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＝本日の例会行事＝
◇歌唱「それでこそロータリー」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 地区大会実行委員会 他

◇卓話 「徳富蘇峰の人脈と茅ヶ崎ゆかりの人物について」 山口利通君
池上

◎幹事報告

實君

山口さんスピーチ楽しみです。私の同業が蘇峰堂の

「はなれ」に住まっており、梅の花の季節にはよく梅園にお箏を

◇国際ロータリーより

弾きに行き、記念館の皆様とも親しくしました。なつかしいなー

*9 月度ロータリーレートの通知 1$=124 円

山口利通君

*2015-16 年度会長賞申請方法の変更に伴いウェビナー

スマイルは要求するものではありませんが、スマイル委員会に協

(オンラインセミナー)の実施について

力する為に、いやいや数人にお願い致しました。

9/16(水)10:00～11:00 htt://ldrv.ms/1N`QW'C より所定

成田栄治君

の手続きにて申し込みして下さい。

忘れました。

本日、卓話の担当です。よろしくお願い致します。

出口敬純君

山口さん、卓話頑張って下さい。ロータリーバッジ

◇ガバナー事務所より
*2016 年ソウル世界大会参加について

山口さん卓話楽しみです。時間通りにお願いしま

す。
和田幸男君

山口さん、卓話よろしくお願いします。

・ 大 会 期 間 :2016 年 5/29( 日 ) ～ 6/1( 水 ) ・ 大 会 場

澤邑重夫君

別件ですが、きたる 11 月 26 日例会に元大洋ホエ

所:KINTEX エキシビション&コンベンションセンター

ールズ遠藤一彦投手を卓話者にお招きすることができました。お

*2016 年ソウル世界大会参加予定者のメンバー表提出の

楽しみに！

協力依頼・第 1 次提出期日:10/6(火)

半田朋子君

*2015～2016 年度『地区大会』パンフレット(全員配布)

ップで訪問してきました。とても素晴らしいクラブでした。田中

皆様こんにちは。先日、鎌倉ロータリーにメーキャ

ガバナーの訪問日でしたので、茅ヶ崎ロータリーの一員として、

◇米山梅吉記念館より
*館幸艮 2015 秋 Vol.26 *賛助会入会の依頼

少し誇らしい気持ちでした。
大木

暁君

山口さんの卓話、楽しみにしております。心して拝

*秋季例祭について・9/12(土)14:00～・米山梅吉記念館

聴致します。

ホール

水嶋

◇タウンニュース

す。よろしくお願い致します。

聡君

富田桂司君
★スマイル報告

西山国男会員

大森久巳男君＆横山貢君

本日地区大会打ち合わせに大磯

皆様に幸あれ！山口センパイ、卓話楽しみしていま
涼しくなり始めたので、サボッていたウォーキング

を再開致しました。地区大会までには再度 10kg 減量致します！
木村信一君

山口様、いつもおもしろいお話ありがとうございま

プリンスまで足を運ばれる方々お疲れ様です。山口さん、卓

す。卓話楽しみしています。

話楽しみにしています。時間内でよろしくお願いします。

杉本剛昭君

伊藤留治君

山口さん、卓話楽しみにしております。

季節が移ろってまいりました。皆様、体調管理

少し涼しくなって過ごしやすくなってきましたね。

にはご留意下さい。

西山国男君

斎藤信夫君

［本日 17 件、21,000 円です］

山口さん、卓話たのしみです。

山口さん、卓話宜しくお願いします。
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徳富蘇峰の人脈と茅ヶ崎のゆかりの人物について
山口利通会員
今日の卓話は徳富蘇峰の人脈と茅ヶ崎のゆかりの人物

