
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （2 月 28 日） 

次週の予定   （3 月 7 日） 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967 年 12 月 26 日 
■会長 大東  弘 
■幹事 田川 和見 
■会報委員長 小林 誉典 

◆4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？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

先週の例会報告 

人類に奉仕するロータリー 第 2660 地区ガバナー方針 

「 The Ideal of service 」 
 

松本 進也 

２０１６年～２０１７年度 
国際ロータリーのテーマ 

大東ロータリー会長テーマ 

「 温故知新 」 

  
・2/28 50 周年第 5 回記念事業部門委員会 例会後~ 
 
・3/8  第 3 回ゴルフコンペ 
・3/11 地区 PETS （研修セミナー） 
・3/12-14 台北雙溪 RC 26 周年記念式典参加 
・3/14  例会休会 
・3/14  インターアクト合同会議 17：00～ 
・3/25  ロータリーデー（旧 I.M） 13：00～  
・3/28  50 周年第 3 回実行委員会 例会後～ 
 
・4/4  春の家族会 
・4/5  第 4 回ゴルフコンペ 
・4/15 地区 地区研修・協議会 13：00～ 
・4/18  3RC 合同例会 ホスト：大東 RC 
・4/21-23 塩釜  

21 日 第 5 回ゴルフコンペ  
22 日 塩釜東 RC との友好クラブ調印式 

・4/25  第 4 回 会長・幹事会  
 

後面に記載 

ニコニコ箱 

お知らせ 

国際ロータリー会長   ジョン・ジャーム 

平成 29 年 2 月 28 日   No.2368   H29.2.21 (No.2367 の例会記録) 

「 中小企業の事業承継について 」 

樋口 秀和 会員 

◆ 出席報告（2月 21 日分） 

会員数 39名 出席数 34名 欠席者 3名 

特定免除 2名 その他免除 0名 

出席率 91.89％ 
 

前々回 1月 24日分 

ホームクラブの出席者 32名  91.43％ 

メークアップの結果 33名 

特定免除 4名  その他免除  0名 

欠席者 2名  修正出席率 94.29％ 

「 今年の阪神タイガースについて 」 
ゲストスピーカー  

元阪神タイガース監督 藤田 平 氏 
担当 西條 義昭 会員 



 

 

 
 

 

