
                          
『「梧陵さん」への手紙』授賞式開催 

 「濱口梧陵生誕２００年記念」に実施しました

『「梧陵さん」への手紙』に８０３名（小学生の

部 423 名、中学生の部 177 名、一般の部 203 名）

の方々から手紙をいただきました。小学生の部に

は広川町外から５校、その内１校は奈良県から、

一般の部には大阪、京都の大学から、遠くは岩手

県、埼玉県というように、主催者としては予想以

上の応募状況でした。9 月１０日に締め切り、５

人の審査員（熊野享・佐々木博子・石田由紀子・

畠中拓郎・崎山光一）が三次にわたって審査させ

ていただきました。皆さん本当に真面目にしっか

りお便りを書いてくれていました。「ありがとう」

「梧陵さんありがとう」という言葉が一番多かっ

たです。「梧陵さんのようになりたい」という言

葉も目立ちました。少し心配していた揶揄する言

葉は一件もありませんでした。 

 先月号で

途中経過は

報告しまし

たが、最終の 

入賞・入選者

名を報告し

ます。 

＜小学生の部＞第一席広川町長賞 石原悠愛（広

川町立南広小）第二席広川町教育委員会教育長賞 

池永芽生（南広小）第三席稲むらの火の館館長賞 

平井巴菜（南広小） 

入選 新谷春真（海南市立南野上小）岡本澪奈・

林彩羽・山本寿美（広川町立広小）中相介（かつ

らぎ町立笠田小）新家彩愛（広川町立津木小）中

野心暖（和歌山市立有功東小）江川竜生・谷口輝・

伊豆彩沙・竹中彩音（南広小）佐藤帆乃実・楠本

志穂子（奈良県大淀町立大淀緑ヶ丘小）森山開史

（和歌山市立雑賀小） 

＜中学生の部＞第一席町長賞 大崎美湖（広川町

立津木中）第二席教育長賞 中谷深月（津木中）

第三席館長賞 上田姫夢（広川町立耐久中） 

入選 上田莉央・小川心晴・岩橋うらら（耐久中）

新家亜理・赤田莉穂・岡来夢・岡田承実・奥田祥

太（津木中） 

＜一般の部＞第一席町長賞 萩純麗（和歌山県立

耐久高）第二席教育長賞 山口響生（龍谷大学）

第三席館長賞 樫原李呼（耐久高） 

入選 髙橋正美（岩手県）森下叶大・角谷菜苗・

一角諭宜・保田青澄・西川音彩・鈴川真由・榎本

千洋・嶋田彩加（耐久高）北東強（和歌山市）向

井雅子（紀の川市）立石映（龍谷大） 

 １１月１日に、広川町議会奥議長をはじめ、町

内小中学校長、県立耐久高校大西校長のご出席の

もと授賞式を執り行いました。西岡広川町長の開

会挨拶では、「濱口梧陵生誕２００年」の記念事

業がほとんど新型コロナウイルス感染拡大を防

止するため無念の中止、延期をした中での「手紙」

事業参加にお礼の言葉がありました。 

 また、賞状授与の後、松林教育長が「手紙」事

業全般の講評を行いました。入賞・入選作品につ

いて教育長が丁寧な感想を述べられました。 

 普段から学校等で防災について学んでいます

が、改めて皆さんはこのように「手紙」を書くこ

とによって、その学習の効果がより高まったよう

に感じ、皆さんの心に留まることを期待します。 

 また、この式典の様子は新聞、テレビ、ラジオ

各社が取材してくれました。式典終了後も、入賞

者の皆さんのインタビューでたいへんな賑わい

でした。また、受賞者の保護者等も大勢出席して

いただき、「密」を心配するほどの賑わいで、用

意した保護者席が足りなくご迷惑をおかけした

ことはお詫び申し上げます。（文中敬称略） 
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【濱口梧陵学】 

濱口梧陵の国家構想 

拓殖大学大学院特任教授 

防災教育研究センター長 濱口 和久 

＜プロフィール＞ 

昭和 43（1968）年

熊本県生まれ。防

衛大学校材料物

性工学科卒業、日

本大学大学院総

合社会情報研究

科修了。防衛庁陸

上自衛隊、日本政

策研究センター研究員、栃木市首席政策監（防災・

危機管理担当兼務）、日本防災士機構理事、拓殖

大学日本文化研究所客員教授などを経て、拓殖大

学大学院特任教授・防災教育研究センター長、一

般財団法人防災教育推進協会常務理事・事務局長

を務める。 

 

