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位無きを患えずして
立つ所以を患う

諸橋轍次

マノァシ﹂が馬脚をあらわすようでは︑何とも鼻もちのな

このように人に卑しめられ︑人に噸けられる﹁ウマノア

らぬ役者のブザマである︒

シ﹂であるが︑昔この﹁ウマノァシ﹂を二十年間も続けて

いたという役者があった︒それは中村新十郎である︒この

﹁ウマノァシ﹂を演じさせられる︒彼はまたそれに何の不

人はあまり芸のなかった人であったのか︑いつの芝居にも

平も洩さず︑元をとしてその芸にとり組んでいた︒或る時

は馬屋の中に寝とまりして︑実際の馬の脚の屈伸をも調べ

を研究した︒その有様のいじらしさ気の毒さに︑或る友達

た︒或る場合は馬と一緒に駆け出して︑脚の地につく様子
歌舞伎芝居に﹁ウマノァシ﹂というものがある︒だれで

ら座元に願い出てもよろしいがなと︑真面目な親切であっ

もが知っているように︑これは張り子の馬の中に︑前とう

たが︑新十郎はそれに対してきっぱり断わった︒歌舞伎芝

えてもらったらどうだ︒自分でいい出しにくいなら︑私か

て芝居で﹁ウマノァシ﹂といえば︑それは最も下級の役者︑

居に﹁ウマノアシ﹂が必要でないというならそれもよかろ

が彼に言ったそうだ︒君も歌舞伎役者になってからもう二
十年︑たとえ立派な役につかれぬとしても︑少しは役を替

或いはマズイ役者のアザヶリの代表となるのである︒それ

う︒しかし︑どの道たれかがやらなければならぬものだと

しろに人が一人ずつはいって︑前足とうしろ足になる役で

でも前足になる方はまだ幾分はむつかしいが︑後足となる

ある︒そんな簡単な役であるから︑誰でもできる筈︑従っ

ものは︑何の造作もない︒そこで﹁ウマノアトアシ﹂とい

が潮路を遠く去って行く︒後から熊谷の次郎直実がオーイ

う︒果せるかな一の谷の合戦の場などで︑若桜の平の敦盛

オーイと呼びかける︒鞍上人無く鞍下馬無き勢は︑いつも

すれば︑馴れた私がやらせて貰おう︒と平気で答えたとい

つつ糸かくしているものがあらわれる︒化けの皮のあらわ

新十郎の﹁ウマノァシ﹂で好演されたとのことであった︒

のである︒ついでながら馬脚をあらわすという言葉もある︒

れることＯこれは上記の﹁ウマノァシ﹂がいよいよ人間の

えば︑それはもう下級役者の下の下のものとして笑われる

すがたをあらわしたときの不体裁をあざける言葉で︑﹁ウ
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芸に生きる人は芸に生きればいいＯ芸には上下貴賎も無
い筈だ︒その本質をしかと握り占めて︑精進し得る人は立

とのことである︒

作の﹁活人節﹂であり︑それが田中さんの出世作となった

二つの話を聞いてみて︑つくづく考えさせられたことは︑

何事にまれ︑その道を究めようと思えば︑外の物事に心を

派だと思う︒この話は約十年前︑今は故人となった穂積重
遠君から聞いたのであるが︑それを聞いた時︾ちょうど内

いうことだ︒そしてその道に精進して居れば︑きっとその

奪われることなく︑専心その道に精進しなければならぬと

道の中から尊い何かを見出すということだ︒そしてその道

閣に小異動があって︑或る大臣が或る省に移された︒その

の中から尊いものを見出せば︑自分から求めることはなく

時の言葉に︑何々の省では自分に取って役不足であると公
言しているのが新聞に報道された︒何の省でも国家に必要

とも︑いつかは世間が認めてくれて︑その人の精進と努力

も我もと地位を争う︒しかし実際は地位を争う先に︑自分

なのである以上︑その責任を果せば役目に不足のあろう筈

が地位に立つだけの資格の有無を問うべきだ心地位を得な

に酬いてくれるということだ︒今日は競争の世の中で︑我

いつぞやの朝日新聞の新人国記に︑木彫家の平櫛田中さ

ければ︑自分を知ってくれぬと不平をいう︒しかし不平を

は無い︒思いをその点に致さず︑ただケチな権勢に心を引

んの話が載っていた︒田中さんは子供の頃は貧乏で︑七年

、 J ノ

かれているその人が︑むしろ気の毒に感ぜられた︒

間も雑貨店などにデッチ奉公したが︑どうしても彫刻家に

を願ゑるべきだ︒

﹃子日く︑位無きを患えずして立つ所以を患う︒己を知

いう先に︑自分が人に知られるだけの業紙をなしたか否か

る莫きを患えずして︑知らるべきを為さんことを求む﹄

なりたいとの志から︑奈良の仏像を片はしから研究し︑明
した︒しかし作品は誰一人買ってくれる者もない︒その後︑

︵論語・里仁︶

治三十年彫り上げた観音像を一つ携えて高村光雲翁に師事
苦節数十年︑川崎朝雲らと共に日本彫刻会を結成して︑会

︵特別会員東教大名誉教授文博︶

長に岡倉天心を依頼に出かけた時の話︒壁頭天心から﹁売
れるものを作ろうとするから売れないのだ︒はじめから売
れないとわかっているものをつくれ﹂といわれたので︑ハ
ット目が覚めたという︒芸道の極意は芸道に精進すること
だ︒人の買う買わぬに心を動かすべきものではないと悟っ
たのであろう︒そこで精根込めて作ったのが︑明治四十年

