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7 月 28 日

会員数 61 名

対象者 61 名 出席者

43(43) 名

出席率 70.49 %

前々回

7 月 14 日

会員数 61 名

対象者 61 名 出席者

39(39) 名

出席率 63.93 %

本日の卓話者ご紹介
株式会社JTB神奈川西支店
支店長 宮下 幸雄 会員

入会記念卓話

「趣味の城について語る」
株式会社 JTB 神奈川西支店
支店長 宮下 幸雄
小学生の頃から城が好きで、自称プロレベルに達して
いると思っています。本日は趣味の城について語ります。
生業とする旅行業とも結びついて、みなさんを日本全国
へお招きして旅行気分を味わっていただければ幸いです。
私のお城歴は、大学の卒論で武士の館（お城の原形）
を研究してきました。その後全国を旅行するなかで、国
内は約 200 城、海外は 25 城を見てきています。また日
本城郭検定の準 1 級も保持しており、趣味が高じて人生
そのものになりつつある状況です。
そんな私ですので、城の話でしたらずっと語っていられ
ますが、本日は厳選したお題でお話してまいります。
１．天守閣だけが城ではない
天守閣がなければ城ではない、という認識が一般的で
はないでしょうか？ところが、例えば江戸城は、築城当
時は天守が存在したものの、その後大火で焼失して以来、

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）

2名

計

41 名

修正率

日

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

67.21 %

200 年以上天守は存在しませんでした。江戸の人々は天
守があった期間よりも遥かに長い期間、天守の無い江戸
城を眺めていました。そもそも日本全国には 3 万の城が
あったといわれています。そのうち遺構として大地に痕
跡を残す城は 3 千、天守があった城はわずか 100 程度と
考えられています。天守は城の一部ではありますが、城
の全てではないことはお分かりになるでしょう。
現在では正確に復元された天守、実際の政務が行われた
御殿の復元など、歴史的に正確性をもった復元がなされ
る事例もあり、城好きとしてはそちらに興味が惹かれて
います。
２．土の城（山城）
私が興味を示すのは、戦国時代の息吹を感じさせる、
土で作られた城です。その多くは山城で、山を削ったり
掘ったりし、その土を積み上げて壁を作り、敵の侵入を
防ぐ。そういった山城が日本各地に戦国時代のまま眠っ
ていて、そういった城を訪問しています。土で作られた
城ではありますが、作りの巧妙さ、圧倒的物量での土木
工事を目の当たりにし、山のなかで戦国時代にタイムス
リップする思いです。
しかし山城訪問は困難を伴います。なんといっても 100
〜 200 メートル級の山々が多いので、一度にたくさん
の城は見られません。また山にはクマが出る場合もあり、
訪問時期や装備なども気を付けなければいけません。
３．おすすめの城
最後におすすめの城を紹介します。私の興味のある土
の城になりますが、長崎県南島原市の原城は、その落城
秘話と相まって、一見の価値があります。世界遺産にも
登録されており、お出かけの際にはぜひお寄りいただけ
れば幸いです。
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卓話者ご紹介

宮下 幸雄（ミヤシタ ユキオ）会員
株式会社 JTB 神奈川西支店
49 歳

支店長

略歴
1992 年 4 月 東海大学文学部史学科日本史学専攻に入学
1993 年 4 月 年間大学を休学し、インド、ネパール、
パキスタン、タイ、カンボジア、シンガポ
ールなどを 3 ヶ月かけて旅行
1996 年
大学の卒業論文は「鎌倉」を題材に武士の
館を研究
1997 年 4 月 株式会社 JTB に入社。
1997 年〜
都内の学校営業担当として京都奈良を 12 年間往復
2009 年〜
本社勤務
2013 年〜
営業課長
2015 年
担当課の顧客である東海大相模高校野球部
が甲子園優勝
本社勤務
2016 年〜
都内の企業向け営業部署にて勤務
2020 年〜
神奈川西支店支店長に着任
2021 年〜

◯親睦委員会 守屋委員長
8/25(木)の例会を翌日の26(金)に移動夜間例会といたし
まして、湘南ひらつか花火大会見学会といたします。
ご案
内は後日お送りいたします。皆様のご出席をお願いいた
します。

清水会長よりお誕生日祝いを受け取られた清水裕会員

今週のお祝い
誕生日祝い・・・清水裕会員
結婚祝い ・・・無し
メークアップ（MUP)

2名

相山洋明会員、常盤卓嗣会員
本日のスマイル

22名

ゲスト

0名

ビジター

0名

幹事報告
◎2022-23 年度地区大会記念親睦ゴルフコンペのご案内
です。
日 時：9月5日(月) 受付6:30より
場 所：相模原ゴルフクラブ
参加資格：ロータリアン及びそのご家族
費 用：￥20,910
登録料：￥5,000
お申し込みされる方は8月4日(木)までに事務局までお
願い致します。
◎来週の例会は第 2780 地区の 22-23 年度佐藤祐一郎
ガバナーの公式訪問となります。
例会後にガバナーとお茶を頂きながらの懇談会を開催
いたします。入会5年未満に関わらず多くの会員のご
出席をお願い致します。
クラブ会報・
Ｉ
Ｔ委員会

◎ 相山洋明

卓話・行事予定
8月04日(木)
8月11日(木)
8月18日(木)

2780 地区ガバナー公式訪問 佐藤祐一郎様
休会
日本 JC 神奈川ブロック協議会 会長 常盤健嗣様

市内例会変更
現在ございません
○ 鈴木成一

米山範明

市川雅範

