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指隼櫨感

根本正顕彰会会長曾薄義雄

明けましておめでとう御座います。今年は辰年、これは干支の5番目に当たります。

「辰Jは f植物が芽を出すj ことを意味しているので、『元気が良く奮い立つ年』を表し

ていると云います。干支は人が覚えられやすいように動物が結びつけられていて、「辰j

は『龍』が当てられている。龍は雲を呼び雨を降らせ農作業始め生活には欠かせないも

のです。

昨年は東日本大震災・大津波・福島原子力発電所の大爆発事故さらに風評被害と大き

な災害が重なりました。特に岩手・宮城・福島・茨城県は三重苦・四重苦を背負い、放

射能の汚染は日本列島全体を不安に陥れました。安全神話が崩れ、我が留には原子力発

電所が果たして必要なのかどうかなどいろいろと議論されています。火力発電も温暖化

の問題とどう整合性を図るのか、資源の乏しい我が国では、これからはクリーンエネル

ギーがどれくらい可能なのか、詳細な調査が必要であると思います。このエネルギー危

機を乗り切るには、私達も出来るだけ節電に協力する姿勢が大切だと思います。

地震学者によるとそう遠くない将来大きな地震が起きるとも云われています。今尚、

余震が毎日続いています。何時地震が起きるかは現在の地震学では解らないそうです。

グーテンベルヒ・リヒターの法則によれば、例えばマグニチュード3 (400回)→4

(1 0回)→ 5 (1回)とこの頗序で大きい地震が起こるというのです。普段から地震

に備えておくことが大切だと患います。昨年の東日本大震災の反省を元に準備と心構え

をしておくことが、いざという時自分の命を救うことになります。地震は日本列島の地

帯構造からみると宿命的なものと思います。

自然災害について触れてきましたが、今後の我が国の大きな問題として深刻な少子高

齢化があります。 2010年(平成22)の人口は 1億2800万人ですが、 2060

年には8674万人になると推計されています。つまり 50年後には関東1都6県の人

口に匹敵する約4100万人が減少することになります。人口の減少は総ての面に影響

してきます。この問題を解決するには複雑な要因が絡み合い総合的な対策が必要です。

このことは早くから指摘されてきましたが根本的対策が立てられてこなかった。これば

かりは政治が率先して政策を立案し、地道に推進するほか解決の道はないと患います。

根本正が生きていたらどの様な政策を提言したでしょうか。

今年は辰年、空に昇る龍の勢いで少しでも希望の光の見える年にしたいものです。
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平成23年度第2国公開嵩麿報告

日 時 平成24年2月12日(日) 13:30""15:30 
会 場 那珂市中央公民館講座室

発表者 理事横地富子氏

fヘボン盤に学んだ人々J

..要旨 (詳細は別添資料参照〉

1. へポンとヘポン塾

① 医学博士となったヘボンは、宣教医としての海外宣教の使命を感じつつ開

業医となり、クララ夫人と結婚後まもなく清国アモイに渡り医療伝道に励

む.30代は帰国してニューヨークで開業医として名をあげる.

② 44歳で来日、施療施設を開君愛して医業に従事すると共に幕府の依託学生

に英語を教授する中、文久3年(1863)48歳の時にヘボン聾を関自愛するも、

明治8年(1815)にパラに叢った(パラ学校).根本正は明治10年(1811)、ヘ

ボン62歳の時入塾(実際はパラ学校に入学)した.明治20年(1881)に旧約

聖書の翻訳完成、明治学院大学を開校.明治25年(1892)11歳の時に米国

に帰国.明治39年(1906)にクララ夫人が96歳で亡くなり、ヘボンは明治44
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年(1911)96歳で他界した.この白、明治学院大学にヘポン館が全焼したと

ある.

③ ヘボンの日常生活は、規律正しく、己を持すること甚だ厳格、自分の事は自

分で為した.定時の起床時間.辞書の編纂、戸外の運動、人を訪問、夜は読

書.規則正しく身を持し、医療のほかに辞書を編み、伝道!こ力を尽くし聖書

の翻訳に尽力.

④ ハリスの日本人観

日本人は礼節を重んじ清潔で英明である.宣教師は信仰Iらが篤く、博識の

人格者であり教育・医療の奉佐に殉ずることのできる人物であること.

⑤ ヘポンの功績

)J)医療事業、 (イ)辞典の編纂〈ヘボン式ローマ字発明)、

ウ)聖書の日本語への翻訳

2. ヘポン塾に学んだ人々

根本正(政治家)、大村益次郎(日本兵制の震立)、高橋是清(総理大臣;日本

財政の守護神)、林薫(外務大臣;日英同盟の立役者)、益田孝(三井物産;日

本経済新聞の創業者)、

3. その外のヘボン重量につらなる人々

三宅秀(日本最初の医学博士)、和田英作(日本近代洋画界の巨匠)、島崎

藤村(詩人、小説家〉、沼間守一(東京横浜毎日新聞創立者)、藤原義江(日

本才ペラの創始者)ら

※ ヘポン豊島に学んだ人々の偉大さは

① 「これからは英語置・欧米が先進的役割を果たすであろうから英語を学ぱ

ねばならなしリとの先見牲を持っていたこと.

② 持っていた先見性を実銭・実行したこと.

③ 自らの意欲と実銭によって自らを世界に適用する人物に仕立て上げていつ

た.

これらのことから、舎日に於ける自分自身の在り方を学ぶことが出来る.

E憲見嚢携E
① 根本正がヘボン塾に学ぶきっかけはなんだろうか.

根本正は水戸在住時代の早くから何としても英語を学び、その文明の背景

を探り、それらを自分としても体得していきたいとの意欲であった.幕府公

認でもあって名声高かったヘボン艶へは、自らの意志で入塾したと思える.

当時の人々の英語を学び体得し、活用した努力は並々ならぬものがあり、

舎日の日本人もその意欲・情熱に学ぶ必要があろう.語学は日常生活に生

かされなければ習得は不可能である.英語使用の生活に入れば結構賞え

られるのではないか.根本正ち米国の生活の申で体得していったのであ

る.
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② 幕府がヘボン塾への入量を委託した9人とは誰々であるか.

大村益次郎・原田一道のほかは明らかでない.確認してみる価値はある.

③ 根本正をはじめヘボン塾で学んだ人々の繋がり・受流はいかがであろうか.

根本正が学んだ期間を確認して同時期に重量生であった人物を知ること.

この受流・ネットワークを探ることは価値のあることである.

