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恩に報いる」でした。あらためて学ぶべき

愛読誌、人間学を学ぶ月刊誌『致知』９月号の特集は
「恩を知り

台湾はオランダをはじめ、

『知恩報恩』の大切な教えを抜萃、ご紹介します。
「 人 間 は一 人 で 大 き く な った

慌ただしい日々の中にも、と

人で大きくなったのではない 。
台湾に及ぼした影響の大きさ

五十年にわたる日本の統治が

三百年の歴史を持つ。中でも

様々な国によって統治された

きに過去を振り返って、世と

について、誰もが熱っぽく語

のではない。会社もまた、一

人の多くの恵みに感謝する心

った。治安も衛生状態も悪か
ったかつての台湾を近代化に

をお互いに持ちたい。
その心こそが、明日の歩み

な った 八田は 、水 源確 保の

台 湾総督 府の 土木技 手と

国が 活力、 バイ タリテ ィー

人 口僅 か二 千三百 万人 の

痛い よう に伝 わって くる 。

そ の窮状 を救 った人 物が

と いう 厳しい 現実 でし た。

きず 、失 職の 憂き目 に遭 う

柴 三郎 に送っ たよ うに 、柴

摂津 守か ら受 けた恩 を北 里

に もそ の恩を 送る こと だと

とで あり 、さ らに他 の誰 か

や崇 高な 志に 胸を打 たれ 、

賀 潔 や世界的な医学者と

恩を 、赤 痢菌 を発見 した 志

せき り きん

恩 を知り 恩に 報いよ うと

芝 公園 内の所 有地 に私 財を

なっ た野口 英世 など、 次の

わず

ため 貯水量 一億 五千万 トン

に溢 れて いる 。その こと と

い まし た。福 沢諭 吉で す。

三郎 もまた 諭吉 から受 けた

思い ます。 福沢 諭吉が 木村

のダ ムを 造り 、一万 六千 キ

知 恩報 恩の民 族的 精神 とは

諭吉 は柴三 郎の 高潔な 人柄

す る心 の連鎖 は、 個人 の運

投じ て伝染 病研 究所を 建設

世代 に送 って いるの です 。

あふ

ロ メー トルに 及ぶ 給排 水路

決し て無縁 では ない。

こ の時 、八 田三十 二歳 。

命の みなら ず、 民族の 運命

した ので す。 さらに 柴三 郎

まるで 人間の 体内 を血 液が

すうこう

を巡 らせて 嘉南 平野全 域を

しか し、五 十余 名の 死者

をも 高め る。 その こと を教

自身が 新しい 研究 所の 建設

ぐる ぐる回 るよ うに、 日本

きよし

を出 す爆 発事 故もあ り、 工

えられ た台湾 の旅 であ る。

をし ようと した 際にも 、反

潤す 計画 を立 てる。

事は困 難を極 めた 。だ が、

（終 わり）

列島 をた くさ んの恩 が巡 っ

八田 はひる まな い 。そし て 、

対運 動を 沈静 化。柴 三郎 に

着工 から 十年 、昭和 五年 に

この 台湾 のお話 は、 大好

ていく ――。 日本 とは 、な

工事は 遂に完 成し た。 五月

いて思 いを馳 せる と、 幕臣

な 生き方 がで きたの かに つ

福沢 諭吉 がなぜ 前述の よう

ここで 時代 を 遡 っ て 、

が、 感謝 が気持 ちだけ にと

の民族 」とい う方 もい ます

す 。日本 人の ことを 「感 謝

して きた もの、 それが 恩で

日本人 が古 来最 も大切 に

に向 かう 途中、 米海軍 の魚

年、軍 の仕事 でフ ィリ ピン

ゆ る私設 秘書 とし て採用 す

すぎ なか った諭 吉を、 いわ

彼は中 津藩 の下 級武士 に

なって 現れ ます 。
です から 、

う とする など 、必 ず行動 に

を返 そう とか、 誰かに 送ろ

し、恩 を感じ たら 、そ の恩

せつ つ のかみ

・木村摂津 守 の存在に行

どまることが多いのに対

い国 なの でし ょう。

あふ

とって 諭吉へ の恩 は終 生忘

んと 会いに 溢れ た素晴 らし

き な博多 の歴 女・ 白駒妃 登
美さん の講 演会で のお 話と
して 、以 前２０ １３ 年、ご
紹 介しま した 。
その白 駒さ んが 今回 、
「歴
史に 学ぶ ～感謝 報恩 に生き
た 偉人の 物語 」と いうタ イ

き 当たり ます 。

さかのぼ

れ難 いもの とな りまし た。

十五 日に通 水式 が行わ れ、
烏山 頭ダ ムか ら全分 水路 に
水が行 き渡る のに 実に 三日
を要 した という 。十五 万ヘ
ク タール の大 地を潤 す水 を
目にし た嘉南 の農 民は 、
「神
の恵 みの 水」と 歓声を あげ

