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根 本 正 顕 彰 会 会 報 第 4 号
平成 10年 7月 31日

第 4回研究例会の報告
7月 19日 (日)午後 2時か ら 5時 まで那珂町 中央公民館 2階の講座室 で第 4回研 究例
E
d :

会が開かれ ま した｡今 回は仙台か ら 『
根本正伝』 の著者加藤純二先生が参加 され ､出席者
は 27名 を数 え､盛会で した｡
議事 は高畑副会長 の司会 で進 め られ ､会長 か ら ｢
前回 3つの委員会で討議 され ､会報第

3号の 2- 4ペ ージに掲載 され た当面の活動方針 と内容 について全体討議 をお願 い したい｡
顕彰会 は ここでの討議 に則 って活動 して行 きたい｣ とい う発 言があ り､活発 な討議が行
ノ
われた｡
結論 と しては､提案 され た活動方針 と内容 については大筋 と して承認 され たが､い くつ
かの項 目につ いては貴重な意見や要望が出 され､今後 さらに検討 と取 り組み を続 ける こと
になった｡ 以下､それ らの点についてご報告いた したい｡
(1) `
根̀本 正賞'
'につ い て
那珂町 には小学校 が 10校 ､中学校が 4校 ある｡ 1校 (1人) 2, 000円 と して 28,

000円｡予算 の 10何%だか ら､か りに会員が半減 し､物価 の変動が あった として も 3
0% 以内にお さまる可能性が強い｡ したがって､できない ことではない｡

学校 は競争社会 とい う面 とコ ミュニティ社会 とい う面があ り､そのバ ランスの上 に成 り
立ってきた｡ いま競争社会 とい う面だけが強ま り､ コミュニティは衰退 して､い じめや学
校-行 きた くない とい う子供 が増 えてい る｡ このよ うな中で競争 に勝 った子 に寅 を贈 るよ
りも皆のために努力 した とか､い じめをな くそ うと努 めた とか､根本正の精神 に沿 うよ う
に努 めた子 に贈 った方 が よい｡ "
根本正賞" は根本正の精神 を伝 えるメ ッセ ージで あるべ
きだ｡ その際 ､現場の先生方が困 り､ ｢
該 当者 な し｣ と して返 され ることがない よ う先 生
方 と十分話 し合 って行 うのが よい､ とい う意見(
会長)
に対 し､お金がな くては仕事がで き
ない｡会員 を 300名 ､予算 100万円の規模 にできれ ばボランティア活動な どに努力 し
た クラスの全員 に贈 るこ とができる｡組織の拡大 に努力 してほ しい､ とい う意見が出ま し
た｡加藤先生か ら根本正は立志 は年齢 に関係 ない｡義務教育 は国が責任 を持 ち､大学 は私
立でや った方 が よい といっている｡根本正が教 育について何 を考 えていたのか､教育に何
を期待 していたのか研 究 していただきたい､ とい う話があ りま した｡
"
根本正賞"については今後 とも継続 して考 えていきたい と思います｡
(2) 読み物 (
マ ンガ ､写真 ､資料等 に よる人物 と業績 わ紹介 )
の編集 等 に よる次世代

-のア ピール について
じんぞ う
長久保赤水や松村任三について､ このよ うな読み物をつ くった高萩市で予算､編集 の経
緯などを聞き､那珂町当局に協力をお願い したいO

(3)イ ンターネ ッ トな どの活用 について
通産省 に勤めてお られ る根本直 さんがご自分がつ くられたホームペ ージに ｢
根本正落選
の弁｣や根本ひろさんの談話な どを入力 された､ とい うお話がありま した｡
当顕彰会ではまだ構想の段階です｡
(4) 調査研 究委員長 の会沢 さんか ら ｢
国会 図書館 関係資料｣ とい う文献 目蘇 (
別紙

