
     

 

- 1 - 

第 3050 回例会                                                               

本日の行事予定 (2016 年 2 月 19 日) 

第 3050 回例会 
卓話担当：国際奉仕委員長 幅辰雄君 

講  師：ＡＭＤＡ社会開発機構 

国内事業部チーム長 山上正道氏 

演  題：「ＡＭＤＡ-ＭＩＮＤＳの活動と 

ロータリークラブとの 

連携について」 

 
先回の記録（例会） 

第 3049 回 ’16 年 2 月 12 日（金）晴れ 

卓話担当：田中正明君 

講  師：あま市美和歴史民俗資料館 

    学芸員 近藤博氏 

演  題：「蜂須賀小六正勝について 

～郷里と蜂須賀父子～」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 伊藤基君 
ゲ ス ト 2015学年度米山奨学生 

 ボルドバートル・ハンドさん 
会 員 総 数  66名    1月 22日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    19名 
本日出席会員  46名    MAKEUP会 員     8名 
本日の出席率  69.70％  訂 正出席 率  98.21％ 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

私が習った日本の歴史と

違う現在の歴史の教科書の

一例を紹介します。 

・仁徳天皇陵 

日本で最も規模が大きい

古墳といえば「仁徳天皇陵」

と習った人も多いはずです。この古墳の名称が 10

年ほど前から、「大仙(だいせん)古墳」などと表記

されるようになりました。この古墳は堺市大仙町

にあり、宮内庁は現在も「仁徳天皇陵」として管

理し、立ち入り調査を認めていません。一方、考

古学研究者らは仁徳天皇が埋葬されているか確認

されていないとして通常の遺跡と同様、所在地名

に由来する「大仙古墳」などと呼ぶようになりま

した。 

・大化の改新 

大化の改新は、『むしごろしの大化の改新』な

どと覚え、645 年に中大兄皇子が蘇我氏を滅ぼし

たことを大化の改新としていましたが、今は蘇我

入鹿を始めとした蘇我氏を滅ぼす事件、つまり

645年に起こった事件は乙巳(いっし)の変で、翌 646

年に発せられた改新の詔(みことのり)によって始ま

り、650 年に元号が大化から白雉(はくち)に変わる

まで続く政治改革こそが大化の改新であるとされ

ています。 

・聖徳太子 

「冠位十二階」などの制定や「複数の人の話を理

解できた」という逸話などで知られる聖徳太子。

しかし、「十七条憲法」や「冠位十二階」などを

行ったのは厩戸皇子(うまやどのみこ)で、「聖徳太子

＝厩戸皇子」ではないという説もあります。さら

には「実在しなかったかも？」というそもそもの

話も出ています。そのため、今の歴史の教科書で

は厩戸皇子という表記になっています。またお札

にも使われた有名な肖像画も別人だったといわれ

ており、こちらも「聖徳太子像と伝えられる」と

いう曖昧な表記になっていたりするのです。 

・鎌倉幕府 

鎌倉幕府の成立年度を聞かれたら、皆さんの多

くは「1192 年」だと答えると思います。しかし、

最近では 1192 年ではなく「1185 年」という説が

有力になっています。鎌倉幕府は段階的に成立し

たもので、いつを成立年にするのかの議論が続き、

1185年に落ち着きました。教科書にもすでに 1185

年と記載されているものもあるそうです。「いい

国(1192)つくろう鎌倉幕府」ではなく「いいはこ

(1185)つくろう」ということです。 

また、源頼朝の肖像画は別人だった可能性があ

るため、最新の教科書では源頼朝と伝えられる肖

像画として説明されています。なぜかというと、

源頼朝とされている肖像画の服装は鎌倉末期のも
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のであるとされているため別人ではと言われてい

