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国際ロータリー2013～14年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2597 回例会 平成 26 年 2 月 21 日（金） 

国際ロータリー第２７９０地区 第９分区 

 

 

於： 成田ビューホテル 

13：30 登録開始   

 【合同例会】 司会 成田 RC 幹事 成田  温 

14：00 点  鐘 第９分区 AG 設楽 正行 

 開会の言葉 八街 RC 原  弘行 

 国歌、奉仕の理想、４つのテスト 斉唱  

 ガバナー補佐挨拶 第９分区 AG 設楽 正行 

 歓迎の言葉 成田 RC 遠藤 英一 

 各クラブおよび会長紹介 第９分区 AG 設楽 正行 

 各クラブ本年度の重点事業発表 ６クラブ会長 

 八街、富里、印西、白井、成田コスモポリタン、成田各会長 

14：45 直前ガバナー補佐に感謝状、記念品贈呈 設楽 正行 

 直前ガバナー補佐挨拶 富里 RC 宮川 欽一 

 次期ガバナー補佐紹介 第９分区 AG 設楽 正行 

 次期ガバナー補佐挨拶 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝ RC 青木 貞雄 

 次期ホストクラブ挨拶 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝ RC 池田 和彦 

15：30 閉会の言葉 富里 RC 寒郡 茂樹 

 ―休憩―   

 【講  演】   

15：40 講師紹介 成田 RC 平山 金吾 

 講演 二宮金次郎七代目子孫 中桐 万里子先生 

  「激動の時代を生き抜くために」 

17：20 質疑応答 司会 第 9 分区 AG 設楽 正行 

17：40 謝辞 第 9 分区 AG 設楽 正行 

 ―休憩―   

 【懇 親 会】   

18：00 懇親会 司会 成田 RC 補佐幹事 佐瀬 和年 

 開会の言葉 印西 RC 伊藤  英 

 ガバナー補佐挨拶 第 9 分区 AG 設楽 正行 

 乾杯 成田 RC PG 平山 金吾 

 懇親会   

 ｢手に手つないで｣斉唱   

19：30 閉会の言葉 白井 RC 畠山 泰哲 
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◇ ガバナー補佐あいさつ 

第 9分区ガバナー補佐 設楽 正行 

本日はこのように大勢の皆様が参加の下、ＩＭを開催できます

ことは大変うれしく心より感謝申し上げます。 

 このＩＭは近隣のいくつかのロータリークラブが集まって親

睦、情報交換、情報教育その他、率直な意見の交換を行う会合で

あると聞いています。 

 本年度関口ガバナーは、この会の主催はガバナー補佐であるこ

とから、それぞれ自由に開催して欲しい、しかし元気なクラブを

目指してと言うサブタイトルはお忘れなくというご指示でした。 

 そこで、第 9 分区内会長・幹事の皆様と相談の上、第 1 部では各会長によるそれぞれの

クラブの本年度の重点事業の発表を行い情報の交換を行います。それぞれのクラブによっ

て立つ地域が違いますのでそれぞれ奉仕の形はすこしずつ違っていますが、おおいに参考

にして頂きたいと思います。 

 第 2 部では二宮尊徳翁の 7 代目の子孫であります中桐万里子先生の講演を聞き、江戸時

代に生涯で全国の疲弊した 600 余か村の復興を成し遂げ、現在も各地であがめられている

尊徳翁の話から、ロータリーの中核的価値観の一つである多様性、高潔性、リーダーシッ

プなどに思いをはせて頂きたいと思います。なお、尊徳翁は現在の小田原の方ですが、さ

まざま行き詰ったとき成田山で修行を行い、開眼し、その後大いに事業を成し遂げたとい

うことで成田と大変ゆかりの深い方であります。 

 第 3 部では大いに語り合おう、酒を酌み交わしながら、元気なクラブを目指してと言う

ことで大懇親会を予定しています。特に入会年度の同じくらいの方々を一つのテーブルに

配し、「今後のロータリーがどうあるべきか」、「元気なクラブは」、など多いに議論してい

ただければと期待しています。 

 最後に、皆様には本日は貴重なお時間を費やしていただきましたことに感謝申しあげ、

さらに本会が楽しく、実り多き機会となり、第 9 分区内の絆がさらにしっかりと結ばれま

すことを念願し、開催にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 
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◇ 歓迎のことば 

成田ロータリークラブ会長 遠藤 英一 

 皆様こんにちは。本日は設楽正行第９分区ガバナー補佐主催の

インターシティー・ミーティングに際しまして、皆様お忙しいと

ころ分区内の多数の会員にお集まりいただきありがとうござい

ます。ガバナー補佐輩出クラブとして成田ロータリークラブ会員

一同、心から皆様を歓迎いたします。 

今年度もあと残すところ４ヵ月少々となり、大体どのクラブも

すでに大きな行事は無事済まされたことと拝察いたします。また、

このインターシティー・ミーティングが分区内の会員の皆様が一

堂に会する最後の機会になるとも思われます。 

さて、本日の講演会では、皆様よく御存知の二宮金次郎様の七代目子孫であられ、「二宮

金次郎の幸福論」を始め、教育関係におかれましても沢山の著作をお持ちの「中桐万里子」

様を講師としてお迎えいたしております。最近はアベノミクス効果とのこと、世間では日

本経済もリーマン・ショック以前の状態に戻りつつあるとの声が聞こえますが、残念なが

ら、私の周囲だけかもしれませんがそのような声はまだまだ聞こえてきそうにもありませ

ん。経済ひいては金銭的な高まりがいわゆる幸福の尺度となるのでしょうか。本当の幸福

とはいかなるものなのかを、今一度考えてみる必要がありそうです。 

本日のインターシティー・ミーティングの開催にあたりましては、ホストクラブとして

精一杯準備してまいりましたが、いささか不行きとどきのところがあるやも知れません。

その点につきましては、ロータリーの友情の精神にてお許しをいただきたいと存じます。 

本日開催のインターシティー・ミーティングが参加されました会員の皆様にとって有意

義なものとなり、今後のロータリー活動に生かされることを祈念して、歓迎のことばに代

えさせていただきます。ありがとうございました。 

 

◇ 各クラブ本年度の重点事業発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八街ロータリークラブ 
原  弘行 会長 

富里ロータリークラブ 
寒郡 茂樹 会長 

印西ロータリークラブ 
伊藤  英 会長 

白井ロータリークラブ 
畠山 泰哲 会長 

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 
池田 和彦 会長 

成田ロータリークラブ 
遠藤 英一 会長 
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◇ 次期ガバナー補佐挨拶 

第 9 分区次期ガバナー補佐 青木 貞雄  

次年度ガバナー補佐の指名を受けている成田コスモポリタ

ンロータリークラブの青木です。昨年１２月よりガバナー補

佐研修を数回に亘り受けていますが、宇佐見ガバナーエレク

トが次年度の方針を発表する予定であった２月８日の研修会

が大雪で無くなったため、現時点で皆様にお話し出来ること

は、台湾出身のゲーリー・ホァン次年度ＲＩ会長の発表した

テーマが「Light up Rotary＝ロータリーに輝きを」となった

ことだけです。 

 ３月８日に地区研修セミナーが予定されており、この場で RI 第２７９０地区の次年度活

動方針がガバナーエレクトより発表され、かつ確定されると思いますので、私の次年度ガ

バナー補佐としての活動は、その後開始したいと考えています。しかし、私は今年度地区

奉仕委員会委員長兼会員増強委員長を仰せつかっていることもあり、今年度はその活動と

調整しながらの対応となりますことをご了承下さい。 

次年度ガバナー補佐として、第９分区ひいては地区のロータリー活動活性化に少しでも

貢献できる活動をしていきたいと考えております。次年度分区ガバナー補佐幹事をお願い

している成田コスモポリタンロータリークラブの現幹事である片岡孝治会員共々皆様のご

支援ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

◇ 講師紹介 

平山 金吾 パストガバナー 

中桐先生との出会いは、一昨年、成田山財団事務局長の工藤

照淳さんから夏期講習会に講師としてお呼びしたいとのお話

で連絡を取ったことがきっかけでした。一昨年の秋には谷川講

堂でのセミナーでお世話になり、昨年は日本道経会千葉で講師

にお願いしました。いずれの講演も「立て板に水」の如くの講

義でした。今回も設楽ガバナー補佐からＩＭにお呼びしたいと

の事で、お願いしました所、ご快諾され今日を迎える事になり

ました。 

二宮尊徳翁は成田山には関係が深く、桜村の開発に行きづま

った尊徳は、文政 12 年(1829)成田山に 21 日の断食水行をし、その時のご住職である照胤

貫首が毎日のように仏法を説き、開眼されたとされています。成田山側にはかなり詳細な

記録が残っていますが、報徳会側には余り残っていないようです。神儒仏の良い所を取っ

た哲学でした。理論よりも慈悲心で導くようにとの教えがその後の、尊徳の一円融合とい

う哲学となり、武士と農民の相互不信の原因を取り除き、心を豊かな田畑にしようという

事で、その後の開発に成功しました。 

 