参照)
が提示 され ま した｡ この中には役場の社会教育課 (
町史編纂室か らの引継 ぎ史料)
､
個人､茨城県歴史館等か ら容易に入手できるものもあるので早速 コピ-を取って会員が利
用できるよ うに したい と思います｡
｢
国会図書館､外交資料館､憲政記念館な どは公的な組織が国会議員や公的機 関などの
紹介 を受 けない と見せて くれないことが多い｡顕彰会が公的な組織 としての体裁 を整 え､
しかるべ き紹介 を得て閲覧できるよ うに してほ しい｣､｢ビリングス家やバーモン ド大学な
どにも書簡や記録があるはずである｡顕彰会の努力で入手 してほ しい (日本では危険でい
えないことでも外国の友人には こっそ り言っていることがよくある-･
注)｣､｢
安藤記念教
会の資料 は青山学院大学文学部で整理 ･解読 を進めている｡榎本武揚関係のものもある｡
書や手紙 もある｣､｢
私 は禁酒 とい う観点を中心に 『根本正伝』 を書いたが､顕彰会で地元
に根 ざした根本正俊 をつ くってほしい｣ とい う話が加藤先生か らあ りま した｡
(5) 各種史料 ･文献 ･遺品 ･書 な どの収集 ･保存 については､顕彰会では保管態勢が

しっか りしている那珂町歴史民俗資料館 に保管 と展示(
展示 コーナーを設置 して)
をお願い
したい と考えている｡ ただ､そこは不便で入館者が少ないので時期 を決めて一部の晶を中
央公民館や役場な どに展示 してもらうよ うお願い したい と思っている｡資料 ･文献等はコ
ピーして､誰でもそれ を再 コピーできるように しておきたい､ とい う回答が会長などか ら
あ りま した｡
加藤先生か ら ｢
史料 ･遺品その他の提供に関す る規約 を作ってほ しい｣とい う要望 と､｢日
本禁酒同盟か らも受入態勢があればカラーコピーな どを提供 してもらえると思 う｣とい う
話がありま した｡

(6)会員 の海後 さんか ら ｢
東木倉 の生家 に 『根本正先 生生誕 の地』 とい う石碑 を建
立 したい｡費用 については任せ てほ しい｡顕彰会 の承認 を得 たい｣ とい う提案 があ り
ま した｡
海後 さんの熱意に敬服 し､全員の賛意 を得ま した｡
(7)根本正翁墓地の那珂町文化財 (
史跡)
指定-の働 きか けについては全員異議な しで

した｡ (
別紙毛筆で書いた碑文 をご覧 くだ さい｡ これは海後 さんが写 して来 られたもので
す)当家(
根本喜代治 さん､表 さんな ど)のご了解が必要です｡
(8)那珂町役場 ･中央公民館 あた り-の根本正翁胸像 (レリーフ)設置 については､

い ろいろご意見 をいただきま したが､｢
た とえば レリーフだけで 100万円､台座 で 20

0万円かかるとして､費用の調達が大きな問題 になる｡まだ十分名 が知 られていない現在 ､
これ だけの浄財 を集 めることは無理であるが､広報活動 を大いに行い､理解者 を増や し､
篤志家 も含 めて成算の見通 しが立つまで努力 しなけれ ばな らない｣ とい う結論にな りま し
た｡ これ を役場や 中央公民館 の中 (
屋内)に設置すれ ば台座 の費用 はもっ と節約できる､
とい う意見もあ りま した｡なお､除幕式 を した り､写真人のパ ンフ レッ トをつ くって配布
す る費用 も考えてお く必要があ ります｡

(9) ｢これ か ら根本正 をめ ぐって那珂 町か ら全 国に向か って発信す るものが あるはず
であ る｣ とい う発言 があ りま した｡ これについては後述 します｡

