
創 刊 号 

座談会 

「みさとの今昔を語る」 

市史研究レポート 

・三郷市の土地と自然環境     遠藤 邦彦・吉川 昌伸 

・東国古代史に関する二、三の覚書 

－三郷の古代を考えるためにー  早川 万年 

・万葉集東歌「にほどりの葛飾早稲」考    小野 寛 

市民の歴史広場（投稿） 

・秀典堀と秀典様                        上野 龍谷 

・三郷の足（交通）                      佐渡 麗子 

・三郷の民俗                            鈴木 由蔵 

・自然部会雑感                          石塚 陽子 

・古代史に憧れて                        池田 美智子 

・墓石調査を経験して                    石井 松枝 

・未来のために                          坂井 敏子 

・民俗にひかれて                        関口 昭子 

歴史講座（みさとの古文書） 

・明和八年（一七七一）境木村の村明細帳  小暮 正利 

 

第２号 
座談会 

「戦前・戦後のみさとを語る」 

市史研究レポート 

・三郷地域の耕地と集落について             原田 信男 

・古河公方足利氏と禅宗寺院 

－旧利根川下流域を中心にー  長塚 孝 

・近世前期の二郷半領と用元千代田家         斎藤 司 

・武蔵国東部低地における近世耕地開発と村   中野 達哉 

・三郷市半田・後谷地域の環境変遷史         吉川 昌伸 

市民の歴史広場（投稿） 

・百姓のルーツ 戸ヶ崎木津氏の発祥と出自    木津 利夫 

・歴史時代の三郷市周辺の地形               久保 純子 

・古代「三郷」の葦の道考                   白石 敏夫 

・三郷の民俗「萱葺屋根」                   鈴木 由蔵 

・二十五年間の自然の変化                   牧瀬 和美 

・風土が育んだ植物                         井上 結子 

・三郷市の古代を尋ねて                   内田 久美子 

・私の故郷「三郷」                         岡田 澄枝 

・私と三郷                                 岡庭 彰子 

・価値観と歴史                           加納 まゆみ 

・歴史を残す碑                           喜田 美恵子 

・生きている方言                           田中 保夫 

歴史講座（みさとの古文書） 

・天保十四年（一八四三）樋野口村の五人組帳前書 

小高 昭一 

 

 

第３号 
座談会 

「昭和五十年前後の三郷市の移り変わりを語る」 

市史研究レポート 

・子供をめぐる街つくり                 浅見 隆 

・農地改革とその以前 －彦成村の場合―  田中 淳 

市民の歴史広場（投稿） 

・仏教史の一断片 葛飾の親鸞            白石 敏夫 

・二合半領 四季の魚取り                鈴木 由蔵 

・ヤッカラ                             成瀬 栄治 

・現代の三郷と農業経営                 加藤 正 

・雑感                                 木村 昌子 

・生まれ育った三郷                     小谷 加代子 

・『史料編』出版に寄せて                近藤 伸子 

・キャサリーン台風と三郷               渋谷 早苗 

・三郷のくらし                         鈴木 ミナヨ 

・歴史に学ぶ                           関沢 多鶴子 

・三郷と川のかかわり                   竹永 弘子 

歴史講座 

・古文書にみる村役人                   並木 克央 

 

第４号 
座談会 

「戦後の三郷の農業を語る」 

市史研究レポート 

・農地改革の展開過程 －東和村の場合―         田中 淳 

・三郷の屋根葺き職人 －その生活と技術―       田中 斉 

市民の歴史広場（投稿） 

・変貌する三郷                              川守田 裕 

・俳人「一茶」と二郷半領 二合半の定雅とは？  白石 敏夫 

・村おさは地蔵を殴った 三九村の身代わり地蔵  鈴木 由蔵 

・ムグッチョのことが                        成瀬 栄治 

・二郷半用水を偲ぶ                          鈴木 常吉 

・二郷半沼の開発と農民のくらし              立澤 進 

・雑感                                      根本 幸子 

・茂平と岩蔵に教えられること              平野 恵美子 

・ビジュアルの時代に                        牧瀬 和美 

・密厳院の鐘の音                            三須 惠子 

・歴史の中に民はどこへ                      渡部 正子 

歴史講座（みさとの古文書） 

・下彦川戸村の宗門人別帳                    出口 宏幸 

 