・見渡せば敵も味方もなかりけり、おのれおのれが心にぞある。 

・打つ心あれば打たるる世の中よ、打たぬ心の打たるるはなし。 
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今日も尊徳の開発の仕様をお話されると思います。 

 

≪ご紹介≫ 

親子をつなぐ学びのスペース「リレイト」代表 

国際二宮尊徳思想学会常務理事 

 

二宮金次郎の七代目子孫。 

1974 年（昭和 49 年）東京都生まれ。金次郎のふるさと神奈川県小田原市でも 12 年生活。 

慶應義塾大学環境情報法学部を卒業。そののち、京都大学大学院（教育学研究科）に進学

し、教育学博士を取得。専門は臨床教育学。京都大学での研究院勤務などを経て、現在は、

親子をつなぐ学びのスペース「リレイト」代表、関西学院大学講師、国際二宮尊徳思想学

会常務理事、二宮金次郎基金名誉顧問などをつとめる。 

 

≪講 演≫ 

みなさま、こんにちは。ただ今ご紹介をいただきました中桐と申します。本日、こうし

た貴重なご縁を頂戴いたしまして、一言まずは心より御礼を申し上げます。今ご紹介をい

ただきましたように、ここ成田の地は金次郎にとって大変ゆかりの深い地です。彼自身の

人生的な危機を救っていただきました。そして、この地があったから、あるいはこの地と

の出会いがあったからこそ金次郎の人生と言うものが大きく拓けていったんだろうと思っ

ています。家族の者たちからも、常々、成田山、そして成田山新勝寺さんとの出会い、そ

の事の大切さは繰り返し聞かされてきました。そうした本当に大切な土地とのご縁をいた

だいた事、とても感謝をいたしております。そしてまた、本日はロータリークラブの皆様

とのご縁をいただいた訳ですけれども、私もあまり詳しくありませんが、少しだけ調べて

勉強をしてまいりました。するとこのロータリークラブと金

次郎も割と縁があるということも分かりました。日本でロー

タリーをスタートされた方が米山梅吉さんという方だという

ふうに伺っています。この方は様々なスピーチの中で金次郎

の言葉、あるいは金次郎の実践という事について触れて下さ

っていたそうです。あるいは日本で二番目にできた大阪ロー

タリークラブのメンバーであった土屋元作さんという方は英

語でのスピーチの中で金次郎のことをお話いただいていまし

た。その時のタイトルは「ロータリー以前のロータリアン 二宮

尊徳」と言う風に伺っております。非常にロータリーアンの

皆様ともご縁をいただいていた金次郎だったんだなと思うと、
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なんだかとても不思議な気がいたしております。本日、これから私がお話させていただき

ます内容、それもまたこの先祖の一人でもあります金次郎という人物をめぐってでありま

す。この人の生き様が、あるいはこの人の姿が一体どのようにロータリーの皆様とのご縁

があるか、重なりがあるか、そのような観点からも聞いていただけたら光栄に思います。 

 私自身は 7 代目という代に当たりますが、家族からは小さい頃から繰り返し聞かされて

きました。金次郎の話や、あるいは二宮家の話、私自身は金次郎の研究者ではありません

ので、本当にそれが正しいのかという観点からでは、少し難しいところも入って来るかも

知れません。家族たちは多分、いや多いに身びいきを含めて語り継いできただろうと思う

からです。正確さという点では少々疑問があるところもあるかもしれませんけれどもその

ような寛大なご理解をいただきながら聞いていただけたらと思います。 

 先ほど来、お話に上がります金次郎、やはりこの姿で御馴染みの人物だと思います。薪

を背負って本を読んでいるというこの少年像。小学校の校庭などで御馴染み。皆様はこの

姿、一体どんなイメージと共に捉えられるでしょうか。私はよく金次郎の子孫だというと

「本を沢山読んだんでしょうね」とか、「勉強はよくしたんでしょうね」とか言われること

がありますが、どうも手に持っている本のインパクトが強いんだなあとそんなことを思っ

たりします。勤勉な少年、勉強をよくした、本をよく読んだ、そんなイメージでしょうか。

しかし、私は家族の者たちから金次郎について、そしてこの銅像について聞かされるとき

には、いつも言われました。大切なのは、手に持っている本ではないのだというんです。

大切なのは背負っている薪だと言います。そしてもっと大切なのはこの場所だというんで

す。一歩をふみ出している足であります。金次郎が大切にしたのは勤勉ではなく、勤労（労

働）、働く事、そして行動する事にこだわったということです。一体家族がなぜそんなこと

を伝えるようになったのかというのは、金次郎の残した遺言という事と関係していたよう

です。彼は、当時ではそこそこ長生きな 70 歳までの人生を送りました。この７０の人生を

閉じる時、家族や、そして弟子たち、親しい者たちに遺言を残します。それは“私の名を残

さず、行いを残せ”という言葉でした。金次郎は自分の名前は残して欲しくないと言います。

だから墓も建てないでくれと言うんです。墓石に名前が刻まえたら、後世に名が残るじゃ

ないか、だからそんなことは絶対にしないでくれといいます。ただし、彼には残して欲し

いものがありました。それが実践、そして行いという事だったんです。自分の 70 年の人生、

実に様々なことがありました。だからきっと手がかりになる。ヒントが沢山あるはず、そ

れを手掛かりにあなたたち自身の行動を残してほしい、たゆまず、くじけず、一歩を踏み

出し続けてほしい、そしてあなたの行動で未来を切り開い

てほしいと言うのが彼の最後の願いだったという事です。

そんなわけで、今日はその実践ということに焦点をあてて

みたいと思うわけですが、金次郎、結局のところ、小さな

頃から亡くなる時まで一貫して、行動という事、実践とい

う事、その事を大切にした人間だったという事です。では

いったい金次郎がなんでそんなにも実践にこだわったの

かという事ですが、これこそまさに時代ということでした。 

江戸の末期、金次郎は福沢諭吉や吉田松陰と言った人間

たちと同じ時代を生きています。まさに幕末の動乱期。こ

の時代の特徴をたった一言で言えば、それはバブルが崩壊

した時代でした。江戸時代というのは戦いが無かったため、

みんなが豊かに暮らしました。幸せに文化を謳歌しました、
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贅沢を覚えました。ところがこの江戸のバブルが崩壊した頃に、金次郎が生まれ落ちた時

