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浦安市倫理法人会ＭＳの会場と櫻井よし子講師

幕張ＭＩＣＥ・ＩＲ構想発表会
全国３カ所に千葉幕張は指定されるか？

人集う

（株）フォルム代表取締役 関西大学教授

キャピタル＆イノベーション代表 ブロードキャピタル・パートナーズ代表取締役

松本 有 氏 白石 真澄氏 小池 隆由氏 折口 雅博氏

になった。この時湾岸戦争
が始まった。この時、アメ
リカはクェートを助けるた
めに日本に機雷除去に来て
くださいと頼んだが、当時
の海部内閣は日本は平和
憲法があるから駄目だと断
った。しかし、小沢氏はお金
で支援しようと当時のお
金で 兆 千億円を拠出し
た。この戦いでアメリカが
勝った。クウェートは支援
した国々の名前を明記した
広告を出したが、日本の名
前はなかった。今日本は中
国に狙われ非常に危険な
状態にある。閃岳諸島の海
域に中国の軍艦四隻が毎
日のように来ている。この
事実を産経新聞は公平に報
道したが、朝日は報道しな
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い。トランプ氏は日本は自
ら自分の国を守るべきだと
言っている。シリアのアサ
ド大統領はサリンを使い
人の命を奪った。こ
の時オバマ前大統領は「ア
メリカは世界の警察ではな
い」といい軍事介入はしな
いと言ったので中国は東
シナ海に軍事基地を作っ
た。ロシアもクリミア半島
を占拠した。中国は日本の
土地をどんどん買い占めて
いる。中国は自分の国土は
絶対売らない。中国はリニ
アを導入するため日本の技
術者を高給で招聘した。今
の日本国憲法では日本を守
れないので改正すべきだ。
国民投票法ができたので
改正するチャンスだ。
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幕張は優位な条件が揃っている

人気のあるジャーナリスト
櫻井よし子氏（国家基本問
題研究所理事長）を迎えて
盛大に開催されました。
櫻井氏の話を要約する。
アメリカのトランプ大統
領が国技館に来た。私は握
手を交わしたが、大統領は
朝乃山に優勝杯を渡すとき
令和ワンと言った。美しい
言葉だある。平成時代は平
和に暮らすことができたあ
りがたい時代だった。昭和
天皇が崩御して平成になっ
たが、この年に天安門事件
が起き、ベルリンの壁が崩
壊、ソ連もなくなりロシア
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千葉市のライバル横浜市に勝てるのか？

