
おはなしシアター
　パネルシアターや紙人形劇
など、親子でふれあい遊び。
はかってみよう！
　身長体重を測定。発達や育児
などの相談。
つくってみよう！
　親子で簡単な工作。

子育て子育て

支援の
取り組み

K�mog�w�

　市と鴨川シーワールドでは、子育て世帯を
応援するため、お子さんの満２歳の誕生日前
日まで両親が無料で入場できる年間パスポー
トをプレゼントしています。

鴨川シーワ
ールド

年間パスポートを
プレゼント

　子育て支援室は、市内４か所の認定こども園（江見・長狭・天津
小湊・OURS）にあり、安心できる環境でお子さんを遊ばせるこ
とができます。対象は０～３歳児のお子さんとその保護者です。
また、保育士が子育てについての相談を受け付けています。

遊びにおいでよ！

子育て支援室

　図書館では、新生児が誕生したご家庭に、
絵本１冊とバッグ１袋をプレゼントしてい
ます。このブックスタートは、絵本を通じて親子のきずなを
深めながら、豊かな心とことばをはぐくんでもらおうと実施
しているものです。
　また、０～３歳を対象とした「おひざにだっこのおはなし
会」や４歳～小学校低学年までを対象とした「おはなしひろ
ば」など、お子さんが楽しめるイベントを開催しています。

赤ちゃんに絵本の贈りもの

ブックスタート

出前保育（あおぞらday）
　広い芝生の上でダンボール
そりやシャボン玉など。
赤ちゃんデー
　赤ちゃんがのびのび遊べる
環境で親子同士の交流。発達や
栄養についての相談。対象は１
歳未満児と保護者。

子育てに奮闘する
パパママの皆さん、
リフレッシュに
ご利用ください。

下記のとおり毎月イベントも開催しています。

Kamogawa City Photo Gallery

小学校・給食 小中一貫教育（長狭学園）
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移住・定住
移住・定住

支援の
取り組み

K�mog�w�

▲ 長狭街道沿い、築年数100年を超える古民家
を改装したカフェ＆農家民宿。田園と緑豊かな
山に囲まれ、ゆっくり流れる時間の中でコー
ヒーやランチを味わえます。

　東京と川崎でそれぞれ教員として働いて
いた畑沢さんと工藤さん。15年ほど前から、
共通の趣味であるサーフィンのため、週末に
鴨川を訪れていました。海の帰りに大山千枚
田に立ち寄った時、こんな美しい景色の中で
カフェを経営できたら・・・と移住を決意。鴨
川市ふるさと回帰支援センターに通い、約２
年間の物件探しの末、ようやく理想的な古民
家と出会うことができました。「移住には不
安がありましたが、地域の皆さんがとてもよ
くしてくださるので、思い切って決めて良
かった。これからも地域活性化のため、微力
ながら頑張っていきたい。」と話す工藤さん。
令和元年６月にオープンしたカフェはゲス
トハウスを併設しており、地域住民や移住を
考える方の新しい交流スポットにもなって
います。

カフェ＆
農家民宿を経営

畑沢謙一さん（左）、工藤統さん

　温暖な気候で暮らしやすい鴨川市には、都会から移り住む皆さんが年々増えてきています。定年
後をゆっくり過ごす人、陶芸家や芸術家、農業を始める人、キャンプ場やペンションなどを経営する
人などさまざまですが、皆さん、健康で心豊かな鴨川ライフを楽しんでいます。市では、移住希望者
などを対象に、就業や不動産、子育て関連など総合的な情報提供を行うとともに、移住後の暮らしの
フォローアップなど、移住者を長期的にバックアップしています。

　地域の皆さんにとって、
都 市 の「知 ら な い 人」が
入ってくることに不安を
感じるかもしれません。
一方、移住相談者の多く
も、地域とうまく馴染め
るかどうかという点を不
安に感じています。市が
移住希望者と地域住民と
の橋渡しを担いながら、
よりよい関係を築くこと
ができるよう、お手伝い
を行います。

　市では、受け入れ体制の強化と交流人口の増
加をめざすため、「空き家バンク」を創設し、空き
家などの情報を随時募集しています。田舎暮ら
しを希望する方に、市内の不動産などの情報を
効率的に提供することで都市住民の皆さんを誘
致します。空き家をお持ちで、地域の活性化や有
効的な活用を考えている方は、同センターに情
報登録ください。

　相談窓口を開設し、移住するまでと移住して
からのプランを一緒に考えます。空き家の情報
提供や農的生活の楽しみ方の講習など、田舎暮
らしを求める皆さんを支援します。

