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式辞
本日第六十五回の総会に当り各位の御参会を感謝致します︒我が
日本弘道会は昨年創立九十周年の式典を催し会祖西村先生に対する
景慕の念を新にしましたが︑本年は先生が活躍された明治の元年よ
り満百年に当り各方面に於て宏業明治の跡を偲び以て将来の興隆に
資せんとする気運があります︒もとより百年前と今日に於ては世界
の情勢も国内の事情も大きく異り一律には断じ得ませんが然かも先
生が憂慮された憂慮主唱された主唱は今猶お強く胸を打つものがあ
我が国が敗戦の苦蛾を経て僅かに二十年早くも戦前の国力を恢復

ります︒

し更に一段と飛躍の徴を示す今日︑一層充実の文化と潤沢の品性と
を期すべきは当然のことであります︒我々は縁あって会祖西村先生
の遺訓に親炎し多くの啓蒙を受けて来ました︒微力なりと雌も道義
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願する次第であります︒

昭和四十二年五月二十八日

社団法人日本弘道会長酒井忠正
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植樹祭の思い出

島津忠重

って電話で確定的にお伝えするとのことであった︒その後

が行なわれることに決定し︑その際両陛下もお出でになる

既に十年以前のことであるが︑鹿児島で植樹祭なるもの

その旨お答えした︒︲

私の了承したところにより一応書いてみることを受諾し︑

らね︑会の方左に御迷惑をかけて来てこそ居れ︑会の為何

私達は夫妻共長い間日本弘道会の特別会員として名をつ
等尽すことの出来ないのを常に遺憾として来て居たのだが︑

とのことで︑その期日より遥か以前に私達夫妻も帰鹿し︑

植樹祭の細かい﹁プログラム﹂等は既に記憶を去り残っ

両陛下のご着をお待ち申し上げることになった︒

ていないが︑私の方の所有地に近い大崎が鼻︵うさつがは

お待ちしていたところ︑遠路主事のご来訪を受けた︒
その際私は全く考えてもいなかったことだったのだが︑

先日会の渡辺主事から会いたいとの電話での御連絡があり︑

計らずも会の趣旨実践に多年精進し︑高齢を重ねたことで

よい斜面に植樹をお願いすることに予定してあったように

な︶の後の山に寺山という所があるが︑その辺の日当りの

思っている︒この地は現在の磯公園正門から海岸沿に大体

もあるのでといって﹁寿昌杯﹂というのを贈呈する云々の
右の際︑会誌﹁弘道﹂へ何か投稿をとのご要望を承わり︑

た所で︑その付近では標高も高く︑海との間に国道と鉄道

北の方︑つまり鹿児島湾の奥の方へ約二千メーターも行っ

お言葉と共に記念すべき立派な趣意書と木杯とを頂戴した︒

これまた大いに恐縮している次第である︒それには先ず大

各一本宛がある一つの岬で︑上から見た錦江湾の景色はそ

体テーマとでもいうようなことを承わる必要があるので︑

そのことにつきおたずねしたのだが︑一応は承わったが追
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位の場所で︑岬の頂上で湾内の方に突出ている所には一つ

の付近にはこの位の所は他に求められないといわれている

定した場所であった次第である︒

手づから植樹をして下さる場所として地元で最適として撰

そ若干似てはいるが︑湾内に泰然と浮かぶ桜島もなく︑名

有名なリビエラ海岸かナポリーであろうかＯそれは地形こ

にこの地点に似たような場所を強いて求むればフランスの

のが普通のようである︒私が今までに訪問した世界の各地

ならず︑皆異口同音に嘆声を発せざるを得ない気持になる

感想を抱かせられる︒そして︑この地点に来る者は私のふ

ねる毎に錦江湾の絶景を眺め得る絶好の場所であるという

のあずまやがしつらえられているので︑私はこの場所を訪

ことに計画が急速改められた︒これまた︑止むを得ぬ変更

灸に松の実︵種子︶を適切と思われる数量だけおまき頂く

亭の八畳の間の一室内に急設した木箱二個の内に両陛下別

件は急に取止めとなり︑その代りに磯公園内いわゆる喜鶴

東方の景勝の地点である寺山に両陛下の植樹をお願いする

朝来の荒れ模様で大風雨の為︑計画されていた鹿児島市外

方面からの低気圧が︑九州南西部に達してしまい︑当日は

前九州方面に近ずきつつあった相当強く且つ低い東支那海

そこで︑愈々植樹祭当日のことになるのだが︑その数日

︑︑︑︑

山高千穂の霊峰も薩摩富士の名で有名な開門岳も無く︑鹿

で︑このような大変更がよくぞ間に会ったものと関係者一

そこで︑両陛下はご乗車のままこの大風雨中一同お待ち

︑︑︑︑︑

の景観で︑冬期などにはリビエラの方にはフランスの艦隊

児島市の遠望も無く︑一口に表現するならば一画の海だけ

同ホッと胸をなでおろしたような次第であった︒

山からの絶景には敵すべくもない︒ただ︑海浜に接しては

とお進みになった︒両陛下は私の外にそこにお出迎え申上

申上げて居る中を例の如く︑正門から錫門︵瓦が錫製︶ヘ

などが避寒の為に来ている位のものであり︑とてもこの寺
柿︵渋柿︶の木が若干あったり︑オリーブや竜舌蘭などの
亜熱帯植物が見られたりしているので︑その点寺山と違う

史︵はるこ︑私の従姉に当る︶にも軽くごえしゃくを賜わ

︑︑︑︑︑

げていた先年まで宮中にお仕えしていた女官長島津治子女

さて︑話を前に戻さねばならぬが︑このように寺山付近

であるが︑芝生の所は別としても︑その他の場所はこの度

り︑愈庭の方から本屋の方へとお徒歩でお出でを願ったの

位のものである︒

は地形の為日当り工合もよく︑風通しもよいので県の植物

させてあったのだが︑この日の雨量はその厚さをも上廻わ

のことで一面に厚さ凡そ二︑三センチの砂を補充して入れ

前置が大変長くなってしまったが︑この寺山付近一帯の

り︑更にその上に約二︑三センチの溜り水が出来ている始

試験研究機関の演習林も設けてある場所である︒

地が先般の両陛下が植樹のため鹿児島にお出で下さって御
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末で︑全く手のつけようもなく︑両陛下にもお召しになっ

の一隅に更に一畳が加わり︑七畳の間になっている室で︑

ねばならぬ︒それは︑この喜鶴亭は予ねてから私達は不在

出発前東京での種々の準備があったことに付き述べて置か

の北へ続いて同じ大きさの八畳の間二室も続いており︑中

この室とは共に南面していてよい室であるが︑前記の居間

居間と同一画家の作であったと私は了解している︒居間と

用し︑又日中はその一隅に机などを置き︑書見や書きもの
︑︑︑︑︑︑
などしていた室であったが︑この室のふすまやらんま等も

この室は父が今でいうならば化粧室とでもいうものにも使

で留守にしている為︑自然室内の掃除︑手入等不行届の点

ここで︑この度両陛下にお出で頂くに就いては︑私達が

が多く︑且つまた本土中でもこの地方は一年中の雨量も相

供していたＯ盛夏の候などには日光から少しでも遠ざかり

央の室は父が寝所に使用していたし北端の室は種々雑用に

ているお靴のまま十数歩をおあるき頂いた︒

なども少なくなく︑障子の貼り替は勿論︑それらの手入︑

当多い地方なので︑ふすまや壁の紙なども痛んでいる場所

植樹祭の真意義である両陛下お手播き用の長方型の木箱を

︑︑︑

だいぶ余談にわたったが︑右の最後に述べた八畳の間に

得るというので︑午後になるとよくこの室を使用していた︒

︑︑︑︑︑

椅子のはり替えからじゅうたんの新調等万遺漏なきよう注
座にあるじゅうたんの専門店にその新調の目的で行ってみ

︑︑︑︑︑

意を払わねばならず︑東京出発前私は子供達を伴い東京銀

二個置き︑かたわらによく充実した精撰した松の種子をあ

私の考案により︑左の三種の磯付近産︵殊に磯公園内産︶

るので︑私からは少々毛色の違ったものをという気持で︑

の他知名人から地方の名物︑名産等を献上するのが例であ

うが︑今回のように地方へお出での節はいつも地方長官そ

そこで︑両陛下に何か献上品をというところであったろ

ことと思う︒

に喜ばしいことと思い︑両陛下もやっとご満足遊ばされた

おん目的を先ず先ず達せられたことになり︑私もこれを誠

お近くにいたので︑ここで始めてこの度の鹿児島お出での

︑

る小さな器物に入れて差上げてあった︒私は終始両陛下の

たところ︑それじゃない︑これではないの議論の結果︑や
っと八畳の間向けの先ず適切と思われるものが見当ったの

で︑早速それを鹿児島市外の磯公園にある喜鶴亭宛に送付
さて︑次にはこの家の間取等若干記さねばならぬのであ

方を依頼したような次第であった︒

︑︑︑

るが︑誠にお粗末なもので︑ただその壁やふすまの絵が金

る︒御座所に当てた八畳の間は小さい床の間もついてはい
泥に牡丹の絵で︑画家はたしかその人の幼時から父の許に
養われていた︑後に有名になった芳崖画伯の手になるもの
であったかと思っている︒そして︑その床の間の後の一間
廊下を隔てて小座というのがあり︑これは普通の六畳の問
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の植物各二鉢宛計六鉢を献上することに定め︑お手播の場
所近く別の台上に陳列させて置いた︒
一︑さつま小菊

本植物は薩摩原産の野生の小菊で︑他には産せず︒そ
の花の一部分に油分を多量に含有し往時からこの油は
傷によくきくとのことであり︑また︑現在の日本の菊

︑︑︑︑

にはこの菊の血統を引くものがあるとのことで︑一つ
の珍品である︒
︑︑︑︑︑︑︑

二︑淡色げんのよようこ
︑︑︑

ようこの珍種で︑日本内地の他の場所にあるのは皆白

磯邸の裏庭から山の方にかけて多数見出せるげんのし
花であるｏ

︑︑

三︑ぼうらん
多分枠開と書くものと思うが︑茎も葉も殆んど同大同

色の緑一色で棒状を呈し︑一見珍しく︑らん科植物で
ある︒松の木などに寄生するのが普通のようだが︑苔
ないが奇型で︑あまり他にはその比を見ない︒一般に

むした大きな石の上などにも寄生する︒花は美しくは
地表近くに寄生するけれども︑高い松やその他の木の
枝上にも繁っているのを性々にして見ることもある︒

ら私の妻の方へ何かの電話の序の節わざわざその旨お知ら
せ下さった︒

︑︑

因に私の妻は保科女官長事故引込中︑足掛三年間女官

長代理として皇后陛下のおそばに仕えていた︒

以上は鹿児島ご滞在中の一日の話であるが︑その翌日で

あったか市内の保育施設や盲人の学校等をご訪川になり︑

種々ご下問やお言葉など賜わり︑いつもながらのことでは

あるが︑私達は勿論︑地方長官や関係者一同の喜びや感激

は又格別のものがあった︒それから老人達をおいたわりに

なったり︑病院等ご慰問になったりしてお言葉を賜わった

りすると鹿児島などでは一隅一同感激して︑皇室の有り難

それから︑是非共書きしるして置かね繕ばならぬ大事なこ

︑︑︑

さを身を以て体験するのである︒

とが一つあった︒それは前述のお手拙が終った直後︑私は

時から育った室をご覧頂かねばとかねてから考えていたの

皇后陛ｆに中し上げお母さま︲つまり私の姉の一人の幼

で︑そのことを申し上げたところ︑天皇陛下も是非見に行

くと仰せになり︑あまり汚れているので一応お断り申上げ

︑︑ｎ

たけれど︑是非との仰せで︑近い所でありご覧頂いた︒室

からは中庭の池の眺めなどにしばし御足を留めさせられ︑

生みの御母︑先きの久迩宮大妃殿下もさぞや涙で感激され

私も喜ばしく思ったが︑既に亡き私の実姉即ち皇后陛下の

たことと思い︑今では鹿児島であればこそ︑島津の家であ

以上を献上したところ︑生物をお好きの天皇陛下は大層お
たが︑その翌年右の植物が次套と開花したとて︑女官長か

喜び下され︑東京にお持ち帰り下さったことは承知してい
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れぱこそと当時を偲びつつ私も感激に耐えないのである︒をお持ちの天皇陛下︑も度々﹁そうか︑そうか﹂と仰せ下さ

この中庭の池は父が常に金魚を卵から育てていた由緒あるっ・た︒四二︑六︑八稿

池であり︑そのことも申し上げたところ生物に深いご趣味︵特別会員︑園芸文化協会長︑全日本間協会長︑島津興業会長︶

ず︒民家日用の家屋器具より以て薪炭の類に至るま

山林の国家の益を為すことは一々之を数ふくから

あり︒往年農商務省中に山林局を置き︑山林の事を董

力を尽さざるべからざるなり︒政府にても蚊に見る所

く︑又樹木の種類にも富み居れば︑山林の業には尤も

山林

で︑林材の一日も開くべからざるは︑余が多言を要せ

西村茂樹

ざるなり︒加ふるに山林は水源を給し︑土砂の崩壊を

を見ること能はざるなり︒又全国の山林を大林区小林

区に分ち︑夫々の官吏を置きて之を監視せしむれど

督せしも︑其法未だ宜きを得ざるか︑未だ良善の結果

に付すべからざるなり︒西洋諸国殊に独逸の如きは︑

防ぎ気候を良善にするの功あり︒山林の事決して軽忽
山林の学山林の業に力を用ひ其発達甚だ顕著なりと間

八万七千三百六十三町は其管理外にありて︑其盛衰栄

も︑其監視する所は官林に止まり︑民有山林の七百十

枯は之を問ふことなし︒是未だ其法を得たる者と云ふ

けり︒本邦の如きは︑山林原野の広きこと田畠宅地に

過ぐこと五倍なり︒加ふるに気候和順雨量湿気甚多

（6）

べからざるなり︒明治二十四年官林の収益は六十六万
七千二百三十二円にして︑林区署の費用は四十九万三

千百五十八円︑外に調査費四万九千七百二十八円あ
り︒全国官林の大さ七百十八万三千九百四十六町にし
て︑之に従事する官吏数百人に下らず︒而して其益す
る所一年十二万四千三百四十七円に止まる︒其利極め
て小なりと云ふくし︒前田氏の調査に依ると︑我官林
の面積は普国より多きこと殆ど二倍半︑法国より多き
こと殆ど六倍なり︒而して其収入を間へぱ︑我百町歩
の収むる所六円余︵卜七年度調︶にして︑普国は五百
ね清薄季候亦寒冷にして︑樹木成長の度︑我に比すれ

