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：奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために
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本日の卓話者ご紹介
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真田の郷
真田氏発祥の地です。岡崎四郎義実の嫡男与一義忠が真
田の地に移り、地名をもって「真田与一義忠」と名乗り、
真田氏発祥の地と言われている。

箕田神社
奨田の氏神様、慎田神社について触れてみます。旧牛頭
天王社、慎田の鎮守。創立年月は不詳であります。平安
末期、この地を領した真田与一義忠は、この社を崇敬し
ていたという。この神社は与ーの郎党陶山文三の子孫が
京都の八坂神社を勧請したといわれております。この陶
山家は、代々牛頭天王社の神主を務めていた家です。神
仏習合時に慎田神社は、お
寺が管理することになり、神仏習合解除後は、伊勢原の
三宮神社比々多神社の宮司が神事、式典等は行っていま
す。

神社の鳥居は「明神鳥居」 と言 われるも ので、高さ約 5 
米、笠木約 6 米の花尚岩製の堂々たるも のである。 柱の

41(41) 7 48 77.42

裏には「文久発亥年 6 月石エ大阪炭屋町 みかげや新三
郎」と刻まれている。この鳥居は瀬戸内海沿岸の花岡岩
で、大阪石工、みかげや新三郎が制作し、大阪より船に
よって三浦半島の浦賀に運び、更に船便で平塚の須賀湊
に運んだものである。それを眞田村まで近郷近在の村々
が協力して運搬してきたと記されており、 その村々は約 
12 カ村以上 といわれ言います。

明治維新を目の前にした幕末期、商業経済もかなりの発
達をみていたであろうが、相州の一寒村の牛頭天王社が
大阪から花岡岩の鳥居を調達したことは、やはり稀有の
事と言わざるを得ない。近在からの厚い信仰を受けてい
ただけでなく。それを支える財力に対し睦目するだけあ
る。

箕田与一義忠
岡崎四郎義実には、二人の子供がいました。長男 与ー・
次男 次郎、長男の与ーは、生まれながら病弱でいたため
乳母は、与ーの病気が良くなる様に色々な薬、薬草を使っ
てみてもよくならない。ある日村人から大山のお不動さ
んにお願いをしてはどうかと言われ、乳母はこの上は神
仏にすがるしかないと次の日から、三里も離れた大山お
不動尊に百日参りを始めました。最後の日にお参りを済
ませ岡崎の舘の手前で盗賊襲われ葦の茂みに隠れ一命を
取止めました、岡崎の城に連絡が行き、盗賊を取り押さ
えたと言われております。乳母を助けた葦が、平塚物語
にある「片葉の葦」です、この盗賊を手配したのは、次
郎の乳母ではないかと思われた。四郎義忠は、これでは
困ると、与一義忠を慎田の陶山文三に預け、次郎義清は
土屋三郎へ養子に出したとされています。

「与一の郷づくり」

与一の郷づくり協議会
会長　陶山豊彦様
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陶山家
陶山家 桓武平氏の流れを持つ、平氏であり、岡山県笠岡
市「陶山顕彰会」の資料に依れば、平貞盛六代盛高は、
源義家の嫡男義親の謀反に際して九州まで追討使して発
向、義親を捕えて、隠岐の国に流すことに功をたてた。
その後義親は隠岐を脱出して出雲国に渡り、諸使を殺害、
官物を奪うなど乱暴働いた。これに対し朝廷は再び盛高
を追悼使として、出雲国に発向、義親を討ってその首を
持って帰洛した。盛高の抜群の功がありとして、備中国
小田郡の三郷を恩賞として賜った。盛高は、陶山和泉守
盛高を称し備中陶山氏の祖に位置づけられている。 真田
の陶山家は、古記録類は存在しないが陶山文三・文六が
陶山の先祖 と推測される。陶山盛高の家系からの出生で、
陶山文三・文六が相模国 員田に移住したと推測します。

与一の郷づくり協議会
会長　陶山豊彦
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陶山豊彦（すやまとよひこ）様

生年月日　昭和 13 年 10 月 21 日生住
住所　　　平塚市真田 1丁目 10 番 5号
学歴
 昭和 32 年 3月　神奈川県立平塚農業高等学校卒業
昭和 34 年 3月　神奈川県立農業講習所
　　　　　　　　（農業経営コース）卒業
職歴
昭和 34 年 10 月　金目農協（現 JA湘南） 就職
総務課長・職員課長・組合員課長・組織農政部長・企画
部長を歴任

＊持ち前の創造力とバイタリティあふれる行動力によ
り、地域農業の振興、組織つくり、地域づくりに数々の
実績を残す。明るい性格は多くの人々から親しまれ、多
様化する今日の市政へと、多数の組織から推薦を経て平
塚市議会議員に立候補し当選を果たす。

議員歴
平成 7年 5月  平塚市議会議員３期
平成 15 年 5月　第 46 代平塚市議会議長／関東市議会
議長会会長／全国競輪主催地議会議長会会長
平成 16 年 5月　全国市議会議長会副会長

陶山豊彦様と柏手会長
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令和4年2月5日奉仕デー　鳥山ガバナー補佐挨拶

　今回、新型コロナウィルスのオミクロン株感染拡大を
鑑み、本日開催予定だった奉仕デーをYouTubeでの配信
とさせていただくことにいたしました。
みなさんと直接顔を合わせることが出来ないのはとても
残念ですが、安易に中止するのではなく、むしろ「それ
ならYouTubeで配信しよう！」と多くの方々にご協力い
ただいたことを大変嬉しく思います。

