
    濱口梧陵生誕２００年記念 
   『「梧陵さん」への手紙』募集開始 !! 

「濱口梧陵」「稲むらの火」は、津波防災のシ

ンボルとして考えられています。小中学校の教科

書に掲載されていることから、多くの学校が「稲

むらの火の館」に見学に来ていただいています。

そして、見学の感想文を送っていただいている学

校もいくつかあります。 

 「濱口梧陵生誕２００年」の令和２年を機会に、

更にもう一段の高みの津波防災を目指していき

たいと考えます。そのために、多くの人々・子ど

も達から提案をいただきたいと思います。濱口梧

陵さんがあの時代に地震の後津波が来ると気づ

き、素早く村人に避難を呼びかけたということを

教訓として、４年前には国連で「稲むらの火」の

１１月５日を「世界津波の日」に制定されました。 

 現代社会に生きる私たちは、津波だけではなく

いくつもの災害にさらされています。近年の災害

の発生を見ていると、全国どこで起こるかわから

ない状況です。梧陵さんの行動を教訓として、防

災活動に努め犠牲者を減らしたいと思います。 

 災害対策、防災活動だけではなく、梧陵さんが

取り組んだ「教育振興」「医学への貢献」等幅広

い行動に対しても意見を出していただけたらと

期待しています。 

 多くの方々の決意を、「梧陵さんへお伝えでき

るのならどのようにしますか。」その決意を『「梧

陵さん」への手紙』として伝えていただきたい。 

 

 １、募集締切  令和２年９月１０日 

 ２、募集分野  ➀ 小学生の部   

② 中学生の部   

➂ 一般(高校生以上)の部 

 ３、応募作品  １作品４００字以内(審査の 

都合上題名と本文のみとし、氏名等は別 

紙へ、住所・氏名・年齢・所属(学校名 

等)を記入してください) 

  

 ４、審査規定  審査員は各賞授与者関係者各

１名、委託審査員３名程度 

５、表彰規定  優秀作品は分野毎に表彰し、

「稲むらの火の館」に展示します。 

       １席 広川町長賞  

       ２席 広川町教育長賞 

       ３席 稲むらの火の館館長賞 

   (入賞作品は応募点数により調整します) 

       入選 数点 

 

 『「梧陵さん」への手紙』の募集チラシを用意

しています。興味のある方は、「稲むらの火の館」

(ＦＡＸ ０７３７－６４－１７６１)へＦＡＸ

してください。お送りさせていただきます。    

゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠゠      

「勝海舟お手製の茶碗」を展示!! 

 幕末から明治維新にかけて活躍した「勝海舟」

のことは、皆さまご存じのことと思います。そし

て、その勝海舟を濱口梧陵さんが支援をした、と

いうことも御存じでしょう。その海舟が、たぶん

趣味だと思いますが陶芸をしていたようです。海

舟が若い頃からお世話になった梧陵さんに、自分

が造った「お茶碗」を進呈しました。梧陵さんは、

その「茶碗」を交流のあった那耆病院を開設した

「吉村英徴」に贈っ

たのです。数年前、

吉村英徴翁の御子孫

から「稲むらの火の

館」へ寄贈してくれ

ました。箱書きは安政聞録の古田詠処です。        

館では、一般公開するタイミングを考えていま

したが、「濱口梧陵生誕２００年」の本年がその

時だと思い、６月から、「濱口梧陵記念館」に展

示しています。貴重な物ですので、耐震等を考え

て７月末までの２カ月間とします。来年からもこ

の時期に展示したいとは思っていますが、ぜひお

越しいただいてご覧ください。 
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【濱口梧陵学】 

 

濱口梧陵は日本が生んだ国際的偉人だ！ 

河田惠昭 
＜プロフィール＞ 

 関西大学社会安全学部・社会

安全研究センター長・特別任命

教授(チェアプロフェッサー)。

工学博士。専門は防災・減災・

縮災。現在、阪神・淡路大震災

記念 人と防災未来センター長(兼務)のほか、京大

防災研究所長を歴任。京都大学名誉教授。２００７

年国連ＳＡＳＡＫＡＷＡ防災賞、０９年防災功労者

内閣総理大臣表彰、１０年兵庫県社会賞、１４年兵

庫県功労者表彰、１６年土木学会功績賞、１７年ア

カデミア賞、１８年神戸新聞平和賞受賞。現在、中

央防災会議防災対策実行会議委員。日本自然災害学

会および日本災害情報学会会長を歴任。 

 