櫻井よし子氏の講演に

所は他にない。大型 客
船、プライベートジェッ
トのためのインフラがで
現在、カジノ誘致の候補地となっている主な自治体は、北海道（苫小牧、留
きれば、世界中の富裕層
寿都）、東京、神奈川、千葉、愛知（名古屋、常滑）、大阪、和歌山、長崎です。
が気軽に何 度 でも来れ
中でも特に有力候補地とされているのは、神奈川、大阪、長崎の 箇所で千葉
る。このことで同時にエ
は未だ名乗りを上げていない。とくに横浜市は５月 日、カジノを含む統合型
リゾート施設（ＩＲ）を市内に誘致した場合、開業後の施設運営による経済効 リア全体が活性化し、良
果は年間約 千億～約 兆 千億円に上ると試算。菅官房長官の地元として有 い循環が生まれると い
うことに大きな意味 が
力視されている。しかし、全国で３か所しか認可されないが条件では千葉が神
奈川より優位とされるが、今後の巻き返しが注目される。 【佐藤正成・記】 ある。無料で利用できる
余暇の場や子供達がのび
のび遊んだり学んだりで
きる機会の創出にも繋が
去る 月 日（火）、幕 中、幕張は地域の企業・住 る。近隣だけでなく日本
張メッセで一般社団法人 民が中心となって活動を 中から、また、どんな世代
ちばの未来（寒竹郁夫理 行っている。皆様のご理 の人々にとってもショッ
事長）主催による「幕張Ｍ 解とご協力をお願いした ピング、グルメ、本格的な
エンターテインメントな
ＩＣＥ・ＩＲ構想発表会」 い」と挨拶した。
が開催された。当日は地 続いてブロードキャピ ど、いつ訪れても最高に
人以 タル・パートナーズ代表 楽 し い 場 所 に な る はず
元住民など約
上集まりガイアの夜明け 取締役折口雅博氏が「寒 だ」と語った。
のテレビ取材もあり関心 竹さんに協力してくれな 続いてキャピタル＆イ
いかと言われ、もろ手を ノベーション代表の小池
の高さを表した。
は じめに 寒 竹 代 表 が 挙げて協力することにし 隆由氏は「千葉は
「幕張ＭＩＣＥ・ＩＲは８ た。幕張は外国人のアク 年に行政として予算を
年前から幕張地区にＩＲ セスの利便性が高く、景 取って調査しているが、
誘致活動を開始し、勉強 観も素晴らしい。すでに そこから動きがない。日
会、地域住民への説明会 会議場や野球スタジアム 本がＩＲに選ぶ候補は最
を数々行ってきた。ＩＲ があり、海と空が広がる 大３カ所。現在候補は８
推進法案が可決され、各 スペースがありＩＲ誘致 か所で千葉が決まれば９
地で誘致活動が行われる に好条件が揃っている場 か所、さらにもっと候補
が出てくる可 能 性もあ
る。限られた時間ではあ
るが、千葉として誘致す
る場合は、かなり急いで
浦安市倫理法人会のモーニングセミナー
進行させていく必要があ
る。現在は、大阪市が一
月 日（月）浦安市の
番先行しているため、大
「シェラトングランデ東京
阪市の動きが注目され
ベイ」で午前 時から行わ
る。今年の夏には基本方
れたモーニングセミナーは
針が政府から発表される
が、千葉市は残念ながら
気運醸成が今のところま
だ少し緩いと言わざる
を得ず、手を挙げてから
さらに 位までに入る
には、相当先行きが厳し
い戦いだ。今から熱を上
げてやっていっていただ
きたい」と語った。
続いて、べイタウンに
住んでいる関西大学教
授の白石真澄氏は「今後
5
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高齢化することによって めているうちに講演をした
増えていく。入ってくる いというので、村人を根子
税金はどうなるか？固定 小学校（現在は廃校）に集め
資産税や軽自動車税など た。村人たちは戸川氏は直
いろいろなものが入って 木賞を受賞した動物作家で
くるが、全体で入ってく あることも知らない。それ
るお金の中で税が占めて でも村人が 人ほど集まり
いる割合は、現在 ・ ％ 戸川氏の武勇伝に耳を傾け
でずっと減っている。成 た▼その後、戸川氏は「アサ
田空港を抱える成田市、 ヒ芸能」という週刊誌に根
ディズニーリゾートのあ 子マタギを主人公 に し た
る浦安市と比較し、将来 「山岳巨人伝」という小説を
負担比率（将来に今のツ 連載したほか、根子を題材
ケがどれだけ来るか）を にした「マタギ」などの著書
調べると圧倒的に千葉市 をあらわした。戸川氏は「根
の不安が大きい。残念な 子の女性は美人が多い」と
がら幕張メッセは、成田 いい著書にも記している。
空港やディズニーリゾー これを契機に西村晃主演の
トに追いついていないた 「イタズ」も映画化された▼
め、人口が減る時代、裾野 また、根子集落（（里山百景）
が広い産業に誘致するＩ には伝統芸能「根子番楽」が
Ｒはその一つだと思う。 あり、平成 年 月に国の
交流人口と雇用創出を行 重要無形民族文化財に指定
うべきだ」と語った。 され、昨年 月 日には国
最後に（株）フォルム 立劇場で公演している。実
代 表取 締 役 松本 有 氏 は は小生は子供のころから根
「千葉は首都圏に一番近 子番楽の笛吹きであったの
いリゾートであり、環境 で番楽を心から愛している
的にも気候的にも非常に ▼先日、ふるさと会があり
恵まれていているが伝わ 戸川幸夫氏のお孫さんであ
っておらず、ＩＲを機会 る戸川覚氏（日本旅行作家
に広めていきたい。また、 協会理事）と遭遇。祖父の意
大型客船やプライベート 思を継いで根子番楽の数々
ジェットを呼べる環境づ の写真を撮り、各種媒体に
くりにも適した場所」と 掲載しているという。祖父
述べた。終了後は懇親会
の戸川幸夫氏との思い出話
を開催した。【佐藤記】 で花が咲いた。
（正）
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動物作家の戸
川幸夫氏との出
会いは小生が
歳の頃ふるさと
の秋田の町役場
に勤めていた時だった。
「マ
タギ（狩人）」について調査
したいという戸川氏の要請
で、小生が案内役をつとめ
ることになった。なぜなら
小生の根子集落にはマタギ
の長老が存在し多くの文献
が揃っていたからである。
実は小生の祖父もマタギで
あった▼戸川氏は取材を進

