KamoZine

かも春号（通算第39号）

2022年（令和4年）1月１日

編集／ KamoZine 編集部

ウェルネスポーツ鴨川

亀田医療大学

オルカ鴨川 FC 鴨川観光プラットフォーム

未来へつながる。
ロマン都市・鴨川
人々の価値観が大きく転換したいま、
新しい時代のあり方を求め、
鴨川では新たな挑戦がはじまろうとしている。

スバルが鴨川にやってきた！

自動車メーカー・SUBARUが市内に
「SUBARU里山スタジオ」
を

SUBARU里山スタジオ

オープンするなど、
企業活動の場も変わりつつある。

本州で初日の出を最初に拝める鴨川の地。かつて清澄山・旭が森で

自動車メーカーの「SUBARU」が2021年8

まさに日出る国の日出る処から、新しい年をスタートし、

スバル車が走る自然のフィールドをリアルに体

全 C-3

月、鴨川市に「SUBARU里山スタジオ」を開

生誕800年を迎えた日蓮聖人が朝日を浴びながら開眼したように、

設しました。敷地にはオフロードや森が広がり、
感できる場所としてメディア向けに活用されま

時代のプロトタイプを創造していこう。

す。スバル広報部によると「秘境の雰囲気があ
りながら、都市部から訪れやすい場所が、他県
も含めて他にはなかなか見つからなかった」と
いいます。

1/8（土）
〜3/6（日）

スタジオは細野地区の嶺岡自然キャンプ場跡

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 1/8(土) 2/6(日)・13(日)・20(日)・27(日)
●運行時間 10:00～15:00（荒天運休）
●乗車料 １名 ￥200

鴨川 エリ
ア

●期間 2022年１月8日（土）～3月6日（日）
9：30～15：00
●場所 鴨川市役所先の田畑
カ A-2
●花摘み体験10本 ¥150

地を活用する形で作られました。キャンプ場は
2015年に閉鎖、土地は鴨川市から区民に返還さ
れ、同地区では跡地を活用できずもったいないと
思っていたところ、スバルからの申し出があった

公式インスタグラム フォトコンテスト（期間中）
ハッシュタグ #菜な畑ロード2022 でとっておきの
写真を投稿しよう。
入賞者には、豪華プレゼントをご用意！

※天候により、花摘み・イベント・ミニトレインが
中止になる場合がございます。
開花状況確認 ▶
[イベント・特典情報]
1/8(土) 11:00〜11:30 オープニングセレモニー

そうです。現在、スバル広報部関係者が地区の方
たちの協力も得ながら手作りでスタジオ整備を続
けています。

鴨川で撮影されたスバル車に、注目してみてくださいね！

https://twitter.com/nanabatakeroad

オフィシャルサイト ▶



ワカンナイ45分

◆スタジオは一般公開をしていませんが、スバルでは今後、車ユーザーや市民の方々との
関係づくりの場に活用できないかと模索しているそうです。手始めに、スタジオ周辺の「里山
ウォーキング細野元名コース」を、スバルが中心となって再整備しています。
◆SUBARUが鴨川を取材した
すばる星空倶楽部
「すばる星空倶楽部」の記事もCheck it out !

11:30～ ミニトレイン先着100名様無料乗車
チーバくん＆たいよう君と記念撮影

https://nanabatake.jp/

谷口義明（放送大学教授／銀河天文学）

今回の主人公はミュージシャンの井上陽水です。陽水の名曲の一つに『ワカンナイ』があります。この歌は賢治の『雨ニモマケズ』へ
のアンサーソングです。「デクノボーと呼ばれてもよいですか？」こう問いかけるこの一曲だけで、陽水が賢治の作品に大きな関心を
持っていたことがわかります。
ところで、『雨ニモマケズ』へのアンサーソングのタイトルが、なぜ『ワカンナイ』なのでしょうか？ 確かに陽水は歌の中で“賢治の時代がわか
らない”とは言っています。しかし、なんとなく割り切れない気持ちを持っていました。そんなある日、賢治の童話『種山ケ原』を読んでいたら、
面白い言葉に出くわしました。それは“わがんなぃ”という言葉です。“わがんなぃ”は“わかんない”を岩手弁で言ったものです。なるほど、陽水は
『種山ケ原』を読んで、この言葉を気に入ったのだろうか？ そう思った次第です。
さて、井上陽水の歌の中に、一つ気になる歌があります。それは『背中まで45分』
という歌です。男女がホテルのロビーで出会います。そして、男性の手が
女性の背中に触れるまでの時間が45分。そういう歌なのです。ここでの疑問は「なぜ45分なのか？」ということです。いかにも中途半端な時間です。
しかし、またまた思いつきました。『銀河鉄道の夜』の終わりに起こった悲しい出来事を振り返ってみましょう。

・
・
・俄かにカムパネルラのお父さんがきっぱり云ひました。
「もう、駄目です。落ちてから四十五分たちましたから。」
『【新】校本 宮澤賢治全集』第十一巻

スタジオ内にある、ウォーキングマップ看板（鴨川
市農林業体験交流協会設置）。現在は道が荒れて
いるそうなので、歩く場合は十分に注意しましょう。

短歌・短唱

なんと、この文章の中に“四十五分”が出てくるのです。
じつは、もう一つ気になる歌があります。それは『御免』です。知り合いが自宅を訪れてくれました。しかし、も
てなすものが何もありません。そこで、ごめんなさいというわけです。歌のモチーフとしてはかなり奇妙な感じが
します。そこで、また賢治です。賢治の書いた手紙の中に、次のようなものがあります。

宮沢賢治をフィーチャーした
“デクノボーこけし”。
宮沢賢治記念館前にある“工房 木偶乃坊”で、
15年ぐらい前に購入したもの。

不12 〔日付不明〕 沢里武治あて 封書 〔封筒なし〕
先日は折角訪ねて下さったのに病后何かにうちへも遠慮で録なおもてなしもせずまことに済みませんでした。・・・
『【新】校本 宮澤賢治全集』第十四巻 短歌・短唱 本文篇、464頁（筑摩書房、1996年）

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

谷口義明教授の著書
「天文学者が解説する宮沢賢治
『銀河鉄道の夜』と宇宙の旅」

10名様プレゼント！

本文篇、170頁（筑摩書房、1996年）

なるほど、“御免”です。さすがに、これは考えすぎでしょうか。 鴨川市に天文台をつくろう会

新春お年玉
プレゼント

鴨川星空浪漫飛行に寄稿くださっている谷口
義明教授より、読者のみなさんへお年玉プレ
ゼントとして著書を提供いただきました。ドシ
ドシ！ご応募お待ちしております！
●応募方法 応募フォームより、パソコン・スマー
トフォンでアクセスして、必要事項をご記入の
上、ご応募ください。
http://www.kamonavi.jp/wt/kz2201P01S01

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。

●応募〆切 2022年2月28日(月)
●抽選
2022年3月上旬
●当選発表 発送をもってかえさ
せていただきます。

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

清澄には鬼退治の伝説があるらしい。

☞ 解説は2 面
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温故知新の環境都市・鴨川へ
ながさまい

