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１．新年会 

令和 4年 1月 8日（土曜日）、横浜うかい亭にて 2022年新年会が開催されました。会員、会員

のご家族、友人、ゲスト合わせて 22名が参加し、河野和彦事業委員長（昭和 44年法学部卒）の

司会により盛大に執り行われました。 

 

開会に先立ち、参加者全員で記念撮影を行いました。 

 

 

河野事業委員長が開会の辞を述べ、物故者への黙祷を行いました。 

 

 

  

2020年・2021年物故会員 

西原将彦様 法学部（昭和 43年卒）2020年 6月 24日ご逝去 

岩田澄男様 法学部（昭和 30年卒）2020年 8月 28日ご逝去 

中村敏生様 法学部（昭和 37年卒）2020年 10月 25日ご逝去 

冨澤篤紘様 法学部（昭和 38年卒）2021年 1月 3日 ご逝去 
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吉村満副会長（昭和 48年法学部卒）のリード、石井一夫幹事（昭和 49年文学部卒）のピアノで

塾歌が演奏され、参加者は‘心のなかで’歌いました。 

        

 

会長挨拶は 石塚雅男会長が、次のようにお話されました。 

 新型コロナウィルスの影響で、2年間活動できませんでしたが、昨年 10月に役員会を開き、なん

とか新年会を開催しようと決断しました。 

新たに、オミクロン株の感染拡大等で、実に危ないところでありましたが、本日開催できて感無量

であります。嬉しいことに、この間、三名の新入会者があり、後ほどご挨拶をなさいますが、その

内のお一人は本日参加下さっております。そして、来たる６月には、是非とも総会を開催したいと

思っておりますし、その頃には新型コロナウィルス感染を克服して社会に明るさが戻っていること

を信じております。 

 皆様のご健勝をお祈り致します。 
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甘利明顧問（衆議院議員：昭和 47年法学部卒）が、次のように新年の挨拶をされました。 

情報部門での権威でもある伊藤公平慶應義塾長とは、スーパーコンピューターの開発等の分野

で意見交換しております。そして、我が国の技術開発の拠点として研究開発力のある大学が力を

発揮していけるよう、10兆円のファンドが決まり、令和 4年を大学改革元年としたい。慶応義塾

が日本の研究開発の中心になることを祈っています。 

      

 

古木幹事長より 3名が新入会され、当日参加されたその一人、松尾剛氏（平成 4年理工学部卒）

が紹介されました。そして、会員に同伴して参加された 6名と、当会事務局担当の加藤恒夫氏が

紹介されました。 

 

  松尾新会員（平成 4年理工学部卒）が次のように、挨拶されました。 

   家内が中央林間の生まれなのが縁で、2年前から家内の実家で 2世代住宅を構えています。

沿線の東京工業大学に勤務しており、息子は慶應義塾高校生です。 
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菊地弘副会長（昭和 45年経済学部卒）の音頭により乾杯が行なわれました。 

     

 

乾杯の後は横浜うかい亭のご馳走を戴きながらの懇親会を行いました 

今年はコロナの影響で、従来のブッフェ方式がとれず、ウェイター・ウェイトレスさんが個別にお

料理を運んで下さいました。 
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ひとしきり楽しい会話が弾んだあと片山真志くんがお母様恵梨さんとピアノを披露して下さい

ました。     
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   甘利顧問を激励する河野会員  

 

   

   松尾新会員に、大和三田会にようこそと熱弁を振るう吉村副会長 
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  2年ぶりの再開を祝って、かんぱーーーい♡♡♡ 

  

  

    令和 4年の活気を念じて！！！！！片山大弐郎会員による、エール 
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    閉会の辞 新田義孝会報委員長（昭和 43年工学部卒） 

 

 

 楽しい会だったと、締めくくる梶谷昌廣会員（昭和 38年経済学部卒） 
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２．第 15回大和三田会総会および懇親会 

