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【お知らせ】 第3固根本E・・5フzスティパル
時

場

容

臼

会

内

平成23年10月2臼(臼) 13:20""16:00 

那珂市ふれあいセンター『よこぽりJ
第1部 映像で見る「根本正の生涯J
第2部 講 演 ①「青少年健全育成の精神と業績j

②「水郡線裏目設事業の業績J
※ 多くの皆さんのご参加をお待ちしております.



ごあいさつ

根本正顕彰会会長舎津義雄

今年の 3月 11日午後 2時46分頃、我が国では数百年から千年に一度という巨大地
震に東北から首都圏にかけて見舞われました。今までも中越地震を始め大きい地震があ
りましたが、実感として地震の恐ろしさが分かりませんでした。今回の東日本大震災で
地震の恐ろしさを身を以て体験しました。この地震と共に大津波が押し寄せ、さらに福
島第一原子力発電所事故が重なり、日本中を震擁させたと思います。テレピの映像を見
るたびに街並みが凄い津波であっという聞に破壊され、一面が瓦礁で覆われているのを
見るとこれが現実なのだろうかと信じられない思いです。また、両親を失った震災孤児
も200名近くいると云うのを聴くと胸が痛みます。しかも今回の津波はリアス式の海
岸ばかりでなく単調な隆起海岸でも津波に襲われています。茨城県も那珂市も大きな被
害を受けました。会員の方で大津波の被害を受けた方もいます。会員の皆様も大なり小
なり被害を受けられた方が多いのではないかと思います。改めてお見舞いを申し上げま
す。

この東日本大震災を機に首都圏も近くに東海地震の震源域をひかえ、首都機能の移転
問題も論議の組上に上がってくるのではないでしょうか。東京には 1300万人が住ん
で東京への一極集中が進んでいます。東日本大震災では帰宅難民も多数にのぼったと云
われています。巨大な東海地震が起きると東海道新幹線、東名高速道路がストップし、
我が国の政治的・経済的中継機能がマヒし、その被害は計り知れないと思います。

また、福島第一原子力発電所の深刻な事故から我が国の将来のエネルギー政策の総合
的在り方も、根本的に検討される必要があるのではないでしょうか。私たちはこの大震
災から何を学ぶか、各人が立ち止まり考えて欲しいと思います。根本正も未成年者喫煙
禁止法や未成年者飲酒禁止法ばかりでなく、大衆の目線で自然災害の防止のために議会
で活躍しました。

さて、顕彰会は創立されて足かけ 15年になります。会員の皆様、地域の皆様に支え
られて活動できましたことを深く感謝致しております。
一昨年から始めた新規事業の f第3回根本正顕彰フェステパルJは、ふれあいセンタ

ーよこぼりで開催する予定です。根本正ゆかりの地を訪ねる旅は、東京方面で実施する
予定ですのでふるって参加して欲しいと思います。公民館まつりは根本正など「ヘボン
塾で学んだ人々j を取り上げる予定です。多くの方々に根本正を知っていただけるよう
工夫して参りたいと思います。また、『不屈の政治家根本正伝』は 1000部増刷出来ま
した。お知りあいの方々にご紹介いただければ有り難いです。
今後とも根本正に関する新しい資料を発掘して、根本正像を追求して参ります。今後

とも会員の皆様方のご指導・ご支援をお願い致します。

一1-



平成2'3隼鹿根本正顕彰会総会聞かる
平成 23年度の総会は、 5月 22日(日)来賓に那珂市教育長秋山和衛氏、茨城県議

会議員先崎光氏を迎えて午後 1時 30分から那珂市中央公民館で開催された。

1 曾揮義雄会長あいさつ

今年は本会発足以来 15年目を迎えた。また、

この度の東日本 大震災は大地震、大津波、原発

事故と三重の大被害を受ける未曾有の大惨事とな

った己被害を受けられた皆様方にお見舞い申し上

げる。根本正翁は、常に国民の目線で物事を 捉

え対策に臨んできた。災害対策はその代表例でも

ある。

本会は、皆様のご協力を得ながら、また皆様と

共に、この根本正翁の精神を少しでも多くの方に理解していただこうと努力を重ねてきて

いる。中でも、 2年前から始まったフェスティパルをはじめ従来からの公開講座やゆかり

の地を訪ねる旅、公民館まつりへの参加、会報の発行などが重点事業である。昨年度末に

『根本正伝』を増刷した。今後も新しい史料等の発掘に努め、さらなる根本正像に追って

いきたい。

2 秋山教育長あいさつ

早くから「国家の根幹は教育の充実発展にあるJと喝破されことは偉大な洞察力と感嘆

している。那珂市からこのような先人が出ていることを教育に携わるものとして再認識し、

子供たちに伝えていかなければならないと痛感している。那珂市の副読本には紹介されて

いるが、実際には触れることは少ないのではないかとも思っているが、子供たちには根本

翁のことを偉大な郷土の先人として誇りを持って学んでもらいたい。それには子供たちの

先端にいて指導する教師自らが根本正翁を勉強しなければならない。それによって、その

偉大さを伝えていきたい。

3 先崎県議あいさつ

この度、私も顕彰会に入会させていただいた。根本正翁は、那珂市や茨城県はもちろん

国家のために偉大なはたらきをなされた。今回の大震災に於いては、日本人の秩序正しさ、

倫理観や道億性の高さなど国民性が諸外国から高く評価された。自分も、改めて日本とは、

日本人とは、伝統とは何かなどを痛感させられた。今後、翁の偉大なる足跡・業績を辿り

ながらさらに深く学び、日々の生活・活動に活かしていきたい。会員の皆様方は、生涯学

習の域を超えて、常に真撃に取り組まれている姿に接し感動している。益々のご発展を期

待している。

4 議事

は平成 22年度の事業報告・決算報告、会計監査、平成

2 3年度事業計画案・予算案に続いて、死去された岩上

孝之監事の後任に武藤正夫氏、海野徹那珂市長の顧問就

任がそれぞれ承認された。

議事の中では、特に『根本正伝Jが取り上げられ、普

及活動のためにも本の寄贈・頒布先、在庫数などを会員

に知らせて欲しいとの要望があり、検討が約束された。

各会員とも、本の頒布・普及にさらに努力して、根本

正翁の精神を弘めていくことが確認された。
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【公開講演会】 〔時間 1 4時 50分'"1 5時 50分〕

1 演題 「根本正と自然災害J

2 講師 根本正顕彰会会長曾津義雄氏

※ 東日本大震災の後だけに、時宜にかな

った内容で、根本正翁の偉大さがさらに

印象深く伝わった講演で、あった。

【要旨】(詳細は別掲資料参照)

( 1 )はじめに

平成 23年 3月 11日午後 2時 46分は、我

々にとって忘れられない日時・時刻となった。

それぞれに被災はあったが、多くの人命・財産

・自然などを失い、正に天災の恐ろしさを実感

させられた。その上に人災である原発事故である。今後しっかりと検証して対策を立てて

欲しい。

(2 ) 明治 29年の三陸大津波

6月 16日午後 7時過ぎ、端午の節句や日清戦争から凱旋してきた兵士たちの祝賀会も

あってにぎやかな地域、そこへの大津波であった(高さ 38，9~;という)。岩手県気仙郡で

は人口の 21t'況に当たる 6，748人が死亡、吉演村では 91t去に当たる 982人が死亡した。仙

台の第2師団が派遣され、海軍は軍艦「和泉Jなどを派遣して漂流遺体の捜索に当たった。

(3) 昭和 8年の三陸大津波

3月3日午前 2時 30分発生、死者 1，500人、行方不明 1，100人、家屋流失 3，850戸、

流失船舶 5，806隻などの大被害。

明治 29年の大津波を体験した人たちの対応は次の 2例。

① 吉演村(現岩手県大船渡市)

集落の集団高地移動で昭和 8年は被害最小限、対策は有効であった。

② 唐丹村(現釜石市)山腹に宅地造成、しかし豊漁・大火災・漁港への往来の不便な

どから徐々に海岸近くに移住、これが壊滅的被害を受けることになった。

※ 現在、政府は復興プランを作成中であるが、仙台在住の顧問加藤純二先生は、

・巨大津波を防潮堤で防ぐことは不可能に近い。

・海岸から安全な高台に避難するには時聞がかかる。

・よって、「被災地域の中心部に耐震性の高い鉄筋コンクリート造りの円錐台形

の高層避難施設Jを造ること

を提唱されている。

(4)根本正と自然災害

根本正は、常に一般大衆の目線で政策・対策に取り組んで、いた。

① 利根川の治水対策に活躍

徳川家康は、江戸の水害防止・新田開発・軍事上の理由から、利根川と鬼怒川とを結び

つけて銚子へ注ぐ「利根の東遷(瀬替え)J策を行った。これにより、利根川の中・下流

域が水害を蒙るようになった。明治期だけでも 18回に及ぶ悲惨な状況で、特に明治 39

年・ 40年(1907) は続けて大規模な水害で、あった。前年は、流失家屋 2万戸、 10万人

が家を失う大被害。現地を視察した根本正は、第 24・25帝国議会で「利根川予防工事

速成に関する請願及び治水事業繰延復活に関する建議案Jを紹介し、明治政府が繰り延べ

た治水事業予算を復活させた。政府は大正 8年(1919)から年度制の治水対策を確立した。
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また、霞ヶ浦から流れ出す北利根側は、牛堀と潮来聞が狭く堆砂が多いために水流の停

滞が水害を助長させることを危倶し、北利根川・横利根川を実地調査して森県知事に河川

改修を要望し、明治 44年から 7年かけて完成させた。

利根本流の改修により、佐原から神栖まで新しい河道が開削されたが、従来の水門だけ

では利根本流から横利根川に大量の水が流入することを防ぐことができないため、横利根

開門を建設して横利根川や霞ヶ浦沿岸の水害防止や舟運の発達、経済の活性化に貢献した。

なお、明治 18年 (1885) 7月 1日の暴風による利根川下流の堤防決壊は、治水対策上

からの河内町・東村などを茨城県へ編入させる県境変更問題をもたらした。

② 高層気象観測所の設置

明治43年 (1910) 3月 12日、鹿島灘・九十九里浜に面した茨城・千葉岡県は突然の

暴風雪に見舞われた。マグロ漁に出ていた茨城県側の漁船団では生死不明 554人、難破

船 13隻、行方不明 24隻の被害。被害範囲はマグロ漁の中心地である平磯・湊町・前渡

村(現ひたちなか市)、北は河原子・久慈浜(現目立市)、南は東下村(現神栖市)に及

び、千葉県では溺死者 13人、行方不明 314人となる未曾有の海難事故であった。

その原因としての問題点

・船の構造が弱し、0 ・動力が風力であったため避難の機動性が乏しい0

.海岸線に出入りが乏しく避難港に恵まれていない。

・天気・気象を予知するに必要な高層気象観測が未発達である。

それまでの気象観測所は、明治8年 (1875) に設置された東京気象台、同 13年に設置

された富士山頂の気象観測(通年観測は昭和 7年から)、日本やドイツの海軍兵学校で学

んだ山階宮殿下が明治 35年 (1902) に私費で設置された筑波山測候所があった。

根本正は、今回の悲惨な海難事故を議会で早速取り上げ、議員立法で「高層気象観測所

設置建議案」を提出した。再三の建議を経て 11年後の大正 8年 (1919) にやっと筑波郡

小野川村長峰原(現つくば市)に高層気象台が発足、最初の気象台長は大石和三郎。

③ 東海村砂防林

本県の代表的な砂正村松海岸、砂防林造成に生涯を捧げた河田奈は、「冬の海岸砂丘を

知っている人は、この砂丘の起こった姿を忘れることはできない。砂は風と共に飛び、一

夜にして数百トンの砂を移動させる力は、自然の底なき恐怖である。この恐怖は、田も畑

も又家も叩き埋める。家は固く戸を閉ざす。行く大は姿をひそめる」と述べている。

大正 7年(1918)、根本正・熊切那珂郡長の斡旋、水戸小林区署長らの支援で村松村な

どが「海岸砂防林造成に関する試験地」に選ばれた。試験事業の中心は河田博士で、その

方式は「河田式J、「茨城式」と呼ばれた。大正 14年から昭和 28年にかけてなされた

造林事業により、村松砂正にはすばらしい黒松の美林が見られるに至った。河田農学博士

や苦労する村当局・村民たちの意向をくみ、政府に働きかけた代議士根本正の貢献を忘れ

ることはできない。

(5 )自然災害に学ぶ

ノーベル化学賞を受賞された野依良治博士は、「自然の理(道理)を越えない在り方が

必要である。技術は人間の作り出したものであるJと述べる。寺田寅彦の「災害は忘れた

頃にやってくる」は、「想定外は忘れた頃にやってくるJに通じる。いずれも自然への畏

敬の念を説いたものである。

国家及び地域における確かな防災政策と防災教育の重要性を再認識すべきである。

※ 総会時に、根本喜代寿様からは毎年お飲み物をご用意いただいております。

参加者一同厚くお礼申し上げます。
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' はじめに

平成23年度根本正講演会資料

平成 23年 5月 22日(日)

会場那珂市中央公民館

r根本 E と自然災書』
奮津義雄

3月 11日午後 2時 46分頃、宮城県から関東地方にかけてマグニチュード 9 (震度
7) という数百年~千年に一度しかないという東日本大震災に見舞われた。これに大津
波が加わり、さらに深刻な福島原子力発電所事故という未曾有の複合災害が発生した。
町並みが総て破壊され、沢山の人が命を失い、死亡・行方不明を合わせると 25，0 0 
0人以上にのぼる。この震災を境に風景も大きく変わった。震災孤児も百数十名に及ん
でいる。親を失った子供の心境は計り知れないものであろう。放射能の影響で避難者は
約 109，561名以上 (5月 22日現在・朝日新聞)になるという。本県も大きな被
害を受けている。北茨城・目立・那珂湊・大洗、鹿島・神栖なども大津波の被害を受け、
死亡者も 23名。また家屋の被害も大きい。

