
 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード－“本田宗一郎ご夫妻の話”（１） 

 

みなさん－こんにちは 長らく当インターネット倶楽部から、ご無沙汰していた重田です。数日前に吉岡伴明さ

ん、内山良平さんにメールでご挨拶をした時、何か当掲示板に書いてみる決心がやっとつきました。もしご興味

をお持ち頂けたらお読みください。私のホンダでの後半の仕事と、定年後の仕事を通じて知った、一般には殆ど

知られていない話です。（10 回近くの連続になるでしょう） 

 

本田宗一郎ご夫妻の全く私的な資金援助で、兄弟 4 人が中高大学まで卒業した吉田家の話から始めましょう。 

私が鈴鹿に勤務し始めて、遊び仲間は、ホンダ･エクスプレスの服部孝幸さん（ご健在）、故都築多美雄さん（ご

冥福）がいて、その中に吉田稔さんがおり、私も親しくして貰った。後にエクスプレスから、アメリカ、その後

カナダの出先会社の副社長、社長を歴任され、現在は鈴鹿市内の慎福寺の住職をしておられる。 

 

吉田さん（現在 70 才前後）が、15 才の中学生の時、お父さんが病弱で、戦後の苦難も重なり、生活保護を受け

ながら新聞配達をしながらの、その苦しい体験を全国中高生作文コンクルールに書き、一等賞を受賞し、そして

そのストーリーが吉永小百合さん（当時同じ 15 才）の処女作「朝を呼ぶ口笛」（日活）の台本に採用され、当時

新聞を賑わせた‐－という所までは、私は間もなく知りました。 

 

そして、数日後の或る日突然、吉田さん曰く、デッカイ中古のアメリカ車に乗った本田宗一郎さんが、品川の“貧

乏人”だけが住む一角にある吉田さんの長屋に乗り付けたというのです。勿論吉田一家は本田さんを知る由もな

い。（続）（695 字） 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード－“本田宗一郎ご夫妻の話”（２） 

 

本田宗一郎さんは次にように言ったというのだ。「私は本田という者だ。お宅の息子さん、稔君の作文を読んで

深く感動した。―― 大変だねえ。高等学校へいく学資を出してあげたいがどうだ？」貧しくながら、頑迷な父

親は答えた。「私は貴方を知らない。知らない人から息子の学資を出して貰わけにはいかない！それにうちには 4

人の息子達がいる。長男だけ高校にやるわけにはいかない。お断りする！」本田さん「それなら 4 人分学資を出

そうじゃないか！」、「いやお断りする！」本田さんはその日はそのまま帰って行ったが、数日後奥さんのサチさ

んが訪ねてき、改めて学資提供をすすめる。 

本田さん夫妻の真摯なすすめに打たれお父さんは、「お話は判った。まあ昼飯でも食べてください。」と言って、

焼サンマの昼食を本田夫人にだし、‘貧民窟’の長屋のひと部屋でサチ夫人は、それを美味しそうに頂いたとい

うのだ。 

数回にわたるサチさんの説得の後、結局この申し出を吉田家は受け入れ、4 人兄弟は大学までの学資を、本田家

から毎月郵便で受け取るようになった。それだけではなく、吉田稔さんのお母さんは、下落合の本田家に家事手

伝い（女中頭）として雇われ、吉田家の家計は安定した。そして大学卒業後、吉田稔さんはホンダ･エクスプレ

スに就職したのである。技術者、企業人として異色のお人柄に加え、時に激情を隠さない本田さんの、もう一つ

の隠れた人間像をご紹介しました。(続) (578 字) 

 

 

 



 

 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード－“本田宗一郎ご夫妻の話”（３） 

 

20 数年に亘る吉田稔さんと私のお付き合にもかかわらず、本田さんと吉田さんとの秘められた関係を私（重田）

が知ったのはまだほんの昨年のことである。そのいきさつもちょっと面白い。 

私が会員でもある九条の会スズカで、吉永小百合さんに「非戦と平和」の詩を朗読してもらい、それに地元出身

のピアニストにピアノを演奏して貰う会が構想された。さて吉永小百合さんとどのように連絡をとるか？そこで

彼女の処女作の映画の原作を書かれた私の友人、吉田さんに、出来れば連絡をとって貰いたいという趣旨で、仲

間の一人（これもホンダ定年退職者）と吉田さんのお寺を訪ね、連絡方法、またはその可能性を打診した。 

 

