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平成4年5月30日役員会にご出席の津田久理事
(右から生平幸立監事、土田国保・津田久・大槻文平・鈴木一各理事）

津田久理事御略歴

明治三十七年七月三十日東京都に生まれる

昭和三年三月東京帝国大学法学部政治科卒業
同三年四月住友合資会社︵昭和十二年㈱住友本

社に改組︶に入社

同二十一年一月日本建設産業㈱︵昭和二十七年住友

同十七年四月住友本社人事部人事課長

商事㈱と改称︶に転じ総務部長

同二十二年三月常務取締役
同二十八年九月専務取締役

同三十一年十一月取締役社長
同三十九年六月経済団体連合会常任理事
同四十三年三月大阪商工会議所国際委員会委員長
同四十五年十一月取締役会長
同五十二年六月取締役相談役︵名誉会長︶

同五十七年六月名誉会長相談役
同六十年五月社団法人日本弘道会理事
平成十一年一月名誉会長

十七歳︶

同十四年六月九日︵日︶老衰のため︑逝去︵享年九

賞罰

昭和三十九年十一月藍綬褒章受章
同四十九年十一月動二等旭日重光章受章
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寿昌状を受ける津田久理事（平成4年5月3i)日）
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西村幸二郎第8代会長と歓談中の津田久理事

会祖西村茂樹先生小伝
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日本弘道会綱領︵昭五一・一○・三○︶

甲号︵個人道徳︶乙号︵社会道徳︶
皇室を敬愛すること︑国法を守世界の形成を察すること︑国家

信教は自由なること︑迷信は排

ること人類の将来をおもんぱかること
除すること

思考を合理的にすること︑情操政治の道義性を高揚すること︑

を美しくすること経済の倫理性を強調すること
こと

(1)

学問を勉めること︑勤務を励む

教養を豊かにすること︑見識を自然の美と恩沢を尊重するこ

財物を貧らないこと︑金銭に清と

養うことと︑資源の保存と開発を図るこ
廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近

一善一徳を積むこと︑非理非行の一般的関心を促すこと

親相親しむこと教育の適性を期すること︑道義
に屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期

すること報道言論の公正を求めること︑
て身を貫くこと

信義を以て交わること︑誠を以社会悪に対し世論を高めること

葛W噌謂西賊誼興溌そ？萱：壷乳ふ
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病眼︵その一︶

田︲辰ノ春予眼ヲ串やワ

せくノ一説室弓一不︲栢峰ナルヲ以テ

泰垂疋シーア匡陸二静恥ケ琢

癖壁資三岸ヰニシーア嘘於二勅叙駅ナシ

此ノ華詩ヲ作咋リノ以テ門日ラ遣ル

唯眼光ノ晶ナルヲ幸イトセリ
悠々十載余
きざ
ヤャ眼疾ノ萌スヲ覚工
害ヲ読ミ未ダ数葉ナラズシテ
薄量目前二生ズ

あきらか

ヰ仇座主マレーア甘堕が／々夕悼梱

白ロープ︑心ノ琶目セ榊丁ルヲ韮函ル

窄次笠紺マ々／叩明﹃フ俳大エバｒ

南閏至叩ハ併吟ノ争柵スルーｒコロ

左丘其ノ明ヲ布衣エド

甲辰之春予患眼
以其不便請書
奔走就書
療養三年而終無効験
作此詩以自這

左丘喪其明
国語世所構
張籍又失明
自誇心不盲
我生甚多病
唯幸眼光晶
悠々十載余
梢費眼疾萌
讃室白未敷葉

薄量目前生
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はなはだし

自知眼力衰自ラ眼力ノ衰工ヲ知り
欲借眼鏡筆眼鏡ノ釜ヲ借ラン卜欲ス
長候向耳掛長条ヲ耳二向カッテ掛ヶ
さしばさ
隻日爽鼻横塗日ヲ鼻横二爽メバ
あきらか
たちま
乍豊眼光朗乍チ眼光ノ朗ナルヲ覚ュ
はなは
驚他太異雲他卜太ダ異ナッテ霊ナルニ驚キ

宣如鯉胸執客世アー産胸執カノ甚キヲ知ラン︑ヤ

︹字解︺甲辰之春Ⅱ弘化元年︑時に泊翁十七歳︒左丘明Ⅱ魯の太夫で孔子と同時代

の人︒孔子の尊敬する人物であったらしい︒国語の編者とされるが︑異論が

多い︒国語Ⅱ二十一巻︒左丘の編といわれている︒春秋時代の八国︵周・

魯・斉・音・鄭・楚・呉・越︶の歴史が書かれている︒張籍Ⅱ中唐の文人︒
うん

・えい

字は文昌︒韓愈の高弟︒官は国子司業となった︒著に﹁張司業集﹂︒悠々Ⅱ

暇のあるさま︒量Ⅱかさ︒くま︒釜Ⅱひかり︒てらす︒篠Ⅱひも︒

だけで︑初めの部分だけである︒詩意はむずかしくなく︑字解によって容易

︹解説︺﹁病眼﹂という詩はかなりの長篇で︑ここに紹介したのは全体の五分の一

に解することができると思うので︑大意を示す必要はないであろう︒
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西村幸二郎会長に続いて︑今また津田久理事にお別れして︑今日

がら︑物静かな中にも漢とした津田理事のお姿を偲びました︒

雨の粛々と降る日でしたが︑窓外の雨に濡れる青葉の樹々を見な

九日に老衰のため逝去されたとの報せでした︒

いた席上︑一片のファックスが届けられました︒津田久理事が六月

平成十四年六月十二日︑岩手県立大学の財団の理事会に出席して

津田久理事を偲

一

Ｊ賦蝋﹂両蕊

ｰ

lLv品

遺産の大きさに深い感慨を覚えました︒

西村会長は︑日本弘道会の将来に思いを馳せられ︑当時まだ一般的でなかった﹁等価交換方

式﹂を採用することによって︑日本弘道会ビルの改築を企画し︑その共同事業者として住友商

事株式会社を選ばれましたが︑当時の役員の一部には消極の意見もあり︑西村会長から深夜に

（6）

敬

の日本弘道会の財政基盤の確立に貢献されたお二人の恩人を失うことになり︑改めてお二人の

蕊

声＝>三>三一>一一＜＝一く一＝＝◇言一◇三一◇−◇三一

、

私宛の電話でご相談が度々あったことを覚えております︒

高齢の西村会長が信念を以て押し切られたのは︑その背景には︑信用を伝統とする住友の精

神と︑その住友グループの精神的支柱といわれる当時の住友商事株式会社名誉会長の津田久氏
とのゆるぎない信頼関係があったからであります︒

ピルの竣工式に当って津田名誉会長が述べられた次の挨拶の中にも︑この趣旨が触れられて

おります︒﹁私共は︑日本弘道会がご提唱になっておられます﹃世界永遠の平和と道義の宣布﹄

という根本精神に心から共感し深く敬意を表するものであります﹂

（7）

この言葉の中に︑一企業と一法人の枠を超えて人間同志の信頼によって成り立った事業の稀
有な関係が裏付けられています︒

津田久氏は︑日本弘道会ビルが竣工した年の昭和六十年五月に本会理事に就任され︑今日ま
で十七年間在任して頂きました︒

この間︑私にとっても忘れ得ぬ出来事がありました︒昭和六十一年十一月五日付けで津田理

事からの信書が届きましたが︑その内容は︑一年前の日本弘道会創立百十年記念式典に欠席さ

れた真意を明らかにされるとともに︑理事退任を予告されるものでした︒

新聞に報道された元職員の不祥事事件について︑社会を騒がせて申訳なく欠席したこと︑日

本弘道会の綱領に照らしても理事に止まるべきでないと辞退の決意が述べられており︑驚きま

したが︑その一週間後︑態々来会されて辞任届を持参されたのには︑本当に恐縮いたしました︒

、

、

〆

企業の最高責任者がここまで深い社会的責任を取ろうとされていることに感銘しつつも︑津

田理事の存在が日本弘道会と住友商事株式会社の信頼関係のシンボルであることを申しあげ極

力思い止まって頂くようにお願いして︑引きつづき御協力頂くこととなり︑安堵した次第です︒

津田理事と深くお話したのはこの時が最後でしたが︑その時に話に出た伊庭貞剛総理事の伝

記などを送って下さったり︑上京の際はお忙しい中気軽に立寄られました︒理事会や総会にも

出席され︑大槻文平理事や中村元理事と和やかに談笑されているお姿が目に浮かびます︒

平成四年の寿昌式では代表として挨拶され︑寿昌杯を受けられたことを殊のほか喜んで頂き

（8）

ました︒

最近はお目にかかる機会もなく︑御様子を間接的に伺うばかりでしたが︑突然の計報に接し︑

九十七歳という天寿を全うされたとはいえ︑本会にとってかけがえない方を失ったという思い
を深くしております︒

今は亡き津田久理事の温容を偲び︑本会に対する御支援に限りない感謝を捧げ︑心から御冥
福をお祈り申し上げます︒

︵本会会長・元文化庁長官︶

〆

〆

津田久理事の在りし日を偲んで
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トトト

これは触れないわけにはゆかないので︑津田さんが社長

︐Ｌ︐︑

は今でも変わらない︒津田さんは私が住友商事に入社した

を退任されたとき︑後任社長が津田さんを称えて述べられ

｜︑業績面での功績

●

伊藤克巳

ｂ▽も研一ＱＩ１ｊＢｒムマ４０７もｒも７１叩ＪＢＴもｐＪＧ▽＆▼ＪＧＦ小君４９︐４Ｔ４ｏｒＡ弓ｊＢＰ上▼４Ｂｒ二一Ｔ４Ｑｒ卓ＴｒＧＦさｒＧＩｎＪＱ７ｎｌＱ７凸甲ｆｑｖＡＴ２Ｇｖ▲９Ｊ︒Ｆ△１４９︐︲画ｊＵｒもＴ４０ｖ４訂ｊ巳
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お顔の色はやや青白く︑温厚で物静かだが目はきらりと

ときすでに社長であられた︑というか︑津田社長以下の面

た挨拶文を引用することでこれに代えたい︒

他にふさわしい呼称も浮かばないし︑仕事で若干のご縁も

昭和三十一年九月期の売上高は︑半期約四百億円でありま

身に背負われ⁝．：この間わが社の発展状況を述べますと︑

﹁．：⁝十四年間にわたり︑わが社のために︑全責任を一

あって身近に感じていたこともあり︑お許しいただきたい︒

津田さんなどと親しげに表現することも障られるのだが︑

接の結果採用されて入社している︒はるかに大先輩であり︑

光っている︑津田さんに始めてお目にかかったときの印象

礎遼、

すが︑現在︑すなわち本年九月期の半期売上高は八︑二○
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○億円︑実に二十・六倍になっております︒

う堅い決意︑その気塊であったと思うのであります︒﹂

の成長率より格段に高いのであります︒この期間における

津田さんの陣頭指導のもと︑役職員がこの決意を共有し一

いることは︑何よりもまず︑津田さんご自身の決意であり︑

ここで津田さんが役職員の全員の決意として述べられて

わが国のＧＮＰの伸びは七・○七倍で︑また他商社の伸び

致団結して業務に逼進した結果が︑立派な業績につながっ

いわゆる高度成長の時代とはいえ︑当社の成長率は一般

は九〜十一倍で︑どの商社をみても当社の伸びに匹敵する

たということである︒

終戦直後の九月︑住友本社では︑財閥解体必至の情勢下

ているが︑いま少し敷術しておきたい︒

ものであり︑これが何であったかは上述にすでに披渥され

津田さんのこの決意は終生津田さんの会社経営を支えた

総合商社はないのであります︒﹂

二︑津田さんの決意
このように︑立派な業績を残されたことにつき︑順序は
後先となるが︑津田さんは社長退任︑会長就任のご挨拶で︑

は当社の商事部門が発足した異常な経緯に対して︑当時の

動力の中心は何であったか︑と振り返ってみますと︑それ

﹁⁝⁝当社が今日の規模にまで発展することができた原

滅ぼさずに転換し︑将来民族と国家の繁栄につながるよう

その家族の援護を十分にする︑住友の全事業をできるだけ

仕事を与えるため︑新しい事業を企画する︑海外引揚者と

ているが︑そのなかに︑人材の離散を防ぎ︑できる限りの

で︑今後の住友の事業の継続︑発展のための五原則を決め

役職員全員が一斉に抱いた悲壮な決意であったと思うので

に運営する︑といったことが盛られている︒

以下のように述べられている︒

あります︒すなわち︑われわれは住友の固い禁制を破って

設を禁止し︑これがずっと守られてきた︒禁止の理由は︑

住友では︑大正年間にそのときの総理事が商事部門の新

に仕上げてみせなければ︑歴代先輩に合わせる顔がない︑

一つには︑住友の事業は基本的に生産に関するものが中心

生まれ出たのでありますから︑是非ともこれを立派な商社

石にかじりついても必ず一流商社に仕上げてみせる︑とい
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界的な規模でやらなければならないが︑その人材はいない

に悪い影響を及ぼす︑いま一つは︑商事会社をやるには世

で︑地味な仕事である︑商事のような派手な仕事は生産業

かと拝察するのである︒

たとき︑津田さんの胸には万感の思いがあったのではない

で発展してきたところで社長を後任に譲られることになっ

一からスタートした商事会社がビッグスリーを狙う位置ま

三︑徳を以って治める

し︑いま始めても先進商社に追いつけない︑一歩誤れば大
損害を被り︑他の諸事業までも危うくする︑といったもの
であった︒

先に大正年間の総理事の商社新設を認めない理由として︑

商社は一歩誤れば大損害を被り︑他の諸事業までも危うく

しか
し
かし
し︑︑終戦後︑上述のごとく海外からの引揚者を援護

してゆくには︑新事業が必要だし︑戦後の日本に貿易の発

する︑と考えておられたことを述べたが︑これは今でもそ

商社では︑取引上の商社金融とか新規事業への投融資な

展は不可欠で︑そのためには古くからの禁制を破り︑貿易

は住友本社の人事課長としてこの議論に参画され︑その過

どが欠かせない重要な機能であるが︑それにつきまとうリ

の通りである︒

程で商事会社の新設を危倶するいろいろな反対論などにも

スクはとてつもなく大きい︑何か失敗すれば商社本体が破

商社の設立が適当である︑との結論がだされた︒津田さん

遭遇してこられたし︑商事会社の経営とは非常に危険を伴

﹁石にかじりついても必ず一流商社に仕上げてみせる﹂た

綻する︒現にこれまで大変多くの商社が破綻していった︒

そのようななかでご自身もその母体となった会社︵後に

めには︑どんなことがあってもつぶれない会社にする︑こ

うものだとの認識も深めておられた︒

住友商事と改名された︶に移られたのである︒それだけに︑

れこそ津田さんの執念であったといってもよい︒

慎重な判断をされたし︑そのため外部から﹁石橋を叩いて

したがって︑商取引あるいは投融資についてはきわめて

おって住友商事の社長を託されたときは︑何としても立派
な商社に仕上げねば︑と悲壮な決意を新たにされたわけだ︒
そしていろいろご苦労を重ねつつ社長の重責を果たされ︑
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較的健全な社風として結実しているのである︒

も渡らぬ商社﹂などともいわれたわけだが︑これが今日比

デザートになったが︑これもまた大きな︑アメリカ風に甘

てきた︒これらをおいしそうにペロリと平らげられたあと︑

飾らず︑箸らず︑欲求せず︒信義︑誠実を旨とし︑相手を

置く︒清濁併せ呑まない身の潔白さ︒自らは常に控えめで

は大胆︑細心︑読みが深く考えが大きいので︑誰もが一目

の行く末をひたむきに考える一生懸命さ︒決断にあたって

ような経営者になりたいと志向した人は非常に多い︒会社

を何も残さず召し上がった︒小柄で︑当時はやや小太りて

トースト二枚と︑これも朝としてはフルコースで︑これら

二つ︑アメリカ流に分厚く大きなハム︑ジャガイモつき︑

明しつつ︑朝食を注文したが︑ジュースに︑卵の目玉焼き

メリカの新聞︑テレビの主なニュース︑天気予報などご説

翌朝︑決めてあった時間にレストランでお待ちした︒ア

味の強いケーキをおいしそうに召し上がった︒

想う仁の精神︒徳を以って治める︑とは津田さんのような

いどの体つきで︑昨夜に引き続いて︑何と見事な食べつぶ

社内では津田さんを理想的な経営者と考え︑津田さんの

執政のことであろうと︑つくづく思う︒

とき随行し︑短期間だが寝食を共にしたことがある︒津田

の食欲である︒津田さんが財界人ミッションで訪米された

津田さんと旺盛な食欲は︑一見そぐわないようだが︑津田

とではなく︑文字通り食欲旺盛なのだ︒物静かな雰囲気の

何も残さず食べるのが昔の日本の美風︑といった体のこ

りだろう︒

さんはその日の行事予定を無事終えられて︑我々だけの気

さんは︑実は純粋で天真煽漫な方なのだと納得できたよう

そんな津田さんに一見不似合いなことがある︒津田さん

楽な夕食となった︒食事のメニューをご説明すると︑フル

に思った︒

︵本会監事・元住商ビルマネージメント㈱取締役社長︶

コースでゆきましょうということになって︑野菜サラダの

前菜︑スープに続いて︑日本では滅多にないような大きな
皿に一キロぐらいありそうなとび抜け大きなビーフステー
キと︑これまた大きなアイダホポテートがまる一個盛られ
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工式に︑津田理事が住友商事名誉会長として︑住友商事側

ましたのは︑昭和六十年一月十八日︑日本弘道会ピルの竣

局長を尋ねて打ち合わせを繰り返しておりました︒

築前の旧日本弘道会ピルに︑よく西村前会長や渡辺元事務

本会がピル改築を検討し始めた昭和五十七年頃には︑改

方式による共同事業を決議し︑そのパートナーとして住友

↑

り

ｌトート・ｌｉ︲Ｉｉ・ｉｔ

の代表で出席し︑西村幸二郎前会長と二人で喜びに満ちた

お二人が心の底から信頼し合い︑又︑それを信じ合って

商事株式会社を選ばれたのも︑西村前会長と津田名誉会長

昭和五十八年初めに︑本会側でビル建設にあたり等価交換

一つの事業をやり遂げた喜びが︑近くにいる私達にもひし

との長い間の深い信頼関係にあり︑住友の信用を重んじる

笑顔で語り合っていた光景であります︒

ひしと伝わってくるような本当にすばらしい光景でありま

精神がよき緋となって結びついたものでありました︒

今
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津田理事との想い出
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山

この日本弘道会ビル建設を担当しておりました︒
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』

津田理事のご逝去の悲報に接し︑私が真っ先に思い出し

1

した︒私は当時︑住友商事の東京ビル事業部課長として︑
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その証として共同事業契約を締結するにあたり︑道義理

会と住友商事の信頼関係が継続しており︑西村前会長と津

に思う次第であります︒私は最近︑雑誌﹃弘道﹄の中で

田理事の熱い思いが今日まで脈々と繋がっている事を誇り

昭和五十八年四月二十七日に︑千代田区竹橋の住友商事

﹁利︵益︶のもとは徳と義にあり﹂の言葉に接し︑西村前

念をお互いに尊重すべき旨を明記したものであります︒

東京本社で本会と住友商事との共同事業に関する調印式が

会長と津田理事との間に流れていた大切なものを思い起こ

友商事の入社面接の時であります︒昭和四十三年七月︑今

私が︑津田名誉会長と初めて出会いましたのは︑私の住

しております︒

滞りなく完了した場面を今でも私は鮮明に記憶しておりま
す︒

津田名誉会長が住友の家訓であります﹁浮利を追わず﹂
を語られたことがあります︒

日まで禁止されていましたが︑実際は︑青田買いでその頃

から三十四年前のことです︒当時大学の就職活動は七月一

化に対して︑深い洞察もなく遠大な計画の見通しもなく︑

には就職活動が終了しているのが現状でした︒

﹁浮利を追わずとは時勢の変遷による社会的ニーズの変

目先の流れに浮かぶ泡のような利益に誘われて事業の荒廃

私の大学ゼミナールの教授は︑七月一日以前の就職活動

を厳禁していましたので︑同日︑教授の推薦状を持って︑

を決行するような軽はずみなことをしてはいけない﹂とい

うことであり︑正に本会との共同事業の実践にあたり︑肝

にいるから︑面接を受けに行くようにと︑早速︑往復の新

住友商事の東京本社に出向くと︑津田社長︵当時︶が大阪

〃本共同事業が実現した後︑十年︑二十年と歳月を経た

幹線の切符を受け取り大阪本社に出向きました︒本社人事

に銘じたことでありました︒

後も住友商事をパートナーに選んで良かったと日本弘道会

部で簡単な面接後︑社長室に通されました︒

したが︑背広を着て胸のポケットチーフを直しながら︑

夏の暑い日︑津田社長はワイシャツ姿で執務中でありま

さんに実感してもらえるような仕事をして欲しい〃旨の津
田名誉会長よりの指示を受けた記憶があります︒

実際︑日本弘道会ビル完成後現在で十七年を経過し︑本
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﹁よくきてくれました﹂と笑顔で挨拶されました︒

私は︑当時学生であり︑あまりにも丁寧な挨拶に恐縮し
強度に緊張しましたが︑津田社長から︑﹁私共もあなたを

日本弘道会ピルの建設に関わることとなり︑入社以来の薫

陶を︑又︑受けることになった次第であります︒

津田理事の社長就任当時の挨拶文の中に︑人の和の大切

さを語っている部分があります︒

．っの事業が繁栄するかどうかということは一に相と

選ぶ権利がありますが︑あなたも当社を選ぶ権利があるの
で対等です︒従って︑私も質問しますが︑あなたも当社に

もに働く人々が互いに信じ合って︑溶け合った心を以って

弛枚土守画久者

往及商事獄式か杜

服恋四十坪ム山河

浮刈に遡り鯉進すべかうす．

遷斑財の得史も掛り１弛族襲扉
すき︑．とあ﹄べしと難も巷も

芽黍我住久の営醤２時勢の変

圏隆盛を吟期すべ・し．

んじ確掌へ２着とし以て払奇獣手

牙暴戎牡丈の営禁は信咽を重

昭釦ご一昇制え牲丈肱則

必牧蝶鼠の世机上日

関して何でも質問してください﹂︑こんな話を受け︑その
第一印象に感じ入り︑この会社に入社したいと決めたこと
を覚えております︒

この日が︑私の津田理事との初対面であり︑住友商事入

社が決まった日でもありました︒そして昭和四十四年に入
社し︑配属されたのが社長室であります︒

当時︑高度成長の頃であり︑新規事業や会社合併等が活
発化している頃であり︑午前中は業界紙等十種類以上の新
聞を読み︑自分の担当する建設不動産関連の各商社の動き
の記事を要約し︑津田社長に提出し︑午後に指示を受け︑

更に詳しく事実関係を調査するような業務を担当していま
した︒昭和四十五年十一月津田社長は会長に就任され︑そ
の後︑社長室は発展的に解消されました︒私も︑東京本社
建設不動産本部に異動となり︑その後︑十年以上を経て︑
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一つの目標に向かって心を合わせ得るかどうかということ

にかかっていると思うのでありまして︑如何に優れた人々
が居りましても︑互いに反発し合う場合には何の力も生ま

れてこないと思うのであります﹂ｌ本会と住友商事の共
同事業は︑現在も尚︑継続しております︒両者の立場で︑

この事業に熱い気持ちで接してきた津田理事の心に恥じな
いよう︑私も微力ながらこれからも尽力することをお誓い
申し上げます︒

現在︑私の執務室に昭和四十年一月の津田理事自筆によ

る﹁営業の要旨﹂が掲げられています︒︵因みに住友商事
関係会社及び海外駐在事務所にも同様のものが掲示されて
います︶

津田理事のご冥福を心からお祈り申し上げますと共に私
共に残してくれた企業人としての心得を今一度心に銘記す
る為にも︑この営業の要旨をここに記して故人への追憶と
させて頂きます︒

心よりご冥福をお祈り申し上げます︒
︷郭省僻嫡唄恥油城簡蝿柵穐胤柵澗縦獅柵鯵︶

道徳肇の濁立なるべきこと︹一︺

○凡そ一国の有様は合わせて之を観れば︑津然たる一

吐曾なれども︑細かに之を察すれば其内に許多別々

の社曾あり︑政治吐曾あり︑宗門吐曾あり︑道徳牡

曾あり︑工術祇曾あり︑農業吐曾あり︑商業吐曾あ

り︑遊蕊杜曾あり︒

是等の吐曾は︑外より見れば︑別に他の吐曾と異

なることなれども︑其内に入りて観るときは︑何れ

も各別の有様ありて︑其尊敬する虚︑其景仰する虚

其願望する虚一も同じき者なし︒

例えば宗門吐曾にては古の名僧︑知識を尊敬景慕

し︑其他牡曾の異なるに従ひ其の尊敬景慕する虚も
亦異なり︒

○許多の吐曾の中に総て其最も大にして最威権あるは

政治杜曾と道徳吐曾の二者なり︒此二吐曾は毎に相

和して相離ることなしといへとも細かに察するとき

は判然別物の看を篇す虚あり︒

︵曾租﹃偶筆﹄より︶

(17)
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ピル事業部長であった伊藤克巳氏︵現本会監事︶と担当課

であります︒これらの経緯につきましては︑当時住友商事

的事項の取決めに格段のご尽力をいただいたのが津田理事

先代の西村幸二郎会長と鈴木勲副会長の要請に応えて基本

会員諸賢は既にご承知の通り︑本会ピル建設に当たり︑

という項目を代理執筆いたしましたが︑本会の歴史的な経

本弘道会百十年史﹂の編纂に当たり︑﹁法人財産の推移﹂

で大きな意味を持つものでありました︒このことは︑﹁日

確保︑公益事業の積極的な推進を可能ならしめたという点

だけでなく︑公益法人活動の拠点確保と同時に安定財源の

この日本弘道会ビルの建設は︑単にビル建設ということ

おりました︒

4

４９︐０４４１４も４１←９４１４１４０４吟←も４１１１４９４︐卜１１１４１←１４ｔ

4

メント株式会杜代表取締役社長︶のおこ方からお聞きして
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津田久理事の御逝去を悼む

日本弘道会の基盤整備に御尽力下さった
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一０ｒ

経済界の重鎮︑住友商事株式会社名誉会長津田久本会理
事の御逝去を悼み謹んでお悔やみ申し上げます︒御年九十

9

緯を調べ関係資料の収集︑収支予算計画立案の段階で実感

七歳︑白寿に近づこうとする御年であります︒

1

長であった山崎隆司氏︵本会評議員・現住商ピルマネージ
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と思います︒

