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鐘紡元社長武藤絲治と、その

がある。

「役員室午後三時」という小説

最近亡くなった城山三郎氏に

ー氏が設立した私塾で各国のエ

は、著名な教育家オルダーショ

ァンレー塾に留学した。この塾

通部中退後大正十二年英国のフ

三男として生まれたが、慶應普

ながら、昭和二十五年に起きた

し難い労苦を強いられた。然し

引き受けた絲治は、筆舌に尽く

このような状況の中で、社長を

帰還を余儀なくされたのである。

収され、多数の社員の内地への

けた上、敗戦で外地の工場は接

の工場が爆撃で多大な損害を受

かかえていたのであるが、内地

いち早く進出し、多くの工場を

田信吾社長の方針で中国大陸へ

るような、魅力的な人で、話術

れられないとよく人から言われ

ではあったが、一度会ったら忘

叔父は、感情の起伏の多い人

た。

和四十五年暮急逝したのであっ

年社長を辞任してまもなく、昭

いったのであるが、昭和四十三

矢継ぎ早に多角化の手を打って

ン・ディオールとの提携など、

品へのカムバック、クリスチャ

彼は、ナイロンへの進出、化粧

叔父武藤絲治の思い出

後をおそった伊藤淳二氏との確

リート家族の子弟一名ずつ約十

朝鮮戦争の恩恵を大きく受け、

にも長け、文学、美術にも造詣

治太

執を描いたものであるがこれは、

名を集めて徹底的にエリートと

紡績業は急速に回復し、昭和三

が深く勿論英語の達人でもあっ

武藤

あくまで小説なので二人の間に

しての教育をほどこす特別な私

〇年頃には戦前に近い状況まで

た。

紡に合併されたため鐘紡に入社

会社を辞めた後、昭和産業が鐘

蚕の会社に入社するが、山治が

児島にあった昭和産業という養

は鐘紡への入社を許されず、鹿

また台湾、韓国からの追い上げ

らは急速に合成繊維が台頭し、

かった。さらに昭和三〇年代か

の需給は決して楽なものではな

一方設備の増強も続き、綿紡

いもあり、早く一人前にしてや

えると同業に身をおいていたせ

変厳しい人であった。今から考

いうこともあってか、何かと大

私には、兄の子しかも長男と

2面へつづく←

あるが、会社に入る前叔父に相

えず、今の会社に就職したので

った。私も鐘紡には入れてもら

不況で鐘紡も新規採用はしなか

三十四年は朝鮮戦争後の綿紡大

十五年であったが、前年の昭和

が大学を卒業したのは、昭和三

象に残っていることがある。私

叔父の思い出で本当に強く印

であろう。

ろうという気持ちが強かったの

益会社であったが、戦争中は津

戦前の鐘紡は、日本一の高収

長に就任した。

なり、突然四十四歳の若さで社

で多数の先輩が会社を去る事に

の公職追放令、俗にいうパージ

重ねるが、昭和二十二年、戦後

取締役になるなど順調に昇進を

鐘紡入社後は、昭和十二年に

事を思い出す。

シルクについて減法詳しかった

も始まった。この難局の中で、

鐘紡長浜工場の女子従業員との交歓風景

することになる。従って絲治は、

昭和四年に帰国するが、絲治

國民會館会長

実際どのような事があったのか

塾であった。

回復した。

は、鐘紡に席を置いたことのな
い私には、全くわからない。し
かしながら、化粧品やファッシ
ョンなど多角経営に先鞭をつけ、
鐘紡の方向転換を図ったのは、
絲治の功績であったことは間違
いない事実である。しかし、今
回の鐘紡の崩壊の中で、今やす
っかり忘れられた存在になって
いる事は残念でならない。
絲治は、明治三十六年山治の

鐘紡社長時代の武藤絲治

舞子の旧武藤山治邸
兵庫県が一般公開へ
にある移情閣、旧木下邸、舞子

に移設されることになり、近辺

画が予定されています。

撮影に借用されるなど多彩な計

を活かした映画、コマーシャル

余り紡績にこだわるな、将来有

談したところ、「これからは、

1面よりつづく←

ホテルなどの歴史的建造物とと

アメリカから綿業代表団が訪れ
提供することになりました。

の歴史的建造物への学習の場を

東京通信工業、現在のソニーの

望な会社で〈東通工〉という会

明治四十年に舞子海岸に建て
て、パーティーなどが開かれた

四月二十四日の総会で永年ご

前身である。若輩で無知な私に

もにレトロツアーとして、市民
られた武藤邸は、国会議事堂な
歴史的建物ですが、今回武藤治

尽力戴いた田中 卓、市村真一、

でしたが、解体、移転費用の三

して一般市民に公開され、建物

すなわち、今後は公園施設と

一、政局、政治、経済

票

票

新たに所 功（京都産業大学

用できないので、いい加減な事

も勝手な人だ、自分の会社で採

は将来日本を代表する会社にな

教授）中西 寛（京都大学大学

を言っている」と不信感を持っ

丹羽春喜、古田耕平の四理事が

院教授）藤田興二（大原美術館

た事を覚えているが、今になっ

るなどとは思いもよらず「叔父

評議員）菅野 肇（ダイワボウ

てみると叔父の先見性に感心さ

経営者としての叔父は、確か

社長）の四氏が理事に就任され

なお中西寛教授には九月、所

に欠点も多かったと思うが、た

せられるのである。

功教授には十月に講演をお願い

だ一つ「父親の作った日本一の

四、国際問題

票

票

ばならない」という、強い使命

感を持った人であった。それに

加え金銭面においては、きわめ

て清潔な人であった。それは死

後資産らしい資産を残していな

い点にもはっきりと表れている。

その鐘紡がその後数々の汚点

五、教育関係

を残し、今日の破局を迎えた事

票

票

八、皇室問題

参院選が近づき政治、政局

に関心が高まっている結果と

思われます。また国際問題、

防衛問題で102票があり関
心の高さが伺われます。

り」そのものであった。

ねむり たいら

言葉「行い正しければ眠平かな

叔父絲治の一生は武藤山治の

ちがいない。

について、無念に思っているに

七、文化（音楽、文学） 票

六、憲法改正

会社を是が非でも復興しなけれ

しております。

ました。

勇退されました。

言われたのである。東通工即ち

社があるが行ってみないか」と

どの設計者大熊喜邦氏の手によ
太会長の県への働きかけが実を

新しく四理事が就任

る明治末期の代表的な西洋館で
鐘紡に寄贈されたこの建物が兵
庫県に移譲されることになりま
した。
現在狩口台にあるこの建物と

億円を県が負担することで、県

内の書斎、応接室、食堂なども

土地をカネボウが処分する計画

への移譲が決まったものです。

見学出来、特別会議室の活用、

会員による「今後聞きたい講

六月の講演会に来場された

政局、政治、経済問題がトップ、
歴史問題も希望

ウエディング利用、本物の内装

この結果旧武藤邸は舞子公園

友の会の入会受け付け
八百人でストップ
場の際には必ず会員証をご持参
ください。

九月の講演は電話申込で

演」のアンケート結果は政経
関係がダントツ、歴史問題も
多数の希望がありました。

九月一日の記念講座は参加希
望者が多いと予想されますから、

二、歴史関係

票

20 31 33 38 50

昨年来、友の会の入会希望者
が急増し、毎月の記念講座が満
員の状況となりました。
このため、今年会員数が八百
人に達した時点で入会受付をス
トップし、新規申込者は欠員が

（九項目から二つ選んで貰い

三、防衛問題

ました）

当日入場できない事態が生じな
いよう、八月六日より電話で入
場券の申込を受け付けます。
申込順で受け付け、入場券を
自宅宛て郵送致します。

52 61 92

出るまで予約待ちとご不便をお
かけしています。
会員の方が入場出来ないこと
がないよう会員以外の方の入場
をお断りしておりますのでご来

アンケート

武藤山治が日常生活に使用し、

結び、武藤家から昭和十二年に

室内も美しく保存されている

す。

旧武藤山治邸

「富田メモ」の読み解き方
結を強行した外務大臣の松岡洋

反して「日獨伊三国同盟」の締

年九月に崇敬者総代会で「合祀」

れ、神社では、既に昭和四十四

神名票」として靖国神社に送ら

死者（国事殉難者）として合祀

それゆえか、「富田メモ」に

右（東京裁判の途中で病死）と

て文章を補えば「松岡・白鳥は
するようなことは「逸脱する」

も、昭和天皇がマスコミなどの

判読困難な空白の□は、手帳

文を厳密に解釈すれば、内外の

列格された時の明治天皇の御祭

日（土 ）

武藤記念講座

平成十九年前半の

1月

日（土 ）

京都大学教授

中西輝政氏

『戦後からの脱却』」

「安保から始まる

2月

（経済・環境問題）

「新政権の今後の課題」

衆議院議員 近藤三津枝氏

日（土 ）

産経新聞編集長 樫山幸夫氏

（外交問題）

「新政権の今後の課題」

月

にも知らせず」と書かれている

条約第一条）。従ってその間に

やく明らかになったことである。

このような経緯は、近年よう

日（土 ）

京都大学教授 佐伯啓思氏

日（土 ）

考古学（第２回）」

奈良大学名誉教授 水野正好氏

日（土 ）

在仏作曲家 吉田

日（土 ）

進氏

帝京大学教授 志方俊之氏

日（土 ）予 定

政治評論家 三宅久之氏

「選挙後の問題点を指摘する」

9月

│ 脅威の実態とわが国の対応│」

「大丈夫か、わが国の危機管理

7月

「誰も知らなかった《第九》」

6月

「歴史を実証する

5月

「『こころ』を失った競争経済」

楊氏

國民會館会長 武藤治太氏

られたと推察される。それゆえ

のは、いささか事実と異なる。

「武藤山治の足跡」

「富田メモ」でも、いわゆるA

連合国側が断行し東京裁判によ

私どもは、これらの事実も正確

月

小説家 水木

司等が宮内庁の侍従職と掌典職

「創造的破壊の企業家」

いうよりも、再三名前を挙げら

へ参上している。また合祀祭（霊

実は、既に十月六日の総代会

れる「松岡・白鳥」（処刑死で

璽奉安祭）の行われた十七日の

級戦犯十四名の合祀自体に「不

もない外交責任者）の合祀につ

翌日、勅使を迎えて営まれた例

決定を受けて翌七日に池田権宮

いて„違和感“を示された、と

大祭にも、また一カ月後の十一

そん たく

ちなみに、わが国は昭和二十

る「A級」殉難者（戦争指導者）

に踏まえながら、さらに本質的

かれて松平永芳宮司から説明を

も厚生省が「遺族援護法」を適

総合的な議論を深めてゆく必要

七年四月の講和独立まで連合国

用して「戦死者」と認定し得た

があろう。

受けている。

のである。またその名簿が「祭

と「戦争状態」にあった（講和

月十七日にも、遺族が神社へ招

忖度して差し支えない。

快感」（日経評）を示されたと

のところ見当たらない。
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│「明治天皇のお気持」と昭和天皇の御真意│

、べ
、き
、で
、）ないとして」
（合、
祀、
す
、
（別の手帳では「趣旨が異るの

非難する東条英機などの合祀を

を決議し、その実施を代表役員

また「よい」と読む場合「│は

で困る」）と天皇が仰せられた

名指しで批判された記述は、今

イタリア大使の白鳥敏夫（終身

『日経新聞』が昨年七月にス

、祀
、し
、な
、い
、方
、が
、）よいとして」
（合
ものと考えられる。

功

クープし、また最近五月一日・

と解釈しうる可能性が高い。そ

これまでに知り得た確かな資

なお、五月四日の『日経新聞』

所

二日に詳しい「検証報告」特集

の手掛かりは、前半の「明治天

料によれば、昭和天皇の御真意

朝刊で検証委員の一人でもある

京都産業大学教授

を載せた、富田朝彦元宮内庁長

皇がお決めになったお気持」を

は、何とか戦争を避けたいと願

秦郁彦氏が、昭和五十三年秋の

の宮司に一任していたのだから、

官による「富田メモ」は確かに

吟味することである。

われながら、開戦・敗戦のやむ

「A級合祀」を「天皇にも遺族

刑で服役中に死去）の両名を戦

昭和天皇の晩年に関する貴重な

明治十二年六月、十年前に創

なきに至った責任を痛感してお

の字が小さくて断言出来ない。

国難に立ち向かい「身を擲ちて」

手続きには何ら問題がない。

一次史料といえよう。

立の「東京招魂社」を「靖国神

しかしながら、紹介された大
部分は手帳の走り書きであり、

ただ拡大してみると「な」とも

亡くなった英霊を祀るのが靖国

社」と改称し「別格官弊社」に

その判読が完全か、その解釈が
妥当か、他の侍従日記などとも

「よ」とも考えられる。そこで

神社である。その「お気持」を

3

4

照らし合わせて、なお慎重な考
察を要する。
例えば、検証報告に写真も読
み取りも掲出されている昭和六
十三年の「5・ メモ」の行間
青ペンによる書き込みの「靖国
明治天皇のお決になって（た）
／お気持を逸脱するのは／困る。
、い
、として」とい
松岡／白鳥は□
う部分は、どう読み解くことが

これを「ない」と読む場合、そ

ふまえれば昭和天皇の御内意に

出来るのだろうか。

の意味は、関連の記述から推し

靖国神社拝殿

3

10
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これからの政治に期待するもの
が必要である。

はないか。二院制について勉強

て今の時代に対応出来ないので

論を盛り上げよう。

べきである。参議院無用論の世

の定数を今より二割程度減らす

アイデンティティーをしっかり

ている。しかし欧米人は個々の

批判に受け入れ同化しようとし

大阪市

官まで乱れに乱れている。基本

国会議員、官僚、教員、警察

大阪市

タゴに似る。現代のローマ帝国

れ、遂に地球から消されたカル

日本の現状はローマ帝国に敗

いし国民生活の理想に近づける

います。将来の「美しき国」な

いるのは救いのない状況だと思

ために年金問題で声を荒らげて

参院選が切迫し、党利党略の

ること。国のため、人のために

救うための無私の政治家が現れ

人類の平和のために、人類を

本を再生させる事が大切だ。

精神、倫理、道徳を見直し、日

受け継がれてきた伝統の気高い

植田信之

年金問題を始め政治に関する
的に道徳、倫理観が戦後なくな
はアメリカであり、ロシア、中

年金を含め、あるべき姿を前向

岡本年晁

暗い話が多いが、早く正常な姿
ったためで五倫の教えの教育勅

国、韓国、北鮮は、カルタゴ弱

きに、真面目に討論して、それ

東大阪市

松本弘子

持っている。これから我が国に

に戻し、品格のある世界から信
語の再教育を親から始めないと

しと見て飛びかかる周辺国であ

何が出来るか考えること。

築坂昇一

頼される国家を目指し、公約は
駄目、同時に学校でも教えない

る。今本当の日本に立ち返らな

を法制化するなどのプラス思考

奈良県北葛城郡

必ず実行する政治をして欲しい。
とますます個人主義、金銭欲の

ければ、日本の存立は危ない。

杉野有助

植木誠太郎

固まりの人物を輩出して行くだ

守口市

戦後の教育は次世代を担う子
ろう。

日向市

供達に自虐思想を植え付け、人

池田市

を求めるものです。
国政の不祥事が重複して残念

思想、理念のない政治家、特

貞広繁行

本の武士道精神による教育に立

に思います。もはや法規順守を

△創始者武藤山治会長は政治

電信、電話、郵貯の民営化を

を目の当たりにして、国鉄、

また官業の非効率、非能率

編集後記

ち返らねばならない。安倍総理

に官僚上がりの政治家を退去さ

と金の汚い関係を断とうと政

いかと思います。

吉村照治

明確にし、消費税、市民税など

べき道は、まず年金システムを

る人生を過ごすために国が取る

の混乱を早急に解決し、希望あ

うあるべきか。今日の年金問題

育問題など国の根幹に拘わる

憲法改正、官僚制度改革、教

挙の争点となりましたが、今後、

△年金のシステム化が参院選

されます。

全く同じだということに驚か

△大正十三年の状況が現在と

提唱しました。

もハッキリして、各層の人々の

大きな問題について注視しま

しょう。（尚）

納得のいく道をとることである。

美俗を捨てて、欧米の文化を無

現在の日本は、かつての良風

高槻市

江上一嘉

我が国の老人福祉、厚生はど

大阪市

三木泰弘

には戦後から脱却する政治をや

叫んでも、心の問題であり、厳

せない限り、日本の政治が欧米

界に進出しました。

枚方市

大阪市

って貰いたい。

しい教育と厳しい罰則を課さな

諸国に伍していけないどころか

四ッ碇明也

ければ、正常に戻らないのでは

川西市

一、公務員の六十六％減員

地球上から消えてゆくのではな

小野ひとみ

不利益になる財界ベッタリの金

いる。中国の軍事大国化やイン

今の参議院は衆議院のコピー

出来るだけ排除するため、議員

政治におけるポピュリズムを

竹森健剛

ないか。

三、上級公務員は武道を条件と
する（文武両道が必要）
四、すべて武士道を学ぶこと。
日本の周囲を原爆保有国に囲

権政治が幅をきかせています。

議員の数ばかり多くて国民の

まれ乍ら、非核の原則を空念仏

もっと大衆が生き生きと生活出

村上一道

の如く唱えてひたすら日米安保

来る将来にして欲しいものです。

堺市

条約にのみ過大な期待を寄せて
ド、パキスタン、北鮮を見ると

であり、同じ質疑を二度やって

鈴木和彦

核保有が如何に国際的発言力を

いるに過ぎない。
意志決定に時間が掛かり過ぎ

増し国家の安全に寄与するかを
私たちも肝に銘ずるべきだ。

生駒市

二、公務員の所得一〇％カット

大阪市

心の荒廃を招いた。今こそ、日

国会議事堂
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七 ツの 悪 魔

治は、昔の野武士が天下を争っ
た時と少しも異らぬ。

ない。

『品性なき知識』は近代人の

なことを言うが、内心は政権に

顧みざるに至った。毒ガスの発

近代科学の進歩は全く人道を

最も恐るべき敵である。

有りつきたいが一心で、その言

明の如き、その著しきものであ

政党政治家は口先だけは達者

うところは政権熱のうわごとに

る。

山治

楽をほしいままにする傾向が次

過ぎない。しかしながら昔と違

武藤

第に増えてくるようであるが、

って、今日は立憲政治の世の中

國民會館創始者
先日、ある西洋の雑誌に七ツ
快楽にもそれぞれ限りがある。

「道徳心なき産業」「良心なき

が掲げられてあるのを見た。

れあるを知りて他あるを知らざ

『良心なき快楽』この標語は己

義の争いとせしめねばならぬ。

治を虚偽陰謀の争いから真の主

であるから、われわれ国民が政

『犠牲なき信仰』この標語は近

対するよき諷刺である。

も確かに現代科学進歩の一面に

『人情味なき科学』この標語

の悪魔と題して、左の如き標語

快楽」「仕事なき富」「主義な

る人には良い教訓である。

情味なき科学」「犠牲なき信仰」

さもなければ何か仕事をするが

る。体が弱ければ仕方がないが、

金持でただ遊んで暮す人があ

いく。しかもこれが善用されて

知識は日進月歩に普及されて

醒すれば、政界淨化は容易である。

われわれ国民にしてひとたび覚

以上、いずれも時世を指摘し

傾向はわが国に於いても著しい

あることを諷したもので、この

年信仰が次第に形式に流れつつ

『武藤山治百話』より

金儲けの仕事を捨てて遊んで暮

富豪にも善悪いろいろあるが、

と呼ばれる広大な農地八十三ヘ

南濃町と養老町にまたがる下池

武藤山治の郷里岐阜県海津市

佐久間橋、平松橋と命名される

流地点に橋が架けられ、武藤橋、

この度、五三川と津屋川の合

郷里に武藤・佐久間・平松橋が竣工

社会の不幸これより甚だしきは

せい

いずれも時代に対する諷刺で

よい。あながち銭儲けの事ばか

こそ社会はその恩恵に浴する。

たもので、短い言葉ではあるが

ある。

りが仕事ではない。いろいろ国

逆に悪用されるならば、その被

無限の味がある。
英国では国を愛する心から、富
豪が政治に関係しているからで

らす人には、政治の仕事は社会

クタールは代々庄屋を務めた佐

ことになった。

主佐久間喜義、国三郎の長男武

間国三郎が干拓に励み、更に当

名前を後世に留めようと今回の

土の英雄武藤山治、平松不殺の

開拓に貢献した佐久間家と郷

み かわ

藤山治、四男平松不殺らが「佐

命名となったことは、嬉しい限

い

干拓に成功した。

奉仕の仕事として最高のもので

久間家の土地で、明治時代佐久

『主義なき政治』この標語は

久間土地株式会社」を設立し、

りである。

に意義有るものと思う。
真に現代わが国政治家にとり、

最新の排水機を用いて大規模な

ふ さつ

頂門の一針である。わが国の政

『仕事なき富』この標語は誠

ある。

あるといわれている。

ようである。
のため他人のためになる仕事が

る危害はそれだけ大きくなり、

産業立国！この言葉は近頃わ
が国に於ける流行語の一ツとな
り、政党の看板にまで使われる
ようになった。だがこの看板を
食い物にして一儲けしようとす
るようなことは考えてはならぬ。
『道徳心なき産業』この標語
はわが一部の実業家には良い戒
めの言葉である。
文明の進歩と共に、人々の歓

英国の政治が腐敗せぬのは、

沢山ある。

かく

き政治」「品性なき知識」「人

鐘紡中興の祖 武藤山治

ブ ラ ジ ル 移住の歴史を尋 ね て
大塚理事の取 材 旅 行
年八月十二日から二週間、ブラ

國民會館の理事大塚融氏が昨
現在、サンパウロから飛行機に

胡椒の生産が順調にすすんだ。

で最短で四時間四十分掛かる計

乗ってベレンを経てトメアスま

昭和三年（一九二八）武藤山
算で、日本人ではなかなかそこ
大塚氏は武藤会長から「ぜひ

治は南米拓殖株式会社を設立し、
マゾン川の支流にあるトメアス

まで出掛ける人は少ない。

というところへ進出することを
トメアスまで足を伸ばしてほし

ブラジルへの移民を計画し、ア

決定した。
メアスを訪れることになったが、
日本から裏側の国までは二日を
超える長時間の旅行となった。

地ならではの発見が数々あった。

日亨日記の価値を知るなど、現

いタイミングであったと言えよ

先駆けて取材できたことは、よ

取材陣が押しかけるが、それに

ため舞子のお爺さんの家で育っ

静子さんは父親の海外出張の

十九日老衰のため逝去された。

長孫吉田静子さんが昨年十一月

国民會館の創始者武藤山治の

の姿を紹介した。当時を鮮明に

われました」と武藤山治の生前

目を向けねば駄目だ』とよく言

た。また『これからは、海外に

ケールの大きな、優しい人でし

山治の生涯」に出演され、「ス

た。七年前にビデオ映画「武藤

ん」と呼ばれて特に可愛がられ

郎治に嫁ぎ静子さんが誕生。

今年はブラジル移民百周年に

た。初孫だったため「しいちゃ

享年九十一歳

う。

あたるので、数多くのマスコミ

吉田静子さん逝去

票

という政治、教育の核心を突

いた要望でした。続いて四位

新テロ特措法の成立が 票と

いう安全保障、外交問題に関

する要望が上位に入りました。

一方今マスコミが大きく取

り上げている年金制度の改革

については五番目 票に止ま

り、いわゆる世論と少し違う

ご子息吉田進氏は目下パリに

在住の作曲家でオペラの作曲、

作品は数多くあり、武藤記念講

のが意外でした。

存在であった。

覚えている親族の中では唯一の

さんは中上川彦次郎氏の三男三

武藤山治初代会長の長女蝶子

享年九十一歳であった。

武藤山治創始者の長孫
在りし日の吉田静子さん

福田総理への注文
教育正常化が第一位
十二月の講演会に出席され
た会員へのアンケートを行い
総理に特に注文する三項目を
選んで貰ったところ、つぎの
ような回答が寄せられました。
一位 教育の正常化

