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優勝はイギリスのポール・ボノム選手（51.502秒）
で、オーストラリアのマット・ホール選手を0.382秒の
差で抑え、通算17勝という圧倒的な強さを見せつけ
ました。たった1人の日本人パイロット・室屋義秀選
手は健闘しましたが、決勝進出を果たせませんでし
た。しかし、日本の民間航空発祥の地である千葉市
で日本初のレッドブル・エアレースを開催できたこと
は大きな成果でした。

　レッドブル・エアレース・ワールドチャンピオンシッ
プは、世界でもトップクラスの飛行技術を身につけた
パイロットたちが、最高時速370km、最大重力10G
の中、高さ25mのパイロンと呼ばれるエアゲートで
構成されたスラロームコースを、規定の順序と飛行
方法に従って次々に通過し、タイムを競い合いながら
三次元で繰り広げるエアレースです。「世界最速の
モータースポーツ」とも称されるこのレッドブル・エア
レースには、世界でも最高レベルのパイロットが参戦
してきました。母国の空軍で経験を積んだパイロット
や曲技飛行の国際選手権優勝者や空軍教官を経験
してきたパイロットの他、2009年からは、アジア人初
の選手として室屋義秀選手がエントリーしていること
でも注目されていまし
た。そのビッグイベント
が日本で初めて千葉
市の幕張海浜公園を
舞台に、今年の5月に
開催されました。天候
にも恵まれ、2日間の有
料入場者数はエアレー
ス史上最大の延べ12
万人を記録しました。

《千葉の日本一》今月の誌上クイズ！
　3年間かけてご紹介してきた「千葉が誇る

日本一」全36回の誌面では、日本一だけでなく

日本における発祥の地などもご紹介いたしました。

各号表紙のゴールドメダルに“日本初”と記載さ

れている冊子はいくつあるでしょうか？

※答えは、京葉銀行のホームページにある、

　「千葉が誇る日本一」の第36回をご覧ください。

　2012年10月より毎月発行してきた冊子「千葉

が誇る日本一」は、2015年9月の本号をもちまし

て、全36回の最終号を迎えることとなりました。創

刊号から3年間、毎月お読みいただいた多くの方々

にお礼を申し上げるとともに、本冊子の制作にあた

り、情報のご提供や取材、撮影などにご協力くださ

いました各関係機関や施設、関係者の皆さまに感謝

を申し上げます。ありがとうございました。

　10月からは、新企画「道で発見！ちば（仮称）」が

スタートいたします。千葉県内各地を網羅するさま

ざまな道路を巡りながら、新鮮な視点で刻々と進

化する千葉の多彩な魅力を発見し、ご紹介していき

たいと考えております。どうぞご期待くださいませ。

　　　京葉銀行広報グループ・制作スタッフ一同
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《今回の日本一》

・世界一大きなトイレ

▲日本人パイロットとして参戦して
　いる室屋義秀選手

▲観客の目の前を低空飛行で駆け抜けるレースに参加する機体
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・日本で唯一栽培されている根芋
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世界トップクラスのパイロットが繰り広げるレッドブル・エアレースが
日本初で初めて千葉市・幕張で開催されました！
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「千葉が誇る日本一」は、
　今回で最終号となりました。
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日本一短い鉄道！
芝山千代田駅と東成田駅を結ぶ芝山鉄道は

　成田空港や千葉県などが出資する第3セクターとして設立された芝山鉄
道は、平成14年（2002年）に芝山千代田駅と東成田駅の2駅を結ぶ芝山鉄
道線を開業しました。その路線の長さは2.2kmで、ケーブルカーやモノレー
ルなどの特殊な鉄道を除き、日本一営業距離が短い鉄道です。山武郡芝山
町にある芝山千代田駅の改札に入り、階段を昇ってホームに出ると、線路
の向こうは成田空港の敷地が広がり、飛行機が離陸していく様子がすぐ近
くで眺められます。駅のホームで車両を待つ間に飛行機が飛び立って行く
のを見送れるというのも、芝山鉄道線ならではの贅沢かも知れません。ほど
なく到着した電車は、乗客を降ろした後で折り返し成田方面行きの上り電
車となります。芝山千代田駅ホームを発車した車両は、しばらくは地上を走
行しますが、ほどなく地下に入ります。2.2kmの路線のうち、約1.4kmは
地下を走行する芝山鉄
道。それは、線路の大部
分が成田空港の地下を
通っているからです。
約4分ほどの乗車で、
車両は東成田駅に到
着。2.2kmは、あっとい
う間です。