わが国は世界に誇る“大量死”のない国 

 世界の先進国で、過去1500年間にわたって国家

として歴史があり、かつ異民族に征服されたこと

のないのはわが国だけである。そして、欧米先進

国として米国、英国、ドイツ、フランスは代表で

あるが、各国の代表的な博物館を訪問しても、千

年以上も前の国家としての歴史はわからないと

いうより、ないのである。たとえば、ロンドンの

大英博物館に行けば、素晴らしい展示物が目白押

しである。エジプトのミイラ、ギリシャの宮殿、

中国の陶磁器････挙げればきりがない。ただし、

すべて他国のものばかりである。しかし、前述し

た国々では表1のように、近代までに死者が数十

万人の宗教戦争や内乱を経験している。それだけ

ではない。1350年頃に発生したペストは、当時の

世界人口約4 億５千万人の推定1/４に当たる約

１億人を犠牲にし、その後わかっているだけで20

数回以上にわたりヨーロッパ全土を襲い、1700年 
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頃までの350年間、まったくヨーロッパの人口が

増えなかった。現在、世界を席巻しているコロナ

ウイルスのパンデミックに直面し、欧米先進国は

いとも簡単に外出禁止を含む都市封鎖（ロックア

ウト）を実施できるのも、このような悲しい歴史

が今も忘れずに続いているからだろう。大きな都

市の中心部にペスト塔なるものが必ずある。それ

に比べると、わが国はこのような“虐殺の歴史” 

をもっていない。表2のように応仁の乱、関ケ 

原の合戦、幕府倒幕から明治維新は代表的な時

代の転換であるが、それぞれの直接の犠牲者は

約3万人、約8千人そして約3万人である。この 

間の最大の犠牲者は1637年島原の乱で約4万人 

強である。前述の欧米先進国では優にその10倍

以上の犠牲者を、しかも複数回にわたって発生

してきている。このような数字は、わが国の歴

史教育では教えない。わが国は世界に誇る“犠

牲者が少ない戦乱や争いを経験して現代社会に

つながる国”なのである。そして多発した大災

害でも、浜口梧陵のような傑出した人物が被害

を小さくしたのである。世界の国々は。残念な

がらこのようなわが国の歴史を知らない。 

 

災害大国の日本の歴史を 

変えようとした浜口梧陵 

 わが国には過去1500年以上にわたって歴史資

料が残っている。そして、犠牲者がおよそ千人

以上の巨大災害がこれまで99回発生しているこ

とを筆者は図１のように見出した。1854年の安

政南海地震もその一つである。そして、この津

波で当時の大阪市街地で亡くなった人が約880人 
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を数えることを寺院過去帳の記録から見出した。

浸水図の図2のような大阪大津浪図も残ってい 

る。当時の大阪市街地人口は約30万人であり現 

在270万人であるから、今なら8千人近く亡くな 

ったことに相当する。だから、32時間前に発生し

た安政東海地震の被害を考慮すると、全国で数万

人の犠牲者が出たことは間違いないだろう。浜口

梧陵は戦前の国定教科書「稲むらの火」で有名に

なった。そして筆者は2011年から9年間にわたっ

て、5年生の国語の教科書に「百年後のふるさと

を守る」という物語を執筆し、これまでに約630

万人の5年生が学習した。筆者が伝えたかったの

は、浜口梧陵は津波から村人のいのちを救っただ

けでなく、被災した村を自助と共助で復興し、つ

ぎの津波災害に備えたことである。どうしてこの

ような英雄がこの時代に生まれたのか、その理由

は定かではない。前述したペストが、ペスト菌に

よる感染症であると分かったのは1890年頃であ

る。それまでは原因のわからない災害だと思われ

ていた。だから地震説もあったくらいである。 

 

浜口梧陵を世界中に広く知られた英雄にする 

 筆者は、過去45年間にわたって防災研究に従 

事してきたが、その過程で知った人物で浜口梧 
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陵のような英傑は、世界中を見回しても見当た

