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第六十四回通常総会式辞
本日第六十四回の総会に当り各位にはお繰合せの上御来会下さいまし
て感謝致します︒

わが弘道会は西村先生が道徳教育の軽視を憂えて明治九年東京修身学
この栄ある伝統は偏に会祖以来の歴代会長並に役職員のご精励と会員諸

社として銀座幸福安全社楼上に発足以来九十年を迎えたのであります︒

今やわが国は内は不況︑日米安保条約を廻る抗争︑自己中心の風潮︑

賢のご協力によるものでありまして誠に喜びに堪えぬ所であります︒

外は中共ソ連の核武装︑革命思想の浸透等一見泰平下の現状にも楽観を
許さぬものがあります︒申すまでもなく西村会祖が幕末の藩治に︑明治
の要路にあって多方面に亘っての所謂﹁報国尽忠﹂の至情やゑ難く︑国
家の安泰と国民の幸福の為に本会を設立して﹁吾が日本弘道会員は身を
修め︑人に接し︑事を処するに一に道徳を以て本とし智を以て之を助け
本末兼ね挙がることを望む︒﹂とひたすらに道義確立を目ざして後半生を
捧げた事は各位のご賢知の通りでありますＯ

本会創立九十年祝典は西村会祖のご遺志にそうと共に現代に即応した
意義深いものと致し度と存じます︒各支会に於ても一致団結︑同志の増
加︑趣旨の徹底により住みよい社会を建設することに一層のご精進をお
祈り致しまして式辞と致します︒

昭和四十一年五月二十九日

謝掴日本弘道会会長酒井忠正
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祖先を思う

中村孝也

孟蘭盆はウラン＄ハナ︵ｇ盲目冨昌四︶という薙語から転じ

て来た言葉であり︑倒懸と訳されているという︒釈迦の十

◇

七月十五日は孟蘭盆︵うらぼん︶の日である︒この日︑

大弟子のうち︑神通第一といわれた目連尊者が︑その神通

力によって亡き母の行くえをたずね︑地獄・餓鬼︒畜生・

日本中の人々は︑祖先の霊を迎えて丁重にまつる︒古より

過去世の業︵ごう︶によって︑餓鬼道で頭下足上という倒さ

阿修羅・人間・天上の六道をあるきまわったあげく︑母は

の醇風美俗の一つである︒

祖先を思い︑これを尊び︑これを慕い︑これをまつる心

ている故に︑それにつれて平和に通ずる大道は︑いつでも

祖先を思う心は︑いついかなるところにも絶えず流動し

示したところ︑目連は素直にこれにしたがい︑七月十五日

うわけに行かず︑すべての餓鬼に食を施こすようにと教え

だそうだ︒釈迦は目連の孝心に感動したけれど︑今すぐ救

歎き悲しんで釈迦に︑これを救う道を教えて下さいと頼ん

つるし︑すなわち倒懸の苦しみを嘗めていることを知り︑

は︑ひとり祖先を愛するばかりでなく︑実にあまねく人生
を愛する心の現れに外ならない︒人生を愛する心は︑平和

どこまででも任意に開通されるはずである︒しかし七月十

になっているのを解くようにと祈った︒これを解倒懸︵げ

あらゆる飲料食物を供えて衆僧に供養し︑母が倒さつるし

に通ずる大道を切り開かずにはおかない︒

として古から尊重されているから︑とりわけ大切な日とし

とうけん︶という︒母は救われた︒釈迦も目連も衆僧も皆

五日孟蘭盆の当日は︑親しく祖先に面会して交歓し得る日
て扱われなければならない︒
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心

［

これをよろこんだ︒うれしい話である︒それよりのち毎年
七月十五日を記念して︑倒懸を解き︑餓鬼に施す行事が行

い︶を︑すべて精霊というようになった︒この方がうれし
いＯ

精霊祭は祖先の霊を祭る行事である︒精霊棚を設け︑面

涯︵こもむしろ︶を敷き︑茄でつくった牛︑瓜でつくった

なわれるのである︒餓鬼に施すのはすなわち施餓鬼︵せが
き︶であり︑孟閲盆のまつりのうちの大切な部分になった︒

日の夕方︑門前で麻殻︵おがら︶を焚く︒これを迎火︵む

かえび︶という︒精霊の来るのをお迎えするわけであり︑

馬︑蓮︵はす︶の御飯︵ごはん︶などの物を供える︒十三

精霊迎えともいう︒それから僧を請︵しよう︶じて精霊棚

孟閲盆のまつりを孟蘭盆会という︒孟蘭盆供ともいうが︑

い︑そのまつりを盆祭︵ぼんまつり︶といい︑祖先の精霊

発音する習わしだそうだ︒もっと略しては盆︵ぼん︶とい

ると帰ってゆく精霊を見送るために︑また麻殻を焚く︒こ

の前で経を読んでもらう︒これを棚経という︒十六日にな

もとは死者の亡霊にして煩悩を解脱︵けだつ︶したものの

れを送り火といい︑精霊送りともいう︒凡そ前後四日間が

︵しようりょう︶をまつるので精霊祭ともいう︒精霊とは︑

こう書くときは供の字をよまないで︑ただ﹁うらぼん﹂と

中 村 孝 也 博 士

呼び名であるが︑それを押しひろめて︑死者の霊︵たまし

ともしてお供えする︒

盆祭すなわち精霊祭の期間であり︑そのあいだ毎晩燈篭を

すべてを通じて祖先を思い︑これを慕い︑尊びなつかし
む心が溢れている︒
◇

以上述べて来たのは︑死んだ祖先に対する追慕の心から

に生きている祖先︑すなわち父母・祖父母・曾祖父母等に

出た行事であるが︑その心を押しひろめれば︑現在この世

は別に︑生御霊︵いき象たま︶の祝いとして︑また古より

及ぶのは不思議ではあるまい︒これは孟蘭盆祭・精霊祭と

生御霊は生見霊︵いきみたま︶とも書く︒死者の霊祭

行なわれた行事である︒

（3）

−
一
ー
−

い無からしむるを願う﹂とあるのが︑この行事の起源を示

﹁現在の父母をして︑寿命百年︑無病にして一切苦悩の患

︵たままつり︶に対する生者の霊祭である︒孟蘭盈経に︑

用すれば︑何やら学問研究らしい匂いが出てくるだろうが︑

どには︑祝の儀式についての詳しい記述がある︒それを引

う記事が散見し︑後水尾院当時年中行事・御湯殿上日記な

盆前此事有︑日限不定なり﹂︵後水尾院当時年中行事︶とかい

一般の読桑ものとしてはわずらわしくなるから︑すべて省

しているのである︒

日本では仏教の広まるころより︑すでに行なわれていた︒

しょに行なわれたことと思われる︒然るに中世になると︑

るから︑生御霊の祝いは︑死者の霊魂を供養するのといっ

者とを区別することなく︑七世の父母に報恩せしめたとあ

饗をなす事あり︵中略︶︒死せる人は亡き魂をまつるに︑今

祭︶より前に︑親かたへ︑子かたより︑酒・肴を贈り︑又

十三日の条に︑﹁生見玉の祝儀とて︑玉祭︵コレ︿死者ノ霊

の風習が一般化した有りさまについては︑日本歳時記七月

・冷麺・干鯛・瓜・銭・茶子等の名が挙げられている︒こ

については︑祝儀の贈答品として︑酒肴汁菜のほか︑素麺

この二つは分れ分れになり︑生御霊の祝いは︑孟蘭盆行事

略することにするけれど︑とにかく皇族・公家・寺家など

の一環として︑七月八日より十三日までのうちの吉日を選

っている︒歳時記の文章は︑七月十三日に︑生見玉の祝儀

生ける人を相見るが嬉しきとの心なるべし﹂とあるのが当

日本書紀斉明天皇五年七月の条に︑群臣に詔して︑京都の

んで行なわれ︑死者の霊魂に対する供養は︑十五日を中心

内に在る多くの寺々において孟蘭盆経を勧請し︑死者と生

として行なわれるようになった︒そして文字も生御霊のほ

て︑子が親に酒や肴を贈呈したり︑御馳走したりする︒死

んだ人に対しては亡霊をまつるのであるが︑父母が現に生

が行なわれる︒これは精霊祭で死者の魂を祭るのに先だっ

きていてくれるのが嬉しいという心を現わすものであると

まなどと書かれている︒

生御霊の祝いは︑民間にも行きわたったらしい︒閑窓倭

か︑生身魂・生身玉・生御玉・生霊玉・生見玉．いきみた

筆に︑﹁七月になれば︑生ける二親を供養して生身魂と名

ば︑現に生存している父母の無病長寿を祝福することに限

この場合︑祝賀を受ける生者の範囲は︑孟蘭盆経によれ

い行事である︒

いう意味である︒親を思い︑祖先を思う孝心から出る嬉し

の心なりと云へり︒生身玉の祝の事︑世俗にては︑親ある

られているのである︒閑窓倭筆によれば子が生きている親

﹁宮中の行事としては︑﹁目出度事の御祝とは︑いぎみ玉

づく︒これも孟蘭盆の修行なり﹂とあるのをはじめとして︑

らず御祝あるなり﹂︵輪池叢書生見玉考︶とか︑﹁御めでた事︑

もの︑親をぱ祝するよしなれども︑御所がたは︑有無によ
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アーー

父母﹂に限定されているのである︒さりながらその範囲を

を供えて祝うのであるから︑これもやはり﹁生存している

を祝うのであり︑日本歳時記によれば︑子が親に酒肴饗宴

含め候也︑

露申さるべく候︑猶お井上清兵衛︵政重︶口上申し

て申し上げ候︑御前︵将軍秀忠︶然るべき様︑御披

御生見玉︵いきみたま︶の御祝儀として︑使者を以

︵忠世︶

︵元和五・六年頃力︶︵徳川家光︶
六
月廿五日竹千世

押しひろめて︾生御霊の祝いは﹁卑属︵めした︶の者が︑

父母または尊長︵めうえ︶の者に物を献じ︑または饗応す
る儀式﹂であると説明しているものもある︵大言海︶︒原義

﹁御生見玉の御祝儀として︑使者を以て申しあげます︒将

酒井雅楽頭殿へ

いから︑この説明も成り立ち得るであろう︒﹁陽気なる盆

て下さい︵お願いいたします︶︒猶お︵詳しいことは使者

軍秀忠様の御前に︵その旨を︶然るくきょうに御披露申し

がゆるやかになって︑他にも適用される事例は珍らしくな
踊りなども︑この祝賀に伴いて起りたるものなるべし﹂と

たる︶井上清兵衛政重の口上に申し含めました︵どうぞお

ここまで書いて来たら︑不図︵ふと︶思い出したことが

っているが︑この書状の竹千代は家光である︒それは書状

軍家光・四代将軍家綱は︑いずれも竹千代という幼名をも

発信者の竹千世は竹千代である︒初代将軍家康・三代将

聞き取り下さい︶﹂という意味の文面なのである︒

ある︒それは徳川三代将軍家光が︑まだ元服しないで︑幼

の中に出る井上清兵衛政重・酒井雅楽頭忠世の生存年時と

k、ノ

いう推測も︵大言海︶︑同様に成り立ち得るであろう︒亡霊

を慰めるにしては陽気過ぎるからである︒

名竹千代を名乗っていた少年時代に︑父二代将軍秀忠の生

◇

御霊を祝って︑酒井雅楽頭忠世に宛てて︑全文自筆の書状

照らし合わせて明瞭になるのである︒

の日附は六月廿五日であり︑元和六年九月六日元服以前で

名乗ったのは元和六年九月六日十七歳のときである︒書状

家光は慶長九年七月十九日生れであり︑元服して家光と

を贈った事実である︒その書状は︑次のようなものであ
ス︾Ｏ

為二御生見玉之御祝儀↓以二使者一申上候︑御前可し然様

あるから︑この書状の年時は元和六年まで引き下げられる

六年だとすれば︑父秀忠は四十二歳︑母浅井氏於江︵おご

けれど︑元和七年にはならない︒それでこれを仮りに元和

六月廿五日竹千世
︹徳川義宣氏所蔵︺

披露可し被し申候︑猶井上清兵衛口上申含候也

酒井雅楽頭とのへ

／ 戸 、

う︶の方︵崇源院︶は四十八歳で︑共に生存しているから︑

祖父の逝去によって︑上洛元服の機会を失った竹千代は︑

五日は元和二年以後同六年までに五回あったのだから︑こ

幼名のままで十七歳に及んだのであった︒その間に六月廿

こに掲げた生見玉祝の書状は︑そのうちの某年のものとな

竹千代がこの両親に対して︑生御霊の祝儀を述べることは

るわけであるけれど︑きめ手となるような考証がないため︑

あり得る︒

書状の受取人たる酒井雅楽頭は忠世である︒酒井家には

何とも推定すべきたよりがない︒

竹千代少年は︑酒井忠世を信頼していた︒忠世は天正十

六代正親が雅楽頭に任ぜられ︑一代を隔ててその孫八代忠

八年家康の命によって秀忠附の家臣となり︑竹千代︵家光︶

雅楽頭系と左衛門督系との二流があり︑雅楽頭系には先に

々雅楽頭を襲いだのであり︑前後を見わたせば︑ここに出

世がまた雅楽頭となり︑また一代隔てて十代忠清以後は代

誕生のときから附き添うている重臣忠世を信頼するのは無

誕生のときには︑御箆刀の役を勤めたひとである︒自分の

理のないことである︒先年祖父家康の病気見舞を忠世の手

る雅楽頭は忠世の外に該当者がないのである︒そしてこの

を経て申し出したのと同様︑このたびも父秀忠に対する生

忠世は︑元和元年九月︑竹千代︵家光︶十二歳のとき︑土
なった︵藩翰譜︶︒その翌年︑元和二年正月竹千代の祖父家

井大炊頭利勝・青山伯菩守忠俊と共に︑竹千代附の師博に

めて自然な態度である︒そこでこれをたよりにして前後二

回の書状を並べてくらべて見ると︑先ず宛名の﹁酒井雅楽

御霊の祝儀を︑また忠世の手を経て申し出ているのはきわ

頭とのへ﹂という八字が︑同一の版で捺︵お︶したと思わ

ならなかったならば︑家康は愛孫竹千代を伴れて上洛し︑
国師日記︶︑それができなくなった︒家康も残念であったろ

京都において元服の礼を挙げるつもりでいたところ︵本光

一見して同一筆者が書いたことが明白であると思われるが︑

れる程に酷似していることに気がつく︒そのほかの文字も

康は病気にかかった︒竹千代は十三歳である︒もし病気に

に長引いて一進一退の状況である︒江戸城にいた竹千代少

全体のムードは病気見舞の書状の筆意には稚拙の感じが漂

うが︑竹千代も心残りであったろう︒祖父の病気はしだい

をおくって︑駿府城で病臥している祖父にその旨を伝えさ

年は︑三月廿九日︑酒井雅楽頭忠世に︑全文自筆の見舞状

して来ていることを看て取ることができる︒これによって

うているのに対し︑生御霊祝賀の書状の筆意はだいぶ円熟

分︑元和六年であるか︑或は元和五年であるかと思考する︒

祝賀状の年時は︑前後五回の六月廿五日のうちの後年の部

せた︵徳川義宣氏所蔵文書︶︒しかし家康は︑その年の四月十

いた竹千代少年の落胆は察するに余りがある︒

七日に逝去したのである︒祖父を尊敬し︑これに私淑して
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−
−
−
声

