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序

　本冊子は父幸一が亡くなるちょうど、二年前に父が書き下していた文章を基に編集したもの

である。このような自伝を残そうとした父の意図は、ほぽ二十世紀の初めから八十数年という

正に波乱万丈の日本を漕ぎ切ってきた自分も、両親や祖父母の教えがあったからこそ全うでき

た・・・・時代は変わっても先人が蓄積した経験を若い世代に伝えるべきであるという見識に

依るものであろう。

　父からは折りにふれ昔話しを母、兄姉とともに、また亡くなる前には格好の相手であった、

義郎、義幸、洋などにも語りかけていたものである。文中に出くるとおり、父を溺愛した祖母

について、上海で常勝であった花札あそび、横嶺関での生々しい戦闘の模様、アラビア石油秘

話など何度も何度も聴かされた。

　多分、父の事が語り継れるのは、今はまだいない曾孫までであろうが、輝やかしい父の一代

の記念としてこの小冊子を制作した。

　なお、父の原稿は大変読みにくいものであったが、それを母が得意のワープロで入力したも

のを編集した。父が録音したテープも残っている。私の心残りは、父が大変世話になっていた

と聴かされていた方々のお名前だけは全て記すべしと思っていたのが充分出来なかった事であ

る。　　　　　　　　　　　　　　昭和六一年九月　一周忌に　　　毅
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一　幼年時代、そして祖母

　私、幸一は八一才半ばになって、とりたてて言い残すような事はないが、私の人生での出来

事を書いておけば、或いは時に子や孫たちの参考になることもあろうかと古い記憶をたどって

みた。

　生れは二十世紀のはじめ、一九〇二年三月三一日、所は NHK の傑作「おしん」と同じ山形

で南陽市の赤湯という温泉町である。町の北側には桜の名所の八幡神社があり、さらにその奥

二キロにはよく茸とりにいった秋葉山がひかえている。曽祖父作右衛門は地方での名高い歌人

であり、八幡宮の西方には高さ三メートルもある大きなみかげ石に八幡様の桜花を讃えた作右

衛門の和歌がきざまれていた。私の文学好きも、この曽祖父の影響であろうか。

　祖父鶴太は干しうどんを製造していた。三人の出稼人と女中二人を使って、三千坪程の田畑

をやっていた。祖父の先妻は小松町の名家からきたが、私の母シゲを生んでから病死し、後に

沖郷村鍋田の豪農須貝家の娘よしのが後妻となった。祖母よしのの甥吉太郎が母

シゲの婿となり父十八才、母二一才の時、私が長男として生れた。

　私は実に幸せな子供で、生れるとすぐに祖父が私を抱いて町中をふれ回って歩いたそうだ。

飴売りのピーピーの音を聞くと飴を欲しがり女中のおなかばあさんにおんぶして貰って町中を

探し歩いて買って貰ったとか、すこぶる強情だったとよく聴かされていた。なかでも祖母よし

のが私を一番可愛がってくれて、裏の畑に桃、李などを植えて実をとって食べさせてくれたり、

お花畑を作ってくれた。夏休みには赤湯が温泉でありながら、蔵王高湯温泉に湯治に連れて行

ってくれた。毎日自炊して鮒つりをしたり硫黄鉱泉につかったり、露天風呂に浸かりに行った

りした。そして毎日祖母と挟み将棋をしていたが、私は一度も負けたことはなかった。という

のは私の形勢が悪くなると盤をひっくり返してしまったからであり、祖母は「幸一がずるい」

と言ったが、怒りはしなかった。祖父鶴太もよく魚釣りに連れていってくれたりしたが、私が

小学校高等二年の春、白竜湖にかきつばたを植えに行って帰るともう事切れていた。祖母よし

のが亡くなったのは私が神戸高商を終え一年志願兵になり伍長の時であったが、「あんちゃん

の背中におぶさって高い高いところへ飛んで行く」と言って息を引き取った。私も祖母のよう

に一生を終りたいとは思うが、神南時代から無神論にかぶれ、一向宗を開いた親鸞上人以外に

は妨主ぎらいで、とくに禅宗の坊主は大嫌いときており、祖母のような心境にはなかなかなれ

ないであろうと観念している。

　私は祖父母、母から一度も叱られた事はなかったが、小学校三、四年の頃、鮒すくいに夢中

になり学校の本を家に投げ出して網を持出して行こうとしたら、一度だけ父に叱られたのをよ

く憶えている。両親の店は百姓に金を貸しておいて、後で米を買い集め、鉄道を一車両とか三
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車両まとめて東京で売っていた。他に店では麦、南京豆、卵、塩、砂糖、あずき、大豆、炭、

石油などの小売をしていた。私は小学校時代よく小売の手伝いをしていたが、時々生卵や黒砂

糖を無断で失敬していた。今でも虫歯一本もないのは、大根御飯とにしん、塩鮭そしてその骨

もあぶり直してみんな食べたからであろうとっている。祖父鶴大の妹で塩釜の渡辺おばさんと

いう人がいて、小料理や兼芸者屋をしていて、生魚を度々送ってくれていた。

【補足年譜】

明治 三五・三・三一出生　祖父鶴太は五十才

明治 四十・三・二九　（五才）妹コウ生れる

明治 四二・四・一（七才）赤湯尋常小学校入学

二　学生時代と恩師

 小学校時代は、私は早生れで学年でも最年少者であったためとくに目立った点はなかった。

時あたかも日露戦争大勝利のあとであったから毎日戦争ごっこをして遊んでいた。裏の貸家の

佐藤忠一が七人程の仲間の餓鬼大将となり、ブリキ屋で長いブリキの剣を作って貰って遊んだ。

たしか四年生の頃吹雪の中で遊んでいて風邪をひき、肺炎にかかった。この時も祖母よしのは

寝ずの看病をしてくれて一命をとりとめたとのことであった。

　小学校の高等科になると成績がよくなってきて、級長になった。とくに高等科二年の時は数

学の天才佐藤数馬先生の担当になってからは鶴亀算のようなものでも易々と理解出来るように

なり、よく褒められたので石油ランプをつけ夜おそくまで益々勉強をした。

　その翌年くらいに初めて電灯が付くようになった。高等三年では全校生徒の児童長に任命さ

れ、毎朝礼の時には、私の号令で一同宮城に向って、正直、親切、忍耐の三教則を守って良い

生徒になる事を誓った。そして最敬礼をしてから元に戻り、校長の訓話のあと、また号令で教

室に入った。この三教訓は私の人生に染み込んだようで誠に良い教訓だったと思っています。

学問は必要なしと信じていた祖父の死後、両親合意のもとに、母の小学校の先生であった米沢

の鹿股先生に母が相談に伺い卒業後すぐ米沢にやられることになった。鹿股先生の長男信次郎

さんが朝から晩までつきっきりで「クラウン・リーダー」を七日間で完全に暗記させてくれた。

その甲斐もあってか米沢商業二年の補欠試験に合格できた。この試験勉強の一週間ほど辛かっ

たことは私の人生で他になかったと今でも思っている。

　米沢商業へは鹿股先生の家に下宿し通ったが、夜は食後賛美歌、お祈り、メソジスト派の説

教をやらされた。夕方は別の先生について英語を習ったり、説教後の二時間の勉強で、半年後
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にはクラスで一番になり大変褒められた。米沢では大火が二回あり、学校が全焼したので四年

初め仙台商業へ転校した。当時市内一丁目にはアメリカ映画、雑誌を扱っているところがあり、

メリー・ビッグホード、パール・ホワイトなどの名優に心酔していた。五年の時にはチェホフ

のバイエルンを翻訳し交友誌にのせてもらって得意であった。夏休みには二十名ばかりの生徒

で白い着物をつけて山形三山の湯殿山、月山、羽黒山に登ったことなど忘れ難い経験であった。

卒業時の成績は発表されなかったが、多分私が一番であった。

【補足年譜】

小学校時代　習字が上手で席書きをしていた

大正 四・五・五　（十四才）　祖父没

大正 六（十五才）米沢商業二年へ補欠入学

大正 七（十六才）仙台商業へ転校　※ずっと仙台商業の同期会があり五、六人が集まってい

た

三　神戸高商へ、初の海外渡航

　仙台商業の卒業前の正月休みに家へ帰ったところ、全く予期しなかった事であるが、両親か

ら神戸高商への進学を許可され全くあわてふためいた。一橋高商は高等科を別にして門を閉じ

た後であったため、全国商業の全部が神戸に集まり六倍の競争率となり、私は習ったことのな

い商業算術の参考書で二ケ月間の猛勉強をやった。三月に試験を受け、十数日たって合格電報

が届き、誠に嬉しいかぎりであった。

　高商では東北友団に入り、ボートレースで三番をこがされ、その練習にバック台百本をやら

されたのには大変参った。その時の仲間で現在生きているのは、矢口麓蔵君一人だけになって

しまった。

　下宿生活をはじめて二、三ケ月たった頃赤湯出身の高橋孝太郎という人から日本酸素社長野

田真吉氏を紹介され、書生として住み込んだ。その頃私は、倉田百三、厨屋川白孫、河上肇等

のものをよく読んだ。卒業の前々年八月の夏休み中に関東大地震があり、遠く北陸回りで西瓜

を食べながら神戸へ帰った。

　卒業の前年の夏休みには高木、松浦君と私の三人で、当時の仏領印度支那（現在のベトナム）

に旅行を計画し、貿易の兼松商店から調査費をもらい、野田家、赤湯からも援助してもらい船

賃もほとんど只で神戸をたった。キールン、アモイ、スワトウ、カントン、香港、ハイフォン

を経由しハノイに上陸し、当時鉄道がなかったのでフォードの古い車をドライブさせサイゴン

に向った。ベトナム戦争で激戦地であったユエでは、娘時代から客をとる商売をしてきたとい
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う五十位のおばさんに歓待され世話になった。ユエを発ち途中のホテルに入ったのは夜の十時

