KamoZine

かも秋号（通算第38号）

おなじみ
“里舞
（さとまい）
”
今年は自主上演

東京から一番近い棚田として、
また最近ではシン・エヴァンゲリオンの
里山シーンのロケ地として知られる鴨川市の大山千枚田。保全活動
から生まれた現代バレエの”里舞（さとまい）”
、昨年はコロナ禍のた
め中止となったが、今年は三密を避け自主上演されることとなった。
NPO法人鴨川現代バレエ団の”里舞”は長村順子団長が22年前
に鴨川市に移住し、里山の自然と共に生活する中で生まれた。里
山のその恵みと感謝、生きとし生けるものへの畏敬の念と賛歌を
地元の子供たちと女性たちを主役に創作した現代バレエとして
2002年の「棚田サミット」で初上演され、毎年行われる大山千
枚田の「棚田の夜祭り」でも人気の演目だ。
●開催日 10月23日（土）
上演100席限定（3,000円チケット購入者のみ入場可）
●会場
鴨川大山千枚田
●お問合せ NPO法人鴨川現代バレエ団事務局
☎04-7092-0634（高梨）
里舞ホームページ http://www.sato-mai.com/

かがやく!
鴨川人

かも秋、

長狭 エリ
ア

いま「里山暮らし」が注目されてきている。

10/23（土）

豊かな大自然に身をおき、自然のリズムの中で生きていく。

日本の棚田百選にも選ばれた大山千枚田を舞台に
LEDライトアップイベント
「棚田のあかり」がスタートします。
幻想的な棚田の雰囲気をぜひお楽しみください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
「棚田の夜祭り」は
今年度中止となりました。
●日 程
2021年10月25日(月)～2022年1月10日(月・祝)
17：00頃～20：00頃
●場 所
鴨川大山千枚田（鴨川市平塚540）
●内 容
LEDライトによるライトアップ
●入場料
無料
●主催者
鴨川棚田の夜祭り実行委員会
●お問合せ 大山千枚田保存会 ☎ 04-7099-9050

里山はいのちを育む空間。実りのおかげも与えてくれる。
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かも秋、黄金色に輝く里山で、新しい時代の息吹を感じてはいかが。

大山千枚田

大山千枚田

長狭 エリ
ア

亀田医療大学 オルカ鴨川 FC 鴨川観光プラットフォーム

棚田のあかり

10/25（月）
〜1/10（月・祝）

城西国際大学観光学部

鴨川里山ルネッサンス
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Photo 水田稔
すきさいでん

長狭米のシンボル「明治大嘗祭の主基斎田」⑦

現代バレエがつなぐ伝統と大地の恵み
昨年、明治神宮鎮座百年を記念して作曲された「"Prayers"祈り」が発表
された。
「となりのトトロ」などスタジオジブリ作品のテーマソングの作
曲で知られる久石譲氏によるものだ。
鴨川のマチュピチュ
この「"Prayers"祈り」の曲にNPO法人鴨川現代バレエ団（長村順子団
長）の手で新たに創作された現代バレエが、その誕生の地である大山千
枚田で初上演されることとなった。
鴨川現代バレエ団と明治神宮のご縁は、一昨年5月に開催された主基斎

主基斎田址
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写真：Y.SAKAI

明治神宮で開催された「ゆき・すきサミット」で
「里舞」を上演 Photo Y.SAKAI

田お田植え祭りに遡る。大正、昭和の時代は、それぞれの悠紀・主基地方では盛大なお田植祭りが開催され、
田舞（たまい）と呼ばれる踊りが大勢の参加者のもと奉納され、その伝統行事は現在まで引き継がれている。
一方、明治時代はこの田舞がなかったことから、鴨川現代バレエ団の"里舞"が明治天皇ゆかりの主基斎田祉公
園のお田植え祭りで奉納されることとなった。伝統行事のお田植え祭りと現代バレエのコラボレーションは評
判を呼びその年の9月、明治神宮で開催された明治、大正、昭和、平成の悠紀・主基地方ゆかりの人たちが一同
に集まった「ゆき・すきサミット」でも上演された。
「久石譲先生のファンとして、その壮大な楽曲に大地と森と精霊をイメージした振り付けをしました」
（長村順子氏）。今年はじめ、鴨川現代バレエ団のスタジオは主基公民館の隣に移転、１０月の初演に向け
てバレエ団員たちの練習も余念がない。

鴨川の未来を開墾しつづけるデュアラー 吉野 禎男 さん

日本酪農発祥の地といわれる嶺岡山。周囲の住民も山の暮らしを
離れ、まさに“ぽつんと一軒家”のように吉野さんの実家はある。
家の周りは畑や木々に囲まれ、すべてが吉野さんひとりの手によっ
て管理されている。
「うちの屋号（暮らす人や商売等の特徴で呼び
合う集落での通り名）は“開墾”っていうんだよ」 屋号が吉野家
代々の暮らしを物語る。雑木が繁茂する藪を切り拓き農地にして
きた。刈り取った草は鶏糞や牛糞とともにたい肥にし、木は家まわ
りに使用する木材にする。近年注目されるようになった「帰農」
「循環型」の生活スタイルを無意識のうちに実践してきた先駆
者である。
もうひとつ、世の中に先駆けてきた吉野さんの暮らし方がある。

二拠点居住（デュアラー）である。70歳まで都内の会社に勤務し
ながら、結婚当初から週末は鴨川へ来て両親とともに農作業をし
てきた。退職後の今でも家族が住む東京へ週に１～２日は戻る。
「妻がたまに鴨川にやってくるのは、美味しい収穫物がある時くら
いだ」と笑う。
吉野さんは農業や里山に関する知識が豊富だ。季節ごとの農産
物の世話や食べ方まで、なんでも自分でするうちに自然と身につ
いた。
「農作物は根っこを下に伸びるようにしてやらないと、夏は
暑さで枯れちゃう」「秋のフキは硬いから長めに茹でるといい」
……。倒木を加工して「家の梁に使おうと思って」と見せてくれた
り、江戸時代からの在来種だという茶葉で淹れたお茶をごちそう

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

してくれたり。そんな吉野さんの家には、
元同僚が東京から家族で遊びに来る。木の上に続くはしごや、枝
からぶら下がったブランコには、子どもたちが登って遊ぶ。
里山での暮らしを、吉野さんは「けじめがついていい」という。今
日は種まきを終わらせて、明日は…と次々とやることがあり、ひと
つひとつ終わらせていくことに小さな達成感を感じる。何をしよう
かな、と悩む日は一日たりともない。
吉野さんが育てた農産物は里のMUJIみんなみの里に並ぶ。９月
のゴボウから、秋野菜はサツマイモ、サトイモなど、11月がピーク
になるという。

