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波音を聴きながら、海辺で優雅なひととき

BON-MAL TREE／
BON-MAL ZEN

STAY GOLD

緑の中にひっそりとたたずむ一軒家は、どちらも時が
とまったような静けさ。木々や空の青が一面ガラス張
りの窓にうつり、室内も周囲の自然と一体に感じられ
ます。建物は著名な建築士によってリノベーションされ
ており、家具や照明、置物ひとつまでがこだわって配置
されています。
山小屋風の「TREE」では木々を見下ろす広いウッド
デッキで絶えず聞こえる野鳥の声を聴き、芝生の庭に
寝転んで星空を眺めたり。伝統の日本家屋の構造を生
かした「ZEN」では土間ダイニングで料理を囲み、半
露天のお風呂で虫の声を聴いたりと、癒しの時間を満
喫できます。

東条海岸に隣接したテントサイトが2022年7月16日
にOPEN！ 4000㎡の敷地は松林に囲まれ心地よ
い木陰と海風が感じられる贅沢なロケーションで、テ
ントから直接ビーチへ出ることもできます。各サイトは
十分な広さがあり、スノーピーク製の常設テントは6人
用、フリーサイトでは持ち込みテントのほか、キャンピ
ングカーや車中泊の利用も可。敷地内のPOPS CAF
Ｅには屋上のテラス席があり、海を眺めてのんびり過ご
せます。カフェのドリンク・軽食や、オプションでバーベ
キューセットや朝食セットもあり、キャンプ初心者にも
おススメ。

梵まる

カ モ ち ず

営 チェックイン／15:00～20:00
●

エ A-4

チェックアウト／11:00
料 BON-MAL TREE ￥66,000～（4名まで）
●
BON-MAL ZEN
￥77,000～（5名まで）
住
（チェックイン場所）鴨川市横渚1625-1
●
☎04-7096-6003
info@bonmal.jp
https://bonmal.jp/

ウェルスポ通信⑨

カ モ ち ず
エ B-2
STAY GOLD
営 チェックイン／14:00〜18:00
●
チェックアウト／11:00
料 テントサイト ￥15,000（金土￥18,000）
●
フリーサイト ￥ 6,000（金土￥ 8,000）
常設テントサイト5区画 フリーサイト6区画
住 鴨川市広場字汐入820-37
●
☎04-7092-0118
staygold@landcomsquare.jp
https://kamogawa-sea-staygold.jp/

オルカ鴨川 FC

海を眺めながらトレーラーハウスに泊まろう

Solana 鴨川

「社員全員海が好き！」というソラナリゾート
（株）が
管理するトレーラーハウスの宿泊施設。
オーシャンビューが楽しめる3台（車両扱い）のハウス
にはそれぞれプライベートドッグランがついており、安
心してワンちゃんを遊ばせられます。
仲間で３台貸し切ればドッグランを全てつなげることも
可能。ウッドデッキではBBQもできるので「ぜひ地元
食材を購入して楽しんでほしい」とのこと。
地域密着で今後はイベントなども企画して楽しく盛り
上げたいと語ってくれました。
カ モ ち ず

Solana 鴨川

ア E-1

料 １台１泊 21,052円～（無料会員登録すると５％OFF）
●

１台につき大人5名まで。子ども（小学生以下）は無
料。ワンちゃんは何匹でもOK。
住 鴨川市内浦414 -３ ＪＲ安房小湊駅徒歩5分
●
https://resort-solana.com/

営
●

関東で最も遅い紅葉が楽しめる南房総エリア。秋の涼しい空気は、
ちょっとハード
秋はアウトドアでリフレッシュ！
！ なアクテ
ィビティも、
わいわい楽しいレクリエーションも、心地いいですよ！

地図とヒントを手に、自転車で海辺や里山などを
めぐり、点在するポイントを訪れて点数を稼いで
いく
“まちめぐりゲーム”鴨川サイクルロゲイニング。
5回目の今回は、紅葉も見ごろの秋真っ盛りに開催で
す。紅葉スポットをめぐったり、秋らしい写真を撮影し
たりして高得点を狙おう。スポーツバイク、e-bike、
キッズバイクのレンタル（別途有料）があり、旅行者も
気軽に参加できます。

11/19（土）
〜12/4（日）

●期

亀田医療大学

時代や人々の価値観が移り変わりワーケーションをはじめとする
新しい滞在のスタイルが生まれている。
旅のカタチもより自由になってきている。かも秋、
新しい鴨川を発見しよう。

一棟貸しで、あこがれの田園暮らし

新しい

オルカ鴨川 FC 鴨川観光プラットフォーム

鴨川滞在スタイル

編集／鴨川観光プラットフォームＫａｍｏＺｉｎｅ編集部

亀田医療大学

秋の鴨川で一味違うサイクリング！
！

鴨川秋ロゲ2022
鴨川市総合運動施設

北欧フィンランド発祥のユニバーサルスポーツ

長狭 エリ
ア

カ モ ち ず
全 E-3

間

2022年11月19日（土）～12月4日（日）
※好きな日を選んで参加
各日10:00～15:00（制限時間：5時間）
●スタート・ゴール 鴨川市文化体育館
●参加料 大人 ￥3,000／中学生以下 ￥1,500
●お申込み 参加日の前日までにウェルスポ公式サ
イトよりweb申込
https://wellspo.jp

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

家族みんなでモルック体験

10/10（月・祝）

カ モ ち ず

里のMUJIみんなみの里 全 C-3
「モルック」は、木 製 の 道 具を使って、
子どもから大人まで誰もが楽しめる対
戦ゲームです。数字が書かれたピン（ス
キットル）を、棒（モルック）を投げて倒
します 。倒 れ たスキットル の 内 容 によ
り、50点ピッタリになるまで得点した
方が勝ち！母国フィンランドでは、サウ
ナとビールを楽しみながらプレイする気軽なスポーツだそうですよ。
●開催日 2022年10月10日（月・祝/スポーツの日）
11：00〜13：00 ※雨天中止
●会 場 里のMUJIみんなみの里 芝生広場
●参加料 １名￥500※家族割引で一家族￥1,000（最大5名まで）
当日MUJI Café＆Mealで利用できる割引券付き
●お申込み ウェルスポ公式サイトよりweb申込、または電話（☎0470-92-1114）

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

戦国時代、長狭郡を管理した役所が宮山にあったらしい。

☞ 解説は2 面

［2］ 2022年（令和4年）9月15日

波音がBGMのビーチフロントカフェ
POPS CAFE

KamoZine

カ モ ち ず
エ B-2

I WILL
鴨川人❽

西海岸風のインテ
リアがお洒落なカ
フェテラス 。東 条
海岸に面したキャ
ンプサイト「STAY
GOLD」の敷地内
にあります 。早 朝
から営業しており、
サーフィンや釣り
など海のアクティ
ビティに利用するのにも便利です。
３種類から選べるホットサンドと
コーヒーのモーニングセット
（￥600（税込）
～）、ランチには地元で獲
れた魚のフィッシュアンドチップス（￥1,500（税込））、癖になる辛さ
が自慢のオリジナルカレー（￥1,000（税込）
～）、季節のフルーツドリ
ンク（￥600（税込））など、メニューも豊富です。テラス席は３つのフ
ロアがあり、屋上テラスで海を眺めながらくつろいだり、フリーWi-Fi
で作業をしたりと、思い思いに過ごせます。

鴨川でバナナの苗を販売
鴨川シーサイドドックトレーニング・ガーデンホテル

犬の訓練士をしてい
るオーナーがバナナ
の苗を地植え栽培か
ら6年以上かけて観
賞用＆食用のバナナ
を育てています。生
育次第では沖縄の島
バナナに似た味とモ
チモチした食感の高
級バナナができ、凍
らせるとアイスク
リームのようになり
ます。みなさんにお
いしいバナナの収穫
を目指して栽培して
ほしいとの思いか
ら、鴨川で初のバナ

