人と出会うこと
もほとんどない（笑）
さぁ、あなたも鴨川で、ココロもカラダもウェルネスなくらしを考え
てみませんか。
こんなくらしをしてみたい！という、ざっくりとしたイメージでも
大丈夫！スタッフ一同できる限りサポートします。窓口だけでなくオ
ンラインやメールでもお気軽にご相談くださいね♪
●お問合せ
鴨川市ふるさと回帰支援センター
営 平日8:30～17:00
○
休 土・日曜・祝日
○
住 鴨川市横渚1450 鴨川市役所3階
○
カモちず
まちづくり推進課内
エ A-1
☎ 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

ウェルネスシティを目指しはじめました。

ウィズ・コロナ時代は、
いなかで「ウェルネスライフ」

都心からわずかな距離にありながら、
ありのままの自然がある場所。

かも夏、鴨川で未来のライフを感じてみませんか。

I WILL
鴨川人④

鶴岡 小百合さん
曽呂地区の山中で、たくさんの樹木と草花
で溢れる約750坪の敷地に蜂の巣箱を設
置して、ご夫妻と友人夫妻との４人で養蜂
を行っている小百合さん。
千葉市幕張に40年近く住んでいたが、イ
ギリスの絵本画家で園芸家のターシャ・
テューダーに憧れて「思い切り草花を植え
てみたい」と鴨川の里山に2003年にセカ
ンドハウスを購入。その後2012年5月に
完全移住し、念願の里山暮らしを始めた。
「庭仕事は魅力的なのよ」と嬉しそうな笑
顔で語る。今年で4年目になる養蜂は、庭
の花と近くの山中にある木々の花から蜜
蜂が集めてきたはなみつを加工や加熱な
どをせずにそのまま瓶詰めにして「鴨川は
なみつ」という名前で
販売している。
また洋裁家としても長
年活動されており、現
在はおもに着物のリメ

かも夏、

ウェルネスシティ鴨川の
未来へ

編集／ 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 鴨川観光プラットフォーム

養蜂家・洋裁家

イクに力を入れている。
「一枚の布を広げ
るとたくさんの可能性が現れる」と言うよ
うにその作品はどれも個性的で魅力的な
一点もの。
ひとつの作品が完成するまでには、まず
着物を解いて反物にし、何度も洗ってゆす
いで脱水をかけて、生乾きの時にアイロン
で丁寧に地のしする。それからデザイン、
型紙起こし、裁断、縫製・・・というさまざ
まな工程と時間が費やされている。
いつも明るくて楽しそうな小百合さん。鴨
川に来てからは持病も出なくなり、すごく
元気になったそう。
「みんなおおらかでい
い人たちなのよ」と鴨川で出来た友人のこ
とも嬉しそうに話していた。お庭は植物好
きな友人や来客を招いてお茶を楽しむス
ペースとしても開放している。アンティー
ク好き・音楽好きな方も歓迎だそうなの
で、ピンと来た方はぜひ素敵なさゆりさん
に会いに行ってみてくださいね。

はちみつ販売｜電話注文または「工房きよすみ＆カフェ」

全 F-2

にて取り扱い

作品展｜2021年4月29日(木・祝)〜5月5日(水・祝) ローズマリー公園内ギャラリー「３人
の作家による作品展」11:00〜15:00（4/29・30

5/2・4・5在廊）

＊その他不定期で作品展を開催
ガーデン見学・はちみつ注文連絡先｜☎04-7099-3133

鴨川のすべてを見る！探す！わかる！
鴨川のイベント・観光のお問い合わせは

かもがわナビ http://kamonavi.jp

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

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

なんと鴨川で石油が出たらしい。

☞ 解説は2 面

［2］ 2021年（令和3年）5月１日

KamoZine

かも夏（通算第37号）

温故知新の環境都市・鴨川へ
すきさいでん

長狭米のシンボル「明治大嘗祭の主基斎田」⑥

嶺岡牧レポート 鴨川のアンコールワット

ゆ き

チッコカタメターノ食を国の登録食文化に

主基斎田址

多くの方々から大好評の「鴨川七里®」
令和３年度も実施され、
４月より鴨川七里
オーナー制の受付（先着1000区画）が
始まっています。
ほとんど幻となっていた鴨川独自の在来
種が名前の由来「豆を茹でると香りが七
里まで広がる」のごとく、広く知られるよ

域おこしのために活用を図りたいと考えています。ぜひ応援し
てください。
「波を彫らせたら天下一」
と言われた58歳伊八の
代表作「波に宝珠」
（いすみ市行願寺）

大山寺の傷みとともに共に200年もの
間、風雨にさらされてきた「竜二態・波・
雲」。鴨川の宝、修復が待たれます。

波の伊八鴨川まちづくり塾
〒２９６-0１０５ 鴨川市成川３４-２
☎04-7097-1873 FAX 04-7094-5873
090-8840-1873

※
「波の伊八サイト」
http://www.ihachi.jp/でご確認ください。
赤ちゃんが生まれました。赤ちゃんの名

一二二二年二月十六日、小湊で一人の

だ。この子は、

いして咲いたよう

まるで誕生をお祝

「 ふしぎだなあ。

鴨川豆知識

昭和26年(1951)、吉尾地区の八丁付近で、石油の存在を示す兆候が報告されました。岩石を割ると石油の臭いや油膜が出たとのこと。ただし、ほんのわずかなため、石油精製には至らないようです。

