′上

I.

根 本 正 顕 彰 会 会 報 第 5号
平成 10年 8月 31日

第 2回理事会報告
8月 18日 (
火)午後 7- 9時那珂町中央公民館 で 11名が出席 して第 2回理事会 が
開かれ ま した｡今 回の会合 の 目的 は 10月 11日 (日) に開催 され る第 2回定期総会
に備 えて､第 1年度 の活動 を総括 し､第 2年度の活動 目標 を立て る とともに総会 に向
けての準備 に入 るとい うことです｡
会長 か ら次 の よ うなメモが配布 され､ これ に沿って協議が行 われま した｡

根本正顕彰会理事会 (1998. 8. 18)用 メモ

柏村一郎

--第 2回定期総会に向けて
1.第 1年度の活動 とその反省 (
『
今年 も水郡線 を SLが走 ります』の配布､臨時総会 と
根本正顕彰会』の作成､研究例会 と会報 (
すでに 4回- 6
講演会(3月 8 日)､文書 『
回を予定)､ 3つの委員会の発足､関係機関 (
展示 コーナーや保管庫の設置依頼 も含
め各般の協力依頼) と先進地高萩市役所等訪問､石碑 『
根本正先生生誕の地』の建立
と除幕式 (10月 11日(目)9時現地で)､若干の文献 ･資料 ･写真等の収集な ど)

2.第 2年度の課題 (
中期的 目標 を模索 しなが ら｡高萩市の活動は教 えられ ることが多
い･
･
.
第 4号会報をご覧 くだ さい)

現在は担い手不足なので

(1)各委員会活動の具体化 ･実質化--まずは各委員会の構成メンバ ーの充実
*行事広報等委員会 (
行事面では史跡めぐり-例えば 11月の研究例会は東京方面 ･
来年 5月は水郡線沿線な ど､町の文化祭-の参加 ?､そのほかに何ができるか ､
広報面では町民､学校の先生､児童､生徒､町外の機関や人び とに何 をす るか｡
マンガ入 り読み物の編集､印刷､配布 (
調査研究委員会 と共同で-予算は ?)
)
*調査研究委員会 (調査面では何 をどのよ うな 日程で調査す るか､
研究面では ①地元か ら見た `
根本正俊'
'をつ くり上げてい く(
一人ひ とりの根本正
俊を集大成 した地元か らの根本正俊､顕彰会 としての根本正俊 も可能)
(
参根本正の今 日的意義の追求
③根本正の精神 を今 日具体的に生か してい くには何 をすべきか な ど
*資料 ･史跡保存管理委員会 (
何を集めるか｡何をコピーす るか｡保存 ･展示につい
て町の社会教育課や歴史民俗資料館 との話 を詰める｡寄託､寄贈契約 についても話
を詰める.文書は館 にあるO基地な どを町の文化財 (
史跡)に指定 してもらうことに
ついて折衝す る. レリーフ建立に向けての諸準備 (
調査など)
)

(2)会員 を増やすo

(3)多 くの分野の人たちによって支えられ る 『
根本正ネ ッ トワーク』の充莱

(4) ｢
これな ら自分 もできる｣ とい うところまで仕事がこなれていない･
--これ をどう

す るか ｡上記の②③まで行 けば仕事は広がる｡ (5)顕彰事業の先進地か ら学ぶ｡

(6) 根本正について話 をす る場を各方面に設けてもらう｡-町当局には依頼 しま した｡

3.協議事項

那珂町国際交流協会-の加入 について (
会費 年 1万円)

4.第 2回定期総会に向けての諸準備 (10月 11日(日) 2時か ら那珂町中央公民館)
(1)役員は任期 3年なので原則はそのまま｡顧問に小宅町長｡顧問に佐藤次男氏の案

(2)第 1年度事業報告､決算報告､第 2年度事業予定 と予算 --･
担 当者は ?
(3)講演会の代わ りに報告会 (
高畑 さん､根本正男 さん､柏村 ｢
根本正の今 日的意義｣
)
(4) 案内状 (
欠席者 の委任状)､当 日の配布文書は何 と何か (
式次第､会則 ､(3)の 4つ､

会長挨拶､｢
根本正の今 日的意義｣､会員 ?と役員名簿) (5)ほかに何かよいアイデアは ?

