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私は学校を出て直ちに大蔵省に入ったがその翌年の九月一日の関
東大震災に鎌倉で擢災した︒そして十月初めには焦土と化した東京

目次
︵巻頭言︶

帝都の大震火災⁝⁝：：⁝・⁝：⁝：：⁝：⁝：：・６

天災と覚悟⁝⁝⁝⁝．：⁝⁝⁝⁝⁝野口明⁝②

︵特集・天災︶

量より質を．：⁝⁝：⁝⁝⁝：：⁝⁝相馬敏夫⁝⑳

随い欧米に赴いた︒その後既に四十五年の星霜を重ね近く古稀を迎

対莱はこれだけ⁝・⁝⁝：⁝⁝⁝⁝入江相政⁝ｍ

横浜をあとに復興資金借入れのための外債発行の御手伝いで上司に
えることとなり年令から云えば敬老される資格十分と相成った訳で

内久保良次佐々木芳蔵

島津忠重後藤三郎小名木教吉

私の健康長寿法⁝⁝⁝⁝：⁝⁝．：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・鰯

敬老のｕ：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．：⁝森幹郎．：⑲

老人福祉の問題点：⁝：：⁝⁝⁝⁝木村健一⁝⑮

︵特集・敬老︶

猛火巾号令：：：⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝：⁝：．：⁝⑭

東京に大地震が起こったら⁝：：：大沢水紀雄⁝⑪

あるが今往時を回顧すれば感慨は全く無量であると云わざるを得な
い︒私は二十年前の敗戦の憂き目を経て昨今のⅢ本の政治経済の在
り方を見るにつけ思い出されるのは英米在勤当時日本の今後の発展
は量より質なりと云い人口制限をとなえたり外債は生産資材の買入
れに主として使うべきだと云って見たことである︒然るに日本の現
状はいずれの面においても日本という大きな立場に立って物事を判
断し実行する真剣さも堅実さも明治時代に比べ著しく乏しくなって
しまったように感じられる︒先日テレビで今尚原爆にさいなまれつ

弘道詩林⁝⁝：⁝．：：：⁝⁝．：⁝⁝三好凌石選⁝鋤

老後の生活⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝松介秋之助：．⑰

会員だより⁝⁝⁝．．⁝：：⁝⁝．．⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝１
６

つ平和を祈願している多くの入院患者を見たのであるがそれに引統

支会だより⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝帥

き国会における牛歩戦術︑敬老される年頃の人々の議政壇上に於る
えているのであろうかと疑いもし︑又痛憤せざるを得なかった︒私

押し合いへしあいの有様を見たときは日本の指導階級が一体何を考

編集後記

新入会員芳名⁝⁝⁝：：：⁝⁝：︒⁝⁝：：：：⁝・⁝⑫

ことこそ刻下の喫緊事と思えてならない︒︵四二︑八︑一二︶

は︑西村先生の説かれた﹁国民の品質を造る﹂︵日本道徳論八八頁︶
︵難事︑明治製緋社長︶

（1）

天災と覚悟

一天災は忘れた頃来る
毎年九月一日が近ずくと︑私は関東震災を想出す︒そし
てあの災難をそろそろ忘れ出す頃故︑そろそろ警戒を要す

昨年は警視庁も当時の記録を調べたり︑横浜市役所や神奈

庁や︑神奈川県庁や︑横浜市の首脳者達もそう思出したか︑

た︒地上五寸位は地下の水蒸汽が熱で蒸発する為か︑煙の

中では︑眼を開けていることができないで︑地面に伏して

避難者と共に九死に一生を得た︒猛々たる黒煙の流れ込む

関東大震災の時︑私は猛火に囲まれた横浜公園の中で︑

きたのであった︒その時私は自然と云うものの恐しさを知

来ない薄い層ができる︒そこに鼻を持って行けば呼吸がで

った︒平素は此の大自然は慈母の懐のように懐しいもので

川県警察部は一応の震災対策の詳細な計画を作りつつある
は地震に限らないし︑同じ地震でも同じ形では起らぬかも

あるが︑一度狂った時は厳父の怒のように物凄いものであ

のを知った︒此の対策は無いよりは結構だと思うが︑天災

川県庁の座談会に私も引張り出されたりした︒私は関東震

二自然は厳しい一面を持っている

して意外な災害を起こすものである︒

るとも思われない︒兎も角天災と云うものは︑不意に発生

災害の状況も亦変って来て︑机上の予定対策がその侭使え

明

災の時神奈川県警務課長であった︒かくして警視庁や神奈

る時になったかと思う︒私ばかりではなく︑東京都や警視

口

知れないし︑都市の情状も当時とは大分変っているから︑
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野

関東震災の災害は並々なるぬものがあった︒

万と云う人が死に︑下町一帯は焼野原となってしまった︒

市街地の大部分は全焼した︒東京でも本所の被服廠では何

は当時四十万位の人口の内︑約一割が焼死又は重傷を負い︑

てしまった︒之は私一家の災厄の状況であるが︑横浜市で

てそれから何時間か後には官舎は家財道具一切と共に焼け

転で通りがかった御用聴きの男二人に助け川された︒そし

れて︑妻と二歳の長男とは下敷になった︒隣りの夫人の気

私の家族はもっとひどかった︒伊勢山に在った官舎はつぶ

太陽のような気がした︒私はこうして兎も角も助かったが

る︒真黒い煙の中に時にだと見える真紅の太陽は︑地獄の

もので︑近来各地の災害を見ると︑計画の不備や工事の不

盛んな時代では︑こうした危険の種を人為的に作るような

れば対抗できない筈である︒耕地の改良や住宅の増設等の

る︒之を戻らないようにするには余程堅固な工事をしなけ

る︒自然は自然の旧態に戻ろう戻ろうとしているものであ

などは一挙に押し流して︑太古からの川筋に戻ることであ

り︑干拓したりすると︑一朝洪水の時は︑人の作った工事

く思ったことは︑人間が米の増収のために水路を変更した

末に学徒を勤労奉仕に出したことがあった︒その時つくづ

しろ殖えるような気がする︒私は仙台に居た時洪水の後始

た三陸の大津浪の話を聞いた︒海の近くでさらわれた家は︑

又先年三陸海岸に旅した時︑私の少年時代に天下を震駁し

をいぢくるには周密な調査と周到な工事とを必要とする︒

十分さが相当災を為しているように思われる︒兎に角自然

三天災は他人事では無い
私ばかりではなく誰でも同じと思うが︑こうした災害を

るに年が経つに連れて︑又便利な海近くに種々の建物︑中

には住宅もあって︑何時の間にか作られているのを見た︒

皆山手の高所に再建しているのは当然のことであった︒然

之では天災も人災とあまり変らぬようになる︒であるから︑

いるようだ︒私なども関東震災を経験する前は︑全焼の厄
などを蒙ることは考えたこともなかった︒ところが震災を

天災を少くするのには︑自然の恐しさを十分認識して︑災

経験しない人は︑災害は自分だけには起らぬように思って

蒙り又後年仙台で戦災を蒙ったので︑一生の内に二度も全

禍を最少限度に喰止める不断の注意か必要である︒少くも
ある︒

人間が利口になれば天災の災禍はずっと減じ得る可能性が

生も短くなったから︑もうこんな目に会うまいとは思うが︑

私の子供等は一生の間に︑一度位は大災害を蒙るような気

焼の厄を経験してしまった︒今ではもう七十歳を越えて残

がする︒こんな不吉な予言はしたくないが︑人間が自然を
種々いぢくることが多くなったのを見ると︑災害は将来む
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現象が︑一面に於て大きな利益をもたらしていることも見

多い︒私は昔水害に悩んだ霞ヶ浦一帯の所謂水郷地方を見

洪水のある地方は平素は水の恩恵を豊かに受けている地が

落してはならない︒地震だけは大して利益もなさそうだが︑

日本には地震というものがある︒勿論地震は日本だけの

て︑水の恩恵の甚だ多いのを認識した︒こうした自然現象

四日本は天災国か
ものではないが︑世界には地震のない地帯が相当ある︒先

は世界各地に共通するもので︑その長を利用し︑その短を

必要もなさそうである︒今更ら我々が日本を天災国だと悲

防ぐならば︑換言すれば人間が利口になれば︑そう恐れる

られるのを見て︑地震無き国を羨しく思った︒日本でも近
年は我々素人には不安な高層ビルが建てられて来た︒聞け

年香港に行った時︑高層ビルが割合に簡単にドンドソ建て

ば学理上高層建築の方が却って耐震性があるというそうで

その天災と闘って今日の繁栄を築きあげて来たのであるか

観しても︑他国に移住できるものではなし︑又我々先祖も

ら︑この雌でできるだけ災害の少い︑住攻よい日本にして

かどうか︒私などは矢張り実際に経験して見ないと判らぬ

ゆくことが我々に課せられた使命である︒

ある︒然し本当に大地震が来た時︑学理通りの効果を示す
と思う︒この実験は多くの犠牲を伴うもので︑此の次に大

五天災よりも人災がこわい

震を経験した上でなくぱ納得できない︒況んや工事自体が
ないことも考えられる︒兎に角日本にとっては地震は恐し

厳重に良心的に施工されていなければ︑学理通りには行か

前匡も述べた如く︑我々が天災というものの中には人災

の要素が多分に含まれていることを忘れてはならない︒一

いものの一つである︒

日本の天災はその外にも台風︑津浪︑豪雨等がある︒少

工事に欠陥があることが原因を為している︒台風の被害な

見不可抗力と見える地震でも︑その災害は都市計画や建築

ども治水計画や土木工事の欠陥が原因を為す場合が多い︒

し大きな雨が降るとすぐ大水害が報道されて気の毒な擢災
災国かと疑わしくなる位である︒然し又︑新聞を見ると︑

ことも可能である︒元来此の大自然は人間を可愛がるとか

之等の欠陥は人間の知恵の発達によって︑最少限度にする

者のことが胸をいためる︒して見ると日本は世界有数の天
天災の苦を嘗める国は他にも随分ある︒地震が無い代りに

なく︑地殻に変化が起れば地震となり︑気圧に変化が起れ

人間を苦しめるとかいう特別の意思を持っているものでは

暴風や洪水や日本にはない大飢漣に苦むところもある︒で
さそうである︒又天災というものの︑その原因となる自然

あるから日本を世界一流の天災国として悲観しなくてもよ
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ら︑それに対する対策を研究して︑被害を蒙らないように

