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JR外房線を大原駅方面に向かって走る、209系普通電車（八積駅～上総一ノ宮駅間）JR外房線を大原駅方面に向かって走る、209系普通電車（八積駅～上総一ノ宮駅間）
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　JR外房線特集の第2回目となる今回は、大網駅から大原駅までの12駅を

巡る旅。東京都内への通勤列車としての利用客が多かった千葉駅から大網

駅までと比べると、地域の生活の足としての利用が多くなる区間です。大網

駅から先は、安房鴨川方面へ向けて線路は南にまっすぐ伸び、低地の九十九

里平野を大原駅まで行きました。上総一ノ宮駅までは1日の乗車人数が

1,000人ほどの小さな駅が続き、駅周辺に住宅地が点在する以外は緑の田

畑が豊かに広がっています。その中で、一番乗車人員があるのは、電子部品

関連や天然ガス関連の企業が集まる茂原駅。駅前も、九十九里平野最大の

都市としてのにぎわいが感じられました。初夏の太陽に照らされた緑の車

窓を愛でながらさらに南下すると、列車は上総一ノ宮駅へ。さらに背丈が伸

びた稲が風に揺れる田園を走る列車は、小さな駅舎を経由しながら大原駅

へ到着。外房線第2回目の旅は、南下するごとに空の青さが増してくる、そん

な鮮やかな風景が心に残りました。

初夏の太陽に照らされて、輝きを増す緑の田畑。
九十九里平野を南へ向かう列車に揺られて。

★JR外房線グッズ
インターネットで購入できる

赤い電車 JR東日本商品化許諾済※くわしくはWebサイトでご確認ください。

　鉄道ファンなら見逃せ
ないJR外房線関連商品。
千葉駅から安房鴨川駅ま
で各27種類。駅名標が携
帯電話クリーナーになった
ストラップが人気です。

￥525（税込）

●駅名入り
　携帯ストラップ

￥525（税込）

●駅名入り
　キーホルダー

￥525（税込）

●駅名入り
　携帯クリーナー
　

千葉の観光をさらに盛り上げる「パワフル×
スマイルちば」キャンペーンロゴを付けて
E257系車両 特急「わかしお」が走行中。

JR外房線を期間限定で走る、ラッピングトレイン！

　東日本大震災後、風評被害や
自粛ムードにある千葉県の観光
を盛り上げようとJR東日本千葉
支社が「パワフル×スマイルち
ば」観光キャンペーンを2011年6
月1日～2012年3月31日まで開
催しています。そのイベントの一
環として県内を走る「E257系」車
両3編成にキャンペーンロゴを掲
載したラッピングトレインが走
行。外房線では特急「わかしお」
が東京駅～安房鴨川駅間を走行
しています。

JR外房線を大原駅方面に向かって走る、209系普通電車（上総一ノ宮駅～東浪見駅間）
※遙か彼方に太平洋を望む。
JR外房線を大原駅方面に向かって走る、209系普通電車（上総一ノ宮駅～東浪見駅間）
※遙か彼方に太平洋を望む。

キャンペーンロゴを付けてJR外房線を走る、
E257系車両 特急「わかしお」。（永田駅付近）
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スペシャルビューポイントスペシャルビューポイント ガスタンクに七夕の絵！
　茂原駅を発車してまもな
く、進行方向右側に大多喜
ガスのガスタンクが見えて
きました。直径30メートルの
ブルーのタンクには、地元
茂原市の夏の風物詩である
「七夕まつり」をPRする「七
夕のまち・もばら」の文字
と七夕飾りの絵が描かれ、
人々 に親しまれています。

梨畑を過ぎて少し走ると左車窓の
緑の中に水辺空間がありました。水
を貯めたり用水路へ水を取り入れる
「椎木堰（しいぎぜき）」の景観です。

「日常食のパンだからこそ安
全で体にやさしいものを」と
店主ご夫妻が原材料にこだ
わって5年前に開店したパン
屋さん。食事パンから調理パ
ンまでバランスのいい品揃
え。調理パンの具もすべて嬉
しい手作りです。

永田駅

（永田駅改札から徒歩2分）

茂原駅

茂原名物「しぼさだんご」

（茂原駅南口から徒歩4分）

●外房線で発見したお土産＆お手軽グルメ！

ブーランジェリー・ヴィー

昔、この地域一帯が「しぼさ」と呼
ばれていたことから名前が付い
た「しぼさだんご」。創業90年の
老舗菓子店の現4代目は、今なお
伝統の素朴な団子の風味を守
り、常連客に支持されています。
店内席で食べることもできます。
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石井菓子店

