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本日の行事予定 (2015 年 11 月 27 日) 

第 3039 回例会 

卓話担当：浅井賢次君 

演  題：「私と社会奉仕」 

 
先回の記録（例会） 

第 3038 回 ’15 年 11 月 20 日（金）晴れ 

卓話担当：矢田潔君 

講  師：愛西市教育委員会 学芸員 

石田泰弘氏 

演  題：「信長の生誕地、勝幡城」 

ロータリーソング 「R・O・T・A・R・Y」 
ソングリーダー 寺島淳一君 
ゲ ス ト 津島市立図書館  飯谷貞次館長 
       愛西市中央図書館 梶浦市朗館長 
会 員 総 数  67名    10月 23日例会分訂正 
出席免除会員  21名    欠 席 会 員    11名 
本日出席会員  54名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率  80.60％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 報 告  浅井彦治君、田中正明君（地区指
導者育成セミナー）、三谷栄一君、伊藤幸蔵君、
山本達彦君、前田昭生君、宅見康悦君、山田章博
君、松本浩義君、佐藤雅彦君、幅辰雄君、服部貴
君、伊藤哲朗君、寺島淳一君、篠田廣君、大河内
勝彦君、飯村理君（地区大会 2 日目）、三谷栄一
君、伊藤幸蔵君、山本達彦君、前田昭生君、宅見
康悦君、高木輝和君、伊藤哲朗君、幅辰雄君、加
藤則之君、吉田康裕君、安江正博君、寺島淳一君、
篠田廣君、山田章博君（地区大会二次会） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

織田信長の家臣として台頭

し、土木技術を巧みに活かし

た戦法、築城を得意とし、様々

な土木施設を手がけた豊臣秀

吉について話します。 

豊臣秀吉といえば、貧しい

身から天下人になった戦国一の出世頭として有名

です。激しい戦乱の世において「戦わずに勝つ武

将」と知られています。1543年に伝来した鉄砲は、

戦国時代の戦法を一変させました。刀剣など近接

戦闘用の武器を用いた白兵戦(はくへいせん)から、数

多くの鉄砲を揃えて交代で撃つ戦法に様変わりし

ていきました。そのため、一斉射撃できる集団の

常備と訓練、武器・弾薬・食料等の調達運搬が必

要となりました。鉄砲に対抗するため、城の構造

や機能も変容し、高い石垣や深い堀、天守閣など

が築かれるようになりました。戦いの前には、人

や材料を必要な場所、必要な時刻までに準備しな

ければなりません。段取りがうまくいくかどうか

かが、勝敗を決める大事な要素となりました。秀

吉はその段取りの名人でした。 

例えば、初めて織田信長に仕えた時秀吉は、清

洲城の城壁修繕を命ぜられ、100間の塀を 10区画

の組に分けて工事を競わせ、早くできた組には褒

美を出したところ、それまで 20日掛かってもでき

なかった工事をなんと 2日で完了しました。また、

「一夜城」と言われた岐阜墨俣城の築城では、川

を使って材木を次々と運び込み、区画毎に責任者

を決め、日夜工事を急ぎ、3 日間で仕上げること

ができました。この方法は『割り普請』と呼ばれ

る方式で、建設工事の分野で「請負」という形で

現在も行われています。 

天候と地形を巧みに読んだ戦法として備中の高

松城水攻めが知られています。 

秀吉は、城の西南に長さ約 3km、高さ約 7mの堤

防を築き、そこに足守川の水を引き込むことで、

高松城を水の中に取り残し、城はやがて小島のよ

うに孤立し、困った城主は約 1 ヶ月後、秀吉と和

議を結ぶことになりました。この築堤工事はわず

か 12日間で完成したと伝えられています。梅雨前

線と湿地帯という気象と地形を考慮したこの戦法

を秀吉は紀州太田城攻めでも使っています。 

本格的な石垣造りは、秀吉による大阪城の築城

であり、その後の冬の陣の際に徳川方 20万の大軍

に包囲されながら、1 月以上も猛攻を支えたこと

からみても難攻不落の城であったことがわかりま

す。平地にこのような堅固な城を造ることができ
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るようになったことと、商業の活性化による経済

