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第2768回 村山年度 第34回 会報 2017  3-15  司会 石山桂子君 

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  大森貞男君 （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 3月15日 38(5) 28(4) 10(1) 78.3% 

前回 3月 8日 38(5) 29(4) 9(1) 78.4% 1人 81.0% 

 皆様、今日は。3月も中旬になり、さくらの開花も
間もなくになってまいりました。3月と言えば卒業式、
異動に伴う歓送迎会などのセレモニーの機会が増
え、少しお洒落な装いの紳士淑女を目にするよう
になってまいります。そこで本日は戦国時代の粋な
武将としてしられる伊達政宗のお話しをさせていた
だきます。 
 「伊達者」の語源になっている伊達政宗は、秀吉
の小田原城征伐の際に、最も遅く服属した武将
だったために、その存在が極めて脆弱な立場にあ
りました。企業でいえば社長が交代したときに、最
後まで新社長に敵対していた社員のようなもので、
その後従ったとしてもいいポストは望むべくもなく、
窓際で飼い殺しの立場に追い込まれても仕方がな
かったと言えるでしょう。 
 そこで政宗は考えました。有名な「白装束での挨
拶」です。秀吉に服属の挨拶に来た時です。これ
は死んだつもりで服従するとの意思表示でもありま
したが、自分を秀吉に強く印象付けるための演出
とも考えられます。さらに、「千利休に茶の湯の指
導を受けたい」と申し出たとのエピソードもあり、と
にかく秀吉の気を引く努力をしたようです。 
 一方、政宗が幼少時に天然痘を患って右目を失
明し、眼帯をしていたことはご承知の通りですが、
子供の頃は片目であることを悩み引籠り状態で 

あったそうです。そんな時、政宗の学師だった禅
師が、唐の片目の猛将・李克用（こくよう）のことを
教え、「貴方もそんな武将にならなければならな
い。」と諭したのだそうです。以来、政宗は李克用
を目標にしてきたそうです。 
 そもそも「伊達者」という言葉は、秀吉が朝鮮出
兵を行った1593年（文禄2年）に従軍するために上
洛した際、数千人もの軍隊を黒を基調に赤や金を
あしらった戦装束に統一しました。それを目にした
京都の人々が「いやぁ、素敵やわぁ」と感嘆したこ
とから、粋でお洒落な人のことを「伊達者」と呼ぶよ
うになったそうです。ただ、秀吉の好みはご存知の
ように「金ぴか」ですので、秀吉へのアピールに
なったどうかは疑問です。千利休が縁起の悪い
「黒の茶碗で茶を出したことに激怒し、それをきっ
かけに切腹を命じた」というエピソードもあります。
むしろ政宗は縁起の悪い色を軍全体にまとわせて
従軍することにより、朝鮮出兵に対する批判の意
図があったのでしょうか？ただ、政宗は朝鮮に
渡ったあと、現地では精力的に活躍したとの記録
が残っていますので、そうとも言えません。そうする
と何故黒装束にしたのかとの疑問が残ります。 
 そこで先ほどの李克用が出てまいります。政宗が
目標とする李克用は「独眼龍」と呼ばれた片目の
猛将で、政宗が「独眼龍」と呼ばれたのも、この人
物に由来しています。李克用の軍は黒で統一され
ており、鴉軍（あぐん）と言われ、敵は「鴉軍来る」と
聞いただけで崩れてしまうほど強かったと伝えられ
ています。どうやら政宗が黒で軍を統一したのは、
李克用の軍に倣ったと考えて間違いないようです。
赤や金をあしらったのは、それこそ秀吉の不況を
かう恐れがあったからだと思われます。 
 最も遅く家臣になった政宗は、他の武将より立場
が弱く、つらい仕事を押し付けられても断れない
立場でした。そんな政宗の心を支えたのが、中国
で猛威を振るった李克用だったのかもしれません。 
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同じように軍を黒で統一することで、まだ見たことも
ない外国の軍が「鴉軍来る」と恐れおののくことを
期待したのではないでしょうか。ハッタリ？お守り？ 
 この春、私たちにも多くの変化が訪れると思いま
す。なかには政宗がいきなり「海外で戦え」といわ
れたような無茶ぶりもあるかもしれません。そんなと
きは、政宗のように不安な心を支えてくれるような
衣装に挑戦してみるのも一興かと思います。恰好
良いことは、良いことです！ 
 結びに、東日本大震災から6年が経過しましたが、
まだまだ復興道半ばでございます。伊達政宗の偉
業に敬意を表するとともに、一日も早い復興と近い
将来の飛躍をお祈りし本日のご挨拶といたします。
ご清聴有難うございました。 
（2017.3.11日経ビジネスONLINE:殿村美樹 著引
用） 

第34回幹事報告です。 
 ガバナー事務所より、ハイライト米山204が届き

ました。檜山達郎米山奨学会委員にお渡しす
ると共に、現在回覧しております。 

 例会終了後、第2回村山年度臨時理事・役員
会を開催いたします。理事・役員の皆さま、お
残りください。 

 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。  

 黒 磯 ゴ ル フ 愛 好 会 
委員長  大森貞男君 

• 黒磯ゴルフ愛好会 第３回ゴルフ大会開催の
件 
日時29年4月9日（日） 

場所 那須黒羽ゴルフカントリー 
集合 午前9時30分 
スタート 10時04分 

• 第１グループゴルフ大会開催 
日時 29年5月10日（水） 
第１グループ髙木慶一ガバナー補佐主催のゴ
ルフ大会ですので是非ご参加下さいますようお
願いいたします。 
（詳細については後日発表いたします） 