(10)｢10月 11日 (日) の第 2回総 会 には沢 山の人 に集 って も らえる よ うに努 力
して ほ しい｡ 出席者 が少 な くては会 が じり貧 にな って しま う｣ とい う発 言 が あ りま し
た｡
これ に対 し､会長 か ら ｢
研 究例会の出席者 は第 1回 23名 ､第 2回 17名 ､第 3回 14
名 と漸減 したが､今匝‖ま加藤先生 ご出席の効果 もあって 27名 の方々に出席 していただい
た｡出席者の中に若い人たちが少な くなってきているわも心配である0
研究例会 とい うことで､ しか も最初なので議題や 内容が硬 くなった感 じはす る｡三並 む
/ らは視察や リク リエ ーシ ョンを兼ねた行事な ども計画 していきたい｡ まず は若 い会員 の人
たちの意見や要望を聞いていきたい｣ とい う話があ りま した｡
これ に対 し､ ｢
なかなか塾の方針 (
モ ッ トー ?)の中に"参加 ･発言 ･向上" とある｡ こ
れ は どのよ うな会でも共通だ と思 う｡会員全体か らアンケー トを取って意見や要望 を聞い
た り､楽 しく参加 できるよ うなアイデアを出 して もらった りす るとよい｡何かの働 きかけ
がほ しい｡前は若 い人 たちか らいろいろ提言があったのだが｣ とい う意見や ｢このよ うな
つぷや
歴史的な ことは若 い人 には とっつ きにくいのかな-｣ とい う咳 きや､ ｢この会は同志の集
りなのだか ら中心になっている人たちが しっか りや っていて くれれ ば心配ない｣ とい う意
見もあ りま した｡

7月 22 日 (
水)会長 ､副会長 の 4名 が那珂町役場､常陸太 田市役
所 ､ グ リ ー ン ふ る さ と振 興 機 構 ､ 常 陽 芸 文 セ ン タ ー ､ 茨 城 県 歴 史 館

を訪問 して協力 を依頼
(1)まず ､那珂町役場 に小宅町長 を訪ね､第 4回研 究例会で確認 され た ことについて
時間の関係で要点のみ をお話 し､協力 をお願 い しま した｡顕彰会の意義 については十分理
解 してお られ ､できるだけ協力 したい とい うことで した｡早速 ､那 珂町 が顕 彰会 の後援
団体 にな るこ とにつ いて了承 していただ き､町長 さんに も顧 問兼会員 とい うかた ちで

入会 いただ きま した｡ (
これ までは那珂町教育委員会だけが後援団体)

(2)次に､社会教育課長の勝 山栄 さん (
本会会員)にお会い して
①歴史民俗資料館-の資料､書籍､書､遺品な どの保管 と展示について
②根本正翁墓地の那珂町文化財 (
史跡)指定について (
当家 とはす ぐ折衝 したい)
③マンガ入 りの読み物の編集 とそれに対す る予算面での支援 について
④将来根本正の レリーフを建立す る際の場所の可能性 について
⑤社会教育 ･生涯学習等の講習会や研究会等で根本正について話 をす る機会 を与えてい
ただ くことについて
ご検討 とご協力をお願 い し､検討 していただ くことに しま した｡
常陸太 田市役所の教育委員会で線 引生涯学習課長 さんに､常陸太 田市 にあるグ リーンふ
るさと振興機構 では生 田目事務局次長 さんにお会い して顕彰会設立の趣 旨と活動内容につ
いてお話 し､協力 をお願 い しま した｡
市教育長 の中村洋一氏 (
元県教育次長 ･水戸二高校長)は出張のためお会いできませ ん
で したが､のちほ ど会長が ご自宅に電話 して協力 を依頼 しま した｡ 中村 さんの祖父 に当た
る中村哲蔵 さんは政友会の県会議員 で､生前根本代議士を尊敬 し､中村 さんに何度 も根本
正の話を して くれたそ うです｡
さらに水戸-行 って､常陽芸文センターで連峰常務理事 さん,菊地理事兼事務局長 さん､
森 田学芸部長 さんにお会い して 『常陽重文』の本年 5月号に ｢
不屈の政治家 ･根本正｣ と
根本正｣ について放
い う実に立派 な特集記事 を掲載 されたことと 5月 3日に茨城放送で ｢
送 した ときスポンサーに として援助いただいたことに感謝の意を表 した｡ 同セ ンターは特
に文化面で優れたネ ッ トワークを持 ってお り､今後の協力 をお願い しま した｡
′′■
■
■
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なお､この特集記事は本会会員根本正男 さんの長年の努力 と資料提供 に負 っています｡
また茨城 県歴 史館 を訪問 して首席研究員 の久信 田喜一 さん (
本会会員) と野 内正美 さん
にお会い して歴史館内の根本正関係 の史料の利用についてお願 い し､また同館 が一般か ら
資料等の寄託や寄贈を受けるときの契約書や 申込書､受領書の書式をいただいてきま した｡
最後にまた那珂町役場 に立ち寄 り､片野教育長 さん (
本会会員)にお会い して午前中に
勝山社会教育課長 さんにお願い した 4点 (①歴史民俗資料館-の保管 と展示 ②墓地の文
化財指定 ③読み物の編集 ④ レリーフ建立の場所⑤ 根本正の話をする機会の提供 )につ
いて ご検討 をお願 い し､ さ与旦 ⑥邸珂町の小中学硬 の発里方 とPTA笹員 に ｢
坦本正塵 彰
会｣ とい う3枚綴 りの印刷物狐

