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令和 3 年度 夏・秋企画展 開催中!! 「安井家のルーツを探る」
幕末から明治という激動の時代を生き、ゆるぎない信念と無類の学識
をもって、生涯にわたり人材の育成に力を注いだ安井息軒。地方から出
てきた優秀な若者が最後に門をたたくのが三計塾といわれるほど、息軒
の思想や学問に対する姿勢、深い学識は多くの門下生に影響を与えまし
た。日本が近代法治国家として西洋と肩を並べるべく発展していく時、
様々な分野で貢献した人々の根底に、息軒の思想が息づいていたことが、
近年、様々な専門家の研究によって指摘されています。
今企画では、そのような学者安井息軒は、いったいどのような先祖を
持ち、彼らはいかにして日向国にやってきて、清武に定着するようになっ
たのか、そして、その先祖にはどのような人物がいたのかを探ります。
安井家に関する史資料は、安井家 15 代の時、洪水により川に流失し
てしまっているので、ほとんど残っていませんが、それ以後に残された
ものとして家系図があります。生涯がかなり詳細に記された人物もいて、
先祖を知る上では貴重な資料です。また、飫肥藩主伊東家が残した『日向記』などにも安井家先祖の名
前があり、とても興味深い人物として存在します。
今まで企画展ではほとんど扱われたことのないテーマですが、今回、先祖の中から数名を取り上げパ
ネルで紹介しています。息軒につながる DNA の存在の一端が感じられるかもしれません。
コロナ禍の中ではありますが、万全の対策を講じて開催しております。ゆっくりご覧いただければ幸
甚です。

（文責：長野）

令和 3 年度 夏・秋企画展「安井家のルーツを探る」
期 間
会 場
開館時間
休館日

令和 3 年 7 月 22 日（木・祝）～11 月 3 日（水・祝）
宮崎市安井息軒記念館 特別展示室
9：00～16：30（最終入館 16：00）
入場無料
月曜日 祝日の翌日の平日

【お知らせ】新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、8 月 24 日（火）まで臨時休館の
予定です。最新の情報はホームページをご覧ください。

まだまだコロナの禍中ではありますが… 講座・セミナー・event 等粛々と開催
清武町史セミナー開講

講師 松浦祥雄先生

世界を脚気から救った男 高木兼寛
理事長あいさつ

ソーシャルディスタンスで受講

館長による第 2 回記念館講座

小学校、大学、専門学校、そして先生方 社会見学続々と…

清武小学校 6 年児童１

清武小学校職員御一同

清武小学校 6 年児童２

新型コロナウイルス感染拡大に
よる休館のため、延期されたも
のもありますが、6・7 月に社会
見学が相次ぎ、息軒先生につい
て熱心に学習されました。
宮崎学園短期大学１

宮崎学園短期大学２
宮崎国際大学忍ケ丘教養

宮崎学園短期大学３

宮崎保健福祉専門学校

あらかると…
出前講座実施
木花公民館の要望に応えて館長
が「宮崎の偉人シリーズ」を 4 回
実施しました。

安井息軒旧宅西側旧家の取
り壊し・宅地造成に伴い、隣
接する樹木が一部伐採され
ました。

戦前台湾で、そして終戦後宮崎
で活躍した画家、塩月桃甫の映
画撮影が旧宅で行われました。

安井息軒顕彰・埼玉県川口市文化交流事業 宮崎市団員来館!!
明治元年、息軒先生が 9 か月間疎開をしたことが
縁で始まった川口市文化交流事業。今年度は、コロ
ナウイルス感染症やオリンピック・パラリンピック
開催の関係で直接交流ができないため、宮崎市内で
募集された小学 5・6 年生の使節団が 7 月 31 日
（土）に来館しました。
参加してみよう

日 程
8/28
（土）
9/4
（土）
10/2
（土）
11/13
（土）
12/4
（土）
12/18
（土）
令和 4 年
1/15
（土）
2/12
（土）

これからの 令和 3 年度
安井息軒記念館講座 予定表
演

題

明治維新 息軒の底力Ⅱ（仮）
幕末・明治の海防と国防
-息軒の『海防論』と関連付けて安井息軒の漢詩をよむために

明治期以降の伊東家

受付中!!

講

宮崎の偉人シリーズⅡ
宮崎が生んだ国民的歌人 若山牧水
安井息軒『救急或問』の政治思想
-明治新政策の先取り※ビデオ講座
飫肥藩幕末の藩政と文教の担い手
阿萬豊蔵

安井息軒 江戸での活躍

各講座申し込み

師

川口 眞弘
宮崎市安井息軒記念館 館長
青山 大介氏
中国 湖南大学岳麓書院 特聘副教授
那良 則人氏
放送大学大学院 歴史研究会
諸岩 則俊氏
NPO 法人安井息軒顕彰会会員
甲斐 睦教氏
宮崎産業経営大学法学部 教授
山元 宣宏氏
宮崎大学教育学部 准教授
金丸 里佳
宮崎市安井息軒記念館 学芸員
佐藤 智文氏
日南市教育委員会生涯学習課 文化財専門員

