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忠臣蔵の話です。何を今

頃と思われるかもしれませ

んが、元禄 15年 (1702年 )12

月 14日 は新暦では 1703年

1月 30日 、つまり今 日がそ

の討ち入 りの日です。映画

などで観る季節感も、旧暦

12月 14日 とするより新暦 1月 30日 として観たほうが

自然な気がします。

忠臣蔵は日本人に最も人気のある演 目の一つといっ

ていいでしょうが、近松門左衛門が描いた仮名手本忠

臣蔵が史実として伝わったにすぎず、事実はほとんど

わかつていません。公文書の類がまったくないからで

す。

私のような素人が思いつくだけでも、幾つかの 「何

故 ?」 があります。例えば、①浅野長矩は 17歳のとき

に接待役を大過なくこなしている。 2度 目なのに大き

な失敗を繰 り返 したのはなぜ ②吉良氏は儀典長 とし

て作法 。儀礼を教える立場にあり、浅野が失敗すれば

指導した自分の責任問題になる。 ウソを教えたとされ

るのはなぜ ③大切な役割を果たしたはずの事務方の

江戸家老がクローズアップされないのはなぜ。ちなみ

にこの江戸家老は討ち入 りに参加 していない。 ④吉

良家は高家筆頭で大名格の家柄だが 4200石の旗本に

過ぎない。浅野家は 53500石 の大名で格上。松の廊下

ですれ違 うとき道を譲るのは吉良氏側のはず。それで

も刃傷沙汰になつたのはなぜ ⑤大石は 150人の血判

状から47人に至るまで効果的な手を打つていない。有

能な大石にして、なぜ ⑥吉良邸で応戦 した侍の数は

70人強、他に 200人近い下級武士がいたとされる。

一人の赤穂浪士 も討ち取れなかつたのはなぜ ⑦本

所 ,松坂町から約 10kmの 高輪・泉岳寺に向か う途中、

浪士たちが御用にならなかったのはなぜ ③これほど

の浪士たちの集結に、幕府や奉行所、吉良邸が手を打

てなかつたのはなぜ

そんな中で、先月、赤穂浪士討ち入 りを江戸庶民が

どう受け止めていたかとい う書簡が見つかり、新聞等

で報道されました。近江商人の書簡で、書簡の日付は

元禄 15年 12月 15日 、つまり討ち入 りの翌 日ですが

差出人や宛先は書かれていません。

専門家の鑑定はこれからでしょうが、我々が剛1染ん

だ映画の幾つかの画面の修正を迫るような記述もあり

ます。例えば、討ち入 りを終えた浪士は自装束であつ

たとか、槍や刀や遺骸が屋敷の周囲にまで散乱 してい

たとか、午前 2時ごろ吉良邸に奉公人として潜入 して

いた 4人が中から門を開けたとか、午前 4時 ごろ品川
へ向か う浪士たちは 3つの首を下げていたとか。

この書簡に依れば、討ち入 りの うわさは事前に市中

に広まつていたようで、江戸庶民はこの一大事件を「潔

い」と評判する一方、「善悪は分からない」と冷静に評

価もしています。この時代の江戸庶民は、300年後を

生きる我々よりも、ずつと冷静に事件を見つめていた

のかもしれません。
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「百貨店の新 しい価値提供

あなたの魅力を輝かせます (フ ァッションナビ)J

丹羽 亨 君
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君
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≪司 会≫  高田雅司 君

