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◎米山奨学会より表彰品一部改定の知らせがきておりますので
報告します｡ (別紙)
◎次週３月30日は夜間例会となります｡
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◎例会変更のお知らせ

河野君､ ワガママ先生､ 田中栄さん､ 遅くまでお付き合いいた

横浜鶴見北ロータリークラブ
平成19年４月５日 (木)

だきありがとう｡
-./0

創立記念例会

本日は ｢母親教室｣ のため大変申し訳ありません

点鐘

18：30

が､ 早退させていただきます｡

場所

翠華楼
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4567

横浜北ロータリークラブ
平成19年４月３日 (火)

創立27周年記念夜間例会

18：30

場所

新横浜グレイスホテル
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石川正人様本日の卓話､ よろしくお願いします｡

ijfSk

横浜ロータリークラブ
平成19年４月10日 (火)

桜がちらほら咲いてきました｡ 暖かくなると気

分もさわやかです｡
8

点鐘

点鐘

石川正人さん本日の卓話楽しみにしています｡











会員名簿が出来上がりましたので皆様のボックスに入れさせ
;<=

ていただきましたので､ よろしくご確認下さい｡
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先日のパソコンに関するアンケート調査においてもパソコン
教室を開催してほしい旨の回答がありました｡ そこで６月の第
１例会の終了後を予定しますが､ パソコン教室を開催する予定
です｡ 皆様多くのご参加をお願い致します｡
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 本日は卓話でお世話になります｡


生年月日

昭和27年７月

最終学歴

国学院大学

職

昭和50年

師岡熊野神社

禰宜就任

昭和52年

師岡熊野神社

宮司就任

昭和52年

熊野郷土博物館

歴

 お世話になります｡
 桜の季節が近づいて来ました｡ 忘れていた結婚記

昭和63年〜平成15年

念日をボックスの花が思い出させてくれます｡ ありがとうござ
いました｡


 結婚祝ありがとうございます｡



 結婚祝いありがとうございます｡

! 早めの誕生祝いありがとうございました｡
"#$% 誕生祝いありがとうございました｡

卒業

出 身 地

神奈川県横浜市

現 住 所

横浜市港北区師岡町

趣

ゴルフ

味

館長就任

国学院大学講師

(スポーツ)

ひとこと

卓話の機会をいただき､ 誠に光栄です｡
浅学ですが､ よろしく願います｡

&'( 誕生日のお祝いありがとうございます｡ これか
らもよろしくお願い致します｡
)

* 久しぶりに前に座らせていただきます｡ 次回の夜

間例会は所用にて欠席致します｡
+,'( 先週のヒレ酒・天然河豚の会に御参加の皆さん､
楽しいひとときをありがとうございました｡

@ABCDE5F
江戸期､ 東海道五十三次は､ 徒歩行で京都まで14〜５日を要
する長い道のりであった｡
それが明治５年に新橋・横浜間に鉄道が初めて敷設され､ 明
治22年に東海道線が全通すると､ 約20時間に短縮され､ 現在は