ゆめ！未来の鴨川へ ─ 

鴨川市は京都の鴨川と、
どんなつながり？

加藤登紀子

春休み、
今年高校生になる孫と京都に旅行に行き

ました。

このコロナ感染予防で、
修学旅行に行けなかったその

代わりにと計画したのでした。

私の両親は京都出身で、
私自身も小学校から中学

一年まで京都で暮らしたので京都は私の故郷です。

私は京都の北の方、
加茂川沿いの上賀茂に住んでい

ました。この
「加茂川」が出町柳で「高野川」と合流し

て「鴨川」になるのをご存知でしょうか？

私たち家族が鴨川市に暮らし始めた頃、
鴨川に加茂

川が流れていると知った時、
本当に驚きました。京都と

「鴨川」というこの市の名前と、
京都の
「鴨川」
の関係

の縁の深さに！

をもしご存知の方がありましたら、
ぜひ教えて欲しい

です。

今 回の 京 都 は 、修 学 旅 行の 代 わ り というので、

清水寺、
金閣寺、
龍安寺、
仁和寺、
銀閣寺と代表的な

桜も満開で、
どの場所も空間の美の極意を感じさせ

場所を歩きました。

てくれ、
本当に素晴らしかったです。

外国の観光客がいない珍しい京都をゆっくり堪能し

ました。

もしこの鴨川市が、
京都と関係があるのなら、
何かそ

のつながりを形にしたらどうでしょう。

この鴨川市を故郷に生まれ育っていく孫たちに伝え

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。

鴨川のむかし話 

は、善日麿。後の日蓮です。今年、生誕

日蓮誕生にまつわる
三つの不思議なできごと

八百年を迎えました。

きっとりっぱな 人

になる」

日蓮が誕生した時に起きたと言われる

三つの不思議なできごとが、ずっと語り

村人たちは、はすの花を見ながら、そう

口々に話していたそうです。

それから、この海辺のあたりを「蓮

華ケ淵（れんげがふち）」と呼ぶように

なったそうです。
「蓮華」とは、はすの花の

ことです。

三つ『鯛の話』

ふしぎなできごとは、そればかりでは

ありません。

善日麿（日蓮）が生まれたときに、誕

生をお祝いするかのように、海辺で、鯛

伝えられています。お話ししましょう。

なんてきれい

一つ『誕生水の話』

「こんなところに水が！

な水だこと！」

二月の寒い冬の日に、小湊の漁師さん

の家に男の赤ちゃんが生まれました。産

湯をつかわせようと水をくみにいくと、

なんと、家の庭先から、清水がわきだし

ていたのです。あまりにもきれいな水

だったので、その水をわかして産湯につ

かったそうです。

が群れをなしてあらわれ、舞い上がって

いたという、ふしぎなできごとも伝わっ

それから、このあたりの鯛は、日蓮の

赤ちゃんの名前は、善日麿、後の日蓮

化身・分身であるとして、一帯を「鯛

です。

境内に、大きな岩をくりぬいて井戸が

の浦」と呼んで、みんなに大切に守られ

ています。

掘られ、「誕生水の井戸」と名づけら

てきました。今でも、鯛をとることは禁

この話を伝えていこうと、誕生寺の

れました。お寺を訪ねたらぜひ見てく

じられています。

ここの鯛は、他の海のものよりも、わ

り あいに浅い海の、限 られ た 海 域に生 息

し、人間の与えるえさをよく食べる、とて

ださいね。

二つ『はす（蓮）の花の話』

不思議なできごとは、海辺でもおきま

カ モ ち ず
全 B-2

たいです。

夕暮れの清水寺
（撮影：加藤登紀子）

もめずらしい鯛だそうです。

カ モ ち ず
全 B-2

定されました。

カ モ ち ず
全 B-2

した。

こ づ か

一九二二年には、国の天然記念物に指

名前に「金」が付くバス停が、長狭地域の大山地区に３つも！
・
「金束駅」と、
路線バス「長狭線」
・
「金谷線」のバス停には、
「金堀」
・
「金束」
『金』
が付くバス停が３つもあります。
“金を掘る”
・
“金の束”
という言葉を見ると、
「もしかして、昔、金が採掘されてい
たの?!」なんてことを想像してしまいますね。真偽のほどは分かりませんが…
路線バスに乗って旅をすると、普段とは違った風景・景色に出会うことができます。
こんなふうに、地域のまだ知られざるモノ・コト・ヒトに目を向けながら、
のんびり路線バスで旅をする…なんて、いかがでしょうか。
さて、間もなく、東京オリンピック・パラリンピック大会の開催です。
選手の皆さん、
『金』
メダルを目指して頑張ってください！
●お問合せ 日東交通㈱ 鴨川営業所
☎ ０４-７０９２-１２３４
http://www.nitto-kotsu.co.jp/

善日麿（日蓮）が生まれた日、家の近

が付くバス停
「金」

くの浜辺に、たくさんのはすの花が咲い

●お問合せ 鴨川七里オーナー制お問合せ係（ＪＡ安房鴨川支店内）
☎04-7093-3131（平日10:00〜16:00 但し祝祭日除く）

たそうです。はすは、ふつう夏に花を咲

かせます。

★オーナー制のお申込はFAXにて受付となります。
詳細はＪＡ安房ホームページをご覧ください。http://www.ja-awa.or.jp/

⑥

「初代波の伊八」が、1824(文政7)年12月19日に73歳で没し
てから2024(令和6)年でちょうど200年を迎えます。そのため、
１年前のKamoZineかも夏号に「初代伊八没後200年記念事
業」の準備を呼びかけましたが、この度、初代伊八を顕彰してい
る「伊八会」と我々「まちづくり塾」の有志が集い、
３年後を控え
て
『200年記念キャンペーン(仮称)準備室』
を立ち上げました。
今後、関係者が集まって毎月定例会を開いて、伊八に関わっ
て活動している個人や団体、行政関係者などに呼びかけ、改
めて伊八の作品巡りや制作年代別の作品の検証や展示会、
記念講演等を皆さんと一緒に企画し、保存・保全と共に地域の
誇りとして再認識を図り、伊八の残した建築装飾(宮彫り)を地

写真２
：甲府市上石田地区 南西
第一公園（悠紀の里公園）。大正
15年（1926）に建立された「明
治天皇悠紀御斎田蹟之碑」
（写真提供：甲府市石田お俵連）

うになり、関係者もますます力が入っています。
今年も晩秋の鴨川七里の芳醇な甘味と香りをお楽しみください。

バスdeカモ旅

全 D-2

写真１
：鴨川市北小町 主基斎田
址公園。大正４年（1915）に村名
を主基村としたことを記念に建立
した碑「明治天皇大嘗祭御斎田
主基之地」の碑が公園の中央に見
える。

鴨川七里®

かたぎ

伊八気質でまちづくり

「初代波の伊八」没後２００年記念
キャンペーン（仮称）準備室の設立！

今から150年前の明治4年（1871年）5月、鴨川市内で一番小さ
な公園「主基斎田址公園」のある場所が、明治政府の卜
（うらない）
によって、天皇即位のお祭りに献上するお米を収穫する水田「主
基」として選ばれた。もう一方の水田は、現在の山梨県甲府市の上
石田地区が「悠紀」の地として選ばれた。
主基に由来する地名は大正4年（1915年）に村の名前を「主基
村」と改名したことに始まる。主基の地名は、現在「主基交差点」
「主基公民館」
「主基駅」バス停などとして残っている。
一方で山梨県では地名から地元の誇りを後世に伝えようと、甲府市の
石田地区で2500名の署名により悠紀斎田のあった「南西第一公園」
の愛称をこの秋から
「悠紀の里公園」
とすることが決まった
（写真２）
。
☀
大正天皇の悠紀と主基の里である、愛知県岡崎市と香川県綾川
町では、行政と市民の活動が一体となって、毎年盛大なお田植え
祭りや収穫のイベントを通じて観光産業振興や地元の子どもたち
への教育への取り組みなども盛んだ。
鴨川市と甲府市でも現在、民間の有志による交流事業の企画が計
画されており、歴史文化の交流を通じて両地区の特産品の販売企
画も検討されている。

鴨 川 味の方 舟 品目とコラボしたレモン
レモンの香りがするレモンチッコカタメターノ チッコカタメターノ尽くし膳
（写真提供：プロジェクト鴨川味の方舟）

途中下車の旅

す き

郷土の誇りを地名に残す「悠紀」と「主基」

ほんのりとしたミルクの甘み、絹豆腐に似た舌触りのチッコカタメターノ。
「チッコ」は安房地域の方言で乳のこと。チッコカタメターノは「乳を固めた
もの」という意味。
酪農が盛んな所はたいてい牛乳豆腐が食べられている。だが、
「日本酪農発
祥之地」である嶺岡牧が育んだチッコカタメターノ食は ①固め方 ②料理数
③喫食者 の多様性が牛乳豆腐食地域と極端な差があり、牛乳豆腐食文化と
は異なる嶺岡牧地域独特な食文化ということができる。
しかしながら、①昭和26年公布の乳等省令で生乳の流通が規制されたこ
と、②昭和30年代は嶺岡牧地域に5,000戸を超えた酪農家が79戸に減った
ことから、急激にチッコカタメターノが食べにくくなった。
2010年に、次世代に伝えていきたい鴨川が誇る美味しい食べものとして
「プロジェクト鴨川味の方舟」により22の鴨川味の方舟品目が選定されている
が、チッコカタメターノもその一つ。
現在、国が文化財として食文化の登録を進めている。チッコカタメターノ食を国
の登録食文化にし、その継承と地域活性化に結びつけていきたいものである。

コロナニモマケズ！
今年も 晩秋の香り

伊八ニュース vol.33

KamoZine

鎌倉市

かも夏（通算第37号）

2021年（令和3年）5月１日

［3］

逗子市
横須賀市

飛び出す！ＫａｍｏＺｉｎｅ

夏！南房総をサイクリングで
駆けぬけよう！
！
大きく転換したライフスタイル──。
フレッシュな風を求めて、南房総にはサイクリストたちが
訪れています。
夏は南房総が一年でもっともかがやく季節。
青い空、碧い海、緑の山々に満ちあふれるエナジーを
存分に感じながら、サイクリングで駆けぬけよう。

