
   オンライン交流ミーティング実施!!   
 新型コロナウイルスの感染が拡大して、全国的

に緊急事態宣言が発出されました。都道府県を越

えての往来は自粛するようにとのことでした。会

社へ出勤することも難しくなりました。学校は昨

年度末、３月から臨時休校になりました。「稲む

らの火の館」も４月１４日から臨時休館に。「濱

口梧陵翁生誕２００年」の記念事業もほとんどが

中止、延期となりました。 
テレビから聞こえてきたのは、テレビ電話を使

ったりネットを使ってのオンラインで、会議をし

たり、授業をしたりということでした。 
 「館」では、４年前から広小学校６年生が関西

大学社会安全学部、龍谷大学政策学部の学生の支

援を受けて「こども梧陵ガイド」という事業を実

施してきました。学生が大阪、京都から来られて、

こども達とクイズ

を作って「館」の

来館者に案内をす

るものです。 
 ところが、今年

は学生さんは来ら

れません。そこで

両大学の先生から提案をいただいて、オンライン

ミーティングを試してみることになりました。機

材の不十分さで、広小学校は参加できませんでし

たので、「稲むらの火の館」と両大学との３者で

実施しました。「生誕２００年記念」として６月

１４日(日)に行いました。学生が１５名、先生２

名、当館館長との１８名でほとんどの人は自宅か

らの参加でした。約２時間ミーテイングをしたの

ですが、館長

は約１時間

講義をした

後、学生さん

と意見交換

しました。マ

スコミの皆

様にも連絡したところ取材にきてくれました。 

   大阪管区気象台から 

感謝状をいただきました 

 ６月１日は気象記念日だそうです。今年は第１

４５回目だそうです。気象庁では毎年記念式典を

開催して協力者を表彰しているそうです。ほとん

どは、気象観測で協力している団体や個人だそう

ですが、今年は「稲むらの火の館」が感謝状をい

ただきました。「地震津波に関する知識の普及啓

発」に貢献したということで、大阪管区気象台長

さんからの感謝状でした。今年はコロナの関係で

式典は開催されず、和歌山地方気象台の台長様等

関係者の方が来館され感謝状をいただきました。

たいへん光栄なことで、今後より一層地震津波防

災に貢献したいと誓いました。 

……………………………………………………… 

「津波フラッグ」とは !! 

 津波警報等は、テ

レビやラジオ、携帯

電話等で知ることが

できます。令和２年

夏から新しく「津波

フラッグ」が加わる

ことになります。 

 津波フラッグは赤白格子模様の旗です。この

「やかただより」の印刷は黒白ですのでちょっと

分かり難いかもしれませんが、色の濃いところは

赤色です。海岸や海水浴中に地震があり、津波の

危険性があると、この旗(フラッグ)が振られるこ

とがあります。放送が聞こえなくても、この旗を

見たら、すぐに避難をしてください。 

や か た だ よ り 第１１９号 
令和２年９月

広 川 町 

全 戸 配 布 



   稲むらの火の館    やかただより   

【濱口梧陵学】 

 

