富士見商工会からのお知らせ

富士見商工会

商工会活動報告（青年部編）
富士見商工会とぐんまみらい信用組合との間で、
会員事業所のビジネスチャンスの拡大や講習会・セ
ミナーの共同開催などを目指す連携協定の調印式を
平成 27 年 9 月 8 日に行いました。
今回は連携協定へのきっかけを作った富士見商工
会青年部の活動について紹介をしたいと思います。
青年部（部長石田亮）は 20 歳から 45 歳までの若
手経営者・後継者がメンバーであり、平成 29 年 2
月 1 日時点で 39 人が加入しており一丸となって活
動しております。
活動内容は各青年部によって若干の違いはありま

■お問合せ

すが、主に産業祭やグルメ GP 等のイベントの出展
や地元の清掃活動事業や近隣青年部との交流会（野
球大会等）があります。当商工会青年部の特徴とし

E-Mail fujimi-shoko@dune.ocn.ne.jp

ぐんまみらい信用組合の職員が青年部に入部して積
極的に青年部活動に参加していただいたのがきっか
けとなり、正式に当商工会青年部とぐんまみらい信
用組合とで連携事業を行うこととなりました。
連携事業として主に経営セミナーの開催を行って
おります。青年部の会議時にぐんまみらい信用組合
の職員が講師となり、青年部員から要望のあったテ
ーマ（社会保険や事業承継等）をもとにわかりやす
いセミナーを年 4 回程度開催しております。このよ
うな活動を通じて新規部員は年々増加しており、そ
れに伴い商工会員の加入増に大きく貢献しておりま

HP http://www.fujimi-shoko.com

す。
このような取組を通じて青年部のさらなる飛躍を
目指してまいります。
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ましては、ぐんまみらい信用組合との連携事業です。

■お問合せ

赤城南面千本桜まつり、準備開始 !!
本年の赤城南面千本桜まつりは、4 月 1 日
（土）
から 4 月 16 日
（日）
の期間に開催します。皆様
のお越しを、お待ちしております。
現在、桜まつりに向けて鋭意準備中で、前橋東部商工会青年部・女性部が中心となり、
「赤城
南面千本桜まつり実行委員会（委員長・石橋照夫（公財）前橋コンベンション協会宮城支部長）
」
より業務委託を受けて、駐車場の運営を行います。
今年は前橋市が桜サミット開催都市（4 月 5 日
（水）
・6 日
（木）
）でもあることから、現在、駐
車場の効率的な運営方法を検討しているところです。大変な人出のために毎年渋滞が起きますが、
来場者の方を効率よく駐車場へ誘導できるように努めております。また、東武赤城駅・前橋駅か
ら周遊バスも出ておりますのでそちらの公共交通機関をご利用いただき、渋滞解消へご協力いた
だければと思います。
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御復古御一新に付改名帳

赤城温泉 御宿総本家 東宮惇允 氏より寄稿

HP http://www.myg.or.jp
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E-Mail maeto-s@myg.or.jp

ヶ嶋村名主東宮佐七」と表記された古文書が井上家
に残されています。明治 3 年午年 11 月佐野民事御
役所に提出された控えの文書です。内容は
「改名の事、
左衛門・右衛門・兵衛・之助・之丞・之進・太夫・内・
なに
蔵・吉・介・・改名も嫡子より太郎次男二郎一郎何
た なにじ
いち
じゅうまで
太何二何モテモ一より十迄何…＊「重左衛門事―石
橋重三郎、文右衛門事―雲辺野古文治、太郎左衛門
事―星野新太郎、五郎兵衛事―前原亀三郎、勘左衛
門事―豊嶋勘重郎、清大夫事―阿久沢清太郎、利介
事―石橋利七…」
実は明治 2 年 4 月に森有礼
（旧薩摩藩士、
英国留学、
初代文部大臣、一橋大
学創設、明治 22 年暗
殺される。享年 43 歳。
）
により、通称を廃止し、
貴賤の上下を問わず、
全て実名のみを用いる
べきと、公儀所に建議
され、上記の様に左衛
門、右衛門、兵衛など
の通称などの旧来の名
は同姓、同位の者が多
くなるから識別が困難
になる恐れと…
その通達が村々に出
されたので、届け出さ
れたのが上記の改名帳
だと考察されます。
明治政府は諸般の事
情から国民全てを氏と
名で把握する必要が有
り「四民一般」
「臣民
一般」の国家を創出し、
全国総体の戸籍」の制
定を急いでおりまし
た。
明治3年9月19日、
「自今平民苗氏被差許
候事」と布告され、平
民も自由に苗字を公称する事が出来る様になりまし
た。明治 4 年、戸籍を通じて、氏と名を以て全国民
を掌握するために戸籍法が公布施行されます。明治
5 年、
「複名禁止令―選択的一人一名主義」の布告が
出されます。

勢多郡東領苗ケ嶋村五人組御改帳

「江戸時代の姓名」

東領苗ケ嶋村五人組御改帳

前橋東部商工会からのお知らせ

江戸時代、武士や神官等の一部の人以外、苗字を
名乗る事が許されておりませんでした。
では苗字を持っていなかったのだろうか、十数年
前に我が家に残されている享保 7 年から宝暦 11 年、
享和元年の「苗ヶ島村五人組帳」
、自治会文書（文書
館依託）や地域に残されている数件の資料と金剛寺
の過去帳を住職の好意により調べる機会を得ました。
また苗ケ島地内に残る全ての墓地調査をし、墓石に
刻まれている戒名と名
前、没年を記録に留め、
それを過去帳と照らし
合わせ、五人組に記載
されている人名が誰の
先祖か特定する作業を
致しました。享保 7 年
8 月の「東領苗ヶ嶋村
五人組御改帳」には
135 戸（652 人）の家
族構成、年齢等が記載
されていますが、記載
さ れ て い る 135 戸、
それぞれの当主の名は
1 例たりとも同様の名は無く、全て違いました。享
保 7 年（1722 年）五人組一例「藤左衛門 38 歳・九
右衛門 65 歳・利左衛門 39 歳・久右衛門 26 歳・太
左衛門 57 歳・勘之丞 50 歳」宝暦 11 年（1761 年）
の同組の推移「藤左衛門 75 歳・九右衛門 48 歳・利
左衛門 55 歳・久右衛門 48 歳・弥文治 40 歳（太左
衛門家）
・勘之丞後家 29 歳」
宝暦 11 年の「勢多郡東領苗ヶ嶋村五人組御改帳」
には家数 160 軒内寺二ヶ所、619 人の家族構成が記
載されています。所有反別、雇人の数、持馬の匹数
が新たに書き加えられていました。明治 2 年の記録
には戸数が 94 戸に減少しています。明治 10 年の記
録では男 250 人、
女 258 人の記録があります。以前、
金剛寺に有った廃棄寸前の襖を頂戴して裏張りを剥
がした所、その中から安政 2 年に書かれた「欄間彩
色奉賀帳」なる物がバラバラにされ裏張りの紙とし
て貼られていたので剥がして修正し、お寺にお返し
致しましたが、その寄付帳には寄付人全員の姓名が
書かれておりました。それぞれの家が江戸時代以前
から苗字を持ち、墓石には苗字と名前を記していた
のです。
「明治二巳十一月御復古御一新に付改名帳苗