芝
山
町

希望者に乗車記念証明書を限定で配布中！

　芝山鉄道では、2015年4月から乗客を対象に乗車
記念証明書を配布中。発行場所は芝山千代田駅で、午
前7時から午後8時まで。証明書は2種類で、行きに
1枚、帰りに1枚で往復1セットがもらえます。
希望者は駅務員に申し出てください。

●問い合わせ／芝山鉄道株式会社　山武郡芝山町香山新田148-1　TEL.0479-78-1141

●所在地／鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5（大仏墓地内）
●問い合わせ／鎌ケ谷市役所　TEL.047-445-1141

日本一小さな大仏！
高さ1.8m、台座を含めて2.4mの鎌ケ谷大仏は、

　新京成電鉄・鎌ケ谷大仏駅の北口からほど近く。駅前通りに面し
た墓地の中に鎮座している鋳造青銅製の大仏が「鎌ケ谷大仏」で
す。高さ1.8mの釈迦如来座像は、安永5年（1776年）、鎌ケ谷宿の
大国屋（福田）文右衛門が祖先の供養のため、江戸神田の鋳物師
に造らせたものです。江戸の高級料理屋に僧侶50人を招き、300
人前の料理を用意して豪勢な開眼供養をしたと伝えられています。
昭和47年（1972年）に鎌ケ谷市指定文化財となりました。

　従来の3600形に代わり、2013年4月からは
3500形の車両が4両編成で運行されています。

●３５００形芝山鉄道車両

●問い合わせ／匝瑳市 産業振興課  商工観光室　TEL.0479-73-0089 ●問い合わせ／ JAちば東葛　柏地区経済センター TEL.04-7140-1288（代）

●問い合わせ／市原市 経済部 観光振興課　TEL.0436-23-9755

大浦ごぼうは太さ日本一！
匝瑳市大浦地区の土壌でしか育たない品種、

根芋は柏市が日本唯一の生産地！
50年ほど前から栽培されている高級食材、

▲大浦ごぼうの煮物。

▲普通の
　ごぼう。

▲小湊鐵道の線路とトイレを隔てるのは杉丸太の囲い。

▲隣にある男女兼用多目的トイレ。

●所在地／市原市飯給941-1（小湊鐵道飯給駅脇）

▲進行方向左側車窓は、成田空港の飛行機が間近に見えます。

▲芝山千代田駅前

▲芝山千代田駅に到着する3000形京成車両。

▲もみ殻の床で光を遮断して育てて白く
　します。現在、6人ほどの生産者が根芋
　栽培に取り組んでいます。

　中に空洞があり、大きくねじれがあ
る形が特徴の「大浦ごぼう」。匝瑳市
の大浦地区特有の粘土質土壌でない
と育たないという珍しい品種で、大き
いものだと長さ1m、太さはなんと
30cm、重さは10kgもあるというの
だから驚きです。匝瑳市の天然記念
物に指定されていますが、野菜が天然
記念物に指定されるのは、全国的にも
珍しいことです。収穫した大浦ごぼう
は、その昔から成田山新勝寺に奉納され、一般に出回ること
はなく、新勝寺で護摩祈祷を受けた際に精進料理として食
することができる貴重な食材です。平安時代、平将門の乱
（939年）で藤原秀郷が平将門討伐を願い、成田山新勝寺で
大浦ごぼうで酒宴を開いたところ、戦に勝利。凱旋後にも
また大浦ごぼうで勝利を祝ったことから「勝ごぼう」と呼ば
れ、縁起物として扱われるようになりました。

　「根芋（ねいも）」という野
菜の名前を聞いたことがあ
りますか。根芋とは、里芋を
収穫したあとの親芋から新
たに出てくる新芽の茎の部
分で、もみ殻の床で日に当て
ないようにして育てるので、
色は白く、ウドに似たような
形状です。40～50cmの長さ
で収穫し、10月から翌年の6
月までが出荷期間となってい
ます。日本では柏市でしか生産されていない品種で、しかも料
亭などで扱う高級食材としての使用がメインのため、一般の
人々の目に触れる機会はほとんどありませんでした。しかし
最近では、産地直売所などで根芋に出会うこともあるそうです。
アクを取って酢みそ和えや酢の物、みそ汁やきんぴら風の炒め
物などでいただくのが美味しい料理法だとか。

