
２０１４年 ６月４日　第２１５３回例会　VOL. ４５　No. ４５

■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想　　
　　　ＳＬ　杉山　雅彦

■出席報告

■本日の欠席者
佐藤、内田、松本、斎藤

■他クラブ出席者
松本、( 横浜鶴峰 RC)

■ゲスト
髙𣘺　　淳様 (地区奨学生 )

■６月誕生記念祝

川瀬恵津子会員　　　　6.27

北澤　正浩会員　　　　6.12　　　　

本日の出席率　85.09％

本日の出席数    23 名会  員  数 　 　  33 名

修正出席率   　100％
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■会長報告
　いよいよ６月、このところ急に気温が上が

り夏日が続きました。未だ暑さに慣れない身

体が少し疲れ気味になっているのは私だけで

はないと思います。これから一層の暑さと湿

気の高い季節に向かっていきます。皆様これ

からの季節を元気にお過ごし頂きたいと思い

ます。

　何といっても今週のハイライトは、６月１

日から２日にかけての米山記念館訪問、岩沼

RC・鶴峰 RC との合同の旅行でした。当日は、

いささか暑すぎる程の天気に恵まれ、とても

楽しく過ごすことができました。ご参加頂い

た全ての皆様のお蔭で夜の親睦会も大いに盛

りあがり、翌日の２日にはゴルフ組と観光組

とに分かれそれぞれに楽しい一日を過ごすこ

とができました。岩沼 RC 事務局高橋様からの

お話では、「東京駅で地方から戻った、天皇皇

后陛下を拝見し、改札口すぎたら「片山さつき」

とすれ違い、大友浩幸さんが声をかけたら立

ち止まり、握手をして下さり、帰りの新幹線

でもハイテンションの皆様でした。」

　ゴルフの方も、最後の AKS 会ということで、

横浜瀬谷 RC からもご参加を得て、並み居る

強豪の中、斉藤善孝さんが優勝、千葉さんが

ベストグロス、そして「極めて不愉快」を気

に入られた岩沼 RC の桃野さんが準優勝。鶴峰
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RC から参加の寺尾さん、北瀬さんもしっかり

