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書館にも届けております。

庁幹部、マスコミ各社、全国図

ると同時に、衆参議員、関係官

製本し、叢書として一般販売す

武藤記念講座での講演内容を

使命ではないかと思っておりま

くというのが、我々に課された

の遺志を継いでそれを糾して行

に収まっておりません。創立者

りますが、財政界の癒着は一向

的に進めてまいりたいと存じま

國民會館の活動は今後も積極

武藤治太

受けた武藤山治は紙上で番町會

すので、会員各位の一層のご支

す。

これは市民講座で講演された

について、政界との癒着を鋭く

援を切にお願いする次第でござ

晩年時事新報社の経営を引き
講演内容の速記録に当たるもの

指摘しましたが、その数カ月後

國民會館は昭和八年に大阪大

の選定にあたりましては、創立

友の会の皆様が望まれる講師

賛助会員は五百名に達す

武藤記念講座

八百三十三回を数える

います。

暴漢の凶弾に斃れました。

公民講座は昭和三十三年まで

それ以後七十年近く経ってお

でして、講演会に参加出来なか

販され創刊号はすぐ品切れにな

版したもので一部二十五銭で市

った人に読んでいただこうと出

國民會館会長

創刊に際して

この度
„國民會館だより“
を発
これ偏に会員の皆様のご支援の

発行され、昭和四十二年に復刊

る状況でした。

賜物と心からお礼申しあげます。

した後五十二年の第三百三十八

刊することといたしましたが、

武藤記念講座の源流は大正十

その後平成三年に現在の國民

手前に設立され、以後現在まで

号まで続きました。
會館叢書第一号が発刊され、

三年大阪の実業会館での第一回
この時創立者武藤山治は「我々

政治百年の大計を樹立する」と

者武藤山治の「一般国民の政治

現在講演回数は八百三十三回

いう設立の趣旨に沿って、幅広

講演活動を欠かさず進めてまい

しうるだけの知識を有すること

を数えます。最近では出席者が

く各界の名士を招くことに努め

近 々 第四十四号が発行される

が必要でありまして、それが個

三百名を越えることも珍しくあ

ております。

立憲治下の国民は政治、経済、

人の利益であるのみならず、国

りません。これは昨年春から賛

また会場は排煙装置の設置、

教育の殿堂として活用し、立憲

家の利益であります」と開催の

助会員（友の会）の申し込みを

壁の全面塗り替え、床の張替え、

りました。

趣旨を述べております。

受け付けて来た結果、現在五百

カーテンの設置、ビデオプロジ

ことになっております。

この時は聴衆五百十名、河田

名を越えて、共に学ぶ仲間が増

ェクターの設置などご利用いた

社会問題に対し正当な判断を下

京大教授他の講師が講演してお

えて来たことを示していると言

ります。

分増加してまいりました。

など種々計画しております。

た。この他にも舞台照明の増設

だき易いように改造を進めまし

また現在の國民會館叢書の源
流は大正十四年一月に創刊され
た公民講座であります。

そして若い方、女性の方も随

えましょう。

の市民講座に溯ります。

茂木弘道先生の講演

て、来聴の諸賢に大変御迷惑を

二日には連続講義を急に中断し

不慮の病のため、昨年五月十

あるため、特に紹介しておきた

すると目にとまりにくい恐れが

ので、文献史学界では、ややも

立女子大学教授の美術史家です

卓

最近の古代史学界における
注目すべき成果
皇學館大學名誉教授 田中

おかけしましたが、その後一年
第二は、原秀三郎氏の著書「地

いと思ひます。

に注目した古代史関係の論著を

第八百三十三回武藤記念講座

取りかかる必要がある」という

もので、国際比較のデータをふ

んだんに用いて語られました。

「多くの方々が熱心にお聴き

喜んでおります。こういうこと

下さり、またご質問も頂きまし

をもっと広く、多くの方々に訴

ので、すでにその悪い影響が出

女性会員も多数参加

教育講演「ゆとり教育の落し穴」
七月六日、世界出版社社長

すなわち、歴然とした学力の

て、やった甲斐があったと内心

低下、勉強からの逃避、児童病

え、こういう間違った教育は改

てきている。

学校教育に関心のある方々が

理の進行（学内暴力、登校拒否

めるべきだ、と云う世論を喚起

茂木弘道先生を講師にお迎えし

集まった講演会で女性の姿も多

など）がある。

て開催されました。

く見られました。

論文集（平成十四年三月、塙書

していかなければならないと考

房発行）です。著者は、有名な

キレイゴト、空想的、願望的

第一は、麻木脩平氏の論文「野
古代史の専門家で静岡大学名誉

ビデオには帆足カネボウ社長、

講演の趣旨は「ゆとり教育は

中寺弥勒菩薩半跏像の制作時期
教授、文学博士（京都大学）。

お孫さんの吉田静子さん、竹村

えております」というメッセー

と台座銘文」（佛教藝術二五六

学界では既に功成り名遂げたこ

健一先生、谷沢永一先生などが

教育論から常識論へ。具体的に

号、平成十三年五月発行）で、

の学者が、最近十余年といふ「長

登場、武藤山治の業績と共にそ

今に始まったものではなく、二

「丙寅年」銘をめぐつて、これ

い低迷の刻をくぐり抜けて」「逡

ロケを敢行し、現存する当時の

の精神が今もなお脈々と流れて

ジが茂木先生から届きました。

を後世の追刻、偽銘とする最近

巡と彷徨の果てに」辿りついた
鐘紡社長、衆議院議員、時事新

建物などを紹介し、また昭和初

いることが、このビデオをご覧

は現行指導要領の改訂に直ちに

流行の学説を明快に批判し、丙

古代史研究の方法論が、戦後一

報社代表、美術愛好家で知られ

期のフィルムやレコードで当時

になればお分かりいただけます。

十年まえから導入されてきたも

寅年は六六六年とみてよく、「天

世を風靡した津田左右吉説を批

る創始者武藤山治の生涯をフィ

の様子を再現するなど日本近代

域と王権の古代史学」と題する

皇」号の成立もその頃乃至それ

判し、紀・記を重視する田中卓

ルムに収めたビデオ作品がこの

史上貴重な資料がふんだんに盛

一、二紹介します。

以前に遡ることを論証する重要

説の再評価であるといふのです

ほど完成します。

歴史的性格」（史友三四号）の

会での記念講演録「大和王権の

至る経緯は、青山学院大学史学

です。尚、同氏の田中説支持に

分かりやすく解説し画面を通じ

植松忠博教授、武藤治太会長が

で、神戸大学の桑原哲也教授、

欣也現大阪芸術大学教授の司会

元毎日放送アナウンサー高梨

五章 追憶 武藤山治

四章 時事新報時代

三章 國民同志会の時代

二章 鐘紡時代

一章 出生から勉学の時代

伝記ビデオが完成（一時間番組）

な論旨です。但し筆者は群馬県

から、驚くべく、画期的な発言

中において更に詳細に発表され

て先見性と実行力の人武藤山治

性は現在の人々を驚かせます。

時代の先駆者武藤山治の先見

られています。

てをります。目下、隻手跛脚に

の実像を紹介します。
日本各地を回り一年半に亙る

沈淪する私としては、寔に力強
い援軍を得て励まされてゐます。

撮影風景

余りの病床生活の間で、私の特

講義中の田中卓先生

寄

稿

コレクターの眼
美術愛好家 武藤山治
融

箒庵は辞去の際にこの歌仙絵を

大塚

第一次大戦の成金ブームが終
持ち去ったと、その日記「萬象

数寄者研究家
わろうとする頃、秋田・佐竹家
南蛮美術の大蒐集家・池長孟

録」に書いている。

仙絵巻」が売りに出された。あ
は「趣味もなく、分かりもせぬ

伝来の「藤原信実画 三十六歌
まりの高額で一人では買いきれ
ものを、集めるべからず」と蒐

郵便の民営化案、軍人救護法な

されましたので、
九月以降セミナー

田中 卓 先 生の御 健 康がほぼ回 復

● 古 代 史 セ ミ ナー

武藤記念講座ご案内
忍びず、武藤山治自ら政治運動

ど武藤山治の先駆的政策提案の

日（土） 午 後１時 分
「最近のお葬式とお墓事情」

●一般 講 座

の開講を予定しております。

に乗り出した事情の分析。③「國

國民會館には、いつも資料提

検討とその意義付け。

き啓蒙的総合雑誌「公民講座」

供面など各種の支援をして頂き

民會館叢書」の前身とも言うべ
（武藤山治主宰、一九二五年創

感謝しております。

有助

（元住友生命役員）

刊）の掘り起こし。④首相公選

記念講座と私

制、行財政改革案、国鉄・電信・

長年のファン

杉野

私はセッセッと武藤記念講座に

ず、各歌仙を分断の上、当時の

一枚の立看板「武藤記念講

ライフデザイン研究所

小谷みどり氏

日（土） 午 後１時 分
「アメリカの落日
『戦争と正義』の正体 」

評論家 日下公人氏

原秀三郎名誉教授

｜

集戒めを書いているが、当時仏
画や雪舟や乾山に趣味を寄せて

通ふ。違うところは、講座には

３０

日（土） 午 後１時 分
「 日本古代国家の起源と
田中史学と新古典主義 」

静岡大学

邪馬台国

11
月
30

大尽三十七人がくじ引きで順番
を決め、入札するという事件が

座 」。 偶 然 目 に し て 飛 び 込 ん

（元国家公務員）

「定年退席」がないことである。

いた武藤には、「佐竹本」所蔵

だ 。 嬉しくなつた。うん十年
は偏向イデオロギーの横行で「日

者としての名声は頭の中になか

大正八年十二月二十日に起きた。
この時、武藤山治は「凡河内

「耳庵松永安左ヱ門」など財

本が消える」感があつた。だが、

前の出来事である。当時、巷に

ところが、一ヵ月後東京・鐘紡

界人茶人の伝記作家・白崎秀雄

この講座では日本が生きていた。

り人々が動揺した。その時、鐘

9
月
28

10
月
5

｜

３０

｜

｜

３０

武藤山治のプロフィール、記念講座のご案内、叢書のご
案内、
武藤記念ホールのご案内などがご覧いただけます。

ったのだ。実に清々しい。

本社を訪れた数寄者仲間・高橋

が武藤山治に食指を動かしなが

紡は逸早く海を越えて外国から

http://www.kokuminkaikan.jp

躬恒」を三千円で手に入れた。

箒庵に武藤は「歌物に趣味を有

私はこのグループの存在に感謝

年になって円満退職をした。そ

の兄は鐘紡の会計係に勤め、定

しくなつた。なぜなら、私の母

紡の社長と知つて、もう一度嬉

をした。更に武藤と言ふ人が鐘

ら、遠逝したことが惜しまれる。
（元ＮＨＫ情報担当チーフディレクター）

せざれば余り有難く思はざりし」
と、五割増しで譲ることを告げ、

武藤山治の研究論文を執筆
経営者から政治家への軌跡

のです。

米を買付け、それを大八車に積

の間、大正七年には米騒動があ

①武藤山治の鐘紡における合理

充

的かつ堅実な経営努力とその成

川井

山治の軌跡〜経営者から政治家

んで社員に配達したと言ふ。母

大阪大学大学院博士課程

へ〜」をまとめあげ、この四月

果の確認。②大正末期、政党政

私は昨年末に修士論文「武藤

博士課程へ進学しました。

治の無能・無知・退廃を見るに

の兄はコツコツと鐘紡に通ひ、

この論文は次のような内容のも

もうご覧になりましたか
國民會館のホームページ

叢書拝受しました。これか

この度は國民會館叢書四十

ュッセル通信を通じて心ある

が口惜しくて老骨ながらブリ

道義心を失った日本の現状

ーとしてご活躍中の中西、竹

ざいます。オピニオンリーダ

ご恵送賜りまして有り難うご

三「低すぎる日本の評価」を

二「国家としての選択」四十

方々へ訴え続けている次第で
村両氏のご意見をコンパクト

ら勉強させて頂きます。

す。會館の刊行物を一般書店
な形で理解できる機会を与え

いて胸の晴れる思いです。世

が両先生のお話を読ませて頂

苛立ちと怒りを覚えています

際的評価を引き下げる現象に

瀋陽領事館の問題等日本の国

日本の国債の格付引き下げ、

の事は、とかく先人の功績を

特に末尾の武藤さんのお働き

かり易く説明されています。

村さんは卑近な経済の話を分

事さを突いておられるし、竹

を作る国に対して、情報の大

中西教授の話は北鮮の危機

兵庫県宝塚市 臼井 剛

て頂き感謝しております。

には出さないというところに
心ひかれるものがあったわけ
です。こうして皆様が日本再
興にお励み下さっている事を
日本人の一人として大変嬉し
く有り難く存じています。ベ
ルギーは日本のように季節の
変わりが順調でなく、昨日は
いい天気でも、今日は曇って
何時が夏なのかわかりません。

ベルギー 高浪 市太郎

貴重な叢書ご恵贈頂き厚く

界第二の経済国として国際的

忘れがちな我々にいろいろと

御礼申しあげます。

地位の上昇を切に望んでいま

教えて貰い有益なことです。

千葉県船橋市 白鳥 正

す。

千葉県市川市 館 壽郎

両書をお送り下さり誠に有
り難うございました。
早速拝読し有意義に活用さ
せていただきます。

衆議院議員 中曽根 康弘
竹村、中西両講師とも、著
名な評論家、学者であり、信
念を貫き識見高き立論で貢献
を続けておられます。
この度は特に中西輝政教授
の「国家としての選択」に注
目しました。国家意識を喪失
した戦後日本においても漸く
改革の停滞、政治の流動化、
国家の衰退の危機が大方の人々
の認識するところとなり反転
へのエネルギーとして蓄えら
れつつあるのは評価出来ると
思います。往々肝腎の方向性
付与、打開の方策に筋道が付
かず、閉塞感に沈んでおりま
す。この中で中西教授は透徹
した歴史観、精緻な状況分析
で明快に立論されています。
グローバル化の波が高い程、
主体性の確立が肝要なこと、
民意尊重の名の下で衆愚・迎
合政治の危うさへの厳戒、そ
して歴史伝統に還っての正気
復活こそ国家の生き方を定め
る根本要諦であることを明ら

かにされた大文章を読ませて
頂きました。

神奈川県大和市 吉原 政己

中西輝政先生のご高見敬服

しました。小泉候補よりは橋

本候補が出られたほうがよか

ったと思っていました。中西

先生ご指摘のように小泉総理

の構造改革ははっきりしませ

ん。わが国の行くべき方向が

どうなのか、さっぱり分かり
ません。

教育改革にしても小手先ば

かり、基本法に欠陥があるな

らば教育勅語の見直し、憲法

改正が緊急問題だと思います。

「諸君！」八月号に小生の投

稿を載せてくれたようです。

鳥取県国府町 山本 宏

現在ご活躍中の両先生の講

演を伺うことが出来、望外の

喜びです。じっくりと味読さ
せていただきました。

神奈川県鎌倉市 中野 直

今回は病床で拝読致しまし

たが、両三度読ませて頂きま

した。感謝致しております。

東京都府中市 高山 保雄

〈順不同・敬称略〉

集

功

４００円

皇室典範と女帝問題の再検討

所

国家としての選択
中西輝政 ４００円

集

低すぎる日本の評価
竹村健一 ４００円

（尚）
になればと願っております。

希望を述べる「友の会」のサロン

「會館だより」が皆さんの意見や

講演を共に聴くだけでなく、

ような気が致します。

の発行で少し希望が満たされる

思っていましたが、
「會館だより」

読み、共に語れる場があればと

会場へ来られる皆さんと共に

編集後記

暑い日が続きますが、お体に
十分気をつけてください。
九月の講座は八月末にご案内
いたします。ご期待ください。

八月の武藤記念講座は
休講とします。

〈お知らせ〉

國民會館までお問い合せください

※ご希望の方は

集
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ブラジル移民を
進めた武藤山治

した事例となった。

当時は一世の方も存命で日系の

に詳しく語られ、またフジテレ

田房子氏の著書「アマゾンの歌」

着実に根を下ろしている様を見

れた種が幾多の困難を克服し、

地球の裏側にあって当時蒔か

方々から大歓迎をされた。

ビで苦闘の物語りは映画化され

て深く感激したのを覚えている。

この開拓の歴史については角

武藤山治には滝沢修が扮して熱

て、社用でブラジルに出張した。

昨年十月末から十一月にかけ

えてマラリヤの蔓延などもあっ

と合わずほとんど収穫がなく加

カオ（コーヒー）栽培は土地柄

しかし当初移民に奨励したカ

が軽飛行機で一時間弱アマゾン

に初めてトメアスーを訪問した

私は一九九三年（平成五年）

されて盛大なものであった。今

この式典は駐伯日本大使も出席

九九年（平成十一年）であった。

年の記念式典に招待された一九

武藤 治太

ブラジルは私の会社が約三十年

の原生林の上を飛んで到着した。

回は仕事の都合でトメアスーを

國民會館会長

前から紡績工場を展開している

て壊滅の危機にまで至った。そ

トメアスー文化協会の正面には

訪れることが出来なかったが近

第二回目の訪問は移住七十周

こと以外に私にとって特に思い

のトメアスーを救ったのはピメ

山治の胸像があり、また開拓に

い将来是非三回目の訪問を果た

演している。

入れの深い国である。

ンタ・ド・レイノ（胡椒）の出

功績のあった山治をはじめとす

と言うのは國民會館創始者の
武藤山治は、鐘紡社長在任中の

したいと思っている。

してトメアスーに入植した。以

河口から支流のアカラ川を遡航

ン移民団百八十九名がアマゾン

年（昭和四年）第一回のアマゾ

から熱心な勧誘があり一九二九

たまたまブラジル・バラー州

ーは胡椒の町として有名になり

後爆発的に増殖が進みトメアス

だ。その内の二本が根付いて以

を二十本トメアスーに持ち込ん

シンガポールから持出禁止の苗

がブラジルに赴く途中英国領の

殖の社員であった臼井牧之助氏

落とし穴」と題する茂木弘道氏

教育問題では「ゆとり教育の

についての講演も印象的でした。

堀桂一郎先生の日本の思想文化

の考察が行われ、正論大賞の小

は神谷不二先生の防衛について

問題を鋭く解明し、国際問題で

一氏、日下公人氏が現在の社会

社会問題では評論家の竹村健

したが大半が満員の盛況でした。

やかに一年を締め括りました。

岡本綾子プロのトークなどで華

師の小谷みどり氏や、年末には

異色の講演でした。また女性講

長蓑豊氏の「フェルメール展」が

の「君が代論」と大阪市立美術館

ではパリ在住の作曲家吉田進氏

の入った講演があり、芸術関係

考古学の権威水野政好先生の熱

評価された原秀三郎先生、また

歴史関係では「田中史学」を

を呼びました。

の講演は世間一般に大きな反響

一般講座は十一回開催されま

昨年の武藤記念講座（一般の部）

各界の多彩な講師陣

る日本人の墓も建てられている。

殖株式会社を設立してブラジル
移民を推進したからである。当時
のわが国は関東大震災の後で、
町には失業者が溢れ、農村も疲
弊の極みにあった。山治は「米
国移住論」を著すなど、社会不
安を和らげるための策としてか
ねがね移民推進には熱意を持っ