 髙木慶一君 

 今日皆様にお配りしたクリアファイルは黒磯 
駅長工藤幸成様から昨年
12月1日で黒磯駅開業130
周年を迎えたお祝いにロー
タリークラブの皆様に配って
下さいとお預かりしました。 
駅長さんにお会いしたらお
礼を言って下さい。 

ク ラ ブ 史 料 委 員 会 
委員長  和気勝利君 

 国際ロータリー第2550地区第1グループ親睦ゴ
ルフコンペが5月10日、那須ゴルフ倶楽部にて開
催されます。普段プレーする機会が少ないこのゴ
ルフ場ですが、髙木ガバナー補佐のお骨折りで 

2 



次回例会         平成29年3月22日     担当 米山記念奨学会 
 

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 

  木曜日  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 

3月15日欠席(敬称略) 
安藤讓治・遠藤清和・神山徳久・吉光寺政雄 
鈴木久雄・豊田哲司・深町彰・藤崎善隆 
室井次男・大島三千三 

前回 3月 8日分メークアップ(敬称略) 
相馬征志 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

今回低料金にて実現いたしました。この機会に当
ゴルフ委員はもとより、会員の皆様も振るってご参
加いただきますようお願いいたします。 
  さて今日は、いろいろな話題を勝手にお話して
みたいと思います。今回のWBC（ワールドベース
ボールクラシック）の大会で日本代表がホットな活
躍をしております。普段プロ野球中継はほとんど見
ないのですが、やはり日本代表選手が活躍する国
際大会ですので、連日夜遅くまでテレビの前で声
援しております。今晩は、2次リーグトップ通過をか
けて好調のイスラエルと対戦ですので、今夜も代
表には頑張っていただきたいと思っております。 
 忘れもしない、そして忘れてはならない6年前の
今日・・・マグニチュード9.0という巨大地震が東北
地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害
を与え、6年目を迎える今でも行方不明者は2,500
名を超えるといいます。先日、震災直後の月刊誌
『致知』を再度読み返し、当時のことをあらためて
思い出しました。 
 以下に、震災直後の『致知』5月号（4月1日発刊）
の編集後記をご紹介させていただきます。 
●東日本大震災に思う  
 今も連日、悲報、訃報が続いている。東日本大
震災。マグニチュード9.0その破壊力は人間の想
像を遥かに超えるものだった。被災された方々に
心からお見舞いを申し上げたい。今回の大地震で
殆どの人が予期しなかったのが、大津波の恐ろし
さだった。まるごと波にさらわれた町も1つや2つで
はない。3月23日現在、死亡・行方不明者は2万5
千人を超える。そこに追い打ちをかける福島第一
原発事故も不安をかきたてる。 
 日本列島全体を精神的にも激震が襲っている。
しかし、この状況の中で我われの心を照らす希望
の光がある。地震発生当日、弊社社員の何人かは
数時間歩いて帰宅した。翌朝出社した彼らが一様
に言ったのは、「地震にさいし、日本人が各所で垣
間見せた美徳」についてである。ある社員は「自宅
までの帰路、見知らぬ人にも『大丈夫ですか』と声
をかけ、何か困っていれば助け合う姿を何度も見
た」と語った。緊迫した状態にもかかわらず、コンビ
ニやスーパーなどの施設は通常通り営業した。そ
こにできた長蛇の列に住民は整然と並び、きちん
とお金を支払って買い物をした。鉄道各社などの
交通機関は夜通し運行した。大混乱の中で乗客
はお年寄りや妊婦に席を譲った。 
 

 世界に目を向ければ、このような光景は当然のこ
とではない。暴動、略奪といった無法状態が、災
害時にはつきものなのだ。我われ日本人が当たり
前にとっている行動は、実は世界に誇るべきことな
のである。このことを我われはもっと自覚するべき
だろう。 
 事実、今回の地震をＣＮＮやＢＢＣといった世界
の主要メディアはこう報じている。「有史以来最悪
の地震が、世界で一番準備され訓練された国を
襲った。犠牲は出たが、他の国ではこんなに正し
い行動はとれないだろう。日本人は文化的に感情
を抑制する力に優れている」「日本人のマナーは
世界一」「人類で最高の精神性が日本にある」「日
本人に学ぶべきだ」など、日本人の美徳、震災後
の姿勢や対応に世界の賛辞が集まっている。 
 「逆境こそ未来を拓く」と古人はいった。この震災
を契機に、我が国が世界に向けて模範を示し、新
たな地平を拓いていくことを願って止まない。それ
が犠牲に遭われた人たちの無念と悲しみ、被災さ
れた人たちの苦しみに応える唯一の道である。 
 このように月刊『致知』では震災直後の発行書の
編集後記に書かれております。今読み返しても、
心にしみる文章に感動を憶える思いです。 

 ク ラ ブ 史 料 委 員 会 
副委員長 秋葉秀樹君 

を通していただければ幸いです。が、なかなか難
しいと思いますので読み上げますので頭の片隅に
でも記憶しておいてください。 
• 頻繁に使うものを読み上げます。 

クラブバナー106 インターアクトバナー85 ロー
タリー席札（小）57 ガバナー訪問時クラブ協議
会用席札一式、新入会員用バッジ8 各2封筒
600 

  以上になります。 

 村山年度スタート時
に、村山会長・植竹幹
事の号令のもと、石山
に ございます黒磯
ロータリークラブの倉
庫を2日かけて整理し
ました。昨年度までの
物品目録が大幅に変
更になりましたので目 
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