那珂市も上下水道・道路・建物・屋根・塀など大きな被害を受けている。私達はこれ
ほど大きい地震が来るとは想像だにしていなかったと思う。今まで阪神淡路大震災、中
越地震は情報で分かつていたつもりでいたが、あの恐ろしさは経験した人でないと本当
のことは分からないのではないか。恐ろしさのため家には入れず自動車の中で寝た人も
結構いたのではなかろうか。

我が国で前例のない福島原子力発電所事故は、自に見えない放射能が相手だけに健康
面から心配している人が多いと思う。避難区域も拡大され、多くの人達が着の身着のま
まで避難され、避難場の環境も十分でなく同情を禁じ得ません。この事故は自然災害と
も人災ともいわれています。また想定外と云う人もいます。果たして想定外だったので
しょうか。是非国が中心になり検証して欲しいと思います。我が国には原子力発電所が
54基あり、世界には沢山の原子力発電所があって我が国だけの問題ではないのですか
ら。

2 明治29隼 (18 9 6)の三陸大津波
三陸地方は今までに津波に 20回以上襲われている。明治 29年 6月 15日の津

波は今迄で例を見ない巨大な津波であった。『三陸津波志~ (新渡戸仙岳)には次の
ように記されている (W角川!日本地名大辞典岩手県~)。

この目、午後 7時頃、地震があった。と同時に、海岸では引潮があった。引潮
の時ではない。それなのに引いてはさし、さしては引いて、徐々に海水が増し
てきた。しかし、特にどうというほどでなかった。 8時 20分頃、沖の方で、
轟然と大砲のような響きがした。人々は、海上で軍艦の練習でもあるのかと思
っていた。とたんに、万雷の一時に破裂するような音とともに、 20""'30メ
}トルもの黒山のような津波が、耳をつんざくばかりに怒号して、天をつき、
地を捲き、猛り来り、狂い去り、一瞬にして、沿海一帯 70里の人畜・家屋・
船舶、ありとあらゆるすべてのものーなめにした。市街も村落も片景もない。
見渡す限り荒涼たるで泥地砂場と変じ、死体累々と数限りなく重なっている。
酸鼻・懐槍・形容に言葉がない。

しかもこの日は親族が集まり端午の節句の祝(陰暦)や日清戦争から凱旋してきた兵
士達の祝賀会も行われていた。。このような時、大津波は押し寄せた。

岩手県気仙郡人口 32，609人死者6、 748人 (21%)
吉演村人口 1，075人 死者 982人 (91%) 

上閉伊郡 16，259人 6， 969人 (4 3%) 
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下閉伊郡 35，482人 7， 554人 (21%) 
九戸郡 1， 294名

岩手の三陸沿岸の4郡の当時の人口は、当時約 103，000人で、そのうち 22， 
000人 (21・4%)が命を失っている。釜石地区は人口 65 5 7人であったが 60
%以上の人命が失われている。この巨大津波では岩手県の被害が特に大きかった。

『岩手県史近代編 3~ では、午後 7 時半すぎ強震があって 8 時 7分頃から県の東海
岸に大津波が押し寄せ、死者 18，158人、傷者2，942人、家屋の流失5，6 
1 7戸、浸水家屋 1，075戸、流失破壊の船舶 5，456、漁網の流失 21，2 9 
7、牛馬の鎗死 1，2 1 8頭とある。
東日本大震災での津波の高さは宮古市で 38・9メートルといわれるが、明治29

年の時の最高は、海抜50メートル近くまで及んだという (W三陸海岸大津波』吉村昭)。
震源地は釜石・吉浜東方200kmの海底。

宮城県死者3，452人、流失家屋3、 121戸。
仙台の第2師団は多数の軍医や工兵隊員・憲兵隊を派遣、海軍は軍艦「和泉j・「龍

田J・f筑紫j を派遣し、漂流死体の捜索に当たった。

これに追い打ちを掛けるように同年8月 31日朝、希有な大地震があり、これは陸
奥大地震といわれる。家屋の全壊3，652戸、その他の建物の全壊 2，769、朝
の5時6分に発生したので死者4名、負傷者 14名、軽傷者29名、第馬 11頭と報
告されている。

{り 昭租S年の三陸犬猿漉
3月 3日午前2時 30分発生。死者 1，500人、傷者880人、行方不明 1，1 

00人、家屋流失3850戸、倒壊 1，580戸、焼失250戸、船舶の流失5，8 
06隻の大きな被害を受けた。

(2) 匡犬猿織を経験した人遣の対応
明治29年の巨大津波の被害を受けた三陸地方では、どの様に対応したのだろうか。
①吉演村(現岩手県大船渡市)の場合

生存者は名主の指導のもと、協力して集落を高台に移した。その結果、昭和
8年の大津波でも被害は最小限で済んだという。集落の高地移住の有効なこ
とが今回の東日本大震災でも実証された。

② 唐丹村(現釜石市)の場合
村は山腹に新しく宅地を造成して集落を移した。しかし、豊漁が続いたこと、
大火災があったことや移住地が海岸から遠く、漁港への往来の不便さなどが
あり、海岸に住宅を設ける人が多くなり、昭和8年の大津波では壊滅的被害
をう受けたという。

f私の視点一高台に移転は住民主体でJ(2 3・4月付朝日新聞』
東北大準教授越村俊一)による。

(現在の政府は集落を高地移転へ移転し、海岸の漁港や水産会社に通勤する街っく
りプランを紹介している。仙台在住の本会顧問の加藤純二先生(内科医)は、巨
大津波を防潮堤で防ぐのは不可能に近く、海岸から安全な高台に避難するにも時
間がかかる。平坦地の避難所に逃げて死亡した人も多いので、『被害地域の中心部
に耐震性の高い鉄筋コンクリート造りの円錐台形の高層の避難施設』を造ること
を提言している (23年 5月 1日付『禁酒新聞』第785号)。

S 根本軍と自然災曹
〈り剥根川の治水に活瞳
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十余島村・本新島村(現稲敷市)を『茨城県へ管轄替え』の建議案提案
・千葉県で反対運動起こる(知事や山懸有朋内務大臣などに県会の建議に
反対する建白書の送付)。
・根本正・木村格之輔…帝国議会に「県境界変更案j提出…議会解散で審
議未了になる。

・明治31年 茨城県稲敷郡になる(政府提案)。

{幻高層気象観漏崩の留置
明治43年 (1910) 3月 12日、鹿島灘と九十九里浜に面した茨城・千葉

両県に突知暴風雪が襲いかかり多数の漁船が遭難した。この海域ではずグロの流
し網漁が行われていた。当日、銚子では午前 10時頃から風が強くなり、正午に
は風速25旬、気圧は午前 11時30分頃 743・2ミリメートル、午前 11時
頃から午後4時頃まで雪になり、気温は正午には氷点下になった。マグ、ロ漁は沖
合漁場で 2日から 3日かけて行う危険度の高いものであった。茨城県は生死不明
554人、難波船 13隻、行方不明 24隻の被害が出た。特にマグロ漁の中心地
平磯・湊町・前渡村(現ひたちなか市)、北は河原子・久慈浜(現日立市)から南
は東下村(現神栖市)の広い地域が被害を受けた。 千葉県では溺死者 13人、
行方不明 314人、両県では 1，000人近い尊い人命が失われるという未曾有
の海難事故であった。

この海難事故の原因として①船の構造が弱いこと、②動力が風のため避難する
にも機動性に乏しいこと、③海岸線は出入に乏しく避難港に恵まれなかったこと、
④天気・気象を予知するのに必要な高層気象観測の未発達という問題があった0

・明治8年 (1875)東京気象台できる。
間 13年富士山頂で気温観測、通年観測は昭和 7年からである。

-明治35年山階宮殿下が我が国に高層気象観測所が無いのを遺憾に思い、筑波
山男体山頂 (87 6 ~;)に私費で筑波山測候所を設けた。我が国に於ける唯一
の山岳観測所で、あった。観測の結果は中央気象台に送られ、中央気象台発行の
天気図に加味され、「高層に於ける現象の一端を覗き知る唯一の資料j になった
という。また、筑波山山頂で花火を上げて気流の観測をしている。

・中央気象台も靖国神社の大祭礼の花火を経緯儀で観測し、上層の気象の動きを
推定する実験を行ったりしていた。

1)高層気象観測所設置建議案を提出する.
根本正は明治43年3月22日の第 26帝国議会で、茨城・千葉両県の沖合

で起きた悲惨な大海難事故問題を取り上げ、同じような海難事故が再び起こる
のを防止するために議員立法で「高層気象観測所設置建議案j を提出した。我
が国の予報・警報は単に地上にある各地の気象観測によって高気圧・低気圧の
位置、進行方向や速度を計算し、翌日の天気の変化を予知している。しかし、
近年の研究では「高低気圧は大気の高層にその動源を有するものにして其の進
行及盛衰は地上より一塁半に至る気層の温度、湿度に依りて定まるものなるこ
とは疑なきものの如しJと指摘している。地上観測だけでは不十分である。高
層の気象を観測すれば、暴風雨の発生する以前にその兆候が分かるので L主主自
・警報の機を逸し又的中を誤るが如きこと少きに至るべしj と述べている。従
って政府は速やかに高層気象観測所を設けるべきであると。外国では高層気象
観測所が多数設けられている。高層気象観測をすれば40時間前、約2目前に
暴風雨などを予知できるので高層気象観測所から電話・電報その他の方法で連
絡すれば、漁民は漁に出ないですむから危険を避けられる。そうすれば天災を
人為を以て防ぐことが出来ると述べている。
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さらに我が国は海に閉まれ漁業は重要な産業である。 1か年の漁獲量は81 
50万円以上で、漁船も 43万隻以上ある。しかるに暴風などによる被害は、
1か年平均950隻にのぼり、 1600から 1700人の尊い人命が失われて
いる。高層気象観測所を設けないのは、我が国の利益にならないばかりか、我
が国文明の恥辱であると主張している。

そして高層気象観測は山地でなくても平地で しかも余り経費をかけないで
出来る。風船や気球を作って観測すればよい。我が国には『凧』を作る伝統が
ある。『凧』は布張りにして大きさは幅6尺4方(約21z四方)、厚さ 3尺(約
90センチメートル)位のを作り、その中に時計・寒暖計・晴雨計・湿度計な
どの自記観測機器を入れて、高さ 1里半 (6キロメートル)から 2里 (8キロ
メートル)位まであげると上空の大気の様子が自動的に記録される。この方法
なら経常費も含めて数万円で出来る。そうすれば漁業その他の風害を防ぐこと
が出来る。間接的には国力の発展につながると強く主張した。
2)長峰原に高層気象観測所完成する.

-根本正の再三の建議案の提出
・明治43年始めて飛行機が飛び、高層気象の重要性の認識たかまる。
・同 44年中央気象台技師大石和三郎がドイツのリンデルベルグ気象台

に留学、その後イギリス・スイス・アメリカを歴訪する。
-大正2年 根本正4回目の建議案を提出

大石和三郎帰国・・・高層気象台設立の予算書提出・・・土地の実地
調査と場所の選定(水戸・石岡・牛久付近など)

・同 8年 筑波郡小野川村長峰原(現つくば市)に決定
高層気象台設立予算認められ、国有林野52;'~農商務省より
取得する。
『高層気象台』発足…大石和三郎高層気象台長となる。
根本正は最初の建議案を出してから 11年の歳月を掛けて実

翠主主主
1 1月から地上気象観測を開始

・問 1 1年『凧』及び『係留気球』によろ高層気象観測開始する。
・同 1 2年『凧』の鋼索(ピアノ線)が、高圧線にふれ技手の死亡事故

(3) 根本正と東海村砂防椋
1)村総砂斤

本県の代表的な砂丘として村松砂丘と鹿島砂丘がある。村松砂丘は久慈川河
口から阿字ヶ浦にかけて分布している。久慈川によって運ばれた砂が卓越風に
よって運ばれ海岸に堆積したものである。砂丘は南北6キロメートル、幅 1キ
ロメートルの海岸線に沿って発達し、最高は 36~;ある。この砂丘の発達によ
り入り江であったところが飛砂で堰き止められ阿漕が浦や真崎浦の沼が出来た。
この地の沢田海岸には『千々乱風(地々乱風)~の伝説がある。昔、秋に 7 5 

日間強い東北風が吹き青塚村・大塚村・二亦村の集落が砂に埋もれて、前渡・
馬渡・横道坪(現ひたちなか市)へ移住せざるを得なかったという(佐藤次男
f伝説千々乱風JW茨城県史の研究~ 3 2)。ここから一部製塩跡などが発見され
ている。昔から砂丘による被害が出ていたのだろうか。『み府史料』浜田組馬渡
村の項にも f元和の末大風にて家並みも吹潰され、住ひ成がたくして今の所に
移り、寛永の末に青塚、ニ亦のニヵ村を合せ一村となす。大塚は今の前浜なり J
とある。
村松砂丘は明治の中頃までは天然性の黒松が自生していたが、それ以降は乱

伐や保護がゆき届かず、次第に減少し、海岸から内陸部へ裸地化が進み、大正
の初め頃は荒漠化した砂丘となった。その結果、飛砂や潮風で田畑や民家に大
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まさる

きな被害が出るようになった。我が国の砂防林造成に生涯を捧げた河田奈農学
博士は、砂丘の恐ろしさについて f冬の海岸砂丘を知っている人は、この砂丘
の怒った姿を忘れることは出来ない。砂は風と共に飛び一夜にして数百トンの
砂を移動させる力は、自然の底なき恐怖である。この恐怖は回も畑も、又家も
叩き埋める。家は国く戸を閉ざす。行く人は姿をひそめるj と述べている (W郷
土史講座東海村~)。