久里浜港

東京

湾フ
ェリ
ー金谷港

⑰

❶
⑯

三浦市

⑪

城ヶ島

⑮

19.2km

265m

レベル初級

②

③

❸
⑨

ポタリング（散歩のようなサイクリング）
で鋸南町を巡るルート。里山景色を眺め
ながら嶺岡中央林道の展望台へ向かい、
漁港や史跡で歴史に触れ、海岸線をのん
びりと走ります。短いながらも鋸南町を
満喫できるルートとなっています。

❺

⑥

❹

安房グリーンライン制覇

両国

房総半島最南端を縦断する「安房グリー
ンライン」を走破できるルート。海沿い
の房総フラワーラインとあわせて、ノンス
トップでエリアが存分に楽しめます。

7：49発 → 本千葉 8：31発 → 岩井 10：00着 →
17：28発 → 本千葉19：00着

両国 19：38着
5/8（土）
・9（日）＊5/8(土)は木更津駅で乗り換えの可能な久留里線「菜久留トレイン」の運行もあります。

B.B.BASE
外房

両国

7：40発 → 本千葉 8：17発 → 上総一ノ宮8：49着 →

勝浦

9：19着 → 安房鴨川 9：55着

安房鴨川17：05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

南房総サイクルツーリズム協会だより

はお電話にて

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

「いいね！」で応援!!

RIDE FOR BOSO ステーション
ライド in 南房総を開催

カ モ ち ず
全 E-4

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 ○
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
⑩JR安房鴨川駅前案内所 A

エ B-2

☎04-7092-0086

⑪天津小湊観光案内所 A

ア E-1

☎04-7095-2218

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）
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

e-bike 1日￥3，
000

※原則的に保田小学校での貸出・返却となります。

⑯道の駅保田小学校
クロスバイク

E

9：30〜16：00 ☎0470-29-5530

1日
2日
電動アシスト付自転車 4時間まで
1日

￥2,000
￥3,000
￥1,000
￥1,500

⑰東京湾フェリー金谷港 FERRY BIKEAC
ウェルKAMO

レンタサイクル

南房総エリアは自転車だけでなく、バイクツーリングのメッカでもあり
ます。ライダーの力で、千葉県を活性化させようと活動している市民
グループ「チバイク」と「道の駅鴨川オーシャンパーク」がコラボレー
ションし、5月29日(土)・30日(日)を「バイクの日」と銘打ち、イベント
が開催されます。工具箱を模したランチボックスに、この２日間だけ
の特別メニューが詰め込まれた特製ライダーズ弁当をはじめ、地元
のイノシシ、シカ肉などを使用したライダーズバーガーを限定販売
するほか、施設内の飲食施設では、ライダーに限り、ご飯の大盛りが
無料になります。ライダーの目線で着目した鴨川市の穴場スポット、
観光スポットを巡る周遊ツーリングイベントも、2日間で計4回開催
します！ チバイクでは4月10日(土)
に千葉県初の「ライダーズ神社」と
して、二輪車のみなさんを歓迎して
いる天津神明宮にモニュメントを設
置しました。オートバイと
自転車を合わせた二輪
車による、南房総からの
▲天津神明宮で除幕されたモニュメント
ムーブメントが大きなう
◀バイクの日イベントで販売されるライ
ダーズバーガー
ねりになりつつあります！

⑬渚の駅館山

東京湾
フェリー
金谷港

イタリアのスポーツバイクブランド「DE ROSA」の2021カタログに鴨
川市の象徴である大山千枚田や国の有形文化財として登録されている
旧水田家住宅にて撮影された写真が掲載されました。目を惹くカタロ
グです。
「DE ROSA」に乗るサイクリストは現地まで足を運んでみては
いかがでしょう。

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。

道の駅鴨川オーシャンパーク

レンタサイクル

「DE ROSA」の2021カタログに
鴨川市内が掲載

江見・太海

エリ
ア

チバイク×道の駅
鴨川オーシャンパーク
バイクの日イベント

鋸南町／

台風や新型コロナウィルスの影響により延期と
なっていたRIDE FOR BOSO ステーションラ
イドin南房総が3月14日(日)・20日(土)に開催さ
れました。参加者が集中しないよう、4日間より
参加日を選ぶことができ、イベント当日は受付
後は参加者各自のタイミングでスタートし、走
行中やエイドステーションで密集ができないよ
うにフリー走行で行われ、厳しい感染防止対策
のもと実施されました。コロナ禍の中、新しいス
タイルでのサイクリングイベントとなりました。

5/29（土）
30(日)

館山市／
なぎちゃり

★Facebookで活動報告をしていますので応援（いいね！）
をお願いします。

館山市／
たてちゃり

これまで当協会は試験的に旧平群保育所の一部を利用しクラブハウス
を運営してきましたが、4月1日より園庭や利用のなかった部屋まで拡大
し、運営していくことになりました。
施設内には飲食スペースやシャワー室、簡易宿泊所、コワーキングス
ペース、キャンプ場を設置する予定で、6月中旬のグランドオープンを目
指して改修工事を進めています。
改修はＤＩＹでも行っていて、活動に賛同くださる方、ＤＩＹ作業ができ
る方、興味がある方を広く募集しています。サイクリストや地元のみなさ
んなど、当協会Facebookにてイベントで募集しています。和気あいあ
いと作業をしていますので、どなたでもお気軽にご参加ください。

鴨川市／
かもチャリ

イプ2種類のe-bikeのレンタルがスタートしました。鋸南町にはまだまだ
知られていない道やスポットがいくつもあり、自転車で散策するにはとて
もおもしろいエリアとなります。一方を海、三方を山に囲まれた鋸南町で
のサイクリングはe-bikeとの相性も抜群！ぜひお試しください。
●お申込み 道の駅保田小学校ホームページ内「お問い合わせ」また

南房総市／
南房総くるくる車ららん

2021年のレースシーズンがいよいよはじまりました。高
橋松吉監督率いる「MOPS」は昨シーズン以上の成績を
残すため、日々練習を積み重ねています。チーム一丸と
なってがんばっています。2021年シーズンもアツく応援
しましょう！
！

★詳細は下記URLまたはQRコードよりチェック https://www.jreast.co.jp/chiba/bbbase/

鋸南町にある「道の駅保田小学校」で、クロスバイクタイプと折り畳みタ

2020年12月13日、道の駅鴨川オーシャンパークにて「道
の駅と大学連携プロジェクト・サイクルツーリズムモニター
ツアー」を開催しました。学部の垣根を越えた「域学共創プ
ロジェクト」という授業で実施したイベントです。城西国際
大学観光学部から27名、環境社会学部から4名の学生が参
加し、ツアーの企画から運営を行いました。
「どのように自転車での観光のおもしろさを周知するのか」
「走るコースはどうするのか」など、多くの課題を学生一丸
となり苦労しながら考えました。加えて、地域の方々の支援
もあり、充実した楽しいモニターツアーとなりました。
コロナ禍により、学生のみでのツアー実施でしたが、機会を
見つけてサイクルツーリズム企画を改めて開催したいと考
えていますので、今度は多くの参加を募るべく広報活動に
注力したいところです。

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

MOPS
2021年
活動レポート シーズンスタート！

サイクリングにとてもいい季節がやってきまし
た。内房コース・外房コースをはじめ、木更津駅
から久留里駅への「菜久留トレイン」の運行もあ
りますので南房総エリアをB.B.BASEと一緒に
満喫してみてはいかがでしょうか。

