
“ちばの魅力”を世界にアピール！ Spread the charm of Chiba around the world!

◆今回の日本百選

日本百景第32回
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「日本百景」に選定されている鴨川市の清澄山。

大本山清澄寺
庶務部 荻 野 　泰 裕 　さん

日本百景とは？
　1927年（昭和2年）に選定された日本を代表
する100の景勝地。当時の大阪毎日新聞社と
東京日日新聞社主催、鉄道省後援で選定され

ました。数ある百選の中でも歴史が古く、知名
度の高い百景（百選）として知られています。
　県内では、鴨川市の「清澄山」のほか、館山市
の「鏡ヶ浦」が選定されています。

　清澄山は妙見山を中心とした山塊の総称で、標高377mで県内3位の山です。山頂付近は、
日蓮大聖人ゆかりの清澄寺があります。江戸時代の浮世絵師・歌川広重が清澄寺を参拝したのは、
1852年（嘉永5年）で、その時に描いたスケッチをもとに晩年に描いたと推測される風景画「安房
清住山」が当時の様子を現在に伝えています。山頂付近から「仁右衛門島」方向の景色を、歌川
広重が描いた風景画と見比べてみると、江戸時代にタイムスリップしたかのような感覚を味わう
ことができます。また、清澄山は、極真空手の創始者である大山倍達の半生を描いた漫画、「空手
バカ一代」で若かりし頃の大山倍達が、修行をした場所としても多くの読者に知られています。
　清澄寺（正式名：千光山清澄寺）は、約1,200年の歴史があり、鎌倉時代は天台宗の寺院として
栄えていました。その後、日蓮宗の開祖である日蓮大聖人が12歳の時に小湊から当山へ入り、
道善法師に師事し出家得度されました。勉学修行に励んだ日蓮大聖人はさらに各宗の奥義を
学び、1253年（建長5年)4月28日32歳の時、境内の旭が森で立教開宗の第一声をあげました。
　1863年（文久3年）建立の左右に金剛力士像
を従えた仁王門をくぐり広い境内に入ると、一際
目を引くのが国の天然記念物に指定されている

樹齢約800年の「千年杉」です。階段を上がると江戸情緒漂う「大堂」や千葉県
有形指定文化財の「中門」などがあります。清澄寺には、年間を通して多くの参拝者
が訪れますが、特に初詣や受験シーズン前には大勢の参拝者で賑わいます。
　妙見山頂の奥の院とも呼ばれる「妙見堂」は、根本鎮守である北辰妙見大菩薩が
祀られているため、開運の守護神として古くから多くの信仰を集め、除災招福、
開運隆昌、海上安全、眼病平癒等のご利益があるといわれています。

▲江戸時代の浮世絵師・歌川広重が描いた風景画「安房清住山」と
　現在の風景とを見比べることができる場所があります。

▲朱色に塗られた「仁王門」

▲日蓮大聖人の銅像
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1923年（大正12年）８月建立、作者・渡辺長男氏、高さ3.03m。
現在、日蓮大聖人銅像前広場まで、容易に登れるスロープの新設
工事が行われています。（令和4年完成予定）



「初日の出日本一」の清澄寺旭が森からの
朝日は、「日本の朝日百選」にも選定されています。

▲千年杉（清澄寺境内）

▲旭が森から見える朝日

▲清澄寺旭が森にある
　「初日の出日本一」の
　案内柱。

　境内の池に棲む清澄のモリアオガエル
　（千葉県指定天然記念物）

▲黒門
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至久留里方面

至安房天津駅　・国道128号方面

瀧観不動明王

81

清澄寺

旭が森

妙見堂（妙見山頂）

千年杉

歌川広重の看板

市営駐車場黒門
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《裏表紙でご紹介》
四方木不動滝

四方木
ふれあい館

江戸時代に建立された「大堂」をはじめ、趣あるお堂が並ぶ境内を散策

●ご祈願・ご回向・ご朱印・お守りの授与  時間／ ９：３０～１６：００　 ※年中無休
※くわしくはWebサイトをご覧ください。 http://www.seichoji.com/

●問い合わせ／大 本 山 清 澄 寺 TEL.04-7094-0525
鴨川市清澄322-1せ い ち ょ う じ

　日本国内で最初に日の出を
拝めるのは、東京から1,800km
離れた海の彼方の南鳥島。しか
し、ここは立入禁止で、観光地
なら1位は父島・夜明山で6時
17分、2位は八丈富士で6時40
分、3位が富士山頂で6時42
分、4位が6時44分で清澄山で
す。離島や富士山頂を除けば、
国内で最初に初日の出を拝むこ
とができるのは、清澄寺旭が森
ということになります。
　清澄寺旭が森から見える朝
日は、その美しさから「日本の朝
日百選」に選定されています。清澄寺旭が森は、日蓮大聖人が約750年前に昇る朝日に向かって
初めて「南無妙法蓮華経」の御題目を唱えたと伝えられている神聖な場所。毎年大晦日には、
日本一早い初日の出を見るために清澄寺旭が森の広場にはたくさんの人が訪れます。

▲御朱印 ▲御首題　　　　

◎御朱印と御朱印帳

▲御朱印帳

日蓮大聖人の
銅像

　摩尼殿（まにでん）と称される大堂は、江戸時代中期に
建立。お堂の中央には虚空蔵菩薩（こくうぞうぼさつ）、その
両側には勢至・観音菩薩が祀られています。現在の虚空蔵
菩薩像は、1716年(享保元年)に天瑞（てんずい）和尚によって
作られたものです。

