
  

2019 年 8 月 3 日発行 

つぎはし通信 No1 
発行者： 市川市の発展を願う会 

投稿・議題提案等を歓迎します 

 私たちは一昨年より、国分の渡辺氏宅で「市川市の発展を願う会」を重ねて参りました。

演奏会の無かった助走期間も含めれば、既に十数回に上ります。 

演奏会では、演者自作のハープシコードも登場し、曲の説明や演奏法の説明、或いは楽

器の説明もあり、参加者からも自由に質問することが出来ます。 

 その後、お茶を飲みながら、話題を提供し合い、小講演なども行いながら、車座になっ

て市川市のあれこれについて様々な立場から １ 時間半程話し合い、その結果を市長や市

議に伝えます。過去には現市長・村越氏や西牟田市議も出席致しました。 

 会はアットホームなもので、互いに自由に発言します。内容は陳情ではなく、前向きに

アイデアを出し、市川市の将来の在り方を考えるものです。 

 興味をお持ちの方、音楽だけ聴きたい方、話し合いにだけでも参加したい方、何れの方

も歓迎いたします。是非、お出でくださいますよう。 

8 月と 9 月の例会は下記のようになっております。 

 半年間のスケジュール 

（例会は毎月第 4 土曜日 pm3:00~、真間山山門下の喫茶店「つぎはし」、その他飲み会を随時） 

年月日 内容 話題・議題・内容 備考 

第 12 回  8 月 24 日（次回） 講演・話題・対話 

 齋藤真実「いちかわ電力コミュニティの紹介」再生可能エネルギー問題関連 

 西牟田勲 「現代マネタリング理論」（国の借金問題に関連して） 

第 13 回 9 月 28 日 演奏と対話  

 演奏 ～協奏曲（コンチェルト）の楽しみ方～ 内容は後のページ参照 

 対話議題朩定（募集中） 

第 14 回 10 月 26 日 講演、話題提供、および、対話 

 話題・講演朩定（募集中） 

第 15 回 11 月 23 日 演奏と対話  

 演奏曲目朩定、議題朩定（募集中） 

 12 月 28 日  

  年未につき休み（忘年会？） 

第 16 回 1 月 25 日 講演、話題提供、および、対話 

 話題・講演朩定（募集中） 

 



 

第 12 回 市川市の発展を願う演奏会と対話 

 第 12 回：  2019/8/24（土） 

 開演：    15 時 00 分 （開場は 14 時 30 分） 

 場所：     話飲茶屋 「つぎはし」 

 費用：     席料 500 円（お茶付き）、菓子は持ち込み可 
 
  主催： 市川市を元気にする会 
  共催： 市川東ライオンズクラブ 

 
 

第一部 講演会と話題提供 
15:00 ～ 15:45 

 

  １）齋藤真実 「電力コミュニィー」 

     （再生可能エネルギー問題関連） 

  ２）西牟田勲 「現代マネタリング理論」 

     （国の借金問題に関連して） 

 
 

休憩 お茶の時間 
15：30～16：00 

 
 

第二部 

市川市の発展を願う自由対話 

16：00～17：30 

 
  



 

第 13 回 市川市の発展を願う演奏会と対話 
開催日： 2019/9/28（土） 演奏会と対話 

 
   開演： 15 時 00 分 （開場は 14 時 30 分） 
   場所： 話飲茶屋 「つぎはし」 
   費用： 席料 500 円（お茶付き）、菓子は持ち込み可 

主催： 市川市を元気にする会、 共催： 市川東ライオンズクラブ 
 

 

９/28 の第一部 演奏会 
15:00 ～ 15:45 

  

プログラム 

～協奏曲（コンチェルト）の楽しみ方～ 

チャイコフスキー： ヴァイオリン協奏曲（抜粋） 

メンデルスゾーン： ヴァイオリン協奏曲（抜粋） 

ブラームス: ヴァイオリン協奏曲 (抜粋） 

チャイコフスキー： ピアノ協奏曲      （抜粋） 

その他 

 

（曲目は変更になることがあります） 

 

なお、前回プログラム等は後のページをご覧ください 

 

 

 

休憩 

15：30～16：00 

お茶の時間 

 

第二部 

16：00～17：30 

市川市の発展を願う対話、話題提供、講演など 

 

 

 

嶋田ひろみ ピアノ/チェンバロ/キイボード 

手塚優梨花  バイオリン 

 

連絡先（嶋田）：     

tel:       090-8102-8733 

e-mail:    katzen@ck2.so-net. Ne.jp 

 



 