r Q ，

真の大国への道

発による環境汚染の増大は免れず︑今Ｈやかましく云われ

高田元三郎
日本の国民経済生産が世界第二位ということで︑今や日

に対する措置は︑漸くその必要が叫ばれているだけで︑適

ているいろいろの公害は︑当然生ずる現象であるが︑これ

切な防止︑改善の措置は︑不十分というより︑まだとられ

長のめざましさは︑世界で驚異的になっている︒戦後の荒
廃を回想して︑今日のすばらしい回復は︑われわれ自身も

また物質面での繁栄︑成長に対して︑精神的成長と繁栄

r，1，

本は世界の大国になったといわれている︒たしかに経済成

想像しなかったし︑世界が驚くのも無理はない︒日本国民

のための︑いろいろの社会施設の整備などは︑経済大国と

いうには︑余りに貧弱な状態である︒公害の撲滅︑過密︑

ていないといって差支えない︒まして国民の生活環境改善

をなしたもので︑われわれ国民が︑自分の国と自分の力に︑

過疎の解消︑社会環境の整備︑国土の美化などに︑もっと

のすばらしい資質と勤勉さ︑これこそ今日の発展の原動力

思う︒

誇りと自信をもつことは必要であるし︑また大に結構だと

る必要がある︒なるほどＧＮＰは世界第二位であっても︑

が︑伴なわないという事実が︑もっと大きな問題である︒

い︒これこそ七○年代の大きな内政の課題である︒

大国にふさわしい努力と︑莫大な投資をしなければならな

国民一人当りの所得とか︑国民貯蓄その他の経済指数は︑

しかし果して経済大国といえるかどうか︑これは反省す

必ずしもこれに伴わない︒それはいいとしても︑繁栄の裏

るかどうか︑この点こそわれわれが大に反省すべきことで

精神的充足がない物質的成長だけで︑果たして大国といえ

ある︒今や物量本位︑科学万能の時代から︑人間性の回復

側にある暗い影が︑わが国では余りに多過ぎる︒経済の高
度成長は︑必然的に人間や自然の破壊を伴なう︒資源の開

、 詮 ノ

た生活を営む自由と責任の範囲は増大しているが︑他面で

れの生活は大きく変わりつつある︒個人が自主的に充実し

都市化︑大衆化された生活の中に埋もれるようになり︑あ

が要請される時代に︑入ったといわれている︒これは個人
ところが今日のわが国の社会状態はどうだろうか︒エコ

の場合でもそうであるが︑国の場合でも同様だと思う︒

と混乱の事実をも認めて︑﹁この時代の試練に耐え︑正し

い︑状態も生じている﹂といい︑敗戦に伴なう文化の断絶

く生きるためには︑自主的に充実した生活を営む能力︑実

らためて人間性の回復を︑真剣に考え直さなければならな

う風潮がみなぎっている︒そして賛沢︑箸修はするが︑社

践的な社会性と︑創造的な課題解決の能力を備えた︑健康

ノミック・アニマルなどといわれて︑各国の軽侮を受けて

会公共のためとか︑国のためなどということは考えない︒

いるように︑物力万能主義で︑金さえもうければいいとい

敗戦の結果︑伝統的な権威がこわされたが︑新しい価値観

承とその批判︑創造に寄与することを︑最高の使命として

でたくましい人間﹂教育を目標としている︒さらに﹁これ

きた︒同時に︑大学に対しては︑人間性の尊厳に根ざした

まで大学は︑高度の学術の研究と教育を通じて︑文化の継

は日本の歴史は︑侵略と搾取の連続だとして︑愛するに値

豊かな教養を培い︑高度の知識︑技術を身につけた人材を

なかったといえるかも知れない︒戦後の教育で︑わが国民
しない国として︑教えられて来た︒若い世代に愛国の観念

育成して︑国家︑社会の発展と︑人類の福祉に貢献するこ

を与えられなかった︑わが国民の場合には︑これは仕方が

当然である︒

是正を目標として掲げたのである︒戦後二十五年にして︑

これは明瞭に︑戦後の教育の欠陥を指摘し︑その改善と

とが要請される﹂とうたっている︒

もなく︑国のため︑公共のためという考えが薄いことは︑

昔はＨ本国民は︑物力よりも精神力を重んじ︑道義を尊
も︑中途で歪められて︑そのために国を亡ぼし︑国民を不

の要請にこたえたものとのとして︑獄ぶべきことであり︑

はじめてここに着目したことは︑遅かつたとはいえ︑時代

び礼儀に厚い︑国民だといわれていた︒愛国心ということ

国民に劣るところなかった︒公共という観念は新しいもの

この教育の改革を契機として︑真の大国として︑日本の進

幸にしたことがあったが︑もともと国を愛することは︑他

む道も開かれよう︒これによって日本が︑真の大国として

︵毎日新聞最高顧問︶

発展し︑大いに世界に貢献することを心から念願したい︒

んずる国民であった︒

最近中央教育審議会の教育改革の︑基本構想が公にされ

であったが︑自分さえよければという事でなく︑奉仕を重

た︒﹁科学技術の進歩と経済の高度成長によって︑われわ
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均しからざるを憂う

木下広居
｜︑これで福祉国家か

と外国の口まねをするが︑実質は大ちがいだ︒福祉国家と

いわれるところでは︑老後の心配はなく︑病気をした時の

不安もない︒本人だけでなく家族も全額保険で入院の便宜

も手術を受けられる︒外科医が長者番付にいたり︑脱税の

筆頭になり︑医科大学の裏口入学に何百万円︑何千万円を

積むといわれると︑これでは︑うっかり医者にもかかれな

を取られ︑破産する恐れのあることだ︒こんな不完全極ま

くなる︒何よりも︑家族が入院したりすると︑収入の大半

る︑非人道的な﹁健康保健制度﹂に満足している民衆の気

が知れない︒それを議員たちが平気で見送っていることだ︒

国では旅行者だって無料でやってもらえる︒注射でも手術

山自分健病気していないからいい︑というのか︒ｌ外

でも入院でも︒これが福祉国家というのではあるまいか︒

日本は国民総生産において世界第二位だ︑と発表されて

医療には差別をつけない︒身体生命に関することは︑最少

限度は国家が保障することだ︒これさえできなくて︑﹁昭

から久しい︒また︑二十一世紀は日本の世紀であり︑世界
しかし︑個人の所得は︑世界で十六番目とか︒これでは

ないのに︒

和元禄﹂が聞いてあきれる話だ︒退職後の年金で生活でき

一に豊富な経済になる︑という︒

しは楽にならず︑皆が生存競争に疲れ果てて︑憂い顔をし

次に問題になるのは住宅問題だ︒三十前後のサラリーマ

｜｜︑住宅問題は真刻

淋しい限りだ︒富が偏在しているのではないか︒各人の暮
て︑しかも将来にも希望がなく︑不安なのではあるまいか︒
どうして﹁進歩と調和﹂などといって喜んでおれるのか︒

