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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

50
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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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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
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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。

１3

│「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

１4

19

16

14

1

２０

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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18

22
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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
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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
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を契機として生誕地の中国を含めて見直
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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

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

藤は頭を痛めた。

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

（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

（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
に貢献した。

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。

実業なり』
と言っているが政治に限らない。

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

福澤は
「実業は公益が目的であり、
利益

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

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

まった。
教育とは人材投資である。
従って

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

の小さな生活圏から奮起する気持ちがな

たくない、
今のままで満足であると、
自分

閉塞感の原因となっている。学校に行き

偏差値教育が多数の若者の無気力と

起こさせる

今回のイギリスの若いキャメロン首相選

先ず政党間の政策協定ありきではなく、

ないが、リベラルへの多党化が進むなか、

三年後の衆参同時選挙まで待たねばなら

つかねばならない。政界の本格的変革は

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%

い若者が多い。
それは何もしなくても、親

出のように、誰に政治を任せるかを先ず

資を払えない学生への福祉の考えが根底

が面倒を見てくれる豊かさへの甘えでは

決めて、
しかる後 協 力・連 合 関 係を構 築

へのアップを打ち出しているが、
実は福祉

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

にあるのは間違っている。

努力するパワーを秘めている。
そのために

である。

目的だけでなくバラ撒きのための一般財

はよい指導者により目標を与えられ、集

若者にやろうとの気持ちを

の奨学金制度は学

日 本 の 将 来

よりはましではあるが
「市民」
運動出身の

日本は成長のピークを過ぎたことから

花束を受ける武藤会長と松田理事

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

旨です。

川先生の
「日本の将来」
と題する講演の要

下段は記念パーティー前に行われた塩

り上がりました。

ウの興亡』
の一節の朗読も行われ、
大いに盛

ークス）
をバックに松田理事による
『カネボ

返るイメージビデオ
（製作DISアートワ

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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さて四年前のある日のことであったが、

り、
窮状を率直にお話しして、
県による建

兵庫県の井戸敏三知事に直接お目にかか

の力を借りるべきではないかと思い至った

当時のカネボウの社長中嶋章義氏が突然

物の保存等何分のご配慮をお願いした。

った事は取り返す事の出来ない残念なこ

私の会社を来訪され、
産業再生機構のも

幸い知事はこの建物の事をよく承知さ

のである。
私は、
日をおかず知人を介して

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

とであった。

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

山治旧宅の流転

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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発 行 人 武藤治太
編 集 人 貞利邦彦
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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。

まされない。

が、
それ以外の人々も余所
（よそ）
事では済

た方々の悲しみと苦しみは想像を絶する

選び出してきたのも、
また電力などを売買

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

月号に詳述しておられる。
また、
陛下の御

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

その際、
最高の御手本と仰がれるのは、

う」（府条例）
ことも、
必ずや重要な役割を

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

統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と

三月十一日に突発し今も余震の続く東

貞観
（八六九年）
以来といわれる大地震・

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」

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

大津波は、超弩級の天災である
（拙稿「平

てきたのも、
他ならぬ私共国民だからであ

果たすにちがいない。

（平成二十三年六月十六日稿）

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。

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
往々にして質
（内実）
よりも量
（外見）
によ

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

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、

って良し悪しを決めてしまう。

立した。
その意義は極めて大きいと思われ

送又は記念講座会場でご入手下さい。

（一八九六年）
にも昭和
（一九三三年）
にも大

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

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

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

もし、
このような現代社会の在り方が、

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

18

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）
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武藤山治と八木與三郎両氏の出会い

高まり、明治三十六年頃に鐘紡の綿糸が

されその結果、
鐘紡に対する世間の評価が

いわれており、
後に製品の改良の努力がな

綿糸の撚りが良くなくて、
やせてみえると

業界においての実力者で京都米穀取引所

分家にあたる。
家業は米穀商であったが、

八木村の出身で、
父重助は丹波八木本家の

都に生まれるが、
八木本家はもともと丹波

八木與三郎は元治二年
（一八六五年）
京

與三郎は明治十五年大阪へ出て、
伯父藤

市場で流通した事もあり、
二人の心の結び

ては武藤氏は、
実に神であり、
仏であったと

又、
明治三十一年には、
最初の上海商業

本清兵衛の米穀店で丁稚となるが、
明治二

幸一

言い得るであろう』

視察の機会もあり、「生産と販売」
そして、

十六年大阪唐物町で綿糸商八木商店を開

公益社団法人國民會館理事
八木
元カネボウ株式会社副社長
（株）
ヤギの創業者、
八木與三郎氏と武

『二人の交友は、
お互いの見識の上によ

お互いの人格が、
固い結びつきとなって、
鐘

業する。
二十九年店舗を拡張、
南久太郎町

の重鎮であった。

藤山治氏との出会いを伝えたものに、
與三

る信仰の如き崇拝と、
人格反映というべき

紡とヤギの今日の基礎をなしたと云えよ

に移転する。
この年は鐘紡兵庫工場が操業

つきに、
大きく影響したと思われる。

郎伝の
『交友』
の章には、
次の様に記されて

である』
と記されている。

う。
この事は、
江戸時代から続いていた、
船

を開始した年であった。
この間の本人の努

『故人が、
七十年の生涯の中、
心魂を打

いる。

商賣の上では、
武藤山治氏は、
大阪の綿

場言葉のヤギの
『××吉どん』
が
『××君』

との繋がりが密接となり、
八木は鐘紡の綿

糸問屋の中に
〝八木商店〞
と言うのがあり、

以上を振り返り、
近代の繊維産業の走

糸拡販に力を入れるようになった。
以後鐘

力は筆舌に尽くせないものがあったであろ

りにこの様な、
二人の友情が、
我が国の繊

紡綿糸のいわば総代理店的な立場で、
両者

いくのである。

維産業の原流にある事に、
深く想いを致す

八木與三郎と八木商店

めと

本文筆者の八木幸一の父は幸吉といい山

治の次女二三子を娶る。幸吉は鐘紡勤務

中岳父山治に従い衆議院議員となり、
戦

（解説）公益社団法人國民會館会長 武 藤

綿紡業界はなやかなりし頃、大阪には

後も参議院議員として活躍し、
晩年には八

花、
江商の五社を云い、
戦後商社の大型化

とは丸紅、
伊藤忠商事、
日棉実業、
東洋棉

として存在しているのか。
これは八木與三

八木商店のみが生き残り、
今なお上場会社

さて隆盛を極めた
「船場八社」
の内、
なぜ

木商店の会長を務めた。

の中で激しく形を変え、「船場八社」
と云わ

また與三郎 亡きあと 経 営を支えた女

郎の開拓者精神が今に至るまで脈々とし

進み、
唯一生き残ったのは八木商店、
現在の

婿、
後の大阪商工会議所会頭杉道助の存

れた又一、
岩田商事、
丸栄、
田附、
竹村綿業、

株式会社ヤギのみであった。
そしてこの創

在も見逃せないものがある。

て受け継がれている結果である。

業者こそが八木與三郎である。

竹中、
大阪豊島、
八木商店の各社も淘汰が

社、
問屋が存在していた。
即ち
「関西五綿」

「関西五綿、
船場八社」
と云われる老舗商

治太

の結び付きは強固なものになって発展して

となった船場歴史の変化もつくり上げて

月に二度、
三度と支那商人に対して紡績か

くれたとの言葉が殘っている。
そして鐘紡

ものである。

う。
その頃から、
八木と鐘紡即ち武藤山治
武藤山治（左）と八木與三郎（右）

いった。

ち込んで交わった人は武藤山治氏だったに

ら購入した綿糸を売りその阪神間での勉

手薄い資本で開業しながら、
主人自らが一

相違ない。
武藤氏の精神は、
故人の精神で

更に続いて
『肝胆相照らすというか、
性

の営業部があった神戸兵庫の東尻池とい

も、
いろいろ親切に報告、
アドバイスをして

情一致というか、故人における場合、武藤

当時、
鐘紡の糸に対する世間の評価は、

る。

胆相照らす仲になっていったとの事であ

う、
辺鄙な場所に買付を行う関係から、
肝

崇拝は逆に信仰に達した。
即ち故人にとっ

信頼は恩誼となり、
恩誼は崇拝となり、

った。

氏は全く彼のための灯台であり、
太陽であ

た』

強ぶりをたたえ、
又、鐘紡の評判について
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あり、故人の所業は武藤氏の所業であっ

國民會館
だより

大正時代、
言論界で異端とも言われる
論調で政治、
経済を論じた東洋経済新報
の石橋湛山は戦後、
政治の世界に入って行
く。
一方鐘紡の社長であった武藤山治は大
正十二年実業同志会を結成、
翌年衆議院
に進出した。
石橋は当初、
武藤山治は単な
る資本家として、
その存在を認めず、
むし

四年中国へ渡り、
周恩来との会談を成功さ

石橋はその後健康を回復し、
昭和三十

の実業会館での不況対策講演会に講師と

の再禁止を訴えた。
また武藤に招かれ大阪

対し、
山治と共に日本国内を遊説、
金輸出

井上蔵相が強引に進めた金解禁政策に反

せた。
またソ連を訪問し、
冷戦構造を打破

して出演した。

橋の潔い引き際を賞讃したのであった。

し、
日中米ソ平和同盟のかけ橋になるよう

武藤の政治活動と遭難

更に政界を引退後時事新報社の社長に

設立した。

そばに政治教育の殿堂として國民會館を

だと昭和七年、
私財をなげうって大阪城の

山治は国民の政治知識の向上こそ必要

活躍し、昭和四十八年八十八歳の生涯を
終えた。

武藤と石橋の親交
挙げ、
従業員を大事にする温情主義の経

武藤山治は鐘紡の経営で大きな成果を

しかし遊説から帰宅した直後風呂場で

営でその名が広く世間に知れ渡った。
更に

ろ敵対的な立場で批判をしていた。
しかし、武藤の井上日銀総裁の政財界
倒れ、
新聞では
「遊説中に引いた風邪をこ

就任、
紙上で政官商の癒着を追及した。

癒着への攻撃を契機に、
石橋の武藤を見る

山治は政界の浄化を図るため、衆議院に

じらせ肺炎を起こした。
さらに脳卒中の惧

「武藤氏は全く潔癖の人であった。
また

る弔文を次のように掲載した。

洋経済新報に
「武藤山治氏を偲ぶ」
と題す

この報を受けた湛山は、
すぐ筆をとり東

日の夜、
突然息を引き取った。

一時、
山治は回復するかと思われたが、
翌

に駆けつけた。

を受けた石橋は、
すぐ鎌倉の病院へ見舞い

山治が暴漢に銃撃されたという知らせ

た。

て北鎌倉の自宅から出勤途上、銃撃され

この記事の終了寸前に、
一人の暴漢によっ

た連載記事で世間の注目を集めた。
山治は

ンバーの株式の不正取引を厳しく追及し

「番町会を暴く」
というのは番町会のメ

目は変わってきて、
武藤著
『井上蔵相の錯

石橋が東洋経済新報時代、
浜口雄幸首

結局、
東京大学の沖中博士ら医師団の

自信の強い人であった。
飽くまでも正義を

悪に向かって絶えず戦いを挑んだ氏の奉公

尚士

進出、
目を見張る活躍をしたが、
当時東洋

れもある」
と報道された。

論 客 石 橋 湛 山 と 武 藤 山 治の親 交

中学校を卒業後、
早稲田大学へ進学、
毎日

相が暴漢に狙撃されて議会に出席できな

除後、
自民党に入り昭和三十一年の総裁選

診察の結果、
病名は脳血栓で二カ月の静養

経 済 新 報の辣 腕 記 者の湛 山は山 治の信

心と勇気とには常に敬意を表せざるをえ

信ずる所に従い、
一身の利害を外にし、
社会

念、
多数党に臆せぬ行動、
清潔な人格を観

ない」

井上蔵相に対し質問演説をする武藤山治

察し、
紙上で山治を高く評価した。
石橋は

公益社団法人國民會館理事松 田

新聞を経て東洋経済新報に入社、
主幹、
専

くなった時、「今の首相は気の抜けたビール
のようなものだ」
と浜口に引退を強く勧告
したことがあった。
石橋はこのことを思い出して自己の引

挙では七票差で岸信介を破り国会指名で

を要すという事で、
石橋は潔く引退を決心

退を真剣に考えるようになった。

内閣総理大臣に就任したことであろう。

ため、
その短命さに世間は驚くと共に、
石

石橋内閣は在任六十五日で総辞職した

した。

説行脚を敢行し、
政策を熱心に説いた。

石橋が首相に就任すると全国を廻る遊

石橋首相の突然の引退

た結果公職を追放されたことや、追放解

して財政を取り仕切り、
GHQと対立し

るのは、
戦後第一次吉田内閣の大蔵大臣と

世間が石橋湛山の名前をよく覚えてい

務を務め、
昭和十六年社長に就任する。

をとって石橋湛山と称した。
山梨県立第一

まれ、
母方の姓の石橋を継ぎ、
父の湛の字

明治十七年、
杉田湛誓の長男として生

石橋湛山の足跡

行う仲になった。

版し、
井上財政批判の遊説を武藤と共に

覚』
という冊子を東洋経済新報社より出

通産大臣就任時の石橋湛山
（昭和29年）

ためアメリカ外交に追随せざるを得ないの

頼る専守防衛を余儀なくされている。
その

本の国益を代表する資質、
資格は全くない

られないような発言をしており、
まさに日

スターリン賞に輝いたノビコフ・プリボイ

米、
中等距離二等辺三角形の関係など

的な存在である。
この商社のＣＥＯとして

圏を拡大し、
総合商社の中ではパイオニア

外交官の資質

と言ってよい。

このような国賊、
売国奴的な人間は即

が現状である。
そうだからと云っても現状
においては、
我々はあくまで日米同盟を基

明治三十七、
八年戦役即ち日露戦争
（一
のバルチック艦隊の遠征を描いた
『ツシマ』
を

という考え方は机上の空論で、
中国の恐ろ

は有能な人物なのかもしれないが、
国を代

武藤 治太

刻罷免すべきと考える。

九〇四〜一九〇五年）
は満州、
朝鮮におけ
読むとロシア艦隊は、
当時の燃料であった

しさを知らない暴論としか思えない。
そし

表する大使しての存在は、
全く無価値とし

公益社団法人國民會館会長

軸とした外交、
防衛政策を展開すべきであ

るロシアの南下政策を阻止した戦役であっ
石炭の調達を、
日英同盟による英国の妨害

て日本の外交は、
今更云うまでもなく現実

か言いようがない。何故このような人物

伊藤忠商事は、
早くから中国において商

たが、
この戦役に勝利して、
我が国はよう
により、
いかに苦労したかが描かれている。

の厳しさを認識して日本国の国益を追求

る。

やく背伸びをしてではあるが、
欧米列強と
日本外交を推進した小村寿太郎は、
戦

しかしながらこの勝利は、
実は薄氷を踏

ベルトにハーバード大学同窓生の金子堅太

争開始の時点からアメリカ大統領ルーズ

らない状況で、
特に東シナ海における尖閣

さて、
近年中国の膨張は止まることを知

肩を並べる事が出来た。

を、
ある意味で最も大切な国である中国の

むようなものであって、
英国との同盟やア

郎を通じて和平の仲介を働きかけ、
また帝

郎駐中国日本大使の英国フィナンシャルタ

このような状況の中で、
最近の丹羽宇一

ればならない。

諸島への不当な介入は絶対に排除しなけ

メリカ大統領のバックアップで辛うじて掴
んだ勝利であった。
最近、
中学、
高校では近代史を教えるこ
とがおろそかになっており、
明治維新から
わずか四十年余りで、
近代国家への道を歩

イムズのインタビュー発言は最も憂うべき

も大いに問われるところである。

（平成二十四年七月九日記）

月 日
（土）東京会場

月 日
（土）

月 日
（土）

俳優 津川

美齢 氏

進氏

雅彦 氏

作曲家 吉田

評論家 金

西村 吉正 氏

潤氏

平成二十四年下期武藤記念講座予定

8月 日
（日）

15

んだ日本の歴史が十分に認識されていない

青年特別講座

29

妄言である。
即ち丹羽氏は、
石原東京都知

大阪国際大学・皇學館大學講師 久野

「 今さら聞けない昭和の戦争」

17

事の尖閣諸島購入計画に関し
「実行され

月 日
（土）

15

れば、
日中関係に重大な危機をもたらす」
と発言。

9

元大蔵省銀行局長・早稲田大学名誉教授

9

事は誠に残念である。

政ロシアの内部の革命勢力に対しては明石

更に横路孝弘衆議院議長が訪中し、
習

11

日露戦争の勝利は、
たしかに奉天制圧に

次ぐバルチック艦隊を殲滅した日本海海

元二郎大佐が支援を進め、
いわば後方攪乱

近平次期国家主席と会談した際同席し
て、
石原東京都知事の計画を支持する意
見が日本国内に多い事について
「日本の国
民感情はおかしい」「日本は変わった国なん
ですよ」
と語った事が明らかになっている。
また大使に就任する前、「将来は大中華圏
の時代が到来する」「日本は中国の属国と
して生きていけばいいのです」
などと信じ

26

12

より辛うじて勝利した奉天大会戦、
それに

戦の大勝利がロシアにとどめを刺したので

翻って太平洋戦争では、
外交をおろそか

に成功していたのである。

の余力は残っていなかった。
しかし太平洋

にした結果、
昭和十五年
（一九四〇年）
には

あるが、
この時点で、
我が国には戦争継続

戦争との違いは、
日本政府はいかに外交に

日米間に致命的なマイナス効果をもたら

か、
憲法九条の制約から我々はアメリカに

さて、今日の日本外交は如何であろう

のであった。

した無謀な日、
独、
伊の三国同盟を結んだ

力を入れていたかである。
即ち日露戦争が始まる二年前の明治三
十五年
（一九〇二年）
日本政府は日英同盟
を結び、
これがロシアに対する強力な牽制
となった。

大使としたのか、民主党政府の任命責任

するものでなければならない。

小村寿太郎
（国立国会図書館提供）

7月の武藤記念講座講演要旨

矩子

明日からの挑戦にどう応えるかー グローバル経済と日本ー
同志社大学大学院教授浜

央所得再分配装置」
が確保されていなけれ
ばならない。
然しユーロ圏はこのふたつの条
件のいずれも満たしていないので通貨圏と
しての存続は不可能であり、
遠からず消滅

一方日本が地域格差をかかえながら円

するだろう。

る。
欧州中央銀行は財政破綻寸前国家群

単一通貨であり得ているのは、「財政」
とい

さらに恐るべきは
「中央銀行恐慌」
であ

そのようなことを体験する筈がないと
の国債を買い、民間企業にも公的資金を

Ⅰ．
明日からの挑戦状とは
思っていた我々に突きつけられた挑戦状

会員からのお便り

『武藤山治をめぐる群像』
の感想文が数多

く寄せられましたが、
今回は山本季司氏

武藤治太著の
『武藤山治をめぐる群像』

からの寄稿をご紹介します。

をお届けいただき、
嬉しく拝受しました。

早速拝読致しました。

からである。
然し風前の灯火の財政状況の

う名の中央所得再分配装置が働いて来た

の買取枠を拡大して買い続けている。
即ち

なかで、
所得再分配のバラマキを続けて、
一

操作に失敗するが立派な仕事を残したこ

注入しており、
日本銀行も日本の国債をそ

境なき時代を共有出来るのか、
又資本主
どちらの中央銀行も返すあてのない不良

国家一通貨体制を維持していけるのか、
か

と・鈴木久五郎と孫文の出会い、
武藤山治

建に役立ったこと・呉錦堂は鐘紡株の売り

済を迫りますが、
それが結果として寺の再

義はグローバル時代を生き抜けるか」
であ

債権を買っているのである。
通貨価値の番

なり限界に近づきつつあるのではないか。

・中上川彦次郎が東本願寺に強く債務返

った。

人である中央銀行が価値のない不良債権

は自叙伝の中で鈴木を悪く思ってはいなか

ったこと・土佐の後藤象二郎が薩長内閣に

反発していたこと・脇役に甘んじた三井の

二．
ＴＰＰは通商戦争である

存本能のぶつかりあいの
「僕富論」
でなく相

論」
でなく
「君富論」
を提唱したい。
自己保

地球経済を壊しているのは人間のわが

ＴＰＰは自由化を進めるのではなく、
囲

手のことも考える
「君富論」
の精神をお互

その結果国家の
「財政と金融」
の中枢機能

大立者朝吹英二のこと•武藤山治と河上

い込みをして
「不自由化」
を進めるもので

いに共有することが、
地球経済を生かすの

身かわいさのぶつかりあいによるものであ

ある。
即ち囲い込みの境界外側の国だけで

である。「君富論」
が精神論に過ぎると言う

た。
これは多分著者のお人柄によるものと

に終始し後味のよい心愉しさを覚えまし

が破壊され、
瞬時にして経済活動をショッ

なく、
内側の国にも囲い込み外の国と取引

のならば、
多少よこしまであるかもしれな

は存じますが久しぶりに感銘致しました。

肇の相譲らぬ論争のことなどなど、
私には

が出来なくする
「不自由化」
を強制するも

いが、「情けは人のためならず」
と置き換え

東京都 山本季司（元三井造船副社長）

り、
アダムスミスの国富論をもじり、「僕富

のである。
自由貿易協定は地域限定・排他

れば、
経済活動における
「僕富論」
を克服で

（去る七月七日武藤記念講座の講演要旨です。
友

暑中お見舞い申しあげます。
今号も一・二面
は山治論、
一面は双方の孫である八木幸一
理事の山治と與三郎論、
二面は松田理事の
石橋湛山との親交における山治論。
三・四
面は緊急の政治経済論、
三面は武藤会長に
よる日本国全権大使にあるべき外交官の
資質論、
そして四面は浜矩子教授の最新財
政・金融論です。（貞）

血の通った人間の味を感じさせる人物評

人物評にあり勝ちな乾いた批評ではなく

説より面白く一気に読了致しました。
特に

初めて眼にすることばかりで興味深く、
小

的貿易協定であり、
ブロック外の国々との、

きるのではないか。
そして以上の話において

その地域のどこに行っても物価水準、
金利

の会の会報に掲載できませんでしたのでお知らせ

良きにつけ悪しきにつけ
「まさかは必ず起

水準、
賃金水準等が同じである
「経済実態

します。
又より詳しい要約と質疑応答は八月一日

三．通貨の世界も激変、
ユーロは消滅する

の完全収斂」
が実現されているか又はその

にホームページにて公開します）

こる」
との歴史の教訓を忘れてはならない。

領域内の経済実態の格差を埋めるため
「中

そもそも単一通貨圏が成り立つ条件は、

武器を使用しない
「通商戦争」
である。

ク死させることになる。

を買うことは、
通貨の価値がゼロになり、

一．現実になりつつある財政恐慌と
中央銀行恐慌
ギリシャで職を奪われた市民が暴徒化
して荒廃したアテネの街の生々しい現実を
映像で見たが、「財政恐慌」
に陥れば、
生活
保護や失業保険、
年金などの生活インフラ
が奪い取られ、
多数の国民が路頭に迷うこ
とになる。
それはヒト・モノ・カネが国境を
越えて動く国境なき時代に国境を越えら
れない国家は、
その問題を解決することが
出来ないことから生じると言える。

編 集 後 記

Ⅱ．
挑戦状の引き金となった事態

Ⅲ．
情けは人のためならず

は、「国々は内外均衡の相克を解消し、国

浜矩子先生
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れを実現するためには、
如何なる困難をも

彼も企業の目的は収益を挙げることで、
そ

が、
一九三四年三月神奈川県鎌倉で暴漢の

わずか二年で再建の目処をつけるのです

頂であり、
紙面の充実、
営業の強化により、

き受けた以上最善を尽くすのが彼の真骨

克服していくという、
不屈の信念を持った

狙撃を受け、
六十八年の劇的な生涯を閉

このようなヒューマニストであった一方、

経営者でありました。彼は日本における

じます。

武藤山治の経営の原点、
パシフィック大学
経済人として、

「米国式経営方法」
を実践した先駆者と言

武藤山治は一八六七年岐阜県に生まれ
た中上川彦次郎に見いだされ三井銀行に

その後一八九三年三井銀行の総帥であっ

表としての武藤」「ヒューマニストとしての

って差し支えありません。「営利会社の代

図書館の由来と

治太

はじめにーー 生い立ち、
学業時代
人間尊重の日本的経営の原型を確立

ました。
生家は庄屋といわれる農地の管理

武藤が一九一九年十一月ワシントンで行われ

本日この行事が行われている図書館は、

た第一回国際労働会議
（ＩＬＯ）
に日本代

武藤」
この二つが矛盾することなく共存し

こそアメリカここパシフィック大学だった

表として参加した帰途、
本学を訪れ、
その

入りますが、
翌年経営不振に陥っていた子

と思います。

際日本、
東洋関係の書籍を購入すること

と、
代々水害に備える河川の管理を行って

政治家・言論人として、

藤ではありましたが、
何時の頃からか社会

おける日本人の数がわずか百名弱と言わ

百二十年以上も前、
カリフォルニア州に

しています。

の不正、
矛盾について悩むようになっていき

れた時代、
働きながら勉学に励んだ日本人

中断はありましたが、
百二十年以上に亘っ

太平洋を隔てた日米両国の間で、途中

青年を受け入れ、
育て、
しかも当時の記録

つとめ、
議員生活は八年に及びます。
しか

て、
このような関係が続いていることは、
本

そのため社会改革の実現を目指し、
鐘紡

しながら、
彼の懸命の努力にもかかわらず

当に稀有なことではないでしょうか。
今後

まで大切に保管しているアメリカ人の懐の

彼の理想の実現は遅々として進みません

社長のまま政界に進出して衆議院議員と

でした。
そのため、
一九三二年国民の政治意

ともこのような関係が末永く続くことを

深さに改めて感激しております。

識を高めるため、政治教育の実践を目的

心から祈念しております。

治の母校米国カリフォルニア州のパシフィ

とする國民會館を設立し、
同時に政界か

ところが、
その頃恩師福沢諭吉の創設し

ック大学の日本祭りに招かれて講演した

（以上は昨年十月に、
武藤会長が、
武藤山

た時事新報社が経営危機に陥り、
その再

要旨です）
引き受けることを渋っていたのですが、
引

建を依頼され社長に就任します。当初は

ら引退します。

なり当時腐敗していた政党政治の浄化に

ました。

鐘紡の経営において大成功を収めた武

を条件に相当の寄付を行ったことに由来

うる、彼独自の人格形成が成された場所

た後、
同社の再建に成功します。
そして一九

勇気を持って日本を糺す

会社の鐘紡に入社して、
数々の辛酸をなめ

アメリカ人の懐の深さ

公益社団法人國民會館会長武 藤

そして雌伏の時代のこと

講演を前にパシフィック大学Pamela Eibeck学長に迎えられる武藤会長

きた家系で、
大変農民のために尽くしてき

た家柄であります。
一八八〇年著名な教育

彼の経営手法を具体的に言いますと、
生

三〇年までの約四十年間同社の経営に携

ゼにあったパシフィック大学でスクールボ

産面ではいち早く新鋭機械を導入し、
さら

者福沢諭吉の慶応義塾に入り、
直接福沢

ーイのかたわら勉学に励んだ後、
一八八七

に生産管理を徹底し、
高品質な製品を生

わり、
その革新的な経営手法により、
同社

年に帰国します。
帰国後は、
日本で初めて

み出す一方、
労務面においては従業員を出

から薫陶を受けました。慶応義塾卒業の

の広告代理店を創業した後、
横浜で英字

という温情主義経営でありました。

来うる限り優遇して、
その能力を引き出す

を積みます。

新聞の記者を務めるなどいろいろな経験

を売上高日本一の企業へと導きます。
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後一八八五年アメリカに渡り、
当時サンノ

國民會館
だより

七十一回を迎えることになった。
戦前から

武藤記念講座は今年の新春講座で九百

六時半から國民會館で開催された。

引き続き学ぼうと昭和九年十月十日午後

第一回の武藤記念講座は武藤の精神を

設された。

場所に装いも新たに十二階建の新ビルが建

れてきたが、
老朽化が進み平成二年、
同じ

を決意した。

講演会で、
一般市民に政治教育をすること

ることが多い」
と武藤は憂慮して定期的に

吉氏より武藤

まず八木幸

なく、
会館では毎月記念講座が開催されて

色々な苦難の道を歩いたが、
途絶えること

会館も、記念講座も戦前、戦後を通じ

三名の講師が講演し、
一日平均四百七十名

第一回の市民講座では一週間欠かさず十

そして武藤が元気に活躍していた昭和

回五十九講座が精力的に開かれている。

山治の遺句の

また平成十五年からは毎年東京大会も

の聴講生が出席した。
その後一年間に十四

宅郷太鐘紡

開催されるようになり、
出席者は年々増加

九百七十一回を数える。

取 締 役の「 日

朗 読の 後 、三

第一回市民講座の開講

欠かすことなく、
続いてきた稀にみる長寿
講座といえる。
ところで武藤記念講座と名付けたのは、
昭和九年三月九日、
武藤山治國民會館会
長が北鎌倉で出勤途上暴漢に銃撃され、
翌
十日に死去した日を忘れずに、
政治の浄化
を目的に、
毎月命日の十日に國民會館で講

た市民講座は百十三回を数える。
現在続

九年三月までの九年五ケ月毎月開催され
最近ではインターネットを活用し、
ホー

いている武藤記念講座は九百七十一回であ

の一途を辿っている。

は何を教える

ムページでは講演会の案内や國民會館叢

るから、
講演会を始めてからの総回数は千

英会商の決裂

か」
と題する講演と大谷尊由氏の、「興法

書の紹介など記念講座の更なる充実が図

演会を開催しようとしたことに始まる。

創立した会館であるが武藤は東京で時事

利生」
と題する講演が行われ午後九時盛

回武藤記念講座が開かれ、
講師は故人と

なお、
翌年の三月十日の一周忌には第六

昭和九年武藤山治の死去によって武藤記

ところで、
講演会の起源を探って行くと

戦時中も細々と出版を続けたのだが、
昭

刊誌を発行した。

正十四年一月から
『公民講座』
と題した月

きない人々に活字にして読んで頂こうと大

おける講演の内容を都合があって出席で

大正十三年から始まった
「市民講座」
に

月刊誌
「公民講座」
を発行する

八十四回を数える計算になる。

新報社の立て直しに忙殺されていたため、

尚士

九 七一回 武 藤 記 念 講 座 の 由 来 と 変 遷
な ぜ 今 日 ま で 続 い てい る の か
公益社団法人國民會館理事松 田

られ現在会員は八百人を超えるに至った。

あります。
今後私共は出来るだけこの会館

共に政界革新を叫び全国に講演して回っ

念講座と改称されたが、
それ以前に武藤会

和三十三年第三百三号をもって休刊する

会裡に閉会した。

を利用して政治教育に努力するものであ

た尾 崎 行 雄 氏 及び故 人と 深い繋がりが

長は
「市民講座」
と銘打って大正十三年九

ことになった。

故人の姿を詳しく紹介し満場の聴衆に深

えると云う選挙法の改正が実現する運び

その理由は、
一般男子全員に選挙権を与

書』
として一般に発売すると同時に衆参両

演の中で注目されるものを『國民會館叢

努めている。

に進呈し、広く公共の利便に供するよう

い感銘を与えた。
武藤記念講座はこの後も

しかし
「一般選挙民は政治、
経済について

議員、
官庁関係、
マスコミ、
知識人、
図書館
國民會館の建物は幸い空襲で焼けるこ

まだ不勉強で不良政治家に容易に騙され

となってきたからである。

ともなく、戦後も多くの催し物に活用さ

毎月欠かさず開催され今日に至った。

しかし平成三年より武藤記念講座の講

万五千部に達した。

銭であったが、
昭和三年には発行部数は六

当初発行部数は五千部、
価格は二十五

ります」

あった京都大学教授鈴木大拙氏の二人で

月から一週間、
一般の聴衆を対象に著名な

講演会の起源

に倒れこの世を去ったのであった。

あった。
両氏とも、
武藤の不慮の死を悼み、

その翌年の三月十日、
武藤は暴漢の凶弾

武藤記念講座の開設

講師を招き講演会を開催した。

ので、
会館の様式は全く劇場形式のもので

の他を利用して普及徹底しようとするも

教育を、
老若男女に劇または映画、
音楽そ

「この会館は公正な政治教育或いは公民

のが最後になった。

席しただけで、
この式典で聴衆に挨拶した

昭和八年六月十四日の開館式典に一回出

この國民會館は武藤山治が昭和七年に

武藤山治の遺句を朗読する八木幸吉氏

正義のため、
私利私欲をなげうって戦った
第1回武藤記念講座の告知

武藤記念講座講演要旨

先代達が無駄をしながらも身につけた沢

から数えて三代目の世襲の役者であるが、

私は日本で初めて映画を製作した祖父

る。
その上、
縄文人達は一万年もの長い間平

も有していたことが科学的に証明されてい

釣り針、
くじらを撃つもり、
漆の器物など

最古のものであり、
縄文人はその頃すでに

一万五千年前の日本の縄文土器は世界

原型を形作った

Ⅱ 縄文文化が「日本人の誇りのＤＮＡ」
の

うろこが落ちたことがある。

緒が発達するのである」
と教えられ目から

子供と遊んでやることにより、
品のよい情

校でなく両親の責任であり、
親が三歳まで

学校の校長先生から
「子育ての責任は、
学

に対する深い洞察力を学んできたが、
娘の

演じる俳優である私は、
子育てからも人間

の誇り」
を感じたのであった。
様々な人間を

支えてきたのではなく、
男性を育てながら

と受け継がれており、
彼女らは男性を裏で

本の女性の歴史は
「縄文の誇り」
から脈々

ないか。
天照大御神も女性であったが、
日

ている間に女性達によって作られたのでは

まれているが、
縄文土器は男達が狩猟に出

の高い火焔式土器や真に美しい土偶が含

ているのである。
縄文土器の中には、
芸術性

れ、
さらに現代の東北の人達に引き継がれ

が続いた平安時代、江戸時代に引き継が

縄文時代の平和を愛するＤＮＡは、
平和

かからないよう我欲を律したのであった。

ず又余分の蓄えも持たず、
他の人に迷惑が

欲しい分だけ獲物を取り、
決して取り過ぎ

五十人以内とし、
大自然を壊さないように

傷つけないようにしたのであった。
村落も

神即ち良心が宿るとし、
お互いがお互いを

即ち自分の中にも、
又他の人達の中にも、

の心の中に平和を植えつけたのであった。

し、
それら大自然を大切にする心が、
彼ら

自然、
生きとし生ける物の中に神が宿ると

（昨年十二月十五日、
武藤記念ホールにて）

とを
「日本人の誇り」
として大切にしたい。

においては、
自分を殺して相手に与える」
こ

くことにある。「葉隠」
に言う
「二つ二つの場

としての
「誇り」
は、
義務を美しく果たしてい

報われない努力にこそ品格があり、
人間

終わりに

が何より大切である。

失われた縄文人のＤＮＡを再生すること

すためには、
被災した東北の人達に倣い、

のである。
よって
「日本人の誇り」
を取り戻

としたいじめに走ってしまう結果となった

り、
希望、
理想、
好奇心をなくし、
ちまちま

る杭は打たれるので、
小さな殻に閉じこも

えさせたのであった。
従って子供たちは出

彰をなくして、
本来の平等の意味を履き違

否定し、
又運動会ではかけっこの順位の表

の日に統一し世界に誇るべき日本の文化を

雛祭りを、
性差は平等であるべきだと子供

まされたのであった。
さらに端午の節句と

より戦争が好きで残虐な日本人と思い込

に、
大東亜戦争に敗れてからは、
日教組に

日本人の誇り

山の経験の中から、
そのエッセンスを引き

和の時代を築いていた。
そのことは弥生時

平和をリードして来たのである。

武藤記念講座の予定

Ⅰ 世界を感動させた、

津川 雅彦

継いだ役者根性に、
誇りを持っている。
そし

代に比べ、
争いによって損傷された遺骨の

Ⅲ 失われた縄文人のＤＮＡの

俳優

てその
「役者の誇り」
が、「日本人の誇り」
を

割合が十分の一であることにより証明され

はじめに

考える踏み台となったのである。

ている。
さらにその縄文土器は北方四島か

津川雅彦氏

日本人の「我慢・忍耐・礼節の美しい心」

9
24

3・ の大震災は数多くの感動する話

正守 氏

再生こそが至上命題である

皇學館大学教授 毛利

米国は戦争に勝ったのに、
日本人の素晴

月 日
（月・祭）

ら沖縄まで現在の日本領土のすべてで出

6
24

を生んだが、
津波から助かったものの、
孤立

月 日
（土）

治太 氏

らしさに感動し、
自分達の世界制覇のため

厚氏

國民會館会長 武藤

土されているが、
その周辺では発見されて

した子供達が寒さの中で僅かな食料を、
け

18

月 日
（土）

3

國民會館理事、
武藤一治氏が平成二十四年
十月十八日逝去されました。
同氏は当會館
の監事・理事を二十八年間務められまし
た。
謹んで哀悼の意を表します。

奈良国立博物館学芸部長 西山

輝政 氏

には日本人を根こそぎ骨抜きにしなけれ

2

4

月 日
（土）

京都大学名誉教授 中西

いない。
このことは縄文時代から今の日本

なげにも仲良く分けあって飢えを凌いだ

を背負う大切な子供達への偏向教育を、

ばならないと考え、
日教組に次世代の日本
入って来ない鎖国の状態で平和が維持さ

くすときは誠心誠意尽くす民族であるの

け継いだ日本人は本来平和を愛し、
人に尽

実行させたのである。
縄文人のＤＮＡを受

らの叡智によるものであった。
彼らは太陽、

内紛が起こらず平和が保たれたのは彼

れていたと言える。

の領土範囲が確定されており、
外から人が

という話があった。
英国の有力紙がそれを
報じ、
その第一面に日の丸を描いた上で
「が
んばれ日本、
がんばれ東北」
と日本語で書
いて世界に発信してくれたのであった。
私
は日本人としておおいに感激し、「日本人

11

5

訃報

１１

會館事務局
だより

昨

今

の

当

會

館

界

隈

の

風

景

大手前交差点

大阪マラソンの出発地点に

會館への歩道が幅広く

１１月、
大阪マラソンの大会運営本部となった当會館の１２階の
大ホールから見たスタート風景です。官庁街から、御堂筋を経
て、
南港のゴールへ3万人が駆け抜けました。
（上方と左方の二方向から手前下の大手前交差点を右へ上町
筋の府庁前スタート地点に向かうランナー、
背景は大阪ビジネス
パークの高層ビル群、
手前は大阪城外濠です）

地下鉄天満橋駅から
「大手前交差点」
への歩道（200ｍ）
が拡幅され、
モダンな街灯と車道との間の手すりも設置されました。
全景が見えていた
天守閣は會館に近づくにつれて隠れていき、
当會館の前で見えなくなり
ます。然し１２階のホールに上りますと再び５００ｍの至近距離に全景が
迫ります。
（１００ｍ地点から。
突き当り大手前交差点の右側が會館です）

金色に輝く上町筋

會館玄関も輝いて

輝きの中で当會館女性スタッフ

１１月、
仁徳天皇、
聖徳太子、
豊臣秀吉らゆかりの史跡に富む大
阪市の屋根、
上町台地が金色に輝き、
國民會館の玄関に映えて
います。
（同ビルは
「歴史主義建築」
であった旧建物の荘重な建
築仕様を随所に踏襲しています）

上町筋大阪城前にて、
右から山崎課長、
小林、
加地です。
会員の
皆様、
ホール利用のお客様に対して
「武藤山治」
の精神に相応し
い
「ホスピタリティー」
を実践しています。
「どうぞよろしくお願いいたします」

大切な「お知らせ」

昨年８月からメールマガジンを発

行して、
ホームページと一体で、会

員の皆様へ当會館の情報を発信し

ています。
付きましては本年４月か

ら、
郵送している
「友の会」
の案内を

「メールマガジン」
にてお知らせし、

文書の郵送に替えさせていただき

度くお願いいたします。但し文書

も必要な方には、
引き続き郵送い

たしますので、
３月末までにお申出

下さい。
勿論メールアドレスをお持

ちでない皆様には今までどおり文

書にてお送りいたします。
メールマ

ガジンのメリットは瞬時に皆様に

届くことです。毎月の講演会の内

容もクリックしますと、即時に閲

覧することができ、
併せて過去の約

３年半分の各月の講演内容も同時

明けましておめでとうございます。

前 半は武 藤 山 治 論です。
一面は慶

應義塾卒業後、武藤山治が学んだ

米国パシフィック大学での武藤会

長の講演要旨。
二面は松田理事が

武藤記念講座の歴史をその前身の

市民講座から辿ります。
そして後

半の三面は俳優津川雅彦氏の新春

本人論。
四面は本頁の通り事務局

に相応しく
「誇り高くあれ」
との日

からのレポートとお知らせです。

に閲覧できます。

編 集 後 記

二十六歳の時三井財閥の総帥中上川彦

鐘紡を日本一の世界的会社に

日本の近代産業を担った紡績業、

きかけ、
紆余曲折の後、
大正六年
（一九一七

に法案作成を依頼して議会に積極的に働

的に調査活動を行ない、
美濃部達吉博士

藤は自費で神戸に事務所を設立し、積極

家の大隈重信や尾崎行雄に働きかけるが、

代々長良川の治水に貢献した家柄であっ

次郎に見出されて三井銀行に入行するが、

年）
に彼にとっては不満足なものではあっ

国鉄道網整備のための鉄道レールの輸入

今も國民會館に生き続ける
た。
十四歳の時父親の薦めで慶応義塾に入

二十八歳で中上川に鐘紡の兵庫工場建設

たが
「軍事救護法」
が発布された。

理解を得るのに時間がかかった。
そこで武

武藤山治の精神と理念
塾し、
福澤諭吉から直接薫陶を受けた。
明

の工場支配人に抜擢され、
以後総支配人、

然し、
この事で、
彼は民間人としての活

販売に従事する。

当會館の創立者武藤山治は、
実業家と
治十七年
（一八八四年）
慶応義塾を卒業し

専務取締役、
社長を歴任し、「日本的経営

動の限界を悟ったのである。
その後折ある

國民會館の使命

しては鐘紡の事実上の創業者として、
政治
翌年アメリカのサンフランシスコに渡り、
当

の原型」
を創り上げる。
具体的には労務面

治太

家としては当時はびこっていた政、
官、
財の
時サンノゼにあったパシフィックカレッジ

公益社団法人國民會館会長武 藤

癒着を断固として排撃し、
民生の向上のた

「一国の盛衰は政治の良否にあり」との

ごとに、
その改正を目指して活動するので

生産性を追求するとともに、合理的な工

信念で立党、
衆議院議員に

では、
職工の優遇と福利厚生施設の充実に

場運営を行い、
広告を取り入れたりする先

大正十三年
（一九二四年）
、
彼は鐘紡の社

あるが、
これを契機として自ら政治の実践

進的な販売戦略の採用により
「時代に一歩

長のまま自らの政党、
実業同志会
（後の国

よる
「人間尊重」
を基本とする一方工場に

先んじた」
経営を目指したのである。
その

民同志会）
を率いて衆議院議員に当選す

活動に乗り出して行く。

結果鐘紡は日本一の売り上げと収益を実

る。
その後八年間の
「政治改革活動」
はまさ

は最新鋭の機械設備を導入して高品質と

現したのであった。

に現代に通じるものがある。
即ち彼の政治

た武藤であったが何時のころから社会の不

民営化を進めるべし」
と国会で華々しい論

て、
小さな政府を目指して予算の効率化、

信条は、「一国の盛衰は政治の良否にある」

政治家、
言論人としての山治

正矛盾について深く考えるところがあっ

戦を繰り広げた。

とし、
その為には社会各層の調和を図るこ

若き日の処女出版、
英字新聞記者、

た。
即ち、
日清、
日露の両戦役による五十六

昭和三年の第一回普通選挙では、
買収の

国を思う心止みがたく、

起業そして大政治家の秘書

万人にも及ぶ戦死者の遺族と戦傷者の家

横行、
無産政党の伸長もあって、
同志会の

とが必要であり、「政、
官、
財の癒着を排し

し、
その再建に渾身の努力を傾けるが、
不

帰国後、
彼最初の著書
『米国移住論』
を

族、
さらに第一次世界大戦出征兵士五万人

勢力は伸びなかった。
然し政友会と民政党

然し、
鐘紡の経営において大成功を収め

幸にも再建が軌道に乗りつつあった最中、

公にする。
さらに日本最初の広告代理店を

の留守家族の生活困窮に彼持前の義憤を

両党の差が僅少となり、
彼の率いる国民同

民間人として立法活動

後に帝人事件に発展する記事を連載中

設立し、
次いで横浜の英字新聞の記者を務

感じたのが発端であった。

日本近代資本主義の先駆者、
山治

に、
凶弾に倒れたのである。

める傍ら、
維新の大立者後藤象二郎の秘書

志会がキャスティングボートを握ることに

生い立ち、
慶應義塾遊学と米国留学

彼は、
国家のために戦った彼等のために

を務める。
その後ドイツ系の商社イリス商

2面へつづく←

山治は慶応三年
（一八六七年）
美濃国
（現

社会保障制度を提案し、
当時の有力政治

会に入り、
当時富国強兵の一環であった全

で、
スクールボーイの傍ら勉学に励み明治

Ⅱ

在の岐阜県）
に生まれた。
生家は大地主で

めに既成政党の枠外で戦った。
また、
恩師

６月、ダイワボウホールディングス
「最高顧問」
に就任。
同社貴賓室の梅原龍三郎筆「江ノ浦」前にて

二十年
（一八八七年）
帰国する。
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補を中止するが
「国民の政治意識そのもの