金束で

移住定住を支援

☎（7094）4600

鴨川市ふるさと
回帰支援センター

皆さんの情報が頼りです！

空いているおうちはありませんか？

Kamogawa City Photo Gallery

カモのお引っ越し 自然まるかじり体験塾

Kamogawa City Photo Gallery

大山千枚田の田植え 棚田バレーボール
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市民と地域の健康　
スポーツの力で

実現しよう

　市内で活躍する、南房総初の女子サッカー
チーム「オルカ鴨川FC」。2014年に発足後、異
例・最速の強さを見せつけ、2017年度からは、
プレナスなでしこリーグ2部で活躍していま
す（令和２年３月１日現在）。目指すなでしこ
リーグ1部まであとひとつ。南房総からなでし
こリーグを目指し、さらに日本代表を輩出して
世界を目指す、そんな夢のあるプロジェクトを
一緒に応援しましょう。

　ここでは、長期的な人的交流を図るスポーツ合
宿やキャンプ誘致、スポーツの日常化、文化活動と
の連携などを、総合的かつ戦略的に推進。心身が健
康になるだけでなく、観光や商業、農林水産業、健
康産業、医療福祉など、さまざまな産業分野が活性
化し、地域が健康になることをめざします。

鴨川市は
千葉ロッテマリーンズを
応援しています

　プロ野球球団「千葉ロッテマリーンズ」のキャンプ地である
本市では、地域活性化施策の一環として、市を挙げて同球団を
応援しています。
　千葉ロッテマリーンズ鴨川後援会では、毎年総合運動施設
で開催されている秋季キャンプのサポートを始め、球団キャ
ラクターたちによる市内施設訪問、選手による少年野球教室
やサイン会・写真撮影会などのファン交流イベント、そして市
外においてもZOZOマリンスタジアムでの観光PR、応援ツ
アーなど、球団の協力を得ながら、年間を通してイベント開催
や企画を行っています。

スポーツスポーツ

支援の
取り組み

K�mog�w�

　「（一社）ウェルネスポーツ鴨川」は、スポーツによるまちづくりに取り組む地域スポーツ
コミッションです。
　地域の皆さん、そして鴨川を訪れる人たちが、スポーツを日常的に親しむ文化を醸成し、
スポーツによる交流人口の増加も視野にいれ、官民で連携しながら地方創生の取り組みを
進めていきます。

W e l l n e s s × S p o r t s

We support this team!

鴨川から世界へ！
ウェルネスポーツ鴨川

千葉ロッテマリーンズ

オルカ鴨川ＦＣ

目指せ！
なでしこ
リーグ1部

www.wellspo.jp

Kamogawa City Photo Gallery

ウェルKAMO　X'MASGAMES
車イス競争　

千葉ロッテマリーンズ応援ツアー

Ⓒウェルネスポーツ鴨川
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B

❶かわいい
❷ちょっと苦手…

の
定
番

　鴨川といえば、海。海水浴、マリンスポーツ…鴨川の海の楽しみ方は
たくさんです。どれで遊ぶか迷ってしまうという方は、フローチャートを
CHECK！タイプ別に楽しみ方をオススメします。

　鑑賞することが好きなあな
たは、鴨川シーワールドをオ
ススメします。展示してある海
や川の生物は、なんと800種
以上。北極や南極など世界の
自然環境を再現しています。
また、イルカやシャチのショー
は圧巻です。

スポーツは

❶観戦する方が好き
❷見るより自分で体を
　 動かしたい！

魚といえば

鴨川シーワールド
海の生物とふれあおう！

で

　フォトジェニックな風
景を求めるあなたは、絶
景スポットめぐりがオス
スメ！鴨川松島をはじ
め、絶景スポットがたく
さん。息をのむほどきれ
いな景色に癒され＆気分
が上がり、SNS映えする
写真も撮れること間違い
なしです。

　友達とわいわい楽しむこ
とが好きなあなたは、海水
浴がオススメ。市内の海水
浴場はどこも波が穏やか
で、小さい子どもから大人
まで楽しめます。5つの海
水浴場を制覇してみるのも
楽しいかもしれません。

　身体を動かすことが得意なあ
なたには、サーフィンがオススメ。
パワフルで質の良い波が多い鴨
川の海には、プロサーファーも多
く訪れます。市内のサーフショッ
プでは体験プログラムを行ってい
る店もあるので、初心者でも安心
して始められます。

絶景スポット
お散歩しよう！

を

前原海水浴場

内浦海水浴場

城崎海水浴場

江見海水浴場

太海海水浴場

☎7093-7837

☎7093-7837

☎7093-7837

☎7093-7837

☎7093-7837

問い合わせ
ばらまえ

うらうち

みえ

みふと

しろさき

を
楽
し
む

鴨
川
の
海

波といえば

❶青い海を写真に
　 収めてSNSにアップ！
❷青空の下を浮き輪で
　 ぷかぷか

海でしたいことは？

❶

❷

❷❷

❷

A

A

CC

D

D B 海水浴場
市内5つの

遊びつくそう！
を

サーフィン
挑戦してみよう！

に

❶❶❶❶

❶❶

St��!

