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人｣ は､西郷さんを真似て同じです
が､｢道を学ぶ｣ ことを勧めたのは
孔子です｡人は､学んで人に法りま
す｡その趣意をさらに発展させたの
がへ 写真②｢学而事大｣ です｡この
句碑は北京の陳経給中学校(旧崇貞
学園) と新旭町の湖西中学校にあり
ます｡

(つかえる)

という字句

これは､﹃論語﹄にある｢学而｣
と､｢事｣

明の時代も同じです｡王陽明は､
〒大学主を復活させて｢致良知｣ の

説を提唱し､精神の救済に努めまし
た｡良心や善意というものに社会的
な価値を付与して､実践哲学に昇華

磯子｢｢｢｢｢｢｢｢三

賢一

の

｢良知の里｣に生まれ育った安三

しています｡

先生ですが､終生､藤樹先生の教え
を広めて､｢聖人の道｣を伝えまし
た｡また､困窮していた北京の子
女を救済して､｢人に事える｣ こと
を中国の人に教えた日本人です｡今
や､藤樹書院と陽明園を擁している
｢良知の里｣は､日本人の原点とい
うだけではありません｡

(桜美林大学孔子学院高島学堂長)

に不はで暮き線も意は記字よなで文とうた生たきも互文画声

清水

中国関係のネットで見ていますと
最近は､王陽明の研究が注目を集め
ていることが判ります｡その理由は
王陽明が明朝を代表する文武両道の
思想家だからです｡明は､漢民族の

王陽明の学説は心学の一派とみな

王朝で中国人の誇りなのです｡

た四字句です｡

を組み合わせて､安三先生が創案し

されていますが､根幹にあるのは､
｢聖人の学｣ です｡人は皆､学べば

@24識字

というのが現状です｡

現代の社会は､様々な問題を抱え
ています｡人間の善意や良心に対す
る信頼が損なわれ､蚕食されている
これもまた､

聖人になれると言います｡頓悟でも
漸層でも､良知は聖人に至る道案内
です｡しかも﹃論語二 の思想を発展
させた学説ですからへ

漢民族の誇りです｡
写真①｢敬天愛人｣ は ﹃伝習録｣

｢西郷さん｣

を味読した西郷隆盛の揮喜ですが､
｢人を愛す｣という語句には､分け
隔てをく人を愛した

人柄が浮かんできます｡

①去憲兵泉

行
発

NPO法人高島藤樹会
滋賀県高島市安曇Iii町上′｣∨=225‑1

〒520‑1 224

電話･FAX 0740(32)4156

藤樹書院･良知館内
(題字は､個脇蜜卿先生によるものです)
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(相手の身になって思い､語り､行

てたのかへ を孔子の最重要語｢恕｣

や中田､西川などの選手をいかに育

界で独裁的な指導者が現れて混乱

フリートーキングでは､現在は易
経によれば乱世の真只中｡だから世

くなくとも整ったのである‑

し先生の解釈は深くへ

孝徳と忠孝は

忠孝を尽くすという内容です｡しか

て､上司に

では違うのか､をど議論が盛り上が

になって考えるのは､商売と人間愛

フリートーキングでは､相手の身

﹃幸せに

います｡

(土)