　さて、このYouTube配信は、私たちロータリアンだけ
でなく、神奈川県立平塚ろう学校の先生や生徒の皆様、
平塚学園高等学校インターアクトクラブの皆様、米山奨
学生の皆様にも、ご視聴いただいております。
　先日配布いたしましたリーフレットで、私は「奉仕の
原点、それはみんなで助け合い、誰もが取り残されない
社会を実現すること。そのためにはまず、健常者も障が
い者もへだたりなく意思疎通できることが必要」と述べ
ました。今回、思わぬ形でのYouTube配信となりました
が、こうしたインターネットを使ったやり取りというの
も、私たちと皆様を繋ぐ、意思疎通の1つの手段ではない
かと思っております。

　そして、本日は健常者と障がい者をつなぐ表現の手段
として、第一部ではピクトグラムの面白さを、第二部で
は手話の世界を知っていただきます。ぜひ、今回の奉仕
デーをきっかけに、障がいのある人もない人も住みやす
い社会を実現するためにはどうすればいいか、考える機
会にしてください。

　今回の配信は、収録とライブ配信のハイブリッド型と
なるため、それなりの準備が必要でしたが、湘南ケーブ
ルネットワーク様、オフィスマルクラ様のご協力もあっ
て、非常にスムーズ準備することが出来ました。本当に
ありがとうございます。また今回は、二宮ロータリーク
ラブがホストクラブです。大岩実行委員長を始め、二宮
ロータリークラブの皆様、大磯ロータリークラブの皆様、
さらにはガバナー補佐幹事の皆様、そして第8グループの
皆様、ありがとうございます。心より感謝申し上げます。

　ご視聴くださっているろう学校の皆様も、平塚学園高
等学校インターアクトクラブの皆様も、ぜひとも感想な
どをコメントしていただけると嬉しいです。



卓話・行事予定

市内例会変更

メークアップ（MUP) 7名

ゲスト 2名

ビジター 0名

3月03日(木)
3月10日(木)

委員会報告

今週のお祝い

誕生日祝い・・・渡邉美和会員、青木薫会員、飯塚和夫会員、
　　　　　　   清水孝一会員
結婚祝い　・・・無し

会員健康診断
社会保険労務士法人プライド
代表　平野厚雄様

本日のスマイル 22名

まん延防止等重点措置期間中は休会、
またはリモート例会あり、ご注意ください。

◎ 2月20日(日)15:00より米山記念奨学金奨学生の終了式 
　が開催されます。
　当クラブの米山奨学生ブイ・スアン・アンさんも終了
　となり出席されます。一年間カウンセラーをされた江
　藤博一会員が出席の予定でしたが、体調不良のため欠
　席になり、米山幹事が代わりに出席いたします。
　　
◎21-22年度の地区大会は、一日目は3月20日（日）鎌倉
　パークホテル、二日目21日(月・祝日)は藤沢市民会館
　にて開催されます。
　二日目の午前中は新世代交流会、午後より本会議を開催
　しますが、後日詳細と出欠の確認をお聞きいたします。

◎2022-23年度版「ロータリー手帳」の予約申し込みを
　受け付けます。
　ロータリー手帳はロータリー年度でロータリーの関連
　事業が掲載されております。一冊 660 円です。ただ今
　ご案内を回覧しておりますので、お申し込みください。
　締め切りは2月 22日（火）までとなりますので、後日
　申し込みの場合は事務局へご連絡下さい。

◎来週2月24日(木)の例会は祝日週で、休会となります。
　次の例会は 3月 3 日 ( 木 ) 会員健康診断です。受診さ
　れる会員は本日検査キットを受付で受け取ってくださ
　い。健診は11時50分より「なでしこの間」で行います。
　当日は朝食を召し上がらず、検査キットを忘れずにお
　持ちください。

幹事報告

クラブ会報委員会　◎ 平井 敬規　○ 関口 幸恵　菅沼 久志　松本 崇

秋山智会員、大島圭吾会員、清水裕会員、高橋建二
会員、三荒弘道会員、守屋宣成会員、山口紀之会員

「与一の郷づくり協議会」会長　　陶山豊彦様
米山奨学生　ブイ・スアン・アンさん

地区委員会報告

○第 8グループ AG幹事　平井敬規会員
　2/5 にラスカホールにて奉仕デーが開催されました。
　その時の太田先生の講演をお聞きになった会員にアン
　ケートの回答をお願いしたく、用紙を配布しておりま
　す。視聴されていなかった方もDVDがありますので、
　そちらを観て回答をいただければと思います。DVDは
　事務局にありますので声をかけて頂ければお貸出しい
　たします。多くの皆様のご協力をお願いいたします。

○65周年記念例会実行委員会　清水裕委員長
　本来ならば今日 17 日が記念例会開催でしたが、まん
延防止中ということで 5月 19 日 ( 木 ) に延期となりま
した。皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

○青少年委員会　青山紀美代委員長
　3月 21 日に予定されておりました第 52 回平塚市少年
少女マラソン大会はまん延防止等重点措置延長の為、中
止との連絡を平塚市スポーツ課よりご連絡がありました。
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誕生日祝いを会長より受け取られた左から青木会員、
柏手会長を挟み、清水孝一会員、渡邉会員


