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ー年を回顧して

会長曾津義雄

2 7年度の当顕彰会の事業は会員の皆様のご協力により、常総方面の現地研修(中止)

を除いては無事終了することができましたこと深く感謝申し上げます。

昨年は関東・東北の豪雨で本県では、鬼怒川の堤防決壊により常総市が未曾有の水害

に襲われ大きな被害が出ました。被災者の皆様にお見舞い申し上げます。近年は今まで

経験したことがない災害だという話をよく聞きます。寺田俊彦は「災害は忘れた頃にや

ってくる」と述べております。地球温暖化の影響でしょうか気温・雨量・風の変動も大

きく自然災害が多発し、地震も頻発、火山活動も活発化しているように思いますのでお

互いに自然災害に対する心構えと備えをしておく必要があります。

一方、昨年は明るい話題もありました。 10月に 2人の日本人科学者にノーベル賞が

授与されたことです。北里大の大村智教授に医学生理学賞、梶田隆章東大教授に物理学

賞が授与されたことです。日本人の誇りであると共に世界における日本の存在感を示し

たものといえましょう。

また私たちに忘れられないキューパをめぐる国際紛争が 54年前にありました。それ

は米・ソ冷戦の結果として世界を震捧させた事件でした。ソ連が米国の裏庭と言われる

キューバにミサイルを設聾するというので、米国はそれを実力で絶対阻止するというも

のでありました。ソ連は船にミサイノレを積みキューパに向かいましたが、米国は迎撃態

勢をとり、一触即発の状況で国際社会は固唾をのんで見ていました。おそらく明日は米

・ソ間で第 3次世界戦争が始まるのではないかという恐怖感を持った人が多かったので

はないでしょうか。しかしソ連は途中から引き返し事なきをえました。それが昨年 7月

犬猿の仲だった米国とキューパが国交回復をしたのです。また同月、長い間対立を続け

ていたイランと米英独仏中ロの 6カ国が、イランの核開発大幅縮小とイラン制裁の緩和

で合意しています。国際社会にとっては大変喜ばしいことであり、国際紛争を「平和と

と仲裁」により解決を図ろうとした大日本平和協会の設立に関与した根本正の精神とも

共通するものがあります。

昨年は戦後 70年、悲惨な第 2次世界大戦を風化させないために各地で講演会、研究

会、見学会などが行われました。 8月 22日、本会も那珂市との合同で「戦争体験を語

る会Jがラポールで開催されました。本会からは吉沢金次郎様が代表として参加し、旧

満州(中国東北区)での体験を話され多くの参加者に感銘を与えました。

そして近年注目されているのが考古学的立場からの「戦争遺跡」の保全です。砲台、

壕、飛行場跡等ばかりでなく武器などもその対象になっています。金属が不足し陶磁器

の手檎弾も代用品として作られました。

我が国では 30年前に悲惨な戦場となった沖縄から戦跡考古学は始まったようであり

ます。沖縄では 1000ケ所の「沖縄県の戦争遺跡J報告書が出されています (20 1 

5・12・31付朝日新聞)。

本県では笠間市の筑波海軍航空隊跡(現筑波海軍航空隊記念館)は、映画「永遠の OJ



のロケ地に使用されています。ここには地下戦闘指揮所(地下要塞)もあります。鹿島

海軍航空基地(現稲敷郡美浦村大山)等もよく知られています。

また那珂市内にどのようなものがあるのか、探ってみるのも興味深いのではないで、し

ょうか。

<根本正顕彰会会報第80号特別記念号発刊に当たって>

顧みますと平成 10年 5月 1日に会報第 1号(創刊号)が発刊されて以来80号にな

りますので、今回特別記念号を出しました。しかも途中欠けることなく着実に発刊でき

感慨無量の思いです。第 1号会報には東京と地元の根本家の皆様からご協力を受けたこ

とや町当局のご支援を受けたことが柏村一郎会長から報告されています。当会に対する

ご支援の輸が広がったのは、根本正先生の人間的魅力、識見、業績の賜と共に会員の皆

様のご期待に添えるように責任の重さを役員一同痛感してきたからだと思います。そし

て会員の皆様と知識、情報を共有し意思の疎通を図るための媒体として会報が発刊され

たのです。この会報が十分に機能するかどうかが当会の浮沈を左右すると考えていまし

た。

第 1号には 3月 22日に第 1回理事会が芳野ふれあいセンターで開かれ、委員会の構

成、経費支出の基準や根本正顕彰会の紹介のための説明書の作成について協議をしてい

ます。

理事からは「人をっくり、人を育てる」ことが根本正の活動の主眼であったから、その

精神に沿って活動すべきとか、根本正の精神を研究して訴えれば、これが精神的核にな

るので、はないかとかという意見。印刷物を作成しても読む人が少ない。それより銅像を

建てたり、スポーツ大会で「根本正賞」を出すとかすれば目に見えてアピール効果があ

るとかいろいろな意見が出ています。

4月 26日には第 1回の研究例会が午後 2時から那珂町中央公民館で開催されていま

す。テーマは「根本正との出会いと思い」、出席者23名。会長から臨時総会以降の経過

報告と現在の課題について話があった後、顕彰会への意見、要望、感想などが話し合わ

れています。根本正という昔偉大な代議士がいたことは漠然と知っていたが、改めて加

藤純二先生の「根本正伝」を読んで、その偉大さと人間的魅力に触れることができたこ

とと共にアルコール中毒問題に触れて根本正に強い関心と尊敬を抱くようになった等の

意見が出ています。

この例会には根本正直系の根本正博さんご夫妻も東京から出席され、思い出話や東京

空襲の時の焼夷弾で遺品がほとんど焼失してしまったという話などされています。また

資料・遺品等の所在の情報交換をしています。

今後の顕彰会活動を推進するため行事・広報等委員会、調査研究委員会、資料・史跡

保存管理委員会を設けています。

第 2回研究例会は5月 17日「根本正の全体像」というテーマで、実施しています。

インターネットでホームページの作成、日本語と英語で根本正顕彰会を世界に発信する、

小中高生などのための読み物電子紙芝居形式で発信するなどが議論されています。
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「会報 80号特別記念号j の発行によせて

