
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報へきなん「Ｃ・Ｓコラム  敬天愛人」抜粋集  

 

 この冊子は、広報へきなんにて、平成２１年７月１日号より毎月１日号に  

連載をしている「Ｃ・Ｓコラム  敬天愛人」の中から碧南市の偉人をテーマ  

にしたものを抜粋したものです。  

この冊子及び「Ｃ・Ｓコラム  敬天愛人」のバックナンバーは、市の 

ホームページからも見ることができます。  

https://www.city.hekinan.lg.jp/city_info/shicho/cs_column/index.html 

 

※C・S とは、Citizen's（市民）Satisfaction（満足度）の頭文字をとったもの
で、市民満足度を向上させることを表した造語です。  

https://www.city.hekinan.lg.jp/city_info/shicho/cs_column/index.html
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１  聖徳太子が自作した毘沙門天  

（平成 24 年 3 月）  

 日々明るさが増しているこのごろの風景であります。市民の皆様の活躍とご多幸を

心より祈ります。  

 さて、棚尾の妙福寺に祀
まつ

られている毘沙門天像は聖徳太子（５７４年～６２２年、

第３１代用明天皇の第二皇子）が自作したものであることをご存知でしたか。  

 毘沙門天は、多聞天とも言われ、四天王の中の一つ。護国の武神、護法善神、財宝

福徳を授ける施福神として尊崇されています。  

 妙福寺の毘沙門天像は、８５１年、当時この地域の荘司であった藤原一族（日本の

古代から近世までの貴族）の藤原周亮が奈良より護持して奉祀したものであり、日本

三体毘沙門の一つ（聖徳太子が廃仏を主張していた物部守屋を討つ時、四天王を祈念

すると、毘沙門天王が姿を現し、６目の鏑矢を太子に授けた。太子は、その矢で守屋

を討ち滅ぼした。太子は歓喜のあまり、毘沙門天王の尊像を三体自ら彫刻した。他の

二体は、大和信貴山と鞍馬寺に安置されている）です。  

 聖徳太子は、日本全国知らない人がいないぐらい

有名です。１９５８年～１９８４年にかけて発行さ

れた１万円札の肖像画の人物です。また「和をもっ

て貴しとなす」という言葉で始まる役人の心得を明

文化した「十七条の憲法」の制定者。「我先にと発

された１０人の請願を正確に聞き分け、それぞれに

適格に回答した」というエピソードも有名です。  

 ５９３年、女帝推古天皇の摂政（天皇が幼少また

は女帝である場合、代わって政治を行う者。平安以後は藤原氏が独占した）となっ

て、家柄に関係なく才能によって役人を採用する仕組みである冠位十二階を定め、遣

隋使を派遣して外国の進んだ文物を取り入れ、法隆寺や四天王寺を建立しました。聖

徳太子は仏教だけではなく、儒教や神道も深く研究、精通し、「日本文化の父」とも

評価されている人物です。  

 その人が自作した像が碧南市内のお寺に１１６０年前から安置されているなんて、

大ロマンですね。

妙福寺（志貴毘沙門天）  

（碧南市志貴町 2-61） 
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２ 徳川の祖松平親氏の氏神は塩竈明神 

（平成 25 年 3 月） 

 近代日本の礎となる平和な江戸時代を築いた徳川家康の先祖８代の概略は次の通りで

す。  

 

初代  松平親氏 時宗の遊行僧徳阿弥と称し、父有親（長阿弥）、弟泰親（祐阿弥）と

しばらく碧南大浜の称名寺に滞在。後に碧海郡の酒井（または坂井、現在の知立

市）家の婿となるが、妻の死去のため一子を残して松平郷へ入り、在原業平の２０

代後裔といわれる松平太郎左衛門信重の次女水女の婿養子となる。氏神として六所

山（霊峯蜂ケ峯）山頂に奥州の塩竈明神を勧請し、社殿を建立。  

 

２代  松平泰親 親氏の弟（子ともいわれる）。１４３７年没、７５歳（諸説あり）。  

 

３代  松平信光 親氏の三男、１４０３年生まれ、岩津城主、大給城、保久城を獲得、

１４７１年に三河安祥（城）城を攻略、岡崎城を接収。子どもは４８人、１４８８

年没、８５歳。  

 

４代  松平親忠 信光の三男、１４３８年生まれ、１４７０年に伊賀上野より八幡神を

勧請して伊賀八幡宮を創建。１４７５年大樹寺を建立。１５０１年没、６３歳。  

 

５代  松平長親 親忠の二男、１４７３年安祥城生まれ、１４９６年より安祥城主、１

５４４年、大樹寺にて没、７１歳。  

 

６代  松平信忠 長親の長男、安祥城生まれ。１５２３年に１３歳の長男清康に家督を

譲り大浜の称名寺に隠居。１５３１年没、４６歳。  

 

７代  松平清康 信忠の長男、１５１１年安祥城生まれ。１５２４年居城を安祥城より

岡崎城に移す。１５３５年、守山陣にて、部下の勘違いにより刺殺された。２５

歳。  
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８代  松平広忠 清康の長男、１５２６年岡崎城生まれ。１５４１年、刈谷城主水野忠

政の娘於大を嫁とする。１５４２年に徳川家康が岡崎城にて誕生。１５４９年、岡

崎城中にて刺殺された。２４歳。  

 

碧南市は現在、宮城県塩竈市と災害時相互応援協定を結び、震災復興のために職員を派

遣し続けています。その塩竈神社の神を徳川家康の祖松平親氏が祀
まつ

っていたとは、奇遇で

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東照山  称名寺（碧南市築山町 2-66） 
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３ 親鸞と碧南とのかかわり  

（平成 30 年 4 月）  

 親鸞は、１１７３年、平安時代の末期に中級貴族・日野有範の子として京都で生まれ

たとされており、９歳のときに出家して、延暦寺の堂僧をつとめ、法然を師と仰ぎ、浄

土宗をさらに高めて行く事に力を注ぎ、結果として、浄土真宗の開祖となりました。１

２６２年、８９歳で死去。現在、浄土真宗は、日本の仏教諸宗中、最も多くの寺院（約

２万２千か寺）と信徒を擁しています。  

市でも、圧倒的に浄土真宗系が多いことは事実です。市と親鸞とは直接的には関係は

ありませんが、親鸞以後の人脈のなかで、深い関係のある人物がいます。  

まず、蓮如です。蓮如は、１４１５年、本願寺第７世存如の長子として生まれ、本願

寺第８世となり、本願寺中興の祖といわれている人物

です。蓮如は、１４６８年（応仁２年）、５３歳のと

き、比叡山僧兵の迫害を避けて、三河地方に布教に来

ましたが、その際に拠点としたところが、市北部の西

端であり、そこにできた寺が応仁寺です。  

 次に出てくる関係者は、清澤満之です。満之は、１

８６３年、尾張藩の下級士族徳永永則の長男として生

まれ、東本願寺の育英制度によって東京大学文学部哲

学科を首席で卒業、１８８８年、２５歳で、碧南西方寺の清澤やすと結婚し、西方寺の

住職となり、１８９２年、２９歳のとき、日本最初の哲学書「宗教哲学骸骨」を出版、

１８９６年、３３歳のとき、宗門改革運動に立ち上がり、仏教界のルターともいわれる

ようになりました。１９０１年、３８歳のとき、東京に真宗大学が新設され、初代学長

に就任しましたが、３９歳で、肺結核のため碧南西方寺で死去。西方寺では、現在でも

清澤満之終えんの部屋や執筆の部屋が見学でき、記念館では執筆した書籍などが収集展

示されています。哲学たいけん村無我苑のもとを作った伊藤証信さんも１９０１年、２

５歳のとき、真宗大学で教えを受けています。そして、浄土真宗の寺の住職をしていた

２８歳のとき、霊感に打たれ、無我愛の自覚を得て、新しい哲学運動を展開しました。  

このように、市と親鸞とは間接的ではありますが、深い関係があると言えます。  

松光山  応仁寺  

（碧南市油渕町 1-6） 

 



5 

 

４ 昔、世界一長生きした碧南人がいた  

（平成 24 年 12 月）  

 ９月１７日は敬老の日でした。碧南市でも、満１００歳以上の方が２７名いらっしゃ

います。誠におめでたいことです。  

 今年の最長寿は１０５歳が５名、内１名は介護認定はなく、２名は介護度１であり、

大変元気です。また、９９歳が１０名、１００歳が８名、１０１歳が９名であり、同年

代の１００人に１人は１００歳まで到達していることになります。食生活の改善、医学

の進歩、平和で豊かな状態の継続等により、長生きできる時代となりました。自分に合

った心身の健康維持増進策を日々実践し、元気で長生きしたいものです。  

 ところで、今から４００年程前、江戸時代の初めの頃、１１８歳まで生きた碧南人が

いたことをご存知でしたか。江戸初期の平均寿命は３０歳ぐらい、江戸時代全体では５

０歳ぐらいなので、当時としては驚異的なことです。  

 その人は、碧南出身の偉人の１人である永田（長田）徳本（１５１３～１６３０年）

です。徳本は、碧南市大浜生まれで茨城古河７万２千石の大名となった永井直勝（三島

由紀夫の先祖）の叔父にあたり、武田信虎・信玄父子の侍医となり、武田家滅亡後は、

東海・関東諸国を巡り、貧しい人々に無料で薬を与えたり、安価で診療を行いました。  

 首に薬袋をかけて、牛の背に乗り諸国を巡り、どんな治療を行っても報酬として１８

文（１６文ともいう、江戸時代の１文は現在の貨幣価値では１８円位）以上の金額を受

け取らなかったので、「十八文先生」とか「医聖」とも称されていました。  

 江戸幕府第２代将軍徳川秀忠（１５７９

～１６３２年）がかかった難病を全快させ

て名を上げ、薬草を研究する中で、ぶどう

の接ぎ木や挿し木、棚づくりの方法も発明

し、村人に伝授、甲州ぶどうの隆盛に大き

な役割を果たしました。  

 大浜中区宝珠寺裏に徳本稲荷が、長野県

岡谷市長地東堀に墓と記念碑があります。

皆で永田徳本の生き方や長寿をもっと世界

に伝えましょう。

徳本稲荷（碧南市音羽町 1-48） 
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５  織田信長の初陣の地は碧南の天王  