  令和 4年 6月 18日（土曜日）正午から、横浜うかい亭で恒例の総会および懇親会が挙行され、

32 名の塾員と大和稲門会、大和桜門会、大和白門会からのゲスト、そしてご講演講師甘利明顧

問・衆議院議員の皆様等が集いました。 

 

第１部 総会 

１） 開会のことば  

太田善夫総務委員長（昭和 60年法学部卒）より開会のことばが述べられました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 物故会員 黙祷  

安原明子会員（昭和 35 年文学部卒）が令和 4 年 3 月 12 日にご逝去されました。全員起立で

黙祷を捧げました。 

 

３） 会長挨拶： 

石塚雅男会長（昭和 40年経済学部卒）より、次の挨拶がなされました: 

地元稲門会、桜門会、白門会からゲストをお迎えし、またコロナで総会が開けなかった 2 年

間に 3名の新会員を迎えて、本日総会を開けたこと、嬉しい限りであります。 

コロナの感染状況を見ながら 1月には新年会を行い、22名の出席者と久しぶりに歓談を行い、

楽しい一時を過ごしました。 

一方、コロナによる景気後退、ロシアのウクライナ侵攻による様々な物資面への影響、極端

な円安による物価高騰など、生活面への不安が増しております。 

幸い、コロナの蔓延は収まりつつありますが、未だ予断を許しません。これからも気を引き

締めて行く必要があると思います。 

本日、甘利顧問より講演して頂きますが、我々にとっても諸々ヒントを得られるのではない

かと、大変期待するところです。 
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４）議案審議  

太田善夫総務委員長の司会のもと、第 1号議案、第 2号議案、第 3号議案が河野和彦事業委員長

（昭和 44年法学部卒）、新田義孝広報委員長（昭和 43年工学部卒）そして、伊藤祐介会計（平

成 12年文学部卒）から提案され、拍手を以て承認されました。 
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 第 2部 講演会  

   講演  「新しい資本主義とスタートアップ政策」   

講師   衆議院議員 甘利明顧問 （昭和 47年法学部卒） 

 

① 「日本の製品がないと世界のみんなが困る」という、日本を創りたい。 

  ・「それがないと困るもの」を創出して、科学・技術開発で実現しよう。 

  ・世界を変える技術を日本が創出しよう。 

  ・スマホの基本技術はドコモの iモード。 

  ・3次元プリンターの技術は日本が開発した。 

 ・量子コンピューターの基本技術は日本が開発した。 

 

② 専守防衛では日本を守れない。 

  ・NISC（内閣サイバーセキュリティセンター）が担当する防衛機関だけで、1日 30万件も、サ

イバー攻撃を受けている。主にロシア、中国からで、1 拠点から 100 回以上攻撃してくる。

3000のサイバー攻撃拠点がある。 

  ・F35 ステルス戦闘機をアメリカが開発したら、すぐにその‘そっくりさん’を中国が開発し

た。技術を盗んだとしか思えない。技術を守りましょう。 
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③ 新しい民主主義として、アベノミクスは①金融緩和、②機動的財政出動を試みデフレ脱却