④ 家族の反対を押し切って来日したヘボンのようにクリスチャンの来日と布教へ

の意欲はどこから来るのか.

y) 当時の米国圏内の戦乱を乗り越えて、キリスト教の精神を伝えたいとの

ひたすらな心持ちであろう.ペリーの来日ち然り、キリスト教の復興、世界

への普及はクリスチャンたちの使命感でもあった.クラーク博士の来日ち

同様な意志を持っていた.

イ) 日本では横浜パンド、札幌バンド、熊本バンドがあってそこを拠点として

普及活動が広がっていった.キリスト教徒たちの活動は賀川豊彦らの女

性解放運動や禁酒運動など広範な分野に広まりを見せた.

⑤ ヘボンは来日途中の船中でも日本語の学習に専念した三.日本語を貰えて、し

かも発音にも注視し、和英辞典の編纂やヘボン式ローマ字を発明したように、

ヘポンが日本理解に示した意欲は偉大なものがある.

⑤ 日本の変革期には宗教が絡んでくる.大化の改新時には仏教の普及、明治維

新の時にもキリスト教が解禁となって話題となった.しかし、キリスト教は仏教

のようには広まらなかったのは何故か.

仏教が入ってきたことに苅して、その普及には国家が支援した.国分寺・圏

分尼寺を建立して仏教布教に努めたことが大きい.キリスト教は明治期に

日本は消極的な許容であった.明治期には、教育動語が発布されたように

日本の歴史・精神の高揚が重視された.

⑦ 政治家にクリスチャンを見ることができる.その背景は何であろうか.茨城県

でち岩上二郎代議士夫妻や塚原俊平代歳士がいる.

幕末の志士たちも留学してクリスチャンになったものは多い.明治の元煎た

ちもクリスチャンは多い.身分制に馴染んだ生活からは、神の下に平等であ

ることや慈愛の精神は新鮮に映ったであろう.国民への慈愛の精神、国民

に平等な恩恵を施そうとの意欲の表れでもあろう.その実践に期待したい

ものである.

※ ヘボン塾に学んだ人々の立場から、またヘポン自身の立場からと多角的に思

考できる内容であり、参加者は満足した中身の濃い有意義な公開講座であった.
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ヘボン量に学んだ人々

ヘボン《ジ:s:.-b.ス・カーチス・ヘッヲバーン》とヘボン量

来日前

ヘボン (JamesCu雌 sHepburn)は、 1815年伐化 12)アメリカペンシルパニア州ミルトンに生

まれる。プリンストン大学、次いでペンシルベルニア大学医学部に入学、医学博士となった。ク

ララ・メリ}・!1-トと結婚の翌年、医療宣教師として中国のアモイに派遣され、医療伝道に従

事したがクララが病み、帰国しニューヨークで開業し名医として知られた。

外国伝道に関心を持った理由

1 母が牧師の娘で深い信仰心の持ち主、海外伝道に関心があり、感化が大きかった。

2 妻となるクララは、コネチカット州知事を勤めたリート家という名門のキりスト教徒であ

り、ヘボンが海外宣教の使命と開業医の矛盾に苦しんでいたときに、共に海外宣教に行くこ

とに共鳴した。

同ンシルベニア州ミルトンの長老教会に加わったときの決意

1881年W ・E.グリスプイス宛書簡

その時から宣教医として外国に行くべき使命感が切々と私の胸に追ってきたのです。最初

から必ずしも喜んで宣教の使命に進もうとしなかったのですが、だんだんそれが厳粛なる義

務として感じられるようになりました。私の家族、特に父は強く反対して、私の心を外国伝

道からそらそうとしてあらゆる努力を試みたのです。私自身もまた、この決心を払い除こう

としました。しかし、私が外国伝道を決意するまでは、心に安らぎが得られなかったのです。

決意

開業 13年の聞に、富と幸福と名声を得るもなお、外国伝道の志が消えることはなかった。

ある日曜日の午後教会の帰りに我子の墓前に仲むと、そこで彼は、 f来て私たちを助けてくださ

いj という声が聞こえてくるように恩われた。

そして日米通商条約のニュースを聞き、北米長老ミッション本部に医療宣教師として日本派遣を

申し出ると、すぐ許可が下り、 1859年老父と息子をアメリカに残して妻とともに日本に向かっ

た。

通商条約8条

日本にあるアメリカ人、自らその国の宗法を念じ、礼拝堂を居留地のうちに置くも障りなく

並びにその建物を破壊し、アメリカ人宗法を自ら念ずるを妨げることなし。アメリカ人、日本人

の堂宮を按傷することなく、また決して日本神仏の礼拝を妨げ、神体、仏像を按つことあるべか

らず。

双方の人民、互に宗旨についての論争あるべからず、日本長崎において、踏み絵の仕切り

は既に廃せり。

ハリスの書簡 (上海のミッション宛〉

「日本人は礼節を重んじ清潔で英明な国民であるから、宣教師を送るに当たっては、信仰心

が篤いだけではなく、博識の人格者で、かっ教育、医療の奉仕に殉じることのできるもののみ

を送ることj
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ハりスが宣教師の派遣を依頼する前から、自ら宣教医として日本に渡航したいと機会を待って