（平成 25 年 8 月）  

 織田信長は、三英傑のうちの１人であり、ＮＨＫの大河ドラマなどにも多く取り上

げられおり、日本中、知らない人はいないぐらいな有名人です。  

 １５３４年５月１２日、那
な

古野
ご や

城に生まれ、１８歳で家督を相続し１５６０年、２

７歳の時、桶狭間の戦いで、４千の軍勢で奇襲作戦にて２万の軍勢を誇る今川義元を

倒し、その後京都に上り政権基盤を確立。しかし１５８２年、４９歳の時、明智光秀

の謀反により、京都本能寺で自刃しました。  

 その後、豊臣秀吉、徳川家康と続くわけですが、戦国時代の終結に大きな役割を果

たした人物です。大規模な鉄砲隊の活用、楽市楽座の設置などでも有名です。  

実は、碧南は織田信長とも関係があります。織田信長の初陣
ういじん

（初めて戦闘行為に参

加すること）は１５４７年、１４の時でしたが、その攻撃目標となったのが、大浜・

極楽寺（現在、天王の津島社があるあたり）なのです。  

大浜攻略の機会を伺っていた織田信長は、大浜を羽城を築いて守る長田重元（永井

直勝の父）が岡崎に出向くとの報を聞きつけ、１００騎に迫る軍勢を率いて大浜・極

楽寺に向けて進軍。しかし、織田信長の侵攻を事前に察知していた長田重元は天王の

森に軍を忍ばせ、織田信長軍を取り囲み攻め立て、今の道場山あたりで激しい戦いに

なりました。敗戦を悟った織田信長は村に火を放ち、撤退しました。戦場にはたくさ

んの死体が残され、その後、戦のあった場所で赤い火の玉が夜ごと飛び交うのを見た

という噂が村中に広がりました。長田重元がこの話を聞き、野ざらしになっていた死

体を丁寧に葬り、１３個の塚を作りました。  

それで、いつしかその塚のある場所は「十三

塚」と呼ばれるようになったとのこと。  

 この十三塚は、現在の碧南高校のテニスコー

トから中央小学校にかけての一帯に、明治時代

まで存在していました。  

 ４６０年前にそんなことがあったなんて、歴

史のロマンを感じますね。  「織田信長初陣の地  伝承地」  

津島社（碧南市天王町 7-26） 
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６  積善陰徳のすすめ  

（平成 24 年 1 月）  

 四書五経（江戸時代に寺子屋などで盛んに教科書として使われた中国の古典）の中

にある易経（占いの書、経文とそれを儒家的な倫理や宇宙観を加えて解説する十翼を

合わせて１２編からなる。十翼は孔子が書いたといわれている）の有名な言葉に「積

善の家には必ず余慶あり」という言葉があります。  

 これは、「善行を積み重ねた家は、その報いとして子孫に必ず福がおとずれる」と

いう意味です。また、日本にも「情けは人の為ならず」というよく似たことわざがあ

ります。これは、「人に情けをかけておけば、いずれめぐりめぐって自分のためにな

る。だから、人にはどんなときにも親切にしておいたほうがよい」というものです。  

 碧南市には、小説家の三島由紀夫や永井荷風の先祖にあたり、自らも江戸幕府２代

将軍徳川秀忠の側近（書院番頭）や日光東照宮奥院宝塔の造営奉行を務め、茨城県古

河で７万２千石の大名となった永井直勝（大浜中区、宝珠寺あたりで生まれ育つ。旧

名長田伝八郎）がいます。そして、この永井直勝の長男である尚政も三代将軍家光の

時代に１２年間に渡って老中（将軍直属で最高の地位の執政官）を努め、京都山城淀

で１０万石の大名となっています。  

 さらに、直勝の叔父に、武田信玄

の侍医を努め、甲州ぶどう発展に貢

献したり、２代将軍秀忠の難病を治

癒させた「医聖」永田徳本がいま

す。この碧南出身の永井一族や子孫

の活躍には目を見張るものがありま

す。実は、永井直勝の先祖は、１１

６０年に現在の美浜町野間において

源義朝（鎌倉幕府初代将軍頼朝の父

親）を裏切り、惨殺したとされる長

田忠致
ただむね

の兄、長田親致
ちかむね

です。親致

は、義朝を裏切ることに反対し、身の危険を感じ大浜に逃げ延び、その後、その子孫

は棚尾八柱神社や大浜熊野大神社の神主としておそらく２百数十年に渡り、地域や住

民に尽くす生活をしました。  

 永井一族の繁盛は、４００年以上の時を経ての余慶だと信じたいものです。  

 

金龍山  宝珠寺（碧南市音羽町 1-48）  

 



8 

 

７  全国的に知名度の高い三人の偉人  

（平成 22 年 11 月）  

 市民の皆様、実りの秋本番、海の幸、山の幸を十分に堪能され、少し太り気味に悩

む今日このごろであるかと存じます。秋は、読書の進む候でもあり、いにしえに想い

を馳せる気分をもたらします。  

 碧南市は今年で市になって６２周年でありますが、このあたりに人が住み着いたの

は、縄文前期の土器類の発見から推定するに５千年以上前からであるといわれていま

す。  

 しかし、文書等でしっかりと歴史に登場してくるのは、８世紀末、平安時代あたり

からです。それ以降千２００年の歴史の中で、碧南とゆかりのある人物で全国的にほ

ぼ誰でも知っている偉人が三人います。碧南市を紹介する場合この三人の名前を出し

ますとＰＲ効果は抜群です。  

 まずは、徳川家康（１５４２年～１６１６年）です。家康より９代前の有
あり

親
ちか

は８代

前で松平家の始祖となった親
ちか

氏
うじ

（１２９８年～１３６１年？）とともに関東より、時

宗の旅僧として碧南市大浜にある称名寺に滞在し、有親は４５歳で称名寺で没しまし

た。称名寺での滞在がなければ、徳川の歴史はなかったかもしれないわけです。家康

の３代前の信忠（１４９０年～１５３１年）も称名寺で没しています。また、家康の

父である広忠（１５２６年～１５４９年）は、称名寺にて、家康の幼名竹千代を名づ

けました。  

 次は、日本文学の代表的作家である永井荷風（１８７９年～１９５９年）と三島由

紀夫（１９２５年～１９７０年）です。この二人は、碧南市大浜で生まれ、その後、

日光東照宮の造営奉行として豪華な社殿を完成させ、茨城の古河で７万２千石の大名

となった永井直勝（１５６３年～１６２５年）の子孫です。  

 直勝と大河内秀綱の次女の由利姫との間に生まれた永井正直が荷風の１２代前の祖

先であり、直勝と阿部正勝息女との間に生まれた永井尚政が三島の１１代前の祖先に

あたります。  

 「灯台下暗し」と言われぬように。  
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８  国宝姫路城と碧南とのかかわり  

（平成 29 年 8 月）  

姫路城を見学した人も多いと思います。シラサギが羽を広げたような優美な姿から

別称「白鷺城」と呼ばれています。  

 室町時代１３４６年に創建、戦国時代に豊臣秀吉が中国地方攻めの拠点として使

用、その後１７世紀江戸時代初頭に池田輝政が拡張して現在の城の形にしました。４

つの天守閣と渡し櫓は国宝、城全体は１９９３年に世界遺産に登録されています。大

天守３階から４階へと続く階段の下にある小部屋「開かずの間」は、吉川英治の小説

「宮本武蔵」では、武蔵が姫路城の天守に３年間幽閉され精神修養をした部屋とされ

ていますが、これは吉川英治の作り話のようです。  

 実は、姫路城を現在の規模にした池田輝政と碧南はかかわりがあるのです。輝政

は、１２万石の大名、池田恒興の次男として１５６４年生まれ、織田信長、豊臣秀吉

に仕え、１５８４年の小牧長久手の戦いで、父と兄を失い、２０歳で家督を相続し、

１０万石の大垣城主となりました。その後、小田原攻め、奥州攻めで功績を上げ、１

５万石の吉田（豊橋）城主となり、１６００年の関ヶ原の戦いでは、東軍徳川家康方

で功績を上げ、播磨国５２万石の大名となりました。輝政の父、恒興（信輝）は小牧

長久手の戦いで、豊臣秀吉方の大将でしたが、その恒興を討ち取ったのが、徳川家康

方の碧南出身の長田伝八郎（後の永井直勝）だったのです。伝八郎、２１歳時の大殊

勲でした。１９歳のとき、家康の伊賀越えに同行、これらの功績により大浜の一豪族

の長田重元の子である伝八郎が、茨城の古河で７万２千石の大名になりました。ほぼ

同年齢で、２人とも徳川家康の重臣なので、永井直勝と池田輝政との直接的な関係も

多くあったはずです。  

 直勝は、３０歳の輝政が家康の次女の督姫を嫁にした際、輝政の求めに応じて、小

牧長久手の戦いで恒興を討ち取った際の事を語ったが、このときの直勝の知行が５千

石と知った輝政は、父を討ち取った功績の価値が５千石しかないのかと嘆息したとい

うエピソードが残っています。  

 碧南市とのかかわりを考えながら見る国宝姫路城は、より白く輝き、美しさを増し

ているかもしれません。
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９ 東京信濃町の町名は碧南出身 大名永井一族に由来 

