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展示報告企画展「斎藤由理男一デンマーク体操普及にかけた生涯一」

児玉知行率

1．はじめに

秋Ⅱ1県立博物館の秋田の先覚記念室では年に1

回企画展を実施している。増築部分が附設されて

以来、今年度が6回目の開催となる。

本稿は本年度の6月から実施された企ii展「斎

藤Illfl甥一デンマーク体操普及にかけた生涯一」

の実施記録としてその経緯をまとめることを目的

とする。

2．展示の趣旨と構成及び会期

【展示趣旨】

秋川の先覚記念室には大きく2つのねらいがあ

る。1つは秋田の近代を創った先覚者の偉業を顕

彰すること。2つは先覚者の生き方を次I";代を担

う青少年に学び取ってもらうことである。2つの

ねらいに沿って152人の先覚者を展示している。

しかしながら常時展示されている58人の先覚者

を除けば、名前さえ認知してもらうことが難しい。

そこで一昨年の「工藤祐舜｣、昨年の「須磨弥

吉郎」と、常設展示されていない先覚将を取り上

げ、資料の掘り起こしや紹介に努めてきた。斎藤

由理男も常設展示されていない先覚者の1人であ

る。

今Nもこの考えを継承し、ワールドケームズ秋

|Ⅱ大会i;ii催を機にスポーツの先覚者の'!'から全ﾘ,1-

的にほとんど名前の知られていない斎藤Ill理男の

業績と人とな')を紹介することにした。

斎藤由理男は、象潟町出身の体操教flipである。

秋川師範学校の教師時代に聴講した講波会でデン

マーク体操の素晴らしさに触れ、デンマーク体操

を基にした理想の体育を究めようと成城学園・玉

川学|刺の教師となり、デンマークに渡った。州N

後は社会体育におけるデンマーク体操のEll論の完

成と普及に全力を注いだ。

温厚で誠実な人柄に惹かれ、多くの社会体育の

実践的指導者が斎藤のもとに集まった。斎藤の開

発した「国鉄体操」や「海軍体操」は業務遂行や

*秋Ill県立博物館

-61-

実戦に役立つことが実証され、全国各地の職場や

学校から折導の依順を受けた。

これから大きくデンマーク体操を広めようとし

ていた矢先の昭和2()年、3人の弟子と共に|王l鉄

体操講習会指導のため札|幌に向けて津軽海峡を航

行中、米軍の爆撃に遭い、43歳の若さで帰らぬ

人となった。

本展示では、斎藤由理男が短い生涯に残した偉

大な業績と、多くの人を惹きつけてやまない愛す

べき人柄を紹介しようと試みた。

また、秋illの先覚記念室の機能拡充を狙いに初

の試みとして7J!l4日（斎藤由理男の命日）に

講演会を開催した。

【展示構成】

展示は斎藤由肌ﾘ｣の生涯を大きく6つのコーナ

ーに分け、関係資料を提示した。

以卜にテーマと主な展示資料を示す。

1－「秋川の斎藤由理男一デンマーク体操と出

会うまで－」

（賞状・前旧尋常高等小学校履歴書・大

館男子尋常高等小学校履歴書）

2－「素晴らしきデンマーク体操一デンマーク

r'l学からII本公演まで－」

（オレロツプ体操高等学校年報写真・デ

ンマーク体操チーム体操実減会チケッ

ト・欧州視察時のパスポート・デンマ

ークから平林唐人に宛てた挨拶状）

3－「デンマーク体操普及に全力を注ぐ－実践

的研究のII々－」

（『勤労背鍛錬体操」草案・「海軍体操

教範』・OD会機関誌『OD倶楽部」

海軍省|脳託辞令・東京府立青年学校教

員養成所|嘱託辞令）

4－「無念の死一家族の疎開から逆命の'1まで

－」

（青l河連絡船空襲写真・旧津軽丸絵葉書
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．OD会葬通知・田中武雄運輸大臣

『弔辞』・斎藤由理男自筆書簡）

5－「斎藤由理男の蒔いた種一胸像建立とその

後のデンマーク体操一

（国鉄体操レコード・『体操祭」秋田県

大会ちらし）

6－ビデオ放映

（『ニルス・ブック体操団訪'三l記録フイル

ム｣）

【展示期間】

平成13年6月26日（火）～8月26日(0)

3．調査の経緯と資料借用先

【平成12年度】

8月9日象潟町資料調査

8ﾉー J22～231」東京都武蔵野11i・中野区資料調査

2月27日秋田市資料調査

3月1日東京都中野区資料借川

3ﾉ17～8日函館市資料調査

3月22日秋田市資料調査

本展示における最初の作業は資料の所在確認で

ある。象潟生まれで師範学校卒業後の赴任校も県

内ではあるが活躍の中心は東京であn、遺族も東

京在住、研究者も東京在住ということで県外での

訓査活動が主になった。

8月は出身地の象潟町と遺族の住む東京都を訪

れ、企画展の趣旨説明を兼ねて関係者に対し挨拶

した。

2月と3月は調査と同時に借用可能な資料の収

集も始めた。市立函館図書館で斎藤Ill理男が津軽

海峡渡航中に爆撃を受けた様子がわかる写真を複

E'1ナー
マ 今レノーO

【平成13年度】

4月 5日象潟町資料洲査

4ﾉ-J11日秋田市資料調査

4J!I8日森吉町・大館市資料調査

6月7日東京都武蔵野市斎藤健氏宅資料

借用

7月13FI森吉町成田為三との間わり訓査

9月14日東京都中野区岩測文人氏宅資料

返却

県内で教職に就いている頃の足取りを示す資料

を提示するために森吉町立前|||小学校と大館市立

桂城小学校から履歴書、卒業アルバム等を借川し

た。

また、戦後のデンマーク体操の広がりを示す資
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料として、JR東日本秋田支社を通して本社から

国鉄体操のレコードを借用することができた。

県外では東京在住の斎藤由理男の研究者である

岩測文人氏から斎藤由理男の著書やデンマーク関

係の研究資料資料、体操全般に関する資料を僻ⅡJ

した。

【展示資料惜用先】

展示資料借用先は、斎藤由理男が理想を追い求

めた跡を辿るような形で広がりを見せた。

森吉町立前田小学校1点

大館市立桂城小学校1点

市立函館図書館6点

岩測文人氏14点

相馬勝郎氏2点

象潟町公民館2点

斎藤八重子（健）氏14点

田宮利雄氏1点

JRiKB本秋田支社2点

玉川大学6点

計49点

4関連事業

【平成13年度】

4M24H象潟川象潟町公民館白寿大学公

減講師

6月28～290秋川市企画展広報

6ﾉｰ3N録作成（和文図録・英文N録作

成）

7月10日象潟町小滝老人クラブの移動学習

会への対応

7月1413岩測文人氏の講演会（内容は64-

76頁に掲載）

当該年度は展示のための資料収集、調査活動を

中心に広報活動、講減会などの広報普及的な柄勤

も絶え間なく続いた。

また、ワールドケームズ参加者の誘客を念頭に

おいた英文解説資料の作成という初めての試みも

一連の作業に加えられた。

5．来館者からの'111き取n

本展示では、来館者と直接対応する解説員によ

って、来館将の資料にまつわる思いI¥¥を記録する

ようにした。

以下は、来館者や招待者の話の一部抜粋である。

．|11国鉄体操講習生として懐かしさが'ftに広がる

のを覚えた。（元青函連絡船員）

・地元にこんなに立派な先生がいたのに無関心で
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いたことが悔やまれる。新たな気持ちで偉業を

