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西郷南洲東京顕彰会  会長  隈元 泰弘 様より 

“島流し等過酷な経験を乗り越え、あらゆる困難に立ち向かい、維新回転の大業を成し遂げた西郷さんの魅力について” 

隈元：皆様こんにちは。隈元泰弘と申します。出身は鹿児島県揖宿郡（いぶすきぐん/現 揖宿市）。今日は貴重な時間と機会をいただき、 

ありがとうございます。 

西郷隆盛さんに関してお話するが、西郷さんは①政治家・軍人②思想家③詩人と多くの才能を持っていた。資料をたくさんお配りしたが、

すべてを解説する時間はないので、各自お読みいただければ嬉しい。 

     西郷さんというと、顔を思い浮かべる方も多いと思うが、実は写真が残っておらず、生前親しかった方が描いた肖像画をひ孫である西郷隆

文さんが有力としているだけで実際の顔は不明。 

来年の NHK大河ドラマ「西郷どん」では、原作者も脚本家も女性なので、女性目線の描かれ方になるかもしれない。 

 

幕末維新は世界的流れの中で起こった 

1850年代から世界的に急激に CO２の排出量が増えていく。石炭エネルギーによる産業革命から始まるものだが、鉄鋼により、武器・ 

弾薬を作り出してからだと私は考える。米国では 1861年~1865年まで南北戦争が起こり、対外的な動きも目立った。   

同時期にイタリアは統一され、ドイツ帝国が成立し、日本では明治維新が起きるなど新興国が登場する一方で、ムガール帝国や清朝、 

ロマノフ王朝、オスマントルコ帝国などの旧帝国・王朝は滅亡を迎えた。幕末維新と同時期に世界各地で革命的な出来事が起きていた。 

1940年から 1942年にアヘン戦争が起こり、イギリス艦隊が北上し、北京に到着。次は日本と朝鮮半島だという鬼気迫る状況が幕末 

だった。薩摩の立場としては、1953年にペリーが浦賀に来航したことは御存知のとおりだが、その 30年以上前から薩摩半島の南沖の 

島や沖縄には外国船が訪れていたため、その頃から薩摩藩は危機感を強く抱いていた。 

 

西郷さんの人生 

資料「幕末維新の歴史」を御覧いただきたいが、西郷さんの人生を簡単に紹介すると 26歳のときに薩摩藩の名君・島津斉彬に見出さ 

れ、登用される。斉彬は見識豊かで徳川幕府からも譜代大名を斉彬の養子にさせて幕閣に登用しようとする意見があるなど絶大な信頼

を得ていた。その斉彬に 1854年から西郷さんは仕えて、京都や江戸を行き来する生活を送るが、1858年に斉彬が急死し、西郷さんは

失脚。後を追うべく、僧侶の月照とともに海での入水自殺を図るが、西郷さんだけ生き延び、反斉彬派から島流しを受ける。 

そして、島流しから免じられた 1864年から 4年間大活躍する。禁門の変から第一次長州征伐、鳥羽伏見の戦い、そして明治維新。 

これらが 4年間で起こった。その後、自決するまでの 9年間で、明治期に入り、廃藩置県や明治 6年政変、西南の役が起きる。 
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西郷さんの人格形成 

人間はぶどうのようなものだという喩えがある。種があり、その土地の風土や気候に影響されて、実る。同じように人間も DNAがあり、 

生まれ育った土地、西郷さんならば薩摩の風土、幕末の動乱があり、人格が形成された。 

さらには薩摩には郷中（ごじゅう）教育（薩摩藩の武士階級子弟の教育法。独特な青少年教育であり、地域ごとに自発的に実践され

た集団教育）があり、その中で「負けるな。嘘を言うな。弱いものをいじめるな」を徹底的に教え込まれた。薩摩藩の青少年は年齢ごとに 

グループに別れるが、西郷さんは 15歳から 25歳のグループ「二才（にせ）」のリーダー、二才頭であった。その教えの影響で西郷さんは 

交渉ごとの際に「嘘を言うな」=「誠」を非常に重視し、また、庄内藩への処置のときには「弱いものをいじめるな」の精神が色濃く出ている。

江戸無血開城においても、この精神が影響を及ぼしていると考えている。 

 