POPS CAFE
営 6:30～18:00
○
（モーニング〜10:30／ランチ11:30～）
住 鴨川市広場字汐入 820-37
○
☎04-7092-0058
https://kamogawa-sea-staygold.jp/

「ふわモチ」のベーグル専門店開業
ノラネコベーグル

カ モ ち ず
全 E-4

あまつら

鴨川市天面にベーグル専
門店「ノラネコベーグ
ル」ができました。創業
者は東京都足立区より移
住してきた佐藤さんご夫
妻。もともと鴨川市が大
好きで天面の土地に惹か
れて引っ越しを決意され
ました。身体に優しい商
品をという想いから、国
産小麦100％、天然酵
母と太平洋の天日塩、甜
菜糖のみ使用したベーグ
ルは「ふわふわでモチモ
チ」な仕上がりとなって
います。

カ モ ち ず
エ B-1

ナの苗の生産者登録を取得されました。
苗は株分け苗になりますが、オーナー宅か、わくわく広場で、
小苗50cm ￥4,400（税込）、中苗80cm～100cm ￥7,700
（税込）で購入できます。
おいしいバナナを育ててみてはいかがでしょう？
鴨川産 ICE CREAM BANANA
生産者 OBUCHI
住 鴨川市西町1365-10
○
☎090-2736-4863
★インスタグラムのフォローお願い
します。
＊購入時に育て方の
レジュメが同封さ
れています。

上段左側より プレーン、チョコ、チョコスコーン
下段左側より きんぴらチーズ、シナモンレーズン、
クランベリーチョコスコーン

ノラネコベーグル
営 月・火・土・日曜
○
＊移動販売ですのでInstagram
で最新情報をご確認ください。
住 鴨川市天面223
（工房）
○
☎080-3430-7649（佐藤）

古民家
「したさん」
をコモンズ(共有財産)として、
人や都会、
資源やエネルギーが繋がり、
循環する社会を目指す
一般社団法人小さな地球
代表理事

林 良樹さん

あなたらしい働き方を考えてみよう！
「かも住」ウェブサイト

https://www.city.kamogawa.
lg.jp/site/iju/

鴨川市の移住相談窓口へ、日々、さまざまな思いを描き移住を検討してい
らっしゃる方が訪れ、
“田舎って仕事あるんですか？”
と聞かれます。移住を
考えた際、収入は大切な要素。当然気になるところだと思います。
正直言って、業種や条件を絞り込んでしまうとなかなか希望に沿った
仕事を見つけるのは難しいかもしれませんが、都会にはない田舎なら
ではの仕事もあったりします。
エ A-1
●お問合せ
鴨川市では「移住就業支援金※」
鴨川市ふるさと回帰支援センター
という制度もありますので、移住を
営
きっかけに、あなたらしい働き方を ○平日8:30～17:00
休 土・日曜・祝日
考えてみてはいかがでしょうか。ま ○
住
ずは求人情報を見ながら、どんな仕 ○鴨川市横渚1450 鴨川市役所3階
事をしながら移住後の生計を立て ☎ 04-7094-4600
ていくのか、いろいろとイメージし FAX 04-7094-46 01
てみるのも楽しいですよ。
info@furusato-kamogawa.net
※支援には対象条件がございます。

地域しごと

新
鴨川・道草のススメ ●

種つき野草のエネルギーをいただく秋
野草料理・食養料理講師

吉度 ちはるさん

野草がちょっとしたブームです。
野草は栄養価が高くてデトックス力が強く、それぞれ薬
効があります。野草といえば春、
という認識が一般的です
が、実は７月末くらいまで、アク抜き法を変えればいろいろ
な野草をあえものなどで楽しめます。
そして実りの秋、野草たちも種をつけて次世代へのバトン
タッチに向かいます。その最高に力強い状態の野草をぜ
ひ天ぷらにしてみてください。おススメは種つきのイノコ
ヅチやシロザ。揚げ物は肝臓に負担がかかるので、量も
回数も少な目にして、大根おろしやしょうがで油の分解を
フォローしてください。

イノコヅチ

シロザ

皆既月食と史上最初の女性天文学者



かがやく!
鴨川人

かも秋（通算第41号）

深まる秋の夜空、明るく輝く木星

いますが、古代バビロニアで紀元前7世紀頃に

や土星が見えています。
１１月頃

は知られていたようです。

には、東の空には１２月１日に地球に最接近する

紀元前１、2世紀頃には、月食が起きる日時を

明るくて赤い火星が見えるようになります。

予報することができた女性がいました。さまざ

１１月８日には夕刻、満月が昇ってきますが、次

まな古典から、古代ギリシャの「アグラオニケ」

第に欠けて皆既月食になります。

と呼ばれる女性は月食予報ができたと考えら

この皆既月食終りには、天王星が月に隠され、

れ、史上最初の女性天文学者として取り上げら

部分月食中に暗い月の縁から再び現れてきま

れています。この女性が月食を予報することが
できたのもサロス周期の知識があったからだと

に1999年に鴨川（釜沼）に辿り着いたという林さん。1000年前から

す。月食中、明るい天王星が暗い月面に隠れた
り出てくる様子は感動的です。望遠鏡で見てみ

推察できそうです。詳細は不明ながら、今から

残るこの美しい里山の原風景に惚れ込み移住を決意した。今ここにある

たいものですね。

2100年以上前に天文学に通じていた女性が

資源や課題をデザインすることで、社会は前進し循環が生まれる、と話

今回の皆既月食は、昨年１１月１９日の部分月食

いたことは、これからも天文の世界で女性が活

世界の都市や日本中を巡りながら、出会った人々との縁で導かれるよう

す林さんは、小さな地球プロジェクトで里山の保全と持続可能な未来を創造するために尽力

（ほとんど皆既月食）のような地球の影の縁を
かすめるような月食とは違い、地球の影に深く

されている。
お手本にするのは自然界――自然界は実にパーフェクトである。みんなが生かし支え合い、
生態系を成り立たせている。それをお手本に、人や都会、資源やエネルギーが繋がり、ごみ
を出さず、汚さず、循環していく未来を創っていきたい、と話してくれた。
小さな地球プロジェクトでは、2年前に共同購入した古民家「したさん」と周辺の山や棚田
2haをコモンズ（共有財産）として、月1,000円のコミュニティ会員を募集し、顔の見える
関係性で様々なことに取り組んでいる。例えば、カフェ、オーガニックマーケット、宿泊、
蔵を活用したギャラリーなどだ。目の前の課題を解決するためにアイディアを出し合った結
果、新しいプロジェクトが立ち上がり今のような形ができたのだそう。

躍する大きな励みになることでしょう。
さて、金星のクレーターには多くの女性にかか

入り込みます。同じような月食は１８年１０日８時

わる名称が付けられていますが、これは「金星

間ごとに起きます。この周期をサロス周期と言

＝Venus（愛と美の女神－アフロディテ）」に

18：09

部分月食始め

19：17

皆既月食始め

20：42

皆既月食終り

天王星食始
天王星出現

21：22
21：49

由来するのだそうです。金星のクレーターのひ
とつに「アグラオニケ」の名が命名されていま

部分月食終り

すが、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出
てくる房総鴨川にも縁の深い北条政子の名も
「Masako」として金星のクレーターのひとつ
に名前がつけられています。

林さんの描く未来の広大なビジョンには夢が詰
まっている。後の世代や地球のために、そして今
を生きる自分たちのために、釜沼ではこんなにも
素晴らしいプロジェクトが動き出していた。到底
書ききることができないが、小さな地球の活動が
この先ももっと大きな縁を繋ぎ多くの人を幸せに
導くのであろうと強く感じた。ぜひ一度、訪れて
体感してほしい。