し︑その変化現象はいやという狸経験しているのであるか

ぱ台風になるに過ぎない︒人間はこうした自然の下に発生

災は突如として起こる︒所謂不意打ちに来ることである︒

だからして我々は一朝天災に遭遇した時の心構えを作って

を持っているから︑今後と雌も天災の脅威は多分にある︒

は上述の通りである︒然し人智未だ発達せず︑幾多の欠陥

私は関東震災と仙台空襲とで二度手いたい災禍を蒙った︒

おかなければならない︒まづ第一に考えておくことは︑天

両者を比較して見ると︑恐しかったのは震災の方が遥かに

して生きるほかはないのである︒ところが人間は少しでも

からして自然に挑戦するから災害を蒙るのである︒自然が

少しでも商売や生活の条件をよくしようとか︑極々の欲望

上であった︒戦災の時は戦時中故心構えもできていたし︑

収穫を挙げようとか︑少しでも交通を便利にしようとか︑

かりではない︑人間にはもっと戒心すべき純然たる人災が

悪いのではなくして︑人間に責任があるのである︒それば

は焼かれたが︑多少の疎開もしていたし︑身体の危険を避

空襲の時には警報によって準備ができていた︒焼かれるの

の対策も一応できていて︑それが実行された︒ところが震

ける方法も心の中にあった︒確災直後の食紐の配給や治安

ある︒いう迄もなく其の最たるものは戦争で︑殊に原子爆
ている︒之こそ避けようと思えば完全に避け得る災害であ

弾の発明以来︑戦災の残酷性は天災の比ではなくなって来

ろに衣食住にも困った︒それに私の職務が弊察であったか

ら︑自分のことの外に多くの人の為めに︑救済や治安や復

災の時には︑こうした用意が皆無であったから︑たちどこ

旧の為めに働かねばならなかった︒私の一生のうちで一番

って︑然かも災害の激しさは天災以上のものがある︒こう

が判っていて︑避ける可能性が多い人災に︑今川世界の人

方が遥かに実効が多いといわざるを得ない︒それほど原因

ように思う︒之は全く無経験︑無準備のところへ不意打を

骨が折れ一番忙しかったのは︑震災後の約半年間であった

思うと︑我々は天災を川越にするより︑人災を川辿にする

間が苦しんでいる現実を我々は慨嘆しなければならない︒

い位ラジオやテレビで警報を流し︑準備を警告するが︑そ

喰ったからである︒であるから近年台風の時などに︑くど

此の人災に関してはいいたいことも多いか︑今回はただ天
置く︒

消防は第一線で活動してくれるが︑被害が大きいととても

大きな効果がある︒第二には他からの救済である︒警察や

れは余りに無駄になったとしても︑被害を減少させるには

災よりも人災の方が激しいということを指摘するに止めて

六治に居て乱を忘れず
天災を人智によって岐少限度にする以外に途はないこと
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つくものである︒之は都市等の戦災で一確災者となった人

は︑周囲に同累者が沢山あるので︑思ったより諦めが早く

努力するほかない︒私の経験からすると︑災害が大きい時

自身の奮闘である︒他の救済を受けると共に︑自力復旧に

衛隊が出動して呉れるのが何よりである︒第三には擢災者

手が廻らない︒こういう時には昔ならば軍隊︑今ならば自

関に於ても天災は何時かは必ず来るという前提の下に︑平

なことである︒そして個人の家庭ばかりでなく︑公共の機

面に蔵する厳しい厳父の怒りを忘れないことが何より大切

なる︒この安易感︑即ち自然をただ慈母とのみ思って︑他

天与し易し︑自然馴れ易しで︑治にいて乱を忘れることに

ような気がする︒そうして︑一度立直りの軌道に乗ると︑

素から対策と準備とを用意する一﹂と︑之以外に天災対策は

有り得ない︒それが人間の利口か馬鹿かの分岐点であると

には皆経験している如くである︒そして何年か経つうちに
は︑不幸な打撃をもだんだん忘れて︑明るい生活に入り得

思われるのである︒︵副会長︶

Lbノ

るものである︒天は公平というか︑自然に恩威兼備という
か︑悪い運のあった後には良い運があるようにしてくれる

／ 戸 、

対策は

政

夏休も終りに近づいてきた︒その年は軽井沢の先の追分

三︑四歩いそいでとびのいたら︑今まで立っていた所のす

気がついた︒ここが一番安全︑どころのさわぎではない︒

たのだが︑その時大きな石灯篭が大ゆれにゆれているのに

たことからして︑それが地震であることは十分わかってい

にある姉の家の別荘で大分遊んで︑八月の二十Ⅲ頃に帰っ

いきなりこれだけのことがおこったのである︒気が転倒

ぐわきに石灯篭が横ったおしにたおれた︒

った︒はじめからそこが一番建物に遠いと見当をつけてい

していたのか︑石灯篭がたおれたぐらいでは別に驚かなか

とになって︑ころがっている石灯篭のところへもどった︒

たくらいだから︑たおれて承ればそこが最も安全というこ

気がついたらすぐ横に母がいた︑兄もいた︒手伝いのも

朝から翻訳物を読んでいた︒場所は牛込の余丁町︒永井

た時のことである︒

あまり岐初の全集がまだたしか六︑七冊しか出ていなかっ

鴎外全集に読みふけってもいた︒なにしろ鴎外の死後一年

とか︑ああいう古典も読んだし︑またその頃川つつあった

てきて︑あとはうちで本ばかり読んでいた︒源氏とか落窪

代に学んだことを大きな喜びとする︒

ワーヅという﹄﹂とで庭にほうり出されたＯもちろん自分

相

でとび出したのだが︑この辺のところがはっきり分らない

江

旧制高校に進んだ夏のこと︒中学の終りごろから問等学

入

ほどのことだった︒気がついたら庭にいたというわけであ

け

校︑それに大学というあの頃の課程はなんともいえなかっ

ノ
ー

る︒この辺が庭のおよそまん中だから︑一番安全だと思っ

身.､子

た︒今の六三制というのはよく分らない︒分らないくせに

れ

なんとかいうのはおかしいが︑われわれは少くとも旧制時

ー

断腸亭も建っていて︑私はここを書斎にしていた︒

L イ ノ

ー

荷風からゆずり受けた五百坪ほどの土地︒この中には例の

／ 庁 、
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れである︒茶席の書斎からとび出して︑石灯篭がたおれる

の二︑三人も集っていた︒目あれども無きが如し︑とはこ

ない︑と思った︒

気味がわるいぐらいで︑こんなことですめば大したことも

だ家の中にはいるのは︑いつまたひどい余震がと思うと薄

父は東宮侍従長だったので︑そのころの皇太子殿下︵い

までに︑第一回の地震はおわった︒おわったところで我に
かえったとみえて︑ほかの物が見え︑ほかのものがわかっ

まの陛下︶のおそばにいて︑赤坂離宮につとめているのだ

から︑まあ大丈夫だろう︒姉の一人は神田の駿河台︑もう

てきたというわけである︒

その朝東京は雨が降った︒母は自分の部屋からにげ出し

一人のは前記の追分というわけ︒つまりわれわれ一族はま

庭には一人ではかかえられないほどの大木が何本もあっ

てくる途中︑池のへりでふ詮すべらしてころんだそうだ︒
一証明できるのに︑石灯篭のたおれた所に着いたのは母より

た︒もともとこの木に惚れこんで父はここに居を定めたの

あ大したこともあるまいと話し合った︒

兄が先だった︒親不孝だとか不人情だとかからかわれたが︑

だったが︑その木々が天を覆っているのでよく見えないの

ほかの事情からいって兄は母よりあとから庭に冊たことが

兄の目も︑さらには母の目も︑私同様なんにも見ることは

だが︑なんだか妙な雲がいっぱい空に出てきた︒夏雲奇峰

なにしろひどいことだった︑というような話をし合って

ているうちに︑日が暮れるにつれてその雲がまつ紅になっ

多し︑あれは入道雲か︑少しちがうようだが︑などと思っ

できなかったのである︒

いるうちに︑二回目のがやってきた︒あの時の地震として
は︑これが一番大きかったのだそうだが︑その時はもうい

このころになると︑街の噂がだんだん聞えてきた︒江の

てきた︒

こら一面わけのわからない砂塵でおおわれた︒街なかの家

くらか馴れてもいたので︑あたりのことがよく分った︒そ

たとか︑日本橋のデ・︿Ｉ卜では︑黒焦げの死体をぽんぽん

島は海底に没し去ったが︑そのかわり別に新しい島ができ

んですからといって︑道行く人に反物をただでいくらでも

往来にほうり出している︒そうかと思うと︑どうせ焼ける

々の瓦が落ち壁がこわれ︑それらが集ってああいうことに
そこら中いっぱいになった︒

なってきた︒井戸という井戸には毒が投げ込まれる︒方々

空はいよいよ唐紅︒夜に入るにつれてまるで昼みたいに

くれる︒流言輩語とはかくの如きものである︒

なるのだろう︒阿鼻叫喚とはあのこと︒悲しげな叫び声が
夜にかけて大小の余震がつづいたＯ水道は出ないが井戸
があったから別にこまらなかった︒ひどい地震ではあった
が︑うちではだれ一人死んだでなし︑怪我したでなし︑た
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で人がたくさん殺されている︒下町はみんな火の海︑と︒