︵株︶関係者各位のご尽力に対し改めて感謝申し上げたい

の大恩人であり︑津田理事さんを初めとする住友商事

いたしました︒かかる視点から︑津田理事は本会にとって

なされており︑季節の変わり目などに鈴木会長宛てに送ら

ありました︒津田理事さんはこのことに非常なお気遣いを

か出席できず申し訳なく思っています︒﹂というお話しが

ら﹁いろいろご通知やご案内をいただくのですが︑なかな

確かめるように﹂とのご指示があり︑早速︑山崎ピル事業

るなり﹁津田理事の安否を︑住友商事の大阪本社を通して

んの安否を気遣われて︑その日の朝︑会長室にお入りにな

大震災の折り︑鈴木勲会長は︑神戸にご在住の津田理事さ

げ︑経済的なベースが揺るぎないものになったので積極的

だくことができ非常に心強く思っております︒﹂と申し上

でになるので︑住商の皆さん方からいつもお力添えをいた

とはどうぞお気遣い無く︑津田理事さんが理事としておい

辞意を表明されたことがありました︒私は﹁そのようなこ

れてきた書簡はお人柄そのままにこのことについて触れ︑

部長を通して問い合わせいたしましたところ︑しばらくし

に事業を推進することができるようになった︑という趣旨

平成七年一月十七日の早朝︑突然襲いかかった阪神淡路

て︑﹁ご無事であり︑ご自宅も被害が無く元気でお過ごし

のお礼を申し上げたことを記憶しております︒

平成四年五月三十日︵土︶に開催された第九十回通常総

です︒﹂というご返事をいただいたので︑その旨を申し上
げたところ︑会長は大変喜ばれて﹁よかった︑よかった﹂

の東京本社へお出でになった際に本会へお一人でお立ち寄

ちょうど私が事務局次長をしていたとき︑住友商事︵株︶

津田理事さんには四回ほどお会いしていますが︑以前︑

おりませんが︑今後考えを新たにして積極的にご協力申し

私に関する限りでは従来誠に不勉強でさっぱり行き届いて

状と記念杯を頂戴いたしまして誠に有難うございました︒

して次のようなお礼のご挨拶がありました︒﹁只今は寿昌

会には︑寿昌者のお一人として出席なされ︑寿昌者を代表

りになられたのですが︑生憎と鈴木会長も渡辺事務局長も

上げねばならないと思いを新たにしております︒本日は誠

と繰り返しておられ︑私自身ほっといたしました︒

不在でしたので私が応対いたしましたが︑津田理事さんか

（19）

に有難うございました︒﹂

なお︑当日は大槻文平理事もお見えになっており︑総会
の日程がすべて終了しましたが︑おこ方はそのままお残り

千駄木の養源寺に向かわねばならず︑ご接待のため職員の

参のため会長以下私どもは︑会員有志の方々と共に文京区

民は父子兄弟夫婦あり︑朋友あり︑国人あり︑上に

ば︑惣篭政治赴曾の人日ひて可なるべし︑又吾傍人

○吾傍人民は一人も政治牡曾の管轄を遁るる者なけれ

道徳豊の濁立なるべきこと︹二︺

Ｋを残してお礼のご挨拶もそこそこに︑養源寺へ向かいま

園君あり︑下に奴蝉あり︑小にして家あり︑大にし

になって会議室でお話しをお続けなされました︒会祖の墓

した︒帰局してから職員Ｋに聞きますと︑一時間ほど和気

て園あり︑一日も是等の諸物の外に出ること能はず︒

る者あり︒

︵曾組﹃偶筆﹄より︶

之を考ふるときは雨牡曾の尊敬景慕する虚大に異な

平日は雨杜曾の厘別あることを知らざれども細かに

○吾傍は此の如く常に雨祉曾の中に交はり居るを以て

徳吐曾の人と言ひて可なるべし︒

なり︒故に此一方より之を日うときは吾等人民は道

行ふくきの職分あり︒其職分を請求するは道徳の道

己に是等の魔物の内に在るときは必是等に封して

藷々としたご様子でお話しをなされていた︑ということで
ありました︒経済界の大御所おこ方がお揃いでの懇談です
から︑日本経済の動向などについてのお話しに花が咲いた
のであろうと存じます︒

その年の十二月十八日︵金︶には︑神田錦町の学士会館
で十二月定例役員会が行われ︑遠路︑駆け付けて下さった
津田理事を中心に話題がふくらんでおりました︒

あれから十年︑物静かで気品に満ちたお姿をもう拝する
ことはできなくなりました︒津田理事さんから頂戴した恩

恵を謝しながら︑謹んでご冥福をお祈りいたします︒合掌
︵本会評議員・前事務局長︶

（20）

︻遣稿︼

十一年を経過致しました今日︑当社の月取扱高はゼロから

合住友商事株式会社社史﹄より︶

只今御挨拶のありましたとおり︑田路社長には本日をも

五十万円から二十四倍の十億円まで成長を遂げたのであり

始まって約七十億円に拡大せられ︑資本金も当時の四千百

住友商事株式会社社長就任の挨拶要旨

って社長の現職をお引きになりまして︑取締役会長にご就

まして︑十指の中に入り得る商社としての基盤を築かれま

任になられたのであります︒

ものでありまして︑私共はここに皆さんとともに︑厚く御

したことは︑実に田路社長の十年の長きに亘る御苦心の賜

なくせられました住友本社の最高幹部の方々は︑今後住友

礼を申し上げたいと思うのであります︒

顧みますれば︑昭和二十年に︑終戦によって解体を余儀
の各事業を如何に再建すべきかということについて︑日夜
苦慮しておられたのでありますが︑当社に対しましては︑

感いたすのでのであります︒しかしながら田路さんには︑

われわれと致しましては建業の大宗を失うの心細さを痛

とに︑決意せられまして︑この新分野開拓の大任を田路さ

敢えて商事部門を開設して住友の新しく活きる路を開くこ

幸いにして取締役会長として御在任になり︑今後は今より

も一層高い︑また自由な御立場から後進を指導して下さる

んにお与えになったのであります︒

全責任をその一身に引受けられ︑創業の難局に対処せれ

ころでありまして︑今後とも当社の発展のためにお力添え

ということに御快諾を得ましたことは︑深く喜びとすると

を頂けますよう︑これまた皆さんとともにお願いを申し上

まして︑幾多の戦後における異常な景気変動にも遭遇せら

を致すものであります︒しかもその間︑強力な推進力と非

げたいと思うのであります︒

れ︑その御辛苦のほどは想像に絶するものがあったと拝察
凡な英知をもって︑これらの難関を克服せられまして︑満

21

このような事情によりまして︑田路社長には御辞任にな

どうかということにかかっていると思うのでありまして︑

け合った心を以って一の目標に向かって心を合わせ得るか

如何に優れた人々がおりましても︑互いに反発し合う場合

うことは︑一に相ともに働く人々が互いに信じ合って︑溶

とになりました︒田路社長のような卓越した社長の跡を受

には︑何の力も生まれて来ないと思うのであります︒私は

りましたにつきまして︑後任として私が社長に就任致すこ

継ぎますには︑誠に弱輩且つ未熟ではございますが︑全力

不十分ではありますが︑幸い皆様の御協力を得て︑相とも

に肩を組み︑手を取り合って社業の進展に没入することが

先日ある本を読んでおりましたところ︑その中にアンド

出来ましたならば︑必ずや田路社長が築かれました当社の

を尽くして社業の健全な発展に献身いたす覚悟であります︒

レ・カーネギーの墓石に刻み込んである言葉が載っていた

固く信じて疑わないものであります︒

地位をおとすことなく︑更に一段の躍進を遂げ得ることを

のでありますが︑その文句はこういうことでありました︒

自分より優れた人びとを同僚や部下として

︵本挨拶要旨は︑昭和三十一年十一月二十六日︑津田久氏が

れた要旨を︑﹃住友商事株式会社社史﹄より住友商事株式会

住友商事株式会社取締役社長に就任され︑全職員に挨拶さ

相共に働くことを知れる人此処に眠る
私はもとよりカーネギーに比肩し得るものではありません︒

社の了承を得て︑転載させていただいたものです︒編集部︶

ただこの言葉を読みまして︑心強く感じますことは︑当社
いて下さいまして︑一つの目標に向かって協同して下さっ

には佐藤副社長はじめ︑私よりも遥かに優れた方々が多数
ているということであります︒ここにお集りの優秀な皆さ
ん方に︑その全力を尽くして働いて頂けるように努力いた

しますならば︑私の任務を果たし得るのではないかと確信
もとより優れた人々がその最高の能力を発揮して活動し

いたすのであります︒

とであると思います︒一つの事業が繁栄するかどうかとい

得るためには︑根本の条件というのは﹁人の和﹂というこ

（22）

日本弘道会ビル竣工式における挨拶

昭和五十八年十月一日の起工から約一年四ヶ月の歳月を

含弘道﹄昭和六十年一・二月号より︶

のご臨席を賜り︑只今滞りなく竣工式の神事を終了いたし

﹁本日﹃日本弘道会ビとの竣工式にあたり多数の方々

くられた︒

ました︒心から厚く御礼申し上げます︒

費し︑私どもが等しく待ち望んだ竣工式は︑雲ひとつない
冬晴れの昭和六十年一月十八日︑西村会長をはじめとした

そもそも︑この敷地は本会創立以来︑歴代会長なかんづ

持つ誠に堂々たる︑立派な建物でございます︒

この﹃日本弘道会ビとは総床面積千五百余坪の規模を

本会役職員と︑ピル建設の共同事業者たる住友商事株式会
社及び設計担当の株式会社日建設計︑施工担当の鹿島建設
株式会社並びに住友建設株式会社の各関係者総数八十名が
臨席して厳かに挙行された︒

より大正初期以来確保︑利用されて参りましたゆかりの地

で︑改築前の建物は︑西村会祖の女婿・中候精一郎博士の

く第三代会長・松平直亮伯などの諸先輩の絶大なご貢献に

設計により昭和七年に建てらたもので︑半世紀の間︑その

先ず︑午前十一時から新ビル三階に齢て産土神・三崎神
われ︑西村会長・津田住商名誉会長をはじめ︑各関係代表

社宮司の朗々たる祝詞によって﹁神事﹂が厳粛裡に執り行
者が神前に玉串を奉莫して十一時三十分に式典は目出度く

風格を誇ってまいりました︒

このたびの改築にあたり住友商事株式会社の深いご理解

終了した︒

です︒特に住友商事・津田名誉会長殿の本会に対するご理

とご協力により共同事業としてのこのピルが誕生した次第

引続いて︑設計・施行者に対する感謝状贈呈式に移り︑
施主を代表して鈴木副会長︵文化庁長官︶から日建設計︑

なお設計管理には株式会社日建設計︑施工には鹿島建設

感謝の意を表します︒

解と絶大なるご厚誼によるところが大でありました︒深く

鹿島建設︑住友建設の各代表者にそれぞれ贈呈され︑盛大
なる拍手の裡に式は滞りなく終了した︒

つづいて﹁直会﹂は場所を二階に移して行われ︑最初に

施主として西村会長から次のような慶びと感謝の挨拶を述
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ました︒何れも業界第一流の鐸鐸たる企業丈にその最高の

し上げておる大先輩であられます︒

要職にあって御活躍になられました︒私共の心から尊敬申

昭和五十四年に日本弘道会の会長に就任になられました

株式会社・住友建設株式会社の共同企業体にご依頼いたし
技術と特別なご熱意によってこの様に素晴らしい格調の高
私ども︑会祖・西村泊翁先生の流れを汲んで励み努めて

会のビルも半世紀の風雪を凌いで漸く老化して参りました

が︑先程の御挨拶にありましたとおり荘重な風格を誇る同

て来た日本弘道会の同志は︑更に結束を固め︑世道人心の

に改造することが出来るかと種々ご苦労になられました結

為︑改築をご決意になられまして︑この貴重な歴史的ビル

いピルが誕生しました︒

振興に庫身の力を注ぎ︑パートナーたる住友商事ともども︑

末永くわが文化国家の繁栄に寄与し﹃世界永遠の平和と道

私と致しましては︑西村大先輩の御知遇にお応え申し上

果︑住友におります後輩の私にご相談がございました︒

（24）

義の殿堂﹄の一つとして永久にこれを確保し次々と若い世

竣工の挨拶を述べられる津田久理事

げるために︑何かと最善の方途を検討致し度いと存じ︑私

ざ勤芽

代︑子々孫々に伝えてゆきたいと堅くお誓いする次第で

惨き篭

す︒﹂次いで︑住友商事株式会社名誉会長津田久氏からも
次ぎのような挨拶があった︒
﹁住友商事の津田でございます︒

日本弘道会ビルの竣工式がご関係の皆様方多数のご臨席
の下に盛大に執り行われ︑先程滞りなく終了いたしました
只今︑日本弘道会の西村会長から御挨拶がございました

ことは誠に御同慶に存じます︒

ので︑私から重ねて御挨拶申しあげることはいかがかと存
じますが︑新ビル建設の事業主体のパートナーという光栄
ていただき度いと存じます︒

をお与えいただきました関係上︑一言御挨拶申し上げさせ
西村会長は皆様よくご存じの通り大学を出られましてよ
り住友銀行を振り出しに︑長年にわたり住友ブループの諸

唇監

の作成につとめました結果︑完全に合意が成立致し︑改築

共の建設不動産部に︑篤くその趣旨を伝え︑弘道会の皆様

最後に︑日本弘道会並びに御関係各社の益々の御繁栄と

層のご指導御鞭捷を賜りますようお願い申しあげます︒

て最善を尽くすよう指示致しておりますが︑今後皆様の一

終ります︒どうも有難うございました︒﹂

御臨席の皆様方のご健勝を祈念致しまして︑私の御挨拶を

方のご教示を完全に合意仰いで御打合せを致しながら︑案

私共は日本弘道会のご提唱になっておられます﹁世界永

を取進めることになりました次第でございます︒

鹿島建設株式会社名誉会長渥美健夫氏の乾杯の音頭によ

設計常務取締役矢野克巳氏から祝辞を頂戴し︑次いで︑

施主側両氏の挨拶の後︑施工側を代表して株式会社日建

深く敬意を表するものでありまして︑この立派な事業の根

遠の平和と道義の宣布﹂という根本精神に心から共感致し
拠地である新ピルの建設の為︑日建設計︑鹿島建設︑住友

会専用の八階︵最上階︶は会長室︑会議室︑事務室︑役員

なお︑旧会館の格調高い風格を受け継いで設計された本

長︵鹿島建設︶の手じめをもって式は目出度終了した︒

施工現場の責任者としてご苦労された共同企業体の矢吹所

会者によって︑しばし賑やかな歓談が続き︑十二時三十分︑

施主・施工関係者並びに各テナント代表者をまじえた参

り披露パーティに移った︒

まして︑本日晴れの竣工式を挙げることが出来ましたこと

建設の各社並びに関係各社の皆様の絶大なるご尽力を願い

わが国の世相を眺めますと︑どちらを見ても道義の頚廃

を心から有難く御礼申し上げます︒

を嘆かざるを得ない現状であると存じますにつけ︑日本弘
存じます︒今日竣工致しましたこのピルが弘道会の御事業

ニー︑廊下と合わせて百二十九坪の有効面積があり︑これ

室︑図書室︑展示室︑講堂などの七区劃とロビー︑バルコ

道会の御事業はいろいろその重要性を加えて参っておると
の一層の充実とご発展の起動力となりますことを心からお

この日︑本会側からは西村会長︑鈴木副会長︑石井︑片

を見学された多くの人々から感嘆の声が聞かれた︒

祈り申し上げる次第でございます︒

尚︑当ピルのテナントも既に全部決まっておりまして︑

本席にも代表の方々が御臨席いただいており︑誠に有難く
当ビルの運営管理に付きましては︑私共の別会社であり

各氏及び菅原︑川村各職員などが参列して新ピル竣工を心

員を代表して︑石橋香峰︑鈴木一︑堀田正久︑西村幸雄の

山︑古川︑茂木︑渡辺の各理事︑並びに生平監事及び評議

ます﹁商泉建物管理会社﹂︵現在住商ピルマネージメント

から喜び合った︒

存じております︒

株式会社︶に委託致しまして︑従来の経験を充分に生かし
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信用を重んじ︑マイペースで走り続けた私の昭和史

含致知﹄一九八九︑九月号より︶
本稿は︑月刊﹃致知﹄一九八九年九月号に掲載された

したことの結果︑報酬をいただき︑そこから生まれるもの

すが︑利益というのは︑社会のお役に立つ︑あるいは貢献

津田これは︑三百年を超える住友家の歴史を通じて築

そういう意味で︑私たち住友の人間は︑三百年の歴史を通

きないから︑世間を騒がせるような事件が起こるわけでね︒

ただ︑悲しいかな︑その当たり前のことが︑なかなかで

なのですよ︒

で信用を重んじるといっても︑これは至極当たり前のこと

なければ︑世の中は成り立っていきませんから︑住友精神

る︒われわれ人間の社会では︑お互いに信頼し合っていか

着実にやっていけば︑世間の信用は必ず得ることができ

ことなのです︒

いうのは︑単なる利益第一主義に走ってはいかん︑という

用されて初めてできるものであって︑﹁浮利を追わず﹂と

なのですね︒だから︑正当な利益は︑お客さまや世間に信

記事であり︑株式会社致知出版社のご好意により転載
許可を得て収載したものである︒

貫かれる住友精神
Ｉ津田さんは︑製造業が中心であった住友グループ
の中で︑戦後︑商社部門として住友商事を設立され︑今日
まで引っ張ってこられた方ですね︒

津田私一人がやったことではなく︑多くの先輩や︑長
ふり

い住友家の歴史があったからこそできたのです︒

ｌ住友の歴史といいますと︑﹁浮利を追わず﹂とい

き上げられた商売に当たっての戒めのようなものなのです

して︑そうでありたいと思いながら一所懸命︑努力してき

う〃住友精神″が有名ですが︒

が︑私自身は︑これを﹁信用を重んじる﹂というふうに解

たその積み重ねに︑誇りを感じるとともに︑多くの先輩に

まさとも

Ｉ住友精神は︑初代の住友政友さんに発しますね︒

感謝したいですね︒

釈しています︒

商売をするに当たって︑何が正当な利益であって︑何が
不当な利益であるかという解釈は︑非常に難しいところで
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し﹂３口９℃一つ

津田ええ︒政友さんが︑二代目の友以さんに家業を継
がせるとき︑はかりごとをして利益を得ても︑そういうこ
とをやっていると神罰が当たるから︑正直でなければいか

精神が三百年前から住友には続いてきて︑今も貫かれてい
るのです︒

えられるわけですが︑住友に入社することは︑第一志望で

ところで津田さんは住友に入られて六十年を超

転職を思いとどめた出会い

それと︑政友さんは︑仏教を信仰されていまして︑それ

ん︑と書き残しているのですね︒
に基づいて︑﹁感恩報謝﹂という考えを掲げておられた︒こ

はなかったそうですね︒

思っていたように︑何か国家・社会のためになることをし

だったことから︑私も役人になって︑当時の学生が誰でも

津田大学を卒業したのは昭和三年で︑私の親父が役人

おやじ

れは︑四つの恩ｌ天地自然の恩︑国主の恩︑父母の恩︑衆
生の恩を尊べということなのです︒

ｌ商売をするに当たって﹁こめ四つの恩に感謝する
ということですね︒

高等文官試験を通らなければならず︑私もその試験を受け︑

たいと思っていたのです︒もちろん役人になるためには︑

け合いながらやっ

一次の筆記試験は受かっていた︒ところが︑最終的な合格

津田人間はいろんなところから恩を受
受け
けて
て︑
︑み
みな
なで
で助
ている︒今Ⅲの状

発表は卒業の前の月ぐらいでしたから︑不安が残るわけで

かと誘われたのです︒私としては︑ず−つと役人になるつ

あるな︑と思っていたとき︑住友にいた先誰から︑来ない

それで︑安全弁というか滑り止めをつくっておく必要が

す︒

況をみましても︑

ければならないか

助け合っていかな

もりでいましたから︑民間企業に特に当てもなく︑関西が

日本はよその国と

はいけません︒で

ら︑それを忘れて

地樵の住友がどんなところか︑よく知らなかったのですが︑

ところが︑予期せぬことが起こりましてね︒採用通知が

先輩の勧めでもあるから︑と軽い気持で受けたのです︒

きて︑ついては︑今夜主従固めの杯を交わすからそれに出

すから︑信用を重
忘れてはいけない

んじ︑感謝の心を
わけですが︑この
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わす場に出なければ入社を辞退したとみなされてしまうの

席してもらいたい︑という連絡を受けたのですが︑その数

ろ説明してくれて︑﹁住友はいろんな事業を通じて︑社会

言うのです︒そして︑役人の世界のことを裏も表もいろい

ことではない︒その辺のところを少しは勉強したのか﹂と

雪の降る日でしたが︑田中さんは傘を差して駅まで送っ

しました︒

ないので︑もう一度考えてみます︑と田中さんの家を後に

私としては︑役人の世界のことを勉強していたわけでは

う一度考えてもいいんじゃないか﹂と話されたのでした︒

の役に立とうとしているところだから︑そこのところをも

日後に︑高等文官試験の二次試験がありましてね︒杯を交

ｌ出席しなかったら︑入社を辞退したとみなされる

で︑どうしたらよいものかと悩んだのです︒

津田役人を取るか︑住友を取るかの板挟みになって︑

のでは︑滑り止めにはなりませんね︒

それで困り果てて親父に相談に行った︒そしたら父は︑自
分が役人でありながら︑﹁役人なんかより︑そりゃ住友が

てくれました︒田中さんは︑学生のとき電車に飛び乗ろう

ってくれ︑そして︑私が電車に乗っても︑電車がカーブで

をなくしておられたのですが︑義足をつけて駅まで私を送

とした若い人を助けようとして︑自分が線路に落ちて片足

ところが︑三年ほどしたとき︑辞めたくなりましてね︒

たのです︒

私は︑文書係として法律関係の仕事をしていたのですが︑

田中さんの姿を見たとき︑もう一度考えてみますと言った

見えなくなるまで︑じ−つと立っておられるのです︒その

いいじゃないか﹂と言うので︑それで住友を選んでしまっ

あるとき別子銅山視察のお供をしまして︑鉱道の奥で若い

いところで働かされて︑果たしてこれが国家・社会のため

た︒その鉱員を見たとき︑こんな若い人が︑日も当たらな

辞めて役人になっていたかもしれないし︑どこかほかの会

した︒田中さんに出会っていなかったら︑あのとき会社を

私でしたが︑考えるまでもなく︑住友に残ろうと決心しま

とも

鉱員がカンテラ一つ点して︑一人でこつこつ作業をしてい

になっているのだろうか︑とふっと思い︑やっぱり役人に

社に移っていたかもしれませんね︒

ｌそういう意味では︑田中さんは津田さんの人生の

人材温存のために商社設立

なろうかと考えたわけです︒それで︑日ごろ︑いろいろご

指導いただいていた︑人事課長の田中良雄さんのお宅を訪
田中さんは︑﹁そこまで考えて辞めるのなら︑それは仕

節目にあって大きな役割を果たされた方だったのですが︑

ねて︑会社を辞めようかと思うと相談したのです︒

方がないが︑役人になることが必ず国家・社会の役に立つ
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何といっても︑敗戦は大きな出来事だったでしょうね︒

津田そうですね︒財閥の解体がありましたし︑住友グ
ループの中で商社ができたのも︑敗戦が契機となったもの
でしたから大変な時代でした︒でも︑苦労とかなんとか考

け野原でしたから︑新規に事業を興すといってもとても不

可能でね︒それじゃあ︑あまり設備投資も要らない商社で

いこうということになったのです︒

ｌしかし︑住友グループにとって陸商社の仕事は

津田はい︒ですから︑設立に当たっては︑商社という

未知のものでしたね︒

のは浮利を追う事業だとか︑商社をやらないという住友の

えている暇がなかったですね︒
敗戦直後︑﹁日本の男はみんなゴビ砂漠に連れて行かれ︑

方針にも反する︑などといろんな反対が内部からありまし

うわさ

いましてね︒みんな奴隷かなにかにされると思って︑戦々

どんなことをされるのかわからん﹂なんていう噂が飛び交

実は︑第一次大戦があったころにも一度︑商社をつくろ

た︒

うという話があったのですね︒日本は戦争には直接参加し

だけど︑ポツダム宣言のビラを読んでみると︑例えば︑

恐々としていました︒

賠償責任を果たすためのものを生産する仕事や︑貿易の仕

てはいなかったけれど︑日本のものがどんどん売れ︑貿易

たけのこ

事などの平和産業なら認めるとあって︑ゴビ砂漠に連れて

たわけです︒

はもうかるということで雨後の笥のように商社が設立され

ｌ噂に惑わされることなく将来を見つめておられ

行かれることはないだろうと︑感じていたのです︒

していかなければならないわけですから︑住友が解体にな

立案を潰されたのです︒その鈴木総理事の予言が第一次大

わったら商社も駄目になるだろう︑ということで︑商社設

ったのですが︑当時︑総理事だった鈴木さんが︑戦争が終

津田それで︑住友でも商社をつくろうとする動きがあ

ｌ戦争による特需で景気がよかったときでしたね．

っても人材を温存しておかなければならないし︑海外から

津田そういうことになれば︑日本としては経済を復興

たのですね︒

引き揚げてくる人たちの受け皿を用意しておかなければな

ところが︑第二次大戦の後は︑海外から引き揚げ者がど

も商社をつくろうなんて言い出さなかったのです︒

ったということで︑みんな感心しちゃって︑それ以後は誰

戦後︑見事に的中しましてね︒総理事の判断は︑大英断だ

軍需産業から平和産業に転換して︑人が余ってきたから︑

らないのですね︒

って人材を温存するかと考えていたとき︑当時の日本は焼

﹁お前たち首や﹂なんてとても言えない︒それで︑どうや
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んどん帰ってきて︑まごまごしていられないんですね︒そ

れた田中さんのところへ行って︑とにかく人材を温存しな

いうことで︑同期の仲間と一緒に︑常務理事になっておら

りようによっては住友らしい商社ができるのではないかと

んなもの全然ない︒だから︑この会社は大きくはならない

もやっていくという気迫がなきやいけないが︑商事にはそ

引っ張っていく商社になろうとするなら︑泥をかぶってで

送船にもならず︑とても戦列には加われない︒グループを

行とか住友金属工業は戦闘艦のようなものだが︑商事は輸

津田それに︑ある雑誌で︑住友グループの中で住友銀

底していたのですね︒

きゃいけないからやりましょうということで︑日本建設産

れで︑商社そのものがいけないというわけではないし︑や

業という社名で︑昭和二十年十一月に出発しました︒

の記事を読み返しましてね︑この記事のようになって︑住

私は今でもその雑誌を持っているのですが︑ときどきそ

だろう︑なんて書かれました︒

友の先輩たちの顔に泥を塗ってはいけないということで︑

熱心な素人は玄人に勝る
ｌ住友の歴史の中で︑初めて商社部門をつくられた

二代目の田路舜哉社長などは︑﹁熱心な素人は玄人に勝

わけですが︑創業に当たって︑どんなことに気を使われま

る﹂と言いましてね︑営業部員たちを激励して︑熱心な素

とにかくみんなで一所懸命にやっていました︒

津田なんといっても︑住友が三百年の歴史の中で築き

人の活力を引き出すことに努力されていました︒私たちに

したか︒

でした︒

ｌそうやって︑徐々に商社としてのノウハウを蓄積

やるよりほかはなかったのですね︒

は︑商社事業の経験もノウハウもありませんから︑熱心に

上げてきた社会的信用を傷つけてはいけない︑ということ

これは︑いまこそ笑い話みたいなものなのですが︑日本
からなくて︑﹁土地屋さんですか﹂なんてよく聞かれるの

建設産業の名刺で営業していたら︑どういう会社なのかわ
です︒それで︑﹁実は住友の商事会社で⁝⁝﹂と説明する

津田運が良かったというのか︑二十五年に朝鮮動乱が

起きて︑アメリカの対日政策が変わって︑日本の産業を育

され︑昭和三十一年には津田さんは社長に就任されますね︒

成するようになった︒それで︑三十年ごろは︑神武景気と

と︑﹁浮利を追わぬという社訓で育てられてきた住友の人
まっている﹂なんて言われましてね︒

いわれたように景気がよくなって︑その波に乗れたから︑

たちが︑商売などやれるはずがない︒そのうち潰れるに決

ｌそれだけ︑﹁浮利を追わず﹂という住友精神が徹
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きました︒

水の陣のような︑是が非でもやり遂げなければならない︑

たって商売はできることを示さなければならない︑と︑背

住友金属工業や住友銀行が戦闘艦にたとえられて︑うち

て︑それ以上のことはやりませんでした︒

自分たちの実力というか︑体力の限界だけははっきり知っ

いささか向こう見ずなところがあったかもしれませんが︑

という気持でいたのですね︒商売の素人集団でしたから︑

商社としてのノウハウも蓄積し︑事業を拡大することがで

ｌ津田さんが社長として気をつけられたことは︑ど
んなことでしたか︒

津田住友三百年の歴史を傷つけることなく︑信用を重
といっても信頼できる人材を育てなければなりません︒で

んじていくことは前にも言いましたが︑そのためには︑何

ですから︑自分の体力の範囲内でこつこつと基礎をつく

は戦列にも加われない輸送船か︑それじゃうちはすぐ戦闘

り︑マイペースでやっているうちに力をつけて︑力がつい

艦になってやろう︑とあせってやったのでは︑体力以上の

たら︑スパートするんですね︒こういうふうに走っていた

ｌ信頼できる人をつくる︑ということですね．

りていって︑同じ方向を向いて︑そしてその中で︑具体的

指導するというふうに構えるのではなく︑みんなの中に降

ら︑何をぐずぐずしているんだとなるのだろうけど︑東京

すから︑人をつくることを第一のポイントにしました︒

にどうやっていくか示していくことなのです︒これは田中

オリンピックのとき︑アベベ選手は途中で追い抜かれても

ことをするわけですから︑すぐ潰れてしまうのですね︒

さんに教えていただいたことなのですが︑教壇に立った先

知らん顔して︑自分のペースで走っていって︑最後はきっ

津田その場合︑気をつけなければいけないのは︑人を

人は育たないのですね︒

入って︑その中でマイペースでやっていく︒その結果︑一

少しずつでも前に行って︑そして︑トップグループの中に

す︒一番ピリにいたのでは何もできませんから︑とにかく

津田だから︑何も︑いつも一番でいる必要はないので

ｌマイペースを崩さずに実力をつける．

ちりと優勝しましたが︑そういう走り方がいいのですね︒

生のように︑高いところから生徒を見るようなことでは︑

マイペースで走り力をつける
ｌみんなの中で︑率先垂範することが大切なのです
津田それと︑あせらないことですね︒会社を興したとき︑

番になるか︑二番になるかは︑ときの運もありますし︑ま

ね︒

ようにやり遂げていかなければならない︒浮利を追わなく

住友の伝統的な精神とやり方で︑どこからも非難されない
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日まで来られたと思うのです︒

