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      TEL：028-651-2550 
      FAX：028-651-2551 
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黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会  長：村山  茂  幹  事：植竹  一裕 
事務局：(株)植竹虎太商店内 植竹  一裕 
   〒325-0056  那須塩原市本町 6-5 
   TEL:0287-62-1123・FAX:0287-63-9228 
   E-mail: k.uetake@coral.plala.or.jp 

   例  会：国民の祝日を含まない週の水曜日 
                12:30 – 13:30 
       割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第2832回 村山年度 第15回 会報 2018 11-28 司会 秋葉秀樹君 

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  井出法君 （出席規定の免除会員数7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 11月28日 37(7) 34(6) 3(1) 94.4% 

前回 11月14日 37(7) 29(4) 8(3) 85.3% 2人 91.1% 

お客様 
 北那須郷土研究会 

野﨑賢治様 

会長挨拶 村山茂会長 

大変だとの報道がなされていました。アメリカ西海
岸では大規模な山林火災がいまだに鎮火せず、
人的物的ともに大きな損害をもたらしています。こ
のような自然災害は、年を追うごとに顕著になって
おり、世界中で頻発しております。これらに対して、
ヨーロッパや海洋に面した国々は喫緊の問題との
立場ですが、そうでない大国もあるようで、歯がゆ
い思いを感じる時がございます。皆様はいかがで
しょうか。 
 話は変わりますが、去る11月24日（土）那須野が
原公園において開催された、第14回那須塩原市
小学校対抗駅伝大会にお招きいただき、開会式
にてレプリカの授与、ご挨拶そしてスターターを務
めてまいりました。この大会は、ご承知の通り黒磯
クラブとして永年にわたり後援してまいった大会で
ございます。今日、県北地域の長距離走における
実績は、皆様ご承知のとおりでございますが、その
礎のひとつになっていると思っております。今後と
も、引き続き後援活動を継続してまいるにたる大会
ではないかなと感じた次第です。 
 ちなみに、参加小学校は市内21校、参加チーム
数５１チーム、参加選手数５１０名。 
カテゴリーは、男子、女子、混合の３種類でござい
ますが、加えて、補欠選手を対象とした友好レース
も行われ、参画した生徒全員が出走できるように
配慮されておりました。 
 本日は、この後の卓話にて北那須郷土研究会の
野崎賢治様のお話を伺わせていただきますので、
ご挨拶は以上とさせていただきます。ご清聴ありが
とうございました。  皆様、今日は。温暖な晩秋の日々が続いており

ます。私事で恐縮ですが、家庭菜園をやっており
ますが、実は、大根の種まきと白菜の植栽が、今
年は1か月ほど遅れてしまい、収穫は諦めておりま
した。ところが、温暖な天候が続いたおかげで、い
ずれも何とか収穫できるまでに育っております。昨
日、千葉県では、大根が育ちすぎて収穫作業が 

幹事報告 植竹一裕幹事 
村山年度第15回幹事報告 
 ロータリーの友事務所より、「ロータリーの友」購

読数についてのお願いが届きました。澤田吉
夫雑誌委員長にお渡ししました。 
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 ガバナー事務所より、 12 月のレートは 1
＄=￥112と連絡が入りました。 

 那須塩原ハーフマラソン実行委員会より後援・
協賛の御礼と結果が届きました。藤﨑社会奉
仕委員長にお渡ししました。 

 本日例会終了後村山年度第1回臨時理事・役
員会を開催致します。理事・役員の皆様はお残
り下さい。 

委員会報告 大島三千三副会長 

 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。 

 広報委員会 田中 徹君 

 広報委員会からのお知らせです。黒磯ロータリー
クラブ恒例デジタルフォトコンテストも１８回目を迎
えることになりました。 
 今年度は、会員の皆様が今までに撮られた写真
の中から（撮影年度は問いません）ご自慢の作品
で応募して頂けるように（お題）を（無題）と致しまし
た。 
  

