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披露山の梅 

咲きました！ 

(2/28) 

＜江の島について＞ 

ウクライナ問題は、先週は、米国のキ

ャンペーン戦略が成功したかと思えまし

たが、ロシアは２地域の独立を認め、軍

を派遣すると発表し、国際情勢は大荒れ

となっています。 

この動きはロシア専門家の想定シナリ

オの一つではありますが、プーチン大統領が一線を踏み越え

たのは驚きでした。しかし、対象地域は親ロシア派地域に限

られ、ギリギリ交渉のラインを維持しているとも言え、エネ

ルギー相場と世界経済を人質にとり、結局は外交交渉に持ち

込む腹と思います。引き続き緊張状況が続きます。 

さて、昨日は、創立 60 周年記念事業第 3 弾の「えのすい

で学ぶ逗子ロータリークラブとなぎさの環境問題特別プログ

ラム」が、村田実行委員長はじめ、多くのロータリーメンバ

ーのサポートで実施されました。富士山が美しい、非常に良

い天気で風も穏やかな中、徳永副委員長のアレンジで、とて

も良いイベントとなりました。皆さんありがとうございまし

た。その後、大野友好の広場委員長と、江の島のエクスカー

ション及び昼食場所の下見を行い、村田委員長軍団にも昼食

の下見をして頂きました。この機会に、江の島の基礎知識を

調べてみました。 

江の島の人口は 354 人で、ピーク時の 1955 年には

1,372人だったので、約4分の 1に減ったことになります。

中心にある江島神社は、日本三大弁天の一つです。ちなみに

他の２つは、滋賀県の宝厳寺（ほうごんじ）、広島県の厳島神

社です。 

江の島の岩屋は、古くから宗教的な修行の場で、奈良時代

には役小角、平安時代には空海が修行に励んだと言われ、鎌

倉時代に源頼朝が鳥居を奉納したことをきっかけに、代々の

将軍や御家人が参拝し、1190 年には北条時政が江の島で一

族の繁栄を祈願しています。この時、龍神の残した 3 枚の鱗

をもとに、北条氏の家紋を三鱗に定めたそうです。以後も、

聖域として保護され、徳川家康や光圀も参拝したそうです。 

江の島大橋は、1891 年に村営で初めて桟橋が架けられ通

行料が往復 3 銭。1949 年に改築、江の島弁天橋と命名され、

通行料は往復 5 円。1962 年に自動車専用の江の島大橋が架

けられ、江の島弁天橋は人道橋となり料金徴収は廃止された

そうです。江の島の歴史は、とても面白いです。エクスカー

ションでも楽しみたいと思います。皆さまも是非、ご参加を。 

予  定 

3月10日（木） 
12:30 卓話 「防災について」 

本多 法仁様 葉山玉蔵院副住職） 

3月17日（木） 
18:30 卓話 米山奨学生 黄尉倫さん 

「私の生まれ育った環境と家族」 

3月24日（木） 12:30 卓話  

3月31日（木） 18:30 社会奉仕フォーラム 

4 月 7 日（木） 
12:30「子供サッカー 

新学期応援事業」加藤 遼也様 

4月14日（木） 12:30 卓話 長島様 

since 1962 

第 2863 回 例会プログラム（Zoom） 

12:30  開会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

ロータリーソング斉唱 

来訪者 （ゲスト・ビジター） の紹介 

会長の時間：服部会長  

幹事報告：来信・告示事項 

委員会報告： 

出席報告： 

ニコニコ BOX 発表： 

13:00  卓話 「はらっぱ大学と文化財」  

塚越 曉氏 

13:30  閉会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

第 2862 回 例会記録 2022 年 2 月 24（木） 

第 2863 回例会 

2022 年 3 月 3 日 

2 月 24 日(木) 服部会長の時間 

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № ３０ 

出席報告 会員数 42 名 出席者 22 名 52.3％ 

幹事報告 ★地区大会とロータリーファミリーデーの出欠

について 25 日までに返信のこと。 

★みどりの実践団体活動など情報交流について。 

★2022 年国際ロータリー年次大会【ヒューストン大会】

参加旅行募集案内。 

http://www.zushi-rc.com/


 

 

 