頃であったが、安南人の子供の案内で顔を洗って食堂に行くと、入口においた鞄が無く大騒ぎ

になった。

 私が会計をあずかっていたので、ホテルの支配人と漢文の筆談で子供を捕まえ鞄を領事館に

送るように頼んだ。同じ車で旅行を続け河を渡ったり強行軍であったが、幸い虎には出合わず、

山猫が出ただけであった。サイゴンでは三井物産支店長の先輩に訳を話して社宅に泊らせても

らい、又金を借りた。翌日出航する移民船があるとの事で、大坂商船の船長に訳を話し、三等

の食事代だけでシンガポールまで送ってもらうこととなった。翌日約束の時間に波止場に行っ

たが、二十分前に出航したとの事で、フランス水上警官に頼みランチで船を追いかけた。船が

停ってくれて降ろされた縄梯で学生三人が乗船したのでブラジル移民の人達が驚いていた。船

長は「停船するとどの位燃料が無駄になるか知っているのか、お前達は一時間の時差も知ない

馬鹿者」と散々叱られてしまった。

　この旅行は私の卒業論文の材料となり、私の国際金融への志向を決定的にした。盗まれた信

用状は十月頃送り戻されて、金が余って「三輪」のすきやきを何度も食べに行った。

【補足年譜】

大正 十（十九才）神戸高商合格当時は、商業学校出の人には一級受検ができた

　　　　　　　　野田家では五人の子供がいたが常に同じ扱いをしてくれた事を感謝していた

　　　　　　　　矢口麓蔵氏は幸一葬儀へご参拝いただいた

大正 十三・七　（二二才）印度支那旅行学校より選抜（十六名）されたため

卒業論文「仏領印度支部経済の一般と吾国セメント工業移植の可能性」

四　三井銀行入行、上海、紐育、結婚

　就職については、以前より貿易商社を考えていたが、二年先輩の石川粂次郎さんが行員であ

った三井銀行を盛んに勧めてくれた。冷やかしのつもりで三井銀行神戸支店へ面接に行ったと

ころ、店長の三木国太郎さんは、赤湯出身の当時安田財閥の総元締めの結城豊太郎と帝国大学

で同期であった。私が赤湯出身であることを知り、「何故安田にいかないのか」と質問された

が、「同郷の先輩を頼りにするような人間ではない」と答えたので、次長の辻遷一郎氏も大変

頼もしく思われたらしく、即座に採用決定となった。「私を外国為替に使っていただけるなら」
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との条件を付けたところ其もよろしいとの事で、三月十四日から三井の社宅に入り輸出係に働

き始めた。

　係長は伊藤英一さんという面白い人で、よく御馳走に連れていってもらったが、仕事は非常

に多忙であった。夏頃、このまま働き続けると倒れてしまうと思うようになり、社宅で硬式テ

ニス練習や支店長にビリヤードを教えてもらったり適当な息抜きとなった。その年十一月一日

から、規則通り弘前第七師団経理部で一年志願兵としての教育が始まり漸く命拾いをしたと思

った。

　弘前の一年四ケ月の生活は本当に楽しく野球、読書、カフェの若い美人との遊びなど楽しん

だ。主計と軍医二十名ばかりのうち二名だけ飲んだくれがおり、私が「戦時における食糧の補

給」作戦計画でよく教官から褒められるので時々嫌がらせを受けたが、存分に殴りつけるなど

した。後にも記すが何処でも同じような語るに足りぬ人間がいるものである。　銀行に戻ると、

調査係を命ぜられ居眠りばかりしていた。三ケ月で上海支店に転勤になり、初めは当座預金名

簿の記入担当、次に一番難しいとされていた外国為替日計表を担当した。遊びの方では、花札

がはやり負けたことはなかったし、花千代とか、長崎キリスト教女子学校出の絢子と親しくな

ったりした。支店長の土屋計三氏はよく役宅の支那料理に招待してくれたが、料理より天人の

美貌に感心したりしていた。後に土屋氏は第一ホテルを新橋に建てられた。

　二年後昭和四年ニューヨーク支店へ転勤したが、これも三木、辻両先輩の進言によるものと

思われ感謝の念を新たにした。二、三年で帰国できるだろうと思っていたが、支店では一番年

下でよく働き、とくに英語の口述、速記、手紙のタイプ等が上手であったため、六年以上も働

かされ、高木、佐藤、岩瀬の三支店長に仕えてしまう程となった。

　ある日「私の白髪をみて下さい。嫁の来てもなくなるから、この際帰国させてくれないなら

辞めさせてもらう」と言ったところ数日で帰国命令が出た。ニューヨーク生活では、ゴルフの

日本人大会で一等をとり銀杯を貰ったり、下宿も六回かわり米国家庭をよく観察できたり、沢

山の友人も作るなどよい経験を多くした。

　昭和十年、まだ飛行機もなく、サンフランシスコから大洋丸で愉快な船旅をして、横浜に帰

り着いた。

　その頃方々から嫁さんの話がくることとなった。三木氏が結城豊太郎の娘はどうかと何度も

紹介されたが、厚く感謝してお断りした。その他、大使の娘、宝塚スターなど真面目に考えら

れないような話も多かった。しかし、外宮の松本常太郎氏夫人の持って来て下さった小野基樹

氏の令嬢の写真には一目ぼれで、和服盛装の面長の美少女で、ももの太くてたくましいクラス

リレーの選手とか、YWCA で水泳をしたり、ピアノをよく弾くところなど大変気に入った。

　親友の手島つる子さんの新橋宅の話しでは、人により好き嫌いはあるがはっきりした性格だ
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との事で結婚を決心した。三、四度会って後、昭和十一年四月二一日、明治記念館で挙式、東

京会館で披露宴をし、箱根奈良屋から伊東富士屋ホテルにハネムーンに行った。

　目黒に新しい貸家を借り、小野家から連れていったみつという女中と三人で住み、よく旧競

馬場辺りに散歩に出かけた。一度巡査から不審尋問をうけ、文句を言われ面食らったことがあ

った。

　その頃、銀行で経営革新に係わる論文募集があり、十日間ぐらい夜おそくまで書き応募した

ところ、二等賞に入った。仕事は輸入係で何の変哲もなく、新家庭を生れて始めて味わって幸

福であった。或る日曜日遅くまで二階で寝ていたら、赤湯で非常に世話になり、親しくしてい

た桜湯の主人の須藤さんが訪ねて下さったりした。

　静江を娶って四七年間、あらゆる危機、危険に直面し、もうこれ迄と観念したことも度々あ

ったが、私の正義感と数々の経験に助けられたものか、無事切りぬけてこれた。妻の愛も大変

助けになり、私は日本一幸せな男であると自負している。

【補足年譜】

大正十四（二三才）　神戸高商業第十九回卒

大正十四・十一・一　陸軍二等兵

大正十五・一・十三（二四才）　祖母よしの没

昭和二　三井銀行上海支店へ

昭和四・夏（二六才）　紐育支店へ、横兵から大洋丸でサンフランシスコヘ

※　当時の同僚、遠藤得二、水田雄三、桜井武夫氏

昭和十・十（三三才）　東京本店へ転属

昭和十一・二・二六　三週間弘前第七師団経理部入隊、主計少尉

昭和十一・四・二一（三四才）結婚。静江は十八才　仲人は小野基樹の上司茂庭忠三郎夫妻。

新居は目黒清水町

昭和十一・七　三井第一回懸賞論文応募「当行業務進展の方策」

五　支那事変時代

　自分の人生が戦争で区切られてはいるが、戦争ほど馬鹿げた残酷な罪悪はない。人間が少し

理性を働かせたらと思うが、歴史以来今でも続いており、全世界、各国皆んながそう考えるよ

うにならない限り残忍な戦争が続くのであろう。

　私も後備役の籍の切れる直前に赤紙召集を受けることとなった。目黒の新家庭の一年半程で
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静江が懐妊したので、小野の近くに貸家を見つけて移転し、翌十二年一月三十日に長男裕辛が

