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前回の例会 

2014年 8月 22日(金)第 1626回 

卓 話 「 お城よもやまばなし 」  

卓話者  木畑 清 会員 

今週の歌 ｢我等の生業｣  

｢われは海の子｣ 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所  〒590-0024堺市堺区向陵中町 2丁 5-10 杉本ビル 5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

 URL     :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  辻 秀和（ツジ ヒデカズ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org/tsuji/ 

         E-mail ： tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp 

会長：山ノ内修一  幹事：塩見 守 広報委員長：坂田兼則  編集者：笹山悦夫 

 

2014年 8月 29日 第 1626号 

 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

本日の例会 

 

時間 

 

2014年 8月 29日(金)第 1627回 

卓 話 ｢ 会員増強フォーラム ｣ 

卓話者 山中喜八郎委員長 

今週の歌 ｢我等の生業｣  

｢月の砂漠｣ 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

2014年 9月 5日(金)第 1628回 

卓 話 「新世代部門のための月間」 

卓話者  澤井久和 新世代委員長  

次回の例会 

 

時間 

 

 
 

2014－15 年度 国際ロータリーのテーマ 
「ロータリーに輝きを」 

Light Up Rotary 
国際ロータリー会長 ゲイリーC.K.ホァン（台湾・台北 RC） 

＜8月 22 日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           33 名 

出席会員           19 名 

欠席会員             14名 

ビジター            0 名 

ゲスト           0 名      

7 月 11日(金)の出席率   87.88％ 

今週の歌 
「月の砂漠」 

 
月の砂漠を はるばると 
旅のらくだが 行きました 
金と銀との くらおいて 
二つならんで 行きました 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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卓   話 
 

 

 

       「 お城よもやまばなし 」 

 木畑 清 会員 

 

現在ある現存天守閣は１２基です。 

弘前
ひろさき

城
じょう

（青森県弘前市）・松本城（長野県松本市）・丸岡城（福井県坂井市）犬山城

（岐阜県犬山市）・彦根城（滋賀県彦根市）・姫路城（兵庫県姫路市）・松江城（島根県

松江市）・備中松山城（岡山県高梁市）・丸亀城（香川県丸亀市）・伊予松山城（愛媛県

松山市）・宇和島城（愛媛県宇和島市）・高知城（高知県高知市） 

明治２年（1869年）版籍奉還当時186の城が有りました。 

昭和の時代には19基までに天守閣が残っておりません。そのうち、戦災で名古屋城・    

大垣城・和歌山場・岡山城・福山城・広島城がなくなりました。火災で松前城がなくな

りました。 

よって現在12基しか残っておりません。 

先ず姫路城からお話をします。 

南北朝時代、赤松氏から始まりました。 

当時は姫山の城と呼ばれていました。 

続いて小寺氏の時代、黒田官兵衛の生誕地でもあります。黒田家は備前の国、福岡から

播磨の地へ流れてきました。続いて羽柴秀吉が中国攻めの為に５年間この地を治めまし

た。 

関ヶ原の合戦後、1600年に三河の国より池田輝政が52万石で移封されました。この人

物は非常に幸運な男でした。もともと池田恒興の次男でありましたが、父と兄が小牧長

久手の戦で戦死した為に家督を相続しました。そして豊臣秀吉に大名に取り立てられま

した。そののち徳川家康の娘婿になり、この姫路城の大改修ができました。 

池田氏が転封され、次に本多氏が入りました。 

本多忠政の長男忠刻が千姫の再婚相手に選ばれました。その時化粧料として 10 万石で

化粧櫓を建てました。（千姫は徳川家康の孫娘で、豊臣秀頼の妻）しかし千姫は夫と息

子に先立たれ、大変不幸な人生でした。そののち、松平・榊原・酒井など 10 家が明治

まで続きました。 

そして明治維新の時に破壊の危機にさらされましたが、陸軍大佐の中村重遠氏によって

保存されました。 

 

宇和島城 

1596年藤堂高虎氏によって築城されました。半分が海面に不等辺五角形の変わった城で

した。藤堂高虎は築城の名士で今治城・津城・伊賀上野城・他天下普請（幕府が大名に

命じて城を造らせる事）丹波篠山城・和歌山城・二条城・大阪城・膳所城・駿府城をこ

しらえました。そののち、伊達政宗の長男秀宗が 10 万石で入りました。秀宗は政宗の

長男で本来は仙台の 62 万石を継ぐはずでした。しかし、側室の子であり、一時豊臣秀

吉の猶子であった為に政宗が徳川家康に遠慮した結果です。明治に入ってロシアの皇太

子を切りつけた大津事件で三権分立を守った大審番長 児島惟謙。この人は宇和島藩士

でした。 

その他のお城の話は、また機会があればご紹介させて頂きます。 

 

 



 - 3 - 

会長の時間 
 

 

      「落語のすすめ」 

会長 山ノ内修一 

 