西郷さんの人柄 

続いて、資料「西郷隆盛翁の遺風一環」を御覧いただきたい。 

中岡慎太郎は土佐の倒幕の志士だが、1864年末に土佐の同志である板垣退助に送った手紙に以下のように記している。 

「当時 洛西の人物を論じ候えば、薩摩には西郷吉之助、人となり肥大にして御免の要石にも劣らず、いにしえの安倍

貞任（1051年から始まった前九年の役で朝廷や源頼家に善戦した名将）などは かくの如きものかと思いやられ候。 

この人（西郷）学識あり、胆略あり、常に寡言にして、最も思慮勇断に長じ、たまたま一言を出せば確然人腸を貫く。

かつ徳高くして人を服し、しばしば艱難を経てすこぶる事に老練す。その誠実、武市（武市半平太）に似て学識あるこ

とは実に知行合一の人物なり。 

これすなわち当世洛西第一の英雄にござ候」 

このように他藩の人から褒められている。「御免の要石にも劣らず」とあるが、御免は土佐の一地名、要石は相撲取りのしこ名で、土佐の 

力士のように西郷さんの体格が良いと言っている。他の文献には身長 179-180cm、体重 108-110kg だったと記録されている。 

当時の成人男性の平均身長は 155-160cm だったので、ずば抜けて大きかったことがわかる。外見だけでなく、中身も誠実で“事に老練”

していたとのこと。 

ちなみに、手紙の中に安倍貞任の名前が出てくるが、その弟の安倍宗任の子孫が安倍晋三首相だと言われている。安倍宗任は京都から

島原半島と移り住み、最後に長州へ来たと安倍首相のお父様が盛んに仰っていた。 

 

島津家の御家騒動 

西郷さんは 30-36歳という体力・気力のある 5年間に 2回の島流しに合っている。原因は島津家の御家騒動。 

斉彬は、斉彬の青年期まで存命であった曽祖父の第 8代藩主・重豪の影響を受けて洋学に興味をもつ。これが周囲の目に蘭癖と映った

ことが薩摩藩を斉彬派と、斉興（斉彬父）・久光（斉彬異母弟）派に二分する抗争の原因の 1 つになったとされる。 

斉彬が藩主に就任となれば、重豪のように公金を湯水のごとく費やし藩財政の困窮に一層の拍車をかけかねないと特に藩上層部に心配さ   

れ、斉彬父・斉興は斉彬が 40歳を過ぎてもまだ家督を譲らなかった。そして、家老・調所広郷や斉興の側室・お由羅の方らは、お由羅の

子で斉彬の異母弟に当たる久光の擁立を画策した。 
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斉彬派側近は久光やお由羅を暗殺しようと計画したが、情報が事前に漏れて首謀者 13名は切腹、また連座した約 50名が遠島・ 

