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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？
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システムです。この活動を起こした

きっかけは、沼田ロータリークラブ

でお世話していた、群馬大学院で医

学を勉強していたバングラデッシュ

出身の米山奨学生、ハークさんとの

出会いでした。バングラデッシュと

インドにまたがる西ベンガル周辺で

は、ヒ素汚染による健康被害が世界

規模で発生しているそうです。その

為に２０１５年２月、グローバル

補助金を活用し、チャンドプルセ

ントラル RC と協同で遠隔医療シス

テムを設置しました。その費用は、

５５０万円かかったそうです。そし

て、今後は、現地の医療向上の為、

職業研修チームをつくり、現地の医

師を日本に招き、画像診断の技術の

向上、機器の使用のスキルアップを

行う計画になっているそうです。

　まだ、一歩を踏み出したにすぎま

せんが、これは日本のロータリーク

ラブによる、日本から命を守る、新

しい医療支援のモデルになって行く

事になるでしょう。柏西クラブはそ

こまでの活動はできませんが、凄い

クラブが有るのだと思いました。
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①   RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）セミナー

開催の案内及び、ロータリアン・青少年の参加依頼

　日時：2 月 17 日 ( 土 ) ～ 18 日 ( 日）一泊二日

　場所：リソル生命の森 ( 長生郡 ) 長柄町）

参加者：ロータリアン＝各クラブ 1 名以上

青少年＝ 14 ～ 30 歳男女　各 1 名以上　合計 2 名以上

登録費：1 名に付き 15,000 円

② 茂原中央 RC：3 月 17 日 ( 土）「創立 25 周年記念式典

並びに祝賀会」の案内

③ ガバナー事務所・ガバナーエレクト事務所年末年始休

業のお知らせ

　2017 年 12 月 26 日 ( 火 ) ～ 2018 年 1 月 8 日 ( 月／祝 )

