
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［第3グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、

入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢

(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                     所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

第 1164回( 1月 16日) 例会の記録 

 

点 鐘     益子伸明会長 

合 唱     四つのテスト 

第２副ＳＡＡ  佐藤会員 柴田会員 

 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

３０名 ２８名 92.59 ％ 96.43 ％ 

 

  会長の時間    

        

   益子 伸明 会長 

『狭山市 入間川総鎮守 

 八幡神社について』 

ご祭神 

第十五代 応神天皇 (誉田別命ほんだわけのみこと) 

合祀 天照皇大御神あまてらすすめおおみかみ・春日大神かすがおおかみ 

ご由緒 

九州宇佐八幡宮を総本宮とする全国に 4万ある八幡

宮の一社。 

創建は、社宝『砂破利のつぼ』の推定年代から、室町

時代初期とされている。源氏一族の保護により、武門

の神として隆盛をみて後世、新田義貞の信仰厚く一

時『新田の八幡宮』と称されたこともある。 

今日では応神天皇とその母、神功皇后の事績により

文化興隆の神として文武に志す人々に、崇敬の念が

厚く、さらに母と子の情愛から母子神の信仰を生み、

安産から初宮詣、そして子育てへのご神徳を仰ぎ、ま

た、新田義貞が合戦に向けて当社で戦勝祈願をし、

見事勝利を治めたところから文武・必勝の神として市

民に親しまれている。 

■社 宝 本殿並びに彫刻 (市指 

定文化財) 

形 式 唐破風向拝付、千鳥破風 

付入母屋造 

彫 刻 一間一面 

年 代 江戸時代末期 

 

■社 宝 砂破
さ は

利
り

のつぼ(県指定重要 

文化財)「さわり」とも書かれる 

形 式 唐破風向拝付
か ら は ふ こ う は い つ き

、 

千鳥
ち ど り

破風付
は ふ つ き

入母屋造
い り も や づ く り

 

彫 刻 一間一面 

年 代 江戸時代末期 

大きさ 高さ 18.7ｃm・口径 7.0ｃｍ・直径 10.0ｃm 

年 代 室町時代 

備 考 拝殿造営の際、本殿神門の下から発見され 

た。つぼの中からは籾粒と金銀の箔片が検 

出された。これは八幡神社創建にあたり、地 

鎮祭の時の「鎮壇具」と推定される。 

 

■社 宝 朱印状八枚 

室町時代より江戸時代まで武将が扱った政 

治上の文書のこと。八幡神社所蔵のものは 

徳川幕府より授けられたもので、土地所有 

を保証することが明記されている。 

 

■史 跡 新田義貞 駒つなぎの松 

      1333年元弘 3年 5月、北条 

高時を討つべく上州新田群 

生品明神の社頭に挙兵した 

新田義貞は、5月 11日所沢 

小手指原に幕府軍との戦火を交えた。その 

時、新田軍は源氏ゆかりの八幡神社へ自ら 

戦勝を祈願した。その戦勝祈願の際､愛馬 

をつないだ松が本殿東側に残る老樹である。 

 

■史 跡 表参道の石段 

中段より上が 47段、下が 24段あり計 71段 

とする。上段は赤穂 47士にちなみ、下段は 

 
 

週 報 
2017～2018年度  ＲＩ会長 イアン Ｈ．Ｓ ライズリー 

ＲＩのテーマ 『変化をもたらす』 
地区のテーマ 『RI 戦略計画を皆で一緒に実行しよう!!』ガバナー 細井保雄 

 

 

〔例会場〕狭山東武サロン〒350-1305 狭山市入間川 3-6-14 TEL 04-2954-2511 

〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX 04-2952-2366 

          http：//www.schuohrc.org  Ｅ－mail：schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 

会長 益子伸明   会長ｴﾚｸﾄ 清水幸彦   副会長 松浦法子   幹事 浜野貴子 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

mailto:http：//www.schuohrc.org


中国の故事 24孝をとり享保 12年(1727年) 

に造られたものである。 

      現在では狭山日高線の開通に伴い、石段 

は中段より曲げられ、鳥居も階段下へと移さ 

れてあるが、本来は上 

段から直線上に商店街 

の通りまで参道が延 

び、その入口に鳥居      

が建てられていた。 

 

■境内社 八雲神社（天王さま） 

  入間川神社 

  思兼神社（太子さま） 

  琴平神社（こんぴらさま） 

  大鷲神社（市神さま・お酉さま） 

  高良神社 

  甚兵衛大権現 

  疱神社(疱瘡神さま) 

  御嶽山（御嶽神社） 
(八幡神社ホームページ及び狭山市ホームページからの引用・抜粋) 

 

 幹事報告     浜野幹事 

・『米山記念奨学生修了式及び歓送会のご案内』 

・ロータリーの友事務所より『定時社員総会のご報告』 

・受贈会報  入間南ＲＣ 

・回   覧  バギオだより １月号 

 

｢外来卓話｣･････  
『ひまわり倶楽部活動報告』 

代表 井島美由紀様 

 

狭山市内のこども食堂は市内

５か所にて開催されていますが

各食堂とも月に１回の開催がほ

とんどとなっています。 

お互いに情報交換を行ったり、食材を提供し合ったり

と良い関係を保ちながら、市内のこども達を応援して

います。 

・「相対的貧困」と「絶対的貧困」 

・子どもの貧困の状況となぜ？こどもの支援なのか？ 

・ひまわり倶楽部 団体概要 

・事業体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運営上大事にしていること 

・運営の財源 

・運営の課題 

・ひまわり倶楽部の目指すところ 

・その他の事業 

講演の内容は配布された資料をもとに詳しいお話を

伺いました。有難うございました。 

狭山中央ＲＣはこども食堂を応援しています。 

 

 

 

 

益子君 ひまわり倶楽部 代表 井島様、本日の卓話

楽しみにしていました。宜しくお願い致しま

す。 

浜野君 こども食堂 ひまわり倶楽部 代表 井島美

由紀様、卓話楽しみにしていました。宜しく

お願い致します。 

江原君 狭山こども食堂 ひまわり倶楽部 代表 井

島美由紀様、本日はようこそおいで下さい

ました。卓話を宜しくお願い致します。 

小島君 狭山こども食堂ひまわり倶楽部 井島美由紀

様、ようこそいらっしゃいました。お話楽しみ

にしていました。 

松浦君 狭山こども食堂ひまわり倶楽部 井島美由紀

様、本日の卓話楽しみにしていました。宜し

くお願い致します。 

佐藤君 今回で３回目の外来卓話 こども食堂の代表

井島様、今年も狭山中央ＲＣは奉仕の精神

で応援させて頂きますので宜しくお願い致

します。 

清水君 本日のお客様、ひまわり倶楽部代表 井島

美由紀様、お忙しい中有難うございます。

お話し宜しくお願い致します。 

 

※第 1165回(1月 22日)例会中止 

１月２２日(月)は新狭山ＲＣとの新春合同夜間例会

の予定でしたが、大雪による悪天候の為、参加者の

安全を考慮した結果、止む無く中止とさせていたくこ

ととなりました。 楽しみにされていた皆様には多大な

ご迷惑をおかけしましたこと、また当日のご案内となり

ましたことを心より深くお詫び申し上げます。 

 

 

 ◆次の例会 

       

    ・２月６日（火） 12:30～ 

第二副ＳＡＡ ： 高田会員 田中会員 

会員卓話   ： 栗原 成実 会員 

活動内容の拡大に伴い事業部制を 

導入した。（H２９年１１月～） 


