２００９年

９月

２日

第２１２４回 No.０９

月例祝賀 ／ 卓話：『直江兼続』
【 会長挨拶：風呂敷物語（Ⅱ） 】

講師：吉田 信夫 様
≪例会プログラム≫

森岡 弘通 会長

【司会】
藤巻 秀和
会場設営委員

先週に引き続き、風呂敷のお話をさせて頂きます。
満州から海を渡って日本に持ち帰り、戦後６０年以上もの間、
我が家にとどまり続けた「三中井商会の風呂敷」は、
日本経済史の研究者

【点鐘】
森岡 弘通 会長

末永国紀さんのおかげで、

(財)近江商人郷土館に収まることになりました。
本日は卓話で武士の話をしていただきますので、商人の話は遠慮させて頂き、
近江商人については次回以降にお話します。

【 幹事報告 】

【国家・ロータリーソング】
『君が代』
『奉仕の理想』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
東京八王子プロバスクラブ
吉田 信夫 様

疋田 久武 幹事

・8/22 丸山祐尊会員の病気御見舞に（奥様・ご子息面談）
日の出丘病院まで伺いました。

【月例祝賀・ニコニコ報告】
和田 達也 親睦委員長

リハビリで歩行訓練に励んでいるそうです。

【出席報告】
島倉 邦子 出席奨励委員

・7 月の当クラブ出席率が 88.18％に向上しました。

・理事会の決定事項をお知らせします。
【前年度会計報告】
① 新型インフルエンザと本人又は家族が診断されたら欠席する（出席免除）
。
藤林 良昭 前年度幹事
② 当クラブ会員数の 10％以上の人数が新型インフルエンザに掛かった時は
【卓話】
特別休会とする。
講師：吉田 信夫 様
・ロータリーワールド（会報）を回覧致します。
・東京八王子ロータリークラブ 50 周年記念誌の回覧を致します。

【 前年度会計報告 】
藤林 良昭 前年度幹事
野村前年度会長
阪口前年度監査が不在の為、
代わりに、私が会計報告を
致します。お手元の
『財務会計報告書』をご覧下さい。
適正な処理が行われていると、会計監査の
阪口さんの監査承認を得ております。
＊拍手により会計報告は承認されました。

【 月例祝賀 】

和田 達也 親睦委員長

＜入会記念＞
清水 博雅 君
藤林 良昭 君

３５年
４年

＜誕生日＞
島倉 邦子

１８日

君

＜ご夫人・ご夫君誕生日＞
井村 廣巳 君 令夫人
岩田 孝支 君 令夫人
黒田
誠 君 令夫人
藤林 良昭 君 令夫人
丸山 祐尊 君 令夫人

卓話：【 直江 兼続 】
＜東京八王子プロバスクラブ

吉田 信夫 様＞

【 講師プロフィール 】
出 身 地：山形県米沢市
現役時代：学校卒業後 株式会社東芝に入社
産業用コンピュータシステムの業務に従事
医療機器

Ｘ線ＣＴ、ＭＲＩ事業の責任者をつとめる。

米沢潘にかかわることについて：
・出身地の米沢は、上杉氏米沢潘 15 万石の城下町で、藩政改革で有名な上杉鷹山を輩出。
・直江兼続は、徳川家康により、上杉氏が会津 120 万石から、米沢 30 万石に威風された際、
米沢の城下町を作り上げた人物。
・私の先祖も上杉家の家臣であり、戊辰の役で、小国（山形と新潟の県境）で戦死。
・私の亡き父親が教師で、経済地理を専門としていたことから、米沢潘の経済史の研究も
しており、幼少の頃からその影響を受けていた。

