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2010 11  

司 会  森村 等ＳＡＡ 

点 鐘  鯨井会長 

ソング  我らの生業 

 

 

来賓 
 

鈴木 秀憲 様 

（地区世界遺産登録推進委員長 吹上ＲＣ） 

 

 

会長挨拶             鯨井会長 

 
 

本日は、世界遺産登録推進委員長 鈴木秀憲様をお

迎えしての例会です。お忙しい中お越しいただきあ

りがとうございます。 

卓話よろしくお願いいたします。 

また、11 月 14 日は合同の家族旅行です。よろしく

お願いいたします。鈴木様のお話をたっぷりお聞き

したいので、食事中ですが会長挨拶をさせていただ

きます。 

今朝テレビで、みかんを揉むと甘くなるか？と言う

問いに対しての検証が行われていました。結果です

が、糖度は変化ありませんが、酸味の成分が破壊さ

れるため、甘く感じるかもしれませんと言うことで

した。みかんの生産者は揉んで甘くなるなら苦労は

しませんね。笑っていました。日ごろの当たり前の

ように行っている行動の是非について考えるのも

面白いなと思いした。皆様からの話題提供お願いい

たします。 

 

幹事報告             堀越幹事 

 

1. 奄美地方豪雨災害義援金についてのお願い 

国際ロータリー第 2730 地区より、奄美地方の豪雨

災害の義援金の募集に協力をお願いしたい。 

 

 

 

委員会報告 
出席報告           加藤 恭保委員 

例会日 総数 出席免除 欠席者 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 

11/8 21 6 (3) 4 88.80% 1 

 

ニコニコＢＯＸ委員会 
ニコニコボックス拠金報告     加藤 恭保委員 

例会日         件数 金額 

11/8 本日の報告 10件 10,000 円 

  本年度累計 116件 169,000 円 

 

 

鈴木 秀憲さん 

本日はよろしくお願いいたします。（吹上ＲＣ） 

 

鯨井 邦男さん  

鈴木様、本日は卓話ありがとうございます。日曜日

はバス旅行お世話になります。  

 

堀越  真さん      〃 

 

古屋 一生さん  

地区世界遺産登録推進委員長鈴木様、本日は卓話よ

ろしくお願いいたします。 

 

田代 充雄さん   

吹上ＲＣ鈴木様、本日は卓話ありがとうございます。 

 

加藤 睦夫さん       〃 
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橋本 篤史さん 

鈴木様、卓話楽しみにしてまいりました。どうぞよ

ろしくおねがいいたします。 

 

森村 等さん 

先週行田に行ってまいりました。本日の卓話楽しみ

です。鈴木様、よろしくお願いいたします。 

 

 

加藤 恭保さん 

吹上ＲＣ鈴木様、卓話よろしくお願いいたします。

３日、娘の結婚式をホテル日航で挙げてまいりまし

た。２９回目の私たちの結婚記念日も祝ってもらい

ました。 

 

吉田 正己さん 

加藤さん、おめでとうございました。 

 

 

 

 

卓話 

 

 
地区世界遺産登録推進委員長 鈴木秀憲講師 

 
さきたま古墳世界遺産登録について 

映画 「のぼうの城」について 

 

 

「行田の紹介」 

さきたき古墳群はいつ頃出来たの？ 

5 世紀から 7 世紀と云うから今から 1500 年位前。鉄剣に辛亥の年（471 年）と記入されている。鉄

剣には裏表 115文字で、自分の名はヲワケといい、先祖は○ 、○ 、○ 、○ で杖刀人（武人の長）

とある。鉄剣は昭和 43 年に発掘、昭和 58 年に国宝指定。さきたま史跡の博物館に実物展示。金錯

銘鉄剣と云う。 

 

さきたま古墳群は幾つの古墳が有るの？ 

小さいものも数えると 5０位。比較的大きなものは 11（この 11 基を世界遺産登録申請）国指定史跡

は 9 基 

 

さきたま古墳群の特徴は？ 

比較的大きな古墳が一地域へ密集、前方後円墳は同じ向き（詳しくは 3 系統）で二重の周濠を持つ 

埼玉県名の発祥と云われるがどうして？ 

万葉集に「さきたまの津に居る船の風を疾み、綱は絶ゆとも言な絶えそね」と歌われた。 

 

さきたまの津は何処なの？ 

いくつかの説が有り特定出来ていない。利根川单岸下中条、小崎沼、元荒川と忍川の合流点（川面

／築道下） 

 

さきたま以外に古墳は？ 

高山古墳（真名板）、真観寺古墳（小見、国指定史跡）、八幡山古墳（藤原町、円墳、関東の石舞台）

が有る。 
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他に歴史的なものは？ 

国指定史跡：单河原観福寺の石塔婆･･･石で造った塔婆。源平の戦いで活躍し落命した河原兄弟の供

養塔。 

国指定重要文化財：荒木天州寺の聖徳太子木像･･･像高 141cm の檜寄木造り。1247 年作で三番目に古

い。 

 

のぼうの城の殿様は誰？ 

戦国時代は成田氏（行田氏の居館を忍氏が使用し、1490 年に成田氏が襲う）。1590 年（天正 18 年）

秀吉が全国統一の為に北条氏（小田原）を攻め、同時に北条傘下の関東を攻め、最後まで持ち堪え

たのが忍城で、時の城主は成田氏長、氏長は小田原詰めだったので、忍城は家臣が守る。城代家老

の倅が成田長親（所謂のぼう様）。 

 

忍城はいく日間持ち堪えたの？ 

館林城を落とした石田三成が着陣したのが 6 月 4 日、開城は 7 月 11 日。35 日間籠城で頑張った。 

 