道の駅保田小学校にてe-bikeの
レンタサイクルがスタート

道の駅発！
サイクルツアープロデュース

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。

5/2日（日）
・3（月・祝）

南房総★サイクルトピックス

⑤

レベル中級

レンタサイクル情報

館山 10:23着 → 和田浦11:07着
館山 17:09発 → 岩井

524m

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
B.B.BASE
内房

⑦

チームJIU
トピックス

❻

④

49.3km

距離

❷

⑫
⑬

道の駅保田小学校発着
自転車×散歩コース

安房グリーンライン

⑧

❽
❼

南房総（あわの国）サイクルツーリズム協会推奨ルート

⑩

❾

道の駅保田小学校発着
自転車×散歩コース
距離

⑱

①

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
⑱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

県立長狭高校は、現在とは別の場所に建っていたかもしれないらしい。

☞ 解説は4 面

❿

［4］ 2021年（令和3年）5月１日

KamoZine

かも夏（通算第37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。

鴨川豆知識

昭和38年(1963)付の新聞によると、長狭高校の新築先として、現在地の他に、東条広場が候補に挙がっています。具体的な場所は記載されていませんが、今とは違った場所に建設された可能性があります。

KamoZine

かも夏（通算第37号）

2021年（令和3年）5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

川代集落に東関部屋の力士がいたらしい。

☞ 解説は6 面

［6］ 2021年（令和3年）5月１日

祖母から孫に引き継がれた伝統～こだわりの醬油麹
芝山糀店

KamoZine

明治初期に創業し、2017年に祖母から孫である現代表に引き継が
れた「芝山糀店」は全国的にも数少ない醤油麹の製造を行ってい
る。蒸した大豆や麦を「ムシロ」という藁の敷物に広げ、自家製麹と
混ぜ、木箱で寝かせるという昔ながらの製法で丁寧に作られる。
「一番良い状態の商品をお渡ししたい」との想いから、卸売はほとん
ど行わず、工場直売が中心。また農大で学んだ知識から、大豆以外
でも糀を製造でき、分量や材料など自在にブレンドできる。その味は
口コミで広がり、県内はもちろん、遠く東北からの顧客もいるとか。
将来的には設備を整え、純鴨川産の糀をお届けしていきたいと意
気込む。こだわりの自家製糀をぜひご賞味いただきたい。
★取扱い商品
芝山糀店
営９
味噌・糀・甘酒・醤油麹など ○
：
００～１７
：
００ ※要事前連絡
休 不定休
○
住 鴨川市大里３００
○
P有
○
☎０４-７０９２-０９８８
http://www13.plala.
or.jp/shibayama

ワンコがお出迎えするカフェ
サーフ＆ドッグカフェ インクラビット

カ モ ち ず
全 D-5

サーフ＆ドッグカフェ インクラビット
営 週末土日限定営業
○
10:00～16:00
（LUNCH TIME 11:00～16:00）
住 鴨川市江見東真門164-2
○
☎04-7094-5759
＊来店前に電話か
で人数を伝
えてください。

７階 天空の湯

カ モ ち ず
カ C-4

1階 松風の湯

今年3月6日にリニューアルオープンした「かんぽの宿 鴨川」。
広々とした居心地の良い空間に生まれ変わった。注目は1階と
7階の大浴場で1日おきの男女入替制。7階「天空の湯」は元々
男女別浴場だった場所を１つの大浴場に改装。最上階の浴室
は、海風が心地よく吹き抜け、開放感のある別世界。1階に新設し
た「松風の湯」は庭園大浴場。珍しい立ち湯の露天風呂がある。
お得な「宿おすすめランチ＋入浴セット」¥1,500～もイチ押し！
なかでも料理長自慢の豚骨醤油ラーメンは絶品!!

シンボリックなロビー中庭の暖炉

かんぽの宿 鴨川
日帰り入浴（税込）
大人￥1,000 小学生￥500
（季節料金[土日祝日等]
大人￥1,500 小学生￥800）
営 12:00～18:00（19:00退館）
○
住 鴨川市西町1137
○
P有
☎04-7092-1231 ○
（無料）

時間を忘れるほど心地よく
あたたかい空間 earth tree cafe

カ モ ち ず
ア E-2

鴨川レモンキャンドル新発売！
鴨川産レモンのパウダー入り、見
た目もそのままレモン!?なキャン
ドルが誕生！ レモンのアロマオ
イルも入り、ほんのりレモンの香り
でリフレッシュできます。
１つ１つ手づくりのため、同じ色
はありません。お気に入りの色を
見つけたときが、タイミング！
三水内の売店には、その他にも鴨
川の風景にちなんだかわいいハン
ドメイド雑貨、アクセサリーも並
んでいます。ギフトやおみやげに
ぜひチェックを！

カ モ ち ず
エ B-2

鴨川レモンキャンドル
¥1,500（税込）

魚彩和みの宿三水内売店
営 9:00〜17:00
○
住 鴨川市小湊 182-2
○
☎ 04-7095-3333
★オススメ
日替わり雑穀プレート
¥1,100（税込）

この春、前原海岸からほど近くに新店舗がオープン。木のぬ
くもりに溢れた癒し空間が広がる店内。おすすめの日替わり
雑穀プレートの内容は、有機農家から四季折々の野菜が届
き、それから決めるそう。自然をテーマに、毎日食べられる
ものを提供するという店主の言葉通り、そのお料理から感じ
る優しさと温かさは、お腹
を満たすのはもちろん、心
までいっぱいに満たしてく
れます。近隣のお年寄りか
ら家族連れ、サーファーやお
仕事場にと、多くの方が集ま
る新しいearth tree cafe
も、皆の憩いの場となること
間違いなしです。
★オススメ 日替わり雑穀プレート¥1,100（税込）
earth tree cafe
営 8:00～18:00
○
（食事L.O.16:00 cafe L.O. 17:30）
休 月・火曜
○
住 鴨川市横渚805-1
○
☎04-7094-5267

気軽に寄れる カ モ ち ず
たい焼き屋さん はな エ A-4



江 見にあるドッグラン 完 備の 完 全
ノーリードカフェは、ワンコと飼い
主がカフェで落ち着いて過ごせるト
レーニングも実 施しており、他のワ
ンちゃんと仲良くできるコツを習え
る子犬の社会化にも最適なカフェで
す。スタッフはみんなサーファーで、
京王マンション下ポイントまで歩い
て３分でパーキングやシャワーも完
備のうれしいのんびりなカフェ。お
すすめのメニューは「手作り梅干の
サワードリンク」に「手作りの石窯
の焼きたてピザ」がなんと¥550（税込）から。スタッフがサー
ファーなだけに営業は土・日曜のみの10：00～16：00ですが、
前もって電話かLINEで連絡すれば空けて待っててくれるかも…
とのこと。初めての人にもあったかいカフェ、ぜひワンコ連れや
サーフィンついでに寄ってみてはいかがでしょうか。ライラ、ゼロ、
ライ子が出迎えてくれます。

リニューアル！
！「かんぽの宿」で
開放感満点の日帰り入浴

鴨川レモンをつかった
手づくりキャンドルが登場！

カ モ ち ず
全 E-3

かも夏号（通算第37号）

こどもたちの笑顔あふれる
鴨川のまちを目指して

こどもサポート教室「すまいる」
「すまいる」では、発達の気になるお子さ
んへ個別療育を行っています。療育とは社
会で生きていくために必要なスキルを身に
つけるためのトレーニングを行うもので、
感情のコントロールやコミュニケーショ
ン、集中の仕方などを学びます。アメリカ
やヨーロッパでは有名なＡＢＡ療育を採用し、認定ＡＢＡセラピ
スト・発達障害児支援士・教員免許をもった専門の支援員がやさ
しく丁寧にサポートしてくれます。面談・体験は無料。マンツー
マンの完全個別制なので安心です。一人で悩まず、まずは気軽に
相談してみましょう。こどもたちの笑顔があふれる鴨川のまちを
目指して「すまいる」は活動しています。