　1647年（正保4年）の建築。構造形式は、一門一戸の四足
門（2本の親柱の前後にそれぞれ2本、計4本の控え柱を設
けた門）で、屋根は茅葺の切り妻造り。彫刻などの装飾は少
なく簡素な美しさが漂う、千葉県指定有形文化財です。

　大堂裏手妙見山頂に鎮座。当山根本鎮守で、
奥の院とも呼ばれて、古くから多くの信仰を集め
ています。開運招福・海上安全等のご利益がある
といわれ、７月２１日が大祭日です。

　日蓮大聖人像を祀っているお堂で、日蓮大聖人
生誕750年慶讃事業として1973年（昭和48年）
に建立。建築家内井昭蔵氏が日蓮大聖人の軌跡を設
計に取り入れ、法華経の世界観を表現しています。

　1880年（明治13年）に再興。十一面
観世音菩薩を安置、安房国札観音霊
場第十七番札所で丑年、午年に開帳。

「千年杉」と呼ばれている清澄寺の霊木で、
国の天然記念物に指定されています。
樹高48m、根周りの太さ約17.5m、目通り
の太さ約15m。単木としては、国内第２位を
誇る大杉です。

大　堂

中　門 妙見堂

祖師堂 観音堂

　清澄寺にはオリジナルの御朱印帳が用意され
ています。お値段は御朱印帳が各1,500円(税込）
で、御朱印・御首題は、お気持ちをお納め頂いて
おります。

　



取材協力・写真提供・撮影協力／鴨川市建設経済部商工観光課　大本山清澄寺　有限会社中の見家（オーベルジュ・波太オルビス）

《日本百選 of ちば》今月の誌上クイズ
　※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　　「日本百選 ofちば」の第32回をご覧ください。

ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

①鋸　山（鋸南町・富津市）

②鹿野山（君津市）

③高宕山（君津市・富津市）

清澄山周辺おすすめグルメ情報！清澄山周辺おすすめグルメ情報！清澄山周辺おすすめグルメ情報！

　客室は、すべてがオーシャンビューで、正面に広がる潮騒が聞
こえる青海原は、訪れるたびに違った表情で出迎えてくれます。
　料理は、ここでしか食べられない一皿へと仕上げた、厳選
された房総ならではの地魚やサザエ・アワビ・伊勢海老・和牛など
の食材を使った、和と
洋のコラボコースが
楽しめます。そのほか
にも、旬の素材をふん
だんに用いた、こだわ
りの逸品を味わうこと
ができます。

●宿　泊／３コースあり　１泊 一人　￥24,000（税込）～　
　　　　　チェックイン15：00、チェックアウト10：00
●休館日／水曜日（火・水の宿泊は不可）

※予約など、くわしくはWebサイトをご覧ください。
　https://nabuto-orbis.com/

泊まれるレストラン
なぶと

太平洋をひとりじめできる圧倒的なロケーションが自慢。

オーベルジュ・波太オルビス

　今回は千葉県で３番目の高さ、標高377mの清澄山（妙見山）を紹介しま
した。千葉県で一番高い山は、標高408mの愛宕（あたご）山ですが、標高
379mの2番目で、観光スポットとしても有名な山の名称は何でしょうか？
　次の3つの中から正解を1つ選んでください。

　四方木不動滝は、清澄から県道81号（清澄養老ライン）
を久留里方面に進み、４つ目のトンネルをくぐった先から
山道に入り、奥深い竹と杉林に囲まれた所にあります。
　そこは、まさに房総半島の秘境。静かな森林の中に
神秘的で生命力あふれる景色が広がり、落差10m、
幅8mの想像を遥かに超えた滝の迫力に思わず目を奪
われます。水量の多いときには、夫婦滝と呼ばれるにふさ
わしい、右の雄滝とともに左の雌滝を見ることができま
す。また、滝の上流は深い渓谷となり、新緑と紅葉の頃
は、美しい滝と共に情緒あふれる景色が楽しめます。　

　県道81号から右折し、滝
へ向かう山道は、車がすれ
違うことが難しい細い道な
ので、少し離れた場所にあ
る「四方木ふれあい館」の駐
車場に車を停めて歩くのが
おすすめです。豊かな自然
を満喫し
ながらの
約30分程
の山歩き
が楽しめ
ます。

▲鮮度抜群の海鮮活き造り ▲かずさ和牛のロースト

鴨川市太海9-8オーベルジュ・波太オルビス
予約電話 TEL.　04-7094-5550

鴨川市横渚707-6
TEL.04-7093-3111

鴨 川 支 店

●問い合わせ／鴨川市建設経済部 商工観光課 鴨川市横渚1450　TEL.04-7093-7837

小櫃川の源流域にある房総半島の秘境！

四方木（よもぎ）不動滝四方木（よもぎ）不動滝

▲右側から

▲左側から

▲海が一望できる客室

▲四方木ふれあい館

▲よもぎ不動滝自然観察園の看板

よ も ぎ

▲木製の橋を渡り、滝を目指す ▲杉林の中に咲く
　ミツマタの花

▲水量の多いときは、木の左側にある滝（雌滝）を見ることができます

たかご
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LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。

正解は→②鹿野山（君津市）