四十四円余︑法国は五百四十八円余なり︒彼は土地概
ば頗る遅緩なるを免かれずと雌も︑其利用の道を講究
して怠らざる結果終に能く此の如し︒登勉めざるべけ
んやと言へり︒然れども現今は創成の時なれば︑敢て
其収益の多寡を間はず︒只其山林益を繁茂し数十年の
後に至りて其効を顕はせば可なり︒然るに今日国中を
旅行して山々の有様を見るに︑大抵は裸山にして樹木
の生殖する者は甚稀なり︒岩石又は砂山ならば己むこ
とを得ざるなれども︑其裸山にも稚木雑草皆能く生長
しあれば︑若し樹木を植付くるときは︑必ず能く生長
せんことは問はでも知るべきことなり︒其他は官有地

なるか民有地なるかは之を零にせざれども︑兎も角も

か地方官の管轄か是又之を知らずと雌も︑之を放置し

日本帝国の地面たるに相違なし︒其川は山林局の管轄

て森林と為さざるは︑其責必ず帰する所あるべきな

を設けて之を奨励せり︒然るに全国十分の七を領する

りｏ現今官民共に農事には頗る力を用ひ︑種々の方法

なるか︑何れか其一に居ることなるべし︒夫木材は本

山地をぱ棄て顧みず︒官の親切ならざるか︑民の怠惰

国の用途甚多きのみならず︑隣国支那の如きは土地広

く人口多くして常に木材の不足を告ぐ︒本邦の林木何

の進ますることはなかるべし︒況んや今日国内に於て

狸増加するとも︑之を支那に輸出するときは︑其販路

炭の如きは漸々欠乏を告ぐるの状あり︒鉄道の枕木の

も︑帆梢電信柱を得るに︑頗る其得難きを苦しみ︑薪

如きは︑今日以後其用幾多を増加すべきかを知らず︒

夫れ山林は今日之を楠るも数十年の後に非ざれぱ其用

を為さず︒宜く政府にて速に植樹のことを勧誘せざる

べからず︒邦人の性たる︑多く目前の利に汲々として

百年の後を計ることを知らず︒是を以て山林の如き

誤まれるの甚しき者と云ふくし︒︵国家道徳論ｌ山林治川より︶

は︑動もすれば之を放置して願象ざるに至れるなり︒
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量の約三分の一に相当するものを︑約五億ドルもの外貨を

使って︑輸入しなければならないといわれておるのです︒

これまでに記しましたように︑国の産業のために重要な

使命をはたしてきておりますことと同等か︑あるいは本来

はむしろそれ以上に︑極めて大切な役割をはたしておるこ

とを忘れてはなりません︒すなわちそれは︑いわゆる国土

い︑まことに多目的な︑さまざまな貢献をしている︑わた

の保全であり︑人間が生活していくために必要な︑巾の広

ゑましよう︒

くしたちの森林の姿と︑その実力をもう一度よく見直して
森林と産業

最初に私たちの身辺に森林からの生産物が︑どんな形で

ひしめきあっているかを考えてゑて下さい︒農林省の公表
３

によりますと︑昭和四十年度の木材総需要量は約七千七百

万ｍを超え︑その過半が製材︑その他としては︒︿ルプ︑合

いながら︑木炭や薪などに使われるものもかなりあります︒

板︑坑木︑繊維板︑とくに最近では著しく減少したとはい

これらの総量は︑昭和十年の頃の数量の約四倍近くにふえ

ことが一番大事なことですが︑なかなか簡単にはうまくい

うな需要をまかなうためには︑国内の生産獄を増加させる

３

十五年の七千百三十万ｍを一○○としますと︑その後五カ

ております︒そして最近の変化を見て象ましても︑昭和三

興にともなう急激な経済の進展︑とくに木材を原料とする

年間に一○七・七％に伸びてきたことになります︒このよ

上廻る伐採がつづけられた次第であります︒そしてこの頃

関連産業の繁栄にあおられて︑年々全国の全森林の産業を

に乱伐があげられます︒さらにこれと併行して︑戦後の復

そして終戦後あわただしい戦後復興用材供給のための過伐

ょうか︒この原因としては︑例の戦時中の軍用機としての

も︑また国民運動としても︑強調されているのはなぜでし

それなのに国士の緑化ということが︑政府の方針として

常に進んだ︑世界有数の林業国ともいわれるのであります︒

い森林国といわれております︒そしてまた︑技術的にも非

りまして︑その様相は極めて多岐多一様で︑世界でも珍らし

質地形︑植物分布などが︑非常に︑︿ライェティに富んでお

わがくにの山々は︑緯度が長い範囲にわたり︑気候︑地

灘驚

では︑国全体の木材の需要にこたえるためには︑全体所要
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蕊蕊

の影響をうけて︑薪炭の需要は激減しました︒すなわち︑

しかし︑最近の著しい経済の発展にともなう燃料近代化

入のことを︑随分気にされる有識者も沢山ありますが︑私

きません︒止むを得ず相当量を輸入しております︒この輸

ってしまいました︒したがって︑薪炭林といわれたものの

おりましたものが︑この頃では大体その四分の一程度にな

伐採が急に減ったために︑そのあとに薪炭材よりは価値の

昭和三十年前後には毎年約二百万トンの木炭が消費されて

るものとは考えられないと思うのです︒現実に輸出してく

高くなる針葉樹の植栽をつづけていた造林面積もまた激減

は︑世界の木材資源の実相や︑船運賃とか労働賃金の推移

れるところがある内に︑受入れておいて︑その間に少しで

などのために︑はたして将来も輸州できる国がそう沢山あ

もわがくにの森林に力がついてきて︑将来の生産力が増加

らばかりではありませんが︑最近における造林面斌の推移

したのも止むをえない次第であります︒このことの影響か

それでは果して︑わがくにの森林に力がつきつつあるの

されることにむしろ期待を持つものであります︒

ールであったものが︑昭和四十年度には約三十七万ヘクタ

ールに減少しております︒このうち国有林は七万五千から

をみますと︑昭和三十六年の造林面積が約四十二万ヘクタ

約九万ヘクタールにふえておりますので︑民有林における

でしょうか︒最初にふれましたように︑戦中戦後の過伐や
けに思わざる台風があったり︑あるいはまた全国各所に︑

乱伐の跡仕末がなかなかうまくいかないうちに︑立てつづ
集中豪雨が発生したりしまして︑森林の荒廃は甚だしく︑

造林は減激していると見られましょう︒

な抑制対策を立てたりしたことがあります︒その後国を挙

法を改正して︑個人の森林でも︑若い林は伐採しないよう

半分ずつを分担しているようです︒すなわち︑わがくにの

︵会社有林も入れて︶です︒そしてその伐採量は双方大体

の約三分の一が国有林で残りの三分の二が公有林と私有林

わがくにの国土の約七割が森林といわれますが︑大体そ

政府の治山治水対策は真剣につづけられております︒それ

げての国土緑化運動の推進と︑政府の処置の結果などと相

重要でありますが︑その経営規模は零細なものがきわめて

林業生産の約半分をになっている私有林の役割はまことに

らの傾向をうけまして︑政府では︑昭和二十六年には森林

ましょう︒そのため︑最近では伐採制限も緩和されまして︑

数の比率では約九一％にも及んでおりますが︑これらの人

多いのであります︒すなわち︑五町歩未満のものが︑林家

まって︑遂次森林の復興も進んで参りつつあるものといえ
国の全体計画の中で︑都道府県知事が策定する森林計画に

之の総面積は約四○％に達していません︒このことからお

そって︑国と都道府県の指導のもとに︑伐採と造森のバラ
ンスがとられていくように努力がつづけられております︒
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は一般に停滞的であることを︑先般発表された林業白書

分りのように︑経営基盤が極めてぜい弱で︑その生産活動

所有者以外の公共の利益の保全をはかるべきものでありま

林面積の概ね一○％位におよびますが︑これらは所有者の

た保安林というものを指定しております︒保安林は︑全森

す︒森林はそれぞれの所有者の持てる場所による宿命的な

経済的なねらいは第二義的であって︑第一義的には︑森林

ものがあることは否定できないようです︒一般の森林につ

︵林業年次報告︶が強く指摘しております︒これで︑わが

ために︑国有林の経営の在り方が強く検討されております

くにの森林の繁栄をどのように考えていくかということの
が︑それにもまけない位頭の痛いのが︑この私有林の経営

関係︑保健との関連でありましょう︒国立公園︑国定公園︑

最近とくに大きな問題となってきましたのは︑風致との

そった取扱い上の制限が要求されております︒

けですが︑このような保安林の所では︑それぞれの目的に

も経済的な取り扱いがそれぞれの立場で研究されているわ

いても︑十分実地をしらべて︑自然にそって合理的でしか

森林の公共性

改善をどのようにすべきかということでしょう︒

森林の存在は︑私どもの生活の中では︑丁度太陽染たい
のです︒曇った日や寒い日などに︑太陽のことを思い出す

なものでありまして︑普通そのありがた桑を気にしないも
ように︑水が少なくなったり︑反対にまた災害があったり

な要求としては︑学問的なねらいから求められている︑自

の関連のある森林の取扱いであります︒そしてまた︑高度

然の保護ということであります︒生態学研究グループから

県立公園その他公共団体の所有と管理にかかる国民衛生と

繁茂した森林から流れている河川が︑豊富な飲料水をは

す︒

じめとして︑農業用水や工業用水をまかなっております︒

強い要望があり︑学術会議でとりあげられようとしており

しますと︑森林の本来の存在価値を見なおすものでありま

森林が荒廃し︑はげ山の状態の所では︑河川の流量が変動

また︑いわゆる山林原野地帯でなくても︑都市近辺にお

ます︒

のために︑政府は常に国全体の山をよく茂った正常な森林

的で︑下流の人々に常に多くの不安を与えております︒そ

い方が著しく脚光を浴びてきつつあります︒さらに問題な

ける森林の在り方︑つまり都市近郊における森林の取り扱

のは︑都市の中における森林︑樹林︑並木︑その他住宅地

の状態に復活させること︑さらにその状態をよりよいもの
必要な場所には︑公共の危害を防止し︑福祉の増進のため

と樹林帯との関係が非常な関心事となろうとしております︒

に維持増進させるための努力をつづけております︒そして
あるいは他の産業の保護を目的として︑特定の制限をつけ
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られた事があったでしょう︒このようにはげ山の連統して

となく不安を起させるものであるかということに思いあた

見えるところでは︑国土緑化ということが端的に皆さんの

大気汚染ということと︑その緩和なり︑防除のために︑樹

頭に理解していただけると思います︒そしてまた︑こうい

木の集団がどのような効果をはたしうるのかということが
景のもとに︑昨年来︑科学技術庁の要望のもとに︑農林省

でもよいから︑汽車に乗って︑車窓から川々を眺めてゑま

急テンポに興味をそそりつつあるようです︒このような背

しよう︒瀬戸内海沿岸のようにはっきりはげ山が見えない

ところが︑問題はそれ以外のところにもあるのです︒どこ

国土緑化の第一歩は︑今や都市の緑化にもつながってき

ところでも︑森林の内容が非常に悪くなっているところも

う時に対しては︑いろいろの対策がとられつつあるのです︒

ました︒国土緑化の最先端は︑私どもの身辺の環境緑化か

るようです︒

ら始っていることを︑うかつにも忘れていたのかも知れま

減ったために︑薪炭林が伐採されてその跡地に針葉樹が植

多いのです︒さきほども申し上げましたが︑薪炭の需要が

の林業試験場の中堅研究者グループの活動が開始されてお

せん︒東京都下︑三多摩地区では︑ベッドタウンを造成す

れつつあります︒東京都二十三区の真只中の︑殺風景な集

化され︑コンクリート住宅が立ち並ぶ予告編が繰り広げら

くて︑伐りっ放しで雑草が生えているところも少なくない

また車窓からは緑色にみえていましても︑それは林ではな

低い薪炭林のままで放置されているところも多いのです︒

えかえられるというようなことも行なわれないで︑材仙の

じん

るために︑丘陵も︑緑の林も︑すべてが一網打尽に平坦地

中地区の二の舞をやろうとするのでしょうか︒何となく残

いわれましても︑一般の人左から見れば︑遠目には︑一応

念な気持に迫られるのですが︑何とかならないものでしょ
このようなことを予め察知して︑国土緑化のスローガン

あおく茂っているように見えていますので︑それほどの騒

ようです︒日本の森林は︑遂次生産力がおちているように

には︑都市の環境緑化︑学校の︑そして家庭の環境緑化は︑

うか︒

すでに早くから強調されておるところです︒

わがくにの森林資源を作り上げ︑国土の保全と水源のか

国土緑化運動のあらまし

に農林省のお役人が責められるぐらいのものです︒

った時に︑また木材の輸入量がうなぎのぼりにふえるたび

ぎ立てはないのです︒ただ大水が出たり︑土砂の流出があ

国土緑化
皆さんが︑飛行機で瀬戸内海上空を旅行されるとき︑あ
るいはまた︑山陽本線を旅行されるときなどには︑荒廃し
た山の多い地方が︑いかに殺風景であり︑人の心の中に何
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、