を果たしたが、「企業自らの投資」を未だ実現していない。 

  ・大企業トップは、バブル崩壊を体験しており、人・債務の過剰を減らして自社を守った。バ

ブルを乗り越えるのに「投資」をしなかった。未だにその体質が抜けていない。 

  ・中国は 12年前、経済で日本に追いついた。今は日本の 3倍になっている。 

  ・日本だけが「昔の企業」で成り立っている。中国を初め世界は新しい企業が台頭して、世界

経済は GAFAなど新しい職種の企業で成り立っている。 

  ☆世界で勝負できる日本企業を作りたい⇒「成長と分配の再循環」。 

  ・「成長の果実に投資して、経済成長を促し、これが分配をもたらす」が、キシダノミクスの考

え方。 

  ・日本企業は低コスト化で勝負してきた。コストカット経営は×。 

  ・マークアップ経営を目指せ：競争力のある企業を作れ←人件費は投資と考えろ！ 

④ 日本の国立大学の研究データベースを作った。これで、国際ベンチャーキャピタルと、大

学の科学技術のシーズとを結びつけられる用意ができた。3年後にはスタートする。 

 ・年内に、日米共同声明を出す用意がある。 

・インキュベーターの世界は、英語の世界である。 

・もともと、日本には科学技術で新しいシーズを生み出す能力がある。ただ、技術化、製品化

が下手なだけだ。それには、シーズをベンチャー企業化しようとする発想がなかった。 

・スタンフォード大学だけでも 3.5兆円の資産を持っており、大学が開発した新技術をベンチ

ャー企業へと育成するのにさかんに投資している。世界の有力大学では 1兆円を持っている

ところはザラ。日本の 86 国立大学全部合わせても 1.1 兆円にしかならない。これでは勝負

にならない。 

・ここ 30年で、世界の大学と日本の大学の差がついた。 

・（甘利代議士は）官製ファンド１０兆円を作った。3年後にスタートする。 

・欧米有力国の大学院生は、給料をもらって研究している。日本の大学院生は授業料を払って

いる。これでは勝てない。 

・世界は‘学位 Ph.D’を持ってこそ一人前という社会である。 
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第 3部 懇親会 

１）塾歌斉唱  

吉村満副会長（昭和 48年法学部卒）の指揮、石井一夫幹事（昭和 49年文学部卒）のピアノ伴奏で、

マスクをつけたまま一同ハミングしました。 
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２）吉村副会長挨拶  

   本日は、例年行われるプロ歌手による独唱などの催しを行わないものの、心置きなく 2年間

開催出来なかった分、総会を楽しみましょうとの挨拶がなされました。 

３）古木通夫幹事長（昭和 44年経済学部卒）より、来賓・新会員・同伴者が紹介されました。 

４）来賓より、それぞれご挨拶を受けました。 

 ① 早稲田大学 大和稲門会 児浦 義文幹事長 

 

②日本大学  大和桜門会 齋木 稔会長 

 

③中央大学  大和白門会 岡田 孝子会長 
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５）新会員挨拶  

岩波 譲治会員（昭和 49 経済学部卒）より、2 年前に中央林間に終の棲家にと引っ越してき

て、満足していますとの挨拶がありました。 

 

 

６）乾杯  

渡邊悦元会員(昭和 39年経済学部卒)の音頭で、乾杯しました。 

 

７）慶応歌集斉唱 

吉村満副会長の指揮、石井一夫幹事のピアノ伴奏で、慶応賛歌、若き血、塾歌を、マスク着用の

まま小声で斉唱しました。 
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＜懇談＞ 
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８）エール  

片山大弐郎会員（平成 22年商学部卒）の発声で、エールの交歓を行いました。 

 

 

太田善夫総務委員長より閉会の挨拶がなされました。  
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３. 事業活動報告 

(1) 三田キャンパス 見学会：慶応義塾ミュージアム・コモンズ探訪 

                         事業委員長 河野和彦 

令和４年６月１４日に、事業委員会の活動として、昨年竣工した慶應義塾ミュージアム・コモン

ズで開催されている、「書を極める鑑定文化と古筆家の人々」展を鑑賞してきました。 

 

  

学芸員の松谷芙美氏（慶応義塾ミュージアム・コモンズ専任講師）のご説明で奈良時代から昭和に

至るまでの貴重な古筆切を拝観し、書に込められた歴史と素晴らしい伝統文化に感動しました。 

 また、別室では和紙を指で表裏二枚に引き裂く「あい剥ぎ」も体験し、和紙の堅固さと、それゆ

え古代の書が残されてきたことを理解できました。 

 鑑賞後は、ファカルティ・クラブにておいしいランチを堪能しました。 
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４. 寄稿   

(1) 最近思うこと               

牛山 聡(昭和 50年工学部卒) 

