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ゲスト卓話＝米山奨学生　陳  珂雨 様 水と衛生月間 68.00％

こんにちは。本日の会長の時間は、休日に見た
レンタルビデオの一つ「決算忠臣蔵」という映画
の話です。
「忠臣蔵」は、日本人のだれもが知っている内
容で、いまさらと思っていましたが、決算と言う
字にひかれて借りてきました。
浪士達の金銭状況を通して、討ち入りまでの経
費を、現代のお金に換算した内容です。
これから映画を見ようと思っている人にとって、あらすじや見
どころを紹介するのは、ルール違反ですが「忠臣蔵」の話は、あ
まりにも有名で、結末も誰もが承知の話ですので、紹介させてい
ただきます。
皆様もご存じの通り、　浅野家（現在の兵庫県赤穂市）吉良家（現
在の愛知県西尾市）となっていますが、映画はほとんどが赤穂藩
の出来事で始まります。
この映画のオープニングは、蕎麦一杯、その当時の値段十六文で
あり一文 30 円であったというさわりで、現代のお金で 480 円。小
判一枚が 12 万円で進行していきます。
赤穂藩は石高５万石、当時の国内 270 ほどあった藩の中では中
の下と言う位置でしたが、名産である塩の収入も有り、他の藩に
比べるとかなり裕福であった為、そのほとんどを藩士への給付に
当てる事が出来たと言われています。
藩士たちの年収も百石以上のものが、自分の領地からの徴収で、
それ以下は藩からの支給で、主人公である大石内蔵助は実質 750
石で年収 6923 万円と言う高給取りでありました。
一方、大石の竹馬の友は経理担当をしており、20 石で年収 185
万円でありました。
赤穂藩の実収入は 30 億円あったと言われています。赤穂家の当
主浅野内匠頭は、江戸城内松の廊下にて斬りつけた罪により切腹、
お家お取りつぶしの命が下されても吉良上野介が生きていること
と、吉良家に対してお咎めがない事から、赤穂藩ではお上に従っ
て開城するか、籠城するかで意見が分かれ、大石城代家老に決断
が託されようとしていました。
この映画で驚いたのは、城を明け渡す場合は、城にあるものを
売却し、藩士全員は割賦金（今でいう退職金）がもらえることになっ
たが、籠城すると減額されるという事です。
開城すれば二十石の侍で 15 両（180 万円）籠城すれば 2両 1 部

（27 万円）と勘定方が説明し、一旦城を明け渡した後、お家再興へ
と進むことになります。
しかし、城下の若者達や江戸にいる赤穂浪士は吉良家への討ち
入りへと突き進んでいきます。
吉良邸本所に屋敷替えになるということと、吉良上野介が引退す
るなどと言う情報が流れ、早く行動を起こさなければ、仇討ちの
時期を逸するなどと、江戸の急進派が事を急ぐうわさが流れ、何
人かの重要人物が江戸へ説得に出かけていきます。
そのかかった費用が出ていますので紹介します。

江戸から上方間の片道旅費は総額３両（36 万円）平均的旅程を
約２週間と見れば１日の費用は、現代のお金で、約 25,000 円内訳は、
宿泊代 10,000 円、駕籠賃等交通費と食事代合わせて１日 15,000 円
ほどということで、元禄の世でもこれは余裕のある旅だと言えま
す。