は一つか二つ︒その流れにしたがっていると︑自然落ち口

めし合わせたようなことだが︑火に追われれば落ちゆく先

というので︑すでに焼け尽くした黒門町をまた通って︑宮

谷中の墓地も必ずしも安全ではない︒こうなればいっそ

に集まるものなのだろう︒

父が御所からかえってきた︒正しい話が大分わかってき
た︒まだラジオも無かったその頃︑新聞なんか来るはずも

城の中にはいった︒義兄も宮内省につとめていたからであ

ないし︑父が唯一のニュースブローカーだった︒前記の流
とだけだったが︑ほかも当時としては少し半信半疑でもあ

そのあと間もなく﹁この際﹂という言葉がはやった︒今

十分の炊き出しも受けたものだった︒

難者はゑんなころがりこんだもの︒侍医が診療にあたり︑

る︒もっともあの時は宮内省の人か否かにかかわらず︑避

言のうち正しかったのは︑下町はみんな火の海︑というこ

った︒

姉の嫁した駿河台はどうだろう︒下町は火の海というが

まで当然しなければならないことで︑なかなかそうも蹄糸

ノ

、 、

駿河台までいったかどうか︒車なら十五分のところ︒兄弟
の三Ｈまでわからなかった︒三Ⅱの昼頃︑すっかり焼けて

であり親子であるのに︑姉一家がどうなったのか︑翌々Ⅱ

験をなめたのだし︑お互に死線を越えたのだから︑この際︑

切れなかったことがたくさんある︒今度これだけにがい経

われわれが石灯篭のところへ集った頃に︑姉たちはもう

しまったといって︑一家がうちへやってきた︒

ならない︒またしようではないか︑という意味である︒

このためなかなかできにくかったことが︑すらすらと改

すべてのいきがかりを捨てて︑思い切って断行しなければ

革されたことも多かった︒けれども人間というものは︑人

ろん手伝いの人やら小使やら︑人は多勢だが︑その一行が
にちょっといたが︑そこもあぶないというので︑黒門町の

お茶の水の橋を渡った直後に︑あの橋も落ちた︒神田明神

はないのである︒﹁この際﹂といって引きしめようとし︑

間の世の中というものは︑決してそうなまやさしいもので

火に追われていた︒まだ小さかった子供三人をつれ︑もち

たあの辺の人たちから︑﹁神田っ子は気がはえいな﹂と声

はずなのに︑﹁のどもと過ぎれば﹂で︑いつの間にかみん

すべてを放下︵ほうげ︶して正しきにつこうと誓い合った

通りを上野へ向った︒電車通りの御影石の上に避難してい

けてしまった︒

ことになってしまった︒

な忘れ果てた︒忘れるどころか前よりも一層はなはだしい

をかけられたそうだが︑その人たちもそれから間もなく焼
谷中に墓地があるので︑姉はそこの茶屋へ逃げこんだ︒

夜になって兄もそこへやってきて一家そろった︒まるでし

rQ，

建て直そうと︑ゑんなで誓い合ったはずだったのに︑一年

て︑質実に粗朴に︑生活を︑心がまえを︑政治を︑国を︑

か︑無用のことにこだわり過ぎたとか︑そういう反省をし

﹁この際﹂などといって︑今までは軽桃浮薄であったと

た械花一朝の夢となり果てよう︒

廃嘘から︑堂々とはげんでここまで復興させ︑経済的にも

たら︑一体どんなことになるだろう︒戦争で灰矯となった

になった︒このごろの東京にもしあれだけの地震がおこっ

それはそれとして︑あの頃でさえあんなにも悲惨なこと

地ド鉄に乗っている時おこったら︑高層ビルにいたら︑

立ち直って︑吐界の驚異となったこの繁栄も︑ふたたびま

それには無理のない事情もある︒私の二年ほど後輩で︑

那主義的になってしまった︒

本所で一家全滅になった人がある︒一旦両親といっしょこ

なことばかり︒

などと考えるにつけても︑どうしたらいいか分らないよう

も経たないうちに︑その反省とは全く逆に︑いたずらに測

逃げながら︑父親の命令で︑家の宝をとってくるためにう
れてしまい︑まごまごしているうちに︑大火鴨のためにお

にきずき上げたものと説く人もある︒その国の文化は︑す

心がまえも︑抱いている哲学も︑すべて揺れ動く大地の上

日本人は︑先祖代々この火山列島に住みついているから︑

こった突風にまき上げられ︑たたきつけられるようにして

べてその国の大地と切りはなして考えることはできないの

ちにひっかえした︒そんなことで両親や兄弟の一行とはぐ

たりして︑かろうじて助かった︒しかし親も兄弟もゑんな

隅田川にほうり出された︒夜通し水にもぐったり顔を出し

それにいくら考えて黙たって対策もない︒どう防ぎよう

恐ろしがる人たちをおかしいとさえ思う︒

代々揺れつづけのわれわれはもう馴れっこになっていて︑

たまたま来ても︑人によってはびくびくして暮らしているｃ

地震の無い国の人たちは︑日本に住むことを好まない︒

だから︑まさにそういうものなのかもしれない︒

焼け死んでしまった︒一家で助かったのは他に嫁してい・た

この人は立派になって今も活躍しているが︑それは例外

姉さんとその人だけ︒

で︑こんな有為変転にあえば︑人間はどうしても享楽には
しる︒一生懸命にやったってどうせあすを知れない身じゃ

つまりはただこれだけのことである︒︵歌壇選者︑侍従︶

いかかったとしても︑死んで悔いないようにしておくこと︑

もない︒要は﹁ひとりをつつしむこと﹂︒いつ大地震が襲

これが大正の末から昭和のはじめ庭かけての浮華の風廷

あないかということになろう︒

つなが
がる
る︒
︒そ
そし
して
てそ
その
の反
反犀溌が転々してこの間の戦争にまで
行ってしまったのである︒
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東京に大地震が起こったら

もし今日︑関東大震災と同じ強さの地震が東京を襲った
らどんなことにな為だろうかＩこの想定にもとづき東京

水

紀

雄

がかりで﹁東京都大震火災時避難に関する研究﹂をまとめ

中の火気を始末することを忘れたり︑家屋がこわれて発火

研究と対策について討論を重ねた︒﹁冬の夕飯時にマグニ

ら二十一人の専門家が参加して三十九年から〃大地震〃の

倒れる﹁倒壊率﹂は地震の強さ弱さや建築物そのものの強

内の家屋合計の五倍にもふえている︒地震によって家屋が

ある︒二十三区内の木造家屋数は大正震災当時の旧東京市

には約百六十五万九千戸︑三多摩地区に約三十八万六千戸

流れたりするから火邪が起こる︒木造建築は東京二十三区

チュード八程度の地震が東京を襲った﹂という想定で①火

ており︑木造家屋もずいぶん丈夫にはなっているが︑それ

でも﹁マグニチュード八︑震度六の烈震﹂ということにな

さでずいぶん違ってくる︒現在は耐震工法がかなり普及し

って下町の住民は危険にさらされ︑一方家屋が密集してい

発表した︒それによると関東大震災なみの地震が起これば

災の状況②都民の避難場所という〃緊急課題〃をとり急ぎ

この地震部会には学界︑建築界︑気象庁︑消防庁などか

性薬品類や引火性のきわめて強い揮発油類がそこかしこに

︹火災について︺大地震になると皆避難を急ぐあまり家

なることは必定だという︒

るため安全な逃げ場所は少く︑関東大震災を上回る惨事に

沢

あげ六月末発表した︒

都防災会議地震部会︵部会長河角広東大名誉教授︶は三年

大

東京には約八百ヶ所で一斉に火事が発生し︑燃え放題にな
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が︑その計算によると二十三区で七百三十二件︑三多摩で

出火件数はこの倒壊戸数と出火率から推算できるわけだ

メートルが焼野原になってしまうことが予想される○三川

え広がり︑火災発生後五時間たった時には約十六平方キロ

港区など都心部を除いた都内のほとんどの地区で火事は燃

江戸川︑足立︑葛飾︑大田︑世田谷など地盤が悪かったり︑

六十二件発生する︒このうち六○％は住民の手で消し止め

間四十時間も燃え続けた関東大震災の焼失面積の半分近く

れぱ二十三区内の倒壊家屋は一万九千八百六十戸︑三多摩

られるが︑残りの四○％三百二十六件は延焼する︒一方︑

にあたる区域が︑たった五時間で焼けてしまうわけだ︒さ

道路事情の良くない場所もひどい︒こうして千代田︑中央︑

これを食い止める﹁消防力﹂はどうなっているだろうか︒

らに延焼火災が合流して︑大火流や旋風が巻き起こり︵関

地区で二千三百二十戸が倒れる計算だという︒

り︑三多摩は三十六署︑八十四台となっている︒関東大震

現在二十三区には消防署が二百九署︑消防車が五百五台あ

の強風を記録︑本所被服廠跡には高さ二百メートル︑風速

ルだったのが夜半には北を西の風に変わり二十二メートル

東大震災では大火災の為︑正午には南の風十二・三メート

道管はこわれ︑電話など有線通信は途絶︑消防職哩只も集ま

毎秒八十メートル︑左巻きの大旋風が起こった︶︑現有消

災の例を見ても︑大地震では倒壊家屋が道路をふさぎ︑水

しまう︒その上悪いことに最近は石油コンロ︑ストーブが

れなければポンプ車も動けないという最悪の状態になって

うむるだろうという︒

防力をフルに活動させても関東大震災を上回わる被害をこ

︹避難場所︺現状では関東大震災以上の被害をまぬがれ

普及し︑発火しやすい灯油︑ガソリンの類が都内いたる所
にあるから火事も地震発生とほとんど同時に起こるに違い

っかりした﹁避難計画﹂を立てておくことが大切だ︒こう

ないことがわかった︒そうだとすれば消極的な対策だがし

こうして約八百件もの火災が起こって︑三百六十二件は

したものが全くなく︑大窪火災に逃げまどったばかりに関

ない︒

て四百六十台しか出動できず︑百六件の火事は消火活動が

延焼中だというのに道路障害などで消防車は三多摩を含め

などを計算して﹁大火になってもここへ逃げれば命だけは

だ︒そこで防災会議は都内各地の避難面積︑収容可能人口

東大震災では五万九千人もの尊い命が失われてしまったの

助かる﹂という避難場所四十一ヶ所︵表参照︶を選び︑各

不可能となり︑消火延焼防止に着手したもののうちでも四
所の火事は燃え広がるばかりということになる︒

区民に割り当てる表を作成している︒しかし東京には空地

十二件は消し止めることができない︒結局都内百四十八カ
〃燃え放題〃の火災は江東︑墨田両区が特に多く︑荒川︑
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港・新宿
港

新宿
新宿・港
杉並

品川・大田

渋谷・中野・世田谷
世田谷・目黒

﹁安全な避難場所﹂の条件は市街地の火事による幅射熱

が困難になってくる情勢だ︒

こる津浪や洪水の危険がないこと︒こういう条件を満たし

が届かないだけの距離をもった空地で︑大地震によって起
た避難場所はもう手近かな所にはなく︑八キロも逃げなけ
れば〃安全〃を求められない地区も出た︒荒川や江戸川な
どの河原ですら現状では大火災時には安全とは言えないの

