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確たる針路を確立すれば、日本は必ず復興する

日本人は胸を張り、毅然とあれ

主催・政治ブログ「博士の独り言」
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大震災のお見舞いを申し上げます

ず少々お話しさせていただき、国を守り保つ「保守」の意義
を確認させていただきたく思います。

そもそも、政治、思想分野は専門外の身ではありますけれ
ども、しかし、この五年間は、特に、
「個」のあらゆる時間、
諸費を費やし、ささやかながらも国思う活動を地道に重ねて
まいりました。

本年三月十一日に、東北太平洋側沖を震源として発生した
観測史上最大の大地震、およびその後の津波、余震により、
東北、関東地域に甚大な被害がもたらされました。
時々刻々と、多数の犠牲者、行方不明者の報に触れるにつ
け、痛痒の念を深くいたしております。先ずは冒頭に、震災
で亡くなられた方々の ご冥福を心よりお祈り 申し上げると
ともに、心ある良識による総力を挙げた復興と、一日でも早
く、被災者方々が日々の安寧を取り戻されることを心よりお
祈り申し上げます。

さらに、心ある日本国民が共有し、針路とすべき真正の保
守とその粛々たる見極め、さらには、整然と峻別すべき点に
ついて少々問いかけをさせていただきたく考えております。

勉強会ご参加への感謝

でも、先ず、このことをみなさまに確認させていただきたく
思う次第です。

事実、実態の指摘は「悪口」ではなく、事の真実を掘り出
し、その共有のために不可欠です。また、事実認識と正確な
認識の共有はすべての第一歩です。正論は真実から生まれ、
この筋道を踏む良識の声は必ず力になります。本日の勉強会

その中で、先ずは、日本の現状と在るべき将来について、
一日一日を大切に、より多くのみなさまと共に考え、真実を
共有させていただければ有り難きことと存じ、所事例を通じ
て国思う上での問いかけを重ねてまいりました。

本日、国思う勉強会へご参加のみなさまにおかれましては、
ご多忙の中、週末の貴重なお時間の中、遠路よりお越しいた
だき、心より厚く御礼申し上げます。
短い時間ですが、本日は、先ずを以って、日本国民に賜り
たる陛下のお言葉をあらためて拝し、皇暦連綿と刻み来たる
誇れる日本の伝統と日本人の底力について、若輩の身を省み
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日本国民に向け、お言葉賜る

陛下のお言葉

そそ しし てて 何何 にに もも 増増 しし てて 、、ここ のの 大大 災災 害害 をを 生生 きき 抜抜 きき 、、被被 災災 者者 とと しし
てて のの 自自 らら をを 励励 まま しし つつ つつ 、、ここ れれ かか らら のの 日日 々々 をを 生生 きき よよ うう とと しし てて いい
るる 人人 々々 のの 雄雄 々々 しし ささ にに 深深 くく 胸胸 をを 打打 たた れれ てて いい まま すす 。。自自 衛衛 隊隊 、、警警 察察 、、
消消 防防 、、海海 上上 保保 安安 庁庁 をを はは じじ めめ とと すす るる 国国 やや 地地 方方 自自 治治 体体 のの 人人 々々 、、諸諸

まま たた 現現 在在 、、原原 子子 力力 発発 電電 所所 のの 状状 況況 がが 予予 断断 をを 許許 ささ ぬぬ もも のの でで ああ るる
ここ とと をを 深深 くく 案案 じじ 、、関関 係係 者者 のの 尽尽 力力 にに よよ りり 、、事事 態態 のの ささ らら なな るる 悪悪 化化
がが 回回 避避 ささ れれ るる ここ とと をを 切切 にに 願願 っっ てて いい まま すす 。。現現 在在 、、国国 をを 挙挙 げげ てて のの
救救 援援 活活 動動 がが 進進 めめ らら れれ てて いい まま すす がが 、、厳厳 しし いい 寒寒 ささ のの 中中 でで 、、多多 くく のの
人人 々々 がが 食食 料料 、、飲飲 料料 水水 、、燃燃 料料 なな どど のの 不不 足足 にに よよ りり 、、極極 めめ てて 苦苦 しし いい
避避 難難 生生 活活 をを 余余 儀儀 なな くく ささ れれ てて いい まま すす 。。そそ のの 速速 やや かか なな 救救 済済 のの たた めめ
にに 全全 力力 をを 挙挙 げげ るる ここ とと にに よよ りり 、、被被 災災 者者 のの 状状 況況 がが 少少 しし でで もも 好好 転転 しし 、、
人人 々々 のの 復復 興興 へへ のの 希希 望望 にに つつ なな がが っっ てて いい くく ここ とと をを 心心 かか らら 願願 わわ ずず
にに はは いい らら れれ まま せせ んん 。。

