
堀川会員 西岡会員

出席の状況
会員数　54名（内出席免除　３名）　出席者数　36名　　欠席者数　18名
出席率　67.92％　　前々回訂正　88.68％　　　　
欠席者　相原，原田，樋口，日笠（常），加戸，梶谷，鴨井，笠原，木本，小橋，小松原，仲田，
　　　　岡本（和），高橋（裕），槌田，渡辺，山本，（平野）

S . A . A . 　 　　
定兼先生の卓話に感謝して。岡山の文
化・歴史フォーラムでもよろしくお願い致
します。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　　本日、卓話をしていただく岡山県立記録資料館館長の定兼学様は、11月8日に行う、
岡山の歴史・文化研究フォーラムで、講演と審査員をお願いしています。
定兼様、よろしくお願いいたします。さて、本日の卓話のテーマは、「岡山城と後楽園」
ということなので、楽しみにしています。ところで歴史・文化フォーラムには、山陽女
子学園が参加しますが、実は参加する地歴部のキャプテン（部長）は、弊社の従業員の娘さんで、その研
究テーマは、環境に関することだそうです。結構いろんなところで表彰を受けている研究だそうで、当
日の発表を期待しています。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
①  9月のロータリーレートは1ドル＝124円です。
② 他クラブ週報を回覧致します。

外 部 卓 話
　「岡山城と後楽園」　　　岡山県立記録資料館　館長　定兼　学　様
　本日は岡山城と後楽園についてお話しようと思います。皆さん、よくご存じのこともあるかと思
いますが、何とかご存じでないことをお話しようと思います。
　お配りした池田綱政の系図は本邦初公開のものであります。ご存じの方もいらっしゃると思
いますが、池田綱政はお子さんが70名、そのうち名前が分かる者が50数名おりました。
　タイトルに後楽園としましたが、後楽園となったのは明治4年からでして池田綱政の時代には御後園でした。私
たち、岡山市民は後楽園と呼んでおりますが、全国的には岡山後楽園であります。江戸の小石川に後楽園があり、
それが先祖となっております。入口の看板は岡山後楽園となっております。
　後楽園の話になりましたが、先に岡山城についてお話したいと思います。
　岡山城と言いますと天守閣のことと考えがちですが、江戸時代においては、日常的には本殿が生活の場であり
ました。また、表書院が政治の場でした。
　池田綱政は70数歳まで生きたのですが、なぜそんなにお子様をつくられたか言うと藩の存亡にかかわることが
あったからであります。子孫が途絶えるとお家断絶となってしまいます。江戸で生まれるお子様は女の子ばかりで
あり、男の子が生まれても早くに亡くなってしまったのです。当時は、一般社会においても10歳までに亡くなる子供
が半分いました。それに加えて大名家においては子供にとって住みにくい要因があったようです。

第1回IDM 
　８月26日、第１回IDMが岡山市北区田町「玄三」で開催されました。
冒頭、小松ロータリー情報委員長よりロータリーの誕生とその成長、
日本のロータリーについての講和をしていただき、その後は16人の
参加者と楽しいひと時を過ごしました。

ゴルフ同好会報告 ゴルフ同好会　西　岡　貞　則
　本日、レターボックスに第260回ゴルフコンペの組み合わせ表を入れております。
　９月13日㈰９時より、後楽ゴルフ倶楽部にて開催します。ご参加の皆さん、よろしくお
願いします。

試合結果報告と今後の試合日程 野球同好会幹事　日　笠　伸　之
　８月28日㈮、岡山ドームにて行われた岡山県議会議員チームとの試合は16－９で勝利することができました。
　応援に来ていただいた堀川さん、横山さん、大饗さん、ありがとうございました。
　この勝利に一喜一憂することなく、９月５日㈯19時から奥市公園野球場にて予定されている朝日生命さんとの試
合に臨みたいと思います。
　また、９月９日㈬の19時から上道公園
野球場にて住友林業さんと対戦予定
です。
　皆さまの声援をよろしくお願いいたし
ます！

９月お祝い行事　

　

