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認知症・寝たきりにならない知恵

根本正顕彰会 . 会長小林茂雄

人聞はこの世に生をうけた以上、寿命というものがあります。これは生物の宿命です。

それぞれの生物には、それぞれの寿命があります。これは、ほぽ先天的に決まっています。

たとえば、マウスでは 3・5年、イヌは 20年、ウシは 30年、ウマは46年、ゾウは 7

0年チンパンジーは43年といわれます。このような最大寿命を限界寿命といいます。こ

の限界寿命はおそらく遺伝子によって、あらかじめプログラムされているもので、突然変

異でもない限り変えられないものと思われます。この限界寿命は、おもしろいことに、サ

ッチャーの法則がよくあてはまります。つまり、寿命は大人になった動物の脳の重さの約

0・6乗に比例し体重の約 0・2乗に反比例するということです。

このことは、脳の大きな動物ほど長生きであり、体の大きな動物ほど短命であるというこ

とを示しているわけです。脳の最も発達した動物はいうまでもなく人間です。

脳の老化は何歳から始まるのでしょうか。

脳がしっかりしていると長生きできます。もちろん、身体がついてくればですが。では、

脳はいくつから老化するのでしょうか?これは人によって違いますが、いろいろな研究か

ら45才前後からだといわれています。

脳の老化は、どんなふうにしてあらわれてくるのだろうか。

キャパンという人が「精神の老化の指標Jとして、 15項目をあげています。

①最近のことを忘れやすい。②急ぐ時、イライラしてくる。③自己中心的に考える。

④昔のことをよくしゃべる。⑤愚痴っぽい。⑥周りの人の考えや、目の前のことをあまり

気にしない。⑦一人でいることが好きで、誰からも煩わされたくない。③新しい佐事など

を覚えにくい。⑨騒々しいことに神経質になる。⑬他人との交際に臆病になり、恥ずかし

がり屋になる。⑪自分自身の感情にひどく関心を持つ。⑫自分のことばかりしゃべる。

⑬昔の苦労話をよくする。⑭一度きめた計画は変えにくい。⑬つまらぬものをよく収集

する。

これらをみると、記憶力の低下とともに、性格にも老化ともいえるものが現れてきて、

感情の許容度が少なくなり、頑固になったりする。

脳の老化を妨ぎ、認知症にならないための 10ヶ条

①若い時から準備し、頭を多様に使う。 俳句や短歌を作る趣味をもっ、本や新聞を

よく読む、書く、語る、人の世話をする、感動を忘れない、いくつになっても張り

と生きがいをもとめる。②耳学問より、視覚で情報を多くとりいれる。③動脈硬化

(特に脳の動脈硬化)にならないよう健康管理(適度な運動、食事管理)④うつ病

にならない。⑤十分な睡眠時間、効率的な睡眠をとる。⑥自分なりの上手な気分転

換法を持つ。 遊びと趣味の効用を上手に生活にとりいれる。音楽を楽しむ。散歩、

ゴルフ、ジョキングなど。⑦手先を使う。 楽器を弾く、麻雀をする、ときには利

き手と反対の手を使ってみる。③無関心をやめて、好奇心を持ち続ける。⑨人生、

今や 100年時代、 40代はまだまだお嬢さん。ダンス、エアロピックス、など張

り切ってする。⑩若い心を持ち、若い人たちとつき合う。 若い人と接することに

より、若さを実感しまた若い人に欠けているところを指摘して、逆に自分が認識す

ることになる。

(参考文献)人生八十年を生き抜くためにボケ・寝たきりにならない知恵

(平成2年4月 10日発行)

- 2 一 高齢時生活研究会発行【日本女子大学教授(執筆時)一番ヶ瀬康子監修}



平成30年度根本正・岩上二郎顕彰フェスティパル報告

1 日時

2 会揚

3 あいさつ

く小林会長> 那珂市教育員会・青少年育成那珂市民会議・瓜連地区まちづくり委員会・

瓜連小学校PTA・瓜連中学校PTAの後援を頂戴

平成30年8月26日 (日) 1 3 : 30"-' 1 6 : 0 0 
那珂市古徳 総合センターらぽーる 2F視聴覚室

レ感謝申し上げたい。お陰さまをもって、大勢の参

42272 加者を得て開催できることを嬉しく思う。また、来

場!??;2 年度からは根本正先生の生き方が那珂市の教育の根

つリ記 幹に据えられることになった。大人ち子どちち含め

議 て、より多くの方々に根本正先生の生涯を知ってい

ただく機会になること期待したい。併せて、この瓜

連地区の先人、那珂市の名誉市民でちある岩上二郎

先生の生涯についてちょり深く学ぶことで、生きる勇気を持ち郷土への誇りを育んでまいり

たいと思う。

く先崎光県議会議員>

この根本正顕彰会の顕彰会等に参加するたびに、皆様方の溢れ

出る旺盛な探究J~\に大きな刺激を受ける。 その成果を大いに活か

されて、地域の発展のために役立てていただきたい。

-it 'マ
笹 Eiziるとともに顕彰会の活動に期待するところ大なるちのがあります。

' 弱電 ~. ;0: y 
自分ち会員の一人ではあるが、共ノマに励み歩む決意を再認識す

4 講演
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(1 ) r根本正と岩上二郎の生涯」

く根本正>

講師 顕彰会会長小林茂雄

① 個人の学問への意欲は勿論であったが、水戸城下に近い東木倉村の庄屋の二男で

あったこと、また水戸藩の学者豊田天功・小太郎父子と姻戚関係にあったことなど

の環境ち生涯を決める基盤となっていた。

② 新鮮かつ鋭い感受性をもち、物ごとの実践力を備えていたことが大きい。

西洋文明の時計とマッチへの感嘆、それらへの探究l山・西洋文明の追求と渡米の決

意。苦難に耐えてのその実現。永い鎖国の時代から開園政策に向かう中、渡米の体

験は大きな飛躍となり、生涯の方針を決めることになった。

③ 水戸光園および弘道館の学問である「尊王壌実」の精神およびキリスト教の自由

・平等・博愛の精神をもって生涯を貫いた。人生のパックボーンを得ることの重要

性を示している。

<岩上二郎>

病弱・小柄な体格・左利きなど「負・逆境」と感じたことを活かす強さがあった。

苦悩を扱ったのは、キリスト教との出会いであった。歴史を重んじた水戸光園の大日

本史編さん事業から学ぶことが多く、参議院議員として「公文書館法」を議員立法さ

せた功績は偉大であった。

※ 根本正と岩上二郎の二人の人生には、水戸の学問とキリスト教の教えが大きく影響し

ていた。

(2) r瓜連城の攻防と佐竹氏」 講師 顕彰会理事・事務局長仲田昭一

市内を巡回する顕彰フェスティパルは、先人を生んだ歴史基盤を学ぶことを含んでいる。

この瓜連地区は、久慈川・玉川の水の恵みおよひ、東西南北をむすi5i古代からの街道が開か

れていたことが発展の基盤となっている。久慈西郡に属する要所であったことは、権現i家

古墳・十林寺古墳の副葬昆や銅製の「静神宮印」などの君子在によってち知ることが出来る。

この要所を拠点とすべく、佐竹氏ち鎌窟北条政権ち注目した。西福寺の木造地蔵菩薩立

像や五輪塔が当時の瓜連の姿を表している。後醍醐天皇が忠臣楠木正成の一族を派遣した

狙いち、ここ瓜連の地政学的意義を十分認識したからである。現在、瓜連小学校の校章に

楠木氏の家紋「菊水の紋」が用いられていることは、なかなか意義のあることではないか。

瓜連城陥落の後、佐竹氏が浄土宗の常福寺を域内に迎えて保護したことち、この城I止の

菩在を重視した結果であろう。

静神社・瓜連城I止・常福寺を中山とするこれら歴史の息吹を浴びながら、今後ますます

この地区が発展することを期待したい。

<総括>

当日の参加者は約50名、那珂市長海野徹氏からも祝意のメッセージを賜り、瓜連地区ま

ちづくり委員会の飯田委員長からは、「この瓜連地区の子供たちが、この二人の先人たちの

生き方やその働きを学び、自分のふるさとを誇りに思うI~\をもって巣立って欲しい。 また、

将来このふるさとの発展に大いに貢献することを期待したい」との熱い思いを語って下さっ

たことは実にありがたいことであった。
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偉大な那珂市の政治家根本正と岩上ニ郎

根本正顕彰会会長小林茂雄

根本正

1.生い立ち

嘉永 4年 (18 5 1) 10月7日、東木倉村(現那珂市東木倉)に生まれる。

文久3年 (1863)豊田天功の家僕となる。

豊田天功は大日本史を編纂する彰考館総裁で、正の父・徳孝の従兄弟に当たる人であっ

たが、主従関係は非常に厳しかった。

(1) 根本正と水戸学の出会い。

水戸学は、水戸藩初代藩主徳川!頼房(威公)から噂王の精神は現れていたが、実質

的には光聞の時代に始まったと言われている。光園の教えはf我が主君は天子(皇室)

なり、今の将軍は我が宗室(徳川家の本家)なり、あしく(惑しく)了簡(りょうけ

ん)仕り、取り違え申すまじきJ(r不屈の政治家根本正伝JJと言うのが基本的考え

方である。

根本正が生涯の指針としていたのが『古歌』であり、『義公様盤書』であり、『聖書』

である。『古歌~ (自作ともされる)

踏まれでも 根強く偲べ路芝のやがて花咲く 春をこそまて

また、根本軍が豊田家に仕えていた時に、『義公様壁書』に大きな影響を受けたも

のと思われ、後年選挙の名刺の裏に印刷して用いている。

壁書9ヶ条

(1 ) 普はたのしみの種、楽は普のたねと知るべし。

(2) 主人と親とは無理なるもの(従わねばならない)と思え、下人は是らぬも

の(物わかりが悪い)と知るべし。

(3) 子ほど(子が親を慕うように)績を恩へ、子無きものは身に比べる(自分

を他と比較し反省する)ちかき 手本と知るべし。

(4) おきてに怖ぢよ、火にをちょ、分別なきものに怖じよ(十分注意せよ)、

恩を忘るる事なかれ。

(5) 欲と色と酒をかたきと知るべし。

(6) 朝寝すべからず、略(はなし)の長座すべからず。

(1) 小なる事は分別せよ、大なる事は驚くべからず。

(8) 九分はたらず、十分はこぽるるとしるべし。

(常に最高を目指して努力をせよ。しかし、これで達成したと満足してはなら

ない)