1.の本年度の活動 については会員 と町当局等 の協力のおかげで運営が軌道 に乗 り､会
員数 も増 えま した｡ 3つの委員会が発足 し､当面の活動方針や活動内容 の討議が行われ､
全体の討議 と確認 を得て､いよいよ活動開始 とい うところまで来ま した｡

2.の第 2年度 の課題 は これ まで会員 の皆 さんか ら寄せ られ た ご意見 に私見 を交 えてま
とめたものです｡各委員会の具体的な活動内容については 8月 23 日に行われ る第 5回研
究例会で さらに討議が深 められ ると思われます｡
*行事広報等委員会 の ところで ｢
史跡 めぐ り｣ とあるのは､研究例会 が勉 強会 になって
いて近寄 り難い とい う声があるので､これに応 えよ うとす るものです｡
*調査研究委員会の ところで②根本正の今 日的意義 ③根本正の精神 を今 日具体的に生か
してい くには何をすべ きか､を載せ たのは第-に鍍彰 とい う仕事はここまでや らなけれ ば
本 当ではない とい う思いがあること､第二に根本正の精神 を生かすための実践活動 を した
い とい う人が少なか らずいるのではないか と思われ るので､そのよ うな人び とに早急に応
える必要があること｡ ｢
これな ら自分で もできる｣とい う仕事が増えてくると思われ ること､
(この会議のあ とで後藤副会長 か ら送 られてきたファックスに ｢
各会員が 自分 の得意な分
野で顕彰会の中で力を発揮できるよ うにするには どうした らよいか｣ とあ ります)
第三に調査研 究の仕事は 5- 10年行 えば仕事が減 って くる可能性が強い｡顕彰会が半永
久的 に続 くためには､将来次々に起 こって来 るいろいろな問題 に対 して根本正の精神で臨
む とすれば どうすべきか検討 しなが ら対応す るとい う行 き方が必要になって くると思われ
るか らです｡
高萩市の例 にあるよ うに､小 ･中学生が 自由研究で根本正を取 り上げ､学校や町の文化
祭で発表 した ら大 した ものだ と思 う｡小 ･中学生はもとよ り父母たちや町の人に与える影
響 は大きい｡子供はもちろん親 に とっても自由研究は頭の痛い問題 である｡顕彰会が これ
に全面的に協力できた らすば らしい｡"
根本正賞"はこの よ うな子供に上げるとよい｡
いままで ｢
"
顕彰会会員の思いは一つ" とい う声が多かったが､現実は "思いは多様"で
ある｡ このよ うな現実に対応 できるよ う鏡彰会 は多角的な運営が必要だ｣とい う意見が出
ま した｡
また､ ｢
根本正 とい う良い素材があるのだか ら､言葉は不適切か もしれないが商品化 して

売 り出す とい うマ ーケテ イング的ない しは経営的手法が大切である｣ とい う提言があ りま
した｡永年マ ーケテ イングや経営の仕事 を して こられた方 か ら見れ ば顕彰会 の運営はモ タ
モ タ しているよ うに見 えるのだろ うし､そのよ うに見 られて も仕方がない と思います｡
(
ただ､根本正 とい う商品 はあ りふれ た商品ではないのですO商品化 には時間がかか り
ます｡売 り手 (
会員) が買い手 (
一般 の人たち) に商品の中味 (
人物 ､思想 ､業績)や効
用 (
今 日的意義)や使 用方法 (
根本正の精神 を生かす実践活動) をきちん と説 明できなけ
れ ば売れ ない と思 います｡その よ うな意味でいまは商品化の最 中 とご理解いただ きたい と
思います -日日時間がな くてその席で 申 しあげ られ ませ んで したので､ ここて述べ させ てい
ただ きます)
②の ｢
根本正 の今 日的意義｣の追求ですが､ これ は① (
根本正俊 を作 るための調査研 究)
と③ (
実践) とを媒介す る大切 な仕事です｡
海後 さんが研 究例会そ の他 の場 で何度 か ｢
町の社会教育審議会 で､～成人式 で コー ヒー
カ ップや アルバ ム を贈 るよ りも加藤先生の 『根本正伝』 の一部 をコピー して贈 った方がは
るかに意義がある〝と提案 し､委員全員 に 『根本正伝』 を差 し上げたが､～そ うですね -〟
とい うだ けで黙殺 されて しまった｣ と残念が られ た｡
私(
柏村) は この頃次 の よ うに考 えるよ うにな りま した｡ --･
社会教育審議会 の委員 とい
えば この町では最高の有識者 に属す る人たちで根本正 について も知 っている と考 えられ る｡
しか し､ ｢
立派 な政治家 であった こ とはその通 りであって も､今 の若 い人た ちに理解 して
も らえるか ど うかまった く自信 がない｡ ほ とん ど読 まれず紙屑 に されて しま うのではない
か｣ とい う心配が あったのではないか と想像 され る｡ これ は ｢
根本正の今 日的意義｣が こ
れ まで一般 に追求 され て こなかった ことに原 因があ り､社会教育審議会 の委員 の責任 では
ない｡顕彰会 は早急 に これ を行 うべ きであ り､決 して準備十分 とはい えないが第 2回定期
総会で ｢
根本 正の今 日的意義｣ について､今考 えてい るこ とを述べ させ ていただきたい と
思っています｡ (ここの部分 は時間の都合 で理事会ではな く研究例会で申 しあげま した)
審議事項