こどもサポート教室「すまいる」

対象／２～18歳 ※早期療育をおすすめ
●お問合せ https://www.kodomosaport-smile.com
☎090-5426-4792（黒川）

糸杉と渦巻に取り憑かれた画家
谷口義明（放送大学教授／銀河天文学）

みんなが気軽に寄れるお店をコンセプトに
「 紳 士 服コナカ 鴨 川 店 」のむかいにテイ
クアウト専門店のたい焼き「はな」が2018
年11月にオープンしました。十勝小倉、白
あん、
（￥130税込）やあんクリームチーズ
（￥200税込）などの5種類のたい焼きにさ
くらあんや栗あん（￥150税込）などの季節
限定のたい焼きも扱っています。夏にはカキ
氷も食べていただきたいとフワッとした食
感のイチゴとミルクのトッピングのカキ氷は
￥250（税込）で販売しています。子どもたち
が下校時に手軽に食べて頂き
たいとの思いで財布にやさし
い値段設定です。親戚が遊び
に来た時や買い物帰りのおや
つに立ち寄ってみてはいかが
でしょうか。

たい焼き はな
営 9:00～16:00
○
※電話予約 9:00～14:00
休 火曜 ○
住 鴨川市横渚1625
○
080-5658-4197
フォローお願いします。
＊お土産等でたくさんたい焼きを購入する際は
電話予約
＊夏場はオーダーを受けてから焼き始めるので
少々時間がかかります。
＊たい焼きの生地が無くなり次第閉店となりま
すので、来店の際は電話で確認

今回の主人公はオランダ生まれのポスト印象派の画家フィンセント・ファン・ゴッホ（18531890）です。彼は848点の作品を残していますが、そのうち620点（73％）はフランスに
滞在していたときに制作されています（1886年から晩年）。ファン・ゴッホは自画像でも有名
ですが（37点もあります）、そ
のほかにも
『ひまわり』や『アイ
リス』
など、有名な作品がありま
す。
そして、一風変わった作品の中
に
『星月夜』
があります（図1）。
ファン・ゴッホは星や月を大きく
描く傾向がありますが、この絵
に見える巨大な渦巻きは意表
を突きます。
図1 ファン・ゴッホの『星月夜』
（1889年）。ニューヨーク近代
美術館に所蔵されている。
https://www.artpedia.asia/
work-the-starry-night/

実は、この作品はロス卿による子持ち星雲のスケッチ（前号記事参照）に触発されて描
かれたものなのだと言われています。この可能性を指摘したのは米国の天文学者である
チャールズ・ホイットニーやドナルド・オルソンらです。
ゴッホが最期の地であるサン=レミの精神病院で療養していたときのことです。ある夜、窓
から外の景色を眺めると、糸杉をシルエットにして月が輝いていました。弟のテオにこの美
しい景色を伝えるために、ゴッホは『星月夜』を描きました。そして、そこにロス卿の子持ち
星雲の印象的なスケッチを入れたということです。
ロス卿の子持ち星雲のスケッチは、それまで誰も見たことがなかった星雲の姿であり、
当時話題を集めました。ゴッホも斬新なその姿に魅了されたのでしょう。
ところで、当時のパリでは日本の版画が大評判になっていました。ファン・ゴッホも夢中に
なったと言われています。特に、葛飾北斎の富嶽三十六景にある神奈川沖浪裏は、波頭が
渦を巻いているように見えるので、
『星月夜』のモチーフになったという説もあるぐらいで
す（『ゴッホはなぜ星月夜のうねる糸杉をえがいたのか』マイケル・バード 著、株式会社エ
クスナレッジ、2018年）。
“真相やいかに？”、というところでしょうか。

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

文政３年（1820）正月付で、年寄・東関庄助から、川代村の御嶽川紋次郎、都山太七に対し、門弟である旨の免許状が出されています。
同時に、酒宴・遊具・非儀非道を堅く慎むよう伝えています。

KamoZine

かも夏号（通算第37号）

2021年（令和3年）5月１日

女子ビーチサッカーチーム SONNE
SONNE Kamogawa B.S.

Sunrise!! ④

女子につづき、男子チームも
関東リーグ参戦！

鴨川令徳ビーチコート

世界へ

オルカ鴨川FC 

はばたけ！

カ モ ち ず
エ B-2

昨年全国初の地域女子
ビーチサッカーリーグとして
創設された「関東女子ビー
チサッカーリーグ」に参戦
し、最後まで優勝争いを繰
り広げたトップチーム（女
子）
につづき、2021年シー
ズンは男子チーム「OZEAN（オーツィアン：
ドイツ語で「海」の意味）
も立
ち上がり、関東ビーチサッカーリーグ２部に参入することになりました。
鴨川令徳ビーチコートでも男女の公式戦が開催されます。
（詳しい日程は１面）
だれでも参加できるビーチサッカー体験会も実施中！ サッカー経験を
問わず、老若男女が楽しめるスポーツです。お気軽にご参加ください。
だれでも参加できるビーチサッカー体験会 ★選手も随時募集中！
！

（1977年7月7日生

2021シーズン就任）

監督 小川貴史

Ｑ．
監督、鴨川の印象、また、今季の目標をきかせてください。
小川監督 とてもあたたかいサポートを多くの方にいただき
支えられていると感じています。クラブの歴史や想いを大切に
しながら、リーグ優勝を目指すのはもちろん、さらに、みなさまに
“優勝するにふさわしい”
と認めていただけるチームを創り上
げたいと考えています。

Ｑ．
正野選手、キャプテンとしての抱負をきかせてください。
正野 元々、前に立つことや、引っ張っていくことが得意ではないということもあるので、自
分から発信する、アクションを起こしていきたいと思っています。まずは自分が変わることで
チームがプラスになるようにしていきたいです。

キャプテン

背番号19 MF正野可菜子選手
（1994年2月6日生

在籍3年目）

●実施日

毎週月・木曜 18：30～20：30 日曜 9：30～12：30 ※雨天中止
★実施日は必ずゾンネのウェブサイトのカレンダーでチェック！
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）

［7］

背番号2 DF渡部那月選手
（1996年8月7日生

在籍3年目）

Ｑ．
渡部選手、ディフェンダーとしての役割はいかがですか。
渡部 攻撃面ではビルドアップでしっかりと最終ラインから組み立てて、前線への縦パスで
チーム全体の攻撃スイッチを入れることです。守備面では前線から意図的に相手を追い込
んで、自分のところでは確実にボールを奪うことです。
Ｑ．
最後に2021シーズンの目標をきかせてください。
正野 昨年、一昨年は最後まで優勝争いをしましたが、結局優勝することができずにとても悔
しいシーズンでした。なので、今年こそは優勝してオルカに携わってくださるみなさんに、優勝
という結果で恩返ししたいと思います。
渡部 サイドバックからも攻撃の起点となって、チームの攻撃に厚みをつけたいです。そして、
リーグ戦で初得点を決めたいです！
なでしこリーグ1部に初めて挑む2021シーズン、熱い応援をよろしくお願いします！！

ウェルスポ通信⑤

ウェルKAMOサイクルツアーで鴨川の自然と文化を遊び尽くそう
ウェルKAMOサイクル（レンタサイクル）では機能性のすぐれ
たスポーツバイクを豊富に揃えています。体力や目的に合わせ
た自転車を選んで、鴨川サイクリングを楽しんでみませんか。レ
ンタル（¥2,000～）のほか、ガイド付きツアーもあります。詳
細はウェルスポ公式ウェブサイトをチェック！
道の状況に応じた
細かいギアチェン
ジが可能で、軽快
に乗りこなせる。乗
り心地がシティサ
イクルに近く、街乗
りに最適。