いよいよ大原駅に近づく頃、外房
黒潮ライン沿いには郊外型の大
型スーパーやホームセンターが集
中しているのが見えました。

大網駅のホームを出てすぐ、左車窓にショッピングセ
ンターが見えました。イオン大網白里店です。40ほど
の専門店が3階建てのモールに集まっています。

太東駅のホームを過ぎると夷隅
川の流れが見えてきました。ある
がままの自然を映す川面は美し
く澄んでいました。

新茂原駅を出ると、周辺は線路の左右に自然と
融合した豊かな住宅地が広がっています。

茂原市は人口約92,000人ほどで、長生地域の人
口・商業・産業の集積地。茂原駅の周辺には、街の
にぎわいを感じる商店街が見えます。

茂原駅を発車してすぐ左車窓に「茂
原第一自動車教習所」がありまし
た。茂原駅から徒歩5分の立地を活
かし昭和58年に設立されました。

東浪見駅周辺には梨畑が点在。
一宮町の主要産物の「東上総梨」
として知られ、果樹栽培が盛ん
な地域です。

八積駅から田園の中を走ると路
線と平行して架かる大きな橋が
眺められます。下を流れるのは二
級河川の一宮川です。
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　東京駅から62キロメートルほどの大網駅から
列車に乗り込み、房総半島を南に走る外房線。駅
周辺を過ぎると、どの駅も緑の田畑が広がり九十
九里平野の広大な大地が一望できました。上総一
ノ宮駅からは高校生が乗り込んできて、車内はし
ばしにぎやかに。太東駅を過ぎ夷隅川を渡ると、
東側の窓の向こうに、遠く太平洋の水平線が見
え隠れし、太東埼灯台が視界に入りました。
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❶草だんご…………￥95（税込）
❷あんだんご………￥85（税込）
❸焼きだんご………￥85（税込）
❹のりだんご………￥85（税込）

❶タンドリーチキン￥310（税込）
❷チェリーパイ……￥210（税込）
❸ほうれん草とウインナーの
　ピッツア…………￥250（税込）

❶

❶❶❷
❷❷

❸

❸❸
❹❹



　房総半島の東岸を全長約66キロメートルにわたって広がる
九十九里浜。その雄大な眺望を一本松海岸から望む絶好のロ
ケーションにある太陽の里。6,000坪の敷地に建つ施設には、総
ひのき露天風呂や天然一枚岩風呂、砂風呂など20種類ものお
風呂や天然温泉が充実のラインナップで完備されています。ま
た、ボディーケアやエステ、ネイルケアなど女性には嬉しい美容
と癒しのリラクゼーションメニューも豊富。お好みのお風呂を
堪能した後は、九十九里の新鮮な魚介類を味わいながらお芝居
公演を楽しむこともできます。ゲームコーナーや約5,000冊の
蔵書を誇るコミックコーナーなど、お風呂以外の施設も充実し
ているので、カップルやお子様連れ、あるいはお年寄りを交え
たご家族みんなが1日過ごせるアミューズメントランドとしても
人気があります。日帰りでも、また宿泊施設を利用した滞在プラ
ンにも対応するスパ&リゾートです。

スパ＆リゾート九十九里太陽の里

太東埼灯台

JR外房線で行く、お楽しみスポット！家族で出かけよう。

茂原駅前の平和宣言都市像！

駅前発見！
探してみよう！
駅前発見！
探してみよう！

調べてみよう！　
外房線クイズ？
調べてみよう！　
外房線クイズ？

2011.8（次回発行／2011年9月26日）写真提供・撮影協力／ブーランジェリー・ヴィー　石井菓子店　スパ＆リゾート九十九里 太陽の里　いすみ市観光協会　

　太平洋や九十九里浜を見下ろす太東崎に立つ白亜塔形（円
形）の灯台。周辺は南房総国定公園に指定されています。初代の
灯台は海沿いにありましたが、海岸浸食による倒壊を避け、昭和
47年に100メートル後方の現在の場所に移築されました。海抜
58メートルの高台にあり、高さ16メートルの灯台からの灯りは
22海里（約41キロメートル）先まで届き、海の安全を守っていま
す。灯台周辺はバードウオッチングの名所としても知られてい
る自然の宝庫。ここ一帯の草刈や清掃を行い灯台公園休憩所の
維持管理をしているボランティアの皆さん（NPO太東埼燈台ク
ラブ）は、平成17年に銚子海上保安庁から表彰を受けています。

高台にある白亜塔形（円形）の中型
灯台です。

ここから望む太平洋の景色は、起伏
に富んだ海岸線や、眼前に広がる水
平線は絶景です。

▲

外観▲

岩露天風呂▲

プール▲ 砂風呂▲

天空の湯▲総ひのき風呂▲

▲

　茂原駅前に立つ少女の像。外房
線茂原駅東口ロータリーの正面。
少女が右手の先に乗った小鳥を
見つめている銅像を見つけまし
た。「春の詩」と題されたその像
は、茂原市が世界の人々と共に地
球の恒久平和の達成に向けて努
力することを誓った「平和都市宣
言」を記念し、平成2年12月25日の
日付で設置されたものです。花壇
の花に囲まれて立っていました。

JR外房線の太東駅と三門
駅の間にある駅名は？
1.勇者町駅

2.忍者町駅

3.長者町駅

※正解は次号紙面で！

※前回のクイズの正解。JR外房線の
　本千葉駅と蘇我駅間の車窓から見
　えるお城の建物は何？「3」千葉城

　（千葉市立郷土博物館）でした。

JR外房線の第2回目は、大網駅から大原駅までの12駅

を散策。房総半島を南へ移動するにつれて、海を取り

巻くレジャースポットがいっぱいです！


