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︵公財︶藤樹書院代表理事

﹁遠く居て 母のあかぎれ 涙す

る﹂ 藤樹かるたの 〝あかぎれこう
薬〟 の読み札です︒小さいころに聞

いた藤樹先生の逸話で最も印象深
かったものです︒勉学のために故郷
を離れた藤樹が︑薬を母のためにと
持ち帰ったところ︑母は学びの道半
ばだと叱って帰るようにいうという
ものです︒そのあと︑藤樹の母を思
う気持ちとそれに対する母の厳しさ
についての説明がありました︒その
とき︑はるばる帰ってきた藤樹に母
親はそうはしないだろうと思いまし
た︒その後︑学校で歴史を学び︑わ
が子が成長し︑仕事で多くの若い人
たちと話をさせていただく中で︑藤
樹の時代には︑そのようなことが
あっても不思議ではないと思いなが
ら︑でもこの逸話は今も苦も母の心

あかぎれこう薬の逸話が実際に

の中はそうではないのだということ
を考えさせようとする題材だと思う
ようになりました︒高島藤樹会が作
製した藤樹紙芝居には︑そんな母の
気持ちが書かれています︒

あったものかどうかはわかりません

が︑藤樹が著した﹃鑑草︵かがみく
さ︶﹄の教子報︵ぎょうしほう︶に﹃孟
子年たけて⁝︵中略︶⁝此のたてた
る機を断るに異ならずと︑甚だしく
戒め給ひぬ︒﹄ ︵孟母断機︵もうば
だんき︶ の逸話︶からきているのか
もしれません︒さらに︑この話は︑
漢の劉向︵りゆうきょう︶ の ﹁列女
伝︵れつじょでん︶﹂ の中の ﹁郷孟
珂母︵すうのもうかのはは︶﹂ の孟
母三遷 ︵もうぽきんせん︶ の後に出
てきますし︑﹁韓詩外伝 ︵かんしが
いでん︶ ﹂ にもあるそうで︑どれが
原典なのか︑誰が作ったのかもよく
わからないようです︒
孟母断機の逸話には孟子が学問の
途中で︑なぜ家に帰ってきたかがあ
りませんが︑﹁あかぎれこう薬﹂に
は︑藤樹が学問の途中ではるばる家
に戻った理由があり︑この話ではそ
の方が重要であるように思います︒
藤樹かるたにもそれが強調されてい
ま
す
︒
私は最近︑八十六歳の母を亡くし
ました︒三・四年前までは自動車で
出かけるのが好きだった母親に声を
かけて︑琵琶湖を回ったり小浜や三

方五湖に連れ出したり︑ボランティ
アで続けていた良知館の生花を買い
に行ったりしていました︒二年前に
骨折して車いす生活になり出かけた
いと言わなくなりました︒母が亡く
なった今︑親孝行がほとんどできな
かったことを悔いる私自身に ﹁出掛
けたいと言っていた時にできるだけ
のことは出来たんかなあ﹂と言い聞
かせています︒
あかぎれこう薬の話は︑母の子に
対する厳しさや愛情と共に子が母に
今できるだけのことをしておくこと
の大切さが込められている逸話なの
だと実感しています︒さらに︑人と
の関わりでは︑今やらなくても後で
できる︑いつでもできると考えては
いけないということも含まれている
と思います︒
物事は︑それを勉強すればするほ
ど︑その深さがわかってくるもので
すが昨年度から藤樹書院に関わらせ
ていただき︑高島藤樹会にも入れて
いただき︑少し遅いのですが︑これ
から藤樹の学問の深さに触れられる
ようにしたいと思っています︒
﹁あかぎれこう薬﹂の話は︑イン
ターネットでなんでも注文でき︑宅
配便でどこへでも届けてくれる現代
では︑直接会って手渡しすること︑
直接会ってコミュニケーションする
ことの大切さを伝える話になるのか
もしれません︒

塾長

田中

浩行

﹁藤樹人間学塾﹂ では︑藤樹先生
の著書を中心に藤樹思想を学ぶとと

もに︑今日的意義を自分の頭で考
え︑仲間と議論しながら考えを深め︑
日々の生活の場で実践することを目

フリートーキングでは︑約二千五百

文で ﹁中庸は明徳の別名なり﹂と言
い切られている意味を説明しました︒

一二中庸解・通釈﹄に入りました︒前

田南嶺師が選ばれた素晴らしい詩
集です︒そして﹃中庸﹄を素読し︑

の話をしました︒円貨寺派管長の横

二月四日︵日︶午後︑第78回人間
学塾を安曇川公民館で行いました︒
最初に＝﹂坂村真民話集一〇〇選﹄

葉をいただきました︒

らウロコが落ちました﹂ と嬉しい言
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年前の同時期に槽遡︑孔子︑キリス
ト︑モハメッドが現れ︑その教えが