クロスバイク
スポーツバイク未経
験者にもおススメ

走行中の抵抗を少
なくするため、タイ
ヤが細く車体が軽
い。より長く速く走
りたい方向け。

ロードバイク
潮風を切って走ろう！

オフロードで冒険！

長狭 エリ
ア

Kozuka Art Festival 2021

～人と自然と地域をつなぐアートの祭典
アートガーデン・コヅカ

外国語で ＫＡＭ●ＭＯＴＥＮＡＳＨＩ⑪

フロントや窓口でよく使うフレーズ

電動アシストが登
り坂 で 威 力を 発
揮。アップダウンの
多いコースでも負
荷が少なく走破で
きる。

e-bike
登り坂も楽 勝、下り
は ま る で アトラ ク
ション！

ジュニアバイク他

家族向けラインナッ
プも充実

5/29（土）
鴨川 エリ
ア

小学生低学年向けのジュニアバイクや、大人用自
転車に取り付けるホロ付カートなど、ファミリーで
のサイクリングをアシストします。

＊レンタル料は公式ウェブサイトまたはP4「ウェルKAMOレンタサイクル」参照

地元ガイドとめぐる、鴨川里山・里海サイクルツアー

ウェルネスポーツ鴨川ではウェルKAMOサイクル（レ
ンタサイクル）で出かけるサイクリングツアーを定期的
に開催します。季節の移り変わりを感じる鴨川の里山
里海の風景など自然を満喫できるコースに、地元を知り尽くしたフレンド
リーなガイドが同行します。詳しい内容や申込は公式ウェブサイトで随時お
知らせしていきます。
●開催日
2021年5月29日（土）＊6月以降も毎月最終土曜を予定
●参加費
¥6,000（レンタサイクル、保険料込）
●コース
約14km走行・２時間程度の初心者～中級者向けコース
●集合場所 鴨川市総合運動施設
5/15（土）
鴨川 エリ
ア

ウェルkamoKIDS

親子deマルチスポーツ教室 参加者募集

無料

子どもも、おとなも、広い砂場で一緒に遊ぼう！

マルチスポーツ教室は、歩く・走
る・投げる・打つなど、すべてのス
ポーツにつながる動きを「あそ
び」のなかで身につけることがで
きます。親子で遊んで、カラダの
ためになる教室に参加しましょう！
●日
時
●場
所
●募集人数
●参 加 費
●お申込み

親の運動嗜好が、
子どもの体力と関
連するといわれて
いるんだにゃ！

2021年5月15日（土） 10:30～11:30（毎月１回開催）
鴨川令徳ビーチコート（鴨川令徳高等学校） エ B-2
先着 10家族 程度 ※定員になり次第、〆切
無料
公式ウェブサイトより申し込み

一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川

https://wellspo.jp/

カ モ ち ず
全 B-2

11回目を迎えるコヅカ・アートフェスティバルが２年ぶりに開催さ
れる。
「人と自然をアートでつなぐ」をキーワードに、金束地区にあ
るアートガーデン・コヅカでのアート
展示やワークショップ、パフォーマン
スに加え、近隣のカフェやアーティス
トのオープンアトリエも含んだ、里山
にゆるやかにひろがるネットワーク
型のアートイベント。新しい時代へむ
けて、里山にだれもが楽しめる夢の
ような空間を一緒に創り上げよう！

鴨川市出身のフリーアナウンサー
吉田かほり

滑り止 め の 凹 凸
やスパイクがつい
た太いタイヤが特
徴。舗装されてい
ない山道なども走
りたい方におスス
メ。

マウンテンバイク

7/24（土）
〜8/1（日）

中国語

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。」
こんにちは。当コーナーでおなじみ中国
語講師飛昇先生と制作リリースした「飛
昇の楽しい中国語CD」が発売１周年を
迎えました。今回は、その中からフロント
や窓口対応でよく使うフレーズをご紹
介します。お客さまに何か記入していた
だく際の「ここに記入してください。」で
す。中国語では「
。」
（チンティ
エンイーシャ）となります。このフレーズ
を紙に書いておき、お客様にお見せする
方法をオススメします。飛昇の楽しい中
国語CDは、ネットやAmazonでも販売
中ですが、当番組でも一部試聴いただ
けます。
★聴取方法 みなラジホームページ
http://minaradi.mbit.or.jp/?p=565

飛昇先生

●お問合せ

NPO 法人南房総 IT 推進協議会
info@mbit.or.jp

犬猫にも馴染めば思う ⑬

（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）

新型コロナウイルスの蔓延から１年以上が経過し
ました。昨年の今頃は犬猫に新型コロナウイルス
がどう影響するのかあまりわかっていませんでした。いまでは犬猫へ
の感染リスクはあるものの、人への媒介はほとんどないことがわかっ
てきています。
また、この１年で人の生活様式も大きく変化し、ステイ
ホーム中心の非移動型生活を余儀なくされてきました。ペット業界で
は、ステイホームに癒やしを求める多くの人によりペットブームが起
きているそうです。一方で、ペットを飼い始めたのは良いが「お金が
かかる」、
「吠えてうるさい」、
「トイレの臭いが気になる」等の理由か
らペットを放棄する事例も増えているようです。ニュースでは「しつけ
や責任を持って飼いましょう」と締めくくってはいるものの、どうすれ
ば良いのかは十分伝えられていません。では、新しく犬猫を迎えるに
はどのような心構えが必要なのでしょうか。
まず、ペットにかかる費用についてですが、ペットショップで購入
する場合、購入費が必要です。毎日の餌代やペットシーツなどの購

●期間 2021年7月24日(土)～8月1日(日)
●会場 アートガーデン・コヅカ 鴨川市金束1710
金束交差点の角にある農協倉庫のすぐ裏の細い上り道
（道端に天然酵母パン屋「かまどの火」の看板あり）を約1km登る。
●お問合せ
080-5475-4931
kozukaart@gmail.com
http://www.kozuka-art.info

medi × kame ―めでぃかめ― 
亀田医療大学生発げんきコラム

講義「南房総の歴史と未来」で知った
ユニバーサル社会の課題（前編）
読者のみなさん、はじめまして！私は東北地方出身で、亀田医療大学へ
の進学を機に鴨川に来ました。一番驚いたことは、海風の清々しさと、
冬の季節でも温暖な気候です。コロナ禍で思うように学生生活を送れ
ない日々でしたが、大学主催のボランティア活動に参加する機会があ
り、地域の方々から鴨川の有名な食べ物や行事などについてお話を
伺いました。そして、鴨川市についてもっと知りたいと思い、
「南房総
の歴史と未来」という授業を履修しました。
この授業で私たちのチームは、車椅子でのバスやタクシーの利用方
法を事前調査して、実際に車椅子で乗車体験をするという計画を立て
ました。私は、バスに関する事前調査を担当しましたが、知りたいこと
にたどり着くまでにいろいろなことを体験し、考えさせられました。
さっそくバス会社に問い合わせてみたのですが、電話だけでは私たち
の知りたいことを全ては調べることができず、やはり実際に乗車を体
験して調査することになりました。
体験当日、車椅子でバスに乗車しようとしたのですが、私たちが利用
したバスには乗車用のスロープが搭載されていませんでした。バスの
運転手さんからは「車両整備のため、本日運行のバスにはスロープが
搭載されておらず、ご不便をおかけします」と説明を受けました。
苦労しながら車椅子を運ぼうとしていた時でした･･･。
（後編：かも秋号へ続く）