称えていこうと再確認した。（象潟町小滝老人

クラブ会員）

旧国鉄OBである父が定年後も継続していた体

操がデンマーク体操であることがわかり驚い

た。（来館者）

6．終わりに

本展示の内容では、体操の歴史についてのコー

ナーを作らなかったのでスウェーデン体操とデン

マーク体操の違いや体操全体の中でのデンマーク

体操の位置付け、その後の体操に与えた影響等に

ついての説明が充分でなかった。

また、平成13年の夏に|荊催されたワールドゲー

ムズに参加する選手、観覧する観光客を当て込ん

だスポーツの先覚者の企画展なので、英文解説資

料作成及び配布などの対策を講じたが入館者の増

加は期待したほどではなかった。企画と広報活動

のあ|ﾂ方に課題が残った。

付帯事業として講演会を今回初めて開催し、先

覚にゆかりのある講演講師を招いて先覚者につい

て語ってもらったが、岩測文人先生のように直接

教えを受け、その姿や声を記憶に留めている人が

話をするということは、関係者が高齢化していく

こともあり極めて難しい状況になっていくことが

予想される。秋田の先覚記念室の役割から考えて

も、今後関係者の証言を採録していく作業は大切

にしていかなければならない。時|M1の経過ととも

に散逸していく資料の収集とともに心を砕かなけ

ればならないIill題である。

出身地である象潟町を中心に県民が関心を寄せ

てくれたことと、常設展にない先覚者にスポット

を当てて新資料の掘り起こしができたことは収穫

であった。

展示の実際（素晴らしきデンマーク体操）
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展示の実際（あいさつパネル）
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斎藤由理男講演会『デンマーク体操と斎藤由理男」記録

これは平成13年7月14日に当館講堂で行われた講演会の記録である。

講師は元玉川学園史料室長．元中野区江原地域生涯学習館長の岩測文人氏で、この日は斎藤由理男氏の命

日にあたる。

ようと、そういう夢を描いた人がおりました。こ

れが秋Ⅲ県の人だったら先覚者になっちゃうかも

しれませんが、秋田県じゃなかったんです。お隣

のお隣ですかね、長野県の人で、松本の旧制中学

を卒業する時に、英語の卒業論文を書いたそうで

す。随分勉強したんでしょう。ある日、宣教師の

所に行って雑誌を見ていたところ、デンマークと

いう国があって、ヨーロッパの北の方で、大変農

業では盛んな国なんだ、それなら向こうから本を

収0寄せて勉強してみよう。こんなことまでやっ

ていたのでしたが、この校長さん、どうしても大

供教育をや0たくてやりたくてしょうがなかった

んですね。

その当II寺、大ぶろしきと称されていた後藤新平

という方がいました。内務大臣にもなってますけ

ど、校長さんは後藤新平さんの所に行き長野の駅

にきた列車のl等車に持ち金全部を払って、途中

のおばすてまでの乗車券は買えるけれどというこ

とで、l等客席にやっともぐりこんで、後藤新平

に会いにいきました。「おお、そうか、大供教育ね、

それなら君やってくれ。1万円以上のあしがでた

らだめだぞ｡」という話だったそうです。その校長

は夢を叶えるべく、木崎というところへ夏期大学

を作りました。そして一般の方々を中心とした夏

期講習をやったんですね。日本一の人を集めて講

習をやろう。あのへんの鉄道会社の人達も協力し

てくれて、夏期講習のための施設もできました。

そういう校長さんでしたから、他のことも一生

懸命で、学校に購買部を作ったり、今まで学校に

げたで通っている子供達にゴム靴をはかせてしま

ったり、野球を盛んにさせたり、松本で買ってき

たパンをみんなでかじりながら山へ行ったり。そ

ういう風なことをやっていたもんですから、村の

人達はどうも変わった校長で困ったなと。校長さ
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講演する岩測文人氏

はじめに

みなさん、こんにちは。斎藤先生ごめんなさい。

勝手なことを言うかもしれません。たまたま私、

お話をいただきまして、私の家に特殊な関係から、

斎藤先生の諸資料が集められておりました。この

資料をこちらで展示されるということで、展示の

企画が進められ、みなさんご覧のように素晴らし

い形で展示されております。ちょっと先生に縁故

がありますので。先生というくらいですから、私

にとっても恩師です。ただし教室で教わった恩師

ではないんです。

平林匿人のこと

事の始めというのは、随分昔の事でございます。

大正時代ですから、私が生まれるよりずっと前の

こと。日本は農業国で立っていこうとしていた時

に、今までの神武以来の農業でどうやってこれか

らの国を立てていこうか、そういう時代がやって

まいりました。それが大正の半ばです。その時に

ある田舎の小学校の校長が、若くして校長になっ

たために毎日の生活が物足りなかったんですね。

これからの、小学校の教育は教員の人達にお願い

して、ひとつ私は子供じゃなくて大どもを教育し
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んはある日、百科事典の全巻6冊をセットで買っ

ちゃうんですね。このような基礎が全部頭に入っ

ている程の人を作りたいんだと、村の人達もここ

までいってほしい。毎日会うと、ハーハー校長さ

まという状態じゃあまずいんだと、今の日本をこ

れから立てて行くためには農業国であっても、う

んと高い教養をつんだ者にしなければいけないん

だ。デンマークのことを聞いてますから、そうい

う夢に燃えていたんです。ところが村の方々はそ

うはとりません。校長先生は余計な物を買った、

あんなもんじゃ困る。ついには泥棒が入って購買

部のものが盗まれる。あの校長はだめだ、クビだ。

とうとう追い出されるはめになりました。

その時に後藤新平は東京市に呼んで、「君に東京

市で大供教育をやってほしいんだよ｡」という話に

なったんです。

そこで校長さんをやめまして、たまたま後藤新

平さんの元で関東大震災に遭ってしまうんですね。

そこで懸命になって作りましたのが、HI会という

組織です。どこの町に行っても今は、自治組織と

して町会というのはあ0ます。このm会を作るこ

とを懸命になってやりました。

あの関東大震災の後の東京で、焼け野原の'!を

飛び|''|って懸命になって、町会を作った張本人が

平林（慶人）という人なんです。なんでお前そん

なに知ってるのと思うかもしれませんが、実は私

の祖父なんです。それから少年団ボーイスカウト

というのができて、全|王|のボーイスカウトが集ま

ってボーイスカウト連Ⅲという組織ができて1つ

になったときに後藤新平が頭になり、平林はその

秘書をやっていたんです。

ところが、「君は、前からデンマーク、デンマー

クというが、イギリスで今度ジャンボリーという

会があるそうだ、君、代表で行ってこい｡」と言わ

れました。デンマークというのは考えてみると、

イギリスからは船で行くとほんのすぐですね。そ

こでデンマークへ行って、後藤新I'-さんがお金を

出してくれますから、懸命になってやったことは

35mmの映画をとって回ることだったんです。

－65－
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デンマークという国

デンマークはどういう国であるか、どうやって

ここまで|到が育ったのか。お百姓さんでも大変な

金持ちで、どこの家へ行ってもピアノがある。し

かも部屋に入りますと、床が板張り、靴で入ると

ころですから、板張I)は当然ですが、その部屋に

入ると脇に肋木があるんですね。体操をやってる

んですよ。自分の家でね。

そこでデンマークのアスコフという学校に入っ

て、デンマークの教育ということについて勉強を

始めました。むこうの師範もでました。デンマー

クとはこういう所であると知って日本に帰ってき

ます。そこまではよかったんですがね、II本に帰

ってきたら、そのパトロンであった後藤新平さん

が亡くなっちゃうのです。どうにも困っちゃうん

ですね。次の夢が実現できない。

ところが、デンマークで知ってきたことを懸命

になって日本各地で吹聴してまわりました。1つ

みなさんのご存知のものがあ*)ました。それはデ

ンマークの農業協|可組合のシステムの実際です。

I'階農の|垂|デンマークはこうなんですよと、撮って

きた映仙iを使いましてね、日本中を歩いた。

ところがある’|、小野源蔵という方、秋圧I師範

でも有名な方ですね。教育評論家、体育評論家で

すけれども、その方にお会いしまして、秋田の教

会でデンマークの話をするわけです。その話の111

に、デンマークにはデンマーク体操というすごい

ものがあるよ。実演したそうですね。映画も見せ

たそうです。その会場にたまたまおいでになって

おられた小野さんから師範を通じて知られた斎藤

山理男さんがおったんです。その斎藤先生、なに

しろ今のこの体操は堅苦しくていやだ、なんかい

いものあるはずだと、そう考えていたらしいんで

すね。その斎藤先生の心に火をつけてしまったの

です。まあ、平林は悪いことをしたもんだと思っ

て、私は}|'し訳ないと謝らなければ思ってるんで

すけども。そのデンマーク体操の夢に燃えまして

ね、こちらの小学校の先生をお辞めになって東京

へ出て行くんです。断腸の思いであったと言われ

ています。斎藤先生は長男ではなかったようです

ね。したがって自由の身だったのかもしれません。

そこでです、デンマークでは一体全体、どうい
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う教育をしていたのとこういわれると思います。