F箕

Ⅱ０

（32）

個人が成長しようと思う場合も︑あせらずに︑こつこつ
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蕊

津田名誉会長に聞く

来ている様式︑制度︑主義︑道徳などを云う﹂と書いてあ

二住商こみゅにて壁ｚ○．龍より︶

︵本稿は︑津田久理事が︑住友商事㈱の名誉会長として新入

住友の伝統とその継承

社員に対し︑住友の伝統︑社員としての心がまえ等につい

４月入社したばかりの新入社員の皆さんを中心にして︑津

主義︑精神があるが︑差当たっては住友精神の﹁基本﹂は

もちろん︑住友精神といっても︑具体的にはいくつもの

と思います︒

何かという問題として︑私の考えていることをお話したい

かという問題は︑住友の伝統精神︑いわゆる住友精神とは

雑しているような気がします︒そこで︑住友の伝統とは何

題にしている場合もあって︑伝統という言葉遣いが一寸混

るようなところもあるし︑主義︑道徳ｌ精神を取上げて問

とか様式︑習慣などを何となく頭に浮かべながら話してい

皆さんが︑今使われた伝統という言葉の中には古い制度

ります︒

て座談の形式で述べられたものを収録し︑住友商事の社内
報﹃住商こみゅにてい﹄ｚｐ雷︵一九八一年七月号︶に掲載

されたもので︑同編集部のご好意により転載許可を得て収
載したものである︒︶

住友精神の基本は﹁信用を重んじる﹂
ｌ住友の伝統とは何か︑さらには︑それをどう受け

田名誉会長からお話をうけたまわりたいと考え︑お集まり

何かということが問題だろう︒然し︑率直に云って︑住友

継いでいったらよいか︒この問題について︑本日は︑この

いただきました︒津田名誉会長に︑まず︑住友の伝統につ

ことは︑裏を返して云えば︑常に相手の信頼に応えるよう

﹁信用ということを一番大切に考えて行動する﹂という

の基本は﹁信用を重んじる精神﹂だと考えています︒

一致しているとは云えないので困るのだが︑私は住友精神

人の中でも︑基本は何かということになると完全に見解が

津田住友の伝統とは何かということだが︑伝統という

いて︑お話をお伺いしたいと思います︒

ね︒

言葉の意味を少し整理しておく必要があるように思えます
﹁辞林﹂を開いて見ると︑伝統とは﹁古くから伝わって
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は︑例えば︑出来るかどうか︑わからないことを︑はい承

に行動するということですね︒相手から信頼されるために

に住友精神の尊さがあると︑私は思っているのです︒

ねて来たことは社会の認めるところとなっています︒そこ

じて︑営々として信用が第一と心がけ︑その実践を積み重

のです︒そういう中にあって︑住友は四○○年の歴史を通

私が住友精神の基本は信用を重んじることであるという

ね︒﹁確実﹂にやれるという自信がないものを引受けてし

根拠は︑旧住友本社が遺した社則の中の営業要旨二ヶ篠に

知しましたなどと︑安請合いをするわけには行かない筈だ

から堅実でなければならないという行動基準が出てくるわ

まうようなことは結局︑相手の信頼を失うことになる︒だ

この第一係に︑我住友の営業は信用を重んじ確実を旨と

あるのです︒

とが信頼を受けることの根底となるものでしょう︒

けです︒そしてまた︑いつも相手の立場になって考えるこ

にその原典が見出されるのでありますが︑確実を旨とする

ということはさきにお話したように信用を重んじることか

すべきことが示されており︑これは家祖文殊院旨意害の中

ら当然に導き出されることですから︑住友精神を一言で云

住友の事業経営の基本的理念は︑このように信用第一に
いうことは︑どこの会社︑商店でも︑社是として揚げてい

えば信用を重んじる精神であると云うわけです︒

徹するということですが︑しかし皆さんは信用第一などと

であるなどというのはおかしなことだと思うことでしょう︒

る極めて平凡な︑当り前のことで︑それが住友精神の基本

︵事業を︶弛張興廃することあるべし﹂と書いてあります︒

第二篠は前段において﹁時勢の変遷︑理財の得失を計り

積極的堅実主義と遠大な計画性

は相互の信頼があってこそ初めて安穏な生活が出来るので

か︑とがっかりしたかも知れない︒然し皆さん︑人間社会

どんな素晴らしい﹁伝統﹂かと思ったら︑そんなことなの

はないでしょうか︒人を見たら泥棒と思え︑という社会は

つまり︑時勢の変遷による社会的ニーズの変化を見定め︑

ているわけですが︑これも伝統精神の一つの表現なのです︒

果敢に事業の興廃を断行すべきである︒古い殻にいつ迄も

基本は第一怪に︒第二峰は梢々具体的な行動基準が示され

それだからこそ︑どの会社も商店も︑それを標語として︑

社会生活にとって基本的な︑極めて大切なことであって︑

閉じ篭ったり︑しがみついていないで︑積極的に︑進取の

て行こうということは︑平凡な︑当り前のことではあるが

努力しようと考えているわけです︒ところが︑それにも拘

精神を以て対応せよということです︒われわれは︑ここに

望ましい社会ではないでしょう︒だから信用を大切に考え

らずこの当り前のことが︑中々実行出来ないことが問題な
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ただ︑この候文の後段に﹁荷くも浮利に趨り軽進すべか

﹁遠大な計画性﹂ということも住友の伝統の一つであるこ

な軽はずみなことをしてはいけないということであって︑

遠大な計画性を端的に現わすものの一つとして住友の林

とを先輩方から教えられた記憶があります︒

積極性を伝統として受け継いでいることに注目すべきです︒

らず﹂と書いてあるので︑これが第二篠全文のポイントで
あると一般には受取られているようです︒然し私は文脈か

用とか製錬の為の木炭用に充足するため附近の山林を伐採

した︒しかし︑ただ切り出すだけでは早晩なくなってしま

業があるが︑それは別子銅山の開発が進むにつれて︑杭木

卒に突進するようなことをしてはならないと論しているの

けだが︑それだけではなく︑われわれは天地自然が与えて

う︑無くなってしまうことは鉱山開発上困ることになるわ

ら考えて︑積極的に時勢の進運に対応する処置をとるべき

であって︑われわれは︑これを積極的堅実主義の宣言と解

であるが︑その際︑一時的な︑安易な利益に惑わされて軽

釈しています︒

いう見地からも山林を切りっぱなしにするのではなく︑植

くれる恩恵に対して報恩ということを考えるべきであると

たのです︒ただ御存知の通り︑木は植えてから利用できる

林していくべきであるというところから林業がスタートし

この第二篠後段の﹁浮利に趨り軽進すべからず﹂という
げているし︑皆さんもそう思っておられるようですから︑

ことを︑あたかも住友のイメージのように世間では取り上
この点をもう少し説明しておきたいと思いますが﹁浮利﹂

から五○年先になってからも︑次々と一定量の木材が利用

位の大きさにまで成長するのには五○年もかかります︒だ

できるようにするためにはどんな計画が必要か︑そして五

とはどういうことなのかということについて︑不思議なこ
を追わずということは︑何となく投機的利益を追ってはい

るかも考えて計画しなければならない︒正に文字通り遠大

○年︑六○年先になったらどんな樹種が︑どの位必要にな

とに住友内部に齢ても定説がないようです︒そして︑浮利

﹁浮利﹂と﹁投機的利益﹂とは違うと思うのです︒

林業だけでなく︑総ての事業には先々を見通しながら計

な計画性が必要なわけです︒

けないということだと考えられているようですが︑私は
諸橋氏の大漢和辞典によると﹁浮利﹂とは﹁虚浮の利︑

浮いた泡のようにはかない利益﹂と説明しています︒つま

目先の泡沫的利益を追いかけていたのでは事業の大きな発

画をはっきり掴んで進んで行かなければならないわけで︑

展は出来ないことは自明のことです︒これが浮利を追わず

り︑時勢の変遷による社会的ニーズの変化に対して︑深い

ぶ泡のような利益に誘われて︑事業の興廃を決行するよう

洞察もなく︑遠大な計画の見通しもなく︑目先の流れに浮

（35）

番古い伝統が一番新しい商社とどう結び付いているのかと

商社である︒それがどうして古い伝統を重んじるのか︑一

の中に︑住友商事は商社として一番後発だから一番新しい

さきに住友精神といってもただ一つではない︑基本的精

ということの真意なのです︒

神の周囲に幾つもの主義︑精神があるといいましたが︑伝

いう質問がありましたが︑今の私の﹁住友の伝統﹂につい

住友商事は︑終戦直後に誕生した新しい商社です︒従っ

ての説明で︑よく判られたでしょうか︒もう少し説明して

其の他﹁自利他利公私一如﹂という考え方も歴代総理事

て古い伝統がある筈はないわけです︒然し︑住商は住友財

統の一つに今いった遠大な計画性があり︑それに伴って技

が常に説かれる精神です︒自分を利することが他人を利す

閥解体の瞬間に生まれた﹁住友の会社﹂なのです︒住友金

術を尊重するという考え方も伝統的なものとして住友の中

ることと合致していなければならないし︑公の利益と住友

属や住友銀行と同様に﹁四○○年の伝統を持つ住友﹂の会

おく方がよいかと思います︒

の利益とが一体でなければならないという考え方で︑国家

に流れている精神なのです︒

社会の利益を常に念頭において行動しなければならない︑

られていた﹁営業の要旨﹂二ヶ牒を︑そのまま当社の営業

社なのです︒だから当社は︑旧住友本社の社則の中に定め

精神として受け継いでいるのです︒而も新設の動機の中に︑

ということなのです︒ここに住友の社会的責任に関する考
え方が伝統精神として流れていることを知ってほしいと思

敗戦によって職場を失わねばならなくなる多数の住友の人

なお︑人材を大切にし︑その育成に努力する方針も重要

います︒

の住友の職員だった人達です︒住友が作った新しい会社を

ていましたから︑新設の住商の職員は︑当初は全部終戦前

材を︑日本再建の為に温存するという大きな目的が含まれ

立派な人材がいて初めて事業が発展するものであります︒

住友の人達が運営したのですから︑一番新しい会社を動か

な伝統精神の一つです︒事業は人なりといわれるとおり︑

信頼出来る人材︑信頼される人材を育て上げて行くことに

して来たことに︑何の不思議もないことでしょう︒

そ最適であると断言して憧らないのです︒

ょう︒これに対して︑私は商社の活動理念は︑住友精神こ

ほんとに適当だと云えるのかどうかという疑問がでるでし

それなら商社にとって住友の伝統精神が経営理念として

住友は昔から非常な努力を払って来ているのです︒

商社の活動理念は住友精神こそ最適
津田住友の伝統とは何か︑ということについての一応
の御説明はこんなようなことですが︑最初の皆さんの発言
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何故かというと︑商売は人と人との信頼関係の上に成立

ちはよくわかります︒確かに指摘されたこれ等の点は十分

しいというような意見が載っていましたが︑皆さんの気持

考えて見なければならないことと思います︒

っものです︒手練手管や︑権謀術策を弄するようなことは︑

然し︑皆さんもそうした批判をされるに当って︑必ずあ

商社のバック・ボーンなのです︒だから︑信用をあくまで

クはあっても冒険しろ︑とかＩ︒そこが問題なのです︒そ

いかとか︑雑誌でも︑少しは泥をかぶれとか︑多少のリス

る限度を考えていますね︑堅実なあまり他社に遅れはしな

めて大きな商談も出来上るのです︒﹁信用﹂こそ︑特に︑

小商人のやることであって︑相互の信頼があってこそ︑初

大切にする住友精神は商社に最も必要な精神であり︑その

れなら堅実すぎないという限界はどの辺のことなのか︑全

津田住商は堅実すぎて︑伸びない︒とはよく云われる

社がつぶれてしまってもかまわないのかということになる︒

ものです︒多少のリスクをというのが︑冒険した結果︑会

めて微妙です︒崩れ出したら止めようと思っても止まらぬ

もよくありません︒然しどこ迄ゆるめるか︑その限界は極

過ぎたるは及ばざるが如しというとおり︑堅実すぎるの

ていますか︒

中でも︑名門商社の幾つかが消えていった現実をどう考え

たら︑一ぺんに自滅してしまいます︒皆さんは同業商社の

て厳しいもので︑第三者からの批判のままに︑うろうろし

ても﹁多少の﹂という候件がつく︒事業経営の現実は極め

面的に泥をかぶれとはいわないで少しはとか︑リスクにし

●●●

故にこそ︑戦後生まれの住商がここまで大きく伸びて来た

●●●

ことをよく考えてほしいのです︒

座談会なのに︑独演会みたいになってしまって拙いです
ね︒

時代の変遷とリスクを読みとる合理性
ｌ先程名誉会長からお話がありました﹁浮利に趨ら
ない﹂ということですが︑今や当社は︑三菱・三井に次い

で恥３をめざしているわけですが︑堅実なあまり︑他商社

ことです︒色々な経済雑誌などでも﹁浮利を追わず﹂など

狭く考えても六︑五○○人の職員諸君とその家族達の生活

に遅れはしないかという心配があるのですが︒

といっているようなことで︑商売が出来るのか︑とか︑少

大きな責任があるのではないのか︒職員の生活だけの問題

ろ！なんて気持ちで︑冒険心を満足させるには余りにも

が住商の存立の上にかかっている︒ええい！やって見

しは泥をかぶる決心がなかったら大きくはなれないとか
前号の特集﹁住商のイメージ﹂の中にも﹁多少のリスク

散々酷評されました︒

はあっても冒険しないと駄目だ﹂とか︑もっと一蒙傑さがほ
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に及ぼす影響の大きさを考えて見なければならないことは

ではない︒子会社︑関連会社︑取引先︑其の他国家︑社会

しまって︑住友の事業だけが現在の隆昌を見ているのです︒

の変動期を乗り越えられなくて︑没落したり︑勢が衰えて

変遷への積極的対応が出来なかったために︑特に明治維新

﹁多少﹂を計算するのです︒これは非常にリスキーな仕事

先のことを考えた利益を追うということですね︒そういう

実であるということだけではないと思うのです︒先を見て︑

ｌ﹁浮利を追わず﹂というの陸必ずしも堅実で確

それは︑積極的に時勢の推移に対処して来たからなのです︒

当然のことでしょう︒

勿論︑当社も冒険をしていないわけではないんだよ︒計
●●●

だが︑事業としては何とかしてやってみたいというような

算した冒険をやっているのです︒つまり多少のリスクの

場合には︑これをやったらいくら儲かるかというような考

住友が保守的で守りだけだというのはあたっていないん

積極性というのがかなりあると思います︒

え方はしないで︑万一失敗したら最悪の場合どの位の損に
なるかを計算して見る︒そして︑この程度の損失なら︑現

いうお話がありましたが︑そういう面はたしかにあるんで

す︒技術を大事にするということは合理性を追求するとい

ですね︒先程も名誉会長のお話の中に技術を大事にすると

ば︑その仕事自体が世の中のお役に立つ仕事であり︑当社

うか︑合理性に対して非常に敏感だという意味でもあると

在の会社の体力から見て耐えることが出来ると判断出来れ

つも冒険をしているのです︒﹁多少のリスク﹂などとカッ

としても魅力ある仕事であれば冒険するんです︒現にいく

皆さんから見ると︑住商は積極性がないように映って︑

出すことが大切だということを申し上げておきたいのです︒

進取の精神ですね︒それが商社の中で最も強く打ち出され

採用したことです︒女性の能力を積極的に活用するという

商社の中でも住友商事は４年制大学卒業の女子を積極的に

たとえば︑昨年︑ジャーナリズムがだいぶ騒ぎましたが︑

思います︒

いらいらするのだろうね︒然し︑先程説明したように︑住

コいい考え方は無責任です︒その多少の度合を実際に引き

友精神は伝統的に積極性を強調しているのです︒保守退嬰

か︒

る際にも正確に機能してきたといえるのではないでしょう

住友の精神の中のこういう合理性が時代の変遷を読みと

ている︒これも住友精神からでていることです︒

ら︑住友の事業が四○○年も長く生き続いている筈がない

的で︑ただ守りに専念しているような消極に終始していた

でしょう？大阪には昔︑沢山の豪商がいて︑住友より大
きい旦那衆も幾人かいたのですよ︒それが︑結局︑時勢の
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企業の社会的責任
ｌ住友の伝統が﹁信用第一﹂だとお伺いしまして

これを見たらわかるように︑企業の社会的責任などとい

読んで下さい︒

そのような事件が起こらないといいきれるのだろうか︒そ

こりました︒住友商事も利潤追求企業ですから︑果たして

が起こりましたね︒Ⅲ１の三菱商事でもカズノコ事件が起

会的責任を云々されるような事態を引き起こすようなこと

得して来ている役職員皆さんの誠実さを絶対に信頼し︑社

三十五年の経過を振り返って見て︑住友精神をここまで体

いといい切れるだろうかとの質問だが︑私は当社創業以来

そこで︑当社でもカズノコ事件のような喜件がおこらな

ことです︒

うことは︑昔から非常にやかましく教え込まれてきている

こでやはり︑企業の社会的責任ということが問題になって

すごく安心しました︒そこで質問ですが︑最近︑商社批判

くると思うんですが︒

にこなどなにしてしまうような人は当社内にはいない筈だ

は絶対にないと断言したいと思います︒この断言を︑惨め

し︑また︑そうならないようにこの上とも皆さんが常に住

津田昭和四十八年頃︑商社批判がさかんに行われた当

友精神の徹底に努力してくれると信じています︒

時︑大手商社の社長が国会に喚問されて︑商社の社会的責
任論が論議されました︒その後すぐ︑日本貿易会が行動基

今さら付け焼き刃のようなものをつくる必要はないので︑

の上で銅の製錬をしていたが︑煙が出て︑まわりの樹木が

かに除去するかの歴史といってよい︒はじめは︑別子の山

住友の別子銅山の歴史というのは︑同時に公害問題をい

問題″にいかに真剣に取り組んで来たかをお話したい︒

序ながら企業の社会的責任の問題として︑住友が〃公害

準をっくらなければということで︑そのモデルをつくって
各商社に配布して来た︒しかし当社は︑四○○年にもわた

貿易会案は全く取り上げなかったのです︒然し社会情勢が

って行動基準を持ち︑それにしたがってやっているんで︑

色々と複雑になって来ているし︑業務内容も広範多岐にわ

と︑かえって遠くまで煙が拡がって︑煙害区域が拡大して

四阪島に熔鉱炉を移した︒ところが︑海上なので風が吹く

しまった︒溶鉱炉から出る煙は亜硫酸ガスで︑これが害

枯れてしまう等の煙害が出てきたので︑Ⅲカイリ沖合いの

て︑全社員の誰にでもわかりやすくする必要があると考え

を及ぼすわけなので︑この亜硫酸ガスから硫酸を除去し︑

たって来ているので︑丁度この機会に︑当社の経営理念が

て﹁住友商事経営活動憲章﹂をつくったのです︒これは当

よくわかるように︑具体的に経営活動の基準を明らかにし

社の事業精神が簡潔に要約されているので︑是非何度でも
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までは︑毎年︑煙害交渉をやって︑被害の補償をしていた

料をつくった︒これが現在の住友化学の基になった︒それ

煙害をなくすと同時に硫酸を硫安に変えることによって肥

は︑自分のことを宣伝するものではない︑そういうニュア

も君子でありたい﹂という気持ちがあって︑君子というの

ってくれる人はわかってくれると考える︒だから︑自分は

津田さあ︑君子かどうか怪しいが︑黙っていてもわか

ンスが残っているといえるのではないでしょうか︒

が︑この硫酸摘出装置の完成によってとうとう煙の出ない
熔鉱炉をつくりあげることに成功したのです︒

これをやっているぞと宣伝してまわるのも程度の問題で︑

から︑積極的に取り組んでいたので︑そういう例はたくさ

でもまだ完全に成立してはいないものまで宣伝してしまう

住商の在り方を理解してもらう上で必要ならやるが︑契約

そういうわけで︑公害問題については︑住友が最も古く
んあります︒要するに︑社会的責任ということは︑﹁自利

ことは︑あまり感心したことではないと思う︒しかし︑最

ね︒とくに海外での問題になると︑黙っているとそれを承

利他公私一如﹂の精神によって︑その責任を果たしていく

そうですね．ですからこそ当社自身が︑そうい

認したということになりかねない︒だから云うべきことは

近は︑いうことをいわないと誤解される虞のある世の中だ

った精神︑そしてそれに基づく行動についてもっとＰＲす

べきことなのです︒

べきではないかと思うのですが︒

問題などを見ていると︑日本もすこし調子を上げすぎて︑

堂々といわなければいけないようだ︒もっとも日米自動車

いいすぎている面もあるような気がする︒相手が日本の経

津田現代の世情から云えばＰＲは非常に大切なことだ

いうことはいい過ぎだと思うんだけどね︒いつの場合でも︑

営を見習うというのはいいのだけれど︑こちらが見習えと

住友人の行動様式

ね︒然し住友の人達は︑いささか古い考え方かもしれない

が︑自分のやった事柄を世間に吹聴するようなことはあま

ｌ住友の人は︑自分自身を律するに当たり非常に禁

を遂行していくとき︑住友のイメージのひとつとして︑政

の貢献ということが当然の前提になると思いますが︑それ

ｌ先程の企業の社会的責任︑あるいは社会に対して

謙虚さを持っていることは大切なことではないだろうか︒

欲的というか︑さらにいえば︑論語でいう﹁君子﹂として

りやりたがらないようだね︒

身を律していきたいという気持ちが強いんではないでしょ

津田たしかにそれは︑住友の伝統的な信候の一つです︒

治と結託しないということがあると思います︒

うか︒自分自身だけではなく︑﹁企業としてのピヘイピア
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とで︑政治を私の利益に役立たせるようなことは極力避け

人を当てにしないで︑自分の足で立っているんだというこ

ン達の生活を安定させてやりたいという政府の考えで︑小

富になった国々ですので︑自分の国に多い遊牧民ベドウィ

った時︑聞いたことなのですが︑いづれも石油でお金が豊

津田大変むづかしい問題ですね︒先年クウェイトヘ行

ようか︒

るべきだという考え方なのでしょう︒しかし︑近代は社会

碕麗なアパートを沢山建てて︑そこに住むように勧誘した

住友に限らず︑大阪商人は︑ど根性などとよくいうが︑他

になると相互依存の関係が益々深まっていますから︑経済

関係が非常に複雑に絡み合って来ているし︑国際間のこと

のだそうです︒ところが遊牧民達は二︑三日そこに入って

く場所にしてしまって︑自分達はアパートの側の砂漠に天

暮らしたようですが︑いつの間にか︑アパートは荷物を置

幕を張ってその中で起居していたそうです︒彼等にとって

と思います︒したがって政治と﹁結託﹂するようなことは︑

すべきではありませんが︑政治と経済との相互理解を計る

は︑夜空に輝く星を見なければ︑安らかに眠れなかったの

が全く政治を離れては︑動いて行けない情勢になっている

ことは必要ではないかと思います︒その場合でも︑住友ら

いわゆる先進国の人達が︑自分達の生活が世界最高だと

ものがあると思います︒

見ることが大切だと思います︒君の問題意識は非常に深い

結局人間にとって︑幸せとは何かということを深く考えて

でしょう︒現在はどうなっているのか聞いてはいませんが︑

しいかかわり合い方を考えていくべきだと思います︒

相手の真の幸せを考える
Ｉ商社というのは︑世界の中で︑物を余っている地

考えて︑それをどの国民に対しても︑押しつけるような行

域から足りない地域へ移す︑それによってお互いに利益を
も︑たとえばまったく未開の土地の人に︑われわれがふだ

得るという点でメリットがあることはよくわかります︒で

カ的思考を日本にも強制するような形はよいことではない︒

き方は決してよいとはいえないと思う︒アメリカがアメリ

ただ︑どんな人間にも知的要求はあるものだし︑生活の向

ん使っている〃便利″なものをもっていって︑これを使い

すことがあると思いますが︑はたしてそれが︑その人たち

の人達の欲求の水準を考慮しながら︑それに見合った便利

上は望んでいるでしょう︒それを満たしてやるために︑そ

なさいといった調子でやると︑急激な生活の変化をもたら
にとって幸せなことなのかどうか︑非常にむずかしい問題

な物を提供するとか︑特に健康の為に医薬品とか食糧等を

だと思うんです︒このことは︑これから仕事をしていくわ
れわれにとって重要な問題です︒この点︑どうお考えでし
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でしょうかね︒

の立場に立って考えながら︑行動することが大切ではない

国民の生活レベルの段階的向上についての配慮をし︑相手

提供することは望ましいことではないだろうか︒要は相手

込む役割︑販売については住友の製品は大部分素材で︑陸

知識を持っている人は沢山いたのです︒自社の製品を売り

原料や材料や設備を購入するｌ商品を買うことについての

たが︑しかしメーカーの立場で働いていた人達の中には︑

海軍や鉄道等︑大企業向けでしたから︑一般大衆に直接接

ったくわからない状態です︒先輩方から手とり足とり指導

ｌ私たち新入社員は︑今の時点では商社の仕事がま

事その他いろいろな専門商社の中から経験者を招じ入れて

取纏めて︑それらの住友人を主体として三井物産や三菱商

躍出来る経験者は少なかったけれども︑いろいろな人材を

触して行かなければならなくなった敗戦直後の混乱期に活

を受けたり︑あるいは雛形を与えられて自分で悪戦苦闘し

住友らしい人材の育成

ながらやってみたりで︑だんだん商社の仕事を覚えていく

でも戦争によって破壊されて︑極度に物資が不足してい

だんだんと商事活動を軌道にのせて行ったわけです︒

わけです︒住友商事はその創立時において︑まったくの

た時代ですから︑何か捜して来れば売れる︑ある意味では︑

中から掘り出して来て︑住友電工から転出してきた人達が︑

〃素人集団″で︑商社活動の知識をほとんど持ち合わせて

その商品知識を生かして︑購買先を見つけたり︑まあ今考

素人が商売を始めるのには︑大変都合のよい時期だったと

津田住友では戦前は︑商社活動は全く禁じられていた

えて見ると一寸金物類の屑物商ｌいわゆる﹁よせや﹂のよ

いなかったということですが︑どういうふうに商社活動を

のだから︑終戦後︑住友商事を設立した時は︑率直にいっ

うなことから商売が拡がって行ったのですよ︒中には︑今

もいえたでしょう︒爆撃で滅茶滅茶になった電線類を土の

て︑商社というものの実際活動は全く無経験だったのです︒

思い出しても噴き出すような失敗をいくつもやって来まし

確立されていかれたのでしょうか︒

然し商社の基本的な機能は物資の流通ということであり︑

た︒

現在の総合商社のような︑高度な機能はまだどの商社にも
なかった時代ですから︑問題はどういう組織作りをすれば︑

貿易はやらせない︑貿易庁が出来て︑そこに品物を売る︑

貿易についても︑当時はＧＨＱがあって︑商社に勝手に

もっている人材をどうして集めてくるかという点にあった

貿易は貿易庁がやる仕組でしたから︑肌も知らない人間で

うまく活動出来るかということと︑いろいろな商品知識を
わけです︒住友の人達は商売については全く素人ではあっ
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も︑勉強しながら貿易実務を心得て行く余裕があったので
すね︒今のような競争激烈な貿易業界にいきなり飛び込ま