慶応病院で生れた。若い女中と四人暮らしで、丸々と太った裕幸をせっせと写真にとっていた

頃、その赤紙が来て弘前一〇七師団へ招集された。それから第三野戦病院山上部隊へ転任にな

り、準備教育の後、北京から第五師団、そして南方に進んだ。早々と支那馬の良いのを手に入

れて乗りまわし、部隊より先行し食糧確保に努めた。ただ、山上部隊長は自分だけの特別料理

を作り食わせろと勝手な命令をよせてきたが、私は何度言われても応ぜず非常に怒られた。山

上は後備の職業軍人、その他は赤紙一枚で死を覚悟して招集された者であり、私も他の将校も

厳密に同じ食料を同量分配給付するという軍の規律を守り断固として応じなかった。半年後、

全師団の主計少尉は皆中尉に昇進したが、私一人が残された。部隊の兵士はこの事情をよく知

って私に味方してくれており、危険な所へ出掛る際には、命じないのに兵士が護衛に付いて来

てくれて、おかげで危険を脱することが二度程あった。

　二月三日石家荘まで行って頼んでおいた煙草、羊彙などが到着し、それを兵隊に届けてやる

と皆な夢ではないかと喜んだものであった。そこは鉄道から離れること三十キロ、米は一日二

合、味噌、醤油もなく、寒くなったのにすきっ腹を抱え家を壊して暖をとる毎日であった。こ

の厳しかった状況については、ローソクで書いた静江への手紙に横嶺関の悲劇として詳しく記

してある。

　何分にも現役の朝鮮編成二十師団が第七路軍に包囲攻撃を受け、これを支援するはずの我一

〇七師団が散々やられてしまった。

　私が兵二名をつれ米人の指揮する敵病院へ行き交渉したり、日本軍初の医療品空中投下を実

施させたりした手柄も認められ司令部へ転勤となった。上海、南京、青島司令部へ敵貨幣謀略

のため出張した後、私を高く評した池田大佐が陸軍省兵器本部転属を推奨してくれた。十五年

夏帰国し、兵器本部では全国二百余名の会計監査官に、いかに兵器製造原価を正しくごまかさ

れないようにするかを教える役目であった。

　三月召集解除。銀行に戻り、検査部勤務となり、家を高円寺に買って住んだ。

【補足年譜】

昭十二・一・三十（三五才）裕幸誕生

昭十二・七　日華事変勃発

昭十二・九　召集、静江、裕幸と共に弘前へ

昭十二・九・十七　北支へ

昭十三　（三六才）　石家荘、横嶺関の激戦。北支、山東山西にて戦時勤務、主計中尉に昇進

昭十三・十・五　裕幸発病、肺炎と中耳炎のため東大小児科入院
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昭十四・四　（三七才）北部軍事司令部へ上甲「金融論」　静江が北京訪問。小野兼基没

昭十五・六～十六・三　この事情を「会計監査官指数」という月刊誌に執筆

六　大東亜戦争

　召集解除後僅か三ケ月で再召集され、軍服盛装のままで東京から盛岡に入隊し、八月から奉

天西方で野戦建築を始めた。わずか三ケ月で軍司令部出頭命令があり、軍票工作隊勤務を命ぜ

られた。実戦経験のあることにより、すぐ広東の川口大佐の部隊で軍政を扱うことを命ぜられ

た。川口大佐からは私が上陸してから北ボルネオの軍政を司るための準備として、六、七冊の

英文書を読破すべしとのことであった。

　十二月十日頃からカムラン湾深くに停泊し、出動は十二月十五日頃か。ミリー油田は既に焼

かれており、工作部隊が活動を開始し私共は首都クチンヘ進攻した。夕刻五隻の敵前上陸輸送

船に分乗し、クチンの川近くを航行した際、甲板に出て涼んでいると、突然祖父の声で　「幸

一気をつけろ」　と聴こえた直後、後の川口大佐の第二船、続く四隻も次々に撃沈された。残

る連隊長の第一船だけがボートを降ろし敵砲火の中を進みついに砲台を占拠した。船室で私と

隣りあわせであった少尉は大砲の直撃で戦死した。誠に不思議な祖父の声であった。

　ボルネオの宮殿を本部として仕事を開始した。五十人程現地役人が捕虜なった時があり、あ

る少尉が総理大臣を斬ろうとするのを止めさせた事もあった。早々にジャワ人の小役人を全部

集め東部軍政部の指示に従うことを命じ、その軍政報告第一号を町中に張らせた。　次に支那

人の実業家を呼び相談相手になることを約束させ、銀行、商社倉庫全部を閉鎖掌握し、次いで

ダイヤ族の下山投降を命じた。これは大変成功し、後に日本軍によく従い産業、石油開発の労

働力として働いてくれた。

　軍政の成功の要因は食料政策にあった。ボルネオ人はいつも食料難で因っていたため、友人

でも家族でも十名で申請すれば耕土、農具、種を無償で与え、農業産物を夫々一定の買入値で

政府が買上げた。これは、ロシアのコルホーズの方式を学び応用したものであり、一、二年で

大いに成功した。森中将の下の白石少尉が十八年にボルネオを視察し、非常にお褒めに預かっ

た。私が内地でよい仕事ができる人物であるから日本航空の最終便で帰国せよと言われた。そ

の時はテング熱にかかっていたが、なんとか搭乗し台北では四二度もの発熱で死ぬかと思った

程であった。

　三井に連絡し、車で目白へようやくたどり着くことができたが、無事帰国できたのはまさに、

この白石少尉のお陰であった。
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【補足年譜】

昭十六・十一・十　南方総司令部経理部転属

同十一月十五日　南支那広東川口部隊へ派遣

同十二月八日　太平洋戦争開戦

昭十七・八・二七（四十才）「南方処理概観」

昭十七・六　（四十才）　帰国

七　ボルネオ生活

　ボルネオでは首相官邸に住んでいたため、優雅な生活であり、冷水シャワーをとり、沢山あ

ったゴルフボールを下庭に向けて打ちっぱなした。又ドリアンを沢山貰い、臭いが味は天下一

品でマンゴウどころではなかった。倉庫には、たばこのスリーファイブが沢山あり、四十才正

月から禁煙していたのを駄目にしてしまった。

　色んな誘惑もあり、豪州へ逃げて行ったボルネオ王の英国人妻から日本商社会長を通じて夕

食の招待があったが、一晩遊んでくれと言われたにも拘わらず食事のみ付き合った。また、川

口旅団に移動命令が出た時一緒に連れていってくれと泣いて頼んだが断られた。　その時は結

局、そのまま軍政を継続することになったが、私が　「ボルネオの王様」と軍の方でも呼れて

いたのを後で知た次第である。もし私が川口旅団と行動を共にしていたら、ガダルカナル行き

となり、帰還者三千名中六四名の中に入っていたかどうか大いに疑問である。川口大佐は勿論

新聞で酷く叩かれたが、私の召集解除をどうして知ったのか水泳に誘われて逗子に行ってみる

と立派な別荘を借りて住んでおられた。東南方の岬まで約三千メートル程を一緒にゆっくり泳

いだが、その後どうされたか不明で申し訳なく思っている。

　宮殿には王様の広いプールがあり、私も金持になったら作ろうと思っていた。後にハワイで

プール付きの役宅に住んだが、中野の家の屋上に作ろうと計画はしたがやめてしまった。

　ダイヤ族に関しては、私の内地帰還を何処かで聞き、ダイヤ族の酋長が二日かけて船でやっ

て来て酋長の証しの杖を贈ってくれた。この杖は彫刻のある頭部に仕込み槍刃がある由緒ある

もので、憲兵の承諾を得て内地に持ち返った。

　ボルネオ東部のブルネー王国にも出かけ、毎日宿舎から二百メートル程の河で泳いだ。よく

ワニが出ると注意されたが一度も出くわさなかった。

　その内に、金沢第八師団長前田公爵の率いる農林、商工など官吏二百名が到着し、軍政会議

議事録、布告月報その他一切の書類を引きわたした。
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　内地に戻り陸軍省に行くと大尉に昇格しており、そのまま召集解除となった。三井では調査

