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◆会長挨拶 小林 信雄会長

倭人伝の地理的条件

三国志の著者である陳寿（ちん

じゅ）は 233 年（建興 11）に生ま

れ297年(元康７)に65歳で死んだ。

自身の伝は「晋書」にある。

卑弥呼が魏に外交使節を送ったのは 239 年、

「三国志」は三世紀の約 60 年間の歴史書、著

者が同三世紀に生きて同世紀のことが同じ世紀

のうちにそれも同世紀に生きた人によって書か

れたものである。

「後漢書」は魏の一時代前の後漢のことを後漢

の滅亡の 200 年後に書かれている。倭人伝は魏

誌の東夷伝の最後部にある。倭人が住む倭地と

は、朝鮮半島の南に瀚海(かんかい)という海を

隔てて東アジアの地図では最果ての地のよう

に見える。だが、烏丸、鮮卑、東夷伝を読め

ば、それぞれ連なっていることがわかる。

東夷伝の記述順で見る東アジアは、夫余、

高句麗、東沃泪(とうようそ)、唈婁(ゆうろう)、

わい、辰韓（しんかん）、弁韓、馬韓の３韓そし

て倭。

倭人伝では上記東アジアの中では、土地の住

人の具体的名前 10 名について書いて、高句麗

８名その他の国について住人

名はなく、魏が倭に強い関心

を持っていたことが知られる。

対馬国→その南の海を渡っ

たところに→一支(いき)国＝

壱岐島。壱岐島の弥生時代の

原の辻遺跡は大集落であり、小都市である。→

末蘆国(まつろこく)現在の唐津市と周辺）＝松

浦郡、松浦郡(松浦、松浦県)は平戸島、五島列

島も含んでいた。末蘆から先は歩いた。「陸行」

であり、ごく近くに伊都国(いとこく)があり、

糸島市のうち前原市の範囲であろうか。

伊都国は帯方郡～派遣された使いや役人が常

駐するところである。女王国に属していた。

女王国は卑弥呼が支配する国(中国側の呼称)

女王国は耶馬台国であり、これと対立して九州

の中程には狗奴国(男性の王様)がいた。

伊都国の東南すぐのところに奴国(なこく)が

あり、奴国(春日市)の東の近いところに不弥国

（ふみこく）宇美町があった。伊都国以上６国

であり、女王国の中で最重要の土地で帯方郡も

一人の大率を派遣して検察していた。
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第 2480 回例会 10 月 9 日 国際親睦・家族親睦会

九十九里浜・遊覧地曳網元「かねせん」

今週の合唱〈奉仕の理想、四つのテスト、手に手つないで〉

① 地引網 ②開会宣言と点鐘 ③会長挨拶 ④幹事報告 ⑤ゲスト紹介

⑤食事会 ⑥抽選会 ⑦委員会報告 ⑧出席報告 ⑨閉会宣言と点鐘

前回の記録（10 月 5 日）
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◆幹事報告 市東 弥寿雄幹事

・地曳網と海岸清掃 「かねせん」

10 月 9 日(土)ＪＩＵ留学生との国際交流

家族親睦会を行います。

9:30 東金商工会議所集合・バス出発

・10 月 26 日(火) 『6 分区Ｒ情報研究会』

12:00～懇親昼食会、13:00 点鐘～15:00

東金文化会館

◆結婚祝い

井上 五男会員

高山 友二会員、

中村 隆則会員

◆結婚祝い

並木 孝治会員

山本 忠司会員

◆卓話 安藤 正義会員

1955年（昭和30年）に制定された地方財政再建促

進特別措置法（再建法）に

代えて、新たに制定された

法律である。従来の再建法

の赤字額が一定比率を超

えた自治体を財政再建団

体に指定する、いわば、レ

ッドカードだけの 1 段階の制度であったのに対して、

本法は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率、将来負担比率の 4つの指標が一定

基準を超える場合に、財政健全化団体及び財政

再生団体に指定するという、いわば、イエローカー

ドとレッドカードの2段階構えで財政状況をチェック

し、早期の財政再建を図る制度である。

また、従来まであまり触れられることのなかった公

営企業に対しても、経営の健全化を図るために資

金不足比率を算定し、一定の基準を超える場合に

は、経営健全化団体に指定し、財政の健全化に資

することも目的としている。

2009 年（平成 21 年）4 月 1 日に施行予定で、平成

20 年度決算から、基準に基づいて財政健全化団

体及び財政再生団体の指定が行われる予定。ま

た、これに先立って、平成 19 年度決算から指標が

公開されている。

以下の条件(早期健全化基準）のいずれか一つ以

上に該当する地方公共団体は、財政健全化団体

に指定される。

・実質赤字比率 都道府県 - 3.75%以上

市町村 - 財政規模に応じ 11.25 - 15%以上

・連結実質赤字比率 都道府県 - 8.75%以上

市町村 - 財政規模に応じ 16.25 - 20%以上

・実質公債費比率 - 25%以上

・将来負担比率 都道府県及び政令市 - 400%

市町村 - 350%

財政健全化団体に指定されると、財政再建の

計画策定と個別外部監査が義務づけられる。

☆結婚祝い、ありがとうございました

・・・井上 五男会員

◆出席率

会 員 出席者 出席率
２５名 １９名 ７６％

10 月 5日
コインＢＯＸ
１，７００円
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