代だったんです。何故崩壊したのか、それは異常気象が続いたことがスタートでした。自

然災害、異常気象、ともかく立て続きます。そして当時、日本経済の中心だった農業が大

打撃を受けていくことになるわけです。経済が混乱していく。そのことがあの安定した江

戸時代を終わらせてしまうほどの力になっていきます。経済の混乱が政治の混乱を招き、

そして人の希望が奪われていく、まさに激動の時代です。実は丁度 200 年経った今、金次

郎が生きた時代と似たようなことが起きているのではないかとさえ感じます。自然災害、

異常気象、そしてバブルの崩壊、経済が、先行きが見えなくなる事で政治もおかしくなり、

そして人の希望が見えなくなる。まさに、そんな時代、金次郎は生きながら思います。も

はや綺麗ごとだけでは人は幸せになれない。本だけでは幸せになれないということです。

金次郎が後々までこだわっていくのは、むしろ経済ということでした。具体的で現実的な

田畑の実り、経済なくして人の幸せなしということ。その事が肝に銘じられ、そして経済

を生み出す行動という事に、ともかくこだわっていく人生になるわけです。 

かれはこの不遇とも激動とも呼ばれる時代、その中で実に 600 以上の村の再建に成功し

ていくという、そんな実績を打ち立てます。どれほどがむしゃらに行動したか、この数字

からでもイメージができるのではないかと思います。では一体どうやってそんなことが可

能だったのか？という話ですが、最も有名な事例として語り継がれているものがあります。

それはちょうどある年の田植えが終わった季節であった。今でいえば 5 月や 6 月と言った

初夏と呼ばれる頃でしょうか。田植えと稲刈りは重労働、ようやくその一つが終わったと

いうことでみながほっこりしている頃。ある日、金次郎が形相を変えて皆に指示を出しま

す。今年植えた米の苗を今すぐ全部抜いて欲しいというのです。そして、捨て去って欲し

いと。何を狂気の沙汰のことを言っているんだとみなは首をかしげますが、金次郎は続け

ました。さっき食べた茄子の漬物が秋茄子の味がしたと言うのです。つまり、カレンダー

は今が初夏でこれから暑い夏が来ると言っている、しかし、茄子は今がもはや秋でありこ

れから冬が来ると伝えたのではないか。今期は冷夏がやってくるという判断でした。当時

の米は寒さに弱い作物、冷夏なんか来たら実りません。だからそれは諦めようといい、彼

は提案をするんです。米の代わりに寒さに強い作物に植え替えをしよう、例えば、稗や粟

と言う雑穀、蕎麦や大根と言った寒冷地でも育つもの。それに替えれば、なんとか実るの

ではないかという指示でした。でも皆はこれを嫌がります、何故なら、博打としか感じな

いからです。天候のことなんて神様以外の人がわかるんだろうか？そしてまた、コメの値

段と蕎麦の値段なんて比較にならないのにそんな植え替えしたら、家族が路頭に迷うんじ

ゃないかということです。これはやっぱり博打でしかない、だから皆は従いたがりません。

でも、最終的にこの村は金次郎の提案に従いました。金次郎が指導者という立場を持って

いたのはとても大きかったのです。さてするとどうなったか。実は、この年からこの国が

襲われることになりました、後にいう【天保の大飢饉】と呼ばれる歴史的な災害です。こ

の年は勿論数年に及んで日本には夏が来ません。米が一粒も実らず、各村は餓死者を大量

に出してしまうということになります。100 万人を超える餓死者が出たという記録もあり

ます。どの村も死体の山で埋め尽くされるような地獄のような時代だったと。ところが、

金次郎の村は奇跡の村と呼ばれるようになります。この村だけ餓死者が出ませんでした。

近隣の村を助けるほどに実りがあったのです。この村の田畑だけは荒れませんでした。蕎

麦も大根も稗も粟も無事に実る事に成功したからでした。この植え替えは見事に的中した

ということです。金次郎、決して貧しくても苦しくて清く正しく美しく生きなさい。なん

ていうことをいう人ではありませんでした。どんな時代でも必ず具体的な幸せを手に生き
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ていこうというのが金次郎のスローガンだったという事です。経済、それは彼がもっとも