来第二次、第三次と日本からの

日本人移民地の中でも最も成功

ていた。

移民が続くのである。

現であった。ピメンタは南米拓

一九二八年（昭和三年）南米拓

トメアスーにある武藤山治の胸像

ラ・マルセイエーズに象徴
されたフランスの政情
春の大統領選挙で社会党のジ
マルセイエーズ》を歌わせたり

（社会党の歌）》に替えて《ラ・

校に配り《インターナショナル

吉田 進

ョスパン候補が第一回の投票で

在佛作曲家

極右のル・ペン候補に敗北を契

公の謝罪があるまで、試合は中

役割を果たそうともした。

歩という昭和九年の一月から帝

が盛んなバスティア市側のスタ

人問題について『番町会を暴く』

就任一年半、黒字経営に後一

フランスという国が揺れる時

という政・官・財の癒着を指摘

断された。

の演奏に口笛の野次が起こると

何時もそれは《ラ・マルセイエ

ンドから《ラ・マルセイエーズ》
シラク大統領は憤然として退場、

ーズ》に反映されるようである。

最近出版された北海道大学Ｍ

の注目を集めた。

するキャンペーンが始まり世間

フランス・サッカー連盟会長の

時事新報時代の武藤山治

時事新報を武藤が引き受け、ス

したが、時すでに遅かった。

えよう。短期間の改善にどのよ

クープによるセンセーショナル

しこれに驚いたフランス人が第
ル・ペン候補の決戦投票進出

恩師福沢諭吉が設立した時事

うな手が打たれたか。これに関

教授の論文の一部に「没落した

二回投票でシラク大統領の再選
が決まると、若者たちは元革命

新報社が経営不振に陥り、昭和

松田 尚士

を実現したことはご存じの通り
歌であった《ラ・マルセイエー

國民會館専務理事

である。一昨年のサッカーの開

かれていたので記述の根拠を手

な新聞とすることでその経営の

の研究者の中には無責任な推論、

紙で質したところ市原亮平氏の

し、一般が手にする資料はごく

期八十万円以上あった赤字が二

誤解をする者が出てくる。

論文（関西大学経済論集昭和二

七年に同社の救済を山治先生が

ところがル・ペンの政党「国

年足らずの内にほぼ解消するま

時事新報の経営を立て直すた

九年）からの引用であるとの返

ズ》を歌いながら打倒ル・ペン

のスタンドから起こった野次に
民戦線」の準党歌はほかならぬ

でに改善された。これは鐘紡を

めには、まず社員の意識改革、

事があった。これを読むと「旧

会式で《ラ・マルセイエーズ》

対しジョスパン首相が何ら反応

《ラ・マルセイエーズ》である

立て直し、発展させて世間から

目標に向かって一団となるよう

習打破」を目指した武藤と意見

立て直しを図ろうとした」と書

を示さず、こうした寛容の態度

から、これは奇妙な話である。

高く評価された経営手腕と、新

率先垂範をすることであった。

が合わず退社した前編集局長伊

僅かしかない。それだけに後世

が国内の犯罪の増加を促したこ

そしてシラク再選が決まり、

聞の使命と効果をかねがね研究

新聞社は一般企業と違うとい

引き受けたのであるが、当時半

とは否めない。選挙が近づくと

五月十一日サッカーの国内決勝

し論じるなどの努力の賜物とい

のデモ行進を行った。

社会党政権は《ラ・マルセイエ

の開会式が行われた。独立運動

が演奏された時アルジェリア側

ーズ》の小冊子を全国の小中高

オでは生の映像と共に孫にあた

く出版されているが、このビデ

武藤山治の評伝、研究書は数多

快諾を得て軌道に乗りだした。

整備など合理化策を打ち出した。

編集部員の削減や輪転機の補修

力を要請した。水膨れしていた

は賞与の全廃、賃金カットの協

倒産寸前の会社を守るために

く、社会正義のため政・官・財の

と思った。経営問題とは関係な

悪意、誤解など色々あるものだ

藤正徳氏が武藤の通夜の晩に書

デオを見た私は大きな驚きと興

る武藤会長、長孫の吉田静子さ

旧弊を打破し、上品ぶった無

不正癒着を鋭く追求した「番町

う特権意識、ルーズな勤務態度

奮をおぼえた。この映画が訴え

んに山治さんを語っていただけ

気力な無味乾燥の記事を改め庶

会を暴く」
のキャンペーンは国民

き上げた小論（中央公論掲載）

國民會館ビデオ「武藤山治の

ているものは、まさに今、日本

たことが他の資料とはひと味違

民が望んで読む新聞を作るよう

に初めて政財界の不正を明示し、

の改善をまず指示した。

生涯」が足かけ二年の制作期間

が直面している問題そのもので

うものになったと自負している。

工夫を凝らすと共に、国民の政

筆誅を加えた歴史的不朽の記事

治さんが昭和初頭に制作した

人の評価には、立場によって

ししたものであった。

の一部を引用個所を伏せて丸写

を経て平成十四年八月に完成し

はないのか！

この国の行く末が不透明な今

治意識の向上のため随筆『思ふ

であることに間違いはない。

ビデオ「武藤山治の生涯」を完成して

た。このビデオの企画は武藤山

この映画を使って武藤山治の

こそ、武藤山治の生涯から学ぶ

まゝ』を連載して新聞の指導的

俊彦

ミリフィルムを永久保存のため

生涯をビデオに製作しませんか

ことは決して少なくない。

元毎日放送ディレクター 金子

デジタルビデオにコピーする作

という私の提案は武藤会長のご
業がきっかけであった。そのビ

35

ビデオ「武藤山治の生涯」を観て

て登場してから、一年余りを経

小泉内閣が国民の輿望を担っ
が「小さい政府、行政の簡素化」

遡って約百年前に福沢諭吉先生

に説かれた諸点は、更に三十年

昭

て改革の足取りは依然として進
を説いておられるが、福沢門下

横江

んでいない。このような時期に
の武藤山治さんの提案は師の理

泰道リビング
（株）取締役相談役

ビデオ『武藤山治の生涯』を観
想を踏襲すると共に更に改革を

ショナルの横江社長が軽妙な語

て
（株）
ピージーピーインターナ

社会正義への確信、企業を護

推進するものであると思う。

て、その先見性に畏敬の念を抱
くと共に、この七十余年我々が
無為に過ごした時の長さを思い

り口で岡本プロの側面を紹介、

いずれをとっても現在社会が希

る信念、従業員への思い遣り等

特に、大正十五年の帝国議会
求している課題である。依然と

虚しい気持ちになる。
に於ける改革提案は現内閣の課
して、政官財の癒着が国民の指
弾を受け続けている現状に鑑み、

一昨年来、病に伏しておられ

題と全く一致している。
曰く、小さい政府、官業の民
この様なビデオが多くの人々の

た田中卓先生が闘病とリハビリ

まずソフトボール選手として

いう熱心さで、講演も予定時間

三回奥様の同伴で来阪されると

から詳しく聞き出すなど対談は

だけに当時の名場面を岡本プロ

本プロの実況中継を受け持った

井上氏はアメリカツアーで岡

井上光央氏との対談が始まった。

最後に元毎日放送アナウンサー

の講座にはまり込んでしまった。

氏の信念と行動に共感して、こ

不信が高まった折柄、武藤山治

にマッチしており、その上政治

通年の講座で、テーマが時代

り、思い切って受講を始めた。

うした勉強の機会を与えて頂い

受講を始めてから十年余、こ

最後にダイワボウソフトボー

た國民會館の関係者に心から感

瞬く間に予定時間となった。

ル時代の同僚刀根良子さんから

謝している。

武藤記念講座ご案内

●一般 講 座

１月 日（土 ） 午 後１時
「 ２００４年に動く？

分

花束の贈呈があり、にっこり笑

った顔は優勝カップを受け取っ

た時の何時もの笑顔だった。

耕一

予定である。乞うご期待。

考えて春四月から講演が始まる

われるが、田中先生のご体調を

ナーはますます活況を呈すと思

軍に駆けつけるなど古代史セミ

十一月は静岡大の原先生が援

るといった雰囲気だ。

古代史フィーバーで熱気あふれ

セミナーは毎回満員で会場は

を魅了した。

を大きく超過する熱演で聴講者

再開された古代史セミナー
田中卓博士が健康回復

営移管、財政の健全化等全て現

目に触れることを期待したい。

の成果により九月から古代史セ

在も抱えている問題である。
武藤山治さんが、七十余年前

ダイワボウへ入社した頃の話、

安達

今後の日ロ関係を予測する 」

分

木村汎氏

２月 日（土 ） 午 後１時

拓殖大学海外事情研究所教授

｜

「 日本の再生に向けて
新しい国家目標の確立を 」

鈴木孝夫氏

分

「 構造改革に本腰を入れよ
道路公団民営化の総括 」

３月８日（土 ） 午 後１時

慶應義塾大学名誉教授

｜

ミナーを再開された。
古代史セミナーは昭和四十五
年から毎月開催され、病気をさ
れるまで一回の休みもなく続き、
現在百三十五回に及んでいる。

新聞関係の来賓や、ダイワボ

アメリカでの活躍、賞金王の感

昨年は九月、十月、十一月の

ウグループのＯＢ、役員、社員

想、プレーの心構え、これから

を沸かせる場面もあった。

りでジョークが飛びだし、会場

世界のアヤコに声援
若い女性も多数来場
世界のアヤコのトークを聞こ
うと雨の中、大勢の聴衆が詰め

も今回多数参加し、大勢の人の

の抱負など、一流の選手の講演

國民會館会員

でいた私は、或る日新聞紙上

で「武藤記念講座」の存在を知

３０

｜

３０

｜

３０

４月 日（土 ） 午 後２時
５月 日（土 ） 午 後２時
６月 日（土 ） 午 後２時

分

分

年 上 期は以上 3 回の講

演題未定

義が行われます。

平成

分

講師 皇學館大學名誉教授 田中卓氏

● 古 代 史 セ ミ ナー

政治評論家 屋山太郎氏

｜

３０３０３０

かけ満員の盛況となった。

前で話すのは今回が初めての岡

を直接聞ける楽しさを一同満喫
戦後日本の現状を解明するに
は、どう勉強したらよいか悩ん

15

武藤記念講座にはまった私

本プロであったが、数千のギャ

しているようだった。
次に「岡本綾子の横顔」と題し

ラリーの前でプレーをしてきた
だけあって、講演も余裕たっぷ

18

15

｜

28 31 26

満員の会場で講演する岡本綾子プロ
（12月21日）

神奈川県大和市
申しあげます。

参考にさせて頂いたことをお礼
究になり、国家百年の大計をお

国政、特に教育の将来をご研

編集室より

の役割を果たしていく所存です。

小堀先生の「日本に於ける理
編集室より
立て頂くようお願いします。

と完成を見ました。「叢書」を

性の伝統」は正確な資料に基づ
國民會館叢書をご愛読頂き有

読者より

き、慣行する俗説を見事に論破
り難うございます。コーナーま

吉原 正己

されています。戦後の史観混迷
で作って頂いているとか、ご熱

読者より

もお送り致します。

ご参考になる資料はこれから

の中で多くの伝統文化が泥土に
の企画などいろいろご意見をお

意のほど感服いたします。今後

示された「ことわり」と云い「道
聞かせください。

委ねられて来ました。ここに明
理」と云う語感にも西欧の個の
理性とは異なる深いものを感得
します。このような着実な研鑽
が進められることで、見失われ
てきた日本文化の神髄に迫るこ
とができましょう。
編集室より
ご指摘の通り、戦後日本の伝
統文化が軽視され、忘れられて
きました。当講座で多くの会員
がその神髄を会得していただけ
ればと希望します。
読者より

読者より
大阪府箕面市

石田 孝史

小堀先生のご講演会には伺い
お聞 き し ま し た 。 茂 木 先 生 の
「ゆとり教育の落とし穴」は都
合により、参加できませんでし
たが叢書を送って頂き読むこと
ができ、大変喜んでいます。
それにしても、会員が僅かな
会費でこのような特典を頂ける
とは本当に恐縮です。
編集室より

アメリカの凋落

東京財団会長
ソフト化経済センター理事長 日下 公人著

超大国は近い将来、凋落する運命にある。孤立するア
メリカは正義の戦いを主張するが、それは共同体精神を
否定するものではなかろうか。
Ａ５版
頁 ４００円（税込）送料１６０円

伝記ビデオ

先見性と実行力の人

武藤山治の生涯

分）１、２００円（税込）送料２１０円

鐘紡を一流企業に仕上げ、政界に出ると構造改革、鉄
道、郵便、電信の民営化を標榜し、更に時事新報の経営
を引き受けると、政、
財、官の癒着を鋭く指摘し、その最
中にテロの銃弾に斃れた「時代の先駆者」
の記録である。
（全

ばさん達の持てる力で阻止のた

編集後記

※ご希望の方は國民會館出版部までお申し込みください。

して発足しました。勉強のために

め努力しています。

國民會館は政治教育の殿堂と
大いにご活用ください。さすれば

明けましておめでとうござい

と夢を託した人が多かったのです

ビラ配りなど、やる気をもっ

編集室より

が、現実は厳しくなってきました。

創始者はさぞ喜ぶことでしょう。
國民會館叢書四四、四五号を

美しい日本を守る女性の会

社会のため、誤りを正そうと

空理、空論に惑わされずに地

喜朗
ご恵与頂き有り難く拝受しまし

田原 美恵子

活動されている姿に頭が下がり

道に足元を見て、わが国の在り方

森

「國民會館叢書」を第一集か

た。大変参考になりました。ご

男女共同参画基本法の延長線

ます。現在の問題点を大いに話

簡潔におまとめ頂いており小生

衆議院議員

｜
読者より

のですから不思議です。

〈順不同・敬称略〉

（尚）
記念講座にご参加ください。

を考えたいものです。今年も武藤

二 十一世 紀 は「 平 和 な 世 紀 」

ます。

ら連続して読ませて頂き大変参

太田 誠一

上に夫婦別姓の法案化の動きが

し合いましょう。

て行動すると精神的に癒される

考にさせて頂いております。

叢書よく読ませて頂き、多事

あります。これによって国が崩

配意に感謝します。

の書棚には「國民會館コーナー」

多難な時代ですがこれからも国

生硬な論文でなく、話言葉で

を設けて参りました。今回「昭

壊する危険がありますので、お

衆議院議員

｜

56

｜

70

｜

の運命に誤りなきようその時々

東京都世田谷区

｜

和の戦争記念館」全五冊がやっ

名越 二荒之助

｜
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ブラリーは健 在で大 切に管 理さ

その結果、
山治が寄付したライ

て学長と会見することができた。

三月には同氏が大学を訪問し

も大きく取り上げられている。

の謎 』として学 校 紹 介の冊 子に

謎となっていたようで、『武藤基金

との関係が不明瞭なまま大きな

付した日本の実業家「武藤山治」

大学にとっても、
ライブラリーを寄

れており、
さらに山治の在籍簿や

いたことが分かった。

する 文 献 を 購 入 することを 条

成 績 表がそのまま保 管されてい

武藤基金の謎
『 私の身の上 話 』によると、創
件に多額の寄付を行っている。
が日本を視察に訪れることもあっ

山 治 在 世 中は、同 校 から学 生

旧姓の「佐久間」となっていた。

その在籍簿を見ると山治の姓は

ることも明らかになったのである。

米して苦 闘した日本 人 青 年と、

言われた時 代に、徒 手 空 拳で渡

全 体でも 在 留 邦 人は数 十 人 と

百 年 以上 前 、
カリフォルニア州

武藤 治太

業後、明治十八年一月、学友二人

たが、山 治の死 後は戦 争 もあって

國民會館会長

武藤山治とパシフィック大学

立 者 武 藤 山 治は「 慶 應 義 塾 卒

サンフランシスコに到着した山

それを受け 入れて育て、しかも

とともに渡米した」となっている。

なぜこれまで本人の在籍が不

当 時の記 録 までも 大 切に 保 管

まったく関係が絶たれてしまった。

明であったのか、その理 由がここ

治は当 初は煙 草 工 場の見 習 工
となったが、終日の勤務では英語

している米 国 人の懐の深さに改

井 銀 行に入 社し、
その翌 年に中

の場 所へ移 転 し、同 名の大 学が

その後、同校はサンノゼから他

力と応援をいただき、
十月四日

東京在住の熱心な方々のご尽

ールで行われてきた武藤記 念講

（土）
六本木の国際文化会館で
『ど

スコミ各社、図書館に送り、全国

叢書」を衆参国会議員、官庁、
マ

従来出版関係では「國民會館

親 友の子 息・松 本 重 治 氏（ 元 同

国 際 文 化 会 館は武 藤 山 治の

広欣記氏の講演を企画している。

という 演 題で、政 治 評 論 家・安

うする日本ー政治の現場からー』

的に根強いファンを持ち一般の人々

盟通信社常務理事）
が尽力し設

的学者を講師に招聘した会館で、

理 学 者オッペンハイマーなど世 界

るため、東京でも開催しては、と

東京地区第一回の武藤記念講座

立され、歴史学者トインビー、物

いう 意 見が寄せられ、東 京 地 区

にふさわしい会場といえよう。

しかし 武 藤 記 念 講 座に出 席

でも開催する運びとなった。

できるのは関西圏の人に限られ

にも好評を博してきた。

催することになった。

座を、今年から首都東京でも開

大 阪 國 民 會 館の武 藤 記 念ホ

広域化する社会活動

東京で武藤記念講座開催

めて感激を覚えるのである。

にあったのである。

上川彦次郎氏の特命を受け、鐘

他にもいつくかあったために、そ

百五十年余の歴史を持つ名門

の勉 強をする暇もなく、
四十 哩
ほど離れたサンノゼという 田 舎
町（現 在はシリコンバレーの中 心
都市）
に移り、当地のパシフィック
大学で寄宿生の食事の給仕をし、
余暇に大学の講義を受けるとい
う学生生活を送った。
山 治は約二年 間 米 国で留 学
し 帰 朝 してからはいくつかの仕

ケ淵紡績に移って以後、実業家、

の所 在が分からず 、照 会 をして

事に就いたが、明治二十六年、
三

政 治 家、
ジャーナリストとしての

みても在籍不明という回答しか
得 られなかった。しかし 今 年に

道を進むことになる。
大 正 八年 、
ワシントンでの第一

建治氏
（東京三菱銀行常任顧問・

なって山 治の末 娘の次 男・吉 澤
前 副 会 長）
の努 力によって、同 校

回 国 際 労 働 会 議に日 本 代 表 と
サンノゼに立ち寄り、
母校の図書

が同じ州のストックトンに移って

して参 加した山 治は、その帰 途
館 に 東 洋 、主 と して日 本 に 関

武藤山治が学んだパシフィック大学（現在の学舎）

古代史セミナーの終了に際して
十回を数え、「日本の建国史」
という私見の全体像を何とかま
とめて終了しえたことは、武藤

野ヶ里遺跡の大発見があり、世
あり、衷心より感謝します。

衆者各位の熱意と激励のお陰で

卓

昭和八年（一九三三）鐘紡初
人の関心が甚大であったので、

皇學館大学名誉教授 田中

代社長武藤山治氏によって創設
「古代史セミナー」と銘うって

会長はじめ事務局のご高配と聴

された國民會館は、主として政

敏郎

恩師の
セミナーに
出席して
佐藤

（阿倍野高校四期生）

阿倍野高校時代、着任されて

間もない田中先生に『国史』の

第一回（平成元年五月十五日）
を「邪馬台国と吉野ヶ里遺跡」

治教育を目的とする社団法人で
あったが、平成二年（一九九〇）

授業を教わってから半世紀にな
りました。

のテーマで講義した。当時は新
館建築中なので、綿業会館の大

昨年九月二十一日にセミナー

が再開された時は、先生は片手

を吊り、杖をついてご登場され

るという痛ましいお姿でした。

しかし講義が始まると、明快

な田中節の名調子に満席の受講

気分でした。

講義の後、同級生と控室に先

生を訪ね、一人ひとりご挨拶を

して感激したのもつかの間、こ

の度の第百五十回のセミナー「日

本の建国史」で終了となり、残
念でなりません。

今後「正統史学を貫いて来ら

れた六十年間の記録」の執筆活

十五年上期の

武藤記念講座

●一般 講 座

１月 日（土 ）
「 ２００４年に動く？

今後の日ロ関係を予測する 」

拓殖大学海外事情研究所教授

木村汎氏

２月 日（土 ）
「 日本の再生に向けて

新しい国家目標の確立を 」

３月 日（土 ）

慶應義塾大学名誉教授 鈴木孝夫氏

｜

全く新しく再建される前年、理
事の一人として事業内容の立案

新館完成後は、古代・上代史

会議室を借り、午後六時、聴衆

日本の歴史と伝統についての講
の注目されるテーマについて毎

に参画した私は、本来の政治・

座を担当することとなった。最
月講義を続け、二年前に大病で

七十名で開講した。

初は国史全体についての講義も

休講したが、今年六月で計百五

生とともに安堵したものでした。

史セミナー「天の香具山をめぐ

今年五月、第百四十九回古代
ー」に注がれた意気込みは、
満堂

る秘伝」の講義には、同級生と

今あらためて、博士の学恩に

揃って受講し学生時代に戻った

の聴講者を圧倒し魅了してきた。

学説の迷妄を切り払い、史料の

り„ 正統史学 “の道を貫いて来

感謝するとともに、その真剣な

動に専念されるとのこと、ご健
勝をお祈りしています。

与野党の今後の対応 」

「小泉構造改革の行くえ

戦後教育の歪み 」

「日本の将来を考える

４月 日（土 ）

政治評論家 屋山太郎氏

｜

経済・思想等の講演と併行して、

考えたが、たまたま北九州の吉

「古代史セミナー」は真剣の道場
百五十回達成に寄せて

その要因は、博士が„ 史は
志なり “との信念に基き、自
とは、まさに空前（おそらく絶

生命を蘇らせる学問の成果を、

功

継続は力なりという。当館の

後）の偉業である。その学問的

「古代史セミナー」という道場

所

武藤記念講座が、関係者各位の

影響力は歴史学界の潮流を早晩

京都産業大学教授

多大なご尽力と協力を得て通算

一変するものと信じている。

ら鍛え上げた真剣によって流行

八百五十回も継続されたことに

られた博士の人生は、真剣勝負

生きざまを懸命に学び続けてい

東大進学以来六十余年にわた

で毎回全力込めて語り尽された

よる社会的影響力は、計り知れ
しかも、そのうち田中卓博士

そのものといってよい。とりわ

きたいと思う。

｜

｜

｜

５月 日（土 ）

秀明大学教授 マークス寿子氏

｜

作家 堺屋太一氏

「日本の危機と希望」

６月 日（土 ）

吉田進氏

「パリからの演歌熱愛書簡」

パリ在住作曲家

● 古 代 史 セ ミ ナー

「天の香具山をめぐる秘伝」

」

皇學館大学名誉教授 田中卓氏

５月 日（土 ）

６月 日（土 ）

「日本の建国史

三替統合の精華

｜

からである。

がお一人で「古代史セミナー」

け平成元年以来「古代史セミナ

｜

｜

ぬほど大きい。

を百五十回も担当完遂されたこ

18

｜

15

８

1９

1０

７

３１

２８

田中博士の古代史セミナー最終講義

遺産を國民會館へ寄付

ことを決めたという。

れ、
この度 國 民 會 館に寄 付 する

熱心な会員からの贈り物
永年講演会に出席して来られ
た賛 助 会 員 S 氏（ 匿 名 希 望 ）が
同氏の遺志は遺言信託として、
住友信託銀行に保存されること

今 年の二月、遺 産のう ち二千 数
百万円を國民會館に寄付するこ
になった。
同 氏から「 戦 後、國 民 會 館が

とを表明された。
國民會館の創始者武藤山治は、
国民の政治意識の向上こそが日
本の近代化に必要なことである
と考 え、それを会 館 設 立という
実 践 活 動に移したのであるが、
山 治の没 後 七 十 年 、講 演 会 、出
版事業など武藤山治の精神を引
き継いだ活動を途絶えることな
く 、実 行 していることに共 鳴 さ