チッコカタメターノ〜嶺岡牧が育んだ食文化〜

「かも住」ウェブサイト

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。

鴨川豆知識

その昔、慈覚大師というお坊さんが清澄を訪れ、露地山で修行している際、雞莽山に住んで悪さをしていた鬼（妖魔）を退治したそうです。
退治した道具を埋めた山は独鈷山、守り神として不動を祀った山は金剛山として、
「清澄八山」と呼ばれるようになります。

ゆめ！未来の鴨川へ ─ 

加藤登紀子

次女のYaeが「酒は大関」の
バトンを！

一九七〇年に私が歌い始めた大関酒造の

CMソング「酒は大関」を、今年Yaeが

歌っています。三十秒のテレビスポットと、

五分ほどのプロモーションの映像を撮影した

のは、「鴨川自然王国」と、釜沼の古民家カ

一昨年の台風十五号の被害を受けた古民家

フェ「したさん」。

をみんなで再生する活動「小さな地球」プロ

ジェクトが去年買い取って再生させたカフェ

「したさん」に、小さな子供から長老までワ

イワイと集まって楽しい酒盛りのシーンを撮

影しました。

私達の考えたコンセプトは「新しい時代の

大関さんのキャッチコピーは「歳月を重

大きな家族」。

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 

日蓮にまつわる話・その三
傷を負った日蓮

「小松原の難」（前号で紹介）で東

条景信に切りつけられ、左腕を折

り、眉間に傷を負った日蓮は、槇の

木に降りた鬼子母神のおかげで、あ
やうく命拾いをすることができました。

日蓮は、まだ景信の残党が残っているかも知れないと、工藤

吉隆の家来である北浦兄弟に護衛され、傷を負ったまま小湊に

向かいます。鴨川には、その途中で傷を癒そうと立ち寄ったと

言われる話がいくつか伝わっています。

蓮華寺（西条・花房）の入り口には、日蓮が傷を洗ったと言

袈裟山掛松寺（東条・広場）には、北浦兄弟が、日蓮の袈裟

われる傷洗い井戸「御疵洗之井戸」があります。

を脱がし、そばにあった松に掛けて傷の手当てをしたという話

が残っています。この寺の近くには、袈裟を松にかけ、長い一

夜を過ごしたと伝わる「夜長川」と呼ばれる川もあります。

日蓮はこの後、多聞寺（天津・浜荻）の前の井戸でも傷を

洗ったと伝えられています。この傷洗い井戸の前には、日蓮が

さて、傷が治らぬまま日蓮は、小湊に向かいます。その途中、岩

腰掛けたとされる石もあります。

高山の谷間のわき水で傷の手当をしようとしたところ、不思議な

ね、未来を醸す」という荘重なものでした

が、ちょうど五十年前、みんなが田舎を離れ

ことに、そこの砂を傷に塗ると血が止まったそうです。

都会に出て行った頃から半世紀、今、田舎暮

少し安心をし、近くの岩屋で休んでいますと、おばあさんが

通りかかりました。おばあさんは、眉間に怪我をして隠れてい

らしに新しい生き方を目指し始めた若者たち

に未来を託したいと考えました。

日本の発酵文化が健康や環境、いろんな意

古民家カフェ「したさん」の一角にある蔵

に、加藤登紀子の書陶作品を常設する「ギャ

ラリーくら」も開きました。ぜひ遊びに来て

る日蓮に驚き、着ていた自分の綿入れの中から真綿を取り出

し、綿頭巾としてそっとさしあげたそうです。傷を負いながら

逃れ続けてきた日蓮にとって、この綿帽子はどんなにか温か

く、体も心も安らいだことでしょう。

味で再評価されている今、土に根ざした暮ら

こうして無事に小湊にたどり着いた日蓮は、その後、多くの

カ モ ち ず
全 E-4

ください。

登紀子さんとYaeさん「ギャラリーくら」の前で

大正天皇即位の大正4年からこの外苑の整備事業
がスタートしたのと同じ年に主基村（千葉県鴨川
市北小町）では明治天皇大嘗祭のゆかりの主基田
であることを末永く後世に伝えようと記念した碑
が建立された。
☀
昨年、明治大嘗祭から150年を迎えた明治の悠紀
（山梨県甲府市）と主基のゆかりの地では、コロ
ナ禍のため相互の交流は実現しなかったが、今年
は次の150年に向けてその栄誉を後世に伝えよう
と交流事業が有志によって企画されている。
難を乗り越えながら、「法華経」を広め、六十一歳の生涯を終

名馬がいたの？
鴨川市と館山市を結ぶ路線バス「館山鴨川線」の
沿線には、
『名馬橋』
というバス停があり、バス停
近くには、実際に「名馬橋」という橋があります。
かつて、石橋山の戦いに敗れて安房に逃れた源
頼朝が、再挙を図って太夫崎（現鴨川市江見太
夫崎）まで来たときに、洞穴で黒い毛並みの立
派な馬を見つけ、地名をとって「太夫黒」と名付
けたという説があるそうで、洞穴前を流れ、その
馬を洗った小川を「名馬川」。その川の上に架か
る橋が「名馬橋」ということだそうです。
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。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！
●お問合せ 日東交通㈱ 鴨川営業所
☎ ０４-７０９２-１２３４ http://www.nitto-kotsu.co.jp/

妙法寺の祖師堂の向拝の龍（波の伊八）

73歳で没した「初代 波の伊八 」 2024(令和6)年に没 後
20 0年を記念して、伊八のキャンペーンを計画しています。
2022年、春と秋の２回、東京にある伊八作品に光を当てて展
示会を行う予定です。第１弾の春の企画は、2022年４月に東
京杉並区の堀之内「妙法寺(日蓮宗)」で伊八の写真展を開催す
ることが決まりました。
妙法寺には、初代伊八の制作した祖師堂向拝の「龍五態」や
同欄間の極彩色の「迦陵頻伽(カリョウビンガ)」が伝わってお
り、寺の宝として大切に保存されています。
伊八の写真展は、４月３日(日)から４月１５日(金)まで１３日間、
無料公開されます。公開時間は、午前１０時から午後４時まで
です。この間、祖師堂の伊八作品の鑑賞も可能です。初代伊八
を顕彰している「伊八会」と我々「まちづくり塾」の有志が受
付を担当しますので、ぜひ、東京方面の知人・友人もお誘いの
上、
「波の伊八」の知名度向上にご協力ください。この機会に
龍や波の作品とは異なった伊八の作品を鑑賞してみてはいか
がでしょうか。
第２弾の秋の企画は、寅さんで有名な「柴又帝釈天題教寺」を
予定しています。

写真は大正14年
（1925）
に当時主基村の村長だった
川名傳
（かわなでん）
氏によって宮内庁に寄贈されたもの

しに温かな可能性を広げていきたいと思います。

源頼朝伝説由来の
バス停（２）

4/3（日）〜
4/15（金）

この外苑のシンボルとなっている聖徳記念絵画館
（せいとくきねんかいがかん）には、歴史の教科書
に登場する絵画が数多く展示され、明治天皇の生
涯を日本画と洋画80点の巨大な壁面を通じて紹
介している。その壁画の中に、明治大嘗祭の様子
が描かれている。