村松海岸の約 6・5キロメートルは、砂磯ばかりで大小無数の砂丘があり、
僅かに官有保安林で飛砂や潮風を防いでいたので、被害は甚だしく、まだ成木
にならない樹木は埋没したり、梢を傷め枯死する樹木も多くなってる状況であ
った。林相が乏しくなったところへ飛砂が波浪の襲来するが如く、噴火口から
溶岩が遊るように侵入してくる。そして砂丘を形成し、大砂丘へと成長し、樹
高百尺の木(約 30 ~;:)も埋没し、僅かに樹木の頂上部分(幹頭)が出ている
にすぎない。東北風の当たる地域は激甚を極め、両3年は飛砂の侵入速度が速
く、 300戸の集落、古社、名刺も埋没の危機にある。せっかく干拓した真崎
浦の干拓地300余町歩は、排水路の新川が飛砂で堰き止められると大沼沢に
戻り、良田を失うことになるので新川の飛砂による堆砂防止から始まった (W村
松村郷土史~)。村松の移動勢丘は深刻jな問題芯ずく当時の新聞は「本県は沿海四
十余里に亘り飛砂の惨害を被らざる所なく就中其区域及び被害の大なるは鹿
島郡にして那珂郡村松海岸之れに譲らざるものあり J(大正2年7月3日付『い
はらき』。

2)砂防林造成試験地に漠ばれる。
大正7年那珂郡出身代議士根本正・熊切那珂郡長の斡旋、水戸小林区署長ら

の支援で村松村他一大字が「海岸砂防林造成に関する試験地j に選ばれた。こ
れは全国で四国を除く 6大林区署毎に 1か所ずつ設ける国家的事業であった。
東西40 0"""" 6 0 O~;:、長さ 6400 メートルの事業で砂丘の成因・生態・移
動の状況、どの様にすれば移動する砂丘を固定化出来るかなどの研究や砂丘工
事により林地回復の過程を明らかにすることにあった。この試験事業の中心に
なったのは河田茶博士である。

3)本格的砂防林の造成と美林の完成
-第1期工事大正 14年~昭和 10年 128;:! 
・第2期工事昭和 11年~同 1 4年 30;:! 
-第3期工事昭和 26年~問 28年 2 6;:! 

河田農学博士による村松試験地での成果は、砂丘造林法として生態学的に体系
化され、我が国における砂防林造成法の規範となり、「河図式j、「茨城式j と
呼ばれた。
村松砂丘には素晴らしい黒松の美林が見られるが、多年にわたり砂丘と闘っ

た沢田村長を始め、一丸となって協力した村民、河田農学博士や苦労する村民
の意向をくみ政府に働きかけた那珂郡選出代議士根本正らの貢献を忘れること
は出来ない。

4 自然災曹に学ぶ ことわり

野依良治(ノーベル化学賞) r自然の理 (道理)を越えない在り方が必要
である。技術は人間の作り出したものである。j

寺田寅彦(物理学者・随筆家)r災害は忘れた頃にやってくるJ
「想定外と言う言葉J…「想定外は忘れた頃にやってくるJ…自然への畏敬の

念を忘れてきたのではないか。
政策(国・地域)と防災教育の必要性…岩手の吉浜村と唐丹村
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平.23隼鹿公開筒窟栂告「根本正と東木倉村絵図J(理事:仲田昭一発表)

平成 23年 6月 26日(日)、那珂

市の中央公民館で開催された第 l

回公開講座、本年度からは開始時

間を従来より 30分繰り上げて午後

l時 30分開始とし、 15時 30分まで

に終了と時刻を改定した。昨年度

の第 2回公開講座で増子輝雄副会

長が発表された「根本正の家庭教

育環境」に続くもので、新たに根

本喜代寿氏宅から提示された「根

本家系図J と「根本氏家系J (根本

正之兄東之介徳寿の記録)および

「東木倉村絵図J(軸装)を元に、

根本正を取り巻く姻戚関係および東木倉村周辺の史跡などをまとめたものである。

① 根本家およびその親族関係である。根本家の先祖が藤原秀郷の流れをくみ、常陸太

田の根本に住したことから佐竹氏の家臣団として「根本姓」を名乗り、慶長 7年 (1602)

の佐竹氏の秋田移住により兄は秋田に移り、弟が東木倉村に移住して村役人を務めた

こと。

② 正の母である早子も家族をまとめ、子弟の教育にも尽力し、地域の人々とも親和し

ていたこと。正の兄東之介が勤勉であり学問に励んでいたこと。東之介が孫の忍の成

長・活躍に期待し、正もまた北海道に土地を購入して農場経営をさせようと配慮した

こと。しかもその農場に「根本禁酒煙農場Jと命名したことなどは注目すべき新発見

であった。正の甥である勉が禁酒したとの手紙に接して、東木倉村全体が禁酒村にな

ることを期待していたことと併せて、正翁の信念を窺うことができる。

③ 村絵図は根本家・後藤家はじめ家の姿が具体的であり、清水寺の境内が大きく描か

れていて、かつての壮大な伽藍を知ることができる。後藤家も郷土格を持ち、庄屋役

を務めた家で、追鳥狩りに出た信之丞、その子孫である武彦は村長として村民融和・

産業興隆を図って功績を挙げ、県議会議員として活躍した。その子の園彦・信彦兄弟

は生徒思いの教育熱心な小学校教員であった。千供を見ていて貧富の差から来る恵ま

れない子供たちに真心を尽くし、その思いはやがて「土に生きる。土地を大切にするJ

橘孝三郎の「兄弟村」の信条に共鳴していく。

これら根本・後藤両家は土着以来村役を務めて地域の有力者として学問に励む環境にも

あったと思われる。

以下は懇談での主な意見交換。

① 「清水寺Jは「しみずじ」か「きよみずでら」かが問題となった。京都の清水寺

に敬意を表し、直接倣うのでなく「しみずじ」としたらしいとのことです。

② 兄弟村では禁酒・禁煙であったのだろうか?定かではないので調査してみます。

③ 東木倉村は大きな宿である。西木倉村も水戸へ向かう街道の中で宿であったと思

われる。山田姓・植田姓の中で、数多く「屋号」で呼ばれている。この屋号をまと

めておく必要がある。

④ 常陸太田の「根本」に住まいしたとあるが、佐都地区内に現在でも字名があり、

「根本橋Jも存在している。

⑤ この絵図のようなすばらしい資料が更に出てくるとよいですね。今後も楽しみに

しています。
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平成 23年 6月 26日(日)

仲間昭一

平成 23年度根本正顕彰会第 1回公開講座

『東木倉村図J根本正と

;根

(平成 23年 2月 23日(水)) 

※ 1 2歳で水戸楓小路の豊田天功宅へ <f根本正伝』、徳寿の系図では 13歳)

{り梅本事@暗渠.
(r根本氏系図J(根本喜代寿家所蔵文書)と「根本氏家系J(根本東之介徳寿が孫の忍を激励

するために記したもの)とから整理した

大職冠内大臣藤原鎌足の 24世孫太田太夫通延

(太田城)

「一一一一 ・・・(数代略)・・・ 一一一

」根本備後守道時一寸一一道忠(根本左馬助;佐竹義宣の供にて羽州秋田へ移る)

L一道義一一徳慶一一徳定ー一徳宗一一道直一一

工徳家一徳長
通興(揮村植田氏男) 徳長

」一一徳栄(中丸村本多氏男)

て耳目)て3]

一亡。
魅盤コ

根本正翁

通資一一徳義

一一徳康---隼主「一一徳寿(東之介)

」一正

徳栄一一徳明

根本通徳=太田郷の根本に住す、よって氏(根本姓)と為す。

道基=根本市之丞、後に与左衛門。天正6年 (1578) に東木倉村へ移る。

徳慶=与三右衛門、寛永 18年 (1641) の水戸藩検地の際に役方(案内役)を務める。

徳贋=吉之平、後に半次衛門、庄屋(里正)として水戸藩の天保検地を担当する。

徳孝=r実は久慈郡西宮村鈴木右馬之允の 3男、文武相噌み、志宜しき者とて軍馬係、

兵員御組入になり、苗字帯万御弘行年 82歳。 j
とし

徳孝の妻早子は「徳庚の長女。家政を自んにし子弟を教育し、内外相棒く親和す。

行年 80歳。J

東之介徳欝=

喜代寿①

②

③

④

⑤

 

天保8年 (1837) 4月生まれ。水戸藩組長、福田村戸長兼務、居村村長、

村会議員。初め増一郎、壮年に東之介。家督を相続す。 開塾指導。

=次男、分家ス。初メ十三才ニテ豊田天功先生ノ門ニ入リ、十七才ニテ水

12 

正

⑥ 

⑦ 



戸御金方勤、二十才郡務方、二十二才廃藩、江戸へ出づ。兄徳奪が公職に

精励して家を省みる暇もなかった。代議士となった正は、それを憂慮、して

実家の田畑の流出を防いだ。

⑧ 寿一郎徳直=文久 2年 (1862) 4月 10日生まれ。働き詰めて家運維持。

⑨ 勉 =明治 19年 (1886) 8月 15日生まれ。勤勉実直・働きに働いた uこの

田畑は先祖伝来のものではない、正から得たものである」と感謝)。

「家を守るには、徳川家の如く為せ。 3代将軍家光で幕府は盤石となった。

その後 3代目ごとに確かな将軍が出て幕府政治は維持された。 3代目はしっ

かりした者が出るようにしていかねばならない。 3代目ごとに出ていれば家

は維持される。」

※ 根本東之介徳書・正の兄弟は学問への意欲が高く、両者とも生涯それを貫いた。

(2)根本草翁の実兄束之介徳欝

ー議『窓』への期待、『根本禁酒彊鹿場』の留立ー

根本正翁の実兄東之介は筆記をよくしたと云われる。長子の

寿一郎が家督を相続し、その子で長孫となる勉は順当に家督を

相続した。勉の弟で東之介には次孫に当たる忍に対しては家を

離れて活躍することを期待した。そのために、大正5年 (1916)

8月 9日、既に明治44年に刊行されていた維新前史『桜田義
すっ

挙録~ (雪の部)を写して「国ノ為ニ身ヲ摘ルハ是ヲ仁ニ本ヅ

ク」と義挙を称え、

右、維新前史棲田義挙録三巻の内、雪の部水戸烈公斉昭の

君の北海道開拓の請願、及び蝦夷地経営に関する件を抜写す。

目も心も労して筆を留る 時年八十歳根本東之介印

大正五年十月 天保八丁酉四月生徳書印

と記して、その著の中に流れる水戸藩主従の精神を体得させよ

うとしたのである。

それと同時に、根本家の「家系」を明らかにして根本家の家

訓、家風を強く認識させようとした。それがこの写本の途中に

記された「根本氏家系j である。

根本忍は明治 22年 (1889) 2月 20日

の生まれ。根本正は祖父東之介の弟に当た

る。身体壮健にして農業を好み忍耐に富ん

でいた。後に北海道に渡って農場経営に従

事することになる。これについて根本正は、

兄の東之介が『棲田義挙録』を写した中に

記した「常陸国那珂郡東木倉村根本氏家系」

の後に、大正 6年 (1917) 1月 10日付け

の記録として

かつて先君烈公(徳川斉昭)が早くから

蝦夷地拝領、開拓に意欲的であった先見
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の明を記載し、よくその意を継承し、以て帝国発展の基礎を堅固ならしめんとするにあり、

余、深く水戸侯が北海道開拓の事業に熱似ミ宅診を尽くされたるを賛成し、全力を投じ大正

3年 (1914) 3月に北海道北見国網走郡編木禽村において、 500町歩の土地の払い下げ

を受け、(内 100町歩を他へ譲る。残り 375町歩余り)この土地の管理者として根本忍

を選抜し、那珂郡玉川村(別本に若林村とある)篠田簡の下に労働せしめ置いた。

しかし、 3カ年を経過しても未だ収支がかなわず、毎月数十円を送金して開拓の事業を奨

励する所以のものは、先君烈公の遺志を貫徹し、また祖先根本家の恩に酬いしめんが為なり。

幸いに篠田簡は誠実勤勉尋常ならず、雪中山野を駿渉して開墾事業を成功するの期に至らし

めたり(要約)。

と述べている。

なお、明治 2年 (1869) 8月、水戸藩は北海道天塩園内の苫前・天塩、上川・中}II・麟島の

5郡を下付され、その内の麟島郡は北見国利尻郡と改称された。しかし、明治4年の廃藩置県

もあって翌 5年に開拓使に返還されている。明治期から大正期にかけての北海道開拓事業の意

義、および身内の根本忍に対して大きな期待を懸けていたことをうかがうことが出来る。

さらに続けて根本正は、

この土地をして「根本禁酒

彊麗場』と命名し、

一切使用人をして飲酒喫

煙の害を受けしめず、専

ら貯金自労・自活・独立

移民たらしめんことを奨

励し、忍の如きも毎月給

料を貯金し、数年を出で

ずして一家を成立せしむ

べき土地を所有するに至

るべし。本年の知きは、

篠田夫婦、忍及び他の労

働者の努力により、相当

の収入を見るに到れり。

かくの如き事実なるを以

て、数年の後には収支相

償うのみならず、楓*禁酒畑島場の盛大なるべきことを実顕するは、何人も確平保証する

に足る。(原文;カタカナ交じり)