ん養をはかり︑併行して生活環境を緑化して﹁文化国家﹂

国土の緑化に多大な貢献をしてきているのです︒そしてた

化推進委員会﹂を作って︑相呼応して連繋を密にして年々

動の総合的推進をはかることとし︑地方には﹁都道府県緑

十日に︑東京に↑﹁国土緑化推進委員会﹂をおいて︑緑化運

ものでありましょう︒戦後間もない︑昭和二十五年一月三

きました︒

樹︑病院︑体育館︑公民館などの公共的植樹が行なわれて

破し︑水源林︑防風林︑学校林︑学園の緑化︑公園︑街路

超えまして︑二十五年以来の累計は二十一億三千万円を突

百万円であったものが︑四十一年度には︑一億九千万円を

もご承知のとおりであります︒昭和二十五年には︑二千二

と︑全国を挙げて︑緑の羽根募金運動が展開されますこと

またこれと併行して︑毎年春先きの造林時期になります

私は思っております︒

んに山林への植林だけでなく︑都市︑農村︑職場︑学校︑

を築こうというのが︑国土緑化運動のねらいともいうべき

病院︑家庭など国土の全般にわたって︑全国的な緑化運動

日本を背負って立つ青少年の緑化意識のかん養と︑人格形

学校植林と学校における環境緑化コンクールは︑将来の

そして毎年両陛下の行幸啓のもとに︑全国民の代表が参

和二十五年の実施枝は約五千四百校もありましたが︑最近

成のために大きな効果をあげつつあるものと信じます︒昭

が継続して行なわれておるのであります︒

いう一大行事が展開されてきたのであります︒これは︑全

に少なくなってきました︒しかし長年の努力によって︑遂

は造林対象地の入手が非常に困難となって︑参加校は非常

加して︑持廻り当番県の多くの人々とともに︑挙国造林と
国各地に︑強い造林思想をふきこんだだけでなく︑国民が

ます︒

次学園の緑化が促進され︑青少年の情操教育に役立ってい

自らの手を土まみれにして︑天皇皇后両陛下と膝を交え
て︑親しゑ深い造林合唱をかなでてきたところに︑一大国

このような一連の緑化運動の進展にともなって︑数年前

民運動としての意義と︑身近かな喜びが一億国民に伝わり

から︑﹁文化の森﹂の建設運動がおこり︑公害にすさんで

地におこっております︒主た︑国有林の一部の活用なども

つつあるのです︒両陛下とともどもに︑同一の場所で︑同

あって︑明治百年記念にちなんで︑﹁国民の森﹂の計画が

いく都市の近辺に憩いの森林を造成しようという計画が各

とを願われた両陛下のお思召と︑わが国土をすゑやかに緑

ょうか︒戦後のわがくにの森林の復興の一日も早からんこ
化し︑わが郷土の緑を豊かなものにしたいと念願する国民

あります︒すなわちそれらのあらましは︑野帆︵札幌営林

じことをするという︑こんな楽しいことがほかにあるでし

の一人一人の気持が︑相通じた︑まことに蛸しい仕事だと︑
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〆

局管内︶︑仁別︵秋田営林局管内︶︑那須︵前橋営林局管
内︶︑高尾︵東京営林局管内︶︑定光寺︵名古屋営林局管内︶︑

箕面︵大阪営林局管内︶︑面河︵高知営林局管内︶︑金峰Ⅲ
︵熊本営林局管内︶の八か所の国有林が予定されておりま

すが︑大きいところは約千町歩程度︑小さいところでも大
八王子市内の高尾のものと︑大阪市郊外の箕面のものは︑

体五百町歩位とのことです︒これらのうち︑とくに東京都

呼ばれる模様であります︒いずれも本年から着手される様

厚生省と共同で処理される由で︑この二つは︑明治の森と
子で︑林内遊歩道や各種展示的なものが施設される由です︒

国土緑化とエピソード
これまでに記しましたことから︑国土緑化の大事なこと︑
国土緑化ということが国を挙げて実施されていることなど
ご理解いただけたことと存じます︒本年に入りましてから︑
国土緑化推進委員会の機構が一層強固なものに改組されて︑

従来の業績を反省しながら︑こんご一段と強力な国民運動
を進展させようとの意欲がみなぎっておる模様でありまし
て︑まことに喜ばしいことと存じております︒

従来の国土緑化連動展開の中で︑毎Ｈ新聞社が協賛的立
場から︑昨年夏︑﹁県の木﹂の制定運動をおこし︑農林︑

文部︑厚生︑建設︑自治等の各省の後援協力のもとに︑全
国全都道府県の﹁県の木﹂を制定したのであります︒

私たちは︑国土緑化の問題を考えるにあたって︑この

﹁県の木﹂をひもといて承ることも興味あることでしょう︒

そしてたまたますでに制定されておりました﹁県の花﹂も

﹁県の烏﹂も併せて勉強してみましょう︒国土緑化によっ

て健全な豊かな緑が築きあげられる中に︑美しい花が咲き

かわいい烏の声に気持を柔げられることの仕合せをかみし

こんご皆様の一層のご理解とご協力によりまして︑わが

めてみましょう︒

にしてくれることを念願するものであります︒また皆様方

くにの国土がますますその緑を増し︑私たちの生活を豊か

るための︑ご相談ごとがありましたら︑最寄りの都道府県

を通じて︑国土を緑化するための︑身辺の緑を豊かにされ

庁の林業関係の役所または駐在員に︑あるいは︑近くの営

林局や営林署に︑手近なところにある国または都道府県の

林業試験場︑林木取扱場などに︑遠慮なくお問合せ下さる

Ｊ

のが便利です︒Ⅱ本林業技術協会︵東京都千代田区六番町

な相談相手として︑十分お手伝できると思います︒

く

七番地森林記念館内電話川五二八一︶もまた皆様方の親切

︵前日本林業技術協会専務理事︶

石田小植林かぞえうた

学校林を育てましょう

一つとや人をいつも協力し

下刈りつる切り真剣に

二つとや︑ふだんの努力が実を結ぶ
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基夫

辺にこのユリが咲き乱れていたことが記されて居り︑この

帝︑奈良佐章川辺ではじめて后とお会いになったとき︑川

サイ

の関係はなお古く神武帝にまでさかのぼります︒古事記に

となり︑路を照して難をお救いしたと︒このユリと皇室と

山路暗くして苦しまれ給うや路傍の白ユリみな変じて紅花

伝説があります︒古く南朝の帝が笠置を落ちさせ給うとき︑

居り︑このユリの花が桃色なのには大和地方に次のような

と思へこそ今の真盛かも美しみすれ﹂などとうたわれて

ゆりも逢はんと思ひそめてき﹂﹁早由理花由利も逢はん

サユリパナニリ

サュリは古く万葉集に﹁ともしびの光に見ゆる佐由利花

サニリバナ

そういえばヤマュリは現在神奈川県の県花です︒一方サ

倉武士をあらわしているともいえます︒

い宮びとのユリとすれば︑ヤマュリは剛勇無双な関東︑鎌

水

日本の誇りユリの花
Ｉ特にヤマュリとササュリー

世界には約一○○種類のユリがあり︑日本全土の山野に
は一七種類が野生するが︑すべて美しいものばかりで︑ユ
リこそ日本が世界に誇ることのできる植物ですＯ

純白の鉄砲ユリ︑桃色紋りの鹿の子ユリ︑緋赤︑可憐な
姫ユリ︑色彩ゆたかな透﹃一リなどそれぞれの美しさがある
れているのはヤマュリとササュリです︒

が︑最も日本的な美しさを持ち︑歴史的にも古くから知ら
ヤマ﹃一リは近畿以東︑東北までの各地に︑ササュリは中

部以西︑中国から四国にまで広く野生して居り︑東海︑近
畿には両方が混生している処もあります︒ヤマュリの花は
径三○センチ以上もあり︑草丈も高く︑香は強烈で雄大︑

男性的な感じに対し︑ササュリは花は桃色︑香もほのかて
草姿繊細で女性的です︒ササュリを奈良︑平安朝のゆかし
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清

︲Ｉ

ｰ

イスキヨリ

飾っているのです︒現在大分県竹田市の市花はこのヤマュ

リですが︑これもかの竹田城吐から飛び散ったもので︑本

この二つのユリはかってはその地方到るところで美しく

当の自生ではありません︒

咲き乱れ︑詩や歌にまた絵画となり︑また日本を訪ねる外

国人の目を見はらしたものですが︑最近では余程山に入ら

のユリの球根が非常に美味しいので戦中︑戦後の食糧難時

なければなかなか群生は見られなくなりました︒これはこ

キング熱によるハイカーが花を手折ることも大きな要因で

代に球根を堀り取ったことにもよりますが︑近ごろのハイ

す︒花を取られれば種子は出来ず︑種子が出来ねば子孫は

殖えない︑絶えていくばかりです︒

国土を愛するということは先ず植物を愛することからは

イザガワ

じまります︒日本の山野を再び美しいユリの花で一・︿イに

サイグサ

︵神奈川県立フラワーセンター大船植物園園長︶

したいものです︒

比売命を祭神とする奈良市の率川神社で︑このユリを酒樽

ヤマュリにはこのような桑やびた話はないが野生のない
はずの四国や九州にもところどころにこのユリの群生を見

ほえむ顔にあせ光る

石田小植林かるた

のしく植林力を合わせ

労も忘れる木の育ち

れらの苦労は未来の宝

た草を刈れば真白な百合におう

Y

ることがあります︒これは大抵城跡の附近が多いのですが︑

これには次のような話があります︒ヤマュリ香る関東から
遠く四国︑九州に移された大名がこのユリの球根を運んで
城中に植え︑平時は美しい花を見て故郷をしのび︑いざ戦

しくたわほ

︵ユリ祭︶に伝わって居ります︒

に飾り︑このユリを持った正女が神前で舞う床しい三枝祭

・上メｊノ一ミコトｑ

美しいロマンスは現在でも毎年六月十七日︑后伊須気余理

隆

さとなり篭城のときには︑この球根を堀って非常食にした

ハ ハ ヘ ハ ハ

／可P−、

ー

そうですが︑この種子が附近に飛び散って︑山野を美しく

V
V

V
V

kLOノ

典

石川理紀之助翁の山林経済の道

明治四十年︑石川理紀之助翁は山田部落の人々の集会で︑﹁山林
経済の道を守るようにＩＩＬという標迩で話をしている︒

上富三

にとって重要なものであったろうか︒

遺言しなければいけない程︑この部落

しからぱ︑山田部落の山林は︑翁が

いわけではないか︒

部落の人々への遺言であると考えてよ

いわゆる﹁死計﹂の年齢になったとして︑死の覚悟を蛍めて日々の

明治四十年といえば︑石川翁は六十三歳である︒この数年前から

こと︑我が子孫に対する如き心をもちて努力すべし︒⁝⁝と︒

落の山林の大なる恩沢を感謝し︑益を樹木の子孫の為に繁栄を計る

⁝⁝されば他村の山林不足のための不自由なる有様を顧みて我が部

証なり︒よくこの理を考へて其の功徳に報ゆる心なかるべからず︒

にする傾きあり︒これ常に大恩をいただきながら其の恩を思はざる

はざるに等し・諸子動もすれば山林の多きを頼みとして︑薪を粗末

やや

ば別に苗を取立て置かざる如きは︑こは恰も自分の子孫の継続を恩

あたか

Ⅱ

生活をしていた翁であることを思いあわせると︑この講話は︑山田

ｌ山田部落峰恵憲れるところの少ない小さな村である︒が︑

川

から部落民は︑この山林の恩恵を忘れずに樹木を大切にしていかな

924

周囲が山で︑その山林の恵みをうけていることは非常に大きい︒だ

けれ︑ばならない︒

そのために︑この山田では︑前から定めてある﹁山林伐採法﹂を

忠髪に守るようにすることが必要である︒ｌ石川翁は心をこめ︑

語気を強めて話を続ける︒ｌ我か川田部落の山林伐採法に柴は十

その他

ず︒これ子孫を思はいものの所業なり︒松杉の如きは一度伐採すれ

らずして時々之を伐り︑遂に其の根株をも絶えしむるものなしとせ

できないことになる︒しかも︑この二九畑の中︑村共有のものが

合︑この山林めもつ生産力︑経済力というものを度外視することは

上の表にみるように︑山田部落は総面積一七六畑の中山林が一

年を以て一期とするは︑人にたとふれば︑十歳の幼児たるに似た

山
林
'
'
'
9
0
4
6
原野 22

一九畑もある︒田の三○畑と比べて︑山田はまさ一﹄山林の村という

宅地1.46‑1

り︒入若し十歳にして世を終りなぱ︑人と生れたる甲斐なからん︒

f
f
l
I
3
0
.
1
2
5

庭ふさわしい状態である︒だから山田部落の経済を考えていく場

畑 2｣53

しめて其の子孫を継続せしむべきなり︒然るに十年一期の徒さへ守

176.034ha

故に柴は刈取りたりとて︑其の根を枯らすことなく︑更に芽を出さ

山田部落総面稜

（16）

〜『‐qー、､､へ.'･〜0.､シ、8'､､ノコ0.f･、

九九畑もあるというにおいておやである︒石川翁が︑山田部落の経

毎年︑春の経済会で山分けのこと︑山林保護見まわりのことなど

翁はこの経営を強力に推進した︒

は欝蒼たる森林となり大樹の立林あり︑年を輪伐を行える薪木林あ

﹁：⁝・予が山田村経済会に於ても︑山林の養成を定めしより︑現今

五年たった明治三十六年の頃には︑

を協議︑盗伐乱伐を防止して計画のとおりおしすすめた︒そして十

済更生をめざして︑山田部落経済会を発足させた明治十八年の頃か
らここに着眼し︑山林経営に努めたのは当然のことである︒
更に注目しなければいけないことは︑明治十八年当時︑この個人

り︑又棟山等の設計もありて︑既にその功を奏せるなり︒⁝⁝﹂と

持ちの二○地の山には古木が一本もないまでに伐り尽くされ︑村共
ならずして全部裸山になるような運命にあったということである︒

有の山林も無計画に次々に伐採されて︑このまま放置すると︑数年

ったのである︒

いうほどまでに成功したのである︒樹木緑に茂げる豊かな山田とな

十七︑八年戦役の戦勝の結果︑国民の気分が次第に浮華軽薄になが

しかし︑翁には一まつの不安なきにしもあらずであった︒明治三

むね

ましいおきてがあったために︑思いどおり伐ることができなかった

藩政時代はこれらの山々はすべてトメ山であった上︑伐採にはやか
のが︑それが維新後その制度がとれたトタン︑村民は反動的に乱伐

たり︑あるいは功利的な経済主義におどらされて︑価のよい時に伐

れ︑ややもすると目先きの利益にとらわれて︑樹木を伐採したがっ

してこうなったものだということである︒
これをこのままにしておいてはいけない︒

った方が得だなどという者が出てきたり︑加えて方々の材木商が︑

山林は村の宝である︒この宝を村の経済再建のために役立てるよ

う漣しなくてばいけない︒ｌこうして︑石川翁の川田祁落の山林

いあと︑部落の人々は果してこれまでどおりにおきてを守ってやっ

欝蒼たる立林に目をつけて売却するよう求めたり：⁝・で︑自分のな

﹁村持の共有山を三分して︑その一分を立林と定め︑栗杉松又は

経営の方策が生まれたのである︒

雑木を取立てて非常時の備えとす︒若し金融宜しからざる年にし

る．ｌ子孫の繁栄を願うような気持ちで山林の繁茂をばからるよ

ここにおいて︑翁は前記のような講話を人々に話しているのであ

ていくものであろうか︑いや︑やっていけるだらうか︒Ｉ

うに︑ｌと懇切ていねいにさとしているのである︒

て︑而も小百姓の他働きのなき時には︑炭がまを造りて炭を焼かし
一分を軒山と称し︑戸毎に貸与して従来通り処理せしめ︑最後の一

め︑その代金を流用して小売米を需めしむるようになせり︒又他の
分を薪木林となし︑年々輪伐法を以て十ヵ年にて一周するようにし

石川翁は世にいういわゆる植林家ではなかった︒したがって例え

はいない︒しかし︑翁は前に書いたように︑﹁山林の養成﹂という

ば秋田県の栗田定之亜や︑加藤景林などのような植林事業はやって

たり︒此の売却代を以て山林税を納めしむ︒

又︑私山を有する者には売却の年に予算に組入れて︑或は供財に

ことを農家経済︑農村経済の中の一環として位置づけて︑その重大

充てしめ或は祝儀婚礼等の費用となさしめ︑或は貯蓄せしめたり︒﹂
これが︑翁の山田部落山林経営法である︒
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翁は︑農村経済について持っていたビジョンとでもいうものをま