こだわったことでした。そのような形で 600 の村の田畑を絶対に荒らさないということが

金次郎のミッションだったわけですが、もし、これが金次郎の超人技のようなことで、金

次郎にしかできない事だったら、多分 600 の村が立ち上がることは出来ません。彼はこの

村に住む誰もが行動出来るようにその実践のための秘訣を語りました。絶対にどんな境遇

の中でも幸せになれる秘訣、絶対にどんな状況の中でも実りを、利益を手に入れることが

出来るそんな秘訣について語ったんです。 

金次郎がその時に手掛かりにしたのは、当時の農村で誰もが使っていた農作業の道具で

した。ここにも見えます。金次郎が注目せよと言ったのは、水車と言うものでした。近づ

いてみるとこのような形になるでしょうか。ロータリーさんのシンボルマークは歯車と言

う風に伺っていますのでちょっとした兄弟分かなとも思いますが、この水車、金次郎にと

っては色々な事を教えてくれるものでした。彼はこの時、水車と川の関係に注目をして欲

しいといいます。水車と川、全然違う個性を持って、全く違う動き方をしています。水車

は回るとくるくる回るし、川はさらさらと流れていく。全然違うもの通し、なのに、見事

に生かし合いに成功している。共存・共栄に成功している。更には、エネルギーまで生み

出している。こんな理想的な関係はないのではないかと言うんです。だからこそ、これに

見習おう、自分を水車だと思って欲しい、そして相手を川だと思って欲しいと金次郎は言

います。相手と言うのは、相手の人間という事でも構いません。自分が向き合っている現

実ということでも、今抱えている課題ということでも、経済の状況、自然の状況、様々な

そうした環境でも構いません。ともかく、自分が向き合っている現実、相手を川だと思っ

て欲しいと言うんです。この時、非常に単純に表すとこんな形になるでしょうか。金次郎

は言います。もっとも大切な事、それは水車である私が回ろうとするときに、何を最初に

するかだというんです。最初にすること、回ろうと思った水車が一番にすること、それは

絶対に目の前の川に飛び込んでいくということだというわけです。目の前の川にザブーン

と飛び込むことからしか水車の回転は始まりません。だから飛び込んで欲しいと。ただし、

飛び込んだままの水車がどうなるかと言うとブクブクっと相手に呑まれて沈むか、あるい

はズルズルっと流されていって壊れてしまう、相手に飛び込むというのは、呑み込まれた

り、流されたりしていくこととは全く違うというんです。水車にとってもう一個大事な事、

それは飛び込んだ川から必ず這い出してくるということ。そして、実は上半分、川とは全

く逆向きの違う動き方をしているんだというんです。単純にするとこんな図式になるでし

ょうか。思い切って飛び込みはしますが、必ず出てきます。そして、上半分は、川の流れ

と逆向きに動いているんです。金次郎はもっとも理想的なコラボレーションの仕方、最も

理想的な絆の結び方、行動の仕方。それは相手に半分従い、半分逆らうというバランスだ

というんです。私たちは、この半分従い、半分逆らうということをするから共に豊かに、

お互いにとってメリットのある関係、そんな実りを生む関係を持つことが出来ると言いま

した。ただし、従いや、逆らうはあまりにも抽象的です。農民たちにとっては、ただの理

屈にしか聞こえないわけです。具体的にどんなことなのか、それを説明するために金次郎

はもっと身近な言葉に言い換えていくことになりました。 

最初にしなければいけない『従う』とは何なのか、先ほど来申し上げています、それは

呑み込まれることや流されることではありません。だから、相手に言いなりになるとか、

何でも言うこと聞け、なんていう意味ではないのだというんです。そうではなく、相手を

知る事、そして目の前の現実、相手をよく見ること、さらにどんな相手が流れてこようと

腹を決める事、覚悟を決めて飛び込む、受け入れるということをする事なんだというんで



 9 

す。ただし、ここはゴールではない、なぜこんな作業が必要なのか、それは何と言っても

私達が逆らっていくためなんだ。しかし、この『逆らう』、決して相手と戦えとか相手を打

ちのめせということではありませんでした。そうではなくて、『逆らう』、それはその現実

を受け入れたうえで、対策を立ててほしいという事、彼が大好きだったのは工夫をすると

か、知恵を絞るという言葉でした。知恵や工夫、これは金次郎にとって本当に大切なもの

だったんです。そして、この知恵や工夫の力があるから人間はどんな時でも幸せに向かえ

るんだと信じていました、ただし対策も工夫も頭の中や心の中にあるだけでは何の意味も

ない。絶対に現実を豊かにすることがないと言います。必ずこれは声に出すこと、行動に

移す事、実践をすること、形にしていくことが重要なんだというんです。だから『逆らう』、

それは対策、工夫、行動することだと言います。 

実は、この通り動いていたのが先ほどの茄子の事例だったということがよくお分かり頂

けると思います。金次郎は現実をよく観ます。そして秋茄子の味に気づいたんです。だか

らこそ農民にとっては惨いともいえる冷夏というその現実を受け入れる事から始めました。

そして植え替えと言う思い切った対策を仲間たちに告げます。強靭だと思われるのはわか

っていたはずです。でもそのことを告げ、そして仲間たちと共に、行動に移していったと

いう事です。これが、金次郎が餓死ではなく実り、不幸ではなく幸せ、そんなものに向か

うための大切なポイントだったという事です。当時、農民たちは割りとよくやりました。

冷夏が来なければコメが食べられるのに、こんな時代でさえなければ幸せに暮らせたのに、

自分たちにもっとこんな権限があれば住みやすかったのに、そうやって現実を嘆いたんで

す。でも、金次郎は言います。現実を嘆く、それはちょうど水車が川から浮き上がってし

まうようなものなんだというんです。現実に飛び込もうともしない、向き合おうともしな

いで嘆いてばかり、綺麗ごとや妄想にばかり逃げこんでいる、浮いてしまった水車は絶対

に周らないのだと彼は繰り返すんです。まわろうと思えば、実りに向かおうと思えばエネ

ルギーを生もうと思えば、まずは飛び込んでいって欲しいというんです。ただし、そのよ

うに言うと少し厳しいかも知れません。どんな現実にも飛び込めとは・・・金次郎は考え

ていたんです。実りはどんな時でも現実の中にしか生まれないのだということ。でも、実

りは現実の中にしか生まれないといえば厳しいですが、同じことをこんな風にも考えます。

どんな現実も必ず実りを生む力を持っているということでした。寒い夏、それは一見する

と私たちにとって敵のように見えます。害や悪のように見えてしまうんです、でも金次郎

は言います。寒い夏だからこそ蕎麦が育つんじゃないか、稗が育つんじゃないか、実は相

手を敵にしてしまっているのは自分自身の拘りすぎている姿なのではないかというわけで

す。自分は米が食べたいのだと拘るから敵に見えるわけです。ここは米の為の田んぼなの

だと拘るから、相手が憎らしく見えてしまう、そうやって自分に拘れば拘るほど相手が敵

のように見えてくる、先ほどご紹介をいただいた歌もそのような思いから作られています。 

 

見渡せば敵も味方もなかりけり、おのれおのれが心にぞある。 

 

というこんな言葉。だから金次郎のこのことは、実は一見敵に見える状況をどうすれば味

方にできるのか、共に豊かにＷｉｎ-Ｗｉｎへと向かおうとする、そんな共存、共栄に向か

おうとする行動の仕方だったということです。夏の寒さと敵対してしまうのではなく、夏

の寒さを活かして行くこと、その為にも、まずは現実に飛び込んでいくことが必要なんだ

という具合でしょうか。 

私たちの現実には目を覆いたくなるような川がいっぱい流れてきます。理不尽とも思え
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るような災害とか目も当てられないような相手とか、厄介な課題とか出来事とか、いろん

な川が流れてくるわけですが、金次郎の言うように浮き上がってしまったら回らない。ま

ずは腹を決めて飛び込んで知恵を絞ろうじゃないかというのが、これが金次郎の発想だっ

たというわけです。ただし、そのような手法を思ってみてもやっぱり『知る』という事自

体に特殊能力が必要なんじゃないだろうかとも感じたりするわけです。金次郎の事例で言

えば、秋茄子の味が分かるような特殊能力を持っていなかったら一歩目から躓くじゃない

か、流されたり呑まれたりしてしまうじゃないかという感覚でしょうか。でも、私はこの

ことを農家のおじさんに聞いたら怒られたんです。秋茄子の味と夏の茄子の味は全然違う

とおじさんは言いました。今はハウス栽培が盛んなので、多分素人さんに味の区別は難し

いだろう、でもプロだったらわかる、茄子を作っていればわかるけど、金次郎の時代には

必ず作物は露地物で作られていました。全く違ったそうです。皮の堅さも水分も甘みも、

色艶も種の多さも、誰もが分かるほどの違いだったというんです。『知る』という事、それ

は決して才能とか特殊能力、超人的な力ではありませんでした。ポイントは少し注意をし

ていれば、誰もが気づくことの出来る小さな現実観察だったということです。地道で小さ

な現実観察、それを金次郎は『知る』という風に呼びました。誰もが気づく、しかし多分、

ぼんやりしていたら気づかなかっただろうということです。ちょっとの注意、そして地道

な観察、まるでそのことを証明するかのように彼の日記には色んな事が書かれていたんで

す。あの茄子の出来事が起こる前、金次郎の日記には記されています。何故今年は夏の前

なのに菊の花が咲き始めているのだろうか、なぜ今年は葉先が枯れてしまった植物をあん

なにあちこちで見かけるんだろうか、なぜ今年は芋の根っこの伸び方がこんなに遅いのだ

ろうかといったような記載でした。農業を仕事にしている人間にとったらどれもが現場で

見かける小さな他愛もないような出来事だったわけです。多分、他の農民達にとったらそ

んなことどうでもいい事じゃないかと見落としていたようなことではないかと思います。

でも金次郎は、その事こそが餓死を救っていくための対策を練る大切な手掛かりになって

いたということなんです。だから金次郎は、この『知る』ということのポイントをこんな

言葉でも表しています。 

積 小 為 大という彼の言葉です。これはよく小さなことをコツコツ積みあげない奴は大

きな事なんか為せないぞというお説教のように使われることもありますが、もうちょっと

意味が加わっています。彼は言います。大きな幸福に向かおうとすると大きな実りを手に

入れようとする時、大きな決断や挑戦をしなければいけない時、その為の大切な宝の種、

手掛かりは小さな日常の中にこそあるものなのだというんです。小さな日常、そこの場所

にこそ宝の種が眠ってるというわけです。 

ここで私が『宝の種』という言葉を使っているのにも少し意味があります。宝物、皆様

にとって宝物って何ですかと言われたらどんなものを思い浮かべられるでしょうか。宝物

って何ですかと、私はつい最近、小学校２、３年生の子供達にお話をする機会がありまし

た。同じように聞いてみたんです。みんなにとって宝物ってなあに？そしたらなんと、命

とか家族と言う言葉が返ってきました。立派な教育の成果だなとは思いましたが、なんだ

か自分の小学生時代とは随分と違う発想だなと思って驚いたりもしました。確かに、命や

家族といったことを思い浮かべられたかもしれません。宝と言えば、目に見えたり見えな

かったり、お金で買えたり買えなかったり、色々なものがあると思いますが、この宝物と

いう言葉が一体、古来、日本の辞書に何と描かれているかご存知でしょうか。宝物と言う

言葉の語源になると思います。古い辞書で引いてみると書かれているというんです。宝物、

それは田んぼから生まれるもの、田から生まれるものと言う風に書かれている。宝物のた
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は田んぼのたということだそうです。宝物、田んぼで生まれるもの、勿論田んぼで生まれ