（平成 28 年 11 月） 

 東京、ＪＲ中央線信濃町駅から徒歩１分、ほぼ駅と隣接して浄土宗の一行院というお寺があり

ます。 

 このお寺が発行している説明書に次のように書かれています。 

 「江戸幕府が開かれてまだ間もない慶長の末（１６００年代初頭）。譜代大名であった永井直

勝は、現在の信濃町にあたる場所に下屋敷を拝領していました。 

 ちなみに信濃町という地名は、ここに屋敷を有していた永井家宗家が代々信濃守を称していた

ことに由来します。当初は信濃殿町や信濃原と呼ばれ、やがて信濃町になりました。直勝は僧侶

になった家臣（来誉故念）のため、その屋敷の一部に一行院を建立します。これが現在の永固山

一行院千日寺のはじまりとなりました」 

 ここに書かれている永井直勝とは、碧南大浜出身で、徳川家康の伊賀越えや小牧長久手の戦い

で手柄を立て、のちに家康や２代将軍秀忠の側近となり、茨城古河で７万２千石の大名となった

人物であることは、このコラムで何度も取り上げていますので、ご承知のことと思います。 

 嘉永切絵図（嘉永２年〈１８４９年〉から明治３年〈１８７０年〉にかけて出版された市街や

近郊地域で区切られた絵図）でみると、この辺りには本家永井信濃守下屋敷を始め、永井肥前守

下屋敷、永井遠江守下屋敷、永井金三郎、永井鉄弥下屋敷の五家がいずれも隣接して存在してい

たことが分かります。 

 信濃とは長野県辺りのことを言いますが、永井一族がそこを治めていたわけではなく、江戸時

代に永井一族を「信濃守」と呼んでいたようです。信濃町は新宿区のなかにあり、信濃町駅は四

谷駅の西隣の駅であり、周辺には慶応大学医学部、慶応大学病院、迎賓館、国立競技場などがあ

ります。 

 いずれにしても、碧南市と東京都の中心部に深い関係があるとは、碧南市に住んでいても知ら

なかった人が多いと思います。 

 東京都へ行く機会がありましたら、信濃町隣接の一行院にお立ち寄りください。御堂のなかに

大きな永井直勝の肖像画が飾ってあります。 

※１０月１日号の敬天愛人でご紹介した長田電機工業㈱の創業者は、長田富太郎氏ではなく長

田勉氏でした。訂正してお詫びいたします。
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１０  碧南由来の永井一族が大阪高槻で善政  

（平成 29 年 3 月）  

 碧南の大浜地区出身の大名・永井直
なお

勝
かつ

（なおかつ）の次男に直
なお

清
きよ

（なおきよ）とい

う人物がいます。  

 この人は１５９１年に生まれ、１４歳のときに江戸幕府二代将軍・秀忠の小姓とし

て仕えました。そして４３歳のとき、二万石で山城国長岡藩勝龍寺城主となり、十万

石で山城淀城主となった兄・尚
なお

政
まさ

と、淀川を挟んで京都へ入る要所を統治することに

なりました。  

 この永井直清は、大阪城代や京都所司代が不在時に諸事を取りまとめるなど、上方

八人衆の１人として畿内および西国支配の中核的活躍をしました。また、離宮八幡宮

の造営や東寺の五重塔修復、三代将軍・家光上洛時の対応などを任せられていまし

た。  

 そして、５９歳のときに三万六千石の高槻藩の藩主となり、城下や八丁松原の整

備、高槻南部低湿地の新田開発を行う一方、地元の平安歌人の顕彰活動など、政治文

化面の充実に努めました。直清は１６７１年、８１歳で高槻城にて死去。京都東山泉

湧寺悲田院に葬られました。  

 以後、高槻藩は、二代直
なお

時
とき

、三代直
なお

種
たね

、四代直
なお

達
たつ

、五代直
なお

英
ひで

、六代直期
すなざね

、七代

直行
なおゆき

、八代直
なお

珍
よし

、九代直進
なおのぶ

、十代直
なお

与
とも

、十一代直
なお

輝
てる

、十二代直
なお

矢
つら

、十三代直諒
なおまさ

まで、

明治の版籍奉還に至るまで、永井一族によって２２２年間に渡って善政が行われまし

た。  

 江戸時代の半ば、１７９３年、九代藩主・直進は、藩祖・直清の霊神をまつる永井

神社を創建しました。この神社は高槻藩士たちの崇敬を集め、藩祖ゆかりの武具甲冑

や什器などが神宝として納められています。その後、１８４８年十一代藩主・直輝

が、社殿を修復。このとき、新たに門と拝所が造営され、現在に至っています。  

 永井神社のある高槻市は、大阪府の北東部に位置し、京都市などに隣接していま

す。１９７０年代以降、大阪市および京都市のベッドタウンとして宅地開発が進み、

人口が急増しました。現在は人口３５万人の中核都市です。  

 碧南由来の人物が神となってまつられている永井神社に、機会があればお参りを。   
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１１  碧南生まれのもう一人の大名・水野勝成  

 （平成 26 年 9 月）  

碧南生まれで大活躍をして、茨城の古河で７万２千石の大名となった永井直勝の話

は、このコラムでもたびたび取り上げてきました。  

 実は碧南生まれで永井直勝と同時代に生きて、徳川家康の天下取りに大きく貢献し

た人物がもう１人いるのです。その人物は水野勝成です。  

 勝成は、碧南の鷲塚城で１５６４年に生まれ、その後、１６０１年に３万石の初代

刈谷藩主、１６１５年に６万石の大和郡山藩主、１６１９年に１０万石の初代福山藩

主となっています。勝成は、１６５１年、８７歳で大往生し、徳川２８神将の１人と

して日光東照宮にまつられています。  

 水野勝成は、徳川家康とはいとこ同士の間柄です。勝成は、三河の刈谷城主であっ

た水野忠政の九男にあたる水野忠重（１５４１年～１６００年）の子として、碧南の

鷲塚で生まれています。家康の母親である於大の方は、勝成の父親の姉にあたりま

す。  

 父親の忠重は、織田信長方についた長男で刈谷城主であった信元と不和となり、徳

川家康に仕え、鷲塚の地を与えられ、１５６２年、２１歳のときに自ら築城して、１

５６３年に発生した三河一向一揆の鎮圧に大きな功績を上げました。  

 その後、刈谷城主であった兄・信元が武田信玄との関係を疑われ、織田信長に１５

７５年に廃された後、１５８０年、忠重とその子勝成は、信長によって刈谷城主とし

て呼び戻されました。その結果、同年、鷲塚城は廃城となりました。勝成１６歳のと

きでありました。  

 余談ですが、勝成は超有名な剣豪、宮本武蔵とも深い親交

があったとされています。事実、１６１５年、勝成５１歳、

武蔵３１歳のとき、大阪夏の陣で、徳川方の勝成の客将とし

て、武蔵は勝成の嫡男・勝重の守護役を努めています。  

 このように、お隣の刈谷の初代藩主となった水野勝成は、

碧南の鷲塚の地に生まれ、１６歳まで碧南にいたのです。歴

史っておもしろいですね。  

 勝成が住んでいた鷲塚城は、現在、碧南市の城山町の城山

公園の近くにあったようです。興味のある方は、一度訪れて

みてください。  
尾城公園  

（碧南市尾城町 2-68）  
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１２  遠山の金さんと碧南市との関係  

（平成 26 年 7 月）  

 「名奉行遠山の金さん」というテレビドラマが大人気でした。また、このドラマ

は、現在でもさかんに再放送されていますので、おそらく知らない人がいない位だと

思います。この主人公である「遠山の金さん」のモデルとなった遠山金四郎は、碧南

と関係があるんです。  

 遠山金四郎は通称であり、本名は遠山景元
かげもと

といいます。１７９３年、遠山景
かげ

晋
くに

の子

として生まれました。父親の景晋は、幕府の「昌平坂学問所」をトップで卒業した秀

才中の秀才であり、松平定信の「寛政の改革」（１７８７年～１７９３年）による人

材登用で抜擢され、ロシアの使節レザノフが来日した折、その交渉の任にあたってい

ます。また、長崎奉行、勘定奉行（老中に属し、幕府財政の運営や諸国代官の統率、

寺社奉行、町奉行とともに三奉行の一つ）も務めました。  

 景元は「天保の改革」（１８４１～１８４３年）を推進した老中筆頭水野忠邦の補

佐役を担った人物といわれています。４０  歳で千石取りの小納戸頭という管理職に

なってからの出世のスピードは大変速く、２年後には、作事奉行となり、４４歳で勘

定奉行に就任し、このポストは秀才官僚の父・景晋が６８歳でようやく手に入れたこ

とを考え合わせると異常な速さといえます。しかも景元はその２年後の４６歳で北町

奉行に栄転しており、ここでの活躍が「名奉行遠山の金さん」として描かれているわ

けです。そして６３歳没。  

 実は、遠山の金さんこと遠山景元の父である遠山景晋は永井直令
なおよし

の四男として生ま

れ、遠山家に婿養子にいった人物です。この永井直令の２００年程前のルーツは、こ

のコーナーでも取り上げました碧南生まれで茨城の古河で７万２千石の大名となった

永井直勝なのです。  

 永井家は直勝の父・重元のとき徳川家康の父・広忠に仕え、大浜に砦を築きまし

た。直勝は、家康４０歳時の伊賀越えの功労や家康４２歳時豊臣秀吉と雌雄を決する

小牧長久手の戦いにおいて、豊臣方大将であった１０万石大名池田恒興を討ち取ると

いう大殊勲等により大出世していきます。  

 遠山の金さんもそんな血を引く豪快で人情味あふれる人物だったようです。いずれ

にしても、碧南人の大きな誇りの一つです。  
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１３  神や王と言われる人を目指そう  