足立

葛飾・荒川・墨田
噛飾

江戸川

江戸川
純 鴫・中野・杉並
杉並

えば︑倒れにくい鉄筋コンクリート造の建築物を計画的に

も重要な事であろう︒防災会議の研究によっても都心部の

造成し︑道路を拡幅整備し︑消防力を強化するの三点が股

リート造のビル街が多く︑地震がきても倒壊しにくく︑燃

被害か割に少いだろうと推定している︒これは鉄筋コンク

べて広いし︑整備されているので消防活動もしやすいから

えにくい︒またたとえ火事になっても道路が周辺部にくら

大事に至らないわけだ︒ところが荒川︑江東が世田谷︑大

い細い路地がくねくねと曲がり︑何にもない平常時でさえ

田など周辺区域の道路事情はどうだろう︒車がすれ違えな

、 上 凹 ノ

世田谷
世田谷・@黒
世田谷
北
北

所番地だけでは目的の家を見つけるの廷大変な苦労をする

rlQ1

足立・北・荒川

'秒足立区北部
!⑮荒川川原
⑯葛飾北部
⑳江戸川柴又
'＄江戸川区南部
'＄
小岩
⑳大泉学園一帯
⑪深大寺方面

大田・品川
大田

たりして問題もあり︑避難地にはなりえない︒

'塾11号埋立地
,⑬南砂町

江東
江東
江東

!⑳有明町

目黒・世田谷

だという︒また地下鉄の中は大火災では風洞のようになっ

'⑩7号埋立地

中央・江東・墨田

⑦赤坂離宮
⑧背Ill墓地

I
文京・新宿・千代田
千代田・港
千代田・台東
千代田・中央・墨田

﹇今後の対策︺大震火災に対しての積極的な対策はと言

'⑲上野公園

板橘・豊島
板橋・練馬・中野
豊島
文京
文京
台東・荒川
江東・墨田

⑳戸田橋付近
'お徳丸ケ原
⑯学習院大学
⑳後楽園
⑳東京大学

品川

⑨防術技研
⑩大井競馬場
⑪平和島
⑫羽田空港
⑬多l｛割￨￨河原
⑭新宿御苑
⑮ネ1宮外苑
⑯大宮公園
⑰明治神宮
⑱駒沢公園
⑲砧緑地公園
⑳砧上水場
'⑳馬事公苑
'⑳赤羽台団地
I電赤羽ゴルフ場

中央

①北ノ丸公園
②識lf堂周辺
③皇居前
④11比谷公園
⑤浜離宮
⑥ 晴 海

が日に日に少くなっており︑安全な避難場所を見つけるの

＜どこへ逃げればいいか＞

れる墨田︑江東︑葛飾︑江戸川などでは大地震とともに発

災の危険は今さら言うまでもない︒特に﹁七方面﹂と呼ば

ありさまだ︒こういう所に木造家屋が密集しているから火

かりが目につくのだが︑皆まるで自分の所にだけは地震も

までもなく︑現在のⅡ本の大都市を眺めれば無防備ぶりば

天災には仲々手を打とうとしない︒防災会議の研究を見る

ないことだが﹁何十年何百年に一度あるかどうか﹂という

火堺も起こらないような気でいるのだ︒これを機会に﹁大

生する百二十一件の火災のうち一時間以内に延焼防止でき
るのはたった二十八件というのだから恐ろしい︒これもひ

地震はきっと起こる﹂と頭に刻裂つけたうえで自分のまわ

またどんな地震にも絶対に倒れない建物などは望んでも

の救命主の素性も姓名も一切分らない︒︵弘近測号溌災美

人々が少くなかった︒ただ電車の車掌と︲いう噂さだけでこ

る︒この沈着大胆捨身のかけ声によって万死に一生を得た

粉が沢山来る︒伏しなさい︒と一々大声で号令をかけてい

払いながら︑今よ︲い風が来た︒すぐ吸呼しなさい︑今火の

た︒焼土に坐って坐禅をくんでいる︒吹きつける火の粉を

きながら焦がし焼いて行く︒かかる間に一人の豪傑がい

本一町被服廠の広場の紅蓮の炎は群がる避難比を嘗めて生

猛火中号令

︵神奈川県会員︑日本経済新聞社会部︶

りをもう一度見直し考えてゑる必要はないだろうか︒

とえに道路事情と火事に弱い密集家屋のせいだ︒

しかしこれはいよいよ難かしい︒土一升金一升の東京でい

無理だから︑どうしても避難地の確保が必要になってくる︒

つ起こるのか︑また起こらないかも知れない地震のために
空閑地を確保しておく人はまずいないだろう︒そこで河川
の堤防にそって高層ァ・ハート群を作ったり︑現在空地で将

来は木造建築が建ち並びそうな所には耐火建築にする︒こ
れらがいざというとき防火壁の役割を果たし︑延焼を食い
とめるから避難もしやすくなる︒これと同時に樹木の多い
公園を各所に作ることも必要だ︒そうでなくても東京は公
園緑地面積が世界のどんな大都市にくらべてもお話になら
ぬほど少く︑うるおいにかけているのだから︒

強化しなければいけないｃ防災会議の報告書でも関東大震

談抄出︶

さらにまさかの時に大活躍する消防力を現在よりぐんと

は新たに五百三十二台の消防車が必要だと述べている︒こ

災級の地震による火災が発生したら︑それを消し止めるに
れらすべては国なり都なりの積極的な施策がなげればでき

（14）

」

I

老人

ｌ﹁敬老の日﹂に皆で考えたいことＩ

を保障されるものとする﹂︵第二条︶と規定しており︑﹁敬

老のⅡ﹂制定の趣旨も﹁国民の間にひろく老人福祉につい

してきたものとして敬愛され︑かつ︑健全で安らかな生活

敬老行事が行われた︒だが︑このよろこびに逆くように︑

ての附心と理解を深め︑また︑老人自らに生活の向上につ

とめる意欲を高める﹂とうたっているが︑多くの老人がこ

世代も︑老人自身も真剣に考えねばなるまいｃここに﹁敬

福な︑生きがいある生活を送れるように︑政治家も︑若い

今年もまた﹁敬老の日﹂を迎えるが︑すべての老人が幸

れとはほど遠い状態にあるというのが実情である︒

に死んだ夫をしのんで︑郷里の山林で綿死をとげたという

もめぐまれ︑りっぱに子女を育て上げた老婦人が︑七年前

をかげたくない等々︑いろいろだったが︑中には経済的に

動機は貧困︑病苦︑孤独からの厭世感︑家族にめいわく

このⅡ︑各地で六人も老人自殺者があうた︒

が﹁敬老のＨ﹂と改称され︑国民の祝日となった︒そして

老人福祉法には﹁老人は多年にわたり社会の進展に寄与

人に対する社会保障の允実こそ今日の急務だと力説した︒

われでならぬ﹂と︑老人の孤独問題をとりあげ︑また︑老

のぞむ思いがする︑蚊後の地が故郷の山林であったのもあ

一

福 祉の問題点

﹁敬老の日﹂を迎えて
昨年第五トー国会で︑国民の祝Ｈに関する法律の一部改

健

九月十五日は始めての祝日だというので︑全国的に盛大な

正が行われ︑従来﹁老人の日﹂とよばれていた九月十五日

村

のもあって︑新聞も﹁老人はさびしいのだ︑孤独の深淵を
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木

老の日﹂を迎える意義があるといえよう︒

老後の所得保障
貧困と病気と孤独は︑老人問題の三大焦点といわれてい

(現在の平均）

（
3
,
6
0
0
）

ｌ︲

庁ｂ
Ｉ戸
︿０
Ｕく
ワり
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︿ｂ
Ｕ−
戸０
○
︿

10，000

る︒貧困と病気にたいしては︑老人の所得保障と医療保障

Ｊ
５Ｊ
５Ｊ
０

平均額

八ｂ︵ｂ︽ｂ
戒く／ｉ︑／︲︑

(55）60

共済組合
(国家公務員）

55

12，000〜
18，500

俸給年額の40％

国会議員

55

80，000

歳費の÷

生活扶助

以上la0 ￨劉雁獄周豆｜

正されたもの︶は︑二十年間所定の保険料をかけ︑その上︑

きの約束である︒また︑厚生年金の月額一万円︵四十年改

かけた者が六十五歳から支給される額で︑いわば二十年先

以上その職にあったものが退職した場合︑五十歳から月額

して︑国会議員は国会議員互助年金法によって︑通算十年

このように一般国民の年金額がきわめて少額であるのに対

1 1 本

八万円の年金が受けられることになっている︒何という豪

︵孝橋正一箸老後問題より︶

1,500

厚生年金

モデルコース年金

70

を充実させるほかはなく︑孤独の解消のためには︑老人自
身の生活意欲の向上をはかることが大切である︒前者は政
治の問題であり︑後者は老人の心構えの問題である︒

老人は︑一部の老人をのぞいて経済的にはきわめて弱い
いる者は二一％にすぎない︒七七％は家族の扶養を受け︑

存在である︒厚生省の発表によると︑老人のうち自活して

現在︑老後の所得保障としては各種の年金制度があるが︑

残りが生活保護にたよっている︒

掲げた各国の老令年金比較表を見ていただきたい︒

それが外国に比べていかに少額なものであるかは︑ここに
これに若干の説明を加えるならば︑国民年金の月額五千

28，000

華さであろうか︒福祉国家︑人権尊重の政治︑国民皆年金

ブ ラ ン ス

所得制限あり

65歳

福祉年金

報酬比例制あり

この二十年間の平均標準報酬月額が二万五千円に達したも

《lOノ

最低，報酬比例制

アメリカ

5,000円 20年先の約束

国民年金

あり
15，000

イギリス

のが︑六十歳になって退職した場合に支給されるというモ

／ 司 穴 、

30，00(）

低所得者100％

14，000〜

地下，有害，高熱
作業者割増

12，000〜
48，000

ソビェト

20,500円 最低，スライド制

スウェーテン

という宣伝にもかかわらず︑このように内容にアンバラン

円︵四十一年修正されたもの︶は︑二十五年以上保険金を

国｜支払開始年齢 年金月額｜術考

デル年金額であって︑誰でもが貰えるというのではない︒

各国の老令年金(昭和40 4,年）

特別養護老人ホームがあるが︑現在二十八ヶ所︑二千人収

護人なしでは一人で生活できない人を収容する施設として

も今日の急務である︒脳卒中などの後遺症があるため︑介

近年︑夫婦と子供中心の生活︑いうところの核家族化の

容に対し︑収容該当者が約十四万人といわれている︒まこ

スのあることに注Ⅱしていただきたい︒

一万五

の生計を︑少くとも経費老人ホーム︵費用一万円

傾向がつよくなり︑老人の独居が増えつつあるとき︑独立

とに狭き門といわねばならない︒

老後の生活態度

千円︶に入居できる秘度の所得保障をというのが︑老人の
切実な願望なのである︒

しかし︑いかに所得保障︑医療保障が整備されても︑そ

れのみによって老後の幸福は確保されるものではない︒老

老後の医療保障

人自身の心構︑積極的な生活意欲を欠いては︑生きがいあ

社会学者は︑人間の基本的欲求として︑日新しいものへ

老人の大半は病人で︑しかも慢性病が多い︒老人福祉法

の欲求︑ロ安全への欲求︑白愛情への欲求︑四社会承認へ

︵第十条︶によって︑老人は無料で健康診査を受けられる

常四八・七％︑要精密検査二六・一％︑要治療二五・二％

の欲求をあげ︑これらの欲求が満されるとき︑人間は満足

る老後生活はないのである︒

となっている︒要精密検査の結果︑その八○％が異常があ

ことになっているが︑三十九年度の診断結果によると︑正

ったというから︑老人の半分は病人だということになる︒

感︑幸福感を得るものだといっているが︑これはそのまま

㈲の欲求は常に新しいものを求めたい︑学びたい︑知り

老後の生活態度の基本として考えられよう︒

病気も高血圧が四九・二％︑結核一四・一％︑そのほか
治療も長期にわたり︑医療費も多くかかることになる︒し

て弱くなるものである︒従って︑老人はつねに︑この欲求

たいという欲求で︑若い仙代ほど枕く︑老人となるにつれ

神経痛︑リウマチ︑胃腸病といった慢性病がほとんどで︑

かし︑診査はしてくれても︑医療費は個人負担となってい

ことにもなろう︒老化を防ぐには︑常に頭脳を働かせよ︑

を強く保つように心掛けることが︑若返りの秘訣だという

るので︑この健康診査は人気がなく︑受診率も三七・二％
にすぎない︒すべての老人が進んで健康診査を受け︑病気

もつねに学習せよというのは︑単に若い世代と融け合うた

というのもそのためである︒時代におくれぬように︑老人

の場合は無料で治療が受けられるようになって︑はじめて
なお︑これに関連して老人医学の振興︑医療施設の拡充

老後生活の安心感が得られるというものであろう︒
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大切な心構で︑近年さかんな老人クラブ活動でも学習を欠