第５号 
座談会 

「三郷の小学校教育を語る」－戦前・戦後の小学校教育－ 

市史研究レポート 

・幕末期江戸東郊農村における下肥流通 

－足立・葛飾・埼玉三郡境付近を中心に－  森 朋久 



・戦国期江戸および周辺地域の在地領主と 

寄子・同心の軍団編成について 

－本田文書と永禄年間の葛西要害争奪戦をめぐって－ 

加増 啓二 

市民の歴史広場（投稿） 

・亮盛師と坂東霊場記について                岡田 久松 

・水害で流された天王様                    篠田 長一郎 

・獄中で毒殺された名主五右衛門の話          白石 敏夫 

・二郷半領の弔い記                          鈴木 由蔵 

・上生庵とまこもの牛                        成瀬 栄治 

・漢文雑感                                  坂井 敏子 

・笑い指南                                杉浦 美栄子 

・自然に恵まれた三郷                      高田 由美子 

・風景写真が語るもの                        田中 保夫 

・嫁ぎ先                                  宮田 恵美子 

歴史講座（みさとの古文書） 

・竹治郎の詫び証文                          小暮 正利 

 

第６号 
座談会 

「三郷村の成立を語る」 

市史研究レポート 

・彦成村の成立                             志賀 尚司 

・稲荷信仰の諸相 －埼玉県三郷市の事例からー 牧野 眞一 

・墓を考える －中川流域の墓より－          青木 俊也 

市民の歴史広場（投稿） 

・「藤右衛門稲荷」縁起 

－茂田井新田開発者夫妻の生涯－  白石 敏夫 

・茂田井の錣山貴平治                       成瀬 栄治 

・二郷半領の信仰と行事                     鈴木 由蔵 

市民の記録（聞き取り調査） 

「賃取り橋（共和橋）を聞く」 

話者：宇田川 新太郎 

歴史講座（みさとの古文書） 

・水争い                                   小暮 正利 

 

第７号 
座談会 

「三郷の交通を語る」 

市史研究レポート 

・国司補任より見た奈良・平安前期の下総地域  中村 光一 

・下彦川戸村御用留についての一考察          斉藤 司 

市民の歴史広場（投稿） 

・二郷半の仏教史話 おむくさまと葛西念仏踊り 白石 敏夫 

・三郷にも焼夷弾が投下された 

－そして悲惨な東京大空襲－    柳澤 民雄 

・二郷半領の米作りと行事                    鈴木 由蔵 

・古文書解読入門講座に参加して             講座参加者 

  

市民の記録（聞き取り調査） 

「采女地域の今、昔」   話者：加藤 正平 ：千代田 好道 

歴史講座（みさとの古文書） 

・水害と悪米上納願い                       小暮 正利 

 

第８号 
座談会 

「三郷の水と生活を語る」 

市史研究レポート 

・井戸から出た瓢箪 

―大嶋郷推定地における出土事例から－    谷口 榮 

・下河辺荘・下河辺氏をめぐる研究史について 

角田朋彦・今野 慶喜・小松 寿治 

市民の歴史広場（投稿）  

・幕末秘話－中川で釣りを楽しんだ勝海舟－    白石 敏夫 

・二郷半領の土と瓦産業                      鈴木 由蔵 

・三郷を語る会の活動概要                    木津 利夫 

・二郷半史談会の活動概要                    中村 種雄 

歴史講座（みさとの古文書） 

・文化元年（一八〇四）の江戸川水防請書      小暮 正利 

 

第９号 
座談会 

「三郷の水と生活を語る」Ⅱ～暮らしのなかの水～ 

市史研究レポート 

・近世前期中川西岸村落の耕地と集落 

―足立郡六ツ木新田、佐野新田を事例として－  森 朋久 

市民の歴史広場（投稿） 

・明治初期の半田地区の地価調査              中村 種雄 

・第七代八木郷小学校長戸張胤道先生の記念碑を調査して  

成瀬 栄治 

市民の記録（聞き取り調査） 

「三郷の川漁を聞く」         話者：坂巻 栄一・吉田 力 

歴史講座（みさとの古文書） 

・文政期の水害のようす                      小暮 正利 

 

