時代 を読み不 合理を 改善

女子高等教育の先駆に日本女子大 学を創設
明治維 新後︑三 井・住 友などの 金融業 者たちは ︑いち 早く政 府御用の 業者に なり︑国 立
銀行の 創設に参 画︑経 営も近 代化して 発展し ていきま す︒
ところ が彼ら と肩を並 べてい た両替商 加島屋 の広岡 信五郎は 坊ちゃ ん育ち︑ 時代に 乗り
おくれ たどこ ろか相 変わらず 大好き な観世流 の謡曲 に熱中し ︑謡の 会があ ると﹁あ とは頼

さんが い

んだ で﹂と妻 の浅子 に押しつ け︑ど んな大 事な会議 でもす っぽかし てとん でいきま す︒

とつ

歳で嫁がせたとき︑﹁女三界に
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浅子 の実父 三井高保 はあき れてしま い︑
いいな ずけ

﹁あ いつは お殿さま や︒お 前︑離 縁状たた きつけ て帰って きなは れ﹂

が

たずさ

厚な人 格者で抱 擁力が あり︑存 分に妻 が才能を 発揮す るのを 支えまし た︒加 島銀行で も尼

ほうよう

こう述べ ると信 五郎は凡 愚な男 に見え るかも知 れませ んが︑け っして そうでは ない︒ 温

妻 にかぶ とをぬ ぎました ︒

し て勘や 慣習には とらわ れません ︒合理 的な経 営精神で 困難を 打破し︑ 信五郎 はすっか り

かん

在 でした︒ とにか く数字 に強い︒ すばや く正確な 資料を はじきだ し︑そ れで先 を読む︒ 決

こ の時代の 彼女に はカリス マ的伝 説がたく さん残 ってい ますが︑ 本当に 女神のよ うな存

ら︑ 業績は めきめき 上昇し ました ︒

だし ︑待遇 を改善し ますか ら︑その 胆力と 行動力に は誰も が感服 し浅子の 命令に 従ったか

﹁凄 い女や﹂ とまず 現場監 督たちが 舌を巻 いたとこ ろで︑ びっくり するほ どの大金 を投げ

すご

まっ 暗な坑道 にまで 入って陣 頭指揮 をとりま す︒

侮 る者 も出て きます︒ しかし 浅子は常 に２丁 のピス トルを 携 え︑ポ タポタ水 のした たる

あなど

たちと起臥をともにし ︑労働条件の改善をはかります ︒若妻とあって好奇の目で眺めたり ︑

き

たちは 気が荒い ︑すぐ に血の流 れる暴 動が起 こる︒騒 ぎにな ると浅子 は現場 に入って 鉱夫

のちに浅 子が明 治実業 界の最大 の女傑 とたたえ られる のは︑こ の鉱山 の経営 です︒鉱 夫

に進出し ます︒

銀 行を設 立︒さら に加島 一族の 力を結集 して当 時飛躍的 な産業 であった 紡績と 鉱山の 分野

し かし浅 子はくじ けませ んでした ︒大丈 夫です︑ 私がや ります と答え︑ 父の援 助で加島

家 無しや︒ 二度と 戻って きたらあ きまへ んで﹂と 言った 父がです ︒

と まで娘に 言って しまいま す︒２ 歳で信五 郎の許 嫁 にし
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崎紡 績でも ︑社長は 信五郎 です︒ 大事な契 約のサ インもす べて信 五郎です ︒謡の 仲間に は
多 様な実業 家がお り︑彼ら のつて で業績を 伸ばし たのも ︑信五郎 の腕で す︒浅子 は明治 の
き んしつ あいわ

な かむつ

女 だ︒どん なこと でもか ならず夫 を前に 立て︑一 歩譲っ て歩いて います ︒
ほそおもて

﹁ 琴瑟相 和す﹂と いう言 葉があり ます︒ 夫婦円 満で仲睦 まじい ことのた とえで すが︑信

むこ

五 郎 ・ 浅 子 の 夫 婦 も そ の 見 本で し た ︒ 信 五 郎 は細 面 で 背 が 高 く︑ 和 服 が 似 合 い ま す︒ 浅
子は色白 ででっ ぷりと太 り︑洋 装する と西洋の 貴婦人 のようで した︒
ようし

年︵１９ ０２︶ 信五郎が 病死す ると︑浅 子はひ とり娘の かめ子 の婿に 一柳恵三 を
歳の 浅子は 安心し ︑事業の すべて を若夫
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年帰国後 梅

年︵１８７８︶大阪に来て梅花女学校を創設︑

年渡米 してア メリカの 女子教 育を視 察︑日本 の後進 性に赤面 し同
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花 女学校 校長に 復帰し︑ 今度は 女子の大 学を開 設しよう と奔走 してい ました︒

さ らに同

８︶生まれ︒山口県師範学校卒業後︑明治

こ うして浅 子は成 瀬仁蔵と 知り合 います ︒仁蔵は 浅子よ り９歳年 下の安 政５年︵ １８５

は女 子教育 だ︑と 痛感して いまし た︒

父の 言い分 です︒彼 女は企 業の先頭 に立っ た経験 から︑今 の日本 でもっと も遅れ ているの

た ︒﹁女 子が 孔子 や孟 子を 習う と︑ 屁理屈 ばか りが 達者 になっ て男に 嫌われ る ﹂︑こ れが

おなご

前回 記したよ うに︑ 浅子は実 父三井 高保から ︑学問 するこ とをかた く禁じ られてい まし

婦に譲 り︑い っさい口 出しし なくな ります︒ 浅子が 偉いのは これか らです︒

経営に 敏腕を 振るって いた有 望な若者 でした ︒

びんわん

迎え︑ 広岡家の 養嗣と します︒ 恵三は 東京帝 国大学法 学部の 出身で︑ 三井銀 行に入社 し︑

明治
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掲 載 の記 事 ・ 写真 ・ イ ラス ト 等 の全 て の コン テ ン ツ無 断 複 写︑ 転 載 を禁 じ ま す︒

日 本女子 大学の創 設は︑ 各界で活 躍する 女性たち をうみ だす先 駆けとな りまし た︒

め た方針で すが︑ 創設まで の浅子 の労苦 は︑仁蔵 に劣る ものでは ありま せん︒

したのが︑日本女子大学です ︒﹁自発創生﹂﹁信念徹底﹂﹁共同奉仕﹂の綱領は︑仁蔵の定

高等 教育の 必要性を 説き︑ 資金集め に情熱 を注ぎ ます︒こ うして 東京文京 区目白 台に開校

東京 の深川 にある三 井別邸 に移った 浅子は ︑三井家 の援助 も受け︑ 企業や 資産家 に女子

と熱 っぽく語 る仁蔵 に︑浅子 は大い に共鳴 します︒

男に従 属する ものと ︑はじめ からき めている ﹂

﹁女子 の才能 の芽をむ しりと ってしま うのは ︑教育 制度がゆ がんで いるから だ︒女 子は

鉄幹に 師事して 花開い た女性 です︒

の登美 子は梅花 女学校 で仁蔵の 指導を 受け︑短 歌の才 能を認 められ︑ 仁蔵の 世話で与 謝野

与謝野晶 子と並 ぶ明星派 の歌人 山川登 美子︵本 連載１ ６０回参 照︶を ご存じで すね︒ あ
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︵ 株 ︶フ ァ ッ ショ ン ビ ジネ ス ・ 御堂 筋 新 聞
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