えました。

❽

東京都杉並区堀之内 妙法寺で写真展

神宮外苑のイチョウ並木と正徳記念絵画館

最近のTV番組では、山奥でワイルドに暮らす方々がたくさん取り上げられています
ね。当センターの移住相談窓口でも、
「畑を耕して“自給自足”的な暮らしをしたい」
と言う方が結構いらっしゃいます。
ですが、そこでハードルとなってくるのが、
“農地を所有する”という事。
みなさん、なにが？？と思うかも知れませんが、貴重な資源である農地を守るため
「農地法」という法律があり、所有するためには農業委員会の許可を受ける必要があ
ります。その許可取得が簡単ではないのです。
田舎暮らしの物件探しをする際、
“農地付き”と言う場合もあるかも知れません。
後々、こんなはずじゃなかった…とならないために、行政や業者さんなどから説明を
しっかりと聞き、納得の上で進めてくださいね！
また、物件探しをされている方だけでなく、空き家を所有されている方も、
「鴨川市空き家バ
ンク制度」を活用いただくことで、地域の活性化にも繋がるのではないかと思います。
ご相談だけでもお気軽に。
●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
○
まちづくり推進課内
☎ 04-7094-4600 FAX 04-7094-4601
info@furusato-kamogawa.net
バスdeカモ旅

「初代伊八没後２００年
キャンペーン準備」その②

東京オリンピック2020のメイン会場となった国立
競技場のある「神宮外苑」は、日本の近代化を推進
した明治天皇とその皇后、昭憲皇太后（しょうけん
こうたいごう）を記念する施設として整備された。

夢の自給自足生活？！https://www.city.kamogawa.
lg.jp/site/iju/

途中下車の旅

かたぎ

伊八ニュース vol.35 伊八気質でまちづくり

神宮外苑と主基斎田

「面白い！ 良いじゃないですか。すぐにやる方法、ありますよ」、
「安全性って何？ すご
く優秀な食べ物です」。日本最大の乳業メーカーで研究所長をやった知人に、嶺岡牧
地域の食文化であるチッコカタメターノを地元の飲食店で食べられるように活動して
いるが、地元行政が安全性を問題視しているので栄養成分を含め教えて欲しい、とお
願いメールをしたら電話がかかってきて興奮気味に告げられた。それは ❶チッコカタ
メターノ食文化は牛乳豆腐食文化と違うこと ❷嶺岡牧文化の柱であること ❸活力あ
る地域再生の力になること を瞬時に理解され返ってきた答えだった。
2021年改正文化財保護法で、食文化が文化財となった。他地域で羨む食べ物が豊富なのが
安房地域。その中で、チッコカタメターノ食は嶺岡牧物語を構成する食文化。
これを、まず住
民の食生活を豊かにする資源とし、その魅力で地域を元気にする活動が今年も行われる。
●嶺岡牧関連イベント 会場：千葉県酪農のさと
2/14（月）チッコカタメターノ料理教室「檸檬
チッコカタメターノ」プロジェクト
鴨川味の方舟
2/20（日）嶺岡牧エクスカーション「満喫！嶺
岡牧の魅力撮・詠・食・観」
3/ 5（土）嶺岡牧講演会「嶺岡牧の魅力を 料理教室で作る檸檬チッコカタメターノ尽くし膳
磨き活かす」

I WILL
鴨川人❻

すきさいでん

長狭米のシンボル「明治大嘗祭の主基斎田」⑧

嶺岡牧レポート 鴨川のアンコールワット

KamoZine

鎌倉市

かも春（通算第39号）

［3］

2022年（令和4年）1月１日
逗子市
横須賀市

飛び出す！ＫａｍｏＺｉｎｅ

南房総、
ひと足お先に
春を感じるサイクリング
一年を通じて、花が咲き続ける常春の南房総。
ひと足お先に春を感じるサイクリングを楽しめます。
里山・里海の風を感じながら、南房総で走り初め！
！

久里浜港

東京

湾フ
ェリ
ー金谷港
◀

⑰

❶
⑯

三浦市

⑮

道の駅保田小学校発着
自転車ｘ激坂サイクリング
25.8km

距離

473m

⑱

①
❾

南房総（あわの国）サイクルツーリズム協会推奨ルート

②

③

❷

❺

⑥

❹

130km超えの安房エリアの神社巡り
ルート。走る力も授かって、一気に走るも良し、お
泊りで、リピートで参るも良し。房総半島の「パ
ワースポット」を走る。

里山里海サイクリング

申込方法や詳細はこちら

https://www.chiba-cycling.org/cca/

南房総サイクルツーリズム協会だより
クラブハウスにタンデム自転車がやってきた！
クロスバイクやebikeのレンタルを
行っている平群クラブハウスにタン
デム自転車がやってきました。ふだ
んは息がぴったりの２人も悪戦苦闘
…想像以上に難しい自転車です。
試乗もできますのでスタッフへお問
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

クラブハウスに野良猫がやってくる！

鴨川市／
かもチャリ

平群クラブハウスにちょこちょこと
現れるようになった野良猫たち。ひ
と際なつくようになった２匹のご紹
介です。
自転車にちなんだ名前の「クロモリ」
ちゃんと「アルミ」ちゃん。
お 立 寄りの 際 はぜ ひ 探してみてくだ
さい。

キャンプでの焚き火にはこれ！
http://stationride.com/

2021年春・秋に開催されたステーションライドが2022年春
にも開催予定です。コースや日程など、ステーションライド・
ウェブサイトでチェック！
！

いただいた命を有効に利活用したい。
こもの工房KARIKOMI

苅込 太郎さん

★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。

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

「いいね！」で応援!!

館山市／
なぎちゃり

かがやく!
鴨川人

キャンプブームの中、自転車でのバイクパッキングやバイクキャンプ
も流行っております。なるべく荷物を最小限に、と進める中でぜひ
ともお持ちいただきたいアイテムが「焚き火シート」。
焚き火台からの熱や台からこぼれる火
のついた薪など、芝生が枯れたり燃え
てしまうことからの被害を軽減してく
れます。
キャンプサイトにもよりますが、芝生の
キャンプ場では焚き火台の利用と「焚
き火シート」もぜひご検討ください。

館山市／
たてちゃり

RIDE FOR BOSO ステーションライド

深刻な農業被害や生活被害をもたらす有害鳥獣。ジビエ肉
の需要の開拓の難しさなどから、駆除された９割の個体が埋

MOPS
2022年もチーム一丸となってがんばります！
活動レポート 高橋松吉監督率いる「MOPS」を応援しよう！
！
●2021年秋期成績

獣に指定されている獣は、猪、鹿などの大型の個体から、猿、キョン、アラ

9/19(日)
第1回JBCF南魚沼クリテリウム
4位 米田和美
9/20(月・祝) 第6回JBCF南魚沼ロードレース
2位 大堀博美
3位 米田和美
9/25(土)
群⾺CSCロードレース 9月 Day2
5位 米田和美
9/26(日)
群⾺CSCロードレース 9月 Day3
5位 米田和美
10/22(金)・23(土) 第24回全日本選手権
タイムトライアル
4位 米田和美
ロードレース
10位 米田和美

イグマ、ハクビシン、タヌキといったいわゆる「こもの」まで７種。食肉加
工する際の肉になる量、歩留まりの悪さから、なかなか有効利活用が進ま
なかった「こもの」の命に光を当てた。「キョンの肉は深紅の色合いで美
味しく、皮は最高級なので弓道のかけの素材として卸しています」と苅込
さん。今は東京を中心に、京都、福岡のレストランにジビエ肉として卸した
り、狩猟免許取得を目指す方に実際に体験してもらうイベントなどもおこ
なっている。小動物の有効利活用のため、独自の販路を開拓し、日々試行
錯誤を重ねている。