票

上位三位に入ったのは
二位 財政の再建

票
でした。

三位 行政の簡素化

一番低いのが十位日中親善

座では、フランス国歌、君が代、

の中に多くのファンがいる。

感動を与える講演をされ、会員

第九、シャンソン、演歌など、

8票、九位所得格差 票で世

間で騒がれる問題も大局的に

冷静に見ていることがよく分
かりました。

映画の取材を受ける吉田静子さん

大塚氏の取材の目的の一つは
大正十五年渡伯した滋賀県の春
日亨夫妻が綴った昭和四十三年
までの日記（五十五冊）の足取
りをたどることであった。
今回奥地のトメアスまで出掛
けた結果、四十人余の移民に面
接でき、貴重な資料を入手する
ことができた。
治安の悪いブラジル、しかも
奥地まで出掛けることにご母堂
などの反対がある中での取材旅

51

い」と要望され、夫人と共にト

このトメアスは赤道に近いこ
とから気候が悪かったのだが、
ブラジルならどこでもコーヒー
ができるだろうと考え、最初は
コーヒーを作ったのだがうまく
行かず、それに加えてマラリア

取り戻せという意見がもっと

戦後混乱した教育を正しく
如かず」の諺のとおり、開拓を

めには行政の無駄を是正せよ

財政を立て直すこと。そのた

も多く、つぎに悪化した国の

行であったが、「百聞は一見に

67 72 102
計画し、実行し、支援した「南
米拓殖株式会社」についての研
究が全然なされてないこと、春

30

12

も発生し、最初の移民は、壊滅
的な打撃を受けてしまった。
しかしその後シンガポールか
ら胡椒の苗を輸入し、移植した
ところ生育し、日本移民による

アンケート

ジル取材旅行に赴いた。

トメアス文化協会の前にある武藤山治の胸像

教科書検定制度と
沖縄戦集団自決
京都産業大学法学部教授

所

功

要求を退けたけれども、他方で

してしまった旨を陳謝した。

と面会して、遺族のために偽証

これと同趣の確実な証言は、

爾後この類の記述に検定意見を
付けない、との方針を示した。

他にも続出している。

よって、文科省では前述のよ

そこで、かねて沖縄戦末期の
一般住民による集団自決を„軍

平成十九年後半の
武藤記念講座

日（土 ）

志方俊之氏

「 大丈夫か、わが国の危機管理」

7月

帝京大学教授

日（土 ）

政治評論家 三宅久之氏

「 選挙後の問題点を指摘する」

9月

資料によれば「軍命令・強制」

うな手続きに則り、これらの新

る著者グループは、その見解を

という事実を立証できない現在、

命令による強制虐殺“と主張す

筆者）が世俗的な思惑などで記
記述して提出すれば、それに反

の答申を左右したり、会社側（執

用）は、慎重に次のような手続
述を改変したりすれば、この制

そのような記述は不正確と指摘

をパスできることになった。そ

け入れて修正したのである。

したところ、著者側もそれを受

した女子挺身隊員の宮城初枝さ

内外の圧力に屈して改変要求に

識の譏を免れない。また国側も

没した民間人の遺族への年金支

援護法」拡大により軍命令で死

により、米軍の本土攻撃を断念

の死闘（戦没者二十万人以上）

しい。だからこそ、軍官民一体

日（土 ）

日（土 ）

寛氏

功氏

本質的に見直す」

京都産業大学教授 所

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

陽氏

楊氏

元駐タイ大使 岡崎久彦氏

日（土 ）

日（土 ）

脇村春夫氏

史料研究家 大塚

融氏

「ブラジル開拓と武藤山冶」

3月

全国高等学校野球連盟会長

明るい未来」

「高校野球の歴史と

2月

「今年の日本外交の展望」

1月

平成二〇年上半期の
武藤記念講座

小説家 水木

「創造的破壊の企業家」

月

東京会場

日本女子大学教授 臼杆

「イスラム世界の現状と将来」

月

「『国民の祝日』を

月

京都大学大学院教授 中西

日本の外交」

「今後の国際情勢と

月

きを経て作成されている。

する新資料が出ない限り、検定
して現に三十年近く、このよう

害無益なものとなりかねない。

稿本を文部科学省に提出する。

れると、二十五年前にも劣らぬ

しかし、著者側が明確な根拠

しかるに近年、たとえば沖縄

研、平成十二年刊）のなかで、

も示さないで記述の改訂を申請

沖縄の抗議運動が多くのマスコ

昭和二十年六月当時、座間味島

するようなことは、まさに不見
んが次の様な真相を公表した。

応ずるならば、検定制度を自滅
から玉砕命令は一切なかった。

給資格調査のため来島した厚生

させえた事実なども正確に明記

沖縄戦の悲劇は、確かに痛ま

省の係官に対して、「住民は隊

して、慰霊と感謝の誠を捧げる

[しかし同三十二年「遺族等

させることになろう。

e同島守備隊長の梅澤裕少佐

そしり

村役場の宮里盛秀助役らに同行

出身の宮城晴美氏著『母の遺し

ところが、今春（平成十九年

ところが、既に二十五年前（昭

ミで喧伝され、それに著者側が

な論調の教科書が全国の小中高

④その審議会意見を担当調査官

和五十七年）、マスコミの誤報

たもの│沖縄・座間味島「集団

②同省で各教科の教科書調査官

から原稿本の執筆者に説明して、

（中国への「侵略」との記述を

便乗し、国側も動揺している。

三月）、その検定結果が発表さ

納得すれば修正され、不服なら

「進出」と書き直させたと称す

一部の著者が「日本軍により

自決」の新しい証言│』（高文

に広く出廻っていたのである。

ば論拠を示して反論する。

る意図的曲解）により起きた教

が全責任を担う国定発行と著者

沖縄の住民が虐殺された」とい

長の命令で集団自決した」と証

ことのできるような教育が必要

（平成十九年十二月八日稿）

だと考えている。

言（偽証）した。
fけれども同五十五年、良心
の苛責に堪えきれず梅澤元隊長

10

11

12

（大学教員クラス・各数名）が、
白表紙原稿本の明らかな誤りや
著しい偏り等の有無を調査する。
③同省から委嘱された教科書検
定審議会（各分野の専門家十数
名）が、調査資料を参考に記事

⑤かくして合格条件を満たせば、

科書騒動の際、沖縄戦の記述に

内容等の適否を判定し答申する。

文科大臣の「検定済」となる。

が全責任を負う自由発行との中

う類の記述を、検定意見に従っ

も混乱を生じた。

間にあり、双方が責任を自覚し

ていったん削除しながら、沖縄

このような検定制度は、国家

てより良い教科書の完成に努力

の抗議行動などに後押しされて
当時の文部省は、一方でその

復活要求したのである。

することで成り立つ。
逆にいえば、国側（政府・文
相）が政治的な立場から審議会

6

１7

15

13

12

23

15
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10

の研究者・教育者の執筆した原

度は成り立ち難く、かえって有

現在わが国の教科書（小中高

１4

1

①民間の教科書会社が、各教科

各社の日本史の教科書

岡本年晁

高石市

麻野泰蔵

箕面市

廣野喜一

大阪市

重政達哉

を早急に実行

であるが、世論調査では賛成が

以上の可決の可能性が出たよう

新テロ特措法の衆議院2／3

なしや。特に総裁として自ら立

│職員意識の刷新│

一、社会保険庁の内部構造の改革

すこと。「八紘一宇」の日本建
たんとする時に「貧乏神かも知

反対を少し上回っている程度で

国益を思う赤心の一片ありや
国の精神に基づく「世界連邦」

二、特別法人組織の刷新
定年制の実施

三、社会倫理の復元と実践

│総理自ら率先して広く語り、

北端広昭

美しい日本の国民性を呼び
戻してほしい。

奈良市

与党は衆議院の2／3の多数

を占めている事実があるのだか

目に映ります。

今でも現実の姿として我々の

不正を鋭く糾弾しましたが、

政治の肥大に警鐘を鳴らし、

大正時代に武藤山治が官僚

り波乱に満ちた一年でした。

△昨年は数多くの出来事があ

います。

明けましてお目出度うござ

編集後記

活用してほしい。

福田首相はもっとメディアを

明するべきである。

て関心の薄い国民に重要性を説

ある。福田首相はテレビ出演し

れない」の言はリーダーとして

敏

張する日本外交」を撤退させな

│天下り役職者の給与制限と

の建設を最高の国是として貰い

小橋

主権実行者としての適格者では

の資質と覇気に著しく欠ける。
田中一喜

ない。
堺市

小泉、安倍内閣が築いてきた

民主党のダダごねトップ級を

いで世界の尊敬を得るような外

「中国の言いなりにならず、主

打破し、攻撃型若手を自民党へ

交を推進すること。

あれ。

もって強硬突破をする改革型で

に見えるが弱い。もっと自信を

総理は調整型有能官吏のよう

奈良県北葛城郡

たい。

福田総理への私の提言

大阪市

日本が国際社会に貢献できる
「新テロ特措法」の成立を期す
こと。
誘って再教育せよ。

大阪市

ら、福田総理は小沢代表に低姿

教育は温故知新で日本のよい
伝統、道徳を正しく教育してほ

年金制度の改革、福祉政策の

吉村照治

しい。それが世界で日本が尊敬

解決してほしい。

天狗佑太呂

まず年金、福祉、税制問題を

みれば歯痒さを感じる。

勢すぎると思う。国民の側から

され、信頼される根本です。
本多るみ子

若き日、夢見ていた悠々自適

茨木市

日本の将来を担う子供の教育

の生活が送れないのは残念です。

大阪市

ボイコットした福田総理に国家

「老齢」と偽称して総裁戦を

福田首相の姿勢に違和感を覚え

の体たらく。それを引き継いだ

治生命をかけると言いながらあ

△武藤は立憲政治の世の中で

百年の計を期待できない。野党

る。その意味からも日本の成り

安倍前首相はテロ特措法に政
一、官僚支配体制からの脱却

との対話姿勢を固執し続け、新

立ちを学ぶ歴史観の教育が必要

いて、今年も討議されますが

斎藤基樹

二、国会議員の半減

テロ特措法の成立を遅延させ我

である。とりわけ「修身、歴史

深い関心を持って注視する必

国の将来を左右する問題につ

△また教育、外交、軍事など

現すると説いて回りました。

政界浄化、行政の効率化が実

は国民が覚醒することにより

三、税制の抜本見直し

が国の信用失墜という重大結果

地理の教育禁止令」により改ざ

│行政のスリム化│
│直間比率是正│

を招いた罪は重い。
四、安全保障体制強化

されたい。

新法が成立したら直ちに退陣

要がありましょう（尚）

│憲法改正、非核三原則の
見直し

必要と思われる。

んされた自虐的歴史観の是正が

奈良市

らし易い社会を実現してほしい。

方針・体制の正常化を強く希望

えたい。

推進、所得格差の是正を強く訴

小林節夫

老人にとって明るく、健康で暮

宝塚市

する。
身近でないからと何が生じよ
うと無関心な者、親子関係にお
いても同様に自己中心的である
ものが多い。
戦後教育の成果がこの有り様

小森義峯

では間違っていることは明白で
ある。
京都市

米国製の占領憲法を破棄し、
「大東亜戦争」を公称し、日本
人としての自信と誇りを取り戻
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軍 用 鳩の顕 彰
武藤

山治

戦士の墓碑同様に記念されてい

國民會館創始者
先年ベルギーの首都ブラッセ

国の首府ワシントンに於ても、

が行われた。之と相前後して米

た軍用鳩三万羽の記念碑除幕式

ー軍が使用して名誉の戦死をし

鳩の片脚に命中して脚は砕けて

び行く途中、一弾飛来して、此

る通信を体に付けて空中高く飛

たれたものであったが、重大な

第一戦線から後方の軍本部へ放

ーナン・ロードの激戦に於て、

此鳩は一九一七年十月三日ム

のものであったが、ヴェルダン

此鳩は第一八三番という記号

頌徳表が壁に掲げられている。

塞には今尚其鳩の勲功を記した

殊勲者である。ヴェルダンの要

るのである。

同じく欧州戦争に参加して大功

しまった。その上に弾丸は鳩の

の激戦中、実は三回に渡って砲

ルに於て、欧州大戦中にベルギ

を奏した米軍の軍用鳩『プレジ

脚に付着してある通信管をつら
抜け出た程の重傷を彼に与えた。
然るに此軍用鳩は斯かる重傷に
もひるまず、しかも篠つく雨の
夜空を飛び通して、遂に軍本部
の鳩舎へ帰来して、無事に重大
通信を届けると、其場で息絶え
て仕舞った。
ヴエルダンの戦役、これは欧
州戦争中最も激烈を極めたもの
であるが、其戦場に雄飛して大
功を建てた一羽の軍用鳩がある。
此鳩は戦後まで生残って、フラ
ンスの勲章に相当する『銀輪』
をはめていたが、彼は実にヴェ
ルダン城を敵の包囲から救った

通信管を付けた軍用鳩

大阪市中央区にある綿業会館

は、昭和六年に建築された。戦

災にも焼け残り当時の見事な建

紡績の歴史を語る綿業会館

なる通信を運んだもので、其最

後に運んだ通信はヴォーの要塞

の防御司令官として有名なレイ

ナル少佐からの通信であった。

少佐の通信は、

『我軍は今尚死力を尽くして応

戦中なり。されど今や極めて危

険なるガスと煙幕の攻撃を被り

つつあり。即刻の救援を要す。

これ余が許に残る最後の鳩なり』

という誠に悲壮なものであった。

我々は一羽の小さき軍用鳩すら、

かかる尊き犠牲を払いつつその

重大なる責任を遂行せしことを、

人間として更に深く反省すべき

である。

『武藤山治百話』より

る記事を大きく掲載した。

は武藤治太会長が会館を紹介す

を象徴している。今回日経新聞

ホールは往時の繊維人の気構え

を彷彿とさせる大理石の美しい

た額が飾られ、繊維の全盛時代

を被う）という意味がこめられ

藤山治の『衣被蒼生』（衣が人々

学する人々が多い。館内には武

築材料を駆使したこの建物を見

繊維の歴史を誇る綿業会館
重要文化財として脚光を浴びる

煙弾雨の裡を飛んで、最も重要

軍用鳩の代表として、彼の無名

州大戦に参加して戦死した英国

中に安置されている。それは欧

の鳩の骸が立派な硝子製の函の

士の記念碑』のすぐ傍に、一羽

英国では彼の有名な『無名戦

た。

られた軍用鳩の墓碑が建設され

デント・ウイルソン』と名付け

ぬき、体中をめぐり、首筋まで

国会議員時代の武藤山治

時 事 新 報 誕生百二十六年
編集をしながらも、この癒着問

判、攻撃していた。時事新報の

家、官僚、財界の癒着を常に批

経営立て直しに努めた。

制となり、前田久吉が積極的に

藤正徳社長、前田久吉専務の体

時株主総会が開かれている。

きている。だから毎年七月に定

五百万円の会社として今日も生

詳細報道、女性記者活用、カラ
ンペーンを始めた武藤は、財界

「番町会を暴く」というキャ

題に対し筆の刃をつきつけた。

をして「休眠会社」となった。

以後産業経済新聞社に経営委託

「産経時事」の題字となったが、

同三十年産経新聞と合同して

に寄稿している。

との論文を「新聞研究四月号」

が年来の当社の課題である」

新聞界に大き な 足 跡
時事新報は明治十五年（一八
ー印刷、天気予報、広告大特集

と官僚の癒着の実態を鋭く追及

時事新報の復刊は目下難しい

八二）福澤諭吉が創刊した新聞
など多彩にわたった。

福澤の信用と名声によって二年

筆を執って国民の啓蒙を計った。
産の寸前にまで追い込まれた。

け、社業は傾き昭和七年には倒

しかし関東大震災の影響を受

武藤に「身の危険に注意するよ

であまりにも影響が大きいので

した。時の権力者に対する攻撃

たが、時事新報社は資本金六千

「時事新報の題字は完全に消え

新聞顧問の鈴木隆敏氏は

時事新報の歴史に詳しい産経

待を寄せたい。

得る復刊という大事業に強い期

を送り、産経新聞社だけがなし

た新聞社を盛り返すのが、恩返

逮捕、起訴され政界をゆるがし

て、十一名の政官財の関係者が

日本の伝統維持

北鮮の核、拉致問題

学校教育の正常化

を得ました。その結果は

票

票

票

ころ、百七〇名の方から回答

問選んで下さい」と求めたと

の方に「関心のある問題を三

七月の武藤記念講座に出席

れは会員の方々が、金権万能

答が上位に踊りでました。こ

子孫に継承すべきだという回

統を大切にし、これを身につけ、

尊敬されるためには美しい伝

りました。日本人が世界から

本の伝統の維持」が3位とな

また北鮮問題とほぼ並んで「日

同二十五年板倉卓造会長、伊

努力で「時事新報」復刊。

昭和二十一年、前田久吉らの

型式で身売りすることになった。

れた相手の「東京日日」に合併

ったが、時事を窮地に落とし入

を呼んで体勢立て直しの策を練

った。そこで大毎から前田久吉

二転三転し、会社は財政難に陥

しかし武藤の死後、責任者が

至った。

この告発記事が引き金となっ

落とした。

五発の拳銃の弾を浴びて一命を

た結果、斉藤内閣が崩壊するに

鎌倉で出勤途上一暴漢が放った

昭和九年三月十日、武藤は北

かなかった。

られた天の使命だ」と一歩も引

しかし武藤は「これは私に与え

目には部数は五千部を超え東京

政治、外交については「官民

しだと神戸から上京して来た。

学校教育の正常化が1位
北鮮問題2位、
日本の伝統維持3位

う」との忠告が多く寄せられた。

の最有力紙になった。

調和論」「国会開設」「帝室論」

鐘紡時代の経営手腕を発揮し、

その結果二年後には福澤先生の

アンケート

その後一万数千部の発行部数
となって、「日本一の時事新報」
と誇るようになった。
創刊時の社長は後の三井銀行
の大立者となった中上川彦次郎
で、米国から帰国した武藤山治
を採用し鐘紡の支配人に抜擢し

静かに余生を送ろうとしてい

「明治十年丁丑公論」「痩せ我

更に日頃の薀蓄を傾けて社説、

古い歴史を持つ時事新報であ

墓前に業績回復の報告が出来る

界に身を置いた武藤山治は政治

れた現状に眉をひそめ、将来を

大分の教員採用不正問題など乱

題、凶悪犯罪、不登校、それに

が上位を占めました。非行問

度が入りました。

改革の推進。5位には年金制

4位には注目されている行政

識の持主だと敬意を表します。

の考え方とは違い、立派な見

年配者の多い当会員の方は

い拉致問題と共に大きな関心事

に大きな脅威を与え、進展しな

次に隣国の核問題はわれわれ

を高く評価します。

られ、これが下位だったこと

の大きな問題の方を取り上げ

題にも拘わらず、国家、社会

直接自分の生活に影響する問

であることを示しています。

ました。

む会員が多いことがよく分かり

憂えて、学校教育の正常化を望

87 88 113

た人物である。
しかし何と言っても時事新報
の最大の特徴は、福澤の社説、

慢の論」などの見事な論説や「脱

論説を書き、社長兼編集長兼技

たところであったが恩師の作っ

亜論」など今も話題になる福澤

師長の仕事を一人でこなした。

るが、時代の先駆けを行く編集

ところまで漕ぎつけた。

えた。
海外ニュース速報、社会面の

ところで衆議院議員として政

方針は新聞界に大きな影響を与

ちゅう

の論文が掲載されている。

論説の存在価値であった。

藤山治に出馬を要請した。

この時、福澤の門下生達は武

われわれは心強い発言に拍手

で、福澤自身社説、論説を自ら

各社の新聞を壁に貼り検討する武藤社長

玉井

大正・昭和初期の選挙活動
慶應義塾大学法学部教授

清

たことでも注目を浴びる選挙で

して期待が寄せられた。

定は、大きさや色についての制

ポスターやビラについての規

今までの納税資格の撤廃によ

限を設けたが、数、場所、内容

あった。
って約三百万人の有権者は一千

その結果全国で三千万枚以上

についての制限はつけなかった。

区制への移行で、各候補者の選

のポスターが街中に溢れること

二百万人に増大し、更に中選挙

また立候補届出制と供託金制
挙運動地区は拡大し、対象とな

の理由から禁止された。

四回総選挙は原敬内閣が小選挙
が採用され、選挙資金の制限規

なった。

大正九年（一九二〇）の第十
区制を導入した結果、与党の政

る選挙民は前回に較べ約十二倍
になった。

定も定められた。これによれば
最高限度額は東京六区の一万七

さを確保し、

が選挙の公明

と「 文 書 戦 」

した「言論戦」

大衆を相手に

このため、

友会が単独で過半数を大きく上
回る二百七十八名を当選させた。
しかし大正十三年の次の選挙
では貴族院を基盤にした清浦奎
吾内閣に対して「時代に逆行す
る内閣」と議会やメディアから
反発が巻き上がり、憲政会、政

