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出
席
報
告 

ゲスト 0名 ビジター 0名 会員 24名 

欠席 3(免除者 0名) 出席率 87.50％ 

前回の修正出席率 91.67％ 前々回の修正出席率 91.67％ 

 

 

会 長 挨 拶 幹 事 報 告 

会 長 渡辺 久恭  

幹 事 石田 浩二 

第 ２５３２回 例会 
平成２６年４月４日（金） 
天候 晴れ 
合唱 君が代 

奉仕の理想 
四つのテスト 

先ほど、理事会が御座いました。 

１．家族親睦会について 

５月３０日（金）午後２時 

鶴岡八幡宮正式参拝決定 

２．地区研修協議会について 

４月２０日（日） 

参加１４名 湯河原１０時頃出発予定 

３．その他 

交換留学生の件 

４月２２日（火）次年度会長幹事会で確認 

話は変わりまして、またまたゴルフのお話です。 

渡邉彩香プロが先週のアクサレディスゴルフトーナメ

ントで大逆転優勝しました。当日、インターネットの途

中経過はテレビ放映の関係上、１３番終了時点で止まっ

ていてその時はトップと５打差で優勝は難しいと思っ

ていましたが、テレビ放送が始まる前に、彩香ちゃんが

優勝したと言う情報が入り、盛り上がり、その後、どう

やって優勝したのかドキドキしながらテレビを見てい

ました。結果は分かっていたにも関わらず、 

最終ホールでチップインイーグルが入った瞬間、感動し

て泣いてしまいました。 

今日は静岡県葛城ゴルフ倶楽部でヤマハレディース 

オープン葛城に出場しています。 

昨日の１日目を終わって４アンダーでトップと２打差

の４位です。皆さん、これからも応援宜しく、お願い致

します。 

スマイルＢＯＸ 

事務所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566湯河原温泉観光協会内 
TEL 0465(64)1234 FAX 0465(63)1716 

例会場 静岡県熱海市泉 107 ニューウェルシティ湯河原 
TEL 0465(63)3721 FAX 0465(63)6401 

例会日 毎週金曜日  １２：３０～１３：３０ 

国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局より 

1．持続可能な成果をもたらす奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを立案･ 

実施する方法を紹介する｢奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの流れ(ﾗｲﾌｻ 

ｲｸﾙ)｣と題する5回ｼﾘｰｽﾞのｳｪﾋﾞﾅｰを開催しています。 

4月 22日(火)午前 9 時～10時には、第 4回目となる 

｢ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施｣を開催予定です。ご興味のある方 

はぜひご登録下さい。 

湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾌｯﾄｻﾙｸﾗﾌﾞより 

1．キックオフパーティー2014のお知らせ 

日時：4月 22日(火)18：30～ 

場所：お堀端コンベンションホール 

会費：6,000円   

回答期限：4月 13日 

連絡事項 

1．１８日の例会場は湯河原観光会館２階中会議室と 

なります。 

2．次週は第 4回目の会費の集金日となります。皆様の 

ご協力をお願い致します。 

会員誕生日 佐東丈介君(4/2) 

結婚記念日 佐東丈介君(4/7) 

ご夫人誕生日 山本明峰君(和美様･4/10) 

深澤昌光君 ４月６日(日)土肥祭･武者パレードの準備が 

整いました。また、本日この件につきまして 

卓話させていただきます。 

細谷信雄君 ４/２城山学園とのお花見交流会が施設の 

桜が満開の中、無事に終了しました。 

杉山茂久君 孫の瑠梨が日大三島高校の国際クラスに 

入学しました。 

渡辺久恭君  渡辺彩香が優勝しちゃいました。 

渡辺久恭君･石田浩二君 財団の友で表彰されます。 
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卓 話 

