
 

 

本日の例会（第１４３７回）    １／２６（水） 

◆卓話紹介会員 梅田    渉君 

◆スピーカー  会  員  柴山  利彌君 

◆題       名   近世の数寄者 

次回の例会（第１４３８回）      ２／２（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

第１４３６回例会記録      １／１９（水）曇 

◆司    会 横井  尚啓君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆来訪者紹介  瀬戸 RC 亀井   勝君 

出 席 報 告 

会 員 数  40名  前々回訂正  1434回例会

欠席会員数     6 名  欠 席 会 員  13名中

出席会員数  34名  MAKE UP  7 名

出 席 率  85.00％  出席率訂正  85.00％

会  長  挨  拶 

江と小谷城 

会  長  伊藤  晋一 

昨年は「龍馬伝」という

荒々しくも雄大な男の人生

物語でした。さて、今年は「江

～姫たちの戦国」です。主人

公は、近江国小谷城主、浅井

長政と妻お市の方との間に生まれた三姉妹の末娘・江の物語で

す。江は、のちに徳川二大将軍秀忠の正室で三代将軍家光の生

母になりました。琵琶湖の湖北地方や江が母姉と共に一時住ん

でいた三重県津市などゆかりの地では、早くも観光ブームが始

まっているそうです。本当に毎年ですが大河ドラマの影響力に

は、驚かされます。 

 

 

さて、江が生まれた浅井氏の居城・小谷城は 1573 年（天

正元年）、織田信長に攻められて落城。その後廃城となり、現

在は土塁や防衛陣地である曲輪又、石垣の一部などが残るだけ

ですが、かつては難攻不落の山城として知られていました。城

攻めには通常10倍の兵力が必要とされる中、浅井とその盟友

朝倉勢を合わせて1万 8,000 人だったのに対し、信長と徳川

家康の連合軍は3万 4,000 人、城攻めには兵力不足でした。

そこで信長が採った作戦は、敵を山城から誘き出し、野戦に持

ち込むことでした。信長は、小谷城に正面から立ち向かうこと

を避け、近江 ̶ 越前を結ぶ要路上にある横山城を攻めました。

これを見捨てられない浅井軍を山城から平地の姉川に引きず

り出し、兵力を削ぎました。この戦いこそが、姉川の合戦です。

同時に信長は沢山城や宮部城など拠点を守る浅井軍の諸将が

寝返るように心理作戦も展開し、加えてたまたま台風もその地

方を襲ったタイミングを逃さずに攻め込んだことも功を奏し、

至難と思われた小谷城を攻め落としたそうです。信長の小谷城

攻めは、野戦への誘導、人心の撹乱、台風の襲来と偶然を含め

てその3つの条件が揃ったことに勝因があったと言えます。 

幹  事  報  告  

1.今月はロータリー理解推進月間です。後程月間に因みまして、

岩田ロータリー情報委員長より卓話をして頂きます。 

2.家族忘年会の写真の申し込みは本日までとなっております。 

委 員 会 報 告 

・元米山奨学生の李 永俊君へのお祝いについて 

 

米山記念奨学委員長    足立陽一郎 
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・ホームページについて 