政策中心の選
挙を実現させ

このため選挙費用が高騰し、

日（土 ）

平成二十年の武藤記念講座

1月

日（土 ）

元駐タイ大使 岡崎久彦氏

「今年の日本外交の展望」

2月

脇村春夫氏

「 高校野球の歴史と明るい未来」

全国高等学校野球連盟会長

日（土 ）

「武藤山治の先見性」

3月

國民會館会長 武藤治太氏

日（土 ）

史料研究家 大塚

融氏

「ブラジル開拓と武藤山治」

4月

日（土 ）

同志社大学教授 村田晃嗣氏

「日本の外交と日米中外交」

5月

日（土 ）

探検家 b 橋大輔氏

「 ロビンソン・クルーソー島の探検」

6月

政治評論家 屋山太郎氏

日（土 ）

│8月休講│
9 月 日（土 ）
（予 定）

平成国際大学名誉学長 中村勝範氏

「今後の中国と日本の対応」

7月

「 福田内閣と官僚内閣制の終焉」

髙

友会、革新倶楽部のいわゆる護
憲三派が議会の多数を占めるこ
とになった。

られ、これこそ普通選挙を飾る

街に選挙ポスターが氾濫して、

ることが求め
千円であったが、実際は五当三

に相応しい選挙運動だと奨励さ

選挙結果は定数四百六十四名
中護憲三派は二百七十七名、政

落とささやかれ三万円では当選

ーの弊害について、選挙後に問

友本党百十二名、武藤の率いる

「言論戦」とは選挙民に向か

題視され、その後改正されるこ

街の美観を損なうようなポスタ

当時は投票日の当日も選挙運

って、政策を訴える演説を中心

とになった。

れたのである。

動は行われていた。その代わり

にするものであるが、「文書戦」

各政党、各候補が図案や標語

できなかったと言われている。

これにより護憲三派が組織し

選挙日は投票所の入口から三町

とは、従来から行われてきた立

実業同志会は八名、無所属六十

た第一次加藤高明内閣が成立し

以内に選挙事務所を設置するこ

七名となった。

男子普通選挙が導入され、小か

を競い合い、種々の個性あるポ

戦前では第一回普通選挙が最初

候補者の挨拶状や推薦状等の配
凝らしたビラやポスターを通じ

で最後であった。

と、文書の配布や掲示も禁じら

て行う選挙運動である。とりわ

（本稿は四月にNHK教育テレ

ら中選挙区制にと変わり昭和三

選挙ポスター狂騒曲

けポスターの積極的活用は、不

ビで放送されたテキストの内容

スターが街中に氾濫したのは、

第一回の普通選挙では種々の

特定多数の大衆を相手にする場

の一部を編集部において抜粋し

布に加え、政策や主張を意匠を

選挙運動の多様化

意匠を凝らした選挙ポスターが

合、有効と考えられ、第一回普

たものである）

れた。

普通選挙法は従来の選挙運動

大量に作成され、選挙運動に初

選を象徴する選挙運動の方法と

12

23

15

19

17

14

12

日（土 ）
（予 定）

（会場）六本木国際文化会館

政治評論家 屋山太郎氏

「 福田内閣と行政改革の行方」

月

東京地区講演

産経新聞編集委員 藤原義則氏

┃語り継ぐ意義┃」

「真珠湾から大和まで

月 4日（土 ）
（予 定）

大阪大学教授 坂元一也氏

┃どうなる日米同盟┃」

「激変する世界と日本

6

18

年初めての普通選挙が行われた。

まず選挙運動の主軸であった

めて本格的にそれらが投入され

に種々の変更をもたらした。
戸別訪問が買収の温床になると

10

10

実業同志会公認候補の選挙ポスター

船にまで貼られたポスター

政治・経済問題
近藤欣治

米国の占領政策の悪しき成果

大阪市

孝
枚方市

により、今や祝祭日に国旗を掲

国心を持って団結することにな

宮田

は核を持つべきである。百歩ゆ

現在の課題は日本人が日本人

げる家庭はほとんどない。国旗

る。国旗掲揚、国歌を歌わない

聰

による節減は勿論喫緊の課題で
ずって、核を持たなくても、何

たるべく正常な感覚を有した青

改めて思うことだが「教育勅

日本の現況を最大の悲劇として

吉川

あるが、受益者である国民が広
時でも作れる、使える状況を作

や国歌により民族を自覚し、愛

語」に書かれている事柄を今一

憂うるものである。

東大阪市

く負担する消費税の増税は避け

少年を育成することにあると思

三木昌美

度深く考察してみることが必要

平成の失われた十年は冷戦後、
っておくことである。

芦屋市

である。教育の淵源は正にここ

て通れぬ国民的課題である。益

中国は小数民族の虐待を繰り

に存するものである。

世界の構造変化に対応できなか

う。

返しながら、軍事費の増大を図

国破れて憲法だけ残るのは情

ってきた。今わが国を取り巻く

大阪市

した多くの外国人に大きな感銘

を求めんとせば応分の税負担は

アジアが危機をはらむ状況であ

大分の事件が明るみになり暗

を与えた日本人の美徳は敗戦後

ったことにある。小泉、竹中路

る。自衛隊を国防軍として、す

澹たる思いである。これを機に

大きく衰退してきた。しかし日

けない腹だたしいことである。

べての国民が尊敬と感謝の念を

「先生を尊敬できない」という

本人のDNAに刻まれた先祖の

やむを得ぬ。大所高所から国家

これは日本の将来を考えず、自

持たなければこの国は守れない。

声が上がったが、その人々も戦

線によりやっと目覚めたが、福

分達の居心地のよい世の中を求

木原敏行

叡知は決して絶滅していないと

財政の危機を直視すべきである。

める守旧派の国会議員が多数存

名張市

後日教組が猛威をふるった頃の

信じる。日教組による反日教育

田政権で逆戻りしてしまった。

在するからだ。若い人達が立ち

主権国家に挑戦するような北

教育を受けた人達で、こうなれ

を一日も早く改善し、日本のよ

行政改革への早道は、権力を
持つ者がこれを駆使して改革を

産の危機に見舞われることが必

このような不正があれば将来倒

暑い夏がやって来ました。ガ
ソリンが高騰し、夏のレジャー
も中々大変なようです。
△こんな時我々は世界の一員に
組み込まれて生きていることを
痛感します。
△身の回りの生活も大切ですが、
わが国の将来、外交、軍事、教
育について、より深く学ぶこと
が必要ではないでしょうか。
△常に問題意識を持とうと講演
会に出席し講師の話を聞いてい
ると、今迄見えなかったものも
見えてくると思います。 （尚）

編集後記

江戸、明治時代を通じて来日

山本好弘

上がって新しい日本の姿を追求

鮮による拉致を米国に頼ること

ば道徳教育の要否を論じている

き伝統の復活を目指したい。

豊中市

小中学校の教育プログラム

豊中市

して欲しいものだ。

枚方市

なく日本が真剣に取り組んで貰

場合ではない。

即刻「人の道」「公徳心」そ

赤坂昇三

実行することである。官僚の我

最近、国家・地方公務員、企

いたい。また日米安保に頼るこ

麻野泰蔵

田引水の行政ではなく、選挙で

業トップ、政治家など人の上に

となく北鮮の核に対抗できる法

の拠りどころとしての歴史教育

高石市

選ばれた政治家が本気で官僚の

立ち、人々を導く人の乱脈が目

律、兵器を整えて貰いたい。

を実施してほしい。
池田市

地方都市教育委員会の情実人

弘

意のままにならぬ行政改革に取

にあまる。日本人の道徳、恥の

教育問題

総理のあいまいな言動も、国

教育改革が最も急がれる課

事の常態化が新聞、TVを賑わ

畠瀬

り組んでほしい。

文化が消え失せている。

今の経済情勢からみて消費税

のビジョンを失っている源と思

題である。少子化に加え教育

した。大阪でも同じような事態

天狗佑太呂

の増税は避けるべきで、天下り

われる。乱世時代は偉人を輩出

のレベルが低下すれば国は自

が程度の差はあるが存在すると

大阪市

の特殊法人の整理、特別会計の

してきた歴史があるが、今こそ

ずと滅びるのは目に見えてい

小原康夫

見直し、公務員の削減等官の肥

美しい日本を導く人物が出て来

聴いている。企業においては、

島田則喜

大化を押さえ、スリム化を優先

る。
を見直し学力アップとグロー
賢

定である。公務員の不正は国の

杉原

大阪市

バルに活躍できる人材を継続

外交問題

て欲しい。
村上一道

的に行うことが先決である。
堺市

年金制度の維持、医療制度の

国際問題の混迷の根源は日本

改善を求めるならば、当然財源

存立の危機を招く。
に力がないことに尽きる。日本

的に育てる必要を感じる。

が必要となる。行政改革の推進
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会 社の品 格
國民會館会長

治太

いは兵庫県に善処をお願いする

山治とゆかりの深い神戸市ある

を保留したが、とっさにこれは、

藤山治がお互いに引き合ったの

ほか関係者の方々も呉錦堂と武

建っていたのである。井戸知事

ルの距離でいわば隣り合わせで

ではないかと、その因縁に感慨

しかないと感じたのである。

日をおいて、私は兵庫県の井

戸敏三知事に直接お目にかかり

なものであろうか、再生機構か

武藤

生機構の傘下に入ってからの出

窮状を訴え、是非この歴史的な

一方カネボウの態度はいかが

をもらしていた。

来事であるが、三年程前突然カ

建物の県による保存にご尽力い

らの命令とはいえ余りにも安易

藤原正彦氏の『国家の品格』
ネボウの社長が私の会社に来訪

ただけないかと率直にお願いし

以来物事の品格を論じる事が盛
んになっているが、私には、会
された。

残念ながら当會館の創立者武

違いないからである。

ある会社こそ繁栄することは間

れるかというと、矢張り品格の

何故、会社の品格について触

という口上であったが、次いで

り、本日はご相談に参りました

ているが、武藤家との関係もあ

部についても処分の方向で進め

を厳命されているため舞子倶楽

示により、会社財産の早期処分

記念館（旧呉錦堂邸）の隣に移

付を前提に舞子公園にある孫文

期間でカネボウからの建物の寄

を起こしていただき、わずかな

よく承知されており、早速行動

地の関係者は、この建物の事を

井戸知事をはじめ県の公園緑

度にこそ恥ずべき会社の品格が

大真面目に申し入れる社長の態

相手方に時価で買い取れなどと、

ような努力を惜しみ寄付をした

義務であろう。あろう事かその

努力するのが、品格ある会社の

産を自ら県に働きかけ残すべく

然会社の先輩の残した貴重な資

な姿勢ではないであろうか。当

藤山治が心血を注いで発展させ

出た言葉は「武藤家において、

築される事が決まったのである。

た。

たカネボウも何人かの常軌をは

時価で買い取ってくれ」という

るべきだと思うのである。

ずれた経営者の間違った経営に

ものであった。昔の話ではある

かつての会社功労者家族から

という事を感じた次第である。

モラルを欠いた社員が生まれる

もとでは会社の品格は堕落し、

た。これなども間違った経営の

ものであるかという投書があっ

し、私の糾弾がいかに間違った

は社員から匿名で元社長を弁護

らかに元カネボウの役員もしく

したが、私に対して、これは明

元社長の経営失敗の責任を追及

て「國民會館だより」で私は、

なことがあった。すなわちかつ

またカネボウには、次のよう

うかがえるのである。

より、先年事実上倒産したこと

のである。それを聞いて思わず

が、かつて当家から寄付したも

この紙上においてもかつてお
子倶楽部」という施設があった。

寄付をうけたものを、時価で買

絶句した私であった。

この建物はかつて武藤山治が居

い取って欲しいとの要望こそ会

話したことがあるが、鐘紡に「舞

住したもので、昭和九年に彼が

で苦力より身を起こし、日本の

社の品格を疑われる以外の何物
私はカネボウもここまで落ち

実業界で大成功した人物である

でもない。
鐘紡の保養施設として使用され

たのか、この会社は潰れるべく

が、鐘紡の役員にも就任してい

亡くなったあと昭和十一年に武

ていたが、明石架橋建設に伴い、

して潰れるのだなと思い至った

藤家から鐘紡に寄付され、以来

昨年まで近隣に移築され、保存

敷は舞子浜でわずか数百メート

た。またかつて呉邸と武藤の屋
私は、申し入れに対して返事

のである。
ところが、カネボウが産業再

されていた。

呉錦堂は上海の出身の実業家

はご承知の通りである。

その用件たるや再生機構の指

社においても当然品格が語られ

旧武藤邸（旧 鐘紡舞子倶楽部）

し、特に養蚕は米の産高と並行

稲だけでなく養蚕、製茶を奨励

報の重視政策をとり、鐘紡発展

一、この他にも武藤は広告、広

った。

は時事新報社を主宰した福澤の

するくらい伸びてほしいと期待
武藤は中上川が絹糸紡績に熱

広告に対する深い理解と熱意が

「福澤諭吉と武藤山治」
川井充氏が研究会で講演
来職工技術者は奴隷視され、賃
意を抱いていたことを継承し、

武藤に与えた影響と見ることが

に大きな成果を挙げたが、これ

昨年十二月十五日、大阪市中
金も出来るだけ低くされてきた

福澤が期待した養蚕業の振興の

した。
央区の日本綿業倶楽部において
ので、鐘紡へ転職を希望する労

学院経済学研究科博士課程）が

開かれ、川井充氏（大阪大学大
業同盟会の加入会社と鐘紡との

阻止しようとする中央綿糸紡績

働者が激増した。そこでこれを

併など、製糸業の拡大充実に邁

京都工場の建設、絹糸紡績の合

すなわち、日露戦争後の鐘紡

むらないものは殆どまれ」（徳

老人でも、福澤氏の恩恵をこう

一、「明治の人間なら青年でも

出来る。

「福澤諭吉と武藤山治│影響と
騒動が巻き起こり経済界の大問

ために努めた。

その展開」と題して講演されま
した。会場には西日本の大学教
りをして解決したが、これを機

題となった。結局双方が歩み寄

業設備は十工場、製糸工場は十

その結果昭和五年の鐘紡の絹

に関しても、更に多くの重要な

武藤への影響・感化ということ

富蘇峰）と評された福澤であり、

授など企業史の研究者達が出席
に紡績各社の労務管理が大きく

進した。

し、國民會館正会員の川井充氏

関連が指摘できるだろう。これ

上川彦次郎に認められ三井銀行

子といわれる三井の大番頭の中

の精神を学んだ。福澤の一番弟

度、社報の発行などの政策とし

生施設の充実と共に共済組合制

病院、食堂、娯楽室など福利厚

という武藤の考え方は、寄宿舎、

一、従業員は会社の家族である

昨年十月東京六本木の国際文

題する政治評論家、屋山太郎氏

て「新内閣・総選挙の展望」と

当日は東京在住の会員など七

化会館で武藤記念講座が開かれ
義の孫に当たる松本重治が旧岩

十名が参加して、直近の政治論

の講演会が開かれました。
崎小弥太邸を買い取って設立し

議を熱心に聞き入りました。

講演では「麻生内閣が今の官
また重治の父枩蔵は青年時代

可能性は十分ある。その後の動

次の総選挙では自民党が負ける

僚行政を力強く改革出来るのか、
武藤山治と仲がよく後に鐘紡の

い」と述べられました。

きを注意深く見なければならな
このような由来の会館におい

社長秘書として活躍しました。

まつ ぞう

開いた伝統ある建物です。

の学者、文化人を集め研究会を

たもので、トインビーなど各国

ました。国際文化会館は松方正

東京で武藤記念講座
屋山太郎氏が政界を斬る

は、研究者の今後の課題である。

三工場を数え鐘紡の生産高の中

に入社、若くして鐘紡兵庫工場

て実行された。

で大きなウエイトを占めるに至

改善された。

の支配人となった。

義の源流になったと言える。

このことが鐘紡の経営家族主

の講演に耳を傾けました。
今迄鐘紡の大経営者武藤山治
が師と仰ぐ福澤諭吉と武藤との
関係を掘り下げる研究がほとん
どなかっただけに、今回の新し
い研究が関心を引き講演の後、
出席者から熱心な質問が出まし
た。
講演の概要は次のとおりでし
た。
一、武藤は慶応義塾で福澤諭吉

一、武藤は中上川の方針に従っ

一、福澤は農業政策について水

日（土 ）

武藤記念講座

平成二十年後半の

月

日（土 ）

┃どうなる日米同盟┃」

大阪大学大学院教授 坂元一哉氏

日（土 ）

日（土 ）東京地区講演

政治評論家 屋山太郎氏

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

パリ在住作曲家 吉田

「世界の国歌について」

2月

3月

國民會館会長 武藤治太

「武藤山治の生涯」

進氏

慶応義塾大学学事顧問 鳥居泰彦氏

┃戦後体制の危機┃」

「世界の中の日本

1月

平成二十一年上半期の
武藤記念講座

国際ジャーナリスト 高山正之氏

嫉妬するのか」

「世界はなぜ日本を

月

京都大学大学院教授 吉田和男氏

「混迷する日本経済」

月

「新内閣・総選挙の展望」

月

産経新聞編集委員 藤原義則氏

「真珠湾から大和まで」

月

「激変する世界と日本

9月

平成国際大学名誉学長 中村勝範氏

「今後の中国と日本の対応」
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14

の薫陶を受け官にたよらぬ実業

て、職工技術者を厚遇した。従

7

10

10

11

12

第五十七回紡績企業史研究会が

武藤山治について語る川井充氏

ないからだ。

界遺産の対象とすべきものでは

馬俑坑等を実見して驚嘆した経

また別に発掘公開されている兵

べきではない。

定的な断層で、両者を同一視す

の堺市等がこれを候補に推薦し

て気付く明らかな相違は、ピラ

しかしこの三陵墓を対比し

が多数発見されてから、〃海の

この島で祭祀に由縁の深い宝物

も同様である。昭和二十九年、

て登録基準が決められていたが、

化遺産」と「自然遺産」につい

加五件の中に、②「百舌鳥・古

おける世界遺産暫定リストの追

ところで、前述のわが国に

した空恐ろしい思い出がある。

りつめて、王棺の部屋まで見学

ッドの中に入り、長い階段を登

ト人の三人で、クフ王のピラミ

ば今日においても生きているお

に祭祀が行われている、「いわ

め国民が尊崇の対象として実際

文化遺産ではなく、皇室をはじ

て仁徳天皇陵は、単なる歴史的

身を清めた。このみそぎ無しに

浜で素っ裸になって海中に入り

橋に下舟した私共は、直ちに海

の奧津宮に参拝した。簡略な桟

の後、翌日に小型の舟で沖ノ島

大島の中津宮に参拝、一夜潔斎

田島の辺津宮 （宗像大社）から

つ

墓」であり、「清安と尊厳を保

は上陸が許されない。

のである。

は次元を異にする〃神の島 な

要するに沖ノ島は世界遺産と

持していくということが最も重

要なこと」とされている。 （宮

内庁書陵部見解）これは歴史伝
統における〃死 と〃生 の決

國民會館会長 武藤治太 著

「武藤山治の先見性」

Ａ五判

六十三頁（4００円）送料込み

鐘紡、政界、時事新報社のそれぞれの職場において輝
かしい業績を残した武藤山治は当時卓越した先見性を持
っていた。米国留学、株式防衛策、軍事救護法、國民會
館の設立、ブラジル移民の推進など当時の最先端の仕事
と取り組む先進的思考、行動力を紹介します。

〃

（二〇〇五年二月か ら 両 者 が 統 合

市古墳群」があり、その中核が

さらに平成四年七月には、秦の

〃

され新基準に変更）内容は極めて

「仁徳天皇陵」とされ、⑤「宗

始皇帝陵の麓から、人工で構築

〃

〃
た理由は、エジプト・ギザのク

ミッドも始皇帝陵も確かに世界

正倉院 等と呼ばれているが、

にユネスコ （国連教育科学文化機

界に恥をさらした。かれらは、

厳格で、これに合格することは

像・沖ノ島」が含まれているこ

された山頂 （未発掘）を遠望、

〃

フ王のピラミッド、中国・西安

遺産にふさわしい「建築物、技

この島は昔も今も宗像神社の御

〃

その登録の認定は大きな名誉と
郊外の秦の始皇帝の山陵と比肩

術、記念碑」であり、「人類の

神体の由来する禁足の地であり、

「宗像・沖ノ島」について

されている。
する世界三巨大陵墓の一つで、

歴史の重要な段階を物語る建築

神社関係者以外の上陸は認めら

験もある。

しかし、注意すべきは、こ

後二者が既に世界遺産であるか

れない。昭和五十九年九月十日、

先ず仁徳天皇陵だが、地元

の登録をうけることが、ややも

様式」 （登録基準）ではあるが、

仁徳天皇陵や宗像の沖ノ島は
〃世界遺産 “
になじまない

関）総会で「世界遺産条約」が

すると各地域の〃町おこし つ

共に歴史上亡び去った国の王墓

私は葦津嘉之宮司の御高配で、

卓

採択され、「登録基準」も決め
まり観光宣伝の道具とせられ、

の廃墟で、現在、これを祭り、

田中

られた。遅れて平成四年に参加
本来の目的を逸脱しかねない点

皇學館大学名誉教授

した日本でも現在、十四件 （自
である。現に昨年、イタリア・

一九七二年 （昭和四十七年）

然遺産三件、文化遺産十一件）が

礼拝する者はない。それに対し

に、五件の追加登録 （計十四件）

この世界文化遺産がイタリアに

フィレンツェのサンタ・マリア・

を決めた。これは平成十八年度

おけるゴシック建築を代表し、

デル・フィオーレ大聖堂に落書

から始まった地方よりの公募を

初期ルネッサンスのシンボルで
らである。私は大阪の生まれな

月二十六日、文化審議会の世界

受けたもので、①「金と銀の島、

あること等を知って訪れたのだ

ので、仁徳天皇の御陵は小学生

きをした日本の学生がいて、世

佐渡」、②「百舌鳥・古市古墳

ろうが、この大聖堂そのものが

の頃から何度か参拝してその広

文化遺産特別委員会は、従来九

群」、③「北海道・北東北の縄

キリスト教・カトリック教会だ

大尊厳な前方後円墳の偉容に感

件あった国内候補の暫定リスト

文遺跡群」、④「九州・山口の

という自覚は無かったにちがい

銘している。また昭和四十二年

ず

近代化産業遺産群」、⑤「宗像・

ない。あれば落書きなど出来る

正月には、親友と案内のエジプ

も

沖ノ島と関連遺産群」である。

わけがない。

容易でない。それだけに諸国の

とに、私は驚いた。それらは世

世界遺産には、もともと「文

各地域における競合ははげしく、

へ

認められている。加えて昨年九

仁徳天皇陵

切れを出しています。

とする支援団体のみが一つの紙
を指すと私は考えています。

冷静に考える心構えを持つこと

裁判の結果を喜ぶ者も、悲し
む者も双方存在しているのが実

文化欄に寄稿したところ、慶応

藤堂氏がこのことを日経新聞の

真が聚心庵の書庫で発見され、

のである。

と言い伝えの中で確立していた

既に商人道徳・行動倫理を経験

されており、幕藩体制の時代に、

手よし、買い手よし、世間よし
の〃三方よし で臨むべし」と

平成の初頭に福澤の手紙や写

義塾の福澤研究センターが調査

〃

情報の行間を読む
静岡理工科大学准教授
小栗勝也

近江商人の心を
捉えた福澤諭吉

を持った田舎住まいの一介の近

態のはずです。

江商人との間に深い交わりを持

今回の訪問により「高い倫理」

しかしテレビでは用意周到の

二代目当主塚本定次が諭吉に

毎日のニュースに対して、こ

に訪れ、諭吉の直筆であること

れを鵜呑みにせず、良識という

初めて会ったのは明治十年で、

った福澤諭吉の見識と人格の立

が確認された。

側のみの声が流れます。もう一

大林年雄

諭吉の著書『西洋事情』を読ん

読売テレビ社友会幹事

フィルターで吟味し直す作業を
つの当事者が全く別の思いで判

滋賀県の五個荘に本宅を構え

か しょう

決を受け止めているはずだとい

た一人の近江商人と福澤諭吉と

すべて近江出身で、室町・江戸

塚本家では初代の時に「家内

昨今「ビジネス倫理」が叫ば

れているが、近江商人は「売り

新年お目出とうございます。
昨年はアメリカ発世界同時
不況の影響を日本がもろに受
けた一年でした。今年はこの
不況をいかにして乗り切るか、
政策の舵取りのむずかしいと
ころです。
武藤山治は、まず減税、国
の歳出の削減、行政の簡素化、
富裕階級への増税、貧困者の
救済などの解決策を提案しま
した。今、論じられている政
策のモデルを当時すでに考え、
議会で主張していました。
今年は、政治、教育、国防、
歴史についても、会員の方に
より深く学んで戴ける講座を
計画しています。
（尚）

