女性 解放運動 に痛烈 な社会 批判

キリ スト 教の 慈 愛に 満ち た晩 年 の伝 道活 動
日本 女子大学 創設に 尽力した 広岡浅 子は︑ 明治

年 ︵１９ ０４︶日 露戦争 が始まる と︑

﹁愛 国婦人 会﹂運動 に参加 ︑リーダ ーのひ とりにな ってい ます︒
この運動は義和団事件︵日清戦争後︑日本や欧米諸国の中国侵略に反抗した自衛組織が ︑
い

お

こ

北 京の各国 公使館 を襲い︑ 地域戦 争になっ た事件 ︶の視 察に東本 願寺か ら派遣さ れた奥 村
五 百子らが ︑悲惨 な戦場 を見て心 痛し︑ 戦・病死 兵士の 遺族や戦 傷者の 救済を 目的に︑ 結
成 した組 織です︒ 陸・海 軍関係者 や皇族 ・華族 らの上流 階級の 人たちが 参加し ますから ︑
こ の時代 の浅子 を軍国主 義者の ように非 難する 声もあり ます︒ たしか に愛国婦 人会は のち
に政府や 軍部に 利用され ︑女性 の結束 による軍 事報国 事業に発 展︑軍 国思想を 広めて ﹁大
日本婦 人会﹂の 母体と なります から︑ そう言え ないこ ともあり ません ︒しか し浅子た ちは
もっと 純粋でし た︒国 のために 死傷し た人た ちとその 家族の 苦痛を︑ 少しで もやわら げよ
年五 百子が 病没し

うとし たヒュ ーマニズ ムの心 から設立 した組 織です︒ 戦地に 慰問袋 を送った り︑駅 や港で
兵士た ちを送 迎する運 動も︑ 浅子た ちが始め たもの です︒と くに明 治
てか らは︑浅 子が中 心的役割 を果た しました ︒

どとう

のような 境遇が ︑しから しめた もので しょう︒ 私でさ え叱責さ れて泣 きだした ぐらい です

しつせき

子 にもっ とも近 いようで す︒ご 様子は傲 慢に見 えるとき もあり ますが ︑怒濤に 耐えた 大岩

ごうまん

﹁︵広岡女史は︶君子とか聖人とかいう徳の人ではありません︒歴史中の人物では北条政

聞 にある 女性記者 が︑

従 属させる ために 作りあげ たモラ ルだ﹂ と攻撃し ていま す︒その 論調の 激しいこ と︒同 新

慈愛が最高の美徳だとたたえられてきた社会的通念に猛反発し ︑﹁これらは男たちが女を

関誌 ﹁婦女 新聞﹂が 刊行さ れると執 筆者の 常連と なり︑と くに今 まで女性 は貞淑 ・従順・

女性 の地位向 上︑男 女同権 ︑女性解 放運動 にも浅子 は強く とり組ん でいま す︒運 動の機
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歳 の時です ︒

が︑そ れでも接 近した い︑ご人 格にふ れたいと 尊敬す る念は 失せませ ぬ﹂
と書い ているぐ らいで す︒
しゆよう

60
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年︵１ ９０９︶ １月︑ 浅子は胸 部の腫 瘍で入 院します ︒

﹁手術 しかな い︒命 は保証で きぬが ﹂

明治

42

ぬぐ

うんで い

㌘ 必要だっ た麻酔 剤が︑た ったの ８㌘です ぐさま 昏睡し たそうで

こ んすい

と医 師に言 われ周り はびっ くりし ます︒医 療技術 は現在と は雲泥 の差のあ る時代 です︒ し
か し彼女は にっこ り笑って 頭をさ げました ︒
記 録による と通常 は
す ︒手術 も短時間 ですみ ました︒
﹁ 麻酔で 意識が 失われて いくと き︑心の 雲霧は すべて拭 われて いくよ うに思わ れた︒ なに
かこうふ しぎな 力がわい てきて ︑どん な目にあ っても 平気だと の︑す がすがし い気持 ちに
なる︒ かつて覚 えなか った愉快 な体験 をしまし た﹂
﹁︵病気は︶お前はまだやることがある︒それまで命は貸してやろう⁝と天が命じたのだ
と思い ました ︒死ぬよ り重い 責任を背 負わね ばと︑悟 りまし た﹂
きりすと

のちに 彼女は こう語っ ていま す︒
回復 した浅子 は︑大 阪基督教 会牧師 宮川経輝 に師事 ︑キリ スト教に 入信し ます︒経 輝は
数 年 間 栄 達 や利 欲 に は 目

８歳 年下︑熊 本洋学 校学生 時代に教 授ジェ ンスが主 催する 聖書研究 会に加 わり︑ さらに同
にい じま じよう

志 社 大 学 で 新 島 襄 に 学 び ︑ 卒 業 後 大 阪基 督 教 会 に 赴 任 ︑以 後
もく れず︑ ひたす ら伝道活 動を続 けました ︒

明治

年︵１ ９１２ ︶日本キ リスト 教女子 青年会の 中央委 員に就任 ︑東京 から北海 道に

こう語 る浅子 の言葉 に︑男た ちもう なづかざ るを得 ません︒

たから だ﹂

ないか らだ︒で はどう して技 能を持た ぬのか ︒それは 男たち が教育の 機会を 奪って しまっ

﹁体を 売る女た ちを︑ 何故に責 めるの か︒彼女 たちが そうす るのは︑ 生きて いく技能 が

女性たち の救出 に尽力し ました ︒

入 信した 浅子は 社会事業 ︑奉仕 事業に専 念しま すが︑と くに遊 郭など 売春産業 で苦し む

だ ったと 伝えます ︒

信 徒をも つ教会に 発展さ せ︑大阪 ＹＭＣ Ａの土台 に育て た生き方 は︑崇 高とい うより壮 絶

経 済的には 恵まれ ず︑食べ ること もまま ならぬ貧 苦にあ えぎなが ら︑つ いに千数 百名の
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歳︒

り︑宮川経輝を助けて奔走しますが無理がたたり︑翌８年東京麻布の別邸で死亡しました︒
享年

﹁ 私は遺 言なんか しませ んよ︒い つも言 っている 言葉が 遺言だ と思って くださ いね﹂
と 語って います︒ 教会で 営まれ た葬儀の 参列者 はおよそ ２千人 ︑さまざ まな階 層の人 たち
だったと 記され ており︑ 彼女が どれほど 多くの 方々の 敬愛の念 を集め ていたか が理解 でき
ます︒著 書には ﹃一週 一信﹄な ど数冊 がありま すが︑ 文章もお 上手で す︒

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︒
︵ 株 ︶フ ァ ッ ショ ン ビ ジネ ス ・ 御堂 筋 新 聞
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かけ て伝道 の旅に出 ます︒ 大正７年 ︵１９ １８︶に は︑大 阪ＹＭＣ Ａ創立 準備委 員長にな

45

浅 子はふだ んから 身の回り の人た ちに︑
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