るものといえば何と言っても第一に作物ということです。この作物は私たちの命と直結す

るものでありながら、同時に経済という意味でもあります。命と直結しそして経済でもあ

る作物、これを古来日本人は宝と呼びました。でも、重要なのは、田んぼの上で生まれる

のは作物だけではないということでした。実は田んぼの上では人間たちが労働を通してか

く汗が生まれます、人と人との助け合いなくして田んぼは実りません、更に絆や様々な文

化や歴史というものも生まれます。そしてまた田んぼは絶対に人と自然のコラボレーショ

ンでしか生まれない。大地の力を借り、太陽の力を借り、雨の力を借り、風の力を借りる。

そんな風に人間たちが自然とコラボレーションすることで初めて生まれるのが田んぼだと

いうこと。人と人、人と自然、様々な物の絆が生まれる、この場所、その生まれるものを

宝と呼んできたというわけです。何が言いたいかと言えば、宝物それは高価だったり高級

だったりして中々手に入らないものではないのではないかということです。むしろ毎日の

暮らしの中、毎日の働きの場所の中、その日常の中にこそ宝があるという風に古来農耕民

族として田畑を耕してきた日本人たちはそんな風に考えたのではないかと。金次郎の言う

ように必ず私たちを大きな実りへと導くもの、その宝の種は小さな何気ない日常の中にあ

るというこの積 小 為 大と言う言葉、それは宝物の考え方とどこかとても通じているもの

なんじゃないかなと思います。見る、現実をよく見る、現場をよく見る、そんなところで

しょうか。このように金次郎はともかく様々なものに向き合ってほしい、自分から目を背

けてしまう、綺麗ごとに逃げ込んでしまうことなく現実と向き合っていってほしいという

ことを言います。ただし、それが理屈としてわかっても行動がしにくいというのが実感か

もしれません。わかっちゃいるけど中々それはできない。何故なら『知る』、どんな苦手な

物も、どんな厄介な相手とも向き合え、そりゃ相手の為にはそうしてあげることが良いだ

ろうけど、こっちが犠牲を払ったり我慢をしたり忍耐をしたりそんなことをしなければ成

り立たない事じゃないか、知るとか受け入れる、やっぱり所詮、相手のための作業じゃな

いかと私たちは感じるからです。但し、金次郎が言おうとした『知る』、それは紛れもなく

自分の為の作業であるというんです。相手の為ではない、自分が楽になる為、自分が幸せ

になる為、自分が豊かになる為にこそ必要な作業なんだというんです、それはものすごく

シンプルな事でした。例えばあんな奴さえいなければもっとうまくいったのに、こんな時

代でさえなければ幸せに暮らせたのに、あんな事さえ起らなければ、自分にもっとこうい

う能力さえあれば、うちの子にもうちょっとこんな能力があれば、色々な形で現実を嘆き、

相手を否定する時、本当のところ誰が一番傷ついてしまうのかということです。相手に毒

を吐いて、相手を打っているようでありながら、実はぜんぶその毒は自分の中に溜まって

いき、どんどん嫌な気持ちになっていくんじゃないだろうか、相手に毒を吐けば吐くほど

自分が傷つき相手を打てば打つほど自分に毒がかかる、そんな自分がもっとも損をするこ

とが相手を打つことなんじゃないだろうか、浮きあがって回ろうとすることはとても辛い

事です、水車の為にこそ、思い切って飛び込んでいくことがくるくるとした楽な回転に向

かえる事なんだということなんです。このように知るという事は、自分の為の作業、そし

て自分を楽にしてくれるものがこの場所では２つ生まれるのだというんです。 

一つ目に生まれるもの、それを金次郎はヒントというような形で呼びます。知る事でヒ

ントが生まれる。私達が実りに向かう為、私たちが問題を展開させていく為、解決する為、

その為のヒントは常に必ず現場にあるというのが金次郎の考えだったんです。困ったとき

ほど現場に戻って欲しい、現場が、相手が答えを持っているのだという事でした。私たち

はよく壁にぶち当たったり、厄介な出来事に出会ったりすると思ってしまいます。どうせ
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自分の力じゃこれは解決できないだろう、力が無いから、能力が無いから、才能が無いか

ら、資源が無いからそんな風に力が無いと考えてしまう。けれど金次郎は言うんです。こ

の世界に無力な人間、力のない人間なんて存在しないといいます。ならば、なんで壁が越

えられないのか、それは無力なのではなく無知という事が起こっている、まだ相手をよく

見ていないから、まだ現実を知らないから、まだその現実を受け入れる腹が決まっていな

いから、だから道が見えてこないだけなんだ。困った時は見る現場に戻り、現実をよく見

てほしい。必ずそこに道があるはずなんだと彼はいいます。だからこそ、金次郎が言おう

とした『知る』、それは決して専門家の意見を聞くとか知識や情報を収集するという意味で

はなくて、むしろ自分の目と感覚で現場と出会って欲しいということ、自分の目と感覚と

経験を何より大切にして欲しいという事でした。だから金次郎はカレンダーから季節を知

る事をしませんでした。初夏の次には夏が来るという常識からも判断しません。狂気の沙

汰と思われようと茄子の味や菊の花といった現場で出会ったものから季節を知ろうとした

ということです。ヒントは必ず目の前にあると。ただしこのように農業に於いては金次郎、

非常に水車をくるくると回転させ、どんな土地もどんな環境の中でも実らせることが出来

ました。ところがこの川は人間になった途端、金次郎にも困難が訪れることになったんで

す。さきほどお話もありました金次郎が最初に指導を命じられた桜町という町、この町で

は沢山の厄介な川が流れてきたんです。理不尽と思えるほど金次郎に抵抗をする人、意地

悪をする人、言う事を聞いてくれない人。そして金次郎は次第に廻れなくなっていくんで

す。何故自分がこんなに完璧な復興書を持っていっているのに協力をしてくれないんだろ

う、なぜ自分がこんなにいいことをしているのにこの水車を回す、その仲間になってくれ

ないんだろう、そんな風に金次郎は大変な苦難を味わうことになるんです。そしてその時

こそ正にここ成田山、そして成田山新勝寺での出会いがありました。金次郎はこの場所で

復興を成功させる大切な事に気づいていきます。その気づき、いくつかありましたが、そ

のうちの一つこそ自然との間で学んだこの水車を対人関係にも徹底させていくということ

だったんです。実は金次郎は思っていました。正に自分は浮き上がった水車になっていた

のではないだろうか、農民たちのことを知ろうともせず、反対や抵抗をしている人間たち

を否定して、嘆いて、そしてなんだか浮き上がった状態で回ろう回ろうとしていたのでは

ないか。見る、川に飛び込むことから、相手に飛び込むことから始めよう、敵のように見

えているのは自分の心が生み出しているのではないかという気づきだったんです。もう少

し金次郎の気づきを身近にとらえると、私自身、教育という事をしています。やっぱりや

っかいな川はいっぱいいるんです。嘘ばっかりつく子供とか、いくらいっても宿題をしよ

うとしない子供とか、同じ失敗を何回も繰り返す子供とか、暴言や暴力が止まないとか、

色んな川が流れてくるとついつい大人たちは浮いた水車になってしまいます。その子たち

を否定して、嘆いて、それで回ろう回ろうとするんです。嘘つくなって言ってるだろう、

宿題はやりなさいって言ってるだろう、なんでいつもこんな失敗するのとそんな風に私た

ちは沈むこともなく浮き上がって回ろうとします。だからこれを思い切って川と触れ合い

から、川を知る事からスタートさせようということです。私はこの時言うんです。それは

何でと言う言葉を上手に使えるようになる事なんじゃないかという話です。私たちは相手

を知ろうとするときに、何でと言う言葉を使うと思います。但しこのなんで、二種類ある

というふうに思っているんです。一つ目のなんで、それを私は『怒りのなんで』と言う風

に呼んでいます。怒って使うんです。何で宿題しないんだ！何で抵抗するんだ！何で夏が

寒いんだ！とか、そんな風に相手を攻め立てるように怒って使う何でです。この『なんで』

が浮かんでいる時が要注意です。まさに私達が浮きあがった水車になっているサインだか
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らです。相手を知ろうとしているどころか、自分にこだわり自分こそが正しいと思い、そ

して相手を打っている時だからです。自分こそが正しいだからそれを受け取れ、お前は害

だ、悪だとそんな風に呼び掛けています。敵対関係しかそこには生まれない、しかし、こ

の『なんで』を『観察の何で』にすることで浮いた水車は川へと飛び込んでいくのではな

いかというわけです。『疑問の何で』、『観察の何で』です。なんでこんなことがおきるんだ

ろうか、何でこんなことをするんだろうか、何でこんなことを言うんだろうかという『知

ろうとするなんで』、『関心を向けるなんで』にしてみてください、というわけです。それ

は地道な現実観察です。実は金次郎自身も成田山でこの自らの打つ心ということに気づく

ことで『怒りのなんで』を『疑問のなんで』、そして『観察の何で』に変えることで農民た

ちと和解し、絆を結んでいくことができました。抵抗や、攻撃、そこには確かに理由があ

るということに気づいていったわけです。そして、それを和解させ調和へと向かう、一円

融合へと向かう、解決へと実りへと向かうヒントは常に目の前にあったのだという事に気

づいて行ったという事です。大きなこの気づきこそ金次郎の 600 の村の再建ということへ

と繋がっていく大切な第一歩だったという事です。つまりこの『怒りのなんで』、それは決

して相手ではなく自分自身を疲れさせているのではないかということです。『観察の何で』

になる時、一番楽になるのは自分自身だという実感が金次郎にはありました。そういう意

味で金次郎はよく見る、相手を知る事は自分を楽にしてくれると考えたわけです。このよ

うに金次郎の知る事、そこから生まれる一つ目の自分を楽にしてくれるものはヒントとい

う事だったわけです。 

そして二つ目、自分を楽にしてくれるもの、彼はそれをエネルギーというような形で捉

えていきます。ちょうど水車は川に思い切って飛び込むことでエネルギーを得て初めて回

転ができます。これと同じように私達も明日へと一歩を向けるとき、回転を始める時、実

践を始める時、そのエネルギーは知る事で生まれるんだというんです。たとえば私たちは

色々な場所でいわないでしょうか、「皆さん、頑張りましょうね、一生懸命やりましょう、

精一杯努力をしましょう、ベストを尽くしましょう」でもこれ、全部エネルギーを使え、

使えという話ばかりです。使って使って使って使って空っぽになったらどこで生めばいい

んだろうか、誰が埋め合わせてくれるんだろうか、そんな風に考えてもどう埋め合わせる

のか、どう生み出すのかその事を教えてくれる人は意外と少なかったりします。その意味

で金次郎は私達が明日頑張ろうとか一生懸命やろうとかそんな風に思うエネルギー、一歩

を踏み出すエネルギーは『知る』という事をすればどんどん生まれるはずなんだと言うん

です。じゃあ、エネルギーってなんなのか、私はそれをワクワク感やドキドキ感と呼んで

います。わくわくドキドキする思い、嬉しいなあとか楽しいなあとかすごいなあとか、感

動した、誇らしいなあ、幸せだなあ、そんな風に私達がわくわくドキドキできれば明日も

頑張ろうと自然と思えるのではないでしょうか。

そんなワクワク感やどきどき感が生まれる場所、

それがよく『見る』という場所だというんです。

抽象的になりますが、金次郎自身はこのことを

説明するために、よくある例え話を使ったんで

す。それはこんなものでした。たとえば、今皆

さんの目の前、この場所に大きな立派な一本の

木が立っている。一本の大木がこの場所にある

こと、それを想像してみて下さい。大きくて立

派で天高くそびえている木、さぁこの一本の木
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をよく見ることをして下さい。よーく見てください。何が見えてきますかという問いかけ

