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神事としての夏の大祭

11

2014

May-June
神功皇后安産子育ての舞い

稲毛浅間神社

http://www.inage-sengenjinja.or.jp/
そして、12時からは本殿にて例祭の祭典が行われ、続いて

本紙INAGE TIMES! Vol.4号（2012.7.1発行）の稲毛コラ

境内にある神楽殿では、昭和37年に千葉県無形民俗文化財

ムで紹介した「稲毛浅間神社」。富士山を正面にご鎮座され

に指定された伝統神楽『十二座神楽』が奉納されます。稲毛

このはなさくやひめ

今年で1206年目。古くから御祭神の木花咲姫により安産の

浅間神社夏の大祭にお参りすると365日お参りしたのと同じ

神、子育ての神として親しまれています。毎年7月14・15日に

ご利益があると言われています。
例大祭とは、神社で毎年行われる祭祀のうち、最も重要と

は夏の大祭が開催され、
「家内安全･安産子育祈願」として毎年

されるものです。神事としての祭りは厳粛な場面と賑やかな

およそ30万人の方がお参りされます。
前夜祭となる14日は神楽殿での奉納、大祭当日は早朝4時

場面の二面性を持ち、厳粛な場面では人々は日常よりも厳し

の方の多大なご尽力があります。そのおかげで子供たちの

30分に本殿が開扉され、午前10時伝統の稚児行列がスター

く、伝統や秩序を守ることを要求されます。一方で、この日は

笑顔が復活することでしょう！

トします。この稚児行列は年齢4〜6歳までの可愛い男女40

非日常の特別な日として、都市化によって人間関係が疎遠に

人ほどが稚児装束をきらびやかに身に纏い、国道14号線方

なった地域住民の心を一体化する作用も合わせ持ちます。

公園でのお祭り会などが開催されています。町内会による

面に向かい一の鳥居と二の鳥居をくぐり、本殿で最後にお祓

変わりない日常の中に非日常の空間を演出することによっ

楽しい縁日コーナーにもぜひ遊びにきてください。

いを受けます。
子供たちの緊張した面々が初々しく、
見守る見

て、人々は祭りの意味を実感する営みを続けてきたのはない

物客も心が洗われます。

でしょうか。

昔は病気が多く、早くに亡くなる子供が絶えなかったため、
人々は神様を怒らせないように『子供たちはこんなにかわい

夏の大祭に華を添え、賑わいを見せるのが稲毛の風物詩で
め尽くした露天商が姿を消したことで話題になりましたが、

稚児行列
参進順路

行列始発所

稲毛小

京成稲毛駅

7/15（火）

今年はこの参道の賑わいを楽しみにしている子供たちのた
めに、稲毛商店街振興組合を中心に地元の商店街店主たち
が立ち上がります。
加えて今年は千葉市からも依頼があり、例年通りの開催

稲毛浅間神社

二の鳥居

国道14号線
トヨペット
本社

かつや

一の鳥居

【いいね稲毛！】
について
2014年のスローガンは
「稲毛をキレイな街にしよう」！
このプロジェクトは2011年10月1日に発足いたし
ました。この日は稲毛駅に総武快速電車が停車し
て30年目にあたる日。
「 この奇跡があったからこ

街づくりをしよう！」そんな思いからこのプロジェ
クトは始まりました。
街になること」。そのために私たちができること、
その第一歩として、いまメンバーひとりひとりが
「一日１キレイ」
運動を実行しています。
活動を始めて3年目。私たちの活動はまだカタチ

10:00

稚児行列参進開始

11:00〜11:20

稚児行列神社到着

12:00

例祭祭典（御殿にて）

13:00

十二座神楽奉納（神楽殿にて）

17:30〜18:30 江戸かっぽれ（神楽殿にて）

7/14（月） 17:00〜22:00 前夜祭
7/15（火） 9:00〜22:00 本祭

や多種多様な露店など、約500店舗がずらりと勢揃いする予
定です。稲毛の夏祭り復活のために同委員会の皆さんや地元

※左 記の時 間、稲 毛
浅 間 神 社 前「 せん げ
ん 通り 」は 全 面 通 行
止めとなります。

子供も大人も楽しめる「学びの時間」

2014稲毛寺子屋スタート！

2014年の「稲毛寺子屋」では地域の方とのつながりを深め、子供も大人も楽しめる「学びの時間」
を毎月企画しております。6月から8月にかけては小学生向きの理科実験教室です。3回にわたり講
師にお招きするのは、稲毛区穴川にある独立行政法人 放射線医学総合研究所のOBで組織する