へ

︻藤樹人間学塾 今後の予定︼

一月十四日

(土)､

五月六日(土)､

◎三月四日(土)､四月一日(土)､

二月四日

徐々に増えています｡｢学ぶは楽
し｣｡皆さまのご参加をお待ちして

本塾には､新しく参加される方が

楽しみました｡

塾の後は､場所を替えて懇親会を

議論が盛り上がりました｡

よう行動しなければならない､など

｡

動すること)と照らし合わせて考え

では､藤樹先生

会社員の

うことは難しいけれども､自分には

｢藤樹人間学塾｣

2回人間

今回は
﹃孝経啓
ました｡

十月一日(土)午後､第6

蒙﹄ の ｢士

次に﹃孝経啓蒙﹄ では､庶人の孝

的に毎月第一土曜日の午後､開催し
孝｣ です｡

学塾を安曇川公民館で行いました｡

の著書を中心に藤樹思想を学ぶとと
の孝｣｡現

真樹人間学塾‑
嚢轡思想を学び考え真鶴する

もに､今日的意義を自分の頭で考

について学びました｡‑･今まで学

田中薄行

え､仲間と議論しながら考えを深め､

｢公務員･

代でいえば

塾長

日々の生活の場で実践することを目

んできたことの大意は､天子から庶
民に至るまで'孝の実践が完全とい

ています｡本会報ではその模様をお

一本である｡愛敬も一体のものであ

ある･｡

とてもと尻込みせず､実行すべきで

伝えいたします｡
1回人間

元々は身分
社会におい

九月三日(土)午後､第6

学塾を安曇川公民館で行いました｡
はじめに｢実践人の家｣を創設さ
れた哲学者で教育者の森信三先生が
｢私の好きな三人の日本人｣という

最初にアドラーの教えⅡ

間学塾を安曇川公民館で行いました｡

十二月三日(土)午後､第64回人

りました｡

る｡この一本の孝徳は､天地､万物

を生みだす大宇宙に他ならない｡こ

題の講演の中で､最初に中江藤樹を
取り上げられていた話をしました｡

の愛敬の誠を尽くすとき､人は大宇

えました｡

なる勇気﹄を紹介し､その中にある
科学と哲学と宗教の違いについて考

の孝は現代社会にも十分通用する素

では'三才
の章について学びま
それ孝は､天の経なり､
地の義なり､民の行いなり｡⁚‑こ

した｡‑

(天･地･人)

﹃孝経啓蒙﹄

次に
期に小川村におられたことの不思議｡

晴らしい思想だ｡先生が江戸時代初

フリートーキングでは､藤樹先生

宙に接する‑｡

﹃孝経﹄を素読した後､｢卿大夫
の章｣を学びました｡卿大夫とは､
現代でいえば副知事のような･5立場で

す｡この章の概意は､正式の衣服で
なければ着ない｡礼法にかなった言
葉でなければ使わない｡そうすると､
言うこと為すことすべてが規範にか

先生に啓発されて､桜美林大学を創
設した清水安三など多くの人々が社
会に役立つ活動をしているのはこの

なっており､舌禍事件はなく､何を
行おうと人から怨み憎まれることは

地に特別な風土があるのではないか'

十五時〜十七時

ない⁚｡

●時間

安曇川公民館

⑥六月三日(土)

●場所

の事の大意は､孝は天地の原理･
原則､人間道徳の根源である｡なれ
ばこそ人々は孝を手本とする｡優れ
た聖王は､天の原理の明快さ､地の
原則の有益さを政治哲学並びに政策

◎印は塾終了後､別場所で懇親会

など議論が盛り上がりました｡

間学塾を安曇川公民館で行いました｡

として'世の人々を治めたのである｡

十一月五日(土)午後､第63回人
はじめにプロ野球日本シリーズで

そのことによって⁚その行政は厳し

あり

優勝した日本ハムの栗山監督が大谷

フリートーキングでは､中庸の話
法とは何か｡心の中庸とは何か､等
について議論しました｡

塾の後は､場所を替えて懇親会を
楽しみました｡
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｢＼申す1‑

‑了ーノTうかす活き④了先了ま他先了先ま

ばて た勉

つえよにず味もてで生人つり'く佐はみは回な｣"をし

了父てたこ⑥父了i 生のいたもぬお 考見

えっ困何行̲o事○で著わ者｡をて○を曲学まてかは無○進
てかつ年くを金はにざにこ続く習て問せい』､理こむ

∴∴∴∴∴∴∴∴∴ こ者だかを了たりう紙いりぞわいたき けめる̲oど がをよう ん付かと来〇〇､のまき○
ぼけつうるよ近ゆすつ父すな､いへ上‑ばはわ力心な､うて
りるた父こう江る｣そ上ぐる先う行､倍る､れがにらたがも
なまな上とやのしく"にの生のか‑あ心こまつ努んく､医

たでのて了 "書こし

かの医をね分しよにで教初本せの"まりういにえ"がを｣し
れ筆学見なかたろ来"えめ書ん医申しやなりすてふ､温く

･｢｢∴∴::∴∴:∴ o問全くでの̲oた ○しののにめえてとが書 お中の話門るたの､自生生しまをかあよでたがばをあ考､い
らまごし弟日の上毎分ばのたし受らりうすめん"さるえ了て
れでろ合たがで"日の'所がたけおがかかには次い○た佐く
る仕先つち続､了､学門へ"○取礼と〇〇一ろ々○このがだ
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夫互しいさCで佐必うるた○こ｣時"大を晴らのでたいい込

