︻虎の眼と私︼
辛い報せが届いたのは︑昨年の
１２月２７日︑慌ただしく時が流
れる年の瀬の夕闇迫る頃でした︒
同志からの一報は︑私の脳髄に稲
妻を走らせ︑辺りを闇に覆うほど
強い衝撃を与えました︒わが耳を
疑い︑間違いであってくれと願う
気持は儚く散り︑人の世の無常を
知らされることとなりました︒

私が初めて山本議長とお会いし
たのは︑日野市にある中華料理屋
でした︒当時︑民族派団体の創設
に東奔西走していた我々に手を差
し伸べ︑指針を与えて下さったの
が山本議長と白皇社本部長の任に
あった井之上浄誓現会長でした︒
威風堂々としたオーラを発する
お二人の姿は︑他を圧するものが
ありました︒前を歩く山本議長の
眼光は鋭く︑その輝きは﹃獲物を

狙う虎の眼﹄そのものでした︒
眼は︑まるで日本国の行く末を
闇夜に船を出すような状態にあ 案じるかのように遥か雲の彼方
った我々に対して︑時には笑える を見ているようでした︒
ようなエピソードを交えながら懇
幕末の偉人︑吉田松陰は﹃身
切丁寧に民族派としての心構えを はたとひ 武蔵の野辺に朽ちぬ
教えて下さったことが︑つい昨日 とも 留め置かまし 大和魂﹄
の出来事のように蘇ります︒以来︑と辞世を遺しています︒松陰の
私は議長の﹃押し掛け弟子﹄とな 遺した大和魂は︑久坂玄瑞︑高
り︑様々な薫陶を受け︑今日に至 杉晋作︑山縣有朋︑伊藤博文ら
っております︒
に受け継がれ︑日本の近代化に
４年前︑私が所属していた民族 多大な貢献をしたことは万人の
派団体で路線面での対立があり︑ 認めるところです︒
会の中で浮いた存在となった私は︑ 松陰の死から１５０年の歳月
退会を余儀なくされ︑身の振り方 が流れた皇紀２６６９年１２月
を議長に相談したことがあります︒２７日午前６時︑護國青年會議
退会だろうが除名だろうが構わ 議長︑日刊ひぐらし主幹・山本
ない︒そうなったら加藤と二人で 修三が幽明境を異にしました︒
ひぐらしをやればいい﹂と有り難
国の内外に難問が山積する現
い言葉を掛けて下さいました︒
状を鑑みる時︑議長の逝去は護
私にはカネも財産もなく︑遺せ 國青年會議のみならず︑斯界の
るものは︑人間として男としての 各団体に与える影響は計り知れ
生き様だけでした︒この道に心血 ないものがあります︒しかし︑
を注ごうと意を決し︑民族派団体 山本議長の遺した﹃山本魂﹄は
の立ち上げに関わりましたが︑前 井之上会長を始めとする護國青
述したような中途半端な状態とな 年會議全員の心底に生き続け︑
ってしまいました︒議長の呼び掛 必ずや日本を正しい方向へ導い
けは︑私にとって﹃天の声﹄でし てくれることでしょう︒
た︒議長の﹃天の声﹄がなければ︑議長︑寒くないですか？
生き様を遺すどころか︑生き恥を 議長︑腹が減っていませんか？
晒すだけとなったことでしょう︒ 議長︑一服しませんか？
昨年１０月１８日︑入院先の国 議長︑一杯やりませんか？
立国際医療センターに議長を訪ね︑議長︑議長︑語り掛ければ言葉
言葉を交わしたのが最後となって は尽きません︒議長と共有でき
しまうとは⁝︒帰り際﹁退院した た歳月は私の一生の誇りです︒
ら事務所に来い﹂と言って︑私の さようなら議長︑長い間御苦労
手を握り締めましたが︑その力は 様でした︒今はただ御冥福を祈
弱々しいものでした︒しかし︑虎 るだけです︒
合掌
の眼は輝きを失っておらず︑その
ひぐらし編集部長・戸出蒼流
｢