ご承知の通り､ わずか２時間余りの近さへと変貌を遂げてゆく

軍から奪還すると､ 即座に本土空襲に取り掛かった｡ 他の大都

のである｡

市は概ねが３月に大規模空襲を受けたが､ 横浜は遅れること２

神奈川の県名となっている神奈川は伝馬の制の宿として慶長

ヶ月余､ ４月に小規模なものは有ったが､ ５月29日の午前９時

６年 (1601) に設置された｡ もともと､ 神奈川の地名は文永３

15分から約70分の間に､ B29爆撃機500機､ P51戦闘機100機の

年 (1266) の北条時宗の下知状に見えるが､ 金川や神奈備から

大編隊による攻撃を受け､ 焼夷弾20万個以上が投下された｡ 途

の転化など諸説有って定かではないが､ ともかく大都市江戸の

方もない炎熱地獄の中､ 被災者は市民人口の46％に及び約31万

近隣の宿として江戸期を通じて大いに賑わい五十三次指折りの

人｡ 正確な死者数は未だに判明しないという｡

宿場町へとなっていったのである｡ 開港当時､ 隣接の横浜村は

ところがかくも甚大な被害の災禍であったわりには､ 顧る機

100戸足らずの漁村､ 神奈川宿は1500戸が軒を並べていたとい

会が少なかったように思う｡ 戦後60年余の時の流れは有ったに

う｡

しても､ 他の沖縄戦や広島・長崎の慰霊の有り様に比して､ 余

この神奈川宿が､ 我が国近代化の窓口となるのはもちろん黒
船来航 (1854) 年という一大事からである｡

りに軽すぎないだろうか｡ 戦争被害者として命の尊さに変りは
無いと思うのだが｡

米国はペリー艦隊の威嚇を背に条約の駆け引きを行い､ 神奈

さて､ この慰霊塔の場所が実は完成間近の護国神社の内苑で

川港を開港場へと指定するが､ 幕府は横浜も神奈川のうちであ

あった事を知る人は少ないだろう｡ 神奈川県護国神社は昭和14

ると強弁して横浜の町作りを進めていったのである｡

年に発議され､ 16年には鍬入れ､ 18年11月には上棟式を終えて､

しかし､ 各国の官吏は､ 神奈川に執着し､ 商館・住宅は横浜

竣工を見ずして横浜大空襲により灰塵と帰した｡ 完成前であっ

でも政府公館は神奈川に設置すべしとして､ 各国公使館や領事

たために戦後復興されず､ 遂に47都道府県で唯一護国神社の存

館が次々と神奈川宿に出現したのである｡ 公館が置かれたのは､

在しない県となったのである｡ そんなところにも､ 慰霊の有り

神奈川宿の諸寺院であり､ アメリカ領事館は本覚寺､ フランス

様が影を落としているのかもしれない｡

は慶運寺､ イギリスは浄瀧寺､ オランダは長延寺､ フランス公
使館は甚行寺などであった｡ 条約調印から､ ８年間､ 文久２年

昭和28年建立の慰霊塔の前に佇む時､ 全くの想像ではあるが､
大空襲の阿鼻叫喚の地獄絵図が頭を駆け巡る｡

(1862) に全てが横浜移転するまで､ 神奈川宿が外国との窓口
となったのであった｡
最初の外国公館となった青木橋本覚寺の山門付近から海側を



眺めると､ なるほど適所を選んだなと思わせる｡ 旧権現山の丘



上の寺からは､ かつてここから港が一望出来､ 出入船の観察や､



生活上の利便性からいって最適の地であったのだろう｡

いま､ この神奈川宿の面影をたどるのに苦労する｡ 台町に今






この領事館設置中､ 寺の住僧は退去させられ､ 御本尊は板囲
いでかくされ､ 一般人の出入りは禁じられたのであった｡







３月23日､ 台北滬尾ロータリークラブとの姉妹締結の為､ 小
池会長はじめ12名が台湾を公式訪問しました｡

も残る料亭 ｢田中屋｣ にその一片を知る｡ この袖ヶ浦から見る

台北・六副皇宮飯店で姉妹締結式並びに淡水平和公園で締結

渚はどんな眺めだったのだろうか｡ 本覚寺から現在の幸ヶ谷公

記念の福島県 ｢三春滝桜｣ の子孫木の植樹式を､ 翌24日には国

園にわたり山続きだった権現山は､ 幕末に14門の大砲を備えた

際ロータリー第3520地区第２分区の ｢滬尾桜大道｣ プロジェク

神奈川台場の埋め立てによりえぐり取られ､ その跡を国道と鉄

トの完成記念碑の除幕式及び完成式典に参加､ それぞれの行事

道が走っている｡ 明治32年に礼砲用としての役目を終えて､ 石

で熱烈の歓迎を受け無事帰国をしました｡ 桜大道には400本の

垣の一部が残されている｡ 神奈川台場からの大砲の音は止んだ

桜が植えられており､ 当クラブ寄贈の20本の桜にもクラブ名が

が､ 夏を彩る何回かの花火大会に往時を偲ぶ｡ 神奈川宿の歴史

記入された名札が取付けられていました｡ また､ 記念植樹に使

を見るに､ 横浜市の本当の中心はこっちの方だなと今さらなが

用する ｢三春滝桜｣ の苗木も無事台湾の土に馴染めた様で元気

らに思う｡

に葉をつけており安心を致しました｡
今回の公式訪問行事の詳細につきましては次週の週報で報告


神奈川区の豊顕寺の後背林を更に奥に進み､ 三ツ沢公園の一

致します｡ 公式訪問には次の方々が参加をされました｡ 大変お
疲れ様でした｡

角に入ると､ すぐ大きな慰霊塔が現われる｡ 横浜に戦前より在
住する人なら誰でも忘れられないのが昭和20年５月29日の ｢横

小池將夫会長夫妻､ 吉田隆男エレクト夫妻､ 加藤仁昭副幹事夫

浜大空襲｣ である｡ ここは､ その時に被災して亡くなった､ 少

妻､ 矢野修二国際奉仕副委員長､ 田邊正彦会員 (PP)､ 飯田

なくとも3,650人或いはその倍以上とも言われる尊い御霊への､

之会員､ 伊東英紀会員､ 保田修一横浜戸塚Ｒ.Ｃエレクト (特

慰霊のために建立されたものである｡ 米軍は北マリアナを日本

別参加)､ 今泉文博国際奉仕委員長




▲

エドヒガン系の紅枝垂桜 (ベニシダレザクラ) で､ 大正11
年10月12日に国から天然記念物指定を受けた名木です｡

▲

日本を代表する桜の巨木で､ 日本三大桜(※)の一つといわ
れ､ また､ 西の淡墨桜 (岐阜県) に対して東の横綱に位置
づけられています｡

▲

平成２年６月２日､ ｢新名木百選｣ (緑の地球キャンペーン
の一環として読売新聞社と国際花と緑の博覧会協会が選定)
に認定されるとともに､ 人気投票による

名木ベスト10

にも選ばれています｡
▲

NIKKEI プラス１(日経新聞土曜版) 平成17年 3 月19日号
の何でもランキング ｢さくらの銘木を見るなら｣ では､ 堂々
の第１位に選ばれました｡







▲



皇居新宮殿正殿松の間を飾る杉戸絵 ｢桜｣ (橋本明治画伯
筆) は､ この滝桜をモデルにしたといわれています｡
※日本三大桜
三春滝ザクラ､ 根尾谷の淡墨ザクラ (岐阜県本巣市)､
山高神代ザクラ (山梨県北杜市)






(三春町ホームページより)

三春滝ザクラ (みはるたきざくら)

福島県田村郡三春町大字滝字桜久保



JR磐越東線三春駅より約6.3km (タクシー料金2,000円程度)

; 7 < =




樹高は12ｍ､ 根回りは11ｍ､ 枝張りは幹から北へ4.6ｍ､ 東
へ10.7ｍ､ 南へ13.9ｍ､ 西へ14.5ｍの巨木です｡
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開花期は４月中から下旬にかけてで､ 四方に伸びた太い枝か
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ら､ 薄紅色のちいさな花がほとばしるかのように咲き競い､
その様はまさに滝が流れ落ちるかのように見えることから､
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滝桜とよばれるようになったといわれています｡



幹の中心に空洞ができているため正確な樹齢はわかりません
が､ 専門家の推定から､ 1,000年以上というのが妥当なよう
です｡
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