ブ・ジョブズ氏の名スピーチの話を
しました︒﹁・・・人生の時間は限
られています︒何よりも大事なこと

は自分の心と直感に従ってその時間
を使う勇気を持つことです・・・﹂
次に﹃中庸解﹄冒頭の ﹁天の命ず
る之を性と請う﹂から始めました︒

藤樹思想は﹁全孝﹂ の教えが根本に
あります︒

中江藤樹の日本陽明学の教えは︑
地域の枠を超えた普遍性があり︑大
河ドラマの﹁西郷どん﹂も陽明学を
信奉して偉大なことを成し遂げまし
た︒今回初参加の四名のうち三名が
高島市外からの方でした︒
藤樹先生の素晴らしい教えを地域
外にもしっかり発信して︑もっと世
間に知らしめる必要があると話し合
いました︒
塾終了後︑場所を替えて和やかに
懇親会を楽しみました︒
四月七日︵土︶午後︑第50回人間
学塾を安曇川公民館で行いました︒
﹃中庸﹄を素読後︑﹃中庸解﹄ の
﹁君子はその見ざる所に戒慎す﹂ の

る︒私たちもそうありたいものだ︒

フリートーキングでは︑現代社会
ではグローバル化の中で自己顕示す
ることが当たり前のようになってい
るが︑却って東洋思想の ﹁慎独﹂を

実行することにより︑相手に通じる
のではないか︑というような意見が
出ました︒
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現代まで続いている意味は何かとい

轟溺
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⑨印は塾を終了後︑別場所で懇親会あり

場所 安曇川公民館

時間 15時〜17時︵原則︶

7月7日︵土︶︑ 8月5日︵日︶︑
◎9月1日︵土︶︑ 10月6日全き︑
日月3日︵士︶︑◎12月1日︵十干

5月19日S︑◎6月2日3︑

﹁藤樹人間学塾 今後の予定﹂
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的に毎月原則第一土曜日
の午後︑開催しています︒
本稿ではその模様をお伝
えいたします︒
一月六日︵土︶ 午後︑
第77回人間学塾を安曇川
公民館で行いました︒

今回から中江藤樹原
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う問いが出され︑皆で議論しました︒

項を学びました︒魚が水を離れては
生きられないように人は道を離れて
生きるのは困難である︒物事の見え
ない所︑聞こえない所︑隠れている
所に真実があり︑それは時に顕在化
するものだ︒従って君子 ︵教養人︶
は独︵一人で居る時︶を慎んで悪い
行いを戒め︑善い行いをしようとす
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三月三日︵土︶午後︑第79回人間
学塾を安曇川公民館で行いました︒
最初にアップル創業者スティー
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著・西晋一郎通釈 ﹃中
庸解・通釈﹄をテキスト
に学び始めました︒﹃中
庸﹄ は︑孔子の教えを孔
子の孫にあたる子忠が解
き明かし︑まとめた書