そこでちょっとの間、斎藤先生のお話からは離れ

ますけど、デンマークの教育とはこういうもんだ

ったという概略だけ話させて下さい。

この頃のデンマークがどういう国だったかとい

うと、デンマークのドイツに近い方にホルスタイ

ンという地方があります。牛の名前にありますね、

あのホルスタインです。それから、．もう1つはシ

ュレッビッヒというところがある。これも大変に

農業では盛んな国で場所でとってもいいところだ

ったようです。

ドイツへ行くとこの地方は大草原のように畑が

ず一つと続いています。1850年頃、戦争をやりま

して、これを全部外国に持っていかれちゃいまし

た。

ユトランド半島という小さい半島、それに付随

する島々、これだけがデンマークに残りました。

コペンハーゲンでも、その半島のすみっこにの方

にあります。あまりいい土地じゃないんですね。

そのもうどうにもならない土地の国をどうしたか

というと、「外で失ったものを内で取り返せ｡」こ

れが目標で国中の人達が盛んに動いたようです。

工兵将校が木を植えることを教えるんですね。そ

ういうことを懸命になってやった国作りというの

は素晴らしい結果を生むわけですね。まず鶏が産

んだ卵に全部番号をつけましてね、これは誰それ

さんの家の何番目の鶏で、何月何日の何時に産ん

だと、ここまで書いて出荷すればそれは信用があ

りますね。イギリスでも、ちょっと高くても買い

ます。一方で、バターをパンにぬって食べるわけ

ですね。あのアンデルセン童話の中にも「神様お

願いですから、私のパンにもバターをたくさん塗

って下さい｡」という話が残ってますけど、あの話

のようなバターですら牛から絞った乳で作ったの

ではなくて、大豆から作ったマーガリンバターと

いうのを作って食べて自分の所で作ったバターは

外国に輸出してしまうんですね。今「新潟県の米

百俵」とか言ってますが、そんな気持ちだったん

だろうと思うんです。生産品はできるだけ安く、

肥料は自分達で作って畑を育てて、なんとか作り

上げようとそういう政策を考えたのでした。

その中で学校も考え方を変えました。むこうの

学校ですと、最初に小学校に入ります。これは義

務教育で7歳から14歳までで教科でいいますとこ

こに書いてきたんですけと・、まずデンマークの国

語。国語といいますかドイツ語も含まれます。デ

ンマーク語だけじゃないんですね、ラテン語もや

ってます。次にでてくるのが算術、数学ですね。

そして日本では今やっていませんが宗教教育、根

本的な宗教教育ですね。何教に入りなさいという

のではないんですよ。宗教というものは、こうい

うものであるから大切にしなければならない。そ

れから自然学、音楽、体操です。

もし出来なければ嫌が応でも落第、留年させら

れてしまいます。徹底的な教育をしています◎今

でもやってます。その当時と変わりありません。

そして、14歳になりますと卒業。後は18歳、20

歳くらいまでの間、学校には行かないんです。中

学校も高等学校もありません。それじゃあ、何し

てるのか。頭を懸命になって磨いたんだから、今

度は自分を作りなさい。身体と働く精神を作りな

さい。体操にはグループ°がありましてね、体操ク

ラブを懸命になってやる。国が盛んになってやっ

ていることは音楽教育。これ国民歌というんです

ね。なにしろこんなに厚い歌集がどこの家にいっ

てもあります。だいたい1冊の本のなかに1500の

歌がはいっています。これが歴史から考え方の哲

学的なこと、そして先祖はこうだった、こういう

ことを徹底的に歌でたたきこんでいくわけですね。

こういう国民性をもって体を作って、そのうえで

農家へ入って実業を腕につけてしまいます。

これがデンマークの教育なんですね。学校へ行

くことよりも自分の体のために、ここに体操が出

てくるんです。小学校の体操はラジオ体操のよう

に自由運動です。ところがその上の若者に対する

体操は意志運動です。気持ちの問題です。身体を

きちっと伸ばすなら伸ばす。動けるだけの身体を

作れ。

裏のことを言いましょうか、デンマークは軍隊

を持たない国です。いつ何時でも、自分の家に置

いてある鉄砲を持って飛んで行って、撃てるだけ

の身体は作っておかなければだめだという国民で

す。ですから身体を作ることはみんな得意です。

そのうえに、「おい、君の射撃点数は何点だ｡」二
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言目には聞かれるのですね。私もデンマークに行

って、「お前の点数は何点だ｡」と言われた時に「0

点だよ、日本には軍隊はないんだよ、兵隊もいな

いんだよ｡｣、「自衛隊がいるじゃないか｡」と言わ

れましたけれどね。そう言われるくらい自分達の

点数に自信を持っています。射撃の点数は何点と

必ず言います。デンマークへちょっと行ったぐら

いじゃ、なかなか言ってくれませんが。不思議な

国だと,思いました。

そして、早い方は18歳から20歳ぐらい、最高25

歳ぐらいから上の方々はホルクハイスクールとい

う、日本語でいえば国民高等学校に入ります。こ

れは半年講習もあれば、数ヶ月講習もあれば、夏

期講習であったり、冬期講習であったりしますが、

自分のやりたいことをやるんです。卒業証書はあ

りません。やったと認めるだけ、結果は自分で表

しなさい。ですから、私は牛を飼いたい、畜産を

やりたいとなったら畜産に何回でも入れるかわり

に、卒業証書をくれないかわりに自分の腕を磨い

て卒業する学校です。

この学校での教育の1つに体操があります。デ

ンマークでは体を作る為に、いろんな方法が考え

られてきました。デンマークでどんな体操の系列

があったかというのは、みなさんのお手元に書い

てある紙の中に入っていると思います。その中に

とても優れた方がいるんです~ね。今までl、2，

3，4と止めてやっていた体操を、あれじゃあだ

めだ、体を鍛えるためには、スムーズに音楽的に

流したらどうかな、1－2－3－4と、いうわ

けですね。2の所に力が入ります。強いところへ

力が入る自分のやれる範囲より、ちょっと先まで

やりましょう。曲がらない体なら、ちょっと先ま

で曲げよう。こういうことを考えた人がいるんで

す。これは生理学も考えています。物理学も考え

てますし、いろんな学問を取*)入れて体操を作り

出した人にニルス・ブックという人がいます。た

またま先ほどの平林とデンマークで同級生だった

んですね。

そのニルス・ブックというのがオレロップに体

操学校を作ったんです。オレロップという地名と

その体操学校ということで、「オレロップギムナス

テイックホイスコーレ」こういう名前で呼んでい
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ますoそこへ平林は同級生でしたから、「お前の学