(9) 分別は湛忍にあるべしと知るべし。(大事な事は人を許す広い心を持っこ

と)

(2)西洋文明の衝撃一時計とマッチとの出会いー

慶応3年 (1861)正は 16歳の時、水戸藩南郡方の役人となる。

徳川昭武(第 15代将軍徳川慶喜の実弟)は、幕府の命により、仏国・パリ博へ派遣

され、この一行に随行した郡奉行服部潤次郎から土産のパット火のつく fマッチj と

正確に時を刻む f時計j を見せられ、横文字を学ぶ国を目指し、西洋の学問と英語へ
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の関心を高めていった。これには最初に仕えた豊田天功・小太郎父子の実学重視の生き

方の影響もあったものと恩われる。天功は f頑迷な保守主義者でなく、正擁な外国事情

の認識なくして、欧米の外圧に対抗できないと主張J(構図泰文)して、水戸藩から、 8

人の蘭学留学生を送り出している。その 1人が嫡男の小太郎で開国論者であった。

2 水戸から東京へ

(1)明治4年 (18 7 1) 19歳の時、 4年間勤めた南御郡方役人を辞め上京した。

1) 箕作秋坪(みっくりしゅうへい)の三文学舎(英学塾)に学ぶ。

箕作秋坪は津山藩、(現岡山県)出身で、蘭学を学び、ロシアに渡り(サハリン)の境

界線交渉を2回努めた国際経験の豊富な学者であった。

明治8年東京師範学校摂理になり、高等師範学校の基礎を築いた人で、最初の東京学

士際会員になっている。

2) 中村正直(敬字)の同入社に学ぶ。

間入社は福沢諭吉の慶応義塾、近藤真琴の攻玉社と並んで三大義塾と云われた。

中村正直について

①明六社の結成士で森有札。福沢諭吉。箕作秋坪と明六社を結成し『明大雑誌』を発

刊したりして、自由民権思想の普及啓蒙活動をした。

②明治6年 宣教師カッタランから説本しを受け、クリスチャンとなる。

③当時の男尊女卑社会の中で女性の地位向上と女性・子供の教育の向上に努めた。

④日本最初の高等女子師範学校を創設。

⑤幼稚園や剤事践を創設。

正は中村正直の間入社に入門して教えを受け、キリスト教を信仰するようになり非常

に幸せだったと(回顧八十一年)述べている。

明治 11年 (1878)、Eは、住吉教会でノックス仮牧師から洗礼を受けている。正が

キPスト教に帰衣するきっかけになったのは、中村正直の影響もさることながら、プロ

テスタントの正直・真面目・愛・誠実・勤勉などの倫理に強く号iカ亙れたからではないか

と言われる。正の政治活動及び日常生活には、キPスト教の精神が脈々として流れてい

る。

(2) 留学を目指して

東京では牛込の長屋で自炊生活しながら学費・生活費・渡米に備えて旅費を稼ぐため、

昼間は塾で勉強、夜は入力車を引いて市内を走った。警視庁巡査ににもなったが給料が

少ないので駅逓寮(外国郵便局)につとめ、明治 8年間入社を退学し、周年神戸局に勤

務明治10年横浜局へ転勤、月給は 12円であった。横浜居留地にあったへボン塾にも

入門し、英会話カをつけるため努力した。

同じ局に勤務するアメリカ人のファー氏に自分の思いを打ち明けると、正の英語を学

ぶ真撃な姿勢や誠実-:iE産・勤勉な姿や熱意に打たれ、自分の友人であるカリフオル二

ァ州オークランドの法曹家パラストー博士を紹介した。正は明治 12年 3月、『シティ・

オプ・ペンギンj号でカリフォル二アに向けて出港した。

3 根本正がアメリカで学んだこと

明治12年 8月、根本正はカリフォル二アに到着し、オークランドのパラストー一家

で働きながら苦学し、 27歳で小学校入学、中学校卒業後アメリカの鉄道王ピリングス氏

の援助によりパ}モンド大学を卒業するまで10年間の留学生活を送った。

- 6 一



正はアメリカの留学生活を経験し、次の4つの処世衡を学んだという。

(1) r神はかたよらずj ということ

神は誰にも平等である。議でも努力すれば立身出身できる。

(2) r貧は富をつくるj ということ

正はパーモンド大学の卒業式でパッカム総理が話した言葉 f貧は富をつくるJの言葉

に深く感銘を受け、帰国後『欧米貧児出世美談』を発刊している。

貧賎の家に生まれた者は、その経験から倹約・分別・道理を学び、徳を納め知恵も備

わり一家を治め世のためになることは明らかである。そして、「勤勉忍耐の気力と百発不

屈の精神j を身につけると。

(3) r受くるより与うることは幸いなりj ということ

イギリスの慈善家サ}・タイタス・ソールト氏はヨークシャー地方の貧しい家の生ま

れであるが、苦労の末、羊毛工場の経営者になったが、収益は工員のために用い、福利

厚生の施設はパラダイスのようだったという。また、貧民のために莫大な義損金を提供

した。世の私利私欲なる資本家よソールトの経営を見開し、大いに反省せよと (f前掲出

世美談J)。

(4) r善を知って行わざるは罪なり j ということ

アメリカのガーフィールド大統領にギトーという弁護士の友人がいた。彼は大統領に

自分をフランス大使にするよう頼んだ。しかし、大統領は『如何にあなたが学者であっ

てもアメリカ合衆国を代表する大使としてやるわけにはいかないJ(回顧八十一年)とア

メリカの国益を考え、自分の信念に基づいて断ったので、ポルチモア駅でギトーに銃撃

され死去した。まさに身を賭して実行したのである。

4 10年間の留学を終了して帰国、そして政治家を目指す

(1) 教育のあり方について

26年間の議員在任中、教育について法案26と建議11回提案、質問9回している。

国家の富強は教育にかかっている。教育の基本は小学校教育にある。

小学校教育の充実を図るには、教員の待遇改善を図り、誰もが貧富に関係なく平等に教

育が受けられるようにすると云うのが、根本正の基本的考えで方であった。そして、根

本正は教育の3大要素として「教育の発展と青年との関係j、『教育の発展と父兄との関

係j、f教育の発展と社会との関係j をあげている。 (f茨城の教育J295号茨城県教育協

会雑誌・明治41年 12月31日)。

(2) 教育の三大要素とは。

1) 教育の発展と青年とは如何に関係あるか。

自分の青年時代は、地方的・個人的なものであり、僧侶・医者・父・祖父な

どから学んだものである。 12歳の時、親戚関係の彰考館総裁豊田天功の家で家

僕となり学んだが、士族と平民との身分的区別は厳しく、墓参の時でも下駄は

履けず、もし間違って履いたりすれば切り捨てられるような時代であった。そ

こで、智を磨き、徳を修めるのが第ーと考え苦しい境遇の中、僅かな壊を見つ

けて勉強した。人は何事によらず、あることを為そうと志を立てたならば、直

ちに実行する。為すべきでないと判断したら置ちに捨てる。これは人間成功の

秘訣である。人間は善惑を判断する能力を持っている。

人は他人の厄介になるべきではない。人は他人のカよって為すべきものでは

ない。独立自営、己の力、己の働きによって事に当たるべきである。これは青
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年にとって、最も必要だし、確実に守るべきものである。

アメリカでは働く者には金を与えるが、怠ける者には与えない。自分は主人の

自の前なら働く、主人がいなければ怠けるということをしなかった。いつも他人

より多く働くことを考えた。

そして、 f今日において為すべき事は今日なすべし、決して明日に伸ばす事なか

れj、親に孝道を尽くすにおいても同様で、今日為すべきである。孝道は明日にあ

らず、今日にあり、未来にあらずして、現在にある。人はその日に為そうとした

ことはその日に為す。必要なのは忍耐精神である。

お茶の水女子大教授で『国家の品格』を著した藤原正彦先生は、 f教育において

も生きるカを育むとか、個性の尊重とか美しい嘗素であるが、個性の尊重を例に

取れば、結局身勝手を助長しただけとしか思えないJと述べている。

藤原先生は日本と同じようにイギリスでも理数科離れが激しいという。科学技

術政策のトップの人からその原因を聞かれたので f虞の原因は、我慢力不足j と

答えたという。我慢カを失うと理数科離れ、もっと恐ろしい読書離れがおきてく

る。子供時代にきちんと「我慢カ・忍耐カの基本を育てて初めてそのようなもの

が身についてくるj と述べており、根本正との共通点が見られる。(藤原正彦『日

本のこれからを考える』全速退会報157号)。

根本正の教育観の底流には、貧困・逆境の中でどのような銀難辛苦に遭遇しょ

うが、他人に頼らず自分のカ(自助の精神)で、自分の未来を切り開いてゆく忍

耐精神の自覚とそれを育てることが根底にあったのだろうか。

2) 教育の発展と父兄とは如何に関係あるか。

児童の教育に当たる者は父兄である。それ故、現在児童を養育している父兄の

責任は重い。父兄たるものは一層の注意を払い、教育の発展上多大の影響を与え

るのだから、未来も立派になるように努めるべきである。アメリカでは女子が 20

歳になるまでは、父母が養育する義務がある。つまり、子女を将来の父母として

知識と才能を備えるまでは、アメリカの習慣として公立の学校か、私立の学校で

教育する責務がある。しかし 21歳になれば親の世話にならないものと決まってい

るから、それ以降は己のカで何事もしなければならないので、親は金品などの面

倒を見る必要がない。このような行き方は良いことなので我が国にも取り入れて

いきたい。我が国は将来の父母になる女性の教育に冷淡である。子女の教育は重

要であるから、国民の知識や関心を高め、世界の留に劣らぬようにする必要があ

る。子女の教育は一家のみならず、国家のためでもある。教育は男子ばかりでな

く女子にも実施すべきである。世界の富強国は皆女子教育を尊ぶ国である。

女子教育が盛んになるか否かは、父兄の責任である。

3) 教育の発展と社会は如何なる関係にある治、

国民教育(小学校教育)は、一部の国民の知識を高めるものではない。町や村

によって差があってはならないし、我が国領土の北から南まで誰もが平等に教

育を受けられるのが国民教育の精神である。それが普通であり、これが普及し

ている国は富強である。だから私は第13議会に国民教育授業料金廃建議案と

その財政的裏付けである小学校教育費国庫補助法案を提案し成立させた。これ

は当時の与論でもあった。国民教育はすでに国家の事業であるから国費を充て

るのは当然のことである。
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根本正は子どもは我が国の将来を担うものであるから、 F国ノ父母』と呼んで