なるほど極貧者はいなくなったようだ︒しかし︑身体障

ないそうだ︒都営住宅を申し込んでも︑当らないのが普通

取られてしまう︒あとは︑ぎりぎりの生活費だけしか残ら

ンが︑アパートその他部屋を借りる︒すると月給の半分は

害者や長い療養を要する病人を抱えた家族は︑どうなって

で︑絶望的になる︒年寄が東京にでも住んでいて︑住宅を

そういう口まねをやめて︑考え直して見たらどうか︒

いるか．﹁福祉国家Ｉゆりかごから墓場まで世話する﹂

（6）

な手が見付からんとか︒要するに土地を欲しがる人が多す

て家賃が上ったり︑地代の引上げの口実にされたり︑有効

えない︒土地に対する税を高くしろ︑といっても︑かえっ

相続できる人たちとの差は大きい︒士地は上るばかりで買

例が多い．そういう約束があるのだそうだ．ｌこんな残

分からない︒結婚したとする︒子供が出来ると追出される

は安心立命できない︑ということだ︒いつ追い出されるか

ば︑何十年会社に勤めても︑まづ自分の家は持てぬ︒それ

建てることは︑不可能ではない︒ただ︑土地に縁がなけれ

新聞を見ていたら︑ある独身会社員は通勤地獄の途中で電

上級の社会との差がありすぎる︒生活の不安が大きすぎる︒

底辺が上ったからいい︑というかも知れない︒しかし︑

酷なことを許している社会が文明国にあるだろうか︒

ぎるからか︒土地が狭いからか︒

かと思うと︑郊外や近県に出ると︑ゴルフ・リンクの連
上で遊技しているのが見える︒こんなのに課税したらどう

半分だけ買う人が多い︒もっと高くなったら︑どうするの

物価の上昇も︑恐るべきものだ︒百五十円のキャベツを

、 0 ノ

続だ︒広大な芝生に︑ぽつんぽつんと数人のひとが地平線
だ︒この狭い日本で︑こんなに賛沢な土地使用を許してい

をしているな︒我々とは全くちがった社会だ︑と思うそう

うだ鰯Ｉ為れば地主の家にちがいない．余裕のある生活

いるのを見た︒そして︑胸が悪くて︑むかむかして来たそ

学校の運動場は︑ジャリをしいたり︑コンクリートにし

だ︒そして︑﹁赤軍の暴力に共鳴して立ちあがりたくなる﹂

車の窓から外をながめて︑豪華な鯉のぼりが︑はためいて

たり︑砂ぼこりをあげて︑子供が走りまわっている︒気の

そうだ．ここにば絶望がある．ｌこういう感想を持つ人

いのか︒高級俸給生活者だけを優遇していることにならな

毒で見ておれない︒運動場の乏しいことは上級学校になれ

が︑どのくらいあるか︑そんなことを調査したことは無い

いか︒

ば︑一属甚だしい︑Ｉなるほど不平等だと思って痛憤

い乱を望む︑といっている人がある︒それは決して看過す

かも知れない︒それでも︑大きな問題だ︒５％が革命を思

する者が出やしないか︒

就職にしたところで︑都会に縁故のない者は︑一流会社

その上︑住宅︑部屋が乏しく︑高いために結婚もできな

か︒電車から外を見ていると︑﹁もっと牛乳を飲もう﹂と

三︑八百長の政治は不可

べきことではない︒

に入れない︒成績が悪くとも︑コネのあるのが︑いい会社
に就職する︒いい環境に育った者と︑田舎から出て来てア

い︒なるほど︑食うに困るほど貧乏ではない︒しかし差が

ルバイトをする学生とは︑大きな差だ︒

ありすぎる︒少しでも土地があれば︑小さな家でも月賦で

rワ、

大きく書いてある︒ところが︑牛乳には農薬ＢＨＣが沢山
残留していて危険だ︒といっている学者がいる︒＄ハターや

チーズは︑どうなのか︒チクロの回収は︑業者の利益を考

たる財閥や会社の利益を擁護するために︑陰謀めいたこと

だいたい︑議員や公務員が︑民衆と同じ程度の生活をし

をして︑国民の眼をごまかそうとするなら弾劾すべきだ︒

などは︑どうなったのか︒業者の利益を保護するばかりで︑

千万︑数億のカネを集め︑大邸宅を新築し︑賛沢をして︑

を安く払い下げてもらったり︑議員が個人後援会で年に数

ないから︑そういうことになる︒役人が国有の土地や建物

国民一般の健康は︑どうでもいいのか︒政府与党が業者の

高級料亭に毎晩のように︑数万の御馳走を食べに行くから︑

えて︑回収を︑おくらした︒そのほかの着色毒物入り食品

るからではないか︒もしそうならば︑ワイロを貰って大目

利益だけしか考えないのは︑政治献金を出してもらってい

ない︒やる気があれば勝てるのに負けてやる︒それが︑今︑

ごまかしているのは許せない︒やれば︑やれるのに︑やら

い︒それは不可能なことだ︒しかし︑あまり︑かけ離れた

我々は︑人間がお互いに︑全く平等になれるとは思わな

たことのない人間が︑民衆を代表する資格があるのか︒

民衆の生活が分からないのだ︒民衆と生活の苦しゑを味っ

やかましくいわれている野球や競艇の八百長だ︒明治のは

に均衡のとれた﹂社会生活は︑やる気があれば︑実現でき

貧富の差がいけない︑といっているのだ︒その﹁ある程度

に見ていることではないか︒悪い︑と分かっていながら︑

うの年寄りに碁を負けてやったことから来たのだそうだ︒

じめ︑勝とうと思えば勝てるのに︑八百屋の長さんがすも

ざるなり︑為さざるなり﹂だ︒

ないことではない︒孟子がいうように︑﹁能わざるにあら

役人の八百長は︑やめてもらいたい︒公務員が国民に不利

最近の新聞を見ると︑東京の青山高校の生徒数人が裁判

四︑革命家

いるのではないか︑と疑われても仕方があるまい︒それと

益になることをやることは言語道断だ︒ワイロでも貰って
も︑腐敗的な議員が業者にワイロをもらって︑役人にやら

だった︒学校を封鎖していた生徒が︑警官隊に石や火炎ピ

ンを投げつけたのだ︒そして︑裁判官から﹁職業は﹂と問

を受けた記事がある︒去年は︑大学騒動が高校に及んだ事

われた少年は︑胸を張って誇らかに﹁革命家です﹂と答え

していることだろうか︒テレビなんかに出て来る役人や議
できず︑もたもたしているのは見苦しい限りだ︒

た︑という︒猛省しなけけばならぬ︒︵本会理事専大教授︶

員たちが主婦たちに問いつめられて︑はかばかしく答弁も
いったい︑何のために政治や行政をやっているのか︒分
かりきったことだ︒国民のためだ︒しかるに︑国民の一部
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ソ連という国出