それでは直江兼続の話しに入ります。
直江兼続は上杉景勝の宰相として、信頼に満ちた主従関係は有名です。兼続は景勝を支え、織田信長や豊臣秀吉、
徳川家康を相手に一歩も引かず、対等の政治折衝をし、上杉家を存続させた人物として有名です。
兼続は、上杉家の危機を３回救っています。
① 上杉謙信死後の家督争い。
上杉影虎と上杉景勝の家督争い（御館の乱）で、景勝劣勢の中、武田勝頼との講和に成功し、勝利する。
② 織田信長との戦い。
謙信の時代から続いていた織田信長との戦いは、御館の乱による内乱に乗じ、信長の攻勢が強まっていた。
信長は、越後を取り巻くように、近隣の武将を見方に付け、上杉を包囲し、上杉は滅亡寸前に追い込まれる
しかし、本能寺の変が起こり、織田軍が引き上げ難を逃れる。
③ 『関ヶ原の戦い』で豊臣軍につき徳川家康に敗北。
豊臣秀吉の死後、徳川家康の勢力が強まる中、関ヶ原の戦いが勃発する。秀吉に五大老に任命されていた
景勝は、豊臣方として戦う。敗戦後、景勝と兼続は上洛し家康に臣下の礼をとる。
これにより、会津 120 万石から米沢 30 万石に減封になったものの、御家廃絶の危機は逃れる。
三分の一という減給にも関わらず、上杉譜代の家臣達の大半は景勝に従った。
米沢に移動した家臣団は、約四千人とされ、その他に家臣の家族、寺社、職人なども含めると三万人にも達した。
当時の米沢は、家臣・町民合わせて 1,800 戸程しかなく、そこに三万人に及ぶ人達が移ってきたのだから、
その大変さは想像を絶するものと思われる。兼続は家臣たちを 800 戸の直江配下の屋敷に押し込み、町屋敷には
職人や商人達を住まわせた。それでも、はみ出した者には、掘立小屋を建てて風雪をしのがせた。
それから 16 年の歳月を掛け、城下の侍屋敷はほぼ完成し、屋敷数は 3,000 余戸となった。
その間に、用水路や堤の開発なども行い米沢の発展に努め、1619 年に江戸の鱗屋敷で亡くなる。享年 60 歳。

詳細は『ＤＶＤ(事務局にて貸出)』をご覧下さい。

【 ニコニコ報告 】 和田 達也 親睦委員長
本日のニコニコ： 15,000 円／累計 244,000 円
ビジターフィー：

.

0 円／累計

8,000 円

森岡弘通

君

ようやく涼しい９月となりました。

疋田久武

君

吉田信夫先生の「直江兼続」の卓話を楽しみにしております。

岩田孝支

君

夏も終わりました。選挙も終わりました。皆様健康に気をつけて例会出席をお願いします。

後藤一郎

君

吉田さん、卓話よろしくお願い致します。地震対策しっかりやりましょう。

藤林良昭

君

直江兼続 卓話、たいへん楽しみにしております。

小島

君

久し振りで迎えの車が川俣会員、江渕会員、小林会員で満車になり、とても嬉しいです。

馨

毎週だったらもっと嬉しいです！
熊井治孝

君

今年の夏は日差しの少ない夏でしたが、さわやかな秋を期待したいですね。

山下雅弘

君

バッヂ忘れました。スイマセン。

濱田政幸

君

急用のため早退します。

和田達也

君

親睦旅行、皆さんふるってご参加下さい。

※９月２３日(水)にクラブ奉仕部門での炉辺を行う予定です。場所は９月一杯で営業終了する多摩テック
クアガーデン。炉辺出席該当者以外にも、希望者が多い場合は親睦主催の「ありがとう多摩テック」
炉辺にしたいと思いますので、出席希望の方はお申し出下さい。

お風呂・飲物込みで６０００円です。

※１０月２１日(水)に新入会員歓迎の親睦旅行を行います。多数の会員のご参加をお待ちしております。

【 出席報告 】島倉 邦子 出席奨励委員
会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

＜先週のメーキャップ＞

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告

42
(9)

28
(5)

事前(0)

10

73.68 %

前回訂正

42
(9)

26
(4)

(4)+1

6

83.78 %

前々回訂正

42
(9)

25
(3)

(4)+1+0

6

83.33 %

大谷明久 君（理事会）

【 今後の予定 】
■9 月 9 日■
■9 月 17 日(木)

青少年育成諸団体援助金贈呈
16:00〜■

・ 新世代奉仕委員会の時間

多摩南１１クラブ合同例会

■9 月 23 日■

休会（秋分の日）

■9 月 30 日■

卓話『 雨のち晴れ 』 濱田政幸 君

お食事：花藤

場所：ホテル・ザ・エルシィ町田
お食事：開運そば

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

・飛火野 RC
・八王子 RC
・八王子西 RC
・八王子南 RC
・八王子東 RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

9/15 合同例会に振替・9/22 祝日休会
9/17 合同例会に振替
9/4 全体事業に振替・9/18 合同例会に振替
9/23 祝日休会・9/30 合同例会に振替
9/1 振替休会・9/8 移動例会・9/22 祝日

・9/12(土)
・9/26(土)

時間：19:00〜20:30

第 906 回例会
第 907 回例会

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009

会
長：森岡 弘通
幹
事：疋田 久武
会報委員長：後藤 一郎
会 報 委 員：川俣貞・阪口茂・左門左兵衛
保土原啓・山下雅弘

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