稲毛寺子屋

「ニルス理科実験クラブ」さん。千葉市科学館や稲毛区コミュニティセンターなどで楽しくために
なる理科実験教室を開催しています。ぜひ夏休みの宿題にもご活用ください。

場

所 リカープラザビル 3F Lounge Aka-Tombo
（JR稲毛駅西口 ロータリー前）

参加費 各回500円（当日支払）

6/29（日） 7/20（日） 8/23（土）
13:30〜15:30

対

象 小学生

定

員 15名（応募多数の場合は抽選になります）

持

物 筆記用具

申

込 いいね稲毛！ホームページより

▲ ▲ ▲

次の3 0 年の目標は「稲 毛が日本一 住みやすい

御殿開殿

上げ、
「 稲毛せんげん通りまつり」を開催します。地元の名店

▲ ▲

感謝し、これからの30年に向けて自分たちの手で

4:30

稲毛せんげん通りまつり

▲

そ、いま私たちの稲毛がある。これまでの30年に

手踊り奉納（神楽殿にて）

実行に向けて「稲毛せんげん通りまつり実行委員会」を立ち

艶やかな稚児行列

稲毛活性化プロジェクト

前夜祭・祭典（御殿にて）

18:00

もある参道の露店です。昨年は稲毛浅間神社への参道を埋

ことから稚児行列が始まったとされています。

平成26年 夏の大祭日程

7/14（月） 17:30

地元商店街が一致団結、
参道の賑わいを再び

いのです。どうぞ健康と成長を見守ってください』と祈願した

また、この大祭に合わせて、近隣の町内会では子供神輿や

13:30〜15:30

15:30〜17:30

メダカ博 士 がメダカにつ

自分で
ビタミンＣを
探してみよう

電池で
モーターを
つくろう

いていろいろ教 えてくれ

大根とオレンジジュース、

磁石の性質を学んで実際

どちらがビタミンCが多い

に電 磁 石をつくってみよ

かな？

う！

メダカを
観察しよう

（必ず保護者の方が一名ご同伴ください）

低学年
向け

ます。君はメダカクイズに

（ご不明な点もホームページより
お問い合わせください）

いくつ答えられるかな？

低〜中学年
向け

高学年
向け

になっていないかもしれませんが、この間に稲毛
を愛する素敵な仲間がたくさん増え、どうすれば

10

稲毛お掃除大作戦

■毎月第３土曜日 9時〜 時
■ JR稲毛駅西口リカープラザ前集合

いいたします。

17

16

事 前 予 約は必 要 ありません︒お 誘い
合わせの上︑お気軽にご参加ください︒

てゆきます。どうぞこれからも応援よろしくお願

30

15

親子でワイワイ！
流しそうめん大会

心をこめて自分たちの手で 温かい街おこし をし

20

■7月 日 時〜
■千葉信用金庫稲毛支店前
︵稲毛東3丁目︶

焦らず時間をかけて皆でゆっくりとじっくりと、

30

稲 毛 浅 間 神 社 夏の大 祭 当日は︑親 子
で
﹃流しそうめん﹄を楽しんでみませ
んか？手 造りの竹の樋︵とい︶から食
べるそ う めんは格 別です！ち びっ子
たちには輪投げコーナーなどもあり
ますのでぜひお立ち寄りください︒詳
しくはいいね稲毛！ホームページ︑ま
たはサポーター店店頭ポスターにて︒

元気な明るい笑顔があふれる街に。

20

28

千葉ロッテマリーンズのゆかた
＆観戦チケットプレゼント

○そして、
稲毛が大きな家族となり、

21

ゆかた着付け講座

○犯罪のない安全な街に。

︵JR稲毛駅西口 リカープラザ4F︶

○子供や高齢者がふれあう街に。

いいね稲毛！イベントInformation
■試合観戦 7月 日 時〜
■レンタルスタジオアドバンス

んの意見が集まりました！

2 回のゆかた 着 付 け講 座を受 講し︑
3回目は自分で着装してそのまま稲毛
駅からバスでQVCマリンフィールド
へ︒ゆかたと野球観戦チケットつき︒
︻料金︼着付けレッスン全3回
7︑
0 0 0 円︵ 税 込 ︶︒着 付 け 講 座 は
7月 日︑ 日︑ 日︵観戦当日︶
︻定員︼男性 名︑女性 名
主催 いいね稲毛！実行委員会
共催 民族衣装文化普及協会
﹁きもの文化教室﹂