そして昭和七年の議会解散時には立候

感じるようになった。

り反応しない」
ことから議会活動に限界を

も票は伸びず、「正しい主張にも民衆は余

なる。
続く昭和六年の第二回の普通選挙で

機意識は乏しく、
大変憂慮せざるをえない

余りにも厳しいにもかかわらず、
国民の危

かれている状況は内政的にも対外的にも

こと」
である。
然しながら現在我が国のお

書」
の通り
「国民の政治意識の向上を図る

國民會館の使命は創立者の
「設立趣意

武藤記念講座

八十年前に建てられた旧國民會館のビル内の装飾品を移設したものです。

國民會館の各所に見られる建築装飾は、
現ビルが二十三年前に建てられた際、

一般国民の政治意識向上のための

を変革する必要を感じ、
それには政治教
状況にある。
我々は少しでもその現状を打

1面よりつづく←

育を行い、
国民の政治意識を目覚めさせな
破すべく
「各界を代表する講師を迎えて啓

の目途を付けるが、
後に政、
官、
財癒着その

営再建に尽力し、
わずか二年あまりで再建

恩師福澤諭吉が設立した時事新報社の経

月からメールマガジンにより、
私の主張
「金

を迎えての啓蒙活動だけではなく、
昨年八

また、
我々國民會館としても外部の講師

精神のために「金言」を発信

國民會館の文化遺産

ければならない」
ことを痛感して同年十月
蒙活動を行ない、
国民の政治意識の向上を
図る」
所存である。

「國民會館」
を設立した。
言論人として正義を貫き、
非業の死

ものである番町会にからむ記事が災いした

言」
を発信している。
そのベースとなる國民

正しい日本の姿、
国民の自主独立の

のか、
昭和九年三月九日暴漢の狙撃を受け

會館の基本姿勢は、
正しい日本の姿を取り

③

①一階正面玄関のシャンデリア
「見よや、
かの小さき蝋燭、
如何に遠くま
で光を放つよ、邪なるこの世に善行の輝
くこと、
かくのごとし」
山治の愛したシェ
イクスピアの言葉が思い出されます。
②十二階大ホールエントランスホールの
ライオンの頭部像
（全五頭の一つ）
「 千 万 人 と 雖 も 我 行 かん 」との 山 治の
「獅子奮迅」
ぶりが思い起こされます。
③北階段一階から十二階までのすべて
の手摺りに付けられたデコレーション。
八十年前の建設当時パリ発世界的流行
のアール・デコ。
広く古今東西の文化につ
いて造詣の深かった山治のいきな芸術心
がうかがわれます。

①

②

一方政界を引退してから、
言論人として、

六十七歳の劇的な生涯を閉じる。

史観の排除」「東京裁判史観からの脱却」
で

戻すための
「国民の自主独立の援護」「自虐

ある。

国民會館の使命

私財を投じた旧國民會館の建物は、
昭
和八年三月に完成し同時に開館したが、
彼

山治の残した事績は鐘紡、
國民會館、
時

つ國民會館のみが活動を続けている。
我々

事新報であるが、
すでに鐘紡は経営者に人

然し翌九年三月の彼の死から半年後の

は、
この國民會館により武藤山治の理想を

國民會館を訪れたのは、
同年六月の開館式

十月に現在の
「武藤記念講座」
が始まり、

少しでも実現できるよう努力を重ねてい

をえず倒産し、
時事新報も産経新聞社内

戦争中の厳しい情勢をものともせず毎月

く所存ですので、
何卒よろしくお願い申し

のみであり、
政治教育の実践には殆ど携わ

開催されており、
本年六月の講座をもって

上げます。

に休眠会社として残るのみである。
ただ一

九七七回を数えている。

る事はなかった。

は時事新報の改革に全力を傾けていた為、

終りに 山治の理想の実現を求めて

八十年近くに及ぶ武藤記念講座

Ⅲ

尚士

武藤金太著
武藤山治評伝 父、
その日、
その夢 』
を読んで
公益社団法人國民會館理事松 田

て衆議院、
貴族院で可決させたものである。

を進言し、
多くの政治家、
友人の協力を得

すぐ
『米国移住論』
を書いた。
更に昭和三年

移住を進めるべきだ」
と山治は帰国すると

目の当りにした。「日本は積極的に米国へ

「他国を侵さず、
争はずして、『神が吾等

日清、
日露、
第一次世界大戦で一命を落と

民間から政界へ入り八年間政治活動を

に残し給ふた唯一の場所』
がいくらでも遊

に日本人のブラジル移住を田中義一首相に

したのも、
不幸な兵士の救済をするため、

んでいる南米に於いて、
人口問題を解決し、

した戦没兵士の遺族や、
傷病兵を、
貧困か

軍事救護法の充実、
徹底が父山治の大き

永世平和国家の建設に寄与せん事こそ父

進言し、
鐘紡が先頭に立って南米拓殖株式

な目標で、
立候補の選挙公約にも掲げた。

の最後、
最大の夢であった」
と筆者は父山

ら救おうとした武藤山治の生涯はヒュー

また昭和七年時事新報の社長を引き受け

治が偉大な夢とともに、
大きな国家戦略

会社を設立した。

るとすぐ本社の三大主張の一つに
「戦死者

を持っていたことを紹介している。

マニズムに貫かれたものであった。

遺族・傷病兵の救済」
を掲げ、
紙面から読

最終項に
「國民會館を政治教育の殿堂

生が凝縮されて描かれている。

者に訴えた。
父山治の後半生は戦死者遺

「三田派の美術史家」
の一文である。
慶應義

て一切を時の公平なる裁定に委ね度く思ふ

僅かに其断想を連ぬることを霊前に謝し

『
父山治の生き方と共に
筆者の思いが伝わってくる
本書は鐘紡中興の祖と言われた武藤山
治の長男である金太氏が父の生涯、
人柄、
思想、
業績について今まで一般に知られてい
ない事柄を詳しく書き綴り、
これを纏めて
今回初めて出版したものである。
評伝の内容は驚くほど豊富なもので、
す

金太氏は学究肌の人物でハッタリは勿

とせよ」
とあるように國民會館の設立が父

べてを紹介することはできないがこの著書

族、傷病兵の救済のために奔走したこと

塾大学文学部で澤木教授の人格と学識の

次第である」
と謙虚に執筆の経緯を綴って

進出した父が議会において官僚政治の不

者はこの欠けた部分を埋めようと政界へ

の上話』
は完結することができなかった。
著

治は昭和九年に他界したため自伝
『私の身

鐘紡を去って、
政治活動に専念した父山

のが印象的である。

行したことを筆者が最後に記録している

して、
同年六月十四日盛大な開館式を挙

和八年に大阪城のそばに國民會館を建設

政治教育」
の会場が必要だ、
と父山治は昭

為には
「演劇、
映画、
講演などによる国民の

する理解と知識が重要となってくる。
この

正、
腐敗を追及した質問演説を臨場感溢

本書の最後に記載されている
なお最終章は
「父山治の足跡」
を纏めた
短編集であるが移民問題について特に目

これは筆者が生前の父親の姿を活写し

り、苦労するのであるが、
その時すでに数

田豊治、
桑原虎治と山治の三人が米国へ渡

明治十七年共に慶應義塾を卒業した和

にと惜しまれる。

おけば年譜の作成者が明確になっていたの

この年譜の最後に金太氏の氏名を書いて

躍の姿がそのまま読者の目に入って来る。

たもので、
リアルな描写により父山治の活

多くの中国人が現地に移住しているのを

を引くものがある。

武藤山治の略年譜について

れる筆致で詳しく紹介している。

いない政治活動などを記述している

政界の浄化のためには、
国民の政治に対

論のこと、自己主張も控え目な人であっ

のなかで特に異彩を放っているのは山治の

た。
本書は父の言動を通じて自分の思いを

深さに心酔した筆者は教授への敬愛の情

いる。

第二章からは父山治の自伝に書かれて

山治の夢であった。

事跡とは直接関係ないが大学時代の恩師、

読者に伝えようと試みたものである。

を粛粛と書き綴り、
漢文の素養がにじみ出

第一章は
「軍事救護法」
について
この法律は父山治が鐘紡在職中に時の

た表現の美しさは読者に爽快な読後感を

金太氏が自ら考え抜いた
「父、
その日、
そ

総理大臣大隈重信に長い電文を送り、
成立

その成立までの苦労を描く

の夢」
というタイトルのとおり父、
山治の人

与える。

い。
父の全人格真に知る人ぞ知る。
此処に

の姿も、
為に霞んで、
是を認むるに由もな

の五重の塔を包んでは、
自ら高しとする昔

る。
若し夫れ浪華の都塵一度上って天王寺

て文を綴り、
先考を傷けん事を恐るるに在

に筆慣れぬ不肖の子の故のみならず、
誤っ

「筆を執って父を描くのは難い。
此は唯

澤木四方吉教授への追悼の辞ともいえる

を、
筆者は克明に記録している。

武藤金太氏65歳の頃

7月の武藤記念講座講演要旨

今なぜ
「国土強靭化計画」
か、
その国家戦略的意味は？

日本は超絶な危機に直面しているが、
そ

フラ投資を行って日本を追い抜いているこ

アベノミクスにおいて公共投資は次の理

の危機に怯えて目を閉ざして何もしない

土総合計画」
を高めていかねばならない。

由でデフレ大不況を脱し、
経済成長へとつ

ならば滅びてしまうがその危機を見据え

とを忘れてはならない。

思わず、
自分だけは大丈夫だろうと備え

ながっていく。
その理由は第一に適切な公

て適切な対策を打てば、必ず危機を乗り

「アベノミクス」
の要、

ないどころか、「コンクリートから人へ」
と

共投資により、数十兆円から数百兆円の

越え、
二十一世紀半ばには超強大国家に返

終りに

プレートテクトニクス学説によれば、
地
聞く耳を持たなかった。
巨大地震と並ぶも

国富の損失が回避されるならば、
災害によ

り咲いていることを確信している。

救国の「強靭化投資」

震は地球内部で対流するマントルに乗って
うひとつの
「国難」
が二十年間続いたデフレ

るＧＤＰのマイナスを大幅に少なく出来

聡

動いているプレート同士のぶつかり合いで
大不況であることは言うまでもない。

（以上は平成二十五年七月六日
（土）
大阪の武藤記

京都大学大学院教授 内閣官房参与藤 井

必然的に起こるものである。
日本列島のプ

るという意味において、
ＧＤＰの大きなプ

念ホールにおける武藤記念講座の講演要旨です。

国難の「巨大地震」と「デフレ大不況」

レートは数百年に一度の活動期に入ってお

ラス効果がある。
第二に公共投資によりデ

報にて公開します。
）

国土総合計画の要、
公共投資は悪であり、
収票と政治献金

ＤＰの増加となり、
第三にさらに乗数効果

り、
三十年以内に巨大地震の起こる確率

欲しさに利権誘導を行う一部議員と土建

によりその投資額の三〜四倍のＧＤＰの

三頁で紹介された
『武藤山治評伝 父、
その日、
そ

尚より詳しい講演要旨をホームページと友の会会

会社だけが潤い、
一般の人々は恩恵を受け

増加となる。
以上から強靭化投資としての

の夢』
は限定出版ですので、
部数に限りがありま

フレの需給ギャップが解消されることはＧ

ないとの
「公共事業罪悪論」
が、
東日本大震

公共投資は成長戦略の要となるのである。

まであったとしても、「やるべき公共事業は

然し、
たとえ利権誘導の公共事業がこれ

ム間の相互連携がなされる
「大国家プロジ

済、
産業、
地域、
インフラ、
教育の、
各システ

要が喚起される。
その為には日本全体の経

の都市化エネルギーを新幹線と高速道路

に全国の七○％を占める太平洋ベルト地帯

ーターカーで大阪と名古屋に分散し、
さら

京の
「都市化エネルギー」
を例えばリニアモ

化」
だけではなく、
人口が集中し過ぎた東

なった日本へ工場が進出して、
さらにＧＤ

増加するのみならず、
海外からも筋肉質に

結果雇用と税収の増加が図られＧＤＰが

が止まって地方都市に工場が造られ、
その

ークが強靭化されると、
海外への工場流失

加えて上述の通り地方都市へのネットワ

暑中お見舞い申し上げます。
今号は計三頁
が武藤山治論です。
一頁と二頁半分は山治
の最後の事業で今に生きる國民會館の使
命について、
武藤会長の書き下ろし、
二頁の
下半分は八十年前に建てられた昭和初期
の旧ビルから現在のビルに伝えられている
言わば
「會館の文化遺産」
の紹介、
三頁は山
治の長男、金太氏が父について書き残した
遺稿を、
息子である会長が纏めかつ父の思
い出を綴った
『父、
その日、
その夢』
の松田理
事による読後感想。
四頁は藤井京大教授に
よる
「国土強靭化計画」
です。（貞）

方は國民會館までお電話でお申込みください。

価一、
八〇〇円）
にてお分けいたします。
ご希望の

すが、
会員の皆様には特別に一冊一、
二〇〇円
（頒

お 知 らせ

災の犠牲者を半分乃至三分の一で済ます

さらに強靭化投資は官の公共投資だけ

やらねばならない」
との方向への意識が確

ェクト」
を、「チームジャパン」
として実行し

でなく、
民の耐震化投資等もあわせて総需

実に動き出している。

のネットワークで地方に分散して、
各地域

Ｐが増加することになる。
日本が三十年間

ていかねばならない。

の産業を自立化させつつ共存共栄が図れ

公共事業を休んでいる間に、
世界中がイン

然し公共事業は災害対策としての
「強靭

る、
より高次元の
「国土強靭化」
にまで
「国

編 集 後 記

の犠牲者を生んだ原因である。

ことが出来ず、
笹子トンネルの天井板落下

救国の「国土強靭化計画」

は、
首都直下地震で七○％、
南海トラフ地
震は六○％である。
そのどちらか一つが起こる確率は九○％
にもなり、
さらに二つが連動する可能性も
あり、
その場合あわせて数十万人の死者が
出ると言われている。
その国富の被害額も
東日本大震災に比べれば数十倍の
「桁違
い」
の大きさになるだろう。
然し、人間は地震が確実に来ることは
分かっていても、
その一秒前まで起こるとは

講演中の藤井聡先生
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福澤諭吉門下生の創業者が泣いている

行っておけば、
これ程の被害拡大は避けら

なわち、
現在の阪急電車の前身である箕面

小林は、
電鉄と並行して住宅地の開発、

有馬電気軌道の経営に参画し、
苦心の末

後の宝塚歌劇の創立、我国最初の電鉄タ

これを軌道にのせ、
後に社長となる。

社からも、
美白化粧品は多数売り出され

ーミナルデパート阪急百貨店の開設、
さら

れ、
ブランドイメージの失墜は避けられた

ており、
いろいろな品種の化粧品を併用す

にはホテルの経営、
映画会社東宝の設立な

のではなかろうか。
また他の化粧品製造会

一月に買収し、「カネボウ」
の商標権も花王

品のみに原因があるのかどうかを疑問視

る消費者もいるので、
本当にカネボウ化粧

治太

第一節
の所有するところとなった。
花王の化粧品

ど大衆と結びついた新しい事業を起こし

公益社団法人國民會館会長武 藤

「武藤山治と鐘紡とカネボウ化粧品」
昨年は立て続けに福澤諭吉門下の実業

する向きもある。
したがって早期の回収が

新なものであったが、
特に有名なのが食堂

部門は、
後発で花王としてはカネボウブラ

の経営であった。
小林は安い価格で贅沢感

ンドの取得を渇望していた。

傘下に入り相当な時間が経過しているが、

ところによると、
カネボウ化粧品が花王の

が味わえるメニューを提供するというお客

家が創った名門企業で、
誠に残念な不祥事

かならずしも、
花王の経営方式が十分に、

を中心とした考え方で、
ライスだけを供し

た先覚者である。
小林の百貨店経営は、
斬

「山治の遺伝子」
の断絶から
ところが、
昨年七月になって美白化粧品

テーブルのソースをかけて食してもらう、

できなかったことは誠にくやまれる。
聞く

の問題が発生した。
具体的にはカネボウ化

浸透していなかったのではないかと言われ

いわゆるソーライスも彼のアイデアであ

第二節 「美白化粧品問題」は

武藤山治が育てた鐘紡の流れを汲む優良

粧品が発売していた
「ロドデノール」
なる美

ドが花王を上回っているため花王イズムを

ない綿製品の品質を保持する事であった。

紡の神髄はどの国にも、
どの会社にも負け

いずれにしても、
武藤山治が創始した鐘

料を使用したメニューにより、
直営八ホテ

た。
具体的には、
産地や製法の異なった材

ルズ）
チエーンで昨年十月大問題が発生し

その阪急のホテル
（現在は阪急阪神ホテ

る。
これこそが彼の真骨頂であった。

その遺伝子を継承している筈のカネボウ

七万人以上の人が食事をしたとのことで

ルのレストラン二十三か所で計四十七品目

反映するのに手間取ったのであろうか。

化粧品の再起を地下の武藤も心から念じ

テルズの当時の社長が記者会見において

ある。
さらに問題となったのが阪急阪神ホ

ていると思う。
第三節 「食品偽装問題」も

り返したことによりすっかり信用を落と

してしまった。
問題は
「どこでもやっている」

「これは偽装ではなく、
誤表示である」
と繰
れた。
したがって一八六七年生まれの武藤山

という極めて誤った認識にあると思われ

「小林一三の遺伝子」
の断絶から
福澤諭吉門下のもう一人の逸材小林一

治とは六歳年少であるが、
武藤と同じく慶

る。
このため同社は、
同社が製造、
販売する

武藤は戦前の我国の企業を代表する鐘

会社の客先窓口に報告されていたにもかか

の席でこの発症事例は、
二〇一一年頃から

三は、
明治六年
（一八七三年）
山梨県に生ま

紡の事実上の創業者であった。
然し武藤の

る。他に虚偽表示（偽装）
を公表したホテ

ル、
百貨店は多数あるが、
お客第一を標榜

應義塾に学んだ後、
三井銀行に入るが、
元

する阪急阪神で先ず問題が持ち上がり、
し

わらず、
適切な対応がなされなかったので、

来小説家志望であったため三井銀行では

かも誤表示であったと、
言い逃れする現在

死後、
経営者に人を得なかったため衰退の

かならずしも仕事に力が入らず目がでな

の経営者たちに地下の小林一三はどう思

道をたどり、
鐘紡は二〇〇七年六月三十日

かった。
明治四十年
（一九〇七年）
武藤の誘

っているであろうか。

会社側は全面的に非を認め、
白斑症状が

いもあったと言われているが関西に移り、

に、
その輝かしい歴史を閉じたのであった。

二〇一一年の時点で会社が自主回収を

うと発表した。

発生した客に対して治療費、
その他の費用

業は、（株）
カネボウ化粧品として花王
（株）
が四千百億円の巨費を投じて、
二〇〇六年

その後めきめきとその才腕を発揮する。
す

を負担するだけではなく、
全ての責任を負

企業
（株）
カネボウ化粧品が引き起こした、

白くなる」
などの被害が報告されたのであ

白成分を含んだ美白化粧品で
「肌が斑に

ている。
化粧品に関してはカネボウブラン

が発生した。
一つは、
我が國民會館の創立者

武藤会長近影
（於武藤記念ホール）

鐘紡の代表的な事業であった化粧品事

美白化粧品による白斑問題である。
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製品の自主回収を発表したのであるが、
そ

國 民會館
だ より

各界から寄せられた感想文

武藤金太著
武藤山治評伝 父、
その日、
その夢 』
を読んで

『

お父上の伝記を鮮やかに

に要請されながら山治様が凶弾に倒れ、
そ

て知りました。
帰国後は慶大美術史教授

の後始末などで、
教壇に立つことはなかっ

辿られています
武藤金太様とは学生時代、
山根有三先

『武藤山治評伝』
御恵贈頂きまして洵に

としゃがみこんだまま我々の調査ぶりを

タイの端正な御身なりで屏風の傍にずっ

伺った事があります。
武藤様は背広にネク

ら楽しまれました。
正に近代の教養ある文

どの名品を鑑賞され、
御自身も書画を自

色楼台雪万家図」
、
久能寺経
「薬草喩品」
な

お父上は鐘紡の経営の傍ら、
蕪村の
「夜

たとの事、
残念です。

有難うございました。

眺めておられました。
私は大学院に進んだ

人としての生涯を送られたその父上の伝

生に連れられて、
一度光琳の屏風を拝見に

全文、
著者の金太先生がまさしく
「父を

ばかりで、
屏風の端を反対に折り曲げよう

記を御本人の言説をもとに鮮やかに辿ら

金太先生の名随筆に感服しました

ございます。
震災手形のこと、
時事新報の
して自分を語らせる」
ことに努められた御

としましたら金太様は
「きみきみそれは折

貴重な回想文を大切に保存します

再建のことなど、
あらためて学ばせて頂く
孝心と御見識に敬服しております。

り方があべこべだよ」
と穏やかな声でたし

します。

れた武藤金太様の風貌を懐かしく思い出

は、
私にとりましても非常に貴重なもので

武藤金太様のお父上についての回想文

ことばかりでございます。
大切に蔵書の一つ
第一章の
「軍事救護法」
成立事情から國

なめられました。
これには恥じ入り、
金太

として頂戴いたします。

民會館の開設意図まで、実によく判りま

武藤山治先生の評伝を拝見し、
改めて

明治十五年から福澤先生が時事新報で

する美しい一文を残しておられる事も初め

MIHO MUSEUM館長 辻 惟雄

京都産業大学名誉教授 所 功

ていた。
ところが、
この武藤山治伝は出版

それは社会主義者である勝本清一郎氏

様の御寛大な態度に感謝しました。金太

鐘紡社長や時事新報社長などを

されず、
原稿も行方不明になっていた。
昨

に原稿を見せたと云うエピソードとも平

した。
加えて金太先生の格調高い名随筆も

歴任し、
日本資本主義発達史に特

年の秋、
その原稿が偶然にも発見され金太

仄が合う。
いずれにしても本書は肉親によ

書き続けられた五千本以上の社説のこと

異な地位を占める実業人だった武

氏の長男である武藤治太氏
（元ダイワボウ

るユニークな評伝として、
今後の武藤山治

山治先生の洞察力に感動しました

藤山治の
『幻の評伝』
とも言える一

社長、
國民會館会長）
の手元に戻ってきた。

研究の基本文献の一冊となろう。

様が澤木四方吉教授の門人で、
師を敬愛

冊がこのほど刊行された。

原稿はバラバラになっており、
一部は不明な

学ぶことが出来、
感謝を申しあげます。

著者の武藤金太氏は、
武藤山治

（平成二十五年七月十七日号）

部美術史科出身のギリシャ美術史

の長男であり、慶應義塾大学文学

され、
今回の
『幻の評伝』
が刊行されること

点もあったが苦労して編集した結果、
復元

氏もまた森鴎外、
上田敏、
永井荷風の学統

史家覚書」「希臘の首ステレの部分」
は金太

出版 國民會館）

（四六版上製本、
一八四ページ 一八〇〇円

窺う事ができる。

を受継ぐ人であった事が流麗な文章から
美術史家である金太氏の武藤山治伝に

になった。
執筆し、
親友であり、
近代文学研究

よりも社会改良家としての山治に焦点を

は独特の視線がある。
実業人としての山治
えで昭和三十五年に刊行を予定し

者の勝本清一郎の所見を仰いだう

家。
その金太氏が父、
山治の評伝を

に
『三田文学』
に掲載された
「三田派の美術

収録された金太氏自身の論文、
随筆だ。
特

もう一つ、
本書の見どころは付録として

当てていることだ。

『幻の評伝』
が刊行

を拙著
『回想慶應義塾』
に少しばかり触れ
ておきましたのでお届け申し上げます。
慶應義塾学事顧問 鳥居泰彦

『御父上の回想』
の続刊を鶴首します
このたび、
ご尊父金太様の御労作を御
恵贈下され、
有難く拝見いたしました。
評
伝としては珍しい構想で、
御尊父様が活写
されてをり、
深い感動と共に一気に読了い
たしました。厚く御禮申し上げますと共
に、
尊台によって
『父
（金太様）
、
その日、
その
夢』
を続刊されることを鶴首いたします。
皇學館大学学事顧問 田中 卓

繊維ニュースが本書紹介

づく気力、
胆力のすごさに感動しました。

目配り、
そして何よりもその御洞察力に基

山治先生の偉大さ、
細やかなる各方面への

しむ心情が見事に述べられています。

ご長男として敬愛する父の不慮の死を悲

くし、
最後を同じくしたことは悲しい」
と

中、
リンカーンに傾倒していた。
志向を同じ

法大師の如く救世済民の実践的な仕事を

けたり、
道を拓いたりする名僧知識即ち弘

上の雲月を友とする僧侶ではなく、
橋を架

動を
「若し仮に僧侶になったとすれば、
山

治様に関する書籍は種々熟読して参りま

上梓おめでとうございます。
これまでも山

ご尊父様著の
『父、
その日、
その夢』
のご

金太様は学問的純粋さの持主です

する僧侶になったであろう」
と敬愛の念を

したが、
今回は最も身内の立場から記され

子供の時より弟と共に毎日武藤山治先
生の
「何人も人一倍の事成すに非ざれば、
一

そしてこれまで窺い知れなかった幾つか

た評伝で謹んで拝読させて頂きました。

本書では鐘紡の社長就任からではなく、

の点が詳らかになり、
改めて
「武藤山治と

持って評価しておられます。

その退任後の父の追想から始められている

言われた人物」
の偉大さを実感することが

山治様は今の政界に

且つ暖かい目で事実を一つ一つ描かれたよう

する父親を、
情に溺れることなく客観的に

出来た素晴らしい書物だと思います。
尊敬

求められる人です

三井造船株式会社元副社長 山本季司

意味がよく分りました。

倍の人と成る事あたわず」
の書を拝見しつ
つ今日まで参りました。
そして天下の鐘紡に入り、
かかる偉人の
下で働かせていただく事の出来た父、
山田
中の喜びの一端を理解する事が出来た気が
致しました。
元三井物産株式会社勤務 山田 進

「私は年老いて余命幾何もない。
死ぬま

に感じました。
先に
『カネボウの興亡』
他の著書で、
武藤

近刊
『武藤山治評伝』
を拝読致しました。

分が実業家になったのは間違いである。
今

鐘紡退任後の追想が

でいくらかでも世のために尽くして行きた

いと思って色々と骨折れば骨折るほど非

山治の業績、
人柄についてある程度の予備
知識がありましたが、
親、
祖父と云う身近

難の矢が向けられる。
・
・」（山治遺稿断片

論文、
随筆については難解な文章と格闘

なところから、
公人、
私人の両面からの人

「軍拡に反対する一方、
軍事救護法の成

しながら拝読しましたが著者が敬愛する

「世の終わり」
）
この箇所を著者はどのよう

立に尽力したこと、
同志会は本質的に教育

澤木教授についての一文は、
終生学問の立

となりを知ることが出来、
興味深く読ま

更ながら学者、
芸術家などが羨ましい』
と、

胸に浸みました

父は理想家であったと同時に非常に実
際家であった。
哲学者になったとしても、
お

運動であり、党首の武藤山治は本質的に

場に立たれた方の純粋さ、
師を敬う心に心

そらく純粋な論理の遊戯と云う事は父に

教育者であった」
と云う文面からも人を大

洗われる思いです。
この箇所は何度も読み

は許されなかったであろうが、
必ず現実に

想家的であり且つ実行家で、
常に理想と現

切にする愛国者であったことが伺い知れま

「父が、
その社会において、
何人よりも理

即した哲人になったであろう」

実の間を結ぼうとして撓まざる努力を払っ

返し幾分かは西洋美術史を知る事が出来

あり、
マスコミ人であり、
美術評論家と云

脇 康夫

ダイワボウ情報システム株式会社監査役

お、
本文が遺稿となりました。

ました。
謹んで哀悼の意を表します。
な

山本季司氏は昨年十月七日に逝去され

う多くの面を持ちながら人間として一本

ました。

す。
いる。
斯くの如き性格は一方に於いて透徹
せる理知であり、
同時に燃ゆるが如き情熱
そのものであったことを信じて疑わない。

感銘し、
今の政治の世界で本当に求めてい

太い、
ゆるぎない柱が通っている人と強く
のやっていることが全て天意で動いている

北上製紙株式会社元社長 町田正三

る方だとの思いを深くしました。
行った様に思う」
と父山治の私心のない行

ということを自覚して信念の人になって

父は財界から政界、
新聞界に入り、
自分

政治家であり、
実業家であり、
教育者で

たことは、
子として最もこれをよく知って

な思いで載せられたのでしょうか？

よく云われていた。

者の心意の一端を垣間見たような気がいた
しました。
すなわち追悼文で
「父はシラーの如く正

義感に燃えていた。
しかもその人間生活の
体験は、
ギョウテに譲らなかったろう。
しか
し、
父には、
ワイマル政界の風雲を他に象牙
の塔をまかり出て、
独り瓢然イタリーに遊
ぶことは許されなかった。
父は古今の人傑

せていただきました。

『父、
その日、
その夢』
の最新刊を拝受、
巻

また
「著者は鐘紡の全盛期に父から
『自

父山治と学生時代の金太氏

末に掲載された追悼文を拝見したとき著

武藤金太氏65歳の頃

文化を大切にするフランス人
作曲家吉 田

進

が無料）
制度を実施していました。
差額は

油ショックの前でしたから、
日本と言うと
すぐ
「ソニー」
や
「ホンダ」
の名前が、
フランス
人の口をついて出たものです。
時は移り、
日
本への関心も、
精神的、
文化的領域になっ

特に注目されるのは、
この国の演劇やバ

武藤記念講座の予定

（日）
1月 日

「 日 本 国 家 を 強 化する
教 養 と は 何か 」

月 日
（土）

（土）
月 日

治太 氏

よしのり 氏

國民會館会長 武藤

為人 氏

寛氏

正彦 氏

すので、
よろしくお願いします。

年も真摯に執務していく所存で

ンド」を 汚すことのないよ う 、本

的会議の殿堂」
として
「山治ブラ

が、「 政 治 教 育の殿 堂 」、「 公 益 目

に は その 遺 伝 子 は あ り ま せ ん

孫の吉田進氏です。我々スタッフ

の長 男 金 太 氏 、４ 頁は山 治の曾

当 會 館の会 長 、２ 頁３ 頁は山 治

総 出 演です。１ 頁は 山 治の孫の

１頁から４頁まで山治の子孫が

治の遺 伝 子の話ですが、今 回は

巻頭は会長書きおろしによる山

います。

新 年 明けましておめでと うござ

※６月7日（土）
の東京大会の講師は未定です。

数学者・お茶の水女子大学名誉教授 藤原

京都大学大学院教授 中西

（公財）冷泉家時雨亭文庫理事長 冷泉

月 日
（土）

漫画家 小林

ー
「神皇正統記」
で現代を読み解くー
作家・元外務省主任分析官 佐藤 優 氏

11

て来ました。

市が補填するのです。
日本だったら、「税金

月 日
（火・祭日）

8
24

月 日
（土）

19

文化が人生を豊かにすることを

知っているフランス人

レエの公演に、
能・歌舞伎・文楽など日本の
古典芸術の影響が著しいことです。
一例を

の無駄遣い」
といった非難が起こるのでは
ないでしょうか。
フランス人は、
文化や芸術

フランスに住んで、
四十年以上になりま
す。
日常生活の面ではストレスが多い外国

挙げれば、
俳優の演技の介添えをする黒衣
的存在の出現があります。
昨年の秋には、

が、
どれだけ人生を豊かにしてくれるか、
良く知っているのです。

暮らしをなぜ選ぶかと言うと、
この国は文
化を大切にするからです。
まず、
政治家が

中》
を観ました。
わが国の古典演劇は、
西洋

十六年ぶりに来仏した文楽の
《曽根崎心

誇りを持つフランス人

のリアリズム演劇と異なり、
能では面を付

2

17

優れた外国人芸術家を育てることに

また、
フランスは優れた外国人芸術家を

けたり、
歌舞伎では女形が登場しますが、

義は極めて大きいと言えます。
僕の夢は、

田川」
、
交響曲
「空蝉」
、
室内楽
「蕉翁四句」

3

14

文化にお金を出します。
フランスの文化予

育てることを、
誇りにして来ました。
いわゆ

人形が役者に取って代わる文楽は、
日本的

いえ、
ほかならぬシャンソンの世界でさ

あの
「道行」
を、
いつの日にかオーケストラ

フランス人

等。
なお同氏は武藤山治の曾孫である。

19

4

5

算は、
国家予算全体の一パーセントに達し
ている時期がありました。

るエコール・ド・パリの画家たちは、
藤田嗣

演劇思想の最たるものでしょう。
世界中どこでも、
人形芝居は児童向け

治
（日本）
、
シャガール、
スーティン
（ロシア）
、
モディリアーニ
（イタリア）、キスリング

え、
イヴ・モンタン
（イタリア）
、
ジョルジュ・ム

伴奏の声楽曲にすることです。

と相場が決まっている中で、
文楽の持つ意

スターキ
（ギリシャ）
、
シャルル・アズナブー

吉田進氏は昭和二十二年東京生まれ、
慶

（ポーランド）
と、
外国人が中心です。

ル
（アルメニア）
、
シルヴィー・ヴァルタン
（ブ

成績で卒業、
以来パリで作曲活動。
室内音

應義塾大学経済学部卒業後パリ国立高等

僕自身も、
お蔭様でフランス政府、
国営

楽からアンサンブル、
オーケストラ、
舞台音

ルガリア）
のように、
外国出身者が少なく

放送局、
パリ・オペラ座などの委嘱を受け

楽まで五十曲近くを、
主にフランス政府の

音楽院
（コンセルバトワール）
を最優秀の

然の社会還元として行い、
それが結果的に

て、
作曲活動を続けて来ることが出来まし

ないのです。

企業のイメージアップに繋がって行きま

昭和四十七年に渡仏した頃は、
まだ石

た作曲活動を行い、
代表作は能オペラ
「隅

委嘱を受けて、
特に日本の古典を主題にし

す。
庶民も、
文化活動を支援する。
以前パリ
市が、
期間を定めて芝居やコンサートの切
符を半額にする
（一枚購入すると、
二枚目

日本の古典文化を受け入れる

た。

の見返りを期待するのではなく、
利益の当

ナというのは、
スポンサーのように何らか

経営者も、
メセナとしてお金を出す。
メセ

能オペラ《隅田川》
（仏政府委嘱作）
の
練習に立ち会う筆者
撮影：キャロリヌ・アブラン

Ⅱ
Ⅲ

6

編 集 後 記

Ⅰ

ある。
岐阜の佐久間家にも二人で行ったり

が描いたかはっきりせず父親からも筆者の

戦争二百三高地の激戦を描いた大作で、
誰

思議な油絵が一枚残っている。
これは日露

たことは全く知らなかったが、
我が家に不

「二百三高地の油絵」
の真相
繰り返しになるが、
時三郎が画家であっ

で彼は民間人としての限界を感じ、
自ら政

漕ぎ着ける。
しかしながら、
この行動の中

はなかったが、
まがりなりにも、
その成立に

人として取組み、
十分に満足出来るもので

のため
「軍事救護法」
の成立に、
独力で民間

が全く不十分であった日清、
日露両戦役に

影響を及ぼす。
すなわち山治は、
国家補償

していた。
徳永柳洲展のカタログによれば、

名を教えてもらえなかった。
今となっては、

Ⅱ 時三郎が描いた

はじめに
昨年の七月、
岡山県立美術館の鍵岡正
第三回内国博覧会に佐久間は
「抜陀羅尊

界に打って出たのであった。

佐久間時三郎の絵

謹館長から突然手紙を頂いた。
者」
で徳永は
「子守」
でともに入選してい

二百三高地で戦死した山治の三弟包四郎

を描いたし、
もともと佐久間家は有名な国

治二十九年
（一八九六年）
にはじめるが倒産

云っていたので、
時三郎の遺作であること

ある。
サインはないが、
父も大事にしろよと

なく包四郎の像であると思われるからで

ズアップして描かれており、
これが間違い

が、
画面中央に兵士の顔が不自然にクロー

か芸術家の血が受け継がれているのかもし

た。
そのように見てみると武藤家には、
何

三子はプロをしのぐピアノの名手であっ

大家で日展無鑑査であったし、
叔母八木二

は変わるが私の伯母中上川蝶子は、
刺繍の

は著名な洋画家鬼頭鍋三郎が出ている。
代

学者志望であった。
山治の母親の系譜から

山治も素人ながら玄人はだしの日本画

よる戦死者の家族の援護と戦傷者の救済

内容は現在
「知られざる震災画家 徳
る。
また、
佐久間は明治美術会にも出品し

ると、
私は確信している。
何故なら、
絵は文

の追憶のために、
時三郎が描いたものであ

文学者阪正臣の血を引いている。
山治も文

治太

永仁臣
（柳洲）
」
の回顧展を八月から十月
ている。
その後、
柳洲と佐久間は渡欧費用

字どおりあたり一帯は鮮血に彩られている

公益社団法人國民會館会長武 藤

まで開催すべく準備をしているのだが、
柳
を捻出するためパノラマ館なる事業を明
して、
二人は負債を抱えることになる。
こ

は間違いあるまい。

彼が画家であったとは聞いていなかった。
た

の生まれであるから、
山治より五歳下の次

労したとのことで、
思い起こすと私が中学

戦後家族は帰国を余儀なくされ、
大変苦

れない。

Ⅲ 山治に流れている「芸術家の血」
弟の戦死は、
山治の後年の行動に大きな

いるのだが、
何かそれ以上の事はわからな

となっている。
鍵岡氏はここまではわかって

の時、
佐久間は画家をやめ、
朝鮮に渡った

洲と最も親しくしていた、
彼の半自叙伝に
いての照会であった。
Ⅰ 画家、
実業家だった

だ朝鮮に渡り、
林檎園の経営を大々的に行

弟である。
鍵岡氏の手紙によると徳永は、

生の頃、
広島県にいた時三郎のお孫さんに

い、
大成功したという事であった。
しかし、

五姓田芳柳の画塾に学び、
そこで佐久間と

父が学生服を送っていた記憶がある。

山治の弟「佐久間時三郎」
佐久間時三郎は、
明治四年
（一八七一年）

佐久間時三郎

とおりの美丈夫であるが、
私が父親から、

いかとのお尋ねであった。
時三郎は写真の
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平成26年7月20日発行

VOL . 2 5

旧國民會館の面影
尚士

名作ができましても、
どうしても専門の興

下次の劇の筋書きを作成中ですが、
いかに

政治教育をしようというのが目的です。
目

完成しますが、
主として劇によって国民の

第一位を取った岡田信一郎が担当した。

け、
設計は、
中之島公会堂の建築時に公募

手掛けた竹中藤右衛門が建築を引き受

長年武藤と親交があり舞子の武藤邸を

普通選挙には國民同志会
（旧実業同志会）

も、
人命などについて何ら危険のないよう、

公益社団法人國民會館理事松 田
大正十二年、
武藤山治は、
旧態依然の政
は候補者を擁立せず政治活動にピリオド

堅固なものにするように」
と強く念を押す

意されていた。

入口、
二階三階席の西側には非常階段が用

三メートルの道路に面し一階席は六か所の

ト造り三階建ての建物であった。
正面は十

スクラッチタイル張り鉄骨鉄筋コンクリー

国民の政治教育に供するための會館は

たからであった。

震災に遭遇し、
一般建物のもろさを実感し

し、東京に進出しようとした時に関東大

それは大正十二年、
実業同志会を結成

ことを忘れなかった。

竹中社長には
「地震などがあった場合で

界に新風を吹き込もうと実業同志会を結
を打ったのだった。

そばの一等地に壮大な政治教育の殿堂を、

行家の方々のお力添えを必要とします。

成し、翌年の選挙に八名の議員を当選さ

この間武藤が痛切に感じたことは、
政、
自費で建てる構想が出来上がっていた。
そ

しかし武藤の頭の中には、
大阪城のすぐ

官、
商の強い癒着と一般国民が政治につい
れは、
講演会、
演劇、
映画などを楽しみなが

せ、
その後八年間政界で活躍した。

て無知であることであった。

ら政治について学ぶことができるという当
時日本では他に例を見ない劇場を備えた
建物であった。
武藤が、
政界を引退するということが世
間に知れ渡ると、
すぐ時事新報の経営を
引き受けてほしいと慶應義塾の先輩たち
から強い要望が寄せられた。

と協力を依頼した。

屋上庭園があり、
戸外に映写設備が設置

して集会室、
食堂、
図書室があり、
屋上には

會館の大部分は劇場であり付属部分と

生が創立した由緒ある新聞社であり、現

「よくわかりました。
大変結構なご計画

されていた。劇場の間口は二三・六メート

その際は、
是非ご援助をお願いします」

状の経営悪化を何としても食い止めなけ

ですからできるだけご助力致しますよ」
と

このため武藤は
「時事新報社は福澤先

ればならない。
これが福澤先生への恩返し

大谷社長は快諾された。

は一五〇〇席という大きさであった。

ル、
奥行は二二・七メートルであり、
聴講席

だ」
と昭和七年四月単身上京し早速時事
新報の経営を引き継いだ。
そして業績回復

大阪城の西側には天満橋へ向かって走る

した。
天井と壁は吸音材
〈セロテックス〉
を

苦心し、
形状と使用材料に注意を払いま

竹中社長は
「劇場の音響効果にもっとも

市電があった。
当時放送局、
大阪府庁、
府立

用い、
コルク壁紙を張り腰は檜板羽目を使

劇場形式の國民會館の竣工

大手前高女、
國民會館建設用地があった。

のために全力を投入した。

武藤は、
広告掲載の依頼のため京橋にあ

まず會館を運営する社団法人國民會館

驚いたことに、
この會館にはオペラ用に

特に昭和三年に実施された第一回普通

る松竹本社へ大谷竹次郎社長を訪れた。
訪

の設立申請を文部大臣に提出すると、
す

オーケストラボックスが舞台の前に作られ

正しい政治が行われるためには、
まず国民
の政治教育が重要であると痛感した。

劇による政治教育

問のもう一つの目的は、大阪で建設する國

ぐ昭和七年暮れに認可され、建設に取り

票の買収が公然と行われる事態も生じた。

八年間、
議会において政界、
官界の浄化

民會館の運営についての協力依頼であった。

掛かった。

ていた。
当時は
「奏楽所」
と呼び使用しない

用しました」
と苦心談を述べている。

に全力を挙げたが、
国民の理解と協力はな

「いま建設中の國民會館は、
来年の春に

選挙では、
甘い選挙公約に誤魔化され、
投

様々な劇が上演された舞台と豪華な緞帳

かなか得られず、
このため、
昭和七年二月の

旧國民會館を描いた油絵
（広岡利一画）

長年計画していた國民會館が完成し、
こ

きるようになっていた。

場合は二重床を組み立てて座席に使用で

考えまして、會館の設備は専ら劇場様式

劇を利用して政治教育を行うに如かずと

毎に、
常に、
現代民衆政治の世にあっては

わが国民精神を支配したかに思いを至す

手法によりいかに強く、
そしてまた深く、

文豪近松門左衛門が、
その画期的な演劇

志会の関東大会に早速出演を要請され

判」
を上演した。
これが好評を博し、
実業同

武藤会長の脚本
「変節か改心」
と
「民衆裁

舞台で実業同志会の政治教育劇研究部が

昭和三年一月には中之島中央公会堂の

に覚醒することを願うという内容であった。

族、
宗教家、
学者、
大富豪、
労働者に速やか

を残して、
自ら天寿を短くした主人公が貴

実業同志会
（後の國民同志会）
を作った

主催、「すわらじ劇団」
出演で上演された。

二年、
日本紡績百年の記念公演が國民會館

会長は満足の様子だった。
そして昭和四十

はいない」
との批評がでたが、
これには武藤

ロレタリア文学にはこれに敵対しうるもの

なブルジョア宣伝劇である。
しかし現在のプ

いたものであるが
「都新聞」
に
「この劇は有効

この原作は紡績の歴史に詳しい武藤が書

―日本紡績創業の苦心―

「産業日本行進曲」

考えさせる。

事務所等が出てきて、
観客に経営について

の武藤会長や國民會館、
武藤邸、
鐘紡工場

て執筆したものであった。
劇中には主人公

経営が見事成功するのをみて、
感激を込め

二郎は武藤の家族主義、温情主義による

大正時代、
プロレタリア劇作家の久板栄

「千万人と雖も我行かん」

武藤を描いた戯曲
「北東の風」

の建物の設立の趣旨を鮮明にするために
とした次第でございます」

設立趣意書の作成

「設立趣意書」
を作り上げた。
「政治教育の殿堂として國民會館を設立

携わる端緒を作ることでありこれは、
わが
目的の一つは、
政治教育運動をすることで

政治革新劇の上演

国の立憲政治百年の計画を樹立しようと

あったが、
これに力点を置き、
広く啓蒙活

する趣意は、
国民が自ら政治教育運動に

するための第一歩である」

動として出版、
演説、
演劇、
映画などの方
法が活用された。
武藤会長はその中でも劇が最も効果的

た。
赤坂の溜池での大会に参加すると、
更

な方法だと考え、
自ら数多くの脚本を書き
続けた。
さらに、
同志会の中に田中久雄、
山

に浅草の統一閣、
板橋の演芸館でも上演す

昭和八年六月、
待ちに待った劇場形式の

田実ら若手が政治教育劇研究部を作り、

「醒めたる力」「日輪を拝め」「変節か改心」

國民會館の開館式が盛大に行われた後、
記

るなど非常な人気を博した。

「悪魔払い」「第三党」「政界の黎明」「糠喜

念公演として武藤会長の書き下ろした政

各地を公演することになった。演題には

び」「民衆裁判」「金解禁病」
など沢山ある。

一流劇団の来演
開幕し、
劇が進行すると前列の席に座っ

治劇
「清算」
が上演された。
会長の原作を服部秀が脚色した作品であ

た会長が感動してハンカチで涙を拭う姿が

続々とやってきて
「桜の園」「人形の家」「夕

この中の
「醒めたる力」（全五幕）
は武藤
昭和八年六月十四日、
會館設立趣旨に

るが、
一冊のパンフレットとして実業同志会

見受けられた。
会長は上機嫌で
「今後は國

鶴」
などが上演された。

前奏曲を演奏したのは印象的だった。

いオーケストラボックスを用い、「椿姫」
の

藤原歌劇団が来演した。
大阪ではめずらし

当時日本では数少ない歌劇団であった

オペラの上演

う。
東京から文学座、
民芸、
前進座などが

会場の大きさが新劇に向いていたのだろ

共鳴する千五百名が開館式に参加した。

から刊行され十版を重ねた。

民會館の舞台で順次上演して行こう」
とメ

衆に次のように挨拶を行った。

東京から駆け付けた武藤会長が満員の聴

その序文では、「大正八年米国で開かれ

ンバーを喜ばされたが、
翌年三月、
突然の

ている有様を見て、
日本でもこれを真似る

を呼んだが、
世間の暗黒を糾すために遺言

政治革新劇
「醒めたる力」
られている。

武藤会長の書いた脚本は上演前から評判

た第一回国際労働会議に出席の帰り米国

「私は、
多年国民大衆の情感に訴えるこ
とに最も適切な劇を利用して、
政治教育
を行う會館を設置する希望を有しており
ました。
私はわが大阪市の生んだ彼の偉大なる

