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親睦活動委員会担当卓話SPEECH
磐城平城・城下町と大名鳥居家
いわき市文化財保護審議会委員
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いわき市の中心地である平は、磐城
平藩の城下町として磐城平藩主・鳥居
忠政によって建設されました。今回は、
その鳥居家と磐城平城、城下町について
紹介させていただきます。
鳥居家は、今の大河ドラマ「真田丸」で描いている正に
その時代に関わっています。徳川家譜代の家臣で、忠政の
父の元忠は13歳の時から、駿河の今川家に人質となった10
歳の徳川家康（幼名・竹千代）の近侍として仕えました。
初陣も共にし、以来「常に元忠は家康の合戦に従軍しない
ことはなく、一生のうちに戦場での高名を上げた事は数え
切れない」と、多くの武功を上げました。家康の関東入部
に際して現在の千葉県に４万石の所領を与えられました。
元忠は三河武士として骨太な逸話に事欠かない人で、豊
臣秀吉が官位叙任の誘いをしても辞退し、子息の忠政を秀
吉に出仕させようとしたのも断るほどでした。
こうした家康への忠誠心が関ケ原の戦いの火ぶたを切る
戦で発揮されます。家康が石田三成とつながる上杉攻めに
向かうと、手薄になった京都の重要拠点・伏見城に三成が
攻めて来ます。家康に伏見城の守将に任じられた元忠は、
おそらくかなわないと分かっていても家康が反転攻勢でき
るよう時間稼ぎのため籠城を決意。10万の大軍に囲まれて
の開城勧告を拒絶し、家康に使者を送り「元忠においては
討死を覚悟しています。ご心配なく」と言上して、壮絶な
戦いの末、自害しました。
関ケ原の戦いで勝利した家康は、当然、元忠の戦功に報
いました。４万石の大名だった鳥居家の後継・忠政を岩城
四郡の12万石に加増し、入部させました。忠政にも感動的
な話があります。伏見城で父を討った雑賀重次が水戸徳川
家に仕えたのを知り、対面して「父の最期はどうでしたか」
と尋ねると、雑賀から「立派なご最期でした」と伝えられ
感謝し、その後も誼（よしみ）を結んだそうです。
忠政は磐城平城を築くとともに、磐城平城下の整備にも
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尽くしました。岩城四郡の前の領主は岩城氏でしたが、関
ケ原の時に微妙な立場を取ったために今の秋田県由利本荘
の方へ飛ばされてしまいます。岩城氏の城は現在の平と好
間の境にある大舘にある山城でした。その近くに城下もあ
りましたが、忠政は入部する際、城下を発展させるには狭
いので、城を平坦で領国支配に都合がよいところに築こう
と、現在の平地域に移したのです。
磐城平城の建設に当たっては、丹後沢の人柱伝説などが
あります。湿地を埋める作業など工事が難航した際、
「丹後」
という百歳の老人を人柱にした話ですが、これは本当かど
うか不明です。各地の築城に同じような伝説があり、非常
に工事が大変だったことを表すのが人柱として伝わったよ
うです。
城下町の方はどうだったかというと、江戸時代の都市計
画は町割と呼ばれていました。都市空間的には敵を防ぐた
め屈折した街路が造られ、身分によって武家地、町人地、
職人地、寺社地といった居住地が設けられました。
平の町割は鳥居家の時代に城の建設のほか、武家屋敷の
建設や、一町目、二町目､ 三町目、または紺屋町、大工町
など町人町、職人町の建設が行われました。その後、内藤
家に藩主が変わってからは新川が開削されます。今の新川
ではなく、暗きょになってしまった川です。また、四町目
には魚屋が多いのですが、これは内藤家の時に魚市場を公
認したためとも言われています。
江戸時代の半ば、
正徳元年（1711）に磐城平城下の人口は、
武士、町人、寺社を含め8,513人とされています。その後の
記録では「月の２と８のつく日に市が立ち、遠近の７、８
里からも人々が群がり集まってくる」とあります。ちょう
ど今の小名浜辺りからも来たのでしょう。江戸時代の絵図
をお配りしましたので参考にしてください。

第３回親睦コンペ

５月15日㈰に小名浜カントリー倶楽部で行いました。
10名が参加し、日ごろの腕を競い、親睦を図りました。
（親
睦活動委員会）
▽優 勝＝小野寺順正
▽準優勝＝黒須 幸雄
▽第３位＝新妻 純男
▽第４位＝平戸 康明
▽第５位＝松崎
浩
※今年度最後のコンペは
６月19日㈰に開催します。