謹慎に処せられた。斉彬派の 4人が必死で脱藩し、斉興の叔父にあたる福岡藩主・黒田長溥（くろだ ながひろ）に援助を求めた。 

長溥の仲介で、斉彬と近しい幕府老中・阿部正弘、伊予宇和島藩主・伊達宗城、越前福井藩主・松平慶永らが事態収拾に努めた。 

こうして 1851年 2月に斉興が隠居し、斉彬が第 11代藩主に就任した。 

斉興には徳川将軍から茶器が送られたとも言われており、この時代に茶器を送るというのは、お茶でも飲んでゆっくりしろ、つまり、引退しろと 

いう含意があった。これにて斉彬が藩主となり、西郷の 4年間の活躍があった。 

しかし、斉彬が急死したあとは、斉彬派であった西郷は久光派に弾圧され、島流しに遭う。斉彬の死は斉興による毒殺だとオランダ人 

医師は記している。 

余談だが、生前、斉彬は久光の息子の忠義を自身の婿養子として、第 12代藩主とするよう遺言を残す。忠義には女の方が 8人いて、

8女・俔子（ちかこ）が久邇宮邦彦王と結婚し、その娘・良子が昭和天皇へ嫁ぎ、香淳皇后となる。 

大名の御家騒動といえば、伊達騒動などが有名だが、薩摩藩でもこのようなことが起きていた。 

 

1859年~1864年 過酷な島流し生活 

お家騒動による島流しの 1度目は奄美大島で 3年間、2度目は徳之島経由で沖永良部島。 

奄美大島や徳之島ではそこまで過酷な環境ではなかったが、最終的に久光の逆鱗に触れたことが原因で、鹿児島県から約 546km も 

離れた沖永良部島に流された。東京-岡山間が 537 km なので、遠さがおわかりいただけるだろうか。沖永良部島では、簡素な吹きさらし 

の牢に入れられ、南国の太陽光による暑さ、雨風、蚊などの害虫を防げない状況だった。そんな生活が続き、西郷さんが死にかけているのを

見かねた島の役人が屋敷の中に牢を作ってくれて、生き延びた。1年 6 ヶ月を沖永良部島で過ごし、鹿児島に戻ってきたときはまともに 

歩けなかった。 

 

1864年~1868年 大活躍の 4年間（長州征伐、薩長同盟、王政復古の大号令、小御所会議、鳥羽・伏見の戦い） 

繰り返しになるが、資料「幕末維新の歴史」を御覧いただくと、「1864年 2月 西郷許されて鹿児島へ帰還」とあるように、1864年に 

帰還し、1868年に明治維新が成立するまでの 4年間が西郷さんの大活躍した期間。 

その中でまず、第一次長州征伐がある。長州藩は皆様御存知のとおり、一番過激な倒幕派で、何度も京都へ攻め込む。15万人の 

大軍が長州を取り囲み、その責任者は尾張藩の徳川慶勝。その参謀本部に西郷さんが起用される。15万人が攻め込めば、長州は

なくなってしまうので、西郷さんは長州を残そうと考える。資料を読み上げる。 

「1864年 10月 24日、徳川慶勝は西郷を旅館に招いて意見を求めた。西郷は総督・慶勝へ長州藩降伏の策（「長人を 

以って長人を処置させる」＝藩主の謝罪文、3家老の切腹、４参謀の斬刑、三条実美らの九州へ移す、山口城の破却） 

について腹案を述べると、慶勝自身も戦乱を避け速やかに征長を終わらせ様と考えていたので、全面的に西郷案に 

賛成。」 
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これにより、長州では兵力 2，000-3，000人が温存され、それがのちに鳥羽伏見の戦いで大きな戦力となった。西郷さんの長州へ