飼い主としての責任をしっかり果たそう。
入費なども必要になります。
１年を通して見ると、猫では伝染病予
防のためのワクチンやノミダニの予防、犬ではそれに加え、狂犬病
予防や５〜12月にかけてフィラリア予防が必要になります。また、
望まない繁殖を防ぐための去勢や避妊手術も必要でしょう。
次にしつけですが、皆さんは犬の種類によって性格が違うことを
ご存じですか。人懐っこくておおらかな性格や神経質で気むずか
しい性格、運動量が多い、良く吠えるなど犬種によって違いがあ
ります。気になる犬がどんな性格や性質で、自分の生活スタイル
に合っているのかを確認しておくことはとても大切なことです。
また、臭いや排泄についてですが、どんな犬でも最初はトイレト
レーニングが必要になります。これは根気強く飼い主さんと練習
していくしかありません。当然、子犬の期間は長時間の外出も難
しくなりますので覚悟しておいてくださいね。動物病院では、
しつ
けやペットのトラブル相談なども受け付けているところがあります
ので、相談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

舞台シリーズ・『母の晩年』に鴨川が登場しているらしい。

☞ 解説は8 面

［8］ 2021年（令和3年）5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
場所
問合せ先

～５月上旬

●

イチゴ狩り

市内

4/20～6/30 火～水

Ｐマン＆ぴーにゃっつ×カモガワバウム
コラボカフェ

鴨川

4/24～25
4/27～28
４月下旬～５月中旬
５/１～４
５/２～３
５/3
５/４
5/5

鴨川産牛乳で作った「ジェラード試食販売」
立教開宗会
そら豆摘み体験
みっ子ちゃんの特製串焼き販売
鴨川産牛乳で作った「ジェラード試食販売」
ジャンボかぼちゃ栽培講習会・植付け実習
フリーマーケット
「こどもの日」小学生無料キャンペーン

●

●

土～日
火～水
─
土～火・祝
日～月・祝
月・祝
火・祝
水・祝

潮騒市場
KAMOGAWA BAUM

江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
清澄
清澄寺
☎04-7094-0525
江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
長狭
みんなみの里
☎04-7099-8055
江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
天津小湊 鯛の浦遊覧船
☎04-7095-2318

なでしこリーグ1部 オルカ
市原市
vs ニッパツ横浜FCシーガルズ
5/15
土
親子 de マルチスポーツ教室
鴨川
5/20
木
鴨川石造物百選をめぐる ～大山地区～ 天津小湊
5/22
土
はななかふぇ
鴨川
5/23～24 日～月 清澄の苔で作る苔玉ワークショップ
清澄
5/27
木
慈母観音大祭
天津小湊
スターキャンプ鴨川 ～春の星空観察会～
5/29
土
ウェル KAMO サイクル・ツアー
鴨川
バイクの日イベント
５/29～30 土～日
江見太海
バイク体験＆特製弁当販売
なでしこリーグ 1 部 オルカ vs 伊賀 FCくノ一三重
5/30
日
関東女子ビーチサッカーリーグ 2021 鴨川
開幕ラウンド
6/12
土
ヒメボタルに愛隊（夜の森の観察会）天津小湊
6/12～13 土～日 周年祭記念キップ販売
江見太海
6/13
日
周年祭販売＆トマト苗プレゼント
6/15
火 「県民の日」割引キャンペーン
6/16
水
ヒメボタルに愛隊（夜の森の観察会）天津小湊
6/19
土
ヒメボタルに愛隊（夜の森の観察会）
6/20
日
フリーマーケット
江見太海
6/23
水
ヒメボタルに愛隊（夜の森の観察会）天津小湊
なでしこリーグ1部 オルカ vs 大和シルフィード 袖ケ浦市
6/26
土
はななかふぇ
鴨川
7/1〜7
木〜水 七夕飾り(長狭こども園園児作品他)
長狭
7月上旬～8月中旬
─
ひまわり鑑賞会
江見太海
2020 東京五輪 女子サッカー海外代表
7/7～17 水～土
鴨川
チーム事前キャンプ
なでしこリーグ 1 部 オルカ
千葉市
vs スフィーダ世田谷 FC
7/10
土
はななかふぇ
鴨川
7/15
木
アジサイハイキング
天津小湊
7/21～22 水～木・祝 清澄妙見宮大祭
清澄
7/22
木・祝 「海の日」小学生無料キャンペーン 天津小湊
7/22～24 木・祝～日 鴨川産牛乳で作った「ジェラード試食販売」 江見太海
7/22～8/31（予定）木・祝～火 鴨川ウォーターアイランド
天津小湊
7/24～8/1 土～日 Kozuka Art Festival 2021
長狭
7/29
木
鴨川市納涼花火 鴨川大会
鴨川
7月下旬～8月下旬
海水浴場開設期間
市内
7月下旬～9月上旬
夏のフルーツトマト狩り体験
江見太海
連夜の花火 in 天津小湊
8/1～20 日～金
天津小湊
キッズビーチ
8/1～31 日～火 夏休みネイチャークラフト教室①～④
みっ子ちゃんの特製串焼き販売
土～
8/7～9
鴨川産牛乳で作った「ジェラード試食販売」 江見太海
月・祝
特製かき氷販売
8/10
火
灯籠流し
（海施餓鬼会）
天津小湊
8/12
木
江見納涼花火大会
江見太海
8/13〜15 金～日 ジャンボかぼちゃ記念撮影会
長狭
8/14
土
夏休み星空観望会
天津小湊
8/15
日
フリーマーケット
江見太海
5/8

●

─

土

ゼットエーオリプリ
スタジアム
鴨川令徳ビーチコート
内浦山県民の森
亀田医療大学学生会館
工房きよすみ＆カフェ
日澄寺
内浦山県民の森
鴨川市総合運動施設発着

☎04-7092-1114
☎04-7095-2821
☎04-7099-1211
☎080-7219-4455
☎04-7094-0132
☎04-7095-2821
☎04-7092-1114

道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
鴨川市陸上競技場
鴨川令徳ビーチコート
内浦山県民の森

☎04-7095-2821

道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
鯛の浦遊覧船

☎04-7095-2318

内浦山県民の森

☎04-7095-2821

道の駅鴨川オーシャンパーク
内浦山県民の森
袖ケ浦市陸上競技場
亀田医療大学学生会館
みんなみの里
道の駅鴨川オーシャンパーク

☎04-7096-1911
☎04-7095-2821

☎04-7099-1211
☎04-7099-8055
☎04-7096-1911
☎04-7092-5111
鴨川市総合運動施設
（スポーツ振興課）

フクダ電子アリーナ
亀田医療大学学生会館
内浦山県民の森
清澄寺
鯛の浦遊覧船
道の駅鴨川オーシャンパーク
内浦海岸
アートガーデン・コヅカ
前原・横渚海岸
海水浴場
道の駅鴨川オーシャンパーク

☎04-7099-1211
☎04-7095-2821
☎04-7094-0525
☎04-7095-2318
☎04-7096-1911
☎04-7095-2218
☎080-5475-4931
☎04-7092-0086
☎04-7093-7837
☎04-7096-1911

鴨川市観光協会
天津小湊支部

☎04-7095-2218

内浦山県民の森

☎04-7095-2821

道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
誕生寺
江見海岸
みんなみの里かぼちゃ展示畑
内浦山県民の森
道の駅鴨川オーシャンパーク