このたび根本正顕彰会では、会活動の一環と

して発行しております会報が i8 0号」となり、

その「特別記念号」が発行されることは誠にご

同慶の至りです。 80は人生にたとえれば、「傘

寿Jにあたります。平成 25年 12月には、製本

された会報 5巻(創刊号から 71号まで)を那

珂市立図書館へ寄贈し、一般市民の方の閲覧に

供しています。

副会長仲田義一

ところで、現職代議士時代は、その名声を内 (図書館へ寄贈した製本済み会報)

外に響かせていますが、引退そして他界される

と、殆どがその名は忘れ去られていくのが現状であります。その点で根本正代

議士は、現代に有用な政治家として認識を新たにされている一人です。それは、

平成 9年に発足し、今年で 20年目を迎える当顕彰会の存在と、根本正の先見

性のある現代に生きる政治力が両輪になっているように思います。

当顕彰会で、今まで、に行った事業のうち主なものとして、

( 1 )根本正生家に「誕生地碑」の建立(平成 10年)

( 2 )根本正生誕 150周年記念事業(平成 13年)

( 3 )地元から見た「根本正伝」の発行(平成 20年)

などがあげられます。

( 2) は式典のほか、顕彰碑の建立(那珂市中央公民館前)、記念誌、案内書、

「根本正の生涯J、マンガ(児童向け)、 VTRの制作などを行い、当日 600人

近くの出席者・関係機関へ配布しました。(3 )は顕彰会役員が分担執筆し、

数多の編集会議を経て、低価で発行することができました。

年間の主要活動としては、総会後の公開講演会、公開講座 (2回)、ゆかり

の地を訪ねる旅(パス・日帰り)、公民館まつり出展 (1回)など一般市民も

参加できるようにしています。そのほか、平成 21年度より根本正への理解啓

発を深めようと那珂市の各ふれあいセンターを会場に地区巡回型の「顕彰フェ

スティバルj を開催してきました。昨年 8月には、 2巡回の「ごだいふれあい

センターJで80名の参加を得、実施しました。今後更に、会員の皆様のご要

望に応えるべく会活動・会報の内容充実につとめていきたいと思います。
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会報第80号発行記念特別号の発刊を祝って

根本正顕彰会

副会長増子輝雄

このたび、顕彰会の会報第80号発行記念特別号が発刊されますことは、誠

に喜ばしいことであります。顕彰会創立以来今日まで活動を続けられた関係者

のご労苦に対し、深く敬意を表したいと思います。

根本 正のことにつきましては、昭和 8年に 82歳の生涯を閉じてから 18 

年後の昭和 26年に、生誕地である旧五台村の主催によって「根本 正生誕

100周年記念行事j が旧五台中学校に於いて、茨城県知事をはじめ県教育長

等多くの方々の出席のもとに盛大に開催されました。しかしながらそれ以降地

元では取り上げられることはありませんでした。

平成7年に宮城県仙台市の開業医である加藤純二先生(現 那珂ふるさと大

使)が、「未成年者飲酒禁止法を作った人く根本 正伝>Jを発行されたことを

契機にして、平成9年に那珂市内を中心にした「根本 正顕彰会j が発足しま

した。

発足後の会の活動は活発に行なわれ、先ず調査研究が進められ、あわせて行

事として「生誕地の碑Jが東木倉の生家の屋敷内に建立、生誕 150周年記念

行事、年間を通じた講演会の開催、ゆかりの地を訪ねる旅、フェスティバルの開

催、ゆかりの品等の展示、公開講座の開催、ブラジル県人会との交流、根本 正

伝の発行、会報の発行、各種行事への参加、学校教育での取り上げ等でありま

す。

そして、平成 26年には那珂市出身の先人政治家として、他の 3名の方々と

ともに那珂市名誉市民の称号が贈られたところであります。

このように顕彰会の活動が活発に行われていることは、会員の方々の熱意と

協力はもとより、根本 正の生き方が現在にも通じていることであると信じて

おります。

会報第80号発行記念の節目にあたり顕彰会活動の一層の活性化を図り、あ

わせて会報の充実強化に努めるとともに、根本 正の精神を多くの方々に伝え、

郷土愛を高め、教育の向上、地域の発展等に寄与することだと思っております。

根本 正顕彰会のさらなる発展を願うものであります。
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五台文教地区と根本正

根本正顕彰会

副会長増子輝雄

根本 正の生家からわずか200メートルの地に五台小学校が明治22年に

創立された。しかしながら大正 14年に焼失してしまい大正 15年に現在地に

移転した。当時は周辺には民家は 1軒もなく、畑と山林に固まれた広大な東木

倉清水が原で、あった。そして昭和・平成へと続きこの地に次々と教育施設が設

立された。

( 清水が原に設立された教育施設 ) 