いる。従って地域による格差をなくし、教育の機会均等等、子どものある者も

子どものない者も協力して教育を支えてゆくことの大切さを述べている。

根本正は最後に・

(1 )青年は fことを定めたる以上は永久にかへず、如何なる苦痛も

忍耐し以て大成せられたいJ。

(2)父兄は f女子教育には一層カを注がれ我が国の弊風j を打破し

て欲しい。

(3)社会的には f小学校教育は国費を以てする様j尽力されたい。

教育の発展には青年・父兄・社会の三要素が調和して初めて教育は完成する

と述べている。これは現代社会にも共通する普遍的真理ではなかろう語、

(3)根本正の功績

未成年者喫煙禁止法・未成年者飲酒禁止法・水郡線の開通・小学校授業料の

無料化・高層気象観測所の設置・利根川の治水・村松砂防林の造成・

根本正路年表

1851年(嘉応 4年)

1863年(文久 3年)

1867年〈慶応 3年)

1871年(明治 4年)

1879年(明治12年)

1885年(明治 18年)

1889年(明治22年)

1890年(明治23年)

1894年(明治27年)

1898年(明治31年)

1899年(明治32年)

1922年(大正 11年)

1924年(大正13年)

1933年(昭和 8年)

1934年(昭和 9年)

東木倉で生まれる

豊田家の家僕となる

水戸藩南郡方役人になる

上京し働きながら私塾で学ぶ

渡米する

パ}モント大学に入学する

パーモンド大学を卒業する

帰国する

第1回総選挙に出馬するも落選

中南米へ移民先視察に出発する

第5回総選挙で初めて当選する

義務教育費国庫補助法が成立する

未成年者喫煙禁止法が成立する

未成年者飲酒禁止法が成立する

総選挙で落選し政界を引退7する

東京の自宅で逝去する

水郡線全線が開通する
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岩上ニ郎

1 .幼少期から県知事引退まで

(1)幼少期の岩上ニ郎

大正2年 11月29日、那珂市古徳に父孝太郎、母とくの女4人の末弟として

生まれる。父親の厄年に生まれたので、生家の三叉路に捨てられ拾われたとい

う。小学技の頃は童弱児で欠席も多く余り期待されない存在であーったという。

父は昔、民政党系で本家と交互に県会議員を務めた。 40数町歩の土地と山林

を所有すると共に醤油醸造業、運送業もやり土浦に丸通本社を置き幡谷仙三郎・

中野慶吉らと交友関係があったという。かつては白川村などのある県から依頼さ

れ嘱託村長などもしたという。

(2)青年期

中学は新設問もない私立の茨城中学へ補欠で入学した。成績・体育なども余

りパットしなかった。母は水戸東武館の小沢門下生で北辰一万流の使い手で、

加倉井にいる叔父の所に連れて行き精神訓話や竹刀で剣道の練習をさせたとい

う。学校で剣道の先生から fお前は上達する天分があるj と褒められ、それが

動機となり、剣道も勉強も猛烈にやるようになり、剣道初段も取得した。

中学卒業と同時に!日制水戸高等学校を受験したが失敗、翌年挑戦して合格。

2年生の時、母親が死亡。その後、京都大学法学部に入学し、在学中下宿して

いた寺の火災で失火を疑われ、警察に連行されたこともあったという。

昭和 15年プリジストンタイヤ(株)に就職。この年歩兵102連隊に入営、

一週間後に中国に派遣された。陸軍主計中尉として中国・ベトナム・タイ国を

経て、敗戦により昭和 21年6月帰国。

昭和22年4月、瓜連町長に当選。菊池牧師と協力し fナザレ題j創設に協力

する。戦後の混乱のさめやらぬ時代で町政での悩みも多く、昭和 24年 11月29

日、キリスト教に救いを求め、菊池牧師と関係の深かったO・D・ピックスラ

一氏より洗礼を受けた。

昭和26年キリスト教短期大学講師になり政治学を講義したのが縁となり、

ハレ}・ハックス氏の薦めでロサンゼルス近郊のベパダイン大学へ留学のため

渡米し地方自治と福祉行政の研究をした。

(3)昭和 34年 4月、茨城県知事に初当選

農工両全を掲げ、 ①鹿島地域総合開発

②研究学園都市

③水戸射爆場返還問題(敷地の一部・・・自衛隊3年間

使用することを認め返還させる。)

@全国モデルの精神病院の建設(元友部町)

※農工両全 f工Jの概念・・・強きもの・・国家権力・中央集権・

大企業を導き手とするもの

f農j の概念・・・弱きもの・・農林漁業・中小企業・

僻地・地方自治体(形態としての農業・

農民をさすものではない)
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昭和 36年 6月

アメリカ政府・議会に対し水戸射爆場返還直訴(昭和48年水戸射爆

場返還される。)

原子力開発状況、ブラジルにおける本県移住者の視察

昭和 38年 4月

昭和 44年

昭和 46年

新農政者の柱として田園都市計画を進める。若者の住める環境を作らな

ければ農村は崩壊すると考えたのが f田園都市構想Jの発端。

イギリスの田園都市協会創設者ハワードの言葉 f思うに、整える自治は

美しい人格を作り、活ける自治は新たな民嵐を興すj。農民自身が自らの問

題として意識の革命を通し、生活改善や集落の在り方を話し合い、お互い

に持てる資金を持ち寄り、計画ができればその具体的実践を県や市町村に

要求し、それに基づきそれぞれパックアップして行くという民主的やり方

である。この事業は後に農村環境整備事業として取り上げられる。

農業開発事業団、教育財団の設立

鹿島港開港式 (10月)

筑波研究学園都市起工式 (11月)

茨城県立歴史館建設、重症心身傷害児者施設 (fあすなろJ)

養護学校の関所、霞ヶ浦の水質浄化、原子力安全協定。

昭和 50年 4月

茨城県知事引退(昭和 34年"'4期 16年)

2.国政に参画

昭和 53年 2月 参議院議員の補欠選挙に当選する。(妙子参議院議員病気で辞任)

昭和 55年 ニ期目の参議院議員に当選

昭和 57年 11月科学技術庁政務次官(現文部科学省)

平成元年6月 公文書館法成立に貢献し、 1CA (パヲ・国際公文書館評議会)から

名誉メダルを授与される。

く公文書館法とは〉

(1 )公文書館法制定の動機・背景・・・産接的には徳川光閣の f大日本史編纂

事業J(明暦3年着手~明治 39年・約 250年)からのヒントであるという。

光図の歴史観には f個人的推論を避け、あくまで事実を事実として明らか

にしようとする真筆な態度には大いに学ぶべきJであるという。もう一つ

は産接的には昭和 38年から始まった「茨城県史編纂事業j にあるという。

(r公文書館への道』岩上ニ郎)。

(2) ねらい・・・歴史を編纂するというのは、単に過去の事実を羅列し記録し

ておくことではなく、過去の事実を調べることによって先人の業績の時代

的意義を覚り、現在私達が立っている位置を見極めることによって、現状

を正しく把握し、私共が未来に処する正しい態度を取りうるよすがとする。

(r前掲書J)。

(3)歴史の編纂と資料の保存は車の両輪の関係にある。
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※公文書館法第3条 国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公

文書等及び利用に関し、適切な処霞を講ずる責務を有する。j

3. 根本正と岩上ニ郎の共通点

(1 )根本・岩上両氏ともクリスチャンである。前者は横浜の住吉教会でノック

ス仮牧師から、岩上は0 ・D ・ピックスラー牧師(恐らくベパダイン大学

とおもわれる)から洗礼を受けている。

(2) キリスト教の信仰を背景に自己犠牲の精神で弱者の立場にたち、根本正は

キリスト教徒として矯風会の精神を共有し、徳子婦人と共に禁酒、公娼(売

春宿)の廃止や足尾鉱毒事件の田中正造を支援した。

岩上ニ郎はペパダイン大学で福祉を学び、菊池牧師にはかり福主織設ナ

ザレ国(老人ホーム)の創設、またコロニー・あすなろ・ひばり学園(身

障児)・筑渡学園・友愛学園の創設に取り組んだ。

(3) いずれも水戸学の影響を受けている。

(4) 根本正は明治維新の混乱期に、岩上は戦後の混乱期に渡米し、前者は庭婦

除・車洗い・夏季休暇中はアルバイト、後者は庭師・皿洗いをしながら生

活を切り詰め苦学した。

(5) 政治家としてデピューしたのは、根本(衆議院・ 46歳5ヶ月)、岩上〈茨

城県知事・ 45歳5ヶ月)であった。

8 まとめ

根本正は明治維新の混乱期に東京で昼間は同入社で勉強、夜は人力車を引い

て学費・生活費・留学費を稼ぎながら苦学した。英語を学ぶため外国人に積極

的に話しかけ、その熱意が認められ、法曹家パラスト}家で働き、その陰日向

なく仕事を成し遂げる人柄が認められ、パラスト}氏の好意で小・中学校へ入

学を懇められて、苦学しながら卒業した。パ}モンド大学はパラストー氏の紹

介でアメリカの鉄道王ピヲングス氏から学費の援助を受け卒業し帰国した。根

本の生き方には自分の未来は自分で切り開くという決意、そのためには如何な

る袈難辛苦にも耐える。そうすれば未来は必ず開けるという体験的教育観が根

底にあるように思う。

岩上ニ郎にしても戦後の混乱期に家族を残し、先進国のアメヲカに学ぶため

彼の地に渡航し、苦学をしながら地方自治・福祉の研究をして帰国した。

そして、それ活かすために瓜連町長、知事に当選してからは数々の仕事をされ

たが、特筆すべきなのは鹿島開発と fコロニーあすなろJではないかといわれ

る。鹿島開発というと農工両全と云われ、幻に終わったという批判はあるが必

ずしもそうではなく、貧しい地域の開発を目指した弱者救済の視点があったの

ではなかろうか。

根本正・岩上ニ郎の活動した時代はそれぞれ異なるが、当時の外国留学生は

相当な困難があったろうと思われる。そのような状況の中で我が留の政治に生

かそうとしたと云えよう。

根本互の場合は明治維新の混乱期に議会政治の基本である f公平選挙法j
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を著したり、 f米国国民論j、「欧米貧児出世美談j などを翻訳したりして啓蒙