清澄
四方木
便り

１dayシェフ・ワーク
ショップ企画満載！

カ モ ち ず

工房きよすみ＆カフェ 全 F-2
「工房きよすみ＆カフェ」では２月よりワンプレー
トランチが始まり、季節野菜のスパイスカレー
を提供中です。
４月からは月に数回外部の方に
シェフとして参加いただく「１dayシェフ」企画
がスタート。4月4日(日)・25日(日)は市内在住
釣り好きシェフの「鴨川の地魚天ぷら定食」が出
されました。手作り雑
貨製品も、つる籠、和
布のバッグ・御朱印帳
入れ、裂き織り、ペー
パークラフト、
トール
ペイントなど素敵な作
品が入荷していますの
で、ぜひ参拝がてらお立ち寄りください。
★募集｜清澄の苔で作る苔玉ワークショップ
5月23日(日)・24日(月)
参加費 ￥2,000（材料・
ドリンク込）
＊６月は裂き織りワークショッ
プの予定
●お申込み・お問合せ
☎080-7219-4455
（文：地域おこし協力隊 亀谷）

2021年かも夏

☎04-7095-2621

7/29(木)

☎04-7099-8055
☎04-7095-2821
☎04-7096-1911

8/1(日)～20(金)

美容室リミックス
アーツパソコン教室
大和田幸恵氏

買取

鴨川 エリ
ア

花火大会▶

鴨川市納涼花火鴨川大会

カモちず
エ B-4

連夜の花火in天津小湊

ア E-2

8/10(火)

小湊

ア E-2

8/12(木)

江見納涼花火大会

全 D-5

鴨川ウォーターアイランド（内浦海岸）

ア E-2

鴨川シーサイドBBQ（前原横渚海岸）

エ B-4

天津小湊 エリ
ア

江見太海 エリ
ア

ビーチイベント▶

花火＆ビーチイベント

7/22(木・祝)
～8/31(火)
（予定）
天津小湊 エリ
ア

未

定

鴨川 エリ
ア

灯籠花火

写真・絵素材提供／室井翼氏 鈴木貴志氏 高橋誠氏 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

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

文化勲章や野間文芸賞などを受賞した丹羽文雄が、笑いを取り入れながら老後の母を描いた短編。昭和31年（1956）に雑誌『群像』に掲載されました。国道１２８号線バイパスができる前の東条地区の松林などの描写があります。

と き

発行／ 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）

KamoZineこぼれ話

〈応援団についてのお申込・お問合せ〉 KamoZine 編集部 ☎ 04-7092-1114（ウェルネスポーツ鴨川）

KamoZine 編集長の視点で語る、地域メディアドキュメンタリー

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

メディアが地域を変える瞬間〜かもナビ物語〜 ❹

須金理容室
タムラ
風雲
新倉
斎武商店
「和」だいこん
ヘアーサロン イトウ
斉藤薬局
波太オルビス

ホームページをひとつに、
心をひとつに

＊１口あたり最新号を 10 部進呈いたします。

かも春の学校行事（5 ～ 8 月）

※新型コロナウイルス感染対策等により、日程変更・規模縮小・中止になる場合があります。

鴨川シーサイドドッグ
鴨川農家民泊組合
トレーニング・ガーデンホテル しみず動物病院
日暮晃一氏
鎌田製菓
くわっせ～鴨川（佐々木商店）
定食屋「舫」
農家民宿 穆の里
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
あぶらや食堂
リラクゼーション海里

●応援くださる方
１口 2,000 円

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

各団体の思惑がぶつかり合う、紛糾した会議を終えて、
事務局を務めている商工会の女性職員はひどく落ち込んだ
ようすだった。しかし、なんとしてもこのプロジェクトを
成功させなければならない。私も正直状況の厳しさを認識
せざるを得なかったが、反骨心を奮い立たせ、半ば空元気
気味に語った。
「我々の目標は『プロジェクトＸ』（当時ＮＨＫで放映され
ていた、挑戦的な事業に携わった人を取り上げるドキュメン
タリー番組）に出ることです。すんなり進んでたら、ネタも
ないし、おもしろくないじゃないですか！」
なんという強引な発想なのだろうか。それでも、妙にメン
バーはそのことばに勇気づけられたようすでもあった。
このプロジェクトの合言葉は「ホームページをひとつに、
心をひとつに」
「おらが、おらが」（オレが、オレが）のこの街で心をひ
とつにすることは容易いことではないかもしれない。でも、
究極的にはみんな地域を良くしたいはず。みんなが正論なの
だ。まずはみんなの想いをしっかりと受け止めた上で、目指
す方向は同じなんだ、ということを丁寧に確認して進んでい
こう。
衝突したからこそ生まれる信頼関係もある。反対意見を述
べることは勇気のいること。地域のことを強く想うからこ
そ。そんなことに気づいてから、徐々にプロジェクトチーム
は一つにまとまっていった。
（つづく）

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
料理｢石川｣
入江裕一氏
亀屋本店
大場蘭園
四井商店・四井保険事務所

▶Hello! 四方木
http://yomogiyomogi.jp/

※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。

賛助
スペインレストラン
パエジェーラ
寺尾自動車整備工場

カ モ ち ず

四方木ベイスしたなおい 全 F-1
2021年3月末で地域おこし協
力隊を卒業となりました。自然に
囲まれた四方木地区ではさまざ
まな発見と、地域に住まうみな
さんの豊富な知識、やさしさに触れることができまし
た。任期途中から参加ということもあり、短い期間で
はありましたがたくさんのことを勉強できました。四
方木の活動はFacebookで発信していますので、引
き続きチェックしてください。１年間ありがとうござい
ました！ （文：前・地域おこし協力隊 我如古悠樹）

エリ
ア

KamoZine を応援してくださっている方々（かも春号）

秋山商店
サン建築総合事務所
長谷屋商店

ますます四方木から目が
離せない！

【運動会・体育祭】
5/15（土） 鴨川小・田原小
5/22（土） 江見小・東条小・西条小・長狭学園・
天津小湊小
5/29（土） 鴨川中・安房東中
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参観者
について制限がかかる場合があります。
詳細については、各学校に確認ください。
4/20（火） Ｐマン＆ぴーにゃっつ×カモガワ
【フリー参観】
〜6/30（日）
6/19（土） 田原小
バウム コラボカフェ
鴨川
【PTA廃品回収・資源回収】
カ モ ち ず
5/10（月） 東条小・田原小
潮騒市場 KAMOGAWA BAUM エ B-1
5/11(火)・6/ 8(火)・7/13(火) 天津小湊小（浜荻・天津地区）
5/18(火)
・6/15(火)・7/20(火) 天津小湊小（内浦・小湊地区）
潮 騒 市 場 内 、バウムクー ヘン 工 房＆C a f e
5/21（金） 鴨川小
「KAMOGAWA BAUM」(カモガワバウム)に 6/ 5 （土） 西条小・長狭学園(主基地区）
て千葉県の人気ゆるキャラ
『Pマン＆ぴーにゃっ 6/ 6 （日） 長狭学園(吉尾地区）
つ』
とのコラボカフェを開催！ バウムを使った 6/10（木） 東条小・田原小
6/12（土） 長狭学園(大山地区）
Pマン、ぴーにゃっつの新作カフェメニューや、 7/12（月） 東条小
描き下ろしイラストを使用した限定グッズも販 【シスター合唱コンクール】
7/ 7 （水） 鴨川中
売します。
【救急法講習会】
7/ 2 （金） 天津小湊小
★詳細はウェブ・SNSをチェック！
7/ 9 （金） 田原小
https://kamogawabaum.com/
【ＰＴＡ美化作業】
5/ 7 （金） 天津小湊小
5/ 8 （土） 田原小・長狭学園
5/16（日） 鴨川中
5/20（木） 安房東中
8/29（日） 東条小
【鴨川七里種まき】
7/19（月） 天津小湊小（２年）

天津小湊 エリ
ア

多聞寺
亀田酒造
鮨 笹元

かも夏号（通算第37号）