これはきめ手となるべき考証のない年を︑直観的にきめて

思い︑父秀忠を思うまどころを現わした自筆の書状を紹介

いるうちに︑徳川三代将軍家光が幼少のとき︑祖父家康を

わたくしは︑このような思念を楽しみながら筆を執って

功徳は︑無限にひろがってゆくのである︒

序に記す︒この書状を酒井忠世のところに持参した使者

見ようとの試象である︒

井上清兵衛は︑清兵衛政重か清兵衛政次か︑父子両人のう

いること︑壮一蝿なる日光東照宮の社殿霊廟を建造したこと

に︑狩野探幽に命じてこれを描かせた画像が八幅に上って

も︑また家光が祖先を思う一念より浦いて出た事実である︒

してしまった︒後年に至り︑祖父家康を夢に見るたびごと

士を勤め︑元和二年八月三十二歳のとき︑竹千代︵家光︶

ちどちらかであろう︒政重は天正十三年生れであり︑慶長

に付属せしめられた︒これに対し︑その子政次は慶長七年

はない︒我等一同が共有する至宝である︒

美しい心構えである︒この心構えは︑ひとりの人の独占で

十三年二十四歳のときより秀忠附の家臣となり︑御書院番

生れで︑父より十七歳の年少であり︑元和二年には十五歳

昭和十三年三月七日同教授

同年四月什二日東京帝国大学助教授

同十五年四月二十日文学博士受領

同十三年十月廿二日同史料編纂官

大正二年七月十日東京帝国大学文科大学卒業

明治十八年一月二日群馬県高崎市生

八略歴Ｖ

そのあいだ涌いて出ることは疑いないのである︒

心をこめて祖先の祭りをいとなもう︒平和とよろこびとが︑

今年も七月になった︒希くはこの至宝に磨きをかけて︑

である︒されば元和五六年のころ︑書状伝達の役目を勤め
たのは︑父井上清兵衛政重であるに相違がない︵寛政重修諸
家譜二百四十三︶︒

◇

祖先を思う心は︑人生を愛する心に連なり︑平和に通ず
る大道を切り開いてゆく︒七月十五日の盆祭︑精霊祭は︑

祖先を思う心の現れである︒その祖先はすでに死んだ人為
であり︑この日その亡霊を迎えて思慕の情を致すのである
が︑まだ死なないで︑現に生きている祖先のうち︑最も関
こびであるので︑亡霊祭と並んで生霊祭が行なわれた︒そ

係の密接な父母の寿命を祝賀し得ることは実に無上のよろ

同三十七年五月十一日日本学士院賞受領

同三十六年十一月紫綬褒章受領

同二十年十月七日定年退職

ようにして自分の生命のおこりを愛し貴ぶ心が相集まれば︑

同四十年十一月三日銀杯受領

れが生御霊︵生御魂・生身玉・生見玉︶の祭りである︒この

人生全体を愛し︑平和を貴ぶことになる︒祖先を思う心の
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報本反
に
h，

て

今日︑われわれはともかくも平和の時代に恵まれている

鎌田
ている帝尭が︑即位して五十年天下が果たしてよく治まっ

ので︑そのよって来る所の恩恵を深く意識しない傾きがあ

である︒

ているかどうかがわからず︑しのび姿で往来に出かけた時︑

生活が何によって存在しているかを省察し︑そのよって来

ことではなかろうか︒始めにかえり本に報いるという︑い

たる所の根源にかえり︑その恩恵に対し︑感謝の念を持つ

世に鼓腹撃壌の歌といわれているが︑この歌は︑まさしく

をして存在せしめるもろもろの因縁の理を悟得して報恩感

わゆる報本反始の精神である︒仏教の教理の一つは︑われ

太平の世に安らかな生活を楽しんでいる農民の姿を歌った

って最も欠けているものは︑この報本反始の精神であるま

ている次の言葉である︒

これについて思い出されるのは︑戦国時代の萄子が述べ

いかＯ

謝の生活を送る一助にあるといわれるが︑今日われわれに取

人間は自己の生活に満足し︑他の恩恵を意識していない時

帝尭治下の太平をよりいっそう物語るものである︒つまり

もので︑帝力すなわち帝尭の恩沢を意識していない所に︑

帝力何ぞわれに有らんや︒

井をうがちて飲み︑田を耕して食らう︒

日出でて作し︑日入りて息う︒

歌を歌っていたといわれる︒

るが︑人間生活に取って最も大切なことは︑自己の生命と

正

さる老人が腹づつ染をうち地面を踏み鳴らしながら︑次の

その昔︑徳化をもって理想的政治を行なったと伝えられ

一つ

こそ︑最も多く他の恩恵を受けていることを暗示する物語

一
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始

〆 一 ‑ 一

くんぞ治まらん︒三者ひとつだもなくんぱ︑安き人なし︒

先祖なくんぱ︑いずくんぞ出でん︒君師なくんば︑いず

君師は治の本なり︒天地なくんぱ︑いずくんぞ生ぜん︒

礼に三本あり︒天地は生の本なり︒先祖は類の本なり︒

われ人類の生命の根源であり︑その恩恵なくしては一日た

が︑そのいかんに拘わらず︑大地自然の存在こそは︑われ

究開発が行なわれ︑その神秘的存在が唯物化されつつある

ろうか︒今日︑科学の目ざましい進歩のもとに︑宇宙の研

われわれはこの天地自然の恩恵を意識し感謝しているであ

天地は宇宙万物の生命の根源であり︑先祖は種族の根源で

星辰・山川・風雨を祭ることが行なわれた︒特に天地の祭

中国では古くから天地自然を尊び︑天地を祭り︑月日・

りとも生存できないということは︑厳然たる事実である︒

故に礼は︑上は天につかえ︑下は地につかえ︑先祖を尊

あり︑君師すなわち国君は社会平和の根源であるから︑こ

に祭ったといわれ︑今日北京の南郊に答える天壇のごとき

りは天子が最も重んじた大祭で︑天を南郊に祭り地を北郊

びて君師をたっとぶ︒これ礼の三本なり︒︵礼諭︶

れを三つの大本として尊ばなければならぬという意味であ

、 ヅ ノ

る︒荷子は︑孔子を理想の先師と仰いだ学者であるが︑唯

かくのごとく︑天地自然を祭るということは︑人類生命の

は︑まさにその天祭の名残りを如実に伝えるものである︒

根源たる天地自然の恩恵に対する感謝の意を表わすもので︑

物的思想が濃厚であり︑物を科学的合理的に観察して︑従

荷子のいう﹁天地なくんぱ︑いずくんぞ生ぜん﹂の立場か

来の儒家の伝統思想を批判した︒いわば進歩派に属する学
者である︒その荷子にして︑なおかつ以上の三本の説を立

そこから又天地の化育を助けることをもって政道の務めと︲

来の伝統として久しく継承されてきたことは事実であり︑

この謙虚にして感謝に満ちた反始報本の精神は︑束洋古

を表明するものであるＯ

ら︑その始めに反り本に報いる︑いわゆる報本反始の精神

て︑人間がこの世に生存することのできる根源にさかのぼ
り︑その根源たる天地と祖先と君師を尊ばなければならな
いと主張していることは︑今日のわれわれに取っても大い
に考えてみなければならないことと思う︒

萄子の言葉を借りるまでもなく︑われわれが存在する恩
恵の最も偉大なものは︑天地︑すなわち宇宙自然であろう︒

に参することをもってその任務であるということが見えて

したことも事実である︒中庸に至誠の聖人は︑天地の化育

いるが︑洪大無限なる天地化育の恩恵を深く認識すればこ

一日として太陽なかるべからず︑一日として大地なかるべ

ず︑衣食なかるべからず︑数えきたれぱ︑天地自然のわれ

そ︑その化育を輔成することをもって人道の務めと自覚し

からず︑一日として大気なかるべからず︑水なかるくから
われに与える恩恵は︑まさに洪大無限であるが︑果たして

rQ，

たものであろう︒天地の恩恵に対する報恩感謝の念は︑や

は論ずるまでもなく︑親の慈愛に対する天の情愛自然的発

する当然の権利として義務づけたことであるまいか︒孝道

つ封建道徳として冷笑するものありとせば︑それは自己を

露である︒この自然的情愛の発露たる孝をもって︑なおか

がて人間社会の福祉を祈求する精神となり努力となるもの
にこれに最もよく徹底したものというべきである︒

で︑わが二宮尊徳翁の唱えた報徳の精神のごときは︑まさ

いう私とても自らを反省し︑風樹の歎をかこつものであり

孝道が今日ほど反省すべき時はないではなかろうか︒かく

なる慈恩が存在するわけであるが︑その慈育の恩に報いる

とく︑両親の慈育の恩を自覚しない所にこそ︑両親の洪大

をもって生活しているであろうか︒鼓腹撃壌の歌に見るご

我が一年に改めて平気でおられるのなら改めるがよかろ

の最大なものである︒この宰我の質問に対して孔子は︑宰

もいう︶喪に服するもので︑まさに親の死後に行なう孝道

は︑親の死後︑子が三年間︵二十五か月とも二十七か月と

年に短縮してはどうかと質問したことがある︒三年の喪と

は余りに長く︑人間の生活を破壊する恐れがあるから︑一

偽わる何ものでもなかろう︒われとわが心に反省するなら

ますが︑最近私はその償いの意味でも︑よく若い学生に話

う︒親の喪中は︑うまいものを食べてもうまくない︑楽し

次に︑われわれをして今日あらしめる最も身近かな存在

をする︒﹁諸君にとっての最大の幸福と最大の財産は︑健

い音楽を聞いても楽しくない︒これが人情の自然である︒

は両親であり︑このことは何といっても否定できない事実

康な身体と大学に進学することのできる能力を持っている

だから粥をすすり︑粗末な喪服を着て哀切思慕の情を表わ

孔子の門人の宰我が︑ある時孔子に向かって︑三年の喪

ことであり︑この幸福と財産は何ものにもかえ難いもので

すのである︒一体︑三年の服喪を定めたというのは︑子が

ば︑孝道こそは人間たれしもが持つ純粋自然の心情である︒

ある︒しかしてこの幸福と財産とは︑まさしく親からいた

生まれて三年の間暖かい親のふところに愛育されるという︑

である︒しかるにわれわれは︑両親に対する深い感謝の心

心をもって学業に精進してほしい﹂と︒

だいたものである︒このことを自覚して親に対する感謝の

れを口にすることすら時代錯誤として冷笑する軽薄な風潮

うことである︒この話から考えても︑孝道とは︑子の親に

を受けなかったものであろうか︑と言って慨歎されたとい

である︒三年の喪を廃するという宰我は︑親の三年の愛情

その親の慈愛を思慕する子の心情に従って規定されたもの

を作ったが︑もし旧思想の孝道にして反省すべきことあり

対するやむにやまれざる愛情から起こっていることが知ら

終戦後︑孝道は忠とともに封建道徳として批判され︑そ

とせば︑それは孝道を観念的に形式化し︑親から子に要請
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忠に通じ︑封建社会を維持した旧道徳に過ぎないと批判さ

封建道徳として冷笑される傾向にあるという一︺とは︑孝は

孔子の門人のうちで︑特に孝道をもって聞こえた者は曾

に強調され︑それを維持する道徳として利用されたことも

れたことによるものであろうか︒なるほど孝は︑封建社会

れよう︒

った時のことであろうＯ曾子の枕辺に集まった門人に向か

る道徳として再認識し︑人間の本心を偽らぬ︑潤いのある

事実であろうが︑孝道発生の本来にかえって︑今日におけ

子である︒その曾子が重態になって︑恐らく自ら臨終を悟
って︑﹁わが足をひらけ︑わが手をひらけ︒詩にいう︑戦

解放されるという最後の教訓である︒誠に千古の名言であ

に及んだが︑命旦夕に迫った自分は︑もはやその恐れから

と︑深淵に臨むごとく薄氷をふむがごとき思いをして今日

は敬神とともに︑わが国の醇風美俗として行なわれて来た

の大本として尊ぶのは︑また報本反始の精神である︒崇祖

る︒天地を生命の大本として尊ぶと同様に祖先をわれわれ

ぶことは︑また当然のことであり︑ここに崇祖の念が生ず

われでありとせば︑その親を生んだ親︑すなわち祖先を尊

すでに孝道は親の慈愛に対する子の自然的純粋愛情の表

誠の生活をすべきではあるまいか︒

々読々として︑深淵に臨むがごとく︑薄氷をふむがごとし
と︒今よりして後︑われ免かるを知るかな﹂と言ったとい

るが︑前にも述べたように︑われわれの最大の幸福であり

う︒親からいただいたわが身を段傷することを恐れ慎むこ

財産である一つは︑五体全き健康な身体を親からいただい

というべきではあるまいか︒わが国の祭神は︑多く開国の

なわれているであろうか︒特に敬神の念に至っては甚だし

功労あり︑国家社会に貢献のあった方々であり︑崇祖と敬

ものであるが︑今日果たして︑この敬神崇祖の念が厚く行

ば孔子の言葉を曾子が記録したと伝えられる孝経にも︑身

ているということである︒この完全にして健康な身体を完

体髪膚を段傷せざることをもって孝の始めとし︑礼記の祭

ぶならば︑敬神祭祁もまた当然であり︑両者に通ずるもの

神とは︑その精神において一体である︒親を愛し祖先を尊

全に守り通すということは︑誠に孝道の一つである︒され

義にも︑曾子が孔子から聞いた言葉として︑﹁父母全くし

は︑まさしく報本反始の精神である︒

てこれを生む︒子全くしてこれを帰すは︑孝というべし﹂
と見えている︒

一言しなければならない︒萄子はいう︑﹁父母は子を生み︑

最後に︑荷子のいう社会平和の根源君師の恩についても

たのは︑孝は父子の間における最も自然的な情愛であり︑

子を養うも︑君なくんぱ︑よくそれを成育せしめ教導する

古来︑東洋では孝道を重んじ︑孝をもって百行の本とし
万人に共通する道徳であるからに外ならない︒それが今日︑
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精神といわれるが︑しからぱその愛国の精神を養成する方

今日︑わが国民に取って最も欠如しているものは愛国の

いうべきである︒

いう君とは︑君であり師であり︑一国の治安と教化を司る

対して臣は三年の喪に服する﹂と︒言うまでもなく荷子の

途いかん︒これに対する識者の見解も多々あり︑国史の教

ことはできない︒君こそは民の父母である︒故に君の喪に

の喪と同様に三年と規定したことには︑誠に重大な意味が

有徳の君を意味しているが︑中国において︑君の喪を父母

する国民の感情も変遷せざるを得ないであろうが︑わが建

がであろうか︒時代の推移と政体の変化により︑国君に対

益んにすることが︑その一つではあるまいか︒現在のすべ

そこからこの民族この国家の繁栄と発展を希求する意欲を

れ︑今日の生活を営むことのできる大本を正しく認識し︑

た報本反始の精神に徹し︑この民族としてこの国家に生ま

急務とするなど︑何れも重要ではあるが︑以上述べ来たっ

育を尊重し︑古典の教育を重視し︑あるいは道義の高揚を

国以来の歴史と︑それを一貫する君民の思想を回顧する時︑

ある︒これを今日の世情について考える時︑果たしていか

余りにも径庭の存することを痛感せざるを得ない︒

あえて愚見を述べたが︑報本反始の精神は︑単に大本に対

の目標も︑この面から樹立できるものでないかと考えるも

日において再考すべきものと考えるものであり︑国民教育く

てを否定し︑過去のすべてを誼歌するものではないが︑東Ｊ
洋古来の伝統として継承されて来た報本反始の精神は︑今哩

以上︑荷子の礼の三本説から今日の世情に思いを致し︑

として更に家庭及び国家の繁栄と発展を希求するに至るで

八略歴Ｖ明治四十四年一月︑福島県相馬市に生まる︒昭和十二年

のである︒︵昭和四一・六・六︶

する感謝の念に止まるものではなく︑その感謝の念を根本
あろう︒このことはやがて愛国の精神を生み出す原動力と
なる︒愛国の精神といえば︑直ちに反動的封建思想の復活

三月︑東京文理大漢文学科専攻卒︒東京高師教諭・教授を経て︑

するであろうが︑この民族として︑この国家に生を享けた

﹁左伝の成立と其の展開﹂などの著書がある︒

現在東京教育大文学部教授︒文学博士︒経学の研究を主とし︑

にあり︑軍国主義につながるものとして警戒する向きも存
われわれが︑祖国を愛し︑その繁栄を望むことは当然であ
る︒今日︑世界の諸国において︑その民族を愛しその国家
を愛して︑その繁栄を望まないものはどこに存するであろ
せば︑それこそ自己の今日ある大本を思わざるも甚だしと

