
                                                                                 

本日の例会（第１５４５回）  ５／２２（水） 

◆ス ピ ー カ ー  次期幹事 梅村美知容さん 

◆題    名  会員増強について 

次回の例会（第１５４６回）    ５／２９（水） 

《環境保全週間卓話》 

◆卓話紹介会員  社会奉仕委員会 委員長  杉浦 定文君 

◆ス ピ ー カ ー  国際ロータリー第 2760 地区  

                 2013～ 2014 年度 

  環境保全委員会 委員長 高橋 豊彦様 

◆題    名  未 定 

第１５４４回例会記録      ５／１５（水）晴 

◆司    会  木村 雅一君 

◆斉    唱  RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介  第四管区海上保安本部 

         総務部長 清水 昌幸様 

         第四管区海上保安本部総務部 

         総務課企画係長 中尾 正秀様 

出 席 報 告 

会 員 数  37名  前々回訂正  1542回例会 

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  7 名中 

出席会員数  28名  MAKE UP  5 名 

出 席 率  75.68％  出席率訂正  94.29％ 

会  長  挨  拶 

会  長  小關  敏光 

みなさん、今日は。今日は、「藤沢

周平」の時代小説の話をします。藤沢

周平は、いわゆる「時代小説」作家と

して「歴史小説」作家として有名な司

馬遼太郎と対比されています。もっとも、藤沢周平は、「一茶」「回

天の門」「白き瓶」「密謀」等々の歴史小説も書いています。藤沢周

平の時代小説は、どちらかといえば、下級武士で剣の使い手を主人公

にした作品が多い様です。映画化された作品も多数あり、有名なとこ

ろでは、山田洋次監督の時代劇３部作「たそがれ清兵衛」「隠し剣鬼 

 

の爪」「武士の一分」があります。その他にも「蝉しぐれ」「山桜」

「小川の辺り」「必死剣鳥刺し」等があります。テレビドラマ化され

た作品も多くあります。このうち、中西健二監督が 2009 年（平成 21

年）に映画化したのが「花のあと」です。ある藩の組頭、寺井甚左衛

門の一人娘「寺井以登」（北川景子）は、父が夕雲流の名人と言われ

た剣士であり、その父から幼い頃より剣術を指導され、女剣士として

知られていました。18歳の頃、父の選んだ「片桐才助」（甲本雅裕）

という郡代の 5 男坊で「風采の上がらぬ男」と婚約をしますが、祝言

をあげる前に、父の勧めで、「羽賀道場」で腕試しをすることとなり、

2 番弟子と 3 番弟子を負かしてしまいます。ところが、運悪く、羽賀

道場の筆頭剣士「江口孫四郎」（宮尾俊太郎）が留守で立会うことが

できませんでした。2 月程後の城の「二ノ丸」が解放されて誰もが花

見を許された日、「以登」が花見の帰りに「江口孫四郎」から声をか

けられ、「一度手合わせしたい」と言われます。「以登」としても是

非一度立会いたいと思い父「甚左衛門」に頼んで、寺井家の屋敷内で 2

人は立会います。さすがの「以登」も藩内随一の使い手「孫四郎」に

は及びませんでした。孫四郎が帰ると、父は「以登」に「今後、孫四

郎と会ってはならぬ」と釘をさしました。その後、「以登」は、100

石取勘定組平藩士の 3 男であった「孫四郎」が、300石取奏者番の内

藤家の一人娘「加代」と婚約したことを聞きます。しかし、「加代」

は、実は、家庭を持つ用人「藤井勘解由」と密会していることを知り

ます。それを知らない孫四郎は、内藤家へ養子に入りますが、2 年後

に自裁してしまいます。不審に思った「以登」は、許婚者であった「片

桐才助」に調べてもらったところ、用人「藤井勘解由」が奏者番にな

って間もない「孫四郎」に、藩の重要な書類を幕府へ提出する際に、

間違った手続を教え、孫四郎を自裁に追い込んだことが分かります。

しかも、藤井勘解由は、城下の富豪から多額の賄賂を取って私服を肥

やしていたとのこと。そこで、「以登」は、藤井勘解由を呼び出して

「果たし合い」をし、打ち果たします。その事を知った「才助」は、

きれいに後始末をしてくれます．後に、「風采の上がらぬ男」であっ

た「才助」は「寺井甚左衛門」の名を継ぎ、筆頭家老にまでなります。

この「花のあと」の原作は、短編小説ですがよく出来です。映画の方

も秀作でした。藤沢周平は、昭和 2 年（1927 年）山形県で生まれ、
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昭和 48 年（1973 年）に「暗殺の年輪」で直木賞を受賞、その後、