物です︒その ﹃中庸﹄
読み下し文を素読した
後︑﹃論語﹄ と﹃大学﹄︑

すると初参加の人から ﹁今まで疑
問に思っていたことが分かって目か

ものだと話しました︒

の説明をしました︒そして中江藤樹
の ﹁孝の思想﹂について解説し︑本
書は ﹃中庸﹄を藤樹思想で解釈した

﹃中庸﹄の関係︑﹁大学の三綱領﹂

高島藤樹会の活動

落としてしまいます︒それからの風早郡

実った稲穂

安定していきます︒吉辰は︑槍の名手で

は︑落ち着きを取り戻し︑次第に治安が

﹃臓と戦う﹄

もあったが︑結果的に二人の人を死なせ

﹁藤樹紙芝居﹂の紹介⑲
︵
解
説
︶
てしまいます︒

ちょっと見

が︑腐って
しまうでは

中江藤樹先生は︑おじいさんの吉長

吉長にとって不本意で︑悔いの残る事

回りをし

藤樹先生が︑晩年に書院で人々に教

︵よしなが︶ と︑おばあさんの甫東︵ほ

件となりました︒しかし︑一方では︑領

時の資料などから伝わっています︒吉長

ないか︒心
配なことだ︒

は約三千万人と推測される︒九十％以

前である︒江戸時代初期の日本の人口

とう︶ の住む︑大洲藩︵愛媛県︶ へ移っ

民からば慕われる奉行であったことが当

えておられたのは︑およそ三百八十年

上が農民であった︒生産量も消費量も
て暮らし始めます︒

られていた︒生活圏が限定されている

離れて管理する土地︶ である風早︵かざ

但し︑この紙芝居では︑子どもたちへ

前も︑いっ

から︑武士を除いては︑人々の知識や
はや︶ へ︑吉長が奉行として妻︑与右衛

読み聞かせの配慮から︑史実とは異なり

まもなく︑大洲藩の飛び地︵藩領から

今ほど多くなかったから︑物流量も限

しょに来なさい︒﹂

てくる︒与
右衛門︑お

情報量は至極限られていたと思われる︒

門さんを伴い赴任します︒今回は史実と

﹁捕まえた﹂ として描いています︒また︑

は二年後の一六二二年に病浸します︒

今日の私たちの生活は︑物流量︑情

して藤樹先生年譜にも記されている︑そ

死にを心配した農民たちの間で生活不安

る米の不作で︑ききんに見舞われ︑飢え

その風早での三年目の秋は︑長雨によ

の大洲や近江に帰ってからの生き方に大

伝わっており︑この風早での経験が︑後

した状況下で雄々しく振る舞った様子も

が︑この事件に警護などで関わり︑緊迫

周囲の人々に対する表情︑言葉づか

重要な要素として浮かび上がってくる︒

然のことでかろうじて身をかわした次の

て︑刀で吉長に切りかかってきます︒突

しかし︑家から出てきた須卜は隙を見

郡︵こおり︶奉行のおじいさん吉長
︵よしなが︶︑そしておばあさんの
甫東 ︵ほとう︶ と︑いっしょに暮ら
す与右衛門さんは︑十三歳になって
いました︒お米の取入れの季節とい

︵
紙
芝
居
︶
① 四国大洲藩の飛び地︑風早︵か
ざはや︶ へ移っての生活も三年目︒

︒
す

きな影響を与えたことも伝えられていま

から混乱が生じ︑浮き足だちます︒そん

な時︑ならず者の須ト︵すぼく︶ という
男が︑人心を乱すことを目的に農民たち

へ他の藩領などへの逃亡をそそのかし︑
風早郡内を乱し始めます︒そのため︑農

民たちの間からは︑みんをが逃げ出す噂

が出てきます︒それを知った書長は︑奉

い︑まなざし︑思いやりの振る舞いこ

瞬間︑持っていた槍で須卜を突き刺して

を訪れます︒

行職として須卜の言動を諌めるために家

そ︑責任ある仕事︑豪族とのふれあい︑

しまいます︒その様子を陰から見ていた

︒
か

与右衛門と呼ばれていた時代の藤樹先生

おじいさんは︑雨が降り続く空を
見上げながら︑笠をかぶり︑蓑合羽
︵みのかっぱ︶ ︵藁でできた合羽︶
を着て︑言いました︒
与右衛門﹁はい︑わかりました︒﹂
与右衛門さんは︑返事をすると急
いで︑外へ出る準備をしました︒
おばあさん ﹁道も田んぼも︑わから
ないくらいの大雨になっています
から︑気をつけてくださいよ︒﹂
心配するおばあさんの言葉を聞き
ながら与右衛門さんは︑雨が早く止
んでほしいと願いました︒
吉長﹁では︑行ってくる︒﹂
おじいさんと︑与右衛門さんは︑
降りしきる雨の中を出かけました︒
② 大雨で︑見渡す田畑が︑海のよ
うになっています︒ぬかるんだ道を︑
踏みしめるように歩きながら︑おじ
いさんは︑つぶやきました︒
吉長﹁これは︑大変をことになって
こであったお話を紙芝居に描きました︒