さを説き実践した人である︒

とめて書いたのは︑有名な﹁適産調将来の心得﹂という一書である

付けても︑これ先代の功とは申されず︑いはぱ正宗の名刀も作り直

しては︑後の鍛治の作となると同じ事にて︑先代に対して済まざる

えとしている当時の風潮に対して一矢をむくいたものと見るべく︑

利益にのみ走り父祖の植えた樹木を伐採し売却することをあたりま

やや時代離れの感なきにしもあらずであるが︑これはただ目前の

事なり︒﹂と︒

林養成の重大性︑必要性を︑水源酒養と土砂好止︑建築普請等の用

樹木を単に財物としてでなく︑父祖の魂︑心のやどるものとしてみ

かん

が︑その中に﹁山林の養成﹂という一章を設け︑農村においての山

している︒特にその前文の中の次の一節は︑山林養成に対する深い

木︑薪炭と備林︑苗木の養成︑植付と伐採の各分野にわたって詳説

つめているところに︑そのねらいがある︒翁に︑

という著書の中に﹁杉桧等の取立法﹂という一章があるのがその証

についての技術︑知識は相当なものであったようだ︒﹁山居成績﹂

翁は前にも言ったように植林家でも造林家でもなかったが︑植林

にでているＯ

いうことは教わりませんでしたｏ﹂と︑返事をかいて送ったと記録

﹁私は父から︑山の木を育てることはならったが︑伐採して売ると

できたことがある︒が︑翁は

ある時︑一材木商が翁に︑山の樹木を売ってくれるようにと頼ん

らにして山林愛護育成という姿が現前するものではないだろうか︒

という一首があるが︑このような目で林をみつめていくところ︑自

年の経るままに功のみえゆくは植えのこされし林なりけり︑

考えがうかがわれて興味がある︒
﹁⁝．：山林養成の必要はひとり一部落の用をなすのみならず︑すべ

て土地は其の所有地一般の用に供する義務ある事を考へざるべから
ず︒己れの地なれば山に樹を植付くるを我が勝手とおもう人多けれ
ども︑これ大なる誤なり︒山ある地︑野ある地︑河海ある地︑耕田
国内の経済はたたざるもの故︑決して不用の地を残し置くべきにあ

ある地等は之なき土地の人々の一般の用に足る様に仕立てされば
らず︒されば山林の養成は︑公私に拘らず一寸の地なりとも適応の
樹木を取立てて公共の用に立つべきなり︒所謂山高きが故に責から
ずにて︑樹木なければ山の用は立たぬものなり︒﹂

は天下の不動産にして持主の不動産に非ず︒﹂という︑国家︑公共

翁の訓言に﹁国の経済を考へて家の経済を行へ︑﹂とか﹁不動産
優先の立場を強調したものがあるが︑ここにいう山林養成の立場は

拠である︒山居中︑杉桧等の苗木を取立てた体験をもとにしてまと

照︑土質等の関係から苗木の取立てに適していたということもある

翁が草木谷山居中︑杉苗などを取立てたのは︑この草木谷が︑日

地︑杉苗養成の適地の例などの諸般にわたって記述している︒

めたものであって︑精種法︑採種法︑苗床︑移植︑山上げ︑山の植

全くこれと規を一にするものである︒
この一文は更に続く︒

る人もあれど︑これ先代の功を失う訳にてあるまじきことなり︒成

﹁：⁝．又︑古き山林を伐採して新規に苗木を植継ぐをよき事と心得

るべく保存すべきなり︒たとひ古木を伐りたる代金を以て苗木を植
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るに木材の需要は年々増加する有様なり︒故にかかる理を説き着実

年々箸りに長じ︑家業を怠り為に山は何方も皆禿山となりたり︒然

るは︑只眼の前の事のみを計り︑十年百年の計を思はざるによる︒

が︑最大の理由は︑﹁現今︑杉棺等の苗木を取立つる人少なくなれ

である︒

に対しての深い洞察と愛情をもって小さな杉の苗木を育てていたの

ゆる実際家の象よく言い得るものではないだろうか︒即ち翁は対称

と︑前の文に続けてかいているが︑特にこの文の後段の言︒いわ

ついてくる箸を使わないためである︒一回使って捨ててしまうよう

翁は旅行する時には必ず自製の箸を持って歩いた︒旅館の食膳に

四

なし︒⁝⁝手近き利のある事をなせば却って箸りの台を作るに等し

なもったいないことは避けるべきだとして︑

なるべきを言へば︑頑固なり偏狭なりなど陰小言を言いて用うる人

かば︑後日一方の用にも立つべく︑又此の樹の用に立つべき頃に

﹁⁝⁝各自一人前づつの箸を持参することとなせり︒而して東京方

ければ︑容易に伐採のならぬ杉や桧等の苗を作りて︑之を植付け置
は︑今の怠惰の人をも少しは目の覚むる時にもなりぬくし︒兎角今

るはなかりき︒斯くの如くすれば材木の需川を省くことを得ん︒斯

ることは些細なる事の如く考ふる人あれども旅ゆく人皆斯くの如く

面に至る時は︑必ず之を実行しければ︑旅館の人を何れも感服せざ

今をあきらめ︑来者を期待して翁はここで三年間に約十七万本の

るべし︒︒⁝・・﹂

せば︑之がために全国の旅館に於て肴かるる利益は莫大なるものな

んと︑山居の手業に自ら培養せしなり︒﹂というところにある︒

苗木を育てている︒ところが皮肉にも︑この翁の育苗のことを伝え

と︑青年に語っている︒

の人に対してものいうよりは後年の計に手足を動かす方まさるなら

の売上げを記録している︒が︑それでもなおかつ注文に応じかねた

聞いて︑各地から苗木を買求めに来る者が多く︑三年間に七十余円

う一﹂とだけではない︒このようなところにまで心を配りその消費を

山林を愛する︑養成するということは︑単に樹木を植付けるとい

﹁：⁝．よって叩か得たる培養法を洩れなく左に一記すを以て︑見る人

ことである︒

さしひかえ︑出来るだけ伐採を少くするよう心がけることも大切な

ので︑前記﹁取立法﹂なる小誌をかいて世に公にしたのである︒
土地を考えて各自に作り︑百年の計をなし給うべし︒此の培養法を

ものを二三の言説を紹介しながら述べた︒大方の御参考になるとこ

以上︑石川理紀之助翁が﹁山林経済の道﹂について抱懐している

なけれ︑ばいけないところではないだろうか︒

緑の国を建設していくために︑私たちのもう一度ふりかえってみ

以て苗木を養成する人出でなぱ︑今は我れ人を作ることとなりて︑
大変之に過ぐることなし︒

すべて草木を養うには︑其の苗木の自然に成長する方面と︑人力
深山などにては︑人力を借らずして繁茂するものなれば先づ其の心

によりて成長する方面との二つあるなり︒よく之を考うべし︒杉は
得にて培養にも注意せざるべからず︒且つ人力のみにて作り得らる

︵秋田県会員︑馬川小学校長︶

ろがあれば︑筆者の幸いこれにすぎる︾﹂とはない︒

るだけは︑特に精密に注意せざるべからず︒﹂
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皿となり︑ついに模範校という最高の栄誉に輝き︑また︑

岬かつてソニー理科教育振興資金を二度にわたり受賞した

岬校舎は︑昭和三十五年に全面改築されたが︑その費用

学校教育の一 環としての学校植林一学校でもある．

岬は︑石田合同所有林から充当されるという恩恵かあり︑

岬先生は︑石田合同一助有林野管理会と接渉し︑正式に契約

岬そのことが直接の動磯となって︑当時の学校長菊地四郎

五十嵐徳雄唖を結び︑第一次六ヵ年計画として学校林が誕生した︒

Ⅲこのように地域の特殊性にたつ本校がコミュニティス

皿経過のあらまし

はじめにク︲＄観点から︑郷去課題ととり組んで︑ｌ情警競な創造

本地域信島塁苗凹健建冨昔北畠顕家卿の拠城とし力のある人間たくまし望践力：る人間ｌ署成を目ざし

て︑また観光地としても知られる霊山の山麓にある純農山村で︑耕て︑植林教育を行なうのは当然であり︑ひとり本地域のみの課題で

地が少なく︑生計上農耕のみに依存することはできず︑計画的な造はなく︑約七割を山地で占める本県の課題であり︑ひいては国士緑

林経営をさておいて地域の発展は考えられないところである︒化のため︑百年の大計でもある︒
当地区には︑先覚者の適切な指導と努力によって国有林払い下げさらにみどりの国土を愛する真の愛国心を啓培する人間教育の根
による民有林がかなりあり︑明治から大正にかけて︑先人が造林に幹でもあると考えられる︒

福島市から東へ二十キロ︑山と山の間をぬって走る坂また坂の国が︑あくまでも学校教育の一環として︑学習効果をあげることを第

精出しすばらしい植林事業が遂行されてきた︒森林資源の造成を直接の動機として出発した学校植林ではある

緑の山々にかこまれて︑もえ黄色と赤の二色で統一された小さいが今までの歩みを述べれば別表のとおりである︒

道二五号線を鶴ハスで約一時間︑福島市と相馬市のおよそ中ごろに一と考えていることはいうまでもない︒

きれいな学校が建てられている︒これがわが石田小学校︵学級数学校植林の基本的な考えかた

九︑児童数二八○名︑外に一︑二年生一四が学ぶ坂の上分校があ学校植林は︑単に大地に木を植えることだけが目的ではなく︑あ

昨年度は︑全日本学校植林コンクール小学校の部で三年連続特選教育効果を高めようとするところに大きな意義がある︒

る︶である︒くまで学校教育の一環としてとりあげ︑いろいろな活動をとおして
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○研究指定

造化し︑全職員の共通理解のもとに︑自信をもって指導できるよう
な研究活動を深めていかなければならない︒すなわち
︒森林資源および緑化活動の重要性を理解する︒

Ｏ勤労と責任を重んずる態度︑困難にうちかつ忍耐力や協力的な態
度を養う︒

ｏ仕事を合理的科学的にすすめる態度やくふう創造の能力を伸す︒
○生物をじょうず曝言て︑自然から直接学ぶ態度を養う搾々・
学校林経営は︑長期にわたるとこプ２↑特色があるのでつれ一と貢し

た方針が必要である︒そこで私どもは︑各教科︑道徳︑特活︑学校
行事等の各領域ｆわたって︑指導の場と機会を設けて︑教育効果を

また︑児動の心身の発達段階から考えて︑無理なく︑ごく自然な

あげるように努力している︒

のしごとをとおして︑その目的を達したい︒

形で取り入れることにし植栽面蔽はそう広くないが︑今後保育管理

活動の実際

植林の実際の活動について述べて玉ましよう︒

学校林として契約したころは︑宮行造林抱誰樹桁の一部なので

日地栴え

峰が多い︒そこには雑木が繁茂しているので︑そのままでは植林

となる︒この作業は︑児童の手にはおえないので︑三月上旬︑学

をすることができない︒従って雑木を伐採することが妓初の仕事

校林に近い坂の上分校ＰＴＡの奉仕によって実施される︒山の仕

ぐにも植えつけができ為状態になる︒

事に馴れた二十数名の人によって︑雑木は黙るまに伐採され︑す

○植えつけ

植えつけの適期である四月上旬︑五︑六年生全員とＰＴＡ数十

る︒六年生は二度目の経験なので心配ないが︑五年生は胸をおど

名が協力して︑午前九時頃から午後二時頃までに柚えつけをす

らせて待っていただけに心配である︒前日︑校庭で予行演習をす

学校林までは七︑八キロもある２こ臨時園ハスを仕立てて山に向

ることは勿論である︒

かう︒＄ハスをおりたところで︑仮楠しておいた松苗をひとり五十

る︒六年生は去年うえた松の成長に徹声をあげ五年生は初の経

本程紙袋に入れてもらい︑山道を登って︑めざす新植地に到着す

験に目を輝かせる︒その雰囲気は何ともいえない教育的味わいが
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CO'一万￨ 西r＝
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か

○研究のま
○植林の実 ○潔境緑化 ○保育管理○教科との
とめ
一○峠認蝉需
について
際的研究
9
J
『
パイ,

従って︑教育課程の四舘域における学校植林のⅡ標を有機的に榊

努

あるものである︒

植林のうたを声高らかに歌ってから作業にかかる︒一︑五メー

不思議になくなった︒山のふもとに広い間隔をとってならび︑ま

こと︑うるしがあったことなど︑苦労が多いだけに下刈りの思い

子どもたちの作文を見ると︑水が飲みたかったこと︑暑かった

峰に向っていく︒

ず苗のまわりをていねいに刈ってから︑あたり全面を刈り払って

ぐわをふりあげて穴を掘り︑女の子は苗木配りと分業でする︒Ｐ

出は強いようである︒

トルおきにしるしのついた縄に︑班ごとに集合し︑男の子はとう

の植林作業が展開されていく︒枯れ葉をよく取り除いて穴を掘

た活動であるが︑その他次のような活動がある︒

四月の植え付けと七月の下刈りの二回は︑全児童参加の決まっ

四巡視活動

ＴＡの方は要所要所に配属され︑指導しながら︑楽しい親子一体
り︑苗の根をいためないように植え︑よくふみしめる作業は︑む
ずかしいことではないが︑傾斜地でもあり︑児童にとっては困難
広い学校林もみんなの協力によって︑たちまち松苗でうめられ

