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★事務所：神奈川県中郡大磯町国府本郷546大磯プリンスホテル内 TEL：0463-61-1111(木）TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：毎週木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 河本 親秀 会長エレクト 百瀬 恵美子 幹 事 大藤 勉

№１４第２３４６例 会 平成２７年１０月１５日

■司会:田中 敏治 ■点鐘：河本 親秀 ■合唱：手に手つないで

・10月25日：地区大会 ・10月29日：新宅 文雄さん ・11月1日：宿場まつり◇プログラム

小林､宮澤､石山､笹尾、◇出席報告 ◇欠席者(6名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 )

17(15) ９ 60.00％ － － 原、太田さん２３４６回

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)２３４４回 17(15) ８ 53.33％ － －

◇おめでとうございます

結婚記念日祝：

さん(10/9)：58回河本親秀

目の記念日になります。家

内とは歌声運動の中で知り

合いました。長男は57才ハ

ネムーン・ベイビーです。

次男は若い頃シンガーソン

グライターを目指していた

夢を，今ライブを再会して

楽しみ、ピアニストの妹と共演しています。目標は

家族全員元気でオリンピックまで生きることです。

お祝い有り難うございました。

さん(10/15)：4新宅文雄

8年前30才で結婚し今78

才、丁度吉田首相が亡く

なった年です。当時の10

月15日頃は今より寒かっ

た。朝、顔を洗うと顔が

突っ張ってしまう様な気

候でした。日中は今同様暑かった。家内が亡くなっ

て2年、この間計算したら一人になってからの方が

生活費がうんとかかるようになったな･･･(笑)、自

分でも何故こうなったか分からない、今悩んでいま

す(笑)。花束有り難うございました。

◇会長報告 河本親秀会長

今日は斉藤ドクターが元気

になられて出席されたこ

と、とても嬉しいです。

1．卓話依頼：

(1)・R財団月間：11月19日

又は12月10日

テーマ:

・地区R財団委員：寄付金

がどのように運用され、使

用されているか、全体的なシステムについて分かり

易く解説。

・財団学友：留学経験談、卒業/終了後、の財団奨

学生としての活動と将来の目標等。

(2)職業奉仕月間：来年1月
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(3)バングラデシュ国際協力隊報告：1月14 日又は