うのに連日︑大雨が続いています︒
吉長 ﹁この大雨は︑いったい︑いつ
まで続くのた︒毎日︑雨が降り続
いて︑田んぼが水の中に沈んでし

いる︒昨日は︑まだ︑稲穂が少し

報量︑活動エネルギーの三点において
飛躍的を増加が見られる︒私達は︑よ
り多くの物︑より多くの情報を求めて︑

より多くの金銭とエネルギーの獲得に
明け暮れていると言えよう︒

現代社会は︑人々が生活するのに大
変厳しい時代であると言われるが︑人

間の悩みとか幸せは︑いつの時代にも
それなりの重みがあるのではなかろう

か︒江戸時代の人々の悩みが軽いもの
であったとは︑到底考えられない︒﹁翁

問答﹂の中で︑藤樹先生が語る﹁心の
平安﹂は︑物︑情報︑活動の量にかか

わらず︑私たちが自分の生活︑人生︑

須卜の妻が︑吉長に襲い掛かり︑身を守

まい︑このままでは︑せっかく

社会の信頼を得る基盤では恋いだろう

生き方を冷静に見つめるとき︑極めて

るために︑再び槍で刺して二人とも命を

見えていたが︑今日は︑何も見え
な
い
ぞ
︒
﹂

来年の春に播く種子も取れませ

では︑食べる米もありませんし︑

ばが水に沈んでしまいました︒わ
しら農民は何もできず︑このまま

﹃もう風早では暮らせないから︑

松吉﹁わしらば︑このままでは︑飢
え死にするのを待つだけです︒

な口車に乗ってはをらんぞ︒今は︑
どこへにげて行っても︑暮らしは

し
た
︒

権助﹁﹃ここにいたら︑飢え死にだ
ぞ﹄と︑言われたんです︒﹂
竹吉﹁わしも﹃他に︑もっと暮らし

須卜︵すぼく︶さんから言われま

意をする︒飢え死にはさせないぞ︒
わしがお前たちを守り︑来年も米

が作れるように約束する︒だから︑

風早から出て行くことなど︑考え

るな︒それよりも︑今年の米が少
しでも取れるように︑これからみ
んなで手を尽くすのだ︒だから︑
今日は家へ帰れ︒﹂

農民たちの訴えを聞いて︒お奉行
は考え込みました︒
吉長﹁あのならず者の須卜が︑みん

民たちがどんなに苦しい思いをし
ているか︑しっかり覚えておきな
さい︒その苦しみを減らし︑助け

吉長﹁与右衛門︑聞いたか︒今︑農

お奉行の言葉に︑農民たちは︑少
し︑安心したようにうなずいて帰っ

なに言いふらしているのだな︒こ
れは大変なことになる︒農民たち
がここを出てしまったら田畑を守

そのように伝えます︒﹂

与右衛門﹁はい︑では先に帰って︑

にそのことを伝えなさい︒
道がとても悪いから︑十分に︑
気をつけて帰るように︒﹂

⑤ 吉長﹁与右衛門︑わしは︑これ
から須トに会って大事な話をしな
ければならない︒お前は︑ここか
ら屋敷へ帰って︑奉行所の者たち

て行きました︒

るものがいなくなり︑土地が荒れ

か︑みん

吉長﹁よい

いました︒

お奉行は︑
みんなに言

いけ裸出

てしまう︒

るのが奉行の仕事なのだ︒﹂
お奉行は︑与右衛門さんに言いま
し
た
︒

し
た
︒
﹂

な︒須卜がなんと言おうと︑そん

与右衛門さんも︑海のようになっ
ん︒お奉行様︑何とか助けてくだ

も取れな
くなるだ

松吉さんが言いました︒

た田んぼを見るのは︑初めてです︒
与右衛門﹁おじいさん︑田んぼのお
さ
い
︒
﹂

変わらぬ︒今年はこんな悪い年に
なってしまったが︑お前たちが食
べる米は︑よそから買ってでも用

米は︑どうなるんですか︒﹂

よそへ行こう︒﹄と︑人からも︑
言われているんです︒﹂
④ 梅助さんや︑竹吉さんも言いま

吉長﹁今︑雨が止んでくれればよい
話をする
うちに弥平
さんの目か
らは︑涙が
あふれてき

が︑このまま続くと︑米は一粒

ろう︒田

それだけ

やすい︑よい所がある﹄と︑ろう

次に行っ
た甚平さん
の家でも︑
ぽろぽろ涙
を流しながら言います︒
甚平一このままでは︑わしらは︑も
う飢え死にするか︑ここから逃げ
だすしか︑方法がありません︒﹂
お奉行は︑続いて大吉さんの家に
も行ってみました︒
太古﹁もう稲穂が腐ってきているん
です︒これでは一粒の米もとれな