その際初めて上記の、本田さんとの永年に亘る経緯を聞かせて貰ったのである。それだけではなく、吉永小百合

さん初演の映画がきっかけで、中村めいこ、そのご主人の神津善行さんとの温かくもさわやかな交流の話も伺っ

た。その時、宗教者としてだけでなく、アメリカ、カナダでの外国でのビジネスマンとしての体験を含めての、

吉田さんの透徹した人間観、人間のしあわせ、安らぎと平和に対する考えに、私は深く打たれた。 

そして吉永小百合さんの会の実現の前に、ぜひ「吉田稔さんのお話を聞く会」を推進しようという会を開催する

ことになった。勿論、初公開の本田ご夫妻との逸話もたっぷり聞かせて頂ける筈です。（テーマ「生きる幸せと

平和を語る」）鈴鹿在住の皆さんお出でください。（9 月 27 日(土)ジェフリー3F 無料、私が司会します。）(終わ

り)(635 字) 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード－本田･藤沢さんが始められた“作行会”（4） 

 

私の定年直前の仕事の関係から IATSS(ホンダ国際交通安全学会)の顧問を仰せつかった。そこで当時会員の後に

顧問になった日本大学の長江啓泰教授(機械工学･交通工学)と親しくなった。長江先生のお父さんは富める在住中

国人商人であったが、いろいろな事情で若い時ご苦労したらしい。その先生が若い研究者として、ホンダの「作

行会」から研究資金を出してもらい「大変助かった、今あるのも作行会」のお蔭だ…、と言われたことがある。

作行会って一体ナンだ？-- 後で判ったことだが、次の様ないきさつだった。ホンダが創業期の苦難を乗り越え、

順調に発展し始めた頃、本田さん、藤沢さんが私財計６億円を出し合い、日本の理工学系の若手研究者の研究を

援助することを決めた。当時ホンダの取引銀行だった三菱信託のさる重役が「じつに良い話です。私が個人的に

利殖と管理をしてあげましょう」と言うことになり、そのお金は、16 億円にも増えたらしい。長江先生はその

資金から研究資金を頂いたわけだ。 

 

私が定年を迎えて、しばらくたった或る日、八重洲のホンダ･クラブの事務室で、ふと「作行会会員名簿」を何

気なく覗き込んだ。つまり 200 名余の作行会の受益者（ほぼ全員理工学研究者のち大学教授）の名簿だった。そ

の中に私の親しくしている三重大学の工学部機械科の徳田正孝教授の名前があるではないか！徳田先生は、私が

三重大学で非常勤講師として教え始めた頃、教授に昇格したばかりで、新参の講師の面倒をみており、私も大変

お世話になった。ぼさぼさの髪といつもジーパンで講義をする異色の教授（生体メカトロニクス）だった。私は

すぐ先生に電話した。「いやいや作行会には実の助けて貰った、私が今あるのも作行会のお蔭です。ご恩は忘れ

ない。」と日大の長江教授と全く同じことを言っておられた。このように何百人の理工学研究者達が育っていっ

たのである。 

この話知っている方は少ないのではないかと思いますが…。[サーチ：作行会] (815 字) 



 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード－本田弁二郎基金のこと（5） 

 

私はご縁があって定年退職直後から、現在も三重大学で非常勤講師を務めている。初めは留学生に日本の「文化･

歴史･社会」を英語で説明する講座を担当していたが、いつの間にか、工学部の学生に科学技術英語を教えるこ

とになってしまい現在に至っている。ある日私の所へ、東京八重洲にあるホンダ倶楽部の事務局から電話があっ

た。「本田弁二郎さんがお亡くなりになった。ご遺言によりホンダが工場を持っている三重、静岡、埼玉各県の

３国立大学に 5 億円ほどのお金を僅かだが研究のたしに使いて貰いたいのだが、というご子息イサムさんの話で

す。重田さん、どのようにコンタクトしたらいいか?」という問い合わせだった。私は当時三重大学工学部長を

しておられた藤城郁也教授のところに話を持って行った。「それは大変うれしいお話です。それではこれ以降の

ことはお任せください。私が全て推進しますから…。」その後 2，3 年して藤城先生も退職され、私もほぼこのこ

とを忘れていた。 

 

