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第1238回（本年度 第34回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 3/28 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　ガバナー輩出についての
　　　　話し合い
■第2回 ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム
■第10回 4月度理事会
　13：40～　サファイアルーム
※次週、3月21日（木）の例会は休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

♬SONG : 「我等の生業」
●卓話　自己紹介
　小林 俊統 会員
　植屋 亨 会員

本日は大阪大手前RCの鹿野様、真木様ようこそいらっしゃいました。
後ほど今年度のロータリーデーのご案内よろしくお願いします。そし
て米山奨学金のショウちゃん本日が最後の例会ですね。後ほどこの
一年間の感想を聞かせてください。

さて先週の木曜日に大阪天満橋RC主催の大阪天満宮での観梅会に



行ってきました。中之島RCからは会員、ご家族合わ
せて10名の参加でした。

私は初めての参加でしたので、案内には観梅会を見
てそのあとぜんざいを頂くと書いてあったのでその
つもりでしたが、行ってみますと大阪天満宮の亀の池
の奥に椅子とテーブルが並べられ、テントも設置され
てました。

するとビールや日本酒がありテントの中では天ぷら
を揚げてました。そしてその天ぷらを使ったおでんも
あり、だれもぜんざいを食べている人は居てなかっ
たです。揚げたての天ぷらも美味しかったしなかなか
良いものでした。

天満橋RCさんはもう30年ぐらい前からされているそ
うで、大手前RC、中之島RCにお声がかかったのは3
年程前からだそうです。おそらく毎年この時期に開催
されると思いますので是非一度行ってみる事をお勧
めいたします。

後ほど大手前RCさんから今年度のロータリーデーの
案内があると思いますが、今年はそのロータリー
デーの後フレッシュロータリアンが中之島RC主催で
あります。これは中之島RC主催ですから出来れば全
員出席でお願い致します。そうすると必然的にロータ
リーデーも全員出席して頂けるとありがたいです。

■本日は吉田会員の卓話です。
　宜しくお願い申し上げます。

■3月14日（木）ガバナー輩出の可否についてクラブ
内で第2回目の協議をします。

■3月21日（木）祝日の為、休会です。

■3月28日（木）新入会員の自己紹介です。

2018-19年度第1237回（第33回例会）
幹事報告 (3/7)

幹事  藤本 淳司

大阪大手前RCより鹿野 浩一様と真木 俊久様が
IMロータリーデーのPRにお見えになりました。

　小林会員、植屋会員ご準備を宜しくお願い申し上
げます。

■4月4日（木）福田会員の卓話です。
　ご準備、宜しくお願い申し上げます。

地区委員会、その他の報告です。

■「2019-2020年度 IMロータリーデーに関する説
明会」

　日程：3月13日（水） 15：00～16：00

　会場：国際ロータリー第2660地区
　　　  ガバナー事務所　会議室

　木村会長エレクト、安達次年度幹事、IM実行委員
長、ご出席を宜しくお願い申し上げます。

■「三世代クラブ有志合同懇親会」
　ホスト：大阪大手前RC
　日程：3月29日（金） 18：00～
　会場：帝国ホテル大阪　22階「ペガサスの間」
　会費：￥8,000（飲み物込み）

■今月のロータリーレートは1米ドル＝110円



赤穂浪士の吉良上野介邸討ち入り事件から300年を
経ております。

この間、歌舞伎、文楽から小説、映画、バレイにいたる
まで想像豊かに様々な表現がなされ、今日を迎えて
います。その大半は47士を前提としておりますが、研
究者の間では依然として46士か47士かの論争が続
いており決着がついておりません。現に平成の初め
まで浪士達のお膝元赤穂市は46士説でありました。