はじめに 

濱口梧陵が生きた時代は、日本が幕末から明治

へと大きく変わるときであった。梧陵と言えば、

津波から村民を守った逸話『稲むらの火』の主人

公というイメージが強いが、それだけではない。

梧陵のあまり知られてない取り組みを知れば知

るほど、梧陵の偉大さが分かる。 

梧陵は生涯を通じ、「経世済民」の精神で、巨

額の私財を投じて、様々な事業に取り組んでいる。

防災・減災対策としての広村堤防建設、被災者の

救済策、民間防衛組織の結成と国防思想の普及、

医学研究などへの多額の寄附、人づくりのための

学校設立や教育支援などである。すべてが日本の

将来を見据えた活動であった。また、若いときか

ら地理学の重要性を認識し、「支那経営論」を語

り、「移民」についても持論を持っていた。 

 

「経世済民」の実践 

令和の時代が始まったが、日本にはこれからの

５０年、１００年先を見据えた本物のリーダーは 

いるのだろうか。梧陵の生涯の軌跡を辿れば、梧 

陵が本物のリーダーの器であること確信できる。 

   令和２年１２月     第２面    

梧陵が令和の時代にいたら、活躍できる場面は無

限にあったに違いない。 

梧陵が行った様々な取り組みは、首尾一貫した

「経世済民」の精神に裏打ちされたものであり、

単なる思いつきでは出来るものではない。心に秘

めた深く固い信念があってこそ出来ることであ

る。梧陵は青年時代から「自他の区別を克服して

天下万民の困苦を救済せん」を志として生きてき

た。この思想は人も含めて万物は根元が同じであ

るとの考えから、他者の苦しみは自らの苦しみで

あり、それを癒そうとするのは自然であるという

陽明学に基づくものである。 

特に梧陵が嘉永６（１８５３）年、３４歳で家

督を継ぎ、ヤマサ醤油の７代目儀兵衛を名乗って

から、明治３（１８７０）年に５１歳で家業を養

子の幸三郎に譲るまでの１８年間は、梧陵が最も

その志を貫き通し、我が身を削って世の中に尽く

した時代であったと言える。 

 

日本史の教科書に登場すべき人物 

 安政元（１８５４）年の安政南海地震津波では、

梧陵は『稲むらの火』にあるように、村民に高台

への避難を促して、多くの村民の命を守った。こ

れ１つだけでも、誰でもが出来るものではない。

その後の津波により被災した村民に対する救済

は、現在であれば、国家が行うべき生活再建支援・

雇用・失業対策などの緊急の被災者救済対策その

ものである。また、津波の侵入を防ぐ広村堤防建

設は国土強靭化の草分け的なインフラ整備事業

だろう。ここまでは梧陵のことを知っている人で

あれば、誰でも知っている話である。この他にも、  
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梧陵が行った事業や支援は、国家が取り組んでも

おかしくないものばかりだ。 

勝海舟をはじめとして、幕末から明治初期に梧

陵と交流した人物のなかには、梧陵から経済的支

援を受けていた人物も数多い。梧陵の支援がなけ

れば、歴史に名を残すことが出来なかった人物も

いたはずである。加えて、梧陵よりも業績が劣っ

ていても、同時代の偉人として、日本史の教科書

に載っている人物もいる。本来であれば、梧陵こ

そが日本史の教科書で大きく扱われるべきであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

梧陵の国防意識 

 梧陵について調べていて、私が特に注目したの

は、国防力の強化についての意識が非常に高いと

いうことだ。梧陵は、嘉永４（１８５１）年８月

に結成した自警団「広村崇義団」を皮切りに、安

政２（１８５５）年には「浦組」を組織して、若

者に銃を使っての教練を行い、国家の有事に備え

ようとした。「広村崇義団」と「浦組」はまさに

民間防衛の走りとも言えるものであり、民間防衛

の先進国スイスよりも先に、梧陵が和歌山で民間

防衛の組織を結成したことになる。 

東日本大震災では消防団が活躍しているが、

「広村崇義団」は安政南海地震津波のときに村民

の安全を確保する活動を行っており、地域に於け

る消防団の任務も担っていたことが分かる。紀州

藩の藩政改革でも、梧陵は改革の柱の１つとして

「農兵制」を提案している。これは明治政府の徴

兵制の基礎となった。 

 

寺田寅彦に影響を与えた梧陵 

 寺田寅彦が昭和９（１９３４）年１１月、雑誌

『経済往来』に寄稿した「天災と国防」に次のよ

うな記述がある。 

   令和２年１２月     第３面     

「日本は、（中略）気象学的地球物理学的にもき

わめて特殊な環境の支配を受けているために、そ

の結果として特殊な天変地異に絶えず脅かされ

なければならない運命のもとにおかれているこ

とを１日も忘れてはならないはずである。日本の

ような特殊な天然の敵を四面に控えた国では、も

う１つ科学的国防の常備軍を設け、日常の研究と

訓練によって非常時に備えるのが当然ではない

かと思われる」 

 この文章を読む限り、寺田は梧陵の「広村崇義

団」と「浦組」を参考にして「科学的国防の常備

軍を設け、日常の研究と訓練によって非常時に備

える」という考えに至ったのではないかと思えて

くる。津波被害を防ぐには、小学校時代からの教

育が重要と考えて『稲むらの火』の国定教科書へ

の収載を訴えた今村明恒と、寺田は親しい間柄 

であった。ここからは私の推測だが、今村は地震

研究の学者で、関東大震災の被害調査に寺田と一

緒に出かけることもあった。寺田は今村と行動を 

共にするなかで、梧陵のことを知ったのではない

だろうか。 

 