て、足利直義ではないかと言われています。 

・士農工商 

江戸時代の身分制度を意味するものとして、習

った人も多いであろう「士農工商」。「武士が一

番偉く、次が農民……」といった身分の序列とし

て、今では、「誤ったものだった」ということに

なっているのです。 

士農工商とは、儒教において社会の主要な構成

要素（官吏・農民・職人・商人）を指す概念です。

そのため、最近の教科書にはもう掲載されていな

いのだそうです。なお、あくまで近世日本に「士

農工商という身分制」が存在しないということで

あって、「士農工商」という言葉は当時も（本来

の意味で）用いられおり、「身分制」も存在して

いることに注意してください。 

・踏み絵 

禁教令が出されて以降の、幕府のキリスト教徒

取り締まりの過程で行われた行為については、従

来は「踏絵」という表記をしてきましたが、実際

には、踏ませたものと、その行為自体の呼称が異

なっていたという点から、踏ませる行為を「絵踏

（えぶみ）」、踏ませるものを「踏み絵」と区別し

て表記し、正確を期した表現としたということら

しいです。  

以上、歴史というのは、さまざまな史料を分析

して過去の出来事を推測するものであり、今後も

変わっていくと思います。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 先日起きました南台湾地

震に対しまして、当クラ

ブより義援金をお送りし

たいと思います。ご理解

ご協力をお願い致します。 

2. 先週のＩＭお疲れ様でし

た。山内ＩＭ実行委員長より礼状が届いてい

ます。 

3. 明日、名古屋豊島ビルにて地区青少年交換プ

ログラム三者懇談会が開催されます。服部貴

カウンセラー、ホストファミリーの篠田さん、

中西さん、東高校の吉田先生、稲守先生に出

席していただきます。 

4. 今月のロータリーレートは 120円/ドルです。 

5. 後ほど次年度地区インターアクト委員会委員

に出向されます伊藤基君への委嘱状を会長よ

りお渡しいただきます。 

6. 本日、米山奨学生のハンドさんにお越しいた

だいています。後ほど会長より奨学金を渡し

ていただき、近況報告等のお話をしていただ

きます。交換留学生のマライアさんは、本日

は学校を欠席しており、例会もお休みです。 

7. 本日例会後、役員・理事・委員長会議を開催

いたします。該当の方の出席をお願いいたし

ます。 

8. 同じく本日 18:00 より、朝日寿しにて次年度

第１回役員・理事・委員長会議が開催されま

す。該当の方の出席をお願いいたします。 

9. 本日『ロータリーの友』2 月号をお配り致し

ました。 

10. 次年度のための地区研修協議会の案内を出席

義務者の方にお配り致しました。 

11. 津島市立図書館より「津島市立図書館編年資

料集成Ⅰ～Ⅱ」をいただきましたので回覧い

たします。 

12. 昨年ロータリー財団及び米山奨学金に対し寄

付していただいた方に、確定申告用寄付金領

収書をお配り致しました。 

13. 河西あつ子君、相羽あつ子君、横井知代君、

小林啓子君の 4 名の女性会委員より男性会員

の皆さんにバレンタインチョコレートをいた

だきました。ありがとうございます。 

 
ニコボックス報告 第 3049回分 

加藤隆朗ニコボックス委員 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会

長、山本達彦幹事 ①本日の

卓話講師にあま市美和歴史民

俗資料館学芸員の近藤博氏を

お迎えして。②ゲストにハン

ドさんをお迎えして。③先日

は西尾張分区ＩＭに御出席あ

りがとうございました。 

田中正明君 本日卓話を担当します！ 

片岡鉄君 司会を担当します。 

三谷栄一君 松崎先生にお世話になります。 

矢田潔君 松崎先生に大変お世話になりました。 

宇佐美三郎君 松崎先生にお世話になっておりま

す。 

浅井賢次君 ①昨日の建国の日は暖かくおだやか

な春らしい日になり、天王川、神社へとウォーキ

