
回数 年月日 　　　　　　　　題目 　講演・発表者

1 昭和40年4月25日 方言について 大野伊右衛門

2 5月14日 越ヶ谷御殿について 　　　〃

3 6月27日 埼玉県東南部地区の古代人の住居 新井英彦

4 7月25日 助郷の諸問題　新井家文書 本間清利

5 9月11日 鈴久について 八島

越谷よもやま話 大野伊右衛門

しらこばとについて 木村信次

7 昭和41年1月8日 大相模の古代住居址について 高崎力

9 7月5日 こしがや由来　浄山寺縁起 大野伊右衛門

10 昭和42年1月8日 見田方遺跡住居跡について 高崎・金井先生

久伊豆神社 大野伊右衛門

村明細帳　七左衛門 本間清利

5月28日 産社祭礼祭 会員

スライド鑑賞　見田方遺跡

13 7月9日 徳川家康と関東農村について 北島正元

14 8月20日 郷土研究会のあり方 会員

15 10月8日 下間久里の獅子舞 三原善太郎

16 12月17日 会田家備忘録 本間清利

近世資料の整理と分類について 小沢先生

越谷御殿 本間清利

産社祭礼帳　近世編 〃

金沢称名寺文庫を主体として越谷周辺の歴史を語る 岩井茂

19 5月28日 越谷宿について 本間清利

20 8月25日 下間久里の獅子舞の現地から見た発祥地考　8㍉映写 三原善太郎

21 12月22日 郷土研究について 座談会

22 昭和44年5月25日 下間久里の獅子舞　テープ鑑賞 会員

23 10月10日 越谷御猟場について 是沢恭三

24 昭和45年1月25日 久伊豆神社の例大祭　テープ及び8㍉鑑賞 会員
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講演会、研究発表会　一覧

18 2月25日

昭和40年（1965）4月～平成25年（2013）1月　（敬称略）
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昭和43年1月14日