べきだと考えたことに端を発した」
と述べ

災難で中断してしまった。

重厚な雰囲気の1階ロビー

では社会教育に映画や劇を盛んに利用し

バルコニー席も備えた1500人収容の聴講席

山治の人生を象徴する賛のある絶筆

本作品の特異な点は、
箱表に
「眠鳩図」
、
箱裏に
「昭和九年二月主人画 武藤千世

長谷川コレクションとの出会い

公益社団法人國民會館会長 武 藤 治 太

昨年四月、
知人から、
いま丹波の植野記

二十一年国宝に指定された蕪村の生涯最

正十一年
『蕪村画集』
を出版しており、
平成

き国民は滅

「 憤 激 性な

たとされる

トンが述べ

わず」、プラ

事を為すに非ざれば一倍の人となること能

の
『自助論』
、
座右の銘は
「何人も人一倍の

員等に薦めた書物はサミュエル・スマイルズ

番の愛読書は
『ナポレオン伝』
、
鐘紡の従業

武藤山治は大変な文化人でもあった。
一

では専門の画家ではない教養のある文人が

の画家ではなかったためである。
然し東洋

点があるが、
これは作者である武藤が専門

見る形態の把握など技巧的とは言い難い

を描いたものと考えられる。
尤も絵として

象徴とされる。
武藤も平和のイメージで鳩

を成す性質からオリーブとともに平和の

約聖書のノアの箱舟の伝説以来、
鳩が群れ

としてのイメージが定着した。
西洋では旧

な価値観が入ってきて鳩＝平和のシンボル

は直接結びつかなかった。
明治以降西洋的

八幡神は戦いの神なので、
必ずしも平和と

れるように神使として親しまれてきたが、

画賛を描いた。
日本では八幡様の鳩と言わ

る鳩の姿が描かれている。
武藤は好んで鳩

えられる。
そうした経緯があったから奥様

然るべき人物を介して頂戴したものと考

月に直接、
あるいは間接であったにしても

ら、
武藤山治本人より亡くなる直前の二

受領書や領収書等の類も一切ないことか

た長谷川家三代目吉三郎の性格からして

されていない。
もっとも極めて几帳面であっ

人生を象徴するようで印象深い。

ければ………」
という賛は皮肉にも武藤の

山治の絶筆と考えてよい。
そして
「行い正し

しているからである。
従って本作品は武藤

三月九日に武藤が狙撃され翌十日に逝去

あった。
この作品を描いた翌月の昭和九年

は武藤山治の箱書きを得られない理由が

千世子とは武藤山治夫人だが、
この作品に

長谷川さんからは
「眠鳩図」
の解説の前

る。

作品を残している。
この絵もその一つであ

僧牧谿を尊敬しており、
その画風をまねた

感慨無量であった。
祖父は、
中国宋末の画

が、
おそらく祖父の絶筆と思われ、
まさに

念美術館で開催されている
「山形・長谷川

高の傑作
「夜色楼台雪万家図」
を所有して

余技として描く絵、
つまり文人画の精神性

に箱書きを依頼出来たのであろう。
吉三郎

段に武藤の伝記をわかりやすくまとめて

子」
と箱書きされていることである。
武藤

いた。
その画集の
「自序」
には、
蕪村は
「吾に

を尊ぶ伝統がある。
この作品もそうした観

にとって二十二歳年上の武藤は財界を牽

お送り頂いたのであるが、
紙面の都合上割

遺墨として
は、
本作品と同じ
「行い正しければ眠り平
らかなり」
などの言葉を書き残した。
又日本の古美術への関心が深く、
自身も
書画をたしなんだ。
特に国外への散逸が懸
念される中で幅広い収集を行ったが、
とり
わけ与謝蕪村の収集家として知られる。
大

している。

ます。

については長谷川さんの解説の通りである

じって祖父山治の
「眠鳩図」
があった。
作品

通った七十五点が並んでいた。
その中に交

一政、
陶芸家の板谷波山の書など一本筋の

絵画、
頼山陽や夏目漱石の書、
洋画家中川

雪、
川合玉堂、
渡辺崋山、
富岡鉄斎などの

三郎氏が収集されたものが中心で、
橋本関

にわたるコレクションであるが、
特に三代吉

てから知っていた。
展示品は、
長谷川家五代

細道図屏風」
が収蔵されていたことはかね

寄贈された蕪村の名作重要文化財「奥の

た。
ただ長谷川家には、
今は山形美術館に

ンのことは不明にもよく存じていなかっ

をなされたことは知っていたが、
コレクショ

谷川家は、
山形の名家で、
紅花の商いで財

いるよと聞き、
早速美術館へおもむいた。
長

方のお祖父さんの書いた珍しいものが出て

コレクション」
は一見に価するよ、
それに貴

師なし、
古今の名画を以て師とす」
と述べ

点から鑑賞する必要がある。
画面右上には

引した年長者であり、
また与謝蕪村をはじ

愛させて頂きました事をお詫び申し上げ
高い精神性を有する文人画「眠鳩図」

本作品は木の枝に止まって安らかに眠

「眠鳩図」武藤山治筆
（画像提供：神戸新聞社）

本作品の入手経路を示す資料は何も残

たとし、
さらに
「晩年に及び、
全く解脱その

「行い正しければ眠り平らかなり」
とあり、

めとする優れた書画のコレクターでもあ

ぶ」
などで、

独特の妙筆を揮うに至れるものなり」
と評

左下に
「山治」
の款記と
「武藤」
の朱文円印

り、
尊敬すべき人物であった。

吉茂

長谷川コレクション、
山治筆の
「眠鳩図」解説
株式会社山形銀行取締役頭取長 谷 川

Ⅲ

が捺されている。

稀代の文化人でもあった武藤山治

Ⅰ
Ⅱ

父武藤金太のこと

などを歴訪し、
ルネッサンス美術の研究に

五年）
にローマ、
フィレンツェ、
ベネチア、
パリ

たが、
肺結核のため昭和五年
（一九三〇年）

『美術史の基礎概念』
の翻訳を意図してい

美術へと移していく。
さらにヴェルフリンの

帰国後、
留学の間に書いた紀行文が、
代

八年留学、
ギリシャ美術に出会った父

打ち込むが、
次第にギリシャ美術に傾倒し

の美術史科は大正九年
（一九二〇年）
に創

表作
『美術の都』
として澤木梢の名前で大

父武藤金太は、
澤木先生に傾倒して卒

四十三歳の若さで逝去した。

はじめに
設され、
いわば我が国における美術史科の

正六年
（一九一七年）
に上梓され、
近年まで

ていき、
大正五年
（一九一六年）
に帰国する。

「古代への憧憬」展のギリシャ彫刻に、
草分けである。
父が学んだ当時は、
西洋美

岩波文庫に収録されていた。

クスフオード大学でギリシャ陶器の研究を

治太

父と父の恩師澤木教授を想う
術史に澤木四方吉、
東洋美術史に田中豊

大正五年
（一九一六年）
から慶応で美学を

公益社団法人國民會館会長武 藤

去る十二月八日慶應義塾大学のアートセ

蔵、
日本美術史が福井利吉郎という当時

ビイーズレー教授のもとで行い、
その後ド

（二〇一三年）
に、
父親と父の恩師澤木四方

ギリシャ彫刻
「老女の首」
を、
平成二十五年

十二年
（一九〇九年）
慶應義塾大学を卒業

田県の生まれで、
慶応普通部を経て明治四

澤木教授は、
明治十九年
（一八八六年）
秋

の講師に就任して西洋美術史を講じる。
こ

年
（一九一九年）
からは東京帝国大学文学部

『三田文学』
の主幹
（編集長）
となり、
大正八

の発掘にも携わる。

む。
またギリシャのアギーナ島で古代遺跡

学などでギリシャ美術史の研究に打ち込

イツのボン大学、
ミュンヘン大学、
パリの大

峰である東京帝大に招聘されることは、
当
時としてはまさに稀有のことで、
いかに澤
木先生が優れていたかをあらわしている。

大正九年
（一九二〇年）
文学部に美術史
科が創設されるとその教授に就任する。
しかし、
澤木先生は、
滞欧中から健康が
すぐれず、
大正十一年
（一九二二年）
頃からは

ュンヘン大学で後に有名な
『美術史の基礎

昭和五年に亡くなったのであるが、父は、

澤木先生は、父の留学中前述のとおり

り、
それと競って入手したとの事であった。

名美術館も当該彫刻の購入を希望してお

父から聞いた話では、
ヨーロッパの某有

体買い求めている。

義塾に寄贈させて頂いたギリシャ彫刻を一

国しなかったが、
留学中のパリで、
今回慶応

八年
（一九三三年）
まで、
その間には一度も帰

父は、
大正十四年
（一九二五年）
から昭和

の事、
すなわち一私学の教員が官学の最高

業後欧州留学に旅立つ。
最初は英国のオッ

ヨーロッパに
Ⅱ 澤木教授に師事、

ンターにおいて
「古代への憧憬」
なる古代ギリ

講じると同時に永井荷風の後をおそい、

父は、
澤木教授の学識と人格に心酔し
て西洋美術史を専攻した。

Ⅰ 我が国に於ける西洋美術史の先駆者、

吉先生を記念して私ども三代にわたる母

後、普通部の教員などを経て明治四十五

故澤木四方吉慶応大学教授

校慶応義塾に寄贈したことによるもので
父は、
明治三十一年
（一八九八年）
に生ま

概念』
を著わしたハインリッヒ・ヴェルフリ
湘南の鵠沼で療養することが多くなり、
研

年
（一九一二年）
渡欧し、
翌年三月ドイツのミ

れ、慶応義塾の普通部から最初今の経済

ンに学ぶ。
その後、
折から勃発した第一次世

究の中心をルネッサンス美術からギリシャ

ある。

学部である理財科に進むが、
途中から志望

界大戦の戦火を避けつつ、
大正四年
（一九一

澤木教授
（前列左）と武藤金太
（後列右）

の学界を代表する教授陣を擁していた。

武藤金太65歳の頃

シャ彫刻を展示する展覧会が開催された。
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この展覧会は、
私が父から承継した古代

國民會館
だより
をかえ文学部の美術史科に転科した。
慶応

古代ギリシャ彫刻「老女の首」
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追悼文
「三田派の美術史家 覚書―第二

月号美術特輯号に澤木教授の十三回忌の

ており、
同じく昭和十七年
『三田文学』
十一

に
「希臘の首 ステレの部分」
として紹介し

昭和十六年
『三田文学』
十月号美術特輯号

った。
父は、
終生このことを悔やんでいた。

り、
ついに小泉さんとの約束をはたせなか

われ、
戦後は、
いろいろと身辺の問題もあ

った祖父山治の遭難事件後の後始末に追

ていたようであるが、
帰朝翌年三月に起こ

まれ、
適当な時期にお受けしたいと約束し

変難しい状況が続いていた。
このような状

くホールの使用もままならず、
経営的に大

て、
戦後の食糧難の中で文化どころではな

っていかれた）
により建物、設備は荒廃し

の資材の供出
（例えばエレベーターまで持

一方祖父の創設した國民會館が、
戦時中

の甍をじっと見上げていたのを思い出す」

と、
金太さんが身じろぎもしないで、
建物

た
「ある日の夕方國民會館のそばをとおる

父もかけていたのである。
ある人が云ってい

て、
渾身の力を注いだ國民會館の存続に、

る。
いずれにしても祖父山治が理想に燃え

多々あり一部私財で補填していたようであ

ったりしていた。
しかし、財政的な問題が

期の友へ―」
を載せているが、
その中で
「こ

況の中で、
父は昭和二十七年八月から昭和

る。

の彫刻を澤木先生にお目にかけたかった
Ⅲ ギリシャ美術同様に、
國民會館への

父は、
留学から帰朝したあかつきには、

思いがかなった」
と心情を述べている。

が、
ようやく先の
『三田文学』
十月号でその

並べ、
美術評論などを書いていたようであ

おき、
同僚の後の大作家井上靖さんと机を

父は、
戦時中毎日新聞の学芸部に籍を

情熱も一入だった晩年の父

てもらうなどの策を講じて苦境を乗り切

新聞に貸与して
「毎日会館」
として使用し

四十一年二月まで代表を務め一時は、
毎日

ある。

こうとしていた父の強い決意を感じたので

この言葉に國民會館を是が非でも守ってい

は学問の力の有無によるもので天が生ま

社会的地位の高い人も低い人もいる。
これ

な人もいる。
貧しい人も、
富める人もいる。

を固く閉ざしたのだった。
福澤はこれに抗

年）
福澤門下を全員官界から追放し、
門戸

視らは、
これに反対し明治十四年
（一八八一

回った。
しかし、
伊藤博文、
井上馨、
岩倉具

し、
門下生たちは国会開設を世間に説いて

國民會館の歩みと実績

れつき決めたものではない」
と述べた。
当時

議する長文の手紙を伊藤博文宛に送った。

公益社団法人國民會館理事松 田

福澤の分かり易い文章を用いた説得力に

武藤山治が受けた教育
明治十七年
（一八八四年）
に武藤山治は

長させることに成功した。

正時代には鐘紡を日本一の紡績会社に成

して解雇された中上川彦次郎に時事新報

は新聞
『時事新報』
を自力で発刊した。
そ

世話を受けず、
明治十五年
（一八八二年）
に

門下生を解雇された福澤は、
その後政府の

の社長兼主筆として経営手腕を振るわせ

福澤は日本を欧米のような国民主権の
国家にしようと国会の早期開設を主張

福澤門下生が官界から追放される

要な衣類、
特に綿糸布の生産に専念して大

教えを忠実に守り、国民の日常生活に必

とを例に挙げて人々に教えた。
武藤は師の

を心得る、生活に密着した学問を学ぶこ

など机上の学問でなく、
算盤や、
商売の法

に重要かを説いた。
実学とは和歌や、
漢文

福澤は
『学問のすすめ』
の中で実学がいか

実学を身につけた武藤山治

より全国の青年を奮起させたのであった。

この書物で国民に学問をする必要を強く

福澤諭吉の胸像
（慶應義塾広報室提供）

三田にある慶應義塾を卒業した。卒業写
真には福澤先生を中心に三十二名が写っ
ている。
前列の右端には痩身の武藤山治の
姿がみえる。
武藤は福澤先生の膝下で四年
間勉強をしたが、
特に独立自尊の精神を徹
底的に教えられ、
実業の世界でこれを実践
し成功を収めたので世間の注目を集めた。
恩師福澤諭吉は明治の人々を開明し、
近
代化へと導いた人物として世間に知られて
いる。
福澤の書いた
『学問のすすめ』
の冒頭には

造らず」
と述べられているが、
福澤は特に人

説いたのである。「世間には賢い人も、
愚か

「天は人の上に人を造らず、
人の下に人を

間の平等を説いたのではなかった。
福澤は

尚士

是非慶応の教授にと小泉信三塾長から望

福澤諭吉を中央に卒業写真。前列右端は武藤山治

て脈々と受け継がれていった。

川をはじめ武藤山治らの弟子たちによっ

受けた。
このように福澤の実学精神は中上

経営について中上川からいろいろと指導を

治に白羽の矢をたてた。
武藤は兵庫工場の

庫工場支配人には若干二十七歳の武藤山

り、
子会社の鐘紡の面倒を見た。
鐘紡の兵

川はその後山陽鉄道を経て三井本社に移

た。
時事新報を日本一の新聞に育てた中上

亘り述べたのであった。

堂々の論陣を張り、
日本の進路を長時間に

で濱口首相、
片岡蔵相、
井上蔵相を相手に

院議員として政界に打って出て議会壇上

武藤は鐘紡の社長を務めると同時に衆議

私は何時も負けていました」
と語っている。

間君
（武藤の旧姓）
は整然と意見を述べ、

九郎
（後の日本商工会議所会頭）
は
「佐久

間と討論をするのが得意であった。
門野重

福澤であった。
武藤は在学中、
クラスの仲

國民會館の運営

以を明らかにするものなり」
。

すめ』
に出てくる演説館で、
現在国指定の

建っているのが目につく。
これは
『学問のす

る」
と言うことであった。「日本国の一員と

に強く説いたのは
「一身独立して一国独立す

福澤が
『学問のすすめ』
の中で日本国民

め、
この年の十月から毎月十日に記念講座

武藤の精神を永遠に引き継いでいくた

武藤記念講座の歴史

を悼み葬儀は三時過ぎまで行われた。

會館で行われ、
参列者はみな武藤山治の死

いう惨事が起こった。
大阪での葬儀は國民

武藤が暴漢の銃撃を受け一命を落とすと

われた國民會館であるが翌九年三月十日、

治劇
「清算」
が上演された。
順風満帆と思

に記念公演として、
武藤が書き下ろした政

ら駆けつけ開館式の挨拶を行った。
式の後

企画された。
昭和八年六月、
武藤も東京か

治劇、政治映画の上映など色々な催しが

五百人が収容できるホールで政治講演、
政

政治教育の殿堂を目指す國民會館は千

スピーチの重要性を説く

重要文化財になっている。
福澤は明治の初

して一身が独立する気構えを持てば、
一国

武藤は設立をするにあたり趣意書を書

独立自尊の精神

期
「演説の大切なるは明白にして今日これ

を豊かにし、
西洋の国々を恐れることもな

き上げた。
要約すると
「政界の腐敗、
政党

三田の山に板瓦張り、
なまこ壁の建物が

を行ふ者なきは何ぞや。
学者の懶惰といふ

くなる」
と福澤は個人と国家の関わりを

國民會館設立趣意書

べし」
と厳しく説いて三田の演説館を自費

を開くことになった。
覚と、
政治道徳の欠如による。
これを救う

念講座が開かれ、
講演は武藤の親友であっ

不信は一般政治家や一般国民の政治的無自

弟子の武藤は福澤の教え通り一企業の

のは政治家の任というよりも、
国民が自発

た鈴木大拙京都大谷大学教授が行い武藤

述べている。

経営者に留まらず、
政界に進出した。
武藤

的に行うことが急務なりと信ぜられる」
人たちを啓蒙するなど我が国の経済発展

に至りては未だ曙光すら発見する能はざ

「しかしその必要を叫ぶ声のみ高く、
実行

の遺句朗読の後政治、
経済、
文学、
歴史な

講座はその後、
毎月十日に開かれ、
武藤

ど各界の名士が壇上に立ち講演を行ない、

を偲んだ。
に貢献した。

るは何ぞや」
と武藤は師福澤と同じように
問題点を指摘する。「事の難きにあらざる

実施、
今年三月に千回を迎えるに至った。

日本には以前なかった演説という言葉

映画も同時上映された。

「國民會館設立の趣意は国民を自ら政

ギネスブックにも登録されてしかるべき

なり、
人の之を行はざるなり」
。
ここで武藤

投じて建てたのが三田演説館であった。
一方

治教育運動に携はらしむるの端緒を作り、

長寿事業であるが、
三月七日には武藤治太

を世間に広め、
自分の意思を大勢の人に伝

昭和七年大阪城の正面に武藤が政治教育

我が国の立憲政治百年の大計を樹立せん

記念講座は戦時中も途切れることなく

の殿堂として自費で建設した國民會館が

は設立の趣旨を世間に宣言する。

で作り、塾生のスピーチの向上を指導し

が為め敢て実行の第一歩を成さんとする所

会長の記念講演が行なわれる。
世間の注目を集めた。

えるための訓練の場として福澤が私財を

武藤は自費で國民會館を設立

即ち昭和九年十月十日、第一回武藤記

は得意の経済政策を述べて、
不勉強の議会

國民會館は1500人収容の聴講席を備えていた

た。
ちなみにスピーチを演説と訳したのは

福澤諭吉が明治八年に建てた演説館
（慶應義塾広報室提供）

われた。
ちなみに、
一九三五年から一九四二

耕者が続出したため、「退耕シーズン」
とい

四年間は悪性マラリアが猛威をふるい、
退

源開発にも失敗した。
さらに、
その後三〜

として一九三四年三月以降行われた鉱物資

ワドブラジル
（ダイワボウの現地法人）元

（VOL．
８、
二〇〇六年一月）
、
そして、
ダイ

月）
、「武藤山治の足跡を訪ねて
（その一）
」

めた武藤山治」（VOL．
２、
二〇〇三年一

より』
に寄稿されている
「ブラジル移民を進

會館会長武藤治太氏により
『國民會館だ

トメアスを訪ねて

年までで、
二七六家族、
一六〇三名が退耕し

社長の高木博氏による寄稿の
「今も南北ア

武藤山治とブラジル

たとされ、
入植家族総数が三五二であった

長次

移住事業への強い使命感を見る

メリカに息づく武藤山治の精神、
南アメリ

佐賀大学経済学部教授山 本

二〇一四年九月、
近代日本を代表する企

ので、
その七八パーセントにあたった。
しか

カはアマゾン」（VOL． 、
二〇一〇年一月）

病院の建物跡に山治の

業である鐘紡の経営者で、
國民會館の創立

し、
企業の側としても、
医療に細心の注意

べた。
しかし武藤は、
大事業のため、
五年や

福原は五年以内に成功させると抱負を述

立って、
帝国ホテルで壮行会が行われた際、

の社長をつとめた福原八郎らの渡伯に先

一九二八年八月に南拓が設立され、
同社

ブラジル移住』（不二出版、
二〇一二年）
にも

経済評論社、
二〇一三年）
、
共著
『実業家と

の状況については、
拙著
『武藤山治』（日本

いての武藤山治の功績や、
今日のトメアス

ところが大きい。
そして、
アマゾン移民につ

神戸を出航し、
入植者は一八九名
（三九家

栄を極めた胡椒も、
病害等により壊滅的

下さい。

に掲 載する予 定ですのでご期 待

を デジタル化してホームペー ジ

ま すので、過 去二十 六号の全 頁

年に発刊されて十三年目を迎え

す 。又 、本 年 は 本 紙 が 平 成 十 四

に 特 別 講 演 を お 願 いし ていま

をはじめとする諸先生に今上期

春 号に寄 稿していただいた三 氏

迎えます。それを 記 念して本 新

は 、本 年 三 月で八 十 年一千 回 を

講 座であ り ま す 武 藤 記 念 講 座

す。日 本で有 数の歴 史を 誇る 冠

明けましておめでと うございま

触れている。

HD及びダイワドブラジルの厚意に負う

の渡伯についても、
武藤会長やダイワボウ

にすでに詳しく触れられている。
また、
今回

16
一〇年で成功するとは思えず、
二〇年先を

アグロ・フォレストリーで実現へ

山治の遠大な構想は、
胡椒ブームと

を払っていた中のことだったのである。

者でもある武藤山治
（一八六七–一九三四）
の研究のため、
ブラジルを訪れた。
二〇一四
年はアマゾン日本人移民八五周年の年で
もあり、
パラー州のベレンやトメアスで記念
式典が催されたが、
その端緒をつくったの
が武藤であった。
彼や鐘紡が主導する中、
南米拓殖株式会社
（南拓）
を一九二八年に
創立し、
翌一九二九年、
トメアスへの第一回
移民が行われた。
さかのぼること、
武藤は
渡米したことがあり、
一八八七年に
『米国移

期待すると語ったが、
丁度、
第二次世界大
戦後に胡椒ブームが起こることで、
彼の長
期的見通しが現実化した。
そして、
トメア
スは今日、
アマゾン河流域にかかわる地球
環境問題への関心から、
当地の日系人によ
る、
自然との調和や環境保全を目的とし
たアグロ・フォレストリー
（森林農業）
の実
践で、世界的に注目されている。
このこと

場では、
トメアスにある史跡の中で、
病院の

族、
単独九名）
であった。
その後、
一九三七年

な被害を受けた単一栽培に対する反省に

編 集 後 記

住論』
を上梓している。
そこでは、
評判を落
とす出稼ぎではなく、
永住に向けて組織的
な事業を行うために、
移住会社の設立を説
現化として、
植民に際して衛生上の不安が

いた。
このような経緯もあり、
米国からブ
ラジルに転じるが、
彼には移住事業への使

ないようにすることにも注意を払った。

乗り越えて

入植者二千人の八割もの撤退を

命感があった。
一九二〇年代当時、海外移
住事業は、
年々七〇万〜一〇〇万人増加す
る日本の人口過剰問題及びそれにともな

も、
日本人、
日系人としての誇りである。
こ

建物跡について触れてみたい。
そこでは、
病

まで二二回余りにわたって、
三五二家族二一

第一回移民は、
一九二九年七月二四日に

棟が男女別になっているような心づかいも

〇四名がトメアスに入植したとされている

の農法は、
戦前のカカオ、
そして戦後に繁

なされていた。
鐘紡は共済組合制度や医療

が、
一九三三年には、
これまで精力を注いで

さらに、
トメアスの様子については、
國民

あとがき

もとづくものである。

等の福利厚生面、
そして教育面等の充実で

きたカカオ栽培に失敗し、
続いて、
挽回策

アグア・ブランカ（白い水の意味）病院跡

も定評があった。
そこで、「鐘紡主義」
の具

う食糧問題の解決策とされた。
さて、
この
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本館創立者武藤山治の精神を継承して昭

シフィック大学で苦学力行し、
一八八七年

を卒業後明治十八年
（一八八五年）
渡米、
パ

福澤諭吉から直接薫陶を受け、
慶応義塾

あった彼がほとんど人の力を借りずに成

の法律
「軍事救護法」
の成立を、民間人で

軍人とその家族を、
国により援護するため

日露、
第一次世界大戦による戦死者、
傷病

うが、
多忙な会社経営の中にあって日清、

のが武藤であった。
詳しくは省かせてもら

るだけでなく良いと思う事は、
即実践する

いて深く考えるところがあった。
単に考え

き『実業読本』
を著わす。
この本の内容に

四年には彼の政治マニフェストともいうべ

白熱した論争を展開し話題となる。
翌十

時の蔵相浜口雄幸氏と経済問題を巡り、

十九特別議会においては、
新人議員ながら

まま衆議院議員に当選する。
同年の第四

会を創立し、翌十三年五月鐘紡の社長の

年
（一九二三年）
これを母体として実業同志

武藤はその委員長に推されるが、
大正十二

武藤記念講座一千回を迎えて

和九年
（一九三四年）
十月から始まった武藤

に帰国後は広告代理店の経営や英字新聞

し遂げたのであった。

は、
小さな政府と予算の徹底的な効率化

演や叢書において何回も取り上げているの

館を創立したかについて、
私は記念講座の講

支えた実業家であった武藤が、
何故國民會

き上げ、
いわば我が国資本主義の揺籃期を

後の日本的経営の基になる
「温情主義」
経

の創意工夫に加え、
熱意と努力さらにその

紡績に移り、
その再建に取り組み、
彼独特

当時三井のお荷物と云われていた鐘ヶ淵

行に入るが、
翌年その実力を見込まれて、

ことは出来ないという思いが、
強くなって

て出て行かない限り、
この日本を良くする

あった。
その結果矢張り政治の世界に打っ

で、
民間人としての限界を強く感じたので

など、彼はこの法律を作ろうとした過程

にもかかわらず、
政府は積極的に動かない

かない限り、
日本の未来はないと強く思っ

政治意識そのものを、
根本的に変革してい

たる買収を許すことになり、
武藤は国民の

た。
特に選挙民の政治意識の低さが、
公然

など、
武藤の政治に対する危機感は高まっ

挙となり、
一方、
社会主義政党が伸長する

治太

記念講座は、
本年三月の講演をもって、
記念

の記者、
あるいは外資系商社勤務などを経

しかし出来上がった法律は不完全なも

に加えて、国鉄、郵便、郵便貯金、簡易保

公益社団法人國民會館会長武 藤

すべき一千回を数えることになった。
さて、
正

た後、
三井銀行の総帥中上川彦次郎氏の

のであり、
万人がその必要性を認めている

はじめに

に戦前の日本を代表する会社
「大鐘紡」
を築

知遇を得て、
明治二十六年
（一八九三年）
同

険、
電信電話の民営化などが唱えられてい

る。
さらに、
大正十五年
（一九二六年）
の第五

十二回議会においては、
震災手形法及び台

湾銀行救済を糾弾する。

以後、
昭和三年
（一九二八年）
の選挙で再

選され、
さらに昭和五年
（一九三〇年）
の我

が国最初の普通選挙においても、
当選をは

たすが、
彼の属する実業同志会
（国民同志

会）
の政策が、
余りにも時代の先を行くせ

いもあってか、票数は伸びず、
また昭和五

で、
屋上屋を重ねることになるかもしれない

営により、
文字通り鐘紡を大正時代の中

年の普通選挙は、
札びらの乱れ飛ぶ金権選

が、
大変重要なことなので今一度触れたいと

たのであった。

大正八年
（一九一九年）
関税廃止を目的と

今後は国民の政治意識を覚醒するための、

和七年の選挙への出馬を見送った。
そして、

彼は、
昭和五年鐘紡の社長を引退し、
昭

した大日本実業組合連合会が設立され、

第二章 政治家の道

いったのである。

ったが、
その中において彼は社会の矛盾につ

実業人として大成功を収めた武藤であ

頃には、
我が国を代表する企業に育て上げ

慶応三年
（一八六七年）
生まれの武藤が、

第一章 実業家の道

思う。

軍事救護法制定の多大の努力に対して
軍人会から贈呈された幸内純一画伯の山治肖像画
（ジャカード織による復元）

たのであった。
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第一部 山治の歩んだ三つの道

國民會館
だより

陥っていた。

諭吉の創立した時事新報社が経営不振に

考えであった。
ところが、
その頃、
恩師福澤

識の啓蒙に努め、
政治教育を実践していく

るあらゆる媒体を駆使して、
国民の政治意

より、
映画、
演劇など当時として考えられ

八年に完成し、
彼はこれにより講演はもと

したのであった。
國民會館の建物は、
昭和

私財を投じて、
社団法人國民會館を創立

ため、
昭和七年この大阪城の大手前の地に

政治教育に尽力することを決意する。
その

筆し、
その他新聞の上にも次々と新機軸を

聞界の常識を打ち破り毎日自ら社説を執

を発揮して、
経営再建に全力を尽くす。
新

けた以上は
「火の玉山治」
と云われた本領

ならずしも乗り気でなかった彼も、
引き受

と考え、
その経営を引き受ける。
最初は、
か

としては、
またとない働き場所ではないか

える一方、
社会正義を実現するための手段

めに、
また新聞経営は極めて前途多難と考

請もだしがたく、
最後に恩師福澤先生のた

幾之進、
池田成彬、
小林一三氏らからの懇

め、
再三の要請を断り続ける。
しかし門野

業に邁進しようとしていた矢先であったた

ら彼の理想を実現するため、政治教育事

界という多忙な世界から解放され、
これか

立ったのであった。
武藤としては実業界、
政

世界からも足を洗った武藤に白羽の矢が

ていたところ、
鐘紡を引退し、
また政治の

老達が、
何とか経営に長けた人材をと思っ

ようになっていた。
心配した慶応出身の長

をたどり、
この頃には大きな赤字を抱える

経営が続き、
関東大震災のあと衰退の道

のであったが、
その後経営に人を得ず、
放漫

表したため、当 時は

ぐに帝人は増資を発

購 入し 、そのあとす

株を、
一株百二十円で

は二十二万株の帝人

体的に云うと、連中

この汚職の手口を具

連中が集まっていた。

彼の周りには政界、
財界、
官界の一癖ある

に面倒見がよい親分肌の人だったせいで、

手を染めるような人ではなかったが、
非常

グループで、
郷氏自体は清潔な人で汚職に

とは当時の財界の顔役郷誠之助氏を囲む

記事を、
時事新報紙上に連載する。
番町会

株の売却について
「番町会を暴く」
という

考えていた彼は、
昭和九年の正月から帝人

ら政商の暗躍は、
日本のためにならないと

う、
情報が武藤の耳に入ってきた。
かねてか

かに不当に安い価格で売り渡されたとい

人）
二十二万株が政界、
財界の要人達に密

旧鈴木商店系の帝国人造絹絲
（現在の帝

の救済を受けた台湾銀行が保有していた、

ところが、
昭和八年の秋ごろから、
政府

に減少していた。

額面増資であったか

が、
二年後の昭和九年の初めには四分の一

円合計七万円の赤字という成績であった

毎月の赤字三万五千円、
売掛金三万五千

その甲斐あって、
引き受けた昭和七年には

れない手を、
矢継ぎ早に打ち出していった。

彼自ら獲得しに回るなど、
常人では考えら

打ち出す。
また営業にあたっても、
広告を

第一章 第一回の武藤記念講座

山治の遺志を継いだ國民會館の活動

第二部

かに名前のみを留めている。

かに、
資本金七千万円の会社として、
わず

ほんの僅かな間で、
現在は産経新聞社のな

く倒産し、
戦後一度は復刊するが、
それも

時事新報は奈落の底に沈んでいく。
間もな

る。
このような武藤の劇的な死により以後

め、
その背景はおのずと想像できるのであ

つとされているが、
局面が局面であったた

在にいたっても不明であり、
昭和史の謎の一

その場で自殺したので、
事件の真相は、
現

ったが、
翌十日死去したのであった。
犯人は

襲われ、
書生は即死、
山治は即死ではなか

の時待ち伏せしていた暴漢に突然拳銃で

い自宅を出て北鎌倉駅に向かっていた。
そ

通り出勤のため、
青木という書生をともな

昭和九年三月九日朝、
武藤は何時もの

「番町会を暴く」
の記事は峻烈をきわめた。

るなど許されるべきことではないとして

不当に安い価格で、
特定の人達に割り当て

しでも高く売却すべきものである、
それを

台湾銀行の所有物は国民のものであり、
少

て救済した銀行である。
そうであるなら、

実上倒産して、
政府が六億円の巨費をもっ

銀行は、
鈴木商店への貸し出し過剰から事

義感が、
これを許すはずがなかった。台湾

イダー取引の最たるものである。
武藤の正

れはリクルート事件と全く同じで、
インサ

濡れ手に粟の大儲けとなったのである。
こ

した株価は百五十円となっており、
まさに

込むことによって、
増資発表によって高騰

リティーペーパーとして、
大いに発展した

の弟子たちによって我が国を代表するクオ

立不羈
.不偏不党をモットーとして、
福澤

つである。
ジャーナリズムの本道である独

澤により創刊された、
日本最古の新聞の一

時事新報は明治十五年
（一八八二年）
福

第三章 言論人の道

ら、
一株五十円を払い

「正義必勝の額」
大正15年の衆議院議員選挙で「正義必勝」の
旗印で同志が勝利した際の山治の雄渾なる揮毫

社長自ら論説を主筆したのみならず、
営業活動も陣頭指揮した時事新報社での
奮闘ぶりを示すスナップショット

実践のための殿堂、
國民會館をつくりなが

であった。
このように武藤は、政治教育の

たのは昭和八年六月十四日の開館式のみ

治教育活動はおろか、國民會館に出勤し

念ながら時事新報の仕事に忙殺され、政

の國民會館を創設したのであるが、
誠に残

武藤は、
政治教育への理想に燃えて、
こ

挨拶されている。

国に呼び掛けていきたいと考えている」
と

研究講演の会を催し、
武藤氏の考えを、
全

継いで、
この大阪から毎月政治、
経済等の

會館であります。私共は武藤氏の遺志を

救わんと努力された記念塔こそ、
この國民

武藤氏が政治の廓清により、我が日本を

な一石であります。
申すまでもなく、
愛国者

と講演者及びその内容が明らかになる。
そ

されている。
この記録を繙くと講演の日時

一千回の講演会の詳しい記録は、
幸い残

である。

結果が今回の一千回という成果になったの

は一回も休まず続けられたのであった。
その

しこのような中においても武藤記念講座

の周辺にも多数の爆弾が投下された。
しか

から現在の新國民會館に移行し、
ようや

成二年住友生命との提携がなされ、
旧ビル

貸与して、
糊口をしのいだ時代もあった。
平

はなかった。
一時は毎日新聞社にホールを

き受けた、
父金太の苦労は並大抵なもので

ではなかった。
戦後その経営をやむなく引

れ、
エレベーターや階段の手摺もその例外

軍用に供されるものは、全て供出させら

第二章

による「興法

大谷尊由氏

西 本 願 寺の

されたあと 、

の一節が朗読

『実業読本』

れている。

ル賞を受賞された湯川秀樹博士も講演さ

は、
松下幸之助氏や、
日本で初めてノーベ

なった芦田均氏らである。
また実業界から

なった片山哲氏、
同じく民主党から首相に

例えば戦後社会党のトップとして首相と

もとより、
著名な政治家も多数おられる。

の中には当時の大阪府知事、大阪市長は

る。

社団法人國民會館となり現在に至ってい

の改正に伴い、
平成二十二年四月から公益

十五年から実施している。
また公益法人法

行えるようになり、
東京での講演会も平成

政治教育活動も講演会活動を中心として

く財政的にも安定するようになり、
本来の

正法、
利益衆
生）
なる演題
で講 演が行
われた。

になるが今もありし日に変らない、
世の欽

山治氏が鎌倉の難に逝きて、
すでに七か月

の辞により始まった。
高津氏は
「偉人武藤

真の同志であった高津久右衛門氏の開講

演会は、
当時の國民會館の理事で、
山治の

として政治教育活動が続けられていく。
講

たのであった。
以後この講演会活動を中心

進んでいく。
この無謀な戦争のため我が国

まり、
昭和十六年には太平洋戦争に突き

した。
さらに昭和十二年には日中戦争が始

国の利権を巡り孤立し、
国際連盟を脱退

なくなる前年の昭和八年に、
我が国は満州

く、
実に目まぐるしいものがあった。
山治が

歴史の流れは、
我が国にとっては実に厳し

月八日の講演で一千回を迎えた。
この間の

國民會館の建物は昭和八年に造られた

悟を新たにしている。

よう、
努力していかなければならないと、
覚

の残した理想の実現に少しでも近づける

である。
我々は、
大変微力ではあるが、
武藤

しまった。
後にのこるのは我々の國民會館

できる経営者に恵まれず、
会社は消滅して

といわれた名門会社も、
山治の経営を継承

かなくなり、「鐘紡の武藤か武藤の鐘紡か」

ら、
時事新報は山治の死後真っ先に立ち行

め國民會館を興したことである。
残念なが

ち直ったであろう）
三つ目が政治教育のた

とである。（そのまま生きていたら完全に立

陥った、
時事新報の再建に半ば成功したこ

る。
二つ目は福澤先生がつくり経営不振に

は日本一の会社鐘紡をつくったことであ

武藤山治の残した業績は三つある。
一つ

改めて山治の三つの業績を想う

第三章

利 生 」（ 興 隆

そのあと八木幸吉氏による山治の遺著

ら、
文字通り志半ばで倒れたのであったが、
その後、
彼の弟子たちにより、
政治教育の

実践が進められていった。
まず彼の亡くなった昭和九年の、
十月十

慕と渇仰の的となっているのは、
いかに氏

は、
まさに壊滅したのであった。
この大阪に

が、
戦争中は一億総力戦の中で、
建物の中で

以来八十有余年の歳月が流れ、本年三

苦難を乗り越えての一千回の成果

の過去が偉大であったかを物語るものであ

おいても何度かの大空襲があり、
國民會館

山治が政治活動に使用し、國民會館の開館式で挨拶し、
亡きあと武藤記念講座に使用され、1世紀の歴史が刻まれた演台
（その上に置かれているのは山治胸像）

る。
当會館の事業も武藤氏の投げた貴重

日に第一回目の武藤記念講座が開催され

山治が國民會館を訪れた、ただ一度の機会に
會館の屋上にて大阪城をバックに写した
今に残る貴重な一枚

武藤記念講座一千回記念特別講演

「武藤山治」
について語られた選りすぐりの言葉
（自平成二十六年六月至平成二十七年六月）

命を賭けた
「政治革新」

一．
政治を語る前に、資金の浄化を

日本社会を啓蒙した高い見識

一．
先見性で日本国の近代化をリード

三．政党政治の浄化と政官財の
國民會館顧問 松田 尚士

癒着の排除
武藤山治は
「総理大臣の選出を一般投票
に改め、
任期を三年にし、
三選を禁止する」
ことを提案した。
即ち党の親分や元老が推

切であり、
政治の浄化は選挙権を持つ国民

民が腐敗した政治家を選ばないことが大

思う心」
を貫いた。
そしてそのためには、
国

的・対内的に、
福澤諭吉と同じ
「日本国を

置かれた時代背景は異なるものの、対外

以って日本の近代化をリードした。
恩師と

政治家から言論人へと、
つねに先見性を

権者からより厳しい目が向けられるので、

るものである。
特に政権を担う場合は、
有

問題はその武藤山治の精神にまさに反す

臣の関連政治団体を巡る不正政治資金の

した結果、
社会正義に殉じた。
今回の某大

商の暗躍に対して、
大変厳しい批判を展開

反映させた一人であり、
政官財の癒着、
政

尊」
の精神を、
政治と経済の世界に色濃く

武藤山治は福澤諭吉が唱えた
「独立自

自民党衆議院議員 船田 元

者とともに、
民間資本が自己責任で行うべ

済を行うからである」
と断じた。

ず経営しているからであり、
政府が保護救

は
「政府が損益勘定のある仕事を少なから

府と実業家の結託はなぜ起こるのか、
それ

な政治状況を解消すべきだと提案した。
政

状のように総理大臣が度々替わる、
不安定

う民意を反映しない制度を改め、
また、
現

薦する官僚政治家が、
総理大臣になるとい

の教育にかかっているとして、
普通選挙が

政治を語る前に法律に則り、
有権者に認

きであり、
政府の補助金は、
渡航費等移住

武藤山治は経済人から政治家へ、
そして

始まった頃から進めて来た、
政治教育をさ

めてもらえるように、
心を律しなければな

國民會館と並び今も生きている事業

らに発展させ
「國民會館」
を設立した。
二．
非凡な自己犠牲による

佐賀大学教授 山本 長次

ブラジル移住事業
武藤山治は、
ブラジル移住事業は、
移住

て
「自由主義、
民主主義」
を標榜した。
日本

が、
絶対主義的改革に終わったことに対し

生涯を貫いている。彼は明治維新の改革

義塾で学んだ
「人格的教養」
は武藤山治の

が、
そのうちの一人が武藤山治であり、
慶応

ことは、
社会全体の利益になる。
その適切

ておくことである。
又経済格差を是正する

家が存亡の危機に陥らないように準備」
し

すること」
であり、
最低限の仕事は
「日本国

なが本当に幸せに暮らして行けるように

か、
それは
「日本国を発展させ、
国民のみん

武藤山治も務めた国会議員の仕事は何

民主党衆議院議員 長妻 昭

リー
（森林農業）
が見事に花開いている。

ブームが訪れ、
現在ではアグロ・フォレスト

待する」
と語ったが、
その通りにまず胡椒

十年で成功するとは思えず、
二十年先を期

山治は事業開始の際
「大事業のため五年や

民についても経済的自由主義を実行した。

者自身へ向けられるべきであるとして、
移

が帝国主義国家として歩み出した当時、
こ

な配分を阻害するものは、
第一に政治的無

社会的正義感

のような強い信念で、
世に自覚を求め、
自

関心を表す低投票率、
第二に政治とカネの

福澤諭吉には多くの立派な門弟が出た

らもそれを実行した山治の非凡な自己犠

問題の典型例である、官民の利権複合体

含まれています。

・國民會館武藤会長の講演の内容は一〜三頁の中に

ージに掲載されています）

だきました。（同先生の講談はその全文がホームペ

・旭堂南陵先生の講談は話芸ですので、
省かせていた

・以上の詳細はすべてホームページに掲載されています。

注釈

牲による社会的正義感に、
強い感動を受け

京都大学名誉教授 山田 康之

Ⅲ

と企業団体献金である。

二．
国民みんなの幸せのために

らない。

慶應義塾元塾長 鳥居 泰彦

Ⅱ

る。

感謝を申し上げます。

一同あらためまして、先 生 方への

語っていただきました。
スタッフ

た 、内 外の 重 要 テ ーマについて

正しい歴 史 観・国 家 観に基づい

他の先 生 方には、山 治 も 求めた

ていただきました。
又ほぼ同数の

もの先 生 方に山 治について語っ

念特集号です。
この一年間に八人

今 回は、武 藤 記 念 講 座一千 回 記

ようです。

の
「言葉」
を照らしている

イト」
。
今回の特集の上記

る昭和初期の
「アッパーラ

える一階正面玄関に掛か

然と輝き白い大理石に映

一千回記念に相応しく、
燦

國民會館の
文化遺産
（その二）

編 集 後 記

Ⅰ
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文化人としての武藤山治
して政治教育のための施設

九三二年）
には政界から引退

延長として陶磁器の絵付け

しみの一つであった。
またその

それが多忙な彼にとって、
楽

誰からも日本画の手ほどきをうけたこと

社団法人國民會館を設立し

にも妙技を発揮している。
今

治を良くするためには、
何よりも国民の政

堪能であった彼にしてみれば何でもない事

た。
しかし、
昭和七年
（一九三

から十年程前、
私は、
当國民

はなかったのであるが、
独特の絵を描いた。

はじめに山治の英詩の名訳を
であったろうが、
本職をしのぐ名訳であろ

二年）
四月経営難に陥ってい

會館において
「武藤山治と芸

治教育の必要性を強く感じ、
昭和七年
（一

「香ばしき南風よ。
怠けた伊達男が恋人
う。
英国人は北方から常時強く吹く
「北東

た恩師福澤諭吉が創設した

治太

の前で微笑を浮かべ、
嬉々としている時、
そ
の風」
に悩まされ続けた。
英国人はこれを

公益社団法人國民會館会長武 藤

の溜息のように吹いてみよ。
人の心と筆を

とがある。山治は東洋、
日本

術」
という演題で講演したこ

して、
わずか二年で再建の目

時事新報社の経営を引き受

武藤は鐘紡の事実上の創始者、
国民同

途をつけるのであるが、
掲載

嫌い、
海外に雄飛するものが多かったので

志会を率いて活躍した政治家、
時事新報の

した記事が災いしたのか、
昭

軟らぐるの外、
南風に何が出来ようぞ。
堅

経営者として知られているのであるが、
自

和九年三月九日暴漢に狙撃

ける事になり、
鐘紡で培った

叙伝
『私の身の上話』
にある通り、
もともと

され、
翌十日死去したのであ

ある。

は文学者を志していた。
松方デフレの影響

った。

忍なる英国人を育成したるは、激しき灰

を受け一時実家が傾いたため念願の英国留

経営の才腕を遺憾なく発揮

学は叶わず、
アメリカで苦学し、
帰国後は、

第二章 時代を超えた

の後は横浜の英字新聞の記者、
明治の元勲

第一節 翻訳、
日本画、

我が国最初の広告代理店を創業する。
そ
後藤象二郎の秘書、
更にドイツ系の東京イ

の古美術の収集家としても

有名であったので、
その事につ

いて私の知る限りのことをお

話しさせて頂き、
講演後小冊

子にまとめさせて頂いたので

あるが、私の勉強不足から、

いろいろと後からご指摘を受

けたことを覚えている。
ただ

言い訳がましいが、
私は学者

ではないのであるから画家の

存命期間を、
例えば、
ある画

家を江戸末期の方、
と書いた

神と筋肉を引き締めて、
吾らの心に強くバ

上に駆り立てた。
いざ来れ、且つ吾らの精

抜、
樫のごとき英国人を、
此の世界中の海

として吹きすさぶ北東の風は、
吾が堅忍不

め、
文字通り鐘紡を日本一の会社に育て上

るまで、鐘紡において革新的な経営を進

来昭和五年
（一九三〇年）
に社長を退任す

に移り、
鐘紡兵庫工場の建設に携わる。
以

銀行に入行した。
翌明治二十七年には鐘紡

英国労働党の重鎮ジョージ・

訳のことをあげたが、
当時の

人物であった。
冒頭に英文翻

文化人としても大変優れた

を代表する人物であったが、

としてまさに戦前の我が国

このように武藤は実業家

イキングの血を湧かしめよ。
吹けよ、
汝、
神

げる。
その間社会の矛盾解消を目指して、

バーンス氏の自叙伝
『職工か

は両方とも正しいのでその点ご了承願い

リス商会勤務を経て明治二十六年
（一八九

の風よ」
以上は、
武藤が大正十四年
（一九二

大正十三年
（一九二四年）
鐘紡社長のまま

ら大臣へ』
の武藤による翻訳は、
大阪毎日

ます。

ところ中期であるなどとの、

五年）
に著わした
『実業読本』
の中で紹介し

政界に入り、
以後八年間政界浄化につとめ

新聞社から出版され好評を博した。
彼は、

指摘があった。
これなども実

ろ
（ちんぞう）
が正しいという

相（ちんそう）と書いたとこ

第である。
又高僧の肖像を頂

いのでどうかなあと思った次

美術収集の流れとは関係な

わざわざのご指摘は山治の

た英国の文学者キングスレーの短編
「北東

た。
しかし、
彼は政治の実践活動の中で、
政

として、
また政治家、
新聞人

武藤山治コレクション 与謝蕪村の代表傑作 国宝「夜色楼台雪万家」図

の風」
の一節を翻訳したものである。
英語に

三年）中上川彦次郎氏の知遇を得て三井

陶磁器の絵付け

文化人として

第一章 近代日本の巨人として
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色の天候なりけり。
去りながら、
飛雪粉々

