ます。作業は朝から始めて半日ぐらいかけて行います。年末ですから作
業に携わってくれる組合員さんの人員確保にひと苦労されるそうです
が完成時の達成感、安堵感はひとしおだと久保さんは語ります。

こうのす人

Vol.13

埼玉県電気工事工業組合
行田支部 鴻巣地区長

久保

学さん

毎年、11月末になると鴻巣駅東口駅前ロータリーは美しいイルミネー
ションによって飾られます。そして、年末から年始にかけて私たちの目
を楽しませてくれます。この企画はいつの頃から、どのような経緯で始
まったのでしょうか。今回はこの電飾イベントについて、現在、作業の取
りまとめ役をされている久保学さんにお話を伺いました。
始まりは平成19年（2007）末。市役所の職員さんと埼玉県電気工事
工業組合の組合員さんとの間で交わされた会話での、まさに阿吽の呼
吸から始まったそうです。同組合は鴻巣市と防災協定を結んでおり、防
災訓練を始めとして様々な事業協力を行う中で、高所作業車を活用し
てのイルミネーション装飾作業の協力が行われるようになりました。こ
れまでに黒澤電気の黒澤重一さん、サイトウ電気の小林正治さんと引
き継がれ、現在は久保さんを中心に30名位の組合員さんたちによって
作業が行われています。突風や降雨に堪えられるように、電飾線の一本
一本にワイヤーを絡めて強度を高め、しっかりと地面に密着させていき

川里生まれ川里育ちの久保学さん。お父様が始められた久保電気
を継ぐ二代目の社長です。かつて理事長を務めた鴻巣北本青年会議所
（ＪＣ）は40歳で卒業し、現在鴻巣市商工会青年部員として活躍して
います。鴻巣水曜ロータリークラブにも所属し、地域貢献活動にも熱心
です。趣味のゴルフの腕前は抜群だと周囲の人が証言してくれました。
高校時代はソフトボール部に所属しピッチャ―としてインターハイにも
出場して大いに活躍しました。卒業後、すぐに家業に入り、周囲の職人
さんたちの仕事ぶりを見ながら、電気工事の技術や知識を学んだそう
です。多くの先輩方から引き継いだこのイルミネーション装飾作業。今
後も装飾の仕方を工夫しながら、少しずつ発展させていきたいと意気
込みを語ってくださいました。
鴻巣駅東口駅前ロータリーのイルミネーションは、例年11月下旬
から翌年1月中旬まで灯ります。エルミパーク内でもイルミネーショ
ンが飾られます。また、吹上駅前では北口、南口駅前でイルミネー
ションが飾られます。市内各所で行われる花装飾と美しい電飾の競
演をどうぞお楽しみください。
（真鍋）
写真提供：鴻巣市、久保学氏

サイエンスホーム鴻巣店

編集部の
おススメ本

鴻巣郷土かるた解説書
鴻巣郷土史会編
鴻巣の歴史と文化を楽しく知るための入門書として是非ご一読頂きたい
一冊です。そもそも「鴻巣郷土かるた」は鴻巣郷土史会（会長：勝願寺48代
藤田得三氏）の会員が鴻巣の歴史や文化を理解し、自己啓発に資すること
を目的として作られたもので、その解説書が本書なのです。取り札の絵、読
み札の文言、そして、易しく分かりやすい解説と、三位一体の内容が圧巻で
す。取り札は市内在住の小学生による個性あふれる絵画。読み札は七五調
も滑らかに、内容がすんなりと頭の中に入ります。ここで、この本のキーワー
ドをいくつか挙げてみましょう。中山道、フラワー通り、鴻巣御殿、笠原た
んぼ、御成河岸、一里塚、古墳群、箕田源氏、免許センター等々。耳慣れた
語が並びます。ごく身近に歴史あり。興味の大海にのめり込むこと請け合
いの一冊です。

（真鍋）

【お問合せ先】鴻巣市観光協会・ひなの里
※販売価格

TEL048（541）3333

1,300円（税込）

鴻巣郷土かるた
の
じみ
おな が
場所 ！
たに
かる
遊ぶだけで、鴻巣通になれる
「鴻巣郷土」かるた。鴻巣市民
なら子どもの頃に学校で遊ん
だことがあるかも？