 （平成 23 年 7 月）  

人はそれぞれ天より与えられている個性や能力を持っています。その天性を発見

し、一生かけてその道を極めていけば、その分野において神とか王とか言われるよう

になります。  

 ペレはサッカーの神様、菅原道真は学問の神様、手塚治虫はマンガの神様、尾崎行

雄は憲政の神様、そして、エジソンは発明王、カーネギーは鉄鋼王、チャップリンは

喜劇王といった具合です。  

 神や王以外にも「何々の父」、「何々の母」、「何々の名人」、「何々の達人」、

「ミスター何々」といった表現も使われます。いずれも、他の追随を許さないほどに

それぞれの分野を極め、世の中に大きな影響力を持つようになった人のことを賞賛し

て言っているようです。  

 市民の皆様も、それぞれ自分のしている仕事や趣味において、その道の神や王と言

われることをきっと願っていると思います。私も政治の達人と言われるような人にな

りたいと願いながら、日々努力しています。  

 これらの願いは人間の本性から来るものであり、ごく自然です。この世に生を受け

たものとして自分の価値を最大限に発揮して、より良い世界の実現に貢献すべきで

す。  

 過去、碧南市に生まれて、神とか王と言われた人達がいます。  

 岡本兵
ひょう

松
まつ

は１８２１年に新川鶴ケ崎に生まれ、都築弥厚が手掛けた明治用水の開削

許可をとり大事業を成功させました。明治用水開削の父として石井新田村に記念碑が

建てられ、明治川神社に合祀
ご う し

されています。  

 服部長七は１８４０年に新川西山に生まれ、天皇の御学問所、大久保利通邸屋敷な

どのたたき工事を実施しました。長七の人造石はアンコールワット遺跡の修復にも使

用されています。岡崎の岩津天満宮の中興の祖として祀
まつ

られています。  

 永田徳本は１５１３年に大浜で生まれ、武田信玄の侍医などを務め、薬草を用いて

難病をも治し、医聖と称されていました。  

 仕事や趣味をとことん追及していけば、やがて神と言われるかも。  
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１４  坂本龍馬と碧南市  

 （平成 28 年 4 月）  

坂本龍馬は、歴史上最も人気のある人物の１人です。司馬遼太郎の書いた歴史小説

「竜馬がゆく」を読んだ人も多いと思います。また、テレビドラマや映画でも頻繁に

取り上げられ、最近ではＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」があります。１８３６年、土佐

藩に生まれ、薩長同盟をあっ旋し、大政奉還（徳川幕府が政権を天皇に返上したこ

と、これによって最小限の犠牲で江戸時代から明治時代に移行できました）を実現し

た立役者であり、大政奉還成立の１か月後に京都の近江屋で暗殺されました。享年３

３歳。  

 実は、この有名な坂本龍馬は碧南市と関係があるのです。龍馬が頻繁に面談を繰り

返し、大政奉還の説得に努めた幕臣は永井尚志という人物です。この人物が大政奉還

の天皇に対する奏上文案を作成していることから、この永井尚志の進言によって１５

代将軍徳川慶喜は大政奉還の決断をしたと思われます。  

 司馬遼太郎は「竜馬がゆく」のなかで、この永井尚志のことを次のように述べてい

ます。「旗本の名門のうまれであり、幕府の洋学官僚のなかでもずばぬけた秀才であ

る」「実質的には将軍慶喜の秘書官であった。慶喜は永井の温和な人柄とその豊富な

対外知識を愛し、重要なことのほとんどは板倉伊賀守勝静か、永井主水正尚志に下相

談している」  

 この永井尚志は、歴史的作家・三島由紀夫の父方の高祖父（祖父母の祖父）にあた

ります。すなわち、碧南出身の大名、永井直勝の系列です。尚志は大政奉還実現後、

榎本武揚とともに北海道へ行き函館奉行となり、１８６８年、新政府軍と戦い降伏、

その後、１８７２年に明治政府に出仕し、元老院権大書記官などを歴任。享年７６

歳。  

 この時期、倒幕側勤皇の志士として活躍し、その後明治維新の立役者の１人であっ

た岩倉具視の懐刀となった碧南出身の山中信天翁がいます。  

 １５０年前の日本歴史の転換期に碧南ゆかりの人物が、幕府側、倒幕派それぞれに

おいて、重要な役割を演じていたことになります。このことも碧南市の貴重な歴史的

財産であり、市民の誇りとなるものです。  
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１５  函館の最後の江戸幕府奉行は碧南とゆかりのある人物  

 （平成 30 年 9 月）  

北海道函館市には五稜郭という観光名所があります。この五稜郭は、１８５４年の

日米和親条約締結によって箱館港が開港されたことを契機に、それまでは函館山のふ

もとに置かれていた箱館奉行所を防御上の理由から、移転して築造した城郭です。五

角形をしているので五稜郭といわれているようです。ちなみにアメリカ合衆国の国防

総省の建物も五角形（ペンタゴン）です。  

 五稜郭は、１８５７年に築城開始、７年後の１８６４年に竣工となり、箱館奉行所

が移転し業務を開始しました。その後、１８６７年の大政奉還を受けて、一時、新政

府に譲り渡されましたが、翌年１０月、榎本武揚率いる旧幕府軍が奪還。そして、１

８６９年５月に旧幕府軍は降伏、五稜郭も新政府軍に引き渡されました。  

 この半年ほどの期間を箱館奉行として務めていた人物が碧南とゆかりのある永井尚

志です。この人物は、１５代将軍徳川慶喜の秘書官を務めており、京都で坂本竜馬と

頻繁に面談を繰り返し、大政奉還の天皇に対する奏上文案を作成しました。  

 永井尚志は、歴史的作家・三島由紀夫の父方の高祖父（祖父母の祖父）にあたり、

碧南出身の大名、永井直勝の系列です。尚志は、箱館戦争降伏後の１８７１年１月、

特赦
とくしゃ

により出獄。１８７２年、明治政府に出仕し、元老院権大書記官等を歴任。享年

は７６歳でした。五稜郭に行くと、再建された奉行所の建物の内外の案内板などで永

井尚志の紹介がされています。  

 １８６９（明治２）年、蝦夷
え ぞ

地が北海道という名称になった際に、箱館も「函館」

という漢字を使用するようになりました。現在の函館市の人口は２６万人で、北海道

（人口５３２万人）第三の都市で毎年５００万人の観光客が訪れます（第一の都市は

札幌市で１９５万人、第二の都市は旭川市で３４万人）。  

 函館市には、五稜郭のほかにも函館山からの夜景、倉庫群、朝市、元町界隈など、

観光資源がたくさんあります。市民の皆様、旅行される機会があれば、永井尚志のこ

ともしのんでください。  
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１６  宮城県初代知事は山中信天翁  

（平成 24 年 6 月）  

 碧南市は、宮城県塩竃市に昨年度は、事務系、技術系職員をそれぞれ１名ずつ、今

年度も下水道関係の職員を１名、継続的に派遣して、東日本大震災からの復興のお手

伝いをしています。  

 また、震災直後から碧南市民を中心とするグループが碧南市名入りのテントを基地

に、数か月間に渡ってボランティア活動を行った場所は、宮城県石巻市でした。  

 実は、碧南市と宮城県とは１４０年程前から深い関係があるのです。今回の東日本

大震災を契機とする宮城県各市との交流を取り持っているのは、碧南市東浦町出身の

政治家であり文人であった山中信天翁（１８２２年～８５年）ではないかと密かに思

いをめぐらしています。  

 信天翁は、明治維新改革の中心人物の一人である岩倉具視の懐刀（有能な部下）と

して、維新政令の草案の多くを作成したり、産業や労働に精を出す人を顕彰したり、

災害で難儀をしている人を救済することなど、国民を思いやる政策を建言しました。  

 １８６８年発生の鳥羽伏見の戦では、食糧や軍事費の調達の任につき、その年、初

代会計官に任ぜられました。また、１８６９年に行われた明治天皇の東京遷都の行幸

では、御用掛に任ぜられ、翌年には桃生県（ものうけん、旧仙台藩領の政府直轄地の

一部。県庁を現石巻市桃生町太田の桃生城に設置）知事に就任。その後、桃生県は隣

接県と合併し、信天翁は、その（現宮城県）知事となりました。  

 すなわち、宮城県の初代知事は、山中信天翁ともいえます。そして、そのスタート

が現在の石巻市からというのです。このあたりが、私が今回の復興支援との関係で目

に見えない何かが働いているのではないかと  

感じている由縁です。  

 信天翁は５１歳で全ての官職から退き、京  

都に隠棲、水墨画や書を極めます。宗教心が  

厚く、倹約に努め、正直で高潔な人物であっ  

たとのこと。  

 貞照院（碧南市霞浦町）に墓碑があります  

ので、是非、一度訪れてみてはいかがですか。  
金臺山  貞照院  

（碧南市霞浦町 2-73） 
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１７ 碧南のために私財をなげうった伏見屋（三宅）又兵衛  