國 民會館
だ より

第二節 『蕪村画集』
上梓、
国宝になった

そして単に収集するだけでなく蕪村研

あった蕪村が誰について画を学んだのかは

究に没頭して大正十一年
（一九二二年）
自ら

れないのでまたの機会としたい。
琳派に関

を繰り返しながら蕪村独自の画風を確立

『蕪村画集』
なる画集研究書を上梓する。

第二節 蕪村を世に出し、
頂相の収集も

したのであろう。
山治が、
古美術を収集し

この本はまさに蕪村研究の草分けで、
中を

「夜色楼台雪万家」図を収集

始めた明治の後半から大正にかけて蕪村

繙くと、
近年国宝に指定された
「夜色楼台

不明であるが、
狩野派をはじめそれより前

の評価は大変低かった。
人気のあったのは

雪万家」
図をはじめとして蕪村の名品が綺

して世間にあまり知られていないが、
光琳

圓山應擧や池大雅で、
蕪村は一格下に見ら

羅星のように並んでいる。
その後、
山治は

山治の美術史における一番の功績は与

れていた。
何事にも我が道を行く山治は、

政治の世界に出て行ったため作品の多く

の諸先輩の画風を鋭意研究し、
試行錯誤

は、
享保元年
（一七一六年）
生まれであるか

成程、
確かに蕪村は俳諧の道では俳聖とい

は政治資金のため手放している。
しかし、

の実弟尾形乾山の陶芸作品を再評価し

ら伊藤若冲と同年である。
山治が古美術

われた芭蕉に一歩譲るかもしれないが、
絵

近年に至るまで新しい蕪村研究書が出版

謝蕪村を世に出したことである。
与謝蕪村

品の収集を始めた明治の後半ごろは、
矢張

画においては大雅には決して負けていない、

されると、参考文献の最初に必ず武藤山

代の画僧である彼にそんなに多数の作品
が残っている筈がない。
しかし、
収集家は、
こぞって何とか雪舟を所有したいという強
い願望を持った。
山治も当然挑戦したが、
残念ながら一幅だけかなり雪舟に近いとい
うものがあるだけで、
いわば惨敗であった。

山治は琳派の収集にも力を入れ、
俵屋

古物商の二階にあった長持の中から見つけ

経は先輩の朝吹英二氏がかつて神田のある

武藤山治古写経コレクション
重要文化財
「久能寺経 随喜功徳品第十八」見返し絵と本文冒頭部分

り雪舟が古美術品の王様であった。
室町時

むしろ凌駕しているとして、
蕪村の作品の

治
『蕪村画集』
の名前が出てくるのである。

宗達や尾形光琳の作品を収集している。
尾

たという有名なエピソードがある。

そして作品の収集へ
さて、
蕪村についてであるが、
俳諧師でも

させて頂いた。

に見る優れた文化人であったことを紹介

政治家、
新聞人ではなく時代を越えた稀

ている。
今回は、
武藤山治が単なる実業家、

る機会もあると思うので、
大変楽しみにし

限り素晴らしい傑作である。
いずれ拝見す

品を見る事が出来なかったが、
写真で見る

道図」
である。
真に残念ながら私はこの作

九十年間以上行方がわからなかった
「蜀桟

『蕪村画集』
に掲載されてはいるが、
その後

話題を呼んだ蕪村作品があった。山治の

家」
図も展示されたのであるが、
ひときわ

衆を呼んだ。
その中には、「夜色楼台雪万

謝蕪村の大展覧会が開催されて、
多くの観

年が生誕三百年になる画家伊藤若冲と与

ントリー美術館において、
同年生まれで、
今

昨年、
滋賀のミホミュージアムと東京サ

幻の「蜀桟道図」発見さる

第三節 『蕪村画集』
に掲載の

収集に力を注いだ。

その後、
山治が力を入れたのは高僧の肖像
画である頂相であったが、
何故頂相かとい
うと、
頂相には必ず本人の賛が入るので偽
物が少ないという利点があったためであ
る。
しかし、
頂相に最初に価値を見出した
のはドイツ人だった。
ドイツ人は二束三文
の価格で大量に頂相を入手していた。
山治
はこれに危機感を持ち自ら頂相の収集に

て、
世に出したのも武藤であった。
また山治

乗り出した。山治の高僧画及び肖像画の
収集品の白眉は
「鑑真和上図」「阿仏尼像」

のコレクションの中で有名なものは古写経
巻である。
すなわち、「久能寺経」「扇面古

形光琳にまつわる、
光琳の子孫である小西

写経」「金光明経」
などである。
特に久能寺

家に伝わった小西家文書は、
現在京都国立
博物館と大阪市立美術館に分蔵されてい
るが、
この作品群に関する小西家と武藤家
が関係する物語の由来はここでは書き切

第一節 蕪村独自の画風を評価、

第三章「蕪村」
への傾注

そして古写経巻コレクション

第三節 琳派作品収集、
尾形乾山を世に、

であろう。

武藤山治古写経コレクション
重要文化財「久能寺経 薬草喩品第五」見返し絵と本文冒頭部分

おかなければならないことになっている。

わずインテリにとって
〝常識〞
として心得て

構想があるが遣り手がいない。
誰か居らん

中。
その頃、「大阪から西へ行く鉄道を造る

も盛り場ミナミの芝居や寄席の見物に熱

となり大阪に転勤するや銀行の実務より

在である武藤山治と知り合い生涯の心友

て三井銀行に入りこの特集号の中心的存

載せるなど若くして文才を現わす。
卒業し

上毛新聞
（群馬県の地方紙）
に連載小説を

て誰もいない。
今時代は老いも若きもクリ

人だった。
この凄さに及ぶ人は古今を通じ

指示を出したほど。
ひたすら努力・努力の

く出勤し、
管理職が出勤するや、
すぐ業務

工場の一隅におき、
一年を通じ誰よりも早

精励恪勤の努力家であった。
社長デスクを

武藤山治は、
単なるアイデアマンではなく

にすぐれ、
それが事業成功の元になったが

第二に小林一三はアイデアや着想・着眼

させるのがどんなに難しいことか。

そこで私は考える。
読者諸氏が近・現代

かなあ…」
という人材探しの噂話が三井の

エイティヴなアイデアで事業を成功させよ

京して福澤諭吉の慶応義塾へ。
学生時代に

史をより深く知るためのご参考として、
日

関係者の間に流れるや其れを聞き込んだ

うという空気が強い。
だがアイデアは世界

近・現代史におけるふたりの巨人

る。
トン チン カン

いつぞう

もと

本の近代
（幕末↓明治↓大正）
現代
（昭和

小林、「俺がやる」
と言い出し、
主導権を握

中からすぐ真似され追い付かれる可能性

現代に生きる我々は武藤山治から何を学ぶべきか

↓平成）
の経済で偉大な業績を挙げた実

るや
「船便があって採算のとりにくい西は

が強い。
それだけに他国に真似されない、
武

せい れい かっ きん

業家の中から、
小林一三
（阪急グループ創

後回し。
北へ向かい、
力を付けて西へ行けば

藤山治のような率先垂範と精励恪勤によ

年雄

近ごろジャーナリズムで近代史・現代史

設者）
の業績を先ず述べ、
次に潰れかかった

いい」
と言い次々とアイデアを繰り出して

大林

を知っておくことの重要性が強調されてい

鐘紡を世界一の紡績会社に発展させた武

って、
組織が一丸となって目標達成に立ち

公益社団法人國民會館社員会員
ＹＴＶ（読売テレビ）
社友会 前副会長

近・現代史を知らない頓珍漢な発言や

藤山治の事業発展の仕方と人柄が、
小林一

障害を突破し、
最終的には五線の鉄道・映

向かうことが最も重視されるべきではない

お

行動をして物笑いのタネにされたり、
有識

三と比べてどのような特

画製作所・ターミナル百貨店・ホテル・劇

のか。

や

者から厳しく批判されたりする政治家が

異性があり、
それが業績

場・踊り子のタカラヅカなどで構成される

第三に英語が今ほど重視されない時代

うわさばなし

いるし、
国益や名誉に重大な害を与えたと

とどのように関係したか

「阪急王国」
を造り上げ、
都市近代化の模

に、
英語に堪能で、
国際的視野で問題点の

そ

厳しく論難される新聞社まである。今や

を論じ、
最後に私たちは、

範を全国に示した。
現代用語を交えて言え

解消・解決に努めた。

つぶ

近代史や現代史は、
理系・文系の出身を問

「武藤山治の生き方から

ば、
彼は通常の会社トップとは全く違い、

人だっただけに従業員やその両親への気配

そして第四に若いときから苦学力行の
業の大プロデューサー」
だったのだ。

すぐ

たん のう

何を学ぶべきか」
を結びの

企画構想力と推進力が別格に優れた
「事

りっ こう

言葉にしたい。
閑 話 休 題 。小 林一三の

聞いたことがない。

りが最高だった。
このような経営者は他に
さて、
ここで話を武藤山治へ。
小林一三の

世界一の鐘紡をつくりあげた武藤山治

阪急王国をつくりあげた

翁」
。

は「いつ」
にあわせて「 逸

社の経営を引き受けるや、
世界一の綿業会

点である。
第一に武藤は潰れかかったボロ会

が違うので不適当。
明言できるのは次の四

山治との業績比較を論ずることは、業種

されて、
身辺のことに対処されることを強

執筆を中心とした今回の特集号を参考に

外で多発する情況の中、武藤治太会長の

情勢が複雑に動き、異常な事件が国の内

人生は驚異的であるが、
兄貴分である武藤

小林一三

社に発展させた。
小さい新会社を作って発

く願うものであります。

國民會館の会員諸氏におかれては、
国際

結び

商才に長けた甲州商人

展させるよりも、
潰れかかった会社を発展

た

の息子として生まれ、上

退任後自分につけた雅号

って
「いちぞう」
ではない。

読み方は
「いつぞう」
であ

鐘紡の若き経営者時代の武藤山治（明治30年頃）

武藤山治と時事新報の歴史
日本一の新聞にしようと努力した。

など多種多様で、
武藤は時事新報を再び

出て、
政・官・財の要人達は、
一歩でも正しい

のキャンペーンによって社会悪が明るみに

からぬままとなった。
しかし時事新報のこ

これを実行することによって大きな実績

定化して疲弊する」
これは武藤の信念で、

進めなければ日本の社会が危ないと政治

尚士

方向に進むことになった。

福澤諭吉の恩に報いるため、

家、
官僚、
財界人に私利、
私欲で行動する

公益社団法人國民會館顧問松 田
政・官・財の癒着に憤激して

再建を果敢に引き受ける
を上げてきたのである。
武藤が新しく着任

ものを厳しく監視し、
注意を与えたりして

それのみならず世の中を正しい方向に

福澤諭吉は、
明治十五年に時事新報と
してきた時事新報では、
まず一面に次のよ

いた。
これらの中には巨悪と結びつく番町

事が
「國民會館のホームページ」
にて

過去十四年間発行二十八集の全記

「國民會館だより
アーカイブ」
のご紹介

社会的正義に殉ず

いう新聞を一念発起して刊行している。「政
治や商売の野心がなく、
それをやれるのは

閲覧できます。

恩返しを行う絶好の機会だ」
と趣味に生

ということになった。
武藤は
「福澤先生への

的救済打開、
失業救済、
戦死者遺族・傷病

げた。
即ち国民の総意を得て、「財界の合理

うな
「日本の難局と本社の三大主張」
を掲

を内緒で官僚、
政治家、
商人に不当に安く
売却していることが分かった。
このことにつ
いて、
武藤は憤慨して新聞紙上に
「番町会
を暴く」
という連載記事を掲載させた。
こ
の記事の反響は大きく政界、財界に大き
な波紋を巻き起こした。議会の予算委員
会でも取り上げられ、
元大蔵大臣、
元鉄道
大臣、
元商工大臣、
元大蔵次官などが続々
と逮捕される事態となった。
キャンペーン
もあと数日で終了という三月九日の朝、
武
藤はいつものように北鎌倉の自宅から出
勤する途上で一人の暴漢に襲われ五発の銃
弾を浴びた。
すぐに鎌倉の大庭病院へ運ば
れ治療を受けたが、
千世子夫人や親戚、
鐘

③現れた画面から
特定記事を選択できます。

▲

紡の社長津田信吾、
時事新報の役員など

ねむり

が見守る中十日夜、
息を引き取ったが、
ま
さに武藤の信条である
「行い正しければ眠

▲

きる老後の生活設計をなげうって急遽単

兵の救 済 」
である 。また武 藤は自ら 筆を

大震災のあと保管していた帝国人絹の株

会のメンバーがいた。
即ち台湾銀行が関東

業に着手したのが即ち時事新報だった。
こ
の新聞は独立不羈・不偏不党の中立な言
論をもって、
批判精神を貫いた新聞であっ
た。
大正十五年、
時事新報の社内では人事
をめぐって大きな抗争が起こり、
社長の福
澤捨次郎
（諭吉の次男）
は同年病気のため
死亡、
以降時事新報は衰退していった。
捨
次郎の後継者となったのは小山完吾、
続い
て名取和作が社長に就任したが赤字は累
積するばかりだった。
そこで福澤の門下生
達が相談した結果、
財界で活躍し、
鐘紡を
日本一に育て上げ、
政界でも数々の実績を

身上京した。
大先輩の門野幾之進や三井

とって社説
「思ふまゝ」
を書き、
毎日読者の

平らかなり」
のとおりであった。
襲撃の犯人
は福島新吉という失業者であることは分
かったが、
その時の状況動機、
また単独犯
行なのか、
背後に犯行を教唆した者がいた
のか等は、
本人が自殺してしまったため、
分

②現れた画面から
「年次別」
・
「筆者別」
・
「ジャンル別」
の
いずれかを選択して
クリックします。

①トップページ
右側にある
ナビゲーション
のボタンから
「國民會館だより
アーカイブ」
を
クリックします。

上げた実力派の武藤山治が社長に最適だ

の池田成彬らに挨拶をし、
早速、
時事新報

手元に届けた。
それ以外にも、
他紙に例を
した。
例えば新聞の色付き見出し、
カラー

の再建に乗り出した。
武藤は鐘紡にいた時も、
また政界でも、

写真の活用、
高速輪転機の開発、
夕刊の発

見ない斬新な企画を次から次へと打ち出

時事新報でも
「旧弊打破」
を標榜した。「今

行、
学生勧誘員の大量採用、
家庭欄の充実

旧弊打破の大改革を断行

までのスタイルに安住していれば組織は固

「國民會館だよりアーカイブ」閲覧方法

自分よりなかろう」
と自問自答して新事
日本一の新聞と言われ威容を誇った時事新報の本社

※年次別につきましては
「全バックナンバー
ダウンロード」
より一覧で
連続してご覧いただけます。

武藤山治と与謝蕪村
公益社団法人國民會館会長武 藤

治太

〜最近その中に掲載の

Ⅰ 蕪村研究第一号の
『 蕪村画集 』上梓
幻の大作見つかる〜

大 正 十一年（一九二二年 ）自 ら 研 究 書

る 。何 故なら 蕪 村は、俳 人で画 家として

買い求める人はあまりなかったようであ

のであった。
そして、新しく蕪村の研究書

羅しており、
それに自ら解説を加えたも

品を何点か加え、
まさに蕪村の名作を網

誠に残念ながらこの作品にお目にかかる

出展期間を確認しないまま訪れたため、

け付けたのであるが、うかつにも 本 品の

『蕪村画集』
を世に問うた。
この本は文字

評価する人はほとんどなかったからであ

が発刊されると、巻末の参考書籍にかな

ことが出 来なかった。何でも 蕪 村 、若 冲

変 わっていく こ と を 痛 感 し たのであっ

る。
しかも 俳 人としても 、松 尾 芭 蕉には

らず研究書の第一号として未だに武藤山

生誕三百年を記念する展覧会を準備し

通り蕪村研究書の第一号で、
その内容は

遠く及ばないというのが世評であり、余

治 著『 蕪 村 画 集 』
の書 名がある 。ところ

ていたところ本作品をシンガポールの企

た 。さて、元に戻って蕪 村のことである

計に画家としても人気がなかったように

で、
一昨 年の秋この画 集に掲 載されてい

業が所有していることが分かり、調査の

はじめに
魅せられて

思われる。
したがって、骨董業界の評価で

たが、その後 行 方がわからな くなってい

結 果 作 風 、技 法 、署 名などから間 違いな

山 治が収 集した作 品に他の収 集 家の作

当 會 館 創 立 者の武 藤 山 治は 、その時

は、
蕪村は應擧はもとより大雅にも到底

た大作「蜀桟道図」
がミホミュージアムで

く「 蜀 桟 道 図 」
であることが判 明したと

が、明 治 、大 正 期において蕪 村の作 品を

代きっての古美術愛好家の一人であった

及ばないとされていたようである 。何 事

報道陣に公開されたのである。
そして昨

蕪村絵画の品格と面白さに

事は、
この会報や叢書で何回もご紹介さ

にも 常 識を 否 定してのぞむ山 治は蕪 村

武藤山治編集
『蕪村書簡集』

の絵の品 格と 面 白さに大 変 興 味を 抱い

り、
これは蕪村が晩年に使用していたも

のこ とであった 。署 名 が 東 成 謝 寅であ

ので、蕪 村の優 品はこの時 期に描かれた

ものが多い。それだけに是 非この作 品を

った。また最近では伊藤若冲の名前が急

が高く、蕪村を顧みる人はほとんどなか

の祖と 云われた圓 山 應 擧や池 大 雅の名

界においては圧倒的に、後に四条円山派

大正にかけて古美術業界、特に絵画の世

さに一家 言の持ち 主であった。明 治から

せて頂いた。特に与謝蕪村については、
ま

あるが、単に収集に力を入れただけでは

った。
そして、
ここが彼の常人と違う点で

のなかった蕪村の絵画を収集したのであ

劣るものではない」と 考え 、市 中で人 気

かし 絵 画の道では決して蕪 村は大 雅に

蕪 村を 凌 駕しているかもしれないが、
し

聖といわれ、俳句の道ではやはり芭蕉は

ったよ うである 。すなわち「なるほど 俳

画集』
に掲載されてから実に九十二年振

た。「 蜀 桟 道 図 」
が姿を現したのは『 蕪 村

と 蕪 村 」展で 展 示 公 開 さ れたのであっ

た「 生 誕三百 年 同い年の天才 絵 師 若 冲

ミホミュージアムの両美術館で開催され

年三月からサントリー美術館、
七月から

た。再三述べているように山治は蕪村が、

二二年 ）東 京の審 美 書 院から 刊 行 され

拝見したいと思っている。

浮上して、今春東京で開催された若冲展

なく、蕪村絵画の研究に一人で取り組ん

にあたったのである。
そしてこの
『蕪村画

から 蕪 村の素 晴らしさに着 目して収 集

ほとんど顧みられなかった大正の初め頃

集は、先に述べたように大正十一年（一九

さて
『蕪村画集』
に戻ることにする。画

考証した第一級の研究書

Ⅱ 蕪村の画風筆勢の変化を

には実に四〇 万 人の観 客を 集めたとの

りのことで、私もミホミュージアムに駆

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
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 株式会社石田大成社

だのであった。

國民會館
だより
ことで、時代により画家に対する評価が

た。山 治は、それを 聞いて大 変 疑 問に思

大 雅に及ばない」というのが定 説であっ

村は俳諧の道では芭蕉に劣り、絵画では

た。
すなわち当時の世間一般の評価は
「蕪

武藤山治著『蕪村画集』
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が、ほとんどが山 治の収 集

活動の資金を得るためこの

進出したのであったが、政治

ることがあるが、
それほど蕪村の筆跡を

品である。
そして、自序の最

画集にある作品のほとんど

に努められることを 切 望 する ものであ

後にあるように努めて収集

を 手 放している。
しかし、現

集の中で私は蕪 村の少 年

家が死 蔵することを 戒め、

在でも 私の家には何 点かの

集』
を発刊するに当たり、

出 来 得る 限 り 収 集 品を 公

研 究したのであろ う 。そこで彼は『 蕪 村

との精神を貫いて

蕪 村 作 品 が残っており 、特

る 」以上が
『蕪村画集』
の自 序であるが、

「蕪村自らは
『吾に師な

にして、共に 楽しむ という

に「 夜 色 楼 台 雪 萬 家 図 」は

時代から晩年に至る間そ

し古 今の名 画を以て師と

のが山治の基本的な考え方

近 年 蕪 村 作 品の中で唯一国

山 治はその自 序において

した』と云っているように

であった。
もう一つ、
この
『蕪

宝に指定されている。

画集』
と同じく『蕪村書簡集』
を創り、世

少 年 時 代は 勿 論 、晩 年に

村画集』
を上梓した同じ頃

難 解なところもある 昔の文 章なので現

近づくまで古 今の名 画を

収 集した 手 紙 な ど を 山 治

の画風筆勢の変化を成る

師 と 仰 ぎ 、最 晩 年に至 り

は
『蕪村書簡集』
という一巻

自分の考え方を次の通り

全 く 解 脱 して、その 独 特

にま と めたのであった 。山

に広く知らしめるため無償

の妙 筆を 揮 うよ うになっ

治は蕪村の画を集めると同

代文に書き改めさせて頂い

た。幸いにこの画集が蕪村

時 に 多 数の 彼の 書 簡 を 収

べくよ く 似た図により 比

遺墨の鑑定上多少なりと

集していた 。彼は 俳 句には

述べている。
少し長くなる

も 、参 考の 資 料に 成 るこ

興味がなかったから手紙文

で好 事 家に配 布したのであ

とが出 来ればこれにまさ

書を積極的に集めたわけで

た 。この画 集には二十 六点

る 喜びはない。私は、今 回

はないが、絵 画 収 集に当た

較対象して、
一目でそれと

蕪村に関する研究の結果

り 手 紙 や その 他 蕪 村の 筆

が「そもそも 自 分が書 画

を 発 表 するに 当 た り 、今

跡が持ち込まれ、
それが、相

った。山 治は、
その後 政 界に

後 世 上の 美 術 愛 好 家の

当のコレクションになってい

の 作 品 が 収 め ら れている

方 々は 、独 り 絵 画のみな

た。
山治の興味の対象は、
当

わかるように編集した」

ら ず 陶 芸 、彫 刻 その他 各

然 絵 画にあったが、蕪 村の

を 愛 好するに至ったきっ

自が愛好される美術を研

筆 跡 も 自 然 に 集 まって 来

かけは、今から十五、
六年

究されるとともに更に勉

て、彼はそれにも 興 味を 持

の画集を刊行することに

窪田助六氏に依頼してこ

審美書院の代表者である

士に頒 布したいと 考 え 、

を 記 述して、広 く 同 好の

その研究考証したところ

自 信を 持つよ うになり 、

通暁するようになったと

おいてはおおよそこれに

ついて研究を重ね、
今日に

以来十余年専ら蕪村画に

画を 研 究しよ うと 志し、

最も愛好している蕪村の

ることを痛感して自分が

究を十分に行うべきであ

しいので、
そのためこの研

の判 断については甚だ難

し、
古画は玉石混淆で、
そ

興味が移っていった。
しか

の嗜好に代わるべき楽し

前 禁 煙を 断 行した際 、
こ
みを求めて最初は新画に

めてこれを公開して、相互

つよ うになる 。山 治の筆 跡
なった」さらに、
ここが山

Ⅲ 名画は皆が共に

楽しみを求めた自分であ

に 参 考 の 資 料 を 供 して 、

は蕪 村に似ているといわれ

楽しむものである

ったが一、
二年して古 画へ

ともにその道の発 達 奨 励
治の真 骨 頂であるが「 画

与謝蕪村代表作、国宝「夜色楼台雪萬家図」

て家を出たのであろう。

く 、彼はこの絵に見 送 られ

倣う山水図」
である。
おそら

のがこの蕪 村 筆「 張 平 山に

じる 応 接 間に飾ってあった

かな山荘を出る時玄関に通

るが、住まいしていたささや

て、翌 十 日 死 去したのであ

倉 駅の周 辺でテロに遭 遇し

事新報社への出勤途上北鎌

再建に努力を傾けていた時

九三四年）
三月九日、折から

ていた山 治は、昭 和九年（一

最後に蕪村を心から愛し

見送られて……

蕪村の絵に

終わりに

与謝蕪村「張平山に倣う山水図」

町田 正三

「語ってよし、書いてよし、飲んでよし」
の三拍子そろった逸材
慶應大学弁論部 OB

しく思い浮かばれます。又一方、部のトッ

プとして、
ことに応じて動ぜず胆力のあ

る指導者でもありました。

上梓されました。生前お付き合いの深か

文字の通り、第一級の山治研究書を多数

もんと 読み、文 章の道を 究める 意 味 ）
の

「 尚 賢 院 大 翁 玄 文 居 士 」（ 玄 文とはげん

田さんは 大 学

いた ので す 。松

はまるで違って

愛想や駄弁と

っぽい連 中のお

ものであ り 、安

て生み出された

性と感性によっ

学 生の若い頃から 鍛えられた高 度の知

的 確で温かみのある 会 話 能 力は、生 徒・

松田さんの温 顔とその場に即 応した

会、弁論大会な

る 傍 ら 、討 論

の代 表を 務め

逸材で、弁論部

拍 子 そ ろ った

飲んでよしの三

し、書いてよし、

さんは語ってよ

きました。松田

館での活動を通じて親しくさせていただ

かと 交 流があ り 、会 社 退 職 後は 國 民 會

はエルゴー 会（ 弁 論 部のO B 会 ）
の他 何

部を決意、
以後学生時代は勿論、卒業後

の松田さんにお会いしました。そこで入

学友を求めて弁論部を訪問し、
一年先輩

合掌

す。
心からご冥福をお祈りいたします。

春時代の懐かしい思い出が浮かんできま

んが大きく見えたのが印象的でした。青

た一人として、大男に見劣りせず、松田さ

まったことがあります。その時立ち 会っ

堂々と相手と話し合い、最後は円満に収

田さんはリーダーとして少しも臆せず、

訪 、我々に何か抗 議をしたのですが、松

の 後 夜になって 、壮 年の 人 が 宿 舎に 来

ちょっとしたトラブルがありました。そ

行ったとき 、そこで遊んでいた街の人と

発声練習の合間を縫って、海岸に泳ぎに

季合宿を行った時のことです。読書会や

松田さんが部の代表で、
ある海岸で夏

った四人の皆様から追悼文をいただきま

（慶應法学部）

ど で 数 々の 実

私は昭 和二十 九 年 慶 應 大 学に入 学 、

した。

の卒業年度から

績を 残すなど 、

國民會館社員（正会員） 高津 一久

山治研究に全霊を捧げた
元専務理事 松田尚士氏への追悼の言葉

読売テレビ元社友会副会長 大林 年雄

言 え ば 、六 年 後

学 生の 弁 論 界

思い起こすと 貴 兄との出 会いは不 思

した。
武 藤 山 治 研 究の碩 学 として、戒 名の

びました。
しかも酒好きの松田さんと二

の時 突 然 松田さんの温 顔が脳 裏に浮か

人にとって必読の書といえます。
日本近・

書で示されており、著書は政治家や経済

彼の優れた資 質と 表 現 力は多 くの著

それに伴う領土問題、日本の国連加盟、

め、保 守 党として日ソ共同宣 言の調 印 、

保守党の総裁として内閣総理大臣を務

慶の合同の模擬国会が開催された折は、

例えば昭 和三 十一年三田 演 説 館で早

で戦後の混乱期に事あるたびに、今あの

た。私の祖 父は、武 藤 山 治さんの信 奉 者

ていることを教えて欲しいとのお話でし

九五一年没）
の名前が出てくるので、知っ

あちこちに私の祖 父である久 右 衛 門（一

の資 料を研 究している者ですが、資 料の

温顔と優れた会話能力が
素晴らしかった松田さん

人でこの大吟醸を飲みながら、世間話や

現 代 史にとっても 必 読の書と 断 言でき

抑 留 者の送 還など今に至る問 題も 含め

人が生きていたらどうしただろうという

突然お電話をいただき、自分は武藤山治

人 生 行 路のあれこれを 話 合ったら どん

る 程です。も うお目にかかれないかと 思

て堂々の論陣を張られていたことが懐か

持ちに浸ってしまうのでした。

話が少し遠回りになりますが、
さる五

輩にな り ま す

では 名の 知 ら

議な 縁でしたね。十五 年 位 前でしたか、

松田尚士氏は

月十九日夕、私は関西民放クラブ
「地酒

が 、私 に と って

れた 存 在でし

國民會館元専務理事

を楽しむ会 」主 催の宴 席（ 梅田の阪 急三

は彼が後輩だと

さる三月七日八十三歳にて永 眠されま

番街にある寿司屋）
で世話人が推奨する

言 う 感 覚は極めて希 薄で有 能な知 人と

二人でタイムスリップした
武藤山治の世界

秋田県産の純米大吟醸「まんさくの花」

して付き合っていただいたのです。

なに楽しいか、
でも今となっては、
それは

うと残念でたまりません。

た。

の旨さに飲み過ぎて、忽ちほろ酔いに。
そ

不 可 能 、考えれば考えるほど 、淋しい気

政五年 ）
に開いた 慶

治 太 会 長にお 願い

き たい ― と 、武 藤

吉展」
の実 行 委 員として、福 澤 諭 吉の直

貴 兄と 私は小 学 校 、中 学 校 、高 校 、大
應 義 塾が、創立百五

に 上 がったの が き

〇〇八年二月号の巻頭グラビアに、松田

学と極めて近いところで生活しながら、
十 年 を 迎 えた 年で

っかけで 松 田 さ ん

言 葉があったのを 、当 時 高 校 生であった

直 接お付き 合いはなかったのですが、初
ある 。この年は 秋の

の 知 己 を 得 た 。二

弟子の一人で大美術コレクターだった武

めてお会いした時 共 通の友 人が十 数 名
創立記念式典、翌年

〇 〇八年 秋には産

さんの写 真が掲 載されている 。
一万 円札

に及ぶことを知り、
その人達のお話を語
の
「 創立 百五 十 年 記

私は何回も聞き、武藤さんはどんな人か

り合うことで、貴兄とは子供のときから
念 展 覧 会 ― 未 来を

藤 山 治の作 品を 展 覧 会にご出 陳いただ

の友人と再会した気分でした。貴兄には
拓く福澤諭吉展」
を

でおなじみの福 澤 諭 吉が一八五八年（ 安

資 料の世 界で会った方々と 私が直 接お
控 え 年 初 から 記 念

と考えさせられたことを思いだします。

会いした方のお話をしました。

経 新 聞 紙 上 で 、二
十 四 回 の「 現 代 に
生きる 時 事 新 報 」
を 連 載 執 筆 、翌 年

安西祐一郎塾長の

が会場にあふれた。

生 と 教 職 員 、学 生 ）

行 事 が 相 次いだ 。
一

沢 清 次 郎さんのお話をすると 全 くタイ

年頭挨拶、産経新聞

私の両 親の仲 人をお願いした武 藤 千

大 幅 加 筆 し た『 新

ムスリップした世界と喜んでいただきま

社 清 原 武 彦 会 長の

藤山治」
の章取材などで大変お世話にな

月 十 日 は 恒 例の 新

した。昨 年 貴 兄 と 國 民 會 館で貴 兄の講

記念講演（いずれも当時）
のあと、松田さ

った。
ご高承のように時事新報は慶應義

世 子さん（ 武 藤 山 治ご令 室 ）、実 業 同 志

聞 人・福 澤 諭 吉 に

演 会 後 武 藤 会 長を 交えて、理 事の大 塚

んと 私は旧 図 書 館にある 福 澤 研 究セン

塾、
交詢社とともに福澤が創設した三大

年 祝 賀 会で、八〇〇

さんに記念写真を撮っていただいたのが

ターを 訪れた。展 示 室で「 言 論 人・福 澤

事業の一つだ。武藤山治は
「福澤先生への

会の千 葉三 郎さん（ 元 労 働 大 臣 ）、南 米

学ぶ― 現 代に生き

最後となりました。貴兄とはいつでもお

諭吉に学ぶもの」
をテーマに福澤関連の

ご恩返し」
と経営が傾いた時事新報の社

名を超す塾員（卒業

会いできる 、話せると 思っていたことを

諸資料を展示しており、旧知の都倉武之

長を引き受けたが、武藤会長と松田さん

る 時 事 新 報 』を 上

色々残したままの急 逝は、淋しいの一言

准 教 授の案 内で拝 見した。時 事 新 報 関

にはそれゆえにテロに倒れた―との思い
鈴木

「 凶 弾 に 倒 れた 武

長 と 松 田さんには

し た 際 も 、武 藤 会

梓（産経新聞出版）

です。
ご冥福をお祈りします。

係資料を熱心にご覧になっていた松田さ

がある。松田さんは武藤会長の右腕とし

産経新聞社元常務取締役

福澤諭吉時事新報
研究の先輩

んの後ろ姿が二月号のグラビア写真に紹

て國民會館の専務理事を務める一方、武

隆敏

介されたもので、
のちに
「私はハゲ頭だけ

亡き松田さんと國民會館武藤治太会

足跡を残した。

藤山治と時事新報研究者として大きな

長、
それに小生の母校である慶應義塾大
学の機関誌に
『三田評論』
がある。
その二

実は私は先 述の「 未 来を 拓 く 福 澤 諭

撮られてしまった」
と笑っていた。

拓 殖 株 式 会 社の最 後の社 長であった吉

山治に関する松田尚士氏著の全七冊

松田 尚 士 氏
著 作一覧

『疎開児童 奮闘記
吉岡たすく先生と子供達の生活』

文芸社 出版
平成十一年七月一日発行

『武藤山治と時事新報』

國民會館叢書 五十三集
平成十六年三月十日発行

『武藤山治と時事新報』

扶桑社 出版
平成十六年十二月二十日発行

『軍事救護法と優遇改善案
|武藤山治の活動|』

國民會館叢書 別冊
平成十七年三月十日 発行

『ライブドア騒動の問題提起
|武藤山治の企業防衛|』

國民會館叢書 六十集
平成十七年六月十日 発行

『政治を改革する男
|鐘紡の武藤山治|』

國民會館叢書 八十二集
平成二十一年三月十日発行

『カネボウの興亡
日本近代経営史の光と影』
新風書房 出版
平成二十二年七月一日 発行
武藤治太、
松田尚士 共著

『武藤千世子の生涯と

武藤絲治鐘紡社長誕生の経緯』
國民會館叢書 八十八集
平成二十三年八月五日 発行

平成29年1月31日発行
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ばれる民法制度の改革などを行った。
遂に

力の回復に努め、
またナポレオン法典と呼

って壊滅的な打撃を受けていた工業生産

と同時に内政にも力を尽くした。
革命によ

的な勝利を収めフランスの地位を高める

進攻、
オーストリア軍と対峙、
マレンゴで劇

る。
このためフランス軍は食料の確保がで

正 面からの激 突を 避け焦土 作 戦を 進め

せるべくロシア遠征に着手する。
ロシアは

を行なった。
ナポレオンは、
ロシアを屈服さ

八一二年ロシアはこの禁を破り英国と交易

を経済的に苦しめることを図っていたが、
一

ぐため一八〇六年大陸封鎖令を出し英国

武藤山治とナポレオン

ナポレオンは、
フランス革命後、
列強から

一八〇二年ナポレオンは終身統領となり、
一

きなくなり、
加えてロシアの厳冬がフラン

旧武藤邸のナポレオンの絵

し、
若くして将軍となった。
その後エジプト

革命軍においてその才能を遺憾なく発揮

り、
陸軍士官学校で砲術科に進み、
卒業後

族の末裔である。
幼少期からフランスに渡

ルシカ島の貧乏な家に生まれたイタリア貴

一七六九年地中海に浮かぶイタリア・コ

その後の会戦でも勝利し、
文字通りヨーロ

ツでオーストリア、
ロシア連合軍に完勝し、

ガーの海戦で惨敗するが、
アウステルリッ

ネルソン提督率いる英国海軍にトラファル

を同盟に加え対抗する。
フランス海軍は、

英国もオーストリア、
ロシア、
スウェーデン

ーバー海峡の対岸に大軍を集結させるが、

五年ナポレオンは英国を屈服させるためド

一方英国との対立は激しくなり、
一八〇

げる。
しかしワーテルローにおいて同年六

年二月彼はエルバ島を脱出して、
復位をと

して追放されたのであった。
しかし一八一五

列強により地中海のエルバ島の小領主と

こにナポレオンは退位したのであった。
彼は

とになる。
一八一四年三月パリが陥落し、
こ

ナポレオンは欧州各地で敗北を喫するこ

この状況を見て各国は一斉に動きだし、

ナポレオンの生涯

遠征、
イタリア遠征などで実力を蓄え、
一七

ッパ大陸に覇をとなえることになる。
その

月ウェリントン将軍率いる連合軍に敗れ、

治太

圧迫されていたフランス共和国を復興し、

八〇四年には国民投票により皇帝の位に

ス軍に襲いかかってくる。
さすがの彼も撤

公益社団法人國民會館会長武 藤

舞子公園に建つ旧武藤邸の二階へ上る
その威厳を回復して皇帝となり一時は全

つく。

九九年クーデターにより 統 領 政 府を 樹

結果ナポレオンに従わぬ国は英国、
スウェ

彼の復位は百日で終わり、
彼は南大西洋の

る。

立、
第一統領となる。
その後再度イタリアに

ーデンぐらいとなり、
まさにこの頃が絶頂

孤島セントヘレナ島に幽閉されるが、
幽閉

生活は彼の健康を蝕み一八二一年死去し

国が加勢、
いわゆる半島戦争となり大苦戦

を買い、
スペインの抵抗が強まり、
これに英

て全ヨーロッパに災害をもたらしたことは

角度から論じられている。
勿論独裁者とし

ナポレオンに対する評価は、
いろいろな

た。

する。
この状況を見てオーストリアが再び

事実であるが、
一方ではフランス革命により

内紛につけ込み、
スペイン王を廃して兄を

英国と手を結び、
ナポレオンに立ち向かっ

衰えた国力を回復させ、
特に産業の振興に

ナポレオンの評価と影響

てくる。
しかし苦戦しながらも勝利したの

レオン法典は現在に至るまで各国の法律

多いに寄与した事も事実である。
またナポ
それより前、
ナポレオンは英国の力を削

であった。

王位に就ける。
しかしこの事は諸国の反感

一八〇八年ナポレオンはスペイン王室の

期であった。

「船上のナポレオン」
（旧武藤邸）126×190cm

はじめに

階段の正面に、
一枚の絵が掛かっている。
フ
欧州を席巻した風雲児である。

船が、
今まさにヨーロッパ大陸の先端を離
れる際、
幕僚達と共にその陸地の最後の姿
に見入るナポレオンの姿を描いたものであ
る。
この絵は、
おそらくヨーロッパの何処か
に存在しているものの複製画と思うが、
孤
影にみちたナポレオンの姿には感慨を催す
ところ大きなものがある。

退を決意してロシア遠征は大失敗に終わ

ランスの英雄ナポレオンがワーテルローの
最後の一戦に敗れ、
囚われの身となり、
配流
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される絶海の孤島セントヘレナ島へ向かう

國民會館
だより

山治のナポレオン関係の文章はそれ以外

悔恨の情は、
そも如何ばかりであつたらう

月 日
（土）

〜 恩師福澤諭吉の偉業を継いで 〜

武藤治太

京都産業大学名誉教授
モラロジー研究所教授

所

功

―吉田松陰の
『 士規七則 』
に学ぶ「成人」の要件―

「成人」とは何か

國民會館叢書 九十七 ご紹介

本年は、
武藤山治生誕百五十周年。福澤諭吉に学んだ「独立自尊と社会的正義」で経済
人から政治家へ、
そして言論人、
文化人として、
常に「見識ある先見性」を発揮してわが国
の近代化をリードした六十七年の生涯を辿る。

國民會館会長

篤氏

國民會館会長 武藤 治太 氏

新潟県立大学教授 袴田 茂樹 氏

駒澤大学名誉教授 西 修 氏

政治評論家 屋山 太郎 氏

産経新聞編集委員 加藤 達也 氏

月 日
（土） 東京講演会

月 日
（土）

慶應義塾塾長 清家

平成二十九年前半の武藤記念講座

11
24

に大きな影響を与えている。
現行のフラン

1
24

か、
吾々の思ふべきは實に其處である。
私は

13
24

にも九点あり、
大変興味深いものがある。

3

ス民法はもとより、
我が国の民法にも影響

（土）
2月 日

17
24

多少得意の地位にある時、
彼ナポレオンの

月 日
（土）

3

月 日
（土）

4

大得意の時代を想うて、
決して自己の得意
の得意とすべきものに非ざるを感ずる。
さ
うして益々奮勵努力する。
又何か失敗する
とか、事が思ふ儘にならぬかする時は、
ふ
と彼が嘗めた深大なる悲痛に比べて、
何の
此位の事でヘコタレて何うすると云ふ奮發
心を起すのである。
斯くして私は今日まで
やつて來た。
さうして今後もそれに依つて
進む覺悟である。
實に彼の傳記は私に取つ
て生涯の羅針盤である、
力である。
人の世
に處するに此心掛を以てせば恐らく大し
た過はあるまい。
」

（明治四十三・二・一實業之世界に掲載）

5

している。
またフランス革命の理念
（自由、

その一つ
「余が処世上の羅針盤とする愛読

6

「武藤山治の先見性と彼をめぐる群像」

近刊ご案内（文芸社）

25

6

平等、
博愛）
はナポレオン戦争によって各国
に伝播した事は事実であろう。
短い期間で
あったがフランスに占領された地域は急激
に変化し、各地で封建領主の支配や農奴
制がなくなり、
憲法が普及した。
また何よ
りも工業化が進んだ。
ナポレオンにより諸
民族は他民族からの解放や、
民族統一を学
び、
社会の仕組みは完全に変化していった
のであった。

我が国ナポレオン研究の泰斗
「武藤山治」
ると洋書約八九〇冊の内ナポレオンに関

書」
と云う文章を紹介しておきたい。
この

旧武藤邸の山治の書斎にある本棚を見
するものが約一七〇冊あり、
この中にはロシ

益したものが一つある。
それは彼ナポレオン

中で彼は次のように述べている。

山治がナポレオン研究で有名であったこ

の傳記である。
然し私は決して英雄崇拜心

ア語の本まで含まれている。
またナポレオ

とは城山三郎氏の大実業家松本重太郎を

から彼を讃美するのではない。唯、彼の生

「私が今まで讀んだ本の中で、
最も私を

主人公とした小説
『気張る男』
の中に重太

涯其物が、
吾々に向つて深大なる敎訓を與

ン関係の日本語の本も三〇冊ある。

郎の養嗣子・松本枩蔵氏の親友として登

へて居ると云ふのである。
實際、
一般の悲劇

つて全歐洲を蓆捲し、
遂に佛國皇帝の位に

場する。
山治と枩蔵は米国留学中に知り

登つた。
當時に於ける彼の得意實に想ふべ

が吾々に向つて大なる意味を語る如く、
彼

山治は当時の経済誌
『実業の世界』
の求

しである。
然るにウオーターローの一戰に、

合い両者ともナポレオンに傾倒、
競ってナ

めに応じて、
大正元年一月号から大正三年

彼の悲劇は急轉直下の勢を以て進行し、
遂

の傳記も亦吾々に向つて大なる意味を語

四月号までナポレオン伝を連載していて幼

にセントヘレナの孤島に配所の月を眺むる

ポレオン関係の書物を読み漁り、
侃侃諤諤

少期からイタリア遠征までを描いている。

に至つた。
而して當時に於ける彼の失望と

つて居る。
卽ち彼はコルシカの一孤島より起

何かの事情で未完となっていることは残念

の議論を展開したとある。

である。

山治所蔵のナポレオン関係の洋書（旧武藤邸）

中江有里さん （大阪府出身 女優・脚本家）
「武藤山治と國民會館」を紹介

奮闘するが、
志半ばでテロの凶弾に倒れた。

國民會館では山治没後の昭和九
（一九三

て、
政界への進出を決意し、
衆議院選に当
続いている。

後八十年を超えたいまなお、
千回を超えて

施策を実施しました。
一九二一年からは九

年間鐘紡の社長を務めました。

済 するための法

また、
武藤は、
日清、
日露、
第一次大戦に

選した。
政治の浄化のためには政治教育が

七月の参院選では十八歳選挙権が適用

四）年十月から、
その遺志を受け継ぎ、識

武藤山治
必要と感じた山治は、
政界引退後、
国民の

される。
選挙は政治家のためにあるのでは

よって困窮した軍人遺族や傷痍軍人を救

大阪城のお堀端、
天守閣を真正面に臨
政治意識の向上を目的とした國民會館を

なく、
国民が国の行く道を誰にまかせるか

者を講師とした武藤記念講座を開始、
没

むビルの最上階。
ここには経済人、
政治家、
設立した。

国民の政治意識向上を訴えた

言論人として、明治から昭和初期に名を

を決める機会だ。
しかし
「投票に行っても

整備を民間人と

して提 言し 、「 軍

事 救 護 法 」を 成

立させました。
さ

らに、
中小企業で

志会という政党を結成し、
二四年、
衆議院

留学生として苦学しながら福沢諭吉の

率は上がらず、
組織票の力が強まるばかり

議員に当選します。
当選後は、
その
「軍事救

馳せた武藤山治
（一八六七〜一九三四年）
が

営者、
さらに鐘紡の社長、
政治家と様々な

だ。
そんな時代だからこそ、
国民の政治意

護法」
の内容の充実に尽力しました。

組織する実業同

治太氏に武藤山治記念室を案内していた

顔を持ったが、通底するのは確かな手腕

識向上を訴えた、
山治の行動と思想は再

変わらない」
という政治不信のせいで投票

だく機会を得た。

と、
人としての情の深さだ。
晩年には請わ

評価されるべきだ、
と感じた。

教え
「独立自尊」
を実践し、
広告代理店経

武藤山治の経歴は興味深い。
慶應義塾

れて、
恩師・福沢が創設した時事新報社を

（平成二十八年六月十六日付産経新聞
「直球＆曲球」
より転載）

「わがまち ゆかりの偉人 武藤山治」

吉が創刊した
「時事新報」
の社長に就任し、

（大阪市）
を設立しました。
同時に、
福澤諭

政治意識向上を目的とした
「國民會館」

年に政界を引退し、私財を投じて国民の

民の政治教育の必要性を痛感します。
三二

武藤は、
普通選挙が開始されたあと、
国

で福沢諭吉の薫陶を受けた山治はアメリ

引き受け、
同社の経営、
編集方針の改革に

を経営。
その後入行した三井銀行の命で鐘
淵紡績に明治二十七
（一八九四）
年に入社。
当時の紡績業の労働環境は苦役のイメー
ジがあるが、
山治は経営者として女子工員