校を見せるよ｡｣、「おういいよ、こいよ｡」と行っ

たんですね。「あの体操はいい、日本で広げたら素

晴らしいものになる｡」と感激して、自分も習って

きました。あとで、東京市に入ってからも懸命に

なってやってます。終戦の直前まで、東京都庁の

まんまん中で毎朝、体操が続けられました。体操

はニルス・ブックと言う人が作った体操でした。

その専門の事は斎藤先生に譲ることにしましょう。

このような話をいろいろ聞いて帰ってきて、デン

マークの話といっしょにして日本中吹聴してまわ

ったんですね。

斎藤由理男とデンマーク体操の出会い

そしたらある会場で聞いた、この方（斎藤由理

男先生）がどうしてもやりたい、そういうことで

成城学園という所に小原固芳氏という人が自由教

育という考え方でやっている学校がある。これは

小野源蔵氏から聞いたらしいんですがね、それで

こちらから成城学園という学校へ斎藤由理男先生

は出かけて行きました。当時日本では、三橋喜久

男さんとか、永井道明さん、こういう.方々が欧米

式の体操、三橋さんはデンマークへは行ってるん

ですけど、やっている時にいかなかったので、細

かいとこまで見なかったんです。それで帰ってき

て斎藤先生が成城学園へ訪ねて行くと、三橋さん

にその園長の小原固芳という人は、「どうだろう、

こういう若者来たんだけど｡」「そりゃいいよ、君、

1つデンマークに行ってもらってもいいじゃない

か｡」と、こんな話になっちゃうんですね。

玉川学園創立当時と斎藤由理男

ところが、その前に別の話がでてきました。成

城学園は小原匝|芳はあきたらなくなりまして、も

う1つ自分の学校を作っちゃうんです。それが玉

川学園という学校です。同じ電車の線路の沿線に

2つの学校があって、その片一方が成城学園、も

う片一方が玉川学園です。その玉川学園ができた

のが昭和4年の4月1日。4月5日に斎藤先生は

成城学園の先生から玉川学園の先生に代わって行

きます。なにしろ最初にやったことは、先生、

笑うかもしれませんが、学校の中に桜の木を植え
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たんです。学生達といっしょになりましてね、あ

っちこつちに桜の木を植えて、植え終わった途端

に、大きな池があるんですが、その脇に芝生があ

る。そこで相撲をとったというんです。そういう

記録が残っています。うかがったら、お相撲が好

きだったそうですね。

それから、斎藤先生は次の年、昭和5年ですが

春先のまだ寒い頃、成城学園と玉川学園がいっし

ょになって、関山という所ですが、あそこにスキ

ー学校に行くんです。今では当た|ｿ前のようにや

ってますけど、当時はスキー学校はあまりなかっ

たんですが、学校を休みにして行ってるんですね。

小原園芳も行ってます。1日前に行っただけに、

1日目はうまかったそうです。ところが鹿児島生

まれの小原国芳がそんなにスキーがうまいはずが

ないんです。その中でピカイチの方がいたんです

ね。斎藤先生です。秋田でスキーをやってるんで

すからね、これは当然ですよ。ただし昔のは、レ

ルビが来た時に教えた当時の1本づえで、曲がる

時には外傾姿勢。あのスキーをやったらしんです

ね。ただし、斎藤先生、何にも書いてないんです

けどね。そこまでやったことは確からしいです。

ところが、ある日子供達が言いました。「小原先

生、どうせスキーを習うなら、世界一の人に習お

うよ｡」ところが小原|亜l芳さんはどう考えてか、「そ

の人は誰？どういう人？」「そう、オーストリーと

いう所にいる人で、サント・アントン、それは山

のなかだぞ、スイスの山のような高い所だぞ｡」「そ

こにいるハンネス・シュナイダーという人だよ｡」

その学校がここですがね。（脇の写真パネルをさし

て）その学校からハンネス・シュナイダーを日本

でいうお金で相当な額を払って、来ていただきま

した。来ていただいて指導していただくつもりだ

ったんですが、ロシアを1ヶ月かかって汽車で渡

ってくる間に、パスポートで引っ掛かってしまっ

て、1ケ月近く遅れてくるんですね。そして、ス

キーを日本の主な所でやって、野沢温泉にそのス

キーが残ってますけど、そういうスキーをあちら

こちらでやりました。たしか秋田でもやったと思

います。ついてきたのは斎藤先生。こういうこと

を自分の県にひっぱってきた、その1人だったん

ですね。（脇の写真パネルをさして）体操だけじゃ

ないんです。このスキーの紹介でも秋田では先覚

者の1人にな'ｿそうなんですね。

こういうことがあって、日本中にその当時は外

傾姿勢だとか、とんでもない格好をして、こんな

になってllllってた。それがほんのちょっと膝を曲

げただけで、スーっと曲ってしまうようなスキー

を広めちゃうわけですね。

念願のデンマーク留学
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もう今の時代

のスキーじゃあ

たり前のことで

すけど、そうい

うことをやって

いかれた斎藤先

生は次の年、昭

和5年になりま

すと、念願であ

ったデンマーク

へ留学すること

ができました。刀画一C､さまし7こ○ 年報に掲載された

素晴らしいこ 斎藤由理男の写真

とだと思いますね。斎藤先生の夢がそのまんま実

現されたんですから。そこでデンマークへ渡った

学校へ入ってみますとですね、斎藤先生の体は柔

らかい、あだ名は「ゴム」、とんでもなく弾んだら

しいですね。「君ね、今度の休みには、スウェーデ

ンに行って、スウェーデンの王立体操学校へ行っ

てこいよ。リングという人もやってるよ。ナハテ

ガールもやってるよ。君、あそこを忘れちゃいけ

ないよ｡」「いや、私、1つ、サントアントンまで行

きたいんですが｡」「おう、スキーね、いいだろう。」

ニルス・ブックは大喜びで行かせてくれました

が、その時の行かせた小原|亜l芳さんは自分でも矢

もたてもたまらなくなって、ニルス・ブックに相

談に行きました。「君、12人でいいから、連れて日

本へ来て、体操をやらないか。体操を見せてくれ

ないか｡」これがニルス・ブックの気持ちの中に

｢行きましょう、ただし12名じゃ困るんです。26名

じゃないと。」小原さん、困ったんですね。そんな

お金ないよ。しかもシベリア鉄道で26名の費川だ

して､往復したら大変なことになる、と、考えなが



らも日本中連れて回って案内したら、きっと何か

になるという夢に燃えて26名で押し通したところ

が、デンマークの王様が、「君、行くんなら、デ

ンマークから費用をだそう、差額を出してあげる

よ」と、そういうことでニルス・ブックの一行は日

本へやってまい'Iます。

来日したデンマーク体操チーム

ニルス・フックー行の来日

約40日間、昭和6年の9月から10ﾉ］にかけて

各場所でやりました。東京でいろんな表敬訪問を

済まして、まず福島県へ行きました。福島から夜

行列車に乗って秋田へ。そうですよね、斎藤先生

の生れたとこですからね。斎藤先生としても、是

非とも呼ばないといられないわけですね。幸いな

ことに小原固芳さんの仲の良い方もおられました。

そして、将軍野グランドというんですか、そちら

で公演をすることになりました。お昼から小中学

生が会場を埋め尽くしたと言われております。と

ころが、その日に雨になってしまうんですね。し

かし、会場に来られた方は聞くと、秋田県だけじ

ゃないんですね。東北地方全部から集まるだけじ

ゃなくて、北海道からまで来てるんですね。それ

を聞いたニルス・ブックは「君、雨なんか問題じ

ゃないよ、その遠くから来た人に申し訳ないじゃ

ないか、やろう。」雨の中2時間やったんだそうで

す。まあ素晴らしいことをやってのけて、その後

会場を移して、デンマークの夕べというのをやっ

てから、今度は新潟の方へ移って行きました。

こうやって九州まで、ぐるっとまわってから最

後に、「ロシアの方を回って帰るのは、もうつらい

よ。君、すまんが横浜からアメリカに渡って帰り

たい｡」そこでニルス・ブックの一行は船でアメリ
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力に渡って行きました。なにしろ、8月に出たと