いた。ニユ}ヨークの長老教会伝道本部に中国駐在のs.w.ウィリアムズから書簡が届き、

日本に宣教師を派遣するよう進めた。最初に派遣すべき宣教師は医師であることが望ましい。

ヘボンは長老教会本部に、自分を日本に派遣する宣教医として送ってほしいと手紙を出し希望

がかなった。

来日時の日本の状況

。尊皇叢夷が盛んで、キリスト教禁止、外国人とみれば刀で切られかねない時代で、幕府は外

国人を厳しい監視下に置いていた。

。1853年〈嘉永6年)ペリー提普率いる黒船4隻が浦賀沖に入港し幕府に鎖国をやめ、開港する

よう迫る

1854年僚政元年)日米和親条約が締結

1858年僚政5年〉日米通商条約 14カ条締結し、函館、神奈川、長崎を開港。のちに新潟、兵

庫も開港する。

日本での活麗

1859年僚政6年)日本に到着し、神奈川宿にあった成仏寺本堂に住んだ。さっそく近くの宗興

寺で施療を開始したが、幕府から中止を命ぜられた。そのため日本語の研究と和英辞書の編集

に努めた。

1859年の手紙

私は、まだ日本語教師を得ることはできませんが、下僕の弟の青年が英語を学びたいし、

その代わりに日本語を教えたいといってやってきました。私もこの申し出を受け入れました。

1861年の手紙

私どもは学修者や学者の小クラスを集めております。施療所に興味をもって私の助手とな

る 2人の学生が数日のうちに来ます。日本語の教師と私どもの下僕の息子がクラスを作っ

て、妻が、毎日午後 1時間または2時間、英語を教えるのです。 2人とも辛抱強く勤勉な生

徒です。これは昨年における 1つの成果であり、何ら私どもの努力なくしてもたらされた

ことなのです。

1860年(万延元)神奈川宿山手本陣名主が神奈川奉行所へ提出した「異人間書j

戸部浦の漁師共ヘボンの療治にて難病全快せしもの玉、六名あり、泣いてヘボンの思を謝し候。

或は切支丹宗の一派かと疑ひ候得共、更に其動静も相見へず、実に珍しき異人に候。

1862年(文久2)9月生麦事件が発生、誇われてヘボンは負傷者の手当てをする。

施療所は閉めていても治療を受けに来るものは絶えなかった。またその年幕府は、大村益次郎，

原因一道ら 9人の依託学生の教育を依頼。

1863年(文久3年〉に横浜居留地 39番地のヘボン邸に移り、施療所も併設して日本人を無料で診

療するとともに、 9人の委託学生は、国内の不穏な状況から江戸へ呼びも出され任務に就いた。

9月には、邸内でクララとともにfヘボン塾』を開いた。

戸。



ヘボン塾の発展

1864年ヘボン夫妻が上海渡航のため塾を J• H ・パラ夫人に託す。

1865年夫妻がもどり、生徒数が増加する。

1868年(明治2)メアリー・キダー(改革派教会の婦人宣教師)が教師となる。

キダーの書簡

私のクラスは 7人で、女子が 3人、男子が 4人でした。もっと女生徒が増える見込みです。

生徒たちは学校で勉強するのが楽しいらしく、欠席するものはほとんどありません。みな頭が

よく、親切で、教室で行儀がよく、勉強も一生懸命にし、わき見したりせず、私の教えること

は一言も聞き漏らすことがありません。以前からヘボン夫人は、生徒たちを集めて立派に学校

を経営しておられました。読み書き、算術もできます。唱歌は教えていませんでしたが、女性

とだけを教えるようになったら、音楽も教えてみたいと思っています。女生徒 2人と男生徒 1

人が日曜学校に出席しています。

1870年(明治 4)キダーは女生徒のみを教える。「長老派のヘボン施療所を暫時使用してj彼女が

念願する女子教育の基礎を捉え、やがて改革派ミッションの独立の女子教育をめざし、 1871

年神奈川の野毛山に独自の女子教育を行い、これが後のフェリス女学院へと発展した。

1875年(明治9)ヘボン塾をジョン・パラに譲り、以後ヘボン塾はパラ学校とも呼ばれるようにな

る。その後パラ学校は、東京築地に移転し、先志学校、東京一致神学校等と合併し明治学院

へと発展する。

ヘボン塾は、明治学院の創立ばかりでなく、日本最初のアメリカ人による英学塾、キリスト教学

校教育、男女共学の先駆けとして、また日本最初の女学校フェリス女学院を生みだした。

ヘボンの功績

O 医師としての医療事業

186 1年の来日以来無料で診療を行った。

内科、外科、眼科の治療手術を行う。

0 日本最初の和英辞典「和英語林集成Jの編纂

この時に使われたローマ字が「ヘボン式ローマ字J

O 聖書の日本語への翻訳

和英辞典が完成すると新約聖書・!日約聖書を翻訳出版 ヘボンとクララ夫人

ヘボン邸 和英語林集成
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成仏寺にて 左から 2人目少女の肩に手をかけている男性がS.R.ブラウン

中央がヘボン

Q
U
 

成仏寺地図



ヘボン式ローマ宇一覧表

あ L、 つ え お、おう、おお カ電 ぎ ぐ 11 」、」つ

A U E 。 GA Gl GU GE GO 

fJ'、 き く iす 』、』つ

KA 附 KU }伍 KO 

ざ じ ず ぜ ぞz、oぞう
ZA Jl ZU ZE 

さ し す せ そ、そう だ ぢ づ で ど、どう

SA S同 SU SE SO OA Jl ZU OE 00 

た ち -っ て と、とう li ぴ ，~内
， ，、.、 iま、 iまう

TA Gト也 TSU TE TO 」 白A Bl BU BE BO 

な ぬ ね の、のう | 
NA Nl NU NE NO 

lま ぴ ぷ ，、.、 iま、 Iまう

PA Pl PU PE PO 

iま u. ゐ、 ，、 lま、防|

HA Hl FU HE HO 

きや きゅ、きゅう
きょk、YきOょう I

KYA KYU 

ま み む め も、もう しゃ しゅ、しゅう しょ、しよう

MA Ml MU ME MO SHA SHU SHO 

や ゆ よ、ょう ちゃ ちゅ、ちゅう ちょ、ちょう

YA YU YO GHA GHU GHO 

b る れ ろ、ろう

RA 悶 RU RE RO 

にや にゆ、にゅう !こよN、Ylこ0よう I
NYA NYU 

わ を ん ひや ひゆ、ひゅう ひょ、ひょう

WA 。 N(U) HYA HYU HYO 

みや みゆ、みゅう みよ、みよう

MYA MYU MYO 

りや りゅ、りゅう りょ‘りょう

RYA R判J RYO 

ぎや ぎゅ、ぎゅう ぎょ、ぎょう

__GYA GYU GYO 

じゃ じゅ、じゅう じよ、じよう

JA JU JO 

ぴや ぴゆ、びゅう ぴょ、ぴょう

BYA BYU BYO 

ぴゃ ぴゅ、びゅう ぴょ、ぴょう

PYA PYU PYO 

※グレーの欄iま開遣いやすいヘボン式ローマ字です。

-・・注意事項・・・

※発音 へポン式では b• m • pの書官に nの代わりに mをおく。
Namba→難波(なんl却、 Homma→本間(ほんま)、 Sampei→三瓶(さんぺい)

※促音 子音を重ねて示す。
Ha技師→服部(はっとり)、 Kikkawa→ 吉JII(きっかわ)
ただし、チ(GHl)、チヤ(GHA)、チュ(GHU)、チヨ(GHO)音に限り、その前にrtjを加える。
Hotchi -発地(1まっち)、 Hatcho→八町(1まっちょう)

