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5 月 6 日)

菊田邦彦会長
国歌斉唱・奉仕の理想
田端会員 高田会員

出席報告 出席向上委員会 < 高田虎光 副委員長 >
会員数
20 名

出席者数
12 名

出席率
63.16 ％

会長の時間

菊田邦彦 会長
私はゴールデンウィ
ーク中に家族サー
ビスをしようと色々考
え、まだ子供たちが
小さかったころに連
れて行った“立山の
アルペンルート”を
再び訪れてみようと、
子供と孫を連れて
行ってきました。
孫は中学生と高校
生。これが孫たちと行く最後の旅行だったかもしれ
ません。
まず、驚いたのは…河童橋から歩いて行った大正
池は、土砂の影響で 40 年前に見た三分の二ほど
の大きさになっていました。池の中にあった木も以
前より少なくなっており、その変わりようにびっくりし
ました。
そのあと、高さ 20ｍの雪の壁「雪の大谷」を歩いて
通るイベントに参加しました。以前から行ってみた
かったのですが、地元のガイドさんの説明によると、
これほどまで高く積もった雪の間を歩いて鑑賞でき
る場所は、世界広しと言えどもここしかないそうです。
なるほど。。。海外の方々がたくさん来るわけです。

例会の記録

地元の人達は一生懸命観光に力を入れており、海
外にも発信しているとのことでした。
しかし一方で、地球温暖化を大変危惧していました。
ライチョウが天敵に襲われることが多くなり数が少な
くなっているようです。
行く先々は大変な混みようでした。今回私達はツア
ーだったので、バスやロープウェイ、ケーブルに乗
るのもスムーズでしたが、個人で来ている人たちは
待ち時間が多くて苦労しているようでした。
最後に善光寺まで足を延ばしました。御開帳の準
備をされているようで、いつの間にか観光が優先さ
れるイベントになってしまったような印象を受けまし
た。
昨日の夜に帰ってきましたが、テレビのニュースで
高速道路が 30 キロ、40 キロの渋滞だと言っていま
した。コロナやウクライナのことはどこかに行ってし
まったのでしょうか？自分も遊びに行ったものの、
旅行のあとふと考えさせられました。

本日のお客様
< 寳積英彦 副会長 >
小江戸川越「大地の園」の会
副会長 杉田修一様

幹事報告
< 小林奈保絵 幹事 >
報
告
 2022-23 年度計画書の再度確認（携帯電話番号掲
載のため）
回
覧
 新所沢 RC より「次年度役員・理事のお知らせ」
他クラブ例会変更のお知らせ
 所沢 RC

委員会報告
・親睦活動委員会
< 佐々谷悦子 委員長 >
5 月記念日のお祝い
夫人誕生 ········寳積君
結婚記念 ········清水(武)君
渡邉君
江原君
沼﨑君

を疑いもなく使用している根拠は何一つないはず
「いりま道」発祥の地として詩心を感じ取ることは理解
できたとしても、「於保屋我波良」の根拠が乏しすぎる
治（じ）を道（ぢ）に限定してよいのか？
地（ぢ）もあるのではないか？
川越を中心に調べた
氷川神社と白髭神社の分布

卓

話

小江戸川越「大地の園」の会 副会長

杉田 修一 様

埼玉は西高東低

＜小江戸川越「大地の園」の会とは＞
今からちょうど 100 年前、埼玉県立川越中学校を卒業
した少年が書いた本『大地の園』の素晴らしさを、一
人でも多くの方々に知っていただこうと、普及啓発に
務めている団体。会員数は 100 名を超える

万葉集ができた頃の国道は「東山道武蔵道」

【河から見た狭山・鉄道から見た狭山】
狭山市役所敷地内にある万葉歌碑
（万葉集東歌巻 14 武蔵国歌の内 3378）

表

いりまじの
おおやがはらの
いわいづら
ひかばぬるぬる
わになたえそね

いりま道とは、武蔵と上野の
ふたつの国府を結ぶ古道に
沿うここ入間地方のことと考
えられる。いりまの地名につ
いては、早くから日本書紀
（720 年）の中に見え、倭名
類聚抄（940 年）にも、伊利
麻と載っているように、入間
川の集落の起こりは大変早く、古くは“いりま”とよんで
いた。

裏

伊利麻治＝入間道＝二つの国府を結ぶ官道

狭山市は、入間川を挟んで西側（左岸）の「入間台
地」、東側（右岸）の「武蔵野台地」（武蔵野台地はか
つての古多摩川の扇状地）、そしてその両方に挟ま
れた「氾濫低地」の 3 つからなる
入間台地の笹井滝不動