と記している。

藩主に就任してからの徳川斉昭は、財政難解決の一助および海防対策として蝦夷地開拓に意

欲を示し、「北方未来考Jまで著して開発に対してその具体策を練っていた。根本正は、その

斉昭の遺志にも酬いることが出来ようと北海道開拓にも臨んだのである。さらには、その開拓

村を「根本禁酒煙農場」と命名しようとしたことにも驚く。根本正が未成年者の禁酒禁煙を実

現させたことは周知のことであるが、この精神を新天地の村名にも取り入れようとしていたこ

とは、根本正の生涯の信念が奈辺にあったかを実感するとともに、その徹底ぶりに学ぶところ

実に大きいものがある。
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(3)束木倉柑根本ヨ援を継ぐ勉(忍の兄}への期待
1 2歳 (13歳説もある)で東木倉村を出た根本正は、その実家(生家)を継いでいる兄東之介

の孫である勉に対する期待も大きかった。次の手紙は、正翁が勉に宛てたものであるが、年次が不

詳である。「東木倉村が禁酒村になることを期待しているJことからすれば、正翁が政治家として

全力を挙げて未成年者禁酒法案を成立させた大正 11年(1922) 前後であろうか。

勉が禁酒を決意したことを「この上なき忠君愛国の基礎であるJと喜んだ正翁が、この決意を以

て村民に説き、東木倉村の村長はじめ村会議員以下そろって禁酒を実践していけば、勤労が行き渡

り、各家々の経済も向上し、家内安全・幸福な生活が保証されよう。後藤家の本宅も禁酒を実践す

ることになれば、正に東木倉は禁酒村となるであろう、勉がその先頭に立つことを期待したのであ

った。以下が手紙の本文である。

禁酒すとの御葉書根本家存立の為め何寄安心仕候。むかし酒の害を知らざる時ノ¥

夢中ニのみ健康を害し又経済の道も忘れ、遂ニ祖先来の土地田畠をものみつぶし

候者、世上多く有之候。然るニ早く気が付、禁酒実行の御決心ハ、第一子孫のた

めニ相成、これぞ無此上忠君愛国の基礎と可相成。イ可卒東木倉の諸君ハ、率先し

て禁酒を守り全村の模範と相成、他日ハ全村禁酒を主張し、禁酒の人にあらざれ

パ村会議員ニも村長二も選挙せられざる位ニ禁酒の主張を拡張候様、先ツ金本・

秀之助両人を始め禁酒候ハパ、とニ角根本姓ハ禁酒相成、随て家政をも行届、借

金利払など無之様相成候ハパ、至然肥料等も行届、収穫を増加し、一家の生活も

富裕ニ相成、教育も行届、真二家内安全ニ相成候事確信仕候。後藤君の本宅二て

も同様禁酒口口相成候ハパ、速ニ東木倉だけハ禁酒村と相成、幸福の家庭と相成

可申候。何卒諸君へよろしく。

如斯事ノ¥学校の先生より宣伝すべき筈ニと可成、学校及役場ニて酒をのみ不

申様改革の必要可在之と可申候。 以上。

五月一日

根本正

根本勉様

(根本喜代寿氏所蔵)

(了)
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r.木倉柑国』に見る柑の最観(別添絵図参照)

この絵図は、「天保改正j・「東木倉村図Jと赤筆で記され、軸装さ

れたものである。水戸藩では天保 11年(1840)から税の公平化を

号指して検地が開始された。この検地事業にさいしては、根本半次

衛門徳贋が庄屋役として参画している。藩では、この検地に伴い、

村ごとの「検地帳」と共に「村絵図」の作成を命じた。この「東木

倉村絵図Jはその一つであり、検地事業が終了した後の天保 14年

( 1843)から嘉永 3年 (1849)頃にかけて作成されたものと思える。

画人は照沼貞斎であるが、この人物については未詳である。しかし

ながら、東木倉村全体が具体的に色彩豊かに明瞭に描かれており、

当時の様子を知る上で大変貴重なものである。これを、今日まで保

存されてこられた根本家に感謝いたすところである。

以下、この絵図に描かれた東木倉村を鳥敵してみる。

① 当時、西方台地上の袴塚村から那

珂台地方晃℃円かうには、万葉集にも詠

われた「曝井」のある「滝坂Jを下り、

那珂川の f中河内の渡しj を渡り、中河内村の鹿島神社を過ぎ、

田圃の中道を那珂台地へと向かう。また、台渡村からは現茨城大

学裏手通りの小岩井坂を下り「中河内Jあるいは「園田の渡しJ(当

時は田谷村であったことから「田谷の渡しj であったヵ)を渡つ

て東へ向かったものと思われる。なお、水戸街道(現 118号)は、西木倉旧街道から田圃の中

を上河内村へ向かい、一本松附近へ出た。

東木倉村下の小場江用水路を渡ると道路は左右に分かれ

る。右方へ行くと左手に上溜池・下溜池が見える。下溜池の

南端と二つの溜池の境界、さらに上溜池の上方にと 3箇所以

上に水車が回っていたという。この溜池の西側台地には、現

在円墳が 1つあり、墳丘の裾地に文化 3年(1806)の知意輪

観音石仏や古人の墓碑が見られる。廃寺(那珂西村真言宗勝

瞳院末寺の常福院ヵ)の跡といわれている。

② 一方、左方へ上ると、途中の右手に元の細い道がかすかに見える。

今では使用されていない。ここの坂は庚申塚と呼ばれているという。

たしかに、明和元年甲申 (1764) の庚申石仏(上半身欠損)と文政 1

0年 (1827) の二十三夜供養石塔が残っている。さらに上がると後藤

家の墓所があり、徳川斉昭時代に郷土として追鳥狩などの軍事訓練に

参加した後藤信之允や、

昭和初期に農村改革を目

指して奔走した後藤園彦

・信彦兄弟らも眠っている。坂を上りきると宿へ

出る。宿通りの直線の道路は福田村へ通じる主要

街道、太田方面を目指す人々の往来も多かったと

恩われる。(左;r天保 11年『御用留L後藤太氏所蔵J)
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③ 宿並の右側(東方)には郷土で庄屋役を務めた後最

藤家がある。後藤家の「屋敷図Jによると、通りに沿いL

って南からは土塁が築かれ、その内側には庭木が並木伊

植えされていた。北からは板塀が張られ、その内側に

も同じく並木植えがなされ両方の聞には扉をつけた四

脚門らしき大きな門も建てられていた。当時の稗倉(し、

わゆる郷蔵ではなく後藤家個人の蔵でそこから貯蔵米

が藩に届けられたようである)(【参考】;r後藤家J参照)

④ その後(北方)には鎮守吉田神社がある。境内には老木「つばきJがあり、現在は市指定

天然記念物となっている。明治期の初期、廃仏製釈政策により清水寺が清水神社に、寺の境内

の弁財天が厳島神社と改められたことがあり、清水寺再興のあとはこの神社境内に寄宮された。

また、石尊大権現不動明王の石塔(安永 5年 1776と享和 2年 1802) もある。

神社前の道を東へ下りると宮前溜池がある。湧水池のため常に一定温度であり、村人はよく

「種籾Jを浸して芽出しをしていたという。

左、 つばき

中、 石尊大権現石碑

右、 宮前池

側に見える大きな「曲がり屋jが庄屋を務めた根本正の生家である。

根本正が、幼少から 12歳までの多感な少年時代を過ごした故郷、これら周囲の環境は、様

々な体験を通して遣しい身体と豊かな精神力を育んでいった様子を想像させてくれる。

⑥ 街道が下りはじめる左手の台地上に根本家の墓所がある。ここに、根本正の祖先・祖父母

や両親が眠る。根本正の最愛の長男美倫も眠り、正自身もここに埋葬され眠っている。正・

美倫父子を顕彰する立派な碑が今日のふるさとの繁栄を見つめている。

⑦街道に沿って-Ji下がってまた上がる左手に、松林に固まれた清水寺(本尊白衣観音)

があり、「清水の観音様Jとして多くの参拝者で賑わったと云われる。境内下設には湧水豊

かな清水池に弁財天が杷られ、その脇に大きな山門があり、手前にもお堂が見える。池から

流れ出る水量はかなりのものと見える。この水は、周辺の田園を潤すと共に下方の溜池に溜

められ、さらに溜池の下を流れている小場江用水路に入り、用水路の水と相まって下方の田

園に流れ出て豊かな稔りをもたらす。溜池下へくねっていた小場江用水路は、現在は直線路

に据え変えられている。鎮守吉田神社の秋の祭礼には、収穫を終えた下方の村人がお礼の奉

納米をもって陸続と集ってきたそうである。
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⑧ 清水池前の石段を登ると、正面に 2層建ての本堂;観音堂が眼前に迫る。廻りには庫裏そ

の他の堂宇も 3棟見える。流石に水戸光臣根号、りで建立されただけに、華麗な伽藍であっ

たことが分かる。深淵幽玄な境内・伽藍と漉々と湧き出る清水の流れに接たた参詣者には、

まさに「京都の清水」の思いとしてこの観音堂が迫ったことであろう。

この清水寺も、大正 7年(1918)、大正 12年(1923) の2度の火災により一変してしまった

ようである。

⑨ この寺の先は福田村へ向かうが、その辺りは「清水原Jと呼ばれた平地林で、水戸藩の軍事訓

練場でもあった。(以下は『水戸紀年』による)

・享保 3年(1718)正月 公(綱条)今月後台下野山に田搬す。

・文化 14年 (1817)4月 本城及び清水原・仙波原陣法調練歳時怠ることなし0

・文政 2年 (1819) 3月 清水原田臓、鹿二頭を獲たり。

・文政8年 (1825) 11月 19日 江戸浪人山田勇衛門、城北清水原に於いて銃術町打ちあり。

荻野勉技増補神器障天山流と号す。大田村に来り久しく在留

す。其の門人をして試むる所なり。

・天保 4年 (1833) 3月 9代藩主烈公斉昭帰国。在国中鷹場仰付けらる村々 7カ村

武田村・堀口村・市毛村・津田村・中台村・東木倉村・西木倉村

⑩ 清水原のー画に後台野中あり。ここに利兵衛が息子「善重・与

重Jの孝行兄弟がいた。父の利兵衛は誠実・順法精神が高く子の養

育にも精励した。父の病後、兄の善重は父の意向を察して弟与重に

新宅させたいとしたが、弟与重はそれでは田畑が一層少なくなって

苦労・難渋するのみと断る。兄弟夫婦仲良く父母に孝行を尽くして

農業に精を出した。天明 8年 (1788) 7月、孝子・節婦・力行を奨
はるもり きんす

励していた 6代藩主文公徳川治保は、この父子に金子若子貫を与え

て表彰した。

このように、この地域には、純朴・徳行の農民たちがいた。大正

7年 (1918) 5月、那珂郡長丹誠は兄弟の徳を偲び、煩徳碑を建立

した(写真右)。

【根本事菖所肉】
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根本半次衛門の墓碑

(祖父東之介徳贋)



【参考) ....  (信之丞の孫) (W我が郷土』より整理)

明治 2年 (1869) 1月 13日東木倉生まれ 嘉永 4年 (1851)根本正誕生

茨城県巡査、 五台村農会職員、 小場江堰普通水利組合職員、

五台村村長 (3回) 明治 40年 (1907)2月 (38歳) 明治 44年 2月

大正 2年(1913)2月

その他;五台村農会長、村会議長、村教育会長、村消防組頭、那珂郡農会副会

※ 明治 40年ごろの五台村=村政の乱れ、人心不統一、事務停滞、滞納者続出

村政改革の課題・・・人心の融和、納税推進

村治の 2大方針 = 教育の普及と産業の発達

施策 ① 一村一校主義

明治 22、4 東木倉に五台尋常小学校、後台に分教場

.明治 32、4 分教場廃止、東木倉に第一尋常小学校、

後台に第二尋常小学校

明治 42、3 学校併合し東木倉に五台尋常小学校、五台に分教場

大正 15、2 現在地に新校舎 4月、五台分教場廃止し本校に併合

※ 各組合ごとに教育講話会・林業講習会開催

② 産業の振興

村内各戸を訪問し勤労と納税の啓発指導

-過リン酸石灰・硫酸アンモニアなど金肥偏重への警告

・堆肥使用の奨励、改良堆肥舎の建設補助と推進、堆肥の品評会

堆肥舎 150棟、堆肥 350貫 → 肥料金節約

・木倉小麦栽培推奨;明治 27・8頃、早生・多収穫・高品質の三徳小麦試作

大正 6年 (1917)からは長野・群馬・新潟・千葉へ視察員派遣

農作物試験地設置し研究推進、稲架の奨励、晩秋の田起こし、種子の水選、稚蚕の共同飼育消毒等

※ 昭和 12年 (1937)9月 26日 茨城県議会議員 68歳 昭和 15年 3月 3日残 75歳?..圃忠 明治 35年 (1902) 11， 6 武彦の 2男 大正 10年茨城県立農業学校卒業

(若き日の園彦)

代用教員=北相馬郡寺原村小学校・那珂郡中野小学校

大正 7年 (1918)橘孝三郎、常磐村橘家に「兄弟村」を起こす。

ミレーの画「晩鐘」の精神を活かした「常陸の新しき村」をめざす。

c f武者小路実篤の「新しき村J

大正 11年那珂郡柳川村小学校訓導、

にの頃差畳量は五台尋常小学校訓導)

大正 12年茨城県立農業教員養成所入学

大正 13年那珂郡川田村小学校訓導

(この年根本正落選引退)

昭和 4年 (1929) 6， 25 五台小学校にて

「兄弟村」代表橘孝三郎講演会

→ 農村青年啓蒙集団・組織化の意向

11， 23 r愛郷会j 発会

「土と隣人愛J=ふるさとの真髄

12， 25 五台支部発足 橘ら講演 600名の聴衆

「日本の危機と農民の覚悟J・「農村改造J (信彦)
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昭和 6年 4，15 r愛郷塾J結成・・・大地主義・兄弟主義・勤労主義