に入りまして︑ロシア語の研修を命ぜられ

ただきました通り︑昭和三十二年に外務省

ざいます︵拍手︶︒いま︑先生にご紹介い

ただいまご紹介いただきました古川でご

勉強し︑その後チェコとか国連とか本省勤

してございますけれども︑そこで三年ほど

うものがロンドン大学の中に付属研究所と

ン・スタディ︑ソ連並びに東欧研究所とい

クール・オブ・スローニクス・ユーロピア

いたしまして︑かたわらロンドン大学のス

ドンで三年ほど白系ロシア人の家に下宿を

年で家族ともども一︒へん日本の空気を吸っ

けれども︑こういう地域に参りますと︑二

癌地域という難しい言葉を使っております

下さる︒

ますと︑一︒へん日本に家族ともども返して

めて参りまして︑外地勤務四年以上いたし

そういうことで大蔵省もだんだん理解を深

みならず子供の教育という問題があるとか︑

わたしのソ連勤務

まして︑当時は日ソ共同宣言ができた翌年

務を経まして︑二年前から︑ソ連に勤務し

て参りますと︑外地勤務がつらくなっ・て参

簸近は日本の生産水準︑経済力が高まっ

りまして︑今年私は︑国連の二年間︑ソ連

がレギュラーに行なわれるようになって参

ていらっしゃい︒そういうありがたいこと

特にアジアとかアフリカとか︑私ども療

でございますから︑まだそれほど両国関係

りまして︑総体的に日本経済の方がいい︒

つまり学校に入れず︑家庭教師をとる程
度である︑ということが判りましたので︑

の二年を足して四年になりますもので︑運
外国の方に行きますと︑生活水準が悪いの

が非常に難しい︒

ております︒

清

は円滑にいっておらず︑モスコーでの研修

川

外務省は私をロンドンへ送りまして︑ロン
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古

った際の参考になれば大変けつこうという

その他ラジオでいろんなことをお聞きにな

連のことを極めて雑談的に︑皆様方が新聞

でソ連に戻って参りますが︑この機会にソ

よく帰って参りました︒あと二週間くらい

と︑西の方の端が夕方の五時になっておる

東の端がたとえば朝の六時だといたします

約一万キロ近くあります︒したがいまして︑

もございまして︑東と西の端から端までは

面積の方からいいますと︑日本の六○倍

はちょうどアメリカが五十の州から成って

和国連邦︑連邦制度でございまして︑これ

すと︑ソ連の名前は︑ソビエト社会主義共

の国でございますけれども︑正確にいいま

ラスであると同時にまた︑﹁大男総身に智

国の大きさという点が︑ソ連にとってはプ

や氷に被われまして作物ができない︒この

政機関があり︑共和国によりましては︑国

ますし︑それから独自の裁判所があり︑行

々共和国にはそれ自体の政府を持っており

んど州というよりは国でございまして︑各

この共和国は日本の概念でいえば︑ほと

ております︒

いるように︑ソ連は十五の共和国から成っ

ソ連：．というと私どもは一つの国︑一つ

でございます︒

ん︒それなりの苦しさも味わっているわけ

ぐらいの内容のお話を申し上げてゑたいと

る大きな国でございます︒

という︑時間で十一時間ぐらいの時差のあ

ざいまして︑非常に︒ハカでかいそのうち半

その上︑南北の距離は約四千五百キロご

思っております︒

ソ連という国
ｌ人口・面積・民族Ｉ

清先生″私講演をいたしますのは生れては

恵が廻りかね﹂というマイナスの点もあり︑

連に議席を持っているところさえもござい

分以上がツンドラとか凍土地帯で一年中雪

じめて︑先生といわれたのも今日がはじめ

ソ連の政治家としては苦労しているところ

実は今日ここへ入って参りますと〃古川

てでございます︒︵笑い︶非常に緊張いた

なんです︒

たとえばウクライナと白ロシアは国連に

ます︒

しているのでございますが︑なにができま

たとえば一つの例が︑日本で新幹線をつ

すか一つ︑うまくできましたらご喝采とい
ソ連は日本とくらべますと︑非常に大き

うことでございます︒

で例外的な国で︑一つの国でありながら︑

議席を持っておりまして︑ソ連は世界の中

それだけ経済投資効果︑そういったよう

本との戦争に引き入れようとしまして︵必

次大戦の時に︑アメリカが何とかソ連を日

これは背後関係を探りますと︑実は第二

ブ○○

国連に議席を三つ︑つまり三票を持ってい

これが日本の経済に与えた効果というのは
非常に大きゅうございますけれども︑この

くって五百四十キロぐらいのものをつくる︒

東西一万キロもある国で五百キロの鉄道を

な国でございまして︑人口的には二億四千
国勢調査というのが行なわれまして︑先般

万︑今年になりまして︑実は何年ぶりに
中間報告が出ましたのですが︑これにより

ないろんな点から考えても大きいというこ

ずしもその必要はなかったと私は考えます

引いてもなんにもならない︒

結果は出ておりません︒しかし日本の二・

とは必ずしもプラスの面だけでございませ

ますと二億五千万ぐらいだろう︒まだ最終
五倍の人口を持っている︒
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れという一異取引があったようでありまして︑

けど︶三票をやるから日本と戦争をしてく

請人がございまして︑ソ連から日本にお嫁

が︑一人婚姻のために日本に赴くという申

まして︑写真を必ず撮すわけでございます

三つの国がございます︒

自分の国の中に全部入れてしまったという

にいくというのは非常にめづらしいなと思

いまして︑これはルー言一アとの国境の方

番目にはモルダビア共和国というのがごさ

これで十四でございますけれども︑十五

そのおかげでソ連は三票になった︒

それ以外の共和国といたしましてロシア

って︑めくって染ましたところが︑写真で

にございまして︑実はこれも第二次大戦の

みると全く日本人そっくりでございます︒

ーニノ領であったものをｎ分の国に入れたと

最後の段階におきまして︑もともとルーマ

ロシアの方からシベリア︑カラフトに至る

︵どこの人だろう︶と思ったらキルギス共

は一番大きくございまして︑ヨーロッパの

和国の人でございまして︑恐らく日本の留

大きい︒

まで全部ｐごノ共和国︑面積にしても一番

これだけ︑十五の共和川があるわけでご

いう国でございます︒

いう人間がおるかという民族別から糸て参

ざいますけれども︑これを民族別にはどう

そこで親しくなられて︑結婚ということに
なったんだと思いますけど︑どうも日本人︑

りますと︑ロシア人が圧倒的に多うござい

学生の方でキルギスに行かれた方があって︑

シア共和同があります︒あとは南の方が多

イメージの方をおもらいになる方が多うご

どこに行きましてもやはり︑大和撫子的な

次に大きいのはウクライナ︑穀倉地帯で

いんでご・さいますけれども︑コーカサス地

非常に作物がよくできる︒隣りの方に白ロ

方︑中央アジア地方に小さな共和側がたく

まして︑これが約一億二千万人ございます︒

そういった︑南へ行きますと日本人によ

ロシア人︑次いでウクライナ人が四千万人︑

したがって約︑半分に欠けるという程度が

ざいます︒

く似た人が多うございます︒これでは実は

さんございます︒この辺になりますと︑人
トルコ系とかあるいはジンギスカンの末喬︑

種的にも非常に白人種と違っておりまして︑

ます︒こういった民族は全部スラブ系の民

白ロシア人というのが八百万人くらいおり

ほとんど区別できない顔形を持っておりま

族でございましてわれわれからしますと︑

と︑リスアニア︑ラトビア︑エストニアと
いうバルト三国がございます︒これはスタ

十分にはなりませんで︑北の方に参ります

ーリンの時代にはソ連の領土︑ロシア帝国

アジア系の顔をした方が非常に多いわけで
ルジア．︑アゼルバイジャン︑キルギス︑サ

すが︑ウズベキスタン︑カザフスタン︑グ
ジク︑アルメニア︑トルクメン︒これが中

り民族的な独自性を有しております︒

しかし︑これだけ十五の共和国を持って

すけれども︑言葉が各々違いますし︑かな

いるということは大世帯でありまして︑つ

の領土であったわけでございますけれども︑

いたしまして︑自由を謡歌しておったわけ

まり︑よく革命後五十年間︑まるく治めて

央アジア並びにコーカサス地方の国でござ
私が大使館におります時に︑ソ連人が日

ロシアが元通りにぶんどりまして︑これを

でございますけれども︑第二次大戦直前に︑

第一次大戦のあとに︑これらの国灸が独立

本に参ります時に︑査証申請に参りますけ

います︒

れども︑ある時その担当官のところに参り
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れはソ連の行政のやり方が︑非常に上手で