うか︒もし祖国を否定し︑愛国の精神を冷笑する者ありと

〆

最近の東南アジア事情

藤原岩市
一︑インドネシアの情勢

おったのであります︒あの事件の直前にはインドネシアの共産党は

であります︒言い換えますとインドネシアは共産党を以って風座し

三百五十万︑シン︒︿は一千万とも一千五百万ともいわれておったの

ているような勢いになっておったのであります︒たまたま九月三十

日︒この勢いに自惚れた共産党がああいう事件を起しましたが︑天

祐と申しますか︑軍部の中心人物でありますところのナスチオン大

将並びにスハルト少将を討ち洩したのであります︒その討ち洩され

ンギという最も精鋭な子飼いの師団をひっさげて反撃に立ち上りま

た両将軍は︑間髪を入れずバンドンにおりましたところの︑シリワ

した︒それから今日まで闘争が続いているわけであります︒ところ

がこのインドネシアの状況を日本の新聞や一三−ス等でごらんにな

ぬるい︑訳が判らない︒迂余曲折して何をしているか判らないとい

り︑またわれわれのメンタルで承ておりますというと︑いかにも生

うようなお感じをお持ちになると思います︒

その第一段階は九月三十日から昨年末までの頃を概ね見たらいい

と思うのでありますが︑この期間は共産党に対するところの全面的

てそして︑共産党に対する徹底的な武力弾圧︑あるいは国民を背景

な掃討であります︒この段階は全インドネシアの国民の支持を受け

としたところの思想的な反撃をやったのであります︒旗鼓を打ち旗

ご承知のように︑インドネシアは最近数年の間︑スカルノの急速
なる容共と言うよりは︑最も極端な教条主義の中共のベースに変更

職を掲げてこの攻撃をやっております︒この共産党狩りで掃討され

万内外と言う人もありますが︑また多くの人は三十万というように

たところの共産党員は二十万に達しているといわれます︒中には十

するところの政策を展開いたしました︒

であるとか︑あるいはマレイシアの粉砕であるとか︑あるいは国連

数える人もあります︒ともかくも三十万に近いところの共産党員を

国内においてはあらゆる経済政策を無視して︑西イリァンの併合
の脱退であるとか︑あるいはＡ・Ａ会議を中共と肩を組んで推進す

す︒

抹殺し︑その共産党の幹部の半数以上を壊滅せしめたのでありま
ような強硬な対外政策︑即ちイデオロギー優先の方向へ突っ走って

るとかいうような︑われわれから見ますると︑まことに横紙破りの
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こで第二段階はスカルノ大統領を取り巻くところの容共腐敗閣僚を

三月中頃までの段階であります︒即ち︑共産党は大体壊滅した︒そ

第二段階はどういう段階かと申しますと︑大体今年のお正月から

おります︒﹁．︿ンチャラシァの精神に帰れ﹂これであります︒四十

あります︒彼らは﹁四十五年の憲法に帰れ﹂こういうことを言って

それならその対決において旗印はないのかＯないことはないので

ます︒大統領は有期であるべきである︒﹁大統領が首相を兼ねる﹂

に国民協議会をデッチ上げて決定したものだ︒こういうことてあり

に帰る﹁大統領の終身は不法である﹂あれはスカルノ大統領が勝手

のスバンドリオであるとか︑あるいはカエルサレーとかいったよう

ということもこの憲法の精神に反する︒現在のスカルノは終身であ

五年の憲法に帰れということは︑四十五年の憲法の条項並びに精神

なそういう閣僚に操つられてこの反共勢力に対する更にまきかえし

りまして︑大統領にして総理であります︒四軍の最高指揮官であり

ノ大統領並びに︑それをとりまく君側の好と彼らはいいますところ

をやる︒その激突の期間でありまして︑五月十一日の夜︑スハルト

徹底的に攻撃するという段階であります︒それに対しましてスカル

将軍以下の反共勢力に強要されて遂にスカルノ大統領が治安維持に

ます︒こんな権限を持った独裁者は現在の世界でも例がありませ

統領を追放し︑その後は副大統領を空位のままスカルノが政権をほ

八年前にインドネシア独立運動の双壁と調われましたくツタ副大

ん︒

関するところの広汎な大統領の権限をスハルトに移譲する︒そして

スバンドリオ︑カエルサレー等十六名の容共閣僚の逮補拘禁をし
わけであります︒いまスカルノ大統領はジャカルタの宮殿に依然大

しいままにした︒その副大統領を空位にしているのは憲法違反だ︒

た︒これで大体スカルノの周りの君側の好の大きいところをやった
統領としておりますけれどもちょうど足をむしられた蟹の甲羅のよ

直ちに副大統領を決めよ！こう言っているわけであります︒

おりました︒役所に出勤せず家で執務している大臣もたくさんいる

たらと大臣を作っております︒事件の前には大臣は百八人を数えて

それからスカルノ大統領はご承知のようにいろいろな便宜上︑や

うになった形でいるわけであります︒それが大体第二段階でありま

第三段階はどういうことかと言いますと︑スカルノ大統領及びプ

す︒

ロスカルノ勢力に対するところの対決であります︒第一第二段階は

わけであります︒

ちの三名︑並びに閣僚の中に前のスカルノ当時のプロスカルノ閣僚

なっております︑副首相は現在も六人おるわけであります︒そのう

ところが三月中旬の第二段階末期においては三十名内外の大臣に

共産党を徹底的にやる︑あるいは国を誤ったところの容共閣僚は徹

スカルノという旗を掲げていない︒の承ならずスカルノをソッと大

た︒ところがこの第三段階の攻撃は︑反スカルノ︑あるいは反ブロ

領︑三人の副首相︑二十名内外の簡素な新政権の樹立をしたい︒こ

がまだ残っておる︒その閣僚を一掃したい︒そして大統領︑副大統

底的にやるんだ︒こういって旗を掲げ旗鼓を鳴して攻撃いたしまし

統領の地位に止めてあります︒そして何か重大な決定ができるとい

れがまた憲法の精神だというのであります︒その他に﹁・ハンチャラ

うと必ずスヵルノの決済を受け︑スカルノ大統領の名前で施行され
るという形をとっているのであります︒
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言

ちろんでありますが︑独立戦争で戦ったところの同志が相集って建

シァの精神に帰れ﹂これは四十五年に独立した時に︑スカルノはも

はそのまま残っておるという実情であります︒

事件以後︑たとえば国民党は党首を変えましたけれども︑幹部組織

かしそれらはスカルノが十数年かかつて育てた政党でありまして︑

得た人であります︒そういうように考えますと︑プロスカルノの根

れ相当な地位にあるものは殆ど全部スカルノによって今日の地位を

また只今︑軍であれ︑官庁であれ︑あるいは各種の公共団体であ

国の大精神を打ちたてたのであります︒それを彼らはパンチャラシ
民主主義﹂この五つの精神を建国の大精神にしょうじやないかとい

アの精神と言います︒その内容は﹁神への信仰︑正義︑人道︑民族︑

うことに相成っておったのであります︒ところが︑その後スヵルノ

というものは非常に根深いものがあるということであります︒

もあるといわれております︒大きな島の数だけでも三千ある︒そし

一方︑インドネシアという国はご承知のように島の数は一万三千

がいつの間にか︑．︿ンチャラシアに代るナサコムという奇妙至極な

うまく調和してやっていくんだ︒こういう精神であります︒即ち建

いは一三ｌギニア等すべて種族が違います︒民族習慣も違う︒利害

て︑スマトラ︑カリマンタン︑ジャワ︑セレベス︑アンポン︑ある

指導精神をうちたてた︒﹁共産主義︑民主主義︑宗教﹂この三つが
国の大精神︑．︿ンチャラシアの精神をいつの間にかナサコムという

関係も異っております︒いわばインドネシアという国は遠心的に分

怪奇な容共精神にすりかえた︒だから︒ハンチャラシァに帰れ︒それ

離しやすい国柄であります︒そこで新しい指導者はインドネシアに

で現在の第三段階を彼らは﹁パンチャラシァの革命﹂と言って居り
ます︒そういうことの二つの標語は裏を返せば反スカルノ︑反プロ

分裂︑あるいは内乱︑混乱を起さないようにうまく持っていきた

力の闘争が反複され︑国内に混乱と分裂と内乱の起きる可能性があ

木を切ると︑そこにムリが起きてくる︒仮にスカルノを倒しても権

い︒そこでスカルノをまだ根回しもできないのに︑いきなりこの大

スカルノ勢力の旗になっているのであります︒

しまったらやれるではないかと日本の心ある方は強調される方があ

なぜそんな手間ぬるいことをやるか︑スカルノをチョンとやって
ります︒しかし︑ここに今村先生がおいでになりますが︑スカルノ

こんどの事件になってはじめてわれわれは︑スハルト将軍だとか

る︒こういうことが考えられるのであります︒

ルノ全盛期にはこういう人の名前はきいたことのない人が大部分で

ナスチオン将軍という名前に親しんだのでありますけれども︑スヵ

いても当時のスカルノは立派だった︒こういうように言います︒爾

が建国に果した役割には非常に大きなものがあります︒また誰にき

たしておりました︒だから今日のインドネシアの政党︑これはすべ

慕を受けております︒そのスカルノの教祖的な魅力というものを一

あります︒スカルノは余りにも教祖的な神秘性を以って国民から敬

後十四五年の間文字通り世界に類のない独裁専制をほしいままにい

てスカルノによって作られたり︑つぶされたりした政党でありま

新しい指導者︑これはナスチオン︑スハルト︑ブオノ︑一︑リクと

枚一枚魚の鱗を剥ぐようにいま追っているわけであります︒

す︒つぶされたものには右翼のマシュミ党があります︒去年はムル
して左寄りの政党から共産党までが残っておるわけであります︒し

バ党が壊滅をさせられた︒そして現在は一部の回教徒政党を除きま

﹃上

ＦＤ

︑Ｉノ

／０︑

いった人たちが集団指導体制をとっておりますが︑この新しい勢力

これは大体スカルノ勢力を葬るに等しいところの処置であります︒

いうことをこの国民協議会で決めようとしているわけであります︒

そして副大統領を任命する︒更に二年以内に総選挙をやる︒こう

を作るのだ︒こう言っているわけであります︒

のであります︒そういうようなことで十分な根回しをやる︒そして

それを十分承知しておりますからスカルノがいろいろとしぶって協

が逐時比例して権威を高めつつある︒これにはやはり時間がかかる

にして︑第三段階の対決をやっているのであります︒このたび多く

めまでにどうしても開催すると思います︒ご承知のように︑インド

議会の開催に反対しておりますが︑これは六月の末以降︑七月の初

絶対に踏み外さない︒一歩一歩地固めをし︑袋小路に追い込むよう
の指導者と会いましたけれども︑自宅でくつろいだ形で︑差しでい

その一つは軍︑特に陸軍であります︒その一つは回教勢力であり

ネシアの革命を推進している力は三つあります︒

ろいろ率直な意見を申し上げたり︑伺ったりしました︒それらの共
通したことは彼らは満をたる自信を持っておるということでありま
つけようと考えておる︒現在の段階は新しい勢力が概ね七○％︑ス

ンドネシアの学生はカミというのがありますがこれは大学生の行動

ます︒しかしもっと重要な要素は学生の組織と運動であります︒イ

す︒それでスケジュールを持ち︑大体今年一ぱいでこいつのケリを
ヵルノ旧勢力の影響が三○％というような関係になっております︒

した行動戦線であります︒最近はその上にＫＡＳＩ︵カシ︶をつく

戦線︑それからＫＡＰＰＩ︵カビ︶これは高等学校と小学校一の合体

りました︒これは大学を卒業した学士の行動戦線であります︒大体

しかしこの後は再びスヵルノ勢力が捲き返して形勢が逆転すること
そのスケジュールと申しますのは︑この頃新聞をごらんになりま

各職場の管理職くらいが︑三十代でいわばインドネシアのエリート

はあり得ないという段階にまで進んでいるのであります︒
すと時々出て来ると思いますが︑当初は五月十二日に臨時国民協議

もちろん回教徒の青年行動隊も組織する︒婦人︑労働団体︑あら

ゆる分野に亘って組織を作っております︒その中でも学生の行動戦

の組織であります︒更にその下に幼稚園の行動戦線の結成をする︒

線が今回の革命の前衛的な役割を果しております︒これが多い時は

会というのをやるはずでございました︒これは日本の国会に当りま
ます︒この間東京に参りましたブオノさんも東京で言明しましたよ

す︒ところがスカルノの抵抗によってそれが延び延びになっており
うに︑六月二十五日にはこの協議会を開くと言っております︒スハ

つきつける︒スハルト将軍︑ナスチオン将軍にも要求をつきつけ

る︒そこでスハルト︑ナスチオンがスカルノに︑﹁この要求をのま

五万︑七万がスヵルノの宮殿に押しかけていきます︒そして要求を

この国民協議会は一つの重要な段階であります︒ここで︑大統領

なけれぱ治安維持の責任が持てません﹂こういうように迫るわけで

ルト将軍はカミという学生行動戦線の抗議に対して﹁七月一日には

は有期だ︒大統領と首相は切り離すべきである︒もっと容共閣僚を

ているわけですね︒しかしもちろんジャカルタとか西部ジャワにお

す︒そこでスカルノは渋々六七割くらい応ずる︒一﹂ういう形でいっ

遅くともこの国民協議会を開く﹂と言っているのであります︒

﹁暫定政権﹂と言っております︒国民協議会でほんとの恒久新政権

一掃し簡素にして有効な内閣を作るべきだ︒現在彼らは現政権を
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僑に対する弾圧が始まっているのであります︒

に体験をしたということに依ると思いますがそのあおりを食って華

次に外交政錐についてでありますが︑ちょうどアダマリクさんが

いてはこういう組織は非常に立派になっておって浸透しております
いう組織の発展状況とにらゑ合せてスカルノ並びにプロスヵルノに

が︑まだ中部ジャワ︑東部ジャワには十分浸透しておらない︒そう

アとの紛争を平和的に解決すると戸︸ろの会談をやって帰って来た直

後︑マリクさんの家に参りまして一時間余りいろいろ話合いまし

第一回嶋ハンコックに参って︑フィリピンの外務大臣と︑マレイシ

た︒極めて明快に言います﹁シンガポール承認はするがマレイシア

対する攻撃の針路を決めておる︒この学生組織と軍とは表一異一体を

ＡＭＩが二十代︑ＫＡＰＰＩが十代︑その下に幼稚園の組織︒こう

す︒いまの指導者は大体四十代であります︒ＫＡＳＩが三十代︑Ｋ

ルノが政治生命を賭けてこの秋に予定していた新興国会議︵これは

紛争は平和的に解決する︒国連になるべく早く復帰する︒更にスヵ

成しております︒これがこの国の学生運動の一つの特色だと思いま

いうように年代が切られております︒だから日本の全学連のような

はり渋っているということによると思いますが︑しかしマリクだと

るのにまだ時間がかかるといわれております︒それはスヵルノがや

第二回目の蕊ハンコック会議のコミ一重ヶをインドネシアが批准す

こうという外交路線に転換いたしました︒

において︑中共を除いた世界の国々と友好で平和的な共存をしてい

い﹂こういうようなことを申しておりました︒そういうような意味

いましたら︑﹁ありがたい︒その必要があった節はぜひお願いした

で犬馬の労をとる﹂と表現しているがこれについてはどうか︒と言

帰︑マレイシアの平和解決について︑もし必要とあらば川本は喜ん

した︒佐藤総理が京都府知事選挙の時に︑﹁インドネシアの国連復

は棚上げする︒こういうことを彼は極めて大胆率直に話してくれま

中共と組んで第二の国連を作るのじやないかといわれていたもの︶

糸の切れた凧のようにはね上ってしまうというようなことは割合に
少い︑兄貴が順左に弟を指導していくというような組織になってお
りますし︑軍と表一異の形を成しているからであります︒