昭和 11年茨城県立茨城学園 現在の水戸市より移転

昭和 22年五台中学校創立 昭和 37年に菅谷中学校と五

台中学校が統合し、那珂一中

となり現在地に移転

昭和42年茨城女子短期大学創立 旧五台中学校跡地に創立

昭和45年茨城県立水戸農業高等学校 水戸市より移転

昭和46年大成学園幼稚園創立

昭和49年那珂市立五台幼稚園創立

昭和60年茨城県立那珂高等学校創立

平成21年ふれあいセンターごだい創設 生涯学習・地域交流活動拠点

五台小学校を中心としたわずか半径約 600メートル以内の地に、これだけ

の教育施設が集中し、現在約 2， 200名が学ぶ教育ゾーンを形成している。

特に朝夕の通学時は大変な賑わいである。

このような環境にあって五台地区は地域活動も活発で、特に地域の安全・安

心を守るため、那珂市防犯協会五台分会(会員である防犯連絡員 59名)の巡

回、及び各自治会 (11自治会)がそれぞれ防犯パトロール隊を結成し、下校

時のパトロールを実施するなど文教地区の安全対策に取り組んでいる。

さて、根本 正は幼少にして学問に芽生え、祖父より「読み・書き」を学び、

さらに塾に学び、 13歳にして水戸に出て豊田天功に学び水戸学に出合う。さ

らに上京して塾・学問所で学ぶなど学習意欲はすさまじく、 28歳にしてアメ

リカに渡り 10年間学んだ。 帰国後政治家となってからは教育立国を目指し、

政策として国民教育授業料の無料化、小学校教育費国庫補助等教育政策と未成

年者の禁酒・禁煙法の成立など青少年の健全育成に尽力した。

そして、前述の生誕地である東木倉清水が原に教育施設が集中し、多くの青

少年が学んでいる現状に、教育立国を目ざし青少年の健全育成等に取り組んだ

根本 正の精神がこの地に導かれたように感じてならないのである。
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会報発行 80号を迎えて

平成 9年 9月の設立以来、根本正顕彰会の会計を担当して 18年が経過しまし

た。

会発起人の一人として会計担当を家計簿をつけるくらいの軽い気持ちで引受け

ました。

根本正顕彰会が立ち上がると、会員の募集にたくさんの方々が入会されまし

た。

多いときは 130名を超える会員を擁し、当初は会費やゆかりの方々の寄付、

また市の補助などで 100万円を超える収入がありました。

さらに生誕 150周年記念事業には、一般の方々の寄付、協賛、企業の協賛、

広告料、お祝い金等約 660万円さらに那珂市補助金 100万円と合計約 760万円

の大事業となりました。

今も正先生を尊敬している方々やゆかりの方々がたくさんいらっしゃいます。

根本正の精神や業績を広く知っていただき、忘れられないよう顕彰活動を続け

る意義があります。

顕彰会の情報を街づくり、人づくり等に役立てて頂けると嬉しいと思います。

会が活動すればお金が動き、人が動けばお金が動きます。

会員の皆さまから会費をお預かりし、会の活動やお金の動きを明快に報告する

ことも重要な仕事と認識しています。

会計担当横地富子
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根本正顕彰会会報第 1号に思う
理事(広報IT担当) 鈴木正矩

H10年 5月 1日の第 1号以来、 H27年 12月3日第 80号まで 17年間途切れることなく発行を続けられ

ましたこと、誠にご同慶の至りです。

これもひとえに会員の皆様並びに執行部のご努力の賜物と心から感謝申し上げる次第です。

この原稿を書くにあたり改めて会報第 1号をアクセスして驚きました。

4ページ自に下記内容が載っているではありませんか。

口

を畏ヰs二王E 畢貰準三壬量 ...d... 
τz:::;;;;- 幸民 舞客 1 需安

5ド泊免 10今三 5 .1i1H晋壱守子

実現できそうな夢!! 

インターネ γ トで植本正顕事長会のホームベ}ジをつくるe

E 

1 .日本語と英語で根本正と顕審会についてのメッセージと諸資料を世界に向けてH発信

する。

2.小中高生などのための麓み物を電子紙芝居形式でつくり、聾f書するe

マンガやイラストの上手な人を会の内外から募って画いてもらう〉

生捷‘学生大歓迎…一薄謝を呈しますc

那珂町か、どこかの小中学校に受信してもらい‘児童写生徒の反応を見ながら作品を

仕上げて行く z

私は多分 H13年に顕彰会に入れて貰いましたのでこの事は全く知りませんでした。

今は故人となられましたが、初代会長・-柏村一郎様、副支部長・-遠藤和男様の先見の明に負うところ

が多々在りました事は言うまでもありません。

ホームページの運営管理に携わる者としては法外の喜びで改めて気が引き締まる思いです。

会報はホームページの中核をなすデータです。

今後も更に多くの方々に読んでもらい根本正を知って頂くために下記の点のご協力をお願いします。

1文章は簡潔明瞭に。添付する資料は最小限にして下さい。

2添付する写真や絵は極力オリジナルを使ってください。(特にカラー写真)