兄弟村の理念 → ナショナルな規模に拡大=r日本を救う国家改造j

土地兼併と土地の商品化禁止、自作農育成、国有地開放(海外移民等批判)

昭和 6年 9月 川田小学校を最後に退職 → 愛郷会入会

※ 後藤家は、橘家の水田小作人代金収納を依頼されていた。 (W勝岡市史』近現代編1)

後藤家の略家譜 (平成 23年 1月 7日訪問、後藤太氏の協力・提供)

i女 (信之丞)

基為-- 基有 基 緒 一 一清

(雄)

女(笠間へ)

基忠一寸ー武彦

(丑次郎)ト一女

」一清

後藤基為・基有(信之丞)関連史料

文政 6年 (1823) 郷土被仰付書写

天保元年(1830) 郷土被仰付書写

天保 15年 (1844) 12月 8中台村兼帯庄屋役

元治 元年 (1864) 東木倉村兼帯庄屋

修一一一一一太(現当主)

基彦一一r一一良彦

女 ト一女

女 」ー修

聞彦

信彦

文政 12年(1829) 御用留帳

天保 11年(1840) 御帰国・御参府御用留

文久 2年 (1862) 御用留帳

慶応 2年(1866) 御用留帳
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ブラジル開拓移民の蕃・の..と..への脇陣 (5)

舎津義雄

前号までは主に笠戸丸移民について述べてきたが、ブラジル移民の先駆的役割を果た
した人達について今回は触れてみたいと思う。ブラジル開拓移民の先駆者といわれるの
は上塚周平と水野龍(会報63号参照)である。しかし、水野については評価が分かれ
る。リオデジャネイロ州の先駆者は隈部三郎と山鯨勇三郎といわれる。

1.t思周平 《鴫治9く1876>---思租10く1935>> 
上塚は東京大学法科卒業。皇国殖民会社ブラジル業務代理人を務め「移民の父J

と云われている。皇国殖民会社は水野穂が明治41年 (1908) 1月、 2回目の
ブラジル訪問の後、コーヒー園への移民を送り出すために設立したものである。同
年4月、上塚は江藤哲蔵という人から新天地ブラジル行きを薦められたという。紹
介状を懐に八重州町の皇国殖民会社の社長水野龍を訪ねると、上塚は行くかどうか
返事をしないうちに f君、ブラジルに行ってくれますか、そりゃ有難いJと一方的
に決めてしまったという。翌日、係の土井権太氏から会社の方に来るようにとの手
紙が来たので、再度訪ねると膳は急げとばかりに服屋が来ていて寸法をとり、靴屋
が足の形をとり、さらに私の本籍、年齢、履歴をまとめた書類を作成してしまった。
まだ決心がついていなかったので大変驚いたようである。 4月8日、東京では大雪
が降った。渋谷で友人と雪見酒をしていたとき、神戸から電報が来た。 12日に船
が出航するから来るようにとのことなので、親の承諾を得る時間もなく行李一つを
抱え神戸に向かった。予定より少し遅れて4月28日笠戸丸は神戸港を出航し、サ
ントス港に6月18日到着した。上陸してみると沢山の移民事務に翻弄され、景色
を見る余裕もなく上陸したのも夢中で覚えていないと後日述懐している。移民収容
所で 5人の通訳と鈴木貞治郎氏に会い、彼等がいろいろ手伝ってくれたので日本人
移民をそれぞれの配耕先(コーヒ一国)に送ることが出来たという。ところが 10 
日も立たぬうちに各地の配耕先から絶望の悲鳴・手紙や沢山の逃亡者が押し寄せて
きた。このような事態への対応で心の安まる暇もなかったという。例えばゾウモン
ト耕地から 3日目に 3人の青年が逃げ出してサンパウロに来た。職を求め野宿して
いた。そこで 3人をホテルに連れて行き逃げてきた理由を聞いた。そして「君らは
なんてことをしてくれた。いま日本移民にとって、一番大事な時だといういうこと
が判らんのか。会社の責任者として、私も困るが、それよりも困るのは日本政府だ、
君等がどうしても、耕地から出たいなら出られるようにもしよう。頼むから一辺だ
け耕地に帰ってくれj と親身になって条理を尽くし説得したので、 3人は返す言葉
もなく配耕先に戻ることになった。上塚は俺の頼みを聞いてくれて有難うと、青年
遠の手をそれぞれ握り感謝した。 3青年を藤崎商会の支配人の所に連れて行き、「耕
地へ帰ったら、当分こうしたものは食えまい。たらふく食って帰ってくれj と刺身
や鯵をご馳走したという。翌日、植民会社書記の香山六郎にゾウモント耕地までの
切符を買わせ送っている (f コロニア五十年の歩み~)。
皇国殖民会社は倒産し、上塚は職を失い貧しい生活になったが、日本移民達の苦

労を考え自分だけ恵まれた生活を望まず、日本移民がよりよい生活の出来る理想郷
を目指して、大正7年 (1918)プロミッション(サンパウロ州)植民地を建設
し、日本移民と悲しみも苦労も喜びも共にしたという。病床に伏す生活の中でも常
に日本移民の将来を考えていたという。上塚は殖民会社の派手な宣伝と苦労する日
本移民の生活の君主離した現実に責任を感じ苦悩しながら、移民生活の向上を目指し
た。この心情を f夜逃げせし 移民思うや枯野星j、fタざれや樹かげに泣いて
獅珠もぎJ(号は瓢骨)と詠んでいる。日本移民は自分たちの悲しみ・苦労に寄り添
った上塚周平を記念しプロミッションに上塚公閣を設けている。プロミッション市

- 21 ー



長はその功績を高く評価し、墓地を提供している。 (W 日本人移民~ 2ブラジル藤
崎・山本)。

移民の父と云われた上塚周
平像(サンパウロ市)
(W日本人移民2ブラジル』
による)

昭和五年八月に建立された『開拓十周年組合塔J(プロミッション植民地)、右側の碑文
は、上塚の詠んだ f夜逃げせし移民思うや枯野星j と fタざれや樹かげに泣いて瑚
珠もぎj が刻まれている。 (W前掲書日本移民2ブラジル』による)2.輔婦の輔事、弁贋土砂ら鼠湿した...a・

『コロニア五十年の歩み』によると、隈部は杉村ブラジル3代弁理公使が著した「ブ
ラジル日本移民事情付貿易事項J(外務省通商局)という杉村報告書(会報63号参
照)に刺激を受けて、家族をあげてブラジルに移住した最初の人といわれる。隈部
は熊本に生まれ、のち鹿児島に移り、鹿児島中央裁判所判事、弁護士になった。当
時、我が国は日露戦争勝利ムード下にあり、国際的評価も高まり、北アメリカなど
ばかりでなく、他の大陸への進出発展を望んでいる社会状況があった。このような
とき f杉村報告書j が出された。隈部はこれに影響を受けた本田竹次家族と県下の
共鳴し希望に燃える 4青年、九玉吉造(指宿郡)・長瀬某(鹿児島)・鳥居某(肝属
郡)・安田良一(姶良郡)と共にブラジル移民を決行することになった。そして明治
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3 9年 5月10日出発した。しかし、神戸に到着してみると隈部の子供が眼病のた
め乗船が許可されず、治療のため残り、本田竹次家族と 4青年が欧州定期郵船サヌ
キ丸でロンドンを目指した。しかし到着してみると杉村公使の死去とのこと、さら
にブラジルでは不景気でコーヒー価格が暴落してヨーロッパ移民が騒いでいるとの
情報もあり、隈部の同志であった本田竹次家族は、落胆し帰国してしまった。 4青
年は移住計画の中心である隈部をロンドンに 20日ほど滞在し待ったが、到着しな
いので8月4日サザンプトン港(ロンドン南西部)からローヤルメール号で出航し、
8月 20日リオデジャネイロ港に到着した。 4青年は公使館を訪問し三浦荒次郎臨
時代理大使から激励を受け、翌日の夜行に乗り 22日サンパウロに到着した。

れ)..膏隼@コーヒー・《ファゼンダ)..  
4人は喧伝されているブラジルのコーヒー栽培の様子を知るためサンパウロ

州のカンピナースの瑚珠圏を訪れている。当時、当地方はコーヒー栽培の中心
地であった。そして、そこで働くヨーロッパ移民の状況はどのようなものであ
るかを鋭く観察している。「コロノは人権などぜんぜん尊重されず、コロノとい
う名のドレイにすぎなかったj と悲観的に捉えていた。ヨーロッパ移民の状況
は知人・友人・有力者などに手紙を通して知らされたという。

(2)回・三・・彊草の・E渇からリオデジャネイロ捌@植民事.へ
子供の眼病の治療の関係で4青年達と一緒に乗船できなかった隈部の家族は、

その後横浜に移り、ブラジル新天地に希望を燃やす有川新吉・松下正彦・西海
為蔵ら 3青年と共にブラジルを目指すことになった。 7月20日横浜を出航し、
3ヵ月後サンパウロ港に到着した。市内にイタリア人から部屋を借りてパリヤ
の巻煙草の製造を開始した。先に到着した安田良ーは最初、麦わら帽子製造工
場に日給 1ミル(食事なし)で勤務したが、のちホテルに 16時間労働で月給
50ミル(日本円換算で75円)で勤務した。他の青年達もホテルに一緒に勤
務した。ホテル勤務8ヵ月後、九玉吉造と安田良ーはサンフランシスコ広場に
資本金500ミルで野菜庖を開底した。邦人キタンダ第 1号になった。

明治40年 (1907) 9月、植民事業推進のため2度目の視察に来た皇国
殖民会社社長の水野龍はサンパウロ州ばかりでなく、首都のあるリオデジャネ
イロ州への日本人移民を考えていた。それには政治的ねらいもあった。そこで
水野健はパッケル・リオデジャネイロ州知事と水野纏及び皇国殖民会社のラフ
アエル・モンテイロ代理人との間で、土地の無償提供、日本人500家族以内
の殖民契約を結んだ。知事の出身地であるマカエ郡から入植を始めることにな
った。この契約を実行するため水野穣は隈部三郎に委せることになったo そこ
でブラジルという新天地に希望を託してきた青年遣に呼びかけたが、 2人は余
裕が無く帰国の途につき、呼びかけに応じたのは西漂為蔵・有川新吉と安田の
3人であった。
水野健に信頼され植民事業を委せられた隈部は、リオデジャネイロ州開拓の
f入植綱領j を作成した。下記の入植趣意書には国家的使命感と高揚感・悲壮

感が読み取れる。
建国二千五百有余年、優渥なるこう天の恩寵に依り、東洋の海中に独立し
て他と交通し、繁なり長夜の眠終に醒めんとするの暁天露盤…ペノレリの来
朝開国の連鎖となり、食欲飽くなきの猛鷲両翼を伸ばし、将に沖天に飛揚
せんとして我北辺をくらい世界の文明を以て自ら誇りたる之を利用して自
己を利せんとするの欧米各国先きを争い通商を求むるの間に立ちて、覚束
なりし天国体を維持したる吾人同胞は、半世紀を待たずして一度日清の役
により其位置を強固にし、且つ再度目露の戦勝に依り優に一等国を凌駕せ
んとするの膨脹カは、豪州北米に満足せず、支那朝鮮に溢して他に其の進
路を求めつ〉あるの時に当り、故杉村公使の舞楽西爾共和国移民に関する
報告一旦世に公にせらる与や、之に垂涯するもの多きも未だ事情の不明を
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以て進んで行くもの少きの時に当り、九州最南端の鹿児島にある同志の士
卒先して舞国移住を企て、各共人に後れん事を慮り自ら探検の任を負うて
…各々背水の陣を布いて冒峻事に当るの勇を鼓し郷関を出でし…中略

※舞楽西爾=舞国(ブラジノレの当て字・楽しい国を意味したらしい)

明治40年 9月皇国移民外数会社を代表せる水野龍氏サンパウロに来るや
吾々に委任するに同氏がリオ・デ・ジャネーロ州と締結したる同州に於け
る500家族を超過せざる第 1回日本殖民来伯すべき準備行為、即ち土地
の測量、殖民組織の基礎を以てせり。吾人が郷関を出ずる時の精神、希望、
実行の好機なるを以て、各自奮って此任を尽すことを期せり。…中略
従来吾人同胞の豪州北米其他に赴くもの多しと雌も、皆移民にして殖民に
非ず、今回伯国は之と其の趣きを異にし、植民の方法に依り新日本を組織
せんとするにあり。そもそも植民の方法たる欧州各国既に経験に富むと錐
も未だ此利益を有せざる。寄人間胞は如何にして之を成功するや、水野氏
が日本に於いて空前の植民方法を契約し、大和民族発展の進路を開きたる
功を空うせずして同氏の意志を貫くと同時に、同胞が戦闘に強きと同時に、
同じく実業にも強くして伯国原野を開拓し得るや否やは朝に星を戴きて出
で、タに月影を踏んで帰り、斧を振うて森林に労し、鍬を執って原頭に働
くの質朴従願なる同胞が、新植民組織の良否と勉励知何に在り。此新植民
地の準備を為すと同時に、此処に定住して以て植民地組織の基礎となり植
民の模範たらんが為、男子5人、婦女子6人。即ち隈部一家族夫婦に鬼女
五人、外に有川、安田、西海の三士より成る吾人一団が斧えつ未だ入らざ
るの修蒼たる森林に出入し、型鍬未だ下らざるの詮漢たる原野に労働し、
時としては猛獣と闘い、時としては毒蛇と争わざるを得ず。市して此一行
の成否は第一回植民の盛衰に関し、第一回植民の盛衰は日本植民の成否に
関し、日本植民の成否は、日本が戦いに依而収めたる国光の消長に関する
とこ少からず。故に吾人は各自の利益を増進すると同時に、日本国光の消
長に掛って吾人の双肩に在ることを念頭に置き、新植民地の中心となり、
柱石となり、総ての事此心を以て処し、此精神を以て事末の私心を存する
事なく、関心協力非常の決心と勇気と忍耐を以て、吾人の目的を達すると
同時に水野氏の功を空しうせざることを期さざるべからず。