このインドネシアに参りまして予想外だと思いましたことがござ
います︒それは中共に対する反感と憎悪と警戒の非常にきびしいこ
とであります︒ご承知のように︑九月三十日のインドネシア共産党
の事件は中共がこの黒幕であり︑中共とインドネシア共産党合作に
よったクーデターであります︒その後討伐あるいは共産党員等の逮
捕によりまして︑インドネシアにおいて︑中共がいかに悪練な間接
侵略をやっているかという事実が次々と把握されておるわけであり
共産党殊に中共に対するところの反感︑憎悪︑警戒がきびしいの

ます︒

であります︒これが今後アジアの︑あるいは世界の国際政治に及ぼ

スカルノの意向に関わりなくこのような外交大転換を決心し︑責任

を以って関係国と外交交渉を持ち︑決めるということがてきるよう

か︑ナスチオンだとか︑スハルトだとかいうような新しい指導者が

な状態になっていることをご了承願いたいと思うのであります︒

す影響は極めて大きいものがございます︒その二三の例はあとで申
盟中立︑各国と友好政策をとるという方向に向っておりますが︑事

し上げます︒従いましてインドネシアは外交面におきましては非同
中共に関する限りは極めてきびしい反中共であります︒これは現実
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どのインドネシアがほんとに間一髪で赤化の武力革命から免れて

ず豪州はインドネシアに積極的にアプローチしたのでありますｃこ

そういうような外交路線に転換をしたということはアジアの平和︑

のために︑アジアの自由陣営の防衛であるとか︑日本百年の防衛の

れが︑日本のために教訓になることは︑日本は東南アジアとの協力

益追求のために独走した︒しかも無統制に︑しかし豪州はそういう

大計を考えて策した例がないのであります︒殆ど無節操に目前の利

あるいはインドネシァ将来のために︑また日本のためにまことに重
日本とインドネシアのいままでの経済協力において誠に遺憾なこ

大な意義を持つものであると思います︒

億乃至二十億ドルの軍事費を節約できるわけであります︒そういう

とが多い︒将来の日本とインドネシアの協力を立派に公正に︑しか

意味でかってはスヵルノが英国の大使館を焼払ったことがあり︑極

ア問題が解決しますと六万の軍隊を撤収することができます︒十五

どうすればよいかというような話をしたら︑向うの指導者の一人

高い視野からインドネシアとの協力を策している︒英国はマレイシ

が︑﹁実は豪州との間に経済協力に関するコミッティを作った︒政

度に冷却しておったにも拘らず︑英国はとりあえず百万ポンドの経

も有効に使用するための再出発が必要である︒

治家あるいは実業家︑学者︑そういう人たちを網羅した経済協力委

思うのであります︒ご承知のように日本が非常に盛んな頃には豪州

な協力の姿勢をとっているということはまことに私は意義があると

た︒ところが︑こんどのマレイシア紛争の平和解決というインドネ

尻押しをした︒そのためインドとインドネシアの関係は冷却して来

インドが．︿キスタンとの国境紛争の時にスカルノがパキスタンの

接近をしております︒

済援助を申し出ております︒そういうふうにして︑インドネシアに

は日本に対して非常な警戒を払いました︒たとえば日本の業界の進

こういうようにインドネシアのこの新しい傾向に対して︑各国と

シヤの考え方に全面的に賛同の意を表し︑拍手を送っております︒

豪州が︑早くも︑インドネシアの新しい傾向に着目して︑積極的

員会を作っている﹂こういうことを申しました︒

ういう状態になりましたけれども︑中共のあの姿勢︑あの状態︑そ

出を極度に排撃し嫌悪したのであります︒ところが今日︑日本はこ

本のいままでの状況はまことに反省すべきものがあります︒前回の

との関係を考えているのであります︒そういうことを考えますと日

れに起因いたします︑ベトナム戦争のあの発展の状況というものを
シアは殆ど共産党が風廃しているような状況であります︒これは楽

二月の視察の時も︑非常に学生運動が激化した時でありましたが︑

は中共に焦点がおかれたところの防衛という観点からインドネシア

園豪州の自衛のために重大な関心を払っているのであります︒その

彼らのプラカードをみますと︑﹁妾の輸入をやめよ﹂﹁不正腐敗の

も非常にアジアの自由陣営の防衛という高い次元から︑しかもそれ

ため最近は豪州は日本に対して非常に政治的︑経済的にアプローチ

輸入をやめて米を輸入せよ﹂といったプラカードを掲げて学生が抗

考えまして︑豪州は非常に心配しておったのてあります︒インドネ

ナム︑タイ︑一￥レイシァにも部隊を派遣しております︒天祐にもイ

議をしておりました︒彼ら大学生と話しますと︑やはりスカルノ政

しております︒またＳＥＡＴＯ︑あるいは英連邦の関係から︑ベト
ンドネシアが反中共の外交路線に転換いたしました︒この機を逸せ
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く言います︒

行しております︒また︑そうでなくても非常に感傷的な批判が行わ

国内においてはベトナムの戦争について︑非常に傍観的な批判が横

カが南ベトナムの戦争目的を達成できずに︑その威信を失墜して本

れております︒しかし︑現地に参りまして︑もし不幸にしてアメリ

椎を腐敗させた責任の一端は日本にあるということを非常にきびし
私はそれが当っているかいないかということを断言する資格はあ

うなるだろう︒東南アジアやアジアはどうなるだろうということを

国に引き揚げるというようなことが起きたならばインドネシアはど

りませんけれども︑しかし︑現在ご承知のように︑スカルノ及び︑
たとえば日本から行っているデピ夫人であるとか︑あるいはスバン

この問題はベトナムの在野の政治家︑あるいは仏教指導者︑軍人

考えます時に︑これは非常に大きな問題である︒

も︑彼らは海外に莫大な金の蓄積をしているということが︑アンカ

は非常に重大だ︒そのためにベトナムに一時小康を得ましても更に

等にあって︑たとえそれが反カオ・キの人達であっても︑このこと

サラという大使︒これらは毎日苛烈な訊問を受けておりますけれど

ドリオ︑カエルサレー︑あるいはこの前まで東京におりましたハン

ラ通信によってしばしば報道されております︒そういうことで彼ら

大きなアジアの悲劇がやって来る︒ということを彼らはよく自覚し

が︑﹁日本に責任の一端がある﹂ということを申すわけでありま
問題は私は︑日本の国内の政治の腐敗︑根本はモラルの破壊に関連

す︒私は全然日本に責任がないとは言い切れないと思います︒この

の紛争というものは︑もともとはやはり中共にある︒ベトコンは北

ベトナムの完全なコントロールの下にあるのだ︒もしアメリカが撤

ております︒私が会った範囲に関する限り︑南ベトナムとベトコン

ラルや政治の刷新が伴わなければなかなかできないということを旅

しているように思います︒東南アジアとの経済協力は日本国内のモ

退すれば南ベトナムは北ベトナムによって統一されるということを

私は前回に行きました時は︑アメリカのドーブィ副司令官に会っ

戦争につながるところの混乱になると思うのであります︒

ならば︑アジアを挙げての動乱に陥るでありましょう︒それは世界

もし︑この戦争に失敗して引揚げるというようなことがありました

承知しております︒そういうことを考えますというと︑アメリカが

行しながら感じたのであります︒

二︑ベトナム情勢について
次にベトナム戦争のことを申し上げたいと思います︒ベトナムの

戦争は申すまでもなく︑まことに困難なむづかしい戦争でありま
す︒ごく率直に申しますと︑ほんとにアメリカは気の毒だ︒可哀相

﹁あなたはベトナム戦争をみてどういうように感ずるか？何か意見

エスラー中将に会いました︒その他幕僚の方にも会いましたが︑

はないか？﹂ということでありました︒私はその時に︑甚だ失礼で

たのでありますが︑ヒギンズという中将と︑前の駐日米軍司令官の

格なのでうまくいかんのだという意味ではありませんで︑アメリカ

ありましたけれども︑こういうことを言いました︒﹁僕は︑ベトナ

リカはすべていいことをやっているんだけれども性格がこういう性
の戦争遂行についても︑いろいろと私は︑現にアメリカが自覚して

だというような感じがします︒しかし気の毒だということは︑アメ

おりますように︑反省改善さるべきことがあると思います︒日本の
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って︑去年の東京都の夢の島のことを想い出してしかたがない︒夢

ん︒ありませんが︑ただ感ずることは︑いかにもこの戦争を見てお

ム戦争をちょっとみただけで意見を述べる資格はもちろんありませ

ンルート︒これは陸路と海路とありますが海の方のルートは大体の

る︒これがベトナム戦争の困難な条件の一つであります︒ホーチミ

もってカンボジアという容共地帯を通ってベト﹃ラが支援されてい

爆撃だけで完全にあのジャングルの道を遮断するということは困難

に二車全道になっているわけですね︒われわれの戦争中の経験でも

砲の爆撃が続いて相当に遮断されているようでありますけれども既

したところのネズミやハエは掃討しなければならない︒街をきれい

であります︒現実に北ベトナムの正規兵が月に何千人か南下し︑ま

ところ第七艦隊に押えられております︒しかし陸路の方は最近はＢ

にして︑彼らが卵を産み︑子供を産むことのないように消毒しなけ

の島の周辺の街々に猛烈と︑ネズミとハエが政屋しました︒街々に

ればならない︒けれどもとどのつまりは夢の島を処理しなければこ

スを通って来るところのホーチミンルートというものが完全に遮断

たこれに対する補給がある程度行われておる︒こういうようにラオ

は臭気が満ち満ちて大変な騒ぎになったことがあります︒街に賊屋

の惨害は防ぐことができなかった︒ｎ衛隊も実は消火器を持って行

北ベトナムの爆撃︑これは最近質が変ってだんだん激化している

されておらないＯ

ったんだ︒ベトナム戦争には四つのポイントがある︒︵これは二月

ようでありますけれども︑ともかく従来の爆撃は︑北ベトナムの戦

のことでありましたが︶一つはカンボジアだ︒この国が中共寄りの
の基地になっている︒カンボジアはフランスと協定ができておりま

容共政策をとっております︒このカンボジアの東の国境がベトコン

いという誘いの意味で爆撃が行われておる︒あるいは南ベトナムに

意を破壊するために行われておらないで︑むしろ米国に話合いをせ

侵入したところの北ベトナムの補給等を困難にする︒というような

して︑フランスはカンボジアのその政策に同調して︑軍事︑経済い
助がシアヌクビルという港を通じて入っておるのであります︒中共

ず︑北ベトナムがまだお手あげをしない︒

意味合いで行われております︒強大なそして長期に亘る爆撃に拘ら

ろいろな援助をするということになっております︒現実に各種の援

とになっております︒それらの援助が︑カンボジアの軍隊︑カンボ

もっと重大なことは︑とにかくカオ・キ軍事政権というものが朝

もまたカンボジアに対して軍事その他経済的な援助をやるというこ
ジアの国民に全部利用されているかというとそうではなくて︑その

であります︒ともかく︑止むを得ないと思いますけれども︑三十五

野の支持を受けていないクーデターによって成立したところの政権

歳の軍人が集って協議しそしてあの複雑な軍事︑社会︑政治︑経済︑

一部分はこれが尋へトコンに流れるということも事実のようでありま

糧抹としてカンボジアのお米が利用されておる︒これは高橋大使も

教育︑あらゆるものを総合してタイムリーにベトコンにぶつけるよ

す︒また︑カンボジアとベトナムの国境地帯に活躍するベトコンの
プノン︒ヘンから帰って来る日本人からの話にそういう情報が非常に

やはり末熟であります︒のみならず︑カオ・キ政権は非常に腐敗し

うな作戦︑戦争の遂行をやらなきゃいけない︒このカオ・キ政権は
そういうように︑プノン︒ヘンとバリと北京というこの三角関係で

多いと言われる︒
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それがまた民心を失うという結果になっております︒

アジアの民族の一つの通弊でありますけれども︑不正が少くない︒

ておる︒これはアメリカの援助のあるところ必ず起きますし︑東南

ります︒そしてこれは二千年来南ベトナム民族の血肉の中に育って

す︒しかし仏教徒は全国民の八○乃至八五％を占めておる宗教であ

教︑カトリック教徒やカオグイ︑ホァ︿オといった宗教がありま

く一部小乗仏教でありましたけれども雲．・ジェンジェム政権が倒れ

来たところの民族宗教であります︒宗派は大乗仏教であります︒ご

た時に小乗仏教が大乗仏教に合流しております︒この仏教は日本も

そういう四つの点から言って私はアメリカが考えているようにこ
に拘らずエスカレーションをある程度余儀なくされるだろう︒こう

本の仏教のように形式的な無気力な宗教︑そして各種の宗教に林立

大乗仏教でありますが︑非常に趣きを異にしております︒それは日

の戦争はなかなか発展をしない︒私は当分の間更に︑望む望まない
いうように二月の際感じを持ったのでありますが︑このたび二回目

せんｏほんとうに国民の処世を先導するところの師僧であります︒

ここの僧侶は日本のお坊さんのようにお葬式の坊さんではありま

言へトナム人の生活の中に生きている信仰であります︒

対立しているような仏教とは違います︒仏教は一本であります︒南

に参りまして︑やはりその感を深くいたします︒世界中でベトナム
戦争の休戦を期待しておりますけれども︑私は今年や来年早々にキ
ッカケがつかめるとは思われません︒何故かと申しますと︑今年末

います︒しかし︑何よりも大事なことはこれは国民戦争でありま

には米軍は四十万になると申しております︒飛行場も整備をされて

従いまして妻帯はしない︒肉食はしない︒非常に清潔なものであり

ます︒また権威と申しますか︑非常に国民や信者から崇められてお

す︒政治戦争であります︒そういう意味において︑南ベトナムの政
権が国民の支持の下に安定する︒これが政治戦争︑国民戦争を遂行

彼らに言わせますと︑カトリック教徒はフランスがアンナンを支

る︒そういうような存在であります︒

ンスの植民地の時代並びに．・ジンジェム政権時代︑ゴ・ジンジェ

配するためにその侵略の道具に使ったところの宗教だ︒そしてフラ

なければ非常な物量と血の犠牲に拘らずなかなかスヶジ﹃−−ル通り

するところの必須の要一諦であります︒アメリカがこのことに成功し

ムの仏教徒︑カトリック教徒︑軍と民︑北と南のこの地域の対立︒

ェム時代にはたった百万のカトリック教徒が特別の優遇を受けて︑

ムは非常に器用なカトリック教徒でありましたが︑その・．・ジンジ

いかない︒しかしこの作業はなかなか容易なことじゃない︒ベトナ

いうものを考えますというと安定した国民の支持のある政権を樹立

ジンジ一一ム政権を倒す直接の原因になりました︒

こういうように結束して立ち上ったのであります︒それが結局ゴ・

合流して︑ほんとうのアンナン人の仏教徒の地位を回復しようと︑

そこで︑ゴ・ジンジェム政権が倒れましてから︑小乗仏教も全部

八五％に上る仏教徒が全くふみにじられて省ゑられなかった︒

ちょっと日本でみては判らないようなあの国の複雑な特異な事情と
するためには︑なお幾多の経緯を経なければできない︒しかし︑私
はぜひアメリカがそうやってもらいたいし成功してほしい︑成功す
るだろう︒こういうように思うのであります︒
そ一﹂で仏教徒の抵抗というもは非常な大きな問題でありますが︑