稲毛の街がもっと住みやすい街になるか、たくさ

Inage Column

いなげ・こらむ Vol.8

本との出会いを楽しもう
千葉市稲毛図書館

取材・文／野口泰三（いいね稲毛！個人サポーター）

千葉市稲毛図書館は、一見、宇宙船を思わせるメタルに光

2階には子供室と「おはなしのへや」があり、児童書や絵本

り輝く近代的な建物で、小中台小学校、市立千葉高校、千葉

が充実。定期的に児童への【よみきかせ】イベントを開催して

女子高校に囲まれた緑の公園の一角に静かに佇んでいます。

いますので、ぜひ親子でご利用ください。

図書館は千都建築設計事務所が設計して（現代建築ガイ

図書館司書•スタッフの方はとても優しく親切で、探したい

ドブック P.62より）、1996年に建直しが完了した鉄筋コン

資料が見つからないとなれば、本棚まで一緒にいって探して

クリート造りの3階建て建築物です。メインエントランスは

くれました。館内も整理整頓が行き届いていて、とても気持

2階になります。

ちのいい空間でした。

昼間は至る所に光が溢れていて明るく、本を読む手元が

文教の街・稲毛 の名に相応わしい図書館は情報と知恵の

暗くならないほど。これは周辺の緑や光をトップライトと大

宝庫。みなさんももっともっと稲毛の素敵な図書館をご利用

きな窓で取り込み、読書や学習で疲れた目を癒したいという

されてみてはいかがでしょうか。

思いで設計されているからだそうです。

■よみきかせ
（おはなし会）
子供を対象に絵本の読み聞
かせ、素ばなしなどを行って
います。
○毎週金曜日
午後3時15分から
対象：3歳〜6歳
○毎週金曜日
午後4時から
対象：小学生

図書館は誰でも利用可能で、利用カードを作るのに氏名・
住所を確認できるもの（免許証や保険証）が必要です。本は
１０冊まで貸りられ、貸し出し期間は２週間。カードを作ると
書籍、雑誌、郷土資料、CD、絵本、児童書などの貸し出しが
できます。
駐輪場があり、自転車で来館するのが便利ですが、駐車場
も20台あります（※利用については図書館へ要確認）。お体
が不自由な方はエレベーターも利用できます。

【電話番号】043-254-1845
【アクセス】JR稲毛駅から徒歩10分
【ホームページ】稲毛図書館 で検索
【開館日】火〜日曜日
【開館時間】午前9時〜午後5時15分
【休館日】月曜日（祝日や振 替 休日の場 合
第３木曜日（祝日の場合は翌日）、
は翌日）、
年末年始、特別整理期間

※夏休み中は午前中に行います

メッセージリンク
こだわりのお茶と
ちばの焼きのり

稲毛園本店

三代目・周一さん

【場所】千葉市稲毛区小仲台5-1-1

千葉市稲毛区稲毛3-6-2
京成稲毛駅前
TEL.043-243-9218
http://www.hanae.ne.jp/inageen/

いいね稲毛！ サポーター店店主がリレー形式で
関係の深い店主を紹介するコーナーです。

「つながる、
広がる、
稲毛の輪」
稲毛で下記の3店舗を経営する若き実業家？！渡邉真悟さん。
いつまでも少年のような心を持ち、後輩を可愛がり、そして稲毛の
人々を愛している真悟さんは、みんなに愛される素敵な人です♪
30年後も今と変わらず、爽やかなダンディおじさまになっている事

Jazz Spot
CANDY
林 美葉子さん（右）
下戸の私ですが
食べる事が大好き！
真悟さんのお店に
また出かけたい♪

でしょうね！店が3店舗もあるので、真悟さんの顔が見たい時にどの
店舗に行けばいいのか悩みます(笑)。
イタリアン
ダイニングバー
Babe

稲毛園は静岡、京都から選りすぐりの葉を厳選し、独自のブレ
ンドで販売するお茶、また、地元千葉県産の海苔が大人気の

稲毛区小仲台2-9-10 1F
☎043-246-7726
18:00〜03:00
／日曜休

老舗お茶販売店です。近年はお茶によく合うスイーツや抹茶の
ジャムなど、
様々な商品開発に取り組んでいます。
その歴史は古く、大正時代、一代目店主・政次さんが東京で