21日にお願いします。

2．財団奨学生中村正樹さん厚生労働省の田辺江業

さんとのバークレー大学院留学情報交換の為のE-メ

ール連携が出来ました。 中村さんはこの11月から

1年間米国勤務 (バイエル薬品)されるとのこと。

財団奨学生の経験が中村さんの未来を拓く機会にな

ったことを嬉しく思います。

3．地区ガバナー指名委員会から2018-19年度ガバナ

ーのミニー候補者推薦依頼：第8グループから出し

たいものと願っていますが、なかなか思うようには

参りません。

4．関東・東北豪雨災害義捐金を一人1千円、1万7千

円，スマイルボックスから送金したいと思いますが

･･･（賛同の拍手）

◇幹事報告 大藤勉幹事

1．回覧：

(1)ハイライトよねやま

(2)2014-15地区会計報

告書

(3)いわき鹿島RC年次報

告書/年次計画書

(4)志木RC会報

2．配布：ロータリーの

友、ガバナー月信

3．神奈川県観光第4の

核に大磯町：

昨日神奈川県の政策顧問の渋谷耕一さんの話を聞き

ました。元日本興業銀行の方で2013年から神奈川県

の政策顧問に就任。大磯に関連して観光第4の核(横

浜、鎌倉、箱根に次ぐ)国際観光都市の話がありま

した。城ヶ島・三崎地区(三浦市)、大山地区(伊勢

原市、秦野市、厚木市)そして大磯地区(大磯町)。

予算は決まっているそうですが、配分はそれぞれの

地区の盛り上がりで決めたいと言ってました。地区

の企画が大事です。吉田邸が来年3月末完成予定、

サイクル拠点整備完成6月となっています。渋谷氏

は知事と一緒に県内を訪れていて、大磯にも来たと

の事で，とても良いですねと言ってました。もう1

点東京オリンピック、パラリンピックのセーリング

競技場が江ノ島に決まった。これはセーリング競技

はヘリコプターで写すので、東京湾では飛行機との

バランスがとれないと言う事で相模湾に来たとのこ

とでした。宿泊用ホテルを茅ヶ崎のゴルフ場跡にと

いう話があったが採算上問題があり、まだ決まって

ないようです。

相模産業特区と言う事では相模川沿い周辺にロボッ

ト産業特区があります。クラブで厚木のモデルハウ

ス展示場で大和ハウスの介護ロボットを見学しまし

たが、これを彼も良く知っておられて話が弾みまし

た。

◇委員会報告

☆スマイルボックス 百瀬恵美子さん

・河本親秀さん：

河本さ・井上浩吉さん：

ん 新宅さん結婚記念日お

めでとうございます。斎藤

先生 卓話よろしくお願い

致します。

河本さ・守屋紀忠さん：

ん、新宅さん結婚記念日お

めでとうございます。斎藤

先生、卓話よろしくお願い

します。

斎藤ドクター 卓話 期待してい・新宅文雄さん：

ます。花束ありがとうございました。

河本会長、新宅さんおめでとう・田中敏治さん：

ございます。斎藤先生、卓話 宜しくお願いします。

河本さん 新宅さん 御結婚祝・百瀬恵美子さん：

い おめでとうございます。斎藤先生卓話たのしみ

です。

本
日
の
食
事
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◇卓話

◆◇◆歌に見る明治維新政府の勢力図

と日本の各地の旧名称◆◇◆

斎藤 正淳さん

トコトンヤレ節

作詞 品川 弥二郎

(慶応4年)