活動につとめ f文明開化の新風j を我が国にもたらした 1人である。

内向きといわれる青年遣に望むことは、援本正・岩上ニ郎が大変な時代に海

外に出て、いろいろな困難を乗り越えて国際的経験を積み、国際的視野を養い、

ヒュ}マエズムの精神でわが国に数々の功績をもたらしたように、これからの

青年遣に海外に目を向け大志を抱き、激動する国際社会での活癒を期待したい。

岩上二郎略年表

191 3年(大正 2年) 瓜連村で生まれる

1940年(昭和 15年) 京都帝国大学を卒業する

プリジストン株式会社に入社する

軍隊に召集さ陸軍に入隊する

1946年(昭和21年) 復員し青年文化運動に参加する

1947年(昭和22年) 瓜連町長に当選する

1951年(昭和26年) 町長を辞し米国ペパーダイン大学へ留学する

1955年(昭和30年) 帰国して町長に復職する

1959年(昭和34年) 茨城県知事に当選する

1974年(昭和49年) 茨城県立歴史館を会館する

1975年(昭和50年) 茨城県知事を辞職する

茨城県立歴史館長に再任される

1978年(昭和53年) 参議院議員に当選する

1982年(昭和57年) 科学技術政務次官に就任する

1987年(昭和62年) 議員立法として提出した公文書館法が制定される

勲一等瑞宝賞を授与される

国際公文書館評議会名誉メダルを授与される

1989年(平成元年) 慶応義塾大学病院で議員在職のまま逝去する

(参考文献など)

不屈の政治家根本正伝(発行者根本正顕彰会)

那珂市の.誇る偉人~名誉市民の足跡~市制施行10周年記念誌

援本正顕彰会曾簿義雄前会長講演『輝く那珂市の政治家根本正と岩上二郎』

要旨
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根本正顕彰会「顕彰フ工スティ J¥')レ」 平成30年8月26日(日〉

瓜連城の攻防「楠木正家と佐竹氏」

1 瓜連城跡周辺の発掘調査

古墳時代;新宿古i貫群:権現塚古墳、下大賀遺跡:+林寺古墳群

奈良時代・平安時代;下大賀遺跡:土師器墨書「馬長JI馬JI虞得JI富内」

「大家」、塩焼壷、

下大賀遺跡(磯敷古道、奈良~江戸時代の古道、竿秤の錘「権」、建物の「鍵」

「鉄製紡錘車J=倭文郷、勾玉・小玉・耳飾=玉川メノウ石〉

ヤ
コ

3

←権現塚古墳→

石室から出土した勾玉

/て

ま照、
電 - T・

第 35図 5号墳石室平面観

玄室内から出土した箆刀 ←下大賀十林寺遺跡

2 律令体制下の瓜連

『万葉集』倭文部司良麻呂の歌

『常陸風土記~ (713年〉静神社創建「静神宮印」律令体制の官社 (800年代初〉

久慈西郡

(鹿畠台古墳・字九枚畑出土「万頭大刀J66. 5~Y、皇巾3. 3~Y、切先を欠く〉

静神社「延喜式 :常陸国式内社28座、名神大社は静神社ほかに7社」
『日本書紀』弘仁14年 (823)の条に記録されだのが初見

常陸二ノ宮(~今昔物語』 に周防国一の宮の件が初見〉

常陸末田駕天山古墳、小島星神社古墳 ←→ 久慈川・玉川| ←→ 十林寺古墳群、

下大賀権現塚古墳、 静神社 (新発見下大賀古墳〉

- 14 一



3 瓜連の位置

八幡太郎義家伝説の集中(奥州筋への街道集中〉。藤原秀郷流→

平家大捧氏→ 佐竹氏の勢力拡大 く(源義光→義業(妻常陸

大橡平致幹の弟吉田清幹の女〉→ 昌義(佐竹郷在住、妻は常陸平

氏平快幹の女、継室奥州平泉藤原清衡の女)> 
源頼朝の秀義攻め → 二階堂氏の所領 → 弘安8年 (1285)
霜月騒動で敗者安達泰盛に味方レた二階堂氏ち敗れ北条得宗領に

(北条時頼の子桜田禅師時厳の子瓜連備前入道貞国の所領に〉→

その一分を北条氏配下の瓜連沙汰人称願が瓜連郷を買い取る。

久慈西郡政所設置か?

時宗西福寺の奇在(鎌倉時代の作、地蔵菩薩像の害在はこの頃の

北条氏の勢力を見ることができる〉

4 南北朝時代 (~太平記』ほか〉

元弘元年 (1331)8月、楠木正成笠置山へ召され

趨木造地殻饗龍立像

「弓や取る身の面白、何事か是 に過ぎんJi正成一人未だ生きでありと閏召さ侯はば、

聖運遂に開かるべしと思食され俣へと、頼もしげに申して、正成は淘内ヘ帰りにけり」

笠置山落城し後醍醐天皇捕縛。赤坂城落城

元弘2年3月、後醍醐天皇隠岐島へ配流

元弘3年正月、天皇九州の豪族菊池武時に繍旨を下し奮闘を促す (3月戦死〉

楠木正成の提言「一人勅誌により一命を墜せる蓄は武時入道なり、忠厚尤も第一

たるかJ(自己の功績より他人の功績を称えた〉

2月下旬、天皇隠岐を脱出、名和長年迎えられ船上山ヘ。

2月千早城攻撃

幕府万二小田常陸前司、伊東常陸前司、大和入道、宇佐美摂津前司、二階堂出羽入道、

二階堂常陸介、二階堂下野判官など36ヶ園、 80万騎

4月、足利高氏後醍醐天皇方に寝返りぷ足~恵三ふ￡玄こ案支濠忽疋設
5月8日、新田義貞御醍醐天皇方に就き鎌倉攻撃、 5月21日鎌倉幕府滅亡

(1 )瓜連城

瓜連地域のI也頭主主豆島は元弘3年 (1333)5月新田義貞勢討伐戦で敗れ、北条高時

らと共に白書。

後醍醐天皇

陸奥将軍府(北畠顕家〉および鎌倉将軍府(足利直義〉設置

足利尊氏を武蔵・常陸・下総の国司及び守護に任命す

足利直義を遠江・相模の国司

建武2年 (1335)、旧得宗領瓜連を楠木正成に与う〈重要性を認識〉

延元元年:建武3年 (1336)5月湊川の戦い(正成戦死〉。

正行(11歳〉父の遺誠を奉じ、追念レて己まず。

9月、北畠親房ら伊勢大湊を発するち、駿j司灘沖で遭難し親房は常陸へ入り

小田城 (i神皇正統記」執筆)~関城~大宝城ヘ。

12月、御醍醐天皇吉野ヘ潜行
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延元4年 (1339) 御醍醐天皇崩御

正平2年 (1347)8月'"'-'1 1月車五孟丘、紀伊 -j司内・摂津に転戦

正行:後村上天皇に申す

「宇内をして再び皇化に帰せしめんと欲す。臣年既に壮、常に育待の身を以て(事を為

さんと時機を待つ易〉遂に不測の疾に嬰らぱ、上は不忠の臣と為り、下は不孝の子と為

らんことを恐る。方今師直・師泰将に来たり犯さんとす。実に臣が報刻の棋なり、云/マ」

御醍醐帝の廟を拝し、告げて日く 「戦如し利あらずぱ、宮支えて生きて還らじ」と。

正行は、同盟の姓氏を如意輪堂の壁に題し、 「かへらじとかねて思へば梓弓無き (死者〉

かずに入る名をぞとどむる」と刻んだ。

正平3年 (1348))1月、楠木正行、四条畷の戦いで敗る。弟正時に「事畢る。賊のために

獲らるること莫かれ」と。正時と交/マ刺して鍵る。時に年二十三。従兵皆自殺す。

(2) 楠木正家(~大日本史n)

蔵人と為り、左近衛将監に任ぜらる。延元元年、正成に代り兵を将いて常陸に赴きく「常
きず

陸薬王院文書J1常陸清音寺文書」、 (前年の建武2年11月頃か)> 瓜連の地に城きて拠

りしが (延元元年:建武3年〉、賊兵来り攻む。正家逆え撃ちて之を破り、賊将隼立蓋三

及び後藤基明を斬り、聾勢大に振い、入野七郎次郎ら来り属す (1常陸薬王院文書J1常

陸清音寺文書J1桐原系図」を参取す〉。 明年、鎮守府将軍源 (北畠〉顕家に従いて西上

す ( 1太平記J ) 。 後、耳立与県広震田真窓恩ゑ腿ζ張奈~ζ玄μζzlζ死9:" ( ~大日本
史n1太平記」、正平3年:1月〉。

【楠木正家】

① 「楠木判官正成の代宮」とあり近頃沼内から下向とち見えるが。

② 弘安年間の常陸総社文書に常陸の国司代左近大夫将監橘朝臣とある (楠木は楕姓で

もある〉。

※ 沼内の楠木氏の同族が早くより関東に下向土着していたとも想像できる。

③ 延元元年 (1336)12月11日瓜連城陥落、脱出して東北へ?

④ 常福寺所蔵「慶長七年 (1602)寺領帳」

表題「常陸国那翼郡瓜連常福寺領帳」

奥書「慶長七極月十日 内修理手代楠木織部昌明 (芯押)J

「内修理」は内藤修理か?

この時点で楠木氏が瓜連及びその近辺に在住していたことを示す?

⑤ 沼内から突然来たのではなく、既に土着していたのではないか?