三月十六日、日本国民に向け、陛下よりお言葉賜るとの発
ここ のの たた びび のの 東東 北北 地地 方方 太太 平平 洋洋 沖沖 地地 震震 はは 、、 ママ ググ ニニ チチ ュュ ーー ドド 九九 ．．
表がありました。ここにあらためて掲載させていただきます。
〇〇 とと いい うう 例例 をを 見見 なな いい 規規 模模 のの 巨巨 大大 地地 震震 でで ああ りり 、、被被 災災 地地 のの 悲悲 惨惨 なな
状状 況況 にに 深深 くく 心心 をを 痛痛 めめ てて いい まま すす 。。地地 震震 やや 津津 波波 にに よよ るる 死死 者者 のの 数数 はは 、、
日日 をを 追追 っっ てて 増増 加加 しし 、、犠犠 牲牲 者者 がが 何何 人人 にに なな るる のの かか もも わわ かか りり まま せせ んん 。。
一一 人人 でで もも 、、多多 くく のの 人人 のの 無無 事事 がが 確確 認認 ささ れれ るる ここ とと をを 願願 っっ てて いい まま すす 。。
FNN ニュース（Web）3 月 16 日付記事より資料として参照
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外外 国国 かか らら のの 救救 援援 のの たた めめ にに 来来 日日 しし たた 人人 々々 。。国国 内内 のの ささ まま ざざ まま なな 救救
援援 組組 織織 にに 属属 すす るる 人人 々々 がが 、、余余 震震 のの 続続 くく 危危 険険 なな 状状 況況 のの 中中 でで 、、日日 夜夜 、、
救救 援援 活活 動動 をを 進進 めめ てて いい るる 努努 力力 にに 感感 謝謝 しし 、、そそ のの 労労 をを 深深 くく ねね ぎぎ らら いい
たた くく 思思 いい まま すす 。。
今今 回回 、、世世 界界 各各 国国 のの 元元 首首 かか らら 、、相相 次次 いい でで おお 見見 舞舞 いい のの 電電 報報 がが 届届
きき 、、そそ のの 多多 くく にに 各各 国国 国国 民民 のの 気気 持持 ちち がが 、、被被 災災 者者 とと 共共 にに ああ るる とと のの
言言 葉葉 がが 添添 ええ らら れれ てて いい まま しし たた 。。ここ れれ をを 被被 災災 地地 のの 人人 々々 にに おお 伝伝 ええ しし
まま すす 。。
海海 外外 にに おお いい てて はは 、、ここ のの 深深 いい 悲悲 しし みみ のの 中中 でで 、、日日 本本 人人 がが 取取 りり 乱乱
すす ここ とと なな くく 助助 けけ 合合 いい 、、秩秩 序序 ああ るる 対対 応応 をを 示示 しし てて いい るる ここ とと にに 触触 れれ
たた 論論 調調 もも 多多 いい とと 聞聞 いい てて いい まま すす 。。ここ れれ かか らら もも 、、皆皆 がが 相相 携携 ええ 、、いい
たた わわ りり ああ っっ てて 、、ここ のの 不不 幸幸 なな 時時 期期 をを 乗乗 りり 越越 ええ るる ここ とと をを 衷衷 心心 よよ りり
願願 っっ てて いい まま すす 。。
被被 災災 者者 のの ここ れれ かか らら のの 苦苦 難難 のの 日日 々々 をを 、、私私 たた ちち 皆皆 がが 、、ささ まま ざざ まま
なな 形形 でで 、、少少 しし でで もも 多多 くく 分分 かか ちち 合合 っっ てて いい くく ここ とと がが 大大 切切 でで ああ ろろ うう
とと 思思 いい まま すす 。。被被 災災 しし たた 人人 々々 がが 、、決決 しし てて 希希 望望 をを 捨捨 てて るる ここ とと なな くく 、、
体体 をを 大大 切切 にに 、、ああ すす かか らら のの 日日 々々 をを 生生 きき 抜抜 いい てて くく れれ るる よよ うう 。。まま たた 、、
国国 民民 人人
人人
1
1 がが 、、 被被 災災 しし たた 各各 地地 域域 のの うう ええ にに 、、 ここ れれ かか らら もも 長長
くく 心心 をを 寄寄 せせ 、、被被 災災 者者 とと とと もも にに 、、そそ れれ ぞぞ れれ のの 地地 域域 のの 復復 興興 のの 道道 のの
りり をを 見見 守守 りり 続続 けけ てて いい くく ここ とと をを 心心 よよ りり 願願 っっ てて いい まま すす 。。