部に属し、酒井杏之助部長の下で信用調査を担当した。戦争は益々酷くなっており、行員の人

員統制、軍需産業金融の補償に関する論文を日銀総裁に提出した。これは翌春には法律になっ

た。

【補足年譜】

昭十七・八　召集解除　主計大尉

同十月　結成豊太郎総裁へ私状

八　再度の南方派遣

　十八年七月、軍から浜本支店長供出の要請があったが、支店長では困るので代りに行ってく

れと部長要請があり南方の嘱託として、銀行よりはましと思い承諾した。その頃には小野家に

防空壕を堀り、高円寺の家財を赤湯に送り疎開避難させた。赤湯で静江は子供を背負って水肥

を汲んだり、リヤカーで運び施肥などワラジばきで百姓仕事をしていた。

　私自身は、日本にもいよいよ見納めかと観念して、下呂温泉に一泊してから昭南に飛んだ。

軍嘱託で長い日本刀を下げていた。　総軍経理部における仕事は、池内主計中佐の下で内地か

らの補給品と現地調達のゴム、タングステン、アルミニュウム等買上品の価格決定であり、兵

器本部にいた頃の会計監査の要領で行なった。

　事実上全権委任されており、池内中佐は一度も口をはさまなかったので、私もよく注意して

進めた。しかし、従来の陸軍納入買入れで商社が損をしていたのを知り、二パーセント程利益

の出せる改訂などした。憲兵のことを考え、商社の人とは役所で挨拶する以外、極力会わない

ようにし、コーヒー一杯も受けなかった。

　しかし、戦況は日一日と悪化し、何日もかけて積み込んだタングステン輸送船は二、三日で

敵潜水艦に打ち沈められるという具合で、五月頃から事実上、物資売買の仕事も無くなった。

いよいよ終局を迎えそうな情勢であり、ジャワに出張し、帝銀スラバヤ支店の閉店、行員の内

地帰還を勧めたが、浜本支店長は自分一人は残ると言われた。結局、英軍上陸の当日、ジープ

に乗ったまま行き先不明になったとの事である。昨年読んだ本によれば、浜本支店長はジャワ

人に虐殺されたとあり、支店長の責任とは言え、死んでしまっては何もならないと退去を勧め

た私も遺憾至極であった。

　また、矢野中佐には、昭南全市にパパイヤのような直ぐ食べられるものを植えるよう進言し
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たが、よい案だと言われただけで軍命令にはならなかった。私の庭先に植えたものは二、三ケ

月で沢山実った。

　九月には嘱託を陸軍省で解除。この時、肋膜を煩い赤湯へ帰ったが微熱がとれなかった。東

京空襲の三月には B29 の爆撃で防空壕にも入れず、爆弾が雨のように落ちるのを聞いて只一人

で寝ていた。再度赤湯へ行き、農業の手伝いをしていたが、金も無かったので肋膜炎の食事療

法もできず微熱が続いていた。

　翌二十年八月十五日、静江と共にリヤカーを引いて栗山から帰る途中、大きなラジオの音が

通りがかりの家から聞えてきて、戦争終結の陛下の放送であった。何故か感無量の思いがこみ

上げてきて、ようやく私達自身の真の世の中が開けてくるのを感じ、二人で喜んだことを今で

もはっきり覚えている。

【補足年譜】

昭十八・四　三井は帝国銀行と改名

昭十八・七（四一才）南方総軍司令部嘱託

昭十九・一（四二才）次男毅、米沢中条病院で誕生

昭一九・九　解任

　　　同十月「物価偶感」

昭二十・一（四三才）「南方総軍司令部出仕に関する報告」

九　終戦、財閥解体

　その後、米沢と赤湯に米兵が駐屯することが伝えられ、女達は恐慌状態となったが、絶対心

配ないことを須藤町長へ説明し、町民に伝えてもらった。やってきたのはフランシスコ中佐の

ひきいる落下傘野砲第一大隊であり、隊長が町長を呼び出したので私も同道した。　二十四時

間以内に兵七十名を収容できる新兵舎を建てろとの命令であり、町長と相談し敷地は小学校庭、

所要木材は米軍ジープで町長と私が材木店をまわり供出させることとなった。大工の協力も手

分けして頼んでおいたので、兵舎を一日以内に完成させた。また、東北部にあった慰安所にも

町長の命令で職業に励むことを注意させたりした。米兵の方では、誰云うともなく、私のこと

をジェントルマン・ファーマーと呼んでくれるようになった。兵隊達は夕食後十リットル位の

肉汁を持たせてくれて、さしもの肋膜も一週間で熱が引いてしまった。ゆり子も大変人気があ

り、チョコレートなどをよく貰っていた。静江達は十八年秋から、裏の家に住んでいたが、十
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九年一月六日には毅が米沢の中条病院で生れた。

　米軍司令部では、当初から第三命題が取り上げられていたから、帝銀としても大弱りであり、

まず、万代氏より、早く東京へ帰れとの要請があり上京した。二一年夏、静江と毅を連れて目

白の家の離れを借りることにし、銀行に出勤したところ渉外部に配属された。　財界担当者と

コンタクトする業務であったが、上には桜井部長、飯野氏がいた。三井の解体については対抗

する術もなく、佐藤頭取追放訴状を英文で作成しなんとか切りぬけることができた。

　次の異動時期には、部長昇格を期待していたが、渉外課長となり、大いに落胆し、その日に

買った洋服を電車の網棚に忘れてきてしまう程であった。しかし、気を取り直し色々な活動を

拡げ、私用ながら、裕幸のため都立青島中学認可のため GHQ 教育部の少佐へ働きかけを行な

い東京都が設立するはこびとなったことなどがある。その年の未には、赤湯から裕幸とゆり子

を呼び戻したが、玉枝ちゃんには大変世話になった。また、静江が赤湯から戻る時、大暴風に

あい、赤羽で停電になり毅を背負って困っているところを、若い青年が目白の家まで送ってく

れた。世の中には親切な人もあるものだと大変感謝している。

【補足年譜】

昭二三年（四六才）「佐藤喜一郎氏追放免除申請書」

　　　　　帝国銀行分離

　　　　　池袋三丁目社宅へ入居

　　　　　ゆり子池三小学校二年へ転向

昭二四年　ゆり子日本女子大附属豊明小学校三年へ転校

十　戦後復興期

　二三年には、目白の家から十分程度の池袋三丁目の土地に目をつけ、地主の大野氏と交渉し

て五百坪を五百万円で売却することを承諾させ、すぐに銀行に取引させて十戸の社宅を建設さ

せた。私共は一番奥の東南の一戸を借り、ようやく人間らしい生活になった。

　その年の夏には、外国部へ転じ大いに上海の経験を活かして C／O とか、為替売買など成績

を上げ、二五年には松川氏の後任として、外国部長へ昇進した。戦後初の銀行代表訪米調査に、

東京銀行の小野氏に十日遅れて認可され、次に住友銀行の森田氏が加わった。しかし、両氏と

も帰朝後すぐ病死されてしまい残念であった。

　私は一人で米国実情調査に出かけ、八ケ月後の佐藤氏の外遊の世話を二ケ月行ない一年間は

また独身生活となった。とくに、池田成彬が世話をしたケミカル銀行のドリペン氏、バンカー
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ズトラスト銀行、小麦輸出の大手ロビン・インター・ナショナルなどのビジネスマンと親交が