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

織田信長の子孫が鴨川にいたらしい。

☞ 解説は2 面
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温故知新の環境都市・鴨川へ
かたぎ

伊八ニュース vol.34 伊八気質でまちづくり

嶺岡牧レポート 鴨川のアンコールワット

「初代伊八没後２００年
キャンペーン準備」その①

〜土蔵に残された嶺岡牧の賑わい〜
「大きな飯台！ 1升？ 2升？」。千葉県酪農のさとで開催されている企画展
「食具が語る嶺岡牧士家の暮らし」で目を引くのが大きな飯台。その横に
は、いろいろな銘々膳とそれにのる漆器が並ぶ。
展示品は、嶺岡牧を管理する牧士家であった石井家所蔵資料だが、石井
家の土蔵には30以上の銘々膳や多数の漆器などが残っていた。これは、
牧士家は嶺岡牧と村の管理者で、大きな宴会が頻繁に催されていたこと
を示している。
近年の嶺岡牧研究で、①日本は江戸後期に内発的産業革命が嶺岡牧・製乳
業から始まったこと、②明治の近代化も欧米と発展類型が異なるアジア型近
代化で、③そこに世界の未来を切り開く鍵があること、が明確となった。この
ことから、嶺岡牧は世界遺産が妥当な文化遺産といえる。その嶺岡牧で大き
な役割を果たしていたのが牧士だが、延べ16牧士家で当時の建物が残るの
は石井家の土蔵のみ。従って、石井家の土蔵は嶺岡牧の生き証人として極
めて重要な文化資産であるが、台風15号で被災し倒壊の危機にある。寄付
等を募り、急ぎ修復をと考えている。

大きな飯台

銘々膳
（宗和膳）

長狭 エリ
ア

里のMUJIみんなみの里

令和６年(2024)12月19日は、73歳で没した初代伊八(武
志伊八郎信由)の没後200年目に当たります。これを記念
して、今年から３年計画で有志により記念キャンペーンを
検討する準備室(仮称)を立ち上げ活動を始めました。
伊八作品のパネル展や鑑賞ツアーの企画、保存や修復の
お手伝い等々、毎月第２水曜日(８月・１月は休会)に担当を
分けて検討を始めました。その結果、手始めに鴨川の西条
地区にある「薬王院」の薬師堂は県の文化財として修復さ
れた経緯もあり、お薬師様として古来より、眼病にご利益
があると信仰を集めてきました。しかし、本堂は傷みも進
み、初代伊八作の欄間「龍虎の勝負」は色彩が施された
作品で、一般公開されていませんが、保全が必要になって
います。
この度、お盆の７月13日に社
寺の関係者との打ち合わせ
を行う事ができ、お寺の行
事としてお盆と正月２日は
檀家の方々も詣でるため、
事前にお断りして鑑賞させ
北部道路
ていただけるようお願いを
鴨川富士
いたしました。また、保存や
▲
打墨神社
薬王院
掃除などのお手伝いの申し
花房山蓮華寺
出も行い、同じような状況 24
の伊八作品を所蔵する社寺
花房
金乗院
に対しても、同様な提案を
181
ローソン
鴨川大日店
続ける予定です。興味のある
波の伊八生誕の地
花蔵院
方はお問合せください。

⑦

今年度も「鴨川七里オーナー制度」を実施して
います。
４月からはじまっ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！
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

※
「波の伊八サイト」http://www.ihachi.jp/でご確認ください。

鴨川のむかし話 

日蓮にまつわる話・その二
小松原の難

これは、一二六四年（文永元

年）、お父さんのお墓参りとお

母さんの病気見舞いのために、

鎌倉から故郷の小湊に帰ったと

きに起きたと言われる日蓮にまつわる話です。

花房（西条）にとどまっていた日蓮は、天津領主の

工藤吉隆に招かれ、弟子を伴って吉隆の館に向かいま

した。

その途中のことです。日蓮は、東条の松原で待ち伏せ

ていた東条景信と家来たちに襲われてしまいます。景信

は、念仏を信じ、日蓮をにくんでいたのです。

降神の槇

鴨川の花火に号泣！

加藤登紀子

去年に続く異変の中での夏、みなさまどう迎え

私もちょっと戸惑いながら迎えましたが、それで

も楽しまなきゃ、の思いで過ごした鴨川での日々、

素晴らしい夏休みを過ごすことができました。

ハイライトは七月二十九日、ヨットハーバー近

くの砂浜から、鴨川の花火大会を堪能させていた

広く人を集めない、という建前での開催だった

だいたことでした。

そうですが、確かに例年よりは人出は少な目でし

波打ちぎわで波の音を聞きながら、打ち上げら

れた花火が水に映る美しさに圧倒されて、今年は

開催に漕ぎつけた市の関係者の方々、花火師の皆

なんだか、号泣してしまいました。

さんに、本当に感謝したい気持ちでいっぱいです。

その後も八月九日に天津のお宿から台風の風の

中の花火に歓声を上げ、八月十日には大山地区

大きな規模の花火大会はほとんど開催できない

た。

今の日本の中で、地域の合意で開催できる、こう

したイベントの有り難さを、声を上げて自慢した

コロナ感染を経験したことで、生き方に大きな

いです。

変化が生まれてくると思います。地域再生の大事

な岐路に立っている、その思いで、この秋を迎え

たいと思っています。

ゆめ！未来の鴨川へ ─ 

カ モ ち ず
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られましたか？

たが、それでも若い人たちは浴衣すがたで嬉しそ

急を聞いて工藤吉隆がかけつけてきました。しかし

うでしたし、十分力の入った貴重な花火でした。

吉隆と日蓮の弟子の鏡忍は切られ、討ち死にしてしま

東条景信は、日蓮を馬上から切りつけようとかかって

います。

きました。とっさに数珠で受けとめた日蓮でしたが、み

けんに傷を受けてしまいました。

なおも切りつけようとする東条景信に向かい、日蓮

は、「南無妙法蓮華経」と大きな声で唱え始めました。

すると槇の木に降りた鬼子母神（『法華経』を信じる者

を守る神）が、きらめく光を発したのです。その光にお

どろいた馬があばれて走り出したため、東条景信はふり

落とされてしまいました。

で、田んぼの畔からすぐそこで打ち上げられる花

こうして日蓮はあやうく助かったそうです。

鏡忍寺に今も大きな姿を見せています。鏡忍寺は、亡く

火に、地元の人たちと精一杯の拍手をおくりまし

鬼子母神があらわれた槇は、「降神の槇」と呼ばれ、

なった鏡忍の名をつけて建てられたそうです。鏡忍寺に

は、寺の宝として、日蓮が刀を受けた数珠と討ち死にし

た鏡忍がつけていた血ぞめの袈裟が残されています。

また、工藤吉隆が討ち死にした所が、東条の西町にあ

る「上人塚」と言われています。

●お問合せ
日東交通㈱  鴨川営業所
☎ ０４-７０９２-１２３４
http://www.nitto-kotsu.co.jp/

鴨川七里®

香るかも秋

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

「日蓮の法難に
由来する」バス停

鴨川市内を運行する「コミュニティバス（南ルート）」の沿線には、
『上人塚』
と
『鏡忍寺入口』
というバス停があります。いずれの名称も、鴨川市小湊で生
まれた中世の宗教家「日蓮」の小松原法難に由来します。
小松原法難は、日蓮一行が地元の武士たちに襲撃を受けた事件です。
（詳しくは右の「鴨川のむかし話」をご覧ください。）
小松原山鏡忍寺は、法難に遭った場所に建立されています。境内では、法難
の際に鬼子母神が降臨したと伝わる「降神の槇（市指定天然記念物）」が大
きく枝を広げ、祖師堂では、初代波の伊八が彫った彫刻を見ることもできま
す。
（※祖師堂内の見学は要予約）
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。
今年は、日蓮が生誕して800年を迎える年。新型コロナウイルス感染症が
収束したら、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 E-3