 コロナ禍で外出する機会が減り、それに伴い家でテレビを見る時間が多くなりましたが、ここ

数年、関西芸能人が東京に進出してきたためか、テレビを見てもラジオを聞いても耳障りな関西

弁が乱用されていることが多いように感じます。 

お笑い番組または関西地方の番組なら仕方ないとしても、全国放送のクイズ番組・情報番組等

においても殆どの関西人が毎日のように標準語ではなく平然と堂々と関西弁で話をしているこ

とに不愉快な思いをしています。関西に限らず、時折地方の方言を使うのはまだ可愛げがあるの

ですが、のべつ幕なし関西弁を使われるとその放送自体の品位が失われ二度と見たくなくなるの

ですが、こんな思いをしているのは私だけなのでしょうか。 

実は、大学卒業後最初の４年間、民間企業の関西支所に勤務していたことがありますが(東京

採用でしたが何故か関西勤務となってしまいました)、そこ関西での関西弁については勿論違和

感はありませんでしたが、関西人の東京に対する競争心の強さには閉口しました。特に、阪神タ

イガースに対しての崇拝者？が多く、梅田の地下街には阪神の新聞記事が壁一面に貼られ、ラジ

オの番組でも熱狂的な阪神ファンのアナウンサーが日々熱弁していました。 

当時の私は 20 代でまだ若かったせいか、また関東圏以外で生活したことがなかったせいか、

関西勤務以降野球はアンチ阪神ファンとなってしまい、やはり仕事も東京の企業に転職してしま

いました。 

その後、定年までいろいろありましたが何とか東京近郊で勤務することができ、再び関西に転

勤になることはありませんでしたが、ここにきて最近のテレビを見るにつけ、昔の関西での悪し

き思いがよみがえってきました。 

そんなわけで、最近のテレビ番組等のこのような状態が続くと、正しい日本語の使い方が乱れ

るばかりではなく、文法的にも乱れが生じ、国語教育の根幹にかかわる問題だと思われますので、

少なくても全国放送の番組では標準語を使用してもらいたいものです。 

この傾向は、関西のお笑い芸人が MC を任される場合が多いためだと思われますが、関西芸能

人事務所においても、全国放送に出るような芸能人に対しては標準語の徹底した教育を行なって

もらいたいものです。 

最後に、私は決して関西人が嫌いなわけではなく、「郷に入れば郷に従え」のごとく、同じ日

本人としてお互いを尊重しつつコロナにも立ち向かっていきたいと思っている今日この頃であ

ります。 
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(2) 矢上台と私   

齊藤 宏之（昭和 51年工学部卒、53年修士修了） 

私が工学部に入学した昭和 47年の学年は、2年間を過ごした日吉から小金井を経由せず直接、開

設されたばかりの矢上台キャンパスに 3年次として進級した最初の学年である。 

だから私は小金井の工学部を全く知らない。 

当初の矢上台は 22棟から 26棟の研究棟が中心で、今理工学部のシンボルとも言える創想館もな

く、もちろん新川崎キャンパスもなかった。当時工学部は機械、電気、応用化学、計測、管理、数

理の 6学科だったが、私が進んだ計測工学科は他大学で言う応用物理学科に近く、計測制御工学と

応用物性物理の 2コースが設けられており、私はレーザーを始めとする光物性の分野を学びたいと