25 2月21日 越谷市を中心とした河川沿革史 本間清利

26 5月23日 北川崎のオビシヤ　スライド鑑賞 会員

27 8月23日 郷土についての放談会  〃

28 昭和46年1月24日 文化史観に立つ神話の味方 三原善太郎

29 5月23日 江戸時代の越谷の村方騒動 本間清利

30 8月29日 久伊豆神社の例大祭　下間久里の獅子舞　8㍉鑑賞 会員

31 9月26日 越谷市の古代を探る　見田方遺跡について 高崎力

32 昭和47年1月23日 岩槻城主　太田氏代々について 岩井茂

33 5月28日 大岡忠光と山県大弐 木村進

34 8月27日 越谷御殿はどこにあったか 三原　石塚　山崎

35 昭和48年1月28日 金沢称名寺と越谷近郷の関係 岩井茂

36 5月27日 下間久里の獅子舞　久伊豆神社の例大祭　記録映画 会員

37 8月19日 野与党と私市党 岩井茂

38 昭和49年1月27日 会田七左衛門家 本間清利

39 2月24日 岩槻藩主　大岡忠正 大村進

40 5月26日 中世東武における河川道路の推移 岩井茂

41 8月25日 越谷氏について 山崎善司

42 昭和50年1月26日 野与党について 岩井茂

43 2月23日 白岡町周辺 山崎善司

44 5月25日 会田氏と越谷御殿 石塚吉男

45 8月31日 桜井地区における関東大震災の記録 小島誠

46 11月23日 日光道中の通行者 本間清利

47 昭和51年1月25日 江戸と越谷 竹内誠

48 3月28日 古銭と中世社会（浄光寺） 峰岸・都立大助教授

49 5月23日 豪族武蔵氏の活躍について 大村進

50 6月27日 絵馬について 島田・資料館副館長

51 8月29日 我々の周辺にある古代史 三原善太郎

52 昭和52年1月23日 会田家について 山崎善司

53 3月27日 越谷の仏像について 林・博物館学芸員



54 5月22日 関東郡代伊奈氏について 本間清利

55 8月28日 岩槻城主　太田氏資の支配について 大村進

56 昭和53年1月22日 会田氏こぼれ話 石塚吉男

57 5月28日 新方庄及び向畑の伝説（新方陣屋） 　 〃

58 8月27日 埼玉県東部付近の民間信仰板碑 星野昌治

59 昭和54年1月28日 日光街道脇往還について 木原徹也

60 5月27日 地方自治の変遷と越谷 本間清利

61 8月26日 サキタマヒメと越ヶ谷　-久伊豆神社について- 三原善太郎

62 昭和55年1月27日 山王二十一仏庚申板碑 星野昌治

63 2月24日 入門のための古文書の読み方　‐書道との関連‐ 三原善太郎

64 5月25日 関東郡代 本間清利

65 8月24日 越谷御殿始末記 石塚吉男

66 昭和56年1月25日 一宿場町より見た天保の貨幣改鋳 木原徹也

67 5月24日 二郷半領駕篭訴事件について 中村忠夫

68 8月23日 東部低湿地における交通 本間清利

69 昭和57年1月24日 二十一仏板碑入門　新発見の恩間等覚寺跡板碑に関して　 星野昌治

70 5月23日 仏像の見方（スライド併用） 丸太冨夫

71 8月22日 鎌倉街道を歩いて 蜂谷敬啓

72 11月3日 日光の建築 丸太冨夫

73 昭和58年1月23日 二、三の実例より見た明治初期の越ヶ谷 木原徹也

74 5月22日 武蔵田園簿と江戸初期の代官 本間清利

75 8月28日 境の神から道祖神 山田政信

76 昭和59年1月22日 日光街道沿いの一里塚・藤助河岸 木原徹也

77 5月27日 徳川家康と越谷 山崎善司

78 6月24日 河川流路の沿革 本間清利

79 9月30日 梵鐘を訪ねて 花房健次郎

80 昭和60年1月27日 正月の民族行事と信仰について 矢島実

81 5月26日 坂東における豪族層の交替について 蜂谷敬啓

82 8月25日 越谷会田氏のルーツを探る 山崎善司



83 昭和61年1月26日 越谷会田氏のルーツを探る　ビデオ放映    〃

84 5月25日 武蔵における農工社会の民族行事 矢島実

85 8月24日 草も木も若しくは我を知りたるや　‐水野家と春日部備後‐ 木原徹也

86 昭和62年1月25日 埼玉の街道　日光街道を中心として 本間清利

87 2月22日 草創期の鉄道あれこれ　国鉄・私鉄・幻の鉄道 小島誠

越谷で見られる野鳥について　植物について

越谷で見られる植物キタミソウについて

（スライド＆テープ併用）

89 8月23日 岩槻について 飯山実

90 昭和63年1月24日 越ヶ谷言葉、方言と訛集について 山崎善司

91 2月28日 日本の細部手法、蟇股について 丸太冨夫

92 6月26日 越谷における中世城館跡 高崎力

93 8月28日 古志賀谷氏館跡思考（ビデオ併用） 山崎善司

94 平成元年1月22日 岩槻宿について 林貴史

95 6月25日 御殿番小杉藤左衛門尉景房の墓 山崎善司

96 8月27日 ヤマト政権と古墳時代の東国 高橋一夫・県教育局

97 平成2年1月28日 瓦曽根溜井について 本間清利

98 6月24日 絵馬について 加藤幸一

99 8月26日 縄文海進時における最高海水準のついて 宮川進

100 平成3年1月27日 埼玉の歴史より 柳田俊司

101 2月24日 日光道中について 本間清利

102 6月30日 野与党諸氏拠点の考察 山崎善司

103 8月25日 烏文斎細田栄之の瓦曽根溜井図 加藤幸一

104 平成4年1月26日 検証・新方領耕地整理（１） 高崎力

105 6月28日 野与党諸氏の拠点　白岡編 山崎善司

106 8月23日 旧西方村に散在する庚申塔めぐり 加藤幸一

107 平成5年1月24日 検証・新方領耕地整理（2） 高崎力

108 6月27日 わが郷土こしがや 有瀧龍雄