盛況の堺屋太一氏の講演

國民會館としては同氏のご厚

た。

人々を啓蒙して来られましたこ

意に感謝状を贈呈し、
武藤山治

時 勢に付 和 雷同 することなく、
とは 、闇 夜 に一燈 を 見 る 思いが

の精神を継承し、社会に奉仕す

ることを お 誓いするとともに、

ありました。
今後、
國民會館の堅実な活動

において、懇ろに同 氏の法 要 を

遺言が施行されたのち四天王寺

ってき ま した 。さらなるご発 展

行う旨お約束した。

とその発展がますます必要にな
を 祈 念しま す 」との手 紙が届い

古代史セミナーが最高点

前回の武藤記念講座でアンケ

演 題が一位から三位 までを 占め

ことも あ り 、古 代 史セミナーの

〜「聞いて良かった講座」
の順位〜

ー ト を と り 、この一年 で 良 かっ

て、
田中史学に共鳴する聴講者

武藤記念講座ご案内

●一般講座

大阪地区

9月 日
（土） 午後1時 分

「我が国の戦略思想と

国防政策」

軍事評論家 永江太郎氏

月 日
（土） 午後1時 分

作家 立松和平氏

「 聖徳大使と大和の寺々」

月 日
（土） 午後1時 分

森本敏氏

「 国連と日本外交（予定）
」

拓殖大学教授

月 日
（土） 午後1時 分

「 教育改革の行方」

梶田叡一氏

東京地区

京都ノートルダム女子大学学長

氏、
日 下 公 人 氏の政 治 、社 会 関

続いて堺 屋 太一氏 、屋 山 太 郎

が多いことが示された。

た講座に複数の丸印を付けても
らった。
当 日 、歴 史ファンが 多 かった

係の演 題 が 並び、現 在の政 治 、

者の努力次第で未来は開ける可

日 本ではあるが、
これから高 齢

れた。

ての感想や希望が数多く寄せら

この他 、武 藤 記 念 講 座につい

演 を し て ほ しい 」
「 郷 土に関

「 若い人 が 大 勢 来 るよ う な 講

る筋の入った講 演 を 期 待 する」

〔会場〕
国際文化会館
（六本木）

政治評論家 安広欣記氏

ー政治の現場からー」

月 日
（土） 午後2時
「 どうする日本

社会問題に関心か多いことがよ

教育問 題のマークス寿子 氏も

していたが、買い上 げ た 本には
うことになった ため、用 意 して

高 得 点 で あった し 、文 化 、
スポ

くわかる。
いた新 刊 書「 老 齢 化 大 好 機 」は

ーツな どのテーマに幅 広い支 持

講 師が直 接サインをされるとい

瞬く間に売り切れてしまった。

能 性があるという 、元 気の出る

係のある講演を聴きたい」
この講 演の内 容は、近々國 民

も各方面の著名講師を呼んでほ

てもらって感 謝 している 。今 後

今 後の企 画、運 営の参 考にさせ

これらの寄せられたご意 見は
會 館 叢 書 として出 版 を 予 定 し

ていただきます。

百八十名で締め切り、会員優先

「 普 段 聴けない講 師を多 く 招い

層があることがわかる。

五月 十日、堺 屋 太一氏が招 き
ーマで講座が開かれた。

3０

3０

3０

3０

しい」「 浮 薄 な 風 潮 を 批 判 す

話で講演を締めくくられた。

希 望 者 多 数のため、申 込は三

6

25

8

13

4
ている。

の会場は開演前に満席となった。
期 待どおりの堺 屋 太一氏の名
講演に、
一同熱心に聞き入った。
受付には講師の新刊書を用意

10

11

12

10

アンケート

現 在いろいろな問 題を抱える

國民會館からの感謝状

「 日 本の危 機 と 未 来 」というテ

新刊書がたちまち売り切れ

堺屋太一氏の講演風景

兵庫県三田市

古代史セミナーに出席して
青木 美津子

益子 酵三

大阪府東大阪市

八切 喜代司

近畿で古代史セミナーは多く
ありますが、他所ではとても聴
けない話をたくさん伺えました。
心から感謝申し上げます。
三十年近く、中学校の社会科

文章を柱とした歴史の講座解

大阪府高槻市

素晴らしい講義でした。主人
の教師をやって来て、セミナー

説で、歴史感が大きく変わりま

は代理で聴講し、主人はテープ
学や考古学をもう少し深く勉強

なさを反省しています。文献史

伝統と尊厳に、今さらのごとく

した。世界に例を見ない皇室の

尾崎 勇

は目下入院していますが、絶対
を聴いてこれまでの授業のつた

を病床で聴いて勉強しています。

日本の国を想うのです。
樹田 祐二

して、次に教壇に立てる機会に
は、以前より実証的、学問的な
授業に努めたいと思っています。

大阪府豊中市

永い間ありがとうございました。
斎藤 基樹

諸々の文献を解読され、自信

奈良県奈良市

講義は第一回から拝聴し、す

と熱意のこもった講義に、敬意

日本の危機と未来

頁

４００円（税込）送料１６０円

作家 堺屋 太一著
戦後東京への一極集中が進み、大阪の衰退がひどくなって
来た。狭い範 囲に閉 じこもっていることが日 本の危 機であ
る。少 子 高 齢 化との悲 観 論を打 破して、高 齢 者が新しいマ
ーケットを作るという 考え方を持てば将来は十分明るい。

Ａ５版

編集室より

古代史セミナーに寄せられた

岡野 好雄

難しい内容でしたが、先生の

ご感想は多数ありましたが、紙

大阪府枚方市

お人柄のあふれる講義は永遠に

編集後記

べて田中先生にお届けします。

ました。未掲載の感想文は、す

面の都合上、ごく一部を掲載し

熊谷 和子

心に残ります。有り難うごうざ
いました。
大阪府大阪市

田中先生の古代史、改めて日

本の歴史を学ばせていただきま

した。高齢になった現在まで、

代史セミナー」が終了したこと

中島 信一

平成二年から拝聴している者

いかに歴史を知らずに来たかと

最高のご講義を毎月楽しみに

大阪府寝屋川市

いました。最後の講義を聴けま

をもって生きなければと強く思

つことを確信し、日本人は使命

のご声援をお願いします。（尚）

る阪神タイガース同様、皆さん

名を超えました。快進撃を続け

十回を迎え、友の会会員は七百

☆ 武藤記念講座は七月に八百五

生のご健勝をお祈りします。

たかを物語っています。田中先

かにこのセミナーが魅力的だっ

は三百名満席ということは、い

名の聴講者だったのが最終回に

☆ 百五十回続いた看板講義「古

です。田中先生の結論をはっき

は、寂しい限りです。当初七十

大和朝廷の日本建国の精神が、

古海 玲子

恥ずかしい思いがします。
今日まで参りました。ニギハヤ
ヒの命のその後について、もっ
と詳しく勉強したいと思います。

しておりました。私の七十年に

したこと、胸が熱くなる思いで

これからも世界平和に必ず役立

おいて、
素晴らしい先生に出会え

ございました。

〈順不同・敬称略〉

ました。ご健康をお祈りします。

藤井 とみ子

三重県三重郡

りおっしゃる講義に惹かれて、

兵庫県宝塚市

っかり古代史ファンというより

小林 秀男

と感謝を表します。

大阪府高槻市

田中史学ファンになってしまい
ました。最終講義となり、寂し

田村 光道

さを通り越して残念です。
大阪府吹田市

約十年、一回も欠かさず拝聴で
きたことを誠にありがたく感謝
いたします。
三津井 康純

文献による古代史は、埋蔵物

大阪府大阪市

平成六年にリタイア後、ずっ

の考古学に比べ迫力もあり感銘
平成九年の初めから受講した

と受講して実に稔りある第二の
些少ではありますが、地域のた

のですが、
もっと早くから受講す

を受けました。

めに波紋を投ずることも出来た

ればよかったと悔いております。

人生を過ごすことができました。

と感謝します。

50

大阪府大阪市

にお聞きしたいということで私

贈られた花束とともに（ご自宅で）

風雪に耐えた國民會館

ターも 供 出の憂 き 目に遭い、戦

の建 物に新しく 建て替 え、財 政

平 成二年 秋、現 在の十二階 建

女史にも講師を務めて頂いている。

後の活動の大きな障害となった。

的に も 安 定 して本 来の活 動 を

物理的にも暖房設備、
エレベー

そして、終 戦。戦 後はインフレ

の波で財 政 的に大きなダメージ

を当たり前にいうだけで異端視

今迄の日本は当たり前のこと

武藤 治太

を受け、
やむな くホールを 毎日

されてきたが、健全なナショナリ

國民會館会長
演 劇、映 画による政 治の啓 蒙

新 聞 社に貸 与し「 毎日会 館」と

軌道に乗せることができた。

活動が最も効果的であると考え、

しての時代が十年続いた。

鐘 紡の事 実 上の創 業 者で革
新的な経営をして鐘紡を一流会
菊 池 寛の指 導を受け、自 作の演

ズムの存在しない国は亡国である。

劇を上演して好評を博していた。

当 時 芥 川 比 呂 志の文 学 座 定

山 治の座 右の銘であるプラト

社に育て上げた山治はその後政

期公演もこの会館で行われていた。

ンの「憤激性なき国民は亡ぶ」の

界に転 じ、議 会で活 躍 した。特
相 との論 戦は、現 在の議 会では

この時代も本来の目的である

言葉が実現するよう努力したい

また講演会もしばしば開かれた。

考えられない真剣勝負であった。

武藤記念講座は続き、松下幸之

に金 解 禁 問 題で井 上 準 之 助 蔵

しかし 利 権 目 当ての得 票 を

と思う。

える講演会となった。

参加、
日本の政治について共に考

慶 應 弁 論 部 O Bの会 員 も 多 数

ー、
武藤家関係者、
協賛の木曜会、

当日、東京在住の友の会メンバ

場となった。

という全員参加の熱気溢れる会

演が一時間半、質疑応答が一時間

で政治評論家・安広欣記氏の講

「 どう する日 本 」という 演 題

座が開かれた。

会館で戦後初めての武藤記念講

恵まれ、東京六本木の国際文化

十 月四日、秋 晴れの好天気に

政治問題に議論白熱

満員の武藤記念講座（東京会場）

助 氏、湯川 秀 樹 博 士、市川 房 枝

時 事 新 報の紙 上で帝 人 株 疑 惑

しかし当時、山治が経営する

生 む当 時の政 治 風 土 を 改 革 す
ることこそ最も必要だと感じた
山 治は国 民の政 治 教 育の場 を
提供することを考えた。
大 阪で一番 景 色が良い大 阪 城
前に、中央公会堂の設計者岡田
信一郎 氏 を 起 用 して、竹 中工 務
店 施工により、千二百 人 収 容の
ホールを有する画期的な殿堂が
完成した。

を追 及 していた矢 先に、突 如 と
して一発の銃声が山治の命を奪っ
たのである。
その後、戦 争の足 音が間 近に
迫り、軍部独裁による翼賛選挙
は日本を破局へと導いていった。
そのような情勢下で自由な政
治 教 育 活 動 な ど許 されるはず
もなく、当 會 館の活 動は逼 塞せ
ざるを得なかった。

東京会場の聴講者
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旧國民會館全景

旧國民會館客席

遠くに淡路島を望む故人のこよ
局の現状について」が予定されて

大臣の塩川正十郎氏の講演「政

唱した武藤山治を偲び、前財務

かれ、大正時代に構造改革を提

武藤記念ホールで追悼講座が開

二十日（土）
は午 後一時 半から

び付く脅威を知り、独自でも、

リカはテロと大量破壊兵器が結

しかし九・一一事件以降アメ

孤立主義を過ごしてきました。

メリカはこの十年間、内向きの

で説明がつきます。冷戦後のア

武藤山治没後七十周年を迎え
墓前祭と會館での追悼講座
なく愛した景勝の地である。

権の支持と核保有国パキスタン

バンの追討のほか、カルザイ政

ます。これはアルカイダ、タリ

意をしアフガンに作戦を展開し

長い期間がかかろうとも戦う決

毎年三月十日の命日には墓前

中東情勢と
日本の安全保障

―武藤記念講座から―

いる。

こんもりと丸いお墓は昨年補
修されて、若い緑の芝が一段と
昭和九年三月十日、創始者武
にきれいな花が捧げられ、今も

美しく朝日に映える。
藤山治がこの世を去って今年は

への作戦があります。

をむけるとイラクがあります。

拓殖大学教授 森本 卓

一同はこの後、舞子にある移
冷戦後の構造については、は

アメリカは先制攻撃による予

多くの礼拝者が訪れる。

当日は親族、会社関係者、近
築後の武藤山治邸（現鐘紡舞子

っきり説明のつく議論は確立し

防によりテロを防ぐという考え

丁度七十周年を迎える。
親者が舞子墓園の武藤家墓地で
クラブ）を訪れ、今も残る書斎、

ていませんが現象面から見れば

によりイラクを攻撃しました。

また大量破壊兵器の開発に目

墓前祭を行う予定である。
応接室などを見学し、ありし日

アメリカの一国主義ということ

石谷山の墓地は小松の茂る林
の故人を偲ぶ。

間にあって、眼下に海を望み、

と書いてある。箒庵箱記述か

庄太郎の名前が読める。

で列挙したカットには横井

写した際に所蔵者名を墨書

ら横井より先に高橋箒庵が所

仙絵巻凡河内躬恆」箒庵箱』

箒 庵の日記「萬

「佐竹本三十六歌仙の流転」

創刊号で高橋

象録」をもとに、秋田、佐

持していたことが考えられる。

寄稿
竹家伝来の「藤原信実画

には以降転々とする所蔵者

現在十五万人の兵隊が駐留し

ていますが、これを各国の軍隊

を入れて、アメリカの犠牲を少

なくしようと考えています。

そしてイラクの後北朝鮮の問

題に手をつけたいのですが、陸

軍の兵士の数がもう余裕があり

ません。また、アメリカは六カ

国協議で北朝鮮の核開発の完全

十五年下期の

武藤記念ホール

武藤記念講座

●一般 講 座

大阪会場

７月 日（土 ）
「 冷戦後のインドの現実」

９月 日（土 ）

大阪国際大学名誉教授
岡本幸治氏
近畿福祉大学教授

１９

月 日（土 ）

元防衛研究所戦史部主任研究官

月 日（土 ）

作家 立松和平氏

拓殖大学国際開発学部教授

「教育改革の道標」

中央教育審議会委員

ノートルダム女子大学学長

梶田叡一氏

六本木 国際文化会館

月 日（土 ）

東京会場

森本敏氏

「中東情勢と日本の安全保障」

月 日（土 ）

「聖徳太子と法隆寺」

永江太郎氏

「我が国の戦略思想と国防政策」

６

２５

８

１３

っているのではないでしょうか。

ことを世界に示すシナリオが待

ある日、本当に核兵器を持った

しかし金日成は核開発を進め、

応じる姿勢を見せています。

廃棄を前提にして、経済援助に

政治評論家 安広欣記氏

「どうする日本」

4

ところがＮＨＫ出版「絵巻

の一覧に高橋箒庵が日

フディレクター）

1０

1１

1２

1０

三十六歌仙絵巻」が三十七
枚に切断され、大

記に書いた武藤山治の

「三十六歌仙絵巻」流転の謎

名前がでてこない。
藤山治から譲られたという

融
切断 佐竹本三十六歌仙の流転」

高橋箒庵の日記は誤った記

大塚

を入手したが高橋箒庵に直

では名古屋の古美術商・横井

述ではないと思うのだが。

数寄者研究家

尽達がクジ抽きで
購入した際に武藤

ちに譲ったことを私は書いた。

庄太郎がクジを抽き、最初の

「凡河内躬恆」を武

それを裏付ける資料とし

所蔵者ということになっている。

山治は「凡河内躬恆」

て「横井二五居士遺蔵品目録」

またＮＨＫの番組でも、模

（元ＮＨＫ情報担当チー
三十六歌

では『「信実画

講演する森本卓氏

イラク派兵については、賛成

だ一六％、反対一％。

戦後教育の産物であり、
教育の基

乱れた若者達の姿、
学力低下は

アンケートの時点では世間一

本的な考え方を変えるためには

八七％、反対四％。
般は七〇％が反対でしたが、こ

教育基本法を改正すべきだとい

『投票へ行く』が九五％
関心事は「教育」が最高点
の時点で既に多数の賛成者があ

梶田 叡一

―武藤記念講座から―

ております。

たご意見は本紙の四面に掲載し

以上のアンケートに添えられ

ったところ、一位 教育、二位
安全保障、三位

十一月八日、武藤記念講座に
出席の方にアンケートでご意見
年金、五位
教育基本法の改正について

う方が多いことを示しています。

を聴きました。丁度選挙の前日
その他の順位でした。教育改革

は 、 賛成七八％、議論すべき

ったことは国際情勢を良く観察

でしたので「明日投票に行きま
が日本の将来のために最も重要

景気、四位

すか」との問いに九五％が行く
であると痛感されるのは、目先

公共と私の両立

されているからでしょう。

との回答で、会員の皆さんの政
のことより日本の将来をよく考
憲法改正については、賛成

ノートルダム女子大学学長
中央教育審議会委員

占領下の「社会科歴史」から

となって公共的な空間を形作る

要ですが、国 民それぞれが主 体

現には上からのアプローチも 必

私」的気風を精算しなくては、

児還り的個人最優先の「滅公奉

敗戦のショックから生じた幼

武藤記念ホール

武藤記念講座ご案内

●一般 講 座

大阪会場

１月 日（土 ） 午 後１時 分

分

市村真一氏

「アジアの激変と日本の戦略」

国際東アジア研究センター顧問

月 日（土 ） 午 後１時

「日本の景気回復は本物か
小泉内閣の課題 」

月 日（土 ） 午 後１時

銀座キャピタルホテル新館

月 日（土 ） 午 後２時

東京会場

前財務大臣 塩川正十郎氏

「政局の現状について」

分

京都大学経済学部教授 吉田和男氏

｜

構造改革、六位

治意識が世間一般より群を抜い
えておられる証拠といえましょう。
九四％、反対四％。

尊皇の史実、孝子の資料、武勲

というのが理想といえましょう。

次のステップに向けて強く歩み

３０

３０

｜

３０

て高いことがわかりました。
次に「現在の社会問題で関心
の高いもの」を二つ上げてもら

はなく、国 民が国になにが出 来

英雄の伝記が消し去られました

中教審のメンバーとしてこの

17

１４

２０

易のものだと思います。

その本質は時代に流されない不

教育は長い歴史の上にたって、

ることも必要です。

音楽など個の人生を深く追求す

せん。我の世界に没頭し、読書、

うと、本当の自分の姿が見えま

す。我々の世界に埋没してしま

「我」の世界の中に生きていま

皆さん自身「我々の世界」と

います。

ろいろの改革を進めようとして

在仏作曲家
吉田進氏
慶応大学講師

「パリからの演歌熱愛書簡」

２８

戦前にいわれた「滅私奉公」が

るのか」を考えねばなりません。

が、これらの歪んだ教科書の改

審議に参加して考えることは、

文科省はゆとり教育について

の深さであります。

定に最も反対したのが日教組で

このような当然のことを今更強

２

３

２

完全に否定されて今の若者は逆
に「滅公奉私」の姿になってし
まいました。
ケネディ大 統 領が言ったよう

皇国美化史観を排して学問的

「 公 共 」と「 私 」との共 存こそ

に「 国が国 民になにをするかで

に史実を追求する博士の正統史

ようになりました。

の学問的実績により評価される

「諸君 」に田中博士の論文
注目の新連載『 祖国再建 』
当國民會館理事の田中卓先生
の論文が文藝春秋社のオピニオ
載されることになりました。戦

観が見直される時代となってき

ン誌「諸君 」に正月号から掲
後の偏向した学界から無視され

たのです。

あったことが詳しく説明されて

その行き過ぎを反省し、現在い

が望まれるのですが、
「 公 」の実

疎外されてきた先生ですが、数

月刊誌「諸君！ 」に新連載

！

！

多くの論文を発表され、今やそ

います。次号（二月号、既に発

調せねばならない現代社会の病

出すことはできません。

売中）をご期待ください。

梶田叡一氏の講演風景

アンケート

笹木 孝雄

憲法改正問題
大阪府吹田市

昭和二十七年独立回復を期し
て日本国民の手で独立憲法を作
るべきだった。主権と平和は国
軍なくして保障されず、一人前
小橋 敏

の国家といえないと思う。
大阪府堺市

憲法改正は遅きに失すると考
える。自衛隊を軍隊に非ず、と
赤阪 昇三

表面を糊塗することはよくない。
大阪府大阪市

憲法論議が高まれば、教育、防

正しなければ国家再生の道は開
田原 美恵子

梅津 陽一

中村 元三

幼児時代の家庭教育と低学年

京都府京都市

の再検討が必要と思う。

家庭、学校の両面で学習、躾

大阪府大阪市

議の上これを排除すべきだ。

その政治的背景などを見抜き審

り込もうとする動きがあるが、

女共同参画社会への寄与」を盛

教育基本法の改正案の中に
「男

千葉県野田市

けない。

池田 明義

衛の議論も深まるであろう。

教育問題
大阪府吹田市

人権、自由を第一に挙げた教
育基本法が五十年の間に如何に
日本を駄目な国にしてしまった

桑村 守静

か。現行法を基本から作りなお
すべきだと考える。
大阪府枚方市

教育は教育勅語を下敷きにし

人権や民主主義教育が行き過

の学校教育が大切である。

絶対軍隊を持たないと解するの

ぎの昨今、
愛情と厳しさを兼ね備

て日本の蘇りを望む。

は日本人だけだろう。日米同盟

えた教育が必要で、先ず小学校

憲法九条は意図的誤訳であり

についても、日本が守るための

防衛問題

教師の再教育が焦眉の急である。

時事問題について
考える

日本の建国史
ー 三替統合の精華ー

頁

４００円（税込）送料１６０円

皇學館大學名誉教授 田中 卓著
十五年間、百五十回続いた田中卓博士の古代史セミナー
最 終 回の講 義 録。日本 書 紀・古 事 記 等の古 典によって建 国
史の大 筋 を 合 理 的に証 明 し うるとする最 終 講 義に相 応
しい田中史学の集大成された新説である。