これについてちょっとご説明を申しあげます︒ベトナムの宗教は仏
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ってやることになる﹂こういうように話しておりました︒

そこでロッジがサイゴンに帰任したらばカオ・キ政権をひき下して

リック教徒がこれに協調するように説得を頼んだものと思われる︒

帰る途中ローマに立ち寄って法王に会っておる︒それは百万のカト

前にこの形勢を察して仏教徒を支持するという腹を決めて帰った︒

いましたら﹁ロッジ大使がいまワシントンに帰っておる︒彼が帰る

このたび私は十一日に参りまして︑すぐ向うの在野の政治家と会

いうように判断をするのであります︒

になって初めて休戦のキッカヶがつかめるのではないか︒私はこう

り︑政治面においても北と南がバランスがとれるというような段階

うして︑北ベトナムと南ベトナムが︑軍事面において南が優勢にな

といったような施策と総合して︑そしてベトコンを押し上げる︒そ

十万に達する軍事力を他の経済︑民生︑あるいは思想︑社会︑教育

権を何とかしてデッチ上げる︒その政権を背景に︑この年末には四

私は思います︒そこを上手にアメリカがやってくれて︑安定した政

以上をもちまして私のご報告を終りますが︑台湾に参りまして︑

三︑中華民国

ールに在ると私は感じられてならないのであります︒

それにしてもベトナム戦争を困難にしている一つの原因が︑ドゴ

仏教徒が納得するような︑公正な選挙のできる管理内閣を新たに作
私は︑﹁それはけつこうだけれどもカオ・キに事前に洩れはしな
いか︒洩れたらカオ・キは先手を打ってやるかもしれんぞ﹂と言っ
て話合ったのは十一日十二日でありましたが︑彼は﹁そんなことは
きるものではない︒それは大丈夫だ﹂とこう言っておりました︒し

ました︒そういう話やインドネシア︑ベトナムでの話を総合してや

張群︑谷正綱︑馬樹礼といった人達にお会いしていろいろ話をきき

ない︒いまのサイゴンでアメリカの支持しないクーデターなんてで
かしやはり現実にはカオ・キが先手を打って軍事弾圧をやったので
す︒しかし私はやはりあの国の状況をみておりまして︑一応軍事的

る︒そしてアジアの困難はすべて中共に根源がある︒七億を擁する

はり痛感いたしますのは︑世界の困難はアジアに焦点が移ってお

あります︒一応カオ・キの軍事弾圧は軍事的には成功しておりま
弾圧はできても︑この仏教徒の要求を無視してカオ・キ政権が居座

この中共の存在︒そして二年後には核装備を持つということに確信

ところの中共があの教条主義の︑世界革命を絶対固執するところの

を持っておる︒この中共の存在が︑アジアの困難のすべての原因に

の反カオ・キの運動は反米に発展する︒これは私は非常な悲劇だと
思います︒その点は十分アメリカも承知して︑ここはうまく何とか

るという事は困難だと思います︒また︑そういうことをすれば現在

策を講じてカオ・キ政権をうまく下げて︑そして仏教徒の納得する
ただ二ヵ月半前にハワイでジョンソン大統領がカオ・キの肩を叩い

いことを言うと思いましたのは︑﹁中共というやつはレーーラ帽を

インドネシアでいろいろ向うの人と話し合いましたら︑実にうま

なっておる︒

て︑ほめそやして支持を約束激励をした経緯があります︒急にカオ

を議論している時にそういう話になりまして︑いままで帝国主義と

被ったジンギスカンだ﹂と言いました︒これは帝国主義ということ

ような選挙管理政権を作るように骨を折ると私は判断いたします︒

・キはだめだと露骨には言わない︒そこがアメリカの苦衷であると
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た︒しかし︑考えてゑるとほんとうの帝国主義は中共だ︒彼らはレ

いうとアメリカだというように︑中共の定義そのままにやっておっ

ういうようにして自分の国を守るんだ？日本はアジアの先達とし

とって中共は一番危険じゃないか︒近く核武装するんだが日本はど

アの若い人と︑中共に対するアジアの防衛を話した時に︑﹁日本に

ます︒これは谷正綱さんが非常に強調しましたが︑﹁自分たちが大

いやしくもアジアの先進国として︑この東南アジアの後進新興国に

に依存しておる﹂といいますと︑これは全く失笑します︒やはり︑

日米安保条約の話をしまして︑﹁日本は自分の国の防術を他の国

衛についてどういう責任を負うんだ？﹂と言います︒

て︑経済︑あるいは外交の指導をしてくれるというが︑アジアの防

ーニン帽を被ったジンギスカンだ︒

これらはインドネシアの指導者が昨年の事件前後を通じて︑身を
以って体験した︑それからにじみ出た言葉だと思うのであります︒

陸であの大失策をやった︒それは共産党の浸透戦略というものをわ

で妾の生活をしておって︑そして経済と外交の面で兄貴分︑あるい

対して︑経済外交面の先達となろうということであれば︑防衛の面

やはりこの中共というのは何としても世界の変革を企図しており

われわれは心配でたまらない︒日本の政治︑あるいは教育︑医療︑

れわれが理解しなかったからだ︒日本の現状を承ておるというと︑

これは特に中共の脅威におびえている東南アジアの国からみます

は一人前の恰好をしようということは非常におかしな工合である︒

というと︑日本のこの形というものは非常に頼りない︒ほんとうに

透したところの中国共産党の工作をみるとほんとうにわれわれは心
配だ︒日本の状況は非常に危険な状況に進んでおるということを自

て東南アジアのためにのみ日本は防術を考えるのではありませんけ

頼りにしていけないというものに写るのであります︒この点は決し

あるいは文芸︑あるいは演芸︑あらゆる分野に亘って滑々として浸

分の経験から心配している﹂こういうことも申しておりました︒そ

れども︑しかし︑やはり日本民族がこのたびの戦争によって民族の

して﹁この共産党の浸透に対抗するのにはやはりこれは軍事でなく
て社会と組織だ︒そして大衆をつかむことだ﹂ということを言って

アに対して︑日本の民族がいかに崇高な使命を持つべきかという発

使命感というものが失われた︒世界の人類に対して︑あるいはアジ

るのでありまして︑その他の国々は︑よかれ悪しかれ敵味方に分れ

見を忘れた︒それが政治の面に︑あるいは若い人の動向に現れてい

そういう意味で張群さんも谷正綱さんも︑﹁日本は大きな方針を

おりました︒

いかに強くてもバラバラで共産党の組織にぶつかっていくというこ

確立してその下に縦横に共産党に対抗する組織を固めていくべきで

にしなければならん︒自分の民族はこうでなければならないという

て戦さをしております︒けれども︑それは︑自分の国をこういう国

インドネシアの状況を見︑あるいはベトナムの状況を見︑あるい

でも︑あるいは大人でも．：．：ただ経済的な繁栄︑政治家は自分の地

争いであります︒しかし日本にはそういうものはありません︒青年

とは全く無意味である﹂と言っておりました︒

は台湾でいろいろそういうご意見をきいて︑日本に帰って参りまし

位と選挙の当選を考えるだけであります︒

て︑日本の国がいかに︑この中共に対して無警戒︑無関心であると
恥うことに我ながら喋然たる想いがするのであります︒インドネシ
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寿昌者芳名︵敬称略︶

黒沢正三七八歳山形細岬癖赴諒珪挫評

吉野中七七歳千葉大原支会結成に尽力中

そこらのところは︑日本はこの際反省をし垂そして日本のアジア

した国策というものが充実をされ︑そして東南アジアの協力は外交

あるいは人類に対するところの使命を破立して︑その上に立つ一貫

と経済︑なし得れば軍事というものがチャンスとバランス均衡のと

従来はただエゴイズムな目前の利害を追求する経済面の独走をし

れた形で行われるというのがぼんほうの姿だろうと思います︒

に拘らず︑東南アジアに対する日本の責任はいよいよ重くなると思

ていた憾みが濃いのでございます︒しかし日本が好むと好まざると

います︒また非常に大きな負担がかかって来ると思います︒自分の

などということはまことにおこがましいことであります︒こんどの

姿勢が決らずにこのような複雑な紛争の中に割って入って調停する

菅江篇七四歳山形山羅鍛恥睡畦蕊事

いうものは日本がアジアに於て外交的に正しい位置を回復するとこ

萩原易治七七歳秋田秋田支会功労者

岡田文秀七四歳東京特別会員

かりした姿勢で以って日本は受けとめて臨んでほしい︒こういうよ

うたかふはかり暑き秋かな

いちしろく書しるしたる暦をも

残暑

浮世の夢はさめし我身そ

小夜嵐いたくな吹きそはやくより

閑居嵐︵泊翁先生詠草︶

︵日本国民会議での講演要旨︶︵国民外交協会常務理事︶

うに思う次第であります︒私の報告をこれで終ります︒

ろのいいチャンスになっておる︒ほんとに大地に足を踏まえたしっ

マレイシア紛争を平和的に解決しようとするインドネシアの転換と

高田真治七三歳東京特別会員
島田誠寿七三歳千葉東部支会評議員
楠原信一七二歳千葉千葉支会再興尽力中
鈴木東太郎七二歳山形郡部華純嘩蛙山形市

馬場淑子七○歳神奈川特別会員
繁田慶次七○歳秋田秋田支会再興功労者
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花

○

○

め

千葉叫加藤己之

秋田市桜田洋子

埼玉雌相沢正直

子に乳を飲ます農婦の腰かける畦にも咲けりたんぽぽの

○

時ならで消ゆるしばしを春浅き雑木の梢にたゆたふ光
春の風吹き交ふ苑よ噴水のしぶきときをり頬にかかれり
芽ぐむものわづかに匂ふ一渓は夕光に見えてやや明る色

く

水張りし苗田豊に暮れゆきて湧きいでしごと蛙鳴きあふ
遠山に花は咲けども長病象の今年も癒えず窓の間に見る
落椿きざみて作るまま事の赤きご飯に子らはしやぎをり
まま事の客にせられて坐りをれぱ足しびれきて涯の型つ

苗代の澄みたる水に蒔く籾の・くう．︿ラと落ちて底に座を
しむ

山水を遠く陸田に引きいれて代掻く鍬に陽は舷ゆかり

秀逸

入江相政選

人気なき春の日に来し若布売去りたる後も磯の香のたつ

○埼玉県相沢久子
ンの花

写生せし教へ子連れて帰り来る道にも咲けりヒメジョォ

母子草咲けれどあはれ艶もなし走る車のほこりかぶりて
チューリップさやかに咲きぬまなびやの庭に作りし子ら

○同鷲宮蔦人

の花壇に

末の娘の嫁ぎし後の淋しさをつぶさに語る妻も老いにき
厨ごとともにせし娘の嫁ぎたる後の淋しさ語る妻かも

○同鷲宮蔦人

佳作

○川越市小名木狂辰ゞ

埋め立てて新しき家またも建つわが鷲宮の駅の近くに
夏さりて若葉茂れるわが森に今年もききぬかつこうの声

お

許されて雨の御苑を拝観の妻と語りつつ八重桜めづ

○埼玉県相沢正直

○千葉県菅谷義太郎

年経なぱ若きも老いむ自から新しきもの古びるがごと

外孫は絵本好みて入学に先立ち早くも仮名みな覚ゆ

○同坂本弘軒
○同菅谷喜一

石仏頬杖ついて四辻に行き交ふ人の身を守るらむか

○防府市田中喜一

背負ひたる薬撒く器械の音立てて若人達に苗代にぎはふ
三代の世を継ぎ揃うて語りあひ農を継がむと孫も定めぬ

誌の上にあやに尊きすめらぎの大御をしへを謹ぶて読む

○入江相政

強き香のにほふ青葉の道ゆけば若き日のこと胸に迫りく

一
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弘道歌壇
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助
之

二十劉代立行司

１：︒！！．：

！⁝ｌ：・・−⁝．

︾軍配一筋五十七年一
で
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木村庄之助翁を訪ねて一

梅常陸明治は遠く去りにしも大正十五年︑人気力士の福柳らとフグを
結びの一番裁く身の幸食べ︑この人だけ生き残った︒また昭和七

庭
家

と詠んだ庄之助さんは︑定年制による今回年の春秋園事件で天竜らと協会を脱退した

編集
市川巾八幡町七丁目二六四番地ｌ国電

一枚きりの表彰状

総武線木八幡駅から歩いて七︑八分のとこ

てまわった人はあるまい︒が柱にかかっている︑シミのついた表彰状

奇な運命の持ち主であり︑また幸運のついさて︑座敷に通されてまず目についたの

行司︑力士を通じ︑角界でこの人ほど数木村庄之助が誕生したのである︒

と詠む風流人でもある．今朝三が引退した．Ｉこうして二十四代

果たして帰るきようのうれしさが上位で庄之助さんより年の若かった木村

軽き身に重き務めをつつがなくして行司の定年制が設けられる前に︑番付

の行司引退を前にが︑思い切りよく協会庭復帰したこと︒そ

助を襲名したとき︑

三十八年一月︑式守伊之助から木村庄之

になるＯ

まれだから︑この八月十五日で満六十五歳

庄之助さんは明治三十四年八月十五日生

住まいを訪れた︒

ろにある立行司二十四代木村庄之助さんの

部

十両までいった郷錦と二人で燃えさかる

ことです︒当時式守伊三郎といった私と

早朝にかけての東京下町の大空襲の時の

⁝．：︒昭和二十年三月九日夜半から十日

もらった︑たった一枚の表彰状なんです

ものなんです︒五十七年の行司生活中に

庄之助これですか︒これは思い出の深い

です︒

をもちこまれたのが満六歳のときだそう

山あたりの耳に入り︑力士にしたらと話

すね︒こうした評判が︑当時の大関国見

うです︒体も大きく︑力も強かったんで

したり︑米俵一俵をひっぱったりしたそ

ました︒四︑五歳のころにウスをころが

庄之助家は半農半商で雑貨屋をやってい

新聞に出たことがあるとききましたが︒

きなら行司にでも⁝ということで明治四

しろ年令が満八歳ですから︒そんなに好

相撲ばかり見ていたんです︒しかしなに

庄之助母の意に反して私は相撲が好きで

ｌ行司になった勤機は⁝：︒

きたわけです︒

松の養子にもらわれて相撲界との縁がで

再三再四︑母をくどき︑ついに私は阿武

絶対にさせませんから養子にほしい︑と

であった︒早速おきぎする︒

両国国技館にかけつけて賜杯とご真影を

たので︑とくに可愛かったんですね︒猛

が四十二の時に生んだおそい子どもだっ

しかし四人兄姉の末シ子だったし︑母

時には︑もう三段目格に昇進してました︒

みました︒大正五年に小学校を卒業する

十三年一月場所に行司として初土俵を踏

とりだしたんです︒郷錦はいまは薪炭業
ですが当時は原田兵長でしたし︑私は在

烈に反対したんです︒そして東京の親せ

庄之助本名の緑川義と養父阿武松親方の

すね︒

ｌ軍配五十年の生活がばじまつにわけで

かっていました︒主な力士は兵隊にとら

きを頼って千葉を後にしたわけです︒

郷軍人会相撲協会分会常務参事を仰せつ
れたり︑勤労奉仕で両国にいなかった時

ｌそれが︑またどうして相撲界の人に：

ました︒それも家へ帰って分ったんです︒

っているうちに私の家は全焼してしまい

すことができました︒国技館の消火に当

待合を経営していましたが︑子供ができ

方のおかみさんは︑﹁きよなか﹂という

だったことがきっかけでした︒阿武松親

目阿武松︵おうのまつ︶親方が親せき筋

庄之助当時相撲協会の検査役だった八代

いう話もあったんですが︑当時すでに幕

士とやっても五分でした︒力士へ転向と

になるころは序二段︑三段目あたりの力

した︒十七︑八になり行司として幕下格

をしながら時々相撲のけい古をしていま

体も大きかったし︑好きだったので行司

Ｏ

です︒賜杯は熱くてすぐ持てませんでし

この時﹁相撲精神を発露せるもの﹂とい

なかったんで養子をさがしていたんです

下格行司として羽ぶりをきかしていたし︑

からスタートしたわけですが︑なにしろ

うわけで︑当時の相撲協会会長で海軍大

ね︒そこへ千葉から緑川の坊やが出てき

金まわりもよかったんで︑序ノロからで

松をとり︑木村義松として出羽の海部屋

将の竹下勇閣下から表彰状と金杯一箇そ

た︑というんでたびたび母のところへ訪

た︒鉄傘下は全焼しましたが︑新館は残

して百円をいただいたわけです︒

ねてきて私と遊んでいるうち︑力士には

満八歳で行司入門

四︑五歳のころ﹁怪童﹂ということで
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はということで⁝⁝︒そうこうするうち
か⁝⁝Ｏ