来たという感じがいたしますけれども︑こ

ユダヤ人を全部引っぱって参りまして︑元

頭を痛めたことがございまして︑かなりの

ターリンの時代に︑ユダヤ人問題にかなり

しております︒

いった一記事︑投書桑たいなものを盛んに出

に殺しませんし︑民族文化というものも︑

て︑ピロビジャンというところに︑かなり

ヤ人自治共和国というものをつくらせまし

の満洲国の北側の黒竜江のところに︑ユダ

これも元帥とかなんかに入っておりまして︑

それから医者で有能な人も相当いる︒軍人︑

学者︑これはユダヤ人が多うございます︒

ますけれども︑科学アカデミーのかなりの

私もその記者会見に参ったことがござい

ございまして︑各民族の民族的な独自性を

むしろお金をかけて進めてやる︒発展せし

ございます︒

多数のユダヤ人を持って来たという経緯が

むしろ尊重してやる︒したがって言葉も別

めてやる︑という方向をとりながら︑且︑

かにユダヤ人問題が潜在的に大きい要素で

の寒いところへ持って来たという点は︑い

ジタ雫ハタしてもあまり活動のできない北国

メリカにいる時にも︑大学の先生はほとん

が注目された次第でありまして︑私は︑ア

ヤ人が非常に大きな役割を果していること

知的︑頭脳労働において僅か三百万のユダ

全体をロシア化という枠で包んでいる︒非
常に上手にやって来ておりますのでソ連は
このほかの︑民族的には全部で︑たとえ

ヨーロッ・︿においては問題をかもすので︑

ば北の方のヤクーツク︑ヤクート人とかい

いう背景を考えますと︑ソ連であろうがア

どがユダヤ人である︒極めて優秀だったと

まとまっております︒

ろんな群小民族がおりまして︑民族の数を

思います︒

あるかということを示すものではないかと

特に︑最近中近東につきましてアラブを応

ユダヤ人がこれだけ多くいるということは︑

独自の共和国を持っておりませんけれども︑

いうことでございまして︑これはもちろん

ソ連の中にユダヤ人が約三百万以上おると

なお︑ここで忘れてはなりませんのは︑

民族的には複雑な構成を持っております︒

明なユダヤ人を集めまして︑記者会見をや

から︑今年に入りましてから二︑三回︑著

れども︑これに対する一つの反駁という形

という声が非常に高まっているわけですけ

連はユダヤ人を虐待しているんじゃないか

持しております︒時をいろんな国から︑ソ

ましてから︑特に中近東問題でアラブを支

ユダヤ人と申しますと︑実は今年になり

したがってクレムーロジー︵クレムリン

らない点が多うございます︒

政治は︑私は二年おりましても︑非常に判

いうことが常に問題になりまして︑ソ連の

ところで︑ソ連を語る場合には︑政治と

メリカであろうが︑ユダヤ人というのは極

全部入れますと百五十六にはなるという︑

援しておるという政策をとっております時

らして﹁・目分達は絶対にイスラエルには帰

でございますけれども︑非常に判らない︒

学︶という学問の存立する意義があるわけ

ソ連の政治状況

とがございます︒

めて優秀だという印象をひそかに持ったこ

いうことになろうかと思います︒

に︑かなりデリケートな面を持っていると

いうようなことをいわせたり︑新聞にそう

らない︒自分達の祖国はロシアである﹂と
なお︑﹃一ダャ人につきましては︑実はス
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政党というものはソ連にば存在しないわけ

単一独裁制でございまして︑︐共産党以外の

しかしはっきりしておりますのは共産党の

方を完全に握っているということがいえる

の政治局員及びその候補︑これが政治の行

うな形でございますけれども︑合計二十名

から九名の政治局員候補︑つまり代理のよ

はいえませんで︑いつ定期的に集まってい

れておりまして︑これもはっきりしたこと

週末に入る前に集まるんじゃないかといわ

発表されたりいたしますので︑恐らく金隈︑

金雌から土雌日にかけてよく重大な決議が

でございます︒
と思います︒

人は同時に党の要職を兼ねているというこ

しておりまして︑これは︑政府の上層部の

それで党と政府というのは完全に一体化

から共産党以外の党は存在していないわけ

れているわけですけれども︑ソ連は︑最初

がソ連の最高権力を持っているということ

の政治局貝十一名︑プラス九名というもの

のトップクラスでございまして︑そのうち

六十五名︑合せて三百六十名︒これがソ連

方は百九十五名ございます︒委員候補は百

候補というのがございますけれども委員の

独自の考え方でございまして︑委員と委員

持っているかと申しますと︑これまたソ連

なお︑中央委員会は︑どの程度の規模を

︵六十六才︶マーズロフ︵五十六才︶ペリ

才︶キリレンコ︵六十四才︶コスイギン

りまして︑ボロノフ︵一九一○年生れ六十

ネフを除いてあとはソ連のＡＢＣＤ順にな

年生れ六十四才の男でございます︒ブレジ

これは党の番記長でございます︒一九○六

までに申し上げてぶますと︑ブレジネフ︑

どういう人がいるかということを︑ご参考

それではこのトップの十一名というのは

るかということは全く不明でございます︒

ところが東欧圏並びに中共におきまして

とで︑党と政府というものが︑完全に一体

シエ︵七十一才︶ポドゴルヌイ︑日本にこ

は︑まず共産党以外の政党の存在は認めら

化しているわけでございますけれども︑実

どういう働きをしているかということは︑

ができるかと思います︒尤もこの政治局が

ように﹁閣議でこうしゃべった﹂などと一

新聞にはなにも出ませんし︑日本の新聞の

かぜを引いたということで来なかった妓高

ないだ来る予定でございましたけれども︑

であります︒

ちろん共産党の方に権力があるわけでござ

質的にどちらに推力があるかというと︑も
いまして︑ソ連の最高指導方針はどこで決

それからいつ政治局の会議が開かれるか

才︶シェレピン︵五十二才︶シェレスト

ンスキー︵五十三才︶スースロフ︵六十八

会議幹部会議長︑これが六十七才︒ポリャ

められるかと申しますと︑これは決してコ
ければ︑ポドゴルニンが議長を勤めており

いますので︑われわれには一切雲をつかむ

ということも︑一切発表がないわけでござ

切出て参りません︒

ます国会でもございませんで︑共産党の中

スイギンが首相であるところの閣議でもな

央委員会の中にあります政治局︵ポリトビ

こういうふうに名前と年を挙げてみます

ような話でございますが︑概ねどうやら政

いまして︑この十一名の中で五十才代は僅

と非常に老令の方が多いということでござ

︵六十二才︶︒

ューロー︶︑ここで決められることははっ

いかという説がかなり横行しておりまして︑

治局というのは金曜日に開かれるんじゃな
この政治局には十一名の政治局員︑それ

きりしております︒
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か三名でございます︒↓︑Ｉズロフ︵一九一