編集後記

改めて敬服した次第である。

を求めた近江商人の学習意欲に

派さは申すに及ばず、広く知識

交流を示す諭吉からの書簡は

だのがきっかけであった。

死の直前まで手紙のやりとりを

十数通あり、「何程の才智を抱

の間に深い親交があり、諭吉が
していたという情報を得て、昨

き何程の財産を有するも身体な

です。

ご

私たちは身につける必要があり
う想像力を働かせて欲しいもの

そうでなければ私たちはマス

ます。
コミが流す情報通りに動くロボ
このような接し方を「メディ

年の秋分の日に五個荘を訪れた。

くしては百年水の泡なり」など

ットに過ぎません。
ア・リテラシー」を持った人の

近江商人といえば、創業者は

私たちは皆、選挙権を持った

時代てんびん棒で売り物をかつ

の定」、二代目に「心得」更に

態度と授業で話しています。
主権者ですからマスコミのロボ

いで全国を巡った行商人であっ

と書かれた文もある。

ットにならないために情報を読

「家憲」を作ったが諭吉は定次

も書いた。これは諭吉が亡くな

た。こうして蓄えたカネで、各
伊藤忠、丸紅などの大商社を

る前年のことであった。これら

む時には自らのフィルターを働
すると「不当判決」という紙

はじめ中小の商社まで発展した

は塚本家が会社組織になった大

の依頼によって「塚本家の家法」

一つの例を紹介しましょう。

を示している人を見ても「あゝ

企業には近江商人をルーツとす

地へ出店して成功を収めた。

裁判の判決が出た瞬間に法廷

気の毒に」と単純に同情するこ

かせねばなりません。

から駆け出した人が「勝訴」と

られ、塚本商事・ツカモトコー

正八年に「家訓」としてまとめ

ポレーションになった今日でも

るものが多い。
この日は一年に一度の「近江

生きており、バブル景気の時期

とが本当に正しいかどうか、一

商人文化祭」が開かれ、近江商

にも適用されて投機に走ること

いう文字をカメラの前に掲げる

人に興味を持つ見学者や観光客

なく経営の土台がゆらぐことは

歩立ち止まって考えることがで
これができればメディア・リ

が全国各地から詰めかけていた。

姿を時々目にします。

テラシー力を持っていると言え

きます。

判決」という紙切れを示します。

ます。『メディア・リテラシー』

自分に不都合の場合は「不当
裁判は二つの当事者で争うも

五個荘見学コースの第一番は
ら詳しい説明を聞くことができ

なかったという。
聚心庵で責任者の藤堂泰脩氏か

に出てもおかしくありません。

が言わない行間の部分」につい

た。

とう どう ひろ のぶ

というカタカナ語は「マスコミ

しかし現実にはマスコミを利

ても良識と想像力を働かせて、

じゅ

のですから二つの紙切れが同時

用して自分達をアピールしよう

15 平成21年7月31日発行

発 行 所：社団法人 國民會館
〒540-0008大阪市中央区大手前2-1-2
電話 06-6941-2433
E-mail info@kokuminkaikan.jp
http://www.kokuminkaikan.jp
発 行 人：武藤治太
編 集 人：貞利邦彦
制作・印刷：株式会社クリエーション

金で買 えぬもの

不断に教養を積んでおかなかっ

聖書にあるキリストの説話は全

説き給わず』と書いてあった。

理論は人を動かすに足らないこ

た悲哀が、しみじみと身にこた

とを悟って、演説にも文章にも

部が例えである。それ以来私は

アインシュタインのような科

例え話を主とするようになった」

えるのである。

学者がヴァイオリンを演奏する

とある。

山治

というようなことも、決して故

真の教養とは

武藤

で言う„教養“というものの一

のないことではない。教養は金

國民會館創始者
欧州大戦中のある日、一人の
部分でも得られるでしょうか」

で一時に買えるものではない。

さて教養とは何であろうか？

と尋ねた。
学長は「大学校は精神病院で

絶対的に正確な定義はないが、

「教養ある人間」として真の尊

て求められるものである。

不断の修養と努力によって初め

立派な紳士が、米国のある有名
ような懺悔話をした。「先生、

はない」ということを彼の男に

な大学の学長を訪問して、次の
私は自動発動機の発明と設計で

以上『武藤山治百話』より

敬を得るには、いわゆる博識で

めようとする心構えさえあれば、

この社員は、知識と人格を高

う実をともなわねばならない。

あるだけではなく、人間性とい

※原文の旧字・旧かなは現代文に直しています。

真の教 養 とは

武藤治太
解説 國民會館会長

以上は武藤山治が亡くなる一

されるものではない。

仮に古典や芸術や基本常識等が
それに対して学長は、「„教

年前の昭和八年四月『武藤山治

謙虚な心構えこそ

理論より例え話が人を動かす
養“というものは金を払いさえ

百話』と題して出版した百話の

なぜならば謙虚に常識を求め

未だ乏しいからといって、非難
すれば買えるというものではあ

一篇である。

仕入れようとすること、恰も入

用となると慌てて一時にそれを

努力も払わずに、さてそれが入

そして不断教養を高めていく

な考えをする者が少なくない。

るのではなかろうかと、浅はか

金さえ出せば地位も教養も買え

になったのは聖書からであり、

かように例えを以って話すよう

として書いたものである。私が

よりも、色々な事実や実例を主

の話と言う

「私個人

の話は

これら

、、
巻頭
頭言
言で
で

理であろう。

らず、未来にも通じる永遠の真

一世紀前の実例は、現代のみな

のものと言うことになる。この

らば、まさに教養のない行動そ

間性をお金で買おうとするのな

逆に立派な紳士が、知識と人

うるからである。

れはやがて立派な教養人となり

する不断の心構えがあれば、そ

て学び、かつ人格も高めようと

用の品物を急に買い入れ得ると

『キリストは例えにあらざれば

山治はその

同様に思う者もあろう。そして

世の中には此の男の如くに、

ということである。

りません」と毅然として答えた

付しましょう」と言った。

さるる如何なる講座の費用も寄

も払います。又大学総長が所望

えてくださらば、金はいくらで

し„教養“をいくらでも分け与

すると彼は「でしょうが、も

説き聞かせた。

いことは、一体どうすれば世間

そこで先生のご教示をうけた

せて行けぬので困っています。

ういう人達と話しのバツを合わ

人々に会うのですが、どうもこ

て其処でいろいろな上流階級の

い家庭に招かれるのです。そし

然、私は晩餐のために教養の高

を帯びているのです。従って自

国外の名士多数と会見する社命

うに見えた。「私は毎年、国中

自分の腕一本で仕上げた男のよ

彼の様子は如何にも能弁な、

ございます」と口を切り出した。

有名になった一大会社の社員で

鐘紡中興の祖 武藤山治

蕪村の絵が国宝に指定
武藤山治の所蔵品が脚光を
武藤山治は生前、書画骨董の

雪が積もって白く明るい。その

第に暗くなり、町家の屋根には

山並みの稜線は大胆で、麓は次

るが、自分のいる高楼からは雪

里を越えて雁が手紙を運んでく

千里』と合わせ「春が訪れ、千

今回『夜色楼台雪萬家』が国

の積もった家々が見える」とい

このように、水墨によって雪

宝に指定されたことは兵庫県で

屋根の下には灯りを思わせる朱

会社での激務の後、帰宅して

景色を表現しながら、伝統的な

は三十九年ぶりのことであり、

う意味を表わしています。

自宅で芸術品に触れ、その美し

雪景山水図が追求してきた自然

この朗報は新聞紙上を賑わしま

色が塗られています。

さを愛でるのが何よりの楽しみ

の大きさ、厳しさ、凍るような

収集が一番の趣味でした。

でありました。

した。

小さな生活への共感と息遣いの

ランシスコで行われた講和条約

この絵は昭和二十六年サンフ

びたものです。

日（土 ）

武藤記念講座

平成二十一年度の

月

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

小松正之氏

何が悪い」

前航空幕僚長 田母神俊雄氏

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

日（土 ）

泉 三郎氏

ミッキー安川氏

中村

寛氏

粲氏

報道を批判する」

獨協大学教授

日（土 ）

繁昌亭支配人 恩田雅和氏

「上方落語と繁昌亭の隆盛」

月

「NHKの戦争・歴史

月

京都大学大学院教授 中西

┃近衛文麿の挫折┃

日米・日中関係を読み解く」

「戦前と現在の

月

「 ずばり世相を斬る」

月

東京会場 六本木国際文化会館

ノンフィクション作家

┃岩倉使節団の成果┃

「明治を作った人達」

月

「日本を良い国と言って

月

政策研究大学院大学教授

「どうなる鯨とさかな」

月

講師急病のため中止

5月

元内閣安全保障室長 佐々淳行氏

有事の指揮官」

「平時の指揮官、

１8

16

20

18

寒さとは対極をなす、人びとの

知られる名画家与謝蕪村の絵に

温かさがほのかに伝わってきま

雪萬家』は前段の『春来鴻雁書

総選挙に望む対策

外交安全保障が第一位

座に参加された会員の方々の
時局認識の深さ、次世代を考
える次元の高い判断に感心し
ました。
四位 年金、医療
票
五位 地方分権
票
六位 行政の簡素化
票
となり、やっと身近な年金、
医療が顔を出しました。
七位に景気浮揚策、八位は
政治と金の問題が入りました。
雇用対策、環境対策は最下位
になりましたが、今回の選挙
の政策としては、他の争点の
影にかくれた感がします。

4

6

7

ことに江戸時代俳人としても
傾倒し、蕪村の作品を数多く収

したり、貝がらから作った顔料

記念展に出品され一躍脚光を浴

の際同時に開催された日本美術

を振り散らせたりするなど、多

この絵の題である『夜色楼台

す。

集し、日本で蕪村の画集を最初
に出版するなど蕪村研究の第一
人者でもありました。
蕪村の作品は二十歳代から知
られ六十八歳まで絵画制作が続
けられました。そしてその蓄積
の中から独自の画境を拓き、優
れた作品を多く生み出しました。
この度国宝に指定された蕪村
の墨絵『夜色楼台雪萬家』は彼
しゃ いん

が晩年に使った謝寅という号が
入っています。縦二十八センチ、
横百三十センチの晩年の傑作と
して名高い作品で民家の密集し
た都会の夜の景観が見事に描か
れています。
下にはあらかじめ白色が塗られ

様な技法が見られます。

アンケート

総選挙が迫ってきた七月十
八日の武藤記念講座に出席さ
れた会員からのアンケートで
は総選挙で示される政策のな
かで最も望まれる政策を三つ
挙げて貰いました。
その結果は
一位 外交安全保障
票
二位 憲法改正問題
票
三位 教育改革
票
が上位を占めました。マスコ
ミの調査では景気がトップ、
続いて年金、医療となります
が、ここでは安全保障、憲法、
教育が上位に入りました。講

２５２６３３

5

17

24

14

12

夜空に垂れこめた暗い雪雲の
て、雲の表情を豊かにしていま

左から右へとゆるやかに続く

す。
また、にじみの偶然性を生か

７６９３９４

9

10

10

11

12

与謝蕪村「夜色楼台雪萬家」
国宝

「覇者カネボウの興亡」

ったわけです。

私は若いころ「祖父はうまく

をふやして事業を多角化し大陸

に大きく進出し、敗戦に伴う損

産を残していないんですよ。
多額の寄付や政治改革の運動

れました。大変な苦労を重ね、

風雲に乗れたから大成功したの

戦後の復興期には叔父にあた

努力した結果、波に乗れたので

害を綿業界で最大にしてしまい

懸命に働き日本一の会社にした

る武藤絲治が社長に就任。英語

それまでの苦労、努力を忘れて

に私費を使い、蓄財の努力はし

司会 大阪の文化と歴史を発信
のに、その会社が簡単に無くな

の達人で、アメリカ万能の時だ

はならないということでした。

だ」と言ったら父にきつく叱ら

する季刊誌『大阪春秋』に連載
ってしまったんですから残念で

けに会社の復興にはかなり寄与

ました。

された「覇者カネボウの興亡」
す。

したんです。

ていません。世のため人のため

はこの度十三回をもって完結し

松田 連載が始まった平成十八

に響いたことをお話ください。

たが、連載記事を読んで一番心

様はドラマティックなものでし

で成長した会社が崩壊していく

覇者カネボウと言われるにま

ことがよくわかりました。

たり経営方針がぐらついてきた

花王による買収に応じようとし

る綿業を切り捨てようとしたり、

続していました。ただ祖業であ

していましたが、まだ会社は存

年には、カネボウはかなり衰弱

うまくいきませんでした。

「社長直轄」の体制にしたため、

提案案件を取締役会を通さず

下手という欠点がありました。

を大事にするんですが人使いが

ただ友人がなく孤独で従業員

松田 伊藤さんは平成十六年六

と思いますね。

山治の方がはるかにきつかった

社長就任当初の苦しさはむしろ

の宝庫と言われていたのです。

に有力会社であり、しかも人材

ダイワボウ育ちですが、祖

武藤 私はカネボウではなく、

ですね。

ーとしても立派だったこと

的感覚もすぐれ、コレクタ

大抵美意識を強く持ち、美

また戦前の有能な経営者は

営にあらためて感心しました。

藤山治の人柄と人間愛の経

本一の会社に発展させた武

綿業を含め産業は興隆期に入っ

引き受けた時期（明治後半）は

武藤 山治がボロボロの鐘紡を

のだったでしょう。

代背景と経営の特徴はどんなも

へと移りました。それぞれの時

津田信吾、武藤絲治、伊藤淳二

司会 鐘紡の経営は、武藤山治、

感じです。

あっという間に崩壊したという

そして連載の後半になると、

武藤 伊藤氏の就任後、重要事

門でした。

業知らずでも、人事部門が登龍

別に重視されていましたから営

ーカーでは労使関係の安定が特

維産業が成熟しきっていて、メ

長に就いた昭和四十年頃は、繊

労組対策でした。伊藤淳二が社

大塚 戦後の大きな経営課題は

ですね。

ある。「経営は結果ですよ」と

私は伊藤さんに言ったことが

しまい生き残っている。

自分の違法行為は時効になって

り、逮捕されたりしているのに

子飼いの社長はほとんど死んだ

多くの社員を路頭に迷わせ、

て貰いたいと思ってるんですよ。

武藤 私は伊藤さんには反省し

くなかった。

れず、反省の言葉は最後まで全

と言い、自分自身の責任には触

月の株主総会で三十分の大演説

ボロ会社の経営を引

父が日本一の会社に育てた

ていましたから、会社をその上

項の決定は労使協議の上で行う

ね。その時、一言の反論も反省

そこに伊藤淳二氏のクーデタ

大塚

カネボウが消滅したことは

昇気流にうまく乗せ思い切った

ことが不文律のような慣行にな

の言葉もなかったんです。

をしていますが〈銀行は身勝手

何とも残念なことです。

手を次々と打って民間会社とし

ってしまった。これが重大危機

ーが起こり、会社は彼に乗っ取

祖父はこの大会社の実質

て日本一としました。次の津田

を突破する時の大きな障害にな

だ、後継社長に責任がある、十

的トップでしたから日本一

信吾のときは軍国主義で滅私奉

六代の社長たちはみな反省せよ〉

の給料取りだったんです。

公が叫ばれ、津田社長は借入金

物事の判断に甘さがあったん

しかしそれにふさわしい資

られました。

き受けて、売上、利益が日

伊藤さんの場合、鐘紡はすで

ました。

│浮くも沈むもトップ次第│
（出席者）
ダイワボウ
ホールディングス相談役
國民會館会長
武藤治太
元NHK経済記者
ディレクター
大塚 融
國民會館理事
松田尚士
〈司会〉
読売テレビ社友会幹事
大林年雄

覇者カネボウの興亡を読んで
座談会

政権の交代について

網紀粛正を訴えて歳費を返還さ

参議院議員になられましたが、

し、衆議院議員になり、戦後は

あがめ続け自分の国は自分で守

争後日本はマッカーサー憲法を

じく大陸の脅威の中にある。戦

現在の日本は日露戦争前と同

く言っていない。

優先している為か世界各国に強

経済を世界中に発展させる事を

には必要な場合もある。日本は

六十年間もそれに目ざめない教

しまう政策にまんまとつかまり、

GHQが日本人を骨なしにして

を教え、責任を教えない教育。

要だ。それは極東軍事裁判がイ

在の防衛方針は大幅見直しが必

るという気持を捨てた様だ。現

認識である事は当然であるが、

戦争のない事は、人類共通の

神戸市

た人たちが今も「教育勅語」を

に参加し、日本教育を受けられ

日本魂（大和魂）を尋ねる会」

いました。数年前「台湾に残る

育界のふがいなさが今日のなさ

れたと聞いています。
今の日本はまさに未曾有の大

ンチキで占領政策の一環の始ま

自国を守る事も大事な事である

けない国民になりさがってしま

不況です。八木さんにならって

りであった事を学校で教えてい

完全に暗誦され、日本の教育を

戦争反対を
唱えるだけでいいのか

議員さんは一人残らず歳費を返

ない事が大きい。歴史を正しく

と思います。今のままでは、戦

武藤朝子

還されてはいかがでしょう。

見つめると共に世界の国々に目

伊賀市

中尾憲一

政治家は人間としての
志を持て

受けたお陰で台湾が近代国家に

なれたのだと言っておられ感激

争絶対反対と唱えながら消滅す

るだけだと思います。それが日

しました。教育の復活が将来の

をむけ普通の国になるべきだ。

本人的な美徳なのでしょうか？

の上の自由であり教育であり信

これが第一と考えます。その

「日本の国は日本が守る」

工場長に八木幸吉さんという

堺市

大野泰三

ません。

教育問題について

正しい教育の復活を望む

戦後の日教組及び文科省の教

日本はとても弱腰。戦争反対・

育がいかに日本人をだめにし心

植木誠太郎

思える。世間には腕力の裏付け

の荒廃を招いたか、人権ばかり

向日市

をもって意見をのべる場合も時

五月二十五日の定期総会で松
田専務理事が退任いたしました。
松田氏は平成十二年に専務理
事に就任、九年間運営に携わっ
てきましたがその間、叢書や國
民會館だよりの出版、ホームペ
ージの作成などのPRを進め、
会員は八百名を超えるに至りま
した。
また武藤山治の伝記ビデオ映
画も作成しました。
このたび松田氏の後を引き継
ぎ、貞利邦彦が新しく専務理事
に就任いたしました。会館の一
層の発展に尽力いたしますので、
会員の皆様のご指導ご鞭撻をお
願いいたします。
（貞）

編集後記

本だと思う。

日本を世界のリーダーにする根
ではないでしょうか。

神風特攻隊の様な無意味な事

この情けない情況を子孫の
前にさらけだして、微塵の反

新庄宗政

最近の政治家の堕落ぶりを見
省もない議員たち。猛省を促

大阪市

人間の営みは
治安あってこそ

佐用郡佐用町

議員は歳費を返上せよ

ていると、母がよく話していた
したい。人間としての「志」

全ての生活、人間の営みは治

赤阪昇三

昔の清廉な政治家の事を思い出
と「矜持」を取り戻してもら

安の上に成り立ち治安は万全の

きょう じ

します。

いたい。世界からバカ扱いさ

私の母は今年九十一歳になり

仰である。外交も国防力の裏付

為の準備はおこたりなく、常

浦島弘子

けあってのものである。ここを

日頃からすべきです。平和を

枚方市

平和には裏付けが必要

侵食され、あそこから内部崩壊

望むなら、その裏付けが必要

国防によって保障される。治安

愈々総選挙。候補者も党役員

では生活も命もあったものでは

である事は当然であり、他を

れる国にはしないで下さい。

方が来られて「みなさんを女工

も「日本をこんな国家にする」

ない。

ますが、家が貧しかったので十

さんではなく、女子従業員さん

「二十年後の国家国民の将来」

四歳のころから兵庫にあった鐘

と呼ばせていただきます」とい

を具体的に語って欲しい。国民

紡の工場へ働きに出たそうです。

うのが第一声で、とても従業員

は候補者を見る眼、政策を判断

藤坂雄彦

を大切にされたそうです。また

する力を養うべき。戦後の与え

平和・平和…に対し異をとなえ

河内長野市

月給袋の封を切らずに、「戦地

られた民主主義が衆愚主義に陥

る事は出来ないが何か違う様に

国民は候補者を
見る眼を養うべき

に慰問袋を送ってくれ」と事務

っている。

宮田博文

あてにしての平和などありえ

の方に差し出されたそうです。

日本の防衛について
堺市

歴史を正しく見つめよう

日本は、もっと強い
姿勢で発言を

当時は日中戦争の最中でした。
八木さんは昭和の初め武藤社
長が作った国民同志会から出馬

武藤山治と呉錦堂
呉錦堂、
生まれながらの華商
武藤山治の鐘紡経営において何人かの
忘れる事の出来ない人物がいるが、
その一
人が華僑実業家の呉錦堂である。
呉の業績については、
現在では、
一般には
ほとんど知られていないのは誠に残念な事

國民會館会長武 藤

治太

が紡績業と深く関係するのもこの縁によ

の一部が呉に売却され、
彼は鐘紡の取締役

井合名に移された際の一九〇一年に鐘紡株

堂は持ち株全てを手放し大きな痛手を受

に終わり、
鈴久の全面的勝利となり、
呉錦

事件は武藤が中に入り仲裁するが不調

ける。
また武藤も鐘紡を退社する。
然しな

となる。
そして日露戦争の勃発は海運業を通じ

わゆる鈴久事件が起こる。
この事件は、
中

一九〇六年鐘紡株を巡る買占め事件い

し実業家としてまた慈善家として活躍す

帰する。呉錦堂は資産の大半を中国に移

久は破産し、
武藤は専務取締役として復

がらその後の株式相場の大暴落により鈴

この地方は水害の多い所で、
決して恵ま

上川彦次郎死後、
三井の彼の進めていた工

る。
また孫文の有力な後援者であった。

て彼に巨万の富をもたらしたのである。

れた所ではなかった。
この点武藤の生地も

業化路線からの転換に由来する。

るのかも知れない。

揖斐、
長良両川の氾濫に悩まされた地域で

の製造会社の株式を手放したのである。
鐘

路線変更により、
三井は抱えていた多く

は相場の変動が大きく独特の相場観を必

数々のアドバイスを受けている。
特に綿花

鐘紡の初期経営において武藤は呉から

不思議な繋がりを感じるのである。
呉は、
一八八二年農業に見切りをつけ上

紡もその例外ではなく、
株式は大株主の三

呉は思惑好きで、
大株主であることを背

海に出稼ぎに出る。
そこで蠟燭や香料を扱

発揮して店主の信頼を得、間もなく独立

景にカラ売りを行っていたが、
その一瞬の隙

要とするので、
これについての機微や、
原綿

して、
一八八五年交易の為初めて長崎に渡

をつき、
大がかりな買占めに打って出たの

しい関係にあった。

井から呉錦堂に移る。

来する。
その後中国貨物の運輸と販売によ

が安田財閥をバックとした若干二十九歳

神戸舞子に、
旧武藤邸と孫文記念館

う商店に勤めるが、
たちまちの内に商才を

り成功する。
呉錦堂が他の華僑より優れて

の鈴木久五郎であった。

明石海峡大橋のたもとにある舞子公園

（移情閣）
が隣同士で復活へ

このように呉と武藤とは公私ともに親

たと思われる。

在庫と利益との関係などがその対象だっ

いた点は単に交易で利鞘を稼ぐだけでは
なく運輸に力を入れたことであった。

孫文を支援、
日本では

に、
孫文記念館またの名を移情閣というか

つて孫文が訪問した建物が保存されている

山治と公私で交流
その後、
彼の蓄財の源になったのが、
北九

が、
この建物こそ呉錦堂の別荘、
松海別荘

代々農業に従事しており、
貧しくはあった

浙江省寧波近郊の小村に生まれ、
家は

治と親交を結ぶ。
当時の鐘紡は三井財閥

工場の立ち上げに成功した支配人武藤山

になる。
とりわけ、
最新鋭工場である兵庫

る目に見えない絆であろう。

子公園の中で復活するのも二人の間にあ

している。
このように武藤と呉の関係が舞

に復元されることになり、
現在工事が進行

より武藤の屋敷は舞子公園の移情閣の前

今回いろいろな経過を経て、
兵庫県の手に

百メートル東に武藤山治の屋敷があった。

百メートル東に位置していたが、
さらに数

である。
この建物は移転前今の場所から数

州の石炭の中国への輸出と中国産綿花の

係したのではないかと言われている。
一方、

出に関連して、
孫文の初期の革命運動に関

呉は一八五五年生まれであるから、
一八六

彼は新興の鐘ヶ淵紡績に綿花の供給と製

が無学な家ではなかったようである。
この

の傘下にあり、
鐘紡株が三井呉服店から三

品の販売を通じて、
深い関わりを持つよう

辺りの主な農作物は綿花であり、
後年彼

り年長である。

七年生まれの武藤とは干支では丁度一回

しが進められている。

である。然し二〇〇五年の生誕百五十年
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日本への輸入販売であった。
この石炭の輸

