
 

 

第 870 回例会 2015 年 11 月 24 日

□ 
 

司  会   ⼭⽥  豊君 
開会点鐘   ⻄澤 ⽂登君 
⽶⼭功労者表彰 
 第８回マルチプル ⻄澤 尚夫君 
 
 
 
 
 
 
 
ラッキー賞 
 横沢 正君 
 『中国茶』 
 提供者 ⻄澤尚夫君 
 
 
委員会報告 親睦委員⻑ ⼭⽥ 豊君 
 ・『年忘れ家族夜間例会』のご案内 
会員からのご案内 
・中澤信敏君より 

上⽥商⼯会議所⻘年部発の 
 『真⽥関連商品のご案内』 
・⽔野泰雄君より 
 ノスタルジックうえだのポスターい

ただきました。 
プログラム 
 『クラブフォーラム』最終回 

 

⻄澤 ⽂登君 
 先⽇真⽥幸光さん
という⽅の講演を拝
聴いたしました。真⽥
さんは松代真⽥家の
当主だった⽅が曾祖
⽗という⽅で真⽥信

之公の⾎を引いていらっしゃるそうです。
元東京銀⾏の銀⾏マン。現在は愛知淑徳⼤
学教授をおつとめで中央でも論陣を張って
おられる論客です。なかなか説得⼒のある
お話でした。パフォーマンスがまたすばら
しく、聴衆を引き込んでいました。 
 その講演の中でリーダーの条件というお
話がありました。条件として 
１．慎重に分析し 
２．決断し 
３．⾏動に移す 
以上の 3 点を挙げられました。私は⾝につ
まされる思いでした。私は上⽥六⽂銭 RC の
会⻑ですが、とことんまで考えないで⾛っ
てしまうし、優柔不断な⾯があるし、頭の中
で思っても⾏動になかなか移れない。⼀つ
として条件が整わないのです。こんなこと
では⾃分だけでなくクラブの皆様にとって
不幸なことです。気をつけなくてはいけな
いと思いました。 
 真⽥信光さんのご先祖・真⽥信之公は、⼈
気は弟の信繁（幸村）に数段譲りますが、稀
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代の名君だったと思います。ご存知関ヶ原
の戦いでは徳川⽅について徳川⽅勝利の後
上⽥と上州沼⽥の地を治めることになりま
すが、⽗と弟は⻄⽅に味⽅したということ
で外様扱いとなりつらい思いをしたようで
す。上⽥の城は跡かたもなく破壊されてし
まいます。元和 8 年（1622）には先祖代々
の地上⽥から松代に国替えになります。松
代 10 万⽯の領主ですから表向きは加増で
すが実質は左遷だといわれます。松代は千
曲川の災害に悩まされ実質の⽯⾼はかなり
10 万⽯を下回っていたということです。⼀
⽅上⽥は塩⽥ 3 万⽯といわれる穀倉地帯を
持っていたので実質は表の⽯⾼を上回った
そうです。これは将軍徳川秀忠の真⽥憎し
の仕打ちだったというのです。それでなく
とも外様⼤名は些細なことからぼろを出し
福島正則のように改易に追い込まれるとい
うことがありました。松代真⽥家も隠密に
城下を嗅ぎまわられたりしたようですが少
しの隙も⾒せなかったと⾔われています。
しかし⼀度告げ⼝がありピンチになったこ
とがありました。⼤坂の陣の時⼤坂城内の
信繁と内通していたのではないかと嫌疑が
かけられたのです。この時は真⽥の重⾂が
企てたこととして重⾂を成敗することでピ
ンチを脱しています。以後明治まで松代真
⽥家は続き、佐久間象⼭のような偉⼈も輩
出したのですからたいしたものです。 

横沢 正君 
１．RI より 
 ・国際⼤会のご案内 早期割引 12/15〆切
２.⽶⼭記念奨学会より 
 ・ハイライトよねやま 188 号 
 ・10 ⽉寄付⾦傾向 
３．望⽉ガバナー事務所より 
 ・ロータリー財団寄付明細表 
 ・第 2600 地区事務所開設のお知らせ     
４．AMU より 

・多⽂化交流フェスタ交流会お知らせ他 

 全会員配布物 
１．当クラブ会報 868 号、869 号 

⼩嶋 修⼀君     
ベース ⽋席 メイク 出 席 率

本 ⽇ 24 5 － 79.17％
前々回 23 6 3 86.96％

⻄澤⽂登君 暖かいですね！！⻑い事ご⾟
抱いただいたクラブフォーラ
ム今⽇で締めたいと思います。
真剣な話し合いありがとうご
ざいました。 

中澤信敏君 商⼯会議所⻘年部で⼤河ドラ
マ『真⽥丸』に向けた商品開発
をしました。是⾮ノベルティ
でご利⽤頂ければありがたい
です。 

⽔野泰雄君 ノスタルジックうえだ〜 
      懐かしい写真のポスターです。

どうぞご活⽤下さい。 
⿅志村恭彦君 ３連休観光客が多くて驚い

ています。交通事故に注意で
すね。 

柄澤 堯君 暖かな毎⽇で、このまま正⽉
になってくれればいいですね。 

⼭⽥ 豊君 今年は暖冬ですね。例会⽋席
続きですみません！！ 

⻄澤尚夫君 お久しぶりです。いろいろあ
りましたので、失礼しました。 

⼭﨑博太君 落葉の候となりました。 
笠原 ⼀洋君 ⼩嶋 修⼀君
松澤 ⼀志君 宮原 宏⼀君
中沢利樹男君 ⽣川 秀樹君
⻫藤惠理⼦君 ⼭崎 芳雄君

クラブフォーラム 
テーマ「今後のクラブの在り⽅を考える」 
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