ついて協力をお願い し､ご了承 を得ま したO

7月 24日 (
金)高萩市役所訪問
長久保赤水 と松村任三の顕彰事業-の取 り組み と協力について伺 う
会長 と事務局長 で高萩市役所 を訪問 し､教育委員会の佐川幸久生涯学習課長 さんか らい
ろいろ有意義 なお話を伺い､貴重な資料 (
印刷物)を多数頂戴 して参 りま した｡
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そ こで伺った こと､感 じた ことな どを列挙すれば次の通 りです｡
(1)徳川時代､高萩市 は中山氏 とい う領主の下で北茨城市､ 日立市の一部 とともに水戸
赤水 もその一人)
藩 の支藩であった松岡藩 の政治､経済､文化の中心であった｡ 7賢人 (
がお り､その歴史的伝統 と文化 は今 日

(2)た とえば長久保赤水 に関す

引き継がれている｡
すで仁 1:
岬 遡嵐 され､ うち⊥ 峨

ム

ヒ聖葦量 ≡奉 る｡松村任 三の伝記 も地元の人が書いているo
(3)昭和 57年 (1982) 茨城県先人顕彰事業の一人に選 ばれ たのを契機 に地元で顕

彰の気運が高ま り､高萩市では ｢
-村一文化創造事業｣で "
歴史 と文化 を生か したまちづ
くり" として ｢
学べ赤水 に き らめいて 高萩人｣事業を生涯学習推進の柱 にす えて さまざ
まな取 り組みを してきた｡ (
なお､長久保赤水顕彰会の設立は平成 4年 11月)
平成 8年 3月には高萩市生涯学習推進本部長である大久保清市長 と同推進協議会黒沢会
前
長の連名 で発表 された 『先人の教 えを生か したまちづ くりを』 とい う宣言文の中で ､｢(
略)赤水だけでな く松岡 7賢人たちの優れた学問に対す る姿勢 と先見性 を振 り返 りなが ら､
その人たちを育てた高萩 の高い文化 と学問の力を私たちも再認識 したい と思います｡
高萩市の市民憲章の前文には､"
先人のあゆみを うけつ ぎ若い力 を伸 ば しなが ら､希望 に
みちたまちづ くりを しま しょう｡" とあ ります｡ この先人の教 えを生か してい くことこそ
がまちづ くりの原点だ と思います｡｣ とある｡