(現に「楠見」姓ちある〉

しかち、 j司内との連絡交流は密であった 〈楠木正成の命令で瓜連城に入る〉。

瓜連の交通要所であることを想起せよ。

(3)那珂通辰

① 藤原北家流那珂氏。途中で本阜呈孟を名乗り中郡姓、上総姓と分かれた。源頼朝の佐竹

秀義討伐 → 那珂東・西郡は上総宗経に与えられ実経・実久と継ぎ幕府の育力御家人

となる。南北時代初期は那珂西郡に滞留。藤原秀郷流藤原系戸村氏

戸村能通 (戸村小三郎〉の女=佐竹義隆 → 佐竹秀義誕生

戸村能通一通能 (建久元年:1190源頼朝の入洛に随行、承久の舌し (承久3年1221、

北条泰時方で軍功〉→ 建武3年;延元元年:1336、瓜連合戦で南朝方に就き敗れ滅
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亡(後に佐竹料所、佐竹一門に → 佐竹氏系戸柑氏〉

② 藤原秀郷流藤原系那珂氏

E通延〈太田大夫〉一通成一通盛(小野崎新大夫〉

通直(沼辺太夫:ils亙孟〉一 通資(那珂太郎:那珂郷在住〉・・・那珂東郡那賀城→

→・・・逗孟?

i声辰(一族、戸村氏ち含めて増井の一本松下で処刑、近世の記録からで通辰の存在が疑

国〉 一通泰(一人生きのび?足利高氏に降伏:楠木一族との比較。正平5年:135 

0、高師泰に従い岩見国鼓ケ崎で勝利し江戸郷を与えられる〉一 通高(江戸氏を名乗る。

足利氏・佐竹義宣に味方し岩間難体山の戦いで戦死〉一 通景(足利氏より大禄氏の旧領

沼和田・鯉測・赤尾杉などを得て泊和田城ヘ。この時江戸郷残留組、鷺子江戸氏に、枝川

江戸氏に分敵したなど諸流あり。江戸郷は、佐竹氏の北西の他氏領域対策により小揚氏や

露子氏に中山が移り、荏在価値薄れる

応永年間 (1434頃〉通房水戸城入り → 佐竹義重に攻められ城主通重は結城へ(中

台「女郎ガ池J(江戸領主通重の妻入水伝説〉、通重の親兄弟は避難・隠れ合うが、佐竹

氏の秋田移封後に江戸郷ヘ戻る(斎藤氏と改称、明治期に「那国氏」に戻る〉

<直盟主>
小田治久(守護を北条得宗に奪われ、北条得宗の後に佐竹貞義が守護となる。守護を回復

できないことで反佐竹氏となって南朝方となったか。京都から配流となっていた藤原藤房

の勤王思想の感化力〉・真壁氏・笠間氏・中郡氏・大捧氏・那国氏・戸村氏

静神社の立揚はどうか(南朝方力)? 

相馬胤平・広橋経泰ら南朝方

<韮盟主>

神社勢力は如何ほどか?

戦場;芯房山・大方j司原

佐竹貞義一義篤(延元元年:建武3年2月、足利尊氏と共に西国ヘ落ち行く。途中播

磨国で常陸の混迷告げられ帰国を命ぜられる、 7月頃末田城へ帰着〉

伊賀盛光、佐竹幸乙丸(貞義の子力〉、入野助房、石川氏、二階堂氏

太田城留守居の佐竹貞義軍

末日城 → 武生城〈帰国の義罵は武生城へ〉 → 西金砂山城(貞義の拠城〉

5 その後の瓜連城

佐竹御料所となる。佐竹氏家臣入野悶房が在番。

延文3年(1358)佐竹義罵が常福寺に助房屋敷を寄

進。嘉慶2年 (1388)2月21日瓜連宿中残らす焼け、

寺院ち焼失す。

山入り紛争の際には山入り方(長重・山方・稲木な

ど那珂川・久慈川沿岸の諸城〉を攻撃する拠点となる。

この問、城郭の改修が進んでいたと思われる。
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（戸定邸前で） 

（水戸藩第 9代藩主徳川斉昭の歌碑） 

（旧取手宿本陣染野家） 

碑） 

第 19回（平成 30年度） 明治維新 150年記念「根本正ゆかりの地を訪ねる旅」 

１． 期日 平成 30年 9月 9日（日） 

２． 行先 千葉県松戸市、取手市、稲敷市、潮来市方面 

３． 移動手段 大型観光バス 

４． 参加人数 44名 

５． 総括 

今年度の「ゆかりの地を訪ねる旅」は人数 44名の参加で盛況でした。会員参加も 27名で一般応募者を

途中からお断りする嬉しい悲鳴でした。又、前回に引き続き小学生 1名の参加もありました。 

コースは、戸定邸（松戸市）⇒旧取手宿本陣染野家(取手市)⇒横利根閘門（稲敷市）が見学地です。 

 

６． 見学地について 

（１） 戸定邸 

明治 17 年に幕府最後の将軍徳川慶喜の弟、徳

川昭武が建設し、後半生を過ごしたのが戸定邸で

す。ここ戸定邸には慶喜公もたびたび訪れ、趣味

の狩猟や写真を楽しまれたとの事です。徳川家の

住まいが公開されているのは全国でもここだけ

との事です。戸定邸の隣に戸定歴史館がありまし

た。徳川昭武がパリ万国博覧会から持ち帰った時

計やマッチがあったかどうかは時間の都合で確

認できませんでしたが機会あれば確認したいも

のです。 

 

（２） 旧取手宿本陣染野家 

水戸街道は千住と水戸を結び、取手は千住から

数えて 6 番目の宿場でした。貞享 4 年(1687)、染

野家は水戸徳川家から本陣に指定され、歴代の水

戸藩主をはじめ多くの大名や武士たちが、宿泊や

休憩に利用しました。旧取手宿本陣染野家住宅は、

水戸街道の宿場から発展した取手を象徴する文化

財です。 

本陣の裏山には、水戸藩第 9代藩主徳川斉昭の歌碑が

あります。歌碑には「指して行く さほのとりての 渡

し舟 おもふかたへは とくつきにけり」の和歌が刻

まれています。 

 

 

 

 

 



（横利根閘門前で） 

（閘門を利用する水上バイクの若者） 

（閘門開閉は利用者自ら SW操作（通行料無料）） 

（大型観光バスで移動） 

（華屋与兵衛（取手）で昼食） （無地到着した公民館前で役員の皆様） 

根本正顕彰会 理事 根本正治 記   －以上－ 

（大型観光バスの中） 

（３） 横利根閘門 

横利根閘門は、茨城県稲敷市と千葉県香取市の

県境付近に位置する横利根川にある閘門。利根川

改修工事の一部として 1914 年（大正 3 年）に着

工し、7 年後の 1921 年（大正 10 年）に完成しま

した。現在は国土交通省が管理し、国の重要文化

財に指定されています。 

閘門建造の目的は、利根川増水時に横利根川を

通じて霞ヶ浦沿岸に氾濫をもたらしていたこと

から利根川と霞ヶ浦を分断するため、また増水時

にも舟運に支障を来たさないようにすることに

あったそうです。 

 

見学当日は、水上バイクを運転する若者が横利根閘

門を渡り、利根川から霞ヶ浦へ、又霞ヶ浦から利根川

へと主に観光的な役割として利用されているようで

す。ちなみに閘門の開閉は、若者本人達が自ら操作

SW を操作して開

閉していました。

通行料は無料だ

そうです。当日若

者たちに聞きま

した。 

 

 

 

７． その他 

 



鏑19固{平成30隼鹿}

明治維輔150年記念

『根本正ゆかりの地を蹄ね§臆』

1.期日平成30年 9月9日(日)

2.行 先 千葉県松戸市、取手市、稲敷市、潮来市方面

3. 交 通 大型観光パス(奥久慈交通)

4.行程

区分及び見学先等 予定時間

( 1 )那珂市発 「中央公民館前j AM  8:20 

(2)守谷SA AM  9:20""' 9 : 3 5 

f常磐自動車道j (1 5分)

(3)松戸市 AM  10:05""'10:45 

「戸定邸J (40分)

※昼 食 AM  11:50""'12:30 

「取手市華屋与兵衛j (4 0分)

(4)取手市 Pl¥在 12:50""'13:30 

r I日取手宿本陣 ~ 染野家J (40分)

(5)稲敷市 PM  14:50""'15:30 

「横利根開門j (40分)

(6)潮来市 PM  15:50""'16:10 

「道の駅いたこ」 (2 0分)

(7)鉾田市 ~ 那珂市 PM  17:00""'17:45 

「東関東道~常磐自動車道J

(8)帰着 「那珂市中央公民館前j PM  1 7 : 50 

5. 見学先関係資料(参加者名簿含む) 別紙

主催 根本正顕彰会

ホームページ 根本正顕彰会
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て、約3日3晩歩き通したとあるが、日中 10里夜5理、 1日15里歩いたとし