1

説明会の後参加者は懇親会を開催交流を深めた

想い出の人
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開催日・7月5日
（金）
10時～11時30分
▼場所・長沼コミュニティセンター
サークル室、参加費無料、定員15組
（事前予約先着順）＊対象・1歳以上
千葉市立美術館
の親子▼参加方法・受付もしくはお
「没後60年 北大路魯山人 古典復 電話
（043-257-6731）
にてご予約くだ
興-現代陶芸をひらく」
京都に生まれ さい＊7月3日（水）
予約締切。
▼問い
た北大路魯山人ははじめ書や篆刻の 合わせ・長沼コミュニティセンター
分野で活動していました。大正4年
℡043-257-6731
に初めて作陶を体験し、30代の終わ 社会保険労務士法人ハーモニ
り生来の食に対する関心から「料理
ー第21回ロウムカフェ
の着物」としてのやきもの制作に向
★第1部・職場のハラスメント対策
かいます。彼は中世以来日本文化の
（講師）
森本哲郎:ハラスメントの定
核となっていた茶道を基軸とする我
義や取り組むべ き実 務対 応 策な ど
が国の伝統に触れ、一挙に陶芸の古
を、具体的な事例・ワークをまじえ
典復興を代表す る 存在 と なり まし
て、
わかりやすく説明します★第2部
た。
本展では魯山人の作品約120点を
・2019年度、
最新！助成金申請のポイ
展示、また同時代の陶芸家のたちの
ント（講師）
岡本亨:最新のラインナ
作品と古陶磁の名品を紹介します▼
ップから、利用しやすい助成金をご
会期・7月2日（火）～8月25日（日）
紹介するとともに、
人事・総務担当が
開館時間・10時～18時（金・土曜日は
押さえておくべき最新の助成金のポ
20時まで）休館日8月5日
（月）
▼観覧
イントについて、わかりやすく解説
料一般1200円（960円）大学生700円
◎セ
します。▼日時・6月18日（火）
（560円）小中学生、高校生、
障害者
ミナー第1部・14時～15時◎セミナー
手帳をお持ちの方とその介護者1名
第2部・15時15分～16時15分◎質疑・
は無料（ ）内は前売り、
団体、
県内
懇談・16時15分～16時45分▼場所・社
在住の65歳以上の方の料金▼問い合
会保険労務士ハーモニー幕張オフィ
わせ℡043-221-2311（千葉市中央区
ス（会議室1401号室）
美浜区中瀬1-3
中央3-10-8）千葉市美術館
幕張テクノガーデンD棟14階
（JR京葉
長沼コミュニティセンター
線・海浜幕張駅・徒歩3分）
費用無料
①「タブレットを使った脳トレーニ ・定員先着50名様まで▼問い合わせ
ング体験」
指先を使って頭の体操!認 ・申し込みTEL043-273-5980
知症予防にもつながります。タブレ
市マンション管理組合協議会
ットが初めての方でも大丈夫!ひと
第22回新任役員研修会▼日時・6月16
通りの操作ができるようになります
日（日）13：30～16：30▼場所・千葉
よ▼開催日6月29日、
7月6日、
7月13日
市中央コミュニティセンター6Ｆ音
各土曜日全3回10時～11時30分
（全講
楽室2▼テーマ・管理組合の運営およ
座に参加できな く ても か まい ませ
び役員の役割ほか▼費用300円
（但し
ん。
タブレットはご用意します）
▼場
会員無料）
▼主催＆問い合わせ・千葉
所・長沼コミュニティセンター会議
市マンション管理組合協議会・事務
室、
参加費無料、
定員30名▼参加方法
局℡・FAX043-278-3733（梅原）
・受付・または電話
（043-257-6731）
森麻季＆福井敬
でご予約下さい＊6月22日（土）
予約
デュオリサイタル
締切②
「親子で遊ぼう♪リトミック」
▼日時・6月16日（日）
14時開演▼会
手あそびをしたり、
歌っておどって、
場・千葉県文化会館大ホール▼入場
マラカスやタンバリンでリズムあそ
料（全席指定）
5,000円・学生4,000円
び★かわいい制作の時間も大人気!
♪プログラム☆マスカーニ:アヴエ・
みんなでたのしくあそんじゃおう▼
マリア★プッチーニ:歌劇「トゥラン

