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越谷南ロータリークラブ会報 
会長 岩淵秀一  幹事 染谷宗一  会長エレクト 小林光蔵 

ＲＩ会長テーマ  奉仕を通じて平和を 

クラブ会長テーマ  「奉仕を楽しむ為に６０名会員の達成を」  

 

平成２５年４月２５日 第１９０５回例会 

ロータリーソング斉唱 

ゲスト・ビジター紹介 

越谷RC               中島 美三郎 様 

第８グループガバナー補佐 越谷北RC    関森 初義 様 

 

会長挨拶                 岩淵秀一会長 

皆さん今日は、今日は越谷の歴史の中の（越谷の支配関係）

忍藩と古河藩の村々の話をします。 

天正18年（1590）関東に入国した徳川氏は関東領国にそれぞ

れ家臣を配置して領地を与えたたが、のうち、忍（現行田）

には松平家忠が．一万石で人封した。次いで文禄元年（1592）

家忠は下総の国香取郡上代に転封、かわって徳川家康の第四

子松平忠吉が 10 万石で忍に封ぜられた。その後慶長 5 年

（1600）関が原戦の直後忠吉は尾

張の国清州城に移され、そのあと

は忍に城番が置かれたが、寛永 3

年（1626）酒井忠勝が5万石で忍

城に入った。 

次いで翌四年、忠勝はその父であ

る川越城主酒井忠利の跡を継いで

川越藩主となり、そのあとは再び

忍に城番が置かれたが、寛永１０

年（1633）松平伊豆守信綱が2万

6000石忍に人部した。この信綱も同十六年川越に転封、その

あとを老中阿部忠秋が五万石で忍城に入ったが、忠秋は寛文

三年（1663）３万石万の領地加増をうけた。このとき越谷市

城のうち、それまで幕府領であった 見田方（大成町･南土･

川条・別府・千疋・麦塚（以上東町(あずまちょう)）・柿ノ木

（草加市それに伊原村の半高(はんだか)が忍藩領に組み入れ

られた。 

その後阿部氏は正能を経て正武の代の．元禄７年（1694）に

は１０万石領地したが、正喬(まさたか)の代の元禄 11 年

（1698）、半高忍藩領であった伊原村が全高幕府領に復し、そ

の代わり東方村（大成町）が忍藩領に組込まれた。以東見川

方・東方・南土・別府・四条・千疋・麦塚・柿ノ木の八か村

高(たか)5000余石の地は「柿ノ木領８カ村」と称され、川治

四年（1871）の廃藩吐県まで忍藩の支配に置かれていた。こ

の問忍藩は阿部正喬から正允(まさみつ) ･正敏・正識(まさと

し)、正由(まさよし)と続いたが、文政六年（1823）阿部鉄丸

正権(しょうけん)の代、奥州白河に転封とたった。 

そのあとをうけて松平忠(ただ)尭(あき)が同じく１０万石で

忍に封ぜられ、忠彦・忠国・忠誠(ただまさ)・忠(ただ)敬(た

か)と続いて廃滞置県を迎えた。 

 このように人相模の村々の多くは江戸時代忍藩(しのはん)

