
みなさんこんにちは。
今年度は会長挨拶として、
越谷の歴史をシリーズで
お話ししたいと思います。
今回が第一回目です。 

原始・古代の越谷 （海
中にあった越谷）  

 

ＮＯ－1（1） 

越谷市は東京都心から北

に約25ｋｍ埼玉県東部の沖 積
ちゅうせき

低地
ていち
に位置する。東は古利

根川を境として、同じく沖積低地の中にある三郷・ 

吉川・松伏の各市町と隣接する。さらにこれらの市町は、江
戸川をへだてて千葉県野田や流山・松戸の各市に接するが、
野田以下の各市は下総台地とよばれる洪積台地上にあって、
越谷市域とは対照的な位置にある。又、西はおよそ綾瀬川を
境に岩槻・浦和・川口・ 

草加の各市に接するが、浦和市や川口市を中心に、武蔵野台
地 

あるいは大宮台地と呼ばれる洪 積
こうせき

台地
だいち
が連なる。この下総

台地と 

大宮台地の間に広がる沖積地のうち、海抜およそ10ｍの等高
線以下の地は、約一万年前から約六千年前までの間は海の中
にあったといわれる。現在、越谷市域では等高線は高地で 8

ｍ、低地で3ｍ～4ｍ、平均して5ｍであるので、当時の市域
は当然海中にあったことは言うまでもない。この海中の地は、
越谷市域ばかりでなく、近世には葛西領とよばれた東京都葛
西区や墨田区をはじめ、三郷市・草加市春日部・杉戸町・幸

手町・栗橋町それに栃木県赤
あか
麻
ま
（現在の下都賀郡、藤岡町）

の渡良瀬川遊水地あたりまでおよそは東京湾の入り江のなか

にあったと言われている（これを奥東京湾とも言う）このこ

とを裏ずけるように、「万葉集」の東 歌
あずまうた

のなかに 

「埼玉
さきたま

の津
つ
に居
お
る船の風をいたみ綱はたゆとも言

こと
は絶えそ

ね」との歌がある。 

 

ＮＯ－（2） 

この「埼玉の津
つ
」は行田市の小崎

おざき
沼
ぬま
とも、岩槻市の尾ケ崎と 

浦和市の見沼の地ともいわれ一定しない。 

また「清編
しんへん

武蔵野国風土記稿
ふどきこう

」という江戸幕府が編さんし

た地誌
ち し
にも、むかしは下 総

しもうさ
国
こく
と武蔵
むさし

国
こく
との間に入り江が

あって埼玉郡の地先まで押入っていた、と述べられている。
この次期は、考古学上では 

縄文時代前期にあたるが、市域とその周辺の地域では、人間
の生活のいとなみは、いつごろから始ったのであろうか。 

昨 今
さっこん

、貝塚や住居跡などの調査・発掘による考古学の研究
がすすみ、原始人の生活圏の分布状況が明らかにされつつあ
る。 

以下 参考文献「原始・古代の越谷」本間清利著 

わたしたちの郷土こしがや 

１． 地区より 7 月 1

日現在の会員数分の地
区分担金（上半期）納
入のお願いが来ていま
す。 

２． 地区より 2012～
13 年度ホームページ
バナー広告申込書が来
ています。（年間10000

円） 

３． 地区より地区補助金対象プロジェクトの承認がお
り振込先を連絡の依頼が有りました。 

４． 地区の会員増強維持委員会より退会現況調査のお
願いが来ています。 

５． 第 11回ロータリー日韓親善会議の参加のお願いが
再度来ています。 



６． 青少年交換留学生の前澤愛理沙さんの帰国スケジ
ュールの連絡がありました。 

日本着平成24年 7月 17日（火）14：20ュナイテ
ッド航空出発地サンフランスシスコ航空便 UA837

便成田空港第一ターミナルとなっいます。 

◇プログラム委員会           水町俊介委員長 
皆さんこんにちは。本日のプログラムですが、当初の予定で
はクラブ協議会の後半、となっていましたが、前回の例会で
発表のほとんどが終わってしまいましたので、急遽内容を変
更させていただき、加藤会員に卓話をお願いしたところ、快
く引き受けていただきましたので、本日の行事は加藤会員の
卓話とさせていただきます。また、今後も例会の進行によっ
ては急遽どなたかを指名してお話を頂くようなこともあるか
と思いますので、小ネタの一つ二つをご用意しておいて頂け
たら、と思いますので宜しくお願い致します。 
 

皆さんこんにちは。米山奨学生について、お話しさせていた
だきます。今までに当クラブでは１４人の奨学生の世話をし
まして、現在の馬君が１５人目になります。 
順番に紹介していきます。 
８７年４月から翌年３月まで・・ペルーのタマシロ・ソフィ
ーナ・エレナさん 
８８年４月から翌年３月まで・・韓国の孫東和君 
９０年４月から翌年３月まで・・韓国の李京愛さん 
９３年４月から９４年９月まで・・韓国の李承桓君 
９７年４月から翌年３月まで・・韓国の李康云君 
９８年４月から翌年３月まで・・韓国の鄭愛英さん 
９９年４月から翌年３月まで・・中国の張雷さん 
２０００年４月から２００２年３月まで・・韓国の崔炯鎭君 
２００３年４月から翌年３月まで・・中国のアブイリミティ・
アブド・ラハマン君 
２００６年４月から翌年３月まで・・中国の金姫子さん 
２００８年４月から翌年３月まで・・中国の薩日郎さん 
２００９年４月から翌年３月まで・・韓国の田敏君 
２０１１年４月から翌年３月まで・・ドイツのシュステック・
イエンス・ペーター君 
２０１２年４月から現在・・中国の馬俊涛君 