市 民ガ イド

2019年

ドット」より“誰も寝てはならぬ”
★
ヴェルディ:歌劇「椿姫」より乾杯の
歌ほか。☆森麻季（ソプラノ）
★福井
敬（テノール）ピアノ:山岸茂人
▼問い合わせ・千葉県文化会館
TEL043-222-0201
フルートアン サンブルＲ ＵＢ
ＡＴＯ 第8回定期演奏会
千葉市で活躍中のフルートアンサン
ブル・ルバートはクラシックの曲を
中心に、老若男女50名がフルートを
奏でる団体です。子育て中のママさ
ん世代から、最高齢92歳の大先輩世
代まで、元気に練習しています。
演奏
会にて迫力のアンサンブルをお届け
します。渡部直子先生の華麗なる講
師演奏、袖ヶ浦出身の若手ソプラノ
歌手との共演もご期待下さい。

－プログラム－第一部・ポアモルテ
ィエ「5つのフルートによる協奏曲」
シュターミッツ「2本のフルートのた
めの二重奏曲」バッハ＝グノー「ア
ヴェ マリア」バッハ「2つのヴァイ
オリンのための協奏曲」作詞・岩井俊
二作曲・菅野よう子「花は咲く」
指揮
・指導渡部直子・ピアノ多田聡子
第二部・講師演奏フルート（渡部直
子、
ソプラノ高品綾野、
ピアノ多田聡
子▼日時：7月13日（土）開場：12時
45分 開演：13時（予定）▼場所：千
葉市若葉文化ホール（モノレール千
▼入場無料全席自由
城台駅徒歩3分）
▼問い合わせ：043-287-1709（北野）

ギャラリー古島
「生田宏司銅版画展」6月7日（金）
～
6月16日（日）＊6月13日（木）休廊
「夏の暮らし涼・雅・粋展」
6月28日
（金）～7月8日（月）＊7月4日（木）
休廊▼問い合わせ・℡043-243-3313
（ＪＲ西千葉駅西友側徒歩1分）

大田中将顕彰の集い
令和元年6月13日（木）
午後1時～▼場
所・長生郡長柄町高山・無料！

今●
月●
の
●

人
●

企業での経験を活かし、動物公園の発展に貢献

千葉市動物公園の新園長に就任
鏑木一誠さん 56歳

鏑木一誠さんは市川
間入り。昨年度の来園
市出身で千葉市在住。
者数は約58万人。来春
1985年、
早稲田大学第一
にはチーター とハ イ
文学部を卒業後、（株）
エナが仲間入 りす る
東芝に入社。
主にパソコ
予定。園では、
5年ほど
ンの営業、
事業企画等の
前から「リスタート構
部長職や東芝グループ
想」として、展示動物
会社で役員を歴任。2018年にシ のリフレッシュ、展示場等のリ
ャープが東芝から買収し たパ ニューアルなど様々な改革に取
ソコン事業会社「ダイナブック り組んでいる。来園者数80万人
株式会社」でも執行役員を務め を目指したいという鏑木さんは
た。昨年12月に千葉市が募集し 「日々、
動物を観察しながら新し
た市動物公園園長職に は 全国 い発見や気付きがあることで新
から30歳代から80歳代まで442 しいアイディアが生まれる。緑
人が応募。書類選考と面接で鏑 豊かな景観の中で、驚きと感動、
木さんが新園長に選ばれた。組 癒しと憩いの空間を提供すると
織マネジメント能力や リ ーダ ともに、動物に関する研究や学
ーシップ力や新規事業立 ち上 習ができるような環境を整えた
げの経験が評価された。4月1日 い。動物に関する興味を持って
に新園長に就任した鏑木 さん もらえるように展示説明等も工
は「昔から動物を含めた生き物 夫し、来園者の知的欲求を引き
が好きだったことと、地域や市 出すような方法を考えたい。職
の発展につながる活動を した 員たちと議論をぶつけ合って、
いと考えていたので園 長 職に 様々な施策を検討し具体化して
応募した。これまでに経験した いきたい。限られた資産を最大
ことのない新しい領域の 仕事 限に利用し、斬新なアイディア・
なので、刺激的で新鮮で、日々 企画を取り入れながら、人と都
勉強と体験を重ねている。運営 市を育む愛される動物公園を目
年
のすべての領域を対象 に 創意 指したい」と語った。園では、
工夫を推進したい」と語った。 4回「動物公園ニュース」を発行
千葉市動物公園は1985年4月に し公民館や区役所等に配布。6月
開園。モンキーゾーンや草原ゾ には紙芝居や絵本のお話会、ア
ーン、動物科学館、小動物ゾー ルパカ誕生日会、上映会等のイ
ン等を設置。2005年にはレッサ ベントを開催予定。
【開園9:30～
ーパンダの「風太」が後ろ脚で 16:30】【大人700円・中学生以下
立つ姿が人気を呼んだ。2016年 無料】【水曜日休園】252-1111
には2頭のライオンが新たに仲
【取材・浦野美智子】