あった。日本企業関係者の来訪も多く、三機工業の社長などニューヨークの夜の街でよく接待

をした。その他、取引所とか、ワシントン、ポトマック河畔の桜など色々想い出が多い。

　一番驚いたのは、銀行の労働組合研究のためシティ銀行に行ったところ、以前私が銀行に雇

い入れ、三年でクビにしたルース・シモンに声をかけられたことであり今でもよく憶えている。

ケミカルのドリペン氏は私に秘書を付けたり、銀行食堂での昼食とかをよく世話してくれた。

佐藤頭取の補佐は残念ながら大変くたびれた。私はよく現地のレポートを銀行へ報告していた

が、銀行の野田君が読み直、し整え役員へ配布したので印象がよかったようだ。

　中野の家は、静江が家屋売り出し広告で見つけ、早速二人で下見に行き場所もよく、売値も

百十万円程であったので買うことになった。銀行には前例がなかったが不動産を抵当にし借り

いれ、玄関、客間兼寝室を作り、廊下の南東角には私の大きな机を置いた。

　その頃、母病気の知らせがあり、急拠、子供用ブロック家屋と、庭先へ隠居部屋を作り、両

親を東京に呼び寄せた。母の病状は、高血圧によるボケの進行したもので、私のことも分らな

い状態であり、種々療養を尽くしたが翌年正月元旦に亡くなった。兼ねてから入手していた多

摩霊園に葬ることになった。父は九年後の三七年一月十四日胃病で亡くなり、私はハワイから

帰国し、葬儀を行なった。

　銀行の方はすこぶる多忙で重大要件が続出していたが、私の取締役就任直後に起った現在の

アラビア石油開発の問題は最も印象深い出来事となった。元来、山下太郎氏とは外営（外国営

業）時代から特に懇意にしており、私の独身時代には有能な行員を娘の婿に貰いたいという話

もあった。しかし、よく調べてみると、その娘は出戻りであり、それを隠しての話をもってく

るなど信用できない面もあった。しかし、彼がアラビア海岸に取得した石油堀削の利権契約は

勿論嘘偽りなく、地質調査の専門家も油田存在を裏付けており当行としても他社、他行同様応

分の出資をすべしと提案した。しかしながら私に賛成する役員はおらず、本件は締めざるを得

ず、かえすがえすも真に残念至極であった。当時、三井銀行の要請で東芝社長となり、後に経

団連会長となった石坂泰三氏の支援参加によりアラビア石油は成立し、三本もの油田が噴出し、

現在我国でも最大の自己資本を有する会社に成長することとなった。その時は私の完全な敗北

であり、三井銀行は佐藤頭取以下進取の精神を持たぬ輩と言われても仕方なしと痛感したもの

だ。

　また、ブラジルの新銀行に資本金を少し出す計画があった。坪沼俊吉君を派遣し信用調査さ

せたところ問題ないという事で若干金を貸したが、後になって信用上のトラブルが起きそれも

私の責任となった。
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【補足年譜】

昭二五・五（四九才）戦後始めての銀行代表としてのニューヨーク視察。「米国報告」他

　　　裕幸池三小卒業、青鳥中学（目黒文部省研究所内）に入学

　　　毅目白小学校入学

昭二七・三　（五十才）山本甲子男氏より中野の家購入　百七八坪。高野工務店が増築施行

同四月一日　毅桃園小学校へ転校

昭二八・一・一　母シゲ脳軟化症から死去

　　　七三才青木葬儀社扱

同三月二五日　裕幸青鳥中学卒業滋賀県信楽身体障害者指導所へ入所、池田所長池上先生に世

話になった

昭二八・四　ゆり子豊明小卒業、西生田の附属中学へ進学。

昭三一・一・十五（五四才）取締役外国部長に就任、バラ栽培、鶏飼育

同四月　毅桃園小卒業、早稲田中学入学試験合格、入学。ゆり子附属高校進学。足親指の痛風、

三井厚生病院で手術

十一　シティ銀行創設と発展

　昭和三二年に、ハワイから森田氏と稲葉氏が参り、新銀行を設立したいから三井として有能

な人を出すとか、出資するとかの形で援助してほしいとの依頼があった。本件は取締役会の承

認を受けた後、約一年後に銀行資本金二百万ドルの目途がついた。そこで人の派遣の話しにな

ったが、従来よりぬくぬく育っていた当行員には海のものとも山のものとも分からない新銀行

へ行こうと思う者は一人もおらず、結局、柳社長に呼ばれ私が行ってほしいとの打診をされた

が拒否した。次に佐藤会長に勧められ、一応考える事を約束させられた。

　三十三年十二月末ハワイに出張し、ハレクラニホテルに逗留しながら毎夕美しい夕焼を見て

泳いでいた時、銀行の事も忘れるほどハワイに魅力を感じるようになった。ハワイの銀行検査

官は、ドリベン氏の推薦状をみたためか、私が頭取になるならば問題ないが、ロスから呼ぶ役

員は許可できないという結論であった。

　結局、私が頭取となる事を決意し、連れて行く役員を行内で探したが、有能な人は誰れも承

諾せず、やむなく松下勝君に女子行員を要らせ同行させた。しかし、彼は残念ながら口ばかり

達者ということで一年後には帰国させた。出発前の心境は、次の詩に託した。
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　　　　東海の埠頭　夕焼赤し

　　　　遊泳力闘　而して後ち己む

　出発は二月となったが、その後、何故、伊藤がハワイに行かねばならなかったのかと疑問に

思う人が多くいたのには驚いた。横浜の桟橋をアメリカン・プレジデント・ライン社のクリー

ブランド号で発ち、ハワイまで八日間の航海であった。静江は船酔いで苦しんだが私は最も元

気であり、ゆり子の日本舞踊藤娘も満場の拍手をあび大変嬉しかった。

　ホノルルでは大勢の人が出迎えてくれ、プルメリアのレイをつけたハワイヤン女性の歓迎演

奏も大層印象的であった。翌日から銀行開設の準備が始まったが、まずリチヤードストリート

のチン・ホーの店を借りた。人種のるつぽと言われるハワイであるので、日本の銀行とは絶対

言わせず、役員も行員も各民族の代表のような者を混合して採用した。また、銀行とは預金す

る所で事業資金は借りられないと思いこんでいた人達まで、休日を返上して説明してまわった

ため、「今度きた銀行家は、頭も低く今までとは違う」と評判になり、新しい事業家、商店主

など顧客が逐次増加して行った。これらの方針が、成功の第一歩に結びついていったものであ

る。

　翌年、マカレー、カバラマ、カイルア支店の開設許可を得て営業も拡大したため、第三年目

の決算では相当の純利益を上げ、配当を開始した。また、行員に対しても、営業利益配分制、

即ち、純利益高の一定比分を与える制度とか、十年以上勤務した者には、最終月給の一定率を

生きている間支払う年金制、さらに夫の死後妻も受取れる制度を米国労働省に申請して許可を

受け実施した。

　大変困ったのは、三井銀行が乱発する紹介状で来島される客の接待であり、私のみならず静

江も相当の時間と労働を余儀なくさせられた。いつも案内するパイナップル畑の人に、静江が

度々いくので、観光会社の案内人と間違えられたこともあった程である。　接待費は銀行の費

用で出るが、私がオールズモビルを運転して空港出迎えすることも多く、まるで三井銀行のサ

ービスエージェントと化した観があった。

　その他にも、当然の事ながら、銀行の有力者を二、三十名自宅に招待しプッフェパーティを

開く事も多く、準備、応接、後片付けと静江、ゆり子には大変な苦労となった。ゆり子はハワ

イ大学受験の前日でもこのような手伝いに狩り出されて本当によくやりこなしたものである。

　銀行の方は、よいスタッフに恵まれたこともあり急成長し、五年目にはニューヨークの保険

会社から八割まで不動産抵当で資金を導入し七階建ての本店を建てた。銀行としては三階まで

を使用し、広い駐車場も出来便利になった。

　ちょうどその頃、私の左目がかすみ出し、白内障の手術を受けた。そののち、右目を東京医
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大で手術してもらったが技術の進歩によるのか右目の方がよく見える。土曜日は私だけが働く

と言明し、行員の出行を禁じたが、コンピューターをやらせたデニーンだけは必ず出社してい

た。彼は以前、日本におり、横浜で日本人婦人と結婚したことでバンク・アメリカをクビにな

り、またバンク・ハワイでは酒の席で上役と口論してクビになったのを、よく事情を調べ思い

切って採用した。とくにコンピューターシステムで大変な能力を発揮してもらった。しかし、

惜しくも昨年六月癌で亡くなったとの事である。

　行内事務の最高責任者であった大塚君は毎日十杯もコーヒーを飲むので少し減らしたらどう

かと勧めたが、脳溢血で倒れ手術をしたが植物人間となり三年生きていた。これをみて私は自

分が植物人間になるのは御免と遺言を残している。七年目には、五十年先輩であるリバティ・

バンクを預金高、純収益で追い越すに至り、大いに満足した。

【補足年譜】

昭三四・二・二十（五七才）三井銀行退任「挨拶状」

　　　毅は目白の祖父母宅下宿

　　　ゆり子はマッキンレー高校入学、一年後ハワイ大学ヘ

　　　オアフ島カハラのコロアの社宅に住む

同七月　シティ・バンク・オプ・ホノルル設立

昭三五・六「一周年記念講演」

昭和三六　頭取就任

昭三七　記者クラブ講演

同一月十四日（六十才）　父吉太郎赤湯で没　（七九才）

昭三九・五・二六　ゆり子結婚

昭三九　凌霜投稿原稿

昭四十・十　二三十万ドルでシティ・バンクビルを建立

同十月二三日　ゆり子の第一子義郎出生

昭四二・十二・二一　ゆり子の第二子義幸出生

十二　退任

　翌年終りころ、青鳥中学でお世話になった山口薫先生が二晩滞在され、内地における精薄児

指導の進歩を話され、また裕幸を此処においていては親としての義務を果してはいないと叱ら

れた。
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　翌年、仕事を作って東京に帰り裕幸の入れる施設を調べ、毅にドライブして貰って千葉日向

