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が合衆国に対して何ができるか考え実行することが
重要だ」と 1961 年に有名なスピーチしました。その
後、記者が「あなたが、最も尊敬する政治家はだれ
ですか？」「日本の上杉鷹山です。」 日本の記者た
ちも「それ、何者？」となりました。上杉鷹山は、戦
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「天和ＲＣ訪問の報告

八田輿一から学ぶ、日本人の心」
伊原清良 会員

天和ＲＣの５周年式典は楽し
く参加させて戴きました。松戸
ＲＣが 55 周年で 50 年のギャッ
プがあります。若くて楽しい親
睦がメインの運営で仕方が無
いのだとも思いますが、ダメ元
でも若干、職業奉仕や人づくり
についても触れていく必要もあ
るのではないか、とも思います。
先程会社から出てくる際に、当社の社員宛へ葉書
が来ていまして、本日のテーマ、
「日本人の心」の結
論めいていますので全文をご紹介いたします。金沢
のスナックのママさんからです。
確かに、日本人には時間的空間を含めて豊かな心を
持てる文化があるのでしょう。
お変わりなくお過ごしでしょうか？ 毎年この季節にな
ると感じることでが、木々の芽吹きは力強さを意識させ、
その空気に新たなる力を想わせます。最近、国際的に
なってきた“武士道”と謂われる日本人の倫理観につ
いて、鎌倉期の武士が語った「名こそ惜しけれ」は、
「自
分という存在そのものにかけて恥ずかしいことはできな
い」の意味だとか。これは倫理観と言うより人間的な
美学でしょうか？武士道も七～八百年の歴史を育んでき
ましたが、私達日本人は、今までだけで終わらせず、
これからも背筋を伸ばし誇りを持って、正しい光明に向
かい歩みたいものですね。…ではまた。
私は今週の月曜日に千葉県経営者協会・北総支
部の総会で乾杯の音頭をとりました。女性の講演者
が面白いツィッターなどを利用して、千葉県に台湾人
を観光客として呼ぼうとしている話をされたので、乾
杯の音頭のはじめに「八田輿一、台湾で最も尊敬さ
れている日本人ですが…」と話したのですが、会衆
の 80% の人は「それ、何者？」となりました。私も
つい３年前に圡屋さんから教えて頂いたものです。
日本人は日本人の偉さを外国人から知ることが多
いと思います。ジョン F. ケネディ第３５代米国大
統領が「合衆国が何をしてくれるかではなく、国民

