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　榛名神社は、多くの重要文化財が点在する神秘的且つ魅力的な大

自然の中の「あらゆる願いを叶える」という最強の万能神社です。 

　参道を本殿に向かって登って行くと、榛名川のせせらぎが「ごうごう」

と聞え、静と動が融合する森林は、まさに強力なパワースポット。

かなり魅惑的で、ぐいぐいと惹きつけられます。

　榛名神社は 31 代代用明天皇（585 ～ 587）の時代に創建された言わ

れていて、まさに 1400 年の歴史ある稀有な場所なのです。

　参道の左手は岩壁と渓谷、右手は榛名川の清流、心身ともにリフレッ

シュする道のりであります。火の神、水の神、土の神・・・・・・・

鎮火、開運、五穀豊穣、商売繁盛のご利益があると言われています。

【願い事を叶えるには？】　　縁結びも OK ！

　①本殿に向かう参道にある「みそぎや」で梅まるごとお饅頭を買う。

②本殿で参った後、帰りにみそぎ橋の上で、お饅頭を食べながら「願い

事」をすると、願いが叶うと言われています。

榛名神社本殿

随神門

みそぎ橋

みそぎや

梅まるごと饅頭

　【おみくじ】　水琴窟と神水開運おみくじについて

　面白いのは、本殿にある「神水」開運のおみくじ

です。「白紙のおみくじ」を 1 枚買って、参道を来

た道へと戻り、水琴窟（写真左上）の水に、白紙の

おみくじ浮かべると、字が浮き出てきます。そこで

やっと運勢が出ますよ。 とにかく「百聞は一見に

如かず」、榛名神社に参拝してみては如何ですか？ 

　

住所：群馬県高崎市榛名町 849　

　TEL　027-374-9050　

＊（群馬バス）定期観光バス　TEL 027-371-8588

瓶子の滝

みすずのたき

七福神

参道へ

榛名神社は、榛名霊脈の強力な龍穴の地

強力な願望実現パワーを持つ関東屈指のパワースポット

       矢立杉

武田信玄 戦勝祈願

神水開運おみくじ

榛名神社　GunmaThe mihorin journal

Great Spiritual Place
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水琴窟

大吉だ！
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Haruna Jinja
Address : 849 Harunasan-cho, Takasaki-shi, Gunma 370-3341
Tel : 027-374-9050
Website : http://www.haruna.or.jp/ (Japanese)
Access : 
- About 50 minutes by bus from JR Takasaki Station 
- About 50 minutes by car from Takasaki IC of Kan-Etsu Expressway

Tomioka   Silk Mill
Tomioka City, Gunma Prefecture

1-1 Tomioka, Tomioka City, Gunma Prefecture,Japan  Postal Code 370-2316

Tel:0274-64-0005  FAX:0274-64-3181

By Rail

The nearest railway station is “Joshu Tomioka” on the Joshin Dentetsu Line. 

About 10 minutes from the station on foot.

Nokogiri　Yama
Address : 4052-1 Kanaya Futtsu Shi Chiba Ken. 〒 299-1861

Tel : 027-374-9050

Access :  From Tokyo Station

One and a half hours using JR special express “Sazanami” and getting off 

Hamakanaya Station

One hour using Keisei or Nitto high―speed　bus from Tokyo Station 

to Kisarazu Station and 40 minutes using JR from Kisarazu Station to 

Hamakanaya Station in the transfer

Contents

Hota 
Address

99-5  kyonanmachi Hota Yoshihama Chiba ken

The Tokyo Bay Ferry 、from Yokosuka Kurihama―Hamakanaya 

Rote 127 to Hota

1P  表紙（榛名神社、富岡製糸場）
2P  榛名神社 (Haruna jinja)　群馬県
3P  目次
4P  富岡製糸場 (Tomioka Silk Mill) 群馬県
5P  鋸山 (Nokogiri Yama) 千葉県
6P  保田 (Hota) 千葉県
7P  ドキュメンタリー小説・編集記 
8P  裏表紙　（千葉見どころスポット）

門前そば

高崎はだるまの生産1 位

東京からフェリーで浜金谷

The mihorin journal
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アクセス　この秋、ぜひ行ってみよう！
東京駅～高崎駅（上越・長野新幹線）　５０分～１時間

新宿駅～高崎駅（湘南新宿ライン）　約２時間

高崎駅で上信電鉄に乗換え（約４０分）、

上州富岡駅下車、徒歩約１５分（１㎞）

（写真は絵手紙列車　素敵な絵、ユニークな絵が盛りだくさん！）

富岡製糸場見学往復割引乗車券がかなりお得です！

富岡製糸場　Gunma

祝　世界遺産

富岡製糸場と絹産業群
 Tomioka Silk Mill is the first model silk-

reeling factory which Japanese government 

established in 1872. At the end of the Edo 

period of Japanese history, in the mid 19th 

century, Japan opened its doors to the world 

and in 1859 began to trade with Western 

countries.

