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伊
◆泉質

09-10松戸ロータリークラブ
親睦旅行について
親睦活動委員会
６月は国際ロータリー親睦
活動月間です。第2634回例会
はこの一環として、また今年
度の納会としての恒例の移動
例会（親睦旅行）です。

●例

会

［日
［場

時］2010年6月16日（水）18：00点鐘
所］伊香保温泉「福一」
群馬県渋川市伊香保町伊香保甲8番地
電話 0279−20−3000
［交通案内］
（車利用）
関越自動車道渋川伊香保IC→国道17号（1km）
→県道33号線（11km）
（電車利用）
常磐線
松戸駅→上野駅（21分）
上越新幹線
上野駅→高崎駅（約50分）
上越線
高崎駅→渋川駅（25分）
バス（関越交通）渋川駅→伊香保温泉（30分）
松戸
発 13：41
↓（常磐線特別快速）↓
上野
着 13：56
発 14：18
↓（上越新幹線）
↓
高崎
着 15：02
発 15：22
↓（上越線水上行） ↓
渋川
着 15：47
発 15：55
↓（関越交通バス） ↓
伊香保温泉
着 16：19

14：41

15：29

14：56
15：10
↓
15：54
16：02
↓
16：28
16：35
↓
16：59
（終点）

15：49
15：58
↓
16：51
16：57
↓
17：22
17：27
↓
↓
↓
伊香保榛名口 着
17：51
（終点）
バス停からはホテルに電話をするとすぐに迎え
があります。

●十日会ゴルフコンペ
［日
［場

時］6月16日（水） 9：30スタート（5組）
所］白水ゴルフ倶楽部
（群馬県渋川市横堀1676）
電話 0279−53−5151
− ２ −

香

保

温

泉

黄金の湯：硫酸塩泉
白銀の湯：メタケイ酸単純泉

◆歴史（wikipediaより引用）
発見は1900年前とも1300年前とも。万葉
集にもその名が登場している。現在の温泉
街が形成されたのは戦国時代。長篠の戦い
で負傷した武田兵の療養場所として整備さ
れた。石段もこのときにできた。明治時代
以降は竹久夢二、徳富蘆花、夏目漱石、萩
原朔太郎、野口雨情など文人が多く訪れた。
また、御用邸やハワイ王国大使別邸なども
作られた。
1910年には、渋川から路面電車も開通し
た。同線は後に東武伊香保軌道線となり、
バスの台頭で1956年に全廃されている。
東京などからの避暑客で賑わう1920年
（大正9年）8月20日、深夜に火災が発生。
温泉街を焼き尽くす大火となった。
戦後は歓楽街温泉としても栄えた。芸妓
組合が現在も存在している。
2004年の温泉偽装問題では、水道水を使
用しているにもかかわらず温泉表示を行っ
ていた温泉があったと報道され、注目を集
めた。
これは、戦後の旅館数増加に対して、開
湯以来の黄金の湯の源泉は、小間口権利者
ならびに権利者から購入した旅館のみの利
用に限られ、源泉が不足していたことによ
る。この小間口権利者が源泉を利用する権
利が、周辺の湯を分配していた宿に対して
の供給量を抑えて湯を引けなくなった宿が
多くなった時期と、伊香保温泉における
2004年の温泉偽装問題が発覚した時期が符
合することから、権利者の行動に疑問を投
げかけた見方もあった。源泉の不足を補う
ために、1996年に白銀の湯が開発されたが、
すべての旅館では使われなかった。また、
この白銀の湯は成分的にも黄金の湯に比べ
温泉特有の成分が非常に少ない（メタ珪酸
単純泉：つまり、「温泉法第２条による温
泉」）ので、人によっては温泉かどうか分
からない、といった声もある。湧出温度も
低く成分も特有のものがないため、温泉と
いうよりは湧き水に近いと想像した方が無
難かもしれない。
茶色の温泉饅頭の発祥の地とも言われ、
1910年から売り出されている。
「湯の花まんじゅう」と呼ばれている。

のときは宿場中の家が協力したと伝えきいており
ます。
その５年後の明治５年には新政府による小学校
が今の商工会議所裏の西連寺にて開校されており
ます。これが中部小学校のはじまりとされており
ます。今日はこの辺で終わります。

皆さん、こんにちは。前回は私の店が細々なが
ら継続できたことの一つとして長寿の家系のお陰
を挙げました。
次に葛西屋の屋号の由来を説明致します。初代
の出身地は、江戸時代の葛飾郡葛西地区金町村鎮
守、お祭りのお囃子で有名な葛西囃子の発祥の地、
葛西神社の門前に位置した中山清三家の次男三蔵
が初代として、松戸の宿での店の名を葛西屋とい
う屋号と致しました。登録マークは中山の山と三
蔵の三をとり『 』と致しました。
江戸時代の葛飾郡は明治時代になり、江戸川を
挟み、東を東葛飾、川向こうの三郷以北の越谷、
春日部、吉川地区は北葛飾郡、金町以南を西葛飾
としておりました。旧水戸街道の東葛飾地区の中
心地として、関所のある松戸宿は幕府直轄地であ
り、明治には郡役所が置かれ、近郷近在より人が
集まる街でした。ここで少し旧水戸街道について
お話しますと、江戸日本橋から大川（隅田川）沿
いに、今江戸通りと言われる道を浅草 花川戸、
千住大橋（今の隅田川）までは奥州街道と同じ道
をたどり、橋を渡った後に小菅村に向かい今の綾
瀬川に水戸橋がかかっておりました。今の荒川は
明治時代に作られた川であり江戸時代にはその街
道の向かう先の名前、すなわち水戸橋と名附けて
おります。日本橋を西に向かう東海道において京
都に向かう最初の橋が京橋となります。水戸橋を
渡り水戸街道最初の宿が新宿であります。甲州街
道の安藤新宿も同じ意味であります。この新宿か
ら柴又方面に向かう佐倉街道と分れ金町村を通
り、今の旧葛飾橋の少し北にありました渡しにの
りまして松戸の宿には入ります。現在の角町そば
の下横町といわれるあたりです。松戸宿、八幡宿、
新宿の三宿だけは道中奉行支配といい、幕府も重
要視した松戸宿でした。幕末には戸数450戸人口
は2,000人近くと言われております。慶応４年４
月11日の江戸城の無血開城されたその夜に徳川慶
喜が松戸に一泊して翌日に水戸へ向かいました。
４月12日には国府台で軍議をおえた幕府の陸軍歩
兵奉行の大鳥圭介、流山で敗走した新撰組の土方
歳三を副長とした部隊が松戸宿に泊って４月13日
に宇都宮、日光、会津へと転戦し仙台で榎本武揚
の海軍と合流して、函館五稜郭で戦いました。そ