その後忍城はどうなったの？ 

小田原城攻めに協力した徳川家康が関東を支配し、忍城は家康 4 男忠吉が城主。忠吉は関ケ原の戦

いで活躍し出世（清州城主兼務）するが、早逝。忠吉亡き後は 26 年間城主不在。1633 年老中松平

信綱が二代目城主。 

 

その後の城主は？ 

信綱は在任 6 年間で 1639 年川越城主へ。後任は信綱の同僚老中阿部豊後守忠秋。阿部氏は 1823 年

迄 8 代 184 年間に亘って忍城主として活躍。市内に阿部氏の足跡多い。成就院三重塔・小崎沼の石

碑等 

 

阿部氏が長かったのに行田の殿様は松平氏と云われるのは何故？ 

1823 年、忍・白河・桑名の 3 藩で領知替え（3 所替え）で阿部氏は白河へ、忍城主は桑名から松平

氏が来る。松平氏は養子も含めて家康の子孫が名乗るので多くいた。白河から来た松平氏は長篠の

戦で活躍した奥平信昌が家康の娘を娶って家祖。幕末には房州富津やお台場の守りで活躍。又教育

に熱心で藩校進脩館を設立、多くの学者を育てた。この松平氏 3 代の墓がさきたま・天祥寺に有る。

子孫が忍郷友会会長の松平忠昌氏 

 

古代蓮とは？ 

ごみ焼却場建設の時に地中から出土した古代（1400～3000 年前）の種子が自然発芽して開花したも

ので、行田蓮と云う。6 月末～8 月初旬に濃いピンク色の花を次々に咲かせる。行田蓮は花弁が少な

い事が特徴。古代蓮の里には行田蓮の他に 40 種の蓮が観賞できる。ところで蓮の花は開花して 4 日

の命。 

 

行田の足袋はいつ頃から？又どのくらい生産されたの？ 

一番古いのが橋本喜助（橋喜）さんで享保元年（吉宗が将軍になった年、1716 年）。その後徐々に

発展、明治時代になると行田以外にも全国で生産される。行田は小さい工場が多く、他所では大き

な工場。日本足袋（福岡/久留米）や福助足袋（大阪/堺）は従業員 1,000 名規模なのに行田最大の橋

本喜助は 300 名規模。しかし行田合計の生産高は多く大正 10 年に 2,200 万足、昭和 13 年 には 8,200

万足を生産。その後戦時経済統制により生産を抑えられていたが昭和 27 年統制解除により 4,500 万

足を生産した。しかし、生活様式の変化からこれを最後に足袋生産は急速に落ちる。最盛期には 200

銘柄を数えた。 
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行田の足袋業界は色々な事業を興した 

忍商業銀行：明治 29 年行田の足袋屋さん中心に設立。以来順調に発展し近隣銀行を併合して大きく

なる。昭和 18 年、武州銀行・第八十五銀行・飯能銀行と合併し埼玉銀行となった。 

行田馬車鉄道：明治 33 年忍馬車鉄道として発足。吹上停車場～忍町下町の 5.3km で営業。経営は

厳しく明治 38 年新たに出来た行田馬車鉄道に移管された、大正 9 年乗合自動車営業開始、大正 12 年

馬車鉄道営業廃止、社名も行田自動車になる。後に東武バスになる。 

行田電燈：明治 43 年火力発電事業開始。大正 8 年火力発電を止め、利根川水力発電から電気を買い

これを配電する事業に切り替え。昭和 17 年国家総動員法により東京電力へ併合。 

 

水城公園は忍城のお堀の名残 

市役所前のときわ通りは忍城外堀の跡、産業文化会館裏の道は忍城内堀の跡。従って市役所・産業

文化会館は外堀と内堀の間に出来た。水城公園の中の道は水没した道、一本杉が目印だった。余所

者には歩けない。 

 

公園と云えばさきたま緑道は公園？ 

さきたま緑道は埼玉県立公園。北鴻巣から県道行田・蓮田線までの 5km 。歩道と自転車道が有る。

この自転車道を活かして利根川から荒川までのサイクリングコースをつなげれば東京から周遊でき

るようになる。 

 

行田には博物館が三つある？ 

埼玉県立さきたま史跡の博物館：前はさきたま資料館と云った。 

行田市立行田郷土博物館： 

ＮＰＯ運営行田足袋博物館：足袋を昔の工法で造っている。注文に応じて足袋製作している。 

 

国指定有形登録建造物 

忠次郎蔵（旧小川忠次郎商店）：現在は NPO 法人が蕎麦屋として使用。 

武蔵野銀行行田支店：武蔵野銀行が営業中。昭和 21 年天皇陛下が来行田の際に昼食を摂られた。高

深家住宅：母屋など 5 棟が該当 

十万石ふくさや行田本店：菓子屋店舗として使用中 

彩々亭（旧荒井八郎商店）：料亭として使用中。昭和 21 年天皇陛下が工場見学に来られた工場の社

長宅。 

大澤家住宅旧文庫蔵：タイル張りの蔵 

 

利根川で鮭の遡上が見られる？ 

利根大堰の橋の下（埼玉側）で見られます（11 月がピーク）。 

 

中条堤って知っていますか？ 

利根川は昔から氾濫する事が多く、徳川家康は江戸へ流れている川を銚子方向へ改修した。後に川

の氾濫を防ぐ為に川の水をためる場所が中条に造られた。明治 43 年にこれが決壊した時には大洪水

になった。その後本格的な土手が造られた。 

 

観光資源（観光基本計画の 5 項目） 

① 文化財（さきたま古墳群・国宝・重文） 

② 歴史風土（忍城） 

③ 自然の風景（散策路・自転車道） 

④ 良好な景観（蔵の街並再生） 

⑤ 温泉・文化・産業（足袋産業） 