トルで 『致 知』の 特集 に寄

いたのは日本人である、と。

雷 を受け 死亡 する 。享年 五

ると、 遣米 使節団 を乗 せた

恩を 感じ るセン サーを 育む

た 。その 八田 は、 昭和十 七

松 下 幸 之 助 氏の 一 文 で あ る 。

子供時代に日本統治下で日

十六だ った 。

咸臨丸に乗船させたので

こ とが、 日本 人の 遺伝子 を

導き、今日の台湾の基礎を築

十歳で丁稚奉公となり、様々

本人として育ち、その教育を

す 。これ が諭 吉の 人生を 開

スイッ チオ ンにす る一 番の

の 真 の 力 に な る だろ う 」

な試練を経ながら大を成した

受けたことによって、いまの

烏山 頭ダ ムを見 下ろ す丘

く大き なき っかけ とな りま

原動 力に なる ので はな いか

稿さ れて いまし た。

人の言葉には、胸を打つ響き

自分がある。日本に感謝しな

の 上に八 田の 銅像 と墓が あ
医学 者とし て素 晴ら しい

した 。そ れだけ に、 諭吉は

と 、私は 思うの です 。
（終 ）

でつ ち ぼう こう

がある 。
『 知 恩 報 恩 』の 大 事 さ

くてどうしよう、と彼らは柔

る。台 湾で はいま も五 月八

実績 を残 した 北里柴 三郎 で

こ の恩を 深く 心に 刻み込 ん
十年以 上経 ったい まも 、八

もの があ りま す。そ れは 柴

きる 私たち に残 してく れた

い 、困難 な状 況に 陥った 木

後に 三十 代にし て職 を失

だので す。

感 謝報 恩の生 き方

を改めて教えてくれる言葉で

らかな笑顔とともに異口同音

日の 八田 の命日 に追 悼式が

すが、 実は他 にも 後世 に生
事実、統治時代に台湾のた

田の 恩を 忘れて いな い。

三郎の 美しい 生き 方で あっ

村摂津 守に 、諭吉 は生 活費

かん りん まる

ある。

催 される 。台 湾の 人々は 八

海もいう。恩を忘るれば善根

めに粉骨砕身した日本人は数

先 の東 日本大 震災 では、

て、 これ こそ私 たち日 本人
す世 界最 高額の 民間 義援金

だと思 うので す。

が語 り継 いで いくべ きも の

木 村摂津 守の 息子 にも生 涯

を送 り、 また海 軍に 入った

うさんとう

が 寄せら れた 。今 回の熊 本

留学 生と して大 輪の 花を

次の誰 かへ

恩送り していくこと

そして

生涯 恩返し する こと

心に 刻み でき ることで

それは おかげさま と

恩 を知り 恩に 報いる

＝＝＝ ＝＝ ＝＝＝ ＝＝

に 答 えた 。

忘恩の徒となる非を先哲は

断絶す、と。恩を忘れると、

多い。中でも特質すべきは

台湾か ら総 額二百 億円 を超

強く戒めている。弘法大師空

将来に善きことをもたらす根

烏山頭ダムを造った八田與一

ふん こつ さい しん

が枯れてしまう、というので

で ある 。
台湾最大の嘉南平野は 、旱魃

地震で も台 湾から の義 援金

咲 かせて 帰国 した柴 三郎 を

私 は 、「 恩 に 報 い る 」 と

はつたよいち

ある。心したいことである。

と洪水と塩害の三重苦に喘ぐ

が世 界最 高と聞 く。 八十余

待って いたの は、 内務 省衛

は、そ の本 人に恩 を返 すこ

かんばつ

先日、台湾に行き、戦前に

不毛の草原でしかなかった。

年 前の恩 に忘 れず に報い よ

生局 に復 職する ことす らで

かなん

日本の教育を受けた何人かの

六十万の住民は飲み水にも事

うとす る台 湾の人 々の 心が

お金を 送り 続けた ので す。
台 湾 人 から 話 を 聞 く 機 会 を 得 、

欠 いて い た 。

あえ

深 い 感動 を 覚 え た 。

「恩 」の字 は、 上の「 因」

編 集 後記

と いうこ とは 、相手 に分

題。 自分は その 親切が でき

と下 の「 心」 からで きて い

気づ く・ 気づ かない 、喜 ぶ

わっ たそ のま た次の 年の 運
か る（ 気づか れる ）よ うな
自分 はどう だろ う？

たこ とを 喜べ ばいい 。

こ の言葉 をも う一度 考え

「ほんとうの優しさ」
動 会で も担任 は「 お腹 がい
優し さはホ ンモ ノじゃ ない

家 族や周 りの 人に、 ちょ

と 、「 早く気 づい て 御礼 を

と親切や優しさを届ける

