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巻頭言

笑顔の記念写真

「時 代を継ぎ、平 和を紡ぐ
ＪＦＥホ−ルディング社友

天安門事件に続くベルリンの壁の崩壊で幕を開けた平
成の時代は、後世に世界史の大きな転換点と記憶される
に違いない。またその最後の年に当たる今年は、様々な
過去との節目の年ででもある。
日中友好条約四十周年とアメリカの相対化への序章
鄧小平の改革開放路線に指導された中国は、ＧＤＰで
は既に2010年に日本を追い抜き、2030年頃には、アメリ
カをも超えると言われる。今、自国第一主義を掲げるト
ランプ大統領の下で、アメリカ主導の自由貿易体制を支
えてきた国際的な仕組みは崩壊の危機に瀕している。
このことは唯一の覇権国家であり続けたアメリカ自身
が衰退過程に入った象徴とも言える。自由と民主主義と
いう西欧の近代が確立した普遍的な価値を基軸にした世
界秩序も、中国、インドさらにはムスリムなどの挑戦を
受け、世界の将来像は混迷を深めている。
翻って、敗戦後アメリカへの従属的な依存を続けてき
た我が国も、中国の大国化を契機としたアジアの地政学
的な地殻変動を直視して、将来に向けての賢明なパラダ
イムシフトが求められている。
不都合な真実を直視して“成熟した小さき品格国家”へ
舵切を
団塊世代として高度成長、プラザ合意、バブル崩壊、
リーマンショックを企業社会で体験してきた小生には、
かつてのモノづくりによる高度成長再現ビジョンは幻想
でしかありえない。
我が国の人口は、2004年をピークに減少に転じたが、
2050年には40％を高齢者が占める9500万人となり、生産
労働力人口も5000万人を割り込むと推計されている。
経済の最も基本となる人口動態の趨勢に見合った国づ
くりが求められるが、その将来像に経済・軍事において

平 成 最 後 の 年 に」

齋藤

脩

“中国”との対抗という選択肢はない。戦後蓄積されてき
た“国富”と平和外交を基礎に、品格のある自立自尊の平
和小国を目指すべきではないだろうか。
名君鷹山公が実行された、自然と共生、高齢者や幼い命
を国の宝として地域で相互扶助する諸施策の中にヒントが
隠されているような気がしている。
戊辰150年と日本国憲法と平和主義
政府が唐突に明治維新150年を顕彰すると発表したのに
対応して、会津を中心に旧奥羽越列藩同盟の一部地域で記
念行事が展開されている。会津藩の降伏が9月、明治への
改元が10月である。敢えて分断と不信を助長するような政
府の意図に危惧の念を覚える。
戊辰戦争という内戦を経て近代に突入した我が国は、そ
の後太平洋戦争の敗戦により旧体制は崩壊した。内外に未
曾有の犠牲をもたらし戦争の惨禍を二度と繰り返してはな
らないという世界の願いが結実したのが日本国憲法である。
現行憲法は、国民主権と基本的人権という普遍的価値と
平和主義という固有の原理を三つの柱にして成り立ってい
る。この平和主義に依拠した戦後の国づくりが、70年以上
の平和な時間と海外からの独特の尊敬を我が国にもたらし
てきた。しかしながらあの大戦に導いた思想を肯定しその
復権を希求する人々の活動が今も続いている。
平成天皇・皇后は、即位のお言葉以来、先の大戦の戦禍
の上に成立した現行憲法の順守と平和への祈りを言葉と行
動で一貫して示されてきた。
国民の総意に基づく象徴天皇が、平成天皇から皇太子に
引き継がれるにあたり、平和憲法のもとで、これまでの平
和な時が引き継がれことを願って止まない。
（プロフィール）
昭和22年米沢市生れ 寒河江高校・東北大学法学部卒
日本鋼管入社、JFEエンジニアリング社長