の弘済学園を訪れた。幸い裕幸を知っていた飯田雅子先生が居られたが、入園希望者が多く待

っている状態との事であった。佐藤頭取を通じて当時の国鉄総裁石田礼助氏の紹介う得ること

ができ直ぐ入園許可が下りた。その年の中頃、裕幸を連れ日向に入園させたが、環境が変った

せいか食事が喉を通らず入院したりしたが、次第によくなった。

　その時から決意していた事があるが、銀行創立十周年をむかえ引退することとした。無理や

り役員会の承諾を取り付けたりしたが、六月の十周年記念祝賀祭は、あたかも私の送別会のよ

うになり私も大変感銘を受けた。

　その後、静江と二人で欧州旅行団に加わり、八月にハワイを離れ欧州各国をまわったあと、

アラビア半島、アテネ、ベイルート、そして昔懐かしいシンガポールを見物し最後に香港に立

寄り九月一日に東京に戻った。

　子供の教育にも気を遣ったが、裕幸は私と一緒に居る限りアメリカ滞在を許可されていてハ

ワイの施設へも楽しんで通っていた。

　毅については、小野さんに頼んで日本へ残し、早稲田高校二年の夏休みにはハワイヘ来させ

た。早稲田大学三年の夏休みには UCLA の夏期学校にやり、そのまま野村証券の宗方君と合衆

国一周のドライブに出た。約一万マイルを二十日間でまわった。毎週私の口述で日本ヘエアメ

ールを出し毅からも大体返事があった。就職について私はベンチャービジネスを希望していた

が、豊田英二副社長夫妻の世話でトヨタ自動車販売へ入社した。今はトヨタ自動車の広報課長

である。

　ゆり子は一年遅れたがハワイ大学に入りよく勉強したが、少しく米国かぶれ目であったので

一年間だけ帰国させることにした。日本ではまず国際キリスト教大学に入り、その後早稲田大

学商学部に入った。ハワイに戻らせた後、欧州まわりで日本に行くフルプライト学生の旅行に

加わえさせた。その後、その時の仲間の一人であった東浦義彦君と結婚することとなり、トヨ

タ自動車社長の中川不器男氏の媒酌で式を挙げた。結婚式へは、毅の車で茨城、犬吠崎、鹿島

を家族で回ってから臨み、式後には有馬温泉へ泊った。

　義郎、義幸、葉子、由記子ともいずれも教育も行きとどき、昨年に、はゆり子はトーストミ

ストレスの日本賞、米国賞を取った。

　毅の方は妻千恵子は足が悪いが、洋、牧、茜もよく育っている。

【補足年譜】

昭四三・一・十　裕幸日向弘済学園へ入園

　同六月十六日　移民百年記念にハワイ日系人社会発展、日米親善の努力に対し表彰状と木盃
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を外務大臣三木武夫より贈呈、勲六等旭日章

昭四四・六　（六七才）　シティバンク創立十周年　資本金八千四百万ドル

　同八月三日出発　シアトル、ワシントン、コペン、アムス、ロンドン、パリ、スイス、フラ

ンクフルト、ウィーン

　同八月十五日　ベニスで旅行団と別かれローマヘ、アテネ、デルフィ、アクロポリス

　同八月二二日　ベイルート、ニューデリー、バンコック、シンガポール、台北

十三　東京、千葉の生活

　ハワイによく釆ていた殖産住宅の勤めで中野にマンションを建てることとし、高梨氏に設計

を任せた。三井銀行からは不動産金融はしないと断わられたが、シティ銀行の提案で二十年、

利息七分、返済月六百ドルで資金を借り、政府年金で支払った。殖産の東郷民安社長には色々

世話になり厚く感謝している。

　四五年五月にマンション完成とともに引き移り、私は半年税金の勉強をした。毎日、家から

明治神宮裏門まで約三キロを早足で歩いていたが、片道二十分を仲々切ることができなかった。

タクシー代とニトログリセリンを何時も用意していたが、一度も使わなかった。　中野の TAC

という水泳クラブで泳いだり、静江と一緒に全国を見物して回ったりしていた。北陸、北海道

以外は余り大した所はなかった。また、中野区の寿大学に入り有益な話しを聴いたり、その後、

伊豆の妻艮に五百坪の土地を買ったが、契約であった水タンク、自動車路の建設がなされず使

うことを諦めた。南に吉田湾、西に妻良港の見えるよい場所であったので残念であった。

　次に、千葉県の南端、和田岬の辺りが、いかにもハワイそっくりなので気に入り、千倉に五

百坪の土地を買った。相当頑丈な土木工事を行ない、三家族の住める別荘を建てた。人手は借

りず自分で何もかもやるつもりで果樹七十本程を育てた。これは五、六年前東京農大で一年間、

週二日づつ講義と実習の講座を受けた事が役立ったと言える。一昨年迄はたくさん果物の収穫

があったが昨年八月の台風で海からの強い塩風の後、急に雨が止んでしまい塩害が発生し、そ

の後二回も花が咲いたり生育が大巾に狂い、去年も今年も収穫ゼロとなり嫌になってしまった。

野見屋さんという大きな蜜柑山所有主の話しでは、二年は駄目だが、来年は良いでしょうと言

うので、若しかしたらと希望を持ったところである。先週、道にころぶ事、二度で、救急車で

千葉の病院に運ばれた。足が早く前に運ぶので、これからは胸を張って背中を後ろにまげる運

動をしなければならないと思っている。

　これで私の一代記を終える事にするが、幼年から学生時代、三井入行と戦時下、戦後の復興
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期、シティバンク時代、引退生活と五つ程の人生があったように思う。どの時期も懸命にやっ

てきた訳だが、やはり支那事変の横嶺関の戦闘など、今でも鮮烈な記憶として残っている。

　いずれにせよ、各々の時期を何とかやり通して来れたのは、小学校教訓の正直、親切、忍耐

の精神で事に臨んだことによるものと思っている。曲がった事、インチキは絶対せず、なんと

か兵隊の為、部隊の為、また銀行、国のために死力を尽してやってこれた訳であり、私も我家

もたんへんな幸せに恵まれたと信じている。

　　　　　　　昭和五八年八月二九日　記　　八一才

【補足年譜】

昭四五・五　マンションの完成・引渡し（建設費 五千万円）

昭四五・五　葉子出生

昭四六・三　京葉不動産より買入れ三八二万円

昭四八・三　松本保子、常太郎夫人没。実質の仲人であった

同五月二八日　伊藤コウ　（妹）没、葬儀出席、最後の郷里訪問

昭五七・三（八十才）「わが命限りありとて、ハワイ行き」

　　　東浦、洋、裕幸を連れハワイヘ、感激のパーティ

昭五八・三　（八一才）NS ビルで誕生パーティ

昭五九・三　（八二才）土肥へ誕生祝旅行

同六月十三日～二一日　シティバンク二五周年記念大会へ招待、裕幸、ゆり子と共に

昭六十・三　（八三才）　蓼科へ誕生日記念旅行

同九月十三日　夕方の散歩の帰途、家の近くの路上で倒れ、小原病院へ

同九月十九日　二三時三八分永眠

同九月二四日　宝仙寺にて葬儀告別式

《自伝の部　了》
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家族の思い出

父を想う　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　毅

　父の人となりを問われれば、国際人であり、かつ合理的な物の考え方を尊重していたし、自

伝にもある「正直、親切、忍耐」、母の言い方を借りれば「人のため、家族のため生きた」と

答えることができ、どれも的を得ている。つまるところは、戦争の経験、三井、シティバンク

のビジネスライフ、引退後の生活を通してみると、まさに、「信念の人」が最もよく当てはま

ると思う。

　いくつかの挫折はあったにしろ、どのような局面においても、かくあるべしとの考えを何と

か遂げてきた事と、それを見守る人への期待を裏切らず、また、まわりの環境をその理想に同

化させ得ていたのではなかろうか。ビジネスの面でも、生涯インターナショナリストを志向し

ていたと言えるが、今になって考えると、八〇年も昔の東北の片田舎出と、とり立てて恵まれ

た雰囲気もなかったなかでそれを成し得たのは「信念」そのものに依るものであろう。私に対

しても、国際人たれ、正直、親切、忍耐の人となれなど一度も教えたこともなければ、聴いた

事もないという様であり、当人にとってはそれらが、空気や水のような当たり前の生き方であ

ったし、人に押しっける必要もなかったのであろう。

　私への教えで印象に残っているものは、何故か唐突に倉田百三の「愛と認識との出発」を読

めと言ったこと、大会社には就職するな、自分の考えている事を会社トップヘよく伝えよぐら

いであり、これら以外に教訓めいた話しを言われたことはない。いずれにせよ、私を含め他の

人に対しても、独立独歩、その人なりで道を開けとの考えであったと思う。

　続いて、家族生活の面での父の様子を想い起そう。

　私の小学校二年までの目白の時代は、父も海外にも長期出張したり戦後処理で忙しかったせ

いか一緒に生活した記憶は薄い。中野の家へ移って来て、鶏とか庭一面の作物とかの世話、そ

の後バラ栽培に凝り土・日曜によく土いじりを手伝わされた。バラは各種自慢の苗を育て百五

十本程となり、近所の人にも楽しめるようにと、わざわざ外から見易い金網の塀に変えたり、

気が向けばよく近隣の人に切花をさしあげていた。私が手伝った本音は、手伝ったほうびに新

宿あたりへよく洋画を見に連れて言ってもらえるからであった。後日、ハワイに行ってから父

の名をつけた新種のプルメリアが送られてきて、新宿御苑に寄贈した事もあった。

　週日の帰宅時によく酔っぱらって帰る事もあり、玄関前の送り車から母と姉とで苦労して家

へあげ、寝かせたりしていた。また冬の寒い時節には父の就寝時に父の肩のところのフトンを

首にまきつけに行くのが私の仕事であった。
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　銀行の人を何かと家へ呼ぶのが好きであり、つまみを作ったり、運ぶのをよく手伝ったもの