●日時 2021年9月12日(日)
第12回千葉県ジャンボかぼちゃ大会
9:00～11:30 受付開始・計量
13:00 結果発表会
14:00 撮影会・かぼちゃ購入希望者への販売開始
第４回千葉県長ヒョウタン競技会
  12:00～13:00 計測
14:00 結果発表会
●会場 里のMUJIみんなみの里
●お問合せ 鴨川ジャンボかぼちゃ研究会・千葉県長ヒョウタン研究会
            (事務局)清水 宏 ☎04-7099-8033
            鴨川市宮山1696 里のMUJIみんなみの里内

待崎川

バスdeカモ旅

途中下車の旅

平椀
（蓋付き）

全 C-3

カボチャの重量を競う「第12回千葉県ジャンボかぼちゃ大会」が９月
12日(日)に都市農村交流施設「里のMUJIみんなみの里」で開催さ
れます。全国大会は昨年に続き、コロナ禍により計量会のみとなり、
地方大会である千葉県大会の計量記録が公認記録として認められる
ため、小豆島までかぼちゃを運ばないこととなりました。
ヒョウタンの長さを競う
「第４回千葉県長ヒョウタン競技会」も開催されま
す。千葉県は全国組織である長ヒョウタン競技会の地方大会として公認
を受けてから４年目となり、
ジャンボかぼちゃ大会と同時開催されます。
千葉県勢は、ジャンボかぼちゃの日本一公認記録561.6㎏。長ヒョ
ウタンでも323.8㎝の歴代公認１位の記録をおさめています。
今年は、緊急事態宣言中のため、式典はせず計量会のみですが、
「重さではカボチャ、長さではヒョウタン」とそれぞれ日本一を目
指します！

安永9年、29歳の伊八が制作した竜虎の欄間。一枚のクスから掘り出されている。

房総スカイライン

漆器椀

「第１２回千葉県ジャンボかぼちゃ大会」
並びに「第４回千葉県長ヒョウタン競技会」
計量会実施のお知らせ！

9/12（日）

撮影：加藤登紀子

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

織田信長の七男・信高の子である高重は２千石の旗本となり、その孫・信門は儀式等を取り仕切る高家となりました。領地には東真門が含まれ、塩屋観音境内に供養塔があります。

KamoZine

鎌倉市

かも秋（通算第38号）

［3］

2021年（令和3年）9月１日
逗子市
横須賀市

飛び出す！ＫａｍｏＺｉｎｅ

サイクリングシーズン
里山・里海の風を感じよう！

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

道の駅保田小学校発着
自転車×散歩コース

秋は絶好のサイクリングシーズン。
里山・里海の風を感じながらサイクリングしよう。
見て楽しい、食べて楽しい、巡って楽しい南房総で
リフレッシュ！

10.2km

距離

109m

⑱

①
❾

レベル初級

②

南房総（あわの国）サイクルツーリズム協会推奨ルート

鋸山を前面に押し出したルート。参道口から歩いて
登るもよし、自転車で東口まで登ってから巡るもよ
し、林道 金谷元名線でぐるっと回るもよし。日本
寺をはじめ大仏、千五百羅漢、百尺観音や地獄のぞ
き、鋸山を存分にご堪能下さい。

③

❷

野宮農園
❸

❺

⑥

❹

B.B.BASE内房号
グルメライドコース

両国

レンタサイクル情報

館山 10:23着 → 和田浦11:07着
17：28発 → 本千葉19：00着

9/11（土）
・12（日）11/7（日）
・23（火・祝）

両国

  7：39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

9/4（土）10/24（日）11/3（水・祝）

B.B.BASEが指定席 として購入可能に。
※

るため、この２両の指定席を購入し自転車を持ち込む際は、他の列車と同
様、解体し輪行バッグに入れる必要がありますのでご注意ください。

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

10/9（土）
10(日)

ツール・
ド・ちば2021

房総を駆け巡る「ツール・
ド・ちば2021」が開催されます。16回目を迎える
ツール・
ド・ちば。今回は木更津市を発着地として、表情豊かな海岸線が続
く外房の鴨川、東京湾を望む内房の富津と異なる海の風景を楽しみながら
木更津に戻る１日目と、サスティナブルな複合施設クルックフィールズ、初
秋の湖畔が美しい高滝ダム、走っていて楽しい丘陵地帯の君津など走る２
日目と風景が異なる房総の魅力が詰まったコース２日間です。
●日時・ステージ
Stage- 1：10/ 9（土） 116ｋｍ 木更津～鴨川周回コース
Stage-2：10/10（日） 82ｋｍ 木更津～市原周回コース
●エントリー締切 9月8日(水)
★詳細はURL・QRコードよりチェック https://www.tour-de-chiba.jp/

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

─南房総サイクルツーリズム協会だより─

「平群クラブハウス」が「HEGURI HUB」に生まれ変わりました！
グスペース・シャワー・ゲストハウスがあり、園庭ではソロキャンプ
の利用が可能となりました。サイクリストはもちろん、地元の方、
伊予ヶ岳のハイキングや食事利用の方などたくさんの方の訪問お待ち
しております。

鴨川市／
かもチャリ

サイクリストの憩いの場として知られる旧平群保育所「平群クラブハ
ウス」が生まれ変わりました。施設全体を「HEGURI HUB」と名称を
変え、平群クラブハウスは室名へと名を残します。
施設には引き続きクラブハウスをはじめ、飲食スペース・コワーキン

施 設 紹 介 ※料金は税込み

営 土日祝
○

        9：00～1 8：00
金土日祝・祝前日 9：00～20：00
休 火曜定休
○
¥ 1回15分程度 ¥300
○

[デイキャンプ]
営 9：00〜17：00
○
¥ 月水木金
¥1,000
○
土日祝
¥1,300
[宿泊キャンプ]
営 15：00〜翌9：00
○
（最終受付 〜20：00）
金土・祝前日 ¥2,000
月水木日祝
¥1,500

南房総サイクルツーリズム協会の
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。
f
●

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

●お問合せ
南房総市平久里中224-3
旧平群保育所
休 火曜
☎0470-58-0312 ○

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

※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

第19回JBCF石川サイクルロードレース（2021年7月11日（日））
5位米田和美 6位大堀博美
左：米田選手 右：大堀選手

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

e-bike 1日￥3，
000

レンタサイクル

高橋松吉監督率いる女子ロードレースチーム「MOPS」。暑い夏は過ぎましたが、
2021年のレースをまだまだ熱く盛り上げます！引き続き応援よろしくお願い致します！

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

東京湾
フェリー
金谷港

MOPS
活動レポート

営 月水木
○

■キャンプ／南房総では珍しいフ
リーサイトでのソロキャンプ。房
総のマッターホルンと呼ばれる伊
予ヶ岳を眺 めながら旧 保育 所で
の園庭キャンプをお楽しみくださ
い。

※月・水・木 曜 の ゲストハウス・
キャンプ利用は事前予約のうえご
利用ください
★詳細は下記URL・QRコードよりチェック
https://hegurihub.com/
https://www.facebook.com/
hegurihub/

レンタサイクル

営 9：00～18：00
○
休火曜定休
○
¥
○
3時間 ¥1,000
   ビジター会員
                      1日 ¥2,000
マンスリー会員 1カ月 ¥8,500
法人会員
1カ月¥30,000
ほか

