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幹　事　報　告

野中  敏昭　会長
　皆様こんにちは。
５月下旬になり小満
も過ぎ、いよいよ夏を
少し感じられる頃と

なりました。朝晩寒暖差がありますが、五月晴
れの残り少ない日々を、どうか皆さん楽しんで
ください。
　明日は、鯖江に東京オリンピックの聖火リレ
ーがやってきます。高浜町 若狭高浜海釣り公
園 8:10をスタートして、おおい町・小浜市・若
狭町・美浜町・敦賀市・南越前町・越前町・
鯖江市丹南健康福祉センター （19:01）・ 西
山公園（19:20）がゴールです。1964年東京
オリンピックから57年目の聖火ランナーを見
に、応援に行きましょう。

ロータリーソング

卓話

会 長 の 時 間

テーマ

　さて、東南アジアのミャンマーが大変なことになって
います。民主化のリーダー、アウンサン・スーチー氏の
もとで10年前から民主主義の道を歩んでいたミャンマ
ーで、国軍がクーデターを起こし、市民の抗議デモが各
地で起きています。国連など国際社会は国軍の行動を
非難していますが、軍事政権に譲る気配はありません。
　ミャンマーは、かつて「ビルマ」と呼ばれていました。
東南アジアで2番目に大きな国土を持ち人口は5000
万超。米作りが盛んで国民の9割が仏教徒です。今後の
経済発展の可能性から「アジア最後のフロンティア」と
も呼ばれています。1948年まで英国の植民地で、独立
後は軍政が続きました。スーチー氏は、「建国の父」ア
ウンサン将軍の長女として生まれ、1988年に民主化運
動に身を投じました。
　ミャンマーは日本との関わりが深い国です。第２次
世界大戦中、日本軍は英領ビルマに侵攻。日本軍と共
に英軍と戦った独立軍を率いたのが、スーチー氏の父
アウンサン将軍でした。戦後、経済復興した日本はミャ
ンマーを支援。軍政時代も、欧米などの制裁路線とは
一線を画し、民主化と経済改革を促す関与外交を続け
ました。
　デモのシンボルになっているのが「３本指」のポーズ
です。軍政抗議デモでは「自由、平等、友愛」「民主主義、
選挙、連帯」といった解釈もあり、それぞれの人が自ら
の思いを込めているそうです。
　もし、ミャンマーが国際的に孤立すれば中国に接近
してしまうという心配もあるため、日本独自の制裁には
慎重です。 さらなるデモの弾圧や、軍政の長期化が心
配されています。
　今、ミャンマーでは、コロナの影響によりミャンマーの
絶対貧困率は、16％から約62％へと劇的に悪化しまし
た。このような極度の経済的苦境に人々が暮らしている

最中に、軍部によるクーデターが起こりました。アメリカ
・イギリス・カナダなどが限定的経済制裁を発表し、ミャ
ンマー経済への影響は必至の状況です。また、クーデ
ター発生直後から始まり、民主的な政治体制への復帰
を求める全国的な抗議運動と、押さえ込もうとする軍・
警察の対立により、ほとんどの銀行が業務を停止する
など、多くの企業活動に影響が広がり、職を失い、収入
が激減する世帯が続出しています。
　あまりに大きな力と暴力の前に、なす術もなく、たく
さんの血と涙が流れています。それでもミャンマーの人
々は必死に耐え、前を向こうともがき、未来を作り出そ
うと日々暮らしている、それが今ミャンマーで起こって
います。クーデター後の政情不安が続くミャンマーで、
新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいないの
も現状です。
　日本のロータリークラブも過去に多くの支援をして
きました。ミャンマーのクーデターが早く鎮静化するこ
とを、強く願います。このように不安定な国政下で、弱者
である子供や女性が一番被害者になります。日本との
関わりが深いミャンマーに、今は、何もできなくても、関
心を持つことも大切だと思います。

テーマ
表現家・アナウンサー

「矢代操氏について」
鯖江市まなべの館　学芸員

藤  田　彩　様

瀧ヶ花　秀晃　幹事
・『日本のロータリー100周年
を祝う会』5月25日(火)午後1
時から4時半まで行われ、その
模様をYouTubeにて配信され

ました。閲覧の仕方等、すでに事務局より案内させてい
ただきました。2週間程度閲覧できますのでお時間のあ
る時にご覧ください。

卓話 卓話土井　梨津子 様
「私は把握力ストレッチで世界を救うことに決めました」

さばえNPOサポート

久保田浩之　様
「生き物親しむカードゲーム」
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少し良いことがありました

委　員　会　報　告

梅田　吉臣　プログラム委員長
　今日は、本日は「まなべの館学芸員」であられます、
「藤田 彩 様」に「矢代 操 氏について」お話しいただ
きます。「まなべの館」へ行きますと、銅像が立ってい
ますのが非常に気になっていまして、聞きましたら
「明治大学」を創業された方だという事で、詳しい内