※会場は宮崎市安井息軒記念館・研修室。時間は 10：00～11：45。各回とも定員は 40 名です。
9/4、12/18 は年度始めのご案内より日程が変更になっていますので、ご注意ください。
【お詫びと訂正】
「息軒だより 6・7 月号」で甲斐睦教氏「幕末・明治の海防と国防」の日程に誤りが
ありました。正しくは 12/4 です。お詫びして訂正いたします。

令和 3 年 9 月 23 日（木・祝）「息軒の日」
★安井息軒記念講演会

※要申し込み

・講師：山口 智弘氏（駒澤大学文学部 講師）
・演題：
「安井息軒の『論』と『説』～息軒と共に人間の生活を見つめ直す～」
・日時：令和 3 年 9 月 23 日（木・祝） 10：30～12：00
・会場：宮崎市清武文化会館 半九ホール
※お申し込みは、チラシまたは、安井息軒記念館 0985-84-0234 まで。

★イベントも盛りだくさん!!
当日は、息軒先生関連の各種作品展の展示、午後には表彰式、清武小児童による息軒劇、書道吟、
息軒かるた大会・各種体験等多彩なイベントが開催されます。入場・参加料は無料です。ぜひ宮崎市
清武文化会館へご家族そろってお出かけください。
※各行事の内容、日程につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大状況や天候等の
諸事情により 変更になる場合があります。予めご了承ください。
お申し込み、お問い合わせは安井息軒記念館（0985-84-0234）まで。

外部評価委員による事業評価会議の開催
7 月 14 日（水）に令和 2 年度の 13 の顕彰会事業と 11 の記念館事業に関す
る担当者による自己評価、顕彰会理事等の内部評価に基づいて、学校教育、まち
づくり、学術、文化関係機関・団体の代表者 7 名の委員から、外部評価を行って
いただきました。３（良い）
、２（普通）
、1（悪い）の 3 段階評価でお願いした
結果、コロナ禍で未実施の事業もありましたが、全事業の平均は 2.67、全体の
総合評価については、顕彰会が 2.83、記念館が 2.67 でした。
また、外部評価委員から各事業についてソフト面、ハード面で多くの貴重なご意見やご要望等があ
りました。内部だけで改善できるものはすぐに、また関係機関・団体との連携や予算が必要なものに
ついては、理事会に諮って計画的に実施して参りたいと思います。

令和 3 年 9 月 23 日「息軒の日」の開催について
昨年度までは、安井息軒顕彰会主催で息軒先生の命日にあたる 9 月 23 日に「安井息軒記念講演会」
等を行っておりましたが、本年度はトールツリーグループ（宮崎市清武文化会館指定管理者）
、清武ま
ちづくり協議会との共催、加納まちづくり協議会及び清武児童文化センター、さらには清武小学校や
地元幼稚園、保育園等の協力及び宮崎市教育委員会後援で、講演会に加え、園児から高齢者の方々ま
でが参画したさまざまな安井息軒顕彰のイベントを行うことになりました。具体的には、清武文化会
館の全施設を使用して、講演会、作品展示、表彰式、息軒劇、かるた体験等を通して、市内外の方々
に息軒先生を身近に感じ取っていただくものです。当日は、ぜひご家族皆さまで宮崎市清武文化会館
へご来館ください。
詳細については、チラシ、ポスターや安井息軒記念館ホームページをご覧ください。

夏休みこども息軒塾の開催について

昨年はコロナ禍のため中止となりましたが、本年度は 4 回の計画のうち 7 月 27
日、8 月 3 日の 2 回だけ実施しました。応募した 24 名の小学生に安井息軒記念館
や安井息軒旧宅で息軒先生についての学習や、落款作り、絵手紙、息軒かるた遊び
等の体験をしていただきました。開塾前の 9 時から 10 時までの時間を利用して夏
休みの宿題等自習する児童も多く、将来第 2、第 3 の息軒先生の輩出を期待してい
ます。

安井息軒旧宅の清掃
7 月 24 日（土）が雨天中止のため、7 月 28 日（水）の企画運営会議開催前に旧
宅清掃を行いました。7 月 31 日（土）の安井息軒顕彰・川口市文化交流事業で記念
館を訪問した小学生 23 名が旧宅周辺を快適に見学できたものと思います。
今後の清掃日は、9 月 19 日（日）8：00～9：30、10 月 30 日（土）9：00
～10：30 です。ボランティアのご参加連絡をお待ちしております。

＜引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力ください＞
・来館時はマスクの着用をお願いします。
・正面玄関に消毒液を設置しています。手指の消毒をお願いします。
・入館時に「利用者名簿」へのご記入と検温にご協力ください。

会員随時募集中
NPO 法人 安井息軒顕彰会では新規会員を随時
募集しています。お問い合わせは右記事務局まで。

年会費
■一般会員 2,000 円
■賛助会員 1,000 円
■学生会員
500 円
■団体会員 5,000 円 (1 口)
※会員の近況報告、情報提供などがありましたら、
事務局までご連絡ください。

☆安井息軒顕彰会では、安井息軒旧宅清掃や記念館行事へ
の参加・協力等の活動を行っています。ご興味のある方
は、お気軽にお問い合わせください。

NPO 法人 安井息軒顕彰会

事務局
〒889-1605 宮崎市清武町加納甲 3378-1
（宮崎市安井息軒記念館内）
電話：0985-84-0234 携帯：080-8589-0569
e-mail：yasuisokken@yahoo.co.jp