クラブ内の同好会として「落語愛好会」が発足しました。落語好きの私としては非

常に喜んでおります。 

奥野会員が「堺夢倶楽部」として続けて来られた「夢浪漫亭おたび寄席」を一緒に

楽しませてもらおうということで、城岡会員の発案でこの愛好会がスタートしました。

代表世話人は藤永会員です。８月２４日（日）、奥野晴明堂ホールで第１回落語愛好会

が開催されます。 

私が落語を愛する理由は、落語の世界では「アホ」と「貧乏人」がとにかく元気が

いいところです。アホでもいいんだ、貧乏でもいいんだと思わせてくれるところで癒さ

れるのだと思います。 

平成１１年に亡くなった桂枝雀さんは、落語は「緊張と緩和」と言っていました。緊

張ばかりでもダメなのでしょう。緩和ばかりでもダメなのでしょう。緊張があってそれ

が緩和されるところに大きな笑いが生まれる、とまあ、そんな意味でしょうか・・。 

人生も同じと思えてなりません。現在社会の緊張がもたらすストレスは小さくありま

せん。いかに緩和させるか、が大事ですが、その一つの方法として落語を聞くことです。

大きな効果が期待できるでしょう。 

落語にあまりなじみの無い方に、落語の入り口として二つの噺を紹介しておきたいと

思います。ユーチューブで簡単に聞く（観る）ことができますので、ぜひ聞いて下さい。

落語にハマること間違いなし、です。ただ、散歩をしながらイヤホーンで聞くというの

はやめた方がいいでしょう。笑いが止まらなくなって、異常者に間違えられそうになっ

た経験が、浜寺公園でありますので・・。 

一つは桂枝雀さんの「代書屋」。代書屋（今でいう行政書士）が、客の依頼で履歴書を

書くと言う話ですが、この噺のおもしろいこと。主人公である客の「松本留五郎」のお

もしろさといったら、最高です。たった履歴書一枚書くだけの話がこれだけおもしろい

のは、やはり練られてきた「芸」のなせる技でしょうね。 

もう一つは関東の古い落語家ですが、古今亭志ん生さんの「火焔太鼓」。妻に商売下手

だとバカにされている道具屋が安く仕入れてきた「太鼓」、これが実は世に二つとない名

器だと分かり、とんでもない高値で売れて、妻を見返すという話。これも実におもしろ

い。 

もし古今東西の落語家の中で一人選べと言われたら、私はこの古今亭志ん生さんを選

びます。それくらい好きな落語家で、まちがいなく名人です。 

ところで、山中会員が今落語を習っておられるとのこと。おしゃべり上手の山中さんが

さらに口に磨きをかけるとなると、どんなことになるのでしょう。近い将来、その芸を聞

かせてもらえる機会もあるでしょう。楽しみにしています。 

・・・といったところで、お後がよろしいようで・・・。 
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委 員 会 報 告 

Ｓ Ａ Ａ 報 告 

 

 

 

親睦活動委員会 

『夜間例会（例会変更）& グルメの会』 

親睦活動委員長 徳田 稔 

グルメの会代表世話人 小西幹夫 

 

この度、親睦活動委員会とグルメの会の共催で、下記の通り、夜間例会を企画いた

しましたので、ご家族お誘いの上、ご参加くださいますようお願いいたします。 

尚、9月26日(金)の例会は、9月27日（土）夜間例会へ変更させていただきます。 

記 

日 時: 9月27日（土）18:00～ 

場 所: 大和屋（やまとや）   TEL 06-6281-3790 

     大阪市中央区心斎橋筋1-7-1大丸北館 13階 

            会 費: 8,000円（会員、会員の奥様共） 

 

 

 

那須宗弘会員 来週26日清心寮夏期研修よろしくお願いします。 

坂田兼則会員 那須さん、26日はご苦労様です。 

木畑 清会員 つたない卓話で申し訳ありません。 

塩見 守会員 皆様暑い日が続いていますので、お体にお気を付け下さい。 

合 計 １３，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）配布物 週報 

 

（２）幹事報告 

           ・国際ロータリー第2640地区 2014-2015年度 地区大会事務所開所のお知らせ 

2014年8月25日(月) 祥雲寺にて 

幹 事 報 告 
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   記 

           国際ロータリー第2640地区 2014－2015年度 地区大会事務所 

・開所日  2014年8月1日 

・業務時間 午前10時～午後5時 土日祝休  

・住所 〒586-0017 大阪府河内長野市古野町7-42 2F （ガバナー事務所内） 

・ＴＥＬ  0721－55－2640 

・ＦＡＸ  0721－55－2641 

・地区大会専用 E-mail：chikutaikai2640@aria.ocn.ne.jp  

 

 

 ・堺フェニックスローターアクトクラブRI加盟認証のお知らせ 

堺フェニックスロータリークラブがスポンサークラブとなり、堺フェニックス

ローターアクトクラブが結成され、RI加盟認証されましたのでお知らせ申し上

げます。 

 記 

スポンサークラブ：堺フェニックスロータリークラブ 会長  中井 崇嗣 

堺フェニックスローターアクトクラブ 会長  上田 大夏 

        創立日 2014年 7月 7日 

加盟認証日 2014年 7月 29日 

例会場 堺フェニックス RC事務所会議室 

例会日/時間 第 2・第 4金曜日  18時 30分開始 

 

          ・新クラブRI加盟認証のお知らせ 

ＫＵＭＡＴＯＲＩ向日葵ロータリークラブが結成され、RI 加盟認証されましたの

でお知らせ致します。  

   記 

ＫＵＭＡＴＯＲＩ向日葵ロータリークラブ 

ＲＩ加盟認証日 ：2014年8月13日 

チャーターメンバー ：20名  

会長 ：飯岡 典子 

幹事 ：角谷 純郎 

ガバナー特別代表 ：堀本 欣吾（堺フラワーロータリークラブ） 

スポンサークラブ ：堺フラワーRC 

クラブ事務所 ：堺市堺区北三国ヶ丘町1－1－16  C－18 

TEL072－233－3360 FAX 072－233－3361  

E-MAIL：kumatorihimawari@gmail.com 

例会場 ：グリーンデイサービスセンター 

〒590-0402大阪府泉南郡熊取町大久保北3-262-1 

例会日 ：金曜日 20：00～21：00  

（ビジターフィー料金 1,000円） 

 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

・堺フェニックスロータリークラブ 

 8月 28日(木)→8月 30日(土)堺フェニックスローターアクトクラブ 

認証伝達式 ホテル第一堺 ３F「フェニックスの間」 

18：30～（19：30～チャーターナイト） 