109 8月29日 太郎兵衛糯 高崎力

110 平成6年1月15日 旧平方村の石仏類 加藤幸一

88 6月28日 山部直喜



111 6月26日 足立百不動尊 高島英一

講座１ 8月21日 石仏の見方　‐基礎知識‐ 山田政信

112 平成7年1月29日 桜井地区の石仏 加藤幸一

113 6月25日 社会の裏側あれこれ　 小島誠

（創立30周年記念歴史講演会）

初期ヤマト政権と東国 高橋一夫

武蔵・下総間の駅路 森田悌

115 平成8年1月28日 旧船渡・大松・大杉に散在する石仏 加藤幸一

116 6月23日 六ヶ所榮広山由緒著聞書を読む 鈴木秀俊

（見田方遺跡発掘30周年講演会）

見田方遺跡の時代 橋本充史

見田方遺跡の発掘 高崎力

118 平成9年1月26日 旧川崎村・大吉村・弥十郎村に散在する石仏類 加藤幸一

119 6月22日 越谷　くらしのうつりかわり 小島誠

120 8月24日 中世からのメッセージ　建長板碑から750年 諸岡勝

121 平成10年1月25日 越谷出身の江戸力持ち・三ノ宮卯之助 高崎力

122 6月14日 武蔵武士の活躍と馬（建長板碑750年記念） 大村進

123 9月13日 鉢ノ木・板碑・鎌倉大仏（建長板碑750年記念） 馬淵和雄

124 平成11年1月24日 甦った250年前の大相模不動尊の景観 高崎力

125 6月27日 わが街・蒲生の歴史こぼれ話 高橋正澄

126 8月22日 江戸中期・俳諧師・師竹庵越谷吾山 杉本つとむ

127 平成12年1月30日 悲運の戦国武将・太田資正 大村進

128 6月25日 越谷生まれの江戸町人の活躍 高崎力

9月2日 第1回　歴史講座　秩父原人の時代 石岡憲雄

10月21日 第2回　歴史講座　三内丸山人の時代    〃

11月11日 第3回　歴史講座　吉野ヶ里人の時代 橋本充史

平成13年1月21日 第4回　歴史講座　古墳時代を見通す 高橋一夫

2月10日 第5回　歴史講座　石と水の都・飛鳥 高橋光司

129 6月24日 越谷市・資料館都市構想 宮川進

130 8月26日 奥州街道400年記念　奥州道中の成立 本間清利

12月16日 （歴史講座）　七福神について　事前勉強会 山田政信

131 平成14年1月20日 越谷出身の力士・行司群像 高崎力

132 6月30日 平田篤胤と越ヶ谷出身の妻・おりせ 佐藤久夫

114 8月27日

117 8月25日



133 8月24日 県東部を中心とした埼玉の仏像 林　宏一

9月8日 （歴史講座）　飛鳥・藤原京展　事前勉強会 高崎光司

134 平成15年1月26日 越谷周辺の諸巡礼 高崎力

135 6月22日 追想　武州大沢町・宿場の残像 鈴木徳治

136 8月24日 力石と力持 高島慎助

137 平成16年1月25日 下間久里の獅子舞 松崎庄蔵

138 6月27日 民族の行方‐日本・埼玉を歩く 斎藤修平

139 8月29日 三ノ宮卯之助の生涯　（卯之助没後150年記念） 高崎力

140 平成17年1月23日 東武地区で最も栄えた宿場―越谷宿と大沢宿   〃

141 6月18日 関東郡代・伊奈氏と越谷 小沢正弘

142 8月27日 江戸時代の越谷に学ぶ―私と越谷の思い出 竹内誠

143 平成18年1月29日 越谷名物太郎兵衛もち 高崎力

144 6月25日 越谷周辺の俳諧師たち 内野勝裕

145 8月26日 見田方遺跡　（発掘40周年記念） 高崎力

146 平成19年1月28日 画家・斎藤豊作　越谷からパリへ   〃

147 6月24日 映像で見る懐かしの越谷   〃

148 8月25日 三ノ宮卯之助　（生誕200年記念）   〃

149 平成20年1月27日 旧・越ヶ谷宿の街並みを考える　最近の調査研究ノートから 黒津高行

150 6月22日 旧・越ヶ谷宿と街づくり 根岸俊雄

151 8月30日 方言の世界　－越谷吾山から「方言学」へ－ 篠崎晃一

152 平成21年1月25日 旧・越ヶ谷宿の良さを発見しよう 津村泰範

153 6月28日 日光社参と身分制　－将軍・大名・百姓 大友一雄

154 7月26日 県内の近・現代の建物からまちづくりを考える　～越谷の場合～ 伊豆井秀一

155 平成22年1月31日 越谷出身の平田篤胤の妻　お里勢 宮地正人

大塚善人

大野光政

157 9月18日 越谷を実らせ、今も流れる葛西用水　掘削３５０年記念
松浦茂樹・東洋大学
教授

158 11月27日 近代史上に輝く埼玉の女性たち 北川義雄

159 平成23年1月23日 中世越谷のイメージ
岡田清一・東北福祉
大学教授

父・大塚伴鹿を、祖父大野伊右衛門を語る6月27日156



160 2月20日 日光街道を歩いた人たち 宮川進

161 6月26日 お宝いっぱいの街　越谷
大沢匠・日本民家再
生協会　理事

大沢の歴史こぼれ話　国境の町・大沢 秦野秀明

7月10日 　　　　　　　　　　うどん屋さんの一枚の画 金子寛

　　　　　　　　　　北越谷駅にまつわる話 加藤幸一

163 8月28日 浮世絵師・東洲斎写楽
田辺昌子・千葉市美
術館　学芸課長

164 9月3日 プレトーク　斎藤豊作　－越谷からパリへ－　 高崎力

165 平成24年1月29日
楽しい日光街道・宿場町・越谷をつくる　来てもらえるまち、
誇らしいまち

塚原正彦・常磐大学
大学院准教授

166 6月24日
日光街道宿場町サミット　プレイベント
歴史講演会「日光街道物語」

杉山正司・歴史と民
俗の博物館　学芸主
幹

167 8月18日 越谷名物　焼米とせんべい
永山久夫・西武文理
大学客員教授

168 平成25年1月27日 江戸時代の絵から読み解く大名行列
根岸茂夫・國学院大
学教授

162


