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２０１４-２０１５年度 

第２４５８回 
平成２６年７月１８日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆ロータリーソング『手に手つないで』      
◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

◆◆ お客様紹介                 

≪本日のゲストスピーカー≫ 

千葉市長 熊谷 俊人様 

千葉市役所 総務局 市長公室 秘書課 吉野 嘉人様 

◆ 会長挨拶及び報告       竹尾 白会長             

千葉銀行本店営業部の執行役員本店業務部長太田

雅美さんの入会が諸手続を経て正式に決定しました。よ

ろしくお願いします。 

本日は、お忙しいところ熊谷市長にお越しいただき、

ありがとうございます。 

「６０代は高齢者とは言わない」という都市宣言を大和

市の大木市長がしました。健康寿命（女性７４、男性７０）

を２０２０年までに１年伸ばそうということが言われていま

す。そのため、毎日一万歩運動ということで万歩計を貸

与する市もあります。健康寿命が延びると市の財政が助

かります。千葉市でも実行してもらいたいと思います。 

皆様、暑くなりましたので、熱中症にはくれぐれも気を

つけてください。 

◆◆ 第１２回国際里山の集い開催について                  

金親 博榮会員より  

７月２１日（月）に行われる「国際里山の集い」の準備を

しています。留学生も大勢いらっしゃいます。会員の皆

様、当日はよろしくお願いいたします。 

◆◆ 幹事報告          橋口 徹幹事          

来週金曜日は、昼例会はありません。納涼懇親夜例 

 

会となっております。 

点鐘⇒ １８：００ 会場⇒ オークラ千葉ホテル中庭 

◆◆ ニコニコボックス報告                     

≪竹尾 白会長・橋口 徹幹事≫ 

熊谷市長、本日は貴重な時間をいただき、有難うござ

います。私たちは市長の卓話を楽しみにしております。 

≪斎藤 昌雄・植松 省自会員≫ 

熊谷市長、本日はようこそお越し下さいました。４月の

５０周年記念式典にはご多忙の中、ご来臨賜り有難うご

ざいました。 

≪国友 忠一会員≫ 

９３歳の誕生日に女性会員さんから立派な花束をいた

だき、有難うございました。 

≪鈴木 美津江会員≫ 

皆様こんにちは。本日は連続３回目の市長の卓話で

す。有難うございます。又、５０周年式典では、お言葉を

いただき感謝しております。本日も宜しくお願い致します。

これからもお体には気を付けられ、益々、市民の為のご

活躍をお願い致します。 

昨日夜、「はるのや」にお集まりの皆様、有難うござい

ました。お蔭様で楽しい一時を過ごすことが出来ました。 

次回は石井幹事担当で宜しくお願い致します。多くの

皆様のご参加をお願い致します。 

本日の朝、小野さんから連絡を頂きました。左の腰を

骨折され、しばらくはクラブをお休みされるとのことで、皆

様にはご迷惑をお掛け致しますが、宜しくとのことです。 

≪永安 重治会員≫ 

ＡＬＳＯＫ（アルソック）千葉支社は、中央区弁天から美

浜区幸町に７月２２日に移転します。有賀園ゴルフ様の

横なので無駄遣いしないように気を付けます。 

≪三神 秀樹会員≫ 

７月１５日（火）、中国の上海ロータリークラブの例会に

出席致しました。世界各国からの参加者から成るクラブ

で、進行は全て英語でした。新幹事が日本人なので、言

語は３カ国語が使えました。とても勉強になりました。 

 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 12,000 円 累計 53,000 円

金の箱 294 円 累計 1,728 円



◆◆ 出席報告 (会員数４９名)                   

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆ 

 演 題⇒ 『加曽利貝塚を特別史跡に』 
 卓話者⇒ 千葉市長  熊谷 俊人様 

 