（平成 29 年 4 月）  

 １６０５年、矢作川流域の水害対策のため、徳川家康の命令で米津まで開削が行わ

れました。そのあと、江戸幕府は１６４４年に矢作川の川筋を固定するため、堤防を

米津から鷲塚まで築きました。これにより入り江は海から遮断され、湖沼となりまし

た。これが油ヶ淵です。  

 伏見屋又兵衛は、三代にわたり碧南に住んで伏見屋地区の新田開発などを行ってい

ます。  

 初代は京都伏見に生まれ、屋号を伏見屋といいました。１５９２年に長崎から安南

国（ベトナム）などに船を出し、貿易を行って巨額の富を蓄え、徳川家康が江戸に幕

府を開くと、江戸日本橋茅場町に住み、幕府ご用達を勤めました。家康から三都（京

都、大阪、江戸）に土地を賜って宅を建てたので、三宅又兵衛ともいいます。碧南に

何のために、いつ来たのかは不明です。  

 京都伏見といえば、碧南出身の大名永井直勝の長男・尚
なお

政
まさ

と尚政の長男・尚
なお

征
ゆき

が１

６３３年から１６６９年にわたり、十万石として城主を務めていた淀城（淀川沿いに

あり、京都守護の要城）があった場所です。初代が活躍していた時期と、永井尚政が

淀城の城主をやっていた時期が重なるので、尚政に頼まれて碧南にやってきたのかも

しれません。  

 二代目は、１６７１年に油ヶ淵のまわりと鷲塚より下流に長さ２千４４４ｍ、高さ

３．６ｍの大堤を築き、その内側を伏見屋新田として完成させました。  

 三代目は、幾多の困難を乗り越え、１７０５年に、伏見屋新田からの排水のため、

油ヶ淵から海に排水する長さ２千ｍ、幅１４．４ｍ、高さ７．２ｍの新川の開削を完

成させました。そして、ほぼすべての財産を使い果たし、江戸に帰っていったとのこ

とです。  

 新川の開削の折に出た大量の粘土と新川を使った水運が、のちに碧南が窯業の大産

地となるきっかけとなりました。  

 碧南の貞照院には又兵衛のお墓や肖像画があります。浜尾にある稲荷社では、又兵

衛が祭神としてまつられています。  

 碧南の恩人、又兵衛に心よりの感謝を。  
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１８  明治用水開削計画の達成者は碧南人  

（平成 25 年 9 月）  

 明治用水は、西三河南西部に農業用、工業用の水を供給する用水です。豊田市にて

矢作川から取水し碧南市を含む西三河各市町に水を供給しています。幕末・明治維新

期に、全国に先駆けて測量・開削が行われた近代農業用水だったため、明治という元

号を冠する命名がされました。その灌漑
かんがい

面積は何と碧南市の面積の２倍にあたる約７

千ヘクタールあります。現在の西三河の農業、工業の隆盛は明治用水のお陰なので

す。  

 実は、この明治用水の開削計画を成功させた人物は、碧南出身の岡本兵
おかもとひょう

松
まつ

という人

物なのです。明治用水と言えば安城出身の都築弥厚を思い浮かべます。弥厚は１８２

２年に用水路の測量に着手し、１８２６年に測量を完了、翌年には開墾計画を幕府勘

定奉行に提出しました。しかし、幕府がこの計画を許可した１８３３年に弥厚は病気

のため死去してしまいました。  

 岡本兵松は、１８２１年大浜村鶴ヶ崎（現在は新川地区）で、沼津藩の御用達を務

めていた回船問屋などを営む岡本兵右衛門の分家に生まれました。２８歳の時に安城

ヶ原の荒地である石井地区を買い取り、開墾に取りかかりましたが、夏の日照りと水

不足で作物が枯れ、用水路の必要を痛感しました。１８６８年明治となり、京都民政

局に都築弥厚の用水計画を継承して開削の許可を願い出ました。そして、翌年、４８

歳の時、鶴ヶ崎の家財を売り払って石井新田に転居し、その戸長を務めました。１８

７５年に廃藩置県で岡崎に設けられた額田県の役所に、岡崎の伊豫田与八郎と連名

で、明治用水の開削設計を立てて許可を請願しました。７回の請願を経て、１８７８

年、５７歳の時に明治用水開削の許可が下り、翌年用水路の開削の大事業に着手し、

６９歳の時に完成式典が挙行されました。そして、７６歳で苦難に満ちた生涯を閉じ

ました。  

 １８９９年に明治用水開削の父として、安城の石井新田村に岡本兵松の記念碑が建

てられました。また、安城の明治川神社に祀
まつ

れています。  
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１９  生のみが我らにあらず、死もまた我らなり  

（平成 23 年 2 月）  

 市民の皆様、２０１１年も１か月が経過しました。順調な年明けとなっていること

と思います。ますますのご健勝、ご活躍を心より祈念申し上げます。  

 今回は、碧南市で最も有名であるといっても過言ではない清沢満之
き よ ざ わ ま ん し

（１８６３年～

１９０３年）さんの「生のみが我らにあらず、死もまた我らなり」という言葉をテー

マにしました。  

 清沢さんは、禁欲的生活と哲学的探求に徹す

る中、３９歳で碧南市大浜にある西方寺（婿に

入って住職を務めた）で死去。親鸞
しんらん

の開いた浄

土真宗本願寺、東京大学で哲学を学び、１８９

２年に日本最初の哲学書「宗教哲学骸骨」を出

版。宗門改革運動を進め、仏教界のルターとも

言われています。大谷大学初代学長等歴任。西

方寺では、現在でも清沢満之終焉の部屋や執筆

の部屋を見学できます。また、清沢さんは、哲学たいけん村無我苑の伊藤証信（１８

７６年～１９６３年）さんや棚尾出身の総合芸術家藤井達吉翁（１８８１年～１９６

４年）にも大きな影響を与えており、何か不思議な結びつきを感じます。  

 さて、見出しの言葉の意味、皆さんはどう解釈しますか。清沢さんは、この言葉に

どういう意味をこめたのでしょうか。  

 単純に、「生も死も人間である以上避けて通れないので、死も素直に受け入れまし

ょう」と解釈しますか。  

私は、この言葉を次のように理解して、人生の指針としています。  

 「人は、肉体が生きている時は当然存在しているが、死んでしまっても、その精神

はいつまでも残っている。清沢さんは死んで１０７歳月が経過しているが、その精神

や考えは今も多くの人々を励まし続けている。生死を貫く道理の中で生きてきた清沢

さんのような人は生も死も関係なく、時空を超越して生きていたのではないか」と。  

 天地神明に誓って間違いのない正道（自らの良心に恥じない生き方）を貫けば、生

死を超越できるかも。  

法応山  西方寺  

（碧南市浜寺町 2-19） 
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２０  画人・富岡鉄斎と碧南との深い関係  

（平成２５年１０月）  

 富岡鉄斎は１８３７年京都に生まれ、幕末の激動期から明治の変革期を経て大正に

わたる３時代を生き抜き、８９歳でその生涯を終えました。儒者としての深遠な古今

和漢の学識を背景に、中国や日本のさまざまな絵画様式を学び取り、極めて創造的・

独自的な画風を確立しました。特定の師につくこともなく、あらゆる絵画を参考に

し、模写を繰り返し、独自に絵画技法を追求したのです。彼の作品は、歳を重ねるご

とにその画風にますます磨きがかかり、多作となり、生涯で２万点以上描いたといわ

れています。鮮烈な色彩感覚、ざん新な表現力、重厚で緻密
ち み つ

な造形力においても稀有
け う

な筆力を発揮しました。（藤井達吉翁と似ていますね）  

 さて、この富岡鉄斎と碧南との関係ですが、２つあります。  

 １つ目は、以前このコーナーでも紹介しました碧南東浦出身で幕末期の勤皇の志士

であり文人でもあり、明治維新の立役者の１人であった岩倉具視の懐刀と言われ、

桃生
も の う

県（後の宮城県）の初代知事になった山中信天翁と友人関係にありました。鉄斎

は、信天翁より１４歳ほど年下でしたが、１８６２年、２７歳の時、信天翁からの勧

めに従い、画業で生計を立てるようになりました。  

 ２つ目は、鉄斎が１８８９年、５４歳のときと１８９５年、６０歳のときに碧南大

浜の石川三碧宅（九重みりん）に逗留
とうりゅう

し、隣家であった閑静な曹洞宗林泉寺の衣ヶ浦

を一望に見渡せる書院や茶室で健筆をふるっています。（信天翁は１８８５年に死去

している）  

 鉄斎は、「万巻の書を読み、万里の道を往く」を座右の銘とし、生涯を通じて日本

各地を旅していますが、１２０年ほど前に碧南の地を訪れ、多くの絵を描いたわけで

す。そのときの光景が目に浮かぶようです。  

 なお、今年１２月末より来年２月初旬まで、藤井達吉現代美術館では「画人・富岡

鉄斎展」という企画展を開催します。碧南との関係を思いながら、じっくり鑑賞して

はいかがでしょうか。  
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２１  全国屈指の施設「無我苑」  

