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副会長卓話 

 
鈴木 英男 副会長 

「日本一の力持ち、 

三ノ宮卯之助について」 

 皆さん、越谷に三ノ宮卯之助と言う日本一の力持

ちのいたことをご存じですか？毎年、「越谷市民まつ

り」で、越谷ロータリークラブが「越谷力持ち大会」を

行っていますが、これは「三ノ宮卯之助に挑戦しまし

ょう」と言うことで行われています。 

三ノ宮卯之助は、今から 200年以上前の文化 3年

（1806年）に江戸時代の武蔵国三野宮村、現在の越

谷市三野宮に生まれました。この三野宮は私の住む

大袋の近くで、埼玉県立大学は越谷市三野宮にあり

ます。また、三ノ宮卯之助の「三ノ宮」は名字ではなく、

三野宮村に生まれたことからこのように呼ばれており

ます。 

卯之助は生まれつき体の弱い虚弱体質で、背の低

い小柄な子供でした。そのために、友達と相撲をとっ
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ても、力比べをしても、いつも最下位でした。仲間から

は「力なし」「弱虫」と馬鹿にされていたのです。卯之

助は悔しさのあまり、夜など人目のつかない所で、こ

っそり力石を持ち上げ、体を鍛える特訓に励み、力を

付けていったのです。必死の努力の結果、やがて卯

之助は村一番の力持ちとして知られるようになってい

たのです。 

そんなある日、近くの元荒川を上流から米俵を積ん

できた小舟が浅瀬に乗り上げてしまい、動かなくなっ

てしまいました。船頭や村人たちが小舟を押しても引

いても動きません。それを土手の上で見ていた卯之

助は、川に飛び込んで小舟の下に潜り仰向けになっ

て、両手・両足で小舟を持ちあげ、浅瀬から深みのあ

る方へ移動させ動くことが出来たのです。そして、卯

之助は江戸を代表する力持ちになっていたのです。 

天保 4年（1833年）6月に江戸幕府の第 11代将

軍 徳川家斉の御前において力持ちの芸を披露して

おります。そして、力持ちの一座を結成し興業を始め

るようになりました。主な芸としては、馬に人を騎乗さ

せ、そのまま舟に乗せ、それを持ち上げるものでした。

興業先は、最初のうちは関東周辺でしたが、やがて

関東甲信越、関西方面にまで及んでいます。従って、

関西の方にも卯之助の持ち上げた力石が残されてい

ます。 

また、江戸の大名が日本一の力持ちを決定しようと、

大阪方の力持ち一位と江戸方一位の卯之助とを対

決させましたが、卯之助が勝利して事実上日本一の

力持ちになったのです。その夜、大名屋敷で双方の

力持ちを交えて酒宴が行われました。卯之助はその

帰り道に突然腹痛を訴え、そのまま路上で亡くなって

しまったのです。死因ははっきりせず食中毒、或いは

相手方から毒を飲まされて死んだのではないか、と言

う説があります。嘉永 7年（1854年）、卯之助が 48歳

の時です。何処に埋葬されているのかお墓は不明で

すが、位碑は、現在、三ノ宮卯之助の子孫のお宅で

ある越谷市三野宮の向佐家にあります。位牌の裏側

には「日本一大力持 三ノ宮卯之助 四十八歳」と書

かれています。 

卯之助が持ち上げたと言われる銘の刻まれた力石

は、地元の三野宮香取神社、越谷市の久伊豆神社

をはじめ、川崎大師、江東区深川の富岡八幡宮、鎌

倉の鶴岡八幡宮、長野県の諏訪大社、大坂天満宮、

埼玉県桶川市の稲荷神社などに残されています。な

かでも桶川市の稲荷神社のものは、特別に大きい石

で推定 610kgあり、重量としては日本一と言われて

います。「嘉永 5年 2月」と刻まれています。 

現在、越谷市に残されている力石は地元三野宮香

取神社に 4個、久伊豆神社に 1個、三野宮の向佐家

に 1個の 6個です。私は先日、越谷市の三野宮香取

神社まで行って写真を撮ってきました。小さな神社で

したが、神社の左側に四個の力石が置かれていまし

た。越谷市指定有形文化財の看板も立てられており、

一番大きな力石は520kg、小さいものでも110 kgと、

説明が付されていました。また，向佐家におかれてい

る力石は、100 kg と記されていました。 

 