復興プロセスの根底に、国家再興への針路と心を

応急措置は不可欠な目前の国家的急務と謂えます。同時に、
国家にあるべきは、その先の中長期にわたる復興計画と、さ
らに国家再興への確たる針路が「応急措置」の根底にあらね
ば施策とは謂えず、また、復興それ自体も、物質的な救援や
インフラなどの枠組みの再整備に終始していては「復興」と
は謂えません。真の復興の原動力となるのは、何より「日本
国民の心の復興」にあることに、政治は気づかねばなりませ
ん。

たとえば、戦後の日本復興は、明らかに先帝陛下の各地へ
の行幸にその端処がありました。住む家を失い、あるいは、
物資乏しく着るもの貧しくとも、国家再興へ向けて多くの国
民が心新たに、総じて立ち上がったのです。物資を配給すれ
ばそれで良し、とするかのそもそもの日本人のメンタリティ
とは異質なコミンテルンの発想ではなく、今、日本に必要な
力もまた、先ずは「日本国民の心の復興」にあることを確認
させていただきたく思います。

国家は無数の家族が 集まる大きな家です。 さればこそ
「国家」と謂います。家族と家族とが力を寄せ合って、助け
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合ってこそ国を支えることができる。古来より日本人が大切
にして来たその家族の力をここであらためて確認し合い、国
家の至宝をあらためて確認し合う機会と出来得れば、日本は
必ず復興します。
また、その針路の確立の上にこそ、民意は次第に背筋を正
し、怪しげな政治パフォーマーではなく、この日本に相応し
い、日本の政治をなす日本の政治家が必ず選ばれて行くに違
いありません。

日本の素晴らしさ、有り難さ
毀日教育やあらぬメディアの植え付けによって、「こんな
国」とつい思い込んでおられた方は少なくないのかもしれま
せん。国々それぞれに長短はあるでしょうし、日本もまたそ
の例外ではないことも確かです。しかし、史実から外れた捏
造史観や、針小膨大な誇張を喧伝して国を内側から弱めるか
の、政治的な扇動を専門的になす賊類に粉動されたり、心を
そのおぞましいメンタ リティに同化させてし まう筋道にも
ありません。
日本はそもそも素晴らしさを数多と有する国であり、諸国
を観て来て、また観て来るほどに、その素晴らしさ、有り難

さをことさらに思い知る、そうした日本人もまた少なくない
のも事実で、私もまたその一人です。この三月十六日には、
整然とした日本に対す る米国の驚きの声を報 じる記事が配
されていましたので、ご参考までに掲載させていただきます。

諸国の多くでは、たとえ災
害、地 震に いた らず とも、 わず
か数時 間で あっ ても 、何か の原
因で街 が停 電す れば 略奪や 性犯
罪が発 生し ます 。街 が騒然 とな
り、い かな る急 用が あって も危
険の余 りに 街へ 出る ことで も出
来ない 。そ のよ うな ことが ごく
頻繁な 国々 はこ の地 上に少 なく
ありません。

たとえば、偏狭な井の中の毀

そ れ が 偽 らざ る 現 実で あ り 、
上記の 記事 もま たそ の一端 を傍
証する もの と認 識す れば判 りや
すくなります。

時事通信（Web）3 月 16 付記事より資料として参照のため引用
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に示してまいろうではありませんか。