をしていて︑酒の飲魂方を教えられたと

が入門したての頃︑庄之助さんの付け人

郎と改名したんです︒

ら福柳伊三郎の伊三郎をとり︑式守伊三

協会を脱退したんです︒昭和七年一月六

ったし︑彼の考えに共鳴して行を共にし

庄之助私は天竜と同門であり︑仲もよか

すね︒

人呼んで﹁天竜事件﹂がおこったわけで

ｌそして五年後の昭和七年﹁春秋園事件﹂

大正十年十二月︑二十歳を迎え幕下格で

五合は欠かしませんでした︒ちょうどフ

圧之助待合に育ったことも手伝って一日

現役として野戦重砲聯隊に入営︑十二年
十一月に上等兵で満期除隊になりました︒

グ事件の時も私は茶わん酒をぐいぐいあ

翌十三年一月場所後︑十両格に昇進︑式
守義と改名したんです︒

福柳は酒を一滴もやらず︑もっぱらフグ

い春場所新番付の発表直後だったですね︒

日の昼下り︑おとその香りもまだ消えな

おってはタコを突っついていたんです︒

のキモを専門に食べていたんです︒私は

ｌそして大正十五年薯︑有名なフグ中毒

タコをだいぶ食べてからフグを五切れほ

ず福柳が倒れて宿屋へかつぎこまれたこ

その日の興行も終りに近づいたころま

あの時掲げた改革案が戦後になってやっ

出て大井町の春秋園でおち合ったんです︒

ほか三十余人の力士と五人の行司が抜け

ｌ亡く旗っ龍福柳憶いまならさしずめ新

とを知りました︒酒を飲まなかった福柳

事件がおきわけですが︒

すね︒巡業中の私たち出羽海一門が北九

庄之助そう大正十五年十二月のはじめで

ど食べたわけです︒

出羽の海部屋から大関大ノ里︑関脇天竜

州の戸畑で興行した時のことです︒

気力士だったようですね︒

大関の北の富士を思わすような美男の人

と実現されました︒

私はタコを先に食べたのでそれが胃につ

天竜事件最後の現役人

は吐くことができなかったわけですが︑

たが︑一行の中心で前景気はものすごい

事件当時の現役人はいなくなったわけで

ｌ庄之助さんがこんど引退されて︑天竜

庄之助最高位は関脇で︑その時小結でし

のと︑大酒を飲んでいたので︑たくさん

すね︒

まっていて︑フグが腸までいかなかった
吐いたのが九死に一生を得た原因のよう

ものでした︒興行当日の朝は寒かったの
ャンコ鍋をかこむことになったんです︒

でけい古もほどほどにして仕度部屋でチ

昭和十三年一月︑私は六年ぶりに協会に

庄之助天竜と意見を異にするようになり︑

ｌ実の兄弟もおよばない仲にあったとい

復帰したんですが︑脱退前十両格四枚目

です︒

う福柳を失って行司をやめたいと考えた

行司と力士のちがいはあっても福柳と入
約束などもあって義兄弟の間柄でした︒

門が一緒でしたし︑私は彼の妹をもらう

だったのを︑幕下格四枚目に降下されて

庄之助一時は坊主になる決心をしました

けるんですが︑幕下格はハダシで土俵に

しまいました︒十両格の行司は足袋をは

とか︒

が︑いさめられ︑翌昭和二年一月場所か

九死に一生をうる
そうですが︑いまを時めく大関北の富士

ｌ圧之助さんは若いころから酒豪だった
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先代出羽海理事長︶のはからいで︑一年

く知っていた藤島取締︵元横綱常の花︑

あがるわけです︒しかし入門が同じでよ

う号をおくられたとか︒

て知られていますが︑最近﹁庄翁﹂とい

Ｉ庄之肋さんは角界一︑この能筆家とし

いて︑いまの勘太夫にゆずりました︒

大きさです︒二十六年の一月場所まで書

道場ができましたが︑私の余生を送るに

ます︒この神社の近くに二所の関部屋の

私の軍配や装束を奉納しようと考えてい

ｌ猿後に今後の約界への睡文を：⁝︒

ふさわしいところとおもっています︒

脱退前の位置に一民りました︒

後の十四年一月場所︑再び十両格に昇進︑

言うのも何ですが︑行司の定年は六十歳

庄之助私が六十五歳まで行司をつとめて

でもいいとおもうんです︒カンを養うた

春海先生からいただきました︒私の趣味

め小さい時に入門して修業するわけです

庄之助このいだ五月一日に書道の師豊道
というと番を書くことと鑑賞すること︑

庄之助十九年一月に勤務勉励ぶりが認め

ｌその後︑庄之助になるまでの歩蕊は：︑
られたんでしょうか︑脱退当時の順席︑

が︑四十歳を過ぎないと十両桁にもなれ

といえますね︒

ｌ国技館に﹁九尾会より庄之助さんど

幕内格二枚目に昇進︑復帰できました︒

戦後二十二年六月には三役格に昇進︑二

佐藤総理が名誉会長︑私が会長というこ

う︒それともう一つ言いたいのは︑いま

昇り︑人を大勢使う立ち場になるでしょ

は土俵上で足袋もはけないんですよ︒サ

ラリーマンでも三十を過ぎ四十歳に近く

ない状態です︒十両格にならないと行司

庄之助九星会というのは︑天皇と同じ明

もなれば課長代理そして課長などと役も

のノポリがたっていましたが．．⁝・・

三十三年には待望の行司部屋が独立︑三

天皇をお守りしようという会なんです︒

治三十四年︵九紫火星︶生れの人たちが︑

十四年一月から五代目式守鬼一郎を襲名︑

守伊之助を襲名︑そして三十八年一月︑

十五年一月行司定年制の実施で二十代式
二十四代木村庄之助という行司界最高の

とで全国に七百人ばかり会員がおります︒

賭ける国技館の設備はどうだといいたい︒

んてのもある︒しかし自分たちが生命を

は相撲部屋はビルばやりで冷暖房つきな

神社の神主さんになられるとか：⁝．︒

ｌ引退後臓郷里千葉県白子町にあ愚住吉

引退後は郷里で神主

地位についたわけです︒この年の八月十
五日から長髪にしました︒

いたとか︒

Ｉ戦後の一時期︑番付をお書きになって

国技奉公する者としては考えなければな

やりますと﹁椛正階﹂に昇進しますＯい

勉強して﹁直階﹂になり︑二年間神主を

道研修部へ通っています︒ここで一ヵ月

明治生れの現役人であった︒歓談三時間

の二十四代ただ一人︑そしてまた最後の

五十七年間行司生活を篤くったのほこ

らない問題だとおもうんですよ︒

庄之助七月二十一日から国学院大学の神

初でしょう︒番付の書体というのは力士

現役行司として番付を書いたのは私が岐

まは私の姉が灯明をあげております︒鳥

庄之助二十年の五月場所からなんです︒

体を現わしているんですよ︒下位の者は

居を奉納したこともありますが︑社内に

余ご健闘を祈って夕刻辞去した︒

なりますね︒番付の文字の実物は四倍の

骨細であり︑大関︑横綱となると筆太に
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祖先のお墓を大切にすべし

上富三
△Ｄ■︲◇■凸■

川
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Ｊ
１

石川翁の遺品の一つに吉凶屑風という名
前の扉風があります︒山田部落内で扉風を

うわすなが承

天地の御恩を忘るべからず

すべし

産士神・氏神を敬い︑祖先のお墓を大切に

長さ四○○センチぐらいもある大きなもの

ために作ったものです︒高さ一八○センチ︑

べきである︒そして我灸は人爵の人となる

欲︑無辺広大な天地の心を心として行動す

﹁人間は小天地である︒故に人間は無私無

天地の御恩忘るべからず︑というのは︑

という訓言がかかれています︒

で︑その表には︑翁の訓言が達筆にかかれ

使うような吉事や凶事がある時に使用する

ています︒むろん翁の自筆になるもので

より天爵の人となるように心かくべきであ

にしての立言でありますが︑ここではその

る﹂という翁の人間観ともいう考えを土台

す︒

この昇風は明治三十八年五月に作ったと

次の﹁産士神・氏神を敬い︑祖先のお墓釦

考察を省略することにします︒Ｊ

かいてありますが︑三十八年といえば︑ち
ょうど︑翁六十一歳還暦の年にあたってい

を大切にすべし﹂ですが︑多くの刊行書にく

て︑翁はこの年の誕生日を起点として︑い
わゆる死計の生活をはじめています︒まず

は

祖先のお墓を大切にすべし

産土神・氏神を敬へ

墓石と棺をつくり︑旅行には必ず戸籍抄本
の仕事を少しずつ整理するようにしました

と顔かくしの布を持参し︑これまでの自分

存の屍風には︑前記のように﹁．．：：敬い︑

と別々の訓言として書かれていますが︑現

祖先の．：⁝﹂とかかれています︒これは別

が︑この扉風もその仕事の一つとして︑山
られます︒即ち︑かつて自分が壮年時代︑

田部落へのかたみとして作ったものと考え
精魂を傾注して指導し復興せしめた山田部

の一行にした書きかた︑述べかたに心がひ

に大したことではないようですが︑私はこ

かれます︒翁の神に対するサラリとした態

落民への遺言として︑部落民に正しい農家

度が見られ︑祖先も︑産土神も一しよくた

にして︑ただ拝むもの︑大切にしなければ

経済の道を示したのがこの扉風の訓言であ
さて︑この扉風の最初の方に

ると見られます︒

いけないものといつたふうに考えている姿

ということです○︵いつごろ︑やったのか︑

あぜに腰をおろして私は一ぷくした︒

つつじの花が赤い︒

現在の墓地のある場所はむろん石川家の

私はまだ調べておりません︶

からです︒

も想像されて︑いいしれぬ親し象を覚える

﹁おとうさんもみているよね︒﹂

三人の孫は

と花つみに余念がない︒

早く父を失ってしまった幼い孫のお守り

﹁大学屋敷﹂とよんでいます︒先祖の石川

をしながら︑野良仕事をしているある日の

所有地の一部ですが︑石川家ではここを
大学という人がここに居を構えていたとい

翁の姿を想像した拙作ですが︑常にこのよ

石川翁の敬神︑崇祖といえば︑何かかた
このように︑ごくあたりまえで︑あっさり

の大学は地方開拓などの功によって殿様か

うのてこの名称を付しているのですが︑こ

くるしいものを思いがちですが︑とにかく
した立場にたっていたということをまず知

ら賞賜され︑この屋敷は︑﹁ご免地﹂︵税金

⑨

であろう翁を思うとき︑私は祖先のお墓を

っていただきたいと思います︒

免除の土地︶になっていたので︑ご免地屋

うな心情で︑この丘の下の田んぽで働いた

石川家の墓地は︑現在︑本宅から一○○

のとわかるような気がします︒

大切にすべし︑という訓言の意味がほのぼ

この地方では︑大てい墓石は雨ざらしに

石川家にとっては記念すべき誇りの土地

敷とも言っていたようです︒

などを植えたりして︑ひそかに先祖のてが

というわけです︒それで代々ここには花

ります︒

メートルばかり離れた道ばたの丘の上にあ
間口九メートル︑奥行き二メートルぐら

はほとんど見当りません︒石川翁も﹁秋田

雨風が直接あたらないようにしているもの

のもの︑粗末ではあるが小屋の中に入れて

いの建物の中に先祖代々の墓︑翁の墓︑翁

に先祖代々の墓地を営んだのです︒

らを伝えてきていたのですが︑翁は︑ここ

しています︒この石川家のように屋根がけ

の妻や子どもたちの墓など敷きつめられた

わが家のほこりの土地を先祖の安息の場

小石の上に整然と立ち並び︑常に花と水が
手向けられています︒まことに手入れが行

とす為ｌなんとすばらしい着想でば厳い

いいおけり︒七月七日の朝ならでは掃除せ

ありき︒時々掃除すれば療病を煩うなどと

オコリ

地方にては︑昔より墓地を組末になす風習
そして︑この丘にたてば︑石川家の田ん

ぬが習慣となり居たり﹂といっているよう

ように体裁を飾ってやっているのではない

屋根かけをしているのです︒金持ちがやる

ぼが広々と見わたされ︑春夏秋冬︑移り変

でしょうか︒

きとどいていて遺跡を訪れる人々は︑ここ
でまず心をうたれ﹁﹃祖先のお墓を大切に
すべし﹄という訓言が生きているんだな﹂
と思うのです︒

﹁ほら︑おじいさんたちがゑていなさ

な状態ですから︑それを翁は︑このように

るよ︒﹂

る村の山々が実に美しいのです︒

の小山の山田部落の共同墓地の中に︑点在

この石川家の墓地はもともとは︑村外れ
していたものだそうですが︑翁はそれを︑

そう言って見上げる丘の上の墓地

のです︒ほんとに小屋がけの程度です︒で

全部ここに移転し現在のようにしたものだ

C31^

すが︑祖先の霊に直接に風雨があたらない
家産は祖先のものなり︒

利益ありとて家業の外の事すべからず︒

無尽立つべからず︒加入すべからず︒

いうことをはっきり自覚し︑今︑自分はい

体的に考え︑﹁我﹂が祖先の子孫であると

かにすることが最良の道であるかを実践的

がわれるのです︒

集大成したとみられるものに︑﹁耕地適産

翁の農家経済︑農村経済に対する考えを

に把あくすることへ発展します︒

大酒飲むべからず︒

をしながらまとめあげたものですが︑こ

ら三十五年までの七カ年かかって調査研究

の適産調にでている農村経済観の中で強調

調﹂という著があります︒明治二十九年か

すい悪弊と思われるものをあげて﹁⁝．：す

されている一つに﹁農村の自治﹂というこ

賭博は勿論賭け事すべからず︒

べからず﹂とかたく禁止しているのですが︑

っています︒そしてその自立の経済につい

生活を背景にしてなりたつということを言

とがあり︑その農村の自治は︑自立の経済
お前たち勝手気侭なことをして︑家産を失

一条があります︒この一連の訓言の意味は︑

ってはいけないぞ︒お前か自分のものと思

に当って人口相当の土地を擁して︑これを

ては︑﹁我交の祖先がこの土地を開拓する

らゆずられた土地そのままを保っていれば

子孫にゆずったものである︒だから祖先か

っている財産は実は祖先のものなんだぞ︒

明治二十一年︵四十四歳︶に翁か農商務

自立の経済生活ができる筈である︒ところ

小作人となり下って多大の小作米を地主へ

が近年に至ってその田地を他村へ売払って

そして翁は︑

とを言っています︒

なっているのてある⁝⁝﹂というようなこ

納入して︑苦しい生活を送っている現状と

樹木は祖先より借りて︑子孫に返すもの

す︒このような認識のしかたは︑祖先を具

先とのつながりにおいて認一識しているので

財物の一切を祖先のたまものと考え︑祖

ということばがあります︒

と知れ

カ条の訓言がありますが︑その中にも

省で発表した﹁経済のことば﹂の中に十四

というのだと思います︒

その中に︑家産は祖先のものなり︒という

農家経済上︑農民がともすれば陥いりや

博労すべからず︒

人の保証となるべからず︒

ように︑という心づかいがありありとうか

論語に﹁祭ること在すが如くす︒神を祭
ること抑在すが如くす﹂ということばがあ
ります︒たしか翁は祖先がいま生きている
ような気ち持でそのお墓を大切にしたよう
です︒祖先のお墓を大切にすべし︑とは︑