3印字を鮮明にするため、インクジェットプリンターは時々ヘットクリーニングをして下さい。

まだまだ未熟なホームページではあり、日々汗顔の歪りですが初心に戻り鋭意努力してまいります。

なお、一昨年 (H26年 5月 1日)第 3訂を行いアップロードしてから本日 (1月 21日)で 1，300回の

アクセスとなっていますo Youtube“根本正の生涯"のアクセスは 234回に達しています。

以上
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根本正鎖彰会会報80号記念発行と会の活動状況について

理事 小林茂雄

平成 10年5月1日に会報第1号が発行されてから、 17年の長き年月を経て、この度、

第80号を記念発行することとなりました。それは、今までの諸先生、諸先輩の皆様方のお

陰であると感謝しております。まずは、会報第80号記念発行おめでとうございます。

根本正顕彰会は、偉大な先人根本正を顕彰し、郷土愛を高め、生涯学習、文化、教育、福

祉の向上に寄与することを目的として、平成9年 10月、「なかなか塾jを母体として誕生し

ました。会員 107名(設立当初45名)、うち役員 11名(会長、副会長3名、事務局長 1

名、理事4名、監事2名)でした。

第1回会報の内容は、発行の挨拶(柏村初代会長)、平成 10年4月26日(日)開催の第1

図研究例会、平成 10年3月22日(日)開催の第 1回理事会報告、平成 10年5月 17日

(日)開催の第2回研究例会、各役員の自己紹介、連絡依頼事項など、 13ページにわたる

ものでした。

現在の会の年間活動状況は、会報発行-3回、公開講麗一2回、公開講演会-1回、公開

フェスティパルー 1回、公民館まつり展示.-1回、ゆかりの地を訪ねる旅-1回、ホームペ

ージを開設しております。会員は 91名(平成27年8月1日現在)であり、ゆかりの地を

訪ねる旅は平成 11年度、公民館まつり展示は平成 12年度(那珂町文化祭)、公開フェステ

イパルは平成21年度から毎年実施しております。フェスティパルは市内4ヶ所のふれあい

センタ-{横堀、芳野、五台 (2回)、瓜連}、と大子町福祉会館 fまいんjで実施しました。

平成26年4月には、根本正を含め4名(根本正、岩上ニ郎、宮本逸造、中井川浩)が

I那珂市名誉市民Jに認定されましたので、 f根本正と那珂市の名誉市民jをテーマにしたフ

ェスティパルを各地で開催することを考えております。名誉市民の内、岩上二郎、中井)117告
については、根本正顕彰会として那珂市中央公民館で、講演会実施済みですが、名誉市民4

名を育んだ各地区の歴史などについて、それぞれの ふれあいセンターなどでの講演、フェ

スティパルを考えており、第 1回目として、平成27年8月30日(日)、ふれあいセンター

ごだいにて、 80名の参加をえまして、盛大に実施しました。テーマは「根本正の生涯J、と

f五台地区の歴史j でした。

根本正顕彰会の現在の役員は、 11名(会長、副会長2名、理事事務局長、理事会計、理

事4名、監事2名)です。いろいろと行事が多く、事務連絡、会議、企画、広報、資料作成、

調査など、少々多忙ですが役員一問、協力、連携しあって、運営しています。

会報発行について年度別に調べてみますと、年7回発行一平成 10年度: 年6回発行一

平成 11年度、平成 15年度、平成 16年度、平成 19年度: 年5回発行一平成 13年度、

平成 14年度、平成 17年度、平成 18年度、平成25年度: 年4回発行一平成 12年度、

平成21年度、平成24年度、となっております。

会報は諸行事実施報告(公開講座、公開講演会、公開フェスティパル、ゆかりの地を訪ね

る旅、公民館まつり展示、など)、会長あいさつ、役員からの記事などにより、発行されてお

りますが、会員の皆様方からの投稿もお待ちしております。顕彰会の運営、行事などにつき

まして、今後共、皆様方の混かいご指導、ご鞭擦の程、お願いいたします。

以上
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根本正顕彰会会報第 80号発行記念特別号に寄せて

「継続は力也」

根本正顕彰会会報第 l号(平成 10年 5月 1日発行)を探し出して見ています。

母馬(なかなか塾)から離れて初めて歩き出した仔馬の不安感、それにも増し

て大きな草原を目の前にして、今にも駆け出そうとする躍動感が感じられる創

刊号です。

その中で、~今回会員の皆様と知識と情報を共有し、意思の疎通を図るため

の第一の媒体となるべき会報の第 l号を発行する運びとなりました。~という

故柏村一郎前会長の発刊趣旨が載っておりました。 17.5年で 80号、年平均で 4

，..，._，5回発刊した計算になります。「継続は力也Jです。

今後とも創刊号の趣旨に則り、会員の皆さまとの橋渡しとしての役割を忘れ

ず継続してゆきたいと思います。

最後に、翁の言葉に代えて

「踏まれでも根強く忍べ道芝の やがて花咲く春こそ待て」

平成 28年 1月吉日

根本正顕彰会理事山田正巳
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投稿 「私は根本正先生を知ることができたj 27.8.30 川 上 清