その根底に日々新たに、積もる大雪をも跳ね返す柳のよう
な強靭さと、いかなる 台風にも折れない巨木 の威容にも喩
（たと）えるべき厳とした日本人の誇れる心の強さと豊かさ、
品位高き美徳があります。先祖代々の、日本人の底力の源泉
があります。良識の総力を以って、真の復興の底力を国内外

日本人は暴動や略奪を起こすことなく、被った災いをむし
ろ幸いへと転換して行ける。ポジティブな方向へ、前向きな
方向へと心底、目覚めて立ち上がることができる。

日教員組合の労働者のみなさまなどが、良いところしか見
災いを幸いへと転換し得る、日本人の底力
せない観光ツアーではなく、国々の偽れざる実状を見分する
深入りツアーを組むな りして実際に見聞いた だきたい厳し
い状況が、日本を出ればごく“一般的に”実在しているので
有り難さは、その中に浸ってしまえばつい忘れてしまいが
す。その実情を知っていただきたく思うこともしばしばです。 ちです。それは、いわば「人の習性」と謂える側面もあるの
かもしれません。しかし、たとえば、今まで身近なストアの
店内の棚に満載されていた食品や日用品。その光景がごく当
「なぜ日本では略奪が起きないのか」
たり前に思えてしまっていた日常がここで一転し、お金を持
参していても買えない。そうした状況が目の前に現出すれば、
有り難さを再確認できるのかもしれませんし、初めて経験さ
れる方にとっては貴重な経験となし得るのかもしれません。
記事には、「東日本大震災の被害や福島第 原
1 発事故が連
日、トップニュースで伝えられている米国で、被災者の忍耐
強さと秩序立った様子に驚きと称賛の声が上がっている。
「なぜ日本では略奪が起きないのか」」
（時事通信）と報じて
います。米国の人々の疑問もまた、逆説的な意味でごく自然
なものなのかもしれませんし、日本の素晴らしさの証明にも
なろうかと思います。

国々にもよりますが、たとえば、「計画停電」などしよう
ものならそれだけ街々に「闇間」を現出するに等しく、犯罪
と負傷者、死者がそこに現出しかねないことを意味する。そ
うした国も少なくありません。言葉は悪くて恐縮ですが、そ
の意味で、現下の東電も政府も、この日本であればこそ存在
し得ているのかもしれません。
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長遠な歴史を有する日本
本年は西暦に約せば二〇一一年です。国の元号では平成二
十三年ですが、神武天皇の即位を始まる暦と置けば、皇紀二
六七一年に当たり、以来、今上陛下で第一二五代に当たりま
す。同一国家が、このように長きに渡って続いて来た事例は、
いかなる世界史対照年 表を参照しても日本以 外に存在して
おりません。

本質を英邁に見抜き、私たち日本国民は、尊き天皇陛下の存
在を、同時に日本が凛として存在して来た証としても拝し尊
ぶべきです。

少なくとも二六七一年 と謂う世界に比類なき 国家の長い
歴史とともに、日本に、荘厳な天皇の系譜が連綿と続いて来
たこと、それ自体が人類史に唯一無二の尊い証なのです。

国旗の由来と先祖代々の日本

その旗印として、太陽をかたちどった日章旗がごく自然に
形成された、と考察して良いでしょう。現存最古の日章旗と
しては、山梨県甲州市（旧塩山市）の裂石山雲峰寺所蔵の幟
がよく知られているそうです。この日章旗には、第七十代後

長い歴史を有する日本には、日本であればこそ、実に多く
の重宝が存在しています。その中でも、長遠な歴史を代々司
られ、日本国の民と共に歩んで来られた歴代天皇は日本民族
の象徴であると同時に至宝であり、最も尊ぶべき存在である
ことを確認しなければなりません。
今日では、建国の歴史が一世紀にすら満たない一部の国々
が、さまざまな場面で吹聴する虚構をもとにした毀日史観の
徘徊と、それを助長するかのメディア報道の横行の影響を受
けてか、時の天皇陛下を毀損するかの風潮が目立つ世情にあ
ります。