家 族や 周り の人に ちょ っ

と 相手 が気づ くの 期待 して

がつ いて くれ ないか なー 。

たら 、その 途端 に、早 く気

っ と優 しさ（ 親切 ）を 届け

て いた 言葉を 思い 出し た。

日ま で門 前の 掲示板 に掲 げ

ここ まで書 いて きたら 、先

今日の 姿のも とを 知っ て、

ごと のも と、 ことに 自ら の

かい うこと で、 恩とは もの

こう

これ をあり がた く思う こと

であ る 。（「平澤興 一日 一言 」

致知出 版社）

まさ にその 通り であ ると

若き特 攻隊員 たち は命 懸け

「恩 」を 感じ た８月 でし た 。

「恩 」を「 優し さ」 に替

忘れて しまう 」

もら った恩は

「与えた恩は忘れぬが

言 って ほしい … 」

ただ し、 これ は相手 に気 づ

くよ うな状 況を 作りだ す。

かなか ったら 、相 手が 気づ

そ して 、なか なか、 気づ

待ち 始める 。

気 づか れずに やるこ と」

「本 当の優 しさ とは他 人に

自分 が恥 ずか しくな った 。

そう なふう に思 ってし まう

・ 喜ば ないの は、 相手 の問

たく なった 」と 言って 来て
って こと か。

運動会 にな るとお 腹が 痛く
なる んだ なと思 って いた洋

て みた 。

日
は、 洋七 の梅 干弁当 と先 生

２０ ０６ 年９月
ヘソ曲 がり な僕 は、ベ ス
の 豪華 なお弁 当と 交換 する

たまた ま読 んだベ スト セラ
七 に、お ばあ ちゃ んが言 っ
た言葉 が… 、

る が、 因とは もと 、原 因と

トセラーと名がついた本
こと を言っ てき た。

２ ００ ６年の 秋、島 根県
ー、 島田 洋七著 の「佐 賀の

この学校の先生は 毎年

は 、みん なが 読ん でいる の

の温泉 津（ゆ のつ ）温 泉を
が ばいば あち ゃん 」。

『本当の優しさとは、

かれな いよう に、 さり げな

で最後までこの国を守っ

その 中に 、昭和 三十 年代

えた ら、 その まま味 わう こ

た折り 、近く のお 寺さ んで

は ブログ など ホー ムペー ジ

いう お寺 さんで 、住職 さん

話で聞 くと、 西楽 寺さ んと

にご 馳走 を食べ よう と誘う

は、自 分の 家族と いっ しょ

事情を知っている友だち

い …。 それだ けだ 。

美味 しい もの を食べ させた

七に「せめて 年に一度」

い」と 言い替 えて もい いだ

「＊ ＊ ＊ し て お い た か ら ね 」

ば、も う待ち きれ ない ！

仏さま の真 実の 慈悲心 や
親の まご ころも 同じだ 。こ
の 私には 気づ かれ ないよ う
に届け られ ている …。

だ が、 …どう だろ う。

ろう 。

そ れで も、気 づかな けれ

く行 う 。（＝矛 盾）

の 運動会 の日 ので きごと が

この 「優し さ」 とい うこ

この 筆文字 の掲 示板が 目に
あった 。当 時の運 動会 とい
も しも、 かわい そう だか

「＊ ＊ ＊ し た の は 僕 だ よ 」

他人に気づかれずに

止ま りま した 。さ すが（笑 ）
えば 、重 箱にご 馳走 を詰め
ら 、気の 毒だ から …とい う

そ れが 、相手 に気づ かれ

と、届 けた親 切を 相手 に直

に 戦死し たと 聞き ました 。

た 。そし て広 島・長 崎の 被

いつも の通り 持っ てい たデ
て 家中が 駆け つけ る華や か
同情 や哀れ みが先 生の 中に

ないよ うに届 けら れて いる

訴し てし まう。

施 して 、語ら ず… 。

お盆の お墓 参り。 合掌 して

とがで きる。

ジカ メで パチリ と撮影 。
で特別な日だった。 だけ

見え たら 、もう 洋七 は食べ

とい うこ とは自 分は今 、自

そ れで 気づい たな ら、今

「ほんとうの優しさ」

伝 え る 祈 り は 、「 ご 先 祖 様

もやっ てい るとて も素 晴ら
け れど、 洋七 はそ れを断 っ

いふ りを して 、その 思いや

と ば は 、「 思 い や り 」、「 願

旅 から 帰ると 、師匠 があ
ど、 せっ かくの 運動 会でも
な かった だろ う。

分 で気づ かな いま まに大 き

度はそ の親切 をよ ろこ んで

素晴 らし いで す！

しい 方だ と分か りまし た。

