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また一説には古い時代、現川口市戸塚村にあった慈 輪 山 と
いう寺の領地が美濃の国（今の岐阜県）蒲生郡のなかにあり
ましたが、この寺の領地がこの地と交換されました。この時
慈輪山ではもとの領地の名をとって、この地を蒲生と名付け
たとも言われています。
かも

会長挨拶

岩淵秀一会長
先日の市民まつりには、早朝より沢
山の会員の皆様にご参加またご協力を
頂きましたことに感謝を申し上げます。
当日は、暑い中沢山の子供たちが並ん
でくれました。ミニＳＬ又ミニ新幹線
を走らせ子供たちにも大変な人気でし
た。1324 名と言う沢山の親子の皆さん
に乗車して頂きましたが、けが人一人
出ることも無く無事に終了する事が出来ました、担当して頂
いた委員会や会員の皆様には本当に有難う御座いました。
今回もまた、越谷の歴史の続きをお話したいと思います
今日は
蒲生村について話をしたいと思います。
蒲生村は明治２２年４月、蒲生・登戸・瓦曽根の 3 カ村が
そんめい

合併して出来たむらで、この 村 名 は、旧蒲生村が三村のう
ちでもっとも大きく、中心的な村であったことから、蒲生村
を新村名にしたものです。

がま

このほか蒲生は加茂とも呼んでいました。
「カモ」
とは 蒲 の
生えている水辺のことといわれますので、加茂も蒲生も同じ
かみ

しも

意味であるようです。又、蒲生には 上 茶屋・ 下 茶屋という
所がありますが、そこはここにお茶屋があったのでつけられ
た地名です。ここは、越ケ谷宿と草加宿の中間にあたる旧日
光街道ぞいの地で旅人が一休みするためのお茶屋が設けられ
たてば

ていました。このような所を「立場」と呼んでいます。また
しょうめい

奉行地という 小 名 は、おそらく宝暦１２年（1762）とい
いっそんけんち

う年に、土地の争いから一 村 検地（ひとつの村の土地の検
査）が行われましたが、このとき検地奉行がここに奉行の出
張所を置いたので、
それから奉行地と呼ばれたとみられます。
うちわけ

打 分 けもそのときの、土地が分けられたことから打分と呼
ばれたのでしょう。

き さいぐん

古くは武蔵野国崎 西 郡 越ケ谷郷に含まれていましたが、
江戸時代は武蔵野国埼玉郡八条領に組み入れられていました。
この地域は越谷のうち南西にあたる地で、この中程を南北に
日光街道が通じていました。
このうち瓦曽根村は元荒川沿い、 幹事報告
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登戸村は谷古田用水路ぞい、蒲生は綾瀬川と古綾瀬川ぞいに
とうすけがし

1.
2.

あたっている土地です。古綾瀬川とは、蒲生の南端 藤 助河岸
から東に向かって流れていた、もとの綾瀬川の流路です。今
は川柳の伊原新田に、その流れの面影を少しとどめているだ
けです。
がま
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そして蒲生は古綾瀬川に面した所で、
水草の 蒲 がたくさん
生えてる地ということでつけられた地名とみられています。
6.

第 8 グループ新年合同例会の案内が来ています。
地区新世代部門委員会より RYLA 研修セミナー募集の案
内が来ています。
地区国際大会推進委員会より 2013 年リスボン国際大会
ガバナー・ナイト会場の案内が来ています。
地区よりクラブ研修リーダー参加の御礼が来ています。
地区大会が11 月 17 日(土)と 18 日(日)に開催されます。
田中ガバナーよりぜひお越しくださいとの案内が来て
います。
(公財)埼玉県腎アイバンク協会より会報誌『腎・アイバ

7.

8.

ンクさいたま』配布のお願いが来て
います。
地区ロータリー財団部門よりロー
タリーカード申込書についてのお
知らせが来ています。
青少年交換留学生候補者の田中未
菜美さんのお母様よりお土産を頂
きました。

ゲスト・ビジターご挨拶
関森初義ガバナー補佐 様
フレッシュ会員勉強会に参加させて頂きましたが、石塚委
員長、浅水・池田会員の企画力、ロータリーの知識経験等に
はたいへん感銘を受けました。このような企画を引続き開催
して頂けることを願います。
また本日は IM キャラバンとして木村実行委員長にもお出
でいただいています。南クラブの皆様にもご協力の程、宜し
くお願い致します。