めに必要だというほかに︑老人自身の老化を防ぐためにも

と報告されている︒愛情の対象を失えば孤独におちいり︑

を含む︶の六一・四％が︑夫婦の死別者︑離別者であった

のも︑この欲求の現れといえるし︑また︑老人が保守的だ

肉体的に健康でありたい︑経済的に安定でありたいと願う

あり︑特に老人になるほどこの欲求は強くなるものである︒

人間は常に平和でありたい︑安全でありたいという欲求が

あると認められているという自信と誇りに生きがいを感ず

も我れ往かんの気慨があるが︑老人は他から有用な人材で

四の欲求は︑社会的に認められたいという欲求で︑老人
になるほど強くなる欲求である︒若い者は千万人といえど

周囲もこれに協力すべきであろう︒

象友達を求めたがるもそのためてある︒老人自身は勿諭︑

に趣味を持てというのも︑またやもめ暮しの老人がお茶飲

欲求不満から精神的障害者が出るというわけである︒老人

とか︑慎重であるといわれるのも︑住みなれた住居や土地︑

ロの欲求は︑㈲の欲求とはいささか矛盾するようだが︑

いてはならないのである︒

なじんだ職場を︑離れたくないというのも︑この欲求につ

ある︒また︑こうした役割を持って社会的活動に積極的に

る︒従って︑そのためには老人も役割を持つことが大切で

従って︑家族と別居とか︑住居の選定といった問題がで

ながるものといえよう︒

はその体験を生かし︑家庭内においても︑或はまた︑社会

的にも︑たとえば町内会の役員として︑或は老人クラブの

参加することは︑孤独解消の道にも通ずるのである︒老人

世話役として︑或はその能力に応じた役割を持つことによ

ことが︑よろしいということになろう︒
白の欲求は︑人を愛したい︑愛されたいという欲求で︑

たときは︑老人は元の住居に住み︑若い者が出て別居する

若い者ほど積極的であり︑老人の場合は受身の愛情が強く

って生活に自信を持つことができるのである︒

以上︑きわめて概括的に︑老後の生活をめぐる若干の基

なる︒やさしい家族のひと言に老人が幸福を感ずるのもそ

本的な点について述べたのであるが︑老人問題は今後愈々

題でないのであるから︑若い世代も真剣に考えて貰いたい

重大な社会問題となっていく︒これは決して老人だけの問

である︒

のためである︒このことは︑特に若い世代に望染たいこと
また︑愛情と孤独とは裏表の関係にあり︑孤独は愛情の

ものである︒︵日本老壮荊祉協会常務理事﹁老壮の友﹂編集張︶

対象を失ったときに出て来るものである︒一三ｌヨークの
北部における︑老人︵六十五歳以上︶一八○三人の調査報
告によると︑精神的不健康者︵分裂症からノィ戸−セさで
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敬老の日
昨年︑第五十一国会において国民の祝Ⅱに関する法律の
一部改正が行なわれ︑九月十五日の﹁敬老の日﹂が国民の

祝日とされたが︑関係者の一人として誠にご同慶にたえな
たい︒

い︒以下に少しく︑その経緯及び趣旨について脱明してみ

森幹

ある︒そして︑その﹁老人の日﹂の名称が︑今般︑﹁敬老
祝日の日とする運動

のⅡ﹂と改められるにいたったものである︒

昭和二十六年︑﹁としよりの日﹂の行事が全国社会福祉

まず最初に︑﹁としよりのＨ﹂から﹁敬老の日﹂にいた

年の全国社会福祉事業大会において︑東京都︑兵庫県から

世論にはかなり強いものがあった︒すなわち︑昭和二十六

た頃から︑﹁としよりの日﹂を国民の祝日にしたいという

協議会によって国民的行事として取り上げられるにいたっ

るまでの経過をみると︑戦後︑昭和二十二︑三年頃から一

﹁としよりの日﹂から﹁敬老の日﹂まで

部の市町村において︑九月十五日に﹁としよりの日﹂の行

して提案されたのであるが︑この問題は︑時期早尚として

それぞれ﹁としよりの日を国の祝日にすること﹂が議案と

業連絡今三兵庫養老事業連盟︑福岡県養老事業協会から︑

翌二十七年の全国養老事業大会においても︑近畿養老事

今後の検討に委ねられ︑大会の決議としては保留された︒

事が行なわれ︑これを昭和二十六年から全国社会福祉協議
会が取り上げて国民的行事とし︑さらに︑昭和三十八年︑

老人福祉法の制定に当って︑その第五条に﹁老人の日﹂と
して規定されたことは︑すでに広く知られているとおりて
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郎

の日﹂は︑﹁多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛

国民の祝Ｈに関する法律の第二条において今般︑﹁敬老

の趣旨について説明したい︒

は大会決議として採択されることとなった︒続いて翌二十

し︑長寿を祝う﹂Ｈと規定された︒これはすでに老人福祉

﹁としよりの日を国の祝日とすること﹂が提案され︑これ

れている︒

八年の全国養老事業協議会においても同様の決議が行なわ

に寄与してきた者として敬愛され︑かつ︑健全で安らかな

法の第二条において︑﹁老人は︑多ゞ年にわたり社会の進展

の老人福祉の基本的理念と同様趣旨のもので︑いわば老人

生活を保障されるものとする︒﹂と規定されているところ

次に︑﹁としよりの日︑としよりの福祉週間﹂の行事の
綱を発表しているが︑昭和二十八年度の実施要綱において

実施に当たって︑全国社会福祉協議会は毎年︑その実施要
始めて︑その運動方針の一つとして︑﹁としよりの日を国

次に︑国民の祝Ⅲに間する法律の一部改正に伴って︑老

福祉の精神であるともいえよう︒

定していた第五条は次のように改められた︒

人福祉法の一部改正が行なわれ︑従来︑﹁老人の日﹂を規

以後︑全国老人クラブ大会︑全国老人福祉事業関係者会

の祝日とするよう世論を促進する﹂ことが定められた︒

しよりの日﹂後には﹁老人の日﹂を国民の祝日にしようと

このような世論に対して︑昭和四十年春の︑第四十八国

理解を深め︑かつ︑老人が自らの生活の向上に努める意

日において︑ひろく国民が老人の福祉についての関心と

和二十三年法律第百七十八号︶第二条に規定する敬老の

﹁国及び地方公共団体は︑国民の祝日に間する法律︵昭

議等を始め︑各種の老人関係会議︑大会においても︑﹁と
いう世論かきわめて強く︑毎年のように︑その決議が行な

会において︑国民の祝日に関する法律の一部改正案が政府

ならない︒﹂

欲を高めるような行事が実施されるように努めなければ

われてきたのである︒

から提案されたが︑審議未了となり︑昨年︑同様法案が政

と︒すなわち︑国及び地方公共団体は︑﹁敬老の日﹂に

こととされたが︑その行事の意図するところは二つある︒

おいて各種行事が実施されるように努めなければならない

﹁敬老の日﹂の趣旨

府から提案され︑成立を染るにいたったものである︒

従来︑老人福祉法の第五条に規定されていた﹁老人の

を深めることであり︑これは︑老人自身はもちろんである

一つは︑ひろく国民が老人の福祉についての関心と理解

Ⅱ﹂の名称が﹁敬老の日﹂と改められるにいたったことは︑

初めに︑述べたとおりであるが︑従来の﹁老人の日﹂の趣
旨はそのままなお残されているので︑次に︑﹁敬老の日﹂
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が︾青少年︑婦人︑学生等全国民を対象とするものである︒

従来︑定年︑引退︑隠居というようなことが言われ︑引

ていたのである︒そしてそのような生活を願って︑若き日

退後の悠々自適の生活こそが老後の望まほしき生活とされ

に営々孜々︑刻苦精励の日灸を送ったのである︒

そして︑自らの老後に対する責任の自覚をも求めるもので
その二は︑老人が自らの生活の向上に努める意欲を高め

ある︒

常に心身の健康を保持し︑その知識と経験を社会に役立

﹁老人は︑老令に伴って生ずる心身の変化を自覚して︑

活動に対する参加の仕方にはいろいろ程度の差は生じてく

ちろん︑健康状態︑経済状態︑家族の状態によって社会的

いることが︑幸わせであると考えられるようになった︒も

省の声が起り︑人間は生ある限り︑社会的活動に参加して

しかし︑このような人生観︑老後観に対して︑近年は反

たせるように努めるものとする﹂

ることであり︑老人福祉法第三条に︑

と︑規定されているとおり︑老人が積極的に社会活動に

定された以上︑老人は敬愛の対象としてふさわしい思想と

て︑老人を敬愛し︑長寿を祝うⅢとして﹁敬老の日﹂が制

︵厚生省社会局老人福祉課︶

たものを生かすことが︑幸わせな老後の生き方なのである︒

い︒しかし︑残っているものがあるはずであり︑この残っ

今日の老人は今次大戦の影響もあって失ったものが大き

はめることができるものである︒

ているが︑この考え方は︑そのまま老人の生き方にもあて

と︑激励の言葉を送り︑残された人生の生き方を示唆し

残ったものを生かそう﹂

﹁失ったものを数えるな

ドマン博士は︑世界の身体傷害者に向って︒

．︿ラリンピックの主唱者であるイギリス本国のＬ・グッ

るか︑しかし︑根本的にはその考え方には変わりはない︒

ものである︒

参加することが望ましいものであることを︑明らかにした
新らしき老人像
第二回の﹁敬老のⅡ﹂を迎えるに当たって︑もう一度わ
をいたしてゑる必要があるのではないだろうか︒