しかし、第１便も第２便も次々と急進派側に説得され、江戸か
ら帰っては来ません。
ついに大石が出向しますが、大石も浪士の熱い思いに討ち入り
を決断します。
浪士達は大所帯となりどんどん費用が掛かります。
江戸の家賃は高く、各自の支払いはきついという事で江戸アジ
トとして土地、建物代として 70 両（840 万円）で購入しましたが、
結局住む前に火事にあい、あらたに家賃 150 両（1,800 万円）が追
加されています。
討ち入りは、亡き殿の命日である 3月 14 日と決まりましたが、
とにかく集団の為、３月までの家賃代、食事代、病気での薬代や生
活に必要な経費など、物価の高い江戸での生活で多くの貯蓄が減っ
てしまいました。
さらに討ち入り道具の購入として、着込（鎖かたびら）と鉢が
ね（前頭部を保護する金具）、槍、弓矢、矢籠、矢がらみ、なぎな
たなど総計すると 180 万ほどになり、武具のほか（木でこ）や堀
を乗り越えるための（鉤、すまる、かすがい、まさかり、元のう、
たいまつ、笛）など細かい品が次から次に出て来ています。
原作本によりますと。大石内蔵助が赤穂藩の財産を処分し、藩
士に割賦金（退職金）として分与した残り金６百 90 両ニ殊と銀 46
匁九分五厘の収支決算報告書が残っています。
現代のお金で 8292 万円とかなり高額なようです。その中から、
浅野内匠頭の菩提を弔う為、建てた墓を管理する費用として、京都
の紫野瑞光院に山を購入して寄付をしています。これが百両（1200
万円）になります。さらに、赤穂城下の住職の旅費など 240 万円な
どの支出があり、最初から討ち入りを考えていたのか、疑問が生じ
る多額の支出ではあると言われています。
後になって討ち入りへと大石が心変りしたといわれているのも
納得できます。
支出の中で大きな割合を占めるのが上方と江戸の往復旅費で、赤
穂の浪人は、上方と江戸に別れて住んでいた為、互いに連絡を取
らなければなりませんでした。一人を上方から江戸に派遣するだ
けでも、江戸の滞在費を含めると十両（120 万円）もの経費が掛か
りました。
映画では、敵を欺くための遊郭遊びも、事務方に予算がないと
言われ、大石は自腹で遊ぶ羽目になります。
吉良は、留守をすることが多く、確実に在宅する日を探らせて
いた大石は、12 月 14 日のお茶会の日は必ず参加する事を突き止め
ます。映画では、内心この大所帯で 3か月も経費が持たないと感
じていた大石は、絶好のチャンスと喜び、月命日を理由に浪士を
説得し、さっさと討ち入りを決行します。
原作本でも金銭面を考えると、討ち入りはあのタイミングでしか
できなかったし、もしこの資金がなければ、同志たちは暴発するか、
次第に離散し歴史の闇の中に消えていくかのどちらかだろうと分
析する一方で、しかし当然のことながら、討ち入りが実現したのは、
資金があったからではなく、赤穂の浪人たちの武士の一分を立て
るという当初からの思いを維持し続けたからであるとも綴ってい
ます。
最終的に、討ち入りの費用総額は 700 両（8,400 万円）と言われ
ています。
この映画は、コミカルなタッチで進められていますが、残され
た資料により構成されていますので、かなり事実に近いのではな
いかと感じます。
現代でしたら吉良上野介の陰湿さは、パワハラとしてＳＮＳで
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ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長　加島　繁君
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布　①週報　3/11、15、22 日分　
　　　　　　　　②月信３月号　　
２）�本日、席替えの為クジをひいていただきました。名札の

裏にお席の番号をご自身でご記入ください。
３）�第８期 RLI − DL（ディスカッションリーダー）研修セ
ミナーのご案内

　　2021 年５月 16 日（日）9：30 ～ 15：15
　　於：都城調理師高等専修学校
　　参加ご希望の方は事務局までご連絡ください。
　　（締切４月７日（水））
４）観桜会のご案内
　　４月 10 日 ( 土）18：30 ～　
　　ホテルグランセレッソ鹿児島きずな

　　同日、９時よりゴルフコンペも開催いたします。
　�　出欠回答が未だの方は、３月 26 日（金）までに事務局
までFAXにてご返信ください。
５）本日ラウンドテーブル開催　
　　ごはんのじかん inatome�18：30 ～

　　　担当：米山奨学委員会
６）次週３/29（月）例会プログラム　
　・　ゲスト卓話＝米山奨学生　陳　珂雨様
出席報告：出席委員会　
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：会員卓話＝小笹　貴之君「生保協会の取り組み」

次回例会　令和３年４月５日（月）
PETS 報告

会長エレクト　橋元　隆 君

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2003回例会 54名 34名 68.00%
前々回（3月11日）の補正 54名 30名 62.50%
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本日の曲目：ライムライト・花・ノクターン２番� 演奏：入来慶子

拡散されるとか、浅野内匠頭はアンガーマネジメントの1つである、
怒りがわいてきたら 6秒数えて怒りを鎮める「6秒ルール」を実践
し、大きな損出を防げたかもしれません。
皆さまも爆発しそうな時はまず 6秒数えましょう。
ちなみに今回の会長の時間の経費は、1週間レンタルビデオ代 1
本 100 円、原作本 550 円と 740 円の 2冊合計 1390 円でした。
以上会長の時間を終わります。