Ａ５判

日本古代国家の起源と邪馬台国
ー 田中史学と新古典主義ー

頁

お元気で新しい年を迎えられ

編集後記

４００円（税込）送料１６０円

中谷 辰一郎

Ａ５判

静岡大学名誉教授 原 秀三郎著
日本 古 代 国 家の成立について戦 後一貫 して取 組んできた
田中 史 学の成 果 をふまえ、著 者がかねて標 榜 する新 古 典
主 義の立場から、大 和 王 権の国 家 形 成 過 程を詳しく 論 述
した書である。

るべきだ。
大阪府大阪市

「金は出すが汗をかくのはご

たことと存じます。

大阪府大阪市

免だ」という心根が日本の社会

今年も多難な年になりそうです。

村上 憲男

アクションをしてはじめて米国
池村 俊明

が日本を守るために動くのだ。
大阪府堺市

憲法と現状のギャップの解消
が急務だ。ねじれた法解釈の頻

日米同盟は堅持しつつ、日本

に蔓延している。外的な脅威と

世界平和、国際協調と総論を

発を排除しないと法治国家とは

の防衛は自らの手で守っていか

内的な部分でも危惧を感じる。

述べるに止まり、具体策を語ら

小原 康夫

なければならない。専守防衛の

やはり政治家のリーダーシッ

京都府京都市

いえないだろう。

週休二日制を廃止し余裕をも

理念を忘れず防衛力の強化を推

松谷 美郎

って基礎学力を習得させ、その

進すべきである。

永田 秀雄

日本は一刻も早く普通の国に

兵庫県神戸市

現在の世界情勢のもとでは

なるべきである。そのためには

で是非ご参加ください。（尚）

得のいく講師を招く計画ですの

今年も、聴いてよかったと納

でしょう。

放され消え去っていく年になる

ない政治家、学者は国民から見

不磨の大典はありえない。半

後専門分野の能力を伸ばす。も

大阪府大阪市

プが大いに期待される。

世紀を経た今日、改正はあって

ちろん道徳教育は前項に優先す

軍隊は持つべきであり、集団

東京裁判史観を否定するところ

重政 達哉

当然。ただ改悪はいけない。不

る。

的自衛権を持つことは当然で、

から始めなければならない。

和田 貞夫

日本の伝統、歴史に基づいた

憲法を改正して普通の国にな

重本 剛

中曽根氏を先頭とする自主憲

価値観を根本にして速やかに改

大阪府吹田市

法作成の動きは大いに賛成する。

大阪府大阪市

戦宣言は必要と思う。

大阪府豊中市

78
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に、政府に頼ろうとする事業主

と政府の干渉を批判するととも

営を進めたまさしく共同正犯で

というものではなく、誤った経

失敗は彼がいう道義的責任など

氏）との批判もある。「経営の

ボウ凋落の原因だ」（東京都Ｋ

ら見放されていったことがカネ

独善体制によって優秀な部下か

藤山治は厳しく評定するであろ

まさしく経営者失格だと祖父武

くったことに間違いはあるまい。

今日のカネボウ凋落の原因をつ

伊藤氏の誤った独善的な経営が

精神を事あるごとに論じていた

何はともあれ、山治の功績、

ある。

当會館の創立者武藤山治は、
に「事業失敗の始末は自分でつ

「部下の意見を十分聞かない

明治二十年代から倒産寸前のカ
けるべきだ」と反省を求める気

う。

カネボウの迷走に思う

ネボウ（当時は鐘淵紡績）の経

ある」と断罪されるのも当然で

七十回目の命日にあたる三月十

そのカネボウが奇しくも山治の

は一切頼らないことであったが、

山治の経営哲学は、政・官に

随一の会社にまで育て上げた。

増していった伊藤淳二氏に対す

と社長の任に就かせ、発言力を

長の座にあった後に、分身を次々

れよりも長年にわたり社長・会

ボウの経営責任は重い。が、そ

この十年低落していったカネ

ルニア
（U B O C）が二万五千ド

ユニオン・バンク・オブ・カリフォ

額の寄付を申し出て武藤山治の

立ち寄り、書籍購入を条件に多

回国際労働会議の帰路に母校へ

武藤 治太

営に携わり、幾多の困難を乗り

骨ある経営者であった。

日に産業再生機構に支援を求め

るＯＢ諸氏の批判は高まるばか

ル
（二百七十万円）をパシフィック

國民會館会長

越え大正末期には同社を我が国

た。このことについて、マスコ

りである。
スマンで固めたワンマン体制が

「気に入らぬ者を排除しイエ

った。これは大 正八年 山 治が第一

書籍基金が設立されることにな

大 学に寄 付 し同 大 学 内に武 藤

とから、大学側は寄付当事者が

していた。在 籍 時の姓 と違 うこ

名で大正十一年から毎年寄付を

武藤書籍基金を設立

パシフィック大学へ寄付

ミや学界から厳しい批判の声が
毎日新聞の「余録」欄では、

今日の悲劇を招いた」（豊中市

上がった。
「実業家が政府の保護救済を求

特 定できず、永 年 謎 とされてき

生受け入れが実現した。

県 播 磨 町）
の工場に同 校の研 修

の度ダイワボウポリテック
（兵 庫

が同 校の研 修 教 育に尽 力し、
こ

また武藤会長
（ダイワボウ会長）

籍基金を設立することになった。

意志を継承して、新しく武藤書

を確 認した。そして祖 父 山 治の

問 ）が同 校 を訪ねこれらの事 情

Ｋ氏）などの意見が寄せられた

ぞれの社長に責任がある」「社

めることを厳しく批判した山治

長を任命した道義的責任はある

澤建治氏（東京三菱銀行常任顧
また、早稲田の若田部助教授

が、会長職としての責任はない」

た。しかし山 治の孫に当たる吉

は「花王への事業売却をご破算

などと他人事のような発言をし

が、ご本人は新聞紙上で「責任

にして企業倒産を先送りしたよ

ているのは見苦しい限りである。

の精神が今のカネボウの経営者

うに、産業再生機構は企業の構

は干渉した銀行にある」「それ

造改革に役立つどころかモラル

ましてや、「株主として株主総

にはない」と指摘している。

ハザードに手を貸している」と

会に出席して責任を問う」「代
飯ものである。

表訴訟も辞さない」などとは噴

手厳しい。
山治は「問題なのは政府が産
業経営に干渉することである」

武藤山治が学んだパシフィック大学（現在の学舎）

厳粛に武藤山治の没後

周年墓前祭

舞子の旧武藤邸を披露

や絵画など各調度品も往時を偲

も活躍した山治の足跡をたどる

して、また政治や言論の世界で

上で、多くの資料が保存されて

ばせる。
武藤治太会長は「明治、大正、

いる。神戸景観ポイント賞・特

山治が北鎌倉で暴漢の銃弾に倒

墓地で執り行われた。この日は

祭が三月十日舞子墓園の武藤家

會館の創始者武藤山治の墓前

国会議事堂の建設に携わった大

っ白の瀟洒な二階建木造建築で、

部」として管理されてきた。真

ウに寄贈され、「鐘紡舞子倶楽

の人の目に触れるよう有効活用

てほしい。またできるだけ多く

とあわせて今後も大切に保存し

最近「日本青少年研究所」

め偉大な先人の生き方を検証し

誇り、博愛の精神を継承するた

審査に相当な時間と苦心を要し

と目的を持ち続け、

いつも前向きに

勉励を重ね、結

構えが必要であろう。

歴史・先人から素直に学ぶ心

それを取り戻すには、身近な

ルの高さによる底力である。

抵の日本人が持っていたモラ

ことである。これこそ従来大

果的に成功したケースが多い

功

のため役立ちたいという意欲

さまざまの機会に世のため人

などに厳しく鍛えられて育ち、

の人物でも、まず父母や師匠

にあまり知られていない地域

そこに共通するのは、一般

付け難かった。

十分注視せねばならない。

今日、この希望が実行されるか

構の支援を受けることになった

しかしカネボウが産業再生機

いる。

するよう希望したい」と語って

熊喜邦氏によって明治四十年に

がまとめた「高校生の生活と

た論文」を公募し、その審査委
全国各地から寄せられた原稿

意識」に関する米中韓日四カ
の反抗、先生への反抗をよく

は四十九篇で必ずしも多くない

員長を引き受けた。

ないと考える生徒は二十パー

が、大変な力作・労作ぞろいで

身近な歴史・先人に学ぼう
などの教育成果かもしれない

た。どれも各自で選びだした歴

所
が、およそ人生・学問の先達

史上（近世以降）の人物に関す

京都産業大学法学部教授

である両親や親に逆ってばか

る文献調査と実地踏査がよくで
方、日本の在り方を学び取ろう

りいたら真面目に成長できる
昨年度、千葉県柏市にある

とする真剣さが見られ、甲乙を

きており、そこから自分の生き
モラロジー研究所が「勇気、

はずがない。

それは日教組

かった」という。

べて著しく低

セントにとどまり、各国に比

国の比較調査によれば「親へ

像画や、ナポレオン関連の蔵書

た中上川彦次郎、朝吹英二の肖

質的に鐘紡の基盤づくりを担っ

蔵書は洋書が大半を占め、実

れてから七十回目の祥月命日で

別賞を受賞した建築物や調度品

昭和の三代にわたって実業家と

旧武藤邸（現 鐘紡舞子倶楽部）

完成した。

係者五十余名が参列した。武藤
家が神戸市に寄贈した舞子墓園
は明石海峡が眼前に見渡され、
遙かに淡路島が望まれ、故人が
愛した風光明媚な場所にある。
墓前祭はクリスチャンであった
故人に応えキリスト教式で行わ
れ、献花の後当日の参列者に、
近くにある舞子の旧武藤山治邸
が披露された。
この建物は山治の没後カネボ

武藤記念ホール

平成十六年の
武藤記念講座

大阪会場

「景気回復は本物か

3 月 日（土 ）

京都大学大学院教授 吉田和男氏

│デフレ後の経済運営│」

市村真一氏

1 月 日（土 ）
「 アジアの激変と日本の国家戦略」

2 月 日（土 ）

大阪国際大学副学長

国際東アジア研究センター顧問

17

14

4 月 日（土 ）

前財務大臣 塩川正十郎氏

「政局の現状について」

20

5 月 日（土 ）

獨協大学教授
中村粲氏
昭和史研究所代表

「近代アジアと日本の貢献 」

17

7 月 日（土 ）
（予 定）

大阪大学名誉教授 加地伸行氏

「日本の道徳の行方」

6 月 日（土 ）

政治評論家 安広欣記氏

「来る参院選と日本の政治」

15

5

功氏

銀座キャピタルホテル

2 月 日（土 ）

東京会場

京都産業大学教授 所

│ソロモン・沖縄を訪ねて│」

「戦没者の慰霊と収骨

（予 定）
9 月 日（土 ）

評論家 大宅映子氏

「構造改革の主役」

24

18

慶應大学文学部非常勤講師

在仏作曲家

吉田進氏

「パリからの演歌熱愛書簡 」

28

70

武藤治太会長が主宰、親族や関

舞子墓園・武藤家墓地での70周年墓前祭

『 武藤山治と時事新報 』を読んで
江副社長個人の業務拡大の意図

は似ていますが、リクルートは

そのメンバーによる帝人事件が

はからずも連盟結成十年後、

町会の告発」を断行、往時の存

在感を取り戻したわけです。

従って、再建の最中の凶弾に

武藤の急逝により、時事新報

生じ、武藤はその告発の当事者

儲けを企んだ点の違いがありま

は再び経営不振に陥り自力によ

本書はその無念さを時事新報

に対し、帝人事件は番町会グル

武藤自身の言葉で説明していま
すし、また前者が懲役の実刑を

る再建は不可能となり他社に併

の記者を勤めたこともある池田

山本季司

武藤山治は鐘紡の社長、国民
す。「犯罪人を作るのが本意で
科せられたのに対し後者は裁判

合されます。時事新報時代の武

成彬（当時三井銀行常務理事）

元三井造船副社長

よる不測の死は武藤本人はもと

同志会の代表としてその業績を
はない。彼らの悪事を見過ごせ
の結果全員無罪（ただし一審の

藤に対する後世の評価が歪めら

の言葉で紹介しています。

になったのです。

知らぬ人はありません。しかし、
ば国家の治安が乱れる。これを

み）となっている点で大きく異

れているとすれば上記の二つの

ープと政界、官界が結託して一

最晩年の時事新報時代について
恐れるため国家が新聞に求める
なっています。

より、時事新報にとっても無念

は短期間であったことと、時の
天職を尽くしたに過ぎない」

ます。著者松田尚士氏の今回上

真相が歪められている節があり

が発信したマイナス評価により

時三井合名理事長）が武藤宅を

発起人の一人である団琢磨（当

の参加拒否です。本書では結成

第二の起源は日本経済連盟会へ

さて武藤へのマイナス評価の

武藤が時事新報の経営を引き

せたのではないでしょうか。

メージとなり事実の究明を怠ら

に併合されたことがマイナスイ

マイナス評価に加え、死後他社

行して、天下に覇を唱えるに至

に達し、堂々新聞紙の使命を遂

し、二流であった時事も、一流

事新報の声価は牢固として確立

「もっと生きておられたら時

極まりないことであります。

政・官・財及びライバル紙など

梓の所以はそれを明らかにする

の武藤への鎮魂の辞でもあり、

ったであろう」この一文は著者

い期間で武藤は株主に来期の黒

読者へのメッセージであるに違

受けて、凶弾に倒れるまでの短
すごと立ち去るところが描かれ

字転換を約束するまで経営を立

訪れ、武藤説得に失敗してすご

マイナス評価の原因は二つ考

ています。当時の日銀総裁井上

ことにあると拝察しました。
えられます。その一つは、著者
この数日後に武藤が凶弾に倒

小泉訪朝を評価する ％
自衛隊は国際貢献している ％

が時事新報時代における武藤の

でなければならない。しかるに

いないと受け止めました。

今回民間企業の集まりである大

て直す一方で、歴史に残る「番

が、このことは武藤は知りませ

日本経済連盟会の発起人となり、

準之助が主唱者になり有力財界

ん。武藤の死後「番町会」側か

かつ常任理事であることはある

れたといわれます。しかし、こ

される側からは異端扱いされ、

ら武藤へのマイナス評価が一方

まじき行動である」と批判をし

最大の業績と評価されている番

様々なマイナス評価が発信され

的に繰り返し発信されます。し

ています。しかし金融界の大ボ

人が参加しましたが、武藤ただ

たのは疑いありません。その影

かし死人に口なし。天職に殉じ

ス井上総裁を批判する財界人は

の告発が引き金となって、十六

響で武藤の周りからも、告発抑

た武藤の志は俗論に覆われたま

武藤一人ということは、彼の胸

町会の告発キャンペーンです。

制の進言が相ついだほどです。

ま埋められてしまいました。こ

のすく筋論も当時の財界人には

一人がこれを拒絶し「日銀総裁

告発記事により事件の実態が

の告発が引き金となった帝人事

常識はずれで、共感を呼ばなか

名におよぶ大臣、官僚、財界人

明らかになってきて、世間の番

件（帝人疑獄）と五十年後のリ

ったのだと思われます。

政・官・財の癒着を社会退廃

町会への反感のうねりが高まる

クルート事件とは株の値上がり

は官吏であり、その職務に厳正

と武藤は社内の反対を押し切っ

を狙った贈収賄事件とある点で

が訴追され大事件となりました

てキャンペーンに終止符を打と

の根源と指弾する武藤は、告発

うとします。本書はその事情を

ートをいただきました。小泉訪

席された会員の皆さんにアンケ

六月五日の武藤記念講座に出

自民、民社が接近する二〇％、

ては、あまり変わらない八一％、

また参議院選挙の結果につい

なお教育問題についてもご意

逆転する二％という予想がでま

活動は国際貢献するかとの問い

見を沢山いただきましたので四

朝については、評価するは六八

には貢献しているとの回答が八

面に掲載いたしました。

したが、当たるかどうか投票結

一％ありました。

果が待たれるところです。

81

％、しない人も三二％とかなり

68

ありました。イラクの自衛隊の

アンケート
結
果

現在の教育について
民部 和喜

なっている。テレビの影響が非
常に大きい。
大阪府豊中市

先日孫の授業参観に行ってき

藤井 昭正

あまりにも問題が多すぎて将
ましたが、見るに耐えません。

兵庫県尼崎市

来が不安。今日の結果を招来し

大阪府茨木市

川島 信孝

国を守る、個人、家族、他人
を守る大切さを教え、国の防衛
と平和教育とは同時間数教えて
ほしい。
廣野 喜一

教師がことなかれ主義の労働

大阪府箕面市

者に堕することは恥ずべきこと

小原 康夫

教員のサラリーマン化が進み

だ。教室内での私語、携帯電話

大阪府豊中市

た旧文部省である。文部行政部
つつあり、使命感が失われてい

の使用など規律の乱れは断固と

た元凶は日教組とそれに妥協し
門をぶっ潰すぐらいの取り組み
るのは荒廃した世相の一面か。
井上 弘樹

して排除せねばならない。

次世代の国民養成の責任の大き

大阪府茨木市

さを再認識するよう促したい。

が必要だ。
正しい歴史、精神文化、伝統

田中 清

我が国の政局の現状について

戦後体制からの脱却に二十年、

村上 憲男

新日本の定着に三十〜五十年か
かると思う。
大阪府大阪市

現状のままでは日本の教育の

将来はない。教育勅語の精神を

小原 康夫

生かした新教育勅語の作成と徹
底を提案する。
大阪府豊中市

江戸時代から教育水準の高い

日本人であるから世界のトップ

川島 信孝

レベルの教養人の再生は可能と
信じる。
大阪府茨木市

日本の文化、伝統を十分に体

得させたあと、国際社会に進出

山本 貫慈

あ、投票に行きましょう。（尚）

と山治は説いて回りました。さ

ための国家からの委託物である」

「投票権とは国民が善事をなす

△間もなく参院選が行われます。

れる読者は多いと思う。

紙一面で指摘している。共鳴さ

判し、その元凶は何なのかを本

たたまれず筆をとって厳しく批

この姿に、武藤治太会長がい

の援助を求める動きが出た。

主張してきた山治の足元から国

今おかしい。「官に頼らず」と

△武藤山治が育てたカネボウが

編集後記

あり、これを期待する。

誇り高き国民を育成する必要が

教育基本法の抜本改正により

奈良県奈良市

する人材を育成すべきである。

頁（４００円）送料１６０円

前財務大臣 塩川 正十郎著
行政の無駄を無くさねば予算の節約はできない。中央の
権限と地方の委託行政の間を整理し財源の移動をなさね
ばならない。国 民に分かりやすい法 律 を作 り 民 主 的な 業
界団体にしていくことが大切である。

Ａ5判

くなるため国是として教育を

国になったのだから、教育は

大阪府東大阪市

教育基本法から根本的に改革

民間にまかせるべき時になっ

文化をほとんど教えていない。
子供たちは先祖を大切にしない、

が必要と思う。教師の在り方、

第一とした。しかし今富める

企業では先輩に対し無礼がまか

藤基 博由

杉野 有助

たと思う。

大阪府大阪市

明治時代は貧しい日本が強

大阪府守口市

学問の在り方がくずれている。
結論をぼかし混乱に陥れる風潮
を改めるべきだ。

山本 貫慈

非常に不満足。権利の主張の

森山 忠雄

先生の尊厳を知らしめること。

兵庫県西宮市

かを教えていない。古典教育が

とが必要だ。

持つ。この基本点を明確にするこ

家庭と社会が子供の躾に責任を

み教え、共同体に何をなすべき

奈良県奈良市

り通っている。

教育の改善すべき点

なされていないため全く古典の
素養がなく文化の断絶が起こっ
ている。

植田 信之

明治維新、戦後復興をなした

大阪府大阪市

幼児教育から愛国心を植え

のも教育による。敬神崇祖の心

大石 司

戦後日本の文化が全面的に否

つけるべきである。海外旅行を

や和魂洋才の精神があったこと

兵庫県尼崎市

定され、この六十年間の日本の

して日本ほど国旗の目立たない

を忘れてはならない。

楠瀬 恵美

教育は大きな欠陥を抱えたまま

国はないと痛感した。

大阪府豊中市

推移したと思う。古来からの日

斎藤 基樹

奈良県奈良市

道徳、倫理、エチケット教育
を徹底すること。「教師は聖職
者である」という意識を回復す
ることが必要だ。

教育の将来への期待

本文化の掘り起こしから始める
楠井 健三

初等教育を期待する。
大阪府吹田市

子供に主体性を持たせること
は結構だが、現在は自由放任に
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の会長）はあまりにも情けない」