　富岡製糸工場は明治 5 年（1872 年）、全

国初となる官営模範製糸工場として創設され

江戸時代末期に日本は外国と貿易を始めまし

た。　（富岡製糸工場資料より）

The mihorin journal

繰糸場

女工館（２号館） ブリュナ館東繭倉庫

西繭倉庫

女工館玄関

　繰糸場内に入ると工場の長さは 140m も

あり、フランスから輸入した 300 釜のフラ

ンス式繰糸器がずらりと並び、当時世界最大

規模というだけあって迫力満点！

  おめでとう！
　世界遺産登録

繰糸器

〒 370-2316　群馬県富岡市富岡 1-1

電話：0274-64-0005　

FAX：0274-64-3181

http://www.tomioka-silk.jp/hp/index.html

　明治 3 年、横浜のフランス商館勤務のポール・ブリュナ (Paul 
Brunat) らが 武蔵・上野・信濃の地域 を調査し、上野（今の群馬県）

の富岡に場所を決定しました。

　製糸場の建物は、ほぼ当時のままほぼ現存され、中は珍しい機械や

当時の働く女工さんたちの写真など、たくさん展示されています。

　「上州富岡」の駅から約 15 分ほど歩きますが、街並みをゆっくり

散策しながら工場へと向かうのもワクワクして楽しいですよ。

新
宿
か
ら　

近
っ
！
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The mihorin journal鋸
のこぎりやま

山 Nokogiriyama 南房総（Chiba）

地獄のぞき～

鋸山は南房総国定公園に指定されており、標高 329 メートルの山は、夏涼しく、冬暖

かい気候で風光明媚な場所として年間を通じて観光客に大変人気のスポットです。

　海、山、遠くには富士山、天城山、伊豆大島が見渡せ、360 度の絶景パノラマです。

元日のロープウェイの早朝特別運転も人気です。

　頂上まで登山を楽しめるハイキングコースは、これまた面白い！時々足を止め、振り返っ

て眺める東京湾は、青々と美しい。エメラルドグリーンにキラキラと輝く空と海の融合は、

毎日の疲れを癒してくれる大自然の中の憩いの場所です。　

アクセス【電車】

・JR「東京」駅より内房線「浜金谷」駅もしくは「保田」駅下車

※ロープウエイご利用の場合は、「浜金谷」駅下車

※表参道からのぼる場合には、「保田」駅から遊歩道

・東京 → 品川 → 久里浜・東京湾フェリー (35 分 ) → ロープウェイ山麓駅 → 鋸山頂展望台

【車】

・東京 → 川崎 → アクアライン → 木更津 → 鋸南保田

amazing!

ぶるっとくる、クラッと来る断崖絶壁
Nokogiriyama

百尺観音
山頂には日本寺があります。拝観料あり

Scenic beauty
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The mihorin journal 保
ほ た

田  Hota 南房総（Chiba)

アクセス

●東京湾アクアラインを利用（所要時間：約 1 時間 30 分）

東京→東京湾アクアライン→富津館山道（館山方面）→鋸南保

田 I.C

●京葉道路又は湾岸道路を利用（所要時間：約 2 時間）

東京→京葉道路又は湾岸道路→館山自動車道（館山方面）→富

津館山道（館山方面）→鋸南保田 I.C

●京葉道路を利用（所要時間：約２時間）

●東京湾フェリー

横須賀久里浜港→金谷港→国道 127 号線（館山方面）

　　　保田と言えば「ばんや」
獲れたて新鮮なネタで寿司や天麩羅に舌鼓SUSHI

TEMPURA

南房総のマーケットプレイス

the Fish

お土産、お食事に賑わう

マーケットプレイス「ザ・フィッシュ」
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最
高
！

獲れたて新鮮保田漁港

Tomioka Takaski

Nokogiriyama

Haruna Jinja

Hota

Tokyo

Chiba

バームクーヘ
ン

  