本田弁二郎さんと言っても、もはや知らない方も多いのではなかろうか。本田宗一郎さんは二人の弟さんがおら

れ、次の弟さんが本田弁二郎さん（通称ベンちゃん）、末の弟さんが本田末吉（スーチャン）でお二人はホンダ

の生産部門で、本田の発展に多大な貢献された。私はスーチャンとは、同じ鋳造部門で、怒鳴られながらも、親

しくして貰っていたが、本田弁二郎さんは殆ど知らない。ただ私が浜松製作所に一年間いた時、聖隷病院の側に

住んでおり、本田弁次郎さんのお宅も近く、よくお宅の前を通ったものである。それだけだった。 

 

一昨年、私の三重大学で教えた永井君（電気電子工学）という優秀な学生が、大学院を終えて、将来三重大学の

助教になるべく、一年間ドイツのマックス･プランク研究所に研究員として留学することになった。永井君、私

のところへ来て、「先生、私の留学資金の半分は、『ホンダなんとか』から出るらしいです。」何とか？すぐ調べ

ると、それは本田弁二郎資金のことだった。10 数年たって、改めて本田弁二郎資金のことが私の脳裏によみが

えったのである。この基金わずかでも関与した私はひととき感慨にふけったのである。 

(969 字) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ホンダあれこれ知られざるエピソード－アメリカ･ホンダの“イーグルロック･スクール”（6） 

 

ホンダの創始者の方々の社会貢献から、アメリカ･ホンダの米国社会への貢献事業に話は移る。アメリカは強大

な経済大国としてだけではなく、軍事･科学･技術･文化の分野でも相変わらず大国の地位を保っている。しかし

その反面、日本では考えられない深刻な社会問題を幾つも抱え、それらは現在も続いている（例：先日のアフリ

カ系アメリカ少年の警官による射殺とそれに続くデモ） 

 

雨宮嵩一さん（のちホンダ副社長）がアメホンの社長の時、色々な理由で心を傷ついた中高校生が、静かで自然

に囲まれて、学びながら心の痛手をいやす場を提供し、回復したら社会に復帰させる、という社会貢献プロジェ

クトが始まった。 

その名が“イーグル･ロック･スクール”プロジェクト。その総括責任者としてこのプロジェクトを推進しておら

れたのが、アメホンの首席副社長であった板橋真さん（サービス出身で私のかっての上司）。私も定年前までホ

ンダの社会貢献事業‐‐“IATSS フォーラム”（詳しくは後述）に関係していたこともあり私の退職直後、まだ

定年後もロスアンゼルスに住んでおられた板橋さんにお願いし、イーグルロックを見学すべくアメリカに飛んだ。

さて一体イーグル･ロック･スクールとはどんなところで、どんな活動が展開しているのだろう、興味は尽きなか

った。 

 

ロスの空港に板橋さんが待っていてくれた。一両日ロスアンゼルス近郊に住んでいる古い親友達にあった後、板

橋さんと国内線に乗りデンバー空港に飛び、そこからレンタ･カーに乗りボウルドーの街を通り抜け、約 2 時間

余、車はロッキー山脈の山中に向かっていった。道は次第に厳しくなり、岩山の中にひそむように散在する小部

落を通り抜けて進んでいった。その間車の中で板橋さん言うに、「この辺は西部劇で有名なジェシー･ジェームス

が暴れまわったあたりと言われ、当時の弾痕が残る建物があちこちあるそうだよ」。私達は巨大な岩塊イーグル･

ロックを左に見ながら、とうとう「イーグル･ロック」スクールに着いたのである。(839 文字) 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード－アメリカ･ホンダの“イーグルロック･スクール”（7） 

 

この学校の名前‘イーグル･ロック’は勿論この施設の入り口近くにそびえる通称イールグ･ロック（ワシ岩）か

ら来たのである。ロッキー山脈の谷間（約 1500m？）から更に 270m 盛り上がった岩塊は、近くによると覆い

被さるように高く圧倒される。その近辺には古代ネーチブ･アメリカン（つまりアメリカ･インディアン）の祭儀

上の遺跡もあり、敷地の買収に大変手間取ったと板橋真さんはおっしゃった。 

 