 （株）スマイルネットコーポレーションと、当クラブの会員

であります杉浦君のおかげで、ホームページがリニューアルし

ました！            広報委員長    古川  康司 

卓  話 

ロータリー理解推進月間にちなんで 

ロータリー情報委員会 

委員長    岩田  満治 

本日はロータリー推進月

間卓話ということで、月刊誌

「ロータリーの友」の創刊の

事情から継承されてきた、

「会員相互の交流と情報交換を目的とする同人誌」と謳われて

いるように、本年度7月号～12月号の中から興味ある記事を

一部抜粋した。尚、当クラブの諸君には、「ロータリーの友」

への投稿をお薦めしたい。詳しくは「ロータリーの友」9月号

の32ページを参照願う。 

本誌7月号より 2010年 3月 25日 「ロータリーの友」

事務所は「一般社団法人ロータリーの友事務所」として、法人

化を果たした。今年度は1911年にロータリーの機関紙「ザ・

ロータリアン」が発刊されて満100周年を迎えた。 

以下、ロータリーの友12月号より抜粋（言いたい、聞きた

い、欄から） 

ロータリー米山記念奨学会で日本の未来を（長岡西ＲＣ会員

投稿） 

現在わが国経済の目を覆いたくなる様な衰退により、進学の

道を閉ざされる優秀な若者たちが急増している事に我々ロー

タリークラブとして目を向けてはどうか、日本の未来を背負っ

てたつ若人の芽を摘む事が、本人のみならず、我が国の社会の

今後に計り知れないダメージを与えることか、想像してほしい。 

ここに、大英断をもって米山記念奨学会の支給対象者の半分を、

我が国の経済的に困窮している優秀な人に与えるのはどうか、

以下4つのポイントを提案したい。 

1、少額でも4年間（大学在籍期間） 

2、出来るだけ多くの人に 

3、理工・医・薬学部進学者 

4、特別に優秀な学生は大学院まで支給する（但し、大学関

係者複数の推薦を要す） 

今日直面している社会の現状を正しく理解し、ロータリアン

の勇気を持ったチェンジを期待する。数十年後、このような提

案が笑い話になり、又、昔の様に外国の人達だけにしようと言

う提案が出る様な日本の経済発展と国力再生を、心から願うも

のである。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん 

天命を知って人事を尽くせ  ありがとうございます。 

【岩田ロータリー情報委員長、卓話よろしく！!】 

伊藤  晋一君 梶川  久雄君 杉浦  定文君 尾関  正一君 

石黒    勉君 星川  直志君 柴山  利彌君 横井  尚啓君 

横井    登君 土屋  利行君 小關  敏光君 入江由希子さん 

尾關實津成君 山田  浩二君 梅田    渉君 加藤あつこさん 

足立陽一郎君

古川  康司君

半泊  與則君

 

西脇  多吉君 

服部    保君 

加藤  昌之君 

 

藤原  研一君 

北村紀子さん 

松岡  三明君 

 

西脇  良一君 

近藤    朗君 

 

 

ガバナーメッセージ 

国際ロータリー第2760地区 ガバナー 田嶋 好博 

 新年明けましておめでとうございます。皆様ご家族お揃いで

新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。元旦を迎えますと

気持ちが改まり、誰しも今年の夢や抱負をいだきます。この新

しい気持を大切にされ仕事も家庭も充実した一年をお送りい

ただきますようお祈り申し上げます。 

 昨年１月のサンディエゴにおける国際協議会から早くも１

年が経ちます。ガバナーエレクトは国際協議会に出席すると一

廻り成長すると言われていますが、私流に考えますと日本のガ

バナーエレクトが一堂に会して、研修リーダーを交えてそれぞ

れの地区の実情、問題点等を率直に話し合うことにより、ガ 

バナーエレクトをしてリーダーとしての責任を自覚させる結

果であると考えています。 

 私は当地区の会員の皆様の質の高さを考えて、皆様に自発的

な社会貢献活動の実行を提唱して参りました。また当地区の各

クラブはそれぞれ誇りにしてもよい特長を有しておられます

が、会員の皆様には是非ご自分のクラブの特長を認識していた

だき、その特長を守り育てていただくようお願いして参りま 

した。 

 今月はロータリー理解推進月間ですが、こうした身近な基本

的なことを実行していただくことがロータリーへの理解を深

めるものと信じています。 

 同時に公式訪問を通じて会員の皆様がご自分のクラブ以外

のことを案外ご存知ないことを確認いたしました。地域社会は

勿論ですが、同じ地区の他のロータリークラブに対してそれぞ

れのクラブが実行しておられる事業について広報していただ

くことも大切であります。そうした地道な努力がロータリーの 

レベルアップにつながるものと考えています。 

 今年一年皆様にとって良き年であることをお祈りしてご挨

拶といたします。   ～ガバナー月信１月号より抜粋～ 