委員会報告
◇職業奉仕委員会
二川雅之委員長
本日例会終了後、委員会を開催致します。
◇ロータリー財団委員会
池田玄一委員長
本日例会終了後、委員会を開催致します。
◇ロータリー情報委員会
石塚一男委員長
10/5 のフレッシュ会員勉強会には、関森ガバナー補佐をは
じめ、多数の参加・ご協力を頂きありがとうございました。
また、11/8 には吉田豊治会員の『超我の奉仕賞』受賞お祝い
を蕨「くいっく」にて行ないます。皆様多数の参加をお願い
致します。
◇親睦委員会
清村勝之委員長
11/25-26 の会員親睦旅行の参加者は現在 24 名となってお
ります。まだ参加の返事を頂いていない方はご連絡をお願い
致します。また、例会終了後親睦旅行についての委員会を開
催致します。
◇地区ライラ委員会
大熊 進会員
地区バザーへの出品物がまだ少ないようですので、皆様の
ご協力をお願い致します。
◇国際奉仕委員長
濱野高成委員長
11/2 より開催の国際理解図画展に皆様のご協力を宜しく
お願い致します。
◇社会奉仕委員会
中村幸江委員長
越谷市民まつりには皆様のたいへんなご協力を頂きました
こと、お礼申し上げます。

木村二夫 IM 実行委員長 様
今年度 IM ではロータリアン同士「会う機会を増やしたい」
との思いから１月の新年会、３月の IM、４月にゴルフコンペ
と３回の企画に致しました。貴クラブの小林エレクト、中島
副幹事にも実行委員会としてご協力をいただいておりますが、
ぜひともどの機会にも会員全員参加を切にお願い申し上げま
す。

青少年交換留学生 田中未菜美 様
（お母様） 田中 マミ 様
青少年交換留学生として、皆様にご支援いただき誠にあり
がとうございます。中学生の頃より、海外留学を希望してい
ましたが、この様な形で実現することができ、とてもうれし
いです。
留学の際には、3･11 大震災以降、心配されている海外の人
たちに日本の現状、復興への活動等をアピールしたいと思っ
ています。

表彰等
10/5 フレッシュ会員勉強会講師へのお礼
浅水尚伸会員
池田玄一会員

卓話 職業奉仕月間に因んで
『職業を営むには健康が一番：断食体験』
健康維持増進のために、９月に４泊の断食体験を行なった、濱野会員・
木村会員・また、今回の企画の主催で、４度目の断食になる本田会員の
卓話をいただきました。
皆さんありがとうございました。断食終了後、痩せた方、体が調子良く
なり逆に太ってしまった方、いろいろあるようですが、よりいっそう健
康であるように会員全員で努めましょう。

スマイル報告
南ロータリークラブの皆さんこんにちは。日頃の奉仕活動ご
苦労様です。この度、第一例会にも関わらず、メンバーの方々
にご協力を頂き感謝しております。
3.11 の被災から１年 7 ヶ月が過ぎました。南クラブの根気強
い支援活動をお聞きしまして、日高杯にあたり、チャリティ
ーをお願いしたところ、心温まる義援金を集めることができ
ました。少しですがスマイル BOX にお願いします。
10/11 オート・ソレイユ・ゴルフコンペ様
本日 IM 実行委員のメンバー共々キャラバンに参りました。
関森ガバナー補佐様
IM のお願いにうかがいました。
木村 IM 実行委員長様
関森ガバナー補佐、木村 IM 実行委員長様ようこそ。
岩淵、吉田、中野、小林(光)
交換留学生の田中さん、ようこそ。
岩淵、吉田
お客様ようこそ。
染谷、池田(玄)、石田、瀬尾、赤松
仁多見、飯泉、木村、浅水、本田、
石野、佐藤(太)、斎藤、神谷、岡田
野呂田、水町、深井
先日の勉強会、池田さん浅水さんたいへんご苦労様でした。
小林(光)
勉強会のお礼、ありがとうございます。
池田(玄)
先日の越谷市民まつり、ご協力ありがとうございました。
岩淵、中村、小林(武)、清村
濱野さん、木村さん、本田さん、卓話ありがとうございます。
二川、田中
半年間の入院生活を終え、10/14 に母が待望の群馬の実家に
戻ることができました。再び週末は帰省生活となりますが、
仕事を続けられる幸せはたいへん有難い事です。
加藤
吉田様受賞おめでとうございます。これからも元気でがんば
ってください。
岸田
10/21 職員の結婚式に出席しました。
中尾
今月は例会を 3 回休みました。すみませんでした。
久木野
ひさしぶりです。
中島
昨日は越谷市内の選抜陸上大会があり、越谷ロータリー5 ク
ラブの協賛がありました。ありがとうございました。ちなみ
に、うちの娘はハードルで 3 位でした。
遠山
本日早退します。
石塚
本日はたくさんのスマイルありがとうございました。
糸賀
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