学校施設は大小多数の木造の建物からなり、敷地は限りなく広大で山あり、谷あり、草原ありだった。私が訪ね

た時、ほぼ 100 名の生徒達が、数学、英語、絵画のような普通の教科のみならず、スポーツ、野外活動（特に山

登り）に主点をおいた教育を受けていた。白人系、アフリカ系、東洋系、まさに人種のるつぼである。共通して

言えることは、ほぼ低所得階層出で、非行、麻薬、DV、貧困、その他の理由で、通常教育が続けられなくなっ

た子女達である。 

 

これらの子供達が、コロラド州の壮大なロッキー山脈の自然に囲まれ、傷ついたこころの傷を癒やし、再び波風

高い、実社会に勇気も持って復帰するのを助ける、という事業である。 

私はほんの数日間しか滞在しなかったが、彼らが話す英語がまったくわからず、アメリカ社会の‘低所得層階級’

の子供達はこんな英語を話しているのかと思ったが、私が話しかけると、ゆっくりと教室英語で返答してくれた

のはなんとも微笑ましく親しみを感じた。 



 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード－アメリカ･ホンダの“イーグルロック･スクール”（8） 

 

イーグル･ロック･スクールのスポーツ･センターの一角には畳を敷いた“イタバシ道場”があった。道場着を着

た板橋さんがお得意の合気道で、板橋さんよりはるかに大きい白黒の生徒達を投げ飛ばしているのも見せて貰っ

た。私の滞在中に、近々公開される演劇クラブの練習風景をも見た。学校施設の前に広がる草原の一角に、日本

でのかっての旅役者劇のような舞台をつくり、そこでの劇は何と、シェークスピアの「真夏の夜の夢」だった。

生徒達が衣裳を身に着け、かなり無理してイギリス風英語で劇を演じる…見ていて思わず笑い出したのを覚えて

いる。 

 

イーグル･ロック･スクールに板橋さんと私が付いた翌日の早朝、板橋さんが言った。「イールグ･ロック」に上っ

てみないか！ウエーあの直立したような険しい岩山を…？頂上のワシの頭まで到達するのに一時間はたっぷり

かかった。私も既に 60 才を超えていたわけで、へとへとになってしまったが、苦労して登った甲斐は十分すぎ

るほどあった。登る過程で、そしてワシの頭に立って見渡せるロッキー山脈の山並みの壮大さには将に絶句して

しまった。言葉では言い表せない広大な光景であった。20 年が経過した今でも、その素晴らしさは私の脳裏に

刻みこまれている。私を興奮させたのは景色だけではなかった。岩路を登りながら、エルクと呼ばれる見事な角

をした大シカの群れが何十頭もグループで彷徨しているのであった。それ以外にも野ウサギを始め、名も知らぬ

小動物が至る所で見ることが出来た。後で板橋さん曰く、「重田君、この山の頂上に来た日本人では君が、3 番目

だよ。日本人では私、板橋が一番、二番目は何とかいうホンダの出張者そして…」、3 番目が私、重田だそうであ

る。栄誉なことである！ 

 

自動車･オートバイ販売会社であるアメリカ･ホンダが全く異種の社会貢献事業を始めるに当たり、各分野の専門

家も参加したのだろうが、その出発には、難航を極めたようだ。生徒間の強姦事件なども一件だけではなかった、

と米人教職員が食堂で私に話した。 

 

昨日思いついてインターネットで調べたら、この学校もかなり発展し、職業訓練校的要素も、加わっていた。ご

覧ください。[サーチ：Eagle Rock School] (931 字) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード－“IATSS
イ ア ツ

フォーラム”（9） 

 

ホンダの創始者の方々を中心とする社会貢献の話を続けるのに、IATSS
イ ア ツ

フォーラムを話さなければならないだろ

う。ホンダ内部でもこの事業を知っている方は少ないでしょう。私が定年前の 12 年間あまりにも深く関与した

ために、多分に手前味噌になりがちであるが、それを極力抑え、出来るだけ客観的に話したい。 

 