山本修三の教えを受け︑民族派としての行動を目の当りにして
きた我々にとって︑その死は︑まさに﹃巨星墜つ﹄の一言に尽き
ます︒このたび︑２月１３日に満中陰を迎える山本修三を偲ぶ声
が多くの関係者より寄せられてきました︒此処にその一部を掲載
して︑故人の人となりを偲ぶとともに︑感謝と哀悼の意を新たに
したいと思います︒
編集人
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
︻父・山本修三︼
えない絆で繋がっているという
信じられないでしょうが︑記 感覚を持っていたのかも知れま
憶の無い幼い頃を除けば︑私が せん︒ですが︑私も年齢を重ね
父と過ごした期間は１５歳から る事で少しずつ観点も変わり﹁
１８歳までの３年間だけです︒ 言わなくても解る事﹂など世の
中には︑そうそう無いと考える
ようになりました︒例えどんな
に気心が知れている相手でも﹃
言葉﹄で伝えなくては︑根本を を潔く受け止め︑混乱する頭の
理解して貰うには苦労するので 中を整理することに精一杯の日
はないかと思います︒
々を送っています︒
父は４３歳の時︑人間にとっ
長い間︑父を支え︑励まし︑
て非常に重要な﹃言葉﹄を司る お付き合いくださいました皆様
言語野を患ってしまいました︒ に対し︑父に代わりまして心か
笑ったり︑怒ったり︑人が生活 らお礼申し上げます︒
するにあたって無意識に発する
修三長男・山本慎太郎
であろう﹃言葉﹄を父は失って
・・・・・・・・・・・・
いきます︒
︻山本議長を偲んで︼
偉大なる父は言葉を失い︑勇
光陰矢のごとし⁝私が初めて
壮なる理想を持った父の前に病 議長にお会いしてから６年の歳
父はあまり家にいる人ではあ 気という厚い壁が立ちはだかり 月が経ちました︒王者のような
りませんでしたし︑私も家を出 ました︒
威厳と風格があり︑近寄り難い
てからは滅多に連絡を取りませ
歩く事さえ困難になった晩年 雰囲気をお持ちでしたが︑実際
んでした︒だからと言って決し の父は︑何を思っていたのだろ に話をさせて戴くとそうではな
て仲が悪い訳ではなく︑お互い うか︒世界平和を願い︑常に前 く︑私のようなものにも気さく
に干渉しないようにしていただ 向きに生きてきた父︑どんな人 に接して戴き︑若いころのエピ
けでした︒若い時には︑有りが にも強く毅然と対峙してきた父︑ソードをユーモアまじりに語り︑
がちな事で︑親子なんだから﹁ その父が骨となり︑この国の未 臣民としての誇りや民族派団体
言わなくても解る﹂と思い込ん 来がどうなるのか︑無責任な長 の一員としての気構えを解り易
でいたようで︑照れくさいとか︑男には知る由もありません︒今 く諭してくれるなど︑厳しさの
気まずいという事ではなく︑見 は︑父が亡くなったという事実 中に優しさを兼ね備えた議長の