しい教にむ吹きが死と力ちまと間私丈春闘でた仕ずよてん
了先了門 にいさ

先た‑のか先ち了先了へをびに⑫に医てがし

擬萎繕隷書擬縄繕 しは送了に医○てつ;い

かの弟つ年は大"さどのしを､わがんれりい○所か喜佐る字いたの苦

講網羅i:謙羅貯‡誘惑訓での学すで了 ̲〈がも詰たの努手 ー"大のめ医で力な ∴∴∴∴∴∴∴轄磁器∴∴:
了ふ⑬で "門とろたかと了

)育たしと歳友尾もれにか｣いし教〇､た○ていこやはな､

｢学而事大｣を貫き通した生涯

﹃清水安三﹄

語教師ウイリアム･メレル･ヴオー

えに感化､大津教会で受流｡その
後へ同志社大学神学部に進学｡その
間に中国の名僧鑑真が幾度もの苦難
を乗り越え日本に渡った話に感動

リズに出会いへそこでキリストの教

神を物語る終生大切にさ
し､多くの人たちの助力を得て､一

足立 清勝
﹃学而華人﹄ (がくじじじん)

｢学問は決し

ものではなく､身につけ

て自分のためだけにする
として中国は奉天(現潜陽)

九一七年日本組合基督教会の宣教師

れた言葉で

た力を社会に役立てるこ

任｡翌一九一八年大運にて彦根出身
の横田美穂と結婚へ北京に転居後の
一九二〇年華北部一帯を早魅による
大飢饉が襲い､農民､幼い子どもた

味です｡

を送ります｡

本や米国まで寄付金集めに奔走､日
夜を問わず'わが身も顧みない日々

な費用を要し､先生は生徒たちが作
った刺繍製品や自著を売り歩き､日

かし､学園運営や校舎建築には莫大

刺繍などの手仕事を指導､生徒の自
立を最終目的に育てていきます｡し

教育する崇貞工読女学校(後の崇貞
学園)を設立､午前は勉学､午後は

その後､貧しい中国人､朝鮮人の

の前身､災童収容所となります｡

延べ七九九名を救出､これが学園

収容します｡

門外に設置した応急施設へ連れ帰り

ら大勢の子どもたちを大八車で朝陽

ちが共に身の危険と死の淵に晒され
ます｡夫妻は連日､北京郊外各地か

に赴

清水安三先生は一八九

子どもたちと日本人も平等に扱って

とが大切です｣という意

一年､現在の高島市新旭
町北畑に生まれました｡
安三少年が六歳の時に伯
父に連れられ､九月二十
五日に藤樹書院の藤樹祭
に行き､その時の印象が
生涯を通して中江藤樹先
生を崇拝するきっかけと
なる大きな出来事だった
ことが､遺稿集｢石ころ

の生涯｣ の中で語られて
います｡

安三先生は地元の小学
校から県
立第二中
学校 (現

県立膳所
高校) へ

入学､米

国人の英

亡くなる前日まで数限りない子ど

十六歳にて召天｡

中戦争で戦闘状態の最中にあっても

先生は最愛の伴侶を失っても､日
学園運営の傍ら､貧民街に無料の医

もたちに接し､愛と慈しみの心をも
って行動､実践しました｡

療施設設置や飲料用水の井戸掘り､
授産･識字教育など数多くの社会事

業を推進し､｢北京の聖者｣とまで
一九四五年日本の敗戦｡

呼ばれます｡

貞学園創立記念のレリーフが功績を

正門の傍らには安三先生の胸像や崇

中国には｢井戸を掘ってくれた人
を忘れた･5い｣の諺がありその言葉通
り､北京の崇貞学園は現在､北京市
有数の進学校へ陳経給中学校として
多くの生徒たちが勉学に励み､その
収され､終わりを告げます｡

称えています｡

崇貞学園運営は中国政府により接
一九四六年三月十九日先生夫妻は
すべてを失い日本に帰国､この時､
安三先生五十四才､再婚していた郁

校を創るのが生涯の夢｣と語ってい

た先生､今をお東京町田市の桜美林

｢わしは幼稚園から大学までの学
子夫人五十三才｡

しかし､夫妻は学校を創りたいと

学園は学園全体が美しい桜の木に覆

豊彦からバラックの建物を紹介され

が目標とした自由な学風が学内の至

市民が自由に出入りのできる開放的
な学舎となっており､清水安三先生

われ､陶像の藤樹先生が見守る中､

新たな学園建設の第一歩を踏み出し

る所に生かされています｡

の願いからすぐに行動を起こし､二
十二日には一面佳主と化した東京へ
移り､翌日には街中で再会した賀川

ます｡帰国からわずか四十八日目文

部省から桜美林学園設立の認可を取
り付けたのです｡

以来､多くの人たちの助けと夫妻
のどん欲なまでの学園づくりへの執
念は国内外へと足を延ばし､講演､
著書販売､人材確保など学園建設の
ための献身的な行動を展開していき
ます｡