まず、医学的な根拠はありませんが、女性の化粧に毒素が含まれていたという説があります。また、生まれるとすぐ
に母親から取り上げられ乳母が育てたことが挙げられます。さらに自分の子供が生まれると、自分の子供を跡取り
としたいので、何とか他の子供が育たないように仕向けると言うことがあったようです。
　お家断絶となると、家臣たちが路頭に迷うといった大きな問題が起きます。また、藩主が幼すぎる場合、家臣も
ろとも他の小さな藩に移動となることもあります。
　岡山城には城にまつわる怨念話があります。池田忠継の母、良正院が実子である忠継を姫路城主にすべく、
継子で姫路城主であった利隆の暗殺を企て、岡山城中で利隆が忠継に対面した際、饅頭に毒を盛って利隆に
勧めようとしました。これを察知した忠継は利隆の毒入り饅頭を奪い取って食べ、亡くなりました。良正院もこれを
恥じて自ら命を絶ったとされています。昭和53年に発掘調査が行われた際、遺体の調査も行われましたが、毒死
の確証は得られず、当時の流行り病、天然痘で亡くなったとされています。他のお城でも、お城にまつわる怨念話
は至るところにあります。
　岡山城は水害の被害を受けにくい、一番いい場所に建てられました。明治時代、陸軍省の管轄となりましたが、
その後、池田家に戻され、後に岡山中学となっております。このように地域のシンボルから教育のシンボルへと変
わって行きました。
　昭和41年、地元の経済界が再建し、岡山市民の心の拠り所となっています。現在は岡山市の経済局が管轄し
ていますが、管轄がどこであれ、お城の文化的側面に力を入れて行くことが必要であると思います。
　続きまして、後楽園の話をさせて頂きます。後楽園は洪水地域である中洲に作られています。池田綱政が10数
年かけて作らせました。当初は能の舞台や茶会を開くために、個人的な道楽のために作ったものでしたが、しだ
いに藩のためのものとなって行きました。
　庶民にも解放されるようになり、一度に5万3千人もの人が招かれたこともあると言われております。洪水地域に
作られたものであったため、後楽園へは舟で渡っておりました。橋も常に仮設の橋で、洪水が来たら、そのまま流
す橋でした。管理するものが4̃50人いましたが、病気になる者が出ると他の者に移ると大変であったため、病人が
出たらすぐに医者を呼んでくるといった手当てもしていました。また、慈眼堂といった仏教的な要素も取り入れられ
て行きました。
　後世に残るものは、道楽のような余力で作ったものであります。その時々の出納を考えるのではなくて、儲けを考
えずに道楽で作ったものが後世まで受け継がれています。余力を持って作られたものに対しては、後世の人 も々
残していこうという気持ちになるようです。
　後楽園も一朝一夕に出来たものではなく、様 な々盛衰がありました。岡山空襲や昭和9年の室戸台風で壊滅的
な被害を受けました。自分たちの生活が苦しい時でも、復旧して現在に至るのは、それが生活にプラスアルファの
ものをもたらしてくれるからであると考えます。
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先週金曜日の野球に、仕事都合にて
参加出来ず、すみませんでした。

以上，２件　4,000円（累計　183,000円）
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参加者と楽しいひと時を過ごしました。

ゴルフ同好会報告 ゴルフ同好会　西　岡　貞　則
　本日、レターボックスに第260回ゴルフコンペの組み合わせ表を入れております。
　９月13日㈰９時より、後楽ゴルフ倶楽部にて開催します。ご参加の皆さん、よろしくお
願いします。

試合結果報告と今後の試合日程 野球同好会幹事　日　笠　伸　之
　８月28日㈮、岡山ドームにて行われた岡山県議会議員チームとの試合は16－９で勝利することができました。
　応援に来ていただいた堀川さん、横山さん、大饗さん、ありがとうございました。
　この勝利に一喜一憂することなく、９月５日㈯19時から奥市公園野球場にて予定されている朝日生命さんとの試
合に臨みたいと思います。
　また、９月９日㈬の19時から上道公園
野球場にて住友林業さんと対戦予定
です。
　皆さまの声援をよろしくお願いいたし
ます！

９月お祝い行事　

　