最後に 

 梧陵の「支那経営論」は地政学の研究対象にも

なり得るテーマでもある。『稲むらの火』の梧陵

のイメージとはまったく違うイメージを与える。

梧陵の「支那経営論」についての研究はほとんど

なされていない。今後の研究テーマともなるだろ

う。 

令和２年は梧陵の生誕から２００年を迎える。

この機会に多くの人に梧陵の偉業を知ってもら

いたい。 

……………………………………………………… 

〔お知らせ〕 

 濱口和久氏には、令和２年６月に「稲むらの火

講座」でご講演をしていただくようお願いしてい

ました。しかし、新型コロナウイルス感染拡大を

防止するために、いろいろの行事が取りやめにな

った時でした。従って、濱口氏にも延期をお願い

しました。改めてご連絡いたしますが、令和３年

３月１４日にご講演いただく予定になっていま

す。ご期待ください。 
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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！ 今回は

昨年度のガイド実施時に、 

広小学校の児童たちが制作し

たオリジナル梧陵クイズを 

掲載します。 

 

問１（広村堤防について） 

 

広村堤防の海側、陸側には木がそれぞれ植えら  

れました。それぞれ、何の木が植えられた？ 

① 海側・松   陸側・ハゼ 

② 海側・桜   陸側・松 

③ 海側・ハゼ  陸側・松 

 

＜解説＞ 

松が 1,000 本、ハゼが 100 本植えられました。

松の木は、津波で流された船などをせき止める役

割があります。ハゼの木の実は、ろうそくの材料

になるので、梧陵さんは、ろうそくを作って売れ

ば、収入源が確保できると考えました。答え：① 

 

問２（津波について） 

 

津波が起きる前には、水位が一度低くなること

がある。○か×、どちらでしょうか？ 

 

＜解説＞ 

「津波の前には潮

が引く」という言い伝

えのとおり、第１波が

「引き波」となり、水

位がいったん下がっ

て、港が干上がること

もあります。しかし、津波の発生の仕方や地形に

よって、逆のケース（「押し波」）になることもあ

ります。 答え：○ 
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  夏の夜かたり    （第３回） 

   広村郷土史（４２年） 

               渋谷家文書 

 遂に南西(西南)戦争頃に至りて渋谷も之れを

見切て遂に男山陶器製造は止むに至りぬ渋谷は

烏戸山にて土焼を十五年迄営業せしが之れを面

白からず遂に陶器は止みぬ。 

旧幕制度 

 御勘定奉行なる者ありて代官所を総べ治めた

り,代官は手代七人位を置きて手代の下に大荘家

あり有田に五人ありき、大荘家の下に物書き各五

六人づゝあり。 

 書記をなす其下に村に荘屋ありて、荘屋の下に

膽煎なるものありき、其下に「あるき」とて小使

あり。 

 別に二分口役所あり。二分口は丁度税務所の如

きものにして、食塩及び漁業、輸出入物に対し塩

は百俵に付二割二分、漁業は魚代価百円に付二割

二分を取り雑貨は各別々に取りたり当時は阿波

より広に来れば二分口税を取られ、広より湯浅に

船積せば又同し食塩にても税を価せり。   

 次に御年貢とて米納にて田租になせり上々田

にては一石九斗、上田は一石八斗、中田は一石七

斗、下田は一石六斗、下下田は一石五斗とし、其

下は見はからいにて年貢を聚めたり。 

 以上の地価に対し年によりて歩合異なれども

平均七割なりき。七割を米納し之れに和歌山迄の

運賃及び納め賃、水利等を加へたれば八掛位に当

りき之れは一反に対するものにして一反は六尺

五寸平方を坪として三百坪の地也。以上の割合に

て平均一石六斗を正米にて納めざるべからず。米

の吟味きびしかりき俵は二重にして且つ縦縄に

かけたり。之れには二派あり、御表納め及び地頭

納めの二種ありき、例へは山田村は安藤飛騨守、

名嶌は三浦長門守の地頭にして、之れは地頭納め

なりき、広、湯浅、は御表納となりき、安藤殿や

水野殿等が上和する時は常に臣民は無賃にて荷

物を持たされ、若し過ちあらさば殺されたり実に

今日より見れば、引合さる話である広村には荘家

が四人あり「宇田組」「北組」「南組」「濱方」の

四にして濱方は海上一切を受持ちにして北南の

●年貢の上進なり。    （つづく）                