電動アシスト付
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

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）

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

※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

写真右：
（左）大堀選手
（右）米田選手

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）

e-bike 1日￥3，
000

レンタサイクル

写真左：
表彰台
2位大堀選手
3位米田選手

☎ 0470-22-2000

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

東京湾
フェリー
金谷港

との思いで35歳の時、「こもの工房KARIKOMI」を立ち上げた。有害鳥

レンタサイクル

踏み入れた苅込さん。捨てられる命をなんとか生かせないか

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 ○

⑬渚の駅館山
鋸南町／

め捨てられている。成り手不足の狩猟界に、30歳の時に足を

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。

南房総市／
南房総くるくる車ららん

千葉県サイクリング協会（CCA）の主催する里山里海サイクリングが3月に開催さ
れます。温暖な気候に恵まれた早春の南房総では、お花畑には菜の花やポピー、キ
ンセンカなどが咲き誇り、里山では木々や草花が芽吹き始めます。程よいアップダ
ウンの里山や潮風香る里海の南房総を駆け抜けよう！
●開催日
2022年3月下旬
●スタート/ゴール HEGURI HUB（平群ハブ）
南房総市平久里中224-3
●コース
アップダウンありの中級者向け
コース 65.4km
●募集人員 50名
●参加費
CCA会員 ￥2，
000
非会員
￥4，
000

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/

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

3月下旬

⑤

レンタサイクル情報

2022年1～2月 運休
2022年3月～ 運行再開予定
▼運行状況や詳細はB.B.BASE
ウェブサイトを参照

サイクルトピックス

レベル上級

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

安房國神社巡りコース

南房総

1059m

太平洋岸自転車道構想

❻

④

134.7km

距離

⑦

⑫
⑬

⑨

安房國神社巡りコース

⑧

❽
❼

保田川や江月水仙ロード、佐久間ダム公園など鋸南
町の自然を感じながらサイクリングをするルート。
シティサイクルでは登れない坂を登り、今まで体験し
たことのないサイクリングをお楽しみください。

https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/bbbase.html

太平洋岸
自動車道

⑩

レベル中級

道の駅保田小学校発着
自転車×激坂サイクリング

ＪＲ東日本サイクルトレイン

⑪

平群クラブハウス

城ヶ島

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

横山大観の主治医は、鴨川出身だったらしい。

☞ 解説は4 面

❿

［4］ 2022年（令和4年）1月１日

KamoZine

かも春（通算第39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

鴨川市出身の彫刻家・長谷川昻は、上京した際、
「横山大観の主治医をつとめたことがある原進一博士の紹介状」を持っていたそうです。
原進一は、大幡生まれで、東京帝国大学医学部医学科を卒業し、神田・杏雲堂医院や東京大学法医学教室を経て、前原で開業した医師です。

KamoZine

かも春（通算第39号）

2022年（令和4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

鴨川市出身の彫刻家・長谷川昻は、武者小路実篤と知り合いだったらしい。

☞ 解説は6 面

［6］ 2022年（令和4年）1月１日

KamoZine

清澄山道ループ橋、ついに開通！
清澄散歩しませんか？

鴨川でハワイアン気分を！
ホテルマカイ鴨川リゾート&レストラン

カ モ ち ず
全 F-2

重兵衛

平四郎

子供も大人もトキメキが止まらない！

おやつ屋

かうかう

カ モ ち ず
全 E-3

参道の店舗

重兵衛［清澄名物土産物販売］
平四郎［清澄名物土産物販売］
旭 屋［蕎麦、うどん、甘酒、みそおでん、ところてんなど。
土産物販売］
工房きよすみ＆カフェ［日替わりランチ(スパイスカレ
ーまたは里山ランチ)、ぜんざい、季節のデザート、コー
ヒーなど。手作り雑貨・苔玉販売。季節毎にWS開催］

ず

かつて子どもたちにとって駄菓子屋は秘密基地であり、集
いの場、小銭を手に、少しの冒険心で足早に通った場所
だった。コンビニでもお菓子は買えるけれど、それでは
ちょっと味気ない……コミュニティの場が減ったいま、子
どもたちを地域が見守る、古きよき時代の風景を自らで
創りたいと、かねてから憧れていた駄菓子屋のオープンを
決めたそう。おとなたちは、たまには童心に帰ろう。そし
て、子どもたちを地域で育もう。そんな店主の想いがつ
まったおやつ屋さん。温もりが居心地良く、つい長居して
しまうので注意！笑

おやつ屋 かうかう
営 平日 （夏季）11：00～18：00
○
（冬季）11：00～17：30
日祝 11：00～17：00
休 月・木
○
住 鴨川市広場1969青果市場第2倉庫
○
070-4079-5828

癒しの空間でカラダリフレッシュ♪カ モ ち ず
全 D-2
サロン森の小径

ホテルマカイ鴨川リゾート＆レストラン
営 カフェ昼11：30～15：00
○
夜17：00〜21：00
休 水曜
○
住 鴨川市江見東真門168-1
○
☎04-7096-7373
FAX 04-7096-7374
https://www.makai-resort.com

モ ち ず

エ B-2

レストラン・オリーブ
営 土日営業11:00〜15:00
○
平日は予約のみ受付
＊BBQは利用日の3日前まで
に予約
住 鴨川市横渚 808-79
○
☎ 04-7096-7787

寒い時期でもノミ・ダニ予防を
しっかりと
朝起きると身が引き締まるような寒さに、冬の訪れを感じる季節
になりました。みなさんは冬のノミ・ダニの予防をしていますか。

ノミは、普段から室内外を自由に出入りしている猫や、犬の散歩
などで室内に持ち込んでしまうことがあります。部屋に持ち込ま

狩人料理 マタギ
完全予約制
休 不定休
○
住 鴨川市天津3474
○
☎04-7094-1448

オーナーのAndy今村氏はサーフィ
ンや釣りで鴨川に魅了され移住。早
2年半がたった。オリーブでは月イ
チで生バンドを入れ、ジャズやＰＯ
ＰＳなどのミュージシャン、シン
ガーを招いてライブを開催。仲間の
バンドで貸切にしてのパーティーも
できる。夜はカラオケもＯＫ。歓送
迎会やバースデーパーティーなど、
さまざまな利用方法に応
おすすめメニュー/無水で仕上
じてくれる。店の海側の
テ ラ ス 席 は ペ ッ ト も Ｏ げるインドレシピのスパイシー
Ｋ 、 Ｂ Ｂ Ｑ の 利 用 も 可 カリー（❶カキフライカリー❷
能。鴨川の花火大会をテ エビフライカリー❸チキンフラ
ラス席で座って鑑賞でき イカリー)各1,430円(税込)、お
るのも嬉しい。
さしみから揚げ1,320円(税込)