思っていたので、応用物性物理コースを選んだ。 

応用物性物理の分野では、その基盤の一つとなるものに量子力学があり、福地充先生から学んだ。

研究室は、学部は武藤準一郎先生（量子エレクトロニクス）、修士は大場勇治郎先生（有機物半導体

光物性）の研究室に所属した。 

大場研究室に入った時、ある先輩が研究室に置いてあった寝袋を指して「泊まり込みで実験する

時は、これを使っていいからね。」と言われたが、修士論文を纏める頃にはこの寝袋を何度か使い、

泊まり込みで実験したことが今は懐かしい思い出となっている。 

卒業後は某総合電機メーカーの鎌倉地区にある製作所でコンピュータのハードウェア開発に従

事することになり、その時から藤沢近辺そして大和との縁ができた次第だが、開発部門で 20 年近

く従事した後は、医療や金融の分野で情報システムの構築に携わった。 

工学部はその後学科の増設と再編を経て今や11学科の理工学部となり、教育研究分野の広がり、

研究設備の充実、研究成果には目を見張るものがあるが、中でも特筆すべきものの一つに量子コン

ピューティングセンター（IBM Qネットワークハブ）の開設がある。 

量子コンピュータは物質の量子力学上の動作原理を利用した全く新しいアーキテクチャのコン

ピュータで、IBM Qは米国 IBMで開発されている汎用の量子コンピュータであり、その IBM Qのク

ラウド利用を可能とするハブ拠点が、世界の 5つの地域拠点に開設されている。IBM Researchの他

に選ばれているのが、アメリカではオークリッジ国立研究所、ヨーロッパは英国オックスフォード

大学、オーストラリアはメルボルン大学、そしてアジアの拠点として塾理工学部である。塾理工学

部が開設に至ったのは、現在の伊藤公平塾長が理工学部長時代に尽力されたことによるものだが、

そもそもは半導体同位体の電子スピンを利用した量子ビットの生成に関する先生の研究が、世界的

に注目されてきたことが大きく寄与しているものと理解している。 

伊藤公平先生は計測工学科を卒業後、カリフォルニア大学バークレー校の大学院で Ph.D.を取ら

れたが、その後塾に戻るに当たって、武藤準一郎先生から先生の研究室に来ないかと誘われ、助手

として入ったということを、理工学部のホームカミングデーに参加した折、伊藤先生からお聞きし

た。 

「自分が学生時代に量子力学を学んだ矢上台が、今や世界規模の量子コンピュータ研究の一拠点

となっている。」 

自分の中で勝手にそう結び付け、想いを巡らしていくうちにいつしか、もう一度量子力学を勉強

したいという気持ちが湧いてきた。しかし量子力学を理解するには、関連する数学も微積分から微

分方程式、複素関数、線形代数、摂動論と変分法など幅広く、しっかり理解しないと、なにしろ出

てくる数式を追っていけない。 

ところが会社勤務時代にやっていたコンピュータの開発、情報システムの構築といった仕事は、

量子コンピュータに対する今や「古典コンピュータ」と呼ばれるものの仕事であり、40年間携わっ

たが、自分が携わった範囲の限りでは微積分からして全くと言ってよいが関わらなかった。 
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そんな私にとって量子力学を勉強し直すのはハードルが高い。しかし「いつまでにどこまで習得