フルシチョフが党の第一書記と首相を兼ね

これは政治局貝ではなくて︑日常業務を掌

れはカープシェフという男でございまして︑

る七クレタリァート︵書記局︶がございま

ておりましたし︑一人に党・政の両方の権

して︑ここの中に一昨年抜擢を受けまして︑

力が集中していた時代でございましたけれ
ども︑フルシチョフが退陣いたしましたあ

まだ四十才代といわれているんですけれど

れ︶シェレピン︵一九一八年生れ︶︒

したがいまして︑ソ連の政治がどう変る

とには︑三名がいわばトロイカ方式︵集団

ら入って参りまして︑この人は写真でみま

もカープシェフという男が︑地方の書記か

四年生れ︶ポリャンスキー︵一九一七年生

かという時には︑大体この三人が次の政治

ご︑ざいますが︑最近の傾向をみてゑますと︑

指導方式︶ということでやって来たわけで
非常にブレジネフの力というものが強まっ

を担う可能性のあるものとして︑よくうわ
ソ連の政権のかなりの老朽化というものは︑

じの人でございますけれども︑これがソ連

すと︑いかにも利口そうな活動力のある感

要な論文︑社説には︑﹁ブレジネフかく語

首相︑これも一記者会見がございまして︑直

の中で会ったのはたった一人︑コスイギン

ませんです︒ソ連二年の在勤の間に︑要人

なお︑要人の姿は絶対に桑ることはでき

の今後を担う有力な人材ではないか︒

りき﹂という引用が載っておりまして︑共

んで糸ましても︑必ずといっていいほど重

これは新聞の社説とかいろんな一記事を読

ているという感じが私どもしております︒

さにのぼるわけです︒全般的にゑまして︑

ソ連が今後︑新しい政策をとるときに︑や
っぱり通らなきゃならない一つの︿−ドル

産党の論文はレーニンを引用しないと大学

ら眺めただけですけれども︑ほとんど民衆

接話したわけではございませんで︑遠くか

ほかの国では四十才代の大統領が出たり︑

の卒業論文も絶対通らないというようにい

じゃないかと思います︒

ては︑いろいろその点については考えるこ

首相が出たりしておりますから︑ソ連とし

われておりますが︑レーニンと同様にブレ

まして︑ブレジネフのタイトルは共産党書

コスイギン︑ポトゴルヌイの三名でござい

ありますものは三名︑つまりブレジネフ︑

団指導制の中でも︑更に強まったというふ

これはブレジネフの政治的な力が三人の集

に引用される時代になっておりますので︑

ジネフがいつどう言ったということが非常

に出るというだけでございまして︑フルシ

て来ますけれども︑非常に多くの群衆の前

徴でございます︒

の前に姿を現わさないというのが最近の特

このトップの十一名の中で︑最も権力の

とになろうかと思います︒

記長︑コスイギンは首相︵閣僚会議の議長︶︑

うに考えられるじゃないかと思います︒

るのだと思いますけれども︑この三人がト

どもは恐らく国家元首という役目をしてい

申しましたけれども︑これに加えまして四

ーズロフ︑シェレピン︑ポリヤンスキーと

なお次の時代を担うものとしまして︑マ

だんだん雲の上にあがって来たという感じ

て演説するという傾向は薄らいで来まして︑

して演説する︒ああいった人民の中に入っ

チョフが多くの工場などに足しげく通いま

ップ中のトップというわけでございます︒

人目の男が非常に注目されております︒こ

もちろんテレビとかメーデーには必ず出

ポトゴルヌイ︵最高会議幹部会の議長︶私

これが六年前のフルシチョフ時代には︑
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れだけの実権者ならどこに住んでいるか？

のが存在いたしませんので︑だれも追究し

すけれども︑ソ連の場合には野党というも

をするということもできるわけでございま

治がいかんということであれば潔く総辞職

ら︑責任を負わされるし︑本人も自分の政

退の色彩が強くて︑今年のメーデーにも末

尤も︑ミコャンの方はかなり名誉ある引

だなあという感じを私ども持っております︒

ものは︑非常に︑なんとなくさびしいもの

せんで︑どうもソ連の政治家の末路という

モスコーにおりますと︑ブレジネフがそ
ということが︑まず外国人としては興味の

がいたします︒

あることでございますけれども︑だれも知

席を列ねて出席しておりましたし︑ミコャ

フルシチョフは完全に忘れ去ったという感

ンの方はかなり覚えがよろしいようですが︑

てくれない︒

っておりません︒ロシア人に聞いてももち

と思っても︑やめるルールがございません

じであります︒したがって︑余談になりま

それからまた自分で︵もはややめたい︶

から︑したがって追い出されるまでがんば

ネフの演説集がどうやら出るようでござい

すけど︑要人の演説集などは︑蝦近ブレジ

ろん判りません︒住所録があるわけでもご
どうやらそこに住んでいそうだというよ

らざるを得ない︒というようなことになる

ざいません︒

うな︑うわさの場所はございますけれども︑

ったことができなかったわけですから︑当

年のキュー鶴ハ事件の時などは︑やろうと思

たとえばフルシチョフの場合も一九六二

買いませんと︑あとで二度と手に入らない

主要文献を買うというのは︑全力を尽して

二度と手に入らないということで︑ソ連の

んと︑何年後にその方が失脚した場合には

ますけれども︑これも出たらすぐ買いませ

然政府糾弾︑総辞職という格好だろうと思

ことが多いわけです︒︵六月十二日本会会

でございます︒

のではなかろうかと私ども考えているわけ

いますけれども︑彼はそれから︑約二年経

官︶

議室での講演要旨ソ連大使館一等書記

たふとくもなつかしきかな
吉田山丹ぬりの宮とつれ人︑の庵と一

︷よ寺ご︷と

ってから︑しかも︑放り出されるような形
のルールがない一つの表われではないかと

でやめたわけでございまして︑これも退陣

現在はあれだけ威勢を張っていたフルシ

思います︒

チョフも新聞には一切出ませんし︑ブルシ
チョフがどういったということをいかなる
木をみましても引用されることはございま
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だれも確認したものはない︒

と申しますのは︑ソ連の要人の車は全部
芦

トカーテンを可引いてございますので︑

れが乗っているかサッパリわからないとい
うことです︒

それで︑ソ連の政治というものを考えて
ゑますと︑一時は非常に血なまぐさかった
わけですけれども︑最近は︑退陣の際に命
をとられるということはかなり少なくなっ
て参りました︒ブルシチョフの場合も名誉
ある引退ということでございます︒