（平成 23 年 4 月）  

 まず、３月の東日本大震災で犠牲になられた皆様にお悔やみと被害にあわれた皆様

にお見舞いを申し上げ、早期の復興を心よりお祈り致します。  

 ところで先日、中日新聞県内版で哲学たいけん村無我苑で開催した「梅原猛名誉村

長特別展」が紹介され、多くの来館者がありました。  

 梅原名誉村長は現在８６歳、知多半島の内海で育ち、京都大学文学部哲学科を卒

業、立命館大学教授、京都市立芸術大学学長、国際日本文化研究センター所長、日本

ペンクラブ会長等を歴任、平成１１年には文化勲章を受章された日本を代表する哲学

者です。奥様は西尾市中畑出身です。  

 平成３年より名誉村長として毎年１回は来碧さ  

れ、時々の旬なテーマで講演をしておられます。  

 碧南市では、名誉村長就任２０周年を機に村長  

に係る常設展示を行う予定です。  

 哲学をテーマとする施設は、大変珍しく、全国  

１７２７の市町村の中では、哲学たいけん村無我  

苑と石川県かほく市にある石川県西田幾多郎記念  

哲学館の２つであるといわれています。  

 哲学たいけん村無我苑は、伊藤証信（１８７６年～１９６３年）のご遺族の寄付と

いう形でスタートした施設ですが、近隣に浄土真宗中興の祖といわれた蓮如（１５世

紀）が西三河地方の布教の拠点として建立した応仁寺という寺があります。  

 伊藤証信は、大学時代、碧南市ゆかりの仏教界のルターといわれた宗教哲学者・清

沢満之に学んでいます。また、総合芸術家で高い宗教哲学性を持つ藤井達吉翁も生

前、伊藤証信と親交を持ち支援をしていました。  

 伊藤証信は２８歳の時に霊感に打たれ「無我の愛」を悟り、晩年は「世界連邦建

設」を目指して活躍、満８７歳で死去しています。  

 梅原名誉村長は「哲学というものは現代という時代において人間がどう生きるべき

かを明らかにする学問です」と述べ、今は日本の仏教哲学を中心とする人類救済の哲

学を生み出そうと必死で探求しておられます。  

 碧南市に「無我苑」ができたのは歴史の必然かもしれません。

哲学たいけん村無我苑  

（碧南市坂口町 3-100） 
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２２  理想を追求し続けた無我苑開祖・伊藤証信  

（平成 26 年 5 月）  

 伊藤証信は、１８７６年、三重県の桑名に生まれ、真宗大学（現大谷大学）で西方

寺の住職でもあった宗教哲学者・清沢満之などから教えを受けていた２７歳のとき

に、父親の看病のため桑名の久米村に帰った折、その枕辺で突然霊感に打たれ、無我

愛の自覚を得て、翌１９０５年の３月に東京巣鴨の大日堂に「無我苑」を開き、修養

運動を始めると同時に、機関誌「無我の愛」を創刊。  

 しかし翌年３月、証信は「修行未熟」を理由に突然無我苑を閉鎖。その後、女学校

の先生などを経たあと、１９２１年、４５歳で東京中野に「無我苑」を再開。この年

の８月、３日間にわたり、理想主義者であり文化勲章を受章した武者小路実篤が主宰

していた宮崎県日向の「新しき村」に滞在。  

 １９２３年に発生した関東大震災後、１９２５年、４８歳のとき、妻とともに碧南

の西端に移り住み、無我愛の思想を学問的に体系づけようとし、仏教に限らずキリス

ト教、西洋哲学など幅広い読書、研究、思索を続けるとともに、地元農村青年にカン

トの『純粋理性批判』を翻訳・教授したり、精神主義に基づく思想的影響を与えまし

た。この間に著書『哲学入門』『無我愛の哲学』を発刊。  

その後、１９３４年、５８歳のときに全国からの浄財の寄贈により、木造２階建の

「無我苑」が竣工し、居室と集会もできる研修道場となりました。現在の「碧南市哲

学たいけん村無我苑」はこの「無我苑」があった場所に、遺族からの寄贈を受けて市

が１９９２年に再建したものです。  

 証信は、宗教統一運動「万教協和聯盟」運動に奔走したり、戦中は、満州に渡り無

我愛を伝導し、戦争協力、天皇制賛美の言動を行い、晩年はノーベル物理学賞学者ア

インシュタインらの提唱する「世界連邦建設」を目指して活動。１９６３年満８７歳

で、理想を追求し続けた人生を閉じています。  

 なお、碧南市哲学たいけん村無我苑には、武者小路実篤が伊藤証信に贈った「無我

愛」という自筆の色紙が残されています。伊藤証信や梅原猛の常設展示もありますの

で、改めて「無我苑」に来て、哲学してみてはいかがですか。  
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２３  鷲塚にある野口英世像  

（平成 24 年 8 月）  

 市民の皆様、鷲塚小学校校庭に野口英世像があることをご存知ですか。この像は、

碧南市在住の彫刻家であった故加藤潮光氏とその子である加藤知彦氏の共同作品であ

り、昭和３２年３月に、その年の卒業記念品として寄贈されたとのことです。  

 野口英世（１８７６～１９２８年）

は、現在の千円札の肖像画の人物であ

り、日本全国知らない人がいないぐらい

有名な世界的細菌学者です。  

 福島県猪苗代に生まれ、幼いころに囲

炉裏に落ち左手に大ヤケドを負いまし

た。しかし、その障害を克服し、猛烈な

研究への情熱を絶やさず、人の命を救う

研究に文字通り一生を捧げました。  

 ロックフェラー医学研究所で蛇毒を研究、また梅毒スピロヘーターの研究で業績を

上げました。そして、アフリカで黄熱病を研究中感染して５１歳で亡くなりました。  

 実は、この野口英世が医者になるために必要な左手の２回目の手術を行ったのは碧

南市鷲塚生まれで、同地に東海地方初の洋式医学校（洋々医館）を開設した医師近藤

坦平（１８４４年～１９２９年）の娘婿の近藤次繁（１８６５年～１９４４年）だっ

たのです。  

 近藤次繁は、しばらく洋々医館で働いた後、上京し東京大学教授や東京大学付属病

院長等を歴任し、日本の外科学を欧州の水準にまで高め、外科学の権威となりまし

た。岸田劉生作の「近藤医学博士像」のモデルともなっています。  

 世界中の人々の幸せに大きく貢献した野口英世が医者になる道を切り開いた人物が

碧南市にゆかりがあるとは誠に素晴らしいことです。  

 洋々医館は、明治５年（１８７２年）に開設、入院患者は常に８０人ほど、外来患

者は１日２００人以上と大繁盛。遠くは静岡や長野からも泊りがけで外来するほどで

した。その後、後継者に恵まれず、昭和５５年閉鎖となりました。跡地の石碑は碧南

市鷲林町４丁目１６番地１のちびっこ広場内にありますので、是非ご一見を。  

鷲塚小学校にある野口英世像  

（碧南市旭町 2-30） 
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２４  高村光太郎と藤井達吉との関係  

（平成 26 年 3 月）  

 碧南市藤井達吉現代美術館では、平成２５年１１月に「生誕１３０年、彫刻家・高

村光太郎展」を開催しました。その結果、歴代第３位にあたる１日平均４２６人、総

計１万６千６００人余りの観覧者がありました。  

 高村光太郎は、彫刻家、詩人であり、特に「道程」「知恵子抄」などの詩集は、小

中学校・高校の教科書に頻繁に出てくるので、大変有名です。光太郎は、１８８３

年、東京芸術大学教授となった彫刻家・高村光雲の長男として東京で生まれ、肺結核

を患い、１９５６年７３歳で死去。  

 実は、光太郎は碧南市出身の総合芸術家・藤井達吉と深い関係を持っています。達

吉は、１８８１年に棚尾村で、米屋の三男として生まれ、８３歳で亡くなっていま

す。光太郎より２歳年上。達吉の家はあまり裕福ではなく、学校での成績は大変優秀

でしたが、小学校を卒業して働きに出ます。１７歳の時、名古屋の服部七宝店で働く

ようになってから、達吉の芸術的才能が開花します。その後、２４歳の時、東京に出

て、七宝や工芸品を作成しながら美術の勉強に励みます。  

 この東京時代に達吉は、光太郎と深いつながりを持ちます。当時、光太郎は、東京

で美術店を開いていましたが、そこで達吉の工芸品が売られていました。また、１９

０８年に工芸研究団体「吾楽会」が結成されますが、この団体に光太郎と達吉は加入

して、一緒に活動しています。さらに、１９１２年、光太郎や岸田劉生によって先進

的な美術集団「ヒュウザン会」が創設されましたが、当時３１歳の達吉もそのメンバ

ーの一人として参加しています。  

以後、達吉は、木工、陶芸、和

紙、日本画、油彩画など幅広い分野

で活躍し、１９２９年、４８歳の

時、武蔵野美術大学の図案工芸科の

教授になっています。昨年は栃木県

宇都宮美術館で、今年は渋谷区松濤

美術館、岡崎市美術博物館などで藤

井達吉展が開催されます。  

郷土の偉人も大したもんですよ。

達吉翁の今後のブレイクを期待しま

す。  
藤井達吉現代美術館（碧南市音羽町 1-1）  
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２５  俳句界の巨匠・高浜虚子と碧南  