冷泉天皇（一〇四五年即位）より源義光（新羅三郎）へ下賜
されたという伝承があり、
「御旗」
（みはた）と呼ばれ、義光

一般に、
「お天道さまのもとで正直に生きる」。それが日本
人である、とよく謂われます。まさに、一切を照らし育む。
その太陽のもとに、真っ直ぐに生きて来た。それが日本人の
誇りであります。上古の時代から「日本」と謂う国名が用い
られて来たことも、その何よりの証左と謂えます。

しかし、そうした風潮や、報道による植え付けが意図する
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の系譜に続く甲斐源氏 宗家の甲斐武田家に家 宝として伝来
しています。その真偽のほどは不明、とされていますが、当
時から日章旗が存在し ていたとしても不思議 ではありませ
ん。

また、古き時代の日章旗とされるものには、奈良県五條市
（旧西吉野村）の堀家に伝わる第九十六代後醍醐天皇（一三
一八年即位）下賜の幟がよく知られております。

一千年を超える歴史を有する日本の日の丸

江戸時代にいたり、日本船の船籍旗としても日章旗が用い
られていた記録が数々の屏風絵などで確認できます。

そして、嘉永七年（一八五四年）三月の日米和親条約調印
後に、日本船を外国船と区別するための標識が必要となり、
日本国共通の船舶旗（日本惣船印）を制定する必要が生じま
した。その時に、薩摩藩主であった島津斉彬の案出と、幕府
海防参与であった徳川斉昭らの進言によって、「日の丸」の
幟を用いることになりました。同年七月九日、その旨が老中
の阿部正弘により布告され、古来からの日章旗がここで日本
国の国旗となりました。

島津斉彬が国旗を案出した理由については、一般に、当時
の鹿児島城内から見た桜島から昇る太陽を美しく思い、これ
を国旗にしようと家臣 に申し渡した様子が伝 えられていま
す。

しかし、そもそも島津家代々が家紋に太陽を意味する真
円を配しており、十文字（十徳を表し、十徳とは人としての
すべての徳を謂う）を日輪で囲んでいます。その意義、すな
わち日本人の本来の品位と特性を表す、との心から国旗を案
出した、と推察しても不自然ではないでしょう。
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日章旗とは、元来、かくも尊い淵源と意義を持つ国旗です。
日章旗をとかく乱暴にあつかい、罵声によって毀損する集団
が随所に見られますが、この尊い意味を知らず、あるいは、
むしろ日本を恨み毀損を目的とした仕業と認識し、その本質
を見抜き、日章旗を粛々たる日本国民の宝として大切にすべ
きです。
「お天道さまのもとで正直に生きる」。この先祖代々の日
本を心から誇りに持ち、毅然とした日本を築いてまいりまし
ょう。

日本であればこその武士道の集成

時代活劇やドラマなどで、武士を、あたかも刀を持つ蛮人
であるかのように描き、人殺しの象徴であるかの風潮があり
ます。しかし、それらの底流に、日本の美徳、規範の象徴で
もある武士道を毀損し、日本人の誇りを消失せしめる意図が
窺えるケースが多々あります。ゆえに、私たちは、それら毀
損の本質を英邁に見抜き、本来の伝統の武士道を尋ね直し、
その尊さを確認する必要があります。

また、武士道の根幹が支那の儒教が底流に敷かれているか
の解釈があります。たとえば、「君に忠、親に孝、自らを節
すること厳しく、下位の者に仁慈を以てし、敵には憐みをか
け、私欲を忌み、公正を尊び、富貴よりも名誉を以て貴しと
なす」、と。また、「家名の存続」等々。

たとえば、儒教の発祥をみた支那や、伝来した朝鮮半島に

世界的に讃えられて来た日本の武士道（ぶしどう）は、一
般に、鎖国時代に、封建社会の日本における武士階級の倫理
と価値基準の根幹をな す精神として紹介され る機会が多い
ようです。
しかし、武士道は、元来、古来より存在して来た、日本人
の品位と美徳を体系化し、それらを「道」に集約大成した規