※長官 長音(ー}に対するローマ字は不要です。(前の母音で代用されます)
ノーリツ→ N。此刷、 太郎→ Taro{たろう)、 大阪→ O銅陥(おおさか)
大野→ Ono(おおの) 遠山→ Toyama(とおやま)

※その他「ウウjの発音になる文字iまruJ一文字で表す。
雄治→ Yt.ui(ゅうじ) 東宮→ Togu(とうぐう)

※間違いやすいへポン式ローマ字
rしJ→ rshiJ、 「ちJ→ rchiJ、 「つ』→ ftsuJ、 rぢJ-+ rjiJ‘ 『づJ→ fZUJ、 「じゅJ→ rjUJ‘ 
『じJ-+ fjiJ、 fず」→ rZUJ、 『しょJ→ fshoJ、 fちゅ」→ rchuJ、 「ちょ』→ rchoJ、 「ふJ→ rfuJ 等
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3月 12日アメリカペンシルパニア州ミルトンに生まれる。

16歳プリンストン大学編入

17歳ペンシルパニア大学医科を卒業し、医学博士となる。

19歳ペンシルパニア州ミルトン長老教会に加わり、宣教医として海外宣

教の使命を感じる

1838年 23歳ペンシルパニア州ノリスタウンで開業

1840年 25歳クララ・メリー・リ}トと結婚 中国アヘン戦争

1841年--1846 26--31歳 シンガポールからアモイに渡り医療伝道をする。

1846年--1859 31........44歳帰国しニューヨークで開業し、名医として名声を得る。

1859年(安政6) 44歳 横浜へS.R・ブラウン、 D・B・シモンズとともに来日し成仏寺に住む

1861年(文久元) 46歳 宗興寺に施療施設を開設。「和英語林集成Jの編集を開始

1862年(文久2) 47歳生麦事件の被害者を治療

幕府の委託学生9名に英語を教える。横浜居留地に新居を立てる。

ヘボン塾を開設 林華・沼間守一入学

高橋是清・鈴木知雄・益田孝入学

三宅秀入学

f和英語林集成jを上海で印刷刊行

大熊熊吉入学

正田作之助入学

新約聖書翻訳にかかる。横浜第一長老公会〈後の横浜指路教会)を設立

ヘボン塾をジョン・パラに譲る(パラ学校〉

61歳居留地の施療所をジョン・パラに譲り、山手に転居する。

成毛金次郎入学

62歳根本正、西村庄太郎入学

63歳パラ学校は東京築地明石町に移る〈築地大学校)

66歳小山作之助入学

67歳 旧約聖書の翻訳にかかる。白洲文平、納所弁次郎入学

68歳築地大学校と先志学校と合併〈東京一致英和学校)

71歳東京一致英和学校と東京一致神学校が合併(明治学院〉

f和英語林集成』の版権を丸善に譲り、明治学院に寄宿舎ヘボン館を

寄贈 松村松年、白洲長平入学

1887年(明治20) 72歳 !日約聖書の翻訳完成。明治学院を白金に開校と同時に教授となる。

島崎藤村、和田英作入学

1889年(明治22) 74歳横浜指路教会堂の建築資金募金のためアメリカに帰国中、明治学院

の初代総理(学院長)になる。 押川春浪入学

1892年(明治25)77歳 明治学院総理を辞す。横浜指路教会を献堂 f聖書辞典jを出版

宣教を終えアメリカに帰国

1906年(明治39) 91歳 クララ夫人88歳で亡くなる。

1911年(明治44) 96歳 イーストオレンジで生涯を終える。同日明治学院のヘボン館が火災で

全焼する。

1815年(文化 12)

1831年

1832年(天保 7)

1834年

1863年(文久 3)

1864年〈元治元)

1866年(慶応2)

1867年。慶応 3)

1868年(明治元)

1869年(明治2)

1874年(明治7)

1875年(明治8)

1876年〈明治9)

1877年(明治 10)

1880年(明治 11)

1881年(明治 14)

1882年(明治 14)

1883年(明治 15)

1886年〈明治 19)

