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■ 講演会「里見忠義の終焉の地を訪ねて」

…今よみがえる里見忠義の足跡…

ＮＰＯ愛沢伸雄代表と川名登氏・佐藤博信氏・滝川恒昭氏・和氣俊行氏の５名が里見氏調査会を立ち上げ、
昨年 12 月に鳥取県倉吉市を訪問、里見氏ゆかりの寺社などに所蔵されている古文書などを拝見し、本邦初
の総合的な学術調査をおこないました。若干 20 歳で国替となり、8 年後に没するまでの短い間、忠義は安房
へ思いを馳せて生きていたことが窺える棟札など、さまざまな発見がありました。当日は、この経緯を著した新
刊『伯耆倉吉・里見忠義関係資料調査報告書』（1,000 円）が発行されます。どうぞお楽しみに。
なお、里見氏稲村城跡の「国指定」については、２年間の調査事業がいったん終了し、館山市教育委員会
のホームページに報告書が掲載されています。http://www2.city.tateyama.chiba.jp/Guide/?stoid=12525
今年度、継続調査の作業部会が再組織され、さらに２年間の調査が続けられることになっています。

◎ 鳥取県倉吉市における「里見氏調査会」の報告会
10 月 11 日（土）13：30～
たてやま夕日海岸ホテル
講師： 川名 登氏（千葉経済大学名誉教授）
滝川恒昭氏（千葉県史中世部会専門員）
佐藤博信氏（千葉大学教授）
和氣俊行氏（法政大学非常勤講師）
コーディネーター： 遠山成一（千葉県城郭研究会事務局長）
主催： 里見氏稲村城跡を保存する会、ＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラム

■ 里見ウォーキング
これまでスタッフとして活躍してきた皆さんから、「特定のガイド担当箇所以外も歩いてみたい」との声があり、
今回はみんなで全コースを歩いてみよう！という企画です。徐々に、ウォーキングツアーのガイド依頼も増え
ています。ガイドの学習会を兼ね、多くのメンバーの参加をお待ちしています。
10 月 12 日（日） 受付 9:：40～10：00 館山城山公園・芝生広場
10：00 スタート城山公園～北下台（ぼっけだい）～小高記念館～國司神社
～赤山地下壕～頼忠寺～掩体壕～ヒカリモ～古代珊瑚水の泉～十二天神社～慈恩院
～館山陣屋跡～ウバガミ様（八遺臣の供養塔）～城山公園・頂上広場 13：00 ゴール
参加費：500 円（あわがいどマップ、資料代、保険料）
※お弁当持参
主催：あわがいど実行委員会（ＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラム、里見氏稲村城跡を保存する会）

■ 元気なまちづくり市民講座～持続可能な地域を目ざして～
主催：ＮＰＯ法人安房文化遺産フォーラム ＜千葉県ＮＰＯ活動パワーアップ補助事業＞
◎ 市民がささえあうコミュニティづくり ～マイナスをプラスと考える逆転の発想法～
10 月 25 日（土）13：30～16：30 とみうら元気倶楽部さざなみホール 参加費 500 円
講師： 矢野 学氏 （新潟県上越市議会議員、前安塚町長、国交省認定「観光カリスマ」）
過疎がすすむ新潟の雪深い山村で、住民の重荷だった豪雪を資源と考える逆転の発想で、ユニー
クなまちづくりを実践してきたアイデアマンです。人口 3,600 の旧安塚町が、日本一の大合併で 21 万
都市の一隅になってしまうときには、行政サービスの低下を懸念し、全町民参加のＮＰＯを設立。「心
の過疎をつくらない」をキャッチフレーズに、自分たちでできることは自分たちで支えあうコミュニティづ
くりは、全国から注目されています。きっと多くの元気とヒントが得られるにちがいありません。
◎ 番外編 ～ 高野医師とともに語る地域医療懇談会
… 限定 20 名、要予約 …
10 月 17 日（金）18:00～ 小高記念館
ゲスト：高野良裕氏 （館山病院前院長） 参加費：無料
銚子市立病院の破綻は他人事ではありません。館山でも看護学校がなくなり、このままでは看護師
のいない地域になってしまいます。医療に関する不安をどう解消していくか、みんなで考えましょう。

■ 小高記念館の「知恵袋講座」

＜参加費 200 円。楽しい茶話会です。＞

○第 16 回 １０月２９日（水） 13：30 小高記念館 ← 今回は第 4 水曜日です。ご注意ください。
＜青木繁が《海の幸》を描いた誕生の家と記念碑を保存する会＞について
○第 17 回 １１月２５日（火） 13：30 小高記念館
講師： 田中房江さん 「鳥の糞からリン鉱産のパラオの島とアジア太平洋戦争」（仮題）

