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「 ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実行しよう！
！」
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経済と地域社会の発展月間

天 候
会 長
例会日

晴
和 泉 由起夫

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
事務局：飯 能 商 工 会 議 所 内
（代） FAX

幹 事 土 屋 良 一
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 髙橋君、田中君

・点 鐘 和泉会長
・ソング それでこそロータリー
・ビジター 大野厚哉様（株）ビッグフィールド
・卓 話 細井 清様
【会長報告】
１１／１２「はんのう生活祭」に飯能ＲＣも
ブースを出し、
ＲＣのＰＲとポリオプラスのイ
ベント行う予定ですが、ナイジェリアで再び
ポリオが発生しました。
ＲＩポリオプラス委員
長マイケル・マクガバン氏のメッセージです。
「…現在、同国以外にアフガニスタンとパキ
スタン、
計３国となりました。…２０１４年７月
以来であり、全てのロータリアンにとって非
常に残念なニュースとなりました。しかしナ
イジェリアは必ずポリオに打ち勝つと私達は
信じています。迅速に対応するためＲＣは５０
万ドルの追加支援を行った他、
パートナー団体
（ビル＆メリンダ・ゲイツ財団等）と調整を図
りながら緊急対策を進めています。チャド湖
沿岸５か国では感染拡大を防ぐために大規模
な予防接種キャンペーンが実施…撲滅活動は
大きな進展を見せています。私達は今後も…
特にナイジェリアのロータリアンをサポート
していきます。皆様のご支援があれば野生ポ
リオウイルスをこの世界から無くす事が出来
ます」
。
ポリオ撲滅はＲＣの真骨頂。
このような
状況にある事をご了承ください。
また、東京のクラブでは、
ポル・ポト政権時
代に崩壊した教育制度を立て直すため、教育
アドバイザーを派遣、
教育資材を贈り、
現地に
合った教育開発をサポート。福井ＲＣではネ
パールの小学校で図書室増築、図書寄贈、と
たくさんの事例がありますが、藤原委員長は
じめ飯能でもベトナムにＰＣを贈る事を続け
ています。国際貢献、教育支援を飯能ＲＣは

しっかりやっている事を自負しまして、よろ
しくお願いしたいと思います。
【幹事報告】
第６回理事会を通知。
１１／１２「はんのう生
活祭」
で飯能ＲＣもブースを設置します。担
当６委員会で１１／８打合せ。当日
（半日でも）
参加出来る方はご連絡ください。
◎例会変更のお知らせ
◇入間南ＲＣ
・１１／２１（火）例会取止め 定款８―１―Ｃ
・１１／２８（火）夜間例会 市民会館
「フローレンス」点鐘１８：３０
・１２／１９
（火）クリスマス家族例会
「プリーツドットアイ」点鐘１８：３０
・１２／２６
（火）例会取止め 定款８―１―Ｃ
◇所沢ＲＣ
・１０／３１（火）例会取止め 定款により
・１１／２１（火）例会取止め 定款により
・１１／２８（火）夜間移動例会
・１２／１９
（火）クリスマス会に振替１２／２２
（金）
・１２／２６
（火）例会取止め 定款により
【委員会報告】
◎雑誌委員会
川口君
『友』１０月号紹介。
「米山記念奨学会財団」
は
５０周年。民間では人数も金額も一番です。カ
ウンセラーとして半年、
ほとんどの行事に参加。
診療室を閉めて出掛けるのは辛いですが夢を
持った若い人達と接するのは清々しく、充実
した喜びを感じます。横組Ｐ８・９、奨学生の
その後。２万人近い人達が巣立ち、
Ｗｅｂ上でも
その人達の活動がよく分かります。
「将来日本
との関係を築いていける人」というのが第一
の選考基準と伺い納得しました。Ｐ２６、留学
したＲ財団奨学生の話。縦組Ｐ４「難民問題」
命を助けるというシンプルな話なのに、
政治、

歴史、
宗教、
貧困等が絡んで一国では解決出来な
い重いテーマになっている。
日本の人口の半分、
６５００万人以上が難民。
０５年以降、
難民を受け
入れていない日本への批判もある。
Ｐ９、
飛騨高
山の宿。Ｐ２１、
会員俳句。
Ｐ２８、本庄の活動。
【出席報告】無届欠席０ 福島出席向上委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
１０／１０（狭山中央）半田君
１０／１３（地区）木川君、土屋（良）君
１０／１７（日高）半田君
【ＳＡＡ報告】
・細井様、本日の卓話よろしくお願い致しま
す。
吉澤君
・大野厚哉様ようこそお越し頂きました。
和泉君、小谷野君
・先日の親睦ゴルフコンペで初めての優勝をさせて頂きま
した。有難うございます。これからも頑張ります。吉澤君
・早退 矢島（巌）君、
半田君、
大野（康）君、
前島君
本日計１０，
０００円、累計額３３１，
００１円。
◎２５日例会当番は吉田（健）
、
矢島（巌）会員です。
【卓
話】
講師紹介
吉澤プログラム委員長
１９４１年、
東吾野生まれ。
（株）不二家を定年退
職後、地域の歴史講座の講師、民生委員、社協、
たばこ組合役員等ご活躍。傍ら歴史に関する
書物を読み、城や古戦場を訪ね、絵やイラス
トマップを描く等、多忙を極めていらっしゃ
います。本日配付資料も細井様の手描きです。