ヘボンとヘボン塾年表

歳

晴

歳

歳

歳

歳

歳

歳

泊
叩

M

世
田

m
m
M
m
m
ω

大政奉還
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，、ポシ艶応挙"-~A々

根本正 衆臓競踏員未成年者禁酒禁煙法・水郡線敷般に尽カ

・1851年(嘉永4)-1933年(昭和8) 東木倉村生まれ

• 14歳の時郡役所でマッチと時計を見せられて、これからは西洋文明を知

る必要性を感じ、英語の勉強を目指す。

• 1871年(明治4)上京し、三叉学舎〈箕作秋坪)、間入社(中村正直)を経て、

1877年(明治 10)横浜郵便局へ勤めながら、ヘボン塾の後身fパラ学校jへ

通う。

• 1879年(明治 12)ファーからパアラストー弁護士を紹介され、渡米

小中学校を卒業後、フレデリック・ピリングス氏の助けにより

パーモント州立大学を 1889年〈明治22)卒業した。

• 1893年・ 1896年の 2度の移民調査(メキシコ・ブラジル・北米}を行う。

• 1898年(明治31)から 1924年(大正 13)まで衆議院議員として活躍し、義務教育の無料化、

未成年者喫煙禁止法と未成年者飲酒禁止法を成立、水郡線敷設、高層気象観測所、横利根閉

門の設置、村松海岸砂防林植栽に尽力する。

根本正が学んだ頃のヘボンとヘボン塾

ヘボン夫妻は、山手に住宅を移し、聖書の翻訳に専心していた。パラ学校は谷戸

橋側の!日ヘボン邸を使い、寄宿舎を設け、英語塾として開かれていた。パラ以外

の教師として、ジョージ・ウィリアム・ノックス氏がいた。当時二十数名の生徒

の中に松村介石〈後のキリスト教指導者〉服部綾雄〈後の明治学院幹事)・石本三十郎

{後の明治学院教師〉がいた。当時の授業料は安かった。朝夕にキリスト教の礼拝が

あり、日中は英語と聖書の講義があった。

正は、日曜日には近所の住吉町教会の礼拝に通い、 1878年(明治 11年)住吉町教

会(後の横浜指路教会)でノックス宣教師によって洗礼を受けた。

大村益次郎 日本近代平成の創始者
・1824年〈文政 7)-1868年〈明治2) 周防(現山口市}生まれ

-緒方洪庵の適塾で菌留学を学び村の医者になるが、蘭学をかわ

れ、宇和島藩に出仕し日本で最初の蒸気船を製造。

後に長州征伐や戊辰戦争で大総督を務め勝利する。

・明治政府で軍務を統括した兵部省における初代の大輔を務め、

事実上の日本陸軍の創始者。四民の別なく洋式の軍が近代国

家への近道だと考えた。

・1868年京で新しい兵制改革に不平士族の刺客に襲われその負

傷が原因で死ぬ。

-幕府の 9人の委託生うちの 1人。ヘボン塾開設前に、 1862年{文久2)から 1863年(文久 3)ま

で、毎日:江戸から横浜まで馬で通う。ヘボンから英語、数学を教わる。

一行ー



ヘボンは、 9人の委託生について

『鈍いこわばった日本人の口に、正確な発音を教えることは、どんなに難しいことであったか。 j

f彼らは、英語はできないが数学がよくできる。彼らはみな、二次方程式を含む代数や平面三角

法、球面三角法なrによく溝じていた。アメリカの大学卒業生でもとれら若い日本人を負かす

ことはできないであろう。全く鴛くべき国民である。 jと驚嘆した。

文明か文明でないかの基準は、商祥人にとってキりスト教文明をも。ているか、数学や物理

学が普及しているかということだった。

高橋是清 奴隷から総理大臣へ一日本財政の守離神

高橋是清自伝

-1854年{事永7年)9月 18日""1936年{昭和 11年}2月26

日 東京生まれ

・1864年{元治元年}へポン豊島で学ぶ

・明治 32年(1899年)日本銀行副総裁になり、金本位制確

立・日露戦争戦費調遣のため外債募集で活風。大正 2年

立憲政友会に入党した。 昭和金融恐慌を沈静化や世界

惑慌の混乱を世界最速でデフレから脱出させた。 1936年

{昭和 11年)2.26事件で暗殺される。

@アメリカ留学中に滞在先のずァン・リードにブラウン家

に銀隷として売られたこともあった。

横浜に出てから、最初の開私と鈴木(知雄}どはf ドクトルヘポ~Jの夫人について英語の稽古を

しておった。たまたまへポン夫饗が帰国するよう}こなったので、間夫重警は我らを当時横訴在住の

『パラ-Jという宣教師の夫人に書記していった。それで我々両人は、毎日朝早くからパラ師夫人の

宅へ出かけては稽古をした。

高橋是清からグリブイス博士への手紙(1905年明治38年)

私は、 18例年から 1865俸にかけて、ヘボン夫人の下で英語審を;轡いました。佐藤百太郎や加賀

藩の青年数名もー織でした。

ヘボン博士は数名の陸学生をも教育していました。こんな患い出があるのでお昔話しましょう。

ある日、私と佐藤君は匿学生の一人から解剖用に捕を一匹捕まえてくれと頼まれました。そこ

で私たち詰猫を~m;殺して博士のところへ持って行きました。塑朝私たちは解剖を見学するよ

うにと雷われ、手術室に呼ばれました。捕の闘の解剖を見ているうちに私は、恐ろしくなり、

それ以来医学tこは背を向けてしまったのです。

このように私はへポン夫人に教わった関保があるので、最近イースト・オレンジを訪れた時、

夫人に会うことができなく、非常に遺舗であったけれEもへボン博士は私を見て、また、林子

爵やシャンド夫議などロンドンにある博士の友人のことなどを私から聞いて、大変喜ばれた。

私はこの者紳士に深い問情を繋ぜずにはおれなかった。我々はかかる老境にある、且つ、かか

る耐えがたき事情にある我閣の愚人を感めるために、最善を尽くさねばならぬと思う。
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『家警 外務大臣・日英同盟の立役者

ヘボン塾回想

• 1850年(嘉永 3)""1913年(大正 2) 下総国佐倉本町(現佐倉市)

生まれ

• 1863年(文久 3) 13歳"'17歳までヘボン塾で学ぶ。

イギリス留学後、岩倉具視使節団随行し米・英・欧歴訪し外務

省三等書記官になる。

香川県知事・兵庫県知事を経て、榎本武揚、陸奥宗光外務大臣

の次官となる。

• 1900年(明治 33)駐英公使、 1902年(明治 35)日英同盟協約締結

に尽力した。その後、西園寺内閣で外務大臣・逓信大臣を歴任。

f常々感謝しておるのは、博士夫人の本当に母親のようなお世話になった。j ことである。

講演fJ日総理ヘボンの性行j

f余は 13歳の時から 17歳までヘボン博士のもとに世話になったのであるが、博士の平常の生

活は実に規律立たもので、己を持することの甚だ厳な人であった。春夏秋冬ともに朝 5時に

必ず起上がられた。決して小使などを煩はさず、己が事は己自ら遺られた。冬などは朝早

く起きて 2階に上がり、自らストープに火を燃やし、それから辞書の編纂にかかられた。かく

て戸外を運動し、家族と共に祈祷せられ、 9時愚者の診療に取りかかる。夕方になれば又運動

に出かけられ、或いは人を訪問し、夜は読書に過ごされた。規則正しく身を持し、少しもこれ

をかえられたことはない。斯の如くにして医療の外に、辞書を緩み、伝道にカを尽し、かっ

聖書の翻訳に従はれた。・.. 

益 田 孝 三井物産・日本経済新聞の創業者

• 1848年(嘉永元)"'1938年(昭和 13)佐渡相川で生まれる

• 12歳の時、父が函館奉行に任ぜられそこで通詞名村五八郎につい

て英語を習う。 1869年(文久 3)16歳でアメリカ公使館に通訳とし

て勤務。その年ヨーロッパに会計係として随行派遣されナポレオン

3世拝謁。帰国後横浜で英語の勉強のためイギリスの軍隊にはいる

が 1紛 4年〈元治元)ヘボン塾に高橋是清と共に入学。

明治維新後、井上馨と出会い大阪造幣寮の造幣権頭となる。上司は

渋沢栄ーだった。

• 1872年『先収会社J(貿易会社)を井上馨とつくるが、井上が政府出仕のため解散する。

・1877年(明治的先収会社をもとに三井物産を創立し、初代社長となる。

・1888年(明治21)政府から三池炭鉱の払下げを受け発展する。

三井物産の社長時代にf中外物価新報jを創刊し、これが『日本経済新聞Jに発展した。

f自叙益田孝翁伝j

その頃ハリスに次いで徳望のあったアメリカ人はヘボン博士である。この人は横浜で眼医者を

しておった。金のない者には親切に無料で治療してやった。和英辞典を作った人である。私は横

浜で英語の修業をしておったときに、ミセス・ヘボンに英語を習ったことがある。おばあさんで、

ひまであったから英語を教えてもらった。林董と一緒に行った。
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そのほかのヘボン塾につらなる人々