会員卓話＝「生保協会の取り組み」

■ 小笹  貴之
・�今年度生命保険協会鹿児島県協会の協会長を務め
させていただいたことから、せっかくの機会です
ので、生命保険協会の取組みを通じて生命保険業
界のこと、生命保険の商品のトレンドについても
お話させていただきます。
・�生命保険協会は全国では国内生命保険会社 44 社
が会員となっており、「生命保険事業に関する情報提供・理解促
進に関する事業」「相談・苦情対応・紛争解決に関する事業」「生
命保険事業の適切な運営を確保するための制度・施策に関する事
業」「社会的責任を遂行するための事業」など業界のインフラと
しての業務を展開しています。生命保険協会はプロパー職員がい
ますが、毎年協会長会社が７月から始まる事務年度にあわせて協
会運営にあたっており、この事務年度は明治安田生命の社長が協
会長に就任しそのスタッフが事務局運営を務めています。
・�生命保険協会での近年の取組みは大きく３つのステージに分けら
れ、2000 年代後半の「保険金・給付金の不払問題に端を発して
取り組んだ業界あげての改善対応」、２０１０年代前半の「東日
本大震災における行方不明者も含めた保険金・給付金の迅速かつ
適切なお支払い対応」、２０１０年代後半の「ＳＤＧｓに代表さ
れる持続可能な発展に向けた高齢者支援・女性活躍・健康増進へ
の対応」に取り組んでいます。
・�一方、鹿児島県協会などの地方協会は全国に 50 協会配置してい
ます。生命保険会社は現在国内に 44 社がありますが、銀行窓販
やネット・ダイレクト営業の専業の会社は地方には出店していま
せんので、鹿児島県協会の加盟会社は２２社となっています。地
方協会として、普段、活動として新聞などで取り上げられるもの
は主に社会貢献活動が多いかと思います。社会貢献活動も、生命
保険事業と親和性が高い、「高齢者福祉や介護関連」「子育て支援」

などに資する活動を中心に継続的に行なっており、それ以外にも、
反社会的勢力や防犯に対する適切な対応に向けた警察・防犯協会
との意見交換会、消費者センターなどとの意見交換会、マスコミ
との意見交換会などを毎年定期的に開催しています。ただ、今年
度はコロナの影響で書面開催や中止となりました。
・�生命保険商品のこれからのトレンドですが、長引く低金利を背景
に、資産形成を兼ね備えた「年金保険・養老保険・終身保険」で
は外貨建てが、「医療・介護・重度疾病」の保険については社会
保障制度の変化や医療技術の進歩に合わせた支払事由の多様化が
進むとともに、万が一のための予防・健康増進の機能を組み込ん
だ商品や病院への直接支払いなどの利便性向上に資する商品な
ど、新しい価値を提供する商品が充実してくるのかなと思います。
・�また、生命保険会社の経営についても「お客さま視点に立った業
務運営」がますます強化され、またコロナ禍をふまえた「デジタ
ル活用の強化」、新しい規制や海外展開に対応したより「厳格な
リスク管理」が求められるなど、持続可能な社会への貢献、変化
する時代への対応など、社会的価値と経済的価値をどう一致させ
ていくかが課題になると考えています。

●中原　勲君／体調を崩し、しばらく例会を欠席しました。今日
久しぶりの出席です。休会中は「年男の卓話」のドタキャンなど
ご迷惑をおかけしました。お詫びを兼ねて、米山の特別寄付をさ
せて頂きます。
●平山　勢津子君／一番ヶ瀬さん大型二輪合格おめでとうござい
ます。間にあってほんとによかったです。ホッとしました。どうぞ
熊本でオートバイたのしんで下さい。又吉田さんのお兄さまの記
事を週刊文春でみました。文春砲ではなくすばらしい記事でした。
たのしくよませていただきました。新しく公開される映画の成功
をお祈りいたしております。
●高柳　大輔君／鹿児島中央RCに３年間在籍できた事を誇りに思
います。２年目、皆様の温かい支えがあってこそやり遂げること
ができた親睦委員長時代は特に忘れられません！どの様な困難が
訪れようとも乗り越えられる強い精神力が身に着いたと思います。
日本のどこにいても皆様の事は決して忘れません！本当にありが
とうございました！

３月22日のスマイル　小計 10,000円　2020〜2021年度　累計 454,098円