領であったが、大相模のうち西方村（大膜町）は、寛文十年

（1670）西方村(そん)高(たか)1590石余 うち173石余が旗

本万年三左衛門の知行所に分給され、さらに延宝六年（1678）

残高すべてが堀田正俊の領分に組み 込まれていた。 

堀田氏はその後老中に進み天和元年（1681）下総国古河 

（現茨城県）に封ぜられたので、西方村の大部分は古河領分

たったわけである、次いで貞享2年（1685）堀田氏は出羽の

国山形に転封、そのあとは老中松平信之が九万石で古河城に

入ったがつだが、元禄六年（1693）ご乱心のかどで改易に処

せられ、そのあとは松平信暉が占河に封ぜられた． 

その後元禄 11 年武蔵国を中心とした所領配置の再編成にあ

たり、西方村は万年領を除き．再び幕領に復した。なお蒲生

村光明院の記録によると、古いころは蒲生村の半高は松平領

であったとあるのであるので、あるいは蒲生村の半高も元禄

十一年まで古河藩領であったかもしれない。また伊原村の半

高も寛文十年（1670）柳ノ宮・小作田・伊草（八潮市）など

と、ともに、上井能登守領分に組人れられていたが、人和二

年（1682）土井氏の転封にともない幕府領に復した。つまり

伊原村は寛文十年から人和二年までは、上井領と忍藩領であ

ったとみられる。なおこれら村々のうち確認できる名主家を

みると、忍藩柿ノ木(かきのき)領の割役名主には見田方付の

宇田川家、麦塚村の名主では中村家、四条村では飯島家、東

方村では両中村家、千疋村では立沢家、藤塚組の斎藤家、山

谷組の秋山家、藤塚万年領の石塚家、西方組の須賀家、大境

組の秋山家、蒲生:村では中野家と大熊家、伊原村では深井家

などが挙げられる。 

以上、今日の会長挨拶とさせて頂きます 

参考文献 越谷の歴史物語（第三集） 

 

幹事報告                 染谷宗一幹事 

1. 国際ロータリー日本事務局より５月のロータリーレー

トは１ドル９８円と連絡がありました。 

2. 越谷市内清掃美化運動推進協会（会長小林勝）より越谷

市内清掃美化運動推進協会会議（ゴミゼロ）の案内が来

ています。 

3. 職業研修チーム（ＶＴＴ）受入終了報告及び清算につい

て関森ガバナー補佐より案内が来ています。 

4. 公益法人埼玉県緑化推進委員会（会長上清司）運動のお



願いが来ています。 

5. 越谷市商工会（会長井橋吉一）より平成２５年度通常総

代会の案内が来ています。 

6. 4 月 16 日の越谷ロータリー

クラブの公開例会出席の御

礼が越谷ロータリークラブ

（会長神戸廣通）より届いて

います。 

7. 第 12 回青少年交換委員会及

び第7回派遣学生第8回来日

学生オリエンテーションの

案内が来ています。 

8. 埼玉県立越谷南高校（担当教

頭島村圭一）より来日交換留学生受け入れに必要な書類

の要請が来ています。 

9. 2012～13年度新会員入会速報が届いています。 

10. 埼玉県立越谷南高等学校吹奏楽部第 28 回定期演奏会の

出欠確認をさせて頂きたいと思います。 

開催日平成25年5月3日（金・祝） 

開場15:00開演15:30 

越谷コミュニティセンター大ホール 

 

尚、詳細は染谷幹事までお願い致します。 

 

委員会報告等 

◇親睦委員会             清村 勝之委員長 

 越谷東RCとの合同ゴルフコンペ並びに合同夜間例会 

◇社会奉仕委員会           中村 幸江委員長 

 グランドゴルフ報告 

 

ゲスト・ビジターご挨拶 

越谷東RC              中島 美三郎 様 

第８グループガバナー補佐 越谷北RC    関森 初義   様 

 

次年度地区協議会報告 

小林 光蔵会員（次年度会長） 

会長部会 

※全体会議があり、午後より会長部会となりました。 

会長として１年間の始まりに当たり、各委員長たちに自分の

やりたい方針を伝えておかなければならない。 

会長として良い１年、元気のあるクラブでなければならない。 

多くの部門セミナーへの参加。 

特に、会員増強に力を入れ、最も重点的な一つである会長の

強力な意思無くして実現出来ないそうです。 

会長自身の力で２～３名の新人会員を入会させる増強は、会

長自らのリーダーシップ無しでは動かいなのです。 

実現しなかった時にどのような状況が待ち受けているか考え

てください。 

 

中島 頼光会員（次年度幹事） 

幹事部会 

今年度地区幹事（川口RC 小林玖仁男氏）の基調スピーチ。 

RI会長賞を目指そう５大奉仕賞・会員増強の話。 

幹事の役目 

 事業をやるのが会長で、事務をやるのが幹事 

 運動をやるのが会長で、運営をやるのが幹事 

 表に立つのが会長で、裏で回すのが幹事 

 亭主が会長で、女房が幹事 

次年度地区幹事の報告 

地区分担金（年間 28,000円）の納入、RI人頭分担金（年間

54米ドル）の納入を期限厳守でお願いします。 

公式訪問日程は別紙にて参照。 

※越谷南RCは12月5日に決定。 

 