の処分案が明治を動かす 1 つの要因になったといえる。幕閣は「どうして長州を攻め落とさないのか」と徳川慶勝に対して、長州藩主を

連れてくるよう命じる。しかし、徳川慶勝は「征長について将軍より全権を委任され、降伏条件と解兵は総督府を通じて幕府へ報告した。 

命令の実行は解兵した現在では不可能である」と断って、その上で処罰をうけるなら受け入れると回答した。 

長州と薩摩はいろんなことがあった。禁門の変で皇居に長州が攻め入ったときには、薩摩は会津と組み、長州を撃退している。第一次 

長州征伐では西郷さんは長州を攻め滅ぼさず、温存。その後、薩摩名義でグラバー（トーマス・ブレーク・グラバー：スコットランド出身の 

商人。武器商人として幕末の日本で活躍）から武器を入手し、長州へ流す。そして、1866年に薩長同盟を組み、第二次長州征伐に

は薩摩は不参加。 

実は薩長同盟が密約される前に、薩長の留学生同士はイギリスで交流していた。長州は 1863年に伊藤博文などを、薩摩は 1865年

に 19人を留学させていた。これらはイギリスのサポートがあってのものだが、長州とその留学生はお金がなかったので、薩摩の留学生が長州

勢に支援をしたり、長州の留学生 1人が亡くなったときには薩摩の留学生 10人が葬儀に出席したり、日本の動乱と同時期のイギリスで

は薩長同盟への布石が打たれていた。 

西郷さんが活躍した出来事として、第一次長州征伐や薩長同盟があるが、ほかにも資料「幕末維新の歴史」1 ページ目下部記載の以下    

の出来事にも大きく関係した。 

1867年 10月 討幕の密勅（なるもの）が薩摩藩と長州藩に下る。（天皇１６歳） 

       10月 徳川慶喜、大政奉還。朝廷、これを受けて、薩長に倒幕の実行延期の沙汰書を下す。     

         （徳川慶喜戦略案：天皇を君主、自分は上院議長＝総理大臣） 

        11月 坂本龍馬、中岡慎太郎暗殺される。 

12 月 王政復古（クーデター）の大号令：薩摩・尾張・越前・土佐・芸州ノ兵御所門を固め、 明治天皇隣席の

下、江戸幕府廃止、天皇親政の名の下、岩倉ら一部の公家と五大名家が主導する新政府を成立・宣言す

る。ある「1867年 10月 討幕の密勅が薩摩藩と長州藩に下る」「徳川慶喜、大政奉還」の出来事。密勅を

封じて、慶喜自身は総理大臣になろうという思惑があった。そして、坂本龍馬の暗殺などあり、王政復古

の大号令が宣言される。 

           同日 小御所会議（土佐・越前・尾張対岩倉・薩摩）で紛糾：徳川家の扱いについて山内豊信らが徳川慶喜の 

出席と慶喜を議長とする諸侯会議の政体を主張、これに対し、岩倉らは徳川政権の失政を並べ「辞官 

納地」と主張する。 

 

ここで話がまとまらず、延々と話し合いが続いたので、休憩時間が持たれた。そのときに薩摩藩士が西郷さんに相談すると、西郷さんは 

「短刀１本あればけりがつく」と答え、岩倉をけしかける。岩倉は、決心を固め、反対派の刺殺をも覚悟のうえ、事を迫ろうとしたところで、

形勢不利を察知した土佐が折れ反対派が黙り込み、徳川慶喜の辞官納地（辞官：官位を返上すること、納地：領地を返上するこ

と）が決定した。これに対して、幕府側が反発し、1868年の鳥羽・伏見の戦い（薩摩長州等 4,500兵、幕府 15,000兵＝薩摩

長州勝利）に繋がる。 

ついでに、鳥羽・伏見の戦いで薩摩藩は京都の東寺に本営を置く。これは軍略家が東寺にいたからではないかと思う。 

東寺は、過去を見ても、足利尊氏が敗戦し、九州から京都へ上ってきたときに軍を置いていたし、織田信長も軍を据えたことがある。宮本

武蔵も決戦前には東寺に赴き、陣を引いていた。それを薩摩藩が知っていたかは不明だが、西郷さんも東寺に本営を置いた。結果と 
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して、薩長が勝利する。 