れわれは﹁新らしき老人像﹂とは何かということに︑思い
まず第一に考えられることは︑国民の敬愛の対象となる

人生とが要請されているということであろう︒すなわち老

老人とは何かということてある︒いやしくも︑国民こぞっ

人福祉法がその基本的理念として述べているところがその
内容であって︑社会は老人に対しきわめて粒極的な生き方
を要請していることが明らかである０
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る︒其の他何でも食べさせられ卵︑魚

の間に牛乳も併用したことは確実であ

いが母乳ではなくうば庭育てられ︑そ

はずっと続いた︒人力車に乗ることな

余り好まなかったけれど徒歩や自転車

季節物を何でも好んで食べた︒運動は

一個であった︒その他果物は幼時から

んで食べた︒歯の故障は殆んど記憶に

たのは毎日のようにおやつの時間に好

．ビスケットのくだいたものを浮かべ

て居り︑その時のクラス選手に選ばれ

テニスは中学でクラス対抗戦が流行し

操︑主として木馬もやるようになり︑

かったが︑運動もテニスや若干機械体

その後は海軍兵学校受験勉強で忙し

った︒

どは余程の悪天候の時の外はやらなか

肉︑鶏肉︑牛肉や季節の野菜は随時何
でも食べたし︑鶏肉︵骨にあらず︶の

ないが︑その間下痢もしたし︑風邪に

︑︑︑

スープに浅草海苔の焼いたのとハード

もかかり︑︿シカにもかかった︒学校

たこともあった︒機械の方は鉄棒など

ｊ

た︒その後またお電話で私の経験に成

最も不得意でやらなかったが︑木馬縦

先般会の渡辺主事にお目にかかり各
方面の世間話に花を咲かせて楽しかっ

であった︒乗馬はクラス中の最上級の

かったが︑テニスは後々まで最も得意

り煮て柔かくし︑煮上がり前に味をつ

それから長じて十七歳位からは海軍

のものだった︒

で︑たまたま米飯の時は米麦七対三位

米飯は殆んど食べず︑パンが常用

班に入れられていた︒

かったが︑通学は三キロ位を徒歩であ

︑︑︑

使用した︒食べものも牛肉は一斤を大

ったし︑十五歳頃からは専ら自転車を

︑︑︑︲

る不老長寿の秘訣と題して︑短篇随筆

に拘わらず徒歩か乗馬であった︒︲

通学は凡そ二キロに近いところを晴雨

た︒野球︑柔剣道には殆んど趣味もな

飛越は得意でほめられたこともあっ

く

のようなものを書いてゑてくれないか

満十一歳を過ぐる頃からは東京に移

特別会員島津忠重帥

との御注文であったので筆をとった︒

った︒食べものに就いては先ず変化無

然し︑私は今日までそれ程深い意味
で努めて来た自覚はないので︑先ず私
の今日までの生活がそのように自然あ
てはまって居たに過ぎないのだろうと
それではどんなことをしたか︑とい

け︑落し卵をして少くも一度にその四
︑︑

︑

うことが当然のこととなって来るのだ

分の一か三分の一位好んで食べた︒お

兵学校に入学したし︑食事も七対三の

きく数片にぶつ切にし︑水からゆつく

が︑無論少くとも十歳頃までの郷里薩

やつは牛乳一合と洋菓子︵カステラ風︶

思う︒

南での生活に就いては殆んど自覚しな
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互についた︒その他私費で牛乳一合を

工と思われる︑ハターと葎ジャムとが交

は赤砂糖であったが︑後の二年には人

の浮いたもので︑最初の一年は︒︿ンに

などは大豆の形の残った荒すりで︑油

かの濃厚な薩摩汁風の味噌汁で︑味噌

どを食し︑朝食は．︿ン半斤と牛肉か豚

主食と魚肉牛肉︑時に豚や各種野菜な

蜂蜜たっぷり等で︑．︑ハターは食べず︑

ール︑卵を使用しないホットヶークと

それに小型の魚︑卵の白味やオートミ

専ら︒︿ソ食で︑米麦は一切食べない︒

便通をよくし︑早寝早起で︑食べ物は

在っては読物︑書き物に時を過ごし︑

その際引受けて帰ることにし︑家庭に

り徒歩運動に努め︑台所の買物なども

よく磨くこと︑余程の悪天候で無い限

中年から老境に入っては︑朝夕歯を

の内科医の検診も受けビタミンは常に

ないのをモットーとし︑時に血液専門

床には電気毛布で︑厚着の方で冷やさ

冬のコタッは赤外線で︑電気坐蒲団や

る︒体操などはやらず︑専ら徒歩で︑

には床に入り︑六時の鐘と共に起床す

が熱くなる位だった︒

赤くなり︑どうきがして気分が悪く顔

ず︑幼時には︑奈良漬の一片でも顔が

であったし︑酒は生来一滴もたしなま

然止め︑それまでも日に最高五本程度

〆︐Ｌ

︑●ノ

三郎花

︵島津興業会長︶

特別会員後藤

◇◇

補っている︒︵四二︑六︑一五稿︶

早寝早起がモットーで︑遅くも九時

︑︑︑︑

つけて貰っていた︵これは各自希望に

チーズ少々と生クリーム四分の一合に

︑︑︑

よる︶︒以上の外平素は間食はなく︑

紅茶類︵番茶︑支那茶︑台湾茶等︶コ

︑︑

土曜日には午後酒保で︑自家製ようか

︑︑︑

ん一本にラムネ︵硝子玉入の瓶︶一本

ーヒー︑ココア類︑それに自家製野菜

︑︑︑

のおやつが許され︑日曜日︑祭日等に

汁か果汁を大カップ一杯で蜂蜜で味を

︑

はクラブと称するクラスで定められた

︑︑︑︑︑
ととのえる︒

風呂は毎Ｈ時間の都合で夕刻か就寝

銘々一定の民家で何でも食べられ︑東

直前︑三十八度から四十一度位までの

京の家などから送られた例えばチョコ
レートとか︑ゆで栗のようなものも食

静岡師範に入学すると︑校長の角谷

一︑青年時代の健康法

やらない︒朝夕歯を磨き︑今に至るも

源之助先生が︑﹁実業の日本﹂を見せ

間で長風呂は禁物で︑冷水浴も摩擦も

運動は有名独特の棒倒し︑川登り︑

三十二本の歯はビクともせず︑全部残

べられた︒

ポートをこいだり︑水泳が主で︑柔剣

存し︑食物はよくかみ︑食事の速度は

︑︑

︑︑

道も若干やったが︑体操はＨ課にな

遅い方である︒

煙草は昭和十六年十月一日までで全

に風呂場に行って洗い手桶に十杯ほど

て冷水浴を勧められた︒私は起き抜け

く︑フットボールやテニスは自由にや
れた︒
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続けた︒卒業後は冷水浴で我慢した︒

えていたそうだ︒これは高師在学中も

の主人は寝床の中で水の音を聞いて震

の柄が氷ってツルッルすべった︒隣家

の木に懸っていた︒二杯目にはツルベ

を汲んで五杯かぶった︒有明の月が柿

た︒休暇に帰郷しても井戸端で井戸水

に演って身体を伸ばして百まで数え

かぶった︒後には冬の汲象置きの浴槽

ね︑右左の足の甲︑右左の土ふまずを

それから両手で右股左股︑右すね左す

身を起す運動三十回︵前記のもの︶︑

人発見である︶︑それから起きて上半

五十回︵これは胃下垂対策で素人の一

げ手で支え︑両脚でお尻をたたくこと

で操み上げること三十回︑腰を上に上

打くこと三十回︑ァ＄くう骨の下を両手

こと三十回︑左右の腰骨の下を両手で

摩擦した後に︑両手で腸を操み上げる

る︑と思っている︒

世は極楽で︑そこに太土の真楽があ

なく︑月清く風もまた涼しく︑この

心広く体畔かで︑後悔もなく煩悶も

よい事を主張して行動していれば︑

︿︑よいことを考え︑よい事をし︑

た人は大抵早死にする︒

思ったらよい事をせよ︒悪い事をし

る人は長生きする︒長生きしようと

ロ︑善い事を考え︑善い事をしてい

いろいろありますが︑今目の前にあ

四︑座右銘

それぞれ摩擦すること二十回︑足の両
る︒尚毎朝梅干一箇小粒ならば二箇を

指先を動かすこと二十回︑それで起き

それから柔道を五年やった︒駈け足も
キレスヶンを切ったこともある︒

ずいぶんやった︒自転車と競争してア
二︑卒業後の健康法

砂糖湯にして飲む︒天下の美味︑食事

水も思はい広沢の池

高嶺に澄める秋の夜の月︶︒

見る人の心心にまかせ置きて

うつるとは月に思はすうつすとは

中年になって歯槽濃漏のせいかよく

は軽食︑副食物は多種類に何でも食べ

︵この前懸けていたのは

るものは︑新渡戸博士の真蹟

胃腸が痛んだ︒一人の医者が朝床の中

る︒酒︑煙草はほしくなった時少量取

イ︑生きている間は働くべきもの︒

三︑人生観

スや○

で仰向きのまま腸を右手で百回左手で

百回腸の方向になでることをすすめ
た︒別の医者は両足を揃えて上半身を

だから立ちながら死ぬべしという言

は︑一生涯をつらぬく仕事をもつこ

起す運動を三十回することを勧めた︒

腹筋を強くするためである︒私はそれ

と︑⁝患じめなことは教養のないこ

世の中で一番たのしく立派なこと

をそれから三十年続けている︒ところ

て祖国蘇る﹂という死に方をしたい

葉が本当だと思う︒また﹁われ死し

と︑⁝尊いことは人の為に奉仕して

福沢諭吉先生の書かれた

がその後これは勧められるままにだん

と思う︒

だんふえて︑右手左手で百回ずつ腸を
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とはすべてのものに愛情をもつこ