な仕事であろう︒

ょに新植地に行き活着調査をする︒その調査の結果は︑全校朝礼

の際︑全児童に報告するようにしている活着調査ばかりでなく︑

ｏ学校林に近い子ども会の全員が五月になると係りの先生といっし

時折学校林の巡視をしている︒

ていく︒お昼の時間の楽しさはまた格別である︒昼食後︑ひと働

きもするとも一ヘクタール山には︑松苗が行儀よく植え付けら

は希望者が非常に多い︒生長調査︑成績調査︑土質調査などを行

Ｏ植林クラブを特設して︑放課後︑活躍している︒このクラブ員に

れ︑植林作業は完了である︒

夏休翠に入る前︑つまり七月上旬︑同じ五︑六年生とＰＴＡが

長ぶりである︒

なっている︒初年度の松はもう平均二メートルを越す︑見事な成

白下刈り

をする︒全児童がそろって山にゆくのは︑この二回だけなので︑

傾斜の測定︑山の向き︑風︑しめりけとの関係など調査して︑

協同して︑四月に植えた新植地と既往植林地の全面下刈りの作業
楽しみに待っている︒炎天下︑しかも草いきれの中︑汗を流して

これも全児童の前に発表している︒

行って︑植物採集︑昆虫採集を行ない︑標本にして学習に役立て

Ｏ児童会の飼育栽培部の活躍も染のがすことはできない︒学校林に

の作業は容易な業ではないが︑児童たちにとっては苦労にまさる
喜びである︒まず第一には︑四月に植え付けた松苗が︑元気に活

ている︒植物の標本はすでに百種を数え年々累積研究していくこ

着しているようすをみることができるからである︒次には︑雑草
にかくされていた松が下刈りによって︑のびのびと陽に照らされ

田その他の実践活動

うと思う︒

とによって︑下刈りの様相の変化にも気づくようになることだろ
草刈り鎌を使っての作業なので︑危険防止には特に注意してい

て姿をあらわすからである︒

る︒学校植林を始めた頃は︑けがをする児童もあったが︑最近は
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る︒ことしも去る十日校内巣箱展を実施したが︑そのもようは︑

○五月の愛鳥週間には︑すぱこ展と愛鳥ポスター展を実施してい

四年以上の全児童が︑思い思いに趣向をこらした巣箱を講堂に

ＮＨＫのテレビ一三Ｉスで県下に報道された︒

くの山︑学校林に架設する︒学校の周辺にはかなり架設されたの

陳列し︑審査をうける︒展覧会が終ると︑学校の周辺の樹木︑近
で︑ことしは︑各家庭に持ち帰らせて架設するようにした︒

巣箱には番号を付け︑何番のものに小鳥が巣をつくったか︑調
査しているが︑現在のところ三割は成功している︒児童の興味と

㈹棚林の歌︑植林かぞえ歌︑植林かるた等

昭和三十八年全日本入選を機に︑児童会で植林のうたがほしい

﹁石田小植林の歌﹂が誕生︒朝の会などで全校合唱している︒

ということが相談され六年生が作詩し︑音楽研究部が作曲した

〃小鳥が呼んでるホーイホイ

その一節に

・ぼくもわたしも手をとって

松の若木を植えましょう″

うねうねつづく山為に

さや樹木の恩恵を忘れがちである︒だが︑柿林することによって︑

山に生まれ︑山に育った子ど恥たちに︑ともすれば︑山林の美し

植物への目が開かれ︑勤労と協力の尊さ︑植林の重要性を児童たち

関心は年毎に高まっているようである︒

椛日の午後︑ＰＴＡの方部役員指導のもと︑ふき︑わらびを採取

ｏ五月中下旬に︑山菜採集をして収益をあげ効果をあげている︒土

の心に植えつけることができたと思う︒

本校が今まで地道に歩んできた学校植林の成果の一端が認められ

育てなければならないと考えている︒

特殊性を生かしながらこれからも学校植林︑環境緑化教育を大きく

緑化活動に終着駅はない︒社会がどのように進もうとも︑地域の

栄にもつながるものと思う︒

であろう青少年の心に木を植え︑それを育てることは国家永遠の繁

を念願している︒将来にむかって大きく伸び︑無限の力を発揮する

以上のように︑学校植林をとおして情操豊かな人間性を培うこと

むすび

のも事実である︒

て︑地域の植林熱が高まり︑一般の造林計画が︑とみに推進された

また︑子どもたちの楠えた苗木が︑見事に成長するようすを見

し︑その収益金で去年はボール十数個と大きいこいのぼりを購入
した︒ことしは海棲動物の飼育をやろうと︑子どもたちは張り切
っているところである︒

Ｏ廊下の一隅に緑のセンターが設営され︑そこには︑植物標本︑生
長調査の統計︑木の標本︑年度別の植栽本数表等︑柚栽に関連し
た種灸の資料が経営されている︒これは児童の手によって運営さ
れるようにしてある︒

ｏ年一︑二回︑植林文集﹁山は育２を発行して︑家庭回覧を行な
い喜ばれている︒内容は︑植え付け︑下刈り︑生長調査や家庭の
いる︒この文集を読むことによって︑児童が学級楠林をどのよう

手伝い︑学級園の世話などの作文が全学年にわたって掲載されて

している︒

に考えているかがよくわかり︑また父兄との仲だちの役割を果た
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て︑かずかずの表彰を受けたが︑この栄光のかげには︑全職員なら
びに児童の真華な努力と熱意はいうに及ばず︑ＰＴＡはじめ地域ぐ
るみの協力︑また︑関係機関の適切な指導助言のたまものと心から
感謝と敬意を捧げたい︒私は︑本校に着任して三年目を迎えたとこ
ろてあるが︑六ヵ年計画の最終年度に実を結んだ一﹂とは︑あとを受

けついだものにとって非常にうれしい︒今後の運営については︑さ

本校が︑学校植林をはじめた当時から︑現在も引続き︑学校植林

の主任として︑情熱を傾け︑中核となって指導にあたってきた本校

表し︑特につけ加えておきたい︒私どもの学校の今までの歩みが︑

教諭安田益治先生の献身的な努力と功績に対しては︑心から敬意を

︵福島県伊達郡霊山町立石田小学校長︶

るＱひろく皆さんのご批正を仰ぐ次第である︒

今後︑緑化活動の推進に少しでも貢献できれば︑幸甚の至りであ

︲
つつみ

の為め﹁佐倉川﹂と言う堀を改修︑昭和の今日まで歴然と杜を残

さくらがわ

堤﹂が一直線に続いて洪水を防いでいる︒亦早魅に備えて︑用水

勧農に努め︑植林を企画︑百年の計の術へにと︑現在の山田町

していたが︑今度の土地改良事業でとりこわしとなった︒

山田町は﹁大炊ノ殿林﹂を文化財の史蹟と定めて︑功績顕彰と

その保存を図られたことは︑実に有難い︒緑の週間に因染︑土井

利勝公の植林事蹟を述べたたえる一﹂とにした︒︵本会評議員︶
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らに大きな責任を感じているものである︒

大炊殿林
石橋香峰

仁良に植林指導のモデル地区を定め︑︑松苗の栽植を領民に勧め

オオイノトノバヤシ

十八史略の巻頭を開くと︑木徳を以て王たる天皇氏あり︑古諺

た︒後代この地を﹁大炊頭殿林﹂と言う︒明治制定の字限地図も

て︑呼んだ地名と思う︒鏑木街道︵現在干潟町︶に属するも︑明

○○○○

は︑山は木あるを以て貴しと言う程に︑人間発生このかた︑木は

小字﹁大炊殿林﹂と長い地名をつけている︒お殿様の徳を慕っ

見川藩主となった慶長七年から︑佐倉藩主に加禄移封のあった慶

治末大正始め頃迄︑土井公栽植の松並木があった︒これらは︑小

年々歳々緑の週間と言う行事が︑全国的に繰り広げられている

大切なものであることを︑教えた至言と考へる︒

が︑太平洋戦の頃から約三十年近く︑山林が︑伐採一辺倒で︑木

しん

長十三年までの小見川在藩中の︑緑の事蹟と思われる︒

の必要性を忘れた様な向きであった︒此のことに各々が気付いて
植林を実施することになり︑今は緑の羽をつけた人々の行き会う
ことは限りない喜びである︒

千葉県の利根川沿に︑小見川町がある︒徳川幕府の初期に︑土
井利勝と言うお殿様がいた︒後大炊頭︑佐倉藩主となられた方で
といのつつみ

◇

ある︒藩民繁栄の為めの数々の功績が今に残っている︒栗山川の

下流現在の多古町に﹁土井堤﹂黒部川︵現在の山田町︶に﹁新

◇

る︒そんなことをしてもつつじの花びらはやわらかいから程なくし

自然保護と開発

ぼんでしまう︒そうすると何の未練もなくぽいと捨ててしまうの

大沢水紀雄
近ごろあちこちで美しい自然が荒されているのを︑見たり聞いた

繁茂していた大木が噴火の際の溶器流に埋まり︑焼き尽され︑その

富士山の山すそにはいくつもの溶岩流の唯萩がある︒そこには昔

だ︒

りする︒中にはやむを得ず自然景観を犠牲にして︑何か別の有意義
な開発を行っている場合もあるが︑ほとんどは﹁ちょっと注意すれ
富士川麓の山梨県側︑河口湖のそばから五合川までずばらしい有

ような形に固まった﹁細状溶岩﹂︑ラグビーのポールのような火川

あとが樹木の形のまま空洞になった﹁樹型溶岩﹂とか︑溶岩が純の

ば自然を破壊せずにすむものを﹂と思われる事が多い︒
料自動車道路︵通称スバルライン︶が開通したのはちょうど今から

る︒そういう珍らしい岩か︑妓近の﹁銘石ブーム﹂でどんどん持ち

弾がたくさんあった︒中には天念一記念物に指定されているものもあ

三年前の昭和三十九年四月︒富士山特有のブジザクラ︑れんげつつ
など︑次々にかわる樹林帯を縫ってゆく全長約三十キロの登山ハイ

じの群落︑赤松林︑しゃくなげ︑モミ︑からまつ︑シラビソ︑ツガ

出し︑手ごろな大きさに欠営一取って洞穴の中などに隠しておき︑夜

出されるようになった︒ハイキングがてら姿かたちの良い石を捜し

になると車でやって来て運こび出すという〃本格派″もいるのだそ

ウェイは実に立派なものだ︒しかし︑これができたおかげで富士山
一合目付近の道の左右に咲き乱れていたれんげつつじが︑心ないド

がだいぶ荒されるようになったというのも事実なのだ︒開通当初は

うだ︒

ら見下すとシラビソ︑ツガなどの巨木が形の良い枝ぶりを見せてう

らに登って三台Ⅱあたりまで来ると眺望か良くなり︑ハイウェイか

れんげつつじの群落地帯や︑めずらしい溶岩の多い剣丸尾からさ

ライ等ハーが横行するようになって︑真っ先にその餌食となった︒そ

のに︑折り取って車のアクセサリーにしてしまう︒ドライブに出

のまま咲かせておけば何千人もの人の目を楽しませることができる

て︑うかれ気分から胸のポケットや髪にさしたりしているのもい

一
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がいいことに違いない︒しかし的にされた木はたまらない︒さらに

るのは︑都会のゴミゴミした所から来た連中にとっては確かに気分

ウェイ途中の駐車場広場で︑身体を思い切り使って石投げ競技をす

的にして石をぶつける〃投球練習″が始まる︒眼下広々としたハイ

っそうと茂っているの庭出くわす︒すると今度はこういう大木を標

の貴重な研究場所にもなっている︒

はじめ無数の野鳥の棲息地になる︒日本野鳥の会や鳥類研究家たち

地方へ帰ってしまい︑森閑としてしまうのでそれにかわってサギを

などを招いてこの優雅な鴨猟を行なっている︒春夏は鴨がシベリア

りにする古来から伝わる鴨猟をやる施設︒最近では駐日各国大公使

とりのアヒルをつかって狭い水路迄誘い込み︑網でかぶせて生け捕

日本野鳥の会の会員たちがこのほど﹁新浜を守る会﹂を結成︑地

終点の五合目までやってくると掛茶屋が並び︑ハイカーの気をひく

元千葉県に﹁開発にあたっては蛍重な野鳥棲息地をなるべく残すよ

ためかスピーカーで流行歌をこれでもかと流す︒富士山にはいろい
ろな野鳥がいるのだが︑これでは落ちついてさえずっているわけに

の〃共存″をうまく考えて実行できれば︑うるおいの全くなくなっ

百十一種が集まって来ることがわかった︒これを保護して︑人間と

ろ︑この一帯には一年を通じて日本で見られる烏の約半数に当る二

うな方策をたててほしい﹂と陳情を始めた︒同会で調査したとこ

こうしてどんどん〃俗化″は進んでいく︒

もいくまい︒単んな人の目にふれない場所に逃げ込んでしまう︒

×××××

江戸川が東京湾にそそぐ千葉県市川市湊の宮内庁新浜猟場一帯は

など珍らしい烏も羽ばたいている︒ところがここ二︑三年︑付近の

住む︒最近日本ではほとんど姿が見られなくなったクロトキやガン

群がり︑チドリ︑シギ︑ヨシキリ︑カワウ︑カルガモ︑バンなどが

おり︑水田︑はす田︑葦のしげみが広がり︑サギが絶好の繁殖地と

論を出した︒しかし鳥類研究家たちの意見では付近に建つ工場の吐

ら陸地へ幅五十メートルの水路を作れば野鳥も残るだろうという結

を埋め立て︑御猟場の前面の海を約六十ヘクタールだけ残し︑海か

め立てであり︑工場誘致である︑という考え方が強い︒そして周辺

しかし︑千葉県としては地域開発もぜひとも必要︑そのための埋

た東京周辺地域涯とって貴重な財産になるだろう︒

海がどんどん埋め立てられ︑工場や住宅が建ち始めて野鳥も追い立

東京都心からすぐ近くで︑ハイキングコースとして売り出せば

き出すばい煙や汚水でいずれは烏も住めなくなると反対している︒

全国でも数少い野鳥の楽園である︒海岸にはカニやトビハゼが沢山

てを食わされそうな気配になっている︒東京湾総合開発計画の一環

きず︑付近はアシのしげみのままで地価も上がらない﹂︑だからい

地元にも﹁十万坪ものだだっ広い御猟場があるから工場誘致もで

う︒﹁自然保護と開発﹂１１今後この問題は各地で工業化が進むに

対の声が強くても︑このままの姿でずっと放置されはしないだろ

という工業用地︑住宅地としての価値が高すぎるだけに︑いくら反

ならうまくするとまだまだ﹁自然﹂は保てるのだが︑東京湾岩沿い

〃観光地″としての値打ちはじゅうぶんにあり︑そうした﹁開発﹂

として海を埋め立て工場地帯にし︑湾岸道路を作って京葉臨海工業

っそつぶしてくれた方がいい︑という意見もちらほら出ているのだ

地帯を完成させようというのだ︒

という︒﹁御猟場﹂というのは秋に渡ってくるカモを池に集め︑お
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て消えようとしている︶