宮さん 宮さん お馬の前に ひらひらするのは何じ

ゃいな

トコトンヤレ トンヤレナ

あれは朝敵 征伐するとの 錦の御旗じゃ知らないか

トコトンヤレ トンヤレナ

一天万乗のみかどに 手向いする奴を

トコトンヤレ トンヤレナ

狙いはずさず ドンドン打ち出す 薩長土

トコトンヤレ トンヤレナ

伏見 鳥羽 淀 橋本 葛葉の戦いは

トコトンヤレ トンヤレナ

薩土長肥の 会うたる手際じゃないかいな

トコトンヤレ トンヤレナ

音に聞こえし 関東武士どっちへ逃げたと 問うた
さむらい

れば

トコトンヤレ トンヤレナ

城も気概も 捨てて吾妻へ 逃げたげな

トコトンヤレ トンヤレナ

以下略

(斉藤正淳さん提供）

童唄のように自然に広がった歌ではなくて＝従って

地方によっては歌詞が違います＝意識的に流行らせ

た日本で一番古い流行歌です。

私は1番だけ知っていましたが、15-6番までありま

す。後でドンドン作って加えていったようです。

作詞者は品川弥二郎＝千鳥ヶ淵に銅像があり

ます。長州藩の人で子爵で大臣もやった人です＝と

言うのが定説ですが諸説あります。

この歌の中に国の名前が出てきます。相撲では今、

出身地は県名で出ますが、我々小学校時代は国の名

前でした。双葉山は豊前の国、今の大分県出身です。

豊前の東半分が大分県、西半分が福岡県です。これ

に対して豊後の国があります。前・後の国が日本各

地にあります。豊前の国が大分県の一部。豊後の国

が略大分県。肥前の国が佐賀県と長崎県。肥後国

（熊本県）、備前(岡山）、備中(倉敷)、備後(福

山)。前・中・後の関係は京都に近い方が「前」。

越前(福井県)、越中(富山県)、越後(新潟県)。昔は

一つの国で「越の国」でした。国の分割が進むとだ

んだん分けてくる。

他に上総(房総半島南部)＝海路で行くと京都に近い

為）、下総(同北部)、京都に近い方が上です。上野

(群馬県)、下野(栃木県)。

明治、大正時代は県名より国名の方が多く使われて

いた。殆どは国と県が合致しているか複数の国が県

になっている。ただ肥前の国のみが佐賀県と長崎県

に分けられている。

この歌の中に薩長土肥と言う言葉が出てきます。天

長側についた軍隊が薩摩、長州、土佐、肥前この四

つの軍隊と幕府軍が戦った。薩摩は島津藩＝薩摩、

大隅、日向。長州藩＝長州、長門、周防。土佐藩は

土佐1国。肥は肥前1国。この4国で明治政府を創っ

た。明治新政府の高官は8割までこの薩長土肥で占

められていた。軍人＝陸の長州、海の薩摩。中将、

大将の全部は薩摩か長州のどちらかでした。薩長土

肥以外で大将になったのは会津藩の島五郎のみ。

歌詞の2番に薩長土とあり、3番に薩土長肥とありま

す。普通は薩長土肥と言います。これを見ると力関

係が分かります。薩摩が一番＝明治維新の功績は50

-50ですが長薩とは絶対言いません＝土肥は順番通

り。最初の新政府になった時の高官は土佐も結構い

ます。岩崎弥太郎、後藤象二郎、吉田茂のお父さん

など結構沢山います。肥前代表は大隈重信，江藤新

平(佐賀の乱で処刑された)。肥前は相当勢力があっ

たのに明治になって潰された。明治新政府が出来て
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西郷隆盛の内乱や佐賀の乱等がある前、征伐の時の

歌です。この時の勢力の順番を表している。「ドン

ドン打ち出す薩長土」とあって「肥」はない。

3番の伏見、鳥羽、淀、橋本、葛葉というのは戊辰

戦役戦いの激戦地です。この後、薩土長肥となって

います。1番薩摩、2番土佐、3番長州、4番肥前とな

っている。薩長が絶対と思っていたが、当時＝歌の

出来た慶長4年頃＝土佐も案外頑張っていたと思わ

れる。この歌を作った品川弥二郎は長州藩出身なの

にこのように書いている事から推量すると面白い。

4番、「音に聞こえし関東武士どちらへ逃げたと問

うたれば・・・・吾妻へ逃げたげな」は戊辰戦役と

いうのは関ヶ原の東西の戦いの恨み＝西軍が東軍を

駆逐した＝を晴らした。

私たちは歴史としてこの歌のように教えられたので

すが･･･錦の御旗などは何処にもなかった・・・。

ところが岩倉具視が西陣に行って拵えたのが錦の御

旗でした。それが天皇の身代わりだと言われて皆が

平伏して戦争を止めた･･･。内戦のようなものでし

た。この戦いで死んだ人は1万人いません。革命戦

争でこのような少ない死者で成功した革命はありま

せん。フランス革命は10万~100万単位

の死者が出ています。

：質疑応答

インターネットより：品川弥二郎の人物＝

1843年閏9月29日に長州藩の足軽・品川弥市右 衛

門の長男として生まれた。 足軽の家で身分は低か

ったが、1858年、15歳で吉田松陰 の松下村塾に入

門。 温厚正直で人情に厚く、うわべを飾らない。

尊王攘夷運動に挺身する。外務省書記官・特命全権

公使としてドイツに駐在し、 帰国後、宮中顧問官

・枢密顧問官・松方内閣の内相等を歴任する。勲一

等、子爵。晩年には京都に隠遁。

国名の由来：

近江（おうみ）：琵琶湖＝京都に近い湖

遠江（とおとうみ）：浜名湖＝京都に遠い湖東北地

方の東半分が陸奥国：陸前(宮城県)、陸中(岩手

県）陸奥(青森県)で三陸

福島県は磐城国(会津)岩木(海岸側）

東北地方西半分が出羽国：羽前が山形、

羽後が秋田県

関八州：相模、武蔵、上野、下野、常陸、

上総、下総、安房

十国峠：関八州+伊豆、駿河

三国峠：甲斐、駿河、相模

（卓話以上）

河本会長 百瀬さんハロ：

有ウ ーンのお菓子配布イ

り難うございます。何時

も季節が変わったり、記

念日があるとゆかりのあ

るものを配って下さり感

謝しております。

、あるいは、 （英: Hallowハロウィン ハロウィーン

een または Hallowe'en）とは、毎年10月31日に行

われる、古代ケルト人が起源と考えられている祭り

のこと。もともとは秋の収穫を祝い、悪霊などを追

い出す宗教的な意味合いのある祭。