※「鴻巣郷土かるた」は販売を終了しています。

Succulent & Cactus

ビザールファーム
bizarr farm

花苗
鉢植え

野菜苗

Flower & Green
HANA Y♥SHI

株式会社

花吉

080-5006-8744
道の駅 いちごの里よしみ 笑天街

〒355-0192 比企郡吉見町大字久保田 1737

あなたの好きな鴻巣の景色、とっておきの写真を募集中！

きな
私の 好

①写真のタイトル ②お名前またはペンネーム ③撮影場所 ④ご自分のメールアドレス
を書いて、メールまたは郵送でお送りください。

こうのす
こうの すの 風 景

【メール】johokonosu@gmail.com

（件名に「私の好きなこうのすの風景」とご記載ください）

【郵送】鴻巣市本町1-1-5-906 情報誌こうのす製作委員会宛

今回は編集長が撮ったとっておきの写真です。

※ご応募頂いた全ての写真が掲載されるわけではありませんのでご了承ください。

特 別 編
駅前開発の
風景

① 2017年1月6日

運良く歴史の証言者になれました。見
慣れた景色が工事現場になり、新たな命
が吹き込まれ、やがて日常の景色になり
ました。人々の営みの光景は、今も変わら
ず存在しています。
（真鍋）

工事前

④ 2017年10月27日

② 2017年3月30日

建物を更地に

③ 2017年8月10日

コンクリート注入

■ 紫苑5周年記念イベント■

カフェ / イベントホール / ギャラリー

①11月1日(金)中山英二ウィズフレンズ
出演 中山英二(b)辺見優司(pf)天辰直彦(fl)
18:30開場 19:00開演
前売3,500円 当日4,000円

cafe

②11月2日(土)花と緑の宴Vol.5
出演 武田明美・佐藤紀久子(箏・三絃)竹井史子(Mez)赤間亜紀子(p)
14:30開場 15:00開演
前売3,000円 当日3,500円
①②どちらもご購入の方はチケット代金を1,000円引きとさせていただきます。
13:00〜13:30 紫苑合唱部発表会 入場無料(要事前連絡)
12月7日(土)柴田晶子口笛コンサート(詳細未定)
2020年2月9日(日)山中信人津軽三味線演奏会(詳細未定)

お問い合わせ

電話：080

⑤ 2018年4月29日 全容が見えてきた

紫 SHION苑

〜心の中に潤いを

〒369‑0133
埼玉県鴻巣市小谷 2275
■ 駐車場完備20台以上
■ 土日のみの営業
11：00 〜 17：00

9124 1499（19：00 〜 22：00）小林

または、紫苑 FB のメッセージ、メールにてお願いいたします。

：shionkounosu@gmail.com

：http://shion-kounosu.com/

⑥ 2019年9月6日

朝日と共に

現在

■ イベント情報 ■

11月11日（月）
11月16日（土）
11月17日（日）
12月 日（月）
12月 日（日）
12月13日（金）
12月16日（月）
月17日（金）
月19日（日）
月20日（月）
月 日（日）
月10日（月）
※その他

手打ちそば体験教室
いがまんじゅう作り教室
秋の庭園まつり
田舎まんじゅう作り教室
クリスマスコンサート
手打ちうどん体験教室
手打ちそば体験教室
手打ちうどん体験教室
田舎まんじゅう作り体験教室
手打ちそば体験教室
草餅作り体験教室
手打ちうどん体験教室

