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会長 萬来 謙一 ・ 会長エレクト 山本 和男

2017－18年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
ｲｱﾝ H.S.ﾗｲｽﾞﾘｰ
ｻﾝﾄﾞﾘﾝｶﾞﾑＲＣ 豪州

・ 副会長 門倉 光正 ・ 幹事 平野 雅敏

第2507回 2018年5月9日例会報告

【出席報告】

例会

【ニコニコボックス】

SAA 西村 頼子

出席計
算会員 出席 欠席
数

5/ 9
29
23
4/ 18
29
27
会員総数 31名

6
2

◇本人誕生日・白𡈽健司会員・増田 繁会員
出席
率％
79.31
93.1

修正
ＭＵ
出席率％

1

96.55

（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 6名 ）
通算出席率 85.17%
4/18メークアップ1名・鎌形会員（理事会）

点

鐘

会長

萬来 謙一

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

四つのテスト

お 客 様

八街郷土史研究会
事務局長 高橋 誠一様

◇結婚記念日・萬来謙一会長・槍木勝典会員
◇都合により親睦旅行に行けなくなりました
平野雅敏幹事

【会長挨拶】

会長 萬来 謙一

みんさん、こんにちは。
本日は八街郷土史研究会事務局長の高橋様を
お迎えいたしました。後ほど卓話をいただける
という事で、よろしくお願い致します。
2017-18年度も残すところ2ヶ月を切りました。
寺嶋ガバナーは地区の戦略計画委員会を機能
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させると話されています。ロータリーの行う
5.トロント国際大会 樋渡会員、高橋会員参加
奉仕プロジェクトは単年度にて完結するもの
が好ましいとされる「決議23-34第4項」があ
6. 6月13日 諸岡ガバナー補佐 来訪
ります。近年のＲＩは奉仕プロジェクトにお
いて持続可能性を、リーダーシップにおいて 《審議事項》
1. ６月クラブ協議会開催について
は継続性を重視し、地区やクラブに対しては
6日、13日 開催
戦略計画の立案を推奨しています。寺嶋ガバ
ナーは地区としては何人かの直近のパストガ
2.委員会引継ぎについて
バナーと現ガバナー、ガバナーエレクト、ガ
6月27日 例会で委員会引継ぎ
バナーノミニー、ガバナーノミニーデジク
ネートによって構成される委員会を機能させ
3.フェアウェルパーティーについて
て、単年度では意味をなさない事業計画や、
6月15日 ホテル ザ・マンハッタン
一年では合議に達することが難しい改変等を
協議し、次年度、次々年度と申し送り引継ぎ
4.夜間例会 ６月20日予定
が出来るようにしたいと話されています。現
在委員会では地区事務所の開設、分区の再編
成などが検討されているそうです。
八街クラブには長期計画・内規委員会があ
【幹事報告】
幹事 平野 雅敏
り、次年度、次々年度とクラブの問題を共有
し、問題解決に向けて協議できる環境があり ◎第10グループゴルフコンペのお知らせ
ます。これから重要な委員会となると思われ
日時：平成30年7月5日（木）8時30分集合
ますので、会員皆様からご意見をいただき委
会場：船橋カントリー倶楽部
員会活動ができたら良いと思います。
◎フェアウェルパーティーのご案内
日時：平成30年6月15日（金）18時開会
【理事会報告】
幹事 平野 雅敏
会場：ホテル・ザ・マンハッタン
《報告事項》
１.会計報告
八街RC・6月例会スケジュール