︵千葉県市川市の新浜御猟場付近のサギの群︑野鳥の楽園もやが

つれ生まれてくるに違いない︒

心ないいたずらで自然が破壊される富士山のようなケースと︑工

の場合は世間の批難をそれほど浴びずに開発されてしまうことが多

業化によって自然景観が一挙にくつがえされる場合とがある︒後者

いが︑一度こわされた自然はふたたび元に戻らない︒当事者はじゅ

×××××

うぶんその事を考慮してもらいたいものだ︒

最近︑観光日本を世界に売り出そうという掛声が盛んだ︒フジャ

マ・サクラ・ゲイシャという三つの〃名物″で我国は戦前から﹁東

散万人もの外人が来るようになったのは戦俊も︑つい岐近のことな

洋の魅力的な観光地﹂としてかなりの外人客を集めていたが︑二十

のだ︒こうした外人観光客は我国の自然景観がとびきりすばらしい

﹁日本ファン﹂の外人は︑﹁来るたびに日本の風承が変わっている﹂

ことに感心し︑感激する︒しかし二度も三度も日本へやって来る

と言って鮪く︒日本の有名観光地では︑どこもかしこも﹁観光開

発﹂に名を借りた〃破壊工作″がなされているのを︑それとなく指

﹁美しい国土﹂を看板に世界各国から旅行者を誘致するのは︑我

摘しているわけだ︒

というのは本来︑それほどぼう大な〃元手″がいるものではない︒

国の貿易外収支改善の上からも結術な塀ではある︒それに観光事業

や︑諾施設ができようとも︑〃観光〃の根木になる〃商品″すなわ

投資効果のかなり高い商売のはずだ︒しかしどんなに立派なホテル

ち美しい︑然がこわされてしまったのではそれこそ元も子もない︒

こんな事はわかりきったことなのに︑全国到る所でこの愚挙が為さ

れているのはどうしたわけなのだろうか︒
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﹁外人観光客が来なくなるから﹂という理由で国士を荒すのをよ

う︒しかしやみくもにどこもかしこも平にならして工場を建ててし

が削られ︑海が埋め立てられるのは我慢しなければならないだろ

は工業によるよりも︑観光事業による方がずっと高い収益を上げら

まうような乱暴な地域開発は避けなければならない︒地域によって

そう︑などと言うつもりは毛頭ない︒我々日本人が見たって実にく
だらない〃観光開発″が多すぎるし︑我々の誇るこの美しい日本の

止しているという︒この優にやさしい町民の温い心がハンブル

いたｃこの枝を傷つけないよう三メートル以上の車は通行を禁

ハンブルグの一ノスター湖畔の道路の中央に松の枝がつき出て

た︒日本では邪魔ものあつかいで切り倒したのである︒

ハンブルグでは焼け残りの木を市民が一体となって手当をし

芳麿

︵神奈川県会員︶

︵自然を生かした︶観光開発を職種的に推進すべきである︒

れる所も多い︒そうした所は︑総合的な計画を立てて本当の意味の

自然を︑同じ日本人がぶちこわしているのを傍観しているのは耐え
られないではないか︒

この狭い島国に一億もの人口を抱えこんでいる我国ではどうして
も﹁工業︲﹂が優先する︒そのためには多少の森林が切り払われ︑山

緑のハンブルグ
私が昨年ハンブルグに着いたのは七月二日だった︒北極廻り
のつかれを休め︑かつ︑一︑イゼ教授と旧交を温めようと二泊の

旅程を立てた︒一家総出で歓待してくれたのだが私は大いに驚
ハンブルグといえば︑第二次大戦で集中攻撃を受け広島と同

ュルベルグのレストランではツグミがテーブルの上で愛嫡をふ

グの町々を緑に包み︑アスター湖の野ガモが市民になつき︑ジ

り抄出︶

︵日本烏瓶保雄述棚会災︶

どりの日本﹂も容易ではないかも知れない︒︵国土緑化運動よ

日光の太郎杉を惜しげもなく切り倒そうというのだから﹁み

りまいているのである︒

いる︒ロンドンを凌いでロッテルダムに次いでヨーロッ︒︿第二

ろかされた事があった︒

階

様大戦禍の町である︒それなのに今緑の美しい森の都となって

↑植え

の港湾都市でさえある︒皮肉にも残らず古いものが破壊された

ある︒

たアカシヤやアコウ︑タ↓︑ナなどとともに生い茂っているのて

私ば先般︑硫黄島へ行った︒全島被弾のこの島も新た一

一お陰で存分に新設備が出来たのだという︒

Ｉ
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山

1

一︑郷土の花

の緑
渡

部

弘

︵宮崎︶・ミャマキリシマ︵鹿児島︶︒

二︑記念樹

出生・入学・卒業・就職・結婚・その他よ言っ一段しい行事を記念

し︑また前途を祝福して︑記念植樹が行なれます︒一般に用いられ

サクラ染井吉野桜・牡丹桜・枝垂桜などの品種が主体で︑広範

ている樹種はっ妾あようです︒

上言フャシーダー常緑耽厳な姿が︑いかなる場所にも適合調和

囲につかわれます︒

タイサンポクグランド張蘭とよび︑大葉・大輪白花で︑気品と

します︒

ゲヅケイジュ葉は香気高く︑前途祝福の記念樹として知られて

偉大さがあります︒

大王松葉の長さが五○センチにも達し︑鬼神の頭を振ぅが如

います︒

上

メタセコイヤ前世紀において地球上に繁茂し︑炭化して石炭に

クリスマスツリー唐桧が多く︑ほかにモミ・シラベなど︒

く︑壮厳幽雅です︒

︵茨城︶・サクラソウ︵埼玉︶・ナノハナ︵千葉︶・ソメイヨシノ︵東

マテバシイ大椎ともよばれ︑椎の木よりも厚形の大葉︒小指大

なったといわれます︒各機関で研究され︑広く推奨されています︒

カミサカキ神木として玉串に使われる聖樹︒献木にも適します︒

の実を結ぶ︒

その他︑唐ジュロ・コブシ・モクレン・イタリァンサィプレス・

年中葉のあるなし︑大小︑陽陰性︑花のあるなしと香りなど︑樹

三︑庭園・公園樹

花モモ・マキなど︑相当多くの種類があります︒

モ︵高知︶・エヒメアャメ︵愛媛︶・ウメ︵福岡︶・ブンゴゥメ︵大

島︶・ナッミカン︵山口︶・ナリーブ︵香川︶・アイ︵徳島︶・ヤマモ

タン︵島根︶・ナシ︵鳥取︶・アテッマンサク︵岡山︶・モミジ︵広

ラ︵奈良︶・ミカン︵和歌山︶・アシ︵大阪︶・ノジギク︵兵庫︶・ボ

シャクナゲ︵滋賀︶・カラー︵京都︶・︿↓三ゥ︵三重︶・ヤー︷ザク

︵石川︶・スイセン︵福井︶・ゲンゲ︵岐阜︶・カキッ・ハタ︵愛知︶・

潟︶・ソ↑︿︵長野︶・チャ︵静岡︶・チューリッ・フ︵富山︶・クロュリ

京︶・ヤゴーリ︵神奈川︶・ブジザクープ︵山梨︶・チューリップ︵新

ナゲ︵福島︶・シモッヶソウ︵栃木︶・レンゲッッジ︵群馬︶・ウメ

・ベースナ︵山形︶・ハギ︵宮城︶・アズマャマャェハクサンシャク

スズラン︵北海道︶・リン・．︵青森︶・フキ︵秋田︶・キリ︵岩手︶

て指定されている︑花や植物をとりあげましょう︒

し︑それぞれの特色を産盈出しています︒︾旨﹂に﹁郷土の花﹂とし

懐しい思い出となりましょう︒花や植物が県民の生活に深く浸透

美しい花咲く生まれ故郷の風物は︑終生忘れることのできない︑

和

分︶・クス︵佐賀︶・リンドウ︵熊本︶・ツッジ︵長崎︶・ハマユウ
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平

いどにルどめ︑それ以上の庭木はさけるべきです︒大ものは落葉樹

問題はありませんが︑小住宅の庭には︑常緑樹は囲障の高さの倍て

種をえらび適当な場所に植える必要があります︒公園や大邸宅なら

す︒風格のある生垣にしたいときは︑カナメモチ・キンマサキ・ツ

キ・日光ヒバ・ヒノキ小サワラなどがよく︑三

ています︒四つ目垣などは早急に目かくしをしたいときには︑マサ

︵・マサキ・カナメモチ・ヒノキ・サワラなどは垣根用として適し

ゲなどがつかわれます︒隣家との距離が密接している場合は防火の

五年で完成しま

が適します︒

たてまえから︑サワヲ・ヒノキなどのような燃えやすいものをさけ

三メートルていどのもの恥金モクセイ・クチ

ナシ・ヒイラギ・ジンチョウゲ・チャボヒバ・朝鮮マキ・ツバキ・

○常緑樹で高さが一

二年で完

ラなどがつかわれ︑とくにフジはつるの伸びが早く︑一

ます︒アーチ向きのものは夏雪カヅラ・フジ・クレマチス・ツルバ

日本の花ごよみと欧米の花ごよみは次表の通りです︒

四︑花ごよみ

成します︒

サザンカ・タイサンポク・貝塚イブキ・ヤツデ・モッコク・ナンテ
サクラ・モミジ・ブッドレア・アメ・モク

ン類・ドラセナ・ユッカラン・唐ジ﹃旨など︒

○落葉樹で大きいもの
レン・ヒメタイサンポク・花リンゴなど︒

ボケ・ライラック・ブッドレア・バイカウ

｜欧米

さ・くら︵桜︶

うめ︵梅︶

テ−ジ−︵ひなぎく︶

すみれ︵革︶

さくらそう︵桜草︶

すずらん︵鈴蘭︶

ふじ︵藤︶

ふくじゅそう︵福寿草︶

月別一日
一月

二月
三月
一四月

きく︵菊︶

ゆうちようか︵遊蝶花︶

ぱら︵醤萩︶

てんにんぎく︵天人菊︶

五月 ぼ た ん ︵ 牡 丹 ︶ ヒ ヤ シ ン ス
六月 はなしょうぶ︵花菖蒲︶ チユーリッ︒う
すいれん︵水蓮︶
七月 はす︵蓮︶
八月 ゆり︵百合︶ けし︵嬰粟︶
九月 ふよう︵芙蓉︶ やぐるまそう︵矢車草︶

つぱ︑ざ︵椿︶

すいせん︵水仙︶

︵東京都会員︑東教大付属農場︑文部教官︶

一所一一一岬

Ｉ
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○落葉樹で小さいもの

これらの区別をよくのみこんだうえで︑庭全体をにら桑︑右また

ツギ・紅花ウッギ・ドウダンッッジ・花カイドウなど︒

は左に大ものの落葉樹をあしらい︑平面的にも重ならないよう配植
し︑目かくしていどに常緑樹の高さをいろいろかえて植えると立派
ボタンやボケなどの小花木は手前の方に︑よく見える場所に配植

な庭になりましょう︒

・イタリァンサイプレス・唐ジュロ・ドラセナなどは単独で適当な

します︒ヒマラャシーダ・ダイオウショウ︵大王松︶・スギ・↓︑ッ

場所に植えるとひき立ちます︒

ウメ・モクセイ・ジンチョウゲ・バイカウツギなど︒

○花の香りのよいもの﹄タイサンボク・ライラック・ブッドレア・

ツゲ・ピラカンサ・カラタチ・日光上

○果実を観賞するもの︾ピラヵンサ・ヒイラギ・赤実・白実ナンテ
ン・ウメモドキなど︒

○垣根・アーチ向きのもの

本

月下美人の教訓
ｌ沖縄随想Ｉ

局の立てた日程に引き廻されるまま︑

遂に機会を逃してしまった︒南部農林

高校へ出向いたときは︑十二月も末

で︑既に時機が過ぎ︑みじめに干から

びた花弁の残骸が茎に残っているだけ

であった︒

月下美人は琉球郵便切手一五セント

用のものに採用せられているが︑内地

の切手を見るように簡単に手にするわ

言のうちに児童の月下美人観察記録を

新美忠之

採用したものがあり︑この教科書を使

けにもいかない︒もっとも︑検定教科
であった︒

は一般に見なれない花であるから︑先

き出し十二時頃満開になるということ

づその大略を引用しよう︒

孔雀サボテンの観察沖細の夏の夜に
咲く花に﹁月下美人﹂というのがあ

した︑是非御覧になることですね︑先

を記憶しているはずであるが︑内地で

生は桜坂︵那珊のバー街︶には一向に

ンチ︑サボテンに似ていて︑葉か

うちの月下美人は︑高さ約七十セ

用した相当多数の児童は月下美人の名

けては︑山野に自生するサボテン科の

興味がなさそうですから︑せめて月下

那珊の旅館で夕食の折︑農業近代化

植物で︑学名はエピフィルムーストリ

美人でも鑑賞せられたらどうでしょ

らは︑たくさんの芽を出していま

る︒月下美人という優雅夢幻的な名を

エトス︒孔雀サボテンというのがそれ

した︒葉の切れこみのところか

を御覧になりましたか︑美事なものて

である︒研究文献としてまとまったも

と︒その後︑沖継本島北部の名謹に行

う︑南部農林高校へ行けばよいです﹂

って︑その先の方に︑まるいきれ

ら︑ニトセンチぐらいの柄が下が

指導委員のＹ氏日く﹁先生︑月下美人

のはまだないとのことで︑いつから沖

ったときＫ委員からも︑見ていかれた

なかった︒メキシコからブラジルにか

純で見られるようになったか︑よくわ

らどうですかと誘われたのだが︑文教

誰がつけたのか︑確たることはわから

からない︒沖細では六月から十月にか

二年も育てたという︑おじさんの

けて︑年五回咲く︒午後七時頃から咲
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写生しようとした時︑﹁ほら︑つ

