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司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       西澤 文登君 
斉  唱      「我らの生業」 
ゲスト 
 上田市教育委員会 生涯学習課 
          和根崎 剛様 
プログラム   
  ・ゲストスピーチ 
  上田市教育委員会 生涯学習課 
          和根崎 剛様 

 
 
 
歴史研究に必要な「何故？」    

 西澤文登君 
 
 １週間の内にはい
ろいろなことがあり
ます。先週は長野県
人にとってうれしい
ことがいくつかあり

ました。大相撲初場所で稀勢の里が初優勝
し横綱を確実にしましたが、上松町出身の
御嶽海が 11 勝し、技能賞を受けました。ま
た都道府県対抗男子駅伝大会では長野県チ

ームが堂々7 度目の優勝を飾りました。 
 ロータリー発祥の国アメリカ合衆国では
いよいよトランプ大統領が始動しました。
早速いろいろな所で軋轢を生んでいますが、
彼がツイッターなどで言っていることは、
ロータリーで唱えている精神とは真逆なこ
とばかりです。一体どうなるのでしょう
か？心配なところですが、実際に彼が大統
領なのですから、その現実を受け止めて、英
知を絞って道を決めていくことが肝要です。 
 今日は上田市教育委員会の和根崎さんに
後ほどお話をいただきます。とても楽しみ
です。私も歴史が大好きで、よくこの場所で
も歴史の話をさせていただいております。
なんでもそうでしょうが、歴史研究の道に
も必ず 「何故？」が出て来ます。最初聞いた
り読んだりした時は 「あーそうなんだ」と思
うのですが、別な本を読んだり、先生方のい
ろいろなお話を聞いたりして周辺知識が増
してくると、「何故そうなんだろう？」とい
う疑問が沸いてくることがあるのです。そ
の 「何故？」を追求することが研究を深める
のだと思います。 
 上田の町は真田昌幸が上田城を築き、上
田城下町を形成して発展しました。城下町
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の形成には真田信之の働きが大きいのでし
ょうが、上田のグランドデザインは昌幸が
為した仕事です。上田築城当時、昌幸は德川
傘下でしたから徳川家康が居た甲府まで出
かけて築城の許しを得たということです。
坂木 （坂城）まで上杉景勝の勢力圏でしたか
ら、対上杉の最前線として上田築城の必要
性を説いたと言われます。 
 上田城の三の丸には常田御屋敷（現上田
高校）と中屋敷 （現清明小学校）が存在して
いました。もう一つ矢出沢川のほとりに玄
三屋敷 （げんざやしき）と呼ばれるほぼ同規
模の館があったという説もあります。商工
会議所の所には大手口があり、堀もありま
した。横町には城下町につきものの寺町も
存在します。東側からの攻勢には何重もの
備えがしてあることになります。それに対
して北側、西側の備えはどうでしょうか？
矢出沢川の流路を変えて外堀にしています
し、二の丸の北側には百閒掘もありますが、
対上杉の備えにしてはあまりにも手薄だと
私は思うのです。築城途中で方針を変えた
可能性もありますが、昌幸は一体どういう
構想で家康にプレゼンしたのでしょうか？
とても興味のあるところです。 
 関ヶ原の戦いの後、上田は真田信之が領
主となります。上田城は破却の命を受けて
壊されてしまいます。慶長の破却と呼んで
いますが、徹底的に破却され、更地同然の姿
になったと言われます。信之は常田御屋敷
を藩主屋形とし、ここで政務をとります。昌
幸が築いた中屋敷があったのに何故常田氏
が築いた常田御屋敷を政務所にしたのでし
ょうか？徳川に恭順の気持ちを表すために
昌幸色を極力消したかったのだとも思いま

すが、常田御屋敷にする必然性はあったの
でしょうか？歴史の 「何故？」は次々と出て
来ます。興味は尽きません。 

 
 
 
 
 
 

松澤 一志君 
1.RI より 
 ・the rotarian  1 月号 

・コーディネーターニュース 2 月号 
 ・職業奉仕月間 リソースのご案内 
2.米山奨学会より 
 ・ハイライトよねやま 202 号 
3.地区事務所より 
 ・ロータリー財団ニュース 1 月号 
4.上田青年会議所より 
 ・新年懇親会出席のお礼状 
5. AMU より 
 ・イベントのお知らせと協力者募集のお
願い 
6.理事会より 
 ・1 月理事会議事録 
恵送 
1.東御 RC 様・桐生赤城 RC 様・・・会報 
全会員配布物 
1.当クラブ会報  第 922・923 号 
その他 
1.書き損じハガキ回収にご協力をお願いい