お墓そのものでなく︑祖先がいまいますが
如き心でこれに接することを言っているの
私は︑石川家の墓地から翁の︑祖先のお

です︒

③

上のようなことをいろいろと汲みとるので

墓を大切にすべし︑という訓言について以

す︒

祖先がいま在すがごとくせよ︒そのよう
いうようなことを︑祖先のお墓を大切にす

な気持ちで生活することが大切である︑と
べしという訓言の意味としてとらえました︒

では祖先在すが如き生活とは︑どういうこ
とでしょうか︒念仏三昧の生活をいうので
しょうか︒

凶吉扉風の訓言の中に次のようなのがあ
ります︒
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が︑考えようによっては︑現在自作してい

きに︑契約によって支払われるものである

﹁⁝⁝小作米は︑地主の田地を小作すると

事の一つに︑﹁農祝い︑祖霊識﹂というの

導した山田部落の経済会の︑重要な年中行

翁か四十歳の頃︑前後五ヵ年かかって指

秋田県南秋田郡井川村今戸︶にて自害し︑

り︒其の後主家のために本郡今戸村︵今の

村は︑往昔安東氏の臣︑山田喜六の居館た

も必ず開村の功士あらざるなし︒我が山田

だからである︒︒：．：さて︑このように祖先

ば︑現在の田地は祖先からゆずられたもの

ちかねていた農祝いをやるのでした︒村中

でき上ったところをみて︑山田部落では待

大切な堆肥運搬︵そりひきという︶が村中

ら新年にかけて︑農家の冬仕事の中で最も

減じたり︒廃戸の家名も其の本末詳なら

余戸ありしも天保の凶作後︑二十五六戸に

りしかは審ならず︒百年以前には︑三十

戸即ち是れなり︒何れが古く何れが功労あ

金子︑大木︑石井︑石川︑伊藤︑児玉の六

村落をなせり︒今存するところの祖家たる

一族没落せり︒後山田氏の家臣相集りて一

があります︒

からゆずられた土地ｌ小作米相当の利

全部が産土神社に集って︑経済会一年間の

その頃は旧勝でしたが︑その年の終りか

る者でも︑祖先に支払わなければいけない

米を支払わなければいけない田地を︑他に

成績を反省検討し︑ついで互選によって

の義務をつくし負債を還附し︑余裕をつく

ざるなり︒然れども今此の経済会を設け世

利米のようなものである筈だ︒なんとなれ

売渡して︑何とも思わないということは︑

勤労︑収獲︑生活の各部門の成績優良者を

つまびらか

果してどういうものであろうか︒我々は祖

きめて表彰し︑終って農を祝う酒宴を開く

つ主びらか

できうればその田地を買戻すようにするか︑

先に相すまないと思い︑勤倹これつとめて︑

もしできなければこれに見あうような他の

し勤勉して今の規約を守るは恰も祖先が今

りて子孫の永続を計らんと日夜辛苦し節倹

の志を継ぎ︑会の規約を守ることを常に祖

の恩沢は決して忘るべからず︒されば祖先

銀難せしと革も異らざるなり︒而して祖先

日の吾人の生活を安からしめんために辛苦

というのが︑その行事内容ですが︑この時

経済会員亡魂之霊

山田開村之霊

毎戸先祖代を之霊

に︑必ず正面に

財源を求めるようにしなければいけないの
こうした基本的な経済観に立って︑翁は

だ﹂と︑懇々と説いています︒

具体的に勧業上のこと︑風俗改良上のこと

先の霊に麦すると同時に︑此の宴会に於て

を示したのが適産調であります︒

祭り︑以て霊魂を慰めずんぱあるべからず
していました︒これについて翁は次のよう

翁の考えがいよいよ具体的に示されていま

ろの作物を手向けて﹂礼拝することを例と
に言っています︒︵意訳をしないで原文の

という掛軸をかけ︑これに﹁各自穫るとこ

が如く祖先に仕えることが祖先を大切にす

ままかきます︶﹁人の生まるるや必ず父母

としますと︑適産調も実は︑﹁財産は祖

る何よりの道であるという考えから出発し

す︒自分たちが今こうして辛苦しているこ

先からゆずられたもの﹂という考え︑在す

ているといってさしつかえないと思いま

あり︒必ず祖先あるが如く︑一村落に於て

祖先を大切にするということについての

・・・：︒﹂

す︒
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ことである︒だからこうした我々の姿を祖

とは︑祖先の志をそのままうけついでいる

なれるか等︑分らぬ人々ままあるなり︒是

人ありしか︑今の親類は如何にして親類と

しか︑歴代何方より来りて何方へ嫁したる

祖先は︑いかなる人にて如何なる事実あり

つくれば︑果ては生国の事をおもはい誤が

りに人を移住せしめて︑恒の心なきものを

強くなる基たるなり︒一時の利に迷い︑濫

居住して︑土地を愛し人に親しむは︑国の

先の霊魂に奏して宴会に於て祭って︑その

え︑そうしたことを︑農祝い︑祖霊祭で祝

ず︑それを祖先の志の継承という立場で考

れを明らかにすることが大切であり︑ここ

各家をの先祖のことなどを詳細にしらべこ

先づ部落に祖霊講を設けて︑部落の歴史︑

れ甚だ相済まざることなり⁝⁝﹂だから︑

の掃除などは最も力ありとおもふなり︒常

案ぜらるる事あるなり︒之が予防として墓

動かして移住せしめては︑将来彼是と甚だ

して耕作粗となれるを取暮しの安きに心を

移住するもの多し・さなきだに︑人不足に

出来るなり︒此の秋田にては︑今北海道に

勤労︑節倹を単なる﹁はらき﹂にとどめ

杯を重ねながら農民に示したあたり︑まこ

から︑我︑今どのように生きていくことが

霊魂を慰めようというのであります︒

とにすぐれた指導者であったと今更に思い

に墓地の掃除をすれば墓地を愛するの念あ

どが深く歎きて︑これが為にとどまる事ま

りて︑たとい若き人が移住すとも︑老人な
翁の歌に︑

してよく考うべし︒されば予が家などは︑

まあるなり︒子孫たる者は︑祖先の心より

だと力説しています︒祖霊講は一家の学問

ながしし血筋ならずや

つあるなり︒今移住して︑先祖の石碑が叢

常燈として数十年前より燈火を点ぜしめつ

励め子等ひもときてみよ君のため代左に

の根元であるという所以であります︒

正しいかということが自覚されてくるもの

ます︒

ともあれ︑祖先を大切にするということ
は具体的にどうするかということを翁の訓
言︑それに適産調に示された経済観︑山田
村指導における祖霊講の中にみてきました︒

という一首がありますが︑右の言説と併せ

考えてみれば︑翁が教えている勤労︑節
倹ということも︑実はふかく祖先を尊ぶと

中に倒れ無縁同様となり居るにも拘らず︑

よんで︑その真意がよくうなずけると思い

判して︑

祖先のお墓を大切にし︑祖先に在ますが

と言っています︒

て︑かく言うのみ︒﹂

生ずるにあらずやと︑深く考えらるるを以

に慣れなぱ終に皇国をおもはい様の念をも

己れの私宅に衣類をかざり居る人などは︑

﹁予いろいろ愚考するに︑今人にみだりに

さて︑翁はこの﹁祖霊講と墓地掃除﹂の

ます︒

いうところに根を発しているものであった
わけです︒

１
４

一冊がありますが︑その中の一項に﹁祖霊

移住をすすむるものあり︒甚しきは︑其の

よく祖先に対して反省すべきなり︒移住心

講と墓地掃除﹂というところがあります︒

最後の方に︑当時の世の中の移住政策を批

随分長文ですので︑ここにはあげかねます

恐るべき事なり︒成るべく久しく同じ処に

会社まで設けて奨励するものありときく︒

﹁適産調﹂の中に﹁将来の心得﹂という

り﹂といっているところがあります︒﹁我

が︑中に︑﹁祖霊講は一家の学問の根元た
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おもい︑国をおもう人物を養成することだ

如く仕えることは︑真に家をおもい︑村を

というのです︒墳墓の地ｌふるさとに限
ことは︑そこに生まれそこに育った者の性

りない愛着を感じその山河を愛するという
格を︑ますます豊かに強く育てていくこと
になります︒祖先を思うということが︑人
物養成に深くつながっていることを翁は強
調しているのです︒

この墓地掃除と人物養成の関係について

沖純視察を終えて

より︑十三名が三月二十六日から四月四日

今回︑千葉県高校地理教育部会の主催に

盛大に行われている︒島田知事は千葉県の

月二十七日には毎年海友会主催の慰霊祭が

在小禄の丘に大きな戦没碑が建てられ︑五

のうち︑大田中将は長生郡長柄町出身︑現

石橋

います︒明治二十八年に九州巡講した際︑

まで沖細旅行を実施した︒私は兄大田実海

云うとき︑翁は鹿児島と秋田とを比較して
鹿児島を訪れましたがその墓地が非常によ

軍中将が沖縄方面根拠地隊司令官として小

第二次世界大戦末期︑沖純の防備は︑物

関係で︑沖純島民の千葉県に寄せる親近感

れ房総出身の雄魂が祁られている︒こんな

摩文仁丘陵の入口に﹁房総の塔﹂が設けら

の塔﹂が建立されて煙が絶えない︒さらに

名総務部長だった人︒摩文仁の丘に﹁島守

じ︑とくに西郷隆盛のお墓について非常に

禄の丘に散華したので感懐が一入深かった︒

いことをなげき︑秋田に人物が輩出しない

面では悲恰なくらいに統一がとれ︑軍官民

質面では数々の不足だらけだったが︑精神

千葉県と沖縄

ないかと言っています︒

と愛情は予想以上に強いものがある︒

ます︒

将の率いる八万の将兵︑海軍は大田実中将

来を待ちかまえた︒即ち︑陸軍は牛島満大

戦後米国の指導で︑六・三・三・四の学制

本土に留学してその望象をかなえていたが︑

戦前︑沖細には大学がなく︑志ある者は

教育

の一体化はいよいよ強固となり︑時機の到

︵秋田県会員︑秋田市立高清水中学校勤務︶

の率いる一万余の海軍部隊︑島民は島田叡

秋田県人として猛省すべきことだと思い

のはこのようなところに原因があるのでは

平田篤胤の墓地の所在もわからない人が多

感動して帰っています︒そしてわが秋田は

く掃除され花が飾られていたことに深く感

雲

知事に統率された四十八万︒この三責任者
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課

が布かれ︑始めて首里に琉球大学が設立さ
れた︒米国の占領下にも拘わらず︑教科書

タクシーの値段は馬鹿安である︒

区分
南部と中部と北部に分れていて︑その景

五ａから四七ａに縮少され︑農民の苦しい

りながら︑本土の一回分より少く︑年収三

表情が察知される︒米の収稚は年二回であ

の凄惨の情況は筆舌に尽し難い︒千四百隻

害を受けた地区で︑未だに立ち上れず︑そ

即ち︑南部地区︒この度の戦争で最も被

美風が残り︑旅人をして情緒を深からしめ

恵まれた所である︒古来からのなごやかな

区であるが︑今回の戦争の被害は全くない

万ｔではなお不足し︑カリフォルニヤ米を

の艦艇と三千の飛行機で猛攻撃を加えられ

そぞろに沖細永住の感を起こさせる︒産物

観も全く三者三様である︒

で扱っているので︑児童はドルの使い分け

た南部地区は山形が改り︑未だにその跡を

ている︒小学校の算数は︑お金の単位を円

は全部日本文部省の検定済みのものを使っ

に戸惑っているとのこと︒教育の内容は本

止めている︒農耕の場合︑畑から人骨が出

パインアッ︒フル︑バナナ︑甘薦が多く︑こ

は伊豆味を中心とした換金作物に変えられ︑

コザの丘に高麗芝で張り廻らされた広大
な白至の殿堂が︑ワトソン高等弁務官の公
舎で︑米兵が物をしく巡廻している︒沖縄

住民の生活を裕福にしている︒

の加工品が沖縄輸出額の王座を占め︑北部

れたが︑これは島民にとって一服の清涼剤︒

した︒一八○○○比の広大な地域には︑戦

都会のように︑西洋文化地域に容相を一変

は︑米軍基地になってから︑全く米本士の

中部地区︒淋しい農漁村であったこの地

する有様︒台風の国の面影は建築様式に表

の強風が吹きつのり︑風に起床し風に就寝

る︒これと別に︑冬には秒速二十ｍの北東

多い時は三十回︑少い時でも八回は襲われ

沖縄は台風銀座と言われるとおり︑年に

風俗習慣

塔﹂︑﹁姫百合の塔﹂︑﹁健児の塔﹂︑﹁バグナ

ー米軍指揮官の碑﹂等々︑摩文仁の丘は︑

迷う幾柱があるのだ︒牛島大将の﹁梨明の

北部地区︒本部半島から辺士岬までの地

使用し半ヵ年の食糧に充当している︒

土と全く同じである︒

てくる始末で農耕は全く不振︒この原野で

政治

昇天した十二万の英霊のうち︑未だに宙に

政治の一切はここから出ている︒実質的に
は米国領土︑潜在的には日本︑解るような
解らないような一種奇妙な形態である︒昨
年始めて︑島民の投票によって首席を決め

しかし︑島民の不満はまだまだ多い︒外国

に葺かれた正面に焼物の獅子が置かれて︑

われている︒赤・青・黄色の屋根瓦の縞麗

参拝者︑観光客の絶えることがない︒

旅行は無国籍者で扱われる︒漁船・客船は

車の原︑ドラム鰹の山︑嘉手納大飛行場︑

魔除け厄除け風除けの役目を果している︒

るようになり︑自治制が一歩前進した︒同

日本国旗の掲揚を禁じられている︒時に触

陸海軍兵舎︑整備された舗装道路︑場末の

塀は︑ブロックか石かさんどの塊で積まれ︑

じく昨年︑各戸に日の丸の旗の掲揚が許さ

れ折に触れて︑沖縄の日本本土復帰のデモ

い海水浴場が人の目をひく︒

できるだけ風圧を弱めている︒

黒人兵舎︑さては︑天人の使うような美し
おかげで︑島民の耕作面積は一戸当り六

は絶えない︒唯︑那覇は自由貿易港として
と言えばガソリンが無税なので観光バスと

栄え︑物価は本土よりはるかに安い︒安い
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をこの中に葬り︑三年経つとあらためて骨

