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第2760回 村山年度 第26回 会報 2016 1-18 司会 小野安正君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  藤崎善隆君 （出席規定の免除会員数5名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 1月18日 38(5) 26(2) 12(3) 74.3% 

前回 1月11日 38(5) 31(3) 7(2) 86.1% 3人 94.4% 

いきました。そんな秀吉に朝廷は、内大臣では不
足と考え、信長と同じ「右大臣」の職を打診してきま
した。しかし秀吉は、信長が右大臣を辞したまま光
秀に討たれたので縁起が悪い。できたら左大臣に
してもらえないかと申し出たそうです。 
 この時朝廷では左大臣に近衛信輔がおり、混乱
しました。辞任させなければならないからです。こ
れを聞いた秀吉は、かつて朝廷が信長に打診した
「三職推進」（「征夷大将軍」、「関白」、「太政大臣」
のうち好きな職に就かせる。）を根拠に、「関白」と
「太政大臣」になると伝えたそうです。ですから秀吉
の官位名は「関白太政大臣」となった訳です。ここ
で「征夷大将軍」を除外したことについては、相応
な家柄が必要で、百姓出身の秀吉にはなることが
できなかったようです。そうだとすれば、「征夷大将
軍」になれない身分であることをなんとか乗り越え
たいと強く思ったことでしょう。 
 そんなコンプレックスが秀吉にあったとすれば、
幻の城「聚楽第」を造り、信長の血を引く淀殿との
間に秀頼が生まれた途端、関白の座を譲っていた
秀次を切腹に追い込み、権力の象徴である聚楽第
を徹底的に取り壊した理由もわかるような気がしま
す。織田家という立派な武家の血を継ぐ後継者を
得た以上、百姓の身分を思い出させるものは、す
べて消し去りたいと思ったのかもしれません。 
 秀吉は、「関白」というかつては花形であったが、
当時は忘れ去られた職をもとに上に立つ方法を見
出しました。翻って、現代ではPC、スマホなどITC
関連ばかりに目を向けがちですが、日本の伝統文
化を身につけておくことは、グローバルな時代の中
で、案外恰好いいことかもしれません。ご清聴有難
うございました。以上で本日のご挨拶といたします。
（参考文献：日経ビジネスオンライン：殿村美紀著） 

 皆様、こんにちは。本日は久しぶりの通常の例会
ということで、やはり少し落ち着いた感じがしており
ます。クリスマス家族会、新年会、職場訪問と年末
年始にかけて、担当された親睦委員会並びに職業
奉仕委員会の皆様には大変お世話になり有難うご
ざいました。改めてお礼申し上げる次第です。また、
先程、植竹幹事から報告がありましたように、深町 
彰会員のご母堂様のご逝去に対しまして、謹んで
お悔やみ申し上げます。 
 さて、本日は、豊臣秀吉はなぜ「征夷大将軍」で
はなく「関白」になったのかというお話を紹介いたし
ます。1582年6月2日「本能寺の変」で織田信長が
討たれた3年後の1585年に秀吉は関白に任ぜられ
ました。この関白という官位は、なんと公家の最高
位です！地位としては征夷大将軍より上で、「関
白」という名称は、天皇のお言葉に対して「間（あず
かり）白（もうす）」という意味があるとのことで、武士
が任じられる官位ではなかった訳です。 
 ただ、鎌倉時代から室町時代にかけて、政権が
武士に移ったことから「関白」の影響力は低下し、
戦国時代には朝廷儀式に関白すらでることはなく
なったと伝えられています。 
 信長の死後、いきなり次の天下人に名乗りを上げ
た秀吉は、一気に内大臣にまで上り詰め、大阪城
の築城、徳川家康との和解を経て天下人になって 第26回幹事報告です。 
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 訃報のご連絡です。深町彰会員のご母堂さまの
あき子様が1月12日にご逝去されました。本葬が1
月28日10：30よりやしお会館で執り行われます。尚、
ロータリーとしてのお手伝いは不要とのことです。 
 回覧しております資料の説明です。 

1. ロータリー財団100周年記念シンポジ
ウムの時に使用した資料 

2. 栃木いのちの電話会報 
3. 西那須野ロータリークラブ会報 
4. ロータリーリーダー1月号 
5. ハイライト米山202 
6. 2017〜18年度RIテーマが決定致しま

した。その資料を髙木茂次年度会長・
稲垣政一次年度幹事にデータを転送
し、現在回覧しております。 

 「国際奉仕活動現地視察及び交流会」開催の
お知らせです。開催場所はフィリピン マニラ
近郊 日程は3月18日〜22日の予定です。詳
細を回覧しております。参加ご希望の方は申
込書にお名前をご記入下さい。取りまとめてガ
バナー事務所に連絡致します。 

 国際ロータリー戦略計画委員会より登録され
ているメールアドレスにアンケート調査への協
力依頼が届いていることと思います。期日が1
月28日となっておりますので、インターネット
上での回答をよろしくお願いいたします。 