≪合 唱》

≪BGM≫

≪ゲス ト≫

《ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

1月 30日  大村幸代
1月 31日  稲盛照男

「手に手つないで」
「静岡東ロータリー」

それでこそロータリー

なし

平成 26年 1月 30日  天候 雨

≪会長挨拶要旨≫



本 日は、百貨店が提供で

きる新 しい価値についてご

紹介をさせていただきます。

私ども大丸松坂屋の現会長

で現在全国百貨店協会の会

長も務める茶村 (元静岡店

長・元静岡東ロータリー会

員)は 、昨今、「食品誤表示」や 「ブランドアクセサ リ

ーの真贋」を巡 り、百貨店の信用を損なう出来事が起

きていることに対 し、社員教育 とチェック体制の強

化・グループコンプライアンス体制の強化を図ること

で、信頼回復に努めていきたいと語つてお ります。最

近の百貨店を取 り巻 く環境は、ョンビニやネ ット通販

の台頭によりかな り押 された状態が続いています。

1991年 のピーク時には 9兆 7000億 円あつた売上は現

在 6兆 円まで落ちてきてお り、中小都市圏だけでなく

大都市圏においても苦戦を強いられています。大丸松

坂屋では成長に向けたヴィジョンとして、新 しい成長
マーケット「新 しい土俵」の開拓を進めています。そ

の中心となる考え方が 「消費者視点の百貨店価値」で

す。その価値 とは 「安心、安全、高質、楽しさ、ホス

ピタリティ」「消費者ニーズの多様化に適応」「店頭に

おける人的サービスの進化」ですが、本 日は 3つ 目の

サービスについてご説明させていただきます。サービ

スには無形 。有形、無料 。有料のサービスがあります。

サービスとい うと無料のイメージがありますが、これ

は品物を購入いただくためにカウンセ リング・ア ドバ

イスをさせていただきます。 しかし消費者の皆さんに

確認すると、ニーズに合った本格的なカウンセ リング

を求めていらっしゃる方が多いので、有料サービスで

お客さまに貢献できるものを模索しています。特に女

性の方 (40～ 50代 )はいつまでも綺麗でいたいとい う

願望をお持ちです。そういった方々に差別化を図つて
いくためのサービス「ファション・ナビ」をご紹介さ

せていただきます。40～ 50代の社会で活躍される方々

が自分の魅力をより演出したり、年齢に合わせたファ

ッションの提案 。アドバイスをすることで「なりたい

自分になる」お手伝いをしていきたいと思います。こ

のサービスはまだ試作段階ですが、今回皆さんにお披

露目させていただいて、評価していただければと思っ

ております。サービスには印象診断、着こなしア ドバ

イス、カラー診断、ショッピングナビ、骨格診断など

様々なバリエーションを揃えております。当店では本

館 3階にファッションナビデスクを設けておりますの

で、機会があれば体験していただきたいと思います。

本日は専属スタッフが 2名 お邪魔させていただいてお

りますので、説明を聞いていただきたぃと思います。

【ファッシヨンナビ実演】

私たちがご提供 してお り

ます 「ファッションナビ」

を知つていただきたくお時

間をいただきました。皆さ

ま方をより素敵に、より綺

麗になってぃただくための

お手伝いをさせていただい

カラー診断」を簡単にやつてみたいと思います。カラ

ー診断は、 4つのグループに分けて皆さんに似合 う色

を診断します。4つのグループは「オータム (温かみの

あるシックで落ち着いた色)」
「スプリング (明 るく若々

しい色)」
「サマー (涼やかで上品な色)」

「ウインター (原

色)」 に分かれています。「オータム」と「スプリング」

はイエローを含んだ温かみのあるグループで、イエロ

ー肌の方が多いとされています。一方「サマー」「ウイ

ンター」はブルーを含む涼やかな印象で、ピンク肌の

方が多いとされています。 どのように似合 う色を見つ

けるかとい うと、皆さんの本来の髪の毛の色、日の色

肌の色・質感を見ることによって色が見つかります。

似合 う色を見つけると、精憚な顔立ち、すっきりとし

た小顔に見えた り、日の下のクマ、豊齢線、マ リオネ

ット線などを上手に隠してくれる効果があります。そ

れでは本 国はモデルの方にファッションナビを試 して

いただきますので、是非ご覧ください。

是非皆 さんにも似合 う色を見つけていただきたい

と思います。本 国はご清聴ありがとうございました。

≪第 292回 くらく会報告≫

平成 26年 1月 28日 (火)於  静岡倶楽部

出席 5名投句 2名

兼題 「福袋」「冴ゆる」他冬季雑詠

第 1席 月冴えて町森閑と靴の音     新間和美

生きるとは風の如 しや月冴ゆる  司馬 速

第 2席 冴ゆる月一筋にゆく我の道    渡辺陽夫

冴え渡る女の勘に身も凍る    小山宏之

《スマイル報告》

大村幸代 君   お誕生 日のお祝いをあ りがとうご

ざいます。クラブ入会以来はじめての

当日例会です。何回目かはともかく、

祝っていただくのは うれ しいもので

す。

丹羽 亨 君 今日は私の卓話において、当店の新

たなサービスをアピールさせていた

だきありがとうございました。

12月 、 1月 に事務所で開催したイ
ベントが上手くいきましたので、感謝

してスマイルします。

浅野裕史 君

《出席報告》
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

57(55) 8

57(56) 5

56(54) 9 3 94 45%

ております。その中でも最も人気のある「パーソナル