話を戻し、鳥羽・伏見の戦いで、江戸城を攻めるにあたって、薩長の 4,500人という兵の少なさは無謀だとされていた。 

大村益次郎（幕末期の長州藩の医師、兵学者。長州征討と戊辰戦争で長州藩兵を指揮し、勝利の立役者となった。事実上の日本

陸軍の創始者と見なされることも多い。靖国神社の参道中央に像がある）は「兵力がすくない、全軍東に向かえば留守の京都を幕府 

海軍がついてきて玉（天皇）を奪われる。挟み撃ちにあう」との意見であり、何十万人の譜代大名、親藩の兵が江戸城集結すれば、 

薩長・朝廷側は苦戦必至だと多くの人が考えていた。第一次長州征伐のときに幕府は 15万人の兵員を動員した実績があり数十万の

動員は可能。 

しかし、西郷さんは、「１日も早く兵力を整え追撃を主張、天下の大勢を見れば風はこっちに吹いている。西風が東風を圧している。この

千載一隅のチャンスを逃せば勝利はない」と主張。 

後日談だが、慶喜に小栗上野介（おぐりこうずのすけ：江戸時代末期の幕臣、勘定奉行、江戸町奉行、外国奉行）が次のような 

戦略を提案していたが、慶喜はなぜか却下。「東海道を上ってくる官軍を洋式の軍隊で迎え撃ち、強力な幕府の海軍力で駿河湾を 

封鎖し、海岸を進軍する後続部隊をことごとく砲撃」というもので、これを後日聞いた大村益次郎はこのとおり実行されていたら、官軍は 

通過できなかったと愕然としたとされる。いずれにしても結局西郷さんの意見が通り、東征が決定した。 

東征が決まったが、そこで一番大事なのは江戸に着くまで無事でいること。問題は尾張藩の存在。尾張藩は御三家の筆頭で、公称 

61万石（実質 90万石）を擁し、総兵力は 2万人。京都から江戸に向かう道中はすべて親藩直轄領なので、この尾張藩を味方に 

つけられるかどうかが非常に大きなポイントだった。 

尾張藩 14代藩主であり、尾張徳川家第 14代・第 17代当主の徳川慶勝は岩倉具視にどちらにつくか迫られ、官軍につくと英断。 

反対派を斬り捨てる。さらに慶勝が周囲の藩に官軍へつくよう仕向けた結果、情勢を一気に変えていき、東海道、中山道の 43 の藩、

447 の旗本領が、新政府に忠誠を誓う。これにより、官軍は江戸まで無事に到着し、江戸城無血開城を達成する。 

資料「西郷隆盛翁の遺風一環」4 ページ、2014年に亡くなられた著名な外交官の岡崎久彦著 「100年の遺産」に以下記述が 

ある。 

この西郷が官軍を代表し、徳川側を代表する勝との間で江戸城の平和的引渡しをしたのが、歴史の白熱する瞬間です。

これで江戸 100 万の市民は戦火をまぬがれ、徳川の幕臣は生活の資を得ます。 

それよりも何よりも、日本国内の分裂に乗じようと爪牙を研いでいる帝国主義列強の干渉を排除し、日本の独立と領土

の保全を果たします。西郷は英国からの援助の申し入れに対して、「日本の事で外国に援助をしてもらうような恥ずか

しい事は到底出来ない。」と断り、勝はロシアからの資金援助を断っております。 

後年、清国の李鴻章がロシアから賄賂をとって、満州駐兵を許したのが清朝が瓦解の大きな契機となった事を思うと、

日本がこの時期にかくも傑出した人物２人を持った幸運に改めて思いを致さざるを得ません。 

 

1871年 廃藩置県 

その後の大きな出来事としては、1871年 7月の廃藩置県。西郷さんを中心とした大改革で、これをもって、日本は中央集権国家とな

った。それまでは明治維新と言っても、地方分権であった。 

資料「西郷隆盛翁の遺風一環」3 ページに安藤英男著「西郷隆盛」より山県有朋の西郷評を記載した。 
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「廃藩置県の断行における西郷の果断明快なる決断力」 