的発展の重要性が認識され、計画的な町造りが行

われるようになりました。 

   秀吉が最後に築いた伏見城築城の際には、城下

町はもちろんですが、大和街道の整備や舟運(しゅ

ううん)のための河川改修、治水対策としての太閤

堤(たいこうづつみ)・文禄堤(ぶんろくつつみ)の築堤等の

社会基盤整備を伴う総合的な地域作りをしました。

このように戦国時代の武将たちは、戦うばかりで

はなく、地域経済の発展まで考える政治家として

の素質も持たなければ国を治められなかったよう

です 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日津島市立図書館館長 

の飯谷様、愛西市中央図

書館館長の梶浦様にお越

しいただいています。後

程図書の贈呈式を行いま

す。クローバーＴＶに取

材にいていただいております。 

2. 本日 16 時より津島東高校にて、第 12 回イン

ターアクトクラブ例会が開催されます。メイ

クアップ対象事業です。 

3. 今から三谷会長より、次年度役員・理事・委

員長の候補者指名委員会に係る発表がござい

ます。 

 
ニコボックス報告 第 3038回分 

岡本康義ニコボックス委員 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会

長、山本達彦幹事 ①本日の

卓話講師に愛西市教育委員会

学芸員石田泰弘氏をお迎えし

て。②本日ゲストに津島市立

図書館の飯谷貞次館長と、愛

西市中央図書館の梶浦市朗館

長をお迎えして。③矢田潔君、

本日の卓話よろしくお願いします。 

伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、岡本康義

君、後藤務君、佐藤雅彦君、安江正博君、八谷潤

一君 本日の卓話講師に愛西市教育委員会学芸員

石田泰弘氏をお迎えして。 

山田勝弘君 本日ゲストに津島市立図書館の飯谷

貞次館長と愛西市中央図書館の梶浦市朗館長をお

迎えして。 

矢田潔君 本日卓話を担当します。 

三谷栄一君、山本達彦君、堀田力男君、山田章博

君、伊藤祥文君、小林啓子君、横井知代君 マリ

オットアソシアホテルにクリスマス家族会の試食

会に行ってきました。なかなかおいしかったです

よ。12/13料理ご期待ください。 

後藤務君 新しくマツダの仕事が決まりました。

月/30,000～40,000台です。工場、改装しており

ます。 

横井知代君 12日に園遊会におまけで行って参

りました。全てに感動いたしました。 

篠田廣君 ＲＣゴルフで優勝しました。 

児玉昭君 ①ＲＣゴルフ会、久しぶりに入賞しま

した。②ウィークリーに写真が載りました。 

吉田康裕君 ゴルフ例会楽しくラウンドさせてい

ただきました。 

高木輝和君 小林先生からゴルフのニギリをいた

だきました。こんな気持ちのいいことはありませ

ん！ 

浅井賢次君 またまた松崎先生にお世話になりま

した。勝手ばかり言って申し訳ありません。 

浅井彦治君 浅井薬局の藤里店のオープンカフェ

が中日新聞に載りました。 

松崎安孝君 後藤務様に立派な絵画を寄贈して頂

きました。深謝。 

住田正幸君 手術後 1ヵ月、おかげさまで元気に

過ごしています。 

寺田晏章君 高木さんに今日のネクタイをほめち

ぎってもらいました。 

佐藤敬治君 高木さんにジロリとにらまれました。 

鶴見治貞君 先週のニコボックス報告でお名前を

まちがえました。 

山田章博君、服部貴君、伊藤祥文君、水野憲雄君、

生田達一君、小林啓子君、相羽あつ子君 ウィー

クリーに写真がのりまして。 

根崎健一君、杦田勝彦君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：矢田潔君 

講  師：愛西市教育委員会 学芸員 

石田泰弘氏 

演  題：「信長の生誕地、勝幡城」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信長は近世的統一者、

中世最後の覇者、日本史

上一時代を築いたと評価

されている。多くの研究

が存するにもかかわらず、

信長の出生については不

明もしくは曖昧で、大き

く分けて古渡城出生説、

那古野城出生説、勝幡城出生説の 3つの説がある。 
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【尾張における織田氏の動向】 

祖先は平氏、藤原氏、忌部氏の説があり、越前か

ら尾張へ入国した。 

 