だ

ソ連政治の最大の欠点はなにかというと︑

やめる際に退陣のルールが全然ないという
ことだろう︒つまり︑民主主義の国であれ
ば︑野党というのは必ず存在いたしますか

、

車

人手不足と林業

農村や山村の動向を知る必要から︑毎年
四︑五回はリュックを背にする︒かつて訪

山本

この小論は︑山村で進行している人口流

出︑そして﹁過疎問題﹂を︑林業生産とか

かわらしめて素描しようとするものである︒

紙幅の関係もあって︑十分意をつくせない

い○

うらゑがあるが︑それはまた他日を期した

て発現する︒それはいうまでもなく︑自由

地域の人口の増減は︑経済法則にのっとっ

封建時代ならいざしらず現代では︑一定

かも︑多くの村では︑家ごと出て行って︑

等にはもう山村で会うことは出来ない︒し
無住の大きな農家がポッ︑ポッと立ってい

工程の機械化・オートメーション化がいか

こに出ることもなく︑狭い天地で生涯を送

二︑三男ならいざしらず多くの人達は︑ど

昔︑山村では︑生を一度そこに受けたら︑

な地域間移動である︒

以前であったらうれしいことが多かった︒

に発達しようと生産の根底を規定している

るのがほとんどであった︒山村から人口を

科学︑技術がいかに進歩しようと︑生産

るそれが現在の山村の姿なのである︒

しかしこの頃では︑まったくやりきれなく

のは︑人間の労働であることはかわらない︒

経済力がなかったことの証左でもある︒

引き出し︑山村の人口を減少させるだけの

ねたことのある山村に再度足を入れたとき︑

なることの方が多い︒数年前までは︑一年

の果実それが機械であり︑オートメーショ

筋骨組織と頭脳組織をもってする人間労働

国の経済力が︑山村の隅々まで及んで来て

てしまうような現今の激しい変化は︑わが

と都会に出て行き︑やがては家ごと他出し

これに対して︑働き手が一人︑また一人

一年とスギ・ヒノキなどの造林地が広がり︑

ン体系であって承れば︑このことは自明の

村中に若者や娘達の健康な顔があふれてい
ても見つけ出すことがむずかしくなり︑は

た︒それがこの頃では︑若者の顔はさがし

ところである︒

してその結果であるいわゆる﹁過疎問題﹂

いること︑つまりわが国経済の発展を示す

現在︑山村で進行している人口移動︑そ

子供だけが往還を行ったり来たりしている︒

は︑この意味で︑山村の生産が破壊されつ

なやいだ娘達の声もしなくなって︑老人と
そんな光景が普通である︒

にだけ注目すると︑それはわが国の発展と

ものと桑ることができる︒それ故︑この面
るであろう︒

つある過程である︑と理解することができ

土のにおいをさせた健康でたくましい若
者︑はちきれそうなピチピチした娘達︑彼
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光