❶乗るもの
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　1765年（明和2年）に現在の寺門に
生まれました。幼少時から学問に優れ、
国学のほかに、漢詩、和歌、彫刻などに
才能を注ぎました。25歳のころ江戸に
出て、荷田訓之に学び「稲荷古伝」を伝
授。旅を好み、壮年期は「道中記」を残
しました。65歳のころ京都に出向き、
光格天皇、仁孝天皇の侍講もつとめ、
御所内の紅梅1枝を賜りました。晩年
には「水穂伝」、「百首正解」を出版。死
後は、生前の功績により「齋瑲霊神」の
神号が贈られました。

～アララギ派の歌人～
古泉 千樫
こいずみ

鎌倉幕府 初代将軍
源頼朝が伊勢の大神様を勧請

天津神明宮

　天津神明宮には、主祭神である
天照皇大御神・豊受大神・八重事代
主神がまつられており、「房州伊勢
の宮」とも云われています。県内外
からも多数の参拝客が訪れます。

頼朝にまつわる伝説が残る島
　治承4年（1180）、石橋山の合
戦に敗れ源頼朝が安房へ逃れて
きた時に、平家方の武士たちに夜
襲を受けて身を潜めたと伝えられ
る洞窟があり、かくまったお礼に
この島を与えられたという伝説が
あります。 

～国学者～

　市内細野に生まれ、地元の小学校
の教師をしていたころ、雑誌「馬酔木

（あしび）」に投稿した歌が伊藤左千
夫の目にとまったことをきっかけに
歌壇の主流となりました。斎藤茂吉
や島木赤彦らとともに雑誌「アララ
ギ」の発展に尽くしました。生誕地は
千葉県の史跡に指定され、公園とし
て整備されています。公園内には代
表作「みんなみの　嶺岡山のやくる
火の　こよひもあかく見えにけるか
も」の歌碑が据えられています。

　明治42年、市内粟斗で生
まれ、青年時代に農業の傍
ら文学や美術の感性を磨き
ました。高村光雲にその才
能を認められたことで、彫
刻家の道を志します。独自
の 技 法 により 、優 雅 さと
荒々しさを兼ね備えた作品
を数多く生み出しました。
魚見塚展望台にある女神
像「暁風」は、その代表作。
鴨川市の名誉市民です。

　明治44年、現在の貝渚に生
まれ、日本ビクターレコード
専属の作曲家として活躍。主
な曲に「ラバウル小唄」、「お山
の戦争」などがあります。海軍
に召集された後、昭和20年、
硫黄島で戦死しました。

清澄寺

　清澄寺は、日蓮聖人が12歳で仏門に
はいったお寺です。16歳ごろに出家得度
し、32歳で立教開宗した場所とされてい
ます。修行中の聖人が願をかけた虚空蔵
菩薩が今も安置されています。この寺か
らの眺めはすばらしく、歌川広重が浮世
絵の題材に描いたほどです。

日蓮聖人が仏門にはいった寺

鏡忍寺

　日蓮聖人の小松原の法難の地に
創建された名刹。日蓮聖人の一行
が東条景信の一団に襲われた際
に、鬼子母神が現れ、危うく難を逃
れたと伝えられるマキは、市の天
然記念物に指定されています。

日蓮聖人の小松原法難の地

誕生寺

　鴨川は日蓮宗の開祖、日蓮聖人の生
誕地です。誕生寺は、聖人の生誕を記
念して建治2年（1276）に建立された
古刹です。2度の津波で水没したため
現在の場所に移して再興されたと伝え
られています。日蓮聖人像を安置する
祖師堂や聖人の御幼像、聖人ゆかりの
誕生水井戸をみることができます。
　祖師堂は市有形文化財に指定。

日蓮聖人の生誕地

奇勝 大弁天・小弁天

鴨川大山千枚田
　日本の棚田百選に選定されています。稲
が全体的に成長し始め、オールグリーンと
なる６月～７月が人気。黄金色に輝く稲刈り
の初秋にも美しい情景が広がります。

清澄の大スギ
　清澄寺の仁王門の正面
には、樹高約47m、幹回り
約14mの大スギがそびえて
います。樹齢は不明ですが、
古くから地域の人々は「千
年杉」と呼んで大事に保護
して来ました。東側には空
洞があり祠となっています
が、樹勢自体は旺盛で良好
な状態です。