て桑ると三十八ありました︒葉を

もち上げています︒つぼ承を数え

いなつぼ桑が︑重そうに頭を少し

すｏいちばん初めに開いた花は︑

へやじゅ﹄フに︑ぷんぷんしていま

ようです︒八時二十分︑においが

動き出したので︑木もゆれている

した︒八時︑たくさんのつぼゑが

然り︑まして人間生活にかかわる知識

ならないＯ自然の物象をみるについて

広い視野に立って吟味を重ねなくては

頼りないものだ︑真実を見究める梶は

それにもとづく主張などというものは

さかの個人的な経験にもとづく知識︑

月下美人を見るようにと勧めてくれ

ぼみの先が動き始めた﹂と︑よそ

た人達が︑どういう理由で勧誘してく

や既成の思想などは︑移り変るもろも

蓮の花が開くとき微かに音がする︑

ます︒無数のおしべが︑めしべを

ときいて︑確めて象ようと忍池に出か

花びらが︑はっきり分かれて見え

はっきり動くのが見えます︒七時

い花︑美しい花だからというのであっ

れたか︑多分︑われわれにとって珍し

のおじさんが言ったので︑よく見

十五分ごろには︑先の方がずいぶ

早暁の池畔はひっそりとしていたが︑

けたことがある︒昭和の初めのことで

たろう︒しかし︑珍しいというのも︑

ると︑つぼ承の先がかすかに動く

んふくらんで一ミリぐらい開いた

われわれの自然環境ではという条件か

がある︒

ようです︒七時二十五分︑どんど

遂にそれらしい音は聞えなかった︒い

ろの条件に照らして吟味して承る必要

ん花の先が開いてきます︒薯が風

い加減な文人の作話が伝説だったのだ

では一向に珍しくないということにな

らのことである︒メキシコやブラジル

けて静かにゆれています︒

にゆれだしました︒においもいっ

ろう︑と考えたことであった︒しか

包むように黄花い粉をいっぱいつ

そう強くなりました︒七時五十

し︑月下美人が開くとき微かに音を立

ことなら山百合の香も強烈だし︑他に

る︒強烈な芳香を放つという点だけの

ようですＯ時刻は七時八分でし

分︑つぼ柔の開きかたは︑まるで

てるという事実を知ると︑蓮の花が開

た︒五分たちました︒こんどは︑

競争しているように速くなってき

くとき音など出ないと決めていたこと

だけのことなら朝顔の花も五十歩百歩

で︑夜咲くと朝咲くとの差があるだけ

である︒花の大小︑香の強弱︑色彩の

も類は多い︒花のいのちが短いという

かすかな音が聞えだしました︒た

ました︒そして︑バツ︑バツと︑

が不安になって来る︒周囲の静寂がま
だまだ不足であったのかも知れない
し︑自分の聴力が江戸の風流人たちよ

いてきたので︑緑の葉がだんだ

りも劣っているのかも知れない︒たま

くさんのつぼみが︑いっせいに開
ん︑花にかくれて見えなくなりま
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に否定的な評価と︑教訓を象徴するも