赤松 則宏会員（次年度国際奉仕委員長） 

国際奉仕部会 

次年度国際奉仕部門委員長（戸田西RC 伊藤氏）より開会の

挨拶 

奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて、

国際理解、親善、平和を推進すること。 

つまり、①世界中の人々と知り合い仲良くなり、お互いを理

解すること②奉仕と言う同じ志を持つ仲間を世界に作ること

③世界中の仲間と国際社会で良いことをして平和に貢献する

ことが国際奉仕の目的であろうと述べられ、その後、分科会

が行われた。 

分科会 

1. 次年度国際奉仕委員長（越谷東 RC 阿倍朋博氏）より、

主として世界社会奉仕（WCS）地区が積極的に提唱して

いるフィリピンへの支援を約 20 分の画像を通して呼び

かけがされた。 

2. 次年度国際交流委員長（幸手RC 小山寿行氏）より、台

湾、韓国の新設クラブより 2770 地区クラブとの友好ク

ラブ、姉妹クラブとして交流申込みが多数ありとの説明。

さらに、次年度国際大会（シドニー）への参加、日台会

議（平成26年3月）、日韓会議（平成25年10月19日、

20日）への参加要請がされた。 

質疑応答では発言者がいないので、私が地区に下記内容をア

ンケート等により調べてくださいと要望した。 

 姉妹クラブとの交流で、相手クラブ（特に台湾）は毎年

周年記念事業を行っており、その都度出かけていますが、

相手クラブからはどのような接待を受けているか？ゴ

ルフ、酒、カラオケ、簡単な地域旅行のみなのか？ 

 青少年交換では、クラブの歴史が長ければ会員の子ども

たちも成長し、人選をどのような範囲まで広げている

か？ 

これらについては、地区でもその必要性を感じていたので至

急対処するとの返事を頂いた。 

 

深井 良孝会員（次年度クラブ運営管理部門） 

 

水町 俊介会員（次年度地域広報・雑誌委員長） 

 

岡田 信昭会員（次年度会員増強維持促進・選考委員長） 

 

遠山 浩人会員（次年度職業奉仕・職業分類委員長） 

 

石塚 一男会員（次年度米山記念奨学委員長） 

 



スマイル報告 

今日は歩いてここまで来ました。春陽気にとても気持ちが良

かったです。 

第８グループガバナー補佐 越谷北RC    関森 初義様 

先日の公開例会多くの皆様にご参加いただきありがとうござ

いました。        越谷RC  中島 美三郎様 

地区協議会出席の皆様お疲れ様でした。 

 吉田、染谷、小林（光）、浅水、赤松、岡田、水町、清村、 

 無記名１名 

地区協議会当日、風邪をひいておりましたが、眠ることなく

ちゃんと勉強し楽しんできました。        遠山 

お客様ようこそ。 

岩淵、石田、田中、加藤、濱野、中尾、赤松、石野、糸賀 

池田、深井、佐藤、飯泉、石塚、中野、中島、神谷、本田 

5/26（日）美化運動に皆様のご参加お願い致します。中村                        

やっと入会して4か月が経ちましたが慣れなくて…？頑張り

ます。宜しくお願いいします。           池田 

本日所用あり早退します。             藤田 

出席報告 

例 会 日 平成２５年４月２５日 

会 員 数    ５２名 出席   ３２名 

出席免除者    １１名 欠席   １５名 

出 席 率 ７１．１５％ 前々回MU    １名 

M U 修正率 ７３．０８％ 会報担当：本田 

 

――――― クラブプロフィール ――――― 

☆姉 妹 ク ラ ブ 国際ロータリー第3460地区 

         台中南区扶輪社（中華民国台中市） 

☆例 会 日 毎週木曜日（PM0：30～1：30） 

☆例会場・事務局 〒343-0842 

         越谷市蒲生旭町10-14中野ビル2階 

         TEL 048－987-5761 

         FAX 048－987-5762 

             E-mail info@koshigayasouth-rc.jp 