するといった目標を特に定めずに、ゆっくりやっていこう」、そう思って去年の秋から始めた。量

子力学再入門である。幸いネットから教材も基礎的な内容から文書や動画の形で得られる。 

私は 65 歳で会社勤務を終えた後は、フリーランスで翻訳の仕事をしており現在 5 年目になる。

技術屋だったので IT を始め科学技術関連資料の英日翻訳が多いが、最近は様々な企業の決算関係

（IR投資家関連）資料の日英翻訳も手掛けている。 

そんな中にあって、まずは仕事が入ったら当然仕事を優先する、そして時間が空いたら量子力学の

基礎を勉強する、仕事に時間を取り勉強した内容を忘れたら、また前に戻って勉強し直す。それを

繰り返している感じだが、それでよいと思っている。（それに、仕事が多く入って仕事に時間を取

られる方がよいことはよい） 

とにかくゆっくりやっている。 
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(3) モロッコの旅            

吉村 満（昭和 48年法学部卒業） 

2019年 9月、モロッコを旅した。テレビで観たモロッコに興味を持ち、家ではタジン料理に親し

んでいた。アフリカ旅行は 4回目、今回で、エジプト、ケニヤ、南アフリカ、ザンビア、ジンバブ

エ、ボツワナに続き７ヶ国目となる。モロッコはアフリカ大陸の北西端、ジブラルタル海峡を挟ん

でスペインに接し、東は地中海、西は大西洋に面している。敬虔なイスラム教徒が多く、ガイドブ

ックには温暖な地中海性気候とあるが、実際には湿気が多くかなり暑い。いつも決まった旅行会社

の 9日間のパッケージツアーである。羽田空港からカタール航空 813便でモロッコに向かう。カタ

ールの首都ドーハで別の便に乗り継ぎ、モロッコのカサブランカに到着。ドーハでの待ち時間を含

めて搭乗から約 21 時間要した。これからカサブランカで 2 泊、マラケシュで 4 泊、後は機中泊と

なる。 

映画で有名なカサブランカは大西洋に面する港町、モロッコを代表する経済都市として高層ビル

ディング、ホテル、ショップ等が建ち並び、街中は絶えず車の渋滞が続く。街中を朝、昼、晩と祈

りの時間を知らせる放送が流れ、中心部から外れた通りに入ってみると古くからの市街地が広がり、

長い衣服を纏い頭に丸い帽子をかぶった年配のモロッコ人が行き交っている。しばらく奥の方迄歩

いてみたがちょっと不安を感じ、途中で引き返した。3 日目は首都ラバトの観光。モロッコは王国

で城壁に囲まれた首都ラバトの新市街地には広大な現国王が住む王宮がある。幸運にも王宮の敷地

に入ることができ、国王を警護する儀仗兵とおぼしき兵隊の行進を見学した。 

  
 

夜はカサブランカに戻り、映画にも登場するレストランでタジン料理に舌鼓を打った。翌日、カ

サブランカから内陸のマラケシュに向けて出発した。マラケシュはアトラス山脈の麓に位置する盆

地で、昔の首都、フナ広場が有名な観光都市である。午後に、この日から 4連泊するラ・マムーニ

ャホテルに到着した。ラ・マムーニャは敷地の中に広い庭園のある大きなホテルで、ホテルの玄関

入口には屈強で大柄の門番が立っている。 

 

 荷物を置き、ホテルから歩いて近くに位置するフナ広場を覗いてみた。夕刻の薄暗くなったフナ

広場には飲み物、香辛料、土産物などを売るたくさんの屋台が並び、現地人、観光客であふれてい

る。 
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各所で蛇使いがコブラを踊らせ、昼間は大道芸も見られるらしい。 

ランプが灯りはじめ、祭りのようににぎわう広場の中をしばらくウロウロと回り、蛇使いを横目で

眺めながらホテルに引き返した。次の日は、午前は灼熱のなかマラケシュのイスラム寺院、宮殿な

どを巡り、外に立ち独特な衣装を纏った水売りと写真をとった。 

昼食はフナ広場を望むレストラン。羊の頭蓋骨が飾られたそばで羊料理をほうばった。 

午後はフナ広場を横切り、広場の北側のスーク(市場)に入った。薄暗く曲がりくねった路地には、

色取り豊かな衣類、モロッコ雑貨、宝飾品等が並ぶ小さな店がひしめいている。肩が触れ合うよう

に客が行きかう迷路を進み、目当てのモロッコの伝統的な履物であるバブーシェの店をみつけ、数

人分の土産物を買うことができた。 

マラケシュでの 3日目は、旅行のハイライトである砂漠ドライブである。午前中はホテルでくつ

ろぎ、庭園の散策、ハマム浴も体験した。午後 4時、４ＷＤに乗って出発。目指すは大サハラ砂漠

の入口にあたるアガフェイ砂漠。車に乗って数時間、日が暮れかかった頃、丘陵地が広がる砂漠に

到着した。砂漠といっても地面は土で覆われ、土漠といってもよい。テントに用意されていたミン

トティと菓子で休憩を終えると十数頭のラクダが待っている。いよいよ、「月の砂漠」の始まりで

ある。ラクダにまたがり隊列を組み、1 時間余り丘陵を練り歩く。決して乗り心地の良いものでは

ないが、体勢を崩し大きく揺られるなかラクダの体温と匂いが伝わってくる。 

 
 