花暦事業も開催します。

玄黄二刀流・無外流（剣術・居合術）、東征流（古武術）

武道未経験者
年齢・性別問わず
稽古出来ます
木曜日 19〜22時

鴻巣市市民活動センターにて

050‑3709‑6604
nitouryu.sougetsukai@gmail.com
https://fb.com/sougetsukai

市内の地名にまつわるコラムです。

そして「鴻巣宿字割府」です。現在の「加美１丁目
西半部・加美３丁目全域・雷電１丁目全域・栄町５番

失われた地名「割府」を地下道の名称として
継承を図ることは、筆者（栗原）のアイデアでし
た。鴻巣市では検討の結果、公募を行うことと
なり、当時の雷電町町内会・新井会長さん（故
人）の協力を得るべく、ご説明に伺いました。
「鴻巣宿の字名で『割府』だけが完全に消滅しま
した。どうにか後世に残したいのです」とお願
いすると、会長さんは「江戸時代の割府」につい
ての秘話を教えて下さり、そして最後に「地下
道の名前になれば残せるね、あとは任せてね」
とのお言葉をいただきました。公募期間が終わ
り「鴻巣宿わっぷ地下道」の銘板が現地に設置
された日、会長さんとふたりで地下道を訪れま
した。
「『わっぷ、わっぷですよ…』と町内の役員
さんにお願いしたから『平仮名』になっちゃっ
たけど、勘弁ね」。新井会長さんの笑顔、今でも
鮮明に覚えています。
（栗原）

現・雷電一丁目

江戸時代の宿場町の主要産業は商業・サービス業
ですが、宿場が経済的に自立できるように、郊外に
「枝郷」と呼ばれる農地が確保されました。免許セン
ターの周辺が、現在でも「鴻巣市鴻巣」との住所であ
るのは、
「鴻巣宿字中三谷」という枝郷であったこと
によるものです。鴻巣宿には８つ（丸池・中三谷・常
久・沼田・本宮・宮地・割府・鞠子）の枝郷があり、うち
「丸池・中三谷・常久・沼田」は、現在でも「字」として
登記されています。
「 宮地・本宮」の「字」は消失しま
したが、住居表示制度による地名再編時に「新町名」
として採用されました。
「鞠子」は消滅から50年後の
2015年、鴻巣南小学校の敷地内の西半部の地名（住
居表示街区符号）が「本町8丁目鞠子番」と設定され
ることで、復活を果たしました。

2014年４月、高崎線をくぐる「こうのとり通
り」のアンダーパスの名称が「鴻巣宿わっぷ地
下道」と命名されました。
「 鴻神社前交差点」か
ら坂道を下り「雷電１丁目１番街区」で高崎線
のトンネルへ、
「栄町５番街区」で顔を出して坂
道を上ります。1965年以前は、高崎線の両側と
も「大字鴻巣字割府」であり、歴史的経緯から現
在も「栄町５番街区」は雷電町町内会に所属し
ています。

現・栄町⑤番街区

中山道の宿場町として栄えた鴻巣、江戸時代の行
政地名は「武蔵国足立郡鴻巣宿」でした。明治22
（1889）年に町制を施行、
「鴻巣宿・上生出塚村・下生
出塚村・上谷村の一部（字新田）」の１宿２村１字の
合併により新たに「鴻巣町」が誕生しました。かつて
の「鴻巣宿」の範囲は「鴻巣町大字鴻巣」との地名に
なりました。

現・加美一丁目

わっぷ

第10回：鴻巣宿の枝郷地名 割府

現・加美三丁目

こうのす歴史散歩

街区の大部分」になります。1965から66年に
かけての地名再編までは、
「 鴻巣市大字鴻巣字
割府」が、この地の正式の登記地名でした。有価
証券である「割符（わりふ）」が、地名の由来に
なったとの説が有力です。旧中山道の「第３中
仙道踏切（街道は『中山道』
・踏切は『中仙道』）」
は、かつては「割府の踏切」と呼ばれていました。

通り

とり

の
こう

鴻巣宿わっぷ地下道

出典：鴻巣町地籍図（大正時代）

編集部より
鉄道をこよなく愛する人々に対して、親しみを込めて「鉄ちゃん」または「鉄子」と呼称します。そしてそれは更に、乗り鉄、撮り鉄、車両
鉄、駅鉄、音鉄などに細分化されます。今回の特集は、それらの人々、また、そうではない人々にも楽しんで頂ける企画としました。身
近にある鉄道輸送車両のありふれた日常風景。読了後、それらに親しみが増し、更には愛おしくさえなって下さることを願います。
1883（明治16）年、私鉄である日本鉄道の路線として「上野・熊谷間」が開業しました。その時に設置された駅は「上野・王子・浦和・上尾・鴻巣・熊
谷」の6駅でした。鴻巣宿は交通の要所であったため、開業当初より「鴻巣駅」が設置されたのです。その際「本一町」と「仲町」が駅の誘致に積極的
でしたが、最終的には両町の中間にある「宮本町」への設置に落ち着いたのです。