このように覚悟を決め、決心した隈部三郎・安田良一・有川新吾・西津為蔵の4名
は、同心協力の証として『入植綱領趣意書』の末尾に明治40年 (1907) 10 
月 18日付けの署名をしている。

(3)リオデジャネイロ州@繍昆司E擦の櫨揖
一行は 11月 27日、リオデジャネイロに到着し、契約を結んだ、パッケル州

知事の秘書の案内で、 6時間かけて知事の出身地であるマカエの町に到着し、
植民地に予定されているサント・アントニオに入った。そして 12月 1日から
植民地開拓が始まった。未だ手っかずの森林を開墾し、最初は野菜畑を作る計
画であった。ところが開墾を始めた矢先に契約を結んだパッケル州知事が政争
で姿をくらましてしまうという事件が起きた。さらに植民事業の主催者である
皇国殖民会社社長の水野龍から東奔西走したが資金が集まらず、リオデジャネ
イロ州との植民契約破棄の連絡が入り、隈部らは希望を失い悲嘆のどん底に落
ちた。隈部は水野龍に委任され、意気に感じ日本人として国家的使命感を背負
い植民事業に望んだが、余りにも早い挫折であった。

『生ける移民史Jと言われた鈴木貞治郎(鈴木南樹・会報第63号参照)は、
水野龍に不信感を懐いていたし、コーヒー園で生活してきた多くの経験から失
敗が予想されたので、隈部に f全体に植民地経営というよう美名に酔うて、無
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また次のような悦話もある。ノルウエー船が北海道で座礁した時、離礁させるのが
難しく、本国からの指令で捨て値で売却することになった。これを貿ったのが山懸
である。購入したのは良いが、どうしたらよいか暫くの間悩んでいたという。とこ
ろが大暴風で自然と離礁できた。此でも大儲けをしたという。この時期は行動力・
決断力もあり、強運に恵まれて、牧場・鉱山・汽船も所有するようになった。日清
戦争後には中国へ石炭を運び、撫順(フーシュン)にも鉱山を所有したという (rコ
ロニア五十年の歩みJ)。
(2)事'障の失..ら続突旭7ラジル開掘を目指して
山賑の順風満帆であった事業も失敗に終わり、破産宣告を受けていた。そこでこ

の失敗を乗りこえ再起を図るためブラジルを目指したのである。山蘇は大資本家の
ふれこみでやって来たので、安田は信用してマカエ郡の郡長に相談し農地を調査す
ることになった。大資本家が来るというのでマカエの駅には、市長を始め楽隊で歓
迎したという。荷物は貨車二輔であった。その輸送費は着払いになっていたので安
田は大変驚いたという。お金を請求するとない。安田支配人にそれくらいの宰領が
なくてどうすると平然としている。イピチンガのホテルで盛大な市長主催の歓迎会
も開かれた。郡長などの協力で適当な土地が見つかったo この土地は90歳の老婆
が所有していた。 3耕地に分かれていて、合わせると 1000アルケールあり、そ
の中にはコーヒー園とコーヒー精製工場やピンガ醸造工場、住居、牛馬付きで 70
コントという超安値であったので、山豚に相談し直ちに購入することになった。し
かし、山鯨はストックしておいた花火が爆発して 40コントの損害を出していたの
で手付け金も払いない状態であった。手付け金は地主の了解を得、体裁が悪かった
がマカエの町で商売してる地主の弟から借りて支払ったという。安田は農場の経営
者が無一文と言うことに気づかれないように注意したという。安田にこれからは俺
を大将と呼べとも言っている。
農園では収入は年に一度しかない。山鯨と安田は使用人に支払うお金がないので

毎晩金作りに頭を悩ましていた。食料品一切を農場内で労働者に売ることにした。
卸元は大資本家というので快諾してくれた。そして使用人には農圏内だけで通用す
る「場票J(カスクード)を渡し、この券で買い物できるようにした。山懸は助かっ
たが卸元にはお金を払わないので行き詰まった。家族連れはまだしも独身者は、 f場
票j だけでは満足しないので支払いのため借金がふくらんだ。山賑はブラジル渡航
の目的は造船所と大漁業に必要な製塩業だと云っていた。北海道時代の成功の面影
が忘れられなかったのだろうか。そのため安田に製塩業の適地を調査してくるよう
命じている。しかし、調査費用は一文もよこさない人であった。安田は 20ミル(日
本の通貨に換算して約 30円)を持って出掛けた。山県薬は安田に f海岸で黒土があ
ってカニがいたら最適地だj と言われ、海岸を探し続け腹が減って動けなくなり、
地元の漁師にコーヒーを飲ませて貰ったりしたという。次の日も動けなくなり黒人
の老婆からマンジョカ粉に湯をかけて食べさせて貰ったりして、飢えを凌ぎながら
製塩業の適地を探し歩いたという。そしてカボ・フリオに立派な製塩所を見つけた。
これは排日家として知られるミゲール・コート教授所有のものであった。
山勝は日本で事業に失敗し、破産宣告を受けてブラジルにやってきたのは前述の

とおりである。その時、山鯨は資産の大部分を弟の中村誠七郎の名義にしておいた
で没収を免れていた。中村は第 1次欧州大戦で f船成金j になっていて、山勝に6
万円を送金してきた。このお金でミゲール・コート教授の製塩所に隣接する塩田を
購入した。後日、教授から『市場の安定のため同業者の協定j の話があった時、山
鯨はこれを断固として断ったので教授は親日家から排日家になったという説もある。

安田は調査の結果を山鯨に報告し、漁業根拠地としては大西洋に注ぐマカエJ11 (リ
オデジャネイロ東方)流域が適地であると進言した。そしてこの土地を長期間借地
する計画を立て、安田がマカエに赴き交渉しようとしたところ、この地域は首府リ
オデジャネイロ市に近く、海軍用地である上に外国人は借地が出来ないことが分か
り山隠は、とても落胆したという。安田は山勝の農場の支配人であったが、給料は
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出ないし、自分の持ち金まで使ってしまったので馬鹿ばかしくなり、元の地主から
貰った馬を抵当にして、農場のブラジル人から 50ミルを借用しリオデジャネイロ
に逃げ出したという。後に山脈は老婆から農場を購入したとき支配人の安聞がコミ
ツソン(仲介料または手数料)を貰っていたと思っていたようである。その辺の誤
解があったのだろうか。

安田は知人を通し農工省を何度も訪ねアラゴアス州首都マセイオ近くのサツーパ
農業徒弟学校の技師に任命され、 1912 (明治45年・大正元)年技師の日本人
1号になった。この学校は職員20人位、生徒はいないのでバナナやトマチの試験
的栽培をしたりした。気象部長も兼任し日課として気温・降水量・風速・風向など
の観測をしたという。安田はマセイオ市に日本商品を販売するため，校長に辞職願
いを提出すると、商売が軌道に乗るまで学校に席を置いてもよいとの話なので、リ
オデジャネイロの藤崎商会・蜂谷商会から商品を融通して貰い雑貨底を開いた。始
めの頃は良かったが行き詰まり閉底。

1 9 1 4年、学校を辞め農務省から連邦政府初めての試みとして設けられた第1
モンソン植民地で半年間、通訳兼日本人農業指導員を務めた。その後、パウリスタ
線サンタ・エウドシア耕地の米作支配人を務め、さらにセントラル線ピンダのサプ
カイ農場や東山農場に移り米作の権威者として知られた。安田が抜けた山蘇農場は、
その後どうなったか記録がない。遺産相続の面倒さを嫌い農場を譲ってくれた老婆
への支払いはどうなったのか、実弟中村が送金してきた 6万円の中から払ったのか
記録がないので不明である。いずれにしても山鯨勇三郎は山師的個性の強い男であ
る。

4 まとめ
上塚周平は皇国殖民会社の現地業務代理人として、移民初期における配耕先(コ

ーヒー園)の日本移民と地主(農園経営者)との多発したトラブルの調整・解決に
当たり、移民の苦労を思いやり、自分だけの恵まれた生活を望まず、移民と異国の
地の苦労・喜びを共にしながら理想の植民地を目指した開拓者である。

隈部三郎は判事・弁護士からブラジルの開拓を目指した異色の人である。皇国殖
民会社社長水野龍の知遇を得て、リオデジャネイロ州の植民事業に情熱を燃やし、『入
植綱領j まで作り、 f日本殖民の成否は、日本が戦い(日清・日露)に依而収めたる
国光の消長に関するとこ少なからずj と国家的使命感・悲壮感を持って臨んだが、
皇国殖民会社の資金難のため夢破れ、失意の中でサントス港から乗船し、海に身を
投じてしまった。

山懸勇三郎は北海道のニシン漁で成金になり、一時は牧場・鉱山・船を所有し、
フーシュン(撫願)に炭鉱をもち中国市場まで進出したが、事業に失敗しブラジル
開拓を目指した。ブラジルでは老婆から 1000アルケールの農場を譲り受け、ま
た船成金の実弟からの送金6万円で塩田を購入している。山鯨のブラジル渡航の目
的は造船所と漁業に必要な製塩業を目指していたという。山際の事業を支えたのは
安田良ーで、安聞は自分の資金まで使って山豚を助けたが、山県系を見限り、リオデ
ジャネイロへ出てしまったので、山鯨に関する記録はないので、その後どの様な事
業を始めたのか、その動静は不明である。

参考文献
コロニア五十年の歩み (1958・パウリスタ新聞社)、ブラジル日本移民八
十年史 (1991・日本移民八十年史編纂委員会)、日本移民五十周年記念笠
戸丸 (1958・日本移民五十年祭委員会発行)、ブラジル日本移民七十年史
(日本移民七十年史編纂委員会)、日本人移民 2ブラジル (1997・藤崎

康夫・山本耕二)
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根本涯と吉田松信

一義公壁書と烈公壁書をめぐってー

はじめに

根本正は、妻徳子が「主人は衣食のことは極単純で組衣粗食をもって

足れりとし、常に義公様の壁書九ヶ条を守って居るやうに思ひますJ(W微

光八十年~)と述べているように、生涯の指針のーっとして「義公壁書J

を大切にしてきた。那珂市東木倉の生家には、根本正が大正2年(1913)

元旦に写した壁書と義公の肖像を共にした軸装(右写真は部分)が保存

されている。大正 13年 (1924) 5月 10日に実施される総選挙用に刷

った名刺「衆議院議員候補勲三等根本正」の裏に「義公様御壁書Jとし

て9箇条を載せていることもそれを示している。同じくこの選挙に備え

た根本正君後援会の名刺裏には「源烈公壁書」が刷られている。根本正

が、この二つの壁書を大切にしていたことは明らかである。

一方、嘉永4年(1851)暮れに水戸を訪問した長州藩士吉田松陰は、

根本正と同じくこの義公壁書と烈公壁書を尊重している。根本正と吉田

松陰、この両者に共通点があることを前提としながら、根本正がめざし

た未成年者禁酒禁煙法と吉田松陰との接点を明らかにしようとするもの

である。

1 吉田松陰と義公壁書・烈公壁書

仲田昭一

はじめに、この義公壁書の内容は諸本によって少しの異聞はあるが、それは以下の 9箇

条である。

苦は楽のたねと知るべし、楽は苦の種と知るべし。

主人と親とは無理なる者と知るべし、下人は足らぬ者と知るべし。

子ほど親を思へ、子なき者は身にたくらべて、近きを手本とすべし。

錠に怖ちよ、火に威よ、分別なき者に怖ちよ、思を忘るることなかれ。

欲と色と酒と敵としるべし。

朝寝すべからず、舶の長座すべからず。

小なることに分別せよ、大なることに驚くべからず。

九分は足らず十分はこほると知るべし。

分別は堪忍にありと知るべし。 (W水戸歴世諦~)

しかし、この壁書は義公徳川光園(水戸藩第2代藩主)の言葉ではない。これに関する

考証の一つは、水戸藩士である小宮山楓軒が記した次にみる義公壁書考である。即ち

世に名君家司I1あり。享保中盛んに行はれて、有徳院(吉宗)の御自作の由もてはやせ

り。その後水戸に行はれしは、改め題して義公命令といへり。皆人、公の御作なりと

おもへり。是皆靴りにして、実は室鳩巣、加賀にありしとき、仮説楠木正成教諸子令

とか題されしなるものを、何人か書賭に授け梓に彫り、改めて名君家訓と題せしと云

ふこと、鳩巣の駿語ある本あるなり。その書、節倹を専らとせらるべきことを載せた
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る故に、当時有徳公の御作など云へると見えたり。白石先生、人の鳩巣のことを尋ね

し答えに、大臣の大餐をも、焼味噌ののこりにてすまさるる積もりなれば、その学術

も推して知らるべしとまうされしょし。初見甚だ異なりしと見えたり。

(W楓軒偶記』文化4年 (1807)) 

これによると、名君・家訓として流布した江戸時代中期に徳川吉宗作と云われたことが

ある。それが、水戸義公光聞の名君評判から義公作となったようである。この楓軒の論を

受けながら、考証を進めたのが考証論者でもある森銑三である。森は昭和 16年 (1941)

