
第 2847回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

≪合 唱≫  「それで こそロータ リー」

≪BGM≫   尾崎 豊

FOR ALL MY LOVES

≪ゲス ト≫  静岡県議会議員 天野 一 様

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日        結婚記念 日

3月 25日 近江 陽子 君  3月 21日 /1ヽ 林 創 君

3月 28日 鈴木 洋一 君  3月 26日 望月 康弘 君

≪会長挨拶要旨≫        高田 雅司 会長

皆さん、こんにちは。今 日は静岡県議会議員の天野

一様をお迎えして 「静岡と朝鮮通信使」と題 してお話

を頂きます。天野様 どうぞよろしくお願い致 します。

さて、二月も中盤、今年もこれから四月に掛け、別

れ と新 しい出会いの時期がやつてまい りました。それ

と同時に社会における役割や立場についても移動や変

化のある時期でもあります。

個人的なことで恐縮ですが私も昨年末 11月 に 65歳

となり様々な団体における立場に一応の区切 りをつけ

後進にその役割を引き継ごうと準備をしてお ります。

会社における役割については、相談役から顧間となり

関わり。役割・責任が随分 と軽い立場になります。対

外的な業界団体や、経済界での所属・役割も後進に引

き継 ぐ準備をしていますが、ロータリーだけはしばら

く継続 させて頂こうと会社にも伝え了解を得てお りま

す。

ロータリーに入会させて頂き、その理念や活動の根

幹部分について少 しずつではありますが理解を深めつ

つあるところです。中でも職業を通 しての社会奉仕

社会貢献については入会以前より関心もありました。

組織での第一線を引いた当りより、それまでに培った

平成 30年 3月 15日  天候 晴れ

経験や知識を生かし社会に還元・貢献できる活動をし

てゆきたいと漠然 と考えてお りました。いよいよその

時期になったわけですが、具体的にどんな活動をする

のか決めたわけでも計画もなく、とりあえずは身近な

方々からの建築についての質問、問い合わせに答える

ことぐらいかと思つています。建築的なご質問などあ

りましたらどしどしお聞かせ ください。お答えしたい

と思います。

今後も、ライフワークと思つている大好きな建築の

設計活動とサッカーの活動については、元気で体力の

続 く限 り死ぬまで続けてゆきたいと思つています。

以上、会長挨拶 とさせて頂きます。

≪来賓卓話≫    静岡県議会議員 天野一 様
「静岡と朝鮮通信使」

皆さん、こんにちは。本 日はお招きいただきありが

とうございます。また、静岡東ロータリーは 60周年を

迎えるとい うことで、おめでとうございます。

本 国は朝鮮通信使についてのお話をしたいと思いま

す。

1607年 に徳川家康の招聘により始まった善隣友好

の朝鮮通信使ですが、この歴史的事実が家康にとつて

縁深い静岡において、長い間埋もれたままになってい

ます。

韓国との問題、中国との問題、歴史問題を朝鮮通信

使から学ぶことは貴重な未来志向の礎になること、静

岡においては歴史の 1ページとして多くの皆様に知っ

て頂きたいとの思いから、2007年に朝鮮通信使研究会

発足させました。

朝鮮通信使 とは何か。1592年豊臣秀吉は朝鮮王朝及

び明王朝に対 して侵略戦争を始めました。俗にい う文

禄の役です。当初こそ朝鮮半島の奥深 くまで進行 しま

したが、やがて民衆の抵抗や明軍の支援などにより劣

勢となりました。再進出 (慶長の役)を試みたものの

加藤清正軍が半数の兵を失 うなど負け戦となり、秀吉

の死をもつてこの戦争は終焉 となりました。

この間の秀吉軍は侵略軍の様相を赤裸々に示 し、殺
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致、略奪、拉致などを行いま した。また陶工、女性