多くの作品を発表し、「菊池寛賞」「吉川英治文学賞」「朝日賞」「東

京都文化賞」「紫綬褒章」等を受賞して、平成 9 年（1997 年）に逝

去。私の好きな作家の一人です。 

幹  事  報  告  

1.来る6月12日(水)クラブフォーラム時に臨時クラブ総会を開催致し

ます。議案は、入会金及び会費等規則についてです。皆様、ご欠席

のないようお願い致します。 

2.次回例会(5/22)はプログラムを変更致しまして会員増強についての

卓話を行います。皆様、ご欠席のないようお願い致します。 

3.ロータリー手帳が届きましたので、お申し込みの方に同封致しました。 

委 員 会 報 告 

・最終夜間例会 I.D.M.についてのお願い   （親睦活動委員長 渡邉泰彬） 

卓  話 

海上保安庁について ～東日本大震災・尖閣対応を中心に～ 

第四管区海上保安本部 

総務部長 清水 昌幸 様 

（以下、文責 香田研二） 

第４管区海上保安本部は愛知県、

岐阜県、三重県を管轄区域とし、そ

の沿岸部から太平洋上 700 海里（約 1,300Ｋm）の沖合に及ぶ海域

を担当水域とし、その海岸線の総延長距離は約 1,653Ｋｍ、海域の総

面積は約 37 万Ｋ㎡とわが国の国土面積と同じ区域を約 12,000 名で

担当しています。因みに、12,000 名は愛知県警とほぼ同数です。 

海上自衛隊と混同されている方も少なからず見えるようですが、活動

内容は、 

１、治安の確保 

地域の安全と安心のために、国民が安全で安心して暮らせる地域（社

会）を実現するため、海上における犯罪の予防、法令の励行を図ると

ともに、刑法犯、悪質な密漁事犯、海上環境事犯、密輸、密航事犯の

取締りを行う一方、拡大しつつある国際テロ組織の脅威を排除し防止

するため、海上の警備・監視に努めています。 

領海、ＥＥＺを守る領海警備 

北朝鮮（後に北朝鮮籍船と判明）不審・工作船事件や尖閣問題に見

られる警備、監視活動も重要な治安確保の一環です。 

日本の海上保安庁は、国際法に則り、昼夜を問わず 24 時間 365日

休むこと無く監視・取締りを実施し、我が国の了領海における主権の

確保に努めています。 

因みに、尖閣諸島周辺海域における中国艦船数の増強は近年中に約

2.5 倍となり我が国も対応策が急がれます。 

２、生命を救う 

船舶の転覆、火災海難等において救助を求める人々を救出するため

の潜水業務や消火業務等の特殊な知識、技能を修得している、いわゆ

る「海猿」の名称で多くの人たちに知れ渡っている潜水士をはじめ、

救助を待つ総ての人々の生命、財産を守る救助活動に全力で取り組ん

でいます。 

講師 清水氏自身も先の東日本大震災に陸前高田市の奇跡の 1 本松

付近にて遭遇し、その後の壮絶な震災救助活動に「海猿」など海上保

安庁職員一丸となり取り組まれました。 

「命ある人々を救う」という責務は職員のモチベーションの源です

が、震災における遺体の捜索は「例えご遺体の一部、少しの遺留品で

もご家族、親類、知人の方々にお届けする」という使命感が全職員の

モチベーションの源になっていた。とのお話には感銘しました。 

３、青い海を守る 

一度壊れた環境を元に戻すことは大変困難なことであり、海洋環境

保全思想の普及、海洋汚染防止関係法令の遵守を図り、海洋汚染を未

然に防ぎ、海洋環境の保全、改善に努めています。 

４、災害に備える 

防災体制の充実に向けて、大規模地震・津波の発生に備え、沿岸防

災情報の提供を進め、官民合同の防災訓練を実施し防災体制の充実に

努めています。 

５、交通の安全を守る 

海難を未然防ぎ、船舶交通の安全を確保するために、水域の測量、

航行環境の構築、海上交通センターの運用、沿岸域情報提供システム、

水路通報、航行警報等による海の安全情報の提供を行うとともに海難

防止指導、マリンレジャー事故防止に努めています。 

最後に、「海上保安友の会東海支部加入・継続のご案内」 

現在第４管区海上保安本部の年間予算は約1,700億円で半分が人件費、

艦船等設備は、国の財政事情により大変厳しいものとなっています。

先述の尖閣諸島における中国艦船の動向、また増強策のも見られるよ

うに我が国における海上保安庁の役割はますます重要性が増すにも関

わらず、残念ながら我が国の財政は逼迫しており国民一人一人の理解、

支援が欠かせません。これを機会に是非、上記「友の会」への加入を

お願いします。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

柴山 利彌君  ゴルフ友の会 5月例会に於いて優勝致しました。 

梅村美知容さん 17 日、増強について 話し合い 参加お願いします。 

於：五一 

宇都木 寧君  本日、第四管区海上保安本部の方にお世話になります。 

【第四管区海上保安本部 総務部長 清水昌幸様、よろしくお願いします。】  

小關  敏光君 尾関  正一君 半泊  與則君 香田  研二君 

渡邉  泰彬君 岩田  滿治君 北村紀子さん 古川  康司君 

石黒    勉君 木村  雅一君 星川  直志君 横井    登君 

柘植  勝介君 藤原  研一君 梶川  久雄君 加藤あつこさん 

杉浦  定文君 

横田  徳久君 

西脇  多吉君 

西脇  良一君 

阿部  美男君 

赤崎  守弘君 

入江由希子さん 

 