１
2
1

平成

年９月 日︵土︶
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﹁ 本 来 の 私 ﹂を 生 き る と は
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文化大学
於・東京興譲館
張する本当の人間教育の基本
要件は何か。
第一、読むべきものは聖書
ー 闇を照らし出す光の下で ー
第二、学ぶべきものは、天然
基督教独立学園高校 前校長
安積 力也
そして第三、なすべき事は労働
創立者は、内村の言う３つの
面談をした。私を直視して、
大事な人間教育の必須要件を
「先生は何で生きている。」
全部取り入れたカリキュラム
「先生は、何で死なない。」
と全寮制の共同体を創った。
と詰問した。この国には、希
１学年 名で教員は 数名の
望が無くなっている。戦争が
小規模の全日制の普通高校で
出来ない国から出来る国にな
ある。田んぼや野菜畑もあり
ってしまった。学校では、自
堆肥作りもします。牛、豚、
分の仲間に合わせる事で精一
鶏の世話と朝夕の搾乳。牛の
杯である。こんな人生いやに
冬場の飼料作りのために山の
なっている。さらに「絶望し
て教師を辞めないのですか。」 斜面に有る牧草地に行って草
刈りをします。食料の半分は
と質問する。この生徒は、外
自給し、食事も生徒達が中心
面的には、よく出来る生徒で
となって作る。受験のための
ある。東日本大震災以降は、
勉強はしない事を公言してい
願望が「死にたい。」から
る。
「消えたい。」に変わる。
一番大事にしているのは礼拝
です。朝夕と日曜礼拝です。
朝夕の礼拝のとき、生徒が自
分の心にためているものを、
自分に裏切らない言葉で表現
する感話をしてもらう。
それを 教員も率先と してや
る。教員が心を閉じているの
であれば、生徒は、心を開か
ない。不登校やいじめられた
事や親の不仲などの悩みを語
ることによって呪縛から解放
される。先生や先輩の感話を
聞いた新入生は次のような話
を全校生徒の前で公表してい
る。「今の私は、ラムネ瓶の
ビー玉のようである。自分で
作ってしまったラムネ瓶を壊
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基督教独立学園は、東京帝
大物理学科出身の鈴木弼美氏
が創立者です。内村鑑三の聖
書集会に参加していた学生で
す。彼は、内村鑑三の精神を
基軸に、独立学園の教育の基
本構造を構築した。内村の主

して外に出たい。」また東日
本大震災後に「私の中に砂時
計が有ります。気がついたら
落ちた砂は二度と戻らない。
今日という日を生きたい。」
と感話で話した生徒もいる。
「死を覚えよ」は年令に関係
なく共有できる確かなもので
ある。「人間は必ず死ぬ。」
これから生きる青年が、心の
闇を直視する勇気を誰からも
教えられていない。「嘘つか
ずに、真向かってくれる大人
に」に出会えない。この国の
青年達の悲劇である。
皆さんは、いくつの顔を持
っていますか。自分の素顔を
見たことがありますか。
私達は、自分自身に付けて、
取れなくなった仮面の中にい
る。現実の私と理想の私に乖
離がある。どうせ私なんて、
。自分に負のレッテル
-----付けて思い込んでいる。
「本来の私を」見出すための
「自問」
自(問１ )皆さんは、「第二
の誕生」をしたか。
「私達は、いわば、二回この
世に生まれる。一回目は存在
するために、
二回目は生きるために。」
（ルソー『エミール』第４編）
大半の人は、内なる人を殺し
て生きている。これを演じ続
けている内に、気がつけば、
墓穴の前にいる。フランツ・
カフカの短編小説に「掟の門
」が ある。この場合の掟と

は、人間として確かな生き方
を保証するものである。
しかし、この門には自分以
外に誰一人として入れない。
（自問２）あなたは、本当の
ところ何を願っている人間で
すか。
他者の目が届かない一人の
世界で自分と向き合う。
「主に自らをゆだねよ。主は
あなたの心の願いをかなえて
くださる。」
（旧約聖書 詩編 ）心の
願いとは、心の奥のどん底の
魂の求めである。
恵泉女学園の創設者である河
井道氏には次のような言葉が
ある。
「誰もが、人間として未開の
泉を持って生まれて来ている
。」
だから、人間は、尊厳を持っ
ている。
最後に若い世代の方に言いた
い。
艱難汝を玉にする。安全地帯
に居続けると、自分が腐って
しまう。

（プロフィール）
国際基督教大学大学院教育学修
士課程修了（教育哲学専攻）
ＮＨＫＥテレ番組 心の時代
～宗教・人生～宗教の時間に
出演
著書：「教育の力」
岩波ブックレット

２
2
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深層崩壊の時代です。岩盤
の上にある物が全て崩れる。
皆さんは、生きている自分の
存在の土台をどこにおいてい
ますか。
確かに見えるものは、いく
らでもある。しかし確かに見
えるものと、本当に確かなも
のとは、違う。今やあらゆる
情報フェイクである。どちら
が自分に取って都合が良いか
選択しているだけである。若
い世代の方は、自分の人生を
賭けて確かなものを探そうと
していますか。暗闇の正体を
見つけようとすれば、当然光
が必要である。光には、２種
類ある。闇を忘れさせてくれ
る光と闇の正体を照らし出す
光である。
私は、国際基督教大学で修
士課程を含め、８年を過ごし
た。当時は、全共闘運動が盛
んで、学内が翻弄された。
教育現場に進むことを決意し
た。卒業後、敬和学園高校（
教頭）、日本聾話学校、恵泉
女学園女子中学校・高等学校、
基督教独立学園の３校の私立
学校の校長を務めました。校
長室のドアには、いつでもお
入り下さいの札を出していた。
恵泉女学園の時、中学１年
の生徒が校長室に入って来て
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東京海洋大学名誉教授 佐藤