皆さんこんにちは。熊谷でご

ざいます。 

今日はお話をさせていただ

く機会をいただきまして誠に

ありがとうございます。 

大和市の６０代は高齢者で

はない宣言のお話もありまし

たが、我々も６５才を高齢者

ではないと考えようとやってきています。 

国の統計では、０～１４才が年少人口、１５～６４が稼働

世代、６５才以上が高齢者と３区分だけで、これで考える

と千葉市では高化率２３％～２５％、もうすぐ３０％となりま

すが、実態とはあいません。私は、６５～７４歳は高齢者

ではなく地域の人材世代と思っています。平日昼間も地

域で活動できる宝です。千葉市も高齢化率がすごい勢

いで伸びていますが、６５～７４歳が増えており地域活動

的には黄金期になっています。ただ、あと１０年すると真

の高齢者となり２０２５年問題と言われています。このとき

までに７５歳以上のかたが安心して暮らせるサポートを受

けられる街を作っていきたい、今のうちに地域の絆づくり

を深めたいという考えです。 

健康づくりの取り組みも、景品をもらえるようなウォーキン

グ活動とか企業の従業員の健康への取り組みに対して

認定マークを交付するということもしています。 

 

今日は配付資料に沿って加曽利貝塚の話をさせていた

だきます。 

加曽利貝塚は、教科書にも載っていて、千葉市にあるも

のの中で一番全国的に知名度の高いものですが、それ

が千葉市にあることを知っている方はかなり少ない状況

（動物公園の風太くんも同様）で、世界有数の貝塚遺跡

を持ちながら、ＰＲ不足だったのがもったいない気がしま

す。 

我々は、加曽利貝塚を特別史跡にということを目指して

やっています。 

加曽利貝塚は、明治時代から古い人骨の研究が盛んで

した。貝塚は土壌がアルカリで中和されて酸化せず、埋

設物・骨が良好な状態で保存されることで、価値が高い

ところです。 

加曽利貝塚は全国初で市民主導の遺跡保存が行われ

ました（千葉高の武田宗久教諭）。 

加曽利貝塚は、縄文遺跡として教科書に掲載されてきま

したが、最近は三内丸山遺跡など新しい縄文遺跡、特

別史跡が掲載されるなど、優先順位が下がってきていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貝塚は、土壌が中和されて保存状態がよい、研究者にと

ってよい状態のタイムカプセルです。千葉市は貝塚が１

００カ所以上あり、全国で最も密集している地域、貝塚の

街です。古代からこの場所が大変暮らしやすく交通、通

商の拠点として存在をしてきました。約５０００年前の縄文

中期～３０００年前の縄文晩期に至る２０００年に渡る

人々の暮らしを知ることができる貴重な貝塚です。 

周辺、遺跡の自然環境も含めて広範囲が保存されてい

ます。坂月川も当時から存在し、船で物をあげることがで

きました。貝塚には、小さな魚の歯のような物まで現代の

技術で保存したと思うような精巧なものが残されています。

当時の人々が実際に貝塚に眠っています。貝塚はゴミ

捨て場と言われていましたが、そうではありません。人骨

が４０体以上確認されています。犬もきれいに埋葬され

ています。 

数年前から、昭和５０年代に発掘され保管されたままの

ものの調査、研究手法の進化・学説の蓄積にもとづく新

たな視点での調査など、再調査をしています。 

調査成果について加曽利貝塚や市役所で

企画展をしたり、新聞でも途中報告していま

す。様々な場所の石材が発見され、交易の

重要なハブであったことがわかってきましたし、

オリジナルな土偶も発見されています。 

 

今、特別史跡の指定へ向けて取り組みをして

います。貝塚は貴重なタイムカプセルです。千葉市は国

指定貝塚５カ所を含む１１０カ所の貝塚が密集する貝塚

のまちです。加曽利貝塚は、縄文時代の時期の違う貝

塚が２つあり、人骨のＤＮＡ鑑定で連続性が確認されて

います。２０００年にわたって村が断絶せずに存続してい

た、この規模の集落が維持されていたというのが貴重で

す。 

出席者数２８ 欠席者数２１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２ 修正出席率 ７７．５５％

千葉ＲＣ 月 8/11・8/25 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 8/12 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 8/12 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 8/13 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 8/13 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 8/14 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 8/14・8/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