帰るころには砂漠に沈む夕日を拝むことができた。夜が更け、ホテルに戻る途中、漆黒の闇のな

か浮かぶ満点の星に感動した。マラケシュでの最後の一日、アトラス山脈の麓の村を訪ねた。この

頃から、お腹の調子がおかしくなってきた。連日の酷暑が続くなか日陰が少ない町を歩き、刺激の

強いミントティを飲み続け、胃腸を痛めたようだ。村のベルベル人の家でミントティと食べ物を振

る舞われたがとても口にすることができなかった。その後もなかなか体調が戻らなかったが、ホテ

ルでの晩餐ではツアーの同行者と長時間和気あいあいと語らい、旅行の思い出話に花が咲いた。最

終日、日本への長い帰途に就いた。 

第 2回三田会会報にシチリア旅行記を投稿し、今回で 2度目の旅行記である。毎年のように海外

旅行を楽しんできた。モロッコ旅行の次に北欧旅行を計画していたが、コロナの蔓延によりやむな

く断念した。年もとったので、あと 1回位、海外旅行したいと思っているが、コロナがなかなか終

息しない状況が続きやや悲観的である。 
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(4) 故郷再発見の旅 ―世界文化遺産〈吉野 大峯・大峯奥駈道〉 

                      梶谷昌廣 （S38経済学部卒業） 

吉野は私の生れ育った故郷である。2004年、吉野大峯及び大峯奥駈道が『紀伊山地の霊場と参詣

道』としてユネスコの世界文化遺産に登録されたことはとても誇らしく思っている。詳細を言えば、

吉野山ではー金峯山寺、蔵王堂、銅の鳥居、仁王門、吉水神社、吉野水分神社、金峰神社が個別に

世界文化遺産として登録された。 

吉野山には約 50 年前、新婚の頃ワイフを案内して登ったのが最後であったので、今回の吉野山

訪問は実に半世紀ぶりである。コロナが下火になったころをみはらかって墓参りを計画したので炎

天下の 7月上旬となってしまい、 訪問先は吉野山の表玄関である金峯山寺、蔵王堂、吉水神社に

限った。いずれも世界遺産である。 蔵王堂の秘仏蔵王権現立像 3体は修復工事に入っていて残念

ながら拝顔することが出来なかったが、金峯山寺の住職に色々お話を伺うことができた。その際、

蒲田正樹さんの”驚きの地方創生“「木の町・吉野の再生力」の本を紹介されたが今回の吉野山訪問

の目的と内容が合致しており大いに参考にさせて頂いた。 

吉野が歴史の表舞台に登場したのは壬申の乱からである。天武天皇や後醍醐天皇が吉野を選んだ

のは立派な地政上の利点があったからであろう。しかし天武天皇が吉野から逃れ、壬申の乱を起こ

し天武朝を樹立したのに対し、後醍醐天皇は完璧な体制を敷きそのまま吉野で頑張ったが防御面の

弱点を突かれ, 忠臣楠木正成軍が足利尊氏軍に金剛山の「千早城の戦い」では勝利するも、最後

は「湊川（兵庫）の戦い」で敗れてしまった。 

吉野は三方が山林に深く覆われているだけに、隠れるには便利で且つ逃げるのにも便利な土地で

ある。一足早く「熊野古道」が世界文化遺産として登録されたが、高野山への出発点は吉野山にあ

ることはあまり知られていない。 

吉野山山林の中で一番高い山は大台ケ原で、その大台ケ原から大杉谷を経由して三重県の伊勢に

下りるコースは景色が素晴らしく、まだ健脚だった若い頃歩いたが、非常に険しかったことを思い

出す。大峰山は高さにおいて大台ケ原と双璧であるが女人禁制の為修験者が多い山である。 

余談だが、天武天皇が吉野に逃れて来た時、吉野川の川べりで小舟をひっくり返しその中に身を

潜めていたが、犬が吠えたて追っ手にみつかりそうになった。老漁師がとっさに機転を利かせ事な

きを得たが、それ以来 1300 年間の長期に亘りその地区では犬を飼わないようになっているそうで

ある。その地区の名は国栖の窪垣内（くずのがいと）である。 

吉水神社は後醍醐天皇の御座所で、そこには京都から逃れてきた義経が静御前と最後の夜を過ご

した部屋がある．又 豊臣秀吉一行が ”一目千本桜” を楽しんだ場所もある。義経は静御前と