前回（第 11 回）の対話内容 

出席： 石原、市の瀬、門田、長友、夏目、山村、渡辺、（嶋田、手塚）  自己紹介 

話題 

１）市長のテスラ問題 

  ・市民の反応（9 割が反対） ・市長の無反省、または、我、性格と成長 

  ・リコール、弾劾の可能性 ・テスラ問題は市のエネルギー問題に一点を投じるか 

２）会の年間計画作成について 

  ・演奏者の意向 毎月第 4 土曜日 ・演奏の無い時は講演会を入れる 

  ・月一回の演奏はパンフレット作成配布に十分な時間がとれない 

３）会の拡大方法 

  ・SNS と口コミの利用 ・若い母親の呼び込み、女性の力が必要 

４）市川市の政治風土劣化と高齢化の影響 

  ・環境ボランティアの高齢化、 ・若年層の取り込み 

５）市川市の環境団体 

  ・ジュンサイプロジェクト概要説明 ・ジュンサイの会孤立 

６）その他 

  ・市議会は 9 月から ・小塚山延長計画の話（山村が概要を送る） 

  ・ジュンサイ池の井戸問題と防災問題。周辺自治体会の資金拠出は可能か？ 

クラウドファンディングが利用？ ・路上談義 市のシンボル三末松再生と場所 

感想 

今回は新しく石原・長友両市議が加わり、議論も大変有意義でした。次回からはもう少し議題を絞りた

いと思っています。 



 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

会場： 話飲茶屋 「つぎはし」 地図： 次ページ 

真間山弘法寺山門の階段下、手児奈霊神堂参道入り口の向かい 

〒271-0826 市川市真間 4‐7‐23、tel  047-372-5892、 

http://www.tugihashi.com/index.html?mode=pc 

交通： ・JR 市川駅より 大門通りに出、弘法寺山門の階段下突き当り横、徒歩 15 分、 

・JR 市川駅北口タクシー乗場からタクシー５分、 

・京成国府台駅より徒歩 15 分、市川真間駅より徒歩１０分 

 

第 11 回（2019/7/20）演奏プログラム 

“夏の唱歌と懐かしの歌謡曲” 

No1  加藤省吾作詞、海沼實作曲、 《みかんの花咲く丘》 

No2  佐々木信綱作詞、小山作之助作曲、 《夏は来ぬ》 

No3  ごとうまこと編曲 《日末の抒情か歌メドレー》より 

  〈はまべの歌〉、〈椰子の実〉、

〈朧月夜〉 

No4  江間章子作詞、中田義直作曲、 《夏の思い出》 

No5  見岳章作詞、秋元康作曲、 《川の流れのように》 

No6  小椋佳作曲・作詞 《愛燦燦》  

No7  E. ピアフ作詞、モノ―作曲、 《愛の讃歌》 

No8  S. ジョプリン作曲 《エンターテイナー》 

何れも歌詞配布 

第 10 回演奏（2019/6/22）プログラム 

“ロマン派の音楽” 

No1  C. グノー（1818~1893） 《アヴェ・マリア》 

No2  G. ランゲ（1830~1889） 《花の歌》 

No3  C. サン=サーンス 

（1835~1921） 《動物の謝肉祭》より〈白鳥〉 

No4  G. ビゼー（1838~1875） 《アルルの女》第 2 組曲より  〈メヌエット〉 

No5  P. チャイコフスキー 

（1840~1893） 《くるみ割り人形》より  

 第 1 幕 2 曲〈行進曲〉、 

 第 2 幕第 14 曲 3〈金平糖の精の踊り〉 

No6  C. ボーム（1844~1920） 《無窮動》 

No7  E. エルガー（1857~1934） 《威風堂々》 

http://www.tugihashi.com/index.html?mode=pc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザイン： 手塚優梨花、文責：山村 

  

アクセスマップ 

弘法寺山門 

手児奈さん 

市川駅方面から 

大
門
通 

 



市川市じゅんさい池をご存知ですか？ 

じゅんさい池（旧国分沼）： 市川市中国分 4－27。

下総の舌状台地と斜面林に囲まれた谷戸の池。奈良

時代以来の溜池の跡で、下流の須和田には弥生中期

前葉に関東最古の水田が拓かれました。沼から須和

田にかけて平川（図中空色の線、現在暗渠）が流れ

ていました。明治の中頃までジュンサイが採れたの

が、池の名の由来です。 

じゅん菜池緑地・自然環境ゾーン・水生植物園  
じゅん菜池緑地・自然環境ゾーンは狭いながらも、環

境省・「生物多様性保全上重要な湿地」 633 選（2016

年）の一つに数えられ、絶滅危惧種 16 種（内、絶滅

危惧Ｉ類 2 種）を抱える、生物多様性に富んだ池です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じゅん菜池緑地 ： 池部分~5 ha（国有地）、隣接斜面林~3.5 ha（市有地）、1975 年整備開始。自然環境ゾーン：  