です。ある人はいいます、樹齢が何年ぐらいじゃないか。ある人はいいます。木の温もり

を感じる、ある人はいいます。木の肌触りがこんな具合だ、なんメートルぐらいありそう

だ。何人ぐらいで囲めそうだ、色々な事をいう人たちがいるわけです。ただし、金次郎は

いつだって笑って言いました。嫌々あなたたちが今したのは「よく見た」んじゃなくて、

「ただ見ただけ」だろう。ただ見るという事と、よく見るという事は全然違う事なんだと

いうんです。ただ見ていたら何にも生まれない、よく見るからエネルギーが生まれヒント

が生まれてくるんだと言うんです。よく見て欲しい、もっと他の物が見えてくるだろうと。

しかしそうは言っても専門家じゃないしこれ以上のことはと思われるかもしれませんが金

次郎はいいます。本当は誰もが知っている事、でも日常、ほとんど忘れかけて暮らしてし

まうことなんだといいます。それは何か？この立派な大木が初めからこの姿だったわけで

はないという事実です。この大木、始まりは小さな小さななえだったと、そしてこの小さ

な苗に沢山の人々の思いを込めて手間暇を込めて時間をかけて歴史を経て初めてこの姿に

なっているんだというんです。それは人の手だけではない、大地の力、太陽の力、雨の力、

風の力、虫たちの力、そんな様々な自然たちのエネルギーも込められているものです。金

次郎はいいます。よく見る、それはプロセスを知るという事だと、物事も出来事も今ここ

に至るには必ずプロセスがあるのだと。そのプロセスが見える時、よく見える時、私達に

は様々なわくわく感がみえてくるのではないか。一本の木だけではありません、茶碗だっ

て、桑、鎌だって何でも無いように見えるこの一枚の田んぼだってやっぱ多くのドラマが

重なって初めてこの姿になった。そんなものが見えるとワクワクしないだろうか、この世

界が大きなチームプレイでなされていることに気づく、そして自分も頑張ろうとそんな気

持ちになっていくんじゃないだろうかというんです。ちょうど私たちの時代もプロジェク

トＸというのは、ある意味画期的なカルチャーを作りだしたんだと思います。何でも無い

ように見えるもののモノづくりの現場に密着取材するとかプロの潜入取材をするとかそん

な番組は、あれ以来大いに盛り上がって報道されているものであります。あれは金次郎の

言うよく見るということをすることのワクワク感を語ろうとしているものじゃないかと私

自身はそんな風に思ったりします。そのようにあらゆるもの、必ずそれにはドラマがあり

プロセスがあるのだと、それが見える時、私たちはパワーを得るのではないかと言うんで

す。子供達の教育なんかでもそうです。たとえば、現在野菜嫌いの子どもが多くて困って

いるのが教育界です。しかし、この野菜嫌いの子供達に実際に畑作業をさせてみると、野

菜嫌いはけろりと克服するというのはよく報告されることです。きゅうりはただの物体の

きゅうりではないと知るからです。そこにあるプロセスを自分の身を以て知る時に、美味

しいなというワクワク感が生まれるんじゃないかなと思ったりします。そのような形で考

えてみると、現在福島県の相馬市で聞いたお話も思い出されます。 

福島市福島の相馬藩というのは金次郎とも大変ゆかりの深い土地であります。金次郎亡

き後、息子や家族たちは相馬へと移住をしそこで生活をすることになったからです。現在、

あの原発の問題で大変な被災地となっている相馬藩ですが、今こそ見るパワーをそして力

を一歩前へとそんな風に進もうとしている相馬の方々に伺いました。何よりも自分たちの

力になってくれるのは相馬に根付いていた歴史だったというんです。相馬藩はそれまでも

度々大きな災害にやられています。でもこの土地が今この姿であったということは先人や

先輩たちが古里を捨てなかったということ、どんな災害にあっても復興し見る故郷を維持

してきていたということ、そんな事実に改めて気づいた時、それこそが大きなパワーにな

ったとそんな風に語って下さったんです。何気ない一枚の田んぼも何気なくやってきてい
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るこの場所にある全てのものも必ずプロセスを持っているというのが金次郎の考え方、そ

してそれに出会う事が私たちの明日へのエネルギーになるということだったわけです。そ

の事を彼はこんな風にも言い換えます。この世のあらゆるものが『徳』を持っているとい

う言葉でした。そしてこの水車の下半分は、徳と出会っていく場所であるというんです。

あらゆるものが『徳』を持っている、これは道徳の『徳』と言う字を使うのでよく皆がい

いところを持っていると解釈することがあります。でも金次郎はそんな意味では使いませ

んでした。何故ならものすごいリアリストだったからです。いいとこだけの人間なんて存

在しないというわけです。あるいは失敗のない、苦労のないモノ作りなんてこの世にはあ

り得ないんだということ、傷のない悲しみのない人生を送る人なんてこの世界には一人も

いないのだという事です。むしろ、もしそんなものがあったとしても私たちはそんな話を

聞いて心を動かされることはありません。むしろ失敗も苦しみも悲しみもつらさも大変な

事もいっぱいあるのがドラマと言う意味です。腹立たし事、苦しい事、哀しい事、辛かっ

た事、うまくいかなかった事、それがすべてを含んだドラマという意味で金次郎は『徳』

と言う言葉を使いました。そして私たちの心を打ってくるのはそんな傷ついた事、哀しか

った事を乗り越えたという場所なんじゃないかというわけです。だから金次郎はいいます。

この世界に存在しているすべてのものは必ず苦しみや壁や傷を負っている。但し今ここに

存在しているという事、ここにあるという事、それはそれらに本当の意味で失敗をしなか

ったという事、その証としてここに存在しているのだというんです。もし本当に壁にぶち

当たった時、諦めたら、くじけたら、投げ出したら、そこで止めてしまっていたら、その

物も、その人もここには存在しないからだというんです。どんなことがあっても一歩を踏

み出してきたものだけがここに存在できている。つまり金次郎のいう『徳』はあらゆるも

のが『徳』をもっている、というこの言葉は、あらゆるものがかならず傷や壁を乗り越え

る知恵と力と実績を持っているという意味でした。どんな物でも、必ず知恵と力、そして

その実績を持っている。だからこの世界はそんな感動や知恵のドラマで溢れているのだと

金次郎は考えたんです。自分自身だってその壁を乗り越えてきたから、諦めなかったから

ここにいるんじゃないか、そんなことに見る目を向ければそこで大きな勇気を手に入れ、

明日への力を手に入れるのではないだろうかと言うわけです。そしてそれは感動や誇りと

いう勇気だけではなくて、知恵ということでもありました。私達がプロジェクトＸのよう

な番組を見てなぜ熱狂するのか、そこには人間が壁にぶち当たった時、どうやって打開し

ていくのかというそんな知恵も凝縮されているのではないか、それが自らの人生のヒント

になってくれることがあるからじゃないかなと思うんです。 

『徳』を知る事、思い切って飛び込み現実を見るきちんとよく見る事、その事から私た

ちは感動と言う、あるいは誇りと言うそして知恵という大切な宝物を手に入れ、エネルギ

ーを手に入れ、いざ明日へと向かう事ができるのだということです。その事こそが水車が

いざ川から這い出してくること、そして川の上半分、自分なりの一歩、自分にしかない動

きをしていくためのエネルギーになってくれるという訳です。この水車の上半分、それを

金次郎は『報徳』と言う風に呼びました。徳に報いるという実践のスタイルだというんで

す。ただし、徳に報いる報徳、わからなくはないけど随分古い言葉だなぁと思われるかも

しれません。私は現在関西で生活をしていますので、関西で報徳と言えばあの報徳学園で

あります。野球で御馴染みの報徳学園、その事と共にイメージされる方が多いようです。

そうは言っても、関西の人でもさすがに日常用語に報徳と使う人はまずいないといっても

過言ではないと思います。じゃあ、『報徳』って一体何なんだろう、なぜ金次郎はこれを『報

徳』と呼んだんだろうか、私はもう少し私たちに馴染みの言葉で考えたらどうかなと思っ
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ているんです。たとえば、私たちは人間関係とか絆とかコラボレーション、そんなことを