國民會館
だより
を契機として生誕地の中国を含めて見直

孫文
（左）と並ぶ呉錦堂
（松海別荘にて 1913年）
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特別寄稿

百二十五年前に学んだ山治
山治氏は同大学に今から百二十五年前
に学び、
後年鐘紡社長の大正八年ワシント
ンでの第一回国際労働会議に日本代表とし

び地域の方々が山治氏の偉業を知る機会

の講話が予定され、
武藤ルームは学生およ

されています。
今年の秋には山治氏について

会場の雰囲気に深い感銘を受けました。

不屈の精神が今も脈々と受け継がれている

なった。
それらの激動の歴史を経た、
逞しい

気でブラジル移民のなかでは一番の成功例と

ちて… … … 」
の聖 書の言 葉を 思い起し 、

山治氏の墓に詣で、「一粒の麦もし地に落

労者山治氏の胸像を仰ぎ見て、
そのあと

文化農業振興協会の正面にある開拓功

式 典 終 了 後 会 長とともにトメアスー

眠り平らかなり

を得られる集まりの場でもあります。
武藤
山治の胸像や写真のそばで学ぶ学生達が将
来山治氏のような社会に貢献できる指導
者に育ってくれるよう願っています。

南アメリカは、
アマゾン
八十年前山治が創始した町
トメアスー ダイワドブラジル
高木博社長の寄稿

緑の大地、
トメアスーへの遊泳
日本政府の意向を受けた山治氏が調査
団を送り南米拓殖株式会社を設立、
一九二
九年日本人がアマゾンに入植して八十周年
の記念祭に、
創設者武藤山治の直系の孫と
して招待された國民會館武藤治太会長に
随行して、
見渡す限りの
「緑の大地」
の上を
ゆっくりと遊泳するようにセスナ機で約三
十分の空の旅ののち、
モダンなべレンからは
別世界のような密林の中に拓かれたトメア
スーに到着しました。

れの な かで 、座 右

山 治 氏は南 米 大 地の穏やかな時 間の流
日系人千八百名の小さな団体の記念式

の 銘の 通 り「 眠 り

山治が蒔いた種子逞しく
に、
ブラジル連邦議員、
日本大使、
サンパウロ
からも関係要人多数、
総勢六百名が出席し
た大盛況の記念祭となった。
八十年前に山
治氏によって蒔かれた種が、
マラリアの悲劇、
敵性國民としての扱いを経て戦後は胡椒景

本文中のトメアスー記念式典で移民功労賞を授与する武藤会長

今 も 南 北 アメ リ カ に 息 づ く
武 藤 山 治の精 神
北
メ
カ
ォ
ニ
ア
北ア
ア
メリ
リカ
カは
は、
、
カリ
リフ
フ
ォル
ル
ニ
ア
山治が学んだパシフィック大学
「武藤ルーム」
ご担当の
高橋照美助教授からの寄稿
て出席した際、
母校に立ち寄り日本と東洋

ブラリーとして保存されてきましたが、
四

関係の書籍を寄贈しました。
以来武藤ライ

パシフィック大学は、
カリフォルニア州最

年前
「武藤ルーム」
が新たに同大学の図書館

パシフィック大学の歴史
初の公認大学として一八五一年に開校し、
一

内に設置され、
そのオープニングセレモニー
には武藤会長にも来館いただきました。

八七一年には当州初の男女共学制度を取り
入 れ 、建

武藤ルームの活気

す。
ガラス張りの部屋は明るく、
静かで夜は

で毎日学生が勉強室として使っておりま

その後当室は朝七時から午前〇時半ま

学以 来 常
に最 高 水

準の 研 究

と 教 育を

勉学に勤しむ学生達で遅くまで明かりが灯
昨年 9 月國民會館を訪問した
パシフィック大学のギルバーソン副学長夫妻、
高橋照美助教授夫妻と武藤会長

行 って ま

いり ま し

た。
特に社

会 及び仕
事の 場に
て指 導 力
のあ る 人

材育成のための
「実学」
に力を注ぎ、
当校の
永劫普遍の教育理念である
「市民の指導者
になる」
ことを実践され、「日本の近代を代
表する経済人、
政治家、
言論人として活躍
された山治氏は当校の誉」
であります。

来ました。

慨に耽ることが出

ろ う と 、暫 しの 感

平 ら かな り 」で あ

武藤山治の胸像

山治が学んだ頃のパシフィック大学のスケッチ

國民會館理事

松田 尚士

融家、
製造業者、
職人などは、
実業的能力
と精神の支配を受けている』
と述べている」

そのため、
実業同志会という従来の名称

しかし実業の意味を一番よく知っている

を、
国民同志会に変更することにした。

武藤は更に敷衍し、「実業は虚業に対し

武藤は
「これまで実業同志会の改称を拒ん

ふ えん

真面目に働く者の仕事の総称である。
しか

できたのは主として私である。
その理由は

実業の二字が決して狭い意味のものでない

〞

的に自立せねばならない」
と教え子に諭し

大きな仕事だと考えたからである。
しか

ことを一般に説くことも政治教育の一つの

武藤は実業人となり自力で鐘紡を日本

し、
最初大阪で生まれた実業同志会が、
次

業の意味について農村の人々に説くことが

一の会社に発展させ、
これには政府の力を一

た。

福 澤 諭 吉 の〝実 学 〞
と
武 藤 山 治 の〝実 業
武藤山治は明治十三年慶応義塾に入
けい がい

塾、
福澤諭吉の謦咳に接し、
福澤精神を身
体一ぱいに吸収した。
武藤は福澤から〝実学〞
の何たるかをま

も実業には一種の強い、
勤勉にして真面目

至難であることが分かって来た」
と心なら

第に農村にまで活動を拡張して行くと、
実

武藤は大正十四年〝実業〞
について世間

なる精神が伴うものである。
そして実業の

ずも変更したことを発表した。

切借りなかった。

「実用の学問が大事であること」
と同時に

によく理解して貰うため
『実業読本』
を著

精神こそ最も大切なもので、
維新以来、
日

ず学んだ。
実学には二つの面があり、
一つは

「自分で思慮判断できる知的な力、
知力を

した。
これは評判となり二十二万部の売れ

国は古来の武士道の精神を失っているが、

内面的損傷は甚だ大なるものがある。我

ので、
まさにマニフェストの元祖であったこ

り肥大化する官僚組織にメスを入れたも

いう本も著している。
官尊民卑の風潮が残

また大正十五年に武藤は
『実業政治』
と

これに代わる何物も受け入れないことが

行きで、「洛陽の紙価を高めた」
と絶賛を溢

そして大正十三年には実業同志会メン

正常化せねばと実業同志会を結成した。

1月 日（土）

平 成 二 十二 年 上 期 の 武 藤 記 念 講 座

とが分かる。
財界人である武藤には、官僚や政商を

社会の欠陥を生んでいる」
と論じている。

本は外形においては長足の進歩をしたが、

身につけさせること」
と福澤は教えた。
実学は真理原則を大事にする学問、
そ
れは実生活と無関係であってはならない。
実学を突き詰めて行けばサイエンスとし
て位置づけることが出来る。
福澤は
「教育の目的は実業者を作るに
あり」
と説き、
卒業生を実業人として世に

武藤は師の教えのとおり、財界人とな

びた。
武藤は次のように説明する
「実業な

称する人々の癒着が目に余り、
今後政界を

り、「獨立自尊」
と
「実学」
の精神を経営の

る言葉は英語の Business
の訳語である。

送り出した。

上で実践することになった。
武藤の他にも

利益代表だという目で見られることに武

しかしその後世間からは商工業業者の

て政治革新のため衆議院へ進出した。

バーから三十一名を選定し自ら先頭に立っ

中上川彦次郎、
朝吹英二、
荘田平五郎、
日

（忙しい）
と ness
（もの又はこと）
が結
Busy
び 合って出 来たもので西 洋の辞 書には

比翁助、
藤原銀次郎、
小林一三、
松永安左ヱ
門などがきら星のように並び財界の発展

藤は頭を痛めた。
実業なり』
と言っているが政治に限らない。

業同志会のスローガンを見れば、
そうでな

国の保護を受ける請願の禁止という実

福澤は
「実業は公益が目的であり、
利益

米国鋼鉄会社社長イー・エッチ・ゲリー氏

いことは一目瞭然である。

（仕事）
と註釈されている。
work
英国の大政治家サースベリ卿は
『政治は

は手段に過ぎない。
実業人はサムライの精

は
『およそ、
生活又は利益を目的とする全

に貢献した。

神を持つべきだ。
また、
人間が真の独立を

ての仕事は実業である。
政治家、
僧侶、
学校

利益団体だ」
と宣伝、
中傷する有様だった。

既成政党は
「実業同志会は関西財界の
なすには、
目上の人に阿らず、
精神的に独

長、
医者、
弁護士、
美術家、
科学者、
商人、
金

おもね

立することと共に人の援助を受けず経済

2月6日（土）

2月 日（土）

3月 日（土）

4月 日（土）

5月 日（土）

6月 日（土）

前衆議院議員 西村

政治評論家 屋山

上智大学名誉教授 渡部

真悟 氏

太郎 氏

昇一 氏

融氏

尚士 氏

フリージャーナリスト 大塚

よしこ 氏

健氏

ジャーナリスト 櫻井

アルピニスト 野口

國民會館理事 松田

「改めて日本人の品格を問う、
このままで日本再生はなるのか」

16

27

20

17

22

12

福澤諭吉
所蔵 慶應義塾福澤研究センター

二六七〇年の
歴史に自信を持ち、出直しを
川西市 青木茂通

なうことなく、
毅然と対することが求めら

利害が大きく対立する中国とは国益を損

然 と 責 任を 忙しさに転 嫁 する 指 導 者 。

かしい」
の言 葉が出てこないばかりか平

れない行 動をする 人 、それに対し「 恥 ず

革など、長期政権時代に回避してきた問

憲法改正、戦後史観からの脱却、教育改

自民党。まだ敗戦の分析が不十分だ。

い。

れる局面が多い年になるだろう。

これが日 本の教 育 界の現 実なのだろ う

から競ってゆく所に活路があるだろう。

二六七〇年にわたる文明と伝統を重ん

題を前面に出して、民主党政権と真っ向

ある報 道 番 組で日 教 組が組 織をあげ

中国問題。歴史上、景気の頂点の後に

「一度は民主党に」といって、
先の選挙で民
か。

て民主党を応援し、鳩山首相は
「日 教 組

は必ずバブル崩 壊が起きている。中 国も

じ、
国益に従い自主、
自立の行動指針の示せ

の皆さんと共にこの国を担う」
と演説し

時間の問題だ。
それに金を持った国民は

主党に投票した人からも「やっぱりだめだ

ているところが映し 出されていた。日 教

共 産 主 義一党 独 裁 体 制に間もなく 我 慢

る政治の実現を切望する。

町田正三

組の皆さんと共に教育の原点である「ど

な」という声を聞く。

横浜タウンニュースによると横浜の市

の限 界が来ると 見る 。日 本は今 、中 国に

て進むべき方向性を示せない。国家間の約

危惧されたとおり外交、
安全保障につい

束を「前政権のしたこと」として、
白紙化し
立中学の教員での逮捕者が、十月で既に

のような人造りを目指して、
どのような

民主党への懸念

ようなど国際社会で考えられない暴挙・愚

過去二年と並ぶ七人を数えたとのこと。

深入りしてはならない。

横浜市

挙である。また教育や、
公務員改革という

施策をするのか」今のままだと大いに懸

ろか小沢専制政治と化した現状に、
国民は

翻弄される始末。加えて二重権力構造どこ

務を担当したが、
このような事件で懲戒

人 。私は四 十 五 年 会 社に勤め長ら く 労

る 。横 浜の 教 員 は 、総 数 約一五 、〇 〇 〇

民主党。
しかし、政権についてみると理想

巧みなマニフェストを掲げて圧勝した

忙さを 解 決すること 〞とコメントしてい

した。首相個人の政治資金問題もある。

支 持 率も 僅か二ヶ月で五〇％台に転 落

近藤欣司

権に対し、
審議拒否という消極作戦で存在

た。忙しいから破廉恥罪を犯すとは聞い

一〇年度予算編成も大揉めだろう。多

東大阪市

感なし。自浄能力、
発信力、
突破力なき谷

たことがない。怒りを通り越してあきれ

二〇一〇年は価値観を共にするアメリカ

誇 りを 持ち 行 動することが求められて

人を 教える立 場として自らの仕 事に

内 容は従 来の自 民 党 型の延 長にすぎま

から四年 近 く 持つと 見る 。しかし 、その

見るが、民主党政権そのものは数の理論

作に感謝いたします。（貞）

けに相 応しいいずれおとらぬ力

以 上二十一世 紀一〇 年 代の幕 開

を展望した読者投稿から三篇。

第四面は以上を 受け二〇一〇 年

一人者の松田理事の論文。

で
「実 業」
を実践した山治研究第

ら「実学」
を直接学び、鐘紡経営

第三面は十九世紀末福澤諭吉か

が今に生きる現地レポート。

初めの海外での山治活躍の精神

第二面は十九世紀末〜二十世紀

の書き下ろし。

より復活するとの武藤会長渾身

敷が隣同士で移築されることに

が、今 春 、神 戸 舞 子 公 園に 旧 屋

支 援 し た 呉 錦 堂 と 山 治の 関 係

第一面は二十 世 紀 初 頭に孫 文を

内 容は傷 害 、窃 盗 、痴 漢 、児 童 買 春であ

念されるところである。

国内問題では支持団体の日教組、
自治労
（連合傘下）
に阿った政策が
色濃く反映されているし、
連立維持に汲々として、
国

深く静かに、
しかし確実に不信を強めてい

処分は経験がない。多さに驚いていると、

と現実は大違い。普天間問題、郵政社長

二 一
0 年
0 の政治をどう読むか

る。

その遠 因として、日 教 組の書 記 長が〝 多

問 題などで政 権 発 足 時の七〇％を 超す

民の支持の殆どない政党に

これを代弁し、
行動するべき野党第一党の

忙さ 〞をあ げ 、不 祥 事 防 止には〝 ま ず多

自民は民主党と真っ向から競え

自民党の体たらくも情けない。もたつく政

垣自民党に期待するものはない。解党的出

てしまう。

はじめ自由主義国家との同盟、
協調を基本

いる職業にありながら、常人でも考えら

分 、鳩 山 政 権は 今 年三 月 頃で終わる と

直しで新
（真）
保守の再編を待ちたい。

に置き、
隣人であるが政治体制が異なり、

編 集 後 記
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公益社団法人資格の取得について

國民會館設立趣意書

とする武藤記念講座を一般市民に公開す
る講演会事業、
公益を目的とする講演会・

我が国の立憲政治は、時代の推移と共に

事業、
創立者に関する資料を一般市民に展

ゆ えん

こ

聞く所以なり。

しこう

むし

ち

よ

所にして之を 救ふは政 府 又は政 治 家の

これ

治的無自覚と政治道徳の欠如とに依る

けつ じょ

而して是れ実に政治家竝に一般国民の政

ならび

に伴はず、政 界の腐 敗 、政 党 不 信の声を

民の智 的 進 歩に至 りては遅々として之

ち

形式的進歩の著しきものあるに反し、国

いちじる

研修会に集会場を貸与する事業、
講演会

ら施行されました。事業の公益性を判断

示する事業、
以上四点に関しいずれも公益

事業の講演内容を書籍として広める出版

此度、
國民會館は四月一日付をもちまし
する基準は、
先ずその法人支出の総額の内

性があり、
かつ不特定多数を対象とするも

治太

て新しく制定された公益法人制度改革三
五割以上が公益を目的に使用されている

公益社団法人國民會館会長武 藤

法に基づく、公益社団法人の資格を国か

更に特記する点として今回下記の
「國民

のであることを認められました。

るか、
の二点でありますが、
その他監督官

か、
また不特定多数の人々を対象にしてい

社団法人、
財団法人は明治時代に制定

會館設立趣意書」
が定款の添付文書とし
て認められたことであります。
今回の法律

員、賛助会員の皆様方のご支援の賜物と

べ

するものなり。

あえ

あた

ひっきょう

昭和七年拾月壱日

武

藤

いま

みずか

たん しょ

山

あきらか

治

んとするに外なら ざる 所以を 茲に明に

ここ

樹立せんが為め敢て実行の第一歩を成さ

た

作り以て我が国立憲 政 治百 年の大 計を

もっ

政 治 教 育 運 動に携はらしむるの端 緒を

たずさ

設立するの趣意は、畢竟国民をして自ら

しゅ い

即ち政 治 教 育の殿 堂として國 民 會 館を

ざるなり。

事の難きにあらざるなり、人の之を行は

かた

だ曙光すら発見する能はざるは何ぞや。

しょ こう

に高くして、然も其の実行に至りては未

しか

然るに世上、
その必要を叫ぶ声のみ徒ら

いたず

任と 云ふよりも 寧ろ国 民の自 発 的に行

は各法人の定款について厳しく要件が定

格を認可されますと従来の公益法人を上

改めて感謝いたすと共に今後益々のご支

せ じょう

められており、
このようなケースは例外中

回る税制上の恩典を得ることができます。

しか

ふ可き急務なりと信ぜらる。

新しくなったプレート

の例外です。
また新しい公益社団法人の登
記におきましても、
この設立趣意書がその
まま旧仮名遣いのまま登記されました。
こ
れも初めてのことかと思います。
全国に社団法人、
財団法人は二万六千
団体ありますが、
先に述べたように公益に
関する要件が大変難しいため公益法人へ
の移行を果たした団体は少なく、
六月中旬
現在三百二十二団体にとどまっておりま
すが、國民會館は二百十五番目の資格取

このため、
国は平成十八年六月に一般社

一方公益性に乏しいと判断され一般社団

公益性ありと判断され、
公益法人の資

団・財団法人法、
公益法人認定法、
整備法

法人、
財団法人にとどまった場合は税制上

は極めて甘く、
公益性の観点からして多年

のいわゆる公益法人制度改革関連三法を

の恩典を受けられないだけではなく、
今ま

得であります。
これもひとえに日頃の会

公布し、
公益性のある社団法人、
財団法人

で蓄積してきた資産を公益のために費消

援ご鞭撻をお願い申し上げます。

と公益性を持ちあわせていない一般社団法

する計画を届け出なければなりません。
当國民會館の場合は、
政治経済を中心

人、財団法人に峻別することになりまし
た。
そしてこの法律は平成二十年十二月か

にわたり問題となっていました。

無も審査の重要な基準となります。

庁からの天下りの有無、
補助金の交付の有

ら認定されました。

武藤治太会長近影（武藤山治肖像画〈和田英作 筆〉と共に）

された民法の規定により管理、
運営されて
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おりましたが、
事実上その運営に対して国

國民會館
だより

書 評『 カ ネ ボ ウ の 興 亡 』（ 産 経 新 聞 掲 載 ）

ようになったこと、
そしてその帰結としてカ
ネボウ内外のメンバーは、
同社から離れてい

うる立場にあった。

このような立場にある人は現在武藤治

競争力を獲得した紡績企業の盛衰を、
業界

本書は、
我国の工業において最初に国際

ちは、
リーダーシップの問題として考察。
す

に満ちたプロセスとなった。
それを、
著者た

脱成熟は、
カネボウ経営者にとって苦難

れを活性化することができなかった理由

戦前からの
「人材の宝庫」
をもちながら、
そ

決定における道徳性の重要性を主張する。

あるべき姿を示唆し、
かれらの責任と意思

著者は、
大規模組織におけるリーダーの

鐘紡の事実上の創始者武藤山治について

であり、
これらが随所に紹介されている。

も、
まして一般の人には知られていない事柄

れているが、
これらは、
今まで鐘紡の社員に

どを推測できるエピソードが数多く記述さ

本書の中では、
歴代社長の人柄、
力量な

太会長以外他に例を見ないと言えよう。

を代表していたカネボウを事例として、
同
でに戦時体制下、
津田社長のもとで権威主

も、
こうした観点から説明できると思われ

は本人の自伝
『私の身の上話』
や
『武藤山治

ったことが示唆されている。

社の経営トップの行動に焦点をあて、
列伝
義的な傾向が現れ、
しだいに風通しの悪い

る。「経営者の役割とは何か」
を考えさせる、

哲也

風に説明している。
著者の武藤治太氏と松
組織風土が醸成され、
やがてはリーダーの

全集全九巻』
に詳しい資料が掲載されてい

神戸大学名誉教授、福山大学教授桑 原

田尚士氏は、
大手繊維企業の経営を担当し

必読の書である。

し、
綿紡以外の重工業にまで拡大していった

残されているし、
戦時中鐘紡が大陸へ進出

での活躍について、
詳しく記述した資料も

山治の後任の津田信吾については、
社内

て、
本書で紹介するにはこと欠かない。

意思決定における道徳性に問題をはらむ

『 カ ネ ボ ウ の 興 亡 』を 書 き 終 え て
ようと努めたことではなかろうか。

公益社団法人國民會館理事松 田
今回、
単行本
『カネボウの興亡』
を武藤治

尚士

た経験を踏まえて、
由緒ある巨大企業カネ
ボウの消滅の真実に迫ろうとしている。
カネボウは、
一九三〇年時点で、
世界の鉱
工業企業の第百九十一位
（資産額で）
、
綿紡
企業では第二位にランク、
我国最大の繊維
企業であり、
当時世界の綿糸布市場を席巻