皆さん今日は。 

三寒四温と言われますが、先週から寒暖の差が大き

くなって来ております。昨日は春一番が吹き暖かく、

今日はまた真冬に逆戻りと体調管理には十分気を付

けてください。また花粉が飛散し始めたようです。

私もそうなんですが、花粉症の人間にとっては辛い

季節が訪れました、皆さんはいかがでしょうか？ 

さて、先週が休会で二週間ぶりの例会です。この二週間に色々な出来事が有りました。 

2 月 10 日に日米首脳会談が行われ、共同声明の中にも北朝鮮に対し核・ミサイル開

発の放棄を求めると発表されました。11 日にはフロリダ州パームビーチでゴルフ外

交が行われたその後、北朝鮮のミサイルが日本海に向けて発射され、トランプ大統

領の別荘で両首脳がそろっての記者会見が行われました。 

そして、13 日にはマレーシアの空港で、金 正男（キム・ジョンナム）氏が暗殺さ

れました。不謹慎かも知れませんが、まるで映画のような出来事で驚いております

が、これからが気になります。 
 

話は変わりますが、私はゴルフが趣味で、今回両首脳がどの様なコースをプレーさ

れたのか、また安倍首相が 11 月にどんなクラブをプレゼントしたのか興味があった

ので調べました。プレーされたコースは「トランプ・インターナショナル・ゴルフ

クラブ・ジュピター」で 1Ｒをプレー、また、プロゴルファーのアーニーエルスも同

行しプレーしたとのことです。そして午後からは「トランプ・インターナショナル・

ゴルフクラブ・ウエスト・パームビーチ」を 2人でハーフ（9Ｈ）をプレーされたそ

うです。また、プレゼントのクラブは本間ゴルフの「ＢＥＲＥＳ Ｓ-05」ドライバ

ーだったそうです。この日米首脳会談について、産経新聞社とＦＮＮが 18-19 両日

世論調査を行った結果「評価」するが 64.1％ 安倍首相がトランプ氏の別荘に招か

れゴルフをするなど、日米首脳が親密であることを 75.3％が好感と答えられたそう

です。今後の日米関係に期待すると共に、帰国早々の国会での安倍首相の姿を見て

いますと疲れもあるように見受けられ、同世代として頭の下がる思いです。 

以上で会長の時間とします。 

大東  弘 会長 会長の時間 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                     山田 伸 委員長 

・結婚記念日 自祝      岡本 日出士君 

・結婚記念日 自祝      中  恒夫 君 

・入会記念日 自祝      柿木  篤 君 

・入会記念日 自祝      西山 潤一 君 

・例会出席ありがとうございます 感謝    大東  弘 君 

・ガバナー補佐エレクトとの充実したミーティングに感謝  橋本 正幸 君 

・少し遅参しました      中嶋 啓文 君 

・髙島記念事業委員長 南守寺 三好長慶銅像に連れて頂き 

ありがとうございます      藤本 和俊 君 

・早退お詫び       大矢 克巳 君 

・堺 南守寺 三好長慶像見に行ってきました   杉原 巨峰 君 

・ビシッ！！       佐藤 多加志君 

・南守寺見学に行って来ました     木村 克己 君 

・隆ちゃんありがとう      中野 秀一 君 

・三好長慶公のゆかりの地 堺市南守寺へ行って来ました 感謝 東村 正剛 君 

・西山会員ありがとうございました     中野 隆二 君 

・今日もたくさんのご協力ありがとうございます   山田  伸 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 
2016～2017 年度 第 2回 クラブ戦略計画委員会 開催 

 

2 月 21 日(火) 例会後、大東市民会館大会議室に於いて 第 2 回 クラブ戦略 

計画委員会が開催されました。 

  



 

 

◎米山奨学委員会    米山奨学生 カドゥカ マダン さん 

ネパールより来られた米山奨学生のカドゥカ マダンさんが例会を訪問され卒業を

控え卒論のこと卒業後の就職のこと等、近況報告して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇ゴルフコンペのお知らせ◇◆ 

＜第 3回＞ 

日  時：平成 29 年 3 月 8日（水） 

会  場：交野カントリー倶楽部 
 
＜第 4回＞ 

日  時：平成 29 年 4 月 5日（水） 

会  場：飛鳥カントリー倶楽部 
 

＜第 5回＞ 

日  時：平成 29 年 4 月 21 日（水） 

会  場：仙台カントリー倶楽部 

     ※友好記念 
 
 多数のご参加よろしくお願い致します。 

 
◇2016〜2017 年度 

     第 2660 地区 第 3 組 ロータリーデーのお知らせ◇ 
 

日時 2017 年 3 月 25 日（土） 
登録 13︓00〜 開会 13︓30 
場所 メセナ枚方 多目的ホール 
講師 地球ステージ 桑山紀彦氏 
 
懇親会 １５︓４０〜開会・懇親   

１６︓３０ 閉会 
ホスト くずはロータリークラブ 

 

※懇親会ご参加の方は時間の訂正がございます。ご注意ください。 



 

 

 

 

「 三好長慶物語 」 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

藤本 和俊 会員 

【天下を狙った男、三好長慶と三好一族の野望！！】 

１、三好一族とは 

信濃源氏の小笠原氏が阿波の守護や地頭としてやって来て三好郡に住みついた。

その９代目となった時「義長」から「三好」の姓を名乗るようになり、その子孫、

之長の時代には菅領家の重臣となっていた。 

 