そして､現在の一万人超の生徒､
学生を擁する総合大学へ桜美林学園
清水安三先生九

へと発展していったのです｡

一九八八年一月

清水安三先生銅像
高島市役所正面南側

この言葉は清水安三先生の教育精

ヨ シリーズ④ ｢郷土高島の先人に学ぶ｣

義雄

良知館通信⑤
山本

心のふるさと藤樹書院は､上小川
集落の中ほどに位置する｡敷地の南
寄りに書院､南西に表門その北側に
土蔵がある｡

藤樹書院の
正門の変遷を

日次男延之輔
を伴い大酒の
地に里帰りし
た｡餃子は二
弥太郎 (謹専

宮尊徳の嫡男
行) の妻であ

る｡延之輔は
この記録を｢江州紀行｣として書き

となり今逼るものは､円尾と藤樹と

残している｡
〟書院祝融の災い権り､昨年灰塵

時代をさか
のぼり調べ
なり‑〟

上困

窮市郎

藤樹先生性まつ粛る石碑④
霞轡書院前の｢手経｣晴
藤樹先生は､三十三歳の夏､孝経
の意味深長なことに感激され､それ
以来､毎朝､夫人と共に孝経を拝話
された｡藤樹書院では今も｢講書始
め｣と｢営省察｣ に孝経が拝話され

｢徳本堂｣と命名された｡

る｡孝経の文｢孝は徳の本なり｣ に
由来して､江戸時代光格天皇が藤樹
書院を

賛助会員一覧

ご協力ありがとうございます

四十一年(一九〇八) に藤樹先生贈

この石碑は､藤樹先生生誕四百年

｢藤樹書院の

位報告､常省先生二百年祭が行われ

○ウエストレイクホテル可以登楼

この鏡

の字体を手彫りで刻字したものであ

に際し､藤樹先生の直筆｢心画孝経｣

○有限会社白浜荘

○有限会社宏和商事

高島市新旭町旭)

板の寄進

○社会福祉法人新旭みのり会

○株式会社戸井薬局

○ソエダ株式会社

を彫刻した｡孔子の高弟､曾子の故
郷､山東省､嘉祥県の石材で'幅

○とも栄藤樹街道本店

千) の生誕地､中国､山東省へ 曲卓

一七〇､奥行十五､高さ二八〇セン

○中村印刷株式会社

る｡孝経の冒頭に出てくる､仲尼(礼

チ､重さ五トンである｡高島市内､

〇ニッケイ工業株式会社

は'藤樹

究家､前
神戸大学教授の森信三先生である｡
先生は国民教育者で実践人の家を主

県内､全国の約二七〇名の有志賛同
者の寄付によって建立された｡総額

〇八日建設株式会社

○株式会社TADコーポレーション

という

二一〇万円余である｡特に中国山東

○有限会社馬場塗装

の石匠が､孝経全体の約半分九百字

有名な言葉がある｡

省の曲卓や嘉祥県の曾慶淳民ら関係

〇三田村印刷株式会社

○有限会社綿庄食品店

○株式会社中村測昌設計

○鉄屋商事株式会社

書院正門前にかけられた石の太鼓
橋は､平成十四年ころに改修され
た｡門前左側にある美形の松は､樹

者の絶大な協力の結果である｡

宰された｡〟人生二度を･SL〟

のと推定される｡

平成二十年四月二十日､論語普及

木の状況からみて百二十年位経つも

先生の研

(新規会員

⑥税理士法人･小畑会計事務所

の中

た時へ

○株式会社大山窪設

と記述がある｡又､明治

てみると､
歴史｣

くケヤギ一枚板の修復として鏡板が

○株式会社栗原組

四月十二

表門の藤のご紋の傷みがひど

に延享四年
作られる｡

(一七四七) 百年祭に正門建立とあ
る｡この時の門は､妙専寺から東へ
進み､藤樹書院の境内で熊沢蕃山入
門懇願の跡付近と考えられる｡現
在､藤樹書院を訪れた人のシンボル
となる｡記念写真位置の藤樹書院の

四足門を新門と称されるのは､弘化
四年(一八四七)藤樹先生二百年己
辰祭に際して新たに建立｡

明治十三年(一八八〇) の上小川
村の大火で講堂は類焼したにも関わ
らず､この門と隣接する土蔵は幸い
にも災禍を免れた｡

このことは､分郡家の家臣で江戸

(一八八一)

留守居役､三宅頼母の娘である餃子
が関係する｡江戸で誕生した餃子は
明治十四年