古民家「したさん」

カ モ ち ず
全 C-2

2018年1月31日皆既月食

撮影：金田興一

鴨川市に天文台をつくろう会

皆既月食中、月に隠れる直前の天王星
（アストロアーツ社 ステラナビゲータ11から加工）

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

大正期の村史編さんの資料の中に、正木大膳道種の居城として「郡山城」とあり、場所は「宮山の字五平沢・釜田・芝本前・菖蒲田の一円」で、別名「郡屋敷」と言ったようです。
「道種」が誰かはわかりませんが、長狭郡を支配する役所があった可能性があります。

KamoZine

かも秋（通算第41号）

2022年（令和4年）9月15日

［3］

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」⑩

嶺岡牧レポート 鴨川のアンコールワット

嶺岡馬頭観音を巡る

香るかも秋 鴨川七里

®

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、多数のお申し込みをいただき、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
申し込みでない方も、鴨川七里ホームページのメー
ルフォームまたはFAXでお申し込みできます！

全 D-2

伊八の作品がある鴨川市内や安房地区の社寺をめぐるコー
スを紹介しましょう。
鴨川市内の初代から五代までの伊八作品がある社寺２８ヶ
所の大部分は、アプリガイドシステムに登録されていますの
で、今回は安房地区の初代伊八作品が楽しめるコースを紹介
します。出発点を鴨川市郷土資料館として、南房総市の５つ
のお寺の浪や龍が楽しめるコースです。鴨川市内の社寺と
は少し違った趣がありますので楽しんでください。
①石堂寺(天台宗)
【南房総市石堂】
多宝塔額面の「龍」
「浪に兎」
「二十四孝の図」
「浪に犀」
「牡丹に唐獅子」
「浪に雁」
「松に鶴」
「波に蓑亀」
②智蔵寺
【南房総市山名】
本堂欄間(曹洞宗)本堂欄間「波と龍」
「飛竜」
③真野寺(真野大黒)(真言宗)
【南房総市久保】
本堂欄間「浪に龍」祈祷所欄間「松に鶴」
④大聖院(真言宗)
【南房総市千倉町大川】
本堂欄間「浪に龍」
「雲に麒麟」
⑤福聚院(曹洞宗)
【南房総市市部】
本堂欄間「龍」
「浪に犀」

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。

鴨川のむかし話 

頼朝にまつわる話・その二
「待崎」と「旗掛松」の話

安房鴨川駅から東の方に少し行くと

「待崎橋」があり、その下を「待崎川」

が流れています。また、橋を渡って東条

方面に向かうと右手に「旗掛松」と書か

れた石碑や祠が見えてきます。

これらの地には、頼 朝にまつわるこんな言い伝 え が あり ま

す。

平広常を味方にしようと上総に向かった頼朝は、その途

中、長狭常伴の追っ手に遭い、仁右衛門島のほら穴に隠れて

そのことを知った平群の豪族安西景益は、すぐに頼朝の下

難を逃れることができました。（前回紹介）

へとかけつけ、「頼朝様。これから先、どんな敵が襲ってく

るかわかりません。広常の所には使いの者を行かせ、ここで

頼朝は、景益の話を聞き入れ、和田義盛を広常の所に行か

返事をお待ちください」と話しました。

せて、ここで待つことにしました。

ところがいくら待っても義盛は帰ってきません。目印になる

ようにと、大きな松の木の枝に白い旗を掛けて待ちました。そ

れでも来ません。
「返事はまだ来ないのか」と、何度も何度も家

ゆめ！未来の鴨川へ ─ 

加藤登紀子

未来たちの力にエールを！

暑い夏ですが、
お元気ですか？

コロナ禍も三年目に入り、
本当に辛いですね。ウクライナでの戦争

も長びき、
本当に心配です。

「こんな時に、
お登紀さんは元気だね」と言われる私ですが、
本当

にこんな時に、
クタっとなってしまうわけにはいきません。

今年はこの鴨川に鴨川自然王国を作った夫の藤本敏夫が他界し

たくさん集まってもらって「藤本敏夫二十年忌」を開催しました。暑

て二〇年。この七月三十一日に王国で、
ゆかりの人たちに東京からも

の抱負を語り合ういい日になりました。

い中にも気持ちのいい風が吹き、
懐かしい思い出と、
意欲的な未来へ

前日の三〇日には鴨川自然王国に住む娘のYaeが、
長狭街道

沿いにグランドオープンしたばかりのライブスポット「ハンガーエイト」

敵なライブ。ガラス戸を開けっ放しにした庭の方ではみんなで踊った

で、
コンサートをしました。周りの緑いっぱいの風 景を見ながらの素

この秋、
十一月十日には、
恒例になった渋谷伝承ホールでもYae

り、
いい夜でした。

サート、私 もプロ

デュースで参加し

ます。

二〇二二年 と

いう 大 切 な 年

を、精一杯 素 晴ら

しい年 に し たい

もお元気で！

で す 。ぜひ 皆 様

ｙａｅコンサート
（渋谷伝承ホール）

のコンサートがあります。
「 F o r Y o uあなたに」と題したコン

●開催日 2022年11月10日(木)
●会 場 平塚地区・房田棚田
●お問合せ 参加・観戦の詳しいお問合せは
ウェルネスポーツ鴨川まで
☎ 04-7092-1114

来に言い、首を長くして待っていたそうです。気が短いと言わ

2018年の第1回以来、コロナ禍にも負けず、毎年行われてきた草刈サ
ミットが今年も開催される。
「草刈はスポーツだ！」を合言葉に、速さではな
く、美しさを競う草刈サミットでは地元農家の老練な高い草刈技術を見る
ことができる。一般の参加も可能。地元大学との共同研究でも高い運動
効果が実証された草刈に挑戦してみよう。有害鳥獣対策、里山保全のた
めにも欠かせない草刈作業。里山の抱える問題解決にもつながる企画で
もある。

れる頼朝のいらいらした顔が、目に浮かぶようです。

果たして返事は来たのか。『吾妻鏡』には、安西景益の忠

告に従い、頼朝は景益の宅に行ったと書かれています。広常

が頼朝の下に参上したのは二週間を過ぎてからとか。遅参を

咎める頼朝に、主君としてあるべき姿だと従った広常。この

対峙場面をＮＨＫ大河ドラマでは、とても印象深く報じてい

カ モ ち ず
全 B-3

ました。

BOSO(房総×防草)草刈サミット2022

さて、頼朝にまつわるそんな話が伝わって、いつしかこの

長狭 エリ
ア

あたりを「待崎」と、また、頼朝が白旗を掛けた地を「旗掛

11/10（木）

かたぎ

伊八気質でまちづくり

「鴨川&安房の伊八めぐり」
コース案内(その１)

主基（すき）という地名は、天皇が即位する毎
に占いによって選ばれる特別な水田（斎田：さ
いでん）の名前です。御所（ごしょ：天皇陛下
のお住まい）から東が悠紀（ゆき）斎田、西が
主基斎田とよばれます。
☀
江戸時代までは、京都御所を中心に悠紀と主
基の斎田が定められていました。ところが、今
から151年前の明治天皇即位の時には、皇居
より東の千葉県鴨川市の水田が主基斎田（す
きさいでん）として選ばれました。1300年以
上続く永い伝統の中で初めての出来事と言わ
れています。
☀
天皇陛下の即位の儀式のなかでもっとも重要なお祭りに天皇
みずから食するお米として収穫されます。悠紀斎田で収穫され
たお米は、天皇家の祖先である太陽の女神アマテラスオオミ
カミに、一方、西の主基で採れたお米は天地の神々（地元の
神々）に捧げられます。
☀
皇室の歴 史に詳しいモラロジー研究所の所功教授（京都産
業大学名誉教授・日本法制度文化史）は「東京を中心に東西
２か所を選び、伊勢神宮に近い方を悠紀田としたとの資料が
見つかった」とその東西逆転のなぞを明らかにしています。
（房日新聞 2019年7月19日）
☀
毎年11月3日「文化の日」には、文化勲章が皇居で授与されま
す。もともとは、明治天皇の誕生日をお祝いする祝日でした。そ
のことから現在「明治の日」という呼び名にしようという声もあ
り、今年、超党派議員97名による四月七日に都内で「明治の日
を実現するための議員連盟」の設立総会が開催されています。

松」と呼び、白旗神社も建てられたそうです。今は神社はな

●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

主基斎田址

く、石碑（写真）と松の株が祀られた祠があります。

鴨川七里えだまめの収穫体験に加え、鴨川の食べ物、風景、他多数の体験コース
など、選り取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！!