死者の遺家族に対する
「軍事救護法」
の制

また、
一企業家でありながら傷病兵や戦

しました。
若手行員として同行の体質改善

年間の米国留学を経て、
三井銀行に入行

福澤諭吉から直接薫陶を受けたあと、
三

まれました。
十三歳で慶應義塾に入塾し、

代々庄屋を務める大地主の長男として生

武藤山治は一八六七年、
現在の岐阜県で

政治家・言論人としても活躍

る
「注意箱」
の設置や、
幼児保育所の設置、

せました。
この間、
職工の意見を汲み上げ

を国内トップクラスの紡績会社に成長さ

他の紡績会社を次々と吸収合併して鐘紡

善させます。
本店支配人へ昇進した後は、

族主義」
の実践により、
業績を目覚しく改

に武藤が提唱する
「温情主義」
や
「経営家

どの福利厚生施設の整備を図るなど、
後

職工の労働条件改善や寄宿舎・食堂な

財に指定され、
舞子の名所の一つになってい

もとにたたずむ旧武藤邸は登録有形文化

ことができます。
また、
明石海峡大橋のた

の著書や写真が展示され、
その功績を知る

す。
國民會館の武藤山治記念室では、
武藤

来年は、
武藤の生誕一五〇年に当たりま

十七歳で無念の死を遂げました。

いた三四年、
自宅付近で暴漢に撃たれ、
六

かし、
政官財の癒着を暴く記事を連載して

建に後一歩のところまでこぎつけます。
し

言論人として活躍するとともに、
同社の再

定に傾注、
その過程で官僚主義の弊害を

に奮闘した武藤は、
紡績大手の鐘紡の再建

共済組合の設立、
日本初の
「社内報」
の発

日本的経営の先駆者

知った山治は、民間人の力の限界を感じ

を託され、
新設の兵庫工場の支配人に二十

（平成二十八年十月発行より転載）

ます。

の労働条件の改善を図り、
人間尊重を基

池田泉州銀行顧客情報誌「トイロカルチャー」 周年記念号

カで働きながら学び、
帰国後、
広告代理店

設立した國民會館がある。
山治の孫・武藤

旧武藤邸（神戸市垂水区東舞子町2051）

行など、
当時としては画期的な労務管理

本とした
「温情主義」
を貫いた。

20

七歳の若さで就任します。

武藤山治
（國民會館所蔵）

安全保障
110

領土
票

票

63

その他
環境

票

票

票

票

5
35

皇室
教育
票

54

6
26

4．我が国の安全保障政策について
5．グローバル化について
6．関心ある政治課題について（複数回答）

自主防衛強化
92%
慎重
56%
経済

推進
41%
97

譲位認めるべき
72%
特例法の新設
59%
男系天皇
73%

1．天皇陛下の御譲位について
2．譲位の法律根拠は
3．皇位継承の安定性確保について

摂政で対応すべき
28%
女性天皇を検討
24%

皇室典範の改正
41%

その他
1%
憲法9条維持
7%
その他
3%
憲法 票

経済も大切だが、
これは放っておいても

適宜進展して行くだろう。
しかし、
憲法と

教育は政治主導でないと動かない。
この両

者は相まって進むものと考えている。

東大阪市 七十代 男性

最低限度の自主防衛、
独立を守るべき。

は、
至高の公人である天皇陛下の
「みこと

日本国民の重大局面における判断基準

を実現するために国民の啓発を積極的に

すべてが憲法改正にかかっている。
改正

大阪市 七十代 男性

他国は信用できない。

のり」
に従うことでなければなりません。

行わなければならないが、
その運動が余り

天皇陛下の御譲位について

今上陛下が六年以上前に決心され、
熟慮の

にも弱く小さい。

新年、
明けまして
おめでとうございます。
▽今年から、貞利の後を引き継ぎ
「 國 民 會 館だより 」
の編 集 を 担
当 することにな り ました 長 谷
川です。
よろしくお願いします。
▽ 今 年の 干 支 は 丁 酉（ ひの と と
り）
です 。矛 盾や 対 立が極 限に
達し、次の段 階へ進も うとする
岐 路を 示 唆しているそうです。
将来を見定め、新たな舵を切る
重要な年となりそうです。
▽会員の皆様のアンケート調査を
紹 介いたしております。今 後も
皆 様のご 意 見 やご 希 望 を 述べ
る場として活用いただければと
願っております。
（敏）

大阪市 六十代 女性

の国益無視の世界観である。

グローバル化は金儲け至上主義。
無国境

グローバル化について

八幡市 六十代 男性

上で公表された
「高齢譲位」
のご意向に従
うのは当然の良識であろうと思われます。
小田原市 七十代 男性

今上天皇におかれましては、
御譲位を認
めて良いと思いますが後々、
この典範を変
えますと、
思いもよらぬことが起こりうる
と思います。
堺市 六十代 女性

占領政策による宮家の減少が、
これほど
大きな影響を及ぼしていることを考えな
ければならない。
極論すれば天皇陛下だけ
に注目されてしまうのがその一例だ。
多く
の皇族方が分担されて御公務をこなされ
ていく姿が望ましい。
大東市 五十代 男性

トランプが自分のことは自分で決めろと

憲法・安全保障について
言ってくれたこのタイミングに、
国民の意識
を改めるべきである。
日本は日本人で守る。
人口も増やす。
子供は大家族で育てる。
奈良市 七十代 男性

編 集 後 記

平成二十八年十二月十七日の武藤記念講座に出席された方
【アンケート調査から】 に
、
アンケートをお願いしました。
その結果をご紹介します。

その他
3%
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らした。
山治がこの人物について深く研究
したのは、
勿論彼はどのようにして成功し

げなかったナポレオンの研究者として第一

レオン程の天才にも、
多くの独善と誤りが

それとは別に山治が深く考えたのは、
ナポ

学名誉教授をコーディネーター、
パネリス

マで講演した後、
田辺眞人園田学園女子大

主催で私が
「武藤山治の生涯」
というテー

また四月十五日兵庫県園芸・公園協会

まうが、
おそらく時間が出来れば再開する

は、
彼のイタリア遠征の前半で擱筆してし

ではないと記している。
残念ながらこの稿

が、
その中で自分は、
決して英雄崇拝だけ

時ある経済誌に彼の伝記を連載し始めた

山治は、
ナポレオン伝を書こうとして一

く生き続けるものと確信している。
また、

残した日本的経営の精神は、
これからも長

任は万死に値するものと思う。
然し山治の

る放漫経営を行った結果であって、
その責

営者が、
普通では考えられない言語を絶す

山治の亡くなったある時代から後の経

死すると、元の木阿弥の経営不在に逆戻

トとして山本長次佐賀大学教授、
蓑豊兵

もう一つ、
彼がナポレオンと並んで崇拝し

りして、
廃刊に追い込まれ、
現在産業經済

経営再建を委ねられた時事新報も彼が急

ていたのがアメリカの第十六代大統領のア

新聞社の中に僅かに株式会社として名前

気持ちは十分あったのではないか。

ブラハム・リンカーンである。
このことも意

を止めるのみである。

家、
政治家、
文化人としての武藤山治」
につ
いてパネルディスカッションを行った。

外に知られていないが、
いずれかの機会に
の国力を回復し、
ヨーロッパにおけるフラ

書こうと思っている。

國民會館の使命をこれからも継承

争は、
多くの疲弊をヨーロッパ全土にもた

るが、
一方では二十年にわたるナポレオン戦

滅している。
日本一の会社がこの世から姿

ボウ」
という名前を残してこの地上から消

た今日この鐘紡は、
僅かに化粧品に
「カネ

とである。
しかし、
生誕百五十周年を迎え

に再建に成功し、
日本一の会社に育てたこ

くれた中上川彦次郎の期待にこたえ見事

三井財閥のお荷物鐘ヶ淵紡績を、
抜擢して

った。
最大の戦いは経営不振に陥っていた

さて、
武藤山治には生涯三つの戦いがあ

生き続ける

固めている。

せていかなければならないと新たな決意を

啓蒙活動だけは、
何が何でも残し、
発展さ

の中で、
残されたこの國民會館による政治

の倒産、
時事新報の廃刊という厳しい情勢

るものであるが、
山治の残した事業が鐘紡

大変重いものがある。
私どもの力は微々た

為に設けられた我々の國民會館の使命は

れていない。
それだけに、
政治教育の実践の

が国においても残念ながら十分に実現さ

山治が意図した政治の革新は、
現在の我
ンスの国威の回復を成し遂げた人物であ

山治の「日本的経営の精神」は

ナポレオンは革命後衰えていたフランス

ナポレオンを反面教師とした山治

庫県立美術館館長、
それに私を加え
「実業

現在の國民會館

創立者生誕百五十周年を迎えて

たかに興味を持ち、
成功のもとになったも

人者であった山治について、
私が
「武藤山治

あることを追求した事であった。
彼は実業

を消すなど余程のことがない限りあり得

のが何であったかを探求したのであったが、

とナポレオン」
と銘うち当會館で講演し、

の世界にあって、
ナポレオンの成功と没落

ない事である。

治太

夏目漱石、
正岡子規、
南方熊楠と並べる
山治の余り世に知られていない一面をお話

を反面教師としていたに違いない。

公益社団法人國民會館会長武 藤

と彼等は、
明治、
大正、
昭和を代表する文
させて頂いた。
この講演は、
旧武藤山治邸

はじめに

化人、
科学者である。
実はこの人達は、
明治
においても行った。

藤山治は、
彼等と同年生まれで、
本年は生
誕百五十周年となる。

「山治生誕百五十周年」
記念事業の取り組み
これを記念して当館として、
私が三月に
武藤の一生について
『武藤山治の先見性と
彼をめぐる群像』
と題して上梓した。
三月十一日には、
記念講演として今まで、
彼の研究者が全くといってよいほど取り上

山治の胸像を前に武藤会長

山治と漱石は同い年

維新の前年慶応三年
（一八六七）
生まれなの

発 行 所 公益社団法人 國民會館
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発 行 人 武藤治太
編 集 人 長谷川敏昭
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である。
そして、
偶然にも当館創立者の武

國 民會館
だ より

生誕百五十周年記念講演会の開催
四月十五日、
神戸で武藤山治生誕百五

パネル討議
田辺名誉教授が司会

十周年を記念し、「明石海峡と淡路島の風
景をこよなく愛し、
舞子の濱に居を構え、
ラジオ関西
『田辺眞人のまっこと！ラジ

園田学園女子大学の

舞子の地に眠る偉人の生涯に学ぶ」
と銘
オ』
の田辺名誉教授が司会を務め、
パネリ
ストに山本長次佐賀大学教授、蓑豊兵庫

うって記念講演とパネル討議が開催され
ました。

防止の決め手になっております。
この種を

蒔いたのが山治です。

蓑館長の発言の要旨

山治は、
日本の大事な美術品に非常に

興味を持ち、
素晴らしい作品を所蔵してい

た文化人として大変有名です。
特に与謝蕪

村がお好きで、
国宝
「夜色楼台雪万家図」

を所蔵していました。
この作品は京都東山

を描いています。
雪が降っている寒い夜、
一

軒だけ真ん中のちょっと大きな家には、
灯

いる。
非常にシンプルですが、
こういう絵を

県立美術館館長、
そして武藤会長が
「実業
家、政治家、文化人としての武藤山治」
を
立した関係であるべきと考えておりました

基調講演
武藤会長が
「武藤山治の生涯」
をテーマ

テーマに、
激動の時代を生き抜いた山治の

描ける画家は日本で蕪村以外おりません。

りがともっている。
そこで一人お酒を飲んで

に基調講演を行いました。冒頭、山治の貴

が、
政治家や官僚は経済感覚、
効率感覚が

を考えていたと思います。
また山治は、
尾

生涯について、
パネル討議を行いました。
各

救護法は、
山治が中心となって制定したと

形光琳の画稿、
蒔絵や鍔のスケッチを蒐集

重な三十五ミリフィルムを映写し当時の面

山治は日本的経営の祖であり、終身雇

いう歴史的評価があります。
社会的弱者に

しておりました。
光琳の家は、
扇子のデザ

この絵は世界の風景画の三指に入る作品

こと（二）自ら政党国民同志会を率いて衆

用、
年功序列、
トヨタ生産方式などは全て

対する救済に熱心に取り組んだのも山治

インや東福門院の着物のデザインをしてお

薄く、
直接自分で政治改革をするため政界

議院議員として政治活動を行ったこと
（三）

山治が原点であり、
従業員の定着とやる気

です。また松下幸之助の発言集をみます

り、
光琳は
「琳派」
の創立者の一人として有

パネラーの話をご紹介します。

福澤諭吉が創設した時事新報の再建に努

を高め、
生産性向上を図りました。
また、
職

と、
山治に学んでいることが分かります。
幸

名です。山治の所蔵していた光琳の作品

影を紹介、
講演では、
山治の三つの戦い
（一）

め、
その途上凶弾に倒れたこと、
そして現

工学校、
女学校を作り熱心に教育、
訓練も

之助は政治改革の人材を育成する松下政

は、
現在大阪市立美術館に寄贈され、
また

で、
山治は、
この絵を見ながらいろんなこと

在、
公益社団法人國民會館は、
山治の思想

行いました。
さらに、
日本で初めて共済組合

経塾を作りましたが、
山治の影響があると

に進出しました。
今の生活保護法にあたる

や業績の研究と彼の政治教育を引き継いで

を作り、
労働保険や年金の先駆とされてい

山本教授の発言の要旨

活動をしていると講演しました。

の鐘紡がルーツであります。

ヨタ生産方式やQCサークル活動も山治

工場で織機の改善改良に成功しました。
ト

田佐吉は、
山治の協力を得て、
鐘紡の兵庫

れております。
トヨタ自動車の祖である豊

それに精神面や家族主義の要素を取り入

カのテーラーシステムをいち早く導入し、

導入しております。
工場操業面では、
アメリ

農業収入を図る
「森林農業の実践」
で世界

し、
環境保全や自然との共生で、
安定的な

イー、
ココア、
胡椒など多様な植物を栽培

治 が 移 住 を 推 進 し た トメアスは 、アサ

の日系人がおり、
その活躍は顕著です。
山

を始めました。
現在ブラジルには二百万人

九二九年からアマゾン河流域への移住事業

最後にブラジルへの移民です。
山治は、
一

阪に綿業會館という古い建物があります

術の保護に関心を持っていた逸話です。
大

が、
山治は反対したと聞いております。
芸

が、
三十七枚に分割して売ろうとしました

た時、
あまりの高額で三井物産の益田孝

持っていた
「三十六歌仙絵巻」
が売立てに出

ることに努めておられた方です。
佐竹家が

術も大変なコレクターで、
芸術品を保護す

ちろん両方とも重要文化財です。
仏教美

政治について山治は、
政官財はお互い独

的に注目され、
アマゾン河流域の環境破壊

京都国立博物館も所蔵しております。
も
いえます。

鐘紡を日本一の売上・高収益の会社にした

パネル討議で山治を偲ぶ

ますし、
提案制度や社内報も日本で最初に

基調講演する武藤会長

が、
山治の立派な額があります。
皆さん一度
行ってほしいと思います。

武藤会長の発言の要旨
山治は文学者志望で、「時事新報」
の社

映像メディアで大衆に働きかけた武藤山治 〜貴重なフィルムを再生〜

います。
彼がアメリカへ行って苦学した原

供をしており、
いろいろな話を聞いたと思

界隈を散歩するのですが、
山治は一年間お

福澤は散歩が好きで毎日一時間ほど三田

は福澤諭吉の影響を強く受けております。

話』
も自分で書いております。
ところで、
彼

書いております。
また自叙伝
『私の身の上

集』
が残っており、
八〇〇〇頁、
全部自分で

す。彼の著作を全部集めた
『武藤山治全

をしていた。
湯ノ恵さんから託されたフィ

め、
NHK大阪の資料室に保存する作業

プに変換、
映像の内容を文字データにまと

ィルムを発掘、
NHKの予算でビデオテー

神で戦前の個人撮影や企業制作の映画フ

年である。
NHK大阪では当時、
私が京阪

恵さんが話しかけてきた。
阪神大震災の前

で見たことがない」
と当時の専務理事湯ノ

映画フィルムがあるけど、
映写機がないの

「國民會館には戦前の武藤山治関係の

ィルムに変換したうえで、
ビデオテープに

現像業者が別個に不燃性の十六ミリフ

ことが想像できた。

なくても経済史の上で貴重な映像である

している私には、
このフィルムは映像を見

商店を中心とした昭和の金融恐慌を研究

年四月に破たんした神戸の総合商社鈴木

年三月となっている。
大学時代から昭和二

反対する東京・芝公園での大会で、
昭和二

する関東大震災後の震災手形処理法案に

ルを見ると武藤山治の国民同志会が主催

このほか、
普通選挙法施行によって選挙

関係者には御覧いただきたい映像である。

とは違っており、
美智子皇后や慶応大学の

先の戦災で火傷した痕のある見慣れた顔

で弔辞を読む慶応大学塾長の小泉信三は

貴重な情報を提供している。
告別式の場面

生涯」
があり、
武藤山治研究の上で極めて

去後時事新報社が制作した
「武藤山治の

倉の現場や告別式、
納棺の模様、
さらに死

治が昭和九年三月、暴漢に襲われた北鎌

託されたフィルムには、
このほか武藤山

大塚 融

点はそのあたりと思います。

ルム六巻はすべて三十五ミリで、
発火しや

するというかなり高額を要する作業を了

権を得た大衆の政治意識の啓発のために、

國民會館理事

舞子の武藤山治邸は、
竹中工務店の竹

すく現像業者の嫌がる危険な可燃性フィ

承したのは、
歴史的価値の極めて高いフィ

説は毎日自分で書いていたということで

中藤右衛門が作った建物です。
元々は和館

ルム。
しかし、
フィルム缶に書かれたタイト

たのは、
この取材の時である。

と洋館がございました。
鐘紡が明石海峡大

人の聴衆と、
武藤山治をはじめ、
後に憲政

ビデオテープで再生した映画には、
数千

に働きかけていることがよくわかる。
武藤

だけでなく映像メディアを駆使して、
大衆

メや映画を制作。
武藤山治が活字メディア

国民同志会は
「政治教育部」
の名称で、
アニ

前、
狩口台というところに移築したのです

の神と称された尾崎行雄らが次々と壇上

山治の魅力は大衆を思いやる〈温かい視

ルムと判断したからだ。

が、
その時鐘紡の独断で、
和館は取り壊さ

に立ち演説する模様が撮影されていた。
尾

線〉
に尽きるだろう。
いまでは死語になって

橋建設の補償金の一部で舞子公園に移る

れてしまいました。
建築の専門家は、
両館

崎行雄の三女・相馬雪香さんにこのビデオ

いる政治や実業の世界の
「正義」
を真っ向

まとめ（田辺名誉教授）

残念なことをしたと思います。

そろってこそ屋敷が生きると言いますので

を見てもらうため、
東京・国会議事堂そば

から振りかざし、「政治教育」
のみならず、

近年これらのビデオテープも再生機が

の憲政記念館を二日間にわたり訪ね、
当時

神戸は、
今年開港百五十周年を迎えま

な人物の顔の確認をしてもらった。
二・二六

生産中止されたため、
この春、
私が自宅に

時事新報時代に実業家・政治家の不正を

事件の時、
岡田啓介首相が逃げ込んだ自

持つ再生機でテープをDVDに変換、
國民

十五歳だった相馬さんに父上やビデオに

すが、
古いしがらみとか固定観念がなく、

動車が相馬さんの姉の夫が
「お悔み」
に乗

會館に納めた。

暴き、
暴漢に殺害された。

欧米の新しい知識が入り、
アイデアが根付
いております。
武藤山治の偉業と結びつけて、
あらため
て兵庫、
神戸を考えて行きたいとの言葉で
パネル討議を締め括りました。

り付けたものであることを聞かせてもらっ

映っている千葉三郎、
星島二郎などの重要

35ミリフィルムを前にする大塚理事

固定資産

347,754

経常費用

117,943
計

392,177

経常増減額

平成二十九年度後半の武藤記念講座

（土）
7月 日

ノンフィクション作家 河添

晃嗣 氏

恵子 氏

「北朝鮮問題で露呈する
中国危機とトランプ政権」

同志社大学教授 村田

和彦 氏

月 日
（土）

軍事評論家 井上

清隆 氏

吉田 進 氏

（パネラー）国会議員・二名

作曲家
（フランス在住）

洋氏

旧國民會館
（一九三三年建設）
が建
て替えられたのは平成二年
（一九九
〇年）
のことである。
旧會館で所蔵
していた山治の資料は段ボール箱
に詰められ、未 開 封の状 態であっ
た。今 年は、山 治 生 誕百五十 周 年
である。貞利理事が山治資料の整
理に着手した。
一〇〇年前、山治が
政 治の世 界に進 出した 当 時の貴
重な 資 料がある 。今 、資 料の目 録
作りから 始めている。先日も 山 治
の生 前の三十五ミリフィルムやレ
コード盤が大量に発見され、当時
の状 況が映 像や 音 声 を 通して伝
わって来る。元NHK勤務の大塚
理 事がD V D 化の作 業を 進めて
く れた 。山 治の 思 想 や 業 績 を 辿
り、國民會館の事業活動に生かし
ていきたい。
（敏）

京都大学名誉教授
関西大学東京センター長 竹内

月 日
（土）

欣記 氏

政治評論家 加藤

月 日
（土）

（コーディネーター）政治評論家 安廣

月 日
（土）東京大会・シンポジウム

月 日
（土）

月 日
（土）

5
24

（三）
出版事業

民會館メールマガジン」
を年二十八回発行

四、
〇一一万円

16
24

機関紙
「國民會館だより」
を年二回、「國

三万円でした。
事業収入は二千六百五十五

し、
積極的な情報発信に努めました。
また

事業費用

一〇、
八五八万円

7
24

三．
公益事業の状況

万円となり、
収支差は五千百二十八万円の

國民會館叢書九十七
『
「成人」
とは何か―

蔵書籍の充実のため資金の提供、國民會

一、
三七七万円

事業収入

六、
八四七万円

21

公益事業の支出費用は、
七千七百八十

マイナスとなりました。
なお収益部門から

吉田松陰の
「士規七則」
に学ぶ
「成人」
の要

（四）
記念室展示事業

二、
一八〇万円

館武藤山治記念室の展示品の入れ替えを

米国パシフィック大学
「武藤ルーム」
の所

事業費用

一〇三万円

行いました。
記念室の来訪者は一千百八十

ルマガでお届けし、
意見交換を行いました。

事業収入

▲二、
〇七七万円

収支差

事業費用

二二万円

六名で前年より十％増加いたしました。
武藤記念ホールは、
主に行政・公益法人

事業収入

（二）
ホール貸与事業

が行う審議会、
研修会、
講演等の公益利用

収支差

収益事業は、
不動産貸与と公益以外の

四．
収益事業
（法人会計含む）

▲一、
三五五万円
に提供してまいりました。
本年度
「会議場
検索サイト」
での提案や顧客サービスの向
上に努めた結果、
前年度を九％上回る、
延

三、
三一五万円

収支差

ホール貸与事業を行っております。

事業費用

二、
四二二万円

べ二万六千九百十名にご利用いただきま

事業収入

▲八九三万円

した。

収支差

1

8

平成二十八年度
事業のご報告

「みなし寄付」
を受け入れ収支均衡を図り

件』（著者 所功京都産業大学名誉教授）

けしました。
さらに武藤山治生誕百五十

を発刊、
全国の図書館、
会員の皆様にお届

ました。
各公益事業の内容は次の通りです。
（一）
武藤記念講演会事業

と彼をめぐる群像〜恩師福澤諭吉の偉業

135,133

9

（平成二十八年四月一日〜二十九年三月三十一日）

一．
会員の状況
平成二十九年三月三十一日現在の会員
数は、
八百八十七名です。
女性会員は百五
十四名です。

京）
開催しました。
本年度は、
講師・講演内

を継いで〜』（著者 武藤治太会長）
を発

経常収入

10

18
24

周年記念事業として
『武藤山治の先見性

今年度八十一名の新規加入がありまし

容の充実に努めた結果、
延べ三千百三十名

九一一万円

44,423

10

2
24

武藤記念講座は、
年間十四回
（二回は東

たが、
高齢化の影響で九十六名の退会者が

が参加、
前年度を十四％上回りました。
さ

事業費用

一〇八万円

24,277

11

昨年度末に比べ十五名減少しました。

出ました。
新規会員の加入を進めます。

らに参加できなかった会員の皆様のため

事業収入

計

17,190

資産の部 流動資産

刊、
全国の主要書店で発売しました。

二．
決算状況

「講演要旨」
をお届けいたしました。
また、

▲ 八〇三万円

13,610

「金言」
を会長が毎月執筆、
会員の皆様へメ

収支差

固定負債

※いずれも単位千円

367,900
正味財産の部

8,188
10,667

税引後増減額
負債の部 流動負債
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編 集 後 記

我が国の政治・経済・文化に関する主張

（一）
正味財産計算書
（二）
貸借対照表
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偽装が発覚に至った発端は国土交通省

示している。

用は何と二百五十億円にも及ぶと社長は

売られており、国内ではチユーブの一部が

その後神鋼の製品は世界中の五〇〇社に

は四十年も前から行われていた節もある。

のものを出荷していたことが判明し、
不正

も同じように顧客との間で決めた条件外

は述べていることで、
その他
「鉄粉」
などで

日常的に組織的に行われていた」
と副社長

で許されないのは、「改ざんは十年前から

は、
鉄鋼業界の統合に乗り遅れ、
大手鉄鋼

業との約束違反に他ならない。
神鋼の場合

とはいえないかもしれないが、
納入先の企

考えるが、
製品データの改ざんは法令違反

これは規範に従うというモラルの欠如と

今回は同意を得ていなかったようである。

ケースを
「トクサイ」
というのだそうだが、

れば出荷できる取引慣行があり、
こういう

達していなくても顧客企業の了解さえあ

我が国の製造業の品質不正を糺す

車の最終工程に当たる完成検査を無資格
の立ち入り検査で、
あたかも有資格者が検

福島の原子力発電所にも使用されていた

メーカーの中では最も鉄鋼事業の比率が

去る九月二十九日、
突然日産自動車が、

り返していた模様である。

発覚した後も不法行為を一部の工場で繰

思われる。
更に問題なのは、
偽装の事実が

れており、
経営責任に及ぶのではないかと

規格外製品の出荷が判明し、
まさに日本の

アルや東レの子会社においても神鋼と同じ

資格者による検査出荷、
また、
三菱マテリ

その後SUBARUでは日産と同様無

などの金属素材を手がけており、
その意味

おいても鉄以外の素材、
アルミ、
銅、
チタン

本柱の複合経営に特徴があった。
鉄鋼業に

低く、
素材部門、
機械部門、
電力部門の三

はこのところ振るわず、
二〇一六年三月期、

では世界で珍しい存在であった。
特に自動

さて、
私は神戸育ちで現在も当地に暮ら

十七年三月期とも大幅な赤字であったが、

製造業の脇の甘さは驚くべきことである。

しているので、
神戸製鋼所のことはよく存

十八年三月期は五百五十億円の黒字を見

時を同じくして十月八日、
神戸製鋼所

じている。
たまたま友人が神鋼に勤務して

込んでいた。
三期連続赤字は問題なので、

車向けのアルミ事業はパイオニア的存在で

おり、
どこよりも早く老人介護の仕事に

十八年三月期には是が非でも黒字計上が

現在このような状態に陥ったことについ

手を付けていたので母親のことで大変ご厄

必達で、
その意味で利益の出る銅やアルミ

で自動車や航空機に使用されるアルミや

介になり、
今でもそのことについては大変

部門に一層の向上を促すプレッシャーがか

ある。電力部門は神戸の市街地に隣接し

検査証明書のデータを書き換え、
顧客と

感謝している。
そういう意味で神鋼に対し

かっていたことは、
容易に想像できる。
そう

て、
各メーカーは社内外の力を結集して原

よる完成検査不備を受けて、十月六日に

契約した仕様に適合しているように見せ

て悪い感情を抱いているわけではないが、
今

いう意味で現場の製造能力などの把握が

銅による製品の一部に、
強度などに関する

約百十六万台という大量のリコールを発

かけた、
不正出荷の事実を発表したのであ

回の製品データの改ざんはいただけない。

不十分なまま受注を優先させていった結

た灘浜地区に大型石炭火力発電所を構え

表した。
更に
「再発防止策」
を講じたと発

った。
この製品は、
国産ジェット機として開

このことをもう少し詳しく書くと、
契約で

果が、
現場に無理をかけ、
その実状をトッ

因究明に努めているが、
信用回復は並のこ

表した後も、
一部の工場で無資格者による

発されたMRJを製造する三菱重工やト

定めた品質基準に満たない製品のデータ

プが知らぬまま、
ただ数字を追い求めた結

ており、
規模としては四国電力と同じ程度

検査が続いていたことがわかり、
新たなリ

ヨタ自動車など二〇〇社にも及んで採用

を改ざんして出荷していたわけで、
基準に

とでは到底及ばないであろう。

コールを追加した結果、
リコール総数は百

されており、
大騒ぎとなったのである。
ここ

の発電能力を有している。
神鋼の業務成績

治太

者が実施していたとして約六万台の車の販
査していたように書類を偽装していたこと

ことも明らかになった。

助検査員が一部の最終検査を実施してい

二十一万台となった。
このリコールによる費

た」
と発表したのであった。
この無資格者に

武藤治太会長
（会長室にて）

情けない神戸製鋼所のデータ改ざん問題

公益社団法人國民會館会長武 藤

売を一時停止すると発表して世間を驚か
が明らかで、
組織ぐるみの可能性が指摘さ

次々と明るみに出る品質不正の実態

せた。
日産は更に国内六工場総てにおいて、

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
E-mail info@kokuminkaikan.jp
http://www.kokuminkaikan.jp
発 行 人 武藤治太
編 集 人 長谷川敏昭
制作・印刷 株式会社石田大成社

「社内で認定を受けた資格を保持しない補

國 民會館
だ より

ことで、
これはもう製造会社としての存在

以上、
一説には四十年前から続いていたとの

ようなデータ改ざんについての不正は、
十年

果が今回の不祥事であろう。
しかし、
この

品質を高めてきた筈である。
今更云うまで

対して如何に応えているかを念頭に置いて

である。
製造業は、
製品の使用者の要求に

て、
その言葉には、
何かむなしさを感じたの

造業の存在感を示してほしいものである。

も、
同様に体質を根本的に改め、
我が国の製

鋼所以外の今回問題を起こした諸会社

なければ神戸製鋼所に未来はない。
神戸製

基本である。
根本から品質管理を立て直さ

鮮の軍事能力が低く、
戦争被害が抑えら

害が日韓に生じる可能性はある。
仮に北朝

上から消え去ることになるが、
大規模な被

核計画を含めて北朝鮮の異様な体制は地

になれば北朝鮮体制打倒は確実であり、

起きる可能性が高い。

治安維持・復興費用について大きな混乱が

れても北朝鮮の体制打倒後の戦後処理・

もなく、
納入先や消費者重視が基本中の

二〇一八年国際政治の展望

国際政治のもう一つの不安定要因は中

これからの一年の国際情勢は不確定要

選挙に向けてアメリカの内政が揺れ続け

にまで至る可能性は低いが、
十一月の中間

いう現国王の実子であり、
三十代の若者が

である。
ムハンマド・ビン・サルマン皇太子と

京都大学公共政策大学院長中 西

鈴木商店はまた、政官民の癒着を巧みに

素に満ちているが、
ただ一つほぼ間違いない

ることは確実である。

寛

すら疑われる由々しき問題で、
これこそ神
鋼の会社体質そのものの問題と云ってよい。

神戸製鋼所の根本的な体質改善に期待
さて神戸製鋼所は昭和恐慌により倒産
した鈴木商店がつくった企業である。
昭和

利用して成長した典型的な政商であった。

予測がある。
今年もアメリカの内政は混乱

東、
とりわけサウジアラビアをめぐる情勢

昭和恐慌によりつまずいた鈴木商店の倒

し、
それによってアメリカの対外政策も左

の初め迄、
三井物産と並ぶ大商社であった

産への引き金を引いたのは、
当館創立者の

右されるだろうということである。

題の帰趨もアメリカの内政と深く関わって

国際政治の焦眉の課題である北朝鮮問

武藤山治であった。
鈴木の血を引く神戸製

んの
「鈴木商店から神戸製鋼所へつながる

りたくなる。
一昨年、
前会長の佐藤廣士さ

市街地に許可されたのではないかと勘繰

所の建設についても、
神鋼だからこそあの

かと密接な関係があった。
前に挙げた発電

る理由は自らの支持層をつなぎ止め、
今年

ルサレムのイスラエル首都承認）
。
その主た

図ってきた
（たとえばTPPからの離脱、
エ

政 治 家がしなかった選 挙 公 約の実 現を

シコとの国境の壁）
を行い、
当選後は既成

家がしなかったような公約
（たとえばメキ

気に押し込まれることを金正恩は恐れてい

ることはないだろう。
一度弱みを見せれば一

圧力を受けて膝を屈して対話を求めてく

なっている可能性が高い。
しかし北朝鮮が

その周辺の特権層や軍部にとっても圧力と

北朝鮮社会に影響は及んでおり、
金正恩と

つかむことが困難だが、時間はかかっても

政策を志向しているが、
山積する中東の諸

懸念も強い。
トランプ政権は対イラン強硬

イエメンでの内戦介入など冒険的な政策に

ンとの対決色を強め、
カタールとの対立や

には支持する声もあるが、
対外面ではイラ

交の変化が加速している。
内政面での改革

権力の実権を握って以来、
サウジの内政外

くる。
北朝鮮の急速なミサイル試射および

グローバル遺伝子」
なる講演を聞かせて頂

の中間選挙や二〇二〇年の大統領選挙に

ると考えられるからである。
核ミサイル開

問題
（中東和平、
シリア内戦の収拾、
IS

鋼所にもやはり、
同じ体質が潜んでいるこ

いた。
内容は、
鈴木商店から神戸製鋼所が

つなげるためである。
このトランプ氏の行

発のペースを緩めつつ、
対話を排除しない

残党との戦いなど）
では明確な政策方針を

核実験により、
昨年は北朝鮮への経済制裁

どのようにして起こったかを述べた後、「創

動にアメリカ政治は振り回されている。
政

サインを国際社会に送る程度であろう。

昨年一月の政権発足以来、
トランプ政権

業以来百年を越えて次の百年に向けて信

権内では閣僚が頻繁に入れ替わり、
高位ポ

アメリカにとって対話の道を探りつつも

は絶え間なく世界を驚かせてきた。
政治経

頼される技術、
個人を活かす和と変革を

ストの空席が埋まらない。
与党共和党は大

経済制裁の圧力をかけ続けるのがリスク

こうした波乱要因に対して、
ヨーロッパ

とは否定できないのではないか。
一例を挙げ

掲げたい」「会社の社とは、
同じ目的を持っ

統領への支持か批判かで緊張が続き、
民主

の少ない選択だろう。
しかし内政上の理由

諸国、
ロシア、中国の対処力は限られてい

網が大幅に強化された。
その効果は正確に

た人が集まってお祈りする所である」「長

党は大統領選敗北の責任をめぐり内輪も

からトランプ政権は長期の封じ込めより

る。
ヨーロッパではドイツのメルケル政権の

験のない不動産王トランプ氏は既成政治

続きする会社は、将来の発展と過去に感

め状態である。
そこに選挙時のロシア関与

も武力行使に傾く可能性がある。
一度戦争

ると神鋼は、
地元の兵庫県、
神戸市とは何

謝する会社である」
と云われたことが大変

疑惑に関する捜査が続く。
大統領の弾劾

新たな波乱要因となる可能性がある。

示していない。
サウジの動きが中東政治の

印象深かった。
しかし、
今回の事件が起こっ

中西寛先生
（構内にて）

継続の目が出てきたが、
対外政策で強い指
導力は期待できなくなっている。
イギリス
のメイ政権はヨーロッパ連合
（EU）
離脱、
フランスのマクロン政権は国内及びEU改
革問題以外に目を向ける余裕をもたない。
ロシアはプーチン大統領が大統領選への出
馬を表明し、
再選は確実である。
しかしロ
シア疑惑を抱えるトランプ政権との間での
関係改善は望めず、
また、
国際的な発言力
の拡大を狙ってシリアや北朝鮮に関わって
いるが、自力で事態を動かす力を持たな
い。
中国は二期目に入った習近平政権が一
帯一路政策などで国際的影響力を拡大す
る意欲を示している。
しかし現時点で中国
の軍事的展開能力は限られており、
また自
らの利益に直接関わらない紛争に関与す
る意欲はない。
北朝鮮は重要な問題だが、
核開発計画放棄以外については米中の北
朝鮮に関する利害は一致していない。
こうして見ると二〇一八年の国際政治は
二〇一七年に引き続く漂流の年となる可
能性が高い。
日本は安倍政権の内政基盤は
一応安定しており、
トランプ政権と最も親
密な関係にある国である。
しかし日本単独
で国際秩序の安定を維持し、
紛争を解決
する力は限られている。
日本がなすべきは
軍事的紛争をできるだけ回避しつつ、
価値
観を共有する国と多国間の枠組みを強化
し、
米中その他の国をその枠組みに近づけ
ていく可能性を広げることであろう。
たと
えばG7サミットやTPP 、
インド太平
となろう。

洋協調体制の構築などが重要な政策課題
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新聞人としての武藤山治
ー『 時事新報 』は生きている

集主幹
（のちに板倉会長―伊藤社長）
にす

え、
オピニオンペーパーを目指した。
戦後の

混乱の中で経営不振は続き追放解除後

『産経新聞』『大阪新聞』
の社長に復帰した

法上の会社としては今日も存続しており、

三十三年
（一九五八）
に消滅した。
しかし商

論新聞
『時事新報』
は半世紀以上前の昭和

者・福澤諭吉が創設したわが国初の中立言

「独立不羈」
の旗を掲げ慶應義塾の創始

た。
恩師福澤と同様に経営者とジャーナリ

から 時 事 新 報 再 建に渾 身の力を発 揮し

得され
「福澤先生のためなら」
と、
同年四月

断ったが慶應義塾先輩の歴代社長らに説

りの武藤山治に白羽の矢が立った。
武藤は

て国会に転じ衆議院議員を引退したばか

転せず、
昭和七年
（一九三二）
鐘紡社長を経

年死去された國民會館元専務理事の松田

と主筆・編集主幹の二刀流をふるった。
先

時事新報で武藤は実質的な経営トップ

預かりしているのである。

存続し、産経新聞が経営委託を受けてお

株式会社としては累積赤字を抱えたまま

され
『時事新報』
の題号は消失した。
しかし

合、
昭和三十三年七月
『産経新聞』
に吸収

隆敏

産経新聞社の清原武彦相談役
（元会長）
が

ストを兼ね、
自らコラムを書き政官財癒着

尚士氏は國民會館叢書
『武藤山治と時事

前田の手で昭和三十年末
『産経時事』
に統

代表取締役、
筆者が監査役などを務め、
毎

追放キャンペーン
「番町会を暴く」
の先頭に

新報』
で、
武藤の足跡を精力的にまとめ詳

（株）
時事新報社監査役
鈴木
元産経新聞社常務取締役

年株主総会と取締役会を開催して産経新

立った。
しかし連載半ばの昭和九年三月出

細に検証した。
武藤の最大の仕事は政官財

界にわたる 癒 着 不 正 疑 惑を 連 載キャン

社途上に暴漢に狙撃され死去した。時事

のほとんどが政 治 色の強い政 党 機 関 紙

新報は
『大阪毎日新聞』
に大相撲優勝力士

新報“と信頼された。
第二は大阪進出の失敗や関東大震災に

時事新報廃刊時の編集幹部だった板倉卓

復刊された。
前田は公職追放されたあと、

みの可能性が強く疑われ、
時事新報の筆勢

関係や詳しい動機は全く解明されず警察
は男の”
単独犯行“で幕引きを図った。
しか
し当時の客観情勢としては
「番町会」
がら

借金を申し込むなど面識はあったが、
背後

人の男も自殺を遂げた。男は以前武藤に

藤は、
暴漢にピストルで撃たれて落命し犯

月九日朝出社のため北鎌倉の家を出た武

にわたり疑惑が追及された。
その渦中の三

いうもので、
一月から三月まで計五十六回

却または譲渡された
（帝人事件）
―などと

町会の企業や関係者に不透明な手段で売

帝国人造絹絲株式会社などの株式が、
番

ことだ。
ざっとの内容は台湾銀行を舞台に

ペーン
「番町会を暴く」
で厳しく告発した

ダーの養成、『時事新報』
で言論による啓

写真額の贈呈など一部事業を譲渡するな
どして再建に尽力したが結局昭和十一年
末廃刊した。
第三は太平洋戦争後の昭和二十一年元

よる壊滅的打撃で経営悪化したため福澤

造―伊藤正徳ら福澤門下生らを社長―編

旦から
『大阪新聞』
の前田久吉社長により

門下の財界人らが再建に乗り出したが好

支持され、
広告販売を含め”
日本一の時事

蒙活動を進めた。
福澤の三大事業といわれ
るものだが、
とりわけ”
福澤先生の新聞“で
ある
『時事新報』
は短期間で多くの読者に

換・世務諮詢」
をモットーにオピニオンリー

う人材育成をし、
銀座・交詢社で
「知識交

塾における学校教育で日本の近代化を担

の言論、
報道が評価された。
福澤は慶応義

に創業し
「独立不羈」
の理念と
「不偏不党」

だった中で、
明治十五年
（一八八二）
三月一日

聞に経営委託することなどを決めている。
現代も”
時事新報は生きている“のである。
『時事新報』
の第一の特徴は、
当時の新聞

鈴木隆敏氏

票

票

平成二十九年十二月二日の武藤記念講座に参加された皆様に
【アンケート調査から】 ア
ンケートをお願いしました。
その内容をご紹介します。

その他

少子化対策、
教育無償化

票

原発等エネルギー政策
高齢者向け社会保障

票

財政再建 票

景気、雇用等の経済対策 票
外交・安全保障問題 票
憲法改正 票

4．安倍内閣に優先して
取り組んでほしい課題
（複数回答）

により商工大臣や文部大臣が職を辞した。

反対
15%

松田氏は
「第十六章凶行の背景」
を
「未解
明な問題は数多く二日で結論を出そうと
した警察の動きとは裏腹に事件の謎はま
すます深まる」
と締めくくり今日まで多
くの謎が残っていることを指摘している。
日本新聞協会が十数年前、
季刊誌
『新聞
経営』
で明治―大正―昭和
（戦後は一九五
〇年まで）
のすぐれた新聞人を取り上げて
長期連載したことがある。
当時調査課長
として担当した春原昭彦氏は二〇〇四年
に主要人物を中心に
『新聞経営の先人』
と

167

卓越した講座は、
内外の情勢の核心を常に
明快に分かり易く講演され、
我々の心に感
八十歳代

動を、
その洞察力に感服しております。
今
や私の人生の生き甲斐です。

今まさに国難の時代。幕末期の西欧列
強の砲艦外交を覚える。
独立国としての外
交、
安全保障対策が喫緊の課題と思う。
毅
然とした態度で臨んでほしい。 七十歳代
北朝鮮以上に中国の進出が問題で心配
しょうか。
ロシアは残念ですが北方領土返

です。
ロシアと親密にする理由があるので
還の意志は全くないと思います。
エネルギ
六十歳代

ー対策として付き合っているのでしょう
か。

憲法九条第二項を残したままで自衛隊
を明記するのは整合性が取れない。
削除す
べきです。
また九条ばかりが論じられてい
るが、
前文も改正するべきです。 四十歳代

平成三十年の武藤記念講座の予定

月 日
（土）

佐千子 氏

「出光佐三と仙厓―
美にリードされた人生」

青山学院大学准教授
出光
出光美術館理事・学芸員

月 日
（土）

辛坊 正記 氏

公益社団法人國民會館会長 武藤 治太 氏

月 日
（土）

▽厚生労働省の統計で昨年の日本人
の平均寿命は男性八十一歳、
女性八
十七歳で過去最高を更新したとい
うことです。
現在八十歳以上の人口
は一千七十四万人、
九十歳以上は二
百六万 人となり 、人 生百 歳の時 代
も夢ではなくなってきました。
武藤
記念講座でも八十歳を超える賛助
会員様が、
お元気で参加していただ
くのを拝見し喜んでおります。
▽先日某社より、
武藤山治の遺墨
『行
い正しければ眠平らかなり』
を刻ん
だ 寿 杖 を 、傘 寿 を 迎 え る Ｏ Ｂ の
方々に毎年贈っているというお話を
伺いました。
この言葉は、晩年山治
が好んで使った言葉で、
自己を正し
くするのみならず、世の中すべてを
正しくすることに尽力した彼の信
念と、
日頃の覚悟を表すものです。
今年も、山治の精神と理念を継承
し、政治、経済に関する知識の普及
活 動を 通じて、社 会に貢 献して参
りますので、
ご支援の程お願い申し
上げます。
（敏）