ひいず

三宅秀 日本最初の医学博士・東大初代医学部長

沼間守一

東京横浜毎日新聞創立者

白洲文平日本学生野球の先駆者

白洲次郎の父

島崎藤村

詩人・小説家

- 14 ー

第2回遣欧使節池田筑後守一行

1864年

スフインクスの蓄にいるのが三宅秀

最前列左から 3入居の後ろが益田孝

和田英作日本近代洋画界の巨匠

f渡頭の夕暮jの作者

松村松年

日本毘虫学の始祖

藤原義江

田本オペラの創始者



事珂ー申創立60周年毘怠

「ふれあいウオーク」歴史講話に参加して
根本正顕彰会

副会長増子輝雄

昭和 37年に菅谷中学校と五台中学校が統合し、那珂市立第一中学校が創立されて

から今年度で50周年を迎えた。これを記念し記念事業として「那珂一中ふれあいウ

オーク」が平成 23年 10月9Sに実施された。

生徒と保護者が菅谷地区(菅谷西小出身者)と五台地区(五台小出身者)に分かれ

てそれぞれ次のコースでウオーキングが行なわれた。

菅谷コ}ス

菅 谷 西 小 一 市 立 図 書 館

五台コース

五 台 小 一 茨 城 女 子 短 大

菅谷小

清水寺

中菅谷駅・下菅谷駅 那珂一中

水戸農高・那珂高校 那珂ー中

コースの途中で那珂一中の前身である、旧菅谷中と旧五台中の跡地である現菅谷小と

現茨城女子短大で、当時の「中学校の思い出J及び「地区の歴史j について、それぞ

れ出身地の先輩を講師に招き講話が行なわれた。

私は那珂ー中から五台地区の講師を依頼された。五台地区は五台小学校出身の生徒

約 220名、保護者約 20名が那珂一中の先生と一緒に参加し、!日五台中の跡地であ

る茨城女子短大の中庭のきれいな芝生に円座となって 2瑳に分かれて実施された。

私は当時の中学校の様子、そして五台の歴史の中で、現在文教地区が形成されてい

る原点といっても過言ではない教育政策に力を注いだ、地元出身の「根本 正J衆議

院議員の存在も含めて講話をいたしました。

【 以下、講話の概要については次のとおりです 】

那珂一中の前身である五台中学校の歴史から話を進めたい。

私は終戦車後の昭和 21年4月に五台小学校に入学した。当時は国民学校という名称、

であった。私が小学校 2年生の時の昭和 22年に学制改革があり、新しく五台中学校

が創設された。創設時は校舎がなかったので、五台小学校の校舎を使ってスタートした。

村では早急に校舎建設を行なうこととし、敷地は小学校前の山林・原野であった村

有地として、山林を開墾し日製勝田工場の建物を払い下げ、これを改造して昭和 23

年4月に五教室の校舎が完成した。

そして、私が小学校5年生の時の昭和 25年 12月には増築の第二校舎が落成した。
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この間中学生は運動場の整備、学校敷地の土手作り、畑地作り等各自家から道具を

持参して毎日のように作業していたのを目にしていた。

私が五台中学校に入学したのは昭和 27年4月で、あった。中学校に入学したと言っ

ても特別に入学したという感じはなかった。五台の場合は小学校と中学校は地続きで

あり、大きな学校行事(運動会、文化祭、映画会、講演会等)は小中学校で一緒に実

施され、通学路も変わらず、先生の顔も名前も、先輩生徒も全部知っていたことなど

であったからと思う。その頃は校舎も運動場等もほぼ完成しており、恵まれた環境の

中で落ち着いて勉強することが出来た。

当時の思い出として 3点ほど述べてみたい。

1. 授業の正規時間の中に「 職業 j としサ時聞があった。学校に畑があり大

豆、小麦、サツマイモ等を作り収穫する農作業の時間で、あった。作業終了後サ

ツマイモを蒸かしみんなで食べる等楽しい時間でもあった。

2. 当時の学校は山林、原野を開墾して問がなかったため雑草などの繁茂がもの

すごかった(特にシノ)。これらの除草作業は全部生徒が家から道具を持参して

作業をした。

3. 3年生の後半からは高校受験のための課外授業が行なわれた。時期的に秋か

ら冬場にかけてのため寒さとの戦い、暗い電灯の下での授業であった。

私が卒業した昭和 30年 3月(那珂町が誕生した年)から 7年後の昭和 37年4月

に、菅谷中学校と五台中学校が統合し那珂一中が創設された。

次に五台地区の歴史について述べてみたい。

皆さんが今いるこの地域一帯は、五台小学校の校歌の最初にもでてくる f清水が原J

で、あった。

この清水が原には江戸時代後期の水戸藩徳川斉昭時代に、水戸藩の域外武術訓練所

(鉄砲場)があった。明治の末頃まで土塁が残されていた。

そして、この地から偉大な歴史上の人物が出ている。明治・大正時代に衆議院議員

として活躍した「根本正j先生である。根本正は今から 160年前に東木倉の根

本家に生まれ、少年時代をこの清水が原などで過ごし、後にアメリカに渡り 10年間

留学し帰国後衆議院議員となった。

根本 正は政策の中でも特に教育と青少年健全育成に力を入れ、義務教育授業料の

無料化、未成年者の禁煙・禁酒法案を提案し成立に心血を注いだ。また、地域振興策

として水郡線の敷設等にも尽力した。それらの功により水郡線の大子駅前に胸像が建

てられている。

東木倉の生家は現在も子孫に引き継がれており、生家の入口には案内板が設置され、

屋敷内には「根本 正先生生誕地Jの立派な石碑が建立されている。

また、当地の由緒ある清水寺については附近一帯が「清水洞の上公園j として近年

整備され、根本 正顕彰会の仲田義一副会長さんの撰文による立派な案内板が建立さ

れている。
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現在、ここ清水が原には教育立国をめざした「根本 正j の精神が、生誕地へ導か

れたように教育施設が集中し、皆さんをはじめ多くの青少年が学んでいる。

『 五台地区 f清水が原j に設置されている教育施設 』

明治 22年 五台小学校創立(清水寺のとなり・大正1.4年に焼失)