﹁法 律 そ ぞろ 歩 き﹂
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好明

走る事を防止する為に、法執
行に協力貢献した者に報奨金
を与える事で、協力意欲を高
めようとした。しかしその狙
いとは裏腹に、法の濫用と警
官の汚職を招いてしまった。
例を挙げれば、一八二〇年
頃、或るコルセット職人が乞
食を治安判事に連行した件数
は五百件にも上り、一件当た
り十シリングの報奨金になっ
た。家族を捕らえると、父、
母、幼子各一件で計三件とし
て報奨金を水増し要求した。
別の例では、乞食などせず、
ただ通行証を貰いに来た放浪
者に、警察官が、ほんの二ペ
ンスほどを与えて、治安判事
に連行して乞食をしたと偽証
し、警察官本人が報奨金をせ
しめた。放浪者を誘って乞食
させ、これを突き出し、貰っ
た報奨金を放浪者に後で分配
する馴れ合いの逮捕も、しば
しば行われた。治安判事の記
憶の曖昧さに乗じて、同一人
物を乞食として何度も連行し
て、その度毎に報奨金をせし
める強者まで出た。この様な
法の濫用と腐敗堕落が問題視

され、一八二四年法で完全に
廃止された。
代金を貰っても花を渡さな
ければ、マイ フェア レディ
が乞食の常習犯に仕立てられ、
罰として鞭打ちされたり、枷
（かせ）に繋がれたり、矯正
院に投げ込まれる。それを娘
が恐れたわけである。
従って時代は一八二四年前で
なければならない。意外なこ
とに乞食規制法は、英国最初
の救貧法たる一面を有した。
一三八八年の法が、働けない
乞食を働ける乞食と初めて区
別して、一三九二年の法は、
小教区の教会が、働けない貧
者に生計の補助を配分すべき
ことを命じた。しかし、教会
では払い切れない事態も生じ、
働けない病弱者に、一定の区
域内での乞食免許を治安判事
が発行する様に変わった。
オックスフォード大等で貧
しい大学生が、国元と大学の
行き帰りに乞食をする事も、
大学総長が出す許可状を持て
ば合法とされた。乞食の免許
は、除隊後の兵士や難破船の
船員にも出された。兵士や船
員でもないのに、それを偽っ
て乞食をする事は処罰された。
兵士の場合は、一四七五フ
ランスでの戦いからの帰途、

戦利品不足を埋め合わせよう
として自国英国内で掠奪に走
った例がある。乞食の許可ぐ
らいは、対策として安上がり
であった。
乞食の特異な免許には、監
獄の費用を捻出する為に囚人
自身に牢外で乞食をさせた例
がある。ロンドンのニュウゲ
イト監獄では、最初代理人に
乞食をさせたが、ピン跳ねが
余りにも酷いため、囚人自身
にさせる事に一四三一年に変
えた。ティムズ河畔と市内と
二班に分けて囚人を証明する
印付きの箱を持たせて乞食を
させたのである。病院維持費
獲得の為の乞食も、詐欺は罰
する条件付きで許可した。

この様に、怠惰による乞食
を禁止・処罰する一方で、病
弱者等止む得ない乞食行為に
は免許を与えて救済しようと
した。法の執行を急ぐ余りの
報奨金が齎した苛法的な要素
がマイ フェア レディを恐れ
と怒りに突き落とした。乞食
の極めて断片的な法制史が、
意外な人間模様と法の二面性
を示している。

プ(ロフィール）
昭和 年米沢興譲館高校卒
一橋大学法学研究科博士課程
単位取得満期退学
専門は国際法
オックスフォード大学シニア・
アソシエートメンバー

映画「マイフェア レディ」のポスター

３
2

24
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講演の概要は、東京支部だ
より第 号に掲載されていま
すので、今回は、映画「マイ
フェア レディ」の再考に絞り
ますが、ご容赦願います。
映画の冒頭でオードリ・ヘ
ップバーン扮する花売り娘の
言動をノートに書き留めてい
る密告者がいると、隣人が本
人に注意する。娘は恐れ慄く。
何故か？講演では、犯罪組織
の密告で重大犯罪人に仕立て
られ、最悪の場合、死刑にさ
え追い込まれる危険があった
ことを指摘した。しかし、金
を貰ったら商品の花を渡せと
の忠告は、一七四四年の英国
法の悪弊を背景に検討した方
が、より現実的である。
同法は、乞食を捕まえて治
安判事に引き渡すと報酬を貰
える事を定めた。働ける者が、
怠惰から放浪・乞食・犯罪に
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常雄