別れた後すぐには吉野山を下らず奥の千本桜の入り口近くの「義経隠れ塔」で数日を過ごし、雪の

やむのを待ったと思われる。その後の足取りはよくわからないが、弁慶の勧進帳で有名な安宅の関

での出来事が物語っている。一方、静御前は義経と別れた後、義経を慕ってよんだ詩がある。 

    “吉野山 峰の白雪踏み分けて 入りにし人の跡ぞ恋しき“ 

その後、静御前は頼朝軍の追手に捕えられ、鎌倉に送られた。鎌倉の鶴岡八幡宮では頼朝夫妻に求

められて舞を舞った。その折、義経を慕った吉野山の詩と「しずやしず」の歌を歌った。 

“しずやしず しずのおだまき 繰り返し 昔を今に なすよしもがな“ 

頼朝は烈火のごとく怒ったが、妻政子が諫めたとのことである。 

（この和歌は「伊勢物語」32段からの引用であるが、語釈すると― しず：麻で織った布、自分の

名前を掛け合わせている。おだまき：糸巻、よし：方法、もがな：願望）静御前は単なる白拍子で

なく才色兼美な女性で、頼朝に対し勇気ある行動を取ったと人々を感嘆させた。 

このように古代史において吉野は色々と歴史を賑わせたが、全体を見れば吉野の絶頂期は決して

古代ではない。昭和 30 年代、私の大学生の頃、池田内閣の所得倍増政策に端を発し吉野山林業が
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ものすごく潤い、吉野ダラーが日本経済を揺るがすほどの勢いであった。しかし、昭和 40 年代に

入りソ連、カナダから安い木材が輸入されはじめ、吉野山林業は衰退の道を辿ったのである。その

重石が今も吉野経済に大きな影響を残し、停滞が長びき、少子高齢化、人口減、過疎化と悩みが多

い。地元ではこの難局を打開するため色々とご苦労されているが決定的な打開策が見つからない。     

今、ロシア・ウクライナ戦争でロシアからの木材の輸入が止まり、国内の木材市況が持ち直して

きているが、戦争が終われば、又、元の状況に戻るので、この機会を利用し吉野山林業の体質改善

を図るべきであろう。吉野檜は香りが高く、品質は世界一との評判もあるので、吉野杉に代わり吉

野檜に重点を移していくのが改善に繋がるのではないかと思う。幸い地元に檜を優先する考えを既

に取り入れて吉野檜専門の製材所を経営されている人がいる。その人、坂本さんの先見性に敬意を

表する。吉野杉廃材の処理については BIOMASS 発電所建設が考えられる。 

吉野のもう一つの柱である観光はそれほど心配していない。吉野は太平洋戦争でも爆撃を免れ、

その後も大きな自然災害もない恵まれた土地で、春には桜、秋には紅葉の名所には世界中から訪れ

る人が後を絶たない。その上、世界文化遺産に登録されるという風光明媚な豊かな場所は日本中探

しても余りないだろう。京都では祇園祭だけで 100万人の観光客が集まるそうだが、その１％の人

が吉野を訪れてくれれば 1万人が集まることになる。近鉄線が京都から吉野を一直線で結び、超特

急 “青のシンフォニー” を一日 2～3本走らせてくれれば良いと思うのだが・・・。 

もっとも、これは地元愛の強い凡人である私の駄案であるが。 

以上 
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大和三田会 ホームページ 

大和三田会では設立１０周年記念事業の一つとして、ホームページを開設しました。新年会や総

会の場で画面をご覧いただき、会員の皆様に便利にご利用いただけ、ひいては会員の増強に努めて

まいります。 

 yamatomitakai.comまたは下記 QRコードで HPにアクセスできます。 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 令和５年新年会のお知らせ 

  令和５年 1月 14日（土）12 時より、横浜うかい亭にて、新年会が開催されます。 

皆様お誘いのうえ、またご家族でのご参加をお待ちしております。 

  

 

 

ホームページ作成委員会 

 

 