の講演の中で

私共は郷里の小学校で、義公の家司11だといって「苦は楽の種と知るべし」云々といふ

箇条書を教はったことがございます。『義公年譜採余』にもそれは出ていますが、そ

の後に(小宮山)楓軒が考を附け加へて、このことは先年吟味して見たが、安積潜泊

の書いた物の中に、これは五代将軍綱吉公の作であるとしてあるのを見て、義公でな

かったといふはっきりした証拠を得た。しかし、それが公になってしまったのは、天

下の善を皆公に帰し奉ったので、それによっても(公が)お徳の高かったことが知ら

れるとしています。果たしてこれが五代将軍の作かどうか、そこにはまだ研究の余地

がありさうですが、とにかくその家訓といふものは義公の作ではないと見てよろしか

らうと存じます。 (W著作集」第十二、「人物雑稿J)

と述べて、小宮山楓軒の考証を吟味し、また5代将軍綱吉作との論を紹介しながら結論と

して義公光園作を否定している。この森の論考で、義公作であるか否かの結論はでている

ものと考えられる。義公作の真偽はともかくとして、水戸領内にもこの義公壁書は広く流

布していたことは、水戸藩家老武田耕雲賓の写しをはじめ、飯田村(茨城県那珂市)の庄

屋を務めた大和田家文書「記開高歳」や中台村(那珂市)の石川家文書「視聴満筆Jの中

にも見えることからも窺える。

この壁書が、水戸領を越えて大きな影響を与えていたことは、安政2年 (1855) 2月3

日・ 4日に交わされた吉田松陰と兄梅太郎(在萩松下)との往復書翰の中に見ることがで

きる。

光間卿御箇条拝見感服し奉り、即ち最前景山公の壁書と並べ壁に糊し申し候、是は何

にて見られ候や、空覚えどもか。御製(具体的には不明)も難有き御製なり。是も同

断。景山公の書 cr烈公壁書J)感服の余り数通写して人々へも与へ候処、執れも感

服の趣に御坐候。獄卒民吉へ写し与へ候処、民吉乃ち脇にて光園卿のを写し来る。

(普及版「吉田松陰全集」第八巻、 408頁)

これによって、江戸に出た兄梅太郎が手に入れた義公壁書・烈公壁書を長州萩の野山の

獄にある松陰に贈っていたことがわかる。感激した松陰は獄舎内の壁に貼り付けて日々唱

和すると共に、数通筆写して仲間に分かち与えた。獄卒の民吉はさらに義公壁書を写して

松陰に見せている。多くの者たちに影響を与えたことが窺えよう。その烈公壁書は次の通

りである。

飯を得る毎に兵糧の粗々敷を思ひ

衣を製するに甲骨の窮屈を思ひ

居宅を構ふるに陣中の不自由を思ひ

起居の安きに山野の苦しみをおもひ
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一 父母妻子同居の兄弟親族と交はるに遠国離居の時の悲嘆を思ひやりて、

今日の無事安穏を大幸とせば、何ぞ者の念、を生ぜん

この烈公壁書について、松陰は師と仰ぐ山鹿素行の著した武教全書を講義した「武教全

書講録」で触れている。即ち、その中の「衣食居J(悪衣悪食を恥じ、居の安きを求むる

は志士にあらじ)を論じて、

余野山獄にある時、家兄より水戸景山公甲寅春(安政元年;1854)の壁書とて写し贈

らる。披き見るに云はく、「飯を得る毎に兵棋の粗々敷を思ひ、衣を得る毎に甲胃の

窮屈を思ひ、居宅 を構ふるに陣中の不自由を思ひ、起居の安きに山野の苦を思ひ、

父母妻子同 居し兄弟親族と交はるに、遠国離居の時の悲嘆を思ひやりて、今日の無

事安穏を大幸とせば、何ぞ著の念を生ぜんと。因って是を同囚に示して、獄舎の顛苦
ああ

を抹ふるの一規に当つ。鳴、是れ亦此の編の訓と併せ考ふべし。

(前掲『松陰全集J第四巻、 234頁。安政 3年 8月以降)

と称えている。

このほか、松陰には「水戸斉昭卿の壁書に蹴すJ と題した次の文もある。

丁巳(安政4年)の冬、墨使府に入り年を職ゆるも去らず、天下皆これを憤る。松下

の士乃ち謂へらく、徒らに憤るも益なし、且つ天下の事は身家より始まると。市して

水戸の老公は当世の泰斗にして、其の隻語も以て吾が党を持式すべし。況やその壁書

と云ふものをや。ここに於て活写して以て同志に頒っと云ふ。安政戊午(五年)正月

の吉、松下村塾。(前掲『松陰全集』第五巻、 108頁。「戊午幽室文稿J)

これらによって、松陰や兄梅太郎および親族、松下村塾の弟子たちゃ周辺の仲間たちが

が、この壁書をし、かに重視していたかが伝わってくる。

一方の根本正は、大正 13年 (1924)5月に実施される総選挙用に刷った名刺の裏に「義

公様御壁書Jとして 9箇条を載せている。中でも「慾と色と酒とをかたきと知るべし」

と「慾J・「色J・「酒」とを拡大・強調していることが注目される。前述したように、後

援会の名刺裏には烈公壁書が刷られている。根本正もこの両壁書を支えとして日常の議員

活動に遁進していたことを窺うことができる。

2 吉田松陰と酒

義公壁書では特に酒を敵のーっとしている。義公壁書を尊重した吉田松陰と酒との関係

は知何であろうか。

松宮丹畝が明治41年 (1908) 9月、松陰の妹千代子 (77才)を訪問して得た次のよ

うな談話がある。酒も飲まず、タバコも吸わず、謹厳実直で読書に専念していた松陰の様

子が浮かんでくる。

松陰は幼少の頃より「遊び」ということをまるで知らなかったと同じようである。

兄の梅太郎とは 2才違い、妹千代子も 2才違いであった。此の三人は実に睦まじい中

であった。

松陰は別に酒を飲まず、タバコも喫わず、至って謹厳実直であり、読書以外にこれ

と云った噌好を持たなかったようである。松下村塾を主催していた噴のこと、門下生

にタバコを吸っていた者を警め、煙管を持っている者は悉くこれを自分の前に出さし
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こより

め、松陰はさらに是を紙経にて結びつなぎ、天井より垂下し置けり。

酒は素より口にせざりしゆえ、甘き物・餅などを好んだ傾向には在ったかも知れな

いが、さしてこれが噌好なりとは云うほどでなかった。常に大食することを自ら戒め

ていた。そのために、松陰が胃を害し腸を痛めるなどのことはなかった。 30年の生

涯は短しと云えば短かったかも知れないが、悔いなしであったと思う。

(前掲『松陰全集』第十二巻、 156頁「関係雑纂J)

さらに、松下村塾の四天王の一人として知られる入江杉蔵へは「吾れ酒食を好まず、唯

朋友を以て生と為すJとも語っている。生来酒を好まなかったようである。

(前掲『松陰全集』第十一巻、 243頁、 219頁"'-'244頁)

その一方で、全く酒飲みを否定してもいなし、。前述した武教全書講録の「武教小学序J

の「飲食色欲Jの項では

此の篇反復熟味して武士道を悟るべし。飲を謹む甚だ好し。吏たる者何時何事生ぜ
w そじん

んも度るべからず。酒を被る時、事或は轟心に失し、或は惰気を生じ、知何なる不

覚を致さんも知るべからず。平子にでも戒むべき事なり。況や吏となりて職を任ずる

をや。但し子定国(前漢の賢良)の酒を食ひて数石に至り乱れず、冬月請識を治し、

飲酒益々精明と云ふ知くならば、酒を飲むこと甚だ善し。若しそれ然らずんば、謹慎

飲まざるに如かず。(但し、武士として枯禅となり、畏縮類廃するは武士に非ず。心

性活発、身体強壮、飲食男女ありと云へども、其の体を弱まし、其の心を弛ぶるに足

らざるを以て、真の武士と云ふべし。) (前掲『松陰全集』第四巻、 220頁)

と教えて、適度な飲酒によって浩然の気を養い、職務に精励して真の武士としての姿を

見せることを勧めている。

これを示す松陰の詩賦がある。

室津の小方一衛門来訪す。賦して贈る

方翁五十三

酒を飲むEよ長鯨の知し

医日く酒手枇からずと

飲 まずんば時詳ぜん

三査未だ半ば酎ならざるに

気は巳に八紘を呑む (前掲『松陰全集』第七巻、 225頁「松陰詩稿J)

酒豪にして気宇正大な小方一衛門を称えたものである。

根本正は徹底した禁酒家である。その理想を郷里東木倉村(茨城県那珂市)にも及ぼ

し、是非共禁酒村を実現したいものであると郷里の実家を守る実兄の孫勉に書き送ってい

る。次の手紙がそれである。

禁酒すとの御葉書根本家存立の為め何寄安心仕候。むかし酒の害を知らざる時ハ夢中

ニのみ健康を害し文経済の道も忘れ、遂ニ祖先来の土地田畠をものみつぶし候者、

世上多く有之候。然るニ早く気が付、禁酒実行の御決心ハ、第一子孫のためニ相成、

これぞ無此上忠君愛国の基礎と可相成。何卒東木倉の諸君ハ、率先して禁酒を守り全

村の模範と相成、他日ハ全村禁酒を主張し、禁酒の人にあらざれパ村会議員ニも村長

二も選挙せられざる位ニ禁酒の主張を拡張候様、先ツ金本・秀之助両人を始め禁酒候

ハパ、とニ角根本姓ハ禁酒相成、随て家政をも行届、借金利払など無之様相成候ハパ、
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至然肥料等も行届、収穫を増加し、一家の生活も富裕ニ相成、教育も行居、真二家内

安全ニ相成候事確信仕候。後藤君の本宅二ても同様禁酒口口相成候ハパ、速ニ東木倉

だけハ禁酒村と相成、幸福の家庭と相成可申候。何卒諸君へよろしく。

知斯事ノ¥学校の先生より宣伝すべき筈ニと可成、学校及役場ニて酒をのみ不申様

改革の必要可在之と可申候。 以上。

五月一日

根本勉様

3 吉田松陰とタバコ

根本正

(年不詳、根本喜代寿氏所蔵)

吉田松陰は「余少時より煙草を悪むJ(W松陰全集』第十巻、 50貰)と云っているよう

に禁煙家であった。前掲の妹千代子の談話もこれを示している。これも根本正と共通して

いる。 このタバコについて、松陰が松下村塾での門弟指導に当たって喫煙を問題にして

いる場面がある。これは、今日的問題としても興味のあるところである。松陰の文「煙管

を折るの記」がそれである。以下はその要約である。

松下邑は萩の近郊にあり、人々は最も学問を好むところだと称されてきた。しかし最

近の傾向は以前程ではなく、今日では村中の風教は表えてきた。吉田松陰はペリー来航

時の海外渡航を企てた罪により幽囚 3年に及んで外部との接触を断っていた。そこへ窃

かに三無生がやってきた。乃ち無逸吉田栄太郎、無答増野徳民、無窮松浦松洞である。

吉田祭太郎、名は秀実、字は無逸、後に粉、麿という。足軽の長男に生まれ、早く久保

五郎左衛門の松下村塾に入り勉学。嘉永 6年 (1853) 1 3才で江戸に下り、藩邸にて小

者として仕え、萩と江戸を往復する。安政 3年 (1856) 1 6歳の 11月 25日、初めて

幽室の吉田松陰に教えを請う。才気鋭敏にして善く大事を論ずるが、学を修ることを怠

る。翌安政4年 (1857) 9月江戸に下りて記録所に就くまで、松浦松洞・増野徳民らと

協力して松陰の塾を盛んならしめるに力あった。識見と才智ある俊英にして高杉晋作・

久坂玄瑞・入江杉蔵と併せて松下村塾の四天王と称された。

増野徳民の字は無答、周防岩国の奥山代の医生で績密にして書を読み、精苦人に絶す

る。衆倦み且つ臥するもしかもやめず。その事に臨んでは劇論抗議し、未だ嘗て少しも

屈せず。その書を上りて富永有隣の脱獄を論ずること以て見るべきものあり。

松浦松洞の字は無窮、幼少より絵画を好む。その描く所は山水花鳥に非ずして忠孝偉

人の肖像画なり。志操を持つも書を読むことは博からず。

吉田栄太郎ら三人は、松陰の不過を惜しみ、松陰の在獄の知己であった富永有隣の出

牢に尽力して共に松下村の興隆について話し合った。その有隣は、富永弥兵衛、名は徳、

宇は有隣。毛利家の家臣で藩校明倫舘に学び、 13歳にして藩主の前で大学を講義して

嘉賞された。しかし性格調介個強のため親戚・同僚から議陥され、嘉永 5年 (1852) 3 

2歳の時に配流となり、翌嘉永 6年(1853) に野山の獄に繋がれた。安政元年(1854)

松陰も野山の獄に囚われ、相得て互いに切薩琢磨し、遂に獄風改善に協力するに至った。

その後安政4年 7月、松陰の奔走が功を奏して獄を赦され、遂に松下村塾の賓師となり、

松陰の教授を助けた。しかし、安政5年(1858)末、松陰投獄のことあり、翌安政6年

(1859)正月頃松下村塾を脱去するに至るのである。
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富永有隣は吉田栄太郎を伴って郷里の小郡・陶村に帰り、修行の経験のない3名即ち

音、市、溝を得て松下村に戻った。吉田栄太郎は音ら三人に君父の大思を説いて感動せ

しめた。音らは深く自らの来し方を反省し、遂に学問に向かった。柴太郎は孝始孝終、

則ち「身体髪膚これを父母に受く、敢えて駿傷せざるは孝の始めなり。身を立て、道を

行い、名を後世に揚げ、以て父母を顕すは孝の終わりなり Jの二句を記して与えた。三

人は皆泣き、ゆびに針さして血を採り学問に励む決意を示した。集太郎もまた血判して

共に約束し、これを松陰に示した。

吉田松陰は、安政4年 (1857) 9月3日の夜、富永有隣と士風を論じた。そこには門

下生の無逸(吉田栄太郎)・無答(松浦松洞)・市之進・溝三郎がいた。話は深更に及

び灯火も乏しくなった。話題は岸田多門のことに及んだ。岸田は安政4年 14歳で松陰

の幽室に教えを乞うて来た。この年の 11月に松下村塾が創設され、冷泉清稚(雅二郎)

