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◆会長挨拶     豊福 豊次会長 
先週の例会にお休みをいただき、古川副会長に代

わりを務めていただき、ありがとう御座いました。 

実は２番目の娘の家族と私たち

夫婦５人でオーストラリア旅行を

計画しており、50周年記念式典が

終わるのを待って、7日から13日

まで1週間旅行して参りました。 

オーストラリアは東海岸の最も

北の都市でケアンズを中心に観光

したのですが、オーストラリアは

ご存知のとおり南半球で、現在の

気候は日本の春先、日中は２９℃

位で夜は２０℃前後ということで、最も過ごしやす

い時期であり、１週間の滞在中一度も雨に降られず、

快適な旅でした。 

オーストラリアと言う国は、南半球の大陸で一国

を形成し、面積は７６８万平方ｋｍで日本の 21 倍

の面積を有し、世界で６番目に大きな国です。しか

し、人口は約2,140万人、首都はキャンベラ、主要

都市であるシドニー、メルボルン、ブリスベン等は

すべて東海岸に位置し、北西部は寒冷地で、中央部

は砂漠、国土は広くても人が住むには限られている

といえます。 

 ケアンズという町は観光地であり、きれいな港町で

夜ともなると、街が環境客で一杯になるほど賑わいを

見せ、治安も良く清潔感のあるすばらしい町でした。

郊外に行くと世界遺産にも登録されている熱帯雨林を

世界一長い８ｋｍのゴンドラに乗って上空から観察で

き、帰りには世界の車窓にも良くでてくるキュランダ

鉄道に乗って、雄大なバロンと言う滝を見ながらの旅

は、日本にはない景色でした。 
 ケアンズを中心とした観光は、きれいな南の海と、

コアラが生息する熱帯雨林、広大な土地を利用した牧

畜、サトウキビ、バナナ等農畜産業が

盛んで、アメリカと共に世界で最も大

きな食料の輸出国です。久しぶりに家

族で楽しい旅をしてきました。 
先週の金曜日には、来月の１７日に

予定されています、ガバナー公式訪問

の打合せをホストクラブである成田空

港南ＲＣと東金ビューＲＣ、東金ＲＣ

の３クラブで当日の進め方について開

催会場であるエストーレホテルで話し

合いをしました。 
 合同例会は例年通り、ホストクラブが中心に分担し

て進めることにしました。異なるのは、中村ガバナー

を囲んでのクラブ協議会を、従来は４大奉仕を中心に

今年度の活動計画を発表しましたが、本年度はＣＬＰ

をすでに導入している空港南ＲＣもあることから、Ｒ

Ｉが推奨している委員会構成に沿って、特に奉仕プロ

ジェクト、ロータリー財団については、現在の委員会

の委員長が代表として発表し、時間的にも効率的な進

行をすることにしました。 

☆幹事報告 

市東 弥寿雄 幹事 
●50 周年記念誌の写真

撮影を 11 月 24 日、12

月 8 日(火)12:00～

14:00に行ないます。 
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●ＲＩ柏・地区大会に出席される方は商工会議所に