第１０号 
座談会 

「家族生活の今昔を語る」 

市史研究レポート 特集－水と三郷のかかわり－ 

・水の情報をたずねて                         久保 純子 

・中川利根川流域史研究の成果と課題（上） 

久保田 昌希・小松 寿治 

・日露戦後における埼玉県東南部の政治状況（一） 

－治水・利水をめぐってー  久慈 千里 

市民の歴史広場（投稿） 

・八頭巻伝説                                鈴木 由蔵 

・土橋と獅子舞の風景                        成瀬 栄治 



市民の記録（聞き取り調査） 

「郵便の仕事とわが街」             話者：日野宮 録太郎 

「保健婦がみた 30年前の三郷」       話者：堀切 昌子 

歴史講座（みさとの古文書） 

・文政十二年の「教諭三章」                 小暮 正利 

 

第１１号 
座談会 

「三郷の商いを語る」 

市史研究レポート 

・「小流寺縁起」考 

―江戸幕府の利根川治水政策と関連して－    所 理喜夫 

・川沿いの村における農民活動と田船      出口 宏幸 

市民の歴史広場（投稿） 

・三郷と八丈島との接点 

－八丈町末吉の長戸路家のルーツをたどって－  中村 武 

・権現河岸と蛙  鈴木 由蔵 

・明治初期の半田地区の地価調査二            中村 種雄 

市民の記録（聞き取り調査） 

「三郷のしめ縄づくり」                話者：沼野 弘 

歴史講座（みさとの古文書） 

・名主交替の取り決め                        小暮 正利 

 

第１２号 
座談会 

「三郷の祝いごとを語る」 －祝言を中心にー 

市史研究レポート 

・石材採集可能地についての一考察         柴田 徹 

・総にみる地方支配と地域間交流           松尾 昌彦 

市民の歴史広場（投稿） 

・鳰鳥は葛飾の枕詞か                     上野 龍谷 

・二郷半領のむじな嫁            鈴木 由蔵 

市民の記録（聞き取り調査） 

「三郷の商い －菓子卸の移り変わり  話者：永富 正幸 

歴史講座（みさとの古文書） 

・近領随一の地窪の村            小暮 正利 

 

第１３号 
座談会 

「市史編さん十四年と史料保存」 

市史研究レポート 

・中世利根川流域史研究の成果と課題（下） 

久保田 昌希・小松 寿治 

・その後の古河公方家 －近世喜連川氏の位置―  大嶌 聖子 

市民の歴史広場（投稿） 

・二郷半領の草木                             鈴木 由蔵 

市史完成記念特集 

 

歴史講座（みさとの古文書） 

・近年村がら悪しく相成り                小暮 正利 

 

第１４号 
座談会 

「市史十五年のあゆみをふりかえる」 

市史研究レポート 

・近世葛西用水体系の成立 

－葛西井堀から大葛西用水へー  橋本 直子 

・近世前期旧利根川下流域における 

野銭・諸役からみた地域的特色 

－野銭の賦課と萱の利用― 多田 文夫 

市民の歴史広場（投稿） 

・高野の大施餓鬼                           上野 龍谷 

・二郷半領のお産物語                       鈴木 由蔵 

市民の記録（聞き取り調査） 

「カスリーン台風と避難生活 －昭和二十二年台風の記憶― 

戸ヶ崎・八木郷村 

話者：野本 全  早稲田村 ：堀切 照子 

 

第１５号 
市制施行三十周年記念 「写真で見る三郷市の三十年」 

市史研究レポート 

・旧利根川流域の水運 

－三郷地方の河関の特色―  遠藤 忠 

・鎌倉府奉公衆の一過程 

－簗田氏の動向を素材としてー  長塚 孝 

市民の歴史広場（投稿） 

・三郷雑感                  水野 嘉雄 

市民の記録（聞き取り調査） 

「水害の記憶～昭和二十二年カスリン台風」 

話者：山澤 酉一 

歴史民俗講座 

・みさとの古文書 文政十一年の水害の後で   小暮 正利 

・午年の御開帳                             入山 紀子 

 

第１６号 
座談会 

「観音参り －午年の御開帳―」 

市史研究レポート 

・近世後期の利根川治水政策をめぐって     所 理喜夫 

・どこへ行く古文書 

－古文書史料の保存・公開をめぐる現状と課題―  新井 浩文 

市民の歴史広場（投稿） 

・三郷の『盃状穴』の所在調査             昼間 喜博 

市民の記録（聞き取り調査） 

「三郷村から町へ、そして市へ」     話者：榎本 賢隆 

 



歴史民俗講座 

・みさとの古文書 川船調査と商品流通       出口 宏幸 

・戸ヶ崎香取・浅間神社の祭礼              入山 紀子 

 