思ったんですが帰ったのは12月の終わり頃だった

そうです。

東洋分校のこと

日本では小原瞳I芳さんが、「是非お願いしたいこ

とがあるんだが、君の学校の分校をここに置いて

くれないかい。実はこの体育館も君たちがここに

来るために作ったんだ。このグランドもスタンド

もそういうわけなんだけれども、1つお願いした

いんだが｡」と言ったら、ニルス・ブックは喜んで、

｢アメリカに2つ作ったら喧嘩ばかりして困るん

だよ。日本に1つ作ると言うより、東洋に1つ、

東洋分校を作ることにしたい。小原さん、校長に

なってくれるね。あ、なにしろ校長というより、

君の所にはその1番いい先生がいるじゃないか｡」

斎藤由理男さんに主事、主事さんというと色々お

仕事されておりますけど、当時の主事は校長代理

ですからね、校長代理、斎藤由理男氏というわけ

です。まあ、素晴らしい夢が斎藤先生に成就した

わけです。

斎藤先生が主事になって、日本全国に呼びかけ

て体操の講習会を始めました。年に3回くらいで

したがやってきた人の中に、体格のいい青年がお

りました。聞いてみると海軍から来たと、後に落

下傘部隊の隊長さんになって、南方に降下しまし

たけれども、残念ながら兵隊さんが失敗されたこ

とを元にされて、オランダの方の兵隊さんと事が

大きくなってしまって、兵隊同士ですよ、隊長が

全責任をとって、その方は戦犯になって処刑され

てしまいました。これほどに体操に熱心な方もい

たんです。

後に海軍体操となっていくのですが、昭和6年

に来た時に体操を見て、これだ、講習に来て体操

を変えなきゃいけない、海軍の体操は悪い体操が

含まれている。体操をあれに変えたら、素晴らし

い。こう考えて、海軍体操を作り出した人、その

企画害から、何から揃ってます。海軍はなかなか

見せてくれません。今は自衛隊ですけど、今、自

衛隊に行くと、「さあ？分かりませんね、海軍のそ

こまでは｡」と、言われちゃいましたけどね。私の

手許にはあります。
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もう1つあったんです。日本中で、できること

なら、体操を学校に広めたかったんです。ところ

が、残念なことに先程出てきた永野さん、スウェ

ーデン体操を中心とした学校体操の教範というか

指導の計画書みたいなものを、文部省としては決

めた次の年にきちゃったんですよ。先にきてれば

いいものをね。そのために文部省では決めたばっ

かりのところで変えるわけにはいかん、斎藤さん、

これは困るんだよ。斎藤先生には随分な圧力がか

かったみたいですね。

デンマーク体操のひろがり

ただし、斎藤先生の事ですから、あ、そうです

か、分かりました、それじゃあ私は違う方にやり

ましょう。バツと切り替えちゃって何にしたかと

いうと、「社会体操｣、そちらの違う方に進める道

をどんどん開いてまいりました。履歴書を見てい

ただくと、実にいろんなところに入ってます。昭

和7年には、なにしろ国鉄ですね、当時の国鉄で

す。今のJRですね。こちらにこういう体操をや

るといいですよと°また後で効能のことは申し上

げますけど、この体操の事を指導する指導案まで

作って、国鉄に売り込んでしまった。そういうこ

とで、国鉄にも広まって行きます。国鉄の指導者

さん達もどんどん集まってきます。玉川学園の体

育館で毎日、毎日体操が進められていきます。そ

の中でデンマークから2人の指導者が来てくれま

した。男性はヒルデ・プラント、女性はリッター・

クローンという人で、この指導によって何しろ

昭和10年までの間に10回以上の講習会を開いて

います。私が知っている範囲だけで、約二千人以

上の人達の体操を指導しています。

OTD章について

こういうことをやると、日本中にその輪が広が

っていきます。これが先程申しました、オレロッ

プという学校の頭文字をとったO、それから玉川

の頭文字をとったT、そして最後にDという言葉

を使いまして、O、T、Dという記章を授けるよ

うになったのです。今日、私がつけてきているつ

もりになっているバッチなんですが、そのバッチ

は上に展示してあります。今日はちょっとつけて
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ません。お前は貰っているのかと言われますが、