修正出席率

８８．６４％

そうである。この南湖院は、今は太陽の郷の高級有料老
人ホームになっていて、今でも広大な敷地は、最盛期に
5 万坪以上あった敷地の往時を思わせている。

について、というテーマでお話しをいたします。まず蘇

またこの敷地には今でも明治 38 年に建てられた、110

峰は明治・大正・昭和に渡ってジャーナリスト思想家・

年を経過した最初の病棟である「第一病棟」が保存され

歴史家・政治家・宗教家などの分野で当時の社会に多く

ている。この病棟の最初の患者は 3 人で、一人が勝海舟

の影響を与え言論界をリードしたオピニオンリーダーで

の奥さん「民子」さんである。何故海舟の民子さんがこ

ある。そしてジャーナリストゆえに当時の各分野の著名

の南湖院に入院したかというと、高田畊安の奥さんが海

人とは殆ど交流を持ち、彼らと多くの書簡を交換してい

舟の孫の「輝子」さんであったからである。この海舟と

た。その保存する資料が膨大な為に、全国 6 カ所に蘇峰

高田畊安氏との関係を示す石碑を畊安氏が建て、それが

の記念館がある。この付近では二宮と山中湖に記念館が

今でも太陽の郷の敷地にあります。

ある。二宮の記念館は晩年の蘇峰の秘書をしていた塩崎

さてここで私がいつも思っていることは、勝海舟と茅

彦市氏の広大な敷地内に建てられており、その隣接する

ヶ崎の線であります。ひょっとしたら勝海舟の子孫が茅

梅園はよく NHK にも紹介される趣のある庭園である。

ヶ崎にも住んでいて、高田畊安氏との線が生まれたので

その記念館には蘇峰が一生の師と敬愛した新島襄とその

はないのか？そうであればこの茅ヶ崎で多くの著名人

妻、八重と蘇峰の書簡が展示されている。

を排出している中でも、歴史上一番の人物がまさに「ゆ

次に勝海舟についてである。ご存知勝海舟は近代日本

かりの人物」として記録されると思う。

の創始者と言われる人物である。蘇峰は当時海舟の敷地

いずれにせよ勝海舟と茅ヶ崎は何らかの緑があるの

内にあった貸家の借家人であり、その関係で交際が始ま

は間違いないのである。そして大岡越前と同様、勝海舟

った。すでに老境の域にある海舟に対して蘇峰も「歴史

も今後茅ヶ崎のゆかりの歴史上の人物として知らしめ

上の人物」を意識して常に緊張していたようである。ま

ることができれば、あらたな文化都市茅ヶ崎の誇りが一

たこの頃日本のロータリー創始者の米山梅吉も海舟と交

つ増えるのではないかと期待しております。

流があり、梅吉の語学力を買って政府の通訳人として就

＜注＞

職の世話等をしていたのである。

徳富蘇峰

1863 年(文久 3 年)熊本生まれ

この海舟との接点から当然蘇峰と梅吉の交流があったは

勝海舟

1823 年(文政 6 年)江戸生まれ

ずである。今その交流のあった書簡は梅吉が蘇峰に出し

米山梅吉

1868 年(慶応 4 年、明治元年)江戸生まれ

た手紙が 16 通ほど残されている。その内容には、ロー

高田畊安

1861 年(文久元年)生まれ～1945 年

タリークラブの精神を一般社会に広報する目的で、蘇峰
の理解を得るためのようであった。
さて、ここからは改めて蘇峰と緑のあった勝海舟と茅

明治 32 年南湖院を開設
山口会員の推察するように、勝海舟と茅ヶ崎に何らかの繋が
りがあれば、茅ヶ崎もさらに盛り上がりますね。

ヶ崎のゆかりをお話しいたします。これが今日の卓話で
一番強調したいところである。この茅ヶ崎には明治に開
設された療養所で、当時東洋一と言われた南湖院がある。
当時の東京の大学の医学生は必ずこの南湖院を研修視察
したそうである。この南湖院は高田畊安氏によって明治
32 年に創設されたが、この年に勝海舟は亡くなってい
る。そして高田畊安氏はクリスチャンであり、天皇は政
治を支配し、神はキリストである、と言って当時の特高
に反逆罪の容疑で藤沢警察署へ連行されたこともあった

左）卓話の山口会員 右）９月に台北へ訪問するチームの打ち
合わせ。今回は髙雄観光なども含まれるツアーとのこと