戦後の経営者武藤絲治については、
父武

姿は
『鐘紡百年史』
に紹介されている。
長はそれぞれ進んできたが、
その戦略が一人

藤山治の人間尊重の精神を忠実に継承し

武藤山治の先駆の精神を忘れずに各社

武藤山治が破産寸前の鐘紡を、
日本一の

よがり、
あるいは稚拙であったため覇者鐘

太会長と共著で出版することになった。

年代からカネボウの経営を担った武藤山治

会社に育て上げ、
引き続き、
津田信吾、
武藤

しつつあった。
この国際競争力は、
一八九〇

の下でつくられた。
彼は、
生活共同体の機能

本書の後半の中心を占める伊藤淳二につ

ている姿が多くの伝記などで描かれている。
本書は鐘紡の事業が、
何時どのように発

いての記述は、
本人の著書のほか、
城山三郎

紡を次第に衰退へと導いていったと言える。

展していき、
また衰退していったのかを、
企

の
『役員室午後三時』
や山崎豊子の
『沈まぬ

絲治、
伊藤淳二、
帆足隆、
中嶋章義などの各

業経営の一般論で述べる前に、
どのような人

生機構に救済を申請し、
カネボウを解体に

太陽』
などの伝記小説があり、
経済誌にも

武藤山治の嫡孫である武藤治太会長は

導いた帆足隆、
更に幕を引いた中嶋章義な

物がいて経営を進めたのか。
これにスポット

を作り出し、
労働者の貢献意欲によって高
品質化と高付加価値化に成功した。
日本の綿業はすでに第二次大戦に入るこ
ろ、
成熟段階に入った。
産業のこうした宿命
を克服する課題は、
武藤を継いだ津田信吾

同じ紡績業のダイワボウホールディングス

どについてはマスコミに大きく取り上げら

多く取り上げられている。
このあと、
産業再

（旧大和紡績）
の社長、
会長を務め、
現在同

れた、
これらの情勢をいかに整理して客観

を当てて記述することにした。

それぞれ強烈な個性の持ち主であり、
経

社の相談役であるが、
鐘紡の津田信吾以降

的にまとめ上げていくか、
書き終えた今で

によって認識されたが、
本格的な対応は敗

組んだ。
しかしカネボウ・ブランドを踏まえ

営方針もそれぞれ違うものであった。
しか

の歴代社長とは一人を除き面識があり、
各

も宿題は大きいと思っている。

戦後になった。
そうした問題に武藤絲治、
伊

た化粧品の成功は見られたものの、
合成繊

し各氏に共通するものがあったとすれば、

社長の人柄、
見識、
経営能力などを熟知し

社長が、
覇者鐘紡の経営に携わってきた。

維をはじめとする多角化は容易には成果

紡績他社に比べ鐘紡は常に先進性を求め

藤淳二、
およびその後の社長は、
懸命に取り

を生まなかった。

『カネボウの興亡』
武藤治太・松田尚士共著

来賓として菅野肇ダイワボウホールデ

で悪いのは教 育であり 、自 国のアイデン

そう悪くはない社会と言える。然し我国

根深い対立と混迷の中にあるが、日本は

中国、韓国、
イギリスでは、今も国内で

アイデンティティー喪失の元凶

当、
高校授業の無償化は邪道である。

その気 持ちをさえ起こさせれば児 童 手

善戦したのは、
まさにその好例である。
又

評をバネに奮起してチームワークにより

今回のワールドカップで、日本代表が酷

気持ちを起こさせることが大切である。

団のなかで自己責任により、
やろうとの

六月二十六日土曜日、
國民會館主催で
ィングス社長、
井戸敏三兵庫県知事、
蓑豊

ティティーを失う元凶となっている。
即ち

やってみなはれでリーダーの

教育が日本人の

元財務大臣 塩川正十郎先生による記念
兵庫県立美術館館長、
佐藤義博産経新聞

偏差値教育により入学が一枚の答案用紙

チェンジを

『カネボウの興亡』
出版記念講演会と

講演会と
総務局長の四氏による祝辞、塩川元財務

で決まり、
いい学校を出ていないといいと

公益社団法人認定の記念パーティーを開催

『 カネ ボウ
大臣による乾杯の音頭で盛大に執り行わ

来る閉塞感、
さらにポピュリズムの台頭

の 興 亡 』出

値 まで決 まってし ま う 社 会 と なってし

には危機感を持たねばならない。前首相

日本は成長のピークを過ぎたことから

まった。教育とは人材投資である。従って

を 優 先 する「 せこ

ず 、支 援 者の利 益

体のこ と を 考 え

新 首 相は、国 家 全

よりはましではあるが
「市民」
運動出身の
養成の目的を明確
にするべきである
のに 、例 え ば 日 本

元財務大臣 塩 川 正 十 郎 先 生

日 本 の 将 来

投資をする以上、
国家が必要とする人材

ころに就職できなくなり、
人間の一生の価

花束を受ける武藤会長と松田理事

の奨学金制度は学

源への使用が偽装されていることに気が

い」
ものとなろう。首相は消費税の一〇%

起こさせる

つかねばならない。政界の本格的変革は

資を払えない学生への福祉の考えが根底

偏差値教育が多数の若者の無気力と

三年後の衆参同時選挙まで待たねばなら

へのアップを打ち出しているが、
実は福祉

閉塞感の原因となっている。学校に行き

ないが、リベラルへの多党化が進むなか、

にあるのは間違っている。

たくない、
今のままで満足であると、
自分

先ず政党間の政策協定ありきではなく、

目的だけでなくバラ撒きのための一般財

の小さな生活圏から奮起する気持ちがな

若者にやろうとの気持ちを

返るイメージビデオ
（製作DISアートワ

今回のイギリスの若いキャメロン首相選

決めて、
しかる後 協 力・連 合 関 係を構 築

い若者が多い。
それは何もしなくても、親

ある。
然し彼らも何かきっかけがあれば、

するべきである。「やってみなはれ」
が大切

出のように、誰に政治を任せるかを先ず

努力するパワーを秘めている。
そのために

である。

が面倒を見てくれる豊かさへの甘えでは
ウの興亡』
の一節の朗読も行われ、
大いに盛
り上がりました。
下段は記念パーティー前に行われた塩
川先生の
「日本の将来」
と題する講演の要
旨です。

はよい指導者により目標を与えられ、集

ークス）
をバックに松田理事による
『カネボ

また武藤山治とカネボウの歴史を振り

れました。

上段右から菅野社長、
井戸知事、
下段右から蓑館長、
佐藤局長

版
（二ページ

その活動の充実につとめる」
と挨拶。

法人としてさらに生まれ変わった。
今後も

教育活動が国からも評価され、
公益社団

國民會館は七十六年間実施してきた政治

潰れる筈のなかったカネボウは潰れたが、

武藤会長は
「山治が丹精こめて育てた、

のホテルで開催されました。

ページ掲載）
の記念パーティーが大阪市内

法人認定
（一

の公益社団

びに当会館

掲 載 ）な ら

講演中の塩川先生

6月の武藤記念講座講演要旨

よしこ

元相場を安く維持して対米輸出を増大さ
せ、
為替管理介入により切り上げを拒み、
先ずは人民元通貨圏を形成し、
最終的には
元を世界の基軸通貨とする野望を持ってい
ます。
以上同国にも訪れる少子高齢化が始

軍事面と同様に世界に於ける覇権を確立

服属せず
「日出 ずる処の天子、
日没する処

ジャーナリスト櫻 井

この国の行方、防衛・教育・福祉について考える

日本の国家としての衰退を憂う
外交を行った聖徳太子に学ぶべきです。
真

するための国家戦略を抱いています。

いほど軍事費を膨張させている中国は、
東シ

軍事力を国家の礎とし、
歴史上例を見な

と義務を大切にし、
自分を削り、
自分を犠

育同様に日本人は幾十世代もかけて責任

伝えることが大切です。
福祉については、
教

平 成 二 十二 年 下 期 の 武 藤 記 念 講 座

9月4日
（土）

作家 曽野

シニアエコノミスト 尾畑

綾子 氏

秀一 氏

金融経済研究所

「日本経済の現状と展望」

野村證券

月9日
（土）

早苗 氏

進氏

太郎 氏

一読にご用意しました。（貞）

よしこ先生の講演要旨を緑陰の

は塩川正 十 郎 先 生 、四面は櫻 井

以 上を 祝 ぐにふさわし く 、三 面

理事のあと書きです。

ついての桑 原 教 授の書 評と 松田

トをあてた『カネボウの興 亡 』
に

継いだ鐘紡の、
その後にもスポッ

山 治が日 本一にして後 進に引き

二面はその前々年の昭 和五年に

の書き下ろしです。

がれたことについての、武藤会長

定款と登記簿に歴史的に引き継

まま今回の公益社団法人認定の

る 当 會 館 設立 趣 意 書が、原 文の

一面は昭 和七年の武 藤 山 治によ

暑中お見舞い申し上げます。

衆議院議員 高市

音楽家 吉田

政治評論家 屋山

月 日
（土）東京会場

月4日
（土）

月 日
（土）

16

まる二〇二〇年までに、
経済面に於いても、

衰退させています。
特に隣国中国の軍事力・
の国家たるためには外交力のバックに軍事

ナ海の中間線を認めず、
海軍力を背景にと

牲にしても他の人のために頑張ってきまし

20

の天子に書を致す。
つつがなきや」
と対等の

経済力の台頭により日本の危機が迫ってい
力が不可欠です。
そのためには憲法改正も

ガス田開発などを進める中国の前でただ引

た。
然し本当の優しさは教育と同じく子供

第一列島線 九州、
沖縄列島、
台湾、
フィリピンを結
ぶ線
第二列島線 小笠原諸島、
グアム、
サイパン、
パプア
ニューギニアを結ぶ線

10

今日本はあらゆる面で国家としての力を

るのに、
現政権は国家観を持たず、
バラマキ
必要です。
集団的自衛権も不可欠です。
普

軍事と並び国家の基盤である教育につい

教育と福祉も独立自尊の精神で

により政治への不信と失望だけを残してい

ては、
祖国の歴史とその価値観の流れを汲
む正しい歴史観が日本再生の鍵であると思
います。
日本の長い歴史のなかで培ってき
た、
祖先を大切にして、
美しい風習や文明を

き下がるばかりの日本を侮っています。
その

手当等を配ることではなく、
自助の自立心

学校教育だけでなく折りにふれて子供達に

遠大な戦略は二〇一〇年までに第一列島線

を助けてあげることです。
成させ第二列島線内の制海権を確立して、
さらには二〇四〇年までに日本の生命線で

〈注釈〉

を突破し、
二〇三〇年までに空母部隊を完

中国の軍事・経済覇権の野望

盟の強化を図るべきです。

機と捉えて、
空洞化の危機に瀕する日米同

ず、
むしろ沖縄全体の基地統合の絶好の好

天間基地は辺野古への移転案しかありえ

いまなすべきことは、「日本がまっとうな
国家に立ち戻ること、
日本人がまっとうな
日本人に立ち戻る」
ことです。

あるシーレーンが通るインド洋を確実に自
分の海にしようとしています。
日本は危機

大局を洞察する国家観を
次の中国大使と言われている方は経営者

基軸通貨 世界各国の通貨の相対価値を決めるも
のであり、
各国の準備通貨決済通貨として広く用い

感を抱かずインド洋から海上自衛隊を引き
上げ、
インド洋海軍会議にも参加していま

します）

会の機関紙に掲載できませんでしたので、
お知らせ

（六月十二日、
武藤記念講座の講演要旨です。
友の

られる通貨。
現在は米ドル。

倒的優位を有するのみならず、
通貨面では

であるタングステン等のレアメタル産出で圧

せん。
また中国は経済面では、
重要戦略物資

として有能との評価を得ています。
しかし、
例えば南京事件の虚構などをはじめとす
る歴史問題についてのお考えはどうでしょ
うか。
したたかな中国に対して大局を洞察
する国家観をもっているか疑問です。
隋に

10

11

12

編 集 後 記

ます。
満員の聴衆を前に講演する櫻井よしこ先生
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とであった。

った事は取り返す事の出来ない残念なこ

のである。
私は、
日をおかず知人を介して

の力を借りるべきではないかと思い至った

私の会社を来訪され、
産業再生機構のも

当時のカネボウの社長中嶋章義氏が突然

幸い知事はこの建物の事をよく承知さ

物の保存等何分のご配慮をお願いした。

り、
窮状を率直にお話しして、
県による建

山治旧宅の流転
子倶楽部」
として活用されていたが、
繊維

とで目下鋭意再建に取り組んでいるが、
再

れており、
極めて短時間で、
カネボウから兵

兵庫県の井戸敏三知事に直接お目にかか

去る十一月七日、
県立舞子公園の一角に
産業の衰退も手伝い、
かならずしも十分な

生機構の方針として資産売却を積極的に

庫県への建物及び付属品の寄付を前提に

さて四年前のある日のことであったが、

旧武藤山治邸
（旧鐘紡舞子倶楽部）
が復元
保存の手がなされていなかった。
具体的に

進めるよう強く指示されている、
ついては、

舞子公園内への移築復元を決定して頂い

治太

移築され、
盛大なオープニングの催しが行
は、
台風で倒壊したバルコニーが修理がな

武藤家から寄付を受け現在に至っている

たのである。
まさに、
そのスピードは電光石

公益社団法人國民會館会長武 藤

われた。
この移転についてのいきさつを一番
されないまま放置され、
本館の外観はトタ

「鐘紡舞子倶楽部」
についても売却せざる

ひとしお

よく知る私として感慨一入のものがある。
ン張りといった状態が長く続き、
我々家族

復元された旧武藤山治邸

この建物については、
過去に何回か、
この

（現国会議事堂）
を設計した大熊喜邦氏の

河工務所に在籍し、
後に帝国議会議事堂

である武藤山治が、明治四十年に当時横

上の鐘紡創始者であり、
かつ國民會館の祖

ご承知の方も多数おられると思うが、
事実

「國民會館だより」
で触れた事があるので

物を復元移転したのである。
その際、
この

北西に数キロの狩口台に、
土地を求め、
建

なり、
鐘紡は補償金をもとに当該地より

のため当該土地、
建物が接収されることに

石海峡大橋架橋に伴う国道二号線の拡幅

として、
大変心を痛めていた。
ところが明

今から 考えると日 本 館を 取り 壊した

洋館に付属していた貴重な日本館は取り

この建物は、
山治の死後、
私の父親から

事、
洋館の明治以来の部材を変更してしま

手により、
自宅として建築した明治末期を

鐘紡に寄付され、
鐘紡の厚生施設
「鐘紡舞

壊され、
移転されることはなかった。

発 行 所 公益社団法人 國民會館
〒540-0008大阪市中央区大手前2-1-2
電話 06-6941-2433
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http://www.kokuminkaikan.jp
発 行 人 武藤治太
編 集 人 貞利邦彦
制作・印刷 株式会社石田大成社

代表する個人住宅である。

國 民會館
だ より

火の言葉が、
そのままあてはまるものであ

その後解体から移築復元まで三年を要

を得なくなった。
しかしながら、
過去のいき

日は参上いたしましたとの口上であった。

したが、
その間神戸大学大学院の足立裕司

り、
知事の実行力にはただただ感謝の言葉

私としては、
カネボウのおかれた苦境に

教授の綿密な考証、
指導と公園緑地課の

さつから武藤家に時価で買い取って頂くの

ついては、
十分に理解するところではあっ

橘俊光課長（現参事）
をはじめ関係者の

があるのみである。

たが、
他方、
申し入れに対して釈然としな

舞子公園には、
すでに呉錦堂の移情閣

方々、
土木関係の方々のご努力により今日

が買い取ったところで建物の維持管理が

（孫文記念館）
と旧木下邸があったが、今

かったので返事を保留したのであった。
しか

難しいことは目に見えているので、
この歴

回、
旧武藤邸は公園をはさんで移情閣の正

の開館の運びとなったのである。

史的な建物を長く後世に残すためには、
山

面に移設されたのであるが、
その昔、
この二

両者の深い因縁を感じるのである。

び場所こそ違え寄り添う事になったのは

このたび、
この両者が関係する建物が再

い関係にあった。

あった彼と武藤山治の関係は公私共に深

の役員としてまた華僑実業家の指導者で

名前を知る人も少なくなっているが、
鐘紡

ほとんど並んでいたものである。
呉錦堂の

つの建物は今の場所から数百メートル東に

治と縁の深かった兵庫県あるいは神戸市

し心中では、
とっさに敢えて個人である私

が、
一番良い方法ではないかと思い至り、
本

内部は往時のまま保存されている

各 方 面 から 寄 せ ら れた 感 想 文

『 カ ネ ボ ウ の 興 亡 』を 読 ん で

の学資に充当されていましただけに一層
悔いを痛感します。
伊藤淳二氏と中嶋章義氏の再三の依
頼でカネボウ病 院の存 続を 再 生 機 構に

元クラボウ専務取締役

佐伯秀穂

おります。鐘紡七割氏の渾名をほしいま

貴 書を 座 右に置き何 度も 読み返して

経営理念なく保身に専念した経営者

まにせられた山 治 様の令 名は倉 紡 入 社

大きいと 思います。私は倉 紡の後 、大 学

の非 常 勤 講 師として働き 教 育 界の退 廃

のひどさをを実体験し、
それによる祖国

の危うさを感じております。

従業員の無念と涙を
代弁した告発書

貴書の冒頭の一節を拝見しますと「敗

であったことが会社の不運となったので

しておりました。私の現役終頃はカネボ

戦後、復興した鐘紡の経営陣の間でなぜ

山本季司

ウの凋 落 期と 重なっており 、
この本に記

武 藤 山 治の経 営 理 念が教 訓として生か

元三井造船副社長

載された驚 くべき 決 算 粉 飾も 詳 細に聞

されなかったのか、
なぜ破滅の道を歩む経

以 来 折にふれ聞かされ憧 憬の念を 深 く

素晴らしい記録の本で絶賛！

き 及び、またこのよ うな粉 飾は一部の同

する人物が現れなかったのか」
そして
「こ

営のトップのやり方に身体を張って反対
伊 藤 淳二氏の大いなる 軌 道 逸 脱も 詳

れらの疑問に対して、出来る限り真実を

日本の時局と対比して
教訓多大なものあり

細に私の耳に入っており 、誰が見ても 決

明らかにして巨大な企業と雖も、徳のな

卓
貴書並びに産経新聞の桑原教授の書

算書は判読できない。行く先はどうなる

い無能な人物に経営権を握られるとき、

田中

評を拝見しました。貴著に活写されてい

かを 固 唾を 飲んで見ていました。その終

皇學館大學名誉教授

るカネボウの
「経営史の光と影」
は独り一

意外なスピードで倒れてしまうことを明

本書の戦後カネボウ経営陣への告発の

せん。

に、晒された内容は全く驚く他はありま

末をかくも 正 確 詳 細に纏められたご労

また
「悪事を働いたものは誰か」「どの

会社のそれではなく、
日本国家を考える

は人材の資質、殊に徳望、指導力にあり、

ような悪事であったか」
と言うことも詳

らかにしたい」
と述べられ、
この言葉通り

現下、日本の時局と対比して感慨深く、

し く 後 世に伝えられたこの本の価 値は

苦に敬意を捧げます。

教訓多大なものがあります。

上でも貴重な興亡史かと存じます。結局

業他社にも見られたものであります。

ありましょう。

強く働きかけたことを覚えています。

不正決算の終末を正確、
詳 細に 記 述

昨年七月、武藤治太会長と松田尚士理事の共著で出版した『カネボウの興亡』は各方面に大きな反響を呼び、
読後感想文が数多く寄せられました。中には十枚に及ぶ論文もあり、大半は共感の感想と激励で埋められていて、
関係者は感激して拝見した次第です。紙面の都合上、感想文の一部しかご紹介出来ませんがご了承ください。

塩川正十郎

経 営 理 念な く
保身に専念の経営者は
会社の不運のもと
元財務大臣

貴 書 拝 読いたしましたところ 小 生 等
が承 知していた経 緯と 理 由は名 門 鐘 紡
が自壊したことと同様であります。
まこ
とに残念であります。小生の父親が所有
していた鐘 紡 株五 十 株の配 当 金が小 生

著者の武藤治太会長（右）と松田尚士理事（左）

珍しく、
容赦ない厳しさが感じられます。
ます。
伊藤氏はこれからも
「鐘紡の歴史の

伊藤氏の功績は歴史によって評価され

とも言えましょう。

これは、何万というカネボウ従業員の
証し人」
であり、
私は懸命に後を追っかけ

舌 鋒は、日 頃 温 厚で、思 慮 深い著 者には

無念と、涙を代弁しているからでありま
ております。

あか

しょう。
本書は、
数少ないそれが可能な著

昭

者ならではの渾身のご労作で、
一人でも多
くの人に読んで貰いたいと存じます。

あか

伊藤氏は「鐘紡の
歴史の証し人」である
ベル・ライフケアコンサルタント 鈴木

『カネボウの興亡』
という題材を選びな

絲治社長を巡る鐘紡の悲劇
元カネボウ化粧品東京支配人 美藤正範

がら伊藤叩きにシフトし、誹謗とも言え
る文面で結ぶ本論からは学ぶべき訓育思

致しました。

情報、
誹謗戦術に巻き込まれ戦力を失す

とはできない。
.これからの日 本 企 業が真 実 性のない
４

行連中であった。
.伊藤氏なくして近代化鐘紡を語るこ
３

段で助けられたのは暴利を生業とする銀

としか考えられぬ。
.小泉内閣と
２
「産業再生機構」
の蛮行手

に、
一族として嫉妬・誹謗手段を記述した

こされました。伊藤君のような男を絲治

と同時に貴 説の通り 鐘 紡の滅 亡は伊 藤

れだけお世 話になった伊 藤 君がと 思 う

君が涙 乍に伊 藤 淳二君の非 道な仕 打ち

拝 読し、更なる 思いを 致しました。武 藤

で拝聞、尊敬致して居りましたが貴著を

武 藤 山 治 大 先 輩については鐘 紡 入 社

貴 著 拝 読 、流 石に立 派な 内 容で感 服

想は何もない。
. 伊 藤 氏は名 門・名 経 営 者であるが故
１

ることを憂うるものである。
.私は二代目鐘紡人として今日生きる
５

社 長がなぜ信 用して権 限を 与えたのか

君に原 因があることをつくづく 思い起

を語られたのが思い起こされました。あ

絲治社長のご逝去のおり、故北田孝三郎

の頃、伝説の大社長として回章類其の他

を誇りに思っている。

戦後公職追放令により倉知社長が退

残念に思います。

が出来なかったことです。
と共に鐘紡のト

き、武藤絲治さんと中司清さんのどちら

鐘紡最大の問題点は
「後継者の育成」

ップは他社と違って如何に激務であった

武藤山治像（朝倉文夫作）

の山田久一さんが絲治さんを推し絲治さ

が社長になるか問題があり、当時最長老

指示しましたが、
社内は大もめでした。

当 時三十 億円あった取 引を 全 面 停 止を

て百億円ぐらいの粉飾ありと判断して、

い出しました。

倒産の張本人を
明快に叙述している

元カネボウ社員

H・N

本書を読んで懐かしく、
又苦々しく思

んが社長になりました。
その山田さんが後日 絲 治さんと 骨 肉
の争いを起こします。
他 社は戦 後の紡 績ブームで内 部 留 保
に力を入れている時代でした。鐘紡だけ
がその余裕を失ったのは残念でなりませ
ん。
当時の想い出はまだ色々とあります。