実際にもらっています。こういうことでO、T、

Dと言うのですがDという言葉は社会奉仕者とい

う意味です。地域の人達に自分のやったことを通

じて、国民高等学校で習ったことを通じて、一般
’ノし

に還元するんだ、こういう考え方のDと言うデー

リングス、フョアーと申します。今で言うとデー

リングス、フョアーがアメリカに渡って、日本へ

もう一度再上陸してきた言葉が今はやってますね。

ボランティア、ボランティアと言ってます。ボラ

ンティアなら知ってますよと言われるかもしれま

せんが、このボランティアの最初の言葉で言うと、

デーリングス、フョアーとデンマークで言ってい

る、そういう言葉だったんですね。これがイギリ

スへ渡って、イギリスの教会に入って、アーメン

の方の教会ですよ、それがアメリカの教会へ入っ

て、ボランティアと呼ばれて日本に入ってきて、

今じゃ懸命になってボランティアでやりますか、

まるでただでやりますということを言っているみ

たいですけど、日本では奉仕と言う言葉で昔から

やってきました。この奉仕と言うことは社会奉仕

者と言う言葉の頭文字のDと言う言葉で表わして

います。ですから、あのバッチをつけていきます

と、私が行った時もそうでしたが、船の上で乗っ

ている人達から「お前、OD持っているじゃない

か、体操やってるの？そう、がんばってる？」こ

ういうことがあるくらいの資格なんです。もう凄

い人数でてます。1句こうで出てるだけじゃなくて、

玉川学園でもでてますが、わたしはなんでですか

67番目と言う番号を持ってますけど、そういうこ

とで日本へ広がっていったOTDというバッチを

つけている人達は何しろ海軍でも、国鉄でも、凄

い勢いで広がっていったんですね。

日本中に広がりを見せたデンマーク体操

みなさん知ってらっしやる、ヤマサ醤油という

のがありますね。あそこでもやってます。体操を

やってるんですね。体を整えてから仕事にかかろ

う。本の取り次ぎの東京堂では、体の疲れはその

日に残さないで疲れを全部取ってから帰ろう、そ

ういうことでちゃんと体操やってます。東京の三

越デパートの屋上でもやってます。丸通という荷



物を運ぶ会社、そこでもやってますね。名鉄でも

やってらっしやいます。実にいろんなところでや

ってるんですね。こういう風に日本中に広がって

いって、斎藤先生の力で「産業体操」ができまし

た。I1本がだんだん戦争で負けてくると、資脱を

使って、何とかして戦うものを作らなきゃいけな

いし、その工場の働いている人達の体をちゃんと

作らなきゃいけない。それを考えて使命に燃えて

やられた斎藤先生は産業体操を作ってしまいまし

た。「'二1本の体操」というこんなに厚い本がありま

すが、そこにも産業体操・斎藤由理男と書いてあ

ります。航空体操・斎藤由理男、海軍体操・斎藤

由理ﾘ)、国鉄体操・斎藤由理男。斎藤先生の名前

が次から次へと出てくるんですね。東大にも広が

っていきます。日本女子大にも広がっていきます。

あっちの学校、こっちの学校と広がっていった

中に東大に広がっていくのを見て、黙っていられ

なくなったのは文部省です。学徒鍛練体操と称し

まして、斎藤先生の指導でとうとう文部省は重い

11蝋をあげたんです。終戦直前です。残念ながらね。

「I'にはその体操を見て、これはいいぞと、体の

ためにはとてもいい、ことに疲れをmるためには、

整美体操としてもこんなにいい体操はない。と、

言って始められたのは、ここの秋田の先覚者でも

ある舞踏家の石井漠先生でした。石井漠先生は玉

川学園の職員でしたから、なんと斎藤先生の体操

を見てるわけですね。僕も1つやろう。この舞踊

体操というのをあの先生が作っています。それだ

けじゃ、おさまんなかったんですね。ラジオ体操

第2需、今のテレビ体操じゃないですよ。ラジオ

体操第二というのはあの（石井漠）先生の作です

ね。あの先生が斎藤先生のやっているのを見てい

るだけで第二体操を作ってしまいます。こうやっ

て日本中に広がっていくんですけれども、講習会

を玉Ill学園で開きますと言っても、中の寮の広さ

からいって200人が限度なんです。それ以上は教

室を解放しなければ寝泊まりできないんです。し

ょうがないもんですから、そこで切ってたんです

けれども、デンマークから来ていた二人の体操の

先生が辞めるのを機に、昭和11年の事でした、ち

ょっと考え方を変えました。
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公演旅行

それまで玉川学園が色々やってきたことに、先

ほど言いました歌もありました。これはね、岡本

敏|ﾘlという先生なんですけど、合唱がとても得意

で、日本中に合唱を広めた人です。その人が合唱

指導をして合唱コンクールで1位になったんです

ね。まあ、自慢です。体操も凄くなってきました。

｢ひとつ小原先生じっとしていないで、僕ら日本

中Inlって歩きますよ。体操と歌と劇もやりながら、

どうですか？どっか行ってや*)ませんか？」と言

った時に、斎藤先生は「デンマークでとっくの昔

にそういうことをやっているよ、ひとつ日本でも

やってみよう｡」ところが困ったことが1つあるん

です。当時の考え方では、男子と女子は席を同じ

くしませんでした。一緒に泊まって、年頃の中学

生から高校生が、今の高校生ぐらいの専門部の学

生が一緒に歩くなんてとんでもないと言われてる

時代でした。ところがこの頃玉川学園は男女共学

だったんです。そこで、「これはいい、1つ、日本

の体操だけに、一緒に行ってそれをデモンストレ

ーションしないか？」そういうことを決めたんで

すね。

そこで、みんなで計画してくれないか。その中

の計画者の1人に斎藤由理男先生がおられました。

いいでしょう、ひとつやってみましょう。「君、ど

こから行く？」「この前ニルス・ブックが来た時に

大歓迎を受けた、あそこがいいな｡」自分の郷里で

あれば、秋田県にまず来たくなったんですね。小

原|亜I芳さんは俺の郷里だから鹿児島県に行こうと

言ったらしいんですが、2回目になりました。秋

|Hにやって来ることになりました。ところが、そ

の年がII師Ⅱ11年、みなさんご存知の通り、二二六

事件がおきました。来るはずの3月、残念ながら

二二六事件で行くことができませんでした。そう

すると、一番の主役だった人がなんと卒業しちゃ

うんですね。困っちゃったんですね。どうしよう。

いけるのは4月だよ。そうしたら卒業した諸君が

いいじゃないですか、卒業しても行きますよ。と

うとうやってくることになりました。そして、こ

ちらの秋田県にやってきたんです。
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｢どじょっこふなっこ」の誕生

金足西小学校「どじよっこふなっこ」の碑の前で

そのやってきた時の話をちょっとだけ申し上げ

たいと思うんですが。ごめんなさい、ちょっと、

4年ばかり前に倒れたもんですから、息が続かな

いで、ちょっと休憩させて下さい。休憩と言って

も、ちょっと音を流します。みなさんご存知の曲、

この曲でしたら知らないと言ったら、怒られちゃ

いますね。（どじょっこふなっこのオルゴールの曲）

金足西小学校で演奏会と体操をやりました。終わ

ってから、学校では職員室と隣の宿直室ですか、

そこで、歓迎会を開いて下さったそうですね。そ

の席上に遅れてきた先生がおられたそうです。中

道先生と言う先生だったそうです。その先生がい

るところがなくて、しょうがなくて、小さくなっ

ていたんですけど、座った状態ですから、背が高

くなるんですね、そこで交代、交代で玉川学園と

両方で歌等をやってきて、昔からの秋|Ⅱ音頭やら

色々でたのでしょう。先生が指名されてしまって、

当たった中道先生はもう困っちゃって、どうしよ

うもなかった所を後ろから他の先生が懸命になっ

てネジをまいたそうです。

その時の先生は、汗がジャージャー流れたとこ

う言っておられますが、一つ誰も知らない歌を歌

ってやろうと、前にどこかで聞いた「春になれば

－．」（詩吟調）とやったんですね。その歌を聞い

た、そこに来ていた玉川の音楽の先生は、この歌

は凄いというわけです。早速書き留めて、もう1

回頼むんです､もう1回｡全文を懸命になって書

いて、その場で曲を作ったんですね。この先生が

みなさんご存知のこの曲のこの方の御弟子さんな

んです。（浜辺のうたのオルゴール）このlillはみな

さん、よくご存知ですよね。今でいう国立音楽大
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学の先生をしておられる、その御弟子さん。なに