歴史上はじめて東西が逆転した明治
の主基斎田（すきさいでん）と明治の日

明治天皇大嘗祭主基斎田の碑

この馬頭観音はどのような想いで建てられたの
だろう？ 村に禍が入るのを妨げるため？ 交
通安全？ それとも牛馬の供養のため？ 馬頭
観音を前にして思いを巡らす。
千葉県酪農のさとでは、昨年9月から嶺岡馬頭
観音巡りを隔月で行っている。嶺岡地域の路傍
に建つ450基強の馬頭観音を5年ほどかけて
総て巡る。
子供のような馬頭観音
嶺岡地域は馬頭観音が稠密に建つ希有な地
域。
しかも、独特な馬頭観音地域を形成している。また、嶺岡馬頭観音を順
に訪ねて行くと集落毎に姿が変わることに気づく。今、これらを科学的に示
すことが求められている。その嚆矢として、9月25日に嶺岡牧講演会「馬頭
観音に聴く嶺岡牧物語」が千葉県酪農のさとで行われる。
【千葉県酪農のさと 嶺岡牧関連の催し】
9月 3日（土） 講談「日本酪農発祥伝 岩本正倫」須藤健太（劇団須藤牧場）
展示解説「岩本正倫の嶺岡牧改革」白石典子（嶺岡牧スチュワード）
9月11日（日） 第7回嶺岡馬頭観音巡り
9月25日（日） 嶺岡牧講演会「馬頭観音に聴く嶺岡牧物語」
日暮晃一『嶺岡牧地域の馬頭観音に迫る』
内田正教『色々な馬頭観音』
10月5日（水） 展示解説「岩本正倫の嶺岡牧改革」
白石典子（嶺岡牧スチュワード）
11月13日
（日） 第8回嶺岡馬頭観音巡り
11月14日（月） チッコカタメターノ料理教室2022
12月 1日（木） 嶺岡牧ミニ企画展「古泉千樫が詠んだ酪農」

伊八ニュース vol.37

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

江戸時代、鴨川の名主が領主の私生活に意見したことがあるらしい。

☞ 解説は4 面

［4］ 2022年（令和4年）9月15日

KamoZine

かも秋（通算第41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

安房などで２５００石を知行していた旗本・前田氏は、財政的に厳しくなって、領地内の村々からも前借をするようになります。見かねた上打墨・松尾寺・来秀など領地内の名主は、
文政７年(１８２４)、領主の私生活について倹約をするよう意見書を提出しています。

KamoZine

かも秋（通算第41号）

2022年（令和4年）9月15日

［5］

らーめんタロウ
味久

松孝商店

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

昔は小さな図書館が多く、読書が盛んだったらしい。

☞ 解説は6 面

鎌倉市

［6］ 2022年（令和4年）9月15日

KamoZine

逗子市

飛び出す！ＫａｍｏＺｉｎｅ

南房総に
サイクリングの秋到来！

久里浜港

東京

湾フ
ェリ
ー

東京

金谷港

⑰

湾フ
ェリ
ー

❶
⑯

三浦市

暑さも和らぎ、里山に心地良い風が
吹き抜ける秋は絶好のサイクリング・シーズン。

⑮

グリーンライン制覇コース

南房総の秋を愛車とともに感じてほしい。

グリーンライン制覇コース
52km

距離

480m

⑱

①

②

③

❷

❼

⑨

❺

⑥

❹

昭 和レトロな 漁 村風 景を巡る鴨川ル ー
ト。波太海岸は古くから日本近代洋画家
たちに注目され、多くの洋画家が訪れた
とされる江澤館があり、周辺から見える
海の景色は時代を超えて美しいものに。
ちょこっと立ち止まって感じてみよう。

高橋 松吉監 督 率いる女子ロードレース
チーム「MOPS」、シーズンの目標として
いた全日本選手権個人ロードレースが開催見送りとなる
中、大堀博美選手が昨年のケガから復帰し、今シーズン
初優勝を飾りました！ 序盤からの力強い走りにラスト周回
は独走してのゴールとなりました。今後さらなる活躍に期待
しましょう！引き続き、応援よろしくお願いいたします！

7：51発 → 本千葉 8：32発 → 館山 10:12着 →

和田浦10:42着
館山 17:09発 → 本千葉19：00着 → 両国 19：38着

【運転日】9/24（土）
・9/25（日） 11/23（水・祝）

B.B.BASE
外房

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

17：39発 → 上総一ノ宮 18:22発 →

本千葉19：00着 → 両国

19：38着

7～8月運休していた、自転車を解体せずにそのまま列車に乗せ
て移動ができる「B.B.BASE」の運行が再開されます。
B.B.BASEは現在、南房総や館山を走る「内房コース」、鴨川・
勝浦を中心とした「外房コース」、千葉県最東端の銚子へと向か
う
「佐倉・銚子コース」、鹿島神宮や北総の小江戸佐原へと向か
う
「佐原・鹿島コース」、サイクリストに人気の県内でも数少ないヒルクライムの聖地鹿野山を
目的とした「鹿野山コース」の運行を行っています。
気分や目的に合わせてB.B.BASEでサイクリングを楽しみましょう！

▶ 参 加 予 定 のレースやレースのレポートなどは
MOPSのウェブサイトにてご確認いただけますの
で、下記URL、もしくはQRコードよりご覧ください。
https://mops.jp/

▶運行状況や詳細は下記URL、またはQRコードよりご確認ください。
https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/bbbase.html

南房総

ツール・ド・ちば2022

FERRO MARI E MONTI

※平日も状況によってはご利用になれます。お問合せください。

ご予約／原則的に貸出日の前日17時までにウェブサイト内のお問合
せフォームからご予約ください。
http://minamiboso-cycle-tourism.jp/004_rental.html

館山市／
なぎちゃり

「FERRO Mari e Monti（フェッロ・マリ・エ・モン
ティ）とは、イタリア語で「鐡・海・山」を意味します。
千葉県房総半島の美しさと多様性をビンデージな
自転車で走って楽しむことをコンセプトに、歴史あ
るスチールフレーム・クロモリ自転車、または昔の作
りを再現したクラシックな自転車に乗ることで、古
き良き時代のサイクリングスタイルを再現し、房総半島の美しい田園風景や海
岸線とイタリアのような自由な空気を楽しむために生まれたイベントです。
アップダウンが楽しめるロング・ミドルコースから、優しい景色のショートコース
まで。体力に合わせてお好みのコースを選べます。
●開催日 2022年10月29日(土)～30日(日)
●スタート/ゴール地点 鋸山美術館
●コース ショート 65ｋｍ/ミドル 100ｋｍ/ロング 120ｋｍ
▶詳細は下記URL、もしくはQRコードよりご確認ください。
https://www.ferroferro.jp/

南房総サイクルツーリズム協会だより
レンタサイクル

HEGURI HUB！

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

☎ 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

12/11 オリジナルミュージカル
（日）『おひさまの子』

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。

ティア活動を続けてきた【ひまわりキッ
ズ＆フルール】が最後の公演を迎えるこ
とになりました。フィナーレにふさわしい最高のステージを披露するべく、
メンバーは日々練習に励んでいます。ぜひ南総文化ホールに足を運び、

●会場

南総文化ホール 大ホール

●入場料

無料

●お問合せ ☎04-7094-0574（長谷川）

▶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
で応援をお願いします。
https://www.facebook.com/minamiboso.cycle.tourism/

「いいね！」で応援!!