１号議案

新入会員の承認について

１．クラブ内、会議・連絡事項等の案内
① 本日例会終了後理事会がございます。該当役
員の方はご出席のほどお願いいたします。
② また、本日の午後６時より新旧役員の引き継
ぎ会が銀座アスターで開催されますので、ご出
席の返事をいただいている方はよろしくお願い
申し上げます。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
① 特にございません
３．他クラブ会報・その他
特にございません
４ 例会変更の連絡
◇松戸西RC
６月９日 の例会は創立25周年記念式典の為
移動例会に変更
登録開始 14：30
開
会 15：00
場
所 聖徳大学10号館12F
６月16日 の例会は移動例会に変更
点鐘 12：30
場所 山六観光（福島塩屋崎）
６月23日 の例会は最終例会の為夜間例会に
変更
点鐘 18：30
６月30日 の例会は定款第６条第１節により
休会
５．その他報告
来週の９日 に開催される松戸西RCの25周年
記念式典には16名の会員の皆様方の登録をいた
だきました。ご協力に感謝申し上げます。

− ３ −

■会員誕生日
木村
理君
川並 芳純君

【ニコニコBOX】当日￥ 48,000 累計￥1,293,430
3日
28日

小林 孝数君 25日
山田 勝重君 29日

■ご夫人誕生日
奥村 幸子様

21日

松葉

■結婚記念日
川並 夫妻
申
夫妻
松本 夫妻

1日
10日
26日

安井 夫妻
小川 夫妻

■入会記念日
平松
徹君
奥村 祐二君

平成19年 6 月13日（ 3 年）
平成19年 6 月13日（ 3 年）

入会祝 平松会員

入会祝 奥村会員

幸子様

23日

10日
11日

誕生祝 木村会員

【財

団BOX】当日￥

3,805 累計￥ 126,901

安井克一君／ありがとうございます。
小林孝数君／誕生日祝いを頂戴し有難うございま
した。74才になりました。今後もよろしく。
松葉則明君／ワイフにバースデープレゼントをい
ただきありがとうございます。
川並芳純君／誕生日と結婚祝いをありがとうござ
いました。46才になります。だんだん50の足音が
…（汗）。これからもよろしくお願い申し上げま
す。
松本幸夫君／結婚記念のお祝いをいただきまして
ありがとうございました。18年目を迎えることが
できました。
奥村祐二君／３年目の入会記念と妻の誕生日祝い
とダブルで有り難うございます。今後とも宜しく
お願い致します。
平松 徹君／入会記念ありがとうございます。少
しでも皆様に貢献できたらと思っております。
木村 理君／誕生日お祝い頂きまして誠に有難う
ございます。松戸ロータリークラブ皆様のお蔭で
松戸着任間もなく無事２年となります。
申
権君／ありがとうございます。又、夫婦仲
よく頑張ります。
文責／平松

誕生祝 小林
（孝）
会員

誕生祝 川並会員

結婚祝 川並会員

ロータリアンのための会員増強資料
結婚祝 安井会員

会員50名
出席40名
仮欠10名

草野
進君
小川
一君
中田智次郎君

結婚祝 松本会員

義務会員40名
義務会員33名
義務会員 7名

島村 善行君
太田原慎一君

結婚祝 申会員

免除会員10名
免除会員 7名
免除会員 3名

松田
竹内

茂一君
博君

本日出席率
85.11％
先々週出席率修正 85.11％→87.23％

山本

忠明様

松戸東RC
− ４ −

世界で一番大きいクラブは、どこのクラブで何人く
らいしょうか？ 世界の全ロータリアンのうち女性
が占める割合は？ 女性ガバナーは世界で何人？
ロータリークラブの例会が開かれるのは何曜日が多
いでしょう？ 国別の会員数、地域別クラブ平均規
模など、会員に関する資料がＲＩのウェブサイトで
ご覧になられます。
http://www.rotary.org/ja/Members/GeneralInformatio
n/MembershipResources/Pages/ridefault.aspx
あるいは、「会員」の「一般情報」からご覧になれ
ます。
ちなみに、世界で最も会員数が多いクラブは、アメ
リカ・シアトルロータリークラブ。全ロータリアン
数に占める女性の割合は、15.94％（2009年6月時
点）、女性ガバナーは534人中69人（2009-10年度）、
例会が最も多いのは火曜日の28％です。