しろ成田為三先生のllllの中には土地の民謡を合唱

曲に作ると言う凄いことをやってます。

当時はね、民謡と言ったら宴席が中心でしょう。

飲んだ時には出てきますね。普段出て来る曲では

ないんですけれども、佐渡おけさや秋'11おばこに

しても、荘内おぱこにしても、みんな成田先生に

よって合唱llllになっている。成田先生のそういう

気持ちを受け継いでいる岡本敏明先生にしては、

この歌詞を聞いて、これに1つの素晴らしい曲を

考えたのが、あのみなさんのご存知の》は－るに

なればjという「どじょっこふなっこの歌」にな

るわけです。股後の部分「夜が明けたと思うべな」

の所にずっと高い音が続いていますが、ところが、

最初に作られた時はですね、アルトとテナーがテ

ーマになってるんです。ですが、このままの楽譜

だとソプラノばっかり歌っちゃうんですよ。です

から岡本先生が最初に作られた当時のままに伝わ

っているわけじゃないんです。ちょっと私は残念

に思ってます。先ほど流しましたオルゴールのあ

の音は、不思議なことにオルゴールにありません

でしたので、穴をあけて流すオルゴールです、私

が勝手に穴をあけて、どじよっこの曲にしてみな

さんにお間かせしたのが、最初でございます。手

でまわしているので、これ以上早く回らないのは、

勘弁して下さい。

こんな風にして、どじょっこふなっこの歌は、

ここで生まれて、次の会場ではもう演奏してるん

ですね。それが終戦後にですね、歌声連動になり、

どんどん日本'I"に広まって行きました。秋川民謡

と書いてあればいいんですけど、作曲者不明にま

でなっちゃって、いろんなところにいきました。

でも今は、あの学校に石碑ができて、あそこに楽

譜が入っています。東京の隣の川崎の岡本先生の

お墓にもあの曲が入った石碑があります。こうな

ると、どじょっこふなっこも何か、御縁があるん

ですか。斎藤先生は体操を広めようと思って、秋

田に来たんです。これは副産物なんですよ。そう

いうと失礼なんですが、斎藤先生が生んだんです

よ、気持ちを込めてね。こういうこともあったん

だよと覚えておいて下さい。体操だけのことでな

くて、斎藤先生って凄いことを広めていった、そ



ういうふうに覚えておいていただきたいと思って、

なんか変なことを企んできました。勘弁して下さ

いo

斎藤由理男の体操論

休憩はこんな変な形で取らせていただきました。

今度は斎藤先生の体操の方に入っていこうと思い

ます。みなさんのお手元に今日のお話のレジュメ

がございますが、斎藤先生の年表が書いてありま

す。個人的なことで勝手に年譜なんて書くなと叱

られるかもしれませんが、デンマークの教育で目

標としていることが、次の斎藤先生の経歴の後に

載ってます。学習の目的は試験のためにあるんじ

ゃないんだ、自分のためにあるんだよと、これが

デンマークの教育の大きな方針です。極端な言い

方をすれば、話なんか聞かなくたっていいんだよ、

意味が分かってくれればいいんだよ、自分のもの

にしてくれればいいんだよ。これがデンマークの

教育ですから、試験がない代わりに卒業証書はあ

りません。これが国民高等学校のやり方です。う

らやましいですね。

自分が納得して出来上がるまでやらなければな

らない。そして、これを使って今度は自分がみな

さんに奉仕できるように。こういう考え方ですか

ら、もし日本でそういう教育があったとしたら、

素晴らしいものになると思いますが、日本ではこ

ういうやり方をした時に、果たして「うん」と言

う人がいるでしょうか？試験もない、卒業証書も

ないんだってよ、がっかりと言われちゃうかもし

れませんね。そうかと思うと、教科書はあります。

自分で調べなければなりません。日本では今、こ

れをマネし始めました。これまでこういうことは、

こうと強引に押し付ける教育をやってきましたが、

1つみなさん考えて、これだと思ったらそれ以上

に、自分から進んで調べてやってみませんかと言

う目標が、今の生涯学習というのの目標ですね。

これがもうデンマークでは百何十年も前からやっ

てるんですね。うらやましいですね。それから国

民色豊かな色彩や歴史や言葉を通して伝えるべき

であって、口伝えで伝えるべきであって、機械で

/伝えるべきじゃないという考え方が強いです。で

すから、デンマークへいくと、ビデオを流して、
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どうぞご覧下さいという授業はやりません。やは

りむこうの授業らしく、デンマーク語ですべてを

語り尽くすという感じで話をされます。私などい

っても、ちんぷんかんぷんです。でも、分かるよ

うに教えて下さった先生もおりました。

学校を通じて自分を磨くことが大きな目標なん

です。それを徹底してやるんですから。こうして

考える基礎を作るんです。こういった国柄、そし

て考える人を作る、学校というのはこういうため

にあるんだ。学校へ行って試験をして上級学校に

受かればそれでいいんだという考えじゃないんだ

ということですね。こういったことをしながら、

歴史的な研究や、精神的な修養を積んでいくのが、

デンマークの国民高等学校の体操の学校の目標だ

という風にして教育されています。ところが、今

まで申し上げたのには体操は出てきません。それ

では、お前さんは、何のために体操をやったんだ

よと言われるかもしれません。斎藤先生の残した

言葉でこれからちょっと伝えたいと思います。

国民体操として、日本中に広げようとしまして

ね、海軍を'二I'心として、それから陸軍も、先ほど

出てきた小野源蔵氏なども一緒になって、国民体

育というのをどうすればいいかと考えた当時がご

ざいます。そして対談をやってます。そのなかで、

いいたい放題の事を斎藤先生はいってます。海軍

に対しても、徹底的な言い方をしてますね。そし

て、海軍はこうあるべきだ、嘘だと思うならやっ

てみろといって、そのさっき申しました落下傘部

|塚の隊長さんを中心として、海軍は海軍体操とい

うのを始めます。

その目標を申しますと、第一番目は、整った身

体。きちっとして素直な身体ですね。競技をやり

ますと、どうしても片一方の手だけが強くなった

り、片一方だけが太くなったりして、いろんな形

が出てきますが、身体というのは、整った身体に

なっていないと身体が曲ると脊髄が曲ってきて、

押さえられたところによってその臓器が悪くなる。

だんだんと動きが悪くなる。ちゃんとまっすぐな

良い身体にしておかないとダメだ。私もそういう

ことに努力をしていますが、なかなか難しい。だ

んだんと腰が曲ってきて、おまけにぎっくり腰な

どをやっていますので実行は難しいものですが、
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そういうことが第一番目にあります。

第二番目は強い身体。さっきの射撃ではないん

ですけど、どういう時にも耐えられる身体を作る。

先般デンマークのチームを案内した時でした。熊

本の体育館に入った途端にトラックがやってきま

して、マットなどを運び込んでいたんです。そし

たら体操の連中はすでに用意されてると思ってい

ましたから、みんな着替えてる最中ですね。体育

館の入り口に着いたトラックからマットをおろし

始めました。悪いことに私、出ていっちゃったん

ですね。そのマットを背中にしよったんですけれ

ど、参りましたね。100kgあるんですね。体育館

の中まで、とうとう担いでいったら、デンマーク

の連中が拍手するんですよ。足に合せて拍手する、

どうにも止めるわけにはいかなくなって、あんな

に辛かったことはなかったんですが、あのときに

やってよかったと思いました。みなさん、やって

下さいと言わないで済んだ。こういうこともあ1)