柏市

世界一大きなトイレ！
屋外200㎡のスペースに設置されたガラス張りの個室は

　桜や菜の花の名所として毎年たくさんの
観光客が訪れる小湊鐵道沿線。その飯給駅
に平成24年（2012年）に完成したのは、草
花が咲くプライベートガーデンのような空
間の中にある全面ガラス張りのトイレ。広さ
は約200㎡あり、桜や菜の花が咲く場所から
「自然の中のトイレ」というコンセプトで設計
されました。手がけたのは世界的に活躍し
ている建築家の藤本壮介氏です。平成26年
（2014年）に開催された「中房総国際芸術
祭いちはらアート×ミックス」に先駆けたアート作品
で、作品名は「Toilet in Nature。周囲は約53m、
高さ2mの杉丸太壁に囲まれた広々としたスペース
で、既成概念にとらわれずに自然と一体化したトイレ
を体感することができます。これは女性専用ですが、
隣りには、男女兼用の車椅子対応トイレもあります。
こちらは天井が透明になっています。

市
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◎被災者支援にも貢献した大仏ストラップ！
2008年に地域活性化のため、鎌ケ谷大仏近くの鎌ケ谷大仏商店会が鎌ケ谷限定で販売した「鎌ケ谷大仏スト
ラップ」。初回販売で1万個を完売した人気商品でしたが、東日本大震災後、その支援のために3,000個を復刻
し、1個の売り上げ（400円）につき50円を被災者支援の義援金に役立てる活動を行っています。
●問い合わせ／鎌ケ谷大仏商店会（リカーショップカワカミ　TEL.047-443-5069）

●大仏さまの大きさ比べ

鋸山　日本寺 鎌ケ谷大仏
《石の座像大仏として日本一の高さ》 《日本一小さい》

総高31.05ｍ

1.50ｍ
1.20ｍ 2.40ｍ
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匝瑳市

発行日が空欄に
記入されます。
（乗車された日）

※芝山千代田駅→東成田駅間 普通運賃　大人200円、小児100円　　　　　

夕方になるとライトアップされます。
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最終号の今回は千葉の“おもしろ日本一”を集めてお届けします。番外編
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人々の目に触れる機会はほとんどありませんでした。しかし
最近では、産地直売所などで根芋に出会うこともあるそうです。
アクを取って酢みそ和えや酢の物、みそ汁やきんぴら風の炒め
物などでいただくのが美味しい料理法だとか。

柏市

世界一大きなトイレ！
屋外200㎡のスペースに設置されたガラス張りの個室は

　桜や菜の花の名所として毎年たくさんの
観光客が訪れる小湊鐵道沿線。その飯給駅
に平成24年（2012年）に完成したのは、草
花が咲くプライベートガーデンのような空
間の中にある全面ガラス張りのトイレ。広さ
は約200㎡あり、桜や菜の花が咲く場所から
「自然の中のトイレ」というコンセプトで設計
されました。手がけたのは世界的に活躍し
ている建築家の藤本壮介氏です。平成26年
（2014年）に開催された「中房総国際芸術
祭いちはらアート×ミックス」に先駆けたアート作品
で、作品名は「Toilet in Nature。周囲は約53m、
高さ2mの杉丸太壁に囲まれた広々としたスペース
で、既成概念にとらわれずに自然と一体化したトイレ
を体感することができます。これは女性専用ですが、
隣りには、男女兼用の車椅子対応トイレもあります。
こちらは天井が透明になっています。

市
原
市

◎被災者支援にも貢献した大仏ストラップ！
2008年に地域活性化のため、鎌ケ谷大仏近くの鎌ケ谷大仏商店会が鎌ケ谷限定で販売した「鎌ケ谷大仏スト
ラップ」。初回販売で1万個を完売した人気商品でしたが、東日本大震災後、その支援のために3,000個を復刻
し、1個の売り上げ（400円）につき50円を被災者支援の義援金に役立てる活動を行っています。
●問い合わせ／鎌ケ谷大仏商店会（リカーショップカワカミ　TEL.047-443-5069）