元水産庁漁業交渉官
小松 正之 氏
東京財団上席研究員

慶應義塾大学法学部教授 細谷 雄一 氏

月 日
（土）

元株式会社日本総研情報サービス代表取締役専務

元住友銀行国際金融法人部長

月 日
（土）
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武藤記念講座の超一流の先生方による

【ご意見】

262
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編 集 後 記

してまとめ直した。
春原氏は
「昭和
（戦前）
の新聞人」
の項で武藤を取り上げ、「鐘紡
社長武藤山治の時事新報改革」
を紹介し
評価した。
「武藤ほどはっきり各方面に改革の斧を
ふるった人はいなかった。（中略）
武藤は昭
和九年三月九日朝、
出社途中北鎌倉で福
島新吉なる者に拳銃で撃たれて死去した。
社会悪の摘発にかけた連載記事『番町会

良かった
84%
議論を進めるべき
94%
賛成
71%

1．衆議院選挙で与党が
３分の２議席獲得したことは？
2．国会は憲法改正の議論を
進めるべきですか？
3．憲法９条を維持した上で、
自衛隊の存在を明記することは？

を暴く』
に起因すると当時の人々は云って
いるが真相は不明である。
鐘紡時代は鐘紡
第一であったように、
時事の経営にあたって
からは時事第一主義でやった。
彼が死なな
かったら時事は立ち直ったであろうか。
歴
史に”
もし“は禁物であるが、
ちょっと考え
てみたい気がする」
私には優れた改革者で新聞人だった武
藤山治に対する、春原氏の哀惜の念のこ
もった”
弔辞“のように思えるのだがいかが
であろうか。

良くなかった
7%
どちらとも
いえない
14%

どちらともいえない
9%
どちらともいえない
3%
議論する必要はない
3%
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武藤山治の執筆力
公益社団法人國民會館会長武 藤

治太

の実家も当然地主であったため、
大きな影

政府における深刻な出来事であった。
山治

ぞくに松方デフレと云われるもので、
明治

格は暴落し、
農村経済は大混乱に陥った。

なり、
農民の唯一の財産であった土地の価

村経済に及び農民、
就中地主が犠牲者と

の中でなかったため、
そのあおりは、
直接農

中国人が労働者として移入していた。
とこ

断鉄道の敷設が真最中で、
そのため沢山の

ついた当時のアメリカ西海岸では、
大陸横

一際感じた事があった。
それは彼がたどり

ろと見聞を広めたのであるが、
その頃彼が

いては省かせて頂くが、
彼は在米中いろい

年間アメリカに滞在し苦学した。
詳細につ

彼は明治十八年
（一八八五年）
から約三

界大戦により戦病死した兵士及びその家

日本が引き起こした日清、
日露、
第一次世

後、
彼は多忙な経営活動の間をぬって近代

が国労働問題解決法』
を執筆するが、
その

たのであった。
その間
『紡績大合同論』『我

高利益共に日本一となる会社に育て上げ

藤の鐘紡か」
と云われたように鐘紡を売上

多の困難を乗り越え
「鐘紡の武藤か」「武

の責任者に抜擢され、
以後三十七年間幾

間いろいろな職業を経験した山治は、
明治

響を受ける。
しかし、
父親は非常に用心深

ろが日本からアメリカに渡る人間はほと

族を国家により救済するための法律
「軍事

ショックを受けたにちがいない。
しかし、
こ

い性格で、
幸い借金がなかったため大きな

んどない状態で、
山治は、
この広大なアメリ

救護法」
の成立に、
一民間人として努力を

二十六年
（一八九三年）
中上川彦次郎の知

打撃はなかったのである。
しかし、
彼の留学

カの地に勤勉な日本人が移住して働けば、

重ね、
ついに独力で不完全ではあったが、
こ

の事はその後の彼の人生をよい意味で決

費として積んでいた有金全部を親戚の一人

我が国の将来にかならずプラスになると

の法律の成立に成功したのであった。
その

遇を得て三井銀行に入行するが、
翌二十七

に貸していたのであったが、
先方が破産し

考え、
日本人の移民を考えるべきであると

ための著書には
『廃兵救済制度』（大正六

定付けることになるのであるから運命と

て一銭も返らなくなってしまったのであっ

いう主旨の文章を起草して、
福澤諭吉の経

年）『軍人優遇論』（大正九年）
などがある

年経営不振からの脱却を目指して中上川

当館創立者による自叙伝『私の身の上

た。
そのため山治の一生に大きな変化が起

営する時事新報社に送ったようであるが、

が、
その頃から彼は民間人としての活動に

は誠にわからないものである。

話』
によれば、
その冒頭において
「水の流れ

こり、
学校を出たら直ちに英国へ留学して

掲載されることはなかった。
彼は明治二十

次第に限界を感じ始める。
そして大正八年

が乾坤一擲計画した、
鐘紡兵庫工場の建設

と人の身の行末ほど分からないものはあ

文学を学びたいと思っていた望みは潰えさ

年
（一八八七年）
、
帰朝後早々かねてから調

（一九一九年）
にはILOのワシントンにおけ

当時は、
現在のように商工業の発達した世

りませぬ。
私は子供の頃文学者になりたい

り、
慶應義塾卒業後、
アメリカに苦学生と

査研究していたアメリカへの積極的な移住

実業家時代の執筆活動

と思い立ち、
私の父も学問に非常に趣味を

して行くことになった。
山治は淡々とこの

る第一回大会の日本代表となり、「我が国

松方デフレで文学者の夢を断念

持っておりまして、
私を行く行く英国のケ

を論じた、
処女作
『米国移住論』
を丸善か

るが、
尾崎行雄
（咢堂）
が寄せており、
その

澤先生からの推薦があったものと思われ

ている。
なお、
この本の序文は、
おそらく福

るべきものであると、
入交好脩氏は指摘し

山治の非凡な学究的側面の一端を窺いう

る。
そして翌十四年大ベストセラーとなっ

実業同志会を率いて衆議院議員に当選す

の政策を批判し、
十三年五月自らの政党、

大正十一年には時の日銀総裁井上準之助

を著し政治への関心を高めていく。
そして

大正十年
（一九二一年）
彼は
『政治一新論』

「政治一新論」を著し政治家の道へ

内容を高く評価している。帰国後約六年

手になる
「現地報告書」
と云うべきもので、

労働問題解決法」
を著す。

ことを自叙伝に書いているが、
正直云って

述べている。
ところが、
この状勢に思いもかけない出
来事が起こるのである。
明治十四年
（一八八
一年）
、
時の大蔵卿、
松方正義は西南戦争の
際発行された、不換紙幣の整理を企て急
激に通貨を収縮させたため、物価は暴落
し、
深刻なデフレーションを呼び起こした。

ら上梓する。
この本は当時唯一の日本人の

ンブリッヂ大学に入れようと考えて、
私の
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ため留学費を積んで居て呉れました。
」
と

國 民會館
だ より

武藤会長

準備を進めていた矢先、
運命はあらぬ方向

彼は彼の理想とする政治教育を行うべく

た。
國民會館の建物は、
昭和八年に完成し、

行うための社団法人國民會館を設立し

私財を投じ、
大阪城の正面に政治教育を

組むべきと決意したのであった。
このため

暗いと考え、
国民の政治教育に、
一から取り

意識を覚醒させなければ我が国の将来は

が如何に低いかを痛感し、
もう一度国民の

は我が国の政治における、
国民の政治意識

に対する危機意識が高まった。
そして山治

無産政党の勢いが急速に伸び、
山治の政治

収行為が公然として露骨に行われる一方、

めて実施された普通選挙においては票の買

事に気づくようになる。
特に昭和三年に初

においては実業界と違い大きな壁がある

て活躍するが、
昭和六年頃から政治の世界

昭和七年
（一九三二年）
迄衆議院議員とし

る。
山治は、
大正十三年
（一九二四年）
から

判した著書
『井上蔵相の錯覚』
は有名であ

井上蔵相と論争を展開する。
井上氏を批

後、
議会においては金解禁に反対して宿敵

氏と華々しい経済論争を繰り広げる。
その

生議員にもかかわらず、
時の蔵相浜口雄幸

『実業読本』
を著した。
議会においては一年

た彼の政策のマニュフェストともいうべき

を書いていたかを紹介して、
この一文を終わ

た。
彼はどのように多忙な中で毎日の原稿

る。
山治は在職中に北鎌倉に住まいしてい

しい事であるかは想像できるところであ

た。
特に毎日社説等を書く事がどんなに難

筆面での武藤の活躍は目覚しいものがあっ

可能となっていたであろう。
このように文

移するならば、
昭和九年度には利益計上が

と一歩まで迫っていた。
おそらくそのまま推

八年の終わり頃には業績は収支回復にあ

間に矢継ぎ早に施策を実施したので昭和

務面においても増資を実行するなど短期

業面でも自ら先頭に立ち広告をとり、
財

った。
このように紙面の充実を図る一方営

が大衆にアピールするよう尽力したのであ

ど、
あるいはカラー化に力を入れ新聞紙面

は考えたのであった。
そのため印刷、
写真な

め、
如何にラジオに対抗していくかを武藤

のニュース報道に新聞はかなわなかったた

時ラジオが台頭してきており、
当然ラジオ

というのはニュース本位の新聞に対し、
当

の新聞や日本の新聞をよく研究していた。

りの
「日曜社説」
を書いた。
武藤はアメリカ

論説」
を担当し、
また日曜日には自ら絵入

刊に、
社説
「思うまま」
を執筆、
また
「月曜

は時事新報に関係するや、直ちに毎日夕

の活躍はわずか二年に過ぎなかったが、
彼

的とした
「成年後見制度」
が制定された。

本人の身上監護及び財産管理の達成を目

といった新たな理念との調和を基本にし、

者との共生を目指すノーマライゼーション

社会福祉政策の転換により、障害のある

の
「契約」
によることとなった。
このような

の
「措置」
から、
利用者とサービス提供者と

ービスの提供は原則的に行政処分として

保険制度へと転換したことに伴い、
福祉サ

的な介入から国民相互の負担による介護

わが国は社会福祉政策を税による直接

ための制度はより重要性を増している。

者が増加する中でその権利や財産を守る

て件数が過去最多になった。
認知症の高齢

新聞によれば
「成年後見制度」
の申し立

雑誌への寄稿などを合わせると、
それは膨

て彼が執筆したものは単行本のみならず

である。
鐘紡、
国会議員、
時事新報を通じ

更に彼が手を加えて原稿が完成していたの

持ち帰り、
清書して山治に提出し、
それに

橋駅で係が待ち構えていて受け取り社に

活の状況に配慮しなければならない
（身上

思尊重義務）
、
かつ、
その心身の状態及び生

っては、
成年被後見人の意思を尊重し
（意

上監護があり、
その職務を遂行するにあた

成年後見人等の職務には財産管理と身

である。

重要な社会的基盤と位置付けられる制度

国において、
これからの国民生活を支える

少子高齢社会が加速度的に進行するわが

作るという理念で、
この成年後見制度は、

地域で普通の生活ができるような社会を

後見人等がそうでない人と等しく、
家庭や

手段を利用すること」
と定義され、
成年被

するために、
文化的に通常となっている諸

豊かにしたり、
高めたり、
また支持したり

るために、
また障害者の行動をできるだけ

平均的な市民と同じ生活状態を可能にす

ノーマライゼーションとは
「少なくとも

如実に表していると思うのである。

家、
新聞人を超越した文学者であった事を

自筆である事はまさに彼が実業家、政治

量は八〇〇〇ページに及んでおり、
すべて

治全集」
全九巻におさめられているが、
その

大な量となっている。
これらは全て
「武藤山

創

産目録の作成あるいは確認から始まるも

財産管理の職務は、
成年被後見人の財

八条）

配慮義務）
と定められている。（民法第八五

正会員
光成
顧問税理士

税理士が行う成年後見人等の意義について

に回転し始める。

りたいと思う。
それは北鎌倉から東京の新
橋迄は横須賀線で一時間強かかったと思う

時事新報社では社説を毎日執筆
昭和七年
（一九三二年）
四月、
彼は恩師福

草していたのである。
彼の字は普通の人に

が、
彼は毎日その車中でその日の社説等を

時事新報社の経営を引き受けることにな

は解読が難しい曲字である。
その原稿を新

澤諭吉の創設した、
経営危機に瀕していた

ったのであった。
彼のジャーナリストとして

光成税理士

するすべての財産の一定時期における有り

のであり、
本人に帰属する経済的価値を有

被後見人の最善の利益を実現することが

係者とネットワークを創ることによって、

くなる。
成年被後見人を取り巻く支援関

は女工といった時代に、
鐘淵では女工手と

の思想は徹底していて、
その頃世間一般で

いったのであると、
私は思う。
父の人間尊重

を投じたので、
亡くなった時は相当の借金

のは、
父が政治活動や時事新報のため私財

これは私事であるが、
父らしいと思った

井・三菱両銀行に置いた。

高の把握やその実在性の確認が重要とな

いう名称を用いた、
注意箱を作って従業員

理。
果たして十年後に心の欲するところに

度をしいて従業員の福祉の実現に当った。

また日本の国よりも先に共済組合の制

感銘を受けた。

恩義を忘れなかったことは、
当時私は深い

イベートの勘定でも、
三井・三菱に対する

があったが、
この借金が三井・三菱両行に当

他方、
身上監護の職務は、
税理士の業務
従いて矩をこえず心境になれるのか。
二十

兵庫県高砂の鐘紡保養院には、
入社早々

の誰からも自由に意見や希望を申出せる

できると思われる。
私は今年還暦を迎える。
いまだ天命を知

る。
家庭裁判所等に報告を行う業務で、
税
理士は財産管理職務を行う適任者であ

とは異質な側面を有するものの、
人間個人
年前に不惑のはずが・
・
・気が付けば迷える

胸を患った娘さんをその後二十数年も無

座借越しとして殆んど同額であった。
プラ

の生活に視点をおいた職務であり、
特殊な
税理士。
奇しくも成年後見制度の利用者

料でお世話した。

ようにした。

技能あるいは高度な医学知識を求められ
本位へ見直す法案が今国会に提出されて

ることもできず、
耳従うことなんか到底無

るものでもない。
税理士は、
中小企業や個

いる。
こうなったらとことん迷って成長す

る。

人事業主などと堅固な信頼関係が結ばれ
るしかない。

で、
西洋のような水臭いものではないこと

も一家族としての親切を旨としていること

外国人に誇りますのは、
鐘紡ではどこまで

営法を家族制度に基くものであるとして

父は自叙伝
「私の身の上話」
で
「鐘紡の経

を感じ、
口に筆に政治革新の必要を主張し

晩年父は、
政治の腐敗、
堕落に対し義憤

あると言わねばなりません」
と述べている。

屈せず撓まず人一倍の努力をするところに

の要素は、
如何なる失敗もこれに打ち勝ち

した」
という。「私の身の上話」
の中で
「成功

「災難や失敗に対する新たな策戦を計画

父はいつも、
ナポレオンを思い起して、

ると、
家族に関わる相談を受けることが多

武藤絲治が想い描いた「父 山治」

であります」
と、
書いている。
父は日本の家

てきたが、
遂に大正十二年実業同志会を結

この光景は、
父の二面をよく物語ってい

族制度の良い面を企業の中にとり入れた

和田守様（大東文化大学名誉教授）
よ

「最も能率悪しき政治機関は帝国議会で

成して、
自らも選挙に立った。
議会に於いて

るように思う。
父には、
ナポレオンのような

父は鐘淵経営の創業時代には借金で苦

いと考えていたのであろう。

り、「武藤山治の二男 絲治氏
（当時鐘紡社

不屈の精神と、
リンカーンのような正義の

る父の最も嫌ったのは政商とそれにつなが

長）
が、
父親について想い描いている文章に

融の道が封ぜられた時、結局三菱銀行神

る政治家であった。

ある」
といって懲罰をうけたことも、今は

父は、
子の私たちの眼にも、
大木のよう

戸支店長荘清次郎氏の好意ある融資に

しんだ。
明治三十五年の義和団事件では、

に強く見えたが、
家庭ではやさしかった。
良

よって難関を切り抜けた。
またその後日露

ために戦い抜く道義心とを持っていた半

き夫であり、
また慈愛の父であった。
女中

戦争に際して資金準備の必要が起ったが、

出会った」
とお便りをいただきましたので

に対しても、〝何々さん〞
と呼ぶように、
ま

この時も三井銀行との話合が出来ず困り

思い出の一つである。
独立自尊を信条とす

私の幼い頃父の住んだ舞子の家では、
二

た
「イフ・ユウ・プリーズ」
という外国の例を

抜いた挙句、時の三菱銀行神戸支店長木

唯一の取引銀行、
三井が取付けに会って金

階の書斎の大きい本箱一杯に、
ナポレオンに

あげて〝どうぞ〞
をつけるようにと諭した。

村久寿弥太氏に助けられた。
この両度の三

面、
仏像のようにやさしい面があった。

関する書籍がぎっしりとつまっていた。
そ

父は一人一業主義を固く守ってその半生

菱銀行の恩を忘れぬために、
父はその後鐘

ご紹介します。

して壁 間には、リンカーンの肖 像 画がか

を鐘淵経営に当ったが、
その経営は愛と正

淵が隆昌になってから、
その資本金に相当

『近代日本の巨人一〇〇人』（昭和三十九年

かっていた。
これと対照をなすかのように、

義の人道主義を基盤として、
その上に厳し

するほどの多額の預金をそれぞれ同額、
三

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

八月文藝春秋特別号）
より抜粋

階下のあちこちには、
古い仏像がおかれて

い科 学 的 合 理 主 義の経 営を 築き 上げて

さと

いた。

武藤絲治氏

だとも人はいう。

撃を続けた。
父の暗殺されたのはそのため

町会事件に対しては、火を吐くような攻

うまま」
と題して毎日筆をとった。
また番

る時事新報の再建に心血を注いだが、「思

政界引退後、
恩師福澤先生の遺業であ

新例を開いた。

学的操業法、
フランス外資輸入等、
多くの

本最初の新聞広告による製品のＰＲ、科

る。
鐘淵の経営に於いても、
紡績として日

早々、日本最初の広告取次業をやってい

学ぶところが多い。父は、米国から帰って

平成二十九年度
事業のご報告

（平成二十九年四月一日〜三十年三月三十一日）

一．会員の状況
平成三十年三月三十一日現在の正会員、

配本しました。

（四）
記念室展示事業

「武藤記念室」
の来訪者は千二百六十五

名でした。
また武藤山治の膨大な資料の目

録作りを進めるとともに、
当時の貴重なフ

イルムをDVD化し、
安全に保管する作業

を 進めており ま す 。更に、米 国ではパシ

7,965

経常増減額

▲52,109

69,235

17,126

固定負債

13,390

経常外費用

0

1,623

1,623

計

21,355

他会計振替

52,109

▲52,109

0

正味財産の部

376,845

法人税等

0

6,476

6,476

負債・正味財産合計

398,200

税引後増減額

0

9,027

9,027

父六十八歳の波瀾に富む生涯は、
強い性

負債の部 流動負債

リンカーンに有名な
「誰に対しても悪意

114,058

フィック大学の
「武藤ルーム」
の運営のため

38,565

賛助会員数は八百六十一名です。

75,493

格とやさしい心情を以て彩られていた。
然

経常費用

なく、
誰にもあわれみを」
という句がある。

398,200

資金の提供を行いました。

計

二．
公益目的事業の概況

131,184

し乍ら
「清濁併せ吞む」
たちでなかったこと

107,800

祖父も曾祖父も岐阜の農家で庄屋であっ

23,384

三．決算状況

経常収入

（一）
講演会事業

365,691

はもとより、
その東洋的な考え方に強く反

固定資産

たが、
その残された田地を、
父は小作人の

武藤記念講座は、
年間十四回
（大阪十二

を作成し会員の皆様に配布いたしました。

合 計

撥した。

は、
日米の国際相互理解の促進のため
「武

國民會館の主張
「金言」
を毎月会長が執筆

32,508

共有物として水田株式会社を作った。

回、
東京二回）
開催、
延べ二千九百五名が参
加しました。
講演テーマは政治・外交が十

藤ルーム」を 開 設 し 支 援 を 行ってお り

し、
メールマガジンを通して会員の皆様と

二回、
文化・芸術が二回です。
後日講演要旨

ます。

の意見交換を実施しました。
（二）
集会場貸与事業
武藤記念ホールを、
行政・公益法人が行
う講演会・説明会・研修会等の公益目的の
会議に提供してまいりました。
近畿圏以外
からの利用やリピート利用が増加し、
延べ

資産の部 流動資産

収益事業等・
法人会計

公益目的
事業会計

私は、
父の進取的、
開拓者的な面にも、

バーニー副学長、
初来館！
六月五日、
米国パシフィック大学のバー
ニー副学長が来館し、武藤会長の案内で
「武藤記念室」
を見学、
その後、
同大学の現
況と同大学構内に開設している
「武藤ルー
ム」
の運営状況の説明を受けました。
現在、

二万九千六百三十三名にご利用いただき
ました。
（三）
出版事業
機関紙
「國民會館だより」
を一月、
七月の
年二回、「國民會館メールマガジン」
を年間
二十 八 回 発 行し ました 。また 國 民 會 館
叢書九十八号
『武藤山治とナポレオン』（著
者 武藤治太会長）
を刊行し、
会員はじめ
全国の図書館や国会議員へ二千八百冊を

（単位：千円）

（一）
正味財産計算書

（単位：千円）
平成三十年三月三十一日現在

（二）
貸借対照表

同大学は日米交流の一環として、
日本の六
つの大学と留学提携を行い、
またインター
ンシップ制度で日本企業の研修を受け日
本企業に勤めている卒業生も多いとのこ
とです。
國民會館創立者 武藤山治は、
一八八五
年に同大学へ留学、
学んだことが、
日本での
活躍の礎となりました。現在、國民會館

武藤記念室で説明する武藤会長
（左からバーニー副学長、武藤会長、増谷会員）

鐘紡染織コレクション
公益社団法人國民會館会長武 藤

治太

の温情主義経営を基本として、
また彼自
身の熱と努力によって立て直し、
我が国随
一の高収益会社に育てた人物である事は衆
知の事である。

から、
文学、
芸術、
その他の方面でもいろい

たが、
もともと文学者を志した人であった

家、
ジャーナリストとして多方面で活躍し

当館創立者の武藤山治は、
実業家、
政治

そもそもこの鐘紡コレクションは、
武藤

述べられている。

別冊の
『鐘紡コレクションガイド』
に詳細に

ら刊行された
『鐘紡コレクション』
五冊と、

クションについては一九八八年に毎日新聞か

指折りの染織コレクションである。
鐘紡コレ

ヶ国あまりの染織が網羅された世界でも

らしい希少な小袖や能装束など、
世界二十

院裂などの古代裂、
江戸時代初期のめず

の豪華なタペストリー、
そして日本の正倉

のバティックやイカット、
さらにヨーロッパ

ンデスの染織品、
インド更紗、
インドネシア

内容は、
古代エジプトのコプト裂や古代ア

およそ一万二千点の大収集品である。
その

美術大学の所蔵となっている、
点数にして

現在では倒産した鐘紡の手から離れ、
女子

のが旧鐘紡コレクションといわれる染織の、

さて、
これ等とは別に山治が手掛けたも

通常コプト織は前期（二〜五世紀）、中期

プト教徒によってつくられた染織である。

けてエジプトのキリスト教徒、
すなわちコ

プト裂とは、
紀元二世紀から十二世紀にか

プトのコプト裂のコレクションに出会う。
コ

で、
フランスの地質学者フーケ博士のエジ

正十二年）
世界的美術商、
山中商会の紹介

有名である。
そして明石は、
一九二三年
（大

査研究などに多大な功績を残したことで

日本の染織史、
正倉院伝来の上代裂の調

織の研究に生涯をかけて打ち込み、
世界、

年には同社の山科工場長を務めた。
彼は染

〇年
（大正九年）
に鐘紡に入社し、
一九三四

業後、
同校の助教授を務めていたが一九二

身である京都高等工芸学校の染色科を卒

ろう。
彼は現在の京都工芸繊維大学の前

名前は初めて聞かれる方がほとんどであ

一方明石国助
（一八八七〜一九五九年）
の

山治を動かす

武藤の高い見識と英断により購入は実

い値で即決したのであった。

武藤はコプト裂を高く評価して山中の云

れば山中はそちらへ持っていったであろう。

ーが買う意思を強く持っており、
武藤が断

親から聞いた話では、
大富豪のロックフェラ

ガイド』
には記されている。
しかし、
私が父

行く事を考えていたと、『鐘紡コレクション

考えており、
買手がなければ米国へ持って

となった。
山中商会はあくまで一括売却を

重なコレクションは鐘紡の所有するところ

していた武藤はその場で購入を承認し、
貴

とは深いつながりがあり、
その実力を信用

に懇願したのであった。
以前から山中商会

プト裂約八十点の一括購入を社長の武藤

はその素晴らしさに深く感動して、
このコ

のコプト裂のコレクションに出会った明石

埋葬された屍衣の断片といわれている。
そ

明石国助の染織品への情熱と執念が

ろな足跡を残した事は皆さんご承知の通

山治と染織研究家の明石国助
（染人）
両人

（五〜八世紀）
、
後期
（八〜十二世紀）
に分け

現したのであったが、
それを申し出た明石

山治が手掛けた「鐘紡コレクション」

特に美術品の収集については、
この場で

の出会いから始まった。
武藤山治は、
三井

られているが、
これらは地中海文化の影響

山治の美術品収集

もかって書かせて頂いたが、
与謝蕪村の研

財閥のお荷物であった赤字の鐘紡を独自

赤地人物文毛綴織
（コプト裂）

究と収集では我が国における先駆者であ
山など琳派の収集でも一流であった。
特に

った。
それ以外にも俵屋宗達、
尾形光琳、
乾

糸、
中国からの絹糸なども用いられ、
技術

たが、
その後シリアから入って来たウール

である。
初期には亜麻糸による綴織であっ

を受けた綴織による古拙な絵模様が特徴

ている。
明石はパリでコプト裂や古代アン

の調査に加え、
古い染織品の購入を実行し

は、
欧州へ何度も出張して欧州の市場動向

く評価しなければならない。
その後明石

の染織品に対する強い情熱、
執念こそを高

て世に出したのが山治であることは余り

った乾山の焼物に注目して、
これを収集し

明治、
大正時代ほとんどかえり見られなか

を高めていった。
そもそもこれらはコプト

デスの染織、
ヨーロッパのタペストリー、
レ
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教の中心地であったアクミムなどの墓地に

りである。

國民會館
だより
知られていない事実である。

武藤会長
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のであった。

にも活用され、
鐘紡の業績拡大に貢献した

研究に大いに寄与したが、
鐘紡の商品開発

ースなどを入手している。
それらは染織の

館となった。

のやむなきに至り、鐘紡繊維美術館も閉

年
（平成十九年）
カネボウ株式会社は解散

決算という不名誉な理由により、
二〇〇七

る伊藤淳二による放漫経営の結果、粉飾

舞子公園文化セミナー

武藤山治ゆかりの地
大阪を訪ねる

始 ま り 、平

安時代から

熊 野 詣での

上陸地であ

が、朝鮮動乱を契機として業績は回復し

により大きな損害を被った鐘紡であった

次郎との関係を思い出す。
第二次世界大戦

くった倉紡における大原孫三郎と児島虎

拡大政策をとり、
一部化粧品事業などは社

なった伊藤淳二のペンタゴン経営は無謀な

るが、
一九六八年
（昭和四十三年）
に社長と

鐘紡の破綻について詳述する事は控え

鐘紡は破綻したが散逸を免れた
「鐘紡コレクション」

ミナ ー が 、

館の見学と周辺の大阪の史跡をめぐるセ

田学園女子大学名誉教授）
による國民會

（園
十月二十一日、
歴史家 田辺眞人先生

した。國民會館では會館設立の経緯と現

野街道起点碑、
武家屋敷跡などを訪ねま

着 場 跡 、熊

八軒家浜船

わっていた

が到着し賑

り 、江 戸 時

て、
一九五三年
（昭和二十八年）
から収集を
業に貢献したが、
肝心の繊維事業では時代

県 園 芸・公

（公財）
兵庫

武藤と明石の関係は、大原美術館をつ

念願の鐘紡繊維美術館が開館

再開した。
特に戦後社長となった山治の子

な設備投資を行ったが、
販売面で大きくつ

の推移を見あやまり、借入金による巨大

事 務 所 ）の

子公園管理

園 協 会（ 舞

なお舞子公園には、
旧武藤山治邸
（国の

念室の見学があり、
最後に大ホールから望

大阪城に関するレクチャーと武藤山治記

在の活動の説明を受けたのち、
田辺先生の

登録有形文化財）
が移築され、
一般公開さ

む大阪城を背景に記念撮影を行いました。

れておりますので、
是非見学ください。

主催で開催
た 。セ ミ ナ
めぐりから

ー は 、史 跡

されまし

ら三十石船

代には京か

息、
武藤絲治は、
父親の遺志をついで染織

〜國民會館見学と
大阪の史跡めぐり〜

美術館の設立を構想して染織の収集に力

まずき、
慢性的に赤字を累積させ、
ついに
に支援を仰ぎ、
調査の結果次々と粉飾決

二〇〇四年
（平成十六年）
に産業再生機構
算が明らかにされ、
ついに二〇〇七年
（平成

デス裂、
日本の染織を三本の柱として積極
的に収集を続けたのであった。
目標以外に

十九年）
に解散したのであった。

を入れた。
具体的にはコプト裂、
古代アン

も戦後の社会変動の中で、
大名家に伝わっ

私が心配していたのは、
このような混乱

た能装束や能面、
その他著名な染織品が
集まってきた。

の中で鐘紡繊維美術館の所蔵品がどうな

業再生機構の方針であったので、
おそらく

ったかであった。
それについてはその行方は

何等かの形で売却される事は覚悟してい

一九八六年
（昭和六十一年）
鐘紡は大阪の

ら選択して、
展示、
公開していた。
私もその

たが、
売却された場合一番おそれていたのは

都島に念願の鐘紡繊維美術館を開館し

間 何 度か

分散する事であった。
幸い能装束、
能面と

長い間わからなかった。
何でも金に換えら

同美術館

重要文化財の小袖を除き、
二〇〇九年
（平

れるものは早急に処分するという事が産

を訪問し、

成二十一年）
に片岡球子や三岸節子を生ん
八月二十九日、
パシフィック大学図書館

するまで、
春秋の年二回コレクションの中か

館 長であ

だ女子美術大学が一括して購入し、
相模原

に全面的

ンチ ー ム

た。
そして一九九九年
（平成十一年）
に休館

った 佐 野

のキャンパスの中にある
「女子美アートミュ

部長のメリー・サマービル博士と国際プロ

る計画とのことです。
國民會館では、
山治

デジタル

の足跡を

化するた

す。

る予定で

に協力す

ダ クショ

めの プロ

築に伴うもので、
新しい
「武藤ルーム」
では

ありました。
パシフィック大学の図書館改

メリー図書館長、
ライアン国際部長が来館

VR環境を整え、
資料のデジタル化を進め

正 男 氏か

グラムディレクターのライアン・グリフィス

パシフィック大学

らいろい

ージアム」
に大切に所蔵されている事がわ

武藤ルームの移転

ろとご教

氏が来館し、「武藤ルーム」
の移転の提案が
地下の武藤山治、
明石国助ももって瞑す

かり、
安心したのであった。
るところではないかと思っている。

豊臣氏大阪城内武家屋敷跡の説明

会長の説明を受けるお二人

武藤山治記念室の見学

示 を 頂い
長 年に 亘

た。
しかし

旧鐘紡繊維美術館

國民會館 顧問

田中 卓先生 ご逝去

大阪で生まれ、
昭和十七年に浪速高校

先垂範の指導を三十年近く続けられたの

するため私費で
「伊勢青々塾」
を開設し、
率

れた。
さらに恩師に倣って有志学生を鍛錬

三十九回開催されたのである。

を快諾して、
同十二年まで毎月連続して百

後顧問）
田中先生が、
武藤治太会長の要請

先生は昭和五十五年五月より三十八年

去
（九十四歳）
されました。

平成三十年十一月二十四日
（土）
未明に逝

元皇學館大学学長の田中卓名誉教授が

分扱いされた。
そのため、
大阪へ帰り府立図

で、「皇国史観」
を鼓吹した学派として村八

論壇から、博士のみならず門弟の人々ま

責任を感じて退官されると、
戦後の学界・

主任教授の平泉澄博士が、祖国の敗戦に

けれども、東大で師事された国史学科

そうした懸命の努力が徐々に共感を呼

講演会を行われたのである。

國民會館の一隅に置き、
積極的に研修会や

に
「新教育懇話会」
を作り、
その事務局を

である。
先生は盟友の市村真一博士らと共

西で最も大きな協力をしたのが國民會館

その教育正常化活動を進める際に、関

それは、
先生の御病気（左半身不随）
に

名前後が熱心に受講し、
活発な質疑も交

名な学者やマスコミの人々も含めて、
二百

て懇切に説明された。
そのため、
各地の著

するため、
毎回十数枚のレジュメを用意し

著も縦横に駆使して、
確実な史実を解明

史の文献史料も発掘資料も最新の研究論

の四十年近い間、
苦難の連続であった。

を卒えて東京帝国大学へ進み、
学徒出陣で
である。

間に亘り理事そして顧問として會館運営
書館・阿倍野高校・大阪社会事業短期大

び、
昭和四十一年
「建国記念の日」
、
また同

より一時中断したが、
平成十二年秋再開さ

その内容は、
単なる講演ではなく、
古代

海軍経理学校の教官を務められた。

に多大な貢献をされました。
特に先生の武

学に勤めながら、古代上代史の実証的な

五十四年
「元号法」
、
さらに平成十一年
「国

れ、
第一五〇回
「日本の建国史―三替統合

（享年九十四歳）

藤記念講座
「古代史セミナー」
は通算一五

研究論文を一所懸命に書かれても、
それを

旗国歌法」
が成立した。
それに多大な貢献

して、
次々と力作を発表された。
とくに昭

日本紀研究』『藝林』『神道史研究』
を創刊

正当に理解し評価する声が高まってきた。

の風潮が変わり始め、
先生の研究と評論を

しかも、
昭和の終わり頃から、
学界・論壇

1月 日
（土）

平成三十一年の武藤記念講座

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

されたに違いない。

歴史学者として晩年の先生が最も欣びと

わされた。

〇回を数える看板講座でした。
載せてくれる雑誌がない。

心からのご冥福をお祈り申し上げます。

の精華―」
で大団円を迎えた。
この快挙は、

和三十二年から七年間、
月刊
『日本上古史

著作集』
・全十二冊
（国書刊行会）
、『田中卓

それに応えるため纏められたのが、『田中卓
その間に纏められた
『神宮の創祀と発

評論集』
既刊四冊（青々企画）
、『続・田中卓
著作集』
・全六冊
（国書刊行会）
などである。

述する好機となったのが、
平成元年から國

さらに、
その研究成果を一般の人々に講
しかも、先生は研究者としてだけでな

れ た（ 以

めてこら

理事を務

く当館の

れは長ら

な い 。こ

ほかなら

民會館で実施された
「古代史セミナー」
に
力された。

く、
教育者として祖国の再建に一所懸命尽

文学博士を授与されている。

年
（一九六〇）
國學院大學から旧制最後の

展』
などが斯界で高く評価され、
同三十五

研究』
を単独で出し続けられた。

そこで、
先生は数少ない有志と共に、『続

をされたのが、
田中先生にほかならない。

田中卓先生と國民會館
所 功

京都産業大学名誉教授

たとえば、
日教組全盛の教育界を正常

二十五年間
「日本教師会」
の会長を務めら

化するため、
昭和三十八年
（三十九歳）
から

眠された。
大正十二年
（一九二三）
十二月十

れた。
また真正な日本人を育成する拠点

田中卓先生が奥様に看護られながら永

二日のお生まれだから、
あと半月余で満九

として皇學館大学の開校に尽力し、要職
（文学部長六年・学長八年など）
を歴任さ

十五歳の天寿を全うされたことになる。
しかし、
先生のご生涯は、
とりわけ戦後

公益社団法人國民會館会長 武藤

治太 氏

龍谷大学教授 李

相哲 氏

拓殖大学教授 ぺマ・ギャルポ 氏

功氏

英輔 氏

4月6日（土）

5月 日
（土）

6月 日
（土）

6月1日（土）東京会場

京都産業大学名誉教授 所

元国税庁長官 濱本

3月9日（土）

「リスクの最小化に向けた取組」
自由民主党サイバーセキュリティ対策本部長高市 早苗 氏

2月9日（土）

「緊迫の国際情勢と日本の針路」
元外務省事務次官 薮中 三十二 氏

26

25

15

所功理事

社会への貢献

〜ボーイスカウト活動を通して

の活動をはじめ、
イギリスから世界各国に

得ながら
「行うことによって学ぶ」
教育を

に分け、
成人指導者の間接的な
「支援」
を

制教育」と呼ばれる少人数・異年齢のグ

広がることになります。
ボーイスカウト日

行います。
多くの方が思い浮かべるボーイ

にこの本を役立ててもらうというのが狙い

本連盟のホームページには、
現在では世界

青年期までの各年齢層に則した活動単位

九割の方が知っているとの回答。
ところが

スカウトの姿は、目的を達成するための

ループや
「進歩制度」
を利用し、
幼年期から

昨 年の八
「活動内容をご存知ですか？」
の質問には、

百六十九の国と地域で約四千万人が活動

「教育」
なのです。
そして、
少年少女たちが

少年達が自発的にボーイスカウトとして

月、國民會館
約二割の方からしか知っているとの回答が

をしていると記載がされています。

だったようです。
ところが、
この本を読んだ

の講演会をお
得られなかったそうです。
どうやら、
多くの

日本では、
一九二三年
（大正十二年）
十二

伸太

休みして、『第
方々にとってボーイスカウトとは、
存在は

月に神戸・須磨で活動が始まりました。
そ

理事武 藤

十七回日本
知っているが内容は知らない「なぞの集団」

れを記念して、
須磨浦公園の一角にはウル

をしているわけです。

社会で役立つ人物になるように日々活動

スカウトジャ
「怪しい集団」
と思われているようです。

る際に、「ボーイスカウト活動は遅効性で

ンボリ ー 』に

ウト年齢以下の少年達のために作った部

す」
とお伝えしています。
勉強やスポーツで

私は指導者として保護者の方に説明す

最後に

ボーイスカウトは、
イギリスの軍人だっ

門の名称。
現在の日本のカブスカウトに当

すと、
努力した結果が早い段階で点数や勝

フカブ
（ベーデン・パウエル卿が、
ボーイスカ

たベーデン・パウエル卿が、
一九〇七年にイ

たる。
）
の銅像がたっています。

成り立ち

度、
青少年の自立的成長を促すことを目

ギリス・ブランシー島で、
二十人の少年達を

ンプや、
街頭での募金活動などが思い浮か

的には、
冒頭のジャンボリーのようなキャ

続いて約三十年ぶりの参加です。

おり、
ジャンボリーには、
第八回・第十回に

から、
このボーイスカウト活動に参加して

が集まり開催されました。
私は小学校の頃

ト及び成人指導者、
あわせて約一万三千人

にて、
日本国内及び海外数カ国からスカウ

月四日から十日の六泊七日、
石川県珠洲市

最大の国際キャンプ大会です。
今回は、
八

カウト活動を実践する、
国内スカウト運動

題視されていたため、
そ

若 者の心 身の荒 廃が問

国民、
特に労働者階級の

当時のイギリスでは、

た。

につけさせようとしまし

性、
リーダーシップを身

年たちに自立心や協 調

させ、「遊び」
を通して少

のゲームなどの中で発揮

や自然観察、
グループで

の旺盛な冒険心や好奇心を、
キャンプ生活

（少年のための斥候法）
」
を著し、
少年たち

に、
翌年
「スカウティング・フォア・ボーイズ

なっています。
このキャンプでの体験をもと

基盤に、「野外」
での活動

かいとおきて」
の実践を

め、
ボーイスカウトの
「ち

この目 的を 達 成するた

スカウトの
「目的」
です。

文に書かれているボーイ

グ・フォア・ボーイズの序

これは、
スカウティン

なることなのだ。
」

けができるよ うな 人に

を求める人たちに手 助

に、
国のために働き、
助け

境に住む人、探検家、開拓者と同じよう

だけではなく、
君たちがあこがれている辺

目的は、
ただ楽しんだり冒険をしたりする

「有能で腕のいいボーイスカウトになる

と思っています。

ボーイスカウト活動に参加してもらいたい

きるような人物になるために、是非とも

い、
少年少女たちには、
国や社会に貢献で

ウトの教育活動について正確に知ってもら

減少をしています。
多くの方にボーイスカ

少年たちの数は、
少子化の影響などで年々

残念ながら、
ボーイスカウトで活動する

せん。

にならないと結果は分からないかもしれま

のが何年も先になります。
それこそ、
大人

ボーイスカウト活動では、
結果が出てくる

日本スカウトジャンボリーは、
四年に一
的に、
全国の中学生を中心としたスカウト

集めて実施した実験キャンプがキッカケに

ボーイスカウト日本連盟が一般の方にア

れを改善するために、
既

やゲームを 通じて、「 班

体なのか皆さんはご存知でしょうか？一般

ぶと思います。

編 集 後 記

ところで、
ボーイスカウトがどの様な団

ンケートを実施したところ、「ボーイスカウ

存の青少年団体の活動

す。

國民會館 職員一同

今年もよろしくお願い申し上げま

明けましておめでとうございます。

トの活動をご存知ですか？」
の質問には、
約

敗といった目に見える 形で現れますが、

が集まり、
キャンプ生活を通して日頃のス

目的

参加をしました。

武藤伸太理事

旧武藤山治邸の絵画
公益社団法人國民會館会長武 藤

治太

武藤山治は与謝蕪村の蒐集と研究で

今も展示している絵画
われる。
それが証拠に鹿子木にわざわざ

ため、山治は特に応援していたように思

山 治 の 弟 佐 久 間 時 三 郎 と 同 門 だった

岡 山 県の 出 身であ る が 、画 家であった

有名であるが、
一方黎明期の我が国洋画
自 分が崇 拝する「 リンカーンの肖 像 」を

旧武藤山治邸内で

家 を 育てる 事 に 極 めて 熱 心であった 。
描かせていることからも窺える。満谷も
岡 山の出 身で、鹿 子 木 と 同 様に近 代 洋

この事は余り 知られていないが、舞 子の

をなした人物で、山治はこの山本に早く

の出 身で、絵 画だけでなく 版 画でも一家

画の先駆者の一人である。山本は愛知県

旧 武 藤 山 治 邸 内には当 時の新 進 画 家で

から注目していたようである。

残 念ながらこの二点は鐘 紡が困 窮して
産 業 再 生 機 構の傘 下に入った際 、「 何で
も金になるものは売り払う」
という馬鹿

の時まで生活していた、大丸百貨店の設

計で有 名なメレル・ヴォーリズによる 元

神戸YMCA代表の役宅であった邸宅の

食堂には、有名なミレーの
「落穂拾い」
が

掲げられていた。
勿論これは模写であった

が、作 者は向 井 潤 吉である 。山 治はこの

向 井と 伊 藤 慶 之 助の才 能を 見 抜き 、両

人をパリまで留学させたのであった。
その

条件は、両人に対して約三年間ルーブル

美術館に毎日通い、
ただただ名画の模写

に没頭する事を命じたのである。勿論パ

リへの渡 航 費 、生 活 費はパトロンとして

山治が負担したのであった。

両人は毎日ルーブルで切磋琢磨し、出

来上がった作品を山治の元に送ったので

げた方 針の下 、
オークションで売り 払わ
れてし まった。私は 後になってこの事に

山治邸には今は無くなってしまっている

さて山治は、当時の中堅の画家の作品
を 買い上 げ 応 援 していたのであ る が 、

間 際の昭 和二十 年八月六日の神 戸 空 襲

ていたのであった。
しかし 惜し くも 終 戦

の代 表 作はほとんどが当 家に保 管され

他に後年有名な画家となる向井の前期

あった。前 出のミレーもその内の一点で、

「リンカーンの肖像」 鹿子木孟郎 作

気 がつき 何 と か 阻 止 し よ う と し たが 、
残念ながら力が及ばなかった。
おそらく
ターナーは 海 外に移 出してし まったと
思われるので、
なんとか岡田の作品を買
い戻せぬかとこの十 年 来オークションに
目をこらしているが、なかなかお目にか
かれない。
いずれそれに代わるものを 私
が提供したいと思っている。

鼎（１８８２〜１９４６）
の三 人の 堂々

が、有名な英国のターナーの霧中の船を

かのこぎたけしろう

ある 鹿子木孟郎
（１８７４〜１９４１）
、

たる 作 品 が 展 示 さ れている 。すな わ ち

描いた作品と、
日本洋画界の先駆者黒田

それとは全く別に若手の新進の洋画家を

新進洋画家のパトロンとなった

鹿子木の作品は
「リンカーンの肖像」「裁

清輝の弟子三羽烏の一人、岡田三郎助の

武藤山治

縫 する 老 婆 」「 女 神 」、満 谷 は「 風 景 」、

本格的に援助していた。私は小学二年生

武藤会長

薄 物をまとった上 品なヌードがあった。

かなえ

鐘紡が売却した絵画
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満谷国四郎
（１８７４〜１９３６）
、
山本

國 民會館
だ より
また山本は
「人物」
などである。鹿子木は

「女神」 鹿子木孟郎 作
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肖像画の代表作であるといわれている。