(4)-村一文化事業 (｢
いば らき文化の風お こし事業｣) の予算 500万円 (
県 ･市折半)
『学びいきいき高萩 `95』)､イベ ン ト費､読み物 の編集 ･出版費 に
を生涯学習情報誌 (
充てた｡平 7は赤水の読物､平 8は絵葉書､『高萩 ふるさと散歩』､平 9は松村の読み物｡
読み物(『生涯学習の先人 長久保赤水-マンガ と写真で一挙紹介』)の編集 ･出版費
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小 ･中 ･高等学校 (1校 100部 +教職員数)､図書館､公民館､市役所､その他 に無料
で配布 した｡マ ンガは市報で公募 した ところ､ 30歳前後の男女 2人の人が応募 して く
れ､女の人に委託 した｡ (
男の人にはあ とで松村任三 と赤水のマンガをお願い した)
マンガを描 く労力に比べて この委託料は大変安 く薄謝である､ とのことである｡
委託料 はイベ ン ト費か ら支出 した｡マンガをイベ ン トの展示 に使 ったためである｡
注.赤水 は家業の農業 を営むかたわ ら 35歳 か ら日本地図を書 き始 め､ 80歳過ぎまで続
けた｡生涯学習の先人 といわれ るのはそのためである｡
(5) 3年前の平成 7年､高萩市では "
市民フェステ ィバル `95'
'で赤水 について

①長久保赤水顕彰会 と高萩郷土史研究会の共催で赤水についての合同研修会 と講演会
②展示会･
･
･
赤水の業績 をま とめた実物展示 (
数々の 日本地図､地球の上に播かれた世界
地図､中国地図 ､書その他)･ 赤水の生涯 を描いたマンガ展 ･
小中学生の赤水についての夏休みの 自由研究の発表
赤水の半生｣上演
③高萩 中学演劇部の女生徒 34人による ｢
④赤水 についての ビデオの作製 と上映

5

⑤赤水天体図を使っての星を見る会の開催

な どが行われま した｡

(6) 長久保赤水顕彰会では赤水について業績別に展示 しま した｡

①生涯学習について
②地理学､天文学の重要性について-緯度 と経度が入った地球儀の上に世界地図を描き
ま した｡天文地理学の研究が基礎 にあ りま した｡
③情報化社会について-赤水は測量によってではなく､地図 と地理について膨大な情報
や知識 を収集す ることによって 日本や世界や 中国の地図を描 き上げま した｡
④国際化社会について-鎖国の時代に国際社会に関心を示 し､オ ランダ､イン ド､安南
(
ベ トナム)などについての記述 もあ ります｡エ ゾ､千島､樺太な ど国境問題-の強
い関心もあ りま した｡
⑤福祉 と健康について-幼 くして両親 を失い､継母に育てられま した｡ 61歳で水戸藩
主の侍講 (
先生) にな り､小石川の江戸藩邸に住むよ うにな りま した｡ 61歳の とき
農民の窮状を｢
農民疾苦｣ とい う文書にま とめて年貢改革の見直 しを求 め､水戸藩主
治保 に陳情 しま した｡ これは当時大変危険な行動で した｡85歳まで長生 きできたの
は､学問に対す る強い情熱のためだ といわれています｡赤水は農民の立場に立った ｢
勿侯談｣や ｢
年貢考｣などを発表 していますO
⑥環境 (
景観)について･
･
･
松島に所狭 しと並んだ石碑 を嘆 き､厳 島や琵琶湖な ど景勝地
を紹介 しています｡
⑦生活態度について-仁 ･義 ･礼 ･智 ･信 ･孝は徳 の本､利 を食 り色に頼 るる者はわが
子孫ではない､ とい う家訓を残 しています｡人生訓を持ち､人格者で人柄がよく､多
くの人を惹 きつけた といわれています｡