濱口梧陵の魂～北の大地に 

野下 純一 

＜プロフィール＞ 

北海道陸別町生まれ 

陸別町役場産業振興課長 

陸別町教育委員会教育長 

現在、陸別町学校運営協議 

会長 

（文中敬称略） 

広川町の皆さん初めまして。 私は北海道陸別

町に住む、野下純一と言います。 

誰？陸別町？どこ？という声が聞こえてきそ

うです。まず、私が登場するきっかけとなるお話

から紹介します。 

安政５年（1858 年）長崎で発生したコレラは、

全国で２０万人、江戸では３万人の死者が出た。

濱口梧陵は、銚子へのコレラ侵入を防ぐため、銚

子で養生所を開設していた関寛斎にコレラの侵

入を防ぐための一切の費用を負担することを伝

え、江戸の医師に引き合わせた。そこで、寛斎は

治療法を学び、急ぎ銚子に戻った。銚子もコレラ

患者は出ていたが、寛斎は全力で治療を施すと             

      駅前広場・寛斎広場 

ともに、予防法を伝えた。その結果、銚子は大流

行せずに済んだ。この関寛斎は後に北海道陸別町

の開拓の祖と崇められる人物であります。 

 梧陵は、その後、寛斎に向かい、長崎に行って 

   令和２年９月      第２面    

蘭医学を学ぶよう勧めます。寛斎は、一度は辞退

するも、ついに長崎留学を決断し、学費及び家族

の生活の一切を梧陵から援助してもらうことに

なります。その後の寛斎は、徳島藩典医、戊辰戦

争官軍の奥羽出張病院長、再び徳島に戻り一町医

者として庶民のための奉仕医療に尽力します。寛

斎は、常に梧陵の篤い支援を受けていることに感

謝の意を忘れず、梧陵が自分に託した心に思いを

馳せながら、「人生は百歳、七十歳はまだ道半ば」

と北海道開拓を決断し、明治３５年７２才で北海

道陸別町の未開の地に開拓の鍬を下ろしたので

す。 

さて、160 余年前、梧陵と寛斎が出会っていな

ければ、私がここに登場することはありません。

５年前﨑山館長が来道し、私のところに寄ってい

ただいたところから始まり、４年前には、世界津

波の日制定記念出版「濱口梧陵傳」を寄贈してい

ただきました。また、２年前には有田郡町村会の

皆様が当町の「関寛斎資料館」を見学していただ

いております。 

梧陵と寛斎が出会っていなければ、おそらく寛

斎は北海道開拓を目指すことはなかったと私は

思います。寛斎が陸別に来なければ今の陸別の姿

も違ったものになっており、こうして皆様とも出

会う機会もなかったことでしょう。 

私が、今日、皆様にお伝えしたいことは、梧陵

に導き出された寛斎の最期の地となった陸別町

を私の思うままに紹介し、梧陵が寛斎に託した想

いが当町でどのように息づいているかを見定め

ていただき、ご意見もいただければ幸いと思うと

ころであります。 

 

陸別町は、「日本一寒い町」を冠にしています。

それは零下３０℃の世界です。明治４３年徳富蘆

花が陸別町関牧場に寛斎を訪ねた際の話として

「寒い話では、鍬の刃先にはさまった豆粒を噛み

に来た鼠の舌が鍬に氷りついたまま死に、鼠を提 

げると重たい開墾鍬がぶら下がってもはなれな

かった」(蘆花著「みみずのたわごと」)と記述し

てあります。実は私も幼い頃、冬、駅の改札口の

鉄管をうっかり舐めたところ一瞬にして凍り付 
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い て 取

れ な く

なり、恐

怖 に 駆

ら れ た

思 い 出

が あ り

ます。 

           

道の駅前・零下３０度 

この寒さを逆手にとって暖房無しで一晩耐寒

してもらおうという奇祭「陸別町しばれフェステ

ィバル」を開催しております。来年２月６日～７

日に第４０回となる開催を予定しています。 

★なつぞら 

夏は逆に地元では十勝晴れという言葉で表現

されていますが、澄み切った青空は格別です。 

昨年放送された NHK 朝の連続テレビ小説１０

０作目となる「なつぞら」（広瀬すず主演）に登

場した「柴田農場」は陸別町に在る建物が使われ

ました。ロケ用に造られたサイロ（牛の飼料庫）

は、（道の）

駅前広場

に移築さ

れており

ます。こ

の広場に

は関寛斎 

の銅像や 

関寛斎に扮し踊る筆者     歌碑が建

立されています。私事ですが、この駅前広場で毎

年開かれる夏まつりの仮装盆踊りに２年前「関寛

斎に扮して参加、見事“町長賞”をいただきまし 

た。 

★関寛と梧陵 

この道の駅“オーロラタウン９３”には「関寛

斎資料館」をはじめ「物産館」「りくべつ鉄道」

「ホテル」が併設されています。「関寛斎資料館」

には寛斎の足跡を知る貴重な資料が展示されて

います。また、「物産館」には陸別開町 100 年記

念限定パッケージに入ったヤマサ醤油が販売さ

れています。パッケージには、梧陵と寛斎の顔写 
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真が入り、側面に「寛斎と梧陵二人の出会いがあ