た。
そして当會館の武藤像はまさに彼の

物で、特に彼は肖 像 画の第一人 者であっ

並んで黒 田 清 輝の三 羽 烏 といわれた人

和田英作といい前出の岡田、藤島武二と

後に祖父の肖像画が掲げてある。作者は

ある。

始めとする国内外戦没者への慰霊等々で

い人々との交流、
被災地への訪問、
沖縄を

亘る真摯な行動、
具体的には社会的に弱

平 成の天 皇 、皇 后 両 陛 下の三 十 年にも

く 考 えてみる と 、多 くの 人々が 認 める

決して他国が真似できない我国固有の遺

も途切れることなく継承された文化は、

今や日本文化そのものであり、千三百年

がよいかの問題ではなく、
日本の天皇制が

和制に変貌した。
肝心なことは、
どの体制

は君主制であったが、今では共産国や共

中国、
ロシア、
フランス等の大国も嘗て

産であるとの認識であろう。今後とも是

ではないが、
その堅実な作風は高く評価

画（桃）」
は焼失を免れ、現在國民會館の

あるゴヤの
「婦人像」
とシャルダンの
「静物

に送っていた。
幸い彼の作品の内、
代表作で

同様に、
ルーブルにおける模写作品を日本

象を検証すると、平成の天皇の退位意思

天皇の即位を見て来た今日、
この間の事

一日、国を挙げての祝賀ムードの中、今上

四月、
平成の天皇陛下の退位に続き、
五月

を問われる機会にもなった。
平成三十一年

直す契機となり、更に天皇陛下への
「信」

って現行の天皇、
天皇制について深く考え

意思表明
（おことば）
は、
国民一人一人にと

平 成二十 八 年 、先の天 皇 陛 下の退 位

退位意思表明

存在感、
そのものである。
先日、
アメリカの

く、国に
『品格や重み』
をもたらす特別の

政 策 執 行 者への牽 制などの次 元ではな

は
『幸せ』
なことではないだろうか。
対最高

繁栄を祈られる天皇をトップに戴くこと

世界の平和を願い、国民の安寧と国家の

（首相）
以外に、
政治を離れ、
広い視野から

れた 。国 民 に とって 、最 高 政 策 執 行 者

え、称賛を受けるまで成果を上げて来ら

一層のご努力も加わり、
国民から共感を超

に示し、
先述の平成の天皇、
皇后両陛下の

行動を起こし、『象徴』
の何たるかを国民

御自身、多くを語ることなく身を持って

国民の戸惑いもさることながら、
天皇陛下

いと切に願う今日、
此の頃である。

任と役割を果しえる国であり続けて欲し

下、我国が今後とも世界の中で応分の責

けたこの身にとって、
新しい令和の天皇の

昭和、
平成、
令和と三代に亘って生を受

きかと考える。

乃至女系天皇への道も開かれてしかるべ

は必要である。最も関心の高い女性天皇

は守られた。
時代の変化とともに、
手直し

特例法で対処された。「終身在位」
の基本

平成の天皇の今回の退位は、
一代限りの

非堅持していきたいものである。

され、関西画壇を代表する画家の一人で

表示の時、国民の約八十％の支持を得た

トランプ大統領が国賓として来日、宮中

天 皇の 憲 法 上の 立 場 は『 現 人 神 』から

昭和の実業人

こと 、
一方 今 上天皇を 祝 う一般 参 賀 者が

で緊張の面持ちで今上天皇、皇后両陛下

時代の変化とともに手直しは必要

いずれにしても 明 治 、大 正 、昭 和にか

十四万人余りにも達したこと等々から推

と接する姿を見て誇りに感じた人は、私

『国民統合の象徴』
へと大きく変化した。

ご承知の通り、
先の大戦の敗北を受け、

天皇制は日本文化そのもの

『新天皇即位』
に際して

けての実業人は趣味が多岐にわたってお

測して、
今では天皇、
及び天皇制は国民の

一人ではないと思う。
これぞアメリカの著

康 夫（埼玉在住）

り、また若い芸術家を育ててやろうとい

強い信頼のもと、
我国に定着していること

名な政治学者、
ジョセフ・ナイ氏が唱える

正会員脇

う太っ腹な面をかかえていた。武藤山治

が証明された様に思われる。
では、
この信

「ソフトパワー」
である。

多彩な趣味をもつ明治、
大正、

館に多数保管されている。

あり、
彼の作品は西宮市の大谷記念美術

私の部屋を飾っている。
伊藤は向井程著名

美術館にある。
一方伊藤慶之助も向井と

の絵シリーズで有名になり、
作品は各地の

しかり、
クラボウの大原孫三郎しかりで

頼はどこから来たのであろうか。
よくよ

脇康夫氏

天皇、天皇制を考える契機となった

ある。余談であるが、私が毎日座っている

てしまったのである。
向井は戦後古い民家

により、建物と共に向井の作品は焼失し

「婦人像」 伊藤慶之助 作

パシフィック大学の

プロダクトチーム来日
パシフィック大学は山治の母校
当 館 創 設 者 の 山 治 は 、明 治 十 八 年
（１８８５）慶應義塾卒業後、
学友二人と
ともに渡米、
当時サンフランシスコ郊外の
サンノゼにあったパシフィック大学で、
寄宿
生の給仕の仕事をしながら大学の講義に
通い、
深夜まで勉強するという苦学の生活
を二年間経験しました。
帰国後すぐに
『米

制作プロジェクトを立ち上げ、去る三月

パシフィック大学は、
デジタル・メディア

綿業倶楽部の花崎正男専務理事など多く

れている神戸大学の平野恭平准教授、
日本

授の宮本又郎先生、
日本紡績史を研究さ

街や京都で日本文化のコンテンツの収集を

二十九日から四月三日まで六日間、
メリー

の方々のご協力を得て、
山治の人生哲学、

コンテンツの収集に協力することになりま

図書館長を団長に、
ジョシュ教授、
ミラジィ

経営理念、職場改 革 、政 治 理 念 、教 育 理

行いました。
また武藤会長を始め、
大阪企

准 教 授 、ジェレミー・イノベーションコー

念などのインタビューを実施いたしまし

した。

ディネーター、
そしてライアン国際部長の

た。
なお制作チーム来日期間中は大塚融

業家ミュージアム館長で大阪大学名誉教

五名の制作チームが来日しました。
制作チ

理事、山中譲会員、小倉多佳子会員の協

デジタル・コンテンツの収集

ームは、
山治を
「文化財の保護、
ビジネスと

国移住論』
を著したり、
新聞広告の取扱業

力で、
当初の計画通りの成果を得て無事

などを行い、
明治二十六年
（１８９３）
三井

その帰途、
母校のパシフィック大学に立ち

が出来るよう準

リーへのアクセス

大 学のライブラ

ら パシフィック

です。國民會館では、會館ホームページか

いただいており、
今年度中には完成の予定

向けて、順調に作業が進んでいると連絡

した資 料を整理し、山 治ミュージアムに

現在、
パシフィック大学では、
日本で収集

企業家精神、
政治活動」
の三つの側面で捉

銀行の中上川彦次郎にスカウトされ、
翌年

寄り、
中国、
東洋の書籍を購入してライブ

代表として、
ワシントンで開催された第一回

から鐘ヶ淵紡績
（鐘紡）
の兵庫工場の建設

ラリーを作るため多額の寄付を行い、
それ

終了しました。

を任されます。
鐘紡に移った山治は、
その

が今も武藤基金として残っております。
ま

え、
日本の名所
（１８８０年〜１９３０年）

後家族主義的経営スタイルで労使関係を

た國民會館は、
日米の相互理解を促進す

国 際 労 働 会 議（ I L O ）
に参 加します。

変革したり、
様々なアイデアで鐘紡を日本

るため、
大学の図書館内に設置の
「武藤ル

順調に進んでいるデジタル・メディア制作

一の繊維会社に発展させ、
実業家として大

ーム」
に、
毎年の運営費用を負担しており

や山治の足跡を３６０度ビデオカメラな

成功することになります。

どを使って撮影すると共に、
音声データの

さい。

ただきたく 思い

の作 品をご覧い

の 皆 様 も 、今 回

ます。
是非、
会員

備を進めて参り

ま す 。ご 期 待 下

留学生である山治の業績をデジタル化して

ゆかりの施設、
大阪歴史博物館、
大阪企業

収集を行いました。
國民會館を始め、
綿業

家ミュージアム、
NHK大阪放送センター、
資料の収集、
さらに大阪の天神橋筋商店

神戸大学付属企業資料総合センターでの

永遠に残していき、
また学生がデジタル・

来 日し、パシフィック大 学の日 本 人 初の

メリ ー 図 書 館 長とライアン国 際 部 長が

昨年六月にバーニー副学長が、
八月には

山治の業績をデジタルで保存

ます。

山治は、
大正八年
（１９１９）
雇用者側

綿業会館を説明する花崎専務理事

会館、
舞子墓園、
旧武藤山治邸などの山治
メディア制 作を 体 験 学 習できる 設 備の
企画が、
武藤会長に示されました。
國民會
館は、
今回の企画を全面的に支援すること
を決定し、
山治やその時代の日本に関わる

取材をうける宮本館長と平野准教授

大阪城を背景に記念撮影

母校に多額の寄付をした山治

山治が学んだパシフィック大学

武藤山治と蕪村

＿

県立舞子公園旧武藤山治邸

武藤サロン
＿

三月二十四日、
武藤会長は県立舞子公
園にある旧武藤山治邸で山治の追悼講演
（四）記念室展示事業

（平成三十年四月一日〜三十一年三月三十一日）

平成三十年度 事業のご報告

一．
会員の状況

藤山治関係資料はパソコンで迅速に検索

名（前年度比二十四％増）
でした。
なお武

ため『 蕪 村 画 集 』を 自ら 発 行しておりま
べ二千九百十六名（一回平均二百八名）
が

武藤記念講座は、
年間十四回開催し、
延

を進めることが決まり、来年度には完成

フィック大学の
「武藤ルーム」
のデジタル化

評論家 江崎

元警察庁長官 米田

壯氏

作曲家 吉田

平氏

進氏

えり子 氏

評論家 石

参議院議員 山谷

日（土）東京講演会

月7日（土）

日（土）

月

月

月5日（土）

「アメリカでの歴史見直しと
トランプ政権」
道朗 氏

9月 日（土）

「万葉集の魅力・再発見」
大阪市立大学名誉教授 毛利 正守 氏

8月 日（土）夏季特別講座

令和元年度 武藤記念講座の予定

※資産合計及び正味財産が前年度比＋11,086千円増加しました。

を行いました。
賛助会員数は、
八百三十名です。

ができ る よ う にな り ま し た 。ま た パシ

「武藤記念室」
の来訪者は千五百六十八

れる山 治が、特に力を入れ蒐 集・研 究し

二．
公益目的事業の概況

平 成三十一年三月三十一日の正 会 員 、

た
「与謝蕪村」
の作品についての講演です。
（一）
講演会事業

今回は、美術コレクターとしても知ら

山治は、
大正時代の終わり頃、
蕪村研究の
す。
これは日本における蕪村研究の最初

107,607
7,905
115,512

-61,712

87,629

-7,732

18,185

87,990
299,966
387,957
409,286

資産合計

予定です。

0
7,905
7,905

7,409
13,920
21,329

固定資産

参加しました。講演テーマは政治・外交・

19,578
0
19,578

三．
決算状況

88,029
0
88,029

経済が九回、
歴史・文化・芸術が五回で、
初

会、
講演会等に大ホールと会議室を提供

1,782
130,957
958
133,697

明治から大正にかけて、
一般的な世評と

特に蕪村の
『夜色楼台雪万家図』
は代

してまいりました。近畿圏内は前年並み

60
0
113
173

めてお招きした講師が八名でした。
また毎
月
「金言」「講演要旨」
を会員の皆様に配布

表作として、展覧会を開く時には欠かせ

でしたが、
圏外からの利用が大幅に伸び、
0
107,075
132
107,207

して蕪村は、俳句においては松尾芭蕉に
劣る。
絵画においては池大雅に劣る。
どち
しました。
（二）
集会場貸与事業

らも二番手であるという評判でした。
しか
し山治は
「そんなことはない」
と積極的に

ないと説明を聞き、満席となった会場で

延べ利用人員は前年度比で十五％増加の

行政機関・公益法人が行う会議、研修

は一様に、
改めて山治の偉大さに感心して

三万四千人となりました。

蕪村の作品を蒐め、
大成功いたします。

おりました。

（三）
出版事業
出光佐千子氏（青山学院大学准教授）

1,722
23,882
713
26,317

（負債の部）
37,936 流動負債
未払金等
1,954 固定負債
退職引当金
39,890 負債合計
87,929 （正味財産の部）
254,034 正味財産 指定
27,433
一般
369,396
計
409,286 負債及び財産合計

19

の
『出光佐三と仙厓〜美にリードされて

（一）
正味財産計算書
（単位：千円）

現金預金
未収金他
計
基本財産
特定資産
その他
計

（資産の部）
流動資産

17

14

23

きた人生〜』
と武藤山治氏
（当館創設者）
の復刻版
『ナポレオン傳』
を出版し、
全国の
図書館や学校等に寄贈しました。
また機
関紙「國民會館だより」、情報通信「國民
會館メールマガジン」
を発行し、
関係機関、
会員等に配布しました。

（二）
貸借対照表
（単位：千円）

10

合計
法人
収益事業
公益目的事業

（１）
経常収益の部
会費・寄付
事業収益
雑収益
収益合計
（２）
経常費用の部
事業費
管理費
費用合計
（３）
経常増減額
差引額

10

11

12

のものです。

講演する武藤会長

組織の官僚化

はじめに

治太

武藤治太会長

さて、私は自分が関わる繊維事業の関

たが、たしか総務の方から「受け入れは

くして東京の義塾の、もう忘れてしまっ

ほしい旨お願いしたのであった。
しかし暫

詳しく示し、どうか慶應にて受け入れて

係で、慶應のライバルである早稲田大学

である。

の執行部と一時付き合いがあった。
「進取

藤との関係等、又写真も付けて相当詳し

全を期して彫 刻の由 来、澤 木 先 生と 武

くお伝えしたのであったが、意外な返事

お断りする」との返事があった。私は万

官僚化されている事には驚いたのであっ

いたが、
その期待は見事に裏切られ、
その

大学とは違う自由な雰囲気を期待して

にしか過 ぎない。
しかも三田の山にあっ

の精神」早稲田大学であるから、国公立

た義 塾の隣に福 澤 諭 吉 先 生は住まわれ

門外漢で、かつて
『三田文学』
で活躍した

澤 木 教 授などの事に興 味がなかった担

に戸惑ったのであった。結局美術について

当者が、余計な仕事が増えるというきわ

は母 校の慶 應 義 塾はそのよ うな事は全
然ないのではないかと思い、私事である

めて官僚的な考えから、文学部の専門家

た。
そんな事があってから何年かして、私

が、ある件をお願いしたのであったが、見

にも何等相談せずに独断で断ったのであ

を合わせているという環境で、まさに学
生は福澤イズムの中に頭から全身つかっ

事に私の期待は裏切られたのであった。

ており、塾生は皆毎日のように先生と顔

なく、彼の卒業時の写真を見ても 数人

公益社団法人國民會館会長武 藤

組 織というものは大き くなればなる
程硬直化して尊大となり、融通がきかな
くなるのが普通である。何故この「國民
會館だより」でこのような事を取り上げ
たかというと、我が國民會館の創設者武
ているようなもので、このような環境に

ギリシャ彫刻の寄付を断られる

担 当 部 署の面 子をこわすという 考えか

ろう。私は、上部から話を持って行くと

自ずと浸透しており、義塾の中で塾生は

具体的に言うと、かつて父金太の事は

おいては、福澤先生の考え方が全社中に
自由にものを言い勉強していたから、組

ら、わざわざ手順を踏んでお願いしたの

この國民會館だよりに書かせていただい
た事があり重複するが、父はギリシャ美

化の最たるものであると、正直言って
「慶

にあまりにも素っ気なく、これこそ官僚

織として官僚化、硬直化するには程遠い

術の研究家であった。父が慶應で師事し

ものがあったと思う。
要するに福 澤 先 生の考える 事が組 織

應 も ブランド化すると 末 端の者 までそ

たのは、若くして亡くなったが俊英とし

れに毒されるのだなあ」と思ったのであ
中、彼はパリで一体のギリシャ彫刻を購

て誉れの高かった澤木四方吉先生であっ

入したのであったが、これは日本にもた

った。

らされたギリシャ彫刻の嚆矢ではなかっ

パに 長 期に 亘 り 留 学 し た。そして 留 学

医学部、法学部、経済学部、商学部、理工

なり、先日は東 京 歯 科 大 学を合 併して

たかと思う。

たが、彼は先生の遺志を継いでヨーロッ

全体に伝わって、塾生は一糸乱れず全塾
を盛り上げていたのであった。

官僚化した慶應義塾

学部、文学部、総合政策学部、環境情報

その後慶應義塾も時代と共に大きく

学部、看護医療学部、薬学部、そして歯

や『福翁自伝』ぐらいは塾生の大部分は

数も少なく、福澤の著書『学問のすすめ』

しいと 思 う。私が学んでいた頃は学 生の

内にどの程度浸透させるかは、非常に難

福澤の建学の精神「独立自尊」を塾生の

展している。
このよ うな 状 況 となる と、

めていくべきと考え、大阪の慶應義塾の

よりも、手順を踏んで組織にのっとり進

にはいきなり慶應の執行部に持って行く

かと考えた。
そこで、
これを寄付するため

させていただくのが一番 良い道ではない

関係を記念して、母校の慶応義塾に寄付

えた結果、矢張り父と澤木先生との深い

おくより、もっと良い方法はないかと考

父山治の先生であり、かつ実業界でも先

まにしていた。
ところがしばらくして、祖

付するまでもないので、しばらくそのま

私はそんな事なら 高 価な美 術 品を 寄

塾員クラブに飾られているギリシャ彫刻

私はこの美術品を自分一人で死蔵して

藤山治が在学していた慶應義塾は、彼が
子 屋に毛の生えた程 度で学 生の数も 少

読んでいたと 思 う。
しかし現 在では『学

出 先 機 関を 通じてこの彫 刻の由 来 等を

輩に当る門 野 幾 之 進さんの祭 事が出 身

問のすすめ』の現代語訳がある時代で、

11

何をかいわんやというのが正直なところ

塾員クラブ正面のギリシャ彫刻

10

学部と の学部を擁する総合大学に発
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入学した明治 年（１８８０年）頃は寺

國 民會館
だ より
13
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の常 任 理 事で現 在 塾 長をされている 長

に偶然隣り合わせたのが、当時慶應義塾

に招待を受け参加した。
その折食事の際

地の三重県で行われた。私もその集まり

うが、是非先生の方でご検討いただけま

頭を 突っ込みたくないと 思われたと 思

な事も絡んでいるので余り難しい事には

頭から拒絶されました。
なかなか専門的

物の写 真 撮 影、状 態などの確 認が行わ

して文学部の担当の先生が来阪され、現

生がお話しいただいたためか、しばらく

検 討したい」との事であった。長 谷 山 先

のであった。

への憧憬」と題する展覧会が開催された

慶應義塾美術史科の伝統について「古代

方吉から今にいたる迄受け継がれている

列席され、この古代彫刻を中心に澤木四

ところが、昨年
（令和2年） 月 日の
各紙報道によれば、政府は付帯決議の㋑
も㋺も見送る代りに、
「結婚後の皇族女
子を特 別 職の国 家 公 務 員と 位 置づけ、〝
皇女〞
という新たな呼称を贈る案が有力
視されている」（読売新聞）
という。
しかし、これは断じて認め難い。「皇女」
とは、歴史上も慣例でも、天皇のもとに生
まれた女子（現在は敬宮愛子さま）
のみを
指す。
それを離籍した元皇族女子の新呼
称として拡大乱用すべきではない。
もし、それらの方々にも皇室の公用を
分担してもらうのであれば、呼称は
「元内
親王」「元女王」
でよく、その位置づけは天
皇直属の
「内廷職員」として奉仕できる道
を開くならよいのではないかと思われる。
ただ、これは皇室衰退
（皇族減少）
を放
びほうさく
任する危機先送りの彌縫策（一時的とり
つくろい）
にすぎない。
政府と国会では、前
述の㋑㋺に関する具体的な管見案などを
参考にして、与野党の合意可能な法改正
が（できれば一年以内に）実現されること
を念じてやまない。

万来舎の正面に飾られている。

現 在 彫 刻は三田の塾 員 専 用クラブの

れ、さらに外部の権威者のお墨付きも出

月８日から 慶 應 義 塾ア

特例法の付帯決議に応える具体案

ない。
このように皇 室は存 亡の危 機にあ
る、
という事実を直視する必要があろう。

ート・スペースにおいて、清家篤塾長も

２０１４年

である。

て、慶應義塾が受け入れる事になったの

せんか」
とお願いしたのであった。

大 変 素 晴らしい話なので早 速 文 学 部の

のような話は初めて聞く。慶應としては

予想していた事であったが、先生は
「こ

谷 山 彰 先 生であった。私はちょっと 場が
計らって「父の遺品である彫刻を是非慶

違うと思ったが、チャンスと思い機を見
應義塾に寄付したいと思い、手順を踏ん

功

専 門 家に図って寄 付を 受けるかど うか

所

では、どうしたらよいのだろうか。
それ
には、平成 年に
「皇室典範特例法」
を衆
参 両 院の与 野 党が合 意 成立させた際の
「付帯決議」を実行する必要がある。
その
決議は、㋑皇位の安定的継承に必要な方
策、㋺女性宮家の創設に関する方策を、
政府で速やかに検討し国会に報告するこ
とを求めている。
そこで、まず㋑に関して申せば、現行典
範の定める「男系の男子」は二代先まで健
在だが、その先も考えると、男子限定から
男子優先に改め、男系女子も一代限りで
即位可能としておく。
このような中継ぎ
の女性天皇は、歴史上に八方おられたか
ら、認められてよい。
しかも、これは三代先
に備えての安全措置である。
ついで㋺に関して申せば、現存宮家を保
持するため、できれば女子の一人は結婚後
も皇族として皇室に留まり生家を継ぎう
るようにしておく。
特に内廷の敬宮さま
は、皇位を継ぐためでなく、両陛下を内側
で支え、皇族としての公務を担い続けら
じきみや
れるように、直宮を立てられる安心措置
が必要である。

筆者は新年から年二回
（４月と 月）

24

で依頼したのであったがあにはからんや

理事

85

12

29

皇室の危機を乗り越えるために

26

京都産業大学名誉教授

39

67

80

97

内廷
（本家）
と宮家
（分家）
の構成者
皇室という日本至高の名家は、
「内廷」
という本家と「宮家」という分家から成り
立っている。
新年正月現在の内廷には、天皇
（ 歳）
としのみや
皇后（ 歳）両陛下と皇女の敬宮愛子内
親王（ 歳）および上皇（ 歳）
・上皇后
（ 歳）両陛下の五方がおられる。
皇室費
のうち、内廷費（人件費・祭祀費なども
含めて年間約３億２４００万円）が充当
される格別な存在である。
一方、現在の宮家は、四家ある。
筆頭の
秋篠宮には、文仁親王（ 歳）
・紀子妃
ひさひと
（ 歳）両殿下と悠仁親王（ 歳）および
眞子（ 歳）
・佳子（ 歳）両内親王がお
37

られる。
しかし、文仁親王が皇太弟として
内廷に移られたら、未成年の悠仁親王で
は当主になれない。
そのため、秋篠宮家を
残す措置として
「皇嗣」と称しながら宮家
当主を続けられる。
しかし、皇族費（四家
合計して年間約２億円）
の一宮家分では不
十分なため、皇嗣家には約３倍増の臨時
措置がとられている。
ついで、常陸宮家には、正仁親王（
歳）
・華子妃
（ 歳）
両殿下のみで、御子が
ない。
また三笠宮家には、故崇仁親王の百
合子妃殿下（ 歳）と故寛仁親王の信子
妃殿下（ 歳）および彬子（ 歳）
・瑶子
（ 歳）両女王がおられ、さらに高円宮に
は、故憲仁親王の久子妃殿下
（ 歳）
と承
子女王
（ 歳）
がおられる。
しかし、この両
家にも相続できる男子がない。
従って、現状を放置すると、男子不在の
宮家が次々消滅する。
また内廷でも、両陛
下を身近に支えられる敬宮さまが数年後
に結婚されたら継嗣不在となる。
さらに
十数年後、
悠仁さまが結婚されても、
男子
に恵まれなければ、皇統は断絶するほか
65

34

19 57

29

12

『未刊論考デジタル集成』全 冊を廉価

10

ROMと複写製本で出版予定
なDVD-

18

60

所理事

87

55

13

86

54

讓

株式会社山中商会 代表取締役

会員 山 中

國民會館、
武藤山治と山中商会の接点

武藤記念講座の思い出
3年半前、十数年ぶりに東京から大阪
理事から國民會館武藤記念講座に参加

に戻ったある土 曜 日の昼 過 ぎに大 塚 融
のお誘いをいただいた。
あいにくこの日は
大 雨 強 風でずぶ濡れとなりながら 講 座

27年）
フェノロサの墓石改修を行い、1

一方、山 中 定 次 郎は昭 和 2 年（1 9

悼法要は盛大に執り行われました。

戦 前に取 扱った藤田美 術 館 所 蔵の絵 巻

されたクリスティーズ・ニューヨークで
物1点（6枚セット）と青銅器4点が1

周忌追悼法会を開催しました。

した日本人記念碑（有力財界人・同業

墓石改 修で支 援・協 力 者の名 前を記

億7400万ドル（約200億円）で落
札されたのはこの典型的な例です。

アーサー・ウェズレー・ダウ、
チャールス・

ストン・ミジョン、ローレンス・ビニョン、

エル・フーリア）が墓前に建立されまし

冊を 若 手 古 美 術 商 2 名の協

更に、自社で製本した資料109冊と

書籍を発行しました。
この書籍は ペー

明石染人の書籍発行
大正 年（1926年）に明石染人の

山中商会が保有する武藤山治著書
（限定版）

ちょうしょう せいかん

昭和3年（1928年）に武藤山治
ジの小冊子ですが、同氏の染織に関する

には第１巻がありますが、番号外なので

（番号入り）発行されています。
山中商会

巻の立派な美術専門書が限定100部

著、三浦秀之助編集で『聴松清鑒』全3
力を得て半年かけてスキャンと写真修正

知 識が詰まっている貴 重な資 料です。山

アルバム

者・親族・関係者）と外国人記念碑（ガ

フランスの地質学者フーケ博士のエジプ

大正 年（1923年）に山中商会は

武藤山治との最初の商い

トコプト裂コレクション 点を購入しま
した。
明石国助
（号、染人 染織の専門家

た。
日本人記念碑には武藤山治の名前も
括 購 入することを 武 藤 山 治に懇 願して

で鐘紡山科工場長）はその素晴らしさに

洋 戦 争 勃 発で米 国の資 産が接 収された

記されています。

丸紅の繊維部門 原料貿易部在職時に

その場で購入を承認されました。
これが
世界屈指の鐘紡染織コレクションの端緒

ため、戦後は事業を縮小して国内のみの
山 中 商 会は我が国の美 術 史の上で貴

欧州向け高級綿糸の輸出取引で大変お
年ぶりに

重な資 料・書 籍・写 真を多 数 所 蔵して

楽 部で開 催された時 代 錦 繍 展 覧 會まで

昭和 年（1936年）に大阪美術倶

お会いでき感激しました。
また、武藤会

おり、令和2年（2020年）日本で開

染織コレクションを取扱っていたので、鐘

となりました。

長と日 本 各 地の繊 維 産 地 談 義をしたの

催された展観図録の中国美術品を約6

紡染織コレクションに加えられた物が中

も楽しい思い出です。

千点抜粋した書籍『山中商会経手中国

にはあるのではないかと推測されます。

古美術商の株式会社山中商会は設立

山中商会の現況
102年（創業221年）となりまし
た。
戦前は米国・欧州・中国に6支店を
有する東洋美術では世界でトップクラス

が完了（約21，
500枚）しました。
令

中商会にこの書籍は複数あったので國民

な 協 力 を 得 た フェノロサ が 明 治

り園城寺法明院に遺骨を埋葬しました。

41

推測されます。

武藤山治から贈呈されたのではないかと

和3年（2021年）末に世界編（仮称）
レベルになることを期待されています。
高 値で落 札される 傾 向にあり、これら

（1908年）ロンドンで客死しました。

近 年 図 録に収 録されている 美 術 品は
の 書 籍 は 美 術 品 取 引 に お いて 出 所

メアリー婦人の強い要望に基づき遺言通

年
（ provenance
）を確認する上で重要な裏
付けとなっています。

この時は山 中 吉 郎 兵 衛が幹 事となり 追

フェノロサの1周忌追悼法会で支援
山 中 商 会 が 米 国 進 出 する 際に 多 大

會館に寄贈しました。

55
平成 年（2017年）3月 日開催
15

の美術商として活動していましたが太平

語の3ヵ国語表記）
を発行しました。

芸術品資料匯編』
（日本語・中国語・英

ホールディングス元社長）と

営業を継続しています。

深く感銘を受けて、このコレクションを一

80

世話になりました安 原 裕 理 事（富 士 紡

に参加したのが懐かしいです。

12

11

15

フェノロサ墓石改修支援協力者の
日本人記念碑

英国王室認定
ロイヤルワラント（御用達）

発行の予定で、中国美術の書籍では最高

47

29

聴松清鑒

40
『世界織物歴史概要』贈呈式
武藤会長
（左）
と山中社長（右）

NHK岐阜で放映

歳でした。
日本の資本主義の生みの親の

リストの標的とされ、銃弾に倒れる。
享年

社会正義を貫いた。
しかしこの行動がテロ

抱き、帝人事件を糾弾するなど、舌鋒鋭く

海津市が生んだ偉人
「武藤山治」
当會館創設者 武藤山治の郷里は岐阜
県の海津市平田町で、濃尾平野の三大河
川である揖斐川、長良川、木曽川の合流す
る地点にある県南西部の町です。
昨年 月
日、
ＮＨＫ岐阜局の番組『まるっと！ぎ

ふ』の偉人紹介コーナー「タイムスリッパ
岐阜」
で、武藤
山治を取り上
げることにな
り、武藤会長
の取材や関係
資料の提供で
全面的に協力
しました。

一人であり、政治を中心に国の行方を憂
え、博愛と正義を貫いた武藤山治は、実業
家であり、
政治家であり、
ジャーナリストで
した。

は、慶應義塾からアメリカに留学。
苦学し

り込みながら
「海津市に生まれた武藤山治

民の政治教育や啓蒙活動を受け継いでい

想から、晩年に創った國民會館は、今も国

治意識を高めることが必要であるとの理

國民會館叢書ご案内

武藤山治が時事新報社で「番町会を

暴 く」の連 載を開 始したのは昭 和 9 年

言」 篇の中から 篇を厳選し「国家論」

間にわたり毎月執筆した會館の主張「金

武藤会長が2012年8月より8年

取引に着眼し、記事は大きな社会問題

界人を巻き込んだ帝人株のインサイダー

受けることになった山治は、政・官・財

福澤諭吉が創設した同社の再建を引き

（1934年）正月のことでした。恩師、

「経済論」
「人物論」などをジャンル別に

3月9日、彼は自邸を出たところで凶

となりました。しかし 疑 惑 報 道 直 後の

令和2年4月1日〜9月 日

まゝ」にちなみ命名しております。

上期の事業状況
1．会員の状況

弾に倒れたのです。

編集し上梓しました。題名は創立者の武

新風書房刊 A5 判 254 頁
1500 円（税込・送料別）

藤山治が時事新報に連載していた「思う

國民會館の主張
「金言」
第1巻

めております。

記念室展示事業は予定どおり進
上期は 名の入会があり、9

3．収益事業

4．正味財産の増減

り確保できました。

土地貸与による収益は計画通

月 日現在の会員は777名で
す。

新 型コロナ感 染 症の影 響で、

2．公益目的事業

圧縮により支出の削減に努めま

収入が大幅に減少し、諸費用の

収益の部で集会場貸与事業の
6月の講演を中止せざるを得ま

したが、僅かに赤字となりまし

武 藤 記 念 講 座 は 4 月、5 月、

染防止対策を講じて4回開催し

5．今後の見通し

た。

せんでした。なお7月からは感

業も、
感染症の蔓延で予約のキャ

ております。また集会場貸与事

しており、通期の事業計画の達

新型コロナの感染が再び拡大
状況は前年の ％減少という大

ンセルが相 次 ぎ、ホールの利 用

成は厳しいと想定しております。

48%

また社会正義を貫くためには国民の政

て日本に戻り三井銀行に入行。
紡績業で低

ます」
と紹介されました。
前には、日本を代表する彫刻家朝倉文夫

『武藤治太の
「思うまゝ」
』
武藤治太著
幅な落ち込みでした。出版事業、

経 常 費 用 117,622 千円 56,639 千円

番組では武藤会長のインタビューを織

迷していた鐘淵紡績（カネボウ）の社長と
法は博愛主義経営。
当時奴隷同様に扱わ

が制作した武藤山治像が建てられ、
歴史民

現在、海津市の生涯学習センター玄関

れていた女工を家族として扱い、寄宿舎や

俗資料館には山治の掛軸が保管されてい

なり、世界的大企業に押し上げた。
その手

食事等を充実させ、病院、保育所、娯楽堂

ます。
武藤山治の掛軸

の設置や病災救済のための日本初の共済
組合設立など、労働環境の改善につくし、
社長辞任に際しては留任運動まで起こる

武藤山治像

（注）「何人も人壱倍の事為するあらざれば、

A5 判 59 頁
400 円（税込・送料別）

▲433 千円

7,060 千円

経常増減額

ほどだった。
その後政界に進出した山治は
8年間活躍した後、福澤諭吉が創設した
時事新報社の再建を任され、ジャーナリス

一倍の人と為ること能わず」
武藤山治

45%

11

トに転身。
そこで政官財の癒着に危機感を

『武藤山治と帝人事件』
武藤治太著

経 常 収 益 124,682 千円 56,206 千円

岐阜県海津市

國民會館叢書 101 集

執行率

績

実

算

予

22

70

目

科

16

30

90

30

67

10

武藤山治と美術

松方デフレで
文学者の夢を断念した山治

治太

武藤治太会長

む。

たわら 学 校に通い、約 3 年 間 勉 学に励

して採用され、朝夕寮生の世話をするか

シフィックカレッジにスクールボーイと

時は小さな田舎町であったサンノゼのパ

ンバレーの中で中心地となっているが、当

局 現 在でこそカリフォルニア州のシリコ

くが、それでは勉強が出来ないとして結

煙 草 職 人や 庭 師などいろいろな 職につ

の為に旅 立ったのであった。現 地で彼は

スもあって米国へ友人と共にまさに苦学

で慶應義塾卒業後、福澤先生のアドバイ

挫することになる。夢破れた彼は、そこ

の松 方デフレの為 山 治の英 国 行きは頓

くれていました」とある。
しかし、折から

せたいと 考え 私の為 留 学 資 金を 積んで

行くは英国のケンブリッジ大学へ留学さ

常に趣 味を 持って居 り まして私も 行 く

公益社団法人國民會館会長武 藤

かつて私は祖父について彼は単なる実
業家、政治家ではなく、芸術家としての

藤山治と芸術」という雑文を書いた事が
彼は慶応3年（１８６７）の生まれで

あった。
あるが、慶応義塾に学び福澤諭吉先生
から 多 大な影 響を 受けたが彼の自 叙 伝
の冒頭には次のように書かれている。
「水
の流れと人の身の行末ほど分からないも
のはありません。私は子供の頃文学者に
なりたいと 思い立ち 私の父 も 学 問に非

実業家として大成功を収めた山治

治 邸には今なお９００ 冊の英 書が残さ

となる書き込みが多く残されている。彼

れている。
しかもそれには読んだあかし

は得 意の英 語を 駆 使して翻 訳にもすぐ

そして帰国した後、新聞広告の代理店
ツ系の商 社イリス商 会に入 社して国 策

詩は有名で、専門家はだしである。

れておりキングスレーの「北東の風」の訳

を開いたり、英字新聞の記者を経てドイ

販 売に従 事した後 当 時三井 銀 行立て直

であった鉄道敷設のためのレールの輸入

年（１８９３）
に

しのための指揮をとっていた中上川彦次
郎の知遇を得て、明治

淵 紡 績 再 建のため 派 遣 されたのであっ

よ り 経 営 不 振に陥っていた子 会 社 鐘ヶ

初 彼が日 本の古 美 術に手をつけたのは

は、古美術品の研究と収集であろう。当

ま た 何 よ り も 彼の 芸 術 的 な 真 骨 頂

山治の芸術的真骨頂は
古美術品の研究と収集

年

高僧の頂相である。
これは鎌倉時代、室

三井銀行に入社した。翌年中上川の命に

間鐘紡の経営に従事し、文字通り鐘紡

町、江戸の偉い僧侶の肖像画であるが、

た。
以後昭和５年（１９３０）
まで約

を日本一の紡績会社、いや日本一の高収

時事新報社の再建に命をかけたのであっ

員をつとめ、最後は恩師福澤のつくった

年（１９２４）から昭和７年迄衆議院議

スである。
これに山 治は反 発しておそま

い漁っていた。まさに浮 世 絵と同じケー

欧 米 人が明 治の終わり 頃に片 端から 買

偽物が非常に少ない。
これに目を付けた

必 ず画かれた本 人が自ら 讃を 書 くため

た。誠に人の運 命とはわからないもので

きながら頂相の収集に手を付ける。
日本

益会社に育てるのである。
その間大正

実家が傾かなかったならば、彼は文学者

で初めての女性の肖像画と云われる「阿

仏尼像」や唐招提寺の開祖「鑑真和上

像」は彼の収集品である。
しかし何といっ

である。
この誌面においても以前書いてい

ても山治が一番力を入れたのは与謝蕪村
しかし、実業家としての山治の人生は

るので詳しい事は 省 略 するが明 治から

ていたため舞子の旧武藤山

書家であり、英語に習熟し

ていた。
また、彼は大変な読

思えない日本画をものにし

いのに絵筆をとり、素人と

ら 誰にも 習ったわけではな

は だしの 人でも あった。自

芸術の面においても専門家

単なる実業人、政治家ではなく、文化、

文化人でもあった山治

う。

として違った人生を歩んでいた事であろ

13

側面を持った人物であるとして（むしろ
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芸術家そのものではないか）と考え「武

國民會館
だより
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重要文化財
「鑑真和上像図」
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大正にかけて、蕪村は池大雅の二番手と

雪 萬 家 図」は先 年 国 宝に指 定されてい

画「虚空蔵菩薩像」も兵庫県のある寺か

京 国立博 物 館に寄 付した鎌 倉 時 代の仏

れ、先輩の朝吹英二氏が神田の山伏上が

であった。
その他 経 巻の収 集にも 力を 入

が、彼は有無を言わせず国に寄付したの

りの道具屋の二階の長持ちから見付けた

ら 海 外に流れ出す寸 前 彼が購 入したも
のである。
これに対して当 時の清 野 兵 庫

静岡の久能山に伝来した「久能寺経」を

る。
また彼が日本の古 美 術の収 集につく
くの優品が二束三文で海外に流出した事

県知事から武藤は安値で寺宝を買い叩い

譲り受けたが、
これも先年国宝となった。

したのは、明治時代の廃仏毀釈により多

本で初めての研究書「蕪村画集」を大正
を憂い、自ら仏画や経巻など仏教美術収

たとクレームがつき糾 弾されたのである

反 発し、多 数の蕪 村 画を収 集した上日
の終わりに上梓して啓蒙につとめたので
集に手を付けるようになった。
山 治が東

いう 評 価が定 着していた。山 治はこれに

あった。
特に収集した中の一点「夜色楼台

中 政 策は様々な反 中 論を 織り 込みなが

中強硬政策の継承でもない。前政権の対

た。ただしそれは、トランプ前政権の対

中 関 与 政 策に復 帰しないことが示され

中政策は一部で予想されていたような対

クアッドといった枠組みを強調すること

政学的争点に関しても、同盟や日米豪印

東シナ海、南シナ海における潜在的な地

力枠組みを重視している。また、台湾や

構築にあたって同盟友好国を軸とした協

あり、技術開発やサプライ・チェーンの

ど先端技術の競争において特に明らかで

バイデン政権の対中政策と日本への示唆

ら、アメリカが単独で対中圧力をかける

で中国の行動への抑止を図っている。

政権との違いを早期に訴えたかったから

策形成過程が混沌としていたトランプ前

来必要のない暫定指針を公表したのは政

貿易協議で合意が実現していた可能性が

流行がなければ昨年初頭には第一段階の

戸際政策の色彩が強かった。新型コロナ

とっては最終段階で妥協を図る一種の瀬

競争を強いられる。しかし温室効果ガス

メリカとその友好国はどうしても不利な

ては中国の巨大な人口がモノを言い、ア

い問題へと広げた事である。経済におい

の経済成長から環境や社会といった幅広

第二に、競争のフィールドをこれまで

寛

動は主に新政権の基本方針を内外に提示

ものであり、基調としては対決色を前面

だろう。この文書の中で中国を「安定的

高い。米中経済関係がこれだけ緊密であ

対策などの環境政策や、人権や富の格差

中西

することに集中してきた。それを示すの

に出すものの、特にトランプ前大統領に

投票結果を巡って混乱したアメリカ大

かつ開放的な国際システムに対して、自

る以上、米中が本格的な冷戦となればア

國民會館理事 京都大学教授

戦略の暫定指針」という文書である。本

が３月上旬に公表された「国家安全保障

統領選挙を経て今年一月にバイデン政権

メリカも経済的に深い傷を負うことは間

中国の積極的な魅力は限られる。バイデ

らの経 済 的、外 交 的、軍 事 的、技 術 的

ン政権が温室効果ガス排出抑制を最重要

な力を組み合わせて継続的な挑戦をなし

バイデン政権の対中政策は次の２点で

が発足した。前政権とは対照的に、これ

トランプ政 権のそれとは異なっている。

といった社会的正義を含んだ問題では、
争相手としての対中政策が最高度の優先

課題に掲げるのも、対中政策と相関して

違いない。
順位を持つことを明らかにした。その後

第一は、中国との関係を協力でも敵対で

うる唯一の競争相手」と位置づけて、競

優先に掲げてワクチン接種を強力に進め、

３月中旬には、アラスカのアンカレッジで

順調である。内政面ではコロナ対策を最
６月 日時点で人口の ％以上がワクチ

までのところバイデン政権の内政外交は

中西 寛 教授

措置も廃止ないし軽減され、コロナ対応

ン接種を終了している。これまでの制限

米中外交トップが会談し、非難の応酬と

を断ちきることなく優位に立とうと考え

もなく、競 争と 見なし、相 互 依 存 関 係

地政学的脅威感と、経済面での協調ない

日本の中国への関心は主に尖閣などの

いるのである。

し競争に限られている。より広い観点か

ている点である。そのための主要な手段
が同 盟 友 好 国とのネットワークを 重 視

なったのは周知の事である。その後もバ
として日本の菅義偉首相と韓国の文在寅

権下での日米協力にとっては重要であろ

ら対中政策を捉え直すことがバイデン政

イデン大統領の対面による首脳会談相手

ピード作戦が奏功した面があるが、予想

全 体の力で中 国に圧 力をかける 方 針を

う。

し、アメリカ単独ではなくネットワーク
採っていることである。これは半導体な

大 統 領を選ぶなど、対 中 政 策 重 視の姿
これまでの経緯で、バイデン政権の対

勢は一貫している。
この間、バイデン政権の外交面での活

ルギーを注いだ結果と言えよう。

以上の順調な接種はバイデン政権がエネ

ものについてはトランプ前政権のワープス

43

は一段落つきつつある。ワクチン開発その

15

行 列のお 供 として引かれている よ うで

は現存しており、見学することもできま

居に住み「細雪」を執筆しました。
倚松庵

中には文豪谷崎潤一郎が倚松庵という住

いしょうあん

旧住吉村の七区、
西区・茶屋区・吉田区・

す。

す。
だんじりを所有している氏子地区は
空 区・山田区・住 之 江 区・呉田区でし
り計八台です。観音林区は地区が持つ御

たが、平成二十九年より反高林区が加わ

四台で住 吉七台と 合わせて本 住 吉 神 社

野寄区・岡本区・横屋区・西青木区の

六甲山の斜面に広がる陽当たりのいい南

御影駅とJR住吉駅に囲まれた町です。

んでいると 言われている 住 吉です。阪 急

私の住んでいる町は、大昔から人が住

祈る祭りです。
祭礼日は旧暦の六月三十

災を払い、息災に暮らせるように神々に

を払う祭りで、その年の後半六か月の厄

ある住吉大神のパワーをいただいて厄災

定されています。
だんじり 祭りは祭 神で

んじり 祭りは神 戸 市の無 形 文 化 財に指

代の暮らしぶりが想像できます。
このだ

こえてくるとなぜかうきうきして音を口

思い出があって、今でもお囃子の音が聞

地 車に乗せてもらいました。
そのような

この祭 りが大 好きで小さな 法 被を 着て

の現代的な形でしょう。子供の時、私は

とレクリエーション、これがだんじり巡行

り巡行はまさにそれにあたります。神事

ちを発散する一面を持っており、だんじ

ない川で友達と泳いだり魚を捕まえたり

ません。
小学生のころ、何も整備されてい

きれいに整備され昔の名残は全く見られ

かつて住民の役に立っていた住吉川も、

我が町
「住吉」
実

じんぐうこうごう

武藤

そこつつのおのみこと

國民會館顧問

なかつつのおのみこと

中筒之男命、底筒之男命、神功皇后のあ
この「本住吉神社」の祭礼が「住吉祭」

神輿で巡行します。住吉村以外の村では

と呼ばれるだんじり祭りです。
だんじり

祭礼には合計十一台のだんじりと御神輿

わせて四神を主祭神としています。

は代子（だいこ）
の村々から引き出され宮

が参加します。

向きの土地、きらきら光る播磨灘に大阪

日でしたが、明治十九年からは太陽暦の

祭りとは神とともに民 衆が騒ぎ気 持

入りします。
だんじりを引 くにあたって

湾、美味しい新鮮な食べ物。
大阪、神戸に

のお囃子、掛け声、装束などから江戸時

近く交通も便利。
住よいから「すみよし」

いろな話があり、
話がつきません。

ように住吉のことを書けばまだまだいろ

して夕 方 遅 くまで遊んでいました。
この
ます。
江戸時代享保のころから大正の中

地区の東側に大きな住吉川が流れてい

ずさんでしまいます。

五日に繰り上げて行われています。
住吉のだんじりは、御神輿のお渡りの

頃まで住吉川の西谷、東谷にはゆたかな

J R住 吉 駅の南 側に住 吉神 社があり
ます。
住吉神社は正式には「本住吉神社」

水量と六甲の急斜面を流れ落ちる急流
らの水車は油しぼり、こなひき、米つきの

を利用した水車がかかっていました。
これ

と言われ、大阪の南にある住吉大社はこ
こから 分かれたと 言われています。大 阪
もとすみよし

住 吉 大 社のほうが規 模こそ 大きいもの

大 正 時 代から 住 宅が開 発され中でも 観

ために使われていました。
住吉川沿いには
音林といわれる地域は関西、いや我が国
ました。
祖父山治もこの地をこよなく愛

を 代 表する 名だたる 実 業 家が居を 構え
した一人です。
そんなことからこの地域は
阪神モダニズム発祥の地、中心地と言わ
れています。住 吉川の堤 防 沿いの松 林の

住吉川

の、〝本住吉〞
の名に地元の誇りがうかが
われます。歴史学者の間では、本住吉こ
そが本社と言われ、鎮座して千八百年以
上 経つと 言われています。神 社には古 文
書類が多数保存されており、近年元和四
年（一六一八）の祭礼費用の明細とみられ
るものも見つかっています。
うわつつのおのみこと

本 住 吉 神 社 の 祭 神 は 表 筒 之 男 命、

旧住吉村七地区の地車の巡行風景

す。

五月十三日に、昭和四十二年からは五月

倚松庵

だと言われているのもなるほどと思いま

武藤 実 顧問

四千三百万円の
遺贈を受ける
「武藤記念講座」
の熱 心なファンとし
て長 年にわたり 講 演 会に出 席してこら
れた賛 助 会 員の杉 野 有 助 様が昨 年 十一
月 十三日 、九 十一歳で逝 去 されました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。
杉 野 様は入 会 当 初「 武 藤 記 念 講 座の
立看板を偶然目にして飛び込んだ。嬉し
くなった。偏 向イデオロギーの横 行で日