■シャワー
ライドの後には
シャワーを浴び
てリフレッシュ
を。パーク＆ライ
ドとあわせての
ご利用や伊予ヶ
岳ハイキングの
後のご利用もお
ススメです。

営 チェックイン 16:00～20:00
○
チェックアウト10：00
¥ 金土・祝前日 ¥3,500
○
月水木日祝
¥3,000

鋸南町／

■コワーキング／サイクリングやハイ
キング、キャンプなど屋外アクティビ
ティに囲まれ、お仕事の合間にもお
楽しみいただけます。

8：00〜16：00

HEGURI HUB

■ゲストハウス／
日帰りがメインだっ
た南房総でのサイク
リング。前泊など、
さらに南房総をお楽
しみいただけるよう
になりました。二 段
ベッド4床・敷布団2
床の準備がございま
す。

館山市／
なぎちゃり

ポークグリルランチBOX ¥1,250
選べる３品デリBOX ¥800 ほか
営 土日祝 11：00～15：00
○

■クラブハウス／引き続き、南房総
を走るサイクリストをサポートしま
す。車を駐車してのパーク＆ライドや
ちょっとした休憩、ルートの確認な
どお気軽にお立ち寄りください。

館山市／
たてちゃり

■デリ＆カフェ／地元や県内の食材
を使った美味しいお料理を準備して
おります。日によって変わるメニュー
などもございますので何度でもご利
用ください。

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

これまで全席がびゅう旅行商品のプランに組み込まれていま
したが、利用者の要望に応え、６両のうち２両（１号車と２号
車）が指定席として販売されることとなりました。みどりの窓口
や券売機、
「えきねっと」などでお買い求めいただけます。
※サイクルトレインではなく一般の車両として扱われ

⑤

秋の果物狩りの定番・温州みかん。
だれでも大好きな食べやすいみか
ん。野宮農園では10月の早い時期
は極早生品種の「日南1号」、つづ
いて早生品種「興津早生」、普通温
州「青島」
「大津4号」と、主に4種類のみかんを栽培
しており、1月末まで、もぎたてを思う存分食べられ
る、みかん狩りを楽しむことができます。

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

両国 19：38着
B.B.BASE
外房

千倉オレンジセンター

小人 ¥300（3歳以上）
★採れたてレモンを使ったレモンティを無料サービス
★コスモス・野水仙の摘み取り無料サービス
※予約不要 ※持ち帰り・直売・宅配も可
P
住 南房総市千倉町久保1494   無料
☎0470-44-0780
○
○

B.B.BASEの和田浦から館山ルート。海から山間を
抜けて、千倉・白浜・館山と半島の南の海岸線を走
る。食べどころいっぱいのコースで南房総の海鮮や
スイーツをゆっくりと走りながら堪能できる。

  7：49発 → 本千葉  8：31発 → 岩井   10：00着 →

館山 17:09発 → 岩井

レベル中級

期 10月１日～１月31日 9:00～17:00
○
¥ 大人（中学生以上） ¥500
○

平群クラブハウス

運転時刻・運転日

B.B.BASE
内房

510m

みかん狩り〈食べ放題〉

❻
⑨

64.6km

距離

⑦

⑫
⑬

④

B.B.BASE内房号 グルメライドコース

⑧

❽
❼

道の駅保田小学校発着
自転車×ハイキング

ＪＲ東日本サイクルトレイン

太平洋岸
自動車道

⑩

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

北条早雲や北条氏康など、小田原北条氏の子孫が鴨川にいたらしい。

☞ 解説は4 面

❿

［4］ 2021年（令和3年）9月１日

KamoZine

かも秋（通算第38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

北条氏康の五男・氏規の孫にあたる北条氏利が旗本となり、鴨川市内では、横渚、磯村、和泉、八色、南小町にその領地がありました。横渚・観音寺には、供養塔が建てられています。

KamoZine

かも秋（通算第38号）

2021年（令和3年）9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

忠臣蔵で有名な赤穂浅野家の領地が鴨川にあったらしい。

☞ 解説は6 面

［6］ 2021年（令和3年）9月１日

KamoZine

鴨川吉保梅の里で採れた梅がゼリーに！

犬猫にも馴染めば思う ⑭

鴨川吉保梅Ⓡを使ったゼリー（新発売）

（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）

良質な水と澄んだ空気の千葉県
鴨川市長狭地域にある、鴨川吉
保梅の里で栽培した南高梅を
使った一口サイズの梅ゼリーで
す。さっぱりとした上品な味わ
いと、ほのかな梅の香りをお楽
しみください。よく冷やして召
し上がりになると、より一層美
味しくいただけます。可愛い梅
のイラストのオリジナルパッ
ケージは、お土産や季節の贈り
物などにも最適です。

ペットの健康チェック
してますか？

自然×ヨガ～カラダをしなやかに
ココロをかろやかに yoga ananda

カ モ ち ず
全 D-2

12 個入 ¥864
  8 個入 ¥648
取扱店
潮騒市場
☎0120-75-2207
みんなみの里
☎04-7099-8055
鴨川オーシャンパーク  ☎04-7096-1911
鴨川グランドホテル ☎04-7092-2111
鴨川館
☎04-7093-4111
かんぽの宿 鴨川
☎04-7092-1231
鴨川シーワールドホテル ☎04-7092-2121
潮騒リゾート鴨川
☎04-7092-1341
漁眠庵マルキ本館
☎04-7093-2181
販売者 正和物産（株）

前原商店街に新スポットが
OPEN！
Tailors

かも秋号（通算第38号）

カ モ ち ず
エ B-3

主基斎田からほど近く、田園
に囲まれた古民家のヨガ教室
「yoga ananda」講師の畑さ
んは2011年に東京から移住。
ヨガインストラクター経験を活
かし、開業して10年目。アー
ユルヴェーダとハタヨガをベースとして「自然との調和」
に重点を置き、ひとりひとりにあった呼吸法、体位法、瞑
想法を指導している。
四季折々の自然の中で行う「桜ヨガ、ビーチヨガ、紅葉ヨ
ガ」など、ゆるりとリフレッシュ&リラックスできる特別
プログラムも提供。教室からは田園のそよ風と鳥のさえず
りが聞こえてくるのみで、心身を整えるには最適な環境♪
性別・経験問わず、気軽に参加できるので、コロナ禍で疲
れたカラダとココロを癒しに訪れてはいかが？
  ¥1,000（税別）
【体験料金】体験1回
                 月4回（週一）コース ¥6,000（税別）
                 その他チケットコース等あり
yoga ananda