深沢昌光君 

本日は 4月 6日(日)に実施されます土肥祭武者行列パレ

ードについてお話します。武者パレードにあたっては、

五所神社の西山宮司さんと城願寺の山本住職さんを始

め、会員の皆様にお世話になっております。 

武者パレードは神事必勝祈願のあと、五所神社の境内で

午前 10 時より出陣の儀、名乗り口上、焼亡の舞、午前

11時より駅まで武者パレード、11時 30分より湯河原駅

前で出陣の儀を行い、城願寺まで 12時 30分より土肥祭

(式典・法要)を行います。ぜひ出席願います。 

ご承知のとおり、今から約 830年前、治承４年８月１７

日蛭が小島の頼朝挙兵は、実平が一族を挙げ、韮山の北

條氏と共に戦略、挙兵、合戦を指揮したものであります。

石橋山合戦は、多勢に無勢、敗れましたが、再度、土肥

に退去、土肥の椙山、しとどの窟に逃れ、実平の勇武機

略深慮に助けられ、真鶴より海上を脱出し、鎌倉幕府を

樹立することになりました。日本の歴史の中で、この土

肥郷十日間が中世の武家政治発祥の機縁になったので、

まさに「その時歴史が動いた」と言えます。 

皆様にご支援を頂いております「土肥会」について説明

いたします。 

「土肥会」は昭和 5 年 4 月 3 日、石橋山合戦 1180 年以

来の土肥実平公の 750 年祭を記念し、源頼朝・土肥実

平・郷土史研鑚の会として発足致しました。 

当時の会員 453名（当時の湯河原町人口 5071人、 

世帯数 910戸） 

土肥会 84年のあゆみをたどりますと、 

昭和 11 年、城山山頂の土肥城跡に土肥氏末裔 小早川

氏の筆による石碑の建立 

昭和 14 年、城願寺の「びゃくしん」国指定の天然記念

物となる。 

昭和 30 年、しとどの窟、城願寺の実平の一族の墓所が

県の史蹟に指定 

昭和 38年、第 1回武者パレードの実施 

昭和 47 年、武者パレード、不動滝～観光会館～駅の 2

時間コース開始 

昭和 49年、土肥際 40周年記念事業として、七騎堂が完

成。寄進者 439名 

昭和 56 年、石橋山合戦、源氏再興 800 年記念事業とし

て実平公銅像が完成 

平成 2年、土肥会創立記念事業として 60年誌完成、3000

部作成 

平成 11 年、町内婦人ボランティア 43 名、約 80 時間の

作業で手作り鎧、兜 30領完成 

平成 14年、武者パレードコース 五所神社～駅に変更 

平成 19年、県・町・土肥会の三者による神奈川県西湘地

域県政総合センター協賛事業および 80周年記念事業「土

肥大杉記念碑」「白鑑水碑」２基が完成。 

また、80周年記念出版「土肥実平と湯河原」高橋徳著 

500冊が完成。 

平成 20年、80周年記念事業として子ども侍鎧 9領を製作 

平成 22年、「焼亡の舞」衣装、JR東日本文化財団、湯河

原町の助成により、新衣装完成 

80周年記念式典講演会を実施 

平成 24年、町の委託事業で子ども侍鎧 5ヵ年計画を実施。

2領完成 

平成 25年、町の委託事業で大人侍鎧 5ヵ年計画を実施。

大人侍 3領、子ども侍 3領、完成 

この他、土肥実平公の史蹟を辿る研修を実施しておりま

す。一昨年は東北方面、昨年は越中立山、本年は 14名で

下関・三原方面に伺いました。下関では 1185年 平家残

党の追討の命を受けた実平が入封し居住していたため、

いつしか侍町と呼ばれ、小高い丘陵は居城があったため、

土肥山と名付けられ、今では児童公園の一画に「土肥次

郎實平之城跡」と命名された石碑が立っています。土肥

会としては、下関市教育委員会にお願いして、土肥実平

に係わる説明板について要望していきたいと考えており

ます。次の日は三原市に向かいました。三原は土肥実平

が鎮西探題として備前、備中、備後の惣追補（のちの守

護）沼田の地頭に任じられ、一子遠平を伴って三原市一

体に根を下ろしたところです。伝えるところによると、

実平は三原市の西端本郷町の三太刀に館を構え、遠平は

長谷町に鶴山城を築き、あの広大な潮入荒野を千拓し沼

田の千町田を開き、四代茂平の時に米山寺を菩提寺とし

て、この地に根を張り、17代隆景が三原湾に浮かぶ大島・

小島を連ねて我国築城史上最初の大規模な海城を築き、

三原の歴史が始まったとのことです。 

三原市では「みはら歴史と観光の会」の案内で、小早

川家の菩提寺である米山寺で霊堂小早川歴代尊霊（土肥

実平像、土肥遠平像）小早川 17代の位牌群、源氏旗挙八

百年記念の石柱の卒塔姿（S56年建立）、小早川家 20基の

宝筐印塔群、また頼朝の娘が 2 代目遠平の妻となり早世

した天窓妙仏尼の菩提のために承久元年（1219 年）に創

建された棲真寺を見学しました。本堂の前は大きな蓮池

で、花の季節にはまた違った雰囲気に包まれるものと感

じました。 