1.小宅町長 ､佐藤次男氏に顧問を依頼す ることについて ---了承｡
(小宅町長 に顧 問兼会員 になっていただき､町 が後援 団体になるこ とを了承 して くだ さ
いま したので､顕彰会 には大 きなプ ラスになると思います｡
佐藤 さんに も顧 問兼会員 にな っていただきま した｡佐藤 さんは元茨城 県歴 史館 資料部長
で､その前は長 い間 (
茨城)県史編 さん室長 を勤め られ ､茨城県の歴史 の生 き字引です｡
那珂町史編 さん委員会の顧 問 もされ ま した｡研 究例会や講演会 な どで貴重 なお話 をいた
だけると思います｡ 32年前根本正について書いて､ これ はす ごい人だ と思ったそ うです)

2.那珂町国際交流協会-の加入 について
根本正 は国際的 に活躍 した人 で､その足跡 を追い､調査研 究 を進 め る うえで同協会の支
援が必要 になって くる と思います｡ また根本正 は "ブ ラジル移 民の父'
'ともいわれていま
すが､ 日系ブ ラジル人がかな り那珂町で働 いています｡ 同協会 では この よ うな人たち との

3

交流 を図っていますが､顕彰会でも協力 したい と思います｡同協会 の趣 旨に沿って海外に
一人 5万円)の補助があるそ うです｡
視察等で出かける場合 には一団体最高 50万円 (

3,石碑 『根本正先生生誕の地』の除幕式について
会報第 4号で ご報告 しま した よ うに､海後 さんのお骨折 りで束木倉の根本喜代治様 の屋
敷内に根本正顕彰会の名で このような石碑が建立 されます ので､ 10月 11日 (日)(
第2
回定期総会の 日)午前 9時か ら顕彰会の主催で､現地で除幕式を行 いたいと思います｡
･
･
･
-この ことも理事会の了解が得 られ ま した｡詳細は 9月に総会の案 内状 とともにお知
らせ し､会員の皆 さんのご協力 をお願い したい と思います｡

第 5回研 究 例 会 の報 告
8月 23日 (日)午後 2時 ～ 5時､那珂町中央公民館で開催 されま した｡出席者 17名｡
安斉副会長の司会で進 め られ､会長 あい さつ (
お もに 1ケ月間の経過報告)の あ と､ 8
月 18日の理事会の報告 と質疑応答が行われま したD
1.根本正贋 さんか ら ｢
建立者名や建立 日は石碑の表側が よいのではないか｣ とい うお話
があ り､会長が根本喜代治 さん (
正治 さん)､表 さん､海後 さん と連絡 して表側 に彫 るこ
とにな りま した｡

2.根本正の足跡 をた どってアメ リカを訪問す ることについては､会員 の中に強い要望が
あ り､第 2年 目の行事予定にいれてほ しい とい うことで した｡訪問は平成 11年 4-5月､