私が根本正顕彰会に入会を認められたのは、顕彰会発足から見て割合古い方に属する。

会員登録は平成 11年 12月 27日。顕彰会組成は平成 9年 10月 12日だから、発足後 2年

過ぎに迎えられたことになった。 11年の秋、根本正さん展示が那珂市にあるとの茨城新聞

記事を見て中央公民館へ出かけた。会場には当時の柏村一郎会長がおられて、無知の私に

根本正を説明して下さった。定年になり暇の多い環境にあって、いろいろ模索していた時

だ、ったので会長の説明は貴重だ、った。早速入会を申し込んだ。価値ある入会だ、った。

水戸市の会員として那珂市のすごい先生と理解した。「目からウロコJとはこういうこ

とを指すのだろうか。生家が東木倉と水戸には近かった。親近感が湧いた。子どもの頃、

野口英世が福島の人と知り覚えた親近感と同じだと d思った。

子どものタバコや酒が禁じられていることは知っていたが、その法律の提案者は知らな

かった。近くにそんな偉い先生がおられた。それにしては顕彰会の発足はまだ新しい。だ

から先生の顕彰が始まってまだ日が浅く、顕彰活動を盛り上げている矢先だ、った。仙台市

の医師加藤純二先生が未成年者飲酒禁止法を作った人『根本正伝』を著し、それが市民の

目にとまり、市内有志の方が顕彰会を立ち上げたと伺った。会員になって早速その『根本

正伝』を入手して学ぶ機会を頂いた。

市にとりこれは重要な人物の発掘だ、ったことから顕彰会は、各方面に人物を周知させる

絶好の機会として活用され、生誕 150周年の記念年の活動に拡大していた。顕彰碑「微光J

が中央公民館前に建てられ、記念誌及び漫画根本正物語が記念刊行された。前後して市内

小学校に副読本として採用されてそれが活用進行する時期に入っていた。これらの活動に

は副会長の一人、遠藤和男氏が熱心に取り組み実現していった。私は個人的に旧職場が同

じで、あった関係から、同副会長の活動を励まし支援してきた。が、この活動がその後激化

して、組織内の統ーが困難となった。私は個人的主張を諌めたのだが彼の気持ちを動かす

には至らなかった。新しい根本正伝の執筆方法で役員間協議が進む中、遠藤副会長が急死

されるという不幸が起きた。全く突然のことで同氏は惜しまれて若い生涯を閉じた。その

熱心さは誰もが認めていた。一方新しい自伝、不屈の政治家「根本正」伝は数重なる編集

会議の経過の中で、加藤純二先生、筑波大学伊藤純郎先生の支援を得て現曾津義雄会長の

下で、見事、平成 20年 6月 30日刊行された。私も 3ページを分担執筆した。県からの助

成も得られて一冊 600円の低廉な価格が新しい読者を増やしている。

私は会員になって後、理事に選任されて、月一回の理事会に出席してきた。タバコ問題

では情報収集に努め、 2度ほど公開講座を担当した。秋の文化祭の発表にも禁煙を選び、

ポスター発表を行った。数年前の 5月 31日の世界禁煙デーに合わせて、各地シンポジウ

ム等を梯子し、横浜、東京、水戸を回った時、東京会場でフロア質問し、「当地出身者に根

本正先生がおり、未成年禁煙法があっても、ザル法的で、あるとしか認められなしリと質し

たところ、国立成育医療センター原田正平先生が「ザル法で、は無い。根本先生がおられ、

法律を残してくれたおかげで我が国の子どもの喫煙が現状に止まっている。英国の中学 3

年女子の喫煙率は 35パーセントの高さにある。我が国にそんなことは無しリと回答して
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くれた。爾来私はザル法呼びは止め、この事実を自信を持って人に伝えている。大事に続

けた理事‘だ、ったが、地元那珂市の若い方に戻すことと自分の身辺に他の任務が増加したた

め、三年前に退任を認めていただき、今は監査役を担っている。毎号の会報を大事にし、

総会、研修旅行、研修会にはできるだけ参加し、新しい情報の欠落防止に努めている。

-

幸雄細貝

どうぞよろしくお願いいたします

うぞよろしくお願いいたします。新入会員の細貝幸雄と申します。後台在住です。

れしく有り難く思っています。根本正顕彰会に加入させていただけましたことを。

く人かつ浅学非才の身，皆様方のご指導を仰ぎながら活動に参加してまいる所存です。

の為に生涯をかけた根本正先生の偉業や偉大な足跡，精神などを学びたいと思います。

くな歩みもできずじまいの我が来し方を顧みれば，まさに，“後悔先に立たず"です。

く'陀たる思いや寂しさが交錯します。閉じる日もやがて迎える古稀間近な私です。

いの残らぬ一日一日を過ごしていきたいものです。“終わり良ければすべて良し"・・。

どうしても

ど

う

ぞ

ろ

し(じ)