大正 1. 5年

昭和 1. 1.年

昭和 23年

昭和 42年

昭和 45年

昭和 46年

昭和 49年

昭和 60年

平成 2 ]年

五台小学校 現在地に移転

県立茨城学園 水戸市内より現在地に移転

五台中学校創立(昭和 37年那珂一中に統合、昭和40

年現在地に移転)

茨城女子短期大学創立(旧五台中学校跡地)

県立水戸農高 水戸市内より現在地に移転

大成学園幼稚園創立

五台幼稚園創立

県立那珂高校創立

ふれあいセンターごだい 創設(地域交流・社会教育施設)

そして、この地域は新那珂八景の一つ「清水寺と五台文教地区jに指定されてし1る。

また、これほどの教育施設が集中しているのは、都市部以外では大変珍しく、大手

出版社の日本地名大辞典などでも、教育立閣を目ざした「根本 正j の業績と出身地

とあわせて文教地区として紹介されている。

これらのすばらしい環境の中で、育まれている皆さんは、自信と誇りをもって励んで

いただきたい。そして、この環境を守り地域発展に;貢献していただきたい。

今日一日が実り多い記念すべき日となることを祈念し講話を終わります。

以上。

※菅谷地区の講師として根本 正顕彰会の柏村一郎前会長さん(現顧問)

が務められ、講話の中で根本 正の授業料無料化法案の提案、成立の業績-

等をお話しされたということを後日ご-本人から伺いました。

"" . 
忌守 f'!!l_，.叫骨ら納

_ " 鴫

茨城女子短大(旧五台中学校跡地)

- 17 

創立 50周年を迎えた那珂ー中



顧問の加.鈍=先生r.珂ふるさと大使』に任命される

曾津義雄

加藤先生は 24年 1月 12日

(木)、那珂市中央公民館で行わ

れた賀詞交換会で海野徹市長から

『那珂ふるさと大使』に任命され、

先生のご挨拶がありました。

先生は長野県飯田市出身で東北

大学医学部を卒業後、仙台市宮城

野区で宮千代加藤内科医院を開業

されています。現在、宮千代加藤

内科医院院長を務められると共に

日本禁酒同盟理事長を兼務されています。また、東北アルコール医療研究会・仙台市ア

ディクション問題を考える会・宮城県噌癖問題研究会・仙台郷土研究会などの会員とし

て多方面に活躍されています。

加藤先生は平成 7年に『未成年者禁酒法を作った人一根本正伝』を刊行しおります。

この著書の中で根本正を研究するきっかけになったのは、断酒会で r8 8・66キャン

ペーンJ(青少年育成国民会議)というパンフレッドだと述べています。その数字は未成

年者喫煙禁止法が出来て 88年、未成年者飲酒禁止法が出来て 66年の意味であること

を知ったと云います。先生は普段の診療の中で過度の飲酒による健康被害が、働き盛り

の人達に広がっているのを憂慮していた。図書館で調べたところ根本正代議士が提案し

たのを知り、法案の成立過程に興味を持ち調べ始めたといいます。そして長年研究して

労作である『根本正伝』にまとめられました。那珂町に本が寄贈され、その本に触発さ

れ根本正が議会でも取り上げられ、当時の小宅近昭町長が顕彰の必要を述べられました。

平成8年町民による町づくりを目指す fなかなか塾Jが結成され、塾内に f根本正調査

・顕彰委員会Jが設けられ、平成9年顕彰会設立準備会が発足し、翌年根本正顕彰会発

会式、平成 10年臨時総会を開催し本格的に活動を開始しました。それ以降根本正顕彰

会は積極的に調査・顕彰活動に取り組み、その集大成として『不屈の政治家根本正伝J

を刊行することが出来ました。先生は根本正顕彰会の生みの親であります。

加藤純二先生には、現在は根本正顕彰会の顧問としてご指導を頂いております。ます

ます先生と那珂市の紳が強くなるものと期待しております。
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那珂歴史同好会主催 平成23年度歴史教室第 10回講座

f不屈の政治家根本正j 報告

日時:平成24年 1月 16日(月)9:30・11:30 

出席者数:36名

会場:高齢者福祉センター多目的室

講師:仲田義一氏

1. 那珂歴史同好会は、那珂市社会福祉協議会主催歴史教室が終了し、自主運営化を勧められて、社会

福祉協議会歴史教室と那珂市中央公民館講座歴史教室のそれそれの卒業生が集まって、平成 22年に

34名で発足、平成23年度は 59名の会員で、毎月第2月曜日に歴史教室を開催。このほか個別見学

会や市民公開講座、市民提案制度による史跡整備活動支援事業等を行っている。

2. 平成 23年度第 10回講座として、「不屈の政治家根本正Jを仲田義一先生に講義して戴いた。低温注

意報が出た非常に寒い朝であったが、受講生は熱心に聴講した。写真1は、講座の様子である。

3. 座学を受けて、 3月 13日に現地研修を行うため、事前調査を 2月 16日に行った。写真2は、根本

正の墓である。墓地は震災で全壊状態であったが、根本正関係の墓だけは 11月に修復され、再建碑

も建立されていた。ぐ会長物機厳)

写真1 写真2
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歴史講座 f不屈の政治家根本正Jを受講して

