ロータリー２０２０～２０２１度

ロータリーは機会の扉を開く
第２８４０地区

２０２０～２０２１年ロータリーのテーマ

館林ロータリークラブ会報
２０２０年９月２５日(金)
点

鐘・ソング
―会

長

挨

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID １３９５６

第３０４６回例会報告（Ｎｏ，１１）

奉仕の理想
拶―
谷田川

敏幸会長

皆さんこんにちは。本日も例会出席ありがとうござ
います。
暑さ寒さも彼岸までと申しますが、本当に過ごしや
すい季節になりました。毎年思うことですが、日本に
は四季がありますが、過ごしやすい春と秋は短く、寒
い冬が終わり暖かくなってきたなと思えばすぐに暑
くなり、涼しくなってきたなと思えばすぐに寒くなる、
そんなことを感じているのは私だけでしょうか？
季節の変わり目です、皆様お体をご自愛ください。
一昨日、市役所において、館林サンタクロース会の
下期の奨学金供与式を行わせて頂きました。毎年暮れ
には皆様にご協力いただいております。
この会も歴史は古く、聞くところによりますと、当
クラブとほぼ同じとのことです。今でこそ館林青年会
議所ＯＢがこの会を引き継いでおりますが、有志の皆
様により、当時貧富の差が激しく、クリスマスにケー
キが食べられない子ども達のために、届けてあげたそ
うです。その後ＪＣを卒業すると、半強制的に入会を
勧められ、暮れの忙しい時期に募金活動をさせていた
だいております。
皆様にご協力いただき、現在は１３００の企業や個
人の方から募金をいただき、毎年２００万円の貴重な
浄財を集めております。

この資金を活用し、中学校に進級する準要保護家庭
のお子様に体操着をプレゼントしています。更に市
内の５つの中学校校長推薦により１名、低所得家庭
ではあるが、学業優秀で高校に進学する生徒に年間
１０万円を３年間供与しています。毎年１５名の生
徒に供与しています。今年の新１年生が３４期生で
すので、累計１７０名の支援をしています。
今後も皆様のご協力をいただけますよう宜しくお
願い申し上げます。
本日は岡屋所長に館林の寺社とその特色につい
てご講話をいただきます。会員に住職がおりますの
で、話しづらいと申されておりましたが、館林の歴
史は岡屋に聞けば全て分かると言われる方ですの
で、拝聴できますことを楽しみにしております。
本日は宜しくお願い申し上げます。

―お

客

様―

館林市役所文化振興課
市史編さんセンター
所長 岡屋

紀子様

―会

員

ス

ピ

ー

チ―

―本日の昼食―

紹介：プログラム・健康増進委員会
根岸 利正委員長

カレーセット

―会
古川

務

報

告―
谷田川 敏幸会長

正道会員

Ｒ２．９．１８（金）
メンター研修会
於・ジョイハウス
参加者 谷田川敏幸・本島克幸・新井 進・原 初次
新井 保・坂村吉保・宮内敦夫・小池敏郎
長柄 純・瀬山欣春・毛塚 宏・松本耕司
石川長司・荒木千津子・飯塚一成・上野和路
中村研司・根岸利正・山本 樹