初めて議長にお会いした時か
ら︑１２年も経ちますね︒西新
宿の﹁クジラのマーク﹂が書い
てある可愛い看板の扉を開ける

一面を見ることができました︒ 今まで本当にありがとうござい 掌を合わせてお見送り致してお と︑議長が座ってパソコンを操 ろいろ話をしても︑最後は酔っ
ました︒永い間御苦労様でした︒ りましたが︑思いは届きました 作している姿が目に飛び込んで て話が脱線し﹁で︑何だっけ﹂
ごゆっくりお休みください︒
でしょうか︒結局きちんとお礼 来ました︒私はクジラの看板と の繰り返しでしたね︒今思うと
ひぐらし取材部・小杉雄一 申し上げる機会を失ってしまっ 議長のギャップに驚いたことを 肩書きを外した﹃男・山本修三﹄
・・・・・・・・・・・・
た事が心残りでなりません︒こ 忘れることができません︒一杯 と二人で飲んで語ったあの日々
︻感謝の言葉︼
の場をお借りしてお礼の言葉を 飲みながらその話をすると︑議 が︑私にとって最高の財産とな
私が﹃真珠湾﹄というハンド 申し上げ︑感謝と哀悼の念を表 長はいつも﹁ブフォッ！﹂と吹 っています︒有難うございまし
ルネームで初めて掲示板に書き したいと思います︒
き出していましたね︒あの時︑ た︒
込みをした時︑快く迎えてくだ ﹁議長︑今まで本当にありがと クジラの扉を開けなかったら私
初台のリハビリセンターでも
さったのが山本議長でした︒投 うございました︒どうか︑どう は未だにパソコンを使えなかっ よくお茶しましたね︒思うよう
稿者が私だということはご存じ か︑安らかに⁝﹂
たかも知れません︒
に成果が出ない悔しさと怒り等
なく︑どこの馬の骨かも分から
ひぐらし編集部・秋山慎一郎 ﹁加藤君︑これからのヤクザは 々︑二人で目を潤ましたことも
ない者の書き込みにも暖かいお
・・・・・・・・・・・・
パソコンくらいできないと︑飯 ありましたね︒議長の心中を察
言葉を掛けてくださったことを ︻拝啓︑オヤジ殿︼
喰っていけねーぞ！﹂
すると︑話を聞いたり︑冗談を
今でも鮮明に覚えています︒
議長︑ゆっくり休めています ﹁私︑ヤクザじゃありませんか 言って笑って貰うことくらいし
か？
ら﹂
かできない自分の無力さを痛感
民族派として長年走り続けて ﹁ブフォッ！ そっか︑じゃあ 致しておりました︒
来られ︑晩年は病と気持ちとの ウチに来い﹂
これからは好きなだけ飲み︑
闘い︒誰よりも力強く歩んで来 ﹁そうすると︑今みたいな会話 煙草も好きなだけ吸い︑好きな
られた人生だったのではないで ができなくなるので⁝﹂
だけ甘い物を食べて下さい︒
しょうか？
二人でよく漫才をしていました
告別式で謝辞を述べる慎ちゃ
議長の教えは﹃山本塾﹄の意 ね︒今となっては懐かしい思い ん︑しっかりしていましたね︒
思を引き継いだ生徒たちが後世 出となってしまいました︒その 私には﹃山本家﹄の血を受け継
に伝えて行くことでしょう︒そ 後︑マウスに慣れる為にと﹃ソ いだ格好良い男に映りました︒
の様子を天国から一杯やりなが リティア﹄を教えて貰っている そして︑血は繋っていなくても
ら︑笑顔で見守っていて下さい︒うちに︑とうとうパソコンを購 議長には﹃山本塾﹄で育った生
入し︑その事を報告すると﹁遅 徒達が大勢います︒安心してお
いよっ﹂と叱られましたが︑夜 休みになってください︒もっと
には﹁第一歩の記念日だ﹂と言 もっと山程話したい事がありま
って飲みに連れて行ってくれた すが疲れちゃうでしょうから終
事を覚えて⁝いませんよね︒で りにします︒さよなら オヤジ
も私はメチャクチャ嬉しかった
平成２２年２月２日
んですよ︒
ひぐらし取材部長・加藤浩司
それからは少しは当てにして ︻お知らせ︼山本修三の薫陶を
くださったようで﹃護國青年會 受けてきた私たちには故人は掛
議﹄と﹃ひぐらし﹄のホームペ け替えの無い存在です︒今後も
ージを作る為に新宿のバーで何 小紙の発行人は山本修三とさせ
度も打ち合わせしましたね︒い て戴くことをご了承願います︒

４年程前に議長と昭和天皇記
念館を拝観したことがありまし
た︒
昭和天皇がご幼少の時にご愛
用されていた自転車を谷田部浩
士赤心塾塾頭が所蔵されていて︑
その自転車が展示されているこ
とから急遽拝観することとなり
ました︒展示品を一つ一つゆっ
くりと見て回っていた議長が︑
自転車の前にやって来ると︑し
ばらくの間︑歩を止めて感慨深
げにご覧になられていたお姿が
鮮明に蘇ります︒
大した活動もできない私に対
間もなく﹃真珠湾﹄が私だと
して︑個人的な悩みまで聞いて いうことと︑私がある団体の末
くださり︑的確なアドバイスを 端に身を寄せていたことが判明
戴いたこともありました︒紙面 しましたが︑その後も変わらず
をお借りして改めてお礼申し上 接して戴いたことには感謝の気
げます︒
持ちがたえません︒
まだまだ色々ご教授戴きた
日頃︑疎遠ぎみだった後ろめ
かったのに非常に残念です︒
たさから︑ご出棺の時も片隅で