考えるときにｇｉｖｅ ａｎｄ ｔａｋｅ と言う言葉を使わないでしょうか。ｇｉｖｅ 

ａｎｄ ｔａｋｅ これは日本語に訳せばもちつもたれつと言う言葉でも構いません。も

ちつもたれつ＝ｇｉｖｅ ａｎｄ ｔａｋｅ 私たちはｇｉｖｅつまりあげるという事を

する、これは一見損する事みたいですが、しかし、ｇｉｖｅはかならずセットになってい

る。ｔａｋｅ つまり貰うという事と、私達が荷物を持ってあげれば、今度は荷物を持っ

てもらうし、あるいはサービスをしてあげれば代金をもらうし、助けてあげるから、今度

は助けてもらうことだってあるんじゃないか、あげるともらうはかならずセットになって

いる、皆で共に助け合おうじゃないかというそんな言葉です。一件美しい言葉に見えます

が、これ金次郎が大嫌いだった発想です。これは人を不幸にする発想だと彼は捉えていま

した。何故なら、ｇｉｖｅ ａｎｄ ｔａｋｅ 突き詰めれば、これは見返り思想だから

です。これだけしてあげたんだからなんか返してほしい、こんなにしてやったんだからな

にか報いてほしい、そんな風に私たちは報いてほしい、報いてほしいと、返してが成立し

ているのか、先人や先輩たちの多くの歩みの上に初めて私たちの暮らしがあるんじゃない

だろうか、そのように現実にある幸せに気づく事、自覚する事、よく見る事、そのような

ことがすべての始まりなんじゃないかと彼は言うわけです。十分に気づいたうえで、今度

は私たちが何を誰のどんな荷物を持ってあげられるのか、どんな行動をしてあげられるの

か、そんな風に考えようと提案します。金次郎の『報徳』、それは見返りではない恩返しと

言う風に言ってもいいと思います。幸せになるために犠牲を払え、幸せになるために我慢

しろという考え方ではなくて、幸せだから頑張ろうじゃないかというそんな考え方でもあ

ります。金次郎はいつだって幸せを遠いゴールにあるものだとは考えていませんでした。

そのゴールに向かってがむしゃらに我慢をしなければいけないのではありません、むしろ

幸せはいつだって身近なスタートラインにいて私たちの背中を押し出してくれる物だと彼

は考えていたわけです。幸せになるために頑張るんじゃない、幸せだから頑張ろうじゃな

いかというそんな提案であります。『報徳』と言う言葉、時々良い事をしていれば報われる

と言う言葉だと解釈されることがありますが、これは完全に間違った解釈です。報われる

ではありません、特に報いるという言葉です。一体なんで報いるのか、それは私達が徳を

受けているから、受けた特に気づいたから、受けた特に報いていこうじゃないかというそ

んな呼び声になっているという事です。『報徳』、それは特に報いるという恩返しの発想、

もっと楽しくやれるのではないかといようなことでありました。 

今はソチオリンピックというあの感動のドラマが繰り広げられてる毎日でありますが、

実はこのｇｉｖｅ ａｎｄ ｔａｋｅからｔａｋｅ ａｎｄ ｇｉｖｅ への転換をいち

早く取り入れたのがスポーツ界の人づくりだったと言われているんです。スポーツ選手た

ちは、勿論ある時までは弱肉強食、つまりｇｉｖｅ ａｎｄ ｔａｋｅ の見返りで指導

していました。どれだけ犠牲を払えたか、どれだけ自分の時間を使えたか、我慢が出来た

か、忍耐が出来たか、そのことでしかメダルは貰えないのだと。だから幸せになるために、

メダルを取るために歯を食いしばってでも何でもがんばれとずっとそういう風に指導して

きたそうです。正にｇｉｖｅ ａｎｄ ｔａｋｅ だと。ところがある時から転換してい

きます。それは昨今スポーツ選手たちがどんな言葉をよく使うかということに注目してい

ただくとよくわかると思います。選手たちはメダルを取るたびに言います。家族のお蔭で、

ファンのおかげで、支えてくれた人達があったから、そんな言葉、そしてそれ自らの実践、

自らのスポーツの演技そのものを恩返しだと位置付けている人たちが多いわけです。幸せ

だから、これだけ支えられているから頑張ろう、そして自分たちの頑張りは更に人々を豊
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かにしていくことになるのだ、奪い合いで幸せを考えるのではなく、幸せを広げようとし

ている、誰かの為に頑張ろうとしている、そんなとき人々は底力をだすことができるんじ

ゃないかなと思うわけです。見返りから恩返し、ｇｉｖｅ ａｎｄ ｔａｋｅからｔａｋ

ｅ ａｎｄ ｇｉｖｅ 。このように金次郎が考えた事は様々な所で見かけることが出来

る事かも知れません。このことを金次郎は様々言い換えていくことになります。 

水車の下半分ｔａｋｅの場所、つまり特に出会う場所、それを『心田』が実る場所、心

の田んぼが実る場所という表現でも呼ぶんです。心の田の実り、あるいは至誠、つまり誠

実さ、真心というようなイメージでも使います。『心田』、心が豊かあるいは誠実である。

私たちは色々なイメージを持つ言葉ですが、金次郎にとって『心田』、そして『至誠』、そ

れはたった一つの意味でした。自分の幸せをどれだけ知っているかという事、自分の仲間

にどれだけ気づけているかということだというわけです。本当にお腹の底から幸せだなあ

と思えている人、思えているとその時だけ人は自分に与えられている現場で力を尽くそう

とするのではないだろうか、精一杯頑張ろうとするのではないか、だから『心田』が豊か

になれば現場が豊かになる、金次郎に与えられていた現場、それが田畑という場所でした。

真心、誠と言うこと、その事こそが実行の原動力に、始まりなっていく。『心田』こそが田

畑の実りを生んでいく力になるのだとそんな風に彼は考えていたわけです。これは昨今の

言い方で言えば、すべては人づくりから始まるということかもしれません。水車は必ず下

の半分から廻り始めます。始まりは下半分です、一人一人が感動や誇りや希望や勇気やワ

クワク感やドキドキ感、そんなものに気づく事こそ目の前の現場をそして地域を社会を豊

かにしていく、そんな力になるという考え方です。水車の下半分は、全部目には見えませ

ん。でも目に見えないこの場所こそが始まりとなって上半分である目に見える現実を豊か

にしていくのだと金次郎は考えていたわけです。人づくりこそが社会づくり地域づくりの

始まりであると考えたのもそんなところでありました。そしてこれはまた私自身の幸福感

こそが相手の幸福感を生み出そうとする力になるといことでもあると思うんです。自分自

身が幸せだということに気づいているからこそ、その幸せをより一層広げようと実行へと

向かいます。相手の幸せ、その原動力は自らの幸福感だというそんな考え方でもあります。

まさにＷｉｎ-Ｗｉｎの考え方、それこそが金次郎の『報徳』と言う考え方です。そしてこ

れが現在では道徳と経済の一元化と言うような呼ばれ方で捉えられていくものになります。

道徳とか心の豊かさとか、なんだかそれは時に私たちを押し殺すようなものにも感じるん

です。あれをしちゃいけないとか、これはしちゃいけないとか、人としてこうすべきだと

か言われるほどなんか辛くなるようなターム。でも金次郎が考えていた道徳や心田、それ

はむしろ私たちにパワーを与えていくもの、自分が多くの仲間に囲まれて幸せなんだとい

うことも改めての自覚ということでありました。そのことさえ本当にできれば、私たちは

必ず行動へと向かおうとする、恩返しへと向かおうとするんじゃないかと、それこそが経

済を地域を活性化する力になると金次郎は考えていたという事です。このような形で道徳

と経済の一元化をうたった金次郎、それが『報徳』と言う考え方だったわけですが、この

考え方、だからこそ企業人たちに大変多く取り入れられていくものになったわけです。先

ほどは佐吉翁のお話をいたしましたが、他にも松下幸之助さんや渋沢栄一さん、あるいは

大原美術館をつくられた大原孫三郎さん、真珠王でも御馴染みのみきもとパールの創業者

御木本幸吉さん、そしてまた現代では京セラの名誉会長ＪＡＬの再建にもご尽力された稲

盛さんもそのお一人と伺っていますが、多くの経営者の方々が金次郎のこの発想を手掛か

りにされたというわけです。 

金次郎が一体なぜ、様々な苦難や困難にあっても尚一歩を踏み出そうとしたのか、与え
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る人、あげる人、実践の人、ｇｉｖｅの人だったのは一体何故だったんだろうか。それは