ウェルKAMO

17：00開場 17：30開演

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
レンタサイクル

【ひまわりキッズ＆フルール】のみんなを応援しよう。

サイクリングのみを楽しむこともできますが、最近はサイクリング×ＢＢ
Ｑ、サイクリング×キャンプ、サイクリング×伊予ケ岳登山、サイクリング
×海遊びなどサイクリングと何かを組み合わせて楽しむ方がＨＥＧＵＲＩ
ＨＵＢでは増えています。レンタサイクルもあります。サイクリング×何
か、見つけてみてはいかがでしょう。
ＨEＧＵＲＩＨＵＢでのレンタサイクルのお申込みは右欄「レンタサイクル
情報」の「平群クラブハウス」のＱＲコードよりご予約下さい。

東京湾
フェリー
金谷港

地元のみなさんに愛され、24年間ボラン

●開催日時 2022年12月11日(日)

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／

多様化する楽しみ方

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 １泊２日 ¥4,500
以降１日追加ごと
¥1,500
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。
営 土・日曜・祝祭日 9:00～16:00
○

館山市／
たてちゃり

「ツール・ド・ちば2022」が開催
されます。今回で17回目を迎える
「ツール・ド・ちば」は、木更津市を
発着地として、表情豊かな東京湾
を望む富津岬、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、ひらおか
農村の里などを巡る房総の魅力が
詰まったコースとなっています。
●開催日 2022年10月8日（土）
●スタート/ゴール地点 イオンモール木更津駐車場特設会場
●コース 距離 111.4ｋｍ
エイド イオンモール富津駐車場（21.3ｋｍ地点）
昼食
クルックフィールズ（43.5ｋｍ地点）
エイド 高滝ダム音楽堂（65.9ｋｍ地点）
エイド ひらおかの里農村公園（85.6ｋｍ地点）
▶エントリーや詳細は下記URL、もしくはQRコードよりご確認ください。
https://www.tour-de-chiba.jp/

10/29（土）〜
10/30（日）

千葉県銚子市から太平洋岸に沿って和歌山県和歌山市
に至る全長約1,400kmの太平洋岸自転車道。ナショ
ナルサイクルルート（NCR）にも選定され、日本人のみ
ならず、インバウンドが復活した後には外国人サイクリ
ストも多く走ることだろう。
道路には青い矢羽や専用の標識、ルートの途中にはサ
イクルステーションなどが整備されている。
南房総エリアも太平洋岸自転車道の一部となってお
り、新たなツーリズムへの進化が期待される。

レンタサイクル情報

鴨川市／
かもチャリ

10/8
（土）

サイクルトピックス

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

6/19(日)

【運転日】9/3（土）
・9/4（日） 10/29（土）
・10/30（日） 11/13（日）

レベル初級

https://www.kkr.mlit.go.jp/road/pcr/

南房総市／
南房総くるくる車ららん

第56回JBCF東日本ロードクラシック
修善寺大会DAY2
2位 大堀博美
6/24(金) 全日本選手権個人タイム・トライアル
7位 米田和美
6/25(土) 全日本選手権個人ロードレース
開催見送り
7/17(日) 第20回JBCF石川サイクルロードレース
2位 大堀博美
7/18(月・祝) 第1回JBCF古殿ロードレース
優勝 大堀博美

90m

▶ 詳しくはこちら 太平洋岸自転車道

平群クラブハウス

運転時刻・運転日

MOPS
活動レポート

9.2km

距離

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

画家が愛した海・波太（太海）めぐりコース

両国

⑦

太平洋岸自転車道

❻

レベル中級

画家が愛した海・波太
（太海）めぐりコース

⑧

❽

⑫
⑬

④

ＪＲ東日本サイクルトレイン

太平洋岸
自動車道

⑩

❾

房 総半島の最南 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
ンストップエリアが存分に楽しめる。

緑の山々と稲刈を終えた田んぼの
コントラストを楽しむのも良し。秋の味覚を
味わいながらグルメライドをするのも良し。

⑪

平群クラブハウス

城ヶ島

南房総（あわの国）サイクルツーリズム協会推奨ルート

B.B.BASE
内房

かも秋号（通算第41号）

横須賀市

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

大正１１年(１９２２)の時点で、主基村青年会文庫、大山文庫、田原青年文庫、同窓会文庫(江見)、同窓会文庫(太海)、青年会文庫(西条)、
田原処女会文庫の７つの小図書館が設置されています。この他にも雑誌回覧などの読書活動をしていた青年会がありました。

❿

KamoZine

かも秋号（通算第41号）

10/22
（土）
鴨川 エリ
ア

2022年（令和4年）9月15日

世界へはばたけ！

亀田医療大学 亀咲祭（きしょうさい）
亀田医療大学

カ モ ち ず
エ A-4

亀田医療大学第10回大学祭「亀咲祭」が10月22日(土)開催されます。
校内でのバザー、看護体験、部・サークルによる模擬店等を企画してい
ます。小さなお子さまが楽しめるように、タートルフレンズと題してプレ
イルームを設置予定です。全世代が楽しめるように企画中。ぜひ行って
みよう‼︎

Ｑ．私のプレー、ここを見てください！
8河野 サイドでスピードに乗った仕掛けやクロスが得意です。ゴールに向かうプレーを
見てください！
15山田 キック力とヘディングです。クロスボールに飛び込むプレーが得意なので、ゴー
ル前でのプレーに注目してほしいです！
Ｑ．2022シーズンの目標・それに向けて取り組んでいることは？
8河野 1年間で5ゴールが目標です。まだまだ実力不足な部分は多いのですが、1点でも
多く点をとってチームに貢献したいです。
15山田 得点することが目標です。それに向けてゴール前でたくさんプレーできるよう
に、ボールを失わないことと攻撃から守備、守備から攻撃の切り
背番号15 FW山田彩未選手
替えを特に意識して努力しています。

があります。
2022年10月22日(土)

●会場

亀田医療大学

10/22
（土）
鴨川 エリ
ア

10:00〜16:00

鴨川市横渚462

☎︎04-7099-1211

鴨川令徳高校 蔦葉祭（ちょうようさい）
鴨川令徳高等学校

カ モ ち ず
エ B-2

３年ぶりに一般公開される蔦葉祭。「虹〜青春を彩り駆
ける〜」をテーマにみなさんをお迎えします。入退場は
自由です。ぜひお越しください！

（1996年7月31日生

●日時 2022年10月22日(土) 10:00〜14:30
●内容【食べ物】ポテトフライ・オム焼きそば・アイス
いちご飴・チョコバナナ

SONNE Sunrise!! ⑥

【出し物】喫茶店・メイド喫茶・休憩所・BAR・縁日・カラオケ・ゲームセンター
を予定しています。

長狭高校が創立100周年
各種記念事業が進行中
千葉県立長狭高等学校

カ モ ち ず
エ A-2

千葉県立長狭高等学校は
19 2 2 年 に全 国２番目の 組
合立中学校として発足しまし
た。当時は鉄道もなく、進学
には館山や千葉方面に通わな
ければならなかったといいま

だれでも参加できるビーチ
サッカー練習会を開催

鴨川から広がる
ビーチサッカーの輪

その他、ダンス部・軽音部・茶道部の発表や作品展示・保護者会のバザー
☎04-7092-0267

2018年創設、今年で5年目を迎えたSONNE Kamogawa
B.S.（SONNE[ゾンネ]はドイツ語で「太陽」の意味）
トップチーム
（女子）は関東女子ビーチサッカーリーグ前半戦を3位(5チーム
中)で折り返し、OZEAN[オーツィアン]（男子）は関東2部リーグ前
半戦を同じく3位(5チーム中)で折り返し、両チームともに優勝の可
能性を残している。
2 0 2 2 年 から全 国 的 にも珍し い ロ ー カ ルリーグ「 A W A
BeachSoccer LEAGUE」が新たに始まり、さらに地元の小学
生たちもビーチサッカーに触れる機会が増えてきている。日本
一のビーチサッカー大国を目指して、鴨川からビーチサッカー
の輪が広がっている。