県指定
名勝

国指定
天然
記念物

四方木 不動滝
　清澄を越えて県道から山道に入
り、奥深い竹と杉の林の中にあり、ま
さに秘境といった景色です。その中に
ある不動滝は高さ10ｍ、幅8ｍで、水
量の多いときには二つに分かれ右が
雄滝、左が雌滝と呼ばれています。上
流は深い渓谷となり、初夏の新緑と
初冬の紅葉の頃は、美しい瀑布と共
に情緒あふれる景色が楽しめます。

よ も ぎ

白岩の紅葉
しらいわ

　小櫃川の切り立った白い岩
肌に、緑色の常緑樹とウルシ
やハンノキなどの赤や黄色の
紅葉が調和し、見事なコントラ
ストを作り出しています。見ご
ろは11月下旬から12月上旬。

お び つ

　日蓮聖人生誕にまつわる「三奇瑞」の中に
家の庭先から突然、清水が沸き、庭前の海上
には蓮華の花が咲きほこり、さらに海中に大
鯛・小鯛が無数に群れ集まったとあり、この不
思議な話を裏付けるかのように鯛の浦に浮か
ぶ小島「大弁天・小弁天」一帯の入江を別名

「蓮華ヶ渕」と呼び、この海岸の砂はとりわけ
輝きが美しく俗に「五色砂」と言われています。

さんきず い

仁右衛門島
にえもんじま

　現在の西条地区の打墨に生まれた武志伊八郎信
由は、神社や寺院の建築を飾る彫刻の製作を専門と
する彫物大工として、安房や上総を中心に、相模や江
戸を含む広い範囲に数々の傑作を残しました。郷里
の鴨川市内には、金乗院や大山寺をはじめ、多くの寺
社に作品が残されています。伊八の評判は当時から
高く、注文は途切れなかったものと考えられます。そ
の評判は二代以降も高く、五代伊八が昭和29年に亡
くなるまで、200年以上にわたって伊八の名は受け継
がれました。波の表現が優れているとの評価から、現
在では一般的に「波の伊八」と呼ばれています。

～安房国初の彫物大工～ 武志伊八郎信由
たけしいはちろうのぶよし

山口 志道
やまぐち し ど う

～作曲家～
島口 駒夫
しまぐち こ ま お

日蓮聖人

日蓮聖人御幼像

～日蓮宗の開祖～

～彫刻家～
長谷川 昻
は せ が わ こう ち か し

鴨
川
の
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然
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光格天皇、仁孝天皇の侍講もつとめ、
御所内の紅梅1枝を賜りました。晩年
には「水穂伝」、「百首正解」を出版。死
後は、生前の功績により「齋瑲霊神」の
神号が贈られました。

～アララギ派の歌人～
古泉 千樫
こいずみ

鎌倉幕府 初代将軍
源頼朝が伊勢の大神様を勧請

天津神明宮

　天津神明宮には、主祭神である
天照皇大御神・豊受大神・八重事代
主神がまつられており、「房州伊勢
の宮」とも云われています。県内外
からも多数の参拝客が訪れます。

頼朝にまつわる伝説が残る島
　治承4年（1180）、石橋山の合
戦に敗れ源頼朝が安房へ逃れて
きた時に、平家方の武士たちに夜
襲を受けて身を潜めたと伝えられ
る洞窟があり、かくまったお礼に
この島を与えられたという伝説が
あります。 

～国学者～

　市内細野に生まれ、地元の小学校
の教師をしていたころ、雑誌「馬酔木
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や島木赤彦らとともに雑誌「アララ
ギ」の発展に尽くしました。生誕地は
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火の　こよひもあかく見えにけるか
も」の歌碑が据えられています。

　明治42年、市内粟斗で生
まれ、青年時代に農業の傍
ら文学や美術の感性を磨き
ました。高村光雲にその才
能を認められたことで、彫
刻家の道を志します。独自
の 技 法 により 、優 雅 さと
荒々しさを兼ね備えた作品
を数多く生み出しました。
魚見塚展望台にある女神
像「暁風」は、その代表作。
鴨川市の名誉市民です。
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まれ、日本ビクターレコード
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　日本の棚田百選に選定されています。稲
が全体的に成長し始め、オールグリーンと
なる６月～７月が人気。黄金色に輝く稲刈り
の初秋にも美しい情景が広がります。
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　清澄寺の仁王門の正面
には、樹高約47m、幹回り
約14mの大スギがそびえて
います。樹齢は不明ですが、
古くから地域の人々は「千
年杉」と呼んで大事に保護
して来ました。東側には空
洞があり祠となっています
が、樹勢自体は旺盛で良好
な状態です。
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