は何とし

ました︒

いよ︒わしらは︑みんな︑生きて

ても止め

にん︵仕える主人のいない侍︶ の

いけません︒どうすればよいので

なければ

ながら訴えました︒
雨の中を集まってきた多くの農民
たちは︑不安と悲しさで︑胸がいっ
ぱいになっていました︒

あっちの豪︑こっちの家と︑どこ
へ行ってもみんな同じように︑泣き

しょうか︒﹂

んぼを作
っている︑

みんなの
ことが心

配だ︒様
子を見に
行こう︒﹂

おじいさんと与右衛門さんは︑雨
の激しく降る中を近くの農家の方へ
歩いていきました︒

② 吉長﹁弥平は︑いるかな︒﹂
弥平きんの豪の戸を開けて︑声を
かけました︒

弥平﹁あっ︑これはお奉行様︒どう
してここへ上

表合羽は着ていても︑ずぶぬれ姿
のお奉行と︑与右衛門さんが立って
いるのを見て弥平さんは︑びっくり
しました︒

吉長 ﹁弥平︑田んぼが大変をこと
になっているな︒﹂
弥平﹁はい︑降り続く長雨で︑田ん

与右衛門さんは︑足をしっかりと
踏みしめながら︑帰って行きました︒
お奉行は︑与右衛門さんが帰って

行くのを見届けてから須卜に会って︑
話をしようと須卜の家へ︑やってき
ました︒

る
ぞ
︒
﹂

ことがわからぬか︒今度は︑大雨
の被害で困っている農民に﹃ここ
を出て︑よそへ行け﹄と︑けしか
けているではないか︒今は︑どこ
へ行っても︑暮らしは変わらぬ︒
それがわからぬか︒﹂
身体を柱に縛られて動けない須卜
に話しかけました︒

はすかされ︑
かべに突き
当たって気
を失い︑倒
れてしまい
し
た
︒

ちょうど︑

奉行をにらみつけるようにして言い
返しました︒

須卜は︑柱にしぼられたままでお

え死にする農民をお奉行は救うこ
とが出来るのか︒﹂

さんから︑須卜の家へ向かわれた
と聞き︑急いで来ました︒しかし︑

おけがはありませんか︒与右衛門

奉行所役人﹁お奉行︑大丈夫ですか︑

けつけてきました︒

⑥ 須ト﹁この雨で米が取れず︑飢

吉長﹁農民や︑村人の命を守るのは

その時︑奉
行所から役
人たちが駆

これは︑こ

須卜﹁あっ︑
お奉行様︑

かけると

れは︑これ

ですね︑どうなるのですか︒﹂

⑦ その夜︑おじいさんは今日の出
来事を︑おばあさんと与右衛門さん
に︑話しました︒
吉長﹁与右衛門︑お前も水に沈んで
いる田んぼを見て回ったが︑どの
ように思ったか︒﹂
与右衛門﹁はい︑この雨で︑もしお
米が取れなければ︑皆さんが心配
していたように生きていけないの

帰りました︒

﹂
︒
け
役人たちが須卜夫婦を連れていく
のを見届けてからお奉行は︑もう何
もなかったような顔をして奉行所へ

すごい雨で遅くなりました︒﹂

は︒あのう︑
私に何のご

吉長 ﹁私は大丈夫だ︑それよりも
この須卜たちを奉行所へ連れて行

えにかかわってなど︑おれぬ︒﹂
その時︑物陰から見ていた須卜の
妻が︑長い樺でおそいかかりました︒
須トの妻﹁えいっ︑﹂
吉長 ﹁あっ︑なにをする！﹂
声と同時に︑お奉行は︑ひょいと
身をかわして︑樺を引っ張ると︑妻

ぬ︒わしも︑もうこれ以上︑おま

となどを聞くものは︑だれもおら

﹂
︒
か
吉長﹁だまれ︒もう︑お前の言うこ

奉行に︑そんなことが出来るもの

須ト ﹁年貢を取り立てるだけのお

﹂
︒
い

え死にをさせるようなことはしな

奉行の責任だ︒みんなが食べる米
は大洲藩が全力をあげて︑よそか
ら買い集める︒だから絶対に︑飢

お奉行が︑
家の外で声を

吉長﹁須卜はいるか︒話がある︒入

用でしょうが︒﹂

お奉行が家へ入ろうとすると︑
須卜は︑いきなり刀で切りかかりま
し
た
︒

須
ト﹁
や
っ
ー
﹂
︑

お奉行が自分を捕まえに来たと
思ったのです︒
吉長﹁何をするか！︒無礼者︒﹂
間一髪︑危うく身をかわした︑お
奉行は︑須卜の手から刀をたたき落
とすと︑腕を取り︑ねじ伏せて近く

にあった縄で︑縛りあげてしまいま
し
た
︒
吉良 ﹁須卜よ︑お前は︑人が嫌がる
ことや悪いことばかりをして︑み
んなに迷惑をかけ︑嫌われている

吉長﹁そう

だ︑もし

も大きな

ききん

︵日照り

や水害で

米などが

取れない

こと︶が

起れば︑

農民たちは食べ物がなくなり︑生
きられず︑ここを逃げ出すことに
なる︒そのようなことが起こらぬ
ように︑困っている時は︑何とし
ても助けなければいけないのだ︒
そこで︑みんながこの土地で︑安
心して暮らせるように守るのが︑
奉行や侍の仕事だ︒だから︑須卜
のように世の中を乱そうとする者
は命をかけてでも防がなければな
らないのだぞ︒﹂

