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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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会 長 挨 拶
　　　　会長　金子　正

達成してマグロの解体ショーを実現

させたいと思いますので皆さんの協

力をお願いします。

　今年も残す所後１０日です。風邪

等ひかないように健康に注意してい

ただき、1 月５日の新年家族例会で

お会いしましょう。今回は１19 名

の多くの方の参加ですので景気が良

くなるような盛り上がった新年家族

例会にしたいと思いますので宜しく

お願いします。

　そして、今日の卓話は先週に引き

続きまして、高野様に柏市の歴史に

ついての第２話の卓話ですので宜し

くお願い致します。
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①   中嶋利生会員へ 2017-18 年度地区 RYLA 実行委員会

委員としての、委嘱状の送付。2/17-18 実施。

②  12 月 14 日、クレストホテル使用による鐘・演台をお

借りし鎌ヶ谷ロータリークラブ家族例会無事終了の

感謝報告がありました。

も引き続き皆さんと一緒に「魅力の

ある楽しいクラブづくり」を目指し

て残り６ケ月頑張って行きますので

宜しくお願いします。

　また、順調に会員増強も出来、勢

い余って会員目標を急遽７０名に変

更して、今年中に７０名が達成する

勢いでしたが、残念ながら達成出来

ませんでした。来年には、７０名を

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２０２３回通常例会 (2017.12.22)
■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」－江戸時代～現在－ 　　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、先週に引き続きまして、柏の歴史
と言うことで、30 分間お付き合いを頂きたいと思いま
す。そちらに江戸時代から現代までの歴史と書いて頂き

ましたが、先週 30 分やってみまして、合わせて 1 時間
で柏の歴史をお話するのは無理だと言うことで、申し訳
ないんですがポイントを絞りまして話をさせて頂きま
す。
　テーマとしては柏の地域おこしです。結論から言うと

「これ」によって柏と言う名前が全国に知られるように
なった。岸信介、あるいはこの近衛文麿という有名人か
ら一般の人々に至るまで柏に来るようになった地域おこ
しの話をさせていただきます。
　「柏を関東の宝塚に」というテーマですね。内容は吉
田甚左衛門さん、花野井の有名人です。この方が企画立
案しました。実行したのはもちろん大勢の方ですが、主
に中心となって企画立案したのが吉田甚左衛門です。こ

　皆さんこんにちは、７月７日の会

長就任から、今日で２２回目の今年

最後の例会となります。そして、あっ

という間の６ケ月でした。私として

は皆さんの協力でとても楽しく会長

をさせていただいております。来年



の内容についてお話しをしていきたいと思います。前提
としていつ頃の話かというと、大正の終わりから昭和の
初めです。この時期はどういう時期かと言うと、大正と
いうのは割と時代でした。それがだんだん雲行きが怪し
くなってきます。経済恐慌に向かって坂を転げ落ちよう
とする時期です。実は柏と言うの今人口 42 万人、常磐
線の中でも割と元気のいい街だと思うんですが、実は江
戸時代というのは端的に言うと、この場合の柏と言うの
は駅周辺のことですけども、水戸街道に沿って民家が並
んでいる、宿場ではなく農村でした。これが経済不況に
よって、農産物の価格が落ちていくという時です。吉田
甚左衛門にすれば、このままでは柏はダメになるという
非常に危機感を持った時期でした。この時期に、柏は大
きな観光地はないんですけど、手賀沼があったり、あけ
ぼの山があったり、布施弁天があったりしてまぁまぁお
客さんが来るという所でした。ここで、一大レジャーラ
ンドを作って、東京から人を呼び込もうとするんです
ね。中核となったのは当時東洋一の施設と言われた柏競
馬場。これで地域の活性化を図ることにしたんですね。
この人が吉田甚左衛門です。吉田家は、花野井の大物で
す。大規模な農業経営、金融業をやってます。それから、
江戸時代の後半に醤油の醸造業をやっていました。醤油
醸造の幕末の番付を見ると、前頭の 7 枚目ぐらいですか
ら中の上位、あるいは上の下位ですね。この人がいろい
ろなことをやるんですね。競馬場、ゴルフ、自動車会社、
嶺岡ニッケル鉱山。ニッケルというのは軍事物資です。
嶺岡と言うのは今の鴨川の辺りです。それから八柱霊園。
それから利根運河を公園化して、ツツジや桜を植えたり
しました。それから競馬場が中核の施設になりますけど、
手賀沼から利根運河のあたりまで、ブロックとして地域
おこしをやっていこうとします。これが略歴です。実は
吉田家としても転換期であったと、というのは、醤油醸
造を江戸時代に中の上の規模と言いましたが、だんだん
時代が近代になってくると、消費者のニーズが高まって
くると、やっぱり大手、野田の醤油屋さんキッコーマン、
それから銚子のヤマサ、ヒゲタにどうしても押されれし
まいます。もちろん吉田家としては材料を自分の農地で
調達したり、安い満州の大豆を使うとか、いろんなこと
をするんですけれども、やっぱり負けちゃうんですね。
大正 11 年にキッコーマンにに経営を譲渡します。その
後考えるんですね、もちろん大正９年の記録を見ると田
畑が 323 町、その他が 315 町、小作人が 662 人ですから、
これを磨いていくという手もありましたが、もう一つ攻
めの姿勢を取るんですね。いろんなことをやるわけです。
　吉田家のことを簡単におさらいしたいと思います。行
かれた方は多いと思いますけどこれが建物です。国の重
要文化財になっています。花野井村というのは、利根川
の右岸に位置する村で、規模としてはごく平均的です。
江戸時代に、花野井村の草分けの農民です。名主役をやっ
たり、醤油醸造やったり小金牧の牧士をやったりしてい
ます。実は、平成 16 年に吉田家住宅が柏市に寄贈され