1週間程度｡個人負担は 30万円ぐらいか ?
事前の情報収集 が必要である｡訪問先 を どこにす るか｡根本正の手紙の送 り先は ? イ ン
ターネ ッ トの利用 も｡根本一族や当会員 の関係者 で過去に､また現在渡米 している人か ら
情報 を集 める｡ (
具体的な名前が出ま した｡追って聞いてみたい と思います)
アメ リカ人 で根本正 に影響 を与えたアメ リカの精神 を伝 えて くれ る人を探 し､呼んで話
を聞 く機会を作ってほ しい とい う要望があ りま した｡

3. ｢
会員が増えて現在 90名 になっているが､今後会費不納や何 かで会員が減少す るおそ
れはないか｡等身大の写真 を飾 るとか､多 くの人に PRす る機会 をつ くって会員 を増やす
努力 をしてほ しい｣ とい う話が出ま した｡ ･
--高萩市の長久保赤水顕彰会では､は じめの
頃義理で入った人が辞めて 150人が 130人になった｡その後は死亡な どで減った分 を
新規加入者で補 って以後数年横ばいであるとの ことです｡赤水に対す る市民の理解 は進ん
でいて顕彰会を支 える層の厚 さを感 じます｡ (｢
中心にいる人たちが頑張っていれば何 とか
なるD 自転車をこぐのを止 めた らす ぐダメになる｣ とい う励 ま しもあ ります)

50分 ほ ど 3つの委員会 に分かれ て討議 した後 ､各委員会 か ら報告が あ りま した｡
*行事広報等委員会
1.根本正 を PRす るチ ラシをつ くり､11月中に那珂町の全世帯 (12, 000戸)に行
政ル ー ト (
区一班一家庭)を通 して配布 してもらう｡

2.婦人会､食生活改善普及会､ネ ッ トワーク那珂､なかなか塾のお父 さんサ ミッ ト等に
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働 きかける｡

3.法人 に会員 になって もらう｡

4.会員 にアンケー ト調査 し､要望､意見を聞 くとともに 3つ の委員会-の加入者 を募 る｡
*調査研 究委員会
1.文献 目録 の作成 と資料の収集 を平行 して行 う｡

2.当面､旧町史編 さん室にある資料 ､県の歴史館 にある資料 ､国会図書館 にある資料､
茨城新 聞の記事 を調査す る｡
*資料 ･史跡保存管理委員会 - 8月 30目安斉 ､相村 が歴史民俗資料館 を訪問 し依頼 した｡
1.歴 史民俗資料館 に根本正 コーナーを設 ける｡- 了解 し､寄託 ･
寄贈 申込書 をいただ く
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2.顕彰会 として歴史民俗資料館友の会に加入す る｡-友の会はない｡

3.顕彰会 の事務局 を歴史民俗資料館 に移 しては どうか｡-態勢がないのでできない｡
4.清水洞の上整備事業で根本正を紹介す る掲示 をお願 いす る｡
時間の関係 で報告 だけで終わ りま した｡今後 ､委員会 内部 であるいは全体 で討議す る必
要がある項 目がい くつ もあるよ うに思います｡
◎ 遺品･
資料等 を寄託 ･
寄贈 されたい方 は安斉 (
または相村) に ご連絡 くだ さい｡
◎ 会 の運営の基本 を決 める理事会 に顕彰会 の運営 の中核 になってい る委員会 の委員長が
入 っていないのはおか しい､とい う指摘があ りま した｡全 くその通 りですので ､9月 6 日†
午
後 7- 9時 中央公民館) の理事会 は拡大理事会 に して委員長 さんに出席 して も らい､総会
で委員長 さんを理事に選 出 して もらうことに しよ うとい うことにな りま したC

長久保赤水顕彰会長宅訪 問記
根本正顕彰会 は長久保赤水顕彰会 をお手本 に して設 立 され ま した｡ なかなか塾 で設立準
備 を していた頃､いろい ろ教 えていただいた り､資料 を頂戴 した りして大いに助か りま し
た｡根本正顕彰会 の運営が軌道 に乗 りま したので､お礼 を述べ ､当顕彰会の今 日までの歩
みを報告 し､長久保赤水顕彰会運営の ノーハ ウを教 えていただ こ うとい う 3 つの 目的があ
りま した｡