第１７号 
座談会 

「三郷のトムライ －今と昔」 

市史研究レポート 

・近世前期一国郷帳の研究 －正保郷帳を中心にー  和泉 清司 

・二郷半領の地域編成と改革組合村            桜井 昭男 

・幕末期の二郷半領と周辺の動向について 

－村の武装・剣術家・新選組に関する資料紹介―    多田 文夫 

市民の歴史広場（投稿） 

・石工について                              昼間 喜博 

市民の記録（聞き取り調査） 

「－渡し舟があった頃－ 花和田の交通今昔」  

話者：渋谷 千代・豊田 和子 

歴史民俗講座  

・みさとの古文書 彦倉村の休日議定           小高 昭一 

・中川沿いの夏祭り                          入山 紀子 

 

第１８号 
座談会 

「大広戸の蛇祭り」 

市史研究レポート 

・鎌倉勝長寿院の影 －市史講座補遺―       樋口 州男 

・近世後期の大水害と大場川・不動堀の改修  小暮 正利 

市民の歴史広場（投稿） 

・村の消防                                鈴木 由蔵 

・三郷の力石の所在調査                    昼間 喜博 

市民の記録（聞き取り調査） 

「三郷の井戸職人 －上総掘りを聞くー」 話者：田中 留五郎 

歴史民俗講座 

・みさとの古文書 水損と検見               出口 宏幸 

・幸房・岩野木の獅子舞                    山本 あづさ 

 

第１９号 
座談会 

「三郷音頭とその時代」 

市史研究レポート 

・永正十四年番匠免の戦い                   平野 明夫 

・文久期における江戸北東地域の見張番屋体制について 桜井 昭男 

・祭り・芸能を支える組織 

－ワカイシュコウと子ども組―  飯塚 好 

市民の歴史広場（投稿） 

・戦後の三郷と車の推移                     鈴木 由蔵 

・三郷の力石余話                           昼間 喜博 

 

歴史民俗講座 

・みさとの古文書 飲めや謡えや、寛政の頃  小暮 正利 

・埼玉県の蚕糸絹業と三郷の養蚕             近 達也 

特別寄稿 

・つくばエクスプレス三郷中央駅の開業     黒川 怜 

 

第２０号 
座談会 

「八木郷村の野瀬工場」 

市史研究レポート 

・埼玉県江戸川・元荒川流域の墓制           内田 賢作 

・三郷の俳諧                               内野 勝裕 

市民の歴史広場（投稿） 

・稲作文化から生まれた二郷半領に住む人々のくらし  鈴木 由蔵 

市民の記録（聞き取り調査） 

「シルバー元気塾の誕生」 

話者：戸張道夫・居関久子・平本常子・御手洗和子 

歴史民俗講座  

・文政十一年の水害と幕府への訴願             中野 達哉 

特別寄稿  

・市史史料保存活用と情報公開・個人情報保護  前田 和幸 

 

第２１号 
市史研究レポート 

・酒造絵馬を読み解く 三郷市彦糸女体神社の酒造絵馬  堀 充宏 

・近世中後期における二郷半領の村々と平沼六斎市 

－村明細帳の分析を中心に－    渡邉 英明 

市民の歴史広場（投稿） 

・二郷半領の稲作文化－生活の中の屋号－      鈴木 由蔵 

歴史民俗講座 

・村々の境道と定杭 

－彦倉村と彦野村で取り交わした済口証文－  髙木 謙一 

特別寄稿 

・回想録 大規模公共事業目白押しの時代       鈴木 昌夫 

附録 

・平成の三郷のできごと（平成元年～五年） 

 

第２２号 
座談会 

「三郷の消防団」 

市史研究レポート 

・「公文書管理法」施行をめぐる地方自治体の現状と課題 

－全史料協の全国調査結果と各地の動向を中心に－  新井 浩文 

・葛西用水十ヶ領組合における二郷半領の開発と地域性 宇田川 龍馬 

市民の歴史広場（投稿） 

・二郷半領の稲作文化－困った時の神頼み－   鈴木 由蔵 

歴史民俗講座 

・二郷半領の村々による加助郷免除願い       髙木 謙一 



第２３号 
座談会 

「みさと団地八街区と町内会活動」 

市史研究レポート 

・伊奈忠次と年貢割付状          和泉 清司 

・関所番士と三郷周辺の村役人の縁戚関係について 

－栗橋関所番士の史料から－   実松 幸男 

市民の歴史広場（投稿） 

・二郷半領の稲作文化－婚姻と地域－    鈴木 由蔵 

・一茶の歩いた小向道           上野 龍谷 

歴史民俗講座 

・文政十一年の境道争いと議定書      髙木 謙一 

 