その渦中にある人が寺坂吉右衛門（討ち入り時38歳、
以下寺坂）身分は最下級武士足軽です。赤穂市は寺
坂を義士として認めていなかったのです。

寺坂は元禄15年12月14日の討ち入り前に逐電した
のか、討ち入り後全員で泉岳寺へ行く途中に逐電逃
走したのか、いずれにしても全員での自首に参加せ
ず、当然切腹もしていないのです。寺坂は2週間後の
12月27日に播州姫路の吉田忠左衛門（討ち入り時
64歳、以下吉田）の妻おさんの元へ帰っております。
吉田は大石内蔵助に次ぐ浪士のNo.2で寺坂は吉田
組の一員であったので、幼少の頃から吉田の家族の
ように過ごしていた。

討ち入り時には老齢の吉田を補佐し行動を共にした
ことは資料に残っています。

＊堀部安兵衛懐中所持契約書他

では何故どのように今日まで300年も46士か47士か
の論争が続いているのかを説明します。

46士説

1．江戸、明治における言論界の雄である大蔵賢斉
や徳富蘇峰が寺坂討ち入り前逐電説不義士論
を唱えた影響。

2．討ち入り元禄15年から47年後、大坂竹本座で

赤穂浪士は４６士か４７士か

吉田 了 会員

公演した仮名手本忠臣蔵が爆発的な人気を呼
び今日に至るまであまりにも有名である。47士
は所詮仮名いろは47文字の語呂合わせにすぎ
ない。

3．この300年発見、発表された資料は多岐にわた
るが、討ち入り直後のものしか信用出来ない。
討ち入り当日大石内蔵助以下2名が出した上申
書＊浅野内匠頭家来口上には一名直前逐電と
なっている。ましてや逃亡後の寺坂の手記＊寺
坂信行筆記ほかなどの資料は寺坂の自己保身
にすぎない。

4．他の46士と共に切腹していないから義士にあ
らず。

47士説

1．討ち入りはテロであります。重大犯罪であるから
逮捕後の処刑は免れない。

寺坂はそれを承知で帰省しているのは大石、吉
田の密命があったからだ。

討ち入り当日大目付に出した上申書＊上記に
寺坂事前逃亡とあるのは幕府の追及を逃れる
ため、事実大目付は最下層の足軽寺坂をおか
まいなしとした。

2．46人全員切腹のさたが下され切腹した元禄16
年2月4日の前日、吉田は女婿 伊藤十郎大夫に
出した暇乞状＊花岳寺所蔵伊藤家文書のうち
赤穂義士寺坂雪冤録によると幕府をはばかる
遠回しの文面で次のように言っている。

寺坂は世間で言われるであろう卑怯者でない。
我々承知の行動であるから今後彼の面倒をみ
てほしい。くれぐれもよろしくと記載されている。

結論

昨年末30年12月14日大石神社恒例の義士祭に
出席した際のこと、寺坂吉右衛門  末裔  寺坂○○
殿と紹介された方が居られました。

時々義士祭で義士○○の親戚だと言う方にお目に
かかることはありますが、この寺坂さんには興味を
持ちました。何故なら私の知る限り平成の初めまで
赤穂市の見解は46士でありました。平成4年赤穂
市長は今後赤穂市の行事は全て47士で行うと公