10/24(日曜日)06:45に御集合ください。 

●本日10/20「ロータリアン研修会」八鶴亭18:00 

●10/22「第1回ＣＬＰ検討委員会」八鶴亭18:00 

☆社会奉仕委員会 

成川光男委員長 

10/14(水)社会奉仕委員

長会議 茂原市大和屋旅館

に出席してきました。 

●11/14(土)小さな親切 

｢町のクリーン作戦｣ 八鶴湖 駐車場9:30集合 

☆国際奉仕・社会奉仕合同セミナー 

菅原 實委員長 
青少年交換派遣

はとても良いシス

テムです。高校生募

集にまだ枠があり

ますので是非ご紹

介ください。 

☆卓 話 

久我 要 様 

郷土の偉人たち 

初代高砂浦五郎 

天保９年(1838)11月 20日、大豆谷
ま め ざ く

村の農家、 

山崎金兵衛の三男に生まれ、幼名を伊之助と云った。

22歳で江戸に出て力士となり，後に姫路藩主酒井候

のお抱え力士となる。明治2年（1869）念願の入幕

を果たし，播磨の名称地 高砂に因む、高砂浦五郎

の四股名を賜る。34歳の明治4年3月、前頭筆頭に

上るも，同年7月廃藩置県令により、お抱え力士か

ら解雇される。 

 彼は力士の待遇改善と相撲界の民主化に立ち上

がり、その情熱が見を結び，明治 17年 3 月相撲会

所会長に就任した。現代の相撲界隆盛の基礎を築い

た最大の功労者である。 

 浦五郎は生地大豆谷坂上に先祖代々および両親

の供養塔を建立した。先祖代  々 崇法院日栄が父の、

崇事院妙信日暉が母の戒名であろう。右側面に明治

十七年十一月廿日 高砂浦五郎建之とあるのみで

ある。浦五郎は明治34年4月8日、63歳で歿す。 

 地元の支援者 前嶋治兵衛氏が明治29年4月灯籠

を建立する。 

江戸時代の学者 佐藤信淵
のぶひろ

 

市内大豆谷地区公民館脇に高さ３ｍ、御影石の細長い

石碑が建っている。碑面の文字は「佐藤信淵先生家学

大成の地」。江戸時代の学者 佐藤信淵が、この地に住

んで家学、その家に伝わる学問を集大成したことを記

念した碑である。 

 信淵は、明和6年(1769)秋田県羽後町で生れる。 

若くして父の友人だった津山藩（岡山県津山市）の 

家老、三原金太夫の世話になり同藩の侍医で蘭学者の

宇田川玄随に師事した。 

 一時、故郷に帰った信淵は、寛政２年(1790)には、

再び諸国を巡っている。同４年には、江戸に帰り上総

一宮藩（千葉県一宮）で、地引網を指導している。一

宮藩も一年で辞し江戸京橋で医者をして世を過ごした。

この間に結婚し、故郷の母を呼びよせている。 

 上総大豆谷へきたのは、一宮藩時代の知己で一宮川

の水上の岩川村(長南町)の名主、白井忠蔵の紹介によ

り大豆谷の名主、木村久右衛門の家に身を寄せている。

木村久右衛門は、酒井候の家臣で徳川家康より鳥見役

に選ばれた人である。 

 信淵の大豆谷来訪は３回、延べ20年以上にわたる。

第 1 回は、寛政 9年(1797)文化 3 年(1806)までの 10

年間で、理由は老母への献身的な看病で健康を害した

ことにあった。大豆谷での信淵は、土地を借りて作物

の栽培実験をしており、この交流のなかで客土法、果

樹園芸、木綿栽培をしており、大豆谷や台方の農民に

喜ばれていたようだ。特に梨の木を広めたようです。

今も屋号を梨屋(鈴木家)と言い、私の家でも梨の太い

木が2本あり、五月には白い花を咲かせている。大豆

谷生活の後半に農政から兵学兵器の研究に力を入れた。 

 四国の阿波(徳島県)に行き「海防論」「三銃用法論」

を著し、数十門の大砲を造り西洋の軍艦を火攻めにす

るための自走火船などの兵器を考案し、実験したと言

われる。 

 今、信淵は秋田市千秋公園 1-16 彌高神社に、明

治 15 年(1882)に正五位を追贈され、平田篤胤とと

もに「佐藤信淵大人命」の神として、祭られている。 
 
 

 

☆ご奉仕      ・・・ 安藤 正義会員 

☆10/31(土)～11/２(月)18th ＪＩＵ学園祭を
開催いたします。皆様おいでください 

・・・小久保 良行会員 
☆結婚祝       ・・・杉田 憲治会員 

◆出席率 
 

会 員 出席者 出席率 

３４名 ２９名 ８５．２９％ 

コインＢＯＸ 
10月20日 

２，３００円 