たら、 2日間で江戸に着いてしまうので、やはりどこかで 1泊したのではなかろ

うか。そう考えると、最初の渡しである宮和田か利根川の青山の渡しの手前で宿

泊したのではないだろうか。

夜間は渡しも休んでいるだろうし。
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戸定〈とじよう)邸

明治17年に幕府最後の将軍徳川慶喜の弟、徳川昭武が建援し、後半生を過ごしたのが戸

定邸ですーここ戸定邸には慶喜公もたびたび訪れ、趣味の狩貌や写真を楽しまれました。徳

川家の住まいが公開されているのは全国でもここだけです。昭和26年に市に寄贈され、平

成3年に周囲の敷地2.3ヘクタール f戸定が丘歴史公簡j として整備され干般公開されま

した。昭和61年、芝生を使い、洋風を取り入れた戸定邸の庭簡は県の名勝に指定され(平

成 27年3月 10日に国の名勝に指定されました)平成18年7月にはぜ明治前期の上流住

宅の姿を伝えていることから国の重要文化財に指定されました。

毎月 10日、 20:目、 30日は戸定の日として庭園に降りることができます。隣接して昭

武や慶喜の遺品を展示する戸定歴史館があります。戸定邸が、平成17年に f関東の富士見

百景jに、平成20年 11月には fちぱ遺産100還j に選ばれました。

戸定歴史館

戸定邸に隣接する博物館。戸定邸と庭園の公開や徳JII昭武の遺品を中心とする松戸徳川

家伝来品、徳川慶喜家伝来品、 1867年パP万国博覧会関係資料の展示を行っています。

徳川!昭武が将軍名代として派遣された万国博覧会に関する資料や幕末から明治にかけて

の古写真、戸定邸の歴史を悟る文書や調度品、慶喜がなくなるまで手元にあった彼の遺品な

どを願次公開しています。数ヶ月に一度は展示替えのため、展示室のみがお休みとなる期聞

があります。
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旧取手宿本陣「染野家J住宅

はじめに

旧取手宿本陣染野家住宅は、寛政 7年(1795) に建築されました。

江戸時代、参勤交代の制度により大名は江戸と国元の聞を往復しましたが、その道中で

宿泊や休息に利用した家を本陣と呼びました。染野家の当主は、代々取手宿の名主を勤め

ていましたが、貞享 4年(1687)に水戸徳川家から本陣に指定されたと伝えられています。

そして水戸徳川家の歴代の藩主だけでなく、江戸と水戸の間を行き来する水戸藩士や、他

の大名も染野家を本陣として、宿泊や休息に利用しました。

文化財の指定と修理工事

取手市では、昭和 62年 (1987)1月に旧取手宿本陣を史跡に指定しました。次いで同年

6月には、染野家から主屋・土蔵・表門・徳川斉昭の歌碑が、取手市に寄贈されました。

同年 12月からの土蔵と表門の解体を皮切りに、土蔵の解体修理工事・主屋の半解体修理工

事・表門の解体復旧工事・庭園の整備工事などがはじまり、平成 8年度にすべての工事が

終了しました。また平成 8年 1月には、主屋と土蔵が茨城県指定有形文化財に指定されて

います。平成 9年 9月から一般公闘が始まり、こうして皆様に旧取手宿本陣の建物などを

ご覧いただけるようになりました。

建物の概要

1. 表門

文化 2年 (1805)に、建てられました。昭和 53年の大風による倒木で大破しました

が、部材を一部取り替えて再建しています。土蔵や主屋の修理に際して、材料の搬出

入の障害になるのと、修理の時期が来ていたことから解体して復旧しました。

2 土蔵

主屋や表門と同じく、 18世紀末から 19世紀初めに建てられたと推定されています。

明治 30年(1897)に修理されたことが、梁の墨書からわかりました。中は 2室に仕切

られ、南側(向かつて左)は 2階、北側は 1階になっています。

3. 主屋

①玄 関 主屋のほぼ正面に堂々とした入母屋造りの玄関があります。玄関には、本

陣を利用する大名など身分の高い武士が、駕鰭を横付けして直接建物の中に入れる

ように式台が付いています。

②ど ま 染野家の人びとが通常出入りに利用するのは、玄関の右側にある大戸です。

大戸から建物の中に入ると、どまになっています。どまの奥には、調理に使った石

くどがあります。どまには天井が張られていないので、梁丸太が 3段に組み上げら

れ、 3本の大黒柱で屋根の重みを支えているのを、見ることができます。

③染野家の居住部分 土問から六畳間に上がり、なんど・なかなんど・ちゃのま・ひ

ろまとまわる部屋が、染野家が日常生活で使用する部分です。六畳間には押入れ、

なんどには押入れと棚、なかなんどには押入れ、ちゃのまには床(とこ)が付いて
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いますが、これらは後に付け加えられたものです。またなんどとなかなんどは、元

は板敷だ、ったようです。ちゃのまとひろまの聞のガラス戸の板ガラスは、中に空気

の泡があり、表面も波打つている大変にめずらしいものです。

④なかのま 式台から玄関にあがると、正面がなかのまです。なかのまから西側の部

屋が、本陣として武士が利用する部分です。これらの部屋にはすべて鴨居に長押が

付けられ、染野家の居住部分の部屋が差鴨居であるのと対照的です。正面には大床

が付き、右側は染野家が仏壇として使っていました。ここを仏壇として使用する以

前には、なかなんどと通り抜けができたようです。

⑤上段の間・二の間・三の間 なかのまから左に折れると、八畳間が南北に 3部屋並

んでいます。手前(南側)から三の間・二の問・上段の間です。上段の間は、大名

など身分の高い武士が利用する部屋で、ゆかが権 1本分(約 20センチメートノレ)高

くなっています。奥には床(左側)と違棚・天袋が付き、左側に平書院が付いてい

ます。違棚は中央が一段高くなった「井楼棚(せいろうだな)Jと呼ばれるもので、

天袋と井楼棚の組み合わせば床の間の格式では最も高いものです。平書院の障子の

上にある板欄間のひょうたんのくり抜きや、二の間と三の問の境の菱格子欄間も趣

があります。庭に面した廊下側の柱は、角に木の丸みが残っている「面皮柱」が使

われ、数奇屋風に仕上げられています。

⑥郵便窓口跡 ひろまの前、玄関の右側(東側)の板敷の部屋は、明治の初期に郵便

局として使用していました。建物の外側に面して馬蹄型の窓口がありますが、これ

が郵便の窓口跡です。明治 11年 (1878)3月、染野晋は玉等郵便取扱役となってい

ます。この時に自宅を改造して窓口を付けたのでしょう。同じように建物の外に面

した明治期の郵便窓口跡としては、東京都府中市の矢島家住宅・奈良県奈良市の松

本家住宅・大阪府堺市のJ11口家住宅の 3つしか残っていません。ここ取手の郵便窓

口跡は、郵便創業期の姿を現在に伝える大変に貴重な文化財です。

徳川斉昭と本陣染野家

水戸藩は、定府といい他の大名のように参勤交代をせずに、藩主は常に江戸の藩邸に

いるのを原則としていました。しかし初代頼房と 2代光閣までは頻繁に江戸と水戸を往

復していました。

水戸の滞在期間がもっとも長かったのは光園でしたが、次いで長いのは第 9代藩主の

斉昭です。天保 5年 (1834)4月、水戸から江戸に戻る道中、取手宿本陣で休息した斉

昭は、壁紙に使っていた文谷筆の瀧の絵に「山姫の衣やさらす春過て 夏きてそ見

る しろ妙の (瀧)Jの和歌を書いています。この絵は後に壁からはがされて軸装さ

れ、染野家に家宝として伝えられています。また天保 11年 (1840) 1月、水戸へ向か

う斉昭は、利根川を渡る船中で和歌 2首を詠みました。その日は取手宿本陣に宿泊した

斉昭は、翌朝和歌 2首を上段の間の袋戸に貼り付けて出立しました。これも現在は軸装

されて、家宝として染野家に伝わっています。このうちの l首は、天保 14年 (1843)5 

月に石に刻まれ染野家に贈られました。歌碑には、「指して行 さほのとりての 渡し

舟 おもふかたへは とくっきにけり jの和歌が刻まれています。斉昭は、取手宿本陣

と染野家にとって、一番ゆかりの深い水戸藩主といえます。
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横利根閉門

横利根閉門は、明治33年 (1900)4月に始まった利根川改修工事の第2期改修工事

の一部として、大正3年 (1914)から約 7年の大工事の末、霞ヶ浦と利根川を連絡する

横利根川の利根川合流口に大正 10年 (1921)に完成し、現在も使われている我が国最

大級の規模を持つ、幅 1O. 9m、長さ 9O. 9m、門扉は複式、合掌戸、コンクリ ー ト・

煉瓦・石張り構造の閉門である。

所在地

茨城県稲敷市と千葉県香取市の県境付近に位置する横利根川にあるある閉門で、国土交通

省管理にある。

問問とは

水位が異なる川と川の聞に設置し、船が航行できるように水位を調節する施設をいい、横

利根閉門は、利根川が増水したときに、霞ヶ浦に洪水が逆流するのを防ぐ機能も果たしてお

り、現在も稼働しておる、日本でも有数の歴史を誇る閉円であり、文化遺産としても大きな

価値を有している。

横利根問問ふれあい公園

横利根閉門周辺は整備され、現在、横利根閉門ふれあい公園となっており、稲敷市と香取

市で管理している。

桜の名所、横利根川に面した釣りの名所として憩いの場となっている。 2006年(平成

1 8年)に日本の歴史公園 100選に選定された。

ハ
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利根川の水害と県域変更問題の発生と根本正の活鼠

明治18年 7月1日、関東地方を襲った暴風雨で利根川下流の神崎(現千葉県神埼町)・橋向(現

茨城県稲敷市)地先の堤防が決壊し大きな被害が出た。利根川北岸は香取郡に属していて、堤防は

千葉県側の管轄範囲が長く堤防復旧の義務があるが、大部分は茨城県側の村落の水害防止のための

ものであるから、改修工事は茨城県のためにやるようなもので、その堤防修築には膨大な経費がか

かる。しかも北岸と南岸では人情風俗も違うというので、利根川の北岸を「茨城県へ管轄替えJす

るという建議案が、千葉県議会では4回堤出された。これに対し反対運動が起き知事に建白書を堤

出したり、山県有期内務大臣などに県会の建議に反対する建白書を送ったりした。また賛成派は f利

根)11北岸と南岸では風俗人情は異なり、北岸の堤防の決壊は茨城県民の生命にかかわるとし、堤防

修築は茨城県民が担当すべきで、千葉県がその費用を支出するのは不当であるJ(東町史編纂委員会

『東町史』通史編)と主張している。茨城県は明治22年 12丹、「管轄替えj受け入れの建議が出

され、これに積極的に対応した。第 10帝国議会には木村格之輔外7人の全茨城県選出代議士が堤

出者となり、千葉県境界変更法律案を堤出した。 (W東町史』通史編)。しかし反対派が上京し陳情に

及んだので決まらなかった。根本正、木村格之輔は現在の境界は f地方行政其他治水上及ヒ水産業

等何レノ方面ヨリ観察スルモ害アリテ益ナキトJ(根本正『第 12回帝国議会報告書J)と県境界変

更案を堤出したが、議会解散のため審議未了となった。そして明治31年 12月、横利根川を県境

界とする案が両院で可決されたが、今回の堤出者は政府であった。茨城県では信太郡と河内郡とで

稲敷郡が成立していたので、千葉県香取郡に属していた金江津村(現河内町)、十余島村、本新島村

(稲敷市)は稲敷郡になった。

また、根本正は利根川改修で河心 ()IIの中心=県境の基準となる)変更の結果、埼玉・茨城・千

葉三県の所轄地域が変更され、猿島郡五霞村の全部が埼玉県に編入されるというので、大正7年8

月21日、来県し知事不在のため内務部長に面会し、たとえ小村落と雄も富裕なる本県の土地を他

県に奪われるのは遺憾であると反対を陳情して帰京したという。(大正7年8月22日・ 12月25

日付け『東京日日新聞J)。
さらに根本正は災害地地租免除に関する法律案外2件を委員長の時、被災地の人々を救済するた

め幾つかの法案をまとめ「災害地地租免除に関する法律案j と一本化し、第 18帝国議会に堤出し

た。その建議は「災害または天候不順により、府県及び北海道の全部若は一部により収穫皆無に帰

したる田畑の地租はその年分に限り之を免除す」であったが、貴族院で「災害地地租延納に関する

法律案十年以内の期限を以て年賦延納を許可するJと修正された(根本正『第 18回帝国議会報告

書J)。

図3 県域変更関係図(白い部分が千葉県から茨雄県への移管が問題となった
お横利根川の右側は、千葉県喧主主塾匙f壬董豊型歴史資料揖近現代IJ
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徳川i昭武と服部潤次郎、根本正のつながり