人格を媒介にして受け継がれる伝統

ｌ伝統というのは︑名誉会長からお話があったよう

さっきいったように外部から商売の経験者を集めること

い︒その受け継がれ方がどうあるべきかについてもお話い

から︑新しい人たちに正しく受け継がれていかねばならな

ね︒ところが︑人間はどんどん世代交替していくわけです

に︑いわば一種の精神的普遍的な何ものかであるわけです

によって︑商事活動の実務面を固めて行くのに随分と助け

ったかも知れないね︒

なければならなかったら︑素人集団ではどうにもならなか

になったわけです︒特に繊維などは︑戦前の住友には全然

らの職員を採用しましたが︑どんな人でも商売の知識さえ

商社だなどといわれたりもしました︒しかし多数の外部か

思うわけです︒人格の正しい接触がないと︑伝統も正しく

ら︑人格と人格の接触がなければいけないのではないかと

人格に受け継がれていくものが伝統だと思います︒ですか

ているのは人間です︒さらにいうと人格で︑私は人格から

先ばしって私見をいわせていただきますと︑伝統を担っ

ただけたらどうかと思います︒

あればそれでいいというようなことではなく︑あく迄住友

受け継がれない︒人格の接触Ｉそれが教育ではないかと考

て繊維部を作ったのです︒だから当社は世間からスカウト

無かった分野でしたから︑繊維問屋の専務さんを迎え入れ

める人︑つまり信用を大切にして行動することの出来る人

精神を身につけてくれる人達ｌ住友の伝統の社風に溶け込

えているのですが︒

津田御説明のとおり代々の先輩︑上司との人格的接触

でなければ採用しなかったのです︒だから︑当社に来てく
れた人達は︑全く住友マンに成り切って︑立派な住友人と

くのです︒実際問題として職員数も六︑○○○人を超える

い︒上司︑先輩の言動︑一挙手一投足の中から伝わってい

っても︑学校での教育という形では本当のことは伝わらな

の中から住友の伝統が受け継がれて行くのです︒教育とい

が︑あなた方を採用したのは︑住友の伝統精神を理解し︑

程の大世帯になると︑社長や役員が全部の職員と接触する

皆さんも︑自分では気がついていなかったかも知れない

して仕事に精出しているわけです︒

トになっているのです︒学校の成績ももちろん大事だが︑

それを体得して行ける素質があるかどうかが選考のポイン

ことは不可能です︒結局は接触の機会が一番多いのが課長

でしょう︒その意味に紗て︑課長︑部長が一番しっかりと

この素質が一番大切なことなのです︒

（43）

伝統を受け継いでいなければならない大切な存在なのです︒

ず心を配り︑伝統が正しく受け継がれて行くようなインパ

勿論社長始め最高幹部の人達は課長︑部長への接触に絶え
クトを与えるべきであり︑その努力はされていると思って

が︑利潤とは何かということも考えて下さい︒

住友的人材の普遍的骨格

ｌ住友精神を受け継ぐ資質をもっているかどうかに

選考のポイントがあるというお話ですが︑その場合︑古い

ものを受け継いでいく精神の大事さというものが出てくる

います︒

今日の議題が住友の伝統ということなので︑伝統という

津田そういう傾向はあるでしょうね︒然しある種の均

ことにこだわってしまったわけだが︑皆さんのお話を聞い

一的な人材の集まりであることはいけないことでしょうか︒

になってしまうようなことになりはしないでしょうか︒

つまり職業とは一体何なのかということを第一に考えてお

と思います︒そうなると︑ある種の均一的な人材の集まり

くことが大切だということを感じるのです︒そして︑職業

たらどんなものになるでしょうか︒自民党と共産党が連立

考え方が全く違う人達が集まって︑一つの組織体を構成し

ているとほんとは︑皆さんは何の為に当社に入ったのか︑

行くのかという人生論を真剣に考えておくことが非常に大

論は当然に人生とは何かということ︑何を目当てに生きて

社でも︑会社は組織体なのですから基本的な物の考え方ｌ

内閣を作ったらどんなことになるでしょうかね︒どこの会

の人達の集まりであれば︑そのこと自体︑格別心配するこ

それも住友のように信用を大切にして行こうという考え方

伝統を担っていくにしてもそれが一体︑何の意味がある

切なことなのです︒

のかということまで掘り下げて考えるべきではないだろう

社をやめようかなどと考える場合も出て来ないとも限らな

がいろいろな観点から採点するわけです︒営業的な見方︑

があります︒人事の人と営業の人が組になって︑それぞれ

ｌ私も新人採用の際の面接をさせていただいたこと

とはなく︑むしろ喜ぶべきことではないでしょうかね︒

か︒これは非常にむづかしいことだと思うけれども︑なる
べく早い時期にそれらのことを真剣に考えて見て下さい︒

い︒それは本人である皆さん方にとってはもちろん︑会社

人事的な見方とは︑すこし違う面もあると思うのですが︑

そうでないと︑人生の途中で︑様々な迷いがおこって︑会

としても非常に不幸なことになると思うので︑愚念だけれ

です︒どうしても︑伝統を受け継ぐ人材をという観点が基

それを集めてみると︑同じ人物を推すという結果になるん
なお︑先程当社も利益追求企業だからという話もあった

ども︑申添えたわけです︒

（44）

本になっていることから︑自然にそういう結果になってし

に入って︑実情はどうなのか︑またいわゆる住友の伝統が

いのではないですか︒それよりも︑まず︑実際に住商の中

どうなのか︑それを︑あなた自身でしっかり感じ取り︑見

どんな風に生きて流れているのか︑またそのことの功罪は

まうのですね︒

津田恐らく均一的であることへの心配は秀才型ばかり

極めることが先決ではないでしょうか︒其の上で︑もっと

で固まってしまうことでしょう︒運動選手で︑体格はいい
し︑性格も明朗︑豪放暴落というような方が望ましいとい

よくするためにはどうしたらよいのかを考えるべきでしょ

そのためには︑いつも今と同じフレッシュな心を持ち続

シフＯ

うことかと思いますが︑人事当局としても努めてそういう
タイプの人を掘り出すことに努力している筈です︒

けることが大切です︒入社早々の頃は︑何を見ても︑何を

しかし基本的にはどんな物の考え方をもっている人か︑

それが大切なのです︒いくら外形的に豪傑風であっても

とした意欲があったのに︑少し仕事に慣れてくると︑いつ

の間にか惰性で動くことになりがちです︒それでは困るの

聞いても︑新しい感覚で受止めて︑色々と考えて見る溌測

です︒新人の皆さんは︑是非︑いつまでも︑新しい意欲を

﹁やくざ﹂のような人でも構わぬというわけにはいかない

を大切に考えるという筋が一本通っていなかったら︑住友

失わないで︑自分達の住友商事をいつまでも活溌に発展さ

でしょう︒外形的なバラエティーを求めても内面的に信用

いっても十人十色です︒寧ろ住友の伝統を生かして行く人

の社会的信用は一ぺんに吹き飛んでしまいます︒均一性と

せて行くよう努力してほしいと思います︒

ｌ津田名誉会長のお話新人諸君だけではなく一

を捜すことは楽な仕事ではありません︒

ｌ津田名誉会長をはじめとして先輩の方々が戦後

人も︑われわれも︑そして本誌の読者の皆さんも住友の伝

般の社員にもいえることだと思います︒これを機会に︑新

統とは何かということについて︑あらためて考えてみてい

の混乱の中から︑今のようなりっぱな住友商事をつくりあ
なお一層発展させ︑別の何かを生み出していくためには︑

げられたわけですが︑これからは︑それを守るだけでなく︑

ただきたいと思います︒

どうも有難うございました︒

そうとうの努力が必要だと思いますが︑それに関して︑ア

津田何か新しいものに作り変えて行かねばならないと

ドバイスをお願いいたします︒

焦っているような感じをうけますが︑焦り過ぎる必要はな

（45）

︻緑陰︼

第一話アメリカ青年の﹁恩返し﹂
恩返しという言葉はほとんど聞かれなくなった︒人に親

﹁アメリカ人が巡拝している︒﹂

完ゴー前

と大谷さんからの知らせでキッドさんと縁ができた︒彼

は英語の助手をしながら︑学校の休みに精力的に巡拝をつ

切にされても︑それを恩と感じる人も少なくなってきた︒

という希望がある︒

﹁いろいろな処で︑いろいろな方にお世話になってきま

づけている︒﹁将来︑アメリカ人に日本の神道を伝えたい﹂

然を感じられない殺風景な日本になってしまった︒こんな

したので︑その恩返しを考えていました︒この世話人の役

どこに行っても近代的な装いをしているが︑人の情けや自

った宝に出会ったような気がした︒

ときにアメリカ青年から﹁恩返し﹂という言葉をきいて失

カ人のキッドさんが名乗りをあげてくれた︒彼はワシント

拝会ブロック別世話人を募ったところ︑島根県からアメリ

宮御朱印帳﹄での巡拝者が五千人を越えた︒全国一の宮巡

た︒そこには神の気が充満している︒素直に額ずけば︑

た︒一の宮は神が宿り︑祖先が代々畏敬し︑継承してき

出るだろうか︑若者ばかりでなく大人もと︑考えさせられ

言葉を聞いたとき︑いまの日本の若者にこの言葉が素直に

と︑メールが届いた︒アメリカ人から﹁恩返し﹂と言う

はいい機会だと思います︒﹂

ン大学から島根大に留学し神社に興味をもつようになり︑

人々の﹁魂﹂が清浄になるのを巡拝者の誰でもが感じるこ

千何百年前鎮座した全国一の宮の巡拝をすすめ︑三の

バイクで巡拝をつづけたとき︑肥前国一の宮でアメリカ人

全国一の宮を巡拝することになった︒愛知県の大谷さんは︑

理・魂にである︒キッドさんの﹁恩返し﹂と言う言葉から

とである︒それは内外の人とは関係なく︑人間の深層心
と巡り会ってお互い連絡しあうようになった︒
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古神道の深さを教えられた︒

神様が生かして下さった︒生涯その﹁恩返し﹂の人生が始

伊勢国一の宮といっても︑正月三日までは参詣があるが︑

まった︒

四日になると人の足は途絶えた︒毎晩︑子の刻︵午後十一

第二話いのちの﹁恩返し﹂
ニューギニアのマンベラ河の川くりに︑視野の入るかぎ

を十年間つづけた︒清らかな水に打たれるみそぎ修行は︑

いつしか神人合一へと︑神様の手を差しのべられていたの

時︶本殿脇の金竜明神の滝に入り︑冬の大寒も﹁みそぎ﹂

である︒戦国時代︑信長の伊勢攻めに抵抗した山本社家は

り数千もの日本兵が頭を並べて死んでいる列が続いていた︒

臭に満ちた光景は凄惨なものであった︒目をこすり︑頬を

全員が飢え死に︑そこにウジが群がり︑銀バエが舞い︑悪
っねってみても︑現実は厳然としてそこに横たわっている︒

神宮寺六ヶ寺が壊滅された︒その御本尊六体が﹁みそぎ﹂

そして昭和四十三年を境に気運はかわり︑御本殿が造営︑

で現れ︑必ず記ることを誓った︒

彼らも私たちと同じように︑日本軍の本隊が駐留してい
そこも危ないというので︑人跡未踏の大湿地帯を苦労し

宮司による神流神社建立︑さらに三万坪の土地を寄進され︑

神様に命じられるまま︑アメリカ分社を創建︑アメリカ人

るマノククワリを目指していた︒

てまた戻った︒閉ざされた世界をさまよって終戦をまった

白骨化した戦友の悲惨なる光景のなかに生き延びた山本

アメリカ椿大神社建立が始められている︒

く知らされなかった︒

昭和二十年十二月二日を最後に︑飛んでいる敵機も来な

くなった︒日本は負けたのであろうか︒日本兵は﹃戦陣

神社に祁られている二百五十万の英霊が突いている声も︑

国全体が伏せられ方災にかかり︑国民道徳も︑敬神崇祖も

宮司に︑絶えず救いを求めている声が聞こえてくる︒靖国

薄れている︒諸国一の宮の存在を知らし︑全国一の宮会を

たほうがいいと︑意見が大きく別れた結果︑軍属の山本行
隆さんは一人で山を降り捕虜となった︒ニューギニア戦線

つくり一の宮百万人巡拝運動を推進し︑日本の再生を祈っ

訓﹄が常に頭にあった︒捕虜になるくらいなら︑ここにい

二千二百二十八人の部隊中生還者わずか十三人という壮絶

く訴えている︒

﹃中今に生きて﹄︵たま出版︶と刊行され︑神恩の深さを広

ている︒この救われたいのち﹁恩返し﹂をする尊い体験を

な体験である︒

翌年六月二十一日︑和歌山県田辺港から椿大神社に帰っ
たら兄と弟の戦死の知らせがきた︒

伊勢国一の宮社家の子として第九十六代宮司を継ぐべく
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文永・弘安の二度の元冠の役の一切が終わったとき︑執

権北条時宗は宋︵中国︶から元に追われて渡来した無学祖

って︑﹁怨みは怨みによって鎮まらず︑怨みは怨みなきに

元禅師に図り︑戦いで散った敵味方をともに弔う願心をも

第三話スリランカへ﹁恩返し﹂
第二次世界大戦処理のサンフランシスコ講和条約は︑昭

して供養をした︒

よって鎮まる﹂という仏の精神をもって鎌倉円覚寺を建立

窪田成円さんは︑故中村元博士︵弘道会理事︶の紹介で

︵ロシア︶の出した日本分割案に真向から反対したスリラ

和二十六年九月から今年で五十周年を迎える︒当時︑ソ連

燭

ンカのジャワルデネ前大統領は︑ブッダ釈尊の言葉を引用
し︑

（48）

ＮＨＡ学園に覚字講座を開講する縁をえた︒インド・スリ

焚字仏舎利塔の焚字仏

﹁人はただ愛によってのみ憎しみは越えられる︒人は憎

卜r

い︒﹂

ミヒンレー市南伝仏教の発祥地焚字仏舎利塔

しみによっては憎しみを越えられな

季

罰可

セイロンは生ゴムの大量採取による
大きな被害があったが︑当然の権利で
噂誠
●︾葬

了夕
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蕊
診
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ある賠償請求権を放棄し︑日本の完全
な宗主権国と平等と尊厳を取り戻し︑

アジアの将来にとって完全に独立した
自由な日本が必要であることを宣言し
た︒その格調の高さと仏教思想に裏打
この危機に日本は︑ドイシのように

画
I

鍵
4 9

ちされた演説に多くの感銘を与えた︒

ンカから大きな恩をもらった︒国民を

Ｌ

二一ニン

：

東西に分割されることはなく︑スリラ

代表に心からの礼状を送り感謝した︒

代表して吉田茂首相は︑ジャワルデネ

ノ

文化財団を設立し︑仏教伝承のミヒンレー市に政府から二

師が日本に来た︒やがて帰国した師は︑覚字仏スリランカ

ランカに失われた覚字を学びにスリランカのサンガラタナ

っと平和が訪れるようになった︒

ながい内戦に明け暮れ︑六万人を超える犠牲者がでて︑や

れて停戦になった︒かってインド洋の真珠と呼ばれたが︑

武装勢力は︑一方的に停戦を宣言し︑政府も昨年末受け入

たが︑日本に残り生きている︒中国から伝わった元号も︑

して日本文化を支えてきた︒覚字も発祥の地にはなくなっ

明治の神仏分離・政教分離までは︑古神道と仏教も習合

千坪の土地を提供された︒

を覚語といい︑焚語を記する文字が覚字という︒インドで

本家では使われなくなったが日本では平成の今日も継承さ

覚字は︑古代インドで使われていた言語サンスクリット
用いられるブラフミー文字の漢訳名で︑ブラフマン︵楚︶
しつたん

の創造した文字という意味である︒ブッダ釈尊が説いた教

れ生きている︒

よって日本に伝えられた︒真言・天台宗の密教寺院では︑

ット大学から名誉博士号を授与された︒スリランカに焚

国民が崇敬している国は︑世界の何処にあるだろうか︒日

皇室という古代から祭祁をして︑その血筋を伝えられ︑

をそのまま残している︒

に継承され︑肥られている︒そこには鎮守の森と水と空気

二千八百六十一所ある︒このほとんどが創建以来︑鎮座地

平安時代の﹁延喜式神名帳﹂の神社総数三千百三十二座︑

典に表現されている悉曇文字が︑中国から弘法大師空海に
焚字仏として今日も尊ばれ使われている︒

仏教文化の美と心を映す覚字仏書道として︑三十年余に

字納仏・平和仏舎利塔などの建立計画がなされ︑焚字講座

とに誇りをもつことである︒

本は不思議な国である︒こんな素晴らしい国に生まれたこ

わたり活動してきた窪田成円さんは︑インド・サンスクリ

の計画から七年の歳月をへてようやく完成する見通しがで

受講生の多くの人が浄財を喜捨する活動がはじまった︒そ

奇しくもサンフランシスコ講和条約から五十周年に当た

員涙して﹁ありがとう﹂の合唱が流れた︒こんどは決勝に

を斉唱していた︒決勝戦でトルコに負けたとき︑自然に全

ることなく︑日の丸を振り︑決勝進出は涙を流して君が代

若者たちはサッカーのワールドカップで︑誰に教えられ

る九月に︑落慶法要・寄進式典が決まった︒目に見えない

進出した韓国に︑日本の若者たちは熱狂的な声援を送った︒

きた︒

ある︒また︑不思議なことに覚字仏舎利塔の完成が近づく

韓国にこのことが大きく報道され︑日本へ感謝が伝わった︒

糸で︑スリランカに﹁恩返し﹂ができることになったので
と︑十八年間続いた内戦も少数民族タミル人を基盤とする

（49）

個々の自らの行動に日本人も韓国人も︑それぞれの遺伝子

五﹂の言葉が︑地球再生のために問われている︒第二次世

とんどは忘れ去ってしまったが︑多くの日本人が︑無意識

界大戦処理で日本はスリランカから大きな恩を受けた︒ほ

﹁恩返し﹂ができたことは有難いことである︒

のうちに︑失われた覚字を仏舎利塔奉納というかたちで

二○○二年九月十一日のニューョーク同時多発テロを境

がよみがえった姿を見た︒

の演説で︑ブッダ釈尊の﹁怨みは怨みによって鎮まらず︑

た︒

ったのが家督を継いだ翌年の嘉永四年二四歳のときであっ

石渡敬

︵本会評議員・社団法人日本移動教室協会理事長︶

にして世界は大きく変わった︒五十年前︑スリランカ代表

怨みは怨みなきによって鎮まる﹂ダンマ・パグ﹁法句経

会祖西村茂樹と勝海舟

私の好きな歴史上の人物︵いや尊敬している人物と申し
上げたい気持︶として︑会祖︑西村茂樹翁と勝海舟翁をあ

山は︑茂樹を呼んで﹁砲術は末︑洋学は本である︒余は三

西洋砲術について新しいことを次々と教授した︒ある日象

象山は︑茂樹のすぐれた才能と熱心な勉強ぶりを見て︑

たまたま過日東京博で勝海舟展︵没後百年記念︶につれ

十二歳の時にはじめて蘭学を学んだ︒それに比べれば︑君

げたのは︑他でもない︒

ていってもらったこともあって両翁の生きざまを重ねてみ

一方海舟は︑弘化元年︵一八四四︶象山と運命的な出会

とになるのである︒

象山のこのことばは︑茂樹の将来を大きく変えていくこ

日本のために尽くしたまえ︒﹂と諭した︒

はまだ若い︒すばらしい才能をもっている︒蘭学を学んで

る機会に恵まれ︑少なからず感銘を覚えたからである︒

以下ご両翁にとって余り知られていない側面にスポット
をあてシその共通点をみていくこととする︒
一︑茂樹の師︑象山は海舟の親交の人であった︒

茂樹が佐倉藩主堀田正睦の命により佐久間象山の門に入
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ら一年間十両︵約一二○万円︶の損料で借り出して︑二部

で購入できなかったこの辞典を弘化四年︵一八四七︶秋か

ンダ商館長ヅーフ編著の蘭和辞典であった︒海舟は超高価

神田お玉が池の象山宅にあった額﹁海舟書屋﹂は︑海舟

いをしている︒

が譲り受け︑終生︑海舟の起居する居間兼書斎に掛けられ

三︑佐倉茶生みの親は茂樹︑静岡茶は海舟︒

がうかがえる︒

歳の時であった︒海舟の目標設定の確かさと強靭な精神力

書き写し一部を売却して損料にあてたという︒海舟二十五

海舟という号は︑これらにちなんだものであるときいて

ていたという︒

いる︒なお︑海舟の妹順子が︑象山の妻になっていること
からも︑その親交の深さを伺うことができよう︒

茂樹が佐倉藩大参事に任ぜられた明治三年︵一八七○︶

は︑親友木村軍太郎から蘭学の手ほどきを受け︑オランダ

象山の言に感じ︑二十四歳で蘭学の勉強をはじめた茂樹

になっていた︒たまたま順天堂二代院長の長男佐藤百太郎

斤︵一二○○トン︶︑製品は遠くアメリカへ輸出するまで

業を成功に導いた︒茶圃の面積百八十町歩︑製茶量二百万

山︶に佐倉同協社を結成︑柳沢牧払い下げを受けて製茶事

士族授産のため倉次亨ら同志と上勝田村富山︵現八街市富

語を日本語に訳した毛筆書きの辞書蘭和対訳辞書﹁ヅー

にとってなまやさしいものではなかった︒

一一︑辞書を書き写すという当時の蘭学の学び方は︑二人

フ・ハルマ﹂を借りて書き写すことから始めたのである︒

リカ向け輸出には百太郎が大きな役割を果していた︒一方

静岡牧野原に於いて海舟が製茶栽培に成功していることが

がニューョークで貿易商を営んでいた︒この佐倉茶のアメ

静岡茶の元祖であると聞いている︒佐倉茶と静岡茶との相

一つのことばを写しても︑その発音や意味を考えるのに何

終えると︑それを使って︑西洋のことを書いた本を借りて

関については︑資料不備につき省略することをお許し頂き

時間もかかることもある︒分厚いオランダ語の辞書を写し

るものがあった︒茂樹の旺盛な精神が︑よく肉体を超越し

きて写しながら読んでいった︒その苦労たるや言語に絶す

たい︒

場﹂の実現である︒

四︑東京湾のお台場は︑茂樹の﹁浮城﹂︑海舟の﹁ぉ台

たといえよう︒その後当時日本一といわれた英学者手塚律
ま

蔵に直接学んだ茂樹の英学・蘭学の力が︑幕末から明治に
おける活動の原動力となったことは言を侯たない︒

海舟の場合︑蘭学を書き写した辞書は︑当時長崎のオラ
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嘉永六年︵一八五三︶米国ペリー海軍提督の率いる軍艦
四隻が浦賀沖にきて開港をせまった時︑老中阿部正弘が諸
大名幕府有司に対策を諮問した︒その建言書で佐倉藩主堀

を早急に行うべきことを主張している︒

現在東京湾に残るお台場が両者建言のあかしである︒

イササ

五︑両翁終罵の心境は⁝⁝

シ

﹁人間二道遥スルコト七十五年孜々トシテ道ヲ求メ肌力

︵特別会員・佐倉支会副支会長︶

両翁とも逝去は七十五歳であった︒

﹁我ガ苦心三十年少シク貢ク処アルカ﹂海舟日記より

得ル有り﹂茂樹絶筆より

ジンカン

田正睦が提出した意見書の中に茂樹の国防論十三項目があ
やく

る︒茂樹はここで海門を拒すること⁝⁝︿浮城﹀について
がツーロンの海に建設していたもので︑茂樹は最も重要な

述べている︒茂樹上呈の﹁浮城﹂については当時フランス

一方︑海舟は︑自ら提出した建言書の中で︑軍制の改革

城は東京湾上に築くべしと説いている︒

納勇一

弘道会からの依頼は︑私の好きな人物︑つまり︑自分が

績が殆どなく︑これに続く三代将軍の実朝や家光と対比さ

い人物である︒創業の頼朝や徳川家康と比べ︑政治上の業
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と人材育成の急務を説き︑江戸湾の台場築立︑軍艦の調達

私の好きな人物源頼家について

今回敢えて捉えてみたい人物が鎌倉二代将軍源頼家である︒

尊敬する人物ということだと思うが︑現在の人物は︑まだ

れ︑その政治的評価が高くない︒そこで私は︑二代目を考

頼家は︑徳川二代将軍秀忠と共に︑大変歴史上の評価の低

こで︑歴史上の人物で私が好きな人物というより再評価し

みることにした︒

評価が決まらないし︑人によって見方が完全に異なる︒そ
た方がいいと思う人物を︑何人か考えてみた︒そこで私が

える例として︑歴史的評価のあまり高くない頼家を考えて

一︑序言

加

二︑頼家の出生・その一生

残っている明月記︑玉葉︑等の記事を読むと︑頼家の政治

る問題であった︒寿永元年八月十二日︑男子出生の報をう

家の比企一族から三人と︑頼家の乳母の家から二人︑他は︑

三人の合議制である︒この構成人員は︑母である政子の実

頼家が将軍職について︑最初に行ったのは︑いわゆる十

もとにしていくつかの彼の業績を考えて見ることにする︒

的行動にも評価すべきものがあるように思われる︒史料を

けた頼朝は︑直ちに乳母を召し︑万寿公︵頼家の幼名︶の

幕府創設の頼朝にとって︑継承者の出現は何者にもまさ

養育を御家人に任せている︒以下の記述は鎌倉幕府の公的

鎌倉御家人の一族である︒

実際にはこの合議制は訴訟に対する裁断方式であるが︑

記録である︑吾妻鏡によるが︑吾妻鏡は︑徳川実記と共に︑

幕府公式記録であり︑その史料的価値の非常に高い史料で

しかも御家人のみならず︑社寺からや京都側からのものも

い︒此の時代の訴訟は所領に関する訴訟が大部分であり︑

あった︒これを頼家一人で裁くには彼の才能では到底不可

そこでの判例を当時の史料︵愚管抄︶によると大変興味深

勇壮な鎌倉武士の未来の棟梁として成長していったと考え

能であり︑そこで合議制という形をとったのであり︑これ

あり︑鎌倉幕府内部の事や︑朝廷との関係などを知る上で

られる︒しかしその最後は不運であった︒正治元年︑十八

根本史料といわれている︒それによれば︑幼少の頼家は︑

才で父頼朝の後を継いで将軍職についたが︑母の北牒政子

が後になって鎌倉幕府を支える連署という形になり︑江戸

問題はその裁決方法であるが︑当時の史料をみると︑訴

幕府の三奉行に引きつがれたのであろう︒

訟に対して十三人が全員揃うことはきわめて稀であり︑多

︵この女性については︑諸説あるが︑実家の比企家を中心
され︑しかも︑行動そのものが窓意と批判され︑修善寺に

くの場合︑三浦︑和田︑といった源氏ゆかりの宿老であり︑

に考えていた事は間違いない︶によって︑その行動が制約
て悲惨な最後をとげている︒二十三才で伊豆の土になった

比企一族はあまりこれに参加していない︒殊に政子が最も

彼の政治生命は僅かに数年であった︒

頼みにしていた︑比企三郎や︑比企能員という重臣は︑名

比企一家の人々は専ら頼家の〃けまりあそび″の相手であ

ばかりであったことが︑吾妻鏡の記述で判る︒そしてこの

三︑頼家の政治行動
在職僅か五年︑しかも吾妻鏡によれば︑その殆どをけま

った︒つまり︑頼家は︑母方の勢力が政治上に及ぶ事を︑

りあそびに終った頼家の行動はたしかに政治的には低い︒

しかし︑吾妻鏡をよく読んだり︑当時公家側の史料として
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し込めとなったと考えられる︒

政子の怒りをかつたのであり︑結局は伊豆の修善寺への押

さけていたのではないかと思われる︒実はこの事実が︑母

は多い︒しかし頼家のように︑史料もあまりない人物は︑

家を捉えてみた︒世に歴史上もてはやされ︑美化される人

治的行動のみを持って評価する事の反省の一例として源頼

ないかもしれない︒人間が人間を評価する時︑その背景を

るのではないかと思う︒与えられた題には必ずしも合致し

ともすると忘れられてしまう︒現代でも同じ事が考えられ

とはあまりに有名である︒妻政子もその点は同様であり︑

頼朝が自己の権威の背景を鶴ヶ岡八幡宮に求めていたこ
八幡宮の祭礼は︑幕府のデモンストレーションとして︑最

忘れてはいけないのではないか︒

大学の恩師であった林健太郎先生は︑よく講義の中で︑

も重要視されていたし︑事実頼朝夫婦の八幡宮への参拝回
数は相当多い︒所が頼家はどうであろうか︒手元にある史

プロイセンの英雄ピスマルクを例にされたと思う︒非常に

印象に残る言葉であった︒当時﹁神聖ローマ帝国﹂の一地

簡単に人物評価することの危険を説いておられた︒先生は︑

っても︑実際には参拝せず︑〃けまりあそび″を比企三郎

〃けまりあそび″を楽しんでいる︒時には︑八幡宮には行
として帰っている例もある︒このような頼家の行動は︑神

と主張した彼の行動力は今でもドイツ人の心を打つ︒鉄と

方にすぎなかったプロイセンを︑﹁統一は鉄と血である﹂

料をみる限り平均月一回であり︑しかも参拝の度に必ず︑

の権威と︑頼朝の遺志をこの上なく大切にする政子にって

評価は今でも高いが︑林先生は彼の政治的行動のマイナス

は軍事力︑血とは民族意識の事である︒この英雄に対する

頼家が不当に低い評価をうけたのは︑実は母政子の強い

は︑堪え難いものであったろう︒

意志であり︑その後北候氏一門により鎌倉幕府が執権とい

頼家の場合は逆に不当に評価が低いが︑それは母北篠政

を忘れてはいけないと言われたと思っている︒

子の窓意が強く反映していると思われる︒人物を評価する

面をあげ︑人間が人間を評価する時には︑その時代的背景

めての事実は︑考えてみれば悲劇将軍頼家にも原因がある

しれないと考えられる︒武家社会の創設という日本史上初

時に考えるべき事の一面をのべておく︒︹島根支会幹事︶

う政治形態をとったのは︑このあたりに理由があるのかも

かもしれない︒

四︑終りに
歴史上の人物を評価する時に︑その背景を考え︑その政
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レト・コンッエット博士