8月 21日 (
金)午後 7時高萩市 に大崎宥一様 (
会長 ､画家)宅を相村､安斉 ､高畑､海
野徹 の 4 名 が訪問 しま した｡ 戻り
会長 で 『地政学者 長久保赤水伝』 とい う大冊の著者 であ
り､『儒俳弁』､『東奥紀行』､『長崎行役 日記』 (
いずれ も赤水関係)､『ソメイ ヨシノや ワサ
ビの名づ け親 松村任 三』 の著者 で もあ られ る長久保源蔵(
片雲) さん も同席 してお相手 を
して くだ さいま した｡
長久保赤水顕彰会は平成 4年 1
1月 6 日に設立 され､個人 108名 ､法人 5団体でスター
顕彰会報 『飛耳長 目』 よ り)
トしたが､平成 7年 1月 1日には 125名 になっています｡ (
は じめ赤水 を核 に して地元 に国立地 図博物館 をつ くろ うと考 えた｡ 当時 日本学 士院で も
その よ うな博物館 をつ くる計画があ り､犬 山市や 千葉市が名乗 り出ていたが､両市 ともや
や疲れ気味であった｡千葉市の隣の佐倉市 には国立歴史民俗博物館 ができた｡
そ こで高萩 市が北茨城 市 と提携 して ､病院 ､研 究施設 な どとともに地 図博物館 を誘致 し

よ うとい うことになった｡ ところが学士院では膨大な土地 と建物 ､ 100名 を超 える学芸
員 とい う構想だったので県は乗 って こない｡バブル後の不況で状況は悪かった｡採算が取
れ るか といわれ断念 した｡ (
平成 6年 8月に 400名 を超 える署名 を添 えて市 に 『国立地
図学博物館建設促進準備委員会設立』 と 『
長久保赤水記念館』の設立を陳情 し採択 された)
そ こで顕彰会 を中心に平成 7年頃か ら､旧松岡農協の大谷石 の倉庫が空 になっているの
で これを赤水記念館 に転用できないか とい うことにな り､市に働きかけてい る｡
隣に公民館があ り､そ この職員にお願いできれば学芸員 を常駐 させな くて済む｡
建物 はタダに して もらい ､ 3, 000万円で市が JAか ら土地を買い取 って もらわなけ
ればな らないが､経費節減の折､予算化できるか どうかはっき りしない｡
建設が具体化すれば改装にもお金がかかるので､寄付集 めをすることになると思 う｡
赤水についての PRす る場合､紙芝居は意外に効果がある｡ ｢
源蔵 さんの描いた紙芝居は､
馬 といってもキュウリに 4本の割 り箸を挿 したよ うなものだか､ これが受ける｡私な どは
考えて考 えて描 くのだが､それ よりも源蔵 さんの強引な描 きかたの方が訴 える力がある｣
と大崎 さんはいわれる｡
自由研究で子供が描 いた赤水 にまつわ る絵 に対 して､町の歴史好 きのお じさんが ｢この
チ ョンマゲは商人のスタイルで､武士のチ ョンマゲはこうい う風に描 くのだ｣ と教 えた｡
町のお じさん と子供 の交流が生まれた｡
｢
教科書や 副読本 に名 前が載れば PR効果 は極 めて大 きいのでそ の よ うに努 めた らよ
い｣ とい う話があ りま した｡ これ を聞いて､も し中学か高校の保健の教科書に未成年者の
禁煙や禁酒 に関 して根本正について述べ られていれば pR効果はあると思った｡
しか し､なぜ根本正が苦労 してこのよ う法律を作ったかをきちん と教 える必要がある｡
平成 6年 6月 5 日(日) に顕彰会の理事の一人が講師 となって､高萩 市立松岡中学校の 1
年生を対象 に郷土史講座 を実施 し､その中で赤水について 2時間話 を し､好評であった｡
全校生徒 と父母 を対象に した 『
松岡歴史新聞』 に赤水の特集記事を載せた｡
(
学校は文化 の発信源 として大切な ところなので､顕彰会-の小中学校の先生方の加入状
況をたずねてみた) 10人ほ どで､校長は一人 もいない と嘆いてお られたo(
根本正顕彰会
はゼ ロ)
定期総会その他 の機会に講演会を行 っている｡講師は会員O今 日若松健小 さん(
歯科医で
コーラスの指導者)が コーラスの発表会のため水戸-行 き､出席できな くなって残念であ
る｡実務面で も有能でそち らの方は任せているが､その話ができな くて､ とい うことであ
った｡会員の層の厚 さ､質の高 さ､有機的つなが りの確か さな どうらやま しい限 りである｡
現在創 立以来 7年 目になるが ､ 6- 7年 目とい うのは中だるみにな りやす い｡ 5年 ぐら
いで原稿が出尽 くして しま うか らである｡顕彰会の中心メンバ ーが北茨城市に東電が計画
している 400万 KW の火力発電所 に反対す る運動 に参加 し､顕彰会の方が少 しお留守に
なった感 はある｡石炭殻 を海-捨てれ ば海 の生態系が破壊 され る｡ 自販機 を減 らせば電力
は節約でき､ この大火発は要 らな くなる｡原発や火発 を減 らせ ば膨大な地元対策費が不要

