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初詣は地元
「稲毛」
で！
初詣は神社？お寺？

区別は無いとされていたことの名残でもあります。

に行き祈願する方は多いのではないでしょうか。
家長が祈願のために大晦日の夜から元日の朝にかけて村の

稲毛の初詣と言えばやはり浅間神社。安産、子育て、開運

氏神に籠って起き明かすものだったそうです。徐々に大晦日

厄除、商売繁昌、交通安全、家内安全にご利益があるといわ

の夜の「除夜詣」と元日の朝の「元日詣」との2つに分かれ、元

れるこの神社には、毎年約30万人もの参拝者が訪れます。

日詣が今日の初詣の原形となったようです。

特に正月三が日の初詣の行列は参道まで続き、境内はお守
りや破魔矢を買い求める人でおおいに賑わいます。

また、初詣は神社かお寺、どちらにいけばよいのか悩む方
もいらっしゃるのではないでしょうか？初詣の対象は神社・

混 雑が 苦手、という方は浅間神社以 外の寺社にお 参り

寺院のいずれでもかまわないとされています。これは明治時

してみては？稲毛区内にはあらゆる町内に20を超える寺社

代初期に神仏分離が行われる前は、神道と大乗仏教、ならび

がありますので、日頃の感謝を込めて自宅の一番近くにある

に祖霊信仰が一体化した「神仏習合」による信仰が一般化し

神社やお寺を訪ねてみてはいかがでしょうか。

初詣におすすめ！稲毛区の寺社
千葉市稲毛区黒砂3-9-13
☎043-246-4846

千葉市稲毛区穴川3-356-1

稲毛浅間神社と同じ

稲毛区役所の向かい

く木 花 咲 耶 姫 を 祀

に佇む 神 社で「 石 尊

る。鬱蒼とした樹木に

神社」と「道祖神社」

囲まれた境内は厳か

が 併 置 されてい る 。

な雰囲気で、五 股に

大晦日にはお神酒と

分かれたご神木は見

甘酒の振る舞いがあ

応 え がある 。大 晦日

り、大 勢の参 拝客で

に振る舞い酒あり。

にぎわう。

流しそうめん＆
モヒートブース
多くの子供たちの
笑顔が見られました！

日永寺（小中台）

千葉市稲毛区作草部町737
☎043-251-6925

千葉県千葉市稲毛区小中台町730
☎043-252-0445

本 尊聖観音のお 寺。

その創設は鎌倉時代

大晦日には本堂で半鐘

と言 われる 。境 内に

を鳴らすことができ、

大きな 鐘 楼 があり 、

お札と干支の土鈴を

大晦日は除夜の鐘を

いただける（なくなり

ならす人々が 数 多く

次第終了）。１月24日

訪れる。お神 酒と甘

の初地蔵会は御護摩

酒の振る舞いあり。

のあいだにお坊様の

■JR稲毛駅徒歩15分／
駐車場あり

行き帰りはグリーン車でゆったり。
歴史ある佐原の町並みを駅長と一緒に楽しみました。

浅間神社夏の大祭

貴船山正善院（作草部）

法話を伺える。

4月

7月

■モノレール穴川駅徒歩
8分／駐車場なし

はつじぞうえ

寒い中、朝早くからあり
がとうございました！
毎月第３土曜日、朝8時か
ら行っていますので是非
ご参加ください。

小江戸佐原町歩きの旅

穴川神社（穴川）

しょうかんのん

お掃除大作戦！

第一回JR稲毛駅長と行く！

黒砂浅間神社（黒砂）

■JR稲毛駅徒歩10分／
駐車場あり

【いいね稲毛！】
2014年度活動報告
3月

稲毛の初詣

そもそも初詣は「年籠り」
（としこもり、としごもり）と言い、

Winter

稲毛活性化プロジェクト

ていたためであり、初詣に限らず寺社への参詣に神道･仏教の

普段神社やお寺にお参りする機会が少ない方でも、初詣
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7月

ゆかた講座

8月

稲毛寺子屋

千葉ロッテマリーンズの
浴衣で着付けの勉強後、
みんなで早速球場に観戦
にいきました。

6〜8月は夏休み特別企
画、子供向け実験教室で
した。ニルス理科実験ク
ラブ様にご協力いただき、
様々な実験をしました。

10月

■モノレール作草部駅徒
歩15分／駐車場あり

スポーツセンター
都賀中

京葉道路

穴川駅

貴船山正善院

都賀小

穴川神社
作草部駅
園生小

京葉工業高校

市立千葉高校

稲毛区役所

千葉女子高校

日永寺

轟町中

参加者からのメッセージ

小中台小
千葉大学

JR稲毛駅

JR西千葉駅
みどり台駅

京成稲毛駅

浅間神社

稲丘小

緑町中

黒砂浅間神社

房総日帰り旅行〜秋の養老渓谷を満喫〜
紅葉を眺めて温泉につかり、
美味しいお弁当に舌鼓！

千葉東高校

放医研

小中台南小

第二回JR稲毛駅長と行く！

国道14号線

西登戸駅

参加させて頂きました。
先日の養 老渓 谷ツアーに妻と二人で
、いいね稲 毛！】
方々【
員の
松本ＪＲ稲 毛駅長他総員６名の職
で、楽しい一日
９名
員１
堤会 長、稲毛 新聞の佐 藤社 長など総
ります。当日は朝から雨模
を過ごさせていただき感謝してお
粟又の滝と金
から、
夫婦合わせて１５２歳は足元の不安
様で、
房総の名湯 ごりや
たが、
神の滝を観ることはできませんでし
ただけたので 十分 満足し
くの湯 に浸り、美味しい 昼食をい
（７９歳）
福地 孝
ております。