レト・コンッェットといっても︑読者の中で知っておら
れる方は皆無に近いだろう︒

レトは︑スイス国の名門コンッェット家の三人兄弟の末
弟として︑一九一六年︑生を享けた︒祖父コンラッドは一
八八○年頃には既にクールにおいて印刷業を始めていた︒

その当時︑コンッェット家はチューリッヒ郊外のキルヒ
ベルクに居を構え︑スイスにおける最大の牧場の一つを所

有していた︒一九六○年代には豚四千・牛千頭以上を飼育
していたといわれている︒

レトの長兄は印刷業を営んでいたが︑次兄は長年にわた
ってスイス国議会の議員をつとめていた︒その間には一年
ではこの職は政界で最高の地位である︒

間議長に就任している︒大統領・首相の制度のないスイス
一家の経営している印刷会社は︑コンッェット・フーバ

社と称していた︒三男であるレトは早くから印刷機械に興
味をいだき︑学業を終えるとドイツにおいて機械の研究に
没頭し︑さらに一九三九年︑二十三才の時にはアメリヵヘ
渡って技術的な知識の補強につとめ︑自社の印刷技術をョ

谷隆一

の国際的な視野のひろがりはこの頃から培われていた︒

−ロッパにおける最高のレベルに引上げたのである︒レト

私がこのレト・コンッェットと初めて出会ったのは一九

その頃私の会社は︑電気計算機︵のちのコンピュータ︶

五四年九月のことだった︒

フオームの︶の製造に全力投球していた︒百年以上紙を扱

に使用する帳票用紙︑︵両端に小さな穴のあいたピジネス

ってきた老舗ではあったが︑印刷は専門ではなく一から学

ばねばならぬことが少なくなかった︒一九五四年私は専用

幸い最適な機械がみつかり︑そのメーカーの社長が︑す

の印刷加工機を捜すためにョ−ロッパヘ旅立った︒

てくれた︒その一つがコンッェット・フーバーだったので

でにこの機械を使用し成績をあげている会社を数社紹介し

チューリッヒの市内の閑静な工場地帯にあるこの会社を

ある︒

初めて訪問したときには︑余りの広さと清潔さとに驚ろか

紹介があったとはいえ︑一人で訪ねて来た東洋の青年で

された︒
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小

ある私に︑レト・コンッェットは一時間余をさいて工場内
の案内やビジネスフォームの課題などについて話してくれ
た︒

レトが三八才︑私が三○才の時であり︑五○年近くも昔

のことである︒最初の印象としては︑気難しい人︑我が
ま︑そうな人だなぁという感じだったが︑時々見せるニコ
ッとした笑顔が人なつこく︑仲よくなればきっと良い人な
のだというイメージがあった︒

また︑日本人に親しみを感じてくれる理由も後になって
判った︒

私が初めてョ−ロッパを訪ねた昭和二十九年より数年前
に︑故人である凸版印刷の元社長の沢村喜一さんが訪欧さ
れ︑グラビア印刷の精密な技術についてレトと語り合い︑
親交をつみ重ねておられたのである︒

一九八一年二月に沢村社長は急逝されたが一週間後の社

葬に︑レトは急遼チューリッヒから東京へ飛び葬儀に参列
したほどであった︒私は依頼をうけてご案内をした︒レト
と日本人との関係は太平洋戦争の直後から始まっていたの
である︒

私は過去に八十数回ョ−ロッパを訪れているが︑その中
でチューリッヒに立寄らなかったことはない︒そしてレト
に会わなかったことも珍しい︒

ビジネスフォームに関しての話題が主であるが︑時には︑

近く株は暴落するから今の間に売った方がよいと忠告して

ように︑とよく注意してくれた︒

くれたり︑リュウイチは働きすぎだからもっと休養をする

レトとの友情は年とともに深まり次第に家族ぐるみのつ

きあいとなって来た︒四十年近くつぐいた友情であった︒

レト・コンッェットの理論と主張を具現化したものとし

て︑ＥＦＯＲＭＡの創立があげられる︒

私どもの主要商品であるコンピュータの帳票用紙は一九

五○年頃から需要が始まったごく歴史の浅い商品である︒

今早い時期に製造技術を研究しマーケットを拡大してゆく

フォームを開発して︑自分でマーケットをつくることが必

必要がある︒そして人の真似をするのでなく︑自ら新しい

要だ︑というのがレトの主張であった︒その目的の為に特

殊な協会がつくられた︒ョ−ロッパ帳票︵フォーム︶協会︑
年のことだった︒

英文の頭文字をならべてエフオルマと呼称した︒一九六一

最初の年は十二ヶ国から十二社が集まって開かれたが︑

ョＩロッパだけでは狭い︑範囲を広げようと二年度から中

がメンバーとなった︒レトの推薦によるものだった︒

近東・南米などに拡大され︑日本も招待され私どもの会社

この協会の最大の特色は︑一国から一社しか加入出来な

い︒もし二番目の会社が入会を申し込んだ場合︑先に入会

している会社が拒否できるという規定だが︑その例は少な
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会社に自社の秘密が洩れないためにである︒その代わり︑

い︒この一国一社に限定する︑ということは︑競争相手

経済関連の会議のときに︑参加者によく問いかけるように

まっているエフオルマのような例がほかにあるだろうか︒

は数限りなく行われているが︑現在加盟国が二十七にも広

マの事務所もその後独立したオフィスをチューリッヒ市内

コンッェット・フーバー社に宿かりをしていたエフオル

理論は︑次第に全会員の間に浸透していった︒

すべてがレトの発案によるものであって︑彼の意欲的な

ていない︒

しているが︑未だに同種の協会が存在するという話はきい

会員会社同志は如何なる秘密をも持ってはいけない︒

工場をお互いに訪問して何か質問をした場合決して隠し
だてをしてはいけない︒ほんとのことを教えねばならない︒

写真も何処を撮影してもかまわない︒これらはすべてジェ
ントルマン・アグリーメント︵紳士協定︶であった︒時に

にかまえ︑数人の専従者をもつようになった︒

は生産コストを全加入会社が提出し︑それぞれ比較検討す
のような検討や議論ができるのであり︑進歩への途がひら

ウチの研究所は京都ではなくスイスにあるのですよ︑と

る作業も行われていたが︑一国から一社と制限してこそこ

一九六一年創立されたこの協会には加盟希望の会社がひ

けるのだとレトは常に主張していた︒

この協会の事務を総括しているのは︑ホルスト・ソーコ

事務所を活用していることが多い︒

冗談をいうこともあるが︑事実技術的な問題ではスイスの

らはョ−ロッパという地域限界をはずした為もあって︑数

ールという事務総長であるが︑レトとソーコールの二人に

しめきあっていた︒当初は十二社で始まったが︑二年目か

立十年を迎えたときレトは協会の会長職を辞任したが︑こ

年のあいだに加盟会社数は二十をこえるようになった︒創

創立後四十年をこえた現在も︑エフオルマは二十七ヶ国

は︑わが社の発展の恩人として常に感謝している︒

の協会の基礎をつくり︑方向づけを確立したのはレトの強
ほぐ設立当初から加入していた私の会社は多くのことを

について発表し︑会員は熱心に耳を傾けている︒立派な発

回の総会は欠かさずに開催され︑自ら開発した新しい技術

二十七社で構成され︑脈々と活動をつぐけている︒毎年一

教わり成長をとげて来た︒初期には最後尾から数番目の位

いリーダーシップによるものであった︒

置にいたと思われるが︑現在ではトップ・スリーの中に数

手に笑顔でこたえる︒なごやかな一ときである︒

表をした会員は︑得意げになり︑成功をた︑える仲間の拍

会合が度かさなれば次第に親密さが深まってくる︒

えられるようになり︑他社に教える立場にもなった︒

二社あるいは数社が技術提携をして製品の開発をする例
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私の工場は京都と厚木にあったが︑訪問して何かと適切な

レトが初めて日本へ来訪したのは一九六六年であった︒

なかったが︑恥ずかしいともいっていられない︒二人で泳

ついに丸裸になってプールにザブン︒手拭一つ貸してくれ

ウ・ラックという高級レストランであった︒席についてボ

いた︒その都度レトが招いてくれたのは湖畔のクラブ・オ

ホテルのスイート・ルームと変わらない豪華な部屋だった︒

のヒルスランデン病院を訪ねた︒個人病院であって︑一流

前日に電話で打合せをしてひとりでチューリッヒ湖の対岸

一九九○年五月の中旬︑私は︑入院中のレトを見舞った︒

○年過ぎから身体の不調を訴えていた︒

に熱をあげて元気にプレイしていたレトだったが︑一九八

そのレト・コンッェットも亡くなってしまった︒ゴルフ

ぎ廻った︒文字通り一寸したチン事件であった︒

いうお賞めの言葉をいただいたことを今もって覚えている︒

助言を与えてくれた︒新製品を積極的に開発している︑と
観光も楽しんだが︑すっかり日本文化を好きになりその

ーイがメニューをもってくる︒一べつしただけでレトと私

芝生の美しい庭園を前にして︑ローリングチェアに横た

後数回訪れている︒私も負けずにチューリッヒ通いをして

はニッコリ目を合わせ︑エピカレーのご飯ぞえを︑と口を

限りない悲しみにうち沈んだ︒

痛恨のきわみとはこのことか︑と思うほど私たち夫婦は

夫人から︑レトが亡くなったという電話をうけた︒

悪いのでと断りをうけた︒それから二週間もた︑ない間に

束をとりつけたがその日の朝になってミア夫人から容態が

九月中旬︑チューリッヒを訪れた私は︑レトを見舞う約

になってしまった︒

い握手をして別れた︒しかしこのときがレトと会った最後

そしてこの秋には必ず北海道へ旅行するからと言い︑固

ばって休息をとるようにという忠告だった︒

れた︒仕事に関する用件のほかは︑例によって私の身をか

わっていたレトは比較的元気で︑十五分ばかり話をしてく

そろえる︒二人とも大好物なのだ︒何度同じカレーライス
を食べたことか︒デザートはいつもアイスクリーム︒

二十年程前にレトは四階建でエレベーター・水泳プール

子供のないレトは一階に番人兼用の夫婦を住まわせ︑優

つきの豪華な邸宅を新築した︒

屋上にバーベキューの設備がと︑のっておりお宅でご馳

雅な生活をしていた︒

走になるときは︑レトがここででっかい肉の固まりを焼い
てくれる︒

水泳プールは二十米位の長さで勿論室内プール︒泳ごう︑

とレトがいうので服をぬぎ始めた︒二三年前には前の家で
やはりプールがあり︑戸外プールのためか︑水泳パンツを
貸してくれたが︑今度はいつまで待っても貸してくれない︒
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なくなった︒実の弟のように私をリードしてくれたレトだ

日本を理解し︑こよなく愛してくれたレトはこの世にい

という感がしてならない︒︵本会監事・㈱イセトー会長︶

った︒ョ−ロッパの印刷界の尊敬するべき巨星が堕ちた︑

私が所属する会に︑﹁池内会﹂と言う会がある︒所謂

各地から集まった三○○余名の甲種幹部候補生は︑殆ど学

隊︑中部第一三一部隊︵第一気象連隊︶に転属した︒全国

福原

﹁戦友会﹂である︒昭和十八年十二月一日︑国家の要請に

この第五中隊の隊長が︑池内正光大尉であった︒

徒兵であり︑部隊の第五中隊で訓練を受けることになった︒

私が尊敬する人・池内正光中隊長

した︒学徒兵と言われ︑入隊前に︑明治神宮外苑競技場で︑

より︑大学を休学して︑ペンを銃に持ちかえ︑軍隊に入隊

池内隊長は︑歴戦の勇士であり︑昭和十三年には︑上海

事変の武勲で功四級金鶏勲章を授与され︑栄光の道を歩ん

ふさわしい人であり︑眉目秀麗の美男子であり︑優しく︑

できた軍人であったが︑武人と言うより文人と呼んだ方が

仲間である︒

雨中の行進をし︑当時の首相東条英機さんの激励を受けた

最初の部隊は︑千葉県習志野市にある東部第十九部隊

分のある候補生にとって︑近づき易く︑親しみが持て︑尊

静かで︑落ちついた物腰は︑全く軍人らしくなく︑学生気

︵轄重兵︶であったが︑訓練が進むうちに︑乙種幹部候補

生︵下士官候補︶︑甲種幹部候補生︵将校候補︶の試験に

者は︑申し出ろ︒﹂との話があり︑当時血気盛んであった

は南方であるので死を覚悟しなければならない︒希望する

軍事教練が多かったが︑五時前後に起床︑気象器材の設置︑

気象連隊の訓練は︑勉強につぐ勉強である︒前部隊では︑

訓練は勉強である︒﹂︵二十五野戦気象隊長三谷太郎少佐︶︒

﹁気象部隊は︑皇軍唯一の科学部隊であり︑気象部隊の

敬出来る隊長であった︒

私は︑ただちに挙手をして︑希望を申しでた︒結果として︑

り︑﹁航空軍の南方要員を希望する者はいないか︒勤務先

合格したのは十九年四月の末であった︒その折に︑班長よ

東部第十九部隊より︑五人選出され︑五月一日︑新しい部
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修

学科の勉強︑気象学︑流体力学︑熱力学︑微分・積分等︑

その器材を使っての観測訓練︑朝食後︑九時より正午まで

達は︑感謝しながら︑軍隊生活を送ることが出来た︒特に︑

国家の方針で︑学業を棄て︑国難に身を投じた候補生達の

責任者である酒向教官は︑東京文理科大学数学科の出身で︑

気持を考慮しながら︑訓練にあたってくれたので︑候補生

候補生の指導には︑特別な配慮をしてくれ︑気象とは縁の

理数系の苦手な文化系の候補生にとって︑大変な苦痛であ
った︒まさか︑軍隊に入って︑微分・積分を勉強しよとは︑

気象隊という軍隊は︑学問中心の訓練であるので︑学徒

全く考えなかった︒午後は︑観測の実地訓練である︒風船

兵の候補生達には︑親しみの持てる軍隊であり︑一般的に︑

技術を習得するようになった︒

を追っかけて捕らえることは︑視力や技術が必要であって︑

軍隊と言えば︑暴力的な雰囲気を思わせるのであるが︑気

薄かった候補生も︑気象隊員らしく︑気象に関する諸々の

それを覚えることには大変な苦労があった︒また︑無線機

象隊には︑そのようなものはなく︑明るく活気のある部隊

や︑ゾンデをとばして︑上空の風向風速︑湿度温度を測定

による受信︑発信の訓練等も懸命に頑張った︒夕食後は︑

するのであるが︑地上の器材で︑上空に飛ぶ風船︑ゾンデ

昼間訓練を受けた学科︑気象関係の器材の勉強し︑九月に

中部第一三一部隊の教育は︑五月一日に始まり︑十月三

お人柄の賜物であったと︑今になって︑考えている︒

十一日で終る六ヶ月間であった︒入隊した時は︑座金つき

であった︒このような雰囲気になったのも︑池内中隊長の

い訓練であった︒然し︑半年前までは学生であった候補生

くまで︑訓練につぐ訓練は︑軍隊でなくては出来ない厳し

の伍長であったが︑八月には︑一階級上り︑軍曹になった︒

なると気象図の作成等十一時すぎまで勉強した︒また勉強

達である︒しかも︑内務班にいる仲間は︑皆階級は同じ候

とを示しているので︑階級章にふさわしい待遇は受けなか

襟章のわきに︑座金がついていると︑教育中の者であるこ

しなければ︑追いつかなかったのである︒朝早くから夜遅

に満ちた中隊であった︒

補生であり︑伸々とした明るい仲間が多く︑元気な︑活気

候補生の教育にあたった教官は︑酒向健︑矢崎正輝︑伊

が︑心中に芽生えてきた︒

なり︑天気図の作成も上手になり︑軍人として役立つ誇り

ると︑すっととけこみ︑気象兵らしい知識・技術も豊かに

ったが︑全国から集められた候補生達は︑九月︑十月にな

んであった︒未だ学生気分の抜けきらない候補生であるの

然し︑戦況は次第に悪化している模様なので︑南方要員

東坦各少尉︑平野寿作見習士官で︑最高責任者は︑酒向さ
で︑教官達も︑大変神経を使って教育にあたったらしい︒
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とかという事件であった︒候補生の中には︑演習をやって

先に並べてあった薩摩芋を︑候補生が盗ったとかとらない

いる兵隊さんに同情して︑民家の家人が︑食べて貰えるよ

の候補生であるが︑南方は無理ではないかという話もでて

うに並べておいたのであると主張する者もあり︑真相はよ

きた︒気象隊は無線機の操作を覚えなければならないので︑

無線機を使っての演習になると︑米軍の宣伝の放送が︑日

十月末に︑中央気象部の検閲があったが︑我々候補自身

生のとるべき行動ではないという事になり︑審査会で︑半

件という事で︑検閲官︑連隊長が激怒され︑甲種幹部候補

くわからないが︑とにかく︑検閲のさなかの忌まわしい事

本語で入ってきているので︑戦況は︑すこしわかっていた︒

は︑失敗があったとは露知らず︑検閲に合格したような気

の一人一人の日常の成績行動について説明するよう要求し

た︒このような要求は︑無理な話であり︑教官達は︑相手

数は不合格にしようということになり︑教官に三○○余名

が連隊長であるので︑その返答に困惑した︒この時︑池内

分でいたので︑十月三十一日の卒業式に︑喜び勇んで出席
よ軍務につく緊張感で体内が熱くなるを覚え︑将校勤務見

正光隊長が発言を求め︑静かに語り始めたとの事です︒以

した︒池内隊長の慈愛溢れる激励の言葉に感激し︑いよい

し︑祝賀会に臨んだ︒全員見習士官になれた喜びは会場に

習士官に任命された喜びを胸に秘めながら︑卒業式を終了

二年七月︑靖国神社に昇殿参拝︑戦没者の冥福を祈り︑神

そのグループが︑会議をし︑池内会を発足させ︑昭和六十

識を深め︑技を磨いてきた︒元来︑学徒出身でおおらかな

いもしたろう︒しかし︑苦しきに堪え︑一意魂を練り︑知

学生時代に思いを馳せ︑また軍務の厳しさに堪えられぬ思

れぬ勉学に日夜努力をしてきた︒時には家郷を思いつつ︑

は︑それぞれ軍隊に入るまでの歩みは異なっていたが︑な

れ︑中隊全員一致団結し︑心血を注いで当ってきた︒彼等

﹁重要な戦局に遭遇し︑困難を担うべき幹部候補を託さ

下は︑酒向教官の記憶にある池内隊長の言葉である︒

さず︑見習士官の献酒を気持よくうけておられた︒

満ち︑池内隊長は︑厳しい苦労があったなど全然顔に現わ
その事件とは︑こう言う事であった︒終戦後︑復員した

田﹁如水会館﹂で懇親会を持った︒参加者五十二名︑これ

気風が存在していることは事実である︒それが今回の失態

池内隊員が︑生活が安定してきたので︑数人ずつ集まり︑

ら参加し︑その会合で︑酒向・平野教官から︑検閲時の大

が第一回であり︑第二回は京都で開催され︑私は第二回か

廃に帰因するものではない︒彼等が戦場に赴けば︑その純

と見られる事態の原因であったと思う︒決して︑悪意や退

その大事件とは︑検閲時︑部隊の周辺にあった民家の軒

事件を聞いた︒

（61）

ことは至難のことである︒教育不十分ということで罰せら

われも人間︑とまどいもするし︑その人間像を説き弁ずる

名の者ひとりひとりを具体的に詳細にと迫られても︑われ

な感情をぶつつけ一命を賭するにやぶさかでない︒三百余

会の雰囲気のない戦友会である︒それだけに︑軍律のない︑

生活の中でつくられた友情からつくられた会である︒戦友

中で︑学生から転進した学徒兵達の︑軍隊らしくない日常

友会である︒厳しい訓練をもって鳴り響いた日本の軍隊の

苦労をし︑努力をし︑池内隊長を慕うが余り︑つくった戦

池内会は︑学生ポイ軍人が︑それなりに︑軍務に精進し︑

味のある会であり︑今でも楽しみにしている会合である︒

に科せられたい︒あたら有為の若者の方向を歪めることは

尊敬してやまなかった池内隊長は︑先年他界し︑矢崎・伊

れるものありとすれば︑それは一重に中隊長である私個人

ということで︑条理を尽し︑声涙下る弁護を展開された︒

も︑八十歳前後の高齢となった︒池内会も間もなく解散の

東両教官も永眠された︒会員も多数永眠し︑現存する会員

皇国のため取るべき道ではないと思う︒﹂

した︒検閲官︑連隊長も︑池内隊長の言葉に動かされ︑全

憂目にある︒しかし︑この人生で︑真の意味の軍人池内正

私︵酒向教官︶も︑池内隊長の人間性に触れた思いで感涙

光さんの指導を受けた喜びと誇りは︑私の体内に︑永遠に

︵安房支会長︶

作った文集﹁鈴鹿で出会って︑別れて﹂より︶

残りゆくことだろう︒

員を見習士官に昇任させることになった︒︵以上︑会員で
池内隊長と言う人間性溢れる軍人に育てられて︑無事見
習士官に任ぜられた候補生は︑見習士官の誇りに燃え︑十
一月に入ると︑それぞれの任務に従がって︑各地に分散し
て軍務についた︒予想通り︑南方の戦況は悪化し︑比島マ
ニラの南方総軍司令部派遣は七十三名であった︒彼等は︑

二十六名が水没し︑壮烈な戦死をとげた︒私は︑満州要員

残念ながら十一月中旬に︑輸送船が米潜水艦の襲撃を受け︑

︵現長春︶の第二気象連隊に赴任し︑満州の気象観測にあ

になり︑十一月中旬︑日本を離れ︑当時満州国の首都新京
たった︒
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葉県佐原市︶でも抜群の商才を発揮して︑婿入りした伊能

日本全国各地を測量して歩き︑日本地図の原型を作った

い様がありません︒当時︑男性の平均寿命がどのくらいで

路を過ぎてからの決断ですから恐れ入ってしまうとしか言

の転身という経緯には驚かざるを得ません︒それも︑五十

家を隆盛に導いたという事業家から百八十度方向を変えて

賢人として知られている伊能忠敬は︑四十九歳で隠居し息

あったかは定かではありませんが︑現在のそれとは比較に

はじめに

子の景敬︵二十九歳︶に家督を譲って出府︑江戸深川に居を

ならないほど低かったことは間違いないでしょう︒私自身︑

よしとき

いのうただたか

移して︑暦学では当代随一と謂われた麻田剛立門下の俊

最も尊敬する人物の一人として子供の時からその生き方に

かげたか

英高橋至時︵幕府の天文方︶に師事して数学︑天文︑暦学

あさだこうりゆう

を学んでいます︒この時︑師の至時は忠敬より十歳年下で

憧れと敬服の念を抱き続けてきました︒

る書物はたくさんあります︒以下諸書を参考にさせていた

巻末に列記しておきましたが︑賢人伊能忠敬先生に関す

あったといいます︒普通の人間ですと隠居をすれば花鳥風

だき郷土の偉人伊能忠敬の足跡を辿ってみたいと思います︒

月を愛でながら悠々自適の生活を求めて安住の生活に没入
するものですが︑忠敬は︑敢えて難を避けて易に就くこと

果たしてその時に︑将来全国を歩いて日本地図を作成し

こぜき

をせず︑冒険ともいうべき道を選んだのであります︒

伊能忠敬の人となり

忠敬は︑延享二年︵一七四五︶上総国小関村の名主五郎

ようという大望を抱いていたのかどうかは知る由もありま
せん︒あるいは︑頭の中の片隅に今まで何ひとも成し得な

て生れ︑幼名は三治郎︑父貞恒は長子相続のしきたりの故

左衛門家の小関貞恒︵神保家からの入り婿︶の第三子とし

に離縁となり十歳の時に父の実家神保家︵千葉県山武郡横

さだつれ

かった正確な日本地図作成への灯をそっと点していたのか

れなりの成果を挙げていた人であれば別ですが︑佐原︵千

さわら

も知れません︒ともあれ︑それまで学問の道を歩み続けそ

（63）

歳の年に佐原の酒造家伊能家に婿入りするまで父とともに

田城の城代家老の家柄でしたが小田原落城後は帰農︑十七

芝町小堤︶にひきとられます︒神保家は︑近くにあった坂

至時に限らず家族の思いはいかばかりであったか想像に難

の熱意がどこまで続くか︑ひどく心配であったようです︒

という高年であったため︑師の高橋至時は高齢である忠敬

めて測量を開始したのは寛政十二年︵一八○○︶五十六歳

おんづみ

神保家で過ごしています︒佐原の伊能家では類い希な商才

くありません︒しかし︑周囲の心配をよそに彼の意志は堅

での往復三二○○伽を百八十日かけて歩測により測量した

くその熱心さは驚くばかりで︑第一次の測量では蝦夷地ま

といいますから並大抵の根性ではなかったであろうと思い

や米穀商︑江戸に薪炭問屋を出したり金融業を営むなど幅
広い事業を展開していたようであり︑田畑も八町歩余︑資

を発揮して酒造高一四○○石︑水運の権利をもって運送業

産を合計すると現在の貨幣価値に換算して約四十五億円と

にわたって実施されていますが︑忠敬が参加したのは第一

さて︑忠敬の率いる測量隊による全国各地の測量は十次

ます︒

次から第八次までであり︑第九次︑第十次は高齢のため不

佐原市の小野川沿いには現在も旧宅︵国指定史跡︶が往

いう豪商であったようです︒

七間梁間三間の土蔵造りで対岸には︑新装なった佐原市立

時のままに保存され︑一般公開されています︒店舗は桁行

参加と記録されております︒

測量隊の作業一覧

の﹁伊能忠敬記念館﹂があり︑大日本沿海輿地全図をはじ
め中図︑小図︑当時使用した測量器具類︵重要文化財︶な
どが展示されており︑機会をみてのご来館をお勧めします︒

なお︑私ごとながら記念館館長の西野元氏︵元筑波大学教

一八○日間測量距離三一三四伽内弟子三人従者

寛政十二年︵一八○○︶

第一次測量︵奥州街道と蝦夷地東南岸︶

二人計五人

授︶はかって小生とは千葉県教育委員会︵当時の教育長は
鈴木勲本会会長︶文化財担当副主査であった当時の同僚で

一人計五人

二三○日間測量距離三三三伽内弟子四人従者

享和元年︵一八○二

第二次測量︵相模・伊豆・本州東海岸︶

あり︑大学を退官後請われて館長に就任された方で︑とく
に優れた考古学研究者であり︑学者であります︒

日本全国実地測量の旅へ
諸文献からの記録を見てみますと︑忠敬が江戸を出て初
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第三次測量︵出羽・越後︶
享和二年︵一八○二︶