も儒教は盛んに広がりましたが、しかし、武士道に匹敵する
美徳も規範も存在していません。この事実から、素地の「違

しかし、本質的には、儒学の移入に影響を受けながらも、
日本本来の美徳、規範が体系化された。すなわち武士道の集
成の機縁となった、と認識すればことの次第が分かりやすく
なります。そもそも日本人の心に、優れた道徳と品格が存在
していたからこそ、日本で武士道が形成されたと謂えます。

範と謂えます。それが明らかな形で集成された時期が江戸時
代と謂えます。

い」は明白です。国は人が住（じゅう）する大きな家であり、
問うべき要素は、先ず「人」それ自体にある、と指摘すべき
何よりの証左と謂えるのではないでしょうか。
ここで、武士道の心を問う一例として、上杉謙信公が遺し、
後に「上杉家家訓十六ヶ条」として長く伝えられている教示
を拝見してみたく思います。

上杉家家訓十六ヶ条の碑
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上杉家家訓十六ヶ条

一、心に物なき時は心広く体泰（やすらか）なり

一、心に我儘なき時は愛敬失わず

一、心に欲なき時は義理を行う

一、心に私なき時は疑うことなし

一、心に驕りなき時は人を教う

一、心に誤りなき時は人を畏（おそ）れず

一、心に邪見なき時は人を育つる

一、心に貪りなき時は人に諂（へつら）うことなし

一、心に怒りなき時は言葉和らかなり

一、心に堪忍ある時は事を調（ととの）う

一、心に曇りなき時は心静かなり

一、心に勇みある時は悔やむことなし

一、心賤しからざる時は願い好まず

一、心に孝行ある時は忠節厚し

一、心に自慢なき時は人の善を知り

一、心に迷いなき時は人を咎（とが）めず

国思う主催勉強会資料
平成 23 年 3 月 26 日
日本人は胸を張り、毅然とあれ！

上杉謙信公に学ぶ
謙信公は、享禄三年（一五三〇年）一月二十一日、越後守
護代・長尾為景（三条長尾家）の子息・虎千代（幼名）とし
て春日山城に出生。後に、元服後に景虎と改め、兄・晴景に
かわって長尾家の家督を十九歳にして相続し、春日山城に入
り、越後の守護代となりました。下剋上の時代にあって当時
の越後は内乱度々であり、外乱と対峙することもしばしばで
した。

皇室のために尽くすこ とのできる人物はほぼ 皆無と謂って
良い状況にありました。その意味で、何はさて置き、謙信公
は越後の国を守るため、先ず、各地の大名にとっては困難で
あった至宝・皇室への儀礼を成し遂げたのであります。

謙信公は、天正六年（一五七八年）三月九日に春日山城で
倒れ、同十三日に亡くなりました。享年四十九歳。遺徳を偲
ぶ盛大な葬儀の後、遺骸は甲冑をつけ、甕（かめ）に納めら
れ、二代景勝によって、遺骸は米沢（現・山形県米沢市）へ
移り、城内の御堂に安置されました。廃藩の後、明治五年に、
上杉神社が創建となり、謙信公の遺骸は明治九年十月八日、

この自らはさて置き、国を思い、民を思う謙信公の心の琴
線が、後の「上杉家家訓十六ヶ条」として遺された教示に示
されるものと拝察できます。謙信公は、その生涯において、
引き継いだ越後の国を守るために、挑み来る数々の戦（いく
さ）に対峙しましたが、小規模の敗退は有れども、武田信玄
公、織田信長公の軍勢を敗走せしめるなど、ほとんどの戦に
勝利しています。しかし、越後の国と民百姓を守るための戦
いに徹し、自ら天下を獲ろうとはしなかった。ここに、「上
杉謙信」について語り継がれる偉大さが有ると謂えましょう。

当時は、戦国乱世の時代相ゆえ、全国のさまざまな大名た
ちが、それぞれ自陣の勢力強化と策に明け暮れ、他を顧みる
ことは困難な時代でした。こうした時代にあればこそ、いず
れの地の大名も、京都に上り皇室を戴いて天下に覇を唱えた