【生誕をめぐる 3つの説】 

①古渡城説 

 織田信秀が那古野城を

攻略し、その子信長に那

古野城を与えた後に築城

されたので、この城で信

長が生誕したとは考えに

くい。 

②那古野城説 

 『言継卿記』によると、天文 2 年 7 月に信秀は

勝幡城にいて、那古野城の今川氏と友好関係にあ

り、当時 12歳の今川竹王丸が勝幡に来て蹴鞠の門

弟になっていると記されている。信秀が那古野城

を奪取できるのは、竹王丸が元服し今川氏豊を名

乗る以降のこととなり、『名古屋合戦記』による天

文元年那古野城奪取に伝授する信長那古野城生誕

説は成立しない。 

③勝幡城説 

 『尾張出生之武士』の記事では「信長公御誕生

之所海東郡勝幡村」とあり、『織田氏系図』では「天

文 3年甲午生尾州国勝幡城」、さらに『尾州出生侍

覚書』には「天文 3年甲午 5月 28日織田信長勝幡

村居城ニテ誕生、童名吉法師ト云」と記されてい

る。 

 織田信秀の動向等を考慮に入れると、信長勝幡

城生誕説がもっとも有力な見解であろう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社会奉仕委員会 

横井知代社会奉仕副委員長 

 津島市立図書館の飯谷貞次館

長と、愛西市中央図書館の梶浦

市朗館長に、地域ゆかりの資料

や書籍を贈呈しました。この模

様は西尾張ＣＡＴＶが取材し、

28日からのウィークリートピッ

クスでも放映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛西市内の高校生が制作し

た市内の名所案内の陶板パ

ネルが名鉄勝幡駅前の織田

信長像を囲む壁に飾られ、

10 月 24 日に式典が行われ

ました。 
 

10月 25日中日新聞 
 

『神鷲神兵』に

野 口 米 次 郎 が

「空の牧野中佐」

を寄稿している。 

「宝船」日本総社津島

牛頭天王(富岡鉄斎画) 

昭和初期のチラシ 

（かぎ清呉服店） 

昭和 6 年『しほざゐ』、

明治 29～34 年『海東教

育』、昭和 17年の雲居寺

橋本住職筆短冊と書簡等 

津島市立図書館 

弘化 2 年の

『尾州八郎

村高帳』 

明治 38年『海西

郡教育会会報』

創刊号 

昭和 11年、

津島中学校

校友会の 

『校友』 

46号～49号 

愛西市中央図書館 

勝幡城想像図『風雲信長記』(学研、1998年)より 

 

梶浦館長、飯谷館長、三谷会長 
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次回例会 

 第 3040 回 ’15年 12 月 4 日（金） 

卓話担当：河西あつ子君 

講  師：津島市在宅医療サポートセンター 

コンダクター 近藤剛弘氏 

演  題：「在宅医療サポートセンターについて」 

お知らせ 
■職業奉仕・会場委員会合同委員会 
 と き：12月 2日(水)18：00 
 ところ：レストラン天王佐屋本店 
 
■役員・理事・委員長忘年会 
 と き：12月 4日(金)18：00 
 ところ：名古屋 浅田(セントラル 

タワーズプラザ 12階) 
 
■例会変更 
 12月 18日(金) → 12 月 13日(日) 
≪クリスマス家族例会≫ 
時間：17：00～19：00 
場所：名古屋マリオットアソシアホテル 
   16階タワーズボールルーム 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋和合 RC 12/2 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋空港 RC 12/7 月 キャッスルプラザ 

稲沢 RC 12/9 水 林商事ビル 

尾張中央 RC 12/9 水 名鉄グランドホテル 

一宮中央 RC 12/9 水 一宮商工会議所ビル(夜） 

名古屋東 RC 12/14 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋城北 RC 12/15 火 栄東急 REIホテル 

名古屋名駅 RC 12/16 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋守山 RC 12/16 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋東南 RC 12/16 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋丸の内 RC 12/17 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋大須 RC 12/17 木 名古屋東急ホテル 

一宮 RC 12/17 木 一宮商工会議所ビル 

名古屋西 RC 12/17 木 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋北 RC 12/18 金 名古屋東急ホテル 

名古屋みなと RC 12/18 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

あま RC 12/21 月 名鉄グランドホテル 

尾西 RC 12/21 月 尾西信用金庫本店 

名古屋大須 RC 12/24 木 名古屋東急ホテル 
 

12月  4日(金） 牡蠣フライ・茶碗蒸し 
12月 11日(金)  すき焼き   
12月 13日(日) クリスマス(ﾏﾘｵｯﾄ) 
12月 25日(金) 納会(弁当) 

一、 木曽三川の恵みを受けて 
津島祭のお囃子(おと)を聞き 
生きる喜び感じつつ 
奉仕の理想を高く持ち 
我ら津島ロータリークラブ 
 

二、 多度の山並望みみて 
藤や桜の美しさ 
自然の大地に寄りそいながら 
平和な社会を目指しゆく 
我ら津島ロータリークラブ 
 

三、 悠久の地域(まち)歴史を愛し  
時代(とき)の扉を開きゆく 
未来の道をつくるため 
仲間の絆を信じ合う 
我ら津島ロータリークラブ 

 

伊藤幸蔵副会長 

伊藤祥文親睦活動委員 

12月のメニュー 