犬猫にも馴染めば思う ⑮

（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）

寒くなってきたから、そろそろ大丈夫と思っていても、実は意外
なところにノミやダニは潜んでいます。

「マタギ」
おまかせコース ￥3,500（税込）

海のエナジーを感じられる楽しい仲間との空間 カ

江見海岸に面するレストラン
マカイは2020年11月18日リ
ニューアルオープン！ 鴨川
のハワイアンジェニックなス
ポットをコンセプトに、食事
は黒毛和牛のサーロイン200g
〜
（¥3,600・税込）焼肉ロース・カルビ100g〜（￥1,000・
税込〜）、ホテルは棟貸し２名から宿泊可能で、全部で８棟
ありレストランでの朝・夕２食付きか素泊まりが選べま
す。フラダンスの発表やハワイアンライブなどの多目的
ホールもあります。ハワイのリゾートを満喫しに来てはい
かがでしょうか。

★人気の駄菓子
ヤングドーナツ ¥40 男の子にはサッカースクラッチ ¥10
女の子にはダイヤモンドリングキャンディ ¥30

天津バイパスの天津ICか
ら清澄方面に向かった先
に、狩人料理のお店「マタ
ギ」がある。2021年12
月より営業を再開した。
平成15年(2003)からオー
ナーで自身も猟師の高橋さ
んが「獲れた獣を大切にい
ただきたい」との思いで開
いた。地元で捕獲された
ジビエと、新鮮な海の幸、山
の幸をいただける。ジビエを
知り尽くした高橋さんならで
はの、豪快な料理は絶品。
完全予約制で１日１組限定。
料理はおまかせのみ。
狩人料理のお店

レストラン・オリーブ

カ モ ち ず
全 D-5

旭屋

平成13年(2001)の着工以来20年の歳月を経て開通したループ
橋。県道市原天津小湊線の難所だった一部が生まれ変わった。海
を臨む鴨川市内観光の後は、このループ橋を通って由緒ある大本
山「清澄寺」を訪ねてみては。日蓮上人が修行を重ねた清澄寺は、
凛とした佇まいの広い境内に「千年杉」と名付けられた巨木があ
り、パワースポットとしても人気。参道には数件の昔ながらのお土
産店と週末限定でオープンしているカフェもある。

囲炉裏端で味わう猟師が提供するジビエ カ モ ち
全 F-2
狩人料理 マタギ

かも春号（通算第39号）

2021年2月にオープンしたばかりの
「サロン森の小径」は完全予約制のプラ
イベートサロン。鴨川出身のオーナー小
原さんは、美容を通じて地元の方に元気
で健康になっていただきたいという気持
ちから開業。森のコテージのような雰囲
気のサロンでは、痛み、赤み、剥離、ダ
ウンタイム無しで肌質改善・再生ができ
る「REVI次世代ハーブピーリング」や、ヒートマットで身体
を芯から温めて新陳代謝を高める「岩盤浴」が好評。再生医療
から生まれた美容で、一度の施術で効果が実感できるとのこ
と。お肌に敏感なあなたへぜひオススメしたい。

●各メニュー料金（税込）
陶肌トリートメント ￥11,000
岩盤浴 ￥4,200（初回お試し ￥2,100）
その他オプション等あり
サロン森の小径
住 鴨川市北小町577
○
P
○駐車場有
070-3768-0593（要予約）

れたノミは、寒い時期、暖房により部屋が暖まることで、活動性
が活発化し、動物達へ寄生することができるようになります。つ
まり、暖かい部屋はノミにとって絶好の生活空間となり、たとえ
冬場であっても室内で感染が成立してしまいます。
次に、マダニですが、春先から夏場は、若ダニが活発に動き出す
季節ですが、房総半島では真冬でもダニを見かけることが多く、
寒い時期だからと言っても安心できません。さらに先日、これま
で主に、西日本で発生していた恐ろしい病気の一つ、重症熱性血
小板減少症候群（SFTS）が、2017年に南房総で発生していた
ことが報告され、関東地方で初の感染報告として、安房地域では
特に危機感を強めています。幸い、感染された方は命に別状は
ありませんでしたが、致死率の高い疾患であり、猫や犬からの感
染事例が報告されている事から、外に出る機会の多い猫や犬で
は、真冬であってもダニ予防には注意を払う必要があります。
ノミやダニの予防は、猫では主に塗布するタイプの薬が、犬では
塗布するタイプと食べるタイプの薬が販売されていますが、処方
薬であるため、動物病院でのみ購入することができます。効果の
持続期間としては１ヶ月程で効果がなくなるものから、３ヶ月程
効果が持続する新しいタイプのものがあります。特に、新しい長
期持続するタイプは、効能外ではありますが、ツツガムシと呼ば
れるこの地域の風土病であるツツガムシ病の原因となるダニの
一種にも効果があることがいくつか報告されています。ツツガム
シは、主に秋から初冬に発生が見られるため、寒い時期にこそ、
しっかりとした予防が必要でしょう。
前述のように、ノミ・ダニの予防薬には色々なタイプがあります。
自分の飼っている猫や犬に合った予防薬はどのタイプか、動物
病院で相談してみてください。
（しみず動物病院

獣医師

清水

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

長谷川昻は、戦後まもなくの頃、毎週のように武者小路実篤宅を訪れていたようです。自分の木彫や絵など様々なものを持参して見てもらい、
待ち時間には実篤の画集などいろいろなものを見せていただいてもいたようです。

篤）

KamoZine
1/8（土）
〜2/27（日）
鴨川 エリ
ア

かも春号（通算第39号）

2022年（令和4年）1月１日

「没後１０年回顧展 長谷川
～大自然と語る心～」

鴨川市名誉市民の長谷川昻先生が平
成２４年（2012）
１月２９日に逝去され
１０年が経 過しようとしています。終
生、郷里である鴨川に特別な想いを抱
き続けられ、数度にわたり鴨川市に作
品を寄贈するとともに、市内をはじめ多
くの作品を残されました。
自然やご自身の心を型に彫ることを目指
された先生の作品を通し、込められた想
いや１０２年の軌跡を振り返ります。
●会期 2022年(令和4)1月8日(土)～
2月27日(日)
エ A-1
●会場 鴨川市郷土資料館
☎04-7093-3800
2/11
（金・祝）
鴨川 エリ
ア

鴨川シーワールド
鴨川市民DAY

世界へはばたけ！

昻

背番号23 MF山田優衣選手
（2000年10月21日生

在籍4年目）

ユニバーサルスポーツ ボッチヤ

Ｑ．鴨川に来て感じたこと・好きなところは？
23山田 新鮮な美味しいお魚が食べられるところが気に入っています！
特にネギトロ丼とマグロ漬け丼をよく食べます！
28大間

28大間

背番号28 DF大間由樹選手
（1995年11月15日生

カ C-1

【みんなが みんなにやさしいまちづくり】最終回

いつでもどこでも声をかけてくださるみなさんがとても温かいところと、
海がきれいでキラキラしているところです。

在籍4年目）

プレーでは大きさを活かしたヘディングが得意です。攻守にわたり、強みを生か
します。それと、いつも元気なところです！

Ｑ．2022シーズンの意気込みをお願いします。
23山田 気持ちを新たに優勝目指して突き進みます！応援よろしくお願いします！
一緒に戦いましょう！
！
28大間

オルカのために全力で闘います！一緒に鴨川を盛り上げましょう！
応援よろしくお願いします！
！

2022シーズン、なでしこリーグ1部は3月に開幕予定です。地域のみなさん、ファンサポーター、支えて
くださるみなさんの気持ちを胸に一戦一戦戦っていきますので、スタジアムで、共に熱く戦いましょう！
応援よろしくお願いします。
2/11
（金・祝）
鴨川 エリ
ア