長州藩の山県等が起案した廃藩置県案（藩知事からその土地の領有権を奪い取るもの）に対し、西郷の去就こそが 

成否の鍵である。山県が隆盛にはかると「それはよかろうが、木戸の意見はどうか」とたずねた。山県が「あなたの

意見を聞いた上で、木戸に相談する事になっています」と答えると「それはよろしい」といった。あまりに対応が 

早く、また簡単な挨拶なので山県はさらに念を押して「この問題はじつに重大ですからどうしても血が出ます。その

覚悟をしなければなりませんが」というと、やはり隆盛は「わしはよろしい」と一言いったのみであった。（これは 

明治 4年 6月 30日か 7月 1日）山県は、大いに感激して早速同志に報告した。これを聞いた木戸も大いに喜び、その

日記に「西郷、断然同意の返答を聞き、大いに国家のために賀し、かつ前途の進歩も亦、これより一層なるを楽しめ

り。」（明治 4年 7月 7 日）と記している。また山県も「実に私もこの時は西郷を見上げた。西郷という人はどうして

も非凡の人間である。その果断明快、よく事の利害を察し、そうしてよくこれを実行する力を持っているというの

は、到底尋常の人間のできない事である。」と述べている。 

明治 4年 7月 9 日木戸邸で 密議 薩摩側 西郷、大久保、従道、大山 長州側 木戸 井上、山県が 

出席議論の主眼は廃藩に反対している雄藩をどう押さえこむかであった。一座の連中があれこれ不安を言い合ってい

た。そのとき遅れてきた隆盛が、言葉すくなに発言した。「勅令が出てから、もし暴動でも起きれば責任を以って鎮定

します。自分が市谷の兵舎に寝起きしている限りご心配なくおやりなさい」之で議論は一決して三条、岩倉にも同意

とりつけ 7月 12日一同参朝して天皇に決済を仰いだ。この歴史的大令は 7 月 14日公布された。 

 

1873年 明治 6年の政変 

1873年には、征韓論に端を発した、西郷さんや板垣を含む当時の政府首脳である参議の半数と軍人、官僚約 600人が職を辞した

明治 6年の政変が起きた。 

大阪市立大学の毛利教授によると、征韓論（武力をもって朝鮮を開国しようとする主張）の中心的人物は西郷さんだと言われていた

が、そのような資料は残っておらず、むしろ西郷さんの主張は遣韓論（出兵ではなく開国を勧める遣韓使節として自らが朝鮮に赴くと

いう主張）であったとされる。 

先日、2017/7/2付に朝日新聞に「西郷さんの征韓論ではなく、長州閥による静的好機に使われたのではないか」との記事があった。

歴史は闇だが、そういう意見が近年出てきており、鹿児島県知事も教科書作成会社に征韓論でなく、遣韓論と表記してほしいと異議

申し立てをしたほどで、文科省は「異議申し立ては前代未聞」として受け入れていないが、遣韓論が有力と私は考える。 

明治 6年の政変では、長州閥の温存、特に汚職していた山県や伊藤が温存された。天皇のもとへ岩倉が反対を訴えたときに、統帥権

の原点が行使されている。長州出身の総理大臣は 8名（伊藤博文、山縣有朋、桂太郎、寺内正毅、田中義一、岸信介、佐藤栄

作、安倍晋三）出ているが、薩摩では西南戦争で多くの人が亡くなったので、父・小泉純也氏が鹿児島出身である小泉純一郎氏を 

二世として含めても薩摩出身の総理大臣は 4名（黒田清隆、松方正義、山本權兵衞、小泉純一郎）となっている。 

明治 6年の政変から 2年後、1875年に江華島事件が起きる。西郷は「武力に依存するのはけしからん」とし、使節をもって解決すべ

きだと考えていた。詳しくは資料をお読みください。 

西郷さんが明治 6年の政変で下野したあと、庄内藩・酒井玄春が心配して、西郷さんのもとを訪ねてきて、次のように談話した。 

ロシアとの対決は必至であろうが、北海道を防衛するだけではロシアと対抗できないと思われるから、むしろ朝鮮問

題を解決して日本が積極的に沿海州方面に進出し、「北地」を防衛するのが上策であり、さらに英露対立を念頭におい

て日英提携してロシアにあたれば「魯国恐るに足らず」との世界戦略を示した。つまり、西郷の構想では、朝鮮問題

の解決は、対ロシア防衛戦略の第一段階にも位置づけられていた。（毛利俊彦著 明治６年政変） 
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        船舶、三菱財閥の誕生 