ことの発端はこうです。本田宗一郎さんが、社長の座を降りられ、最高顧問になられた前後、イタリーで開催さ

れたある国際シンポジウムで、マレーシアの当時の首相マハティールに会った。多分に反骨的なマハティールは、 

これからは（西欧でなく）アジア特に日本から学びたいと本田さんに語ったという。感激し、意気投合した本田

さんは、「私の出来ることを是非お国のためにしたい。」ということになった。当初マレーシアだけが対象であっ

たが、話はアセアンに広がった。 

 

マハティールは、この話をかっての大学の師であり、当時マラヤ大学の副学長（学長は、マレーシアの国王の名

誉職）であったウンク･アジズ‐ロイヤル･プロフェサーに持ってくる、日本からは、当時、ホンダ国際交通安全

学会の副会長であった故岡村総吾教授（元東京大学工学部長東京･電機大学名誉総長）が当時学術振興会の理事

長であり、アジズ教授と知己の関係でもあり、ことは着実に進んでゆき：「東南アジア諸国の各分野における将

来の指導者に、日本の近代化の歩みと、現在の日本をじっくり見て貰い、各自国のこれからの発展に役にたって

貰いたい。」というコンセプトが次第に確立されていった。 

 

日本を代表する各分野の方々（大学教授、政府官僚、その他研究者）に英語で日本を語ってもらい、日本を実体

験してもらおうという試みである。バラエティに富んだ講座と共に、原爆に遭った広島を含め、多くの見学ツア

ーや、日本人との交流もプログラムの重要な要素だった。日本語学習もあった。当時中近東アフリカ･サービス

事務所長としてロンドンにいた私が、初代の所長を仰せつかった。中近東アフリカで異文化との接触を経験して

はいたが、もともと技術屋上がりの私には、全てが初体験であり、毎日が死闘の連続であったが、定年退職まで

12 年間そこで、仕事ではなく、「使命」として奮闘したのである。（続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード‐IATSS
イ ア ツ

フォーラム（10） 

 

この事業は現在も進行しており（来年 30 周年記念開催予定）、アセアン諸国から来た約 900 名余の卒業生が国へ

帰って行き、私は初代所長であった 12 年間弱の間に、約 450 名が巣立っていった。この間無数のホンダ外の方々

にお世話になった。個人的にも私は多くのことを学ばせてもらった。特に溝田勉先生（元ユニセフ日本代表、長

崎大学名誉教授、元長崎外語大学副学長）は前述のマラヤ大学のウンク･アジズ教授とすでに親交があり、その

交渉、その後講師として、プログラム委員として、既に 30 年も亘り現在もお世話になっている。講師の一人だ

った法政大学の鈴木祐伺教授（元法学部長）は「IATSS フォーラムは（ホンダ大学とは言わず）シゲタ大学だ、

感激した」といって浅はかな私のこころをくすぐった。 

 

この間、実に無数の記述するに値する出来事があったが、幾つか紹介しましょう。その前に、IATSS フォーラム

の設立とその後も一方ならずお世話になった、前述の元マラヤ大学のウンク･アジズ王立教授について、その人

となりとエピソードを述べましょう。 

 

ウンク･アジズ教授は、第二次大戦中日本軍の占領地だったマレーシアから、当時右翼団体だとされた大河内塾

の招聘で、日本に来て、早稲田大学の経済学部に留学した。いつか私に語ったことがある、「早稲田大学で、博

士号取得に際し、日本語に不自由して大変なプレッシャー下に置かれ長く苦しんだ」と。戦後イギリスのオック

スフォード大学で、経済学博士を取得し、ほんの数年前まで、学術界、政治界、文化界、テレビ、新聞で、超有

名人として活躍された。現在は 95 才前後でご健在である。いつも白い上下洋服を着られ、これも白髪の顎髭と、

ほほ髭を蓄えておられた。モーツアルトの音楽が好きで、私にモーツアルトの映画「アマデウス」の DVD を送

ってくれ、と頼まれたこともある。生まれは英国だが、お母さんが確かヨーロッパ系トルコ人の貴族の出身で、

マレーシアのジョホ･バールの土侯（サルタン？）に嫁ぎ、先生が生まれたようである。顔は全く西欧系の顔つ

きだが、勿論イスラム教徒で、ラマダンになると、仕事とは別にふらりと日本へ来られた。（ラマダン中でも、

外国旅行中と妊婦は飲食が許される！） 

 