この度、
貴著を拝読、
第一に胸中に広が

りました感慨は、「我が意を得たり」
の思

いでありました。
と申しますのも、
あれ程

伊藤淳二氏の想い出
元伊藤忠商事副社長 田尻邦夫

の会社であった鐘紡を倒産に追い込んだ

に叙述されており 、溜飲が下がる思いが

張本人が誰であったか、
について洵に明快

『カネボウの興亡』
を頂戴し、
早速読了
しました。
昭 和四十五 年 頃 、伊 藤 忠の越 後 社 長

したからです。

『役員室午後三時』『沈まぬ太陽』等の

と 富 山に新 設した鐘 紡との合 弁 会 社の
開場式に臨みましたが、何十人と鐘紡の

有名小説に取り上げられて居りますその

れた人として描かれていますし、会 社 倒

方が駅から 途 中の路まで並んでいて、前

また伊 藤 忠がペプシの販 売を 開 始し

産 直 後だけに流石に経 済 雑 誌 等で多 少

人の姿は、
その時代背景の故もあります

たところ、伊 藤 氏の秘 書が巻 紙を持 参 、

書かれていたこともありましたが、大 部

日から 予 行 演 習をしたとのことでこれ

越 後 社 長に渡して欲しいとのことで文

分は時効の覆いに隠されて、表面的には

が実 際より 人 格 的にも 能 力 的にもすぐ

面は今回のお祝い言上と、「鐘紡の本社、

その人の落度や悪徳は殆ど無かったよう

には驚きました。

工 場 全てペプシに自 販 機を 替えるよ う

それを 創 業 者 武 藤 山 治以下 代々の社

に取り扱われて来たように思います。
喜 色 満 面 、何 と 心 配 り 優れた人かと 絶

長の業績を明らかにされつつ時にエピソ

指 示した」と 書かれており 、越 後さんは

賛していました。この時 彼は「 権 威 主 義

ードも加えて書かれており、大層興味深

次第です。

く又読みやすく、熱心に読ませて戴いた

者」「じじ殺し」
だと痛感しました。
一九九五年、私が繊維の企画担当の時
興 洋 染 織を 軸に宇 宙 遊 泳が行われてい

武藤記念講座講演要旨

れることに思いをいたすことを意味してい

食べることにより、
新しい命の創造がなさ

スラム教はいずれも、「隣人
（同族、
同一宗派

一神教で同根のユダヤ教・キリスト教・イ

平 成 二 十三 年 上 期 の 武 藤 記 念 講 座

1月 日
（土）

20

月 日
（土）

月 日
（土）

輝政 氏

評論家 金

國民會館会長 武藤

明子 氏

美齢 氏

治太 氏

功氏

女優 小山

和男 氏

京都産業大学教授 所

京都大学大学院教授 吉田

いたします。（貞）

尚以上はホームページでも 発 信

を、掲載しました。

「背骨のある日本人」
の講演要旨

たためた 昨 秋の 曽 野 綾 子 氏の

想 文を 特 集 、四頁は年 頭まであ

亡」
の各 方 面から 寄せられた感

の 共 著で上 梓の「 カネ ボウの 興

三頁では昨年同会長と松田理事

の流転の経緯を書き下ろし、
二、

されました。
一頁は武藤会長がそ

治邸がゆかりの舞子に移築復元

寿 ぐかのよ うに十一月には旧 山

法 人に昇 格し ましたが、それを

昨 年四月 、國 民 會 館は公 益社 団

ます。

あ け ま して 、おめでと う ご ざい

（土）
月 日

京都大学大学院教授 中西

「 内憂外患の日本をどう立て直すか」

月 日
（日）

5

月 日
（土）

16

とがあります。
又、
国際的人間になるために

ます。
さらにあらゆる現実の苦労を直視し

の人）
を愛し、
汝の敵
（同族、
同一宗派以外の

21

背骨のある日本人

て自分の知恵で考え、
たとえ後ろ指を差さ

人）
を憎め」
と教えています。
然しイエスは

18

は、
そもそもその国のよい国民であること

れても、
信念をもって行動するべきです。
ま

「汝の敵を愛し、
迫害する人のために祈れ」

2

綾子

考える力を与えてくれます。
ヘブライ語で

与えられることに

たよい本を読んで目からうろこの経験をす

と革新的教えを説きました。
故に与えられ

3

作家曽 野
今晩食べる物がなく、
水を飲んで寝るか、
「苦いパンを敢えて食べろ」
という言葉があ

感謝するだけでなく、

で日本は
「夢の国」
であり、
国民は健康で、
賢

ることもよいことです。
然し他人の価値観

ることによる幸福に感謝すると同時に、
も

4

（ ｔｏｂｅｉｎｔｅｒｎａｔ
）
が
ｉｏｎａ
ｌｂｅｎａｔ
ｉｏｎａ
ｌ
前提であることを教え込まなければなりま

乞食をするか、
盗みをするしかない状況が、
りますが、
苦く生の味が残った小麦の命を

く、
働き者です。
にもかかわらず、
何故日本

を鵜呑みにしていては、
尊敬される人間には

らった分を他の人と分かち合うことが大切

5

せん。

貧困の定義です。
それからすれば、
世界の中

人は
「与えられること」
をあまりにも要求

なれません。
特に読者としてはマスコミの報

です。
戦後の日教組の教育は、
要求のみの

〈昨年十月九日、
大阪武藤記念ホールにお

29

6

編 集 後 記

与える人になるべきです

するのでしょうか、
又現在のこの国の
「よど

道に流されず、
寄稿者としては、
その差別的

骨は例え曲がっていても柔軟で強くなけれ

神を植えつけました。
現在の日本の
「よどみ

私は小学生の六年間、
母に作文を毎週強

ばなりません。
即ち標題の
「背骨のある人」

て断じて屈してはなりません。

制的に書かされましたが、
そのお蔭で作家

とは、
政府や教師に言われるからでなく、
し

と閉塞感」
は、
まさにその退廃した教育から

となることができ、
半世紀余りで原稿用紙

っかりした個性ある自己を自ら確立するこ

幼い頃と初期の学習は

十五万枚六千万字を書いて来ました。
どの

とにより
「与えられるだけでなく、
分相応に

来ているのではないでしょうか。
以上から背

ような職業であれ、
始めは強制から入り、
私

与えることのできる」
人のことです。
そしてそれは社会的評価にとらわれない
なれば全員一年間共同生活をして、
奉仕活

ける武藤記念講座の講演要旨です〉

見事な生き方となるでしょう。
動をさせて鍛えるべきであると提言したこ

る生活はないことを教えるため、
十八歳に

世界にユートピアはなく、
安心して暮らせ

くらい励めば一人前になれるものです。
この

強制から入るべきです

「おもらい根性」
により、
日本人に貧困な精

世は矛盾だらけですが、
その矛盾が人間に

ことが沢山あります。
戦争だけでなくこの

ことと言っていますが、
戦争からも学ぶべき

平和主義者は、
戦争は百パーセント悪い

与えてくれます

矛盾が人間に考える力を

この世は理想とは程遠く、

か?

みと閉塞感」
はどこから来ているのでしょう

編集方針と差別的用語の使用制限に対し

曽野綾子先生
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昨今の政治情勢に思う
年五月であったが、
その前年には関東大震

治太

当會館の創立者武藤山治は、
鐘紡の事
災があり、
現在と同じく世の中は全く混

公益社団法人國民會館会長武 藤

実上の創始者として知られているが政治

の問題についても井上準之助蔵相と丁々

鋭く内閣を糾弾する。
続いておこる金解禁

形法と台湾銀行救済についても、
彼は舌鋒

部であった。
更に大震災に関連する震災手

だろうというような事を論じるなどは全

材が、
今現れてああしただろう、
こうした

経済状況など大きな差異があり過去の人

回とでは地震の規模、
人口規模、
我が国の

がら、
その記事では関東大震災の当時と今

くナンセンスではないかと切り捨てていた

発止の激論をかわすのである。
このように、
山治の議会活動は実りある

のである。

そ うであろ うか？私はそ うは思わな

ものではあったが、
何分少数政党のため十
分理想を実現するには程遠かった。
また片

い。
なるほど、先人がズバリこの場に現れ

沌とした時代であった。
その中で
「一国の盛衰は政治の良否によ

方では普通選挙の施行により、無知な選

の世界においても、
大正十三年から昭和七
年までの約八年間、
自ら設立した実業同志
る」
という信念のもとに、
一年生議員にもか

ないが、
先人の残した考え方や、
やり方に

会後の国民同志会を率いて衆議院議員と

学び現在おかれた状況に一番適切な方法

たらなどとは、
おかしな考え方かもしれ
一方、無産政党の台頭もあ

挙民に対する公然とした買収が横行する

り、
国民同志会はその党勢

を迅速に講じることこそ政治家の務めで

かわらず時の蔵相浜口雄幸と経済問題を

を伸ばすことが出来なかっ

あろう。

して活躍した。
彼が政界へ足を踏み入れる

た。
このため、
彼は昭和七年

そうして出来たのがこの國

の改革を志すことになる。

点に戻り国民の政治意識

の選挙不出馬を機会に、
原

ろはすべてを担当者にまかせるが責任はす

ではなかったが、
彼の素晴らしかったとこ

災当時の村山首相は飛び切り有能な人物

集団のそれとしか思えない。
阪神淡路大震

菅民主党政権の大震災への対応は、
素人

く感じていたのであった。

なく、
彼としては民間人としての限界を強

く、
その後の政府への働きかけも実りは少

あったが、
かならずしも十分なものではな

彼の努力により成立した軍事救護法では

る
「軍事救護法」
にあったと言われている。

り上げた傷痍軍人とその家族の救済を図

きっかけは非議員にもかかわらず独力で作

と今でも内容のよくわからない特別会計

営化の推進であった。
また予算の一般会計

郵便、
郵便貯金、
簡易保険、
電信電話の民

化、
次いで非効率な官業の整理即ち鉄道、

には小さな政 府と 予 算の徹 底 的な効 率

治』
が事実上の彼のマニフェストで、
具体的

ベストセラーとなった
『實業讀本』『實業政

については彼が大正十五年一月に世に問い、

巡って、
華々しい論戦を展開する。
その内容

いるならばアイデアと実行力によって獅子

手前味噌ながら武藤山治も今日この場に

努力した後藤新平の名前が挙がっていた。

復旧、復興に大風呂敷と言われながらも

記事にしていた。
たとえば関東大震災後の

現れたら一体どのようなことになったかを

きな成果を挙げた政治家が、
もし今の世に

晴らしい実行力により大

に対して、
過去において素

政治の余りにもの無力さ

今回の東日本大震災後の

ある。

り、
真摯に努力してもらいたいと思うので

雖も我行かん」
の武藤山治を表す言葉通

とまともな人の意見を聞き、「千万人と

首相はすでに遅いかもしれないが、
もっ

のでは国民は余りにもさびし過ぎる。

い。
総理大臣になることだけが、
目的だった

念のないままの思いつきの羅列に過ぎな

である。
菅氏のやっていることは確たる信

三カ月を経て、
最近やっと立ち上がる始末

であろう。復興の主体となる組織も震災

翻って、
現政権のやっていることはどう

べて自分がとった事である。

武藤が初めて同志十名と共に衆議院議

奮迅の活躍をしたことであろう。
しかしな

さて、
最近あるマスコミで

民會館なのである。

綿業会館にある武藤山治の胸像と武藤会長

は一緒にすべきであるなどが、
彼の主張の一
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員に当選したのは、
前述のとおり大正十三

國民會館
だより

武藤山治との結婚
てしまった。

新しい生活が始まる

金太は自分の好きな美術の研究に没頭
し、
絲治は帰国後、
鐘紡には入らず、
将来

舞台裏にいて山治の演説の調子、
抑揚など

遠慮なく批評した。

で千世子は各家庭を回り、
武藤山治の人

武藤山治は明治二十六年三井銀行に入
山治は結婚した翌日に金庫の鍵を千世

島の会社で仕事に精をだした。

当時は家庭訪問が認められていた時代

社、
本店勤務数カ月で神戸支店副支配人
子に手渡した。
家の経済は全て妻に渡すと

自立し、絹糸業の経営者を目指して鹿児

を命じられたが、
翌年には鐘紡兵庫工場の

物や主張を分かり易く説明した。

山治は
「私の最も苦手とする所で千世

当初、
横山大観からはじまり、
英一蝶、
雪

置いた山治は、
その後時事新報社の社長を

選挙に三回当選し、
八年間政界に籍を

子に助けられました」
と語っている。

舟を好み仏画、
仏像を集めるようになった

務め紙面で政財官の癒着を厳しく攻撃し

公益社団法人國民會館理事松 田

尚士
子は
「あの美しいお月さまをお描きになっ

鎌 倉の 自

九 日 、北

が、
その後与謝蕪村の絵の見事さに魅せら

しむのが趣味であった。

酒を嗜まない山治は家の中で名画を楽

山治を芸術の世界に誘う

しかし千世子は初めて鍵を手にしたも

云う考えからであった。

まった明治二十七年には日清戦争が勃発
ののどうして金庫を開けるのかも分から

建設責任者に抜擢された。
工場の建設が始

し、日本経済は戦時景気に沸き立ってい
なかった。

らなにまで千世子任せで

このように山治は家庭のことはなにか

た。
この年山治は丁度二十八歳の若さで、
建設責任者になり、
日夜仕事に熱中してい
る最中に縁談が持ち込まれた。
「風呂に入ると三つか四つの子供のよう

ある夜、
舞子の家の部屋から見える海の

た。
そのキャンペーンの最中、
昭和九年三月

相手は渥美千世という十九歳の娘さん

に身体を洗うことから、
拭くことまでして

上に照る月と海面の輝きの美しさに千世

れて蕪村研究家の第一人者になった。

で、
仲人は当時三井銀行大阪支店長の高

貰ったし、
爪も切って貰っていた」
と後年次

男の絲治は語っている。

武 藤 千 世 子の生 涯
武 藤 山 治 夫 人の内 助の功

橋義雄夫妻であった。
山治は美貌と気品のある千世嬢に一目
惚れして縁談はトントン拍子に進んだ。
渥美千世の父方は長州藩の士族、
母方
は中津藩奥平家へ仕え、祖母は千世岡と
呼ばれ、
姫の祐筆として重く用いられたと
いう。
関東育

宅 から 通

勤の 途 上

で 暴 漢の

狙 撃を 受

けた。

神 戸か

ら 駆 けつ

島影を描いてみせた。
これを機に山治は絵

治は不帰の人となった。

子の枕元での看病の甲斐もなく翌十日山

けた 千 世

を描きはじめ、
腕はぐんぐん上達した。
大

たら」
と墨を磨り、
山治の手をとって、
月と

一方山治が精魂込めて建設した工場は

阪、
東京の三越で個展を開き、
買い求める

世子にとって山治の予期せぬ死は半身を

また朝にはネクタイも結んで貰うなど一

神 戸へ来

見事に完成し、
四万錘の紡績機械が音を

客も多かったという。

もぎ取られる苦しみであった。

人の男子、
三人の女子がそれぞれ元気に成

武藤家は幸い多くの子供に恵まれた。
二

の立候補者を擁立した。

同志会の会長として先頭に立ち、
三十一名

大正十三年の衆議院選挙に山治は実業

が、
何時も背筋をピンと張って、
近寄りが

にある静かな佇まいの家で余生を送った

千世子はその後北鎌倉の円覚寺のそば

切千世子任せであった。

る のに は

立てて稼働する姿は壮観なものであった。

政治家の妻の応援

長していった。
金太と絲治は共に慶應義塾

会長の山治は候補者の演説会場を二百

晩年二人で支え合いながら暮らした千
相 当の 覚

大家族での生活

建設一途の山治は神戸山手六丁目に一軒

普通部に入学し、
金太は英国のオックスフ

カ所応援に回ったが、
千世子は前もって会

で あ った

家を借り、
現場監督の平野勇造と事務方

ォード大学へ、
絲治も英国のメイドンヘッ

場へ出かけ、
電灯の明るさを調整したり、

ろう。

の藤正純が居候のような形で同居してい

ドのファンレー塾へ留学した。

七歳で天寿を全うした。

そして昭和三十九年九月十九日に八十

たいほど威厳と気品に満ちた姿だった。

たが花嫁を迎え入れるためと追い出され

が 離 れた

千世子自身も社会活動を熱心に行った

悟 が必 要

ちの 千 世

晩年の山治と千世子（昭和9年）

け、
自分さえよければ」
という刹那的・利己

い。
それゆえ現実的には、
一般国民も
「今だ

経済よりすぐれたシステムが見当たらな

ただし、現代社会では民主政治や貨幣

皇制度を定めているのである。

法ですら第一章を
「天皇」
とし、
象徴世襲天

制定などが必要になろう。
しかし、
現行憲

とげるには、
独立国家にふさわしい憲法の

敗戦シンドロームから脱却して真の復興を

今回の被災地だけでなく日本全体が、

的な考えを改め、
可能な限り長期的・大局

従って、
日本国民の多くが心を合わせ真

両陛下の大震災即応に学ぶ

給するという無理な方式をとりながら、
十

的な視野に立ち、
各々の立場と能力を活か

底から力強い日本を再生するには、
学校で

「君が代」
日本の再生に向けて

分な安全対策を整えてこなかったとすれ

して、
世のため人のために尽くすよう努め

国歌
「君が代」
は
「天皇を日本国及び国民

功

ば、
不作為の人災といわざるをえない。

るほかないであろう。

た方々の悲しみと苦しみは想像を絶する

ならない。
そのような内閣や国会の議員を

しても、
それを非難するだけで終わっては

しかし、
その責任が政府や東電にあると

れたことは、
川島裕侍従長が
「文藝春秋」
五

災にも、
両陛下が直ちに驚くべき対応をさ

今上陛下と皇后陛下である。
今回の大震

職員たちが率先して
「起立により斉唱を行

解説書」）
ことも、
また公教育に携わる現

るようにする」（文科省編
「学習指導要領

平和を祈念した歌であることを理解でき

三月十一日に突発し今も余震の続く東

が、
それ以外の人々も余所
（よそ）
事では済

選び出してきたのも、
また電力などを売買

月号に詳述しておられる。
また、
陛下の御

う」（府条例）
ことも、
必ずや重要な役割を

京都産業大学教授所

日本大震災は、
日本列島に住む私どもに

現代社会の価値観を考え直す

東日本大震災は天災か人災か

深刻な課題を投げかけた。直接被災され

まされない。

し大量の生産活動と贅沢な消費生活をし

発案で五日後に録画放映された
「お言葉」

果たすにちがいない。

（平成二十三年六月十六日稿）

統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と

貞観
（八六九年）
以来といわれる大地震・

てきたのも、
他ならぬ私共国民だからであ

や、
七週間連続の被災地御歴訪報道など
から、
その一端を拝察することができよう。

所教授の平成十一年九月武藤記念講座で

そこで、改めて現代社会を覆う価値観

れ、
皇后陛下も幼少期より御修養に励ん

の講演
「日の丸・君が代の法制化と公教育

さらに、
このような非常時に直面して、

民主政治も貨幣経済も、
その実態を直

で来られたことを見逃してはならない
（拙

の役割」
は同年十一月に叢書として発行さ

を省みると、「民主政治」
や
「貨幣経済」
を

視すれば、現在の自分に有利か否かを考

稿
「両陛下こそ日本人の心の拠り所」
ＷＩ

れましたが、
この度十二年ぶりに復刻版を

超人的な即応をなさることができたのは、

え、
票数や金額の多少で割り切る。
そのた

ＬＬ七月号）
。

過信してきたことに問題があるのではない

め、
過去
（祖先）
も未来
（子孫）
も考慮しな

発刊いたしました。
すでに、
橋下大阪府知

天皇 陛 下が御 歴 代の御 仁 徳を受け継が

い刹那主義、
また社会
（他者）
にも環境
（自

か。

その際、
最高の御手本と仰がれるのは、

大津波は、超弩級の天災である
（拙稿「平

る。

安時代にも激発した大地震
（おおない）
」
Ｗ
ＩＬＬ六月号）
。
しかし、
三陸沖では、
明治

国歌
「君が代」
と日本国民の統合

もし、
このような現代社会の在り方が、

って良し悪しを決めてしまう。

往々にして質
（内実）
よりも量
（外見）
によ

立した。
その意義は極めて大きいと思われ

表橋下徹知事）
の賛成多数により可決成

条例が、
これを提案した大阪維新の会
（代

阪府議会で
「国旗掲揚・国歌斉唱」
の励行

折しも大震災三ヶ月後の六月五日、大

送又は記念講座会場でご入手下さい。

読の書です。
Ａ五版七十五頁四〇〇円、
郵

を追求する國民會館の
「古典」
として、必

す。
つねに日本国の正しい国家観と歴史観

たしましたが、大きな反響を呼んでいま

事を始め維新の会の府議会議員に謹呈い

然）
にも配慮しない利己主義に陥り易く、

今回の人災を招いた要因（少なくとも背

る。（日本学協会編「日本」
八月号拙稿参

（一八九六年）
にも昭和
（一九三三年）
にも大

まして約四十年前、
この三陸に近い福島

景の一因）
だとすれば、
これを機に大前提と

照）
。

も、
その電力を地元ではなく首都東京に供

策がとられてきたのだろうか。

くなっている。
それ以降、
本当に有効な対

地震・大津波に襲われ、
合計四万余名が亡

の海岸に原子力発電所を建設した。
しか

してきた価値観を考え直す必要があろう。

所功先生

公益社団法人と寄付文化
國民會館の取組姿勢について
売で稼いだお金を人のため使うのが美徳」

大阪ではお上に頼らず自立の精神で、「商

「特定寄付金」
として寄付金控除が認めら

寄付を促進するために、
寄付をする人には

入することが認められます。
一方外部からの

二〇数兆円もの
「寄付」
が行われていると言

よって大きく異なり、
アメリカでは年間約

世界的には
「寄付」
に対する考え方は国に

国から何千億円もの寄付金
（義捐金）
が集

が小さいとの話でしたが、
たちまち日本全

しました。
然し、
我が国に於ては寄付の役割

したが、
偶々その日に東日本大震災が発生

然し、
日本でも
「寄付」
がいよいよ出番と

け、
又武藤山治に関する論文で博士となら

と遺産見込みの内から寄付の申し出を受

9

8

19

29

22

24

3

27

平氏

太郎 氏

評論家 石

三千子 氏

政策研究大学院大学教授 小松

正之 氏

進氏

邦彦 氏

月 日
（土）

月 日
（土）

い。（貞）

緑陰を見つけて、是非ご一読下さ

よる寄付論です。

の再 生 論です。四 面は 事 務 局に

を 、仰 ぎ 尊ぶべき との日 本 国 家

「君が代」
により象徴される天皇

丸」
に象 徴される 太 陽（ 自 然 ）と

みで す 。三 面 は 所 教 授 の「 日 の

すが、詳 細は 本 を 見てのお 楽し

叢書として出版される予告編で

支えた千 世 子 夫 人 論です。近々

田理事による山治を内助の功で

長による 山 治 論です 。二面は 松

であろうか、
いつもの通り武藤会

してリ ー ダーシップを 発 揮した

復興にどのような政策を打ち出

第一面は山 治ならば今 回の震 災

音楽家 吉田

中部大学教授 武田

月 日（土） 東京会場 六本木国際文化会館

埼玉大学名誉教授 長谷川

月 日
（土）

評論家 屋山

武藤記念講座今後の予定

月 日（土） 夏季特別講座

9

月 日
（土）

10

は
「寄付金優遇税制」
が適用されることで

國民會館の十二階は、
大阪城天守閣が市
との気風が強く、江戸時代の浪花八百八

れます。

われ、
社会活動に占める
「寄付」
の役割が非

まり、
いざと云う時の日本人の絆の強さを

なって来ました。
明治以来の法律改正によっ

れた会員の故Ｋ氏から、
遺贈を受けました。

10

す。
公益法人がその公益事業の損失を収益
事業の利益で補填した場合は、
利益の最大

内で最も間近に見えるホットスポットです。
橋、
大正期の中之島中央公会堂等、「寄付」

Ⅲ 國民會館の取組姿勢

百％までを
「みなし寄付金」
として損金算

大阪城は豊臣秀吉が十六世紀末に築城、
大
で作られた公共施設が数多くあります。

Ⅰ 寄付は、独立自尊の精神から

阪夏の陣で破壊されたあとすぐに再建され

常に大きいのに対して日本は年間約一千億

改めて確認することが出来ました。

当法人は、
去る三月十一日に理事会を開

ましたが、
暫くして落雷により焼失、
以来長

催して、「寄付金取扱規則」
を制定いたしま

円程度と見られています。
こうした寄付に

て生まれた
「新公益法人制度」
の目的は、
第

然し
「寄付」
はあくまで寄付する人の自

当會館の例では今もお元気な会員Ｓ氏か

一セクターの政府・公共部門と第二セクター

由意志に基づいてお受けするものであり、

対する考え方の違いは、
宗教観、
社会意識、

の営利法人だけでは、
現代の多様な社会ニ

決してこちらから求めるものではありませ

ら
「國民會館が時勢に付和雷同することな

ーズに対して十分に対応出来ないことか

ん。
會館のなすべきことは、
四つの公益事業

福祉政策の違いに起因すると考えられてい

ら、
第三セクターの
「民間非営利部門」
を拡

が
「武藤山治の精神に基づき不特定多数の

く人々を啓蒙して来たことを評価したい」

充して活力ある社会を作ろうとするもので

人達の利益の増進を図る高い公益性を有

ます。

あり、
その主役が当會館が一年前に昇格出

（國民會館事務局）

する」
よう最大限の努力をすることだけで
す。

来た
「公益法人」
であります。
公益法人となった場合の最大のメリット

11

編 集 後 記

Ⅱ 日本の寄付文化
公益社団法人により離陸へ

い間天守閣のない時代が続きましたが、
昭

和六年一般市民の
「寄付」
により再建されて
現在に至っています。
天守閣完成の二年後の昭和八年に、
武藤
山治は、
既に設立していた社団法人國民會
館に私財を
「寄付」
、
大阪城天守閣から五
百メートルの直線距離のお堀端に建設さ
れた國民會館は政治教育の殿堂として、
天
守閣とほぼ同じ時代を歩んで今日に至っ
ています。