ングをして体調を整えました。②バレンタインチ

ョコレート、ありがとうございました。 

伊藤哲朗君 三菱ＵＦＪの佐藤さんにお世話にな

りました。 

鶴見治貞君 一人娘が朝日新聞に載りました。 

服部則仁君 はずせない用事で欠席します。ごめ

んなさい。 

浅井彦治君、伊藤幸蔵君、

伊藤誠君、伊藤雅昭君、伊

藤基君、伊藤哲朗君、加藤

則之君、加藤隆朗君、児玉

昭君、坂井裕君、高木輝和

君、寺田晏章君、寺島淳一君、中野義光君、野々

山勝也君、服部貴君、古川弘一君、前田昭生君、

三谷栄一君、山田勝弘君、山田章博君、余郷利彦

君、吉田康裕君 チョコをいただきました。 
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山田章博君、飯村理君 ウィークリーに写真が載

りまして。 

根崎健一君、児玉昭君、稲川明俊君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：田中正明君 

講  師：あま市美和歴史民俗資料館 

    学芸員 近藤博氏 

演  題：「蜂須賀小六正勝について 

～郷里と蜂須賀父子～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の話としまして、①正勝の出自について、

江戸から昭和にいたる経緯、その人物像の伝わり

方について、②家政という人物。父の後ろに隠れ

影が薄くも感じられますが、意外にも乱世の申し

子のような息子家政について、③地元蜂須賀蓮花

寺周辺の正勝父子に係る史跡などを紹介させてい

ただきます。 

 まず蜂須賀正勝のイメージとしては、髭面の巨

体に武具をまとい、多くの手下を従え山野を徘徊

する夜盗である。こうしたイメージは、小瀬甫庵
の「太閤記」といった近世の軍記物がもとになっ

ている。そして寛政 9 年（1797）に武内確斎(たけ

うちかくさい)が著した「絵本太閤記」の影響はさら

に夜盗のイメージを大きくしました。 

そんな中でも良く知られた話

としては、両者の邂逅シーン

は有名です。駿河の松下嘉兵

衛に仕えた日吉丸は故郷の尾

張に帰宅途中、三河の矢作橋

の上で正勝ら夜盗の一行に出

会った。矢作橋での邂逅シー

ンになります。同橋のたもと

には、両者の石像があるとい

います。こうした豊臣秀吉の

出世物語は、しかも絵入とも

なれば、広く世に広まります。

ここで引き合いに出され迷惑をこうむったのは蜂

須賀家で、夜盗の汚名を着せられたわけです。尾

張藩に関わる書物には、夜盗という言葉は出てき

ませんでした。落合芳幾の浮世絵の内容と変わら

ないものでした。 

 蜂須賀侯爵家の依頼を受け、渡邊世祐(よすけ)文

学博士が同家の歴史を調査しました。徳島城博物

館の研究では、この時代の正勝文書より、その人

柄を推測するに彼は秀吉の改革的な政策を、在地

レベルにおいて混乱や軋轢なく遂行する有能な官

吏。秀吉のくりだす政策がスムーズに執り行われ

た陰には、正勝ら有能な官吏の存在があった。講

和等の交渉役でもあった。本能寺の変後、毛利氏

との和睦交渉はじめ、四国の長宗我部氏との講和

について、秀吉の名代として赴き、見事に大役を

こなします。その対応ぶりに感心した長宗我部元

親は「これ以後も指南を承りたい」といった言葉

を残しています。こうしたその姿から世事に長け

た老練な人物像が浮かび上がります。 

 

 旧徳島城の敷地に「徳島公園」

があり、袖のないあらおどしの鎧

を着用し、長槍を手にした蜂須賀

正勝の銅像が建っています。 

また故郷で顕彰活動が始まり、

昭和 2年、蜂須賀小六正勝公碑が

建立されました。碑の建設ととも

に、地元で遺跡保存会が発足し、

毎年 5 月 22 日には公碑の前で法

要が営まれます。 

 亡き主君秀吉の 17 回忌にあた

って、大坂冬の陣の直前、豊国神

社の棟上げ式を実施。忠義に厚い

人柄が偲ばれます。その一方で大坂の陣がはじま

ると江戸へ赴き自らが人質となって徳川に忠誠を

誓う行動をみせました。 

 