 会員及び会員の奥様それぞれおー人３点までご
自慢の写真を選びだして、ご応募下さる様お待ち
しています。 
 最優秀賞にふさわしい豪華賞品を用意致します
ので奮ってご応募ください。過日募集要項は皆様
に配布させて頂いておりますが 
• 募集受付は１２月１日より１２日迄の１２日間 
• 投票受付は１２月２２日より２９日までの８日間 
 尚、投票受付に際しては準備が整い次第別途ご
案内いたします。 
 
 ゴルフ愛好会 会長 髙木慶一君 

ニコニコボックス 小野安正君 

秋 間 忍 君 クラブのゴルフ大会受賞!! 稼い
だ賞金はニコニコへ 

村 山 茂 君 野﨑賢治様ようこそ黒磯クラブ
ヘ。卓話よろしくお願いします。 

檜 山 達 郎 君 結婚祝いありがとうございました

 ゴルフ愛好会からご報告申し上げます。村山年
度の第1回大会を11月25日那須伊王野カントリー
クラブで開催致しました。優勝は和気勝利君でござ
います。拍手でお祝い願います。 

クラブ史料委員会 
委員長 髙木 茂君 

 本日の例会はクラブ史料委員会が担当となりま
す。今年は明治元年（1868年）から数えて150年に
なります。そこで北那須郷土研究会の野﨑賢治先
生をお迎えして「戊辰戦争下の那須地域」という演
題での卓話を頂きたいと思います。 
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 野﨑賢治先生の略歴を紹介いたします。 
• 宇都宮大学教育学部卒業 
• 黒羽町立川西小学校から5つの小学校 教諭 
• 大田原私立寒井小学校、金丸小学校 教頭 
• 大田原市片田小学校 校長 
• 那須塩原市立鍋掛小学校 校長 
• 那須塩原市大原間小学校 教諭 
• 大田原市立佐良土小学校 教諭 
郷土史 
• 「那須の戦国時代」北那須郷土史研究会写真

提供 
• 「那須の戊辰戦争」北那須郷土史研究会編集

委員 
• 「那須の太平洋戦争」北那須郷土史研究会編

集委員 
• 「那須の大字町名辞典」北那須郷土史研究会

編集委員 
記念誌 
• 「開校記念誌」那須塩原市立鍋掛小学校編集

委員特別支援教育 
• 「はぐくむ 子どもの理解と支援」 著作 
• 現在 大田原市立湯津上小学校に勤務 
以上が先生の経歴です。 
それでは卓話宜しくお願いします。 

 北那須郷土研究会 
野﨑賢治様 

 今から１５０年前、鳥羽・伏見の戦いから始まった
戊辰戦争は、この那須地域が、奥羽列藩同盟の中
心ともいえる会津藩などと接していることや黒羽藩、
大田原藩が新政府軍側に比較的早く加わったこと
から、旧幕府軍と新政府軍との戦いの場となった。 
 閏４月１６日の大網の戦いから、板室の戦い、関
谷の戦い、大田原城下における戦い、三斗小屋の
戦い、そして片府田・佐良土の戦いと、７回以上に
も及ぶ戦いが行われた。なお、那須地域最後の戦
いでもある片府田・佐良土の戦いがあったのは９月
２７日で、会津若松城が開城した５日後のことであ
る。 
 那須地域には江戸(東京)と東北地方各地を結ぶ
奥州街道があるとともに、会津若松と阿久津河岸
を結ぶ会津中街道が通っていた。旧幕府軍はこの
会津中街道の宿場でもある三斗小屋宿を根拠地と
して各所を攻撃し、会津若松城攻略をめざす新政 