て、賑 やか な校庭 を避 けて

やること』

の掲示 板の言 葉に つい て詳
洋 七の家 族は 誰も 来ない 。

だが 、担任 の思 いは 、親

な願い や思い やり の中 にす

ほし い 。その 上で「有難 う 」

の おかげ さま 」。 そう、 私

す ぐにメ ール で挨 拶を入 れ

教室 で一 人で弁 当を 食べよ

にし て洋七 にご 馳走を 食べ

聴聞し てい くこと だろ う。

た だくこ と。 それ が仏法 を

「気づ いて ・喜ん で・ 感謝

届けても、 相手がそれに

いく ら優 しさ（ 親切 ）を

そこ へ担任 の先 生がや っ

させ た。 洋七 が先生 の思い

する 」こ とを求 め・ 押し付

その こと に気づ かせ てい

き ます」 と丁 寧な ご返事 。

てき て「 自分は お腹 が痛い

や りに 気づい て 、喜ん だり 、 ＝＝ ＝＝ ＝＝＝ ＝＝ ＝

り が洋 七に分 から ない よう

２度に わた ってブ ログ で取

の で、お まえ の梅 干の弁 当

＝＝ ＝＝ ＝＝ ＝

相手 に気づ かれ ない よう

に、 さり げな く行う …

「 与えた 恩は 忘れ ぬが

もらっ た恩 は

忘れ てし まう」

さら に続け て

「 かけた 情け は水 に流し

関係 なく 、歓喜 の言 葉はご

五輪。 メダ ルの有 無、 色に

熱 い闘い が幕 を閉 じたリ オ

胸に 迫る ドラマ の数 々、

げさま 」を 知るこ と。

知 る」と は、 まさ に「お か

く 生 か さ れ て い る 。「 恩 を

って、 この 「いま 」を 有難

た くさん の人 との ご縁に よ

いる ので はなく 、大 自然や

私の 祖父 は父が 十歳 の時

生きて いる私 たち の命 …。

な にも便 利で 平和 な現代 を

い多 くの 命…、 そして こん

爆、終 戦。犠 牲と なっ た尊

しく 調べ てみろ とのこ と。
弁当は いつ もと 同じ梅 干

と別 れて いつ も貧し い暮ら

でに 包ま れてい た…と いう

と お礼の 言葉 を言 っても ら

たちは 決し て一人 で生 きて

る と ほ ど な く 、「 現 在 出 先
う として いた 。

だか ら、わ ざと お腹 が痛

なの で帰 ったら ブロ グに書

りあ げて くれた 、そ の時の

け ていた なら 、一 生満ち 足
りるこ とは ないの かも しれ

お礼 を言っ たり するこ とは

「ほんとうの優しさ

受け た恩は 岩に 刻む 」

家 族や応 援者 への 感謝。 特

ない 。
洋 七の 先生の よう に、相

に『恩 師の おかげ 』で とい

（その２ ）」

手に届けることができた

日

う言 葉。 親子以 上の 厚い信

２ ００６ 年９ 月

ら、 その 時点で 親切 が「完

もう 満足 なの だ。

昨日 ブログ で採 り上 げた

結 」す れば 、そ こでも う「よ

れてい くこ とでし ょう 。

頼 は、有 難く 「恩 送り」 さ
「本 当の 優し さとは 他人 に

戒 めと して、 常に 心に留

「本 当の優 しさ とは他 人に

めてお きた い言葉 です 。

気 づか れず にやる こと 」

かった 」と 満足で きる 。

気 づかれ ずに やるこ と」

がで きた… …。 それだ けで

走 の弁 当を食 べさ せる こと

求め てい ない 。洋七 にご 馳

と替 えてく れ」と いう 。

そ の次の 年も 、担任 が変

がで きた。

お いし い弁当 を食 べるこ と

ライ やウ ィン ナーの 入った

たこ ともな いよう なエ ビフ

換 した洋 七は 、今 まで食 べ

そ して、 先生 の弁当 と交

お 話が・ ・・ 、
ほん とう の優し さと は

と ても深 いお話 でし たの
で 、『 恩 』 つ な が り で こ こ
にご紹 介い たしま す。

24

（終 わり）

さ っそく 宿泊 先の 女将に 電
と生 姜だ けが入 った もの。

し で粗 末な弁 当を 食べる 洋

こ とだろ う。

って 、
や っと満 足する のだ 。

熱～ い源 泉に 入りに 出か け

訪れ 宿泊し た翌 朝、師 匠と

と ころ が、そ んな 僕が、

いこ とに してい る。

なら、 やめよ う… と買 わな
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