少しも恩にきせないこと︑美しいこ

な日常生活を綴ったのですからお笑い

私の﹁人生観﹂としたものの唯平凡

をひねくって生きぬく綴にしておりま

す０

妓後に自警の拙作一つ︒これは正面

もう一つ︑今日も生涯の一日なり︒

から各自将来を考えてゆけと言い聞か

した︒父が高小だけは勉強させてやる

私は七人兄弟で百姓の総領に生れま

一︑自然の姿であれ

○寿昌の杯拝領のよき円五川暗︒

○寿昌の杯金婚祝ふ初夏の膳︒

○寿昌の杯高齢ゆゑに給はる身︑

︐寿昌杯を頂いて﹁狂辰﹂が号︑

頭上にありときとき見上げてます︒

ます︒

死ぬまで壮年の意気で頑張っており

下さい︒

よき人の世世に残せる金字塔

されていました︑そこで私は師範学校

１〆﹂︑︒：○

われも残さめよし小さくとも

へ進寒救員になってしまいました︑弟

妹たちも拘束されない業務を選んで生

明治二十五年壬辰生れ︑千手観音で

三︑守り本尊を想う

健康の幸ひたに喜こぶ︒

︵これは自瞥ですからこう蒔きましたが︑

人様には︑後の句を︑﹁わがなすわざも

音︑智慧の円満具足せるを表したもの

あります︒仏のみちでは千手ある観

きております︒

明治末期の教員ですから天降りの権

くろがねにがも﹂と液しておⅡにかけた
ことがありますＯ私はなるべくなら自己

威ある上意下達の方式による教育が行

会の隆運を祈念して禍筆いたします︒

く存じております︒末ながら日本弘道

ご要望に添いえなかったことを恥し

のが私の願いにもなっております︒

かうした円満な人に肖りたいという

あやか

を紺りたくないのですが︑御下命ですの
で︑さかずきの返礼の意味もあって書き

といふとあります︒

柄にも無いですが趣味として歌と句

二︑趣味に生きぬけ

ありがたいと感激しております︒

六瑞宝章と従六位に叙せられました︒

その姿が認められて昭和十九年に勲

した︒

学校の経営もこの線に沿っていたしま

姿﹂自由で心棒の通った学習をさせ︑

界に処して子どもたちには﹁自然の

われていました︒私はこの厳しい教育

ました︒やっぱり自己宣伝のようで︑ち
ょっと気が引けます︶︒

︵立教大学講師︑文博︶

◇◇
く

川越支会幹事小名木教吉向
第六十五回の総会に寿昌杯を頂き感
謝しております︒
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く

松江支会幹事内久保良次ゆ

◇◇
健康法

１冷水摩擦はすでに三十年余り続け
ています︒どんな寒い朝でも裸で

くさんあります︒

あさましさで後で悔いることがた

送ろうと努めてはいますが凡人の

四合まで︒精神年令は三十五歳︑百三

内︒宴会等においては若者と一緒に三

とり朝は七時起床愛犬と散歩後庭の鉢

十五歳まで生きぬく覚悟︒睡眠を充分

食は食べない︒いつも川来得る限り規

植え等の手入れを済せて軽く朝食︒昼
ｊ

則的生活に努力若々しい精神力と気力

◇◇
く

を以て何でも働くことが肝要と信じて

山形県心友会理事佐々木芳蔵︑

去る五月二十八日の総会の席上にお

３毎日一里か一里半の道を歩くこと

えば力士の四股をふむ真似です︒

相当に強い体操をしています︒例

２冷水まさつを終ると裸で十分間位

の無理からか引いたこともない風邪の

てありますのでこれまで一回だけ仕事

謝の言葉もありません︒私は従来健在

に恐縮しながらもその御厚志有難く感

いて寿昌杯を拝授いたしましたこと誠

洗面︑洗髪をします︒

にしていますが︑ブラブラ散歩で

ためか衰弱甚だしく医師は三十Ｈ絶対

苫屋に秋は来にけり

風も音たてて浦の

ほす網の目に見えぬ

海辺初秋

秋の暑そことに堪うき

深くさしいりて

日のかけはのぎば唇

一勺をｈイ

いい﹃ 土１

一泊翁先生歌集より

長生を夢見ている︒

１

なく心臓にこたえる純度の速さで

安静と診断入院しましたが︑その治療

適切か？Ｈ一日と快方十冊にして退

歩きます︒

かかることは努めて想わぬ事にし

４夜はおそくなっても離念特に気に

場に川勤して今日に至っております︒

院自宅で一冊休養したの承で直ちに職
私は人間の病もある程度気力に外なら

て膜想にふけりながら眠ることに
しています︒

ないと自覚し何事も一に気力二にも気
ノイローゼにならぬよう注意︑薬は可

力但し健康上自分の体は自分で診断︑

人生観︑座右の銘
し︑終ったら忘れてしまうよう努

成常用はしない︒酒は毎日晩酌二合以

過ぎ去った過誤は私の責任で反省
めています︒毎日悔の少い生活を

（26）

老後の生活

一︑未亡人の歎き

﹁夫に先立たれ︑か弱い女手一つで︑息子を育て︑ありったけ
の財産を売り払って大学を卒業させ就職もさせ︑嫁も迎えた︒こ
れで親の義務も果せたとホッとした︒

ところが︑嫁が息子の身の廻りの世話をする︒戸籍の謄本の入
用があって取って見たら︑息子の名は消されて︑ｎ分一人ポッチ
になってしまった︒

世間で︑子供は親の世話をしないでもよいと云う人があるが︑
ほんとうか﹂との訴え︒

二︑世の中の移り変り
敗戦︑そして連合国の管理下におかれ︑日本の国情が次均に変
わり戸主と云うものがなくなった︒

戸籍は夫婦とその子供だけが一緒で︑その子供も結婚すると新
しい戸籍が出来て︑親と別戸籍になる︒然し︑たとえ︑戸籍は別

川越支会長

松倉秋之助

になっても︑親子の縁が切れてしまうものではなく︑新戸籍には

統柄として父の名母の名が明らかに書いてある︒

三︑法以前

親が子を育てることは︑生きとし生けるものの本能である︒然

ることはどうしたって出来ない︒姥捨山と云う名があり︑物語り

し子が親の世話をするのは人間だけである︒そしてこの親を捨て

仁も見られる︒

庭は︑年寄りを捨てさせたと云う徒もあったが︑その徒にも拘ら

若し親を捨てるような子供があるとすれば︑その子供には親を

ず親を隠し親を大事にしたことが楢川節考など︸

世話するだけの資力も働きもないからで︑気の毒な子供である︒

なら︑その親が子供︾恥﹄よい朕をしなかったからである︒子供は親

又親を世活するだけの資力︑働きがありながら︑親を世話しない

を見ている︒真似ている︒親の癖が似るばかりでなく︑子供は養

菊池寛の小説﹃父帰マこの中の長男が自分達母子を捨てた父︑

い親の顔にまで似る︒
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父に捨てられた母子は生活に窮し︑死んでしまおうとさえした︒

世話をもさせるのである︒

あるから︑家庭裁判所は︑特別の事情があれば継父母︑勇嘩姑の

云うまでもないがこの義務は親の必要と子の資産収入その他の

継子嫁婿が資力があり︑収入かある場合である︒

ことが出来ず︑兄弟姉妹もなく︑あっても扶養能力がない場合に

特別の事情とは︑たとえば子供がない︑あっても親を世話する

そのような父は︑父親ではないとありったけの怒りをぶちまけた
人間以外の生物は︑無条件で子供を育てる︒

ところが︑人間は必ずしもそうではない︒年をとって世話にな
るとか︑死水をとってもらうなど︑いろいろと何かを期待してい
る︒そこでその期待が外れた場合には︑ああもしてやったのにこ
うもしてやったのにと愚痴を一﹂ぽす︒そうなると子供も子供で︑

一緒に幕して︑身の廻りの仙話をすること︑離れていても碓活に

事情とのハランスのとれたものでなければならない︒その方法も

誰も世話する者がない場合には国が世話することになっている

必要な金品を送る一﹂と︑その他が考えられる︒

﹁頼んで生んでもらったのではない︒勝手に生んだのだから仙話
するのは当り前だ﹂などと反篠する︒
四︑法

五︑結び

ゆりかごから墓場までの生活が一応国から保障されているので
ある︒

然し柵︲い血の通った者から世話を受けることは望ましい事であ

︵前老壮福祉協会憂︶
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親親たるに︑子子たらざる場合︑民法第八七七条第一項に﹁直
直系血族とは︑血のつながりのある間柄︑即ち親と子︑祖父母

○○００

系血族及兄弟姉妹は︑互に扶養をする義務がある﹂とある︒
と孫と云う間柄のことである︒養親と養子の間は血のつながりは

り︑美しい人情というものであろう︒︵弁護士︶

一︑気のついた一﹂とは黙ってすること︒

行願︵五則︶

一無胆自誠松原一彦

なくとも︑やはり︑親となり子となったものであるから︑お互い
に扶養の義務がある︒

又他家へ嫁︑婿︑養子に行った者も実家の親や祖父母との間に

二︑人のした善いことはほめることＯ

も扶養の義務がある︒但し順序として身近かにいる者からするこ
とにはなるが︒同条の第二項に﹁家庭裁判所は︑特別の事情があ

三︑愛情をもって小さな親切をすること︒

五︑尊いものを礼拝すること︒

四︑つとめて新しい知識を求めること︒

るときは︑前項に規定する場合の外︑三親等内の親族間において
ＯＯ

も扶養の義務を負わせることができる﹂とある︒
この親族には血族と姻族とがある︒血族とは血のつながりのあ
る親族︑姻族とは婚姻によって親族となった者である︒継親子︑
翼︑姑と嫁妬とは︑親の婚姻︑子供の婚姻によって生じた親族で

￨
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蒼o境o
蒼。爽・

月。幽。

○○○○Ｏ
兄弟故山夢︒
○○○○Ｏ
○○○００
一路家山近

林丘憶二昔遊冨

昔時情樽切︒
惟覧故人稀︒﹄

○○○○イカンゾヤ

＠丁未三月念前一日翠晴如﹄斯批聖少二其匹一

航空航海作峡生︒揚帆菖里捲二風涛一

徳一習謹

令蕊一脚鋳﹃秀岐保健薫陶二十霜．

書屋詩曾栢梁聯句雄躍令二人働志鼠
春脚催曙礎芦寿凌石︑贈二木村先生一翠峰

幽趣無隈祢侠藤︒松堂精勤四世有三楽光﹃

帰光腰許鉢岬師︒翠購︑賀二長尾竹陰老兄紋勤一

︑賀筒井氏賜勤凌石寛賦呈凌石

働﹄精娼﹄力立二殊功↓英材蓋″出絶二群倫弐

漕運多年挺三臓朗計教育多年報国身︒

想君感激天恩渥︒天顔恭共二賢妻一秤．

坐臥悠然意自長︒霜雪凌吟寒幾十年．

恩賜蓋し徴価頚雲．軸﹄兵野陣看一過雁一

捗姑平生慕二鯉庭↓遥睡討﹄賊武威加︒

巌翁九十五仙齢．前九後三源義家︒

︑賀詞篇二某氏一賦﹄此以贈︑詠史︵奮作︶

瑞賓章輝徳愈崇︒感激欣看賞賜新︒

早雲山樹凍二寒光↓孜孜志業負一青天一
浴中遠自二泉槽一望︒君今築屋積功在︒

蒼荘千里月︒昨雨欲﹄収天未し晴︑

烏海佐藤良蔵︵横漬︶罷鳴何虚雨三聾︒

＠還﹄家︑偶成松涛

富岳浮些室大言荘︒坐掛西窓浅岳煙︒

︑宿二宮城野一雲石

東上橘﹄妻意穆然︒
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恭拝二龍顔二喜無﹄極︒
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葛 生 驚 倒 大 荒 天 竹 陰 長 尾 宗 次 ︵ 松 江 ︶ 評課画春唐紳岬︒静古毒域増開徳望長︒