舎津義雄

戸定邸を訪ねる大きな理由の 1つに根本正との関係がある。一橋慶喜は元治元年(1 

864) 3月、禁裏守衛総督、掻海防禦(大阪湾)指揮を命じられている。しかし慶喜

は御三卿の 1つで、賄い料として 10万石が支給されているにすぎない。そのため手兵

を持たないので水戸藩から支援のため神宮・郷土など 100名が派遣されている。のち

200名が派遣され 300名になっている。その後在京藩士は慶喜の配下を外れ、昭武

に従属するようになった。 8月 10日本間寺に入った。本図寺勢の自付山口徳之進は長

州藩の高杉普作らと嬢夷促進の交流をしていた。

最初水戸藩からは余四麿昭寄11が慶喜に従い禁裏(宮中)警備の任務に当たっていたが

1 6歳で死去したので、孝明天皇の計らいでその死を極秘にして、昭武がその任務を引

き継いだ。この時弱冠 11歳であった。

その頃、水戸では市川派が実権を握り天狗党の弾圧が行われていた。そのため本閣寺

勢は本国からのお金、食料が途絶し苦境に焔っていた。

慶応2年 (1866) 7月、第 14代将軍家茂が大阪城内で死去したので、同年 12 

月、慶喜は第 15代将軍になった。

間3年 12月、孝明天皇が崩御され、政治が大きく変動する転換点となった。

同3年正月、昭武は「将軍名代j としてパリ万博に派遣された。その際将軍慶喜から

昭武に我が国と条約を結んでいる留を訪問し親交を深めるよう言われていた。紹武のパ

リ万博参加の目的の 1っとしてフランスから 600万ドル (500万荷)を借款するこ

とであったが、薩摩藩の謀略でそれが出来なくなり、向山外国奉行は「万里の絶壁に立

たされた思いであるj 述懐している。やっと留学生の働きでオランダの貿易商会とイギ

リスのオリエンタルパンクから 10万ドルを工面できたのでスイスから友好霞訪問を開

始した。

昭武のパリ万博派遣に際し、大きな隠題があった。本因寺勢は昭武がパリ万博に派遣

されると自分たちの盟主を欠くことになり、存在価値がなくなる恐れがあったためと思

われる。そのため強硬に反対した。そこで本翻寺勢と昭武を切り離すために嗣子のいな

い清水家を継承させた。松平から徳川昭武になった。そして本間寺勢には従来通り禁裏

警護に当たらせた。さらに本酒寺勢への配慮と西洋の状況を体験させ、昭武の警留に当

たらせるため服部潤次郎ら 7.名を派遣した。

根本正は水戸港の御郡方役人の時、服部潤次郎から土産であるマッチと精密に動く時

計を見せられ、西洋文明の偉大さに感激し、東京に出て箕作塾、間入社に学び横文字の

留を目指し、娘難辛苦をものともせずアメリカに渡り 10年間留学し、我が留に新風を

吹き込み、クリスチャン政治家として未成年者喫煙、飲酒禁止法を始め数々の業績を残

している。
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横利根川関門について

舎津義雄

昔の利根川は江戸湾(東京湾)に流れていた。徳川家康が江戸に幕府を構えると利根

) 11流域の低湿地の開発に乗り出した。関東郡代伊奈備前守忠次は手IJ根川と鬼怒J11を合流

させ、大きく流路を変更し銚子口に流す大事業を推進した。伊奈家子孫 3代にわたり進

められた。これが有名な「手Ij棋の瀬替」、「手1]根の東遷j といわれるものである。

この河道を替えるねらいは、

①幕府のある江戸の水害を防止すること、②低湿地を開発し新田の造成、③東

北諸藩に対する防備を固めること(特に伊達氏)、④利根川を利用しての水

運の整備にあったといわれる。

これにより利根川の水量は飛躍的に増大し、下流の水郷地方は利根本流から流量が増

加し、水路は横利根川、北利根川とクランク状をなし、さらに浪逆滞、常陸利根川を経て

銚子口に注いだので、洪水の時には水流は停滞し茨城・千葉県とも被害は甚大で、あった。

利根川中流の布)11 (茨城・利根町)と布佐(千葉・印西市)摘も狭く流れを眠害して

いたので、拡張工事をしたが余り効果がなかったので押付(利根町)から痩ヶ浦南部の

本新(東村・稲敷市)に抜ける新利根)11を掘削したが水乗りが悪く、現在は太公望遠の

釣り場になっている。

根本正は洪水の頻発する水郷地方を調査し建議案を出している。政府も洪水対策の重

要性を認め、内務大臣原敬から治水事業の確約をとっている。そして治水特別会計が制

定された。

また、霞ヶ浦の河口である牛堀・潮来間は狭く堆砂が多く、北京j根の水流が停滞して

いるというので河川改良工事を当寺の森茨城県知事に要望し、 7カ年計画で完成してい

る。

明治44年から 10ヶ年計画で佐原から若松村(神橋市)まで改流工事が進められ、

佐原から笹川I(千葉)まで直線上の河道が掘削され、横利根川・北利根川を迂回せずに

直接鹿島灘に注ぐようになり、洪水が緩和されるようになった。

利根川本流と横利根川の合流点付近に設けられたのが横利根問問である。この関門は

舟が通行するときに水伎の落差があるために設けられた水平式関門である。その機能は

利根川本流から横手IJ根川や霞ヶ浦沿岸の水害を防止すると共に舟運の安全・発達及び流

域の経済の活性化を目指したものである。

一方利根川をめぐり千葉・茨城両県の県域変更問題も起きている。利根川北岸(左岸)

は千葉県香取郡に属していて、その管轄範囲が細長く、洪水で決壊すると千葉県に復!日の

義務があり膨大な経費がかかる。。その北側が茨城県の村落になるので、大部分は茨城県

のために堤防修築をやるようなものである。右岸と左岸では人情・風俗も違う。そこで

北岸を茨城県へ管轄替えをするというので、千葉県議会へ反対の建議審も出され論議は

沸騰した。第 10帝国議会でも変更案が提出されている。茨城県は管轄替えに積極的に

対応した。結局明治31年 12月、政府の提案で横利根川を県境とすることで決定した。

千葉県香取郡に属していた金江津村(河内町)、十余島村・本新島村(稲敷市)は稲敷

郡(市))になった。

一一一一ー一一ー一一一ー一一
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平成30年度那珂市中央公民館主催「公民館まつり」

期 日 平成30年11月23日（金）～25日（日）

テーマ 明治維新150年記念「明治・大正に輝いた根本正の生涯」

今年は明治維新150年を記念する展示。幕末水戸藩の混迷を目の当たりにして根本正は、「こ

れではならない、是非共言論社会・議会政治を開かなければならない。」「日本の歴史伝統を大

切にすると共に、世界に雄飛して欧米の優れた文化・文明に学ばなければならない。」と覚悟を

新たにして出発した人生。決意実現のために懸命に努力精進する姿を発表したものです。根本正

の生涯を振り返ることで、さらに優れた日本社会を形成する意欲を持っていただければとの思

いでした。

分担テーマおよび担当者は以下の通りです。

「生い立ち ～ 明治以前」 （海老根敬理事）

「根本正の出来事 －国内の出来事－」（横地富子副会長）

「明治11年～明治20年」（増子輝雄副会長） 「明治21年～明治30年」（鈴木正矩理事）

「明治31年～明治45年」（小林茂雄会長） 「大正年間」（山田正巳副会長）



1 .生い立ち ~ 明治以前

年 号 年 齢 主な出来事

嘉永4年 (1851) 東木倉村 (現那珂市東木倉)

に生まれる。出自藤原秀郷流。

万延元年 (1860) 9 神職佐川伊謙之介の塾に学ぶ。

桜田門外の変

文久 3年 (1863) 1 2 豊田天功の家僕となる。

彰考館総裁

元冶元年 (1864) 1 3 豊田天功死去子息小太郎に仕える。

慶応元年 (1865) 14 豊田小太郎京都で暗殺される。

開国派

慶応3年 (1867) 1 6 水戸藩御郡方役人となる。

生家
A
1
1
 

3
 



明治・大正に輝いた根本正の生涯（２） 

     

           根本正の出来事          ―国内の出来事― 

 

明治元年（1868）17歳 水戸藩役人の服部潤次郎からパリ    ―明治と改元―      

     万博土産の時計とマッチを見て      ―戊辰戦争― 

西洋文明に驚き英学を学ぶ決心をする  ―五箇条の御誓文布告― 

            

 

明治 4年（1871）20歳 水戸藩御郡方役人をやめ、上京し、    ―廃藩置県― 

箕作秋坪の英学塾 三叉学舎に入門      

 

明治 5年（1872）21歳 中村正直の「西国立志編」を読み    ―新橋～横浜間鉄道開業― 

同人社に学ぶ             

             
  

明治 7年（1874）23歳 神戸の駅逓寮(外国郵便)に伴任官として就職  

               

明治 10年(1877) 26歳  横浜局に転勤しヘボン塾に入門     ―西南戦争― 

                           

五箇条の御誓文 

 

箕作秋坪 
中村正直 

横浜郵便局開業之図  

（明治 8年） 

ヘボン塾 

 

田原坂激戦之図 

正は新橋で鉄道開業式を見学した 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:First_steam_train_leaving_Yokohama.jpg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Battle_of_Taharazaka.JPG