２.家族会参加者について
32名参加

３.地区研修協議会について
（山本会長エレクト）11名出席
４.第6回会長幹事会
6月1日 成田ビューホテル

担当成田RC
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6月 6日

理事会 ・ クラブ協議会

6月13日

諸岡G補佐来訪・クラブ協議会

6月20日

夜間例会

6月27日

通常例会

【表

彰】

【卓

千葉黎明高等学校のインターアクトクラ
ブが4月29日の地区研修・協議会で表彰さ
れました。理事長の西村会員に萬来会長よ
り賞状が授与されました。

話】

八街郷土史研究会
事務局長 高橋 誠一様

～大学教授たちの八街研究論攷～
３教授の４論攷を１冊にまとめた『大学教授たち
の八街研究論攷』を対象に、述べた内容を少し敷
延して報告致します。

【委員会報告】 R財団委員長 鎌形 芳法
１．―明治大学・内田実教授の論攷から
①土地利用の変遷図
８ページの変遷図は、八街の時代区分した上
で集落・水田・山林・荒地・草地などを明示し
た細かい貴重な資料。A３サイズ程度に拡大し、
色塗りして解釈したい内容。
この図面は、明治15年〜大正10年と、大正10
年以降の変化を「書き込み」したと7ページに述
べている。昭和の数値がどれほど反映されてい
るか、図面からは分からない。
②開墾の進展
14ページに「小間子牧は明治5年、永沢社が創
立され」とある。この資料は下村允「こと善
胤」の錯誤で内田教授の責任ではない。小間子
牧は明治8年3月31日、三井組から鍋島家に売却
され、鍋島開墾（永沢社）が始まった。明治14
年7月21日、笹引の一帯150町歩を西村家に鍋島
家が譲渡。「へ」誕生。
③住野の場合（集中調査）
昭和32年8月、住野を集中調査したもの。「八
街市史研究 創刊号」に竹内繁氏が今の２区・
女化神社周辺を二番会社附とし「明治3年5月1日、
２９戸１０１人が移住」と書き込み。あいにく、
同地は三番会社の割地であり、二番会社とは今
の住野に割り振られた。
三番会社の「御用先日記」に、「１年後に住野
に移った」という記録は全くない。竹内氏の根
拠となった資料にまだ出会ってない。内田教授
は、明治３年移住説をとり、15ページに「分割
当初土地所有」と図示している。

日頃はロータリー財団へのご理解とご協力
を頂き有難うございます。
かねてより当委員会からロータリー財団へ
の寄付、就中、年次基金への寄付「年次寄
付」のお願いをして参りました。そして、本
年4 月末日において当地区では寄付ゼロクラ
ブがゼロになったとの報告がございましたの
で皆さまにお知らせします。
ご協力どうもありがとうございました。
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④農産物作付け面積の変化（28ページ）
大正から昭和３０年にかけ小麦が終始１番。
陸稲が途中から２番。落花生は入っていない。

③56〜57ページは「村政改革運動年表」。子
細に眺めると気が滅入る。安泰していた古村
はいざ知らず、新開地八街は問題がはらんで
いた。外地域からの移住者が多く、まだ資産
形成が進んでいない。納税義務は生ずるが払
うべき資金がない。
一陣の風で農産物がゼロ、となる脆弱な農業
地帯の現実。「黙っていられない農家」が行
動が出ても、不思議ではない。実質的な「村
政改革」が進んだものか、どうか。
④（大槻教授は触れてないが）41〜42年の騒
動は逮捕者が出た。その一人・下村村長を弁
護するため『志士の涙痕 八街紛擾史料』
（石田浜吉著／少部数）が出版された。その
古本を作家芥川龍之介が確保。小説の素材を
求め大正13年2月22日、八街に来た。同書の記
載内容を真実と信じ、芥川は八街駅に降り
立ったに違いない。同書の「紛擾の起源」に
次の記述がある。
「（西村家をさして）數尺の土堤と外堀を以
てし、白亞粉壁魏然たる大廈の王候を凌ぐも
の（後略）」西村家（三番会社）は明治3年7
月竣功。増築は14年、横浜の大肥前屋を閉鎖
して管理人の娘夫婦の居宅を八街に移設。そ
の一部を２階づくりの応接間に仕立てて以降、
全く明治そのものを残している。とても、中
国の王侯を凌ぐ規模ではない。芥川も、西村
家の質素な現実を目の当たりにして、記録と
の差に期するものを感じ、作品「美しい村」
を中断したのではないか。尤も、理由はほか
にあったか３年後に自死。私は「美しい村」
の中断に納得している。

