
 
 
 
 
 
 
 

第 1760 回例会  

平成 25 年９月９日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

ゲスト卓話 「高野の百姓一揆」  森下 誠 様 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング       「我等の生業」 

３．ゲスト紹介 

紀美野町 町誌編纂委員長  森下 誠 様 

４．出席報告 

会員総数 51 名 出席者数 32 名 

  出席率 62.75％ 前回修正出席率 74.51％ 

 

５．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

皆さんこんにちは、昨日

午前5時 20分 2020年に東

京オリンピック開催が決

まりました。日本人にとっ

ては大変喜ばしいことで

す。又今後日本経済は良く

なってくる事を期待した

いと思います。今月 16 日

敬老の日で休日の為例会

は休みになっています。6

月 20 日の毎日新聞に京都市左京区の宮崎秀吉さん

(102 歳)の記事が載っていたので紹介します。 

 

「ご長寿ばんざい」 

京都市右京区 宮崎秀吉さん(102) 

公園を駆ける足取りは実に軽やか。テレビで高齢者

が出場するマスターズ陸上競技を知り、92 歳から短

距離走を始めた。「囲碁が趣味だったけど、90 過ぎた

ら囲碁仲間が次々亡くなってね。走るのは相手がいな

くてもいいからね」。それまでの運動経験といえば「20

代に青年団で走り幅跳びをやったくらい」という。 

2005 年から大会に出場し、各地で金メダルを次々

と獲得。100 歳だった 10 年 10 月、滋賀大会の 100～

104歳男子100メートルで29秒83の世界記録を樹立、

今も破られていない。97 歳の時、自宅で転倒して左

腿を骨折した。医師から「良くても車いす生活」と告

げられたが、厳しいリハビリの末、2か月後の大会で

復活を遂げた。毎朝午前 5 時に起床し、朝食後は 3

キロの砲丸を入れたリュックサックを背負って近く

の公園へ。入念な準備運動の後、ランニングや砲丸投

げの練習をする。 

長女の聖之さん(72)は「まだまだ金メダルを取って

やろうと思っているみたいです」とほほ笑む。「毎日

健康で走れることが幸せ。105 歳まで現役でいきたい

ね」と、さらなる世界新記録を目指す。 

健康三ヵ条 

一、今日できることは今日のうちに終え、安心して

寝る 

一、腹八分目の食事 

一、借金をしない 

 

本日のゲスト卓話は、森下誠さんによる「村に歴史

あり」と題した卓話を聞かせて頂きます。森下誠さん

を紹介させていただきます。住所は海草郡紀美野町毛

原上に住まれています。昭和10年1月19日生まれで、

県立大成美里分校教頭を退職され、その後美里町誌編

纂（資料編 1.2）を平成 12 年から美里町誌の編纂に

努められ、現代紀美野町人権委員会会長を務められて

います。森下さんにおかれては、この後、よろしくお

願いします。 

 