3 明治11 年 ~ 明治20年

隼 号 年鶴 主 怠 出 来 事

明治11年 (1878) 27 横浜の住吉町教舎で漉払を受け~

明治12年 (1879) 28 渡米する

横浜郵便局に務めるアメリカ人のファー氏から、

カルフォルニア州の弁護士パラストー氏を紹介

される

オークランド市の小学校に入学すあ

パラスト一家で働きながら学び、小学校を2年間

で終了する

明治14年 (1881) 30 ポフキンス申学穣に入学す否

寄宿舎に入り、給仕として働きながら4年間学ぶ

明治18隼 (1885) 34 バーモンド文学に入学す否

パラストー弁護士の紹介により、富豪のビリングス

氏から学費の支揺を受付4年間学ぶ

政治学を専攻する

フレデリ ック・ビリングス氏

パーモント大学

3
 

3
 



4.明治 21年~明治30年

年 号 年 齢 主 な 出 来 事

明治22年(1889) 38 パーモント大学卒業。帰国する

11 23年(1890) 39 衆議院議員位立候補するも落選する

11 26(1893) 42 政府の命令により海外移民地探検調査・商工視察として

-32年 計 4回IこEり海外出張する

11 27年(1894) 43 衆議院議員に立候補するも落選する

移国勉闇~æ~曾
根本正の中南米諸国出張(1894年〉

{要示史認2:
iifi;長{ヨ剰吉宮、中米尼1J:l泣豆、![!'j罵在、吉印霊コアデロブ京φ怒号き

『南米伯剰酋爾、中米尼加按瓦、瓦地属盤、西印度ゴァデロプ探検報告』

帰国後根本は訪問国の地理や気候、主要産品、政治制度、移民の可能性などを詳細に検討した報告書を

提出した。この中で根本はニカラグア運河について『尼加控瓦運河ハ大西太平ニ大洋ノ関門ニシテ全世界

貿易ノ要衝ナリ・・・米国fロッキーJ山以東ノ諸州ト太平洋附近ノ地及太平洋中ノ諸島ニ住居スル五億万ノ

人民トノ間ニ密接ナル

〈注〉南米伯刺西爾:ブラジル、中米尼加誼瓦:ニ虫ラグア‘E地馬誼:グアテマラ、西印度ゴァデロプ:西インド
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明治 31年~明治 45年5. 

主な出来事年齢年号

衆議院議員選挙に立候補し当選する明治 31年 (1898)

国民教育授業料全廃建議案等堤出し可決する

47 

未成年者喫煙禁止法案堤出し可決する32年 (1899)

未成年者飲酒禁止法案堤出する

48 

34年 (1901)

11 

利根川水害状況調査し、水害予防工事速成に

50 

39年 (1906)

11 

5 5 11 

尽力する

(大正 11年横利根問問工事完成し運用開始

する)

高層気象観測所設置の建議案堤出する43年 (1910)

(大正9年つくば市長峰原に設置される)

59 H 
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明治維新 150 周年記念 

６．明治・大正時代に輝いた根本 正の生涯 

 

 

 

 

 

 

 

現在の東海村砂防林 

 

座右の銘 

踏まれても 根強く忍べ 道芝の やがて花咲く 春をこそ待て 

区分 年号 年齢 主な出来事 

 

 

大正年間 

 

 

大正元年（1912） 

7 年（1918） 

11 年(1922) 

 

  13 年(1924) 

61 

67 

71 

 

73 

引き続き水郡線の鉄道建設に尽力する 

東海村砂防林植栽に貢献する 

未成年飲酒禁止法成立する 

政友会脱会する 

衆議院議員選挙落選、政界引退する 



７．昭和 ～ 平成

年 号 年齢 主な出来事

昭和 ５年（1930）７９ 大子町に銅像建立される

昭和 ８年（1933）８２ 東京三田の自宅にて死去

昭和 ９年（1934） 水郡線全線開通

昭和２６年（1951） 根本 正生誕100周年記念

式典（五台村主催）

平成 ７年（1995） 「根本 正伝」出版

（著者 加藤純二氏）

平成 ９年（1997） 根本 顕彰会発足

平成１３年（2001） 根本 正生誕150周年記念

式典（根本正顕彰会主催）

平成２０年（2008） 「不屈の政治家根本正伝」

発行（根本正顕彰会発刊）

2005年6月ブラジル茨城県人会

歓迎交流会（根本正生誕の地碑前で）
昭和5年12月7日水郡鉄道建設記念

根本正胸像除幕式（右側が正本人）



年   度                                               事      項
平成９年度 顕彰会設立総会
平成１０年度 「根本正先生生誕地」碑建立

展示会　なかいきいきフェスタ「根本正の素顔」
第１回　ゆかりの地を訪ねる旅　「東京・青山霊園ほか」

平成１１年度 展示会　「根本正の前半生ー衆議院議員になるまで」
第２回　ゆかりの地を訪ねる旅　「米国・バーモンド大学ほか」

平成１２年度 展示会　第１回那珂町文化祭　「政治家根本正の活動」　、「根本正をめぐる政治家群像」
平成１３年度 根本正生誕１５０周年事業（中央公民館）

記念式典・シンポジゥム・顕彰碑建立。資料展示
記念誌・「根本正の生涯」・マンガ「根本正の生涯」発行
ビデオ制作　「根本正の生涯」・」不屈の政治家根本正」
展示会　第２回那珂町文化祭　「根本正と今日的課題」

平成１４年度 展示会　第３回那珂町文化祭　「根本正と未成年者喫煙禁止法」
第３回　ゆかりの地を訪ねる旅　「水郡線・塙方面」

平成１５年度 展示会　「根本正没後７０年記念」　（県立図書館）
展示会　第４回那珂町文化祭　「根本正と未成年者飲酒禁止法」
第４回　ゆかりの地を訪ねる旅　「里美村豊田天功関係・那珂町」

平成１６年度 展示会　「根本正の精神と業績」　（茨城女子短期大学）
展示会　第５回那珂町文化祭　「女性の地位向上と根本正・徳子夫人」
第５回　ゆかりの地を訪ねる旅　「ひたちなか市・つくば市」

平成１７年度 ブラジル県人会との交流（中央公民館・根本生家・墓所）
第１回　公民館まつり　２００５　「根本正と教育・禁煙」
第６回　ゆかりの地を訪ねる旅　「東海村方面」

平成１８年度 「まなびピア２００６いばらき」への参加
（笠松運動公園・体験教室、県立図書館・シンポジウム）
展示会　第２回公民館まつり　２００６　「水郡線全通まで」
第７回　ゆかりの地を訪ねる旅　「横利根閘門・佐原市」

平成１９年度 展示会　第３回公民館まつり　２００７
「水郡線・未成年者禁酒禁煙・１０周年の歩み」
第８回　ゆかりの地を訪ねる旅　「横浜市、横浜指路教会ほか」

平成２０年度 『不屈の政治家根本正伝』　刊行　（Ｈ２０．７月）
第９回　ゆかりの地を訪ねる旅　（高萩市方面）
展示会　第４回公民館まつり　２００８「根本正とブラジル移民」

平成２１年度 「根本正」顕彰フェスティバル（会場　那珂市　ふれあいセンターごだい）
第１０回　ゆかりの地を訪ねる旅　「東京・青山霊園」
展示会　第５回公民館まつり　２００９「根本正と高層気象観測所」

平成２２年度 「根本正」顕彰フェステバル（会場　那珂市　ふれあいセンター　よしの）
第１１回　ゆかりの地を訪ねる旅　「田中正造記念館（舘林市）ほか」
展示会　第６回公民館まつり　２０１０「根本正と教育」

平成２３年度 「根本正」顕彰フェスティバル（会場　那珂市　ふれあいセンターよこぼり）
第１２回　ゆかりの地を訪ねる旅（東京・憲政記念館、芝増上寺ほか）
展示会　第７回公民館まつり　２０１１「ヘボン塾で学んだ人達」

平成２４年度 「根本正」顕彰フェスティバル（会場　那珂市瓜連　らぽーる）
第１３回　ゆかりの地を訪ねる旅（横浜方面）
展示会　第８回公民館まつり　２０１２「根本正とアメリカ留学」

平成２５年度 「根本正」顕彰フェスティバル（会場　大子町文化福祉会「まいん」）
第１４回　ゆかりの地を訪ねる旅（東京　谷中墓地他）
展示会　第９回公民館まつり　２０１３「欧米貧児出世美談」

平成２６年度 「根本正」顕彰フェスティバル（会場　那珂市中央公民館）
展示会　第１０回公民館まつり　２０１４「水郡線全通８０周年記念・水郡線の歴史と展望」
第１５回ゆかりの地を訪ねる旅（水郡線、貸切バス利用ー大子、石川、棚倉、塙町方面）

平成２７年度 「根本正」顕彰フェスティバル（会場　那珂市　ふれあいセンターごだい）
第１６回ゆかりの地を訪ねる旅（華蔵院・高層気象観測所・筑波宇宙センターなど）
展示会　第１１回公民館まつり　２０１５「根本正を育んだふるさと五台」
『会報８０号発行記念特集号』『会報』第８１号発行

平成２８年度 「根本正」顕彰フェスティバル（会場　那珂市　ふれあいセンターよしの）
第１７回ゆかりの地を訪ねる旅（根本正生家、常磐共有墓地、豊田天功屋敷跡、常磐神社、
旧水戸城周辺めぐり、弘道館など那珂市、水戸市内）　：展示会　第１２回公民館まつり
「女性の地位向上と矯風会」　戸多まつり参加（会場　旧戸多小学校（校舎、体育館、校庭））

平成２９年度 「根本正」顕彰フェスティバル（会場　那珂市　木崎交流センター）
第１８回ゆかりの地を訪ねる旅（御岩神社、日鉱記念館、佐川伊豫之介頌徳碑、
佐川伊豫之介生家跡地及び墓地、豊田天功銅像）　：展示会　第１３回公民館まつり
「根本正が学んだ塾・アメリカ留学」　

平成３０年度 「根本正」顕彰フェスティバル（会場　那珂市　総合センターらぽーる）
第１９回ゆかりの地を訪ねる旅（戸定邸（松戸市）、旧取手本陣染野家（取手市）、横利根閘門（稲敷市））
展示会　第１４回公民館まつり　明治維新150年記念「明治・大正時代に輝いた根本　正の生涯」　

会員７５名（平成３０年８月３１日現在）。年間活動状況ー講演会　１回。公開講座　２回。
顕彰フェスティバル　１回、公民館まつり展示　１回、ゆかりの地を訪ねる旅　１回、『会報』発行　３回、
     ホームページ開設。

根本正顕彰会２１年の歩み（略表）
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