に実質的な倒産については責任

責任には一切触れていない。更

愚を冒した会長・名誉会長時の

めつつも、実際には無為無策の

応自分の社長在任中の責任は認

旨の提案を行った。その中で一

間もなく、祖父武藤山治の命

は武藤山治一人で十分である。

の祖と言っているが、中興の祖

マスコミは未だに伊藤氏を中興

し方のない行動であろう。また

らの早々の退却と言われても致

を売却したそうである。泥船か

カネボウの再生に思う
と口を窮めて罵倒している。も

大体「社名を元に戻せ」など

の全てを銀行に転化している。

の利益は化粧品一本で、他

う。また帆足氏は、「カネボウ

に過ぎない。売上・利益が日本

もので伊藤氏のパフォーマンス

という提案自体株主を愚弄する

下の山治はどう思ったであろう

でもあった。偶然とはいえ、地

産業再生機構への申請をした日

年の命日は図らずもカネボウが

日の三月十日がやってくる。昨

治太

カネボウが産業再生機構の下
しその通りなら、なってはいけ

は赤字だった。特に繊維は

一を誇った会社でも無能な経営

か。伊藤氏以下歴代の社長の責

武藤

で再生を目指してから、はや十
ない人が社長になったのだと思

その間、事業の切り離しが進

苦しく元を辿れば全て当時

者にかかれば簡単に瓦解してし

任は重い。彼らが山治の墓前で

國民會館会長

カ月が経過した。
められているが、残された事業

の社長伊藤淳二氏に行き着

まう典型であろう。

過日の日経新聞によれば伊藤

聞いたことがない。

お詫びをしたという話はついぞ

く。かって日本一の繊維会
社ということに甘え、借入

氏は保有のカネボウ株式の大半
等に資金をつぎ込み、甘い
経営をやっていた。また在
庫の処理がすぐできず本社
と販売会社の間で商品を回

にしたのは伊藤氏の責任で

をやってきた。こんな社風

武藤記念講座が開かれました。

タルホテルで第八百 六 十五 回の

十月二日
（土）東京銀座キャピ

回は女 性の聴 衆が数 多 く 参 加

講演と、活発な質疑がつづき、今

が元気になってくるのです」との

評論家 大宅映子氏が講演

ある」と核心を突いた発言をし
日本一の会社を倒産に追い込

映 子 氏が二時 間にわたって講 演

るか』というテーマで評論家大宅

を囲み話に花が咲きました。

懇親会が開かれ、女性軍が先生

講 演の後、別 室で有 志による

したのが目を引きました。

での再生が可能かどうかは大い

ている。
足隆氏は、ある雑誌の『敗軍の

され、
会場を魅了しました。

先生は夕飯の仕度のため中座

んだ伊藤氏以下歴代の社長の経

されましたが、立 派に主 婦を務

営責任は、極めて重いものがあ

してきたが、
これからは一人一人が

められる先 生の姿に一同 敬 服 し

将、兵を語る』の中で、「今粉

昨年六月の株主総会において、

声 を 出 して意 見 を 活 発に言 う

たひとときでありました。

飾決算ということで糾弾されて
だ慣習で自分だけが断罪される

伊藤氏は個人筆頭株主として、

ことが必 要です 。そこから日 本

「国民は政府任せでおとなしく
のはおかしい」と述べ、また「自

「社名を鐘紡に戻せ」という趣

る。

分が後任に指名した社長（現在

いるが、全て過去から引き継い

『 どうしたら日本を元気にでき
に疑念が持たれる。前社長の帆

遊させる粉飾まがいのこと

武藤記念講座東京会場

れを増やし、フアッション

鐘紡中興の祖 武藤山治（社長室にて）

武藤山治の先見性
生き返ったのです。

況になり、バブルの後不良債権

を攻撃して政官との癒着を指摘

必ずその国は堕落する』という

『お金を官僚にまかせていれば

を抱えてしまいました。

し、日本は大きな改革をするこ

武藤先生は時事新報で番町会

しました。この精神は以降忘れ

のが武藤先生の考えです。福澤

加藤寛先生の講演から
十月二十三日の武藤記念講座
とになり、昭和恐慌を乗り越え

望むこと」というアンケート

席された会員に「小泉内閣に

十一月の武藤記念講座に出

感を持った会員がいかに多いか

学力の低下などに危機感、不安

とり教育によってもたらされた

い子供達の生活態度の乱れ、ゆ

で二六%でした。

生活に直結する問題で、国会

武藤記念ホール

平成十六年の
武藤記念講座

大阪会場

獨協大学教授 中村粲氏

4 月 日（土 ）
「 近代アジアと日本の貢献」

「来る参院選と日本の政治 」

5 月 日（土 ）

政治評論家 安広欣記氏

6 月 日（土 ）

大阪大学名誉教授 加地伸行氏

「日本の道徳の行方」

7 月 日（土 ）

「構造改革の主役 」

月 日（土 ）

千葉商科大学学長
加藤寛氏
慶応義塾大学名誉教授

功氏

評論家 大宅映子氏

9 月 日（土 ）

月 日（土 ）

京都産業大学教授 所

「戦没者の慰霊と収骨」

を希望する声は当然といえま

「どうなる日本経済」

として日頃の勉

強の結果と思わ

の冷静な姿が伺えます。

保障の必要性を熟知した会員

コミと一線を画し、日米安全

した。反米を叫ぶ左翼やマス

メリカへの強い姿勢」八%で

最下位は意外なことに「ア

れます。

國民會館の会員

ある中で五位を確保したのは

一%でした。選択項目が沢山

第五位は「郵政改革」の一

しょう。

低迷するわが日本経済の回復

発展する中国経済と対照的に

説かれました。

と構造改革と武藤山治の精神を

してきたことは偉いと思います」

の失脚を恐れず郵政改革を主張

変人と言う人がいますが、自分

革を唱えたのです。批判したり、

う一人の人物が登場して構造改

今福澤の流れを汲む小泉とい

先生も同じ事を言われました。

られていましたが、今やっと国

鐘紡にいる時は経営家族主義

民に認められるようになりまし

「どうなる日本経済」というテ
という言葉を使ってこれを実行

大学名誉教授の加藤寛先生の講

ーマで日本経済の現状と将来に
し、イギリスの紡績を追い抜き

た。

ついて講演されましたが「構造
ました。そして今ではアメリカ

に協力していただきました。

ちょうど日朝会談
で拉致家族の生存

第三位は「年金問題の善処」

という表れでしょう。

ました。しかし今同じような状

は千葉商科大学学長、慶応義塾

国会で演説する武藤山治

小泉内閣に望むこと
一位は北鮮への強い姿勢
不確実な回答があった直後で

議員の未納問題、保険料の無駄

について、不誠実、
あり、今後経済制裁発動とい

アンケート

六八%の第一位となりました。

鮮への強い姿勢」を望む声は

一人二題の選択の結果「北朝

再び武藤先生の経営家族主義が

日本を真似るようになりました。

が経営家族主義の良さを知って

改革なくして成長なし」という
政策を小泉総理に直接教示され

た先生は、その時の模様と構造
改革の必要性をわかりやすく説
明されました。
「中央集権と官僚主導の弊害を
一番先に指摘したのが武藤山治
先生でした。武藤先生がどんな
に優れた財政政策を持っていた

遣いなど会員の不満は山積して
題の重要性を優先させた結果三

う強い要望の表れと思われま
続いて「現行教育の見直し」

位になったと思われます。第四

いるものの、国際問題、教育問
が二位で六四%となりました。

位は「景気対策」一八%でした。

す。

学校で道徳教育を受けていな

17

15

5

24

18

23

月 日（土 ）

大阪成蹊大学講師 桶谷哲三氏

「大阪の歴史と文化」

27

銀座キャピタルホテル

月 日（土 ）

東京会場

獨協大学教授 中村粲氏

│戦争と武士道│」

「日露戦争から百年

11

評論家 大宅映子氏

元気にできるか」

「どうしたら日本を

2

かを会場の皆さんは知らなけれ
ばいけません。すべて、お金を
官僚に渡せば駄目になる。『郵
便貯金も簡保もやめた方がよい』
そして民営化すべき事業を列挙

10

11

12

10

演でした。

加藤寛先生の講演風景

した年は「教育勅語」の発布の

及することを目指したが、作成

「修身要領」を作成し、世に普

福澤諭吉は西暦一九〇〇年に

て人たるの品位を辱めざるもの、

を全うし自からその身を尊重し

とし、第二条では「心身の独立

身処世の要領は独立自尊にある」

り立っているが、第一条で「修

妹の関係は、夫婦関係の後に生

本は夫婦であり、親子、兄弟姉

家族生活については人倫の大

と述べている。

その独立自尊を全からしむ可し」

同等同位、互いに敬愛して各々

野蛮の陋習なり。文明の男女は

第八条で福澤は「男尊女卑は

っている。

後の今日も変わらぬ新鮮さを保

が、「日本国民は男女を問わず

ぐわないと批判されたのである

部学者から平和憲法の精神にそ

また第二十四条は終戦直後一

国家観をみることができる。

て述べているが、ここに福澤の

担する義務あり」と国防につい

め、国民は軍事に服し国費を負

誉自由を侵害せしめないよう努

を保護してその身体生命財産名

ず政府あり。政府は一国の男女

自然に消え去ってしまった。

この世を去ったため本体を失い

活発に行われたが、福澤が急に

これに対し賛否双方の議論が

十四回開催した。

地方巡回講演を続け四年間で八

せるため、死後も門弟たちは、

福澤の「要領」を全国普及さ

読みとることができる。

とする福澤の道徳教育の核心を

立発展を実現することができる

福澤諭吉の「修身要領」
今こそ注目すべき指針

丁度十年後に当たる。
之を独立自尊の人と云ふ」と教

ずるとする見地に立っているが

生命財産を賭して敵国と戦う義

国の独立自尊を維持する為には

氏は「教育の方向について模索

ろうしゅう

福澤の主張の核心は西洋近代
示しているが、この定義は百年

「孝」の徳は第十一条で子女た

が続く現在、百年間中断された

福澤諭吉協会会員の山本季司

の「個人」の尊重や自由主義の

るものは、父母の訓誨に従って

務あることを忘るべからず」と

ままになっている修身要領につ

を感じ、昨年の夏に、娘を連れ

第二十二条では「国あれば必

の平和主義は利己主義に墮す結

き出すだけである。また、究極

の独立自尊によってのみ国の独

のことを推し量りながら自立

なる国、文化、歴史を持つ人々

家が、国際社会のなかで、異

時だ」と提唱している。

くん かい

流れを決め、独立自尊の原理で

孜々勉励、成長の後、独立自尊

明示している。

夜寝るとき、できる限り小

新宿の紀伊国屋書店に行ってみ

果、平和教育の名の下に、エゴ

した行動をとることができる

し

儒教的五倫の道も新しい時代に

の男女として世に立つことによ

学校一年生の娘のために絵本

て驚いた。そこには、戦争の悲

イズムだけがはびこることにな

し

適合するよう衣替えして、学校

り孝養を成すべきと言う。

を読むことにしているが、最

惨さ、原爆の悲惨さ、平和の大

いての議論を今こそ再開すべき

における徳育もこの道を進むべ

近その内容に問題があること

と考えるのは、ナンセンス以

低学年から反戦平和教育を受

道徳教育を否定し、小学校

外の何物でもない。

るであろう。

したがって、生徒は一方で平

事さをテーマとした絵本や読み
物が平積みで置かれ、夏休みに

絵本に見る危険な傾向

学校や公文塾の教室から借り

これまで読んだ本は、娘が

ことが困難な戦争と平和の問題

大学においてさえ、取り扱う

読む推薦本としてあふれていた。

和教育をしても、電車に同乗す

ることもしなくなる。いくら平

車のなかで騒ぎ、先生は注意す

和教育を受けながら、他方、電

れど絵本」である。絵本の選

気がする。「たかが絵本、さ

理の淵源を絵本に見たような

い姿をしてはいない。その病

つある社会は、決して好まし

けた人々によってつくられつ

てきたもの、さらに親戚や知

を、小学生に教えるには無理が

るほかの迷惑を推し量ることさ

玉井清

人からプレゼントされたもの

ある。それは単に、戦争は嫌だ、

択も重要である。

慶應義塾大学法学部教授

である。

えできない人々に率いられた国
絵本の選定に注意する必要

恐いという、情緒的な反応を引

とがしばしばある。

途中で読むことを放棄するこ

テーマにした場面に出会い、

絵本の中で、戦争と平和を

に気づくようになった。

以上の「修身要領」から一身

きであるという点にあった。
福澤は修身要領の前文で、今
日の社会の中で人々がどう生き
るべきかについては、一通りの
道徳の教えだけでは足りないと
指摘し、文明が発達し、国際化
が進む現代においては儒教の教
えに加えて必要な「心の動き」
について次の三点を挙げている。
（一）公徳。公共、公益に関わ
る公正、中正、廉恥などの維持。
（二）私智。自然科学、社会科
学などの知識の拡充と対応。
（三）公智。私徳、公徳、私智
など釣り合いを図る総合判断。
福澤はこれらに更に私徳を加
え智徳と総称している。
修身要領は二十九ケ条から成

川嶋 昌保

日本の防衛について
大阪市

憲法を改正しないと日本の防

米国との同盟を強化し対中防
衛に全力を尽くす。
そのためにも非核三原則を見
直し中国の核に備える必要があ
る。

も私は小泉首相を支持する。
これが逆ならばどうなるか。あ
上田 信之

まりにも失礼ではないか。
大阪市

米、中、韓、北鮮にも毅然た
る姿勢が必要である。日、中を

衛は語れない。北朝鮮の拉致、
豊中市

中村 敏恵

中国の原潜、韓国の竹島占有な
中核としアジア通貨、アジア圏

岡田 正二

どうなる日本経済

戦後教育勅語を廃し、徳育

日本古来の美点を持った教育

役人は当然堕落する。結局国

のうち奈良から伊勢への街道を

キングを趣味としています。そ

に民意を盛り上げましょう （尚）

今年は、これらの実現のため

です。

正時代にすでに提唱したところ

改革については、武藤山治が大

郵政民営化をはじめとする構造

財政赤字からの脱却のために

す。

事国入りを果たすことも必要で

ばなりません。又国連の常任理

教育基本法の改定にも着手せね

まず自主憲法の制定を実現し、

識から脱却せねばならぬ年です。

永く引きずってきた敗戦国意

今年は戦後六十年にあたります。

新年お目でとうございます。

編集後記

思います。

を養い、常識を身につけたいと

ず出席して、本質を見抜く感覚

来年も武藤記念講座に欠かさ

頁（４００円）送料１5０円

千葉商科大学学長 加藤 寛著
銀 行の不 良 債 権も 減 少してきた昨 今、郵 貯の膨 大な資
金をう まく 民 間に還 流し、中 央から地 方へ、官から民へ金
が流れることが必 要である。著 者の経 済 政 策 を 分かりや
すく説明した必見の好著である。

Ａ5判

来年の抱負・期待

上に立つ者の言動が「無私」

を無視した教育の結果、犯罪、

藤谷 紘一郎

「他利」「奉仕」に具現されれ

汚職の激増がもたらされた。

神戸市

ば世の中を変えうると思う。

観、国家観が欠落している。

が見えない。また倫理観、宗教

て大局的に将来を見据えた思想

今の政治家は皆平均化してい

吹田市

ある意志を持つべきだ。

（大東亜）構想の上で主体性の

海洋国家の日本はあまりにも

民に与えます。

てくる技術力は大きな恵みを国

海洋資源と防衛力の整備で出

無防備だと思います。

ど種々の外交問題に対応できず
馬鹿にされ通しである。戦後の

藤基 博由

今こそ、根本的に姿勢を正すべ
き時である。
大阪市

治にいて乱を忘れず。
抑止力のためにも武力はやは
り必要である。戦前の小学校の

黒田 昌延

校是は「強く、正しく、朗らか
に」であった。
堺市

大阪市

を早急に復活させるべきだ。

三好 章仁

橋本派代議士の日歯連事件を

一人一人の尊厳を守るという
ことにおいて、いかにして国民

冨浦 一美

見ていると、これが日本の政治

民のレベルが低いと言わざるを

家族で歩きたいと思います。

と思っています。
河内長野市

見聞きするのもいやになる。

から悪と決めつけたものが多く

の報道は小泉内閣の批判、初め

近頃の新聞、テレビ、ラジオ

藤坂 雄彦

大阪についてもっと勉強したい

愛読書は「大阪人」で来年は

えない。

大阪生まれの主婦で、ウオー

大阪市

の安全を確保するか極めて大事

のレベルかと呆れる。

政治家の姿勢
森山 忠雄

自主独立の国家意識を明確に

谷澤 安祐

勢は反省するべきだ。内外の情

持つべきである。我が国への主権侵

奈良市

勢を勉強して国政との調整に乗

害事件を風化させてはならない。

進めてほしい。

この原則のもとに郵政改革を

に委ねざるをえない。

また資源の最適配分は自由経済

り出すべきである。

地元の利権にのみ専念する姿

西宮市

なことです。防衛問題も技術論
重政 達哉

よりこの事が大切だと思います。
大阪市

日米同盟により日本が守られ
ているようだが、アメリカに全
面的に依存するのは疑問だ。
自分の国は自分が守るという
事を積極的に押し進めるべきだ。

久保 勇

中国は靖国参拝にクレームを

大阪市

対中戦略を確立すること。ロ

つけているが、小泉首相は止め

浅子 謙一

シアとの北方領土問題を早期解

ると言っていない。これだけで

神戸市

決して中国包囲網を考える。
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て慰問、後援あらゆる手段を尽

出したように、百万軍人に対し

が始まった』というと急に思い

軍人の救護に関しては当然国家

した軍人の戦死者の遺族や傷痍

よいことだが、義務として出征

が後援の道を尽くすことは誠に

軍人に対して戦時平時に国民

の後援ではない。

くすが、一度戦争が終わると、

がその任に当たらねばならない。

しかしわが国民は『そら戦争

すぐ忘れてしまう。これは日清

国家のために一身を犠牲にし

中央公会堂を観る
けながら、誰が建ててくれたも

日露戦争以来多数の戦死者の遺

山治

大阪中之島に、中央公会堂と
のかさえ知るものが少なくなっ

族や傷痍軍人に対して、国民と

武藤

いう立派な建物がある。演説会
てきた。

國民會館創始者

にも音楽会にも結婚式の披露に
使われて大阪市民の受ける便利

掲げて、ここに出入りする市民

氏の胸像を置くか、肖像画でも

私はこの建物の入り口に岩本

も窮迫した遺族や傷痍軍人より

り、その悲惨な境遇に対し、最

して尽くさねばならぬ義務を怠

議会がこの問題の重要性を理解

える道理があるだろう。政府や

の念の薄い国家が、どうして栄

た軍人に対してすら、報恩感謝

も、その他いろいろの集会に日々
はどのくらい大きいか量り知れ

がその建設者に対し、常に感謝

訴えられてもなお冷淡に見過ご

私の望むところは国家として

（この後、政府は軍人遺族、傷

ならない。
『武藤山治百話』
より

やぶさ

の念を抱くようにすべきである

し、その支出に吝かであっては

なすべきことを実行することで

痍軍人の生活援助に乗り出した）

ゆえん

あって、民間に於ける篤志団体

郵政民営化が大詰めへ

れつつあることを示すために一

近頃は報恩感謝の念が次第に薄

員の反対が出るなど自民党の古い

僅少差で可決された。守旧派議

郵政民営化諸法案が衆議院で

除去を指摘したが、
戦後それらが

へ移行し効率化と腐敗の原因の

郵便貯金、
煙草、
塩など官から民

武藤山治の提言が実現するか

例を申し述べたまでで、他にも

民営化が実現しようとしている。

序々に実行に移され、
今回、
郵政

大正十二年に武藤山治がすで

民の資本を政府から国民に戻す

行政の簡素化、
財政の緊縮と国

今後郵貯の大金を民間の手で流

加藤寛教授が指摘されたように、

の先見性に驚嘆しておられたが、

していたことに、
大宅映子氏はそ

というのが当時の武藤山治の主張

とが肝要である。

動させて、
経済の活性化を計るこ

武藤は鉄道、
郵便、
電信、
電話、

であった。

『実業政治』
で提言していた。

武藤が八十年前にすでに提唱

体質が露呈したといえよう。
訴えるためである。
およそ、世の中に国民が感謝
すべきものの中で、国家のため
に一身を犠牲にして戦った軍人
に勝るものはあるまい。
なかでも、義務として出征し
た兵士に対しては特に然りであ
る。