になって､その分電力が安 くなるはずだ とい う話があった｡すでに酒の 自販機販売は未成
年者飲酒禁止法に違反す るとい う指摘が出ている｡
大崎 さんのお祖父 さん(
いつか仙台で有名 な教育者 と聞いた)は大の酒豪でかな りの財産
を使い､高萩 に来て小峰酒造の酒蔵 を買って これ を教会に改造 し､そ こで禁酒運動 を した
とい うことである｡根本正の晩年に当た る頃なので､根本正 と交流があったか もしれない｡
以下､顕彰会会報 『
飛耳長 目』や定期総会の決算報告か らま とめた｡
現在(
平 10)会費収入(
予算) 33万円(
個人 93､法人 5として)
a
事務費 と会議費で この 6年間平均 9万円弱､事業費 平均 11万円強 (
年によ り6万
円前後の視察旅行補助や学校-の地図の複製寄贈 (34万円)､会員な ど-の出版物の
贈与)､資料購入費(
古地図､古書な ど､顕彰会単独か市の補助 に不足分負担で)平均
18万円弱｡事業費や資料購入費はお金があれ ば多 く支出 し､なければ節減 している
よ うに見 える｡(
各年度の決算報告書か ら)

1泊研修旅行 は
仙台､多賀城碑､塩釜､松島､金華
平成 5年 8月--"『東奥紀行』の足跡 を尋ねる旅" (
山､石巻な どで 1泊 2日2万円､ 28人--好評であった)
出羽 3山を中心に)
を計画
平成 6年 と 7年に第 2回"『東奥紀行』の足跡 を尋ねる旅"(
したが､参加 申込者不足で中止になった｡
日帰 り視察旅行 は
平成 5年 2月-古河歴史博物館特別展 『
鷹見泉石 と地図』 を参観

泉石は古河藩の家老

で洋学者 ､八百数十点の地図が展示 され､赤水の地図もあった｡参加者 9人｡
平成 6年 2月-土浦市立博物館 で 『地球儀の世界』展を見学 し､『地球儀 と日本人』 と
題 した講演 を聴 く｡伊奈町の間宮林蔵記念館 も見学 した｡参加者 8人｡
平成 8年 6月-千葉県八千代市生涯学習課 ､佐倉市の国立博物館､佐原市の伊能忠敬記
念館 を訪問｡市の生涯学習推進協議会 と合 同で､市の福祉バ スを利用｡
平成 9年 6月-つ くば市の地図 と測量の科学館 と岩井市の県の 自然博物館見学｡他 と共催
昔の陸前浜街道 をバ スでた どった り､江戸博物館や松岡城主中山家の塞- も行 った｡

次回の研 究例会 は 9月 20 日(日) 2時か ら那珂町 中央公民館 2階で
テーマは 1.第 2年度の課題 (
前回の各委員会報告内容の全体討議な ど)

2.研修旅行 の予習 (
東京 の根本正ゆか りの施設､場所) 3.その他

編集後記
8月 23 日第 5回研究例会 の帰 り道 ､根本正席 さんか ら ｢
顕彰会 も少 しずつ展望が見 え

てきま したね｣ といわれたQ よ うや くここまで来ま した｡大変でも 2年 目が楽 しみです｡
9月には町役場の職員 と那珂町の小 中学校 の先生 と PTA役員 の皆 さん全員 に 『
根本正

顕彰会』 とい う3枚綴 りの印刷物 を配布 します｡町長 さん と教育長 さんのご了解 を得てい
ます｡ 11月には那珂町 12, 000戸に別のチラシを配布す る話が出ています｡ IK
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