与右衛門﹁はい︑おじいさんの言わ

れたことをしっかりと覚えておき

ます︒でも︑須卜はどうなるので
す
か
︒
﹂
吉長﹁須卜が﹃悪かった﹄と心から
あやまれば︑許してやろうと思う︒
しかし︑与右衛門︒今日の事件で

須卜の仲間たちが︑助けようとし

て︑押しかけて来るかもしれない︒

お前も︑もう十三才だ︒奉行所の
者といっしょに︑しっかり見張り
をしなさい︒﹂

少しも怖いとは︑思いませんでした︒
次の日も︑その次の日も︑火の矢
が屋敷に飛んできましたが︑みん
なの守りで︑

火はすぐ消
し止められ

所の全員が交代で︑三度ずつ︑屋
敷と奉行所の見回りをして︑警戒
する︒よいなー﹂
お奉行は︑役人たちを集めると︑
このように命じて屋敷や奉行所を︑

与右衛門﹁はい︒わかりました︒﹂
与右衛門さんは︑はっきりと大き
な声で︑返事をしました︒
⑧ それから数日後の夜のことです︒

お奉行の屋敷に突然︑火の矢︵矢の
しっかりと守ることにしました︒

与右衛門

先に火をつけたもの︶ が数本打ち込

を大将に︑その仲間たちが屋敷をお
そってきたのです︒役人のひとりが
小声でみんなに声をかけました︒
奉行所役人﹁来たぞ！︒みんな気を
つけて守れ︒﹂
奉行所役人﹁よし！︒﹂
みんなが緊張の中で︑大きくうな
ずき︑目くぼせしました︒暗い中で︑
何人の賊がいるのかわかりません︒
ました︒

さんは見回

いくつもの足音がします︒

構えました︒

いなら︑かかってこい︒﹂
賊たちは︑刀を抜いて︑今にもと

るのだ︒どうしても須卜を助けた

いつまで︑このようなことを続け

吉長は︑﹃ビュービュー﹄と︑得意
の槍を持って振り回しました︒
吉長 ﹁お前たち︑悪いことにこりず︑

お奉行の

思いました︒

﹃来たI・﹄と

右衛門さんは

が姿を現し
ました︒与

その時︑
お奉行や与
右衛門さん
の前に︑賊

な
る
﹄
与右衛門さんは︑刀に手をかけ︑

﹃賊がかかってきたら切ることに

ぐつ！とこぶしを握りしめました︒

与右衛門さんは手に力をこめ︑

りをしなが
﹁来られる

そして︑次の日の夜遅くお奉行が
再びみんなを集めて︑言いました︒
吉長﹁どうやら今夜︑賊がおそって

し
た
︒

ものなら
来てみろ︑相手になってやる︒﹂
と︑心でつぶやき︑しっかり︑その
役目を果たしていました︒
吉長﹁そろそろ︑大勢で奉行所をお
そってくるかもしれない︒みんな
でしっかりと守りを固めよ︒﹂
お奉行は全員を集めて声をかけま

︑
ら

吉長﹁与右衛門︑お前もみんなと一

与右衛門﹁はい︑気をつけて見回り

緒に交代で見回りをするのだ︒よ
いか︑相手は︑いつ︑どのように
おそってくるかわからぬ︒気をぬ
かずに︑しっかりと注意をして︑
見回るのだ︒﹂

まれました︒

奉行所役人﹁大変です︒お奉行︒お
屋敷と奉行所に︑火の矢が打ち込
まれました︒火はすぐに消しまし

たが︑曲者︵くせもの︶は逃がし
てしまいました︒﹂

吉長﹁よし︑わかった︒みんなにも
気をつけるよううに伝えよ︒﹂

ま
す
︒
﹂
与右衛門さんは︑大きな声で答え
ました︒
⑨ おじいさんは︑与右衛門さんが︑

奉行所役人
﹁
は
い
︑
わかりま

こわがらずにしっかりと答えたので

吉長﹁与右衛門︑おまえにこの刀を

頼もしく感じました︒

し
た
︒
﹂

役人は︑
走って奉行
所へ戻って
行きました︒
お奉行は︑
﹃きっと須
卜の仲間の仕業だ﹄ と︑思いました︒

くるようだ︒今夜は門を開いてお
く︒賊が入ってきたら捕まえるの

﹂
︒
だ
お奉行の言葉を聞いた︑みんなは
緊張しました︒
⑮ 奉行所役人﹁いよいよ来るか︒﹂
奉行所の役人たちは決められた場
所で賊が来るのを待ち構えていると

与える︒賊がおそってきたら︑こ
れで戦うのだ︒﹂
おじいさんはそう言って︑与右衛
門さんに長い刀を渡しました︒
でも︑与右衛門さんは︑木刀で剣
術の稽古はしていますが︑まだ一度
も刀で︑人と戦ったことはありませ
ん︒本物の長い刀を持つのも初めて
で
す
︒