ました。この時に民具や美術品を寄贈頂いたですが、こ
の中にたくさんの古文書がありました。全部で 2 万点位
ありました。目録化のが大体 1 万点位です。柏は全部で
10 万点越すの古文書を持っています。これは千葉県の
市町村の中では多分 1 番多いです。非常に資料が豊富で
す。これによって、吉田甚左衛門の地域おこし計画が見
えてきたと言うことです。最初いろいろなものがあった
ので、よくわかりませんでした。すっぽんの養殖、食用
ガエルの養殖、トラクターの注文書、何をやろうとして
いたのかよくわからなかった、新聞の切り抜きももちろ
んありました、ここに資料がたくさんありました。そし
て町おこし計画ですが、これにはモデルがあったと考え
ています。観光資源を掘り起こして、東京から人を呼び
込もうということなんですが、たくさんあった１、２万
点の中で、1 枚の便箋です。吉田用箋と書いてあります
けども、「宝塚劇場食堂定価」と書いてあります。和食
／洋食ですね。和食のほうは親子丼 40 銭、ちらし 40 銭。
洋食のほうは各品 30 銭均一と書いてあります。ライス、
ビス、カツ、ハムサラダ、ロールキャベツ、ビール、い
ろいろ書いてあります。宝塚劇場。食堂。吉田甚左衛門
が目指したものはこれですね。吉田は昭和 3 年 9 月 22
日東京日日新聞、現在の毎日新聞に、柏一帯を関東の宝
塚にする、と言っています。当時の宝塚はどんな感じと
いうと、明治 40 年に、関西競馬クラブ、兵庫県の鳴尾
村に競馬場が建設されました。明治 43 年に、箕面有馬
電機軌道が大阪の梅田から宝塚まで開通。明治 44 年に、
宝塚大浴場「新宝塚温泉」。大正 3 年に宝塚唱歌隊、後
の宝塚歌劇団。大正 6 年に競馬場の中の野球場で全国中
等学校野球大会が開かれ、これも現在の甲子園、高校野
球ですね。それから、大正 12 年に競馬法が成立。大正
15 年に宝塚ホテルとなっています。要するに当時大阪
の西側、兵庫県の東部で行われていた大規模な地域おこ
し、これをやったのは小林一三という人物です。関西の
レジェンド、財界の大物ですね。非常に有名な人なので、
テレビで度々取り上げられています。実は一昨日も私テ
レビを見ていたら小林一三のことをやっていました。小
林一三の言った言葉は、「便利な場所なら、のれんはな
くても客は集まるはず」と言いました。これは吉田さん
にすると、柏の状況にぴったりハマると思ったじゃない
でしょうか。もうちょっといいますと、宝塚劇場が大正
13 年に完成しますけど、劇場の指定席、温泉の入場券、
当時珍しかったであろうカレーライス、すべて 30 銭で
した。1 円あれば、宝塚に行って 1 日遊べますと。皆さ
ん梅田から電車に乗って、宝塚に行きませんかと言う事
ですね、吉田さんが集めた新聞の切り抜きを見ますと書
いてあります。電車が最初は 1 両に数人しか乗ってない
けど、今は満員である。そういう事を吉田さんを見て、
情報を集めて、これだと、これで柏は行こうと考えたの
ではないかと私は思うわけです。
　そして中核としたのは東洋一の競馬場ですが、馬と言
えば通常競馬と考えるわけですが、これは馬と人間との