(7)高萩市教育委員会では小学校 3 ･4年生向けの社会科副読本 『はばた く高萩』を昭
和 49年以来 25年間発行 を続 け､郷土教育に役立ててきた｡すでに 4回の改定が行われ､
現在の 4訂版 はA 3で 168ペ -ジに 2枚の綴 じ込み資料が入った立派なものであるO
那珂町 では副読本 をつ くって昭和 50, 51年 に使用 したが､県教委 の方針 が変わった
とかでそれで終わって しまった｡現在再度副読本 をつ くる仕事がは じまってい る｡

(
8)文化活動のネ ッ トワークの蓄積
佐川課長 さんは広報課 に 10年いて､生涯 学習課長 にな られ ま した｡市の広報活動 を し
なが ら､ どこに どのよ うな資料 (
史料)や史跡や物品があ り､ どこの誰に聞けば どのよ う
なことがわかるか､いろいろな仕事 をどこ-頼めばよいか､だれが どこで どのよ うな活動
を しているか (してきたか)な どについて市の内外の状況が掴 めるよ うにな った､ といっ
てお られ ます｡茨城大学名誉教授の瀬谷先生や茨城 キ リス ト教大学元学長の志田先生な ど
歴史の専門家の協力 も得 られ るよ うになったO松村任三についていえば､近在で植物につ
いて明るい人､植物園､東大の植物学教室 とそのスタッフな どとの関係が大切 にな ります｡
忘
高萩市民文化誌 『ゆず りは』第 4号 (98年)には東大の植物学教授の大場秀華氏が ｢
却 を許 されぬ松村任三先生の業績｣ とい う文章を寄せている｡

筑波大学で松村任三のこ とをインターネ ッ トで流 して くれた｡その結果､手紙 が専門家
か ら来るよ うになった｡ またテ レビの総合放送 (ローカル局が加盟)で取 り上げて くれた｡
佐川 さんは ｢
長久保赤水 も松村任三 もや った｡ あ とは藩主の中山家についてやれ ば思い
残す ことはない｣ といってお られます｡高萩市の `
先̀人に学ぶまちづ くり" とい う文化運
動の行政面での担 当者 として歩んで来 られた ことに対す る自負 と抱負が感 じられた｡佐川
さんの資質 と努力 もさることなが ら､ このよ うな人材 を育てた高萩の文化 と伝統に敬意 を
表 したい と思った｡

(9)佐川課長 さんか らのア ドバイス
①イベン トを行 うとき､女性 ､若者､他所か らきた人､他市町村の人､地元の人な ど
いろいろな人の 目と協力が必要である｡騒 ぐ `
バ̀カ者"も大切である｡
②人を見つければ仕事はできる｡
③ この よ うな仕事 を してい く上で 市の職員 と学校の先生が大切である｡
④高萩市 と文化団体が発行 している雑誌 3冊､市報 2部その他 をいただきま した｡
*生涯学習推進本部編 『学びいきいき高萩 `
98』 (
子供か ら老人までを対象 とする各
部門の指導者 117名､自主サークル 170､講座 75､イベ ン ト･フェステ ィバル ･
大会 62の要領 を得た活動案内､主な生涯学習関連団体 24､文化協会加盟団体 27､
体育協会加盟団体 21､ボランティアグル ープ 13､スポーツ少年団 21､主な生涯
学習の公共施設 18の案内な どで計 64ページ･
･
･
生涯学習の全貌 と一つ-つが判 る)
同本部編 『高萩 ふるさと散歩』 (
写真 と解説 ､ 52ペ ージ) もいただきま した｡
*高萩市文化協会 (
市教委内)編 『高萩市民文化誌 ゆず りは』 1995年か ら年 1回
発行｡ 2号 (102ペ ージ) と4号 (226ペ ージ) をいただ くO市か ら毎年 70万
円の補助金 をもらい､ 200部印刷 して､ 500円で販売 しているとの こと
*高萩 市郷土史研究会 (
会員 23名)発行 『高萩の歴史散歩』 (10 0 0円) 9月 10
日研 究会の責任 で発行予定｡いば らき文化振興財団か ら 50万円の補助があった｡
雑誌の編集は 目次づ くりで出来の良 し悪 Lが決まって しま うそ うです｡