編集長発！

大人の地域再発見誌『こうのす』 vol.13（2019.10.15発行）禁無断転載
制作・発行：情報誌こうのす製作委員会

〒365-0038 埼玉県鴻巣本町1-1-5-906

TEL.070-3519-2537

FAX.048-541-9400

johokonosu@gmail.com

真鍋 透（編集長）／栗原俊也・早川智恵子（副編集長）／長島信幸（表紙撮影）／須永隆広・高橋 敦・長島義明・吉田大樹・山中保朗（記者）／黒澤 章（広報）／池澤陽子（校正）／斎藤 徹（発行人）

は
健康な身体から
健康な歯

ザ・セレクトン北本駅前
＊全館禁煙
＊JR高崎線「北本駅」
（鴻巣駅から1駅）
東口より徒歩30秒
＊宿泊者がご利用いただける
男女別大浴場完備
＊自動精算機

大人の情報誌こうのす

須田歯科医院
診療時間
9：00〜12：00

月 火 水 木 金 土 日

15：00〜17：30
■ 休診日：木曜・日曜・祝日

※

※金曜日は15: 00〜18:30となります

〒365 0038 鴻巣市本町 8 5 31

TEL 048‑598‑8800

048-541-0137

URL:https://celecton.com/kitamoto/

新鮮な魚介を店頭で販売。
ご宴会
（60名様まで）
承ります。

交通量の多い道沿いに設置してあります

PRボードで告知しませんか？

ラ ン チ

5名様以上
2,000円/人から）

ポスター・チラシ等、無料で掲示します
お気軽にお問い合わせください

木金

（要予約/水
住

UOSHICHI
ご連絡・お問い合わせは担当の佐俣までお願いいたします

TEL
FAX

048-548-5911

鴻巣市南1-22-5
11:30〜21:00
月・火
P 30台

所

営業時間
定休日

おさしみの店魚七

検索

。

鴻巣駅東口駅前に
新店オープン！

Bistro & Wine

処方せん調剤から健康相談まで、
クスリのことならお気軽にご相談ください

黒沢薬局 駅前店
AM9:00〜PM7:00 休日；日曜祝祭日
鴻巣市本町1‑7‑1 ポレスター1階2‑1
TEL＆FAX；048‑544‑5500

※本店（TEL；048-541-0301）は、
無休にて営業しています

カ

ボ

ー

CAVO

鴻巣市本町4 - 9 - 3
048 ‒ 501 ‒ 8443

営業時間 火曜〜土曜 18:00〜23:00（LO）
日曜 14:00〜20:00（CLOSED）
定休日 月曜・第3火曜

カボー

検索

つなぐ

つなげる

まちづくり
大小宴会
承ります
ふ
ぐ
う な ぎ
てんぷら

日本料理
入会特典あり！

〒365 0038 鴻巣市本町 4 9 25
TEL. 0 4 8 5 4 1 0 0 7 3
11: 30〜13: 00 / 17: 00〜22: 00

ゆき
寿司

あなたの夢を応援します
は
ランチに
味噌汁と が
本 格珈琲
つきます

江戸前寿司と活魚料理の店
津軽三味線ライブも不定期で開催

鴻巣支店
〒３６５‑００３８ 鴻巣市本町２‑１‑３７
ＴＥＬ．
０４８‑５４１‑３６００
http://www.shinkin.co.jp/ksb/

埼玉県鴻巣市本町5-6-39 営業時間11:30〜14:00 / 17:00〜22:00（LO21:30）
TEL.048- 542-1234 定休日：月曜日 駐車場有り