　この地図からも分かるように一見離れた場所もうまく交通網を

使えば 2 日、もしくは 3 日もあれば絶景ポイント、パワースポッ

トなど観光することができますね。

　東京を中心に群馬方面へと回り、アクアラインを使って千葉方

面へと足を延ばしてみる。（逆周りも面白い）

　海の幸、山の幸など和食を堪能する贅沢な旅。

観光はまさに歴史。歴史を知ることこそ旅の感動であり、自分を

知る「自分探しの旅」ですね。

　訪れた場所での山、神社、寺、川、海、食、人との出会いは、

明日からの生きるパワーをもらえる気がします。

　毎日、どうしてこんなに忙しいのでしょうか？

「タイムイズマネー」時間は取り戻すことが出来ません。
　いつか行ってみようは「いつなのか？」具体的に日程をはめ込んでみましょうよ。

　最寄りの駅から電車に乗ってしまえば、もう行くしかない。（笑）そうすれば , 車窓

から見える景色「旅のスクリーン」は、どんどん始まって行きます。

　旅から帰宅すると、「ちょっと疲れたけど」「ちょっとお金使っちゃったけど」何もに

も代えがたい素晴らしい時間を過ごした達成感と爽快感がきっと得られるはず。

　あなたもきっと次の日は、笑顔という「メッセージ」を誰かに発信するはずですよ！

ニコニコ旅日誌
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　　　　　The Mihorin Journal 