今後の予定
Ｒ ２．９．２６（土）
米山カウンセラー研修会
於・前橋問屋センター会館
対象者 飯塚一成
Ｒ ２．９．２６（土）
米山研修セミナー
於・前橋問屋センター会館
対象者 谷田川敏幸・飯塚一成・渋澤 勉・高木貞一郎
Ｒ ２．９．２９（火）
谷田川年度 第１回親睦ゴルフコンペ
於・桃里カントリー倶楽部
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Ｒ ２．１０．１（木）
第６０回館林創意くふう作品展表彰式
於・アゼリアホール
対象者 谷田川敏幸
Ｒ ２．１０．１（木）
地区補助金事業感謝状授与式
於・館林市役所
対象者 谷田川敏幸
Ｒ ２．１０．３（土）
第１９回ロータリー全国囲碁大会
於・日本棋院本院
Ｒ ２．１０．４（日）
第２回ガバナー諮問委員会
於・前橋問屋センター会館
対象者 高木貞一郎・宮内敦夫
Ｒ ２．１０．４（日）
第４回ガバナー補佐・委員長合同会議
於・前橋問屋センター会館
対象者 宮内敦夫・小暮雅𠀋
Ｒ ２．１０．１１（日）
ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ
於・前橋問屋センター会館
対象者 石川長司・関口 昇・中村研司
Ｒ ２．１０．１６（金）
第２回ガバナー補佐訪問
於・ジョイハウス
Ｒ ２．１０．１６（金）
第３回クラブ協議会
於・ジョイハウス
対象者 理事・役員・常任委員長・委員長
地区役員（委員）
Ｒ ２．１０．１７（土）
第１回地区補助金委員会
於・前橋問屋センター会館
Ｒ ２．１０．１８（日）
地区大会記念ゴルフ大会
於・サンコー７２カントリークラブ
Ｒ ２．１０．２４（土）
・２５（日）
ＲＹＬＡ研修セミナー 【中止】
Ｒ ２．１０．２８（水）
第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会
於・つつじヶ丘Ｃ.Ｃ
Ｒ ２．１１．６（金）
ガバナー公式訪問
於・ジョイハウス
Ｒ ２．１１．６（金）
第４回クラブ協議会
於・ジョイハウス
対象者 理事・役員・常任委員長・委員長
地区役員（委員）
Ｒ ２．１１．７（土）
ロータリー財団補助金管理セミナー
於・前橋商工会議所

Ｒ

Ｒ

対象者 会長・会長エレクト・幹事
ロータリー財団委員長
地区補助金担当者・クラブ事務局員
２．１１．２５（水）
第４９回ロータリー研究会
於・ＺＯＯＭ
対象者 パストガバナー・地区役員
クラブ会長（第２部のみ）
３． ６．１２（土）～１６日（水）
国際大会
於・台湾 台北

―幹

事

報

告―
本島

克幸幹事

１．例会場・例会時間の変更
◆大泉ＲＣ
新型コロナウイルスによる大泉町緊急事態宣言に伴い
９月２３日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）
により）
９月３０日（水）→ 休 会（定款第７条第１節（ｄ）
により）
◆太田南ＲＣ
１０月２７日（火）→ 休 会
◆前橋東ＲＣ
１０月 １日（木）→ 点 鐘 １１：００
１０月 ８日（木）→ 休会（定款第７条第１節（ｃ）
により）
１０月１５日（木）→ 点 鐘 １１：００
１０月２２日（木）→ 休会（定款第７条第１節（ｃ）
により）
１０月２９日（木）→ 点 鐘 １１：００
◆富岡中央ＲＣ
１０月 １日（木）→ 休 会（定款第８条第１節に
より）
１０月２２日（木）→ 夜間月見例会
点 鐘 １８：３０
会 場 ホテルアミューズ富岡
◆富岡かぶらＲＣ
１０月２０日（火）→ 休会（定款第８条第１節（ｃ）
により）
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親睦活動委員会
飯塚 一成委員長

１０月２７日（火）→ 花菜園 こども園の園児と収穫
点 鐘 １０：００
◆碓氷安中ＲＣ
１０月１５日（木）→ 休 会
１０月２９日（木）→ 休 会
２．会報、週報
３．その他
◆ガバナー事務所
①第１回地区補助金委員会のご案内
【日 時】１０月１７日（土）
１０：００～１２：００
【会 場】前橋問屋センター会館
◆（公財）ロータリー米山記念奨学会
１０月米山月間資料のご送付
◆伊勢崎南ＲＣ
創立４０周年記念誌のご送付 １部
◆（公社）群馬県緑化推進委員会
平成３１（令和元）年度緑の募金実績のご送付

９月２９日（火）谷田川年度 第１回親睦ゴルフ
コンペが桃里カントリー倶楽部に於いて開催されます。
懇親会は城町食堂にて行いますので宜しくお願い致
します。

― 委員会報告 ―

出席・ニコニコ BOX 委員会
矢島 孝昭委員長

クラブ研修常任委員会
（クラブ研修リーダー）
新井 進常任委員長

例会出席報告
通算３０４６回例会
会 員 数
出席率算出会員数
出 席 者 数
欠 席 者 数
出 席 率
前前回修正

9 月 18 日例会終了後に、
メンター研修会が開催され、
クラブ研修常任委員会、メンターの 19 名に御参加頂き
ました。
参加された方全員にお考えを聞かせて頂きましたが、
非常に含蓄のある話、そして意欲的な話がありました。
新しく入会された方がいち早く馴染んで頂けるのが
目標ですので、皆さんと協力し合っていきたいと思いま
す。
後日、2 回目のメンター研修会、またメンティーを囲
んでの研修会の機会を作っていきますので、ご協力をお
願い致します。