Bar
ムーンティアーズ

Ｓｈu肴
和moon

稲毛区小仲台6-1-2
佐藤不動産ビル3F
☎043-284-0327
19:00〜05:00

稲毛区小仲台6-1-2
佐藤不動産ビル2F
☎043-253-4906
18：00〜01:00
／月曜休

（04:00ラストオーダー）

／日曜休

書生をしていた頃、稲毛の海苔をお使いで頼まれていたことに
はじまります。そのうち海苔だけでなくお茶も頼まれるようにな
り、昭和10年、現在の場所に店を構えました。二代目・安信さん
は静岡のお茶園から大量のお茶の仕入に成功し、稲毛園は30
軒以上のお茶販売店を取りまとめる問屋となります。
昭和30年代までは海水浴場としてかなりのにぎわいを見せ
ていた稲毛ですが、30年代半ばには14号埋め立て計画が持ち
上がります。そこで政次さんたち商店街の仲間は、昭和38年に
施行された組合法にのっとり、千葉県では第一号の組合（稲毛
商店街振興組合）を作ったのです。その当時１１７店あった参加
店舗は現在３２店になってしまいましたが、歴史ある組合のパ
ワーをフル活用して稲毛浅間神社夏の大祭において「稲毛せん
げん通りまつり」
を開催する予定です。
こうご期待！

vol.7

いなけん

稲毛検定

Q1

Q2いなけん？

稲毛浅間神社夏の大祭
伝統の
「稚児行列」
、
参列年齢は？

千葉市稲毛図書館 定期
イベントの
「よみきかせ」
、
実施日は？

①お茶と海苔の店
②中華飯店
③八百屋

①1歳〜3歳
②4歳〜6歳
③7歳〜9歳

① 毎月 15日
② 毎週 金曜日
③ 毎年 11月17日

昭和10年、稲毛にお店を
構えた
「稲毛園」
は、何屋
さん？

※応募に際して提供された個人情報については、本検定に関わる事項のみに使用され、
その他の目的には使用されません。

◎INAGE TIMES！は下記の店舗で配布しています

稲毛のこと、もっと学んでみませんか？［いなけん］に答えて、
いいね稲毛！ホームページよりご解答ください。全問正解され
た方には抽選で10名様にINAGE TIMESがファイルできる
バインダーをプレゼント！（2014年8月31日〆切）
当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

Q3

イベント？

Vol.6の答え 問1／①ゆかり 問2／③根上がりの松

問3／②キャンディ

◎バックナンバーはいいね稲毛！ホームページでご覧頂けます

■いいね稲毛！サポーター店 ［食べる・飲む］ Bar ピケピケ／Lounge Aka-Tombo／Jazz Spot CANDY／焼酎ダイニング なべ忠／Bar ムーンティアーズ／やきとり御嘉家 ／カウンターパブ ビリーヴ
izakaya銘酒の里／鶏料理専門店 鶏三／炭火やきとり 鳥繁／和創旬彩くうひな／居酒屋 魚菜蔵／イタリアンダイニングバー Babe／カレーレストラン シバ／串焼屋 鉄／ホルモン闇番長 稲毛店／ミュージックバー フルハウス
屋台拉麺 一's（いちず）／鮮炉端酒房うんめいや／魚料理専門店 魚将／GLAMOROUS／パスタハウス プリモ／Bar ペーパームーン／中華食堂 華葉軒（中央市場）／ダイニングバー 食ん菜／自家製太打麺 勢拉 稲毛店
Bar de Espana i-nage／Ｓhu肴 和moon ［買う］ リカープラザ大越酒店／ブルーレース.ジュエリー工房／菓子･茶の専門店 茶の和 ［美容・健康・癒し］ 美容室 ロマンティックローズボンボン／美容室 Apakabar
Advanced Hair／なみき歯科医院／耳つぼダイエット リフレッシュ千葉店／OBMボディバランスセラピー／アロマサロン ヌーベルコピーヌ／いなげ駅前整骨院／エステティックサロン ラン･アンベリール／ネイルサロン Burny
rocca hair innovation／夢の樹 ViVi稲毛店 ［学ぶ］ パソコンスクール Flower／響カラオケボーカル教室／空手道 武現塾／ピラティス＆ヨガスクール Studio Mix／キックボクシングジム マスターズピット
海老原ダンススクール／ストリートダンススタジオ KICKS／レンタルスタジオ アドバンス／レセ・フェールバレエ 稲毛教室 ［ビジネス］ 総合広告代理店 トーニチ／海浜不動産株式会社 稲毛本店／メッセ・セキュリティ株式会社
税理士 行政書士 ＦＰ 片岡事務所／司法書士 好井秀行事務所／BCP（事業継続計画）策定支援 オフィス エフ／いなげ司法書士・行政書士事務所 ［その他］ 須藤材木店／読売新聞 稲毛／読売新聞 稲毛東部
ライブハウス 稲毛K'sDream／ふれあい型リハビリ デイサービス ちゃお
■いいね稲毛！団体サポーター

礼神伝SHALL稲毛

■いいね稲毛！スポンサー企業

有限会社飯田産業

千葉信用金庫稲毛支店
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