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稲毛今昔物語

江戸からの交通の利便性に加え、自然豊かな保養地として人気の
あった稲 毛 に千 葉 県 初 の 海 水 浴 場 が 開か れ たのは明 治 2 1 年
(1888年)のこと。当時の保養地･避暑地としての隆盛ぶりは鳥瞰図
「千葉県稲毛海水浴場鳥瞰」(作 松井天山 1869〜1946)などから
も窺い知ることができます。遠浅の干潟であった稲毛の海は海水浴
のほか潮干狩りでも有名で、明治から昭和にかけて、多くの別荘・
別邸が建てられました。そのうちのひとつ、神谷伝兵衛の旧別荘は
現在の稲丘町自治会館付近

稲毛陸橋から国道14号方面

昭和29年8月撮影。画面に見える松林の 昭和３０年４月撮影。上空には潮干狩りの
後ろが崖の部分。写真左の家がなくなり、 風景を撮影するために、新聞社の飛行機
道が拡幅されて現在のバス通りとなった。 が旋回している。

＜我が街 稲丘を知っておこう 温故知新＞
稲丘町自治会 平成27年度稲丘まつり文化祭特別企画より抜粋
◎写真・資料提供／稲丘町自治会、稲丘町･能勢様、稲丘町･鈴木様

「千葉市民ギャラリー･いなげ」
として現存しています。
大正10年にはそれまでの国鉄に加え京成電鉄が開通し、東京から
海水浴や潮干狩りの観光客が増加し、海岸には多くの旅館や店が
立ち並ぶ一大保養地となります。
昭和30年半ばからは埋立工事が始まり、保養地の面影は次第にな
くなっていきます。昭和51年にはJR稲毛駅と海岸の埋立地を結ぶ
稲毛陸橋が完成しました。
崖上から見た稲毛の海と海の家

昭和30年4月撮影。賑わいを見せる海の家
“藤よし”は現在の国道14号下り線・中央
分離帯付近にあった。

潮干狩りの獲物を手に

昭和30年5月撮影。海の家“蛇の目”が見
える。現在の稲毛陸橋下付近・ニッサン
レッドステージ前中央分離帯のあたり。
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海水浴や潮干狩りの名所として栄えた稲毛
（昭和32年撮影）
写真提供／稲丘町・鈴木様

新会長ご 挨拶
この度 いいね稲毛！総会にて会長職に選任されました榊原伸也です。
2018年度、私たちの活動テーマを「原点」
と定めました。

オリジナルＴシャツ・チームユニフォーム作成
魚バル・イタリアン酒場

●子供と高齢者がふれあう街に。

JR幕張駅南口 徒歩1分／京成幕張駅 徒歩3分

●犯罪のない安全な街に。

【営業時間】17：00〜24：00（L.O 23:30）

●稲毛が大きな家族となり、元気な明るい笑顔が溢れる街に。
いいね稲毛！発足時に掲げた目標をもう一度掲げ、

他サービス併用不可。
お見積り依頼時に申請ください。
有効期限2018年10月末日。

原点に立ち返って稲毛の街と人を愛する様々な活動を加盟店の方々と行ってまいります。
稲毛が日本一住みやすい街となるようアイデアを出し合い行動していきましょう。
Advanced Hair 榊原伸也

広がる、
稲毛の輪」
メッセージリンク「つながる、
留守さんとはいいね稲毛! を通じて知り合

最中色々なことを相談させてもらうのが楽

いました。私は人見知りの上、地元の人間で

しみです。お店で様々なイベントも開催されて

ないため知り合いがほとんどおらず、端っ

いて、いつもたくさんの人が笑顔になって

こで小さくなっていたら最初に声をかけて

います。そんな魅力あふれる留守さんのお

頂いたのが留守さんでした。その後公私共

店に是非一度足を運んでみてください。

にお世話になっています。
留守さんのお店にも定期的に通っていて、
いつも素敵なカットやパーマを施術して頂
いています。技術が確かなのはもちろんで
すが、人生経験が豊富な留守さんにカットの