 三野宮香取神社 

 

三野宮香取神社にある 4個の力石 
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三野宮香取神社にある大盤石 

久伊豆神社に置かれている力石は。卯之助が 24

歳の時に持ち上げたもので 19kgあります。 

 

 

久伊豆神社にある力石 

 

 

   久伊豆神社の指定有形文化財の看板 

越谷市に、このような力持ちが居たと言うことを知っ

て頂ければと思います。 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

 
大島 直幸 幹事 

・地区より、RLIパート 3のご案内が来ております。申

し込み締め切りは 10月 10日までです。 

・地区、増強維持部門より女子会の開催案内が来て

います。参加者は女性会員のみとなっています。 

・IM記念チャリティゴルフのご案内が来ています。 

 

お客様挨拶 

 
IM実行委員長 会田 皓章 様 

・11月 17日 IM記念チャリティゴルフを企画していま

す。 

・私たちのクラブでガバナー補佐を輩出させて頂き、

皆様にはたくさんお世話になりました。御礼を申し

上げます。 

・1月 25日ギャザホールにてインターシティミーティグ

があります。沢山のご参加をお待ちしております。 

・11月 3日越谷市民球場で越谷市高校野球大会が

あります。お時間のある方は開会式に参加お願い

します。 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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IMゴルフ実行委員長 平野 武志 様 

・11月 17日(金)IM記念チャリティゴルフのご案内 

・すこしでも多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

雑誌記事紹介 

 
大濱 裕広 会員 

「ロータリーの友 9月号」より抜粋 

<ロータリーの誕生とその成長> 

20世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発

展の陰で、商業道徳の欠如が目につくようになって

いました。 

ちょうどそのころ、ここに事務所を構えていた青年

弁護士ポール・ハリスはこの風潮に堪えかね、友人 3

人と語って、お互いに信頼のできる公正な取引をし、

仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展す

るような仲間を増やしたい、という趣旨でロータリーク

ラブという会合を考えました。ロータリーとは集会を各

自の事務所持ち回りで順番に聞くことから名付けられ

たものです。 

こうして 1905 年 2 月 23 日にシカゴロータリークラ

ブが誕生しました。 

それからは、志を同じくするクラブが、つぎつぎ各

地に生まれて、国境を越え、今では 200 以上の国と

地域に広がりクラブ数 35,533、会員総数 1,236,554

人(2017年 5月 31日RI公式発表)に達しています。 

そして、これら世界中のクラブの連合体を国際ロー

タリーと称します。 

このように、歴史的に見ても、ロータリーとは職業倫

理を重んずる実業人、専門職業人の集まりなのです。

その組織が地球の隅々にまで拡大するにつれて、ロ

ータリーは世界に眼を開いて、幅広い奉仕活動を求

められるようになり、現在は多方面にわたって多大の

貢献をしています。 

<日本のロータリー> 

わが国最初のロータリークラブは、1920 年(大正 9)

年 10月 20日に創立された東京ロータリークラブで、

翌 1921 年 4 月 1 日に、世界で 855 番目のクラブと

して、国際ロータリーに加盟が承認されました。 

日本でのロータリークラブ設立については、ポー

ル・ハリスの片腕としてロータリーの組織をつくり、海

外拡大に情熱的に取り組んだ初代事務総長チェスリ

ー・ペリーと、創立の準備に奔走した米山梅吉、福島

喜三次などの先達の功を忘れることができません。 

 その後、日本のロータリーは、第 2 次世界大戦の

波に洗われて、1940 年に国際ロータリーから脱退し

ます。戦後 1949年 3月になって、再び復帰加盟しま

すが、この時、復帰に尽力してくれたのが国際ロータ

リーの第 3代事務総長ジョージ・ミーンズでした。 

その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目

覚ましいものがあります。ロータリー財団への貢献も

抜群で、今や国際ロータリーにおける日本の地位は

不動のものになりました。現在、日本全体でのクラブ

数は 2,264、会員数 87,668人(2017年 6月末現在)