前は、 小学校の修身教科書 にも登場し、日本の青
少年に敬愛されてきた人物であります。ケネディが鷹
山を尊敬したのは、自助・互助の精神が、豊かで美
しい国造りにつながることを学んだのでしょう。戦後
の日本では、国に何でもやってもらいたい社会主義
的風潮から、
「自助・互助」とのバランスをとる鷹山
の姿勢は受け入れがたいものがあったから教科書か
ら消えてしまった可能性はあります。
ところが八田輿一は現在でも台湾の中学生向け教科書
『認識台湾・歴史篇』に八田の業績は詳しく紹介さ
れています。台湾の李登輝総統も「台湾に寄与した
日本人を挙げるとすれば、嘉南平野の水路を造り上
げた八田技師がいの一番に挙げられるでしょう」と
語っています。李登輝総統は、2004 年（平成 16 年）
末に訪日した際に八田の故郷・金沢も訪問していま
す。
2007 年５月 21 日に 陳水扁総統 は 八 田 に 対して
褒章令 を出しました。また 馬英九総統 も、烏山頭
ダムでの八田の慰霊祭に参加し、八田がダム建設時
に住んでいた宿舎跡地を復元・整備して「八田與一
記念公園」2011 年５月８日に完成させました。完成
式典には、八田の故郷・石川県出身の森喜朗元首
相も参加しました。 記念公園 は約５万平方メートル
あり、約 200 棟の官舎や宿舎のうち４棟は当時の姿
に復元され一般公開されています。
八田輿一の土木技術の確かさ、独創性、人間性、
徳性、そして非業の最期、そしてそれが台湾農民に
与えた恩恵、そして彼らの変わる事のない尊敬心。
戦前までの日本には確かに受け継がれてきたもの。
戦前まで確かにあって、現代日本社会で失われたも
のが今でも台湾にはある。 『古き良き時代の日本』
が残っていると思えてなりません。
明治生まれの八田輿一は石川県出身で、東京帝
国大学で学び、日清戦争に勝利した後、日本国は
統治下になった台湾における米の増産をめざしまし
た。それまで干ばつや洪水など、全くのお天気まか
せだった農業から、平野部の治水も考え、日本から
多額の予算を得て、この事業に寝食を忘れ打ち込み
ました。網の目のように張り巡らされた微妙な水路
の延べ距離は万里の長城を越えているといわれてい
ます。
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この水利設備全体が 嘉南大圳 （かなんたいしゅ
う）と呼ばれています。烏山頭ダムから轟音をたて
て躍り出た豊かな水は、嘉南平原に張り巡らされた
水路に流れこみ、みるみる一帯を潤し、当初半信
半疑であった農民たちは、眼前を流れる水に 「神
の恵みだ、天の与え賜うた水だ」と 歓喜の声を上
げたそうであります。 松戸ＲＣで今 回訪 問した、
嘉南農田水利会 の会長も嘉南平野の水路について
「約７０年の歳月を経た今も、平野に飲料水や農・
工業用水を供給し続けている」と感謝の念を表明し
ています。
英国や仏国の植民地政策と徹底的に違っていた。
八田は土木作業員の労働環境を適切なものにするた
め尽力したこと、危険な現場にも自ら進んで 足を踏
み入れたこと、ダム工事で殉職した者の慰霊事業で
は日本人も台湾人も分け隔てなく弔った。日本人とし
ては、ごく当たり前のことだったのかも知れません。
そして夫と一緒に妻もまた台湾の土に帰ったのです。
嘉南平原の隅々にまで潅漑用水が行きわたるのを見
とどけてから、八田は家族とともに台北に去った。
八田は太平洋戦争の最中の１９４２年、陸軍に徴用
されてフィリピンに向かう途中、乗っていた船がアメ
リカの潜水艦に撃沈されて、この世を去りました。
３年後、戦争に敗れた日本人は一人残らず台湾を去
らなければならなくなり、烏山頭に疎開していた妻
の外代樹（とよき）は、まもなく夫が心血を注いだ
烏山頭ダムの放水口に身を投げて後を追った。外代
樹もまた金沢の人で享年４６歳でありました。
烏山頭ダム脇にある、八田輿一技師の銅像はゆっ
たりと座り、満々と湛えた湖の水を眺めています。そ
の後の戦争で八田の銅像が鉄砲の弾丸になりそうに
なった時、台湾の農民たちが日本人である八田の銅

像を隠して守ったといわれています。最初に訪問した
時、私は台湾の人たちに御礼として何かして差し上
げたかった。いわば使命感を感じました。そして、
その銅像の周りがどこにもある里山のようで、あまり
にもさびしく思われました。
「これが台湾で最も尊敬
されている日本人かよ。」とも思いました。そして圡
屋さんが桜を寄付され、私は灯篭を寄付しました。
大好きな台湾の人々に純粋に御礼をしたかっただけ
です。
台湾には尊敬すべきロータリアンがたくさんいま
す。第一が林士珍さん。日本語を流暢に話される台
湾人で 84 歳。品格があり、背筋がピンとして、やさ
しく、丁寧。日台ロータリー親善交流会の理事長。
そして李登輝総統のブレインといわれている頼東名
さん。アメリカ企業には哲学がないと言う。日本人
以上に西田幾多郎や倉田百三の話がポンポンと出て
くる。
『台湾から日本の被災地へ贈る手紙』という
小冊子を 20 冊も頂戴した。そこに頼東名さんは以
下のように述べている。
短い手紙のメッセージの中には、厚い人情が溢れ
ています。老少共に台湾人の熱意、誠意、心意を表
しています。
この手紙が復興の力添えになればと願っ
ております。日本の国境周辺には関係がこじれ、過
去に於いて日露戦争、日中戦争、日米戦争を不幸に
も引き起こしていますが、未だかつて日台関係は良
好であり、固い絆を結んでいます。これらの声援の
手紙の文集を通して更に固い絆を祈念しております。
『日本人の心』を教えてくれている人物は、我々の
歴史のすぐ手の届くところにいます。現代の病んだ日
本には、
「発展」だけをめざすばかりではなく、古き
良き時代を「懐古」して日本人として自信や誇りを持
つことが必要なのだと思われます。