よ

そまきながら，“し、まからここから"だと自分に言い聞かせて…。でも，

ガティブになりがちな昨今です。不穏な社会情勢に自然の脅威，環境破壊や人口減少，

く然とする凶悪な事件や悲惨な事故，ネット犯罪や特殊詐欺の頻発，かけがえのない

のちを粗末にする風潮，モラルの類廃…など，嘆息してばかりのこの頃です。しかし，

くら嘆いてもどうにもなりません。やっぱり，身近なことから始めよう。こつこつと。

い情な自分を戒めながら，早寝・早起き・朝ご飯， うがい・手洗い・体調管理，…等。

ん仏への朝晩の礼拝も忘れずに，恭しく謝意を表し，日々の安穏を祈願し…。そして，

あまあ良しと自己評価できる日を少しでも多く積み重ねていきたいものです。さらに

ばらしい郷土の偉人に肖って，万分のーでも地域福祉に寄与できればと思っています。

12 

く

お
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水郡線に思う

現在では、どこに出掛けるにも自家用車で移動するのが当たり前であるが、

それ以前までは、電車や路線ノミスでの移動が主流で、あった。そんな訳で電車に

乗り上菅谷駅から郡山駅まで35の駅を乗り継いで何回水郡線を利用しただろ

うか?それと言うのも私は福島県郡山市の生まれなので。お盆や正月、 5月の

ゴールデンウィーク等々、手荷物を下げてオクサンと子供達と又 1人の時もあ

った。帰省の時は磐城棚倉辺りになると、人々の話が福島弁になってきて、懐

かしさを感じていたものである。又帰りの電車ではどの駅から乗ったのかは忘

れたが、 3人連れのオパチャン達の会話の中に塙町にある塙厚生病院の看護師

や医師についての話、嫁と姑、又は農業の事など電車でなければ聞けない話で

1人旅の心が和んだ事を思い出す。電車から降りる時には『色々な話をして迷

惑だったない?Jlと言って笑顔で降りて行った。色々な事を思い出すがやはり

電車の旅と言うと、何と言っても、アルコール好きの私はワンカップや缶ビー

ルで一杯やり景色を眺めながら移動動出来るのが楽しみであった。そんな訳で

那珂市の歴史講座で根本正と言う人の名前を聞くまでは、水郡線がいつ頃郡山

市まで開通したのか、それにはどの様な人達が携わったのか等は考えた事もな

かった。それを知る事が出来て良かったと思う，。最近水郡線に乗ったのは、 2

"'3年前になると思うが大子の十二指神社の階段で行われる雛祭りを見に行く

のに乗った。あの時の人数の半分位でも電車に乗ってくれればと思ったもので

ある。その後は顕彰会の訪ねる旅で上菅谷一大子聞を利用した時である。最近

では電車に乗る機会が少ないのと水郡線に乗ると言う意義もあるので、あの様

な企画は良いことだと思います。又自宅で何気なく小学生の孫の使用している

小学校 3"'4年生の社会科の地域教科書の中に『きょう土を開く』と言うタイ

トルがありその中で根本正、白戸松吉、永田茂衛門親子を紹介するページがあ

り、《地いきの発てんにつくした人びと》として紹介しであるので読んで見た。

小学生でもうこの様な事も学ぶのかとピックリもし、関心もした。文曾津会長

の説明文も載っていたので。ちなみに6年生の孫に『根本正と言う人を知って

いるか?Jlと開くと知っているとの返事で何か嬉しくなってきた。毎年小学生

が3"'4年生になると必ずこの教科書で郷土に尽くした3名の人達を学ぶので、

生徒達は勿論家族や他の人達にも伝わって行くと思う。地域の教科書は大事で

ある。さつま芋，小場江用水，水郡線を知る事になるので、この様な事から根本正

=水郡線(他にも未成年者の喫煙、飲酒禁止法など)と繋がるので，これからも

広く知れ渡って行って欲しいと思います。

【水郡線よ、いつまでも】

鈴木芳雄
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私の出会った根本正夫人徳子

〈出会い〉

東日本大震災のあった頃でしょうか、私は日本で初めての幼稚

園保母となった豊田芙雄について調べていました。

芙雄の身の回りで次々と不幸な出来事がありました。将来への

希望が持てない日々が続きますが、やがて勉学に励むようになり、

教師への道を歩み始めます。芙雄が幸せな時代から一転して不幸

へ、そして再起とその時期をよく知る人物が根本正でした。根本

正は、豊田天功の家僕として使えますが、天功亡き後は芙雄の夫

となる天功の長子小太郎に仕えます。

間もなく、小太郎はこの世を去ってしまいますが、その後も、

根本正は芙雄に気遣うことを忘れませんでした。
億人軍軍

話はそれますが、調べが行き詰ってきたころ、以前より博物館関連でご指導を戴いてい

た水戸史学会理事で、根本正顕彰会事務局長の仲田昭ーさんに問い合わせをしました。す

ると、いくつかの資料を紹介していただくことができました。その中の l冊が「根本正伝J