武蔵野台地の堀兼神社

（豊かな水）

（平地）

狭山市の方々へ 3 つの疑問・要望
1. 狭山市柏原出身、明治初期の実業家「増田忠順
（ただより）」を再評価していただきたい
増田家
① 増田家の祖、正金は奈良県郡山から来た
② 増田大水正金名の鎗（そう）が残されている
 正金は応永 32 年（1425 年）に没している
 前長 67.8 ㎝、穂先の長さは 23.5 ㎝
 正金以降４代にわたり鍛冶を業としていた
③ 屋敷内に金山神社が祀られている
④ 大和郡山から鍛冶集団を呼んだのが笹井観応堂
の篠井家であったと推理した
根拠は、篠井家が先達となり熊野に頻繁に出か
けて行った関係である
狭山市柏原上宿
① 上宿の標高は 55.5m
段丘上ではあるが中央部に小流の上沢が流れ、
帯状に水田が開かれている
② 鎌倉時代、柏原太郎が城山砦に居住していた
③ 室町時代に柏原鎗（そう）鍛冶の名を残した増
田・新居一族、さらに神田鋳物師も上宿に居を構
えていた
④ 室町時代の中ごろから入間川の水量が減少し、
下宿に民家を移す家が増えた
①

②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧

増田忠順 実業家・政治家（1849-1930）
1875 年（明治 8 年）、狭山茶業者を一つにまとめ
狭山茶製茶会社を設立
「狭山茶」を有名ブランド化し、日本で最初にアメ
リカに直輸出した
⁂ 狭山茶については狭山市の HP と同じ文が入
間市の HP にも載っています。しかしそこに増田
忠順の名前はありません。今や狭山茶は日本を
代表するブランドです。それを開発した人々は対
等に掲載されるべきではなでしょうか？
1882 年（明治 15 年）、入間郡入間川村に「入間
銀行」を設立
1900 年（明治 33 年）、入間郡豊岡町黒須に「黒
須銀行」を開設し発展させた
同年、入間川町に「入間川貯蓄銀行」を設立
1894 年（明治 27 年）、入間郡水富村大字上廣瀬
の実業家・清水宗徳（1843～1909）らと、川越鉄
道（国分寺～本川越）を開設
1899 年（明治 32 年）、入間馬車鉄道（入間川駅
～飯能駅）初代社長となる
1929 年（昭和 4 年）、増田忠順と発智庄平が、霞
ヶ関カンツリー倶楽部を開設する
⁂ 公表している“霞が関カンツリークラブの歴史”
の中にも増田忠頼の名前はありません
1913 年（大正 2 年）開設の東京ゴルフ倶楽部を現
在地に誘致している

⁂ 初代社長を務めた入間馬車鉄道は開業当初から
赤字続きでした。そこで彼は、当時自ら作った入間銀
行からお金を流用してしまったのです。
それを調停したのは発智庄平と粕谷義三で、その時
の示談書が発智家に残っています。

この事件が増田忠順の最大の汚点となったのだとし
ても、120 年経過した今、狭山の歴史に大きくかかわ
った増田忠順を再評価してもよいのではないでしょう
か。それだけの価値のある人物だと私は思っていま
す。
2. 人々が「河から見た景色（時代）は、道路・鉄道から
見る景色（時代）」の 1000 倍以上であることを知って
ほしい

①
②
③
④

鉄道（武蔵野台地）から見た狭山
川越鉄道
1889 年（明治 22 年）甲武鉄道（新宿～八王子）開通
1895 年（明治 28 年）川越鉄道（川越～国分寺）開通
物資の集散地として栄えていた川越と都心を結ぶ鉄
道
迂回ルートとなったのは、低湿地、大きな河川を避け
たため（説）

ここがくの字に曲がっている。
これが狭山市が発展した大きな要因です。
私は雨宮敬次郎と増田忠順が故意にしたこ
とであると思っています。

⑤ 1901 年（明治 34 年）、入間馬車鉄道開通
⑥ 川越鉄道開設に関わった重要人物は
 日本の実業家・投資家、「天下の雨敬」「投機界の
魔王」と呼ばれた雨宮敬次郎（山梨県甲州市塩
山牛奥出身）
 いわゆる「甲州財閥」と呼ばれる集団の一人