年４月 日︵土︶ 於・東京興譲館

地 域 と 医 療の再 生
堺

上杉鷹山公に学ぶこと
日本病院共済会

20

造をすることです。
教えのベースは「慈愛」の政治ですが
これは「利用者中心の医療」の追及に
通じ、「倫理」と「経済」のバランス
は医 療 再 生 で 大 切 な 「 診 療 の 質」と
「経営の質」の担保に通じます。
２ 鷹山公が行った医療・社会福祉改革
鷹山公は西洋医学を積極的に導入
し、藩費助成による内地留学制度を創
設し１７９３年には医学館・好生堂を
設立し 診
“療の質 の
”担保を重視しま
した。健康保持にも心を配り地域で医
療・社会福祉をカバーする領民を思っ
た政策を実行しました。
３ 地域包括ケア
少子高齢社会で地域の人口も減少し
ていく中で住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けること
ができるよう、住まい・医療・介護・
予防・生活支援が一体的に提供される
システム（地域包括ケアシステム）の
構築が必要になってきます。これは鷹
山公の「三助」の教えに相通じるもの
があります。
４ おわりに
鷹山公は大きな変化の真っただ中に
家督を継ぎ「慈愛」の心、「三助」の
精神等で米沢藩を復活させました。い
ま私たちの地域、医療は少子・超高齢
化の波による大きな変化に直面してい
ます。
時代背景、置かれた立場は違っても、
しなければならない課題は同じではない
でしょうか。
鷹山公の教えを学び医療・地域再生を
達成することは可能であると信じてい
ます。

（プロフィール）

千葉大学医学部卒業

一九六三年三月米沢興譲館高校卒業

一九七〇年三月

一九七一年九月～一九七九年六月

浜松医科大学

脳神経外科・関連研修（米国）

一九七九年八月

一九九六年九聖隷浜松病院（院長）

二〇一一年十月～二〇一七年五月

聖隷浜松病院（総長）

（役職等の兼務）

二〇一二年四月

会長

名誉会長

一般社団法人日本病院会

二〇一七年六月

一般社団法人日本病院会

４
2

１ はじめに
皆さんは、医療は病気になった人が
医療機関にかかるもので健康な人は関
係ないとお考えかもしれませんがそう
ではなく多くの人が関係しています。
①利用者・社会、②政策決定者、③
医療提供者がそうです。日本は国民皆
保険制度を取り入れていますので、保
険証一枚でどこの医療機関を受診でき
ますし、原則的には３割の自己負担で
良質な医療を受けることができます。
非常に恵まれた国ということができます。

17

F

ます。「アメリカ国民諸君、国があな
た方のために何ができるのかを問うの
ではなく、あなた方が国のために何が
できるのかを問うてほしい。」 その
後の記者会見で日本人記者が、「日本
で最も尊敬する政治家は誰ですか？」
と尋ねたところケネディは「上杉鷹
山」と即答したということです。なぜ
大統領が鷹山公を知っていたかは定か
ではありませんが、１８９４年に内村
鑑三が英文で出版した「代表的日本
人」を読んで鷹山公を知っていたので
はないでしょうか。以下に鷹山公の行
った改革について触れてみます。
３つの大きな改革として、①財政の
再建、②産業の改革、③精神の改革が
あります。
ケネディに影響を与えたのは精神の
改革に含まれる「三助（自助・互助・
扶助）」の実践と思われます。他にも
鷹山公が示したこととしては、「倫理
（学問）」と「経済（現実）」の絶妙なバ
ランス、行動、教 育 に つ い て の優れた
指示などがあります。
１ 医療再生で応用できる鷹山公の教え
この様に鷹山公が行った財政・産業
改革は現在必要な医療再生で応用でき
ることが多くあります。 の教えを挙
げてみましたが、変革の時代に経営ト
ップに求められるのは鷹山公が発想の
転換を図ったように、今までのしがら
みにとらわれることなく新たな価値創

（図）鷹山公から学ぶ10の教え -医療再生での応用-

28

２ 医療を取り巻く環境の変化
しかし、 世紀の中ごろから地域と
医療を取り巻く環境が大きく変わって
きました。少子・超高齢社会に突入し
過疎地域が増え、一方で年々増大する
社会保障費や変容する医療ニーズにど
う応えるのかが大きな課題となってき
ました。
このような社会・財政状況は鷹山公
が１７６７年に 歳で米沢藩の家督を
相続したころの状況に似ています。鷹
山公は幾多の困難を乗り越え、米沢藩
の財政と産業の改革を行いました。私
たちは鷹山公から学ぶことがあるので
はないでしょうか。
20

３ 上杉鷹山公に学ぶ
グローバル社会で鷹山公を有名にし
たのは１９６１年１月 日に 歳の若
さで第 代アメリカ合衆国大統領に就
任したジョン・ ・ケネディです。彼
は就任演説の中で次のように述べてい