である。その頃であろうか、愛唱歌で「港の見える丘」を何度も聴かされた。歌については、

後年、洋や牧、茜たちの小学校唱歌などを聞くのが好きで、また自分の十八番の「浜べの歌」

をよく歌った。しかし、いつも歌詩を忘れ、最後まで歌えないことを残念がっていた。

　そう多くはなかうたと思うが、家族を連れて遊びに行くこともあり、金沢文庫へ潮干狩りに

行き、汐吹がたくさん採れ、苦労して電車で運びかえったりした事を憶えている。父は何でも

やってみるのが好きであり、暮れには、家のそばの風呂屋から臼杵を借りてモチつきしたりし

ていた。

　私の中学三年の末には家族がハワイヘ発ったため、その間は手紙でのやり取りで父と係わっ

ていた。私の方も、目白の祖父母の世話になって落着くと、早速、飛行機好きからグライダー

の訓練飛行に通いはじめたりしており、父もハワイで心配をしていた事であろう。大学入試も

苦労したが、浪人後、早稲田、慶應の工学部に合格し、どちらに決めるかハワイヘ電話をいれ

て相談をしたが、自分の行きたい方へ行けと殆ど任されっぱなしであった。ただ合格した場合

の約束で入学してしばらくのうちに車を買ってもらえた事は、その当時としては大変破格のプ

レゼントであった。

　父が日本に戻って、私も名古屋勤めから東京へ転勤となり、よく会社の寮との行き来があっ

た。その頃、父はマンション有限会社の設立と、マンション建設に没頭していた。マンション

の運営は、会社損益計算、税申告、入居者との関係など大変ややこしく、母の協力も不可欠で

あったが、父がキメ細かくやってきていた。これに加え、千葉の家と樹木の世話など、父が筋

金入りの活動家だからこそ、できたのであろう。

　私が中野へ移り一緒に住むようになって、二家族八人でよくドライブに出かけ父は大層喜ん

でくれていた。

　以上、父の想いはなかなか語りつくせないが、私にとっても幸いなのは、父が、仕事、家庭

の面も含め父の人生を十分にエンジョイできたと考えられるからである。唯一の心残りは孫達

の結婚式に出席できなかったことぐらいであろう。とくに、我々戦後の世代が経験しなかった

苦難の時代を経て得た平安だけに、その想いもひとしおであったのではなかろうか。

義父の想い出　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　千恵子

　義父に始めてお目にかかったのは、そう、十一年前、中野の家に始めて伺った時でした。七

〇歳を過ぎた白髪の恰幅の良い方で、いろいろの話の中でボルネオの王様からいただいたとの

ヤリを見せて下さりながらの話がとても印象的だったのを覚えております。
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　その後も折につけ、ニューヨークのこと、戦争中のこと、三井銀行のことをよく話して卜さ

いましたが、私の直接知っている義父は、毎日散歩をかかさず、外でお目にかかっても、まっ

すぐ前を向いて背すじをしゃんと伸ばして、スタスタと歩いていらっしやり、今日はここまで

何分かかった、きのうは何分だったと私からすれば、時間との競争だなと思われる位に時間を

気にしていらっしやいました。それは車に乗っていても同じで、千葉に行くのにも前は何時間

何分だったが今日は何時間だ、とよく覚えていらっしやいました。

　千葉の事になりますが、私は千葉の山をあそこまできれいに整地された苦労を知りません。

しかし隣近所を見ると竹やぶで、この竹やぶを一人で住めるようになさったのは、並大抵の苦

労ではなかったろうと思います。私の知っている中で、多い時で月半分位千葉に行っていらし

て、プラムやすいか等いろいろなくだものを有難くいただいておりました。

　今、主のいなくなった千葉の家に行って、草むしりや枝落としの仕事をしていますと、義父

の苦労が身にしみて、もっと一緒に仕事をしてあげればよかったと悔やまれます。遊びに行く

たびに子供たちをひざの上に乗せては、頭をなぜてかわいがって下さり、嫁の私には、文句、

苦情らしいもの一言もおっしゃらず、晩年もいつも本を読んだり、新聞を読んだり散歩をした

りと、ボケないように弱らないようにとご自分の健康には随分気を使っていらっしやいました。

もう少し長生きして下されば、子供たちもそれぞれつえがわりにでもなれましたでしょうに、

言っても始まらない思いに心が痛みます。

おじいちゃんのおもいで　　　　　いとう　ひろし（桃園小 四年）

　去年の九月一三日の夕方、中本さんがかけつけてきた。おじいちゃんがたおれてるというの

だ。ぽくはびっくりした。ずっとあんなに元気だったのにどうしてたおれたのかぼくには分か

らなかった。　おじいちゃんのおもいで・・・・

　おじいちゃんは、ちょっとへんだなぁとおもった。中華料理屋さんでおさらをなめたり、せ

っかくお母さんが作ったケーキもペロリとたべてしまうからだ。けれども、やさいとか、カル

シユウムをたくさん食べていて、とてもけんこうなので、すごいなぁと思った。それからよく

公園に行って、ボールでいっしょに遊んでくれます。それから、ようち園の時、いっしょにプ

ールにいったり、ようち園のおもちつきで、おもちをついたりして、すごいなぁと思った。ち

ょっときたなかったけれど、とてもだいすきなおじいちゃん。

　おじいちゃんは、おさん歩して、すこしよろよろっとしてたおれそうになって、かどみたい

なところにぶつかって、おばら病院に行った。ぼくも、一日だけ、おじいちゃんのところに行

ったけれど、なんにもたべられなくて、かわいそうだなぁと思った。おじいちゃんがもっと長

生きしてくれればよかったのになぁと思った。
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だいすきなおじいちゃん　　　　いとう　まき（桃園小 二年）

　おじいちゃんは、いつも元気で、おもしろいおじいちゃんです。八三さいでも、わたしをだ

いてくれたり、千葉であそんでくれたり、よくはたらくので、おじいちゃんをかんしんしてい

ました。おじいちゃんは、わたしがけがをしたときに、びょういんをまちがえても、おみまい

にきてくれて、水ようかんとゼリーをくれた。おじいちゃんがかえるときに、わたしが　「お

じいちゃん、つえをわすれないでね」といったのが、かんしんしたみたいに、十かいぐらい、

うちでいっていたので、おとうさんがききあきたといっていました。

　よくレストランにいくと、「こんなにおいしいものははじめてだ」といっていました。ドラ

イブにいくと、おにぎりだけをバタバタたべてしまいます。おかあさんのつくったケーキも、

ひと口でたべてしまいます。おじいちゃんはくいしんぼうだなあ、とおもいます。おじいちゃ

んのうちで、よくおじいちゃんがうまになってくれたりしました。でも、おじいちゃんはたお

れて、いしきがもどらないまま、なくなりました。わたしはおじいちゃんがだいすきでした。

いつもやさしいおじいちゃん　　　いとう　あかね（光塩学園一年）

　いつもやさしいおじいちゃん。おねえちゃんがけがでにゅういんしてたとき、おじいちやん

は、はやくたいいんできないかなあとしんばいしていました。おじいちゃんは、びょういんに

いつもおかしやプリンをもっていってくれました。

　おじいちゃんのうちにいくと、おひるごはんのあと、ピーナッツをよくもらいました。おじ

いちゃんはうまになってあそんでくれました。わたしがあかちゃんじゃないのに、だっこして

くれました。わたしはとてもうれしかったです。

　おじいちゃんは、おおきなぶどうをひとくちでたべたり、おいしいもののあとのおさらをた

めたりしていました。そんなおじいちゃんでした。

　おさんぽのかえりにたおれて、にゅういんしていっしゅうかんぐらいでなくなってしまいま

した。　わたしはおじいちゃんがだいすきだった。
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義父の手紙　　　　　　　　　　　　　　　　東浦　義彦

