
 

 

本日の例会（第１５１８回）  １０／２３（火） 

◆2ＲＣ(錦・名北)合同夜間例会及び懇親会を行います。 

次回の例会（第１５１９回）  １０／３１（水） 

《米山月間卓話》 

◆スピーカー  米山記念奨学委員会 

                委員長 横田 徳久君 

◆題    名 米山月間に因んで 

第１５１７回例会記録    １０／１７（水）雨 

◆司    会 加島  光君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆来訪者紹介 名古屋 RC 中北 智久君 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1515回例会

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  4 名中

出席会員数  29名  MAKE UP  4 名

出 席 率  74.36％  出席率訂正  100％

会  長  挨  拶 

会  長  小關  敏光 

みなさん今日は。今日は、関ヶ

原の戦いに関連する「田辺城の戦

い」について、お話します。 

 1600 年（慶長 5 年）9 月 15

日（旧暦、現在の10月下旬）、関ヶ原で天下分け目の戦いが

行われたことは、みなさんご存じのとおりです。この戦いは、

徳川家康が上杉景勝討伐のために関東へ兵を進めていたすき

に、7月に入って、石田三成が挙兵した時から始まります。 

 石田三成は、大阪に残った東軍側の諸将の家族を人質にしよ

うとしましたが、7月17日に細川ガラシャが自害したことで

これをあきらめ、近畿地方の東軍方の城を攻めることとし、7 

 

 

月 19日、細川幽斎（藤孝）の居城である田辺城に対しては、

福知山城主の小野木重次を中心とする 1 万 5000 の兵を送り

込みます。7月21日、西軍は田辺城を包囲して攻撃を開始し

ますが、細川幽斎も 500 ほどの兵で籠城戦を繰り広げて応戦

します。7月 25日には、家康が下野国（栃木県）小山で上杉

討伐を中止し、東軍を西へ向かわせます。 

 ところで、細川幽斎は、「古今伝授」の継承者で、八条宮智
とし

仁
ひと

親王にも伝授し、同親王から後
ご

水尾
みずのお

上皇にも伝授されてお

り、朝廷としては、幽斎を死なせてはならないとして、まずは、

7月27日に八条宮智仁親王が田辺城に使者を派遣して両軍に

和睦を勧告しますが、幽斎はこれを拒否します。そこで、後陽

成天皇は、勅命をもって西軍に田辺城の包囲網を解くように命

じ、石田三成はこれを聞き入れ、9月 3日に前田茂勝（玄以の

息子）を田辺城に派遣して再度和睦を試みますが、これも幽斎

が拒否。9 月 12 日、後陽成天皇の使者烏
からす

丸光
まるみつ

広
ひろ

が田辺城の

包囲陣の兵を納めると、ようやく幽斎も和睦に応じました。 

 しかし、幽斎は、関ヶ原の戦いが終わった後の9月 18日ま

で田辺城に居残り、その後に亀山城へ移転しています。その後、

細川忠興が田辺城攻めの中心人物小野木重次の居城である福

知山城を攻め落としています。 

 幽斎がわずか500の兵で西軍1万5000の兵を田辺城に2

ヶ月間もの長期間釘付けにしたことで、東軍の勝利に大きく貢

献したとして徳川家康に激賞され、細川家は、丹後14万石か

ら、その後領地を次々と加増され、肥後国熊本城主（54万石）

にまでなっています。 

 「古今伝授」については、柴山さんが大変お詳しいそうです。

ありがとうございました。 

幹  事  報  告  

1.次回例会は 10 月 23 日(火)、名古屋錦ＲＣと合同の夜間例

会及び懇親会となっております。午後 5 時 30 分より受付、

午後6時より例会、引き続き懇親会を名古屋ガーデンパレス
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（2階「鼓の間」）にて行います。尚、10月 24日(水)の例