関係を考えると非常に歴史的に浅いです。それまで馬と
人間というと、軍事的なツールとして使われていました。
5 世紀に馬は渡来人によって日本に来たと言われていま
す。ずっと良い馬を確保した方が戦いに勝つ、というも
のだったんですね。明治になって陸軍が、良い馬を確保
したい。ただ、競馬で経費も稼ぎたい、この辺がジレン
マなんですが、兵隊さんが生死をかけて戦う馬でお金を
儲けるなんてとんでもないと言うこともありました。そ
れが先程の表で、大正 12 年に競馬法の改正ということ
で、公式に馬券が売れるようになりました。それまでは
闇馬券です、何とか人を集めようと思って、景品をつけ
て競馬をやるんですが、やっぱりお金をかけないとダメ
なんですね、そして大正 12 年に競馬法が変わると、吉
田さんは待ってましたとばかりに。1 周 1,600 メーター、
当時の地方競馬は大体 1,000 メーターが 1,200 メーター
が主流でした。かなり本格的ですね。ちょっと見えます
が階段式の観覧席があります。こっちが一等です、屋根
がないのが二等です。第一回の柏競馬が、昭和 3 年 5 月
に開かれます。これ突貫なんですね、工事を始めたのが
1 月ごろ、3、4 ヶ月で作っちゃうですね。三日間だけ開
催されました。競馬は当然ギャンブルですから、吉田さ
んが自分でやることができません。主催はあくまで千葉
県畜産組合です。畜産組合に吉田さんが土地と施設を貸
し出すという形でやります。10 万枚のビラを配ってや
りました。競馬場がオープンします。三日間の観客動員
数が、9 万人。売上金が 14 万円。大した事ないと思わ
れるかもしれませんが、当時の柏町の人口が、6,900 何
人でした。一般会計予算が５、６万円の時代です。この
金額は、決して少ない金額ではありません。これは売り
上げですから、吉田さんが狙ったように地域振興、要す
るに飲食店、あるいは旅館等に落ちた波及効果、これが
非常に多かったようですね。馬券引替所の群集がこんな
感じです。優勝総額が 1 万円。今だったら大したことの
ない金額ですが、一般会計予算が 5、6 万円の時代の 1
万円です。副知事賞として、優勝カップ。日本全国各地
の名だたる名馬が柏に集結した。そうなるとで、連日新
聞各紙が柏競馬をやると報じます。東洋一の競馬場と書
いてあります。これは読売新聞です。非常に柏と言う名
前が知れ渡るということです。当時珍しかった自動車の
列、ちょっと交通の便が悪いので、今の東葛高校のとこ
ろに柏競馬場前停留所という駅もできます。これによっ
て東京から直通で、ここへ人を運べるようになりました。
　実は競馬はギャンブルですから、秋 3 日春 3 日しか開
催できません。そうするとせっかく人を呼べても、施設
が遊んでしまう、これは非常に勿体無い。そこで我孫子
に住んでいた、朝日新聞の名物記者、杉村楚人冠と言う
人がいまして、ゴルフ大好き人間なんですけれども、競
馬場の内馬場にゴルフ場を作ろう、ゴルフであればいつ
でも開催できる、そうするとすぐですね翌年吉田はオー
プンさせるわけですね。このあたり言って見ればゴルフ
のメッカになってきます。今、旧沼南地区だと、海上自