発行元　           mihorin 企画

TEL                   050-3595-2168

mail                  mail@mihorin.com

発行冊数　　　200 冊

配布エリア　　千葉を中心として関東、関西

Website        　 www://mihorin.com

representative   Mihoko Matsuyama

　皆様、大変ご無沙汰しておりました。

1 年 3 か月ぶりの発行となり、mihorin 新聞から「mihorin

　journal」へと装い新たに生まれ変わりました。

今号では関東を中心とした秋のお薦めスポットの観光編と

して写真をメインに紹介させて頂きました。

　まだまだ情報はたくさんありますが、限りあるスペース

でシンプルに表現しました。海外からのお客様もぜひ参考

にして頂きたいです。どうぞお楽しみ下さいませ。

　　実話を基に小説化しました！　「和の花を愛して」～車椅子の高さから～（１）

　今朝もいつものように庭の花が私に「おはよう！」と話しかけてくれる。今日はどんな一日になるだろう。

たとえ、体が不自由でもほんのささやかな事に喜びや発見があり、もうあまりたくさんは食べれなくなったがヘルパ

－さんが作ってくれる三度の食事は本当に美味しい。毎日感謝の心でいっぱいになる。そんなある日の朝、今日から

自分の人生を振り返って綴ってみたいとふみえは、ふとそう思った。物語は埼玉県青柳町から始まる。

　森ふみえは群馬県との県境に近い埼玉県青柳村で、1935 年、昭和 10 年 8 月 10 日に 6 人兄弟の 5 番目として生

まれた。秩父連峰、御巣鷹山（現在の）、妙義山、谷川岳、浅間山など美しい山々が一望できるのどかな場所だ。

　父、省三は農業を営み、米、麦、野菜を作る明治 32 年生まれの寡黙で真面目な男だ。母は八重、子煩悩で明るく

気さくなしっかりした女性である。ふみえを含め子供を 6 人産んだ。

　ふみえは兄や姉やそして 10 歳離れた妹のいる普通の女の子として近くにある青柳小学校に毎日元気に通っていた。

　一番上の兄は勉強が良くできて優秀だったため、ふみえが小学校に入学した時は、担任の先生によくからかわれた。

「ふみえのお兄ちゃんは、ようできたのに、本当の兄弟とは思えんなぁ・・・」

そんなことをしょっちゅう言われたふみえは、顔では笑っていたものの次第にコンプレックスが芽生えてきて、兄弟

と比べられるのはいやだなぁと思うようになってきた。けど、優秀な兄を持つことはひそかな自慢でもあったので、

なんとまぁ複雑な小学校時代を過ごしていた。そののち、人生で最初に遭遇する試練がやってくるとも知らず・・・

　両親とも農作業で忙しい毎日を送り、地味であるが、何とか元気に暮らしている普通の家族であった。

　そんなある日、戦後 GHQ の農地改革で政府が地主から土地を没収した事によって、地主だった家には全く小作料が

入らなくなるというとんでもない事態が起こってしまったのである。一方、小作料から解放された小作人は天国、こ

れはまさに地主にとって不条理極まりない地獄の改革であった。ふみえの家は地主だった為、父、省三はあまりの

ショックで半狂乱になってしまった。

　目の前が真っ暗になった省三は、家の庭の柿の木の下で、まだ幼い 2 歳になる一番下の妹を抱きかかえる八重に

向かって、声を荒げてこ言った。「もう一家全員死ぬしかない」と、いつのまにか家の奥から取り出した家宝の日

本刀を大きく振りあげていた。まさに正気の沙汰ではなかった。

　それはわずか 11 歳のふみえにとって、未だかつてない恐ろしい「地獄絵」そのものだった。

信頼していた父の豹変、殺されるかもしれない恐怖、そして妹を必死で守ろうとしながら泣き叫ぶ母。

いったい何が起こっているのかふみえは理解するより先に突然の出来事に、頭のてっぺんからつま先まで、電流が流

れるかのように震えおののいていた。もはや断崖絶壁の追い込まれた瞬間であった。心臓は激しく鼓動した後、止まっ

てしまったかのようであった。足は微動だにしなかった。言葉を失った状態でただただ立ちすくんでしまったのだ。

あいにく兄や姉たちはどこかへ出かけていて、父、母、妹と 4 人だけが家に残っていた。

　広い庭の柿の木の下で、必死で泣き叫ぶ「お父さん！止めてー！。どうかどうか止めてー！」という母の悲痛な叫

びに、はっとして我に返った省三は、数秒後、振り上げた鋭く光る日本刀をうなだれるようにゆっくりと降ろした。

　心中未遂事件はあっけない幕引きとなったが、ふみえはいまだにこの前後のことは記憶にない。幼心に「忘れよう、

誰にも言ってはいけない。」という思いが強すぎた。しかし父と日本刀の光景は 66 年経った今でも脳裏から消える

ことはない。ふみえ11歳、それから後、何もなかったように秋が深まり、周りの山々は紅葉へと美しく変わって行った。

　次号へ続く　（第 1 章「父の苦悩」）

ドキュメンタリー小説The mihorin journal
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九十九里浜は千葉県のゴールドコース

トと呼ばれるている

千葉県山武郡九十九里町

★行ってみよう！九十九里浜

千葉千葉県房総半島東岸にある、豊かな海、素敵な浜。

「九十九里浜」は旭市の刑部岬～いすみ市の太東崎までの浜を指しま

す。全長約 66 キロメートルの海岸で太平洋に面していて日本の白砂

青松 100 選と日本の渚百選に選定されている。

アクセス

東京から特急「わかしお」、八重洲から特急バス「シーサイドライナー」、

千葉駅から特急フラワーライナーなどなど

市民感謝デー
長谷川食堂

（千葉市中央卸売市場）

日時：10 月 11 日（土）、25 日（土）

水産棟　午前 8 時～午前 10 時

30 分

　　　〒 261-0003　千葉県千葉市美浜区高浜 2-2-1

　　　　千葉市中央卸売市場内

　　　　ＴＥＬ　043-248-3411

　　　　定休日　日・祭

　　　　営業時間　ＡＭ 6：00 ～

　　　　（千葉市場設定休市・水曜 11:00 ～）

アクセス　京葉線「稲毛海岸駅」から京成バス

コスモス祭り
10月 11 日～ 13 日開催

１.5 ヘクタールの畑にコスモス

が咲き乱れて美しい風景！

　　　　　　　千葉市富田都市農業交流センター 

　　　　　　　千葉市若葉区富田町 711-1 

　　　　　　　電話番号 ： 043 (226) 0022 

　　　　　　　FAX ： 043 (226) 0501

　　　　　　　　　　　　　アクセス

千葉都市モノレール「千城台駅」より、おまごバス「富田町原田

池」下車徒歩 1 分　または「富田新田」下車徒歩 10 分

◎車利用　国道 126 号富田交差点から四街道方面へ、富田町入

口交差点を右折、約 900m 先を左折

　この冊子は、千葉の情報をお届けすると共に全国の風光明媚な場所、パワースポットなどを紹介し、県と県のつながりを大切

にし、海外から日本に来て下さる外国人の観光客の方にも参考にして頂けるよう、工夫して編集しました。

　そして、情報の発行は毎号趣向を変えて季節、タイムリーな話題などを考慮しながら企画していきます。

　国内外を問わず、老若男女、地域など楽しい話題を盛り込んで「何が飛び出すかわからないジャーナル」として、皆様から愛

される雑誌を目指し、発行していきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら mail、又はお電話などお気軽に・・・・

どうぞ宜しくお願い致します。　　mihorinjournal　　2014 年 9 月発行

九十九里浜

三井アウトレットパーク木更津

　　Welcome 　to　

Chiba
三陽メディア

フラワーミュージアム

京成バラ園 千葉公園

千葉情報