軍との間で戦いを繰り広げていた。 
 これらの戦いによって那須地域の人々は、双方
の軍に食料などを提供したり、軍夫として協力しな
ければならなかったり、多くの家を焼かれたりした。
特に奥州街道の戦略的要地でもある５月２日の大
田原城下の戦いでは、民家や侍屋敷など２５０戸
の家が焼かれた。 
 その一方、江戸幕府の海軍奉行でもあった黒羽
藩主大関増裕は欧米から輸入した近代兵器をい
ち早く取り入れ、兵制の近代化を成し遂げていた
が、この戊辰戦争において黒羽藩は各方面の戦
いで多大なる戦功をあげることができた。 
 戊辰戦争はこの地域の人々が１５０年前に経験
した地上戦であり、私たちは多くの人々が亡くなり、
家を焼かれるなどの苦しみを味わうなどの悲惨な
事実を伝えていく必要があるのではないかと思う。 

戊辰戦争の流れ(18 6 8年） 
1月27日～1月30日鳥羽・伏見の戦い 
4月11日 江戸城無血開城 
閏4月15日 上野戦争 彰義隊敗れる  
閏4月20日～7月14日 白河城攻防戦 
5月3日 奥羽列藩同盟成立 
5月6日 奥羽越列藩同盟 長岡藩 柴田藩が加

わる 
7月29日 二本松城落城 
8月21日 母成峠の戦い 
8月23日 会津若松城下に新政府軍が入る。若松

城下東側を占領 
9月22日 若松城開城 
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次回例会       平成30年12月 5日     担当 会長幹事 年次総会 
 

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 

11月28日欠席(敬称略) 
荒井昌一・前田貴宏・鈴木久雄 

前回 11月14日分メークアップ(敬称略) 
泉道夫・稲垣政一 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 

那須地区の戦い 板室の戦い 
閏4月21日 塩野崎の戦い 長州藩 薩摩藩 

大垣藩 忍藩 対 大鳥軍 
閏4月22日 穴沢 由井 阿久戸 板室本村の

集落 焼かれる 
関谷・大網・塩原の戦い 
閏4月16日 大網の戦い 長州藩 忍藩 対 草

風隊 

閏4月23日 関谷の戦い 長州藩 薩摩藩 大
垣藩 忍藩 対 大鳥軍 

閏4月25日 新政府軍 塩原から旧幕府軍を一
掃する。新政府軍塩原から引き上
げる 

塩原を会津軍再占拠 
   5月11日 郡上藩凌霜隊進出 朝比奈茂吉 

和泉屋・丸屋 
   8月1日 大鳥軍 若松城防衛のために塩原

を退去 
8月20日・23日 塩原の住居を焼き払い撤退 
大田原城下の戦い 
   5月1日 三斗小屋で陣容を立て直した大鳥

軍・会津軍が百村に到着 
   5月2日 会津軍 2隊に分かれ 大田原城を

攻撃 

三斗小屋の戦い 
8月20日 黒羽藩 館林藩 三斗小屋から野際村

への進撃を命じられる 
8月21日 白河に集結 那須岳越え部隊 黒羽

藩二番隊・三番隊  
板室まわり部隊 黒羽藩一番隊（益子
四郎） 

8月22日 一番隊 小谷村（池田村） 益子四郎
戦死 

8月23日 三斗小屋での戦闘 那須岳越え部隊 
大丸隊・牛ヶ首隊 
沼ッ原で野営（板室まわり隊 一番隊） 

8月24日 板室まわり隊三斗小屋到着 

片府田の戦い 
9月27日 大田原藩 彦根藩 阿波藩 対 水戸

諸生党 遊撃隊 回転隊 貫義隊 長
岡藩兵 

佐良土の戦い 
9月27日 黒羽藩 対 水戸諸生党 遊撃隊 回

転隊 貫義隊 長岡藩兵 

那須塩原駅前一斉清掃慰労会 

 11月16日石山にて那須塩原駅前一斉清掃慰労
会が開かれ楽しい時間を過ごしました。 
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塩原街道大網温泉田中屋（現在） 

蛇尾川から望む大田原城址（現在） 

旧会津中街道三斗小屋宿跡（現在） 
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