●大仏さまの大きさ比べ

鋸山　日本寺 鎌ケ谷大仏
《石の座像大仏として日本一の高さ》 《日本一小さい》

総高31.05ｍ

1.50ｍ
1.20ｍ 2.40ｍ

鎌
ケ
谷
市

匝瑳市

発行日が空欄に
記入されます。
（乗車された日）

※芝山千代田駅→東成田駅間 普通運賃　大人200円、小児100円　　　　　

夕方になるとライトアップされます。

し ゃ か に ょ ら い ざ ぞ う

ちゅうぞうせいどうせい

い た ぶ え き

い も じだ い こ く や

最終号の今回は千葉の“おもしろ日本一”を集めてお届けします。番外編



ホームページでバックナンバーもご覧いただけます。
　
京葉銀行　千葉の日本一
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http://www.redbullairrace.com/ja_JP

●問い合わせ／レッドブル・エアレース
ワールドチャンピオンシップ
ジャパン実行委員会

優勝はイギリスのポール・ボノム選手（51.502秒）
で、オーストラリアのマット・ホール選手を0.382秒の
差で抑え、通算17勝という圧倒的な強さを見せつけ
ました。たった1人の日本人パイロット・室屋義秀選
手は健闘しましたが、決勝進出を果たせませんでし
た。しかし、日本の民間航空発祥の地である千葉市
で日本初のレッドブル・エアレースを開催できたこと
は大きな成果でした。

　レッドブル・エアレース・ワールドチャンピオンシッ
プは、世界でもトップクラスの飛行技術を身につけた
パイロットたちが、最高時速370km、最大重力10G
の中、高さ25mのパイロンと呼ばれるエアゲートで
構成されたスラロームコースを、規定の順序と飛行
方法に従って次々に通過し、タイムを競い合いながら
三次元で繰り広げるエアレースです。「世界最速の
モータースポーツ」とも称されるこのレッドブル・エア
レースには、世界でも最高レベルのパイロットが参戦
してきました。母国の空軍で経験を積んだパイロット
や曲技飛行の国際選手権優勝者や空軍教官を経験
してきたパイロットの他、2009年からは、アジア人初
の選手として室屋義秀選手がエントリーしていること
でも注目されていまし
た。そのビッグイベント
が日本で初めて千葉
市の幕張海浜公園を
舞台に、今年の5月に
開催されました。天候
にも恵まれ、2日間の有
料入場者数はエアレー
ス史上最大の延べ12
万人を記録しました。

《千葉の日本一》今月の誌上クイズ！
　3年間かけてご紹介してきた「千葉が誇る

日本一」全36回の誌面では、日本一だけでなく

日本における発祥の地などもご紹介いたしました。

各号表紙のゴールドメダルに“日本初”と記載さ

れている冊子はいくつあるでしょうか？

※答えは、京葉銀行のホームページにある、

　「千葉が誇る日本一」の第36回をご覧ください。

　2012年10月より毎月発行してきた冊子「千葉

が誇る日本一」は、2015年9月の本号をもちまし

て、全36回の最終号を迎えることとなりました。創

刊号から3年間、毎月お読みいただいた多くの方々

にお礼を申し上げるとともに、本冊子の制作にあた

り、情報のご提供や取材、撮影などにご協力くださ

いました各関係機関や施設、関係者の皆さまに感謝

を申し上げます。ありがとうございました。

　10月からは、新企画「道で発見！ちば（仮称）」が

スタートいたします。千葉県内各地を網羅するさま

ざまな道路を巡りながら、新鮮な視点で刻々と進

化する千葉の多彩な魅力を発見し、ご紹介していき

たいと考えております。どうぞご期待くださいませ。

　　　京葉銀行広報グループ・制作スタッフ一同

▲日本人パイロットとして参戦して
　いる室屋義秀選手

▲観客の目の前を低空飛行で駆け抜けるレースに参加する機体
Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Balazs Gardi/Red Bull Content Pool

Red Bull Air Race Chiba 2015Red Bull Air Race Chiba 2015

世界トップクラスのパイロットが繰り広げるレッドブル・エアレースが
日本初で初めて千葉市・幕張で開催されました！
世界トップクラスのパイロットが繰り広げるレッドブル・エアレースが
日本初で初めて千葉市・幕張で開催されました！

2015年5月16日 （土）・17日 （日）2015年5月16日 （土）・17日 （日）

「千葉が誇る日本一」は、
　今回で最終号となりました。

Samo Vidic/Red Bull Content Pool

「世界初」はカウントしません。
「日本初」はＰart1が3ケ所、Ｐart2が8ケ所。合計11ケ所です。

正解は→11