って、今の陸別があります。」の文字が描かれて

います。「りくべつ鉄道」は、旧陸別駅構内で車

両運転を体験できます。熟練者になると最長

2.8km の運転もできます。「陸別駅」の開設は明

治４３年ですが、当時、駅名を「関駅」としては

どうかという話が持ち上がり、寛斎がこれを謝絶

したという話が残されています。 

★星輝く街 

寛斎が勤倹と積善を説き、共同の救済を図り、

平和な家庭と社会を目指し開いた原野は今、見事

な緑の大地となり酪農の町として若い力が育ち

繋いでいます。 

この緑の大地は深緑の森林に囲まれ、夜には澄

み切った空に無数の星が瞬き始めます。平成１１

年１１月９日第１１回「星空の街・あおぞらの街」

全国大会が、高円宮殿下・妃殿下の御臨席を賜り、

陸別町を会場に開催されました。当町では前年に

町立「宇宙地球科学館（銀河の森天文台）」（上出

洋介館長・名古屋大学名誉教授）をオープンさせ

ており、これを機会として誘致してい     

たものです。銀河の森天文台は一人一人の心に光    

輝く未来を描いていただく公開天文台としてお

客様をお迎えしております。 

★未来へ 

梧陵と寛斎は「大明神」と庶民から慕われ、激

動する時代にまったく揺るがず、利他のために尽

くした二人の魂は、寛斎によって北海道陸別町に

注がれました。世界から期待される日本の魂はこ

こにありと叫びたいという気持ちはありますが、

私は寛斎と梧陵の教えを少しでも解りたいと寛

斎翁と妻あ

い嫗の眠る

丘に足を運

び続けたい

と思う日々

であります。  

今 後 、

益々全国的   

ヤマサ醤油限定パッケージ  なつながりが

広がることを歓迎します。  (おわり) 

 



   稲むらの火の館    やかただより   

 

 

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！ 今回は 6 月 14 日にオンラインで

開催した、濱口梧陵生誕 200 周年交流ミーティ

ングの様子についてご紹介します。 

 

上の写真にありますとおり、今回はインターネ

ットのテレビ会議システムを通して、稲むらの火

の館の崎山館長に、濱口梧陵の功績と魅力につい

て講義をしていただきました。 

濱口梧陵は、もちろん津波防災で有名ですが、

他にも様々な偉業を成し遂げています。印象に残

った要点を短く 3 つ紹介します。1 つ目は「復興

まちづくり」です。津波被害によって生計が苦し

くなった広川町民のために、濱口梧陵は私財を擲

って「広村堤防」を築造する事業を興し、老若男

女を雇いあげ、給料を渡しました。これによって

多くの町民の暮らしを支えたのです。2 つ目は

「教育振興」です。濱口梧陵は剣道や学業を教え

る学校、「耐久社」を建学しました。現在でも、

耐久中学校、耐久高等学校として、濱口梧陵の意

志が受け継がれています。さいごに 3 つ目は、疫

病対策、すなわち、江戸のコレラ予防などに尽力

したことです。蘭学医・関寛斎を支援したことな

ども、わたしたちは高校までの授業で習ったこと

がありませんでした。濱口梧陵の「人間力」は、

本当に偉大です。 

 今回の交流ミーティングで学んだことを生か

して、広川のこどもたちと「未来の梧陵さん」に

なれるよう目指していきたいと思います。 

最後になりましたが、素晴らしいお話をして頂

いた崎山館長、本当にありがとうございました！  
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   「第１８回稲むらの火祭り」 

         は延期になりました 

 毎年１０月第３土曜日に実施されていました

「稲むらの火祭り」は、新型コロナウイルス感染

を防止するために、延期となったそうです。来年、

今年とを合わせて実施するそうです。「稲むらの

火祭り実行委員会」は、このことを決定して、町

内はもちろん、関係各位にその旨通知したそうで

す。近年、遠く岩手県から毎年参加されている方

がおられるのは驚きですが、その方高橋様からの

手紙を見せていただきました。少し紹介します。 

 「稲むらの火祭りは一年間延期だそうですね。

今年は参加できませんね。 

 それでは、私は岩手の自宅で「広川の日」を行

います。１０月１７日１８：００〜１８：３０ 

電灯を灯さず、食卓へろうそくを灯し昨年の「稲

むらの火祭り」の思い出話に織り交ぜ防災訓練等

について孫たちと語らいます。夕食はその後、常

備してある非常食をいただきます。」 

 このように、稲むらの火と広川町を愛してくれ

る方が、遠く岩手県におられることを知って感激

しました。来年、来られることを首を長くしてお

待ちしたいと思いました。 

……………………………………………………… 

    相生からのお客様の話 

 先日、兵庫県相生市の方がお見えになりました。 

お話の初めは、耐久中学校の校章のことでした。

あの三角形の校章です。 

 戦時中の昭和１９年７月より、相生の播磨造船

所に旧制耐久中学校から学徒動員されたことを

調査されているとのことでした。動員学徒の勤労

姿の風景を描いていた画家がおられたそうです。

その絵が１２点造船所に現存していることが分

かり展覧会を開催されたそうです。今年動員され

た全学校のスケッチが発見されたということで、

それらの学校の調査に来られたということです。 

 耐久高校の大西校長先生にこのことを伝え、調

査をお願いしたところ、かつて発刊されていた

「耐久校史」等に載っていることが分かりました。

当時、４、５年生が参加されたようです。この生

徒は現在９０才を越えていると思われますが、歴

史を紐解くことも出来、相生へも連絡しました。 