衛隊の下総基地は武蔵野カントリークラブの藤ヶ谷コー
ス。松戸市の六実と高柳の間に武蔵野カントリークラブ
の六実コース、名門コースができます。それから柏ゴル
フ、我孫子ゴルフですね、今残っているのは我孫子ゴル
フしかないですが、武蔵野カントリークラブの藤ヶ谷
コースは名門中の名門だったと言われています。小学生
の子供がキャディーのバイトをやっています。子供のバ
イトとしてはとても良かったので、ゴルフ場にアルバイ
トに行くと言うと、家でおにぎりを作って送り出してく
れたという話があります。先ほどちょっと言ったんです
が、政治家、高級官僚、岸信介、近衛文麿、細川護貞、
全部大臣ですね。実業家、正田英三郎。こういう人たち
が柏に来るようになりました。この辺がゴルフのメッカ
になった。ところが非常に成功してたんですけれども、
戦争が暗い影を落とすわけです。兵隊さんが戦場で戦っ
ているのに、なんでゴルフや競馬をやってるんだと言う
話になります。柏の町長さんが柏にある施設として有名
なのは、柏競馬場と東葛高校だ、この 2 つはなんとかと
いうことで、軍馬の鍛錬所にしようするんですね。これ
は決して遊びではなくて、国策に沿って行うものだから、
なんとか残そうと頑張るんですけれども、結局、閉鎖さ
れてしまいます。その後には日本工学工業、ニコン、軍
需産業です。戦闘機の戦闘機の距離を測ったり、軍艦と
軍艦との距離を測る、光学機械では日本トップレベルの、
技術を持つ会社が来ます。ニコンも結局終戦とともに閉
鎖されまして、一時競馬が復活するんですけども、戦前
のような賑わいが取り戻せなかった。現在は、当時の日
本住宅公団、豊四季台団地、関東地方に作ったマンモス
団地ですけれども、これが昭和 39 年に完成します。柏
競馬がどこに行ってしまったかと言うと、船橋競馬に引
き継がれています。船橋競馬では柏競馬と言うのは、千
葉県の県営競馬の発祥の地であるということで、かしわ
記念というのを今でもやっています。
　これは当時行われていた地域おこし、つくば高速度電
気鉄道という、今から 70 年前のプランです。ここは柏・
田中村ですけども、これは、この時は開通にはなりませ
んでした。でもつくばエクスプレスになってて皆さんご
承知の通りですね。
　先ほどいいましたけれども、柏競馬場が中核になるん
ですけれども、それだけではありません。スケールはもっ
と大きくて、手賀沼から利根運河まで、手賀沼の景観を
守るということで、手賀沼の景観は人を呼ぶ観光資源に
なると考えました。米騒動が起きまして、食糧が足らな
くなりました。食料を確保しなければ政府が転覆してし
まう、そこで考えられたのが東京から 1 番近い手賀沼を
国営事業で全て干拓して田んぼにしてしまうと、相当面
積になると考えたんですけれども、ここで先ほど言った
杉村楚人冠が反対をします。手賀沼の景観、環境をいち
ど壊したら元に戻らない。だから大事にしなければなら
ない、ということで、嘉納治五郎と手賀沼保勝会という
のを作って運動します。ここに吉田甚左衛門も入ってい



次回の例会は 1 月 5 日 ( 金 ) 夜間家族例会です。

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

松崎　秀規（金沢ロータリークラブ）	 様

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	写真ありがとう

　	鈴木健吾、馬場、廣川、志村、細田、鈴木桂三、前田、長田、湯浅、

小林太時、浅野、水野、柳、横田、秋元、髙田、嶋田、金子、

榎本、松本ユミ　各会員

★	新年会に家族が参加します

　	塚本、升谷、竹澤、鈴木一弘、水留、馬場、柳、岡嶋、髙田、櫛田、

勝田　各会員

★	(^^ ♪

　松崎秀規様　本日はお世話になります

ビジター　松崎　秀規（金沢ＲＣ）様中嶋利生会員地区 RYLA 実行委員会委員委嘱状の送付

出席報告

　　　　　　　６７名

　　　　　　　１１名

宇田川、江口、影山、ゲイビ、後藤、小林

正直、小林直人、東海林、杉山、助川、松

本隆一郎　　　　　　　　　　　　　会員

出席率　85.58％

会員数

欠席者

寄付金達成率（１２月末現在） １月Ｒレート =114 円

 目標額 達成額 達成率 個人目標

R 財団・基金 1,116,000 1,198,562 107.4% $150

R 財団・ポリオ 223,200 269,100 120.6% $30

  （内募金箱 　75,630）

米山記念奨学会 400,000 780,000 195.0% 10,000

　イラン地震義援金（例会場募金箱）　68,812 円

るんですけれども、吉田甚左衛門が非常に偉いなと思っ
たのは、杉村楚人冠にアドバイスします。東京から来た
別荘族、嘉納治五郎もそうですけれども、そういう人た
ちだけで、この運動しても絶対にうまくいかない、と言
います。何が重要かと言うと、自分たちがやっている事
は、景観や環境守れと格好良いことを言ってるけれど
も、自分たちがやろうとしているのは、周辺の農民たち
が 400 年に渡って水害で苦労してきた、その悲願を潰そ
うとしていることなんだから、それに代わって地元にお
金が入ることをやらなければならないと、吉田さんはす

ごく歴史を勉強しているんですね。地元の人間を入れて
いて考えたのは、手賀沼は昔から水産資源が非常に有名
でした。鯉、鱧、鰻。だから県の水産試験場を持ってこ
ようとする。これが結局うまくいって、手賀沼は全面開
墾から守られたということです。時間が来てしまいまし
た。結論的には、手賀沼は守られた言うこともあります
し、柏が大きくなった 1 つの要因というのはここにあっ
たのではないかなと思います。
皆さんありがとうございました。

本日のお食事