10

25
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新入寮生の出発を祝う
３

主婦会館プラザエフ

東京支部総会・懇親会・歓迎会
平成 年６月 日︵日︶ 於・四谷
30

▲支部総会・新入生歓迎会
▲支部新年会・予餞会
東京支部総会・懇親会・歓迎
平成三十年二月三日に、「主婦
会は、平成三十年年六月三日に
会館プラザエフ」で、出席者五
主婦会館プラザエフで開催され
十七名の会合となりました。五
ました。第一部の「定期総会」
雲寺卓理事の司会で加藤国雄支
は加藤国雄支部長が議長となり
部長の挨拶の後、上杉邦憲名誉
平成二十九年度の事業及び決算
会長と大滝則忠会長よりご祝辞
報告、平成三十年度の事業計画
を頂きました。館長より今年の
（案）及び予算（案）が承認さ
寮生の卒業生は、八名との報告
れました。第二部の「懇親会・
がなされました。
歓迎会」は、佐藤憲一理事の司
卒業寮生より進路先と抱負を述
会で開催されました。ご来賓の
べてもらいました。その後名誉
上杉邦憲名誉会長と大滝則忠会
会員下條泰生様のご発声で乾杯
長よりご祝辞を頂きました。そ
し祝宴に入り、鈴木信之副支部
長の中締め挨拶で 終了しました。 の後、新入寮生七名の自己紹介
と抱負を述べてもらいました。
続いて、名誉会員の下條泰生様
のご発声で乾杯し懇親会に入り
ました。鈴木信之副支部長の一
本締めで終了しました。
▲東京支部長に鈴木信之氏を選出
平成三十年九月二十九日の東
京支部の第２回理事会で、加藤
国雄東京支部長より持病のため
に今後もほぼ一定期間ごとの入
院治療が予測されると診断され
たことを報告されました。加藤
支部長は現在、本部の総務部長
も兼務しており、このような健
康状態では二つの職務兼務を継
続す るこ と は 困 難で あ ると して 、
東京支部長の辞任を申し出られ
ました。辞任の申し出は承認さ
れ、審議の結果東京支部長に鈴
木信之氏、副支部長に川合勝雄
氏 留(任 と)宮坂孝夫氏が選出さ
れました。

寮生と上杉名誉会長ご夫妻

新入寮生 ﹁私の抱負﹂
安部光希
（多摩大学経営情報学部、高畠高校）
私は、将来地元山形に戻り特産品を活か
した製品の開発・販売を行う会社を企業し
たいと考えています。国内だけでなく国外
にも情報発信し販路の拡大、さらに働き口
の増加などにより雇用促進を進めることで
地域活性化に繫げたいと考えています。

井上太陽
（帝京大学経済学部、西山学院高校）
私 は 高 校 時 代 か ら 寮 生 活を して き ま し た 。
この興譲館寮でも、寮生活による協調性を
育み、学業やそれ以外の面にも力をいれ、
充実した大学生活を送っていきたいです。
具体的な抱負や目標等はありませんが、
これから多くの経験をしていく中で見つけ
ていけたらと思います。

木村周幹 （東京工科大学、コンピュータ
サイエンス学部、米沢興譲館高校）
私 は 大 学 生 に な って 頑 張 り た いこ と は 、
勉強である。コンピュータ関係の学部に入
いったので、そこでしか学ぶことができな
いことをしっかり学び資格なども取ってい
きたい。また、様々なことに挑戦していき
たい。東京だからこそできることが沢山あ
ると思うので積極的に行動し身も心も成長
していきたい。
近野清正
（学習院大学法学部、長井高校）
私は将来、地域の良さを全国に発信でき
る よう な 町づ く りが し た いと 考えて い ます 。
そのため大学では一般教養に加え、行政・
法律など様々なことを学びたいと考えてい
ます。また、在学中の４年間でたくさんの
人 と 接 す るこ と が 多 く な る と 思 う ので 、

様々な価値観に触れて物事を多角的に
捉えられ るような 大人にな りたいで す 。

鈴木皓大 （東京学芸大学教育学部、
米沢興譲館高校）
私は東京に来て、頑張りたいことが
二つあります。一つ目は寮や大学など
で多くの仲間たちを作り、たくさんの
思い出を残すことです。二つ目は自分
の夢である教師になるための知識や技
術を大学で多く学ぶことです。将来、
山形の高畠町で教師として働いていけ
るように、多くのことを経験してきた
いと思います。

山木隼太郎 （早稲田大学先進理工学
部、
米沢興譲館高校）
私が大学生活で力を入れたいことは
二つあります。一つは勉強です。
大学の勉強は高校の勉強から飛躍的に
難しくなるので、自ら学ぶ姿勢を心が
けたいです。二つめは自己管理です。
大学生は自由な時間が多いですが、自
己管理を徹底し、けじめのある生活を
送りたいです。
恵まれた環境に感謝し頑張ります。

米野敦之 （専修大学文学部、
米沢興譲館高校）
私は高校の授業で地理に興味を持ち、
大学でより深く地理について学びたい
と思い地理学科に進学しました。
また寮生活を通して、有意義な大学生
活にするためにも、自分の行動に責任
を持ち、たくさんの仲間や先輩方と交
流し自分の将来の視野を広げていきた
いと思います。