農民、儒者など様々な人を日本に連行 しました。当然

のことながら、朝鮮王朝側の反発は極めて大きいもの

でした。

その後、秀吉に代わつて政権の座についた徳川家康

は、秀吉とは対照的な政策を行いました。朝鮮王朝 と

友好的な関係を築こうとしたのです。文禄・慶長の役

の余韻が残る 1605年 、家康は先の倭乱で活躍 した松雲

対しを京都伏見に呼び国交回復の意を示 しました。朝

鮮王朝側も態度を軟化 させ、1607年 に 500人 にも及ぶ

使節団を江戸の徳川秀忠の下に派遣 してきました。家

康は使節―行を歓迎 し、江戸からの帰途、清水湊でク

ルージングを楽 しませました。この時の景色のキーワ

ー ドは「清見潟」から見た「富士山J「 三保の松原J「清

見寺Jでありまして、家康はおよそ 400年度に世界遺

産になることとなる風景を使節に楽 しんでもらお うと

したのです。ただ、残念ながら当日は天気が悪く富士

山を見ることはできなかったようです。

また家康は使節が鉄砲を買いたがつているとの報告

を受けた際、「隣国が買いたいのならどうして禁ずるこ

とがあろうかJと 言つて、その購入を許可 したそ うで

す。朝鮮王朝は先の戦争で鉄砲に悩まされたといわれ

てお り、その購入を日本側が認めたとい うことは、再

度侵略戦争をするつもりがないことを宣言 しているよ

うなものであり、ここに家康の大物ぶ りが表れている。

このように家康は秀吉とは違って朝鮮王朝に対 しい

わば平和的外交を推進 したのですが、その理由として

は、無謀な戦争は政権を崩壊 させると判断 してのこと

であつたと思われます。

かくして家康以降、朝鮮王朝側は使節を次々に派遣

してくるようになり、1636年 、家光将軍の時代には

その使節は通信使の扱いとなりました。「通信Jと は信

を通わす とい う意味であり、商取引だけでなく心も通

わす関係になったのである。

使節は合計 12回 来 日しました。主な目的は新将軍の

就任祝いであつたので江戸まで行 くのが通例でありま

した。静岡県では、浜松宿、掛川宿、藤枝宿、江尻宿

三島宿で宿泊し、新居宿、見附宿、吉原宿で昼食を取

ったが、その時のご馳走は贅を極めるものであったと

いいます。通行をスムーズにするために天竜川、富士

川には架橋 したが大井川は流れが速く架橋できなかつ

たそ うですcそれ らの経費は農民負担であったが、反

面庶民、農民たちは通信使行列を楽 しみにしていたと

いわれています。

静岡市の宝泰寺 と清見寺に使節は往路復路都合 6

回も宿泊、休息の為に立ち寄っています。多くの歴史

的資料の一部は県の文化財に指定されてお り、将来的

には国宝に指定されるような価値のある資料もあると

いわれています。こうした話には胸が躍 ります。

現在、東アジアは歴史認識、領土問題などで揺れて

います。これは各国のナショナ リズムが強くなり、共

通 した歴史認識が持てないことの表れではないでしょ

うか。秀吉の朝鮮侵攻で連行 した被虜人多数を解放 し

た家康の平和外交手腕を、 日本をはじめ東アジア諸国

は大いに参考にすべきであり、私は朝鮮通信使にその

ヒン トがあると思います。

≪スマイル報告≫

由fll浩志 君   日頃大変親 しくお付き合いをさせ

ていただいてお ります天野先生に卓

話にお越 しいただきま した。感謝申

し上げます。

遠藤 正和 君   来週土曜 日の 24日 は、浅畑川清掃

活動に多 くの方のご参加、ありがと

うございます。前 日23日 は当社の株

主総会がここアソシアで開かれます

が、浅畑川の方がよつぽど気になっ

ています。当日が実施判断に悩むこ

とがないような良い天気に恵まれる

ことを期待 してスマイルです。

望月 康弘 君   一昨 日のあすなろ会ゴルフコンペ

ではバンカーにつかま り、ビリだと

思つていたところ、なんと優勝 して

しまいました。次回は 5月 29日 (火 )

リバー富士で行います。宜 しくお願

いいたします。

金井 徳幸 君   初めてあす なろ会 に参加 しま し

た。メンバー と天気に恵まれて楽 し

く気持ちよくラウン ドできたおかげ

で、結果も出来すぎで した。ありが

とうございました。

近江 陽子 君   お誕生 日のお祝いあ りがとうござ

いました。毎年、年度末の慌ただ し

さにまぎれて誕生 日を実感 しづ らい

のですが、ここで祝つていただきと

ても感激致 しました。

今回写真のデータが壊れてしまい文字のみの会報とな

つてしましました。ご容赦 ください。

(会報作成 島 武志 )

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

51(49)

51(49)

51(48) 7 4 93 75%