漠漠層雲蔽一一国連一

中東戦勢鱒凄然︒

｜︑施蓉雫餓原精夫︵横漬︶荊妻待一我罰

虚o亭o

一夜涙室流．濃霧濠濠風色冷︒

海国男児脂力豪

喜賦

其要可否翻任二諸家所戸見

︐聞二太平洋横断航行完了一︑今次鉄﹄評．試附二諜文↓

一門柴善有二除馨一駐﹄馬開門賦一一落花−
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シカーバという町の市制二百年祭の記

つかも知れません︒同封の切手はピラ

散会せり︒その頃に待望の小雨が降り

務報告︒新会員募集等を協議︑小宴後

にて︑一泊研修会を開催等を決定︒会

に開催︒七月下旬婦人部︑青年部合同

始めた︒︵東部支会報︶

１１

し永年の功によって名誉市民に推挙さ

念切手で︑私の教え子で三十数年在住

︑す
○
れたという手紙にはられたもので

大館竜祥
御地はさぞかし暑いことでございま

七月十六日︵特別会員︑在サンパウロ︶

遅れ梅雨模様で天の川も仰げぬ連日

麻績婦人部例会

しょう︒本日はまた弘道︑青淵︑週間

支会便り

の︑七月七Ⅱ︑思う様に開けぬ例会

いものがありますのでご覧下さい︒尚

と思います︒又短歌川柳などにも面白

きそうて﹂の一文はご参考になろうか

志の投稿を集めたもので﹁高令者につ

付パウリスタの一部ですが在留民の有

上ます︒次に同封の新聞は六月廿九日

伊藤武鈴木義之遠藤ぞう宮崎

始め︑永嶋良治島田誠寿佐藤達治
鈴木新司菅佐原秀夫五十嵐丑松

学校に開く︒会するもの内川藤太郎を

支会の役員会を︑川田町小見︑八都小

の涼しい曇りＨの六月二十五日︑東部

り乏しい︒それに夏の暑さ︑幸に北風

天候︒田も畑も早害︑飲料水も所によ

早天続き二十年振りとかの︑異常な

出し散会した︒︵石橋報告︶

た︒幹事長として席上野平富佐子を選

教育﹄の輪読等に楽しい集いを終っ

て︑横田佐代次先生の﹃新らしい家庭

読書会と移り︑弘道六月号を持参し

野平富佐子等合せて十一人ｃ座談会は

ね浅野あい野平良子秋葉よれ

平かね田さた平野きく平野よ

えて催した︒会するもの細野とし︑野

なＨとて見当らぬ︒七夕は農休日と考

にない農村となった今日なかなか適当

を遠藤部会長宅に開く︒農閑期とて特

はサンパウロ州の丁度真中辺にあり︑

清徳石橋香峰の十二名︒昭和四十一

東部支会役員会

時事など沢山お送り下され誠に有難う
存じました︒毎度楽しみにして待って
居ります本が到着致しますのは何より

サン︒︿ウロ迄約三百五十粁程の所です

年度経理の監査会後︑協議会に移る︒

LOlノ

のよろこびでございます︒厚く御礼申

が︑まだもっと遠方から集った老人た

評議員として新に佐藤達治を委嘱︑次

﹁高令者⁝﹂の中のバウルーと云う町

ちも沢山あったという一﹂とです︒この

に秋季総会と講演会を十月︑古城地区

横浜支会第四回懇親会の記
な表現で︑弘道編集の折何かお役にた

記事には少しも誇張などなく誠に卒直

／ o 1 ､

満を引いて一談一笑微酔に興を催し

使命を話され︑乾杯歓談に移って︑自

た︒私は泊翁の甥友人西村喜三郎氏

昨日の雨も止んで︑晴れそうな空模

諸氏が見えて︑先づ野口副会長ととも

︵号は春涛︶に就いて逸話を述べて酒

己の紹介に︑職分︑地位又は抱負の片

に渡辺主僻が見えた︒やがて出席の揃

興を添えた︒この小話は他日執筆して

鱗を陳べて︑一杯又一杯と冷ビールの

った処で︑河西氏の開会の言葉に︑私

が︑定刻の一時に近く︑ぼつぼつ来会

も簡単に挨拶した︒それから野口先生

世に伝えたいと思う︒春涛辞世の歌に

様に︑風もない七月八Ⅱ︑やや暑い

が会祖西村泊翁に就いて︑その徳業を

日く︑今死ねば心のこりが二つある︑

はるみ

説かれ︑次に渡辺先生が本会の事業及

未だ見ぬ名所に喰はい名物︑と︒

教 正 益 淵 佐
吉 雄 夫 子 中

木

新入会員芳名

はる

小 遠 ｜ 当 I 酒 石

昭和四十一年四月以降

福烏永崎亮贋

〃高木ツルョ

″佐藤瑞枝
″高木愛治

″滝内三夫
〃赤塚美輝
″鈴木コウ
〃高木長年

″原田トミ

島根木村祥美子

〃長岡喜代子
″佐野授之助

東京大崎恒三郎

崎玉治水英

〃山本せつ
〃村松山治
〃椎橋筆吉
〃小高勝次
〃小野貞吉
〃武田武雄

″小鹿野樹士夫
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歓談の名ごりを惜んで午後四時散会
会場は相生町の真鶴である︒
出席会員芳名︵イロハ順︶

堀種志和田真助
河西春海加藤藤治
横江勝美田中光幸
筒井佐太郎斎藤巣潮

佐藤良蔵三好凌石

遠藤要

尚本部及加藤藤治中村松堂両氏の
芳志に感謝致します︒︵凌石記︶

〃飯島熔吉
″相原健一

〃〃〃〃〃〃〃〃〃名藤名〃〃井〃〃〃〃〃〃〃川

ＩＩ
御寄附

一金一万円也西村直殿
︵東京都目黒区︶

編集後記
ご耐齢の各位には敬老のⅡに当りおめ
でとうございます︒巾凶では古米﹁郷飲
酒礼﹂の際には商齢の有徳者を賓客に迎
えて敬老の意を表しかねて地域の人々に
孝弟の実地指導を行っていたのでした︒
﹁敬老の日﹂については木村︑森両先生
からご高説を瓶きましたが各位には心身
のご健康に留竜されて郷旧のために一段
と御尽力下さいますよう祈上ます︒

◇栄光に輝く記念郷ｌ難破した米閏帆
前船バイキング号を救助した御蔵島民の
今から両四年前の美挙が束大の尚橋韮生
先生の調査で仙に出て日米両国の浄財で
記念碑が先Ｈ立ちました︒川境を越えて
の人間本来の純真清浄な愛情こそ永遠に
光を放つもの︒

◇不意に虚をついて突発する災害︒備え
あれば蕊いなしとの諺の通りに参らぬの
が人情であります︒この災害を最小限度
にと得難い当時のご体験を野ロ︑入江両

先生︑防災汁凹の一端を大沢記者から噸
きまＬた︒大正十二年九月一Ｈ正午直前
細災子も小泊川砲擬工廠近くで震災の物
凄い思い川があります︒一瞬にして停電
断水︑顛焼︑行李一つを抱えて余震に悩
まされて避難の数昼夜︒玄米むすび一つ
の配給に長蛇の列︑無蒋察から︑警団が
出来︑遂に戒厳令か布かれる等々︒温い
話は書難などをやむなく二階から投げ下
していた時︑配達の新聞少年が手伝って
くれた小です︒それっきりなのですが︑
今も感洲しております︒

◇千古の秘境十和田湖の見頃はすき透っ
た紺耕︵フォーレル氏第三号︶の湖面に
映る満山紅葉の十月半と言います︒この
素晴さが世に知られてきたのは大町桂川
が好きな蔦温泉に浸って激称してからと
間われます︒耶隅渓か噸山陽の名文から
のように︒迷信を打破った姫鱒︵アイヌ
名カバチェッポ︶養殖の苦心談が剛定教

科書にのって一層評判を高めたのでし
た︒湖は青森秋川の県境にあって而秋五
九・七平方粁︑岐深三二六・八米︵我が
側三位︶︑仙界無比の典型的な二軍式カ
ルデラ湖で御倉︑中山両半島が湖を三分
し︑更に点在する島々︑赤禍色のきり立
つ断崖︑原始林をぬって泉︑瀬︑滝︑淵
となる奥入漁の渓流︒発荷峠からの展望

で︑敢えて細集子も﹁川は富士湖は十
荊田﹂と叫びたいのです︒ぜひ一度は済

営蝿夕斤箔分ぎ延凸ｒ埴夕は叫毎匡弼〃諏︑〃笈瑚〃叫瑚〃堪浬〃品︑〃＆ｖ〃侭写〃ムッ〃駒▼

遊の所と思います︒︵渡︶

■ｒも心Ｔ込毎でも〃ｒ廼々冠蓮

墨甘野心

弘道売価一冊金四十円

昭和四十二年八月二十五日
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第二次大戦は植民地支配に与えた一撃であり，独立アジアの一大転回点であ
弘 った。本書は広大な作戦地域のうち西正面の要地ビルマにおける日本軍政の

実相を詳細に追究し，併せて輝かしい独立の光栄を担ったバーモー政府の構

造や施飛の実態を検討して，ビルマ民族主義運動の成長発展を解明し，巻末

に貴重な関係史料を豊富に収録した歴史的な著作であるo(最新刊・発売）

篭

頒布価各三︑六○○円
送料各一五○円

孝明天皇の御治政二十一ヶ年は︑波潤を極めた維新胎動の歴史であ
った︒東洋に進出した欧米勢力の一盤に依って徳川幕府二百六十五
年の体制は脆くも崩れ︑明治の新政を樹立して我国はその社穫を擁
護したが︑その前夜に天皇は三十六歳で崩じ給うた︒本年は天皇の
第百回聖忌を迎えたので︑天皇を奉祁する平安神宮が﹃孝明天皇紀﹄
二百二十巻を再刊し︑弊社はその委託を受けて特志家に頒布する事
となった︒同書は宮内省の編纂で明治三十九年の刊行︑既に世の稀
槻書である︒天皇の御正伝であると同時に維新革正を廻ぐる朝廷︑
幕府︑詣藩の政治接衡の跡を︑根本史料を按排して綱文を立て︑日
に蕊けて編纂した公刊唯一の維新史料集で︑研究者渇望の書である︒
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