　私がどこでその手紙の写しを見せて貰ったのか、実は思い出せない。前後の関係から考えて、

ロンドンか、或はヨーロッパ旅行中の事だと思います。

 一九六二年の夏、同じ立場で留学中だった東野氏、新井氏、と私は、夏休みを利用してヨー

ロッパ旅行を計画していました。それにゆり子が加わる事になって、東野氏と私はボストンか

ら、新井氏はフィラデルフィアから、そしてゆり子はハワイから米本土を経由して来て、ロン

ドンで落合いました。その手紙の写しと言うのは、お義父さんがお書きになったニューヨーク

のケミカルバンクの友人宛にゆり子を紹介する手紙でした。その文章をみておどろきました。

私なんかが、これからどれだけ勉強しても、逆立ちしても、とても書けない様な素晴らしい紹

介状でした。

　何年か経って、バンクーバーでお会いした元三井物産の戸所さんと言うお義父さんの古い友

人に、その話をしましたら、戸所さんは「それどころか、アメリカ人でも伊藤さん程英語の出

来る人はそういない」と強く同感されました。

　神戸の先輩とはいえ、失礼乍ら余りスマートとは言えない朴訥な風貌に東北訛りの残るお義

父さんが、私などよりはるかに恵まれない環境の中で、どれ程努力されて貪欲に、少ないチャ

ンスをいかして勉強されたかが伺われてならず、大変感動しました。

父の思い出　　　　　　　　　　　　　　　　東浦　ゆり子

　私が最も小さかった頃のことで覚えているのは、赤湯に疎開していた時に、英語のうたを父

に教えられ、意味も分らずに口真似で歌っていた事で、後年ハワイ大の頃、その正確な歌詞を

耳にした時、自然にメロディを思い出し懐かしく思った。その歌を歌うといつも父の顔が浮か

んでくる。

　小学校の頃には、日曜日に良く金沢文庫や逗子に貝拾いや水泳に連れていかれ、中学の時に

は、夏休みにまとめて英語の予習をみてもらったり、ディクテーションをやらされた。高校時

代には、社会問題で激論を闘わせ、夏休みのアルバイトで疲れて帰ってくると、バス停で父が

傘を持って迎えにきてくれていた。ハワイでも色んな会合に連れて行かれたり、海に泳ぎに行

った。

　こうして父を思い出していると、私はいつの時代にも父の強い愛につつまれていたと思う。
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兄弟の中で、性格も容姿も一番父に似ているのは私だし、私が一番大きな影響を受けたのも父

からだったと思う。父から受けた愛と情熱を私が又私の子供達にそそぐことによって、父の意

志が更に広く長く伝わっていくのではないかと思っている。

祖父のこと　　　　　　　　　　　　　　　　東浦　義郎

　高校二年の暮れに東京に遊びに行った時、それまでハワイで銀行をやっていたことは聞いて

いたが、三井銀行時代のことは全く聞いたことがなく、その時始めて祖父から話を聞いた。ア

メリカに長く居たことや、山下太郎のことなど、当時経済学部か経営学部に進みたいと考えて

いた自分は、心躍る思いで祖父の話に聞き入っていたものだった。また、その時は、祖父の話

す英語を聞きとり、手紙にすることもし、祖父の英語力のすごさを知らされて、それ以来、た

だのおじいさんだった祖父が、とても誇らしく思え、そして本当に祖父を専敬するようになっ

た。

　横浜の大学に通うようになり、時々遊びに行くようになってからのことよりも、何故か高校

二年のあの時のことが頭により強い印象を残している。その祖父は、大学に入ってから中野に

遊びに行った私にこう言った。「偉くならなくてもよいから、立派な人になりなさい。」常に

忘れずにいたいと思う。

おじいちゃんの思い出　　　　　　　　　　　東浦　義幸

　僕が中学三年になる前の春休みにハワイに行った時のことだが、船の上で夕食をとるナイ

ト・セイリングの時、その日の晩は波が荒く、船が大きく揺れるたびに、おじいちゃんがとて

も愉快そうに声を出して笑っていたことが、何故か強く僕の頭に残っている。

　おじいちゃんの思い出を書く為に、おじいちゃんのことをいろいろと想い出していたが、僕

は不思議とおじいちゃんが愉快そうにしていた時のことばかり想い出していた。そして必ず、

その愉快そうな顔を見て僕まで愉快になるのだった。

　そのいつも優しい目をしていたおじいちゃんは、僕の名前をよく「義之」と書き違えた。僕

の名前には、おじいちゃんの名前の「幸一の「幸」という字を貰っていることを僕は誇りに思

っているのだが・・・・。



28

おじいちゃんの思い出　　　　　　　　　　　東浦　葉子

　私が小六になる前の春休みに、ハワイヘ行った時の事です。ハワイの銀行へ行って、その銀

行をおじいちゃんがつくったことを知って、母や祖母がなぜあんなにおじいちゃんを『偉い人』

というのかが分かり、感心し、尊敬する人となりました。

　それまでは、ただ長い間生きてきて、いろいろな事を知っている良いおじいちゃんと思つて

いたのが、あの時からおじいちゃんを見る目が変わりました。

　おじいちゃんがなくなってから、一人で東京へ行った時も、何人かの人が東京の家に釆て、

おじいちゃんをおがんでいきました。その人達とおばあちゃんの会話から、私は「おじいちゃ

んはすごい」と思い直しました。

　おじいちゃんが、おじいちゃんのおじいさんに「幸一」と呼ばれて、助けられたように、お

じいちゃんは私をいつも見守ってくれていると思います。

おじいちゃん　　　　　　　　　　　　　　　東浦　由記子

　おじいちゃんの思い出といえば、私が、学校が休みの時に行くと決まっておじいちゃんの若

い頃の話を熱心に話してくれた事、それから、手をつないで遊園地やお買物につれて行ってく

れた事だ。

　その他のときは、食事の時以外は、自分の部屋にこもっていて、ほとんど顔を合わせること

はなかった。東京に行くと、いつも洋君や牧ちゃんや茜ちゃんと遊ぶので、おじいちゃんは、

私のことを、小さい子のめんどうを良くみて、とても良い子だねと言ってくれた。　おじいち

ゃんが、昔の話をする時、私は、最初のうちは熱心に聞いていたけれど、あまり長いので、途

中からは、適当に聞いていた。　それに、いつも何かしてもらってばかりで、おかえしをした

ことがなかった。

　今思うと、とても残念だ。もっと前から、こういう日が来ることはわかっていたはずなのに、

私は、何一つおじいちゃんにやさしくしてあげたことがなかった気がする。

　たまにしか会えないのだから、もっとやさしくしてあげればよかった。

　もっと、いたわってあげればよかった。
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結婚五十年を振り返って　　　　　　　　　　伊藤　静江

　世界第二次大戦に召集されて、苦労しながらもローソクの火の下で、克明に便りを書きつづ

けた七年、又、ハワイでの十年間の思い出と共に、結婚生活の五十年が過ぎ去ってしまい、苦

しかったこと、楽しかったこと、も今はなつかしい思いで一瞬の夢だった様な気もします。水

道局長として小河内貯水池建設に命をかけていた父、七人の子供と女中三人書生一人の大家族

を守って来た母の長女として、十八歳で見合結婚をしたのは、二・二六事件の年でした。

　翌年一月に裕幸を出産し、八月末召集された主人の後を追って青森県弘前へ、生れて初めて

の長い暑い旅。母乳が止まり、消化不良になった幼い子を抱いての帰京、すぐに東大小児科に

入院したものの肺炎を併発。弟秀樹からも輸血してもらい万全の処置をして幼い命はとり止め

たものの、生涯、障害者としてしまった悔は戦地の主人が「子の病　我狂ひて　たたかわんか

な」との軍事郵便に申し訳なさで一杯でした。

　戦争中、赤湯へ疎開、幼児を背負っての父のブドウ園の手助け、終戦後の物資不足の中の子

育てにも拘わらず、ゆり子も毅も順調に育って、各々目的の進学を果たし、よい伴侶を持ち、

七人の元気な孫の成長を見守るのは、私共には、大きな楽しみでした。又、裕幸も弘済学園で

の訓練の後、現在通勤中の日本理化学に入社し、彼なりに真面目にハンディを持ちながらも困

難に黙々として立ち向かい、既に十年以上勤続できた事は以前では考えられず、まことに幸せ

と感謝しています。

　孫の喜ぶ顔みたさに、千葉県千倉の山を一人で整地、耕作、自炊し乍ら、果樹の育成に専念

した晩年、リュックに一杯のとうもろこし、枝豆、桃等をつめてニコニコして帰ってきた姿。

いつも先々の事を考えての行動力、東北人の粘り強さ、明治生まれの気骨、アメリカ生活で身

についた合理性、人の為、家族の為に、自らは質素に、何の趣味も持たず、口ぐせの「裕幸の

為、君の為」と蓄財にはげみ「もうする事はなくなった、何時死んでもよい」と自分の死後の

整理を克明に記し、八三年の生涯を一瞬のうちに脳出血で倒れ、苦しみ、痛みもなく発作後、

六日目に亡くなった大往生でした。

　無神論ではあったが、今は安らかに天国にいる主人の許に行く迄、与えられた命を大切に、

課せられた務を果したいと思っています。　日本にとって最も多難な、激動の時代に、亡夫と

共に生き抜いた親兄弟をはじめ、生きる支えとなった子供達、沢山の友人、知己、先輩に助け

られ幸な五十年の結婚生活を続ける事が出来たのは本当に有り難い事であったと、心からお礼

申し上げます。　　　　　　　昭和六一年七月　記す

《家族からの思い出の部　了》

―　完　―


