
                                                                                 

本日の例会（第１５４１回）  ４／１７（水） 

◆北区子ども会育成連絡協議会会長挨拶が行われます。 

 地区協議会報告を行います。 

次回の例会（第１５４２回）    ４／２４（水） 

◆地区協議会報告を行います。 

第１５４０回例会記録      ４／１０（水）曇 

◆司    会 足立陽一郎君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

◆来訪者紹介 名古屋 RC 中北 智久君 

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1538 回例会 

欠席会員数  10 名  欠 席 会 員  7 名中 

出席会員数  27 名  MAKE UP  7 名 

出 席 率  72.97％  出席率訂正  100％ 

会  長  挨  拶 

会  長  小關  敏光 

みなさん今日は。今日は、前に

お話した「会津藩」にまつわるお

話をします。「会津藩（23 万石）」

は、寛永 20 年（1643 年）に、

徳川秀忠の 3 男の「保科正之」が初代藩主となり、その歴史が

始まります。第 3 代藩主となったのが「松平正容」で、この時

代を背景として、作家「滝口康彦」が 1960 年ころに発表し

たのが「拝領妻始末」という短編小説です。昭和 42 年に「小

林正樹監督」が「三船敏郎」主演でこの作品を映画化したのが

「上意討ち－拝領妻始末－」です。 

享保 10 年（1725 年）秋、藩主「松平正容」の側室となっ

ていた「いち」が、藩士「笹原伊三郎」（物頭、300 石）の

長男「与五郎」に下げ渡されることになり、笹原家ではしぶし

ぶながらも「いち」を受け入れます。ところが「いち」は、外

貌が美しいだけではなく、性格もよいうえ、「与五郎」にもよ

く尽くしてくれます。不思議に思った与五郎が、ある日「どう

して側室から追い出されることになったのか」と尋ねたとこ 

 

ろ、「いち」は、「そもそも親子以上に年の違う藩主正容の側

室になること自体いやであったが、藩存続のためには藩主の子

供をより多く作っておく必要があると言い含められて側室と

なり、藩主正容の二男『容貞』を出産したが、その直後に、藩

主が『お玉』という新しい側室と仲良くしている姿を見て、一

気に怒りが爆発し、お玉の髪をつかんで部屋中を引きずり回し

たうえ、藩主の胸に武者ぶりつき、暴行を加えてしまった」と

正直に答えます。「いち」は、「嫉妬からではなく、『お玉』

の顔に悲しみのひとかけらもなかったのが許せなかった」

と・・・。この話を聞いた「与五郎」は、心から「いち」を愛

おしく思うようになり、二人の間には、享保 12 年（1727 年）

5 月には長女「とみ」が生まれました。 

ところが、その年の秋、藩主正容の長男「正甫」が突然死ん

でしまいます。そして、「いち」が産んだ二男「容貞」が世継

（世子）となったため、「いち」はその「御生母様」というこ

とになります。会津藩側としては、当然「いち」にお城に帰っ

てもらわねばなりません。そこで、笹原家に「いち」を離縁し

て返上するようにとの話が持ち上がります。しかし、「与五郎」

も「いち」も、これを拒みます。そして、父「伊三郎」も、「二

人がいやなら拒めばよい」と二人の決断を支持します。与五郎

も伊三郎も、家老や側用人、更には親戚一同や「いち」の実家

からも説得を受けますが、3人とも頑としてこれに応じません。 

しかし、与五郎の弟「文造」が裏切って、「いち」を騙して

家老「柳瀬三左衛門」の屋敷へ連れて行き、「いち」は拘束さ

れてしまいます。 

映画では、これに立腹した与五郎と父伊三郎が自宅に立て籠

もって、会津藩の討手とはなばなしく闘う話へと展開します

が、原作の方は、二人は 300 石の知行を召し上げあられ、「永

押込め」とされます。一方、「いち」の方は、名を「美崎」と

改められ「老女並」として十人扶持を頂くことになりましたが、

「正容」が死亡し、藩主が「容貞」となった後も「御生母様」

としての扱いは受けることなく、5 年後の享保 17 年（1732

年）の春に 25 歳でなくなります。与五郎と伊三郎は、寒村の
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牢の中で、「美崎」が死んだことを人伝に知ります。 