ヽ(^。^)ノニ

５４名
５３名
３５名
１８名
66.04％
75.47%～81.13％

コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

☆谷田川 敏幸会長
大変
本日は館林市役所 文化振興課 市史編さん
センター所長 岡屋紀子様をお迎えしての例会
です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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☆石川 長司副会長
本日は館林市役所 文化振興課 市史編さんセン
ター所長 岡屋紀子様をお迎えしての例会です。
卓話よろしくお願いします。
☆本島 克幸幹事
岡屋様 卓話宜しくお願い致します。
妻にお花ありがとうございます。
☆横沢 淳夫会員
大変×５
私の三女は助産師に成って 6 年。この 6 年間で医師
免許以外の助産師が所得出来る資格試験全てに先
月 8 月で合格しました。本人の努力と運の良さを全
ての人に、事に、物に感謝します。有難うございま
した。
☆中村 研司会員
岡屋様、本日はお世話になります。卓話楽しみにし
ております。
☆古川 正道会員
大変
タヌキのアマビエをご朱印札風にしてお配りしま
した。ご笑納下されば幸いです。
☆山本 樹会員
市史編さんセンター所長 岡屋紀子様のお話をお
聞きできますので。
☆根岸 利正会員
本日、市史編さんセンター所長 岡屋紀子様に
卓話をして頂きます。
よろしくお願いいたします

―

卓

話

館林の寺社とその特色
～寺社から紐解く館林の歴史～
＜はじめに＞ 寺社の歴史と館林
１ 館林の寺院の特色 ～真言宗と曹洞宗～
○館林市内の寺院数 38 か寺
（「寺院明細帳」記載寺院で現存数）
⇒真言宗の寺院…19 か寺（50％）
⇒曹洞宗の寺院…９か寺（24％）
※浄土宗４、日蓮宗２、時宗２、浄土真宗１
臨済宗１
※天台宗はゼロ（江戸時代は１寺）…群馬県内
（総数 1216 か寺・昭和 14 年）は 天台宗が 310 か
寺、真言宗が 360 か寺
○真言宗の寺院 ⇒ 足利小俣の鶏足寺門流・赤岩光恩
を拠点とした広がり
○曹洞宗の寺院 ⇒ 中世武士の保護…茂林寺
善長寺（赤井氏）、普済寺（長尾氏）
、
雲龍寺（早川田氏）
、春昌寺（福地氏）、
※浄土宗の寺院 ⇒ 榊原康政による善導寺の保護

２ 館林の神社の特色 ～稲荷神社と長柄神社～
館林市内の神社数 76 社（小社は除く）
⇒稲荷神社…13 社（17％）※太日稲神社含む
⇒長良神社…12 社（16％）※当郷神社含む
※菅原神社（天満宮）９、神明宮（大神宮）６、赤
城神社５（※大島神社含む）、雷電神社３、熊野
神社３、富士嶽神社２など
○稲荷神社 ⇒ 赤井氏の築城伝説（尾曳稲荷・宵稲荷・
夜明稲荷）と稲荷信仰の広がり
○長良神社 ⇒ 中世佐貫荘を治めた佐貫氏との関わり
城内と城下町にあった稲荷・八幡社
館林城の守護神として、城内に稲荷社（尾曳稲荷神社）
と八幡社（八幡宮）が鎮座し、歴代城主の篤い信仰を受
けてきました。この 2 社の管理を城下塚場町の惣徳院が
行っていましたが、城内の出入りが制限されていたため、
徳川綱吉城主時代の寛文 7 年（1667）に藩を願い出て、
両社の分霊を惣徳院内に勧請しました。綱吉は将軍就任
後の貞享 2 年（1685）に稲荷・八幡両社にそれぞれ 10
石の朱印状を発給しました（惣徳院は明治維新後に廃
寺）。
『上野国神名帳』に記された邑楽郡の神社
『上野国神名帳』は、平安時代に上野国司が管内の神
社を書き上げた帳簿で、古代国家では国司の職務の一つ
に管内の神社の管理がありました。この神名帳に邑楽郡
の神社は 15 社とあり、そのうち８社の社名が記され、
古代から邑楽郡内に存在していた神社がわかります。こ
の筆頭に「正一位 長柄明神」とあり、邑楽郡長柄郷付
近にあった神社（邑楽町篠塚の長柄神社か千代田町瀬戸
井の長良神社）と推定されます。
「従四位 火雷（ほのい
かづち）明神」は板倉町の雷電神社と推定され、
「従五
位 赤城明神」は赤城神社にあたります。
「従四位 母前
若御子（ぬきさきわかみこ）明神」は、上野国一宮の貫