 幕末幕府・各藩船舶製造・輸入状況（1854年～1867年）は、以下のとおり。幕府の海軍力は相当で、薩摩藩の幕府への対抗

心もわかる。 

•       

 

日本政府（大久保・大隈）は、台湾出兵に際して船舶およびその運行が必要になったが、今まで船舶関連で頼ってきた薩摩とは明治

6年の政変で袂を分かっていたので頼れず、薩摩に次ぐ海運富国である土佐の岩崎弥太郎に委託した。三菱は創立わずか 6年で 

あった。私は三菱商事出身だが、三菱が財閥を築けたのは、明治 6年の政変や西南戦争、朝鮮出兵で巨万の富を得たことからだと 

言える。 

明治 8 年 7 月内務卿大久保は海運の事業経営に関し下記を閣議に提出。 

① 政府の保護、管轄のもとに民間会社を育成し海運を一任。 

② 民間会社に三菱を指名。強い反対あるも、大久保が強硬に主張して参議たちを説き伏せた。(大隈の説明）  

上記に基づき   

③ 政府は三菱に 12隻の汽船を無償下付。 

④ 政府は日本国郵便蒸気船会社（半官半民）所属の汽船 18隻を買い上げ三菱に無償交付。 

⑤ 郵船汽船三菱会社と改称。 

 

     この 30隻の無償貸与により、三菱は富と地位を手に入れるが、大久保が暗殺され、後ろ盾を失ってしまう。反三菱派が決起し、半官

半民の船会社を作る。両者はしのぎを削り、共倒れ寸前になったところで政府の仲介により、合併して出来た企業が今の日本郵船。 

      

     思想家・詩人として 

思想家としての西郷さんについては、南洲遺訓を見ていただきたい。庄内藩がまとめたもので、1 つご紹介する。 

「25条 人を相手にせず、天を相手にせよ。 

天を相手にして、己れを尽て人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬ可し。」 

詩人としての西郷さんについては、お配りした漢詩 5 つをお読みいただきたい。長くなりましたが、以上です。 

 

松本：ありがとうございます。私の母は伊集院しげ子という名前で鹿児島出身。私の従兄弟は西郷家の末裔と結婚したが、結婚式に出席した際

に相手側の親戚中があの皆さんが思い浮かべる西郷さんとそっくりな顔立ちだった。隈元さんに本を頂いて、薩摩家に伊集院家がどのような
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陰謀、理由で滅ぼされたと詳しく知ることができた。お話にもあったが、西郷さんが 4回も島流しに遭いながらも島津家や政府から重要視

され、明治維新の成功や日本が植民地とならないように画策してきた偉業があると知り、今日の日本に大きな影響を与えているすごさ

を知り、感銘を受けた。 

 

3．岡西佑奈様 個展のお知らせ 

松本：API の応接室には岡西佑奈さんの作品が 4作品飾ってあるが、今度個展を開かれる。 

岡西：書家の岡西佑奈と申します。10/10~10/21 まで、選挙の期間とまったく一緒だが、銀座の吉井画廊で開催する。 

岡西佑奈展「無～あるが儘～」 

◯会期:2017年 10月 10日(火）～10月 21日(土） 

◯時間:平日/午前 10時～19時  土曜日/10時～18時（日曜休廊） 

◯会場:吉井画廊 東京都中央区銀座 8-4-25 

◯お問い合わせ:03-3571-0412 

松本：彼女の作品をとても素敵だなと思っていて、戸塚ロイヤルクリニックの髙橋さんからもロビーに置いたらどうかと提案を頂いている。 

今日はありがとうございました。 

以上 