一三二日間測量距離一七○一伽内弟子四人従者
二人計六人

者五人下役四人計十六人

文化十二年︵一八一五︶渡海を伴うので忠敬は不参加︑

第九次測量︵伊豆七島︶

永井甚左衛門︑隊長に総勢十一名

敬は孫の忠謁を連れて時々出役するも︑測量は下役と

文化十二年︵一八一五︶と文化十三年︵一八一六︶忠

第十次測量︵江戸府内︶

享和三年︵一八○三︶

内弟子に任せて忠敬は不参加

第四次測量︵尾張・越前以東︶

二一九日間測量距離一二七六伽内弟子五人従者

﹁大日本沿海輿地全図﹂は︑大図二一四枚︑中図八枚︑小

文政四年︵一八二二幕府に提出した最終版の伊能図

伊能図の完成

月二十五日刊河出書房︶﹂より︶

︵﹁渡辺一郎﹃伊能忠敬の地図を読む﹄︵平成十二年二

ただのり

二人計七人
第五次測量︵畿内・中国︶

文化二年︵一八○四︶〜文化三年︵一八○五︶

六四○日間測量距離五三八三伽内弟子七人従者
六人下役四人計十七人
文化五年︵一八○八︶〜文化六年︵一八○九︶

図三枚という膨大なものであった︒その全図は忠敬の没後

第六次測量︵四国・大和路︶

三七七日間測量距離三四四二伽内弟子四人従者

︵忠敬は文政元年に病没︶高橋景保を中心に作業を継続し

て作成したものであり︑全部を広げるには江戸城の大広間

かげやす

五人下役四人計十三人

でも狭かったといいます︒やがて︑この全図は明治政府に

第七次測量︵九州東南地域と往還路︶

文化六年︵一八○九︶〜文化八年︵一八二︶

皇居の火災︵明治六年︶の際に消失してしまったそうです︒

引き継がれて皇居の紅葉山文庫に収蔵されていたのですが︑

六三一日間測量距離七○○五伽内弟子六人従者
五人下役四人計十五人

はじめ︑山口県公文書館︑平戸の松浦史料博物館︑国立国

しかし︑写しが国立歴史民俗博物館︵千葉県佐倉市︶を

文化八年︵一八二︶〜文化二年︵一八一四︶

会図書館等に収蔵されているそうであります︒

第八次測量︵九州残部と往還路︶

九一四日間測量距離一一五三○肋内弟子七人従
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ッジ海事博物館︵幕府軍艦方の旧蔵品︶のみであるという

図を実見しております︒最終版の小図の現存数は非常に少

筆者は︑今から三十年ほど前に現成田山仏教図書館にて中

北海道大学北方資料室等で所蔵されておりますが幸いにも

書館︑東京大学総合研究博物館︑国土地理院︑日本学士院︑

また︑最終版の中図は︑東京国立博物館︑成田山仏教図

らであります︒

伊能忠敬の生き方をしっかりと学んで欲しいという願いか

なお︑敢えてこの拙文を呈したのは世の中高年の方々へ︑

る誇りとともに︑限りない尊敬の念を捧げたいと思います︒

ばしる情熱をもって成し遂げた郷土の偉人に対し︑大いな

闘であり︑改めて︑前人未到の大事業を強固な意志とほと

ともあれ︑二度目の生き方がとてつもない大仕事との格

渡辺一郎﹃英国にあった伊能忠敬の日本図﹄自費出版平成七年

千葉県史編纂審議会﹃伊能忠敬書状﹄千葉県昭和五十三年

保柳睦美﹃伊能忠敬の科学的業績﹄古今書院昭和五十三年

大谷亮吉﹃伊能忠敬﹄岩波書店大正六年
小島一仁﹃伊能忠敬﹄三省堂選書昭和五十三年

参考文献

なく︑三枚揃いは︑イギリスの海軍水路部と同国のグリニ
ことです︒

余談になりますが︑第一次測量の経費の大部分は︑忠敬
の自費︵隠居分︶から七十七両余を支払ったといいます︒

幕府から支給されるようになったのは第三次からとのこと

です︒︵本会評議員・前事務局長︶
あとがき

渡辺一郎﹃伊能測量隊まかり通る﹄ＮＴＴ出版平成九年
渡辺一郎・斎藤仁﹃忠敬と伊能図﹄現代書館平成十年
佐久間達夫﹃伊能忠敬測量日記﹄大空社平成十年

去る平成十年十二月九日︵木︶から二十八日︵火︶まで︑

佐久間達夫﹃新鋭伊能忠敬﹂大空社平成十年

十二年︵その他省略︶

渡辺一郎﹃図説伊能忠敬の地図をよむ﹄河出書房新社平成

伊能忠敬記念館蔵﹃高橋御用日記﹄︵解読安藤由紀子︶

渡辺一郎・鈴木純子﹃最終版伊能図集成﹄柏書房平成十一年

渡辺一郎﹃伊能忠敬が歩いた日本﹄筑摩書房平成十一年

新国立劇場において俳優座の加藤剛らにより上演された
た男﹂でありましたが︑正に当を得た表現だと思います︒

﹁伊能忠敬物語﹂のキャッチフレーズが﹁生涯を二度生き

後にテレビでも放映されて好評を博しており︑江戸東京博
物館でも﹁伊能忠敬展﹂が同年の四月二十一日︵火︶から
六月二十一日︵日︶までの二ヶ月間開催されています︒そ
いうユニークな催しが行われました︒

の期間中には︑会場周辺で﹁伊能ウオークと歩測大会﹂と
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﹁出会うことのすばらしさ﹂

山崎隆司

私は︑最近の世の中の風潮が︑ＩＴ技術︵インフォメー

とを語り合いたいと思うのであります︒

ションテクノロジー︶の急速な普及により︑携帯電話やメ

今回の緑陰特集テーマは﹁私の好きな人物﹂とあります
であり︑勿論︑好き嫌いの感情はあるものの︑出会えたこ

が︑私にとって人生で出会った人は皆︑かけがえのない人

来る人は︑本当に一握りの方々でしょう︒出会うきっかけ

気がします︒ＩＴ技術は︑人間の豊かな生活を下支えるあ

くことは︑何か人生における大切な機会を失っていく様な

ています︒人が面と向かって会話する機会が浸食されてい

ール等での会話に忙殺され始めていることに危機感を抱い

が何であれ︑相手が誰であれ︑老若男女を問わず︑この出

の余裕を更に価値あること︵特に精神的な︶に活かしてい

くまで手段であり︑目的は︑それによって創出された時間

この世に生命を受け︑一生涯のうちで知り合う機会の出

と︑それ自体で︑皆︑私にとって大切な人であります︒

会えたことの喜びを大事にしていきたいと常日頃思うので

洗濯機の普及で昼間からゴロ寝でテレビを観ている︒電気

をこめて警告したことを覚えています︒﹁今の主婦が電気

以前︑電気洗濯機が普及した時代に︑ある評論家が皮肉

くことであります︒

あります︒

今から二十年近く前に︑西村幸二郎前本会会長や渡選薫
事業を担当させていただいたご縁から︑本会との出会いが

洗濯機は︑ゴロ寝でテレビを普及させる為に生まれて来た

元本会事務局長に出会い︑ご一緒に日本弘道会ピルの改築

商事株式会社を起用していなければ︑又︑その業務を私が

始まった訳でありますが︑本会が︑パートナーとして住友

のではない︒便利になった事で︑主婦に︑より価値のある

ＩＴ技術で生活の利便性を追求することはあくまで手段

時間を創出する為の手段として生まれてきたのだ﹂と︒

であり︑目的は︑より豊かな生活を築き上げることであり

ったと考えますと︑今更ながらに出会えたことへの感謝を

厳粛に受けとめております︒人との出会いが人生であるな

担当させていただいていなければ︑本会との出会いもなか

らば︑私は一人でも多くの人と出会い︑一つでも多くのこ
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ふれ合いを共有することだと思います︒以前︑私が本紙に

います︒その後︑二十年近くの歳月を経過したのですが︑

人に出会うことの喜びと共に︑私は先人が残してくれた

ます︒大事なことは︑人と人が出会い︑お互いの精神的な

人生の機微に触れるような言葉や文章に出会うことの喜び

ことを︑今︑静かに振り返りながら想い起こしています︒

ｌ近代的自由教育について説いたフランスのジャン・ジ

も大切にしています︒短い言葉で人生の奥深いものを表現

その間に︑更に多くの人達との出会いを経験し接してきた

ャック・ルソーの言葉であります︒人間は初め肉体的に誕

し︑残してくれた先人の心に触れることにより︑随分自分

﹁人との出会い﹂に触れた部分に︑﹁人間は二度生まれる︒

で生きていくための努力を重ねるだけで︑多分に利己的で

生する︒これは自分の意志も何もなく︑あくまで自分一人

﹁我以外︑皆我師也﹂ｌと言い切ったのは︑新平家物

が磨かれてきたか︑そうした想いがしております︒

是非とも必要なものは﹁道徳﹂であると気づいた時に︑い

ある︒ついで︑人間は教養を身につけ︑社会に生きるには

この言葉がいたく気に入っています︒私以外︑人・物・自

語や宮本武蔵を書いた作家吉川英治氏であります︒私は︑

ものであります︒全てのものから︑人は教訓を受け続ける

然全てが私の師である︑というこの言葉の意味に共鳴する

この精神的な誕生こそが︑人間が動物と基本的に違う︑

わば精神的にもう一度生まれるｌと言うものである︒

により︑人間は自然を愛し︑書物に親しみ︑良き人に出会

人間が人間らしく︑又人間たりうるものであり︑この誕生

のだという強い意志を感じます︒

数えるに足らない数である︒だからこそ︑かけがえのない

の人生に影響し合うものか︒全世界の人口に比べ︑ほんの

生し︑生命を全うして死するまでの間︑何人と接し︑互い

生の貴重な財産となっていくものである︒人は精神的に誕

りかけてくるものであり︑又︑良き人に出会うことは︑人

名著に出会った時の感動は︑色槌せることはなく自分に語

始めるのが私の悪癖であります︒﹁枕草子﹂︑﹁方丈記﹂︑

にも負けず﹂の詩は︑今でも酒を飲み︑興が乗ると朗読を

ご容赦願いたいものであります︒尊敬する宮沢賢治の﹁雨

も味わって欲しいとの一念からであり︑決して悪意ない点

惑をお掛けしたと思いますが︑自分が感激した喜びを人に

ことであります︒人によっては︑何度も聞かされ︑随分迷

又︑私の悪癖は︑周囲の親しい人達にそれを繰り返し語る

私の座右の銘なるものは︑年々歳々増える一方であり︑

い︑社会の中で成長していくことになる︒自然の美しさに

自分の人生において︑相手が誰であれ︑出会いを貴重なも

﹁平家物語﹂︑﹁徒然草﹂︑﹁奥の細道﹂等︑我々の先人が残

感動した時のことは歳月が経過しても思い出すものであり︑

のとして大切にしていきたいと思うのである︒﹂と書いて
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してくれた古典の日本語の優れた文章を繰り返し読み味わ

等の歌や句は︑その当時︑ある事態に遭遇していた私の心

﹁裏をみせ表をみせて散るもみじ﹂︵良寛︶

涙こぼるる﹂︵西行︶

境と重なり合って︑大いなる感銘を受けたものであります︒

うのも大いなる楽しみであります︒﹁温故知新﹂︑．期一
﹁初心忘るべからず﹂︵世阿弥︶

会﹂︑﹁行雲流水﹂等の味わい深い四字熟語から始まり︑

人が残してくれた言葉や新たなる人との出会いを大切にし

私はこれからも命の連続を大切にする心を持ち続け︑先

﹁天の時は地の利にしかず地の利は人の和にしかず﹂

かなものでも残せたらと︑心底想う気持ちであります︒

て︑私自身も与えられた人生を︑後生・後輩の為に何か僅

﹁あるをばあるとし︑無きをばなしとす﹂︵北条早雲︶

﹁事を為すは人にあり︑事の成るは天にあり﹂

ている証︵あかし︶だと私は強く感じ入っている次第であ

出会うことのすばらしさｌこの感動こそが︑人が生き

﹁苦から逃げれば︑苦は追ってくる楽を追えば︑楽は
にげていく﹂

ります︒

﹁時は流れない時は積み重なる﹂

等︑私が大切にしている言葉を書き始めたらきりがありま

心よりご冥福をお祈り申し上げますと共に︑ご生前

︵追記︶本会の元事務局長の渡逼薫氏のご逝去の報に接し︑

﹁ナンバーワンを目指すのではなく︑オンリーワンを目

せん︒最近では昨年ノーベル賞を受賞した野依教授の︑

のご指導ご厚情に心より御礼申し上げます︒

サョナラダケガ人生ダ﹂合掌

ッガシテオクレハナニアラシノタトエモアルゾ

﹁コノサカズキヲ受ケテクレドウゾナミナミ

お別れに書き綴ります︒

晩唐の詩人︑千武陵の作を井伏鱒二が訳した詩を

指せ﹂や︑﹁変化とは何かを失うことではなく︑何かを
新しく獲得することである﹂
﹁時代は時代に遅れるものを罰する﹂

等も今日的に含蓄のある言葉であります︒

︵本会評議員・住商ビルマネージメント㈱取締役社長︶

又︑昨年﹁弘道﹂一○一五号に掲載されました日本道徳
の育成ということ﹂の記事の中で紹介された︑

教育学会理事の朝倉哲夫先生の﹁センス・オブ・ワンダー
﹁大いなるものに抱かれあることを今朝吹く風の涼しさに
知る﹂︵山田無文老師︶

﹁なにごとのおわしますかは知らねども︑かたじけなさに

（69）

︻泊翁百話︼

﹁自省録﹂︵その一︶

解読白烏正

るのことあり︒明治六年朝廷に奉職し今猶官員の列にあり︒

︵俸禄はなけれども︶余は︑元来徳川譜代の陪臣にして︑

王政維新には尺寸の功なし︒然るに図らずも選抜を蒙り︑

学問の如きも考究省察に猶之を勉むることを得べきも︑新
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目次

正四位勲二等を賜はり︑栄誉身に齢れり︒今日は定額の俸

在官二十余年の久しきに及び︑官は勅任二等に至り︑位は

東西学士諸思想の異同

を得るは実に時代の恩沢にして︑言辞を以て報恩の意を尽

禄なしと錐ども猶恩給金の贈ありて︑安く諒生を送ること

学問の経歴
道を知る

くすこと能はず︑今年犬馬の齢巳に七十一・元来は頑健の

道を信ず

ころ

質なれども前年山陽道にて不慮の負傷を為しより身体の健

強を失ひ︑且︑夏の比より眼疾に躍り今日は左眼は殆んど

余は下総佐倉の藩士にして︑文政十一年成子江戸に生れ

知識を得るは半ば極めて難事となれり︒是に於て旧来記憶

用を為さず︒此後は復社会に出て事を為すこと能はず︑又

幼にして藩学の教育を受け︑長じて藩主に仕へて藩士の財

する所を口述して人をして筆記せしめ︑名けて自省録とい

ママ

政に従事せり︒勤む二十六歳の時亜米利加使節彼利の来航

ふ︒言固より偏次なしと錐ども︑少年単に斯道を学ばん

ヒトリ

あり︒三十九歳の時︑大将軍徳川慶喜大政を朝廷に奉還す

明治三十一年の記述ということになる︒

この自省録はいつ書いたかについて年表には記入さ
れていないが︑本文で七十一歳と銘記されているので︑

四三二一

とするには少しく益なしとも言ふくからざらんか︒

｜︑学問の経歴

洋の説に従はざるべからざる者なりと思ひ込たり︒此の如

きこと四五年東西の学術を比較したる上にて又此意見も動

揺を初めたり︒遂に四十五六歳の時に至りて︑今日の意見

之を言へば︑余が学問の経歴は初めに儒学︵儒教︶を信じ︑

今日定まりたる意見は以下漸々に之を言ふくし︒約して

に一定せり︒

なすを以て︑吾旧藩の如きは亦宋学を以て藩学の本旨とせ

次に和漢種々なる学を信じ次に西洋の学に心酔し︑終りに

○封建時代の学問は皆儒学なり︒幕府にて宋学のみ信奉と
り︒余は幼より此学問の教育を受け︑後長じて海野石窓︑

今日の処に帰着したる者なり︒中間悌害を学びたることあ

ころ

安井息軒︑海保漁村諸師の教えを受け︑益深く儒学を信じ︑

れども︑是は知識を助くる為になりたる者にして︑其道を

また

に疑を生ぜり︶二十二歳許の時︑初めて会沢正志翁の新論

儒学の外復他に道なしと思へり︒︵但し此比宋学には大い

四十九年の非を知るといひしは︑実に個中の味を知れる者

信じて為したる者に非ざるなり︒運伯玉が行年五十にして

○支那の教は古を貴ぶにあり︒孔子日︑述而不作︑信而好

二︑東西学士諸思想の異同

といふくし︒

を読み︑深く之に感服し︑天下復此の如き名論なしと思ひ︑

思ひ立たり︒是より儒学の傍︑本居宣長︑平田篤胤翁の諸

遂に従前の儒学と国学とを折衷して水戸学の説に従はんと
書を閲読したりしが︑信ずべきあり︑疑ふくきありて未だ
佐久間象山に就きて西洋の砲術を学ぶ︒象山余に洋学︵此

大いに変ずることなし︒

古︑是古より支那の学問を聖者の思想として今日に至るも︑

全身にて之に寄すること能はざりしなり︒二十三歳の時︑

比は蘭学︶を勧むること切なり︒余因て洋籍を学ぶの志を

ころ

発す︒先づ友人木村重周より蘭書の句読を受け︑後手塚雪

此思想よりして古の聖賢を尊べること甚しく其遠平日の

なが

如きは之に注れ之に琉れ︑周易の如きは其阻疏の多き数万

ころ

畝に従ひて英学を学ぶ︒此比は良師良書に乏しく加ふるに

学士には此思想に束縛せられず各害を著はして前人の士言

に停滞することを免れず︒然れども周末より秦初に至るの

部に及くり︒此の如きは其意は甚美なれども︑其学問は逆

解することを得たり︒己に西国の文字に通じ彼国の歴史︑

はざる所を言はしむるを欲す︒老荘苛韓以下諸士の著書を

是は以て歳月を費すこと甚多くして︑繕かに英蘭の書を

余が職務繁忙にして十分なる学問の暇を得ること能はず︒

し︑和漢の学問は一も取るに足らず︑百般の学術は全く西

道徳︑政治︑経済の書を読むに及び︑深く彼の学問に心酔
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見て之を知るべし︒口以後に至り古人の書に注解を加ふる
ときは支那の学問の発達は実に驚くべきをせり︒加ふるを
以て学士の本業とするに至り︑及び支那の学問は全く其歩

者を戒めんことを望むなり︒

三︑道を知る

る所何事ぞ︒日く能く古渇す︒二千年の歴史を披閲せよ︒

の尽く我人類の刺激を充さざるはなし︒我人類の彼等に勝

○学問の要は道を知るを以て第一とすべし︒道とは孔子の

論駁掌することを常とす︒此の如きは其意は忠条を欠くに

其最善行といふは道徳に非ずや︒其最善人といふは道徳を

を停めたり︒西洋の学士の思想は全く之に異にして︑一た

似たりと錐ども︑学問は常に進出して停滞することもなし︒

行ふ人に非ずや︒其の道の修るといふは道徳を教ふる者に

び出て書を著はすに総じては必ず前人の上に除せんことを

故に学士の心術の上より見れば︑支那の風は西洋の風に

非ずや︒古の聖人といひ︑賢人といひ有徳者といふも我と

に非ず︑我自ら履行せざるべからざる道なり︒試みに彼等

勝れりといへども学問の進歩上より言ふときは支那の風は

同一人類なり︒歴史上最善人の何かなる最善行は我等の為

道に非ず︑釈迦の道に非ず︑環なくは道に非ず︑耶蘇の道

西洋の風に及ぶこと能はず︒然れども西洋の風も亦議すべ

めに最善の師に非ずや︒我等道を知らんと欲せば聖賢の訓

求む︒巳に前人に駕せしことを求むる故に前人の意見を評

きはなきに非ず︒学士各の前人に勝らんと思ふよりしては︑

諦に依りて明かに之を知ることを得くし︒況や我身固より

道を知るの資質あり︒所謂良心といひ本心といふ者を具へ

Ｆｒン

せんとする者も亦少なからず︑殊に其中の撤鎖なる者は古

前人の説にて巳に十分なるを故らに異説を立て︑前人を塵

の説を見れば甚凡庸にして︑却て前人の説に及ばざる者あ

人の説を攻撃するは頗る苛酷なれども其後に出す所の自己

居るに於ておや︑古人の訓諦を以て此良心に注ぐ︒良心の

之に感ずること︑汽燈の火を受くるよりも速なり︒

︵ママ︶

は閲て謂へらく学問の為には西洋の風は固より採るべしと

を信奉せんとする為に害を為すこと少なからざるくし︒余

は古今に通じて誤りなき者といふくし︒然れども実際に就

ふは︑即ち初めて道を知り随って之を行ふことなり︒此説

○儒教にて知行両全といひ︑希臓の哲学にて知行合一とい

四︑道を信ず

り戻る他学科は猶可なり︒

道徳学の如きは人々の行為思想の標準を定むる者なるに

いへども特に其甚しき者を去り真実の識見を以て勝を制せ

て考へるに知と行との間に猶必要の一物あり︒何ぞや信是

猶学士論客諸種の説を立てて互いに相争ふ︑此の如きは志

んことを求むる共言語の末を以て他を証り︑己を称揚する

（72）

或は全く信の欠乏せる者なり︒宗教は尤も信を重んず︒仏

なり︒世に博識にして其行道に協はざる者は皆信の薄き者

固になりていかなることあるも決して動揺することなし︒

其是誠則明なるなり︒巳に明白となりたる上は其信心益堅

時も怠弛すべからざる者なり︒

是明則誠たるなり︒故に信は道を学ぶ者は終始通貫して暫

○或人日く︑信心を堅固にするは宝叙を以て第一とす︒将

教に就て之を見るに華厳行日信為道元︑功徳母︑増長一切
法と︒又耶蘇教を就て見るに︑旧約書日信則未見而可葱︑

して其教を信ぜしむること能はず︒儒教の如き哲学の如き

生三世因果地獄極楽魂豊存半日審断すの教に非れば人心を

諸美法︑除滅一切諸疑惑︑示現開発魅上道︑信是宝蔵第一
所望若既得者是︑又日︑当信亦之上帝耶加華︑自天獲勝︑

し︒是大なる誤りなり︒諸葛孔明︑顔真卿文天祥︑有孝口

道理一偏の教は人の信心を堅固にせしむること能はざるべ

信其先知︑自得二号に通ず︒以て其尤も信を尊ぶを見るべ
なることを知る︒凡そ信仰三あり︒其一は偶像を信ずる者︑

たるには非ざるべし︒諸葛孔明の鞠朗尽力死而後止といひ︑

などの忠義は何を信じて行はれたるや︑決して空□を信じ

し︒実に宗教は信仰を失へば一日も立つこと能はざるもの
其二は教祖の言行を信ずる者︒其三は道を信ずる者是なり︒

論ずるに価値なし︒第二の者より差々勝れりといへども猶

理教なることをしるべし︒其他古より和漢の忠臣孝子仁人

といひたる如きを明かに其深く信ずる所は聖人の道︑即ち

文天祥が是為網常謀有身不口願といひ︑読聖賢書所学何事

やや

第一の信者は知識の尤も蒙昧なる者の信仰として今日之を

に於て之を見る︒第三の者のみ独り宜しく行ふべき所なり︒

者なし︒道を信ずるの力︑宗教を信ずるに幾倍するや殆ん

義士なる者の善行美蹟は何れも聖賢の道を信ずるに出ざる

未だ迷信の境を脱せざる者なり︒此二者は共に宗教の信者

道といふも可なり︒聖賢の教を垂れたる道といふも可なり︒

て信心なりと思ふは︑共に玉石を弁ずること能はさる者と

ど計り難し︒是を知らずして姑息の大畏怖の迷信のみを見

道とは何ぞや︒天地の道といふも可なり︒人類の行ふべき

死善道といふ者是なり︒道を信ぜざれば之を行ふこと能は

いふくし︒

我良心の黙識せる道といふも可なり︒孔子日く篤信好学守

を信ずる者は先づ信じて後道を学ぶべきか︒道を知りたる

ず︑道を行ふ者は必ず道を信じたる者なり︒或人問ふ︒道
後に又初めに信を起こすべきか︒答て日く︑中庸は明に之
以て道を学ぶときは其学問日に進みて其道理明日となる︒

を琢せり日く誠則明度則誠と是なり︒先初めて誠実の心を

（73）
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H.アイゼンホーファー・ハリム博士よりの書簡

親愛なる鈴木勲会長

私は貴会の創設者西村茂樹につい

ての私の新著をお送りすることがで

きて嬉しく思います︒道徳教育は︑

社会における最重要な課題であり︑

それゆえ私は西村の思想や彼の理想

を広く一般に普及するため﹁日本道

徳論﹂をドイツ語で訳しました︒

この本を貴下と貴会の会員諸氏が

喜んで下さることを希望します︒

私の次の計画は﹁国家道徳論﹂を

訳出することです︒

貴下と日本弘道会の会員の皆様の

御発展をお祈りいたします︒

（74）

鈴木勲会長への書簡︵二○○二︑五︑四︶
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ハンネローネ・アイゼンホーファー・

ハリム博士への鈴木勲会長の礼状

二○○二年七月十日

このたび五月四日付けの貴信並びに

親愛なる博士

しく感謝申し上げます︒

西村茂樹に関する新著を頂き大変うれ

今川の新著は︑西村茂樹の小伝︑彼

の学問と思想︑彼の主著﹃日本道徳

論﹄︑さらに︑彼の創設した日本弘道

会について述べられており︑これによ

り日本の明治期における国民道徳の学

問的・実践的道徳運動家としての川村

茂樹の真面目が明らかになるものと信

博士の御労作に敬意を表しますとと

じます︒

﹁日本道徳論﹂に及びさらに﹃国家道

もに︑博士の研究が﹃国民訓﹂から

きとともに深甚の敬意を表します︒

徳論﹂にまで進んでおられることに蹄

博士の益々の御発展と御健勝をお祈

りしてお礼の言葉といたします︒

（75）

ハンネローネ・アイゼンホーファー・ハリム博士が

副；

西村茂樹著﹃日本道徳論﹄をドイツ語に訳されて

出

ｈ
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ドイツで出版された﹃日本道徳論﹄の表紙

HanneioreEisenho彫r‑Halim

K,酬憧'

霞
arSuna

●

一

想

種山ケ原

随

リ
はんがん

時は賢治のことなど知らなかったので︑牧歌的というより

の予定という︒児童十八人の澄んだ歌が種山高原に流れ︑

十年余の歴史があり︑私の母校であるが︑来年三月で廃校

この詩を小学校の児童十八人が朗唱した︒この学校は百

知る子供と町長の心が通い合った光景を想像する︒

若い町長は︑思わず涙がこぼれたと語った︒閉校の運命を

である︒︵内外教育・平成十四年一月八日より︶

うか︒賢治の詩碑を目にする人にも心にとめてほしいこと

うな光景は︑全国の多くの地に見られるものではないだろ

集落の中心の学校を失ってさびれゆくふるさと︒このよ

町の青年たちが︑町おこしで企画した﹁スターウォッチン

ぎわっているという︒

町は︑付近の町有林を﹁森林の博物館﹂として自然体験

もり

な学者も参加し︑毎回千人を超えるアマチュア観測家でに

グ種山ヶ原﹂が当たって︑森本雅樹氏や樋口敬二氏のよう

治が見たのと変わらないものであったかもしれない︒今は︑

濃艶な紫いるの／アイリスの花がいちめん︵以下略︶

まっ青に朝日が融けて／この山上の野原には

賢治の愛した石英斑岩に刻まれている︒

今回建った賢治の詩碑は︑道の駅﹁種山ケ原﹂に面し︑

の一つとして︑賢治の詩碑建設も組み込まれている︒

鈴木

I

荒涼とした高原という印象であった︒このころの風景は賢

旧制高校に入った年に︑一夏を過ごしたことがある︒当

なモチーフの一つとして知られている︒

原は︑北上山地の南部にある準平原で︑賢治の作品の重要

種山ケ原に建った宮沢賢治詩碑の話をしてくれた︒種山ケ

昨年の暮れ︑ふるさと会の幹事会に地元の町長が来て︑

戸

型の施設にしようと環境問題に対応しているが︑この構想

（76）

ー
ー
シ
グ
、
一
ｰ
ノ 、一
〜

︻論語講座目︼

学問の心得

鎌田

詞︒﹁⁝の場合には﹂の意︒出則弟は︑家を出て社会にあ

孔子が学問をもって生涯を貫いたことは︑前回でも述べ

多くの人を愛すること︒親し仁とは︑有徳の仁者に近づき

偽りのないこと︒汎愛し衆は︑だれかれと区別せず︑広く

とは︑自分の行動をつつしんで軽率なことをせず︑言葉に

る場合には目上の人に対し従順な態度を取ること︒謹而信

た通りであるが︑宝聖聖には︑学問について語ることが

はしがき

極めて多い︒そこで今回は︑学問の心得として今日なお傾

親しんで︑その感化を受けること︒行有二静カー則里し文と

ここで孔子が学問する若い人々に警告しているのは︑

を読むようにせよ︑という意︒

裕がある場合には︑詩・書︵後の詩経や害経︶などの書物

は︑以上の事︵入則孝⁝親し仁まで︶を実行してもなお余

聴すべき二つのことについて述べてみよう︒

一︑余力有らば文を学ベ
ハクグ

リテハチデテハチミテアリクシテヲ
子日︑﹁弟子入則孝︑出則弟︑謹而信︑汎愛し衆

詩・書などの書物を読んで知識を高める前に︑孝弟や信︑

シミニヒテラパ
チテペトヲ
而親レ仁︑行有二余力︽則以学し文﹂︒︵学而︶
すなはこういすなはていつつし
ていしい
しい

おこなよりよくあ

有徳者からの感化など︑日常における家庭内外の道徳や修

ひろしゆうあいじんした

子日はく︑﹁弟子入りては則ち孝︑出ては則ち弟︑謹み

すなはもつぷんまながくし

しん

て信あり︑汎く衆を愛して仁に親しみ︑行ひて余力有ら

一歩︑その基本は︑日常道徳の実行である︒学問が進み︑

養を実行すべきであるということである︒学問する者の第
でし

ば︑則ち以て文を学べ﹂と︒︵学而︶

みられないとしたら︑家庭や社会が崩壊する︒その傾向の

知識が高まるにつれて︑以上のごとき日常道徳の実行が顧

してい

い人たちを指す︒子弟と同じ︑入則孝とは︑家庭では父母

ていし

ここでいう弟子とは︑門人を指す弟子ではなく︑広く若
につかえて孝をつくす︒則は︑上を受けて下を起こす接続
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正