見て溺れる心を反省せよ︑という多分

は夜の女を連想させる花︑月下美人を

ことに変りはないとしても︑月下美人

類似した言葉である︒美しい花と見る

に従事する女たちを夜の蝶というのと

貫は三文女郎の意味である︒風俗営業

貫花︵サンガナ︶と呼ぶ由である︒三

であるが︑糸満地区では月下美人を三

糸満出身のＳ指導主事から聞いたの

れる︒

人間の葛藤あるいは共感の姿があらわ

いが︑自然とかかわり合う評価の中で

を他人に強制しうる性質のものではな

主観のなすわざである︒その好悪評価

ることであり︑花に対う人それぞれの

しとし好ましとするか否かは人間のす

の個性であり︑自然である︒それを美

し︑それが花それぞれの︑あるがまま

局︑程度の差ということになる︒しか

濃淡︑期間の長短等々︑それらは結

がままに観察し︑自然の法則を発見し

科学万能思想の反省森羅万象をある

ろう︒

の事実は︑今後究明せられることであ

か︒ともかく︑新たに発見せられたこ

う︒微妙な条件差があったものかどう

そうした事実には気付かなかったとい

Ｋさんに問い合せたところでは︑別段

後に名護で見るようにと勧めてくれた

まだわからないという返答であった︒

担当の先生も︑勿論︑その理由原因は

なかったことが残念であった︒植物学

れたこの事実は前もって知らされてい

た︑というのである︒偶然に発見せら

になると︑やがてまた花が開いていっ

断してしまった︑電燈を消し月光だけ

れまで進行していた開花がぱったり中

をつけフラッシュをたいたところ︑そ

せるため︑また写真を撮るために電燈

た︒それは︑多数の生徒に観察観賞さ

うちに︑深く考えさせる事実談があっ

る目的で︑教頭さんの話を聞いている

間らしく進歩させるものとなるかどう

術の進歩がそのまま無条件で人間を人

とき人間生活に危機が伴う︒科学・技

無理であろう︒科学を一切と思い誤る

精神活動をする主体をとらえることは

らかにできるものか否か︒自由無畷な

世界を創造していく人間そのものを明

がわかるだけで︑心情の世界︑内面の

物質的な因果律で純明するのもよい
が︑それは結局︑生命現象の物的構造

ある︒生命現象を生化学の方面から︑

世界をただの土塊とする場合も同様で

失うことになる︒月旅行の計算をし月

するのであれば︑科学の名で人間を見

しいと見る人間の心情を愚かなことと

めの器官と見るのはよい︒しかし︑美

植物学としては︑花も種族繁殖のた

ている中に人間の危機がはらまれてい

第に影うすらぎ︑科学万能思想か拡っ

い事実であるが︑神秘という観念が次

活が豊かになったことは疑うべくもな

然科学と技術が発達して人間の物的生

／の｡，、

るのではなかろうか︒

のとして眺められているのである︒

てこれを人生に応用する︑ここから自
児童の観察記録から得た知識を確め

LOOノ

か︒農薬を開発されて農産物の生産は

の抗争を生み出す︒その抗争は︑今日

せられるとき︑いわゆるイデオロギー

社会についての科学︑社会科学に拡大

を贈られた︒花を咲かせて︑多くの人

教頭さんの好意で︑月下美人の一株

人は︑核戦争の前に戦々腕々としてあ

るではないか︒原子力を開放した現代

論を絶対のもののように迷信し︑その

動︑右といい左といい︑それぞれの理

のとしてではなく︑我武者らな政治運

では︑理論や思想を検討するためのも

間足らずの間で夏服から冬服に着替え

た︒十二月の沖純と内地とでは︑三時

しながら︑何よりのお土産だと考え

に鑑賞し且つ考えてもらうことを空想

あることを忘れてはなるまい︒

くだけでなく︑人の健康が損われてい

増大したが︑有用な魚や烏が死んでい

はもはや科学では解決できない︒ここ

わてふためいているではないか︒それ

にかかったが︑温室に入れておけばよ

る温度差がある︒大丈夫だらうか︑気

い︑強い植物ですから︑ということで

である︒科学の主人である筈の人間が

安心した︒

描く神話を強制しようとしている有様
科学の奴隷になり下った姿といってよ

ならない︒

科学万能の思想は︑知は力であると

に改めて﹁人間﹂とは︑が問われねば

いう考え方を武器として︑人間は自然

かろう︒これが西洋近代文明の往きつ

る︒生けるがままの実相は分析では死

ろう︒科学としての知識は︑存在する
ものの一面を撫でたようなものであ

片鱗が啓示せられているといってよか

それは大自然の奥深さ︑生命の神秘の

の解明できない未知なるものがある︒

て芽を出してくれ︑祈るような気持で

そうであるから︑新たな環境に適応し

るかも知れない︒生命力の強い植物だ

業で︑その報いを受けるのは当然であ

ままの月下美人を再現させようとした

べてがちがう東京に移植して︑もとの

えてみれば︑気温も日照も土質も︑す

出ないばかりか︑萎れがちである︒考

しかし︑春になっても一向に生気が
いた状況である︒

物化する︒西洋近代の尊大倣慢な人間

見守る日々である︒︵四二︑五︑五︶

︵本会評議員︶

こと自体が︑大自然をゆるがせにした

観︑科学万能思想を立ち越えるにはど
統が注目せられてきたのもこのためで

うしたらよいか︒改めて東洋の文化伝

月下美人の花一つにすら︑未だ科学

を征服するという思い上った人間観の

一面であり︑西洋生れの考え方であ
る︒そして︑この科学万能思想が人間

晴の叙勲︑当選者芳名︵敬称略︶
勲四等旭日小綬章︵四月二十九日︶

特別会員西村直氾東京
特殊陶磁器︑理化学用陶磁器を開発育
成して産業の発展に貢献︒
市長︵六月四日︶

市原市鈴木貞一千葉
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︑かえる

同加藤己之

しき

埼玉県相沢正直

＠何もかもみな美しく見ゆる目となりたる老の日日は楽

の有様を

︑われはわが目にて見にけりひさびさにいとも明るき世

同鷲宮葛人

○くさぐさの色咲き初めて美しも子らの作りし窓際の庭

○初めての宿直なればい寝られず我は過しぬ春のひと夜
子笹

オンの花

︑搾報機チンチンと鳴る踏切のきはにも咲けリヒメジョ

川越巾小名木狂辰

○寿昌の杯古稀の身ともどもしかと抱き深き思ひにカメ
ラに収まる

○寿昌の杯高齢ゆゑに給はれり健康の幸ひたに身にしむ

佐原市坂本弘軒

○寿昌の杯大安の日に授けられ家族ら今宵吾を酔はしむ

○世とともに語り伝へむ御維新の難に殉ぜし志士の心を

○興国の難に殉ぜし魂宮は合祁に映えて秋の月冴ゆ

夕まけて人を待つ間は噴水の立ちのぼるさまを窓に見

入江相政

︑根の深緑なる葉かげよりまるくか鋤き実の一つ見ゆ

Ｉ

てをり

︑外出より家に帰ればわが肩によじて喜ぶ猫にてありし

たる

＠童の二葉出でなむとして朝明けの光まぶしく土もたげ

ンの幸日

○井戸掘りて割るる稲田に注ぐらし夜半に聞ゆるエンジ

ぐ

︑母の日に事へむ母の今はなし田植ゑ終ると香焚きて告

○夜べ帰る修学旅行の子に代り朝刊配る母わかわかし

同菅谷喜一

︑干割れ見えし干潟広田も梅雨時に入りたる今や色よぶ

県菅谷義太郎

入江相政選

︑鬼灯の袋の裂けめ覗き見ゆ円きその実のほの紅きかも

（35）

弘道歌壇

一

皇太子同妃両殿下をブラジルにお迎えして

日当市野外大競技場・ハカエンブで両殿下の日本人﹃一ロニアの歓迎会

密集地で首都のサンパウロには約六万の日本人が居ります︒二十五

大館竜祥
今回天皇陛下の御名代として皇太子同妃両殿下には南米大陸中日
日に御入国︑首都ブラジリャ︑主要産業都市サン︒︿ウロ及び旧首都

本と関係の深い三大国を歴訪されまして当ブラジルへは五月二十二

して居りましたが歓迎委員会の方から七十五歳以上の高齢者と帯動

いたいのです︒私どもは老人なので人混の中へ出るのをちゅうちょ

者の特別席を殿下の御座席近くに設けるからとの案内をうけました

が催されましたが︑その時の模様を特に此の新聞によって御承知願

子はもう日本の新聞テレ

て一路御帰国の事でございます︒ペルー︑ア
アル
ルゼンチンなどの御様

スタテァムは誠に壮観の一語に尽きると申してよろしい有様でござ

ので安心して喜んで参りました︒約八万の参会者がひしめきあう大

たその場の感激をお察し願いたいと思います︒その場の有様を新聞

や附添でした︒その中八十歳以上の人々の胸には金鵡勲章︑白色桐

（36）

リオデジャネイロに御成りになり︑明二十八日当国をお立ちになっ

ビで御承知の事と存じま

が伝えて居りますが︑むしろ報道以上の感激を持ったのでございま

いました︒遠い外国で八万の日本人が顔を揃えて両殿下をお迎えし

当地の邦字新聞．︿ウリス

はいないと存じますので

だ明治天皇︑大正天皇様の御治世に川本で働き︑ブラジルへ渡って

幾十年風雨に打たれ炎熱に焼かれてブラジルに於ける今日の日系コ

す︒殊に御座席に近い高齢者帯動者などは︑その若き日祖国で仰い

ローニノの蕪礎を築き上げた人之ばかりでありますから︑この盛儀に

タを御手許へ御送りしま

者︵﹁一口二．ァ︶の感激を

参列して一入深い感激を覚えたのでございます︒この席の人数は五

約六十万の日本人が居り

葉章又は六等以下の瑞宝章などいづれも色のさめた綬を見るとⅡ露

地から二百粁︑三百粁をトラゾクや貸切露︿一︿で運ばれて来た老夫婦

百人位でしたが︑その約八割は前日からか︑今朝暗い中から州内各

まして南米第一の日本人

本全土とほぼ同じ︶には

サンパウロ州︵面積日

す︒

お察し願いたいと思いま

して︑其御様子並に移住

まだ充分には報道されて

すが︑ブラジル国内のは

感激にむせぶ一世たち（パ紙）

「−

コロニアこぞる歓呼

ｌ︲

皇太子ご夫妻を迎えたサン・ハウロは︑大変な賑わいと騒ぎと
なった：：：故国のことを一刻も忘れぬ旧移民⁝⁝感激に咽び泣

く老婆⁝⁝優しく美しい美智子様に思わず手を出す二世三世の

戦争の生残りの勇者であった事が偲ばれます︒私の囲りに居られた

老人たちが︑◇私は第一軍で黒木将軍について北上しました︒◇私

のでした︒◇私は二竜山の砲台下でころがっていて助けられました︒

は旅順で五百人の中でたった十人が生き残って旅順の陥落に逢った

という話が次だと語り合わされさては郷土の事から更に渡伯以来の

しのび声が聞え︑誠に言葉に言いあらわせぬ情景でございました︒

代の大合唱︑ついで万歳の三唱になりますとあちらこちらに鳴咽の

やがて︑両殿下が御着席になりいろいろの行事が進んで行き︑君ヶ

事に花が咲き︑感慨の深い場面があちこちに展開されて居りました︒

で感激のルツボと化した．︿カエンブーの大歓迎会場︒未曾有の

ニァ最良の日この⁝⁝の夢に生きて来た八万人の日系人を呑ん

子供たち：⁝・素晴しい秋晴れの五月二十五日待ちに待ったコロ

式典はブラジル国歌︑君ヶ代の大合唱︑宮坂歓迎委員長︑州議

思うと︑我知らず涙がにじんできて止められませんでした︒
おそらく二世の日系の人々にはこんな感激は無いだろうと思いま

と申す私もこの老人たちが日露戦争に生残り︑このブラジルでの数
十年の悪戦苦闘に終始して今日のこの盛儀に際会した人均の感激を

すが︑若き皇太子様や妃殿下の晴やかなしかも非常になつかしげな

皇太子さまのお言葉要旨

会議長メッセージ︑アリア・リマ市長︑ソドレー州知事の挨拶

れたその労苦と努力に対し心から敬意を表すると共にブラジル

移住の諸氏が長年に亘り万難を克服今日の確固たる基盤を築か

態度で手を振りにこやかな笑顔で御挨拶をなさったのに非常に嬉し
く且また隣人に対し︑誇りを持ったという事が諮られて居ります︒

五十九年前笠戸丸の渡航者を初め日本最遠のこの地に

官民の協力と厚情に深く感謝する︒今後ブラジルのよき市民と
して国の繁栄に尽されたい︒之こそ日本国民の大きな誇りと喜

日本を知らぬ日本人に日本の美しさと誇らしさを両殿下が身を以っ
てお示し下さった事を私ども一世の日本人は何にも代えられぬ有難

ある︒

い事であったと思って居ります︒五月廿七日︵特別会員︶

×××

びとする所で日伯両国のこよなき親善のかけ橋と信ずるもので
日伯両語訳は西功森本州議︑サンターナ日語教師︑小笹市議

皇太子ご訪問で日系人六十万の感動で埋めたパウリスタ新聞︵瑞

平田進連議らが当ったが何れも簡潔で力強く聴衆に深い感銘を
日本語にご夫妻は興深げにお恥のご様子であった︒﹁さくらさ

与えた︒宮坂文協会長の鳴咽にむせぶ感激振り︑サ師の流暢な

ッセージは﹁現地邦人の活躍が高い評価と厚い備頼をえているのに

五月三十一日羽田空港にご元気で降り立たれての皇太子殿下のメ

四で肢高大館さんのお顔も帯勲者席に見える︶とその場の感激を航
空便で特にお寄せ下さったものです︒

くら﹂の大コーラスが州警のバンドにのって流れ︑数万の風船
の舞上がる裡で笠戸丸以前︑コロニァ神話時代の大長老後藤武
夫氏の音頭で聖︵サンパウロ︶市揺がす皇太子ご夫妻の万歳が

又両陛下のご訪問もお願い致したいものと思います︒︵編︶

深い感銘を受けました﹂というのでした現地の方にお伝えありたく

LOｲノ

0

三唱され感激の幕を閉じた︒︵パウリスタ新聞より︶

／のけ、

1

｜総会報告一
第六十五回通常総会
五月二十八日気にかかった朝雨があがっ

度より増一○五︑○○○円とし支出では特

昭和四十二年予算については収入を前年

円を支出したのが例年と異なるものである︒

近日中に再興される事になっていることも

西村幸二郎氏と小谷藤二郎氏らのお骨折で

に京都支会が植木参院議員と一条秀美氏︑

前︑勲一等叙勲の岡田文秀氏ら八氏と総選

事から重点的に説明があった︒報告に入る

二人中の一人︶をたたえる座談会に養孫西

納知事主催の房総の先覚者︵西村会祖は十

関係事項の主なるものでは一月十七日友

感謝にたえぬ所である︒

総会に先立って寿昌杯を後藤︑小名木︑久

昭和四十一年度の事業については渡辺主

記することなしと中薗書記が説明︒

松︑井ヶ田の四氏に贈呈する︒久松博士の

挙並に統一選挙に栄冠をかちえた水田三喜

て晴間を見せてくれた事は何よりであった︒

謝辞の際国文学史研究で﹁文化功労者﹂で

男蔵相ら八氏の当選を祝し︑今後道義高揚

教育研究所長の平塚益徳博士に委嘱の事︑

の片山清一氏の新任︑評議員を同氏と国立

ままとし︑欠員の理事に目白学園大学教授

養中であられる会長のことは当分の間この

後議事に入る︒役員改選ｌ永らく病気ご療

見﹂︑直岡元秀一橋中学校長から﹁中学校

年本会提出の国定小学修身書に対する意

生の倫理運動の思想的背景﹂︑﹁明治三十八

間に立つ論と期待される人間像﹂︑﹁西村先

ド大学教授の西村茂樹論﹂︑﹁西村先生の中

究会は片山氏から﹁シャイブリーハーバー

昨年から始めた毎月第二火雁夜の西村研

墓地︑鮮かな生花を供えた﹁西村泊翁先生

養源寺へ︒黒い新塗装の鉄柵︑清掃された

了︒玄関で記念の写真をとり︑有志は車で

彰にはと努力せねばならないと思う︒

るので︑明治の大功労者たる先生の研究顕

れ三月十二日が西村先生誕生百四十年に当

百年の記念行事が三月十四日大を的に催さ

のはないのであるが︑国をあげて明治維新

昭和四十二年度の事業としては特別のも

村幸二郎氏と渡辺が出席する︒

あられるその研究の一端にふれて頂く︒

任期切れの評議員は全員再任の事を報告︒

に於ける道徳教育﹂︑武井正弘氏から﹁西

のためのご尽力に期待する旨を披露する︒

昭和四十年度から収益の部︑公益の部を

酒井会長不参のため野口副会長の式辞の

分離計理を行っておりその総体の決算は収

生の女子教育﹂について研究発表があった︒

村先生と宗教﹂︑山本哲生氏から﹁西村先

げたのが午後三時であった︒

院殿弘道泊翁大居士の霊前に法要焼香を捧

祈念する︒安井息軒の碑前にも詣で︑宗徳

への覚悟を新たにするとともに冥加の程を

墓﹂前に額づき︑現況を報告し︑本会発展

昼食︑懇談後︑自己紹介があって一時半終

入額が五︑一四一︑八五一円︑支出額四︑

支会活動では石橋香峰氏のご配慮により

九八八︑六○五円︑剰余金一五三︑二四六
円︑三月三十一日現在の資産の合計二六︑

興結成され︑野口副会長と渡辺か出席した︒

一金五百円也神戸光子殿︵茅ヶ崎市︶

ご芳志︵会祖法要︶

千葉県東部支会に戦後初めての婦人部が再
これで全国唯一の青年部を持つ当支会は名

六一四円︑剰余金三︑○九八︑六一四円︒本

実ともに模範地区となった訳である︒さら

二七三︑五二二円︑負債合計三︑七二︑

のでその祝賀行事費として三四八︑四八九

年の支出では本年度は本会創立九十周年な

（38）

畠

昭和四十二年度
寿昌者芳名︵敬称略︶

島津忠重八十歳東京特別会
ロ貝

菅井藤興七十八〃千葉東部支
会功労者
ロ貝

後藤三郎七十五〃東京特別会
会幹事

小名木教吉七十五〃埼玉川越支

ロ貝

高石亥之輔七十三″千葉終身会

同貝

久松潜一七十一ア東京特別会
会幹事

内久保良次七十一〃島根松江支

ロ貝

新入会員芳名
昭和四十一年四月以降

佐貨但馬新八

東束佐藤誠
〃川島季彦

〃・菅原重之助

宮城橘本敬三

″手代忠

埼玉原勝司
″加納治代
千葉竹蓋透

″鵜野長次
〃岩見政雄
〃宮崎つる
〃細谷と志
〃青柳勝子
〃佐藤いと
″高木タイ
″平野きく

〃立田節子

東京野上さい
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江
川
原

一田代七郎七十一〃埼玉終身会
一井ヶ田酉之助七十一〃〃
ロ貝

｜｜川北禎一七十〃東京特別会
一佐々木芳蔵七十〃山形県心友

千葉菅谷徳次郎

神奈川芦沢男

東京浦崎純

，木代辺野井塚子尻内野野萩脆木燕,川村那田膝村野
山 羽 美 井

−

会理事

一松田次郎七十〃県心
友会副
会長

三 渡 菅 馬 石 渡 鈴 菅 長 末 金 鳥
当一一＝好辺佐〃場〃〃〃〃〃橘辺木井〃谷〃〃屋クケ海
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石

休

中

敬弔
酒井健作

一

ｒ

提唱し書籍二千六百部を︑米寿に際しても

一

任︒滑川市専長寺での葬儀には関係各界の

町の勤王の志士贈正四位藤井右門の遺烈顕

敬神崇祖の念篤く加茂神社を郷社に昇格︒

八十八種︵四百部︶を寄贈︒

女史︵多年︑町連合婦人会長︶︒

名士故旧多数の人士が参列︒喪主夫人りつ

片口安太郎翁を悼む
特別会員︑滑川支会長八尾菊次郎氏は昭

を求めて不眠不休の勉学を続けた︒特に詩

中学への進学が出来なかったが︑自ら図書

油醸造の旧家片口安二郎氏の長子︒家憲で

年には勲五等双光旭日章を受章し︑富山県

枚挙に暇めない程であった︒

誘致︑下条川改修工事の奔走等その治績は

銀行の創立︑寿三和紡絞︑小杉研砥工業の

彰会長として里間碑と分骨碑を建立︒小杉

和四十一年七月十八日清水町の自宅に於て

文に親し承︑木蘇岐山に師事して若くして

知事から県政︑財界︑文化の功労者として

八尾菊次郎氏を偲びて

逝去︒七十七歳︒氏は多年公職に在って地

一家をなしていた︒江東と号し︑その詩篇

特別会員︑射水支会長の翁は小杉町の醤

方自治の発展に多大の功績を残された︒二

表彰された︒

卓越した識見を以て民主的な議会の運営に

昭和十年より富山県会議員四期十六年間

呈上した所﹁中国の詩人に伍して遜色なく

首を出版した︒之を松村謙三氏が郭沫若に

念には胸像を建立し更に﹁江東詩抄﹂一千

徳を敬慕して﹁江東百絶﹂を刊行︒米寿記

には富山県知事を始め各界知名人が多数参

六位に叙せられた︒小杉町蓮王寺での葬儀

うされたと申すべく行年九十四歳︒同日正

昭和四十二年一月十二日逝去︒天寿を全

小杉町は名与町民に推挙し︑昭和三十九

十九年藍授褒章を受草︑当日正六位勲五等

は実に二万に及ぶという︒故旧あげてその

当り︑中小企業の育成︑造林事業の推進︑
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双光旭日章を贈られる︒

新学制に伴う県下の学校施設の整備等に尽

教育会長︑富山県教育会評議員︑富山県政

信氏︒︵窟山県支会長︶

滑川町長としては戦後混乱の町政を推進

史編纂委員︑小杉町史編纂委員長等の要職

列︒稀に見る盛儀であった︒喪主は養孫明

し昭和三十三年より四ヵ年滑川市長として

数首の絶唱あり﹂とて好評だったという︒

町村合併︑国体誘致等に努力又大正八年滑

であった︒殊に教育に留意し︑小杉農業公

を兼務し︑町県政の元老を以て終始したの

小杉町長三期︑富山県会議長二期︑射水郡

川町消防組頭に就任以来四十七年間その生

◇

力した︒

涯を消防に挺身︒市消防顧問︑県消防協会

六百年記念事業として町立団害館の設立を

校︵現新湊高校︶の創設に尽力︒紀元二千

民学校︵現県立小杉高校︶︑県立射水中学

立山製紙監査役︑東亜製薬︑青果食品市

副会長︑日本消防協会代議員︒

場社長︑富山県護国神社奉讃会理事等を兼

◇
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口絵二丁挿入
本文六九二頁

Ａ５判上製函入

1

・新刊緬譜蕊濫釧簾賎締溺繊濡静躍誰砿識蕊戦灘蕊

綱良以下一千余名に及ぶ戦犯が︑九州臨時裁判所において切々たる心情を吐露した口供書

小寺鉄之助編明治十年大西郷のドに弱二の維新﹂をめざして慨起した薩軍の将兵︑元鹿児島県令大山

西

四六判／上製厚表紙／函入

日本歴史叢書

く既刊14冊発売中＞

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︒印章にまつわる種々相を解明して各
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︒写真・図版多数挿入

荻野三七彦著日本歴史叢書⑬／価九八○円

印︽⁝重言
紙の実物見本を付録とし︑懇切な索引や参考
文献などを付教した︒写真・図版多数挿入

の結晶︒巻末には和紙抄造過穐の解説や︑和

とを基礎に初めて実↑証的一﹂解明した著者積年

わが国における紙の歴史を︑文献と遺存資料

1

︾

東京都文京区本郷7丁目2番
振替口座東京244番

編纂した丁丑乱慨︵巻末所収︶Ｆ﹄よれば︑戦死および死生の報て頻りに探偵政策を用いてこれが解決に当ろうとした︒それが
がない者が五︑一二七名︑懲役刑に処せられた戦犯は一︑四八八十年二月私学校生徒の暴動から西南の乱となってしまったので
名であるが︑この書には︑一︑○五四名の口供書か収められてある︒それにしてもこの書はその渦中に巻き込まれた人々の具
ぃ為︒口供書というのば裁判綴告が犯罪事驚を承認宣誓した申体的行動の偽らざる記録である︒１以下略

臨時裁判所の微争裁判の記録である︒鳴滴士年の鹿児島県でき愚と思う︒ｌ略ｌこの気運を看取した政府は西南奇し

この書は︑明治十年の西南の乱における暁唯将士を炊いた九州米するところを明らかにし︑その意味をも理解し得ることがで

序よりＩ高柳光寿立書であるから︑これによそ打倒政府の根源に棚っでその川
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