ある時、日本へ来られるというので、大阪空港へ私は迎えに行った。飛行機は既に到着しているにもかかわらず、

いくら待っても、ロビーに現れない。30 分ぐらいたって、「マレーシアのアジズさん出迎えの方、至急事務所に

来るように。」との放送すぐ行くと、アジズ教授、「麻薬所持！？」の理由で拘束されているではないか！先生の

姿：スキージャケットで、スニーカー、リュックサックを背負い、それにあの白髪のほほ髭とあごひげ姿！無理

もないと大笑いした。 

日本の焼き鳥が好きだという。先生とよく鈴鹿の小さな焼き鳥店に行ったものだ。 

さて IATSS フォーラムでの、幾つかの話題を話しましょう。（続） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード‐現アセアン連合大使はIATSS
イ ア ツ

フォーラムの卒業生（11） 

 

毎年鈴鹿の IATSS フォーラムに来る東南アジアの若者の中に、シンガポールからのタン･ハン･センがいた。 

シンガポール大学を首席で卒業し、シンガポール外務省で若手の外交官として勤務していた。いつも笑顔を絶や

さない好青年であった。フォーラムに来ている 3 か月間、地元の日本人達に英語を教えたり、文化交流の集いで

は、他国の参加者と共に、日本の紋付袴を着て、模擬結婚式の婿殿の役割を果たしたりして、誰にも親しまれて

いた。 

 

その彼が、フォーラムに勤務していた南山大学での職員の鈴木可誉さんに恋をした。相思相愛である。「結婚し

たい」と言ってある日私の所へ来た。しかし、どうも可誉さんのお父さんがウンと言ってくれない。「説得して

くれないか」という。タン･ハン･セン青年には、私自身好感をもっていたので、すぐお父さんに会いに行った。

お父さん（四日市万古焼会社の当時常務）曰く、「うちの一人娘を、東南アジから来た外国人などには絶対嫁に

はやらない！」2，3 回足を運んでいるうちに、お母さんがついに折れ、お父さんもついにはしぶしぶ了承した

のである。 

 

結婚の後タン･ハン･センはタイ国参事官、その後、1 年ほどロンドンの LSE（ロンドン･スクール･オブ･エコノ

ミックス）で留学が、エジプト大使館公使を数年間務め、後に帰国して、シンガポール外務省勤務の後、エジプ

ト、クエート、リビア担当大使としてカイロに赴任した。その間チュニジアから始まり、リビア、エジプトに広

がっていった「ジャスミン革命」の大混乱を経験したのである。エジプトのムバラク政権が倒れ、そのあとに出

来た新政権もあっと今に崩壊したが、その寸前に彼は、新しいポスト、“アセアン連合大使”に任命された。大

国インド、中国に囲まれたアセアン諸国を代表するポストであり、極めて重要なポストである。いまインドネシ

アのジャカルタにある本部をベースに活躍している。 

 

本田さんの発起により生まれ、アセアン諸国を対象として誕生したIATSS
イ ア ツ

フォーラムでかって学んだ青年が、今

アセアンを代表する大使を務めているということは、本田宗一郎さんが知ったらさぞお喜びになるだろう。当時

所長であり、彼の日本人奥さんとの結婚に、一役買った私が心ひそかに誇りに感じたとしても、それは許される

のではないか。鈴木可誉さんは、大使夫人としてタイ、エジプトで、ジャカルタで必死に彼を支えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード‐増添要一東京都知事はかってのIATSS
イ ア ツ

フォーラムの講師（12） 

 

多くの大学教授や中堅の政府官僚、また民間の専門家の皆さんがIATSS
イ ア ツ

フォーラムの趣旨を理解していただき、

講師として参加してくれた。異色な講義では、朝日新聞で永年にわたり漫画「アッチャン」を連載しておられた

岡部冬彦さんが、同じく漫画家で、岡部さんの友人でもあった長谷川町子さんの「サザエさん」を題材として、

本には書かれない日本人の日常生活での微妙な機微を、的確にしかもユーモラスに話してくれ、外国から来たフ

ォーラム参加者に大喝采を博した。このシリーズは、岡部冬彦さんの体調不調で中止するまで、10 年近く続き、

近隣の日本人でこのお話を聞きに来る方がますます増えたのである。 

 

