
　越後山自治会は、昭和27年に分離独立するまで牛房、向山地区とともに名称を三
星会として自治会運営され、後に白三越後山自治会が誕生いたしました。発足当時の
戸数は8世帯ほどで、昭和50年代までは農地や屋敷林に囲まれカッコウが啼き、野ウ
サギが駆け回る長閑な地域でした。その後は、東京都練馬区に隣接する立地条件や近
年の土地区画整理事業により農地の宅地化が進み新しい住宅が立ち並び、地域の景
観も大きく変化してきました。今日では自治会加入世帯は300を超える規模となって
います。このようなことから、自治会員相互の交流・ふれあい・助け合いがより一層重
要なテーマになっています。自治会には、越後山クラブ（老人会）や育成会があり、年
間を通じて自治会と連携しながら各種の交流事業を実施しています。日帰り研修旅
行、芋煮会、餅つき大会、お花見などで、会員同士が楽しい時間を過ごしています。ま
た、ボランティア的活動として、毎月1回小学生の下校を見守りながらの道路清掃や、
夜間の防犯パトロールなどを通じて安心安全な地域づくりにも心がけています。ま
た、隣接する緑自治会と、地域交流の一つとして越後山交流夏祭り（盆踊り）を実施し
ています。平成27年5月には越後山中央公園がオープンし、公園を活動の拠点として
夏祭りや防災訓練などを実施しています。今後、公園脇には両自治会が活動拠点とし
て使用する集会施設が建設予定です。子どもから大人まで、いつでも気軽に立ち寄り
お茶を飲んだりおしゃべりしたり、サロン的な施設を予定していますので、ご期待く
ださい。大江戸線の新駅が徒歩10分ほどの近くにで
きる方向で検討されているほか、越後山には商業施
設がないものの、近隣を見渡せば、緑や開けた空間が
多くあり、子育てには最適な地域だと思います。ここ
に住んでよかったと思っていただけるような地域を
目指して、自治会としてもお手伝いをしていきたいと
考えています。

越後山自治会 会長 冨澤 勝
問和光市自治会連合会事務局 ☎463-0104

越後山自治会

越後山・緑夏まつり 

長照寺の
「大いちょう」

和光市の
� 歴史・民俗を
���たずねて

第26回

　和光市のイメージキャラクター
「わこうっち」。わこうっちは、市の
木であるイチョウの妖精をイメー
ジして生まれました。今回は、わこ
うっちが住んでいる長照寺の「大い
ちょう」についてのお話です。
　大いちょうは、長照寺の境内にあ
り、市指定天然記念物に指定されて
います。推定樹齢が約700年といわ
れ近郊随一の老樹です。幹まわりは
7.5m以上あり、高さは約29mもあ
る雌株の大木です。寛永18（1641）
年に三代将軍徳川家光が芝東照宮
に植樹したイチョウが長照寺の大
いちょうに近い遺伝子をもってお
り、深い関係があることがわかって
います。
　この大いちょうは、枝張り根張り
ともによく、根の先は坂下公民館
辺りまで達しており、樹乳も見事で

す。その樹乳を煎じて飲むと乳が
よく出ると言われており、地元の人
達が服用して飲んだそうです。ま
た、秋の黄葉の時期は、黄金色で覆
われ誠に雄大かつ見事な景観で、
300kgを超える量の銀杏を実らせ
ます。
　市で運営しておりますデジタル
ミュージアムでは、電子ジャーナル

『和光市デジタルミュージアム紀要』
を刊行しております。紀要第5号に、
樹木医で和光市文化財保護委員会
委員の小田部氏から長照寺の「大い
ちょう」と和光市の木「イチョウ」に
ついて」貴重な研究成果をお寄せい
ただきました。是非、ご覧ください。