会を変更して行いますので、お間違えのないようお願い致し

ます。 

ご  案  内 

・「ボジョレ・ヌーボワイン＆ディナーの会」について 

（世話人    藤原  研一） 

卓  話 

パークマネイジメント公園経営について 

会 員  宇都木 寧 

本日は、普段の裁判事件とは関

係のないお話をさせていただこう

と思います。ご縁があって、昨年9

月より「名古屋市緑の審議会」の

委員を委嘱されております。 

 名古屋市では「名古屋市緑の審議会」を設置し、その中で「公

園経営」について専門的に調査審議を行っているところであり

ます。 

 さて「名古屋市緑の審議会」で審議調査している「公園経営・

パークマネイジメント」とは何でしょうか。これが本日のお話

のテーマであります。 

 公園の役割は、良好な都市景観の形成や災害時の非難場所確

保、ヒートアイランド現象の緩和や生き物の生息空間・自然と

のふれあいの場所など、安心で安全、快適な都市を支える機能

を持っており、また、市民にとって、遊びや休養、散策・運動

勧奨・交流の場として、健康で文化的な生活の実現に役立って

きました。 

 とくに鶴舞公園は、開園 100 年を超え、全国でも有数の歴

史ある都市公園としての歴史を積み上げてきていますが、近

時、都市公園について、その力と機能を十分に発揮できてはい

ないのではないかとの疑問が提示されるようになりました。そ

の背景には、ライフスタイルの変化に伴う価値観の変化がある

ことは否定できませんが、社会資本としての都市公園が、市

民・事業者のニーズ、地域社会からの要望に応えていないので

はないか、市民・事業者にとって利用しにくい・魅力にかける

との声が出てきたからに他なりません。 

 そこで、公園を「市民全体の資産」として捉え、顧客である

利用者志向を図り、市民に向けた経営という観点から「公園経

営」のあり方を考えていこうという動きが出てまいりました。 

 ここで、公園、とくに名古屋市において、公園がどう変わる

のか考える例として先進的な取り組みをしている東京都を紹

介したいと思います。 

 

 東京都は「東京都が切り開く新時代の公園経営を目指して

（パークマネイジメントマスタープラン）」を策定しています。 

 具体的な取り組みとしては、上野公園に、博物館や美術館の

改修とあわせ園地の再整備を行い、神社・仏閣商店街とも連携

して、公園を中心として地域の形成を目指し、街の顔となる公

園の観光拠点として活用するという政策を立案しています。 

 さらに、ネーミングライツ・広告の規制緩和による民間資金

の導入、民間によるイベントの積極的な誘致、指定管理者（民

間に管理を委託する制度）制度の導入というプロジェクトの

他、魅力アップのプロジェクトとして、若手アーティストの芸

術文化活動の場を提供し、公園の魅力をアップするため、大道

芸・野外劇・ストリートペインティングのなどの場として公園

を提供する・住民協同で育てる大規模花壇の設置等、魅力を発

掘する事業を行う他、ボランティア活動の支援・住民から「思

い出ベンチ」等寄附の受け入れ・企業らの寄附によって、住民

にとって公園がより身近な空間となるとともに、住民ＮＰＯ企

業とのパートナーシップにより民間の知力・労力・資金を公園

に活かすシステムを作っています。 

 名古屋は、テレビ塔の電波塔としての使命が終わりました。

また、大津通での歩行者天国が再開されました。しかしながら、

少子高齢化はいやおうなく進み、都市の住民構造も変わってい

きます。子供の声が消え、公園がお年寄りと鳩だけの姿では、

少し淋しいのではないでしょうか。私の子供の頃、広小路通り

には多数の屋台が列び、夕方ともなれば仕事帰りの人々の楽し

そうな声が聞こえていたことを思い出します。街の賑わいとい

う観点から、もう一度公共の財産としての公園の在り方を考え

てみる必要があるのではないかと思います。 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

宇都木 寧君 

本日卓話をさせていただきます。 

柴山 利彌君 

久し振りの例会出席です！ 

【宇都木先生、卓話よろしくお願い致します。】 

小關  敏光君 尾関  正一君 古川  康司君 川村  智康君 

石黒    勉君 加島    光君 半泊  與則君 道家  泰之君 

横井  尚啓君 伊藤  晋一君 山田  浩二君 横井    登君 

藤原  研一君 岩田  満治君 梶川  久雄君 加藤あつこさん 

松岡  三明君

西脇  多吉君

木村  雅一君

星川  直志君 

香田  研二君 

 

阿部  美男君 

近藤    朗君 

 

杉浦  定文君 

入江由希子さん 

 

 