長狭中学校開校 仮校舎神蔵寺にて

す。そこで、当時の町村長や小学校長が中心となり、安房郡の財産で
あった嶺岡牧場の処分金や鴨川漁協の寄付、各町村からの負担金で

委員会が各種の記念事業を予定しています。記念式典や生徒への記
念行事の開催、教育振興基金の創設などが進行中で、実行委員会で
は10月末まで有志の寄付も受け付けています。

PTA資源回収

カ モ ち ず
エ B-2

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わず。運動不足解消、ダイエットにも！
！
楽しい仲間たちが待っている！
●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）

植栽活動
防災体験会

9/13 （火） 天津小湊小学校（浜荻・天津地区） ★

文化祭

10/18（火） 天津小湊小学校（内浦・小湊地区）★

亀田医療大学生発げんきコラム

資源・ベルマーク回収

11/ 1 （火）長狭学園「若葉祭」
マラソン大会

11/18（金） 天津小湊小学校 ※雨天順延

11/ 8 （火） 天津小湊小学校（浜荻・天津地区）★

11/24（木） 長狭小学校

※雨天順延 11/25（金）

11/15（火） 天津小湊小学校（内浦・小湊地区）★

11/29（火）東条小学校

※雨天順延 11/30（水）

12/  3 （土）長狭学園（主基地区）

11/29（火） 江見小学校

※雨天順延 11/30（水）                        

12/ 4 （日） 長狭学園（吉尾地区）

11/30（水） 田原小学校

12/10（土） 長狭学園（大山地区）

12/ 1 （木） 西条小学校

※雨天順延 12/2(金)

12/13（火） 天津小湊小学校（浜荻・天津地区）★

12/ 1 （木） 鴨川小学校

※雨天順延

12/20（火） 天津小湊小学校（内浦・小湊地区）★
資源回収

10/28（金） 鴨川中学校「鴨中祭」
10/28（金） 安房東中学校「東中フェスタ」

                          10/11（火） 天津小湊小学校（浜荻・天津地区）★

medi × kame ―めでぃかめ― 

★……雨天決行

11/19（土）東条小学校

鴨川市防災訓練    11/ 6（日） 西条小学校

9/20 （火） 天津小湊小学校（内浦・小湊地区）★

☎04-7092-1225

今回の調査を通して、車いす利用者に配慮した対策は、健常者
にとっても利用しやすい環境になっていることが多いと気づき
ました。また、設備面の対策で解決できない課題については、
人による個別のサポートも欠かせないことがわかりました。
今後は、鴨川にある他のスーパーの現状も調査してみたいと思
います。

※雨天順延 10/9（日）

10/25（火） 鴨川小学校

千葉県立長狭高等学校 創立100周年記念事業実行委員会

授業で「車いす生活者の視点から生活上の課題を見つける」
という体験型学習に取り組みました。私たちのグループは買
い物に注目し、現状調査のため、市内スーパーで車いすでの買
https://wellspo.jp/ そのスー
い物体験とお店の方へのインタビューを行いました。
パーは広いスペースがあり、車いすでも安全で気軽に買い物
ができる環境が整えられていました。店舗で対策に力を入れ
ていたことを3つのシーンでまとめました。
①売場
商品が取りにくい所は従業員を配置し、また棚の一番手前に
並べて商品を見やすく取りやすいように「前出し」
を心がけている。
最上段の商品が取れない場合は、積極的にお手伝いしている。
売れ筋商品は棚の下側に置いて、健常者・車いす利用者とも
商品を取りやすくしている。通路は車いすが2台横並びでも
通ることのできる広さを確保している。
②トイレ・駐車場
広い多目的トイレがあり、トイレの中には非常呼出ボタンが
ドア付近と便座付近の2カ所設置されている。
駐車場は675台の車が駐車できるだけでなく、車いすの乗
降に必要なスペースを備えた「思いやり駐車場」を店舗の出
入り口付近に設けている。
③その他
貸し出し用の車いすだけでなく、車いす専用ショッピングカー
トの用意もある。店内は広くワンフロアで、段差がないため
車いすでも気軽に買い物ができる。

9/10 （土） 西条小学校 ※雨天順延 9/11（日）
10/ 8 （土） 長狭学園

●お問合せ

車いすでも買い物を楽しめる環境づくり

鴨川令徳ビーチコート

かも秋の学校行事（9 ～ 12 月）
PTA奉仕作業

学校を開設。以来、24,608名もの卒業生が巣立ちました。今年5月1
日には創立100周年を迎え、学校・PTA・同窓会などで組織する実行

在籍2年目）

2022シーズンも残りわずか！ ファン・サポーターの皆さまと共に勝利を重ね、喜び合い、優勝を目指して
戦い抜きます！ 熱い応援をよろしくお願いします！

【飲み物】
ソフトドリンク・カフェオレ・タピオカ

●お問合せ 鴨川令徳高校

オルカ鴨川FC 

orcakamogawafc.com

Ｑ．鴨川の好きなところを教えてください。
8河野 鴨川の好きなところは海です。朝、練習後、試合前などちょっと時間がある
背番号8 MF河野有希選手
時に散歩をしに行きます。頭も心もすっきりして、最高のリカバリースポットです！
（1998年11月5日生 在籍2年目）
15山田 まず、海が綺麗なところです！午前の練習の時は、海に浸かって全身アイシングを
しています。なので、夏は日焼けで真っ黒になります。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により内部開催に移行する場合
●日時

［7］

フリー参観

9/16（金） 鴨川小学校

9/29（木） 東条小学校
10/21（金） 江見小学校

9/20（火）～30（金）

西条小学校

10/20（木）～30（日）

西条小学校

11/20（日）～30（水）

西条小学校

12/20（火）～23（金）

西条小学校

9/12（月） 東条小学校

フリー参観・PTAバザー10/22（土） 東条小学校
12/ 3 （土） 天津小湊小学校
芸術鑑賞会

10/26（水） 西条小学校 千葉交響楽団
12/ 5 （月）鴨川小学校

２学期終業式

12/23（金） 市内全校

10/11（火） 東条小学校
11/10（木） 東条小学校
12/12（月） 東条小学校

犬猫にも馴染めば思う ⑰

（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）

マイクロチップ義務化
最新情報
動物の愛護及び管理に関する法律（動物愛護管理法）が2022年
6月から改正となり、マイクロチップ（MC）義務化に関しての問い
合わせが、当院でも増えてきました。ところが、このMCの義務化で
すが、実は複雑で犬猫の所有者に対し理解しにくい内容であるこ
とが分かってきました。
まず、MCの装着についてですが、装着と登録が義務化されるのは
犬猫販売業者に対してであり、その他の所有者は「MCを装着する
よう努めなければならない」と言った努力義務となっています。犬
猫の販売業者とは、ペットショップやブリーダーのことをさし、これ
らの業者からペットを購入した場合にのみMCの登録義務が発生
します。通常、これらの業者からペットを購入した場合、すでにMC
が装着済みで、購入時に登録業務を代行する場合がほとんどだと
思いますが、これらの方法以外で、個人的にペットにMCを装着し
たい場合は動物病院で行うこととなります。