６．幹事報告         幹事 大谷  徹 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

田辺東ＲＣ 10 月９日（水）→ 10 月 9 日（水） 
12：30～ 田辺商工会議所（職場見学） 

 
７．委員会報告 
○国際奉仕委員会       委員長 桑添 剛 君 
台湾訪問の締め切りをしたいと思います。参加して

いただける方は至急、申し出てください。 
○８○会の報告         幹事 魚谷 幸司君 

10 月 14 日(月)にゴルフコンペを開催します。詳し

くは事務所から連絡します。よろしくお願いします。 
 
地区大会 
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８．ゲスト卓話 

「高野の百姓一揆」 
紀美野町 町誌編纂委員長  森下 誠 様 

 今から、２３０年余り前の

安永５年、重税に苦しむ高野

寺領百数十ケ村の領民三千人

が蜂起した百姓一揆、世に言

う「高野騒動」がありました。

この記憶は、地元で封印され

ていたようです。この騒動に

ついて、当時のいくつかの記

録から、歴史を検証していき

たいと思います。それを匂わす史料はいくつかありま

すが、今回は、長谷丹生神社蔵の「ある陳情文」、中

橋家文書の「高野騒動実録」に記された幕府役人の旅

程、幕府役人の「秋津友蔵を出迎えた村役人の報告」、

真国の高岡家文書「幕府寺社奉行の判決文」などから、

いくつかの疑問を解明してみました。 
 まず、①幕府役人の飯代？②幕府役人の旅程？③荷

物の中身？④百姓一件？についてです。ことの発端は

年貢の値上げで起こった騒動ですが、幕府直轄の高野

寺領であったことから、その取り調べ、処罰の場所が

江戸となり、多額の費用が領内に課せられ、事後処理

に来た幕府役人の旅程、持ち帰った荷物の中身、幕府

寺社奉行の判決文などから、この百姓一件（騒動）の

顛末を推察することができます。 
旧高野寺領というのは、海草から紀ノ川筋までの広

大な領地で、紀州藩の統治ではなく、幕府直轄の高野

寺領でした。領民には高野山への年貢が課せられてお

り、飢饉に際しても取立てが厳しく、苦しんでいまし

た。領民たちはこの負担に耐えかね、年貢軽減をもと

め、美里の庄屋を中心に陳情活動をいましたが受け入

れられず、最後には、領民三千人が蜂起し、高野山へ

押しかけ、要求を承諾させました。ところが、当時の

法律では「百姓一揆」はご法度であり、高野山からの

告発を受けた幕府が、この騒動を厳しく取り調べ、処

罰しました。 
取調べは、一揆の翌年の安永６年で、幕府が関係者

を尋問するため、村々から百姓数十人を江戸に召喚し、

経費はすべて地元負担、一揆は物心両面で深い傷後を

残しました。結果、首謀者として８人の庄屋などの人

たちが捕らえられ、江戸小伝馬町の牢内へ送られまし

た。取調べ中に７

人が獄死し、ただ

一人生き残った、

菅沢の庄屋弥市郎

が獄門という苛酷

な判決を受けます。

弥一郎は首を切ら

れ、塩漬けにされ

た首が、安永７年、

江戸から幕府役人

の秋津友蔵によっ

て美里まで持ち帰

えられ、かじか荘の近くでさらし首にされました。 

以上が「高野騒動」の概要ですが、地域では「百姓

一揆があった」という話が、まったく語り伝えられて

いなかったようです。権力によって封印されました。

村民のため、命をかけて戦った人たちを村人たちは、

密かに称え、その 33 年後に「弥一良」（弥一郎）の墓

を建てました。日付は弘法大師の命日の 3 月 21 日で

した。そして、今でも「あの場所は大事な場所だ」と

語り継がれ、供養しています。 
封建社会における時の権力と戦い、勇敢な先祖たち

が、村人を守るために多くの犠牲を払った歴史が封印

されてきました。これらの歴史事実を正しく伝え、こ

れからも郷土を守っていってほしいと思います。 
 

９.閉会点鐘 

 

平成 25 年９月 16 日（月）祝日 休 会 
平成 25 年９月 23 日（月）祝日 休 会 

次回例会 

第 1761 回例会 平成 25 年９月 30 日(月) 

海南商工会議所 ４F 12：30～ 

会員卓話  柳生 享男 君 
 

 
 
 
林 孝次郎 君 息子が病気でしたが、無事に退院

させて頂きました。 
大谷  徹  君  森下さん、本日はご苦労様です。 
小椋 孝一 君   森下さん、本日はご苦労様です。

卓話よろしくお願い致します。 
上中 嗣郎 君   森下先生、ありがとうございます。 

 
 
 

ソマリアに 50 万ドルの緊急助成を承認 

国際ロータリーは、ソマリアにおける最近のポリオ

流行に対処するために、世界保健機関（WHO）に 50
万ドル緊急対応助成を承認した。流行は子どもたちの

多くはアクセス不能に起因するポリオの予防接種を

受けていなかったソマリアの Banadir 領域内に発生

しました。 8 月 14 日の時点で、野生のポリオウイル

スの 110 例は、アフリカ·ソマリアで 100 件、ケニア

の 10 の角で報告されている。これは、2011 年以来、

2007 年以来、ソマリアでの最初の発生です。 
ロータリー助成金は、ソマリアのアクセス可能なす

べての分野での 10 歳未満の子供に免疫を目的とした

人材育成、研修、および医療従事者の輸送を含む運用

コストをカバーすます。 現在までに、予防接種キャ

ンペーンはソマリア、ケニア、エチオピアとイエメン、

ジブチで開催されました。追加のキャンペーンは年末

まで予定されています。 
 

会報委員会    委員長 ： 岸 友子    副委員長 ： 田中 祥秀   委員 ： 角谷 太基 朝井 修 土井 元司  吉田 昌生