④ 1 月 18 日（木）初詣ツーリングの案内

　集合：9:30　常磐自動車道　谷田部東ＰＡ

目的地：筑波山神社

経営するつくし野幼稚園に１２人で

伺って社会奉仕活動を行ってまいり

ました。そこでは、園児とお相撲さ

ん２人を交えての餅つき大会に参加

しました。その後にチュウリップの

球根を１００個差し上げて、植木鉢

に園児が球根を植えるお手伝いをさ

せて頂きました。また、折り紙セッ

トを２００セット差し上げました。

その後に、突き立てのお餅の入った

お雑煮を戴いて参りました。とても

美味しかったです。また、参加して

頂いた会員の皆様ご苦労様でした。

来年も引き続き行なっていただきた

いと思います。

　今月は、疾病予防と治療月間です。

ポリオ撲滅まではもう少しですが、

世界では、さまざまな病気がまだま

だ起きていています。遠い国で今、

流されている涙を止める為に、日本

のロータリークラブの新しいモデ

ルとして、考えられたのが、遠隔医

療システムです。遠隔医療システム

とは、例えば医師が自分で判断出来

ない症例を、インターネット等の通

信技術を用いて遠隔地にいる医師に

診てもらうという、医師不足を補う

　皆さんこんにちは、今年の例会を

入れて残す所２回と成りました。そ

の２回の例会を柏市教育委員会文化

課の高野様に卓話をお願いしており

ますので、高野様２週に渡っての卓

話を宜しくお願い致します。そして、

柏市の歴史についてのお話ですの

で、皆さん楽しみにしてください。

　本日は、朝１０時より岡島会員の

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

第２０２２回通常例会 (2017.12.15)
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

会長：金子　正　幹事：中嶋　利生

■第 2790 地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2017/



卓話「柏の歴史」－縄文時代～中世－ 　　柏市教育委員会生涯学習部文化課　髙野　博夫　様

　皆さんこんにちは。柏市教育委員会文化課の高野と申

します。よろしくお願いします。今日は柏の歴史、固そ

うなんですけど、食後なのでリラックスして聞いて頂き

たいと思います。

　柏という街については職員や市民に 1 つの共通認識が

あります。柏には歴史がない、歴史のない街柏というイ

メージがあります。本当に歴史がないのか？柏市の人口

は 42 万人の中核都市ですが、42 万人も住んでいる街に

歴史がないなんてことがあるのか、と私は思います。

　新聞の切り抜きを持ってきました。11 月 14 日の朝日

新聞です。教科書から消える上杉謙信、吉田松陰、坂本

龍馬、武田信玄、こういう人たちが教科書から消える。

どういうことかというと、歴史とは流れを理解するもの

であり、今言った人たちは、実際に歴史上の役割という

のがはっきりしていない、ということです。たくさん覚

えることがある子供たちに、教える必要は無いのではな

いかということです。結論から言うと私は非常に嬉しく

思います。歴史 = 偉人伝、NHK の大河ドラマに出てく

るような人たちが歴史を作ったという話になると、まさ

に柏には歴史がないということになります。ではなく、

42 万人の街がここにあるわけです。どういう経緯で街

ができたかを考える事は、とりもなおさず、これから他

にない魅力的な街、柏を作るにはどうしたらいいか、1

つのヒントになると思います。本日は柏の歴史と言うこ

とで、年代を追ってずっと話をするよう言われたので、

旧石器時代から現代まで 1 時間で話をしたいと思いま

す。

　原始古代から始めますが。旧石器時代、縄文時代、弥生、

古墳、奈良、平安ですね。まず最初に旧石器時代ですが、

これは石器を使ってナウマン象や動物を取って、木の実

を採取して移動生活をしていました。今よりもずっと寒

いです。北海道の東部くらいの気温だったと考えられて

います。柏では約 3 万年前からの遺跡、遺物が確認され

ています。特に常磐自動車道やつくばエクスプレス、こ

こに聖人塚遺跡、千葉県を代表する遺跡になるだろうと

考えられています。そういったものが柏市から出ていま

す。その次に縄文時代です。縄文時代は非常に長い時代

で、土器が使用されます。土器が使用できるという事は、

煮炊き、殺菌が、保存ができるようになるということで

す。だんだんあったかくなってきて、貝が採れます。貝

塚があるというのが特徴です。それから定住生活をする

ようになります。村ができるようになります。柏の 1 万

年は遺跡だらけです。各階層にわたってたくさんの遺跡

が柏にある事を理解していただければと思います。これ

は高柳の中島込遺跡です。大規模な集落が消滅して、新

しい集落ができる過渡期にあった集落です。次に弥生・

古墳時代です。弥生・古墳時代と言うのは、日本に国が

できる時代です。稲作が始まります。奈良県に誕生した

大和政権が日本中を統一していく時代です。古墳や土器