國民會館会長室から大阪城天守閣を望む
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ざい れう

すで

けつ か

ざい

まい

ど

けん

じう

こう

ぎ

ぎ

みん

わく

しう

ばく

いやし

せい とう

ぎ いん

だい

かぶ しき

め

一方、
検察は動きだし、
台湾銀行総裁、
中

せん

たい ぎん とく ゆう

れっ

ずるには其材料は已に充分である。
苟くも

せい ぢ

もん だい

かい ふく

（昭和九年一月二十九日）

治太

得ないことであろう。

前掲の文章で、
武藤は政治家の身の処し

方を厳しく追及しており政治家に求めら

れる道義について触れているのである。即

た。
そして連載中武藤は暴漢に襲われ死去

かにしたのが
「番町会を暴く」
の記事であっ

愛するが、
いずれにしても、
この実情を明ら

獄の解明」
に詳しく述べられているので割

は、
三頁所載の
「番町会への糾弾と帝人疑

惹起されるのである。
この事件のあらまし

て、
後に帝人事件と云われる大疑獄事件が

しく攻撃していた。
この記事がもとになっ

う特集記事を連載し政、
官、
財の癒着を激

当時、
時事新報は
「番町会を暴く」
とい

ある、
三権分立の本質がわかっていない」
な

でいる時に立法府で議論するのは間違いで

あるという問いかけに
「司法の裁判が進ん

るが、
国会に出て説明責任をはたすべきで

後この政治家は起訴され、
現在裁判中であ

て裁かれなければならないのである。
その

り、
彼は当然政治裁判所である議会におい

権力を振るう政治家がいるが、
この文の通

も応じないで、
大手を振って政界において

われなかった事をよい事に、
議会の喚問に

近年政治資金を巡り司法の上で罪を問

ち、
たとえ法律的な証拠が十分でなくと

する。
武藤の死は、
この記事が直接原因か

どと詭弁を弄している。
三権分立であるか

ここに掲げた文章は、小文にすぎない

どうかはわからないが、
何等かの繋がりは

らこそ司法手続きとは別に立法府である

も、
議会は、
道義に基づき政治家の罪を裁

否定できないのではなかろうか。
犯人はそ

国会で道義的、政治的な責任が問われな

が、
昭和九年から八十年近くたった今日で

の場で自決しており、
真相は闇の中で、
昭

ければならないのである。

かなければならないと言っている。

和史の謎の一つと云われている。

もこの論旨は明確に通用すると思う。

（解説）國民會館会長 武 藤

武藤山治の文章について

以上
『公民講座番町会事件顚末特集号』
より

しん

かく

島久萬吉商工大臣をはじめ番町会のメン

ふ

ぶ

身閣員に列し、
世間で常に疑惑の眼を以て

帝國議會は司法裁判所でなく政治裁判所である
せう

ぱん

ぢ さい

さい

し

たん

バー、
帝人社長、
大蔵次官などが召喚、
逮

いへど

せい

山治

見られる
「番町會」
一部の者共の手先きと

ぢ

ほう りつ

ぎ

せい

さい

そん

捕され一大疑獄事件に発展し、
時の斎藤内

いへど

國民會館創始者武 藤

つみ

ぢ

あつ

なって臺銀特融の共同擔保たる株式拂下

かん

閣は崩壊する。

けん

たん

とゝの

げに斡旋し其結果、
國家國民に莫大の損

せう

官の人々と雖も一度法律上罪となる證據

ばつ

じ

この裁判は昭和十二年
（一九三七年）
まで

ざい

我國は罪人が自白しても證據が整はな

害を及ぼせるが如き、
公人としてこれ以上

続き、
最終的には全員無罪となるが、
今こ

ほう さい

ぢ

せい

てき かく

あやま

ぜん

せい

だん

がい

が明らかとなつた以上は、
その裁きを受け

の政治上の犯罪はない。
議會就中衆議院は

よう

ければ容易には罰せられない程極端なる
ねばならぬ。
今一つは議會といふ政治裁判

し

これは司法裁判の上に於ては人權を重

證據裁判の國である。

さい

こで考えるならば、
この事件は完全なイン

せう

此問題を曖昧にせずして、
失はれた政黨の

サイダー取引であり、
先年のリクルート事

けっ こう

そこで裁かるゝのである。
こう

せい

所があって如何なる政治家と雖も一度政

信用を恢復するに努力すべきである。

まこと

だん ざい

ぢ

ほう さい

さい

ぢ

い

つみ

件と全く同質のものであり、
無罪などあり

治上の罪を犯したりと認めらるゝときは、

てん

ほう さい

んじる點に於て誠に結構のことである。
し

然しながら此司法裁判所に於ける斷罪
せい

ぎ

せう

せい

はん

せい ぢ

慶應義塾 福澤研究センター所蔵

これ政治家たるものは公人として一般普
こ

せき

通人よりも重く考えられて二箇の裁判所

ぎ

に於いて裁かるゝ所以である。
し

然るに、
どうかすると議會に席を占める
こん

かい

さば

よう

人々の中には司法裁判所と政治裁判所と

ぎ

ご

ほう りつ

には證據を必要とするといふことが一般の
やゝ

ほう

だん ざい

を混同して、
議會に於ける裁判も一に適確

かん ねん

ほう さい

通有觀念となつて稍もすれば議會に於け
し

なる法律上の證據を必要とするが如く誤

さい

る裁判にも司法裁判所に於ける如く斷罪
せう

よう

り考へる者があるようであるが、
それは全

ほう りつ

し

ほう さい

つみ

さい

には法律上の證據を必要とするが如く考
せい ぢ さい

ぢ

◇―◇―◇
もん だい

ぎ

會」
の問題でも議會に於て政治上の罪を斷

もん だい

今議會の問題とならんとしてゐる
「番町

ぎ

治家の罪を裁かねばならぬ。

ぎ

然誤解であつて、
議會は政治裁判所として

さい

し

へるものがあるが、
これは政治裁判と司法
し

だん

◇―◇―◇
ほう さい

つみ

ぜん

司法裁判所の及ばない範圍外にあって、
政

し

一つは司法裁判所であつて如何なる高位高

政治家の罪を斷ずる裁判所は二つある。

せい ぢ

た考へである。

さい

あやま

ぱん
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裁判とを同一視するものであつて全然誤つ

せう

國 民會館
だ より

門野幾之進記念館リニューアル開館式で

進の孫進一氏と三代目同士で旧交を温め

ニューアル開館式に参列、
祝辞を述べ幾之

三賢人と言われる門野幾之進記念館リ

問、
山治の福澤諭吉門下生の先輩、
鳥羽の

武藤会長は、
十一月二十八日鳥羽市を訪

山治と同じ慶応三年のお生まれで慶應義

れに加えて門野先生のご舎弟重九郎様は

ら直接お世話になっていたと思います。
そ

ていた頃であります。
従いましてその頃か

塾の教師として福澤先生を助け活躍され

義塾に入塾した明治十四年にはすでに義

当会館の武藤治太会長が挨拶

ました。
以下は門野幾之進記念館オープン

塾の同期生であります。
本日は、
当時の写

先生の創られた新聞事業を見放すことは

る」
という再三にわたるご要望に恩師福澤

聞用紙代にも事欠く有様であった。

けた頃には、
日常の資金繰りにも窮し、
新

行部数も徐々に増えていく。
山治の引き受

武藤の諸施策が徐々に功を奏し、
ほぼ一

できないと重い腰を上げるのです。
しかし、
一度引き受けた以上、武藤の再

年半後の昭和八年の終わりには、
発行部数

を引き、
さらに政界活動を引退した武藤

要だとお考えになり、昭和七年当時鐘紡

すが、
その再建には、
並々ならぬパワーが必

て門野先生がその面倒を見られていたので

報が、
昭和のはじめに経営不振に陥りまし

八八二年）
に福澤先生が創立された時事新

なされるわけでありますが、
明治十五年
（一

千代田生命の創始者として財界の重きを

ター通信と提携したというような先進性

経 営に陥り 、
かつて我が国で最 初にロイ

営について直言する人もなく段々と放漫

澤さんの子息捨次郎さんであったため経

かったが、
それが空回りして、
また社長が福

それに安住し、また社員のプライドも高

の創った日本一の新聞ということで経営は

若干お話しておきますと、
時事は福澤先生

ここで、
当時の時事新報の状況について

経済新聞が保有しており、
同社は産業経

現在時事新報社のすべての権益は産業

は東京では産経時事と称していた。

産業経済新聞と合同し一時産業経済新聞

に復刊するが再び経営は悪化、間もなく

京日日新聞と合同する。
戦後昭和二十一年

時にして赤字経営に逆戻りし、
間もなく東

においては改革反対の勢力が盛り返し、
瞬

単にふれておくと、
リーダーを失った時事

さて武藤亡き後の時事新報の運命を簡

建への熱意は高まる一方でした。

も一気に伸び、
今一息で赤字脱却までにた

どり着く。
しかしその頃
（昭和八年十二月

から昭和九年一月）
にかけて連載し後に帝

人事件に発展した特集記事
「番町会を暴

く」
が災いしたのか昭和九年三月九日山治

は出勤途上北鎌倉で暴漢に狙撃され翌十

日死去する。

山治の葬儀における門野会長の弔辞が

残っているが、
その切々たる言葉には涙を

に白羽の矢を立て門野先生が慶應義塾出

も徐々に失われ、
大正の終わりごろには経

禁じえないものがあります。

身の重鎮福澤桃介、
池田成彬さん等と図

済新聞の中で資本金七千万円の会社とし

ら最初はこの要請をお断りします。
しか

ゆっくりしたいと考えていた山治でしたか

実業界、
政界の激務から引退して、
少し

記事、
家庭欄の充実、
カラー印刷の開始な

ら、
先ずニュース性のある記事、
女性向けの

場による新聞が速報性に劣るという点か

根本から正し、
紙面については、
ラジオの登

す。

と存じます。本日はおめでとうございま

應義塾関係者の間でも知られていない事

いて申し上げましたが、
この事はあまり慶

以上門野幾之進先生と武藤の関係につ

てかろうじて存続している。

し、
お世話になった大先輩の門野さんから

ど次々と手を打っていく。
これらにより発

山治はこの放漫経営、
ぬるま湯体質を

の
「君が引き受けなければ時事はつぶれ

よう懇請されたのです。

営難に直面していました。

新装なった記念館で主賓達と
（左から二人目）

り武藤に何とか時事の経営を引き受ける

門野先生は、
その後実業界に転じられ、

目にかけます。

真の写しを持参いたしましたので後程お

の挨拶です。

れの祖父とは十一歳も先輩で山治が慶應

生まれですから慶応三年
（一八六七年）
生ま

門野先生は、
安政三年
（一八五六年）
のお

ながりによるものと存じます。

野幾之進先生と私の祖父武藤山治とのつ

さて、
本日私がお招き頂きましたのは門

ございます。

この機会にお招き頂きまして誠に有難う

開館誠におめでとうございます。
わざわざ

本日は門野幾之進記念館リニューアル

鳥羽らしい和風の会場で挨拶する武藤会長

番町会とは
昭和の初期、
日本の産業が目覚ましい発
展を遂げていた時、
武藤山治が一番嫌った
のは財界人の一部が利権を求めて政界、
官
界に擦り寄って行こうとする姿であった。
武藤は彼等を政商と名付けた。
この当時、
財界の大物として郷誠之助が
よく知られているが、
彼は十指に余る会社

して喜ばれた。
当然彼の周りには数多くの

ため財界人の世話役として大きな働きを

随意契約を結んだ事が分かってきた。

裏に帝人株の売買交渉を行い公募でなく

団代表
（株ブローカー）
の河合良成が秘密

を再建した豪傑肌の男で、
また世話好きの

財界人や官僚、
新聞人が集まり、
毎月十四

議会からの要請でこの契約書の写しを

帝人疑獄の判決
このような増資期待株の価格が上がっ

長を後日司法次官に抜擢し検察側の不満

をなだめたと云う。

「株は上下するもので、
これの先高は予

容易に納得できることであろう」
と石田主

人知では予測できないことは経済人なら

「如何なる条件下にあっても株の上下は

想できない。
現在の経済機構の下では本件

任判事が後日述べているが、
これは河合が

たことについて判決では

は商取り引きであり、
背任罪も汚職も成

主張していた論法と全く同じであった。

時が移り、
敗戦後の日本の経済構造も

立しない」
と東京地方裁判所は被告全員

昭和十二年十二月十六日の事であった。

随分変わり一見合法に見える経済行為も

リクルート事件の実態
当然検察側は控訴を求めたが塩野法相

不法と看做されるものも出るようになっ

に無罪の判決を言い渡した。

は
「日中戦争の最中、
挙国一致を守るため

た。

に不服な同社の重役達は上告したが最高

はこれを
「ワイロ」
に当たると判定し、
これ

和六十三年の殖産住宅の汚職事件で高裁

売買は単なる商行為と見られていたが、
昭

るのか、
正確には分からない」
という理由で

「上場前の未公開株は上がるのか、
下が

に
『大乗的判断』
として控訴を断念する」
と表明し、
天下を騒がせた帝人疑惑の審議

番 町 会への 糾 弾 と 帝 人 疑 獄 の 解 明
尚士

裁はこれを棄却した。

これに力を得た東京地検特捜部はチャ

ンスとばかり未公開株を配ったリクルート

前会長江副浩正を贈賄罪で、
労働省と文

部省前事務次官とNTT前会長を収賄

罪で逮捕した。

このほか財界人、大物政治家など数多

く起訴され、
有罪の判決を受け、
江副浩正

自身も懲役三年、
執行猶予五年の刑を受

ける事になった。
これを見ると、
帝人疑獄

と、
リクルート事件に共通点がある事が分

得ようとする悪質な業者には武藤の正義

公益社団法人國民會館理事松 田

大蔵省がしぶしぶ提出することによって、

なぜ高木理事と河合良成が一部の人に

は幕を下ろしたのである。
しかし驚いた事

の鉄槌が下されるであろう。

かる。
政界、
官界に株をばら撒き、
利権を

に塩野は進退伺いを出した岩村検事局次

斎藤内閣総辞職の記事
（東京朝日新聞 昭和9年7月3日）

日に会合を開いた。
郷の屋敷は麹町の番町
にあったため、
この集まりは番町会と呼ば
れていた。
かつて政府の救済を受けた台湾銀行が、
破産した鈴木商店の借金の担保に帝人株
を保持していることを知った彼等の中に、

と企んだ人物が数名いることを武藤は見

帝人株は一株一二五円で売却することに

この契約の全貌が分かり、
世間は騒然とな

武藤は昭和九年一月から時事新報に
「番

なり、
配当は一割五分を付け、
おまけに旧

逃さなかった。

町会を暴く」
と云う告発記事を掲載し世

株式三株に対し二株の新株を割り当てる

った。

間にこのような悪事が存在することを公

という内容であった。
一二五円の株は日を経ずして一五〇円に

られた後若手財界人が相次いで検挙され、

のみ売却することを二人で図ったのか、
監

まで高騰したのである。

五月に入ると黒田大蔵次官、
大久保銀行

望者が無かりし故」
と抗弁している。

督官庁の日銀は
「当時全株を買受ける希
なお前年に台湾銀行の高木理事と買受

局長も収賄容疑で検挙された。

四月五日には高木帝人社長が出頭を命じ

この告発記事は議会でも取り上げられ

キ ャン ペ ー ン

表した。

番町会を攻撃する

この帝人株を安く譲り受け、
一儲けしよう

時事新報赤刷りのビラ
（部分、
昭和9年2月24日）

│この対談記事で國民會館の八百人強の

りませんか？
旧武藤山治邸と國民會館の情報が相互

事堂を設計）
によるものです。
下見板張り、

の西洋館で、
設計は大熊喜邦
（後に国会議

山治邸は木造二階建てのコロニアル様式

大橋で跨げば淡路島と、
風光明媚な観光

孫文記念館、
旧木下邸もあり、
明石海峡を

青松の景勝地であり、
公園内には移情閣・

ち寄り下さい。
舞子は万葉の昔からの白砂

武藤記念講座今後の予定

7
24

10
24
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甲南大学特別教授 加護野

國民會館会長 武藤

ジャーナリスト 笹

忠男 氏

治太 氏

幸恵 氏

功氏

隆敏 氏

月 日
（土）

5月予定

6月予定

です。（貞）

今も息づく旧武藤山治邸の現況

をこよなく愛した山治の精神が

四面は激務の中でも家庭と芸術

に鋭く迫る各論です。

三面は一面の番 町 会 事 件の核 心

た経緯、

時 事 新 報の 経 営 再 建 を 託 さ れ

輩門野幾之進から諭吉の創った

二 面 は 同 じ 福 澤 諭 吉 門 下の 先

に通じるものです。

治の巻頭言は、
まさに現下の日本

追及する死の一月前に書かれた山

一面の政・官・財の癒 着を 厳しく

会長と松田理事による論究です。

まじいまでの生き様について武藤

て正義に殉じた山治晩年のすさ

一面から三面までは、言論人とし

新年おめでとうございます。

京都産業大学教授 所

慶應義塾大学大学院講師 鈴木

（土）
月 日

2

月 日
（土）

3

当時の実業家の華やかで贅沢な生活ぶり
を、舞子の浜を代表する松林と調和した
海峡風景を楽しみながら、
見ることができ

旧武藤山治邸」
となりました。

会員と二百人の関係者も大いに興味を持

るところです。

│オープン一年、

開館一年経った「旧武藤山治邸」
衣笠智恵館長に聞く
明治四十年に舞子海岸に建てられた武
藤山治の旧邸宅は、
明石海峡大橋建設に

一万数千人の人達が来館、
交通の便がよ

ち、訪問させてもらうことでしょう。さら

が、
昨年十一月に当初建てられていた場所
く、
近くに住む人達も舞子公園の散歩の

見学者の人気は如何ですか？

から数百メートル離れた県立舞子公園内
途中に立ち寄られ、
最近は遠方からの見学

に一体となり大賛成です。

伴い、
垂水区狩口台に移築されていました

への移築・修復工事が完了し、
オープンして

者も増えています。
また月一回第三土曜日

│館長のお誘いのお言葉は？
近代日本建築史上に残る、
貴重な文化

天然スレート葺、
そして海に面して張り出

スポットですので、
そのついでにもお立ち寄

4

編 集 後 記

にホームページでもお互い「リンク」を張

一年経ちました。
そこで、
現在の山治邸の状
のサロンコンサートは大人気です。
│近代建築に興味のある人達からも

した優雅なバルコニーが特徴です。
外観は

り下さい。

財ですので、
機会がありましたら是非お立

二度の移築により、
構造材の大部分や外装

│最後に一押しのお言葉は？

注目を集めているようですね。

材の一部は新材で再現されていますが、
建

山治とは公私ともに親しい間柄であり、
当

特に移情閣は、
孫文を支援したことで有

確な修復がなされました。
また平成二十三

時から隣同士だったふたつの建物がこの度

具や内装の仕上げ材は建築当初のものが

年七月に国の登録有形文化財に登録され

ほぼ同じ場所に復活し、
二人の目に見えな

名な華商呉錦堂の別荘ですが、彼は武藤

ました。

い絆を感じます。

残されており、
当時の写真等をもとに、
正

│一般の人はどのようなところに

旧武藤山治邸

画、
山治の愛読した洋書などは当時のまま

www.kokuminkaikan.jp

www.hyogo-park.or.jp
公益社団法人國民會館

関心がありますか？

年に兵庫県は、
カネボウ
（株）
より寄贈を受

残っており、
明治期の西洋館の住宅形式や

ステンドグラスや暖炉、
家具調度品、
絵

け、
移築・修復して、「兵庫県立舞子公園、

部」
として利用されていました。
平成十九

鐘淵紡績
（株）
に寄付され、「鐘紡舞子倶楽

武藤山治が亡くなった後に、
武藤家から

「旧武藤山治邸」までの経緯は？

│あらためて、
現在の

況について衣笠智恵館長に伺いました。
明石海峡（上に同大橋橋げた）を望む山治邸（手前）と移情閣（右上）