お世話になった先生方の中に、当時東京大学教養学部で助教授として教鞭を取っておられた現東京都知事の増添

さんがいた。彼はそれ以前に、やや奇矯な発言や行動で「知る人ぞ知る」的存在であったが、私の信頼している

方の紹介で、私は東大駒場に講師依頼に赴いた。講義テーマは「日本の政治」。何年かお出で頂き、時に鈴鹿サ

ーキット内のレストランで食事をお供したが、数か国語を話され、昨年はモロッコ国王に御前講義を述べ 6 時間

してきたという大変な方だったが、やや‘自己顕示欲の強さ’に辟易したのを覚えている。しかし、フォーラム

講師をお止めになった後も、いろいろなところで講演をするたびに、民間企業の社会･世界貢献事業としての

IATSS
イ ア ツ

フォーラムを高く評価して、講演の中で話して下さり、日本各所からの問い合わせがあったりして、私の

「やや斜めな機嫌」を取り去ってくれた。 

 

その後知名人となったフォーラムの講師はほかにも幾人かいる。自民党政権下で外務相を務めた川口順子さん。 

彼女はフォーラム講師を依頼したころは通産省の何とか課長。後に中国大使を務められた阿南惟茂さんは、当時

外務省のこれも何とか課長だった。それに民主党政権下で防衛相を務められた森本敏さんがいる（テーマ：「日

本の外交政策」）、この方はもう防衛大学卒業後自衛官になったが、後に外務省に移り、私が講師依頼に行った頃

は、外務省安全保障室の室長だった。勿論口にこそ出さなかったものの、やや左っぽい私は森本敏さんのゆるぎ

ない自衛論に異論を持ったことが多かったが、私を大切にしてくれた。私がIATSS
イ ア ツ

フォーラムを去った後でもず

っと、年賀状を交換していた。 

 

私はその後各界第一線でご活躍されている方々とお会いでき、時には話し合い、議論を交わすことが出来たのも、

私の大きな“役得”だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード‐‐秋篠宮家とIATSS
イ ア ツ

フォーラム（13） 

 

フォーラム開講中のある日、学習院大学の河島辰彦という教授が奥さんとお嬢さんを連れてフォーラムを訪問し

た。「一体どういう人なんだろう？ご家族連れで…」といぶかりつつも丁重にご案内した。河島教授は顔一杯白

い髭で覆われ、おしゃれな服装をしたダンディな方だった。奥さんは明るい魅力的な女性、お嬢さんはまだ 20

才代初めの初々しい、ちょっと引っ込み気味な娘さん。河島教授の話によると、先生は文化人類学専攻で、一昨

年インドネシアの中心部を離れた島に研究を兼ねて、親子 3 人で行き、そこのサルタン（土候）の邸宅に約一か

月親子で泊めてもらい、研究をしたという。そのお世話になったサルタンの息子がIATSS
イ ア ツ

フォーラム参加者とし

て、鈴鹿に来ているというので訪ねて来た、とのこと。それはインドネシアから来ているブサイニという青年だ

った。その島の伝統的支配者(スルタン)の息子であるとは私も知らなかった。地元の大学で講師として経済を教

えていた。ご家族とはいろいろ歓談し、東京にお帰りになった。 

 

数日後、そのブサイニが私の所に来て、「先日来た河島先生の娘紀子さんが、クラウン･プリンセスになるらしい。」

と言う。クラウン･プリンスとは一体何？「皇室の誰かと結婚するのか？」。私は先生の名刺から知ったご自宅へ

すぐ電話した（これも処世術）。電話に出た先生が言われるには、良く判らなかったが秋篠宮なにがしと結婚す

るらしい。（私は実をいうと、日本の皇室についてまったく無関心、一時反感すら感じていた。）「それはオメデ

トウございます。」というくらいは私も成長はしていた。 

 