「世界へのプレゼントになろう」
Be a gift to the world

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆幹 事 報 告

司会：野沢幹事

⃝いわき勿来ＲＣより会報が届きました。

〔点鐘・ロータリーソング（我等の生業）
・
四つのテスト（志賀康朗会員）
〕

★ 結婚祝

委 員 会 報 告
志賀康朗会員

◆ 出席委員会（安武誠司委員）
例会日
５月 19 日

基本会員数
49 名

出席者
32 名

メーキャップ数
―

◆ロータリー財団委員会（鈴木東雄委員長）

⃝卓 話をお願いした、いわき市文化財保護審議会委員・
渡辺文久様
⃝勿来ロータリークラブ会長・鈴木雅之様、同次年度副会長・
鈴村正人様

阿部弘行さん、大久保健蔵さん、飯野光世さん。 以上３件
◆米山記念奨学会委員会（菊田政寛委員）
阿部弘行さん、大久保健蔵さん、飯野光世さん、関口武
以上５件
司さん、菊田政寛さん。
◆職業奉仕委員会（新田俊彦委員長）
次回は移動例会で日産自動車いわき工場を訪問いたしま
す。相乗りで遅れないよう、現地にお集まりください。
◆社会奉仕委員会（越智正典委員長）
海岸林再生活動が21日に迫りました。参加予定の方には文
書をお渡ししましたが、よろしくお願いいたします。
◆日本さくらＲＣ会参加報告（三瓶和秀会長エレクト）
５月15日にスパリゾートハワイアンズで、
全国の「さくら」
の名がつくＲＣの会合が盛大に開かれ、いわき桜ＲＣの主
管ということで代表して鈴木弘康副幹事とともに参加して
きました。特別講師に元総理大臣で東京オリンピック組織
委員会委員長の森喜朗氏がお出でになり、話を興味深く聞
かせていただきました。

◆会長挨拶ならびに報告

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）

大久保健蔵さん

松村 耕三さん

越智 正典さん

飯野 光世さん

（４月28日）

（５月20日）

（５月18日）

（５月26日）

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介

皆さん、こんにちは。去る５月 14 日（土）
に、わがクラブのスポンサークラブであ
ります、郡山ロータリークラブより 80 周
年記念式典に招待され、行ってまいりま
した。なんと昭和 11 年の設立であります。
戦争を挟んでの苦労話などもお聞きして
まいりました。
それから今日は、2016 年ソウル国際大会（５月 28 日～６
月１日）に参加される、山野辺倉平さん（国際奉仕委員会委
員長）
、三瓶和秀さん（会長エレクト）
、渡辺淑彦さんのお三
方に、お餞別を差し上げたいと思います。６月の例会時に、
ご報告いただければと思います。
本日は、勿来ロータリークラブの鈴
木雅之会長より、６月 12 日に「いわ
き勿来ロータリークラブの日」と銘
打って開催されます公開例会のＰＲが
ございます。ここでバトンタッチしま
すので、鈴木会長お願いいたします。

◆いわき勿来ロータリークラブの日について（鈴木雅之様）
６月 12 日に「輝け ぼくたち わたしたちの未来」と題
し開催します。第１部は午前７時から鮫川河川敷公園で熱気
球体験搭乗会を行います。参加無料で定員 450 人。皆さんを
はじめ、お子さんやお孫さんに体験してもらいたいのです。
第２部は公開例会＆基調講演会を午後１時から勿来市民会館
で開きます。講師はエジプト学の権威、東日本国際大学長の
吉村作治先生。
「古代から現代に そ
して未来へと続く夢のバトン」と題
してお話いただきます。ぜひ聴講く
ださい。また、前夜祭（お天気祭り）
を６月 11 日に計画していますので登
録いただければ幸いです。

♥勿来ＲＣ（６月 11・12 日の「勿来ロータリーの日」でご
協力宜しくお願い致します）♥松崎浩さん（渡辺文久様卓
話よろしくお願い致します）♥越智正典さん（結婚祝あり
がとうございました）♥松村耕三さん（結婚記念プレゼン
トありがとうございます。41 年になりました）♥飯野光世
さん（結婚祝ありがとうございます）♥大久保健蔵さん（結
婚祝ありがとうございます）♥有賀行秀さん（渡辺さん卓
話よろしくお願いします）♥鈴木稔さん（渡辺さん、本日
は卓話宜しくお願い致します）♥伊藤盛敏さん（連日のゴ
ルフコンペで天国と地獄を見ました。疲れました）♥石井
隆幸さん（今般の異動で、いわき駐在となりました。今後
ク ゲ
ともお世話になります。ロータリークラブには、後任の久家
が入会いたしますのでよろしくお願いします）♥佐々木
芳弘さん（石井隆幸さん常務就任おめでとう）♥森雄治さ
ん（石井さん、おめでとうございます）♥小野寺順正さん
（先日はゴルフコンペ参加ありがとうございました。同伴プ
レイヤーに恵まれ運よく優勝させて頂きました。ありがと
うございました。次回、今年度最終なので皆様の参加をお
待ちしております）♥黒須幸雄さん（RC ゴルフコンペ準優
勝させて頂きました。素晴らしい賞品ありがとうございま
した。石井さんおめでとう）♥竹谷金浩さん（週末のゴル
フコンペ楽しくさせて頂きました。おまけのラッキー７賞、
ありがとうございました。親睦委員の阿部さん、小野寺さ
以上 15 件
んありがとうございました。
）
★本日の例会案内 ６月２日（木） 12：30 ～
国際奉仕委員会担当卓話
山野辺倉平委員長「国際大会に参加して」
お食事メニュー＝牛フィレステーキ温野菜添え
★次回の例会案内 ６月９日（木） 12：30 ～
外部卓話
お食事メニュー＝勘八カマの塩焼き、刺身５種盛り

八幡恭朗
関口武司
浅倉哲也
八幡恭朗
会報・広報委員会
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