でした。これがきっかけで、根本正顕彰会の講演会等に参加しているうちに、根本正にも

興味を持つようになり、根本正顕彰会に入会したのです。

もともとは、女性の教育について調べていた私でしたから、根本正夫人徳子にも着目す

るようになりました。今ではだいぶ女性史についての研究もされ、ずいぶんと調べやすく

なったかなと思いますが、徳子の場合には、日本の女性のために尽くした大切な役割をし

ているのに、目立った活動ではなかったために、注目される存在ではありませんでした。

それでも、徳子の卒業した桜井女学校や矯風会をたどっていくうちに、徳子が矯風会に

尽力したのは少女時代の環境によるものが大きく、ごく自然にかかわるようになり、生活

の中に溶け込んだものではなかったかと感じました。アメリカから伝道を目的として来た

女性宣教師ミセス・ツルーに出会い、その精力的な活動を共にしながらも、自分にできる

慈善事業を日課とした青春時代を過ごしました。

徳子と桜井女学校と矯風会について僅かですが、この場をお借りしてご紹介したいと思

います。

〈入学のころ〉

桜井女学校は、明治 9年 (1876) に桜井ちかが寝食を忘れて日本人による日本の子のた

めに築いた学校でした。明治 14年 (1881)8月、創立者の桜井ちかは、夫と北海道へ伝道
由通じこ

に旅立ちました。 9月になると、矢島樟子が校長代行となり、女性宣教師のミセス・ツル

ー、とミス・デピスが先生となり、その後を受けついたのでした。このとき、たくさんの

生徒が入学しましたが、その中には歳の小)11とく(根本正夫人徳子)もいました。

先生方の子供たちも一緒だったので、生徒数の数は多かったのですが、学校というより

も大きな家庭のような雰囲気がありました。
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〈校風〉

矢島樟子は、生徒を人格ある一女性として認め、「あなたがたは自ら守ることができます。

決して縛る必要などありません」と生徒を信頼し、細かい校則などはありませんでしたし、

外出も自由でした。

しかし、起床も食事も時の鐘よりも一分も遅れることはできませんでした。少しでも遅

れれば、みなが揃っているところへ入っていくという、恥ずかしい思いをしなければなら

ず、自然ときまりが身についたのです。夕食が住むと、庭を散歩しながら編み物をしたり、

談話をしたりして、自由な時間を過ごしました。

当時の桜井女学校の生徒は、「私は良妻になる」と自ら言ったり、「賢母」などと書いた

りするのを恥じました。私は将来独立して女学校を立てるとか、あるいは学者になるとは

言いましたが、お嫁に行くなどということには、触れませんでした。

〈学生として:先生として〉

やがてとくは高等科に進学しました。高等科の生徒は、ほかの生徒たちとは別待遇で、

西洋の先生方と一つ屋根の下に暮らし、名前を聞いても覚えられないような英語の本を読

み、会話も英語でした。

このころは、入学資格とか、先生の資格とかなどという特別なものはありませんでした

ので、生徒は寄宿している 14，5歳の少女から通学生の 40歳前後の婦人などで、英語はと

くをふくめた高等科の生徒が授業をしました。赤い帯に、裾長の洋服、靴履きという当時

もっともハイカラな装いで、下級生たちの憧れの対象にもなり、崇拝の種でもありました。

女性宣教師ミセス・ツルーは、桜井女学校を大きくするばかりでなく、看護婦養成所、

独立女学校、養生園を経営し、宇都宮、前橋、高田に女学校を創立しました。学校を創る

となると、卒業生や上級生を率いて教授に赴き、基礎を整えて後帰京するという事業家で

もありました。

明治 21年 (1888) 4月に創立した高田女学校には、ミス・デピス、井上ちせ、小川とく

の 3人で赴き、開校前の仮校舎で教え、本開業までの準備を進めたのでした。

とくは先生の仕事や与えられた任務を果たしながらも、自身の勉学も怠りなく、明治 22

年 6月高等科を無事卒業しました。

その後もしばらくは先生を続けていたようで、明治 27年には、ヨーロッパから戻った豊

田芙雄を助け、中学校に相当する女学校「翠芳舎J(申請では各種学校)を創立し、裁縫と

編み物を教えました。

〈慈善事業を楽しむ〉

桜井女学校には「自助栄思社」という、宣教師たちの監督の下に本校の生徒だけが集ま

る、小規模で睦まじく、気の揃った会がありました。会はすべて英語で運営されました。

毎週金曜日の午後講堂で聞かれ、毛糸編み、レース、そのほかの手仕事をし、それを集め

て何かの慈善事業に使うのでした。西洋の先生方が大きなかごの中へ、毛糸をたくさん入

れて持ってこられ、各自の好みに応じて、靴下、手袋、肩掛けなどを編むための毛糸と編
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み棒を渡されました。そして、先生も生徒に就いて編み物をしながら、英語での会話や簡