ましたが、やっぱし身体は鍛えておかないとダメ

だと、その時、痛切に感じました。こういうこと

がある二番目です。

三番目はとても、器用な身体。どういう時にも、

とっさに動ける身体にしなければ、これが大切な

んですね。それから四番目は、疲労の回復をよく

考えなければいけないよということ。

五番目には病気にならないように身体はよく鍛

えておきなさいということ。そして最後にデンマ

ークの中心にして言っていることは、美しい身体

といっています。痩せろとは誰もいっていません。

この頃は、異常なまでに細い若者が多すぎますね。

まるで子供が木材のように痩せて、あれで子供が

産めるのかしらというくらい痩せて、それでもま

だ痩せたいというのですがね。ついている筋肉が

ないような体で、後々国がしよっていけるんでし

ょうか。そういうことを考えると、きちっとした

美しい身体を作り上げるということは、大切なこ

との1つではないかと私は考えています。だから

娘には痩せろとは申しません。太ってもいいから、

きちっと整った身体でいろと、筋肉だって小さす

ぎる身体であってはならないといってますけど、

なかなかわかってはくれないんですよね。もう今

の若い者は分かりません。でも、こういう考え方

を考えると、なにしろ固くなっちゃうということ。

凝固ですね。固くなっちゃったなということ、力

がなくなって脱力したということ。そうかと思う

となんかやろうと思っても、不器用でなんとも動

けない。こういう3つの要素だけは整えて克服し

ておかなければいけないということになりましょ

7o

これはまず、第一の関節が、背骨が、スムース

に動けるようになっていて、そして筋肉がしっか

0していなければなりません。それから運動機能

がしっかりしていなければいけないんですが、デ

ンマーク体操では言い方を変えております。まず、

柔軟な身体、柔らかいということですね。次に強

壮な身体、強い身体。もう1つは何にでもすぐ動

ける、巧級的な身体。この3つを三原則にしてい

ます。斎藤先生、そうですよね。確か、先生そう

言いましたよね。（斎藤由理男の写真パネルに語り

かけるような仕草で）先生の講習会を受けにいっ

た時にもそう申されました。そして、斎藤先生は

その中で、普段やっている体育というのは、衣食

住が大切なのよ。身体が積極的に動けるようにし

ないとダメなのよ。体育というのはね、いろんな

種類がありますよ。遊ぶこと、遊技というのだっ

て体育なのよ。競技も体育ではあるけど、逆にい

うと壊れることもあるよ。武道だって、体を鍛え

るための1つの体育なのよ。舞踊だって体育の1

つですよ。そして教練、戦争中でしたから、教練

も体育の1つになってました。しかし、好むと好

まざるとに関わらずやらされました。次に体操。

これだけは根本的にやっておかなければならない

体育だよ。忘れちゃダメだよ。嫌でも、おうでも

やりなさいよ。そのことによって、いいことだっ

てたくさんあるんだよ。こういう話を産業体育講

習会の席上でも、先生の亡くなられる直前の昭和

18年にもやっておられます。
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津軽海峡で無念の客死

ところが、斎藤先生はご存知の通り、先ほどお

話があった日、黙祷を捧げましたが、上の展示で

もありましたけれども、北海道と本州との交通と

を絶対的に遮断しようとして、アメリカ軍は航空

母艦でやってきて、艦載機を編隊で、津軽海峡に



いた十三隻の連絡船を片っ端から沈めました。そ

の1つに先生は乗っていたんです。その直前に先

生は自分のお子さんと奥さんをつれて郷里に帰っ

てます。子供を疎開させてね。そして、札幌の国

鉄鉄道管理局でやる体操の指導のために船に乗っ

たんです。

3人の女のお弟子さん、その方々と船に乗って、

懸命になって原稿を書いていたそうです。本を読

んでは、書き、を繰り返した|')、ノートの整理を

したりしていたそうですが、機銃掃射に対しても、

たった1丁の機関銃では編隊でやって来る飛行機

に太刀打ちできませんよね。大きな船ですから爆

弾だってあたりますよ。しかも鉄板が薄いときて

いるのですから、その船にボンと爆弾を落とされ

たら、煙をふいて動けなくなってその連絡船は、

沈んでしまったそうです。そのお弟子さん達は船

が傾いてどうにもならなくなって止まらなくなっ

て、そのまま海へ落ちてしまって板切れにつかま

りながらむこうの方に人影がいるので「斎藤先生

一｡」と呼んだそうです。これ、呼んだのは石川さ

んという方ですけど、日本女子大で先生をされて

いた方ですが、本人が自分でいってますからね、

呼んだというのは本当でしょう。そしたら、「おー

い｡」という返事が2回聞こえたそうです。それが

最後のお別れだったといいます。先生は帰らぬ人

になってしまいました。もう1人のお弟子さんも

ここで亡くなってます。二人いたうちの1人は、

本州の方に流れ着いて、助けられています。もう

1人の方は海上警備隊が回っていた時、偶然救い

上げられたのでした。そこで、先生は帰ってこな

い人になってしまったんですが、水泳はあまりお

得意な方でなかったそうでした。

あの先生の号令はもう聞かれません。先生の号

令はこんな感じでしたね。なにしろ、デンマーク

語や日本語で「フリースイング」「直角振」「垂直

振」など号令をつけながら竹の棒を持ってきて、

ボン、ボン、ボン、ボンとテンポを取り、ある時

はタンバリンを持ってきて、力を入れる時にパァ

ーンとたたく時もありました。口笛をふくように、

ピッ、ピッ、ピッとこれだけで号令を済ませちゃ

うんですね。一、二、三、四なんて言わない。ア

クセントの時に「ソレ」なんて、こういうことを
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展示報告「秋Illの先覚記念室企画展斎藤由理男」

やった先生の声はもう二度と聞くことができませ

ん。まあ、そういうような関係があって、話せば

まだいくつも出てきてしまいますolOlつが出

てきますが、ある時、体操のグループの方々が集

まる、OD会というのがありました。このOD会

というのは、OD章を持っている方々が集まる会

ですね。会場にはいろんな方が来ました。国鉄の

方は制服で昔からのIp冒子をかぶってやってくる。

海軍の方なんか、かっこいいですね。号令をかけ

て、カッカッと歩いて来るんですね。前に進めと

ね。こういう方々がみんな集まってやっている体

操の会が昭和18年頃に続けられていました。OD

会と呼ばれていてその会が私には忘れられません。

それに全然、関係のない私がいつも、いつも行

っていたのです。その理由は先ほどの平林の話が

ありましたが、その平林の娘、私の母親ですが、

体操をやっていたんです。母は玉川学園で体操を

習ったんですが、ある年、赤ちゃんを産みまして

ね、盲腸炎になった。その菌が足にいきましてね、

膝の筋肉をとっちゃったんですよ。もう一生、松

葉づえじゃないと歩けませんといわれたのを、ど

うしても歩かなければならなくなって、息子がわ

がままもんでしたから、その私の月謝を払うため

に、ミシンを踏まなきゃならなかったのでした。

痛いのを我慢して踏んでいるうちに、どうにか動

くことを知って、この体操をそのままやりはじめ

たのでした。そうしたらおかしいものですね、お

医者さんがダメだよというものが、このデンマー

ク体操をやった為に、誰にもそのような足だと分

からない位に動くようになってしまいました。そ

うこうしているうちに、2年前に亡くなりました

けれども、88歳まで国立競技場で毎週婦人体操に

通ってました。しかし、誰もその怪我をした足に

気付く人はいなかったそうです。こんなリハビリ

にも効くんですよ。動かそうとすれば、動かなか

った筋肉ですら、動いてしまう体操なんですね。

素晴らしいことだと思います。

デンマーク体操って何？体操だけ？じゃなくて、

こんなことにも役立つ体操なんだよと、日本中に

自分では教えないで先生は逝ってしまったんです。
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勤労者体操指導者講習会講義録から

ここに斎藤先生の言った言葉があります。斎藤

先生の残した言葉をここに10V^<つ申し上げて、

終わりにしようと思うんですけど。（先生の亡くな

られる直前の勤労者体操講習会の速記録より）斎

藤先生はまず、この体操をやるために産業体操と

して教える時には、先生としてはこれほどのこと

がなければいけないよと言った言葉が11あります

が、このレジュメに入れるべきだったのですがこ

れが出てきたのが一昨日だったので、申し訳あり

ません。みなさんにお配りすれば良かった。

1つ目まず、信念を持ってやりなさい。これ

が大事なんですね。2つ目見識を持ってやりな

さい。信念に続いて見識が大切ですよと。3つ目

生命と自分の使命は一致しなければならない。

これを体操の講義として言っておられますが教育

学の奥義を言ってらっしやる気がします。4番目

気概を持ってやりなさい。人が良くて、且つ心

臓が強くいてほしい。5番目愛情を持ってやり

なさい。6番目情熱を持ってやりなさい。確か

に情熱を持ってやることは必要ですね。7番目

感謝する気持ちを全てに持って持ってやりなさい。

8番目徳行を持ってやりなさい。まるで、中国

の徳の高い孔子か孟子が申すようなことですね。

9番目敬度の念、これを持ってやりなさい。人

を妬んではいけない。10番目自分の健康を大事

にしなさい。11番目最後に、技術を磨くことを

忘れないでやりなさい。

先生、そう言ったんですよね？（斎藤由理男の

写真パネルに向かって）これを書いてメモしてい

る人がいました。そのメモが出てきたんです。実

際に話しているんです。昭和18年の7月1日から

8日までの間、斎藤先生は毎晩講議しまして、最

後にこの言葉を十一言いました。斎藤先生はこの

言葉を最後に講演したのでした。まるで、お釈迦

様か何かが言うような言葉が体操を通じて出てく

るんですね。

こういう先生だったんです。その種子を日本中

に蒔いたままで、先生は逝つちやったんです。私

は残念だと思います。
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その後のデンマーク体操

戦後になって、もう56年たちました。56年た

った今日、じゃあ今、その体操はどうしてますか

とみなさんお思いでしょうが、と翁こでやってるの？

と。朝6時半頃、駅の裏へ行ってみて下さい。J

Rがありますね。多分、あそこでやっているはず

です。秋田のJRでも線路の色々やっておられる

方々は仕事を始める最初にみなさんで体操いたし

ましょうと号令がかかって体操をやっています。

職場の始まる時にもJR体操としてやって、仕事

が終わる時というともう一回血行を良くして疲れ

をためないで帰りましょう、と言って体操をして

帰っていかれる。東京のJR新宿駅では必ず6時

半、体操をしています。東京では昨日、指導員の

方々の指導計画書というのが手に入りました。指

導書がちゃんとできて続けられているのです。そ

の指導書をもらってきました。先生、その後の夢

がこうなっているんだよ、と私はいいたかったん

です。それを聞いてくれる先生はいないんです。

でも、こうやって続けられているものは、自衛隊

では自衛隊の体操として続けられています。今の

ラジオ体操の中にもたくさん組み込まれています。

体をただ単に自由に動かすラジオ体操じゃなくて、

その上に自分の意志で自分を作り上げる体操とい

うもの、これを植えつけていって下さった方が、

斎藤先生であり、この気持ちを育て上げていった

土地が秋田県なんです。それだけは覚えておいて

下さい。
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岩測文人氏を囲む斎藤由理男ゆかりの人々