に郵政など国営事業の民営化を

っと大きな問題について世間に

ただわが国民が昔と違って、

ためではない。

は、別に読者にこれを訴えんが

央公会堂の話しを持ち出したの

しかし、私がここに大阪の中

するに至らない。

話しをしてみたが今日まで実現

おも だ

してきた所以である。

夜市民がこの上もなく便利を受

るに従い、この建物のために日

とがよく知られていたが年を経

ところが、始のうちはこのこ

寄付されたものである。

手によって建設された後、市に

一市民たりし故岩本栄之助氏の

たものではない。先年大阪市の

な建物は市民の費用で建てられ

役所の管轄であるが、この立派

今この建物は市が所有し、市

ないものがある。

と、時折市の主立った人々にも
中央公会堂

匿 名 投 書に思う
國民會館会長

武藤治太

いて、その経営の責任は伊藤淳

の名門鐘紡の事実上の消滅につ

前々回の二回に亙り、戦前から

している。そして、小生の非難

の会長覚書などを持ち出し弁解

して古色蒼然たる昭和五十九年

とを忘れていない人はない」と

これには「伊藤氏ほど山治のこ

二氏にあると書かせていただい
は失礼なもので、次号の國民會

私は国民會館だよりの前回、

た。長年にわたり社長・会長の
館だよりで謝罪せよというはな

掲載することを憚るものは、其

はばか

名という行為についてである。

望に任ずべし。

私が前号で「彼らが山治の墓

の責任は極めて重いものがある。

を含めて、伊藤氏以下歴代社長

上場廃止に追い込んだ帆足氏

た。

藤氏の責任である」と述べてい

たが、こんな社風にしたのは伊

させる粉飾まがいのことをやっ

社と販売会社の間で商品を回遊

場からも姿を消してしまった。

面以下となって、その後株式市

構入りをした。また、株価も額

に表面化し、ついに産業再生機

工作から長年の経営不振が次々

昨年一月に花王（株）との提携

止迄に至り誠に感慨無量である。

破産状態に陥って株式の上場廃

維業界の王座だった鐘紡が哀れ

嘗ては日本一の企業と誇り繊

無視した経営方針を強要され、

穴埋めに費やされ、流通経路を

は、既に斜陽化の繊維などへの

によって食品事業部の余剰資金

しかし四十年頃から伊藤社長

機に食品事業部が新設された。

し昭和三十八年には対等合併を

ハリスは、業績を飛躍的に伸ば

戦後菓子業界で頭角を現した

場を賑わしていた頃が懐かしい。

鐘紡新株が親株より高値で市

あげるべきではなかろうか。

今こそ古参の社員らが名乗りを

が、何故か沈黙が守られている。

経営の推移を明らかにすべきだ

従って彼の社長当時に遡り、

が不思議である。

これが外部に露見しなかったの

をしてきたが、今まで四十年間

さらに社長引退後も暗躍指揮

張本人である。

額な潜在赤字を作ってしまった

永年蓄積された資産どころか巨

どきの決算を繰り返したため、

公私混同も甚だしく、粉飾も

進めたが、経営は無能。

あろうか。

ルさえ無くなってしまったので

藤氏の経営下では、そんなモラ

で反論できないのであろう。伊

ならない。どうして堂々と実名

紙など、送ってくる事は残念で

分元役員）たるものが匿名の手

と記している。鐘紡の元社員（多

埃たざればなり。」

ま

の價値なきものたることは論を

者の投書は事實に於いて其所説

己の姓名を明記するの勇気なき

て没書に付す。何となれば、自

明記せざるものに至っては総べ

然れども、最初より、姓名を

それは全く卑怯の一言に尽きる
のである。武藤山治は「鐘紡の
汽笛発刊の辞」で、

「投書について、明らかに姓

座にあった後に、分身を次々と
しかしながら、伊藤氏への評

名を記載したる者は之を其儘も

はだ無礼なものであった。

していった伊藤氏に責任を問う
価は私だけが云っているもので

しくは添削を施して掲載せしむ

社長の任につかせ、発言力を増
小論に賛意を表明される声が多
はない。世評としてはもっと厳

そのまま

く寄せられた。

るも、投書者が原稿に姓名を明
記し、特に紙上にのみ其姓名を

名門鐘紡 凋落の歩み

そこで私が申したいのは、匿

しいものがある。

先ほど粉飾決算で事情聴取さ
れた帆足氏は昨年の退任時「日
本一の繊維会社ということに甘
え、借入を増やし、ファッショ

前でお詫びしたという話はつい

明治二十年創業の鐘紡は中興

木下秀夫

ぞ聞いたことはない」と書いた

の祖武藤山治社長の功績で戦前

彼は事業を多角化する着想を

平成十七年度の
武藤記念講座

1 月 日（土 ）
「 今年の国際情勢と日本外交」

2 月 日（土 ）

元駐タイ大使 岡崎久彦氏

15

3 月 日（土 ）

元（株）
はとバス専務取締役 橘健一氏

「江戸文化の今昔 」

19

4 月 日（土 ）

中央教育審議会会長 鳥居泰彦氏

「日本の教育改革」

5

月 日（土 ）
「 近代の歴史認識」

市村真一氏

近畿大学教授 高市早苗氏

リスクと対策」

9 月 日（土 ）
「 日本が直面する

9月からの予定

平成国際大学名誉学長
中村勝範氏
慶応義塾大学名誉教授

月 日（土 ）
「日露戦争勝利の
世界史に及ぼした影響 」

在仏作曲家 吉田進氏

「パリ祭とシャンソン」

月 日（土 ）

衆議院議員 西村真悟氏

「日本の安全と政府の対応」

5 月 日（土 ）

国際東アジア研究センター顧問

いかに形成するか」

「東アジア共同体を

16

14

11

16

3

上智大学名誉教授 渡部昇一氏

29

元鐘紡食品事業部担当

ことについて鐘紡の元社員と名

海外へも続々進出した。

業績は急速に悪化した。

乗る匿名の手紙が寄せられた。

6

7

10

ン等に資金をつぎ込み、また本

社内報「鐘紡の汽笛」
（明治36年発刊）

生母も柳原愛子権典侍ですが、

は中山慶子典侍、大正天皇の御

近い例では、明治天皇の御生母

ということが可能となるのです。

太子妃」の資格なし、と烙印を

は、男子を生まない女性は、「皇

系男子」と一方的に主張するの

ない事情を考えずに、「必ず男

族の「養子」制も認められてい

れば、必ず躓きがおこります。

情に合わないハードルを高くす

制度を論じても無意味です。実

を欠いて「万世一系」の過去の

することです。この„ 一の精神 “

心」即ち「戀闕」の精神を堅持

れん けつ

後に「儲君」に治定され、„皇

押すのに等しく、現状では、こ

今回の改正では、歴史の智恵に

„ 皇統継承 “
論に欠ける一の精神

際には員数の多少がありますが、
后の実子“として「立太子」さ

れを一番苦悩されているのは恐

学んで「女帝」の可能性も認め、

卓

去る六月三十日で「皇室典範
ともかく側室制が公認されてい
れているのです。戦前の『皇室

らく天皇・皇后両陛下、皇太子・

新しく皇別四世内の「皇親」の

して認めています。 （戦後の『皇

「君臣の義」を正すことにあり、

皇族内の男女性別の問題よりも、

「万世一系」の歴史の誇りは、

が天皇となられた暁に、その勅

室典範』は、将来、皇太子殿下

とで暫定的に納め、本格的な『皇

からの「養子」制を容認するこ

制を定め、その「皇親」の範囲

田中

に関する有識者会議」も第八回
たことを無視してはなりません。
典範』にも「皇庶子孫」の皇位

同妃両殿下と拝察されます。

室典範』には「皇庶子孫」を認め

千数百年間、臣下が皇位を覬覦

皇學館 大 学 名 誉 教 授 文 学 博 士

が終り、世人の関心も深まって
これだけ多数の側室が許容され

継承を特例 （第四条・第八条）と

すが、国体護持陣営に歴史認識

ていません。）この側室の制を

する革命がなかったという点で

●

きました。皇位継承の大問題を
ているからこそ、「男系男子」

の差異がみられますので、重要

御自ら強く否定して、「皇后」

諚をうけて行われればよいと思

心家の異常な心理、行動を観察

争相手に負けまいとする若い野

制で、新・旧『典範』ともに皇

が、著者は鈴久に説く武藤山治

いう堀江某の言葉を想起させる

聞けないならなぜ上場した」と

この話は「株主の言うことが

ガイトシフテナラヌ至誠惻怛ノ

他の会社の役員たるを得ず」と

「当社の社長及び常務取締役は

事したる者に限る」、第十九条

き者は五年以上当社の業務に従

び常務取締役に選任せられるべ

います。

ゆ

な視点のみを指摘しておきます。

お一人を守られたのが昭和天皇

す。大切なことは国民が「大君

しているのが面白い。

の次の言葉を紹介している。

いう二つの条文を重視している。

「株式は適法に手に入れた」
と鐘紡に乗り込んだ彼に対して

「自分の利益だけでなく、全て

松田尚士氏著

山本季司

「ライブドア騒動の問題提起」を読んで
元三井造船副社長

つまり「企業は人なり」という

経験則を条文化したものでもあ

る。企業は株主のものであって

も、その存否を決めるのは、暇

斉罷業」で強く反発。結局は追

れてたまるか」と従業員は「一

組んだが、著者はその対策の中

長に就任し、企業防衛策に取り

武藤山治は復帰後、やがて社

たからに違いない。

明らかにしたものと著者は感じ

という武藤山治の自負と責任を

者に企業を任すわけにはゆかぬ、

つぶしやマネーゲームに興ずる

い出した武藤に復帰を請う他に

で定款第十八条「当社の社長及

の人々の利益が重要です」

途はなかった。

十歳の成金に金の力で乗っ取ら

これは武藤山治の経営信条、

「二十年間築きあげた鐘紡が三

そく だつ

き

第一に、過去の日本で、実際

でした。現在のような一夫一婦

本書は株の買い占めよりも競

である。

者は、三十歳の野心家„鈴久“

この買い占めの騒動を制した

の雇人に過ぎない」からである。

社は株主のもであり」「私はそ

ながらこの決定に従った。「会

る。支配人の武藤山治は不本意

却の方針を決めたことに起因す

大株主である三井グループが売

鐘紡株買い占めの動きはその

所在と解決に一石を投じている。

占め事件を取り上げて、問題の

明治四十年に起きた鐘紡株買い

のものか」に関連し、百年前の

に「女帝」が存在されたこと（推
古天皇をはじめ後桜 町 天 皇 ま で 、
十代御八方）は│その意味が„中

継ぎ“かどうかは別として│明
白な歴史上の事実です。また大
宝令でも「女帝」の存在を認め
ていることは継嗣令 （但し、そ
の女帝は「諸王以上」を夫とされる）

に見えています。従って皇統は
「男系男子」が大原則であるこ
とは間違いありませんが、必ず
皇后に男子生誕とは限らず、他
にも不慮の事態を予測して、万
一の場合には、「女帝」もあり
得る、という緩やかな理解が必
要であります。
第二に、皇統の継承を考える
場合、養老令の後宮職員令に、
「皇后」以外に「妃二員」「夫
人三員」「嬪四員」とあり、実

本書は昨年話題の「企業は誰

●

この小論で述べることは無理で

皇居二重橋

首相の
靖国参拝について
吉川 聰

韓両国が便乗したものである。
大阪府枚方市

私の縁者は台湾沖空中戦で若

で結び付けることを直近の目標
とすべきである。
〈編集者より〉

投稿された方全員が首相の靖

彼らのような若者の赤誠を日

い命を国に捧げました。

首相はご自分の信念で参られ
本を代表する天皇・首相が中、
全文掲載できませんでしたが、

赤阪 昇三

たらよい。中、韓共に「日本悪
韓の干渉によって慰霊すること

寄稿者の真意はお伝えできたと

大阪府大阪市

し」のキャンペーンを内外に展
ができない国とは一体どんな国

思います。大半の新聞、テレビ

国神社参拝に賛成の意見を述べ

開していると思われる。両国共
家なのでしょうか。誠に悲しく

が如何に世論をミスリードして

北朝鮮に
どう対応すべきか

いるかが分かりました。

ておられました。

にここが弱いとみると徹底的に
思います。

山本 洋

突いて来て今後靖国問題だけで
終わらない。
兵庫県川西市

首相は中、韓の反対に屈する
ことなく信念を貫いて参拝を実
行されるべきである。

戦没者の慰霊と遺骨収集

│ソロモン・沖縄を再び訪れて│

京都産業大学法学部教授 所

功著

本 書は父の戦 地ソロモン慰 霊と、沖 縄での戦 没 者 遺 骨 収
集 奉 仕の体 験にも とづき、海 外における慰 霊 友 好 事 業 と
沖 縄における遺 骨 収 集 活 動の持つ今日的な意 義とその輪
を広げてゆく工夫について語る。

ること、力の行使も辞せずとい

く実行すべきという意見と、効

しかし制裁については、厳し

五十六頁（４００円）送料１6０円

う強い決意を見せると同時に反

果を疑問視する意見、あまり強

Ａ五判

日日本人の処置が必要である。

硬手段を採ることは如何なもの

こられた会員の方の知識、見識

を招いての講演を毎月、聞いて

十五回を数えました。一流講師

△武藤記念講座は七月で八百七

編集後記

かという意見などがありました。

いかが

楠瀬 恵美

大阪府豊中市

制裁を含め高度な外交練度が

必要です。制裁、制裁と叫ぶの

民部 和喜

拉致家族のことを思うと早く

でなく熟練した「外交技術」は

大阪府豊中市

帰還したが、同年の親戚知人が

解決してほしい。対話、制裁と

ないのでしょうか。

私自身軍役に服し、幸い無事
多く靖国に祀られている。戦火

いっても相手は馬耳東風である。

梅本 雄三

に倒れた元軍人たちの霊を悼む
天狗 佑太呂

大阪府大阪市

大阪府大阪市

北朝鮮の態度は腹に据えかね

るが、制裁するのみで効果が上
官民一体となって北朝鮮に対

れない上に、漁夫の利を得るの

リカや韓国が協力するとも思わ

づく立派なものでした。それに

は相当高くなられたと思います。

応すべきである。対話の時期は

は中国である。対話といっても

較べマスコミや、政治家達の妄

がるとは思われない。またアメ

過ぎ、制裁は厳正にすべきと考

下手に出るような対話では相手

言には情けなくなります。

宮田 孝

える。日本民族の正義を堂々と

に付け込まれるだけである。

を護る精神の持主でした。（尚）

め実現させました。国を愛し国

げた人達に敬意を払う活動を進

人としての世界観、歴史観に基

△今回投稿されたご意見は日本

顕示するときである。

△武藤山治は国のために命を捧

北朝鮮に対しては、
毅然とした

杉野 有助

北朝鮮、韓国も相手が弱いと

で一致していました。

強い態度で臨むべきだという意見
日本が一致して強い態度に出

見ると嵩にかかって強く出る。

大阪府守口市

〈編集者より〉

大阪府大阪市

る者は訪問させないこと。

日本の悪口、へつらい外交をす

日本外交は大きな使命を背負う。

ことに何の遠慮があろうか。

中、韓にも同じようなものがあ

首相は断固参拝すべきです。

首相の参拝は当然の行為であ

り、皆参るのです。靖国神社に

小原 康夫

り、中止を求める国は内政干渉

は明治維新以後とはいえ多くの

大阪府豊中市

である。日本では故人は全て神

国民の兵が祭られています。そ

岡田 正二

中・韓が参拝を快く認めるこ

大阪府吹田市

の解放を期待します。

れに参拝して戦後六十年の呪縛

又は仏となると考える。
A級戦犯でも故人となれば別
楠瀬 正道

途の基準で外すべきではない。
大阪府豊中市

参拝は続けるべきである。こ

今後も首相は参拝を継続し恒

とは永遠にない。

朝日など反日新聞、反日評論家、

例行事とし、天皇陛下の参拝ま

れは元来国内での問題であった。
多数の大学教授が言い出し、中、

武藤山治の足跡を訪ねて（その一）

次代を背負うジュース工場を

話すことができる。一世、二世

今回の訪問の際には立派に軌

見学した後、心づくしの日本料

るためにアセロラをはじめとす

道に乗っていて心強く感じられ

理をご馳走になり名残惜しく今

の方々がしっかりとした教育を

た。中でもスポーツ飲料として

回の訪問を終えた。

る熱帯果物からのジュースの企

注目されているアサイのジュー

した結果だと思う。

れるトメアスであるが今日に至

スは、製造過程で固まってしま

て、現地の方々は大変意外に思

業化が進められていた。

私が勤める会社のブラジル子
当初手掛けたコーヒーは土地

る道筋は苦闘の連続であった。

うという従来の致命的欠点を克

われているようで、「どうして

治太

会社の三十周年式典に出席する

と合わず収穫はなく、加えてマ

服して現在アメリカ・日本にも

武藤山治さんの作った日本一の

武藤

ため三年振りに昨年六月ブラジ

ラリア、人心の離脱と一時空中

輸出されている。

会社がつぶれるのですか？」と

國民會館会長

折角の機会と思い、久しぶり

分解の瀬戸際まで追い込まれた。

この事業を進めるのは二世、

いった質問を受け、返す言葉も

サンパウロより空路約四時間

ジルへの移民を積極的に推進し

人口問題を解決するため、ブラ

をもたらした。ところが二十年

経営は軌道に乗り、莫大な利益

この栽培によってトメアスの

講師を交えて賑やかに語り合い

して、
和気あいあいの懇親会を開き、

講演の後、
会場を隣の部屋に移

たと好評でした。

産を学び、
探る絶好の機会になっ

会の少ない現在、
今に残る文化遺

東京にいて江戸の文化を知る機

先生の講演でした。

と題する江戸文化研究家の橘健一

今回は「江戸文化に学ぶもの」

藤記念講座が開かれました。

キャピタルホテルで恒例の東京武

昨年十月二十二日、
東京の銀座

での講演を予定しています。

今年は政治、
社会問題のテーマ

ました。

東京で武藤記念講座開催

江戸文化について考える

なお今日の鐘紡の衰退につい

に祖父山治の開いた日本人移民

しかしこの危機を救ったのは、

三世の三十歳代、四十歳代の方々

なかったことを付言しておく。

ルの地を踏んだ。

の地トメアスを訪問した。

密かにシンガポールから持ち込

で、彼ら全員が立派に日本語を
トメアスの武藤山治の墓に参拝する武藤会長

まれた胡椒であった。

でアマゾン河口の百万都市ベレ
ンへ飛び、そこからセスナ機に
乗り換えて半時間、密林の中に
あるトメアスに到着する。
移住七十周年に招待をうけて、
以来六年振りの訪問である。
トメアス文化農業振興協会で
暖かい歓迎を受けた後、山治を
はじめ移民に功績のあった方々
の墓地をお参りする。
大正末期、当時鐘紡の社長で

ようと南米拓殖（株）を設立した。

ほど前から根腐れと相場暴落で

あった武藤山治は、今後日本の

昭和四年に最初の移民団百八

十五年前に私が同地を訪問し

経営に陰りが見えはじめた。
約二千名が移住することになる。

た際には、胡椒からの脱皮を図

十九名がトメアスに到着し以来
しかし今でこそ成功したといわ

楽しく講演される橘先生
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武 藤 山 治 銅像 郷里へ帰 る
海津市生涯学習センター前庭に
治の像が据えつけられることは
坐って日本の将来を考えてい

女帝・女系反対論に対する
批判と私見

│原則、
「有識者会議」報告に賛同し、
政府案に要望す│
皇學館大学名誉教授 田中 卓著
女 帝・女 系 論は皇 室の伝 統を軽ろんずるものであるとい
う 反 対 論に対 し皇 室の歴 史 、伝 統からみて現 状 と将 来に
おいては、女 帝・女 系の容 認 も 皇 統 維 持のためには必 要で
あると、具体的な事例を挙げて明快に説かれている。
Ａ五判 二十六頁（3００円）送料１6０円

講演「祖父東條英機の真実」

東條由布子氏が来講

―映画「凛として愛」も同時上映―
十二月十日、武藤記念ホール
で「祖父東條英機の真実」とい
う講演が行われNPO法人環境
保全機構理事長東條由布子さん
が東京裁判の不当性や靖国問題
について語られた。
講演に先立ち、映画「凛とし
て愛」の上映を行った。靖国へ