住家より墓場の仏殿が立派で︑生まな遺骸

沖純島民の生活力点の一に葬祭がある︒

また落葉期が見られない︒

い︒従って畑は常時緑の衣を装い︑山林も

台風は﹁黄金の雨﹂と心待ちしているくら

え︑Ｃ二十七度前後で凌ぎやすい︒むしろ︑

せた︒なお島津藩は沖縄全島から武器一切

征服し︑年間米一万石と砂糖多量を進貢さ

︵慶長一四年︶薩摩の島津藩は琉球全島を

て大いに勢力を振った︒また一六○九年

移住し︑その後に辺土の八重山諸島や宮古

し男九一人︒男子は本土に出稼ぎないしは

琉球は女性の国である︒女一○○人に対

み出し︑今日の隆盛をきたしている︒

島民は仕方なく護身術として空手の術を編

を取上げ圧制政治を行った︒丸腰になった

である︒この費用は借金してまでも豪荘華

を拾い清めて壷の中に入れ︑恭しく肥るの

また王侯貴族の優雅な古典舞踊が保存さ

麗に行うのが習慣である︒

島から稼ぎに来る︒島民はこれらの人々を

沖細牧畜の王座は豚と牛である︒これら

日本領土と相成った次第︒

その後︑廃藩置県で沖細が生れ︑純粋の

れ︑蛇皮線に合わせて披露する様は︑観光

軽蔑する気持だが︑本土人に対しては師に

びんがた

の豚牛は琉球料理の中核体となり︑人々を

して舌鼓承を打たせる︒味は日本料理と中

ミス沖維に貝のレイを首に掛けられたこ

国料理の中間と思えば間違いあるまい︒

と︒団長として︑熱帯の美しい花輪を頂戴
ロバ︒﹃畠

お入り下さい入召ソーレー

したこと︒徳森・比嘉両先生に︑生活の全

カナサックイ

叩ゲヨウ／

オンジユイッペースー

が気候を形成している︒一・二月は千葉県

沖細には春と秋がない︒短い冬と長い夏

郎為朝が九州から追われて運天に上陸し︑

文そのものが綴られている︒また︑鎮西八

最古の神歌集﹁おもろ﹂の中には日本の古

沖細の歴史は日本民族の移住から始る︒

大壁ゆらりｊ︑と通りけり一茶

夏草や兵どもの夢の跡芭蕉

︵千葉県会員︑撫舞高校教諭︶

れたこと等々忘れられない思い出である︒

場のステージに立たされて民謡をうながさ

面にわたる案内説明を受けたこと︑国際劇

愛してちょうだいね愛シ呉ミソー

ユウオガ
今日は今日拝チマ
ビラ

いらっしゃいませ御見エ候ヘ

メソソーし

寧である︒二三あげると︑

沖細の方言は日本古文に見られ︑高尚丁

対するような敬虚な態度で接して来る︒

客をして陶然の境に追いこむ︒

高尚で美しい紅型の織物︑独特の芳香を
放つ泡盛もここに無くてはならない風物︒

琉球あちらこちら
琉球には鉄道がなく︑交通機関は専ら自
動車に依存している︒南端の辺境にも拘ら
ず︑舗装道路は八車線の幅員で東西南北に
張り廻されている︒ここでは右側通行で徐
行すると罰金をとられる︒ドライブの爽快

の四月の暖さ︒私たちの訪れた三月末には

その子舜天は優れた才能を発揮し︑中部を

エン

武方がとても好き御主一杯好チ

随所で海水浴が行われ︑紺碧の波に戯れる

制圧して土地の開発を行い︑産業を奨励し

本の半額以下︒

さは日本の比ではない︒その上︑料金は日

では夏だが東支那海と太平洋に囲れた島ゆ

彼らの姿が羨しかった︒三月から十二月ま
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○

湖北路は虹立ちやすし春の鴨
柚一人斧研いでをり董生ふ

岩の間に動くものあり水温む
仕合せは適度の多忙日脚伸ぶ

池の鯉見て静心稚若葉
雨となる人丸没しほととぎす
雨雲の走りかむさる栗の花
海風のや入強過ぎる端居かな

大橋越央子選

松江市栗間歌史

○

冴え返る月の妙義のまのあたり千葉県金杉茂穂

せせらぎの音を聞きつつ芹を摘む

山蔭にひっそり咲くや百合の花

縁台を緑蔭に据ゑ読書かな
○

盲ひとり蝿りに耳傾けて川越市小名木狂辰

聴りや洞を守りて禰宜老いたり
○

日を浴びて生を楽しみ耕せり埼玉県鷲宮葛人
○

侠客にゆかりの古碑や夏木立千葉県石橋香峰

○越央子

重ね着をして老夫婦梅雨に入る

築守は月を仰いで篠吹けり
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弘道 俳 壇

Ｉ本会だより一
第六十四回通常総会
五月二十九日早朝から新調の国旗が五月
空の会館屋上高くはためいている︒午前十
時から評議員会︒十一時三十分寿昌杯を総
代の馬場淑子︵故副会長服部宇之吉博士の
令嬢で最近特にそのおもかげを偲ばせる︶

あるが毎月第二火曜の夜五時半から二時間

に亘る博大深遠の会祖を知る為に少数では

県に於ける吉野中氏の大原︑緑川四郎氏の

余名の新婦人会員を勧誘婦人部結成に尽力

磐城市石川佐中社教主事の両氏は共に三十

白子︑岡野清信氏の天津︑特別会員故正恒

中であり︑特別会員松山廉氏の仙台︑千葉

会長の令息堀田正久市長の佐倉︑東平久雄

西村会祖の研究会を開いている︒会祖の著

目白学園大教授片山清一氏︑維新に於ける

身訓︑記憶録︑日本道徳論と社会的背策を

のゆかりの地向島で各支会結成の準備など

町長の平川︑評議員一条秀美氏が会祖旧居

日本道徳論︑往事録を山本哲生氏︑小学修

啓蒙の指標︑西村翁と明六社を武井正弘氏︑

る法人課税︑物価の値上り︑明年の本会創

明︒昭和四十年度の決算について改正によ

神町自衛隊一日入隊︑千葉県東部支会青年

の五百人募集のところ八百人の婦人会員の

支会の行事で出張した山形県心友会支会

がご講演︑満場の聴衆に深い感銘を与えた︒

のしつけを大橋富貴子お茶大教諭の三先生

の復興を大森曹玄新日協理事︑現代の子供

命を特別会員︑千葉三郎衆議院議員︑人間

磐城市民大学ではアジアの情勢と日本の使

海氏と西村会祖の三人が佐倉市から択ばれ

国掛だった堀田正睦公︑順天堂病院佐藤舜

は千葉県選定の十二偉人中︑閣老首班で外

が簡単にご紹介さして頂く︒特に堀田市長

間がなくなり出席の方左を失礼ながら渡辺

生涯について講演があった︒自己紹介の時

茂男特別会員順天堂大教授から西村会祖の

あって総会を終了︒鰻飯を共にした後小島

上表彰したいとの提案があり二三の質疑が

の校長から推薦の児童生徒善行者を審査の

次いで︑木下広居理事から全国小中学校

誠に心強く感謝に堪えない所である︒

国会図書館所蔵会祖の関係図書を朝倉治彦
氏がそれぞれ苦心の研究を発表されていて

立九十年記念の行事等を考慮して出来るだ

部の天津研修会︑春秋両度の総会︑秋田支

たので支会も再興して本会と協議の上記念

順次会誌に掲載の予定である︒十一月七日

け節約した︒四十一年度の予算は会祖著書

会の総会等皆それぞれ趣向をこらした意義

行事を催したいとの厚意的発言︑当間ふじ

さんに贈呈︒野口副会長の祝辞に対して謝

の印刷Ｉ往事録を予定︑記念誌︑祝賀会な

ある計画を進められている︒又会員各位の

辞あり︒

ど簡素で意義ある行事の計画で約四十万円

熱意によって会員の増募や支会結成の気運
村幸二郎評議員の二十名︑川越支会小名木

がと象にふえて来ている事である︒東京西

についてお話があり︑後藤三郎氏などから

さんからは本会の強化と沖継舞踊の活用等

任を報告︒次いで渡辺主事から重点的に説

あって議事に入り︑木下・渡辺両理事の再

総会は酒井会長病気の為副会長の式辞が

に重点をおいた事など：：：異議なく之を諒

を計上︑前年同様の制約の外に減価償却等

教吉幹事の三十名︑千葉県石橋香峰評議員︑

承︒

昭和四十年度の事業中本会では教育︑政

貴重なご意見を寄せられたのであった︒二
治経済︑学術︑外交︑軍事︑詩文等の多方面
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時すぎ玄関前で記念の写真をとり︑有志で
養源寺へ︒雨もよいの空の下会祖並に安井
息軒の墓前にお参りしてから会祖宗徳院殿
弘道泊翁大居士の御霊前に法要焼香して午
◇御芳志

後四時解散する︒

一︑金五百円也︵会祖法要︶

神戸光子殿︵茅ヶ崎市︶
中条国男殿︵東京都目黒区︶

一︑生花

◇御寄附

一︑金千円也松山廉殿︵仙台市︶

一︑金千円也関屋竜吉殿︵東京都文
京区︶

田町︶

一︑金千円也金ヶ江三郎殿︵佐賀県有

Ｉ

ｉｌ
支会だ よ り 一
東部支会役員会
六月十九日の日曜に︑八都小学校裁縫室
をお借りして当支会の︑役員会を開く︒午
より挨拶︑次に石橋理事より其の後の︑会

前十時︑内山副会長開会を述べ︑伊藤会長
務報告あり︑次の事項を協議決定した︒

台支会秋季総会を十月十六日と予定し︑
会場は良文地区に決定︒

口本会創立九十年の会員倍加運動の主

昭和舟七年八月廿三日逝去八十三歳

六代香樹院泰道蕉風居士

連日梅雨模様の七月十日︑当支会歴代会

長墓参会を実施す︒府馬修徳院に集合︑二

に至り三代布施亀次郎先生︒相ノ谷への青

代絵鳩伊之吉翁の墓参を振り出しに︑古内

旨にて︑新会員の勧誘紹介の件︒

白支会内に婦人部結成の件︒

り五郷内を経︑青田の道を高野へわたり︑

道を久保に至り︑初代渡辺操先生︒坂を下

り︑四代菅佐原源治郎翁︒更に阿玉台の山

田道︑緑の林続きの丘道を貝塚来迎寺に至

四青年部第五回研修会開催に協力賛助
さるる件︒

田累代支会長の墓参巡拝会を七月十日
実施するの件︒

川上に六代高木泰三先生︒それより舗装の

終って席上拍手裡に︑島田誠寿氏に寿昌
杯伝達をなし︑更に大平に席を移し宴会を

道一里︑小川や羽根川を経︑最終は小見川

墓碑文を班にかくす椎若葉内山小葉

初代存軒操先生の墓にて

︵東部支会理事石橋香峰報告︶

の諸氏なり︒．

秀夫︑高木豊蔵︑高橋朔司︑内山藤太郎等

菅谷正雄︑鈴木新司︑飯田寅次郎︑菅佐原

程四里余り自転車により実施︒会するもの

本願寺に︑五代寺本篤治郎先生と巡拝︒行

催して︑意見の交換と歓談に花を咲かせ散

会す︒︵東部支会報︶

東部支会墓参会の記

大正九年三月十八日逝去六十六歳

初代無逸院操誉履道存軒清居士
二代至誠宝院道覚光峰禅恭大居士
昭和四年一月十五日逝去六十六歳
昭和十二年一月廿三日逝去七十一歳

三代梅昌院善学道堅居士

昭和淵五年十月廿九日逝去九十二歳

四代積善院勲誉弘道芳洲清居士
五代洪範院篤誉仁教至道清居士
昭和廿三年十月廿四日逝去六十八歳
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七月八月は全国新旧のお盆である︒全家
族打揃ってみ魂をお迎えして︑思いがけな
い新盆はともかく︑うちわゆかたのなごや
かな中で今日の仕合せはご先祖様のお蔭で
すＯ本当に有難うございますと呼びかけるＯ
りましょう︒

もっとも庶民的な奥ゆかしい行事の一であ
◇敬神崇祖家内和合はかねて西村会祖が提
唱する所︒会祖が今尊徳と推称された石川
翁の翁たる所以を川上氏から︑更に中村︑

鎌田両博士から日中両国の史実に照らして
◇名古屋場所が千秋楽︒五十七年の晴の土

由る所を明かにして頂きました︒

俵の思い出を酒井会長ゆかりの二十四代木
とお伺いしました︒今縁台を賑わしている

村庄之助翁の市川のお宅で鳥海︑小島両君
藤原氏の語るアジア情勢︑石橋氏の沖細の
姿などとも思い合せて話題とされますなら
暑さきびしい折柄せいノぐ〜ご自愛の程を

ば幸甚の至りＯ
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吉川弘交館

日本美術史の概説催いかにあるぺきか︑この命題に向っ
て著者は多年真禁な研究をつづけられた︒木諜はその窓
味から単なる年代記的記述に終ることなく︑具体的様式
の史的展開を厳しく追求した異色の概説醤である︒

佐和隆研編

町田甲一著

Ａ５判／価一五○○円

Ｂ５判／価一五○○円

古寺巡礼や博物館の観賞に︑古美術の研究に信頼できる
手引害︒仏像の典拠になった経典・雌軌の内群をあげ︑
多くの作例写真を掲げてあらゆる尊像を網羅し︑さらに
各種の図表を付録に収めた便利重宝な図集辞典である︒

荻野三七彦著

Ｂ５判／価二五○○円

森穂著・

著者の専攻する古文書学の立場から印章の歴史を述べ︑
現代生活における印章の役割に言及する︒印章に童つわ
る種を相を解明して各時代の生活相に及び︑多くの写真
とともに興味尽きないものがある︒各新聞こぞって絶賛

東大史料編墓所

桂離宮は果して遠州の作なのか？︒堆大な史料・指図類
を考証し︑遺存する遠州好の作事を踏破して独自の結論
を導き出すとともに︑遠州の人柄に迫り︑彼の作風の真
髄を明らかにし︑もって遠州の事業を総合する決定版︒

東大史料編纂所が明治以来蒐集した花押を整理した本格
的花押集︒本書には平安時代の貴賎僧俗一三八四人の花
押を実物大で収録︒依拠する文書・典籍を掲げ︑またそ
の称号・本名・法名・出家・死亡年月日・年齢等を付記

久野健編

Ｂ５判／価一○○○円

Ｂ５判／価三○○○円

四六判／価九八○円

鑑賞と研究と辞典とを兼ねた画期的編成の彫刻史︒代表
的な写真をことごとく網羅し︑概説・年表・風土記・時
代の特徴と変遷・彫刻部分の解説・造像法さらに用語解
説等を収録︒初心者にも専門家にも便利な書とし好評︒

Ｂ５判／価一五○○円

森穂編

中川千咲編

権威者によるすぐれた写真と正しい解説︹主要月次︺日本
庭園の変遷史・日本庭園の作者と流派・日本庭園の棟式
と意匠・庭園の材料・日本庭園の細部・庭園の造り方と
遊具・現代の庭園界・庭園風土記・庭閲史略年表・索引

陶磁・金工・漆芸・染織など各般にわたる工芸の歴史を蝋
富な写真と巧象な構成によってまとめあげた鑑賞と研究
手引の図録集である︒付録に形の種類・形のうつりかわ
り．模様・実際の技術および工芸史年表などを併せ掲げた

鈴木敬三・他編

Ｂ５判／価一八○○円

Ｂ５判／価一三○○円

挑かれた絵画作品や現存する当時の過品はもとより︑そ
れらによって正確に復元された衣裳を実際に着装した写
真などを豊富に掲げた服装史の図録︒個殉の衣裳や着装
順などあらゆる角度から詳細に解説した︒︵古代ｊ室町︶