例 会 報 告
会

長

挨

第2719回例会

拶
常盤映彦  会長

こんにちは。
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去る四月の十四日に、香取
神宮の例祭がございました。
ご案内いいただいたのです

2012年4月18日

が、今年は所用がありましたので、参列できませ
んでしたが、香取神宮の例祭は、「勅祭」と申し
まして、勅使が参向し陛下よりの御幣帛をお供え
してお祭りを行います。
伊勢神宮は別格として、五回の祭に勅使が参り
ますが「勅祭社」とは申しませんが、明治元年に
大宮の武蔵の国一宮氷川神社の御祭に御親祭あそ
ばされ、詔勅が与えられてより、賀茂別雷（かも
わけいかずち）・賀茂御祖（みおや）神社、石清
水八幡宮、春日（かすが）大社、熱田（あった）
神宮、出雲（いずも）大社、橿原（かしはら）神
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宮、平安神宮、明治神宮、近江（おうみ）神宮、
靖国（やすくに）神社、香取（かとり）神宮、鹿
島（かしま）神宮、宇佐（うさ）神宮、香椎宮（か
しいぐう）に勅使が参向、奉幣が行われており、
勅祭社と呼んでおります。
香取神宮では６年ごとに勅使が参向しており、
毎年菊の御紋の金刺繍の覆いのかけられた唐櫃お
さめられた御幣帛を神前にお供えし、国の平安、
隆昌をお祈りしてお祭が行われております。
今日は、先日の訪台、天和ロータリー５周年と
八田輿一記念公園に関して伊原会員の卓話があり
ます。
先日も森元総理大臣らが、ダムに植樹をした話
などが、新聞に載っておりましたが、それ以前よ
り圡屋、伊原会員など記念公園の整備に国際奉仕
をしておられます。
裏話などもお話しいただけることと思いますの
で、卓話よろしくお願いいたします。
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［出席報告］
会員52名
出席43名
仮欠９名

［欠席者］

島村 善行君
中田智次郎君

２． 外部からの会議・連絡事項等の案内
①
「第３回日台ロータリー親善会議」開催のご案
内が届いております。
６
 月１日㈮、登録13時、ホテルグランヴィア
京都にて開催されます。
②ガバナー事務所より「ハイライトよねやま
145」がメールにて届いております。

正敏君
高之君

本日出席率

告

森田（雅）会員

義務会員43名
義務会員38名
義務会員５名

  川並
  猪俣

免除会員９名
免除会員５名
免除会員４名

芳純君
貴久君

  鎌ケ谷ＲＣ
  千葉幕張ＲＣ

  平松

徹君

   ４月５日
   ４月３日

87.5％

ニコニコ BOX
篠宮 功君／先週、12日の第110回十日会ゴルフ
コンペで優勝させていただきました。中山さん、
加藤さん、小川さんという同伴者に恵まれた事が
良い結果につながったと思います。また、先日い
ただいたJRさん、野村証券さんのボールを使用
したためドライバーショットも曲がらずに打てま
した。ありがとうございました。
ニコニコ BOX 当日￥10,000

累計￥1,013,000

財

累計￥ 123,561

３．他クラブ会報・その他
会報が銚子RC、柏RCより届いております。
４ 例会変更の連絡
特にありません。
５

Ｕ］

柳澤
湯本

中澤雅彦 幹事
１．クラブ内、会議・連絡事項
等の案内
①４月25日㈬、例会終了後第
12分区親睦ゴルフ大会実行
委員会を開催致します。
②４ 月25日㈬、18：00～20：00、銀座アスターに
て「役員引継会」
を開催致します。
該当する役員の方はご参加をお願い致します。

報

湯本会員

［Ｍ

告

会

その他
特にありません。
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団 BOX

当日￥ 4,249

文責／橋口