住 鴨川市北小町1168
○

先日、猫の腎臓病における画期的な治療薬の研究開発のための
基金が設立されたことが東京大学から発表され、注目を集めま
した。以前から、人や犬と違い、猫では腎不全になりやすい事
が知られていましたが、その原因についてはよく分かっていま
せんでした。ところが、東京大学のとある研究から、どうや
ら猫では腎臓の尿の通り道に詰まったゴミを掃除するための
スイッチとなるAIMと言うタンパク質が正常に機能しないこと
で、目詰まりを起こしやすくなり、最終的に腎不全に至るとい
うことが分かりました。そこで、このAIMを腎臓でしっかり働
かせることが出来るような治療薬の開発をしようと立ち上げら
れたのが前述の基金になり、設立から２週間程で１億円を超え
る寄付が集まったことで大きな話題を呼びました。
猫の腎不全は、早期発見、早期治療が病気の進行を遅らせるこ
とができる唯一の方法と言われています。腎臓は非常に複雑な
構造をしているため、一度組織が損傷してしまうと修復でき
ず、徐々に腎機能は低下していきます。腎不全になると多飲多
尿や頻回嘔吐などの症状が見られるようになるため、飲水料や
吐く頻度が増えるなどの変化が見られた場合は、腎不全の可能
性を疑い動物病院に相談に行かれるといいと思います。また、
臨床症状がない場合でも、血液検査や尿検査で早期に腎不全を
発見することもできます。７歳以上のシニア猫の場合は、血液
検査を含む健康診断によって病気の早期発見につながることも
ありますので、定期的な健康診断を検討されてみても良いので
はないでしょうか。
現時点での腎不全の治療は、腎臓に負担をかけないよう、塩分
制限した食事の変更や重度の腎不全に移行した場合では点滴や
内服治療などの対症療法になります。一日でも早く治療薬が開
発されることが望まれますが、まだ研究開発は始まったばかり
で、新薬の開発にはしばらく時間がかかると思います。それま
での間、我々にできることは、病気の早期発見に努めることで
す。なんとなくペットのようすが普段と違うとお感じになられ
たのであれば、お気軽にかかりつけの動物病院に相談してみて
ください。
（しみず動物病院 獣医師 清水 篤）

090-1541-3350
yoga.ananda333@gmail.com



落ち着いてお酒を楽しめるスペー
スにしたいと話す店主は鴨川生ま
れ鴨川育ちの30代。昼間の仕事
も持ちながら、ウイスキー好きが
高じて前原商店街に2021年9月
「Tailors」がOPEN。以前から
裏通りで知る人ぞ知る居酒屋を趣
味で営んでいたが、前原商店街の

カ モ ち ず
全 F-2

地元天津在住の
鴨作さん手づくり
おしゃれな裂き織りカードケース
工房きよすみ＆カフェ

空き店舗（元布団店）が使えることになり自らカウンターや棚
など内装を手作り。ずらりと並んだウイスキーボトルの棚は
現在なんと約130種類！今後もまだ増え続けそう。ウイスキー好
きだけでなく、たくさんの人と活気が溢れる場所となりそうだ。

ウイスキー（シングル）￥500～（税抜）
Tailors（テーラーズ）
営 19：00～24：00
○
休 水・日曜
○
住 鴨川市前原240
○
090-2919-2745（店主:本吉）

ワクワクがいっぱい‼︎ 掘り出しモノを見
つけに行こう。リサイクルショップWELL

カ モ ち ず
全 D-5

江見漁港の近くにある2019年の秋にオープンしたリサイクル
ショップ。店内に入ると、家電や食器、アクセサリーなどさま
ざまな商品が並んでいます。特に売れている商品は、アウトド
ア用品や白物家電。男性のお客さんには工具が人気‼︎ 黒電
話やMDプレイヤーなど今ではなかなかおめにかかれない商品
や、金魚鉢を元気に泳ぐメダカにも出会うことができます‼︎
笑顔あふれる店員さんは掘り出し物を探しに気軽に立ち寄って
欲しいとお話ししていました。みなさんもリサイクルショップ
WELLでお宝を探してみませんか?

リサイクルショップ WELL 鴨川店
営 10:00 〜 18:00
○
休 火曜
○
住 鴨川市江見青木 92-9
○
☎ 04-7096-7222

夜空の渦巻から銀河鉄道へ
谷口義明（放送大学教授／銀河天文学）

今回の主人公は宮沢賢治です（正しくは宮澤賢治。以下では賢治と略させていただきま
す）。賢治がファン・ゴッホの作品に魅了されていたことは有名です。実際、賢治は花巻農
学校の生徒たちにも、ファン・ゴッホの『ひまわり』を見せるなど、ファン・ゴッホ熱は高
かったようです。その証拠に『ゴオホサイプレスの歌』が詠まれています。
サイプレスいかりはもえてあまぐものうづまきをさへやかんとすなり
（『【新】校本 宮澤賢治全集』第一巻 短歌・短唱 本文篇、98頁（筑摩書房、1995年））

着物の生地を織って作られたお洒落なカー
ドケース。しっかりとした作りになってい
るので安心感もあり。普通のカードケース
が物足りなくなった方、試してみては？
こちらの作者は天津在住の鴨作洋子さん。
４年前に裂き織りの展覧会に出会ってから
独学で作り始め「とにかくたくさん作る」
をモットーにタペストリーやマット、テー
ブルクロス、ショール、バッグなどさまざ
まなデザイン・種類を500点以上製作。
バッグや服はオーダーで作ってもらうこと
もできる。
裂き織り布のカードケース
¥700〜1,000

工房きよすみ＆カフェ
営 土日祝日 11：00 〜 16：00
○
住 鴨川市清澄 246
○
080-7219-4455

ここでサイプレスは糸杉のことです。
「星月夜」の絵（前回の図3）の左に描かれている木です。
こ
の句には「うづまき」という言葉が出てきますが、賢治が「星月夜」を見ていた証拠でしょう。
森村泰昌は『自画像のゆくえ』
（光文社新書、2019年）の中で、この「星月夜」の絵が賢
治の『銀河鉄道の夜』の構想に影響を与えたのではないかと推察しています。ちなみに賢
治の短歌に“星月夜”が詠みこまれている一首もあります。
星月夜なほいなづまはひらめきぬ三みねやまになけるこほろぎ
（『【新】校本 宮澤賢治全集』第一巻 短歌・短唱 本文篇、318頁（筑摩書房、1995年））
じつはファン・ゴッホが弟のテオに宛てた書簡の中に『銀河鉄道の夜』を彷彿とさせる記
述があります（書簡506信1888年7月頃）。それは、
“ひとつの星に行くには死に乗れば
よい”という一文です。
『銀河鉄道の夜』は、まさに死出の旅路の物語です。生きて地上に
帰ってきたのは、主人公のジョバンニだけでした。
ファン・ゴッホは天上の星々の世界に行くには、
「死」という乗り物に乗る必要があると主
張しました。そして、賢治はその乗り物として銀河鉄道を選んだということです。
賢治はゴッホの『星月夜』は見ていたでしょう。もし賢治がこの手紙も見ていたとすれば、
『銀河鉄道の夜』はゴッホの置き土産として賢治に受け継がれたことになります（図4）。

図4   奥州宇宙遊学館と天の川。
奥州宇宙遊学館は賢治も出かけ
たことのある旧・水澤緯度観測
所の歴史ある建物を利用してい
ます。上の写真はJR釜石線の宮
守川橋梁を渡る釜石行きの最終
電車です。まるで銀河鉄道のよ
（撮影：畑 英利）
うです。

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

浅野内匠頭の弟・大学長広は、事件後に許され、500石の旗本となりました。そのうち、江見村内で100石を領有したといわれています。

KamoZine

かも秋号（通算第38号）

2021年（令和3年）9月１日

世界へ

はばたけ！

背番号10 FW吉良知夏選手
（1991年7月5日生

在籍1年目）

オルカ鴨川FC 

Ｑ．
鴨川の印象や気に入っているところは?
吉良 海が近くて空がとてもきれい。海の幸、山の幸が豊富でご飯が美味しいとこ
ろが好きです。
鈴木 海が近くにあるところ！海に入らなくても海を見たり、波の音を聞くだけ
で心が癒されます。あと、鴨川の方達は優しいです！
Ｑ．
チームの雰囲気や見てほしいプレーは?
吉良 チームは、いつも明るく元気で、みんなサッカーが大好き！
という雰囲気です。
自分自身は味方を活かし、活かされるプレー、1番はゴールの瞬間を見てほしい
です！
！
鈴木 すごく仲が良いチームです！その中で私の役割はどんどん表現することだ
と思っています。
うちに秘めている選手が多い分、私は表現しようと思っています。
この身体を使ったポストプレーがストロングポイントなので、当たり負けしない
競り合いも見てください！