受講者海老根 敬

私は、菅谷在住二十五年になります。地元の歴史を勉強したく、歴史同好会に入札 2

年になりました。私が、根本正を知ったのは、平成二十一年九月二十日(日)、水戸黄門

ウオークラリー(旧県庁から那珂市ーの関ため池親水公園曲がり屋ゴール)に、水戸市観

光ボランティア、水戸黄門漫遊一座の役者として参加、根本正の生家を訪れ、ボランティ

アの説明を聞き、多大な功績を残された方だと実感し、もっと知りたいと思いました。

講座を聞いて、勉強することの大切さを教わりました。感心したいくつかを述べてみた

いと思います。

①幕末激動、大政奉還の時、平民出身十六歳で、水戸藩南御郡方の役人を務めていたこと。

②上司から、パリ万博の土産、時計とマッチを見せられ、カルチャーショックを受け西洋

文明に触れ、英語を学ぶ必要性を痛感したこと。

③二十歳で役人を辞めて上京、蘭学者箕作秋坪の「三文学舎Jに入門、英語を学んだこと。

④二十六歳機演で宣教師に師事して、更に英語を学んだこと。

⑤二十八歳で米国オーランド小学校に入学、三十八歳でパーモント大学を苦労して卒業し

たこと。

@四十七歳で帝国議会初当選、実績として「義務教育の授業料の国庫負担Jr未成年者の

禁酒・禁煙法J等、特に「国鉄水郡線建設J、私は、昨年十二月三日(土)水戸駅にて

、水郡線全線開通77周年記念祭りに、ボランティアとして参加しました。現在は、愛

称名「奥久慈清流ライン」として、観光に寄与しています。根本正の偉大な功績の一つ

であります。

最後に根本正に影響を与えた、地元那珂市の水戸学の学者藤田幽谷・東湖父子、天狗党

で敦賀で斬首された小四郎、水戸藩彰考館総裁豊田天功、京都本国寺で藩内の嬢夷派に暗

殺された開国派小太郎、日本の保母第一号媒酌人豊田冬(芙雄)、根本正の妻徳子(真壁

出身の勤皇家・医者の桜任蔵の孫)、この機会に地元の関係ある人々をもっと知ってもら

いたいと思いました。
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③史料紹介;;j;安萎作『水戸黄門光国卿御教示J(r穣公墨書J)

根本正翁のパックボーンの一つは「義公壁書Jである。その壁書に絵を入れて、文

字の読めない女性や子供たちでも理解できるようにとしていた史料に出会った。黒羽藩

(栃木県)の小泉斐が制作したもの、先般、大田原市の旧黒羽町「芭蕉の館jに於いて

求めた図録『檀山人小泉斐』の中からである。以下にあげておきます。

① 苦は楽の種、楽ハ苦の本と知へし ②主人と

親とハむりなるものとおもへ ③下人は足らぬ

ものと知へし ④子程に親をおもへ子

なき身は身にたくらへて近き手本と知へし

⑤旋におしよ(怖)火におぢよ

⑥恩を忘るる事なかれ

⑦欲と酒と色とは敵と知るへし

⑧朝ねすへからず ⑨小なることを

分別せよ ⑮大なる事に驚くべからず

⑪九分はたらす十分ハこほるると知るへし

⑫分別は堪忍にありと心得へし

右イ様々慎守へきなり

支謀長キ乙来孟春之望造之

文元よまぬ女童なともかた

ち有を見てし、かなるわさにやと

思へかしとてかくは

画ぬ 檀山人小泉斐画

この「徳川光園卿御教示J(r義公壁書J)は小泉斐が創始し

た埴版画である。埴版画は、謬泥(腰で囲めた泥)をもって板

を作り、これを窯で焼き、その後澄泥をまぜてその板に絵や文

字を描き、再びこれを焼く。これを拓本に採ったものである。

小泉斐がこの「徳川光闇卿御教示Jを題材とした背景には、後

述するように交流のあった水戸藩の学者小宮山楓軒からその

存在を知ったと考えられる。楓軒は、 f義公壁書」の出現につ

いて考証をしているからである。小泉斐は、その教えに「絵Jを入れることで、普段文

字に触れていない女子・童子たちにもその内容が理解できるようにと「絵入り徳川光閏

卿御教示Jを制作したのである。これは、楓軒がかつて幕府の天領の代官尋酋詩完が領

民に示した「寺西封元八ケ条J(天は恐ろし、地は大切、父母はだいじ、子はふびんか

わい、夫婦睦まじく、兄弟仲良く、職分に出精、諸人愛きょう)について、その教えを

領民が理解しやすいようにと「絵入り寺西八ケ条」としたことに通じている。
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小泉斐は幼名を勝明また亀次と称した。名は響、檀山・檀森斎と号した。明和 3年

(1766) 1月芳賀郡益子村(黒羽藩)鹿島神社の神宮木村市正のニ男として生まれ、寛

政年間の 30代のころに黒羽藩領桜田村温泉神社の神宮小泉光秀の養子となった。「斐J

の名の初見は寛政 8年 (1796)で f木村斐j とあるから、養子もその後であろう。木

村勝明(斐)は酒造業を営み近江商人として芳賀郡茂木に逗留していた画人島崎雲置に

入門し、島崎の師で京都狩野派を学んだ人物・山水・花鳥画、中でも鮎図を描いて妙手

と聞こえた高田敬輔にも直接学ぶことができた。また円山応挙の洋風画の影響を得た写

実画も学んだ、。

木村斐は、寛政 7年 (1795)近江に帰る師島崎雲圃に随行し、京都にも遊んだ。そ

の京都で、『大日本史』の編さんのために関西へ史料調査に行っていた水戸藩の学者立

原翠軒らの一行と出会い、大和や吉野へ同行し、その帰途一緒に富士登山を行っている。

翠軒は木村斐の儒学の師でもあった。翠軒の子杏所は老中松平定信のお抱え絵師谷文苑

の門下として知られるがLこの杏所に円山・四条派の画風を伝えたのは木村斐である。

翠軒は、門人木村斐の優れた画才を認めて杏所を入門させたのであった。

小泉斐は文化 11年 (1814)に藩主大関増業に招かれ黒羽に移った。翌 12年、埴版

画による f石Jの画集『檀森斎石譜』を主持している。これには儒者8人が序文を寄せ

ている。江戸の亀田鵬斎、水戸の立原翠軒・小宮山楓軒・藤田北郭、京都の頼山陽・村

瀬拷亭、大阪の篠竹小竹、備前の武元登々巷で、いずれも当時の儒者・書家として名高

い面々である。(参考;図録『檀山人小泉斐~:黒羽町教育委員会発行) (仲田昭一)

【編集後BJ

東日本大震災・福島の原発事故の対応に追われた平成 23年度も終わります。ただし、

大きな課題を抱えたままで、これからも苦難の道は続きます。覚悟を迫られている現状

に変わりはありません。

そのような中、わが顕彰会は被災を乗り越えて粘り強く活動を続けてきました。横地

理事が担当された第2回公開講座も盛会裡に終了しました。熱烈な思いで来日されたヘ

ボンの真撃な姿勢が、日本の近代化を支えてくれました。多くの人材を育ててくれたこ

とに、改めて感謝・感激しています。

「ふるさとJは、やはり温かくありがたく、勇気を生み出してくれるものです。その

思いを、後輩たちに熱く語りかけている増子副会長の姿が浮かんできます。伝えること

は、遠慮なく伝えていかなければなりません。

「義公壁書」の伝播、善事・善行・美風の流れの強さを実感。根本正翁の実践力を改

めて想起させられました。

新年度も、会員の皆さまのさらなるご協力を得て、充実した活動をと願っています。

〔仲田(昭)一記〕
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