私は逗子に移り住んで二十数年になり

ます。鎌倉、逗子には思いのほか古い史跡

が残っています。鎌倉時代は意外と身近に

感じますがおよそ千年も昔の事です。 

なぜ源頼朝は京都に比べ小さな鎌倉の 

地に幕府を開いたのか？という疑問があります。保元の

乱、平治の乱で源氏勢が敗れ、頼朝は今で言う PTSD

を患ったと考えます。また、頼朝は伊豆ではさながら死

刑囚の心持ちで日々過ごしたと推測出来ます。鎌倉は父

義朝のゆかりの地であるだけではなく、頼朝の恐怖心、

警戒心が山と海に囲まれた要害の地である鎌倉を選んだ

と考えるのが妥当です。 

伊豆の頼朝は先祖の 

菩提を弔い、毎月欠かさ 

ず三嶋大社、箱根権現、 

伊豆山権現に参拝したよ 

うで信仰心は厚く、科学 

・医学等が無い時代、祈 

祷や陰陽師に頼ることも多かったようです。 

源氏は清和天皇の流れをくみ、父義朝には十人の子

供がおりましたが武士は戦が仕事、子供は多い方が良い

訳です。北条政子の父北条時政には十一人の娘がおり嫁

に出し勢力を拡大しました、その中で一番の手柄は源氏

の嫡流頼朝に政子を嫁がせたことです。 

当時の家系図は男子の名前はあるが女子は余程でな

い限り「女」としか記されません。北条政子は後に官位

を受け「子」が付きましたがそれ以前の名は判りません。 

「亀の前」という美しい女性が逗子の小坪飯島に住

んでいました。頼朝が通った様子が吾妻鏡に出て来ます

が、後に政子と夫婦喧嘩となり大騒動を起こすことにな

ります。ドラマでは江口のり子が演じています。 

頼朝は「鎌倉殿」とか「佐殿（すけどの）」と呼ばれ

ていますが「鎌倉殿」は、律令官職が無い人の呼び名で、

頼朝は十三歳の時「右兵衛権佐（うひょうえごんのす

け）」という臨時を表す官位を戴いています。元流人だ

った頼朝を鎌倉の殿さまの意味で「鎌倉殿」と呼ぶよう

になったようです。「佐殿」は右兵衛権佐の「佐（すけ）」

をとって「佐殿」と呼ばれました。 

 

当時、京都・公家の教養たしなみは「和歌」「蹴鞠」

「日記」であり、日記は漢文の素養がないと書けません。

頼朝は長く伊豆に流されていたため、教養が身に付いて

おりません。しかし一句だけ和歌を詠った記録が残って

います。京都には二回しか行っていないので、あまり好

きではなかったと思います。 

三浦義村という三浦の豪族は北条義時とはいとこの

関係です。三浦義村の娘に「矢部禅尼」がいて北条義時

の長男北条泰時に嫁ぎます。矢部家は北条家にとって由

緒ある家柄です。逗子ＲＣの矢部房男会員はご子孫にあ

たります。 

後白河法皇が京都山科に御所（山科御殿）を建て、

側室丹後局の前夫の息子に「山科」を名乗れと命じまし

た。私のルーツはここから来ているようです。京都「山

科家」は今も続く名家です。 

鎌倉殿の 13 人は二代将軍頼家の頃の合議制度です

が歴史的に有名ではあ 

りません。三谷幸喜が 

どう描いていくか興味 

があります。 

頼朝の御家人の 

鎌倉の屋敷は宿舎のようなもので「いざ鎌倉」という言

葉がある通り、一大事があった時に鎌倉に駆け付ける先

で、常時鎌倉に居たのは北条義時ぐらいでした。 

「吾妻鏡」には肝心な源頼朝の死について書いてお

りません。歴史とフィクションをどう繋げていくかに小

説家としての醍醐味を感じます。歴史小説は史実８割、

フィクション２割で良いと思いますが三谷氏の脚本は半

分以上、フィクションが入りドラマとしては面白いが、

史実と離れ、視聴者をミスリードする恐れがあります。 

 『茶屋二郎のコマーシャルタイム』 

鎌倉時代を描くには鎌倉政権だけ描い 

ても足りず、京都で起きたことも描か 

ないと時代の真実は伝わりません。 

3 月上旬に発売予定の著書 

「鎌倉北条と京都定家」ではその 

両方を書いたので是非読んで戴ければ 

幸甚でございます。もちろん、ロータリー割引を用意し

ました。            【担当：古畑 優】 

 

 

菊池君…山科さん、卓話ありがとうございます。これで、

大河ドラマの楽しみが倍加します。  

 

矢部君…山科会員、本日は卓話ありがとうございます。

ご先祖様に関係する事に触れて頂き感謝します。    

（チャットにて申告）

 

ニコニコＢＯＸ本日合計  ￥２，０００   累計 ￥８６８，０００ 

 

(Zoom 卓話)      「 北 条 家 の 人 々 」 山科 誠会員（茶屋二郎） 