５
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日々雑感
伊 藤

育 子

あだや疎かには出来ない。と
書いている処に、絵で知合っ
た市民病院の戸塚先生から、
私の本職である教育に関する
貴重な資料が送られてきた。

プロフィール
米沢興譲館高校卒業
東北大学教育学部卒業
山形精華高校教諭
静岡県小・中学校教諭
静岡県議会議員（３期）
旭日双光章受章

名門色部家の出身︑
戊辰戦争で戦死
戊辰戦争の「叛逆首謀」の汚名を一身に背負った米沢藩の総督

美術家
ＮＰＯ未来クリエート 理事長
富嶽ビエンナーレ大賞 絵画
・現代アートを中心に制作活
動を行っています

平成 年７月７日
文化大学会場にて

反逆首謀の責任
と後生の顕彰

戊辰戦争は新政府軍の勝利
に終わり、明治政府は列藩同
盟に与した東北諸藩に「反逆
首謀」の責任者を届けるよう
に命じました。米沢藩では、
議論の末、戦死した久長を責
任者として届けます。これに
より色部家は家名断絶になっ
た一方で、千坂髙雅や甘粕継
成など重臣たちの処分は免れ
ました。久長一人が米沢藩の

戦争責任を一身に背負い、死
色部久長は、文政８年
（１８２５）、篤長の嫡子と してなお米沢藩に尽くしたと
して生まれました。通称であ 評される所以です。その後、
る「色部長門」としても知ら 昭和７年に新潟市関屋の戊辰
れます。久長は藩校興譲館で 公園（久長の戦死地）内に、
学び、家督を継ぐと、江戸家 昭 和 ３ ４ 年 に は 米 沢 市 市 制
老、奉行職（国家老）を務め ７０年記念事業の一環で旧上
ます。慶応４年（１８６８） 杉伯爵邸敷地内に久長を偲ぶ
に戊辰戦争が始まると、奥羽 「色部長門追念碑」がそれぞ
越列藩同盟に与した米沢藩の れ建立されました。共に現在
総督（総司令官）として越後 に至るまで碑前祭が営まれて
に出陣し、新潟で新政府軍と おり顕彰活動が続いています。
対峙しました。新潟では、民
政に力を注ぎ、新潟港や市井
における治安の安定に貢献、
新潟の民衆から深く感謝され
たと言われます。しかし、新
政府軍が大挙して新潟を攻撃
す ると 、 久 長 は 奮 戦 し ます が 、
最後は、壮絶な戦死を遂げま
し た 。 四 十 四 歳 の 若 さで し た 。

2
６
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﹁ 横 出 世 ﹂の 世 界
ー カ ホ リ ッ ク 症 に 罹 って い く 。
巻貝のくるりとむけてもの
欲求や欲望自体も、それと同
たりず
私の好きな句の一つである。 時に退化していく中で突然、
定年というピリオドを打たれ
作者は島田市教育長、村田武
てしまう。挙句の果てが「ぬ
男。「もの足りず」がどうも
物足りないのだと自作を語れば、 れ落ち葉」では哀しいを通り
越して哀れでさえある。
吹奏楽にうつつを抜かす私の
そこにいくと「横出世」は断
隣席が、これまた音楽をもの
然強い。
とする者の目で見た俳句論を
いつでも、だれでも、どこで
評論家気取りで述べ立てる。
もで き る 肩 書き 抜き の 世 界 だ 。
果ては桑原の「第二芸術論」
人の話にのることと、人の集
まで飛び出し、ますます活気
ま る 場 所 に さえ 出 掛けれ ば だ 。
を呈する。これで各々が作句
一週間前の日曜日「青葉会」
から、富嶽ビエンナーレ大賞
受賞のお祝いにと、鮮やかな
赤のガーベラの花束をいただ
いた。
同窓会とか同級会とか過去を
引きずるようなものは、一切
興 味 を 持 た な い 私で あ っ た が 、
この日は大変身をしてしまった。
同じ仙台の大学で青春の一
時期を過ごした共通項を唯一
条件とする「青葉会」だが、
これは「過去」どころではな
い 「 現 在 そ の も の 」で あ っ た 。
人 が 人を 呼 び 、 話 が 話を 呼 ぶ 。
この愉快な「横出世」のチャ
ンスを長い間逃してきたのか
と思うと、悔しい限りだ。
仕事の切れ目は縁の切れ目
という。「肩書で勝負」の縦
社会に確と首を突っ込みなが
ら「肩書なしの横出世」も、
する気になれば最高だ。
この俳句談議に纏（まつ）
わる人間関係は、いわゆる縦
社会における上下の関係では
全くない。自分の意志でいく
らでも拡げたり、質を高めた
りしていくことのできる「横
出世」の世界だ。縦社会にお
ける出世は所詮、他人が評価
し、他人が決めてくれること
である。人はこの縦社会の中
で、満たされない欲求をかこ
ちながら、悪戦苦闘の何十年
かを費やし、エンドレスのワ
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鈴 木 脩 二 相 談 役 を 偲 んで
米沢有為会 相談役