（三）出版事業

令和二年度 事業のご報告
一．
会員の状況

件 』を 叢 書 百一号として出 版し 、会 員 全

会 長が講 演した『 武 藤 山 治と 帝 人 事

七百五十一名です。
今年度新たに三十二名

員に配布、国会議員、図書館、大学、報道

令和三年三月三十一日現在の会員数は
の入会者がありましたが、
七十九名が退

（四）
記念室展示事業

「武藤記念室」
の来館者はコロナ禍で大

幅に落ち込みました。
また昨年三月末、
パ

リニューアルしましたが、
オープン・セレモ

シフィック大学図書館内の
「武藤ルーム」
を

次に
「資料室」
に保管している図書、
資料等

ニーは未だ開催の目途がたっていません。

の目録ファイルが七月に完成しました。

貸収入と集会場の貸与事業収入を主要

機関等へ寄贈しました。
また、「國民會館
民會館のお知らせ」
は計画どおり発行し

だよ り 」「 國 民 會 館メールマガジン」「 國

財 源として公 益 事 業を 実 施しておりま

会されました。

二．
公益目的事業の実施状況

す。本 年 度は土 地の賃 貸 借 契 約の満 了

ととなりました。

公 益 事 業はこれまで通り 継 続できるこ

当 會 館は 、基 本 財 産である 土 地の賃

（一）
講演会事業

会 員に配 布・配 信し ました。また、公 益

三．
収益事業の実施状況

武藤記念講座は、本年度十四回（大阪

4,466

期で、新たな契 約 内 容となりましたが、

-8,221

法 人 移 行 十 周 年 記 念 事 業として
「國民

81,425

十二回 、東 京二回 ）開 催する 計 画でした

-68,738

本が消える 感があったが、
この講 座では

99,342
8,365
107,707

會 館のしおり 」を 制 作しました。今 後 広

0
8,365
8,365

が、新型コロナウイルス感染症の影響で、

18,051
0
18,051

日 本が生きていた」と 寄 稿し 、平 成 十五

81,291
0
81,291

報・宣伝活動に活用する予定です。

四．
決算状況

大阪の開催が八回、東京の開催は中止し

1,604
13,263
97,306
112,173

ました。
講演のテーマとしては、
外交問題

61
0
83
144

年には
「戦後、國民會館が時勢に付和雷

が四回、
安全保障が一回、
経済問題が一回、
文化が二回で、会員全員に
「講演要旨」
を
配信しました。
また政治・経済・文化に関
する國民會館の主張
「金言」
は、
会長が毎
月執筆しメールマガジンで会員はじめ関
係者に配信しました。
集 会 場は、行 政 官 庁や公 益 法 人の会

（二）
集会場貸与事業
議、研修会、講演会等に優先的に貸与し
ております。今年度は会議室検索サイト
指し 、集 会 場 利 用 率の向 上を 図る 計 画

の充 実と 顧 客 満 足 度の高いホールを 目
でした。
しかし「 緊 急 事 態 宣 言 」発 出で、
四月は集会場を臨時休館し、
その後も研
修 会や 講 演 会の中 止が相 次 ぎ 、集 会 場

0
2,569
96,907
99,476

同することな く 人々を 啓 蒙してこられ
たことは、闇 夜に一燈を 見る 思いがあり
ました。
國民會館の堅実な活動と更なる

信 託の 手 続
きを 取られ
ました。
今後、
遺 言が執 行
され次第、杉
野 様の 遺 志
にもとづき 、
講演会活動
の更なる 充
実に向 け 活

の利用は大きく落ち込みました。
なお設

資産合計

備・備 品の充 実 及び修 理は計 画 通 り 実

87,929
313,659
401,588
438,168

・固定資産

用 してまい
ります。

施しました。

21,550
15,030
36,580

負債の部
・流動負債 未払金等
・固定負債 退職引当金
負債合計
正味財産の部
・正味財産 指定正味財産
一般正味財産
計
負債及び財産合計

56,600
2,044
58,644
87,929
263,030
28,565
379,524
438,168

現金預金
未収金他
計
基本財産
特定資産
その他
計

資産の部
・流動資産

1,543
10,694
316
12,553

経常収益の部
・会費・寄付
・事業収益
・雑収益
（収益合計）
経常費用の部
・事業費
・管理費
（費用合計）
経常増減額
（差引額）

（令和３年３月３１日）

（二）
貸借対照表
（単位：千円）

合計
法人会計
収益事業
公益目的事業

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

（一）
正味財産計算書
（単位：千円）

発展を祈念します」
と、「財産の一部を國

7

民 會 館の講 演 会 活 動に寄 付する 」遺 言

武藤会長から感謝状を贈呈される
杉野有助氏（平成 年 月撮影）
15

回衆議

会長武 藤

治太

するという極めて愚かな手段に走ったこ

て小 選 挙 区において共 産 党と 選 挙 協 力

衆議院議員総選挙に思う

日に行われた第

自民党が圧勝した衆議院選挙
月
とである。
まさに手段を選ばぬ暴挙、浅

さる
院総選挙は、予想を大きく越えて、与党
慮と言って差し支えない。

るまでもないが、自民党は現状から議席
議 席 減らしたものの２６１ 議 席と

共産党の正体

の圧 勝に終わった。
あらためて申し上げ
を
日本共産党の正体については、かつて
私は國民會館のブログ
「金言」
において詳
しく明らかにしたのであったが、改めて

共産党の実態に触れると、同党は綱領に
おいてかつて暴力革命を目的とする政党

立憲民主党は、１０９議席から 議席へ

圧 倒した。
それに引き換え野 党 第一党の

２９３議席となり、野党の１７２議席を

議席の増加となったため与党の議席は、

絶 対 安 定 多 数を 確 保した。公 明 党 も３

会で多数を占めて、たとえば閣外協力を

かし、もし仮に共産党の協力のもとに国

を 仰 ぐなどと うたっているのである。
し

果たした段 階では共 産 党から 閣 外 協 力

おいて選挙協力する、しかも政権交代を

団体なのである。
その政党と小選挙区に

「破壊活動防止法」の対象となっている

であるため、諸結社のなかで唯一当局の

議 席の大

同 党 に 仰 ぐ 事 に なった 場 合 ど う な る

議 席から

か？結 果は 目に見えているではないか。

日 本 維 新の会は

幅な増加で総議席

議席となり、立憲

民 主 党と 好 対 照となったのであった。同

主導の政権の出現が必然となろう。共産

すなわち民主協力戦線と称する共産党

武藤治太会長

党の凋落には大きな理由がある、すなわ

義ドイツ労働者党）がドイツにおいて政

党ではないが、かつてナチス
（国家社会主

大きく数を減らした。

回ったが比 例 区では

と前回を公示前の

議 席 減の

名と

議席から9議席上

権を握ったケースを考えたことがあるの
か？歴 史について疎い人は、ナチスが政
権を握った過程をよく知らないと思う。
ナチスは、議会において合法的に多数を
占めた後、他の政党を廃して独裁体制を

48

産 党の選 挙 協 力のもとに多 数を 占めた

り 巻 く 環 境は内 外ともにまさに厳しい

万円

公明党は、 歳未満の子供に一律

ものがある。
それにもかかわらず与 党の

民党に迫ったのは御承知の通りである。

を 支 給するという 選 挙 公 約の実 施を 自

も 我が国を 危 う くするものばかりであ

止」
「消費税５％削減」などどれを取って

政策すなわち「天皇制廃止」
「自衛隊廃

政 策をとろ うという 考え方には全 く 賛

る。
その上に更なるバラマキと もいえる

が貯蓄に向かったことは周知の事実であ

消 費の向 上にはほとんど 寄 与せず７ 割

滞対策として国民に配った一人

万円は

ることを 国 民は見 透かしている。
このよ

昨年のコロナ禍による生活困窮、景気停

うな情 勢の中で立憲 民 主 党の執 行 部 枝

しかし国民も馬鹿ではない、共産党の

野党共闘は失敗

場合立憲民主党は骨抜きにされ共産党

さて、総選挙は終わったが我が国を取

問題の多い公明党

をみたのである。当然の結果であろう。

このよ うに野 党 共 闘は失 敗の憂き 目

22

主導の政権が出現するであろう。

確立したのである。
おそらく今回もし共

39

10

31

と大幅な落ち込みとなり、同じ野党でも

96

する筈はない。
それは立憲 共 産 党といわ

に憎々し げに叫ぶだけでは 国 民は 納 得

政権の非を声高に、そしてヒステリック

野代表、福山幹事長は何度も安倍、菅前

に見 えている。
コロナ禍のなかで本 当に

制 限 額が甘 く 貯 蓄に大 半が回るのは目

条件として実施が決まったが、これとて

異を唱え、所得制限年収96０万円を

成できないのである。自 民 党もこれには

生 活に困 窮している 低 所 得 者や母 子 家

庭などに重 点 的に資 金を 配 布すべきだ

月

には困惑するのである。小選挙区下にお

まで３ 年３か月 続いた民 主 党 政 権を 自

いて公 明 党の選 挙 協 力なしには安 定 的

当に始まるその場 限りの人 気 取り 政 策
をついている。何でも 反 対それにもかか

と考えるが、例によって公明党の児童手

わらず対案はなく、あるいは実現不可能

らに今年には参議院議員選挙を控え、
あ

に議席獲得が今や難しくなっており、さ

民党は「悪夢のような民主党政権」と批

ある。健全な野党という言葉が叫ばれて

問題が重要な問題としてたちはだかって

まう。
これとは別に我が国には憲法改正

付け込む公明党には、ほとほと参ってし

ま り 強 くは出られない自 民 党の弱みに

名

協 力のも とで小 選 挙 区においては

さて、今回の選挙で立憲民主党は野党

かに遠のいたのではないか。

から久しいが今回の総選挙でそれははる

なものでこれでは国民は納得しないので

判するがまさにその表現が、ずばり核心

２０0９年９月から２０１２年

れる由縁であろう。

10
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定める 憲 法 調 査 会をボイコットする 態

憲法論議には応じられない」として法に

いる。
立憲民主党の「安倍内閣の下では

めてもらわない限 り 公 明 党が与 党の地

法 問 題を論じるがその鵺 的な態 度を改

えている。山口代表は他人事のように憲

り 中 国はヒタヒタと 我が国に圧 力を 加

い。昨今の台湾情勢あるいは尖閣をめぐ

扱う思想を取り入れた大学でした。リベ

が数少ない時代に、女性を男性と同等に

は１８５９年で、まだ全米でも男女共学

中に、広いキャンパスがあるのです。創立

ディアナ州の真ん中、穀倉地帯の丘陵の

リーの一員に加わってきたのです。

男性のボナ・フェラーズが、渡辺ファミ

すのです。ゆりが３年生の時、入学した

軍大学へ転校し、卒業後フィリピンへ派

彼 は、ゆ り が卒 業、帰 国した 後、陸

フェラーズ、
マ元帥の副官に

で学年共通のファミリー制度をおこなっ

遣されマッカーサーの部 下となります。

まだ日米戦争は始まっていないときです

ゆりと会い、また河井道にも会うなどし

から、彼は休暇ごとに日本へやってきて
ここで新渡戸稲造（１８６２〜１９３

新渡戸、
国際連盟事務次長務める

ていたのです。

ラルな教育方針で男女共学、しかも学内

度は問 題 外として与 党の公 明 党の憲 法

琢磨

位に留まるのは問題ではないか。

改 正に対する 態 度は如 何なものであろ
うか？国 民の大 半が賛 成している 憲 法
改 正について同 党の態 度は 煮 え 切 らな

福山

関心を深めていたのです。ある時ゆりか

て日本の歴史を研究し、中でも武士道へ

泉八雲）著『日 本 一つの解 明』だった

ら渡された本は、
ラフカディオ・ハーン（小

ません。文久２年盛岡で生まれた思想家
務 め、著 書『武 士 道』で 有 名。５ ０ ０

で農学の研究者。国際連盟事務次長も

３）のことを紹介しておかなければなり

銀座に良質のヘアーチックを売っているお

で、東部フィラデルフィアにあったプリン

す。この一員の中に副官の一人としてボナ・

は連 合 軍 総 司 令 官マッカーサー 元 帥で

日、我が国の厚木飛行場へやってきたの

さて日 本の敗 戦で１９４５ 年８ 月

といわれています。

マー女子大学も近くにあったことから、

フェラーズも加わっていました。一行は横

クエーカーの名門エルキントン家の出身

えず、河井先生に出会った夜も、皆が寝

河井道や津田梅子も、多分にこの地、ク

０円札の肖像としても知られる。夫人は

静まったころに起きだし、洗面所で洗髪

エーカーによる女性の意識と自立心の影

伸ばすチックを買ってつけなさい」と言

しているとき先生に見つかって部屋に呼

浜のホテルニューグランドにはいります。

われていたのです。この悩みは誰にも言

ばれたのです。

一方、渡辺ゆりの入学したのはリッチ

出迎えた担当の中山氏に、ボナ・フェラー

報告せよ」と命じたのです。中山氏は、

前を書いたメモを渡し、
「この二人を探し

河井道の所在地を知っていたので、早速、

ズは「河井道、渡辺（一色）ゆり」の名
りだった師いわく「あなた何を言ってる

自分の娘を呼び、道のところへ車を走ら

モンド市郊外のアーラム大学です。ゆり

の。いまアメリカでは貴女のようなパー

せました。驚いた道は、地方へ疎開して

の人生に思いもかけない出来事をもたら

彼は横浜のホテルに入るなり、担当の

マネントスタイルが大流行なのよ。私も

ゆりは泣きながら自身の天然パーマの

ホテルマンに「河井道と渡辺ゆり」のメ

こんなヘアーリボンを買って来たから、２

まず渡辺ゆりとボナ・フェラーズの出

つ上げます。これをつけて堂々とふるま

しかもマッカーサーと一緒に日本に来て

いるゆりへ「フェラーズさん、
生きていた！

えていました。頭の髪の毛が天然パーマ

れ、クエーカー派のアーラム大学へ留学

です。卒業するとアメリカ留学を薦めら

しました。

筆、走り書きをして中山氏の娘さんに託

河井道はフェラーズに、とりあえず一

からは「そんな 頭では恥 ずかしいから、

します。同 大 学は合 衆 国の中 西 部イン

フェラーズ准将への手紙書く

いる！」と伝えたのです。
わったかのようにルンルン気分になってし
先生と大ファンになり、愛弟子になるの

まったのでした。それからは道先生、道

いなさい」と励まされ、自分が生まれ変

英語塾へ入学し、恩師河井道に出会った

会いから紹介しよう。ゆりは静岡の高等

のです。 歳のゆりは身体的な悩みを抱

女 学 校を 卒 業 後、津田梅 子の創 設した

探してくれ」と命令したのです。

モを渡し「この二人の女性を一刻も早く

悩みを告白したのでした。すると洋行帰

泣きながら天然パーマの悩み告白

響を受けていました。

30

店があるから、そこで相談し、縮れ毛を

新風書房会長

敗戦の我が国を救った二人の日本人女性

て１９４５年８月 日、厚木にやってき

総司令官であるマッカーサーの副官とし

日本国の敗戦処理のため連合軍ＧＨＱ

ボ准将、旧友の二人の女性を探す

福山 琢磨 会長

たのが、ボナ・フェラーズ准将です。

30

風のぐしゃぐしゃ頭だったのです。母親

16

方のために仕事をしている中山さんの娘

今、横 浜のニューグランドで、あなた

連合国の裁定は「戦争の最高責任者であ

大の論点は天皇陛下のお立場です。既に

取り上げられていた時でした。しかし最

な国際間の意見が、厳しく、神経過敏に

ことは出来なかったはずです。

の歴史的な文化遺産はその姿をとどめる

もしローマ字化されていたら、わが国

ます。

国語審議会より答申が何度も行われてい

ています（昭和

年４月）
。それ以降も

表す場合の送り仮名のよりどころを示し

とは誇り得るべきことです。わが人生の

え「東 京オリンピック」を開 催できたこ

かしそれも乗り越え、世界の名選手を迎

うか。阪神大震災のような超巨大災害も

まれた」の一語に尽きるのではないでしょ

なかったと思います。
「すべてが幸運に恵

天皇の力を活用することが最善

さんから、あなたが、私たちの地にいらっ
り死刑は免れない」と決定していたので

幸運としか言いようがありません。敗

「東京 １９４５年９月３日

しゃる、と聞いたところです。何と言っ

戦国日本の今日の姿を想像しえた人はい

グループの中にもしやフェラーズさんが

ゆりからの手紙で「あのマッカーサーの
民主国家の仲間に仕立て上げ、同盟国の

と読んでいたのです。これでは「日本を

米国は「自殺者が続出し暴動が起こる」

「無条件降伏」の日本の運命は、様々

ていいかわからない感動で私の心が涙で震
日本国民はどんな行動を取るかでした。

す。しかし、もしそれが実 施されたら、

おられるのではないかしら」と言ってきた

仲間へ組み込む」という、米国の目論見

親愛なるフェラーズ准将殿へ

えています。ゆり・Ｗ・一色と彼女の家族

ところです。彼女が東京へ帰って来るに

をうまく活用することが最善です。他国

は果たせません。達成するには天皇の力

葉や社会のルールも変更されます。日本

用漢字表」であり、一般の社会生活での
48

61

貞利

邦彦

究事業支援、国際交流、民間外交の実践

教育支援や、理化学研究所設立等の研

本主義の父」と称される。
同時に福祉事
明 治・大 正・昭 和 前 期に活 躍した実

等にも幅広く尽力し、道徳経済合一の思

一 我が国資本主義の夜明け

業家。
武蔵の国の養蚕と藍玉で財をなし

業、医療事業、実業教育、女子教育、私学

た豪 農の渋 沢 市 郎 右 衛 門の長 男として

想を提唱した。
り立てられ、二十九歳の明治二年には新
政府に任官され、造幣・戸籍・出納など

政治家、言論人。
美濃国の庄屋をつとめ

正・昭和前期にかけて活躍した実業家、

渋 沢よ り一世 代あとの明 治 後 半・大
上馨と共に実業界に転じ、第一国立銀行

２の大蔵少輔をつとめた。
同六年には井

れ、福沢諭吉に師事して明治十七年慶応

義 塾 卒 業 後にアメリカに留 学し同二十

た豪 農 佐 久 間 国三郎の長 男として生ま

年帰国、銀座に日本初の新聞広告取次

京商工会議所）
、東京証券取引所等、そ
経営に関わった。
それらの功績で「日本資

に基づく「経営家族主義」と「温情主義」

育て、大正十年社長就任。
ヒューマニズム

の支配人となり、同社を日本一の会社に

井銀行に入行。
翌年鐘淵紡績の兵庫工場

彦次郎による三井の改革時に招かれて三

雑誌」を創刊した後、同二十六年中上川

業を創始した。
新聞記者等を経て「博聞

の他多種多様な会社、経済団体の設立・

（現みずほ銀行）
や東京商法会議所
（現東

様々な政策立案を行い、大蔵省ナンバー

日本的経営の祖、
武藤山治

生まれ、一橋家に家臣のち幕臣として取

日本資本主義の父、
渋沢栄一

前専務理事

「渋沢栄一・武藤山治」
と「新しい資本主義」
の一考察

有終の美を飾るにふさわしい吉事でした。

ありました。コロナも体験しました。し

は地方へ疎開しています。ちょうど昨日、

す。でも彼女が帰京次第、お知らせしま

は何か特別な方法をとらない限り無理で

迎えの車で河井道と一色ゆりが米国大

語は最大の問題点でした。米国はローマ

の場合は戦勝国の思うがままでした。言

使館へ向かったのは、まだ９月の厳しい

字化を考えていたのですが、本国から調

す。誠意を込めて。河井道」

残暑の中でした。

査 団を呼ぶなどして検 討したのですが、
り、専 門の方々が集まり、話し 合って、

日本の漢字はそれぞれが意味を持ってお
日本語の字数を制限し、当用漢字制を

陛下処刑だと生きておれない
二人が和服姿で大使館の貴賓室へ入っ

採用したのです。これを使用して「漢字

たのは日本人では初めてだったそうです。
しばしの談笑の後、フェラーズは言葉を

かなまじり文」を作ってゆくのです。そ

上に成り立っています。

行うための、さまざまな社会的な約束の

す。これは文字による意思伝達を正確に

れぞれの特性を生かした優れた表記法で

改め、切り出したのです。
「天皇陛下の戦犯についてどう思います
か？」
「食糧は足りていますか？」
突然の質問に対し、ゆりが口走ったの

幸運の一語に尽きる日本の戦後

それを受けて河井道は、
「これは日本

漢字使用の目安が示されました。また、

渋沢 栄一

です。
「陛 下にもし ものことが・・・・・・

年に告示された「常

にとって大変なことです」と語りました。

送り仮名に関しては、同 年に告示され

その一つが昭和

フェラーズは、深刻な目つきで聞いてい

同 年に改正された「送り仮名のつけ方」

私・・・・・・生きていない。ねえ、先生！」

ました。河井道もゆりも、その顔を真剣

が、
「常 用 漢 字 表」の音 訓によって書き

56

に見返します。

56

二 国力低下の現実直視を

われる。
大正十二年には「実業同志会（後
による低成長が続き、停滞を余儀なくさ

日本経済は、この 年間長期のデフレ

を 提 唱・実 践して日 本 的 経 営の祖とい
に国民同志会）
」を結成して政界に進出

「分配戦略」として非正規雇用労働者への
分配強化、同一労働同一賃金等の施策を行
おうとするものである。

令和三年度上半期の事業状況

今上半期は、新型コロナウイルス感染
上述の好循環が確実に実現されれば、

計画の ％という大きな影響を受けまし

止。集会場貸与事業はホールの利用率が

症の拡大で講演会は四、五月の開催を中

デフレ不 況と 格 差による 社 会 的 不 公 正

末より三十四名 減 少し、七百 十七名と

た。会 員 数（９ 月

好循環のプロセス

は克服されるだろう。
即ち経済が成長す

経済全体では、我が国のGDPが世界

れている。

程度に落ち込み、一人当たりGDP即ち

に占めるシェアが、

れば企業における労働分配が増えかつ税

なりました。なお故杉野有助氏の遺贈金

%も低下して６%

として
「國民會館」
を設立した。

ための論陣を張り、さらに政治教育の場
労働生産性も、
シンガポール、
香港の後塵

の入金で、正味財産は四千八百万円増加

しております。

日 現 在）は前 年 度

を拝し、最近は韓国にも追い抜かれてい

収も 増えて政 府による 所 得 分 配の原 資

懸念が後退して消費意欲も高まる。
さら

き 社 会 保 障への不 安や公 的 負 担 増 大の

ながり、それが経済の成長と分配につな

に期待成長率が高まって企業の投資につ

個別企業では、株式時価総額で世界企
少な くなり、国 際 競 争 力が低 下してい

ンドデザインはまだ明らかにされておら

どまっている。企 業の付 加 価 値の源 泉で
ある研究開発においても、世界で引用さ

何から 何まで他 人の世 話になり 自 分

ステークホルダー資本主義

自己責任が基本の

われるところである。

ず、さらにその中長期の持続可能性が問

国家財政は、GDPに対する公的債務

れる日本の論文の数が急減している。

がる好循環となるからである。然しグラ

る。
又日経平均株価は 年前の水準にと

業の上 位に位 置する 企 業の数が極めて

昇している。

になる。
その結 果 財 政 再 建への道 筋もつ

明治維新において我が国は先進諸国に
追いつくために産業革命による近代化を
促 進せねばならなかった。
そのため渋 沢

は最 悪となっている。
これは国 家 財 政の
健全化を怠り、赤字国債を発行し続けた

の比率が２・５倍にもなり、先進諸国で

結果である。

栄一はフランスで学んだ
「合本法」
即ち
「株
述の通り多種多様な会社、経済団体の設

式会社」という革命的手法を用いて、上
立・経営に関わったのみならず、経済モ

は積極的に行動しない「おんぶにだっこ」
の罠、自分の国は自分で守らなくても他

ばならないと警鐘を鳴らした。彼は渋沢

展には独立 自 尊の精 神が根 底になけれ

「新しい資本主義」と称する総合経済政

にまかせる「新自由主義」を見直して、

による 規 制をなくして市 場の自 由 競 争

以上の事態に対して、岸田首相は政府

環」は達成出来ないだろう。
何故ならば

実践されなければ、
「成長と分配の好循

賭けて唱えた「自主独立・自己責任」が

人任せの罠である。然し武藤山治が命を

は、いずれも現在のわが国民に特有の他

三 「新しい資本主義」
へ

栄一を資本主義創設の先達として敬意を

策を緊急提言した。
それは分配の原資を

「新しい資本主義」は格差是正のための

半になると、何事につけ政府の力を利用

ラルの重要性を強調した。然し明治も後

払いつつも、追随者である「政商」
の私利

稼ぎ出す成長と、次の成長につながる分

社会的資本主義であり、利己主義に陥り

八木幸一理事が昨年９月 日死去いた

事務局のお知らせ

私欲の経済行動に問題ありと糾明し、言

やすい
「株主資本主義」
から、自己責任に

に倒れ横死した。

配を同時に行う「成長と分配の好循環」

国が守ってくれるとの「平和ボケ」の罠

44,583

論人としてもその癒着を暴き、
「時事新

成長と分配の好循環目指す

401,588 446,171

を目指すものである。
そして「成長戦略」

18%

報」の編集者として連載した「番町会を

737

八十万円を國民會館に御寄付いただきま

4,060

を迎えられました。
「傘寿」記念として

46%

基づく「ステークホルダー（利害関係者）

48,780

資本主義」に転換するものであるからで

106,650

収 支 差

として今世紀のグローバル世界の課題で

経常支出

暴く」で「帝人事件」を告発した。
しかし、

45%

ある。

49,517

あるデジタル社会と脱炭素によるグリー

110,710

30

経常収益

所功理事が昨年

月

ご冥福をお祈りします。

日、満八十歳

しました。享年九十一歳でした。

21

12

したので公益事業で運営してまいります。

12

蔓延したので、武藤山治は資本主義の発

（令和 3 年 4 月 1 日～ 9 月 30 日）

1.正味財産増減計算書（単位：千円）

ン社 会 実 現への先 進 的 開 発 投 資を 行い、

する政・財・官のもたれあいが実業界に

▲970

正味財産

35,610

債

36,580

負

増減額

今年度

前年度

43,613

産

438,168 481,781

資

日本資本主義の離陸

る。
加えて所得格差も拡大し貧困率も上

事新報」社長として言論界で政治改革の

して衆議院議員を三期務めてのち、
「時

30

10

30

昭和九年三月北鎌倉でテロリストの凶弾

（令和 3 年 9 月 30 日現在）
2.貸借対照表（単位：千円）

45

進捗率

績

実

画

計

目

科

武藤 山治

令和4年7月28日発行
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ものはない︒
制度をうまく機能させるため

のともなわない組織増加︑
これ程非効率な

庭庁﹂
などその最たるものではないか︒
内容

を欠く統治制度に改められてしまったか

統治制度が欧米流こそ一番という柔軟性

してきた︒
それができなくなったのは︑
企業

軟性を活かして曖昧な境界を上手に活か

政府がなすべき事は︑
米国を真似て新し

にはその国の固有の文化と他の社会制度
ような簡単な考えで事を起こせば何事も

よく研究し︑
日本に合った制度をつくる事

い制度をつくる事ではない︒
日本の現実を

治太

うまくいく筈はない︒
制度そのものも従来

らである︒

アメリカにおいてはこれに対する反省

我が国で定着していた制度をわざわざ欧

の整合性を図る必要がある︒
木に竹をつぐ

ーション
︵PBC︶︑
これは株式会社とは

として︑
パブリックベネフィットコーポレ

ことは否定出来ないと思う︒

公益社団法人國民會館会長武 藤

日本経済新聞﹁大機小機﹂
に思う
確固とした会社経営理念を
我が国程会社経営の根本理念に確固

米流に改めたりしている︒

持っていない我が国
とした理念を持っていない国は世界の中
異なり単に利益の追求だけではなく︑社

日本の経営の良さを奪った

た古き良き制度に戻すことである︒

った事を率直に認め︑
早急に我が国に合っ

である︒
統治制度改革が明らかに失敗であ

でも 珍しいのではないか︒何となれば株

公益と私益をうまく両立させた

会 貢 献を 約 束した企 業 形 態をいうので
あるが︑我が国においてもいずれ追 随す

武藤山治
そもそも公益と私益は対立するもので

業務改善に協力し︑
作業効率は飛躍的に

努力した︒
一方従業員もそれに報いるため︑

福利施設をつくり︑従業員の生活向上に

うため︑
兵庫工場の中に学校や病院などの

彼は明治の末に貧困に苦しむ従業員を救

を務めた当會館創立者の武藤山治である︒

益に繋がる事を発見したのは︑
鐘紡の社長

金の積み増しを嫌う︒
しかし︑
公益への貢

は経営者の裁量範囲を拡大する利益剰余

は重要な役割を持つ︒
しかし一部の投資家

うち︑
内部留保とも云われる利益剰余金

果たすための原資となる︒
特に自己資本の

業が様々な会社の利害関係者への責務を

は自己資本の充実である︒自己資本は企

企業の社会的貢献をはたすための基本

欧米流の統治改革

向上した︒
敗戦直後の日本企業は中高年

献のためには経営者の裁量範囲を拡大す

あろうか？理にかなった公益の追求は私

の従業員を救うために年功賃金制度を導

るべきである︒
投資家こそが企業の利益剰

よれば ︑日 本 政 府は 企 業が貧 困や 環 境
改 善などの公 益を 重 視した経 営の出 来

入し︑
さらに若手従業員の貢献意欲も引

今︑欧米流の会社の保有者は株主である

えていた︒
しかしこの考え方については昨

事を行うに当たっても唯新しい制度をつ

当たっては︑
とにかく器をつくりたがる︒
何

我が国の政府は何か新しい事を行うに

標︶
に貢献することによって利益を上げて

私益は峻別できるものではなく︑
両者の境

と私益をうまく両立させてきた︒公益と

仕事である︒
昭和までの日本の企業は公益

させる知恵を生み出すことこそ経営者の

ROE
率﹂
︑
﹁自己資本利益率﹂
重視など︑

今の株価重視︑
極端なROA
﹁総資産利益

しまったのではないかと思っている︒
特に昨

革は日本の経営の良さを完全にうばって

のは︑
この数十年間に亘る欧米流の統治改

私も元企業経営者として痛切に感じる

本筋と考える︒

界は曖昧である︒
かつて日本の経営者は柔

いる企業は存在する︒公益と私益を両立

し︑
企業の社会貢献の余地を拡大するのが

る ︑新しい会 社 制 度をつくると 書いてい

も︑欧米では会社は株主のものであると

た︒
しかもこれはPBCを参考にしたも

との考えが台頭してきたため︑例えば賃

くればよいというものではない︒
最近新聞

現在でもSDGs
︵持続可能な開発目

余金の積み増しに協力するよう指針を示

ところ ︑日 本 経 済 新 聞の﹁ 大 機 小 機 ﹂
に

る動きがあるのではないかと 思っていた

式会社は誰のものかという問題について

武藤治太会長

き出した︒

いう 考え方がはっきりとしている ︒
これ
についてのステークホルダー︑即ち株主︑

上げは度 外 視して配 当 金を常 識 外に増

によく登場する
﹁デジタル庁﹂
や
﹁こども家

従業員︑
その他の利害関係者であると考

加させるなど︑相当な軋轢が生じている

新しい器をつくりたがる政府

のという︒
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に対して我が国に於いては︑会社は会社

國民會館
だより

良い事ではないと思っている︒

は︑企業の永続的な経営からして決して

そして従業員を無視した配当金増加など
り上げられるような革新的な経営者は

が︑今後長い期間を経て武藤のように取

に亡くなった武藤の事を取りあげていた

自然が破壊されることへの反対や景観の

応できないとし︑
また︑都市住民からは︑

心の工法では︑防災と地球温暖化にも対

した︑親 水 性の海 岸 造 成などである ︒ま

の堤防を破壊し傾斜をつけた砂浜を造成

ち河川へ流出させる︑
垂直のコンクリート

防災上NBSは脆弱ではないかとの懸

従来工法に対し欧米では︑自然の力の

防波堤のごとく自然に対抗し︑自然の力

は明確である︒津波で壊れた堤防と湾口

念へのスミソニアン環境研究所一行の答え

封じ込めではなくて︑自然との調和と自

また逃がすことであると説明した︒人工

を封じ込めるのではなく︑
これと調和し︑

波のケースでは︑高台移転と避難道を造

物は壊れやすい︒
人命をしっかり守る︒
津

然の力を逃がし︑活用して防災を図る考

らの自然の工法の活用はNBS
︵ Nature

る︒
河川では氾濫原を設け︑
湿地帯・緩衝

帯を造る︒

策﹂
に積極的に取り入れている︒
また︑国

水産副大臣と枝元真徹農林水産事務次

智夫国土交通省水資源局長︑
武部新農林

スミソニアン環境研究所の一行は︑
井上

国会議員と決議を採択
連は2018年の
﹁世界水の日﹂
を
﹁水の

官︑奥田直久環境省自然環境局長︑達増

拓也岩手県知事︑
戸田公明大船渡市長と

入した︒
日本ではNBSの浸透が極端に
遅れており︑限られた都市部を除き前例

意見交換した︒大船渡市ではNBSの国

ための自然﹂
と名付け︑
NBSを公式に導

2013年から
﹁調査とイノベーション政

︶
という︒
with Nature
E C︵ 欧 州 委 員 会 ︶で は N B S を

Engineering

︶と 言われる ︒米では
Based Solution
N B Sに代えてE W N︵

えが2000年代に持ち上がった︒
これ

EC︵欧州委員会︶
と米政府の政策

数経過後に形成される海岸造成である︒

た︑
人工堤防に代え︑
波によって自然の年

高田市と隣の大船渡市を訪ねた︒
これが

がないNBS後進国である︒

と貢献である︒
三陸海岸は ・5メートル

震災
︵平成大津波︶
の被災地の復興へ支援

され︑連 続の生 態 系が破 壊される︒栄 養

浜︑岩礁地帯の豊かな生態系の上に建設

防 潮 堤は︑沿 岸の湿 地 帯 ︑河口域 ︑砂

ダーウッド社は自然工法を活用した水辺

デニス・ウィグハム博士に同行したアン

自然工法による水辺再生

スミソニアン環境研究所の

農林水産省と大船渡市において一般紙︑
地

での推進に関する決議を採択した︒
また︑

士ら5名の専門家との間でNBSの日本

む6名の国会議員とデニス・ウィグハム博

談し︑
石破茂︑
武部新︑
小林史明議員を含

した︒
中谷元︑
鶴保庸介︑
三木亨議員と会

生態系を分断︑社会と景観を破壊

の堤防で囲まれ︑
陸からは海が見えない︒

塩︑水流︑土砂や生命； 動植物とプラン

再生に数々の具体的な経験と実績を有す

際シンポジウムを開催し150名が聴講

かつての三陸海岸は陸中海岸国立公園に

クトンの流れが遮断されると海の生態系

る︒
ダムを撤去して︑
地元産の倒木︑
小石︑

指定され風光明媚であった︒

方紙と水産業界紙との記者会見を行い

力も失われる︒豊かな三陸の海の生産力
年と昭和8年の大津

排水を湿地帯を通して通過し浄化したの

数多くの記事となった︒

残土と樹木を活用した段差のある水路の

岩手県は明治

津波で壊れたコンクリート防潮堤
年のチ

ところで︑
欧米は従前のコンクリート中

造成︑排水処理場からの汚染水や農地の

戸内海もコンクリートで干潟を湿地帯と

12

波でも大災害を経験した︒昭和

35

29

リ地震津波の後には大船渡湾と釜石湾の

藻場を失ってしまった︒

が失われた︒豊かな漁業生産を失った瀬

3度目であった︒訪問の目的は東日本大

自然工法は欧米

悪化も問題視された︒

正之

出現しないものであろうか︒

今回図らずも﹁大機小機﹂
が 数年前

自然工法に基づく水辺の復興
代表理事小 松

年︶
の平成大津波第2波で崩

年津波 と 明

年ならびに昭和8年の津波が襲来し

メートルだったので ︑平成

トルである ︒実 際の津 波の波 高は ・5

12

防潮堤を造ったのか︒

治

15

長が2キロメートルで高さが ・5メー

陸前高田市高田松原の防潮堤は総延

防も決壊した︒

壊した︒千曲川の河川堤防や阿武隈の堤

年︵平成

湾口防波堤が出来上がったが︑2011

一般社団法人生態系総合研究所

スミソニアン環境研究所が
東日本大震災被災地を訪問

23

たら︑
現在の防潮堤では防げない︒
なんで

5月 日から6月9日まで米国スミソ

小松 正之 先生

士ら一行5名が訪日し︑我が故郷の陸前

29

23

80

ニアン環境研究所のデニス・ウィグハム博

31

ウクライナ戦争の衝撃と日本の課題
寛

は︑安全保障問題に関与しなければ経済

傘の下で経 済 成 長に専 念してきた日 本

い基本課題である︒

長期的な視野で取り組まなければならな

る社会経済基盤の再構築こそ今や日本が

國民會館叢書のご案内

力だけでは冷戦後の国際秩序の中で発言
権を持てないし︑
自国の安全も保てないと
認識したのである︒
その後︑徐々にではあ

京都大学法学研究科教授中 西
な金融危機が発生した︒
それ以降︑
経済回

るが日本は安全保障分野での役割を拡大
今回のウクライナ戦争について日本で

復を優先した西側は中国やロシアの体制
を許した︒同時に西側社会の中で政治の

は驚くほど安全保障への関心が高まって

してきた︒

分極化︑
急進化が目立つようになり︑
政治

入れ︑防衛費の倍増といった数年前なら

いる︒
ウクライナ避難民を積極的に受け

強権化に目をつぶってこれらの国の台頭

が麻痺状態に陥る場合が増えた︒
とりわ

武藤会長が２０１１年から新風書房の
ていない︒
かねて北朝鮮の活発なミサイル

から〝大大阪〟︑戦後の高度経済成長へと

連載した
﹁ふらりひょうたん﹂︒明治大正

とても現実的とは思えないような話が政

け２０１７年に発足したアメリカのトラ

として国 家 間 競 争 時 代への歩みを 進め

開 発と 核 実 験 ︑
そして中国の軍事的︑経

﹁せんい産業﹂
が織りなす政治経済から文

ンプ政権はアメリカ第一主義を掲げて︑
ア

た︒西側の支援を受けてウクライナは頑

た︒
さらに新型コロナの世界的流行によっ

済 的 強 大 化に対する日 本 人の警 戒 心は

化芸術の物語を
﹃繊維の街︑大阪﹄
として

別軍事作戦﹂
と称して開始したウクライ

年間にわたり

強に抵抗を続けており︑執筆時点で開戦

て︑
各国はグローバリゼーションを停止し

高まっていた︒
その流れがウクライナ戦争

上梓しました︒

季刊雑誌﹃大阪春秋﹄
に

後百日を越えてもこの戦争は終結の目処

て自 国 民の健 康を 優 先させる 方 針をと

で一挙に噴出したような勢いである︒
欧米

が立たない︒

り︑
カネ︑
モノ︑
ヒト︑
情報流通の分断が深

しかし今の時点ですでにこの戦争は︑
あ

年 前 後の冷 戦 終 結と 共に本 格 化したグ

と言ってよいだろう︒
すなわち︑
１９９０

が長引くことで対ロシア制裁に端を発し

起きた出来事であり︑
到達点である︒
戦争

ウクライナ戦争はこうした流れの中で

ている今︑
こうした方向は間違ってはいな

世界が国家間競争の時代に入ろうとし

的に招いて共同歩調をアピールしている︒

はもちろん︑
ＮＡＴＯ会合にも日本を積極

る時代の終わりと始まりを示したでき事

ローバリゼーションの時代が終わり︑
国家

た世界経済の分断も長期化︑
固定化する

間競争の時代が始まったのである︒

い︒
しかし皮肉なことに 年前には世界で
が自由に流通するのが当然あるべき姿と

力は今や衰退傾向が明らかである︒人口

最も競争力があると見なされていた経済

座で所功先生が傘寿の記念として講演さ

で開催された第1084回︑
武藤記念講

だろう︒
それ以上に︑
カネ︑
モノ︑
ヒト︑
情報

た︒
２００８年のリーマン危機が画期的

考える価値観そのものが揺さぶられてい

の減少と高齢化︑
世界的にも突出した公

この変化の徴候はずいぶん前からあっ
だったと言えよう︒冷戦終結後︑唯一の超

る︒
今後︑
国際的な取引に関して一定の制

れた記録です︒

日に國民會館

大国として生き残ったアメリカが主導す

的債務︑
かつて日本が誇った製造業の競争

年前︑冷戦の終結と

こうした変化は日本にももちろん深い

を得ない︒安全保障において現有の防衛

本経済の衰退は構造的なものと言わざる

を維持し永続していくためには︑
どうすれ

の天皇制度が危機的な状況にあり︑
これ

日本国憲法に明記されている象徴世襲

湾岸戦争はその後の日本の歩みを大きく

ぎない︒
そうした力を支え︑
持続可能にす

力や外交的発言力︑
交渉力は一つの柱に過

だくため発刊しました︒

ばよいのか︑
先生の見解を広く知っていた

影響を与える︒約

よってアメリカは疲弊し︑
２００８年には

左右した︒
それまでアメリカの安全保障の

年の９ １ １ 事 件 以 降のテロとの戦いに

11

アメリカの資産バブルがはじけて世界的

30

で駆けめぐる時代が始まったが︑
２００１

約がかかり︑政治的判断が関与する局面

A5 判 91 頁
500 円（税込・送料別）

る形でグローバリゼーション︑
つまりカネ︑

月

『令和日本の
皇室制度を建て直す』
所功著

國民會館叢書 10２集

力低下や内向きのままの金融業など︑
日

12
が増えていくだろう︒

30

モノ︑
ヒト︑情報が国境を越え︑地球規模

本書は︑
令和3年

も日本のこうした積極性を歓迎し︑
Ｇ７

治家によって語られても強い反発が起き

新風書房刊 A5 判 399 頁
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2,750 円
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まった︒

メリカ主導の国際秩序を自ら破壊しよう

２月 日にロシアのプーチン政権が
﹁特

中西 寛 教授

ナに対する軍事侵攻は世界に衝撃を与え

『繊維の街、大阪』
武藤治太著
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乙女のブロンズ像
﹁薫風﹂
國民會館 階
﹁武藤記念ホール﹂
のエン
トランス中 央 部は︑天井がドーム型の天

令和三年度
事業のご報告

や消 毒 液 ︑
アクリル板の無償提供を
継続しました︒

︵四︶
記念室等展示事業

﹁武藤記念室﹂
の来館者は新型コロ

機 関 紙﹁ 國 民 會 館だより ﹂
は年 間

は令和３年９月の新年度から直接授

一方︑
︑
アメリカのパシフィック大学

ナ感染症の影響で６２３名でした︒

２回発行し︑会員及び関係者に配布

︵三︶出版事業
令和4年3月 日現在の会員数は701

業が再開され図書館内の
﹁武藤ルー

一．
会員の状況

しました︒
またホームページの
﹁アー

名です︒
今年度は新たに

名の入会があり

窓となっており︑
その下に乙女のブロンズ

ました︒

ようにしております︒

ム﹂
も学生利用が始まりました︒

像が設置されています︒﹁薫風﹂
と名付け
られたこの立像は︑平成2年にビル落成

﹁ 國 民 會 館 叢 書 ﹂は﹃ 武 藤 治 太の

5,569

基 本 財 産である土 地の賃 貸 収 入は計

画通りに確保できました︒

132,618
317,920
450,538
485,241

思うまゝ第２巻﹄
を叢書別冊として

-8,479

二．
公益目的事業の実施状況

71,613

を記念に購入したものです︒作者は日本

-57,565

発刊しました︒

88,519
8,623
97,142

武藤記念講座は︑新型コロナ感染

0
8,623
8,623

︵一︶
講演会事業

16,920
0
16,920

芸 術 院 会 員で彫 刻 家の 能 島 征二氏

71,599
0
71,599

︵1941〜︶
です︒感性豊かで格調高い

1,443
101,268
102,711

症のまん延により開催は︑9回でし

61
83
144

人体ブロンズ像を数多く制作しており︑

0
88,533
88,533

た︒講演のテーマとしては︑外交問題
が3 回 ︑安 全 保 障が2 回 ︑経 済 問 題
が 1 回 ︑文 化 が 3 回で 会 員 全 員に
﹁講演要旨﹂
を配布しました︒
また政
治・経 済・文 化に関する 國 民 會 館の
主 張﹁ 金 言 ﹂は ︑会 長が毎 月 執 筆し
メールマガジンで会員はじめ関係者
に配信しました︒
︵二︶
集会場貸与事業
集会場の稼働率設定の計画に
﹁緊
急 事 態 宣 言 ﹂及び﹁まん延 防 止 等 重
点 措 置 ﹂期 間が２０５日︵ 前 年 度

日︶
に及んだため大きく落ち込みま
した︒
集会場を貸与するにあたり︑政府
の
﹁ガイドライン﹂
に則り︑使用人数︑
掃除︑消毒の徹底などきめ細かい対
応で感 染 防 止 対 策を 実 施いたしま

1,382
12,652
14,034

昨年﹃能島征二彫刻作品集﹄
が出版され
ました︒

東京に生まれる
日彫展初入選
日展初入選
︵以後連続出品︶
特選受賞
﹁窮﹂
日展会員賞受賞
﹁五月の女﹂
日展文部大臣賞受賞
﹁悠久の時﹂
日本芸術院賞受賞

■ 能島征二氏
﹁略歴﹂ 抜粋
1941年
1961年
1962年
1969年
1990年
2000年
2005年

能島征二作「薫風」

三．
収益目的事業の実施状況

カイブ﹂
に収 録し ︑広 く 閲 覧できる

31

した︒また︑予約キャンセルの無料化

（令和4年３月３１日）

（二）
貸借対照表
（単位：千円）

合計
法人会計

20,983
13,720
34,703

・固定資産

（令和3年４月１日〜令和4年３月３１日）

（一）
正味財産計算書
（単位：千円）

負債の部
・流動負債 未払金等
・固定負債 退職引当金
負債合計
正味財産の部
・正味財産 指定正味財産
一般正味財産
計
負債及び財産合計

57,132
683
57,815
87,929
311,408
28,089
427,426
485,241

資産の部
・流動資産

91

収益事業
公益目的事業

経常収益の部
・会費等
・事業収益等
（収益合計）
経常費用の部
・事業費
・管理費
（費用合計）
経常増減額
（差引額）

現金預金
未収金他
計
基本財産
特定資産
その他
計

資産合計

■ 役職
・日本芸術院会員
・日展常務理事
・日本彫刻会常務理事

四．
決算状況
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