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会長報告（今村浩昭君） 

皆さま、こんにちは。本日の卓話は新入会員卓話で

平木俊孝会員です。楽しみにしております。後ほどよ

ろしくお願いいたします。 

先週 11/3（祝）、「第 5 回 熊本県水球競技大会」が開

催されました。試合の最後、中学生のジュニアチーム

が高校生の強いチームに勝つのではないかという大接

戦で大変盛り上がりました。青少年奉仕委員会 丸山委

員長、また参加された皆さま、大変お疲れさまでした。 

 さて本日は、二つの有名な戦いについてお話したい

と思います。まず、「一ノ谷の戦い」。寿永 3 (1184) 年

2 月 7 日、摂津国一ノ谷で行われた源平合戦 (治承の内

乱 ) の一つですが、源義仲の攻勢に西国に敗走した平

氏軍は、京都を回復するため東上、摂津福原に陣取り

ました。この地は北は山、南は海、東西は生田の森と

一ノ谷とを城戸口とした要地でした。源頼朝の命で上

１１/２０ 職場訪問＠㈱ツカサ創研 

１２/２  職業奉仕第 2 回セミナー 

      ＠熊本県民交流会館パレア 

１２/４  年次総会・年忘れ家族会 

      ＠ホテル日航熊本 

 

第１４回例会記録（通算第 2745 回）  

平成 29（2017）年１１月６日 

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 

来訪者紹介 

ございません 
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11 月 3 日（祝）第 5 回 熊本県水球競技大会＠アクアドームくまもと 

京した源範頼・義経兄弟は義仲軍を破ったのち、後白河

法皇の平氏追討の院宣を得て福原へ向かいました。範頼

軍は生田の森へ進軍し、義経軍は精兵を従えて一ノ谷の

背面に達しました。7 日早朝、法皇の休戦申入れの報を

真に受けた平氏が油断したところをついて総攻撃をか

けました。有名な義経らの鵯越 (ひよどりごえ) の逆落

しの急襲で源氏軍が大勝し、平氏は海上に敗走しまし

た。二つ目が「桶狭間の戦い」。これは戦国時代、織田

信長と今川義元との尾張国知多郡の桶狭間における戦

いですが、駿河、遠江、三河 3 国を領有した今川義元は、

永禄 3 (1560) 年 5 月、4 万と称する兵を率いて上洛を

企て尾張へと進軍しました。尾張国清洲城主織田信長

は、砦を構えてこれに対しましたが、前衛の丸根、鷲津

などの砦は同 19 日までに陥落しました。同 18 日夜半、

清洲を出発した信長は、19 日正午頃、沓掛から進んで

大高に通じる三面起伏の迫る低地 (田楽狭間) に休憩

していた義元の本陣を約 3000人の兵をもって風雨の中 
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を急襲し、その首級をあげました。信長はこの勝利によ

って東海道における勢力を急速に増大させました。どち

らも奇襲作戦であり迂回作戦でした。近代ですと日露戦

争の日本海海戦で、東郷平八郎が用いた戦法がトーゴー

ターンと呼ばれるＴ字戦法でした。1905 年 5 月 27 日、

バルチック艦隊を発見すると東郷平八郎は全艦隊に出

撃をかけ、バルチック艦隊とすれ違うように見せかけ直

前で左へ向きをかえ進路を遮断。その後は猛特訓で磨き

上げた砲撃にてバルチック艦隊を次々に炎上させてい

きます。さらに、夜襲などにより翌日にはバルチック艦

隊はほぼ全滅。日本海軍は水雷艇 3 隻を失うのみでバル

チック艦隊を撃破し日本海海戦に勝利したのでした。 

 