大阪フレンドロータリークラブ
創立２０周年記念講演・祝賀会
2019年3月6日（水）16：30より、ホテルニューオータニ

大阪にて大阪フレンドロータリークラブ創立20周年記念

講演・祝賀会が開催されました。当クラブからは高島パ

ストガバナー、西田会長、藤本幹事が出席いたしました。

記念講演は大阪国際がんセンター総長 松浦 成昭氏に

よる「これからのがん医療と大阪国際がんセンターの挑

戦」についての講演でがん患者の時代変化による推移

と傾向、大阪の地域特性、最新医療、検診、予防につい

てご講義頂き、笑いを交えながら分かりやすい内容で

大変参考になりました。

祝賀会は日本舞踊、マジックショーと多彩なプログラム

で、料理とワインも美味しく、有意義な時間を楽しませて

頂き20：45に閉会致しました。

米山奨学生 米山奨学生　簫 宇庭（ショウ ユーティン）

皆さん、こんにちは。

先日学校の卒業式かありました、私は精勤賞以外に学
校長賞も貰いました、しかも学校長賞の代表として登壇
することになりました。

でもその日の朝は緊張のせいで、電車の方向間違いま
した。中之島と中書島この2つの名前を勘違いしました、
幸い早めに家てたので、遅刻しなくて済みました。

私は来月から東京で仕事をし、自分の実力を高め、将来
大阪に戻れるように頑張るとう思ういます。

米山奨学会に入られて、中之島クラブに入られて本当に
良かったと思っています。ここにいる時間は私にとって
本当に大切で、コミュニケーション能力たけじゃなくて
自分の心も成長していると感じています。

この一年の経験を活かしてこれからの仕事に向けて頑
張りたいと思っています。

この1年の間お世話になりました本当にありがとうござ
います。

式に表明しました。ところが赤穂市教育委員会市
史編纂室は46士の見解のまま訂正しておりません
でした。現在はどうなっているのか私は市史編纂
室に問い合わしましたが、返事が無い。ようやくの
結論が平成9年3月刊行 赤穂義士論 寺坂吉右衛
門について をお読み頂き判断は読者にお任せす
るというものでした。

今もって論争に終止符をうつ決定的な資料が無い
のです。

私は寺坂吉右衛門を47士に入れるべきだと愚考
します。討ち入り直前の元禄15年11月末50名の
討ち入り浪士から3名が離脱しました。その3名は
歴史的にも個人的にも抹殺された生涯をおくりま
した。対して寺坂は逐電、逃亡の噂の中、吉田忠左
衛門の家族と共に83歳の生涯を終えています。死
を覚悟して討ち入りした武士寺坂は卑怯なやまし
い行為をするはずが無いと推察します。



ニコニコBOX

西田：5月のロータリーデーとフレッシュロータリアン、
出来れば全員参加でお願いします。ニコニコ

藤本：吉田会員、本日卓話よろしくお願い致します。

村上：吉田会員、本日の卓話楽しみです。ニコニコ

戸田：昨年12月に発売した本が、3回目の追加出版に
なりました。ニコニコ

吉田：81歳の誕生日をお祝いいただき有難うござい
ます。
今年も無事今日を迎えられたのも中之島RCの
おかげです。
つきましては、感謝の気持ちを込めてニコニコ
します。

早瀬：月初です。ニコニコ

山本：吉田さん、代理卓話有難う！

高島：何もありません。でもニコニコ

嶽下：しょうちゃん、今日で最終例会です。1年間有難
うございました。

前田：いよいよ総選挙です。

檜皮：吉田会員、お誕生日おめでとうございます。

過分なニコニコ有難うございます。目標額に近づきま
した。

辻（義）：ニコニコ

上山：花粉症の季節ですね！

満村：暖かくなりましたね。ニコニコ

栗山：花粉大変です。

本日合計 : ￥135,000
累　計 : ￥1,699,471
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●出席報告
会員数 35名 国内ビジター 2名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 29名 外国ゲスト 1名
欠席者 6名

出席率 82.85 %
2月14日の修正出席率 85.71 %

・オードブル　アボガドグラタン
・牛フィレ肉のステーキ温野菜添え

ベアルネーズとマデラソース
・コンビネーションサラダ、コーヒー、パン

本日のメニュー

▲お誕生日のお祝い：左より栗山 博道会員・福田 忠博会員・
　吉田 了会員・西田 末彦会長・藤本 淳司会員

▲事業所設立記念のお祝い：左より上瀬 匠会員・梅原 一樹会員・
　早瀬 道圓会員・吉田 了会員・檜皮 悦子会員・西田 末彦会長

▲結婚記念日のお祝い：左より井本 万尋会員・北村 讓会員・
　藤本 淳司会員・西田 末彦会長

●メイクアップ
北村 　薫   2 月14日 瀬戸田RC

●本日のゲスト
米山奨学生 蕭　 宇庭 様

●本日のビジター
大阪大手前RC 鹿野 浩一 様
 真木 俊久 様