「心に残る贈り物」

ハートフル木工

鈴木龍泉（木彫工技能功労者）

鴻巣市本町4‑2‑3 TEL 048‑541‑0270

「パパ・ママ応援ショップ優待カード」を対象店舗にて、お会計前にご提示いただくとサービスを受けられます！

1 F
キチジョウジ キクヤ

中華食堂 日高屋

海鮮料理 はなの舞

チャーハン専門店 火道
（炒飯専門）

（ファーストフード）

全品

麺類大盛分無料

お子様セット
お子様カレー

お料理のご注文で

カードご提示で
ふるポテト310円
▼

※93円のソフトドリンクに限ります。
コーヒー対象外です。

※カード提示者1名につき同伴者
2名様(計3名様)まで

（陶磁器・生活雑貨・化粧品）

5％ＯＦＦ

（中華）
または

ライス大盛分無料
または

味付玉子半額でご提供
※1

ミスタードーナツ

（海鮮居酒屋）

50円引き
※注文時にカード提示

さくら平安堂

ソフトドリンク
1杯サービス
一代元

ロッテリア

200円
アルテスタ

（ドーナツ）

（印鑑・印刷・雑貨）

（ラーメン）

（合鍵・靴修理・印鑑）

６個以上お買上げで

全品

小学生以下

全品

108円商品
おひとつプレゼント

ソフトドリンク

5％ＯＦＦ １杯無料サービス 5％ＯＦＦ
※一部対象外あり
実印即日お渡し可

※一部対象外商品あり

2 F
ソフトバンクショップ
（携帯電話・スマートフォン）

当店でご成約頂いた方に

お買上げ総額より

5％ＯＦＦ
※2

東京スターメガネ
（メガネ専門店）

①総額の5％OFF
または

②薄型、超薄型
非球面レンズ
無料プレゼント

ミルフローラ
（ジュエリー）

全品

5％ＯＦＦ

※3

3 F
ポーラ ザ ビューティ
（エステティック・コスメ）

パパママ応援ショップ
カードお持ちのママに

サンプルプレゼント
※お一人様月一回限り

ラクシア／げんき堂整骨院

（リラクゼーション／整骨院）

全コース

10％ＯＦＦ

アミュージアム／キッズパーク
（ゲームセンター）

（洋服・バッグ・靴のお直し）

おしゃれ工房

エブリデイゴールドラッシュ

【平日限定】
ご精算時に
カードご提示で

お買上げの方
ポイントカード通常の

ブランド品・古着・ジュエリーを
10,000円以上お買上げのお客様に

お子様の延長時間
15分ぶんが無料

（毎月25日のみ）

1,000円OFF

ブランド品・貴金属・古着を
10,000円以上お売りいただいた方には

1,000円UP

※1 麺類をご注文の方に限ります。セットメニューにも使えます。
ライス大盛無料は、定食、単品ライスに限ります。半ラーメン、
「麺少なめ」
メニュー、
ヤキソバ、
半ライス、
チャーハン、中華丼、
天津飯は対象外です。
※2 AOKIグループ発行のDM・チラシ・インターネット割引券等、
いずれか1点と併用可。補正代・宅配代は実費、
頂戴致します。
※3 クリアレンズのみ。
カラー遠近両用等特注レンズ、持込みフレーム除く。※特典内容は当社規定による。
※4 16分以上ご利用の方が対象になります。他のサービス、割引との併用はできません。
■当日限り有効 ■1枚につきお一人様有効 ■他サービスとの併用はできません。 ■サービス内容が予告なく変更、
または終了する場合がございます。予めご了承ください。

禁無断転載

※4

2倍

（リサイクルショップ）

TEL.070-3519-2537

ノベルティ
プレゼント

オリヒカ

（メンズ&レディスファッション）

制作・発行：情報誌こうのす製作委員会 〒365-0038 埼玉県鴻巣市本町1-1-5-906
vol.13（2019.10.15発行） デザイン・印刷・製本：株式会社アサヒコミュニケーションズ

パパ・ママ応援ショップ優待カード ご利用可能店舗

無料！