第4回オルカ菜の姫杯

女子・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千葉
県南部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。
●開催日 2022年2月11日
（金・祝）
●開催地 鴨川市サッカー場
※雨天時、施設内文化体育館

パラリンピックの正式種目であった「ボッチヤ」は、老若男女、障害
の有無にかかわらず、すべての人が一緒に、すべての垣根を超えて競い合えるスポーツです。
ヨーロッパで生まれたボッチャは、重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障害者のために考案されたスポーツで上か
ら投げても下から投げても、あるいは蹴ってもいい。
ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ６球ずつの
ボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づけるかを競
います。投げることができなければ滑り台を専用の勾配具（ランプ）
を使い、自分の
意思を介助者に伝えることでプレーできます。そのことからも、だれもが助け合い楽
しめる「ユニバーサルスポーツ」といえます。
今後、鴨川でも普及し、リーグ戦などで市民が楽しめれば良いと思います。
＊参考 一般社団法人日本ボッチヤ協会 https://japan-boccia.com/
（文／鴨川未来倶楽部NEXT）

ウェルスポ通信⑦

車を使わない「小さな旅」で、知らない鴨川を発見！
全 E-3

鴨川市総合運動施設

文化体育館

コロナ禍で「マイクロツーリズム」という言葉が広まったように、いま、小さな旅が注目されてい
ます。鴨川は人里と自然の距離が近く、そんな旅にぴったりの場所。ウェルスポでは歩きや自転
車だからこそ楽しめる身近な旅を提案しています。
「車を使わない旅」に、今日は出かけてみませんか。

ウェルkamoポタリング

ウェルkamoツアーズ

ポタリングとは、自転車で散歩をするようにのん

その時、その場所ならではの貴重な体験や出会
いをテーマに、ウォーキングやサイクリングのツ
アーを地元ガイドがご案内します。
◆野あそび達人とめぐる、鴨川里山・里海サイクル
里山または里海コースを選択可能。里山コースは
起伏の少ない田園地帯をのんびり走ります。お子
さんとのサイクリングにもぴったり。道端の草花を
探したり、生き物にも遭遇できるかも！
？里海コース
はアップダウンに富んだチャレンジコース。スタート
から4km地点までの登りで標高最上部に達したあ
とは、風を切って木漏れ日の中を走りぬけ、太平洋
と鴨川市を眼下に一望する展望台へ！e-bikeの性
能をフルに実感できるので、電動アシスト付きマウ
ンテンバイクを体験してみたい方にもおススメ。
￥
○参加費￥6,000
（税込）／所要2時間

レンタサイクルで、身近な旅を楽しもう！

びりと走ること。市内にも江見、太海、長狭、天
津小湊、清澄四方木…といった地名があるよう
に、昔から小さな集落があり、それぞれに歴史や
特色があります。ウェルスポではポタリングおス
スメマップをレンタサイクル利用者にお渡しして
います。自転車初心者には心配なアップダウン
も、e-bikeならラクラク！
◆e-bikeポタリング ２時間￥2,500(税込)～
◆レンタサイクルの詳細
▶４面「ウェルKAMOレンタサイクル」参照

▶各参加申込・詳細は公式サイトへG O！!
一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川
https://wellspo.jp/

オルカ鴨川FC 

orcakamogawafc.com

Ｑ．私のプレー、ここを見てほしい！
！
23山田 左右両方蹴れることが武器なので、サイドからのクロスやシュートに注目してほし
いです。その中でもアーリークロスが得意なのでぜひ注目してください！

鴨川シーワールド

2022年も、鴨川市の市制記念日にちなみ、鴨川市民へ無料開放
実施！ 鴨川市在住の証明書をお持ちいただいた方全員、入館
無料で館内を満喫できます。当日のイベント内容等の詳細は、鴨
川シーワールド公式ホームページにてご確認ください。大人気の
動物パフォーマンスや、生き生きとした海の仲間たちの展示をお
楽しみください。
●開催日 2022年2月11日
（金・祝）
●会 場 鴨川シーワールド 鴨川市東町1464-18

［7］

里海コースでは海の絶景が
見られます！

e-bikeと幼児用カート

★レンタサイクルにはKIDS用MTB、e-bikeでけん引する
幼児用カートもあり、ファミリー利用にもおススメ

鴨川発 ! ビーチサッカーチーム
SONNE Kamogawa B.S.

nrise!! ⑥
SONNE Su

だれでも楽しくできる
ビーチサッカー！

カ モ ち ず
エ B-2

鴨川令徳ビーチコート

鴨川発！ビーチサッカーチーム「SONNE Kamogawa B.S.」ではだ
れでも参加できる体験会を随時開催。老若男女、サッカー経験の有無
も問いません。運動不足解消、ダイエットにも！！楽しい仲間たちがお
待ちしています！
●実施日 毎週月・木曜 18:30～20:30 日曜 9:30～12:30
※雨天中止
●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）

medi × kame ―めでぃかめ― 
亀田医療大学生発げんきコラム

“はななかふぇ”再開！

亀田医療大学

カ モ ち ず
エ A-4

“はななかふぇ”が11月から再開しました。感染予防の対策を
しながら開催しております。なお、参加される方は、新型コロ
ナワクチンの接種証明書を持参するよう、ご協力ください。
“はななかふぇ”とは認知症カフェの愛称です。認知症カフェ
は、認知症の方を介護している家族を支援するための取り組
みですが、認知症の方と家族だけでなく、地域住民、専門職
等の誰もが集える場です。特に亀田医療大学で開催している
認知症カフェは、学生が学びを得る場にもなっています。今
回は、認知症カフェに初めて参加した学生がどのような学び
を得ているのかを調査した研究１）結果を紹介します。研究協
力が得られた35名の学生の回答からは、学生が高齢者と実
際に交流する経験が、コミュニケーション能力の向上に効果
的だとわかりました。具体的には、話す相手の状況に沿って
言葉かけをしたり、分かりやすい言葉の表現を選択したり、
話す内容に合わせて声の抑揚をつけたり、参加者と協力して
課題に取り組むなどの能力が向上していました。このよう
に、認知症カフェは学生のコミュニケーション能力の向上に
有効な一つの機会となっていますので、今後も地域の多くの
方が参加することで、学生の学びを支援して頂けたらと願っ
ています。
１）安藤真美他、認知症カフェに参加する看護学生のコミュニケーション能力
向上への効果、日本看護科学学会示説発表、2021．

●開催日

毎月第4土曜日（変動がありますので、8面イベン
トカレンダーをご確認ください。）
●時間
午前9：30～11：30（受付 9：00～）
●場所
亀田医療大学学生会館（食堂のある建物）
※参加費は無料、事前申し込みは不要です。新型
コロナワクチン接種証明書を持参して下さい。
●お問合せ 亀田医療大学 地域連携室
☎04-7099-1211（代表）
※はななかふぇの活動は、亀田医療大学公式Twitterに掲載▶
されますのでご覧ください。