1992 年 3 月、ジュンサイの会*が市に働きかけ設置決定。水生植物園： 1981 年～ジュンサイの会が市から委託

され、管理を続けている。（*蓴菜池にじゅんさいを残そう市民の会） 

 

 

 

 

 

 

 

ジュンサイは湧水のキレイな池沼に育ち小さな紫色の花を咲かせる。千葉県最重要保護生物。水鉢栽培中。若葉

は透明ゼリーに包まれた高級食材。花も料理も古来（中国 4 世紀）から、初夏の風物誌。美食の代名詞である。 

イノカシラフラスコモ： 現在、世界中で、井の頭公園とじゅんさい池自然環境ゾーンのみに生息。2015 年まで

はじゅん菜池水生植物園にのみ自生。きれいな湧水を好む。 

コブアリノスアブ 笹井 剛博「千葉県じゅん菜池緑地における Microdon tuberculatus Shiraki, 1968 コブアリ

ノスアブ（双翅目：ハナアブ科）の記録」  双翅目談話会 No. 42 (11. 2016)。クワの葉上での交尾(2016.05.08 田

中会員撮影）。2017 年エコプロでの報告「市川市じゅん菜池の自然環境保全とじゅん菜池プロジェクト」山村剛士、

田中直義、松岡洋、渡辺亮、禿雅子、西牟田勲（蓴菜池にジュンサイを残そう市民の会）；杉田文（千葉商科大学）；

後藤政幸（和洋女子大学）；坂末玲子（和洋国府台女子中高等学校）；大野開（千葉商科大学付属高校）；白鳥洋一、

薗部誠（ 市川市）より引用 

 

じゅん菜池緑地 

真間川 

 

国
府
台
台
地 

須和田 

ジュンサイ 

 
20cm～30cm 

イノカシラフラスコモ コブアリノスアブ 

 

国府台病院 

中国分 

バス停 

国府台小学校 

式場病院 

自然環境ゾーン 

水生植物園 
じゅんさい池 



市川市じゅんさい池プロジェクトをご存知ですか？ 
2017 年発足* 

 じゅん菜池緑地の自然環境ゾーンと水生植物園をプラットホームとして、教育機関・ボランティア団

体・市が協力して域内の自然環境と希少生物を守り、生き物への博愛を育み、生物多様性への理解を進

めるとともに、地域の活性化と福祉に利することを目的として、会の呼びかけに答え、西牟田元市川市

議の御尽力により 2017 年に発足しました。末プロジェクトを構成する団体は以下のとおりです。 

蓴菜池のじゅんさいを守ろう市民の会、（和洋女子大学**）、千葉商科大学、和洋中学・高等

学校、商大付属高等学校、市川市 

*2017 年度のプロジェクトは、千葉商科大学地域志向研究助成金の補助を受けておこなわ

れました。 

** 2017 年度 2018 年度の会の事務局は和洋女子大学が担った。2019 年現在、和洋女子大学

は参加していません。 

末プロジェクトの目的は、時代の状況に応じて、「新しい環境保全の在り方を探る」ことです。

活動内容は、育成・水質改善・希少種保護・広報・教育・国内外学会報告と多肢にわたります。

月に一回、水槽植物園を一般市民に開放しており、幼いお子さんなど、毎回数十人の参加があり

ます。 

 

 

 

地域振興の必要性とボランティア活動人口減少 

 ・人口の減少と就労人生の高齢化  ・知恵の在り方の変質（地元への無関心と個人主義の増大） 

 ・自然への関心を持つ層の二極分化 

解決すべき問題点 

 ・学生の力、若い母親の力をどう呼び起こすか？ ・無関心にどう対処するか？ 

 ・元気な老人への呼びかけをどう行うか？ ・感性豊かな子供の関心をどう呼び起こすか？  

包括的協力体制の構築 

 ・地域の中における、ボランティア団体・自治会・行政・大学・研究機関の広範な協力と検討・実行が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何故必要か？何を解決するか？どうやるか？  

役割分担 

プラットホームとしてのじゅん菜池緑

水質・水量の科的調査
＊＊*

 
水生動物・植物の科学的調査 
絶滅危惧種の科学的調査 

大

学 
 

  

ジュンサイの会 

中高等

・講演会 
・写真展 
・現場授業 
・作業参加 

・講演講義 
・データ交換 
・作業参加 

 

市
川
市 

インフラ

整備 

地域振興 

要望 
水質保全実施  観る会・写真展 

希少生物保護  自然観察会 

講演・講義     トンボ観察会 

＊＊＊物理的知見：湧水量、井戸

水の種類と量など、 化学的知

見：硝酸根、リン酸、メタン、

ミネラル、DO、COD、大腸菌

など 

2019 年現在、ジュン
サイ池水生植物園と
自然環境ゾーンの水
が枯れて行こうとし
ています。 

皆で危機を救いまし
ょう。 