と共に最初の寄宿生となるのである。話が進むにつれ松陰の憂いは表情に表れ、一座の

沈黙は暫く続いた。事は岸田の喫煙怠惰のことであった。

その時、無逸柴太郎が慨然として煙管を把ってこれを折り云った。「吾れ、これより

始める」と。続いて無答松洞・市・溝も煙管を折った。富永有隣も、「汝らの決意は確

かであるか?自分も続こうではないかJと云い、松陰に有隣の煙管を折らしめた。

と。

松陰は云うの「煙車は飲食の余事と雄も、慣れては性となる。吾が性煙を憎むこと

甚だしい。然れども、諸君は一時の抗慨、禁煙を終身これ行えるのであるかを憂え

ゑι

有隣や無逸・無替らは奮然として喜ばずして反論した。「先生は、吾らの言を疑うの

であるか。今、岸田と市と溝と歳は皆 14にして公然と煙草を吸うこと先輩たちに同じ

である。しかも当今の学生・世間は皆同じである。そのような中で、吾らは独り岸田の

為に禁煙しようとしているのである。先生はそれを疑うのでありますか」と、岸田を勉

励すべく自分たちの禁煙の決意を示したのであった。

それを聴いた松陰は再三謝し、「相分かつた。諸君が果たしてそのような決意である

ならば、松下の邑はこれより興隆するであろう。自分の憂いはこれによって解くことが

できる」と喜んだ。

友人たちの決意を聴いた岸田は、話の途中で僻伏して沸泣し、岸田・松陰とも暫く沈

黙が続いたほどの衝撃を与えた。数日後、岸田は喫煙の用具を親元に送致し、敢えてそ

の後吸うことはなかった。それから以後の読書や事に励む精苦の姿勢は以前とは大きく

変わった。この事は、周辺の門下生にも大きな影響を与えたことであった。

これを知った高杉普作は、

自分は 16歳から喫煙を始めた内先輩の中にはこれをやめさせようと注意してくれ

る者もあったが、それに従わずに 3年も過ぎたのしかし、ある時誤って煙草用具を道

に紛失してしまったn 自分はこの時に感ずるところがあり、きっぱりと喫煙をやめたの

この事は、小事であるとはいえ、考えてみればなかなか容易なことではない。富永や

無逸等の苦労は推し量ることが出来る j

と。

松陰は、「春風(高杉晋作)、当時 19歳。鋭意激昂、学問最も勤む、其の前途、余
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国より計りがたし」と附記している。

その後間安政4年 12月、無窮吉田栄太郎は九州地方の旅を終えて帰ってきた。その

勢いは松下村の気風を圧倒するほどで遣しくなっていた。無窮は直ちに松陰の幽宅に入

り、松陰に向かつて云った。「先生、将に大事をなすは今なり。書を読んでいて何を為

そうとするのでありますかJと。松陰は云う、「自分は幽囚の身である。読書以外に何

を以て過ごすことが出来ようか」と。無窮は言葉に窮した。そこで転じて富永有隣を攻

めて云った。「聞く処によると、有隣も煙管を折ったそうであるが、煙管はどうして有

隣あなたに害があるのか」と。有隣は答えた、「これは一時の客気だなJと。無窮は非

難しょうがなかった。無窮もまた煙管を折り、「自分もこれから読書に専念しよう Jと。

ここに展開された禁煙問題を通して、当時の松下村塾の気概・気迫の一端を窺うことが

出来る。問題の当事者であった岸田は、安政5年 11月まで在塾したがその後の経歴は不

明である。(前掲『松陰全集』全集第四巻、 338頁。丁巳幽室文稿「煙草を折るの記J)

(参考)

大野音三郎; 幼にして書を好んだ禎介の遺児、吉田栄太郎の紹介で 17歳にし松陰

門下生となる。

市之進; 父を喪い、母に事えても恭謙ならず、居処敬ならず、親戚隣里が規責すれ

ども従わず。 14歳にして松陰門下生となる。凡児にあらざるなり。

溝三郎; 商家の遊停にして 14歳、市井の気があった。商家をやめて医師を目指し

たが、松陰に天下を目指せと諭されて学問に励む。

おわりに

吉田松陰は、水戸藩の碩学曾津正志斎の『新論』を読んで水戸訪問を決意した。水戸滞

在 30日の聞に6回も正志斎を訪ねて教えを受け、義公光国以来説かれた日本の国体に目

覚め尊王論を説くに至った。その水戸行きは、水戸藩主烈公斉昭のブレーンとして天下に

その名を知られた藤田東湖からも教えを受けようと‘したものでもあった。しかし、当時東

湖は幽閉の身であって会う機会はなかった。天下の酒豪家であり英遁剛胆な政治家であっ

た東湖と謹厳実直な青年吉田松陰との面談はし、かなる展開になったであろうか。想像する

だけでも楽しいものである。長州に帰った松陰は、「常陸帯Jや「回天詩史Jなど東湖の

著書を食り読んだ。

一方、豊田天功・小太郎父子の下で家僕として学んだ根本正は、そこで東湖の姪豊田芙

雄と出会い教えを受けている。また、東京に出て暫くの間は東湖の子健の世話を受けた。

藤田東湖を中心に、根本正と吉田松陰も結びつく。彼らには、好悪は別にして酒もタバ

コも共通点があった。「禁煙」が松下村塾での勉学督励に関係したとは驚きでもあった。

天下の俊傑でもあった高杉晋作も禁煙では苦労したとは、何か親しみを覚えるところがあ

る。緊迫激動する幕末にあって、若者たちの聞にはタバコ蔓延の時代でもあった。

義公壁書と烈公壁書、酒とタバコ、これらを介して様々な人物が織りなす模様は、また

様々な教えを生みだしていることを痛感している。
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トピックス

東日本大震災の被害

根本正顕彰会事務局長 仲田昭一

平成 23年3月 11日(金)午後 2時46分、会員の皆さまにはそれぞれど

のようにお過ごしでありましたでしょうか。東北から関東にかけての地域に於

ける揺れと津波の被害状況は、およそし 100年前に起こった貞観 11年 (8

6 9) の三陸沖巨大大震災に似ていると云われています。被害に遭われた方々

に心よりお見舞い申し上げます。 茨城県那珂市東木倉の根本正生家に於いて

は震度 6強の大激震 ご当主の根本喜代寿さんは屋敷内で仕事中、建屋のその

揺れかたの余りの大きさに、思わず「蔵が倒れてしまうよー!蔵が危ないよ

ー!Jと何度も叫んだ程とのこと。奥方様も仕事中、「とても立っていられる

状態ではなく、農業用ビニールハウスの中で身をかがめ、うずくまっているの

みでしたよ!Jと当時の恐怖心を語って下さいました。お住まいの屋根瓦の損

傷が激しく、通りに面した石塀も倒壊、根本家の墓所の多くの墓碑も倒れて、

実に大きな被害を被られました。

根本正生誕 150年の記念事業のーっとして平成 10年に根本家の屋敷内に

建てられた「根本正先生生誕地」の碑は、倒壊は免れましたが基壇に亀裂が入

札石碑本体が少し横向きになり、後退して台石から外れないかと懸念される

程のずれが生じました。この大きな記念碑のずれを見ただけでも、今回の揺れ

がし、かほどであったかを知ることができます。

それにしても、津波に襲われた海岸沿いの方々の惨状は目に余るものがあり、

自然の脅威を感じます。顧問の加藤純二さまのご様子も如何かと思われました

が、幸いにお住まいは高台にあって今回は津波の被災を免れたとのことでした。

地質学的にも、歴史学的に見ても、日本はまさに地震王国であることを再認

識し、また「文明が進めば進む程天然の暴威による災害がその劇烈の度を増す

としづ事実を忘れずJ(寺田寅彦『天災と国防~)、それへの対応を研究するこ

とが求められている。

私どもは、様々な困難を乗りこえて、復旧・復興に遁進してまいりましょう。
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{会員の声】

理事 小林茂雄

詩題 勧学 木戸孝允作に学ぶ

鷲馬雄遅積歳多

高山大沢亦堪過

請看一掬泉巌水

流作涯洋万里波

どばおそしと いえどもせきさいおおからば

こうざんだいたくも またわたるにたえたり

こう みよいっきよく せんがんのみず

ながれておうよう ばんりのなみと なる

解説 劣った馬がいかに遅くても、たゆまず歩み続けて進むならば、たとえ高い山でも大き

な沢でも渡れない筈はない。ごらんなさい一掬いの岩清水でも集まって先にいけば広い海に

注ぎ大きな波となる。 馬や水にたとえて学問に励みなさいと勧めた詩です。

学識、経験など豊富な諸先生や皆様方をまえにして私が解説文を載せなくても、詩を読め

ば、そのまま理解できますが、これは私が好きな詩の一つですので、あえて取り取り上げて

みました。

私は今詩吟をマンツーマンで習って 7年になります。 23歳の独身時代にも 2年位習って

いましたので、通算9年になります。趣味の世界ですので、 20"-'40年以上も楽しんでい

る方もいます。

漢詩や詩の中には、いいものが沢山あります。良い勉強になります。

根本正先生の生涯について いろいろと知れば知るほど勉強意欲、努力、行動力などに

深く感銘し、頭の下がる思いです。顕彰会の活動についても、諸先生方の御指導、ご鞭捷を

受け、また多くの方々との交流があり、有意義に過ごしています。

私は鴛馬です。努力するしかありません。でも、こつこつと、長年努力していけば結果は

ついてくるものと思います。

人生は一度です。今は生涯学習時代です、先ず、健康第一に無理なく出来る範囲で学習講

座や趣味などに参加して、楽しい意義ある人生を送りたいものです。

以上

根本正をもっと知りたくて

叶野毅

根本正の講座をお聞きすると、氏は勤勉、努力、社会に尽くす姿勢に生涯変

わらなかった。働きながら勉強し、 28歳でアメリカに渡り小学校から大学を

卒業、欧米視察して帰国した時は 39歳。人のためにと代議士をめざし、初当

選したときは47歳、青少年育成に力を注いで小学校の授業料全廃、未成年者

喫煙禁止法、そして未成年者飲酒禁止法には 22年かかった。水郡線敷設等、

地域のために働き、完成を見届けることなくこの世を去った。園、郷土のため

に尽力した根本正をもっと知りたくて入会させていただきました。
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噌刷された『不屈の政治.根本草億JJ.ますますの普援を!
先に刊行しました『不屈の政治家根本正伝』は大変な好評をいただき、

方々からの注文を受けて在庫僅少となりました。これらは保存用として

残し、今後は一部修正を加えて増刷した『根本正伝』をご活用下さい。会

員の皆さまには一部配布されます。

ご注文は、曾津義雄会長宅までご連絡下さい。 1冊600円。

編集後記

O 総会では『根本正伝』の寄贈・頒布先などが関われた。顕彰会から直接寄贈したもの、

大量に購入されて自ら関係者や関係方面へ寄贈された方もおります。水戸市の田口浩さ

まは自費で市内の小・中学校へ寄贈されたという。会員各位に於いても、顕彰会および

会員の名を以て寄贈・頒布など大いに弘めてまいりたいと思う。

0 総会後の講演会には市内外の多くの方々が参加された。何と言っても、東日本大震災

は天災・人災両面がもたらした非常時であり困難であった。常に歴史を緒きながら、そ

こから現代に活かす英知を学ぶ謙虚な姿勢を持たなければならない。数年前から、およ

そ 1，100年以前にあった貞観大地震を元に三陸沖大地震・大津波の来襲を警告していた

学会があったが、それらは冷笑され無視されてきた。無視してきた者たちはこの現実に

どのような責任を取ろうとしているのであろうか。曾揮会長の講演「根本正と自然災害j

に注目が集まったのは当然のことであった。改めて、根本正翁の謙虚な姿勢・至識に敬

服させられた反面、今日の政治家たちの居る次元に無情を感ずる。高い志・崇高な理想

を掲げて政治家となったであろうに。

0 仲間理事の公開講座は、昨年度の増子副会長の公開講座が「東木倉絵図J、「根本家

系図Jなどの新史料の発見に繋がった結果である。地道に活動を続けることが、根本正

翁の精神を弘めることになることをお互い再認識したいところである。

0 曾津会長のブラジル移民論文は五回目を迎えた。根本正翁と同じ東木倉村から出た後

藤圏彦・信彦兄弟が共鳴した「兄弟村」の理念は、日本にはまだまだ開墾・開発する余

地があり、それらの土地を肥沃にし十分に活用していく視点が重要であると説いた。今

や日本の国土は荒廃しつつあり、乱開発・急激な人工造成による影響、自然界の怒りを

まともに受け始めた。国土開発の在り方を再考していかねばならない。

0 仲田理事の論文は、根本正翁と吉田松陰の接点を見出したもの。松陰の禁酒禁煙を見

出し、松下村塾でも勉学督励の証に禁煙「煙管を折るJを用いていたことは、現在の青

少年問題と併せても注目したところである。それにしても、義公光聞・烈公斉昭の「壁

書Jに松陰らがあれほど注目していたことは当時の水戸の影響の大きさを示している。

0 小林理事、叶野新会員とも先人に学ぼうとする謙虚な姿勢が旺盛である。それらが私

どもの「生きる力」となっていく。新鮮な感覚をもたらしてくれた寄稿でした。

〔仲田(昭)記〕
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