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

村の迷信シリーズ「びわの木を植えると…？」という迷信があるらしい。

☞ 解説は8 面

［8］ 2022年（令和4年）1月１日

KamoZine

Event Calender

2/3（木）

イベントカレンダー

江見・太海

エリ
ア

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

～1/10
～1/11
～3/31
●

●

●

曜日

イベント名称

エリア

月・祝 棚田のあかり
火
鴨川シーワールドウィンターイルミネーション
木
イルミネーション in オーシャンパーク
日本一早い初日の出
元旦祭
（朝７時斎行）
初日の出船
初日の出開運餅投げ大会＆福袋販売

1/1

土・祝

1/2～1/3
1/8～3/6
1/8～2/27
1/8～1/9
1/9
1/16
1/18
1/22
1/23
1/28
1/30
2月上旬～3月下旬

日～月
土～日
土～日
土～日

2月上旬～5月上旬

─

2/1

火

食用なばな摘み
いちご狩り
フルーツ
トマト摘み
いちご狩り
おついたち市

2/3

木

節分会

日

海鮮つみれ汁大会
生こんにゃく作り・新そば打ち体験
鯛供養弁天祭
はななかふぇ
海鮮つみれ汁大会
初不動大祭

●

「小湊さとうみ学校」
プレオープニングイベント

─

●

●
●
●
●

☎04-7094-0525
☎04-7094-0323
☎04-7095-2318
☎04-7096-1911

道の駅鴨川オーシャンパーク
四方木ベイス したなおい
両親閣 妙蓮寺 鯛の浦遊覧船
亀田医療大学学生会館
道の駅鴨川オーシャンパーク
浪切不動尊
小湊さとうみ学校

☎04-7096-1911
☎090-3513-1114
☎04-7095-2318
☎04-7099-1211
☎04-7096-1911
☎04-7094-0800
☎04-7096-6606
☎04-7093-5111

里のMUJIみんなみの里

☎04-7099-8055

鯛の浦遊覧船
鴨川市役所先の菜の花畑
鴨川市郷土資料館
工房きよすみ＆カフェ

☎04-7095-2318
☎04-7092-0086
☎04-7093-3800
☎080-7219-4455

☎090-8313-5611
☎04-7094-0323

江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
天津小湊 誕生寺
☎04-7095-2621
大山不動尊
☎04-7098-0178
長狭
白滝不動教会
☎04-7097-0183
長安寺
☎04-7097-1255
太海海岸
─

太海のおとし

2/4～2/28 金～月 食用菜花摘み体験
2/4～4/20 金～水 花摘み体験
サザエつぼ焼き＆食用菜花汁大会
2/11
金・祝 第 4 回オルカ菜の姫杯
鴨川市民 DAY
2/15〜2/17 火〜木 竹灯籠

●

問合せ先

旭が森
天津神明宮
鯛の浦遊覧船
道の駅鴨川オーシャンパーク

田村農園
天津小湊 天津神明宮

特製恵方巻販売

●

天津小湊

長狭

●

●

江見太海

江見太海
清澄
天津小湊
鴨川
江見太海

●
●

清澄
天津小湊

日の出船
天津小湊
菜な畑ロード 2022 菜の花摘み
鴨川
企画展『長谷川昻 没後１０年回顧展』
ミシン刺繍ワークショップ
清澄

日
日
火
土
日
金

場所

長狭
大山千枚田
☎04-7099-9050
鴨川
鴨川シーワールド ☎04-7093-4803
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

鴨川市総合運動施設サッカー場
─
鴨川シーワールド ☎04-7093-4803
日蓮801年御降誕
イベント実行委員会
手風琴コンサート
（祖師堂）
・花火（内浦湾）出店 天津小湊 誕生寺
☎04-7095-2218
2/16
水
宗祖御降誕会
☎04-7095-2621
2/23
水・祝 海鮮つみれ汁大会
江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
2/23～3/3 水・祝～木 憂国の烈女、畠山勇子遺愛の雛人形と手づくりつるし雛
☎04-7092-3540
観音寺
鴨川
2/26
土
はななかふぇ
亀田医療大学学生会館 ☎04-7099-1211
2/27
日
毘沙門天大祭特別祈祷
多聞寺
☎04-7094-0341
天津小湊
火
おついたち市
天津神明宮
☎04-7094-0323
3/1
土
はななかふぇ
鴨川
亀田医療大学学生会館 ☎04-7099-1211
3/12
土
原木しいたけの菌打ちができるきのこ塾
清澄
四方木ベイス したなおい ☎090-3513-1114
3/19
日
サザエつぼ焼き＆食用菜花汁大会
3/20
江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
月・祝 特製ぼたもち販売
3/21
金
おついたち市
天津神明宮
4/1
☎04-7094-0323
天津小湊
土
なぎなみ祭（年に一度の山開き）
諾冉
（なぎなみ）
神社
4/9
月
開山式
鴨川
鏡忍寺
☎04-7092-0604
4/11
土
千部読誦会
天津小湊 誕生寺
☎04-7095-2621
4/16
清澄
清澄寺
☎04-7094-0525
4/27～4/28 水～木 立教開宗会

清澄
四方木
便り

全 F-2
工房きよすみ＆カフェ
お正月は1～3日営業します。

鴨川

裂き織りWS
１月より毎月２回開催予定(少人数制)。テーブルセンター
や、マフラー、バッグなど制作。詳細はお問合せください。
つる籠WS
２月開催予定。
自然のツルで籠を編みます。

四方木ベイス「したなおい」では、さまざまな田舎暮ら
し体験イベントを行っています。晩秋に行われた「四方
木の晩秋水上お茶会」も250名程の来訪者をお迎え
し大盛況でした。
１月16日(日)には生こんにゃく作り・
新そば打ち体験、３月19日(土)には原木しいたけの
菌打ちができるきのこ塾と、お楽しみいただけるイベン
トが盛りだくさん！
空き家再生リノベーションとして、
したなおい調理室の
増設も行います。ぜひ四方木に遊びに来てください。
●お問合せ
地域おこし協力隊四方木担当 石井
yomogi_ishi@yahoo.co.jp
090-3513-1114

栄

▶Hello! 四方木
http://yomogiyomogi.jp/

工房きよすみ＆カフェ
営金
・土・日・祝（2022年1月～）
○
＊2021年末までは土・日・祝営業
住 鴨川市清澄246
☎080-7219-4455
○

https://www.facebook.com/shitanaoi/

f 清澄377e
▶詳しくは ●

KamoZine を応援してくださっている方々（かも秋号）
賛助

2/27（日）

天津小湊 エリ
ア

毘沙門天大祭
特別祈祷
多聞寺

ア

A-2

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、2月（寅月）2３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

小湊さとうみ学校

ア

E-1

いよいよ２月１日にオープン!!