ょうか︒

義の封建思想として排撃することは慎むべきではないでし

らない︒孔子の説く孝弟などの道徳の実践を︑家族中心主

顕著なのが現代の世相ではないか︒何のための学問か分か

えさとした︒

っきりと立てることが︑真に知るということである﹂と教

し︑分からないことは︑分からないとせよ︒この区別をは

えてあげようか︒真に分かっていることは分かっていると

不滅の名言である︒ひとり子路ばかりでなく︑現代の我々

正確な知識の修得を説いている孔子のこの言葉は︑千古

もと

孔子の門人の有子︵名は若︶が︑﹁君子は本を務む︒本

じゃく

立ちて道生ず︒孝弟は︑それ仁の本たるか﹂︵学而︶と言

に取っても傾聴すべき訓言である︒

ヘンニルヲヲルヲヲシルトヲルヲラセ

ゆうなんぢこれしをし

由とは︑孔子の門人の子路︵字︶の名で︑姓は仲︒孔

す︒﹂と言われたことがある︒これは自然科学の世界では

るなり﹄ということを詳しく教えていただいたおかげで

語の﹃知るを知ると為し︑知らざるを知らず為せ︒是れ知

﹁私の今日あるは︑昔︑附属中学校で諸橋先生から︑論

開いた祝賀会の席上で︑東大の物理学専門の某名誉教授が︑

東京高師附属中学校で恩師に教えを受けた昔の生徒たちが

恩師が文化勲章を受章したのは昭和四十年度であるが︑

釈を加えないことが特色であった︒

あったが︑時おり﹁ここは分からん﹂と言って︑強いて解

義である︒恩師の講義は極めて明快で好評を博したもので

これについて思い出されるのは︑恩師諸橋轍次博士の講

っているのは︑傾聴すべきことである︒

二︑知らざるを知らずと為せ

ハク

孔子は子路に対して︑正確な知識の修得を説いている︒

しい

これし

子日︑﹁由︑誼二女知壱之乎︒知し之馬し知し之︑不し知篇レ

トラレルト

不し知︒是知也﹂︒︵篇政︶

し

子日はく︑﹁由︑女に之を知るを謁へんか︒之を知るを
こ
れしなし
なこし
之を知ると篤し︑知らざるを知らずと馬せ︒是れ知るな
いせい

子より九歳若く︑衛の人で︑勇に長じ決断力に富んでいた

絶対に守らなければならないことである︒文学の方面でも︑

あざな

が︑軽率で思慮に欠け︑自分のまだ知らないことまで知っ

不明の箇所はすぐなくないが︑それを明らかにして置けば︑

り﹂と︒︵馬政︶

たかぶりをする性癖があったので︑孔子はこれを教えさと

他日︑後人が研究して学問の発展を促すことになる︒当時︑

じょ

﹁知し之の之は︑漠然とある事物を指す︒ただし︑語調を整

したものである︒諦は︑教える︒女は汝︵なんじ︶と同じ︒

︵本会理事・文学博士・東京教育大学名誉教授︶

陪席していた私も深く感銘したことであった︒

孔子は子路に対し︑﹁由よ︑お前に知るということを教

える助字として読まないでよいともいわれる︒

（78）

プ︶共催では︑日韓両国とも︑予選

日韓サッカーＷ杯︵ワールドカッ

が負け︑韓国が優越感に浸ることで

共催でなく競催であり︑本音は日本

併せて来日予定だった金氏に出国禁

である︒そのうえ︑日本語版出版に

の初会合がソウルで開かれた︒昨年︑

五月末︑日韓歴史共同研究委員会

止措置までとられた︒

日本の歴史教科書検定に韓国が横槍

今年二月︑日本の朝鮮統治を肯定

ある︒

を突破︒日本はベスト肥止まりだっ

的に評価する﹁親日家のための弁

を入れたことから︑こじれた歴史教

たが︑韓国は準決勝まで進むという
大健闘を見せた︒韓国全土が︑選手

﹁日本の統治によって朝鮮の近代化

明﹂という本が韓国で出版された︒

完墜氏の主張は︑韓国政府の逆鱗に

への道が開かれた﹂とする著者︑金

日韓相互理解への道を妨害してい

歩﹂以外に︑結論は導き出せない︒

会である以上︑日本の﹁政治的譲

せようとする意図から生まれた研究

固定の歴史観に日本のそれを合わさ

つけること自体が不遜である︑韓国

る自由を保障している日本に注文を

観を異にする複数の教科書を容認す

国定教科書しかない韓国が︑歴史

発足させた機関である︒

科書問題の解決策として両国政府が

のユニフォームカーラーの赤一色で
印象的だったのは日本の若者たち
が︑勝ち進む韓国チームをわがこと
のように応援し︑韓国人と抱き合っ
てその健闘を称えたことだった︒Ｈ

勝手な幻想である︒韓国人が日本人

触れ︑検閲機関﹁刊行物倫理委員

るのは韓国の側である︒早晩︑Ⅱ本

人は︑Ｗ杯によってかもし出された

になるだろう︒

日韓友好の夢の瓦解を思い知ること

（79）

酔いしれた︒

英武
津

本では︑政治家もマスコミも︑Ｗ杯
が日韓間の相互理解と友好を増進さ
せた︑と手放しで評価している︒

と抱き合ったのは︑日本が負けて韓

しかし︑それはおそらく日本人の

国が勝ち進んだからにすぎない︒在

会﹂は同書を﹁有害図書﹂に指定︑

史観に水を差す〃悪書″というわけ

政府公認の抗日独立運動中心の闘争

事実上の禁書扱いにしてしまった︒

日本が勝ち進むという︑﹁最悪の事

していたことは︑韓国が先に負けて
態﹂だった︒韓国人にとり︑Ｗ杯は

韓日本人たちがＷ杯前︑一様に心配

W杯と幻想の日韓相互理解

手であるインド社会を二百五十年に

イギリス東インド会社については︑

インド総督列伝﹂などの著書がある︒

治﹂﹁増補国際石油産業﹂﹁大英帝国

王国の悲劇﹂﹁英国紳士の植民地統

多くの人の目には触れないまま過ぎ

りがたい︒日本語の文献でなければ︑

明らかにしてくれたのは︑大変にあ

する状況への高い適応﹂を歴史的に

︾イギリス東インド会社は︑貿易相
わたって管理・支配した商社である︒

十七世紀初めに設立され︑創立四○

みると︑そのように思えてくるから︑

立てたのかもしれない︒読み返して

ってほしくて︑やさしい読み物に仕

著者は︑それを日本の指導者に知

会の統治も崩壊する︒

導者をも毒すことになれば︑日本社

判断するようになる︒それが政治指

萎縮した身の丈に合わせて物を見︑

経済界の指導者としての経営者は︑

も崩壊する︒企業崩壊に直面すると︑

るとき社会的責任や経営倫理の基盤

となるとき崩壊する︒経営が崩壊す

企業経営は損失がとまらず債務超過

てはならない︑いやな時代である︒

的犯罪の手段でもあると看倣さなく

いま日本社会では︑企業とは社会

てしまうからである︒

一八五八年にインドがイギリス植民

○周年を迎えたわけで︑英国でも記

地に変わった時︑東インド会社は解
機構を継承するだけでよかったので

散したが︑イギリス政府はその支配

は﹁東インド会社の名前でインドを

ある︒著者によると︑そもそも英国

しかし日本社会には︑著者が東イ

不思議である︒
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統治した﹂のであるから︑支配・管
理の機構は完成度を高めていて当然
だったのである︒議会開設を別にす
れば︑新たに作られたものを探すの
が難しいと著者は述べている︒
イギリスのインド統治を研究して︑

この﹁会社のした仕事のすごさ﹂を

ことである︒著者にとっては︑教授

経済研究所を経て︑現在︑広島大学

ンド会社の﹁先進性︑革新性︑変転

ったが︑たまたま重なったという︒

退官を一年後に控えての記念執筆だ

総合科学部教授︒﹁中東産油国﹂﹁石油

著者は︑日本経済新聞社︑アジア

む﹂執筆の動機となったようだ︒

念しての書籍が刊行されているとの

世界最強の商社

痛感したわけで︑それが﹁イギリス

イギリス東インド会社のコーポレートガバナンス
浜渦哲雄著日本経済評論社刊

東インド会社の歴史にまで踏み込

読書案内

木屋野正勝

歌日記抄武蔵野市夜久正雄
麿瀬誠学兄への返歌六月四日・五日

よろづよ

人の世はうつるひゆけど菖世に匂ひ変らぬ山桜花

わがために葉隠の地を訪づるる機会をつくりたまひけり君は

故郷に君帰りゐて葉隠のこころ一筋に守りたまひき

くるつちぱる

まる二日葉隠の遺跡を懇ろに導きたまひし君はやもなし

常朝先生われら二人を朝日照る黒土原に呼びたまひしか

とは

草分けて踏む土親し過ぎし世の常朝先生庵せし跡
煙仲間

白雲のただ今花にあひしとふその只今の永遠にありこそ

万里

忍ぶ恋もゆる煙の絶ゆるなく︵下村︶湖人︒︵江渡︶秋嶺同鳳

燃ゆる火の目には見えねど野の末ゆ立ちくる煙とほく棚引く

大いなるもの別府市椛田信吾

生かされて生きるこの身と知りもせば努めざらめや報徳の道

千五百年昔偲びて這い入れり装飾古墳ベンガラの朱

一枚の葉もなきあじさい雷出て咲きはじめては人を励ます

短歌詠むも心せかるる世の動き新らしき世になすよしもがな

こもりゐてながむる窓の外かけりゆく小鳥の群れの行方ともしむ

所沢斎藤知正

餌を撒けばせめぎ寄り来る冬鳥よわが思ひ遠きシベリアにあり

雑詠藤沢絵鳩毅

新世紀高齢少子化進み行く長期対策はやくたつべし

大いなるものに惹かれて集う人深緑の山鴬の声

田園は百花斉放平穏にこの世の春を躯歌する如し

汽車に乗り席ゆずるなき通学の子等多きかも何か寂しき

分裂に分裂かさぬる世のさまのうれはし我はただ文を書く

つがひにてとびくる鴨をなき友とあとおひし人の魂かとも思ふ

と

われながら力なき歌かもかくも歌よみつづくいのちのかぎり

○

白村江敗戦のあとの国まもるいぐさつづけし万葉歌人たち

愛国のますらをの名をのこしたる大伴部博麻をしのぶ旅なりき

友のたぶ越のます寿し食ひつなぎ筑紫ゆきし旅思ひ出づ

忘れゐし兎どし生れのあがために兎跳ね印の月世界たぶ

は

老茎の吾をはげますとますらをの友のたぶ歌かしこみてよむ

古川哲史編

復興に日々をかけたる敗戦後そのかみの思ひは変らぬものを
故古賀秀男君を思う

五十七年前あひ別れしが一昨年再会を果たせり君と我とは
再会の喜びの後病得て君身まかりぬ老い我をおきて
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弘道歌壇

春寒の潜むがごときわが家なれ脱ぎし衣をまたも重ぬる

吾娘逝きて十年経たりわが胸にこみあげくるも六月命日

長寿会輪投競技に加わりぬ投げし輪止まり最高点をあぐ

台湾の思い出

おりおりの歌上板橋古川哲史

あこ

神棚に丈余の蛇が潜みゐてやがて静かに渡りゆきけり
浄智寺へ路地を辿れば冬の陽に瑠璃と輝く蝋梅の花
どくだみの白々咲ける径たのし遊覧船も見え隠れする

まだ若く俊才顔の呉先生つとめたまいきわが召集人を

名は体を表わすとせむ杭立武先生つれに悠然・毅然

草萌ゆる丘さすらへば思ひ出づ伴虜たりし日の昼蝕の憩ひ
﹁国賊﹂の呪縛は今なく女性群肢体あらはにデモ隊を煉る

車にて

タイペイ

さち

あめつち

今朝よりは卒寿の翁となりにけり改めて思う天地の恩

卒寿の朝

ＣＲＡは汽車バスを公共汽車という今日は往く信義路を公共汽

可口可楽の語音たのしむ台北の秋近き街ひとり往きつつ

コカコーラ

日本語のたどたどしきも親しけれ早稲田出という李天民氏は

若き日の座右にありし哲学書戦中戦後の徴に朽ちけり
中国で殺めし捕虜の亡霊が行く手遮る大き夏雲

懐かしき名佐賀県有田古田責
じようぴたき

日付入りの名刺が本の間より出づ懐かしき名よ健在なりや
かんきん

看経を終えたる僧の語りかく今蹄く烏は尉鶴とぞ
ちちははが今日は来るよと語りかく孫眠る墓のあらくさ引きつつ

いも八重と同じホームに起き伏してさわやかなりき卒寿の朝は

あめっちの恵みを享けて九十年生き来し幸を思わざらめや

おられた︒縁あってわたしもこの郷土文芸誌に原稿を差しあげ

お悦びしたいが︑数年前までは郷土文芸誌﹃播祭﹄を主宰して

元旦で九十六歳になられた筈で︑老いてますますお元気なのを

書いておられるから︑改めて紹介するまでもないが︑本年一月

発表され︑一○一五号には﹁原語の両義性について﹂の随想も

若林芳樹翁といえば︑本誌の短歌欄と俳句欄に頻繁に作品を

︿小感﹀革新の大義

夫われの卒寿の朝を祝うかに妻は自前のめしたうべたり

知る人の少なくなりしふる里の田道を行けば鴬の声
もり告ぐ

荒れたりしいまわの母の手を握り﹁ご苦労さまでした﹂と口ご
憂さ知らず良き妻良き子供良き嫁に囲まれ今宵はダイヤ婚の祝い

二十三万八千余りの被刻者名われの知りおるは三名のみ

ぼたん桜別府市椛田英子
満開のぼたん桜の下を行く夫と歩くもあと幾年ぞ
黒揚羽あざやかな羽根ゆらしつつ緑の若葉飛びっ止まりっ
植えかえし銀杏大木に若葉萌えいのち溢るるビーコンの庭
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ていたが︑同じころ大阪の黒田了一氏も熱心な寄稿者であった︒

いた筈であるが︑その後共産党を中心とする革新派から推され

黒田さんは大阪市大の名誉教授で︑大学では憲法を講じられて

︿おことわり﹀

今号も締切までに常連のご出詠があったが︑まだ一︑二の歌

大阪が変れば日本が変るといふその変革に余生をかけむとす

留守となった︒それで︑今後の出詠は板橋区上板橋二

内が入居中のナースィングホームへ移り︑従来の練馬の自宅は

編者は︑五月八日の誕生日で満九十歳となり︑その日から家

あるので︑編者の近況を述べさせていただく︒

稿が出ていない︒それで誌面などに若干の空白が生ずる怖れが

タスキなどかけておのれ売り出す恥らひはさもあらぱあれ敢

て大阪府知事となり︑二期その職にあった︒

へてここに立つ

一二のナースィングホームひまわり板橋宛にお願いします︒

員より成り︑至って平穏無事で運営されている︒入居者の大部

ホームは二十数人の入居者とその世話をする十数人の介護職

二○

ひとたびを立ちしからには吐据ゑて戦はむのみ勝ち抜かむのみ

という三首は初めての知事選出馬の決意表明であったろう︒

いる︒入居するまでこんな平和な世界があることを知らなかっ

つ︶にほぼ全員が食堂に集まり︑食事と茶菓と談笑を楽しんで

分は車椅子で移動しているが︑朝昼晩と午後三時のお茶︵おや

たので︑小生は何の不自由を感ぜずに毎日を過ごしている︒

このいのちかけがへのなきこのいのち大き戦ひにかけて燃や
しめ

り高いのではないかと思う︒それで︑初心者には尻込みする場

弘道歌壇のレベルは︑前に申し上げたことがある様に︑かな

てもご迷惑をかけているのではないかと怖れている︒

は耳が遠くなり眼が不自由になった点で︑自分では気付かなく

それで弘道歌壇の運営にも支障はない積もりでいるが︑悩み

革新の大義に生きむ身の構へ私心なければ揺らぐことなし
非常なる政治の論理避けがたく迫る現実にわが立ち向ふ
などは︑二度目か三度目のときと想われる︒﹁非常なる政治の
わった現実を見すえているのであろう︒しかし︑作者は﹁ゆき

論理避けがたく迫る現実﹂とは︑社会党などの革新派が敵にま

合もありそうだが︑遠慮なく投稿していただきたい︒

﹁善き者はすべて初心者という羅典の句愛されきゲーテにま

づまれば道おのづから開かれむ至誠やまさに天に通ずべし﹂と

ど尊いものは無いと私は信じている︒

たケーベルに﹂という歌をむかし詠んだことがあるが︑初心ほ

信じ︑﹁金も名も命もいらぬ人ならではまこと政治は委ぬくか
の大義は﹁敬天愛人﹂に尽きるようである︒

らず﹂と叫んでいる︒その精神は全く西郷南洲ばかりで︑革新
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千葉県干潟町花香幸作

豊島区川崎鋸南

煤けゐるまま梅雨寒の火伏せ護符

◎沖暮れて島は鍋牛となりにけり

子雀の車横切るひたむきに

桑の実の路地を紫紺に染めにけり

地蔵さまと相合ひ合歓の花の傘

便妻の余白に一句夜の秋

松魚編
師

川崎市小林三郎

︵註︶暮る騨島を鍋牛と見る俳人の眼！

冷さるる駿馬の眼より暮るる
一湾に一船あらず花火の夜

緑陰の画架に目っむる画学生

つるくぴ

鶴首にもじずり挿せる東司窓

振り花がん病棟へ廊渡る

墓志士の墓前に畏まる

中野区小牧幸雄

三枝武双

杉並区加藤志信夫

武蔵野市

噴水の意匠にひとのなどみたる

辛酸をさらりと変へる鍋牛

年輪を光沢とする百日紅

かし

もだ

銘水を炊ぎて古都の冷豆腐

短夜や嬢穂の指の覚束な

ろくろ

◎五月闇千年杉の黙の中

︵註︶千年杉を背景とする五月闇！

千葉県白井市田中敬子

白玉や諸行無常を子に教へ

談笑の大工の側を蛇滑る

夏の風邪ミラノに着いて治りけり
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弘道俳壇

洋かんに麦茶のありて朝豊か

十薬が小川の水を清らかに

奥出雲石原みちを
父の日のさぬき路の旅背を流す

短夜や二児を寝かせて読むは何

たわ

卯の花を手向けて峠を上りけり

幼な名で呼びかはす朝梅雨の宿

がんざわ

多摩市鳩沢黄猿

横浜市尾俣セツ子

佐倉市菅谷

田植機の進みゆく日の晴れてけり

菖蒲池雨傘花の如くにも

中野区石川良子

武蔵野市川口里人

花菖蒲けものみちまで続きをり

蟻の群雨に声なき声をあげ
応答は留守番電話梅雨寒に

蝶々を猫みてをりぬ庭静か

紋白蝶番ひで舞ひぬ庭明るし

看護婦の肩を借りての花見かな

冷奴メモ添へてあり膳の隅

短夜の雑魚寝の楽し旅の宿

◎短夜やスカイブルーのペンの跡

る風景︒

︵註︶スカイブルーのペンの手紙︑しかも短夜︑情のあ
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山降る少女らつつむ青葉の香

大田区鏑木雲州

葛飾区今井ただし

︵註︶河内先生のお勧めでの句作︑中々の御健吟Ⅱ

梅雨寒や病みては人と遠くをり
くろはえ

滴りに尊顔崩る磨崖仏
黒南風や財布に秘めしニトロ錠

葉の陰に紫の濃し茄子の花
ねずみもち

船影の白し上総に夏の雲
◎花ゆらし風通るらし女貞花

るらし″とは中々Ⅱ

︵註︶ねずみもちはよく生垣に︑花は夏の季語︒〃風通

浩

明易し禅寺の人皆若く

杉並区阿部清

雨にもめげず祭典終り若人帰る

山宿の朝蝕は早し明易し

浴衣がけ光の後を追ひ駆けり

梅雨空に世界の強豪駆け巡り

世田谷区北沢二

三四一四

二三

文京区高橋伽元

五五八九

一二師松魚宛
︵ＦＡＸ︶○三

※次号九・十月号には八月二十日迄に︑

ら︒その都度ストレスが消えるのである︒︵師松魚︶

えは出来ないが︑俳句は即座に何度でも推敵出来るか

いる気持ちである︒といって畑では簡単に物の作り替

ているから﹂と答えている︒いわば畑でものを作って

︵小感︶私は﹁健康法は﹂と聞かれると﹁俳句を作っ

庭先の畑小ざっばり茄子の花

炎天の岬大灘に浸りをり

三和土掃く土用太郎の日なりけり

たたき

編者吟

サラサーテの調べ脳一裏に木下闇

草をとる作務衣の僧の首太し

蜘妹の囲の表裏を風に坐禅堂

︵特別寄稿︶船橋市河内朝生

散策の足も伸びけり明易し

佐倉市櫛部正直

宮城県田尻町佐藤憲夫
緑立つ嵯峨漢浦の釣りの舟
百寿越え豊諜として花見かな
留守居役の母の笑顔や柘摺熟れ
︵註︶作者は初登場︑御健吟を！

品書きに蜜豆ありぬなっかしき
サッカーの宴終りぬ遠花火
祇園会に合はせて友の帰りけり
︵註︶作者も初登場︑達者な句！

千葉県干潟町木内和
若荷出るひとり座敷にぽつねんと

夏木立房総の丘見える町
◎おとなしく暮さんとしぬ文の月
︵註︶高齢社会の一面を見ている句！
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佐倉支会活動報告
一︑平成十四年度総会

１１１１Ｊ平成十四年四月二十八日日︑佐倉市立美術
一館をお借りして本年度の総会と特別講演会を

一ｍリー実施した︒従来︑理事会をもって総会に当て

一一︑文学博士川村講師の熱弁冴えわたった講演会

棚建塗蛾爵敵鯵議島川村優先生

○演題開国の恩人雑輔舗駐堀田正睦
○講師

いう未曾有の新しい外交路線を敷くべく︑懸命の努力を積

○講演の要旨幕末の多くの困難と戦いながら﹁開国﹂と

の初代総領事ハリスとの間での議定が終わり︑正睦は︑勅

み重ねた堀田正睦︒日米修好通商条約の草案は︑アメリカ

許を得て国論を統一すべきであると考え︑自ら上京を決断

し︑安政五年︵一全◇一月二十一日江戸を出発︑二月五日入

一よ一孫鍬馴ｒ淋撫噸川崎燕蕊欝咽仙脇
一だ一で細部冊︑近年充実して来ている研修活動

孝明天皇を中心とする朝廷の説得は︑不成功に終わってし

睦は︑元治元年︵天茜︶三月二十一日病を得て没した︒墓所

久二年︵茎三十一月には勢居を命じられた︒失意の中の正

翌安政六年︵天美︶九月六日には隠居を命じられ︑更に文

責任を取らされ︑老中を罷免された︒

二十一日には登城停止になり︑六月二十三日には外交上の

ないまま条約の調印をしてしまった︒また︑正睦は︑六月

大老に任命された︒そして六月十九日︑直弼は︑勅許を得

直弼は︑正睦が江戸に帰着のわずか三日後の四月二十三日︑

の推す慶福が︑第十四代将軍家茂となってしまった︒井伊

複雑をきわめていた将軍継嗣問題は︑紀伊派の井伊直弼

まい︑正睦は四月二十日江戸に帰らざるを得なかった︒

京︒条約締結の趣旨を強調し︑極力必死の努力をしたが︑

一会一群躍鯛馴陥噸儒蝿緬闘州淫維

一支一騨爆耀懲鍔蝿灘騒肌眺
ｒＩＩｌ︑し土井利勝に命じて創らせた﹁御成街道﹂︵船
橋〜東金︶を訪ねる旅であったが︑一日では納まらず二日
に分けて実施するという盛況であった︒
本年度は︑下総国︵千葉県内︶の﹁芝山街道の旅﹂の発

表があった︒これは︑芝山仁王尊詣りの街道であったのに︑

の発掘と︑はにわ専門の博物館の設置による古代文化の見

近代鉄道の整備に取り残されてしまっていたが︑芝山古墳
直しがあり︑また︑成田空港の隣接地区としても徐々に発
展しようとしている地域でもある︒
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は佐倉市新町の堀田家菩提寺甚大寺にある︒

を無視され︑老中罷免︑閉門塾居という罪人扱いに無念や

とかく世間一般では︑日本開国の功労者といえば独占的
に井伊直弼という先入観が形成されている事実があり︑残
念至極である︒不賎ながら︑堀田正睦という人物は︑誠
実・地味・気まじめで固い印象を持たれ易く︑小説主人公