たいじ整体

美容室 Apakabar

▼

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。

（たいじ整体 西野太二）

祭）の
クラスＴシャツ（文化祭・体育
！
イへ
ネモ
相談はア
の
2017年は100クラス以上
制作実績！リーズナブルな
お値段で提供します。

アネモイ株式会社
☎043-377-9972

千葉市稲毛区長沼原町679-7
10時〜18時／日曜休
http://anemoi.us/

とりあえずアヒージョコース

（飲み放題2h）2,980yen

☆シーザーサラダ
☆赤エビの炙りレア焼き
☆マルゲリータPIZZA
☆ハーブで漬け込んだうちの唐揚げ
☆赤エビのアヒージョ バケット付

ホットペッパー
ぐるなび
食べログ
掲載しています

■いいね稲毛！サポーター店（2018年4月現在） ［食べる・飲む］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
／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／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／炭火串焼・野菜豚バラ巻 い志い 熟成鶏十八番／パスタハウス プリモ／Bar ペーパームーン／中華食堂
華葉軒（千葉市地方卸売市場内）／自家製太打麺 勢拉 稲毛店／ First Marine 〜Glassy〜／ライブハウス 稲毛K'sDream／キッチン酒場 肴 〜SAKANA〜
／カフェ福堂／アジアン居酒屋エモヤ ［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／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稲毛駅前店
／たいじ整体／ネイルサロンBurny／Fitness labo REBORN／癒しの隠れ家topaz'lamp ［学ぶ］パソコンスクール Flower／空手道 武現塾／
レセ・フェールバレエ 稲毛教室／キックボクシングジム マスターズピット／スタジオ アドバンス ［ビジネス］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／司法書士 やまゆり総合法務事務所／アーティフェイス／at design
［その他］須藤材木店／読売新聞 稲毛／読売新聞 稲毛東部／デイサービス ちゃお
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美容室 Apakabar（アパカバール）

稲毛区小仲台2-8-20 和英ビル2F ☎043-253-7702
9：30〜18：30（パーマ、
カラー最終受付17：30）
火曜日・第3水曜日休

【TEL／FAX】043-306-7719
千葉市花見川区幕張町５-４７８２F

10枚以上のお申込みでお見積りより10％割引き

姐さんいつもありがとう！
左）
美容室 Apakabar
留守直美 店長
右）
たいじ整体
西野太二 店長

発行：稲毛活性化プロジェクト いいね稲毛！

〒263ー0031 千葉市稲毛区稲毛東3ー16ー2（リカープラザ大越酒店内）
043ー204ー8216
oﬃce@1117inage.net
☎043ー204ー8215

https://1117inage.net/

CUP

要予約

いなげの日

会 場／稲毛ヤングボウル ※１レーン４名／２ゲーム制
参加費／2,000円 （ゲーム代､貸靴代､他）
※シニア
（60歳以上）
と中学生以下は100円引き

先着お申込み56 名様限定
参加者全員にいいね稲毛！サポーター店で使える

500円ギフト券プレゼント！

1万円ギフト券プレゼント！

優勝者には
いいね稲毛！サポーター店で使える

その他、上位入賞者に豪華賞品多数ご用意！

いいね稲毛プラスポイントをGETして
上位入賞を目指そう！得点に下記ポイントが追加されます
当日おそうじ大作戦
参加者には
毎月第４土曜日恒例のおそうじ
大作戦を6月は特別に
17日
（日）
に開催します！
＊雨天中止

10ポイント
プレゼント！

6/17（日）11時〜12時

期間中、
いいね稲毛！サポーター店ご利用で

1ポイントプレゼント！

※いいね稲毛！サポーター店でご利用されたレシートを当日ご持参ください。
レシート合計1,000円毎に1ポイントをプレゼント！
金）〜16（土）
対象期間 6/1（