―

紹介：プログラム・健康増進委員会
根岸 利正委員長
館林市役所文化振興課
市史編さんセンター
所長 岡屋 紀子様
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前（ぬきさき）神社の分社と推定されますが現存しませ
ん。
「従三位 八田明神」
、
「従五位 郡玉明神」
「従五位 岡
剣明神」
「従五位 坂津明神」は現存しません。
二つのナガラ神社
現在、ナガラ神社は「長柄神社」
「長良神社」と２種
類の表記があり、邑楽郡内に 59 社（末社を含む）が存
在します。しかし、邑楽郡以外には極めて数が少なく、
邑楽郡特有の神社といえます。長柄神社は祭神が事代主
命（ことしろのぬしのみこと）で、大和地域を本拠地と
していた長柄氏に関係するものと推定されます。長良神
社は祭神が藤原長良（802～856）で、長良は平安時代初
めに最初の摂政となった藤原冬嗣の子です。上野国司に
は任じられていませんが、平安時代末期に邑楽郡で勢力
を持つ佐貫氏が藤原氏北家の系統の藤原秀郷を祖とし
ていたことから、佐貫氏の荘園鎮守として祀ったと推定
できます。

―記

念

品

S・A・A

贈

呈―

小堀 良武委員長

３

館林城主と寺社
～なぜ館林の町中には寺社が多い？～
榊原康政の城下町建設と寺院配置
天正 18 年（1590）に榊原康政が館林 10 万石の城主とな
り、文禄２年（1593）に城下町全体を堀と土塁で囲む惣
構えの普請を開始し、同 4 年に完成しました。そのとき
近在の寺院を町内に集め、町の周縁部に配置されました。
これは、城下町を防御する目的もありました。特に善導
寺（浄土宗）は康政が幡随意上人に帰依したことから、
土橋村から城下南部に移転し、榊原家の菩提寺としまし
た。榊原氏の時代は館林城を堅固な城に整備するため多
くの寺院を移転させ、榊原氏の意向が大きく影響したこ
とがわかります。
館林城主の寺社の保護 ～榊原康政と徳川綱吉～
榊原康政は天正 18 年（1590）に館林城主となると、
領内の寺社の保護を行いました。茂林寺・龍興寺には康
政の禁制が残されています。また、善導寺のほか、遍照
寺も矢島郷（明和町）から新宿村（緑町一丁目）に移転
して榊原家の祈願寺となりました。愛宕神社は城下の総
鎮守として榊原家の祈願所となりました
徳川綱吉も寛文元年（1661）に館林城主となると、領
内の寺社の修復・寄進などを積極的に行い、延宝５年
（1677）には広済寺（黄檗宗）を城下に建立しました（天
和３年廃寺）
。
このほか、大給松平家、越智松平家、太田家、井上家、
秋元家の歴代城主たちも領内の寺社の修復などの保護
を行い、館林城主と寺社は深いかかわりが見られます。

◆例会日
◆例会場
◆事務所
◆E:mail

毎週金曜日 12：10 より
レストランジョイハウス２Ｆ
館林市美園町 15-7 TEL0276-73-4669
館林信用金庫本店内
館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181
tatebayashi.rc@cc9.ne.jp

＜10 月のお食事＞
10 月
10 月

2日
9日

第１例会 木の子の煮込みハンバーグ
第２例会
キノコと海鮮のオイスターソース炒め
10 月 16 日 第３例会 松茸御膳
10 月 23 日 第４例会 洋食（未定）
10 月 30 日 第５例会 中華（未定）
＊苦手なお食事がございましたら、S・A・A まで
ご連絡ください。
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