賞を獲られておられました。回を重ねる毎に

岩沼 RC との友好が深まってきていることを実

感したのは、私だけでは無いと思います。

　今回の旅行で幹事役をお勤めいただいた

五十嵐さん、抜群の歌唱力で二次会盛り上げ

て頂いた佐藤真吾さん、夜はベンチャーズナ

ンバーで盛り上げて頂いた新川さん、軽妙な

トークで宴会司会として切り盛り頂いた兵藤

さん、ゴルフ幹事をお勤め頂いた安藤達雄さ

ん本当にありがとうございました。

　先週にもお話申し上げた如く、旅行前日の

５月 31 日は、「さよなら国立競技場」のファ

イナルイベントで 18 時より 50 代ラグビー早

明戦に約７分間出場してきました。国立の芝

は柔らく綺麗で最高でした。30 数年前は、ラ

グビーの季節の芝は黄色く、冷え込んだりす

ると霜柱で芝が浮いてしまったこともありま

した。芝管理の技術もだいぶ進歩しました。

　岩沼 RC より皆さんへのお土産としてお預り

した銘菓「萩の月」をお手元にお配りしました。

ご賞味ください。

　安藤会長年度も残すはあと３回の例会とな

りました。皆様の協力のお蔭で今のところ修

正出席率 100％を維持しております。どうせ

なら２年度連続 100％を達成したいと思いま

す。皆様のご協力をお願いします。

　R 財団地区補助金 DG 留学生の髙𣘺さんがお

見えです。就学 VISA もとれたようですので、

後は来月半ばの現地赴任を待つばかりです。

後ほど近況を伺います。

　本日は、吉原さんの卓話です。楽しみです。

宜しくお願いします。

○地区関係

１）6/11 ㈬の例会に本年度ガバナー補佐の瀬

谷 RC 小澤様、次年度ガバナー補佐の新横浜

RC の杉本様がご来訪される予定です。

２）6/29 ㈯に青少年交換留学生の終了式がナ

ビオス横浜で予定されています。

３）6/6 ㈮に新旧会長幹事会が開催されます。

福村さん、増田さん、漆原さん宜しくお願い

します。

○クラブ関係：

１）6/25 ㈬の今期最終例会は夜間例会となり

ます。

２）本日夜に理事役員会を開催します。理事

役員の方、お願いします。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜あざみロータリークラブ

日時　６月 25 日㈬最終移動例会

　　　点鐘　18 時 30 分

場所　たまプラーザ和料理「さら」

　　　プラザサウスウエスト１階

　　　℡ 045-903-1460

○横浜田園ロータリークラブ

日時　６月 10 日㈫最終移動例会

　　　点鐘　17 時

場所　ホテル河鹿荘

日時　６月 24 日㈫移動例会

　　　点鐘　18 時 30 分

○横浜緑ロータリークラブ

日時　６月 18 日㈬→ 19 日㈭期末懇親会

　　　点鐘　18 時 30 分

場所　箱根湯元「吉池旅館」

　　　℡ 0460-85-5711

■米山記念館訪問合同親睦旅行報告
　　　　　　　　　　　　　     五十嵐　正

 6/1 ～ 2 にかけて、情報委員会、親睦、米山

委員会合同企画の、米山記念館訪問３クラブ

合同親睦旅行を行いました。米山記念館には

３クラブ合わせて 29 名、親睦会にも、29 名

の参加を得て、盛大に行う事が出来ました。

　当日集合場所として、三島で有名なうなぎ

店桜屋で美味しいうなぎを堪能した後、米山

記念館に向かいました。米山記念館では、思

いもかけず伊豆中央 RC の木内事務局長のお

出迎えを受け、ご自身で米山記念館の概要を、

スライドを交えて約 15 分ご説明して頂き、そ

の後学芸員の方から、館内の展示内容や、梅

吉検定なる質問等、30 分にわたり楽しくご説

明して頂きました。その後、梅吉翁のお墓に

皆でお参りしご冥福をお祈りして参りました。

　その後、市内の三島神社に参詣の後、箱根

に向かい、午後６時 30 分より、３クラブ合同

親睦会を行いました。３クラブそれぞれの会

長からご挨拶を頂戴し、特にこの６月でクラ

ブが終結する鶴峰クラブの佐藤会長のご挨拶

は、とても印象深いものでした。

　その後、兵藤会員の軽妙な司会進行に助け



す。本日は、留学準備に近況報告をしたいと

思います。

　インディアナ大学に進学にあたり、学校か

ら求められていることがいくつかあります。

一つは当然のことながら、学生ビザの取得で

す。そして、先日無事ビザを取得することが

できました。私は以前ウィスコンシンにある

大学院に進学していたため、今回は２回目の

留学になります。そのため、大使館との面接

をせずに、郵送のみでビザを取得することが

できました。二つ目は在学中に住む家を探す

ことです。家も友人、ロータリークラブのカ

ウンセラーの手助けがあり、無事に見つける

ことができました。そして、三つ目は予防接

種です。インディアナでは全ての留学生に風

疹、麻疹、ジフテリア、破傷風、おたふく風

邪のワクチンの接種が義務づけています。友

人に相談したところ、アメリカで受ける方が

断然に安く済むことが分かり、アメリカで受

けるつもりでいます。

　経済的な準備もしております。現在は四つ

のアルバイトを掛け持ちしております。ホテ

ルのベッドメイキング、通信制高校のレポー

ト添削、東京大学の先生のアシスタント、イ

ンターナショナルスクールで日本語を教えて

おります。

　研究に関する準備もしております。毎週、

金曜日に母校である桜美林大学に行き、教授

と研究について話したり、図書館で資料を集

めたりしております。

　留学の準備は終わりつつありますが、まだ、

いくつかすべきことが残っております。今後

はそれらを終わらせると同時に、一年間ほと

んど使っていなかった英語を思い出すため、

日本に来ている私の教え子と話したりしたい
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られ、新川会員のギター演奏や、参加会員か