２―茨城大学・大槻功教授の論攷から
①巨大地主はいかにして誕生したか、を西村
家４代是一氏に聞き取りと、所蔵資料を筆写
した本格論攷。４代自身公表したくない部分
もあっただろうに、これをそのまま本集に収
録したことを私自身、複雑である。
②40ページの「開墾会社精算分配表」は、社
員（出資者）ごとに受取面積などを表示した
もの。全体の７分の1＝１０１１町歩を占める
が、これは出資金額と比例する。（解社は三
井文庫の資料は明治10年１２月30日）
③48ページの「開墾地土地所有内訳」に西村
家の明治９年、１１年の推移を記録。９年に
三里塚牧羊場開設のため１３８町歩余を売却
している。１１年には十倉は芝地のみ確保、
三咲と十余一の開墾地は譲渡したが、八街管
内は集約を進めたため、２年で５割増しとな
り、全体で千葉県一の大地主となった。
④59ページは「西村組株式投資金額」。突出
しているのは、２９年の北海道炭礦鉄道の投
資額。４０,３３５円は膨大。各地に鉄道建設
が進められ、総武鉄道や日本鉄道、郵船会社
などに株式投資を重ねた。
結果的に資金が不足。６４ページの「負債
が資産とほぼ同額に達し」てしまった。ここ
は本来、西村家に忖度すべきところだったか
も知れない。
３―茨城大学・大槻功教授の論攷から
本攷は八街全体と、鍋島開墾地の特別百姓
下村允（こと善胤）の末裔らに取材。
①50ページの「50町歩以上の大地主名簿」は
大正13年の分。小間子牧を買い取りした鍋島
家がまだ626町歩余を所有し、小作させていた。
次いで西村家が450町歩余、大久保ゆう(正雄
の娘)75町余。ほかは八街以外の所有者。自作
農家は全農家の16.2％。大半は小作農家。
②52ページは「八街村における社会的階層構
造」の図示。鍋島家・西村家・在村地主・古
村の家を分類。不在地主の鍋島家は3か所に永
沢社を設け、3人の特別百姓に「巨大な小作制
大農場を運営」させた。特別百姓の下に多く
の小作人を配置した。「大地主の支配は、特
別百姓を通じて貫徹していた」のは、特別百
姓が権力をもっていたものか。鍋島開墾の特
性かは触れていない。
4

４―敬愛大学・高田洋子教授の論攷から
同教授は、八街を直接研究対象とはしていないが、
お隣七栄、十倉まで来て調査している。朝日区に
隣接する十倉四区(榎本六兵衛の持地)は、西村家
が一時所有した。
同教授の研究報告書を、千葉黎明高校の西村
校長から戴いたのが知るきっかけとなり、過日同校
で会う。その足で西村校長はご自宅を案内。後、
私は一緒に「西村翁関連の地」の市内を廻り歩い
た。並行して同教授から、内田教授の論攷を紹介
戴いた。おかげ様で本集を発行でき、小会にとっ
て何よりの成果を確保できた。
八街に焦点を絞った論攷は、大槻教授にもう1本
と自身が本集で触れているが、茨城大学では把握
しきれていないという。残念。
粗末な卓話に耳を傾け、また本集をお求め戴い
たRCの方々に心からお礼申し上げます。

親睦旅行in横浜
第2508回 2018年5月13日例会報告

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

5/ 13
31
23
4/ 25
31
27
会員総数 31名

8
4

出席
率％
74.19
87.1

ＭＵ

修正
出席率％

1

90.32

点

鐘

会長

萬来 謙一

会

場

聘珍樓 横濱本店

海ほたる→カップヌードルミュージアム
→聘珍樓→神奈川県立歴史博物館→

（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 85.32%
4/25メークアップ1名・平野会員（理事会）

赤レンガ倉庫

カップヌードルミュージアム
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世界で一つ、自分だけのカップヌードルを
作りました。皆さん真剣にお絵描きです。

広報・公共イメージ向上委員会 ・高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・ 藤原 光
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