となっています。 
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委員会報告 

出席会場委員会：須賀 篤史 委員長 

次回、9月 27日(水)の例会は夜間例会です。 

場所は越谷北 RC例会場、点鐘 18:30からです。 

食事の用意はありません。 

 

外部卓話 

 
東京成城 RC 岸 伸明 様  

「家系図調査作成に関する卓話」 

 

家系図を読み解くことにより、ご自身のルーツ、命

の繋がりが見えてきます。 

「家系図」というとどんなイメージですか? 

地主さんや、代々続いている会社の経営者が持つ

イメージがありますが、そんなことはありません。 

 

・現行の戸籍です。戸籍の概念は大化の改新から出

来ました。豪族が年貢を集めるために作られた説

が有力です。 

 

 

 

 

・日本で残っている最古の戸籍です。 

明治 19年に戸籍法が改正されたときに作られた

物です。 

・戸籍には保管期間があります。明治式では戸籍法

で 150年間しか保管できません。 

・戸籍制度は東アジアではごく一部しかありません。 

 

・枠で囲まれているのが私です。昔は本当に兄弟が

多いとわかります。 

・女性の名前にカタカナ 2文字が多いのは、一説で

は教育格差が考えられます。 

・離婚が多かった理由は男性の子供が生まれなかっ

たから。出産が出来なかったからが多いです。 

・本家の長男に関しては妾制度が公認されていまし

た。本家の長男はとても大きな責任を負っているの

で、妾が許されたのではないかと考えられていま

す。 
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・トメさんは 17歳で亡くなった長男の嫁でしたが、家

系を引き継ぐため仕方なく弟と結婚させられます。 

 

「10代遡ると、何人のご先祖がいると思われます

か?」 

 

・2の 10乗で 1,024人になります。 

この中の 1人が途絶えてしまうだけで生まれて来る

ことができません。 

 

・1,024体の仏像の中には、必ず自分のご先祖様に

似ている顔があると言われています。 

 

・日本は唯一、クーデターがなかった国です。 

神武天皇が即位されてから 2677年間続いていま

す。 

 

・命日とは、仏の世界に生まれる日ということで誕生

日を意味しているそうです。 

 

 

・家系図を作る上で、自殺を引き留める効果がありま

した。 

 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2017-2018国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “ロータリー：変化をもたらす” 

            ＲＩ会長 イアン H.S.ライズリー 

 

越谷北ロータリークラブ    

「元気で楽しいロータリー活動」   2017-2018 長谷川真也会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 

7 

 

家系図による自身のルーツ、命の繋がりを考えさ

せてくれる素晴らしい卓話でした。 

 

 

 

 

 

      

・IM記念チャリティゴルフ、皆様大勢の参加をお願

い致します。 

(越谷東 RC)会田皓章・平野武志 

・①IM実行委員長 会田皓章様、IMゴルフ実行委

員長 平野武志様、よろしくお願い致します。②東

京成城 RC 岸伸明様、本日の卓話よろしくお願い

致します。                   鈴木英男 

・お客様いらっしゃいませ。 

大島直幸 

・IM実行委員長 会田皓章様、IMゴルフ実行委員

長 平野武志様、ようこそ。東京成城 RC 岸伸明

様本日卓話よろしくお願いします。 

 小林操・稲垣勝三・木村二夫・宮﨑敏博 

堀野眞孝・市川洋和・伊藤純・松﨑義一 

関森初義・佐藤要 

・秋のお彼岸に入りました。お墓参りに行きましょう!                     

大熊正行 

・世界平和のために。 

本間孝・大濱裕広・山本正乃 

・本日早退させて頂きます。誠に申し訳ございませ

ん。日々奉仕の気持ちを大切に! 

                   新沼徹 

・前回欠席ですみません。 

                   中澤伸浩・橋本哲寿 

・菅山さん、初司会がんばって下さい。 

                   須賀篤史 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         15名 

出席者            42名 

出席率            83.7% 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/