ｔａｋｅの達人だったということではないでしょうか、私たちの実践力、発信力、行動力

それらすべての源は気づきの力、受信力そんなことなのかもしれません。ｔａｋｅの達人、

それは幸せ探しの達人とか、あるいは猛烈な感動屋とか運がいいと思うことが上手な人と

か、仲間に気づける人とか面白がり屋とか楽天的なそんなプラスなイメージなのかもしれ

ません、このｔａｋｅの達人になることこそがどんな激動の時代の中でも生き抜かせ、そ

して前を向かせたその力だったんじゃないかなと思います。 

このようなｔａｋｅ ａｎｄ ｇｉｖｅ それは私たちが幸せをまず受け取る側、幸せ

や感動をまず受け取る側からスタートしよう、その上で今度は私達が幸せや感動を生み出

し、与える側になっていこうと呼び掛けるそんな実践モデルでありました。しかし素朴に

せっかく受け取ったものを返さなきゃいけないんだろう、なんで受け取るだけで終わっち

ゃいけないんだろうか、勿体ない事だとそんな風に思うかもしれないんです。でも金次郎

は考えていました。人としての本当の誇りを手に入れるのがどの場所かという事です、受

け取る事も。勿論幸せですが、本当の幸せは誰かに喜んでもらう事が出来たとき、誰かに

幸せを生み出すことが出来た時ではないでしょうか、金次郎は本当の喜びや誇りはｇｉｖ

ｅの場所でしか生まれないのだと考えていました。ｔａｋｅはハッピーなことです。でも、

ｇｉｖｅは、実践は活動は行動はもっとハッピーな事なのだと考えたのが金次郎だったわ

けです。だからこそ私たちはどんな時でも一人一人が主役として一歩を踏み出すことを止

めないでほしいと言います。必ず主人公、主役として人生を送って欲しい、受けよう受け

ようとするのではなく、与えよう、生み出そうとして欲しいというわけです。これをある

方は、『と』から『の』に代わっていくことじゃないかと言われました。 

私たちは色々な物との関係を『と』で考えます。わたしと地域、私と組織、私と社会、

私と家族と言う風に。でも『と』と考えるのはどこか他人事だというわけです。脇役だと、

これが『の』に代わる時、ぐっと主役の景色が見えます。私の家族、私の組織、私の地域、

そんな風に一人一人が主人公として見えてきた時、きっと生き生きとした実践が生まれる

だろうということです。金次郎はこのあたりの ｔａｋｅ ａｎｄ ｇｉｖｅ の話、“た

らいの水の話”と言う事でもよくしていました。 

丸いたらいがある時に、その中に入っている水を手前にかき寄せようとすると水は遠く

に離れていきます。でもこの水を押し出そうとするとその水は向こうの壁に跳ね返って自

分に戻って来るんです。彼はこのたらいの原理をこう説明します。私達人間は全員が必ず

空っぽのたらいでしかうまれてきていないということです。何も持たない空っぽのたらい

として生まれてくる一人一人にそれでも世の中は沢山の水を注いでくれます。仲間たちが、

大地が空が様々に水を注いでくれる、そうすることで初めて私たちは一人前になっていく

のだということです。だからこそ、水のルーツを知っている人が水のプロセスを、徳を知

っている人だけがその水を少しでも生かそうと他者の為と動くのではないだろうか、そう

やって相手に幸せを分け与えようとしても、幸せは絶対に私達から離れることがないのだ

と金次郎は言います。必ず舞い戻ってきてしまうから、だから安心して行動をしなさいと。

ただ結一、幸せが私達から離れるのはその水のルーツを忘れる時、ｔａｋｅをしそびれる

時、そしてもっとかき寄せようとする時だけ私達から幸せが離れていくのだという事です。

気づくことが出来るか、そしてその上で主役として押し出していくことが出来るかそんな

ことを例えようとした話かもしれません。金次郎のこの『報徳』というモデル、それはも

う一つ未来へと向かっているという大切なポイントも持っています。水車、それは川に押

し出されて回り始めますが、見る川に戻っていく時、その川には新しい水が流れている、



 19 

つまりここには時間が流れているわけです。彼は言います。私達が先人や先輩、そして仲

間たちから受けて来たものは、是非次の誰かへと次の世代へと返していってほしい、未来

に返すことでこそ実りは万倍に広がるのだと言います。一粒の種を貰った時、食べてしま

えば自分しか満足できません、でもその種を撒いて育てれば一粒の種に一粒しか実らない

ものはこの世に存在しないのだといいます。必ず巻いて育てれば、それは未来に万倍の実

りをつけていくと。子育てでも言います。私たちはつい、目の前の一人の子供を育ててい

ると思います。でもその子は未来に多くの人達と出会っていく、そんな存在、その一人の

先には大きな未来が広がっているという具合でしょうか。未来に返すことでこそ幸せは永

続し万倍の実りへと向かっていくのだと、それが金次郎の考えた『報徳』と言う考え方で

した。 

すべての始まりは何気ない日常の中の幸せの発掘、感動の発掘、宝の種の発掘かもしれ

ません。ｔａｋｅの達人になっていくそれが一歩目であります。私はｔａｋｅの達人にな

れた時に生まれる言葉、それが“ありがとう”と言う言葉なんじゃないかなと思っていま

す。“ありがとう”、この言葉、反対語は何だと思われるでしょうか・子供達に聞くと多い

のはごめんなさいと言う言葉、あるいは、くそとかばかやろうとか、色々と子どもたちは

言いますが、様々正解があると思います。そしてどれも正解なんだと思います。ただ私は

ある方がおっしゃったことがとても印象的でした。“ありがとう”の反対語、それは“あた

りまえ”と言う言葉なんじゃないかと。漢字で書くと明らかです。有る事が難しい、金次

郎が言うようにただ見る世界では、すべてが普通や当たり前にしか見えません。でもよく

見る時、そこに宿っている奇跡が、喜びが感動が、有り難さが見えてくるんじゃないかな

と思うんです。ありがとう探しの達人になる、それこそが私達が豊かな明日へと向かおう

とするそんな一歩を踏み出す力になるのかもしれません。 

最後になりますが、3 月 11 日、あの大震災、そこからの復興や再建が現代の大きなテー

マになっています。一説には自然が恐ろしい敵で人間が無力だったと言われます。しかし、

金次郎なら確かに言うはずです。人間は無力だったのでは無く、無知だったのだと。自然

達からどれほど愛されてきたかをあまりにも当たり前だと感じすぎて来たと。魚を食べる

時、漁師さんに感謝をしてもその魚を育ててくれたのは海だったということを忘れて来た

のではないだろうか、見る私達が受けてきたものを取り戻すことで今度は傷ついたもの、

そして自然たちを癒していく、活かして行く、そんな番なのだという思いで復興や再建に

向かえたら素敵だなと言う風に思います。少しいただいていたお時間を超過したでしょう

か、2 分程オーバーしたかもしれません、大変申し訳ありません、このような貴重な機会

をいただき、皆様とのご縁をいただきましたこと、そしてまたこの成田の地でのご縁とい

うこと、重ね重ね御礼を申し上げます。少しでも皆様への恩返しになっていれば幸せだな

と思います。長時間にわたり、ご清聴頂きありがとうございました。 
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ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小寺 真澄 会員 2 月 5 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

渡辺 孝 会員 2 月 19 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

  事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192  
    FAX 0476-32-1078 

 