らのスピーチなど大いに盛り上がり、最後は

手に手つないでのロータリーソングで中締め、

その後２次会へと移りました。

　２日目は、晴天の恵まれ、観光組とゴルフ

組に分かれ行動いたしました。私は箱根を案

内することが初めてでしたから、不安であり

ましたが、最初の箱根恩賜公園で皆を出迎え

てくれた雄大な富士の姿に救われました。続

いて箱根関所、駅伝ミュージアム、大涌谷、

最後にポーラ美術館でゆっくりと最高のラン

チを楽しみ、小田原駅にお送りしました。

　ゴルフに付いては「小田原湯本 CC に於いて

横浜旭、横浜鶴峰、岩沼 RC の各メンバーに加

え、横浜瀬谷 RC より２名、横浜北 RC より１

名参加され総勢 15 名で楽し一日を過ごす事が

出来ました」と報告が来ております。

　今回の企画に際し、佐藤親睦委員長、千葉

委員、新川委員、兵藤会員を始め、３クラブ

の皆さん全員に感謝申し上げご報告といたし

ます。

■５クラブ合同親睦コンペ報告　 安藤　達雄

日時　６月２日㈪

場所　小田原湯本カントリークラブ

１）平成 26 年４月３日 AKS 会コンペ終了時「鶴

峰 RC が６月末で解散するので、AKS 会でもう

一度コンペをやりたいね」と言う声があった

こと。

２）旭 RC 恒例の単独コンペの準備をする時期

がきていたこと。

３）６月１日、米山奨学館見学、米山梅吉氏

墓参、箱根小涌園での懇親会、６月２日箱根

観光及びゴルフコンペが計画されていたこと。

　等々あり、ゴルフコンペは会長と相談して

一括してしまおうと言うことになりました。

　名称は第 55 回 AKS コンペとしたが、旭 RC

の親睦委員会の実績にしたいので旭 RC の主催

にした。結果、横浜旭、横浜鶴峰、横浜瀬谷、

岩沼、横浜北、５クラブ合同ゴルフコンペと

なりました。

■留学準備の近況報告 

　　　　　　         地区奨学生　髙𣘺  淳

　地区奨学生になりました、高𣘺淳です。今

年の８月よりアメリカのインディアナ大学教

育学部言語教育課程の博士課程に進学致しま
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と思っております。以上で近況報告を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

安藤　公一／①米山記念館への岩沼 RC、鶴

峰 RC との３クラブ合同旅行とても良かったで

す。御手配頂いた皆様に感謝申し上げます。

②吉原さん、本日の卓話宜しくおねがいしま

す。③地区奨学生として米国に行かれる髙𣘺

さん、ようこそ。

福村　　正／①吉原さん、本日の卓話宜しく

お願いします。②髙𣘺さん、ようこそ！③各

委員会の活動報告書の提出を五十嵐さんのと

ころまでお送り下さいませ！

吉原　則光／年度末の月となりました。今日

の卓話は、ピンチヒッターで「畠山重忠公」

にまつわる話をさせていただきますのでよろ

しく。

安藤　達雄／６月１日の米山奨学記念館の見

学他、準備してくださった親睦委員会の皆様

に感謝、特に五十嵐さん、千葉さん、新川さ

ん、綿密なスケジュール表に感服いたしまし

た。本当にお疲れ様でした。②吉原さん、本

日の卓話楽しみです。

関口　友宏／合同親睦会並びにゴルフコンペ

を楽しませて貰いました。役員の皆さん、お

疲れさまでした。

吉野　寧訓／あと４日で、２年続けて 100％

の出席率になります。秋の地区大会が楽しみ

です。

川瀬恵津子／誕生祝いをありがとうございま

す。

青木　邦弘／①吉原さん、卓話楽しみです。

田川　富男／吉原さん、重忠公の武功を教え

て下さい。宜しくお願いします。

杉山　雅彦／①関東も今週、梅雨入りみたい

です。うっとうしい季節はビールを飲んで吹

き飛ばすつもりです。②吉原会員、卓話楽し

みにしています。

矢田　昭一／吉原さん、ご苦労様です。

二宮　　登／吉原さん、畠山重忠公の話、楽

しみにしています。

二宮麻理子／吉原さん、本日の卓話楽しみに

しています。

北澤　正浩／①吉原さん、卓話楽しみです。

②誕生日祝いをありがとうございます。

五十嵐　正／①先日の米山記念館親睦旅行で

は、皆さんに大変お世話になりました。②吉

原さん、本日の卓話楽しみにしています。

増田嘉一郎／吉原さん、卓話を引き受けて下

さりありがとうございます。楽しみにしてい

ます。

■卓話　「生誕 850 周年の重忠公」
        ( 二俣川合戦の史実と伝説について )　　