 本日例会終了後1月度理事・役員会を開催致
します。理事・役員の皆さまよろしくお願いい
たします。 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けま
すので、報告のある委員会は報告願います。  

 ゴルフ愛好会 髙木慶一君 

 村山年度第3回ゴルフ大会、以前お知らせした
年間スケジュールを変更します。 
 4月9日（日）那須黒羽ゴルフクラブで開催します。
出欠は3月に入ってから取ります。ご参加お待ちし
てます。 

 職場訪問報告 
荒牧明二職業奉仕委員長 

 職業奉仕委員会による、「りんどう湖ロイヤルホテ
ル」職場訪問に、多くの会員のご参加を頂き有難う
御座いました。また、寒い中、豊田総支配人、平山
篤さんの御出迎え有難う御座いました。 
• 四季の彩り豊かな栃木県那須高原を那須を一

望できるリゾートホテル。 
• 赤ちゃん、お子様連れには週末のバイキングが

おすすめ♪。 
• 初夏から紅葉、いちご狩りと見どころいっぱい

の那須エリア。 
• 遊べる施設へのアクセスも好条件！ 
• アットホームな雰囲気作りを心掛け思い出作り

のお手伝いを。 
• ゆったりとした滞在のひとときをお過ごしくださ

い。 
 以上のキャッチフレーズで、脚光浴びる「りんどう
湖ロイヤルホテル」にて、定例会のあと、展望レスト
ランにて、一日限定10食の「那須弁」を特別に参
加者全員でいただきました。食事の美味しさは勿
論ですが、展望レストランからの眺望は素晴らしい
の一言では、表現できない程素晴らしいものでし
た。 
 食後、厨房施設の見学、ベットメーキングの妙技
を3部屋に分かれて見学しました。手際の良い仕
事ぶりに参加者全員が圧倒されました。 
 少々時間が余りましたが、以上で見学を終了しま
した。 
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次回例会      平成 28 年 １月25日    担当 広報 IM実行委員会   
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

1月18日欠席(敬称略) 
秋間忍・安藤讓治・遠藤清和・大森貞男 
神山徳久・吉光寺政雄・黒澤洋一・髙木茂 
時庭稔・豊田哲司・檜山達郎・深町彰 

前回 1月18日分メークアップ(敬称略) 
吉光寺政雄・鈴木隆子・福田逸男 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

 スタッフの皆さん、忙しいところ予定を合わせてい
ただきまして有難う御座いました。「りんどう湖ロイ
ヤルホテル」の益々のご発展お祈りし申し上げまし
て、職場訪問の報告とさせて頂きます。 

津久井誠二君 

村 山 茂 君 スマイルボックス目標、全
額達成致しました。 

相 馬 征 志 君 春よこい早くこい、、、。 

佐 藤 博 君 強烈な寒波襲来。 

髙 木 慶 一 君 次回例会IM実行委員会。宜
しくお願いします。 

卓話 会計 鳥居輝一君 
 

 会計の鳥居です。 
 3年委員会を担当して、今年の村山年度で2年目
を迎えることになり、残り1年となりました。 
 今年は心強い副会計に栃木銀行黒磯支店長上
野和昭さんの後任に支店長神山徳久さんが加わ 

り、そして、事務職員の嶋中恵子さんには手際よ
い事務処理をして頂いております。委員長として
は助かっております。 
 村山茂年度前半の締めくくりとして本日会計の
担当と理解しております。 
 この1月まで皆様のご協力で運営資金は概ね順
調に推移しております。強いてお願いするとすれ
ば、ニコニコボックスの更なる早めのご協力をお願
い致します。平成28年12月末での達成率は
53.3％です。また、皆様個人個人の現在時の金額
をメモにて本日、ボックスに入れて置きますのでご
確認願います。 
 ところで、私が担当して不明な点がある場合、二
年前の澤田年度まで会計を務めて頂いておりまし
た田中徹会員とパソコンで、会計処理のお手伝い
頂いた秋間忍会員に今年も、助け舟を出してご協
力をいただいております。併せて御礼申しあげま
す。 
 さて、今年でPCを利用しての複式簿記を採用し
て本年度で5年目を迎え、会計処理をしています
ので、いつでも皆様が閲覧できるようになっており
ます。但し、会員内の閲覧ですのでご希望の方は
接続（ログイン）するためのユーザー名やパスワー
ドをお知らせ致しますので申し出ください。 
 終わりに、年会費後期分100,000円を20日に栃
木銀行より引き落とし致します。ご案内を1月11日
の会報に掲載してありますが、改めてお知らせ致
します。 

 第8回栃木県不動産市場動向調査（DI） 
の説明  

 公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会及
び公益社団法人栃木県不動産鑑定士協会で共
同実施している第8回栃木県不動産市場動向調
査（DI) をもとに鳥居輝一君が栃木県の不動産状
況を説明。 

3 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3