ができます。それから金属器が使われようになるのが非

常に大きい。これは古墳群なんですが、手賀沼のほとり

にある船戸古墳群です。大体 40 器ほどあり、6 世紀か

ら 7 世紀くらいのものです。それから金属器が使われる

ようになったと言いましたが、製鉄遺跡、鉄を作るとい

うのは非常に重要です。自然界に鉄は存在しますが、す

べて酸化鉄です。なので鉄として使う場合は酸素と分離

させるために焼かないといけません。これは利根川です。

これは手賀沼です。砂鉄を取ったと言われています。鉄

鉱石は採ることができません。

　平安時代になると、有名な人物が現れます。平将門で

す。この辺には将門伝説がたくさんあるます。平将門は

桓武平氏、平安時代の中頃の武将で、一族の領地争いか

ら反乱を起こしました。天慶３年（940 年）に藤原秀郷

らによって敗れました。

　ちょっと話がそれますが、西口の先の十余二、警察署

の付近ですが、昭和２０年頃、ここに 1 人の紳士が疎開

してきます。東京に住んでいた家が焼かれたのですが、

牧野伸顕、昭和天皇の信任の厚い方が引っ越してきまし

た。なぜ当時、ほとんど家もないような場所に引っ越し

てきたのかと言うと、その隣に武見太郎という親戚が疎

開していました。なぜ武見太郎が疎開してたかというと、

いずれ原子爆弾が東京に落ちることを予想せざるを得な

かった。武見太郎は医者で、理化学研究所にいました。

話によると当時、日本とアメリカとドイツは原子爆弾の

開発をしていました。日本では理化学研究所でやってい

たと言われています。理化学研究所の友達から「アメリ

カは原爆の実用化に成功したらしい」と言う話を聞きま

す。流れとして日本はどうもこのまま行くとアメリカと

戦争になりそうだ、その時に物量に劣る日本が簡単に負

ければいいんだけど、一億玉砕、アメリカ軍の上陸作戦

という話になったら、それならばいっその事、原子爆弾

を東京や主要都市に落とせば、それで日本は降参するだ

ろうということが十分考えられます。武見太郎は医者で



すから、原子爆弾の内容を理解できます。もし東京に原

子爆弾が落とされた時に、自分が東京に住んでたらどう

なるかという事がわかります。疎開しなければならない。

東京から車で 1 時間以内の、東京の近くにいないといけ

ない。田舎で、水が良い所、利根川と江戸川に挟まれた

場所が水が良い。柏は水がよかったんですね。我孫子か

ら関宿のあたりに目を付けた。自分の患者だった作家の

幸田露伴に聞くと、自分に利根川図史と言う本をくれ「そ

れなら手賀沼周辺がいいよ、田舎だが、非常に眺めもい

いし水も良い、何より自分が気に入っているのは、平将

門の伝説もある、俺は死ぬんだったらあの辺で死にたい」

とまで言いました。だから、当時田中村の十余二という

ところに土地を求めた。東京が空襲で焼かれたので、牧

野伸顕伯爵も隣の家に越してきた。牧野伸顕伯爵がやっ

てきたので、吉田茂さんや、鈴木勘太郎首相なども、関

宿に帰る時はよく寄るようになり、何分にも道が悪かっ

たが、偉い人が一杯来るようになったから、役場でも気

を使って砂利を入れてくれた。

　話がちょっとそれましたが、なぜ幸田露伴が平将門を

好きだったかという話です。幸田露伴と言う人は幕臣、

徳川幕府の家臣の家に生まれたました。江戸文化という

のは明治になって急に失われ、この事を非常に嘆いた人

です。旧幕臣は当然新政府によって弾圧されます。そう

すると、平将門というのは日本始まって以来の、天皇陛

下に逆らった不埒者である、と言われていますが、それ

でいいのかと、虐げられている自分たちと、非常にイメー

ジがダブったんでしょうね、幸田露伴は、平将門を贔屓

にして評伝なんかも書いています。そういう人物です。

将門と言う人はいろんな顔を持っていて、虐げられてい

た民衆のために立ち上がった、天皇に逆らった逆賊、祟

り神、そういう顔を持つ人物です。けれども、当時の貴

族社会に大きな衝撃を与えた人物です。武家社会への扉

を開くまではいかなかったが、ドアノブに手をかけて、

少し開けたという人物です。江戸時代に盛んに庶民が将

門を拍手喝采するんですが、よく描かれた錦絵で、自分

たちをいじめている権力者に対して、立ち向かってくれ

なければ困るので、超能力を持っていないと困るんです

ね。平将門が、空を飛んでいる雁を睨んだ、その眼力で

雁が落ちた、そのぐらいの力を持っています。実は将門

のことを調べるためには、基本的なものには将門記とい

うものがあります。将門記に将門は王城を下総国の亭南

に立てる、兼ねて木義橋を以って京の山崎と為し、相馬郡

大井津を号して京の大津と為す、と書いてあります。相

馬郡大井津とはどこか ? ということが話題になります。

私は相馬郡大井津と言うのは、柏市の大井だと思いたい

です。何故かと言うと、大井郷というのは様々な資料に

出てきますが、各地の産物を税金として収めると書かれ

た麻布が正倉院に残されおり、ここに相馬郡大井郷から

収められたと書いてあります。それから、「和名類聚抄」

という当時の百科事典みたいなものに、下総国相馬郡に