背番号29 FW鈴木
（1999年9月3日生

陽選手

在籍1年目）

Ｑ．
リーグ戦の目標を教えてください。
吉良 全試合の全得点に絡みます！そして、自分もゴールを決めて、チームを
勝たせます！
鈴木 全勝！
！1試合1試合を大切に、全員で勝利を掴みます。
なでしこリーグ1部も後半戦！チーム一丸となり戦い抜きますので、熱い応援を
よろしくお願いします！

ウェルスポ通信⑥

地元ガイドとめぐる、鴨川の自然・文化 ウェルkamoツアーズ

ウェルネスポーツ鴨川がプロデュースする鴨川発見の旅、ウェルkamoツアーズ。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ツアーを開催します。現在参加可能な下記ツアー
のほかにも、季節ごとに開催していきます。公式ウェブサイトでチェックしよう！
！
詳細・お申込はQRコードからツアーページ、または電話でお問合せください。

◆生誕800年記念
地元神職とめぐる
日蓮聖人ゆかりの e-bikeツアー
鴨川市小湊生まれで今
年生 誕 8 0 0 年を 迎 え
た偉人・日蓮 聖人ゆか
りの社寺をe-bikeでめ
ぐります。ガイドは当
地で8 0 0 年 以 上の歴
史がある天津神明宮の
神職。静かな林道を神職と一
緒に走り、杜の中にたたずむ
霊験あらたかな社寺をお参り
してまわります。急こう配の林
道を電動アシスト付きマウン
テンバイクでスイスイ登り、下りは木漏れ日の中をノ
ンストップで！まるでアトラクションのようなe-bike
の魅力も堪能できます。
●開催日 10月より主に水・土曜 ▶公式サイト参照
●参加費 中学生以上 ¥7,600 小学生 ¥5,000
（e-bikeレンタル・ガイド料・保険料込）
●コース 約23km走行・自転車初級者～中級者向け
●集 合 午前9:45／天津神明宮（鴨川市天津2954）
※無料駐車場あり
▶参加は10歳以上かつ身長145㎝以上の方／
最少催行人数2名／所要時間4時間

●

チームＪＩＵトピックス 終

夢に向かって、チャレンジを続けること。
今年も残すところ半年を切っていますが、今もなお、新型コロナ
ウイルスの影響で不安な日々が続いています。そのような状況
の中で、
Ｊ
ＩＵトピックスが最終回を迎えることになりました。そこ
で、最後のトピックスでは私自身のことを書きたいと思います。
私は、生まれつき手足に障がいがあり一人で生活をすることが
難しいため、親などにサポートしてもらいながら大学生活を送っ
ています。
大学生活の中では、これまでさまざまなことにチャレンジしてき
ました。例えば、将来私は旅行会社や、観光に携わる仕事に就
き、私のような障がい者や高齢者の方々が安全に楽しめる旅行
プランを考えたいと思っています。その夢に少しでも近づけるよ
うに「国内旅行業務取扱管理者」という国家資格の勉強をして
きました。まだ、資格の取得には至っていないので、今年こそ合
格できるようにがんばりたいです。学外活動ではKamoZineの
活動をはじめ、
１年生の時にはブラインドサッカーの合宿のボラン
ティアに先輩方と一緒に参加させていただき、私にとってとても
良い経験になりました。
最後になりますが、私は大学生活で得たことを活かせられるよ
うにしていきたいです。最後まで読んでくださり、ありがとうござ
いました。

◆鍼灸師とつくる
お灸ウォーキングツアー
鍼 灸 師 が ガ イド す る
ウォーキングツアーです。
鴨川の野原に自生する植
物「よもぎ」の採取から、
お灸づくり、セルフケアの
方法までを体験します。
お子さんには自然の学び、大人の方には自分
のカラダと向き合う機会に。自然のチカラを生
かす方法を鍼灸師が直伝！！ご自身にぴったり
の経穴（ツボ）もお教えします。
●開催日 ご希望の日程で開催
（希望日を添えて申し込み）
●参加費 ¥4,000
（おとな・子ども共通。材料費・ガイ
ド料・保険料込）
●コース 歩行1km以内
●集 合 午前9:00／鴨川市文化体育館
（鴨川市太尾866-1）※無料駐車場あり
▶参加は小学生以上の方／最少催行人数2名／
所要時間4時間
一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川
https://wellspo.jp/

［7］

2021プレナスなでしこリーグ1部
オルカ鴨川FC試合日程 ９～12月
第17節 H 9/ 5 (日) 14:00 vs 愛媛FCレディース

鴨川市陸上競技場

第18節 H 9/19 (日) 15:00 vs セレッソ大阪堺レディース

鴨川市陸上競技場

第19節 A 9/25 (土) 13:00 vs 伊賀FCくノ一三重

上野運動公園競技場

第20節 H 10/ 3 (日) 13:00 vs コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 鴨川市陸上競技場
第21節 H 10/10 (日) 13:00 vs アンジュヴィオレ広島

鴨川市陸上競技場

第22節 A 10/17 (日) 13:00 vs 日体大FIELDS横浜

ニッパツ三ツ沢球技場

H：ホームゲーム

A：アウェイゲーム

皇后杯 JFA 第42回全日本女子サッカー選手権大会
詳しい組合せは後日発表予定！お楽しみに！

鴨川発 ! ビーチサッカーチーム
SONNE Kamogawa B.S.

nrise!! ⑤
SONNE Su

だ れでも 参 加 できるビー チ
サッカー体験会

鴨川令徳ビーチコート

カ モ ち ず
エ B-2

関東女子ビーチサッカー
リーグ・関 東ビー チサッ
カーリーグ2部に参戦して
いるビーチサッカーチーム
「SONNE Kamogawa
B.S.」ではだれでも参加
できるビーチサッカー体
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 !!
●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
info@sonne.futbol
●お問合せ     
090-2300-3700（担当：岡野）

FIFAビーチサッカーW杯ロシア2021 日本代表、準優勝 !!

8月にロシアで行われたFIFAビーチサッカーW杯で、日本代表は史上初の
決勝進出を果たし、決勝では開催国の地元ロシアに敗れたものの、見事に
準優勝を果たしました。鴨川でも試合を行っている関東ビーチサッカーリー
グで戦う選手も代表選手として多く出場し、活躍しました。世界が近いビー
チサッカー。選手も男女とも大募集中です!! 日本代表も夢じゃない !!