熱弁に聴き入る市民

熱弁をふるう川村文学博士

と多彩な分野の最高水準を求めようとすれば︑まず佐倉
の地を紛れもなく目指したことを忘れてはならない︒

三︑幕末︑志ある全国の修業者が︑蘭学︑医学︑兵学など

く︑真実そのものである︒

三﹁西の長崎東の佐倉﹂というのは︑決して誇張でな

き︑まさしく日本を代表する学都であった︒

一︑幕末︑佐倉藩は堀田正睦のユニークな学問奨励に基づ

川村先生は次の要点を力説されました︒

﹁佐倉市への大いなる期待﹂

ほしいものである︒

としても︑正睦のすぐれた人物像と功績を正しく評価して

る方のなかったであろう正睦の悲嘆の涙を偲び︑佐倉市民

になるような華々しさを持ち合わせていなかったと思われ
る︒

それに反して井伊直弼は︑個性的であり︑桜田門外の変
で花と散った劇的な生涯が︑人々の心を早くから引きつけ

た存在であったことも事実である︒作家船橋聖一が直弼を
マ化して全国に流され︑直弼の生涯はいっそう劇的に国民

主人公とした小説﹃花の生涯﹄を書き︑ＮＨＫは大河ドラ
の目に映じた︒

明治・大正・昭和の評論家︑徳富蘇峰は︑その著﹃近世
き個人を求めれば︑先に阿部正弘︑後に堀田正睦を挙げね

日本国民史﹄の中で︑﹁日本開国史に特筆﹂大書せらるべ

ばならない︒﹂とし︑真の条約の基礎を形づくったのは正

た者を見れば︑佐倉藩学の系統者が多いのに驚かされる︒

四︑明治のもろもろの文化の担い手及びその基礎を形成し

例えば︑西村茂樹︑佐藤泰然︑佐藤尚中︑津田梅子︑

睦であるとしている︒また︑地元佐倉の研究者であった故
檀谷健蔵・篠丸頼彦両氏の着実な研究も目立っている︒

依田学海︑西村勝三︑倉次亨︑浅井忠等々︒

五︑二十一世紀の佐倉が︑過去の輝かしい栄光を足がかり

正睦が没してから今年で百三十八年︑間もなく没百四十
県民一人びとりは︑改めて正睦のはかり知れない功績を客

年という意義ある歳月を迎えることとなる︒われわれ千葉

ほしいと期待すること大なるものがある︒

として︑新しい地方文化の創造に中心的役割を果たして

︵佐倉支会理事平山秀樹︶

観的にとらえなおすことが要請される︒

日本開国︑条約づくりの最大の功労者でありながらそれ

（88）

木更津支会

総会・研修会報告
一︑総会について
平成十四年度・第七回総会並びに研修会︵講演会︶も充
実した内容で終了しました︒

﹃本年度は︑ひとりが一人の新会員を勧誘﹂する努力目

・期日平成十四年六月十六日出過 Ⅱ〜阻恥側
・会場木更津・八細八幡神社社務所二階広間
標が決まりました︒そして会祖西村茂樹の﹃日本道徳論﹄

か機関誌﹃弘道﹄を読む会を推進しようと︑会員各位のご
協力を期待しております︒

二︑講演会︵研修会︶について
﹁将基面誠先生﹂の十九年間に亘る岩手県の陸の孤島

六つある集落は︑それぞれ歴史的にも地勢的にも孤立的

で閉鎖的で対立的で︑他地域との交流を好まない特質が強

く︑その変革をするために︑深い谷に橋をかけ︑六つの小

して︑まずＰＴＡ統合から村人︒特に古老の意識改革をも

学校分校を整理して︑中学校は統合し生徒の全寮制を実施

意識し︑電話の架設・道路の建設・トンネル建設に距離短

進しながら︑村民の教育意識の啓発に力を傾注した︒

縮等々による人の交流を︑生命・生活不安からの脱却を推

また︑外国人教師を招膳して国際交流の一環として英語

教育も導入と︑総べての村民の教育・意識改革・健康指

した梅の苗木を基盤とした村に梅を咲かせる運動と活動と

導・子どもに愛を・村内に花を植える運動︑千葉から持参

苦節十九年を淡々と語り続ける﹁将基面誠先生﹂は︑

なった︒

単なる人体の部分を診断治療する医師ではなく︑人の心の

葬儀にあたりバス六台に分乗して田野畑村民が木更津まで︑

深層に聴診器を当てた愛の医師であった︒それは奥様のご

今回の講演会内容は弘道会綱領と全く一致するものであ

夜行便によって参列されたことからも証明されます︒

り︑講演は具体的で多くの共感と感銘を深め︑私たちの意

と言われる田野畑村での活躍は︑単なる医者としての医療
行為に留まらず人と人との関わり方にも︑治療がされて始

識を目覚めさせ︑視野を拡大させていただきました︒

︵事務局︶

めて医療・治療・健康指導がなされたと言う︒

時の青年村長の︑﹁村づくりは人づくり︑人づくりは教
に協力したという︒

育から
ら﹂
﹂と
とい
いう
う教教一育立村構想に共鳴し医療の面から積極的
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＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋十

十＋＋十＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋十十＋
＋＋＋Ｆ＋＋虜子＋十Ｊ十十﹄＋＋豆＋＋＋
＋＋＋兎十十面牛十イト＋晶引十十一十十十
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十十十十
６月仰日︵月︶

︵抄録︶

＊午後２時より︑﹃西村茂樹全集﹄編集部会を開催し︑﹁編
集要領﹂﹁巻別分類構成﹂﹁刊行計画﹂および﹁当面の編

事務局長が出席し︑哀悼の意を表した︒
７月迦日︵月︶

＊午後２時刈分︑七海隆事務局長︑堤佳子事務局職員は東
て教示を受ける︒

京都立中央図書館を訪れ︑﹁図書の脱酸処理法﹂につい

７月四日︵火︶

＊西村幸二郎前会長の祥月ご命日に当たり︑七海隆事務局

７月珊日︵金︶

長︑堤佳子事務局職員が青山墓地に赴き︑墓参を行う︒

＊午前Ⅱ時︑鈴木勲会長︑伊藤克巳監事︑七海隆事務局長

集作業﹂について協議︒

出席者Ⅱ鈴木勲会長︑古川哲史副会長︑尾田幸雄編集長︑

協議︒

３月実施予定のシンポジウムのテーマ︑内容等について

＊午後２時より︑シンポジウム実行委員会を開催し︑明年

設不動産本部長と懇談︒

は︑住友商事㈱を訪問し︑秋山富一相談役︑播戸正臣建

土田健次郎・多田建次・古垣光一・藤下昌信・白鳥正・
七海隆各編集員
６月別日︵月︶

＊午後２時別分︑伊藤克巳監事来会し︑鈴木勲会長︑七海
隆事務局長と逝去された津田久理事を偲びながら懇談︒

幸雄・松平直書・津英武・小野健知・山崎隆司各編集員︑

出席者Ⅱ鈴木勲会長︑古川哲史副会長︑生平幸立・尾田

七海隆事務局長︑田洲敏夫職員

＊午後４時︑生平幸立理事が事務打ち合わせのため来会︒
７月Ⅶ日︵金︶

７月四日︵月︶

＊午後Ⅱ時︑狩野冨吉島根支会事務局長が﹁会祖お手植え
の松石碑﹂建立について打ち合わせのため来会︒

＊去る６月９日逝去された住友商事㈱名誉会長・本会理事

木勲会長︑七海隆事務局長が出席し︑哀悼の意を表した︒

津田久氏の﹁お別れ会﹂がホテルオークラで行われ︑鈴

７月ｎ日︵水︶

別れの会﹂が青山葬儀場で行われ︑鈴木勲会長︑七海隆

＊去る６月６日逝去された元平凡社社長下中邦彦氏の﹁お
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鯵ご寄付者芳名
︵平成Ｍ年６月〜平成Ｍ年７月︶

金一万円也宍倉芳衛殿︵千葉県︶
鯵図書ご寄贈者芳名
︵平成ｕ年７月︶

佐倉市総務部総務課

﹃佐倉市史研究第十五号﹄
編集

史編さん担当
発行佐市倉
市
渡貫博孝殿
﹃仏教経済研究第三十一号﹄

編集駒沢大学仏教経済研究所

発行駒沢大学

駒沢大学仏教経済研究所殿
﹃教育基本法ｌその制定過程と解釈﹄

著者杉原誠四郎

発行㈱文化書房博文社
鈴木勲殿

﹃現代に生きる江渡秋嶺の思想﹄

編集斎藤知正／中島常雄／木村博
鈴木勲殿

発行制農山漁村文化協会
﹃歴史教科書の検定と外圧﹄

著者上杉千年
発行国民曾館
鈴木勲殿

﹃日本全国書誌２００２１２３﹄

編集国立国会図書館

発行財務省印刷局

国立国会図書館殿

﹃続入舞玉の浦かぜ

鈴木勲殿

ｌ神のことぶれｌ﹄

編著神原靖夫
発行玉崎神社
鯵購求図書

産経新聞社会部
教育問題取材班

﹃教育崩壊﹂

編者

㈱角川書店
押谷由夫／伴恒信

発行
﹃世界の道徳教育﹄

編訳

発行

森信三

玉川大学出版部

致知出版社

﹃修身教授録﹄

著者

︵鎚秤賊皿稗祁朋皿朋︶

発行

◎会費領収報告

ただきます︒

ｌ︑この報告をもって領収書に代えさせてい

終年度です︒

２︑お名前の上の○印は新入会員の方です︒
３︑お名前の下の括弧内の数字は会費納入最

でご連絡下さい︒

４︑ご不明の点は本部事務局会員会費の係ま

︹北海道︺

早水憲側斎藤元護⑭

佐藤保文側

佐瀬毒朗側○森田誠喜側

︹岩手県︺

○佐藤重利側

︹福島県︺

熊谷三四代⑭

丹治幸吉⑭

（91）

誉
￨

明二蔵通重靖豊絞子昇彦02）

⑭04)(14)(14)CI(14)04)0404)04)04)03)

田

勇側

徳 松 昭 昭 成 吉 八

前

︹群馬県︺

才

西神佐平斎小
内成々井藤菅
木
一 聖 一 勝 峻
郎裕使夫美道

︹埼玉県︺

︹千葉県︺

斎吉滝和越並鈴小松野五天

藤田ロ田川木木津浦口代野

14⑭側(14)(14)(14)

M
○

祖大山赤中五鍋斎尾野田尾
父榔下木村十谷藤形平中田
江 嵐 伊
昭利孝博喜一欣之栄敬綾
一夫子司司郎市清吉次子子

鈴川安
木口藤
優
勝京一
雄子郎

04040403)04(12)04040403)0403)
0403)0400

側04040404

木鈴
村木
良茂
平夫

(
1
4

根岸亮介側安藤隆弘⑭

⑭側側⑭140404

大竹博側笹本武雄側

安幸義順道尊
信夫弘二豪世良

鈴木仲秋側側⑮大森敏夫側

島田四郎⑭
田中万吉⑭
田口和巳⑭

喜大石池赤古首
田浮橋田松宮藤

信岡武側山田喜昭⑭

0414(1404

木下操⑭駒沢幸三郎⑭

光政俊し
夫弘夫げ

長谷川達雄側
大岩好昭⑰⑭
銚子支会似名分⑭
渡辺文男⑰⑬⑭

⑭0404

阿細砂浅
部谷金井

︹東京都︺

和守
男男隆

伊藤文稔⑭

関口清臣側

高橋柴治郎⑭

細谷士武弥⑭保坂徹夫側
堀内政三側⑭菱山幸一⑭

平林智司⑭久田竜二側
松原正憲側三浦良雄⑭

坂小大
口測門

吉田幸治⑭

鏑梶浅夜前野塩川小池大渡山高三木川小奥伊倫脇三
木村田久津島沢口川野越過中橋枝村口津田田理屋輪
輿 ふ 民 研 田

義隆正員信光重徳和章五道新健み三員和究哲芳
之昇夫雄夫明利男松己弘郎勇平武一子郎丈身所夫子

(1404040404040404040404040404040404040404I0404
青戸陸子⑭

室

田石石山宮吹清小神今安渡浜中下牛木川大上04渥横
熊井川口崎浦水林守尾西過中村山来山崎賀田美山
武

英

伸

り子良康正忠義秀隆知太芳満之敏義高寛幸和安

州(14子助彦正彦樹一義郎子和助郎成美修二夫也宏

(
1
4
)
(
1
5
)
(
1
4
)
(
1
4
)
0
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
0
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
0 6 ) S
⑱

（92）

敬弔

享年九十七歳

津田久殿︵兵庫県︶

理事

住友商事株式会社名誉会長

元住友商事株式会社社長︑会長

平成十四年六月九日逝去

渡選薫殿︵東京都︶

享年九十一歳

元理事︑事務局長

平成十四年三月十二日逝去

謹んでご冥福を

お祈り申し上げます︒

○

唐日高麿曾石鈴吉長下石渡師今千金森小田松庄阿
漂野橋田野川木永村条川部井田井下川中本司部
進 松 千 雅 幸
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︹神奈川県︺

○石毛慎一側武末隆夫側
水谷妙子側小原高子側⑭
堀口恭宣⑭赤司博之側

長谷川毒郎⑭

佐藤正明側

加藤一雄側側小川増蔵側

浦林寛英⑭

︹富山県︺

岩手達夫⑭

︹岐阜県︺

山田哲史側

︹愛知県︺

︹京都府︺

内貴章雄側○淫井敏郎⑭

矢野恭克⑭

︹兵庫県︺

金森茂一郎側

︹奈良県︺
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永井

︹鳥取県︺

大西
福永

坂本幸治側

︹香川県︺

正木啓介側

︹愛媛県︺

︹福岡県︺

清水昭允側
秋山勝正⑭

鈴木勲

︵紹介者︶

神奈川県石毛慎一

大崎弘一
千葉県祖父江昭一

石川喜一

鈴木勲

木屋野正勝

京都府淫井敏郎
岩手県森田誠喜

︵府県名︶︵入会者︶

︵平成Ｍ年６月〜平成Ｍ年７月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

大庭茂美⑭古川清光⑭

04(1404

岩手県佐藤重利

″日野文麿

東京都藤井陽光
師鈴
木

松
魚勲

︵入会者︶

荒木光哉
飯田昭二
荒木光哉
安田豊作
若鍋尚志
若鍋尚志
宗政秀治
永瀬好邦
永瀬好邦
永瀬好邦
永瀬好邦
永瀬好邦
永瀬好邦
郡司勝美
山本直治

︵紹介者︶

︵平成ｕ年６月〜平成皿年７月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵支会名︶

木更津

大津義文
後藤数人
北野静男
渡辺祐典

島根
島根
安房

宇山美代子

細田博史

篠原光

仲野勝蔵
坂牧光義
勝田三男
大塚博昭
横山正樹
大関健道
斎藤吉巳

石井純一

木更津
″

平川
野田
″

″
″

″
″

茨城
島根

入会のご案内

●本会の趣旨に賛同し︑入会を希

話かハガキでお申込み下さい︒

望される方は︑本会事務局へ電

より﹁入会申込書﹂及び﹁郵便

●お申込みを受付け次第︑事務局

振替払込票﹂をお送りします︒

●入会希望者は︑﹁入会申込書﹂

の該当欄に記入し︑年会費︵二︑

○○○円︶を同封の﹁払込票﹂

にてご送金下さい︒

●お近くの本会々員にご紹介者と

なってもらっておいて下さい︒

︵お問い合わせは事務局へどうぞ︶
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昌洋伸
徳一和

島根県荒木光哉

ひろば

言葉の

謹啓

薫風の候︑益々ご清祥のこととお慶
び申しあげます︒

去る三月十六日開催されました弘道

と言うより︑利益の為に経済を動かす

四月二十日︵島根支会幹事︶

変意義のあることと思います︒敬具

東京都坂口和男

﹁弘道シンポジウム二○○二の記録﹂

前略

ようになった︒暴利を貧り︑余計なモ
ノを作って競争しては︑結局︑自国の
経済を壊してしまった︒

能率とか効率性だけ追求し︑本来の

で小堀桂一郎先生の基調講演を拝読し

でもなければ︑すべてではないが︑道

ましたが︑講演の結びとして︑﹁唯一

﹃道義﹄の心が︑今は抜けている︒

日本人が備えていた﹃和﹄の精神︑
その理由は︑過去︑何世紀に亘り受

される日本人像を築く一つの道が見出

理の探求と尊重を重視してこそ︑期待

け継がれた誠実・清廉・敬愛など日本
てしまい︑日本文化を知らない米国人

と位置づけ︑その道理の世紀の指導者

また︑日本の近代の始期を鎌倉時代

せる﹂とのべておられます︒

人の大切な心を︑リーダーたちは失っ
の言いなりになってしまったことにあ

が日本の国士は朝廷のものであること

るものではないか﹂と︒

二つの国を自国と認めていらっしゃ

シンポジュウム二○○二﹁期待される
日本人像﹂は︑昨年の﹁家庭の訓育を

講演の内容は︑あらゆる角度から日

に納得したとものべておられます︒

本人像を捉えようとする先生の博識に

るご自身の発言だけに説得力があり︑

今回︑豊富な歴史的資料を存分に駆

会場からも盛んな拍手がありました︒

使して話された小堀桂一郎先生の基調

っては︑日本人の理性を整えるうえで

満ちたものでありますが︑読み方によ

マの好企画でありました︒また講師の

先生方の含蓄ある真筆で︑有益なご提

講演をはじめ︑熱意溢れる各講師のご

考える﹂と同様に誠に時宜を得たテー

言には共感するところ多く︑深く感銘

提言︑軽妙な司会の先生と活発な全体
この内容が会誌として記録され︑各

討論など充実した四時間でありました︒

ると示唆しておられるようにも感じま

欠かすことのできない重要な事項であ

皇室と国民のあり方を考えることは︑

講師の一人︑米国生まれで︑日本を

を受けました︒

永住の地とされるピル・トッテン先生

教育機関当に配布されますことは︑大
について︑﹁平成の頃から︑生活の為

は︑一言ひとこと丁寧に最近の日本人
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零つも鞭

した︒

昨今︑現行憲法や皇室典範を過剰に
意識するためか︑何となく︑こうした
問題への発言を憧る風潮がありますが︑

その点から考えまして︑非常に立派な
講演であったと感銘を受けました︒

思えば︑私達の骨格形成期とも言え

本日日本弘道会第一○○回通常総会
の記念写真をいただきました︒

会長先生はじめ本部の皆様の弥栄を
御祈りいたします︒

安房支会も再建されて十四年︑去る

六月二十三日第十五回総会を鳩山荘松
庵で大変意義深く迎えることが出来ま
この席で私は老令と健康の由をもっ

した︒

を遥拝したりした時に体感した厳粛な

て支会長の職を退任させていただくこ

る少年時代︑神社に参詣したり︑宮城

感動は︑極めて純粋なもので︑会祖西

尚︑この総会で本年度支会活動に専

思います︒

門部として

総務広報部

視察研修部

新春会員交流会部

時局講演会部

読書研修部

ミニ出前学習会部

女性部

ものであったと記憶に残っております︒

な私でしたが支会長の職を曲りなりに

皆様から格別の御恩顧をいただき不肖

うというものです︒これは弘道精神を

議によって本年度より活動を開始しよ

殊にミニ出前学習部は会員からの発

八部会を組織することになりました︒

シンポジューム実行委員会

そうして︑これを忘れ去った日本人︑

も務めさせていただき無事に任を了え

会員だけの研修にとどめずに︑外部に

この間︑会長先生並びに本部役員の

とになりました︒

教えない日本人があまりにも多数を占

ることが出来ました︒

唱ふるものの弊風﹂とは︑全く無縁の

村茂樹先生が戒めておられる﹁尊皇を

める事態となってしまった現代︑あら

ありがとうございました︒

福原さんは会長先生が千葉県教育長

て参りましたが出掛けて来て呉れる人

ウム等を通じて弘道精神の普及を図っ

今まで講演会や読書会・シンポジュ

広めようとする運動です︒

時代から縁がありますし︑人格︑識見

は僅かで中々実績が挙りません︒そこ

ることになりました︒

後任には福原修先生が引受けて呉れ

ためて見直すことが肝要かと思います︒
一層のご活躍をお祈り申し上げます︒

千葉県安田豊作

共にすぐれておりまして立派に安房支

で︑いろいろな機会を捉えて︑こちら

五月二十五日︵会員︶

梅雨とはいえ︑森の緑は益々濃く︑

会のこれからを盛上げてくれることと

すがすがしい季節となりました︒
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から出ていって︑井戸端会議的に少人
の普及と会員の増強に役立てようにす

数の話し合いの輪をひろげ︑弘道精神

どこまでやれるか︑どんな成果が得

るものです︒

千葉県飯田昭二
去る第一○○回通常総会には寿昌状

謹啓

にお誘い頂く栄誉を辱うし誠にありが

授与賜り又記念写真では会長様の隣席

ので心身共におとろえてまいりました

のでこのあたりでお送りをやめて他の

有志の方々に活用して頂きたいと思い

長い間ご好意に対し厚くお礼申し上

ます︒

即ち孫の訓育と自分の趣味を通じて各

今後も綱領に従い身近で出来ること

お礼まで︒

お祈りしてお礼におかます︒

げると共に貴誌のますますのご発展を

ことは何でもやってみようという会員

地を探訪し︑自然の美と恩沢を尊重し

たく厚く御礼申上ます

からの希望です︒これからの支会活動

寿昌に恥じない人生を歩み弘道精神の

られるか未知数です︒しかし︑やれる

は見ものです︒どうか会長先生始め本

を︒

に触れ感動を新たにしております︒

頂いた﹁弘道﹂を熟読し先生のお言葉

たって存じ上げておりました︒御恵贈

したので鈴木勲先生の御名は長期にわ

となって以来公立学校に勤めておりま

私は昭和二十六年に中学校代用教員

した︒

を賜りましてまことに有難うございま

産経新聞に掲載した拙論に過分の激働

先日はご多忙の日々にもかかわらず

小川義男

別封はほんの気持だけ︑ご利用の程

部の絶大な御支援をお願いします︒

日本弘道会様

梅雨冷えの折会長様はじめ皆々様の

普及に努めたいと存じます

私も︑これからは一会員として支会

ご健勝と貴会の発展を祈念しお礼申し

平成十四年六月吉日
日本弘道会

会長鈴木勲様
台下

何分こちら大正はじめ生れの老人です

長い間貴誌をよませて頂きましたが

千葉市宍倉芳衛

︵木更津支会︶

上げます敬白

並びに日本弘道会のために微力をつく

す︒

す積りです︒よろしく御願いいたしま
最後に日本弘道会の発展と会長先生
はじめ本部役員・事務局員の皆様の御
健祥を祈りつつ御礼の挨拶とさせてい
平成十四年六月吉日

ただきます︒

鈴木勲様

日本弘道会会長
︵前安房支会長︶
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﹁ゆとり教育﹂に対する評価をめぐ
っては論議が分かれるにしても指導要

領を最低基準と把える寺脇審議官の見

平成十四年六月二十一日

きた教育者のいつわらぬ正論が吐露さ

実な教育実践を通じて考え︑対応して

れており︑ハンディではあるが︑学校

本質を抜き去るものであると思います︒

日︶に載った﹁解答乱麻﹂というコラ

右の書簡は︑産経新聞︵五月一三

の本である︒

となるものがぎっしり詰まった重量級

教育を考える多くの人々にとって指針

︵狭山ヶ丘高等学校長︶

鈴木勲先生

それはいわゆる﹁教育の自由﹂を唱え

ムの﹁公の精神が滅びるとき﹂と題し

小川先生を知り︑本書を読むことがで

に子どもを通わせている両親をはじめ

た家永三郎一派に文化省を明け渡した

かったので︑弓公の精神が滅びる時国

た小川義男氏の一文に共感を禁じ得な

解は指導要領から大綱的基準としての

に等しいものではないでしょうか︒

きたことを喜び︑会員諸氏に知って頂

ジェンダーフリーの思想︑外務省中枢

しています﹂と粗簡を呈上し︑﹃日本

同様のことを百年前に西村茂樹も講演

家もまた滅びる﹄との警告は至言です︒

きたく一文を加えた︒

厚生省の骨の髄まで惨み込んでいる
を冒している外国拝脆の傾向とあいま

道徳論﹄や﹃弘道﹄若干部を恵送申し

訂正致します︒

﹁七〜八十センチ﹂に

﹁七〜八センチ﹂は

三十九頁上段一〜二行目の

○一八号︶

訂正︵﹃弘道﹄第一

︵鈴木勲・本会会長︶

ち我国官僚機構が根底から腐り始めて

この返書と同時に送られてきた三冊

返書である︒

あげたことに対する︑小川先生からの

いる事を痛感致します︒

私は私なりに埼玉の一隅で抵抗を続
けて参りますが真に広範に国民を組織
できる健全保守組織の出現が期待され

を育てる﹄︵小学館文庫︶︑﹃学校崩壊

の本は﹃親ばか教師ばかが素直な子
なんかさせるか！﹄︵致知出版社︶︑

御多忙の先生とは存じますが折あら

ます︒

ば御時間を割いて頂き御指導を仰ぐ事

﹃創立四十周年記念誌藤棚﹄︵狭山ヶ

庫本はどぎつい表題になっている︒誠

いずれも優れた内容であるが特に文

丘高校後援会こである︒

ができればと願っております︒

拙著その他資料を少しお送り申し上
です︒

げます︒ちらとでも御覧頂ければ光栄
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九十七歳の天寿を全うされて大往生を

された津田久理事は︑去る六月九日︑

鯵弘道会ビルの建設に大きな貢献を残

たりながら︑軽い読み物に目を通すの

たところですが︑緑の木陰で涼風にあ

はクーラーをかけて暑さを凌ぐといっ

で随想をお寄せいただきました︒現代

方々より︿私の好きな人物﹀のテーマ

コーナーを設けて︑役員︑支会幹部の

しんでおります︒本号には︑﹁緑陰﹂

夏本番を迎え︑学生たちは夏休みを楽

今度は﹃日本道徳論﹄を独訳されて発

の鈴木勲会長への書簡によりますと︑

れたミュンヘン大学のハリム博士から

鯵会祖の﹃国民訓﹄を独訳して発刊さ

大変盛大なお別れの会でした︒

評論家の加藤周一が弔辞を述べるなど

ほどの名著の数々を刊行した出版社で︑

陽﹂など現代人とは切っても切れない

編集後記

やみ申しあげご冥福をお祈りいたしま

遂げられました︒会員一同心からお悔

の今日︑本会は健全な運営が行われて

遺徳を偲ぶこととしました︒経済不振

ことは︑当然のことですが︑真夏は

の会誌として︑格式と伝統を重んずる

誌であるといわれてますので道徳団体

て日本で一番古いバックナンバーの雑

ことに好ましいことです︒︵七︶

究が行われようとしていることは︑ま

しておりますが世界の各地で会祖の研

でもそのような動きのあることを耳に

刊されたとのことです︒︵本誌七四頁

おりますが︑ひとえに津田理事のご尽

﹁錆夏号﹂で気軽に寛いでページを捲

掲載︶また同博士は︑続いて﹃国家道

力の賜物であり︑心から御礼申し上げ
たいと思います︒津田さんは︑﹁信

っていただければと思います︒

編集兼
発行人

も昔ながらの夏の過ごし方といってよ

用を重んじ︑浮利を追わず﹂の住友精

鯵平凡社の元社長の下中邦彦氏のお別

郵便番号三︲呂査

す︒ 本 号 は ﹁ 津 田 久 理 事 追 悼 特 集

神に徹した経営を貫かれ︑経営者とし

れの会が七月十七日青山葬儀場で行わ

徳論﹄も訳出するとのことです︒中国

て立派な業績を残されました︒遺稿を

れ︑鈴木勲会長とともに哀悼の意を表

いのではないでしょうか︒﹃弘道﹄誌

通じて︑漂とした︑背骨の通った︑気

して参りました︒平凡社は弘道会ビル

ＴＥＬ○三︵三二六一︶○○○九
ＦＡＸ○三︵三二八八︶○九五六

は︑国会図書館に納めている雑誌とし

品あるご生涯を送られた方であること

の古くからの良きテナントさんでした︒

振替口座○○一四○

の確立に尽くされたご功績を称え︑ご

がよく判り︑なんと素晴らしい方だっ

の事典を始め︑グラフィック雑誌﹃太

平凡社は﹁国民百科事典﹄などの多く

号﹂とし︑津田理事が本会の財政基盤

たのだろうと敬仰して止みません︒

一

四三一七

発行所鮒畑日本弘道会

東京都千代田区西神田三︲一︲六

印刷所︵株︶共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

鈴木勲

平成室年︿月二去日印刷
平成去年︿且一壬日発行︵年会費二︑○○○円︶

鯵日本列島は︑梅雨が明けていよいよ

一

社団法人日本弘道会

SO3(3261)0009FAX03(3288)0956振替00140‑1‑4317

発行者︵社︶日本弘道会会長鈴木勲

〒101‑0065束京都千代田区西神田3‑1‑6
日本弘道会ビル8F

編集弘道シンポジウム実行委員会

﹃期待される日本人像﹄
一般頒価六○０円

コーディネーター尾田幸雄先生︿刑畑報部削淋棚道会理事・お茶の水女︶

高坂節三先生︵拓殖大学客員教授・元栗田工業㈱会長︶
ビル・トシテン先生︵㈱アシスト社長︑評論家︶
小野健知先生︵道都大学教授・日本道徳教育学会会長︶

パネリスト木村治美先生︵共立女子大学教授・随筆家︶

﹁期待される日本人像﹂小堀桂一郎先生︵東京大学名誉教授︶
シンポジウム

基調講演

ｌ弘道シンポジウム二○○二の記録ｌ

方を考えることとしました︒

本書は︑平成十四年三月十六日神田錦町の学士会館において︑﹁期待される日本人像﹂のテーマで実施したシ
ンポジウムの経過を記録したものであります︒
日本弘道会では︑平成九年以来﹁心の教育﹂﹁日本人の忘れたもの﹂﹁家庭の訓育を考える﹂のテーマでシンポ
ジウムを開催し︑広く世人に訴えてきましたが︑議論の経過を通じて︑日本人としてのあるべき姿を明示するこ
となしに︑ただ豊かな生活を求めてきた日本人の生き方が浮かびあがってきました︒そこで本年は︑﹁期待され
る日本人像﹂のテーマでこれからの激動する時代にあって︑日本人としての理想像を求め︑日本人としての在り

このシンポジウムにおいて変動する国際社会にあって異なる文化︑宗教を理解し︑尊重しながら相ともに平和
な世界を築くために期待される日本人像について︑基調講演の小堀桂一郎先生をはじめ︑教育︑経済界の第一線
で活躍されておられるパネリスト︑コーディネーターの先生方の熱意あふれる有意義なご提言のすべてを収録し
てあります︒心ある方々のご高覧をおすすめいたします︒︵お申し込みの方は下記の日本弘道会へどうぞ︶

(発行所）

、