大越酒店前集合
シニア､
レディース､
ジュニア
特別ポイント
あります！

いいね稲毛！
応援団会員は
応援団会員
募集中！

5ポイント

web
お申込み

プレゼント！
※当日入会可

要予約

日 時／6月3
場 所／稲毛駅西口徒歩0分 スタジオアドバンス
参加費／1,000円
日(日) 20：00〜21：30

「バレエ講師が教えるバレエストレッチ体験」
講師：堀江真紀

日本ヘルス&スポーツ学院 NYダンス科卒業。
アメリカに短期研修の機会もあり、
色々なダンスに出会う。'04 オーディションにてスロバキア振付家 Jan Durovcik 作品
「Fire bird」新国立劇場で上演に出演。
その他にも多数振付家の作品に出演する。
現在、
スタジオアドバンスにてレセ・フェールバレエ教室主催。古典のクラシックバレエ
作品と創作のモダン作品を振付、指導、構成する。

身体が固くでも大丈夫！バレエストレッチを日々の生活に取り入れて
健やかに過ごしましょう。子供から大人まで、
どなたでもご参加いただけます。

web
お申込み

大ボウリング大会・バレエストレッチ体験は要予約です︒
お申し込みはいいね稲毛！ホームページか︑事務局︵リカープラザ大越酒店内︶
まで︒︽裏面参照ください︾

2018年 6 月 17 日（日）13:00 start!

イベントいっぱい！楽しい
﹁稲毛﹂

大ボウリング大会

第１回

第１回
いなげマルシェ開催!

5月20日（日）11:00-17:00
場所／仲よし公園

※小雨決行、
荒天中止

稲毛区小仲台５-１（稲毛図書館となり）

フード、
ドリンク、
物販、パフォーマンス、
ワークショップなど
多彩なテナントが楽しい１日を演出します!
詳細はHPをご覧ください https://1117inage.net/marche/
＊出店者・出店内容は変更になる場合があります。

マクラメ・お菓子販売

親子撮影会

ヨガ加圧スタジオ くるくる

ナチュール

ダンスパフォーマンス

ワークショップ＆アクセサリー販売

クラフトビール

串刺しバイキング

DANCE ASOBU CREW

リカープラザ大越酒店

ブルーレース ジュエリー

Lounge Aka-Tombo

男性の魅力を引き出す理容室
豊富なリラクゼーションメニュー
こだわりのカラー＆パーマ

小物販売

アクセサリー・小物

s.e.a.

mamippeパフェ丼＆野菜串
おやさい de キレイ mamippe

子ども向けワークショップ

自家製ソーセージ

ドリップコーヒー

天然フルーツ酵母のベーグル

モヒート＆イタリアン串

キックボクシングパフォーマンス

稲毛フリマ部

キッズルーム チャコ

チーサ

俊五郎

Bar Moon tears

ハンドエステ＆キッズネイル

ナリスビューティステーション稲毛

つくね串＆なべタン Z

カフェ福堂

なべ忠

マスターズピット

野菜・果物

ふさのえきマルシェ

随時ご見学・ご相談のご予約を承っております。お気軽にお問い合わせ・お申込みください。

キッズルーム

チャコ

子育て・子
かな します 育ち
や 応援
。 を
健

☎043-207-4088

ご予約受付時間／月〜土 9：00〜17：00

JR稲毛駅

東口

千葉市稲毛区稲毛東4 -2-14

tel.043-246-2864

【営業時間】AM 9:0 0〜PM 7:30
【定休日】毎週月曜、第2・第3火曜

予約優先

（祝日の場合は営業いたします）
＊専用駐車場あり

https://advancedhair.top/

●
みずほ銀行
セブンイレブン●

●ニッポンレンタカー
●たじま
産婦人科医院

チャコ

キッズルーム

●和民

キッズルームチャコ 稲毛園

〒260-0043 千葉市稲毛区小仲台6-2-10
TEL：043-207-4088／FAX：043-207-4089
E-mail：inage4088@rondo.ocn.ne.jp
http://www.cyaco.co.jp/