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（後編）
「南房総の歴史と未来」という授業で、車椅子でのバスやタ
クシーの利用を実体験で調査した私たちですが、整備により
乗車用のスロープが搭載されていないバスをたまたま利用す
ることになったのでした。
苦労しながら車椅子を運ぼうとしていた時、
「お手伝いしま

みんながみんなに やさしいまちづくりプロジェクト⑩

すよ」という声がかかりました。同じバスに乗車する方でし

聖火リレーからみたユニバーサル社会

た。車椅子は10㎏以上あり、１人で運ぶことは容易ではあり

五輪の聖火リレーは、障害者はパラリンピックという
概念なくだれもが参加していました。初めから健常
者に限定せず、だれもが参加できることはユニバー
サル的考えと言えます。
難病により車いすで聖火ランナーを務めた鴨川市
の男性は「当初（一年前）は自身の手でトーチを持つ

ません。心温かい乗客の方のお手伝いは本当に助かりまし
た。とともに、私自身も同じ場面に遭遇した時に、すぐに手を
差し伸べられるだろうか、と省みました。
手助けをしたいと思っても行動に起こせないことも多いと思
います。相手が助けを必要としていることに気づかないこと
や、相手としては助けてほしいけれど頼みづらいこともある

ことができたが、一年延期により病状は進みトーチ

でしょう。少しの勇気をもって声をかけるということがまず

を持つことができなくなった。そのため伴走者がトー

大切であることを気づかされました。

チを持ち、
トーチキス（次のランナーに灯をつなげる

ユニバーサル社会において、ハード整備は予算的な制約も

こと）の際に腕を支えてもらいつなげることができ
た。制限のあった介助者人数も必要な人数を認めて
くれたので多くの人に助けてもらうことができた」そ
して「みんなで助け合い、声を掛け合い、呼びかけ
合えば、誰でもが社会参加できる。この気持ちを日
常から持つことも形のない心のユニバーサルデザイ
ンと言えるのではないでしょうか」と話します。

あり、完全でないところも少なくないでしょう。それを補
うのが、一人ひとりの心と行動であると、今回の体験調査
から学ぶことができました。車椅子利用者をはじめ、助け
を必要としている人々も暮らしやすい街へと鴨川市が発展
していくために、改善点を見つけ、行動に移せるようにし
たいと思います。

(文／鴨川未来倶楽部ＮＥＸＴ)

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

忠臣蔵で有名な赤穂浅野家の関係者が鴨川を訪れていたらしい。

☞ 解説は8 面

［8］ 2021年（令和3年）9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。
日付

曜日

9/5

日

なでしこリーグ 1 部 vs 愛媛 FCレディース

日

第12回ジャンボかぼちゃコンテスト千葉県大会
第４回千葉県長ヒョウタン競技会

9/12

イベント名称

エリア

9/19
日
なでしこリーグ 1 部 vs セレッソ大阪堺レディース
９/19～20 日～月・祝 サザエつぼ焼き販売
9/26
日
藍染めに挑戦しよう
10/1
金
おついたち市
10/3

なでしこリーグ 1 部 vs
コノミヤ・スペランツァ大阪高槻

日

場所

鴨川

10/1～11/30 金～火 元気かもがわウルトラセール第２弾

問合せ先

鴨川市陸上競技場

─

長狭

里の MUJI みんなみの里

☎04-7099-8033
農林業体験交流協会

鴨川
江見太海
天津小湊
天津小湊

鴨川市陸上競技場
道の駅鴨川オーシャンパーク
内浦山県民の森
天津神明宮

─
☎04-7096-1911
☎04-7095-2821
☎04-7094-0323

鴨川

鴨川市陸上競技場

10/10

日

なでしこリーグ 1 部 vs
アンジュヴィオレ広島

鴨川

鴨川市陸上競技場

10/23

土

里舞 自主上映

長狭

大山千枚田

10/25～1/10 月～月・祝
10/28
木
11/1
月
11/1～12/31 月～金
11/3

水・祝

長狭
天津小湊
天津小湊
鴨川全域

海鮮ツミレ汁販売

江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク

─

大山千枚田保存会
内浦山県民の森
天津神明宮
鴨川市商工会

天津小湊 内浦山県民の森
天津小湊 天津神明宮
江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク
天津小湊 内浦山県民の森

☎04-7099-9050
☎04-7095-2821
☎04-7094-0323
☎04-7092-0320
☎04-7096-1911
☎04-7096-1911
☎04-7095-2821
☎04-7094-0323
☎04-7096-1911
☎04-7095-2821
☎04-7095-2821

一緒に四方木でミライを
つくろう。

工房きよすみ＆
カフェ、
１周年！
工房きよすみ＆カフェ

☎04-7092-0320

☎04-7092-0634
（NPO法人鴨川現代バ
レエ団事務局／高梨）

棚田のあかり
安房高山ハイキング
おついたち市
かもらり 2021

11/23
火・祝
11/25
木
紅葉・新そばハイキング
12/1
水
おついたち市
12/1～3/31 水～木 イルミネーションinオーシャンパーク
12/11
土
スターキャンプ鴨川～冬の星空観察会～
12/19
日
クリスマスリースを作ろう

清澄
四方木
便り

─

鴨川全域 鴨川市商工会

カ モ ち ず
全 F-2

昨年９月12日にオープンした清 澄寺参道のお
店「工房きよすみ＆カフェ」が１周年を迎えまし
た。１年経って、お店の商品は裂き織り、ペーパー
クラフト、蔓かご、苔玉など地元の手作り作家さ
んの作品が増えていて、なかなかの人気です。さ
さやかですが、１周年記
念としてご来 店の方に
ミニ苔玉をプレゼントし
ますので(９〜10月)、ぜ
ひ参拝がてらお立ち寄
りくださいね。
●ワークショップ等
9/17(金)・18(土) 裂き織り 9/19(日) 1DAYシェフ
9/26(日)・27(月)ハロウィンリース 10月 苔玉

四方木ベイスしたなおい

カ モ ち ず
全 F-1

鴨川市地域おこし協力隊四方木担当の石井栄で
す。鴨川市街から車でわずか15分、テレビでもお馴
染みで、訪れる方も多い四方木不動滝のあるこの
四方木地区では、自然と共に暮らしたい移住者を求
めています。公設水道がない全国でも珍しいこの地
区には、コンビニも商店もありません。あなたのアイ
ディアとバイタリティで、私たちと一緒にこの地を再
興させてみませんか。詳しくは、
「Hello四方木」
「四
方木ベイスしたなおい」で検索！
▶Hello! 四方木
http://yomogiyomogi.jp/
f 四方木ベイス したなおい
●

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

※詳しくはFaceBookをご覧ください。
f
●
工房きよすみ＆カフェ
鴨川市清澄246
☎080-7219-4455
営 土日祝日 11:00〜16:00
○

KamoZine を応援してくださっている方々（かも夏号）
賛助
多聞寺
亀田酒造
鮨 笹元

秋山商店
サン建築総合事務所
長谷屋商店

スペインレストラン
パエジェーラ
寺尾自動車整備工場

美容室リミックス
アーツパソコン教室
大和田幸恵氏

10/1（金）
10～11月に「元気かもがわ
〜11/30（火）
鴨川全域

ウルトラセール第２弾」開催!!