例会変更のお知らせ 

○城東 RC～親睦会のため時間場所変更 

[変更前] 11月13日（月）12：30～ 

[変更後] 11月13日（月）18：30～ 

[場  所] 江藤ボートハウス 

○水前寺公園 RC～江津湖清掃のため日程場所変更 

[変更前] 11月15日（水）12：30～ 

[変更後] 11月19日（日）7：30～ 

[場  所] 江津湖公園 

○西 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月21日（火）12：30～ 

○05福祉 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月21日（火）12：30～ 

○菊南 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月22日（水）12：30～ 

○りんどう RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月23日（木）13：00～ 

○05福祉 RC～熊本第2グループ IM 前に日程変更 

[変更前] 11月28日（火）12：30～ 

[変更後] 12月1日（金）未定 

○水前寺公園 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月29日（水）12：30～ 

○平成 RC～定款に基づき休会 

[日  程] 11月29日（水）12：30～ 

○菊南 RC～熊本第2グループ IM へ日程変更 

[変更前] 11月29日（水）12：30～ 

[変更後] 12月1日（金） 

○りんどう RC～熊本第2グループ IM へ日程変更 

[変更前] 11月30日（木）13：00～ 

[変更後] 12月1日（金） 

 

幹事報告（玉田光識君） 

1.11/11（土）「姫路南 RC との交流懇親会」は、18：30～ホテ

ル日航熊本5F「肥後」開催です。ご参加の方はよろしくお

願いいたします。 

出席報告（金井昌道君）                   

会員数 出席数 出席率 
前々回 

修正出席率 

６４名 ４０名 66.67％   ８８.３３％ 

出席規定適用免除者 4名 欠席記録免除者 1名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（金井昌道君） 

  [ 誕生祝 ]           [ 結婚祝 ] 

山本博史君   11.3       田中靖昭君   11.1 

向臺行雄君   11.7       藤見泰之君   11.1 

河津延雄君   11.20     木村弘訓君   11.9 

吉村郁也君   11.23     渕田俊郎君   11.10 

松本嘉七君   11.24      玉田光識君   11.15 

                       北口  誠君   11.15 

馬場大介君   11.15 

坂本幸樹君   11.22 

近森栄太郎君  11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ 誕生祝 ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 結婚祝 ] 
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●スマイルボックス（山下洋一郎君） 

○今村浩昭君・齊藤直信君・玉田光識君・喜讀宣友君 

森本康文君・杉光定則君 

 塚本 侃会員の秋の叙勲綬章、誠におめでとうござい

ます。熊本南ロータリークラブの誇りです！先週の熊

本県水球競技大会ご参加の皆さま、大変お疲れさまで

した。また、本日の平木俊孝会員の卓話をとても楽し

みにしております。 

○塚本 侃君  Ⅹ 

 この度、平成 29 年秋の叙勲に際し、旭日綬章 綬章の

栄誉に浴しましたのでスマイルさせていただきます。 

○寿崎 肇君 

 11月3日の熊本県水球競技大会を見学させていただき

大変楽しいひと時でした。ありがとうございました。

見学者が多いほど競技者は嬉しいように感じます。ロ

ータリーは奉仕。相手の喜ぶことをやり続けることを

学びました。もっと多くのロータリアンが出席すると

生徒さんもより嬉しいのではないかと思います。 

○丸山浩之君 

 先日の第 5 回熊本県水球競技大会では、たくさんの皆

さまのご協力をいただき、本当にありがとうございま

した。感謝のスマイルです。 

○野間和子君 

 今朝、東京から帰ってくる途中で財布を失くしてしま

いました。交番で優しいおまわりさんが個人的に

3,000 円貸してくれました。熊本に着いて一応と思い

大江戸線に連絡しましたら、何と届けてありました。

クレジットカードは全てストップした後でしたが、現

金も何もすられていませんでした。東京にも優しい方

はいっぱいいらっしゃるのですね！とても嬉しかっ

たので 3,000 円の中から 1,000 円だけスマイルしま

す！！ 

○藤見泰之君 

 本日は所用のため早退いたします。お詫びのスマイル

です。 

○西川尚希君 

 本日は所用のため早退いたします。お詫びのスマイル

です。 

 

●会員卓話（杉光定則君） 

 「会社紹介-株式会社 AD858 とは」        

平木俊孝君 
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【例会予定】 

 11/20 会員卓話 田川憲生君 

 11/27 月間テーマ卓話 林 明様（熊本江南 RC） 

 

■11/3（祝）第 5 回 熊本県水球競技大会 

 ＠アクアドームくまもと 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