特別史跡は、国宝に値する物、文化財でいえば重要文

化財の上が国宝、史跡の上に特別史跡です。縄文遺跡

の中で３つしか指定されていません。加曽利貝塚が仮指

定を受けられれば貝塚遺跡としては初となり、教科書で

の扱いも上になります。 

「縄文スタイル」は、貝塚をアピールするという加曽利貝

塚博物館の職員の気持ちがこもっています。 

市民に知ってもらうということから、先日オリジナルキャラ

クター「かそりーぬ」を発表しました。加曽利貝塚では、

犬が人間と同じように足をたたんで丁寧に埋葬されてお

り、人間が共存した一番古い動物であり大切にされてい

たことがわかります。加曽利と犬をかけて「かそりーぬ」と

いう名称となり、これから様々なイベントで、興味を引き、

特別史跡を目指す加曽利貝塚を知っていただきたいと

思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市は歴史がない、と言われる千葉市民がいらっしゃ

いますが、一番古い歴史を持っている、古くから人が集 

まり生活した、それが残っているまちであることをアピー

ルし、歴史の深さを示すためにも加曽利貝塚の知名度

を上げることが重要です。加曽利貝塚博物館のリニュー

アルをし、モノレールの最寄り駅の名称を加曽利貝塚駅

に変えるというようなことも地元の人と話をしながら取り組

んでいきたいと思います。 

戦後大きく発展した千葉市ですが、加曽利貝塚、千葉

氏など古代から中世に至るいい歴史を引き上げて磨い

て発信していくのも我々の仕事です。加曽利貝塚は文

化庁も認める価値ある遺跡です。加曽利貝塚も含めた

千葉市にある文化的価値のあるものを、千葉市としてど

のように保存し活用し戦略と化していくのか、特別史跡

指定に対する取り組みを急ピッチでおこない、平成２８年

度前後くらいには特別史跡の申請までこぎ着けたいと思

っています。 

市側の努力とともに市民の理解と雰囲気作りと大事でご

ざいます。どうぞ賀曽利貝塚すごい遺跡らしいよとどんど

んＰＲしていこうよと言っていただければ大変ありがたい

と思います。こういうところで話をさせていただきありがた

いと思っています。ご静聴ありがとうございました。 

 

※画像は千葉市より 

ご提供いただきました。 

 

 

 

・・・・・質疑応答・・・・・ 

 

 

（伊藤会員） 

私は貝塚町に住んでいて、敷地の一番端に千葉市史跡

１００選の馬蹄形貝塚の石柱があります。京葉道路の貝

塚トンネルは、貝塚を保存するために作られました。周り

の畑では雨が降ると白い貝殻が浮きあがることもあります。

近所に北貝塚小があります。私は縄文時代の人が住ん

でいたところに住んでいるのだなと感じています。是非

特別史跡になっていただきたいと思います。 

 

（熊谷市長） 

貝塚というものが町名、学校名にここまで残っているとい

う意味でも非常にレアな町だと思います。ここは、よそで

は絶対真似できない特色になり得ると思います。 

 

（北原会員） 

市長さんもよそから来て一生懸命やってくれていますが、

やはり千葉は良いですか。 

 

（熊谷市長） 

千葉はすばらしい土地です。加曽利貝塚があるというこ

とは単純な自然環境、人間が生きていくのに適した環境

であるということを証明しています。私たちは、人間が生

きていくのに一番適した場所に住んでいるんだと思いま

す。 

千葉のかたはなかなか外へ出ません。人口動態を調べ

たところ、転出しても千葉県内の別のところで、江戸川を

渡っていません。さいたま市、川崎市、横浜市の市長幹

部に聞くとそれは珍しいとの話でした。 

千葉の人たちは、過ごしやすいということがよく分かって

いると思います。千葉は温暖で住みやすいということが

住まないとわからない、最低気温、最高気温などデータ

で、千葉が一都二県に比べて住みやすいということを、

人間らしく行きたいのであれば千葉に来ようと言っていき

たいと思っています。 

 

※欠席された方で当日の配布資料が必要なかたは、 

会報担当委員までお申し出ください。 

 
 

第２４５９回例会 

≪懇親納涼夜例会≫ 

日 時⇒ 平成２６年７月２５日(金) 点鐘１８：００ 

会 場⇒ オークラ千葉ホテル 中庭 

第２４６０回例会 

≪会員ミニ卓話≫ 

日 時⇒ 平成２６年８月１日(金) 点鐘１２：３０ 

 

（会報担当：石井 慎一） 



 

                 ２０１４年７月２１日（月） 

竹尾 会長 ↑    林ガバナー補佐→ 

自然の中での懇親会は、格別なものがあります。 

“流しそうめん”は、いつも大人気です！ 

           石井直前ガバナー補佐もご参加下さいました。↑ 

 

 

 

 

 

↑金親会員、 

金親会員↑ 