たします。(2 月末まで) 
2.下半期会費は今月末までに納入をお願い

いたします。 
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水野 泰雄君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 22 8 - 63.64％ 
前々回 21 6 3 85.71% 

西澤文登君 稀勢の里優勝と横綱昇進。御
嶽海 11 勝と技能賞受賞。駅
伝男子長野県チーム優勝 etc.
嬉しい事が沢山ありました。 

松澤一志君 和根崎様ようこそお越しくだ
さいました。本日はよろしく
お願いします。 

中沢利樹男君 和根崎様、ゲストスピーチ
よろしくお願いします。お忙
しい中ありがとうございま
す。 

鹿志村恭彦君 和根崎様 ゲストスピーチ
よろしくお願いします。 

山田 豊君 真田丸も終りましたが楽しく
ドラマも観させていただきま
した。今日は裏話を聞かせて
ください。 

中澤信敏君 和根崎さん楽しみにしていま
す。よろしくお願いいたしま
す。 

水野泰雄君 和根崎様、今日はありがとう
ございいます。本当の『ウラ
話』期待しています。P.S 週
末になると雪かきばかりで
す・・ 

柄澤 堯君 真冬日が続いて大変です。 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 

小嶋 修一君  

 
 

ゲストスピーチ 
上田市教育委員会 

  和根崎 剛様 
 

 

 

 

 

 
 
真田信繁の謎と実像 ～大河ドラマ
「真田丸」ウラ話～ 
  大河ドラマ 「真田丸」の放送が終わりまし
た。信繁の最期を見届けたものの、今も日曜
の夜になるとドキドキわくわくする自分が
います。いわゆる 「真田丸ロス」なのでしょ
う。 
  「真田丸」では信繁の子が４人登場しま
した。長女のすへ、次女の梅、長男の大助、
そして次男の大八です。ドラマでは、すへの
母は堀田作兵衛の妹、他の子は竹林院 （正室）
との子として描かれていました。一方、「き
り」という女性が終生、信繁に寄り添う姿が
描かれていましたが、ふたりは結婚するこ
とはなく、子も生れていませんでした。 

ただ、彼女のモデルであろう高梨内記の娘
と信繁には、実際にはふたりの娘がいたこ
とが分かっています。ドラマでは九度山に
蟄居してから竹林院との間に生まれた 「梅」
でありますが、この子は高梨内記の娘だと
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思われています。また、ドラマではすぐ下の
弟として大助が生まれていますが、実際に
は高梨内記の娘との間にはもうひとり女の
子がいたようです。また、竹林院との最初の
子は大助である可能性が高いです。 （諸説あ
りますが）。 
  大坂冬の陣の後、束の間の平和なひと時
を迎えた信繁は、敵方となった甥 ・真田信吉
の陣を訪ねたといいます。信之の子である
ふたり （信吉 ・信政）はもちろん、実はもう
ひとり甥っ子が陣中に居たのです。それは
姉・村松殿と小山田茂誠の嫡男である之知
（主膳）です。ドラマでは描かれませんでし
たが、冬の陣の折、之知は信吉らとともに出
陣したとされています。 
  この時期、信繁は村松殿と小山田茂誠そ
れぞれに書状を送っています。姉に宛てた
ものには、本家に背いて豊臣方についたこ
とを詫びる言葉とともに、之知を心配する
くだりがみられています。また、茂誠への書
状は合わせて之知へ宛てたものであり、も
う生きて帰ることがないだろうという複雑
な心情を吐露していました。また、同じ頃、
信繁は上田に残してきた実娘・すへの伴侶
である石合十蔵道定にも書状を送っていま
す。とても短い書状ではありますが、「すへ
のことをよろしく頼む」という言葉から、死
を覚悟した父親の飾らない気持ちが、私た
ちの心にもストレートに突き刺さってきま
す。ただ、これらの書状の内容は、ドラマで
は全て信之に宛てた書状にまとめられてし
まっているのが、少々残念でした。それは、
信繁の別の一面を広く知ってもらいたいと
いう気持ちが私にあったからです。一般に
知られている武士の鑑のような 「男らしさ」

ではなく、肉親を思いやる信繁の 「優しさ」
が堺雅人さんの役柄とぴったりと一致した
からです。 
  後年の軍記物や講談本などで描かれる
「幸村」の姿は、ヒーローとしてあるべく、
男らしく勇猛果敢な一面のみを誇張したも
のでしょう。むしろ信繁は、兄 ・信之が評し
たとおり、「いつもにこやかで怒っている姿
を見たことがない」という、柔和で肉親を思
いやる優しさも兼ね備えた男だったのでし
ょうね。 

 

 

 

 

 

 

 