らない。わが国の世界的な英傑として、わずか

に野口英世や新渡戸稲造がグローバルに知名度

が高いが、あまりにも少なすぎる。浜口梧陵の

ような高潔な英雄の存在を世界に知ってもらわ

なければならない、と考えてもおかしくない。

二階俊博代議士は安政南海地震が起こった11月 

5日を「世界津波の日」にした中心人物であり、

和歌山県選出の国会議員である。彼の思いも同

じだったに違いない。そこで、まず濱口梧陵の

名を世界中の人に知ってもらわなければならな

い。したがって、「世界津波の日」の関連行事と

して、浜口梧陵国際賞を制定し、国際的に津波

防災に貢献した人物を顕彰しようということに 

なった。この国際賞の授賞が徐々にではあって

も世界の多くの人に知られるようになると、改

めて浜口梧陵の偉大さを知っていただくことに

なると考えている。筆者は、長年、津波防災研

究を継続してきた経歴があり、選考委員長に指

名された。最初の仕事は、事務局をどこに置く

のが最良なのかということが問題になった。こ

れは日本政府が授賞する賞であるから、政府組

織のどこかで引き受けていただくのが適切であ

るということはすぐに理解できた。ところが、

津波防災というのは海や海岸だけではないので

ある。それは、濱口梧陵が実行した事業内容を

見ただけでもわかる。ところが、政府組織は縦

割りであり、多様な観点から選考する委員会の

事務局として、ある領域に限定した仕事しかし

てくれない部局では困るのである。何人かの識

者の意見を聴いたうえで、国土交通省の港湾局

長に直接会ってお願いしようと考えて、訪問内

容も告げずにアポイントメントをとった。そし

て、筆者が単身で局長室を訪問すると、当時の

局長、官房技術審議官、海岸・防災課長の3人が

待っておられた。何事を持ち込んでくるのかと

いう一抹の不安感が彼らの顔に表れていた。そ

こで今回の浜口梧陵国際賞の制定の意義を紹介

し、選考委員会の事務局を港湾局でお願いした

い旨を伝えた。ただし、それには条件があり、

縦割りで仕事を進めていただいては、この賞の 

趣旨に反し、国土交通省が全局を挙げて政府を 
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支援する体制で臨んで欲しいことを伝えた。そう

すると、局長は“先生、是非やらせてください”

という返事をいただいた。結果的に大成功であっ

た。浜口梧陵国際賞の授賞式には、国土交通省の

多くの局長が出席し、日本政府の制定した国際賞

にふさわしい表彰式になった。そして、すでに授

賞式は5回を数えた。継続は力なりということを

筆者は信じている。「世界津波の日」前後に実施

する高校生津波サミットをはじめ、いろいろな国

際的な行事を継続し、いつか浜口梧陵が世界中の

人びとが知っている偉人になることを祈念して

いる。そうすることが彼の偉業に対する、せめて

もの私たちの感謝の気持ちなのである。       

(おわり) 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

  渋谷家文書「夏の夜がたり」解読 !! 

 広村の旧家渋谷家の渋谷伝八翁が明治４２年

に書かれたと思われる「夏の夜がたり・広村郷土

史」という古文書が保存されていました。 

 和歌山県立博物館と文書館は、これまでも和歌

山県内に残っている古文書を解読して、特に過去

の災害の状況を調査されてきました。本年は、広

川町と湯浅町に残る文書を調査されています。 

 このほど、この渋谷家文書を解読していただ

きました。広村の歴史、経済活動等幅広く書か

れています。特に、濱口梧陵翁との交際もあっ

たようで、安政津波からの復興・広村堤防築造

の事を知ることが出来ます。少し紹介します。 

 「堤防シキ地トナシ置キ其後海嘯予防ト云フ

名目ノモトニ之レヲツブシ且ツ破壊家屋ヲステ

ル場所ヲ兼ネテ人民ノ仕事ヲ多クセン為メニ大

事業ヲ起サシテ藩主ト交渉シテ目的通リ出来」

とあります。東日本大震災の直後に、東京の毎

日新聞の記者さんが、広村堤防は「がれき」処

理の先例であるという記事を書かれたのですが

裏付け資料はありませんでした。それが渋谷家

文書によって裏付けられました。 

 県立文書館はこの文書を「和歌山県歴史資料

アーカイブ」で６月から公開されています。 

インターネットでご覧いただけます。 
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こんにちは！ 「こども梧陵ガイドプロジェク

トチーム」の関西大学近藤ゼミ、龍谷大学石原 

ゼミです！ 「こども梧陵ガイド」とは、稲むら

の火の館を訪れた人たちに、広小学校の児童がク

イズを出題しながらガイドするという取り組み

です。今年も両ゼミでしっかりサポートするので

お楽しみに！ さて今回は、みなさんに龍谷大学

石原ゼミの活動内容を紹介します！ 

 

石原ゼミは、「防災」をテーマに活動していま

す。災害が起きる前に何ができるか考え、被害を

最小限にするために様々な活動をしています。 

たとえば防災教育の手法を研究したり、実際に小

学生に向けて授業を行ったりしています。 

これまでに、

災害のリスクが

高いとされる徳

島県の 2 つの小

学校で、防災の

授業を行いまし

た。1 つ目の小学

校での授業は、ゲーム形式で避難所運営について

学ぶという内容です。赤ちゃん連れのお母さんや

持病のある高齢者の方などが避難所に集まった

際に、誰をどの場所でケアするか、児童に考えて

もらいました。2 つ目の小学校での授業は、クイ

ズ形式で土砂災害や災害用伝言ダイヤルに関す

る知識を身につけてもらうという内容です。 

そして、関西大学近藤ゼミ生と共に、「こども梧

陵ガイド」にも尽力しています。広小学校の児童

と一緒に、私たちも防災について考えるとても良

い機会になっています。 

私たちはこのように日々防災について学び、 

活動しています。以上、石原ゼミでした！       