達は至る所で迫害を受けた。し

祀られている軍人と遺族たちの
祖国愛、家族愛がひしひしと胸

らかになり、サンフランシスコ

かし今や開戦の真相が徐々に明
映画に続いて東條英機元首相

条約以後、日本に戦犯は存在し

に迫る映画であった。
の愛孫東條由布子さんの講演が

ないことを人々がはっきり認識

ずから出てきます」と静かな語

満員のホールで約一時間行われ
勝者による一方的な東京軍事

り口の中にも力強く明確に意見

すれば、「靖国問題の答えも自
裁判の結果、東條元首相らは極

を述べられた。

た。

悪人のレッテルを貼られ、家族

十七年度下期の

武藤記念講座

日（土 ）

武藤記念ホール

7月

大阪会場

平成

9月

中村勝範氏

日（土 ）

日（土 ）

政治評論家 屋山太郎氏

月

日（土 ）

上智大学名誉教授 渡部昇一氏

月

月

1月

2月

上坂冬子氏

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

衆議院議員 高市早苗氏

3月

橘

健一氏

日（土 ）

銀座キャピタルホテル

月

元（株）
はとバス専務取締役

「江戸文化に学ぶもの」

平成

東京会場

慶應義塾大学教授 玉井清氏

「昭和の政党政治と選挙」

國民會館会長 武藤治太氏

「武藤山治と芸術」

平成

「日本が直面するリスク」

平成

京都大学大学院教授 吉田和男氏

「今年の景気の動向」

平成

環境保全機構理事長 東條由布子氏

「祖父東條英機の真実」

平成

ノンフィクション作家

「戦争犯罪と靖国問題」

平成

「現代日本の病根」

平成

「今後の日本の政局」

平成

平成国際大学名誉学長

「日露戦争勝利の世界史に
及ぼした影響」

１7
年

彫刻界の第一人者朝倉文夫の
民會館から武藤山治の郷里岐阜
るこの像は新しく作った石垣の

有意義なことだと思われる。

県海津市に贈られることになっ
上に乗って、二・三メートルの

製作になる武藤山治の銅像が國

た。この銅像は昭和十年に製作
高さのものである。

長、平野教育長、武藤國民會館

ンター前で除幕式が松永海津市

なお二月十二日、生涯学習セ

の盡力によるところが大きい。

してきた甥に当る佐久間義方氏

これまで山治の生家を維持保存

故郷に帰ることになったのは、

此度、武藤山治の銅像が生れ

され、鐘紡の武藤記念館の正面
ホールに設置されていた。その

後鐘紡本社で保存されていたも
のが國民會館へ寄贈されたので
あるが、郷里の人々に地元出身
の偉人として親しく接して貰お
うと國民會館が銅像を奇麗に清
掃し、塗装した上、出身地の海
津市へ寄贈することになった。
設置場所は海津市生涯学習セ
ンターの正面前である。
平成九年に誕生したこのセン
ターは図書館の機能を備える他
ビデオシアターやAVコーナー
学習室などが完備している。

会長、今尾小学校生徒代表らが
参列のもと盛大に行われること
になった。

１6

１7

29

１2

１0

１4

１8

１8

22

海津市市民が集まるセンター
の正面に地元出身の財界の大物、
政界人としても活躍した武藤山

設置予定の海津市生涯学習センター

１7
年

１7
年
１0

１7
年
11

１7
年
12

１8
年

１8
年

１8
年

１7
年
10

朝倉文夫作
武藤山治像

東條由布子氏の講演風景

滅です。これは従来から国民の

いま一つの重大事は教育の破
れを教えてくれたのは、アフリ

来の道徳の回復です。しかもそ

これを匡正する道は、日本古

り崩壊するでしょう。

ままでは、日本国は早晩内部よ

有史以来最悪の醜態です。この

戸外の遊びも危険という現状は、

の大学生でも「勿体無い」の文

せる運動をはじめました。日本

護の合言葉として世界に布及さ

という日本語に感激し、環境保

来日した際、「もったいない」

年のノーベル平和賞受賞者で、

タイ女史です。彼女は二○○四

カ（ケニア）のワンガリ・マー

⑨礼儀を正しくしませう。

⑧お互に親切にしませう。

⑦何事もきまりよくしませう。

⑥うそを言はぬ様にしませう。

⑤本気で根気よくやりませう。

④身体を強くしませう。

③むだを省きませう。

②品物を大切にしませう。

①自分の事は自分でしませう。

国家の重大事、
二題

国民會館での古代史セミナー
多くが心配しているところです

字が読める者は殆どいないでし

⑩御恩を忘れぬ様にしませう。

皇學館大学名誉教授

雑誌『諸君 ！』の連載を擱筆して
田中 卓

百五十回を終え、続いて雑誌『諸
君！』の二年間にわたる連載（二
が、戦後教育の欠陥は既に病膏

ょう。そしてこの言葉は、本来、

こう

治癒しません。教育者の一人と

こう

十五回）も擱筆して、直ちに皇
肓に入っており、一朝一夕には

統の危機論争に突入しました。
して情けなく、申し訳ないこと

毎週月曜日の朝礼で、「児童十

島小学校の卒業ですが、当時、

私は昭和十一年、大阪の中之

唱和し、実行すれば、必ず日本

の「十訓」を、全国の子供達が

は、千鈞の重みを感じます。こ

特に最後の「御恩を忘れぬ様に」

この国と「友好的」であるこ

訓」（昭和五年五月制定）を唱

在の中国でも日本と同じガラス

とは独裁政治を支援することに

は再び立ち上がりましょう。

張りの民主政治が行われている

シナ海、太平洋の方面に勢力を

なる。中国はいま東シナ海、南

第二に、独裁国家中国には言

拡大しようとしているが、その

で日本を屈服させようとしてい

る。

自由にして民主主義国家であ

る台湾はそこに存在するだけで

者が如何に悪虐非道な弾圧、拘

自由がない。共産党と共産主義

に通ずるシーライン防衛の一大

ド洋、ペルシャ湾、ヨーロッパ

南シナ海、マラッカ海峡、イン

日本の生命線である東シナ海、

留、搾取の行為を繰り広げても

要塞である。（つづく）

中村勝範

ために台湾を手中に収め、つい

論、出版、集会、結社、デモの

ように誤解している。

えたことを思い出します。

あり、道徳の根本です。

かたじけ

難しい言葉は一つもなく、何

それを予測して、本紙の前号
ですが、それが事実です。
日常茶飯事のように、親が子

政権を担当しうる政党はない。

抗議の行動はとれない。

平成国際大学名誉学長

日本人は中国が共産党独裁国

日本人は共産主義国家の悪の構

と素晴らしい内容でしょうか。

分に過ぎて忝ないという意味が

（昨年七月発行）で私は「„皇

を殺し子が親を殺す。教師が生

れん けつ

統継承“論に欠ける一の精神」
と題して、「戀闕」の精神を欠

まず第一に中国は共産党独裁

徒に乱暴し生徒が教師に手向か

現在の日本は冷戦時代よりも

国家だということが分かってい

いた旧守の観念論では解決しな

今日の方がはるかに危険にさら

ない。かつてのソ連、ポーラン

う。子供は痴漢を恐れて通学も、

されているのだが、それを肌で

ド、東独、ハンガリーなどの共

しかしその後、歴史家以外の

感じている日本人は極めて少な

産主義国家と同様、中国もまた

威についてマスコミが分かりや
すく伝えないからである。
アメリカの国防総省の年次報
告では中国の年間軍事費は日本
の倍でありアジアにおける軍事
バランスを危うくしていると断

家であることを正しく理解して

造を知らされていないので、現

共産党独裁で共産党にかわって

いないといえる。

言している。

運命共同体としての
日本と台湾（一）

い。これは日本にしのび寄る脅

い旨を指摘しておいたことです。
一部の評論家が、女帝では日本
の歴史・伝統が断絶すると呼号
し、今や反対のデモやテロを危
惧する発言まで飛び出し、反小
泉の政局にからめる気配となっ
てきました。これでは皇室に御
迷惑がかかり、皇族間の意見に
分裂がおこりかねません。
これは国家の重大事です。日
本の歴史をみれば明らかなよう
に、内乱は常に皇室をいただい
ての対立です。現下の問題も一
歩誤ると内乱になりかねません
ので、急遽、私見を発表しまし
た。それが別冊の国民會館叢書
ですので是非御覧ください。

月刊誌「諸君！ 」の連載

第九条を改正すべきだ

アンケート 現行憲法は今のままでよいか
維持すべきだ 1
廃棄すべきだ

17

維持すべきだ
大阪府大阪市

仲野 恭子

るほど手続きのハードルが高い

第九条ほか改正すべき点は多

赤阪 昇三

尖閣列島、竹島問題でも腰の引

ので廃棄して新憲法を公布した

今の日本が安心して暮らせる

大阪府大阪市

けた姿勢は今の教育や憲法のな

くあり、新憲法とすべきである。

かわからない。

方が、国民にとってよほど幸せ
大野 泰三

せる業といえよう。
大阪府堺市

ムの勝ち組が称賛される。これ

人間が疎んじられ、マネーケー

国でなくなってきた。真面目な

占領下で強制的に押し付けら

らは全て現憲法が生み出した戦

和田 貞夫

れた憲法は一日も早く廃棄し日

大阪府大阪市

には疑問を感じる。「戦争反対、

本人の歴史、伝統、文化に基づ

何が何でも改正反対というの
平和、平和」では一国平和主義

後の人々を覆う風潮である。

終戦後形式的には明治憲法の

☆昨年は総選挙が行われ、自民

おめでとうございます。

編集後記

く憲法を日本人自ら決すべきで
は現在の憲法である。

来る国にしなければならない。

改正の形をとりながら被占領下

党が大勝した結果郵政の民営化

大阪府大阪市

自国は自分の力と知恵で守る

の主権のない状況のもとで、国

た武藤の指摘が遅ればせながら

ています。官より民へと主張し

☆やっと今、解決されようとし

摘し郵貯廃止を主張しました。

無駄を武藤山治は大正時代に指

郵便貯金の投資先の不明朗さ

が実現することになりました。

明けまして

べし。集団的自衛権を明確にす

杉野 道助

伝統、文化を文章に表現したも

ア外交、憲法改正、教育基本法

☆年が明け皇位継承問題、アジ

ることでしょう。

実現することを武藤は喜んでい

のでなければならない。その意

改正、靖国問題など問題山積で

おいに勉強しましょう（尚）

今年も識者の意見を聞いてお

将来を考えたいものです。

ことなく、独自の考えで日本の

す。外国の意見に振り回される

味でマッカーサー憲法は違憲の

み、品格に欠ける。

到底一国の基本綱領としての重

文章、内容のアンバランスなど

用語の不統一、日本語でない

は正当性を欠く。

代物である。またその成立過程

成文憲法とはその国の歴史、

大阪府守口市

自主憲法を制定すべきである。

で成立した憲法は早急に廃棄し、

このような誤った根拠のもと

きる。

白に国際法違反ということがで

の基本法を改廃することは、明

井上 弘樹

現行憲法は改正を不可能にす

大阪府茨木市

現行憲法は
廃棄すべきだ

べきである。

国民が将来を安心して生活出

孝

が強すぎる。今の憲法が世界の

今のイラクにおいて、自衛隊

宮田

イマイで他国から冷笑されてい

今のままでは集団的自衛権ど

を守る英、豪軍が攻撃されても、

大阪府大阪市

ある。今日の歪んだ国柄の元凶

ころか自衛権すらない。自国が

自衛隊はそれに反撃できないと

巌

情勢に合っているか検討する時

プライドを持たないまま、中国

いうのはおかしい。集団的自衛

り方が失われたのもここにある。

犬伏

だと思う。

国会議事堂

る。伝統を守り、他国から尊敬
されるぐらいの軍隊を持つべき
だと思う。

や韓国にいつまでもバカにされ

権を認めるべきである。

西川 和彦

ている。しいては未来の子供の

大阪府大阪市

教育にもかかわる問題である。

植田 信之

不当な国に対して、自国の国

独立自尊の為に「戦わずして勝

第九条は理想である。国の在

民が防衛するのは当然なことで

つ」ためにも改正すべきである。

岡本 年晁

ある。現行九条ではこの点がア

大阪府大阪市

大阪府大阪市

憲法である。

戦勝国が戦敗国に押しつけた

大阪府泉南市

第九条を
改正すべきだ

となる。

が、そうなれば素晴らしい世界

は消えよう。問題は多いと思う

この憲法が世界に広まれば戦争

伊藤 武夫

すべきが大半でした。意見の一部を紹介しましょう。

会員のアンケートでは維持すべきが意外に少なく、改正と廃棄
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現在、大学図書館の改築を機

学生を、今でいうインターンシ

山治在命中は、年に何人かの

相違を感じた。

会に武藤寄付によるライブラリ

ップとして、時事新報に受け入

大きな謎となっていた。

ーを独立した部屋にして、さら

当大学は、立地上、アジアか

治太

当時のパシフィックカレッジで

らの留学生が多く、日本、東洋

武藤

武藤山治の足跡を訪ねて（その二）
國民會館会長

スクールボーイをしながら勉学

れていたようであるが、それも

ブラジルからの帰途、山治が
に励んだ。帰国後三井銀行を経

ら、私の勤めている会社で、一

に内容を充実させる計画が進ん
二年間苦学したパシフィック大

関係の書籍を増やしていくこと

名の学生を半年間受け入れるこ

山治が亡くなり、加えて戦争も

学を訪問した。

て鐘紡に入り、同社の発展に貢

は、生徒を集めるのには最も効

でいる。

かつて山治が在学した学校は、

献するのであるが、大正八年（１

とにしており、丁度私が訪問し

副学長及び関係者との昼食後、

た際、最初の学生が帰国し、二

今から百年以上前に芽生えた

回目の学生が出発するところで

本当に感心させられた。そして、

関係が、今後とも末永く続くよ

主要な学内施設を見学させて頂

施設の充実は、卒業生、一般人

うにと念じながら今回の訪問を

あった。

からの寄付金によって、大半が

終えたのである。

自ら筆をとって数多くの書画等の

作品を制作したことを紹介。

多忙な武藤山治の知られざる

学教授の
「昭和の政党政治と選挙」

ーを収集して当時の政党政治につ

玉井教授は普通選挙のポスタ

一面が披露されました。

という演題の講演が共にスクリー

明されました。

業同志会の改革について詳しく説

いての考察、
とくに武藤山治の実

陶器など一流美術品の収集、
また

武藤会長は山治の仏像、
絵画、

ンを用いて行われました。

治と芸術」と玉井清慶應義塾大

この日は武藤治太会長の「武藤山

十二年の追悼講座が開かれました。

三月十八日武藤山治の没後七

三月の武藤山治追悼講座

スクリーンで山治の業績を披露

賄われていると聞き、日本との

き、その行き届いた状況には、

私と大学との関係が出来てか

あり途絶えてしまった。

六十五年前からワインで有名な

果的な手段であろう。

っている。
サンフランシスコから車で約
三時間、大学に到着したが、緑
豊かな広大な敷地に、建物が散
在し、全く羨ましくなるような
環境であった。
あいにく学長は不在であった
が、副学長を初めとして関係者
から大歓迎を受けた。
山治は、慶應義塾卒業後明治
十八年（１８８５年）に渡米し、

わからなくなり、長い間学内の

後寄付者武藤と佐久間の関係が

姓の佐久間であったため、その

ただ山治の在学中の姓は、旧

の寄付を行なった。

ための図書購入を目的にと多額

に立ち寄り、日本、東洋研究の

表として出席し、その帰途母校

た第一回国際労働会議に日本代

９１９年）ワシントンで開かれ
武藤山治が学んだパシフィック大学（現在の学舎）

ナパバレイのストックトンに移

副学長に寄付金を渡す武藤治太会長

武 藤 山 治 の銅像が故郷へ
除幕式と記念講演を挙行

市長は「新生、海津の歴史を飾

ができたのは、地元の人達の尽

ンズ像が里帰りした。かつて鐘
るにふさわしい人。里帰りを機

二月十一日に武藤山治の故郷

紡武藤記念館正面ホールに飾ら
に独立自尊の精神を学びたい」

力のおかげ」と挨拶。松永清彦

れていたこの像はその後カネボ
とメッセージを寄せた。
除幕式では武藤会長らが像を
覆った白い布を取り除くと風格
のあるブロンズ像が姿を現した。
これらの模様は現地の朝日、
毎日、中日新聞が大きく紙面を
割いて報じた。
午後からは、銅像が設置され
た生涯学習センターで像が寄贈

「武藤山治と行財政改革」
│普選の選挙ポスターを手掛かりに│

慶應義塾大学法学部教授 玉井 清著

四十五頁（4００円）送料１6０円

昭和三年の第一回普通選挙のポスターを見ると当時の
選挙の状況がよく分かる。実業同志会を引き連れ政界へ
進出した武藤山治は、既成政党の利益誘導の選挙公約や
政商の暗躍などを指摘し国民の覚醒を促し、更に財政改
革の先駆者となって活躍した。
Ａ五判

盛況の高市早苗代議士講演会

「日本が直面するリスクと対策」
二月十八日「日本が直面する
リスクと対策」と題する講演会
が開かれた。
実は昨年九月に講演の予定だ
った高市早苗近畿大学教授の講
演が国会の解散、総選挙のため
急遽中止となった。
その埋め合わせということで
今回返り咲いた高市衆議院議員

前日の予算委員会の紛糾の模

中ではあったが講演が実現した。

べての省庁を拘束しており、「現

した村山談話が今も、政府のす

と苦痛を与えた」と公式に謝罪

が講演を申し出られ、国会開催

様の報告、野党議員の売国的質

存する国家危機の最大要因であ

新聞で詳しく報じられた。

なお講演の要旨は後日の産経

間の講演で聴衆を魅了した。

る」と指摘され、たっぷり二時

問の模様の説明があった。
新聞、テレビでは報じられな
い生々しい情報を直に聞くこと
ができた。
平成七年アジア諸国に「損害

平成十八年前半の

武藤記念講座

日（土 ）

武藤記念ホール

1月

日（土 ）

京都大学大学院教授

吉田和男氏

「今年の経済はどうなるか」

2月

日（土 ）

衆議院議員 高市早苗氏

リスクと対策」

「日本が直面する

月

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

功氏

日本の行方」

政治評論家 花岡信昭氏

日（土 ）予 定

評論家 金美齢氏

「今、日本に期待すること」

9月

「当面の政局動向と

7月

高崎経済大学教授 八木秀次氏

国民の思想」

「日本の国家像と

6月

平川会計パートナーズ代表 平川忠雄氏

「必要な税金の知識」

5月

京都産業大学法学部教授 所

『新日本建設詔書』」

「昭和天皇の

月

慶應義塾大学法学部教授 玉井清氏

「昭和の政党政治と選挙」

國民會館会長 武藤治太氏

「武藤山治と芸術」

3

4

ウの倉庫に眠っていたが、國民
會館が譲り受け、この度海津市

に贈呈したものである。
この像は文化勲章を受章した
朝倉文夫氏の作品で、故郷の人々
にもっとよく知って貰いたいと
風雨に耐えられるように塗装を
して市生涯学習センター正面に
設置された。
されたのを記念して「武藤山治
の生涯」と題する講演会が開か
れた。会場では地元の人達百二
十名が松田専務理事の講演に熱
心に耳を傾けた。