容をお聞きしたく「藤田 彩 様」にお願いしました。楽しみにしていますので、
どうぞよろしくお願いします。

卓話者　藤田　彩　様
テーマ　「矢代操氏について」
　卓話者プロフィール
名前：藤田　彩
所属：鯖江市教育委員会文化課（鯖江市まなべの館学芸員）

入庁：平成25年度
出身：富山県
最終学歴：京都女子大学大学院　文学研究科史学専攻　修士修了
専門：近世後期政治史（幕末維新史）

　　　　近代化する日本と矢代操
　　－明治大学を創った鯖江藩士－
　鯖江藩は江戸時代中期の享保5年（1720）に誕生
し、間部家の藩祖は6代・7代将軍の側用人をつとめ
た「間部詮房」で、詮房の左遷によって越後国村上藩
へと転封されました。
　詮房の没後は、越前鯖江への左遷を命じられました。
村上への転封とは違い、鯖江はそもそも藩がなかったので、鯖江藩は多大な
苦労を強いられました。
　鯖江藩の歴代藩主は幕府の中枢に登り詰めることはできませんでしたが、
間部詮勝の義父松平康任（老中）の引き立てもあり、詮勝は順調な出世を遂
げました。
　明治14年（1881）、3人の司法省明法寮出身者によってフランス法学の教
育機関である明治法律学校（現、明治大学）が創設されました。創始者は鳥
取藩出身の岸本辰雄、天童藩出身の宮城浩蔵、そして鯖江藩出身の矢代操
です。
　幕末の動乱が迫る嘉永5年（1852）、鯖江藩士松本伝吾の3男として誕生し
た美太（明治2年に矢代家の養子となる）の幼少年期の姿を物語る史料は多
くはありません。しかし、慶応2年（1866）に藩校進徳館の素読掛として後輩を
指導する立場となった後、明治3年8月に鯖江藩の貢進生として上京を命じら
れていることからも、聡明な青年であったことは予想に難くないでしょう。
　さて、貢進生とは明治政府が日本を近代国家として整備するために集めた
若者で、藩の石高に応じて1～3人の優秀な人材が大学南校で学びました。
彼らは専門とする洋学に応じて英・仏・独語の習得に努めましたが、脱落者は

半数におよびました。一方、フランス法を専門とする
岸本・宮城ら一部の優秀な学生は司法省明法寮（後、
司法省学校）へと転じ、司法官僚へとなるべく学業に
邁進しました。
　　明治5年（1872）7月、司法省明法寮（後の司法
省学校）に第1期生20名が入学しました。8年制、前期の4年間に普通教育、後
期の4年間に法学の専門教育がフランス語で行われました。ところがあまりに
も難しすぎて、退学者が続出し、明治7年4月、「矢代操（敦賀県）」が退学者の
補充として秀才集まる明法寮に入学が許されましたが、その現実は厳しかっ
たようです。成績順に生徒20人を3組に分けた結果、岸本・宮城が成績上位
者の1組であったのに対し、上京後すぐに患った肋膜炎の後遺症に苦しむ矢
代は3組19位の成績と振るいませんでした。2年後、優秀な成績で明法寮を
卒業した岸本・宮城はフランスへ留学し、ほかの卒業生は司法省へと出仕し
ましたが、叶わなかった矢代は後進を育成するべく学校の経営と教育に心血
を注ぐ決意を固めています。
　矢代がはじめに教育に携わった法律学校は講法学舎でした。ここに留学か
ら帰国した岸本・宮城も加わりましたが、ほどなくして3人は新たな学校設立
に向けて動き出します。司法官僚でもあった彼らには暇も資金も潤沢にはあ
りませんでしたが、明治14年1月17日、44名の学生を得て明治法律学校は開
校し、その後も長く主要な法律学校として近代日本の司法教育を支え続けて
います。
　徳川の世を終えて始まった明治は、欧米列強との差を縮めるべく、国家の
システムを作り替え、旧来の価値観を打ち壊しながら発展しました。しかし、そ
れを成し遂げたのは幕府を打倒した暴力ではなく、全国の優秀な若者の知力
と努力です。明治24年4月、激務の果てに矢代は病臥に伏し、39歳でその生
涯を閉じましたが、国家の権利と自由のために駆け抜けた若きサムライの情
熱は、未来の発展のため今も途切れることなく受け継がれています。
　　

　　

佐野　直美　次年度幹事
　本日例会終了後、次年度理事会を開催いたします
ので、次年度役員及び理事の皆様方は、例会終了後
もこの場にお残りくださいまして、どうぞ理事会にご
出席ください。

　先週お願いいたしました、次年度の委員長活動方針ですが、まだ提出され
ていない方は今月末(5月31日）が締切りとなっていますので、事務局又は私
の方にご提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「矢代操氏について」
鯖江市まなべの館　学芸員

藤  田　彩　様

未来を切り開いたのは全国の優秀な若者です。