２、三好之長は 

１４６７年頃からの応仁の乱では、細川茂之が阿波から三好之長らの８０００の

軍勢を率いて東軍として上京、茂之は東軍の副将であったが、代が変わったころ（茂

之の子孫の澄元）之長は澄元の後見役として京にのぼり「徳性一揆」の張本人とし

て名をあげた。しかし、細川高國との合戦で之長は二人の息子を亡くした（長秀と

頼澄）本人も、１５１９年京で敗れて自害した。 

 

３、三好之長と堺幕府 

三好之長の長男（長秀）の子が三好元長で１５２７年２５歳の元長は阿波から１６歳

の足利義維（よしつな・１１代義澄の子）（義冬）と１３歳の細川晴元を擁して堺に

上陸、元長は京の周辺５郡（南山城など）の守護代となり、堺の堀川内に「三好海

船館」という城館を築き「堺幕府」を樹立した。歴史家の多くは幕府としての要件

が揃わないと無視しょうとしているが、京には将軍が居ず、元長の擁立した義維（よ

しつな・１１代義澄の子）が堺公方を名乗り、元長が軍事後見役となった。この同

時代の三好一族（特に宗三（そうさ）政長）は茶の湯の名人を生み出して行くが、

１５３２年、宿敵細川高國を破ったものの、堺の顕本寺で１０万人の一向宗徒や木

沢長政らに囲まれ、怒りの十宇腹切りし血糊を天井に投げつけたとか。 

 

先週の卓話 



 

 

４、三好長慶 

三好元長の嫡男・長慶は近畿各地で奮闘する一族の援護

で、西宮の越水城、高槻の芥川山城と軍事拠点を置きなが

ら京と堺を支配下に置き１５６０年にはついに畿内の覇

者として河内飯盛山に巨大な城郭を築き天下人となった。

飯盛山城では連日連歌の会や茶会が開かれていた。特に次

弟の三好実休は武野紹鷗の一番弟子とも言う程でこれが

信長や秀吉に理想の「覇者の姿」となる。（１５６０年は

信長×義元の桶狭間の戦い） 

 

５、三好長慶と茶の湯 

書院づくりは（足利８代将軍義政東山文化）武士・僧侶・貴族の住宅に取り入れ

られ発達したもので床や書院を持つ、その住宅は今日の和風住宅の基ともなってい

る。庭園は書院造の建物に調和してつくられ、自然の地を巧みに利用し、人工的な

庭づくりをする枯山水の手法が用いられた。茶を点てて心の静けさを求める侘茶が

はじめられた（床を飾る花道も）もともとは茶の異同を飲み分けて、かけ物を争う

勝負事である「闘茶」を芸術的に高めたもので、村田珠光が（奈良・称名寺）がは

じめた。その後、武野紹鷗を経て千利休が茶の湯（茶道）を完成させた。この東山

文化は。現代の生活文化に繋がっている。三好長慶もまた、茶の湯文化を巧みに取

り入れている。」 

 

６、三好長慶と千利休 

京都・大坂・堺などで活躍する富裕な町衆の文化も花開いた時代と言える。室町

時代に始まった茶道・華道・能狂言が安土桃山文化で大いに花開き流行した。茶道

では千利休が侘茶の方式を完成させたほか、織田有楽斉、古田織部ら大名もそれぞ

れ茶道の流派を開いた､茶席で用いられる茶碗も朝鮮出兵の、諸大名が連れて来た朝

鮮の陶工により有田焼・薩摩焼・萩焼・平戸焼などがはじめられ風雅な趣を持つ焼

き物が生み出された。三好長慶と千利休は義兄弟の間柄で、利休の先妻は長慶の異

母妹で「宝心妙樹」である。大徳寺聚光院には三好長慶と千利休の墓が並列してい

る。三好一族と堺の会合衆、その会合衆の中に利休がいた。１５５８年には三好実

休（三好義賢）の招きで千利休・今井宗久らが阿波勝瑞に招かれ、実休の持つ大名

級の三日月葉茶釜と珠光茶碗を使ったお点前で一期一会の茶会を開いたと「今井宗

久茶湯書抜」に記録されている。 

 