作家「滝口康彦」は、大正 13 年（1924 年）に長崎県で生

まれ、昭和 32 年（1957 年）に「高柳父子」が直木賞候補に

なって有名となり、以降、計 6 回直木賞候補になりましたが、

受賞には至らないまま、平成 16 年（2004 年）に 80 歳で死

亡しています。他に「異聞浪人記」も有名で、この作品は、昭

和 37 年（1962 年）に「切腹」とのタイトルで小林正樹監督

が「仲代達矢」主演で映画化しています。平成 23 年にも「一

命」とのタイトルで映画化されています。 

「上意討ち」も「切腹」も、モノクロ映画ですが、よく出来

です。原作も、やはりよくできです。チャンスがあれば、是非

ともご鑑賞下さい。 

幹  事  報  告  

1.今月はロータリーの雑誌月間です。雑誌委員会より宮本常一

著「庶民の発見」（講談社学術文庫）を配布致します。尚、

後程月間に因みまして、近藤雑誌委員長より卓話をして頂き

ます。 

2.来る 4 月 14 日(日)、ウェスティンナゴヤキャッスルにて地

区協議会が開催されます。当クラブは午前 9 時 30 分より二

階（エスカレーター付近）にて梅村次期幹事が一括受付を行

いますので、ご参加の皆様はよろしくお願い致します。 

 

卓  話 

ムラのおきて、国の法律、グローバル・スタンダード 

雑 誌 委 員 会 

委員長  近藤    朗 

１ 本日紹介するのは，宮本常一

氏の「庶民の発見」という本です。

初出が 1961 年（昭和 36 年）、

50 年余り前の本です。中で語られる内容が，昭和 16 年、17

年頃のこともありますから、80 年余前のことということにな

ります。宮本氏は、ここで、「限られた農地を糧に暮らす貧し

い人達」「その中で、築かれていった秩序」「嫁の地位、次男

三男の地位」「出稼ぎ」等を明らかにします。例えば「伊勢信

仰」については、現在湯河原町になっている周辺の村で、戦後、

昭和 20 年代に 70 代の高齢者たちに聞くと、「江戸には行っ

たことがない。一番遠くに行ったのは、伊勢と京都である。」

という人も多かった、「お伊勢さん参りを欠かすような家では

嫁ももらえない。」と言うのが一般だったとのことです。 

２ さて、では、「今何故、50 年以上前の本か？」というこ

とですが、私は、今、ＴＰＰ等、「グローバル・スタンダード」

にしたがっていくべきか？と考えることが多いです。その中

で、マイケル・サンデルの「それをお金で買いますか」、アル

ンダティ・ロイの「民主主義のあとに生き残るものは」、角田

光代訳の「Because I am a Girl 私は女の子だから」等を読

みました。いずれも、起こっている事実やその意味を見事に表

現している非常に優れた作品なのですが、いかんせん、出口が

見えない。その中で出会ったのが、宮本氏の著作でした。 

３ 「庶民の発見」で答えが得られたわけではありません。た

だ、「そんなに恐れることか？」という気持ちにはなりました。

と申しますのは、日本の農民たちは、維新から戦争、不況、敗

戦を経験し、その中で、「ムラのオキテ」から「国の法律」を

受け入れ、したたかに生きてきたのですね。この本を「日本が

失ってしまったもの」として読むと、少し悲しいですが、「そ

れでも我々の中に残っているもの」として読むと、「今度もな

んとか乗り切れるのではないか」と思えてくるのです。と、ま

ぁ、そんなにしかめづらしく言わなくとも、「ひいおじいちゃ

んから昔の話を聞く」という気持ちでも十分、楽しめると思い

ます。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

渡邉 泰彬君  昨夜ＣＢＣイッポーにて春の家族会の模様

が放映されました。皆さん楽しく、イイ顔で

した。ご協力を感謝致します。 

尾関 正一君  春の家族会で充分楽しみました。 

梅村美知容さん 昨日、テレビ イッポウ見ました。みんな良

い顔してました。 

道家 泰之君  昨日、無事に娘が幼稚園に入園しました！ 

近藤  朗君  本日、卓話を担当させて頂きます。よろしく

お願い致します。 

【近藤君、本日の卓話よろしくお願い致します。】 

小關  敏光君 北村紀子さん 半泊  與則君 古川  康司君 

横井    登君 柴山  利彌君 石黒    勉君 足立陽一郎君 

梶川 久雄君 柘植  勝介君 藤原  研一君 宇都木  寧君 

木村  雅一君 西脇  多吉君 松岡  三明君 阿部  美男君 

杉浦  定文君    

 

春の家族会 

「志ら玉」 

2013 年 4 月 6 日（土） 