上杉家歴代の廟所の正面に祀られ、その遺徳は今なお多くの
人々に語り継がれています。

十九歳で家督を継いだ後、先ず、時の皇室に対し、花蔵院
か
( ぞういん と
) 神 与 親綱 し
( んよちかつな を
) 使者として京
都に遣しめ、皇室への献納と儀礼を尽くし、時の将軍・足利
義輝にも礼を尽くしました。十代の時から、皇国の筋道を毅
然と踏まれた。ここに謙信公の偉大さがあります。

く考えてはいましたが、あるいは、そのための他の利を得ず、
他の地の大名に妨げられ、さまざまな身の利害ゆえに、時の
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「保守」とは国を守り保つこと

以上に触れた内容をもとに、ここで「保守」についてあら
ためて言及しておきたく考えます。

の底力をも兼ね備えた存在でもあります。その意味で、真実
を共有する。その共有を広げて行くことは、次世代に向けて
大変に有為で、且つ不可欠と思われます。また、日本の災害
復興のプロセスでは、諸政策、諸事項に処する上でことさら
に必要な基本と謂えます。

本来、日本人には、論旨と筋道の上で、物事を観て考えて、
そして、判別し、総合的に対処する。事象に目覚めた時の、

世代へと引き継いで行く。これが、日本人に欠かせざる徳分
の一つと謂えます。

父母、先祖に感謝する心はここから生まれ、さらに、尊い
命と引き換えに、この日本を守り育てて来た幾多の先人に対
して眼（まなこ）を開き、感謝の念を育てる。その心を次の

保守とは何ぞや。端的に申し上げれば、特別なことではな
先祖代々の日本を護ろう
く、自らの国を守り保つことを「保守」と謂い、そのために
政策を尽くすことを保守政治とも謂います。前段で、国は「国
家」という大きな家であることに言及しました。その大きな
思えば、少なくとも二六七一年以上の長きにわたり、日本
家は多くの「個」の家、家族で構成されています。家族を守
がずっと日本と続いて来た。このような国は、他に類を見ま
る。子供さんを守る。それが国家を守ることに通じてまいり
せん。幾多の先人の恩恵によって、日本が日本であることが、
ます。
寸分も違わずに、今の日本へと続いて来たのであります。こ
の日本に生まれ育つことができたことは、実は大変に素晴ら
さらに、心ある良識が一歩でも二歩でもさらに賢明になり、 しく尊いことであり、若い世代のみなさまほど、日本人であ
家族を守り、子供さんを守るために「政治」
「政党」を選ぶ。
ることに良い意味での自信を深め、日本に誇りを持っていた
いわば、この大切さを、逆説的にその実態から教え示してく
だきたく思う次第です。
れたのが現下の民主党政権と謂えるのかもしれません。

ここぞ、という時の進歩、進捗が実に早い。心底納得すれば、
西欧の文化をも遥かに凌（しの）ぐ合理性をも発揮する。そ
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これらの感謝の中に、私たちが今守るべきもの、そして、
後代へ伝えるべきものを問い、確認する。ここに国思う心と
視点もいよいよ育つのではないか、とこのように実感してお
ります。
その意義から、日本の先人は、数多の業績を通じて、その
明確なる答えをも後代の私たちに教えてくれている、とこの
ことにあらためて気づく思いがいたします。
以って、いかなる紆余曲折、艱難辛苦はあろうとも、この
日本が、長い歴史の中でそれらを克服して来たように、心あ
る多数の日本国民が、本来在るべきこの基点に立ち還る時は
必ず到来し、日本が倍する震災復興を遂げていく中で、みな
さまの存在が子々孫々の世代から感謝される。その時代の到
来を信じて止みません。
比類なき特性と底力を兼ね備えた日本人は、誰もが毅然と
あるべきで、そのお手本を示される国思うみなさまの存在に、
その実感を一層強くしております。もとより、みなさまお一
人お一人が、倍する復興と皇国の恢復のためにかけがえのな
い存在であられます。無二の存在であり、誰人も、替わりは
成し得ません。どうかお身体を大切にしていただけますよう

心よりお願いいたします。

陛下のもとに、共に手をとり力を合わせて毅然たる日本を
築いてまいりましょう。

本日のご静聴まことに有難うございました。

平成二十三年三月二十六日

島津

日本人
義広の 国 思
う講座