■♪ウミホタル合唱団･安房♪

＜見学や体験練習は無料です。＞

館山の戦跡保存と平和研修から生まれた合唱組曲 『ウミホタル～コスモブルーは平和の色』。
【入会金】1,000 円（新楽譜代･通信費を含む） 【団費（月額）】2,000 円 【指導者】栗原けい子先生
♪10 月 15 日(水)19:00～20:30 コミセン音楽室
♪10 月 31 日(金)19:00～20:30 コミセン音楽室
♪11 月 13 日(木)19:00～20:30 コミセン音楽室
♪11 月 19 日(水)19:00～20:30 コミセン音楽室
♪11 月 27 日(水)19:00～20:30 コミセン音楽室

■ 里見八犬伝ワールド in 館山 2008～第二回戦国コスプレ大会

速報！

４月に開催し、全国から 80 名のコスプレイヤーが集結、好評を博したコスプレ大会を開催します。世界的な
戦国ブーム、サムライブームとあって、「八犬伝のふるさと～里見のまち館山」をキャッチフレーズとした地域
ブランドを発信するために、美しい衣装を自ら製作する歴史愛好家である若者の力をお借りしたいというのが
開催趣旨です。詳細は次号でお知らせいたします。
11 月 22 日（土） オプショナルツアー（A コース：伏姫籠穴／B コース：滝田城跡）
オプショナル夜景撮影会（館山城山公園）
11 月 23 日（日） 第２回戦国コスプレ大会（館山城山公園）
オプショナル夜景撮影会（館山城山公園）

□ 青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会 … 設立のお知らせ
かつてはマグロ延縄漁で賑わった布良・相浜（館山市富崎地区）も、今は 500 世帯 1,000 人、小学校児童
数 17 名と少子高齢・過疎化がすすんでいます。この状況を憂慮した同地区在住の元船大工・豊崎栄吉さんと
元船員・吉田昌男さんは、子どもたちに夢と誇りを伝えたいとの願いから、ＮＰＯと富崎地区コミュニティ委員会
の協働で 2005 年冬に「〝青木繁《海の幸》100 年〟から布良･相浜を見つめる集い」を開催しました。この集い
において、青木繁が滞在した家の当主小谷栄さんは「当時のまま家を残していきたい」と宣言されました。
青木繁の没後 50 年に、当時の館山市長らの募金活動で建立された《海の幸》記念碑は、近年の撤去危機
を住民の保存運動によって免れ、現在に至っています。一方、小谷家住宅は、明治 20 年代の漁村を代表す
る歴史的建造物として、現在、館山市文化財審議委員会において市指定文化財の諮問がなされています。
このたび、青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会が設立されました。地元富崎地区コミュニティ
委員会役員の皆さんをはじめ、現職および歴代の館山市長や教育長、全国の美術関係の要職にある諸先生
ら 89 名が発起人に名を連ね、当ＮＰＯは事務局を付託されました。小谷家住宅と記念碑の保存・整備事業の
ほか、ガイド養成やウォーキングツアーの開催など地域活性化に寄与するために、１口 1,000 円の募金を全国
の美術愛好家に広く呼びかけていく予定です。詳細は同封の資料をご参照ください。

◆ ガイドツアーのスタッフ募集 … あなたもガイド活動に参加してみませんか？アシスタント大歓迎！
10 月 10 日（金）9:30～16:00 渋谷幕張中学校
戦跡コース 52 名/里見コース 19 名
10 月 11 日（土）10:30～15:30 里見八犬伝ロマン紀行 40 名：千葉日報・京成トラベル主催事業
10 月 17 日（金）11:00～15:00 麻布高校１年 37 名 戦跡（座学/基本）
10 月 18 日（土）10:30～16:30 東京湾海堡ファンクラブ 18 名 戦跡（座学/赤山・かにた・第二砲台）
10 月 23 日（木）9:00～12:00 わせがく高校１年 120 名 戦跡（座学/基本）
10 月 24 日（金）9:30～16:00 マイスター上植野 30 名 （座学/赤山・城山・稲村城跡）
赤山無料ガイド
10 月 25 日（土）12:30～15:30 ＪＲ東労連 30 名 （赤山・かにた）
毎月第１月曜
10 月 27 日（月）10:30～15:00 千葉市退職者の会 40 名 戦跡（座学/基本）
10:00～12:00
10 月 29 日（水）11:00～14:45 船橋市生涯学習講座 50 名 戦跡（座学/基本）
10 月 30 日（木）10:00～15:00 コープ東京ひまわり会 10 名 戦跡（基本・かにた）