小森 力男

（昭和二十年 東京興譲館入舎）

在りし日の鈴木脩二さん

2017年10月29日 園遊会にて

率は一八％です。
何卒、この未加入の事案に
ついて、有為会を挙げて対策

短歌同好会

え時折談論を致しておりまし を講じ確実に実行して、その
相談役鈴木脩二様が、平成
た。或る日、本会の現状に話 目的を達せられることを切望
三十年三月二十八日に急逝さ
題が及び、不肖私の予てから して已みません。
れました。誠に愁傷の極みで
最後になりましたが、謹ん
の持論を出した。「次の米沢
ございます。
有為会の益々の発展、そして で御霊前に深く哀悼の意を表
ご生前を顧みますと、昭和
主たる目的である育英事業、 し、心からご冥福をお祈り申
六年四月十八日米沢市南堀端
合掌
即ち興譲館寄宿舎並びに奨学 し上げます。
町のお生まれです。昭和二十
金制度の更なる充実を達成す
五年米沢興譲館、昭和二十九
るには、会の根幹である会員
年日本大学法学部をご卒業さ
れ、日本出版販売（株）役員、 の増強は不可欠である。それ
には、一般会員の増員は無論
日販運輸（株）社長、（有）
であるが、先ず有為会の育英
スズキライフ社長を歴任され
お盆花白く咲いてる我が庭に
事業の恩恵に浴し社会人と
ました。
成った興譲館寄宿舎ＯＢ並び
米沢有為会では、本部・東
夕陽静かに影残しゆく
に 奨学 生 Ｏ Ｂ ・ Ｏ Ｇ の 全 員が 、
京支部の役員として特に、平
（吉田数馬）
感謝の念と有為会の発展に寄
成二十一年の米沢有為会創立
百二十周年記念事業において、 与する志で入会する事が必須
いにしえに小野小町も入りし湯に
記念祝賀会実行委員長として、 である。」旨を披瀝した。
肌を潤しからだを癒す
それに対して、舎生ＯＢで
献身的にお役目を果たされ功
ない鈴木さんが、「実は私も
績は誠に大であります。
（嶋貫昭雄）
全く同感であり他の会員にも
鈴木脩二さんとは、元東京
「おくりびと」ロケ地に
その様な考えが有る。」と述
興譲館長の金子芳雄さんを交
べられた。この時のお話は深
涼風吹きぬけて
く印象に残っています。この
鳥海山がどーんと鎮座す
ご意見を重く心に受け止め機
会あるごとに提言をさせて戴
（近藤郁子）
いております。
受けてみてはじめて知りぬ
因みに、平成二十八年の名
簿では、有為会員は一〇五六
賑やかな音もおかしきＭＲＩ
名です。住所が明確な舎生Ｏ
（樋渡三保子）
Ｂが六一二名の内一九三名が
有為会に、入会しており入会

俳句同好会 「漆の実」

句会「漆の実」の近況

小山八州史・報

当句会開設者であり指導者であった鈴木淳一

師が八月半ば突然の病のため逝去された。

会員の悲嘆あまりあり虚脱感は脱ぐえぬものが

あった。当面小山八州史が承継してゆく。

鈴木淳一師の句

桜守さくらに添うるものなしと

南風や箱よりテイッシュひるがえる

会員の句（季節順）

佐野

丸善にたてがきノート買ふ五月 登坂かりん

踏切灯打ち狂い吾の夏来たる

松原 薫子

真

朝どれの大鯵夫の提げ帰る

つくつくぼうし廊下の端に聞きゐたり

紅重ね紅の零るる百日紅

スペインの恋愛詩集読む大暑

太田 甘美

片山 丹波

濱田 扇風

池田弁之助

磐座に腰掛けしばし秋の澄む

お転婆のカール居並び曼珠沙華 小山八州史

７
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﹁ 歴 史 は 駅 伝のよ うに﹂
「戊辰戦争」１５０年の今
年、各地で開催される式典や
講演会などに参加することの
多い日々ですが、そこで新た
な発見をしたり、思わぬ人と
人との繋がりに驚かされるこ
とが多い昨今です。

米沢有為会 名誉会長

年（１８１０）１２月の徳川
好敏大尉のアンリ・ファルマ
ン機によるものですが、奈良
原三次はこの初飛行に対して
も助言や種々の機器を貸し与
える等、多大な貢献をしたこ
とが知られています。