（平成 25 年 12 月）  

 高浜虚子は１８７４年（明治７年）愛媛県松山に生まれ、７歳年上の正岡子規（１

８６７年～１９０２年）に師事し、１７歳の時に子規から「虚子」の号を授かりまし

た。俳誌「ホトトギス」を子規より継承して主宰、多くの門下を輩出。虚子の打ち立

てた功績は松尾芭蕉時代以降では子規に次ぐものとして評価され、昭和２９年、８０

歳の時に俳人としては史上初の文化勲章を授与され、８５歳でその生涯を終えていま

す。  

 実は、この高浜虚子と深く交流していた人物で、西三河俳壇の巨匠といわれた俳人

が碧南にいたのです。その人は永井賓
ひん

水
すい

です。本名は四三郎。１８８０年（明治１３

年）に、大浜村の材木問屋、磯貝平七の四男として生まれ、地元の小学校の教員とし

て働き、２８歳より俳句を学び始め、高浜虚子を師と仰ぐようになったのは３４歳の

時です。３５  歳の時に毛筆手書きで俳句誌「アヲミ」を発行、４２歳の時には、謄

写版による「アヲミ」第１号を出し全国に発信、１９４２年、戦時中の６３歳の時に

発行した１８９号で廃刊となりましたが、最盛期には全国５００人ほどから句が寄せ

られていたといいます。  

 賓水は、この「アヲミ」の発行活動を通して虚子ら中央俳壇とのつながりを深め、

著名俳人を招いては地元で句会を行っています。虚子も２回ほど碧南に来ています。

１回目は、１９２２年（大正１１年）虚子４８歳、賓水４３歳の時、碧南棚尾の光輪

寺での句会に参加しています。この折、虚子は「アヲミ」の題字を書き、地元出身の

総合芸術家、藤井達吉（１８８１年～１９６４年）が表紙絵を書きました。２回目

は、それから６年後、昭和３年、虚子５４歳の時、賓水は、衣ケ浦に船を浮かべ、海

上で「虚子先生歓迎観月句会」を行いました。  

 賓水は、昭和３４、７９歳で死去。棚尾の八柱神社境内には、賓水の句碑が建てら

れています。以後現在に至るまで、碧南市では俳句が大変盛んです。賓水や虚子のこ

とを考えながら、一句ひねってみては。  
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２６ 豊田市の三代目市長は碧南市西端地区出身 

（令和 3 年 5 月） 

 豊田市は、３月１日に市制７０周年を迎えました。日本、愛知県、西三河地域の発展に大きく

貢献をされています。心よりお祝い申し上げます。 

 さて、現在の太田市長は８代目の市長ですが、実は３代目市長の故・長坂貞一氏は碧南市西端

地区の出身です。 

 同氏は、明治２４年（１８９１）に愛知県碧海郡西端村（現在は碧南市）の呉服屋の四男とし

て生まれ、愛知県立農林学校（現在の県立安城農林高校）を卒業し、小学校教員、農林省営林署

技手、額田銀行勤務を経て、昭和８年（１９３３）４２歳の時に挙母町役場の書記となりまし

た。 

 その後、庶務課長、振興課長などを務め、トヨタ自動車工業（現在のトヨタ自動車）の誘致に

参画しました（トヨタ自働車の創業者である故豊田喜一郎氏は工場の建設地を挙母か大府か碧南

かで迷ったが、各段に安い土地価格を提示した挙母に決定したという話も残っています）。 

 昭和２０年（１９４５）５４歳で助役に就任。渡辺釟吉市長の下で市制施行に力を尽くし、昭

和２６年（１９５１）６０歳の時に挙母市が誕生することとなりました。そして、昭和３１年

（１９５６）１月、２代目の中村寿一市長が任期中に死去し、これに伴って行われた市長選に立

候補し６５歳の時に初当選し、３代目市長として２期８年間市政発展に尽力しました。 

 同氏の市長時代、工場誘致条例を制定するとともに、市内中小企業に対しては、組合組織によ

る団地結成を呼びかけ、２つの工業団地を造成しました。 

 また、同氏は多くの市民の反対を乗り越えて、昭和３４年（１９５９）１月１日をもって市の

名前を挙母市から豊田市に変更しました。６７歳の時でした。 

 昭和４３年（１９６８）、豊田市名誉市民に列せられ、翌昭和４４年（１９６９）１月５日死

去。７７歳でした。 

 碧南市の出身者が、西三河の雄である豊田市の市長となり、その発展に大きく貢献したという

事実は、碧南市や市民にとっても大変誇らしいことです。 

 同氏のほか、天皇の御学問所、大久保利通邸屋敷、各岸壁などのたたき工事を実施した現在の

碧南市西山町出身の故服部長七氏も昭和３６年（１９６１）に岡崎市の名誉市民に列せられてい

ます。 

 碧南出身者のますますの活躍を期待します。



28 

 

２７ 愛知トヨタの創業者・故山口昇氏は新川町出身 

（平成 31 年 3 月） 

 名古屋市昭和区に愛知トヨタ自動車㈱、通称愛知トヨタというトヨタ自動車の販売店

（自動車ディーラー）の本社があります。資本金５億円、売上高千６００億円、従業員数

２千人という会社です。当社は、トヨタの対米輸出第１号車の輸出業務を手掛け、トヨタ

系独立ディーラー屈指の売上を誇ります。  

 店舗は、通常の「トヨタ店」のほか、レクサスを扱う「レクサス店」（県内６店舗、浜

松市に１店舗）、「フォルクスワーゲン店」、中古車専門店「キャラット」があります。

事業所ということでは、１０１か所あります。  

 実は、愛知トヨタの創業者は、碧南の新川町出身の山口昇という人物です。  

 １８９６（明治２９）年生まれ、慶応義塾普通部の野球部で投手兼キャプテンを努め、

１９１６（大正５）年の第２回全国中等学校優勝野球大会（第３０回大会から全国高等学

校野球選手権大会に改称、甲子園大会のこと）でホームランを打つなど、投打で大活躍を

し、全国優勝を果たしました。  

 山口氏は、１９３５年、３９歳のとき、トヨタの第一号ディーラー「日の出モーター

ス」を誕生させ、戦後１９４６年に社名を愛知トヨタ販売と改名、１９４８年には現在の

社名に改名。そして、その初代社長となり、１９５０年、１９６１年にトヨタ自動車販売

店協会理事長、１９７３年にはトヨタ自動車販売店協会会長に就任、１９６１年には、愛

知県自動車販売協会会長に就任するなど、自動車関連各種団体の要職を歴任しています。

そして、１９７６年、７９歳で逝去されました。  

 碧南市には、「アクア」という車種のミッションなどを製造しているトヨタ自動車の衣

浦工場やトヨタグループの豊田自動織機、アイシン精機（愛知工業と碧南の新川工業が合

併してアイシンという名になった）、ジェイテクト、アイシン辰栄といった部品製造企業

がありますが、トヨタの第一号ディーラーとなり、トヨタの対米輸出第一号車の輸出業務

を手掛け、その後も自動車販売業界で大活躍した人物が碧南出身なのです。 

 これも碧南市、碧南市民にとっての大きな誇りです。  
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２８ 碧南発ミスタードーナツ＆ダスキン 

（平成 25 年 5 月） 

 ミスタードーナツといえば、もちもちの美味しいドーナツを中心に販売している日本中

だれもが知っている会社です。もともとアメリカのボストンで５８年前、１９５５年に創

業された会社です。日本には今から４２年前の１９７１年に上陸し、今年３月末の店舗数

は国内千３７７店であり、日本最大規模のドーナツチェーン店です。  

 実は、このミスタードーナツと碧南市には大きな関係があるのです。ミスタードーナツ

が日本に展開した当初より、日本国内における運営会社は、「愛の店」などのキャッチフ

レーズで大変有名なダスキンです。  

 このダスキンの創業者であり、ミスタードーナツを日本に誘致した人物が、碧南市出身

の鈴木清一氏なのです。鈴木清一氏は１９１１年に碧南市大浜の角谷家に生まれ、生名は

清市。農家の６人兄弟中の四男であったが、５歳のときに鈴木家の養子となりました。就

職後、結核を患い養母の愛情に救われた影響から、托鉢
たくはつ

求道
ぐ ど う

の生活に入りました。 

 以後「道と経済の合一」を願う祈りの経営を生涯追求。そして１９６３年にダスキンを

創業。掃除用具のレンタル事業をフランチャイズシステムにより全国展開し、画期的な流

通組織を確立。１９７１年にミスタードーナツ事業の導入をはじめとする多角化に乗り出

し、日本初の複合フランチャイズ企業としてダスキン企業グループ及び加盟店を率いまし

た。そして、社長をしりぞいた翌年の１９８０年に６８歳で永眠されました。ダスキンの

本社は、現在、大阪府吹田市にあります。「ダスキン」は英語の「ダストクロス（dust 

cloth)」と日本語の雑巾の合成語。鈴木氏は、「自分が汚れた分だけ人が綺麗になる『ぞ

うきん』の精神」を広めようとしたとのことです。従業員３千４００人、売上高千７００

億円、２０１２年３月末現在の掃除衛生用品レンタルの拠点は、国内２千８３拠点です。  

 鈴木清一氏の精神が、全国、全世界に広がることを期待します。  
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２９ 歯科医療機器トップメーカー長田電機工業創立者は碧南