﹂
︒
か
与右衛門さんは︑初めて持って︑

ついにやってきました︒須卜の息子

与右衛門﹁長い刀はこんなに重いの

屋敷の外へ出てきたら︑切りかか
って︑須トを取り返そうと思って

おどろきましたが︑賊と戦うことは︑

火の矢は︑幸い︑すぐに消され︑
火事にはなりませんでした︒
吉長﹁須卜の息子や仲間が︑屋敷に
火の矢を打ち込んできたのだ︒こ
のさわざの問に︑わしや役人が︑

来たのだろう︒今夜からば︑奉行

びかかりそうにしています︒

お奉行が一段と大きな声で言いま

が︑奉行所
の仕事であ
ることを忘
れてはなら
ぬ
ぞ
︒
﹂

お奉行は︑
奉行所の役
人や与右衛
門さんに話

フォトニュース

へ保末理事が出席

↓∴∴

し
た
︒

しました︒

＼

新旭商・北小学校は︑北小学校

琉積読商連泰時甲的￣

吉長﹁お前たち︑命が惜しければ︑

それから一か月後︑お奉行は牢屋
に入っている須卜に言いました︒
吉長﹁須卜よ︑お前の息子や仲間は︑
奉行所をおそってきたが︑﹃命が
惜しい﹄と︑刀を捨てて︑ここか
ら逃げ出していったぞ︒お前も人
間だ︑命が惜しければ助けてやる︒
今までのことをあやまり︑仲間と
共にこれから風早のみんなが︑平
和に暮らしていけるようにしっか
り働く気があるか︒さあ︑どうす

そ れ か ら 間 も な く おじいさんの
吉長は︑風早の奉行として︑いろい
ろなことがあった三年間の仕事を終

えました︒

るー・考えろ︒﹂
だまって話を聞いていた須卜は決

心したように言いました︒

今すぐにここを立ち去れ︒真剣勝
負をしたいならかかってこい！﹂
⑪ お奉行の大きな声に︑賊たちは
後ずさりをして︑一瞬﹃シーン﹄と
静まり︑前へ出ようか︑逃げようか
と迷っていました︒次の瞬間︑須卜
の息子が大きな声を出しました︒
須卜の息子﹁逃げろIL
その声に︑賊たちは︑ほじかれた
ように︑

吉長﹁与右衛門︑大洲へ戻ったらど

︵おしまい︶

︒
た
やがて三人は大洲へと戻って行き
ましたが︑与右衛門さんにとって︑
生涯忘れることのできない風早での
三年間となったのでした︒

くなった︒﹄ と︑うれしく思いまし

は︑﹃与右衛門さんがとても頼もし

学びたいと思います︒﹂
二人の話を聞いていたおばあさん

うにもっと︑もっと多くのことを

々が︑幸せに暮らせることの大切
さが︑分かりました︒
私は︑自分が大人になった時︑
恥ずかしくない生き方ができるよ

なことを教えてもらいました︒人

与右衛門﹁はい︒私は風早でいろん

んなことがしたいと思うか︒﹂

⑫ 須ト﹁私はまだ死にたくない︒
これからも生きていきたい︒だか
ら︑これからはみんなの力になれ

賊の仲間﹁わぁっ−︒﹂
いっせいに刀を放り投げて︑逃げ
出しました︒役人たちは︑賊を追い
かけようとしました︒

るように︑がんばるから助けてく
ださい︒お願いします︒﹂

須卜は︑お奉行の顔をしっかり見
ながら何回も頭を下げました︒

吉長﹁よし︑本当にそのように考え
るなら︑牢屋から出してやろう︒
しかし︑もしその約束を破ったら︑

その時は命はないと思え︒﹂
こうして︑須卜夫婦は︑牢屋から
出されました︒その日から︑ふたた

び︑事件が起こることはありません
でした︒

吉長﹁ようやく元の静けさに戻った
ようだ︒しかし︑大変な事件で
あった︒これからも︑みんなが安心
して暮らせるように守っていくの

約100名参加

2月10日（土）安曇川公民館

（3月上旬 各小学校の立志祭の場で〉

吉長﹁追うのはやめろ︒逃げたいも
のは逃がしてやれ︒﹂
お奉行が言いました︒

の手を見つめました︒

m

林田明大氏を迎え、心のセミナー開催

市内全小学3年生に「よえもん君クリアーファイル」贈呈
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がった︒なお︑二百十七名の地域別内