は 6 つの村があると書いてあり、筆頭に大井郷と書いて

あります。それから、天平 17 年、ほぼ同じ時期に、琵

琶湖のほとりに石山寺というお寺が作られます。貴族の

信仰集めた寺ですが、紫式部が源氏物語を書いたと言わ

れている伝説の残る大きな寺です。その石山寺を作る時

に、経文がたくさん必要になります。その経文を作るの

に下総国相馬郡の矢作真足と言う人がこちらから行き、

生活費を要求した「石山院奉写大般若経」という文書が

正倉院に残っています。

　将門と柏市の関係ですが、平将門の先祖は桓武天皇で

す。その曾孫に高望王という人がいまして、当時平安時

代ですから、朝廷のおいしい役職はすべて藤原氏が握っ

ていました。であれば、関東の地に来てここを開こうと

します。長男が平国香と言う人です。この人は、長男で

すから貞盛から平清盛につながります。次男が平良兼、

三男が平良将、平良将の息子が将門です。将門の弟に平

良文がいますが、平良文の一族に忠頼、常胤、師常、こ

れが千葉氏、相馬氏と呼ばれるようになります。この人

たちが手賀沼周辺、茨城県の南部から我孫子市・柏一帯

を開きました。中世になると、相馬氏がこの辺を支配す

るようになります。相馬という一族がここを開いたとき

に、ご覧の名前が相馬氏が残した資料にたくさん残って

います。実は相馬というと福島の相馬、相馬野馬追の相

馬をイメージする方が多いと思います。実は相馬と言う

のはこのあたりで。福島県の相馬と言うのは分家です。

その分家が残した資料がたくさんあって、本家は没落し

てしまいます。分家の残した資料を見ると、柏の地名が

たくさん出てきます。このあたりを相馬御厨をいいます

が、1130 年に平常重という人がこの一帯の土地を伊勢

神宮に寄進します。何故そのようなことをしたかという

と、当時日立のほうに、住んでいた源氏の一族、佐竹と

言うんですけれども、非常に強かったのです。侵略され

てしまうんですね、このままでは相馬の先祖が開いた相

馬地方を取られしまうということで、平常重は伊勢神宮

にその土地を寄進する。名目上は伊勢神宮のものになる

けれども、実質的な支配権はそのままにして下さい、も

ちろん年貢を払う道を選びました。その時の資料に、手

賀沼や篠籠田というような地名が出てきます。

　これは当時の地図です。これは手賀沼。これが現在の

利根川です。当時利根川は東京湾に流れていました。大

きな湿地帯が広がっていました。この辺を相馬氏が開き

ました。非常に水辺で住みやすい、物資輸送も楽です。

とても良い場所だったろうと思います。こういった村に

は水に面している。谷津田があって田んぼが作りやすい、

古いお寺もあります、中世のの石造物かたくさん出てく

る、そういう所です。これは相馬文書に出てくる村です

が、鷲野谷・藤ヶ谷・高柳、もともとこの辺は、どうし

てこの辺の相馬氏が没落したかというと、こちらの相馬

は南北朝の戦いで南朝方につきます。分家の福島の相馬

氏は北朝方につきます。こちらの南朝方が負けます。南



次回の例会は 12 月 22 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／東海林　康之・齋藤　敏文　吉野　一實

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。

　クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで
※直前の欠席は SAA 住田みゆき (090-1779-1007) まで

ゲスト
髙野　博夫（柏市教育委員会）	 様

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	結婚記念日

　山田　篤志　会員

12 月 15 日「つくしの幼稚園」訪問

12 月 15 日「つくしの幼稚園」訪問

本日のお食事

出席報告

　　　　　　　６７名

　　　　　　　１３名

影山、ゲイビ、後藤、小林正直、小林直人、

志村、東海林、杉山、助川、前田、升谷、

松本隆一郎、山崎　　　　　　　　　会員

出席率　80.60％

会員数

欠席者

朝方が持っていた土地を北朝方が勝ったので、北朝方の

相馬にあげるよと、資料です。相馬孫次郎親胤さん。こ

れを書いたのは斯波家長という人です。足利尊氏の忠臣

です。この親胤というのはどういう人かというと、奥州

新田相馬氏の始祖である相馬重胤、増尾にお墓がありま

す。この人の子供です。この重胤という人は、建武 3 年

に、鎌倉の戦いで戦死してしまいます。戦死させたのは

北畠顕家という南朝方の最強の武将です。東北地方の南

朝方の強い兵隊を指揮していた人です。その恩賞として、

南朝方から奪ったので戦死した褒美としてあげるという

資料です。ただこちらにいた相馬氏も全てなくなったわ

けではなく、少しは残っています。松戸に本土寺と言う

あじさい寺があります。ここに大きな過去帳があります。

過去帳にも、柏の地名や人名がたくさん残っています。

　時間なので次週に続きます。

12 月 15 日「つくしの幼稚園」訪問