まず、医学的な根拠はありませんが、女性の化粧に毒素が含まれていたという説があります。また、生まれるとすぐ
に母親から取り上げられ乳母が育てたことが挙げられます。さらに自分の子供が生まれると、自分の子供を跡取り
としたいので、何とか他の子供が育たないように仕向けると言うことがあったようです。
　お家断絶となると、家臣たちが路頭に迷うといった大きな問題が起きます。また、藩主が幼すぎる場合、家臣も
ろとも他の小さな藩に移動となることもあります。
　岡山城には城にまつわる怨念話があります。池田忠継の母、良正院が実子である忠継を姫路城主にすべく、
継子で姫路城主であった利隆の暗殺を企て、岡山城中で利隆が忠継に対面した際、饅頭に毒を盛って利隆に
勧めようとしました。これを察知した忠継は利隆の毒入り饅頭を奪い取って食べ、亡くなりました。良正院もこれを
恥じて自ら命を絶ったとされています。昭和53年に発掘調査が行われた際、遺体の調査も行われましたが、毒死
の確証は得られず、当時の流行り病、天然痘で亡くなったとされています。他のお城でも、お城にまつわる怨念話
は至るところにあります。
　岡山城は水害の被害を受けにくい、一番いい場所に建てられました。明治時代、陸軍省の管轄となりましたが、
その後、池田家に戻され、後に岡山中学となっております。このように地域のシンボルから教育のシンボルへと変
わって行きました。
　昭和41年、地元の経済界が再建し、岡山市民の心の拠り所となっています。現在は岡山市の経済局が管轄し
ていますが、管轄がどこであれ、お城の文化的側面に力を入れて行くことが必要であると思います。
　続きまして、後楽園の話をさせて頂きます。後楽園は洪水地域である中洲に作られています。池田綱政が10数
年かけて作らせました。当初は能の舞台や茶会を開くために、個人的な道楽のために作ったものでしたが、しだ
いに藩のためのものとなって行きました。
　庶民にも解放されるようになり、一度に5万3千人もの人が招かれたこともあると言われております。洪水地域に
作られたものであったため、後楽園へは舟で渡っておりました。橋も常に仮設の橋で、洪水が来たら、そのまま流
す橋でした。管理するものが4̃50人いましたが、病気になる者が出ると他の者に移ると大変であったため、病人が
出たらすぐに医者を呼んでくるといった手当てもしていました。また、慈眼堂といった仏教的な要素も取り入れられ
て行きました。
　後世に残るものは、道楽のような余力で作ったものであります。その時々の出納を考えるのではなくて、儲けを考
えずに道楽で作ったものが後世まで受け継がれています。余力を持って作られたものに対しては、後世の人 も々
残していこうという気持ちになるようです。
　後楽園も一朝一夕に出来たものではなく、様 な々盛衰がありました。岡山空襲や昭和9年の室戸台風で壊滅的
な被害を受けました。自分たちの生活が苦しい時でも、復旧して現在に至るのは、それが生活にプラスアルファの
ものをもたらしてくれるからであると考えます。

－３－

本日のメニュー（９月７日）
焼　物　太刀魚塩焼　秋茄子田楽（松の実）　千枚蕪　酢橘
造　り　二種盛り　妻一式（県産昔醤油）
焚　合　銀杏饅頭　紅葉人参紅梅煮　青身　絞り生姜（銀餡掛け）
小　鉢　胡桃豆腐　ずわい棒蟹　山葵　セルフィーユ（美味出し）
御　飯　五目御飯（岡山県産こしひかり）
赤出汁　浅利　若芽　刻み葱　粉山椒　　　　　香物　三種盛り

次回のメニュー（９月14日（ヘルシーメニュー））
金目鯛のポワレ　スープ仕立て　　　　トマトとモッツァレラチーズのサラダ
デザート　　　コーヒー　　　パンとバター

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣

クラブ情報クラブ情報クラブ情報クラブ情報

例会情報例会情報例会情報例会情報

会　員　誕　生 配　偶　者　誕　生 結　婚　記　念　日
氏　　名

木　本　克　彦
小　松　忠　男
小　橋　幹　雄
花　房　　　茂
入　江　直　人
槌　田　道　弘
日　笠　伸　之
大　賀　基　宏
橘　高　正　剛

年月日
S12.９.19
S22.９.22
S23.９.23
S25.９.１
S41.９.８
S55.９.１
S50.９.19
S47.９.18
S48.９.29

氏　　名
原　田　徹　美
樋　口　芳　紀
末　吉　賢　多
菊　井　慎　也
金　子　栄　士

配偶者名
みのる
弘　美
寿　恵
玲　子
孝　子

月日
９.５
９.２
９.８
９.１
９.３

氏　　名
岡　村　秀　男
横　山　俊　彦
家　守　政　孝

月日
９.10
９.15
９.23

hara
四角形

hara
四角形