易な本の読み聞かせなどをしました。出来上がったものは次の会に持っていくと、先生は

これを帳面に記入されて文他の新しい仕事を渡されるのでした。そしてクリスマス近くの

会の聞かれる日に、その手間代を渡され、その半分を事前箱に入れて他の半分を与えられ

ました。散歩のときでも談話のときでもみな手に編み物を持っていました。とくは、実に

働き者で皆も羨むほどだったといいます。

編み物ばかりでなく、時には学芸会のようなこともしていたようです。生徒たちは、英

語の劇や詩の暗請・朗読などを夢中になって練習し、一生懸命に発表したようです。

(教会へ〉

日曜日に生徒たちは、教師について牛込梯方町の教会に行きました。上級生になると、

他の教会行き助けをしました。

〈徳子にとっての矯風会〉

婦人矯風会は、明治 19年 (1886) 11月 9日に大儀見よね子、三浦りう子の発起にて、

集会 41名参加者の中、多数の賛同を得て設立されました。その後、議員の選出や規約作成

等の基礎づくりをへて、さらに、議員から役員を選出し、矢島揖子が会長となったのです。

矯風会が発足して半年ほど経った頃、「この会は、世上の悪風を矯正して女権の拡張を望

むとの主旨にて設立…」としながら、禁酒・禁煙、塞娼妓全廃論等々複数あるため、せっ

かくの会員の尽力が分散してしまい、損するところも多いとして、議員 10余名が討論の末

に「塞娼妓全廃Jを第 1の目的とすることになりました。

徳子(以降、「とく」改め「徳子」を使用)が桜井女学校に在学中の 19歳の時に矯風会

が設立されたわけですが、幼い頃から、矢島揖子や女性宣教師たちと生活を共にした彼女

にとって、矯風会の会員になる、矯風活動に奉仕することはごく自然のことだったと思い

ます。

明治 23年 9月に結婚し、夫となる根本正は、留学中からアメリカの婦人禁酒会の事業に

熱心で、東京の婦人矯風会との仲介役として尽力していました。アメリカでの 10年間の生

活を終え、帰国するや、廃娼や禁酒の運動を展開します。

明治 27年には、東京婦人矯風会が、全国組織「日本キリスト教婦人矯風会」と改称し、

役員選出では、徳子は通信書記となりました。廃娼運動はいよいよ活発になり、女性救済

のための「慈愛館」を設立する計画となりました。資金面でずいぶんと苦労しましたが、

何とか土地を購入することができました。この時に徳子は地主 3名のうちの一人として選

出され、「土地の所有者は矯風会である」という証文を入れて登記しました。また、その時

に、月 5円の寄附をしようと決心もしたようです。これらの資金は、貸家を数件立ててそ

の家賃収入だとか、切手の売りさばき許可を取って、販売手数料をそれに当てていたよう

です。

婦人救済は、相当苦労も多く、下着の世話までしなければならないような娘もいたとい

います。
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「矯風」という同じ目的を持つ夫婦は生涯にわたって、この活動を続けました。

くまとめ〉

根本徳子の矯風会への関わりは、多忙で留守がちな夫に代わって家を守り、子育てをし

ながらでした。目立って主義主張を訴えたりすることはありませんでしたが、矯風会活動

の第一目的である廃娼・女性救済の思いを消すことなく、自分ができること、しなければ

ならないこと、をはっきりと自覚し、できることの喜びを胸に活動を続けました。

私は、徳子について調べを進めていくうちに、慈善事業とは、奉仕とは、ボランティア

とは何かについて考えている自分に気づきました。

(参考文献〉
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『女皐雑誌』第二拾五競 明治十九年六月五日発免

『女皐雑誌』第四拾萱号 明治十九年十一月十五日発免

『女皐雑誌』第四拾四競 明治十九年十二月十五日発免

『女皐雑誌』第六拾京競 明治二十年四月三十日発免

『女皐雑誌』第七十二競(附録) 明治廿年八月二十日発全

『女撃雑誌』第九十一競 明治廿一年一月七日発免

『女皐雑誌』第百拾京競 明治廿一年六月二日発免

『女皐雑誌』第百八競 明治廿一年五月五日発免

『女皐雑誌』第百四拾五競 明治廿二年一月十九日発免

『女皐雑誌』第百六拾九棟 明治廿二年七月六日発免

『女皐雑誌』第三百七十六競 明治二十七年四月二十一日発免
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『高田市史』第一巻 高田市史編集委員会 昭和三十三年五月二十五日発行

『新潟県教育百年史明治編』新潟県教育百年史編さん委員会

粛藤都子

昭和四十五年三月三十一日発行

『目で見る女子学院の歴史=Graphic history of Joshigakuin: 1870-2012~ 

女子学院資料室委員会編 2012.10出版

『白いリボン』矢島揖子と共に歩む人たち 間野絢子著 1998年 1月 20発行

『豊田芙雄と草創期の幼稚園教育』執筆代表前村晃 2010年 3月 1日発行

『不屈の政治家根本正伝』根本正顕彰会 平成二O年六月三O日発行

(平成二三年三月三一日第二刷発行)
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根本正顕彰会18年の歩み(略表)
事項
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平

平成22年度
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U
 



根本正顕彰会の中にいて

理事・事務局長仲田昭一

仙台の医師加藤純二先生の『根本正伝』に触れた感激から出発した「根本正

顕彰会」、その勢いはすさまじいものがあった。当事の那珂町は勿論茨城県を

動かし生誕 150周年記念事業を開催させた情熱と意思と実践力は、 「根本正J

なる人物に対する深い尊敬の念とその心を是非とも今日に生かして行かねばな

らないとの信念に裏付けられたものであった。

柏村一郎会長はじめ広報担当の遠藤和男副会長たちは、自分の身辺を整理さ

れて会活動に専念された。発足当時の会報を見ると、初期とはいえ根本正に関

する調査研究に遁進され、非常に多くの関係・関連資料が掘り起こされ紹介さ

れていた。会報としては未整理で

立つもので、あつた。多くの会員からの「声」も紹介されていて活気が見られる。

皆さんが一所懸命であったことが窺える。

そのような組織が、記念事業を終えた後様子が変容したことを奇異に感ずる。

志を同じくする人々が、崩れゆく姿をみせたことは残念であった。多くの顕彰

会は「記念事業を行って終わり Jと言う中で、さらに調査研究・顕彰活動進め

ていただけに惜しいことであった。そのような中で、会発足 10周年を記念して

『不屈の政治家:根本正伝』を刊行した意義は大きかった。

現在、顕彰会は役員はじめ会員の協力によって穏やかな雰囲気の中、地道で

堅実な活動を行っている。この後、更に飛躍していくためには、 「根本正」の

精神と実績を見据えた上で、どこに目標を置き、その達成にはどのような創意

工夫を加えていくことが必要であるのかが大きく問われている。片手間にはで

きないことと思ってはいるが。

【編集後記】

『会報』発行 80号、これまで続いてきたことは厳然たる事実で、あって、会員

の皆様の絶大なるご協力の賜物である。お互いに喜びたい。これを記念して特

別号を発行しようとの気運が盛り上がったのも自然な勢いであった。その思い

が、この度結実して発行できたことを共々に喜びたい。今後、さらなる調査研

究・イベント等の充実発展に総意を上げて遁進し、会活動の継続に向かつて、

心新たに出発してまいりましょう。
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