【正勝の生涯】 

1526 蜂須賀に生まれる 

不詳 斎藤道三、織田信長に仕える 

1558～70 秀吉に属し、美濃攻略に功あり 

1581 播磨龍野城主となる 

1582 備中高松城水攻めに功あり 

1585 四国征伐に功あり、阿波を拝領 

1586 大坂にて没 

 

【蜂須賀家家系図】 

蜂須賀家の中老

である鹿島家が

安永 8年（1779）

に正利から 6 代

藩主までを記し

た家系図。蜂須

賀の嫡流に限定

している貴重な

もの。7代藩主か

らは血筋が絶えました。 

 

 

 

 

 

 

【太閤記英雄傳】 

落合芳幾筆 

蜂須賀正勝像制作

のための石版画→ 
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次回例会 

 第 3051 回 ’16 年 2 月 26 日(金) 

卓話担当：社会奉仕委員長 山田勝弘君 

講  師：一般社団法人 

津島まちや・まちなみ再生機構 

   代表理事 田宮祥江氏 

演  題：「まちや・まちなみの再生」 

 

お知らせ 

■第 14回インターアクトクラブ例会 

  と き：2月 19日（金）16：00 

  ところ：津島東高校（2中教室） 

 

誕生日祝福（2月） 

伊藤祥文親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余郷利彦君（ 4日）    大河内勝彦君（ 5日） 

吉田康裕君（ 8日）    佐藤敬治君（11日） 

岡本康義君（16日）   相羽あつ子君（19日） 

浅井賢次君（25日） 

夫  人 

佐藤敬治夫人（ 5日）  

遠山孝義夫人（11日）  吉田康裕夫人（18日） 

余郷利彦夫人（23日）  堀田力男夫人（25日） 

 
社会奉仕委員会 

 山田勝弘社会奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津島市立図書館より、創立 120 周年記念誌『編

年資料集成』全 2冊をいただきました。 

下冊の 1983(昭和 58)年に、津島ロータリークラ

ブ創立 30 周年記念事業として、図書 239 冊(210

万円余)を寄贈したとの記載があります。津島ＲＣ

の申し入れで図書館が書物を選定し、「いずれも購

入したかった高価な専門書ばかり」と喜ばれまし

た。(P.95「読売新聞」昭和 58年 3月 19日) 

 1985(昭和 60)年、「津島ロータリー文庫」の蔵

書を増やし充実してくださいと 10万円を贈り、今

後も毎年同額程度の寄附をしていくとの記事もあ

りました。また、姉妹クラブのある台湾の大学へ

も経済学の専門書を贈ったそうです。(P.114「中

日新聞」昭和 60年 6月 22日) 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2月 18日(木)、春を思わせる明るい陽射しの中、

桑名ＣＣでゴルフ会が開催されました。13人が参

加し、優勝したのは野々山勝也君でした。 

3月は第 3木曜日の 17日に開催予定です。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※先号「トピックス(P.5)」の[大島達男・画]は［大

宮達男］の間違いでした。訂正してお詫びいた

します。(広報委員会)  

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 野々山勝也 42 49 91 18 73 

2 位 高木 輝和 50 46 96 18 78 

3 位 浅井 彦治 45 49 94 14 80 
 

伊藤幸蔵副会長 

 今日のカレーは義援金

とは関係ないらしいよ 

国際奉仕委員会

が2月6日の台湾

南部地震義援金

を募りました。 

三谷栄一会長より、

次年度地区インター

アクト委員会委員の

伊藤基君に委嘱状を

お渡ししました。 

三谷栄一会長より、

米山奨学生のハンド

さんに奨学金をお渡

ししました。 

2月の写真係は寺田

晏章広報委員です。 