今こそ坂本龍馬
龍馬研究会

細井

清様

東吾野公民館の歴史講座を１７年やって参
りました。９０分の講義５回とバスで史跡め
ぐり。本日の資料はＮＨＫ大河ドラマ『龍馬
伝』
（福山雅治主演）の年の講座のレジメから
選びました。戦前まで「維新３傑」と言えば
西郷・大久保・桂
（木戸）
。
最近では幕末は龍馬、
戦国では信長の人気がダントツです。安倍晋
太郎、晋三は高杉晋作の晋。
『八重の桜』での
長州の扱いに安倍首相からの一言があり、
『花燃ゆ』をやりました。今でも幕末の郷土へ
の思いが生きている事を実感するわけです。
今年は龍馬が３２歳で亡くなって１５０年。
歴史の「３大謎」は邪馬台国・光秀謀反の原因・
龍馬暗殺の黒幕、の３つ。長崎を拠点に亀山
社中を運営したため龍馬の写真は多く、７枚
が確認されています。７は数年前に越前で発
見。松平春嶽の城下町で、龍馬は度々福井に
行っている。４は下関・白石正一郎宅で後援
者達と。６は大国ロシアに日本が勝てるのか
と国民が不安がっていた時、明治天皇の正室
昭憲皇太后の夢枕に浪人姿の武士が立ち、
「帝
国海軍は私が守る」
と言ったという伝説があり
写真６をお見せしたところ龍馬だったとの事。
銅像は全国に１６か所以上。有名なのは桂浜。
中岡慎太郎と並ぶ円山公園
（京都）
、最近では
亀山社中があった風頭公園
（長崎）
のもの。私
共の会でも多少の援助をさせて頂きました。

「龍馬研究会」は高知で
全国から５００～６００名を
募ってやっています。東京
龍馬会では
『龍馬タイムズ』
を発行。表紙を何度か描
かせて頂き一部絵葉書に
採用されました。
「５万円
札の龍馬」
の見本を大蔵省
（当時）
に陳情した事もあ
ります。
新婚旅行に行った
塩浸温泉龍馬公園
（鹿児島）
にはおりょうとの銅像。霧島山・高千穂峰頂上
でご神体
「天の逆鉾」
をおりょうと二人で抜き
埋め戻したという手紙は重要文化財。龍馬が
飲んでいた茶碗まで京都国立博物館で保管さ
れている。京都・近江屋の暗殺現場の掛軸には
龍馬の血痕が３滴残り、
重要文化財。屏風の猫
のところにも血痕という事で文化財。手紙の
ほとんどが博物館に保管されております。
１８６６
（慶応２）年１月、龍馬が画策し、桂
小五郎に京都に来てもらい、
西郷、
小松帯刀等
との話を仲立ちして薩長連合が成立。その後
幕長戦争を経て大村益次郎が軍事を司り維新
となるわけですが、そのきっかけとなった薩
長連合の盟約は口頭だけで文書を残しません
でした。何度も薩摩に騙されている桂は萩に
帰ってから内容を整理し文書にして龍馬に送
ります。
「これで内容は間違いないか。裏書を
書いてくれ」
。龍馬は
「表に御記被成候六条ハ
小西両氏及老兄龍等も御同席ニて談論セシ所
ニて毛も相違無之候 後来といへども決して
変り候事無之ハ神明の知る所ニ御座候 丙寅
二月五日 坂本龍」と記します。
「老兄」は桂、
「小西」は小松、
西郷。片や７２万石の薩摩藩、
片や３７万石の長州藩を一介の龍馬が斡旋、
盟約させた。一番の龍馬のハイライトではな
いでしょうか。この書は宮内庁所蔵で、なか
なか見られません。
この他、有名な書として、慶応３年６月、
土佐藩船・夕顔丸の船中で記した「船中八策」
（土佐藩に大政奉還を建白、
その後の針路を提
示）
。龍馬の本名は
「直柔
（なおなり）
」
。
幕末に英雄豪傑は大勢集まっているが財政
の分かる者が居ないという事で、龍馬は越前
まで遠出して三岡八郎
（のち由利公正）
を新政
府に引っ張りだした。これも事績の１つ。明
治政府は由利が財政を担ったと言われます。
ただ、
こういった事も龍馬個人では出来ません。
仲間や先生が居りました。勝海舟がいろんな
案を出し知恵をつけたと言われています。
龍馬の墓は多くの志士の墓と共に、京都・
東山の霊山墓地にあります。志士達を顕彰す
るため、荒廃していた墓地の下に松下幸之助
氏らが「霊山歴史館」を造って「維新の道」
等を整備しました。
おりょうの墓は京急「新大津」駅から５分
の信楽寺にあります。昔は門外にあったお墓
も『龍馬伝』おりょう役の真木よう子が墓参
した頃には誰もがよく見える場所に引っ越し
ていました。千葉佐那の墓は甲府に、初恋の
人・平井加尾の墓は青山墓地にあります。
龍馬と中岡の墓は並んで建っており、一緒
に近江屋で斬られた使い走りの山田藤吉も共
に葬られています。
「俺と一緒に活躍して若
くして亡くなった連中の墓に戻してくれ」と
の遺言どおり、霊山墓地の一番上には桂小五
郎と幾松の墓がありますので、機会がありま
したら見て頂ければと思います。