デジタルミュージアム
「歴史の玉手箱」
QRコード

生涯学習課 文化財保護担当
☎ 424-9119

中学校夏の大会結果 県大会以上へ出場した、
中学校の大会結果を報告します

問   学校教育課 指導担当 
☎424-9149

第二中学校
関東大会出場

【男子卓球部】
個人戦 シングルス 椎木 啓二朗（3年） 出場

【水泳】
女子100mバタフライ 佐久間 惟由（3年） 第9位
女子200mバタフライ 佐久間 惟由（3年） 優勝
県大会出場

【女子バスケットボール部】 出場

【男子卓球部】 団体戦 出場
【女子卓球部】
個人戦  シングルス 池上 葉奈（3年） 出場 

シングルス 増田 美春（3年） 出場 
ダブルス 大手・小林（3年） ベスト8

団体戦 ベスト8
【女子ソフトテニス部】
団体戦 出場
個人戦  矢野・小西ペア（3年）、正木・土屋ペア（3年） 出場

【剣道部】
個人戦  塚本 すずこ（3年）、中村 美月（3年） 出場

【陸上競技部】
学校総合体育大会
2年女子100m走 川上 穂莉（2年） 出場

【硬式テニス】
田村 隼乙（2年） 出場

【水泳】
男子200m自由形・男子100m背泳ぎ
田川 翔大（1年） 出場

第三中学校
全国大会出場

【硬式テニス】
シングルス 松田 光（3年） 出場
関東大会 ベスト8　県大会 優勝
県大会出場

【陸上競技部】
通信陸上競技大会
男子100m  渡邊 尊 （3年）、上原 大輝（2年）、 

平井 隼 （1年） 出場
男子400m 大熊 拓未（3年） 出場

男子800m 石曽根 翔太（3年） 出場
男子1500m 杉浦 巧真（3年） 出場
男子3000m 武山 歩夢（3年） 出場
男子走幅跳 中島 悠翔（3年） 出場
男子4×100mR 渡邊・大熊・上原・中島・千葉・伊藤 出場
女子100m 西田 愛都（1年） 出場
女子200m 福嶋 結奈（3年） 出場
女子4×100mR 福嶋・柳下・鈴木・塩田 出場
学校総合体育大会
男子100m  平井 隼（1年） 出場 

伊藤 瞬（2年） 出場 
渡邊 尊（3年） 出場

男子200m 大熊 拓未（3年） 出場
男子400m 千葉 和真（3年） 出場
男子800m 石曽根 翔太（3年）出場
男子走幅跳び 中島 悠翔（3年） 出場
1年男子走り幅跳び 佐藤 侶波（1年） 出場
男子4×100mR 上原・渡邊・千葉・伊藤・大熊・中島 出場
女子200m 福嶋 結奈（3年） 出場
女子4×100mR 鈴木・福嶋・塩田・柳下 出場

【水泳】
男子100m・200m平泳ぎ 杉浦 巧真（3年）出場
男子4×100mメドレーR 中島・杉浦・藏元・福田 出場
女子100m・200m平泳ぎ 庭木 花蓮（2年）出場

大和中学校
全国大会出場

【野球部】 ベスト8　関東大会 優勝　県大会 優勝

県大会出場
【男子ソフトテニス部】
団体戦 ベスト8
個人戦 今井・久保ペア（3年） 出場

【ソフトボール部】 ベスト16
【女子卓球部】
団体戦 出場
個人戦 松本 みづき（3年） 出場

【剣道部】 個人戦 米田 悠人（3年） 出場
【陸上競技部】
学校総合体育大会
男子1500m・3000m 永野 拓海（3年） 出場

男子1500m 山﨑 和喜（1年） 出場
女子100m 佐藤 由莉（1年） 出場
女子走幅跳 田野 愛実（1年） 出場
通信陸上競技大会県大会
1500m 永野 拓海（3年） 出場

【硬式テニス】
ダブルス 木村（2年）・松永（1年）ペア 出場

【水泳】
男子自由形50m 山﨑 陽斗（3年） 出場
女子自由形50m  上原 百萌花（1年） 出場 

田中 夏綺（1年） 出場
女子バタフライ100m 田中 夏綺（1年） 出場
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