　　　　　　　　　　　　　　　吉原　則光

１）重忠の生い立ち

　畠山重忠が長寛２年 (1167) に畠山の地に生

まれたといわれている。

　誕生の年については吾妻鏡の元久２年

(1205) ６月 22 日の条の重忠戦死の記事に年

42( 満 41) とあることから逆算したものであ

る。ちなみにこの年、平清盛は平氏一門の繁

栄を願って安芸の厳島神社に法華経 ( 国宝 )

を納めており、その年の３年後には自身が太

政大臣に補任されるなど平家政権が絶頂期を

迎える時期であった。

　生誕の地が畠山であったかどうか断定でき

る記録はないが、父重能が畠山庄司を名乗っ

てここを本領としたであろうことから、庄司

次郎 ( 庄司の２男の意 ) を称した重忠が畠山

で生まれたとしても不思議ではない。( 川本

町史より )

　母は相模の豪族三浦義明の娘。

　畠山の地 :武蔵国大里郡大字畠山、

　　　　　現在は埼玉県深谷市川本本町畠山

２）史実と伝説

　史実は吾妻鏡「六月二十日の条」に書かれ

ていることだけで、それ以外は後世に作られ

た伝説で史実と伝説の識別が大切である。

　例えば、さかさ矢竹の記述

･ 矢に当り討死する前に「我が心正しかれば
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この矢に枝葉を生じ繁茂せよ」と絶句して矢

を二本地面につきさしたという（旭区郷土史）

･戦死の直前に (今宿のあゆみ )

･ 重忠が矢にあたった時に

　(旭区ふるさとの歴史再発見 )

･ 愛甲三郎季隆…矢頃を計りてヒョウと放て

　ば、覘き違わず重忠の脇腹にグサとばかり

　に突き立ったり、流石に猛き重忠も今は最

　後と馬を下り腹掻き切りてぞ果てにける

　(栗原勇著 :畠山重忠 )

３）最近の情報と研究

二俣川合戦

　元久二年 (1205) ６月 22 日、鎌倉に向かう

途中の畠山重忠の軍勢が、北条義時を大将軍

とする幕府軍によって討たれた事件である。

背景には、武蔵国の支配権を廻る畠山氏と北

条氏の政治的対立があり、重忠は謀叛の嫌疑

がかけられ、誘引される形で謀殺された。こ

の時は、葛西清重、河越重時を始め、多くの

武蔵武士が幕府軍に従っている。翌日には、

重忠らの無実が判明し、重忠を討った稲毛一

族が誅殺されている。

　舞台となった場所は、相模鉄道鶴ヶ峰駅の

西約 500 ㍍ほどのところで、旭区役所一帯に

比定されている。

　鎌倉街道中ノ道筋で、多摩丘陵の起伏に富

む東縁部に当るが、都市化が進んでいるため、

地形などの様子

はわかりにくい。

旭区役所の北側

向かいには、重

忠没後 750 年を

機に昭和 30 年６

月に建立された

畠山重忠公の碑

がある。また周

辺には重忠の首

塚があり、北側

に所在する鶴ヶ

峰神社の周辺に

は、畠山勢を六

ケ 所 に 分 け て

葬ったとされる

六ツ塚や、重忠

の室菊の前が重

忠を追いかけたもののその死を知り、駕籠の

中で自害した場所と伝える駕籠塚などがある。

古くは、旭区役所近くに首洗い井戸などもあっ

たというが、河川の流路の変遷や開発などに

よって、今ではわからなくなっている。

（関　幸彦編「武蔵武士団」吉川弘文館）　  

■次週の卓話 (6/18)　
         ｢この１年を振り返って｣　
          安藤  公一会長／福村　正幹事
　　　　　　　　　　 週報担当　五十嵐　正

清水　亮編集「中世関東武士の研究第７巻畠山重忠」
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米山記念館訪問親睦旅行　平成 26年６月１～２日
米山記念館にて

記念館にて木内 ( 伊豆中央 RC) 事務局長のお話 記念館学芸員から展示内容の解説を受ける

米山梅吉翁の墓参り 三島神社にて

３クラブ合同懇親会風景