市出身                  （平成 28 年 10 月） 

 皆さん、歯医者さんで歯の治療を受けているときに、上を見ると「ＯＳＡＤＡ」という

文字が、治療機器に書かれているのを目にしたことはありませんか。 

 歯を削ったり、穴を開けたり、抜いたりする一連の作業ができる医療機器のことをデン

タルユニットと言いますが、この機器開発のパイオニアであり、現在、国内販売台数の２

５％を占めているのが、長田電機工業という会社です。この企業は、１９３５年に東京都

品川区西五反田にて創設されていますが、その創業者は長田冨太郎さんという碧南市棚尾

地区出身者です。１９４７年には、現在の棚尾小学校東側に愛知工場を設立し、歯科の簡

易治療台の製造販売を開始しました。その後、１９６１年に名古屋市緑区大高町に名古屋

工場を竣工しています。その後、碧南市の愛知工場は閉鎖となりました。現在、従業員約

４００人、営業所は全国主要都市に２２か所。海外へは北米、中南米、ヨーロッパ、中近

東、東南アジア、オセアニア、アフリカと、世界中の多くの国々に輸出しています。  

 棚尾小学校正門向い側、棚尾郵便局奥に「長冨公園」があります。まさに、この場所に

長田電機工業愛知工場がありました。１９８５年、創業５０周年を記念して、長田冨太郎

さんの息子さんの勉氏（当時社長）が碧南市に、工場の跡地約千５００㎡（時価約１億２

千万円）を寄付され、１９８７年に公園として竣工したものです。「長冨」は、長田の

「長」と冨太郎の「冨」からきています。  

 市民の皆さん、これから歯医者さんへ行くとき  

は、そこの治療機器がどこのメーカーのものか確  

認してみてください。歯の治療の痛みも少しは和  

らぐかもしれません。  

 今回取り上げた話題についても、あまり知られ  

ていないようです。ダスキンやミスタードーナツ  

の創業者である鈴木清一氏が碧南市大浜地区の出  

身であることを知らない人が多いのと同じです。  

碧南人もいろんなところで活躍し、社会に大いに貢献しているのです。ブラボー。  

※９月１日号の敬天愛人「サザエさんと碧南市」でご紹介した伊藤さんは、四男一女の

兄弟の四男の誤りでした。訂正してお詫びします。  

 

長冨公園（碧南市春日町 3-85） 
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３０ サザエさんと碧南市 

（平成 28 年 9 月） 

 「サザエさん」という漫画があります。１９４６年から福岡県の地方紙「夕刊フクニ

チ」で４コマまんがとして連載が始まり、その後、朝日新聞に掲載を移して、１９７４年

まで連載されました。総数６千４７７話。  

 作者は長谷川町子氏（日本初の女性プロ漫画家、１９２０年～１９９２年、７２歳

没）。 

 テレビアニメは、１９６９年にフジテレビ系列で放送され、現在まで４７年間続いてい

ます。この番組は、２０１３年９月に「最も長く放映されているテレビアニメ番組」とし

て、ギネス世界記録に認定登録されました。この「サザエさん」と碧南市とは関係がある

のです。 

 主人公のフグ田サザエの声は４７年間、同じ人物が務めています。加藤みどりさん（本

名伊藤みどり）という声優で、現在７６歳です。  

 最近では、バラエティ番組「大改造!!劇的ビフォーアフター」のナレーションを担当し

ています。この加藤みどりさんは日本で最も有名な声優であるといっても過言ではありま

せん。 

 実はこの人の伴侶が碧南市新川町出身の伊藤さんという元ＮＨＫ職員なのです。  

 昭和初期、新川町に「伊藤３兄弟」という大変優秀で有名な兄弟がいました。３人とも

東京大学を卒業し、長男は弁護士になり、次男は１９２５年生まれの伊藤漱平さんという

有名な中国文学者で、東京大学教授や東京にある二松学舎大学の学長（１９８９年～１９

９３年の５年間）を歴任して、２００２年春、勲三等旭日中綬章という勲章を受けていま

す（２００９年、８４歳没）。  

 そして三男の伊藤さんは、ＮＨＫに就職して、加藤みどりさんと出会い、結婚したとい

うわけです。 

 メジャーな人物たちと、どこでどのようにつながっているのか分からないものですね。  

 碧南市は、経済的に恵まれているだけではなく、歴史的にも文化的にも「世界に誇れ

る」ものがたくさんあることが分かってもらえれば幸いです。  

 今後とも、碧南市との関わりのある人物や事物を探し出し、市民の皆様にお知らせしよ

うと思います。ご期待ください。  
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３１  碧南産の有名彫刻・鬼瓦を知っていますか  

（平成 27 年 11 月）  

 碧南市内には全国的に有名な彫刻家の野外彫刻が設置されていますが、碧南で生ま

れ育った芸術家の作品も全国に多く設置されています。今回は多年に渡り碧南文化発

展に尽力された元文化協会長・故加藤潮光氏とその令息加藤知彦氏、潮光氏に師事し

た鬼師・梶川亮治氏の作品の一部を紹介します。皆様も旅行に行かれたら、それが碧

南産であることを宣伝してください。  

加藤潮光氏（１９１６年〜１９７７年）の作品  

○日蓮上人像（等身大木彫）淨春寺本尊ー静岡市清水区○天照大神像（木彫）小石川

大神宮ご神体、狛犬（ブロンズ）ー東京都文京区○伊豫田与八郎翁像（ブロンズ）碧

南市出身岡本兵松らと明治用水を創設ー豊田市畝部町○躍進の像（ブロンズ）ー豊田

市愛知環状線三河上郷駅前○比島観音像（ブロンズ）ー三河湾国定公園三ヶ根山頂、

鹿児島県指宿市花瀬望比公園、岡山県最上高松稲荷、沖縄県沖宮など  

加藤知彦氏（１９３８年〜、新川地区在住）の作品  

○博愛の像（孝養の像、ブロンズ）ー東京都港区の笹川記念会館、江東区のＢ＆Ｇ財

団センター、全国モーターボート競走場など２９か所○従軍看護婦之碑（ブロンズ）

ー三河湾国定公園三ヶ根山頂○水子観音像（ブロンズ）ー岡山県最上高松稲荷○大獅

子小獅子舞（ブロンズ）ー半田市成岩神社○第６２回伊勢神宮式年遷宮記念伊勢内宮

前おかげ横丁大黒ホール内「豊年の舞、大漁の賦」（木彫）○伊勢内宮前おかげ横丁

小動物群「栗鼠一対、雀五羽、神鶏一対、仔猫、梟、狸囃家族、ムササビ、父子猿、

現代三猿」（以上陶製）など  

梶川亮治氏（１９３８年〜、西端地区在住）の作品  

○無量壽寺本堂鬼瓦ー兵庫県加東市、高さ９ｍ幅８．８ｍでギネスブック公式認定○

旧江戸城外桜田門鬼瓦ー東京都千代田区、国指定重要文化財○建長寺客殿鬼瓦ー神奈

川県鎌倉市、国指定史跡、重要文化財○南禅寺宿房鬼瓦ー京都市左京区、国指定史

跡、重要文化財○会津若松城天守鬼瓦ー福島県会津若松市、国指定史跡など   

なお、梶川亮治氏の息子・梶川俊一郎氏は２００９年、２０１１年に日展の特選に

選ばれるなど、たいへん優れた彫刻家であることも紹介しておきます。  

加藤潮光氏の作品

（碧南市宮町） 

加藤潮光氏の作品  

大浜熊野大神社  

（碧南市宮町 5−46） 

加藤知彦氏の作品  

碧南市役所  

（碧南市松本町 28） 

梶川亮治氏の作品  

あおいパーク 

（碧南市江口町 3-15-3） 
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３２  碧南市の小学校教員時代に山本悦子さんが日本児童文

学界の最高賞といえる野間児童文芸賞を受賞   （令和 3 年 8 月）  

 野間児童文芸賞とは、講談社（東京都文京区に本社を置く大手総合出版社）の初代

社長である野間清治氏の遺志により設立された財団法人野間文化財団が昭和３８年

（１９６３）から設けた児童向けの文学・ノンフィクションを対象とする文学賞であ

り、平成５年（１９９３）、３１回目以降は毎年１作品のみを選出しています。受賞

者には正賞としてブロンズ像、副賞として２００万円が授与され、対象作品は前年８

月１日から当年７月３１日までの過去１年間に刊行されたもので１１月に発表、１２

月に贈呈式が行われます。  

 この賞は、児童向けの童話や絵本を書いている児童文学作家に与えられる日本にお

ける最高賞といえる賞です。実は、この賞を碧南市の教員であった山本悦子さんが受

賞しているのです。  

 山本悦子さんは、半田市の生まれで現在も同市に住んでおられますが、平成５年

（１９９３）から令和元年（２０１９）まで、碧南市の新川、棚尾、大浜、鷲塚の各

小学校で教べんを執りながら作家活動をされていました。その経歴は次のとおりで

す。  

 平成８年（１９９６）発行の「ぼくとカジババのめだまやき戦争（ポプラ社）」で

児童文学作家としてデビュー（棚尾小学校勤務時代）。  

 同年発行の「Ｗａ・ｏ・ｎ～夏の日のトランペット（ひくまの出版）」で第７回

新・北陸児童文学賞受賞（棚尾小学校勤務時代 )。  

 平成２２年（２０１０）発行の「がっこうかっぱのイケノオイ（童心社）」が第５

７回青少年読書感想文全国コンクール・小学校低学年の部の課題図書に選定されまし

た。  

 平成２６年（２０１４）発行の「先生、しゅくだいわすれました（童心社）」がミ

ュンヘン国際児童図書館が選ぶブックリストに選定されました。そして、平成２８年

（２０１６）に発行した「神隠しの教室（童心社）」で第５５回野間児童文芸賞を受

賞となりました（鷲塚小学校勤務時代 )。  
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 その後も、「夜間中学へようこそ（岩崎書店）」、平成３０年（２０１８）に「お

かわりへの道（ＰＨＰ研究所）」、「二年二組のたからばこ（童心社）」、令和元年

（２０１９）「犬がすきなぼくとおじさんとシロ（岩崎書店）」、「今、空に翼広げ

て（講談社）」、「がっこうかっぱのおひっこし（童心社）」などを出版されていま

す。  

 碧南市ゆかりの山本悦子さんの今後ますますのご活躍をご祈念申し上げます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