新型コロナウイルス感染拡大の状況により変更・中止となる場合があります

次に登録についてですが、これまで、主にAIPOと呼ばれる民間の
登録管理機関が行ってきましたが、法改正後から環境省への登録
が義務化となるため、環境省管轄の登録管理機関が業務を引き
継ぐことになりました。そのため、所有者が自分で登録を行う場合
は、今後は環境省への登録となります。しかしながら環境省の管理
下では、迷子動物の検索などは、個人情報保護の観点から動物愛
護センターや警察署など公的機関のみとなるため、以前のように
獣医師から検索が行えないため、これまでのような夜間や災害時
などの迅速な対応は難しくなりそうです。一方、AIPOによる登録
業務は継続して行っており、日本獣医師会では、義務である環境省
と検索などで自由度の高いAIPOの両方への登録を推奨していま
す。このように情報管理が、国と民間の２階建て構造となり、複雑
化してしまったため、登録については今後も混乱が続きそうです。
最後に、登録方法についてですが、どちらも原則オンラインとなっ
ており、費用は環境省が300円、AIPOが1,050円となっていま
す。支払いはクレジットカードもしくはQR決済となっています。こ
のように、MCの登録については複雑化しているため、動物病院で
は登録の代行も行っています。ご不明な点などは、かかりつけの動
物病院へご相談ください。
（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

村の迷信シリーズ「夜、爪を切ると親の死に目に会えない」らしい。

☞ 解説は8 面

［8］ 2022年（令和4年）9月15日

KamoZine

Event Calender

8/9（火）
〜10/10（月・祝）

イベントカレンダー

鴨川 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。

日付

曜日

イベント名称

エリア

場所

問合せ先

鴨川市郷土資料館40周年記念展

8/9～10/10 火～月・祝 前期「資料館40年のあゆみ～鴨川ヒストリア～」 鴨川 鴨川市郷土資料館
9/1
木 おついたち市
天津小湊
天津神明宮
9/10
土 はななかふぇ
鴨川 亀田医療大学学生会館
9/11

第13回千葉県ジャンボかぼちゃ大会
第5回千葉県長ヒョウタン競技会
プレナスなでしこリーグ1部 第17節
vs ハリマアルビオン

日

サザエのつぼ焼き販売
9/17～18 土～日
宝探しクイズ大会
9/18
日 フリーマーケット
おついたち市
10/1
土 プレナスなでしこリーグ1部

☎04-7093-3800
☎04-7094-0323
☎04-7099-1211

長狭

里のMUJI みんなみの里

☎04-7099-8055

鴨川

鴨川市陸上競技場 www.orcakamogawafc.com

江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク

☎04-7096-1911

天津小湊 天津神明宮

第20節
vs セレッソ大阪堺レディース

鴨川

☎04-7094-0323

鴨川市陸上競技場

www.orcakamogawafc.com

10/1～10/31 土～月 ハロウィン催事
（ジャンボカボチャ展示と販売）
長狭 里のMUJI みんなみの里 ☎04-7099-8055
10/8～11/30 土～日 さつま芋掘り体験
10/9
日 フリーマーケット
江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク ☎04-7096-1911
10/10 月・祝 モルック ファミリーカップ
長狭 里のMUJI みんなみの里 ☎04-7099-8055
10/16
日 プレナスなでしこリーグ1部 第22節 vs 愛媛FCレディース
鴨川市陸上競技場 www.orcakamogawafc.com
はななかふぇ
亀田医療大学学生会館 ☎04-7099-1211
鴨川 亀田医療大学
亀咲祭
☎04-7099-1211
10/22
土
蔦葉祭
鴨川令徳高校
☎04-7092-0267
10/22～12/4 土～日 温州ミカン狩り
里のMUJI みんなみの里 ☎04-7099-8055
長狭
10/22～1/9 土～月・祝 棚田のあかり
千枚田保存会
☎04-7099-9050
10/23
日
関東女子ビーチサッカーリーグ 最終ラウンド
鴨川 鴨川令徳ビーチコート sonne.futbol
10/25

火

山茱萸の森で収穫祭

長狭

11/1
火
おついたち市
11/1～11/30 火～水 キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン第2弾
11/1～12/31 火～土 かもらり２０２２
海鮮つみれ汁販売
11/3
木・祝
フリーマーケット
11/4～11/6 金〜日 第51回鴨川市文化祭
11/10

木

11/11〜11/13
金〜日 第51回鴨川市文化祭
11/18〜11/20
11/19〜12/4 土〜日 鴨川秋ロゲ2022
海鮮つみれ汁販売
11/23 水・祝
第47回鴨川市民音楽祭

（鴨川ハーブソサエティー）

☎04-7094-0323
☎04-7093-7837

（鴨川市商工会）

江見太海 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

長狭

☎04-7092-1114
平塚地区・房田棚田 （ウ
ェルネスポーツ鴨川）

鴨川

鴨川市郷土資料館

☎04-7093-3800
☎04-7092-1114
☎04-7096-1911

☎04-7093-3800

（鴨川市郷土資料館）

☎04-7099-1211
☎04-7094-0323
☎04-7096-1911
☎04-7099-8055
☎04-7099-1211

オルカ鴨川FC 試合日程 2022プレナスなでしこリーグ1部
第16節

A

9/ 3

(土)

15:00

vs朝日インテック・ラブリッジ名古屋

第17節

H

9/11

(日)

13:00

vsASハリマアルビオン

鴨川市陸上競技場

第18節

H

9/18

(日)

13:00

vs日体大SMG横浜

フクダ電子アリーナ

第19節

A

9/25

(日)

13:00

vsニッパツ横浜FCシーガルズ

神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場

第20節

H 10/1

(土)

13:00

vsセレッソ大阪堺レディース

鴨川市陸上競技場

第21節

A 10/8

(土)

14:00

vsスフィーダ世田谷FC

AGFフィールド

第22節

H 10/16 (日)

13:00

vs愛媛FCレディース

鴨川市陸上競技場

豊田市運動公園陸上競技場

A：アウェイゲーム
皇后杯 JFA 第44回全日本女子サッカー選手権大会（11・12月）
▶日程詳細・出場試合未定。決まり次第、ホームページにてお知らせします。

SONNE Kamogawa B.S.試合日程
第3回 関東女子ビーチサッカーリーグ2022
第３ラウンド 9/19(月･祝)

夢フィールド・ピッチカリオカ（海浜幕張）
鴨川令徳ビーチコート

10/23(日)

第1回 関東ビーチサッカーリーグ2部 2022
最終ラウンド

カ モ ち ず

10/22（土）
〜1/9（月・祝）
長狭 エリ
ア

9/11(日)

平井海岸（茨城県鹿嶋市）

KamoZine を応援してくださっている方々（かも夏号）
賛助
オオクシ
亀田酒造
秋山商店(株)

多聞寺
大和田幸恵
鮨 笹元

(株)サン建築総合事務所
長谷屋商店
寺尾自動車整備工場

スペインレストラン
パエジェーラ
美容室リミックス

工房きよすみ＆カフェ
新
全 F-2
カ モ ち ず
ニュース●
秋よりワークショップを再開します。清々しい風を
感じに清澄山へいらっしゃいませんか。
10/22(土) 苔玉作り
10/23(日) 豆盆栽作り
11/19(土) 野草茶作り(散策あり)
11/27(日)･28(月) クリスマスリース作り
12/ 4(日)・7(水) 真菰のしめ縄(お正月飾り)作り
毎月第2土曜・第4水曜 裂き織り教室
※参加者2名以上で開催
●時間 10:00〜12:00
●場所 工房きよすみ＆カフェ
※真菰しめ縄のみ「清澄憩いの家」
●募集人数 8名 ※真菰しめ縄のみ10名
●お問合せ ☎ 080-7219-4455
清澄377e

昔は、小刀などで爪を切っていたので、ろうそく等の灯だけでは怪我をしやすかったことから、それを防ぐための戒めといわれています。
また、
「夜・爪」＝「世・爪」＝「世を詰める」＝「早死にする」と縁起をかついでいたともいわれます。