１4

１8

18

１5

27

10

22

2

除幕式の当日は快晴で、武藤
治太会長を始め、遺族や会館関
係者、海津市の水谷助役、市会
議員、市職員が参列した。
武藤会長は「故郷へ戻ること

松田専務理事の講演には多くの人が詰めかけた

岐阜県海津市に武藤山治のブロ

除幕式での武藤治太会長

予算委員会の翌日の高市代議士の講演

これからの日本と台湾（二）
李登輝氏と面談して
中村勝範

平成国際大学名誉学長

てほしい」と言われた。「がん

れからの日本はもっと強くなっ

懇談した。氏は開口一番、「こ

ればアジアは今より安定する。

い。このような日本人が強くな

につけている民族はアジアにな

も変わっていない。

ている。八十年後の現在と少し

既成政党、職業政治家と書かれ

「重い税金を軽くするために」

また田中次太郎のポスターは

日本は世界にとって必要であ

る」と明快に断じられた。

ばってほしい」ではなく「強く
なってほしい」という強い言葉
であった。しかも二度三度と繰

と書かれ、腰の二つの荷物には

と書かれ、描かれた背中の重い

きた。これを迎えうった日本の
り返された。その理由としては

われわれは台湾で感銘し、慟

「一年の費用十八億円、まだふ

この言葉はわれわれ一行に強

今回の台湾訪問で改めて「日
航空機一機は火を吹いて地上へ
「日本人はアジアにおいて最も

哭し、期待をシャワーのように

問題を先取りしていることに驚

摘したが、今日わが国の抱える

いのため使われていることを指

系の特殊銀行、特殊会社の尻拭

武藤は特別会計のお金が政府

荷物には「国の借金約六十億円」

本を発見」した。在るべき日本
墜落しかかった。あわや地上の

高い道徳を身につけている民族

いインパクトとなった。

へのヒントをえた。
大集落の中に突入かと思われた

初日は高雄へ飛んで一泊、翌
瞬間、機は機首を上げて大集落

日本人以上に高度の道徳を身

える」「まだこの他に別会計」

の外の甘藷畑に突入した。パイ

浴びて帰った。台湾で、在るべ

日は烏山頭ダムを見学した。大
ロットはパラシュートでの脱出

である。

荒野であったこの地に人造湖の
を忘れ、必死に操縦桿を引き、

と書かれている。

建設と農業用水は万里の長城の
機首を上げ、大集落を飛び越し

き日本を発見したのであった。

八倍にも達した超大事業である

武藤山治と行財政改革

普選の選挙ポスターを手掛かりに│
昭和三年の第一回の普通選挙

それをネズミが食い荒らしてい

あり、その下に郵便貯金があり、

演説会の前後に上演、上映した。

脚本を書いて演劇や映画を作り

武藤は政治啓蒙のために自ら

かされる。

戦死したあのパイロットだとい

では街中が選挙ポスターで埋め

ることを有権者に訴える内容に

清

八田は戦争末期にフィリッピ

うことになり、地上に落ちた遺

つくされた。この中に武藤山治

なっている。

玉井

ンへ向かう途中魚雷攻撃を受け

品を手掛かりにその出身を探す

率いる実業同志会のポスターも

慶應義塾大学法学部教授

て船と共に海に沈んだ。敗戦後、

と海軍飛行兵杉浦茂峰曹長（戦

見受けられる。

ロットの夢をみるようになった。

その後村人達は白装束のパイ

たのである。

がこれを監督したのは金沢市出
身の八田与一技師であった。六
十万人の農民が生活を営める沃

八田の妻は子供達を帰国させる

死して少尉に昇進）であること

野が誕生した。

準備を完了し、乗船する寸前、

がわかった。

を遂げた。八田の銅像と夫妻の

る最高の表現である祠を建立し

村人達は恩人への感謝を捧げ

ポスターの左側に郵便ポストが

りは武藤山治の主張であった。

補松野喜内独自のものというよ

この写真のポスターは公認候

臣の専断で運用される。また二

った。これが大蔵省に入り、大

の財政規模に匹敵するものであ

般会計の予算規模は十八億で国

当時郵便貯金は十七億円、一

道が敷かれ、地租も全廃される」

村の住職が「佛のご利益で鉄

ものと思われる。

画で会場では弁士が説明をした

ある。十五分近くの短編無声映

その映画の一つに『偽佛』が

夫の作ったダムに身を投じ最期
墓はダムを見下ろす丘の上に建

た。敷地四坪の中の小さい祠で

と説法するのだが、『政治教育』

立された。八田の命日には毎年

億から五億が回収不能にな

あったが信者が増える一方で平

と書かれたメガネで住職を見る

慰霊祭が絶えない。八田の偉大

っている。これは政治的思

と票を食う鬼が写るというスト

成五年に祠は敷地五十坪の中に

惑によるもの、既成政党の

ーリーである。

さと徳をたたえつづける台湾人

勢力拡大のため不要の道路、

改築され台湾風の見事な廟とな

次の日、李登輝氏と一時間半

誠」等の文字が連なる。

は「正義」「護国」「英雄」「忠

った。将軍を譛える銘文の中に

の偉大さに感銘した。
丘を降りた一行は鎮安堂飛虎
将軍廟へ向かった。
昭和十九年、アメリカ軍は台
湾各地に空から攻撃をしかけて

した。ポスターのネズミは

いからだと武藤山治は主張

鉄道鉄橋など無駄使いが多

努めたのである。

国民の政治教育を推進しようと

武藤はこのような映画を作り

実業同志会 松野喜内の選挙ポスター

財界、政界で活躍した武藤山
が、その影響もあり、武藤の作

してかなり多くの作品を集めた

絵については尾形光琳に心酔

でしょう。蓋し私の気力は一杯

ませんから技よりは精神が一義

のでないと力というものがあり

けます。全人格を打ち込んだも

技にのみ走った絵は気品に欠

名画を見て研究してきました。

を求めず二十年この方、古今の

師匠はいませんでした。私も師

扇子、団扇にも盛んに描き、手

でなく、茶碗、水差し、土瓶、

武藤は絵を花瓶に描いただけ

會館の記念室に展示されている。

のが夢であった。代表作が國民

窯を作って焼きものに没頭する

自称していた。引退後は舞子に

尾形乾山をなぞって武藤乾山と

陶芸については傾倒していた

われは再び高貴な国柄、国民性

いることが分かる。今や、われ

が今回の改正原案では欠落して

歴史ある日本を回復する姿勢

う方向へ行こうとしている。

統、歴史に基づく愛国心とは違

今回の憲法改正に際しても伝

てしまった。

本の憲法は過去の歴史と断絶し

絶するように工作した結果、日

画家、
書家、
陶芸家の武藤山治

治は日常生活では書画、陶芸の
品には鳥類が多く描かれている。

に溢れているつもりです」と述

を復活させる手立てを工夫しな

大阪三越で絵画即売会も

製作に力を注いだ。
大正八年第一回国際労働会議

ぬぐいにも染めて演説会では一

り、力強い雄筆を職場、後継者

武藤は暇さえあれば、筆を執
に日本使用者代表として出席し

ある作品を作っていたと言える。

るが、素人としては商品価値の

は三万円に上ったといわれてい

即売会での目録から当時の売上

なお前述の三越における展示

ければならない。

本十銭で販売して選挙資金に充

武藤山治「三羽鶴図屏風」
（國民會館蔵）

日本の国家像と国民の思想

八木 秀次

│歴史ある日本を愛そう│
高崎経済大学教授

日本は地勢学的にも文明論的

に完全に孤立した存在である。

われわれはアジアの中で孤立

をおそれず独自の文明圏を築い

ていることを主張すべきである。

かつて欧米人は日本人は貧し

いが高貴であると高く評価して

いた。しかし戦後憲法を発布す

る際にGHQは日本の歴史を断

三月の武藤山治追悼講座は武
藤治太会長と玉井清教授がそれ
ぞれ「山治の芸術」「山治の政
治革新」についての講演をされ
ました。
今までの数多くの研究でも触
れていないところにスポットラ
イトを当てたもので山治の業績
検証が一段と進みました。
小泉総理は政治改革、財政改
革、拉致、ミサイル問題で努力
をし一応の成果を上げたものの、
憲法、教育、防衛の問題はその
まま先送りしました。
さてこの先どうするのか、日
本の将来を決める大事な秋がや
ってきます。われわれの頭を整
理する意味でも優秀な講師を招
き勉強を進める必要があります。
会員各位のご健闘を祈ります。

編集後記

てることにしていた。

べている。

会館の二階談話室の壁面には今
も『衣被蒼生』と書かれた山治
『衣被蒼生』とは「人民すべ

の額が飾られている。
てに衣類を着せる」という当時
の繊維業者の理想、信念であっ
た。また鐘紡の職場には『奮闘
努力』などの武藤社長の書が掲
げられていた。

た武藤は政府、使用者、労働者
の三者が仲良く提携せねば社会
が良くならないと痛感し、三羽
仲良くという願いを込めて鶴を
描いた。
また山治の絵には常に教訓的
な讃があるのが特徴であった。
大正十四年に大阪三越で絵画
展覧会を開き、作品を来場者に
即売している。新聞記者の質問
に答えて「名人雪舟や蕪村にも

武藤山治「乾山調花生」
（國民會館蔵）
講演中の八木秀次教授

に贈った。大阪船場にある綿業

武藤山治「衣被蒼生」
（綿業会館蔵）
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武藤ルームをパシフィック大学内に設置

昨年十一月一日にオープン・セレモニー
した人物が武藤山治であること

常のスナップ写真が飾られてい

の演説風景、新聞社での打ち合

る。新設の工場全景、衆議院で

しかし今や武藤山治の寄付行

わせ風景など武藤山治の活躍の

山治の図書購入基金で最初に購

入した記念すべき書籍がガラス

張りの展示台の中に収められ、

来館者の目をひいている。

細部にまで気配りされた展示

室「武藤ルーム」の開設を心か

らお祝いする次第である。

穏やかな秋日和の平成十八年

列し、その数は五十名を越える

館司書など大学関係者が多数参

理事、有地邦彦ダイワボウ副部

國民會館会長、松田尚士同専務

この日、日本からは武藤治太

互理解の推進に努力することを

ついて謝辞を述べ、共に日米相

会長が「武藤ルーム」の設置に

ての説明があった後、武藤治太

る「武藤ルーム命名式」につい

武藤ルームが設置された大学図書館

アメリカ西海岸サンフランシ
スコから車で二時間余、ストッ

為が明らかになり、同大学で学

が分からなかった。

内に「武藤ルーム」が新たに設

十一月一日、パシフィック大学

盛況であった。

まずギルバートソン学長代行

長の三人が出席、大学からはギ

約する挨拶を行った。

の挨拶、続いてパネル司書によ

ルバートソン学長代行、今回の

授など副学長、大学教授、図書

橋渡しに尽力した高橋照美助教

が盛大に開催された。

ーム」のオープン・セレモニー

の図書館一階ロビーで「武藤ル

大学関係者が多数参列

大学図書館で盛大な開所式

さらにロビーの中央には武藤

文の解説が添えられている。

掛軸が中央の壁に掛けられ、英

また雉の墨絵と教訓が描かれた

状態を髣髴とさせるものである。

武藤山治は慶應義塾卒業の翌
年、明治十八年（一八八五年）
に渡米し、パシフィック大学の
給仕として働きながら、教室へ
通って勉強を続けた。
当時武藤山治は旧姓の佐久間
山治として学び、帰国後武藤姓
になったため大学には武藤姓が
記録されていなかった。そのた
め大正八年（一九一九年）母校
に日本の図書購入の基金を寄付

右横には、武藤山治の業績、日

山治の経歴表が掲示され、その

の胸像が置かれ、壁面には武藤

された。部屋の中央に武藤山治

の一隅に「武藤ルーム」が設置

たのを機に、同館の一階ロビー

今回、大学図書館が改装され

同校の誇りでもあった。

躍する重要人物になったことは

社長として政財界、言論界で活

業の社長、衆議院議員、新聞社

んだ日本人留学生が日本の大企

クトンにあるパシフィック大学

新装の展示室での武藤会長と松田専務理事

置された。

武藤ルームを設置したパシフィック大学

ており、且つ山治の在籍簿、成
績表が保管されていることが分
かりました。百年以上前、働き
れ、当時の記録を大切に保存し

武藤治太

大学がいくつかあったため、当
ているアメリカ人の懐の深さに

ながら学ぶ日本の青年を受け入
方は連絡が出来ず、戦争もあっ
改めて感激した次第です。

國民會館会長

武 藤 ル ー ム開設への謝辞
本日はお招きいただき誠に有
り難うございます。
たためお互いの関係も絶たれて

経済、新聞、執筆、美術品収集

は共に武藤山治氏の一八八五年

藤山治氏に与えた影響は実に大

したが最も初期の国際学生の武

晩餐会に出席の大学関係者

山治寄贈の最初の書籍が展示された

祖父武藤山治は一八八五年（明

藤ルーム」を開設していただい

など驚くほど多岐にわたり事業

今回、このような立派な「武

しかし二〇〇三年になり、三

たことは誠に嬉しく、また光栄

を成し遂げております。彼はパ

しまいました。

サンノゼにあったパシフィック
菱銀行の副会長であった従兄弟
に存じます。

治十八年）アメリカへ渡り当時
大学でスクールボーイの傍ら勉
の吉澤建治が大学を訪問して学

民の指導者の指導者たることを、

最も確実に遂行、実践した人物

であります。私たちはアメリカ

という地が、彼の積極的民主主

義思考に影響を与えたと考えて

一八八五年当時のパシフィッ

おります。

私たちの長い交流の賜物であ

ク大学は地味な大学ではありま
る祝賀式に日本からはるばるご

きなものだったと確信しており

一九一九年にアメリカへ戻っ

ます。

当時の在学記録を発見できまし

氏は日本に帰国後、実業、政治、

かりになりますように武藤山治

このルームをご覧になるとお分

業生のことを学ぶことでしょう。

と価値を具現した素晴らしい卒

今後わが学生は当大学の使命

応しいものであります。

治氏について学ぶための最も相

わが優秀な卒業生である武藤山

この「武藤ルーム」の開設は

たことを大変嬉しく存じます。
パシフィック大学と武藤家と

致します。

参列いただきましたことを感謝

再会する学長代行と武藤会長

シフィック大学の理念である市

学に励み、帰国後広告代理店の

今後もこのような関係が続く
ことを心から祈念致します。

フィリップ・N・ギルバートソン

パシフィック大学学長代行

祝賀式へのご参列を感謝します

ラリーが健在で大切に保存され

そして山治が寄付したライブ

長と会見できました。

ック大学が移転し、また同名の

を行いました。その後パシフィ

籍購入を目的とする多額の寄付

貴大学を訪問し、日本東洋の書

山治は一九一九年（大正八年）

社長として活躍致しました。

その後政治家としてまた新聞社

日本一の企業へと導きました。

年間に革新的手法により売上高

社、その経営を立て直し、四十

入り、翌年経営不振の鐘紡に入

年（明治二十六年）三井銀行に

経営や新聞記者を経て一八九三
祝賀会で参加者を前に武藤会長の挨拶

て来た際、彼は日米相互の理解

を深めるために、パシフィック

大学に日本に関する書物を購入

するための図書基金を創設致し

ました。

この「武藤ルーム」と、今も

その数を増やしている書籍は生

きたアーカイブ（古文書）であ

り、彼の偉業の記念物でありま

す。

私たちはこの「武藤ルーム」

を実現するための、武藤家、國

民會館からの贈り物に心から感

謝致します。

私たちは武藤治太氏が祖父の

翻訳家、美術収集家、そして絵

画、書道、陶芸製作者として残

された業績を深く研究されたこ

とに敬意を表します。さらに今

回私たちがより深く理解できる

ように英文の「武藤山治と芸術」

を開所式のために特別に準備し

ていただいたことに感謝致しま

す。

武藤様、私たちは百二十一年

前に貴方のおじい様によって始

まったパシフィック大学との関

係を再構築出来ましたことに感

謝致します。「武藤ルーム」の

寄贈は武藤山治氏の偉業と日本

の価値ある文化を共有しつづけ

るものであります。

有り難うございました。

るのです。国際社会では前文で
います。

はや二年余、勉強させて貰って

ということです。
言うわれわれが信頼するに足る

憲法改正に想う
国民と国家とは違います。仮
「公正と信義」が確立していな

を抱えていてよいのでしょうか。

憲法の前文にこのような矛盾

ぶりに伺った時はその偉容にこ

貰っていましたが、一昨年久し

生の頃國民會館の前を通わせて

大阪生まれの大阪育ちで小学

に国民を信頼出来たとしても国

町田 正三

横浜市

いことを示しているのです。

現に信頼出来ない国家が存在す

家を信頼出来るとは限りません。

政治課題として取り上げていま
るではありませんか。

安倍内閣は憲法改正を最大の
す。私はかねてから現憲法の一
良ければいいということではあ

組合理事長を努めました。父は

祖父は明治期に、株式仲買人

れまた感嘆しました。

保全は国家の重要な使命ですが

りません。今いるのは先祖のお

統制経済のため転業しましたが、

われわれは生きている時だけ

この機会に申し述べ会員諸氏の
それを他国家への信頼に委ねる

陰であると共に、子孫に生を繋

第三は、国民の生命と財産の

ご批判を仰ぎたいと思います。
ことは、国家の存在意義を希薄

部に疑問を持っていましたので

憲法の前文には「日本国民は

族の繁栄と文化の継承興隆はわ

がねばなりません。すなわち民

志会（会長武藤山治）に入り、

達の集まりでした。父は実業同

極めて自由主義的な雰囲気の人

化することに繋がります。

公正と信義に信頼して、われら

れわれが等しく持つ責務であり

（中略）平和を愛する諸国民の
の安全と生存を保持しようと決

綿業倶楽部で武藤山治さんに握

手をして貰ったことと、尾崎咢

ます。
今、国家と国民との関係など、

堂翁にも信奉していたと聞いて

意した。われらは、平和を維持
し、専制と隷従、圧迫と偏狭を

国民としての合意を形成せねば

自主独立という福澤門下の人

地上から永遠に除去しようと努

止まらず、安全保障、愛国心、

達は、当時から先見性を持ち、

います。

誉ある地位を占めたいと思ふ」

歴史観、日本文化など現在直面

磨いていたのではと思います。

なりません。それは憲法改正に

と書かれておりますが、問題点

している課題に関連する根元的

めてゐる国際社会において、名

の第一は、日本国民が存在する
終戦直後、国家が無力化した

と思っています。

る活動をなおざりには出来ない

する國民會館の連綿と続いてい

治さんの信条を世に広めようと

目先の利益に走る昨今、武藤山

ための最も基本である安全と生

とき、シベリヤでの強制労働、

國民會館の活動を
期待する

問題であります。

存を諸国民の公正と信義に委ね

満州、朝鮮での略奪、暴行、全
財産の放棄など悲惨な状況に何

て良いのかということです。
信頼とは相対的なものであっ

らの対応も出来なかったことを
國民會館について私が感嘆す

て、信頼出来ない現実が生じた

第四は、憲法前文の中の二つ

るのは戦後今日までの左翼思想
大阪市

忘れてはなりません。

か。自らの生存はまず自らが努

の文章が整合性に欠けているこ

の横行の時代にあってよく志を

家にあった郵便はがき百枚を

ら生存の基盤を失うのでしょう
めるべきで、そのために如何に

とです。文中で「国際社会は専

挫折されず、信ずるところを貫

加賀定典

あるべきかということを真剣に

制と隷従、圧迫と偏狭を除去し

き通されたことで、これは絶賛

豊中市

考えねばなりません。

ようと努めている」と述べてい

に値することです。そのお陰で

郵便はがきの寄贈

第二は、国際社会において生

て、現在このようなことが世界

國民會館へ寄贈致します。

会員への連絡用としてご活用
ください。

日（土 ）

平成十八年後半の
武藤記念講座

9月

日（土 ）

日（土 ）

金美齢氏

東京財団前会長 日下公人氏

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

金美齢氏

戦後からの脱却」

京都大学教授 中西輝政氏

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

近藤美津枝氏

作家 水木揚氏

京都大学大学院教授 佐伯啓思氏

「愛国心とは自発的忠誠義務」

月

「創造的破壊の企業家」

月

産経新聞編集長 樫山幸夫氏

衆議院議員

「新政権の今後の課題」

月

「安保から始まる

1月

平成十九年上半期の
武藤記念講座

台湾総統府元国策顧問

「今、日本に期待すること」

月

東京会場

平成国際大学名誉学長 中村勝範氏

「吉田松陰と教育基本法」

月

「日本が世界を幸せにする」

月

武庫川女子大学教授 たつみ都志氏

『細雪』に残したもの」

「谷崎潤一郎が

月

台湾総統府元国策顧問

「今、日本に期待すること」
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馬詰利信

存と安全を脅かすのは、諸国民

に存在していることを認めてい

私も講演会に出席させて貰って

ではなくて武力を持った国家だ
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佐賀大学で講演会

現ダイワボウ会長の武藤治太

んでいる。

にはダイワボウのOBも多く住

武藤山治について会長が語る
昨年十一月二十一日、佐賀城
趾にある佐賀大学の教室で武藤
治太会長の「武藤山治について」

生ら五十数名が熱心に聴講した。

教授をはじめ諸教授、ゼミの学

この日は山本長次佐賀大学助

鐘紡の社長であった武藤山治

けに熱心にメモを取っていた。

た。学生たちは初めて聞く話だ

ウの会社との関係から話を始め

た。また帰国直後新聞広告代理

してコミュニケーションを図っ

また日本で最初の社内報を発行

講師は土地柄と鐘紡、ダイワボ

佐賀市には大正の初めから佐
が鐘紡を売上日本一に伸ばした

店を経営した経験から新聞広告

の講演がおこなわれた。

賀紡績という紡績工場があり、
日本的経営の特徴について詳し

きく宣伝して顧客を増やし、利

その後ダイワボウの前身錦華紡
武藤は女工哀史といわれた当

益をあげた。更に日本で最初の

で鐘紡の綿糸の良質なことを大

時の紡績工場にあって従業員、

外資導入を実行した。当時日本

い説明が行われた。

近隣住民のための病院、学校、

績が買収して十年前までダイワ

佐賀市内には紡績通りの名称

託児所などの整備、また共済組

ボウ佐賀工場として操業してい

が今も残っている。ダイワボウ

合制度の充実などに力を入れ、

今の憲法は戦時中にアメリカ
が作成して、戦後日本に押し付
けたということが、明らかにな
ってきた。現在北朝鮮が核保有
に至ったのは、戦後の平和主義
がこれを許してきたものである。
軍事防衛は武力の増強だけで
敵に勝てるものではないことは
歴史が証明しているが、今回の

では誰も考えないことであった。

イラクとの戦いでもはっきりし

政界へ打って出て政・官・財の

ることは無理であるから、抑止

今の日本は自力で核を開発す

た。

癒着をなくすこと、官僚主導の

力としてはアメリカの核を持ち

武藤は政治の腐敗を目にして、

形態を是正して「小さい政府」

込ませることが選択される。

戦前のしっかりした精神も、

に危機がくる。

本がおかしくなった時、この国

歴史観、伝統、日本精神の基

を推進すること、すなわち鉄道、

郵便、電話などの民営化につい

ても当時すでに主張した。

武藤の幅広い活動の説明に一

手入れしなければ滅ぶというこ

時間半が瞬く間に過ぎ去り、講

演の後は座談会で学生との質疑

とを肝に銘じて国難に臨まねば

中西輝政

多数ご来場ください。（尚）

をいろいろ企画しています。

今年はこれに関係する講演

せん。

課題を真剣に考えねばなりま

日本の安全保障という最重要

れそうになりますが我々は今、

これらの諸現象に目を奪わ

不正問題が世間を騒がせました。

ど官僚が関係する次元の低い

ンミーティングのお膳立てな

調会長の官舎入居問題、タウ

しかし官庁の談合問題、税

衛庁の昇格などが成立しました。

念願の教育基本法の改正、防

昨年は安倍内閣が発足し、

編集後記

ならない。

応答がおこなわれた。

講演の内容については佐賀新

聞で翌日詳しく報道された。

平成十八年は東京、岐阜、ア

メリカ、佐賀と各地で武藤山治

の業績についての周知が図られ
た年であった。

京都大学教授

新春講演の中西輝政教授

た。

の工場は今、公園となり、近辺

武藤山治の経営を講義する会長

安保から始まる「戦後からの脱却」
佐賀新聞
平成18年11月22日付