上杉 邦憲

務め、その間、人頭税など民
に苦しい生活を強いる旧慣温
存策を採ったのに加え、農民
が管理していた山林を騙し取
る「杣山問題」を起こすなど
しています。この奈良原繁と
対立したのが、茂憲が県令在
任中に県費留学生として東京
に送った５人の留学生の内、
唯一平民だった謝花昇でした。
謝花昇は、帝国農科大学を
卒業した後、県外出身者が多
数を占めていた沖縄県庁に技
師として入り、沖縄の農政改
革に努め、奈良原と杣山問題
で対立して退職、沖縄倶楽部
を結成して県政批判、土地整
理問題、参政権獲得の三点を
中心に活動を展開しますが挫
折し、失意の内に４３歳で死
去します。
（故翁長沖縄県知事の下の副
知事・謝花喜一郎氏と謝花昇
の関係は調査中です）
徳川好敏は、徳川三卿の清
水徳川家の生まれで、陸軍の
飛行機研究会から、飛行機を
学ぶための渡欧の打診があっ
た時に、宗家の徳川家達公爵
を訪ね許可を貰っています。
家達は私の母敏子の祖父です
が、敏子は子供心に飛行機乗
りの好敏に憧れていた、と話
していました。私が航空学科
で学び、そして宇宙への道に
進んだのも、少なからず母の
影響があったと思います。奈
良原三次は、日本初の民間飛
行場を開設しましたが、私が
今、日本初の民間宇宙港の開
設を目指して働いているの
も、何かの縁なのかもしれま
せん。
ジェームス三木さんの言
われた「私たちは歴史という
リレーのランナー」という言
葉を正に実感として感じてい
ます。

▼巻頭言は、ものづくりの
基幹産業で高度成長から始
まって、いろいろな荒波を
体験され、企業のトップに
も就任された齋藤脩氏に今
後の日本のあり方について
持論を述べて頂いた。

▼内村鑑三は、旧札幌農学
校を卒業して五十年後に母
校北海道大学中央講堂で全
校二千の聴衆に向かってク
ラーク博士で有名な「ボー
イス・ビー・アンビシャス
ャス」 (Boys be Ambitious
）
のテーマで講演をされた。
その中で、前途の希望に邁
進している者は、年は六十
を越えてもなお「ボーイ」
である。アンビション（
）とは、将来自分
ambition
が成し遂げてやろうする仕
事をしっかり決める精神を
言う。それと同精神のエマ
ソン（ Emerson
）の言葉で
「汝の車を星につなげ」
（ Hitch your wheels to
）を引用して学生
the star
を激励されている。
第 回文化大学講演は、内
村鑑三が学校設立や教育理

念に大きな影響を与えた基
督教独立学園の前校長の安
積力也氏にお願いしました。

▼憲法改正の動きもある。
神戸女学院大学名誉教授の
内田樹氏は、思想家で武道
家（合気道師範）でもある。
彼の著書「アジア辺境論」の
中で、次のように述べてい
る。自国領土を外国の軍隊
が半永久的に占領している
状態に対して反対運動を展
開していない「愛国者」な
んて世界広しといえども日
本にしかいない。観光立国
で増え続ける観光客の対策
のために、羽田空港に進入
・離陸する飛行機の空域変
更を駐留米軍に却下された。
戦後七十年以上経過しても
、首都である東京の空域の
管理すら日本政府は思うよ
うに出来ないのである。

編集委員メンバー

▼戊辰戦争１５０年の今年、
米沢市報の米沢偉人伝の記
事で初めて色部久長を知り
ました。今回米沢市広報課
の了解を得て、記事の引用
をさせてもらいました。
（Ｋ．Ｋ）

新年会・予餞会 の ご 案 内

宗禎／佐藤

好明

川合 勝雄
…………

米野

委員長

和子

日︵ 日 ︶

吾愛

月

信之／倉田

孝夫

(時受付開始︶

太田ひろみ／濱田

鈴木

郁子／宮坂

日時 平成 年
時半〜 時半

会 場 は 主 婦 会 館 プ ラ ザエフ

近藤

10

多数のご参加をお待ちしています

２

12

慶応４年（１８６８）３月
１４日の西郷隆盛と勝海舟の
会談によって江戸城無血開城
がなされたことは有名で
す が 同じ年の５月２日、長岡
（小千谷）の慈眼寺で長岡藩
家老上席・河井継之助と新政
府軍軍監・岩 村 高 俊 の 会 談
（小千谷談判）が行われまし
た。主戦論者ではない河井継
之助は長岡への侵攻中止と長
岡の独立独行を主張しますが
談判は決裂します。もしこの
時の会談が、西郷・勝会談の
ように終われば、奥羽越での
その後の熾烈な戊辰戦争は防
げたかもしれません。この時
の河井継之助の相手が、後年
（明治１６年）沖縄県令上杉
茂憲罷免の中心人物である岩
村通俊の弟であり、通俊は茂
憲を継いで第３代沖縄県令に
就くという因縁が生じます。
奈良原繁の次男に奈良原三次
という人がいます。
この人は、日本の航空のパイ
オニアの一人で、明治４４年
（１９１１）自作の複葉機で
飛行に成功、翌年日本で初め
ての民間飛行場を開設するな
ど、生涯にわたり航空の発展
に寄与しました。
日本人の初飛行は、明治４３

23

(3)

そして、岩村を継いで第４
代沖縄県知事となった奈良原
繁は、１６年にわたり知事を

31
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