と き

鴨川豆知識

KamoZineこぼれ話

KamoZine 編集長の視点で語る、地域メディアドキュメンタリー

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。

メディアが地域を変える瞬間〜かもナビ物語〜 ❽

幅広い世代の人たちに参加してもらうにはインターネットだけで

なく、他の媒体を組み合わせた展開が不可欠であった。中でもシ

ニア世代に優しい紙媒体の実現に向け、「かもナビ」開設翌年の

二〇〇九年初めから、かもナビ実行委員会の会議で、なんとかして

「かもナビ」と同じコンセプトで、旬の情報を発信するフリーペー

予 算の担 保 もない中で、雲を掴むような話であったが、実 現のタイミ

パーを作りたいとの構想を語り始めた。

ングは案外早く訪れる。年度が変わった頃、
鴨川市観光協会事務局から

をつくりませんか」という夢にも想像しなかったオファーが舞い込んだの

「シーズンパンフレットの予算があるので、
それを使って例のフリーペーパー

名 前は「ＫａｍｏＺｉｎｅ」 「Ｋａｍｏｇａｗａ」と「Ｍａｇａｚｉｎｅ」を掛け

だ。もちろん二度返事で受け、
編集作業が始まった。

た造 語だが、「Ｚｉｎｅ」には「 人 」の意 味 も 込めた。単なるモノやサービ

スを紹 介 するのではなく 、そこに息づく 鴨 川の人々を記 事にしよう と

いう 想いが表されている。創 刊 号は二〇 〇 九年六月一日に「かも 夏 号 」

各宿泊施設や店舗で、地域を紹介する独自の紙媒体をつくるのは

として発行された。Ａ４判４ページ構成。二万部印刷した。

経済的にも時間的にも厳しい。ならば、「ＫａｍｏＺｉｎｅ」を活

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

（つづく）

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）

用していただこう。例えば、宿泊客が客室で旬な情報を手にでき

〈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）

だが、創刊号は大量に余ることになる。「ＫａｍｏＺｉｎｅ」

●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。

る、そんな新たな広報物になれれば、そんな意図もあった。

＊１口あたり最新号を 10 部進呈いたします。

(有)佐藤保険事務所
風雲
波太オルビス
新倉
斎武商店
ヘアーサロン イトウ
鴨川シーサイドドッグ
トレーニング・ガーデンホテル

全 B-2

●開催日 2022年10月25日（火）13：30～15：30
●会 場 山茱萸の森（鴨川市古畑／長狭街道を鴨川
消防署長狭分遣所付近より南へ徒歩3分）
●参加費 入場・ハーブティーの試飲 無料
●お問合せ 鴨川ハーブソサエティーKHS
☎04-7096-5030
は地域に求められていないのか。観光客に求められていないの

●応援くださる方
１口 2,000 円

鎌田製菓（有）
くわっせ～鴨川（佐々木
商店）
だいにんぐ友
石黒マッサージ
あぶらや食堂
(株)タムラ
Coteranne
須金理容室

山茱萸の森で収穫祭

か。「かも秋号」の発行に向け、有志で集まった編集委員たちの

リラクゼーション海里
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
日暮晃一
鴨川農家民泊組合
しみず動物病院

年末恒例のイベント「かもらり」の季節とな
りました。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、参加店ごとにいろいろな取
組みを実施します。市内でご自身のお気に
入りのお店や新たなサービスを見つける良
い機会です。
参加方法は異なる参加店舗を利用して５個のスタ
ンプを集めて応募すると、抽選で素敵な商品が当
たります！ひとり何回でも応募が可能です。
期間は2022年11月1日(火)～12月31日(土)。
参加店は「かもらり」ののぼり旗が目印。
●お問合せ 鴨川市商工会 ☎ 04-7092-0320

鴨川ハーブソサエティー（KHS）
は、加茂川上流域の大山公民館
の近くに、
「山茱萸（さんしゅゆ）の
森」と小さなハーブ園を開設して
います。春には白梅と山茱萸の黄色い花が競演し、夏
には淡いピンクのローゼルの花が咲きます。秋には七
草の花、晩秋には山茱萸の赤い実やクロモジ、花筏（は
ないかだ）の実が森を彩ります。秋に開かれる収穫祭で
は、山茱萸の森の中に開設した「交流記念園」で爽やか
な酸味のハーブティーをいただくことができます。川の
せせらぎや小鳥の囀りをBGMに、ハーブ園で収穫した
ローゼルティーを味わってみませんか。

苦悩が始まった。

ひだまりINN
梵まる
天津神明宮
亀田病院
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

今年もやります！
「かもらり２０２２」
で素敵な商品をゲット！！

11/1（火）
〜12/31（土）

KamoZine創刊

買取

カ モ ち ず
全 B-2

※新型コロナウイル
ス感染拡大防止の
為、
「棚田の夜祭り」
は今年度は中止とな
りました。

カ モ ち ず

カ モ ち ず
全 C-3

巨大カボチャの重量を競う「千葉県ジャンボかぼ
ちゃ大会」が今年も開催される。世界大会公認の
全国大会「第36回日本一どでカボチャ大会」は９
月18日(日)に香川県小豆島で行われる予定で、
本大会は千葉県予選ともなっている。千葉県勢は
過去に５年連続日本一に輝き、公認の日本記録
(561.6キロ(2015年))も鴨川市の上野貢司さん
が樹立するなど、高い栽培技術を誇り、毎年注目
を浴びている。
ヒョウタンの長さを競う「第5回千葉県長ヒョウ
タン競技会」も同時開催。全国組織である長瓢
箪競技会の地方大会として公認を受け、千葉県
勢は長ヒョウタンでも323.8cmの歴代公認１
位の記録をもっている。重さのカボチャ、長さの
ヒョウタンに注目！
●日時 2022年9月11日(日)
第13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～
表彰式
14:00～
撮影会・かぼちゃ購入希望者への販売開始
第５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
☎ 04-7099-8033

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。
●日程 2022年10月22日(土)～2023年
1月9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
●参加料 無料
●主催者 鴨川棚田の夜祭り実行委員会
●お問合せ 千枚田保存会
☎ 04-7099-9050

10/25（火）

第13回千葉県ジャンボ
かぼちゃ大会・第５回千葉
県長ヒョウタン競技会
里のMUJIみんなみの里

棚田のあかり
大山千枚田

長狭 エリ
ア

H：ホームゲーム

最終ラウンド

長狭 エリ
ア

鴨川市郷土資料館 エ A-1
鴨 川 市 郷 土 資 料 館は 昭 和
57年（1982）11月1日に開
館し、本年令和４年（2022）
に開館40周年を迎えます。
本展では、これまでに開催し
た展覧会と、それに伴い収
蔵された資料の紹介を通し
て、40年に及ぶ当館のあゆ
みを、調査結果とともに振り返ります。
戦国時代まっただ中の里見氏に関する文書や、江
戸時代の清澄寺の寺領を示した絵図、主基斎田
で使われた道具、西南戦争の従軍日記、日露戦争
から太平洋戦争にかけての軍服、戦時中の写真
週刊誌「写真週報」、暗箱カメラなど、205点の厳
選された貴重な資料を公開します。
●日時 2022年8月9日(火)～10月10日(月・祝)
●会場 鴨川市郷土資料館

☎04-7092-0320

市内全域 鴨川市内
江見太海 道の駅鴨川オーシャンパーク
鴨川グランドホテル
鴨川
亀田医療大学学生会館
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
長狭 里のMUJIみんなみの里
鴨川 亀田医療大学学生会館

11/26
土
はななかふぇ
12/1
木 おついたち市
12/1～3/31 木～金 イルミネーション点灯
12/4
日 正月飾り・しめ縄作り教室
12/24
土 はななかふぇ

9/11（日）

☎04-7096-5030

山茱萸の森

天津小湊 天津神明宮
市内対象店舗
市内全域
市内参加店舗

鴨川

BOSO(房総×防草) 草刈サミット2022

鴨川市郷土資料館

前期「資料館40年のあゆみ
～鴨川ヒストリア～」

かも秋号（通算第41号）

