ゲ ス ト 卓 話
中津城のなりたち
（その２）続き
山本博史氏
歴代中津城主とできごと
◆細川忠利
慶長７年11月〜元和６年12月
（1602-1620）
18年間
●中津及び周辺のこと
◇慶長７年11月 中津城主へ（19歳）
◇慶長８年 中津城の修築を始める（木材
は八面山、石材は雄熊山などから古墳の
石材を運ぶ）
◇慶長９年 忠利（忠興の三男）が家督を相
続
◇慶長12年 中津城完工する 直ちに「町割
令」出す
◇慶長14年６月 忠利の婚礼、中津城にて
行われる 夫人は愛姫（のち千代姫 信州
松本城の小笠原秀政二女）
（家光の養女と
して）
◇慶長17年 この頃参勤交代用の細川家の
御座船「波奈止丸」が中津で造られる
◇慶長19年 大坂「冬の陣」起こる
◇元和元年

・「一国一城」令が出る
・豊前は小倉城、中津城、竜王城の内、
竜王城は廃城となる
◇元和２年８月 細川家、大貞八幡の社殿・
楼門などを建造、百石を寄進
◇元和６年９月 中津城の修築工事完了（細
川家の諸事業、中津城修築、城下町の町
割、金谷堤防、お水道などを完工する）
■全国・その他のこと
◇慶長９年３月 黒田如水、伏見の邸宅で
没す 59歳
◇慶長17年４月 宮本武蔵と佐々木小次郎
「巌流島」
（当時は船島）で仕合
◇元和元年５月 大坂「夏の陣」秀頼23歳、
淀君49歳で自害 豊臣家滅亡す
◇元和２年４月 徳川家康没す 75才
◆細川忠興
慶長６年12月〜寛永９年12月
（1620-1632）
12年間
●中津及び周辺のこと
◇慶長６年12月 忠興が61歳で隠居して
「三
斎」と号す 家督を忠利に譲り、忠利が小
倉城に移り、忠興は中津隠居城の６万石
へ移る
◇元和７年 慶長に始まる下毛郡の「草本金
山」を掘る
◇元和８年
・この頃、行橋、淨喜寺の三世良慶が忠興
とともに中津に来て「中津淨喜寺」
（のち
の宝蓮坊）を建てる
・宝蓮坊の初代は良慶、２世は良残、良道、
良快、鳳山
◇寛 永９年10月 細川家、54万石 で肥後
へ（肥後一国、豊後二郡で忠利は熊本城、
忠興は八代隠居城へ）
■全国・その他のこと
◇寛永９年 熊本の加藤清正の子、忠広が
取りつぶしになる
（文責：田原)
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第 872 回例会

平成20年２月14日（木）

◎本日の例会プログラム

会員卓話「世界理解月間によせて」 小川陽一郎会員

○次回例会プログラム

前回
（ 871 回例会）の記録

ゲスト卓話「満州の思い出」 相良久馬氏

平成20年２月７日（木）

■ビジター
なし

■出席報告
会 員 数 26 名
免 除 者 数 ０名
対 象 者 数 26 名
本日出席者 20 名
欠 席 者 数 ６名
出 席 率

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
７名
メイクアップ
２名
欠
席
者
５名
修正出席率 73.08%→

80.77%

●メイクアップ
熊谷
（大分東）、永松（中津中央）

76.92%

●欠席者
小野
（嘉）
、出納、土居、矢頭、渡邉

「ロータリーは分かちあいの心」

ロ ー タ リ ー ソ ン グ
君が代、奉仕の理想

会 長 の 時 間
会長 若松 定生
いよいよ20周年が着々
と迫ってまいりました。
本日はクラブフォーラム
として「20周年に向けて」
を準備委員会の辛嶋委員
長により主催していただきます。さて、この
中で式典関係について申し上げます。但し式
典内容でなく、多くの登録人数の獲得に関し
てです。単純に結論付ければ、他クラブの
周年記念式典に出席した人数は返って来ま
す。各テーブルに我がクラブの10周年の登録
者名簿を配布します。さらに、６月末までの
判明しているだけの他クラブの周年行事をご
紹介します。今日のフォーラムでは、これら
に対する出席の、又出席者の選任及び費用
等の問題について話し合いましょう。
3/ 9 （日）八代RC50周年
3/15（土）豊前西RC
（但し２人限定招待、登録料無し）
4/ 5 （土）多良木RC40周年
4/12（土）熊本中央RC20周年
4/19（土）熊本城東RC20周年
5/31（土）竹田RC50周年

幹 事 報 告
幹事 榎本 正則
●例会変更 なし
●週報受理 仙台平成
RC、宇佐RC、中津RC
●会報受理 なし
●週報お礼 なし

ROTARY SHARES

●幹事報告
・熊本城東RCより「創立20周年記念式典
のご案内」
・熊本中央RCより「創立20周年記念式典
のご案内」
・RI2630地区岐阜長良川RC2001-2002
会長篠田喜作氏より「卓話依頼文章」届
く。
・2008-2009年度版ロータリー手帳予約
・ガバナー月信届く。
●理事会報告 例会終了後、理事役員会を
します。

ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス
担当：IT広報委員会

○辛嶋会員
本日は20周年の為のク
ラブフォーラムです。活
発なご意見をお願いしま
す。
○若松会長
本日は20周年の為の
クラブフォーラムです。皆
さんの御意見に期待いた
しますので宜しくお願い
します。
○小路会員
今度、認知症について
の卓話をいたしますので
宜しくお願いします。

○梶原会員
小路会員に会員卓話
の依頼をしましたので宜
しくお願いいたします。

四つのテスト（言行はこれに照らしてから） １. 真実かどうか

２. みんなに公平か

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」 He Profits Most Who Serves Best

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム
テーマ：創立20周年について
担 当：20周年準備委員会
各テーブルでの小グループに分かれてテー
マの創立20周年について話し合いました。
グループの意見
●梶原グループ
・記念式典
実施した方が良い。近隣のRCの皆さんが
参加する程度で小規模でも
・記念事業
野球教室、バングラディシュの天体望遠鏡
を贈呈する等
・記念講演
バングラディシュの図書館建設の発起人の
バングラディシュ人医師のラハマン氏の講
演
●出納グループ
・記念式典
実施した方が良い。質素に式典への経費を
記念行事へあてるほうが望ましい。
・記念事業
小学生対象に野球教室やサッカー教室、米
村でんじろう氏の科学教室、バングラディ
シュへの支援等
●田原グループ
・記念式典
実施した方が良い。各クラブへの参加要請
や記念行事への参加は各会員の公平な負
担で行うのが望ましい。
・記念事業
野球教室は縁があるので検討したい。米村
でんじろう氏の科学教室も検討したい。バ
ングラディシュへの援助は継続して行いた
い。現在のバングラディシュの状況や将来
への展望も検討して奉仕内容を考えたい。
子供歌舞伎教室も検討したい。
●二反田グループ
・式典、懇親会は、時流を鑑みても簡素に
行うのが良いと思う。
・記念事業に関しては、その年度の会長の

３. 好意と友情を深めるか

方針（テーマ）に沿ったものを行うべきで
ある。
・準備委員会で、基本方針をもっと練って、
具体的な内容を提示してからクラブフォー
ラムを開いてもらいたい。

４. みんなのためになるかどうか