訳は京都三十一︑江戸四十八︑姫路
十四︑伊勢・津十五︑会津七十八︑高
田村中十四︑阿波十二︑桑名五名であ

先生は︑慶安元年︵一六四八︶八月

によって︑藤樹書院の国史跡の追加と

際して︑高島市文化財課の支援と助言

中江藤樹墓所

二十五日朝六時四十一歳の若さで亡く

して平成十九年七月二王ハ日に指定さ

る︒墓所は︑生誕四百年の記念行事に

なり︑遺体は門弟たちによって屋敷の
れ
た
︒

山本 義雄

北側に手厚く埋葬された︒しかし︑明

暦年中︵明暦元年へ一六五五︶〜三年
︵八十八歳牢︶ の石碑︑その手前の
拝座の隣に三男弥三郎の常省先生墓
︵六十二歳辛︶ の石碑が西向きにあ

○株式会社大山建設

○ウェストレイクホテル可以登楼

賛助会員一覧

移された︒中江家は玉林寺の檀家で

る︒この三氏の土饅頭のかたちをした

○川島酒造株式会社

︵一六五七︶︶に屋敷内に葬ることを

あったため︑儒式を以って葬ったので

○有限会社宏和商事

禁止するというおふれがあり︑先生の

ある︒

墳墓の周りに見られる斉垣は︑享保
六年 ︵一七二一︶ に京都同志をはじ
め二百十七名の全国の同志の熱意に

○税理士法人・小畑会計事務所

玉林寺の門前の一画に南口を設けた

○株式会社桑原組

ご協力ありがとうございます

東西八・五m︑南北八・五mの斉垣

よって作られた︒先生が亡くなって︑

○有限会社白浜荘

遺体を掘り出して︑玉林寺のこの地へ

の中には︑向かって左側に ︵北の方

七十三年も過ぎてからの出来事である︒

状を河合のもとへ持参した︒河合ら京

垣の相談をして︑その委細を記した書

同意は︑南小松の石屋八郎兵を呼び石

すると 〝重畳の御車〟と言った︒高島

のことを高島同意の安原蓄蔵らと相談

はどうかということになり︑大森はこ

京都同意は深く心配し周囲を石でして

河合徳右衛門に話した︒これを聞いた

の青垣が破損している由を京都同志の

に住む大森周助が上京した折に御墓所

〇三田村印刷株式会社

○有限会社馬場塗装

○八田建設株式会社

○ニッケイ工業株式会社

○株式会社中村測量設計

○中村印刷株式会社

○とも栄藤樹街道本店

○株式会社戸井薬局

○鉄屋商事株式会社

○株式会社TADコーポレーション

○ソエダ株式会社

○社会福祉法人新旭みのり会

都同意が総代となり︑国々の諸生に建

○有限会社綿庄食品店

全集五巻によると︑享保五年小川村

角が大事な人︶藤樹先生墓の石碑が南

向き︑またその右側には先生の母市

設費を募り︑享保六年八月にできあ

あとがき

昔の常識は今の非常識︑

今の常識は将来非常識に？

事務次官のセクハラ疑惑が世間を騒

がせています︒また︑女優へのセクハ

ラから端を発した 〝Me TOO ︵告

発︶運動〟 が広がりつつあります︒さ

らに児童生徒への体罰︑優生保護法に

もとづく不妊手術︑酒気帯び運転︑電

車内での喫煙⁚⁚こうした行為は︑今

では決して許されません︒しかし︑一

昔前には︑黙認︑あるいは見過ごされ

てきたことです︒

それでも︑もっと昔は︑男女別学で

女性には参政権がない︑結婚や就職

に際しての身元調査︑未成年者の飲酒

規制がない⁚⁚など︑今では考えられ

ないことが当たり前に行われていまし

た︒所謂﹁常識︵的︶﹂ の変化・進展

なのでしょうか︒

それでは︑三十年先︑今の﹁常識︵的︶﹂

はどのように変わっているでしょう

ムレスの人達の存在︑農山村部の荒廃︑

か︒子どもの貧困︑老人の孤独死︑ホー

﹁どの学校でも起こりうる﹂と言われ

るいじめ︑多くの自殺者の存任︑格差

があたりまえの社会・・・・今のこれらの

現象は？

三十年後には﹁そんなおかしな現象

が︑三十年前には当たり前だったとは

るのでしょうね︒︵H・M︶

信じられません︒﹂ とのつぶやきがあ