3. 狭山市徳林寺境内の碑の文中にある「入間川御所」
は歴史を正しく見ているだろうか
當山の開創は約六百五十年前の昔 元弘三年
（1333）新田義貞公鎌倉攻
防の折此の地に本陣館を築
きその守護佛として聖観世
音菩薩を安置し後に地頭小
澤主税公開基と成り堂塔を
建立したのが其の創立であ
ると傳えられている また文
和元年（1352）より約七年間に亘って足利基氏公に
より板東武者を補佐としての関東管領入間川御所
（入間川殿）が置かれた所である

これを見た時、私は違和感を覚えました。
新田義貞は足利尊氏の終生のライバル、宿敵で
す。そして足利基氏は足利尊氏の次男。

自分の宿敵が陣を張った所に息子が住むと言っ
たら許すだろうか？私が父親なら人情として絶対
に許さない。そう思いました。
では本当はいったい何処なのか？時間の関係で
本日はお話しできませんが、それも調べましたの
で、機会があればその時にお話ししましょう。
まとめ

狭山市は入間川を中心に
左岸＝入間台地
歴史や文化、様々な風俗習慣がある狭山市
右岸＝武蔵野台地
鉄道が施設されてからはじまった狭山市
左岸と右岸の間＝入間川河岸段丘
この 3 つに分けられると考えます。
狭山市を語るうえで、支配者の立場ではなくあくまで
自然・地形を念頭に置いて表現していく癖をつけてい
ただきたいと思います。
「狭山市」の話に皆興味深く聞き入りました。30 分では足りないく
らいたくさんのことをお話しいただきましたが、紙面に限りがあり
全て掲載できませんでした。
何卒ご容赦くださいますようお願いいたします。。

杉田修一様から、本日助士を務めた杉田大河さ
んの書いた絵をプレゼントしていただきました！
彼は障害がありながら大変絵の
才能にすぐれております。
本日お礼を頂けると伺い、皆様
に何かお返しをしたいと思い、彼
が小学校 3 年生の時に「埼玉県
知事賞」を受賞したこの作品を額
に入れて皆様に差し上げます。
力強くも繊細な『タイガー』。
素敵なプレゼントをありがとうございました！

江原君

小江戸川越「大地の園」副会長杉田修
一様、お忙しいなかお越しいただきま
して本当にありがとうございます。本
日の卓話を楽しみにしておりました。
宜しくお願い致します。
江原君
今月 15 日に 40 回目の結婚式記念日を
迎えます。実際に入籍した日をお互い
に忘れておりますので、5 月 15 日を結
婚記念日としております。これからも
私共夫婦にとってこの日が大切な記念
日です。
浜野君
本日の外来卓話、
「小江戸川越大地の園」
の会杉田修一様、お話を伺えるのを楽
しみに来ました。宜しくお願い致しま
す。
寳積君
ゴールデンウィーク後半、本日もとて
も暖かく気持ちの良い日です。杉田修
一様、ようこそおいで下さいました。
外来卓話、楽しみにしております。
稲見君
「大地の園」の会副会長杉田修一様、
お話楽しみです。よろしくお願いしま
す。
清水(武)君杉田修一先生、貴重なお話しと絵をあ
りがとうございます。
清水(武)君結婚記念日のお祝ありがとうございま
す。感謝の言葉を多くして仲良く暮し
ます。
渡邉君
杉田修一様、狭山中央 RC へお忙しい中
お越し頂き有難うございます。本日の
卓話を、楽しみにしておりました。ど
うぞ宜しくお願い致します。
渡邉君
結婚記念祝い有難うございます。（44
回目）となりました。あと何年一緒に
居られるか楽しみです。これからも妻
に感謝です。

新旧合同理事会（例会終了後）







菊田君

小林君

ゴールデンウィーク明けの例会、皆様
御出席ありがとうございます。小江戸
川越「大地の園」の会副会長杉田修一
様、卓話たのしみにしてました。よろ
しくお願いします。
さわやかな良い時節になって参りまし
た。本日はすてきなお客様をお迎えで
きまして嬉しく存じます。注意深くじ
っくりおきゝしたいと思っております。




6 月、7 月のプログラムについて
承認
6 月 10 日菊田年度 慰労会夜間例会について
4 役に花束贈呈
アトラクション（検討）
6 月 17 日 クラブ協議会について
幹事より退任挨拶の依頼をする
挨拶の一覧表の順番で行う
7 月 1 日新旧交代セレモニー」について
例年通り行う
7 月 22 日 渡邉年度夜間例会について
場所・アトラクション検討
創立 30 周年記念行事について
7 月に実行委員で会合を開催
旅行会社にプランの相談

◆ 次の例会 ◆
5 月 20 日（金）
第 2 副 SAA：江原会員 稲見会員
会員卓話：栗原成実会員