旧小湊小学校を活用し、コンセプトを
『「学び」
「集
まり」
「見つける」場』、
「地域内外とのスポーツ・
文化交流の促進」をテーマとしたスポーツ等の合
宿施設「小湊さとうみ学校」が、いよいよ2022年
２月１日（火）にオープンします。
旧校舎の交流棟は、客室や浴室のほか、多世代
が交流できる文化交流室などを整備。体育館には
空調設備が完備され、夏や冬でも快適にスポーツ
や文化活動をお楽しみいただけます。屋外のフッ
トサルコートには人工芝が敷かれ、38ｍ×18ｍの
コート３面が設けられています。
３面すべてを利用
すると、
８人制サッカーを行うことができます
（※宿泊事業は2023年4月から）。
施設の詳細については、市ホームページなどをご覧ください。

＊１口あたり最新号を 10 部進呈いたします。

タムラ
風雲
新倉
斎武商店
ヘアーサロン イトウ
波太オルビス

●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。

〈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）

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）
写真・絵素材提供／浦辺守氏 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

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）の
いわし

ひいらぎ

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。

2月3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

カ モ ち ず
ア E-2

初 詣

節分会

全

F-2

初 詣

節分会

全

B-2

初 詣

節分会

全

C-3

初 詣

節分会

カ

B-2

初 詣

全

F-2

初 詣

ア

C-1

初 詣

かも春の学校行事（1 ～ 4 月）
【令和３年度：卒業式】
3/11（金） 市内全中学校（長狭学園（小・中）
を含む）
3/17（木） 市内全小学校（長狭学園（小・中）
を除く）
【令和３年度：修了式】
3/24（木） 市内全小中学校
【授業参観・フリー参観】
1/20（木） 東条小 西条小
1/27（木） 東条小
1/28（金） 長狭学園
3/ 2（水） 天津小湊小
【PTA廃品回収・資源回収】
1/11（火） 天津小湊小（浜荻・天津地区）
田原小 東条小
1/13（木） 鴨川小
1/18（火） 天津小湊小（内浦・小湊地区）
2/ 8（火） 天津小湊小（浜荻・天津地区）
2/10（木） 田原小 東条小
2/15（火） 天津小湊小（内浦・小湊地区）
3/ 3（木） 鴨川小
3/ 8（火） 天津小湊小（浜荻・天津地区）
3/10（木） 田原小 東条小
3/15（火） 天津小湊小（内浦・小湊地区）
【６年生を送る会・３年生を送る会】
※参観者なし・中止の場合あり
2/28（月） 安房東中
3/ 2（水） 長狭学園 鴨川中
3/ 3（木） 江見小
3/ 4（金） 鴨川小 東条小 西条小 田原小
天津小湊小
【令和４年度：始業式】
4/ 6 （水） 市内全小中学校
【令和４年度：入学式】
4/ 7 （木） 市内全中学校（長狭学園（小・中）
を含む）
4/ 8 （金） 市内全小学校（長狭学園（小・中）
を除く）
※日程が変わる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症拡大により中止・変更と
なる場合があります。

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

昔は「びわの木を植えると、病人が絶えぬ」と言ったことがあるようです。特産品を他の地域で植えさせないようにするための知恵と言われています。

と き

鴨川農家民泊組合
しみず動物病院
鎌田製菓
くわっせ～鴨川（佐々木商店）
だいにんぐ友
石黒マッサージ
coteranne
あぶらや食堂
須金理容室

初

KamoZineこぼれ話

買取

１月30日（日）に、小湊さとうみ学校のオープンに
先立ち、記念イベントを開催予定です。詳しくは、
かもがわナビなどで追ってお知らせします。ぜひ、
ご来場ください。
●お問合せ 小湊さとうみ学校（鴨川市スポーツ振興課）
☎04-7096-6606
または☎04-7093-5111

A-2

KamoZine 編集長の視点で語る、地域メディアドキュメンタリー

美容室リミックス
アーツパソコン教室
大和田幸恵氏

プレオープニングイベントを開催！

エ

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23日（水・祝）〜３月3日（木）
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

メディアが地域を変える瞬間〜かもナビ物語〜 ❻

スペインレストラン
パエジェーラ
寺尾自動車整備工場

天津小湊 エリ
ア

観音寺

C-6

「最後まで反対だった人が…」

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
定食屋「舫」
食事処なかむら
磯料理 うおまさ
竹栄接骨療院
主基グラススタジオ
リラクゼーション海里

カ

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

十月一日、
制作部隊の寝る間も惜しんで進められた突貫作業に
より、
ついにかもナビはグランドオープンの日を迎えた。
この日私はメンバーに向けてメールを送信した。
「無事、
本日『かもがわナビ』をグランドオープンいたしました。おめ
でとうございます！そして、
ありがとうございます・
・
・ホームページ
をひとつに、
力をひとつに、
心をひとつに、
とみなで理念を共有して、
それぞれが役割を果たし、
進めてきた努力が結実したのだと思い
ます・
・
・
「かもがわナビ」はまだ本当のスタートラインに立ったに過
ぎません・
・
・これからが本当の勝負です・
・
・今度は「かもがわナビ」
を活用しつつ、
最終的な目標である、
新しい鴨川の「街づくり」
に突
き進んで参りましょう。
・
・
・新しい補助金を一切申請せず、
既存の財
源の中で、
みなさんで知恵をしぼり、
力を提供し合いながら、
自分
たちの手で作り 上げる過 程はそれこそたいへんだったと思います
が、
必ずや近い将来に大きな財産となると思います・
・
・この数ヶ月、
『 かもがわナビ』
に携わらせていただいて、
みなさんの気 持ちの変
化、
燃え上がる情熱、
そして鴨川が変わっていくかもしれないとい
う期待感、
鳴動というものをいまひしひしと感じています・
・
・」
この二日後に城西国際大学観光学部で行われた、
とあるシンポジ
ウムで、
かもナビの完成を報告し、
私のメールを代読した、
苦労を共に
したかもナビ実行委員会の事務局員の女性は号泣し、
途中から観
光協会の事務局の女性が代読の代読をするというシーンがあった。
その夜、
懇親会の席で、
当時の観光協会長が私にお酒を注ぎな
がら、
教えてくれた。
「今朝、
完成したかもナビを最後まで反対し
てた理 事に見せたんだよ。彼は、
よくこれだけ すばらしいものを
作ってくれた、
と褒めてくれたよ」 そのことばにこの半年の苦労
がすべて報われた思いがした。
褒めてくれた理事はその後、
このプロジェクトの力強い応援団に
（つづく）
なってくれた。
《追記》文中に登場する当時の観光協会長の加藤さんは、
残念なが
ら昨秋逝去されました。加藤さんがいなければ、
かもナビは実現し
なかったでしょう。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

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

●応援くださる方
１口 2,000 円

太海海岸

鴨川 エリ
ア

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6
ｍ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。

1/30（日）

f 四方木ベイス したなおい
●

秋山商店
サン建築総合事務所
長谷屋商店

太海のおとし

全 F-1
したなおい 魅力的な
体験イベントが盛りだくさん！

清澄寺参道の工房きよすみ＆カフェでは、カフェ営業と手
作り雑貨の販売、植物を愉しむワークショップや地元作家さ
んによるワークショップを毎月開催。
カフェの貸し切りや、ス
ペースレンタルも可能なのでご相談ください。
【ワークショップ
（予定）】
ミシン刺繍WS
プロ仕様のミシンで好きな模様や文字を刺繍します。
●開催日
2022年1月8日(土)・9日(日)
●主催・講師 サイハテ制作所
川名友貴さん(鴨川出身)
ミシン屋フォルテ 加藤悦子さん

多聞寺
亀田酒造
鮨 笹元

2/23（水・祝）
〜3/3（木）

かも春号（通算第39号）