第２４号 
市制施行 40周年記念 

・三郷のあゆみ写真展－写真で見る三郷の今昔－ 

座談会 

「三郷中央駅周辺の移り変わりとこれから」 

市史研究レポート 

・武州二郷半領の村々と虚無僧 

－横堀村・駒形村を中心に－    小田 真裕 

市民の歴史広場 

・二郷半領を位置づけた二大河川と 

領内用水・川の特徴  鈴木 由蔵 

・三郷の文化財・江戸期石造鳥居と流山石工・行徳屋孫七について 

小林 將 

資料紹介 

 ・写真で見る戦前・戦中の人々～髙橋保清氏の写真から～ 

歴史民俗講座 

・小合溜井と自普請助け合い         菅野 将史 

・和算と三郷（および近辺）の算額          米山 徹 

 

第２５号 
座談会 

「三郷の図書館のあゆみ－移動図書館から図書館開館へ－ 」 

市史研究レポート 

・三郷市域の漂着神信仰について            板垣 時夫 

・明治初期三郷の小学校運営に関する一考察  夏目 琢史 

市民の歴史広場 

・三郷市の昔話と二郷半領稲作文化五ヶ条    鈴木 由蔵 

・二郷半領の流山石工・行徳屋孫七の足跡    小林 將 

歴史民俗講座 

・天保十二年彦倉村延命院虚空蔵尊の開帳    斉藤 照徳 

 

第２６号 
座談会 

「郷村青年建設班の活動」 

講演録 

・彦成小あれこれ              堀切 貞司 

市史研究レポート 

・三郷市域の漂着神信仰Ⅱ  

 ～御神面と茂岩不動尊伝承～     板垣 時夫 

・近世地域社会における野廻り役の職務と機能 

    ―武州八ヶ領筋捉飼場を中心に―  榎本 博 

市民の歴史広場 

・二郷半領石造物調査こぼれ話             小林 將 

・三郷市文化財サポーターの活動           相徳 昌平 

                          久木田 寛邦 

 

歴史民俗講座 

・松平定信政権下の凶作・飢饉対策  

―貯穀のお触と請書―       斉藤 照徳 

 

第２７号 

市史研究レポート 

・近世後期幕領村落における水難と「御救」・備荒貯蓄 

～武蔵国葛飾郡二郷半領大膳村を事例に～  栗原 健一 

・十八世紀中期、武州葛飾郡下彦川戸村名主の信仰の旅Ⅰ 

～同人著「秩父坂東道中記」の基礎的分析と 

「坂東三十三ヶ所道記」との比較検討～   中野 達哉 

市民の歴史広場 

・二郷半領石造物調査こぼれ話その２       小林 將 

歴史民俗講座 

・戦国時代の洪水対策            平野 明夫 

 

第２８号 

座談会 

「婦人会について」（前編） 

市史研究レポート 

・寛政期における地主・小作関係の転換 

－武蔵国葛飾郡二郷半領大膳村の場合－ 栗原 健一 

・伊奈忠次・忠治の治水・防災と開発      和泉 清司 

市民の歴史広場 

・二郷半領石造物調査こぼれ話その３    小林 將 

・千社札に見る三郷市への往来       高橋 成 

歴史民俗講座 

・弘化二年の下肥値段取極め議定と二郷半領の村々 

澤村 怜薫 

 

 



第２９号 

座談会 

「婦人会について」（後編） 

市史研究レポート 

・近世中後期における百姓の家相続と村 

  ―武蔵国葛飾郡大膳村の復元をもとに― 栗原 健一 

・『教諭三章』と松平総守家の忍転封 

  ―農民教諭書の成立と展開―      澤村 怜薫 

市民の歴史広場 

・三郷の文化財・江戸期石造鳥居について その2 

                     小林 將 

・戸ヶ崎の歴史のあれこれ 

  ―『葦のみち』を読んで思ったこと―  山室 敏治 

歴史民俗講座 

・三郷市内の写し霊場 

  ―新四国四箇領八十八箇所霊場―    佐藤 由梨 

 