橘稲毛区長、
松本稲毛駅長より
ご挨拶いただきました

去る11月16日（日）、気持ちの良い
ひろがる

つながる

秋晴れの中、JR稲毛駅構内にて
「ふれあいフェスティバル2014」
が開催されました。今年で3年目

いなげふれあい
フェスティバル

司会をつとめた
漫才師「にほんしゅ」
やっほー！

となる駅コンサートには、地元稲
毛の三つの学校の生徒たちが参

駅長犬＆
チーバ君は
子供たちに大人気！

加し、素晴らしい演奏を披露して

2014

くれました。大勢の人々が足を止
め、駅構内に響き渡る演奏に聞
き惚れていました。

千葉県立
千葉女子高等学校
合唱部

千葉市立
稲毛高等学校・附属中学校
吹奏楽部

千葉県立
千葉東高等学校
マンドリン楽部

メッセージリンク

稲毛活性化プロジェクト

【いいね稲毛！】
について

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。

屋台拉麺 一's

▼

「つながる、
広がる、
稲毛の輪」 串焼屋鉄

2015年も、自分たちの手で
温かい街づくりをしていきます！

潤さんとは20数年前、同じ高校の応援団の先輩後輩として出会ったのが

2011年10月1日、 稲毛の街を明るく！楽しく！元気に！ を

わりした潤さんが誰だかわかりませんでした・笑）。それ以降、仕事のこ

始まりです。卒業以降は顔を合わせることはありませんでしたが、今から

テーマに「稲毛活性化プロジェクト【いいね稲毛！】」が発足
しました。丸3年を迎えた2014年も、本紙ご紹介のとおりさ

5年程前、駅で偶然声をかけられたのが再会のキッカケです（最初は様変
と、家庭のこと、色々相談させてもらってます！尊敬し信頼する先輩であり
ながら仕事上で刺激しあえるライバルでもあります。
（串焼屋鉄 佐藤晋）

まざまな活動をして参りました。これもたくさんの稲毛の方

屋台拉麺一's

にご協力いただいたおかげです。本当にありがとうございま

千葉市稲毛区小仲台2-3-3 ☎043-287-5117
営業時間：11:30〜14:30（L.O 14:30）17:30〜25:00（L.O 24:45）
定休日／火曜日
2002年稲毛駅近くのコインパーキングにて屋台らーめんとして
営業開始。2004年に店舗を構え、2013年にはリニューアル
オープン。オシャレな佇まいで老若男女に大人気！ イチ押しはさっ
ぱりしていながら深みある味わいの「塩ラーメン」650円（細麺）。

した。
当会は稲毛を愛する他業種の店舗や事業者が集まってプロ
ジェクトを運営しています。少人数で始まったこのプロジェク
トも、徐々に仲間たちがつながって輪が大きくなり、さらにお

◎次回は小島潤さんが 繋がり のお店を紹介してくれます。お楽しみに。

客様とのつながりもより大きく広がってきています。

潤さんには未だに頭があ
がりません！ これからも
公私ともによろしくおねが
いします！！
左）
一ʼs 小島潤一朗さん
右）
串焼屋鉄 佐藤晋さん

2014年度は「稲毛をキレイな街にしよう！」をスローガンに
毎月一回の掃除をはじめ、
「一日1キレイ運動」と称して自分た
ちで率先してゴミ拾いをするなど、街の キレイ化 に尽力し
て参りました。
4年目を迎える新しい年も、明るい笑顔がたくさんあふれる
街になるよう、真心をこめて自分たちの手で温かい街づくり
をしたいと思います。どうぞこれからも応援よろしくお願い
いたします。
【いいね稲毛！】ホームページ及びfacebookページで、当会
の最新情報やサポーター店の店舗情報がご覧いただけます。
ぜひチェックしてみてください！

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！（2015年3月末
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。

いなけん 稲毛検定
Q1
Q2いなけん？

vol.9

Q3

イベント？

2014年 いいね稲毛の
スローガンは？

稲毛で有名な初詣スポットと
言えば？

①キレイな街づくり
②少子化対策
③イベント強化

①稲検神社
②浅間神社
③生姜神社

毎月17日は、
いなげの日。
2014年の17日最多曜日は？
①月曜日
②水曜日
③金曜日
Vol.8の答え 問1／②115周年

※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。

問2／①3位

問3／②放医研

■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
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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