翌日、先生から私の自宅に電話がかかってきた。しかも私が不在なので 2，3 回も！「昨日の話は、聞かなかっ

たことにしてくれ。ブサイニにも口外しないように頼んでくれ。宮内庁の発表がすぐあるから。その前にこの結

婚情報が漏れると大変なことになる。お願いです。」私も普通の人間、３流週刊誌的ゾク情報が嫌いでもないが、

「判りました。」そして数日後新聞･テレビで華やかに報道された。紀子さん（妃というのだそうだ）お嬢さんの

真子さん（内親王というのだそうだ）がロンドンに留学に行くという記事をほんの数日前ふと読んだ。そうか真

子さん、大学生なのだろう、ということは、あれからもう 20 数年たったということか、光陰矢の如しだなあ---

とまたも感慨にふけったのである。(979 字) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ホンダあれこれ知られざるエピソード‐‐ウイッキャ･ジンという男 (14） 

 

1986 年初め、フォーラムも第 2 回生を迎えた。その中にボルネオ島マレーシア領のサラワクからウイッキャ･ジ

ンという、当時高校で歴史の先生をしていた青年がフォーラムに来た。色が黒く、英語で俳句を作るのが好きな

男だった。後で他のマレーシア人の参加者が噂をするには、彼の名前から察するに、どうも“ババ・ニョンニャ”

らしいという。ババ・ニョンニャとはどうもマレーシアの少数民族らしい（日本のアイヌの様な）マレーシアに

は、原住民族のマレー人と、19~20 世紀に、イギリスの統治下で、中国から来た中国人、インド人その他がいる

多民族国家である。ババ・ニョンニャは 15~16 世紀にタイ国を通じて、アジア大陸から来た民族らしい。マレー

シアの北部に住んでいるが、日本のアイヌ族と同様に同化が進行し、言語も文化も、ほぼマレー民族化している

が、それでもマレー人の間では、背後で噂をするらしい。 

 

彼も無事フォーラムでの研修を終え、その後ペナン島の“フリー･スクール”(知名度の高い高等学校)で、歴史を

教えていた。約一年たって、彼から一通の手紙が届いた、「私は大学で歴史を教えたい。歴史学で有名な英国の

ハル大学で学びたい。今奨学金に応募するための研究論文を書いている。その研究論文を完成させるために、ロ

ンドンの英国古文書館（ブリテッシュ・アルケーブ）にある文書を読みたい。」･･･「英国に行く金がない。個人

的に貸してくれないだろうか？」という主旨だった。日本円で当時約 50 万円である。 

 

英国古文書館は、私もロンドンに住んでいたことがあるので、良く知っているが、新聞街フリート･レーンの近

くにある古めかしい国立の古文書図書館である。 

 

並みのサラリーマンにとって 50 万円！大金である。私は考え込んでしまった。慎重に考えれば考えるほど、そ

の反面、何とかしてやりたいという気持ちも深まっていった。その時マレーシアから来ていたマレー系、中国系

の参加者に如何すべきか？を、何気なく聞いてみても、「そりゃ駄目だ｡ 絶対還って来ない。止めなさい」と言

う。 

いつもは私の無鉄砲さに、笑って寛容な妻も、それには反対だと強硬だ。いろいろ考えた。例えばいずれ還って

こなかったとしても重田家経済的崩壊するのか？何とか持つだろう? 何とか親子喰っていけるはずだ、そのく

らいなら蓄えもある筈。周囲の猛反対を押し切り、彼のマレーシアの銀行口座に、依頼された額を送金した。 

 

後にウイッキャ･ジンは、そのお金でロンドンへ行き、約一ケ月滞在の後に論文を完成させ、ハル大学で、奨学

金付で学び博士号をとり、現在はマレーシアのペナン島にある USM（マレーシア理科大学）で当時まだ若い教

授として、現在もマレーシア歴史学界では、重鎮として教鞭をとっている。私は彼の結婚式に招待されてペナン

島に行き、彼の結婚式に出席した。勿論その貸したお金は数年後に、私のもとに還ってきたのである。 

 

私もこの年になり振り返ると、いろいろ失敗も繰り返したが、このことは、俺の人生にも良いこともあったと、

自らのこころがほのぼのとするのを禁じ得ないのである。 

 

これでこのシリーズも終わりです。もしお読みいただけた方がいらっしゃったなら(ハハハ)有難うございました。 

(1309 字) 