 

天下人飯盛城主 三好長慶 



 

 

７、三好長慶と連歌 

三好長慶は槍刀を振り回すよりも文化面で活躍するタイプかも知れない。文武を

極めてこそ一流という意識があったのではと推測される、三好長慶は無類の連歌好

き、歌を読めない戦国大名はいない、１５５６年松永久秀が千句連歌と観世元忠の

能で三好長慶を歓待した滝山千句では難波・住吉・水無瀬川・玉江・芦屋・生田・

布引など摂津各地の名所が織り込まれ、これらの地域が三好長慶の支配下にあり服

している事を強調し寿いでいる。飯盛山で行われた「飯盛千句」では 

「汲み忘れ くみしる月や 石清水」長慶、「木間もる 月かけいく重 氷室山」早慶 

「こぬ秋や 月に吹井の 沖つ風」一舟（安宅冬康） 

石清水（八幡）・氷室山（京都北区）・天の川（交野）・五月山（池田）・初瀬（桜井） 

堀江（西区）信太（和泉）・深日（岬）など畿内の５ヵ国を織り込む、政治色の強さ

がある。参加者には谷宗養・辻玄哉、飯尾為清・久遠寺快玉・安宅冬康‥・などが

居た。 

 

８、三好長慶と河内キリシタン 

ルイスフロイス「日本史」（１５３２年～９７年）（原本ポルトガルリスボンの旧

王室図書館所蔵）はイエズス会宣教師となり１５６３年来日長崎平戸で日本語を学

び京都へ１５４９年フランシスコ ザビエルが来日、キリスト教の布教がはじまる。

１５６０年司祭ガスパール・ヴィレラとイルマン（司祭補佐）ロレソンが布教のた

め比叡山と足利将軍を訪問するが失敗に終わり、松永久秀に頼る１５６０年三好長

慶が高槻の芥川城から飯盛山城に居城を移した年、ロレンソは飯盛山城を訪れ布教

の許可を得た。三好長慶はキリスト教の普及に比較的寛大だったと云える、その折、

長慶の部下７３人の高貴な人がキリシタンに改宗した。 

結城左衛門尉（結城山城守長男）、ジョアン。三箇伯耆守頼照、サンチョ。夫人ルシ

ア、息子マンショ、妹フェリバ。高山飛騨守、大和の沢城主ダリオ（高山右近の父）

高山右近高槻城主ジュスト、池田丹後守教正シメノ（池田市の国人）、田原親虎 田

原城シモン。教会は三箇と砂（須奈）にあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河内キリシタン 



 

 

９、三好長慶の４兄弟 

長男 三好長慶・・・器がある 

次男 三好義賢（実休）・・・謀ごとに巧み 

三男 安宅冬康・・・仁がある 

四男 十河一存・・・勇猛である 

４兄弟それぞれに特質があり、兄弟愛が生きている。 

 

１０、三好の衰運 

信長の前約２０年の覇者だった三好が信長入京１５６８年前に弱体化したのは何

故か？ 勿論三好三人衆や三好義継、松永久秀らの抵抗はあったものの信長の敵で

はなかった。三好長慶にとっては長男義興に先立たれた事、自らの病、内紛と家臣

松永久秀の暗躍、内部抗争が弱体化を招いた。 

 

１１、三好長慶と飯盛山城 

戦国時代の城は土づくりで土を切盛りしたものが大半、飯盛山城には石垣が残存

している本格的な山城と云える。飯盛山からは京・摂津・河内・和泉から淡路島・

四国まで望むことが出来る２７０度ビュー。飯盛山城は東西４００ｍ、南北６００

ｍで大阪府下では最大級、戦国時代の城。虎口、土塁。石垣、曲輪、堀切等が残り

防御に工夫が凝らしている。行政上の区割りは大東市が３/２、四條畷市が１/３。

両市共同で飯盛山城を國史跡にしょう申請されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
飯盛山城 