◇社会奉仕委員会           中村幸江副委員長 
皆さんこんにちは。今年度社会奉仕副委員長を仰せつかりま
した、中村でございます。１年間宜しくお願いします。まず
社会奉仕委員会ではあけぼの学園の納涼祭が７月２１日、１
０月２１日には市民祭りで今年度もミニＳＬを実行いたしま
す。１３００人を目標にしますので、皆さんのご協力をお願
い致します。 
 

皆様こんにちは。 
今から１３年前、ある事情か
ら、味処大門の近所に転居し、
父と同郷であったこともあり、
夕食処のように毎日通いまし
た。先日他界しましたマスタ
ーには兄のように、いつも元
気なママには姉のように接し
ていただいていました。約十
年間居住しましたが、その間
に、空き巣に入られ、所有の
貴金属全てを盗まれてしまいました。しかし、損害保険に加
入していたおかげで、たくさんの保険金を頂くことができま
した。その後、ロータリーの方々にご縁が広がり、当クラブ
に入会させていただきました。営業の最前線での仕事という
ことで昼時の企業訪問が重なりますと休みがちになってしま
う私ですが、クビにもされず、皆様の愛情に甘えさせていた
だいて今日に至っています。 
現在、保険もメール営業やネット販売と、多様化される時代
の中、ニッセイのおばちゃんは、Ｆａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅ
の精神で「お客様をずっと支える」「お客様にもっと役に立つ」
仕事を目指し、頑張っております。 
昨年の東日本大震災への対応もさせて頂いて参りました。平
成２３年９月末時点での安否確認対象顧客数約３８万名、確
認済み率９９．９％、平成２３年１２月末時点での保険金等
のお支払い状況２９４億円となっております。 
 実は私は入会させていただいて本日が初めての卓話です。
入会以来、何度かお声をかけて頂いておりましたものの、仕
事柄保険の話等させていただいたら嫌われてしまうのではな
どどいう思いもありまして、お断りをしておりました。 
 しかしこうしてロータリーを続けて来られましたのも、皆
様の大きな愛に支えられてのことですので、そのことに感謝
申し上げる意味も込めまして、お受けさせていただきました。 
 生命保険と申しますと、万が一の時の死亡保障や医療保障
がまず最初に思い浮かぶと思います。今はいろいろな特約も
本当に住しております。また、本人や後継者などの退職金の
準備としてご活用されるのも生命保険です。そして法人の場
合、生命保険は５～１０年前に設備投資や不動産の改修工事
を予定されている場合や、もしもの時の資金繰り、例えば昨
年の大震災等の時にお役にたてるということもあります。 
 ここからは、皆様も既にご存知のこととは思いますが、戦
略的経営に活用頂ける生命保険と、生前贈与の非課税枠を活
用した保険のお話をさせていただきます。 



 決算対策として定期保険や終身保険を利用する方法や、事
業承継の際の自社株買い取り原資の準備として保険を活用す
る方法があります。 
 また、相続対策として、毎年の１１０万円の非課税枠で生
前贈与を活用し、お子様やお孫様への資産移転を考慮に年金
保険で相続税がかからないようにすることも可能です。 
 相続財産としての保険金は、現金を相続する場合と違い、
受取人固有の財産になります（遺産分割の対象にはなりませ
ん）。 
 保険加入には診断書が必要ですが、告知にあたって、医師
の指示ではない市販の風邪薬やビタミン剤を飲んでいるとか、
歯科医師による虫歯の治療や抜歯、また、健康診断や人間ド
ックで要経過観察と指摘されていること等は、告知いただく
必要はありません。当クラブには優秀なお医者さまもたくさ
んいらっしゃいますので皆様も安心ですよね。検査の際には
尿検査が必要な場合もありますので、診察前はトイレは我慢
して下さいね。 
 最後に、損害保険のお話ですが、自動車保険は来年の１０
月に現在の内容から大きく変わります。高齢者の保険料が上
がるということや、事故で保険を使った際の等級の割引率の
変更等です。 
 生保・損保を問わず、特に損保の重複契約が無いか等、見
直しをしていただき、コスト削減につなげて頂ければと思い
ます。保険診断はいつでも喜んでさせていただきますので、
お申し付けいただきましたら幸いです。 
 本日はありがとうございました。 

昨日富士登山をいたしました。頂上ですばらしい御来光を見
ることが出来ました・・・・・・・・・・・・・・・吉田 

会長、吉田パスト、ネクタイ・バッチありがとうございまし
た・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡田 

ポールハリスフェローありがとうございました。早退いたし
すみません・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中内 

岩渕会長、染谷幹事よろしくお願いします。加藤会員卓話あ
りがとうございます・・・・・・・・・・・・・・・奥野 

本日はつたない卓話をお聞き頂き、ありがとうございまし
た・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・加藤 

加藤さん、卓話ありがとうございます・・・・岩渕・長谷川 

            ・浅水・瀬尾・中島・小林（光） 

            ・石塚・糸賀・飯泉・吉田・遠山 

            ・石田・神谷・二川・中村・齊藤 

            ・木佐・石野・田中・木村・水町 

加藤さん、卓話ご苦労様です・・・・・中尾・中野・藤田 

加藤さん、卓話お疲れ様です・・・・・・・・・・・中内 

先週は乗り遅れました・・・・・・・・・・・・・・深井 

本日早退すみません・・・・・・・・・・染谷・佐藤（陽） 

本日遅刻しました・・・・・・・・・・・・・・・・中尾 

 
 
 
 

例 会 日 平成２４年７月１２日 
会 員 数    ５２名 出席   ３７名 
出席免除者    １２名 欠席   １５名 
出 席 率 ９２．５０％ 前々回MU    ０名 
M U 修正率 － 会報担当：水町 
 

――――― 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@koshigaya-south-rc.jp 