今年の１～２月に行った「元気かもがわウルトラ
セール」を再び実施！市内約２６０の商店や飲
食店で１０％～５０％引のおトクな限定の割
引セールを開催します。
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
ございます。売り切れの際はご了承ください）
実施期間は2021年10月1日(金)～11月30日(火)。
参加店舗や割引内容はセール開始日の10月1日に、
新聞折り込み冊子や商工会ＨＰで一斉公開しま
す。さらに参加店舗では、子育て世帯（0歳～中
学3年生の子供がいる市内在住の世帯）に配布
される商品券も利用できます。
この機会に地元のお店でお得にお買い物をしましょう！
！
※参加店舗は新型コロナウイルス感染症対策を行っ
ておりますので、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お願いいたします。

I WILL
鴨川人⑤

移住後、仕事は
「二足のわらじ」?!

移住を考えたとき、仕事は大きな悩みですよ
ね。コロナ禍の今、国はテレワークを推奨して
いるけれど、その環境が整うという方はあまり
聞きません。
テレワークできる会社へ転職？ 仕事を続け
ながら週末二拠点移住？ きっぱり仕事を辞
めて完全移住？ よく、
「田舎へ移住をしたい
けど、仕事はあるの？ どうやって探せばいい
の？」という相談を受けます。正直、都会と比
べると業種も職種も選択肢が少ないし、お給
料の水準も低くなるのが現実……。
ところが、実際に移住された方からは「移住し
てよかった」「ストレスフリー」「毎日が充実し
ている」という声を多くききます。
一つのアイディアとして、短時間の仕事や週に
数日の仕事をいくつか掛け持つ「二足のわら
じ」スタイルで働いてみるのはいかがでしょう
か？ 必要な収入は確保しつつ、生活のペース
を調節でき、複数の知り合いができることで地
域でのつながりも増えるかもしれません。
移住についてのご不
安はお気軽にご相談
くださいね！
※当センターで仕事
のあっせんはしてお
りません。
●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
★詳細は「かも住」ウェブサイト
https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/iju/

11/1（月）
〜12/31（金）
鴨川全域

かも秋号（通算第38号）

「かもらり2021」で素敵な
賞品をもらっちゃお～！！

今年も年末恒例イベント「かもらり」が始ま
るよ～！市内のさまざまなお店を利用して、
たくさんスタンプを集めよう！！ おらが賞
や個店特典など、お店ごとにいろいろな取
り組みを実施。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。
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る！
ひとり何回でも応募ＯＫ！！
期間は2021年11月1日(月)
～12月31日(金)、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。
●実施団体 鴨川市商工会
☎04-7092-0320

かも秋の学校行事（9 ～ 12 月）
【授業参観・フリー参観】
10/22（金） 江見小
11/13（土） 東条小
10/30（土） 田原小
11/ 9（火） 長狭学園（小・中）
11/27（土） 天津小湊小
12/ 2（木） 田原小
【PTAバザー】
11/13（土） 東条小 ※一般入場禁止
10/30（土） 田原小
11/27（土） 江見小、天津小湊小
【PTA廃品回収・資源回収】
9/10（金） 田原小
9/14（火） 天津小湊小（浜荻・天津）
9/21（火） 天津小湊小（内浦・小湊）
10/ 8（金） 田原小
10/11（月） 東条小
10/12（火） 天津小湊小（浜荻・天津）
10/19（火） 天津小湊小（内浦・小湊）
11/ 9（火） 天津小湊小（浜荻・天津）
11/10（水） 田原小
11/16（火） 天津小湊小（内浦・小湊）
12/ 4（土） 長狭学園（主基）、安房東中
12/ 5（日） 長狭学園（吉尾）
12/10（金） 東条小、田原小
12/11（土） 長狭学園（大山）
12/10（金） 東条小
12/14（火） 天津小湊小（浜荻・天津）
12/21（火） 天津小湊小（内浦・小湊）
【PTA奉仕活動】
9/11（土） 西条小
10/17（日） 鴨川中
【文化祭】
10/15（金） 安房東中
11/ 1（月） 長狭学園 ※一般入場禁止
【運動会】
10/23（土） 東条小
※一般入場禁止
【マラソン大会】
11/19（金） 天津小湊小
11/25（木） 田原小、長狭学園
11/27（土） 江見小
12/ 2（木） 鴨川小、東条小
12/ 4（土） 西条小
※開催日が変更になる場合もあります。
※以下の行事は新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、中止となりました。
鴨川市PTAバレーボール大会
鴨川市（長狭教育振興会）小中音楽発表会
鴨川市（長狭教育振興会）科学研究発表会

買取

新倉

鎌田製菓

鴨川市に天文台をつくろう会

定食屋「舫」

くわっせ～鴨川（佐々木商店） 斎武商店

料理｢石川｣

食事処なかむら

農家民宿

入江裕一氏

磯料理 うおまさ

だいにんぐ友

亀屋本店

竹栄接骨療院

石黒マッサージ

波太オルビス

大場蘭園

主基グラススタジオ

あぶらや食堂

すまいる

四井商店・四井保険事務所

リラクゼーション海里

須金理容室

●応援くださる方
１口 2,000 円

＊１口あたり最新号を 10 部進呈いたします。

穆の里

ヘアーサロン イトウ
斉藤薬局

●配布くださる施設の方
１部 30 円（税込）
（かも秋号）
＊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／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

記録によると、赤穂浅野家の浪人の妻二人が尼となって諸国霊場廻りをした際、天津村に滞在しました。その際、寄付を募って善覚寺の梵鐘を再興したといわれています。

と き

日暮晃一氏

KamoZineこぼれ話

風雲

(医)鉄蕉会 亀田総合病院

KamoZine 編集長の視点で語る、地域メディアドキュメンタリー

タムラ

メディアが地域を変える瞬間〜かもナビ物語〜 ❺

鴨川農家民泊組合
しみず動物病院

「補助金は申請しないでください。
」

トレーニング・ガーデンホテル

天津神明宮

ポータルサイトの名 称は「かもがわナビ」
（ 略 称 ：かもナビ）、
グランドオープンは十月一日に決まった。このプロジェクト
のために参加団体からなる「かもナビ実行委員会」が組織さ
れたが、さらにインターネットに知識のある各団体の有志が
集められ、制作部隊が編成されたのが七月。九月のプレオー
プンまでわずか二ヶ月足らずでポータルサイトを仕上げよう
というのだから、まさに突貫工事であった。
実行委員会事務局を務めた商工会からは
「プロジェクト推進には
多少なりとも予算がかかるだろうから、
補助金を申請してみてはど
うか。」との提案があったが、
私から「今年度、
補助金は申請しないで
ください。」とお願いした。
これには大きなねらいがあった。地方が低
迷している要因の一つが「補助金依存体質」
である。だからこそ、
それ
を脱却するために、
自分たちの力でできるということを共に経験し
たかった。それがまちづくりへの自信にもつながるはずだからである。
丸投げで外注すれば、
おそらく数百万、
場合によっては千万単
位となるポータルサイトの制作。
「かもがわナビ」では、参加団体
が経済規模に応じて負担金を拠出し、
各団体からマンパワーも出
して、
データ作成など自分たちでできることは全て自分で行った。
市内ＩＴ業の有志が主体となった作り手側も、
ドメイン登録にか
かる費用など、
最低限の実費以外は全てボランティアで制作に協
力した。結果、
とんでもない低予算でポータルサイトは完成した。
最終的には予算を抑 えるべく、
かつてのように私もキーボードを
たたき、
システム開 発に携わった。八月から九月 までほぼ寝 ずに
端末に向かっていた。
そして、十 月一日、グランドオープンを迎 えた。 （つづく）

鴨川シーサイドドッグ

ひだまりINN