石碑 『
根本正先生生誕の地』の建立についての報告
この件 については海後 さん と当家の根本喜代治 さん宅の間で内輪の打ち合わせがあった
そ うです｡ 当家では ｢ご遠慮 したい｣ とい うことで したが､海後 さんの熱意によって一応
了承 された後 も根本家の近親者で相談の結果 ｢
碑は小 さく､根本正先生の先生は取って､
-｣ とい うよ うない くつかの要望 を出 されま した｡そこで 8月 2 日 (日)海後 さん と会長
と安斉､後藤 両副会長 が根本 さん宅 を訪れ ､話 し合いを しま した｡ ｢これ を顕彰会の起爆
剤 に したい｣ とい う海後 さんの熱意に庄倒 されて 7月 19日の第 4回研究例会に海後 さん
が示 され た原案 で､そ して碑 の裏側 には海後 さんの要望で ｢
平成十年十月九 日建之 根本
正顕彰会｣ と刻む ことで了承 しま した｡ したがって建立の主体は顕彰会にな ります｡
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根本ひ ろ様か ら 10万円の ご芳志 を頂戴 しま した｡
根本正先生の妹 さんの孫 に当たる水戸市袴塚 にお られ る根本 ひろ さんが第 4回研 究例会
に出席 され ､ ｢
大正 12年 に 3ケ月半ほ ど根本正宅でお世話にな り､東京 の三田高女に入
ることになって､夏は家 に戻 り､ 9月 1日上京 しよ うとして那珂川の千歳橋 まで来たとき
東京の方の空が赤 くなっているのを見た｡関東大震災で根本正宅 も倒壊 し､上京できなく
なった｡やむな く水戸 の学校 に入って教師になった｣ とい う話 をされま した｡根本正のや
さしい人柄 についてもお話があ りま した｡顕彰会の活動 に敬意 を表 されて ご芳志 を賜 りま
したO

理事会 と第 5回研究例会開催のお知 らせ
理事会 - 8月 18 日 (
火)午後 7- 9時 那珂町中央公民館
議 題 第 2回総会に向けて､ 2年 目の構想 と諸準備
第 5回研究例会 - 8月 23 日(日)午後 2- 5時 那珂町中央公民館 2階講義室
議 題

1.
各委員会の活動報告 と理事会の報告

2.
今後の中期的展望を模索 しなが ら高萩市な どの先進地の活
動に学ぶ
必要があればそれぞれの委員会 を開いても結構だ と思います｡
この第 4回会報をご持参 ください｡

編集後記
｢
根本正 をめ ぐって那珂町か ら全国に発信 -｣ とい う提言があったが､ これはなかなか難
しい｡未成年者 の禁酒 ･禁煙 についてのシンポジ ウムを那珂町で開 くとい うことも考え ら
れるが､他方で那珂町の未成年者がプカブカやっていたのでは仕方がない｡
近い将来根本正の ことが社会科の副読本 に載 る予定であるが､そ こで先生方が知識 とし
て根本正 を教 えるだけではな く､なぜ根本正が未成年者の禁酒 ･禁煙 を唱 え､法 の制定に
どれだけ苦労 したか､それ によって世の中が どう変わったかを切々 と訴 えていただきたいO
小学校 4年生は丁度 よい年頃である｡心の片隅 に根本正が残れば成功である｡ も し中学
生か高校生 になった ときに彼 等の一部が､ ｢
根本正が何だ｣ といいなが ら酒や タバ コをや
っていた ら周 囲の大人が ｢
おま え根本正の ことを習 った じゃないか -｣といって注意すべ
きである｡反抗は しない と思 う｡ このよ うな実績の蓄積があれば全国に発信できる｡
も う一つは根本正の人間を大切 にす る精神 だ と思 う｡ボランテ ィアや コミュニティづ く
りの指針 になるだろ う｡ この点については後 日述べてみたい｡
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