ことが困難になった状態︑たとえば防災︑

をゑるには︑林業生産の動向をゑるのが有

発展した︒その発展の特徴は︑人工造林が

して︑手ぱなして喜んでよいことになるわ

維持が困難になりそれとともに資源の合理

にほかならない︒

産活動がいろいろな形で停滞しているから

いというべきであろう︒現在川村では︑生

用の困難化による生産機能の低下︑停滞の

に引き起される生活機能の低下と︑資源利

味内容が込められている︒人口減少のため

﹁過疎問題﹂のこの定義には︑二つの意

炭が売れなくなって無価値になったので︑

伸展した︒従前︑炭を焼いていた薪炭林は︑

原野などに植える造林いわゆる拡大造林が

尽され︑以後は広葉樹林を伐採した跡地や

裸にされた森林も︑二○年代にはほぼ植え

戦後︑わが国の林業は︑大きく変化し︑

的利用が困難となって地域の生産機能が著

効である︒

だが︑この見方は︑やはり楯の一面だけ

急速に伸びたことである︒戦中の濫伐で丸

教育︑保健などの地域社会の基礎的条件の

をみたものであって︑他の面にはそんなき
しく低下すること﹂︒

けである︒

れいごとをいっているだけではすまされな

山村から人口が流出する現象は︑これま

問題である︒現在︑山村で人口流出の結果︑

それにかわって︑価値の高いスギ・ヒノキ

には︑軍需産業や軍隊に働き手が徴用され︑

でにも幾度か経験している︒昭和一○年代

わが国の経済発展と︑人工造林の伸びとは︑

などが植えられたのである︒この段階では︑

生活機能が阻害され︑正常な︑文化的生活
については︑それ自体重要な問題である︒

正の関係をもっていた︒

を維持することができなくなっている問題

もっとも顕著な例であろう︒この時代でも︑

ＧＮＰ自由世界第二位︑といわれている一

老幼婦女子の生産労働力化が進んだのは︑
労働力不足は︑大きな社会問題であった︒

面では︑病気になってもろくすっぽ医者に

その意味するところに多一少の違いがあるが︑

現在の﹁過疎間趣﹂は︑論者によって︑

では︑﹁過疎問題﹂における生産機能低下

しかしこの問題は別の機会に譲って︑ここ

いう問題として顕在化しているからである︒

が九七︑四一年が九一︑四三年が八六と遂

を一○○とすると︑三七年が九九︑三九年

係をもつようになった︒三五年の造林面積

林は鈍り始め︑国民経済の発展とは負の関

ところが︑三○年代の後半になると︑造

ではなかった︒

が︑それは﹁過疎﹂として把握されるもの

もかかれないところｌ山村がある︑そう

一般的には経済審議会地域部会の中間報告

年減少しているのである︒

この原因は︑いろいろとあげることがで

の問題をみることにしたい︒

﹁都市への激しい人口移動は人口の減少

で示された︑つぎの定義で十分であろう︒

山村では︑もちろん林業生産が最も重要

の邪魔者になってしまったことなどは︑そ

が︑まったく売れなくなり︑植林するとき

地域にも種左の問題を提起している︒人口
なものである︒﹁過疎問題﹂がどのように

パルプ材として飛ぶように売れていた雑木

減少地域における問題を〃過密問題″に対

山村の生産機能を低め︑停滞させているか

きるであろう︒たとえば︑三五年頃まで︑

口減少のために一定の生活水準を維持する

する意味で〃過疎問題″と呼び︑過疎を人

︑ｊ／

／１Ｎ

﹃ｌユ

７０

えるためには︑雑木を切り払い︑整理する

の代表的なものである︒スギやヒノキを植
からである︒

ミゼラブルな生活を強いることはできない

る︒

が国では︑木材需要量の半分以上が外材で

山林は放置しても育つ︑しかし︑現在わ

しかし︑働き手の不足が︑山村の生産機

作業︑造林地捕えが必要だが︑今ではこの

に思いを致すとき︑低生産力のまま︑山が

あり︑輸入金額の第二位を占めていること

であるから︑問題は深刻である︒最近︑林

のまま手をこまねいていたら︑孫子の代に

発展にとっての一大あい路となっているの

人手不足であろう︒わが国の林業︑とくに

野庁の手による林業経営者の意識調査が発

うとんぜられても︑文句はいえないであろ

能︑就中林業生産を低下させ︑山村の経済

育林業では︑作業工程の機械化がむつかし

一番困っているか﹂との設問に対して︑一

表されている︒それによると︑﹁現在何に

しかし︑なんといっても最大の要因は︑

い︒急峻な︑複雑な地形の山岳林がほとん

う︒︵特別会員東教大農学部教授︶

費用が高くつくようになっているのである︒

どであるからで︑どうしても人力が優先す

時代前であったら︑﹁資金不足﹂︑﹁税金高﹂

林業は長期にわたる産業である︒今無策

放置されるのはなんとも残念である︒

ることになる︒そのため︑造林作業などの

この調査では﹁人手不足﹂が筆頭にあげら

などがまつ先にあげられていたのであるが︑

れているのである︒人手不足は︑林業を破

進捗度は︑どれだけの人数を注ぎ込んだか︑
てよい︒山村からの労働力人口の流出に︑

壊しつつある︑といってもそう大過ないで

鳥海山を見つつわがをり

夕需のうちに静かにただづめる

旭をうけてそぴゆるが見ゆ

朝霞かすめる上に鳥海の

に鳥海山を望む

博物館落成記念式典に来り斎館にて北

支那古鏡三百余枚を輸送して羽黒山

川村宗嗣

感

︵秋田支会長︶

（18）

注ぎ込んだ働き手の量に正比例すると考え
こうしていやでも林業生産に直接響くこと

あろう︒

わが国の国土面積は︑約三︑七○○万地

四

になったのである︒

昭和四三年の林業就労者数は︑約二七万
から︑ここ五年間に︑なんと一○万人も減

人である︒五年前には約三七万人であった

であるＯこの中に約三︑六○○の市町村が

には︑国土の半分弱が山村であるといわれ

少しているのである︒働き手が減れば︑当

ている︒林業生産の低下︑停滞︑つまり山

あるがうち一︑三四二は山村である︒平場

労賃が上ることは︑あながち悪いことで

村の生産機能の低下は︑実は︑日本列島の

然労賃は高くなる︒たとえば︑四三年の伐

はない︒現今では山村とて︑生活様式が次

に比べると山村は︑面積が大きい︒面積的

第に都会と変らなくなっている︒そんなと

半分で〃荒廃″が進行しているとさえみえ

出労賃は︑四○年の五三％高である︒

きに︑山村民にだけ低い賃金を押しつけ︑

偶

＜新Lい家庭教育＞

［6.]英才は家庭の幼児教育から(1)

等学校と進むにしたがって︑ひとりひとり

子どもたちは︑小学校から中学そして高

天才といわれて五才から作曲をはじめた大

者思想家のボルテールは一七○︑幼児から

明した．︿スカルは一八○︑フランスの文学

みられないことはありません︒

能指数の高いことは︑天才の一つの条件と

なるほど︑このようにあげてみると︑知

一三五といわれております︒

仰心のあつい母を持った哲学者のカントは

不滅の彫刻家ミヶランジェロは一四五︑信

音楽家モーツァルトは一五○︑イタリアの

をいろどる個性をもって︑それぞれ独自性
そのなかには︑衆を抜きんでた才能をも

を発揮してきます︒

ところで天才とか英才とかいわれるのは︑

った英才も︑天才も必ず存在しています︒

どんな精神力をもち︑いかなる活動能力を
フランスの心理学者ビネーは﹁英才とは︑

発揮しているのでしょうか︒

記憶・推理・思考・判断力に秀で︑しかも

める方法を提案しました︒

にし知能テストによって︑天才を量的に定

調査をして︑その家庭の特ちようを明らか

心理学者Ｌ・Ｍ・ターー︑ンも︑優秀児の

自分を外界に適応させていく力が大きいと

精神的発達が衆人よりすぐれている者で︑

言っています︒彼は知能の高いことにもの

今日︑天才を知能分布の上方の極と考え︑

１Ｑ一四○以上を天才とすることにしたの

さしをあてていますが︑このほかに︑計画
性︑創造性︑生産性あるいは︑芸術的︑政

は︑彼のはじめたものです︒

１Ｑ一四○以上の子どもについて調査の結

また︑ターー︑ンは二才から十四才までの

治的︑精神的︑活動力のきわめて高いこと
こころゑに︑歴史的に天才といわれてい

の社会的地位にあり︑両親の教養も高い︒

果︑﹁その子どもたちの家庭は︑中流以上

も天才の特ちようです︒

１Ｑイギリスの有名な経済学者でもあり思

る人の知能の高さをあげて承ますと︵推定

性も普通以上であるｏ﹂と述べています︒

先にあげた︑歴史的天才といわれる人び

さらに︑健康︑特に運動機能の発達や情緒

との生い立ちも︑その多くは︑父なり母な

想家でもあったＪ・Ｓ・ミルは一九○︑ド
科学者で十六才のときに︑円錐線諭をかき︑

イツの大詩人ゲーテは一八五︑フランスの
多くの幾何学の定理を発見し︑気圧計を発

〔19）

次
代

佐
田

横

りが一般に教養が高く︑しかも︑幼児期か
いることが注目に値いします︒

らきわめて︑きびしい早教育をほど︾﹂して

このほか︑先にあげた音楽の天才といわ

引き出してゑちびき︑開眼させる何かがな

ほどの絵好きの子であっても︑その才能を

匠︑坂本繁次郎さんは：．⁝親が︑あきれる

彼が幾何学や光学に興味をもちはじめ︑

われております︒

熱心に研究したのは︑ケンブリッチ大学に

私も︑森先生に会わなければ︑九州の一

で終ってしまうものです︒

ければ︑それはひとつのちょっとした話題

さいときは低能児と思われ︑いくつかの学

ょう﹂と︑十六才のときに油絵をかいてい

隅で︑絵かきとしてではなくすごしたでし

また︑アメリカの発明王エジソンは︑小

はいってからのことです︒

ように幼児からのはげしい訓練をうけて︑

校から追い出されたのは︑あまりにも有名

れているバッハもベートーベンも︑おなじ
才能の花がみごとに開き︑立派な実を結ん
な話です︒

ましたように︑子どもの大脳細胞が︑幼児

素読ができないで︑低能のレッテルをはら

わが国の国学者平田篤胤も十九才まで︑

てきた︒それまで︑何気なく通りすぎてい

た森先生に︑引きあわされて︑学んだこと

でいます︒これは︑前号︵三月号︶で話し
からのはげしい訓練によって︑神経回路が

れた記録が残っていますが︑そのご動機を

た野道︑見すごしていた草花がすべて美し

く見えてきました︒﹂と︑その感動を述べ

﹁この先生の教えで︑物を見る目が変っ

を︑運命的に回想されています︒

つくられ︑外部からのしげきに対応できる

なり︑多くの門弟に偉大な影響をあたえ︑

得て︑学問に志し︑やがて立派な国学者と
明治維新における尊王論のオリジナルとな

ておられます︒

そして︑三才から五才︑七才︑一○才と

からです︒

発達段階を経て︑人間の知能は︽おおよそ

っています︒

れたのです︒そして︑そのご自らの努力と

森先生のみちびきやしげきによって開発さ

坂本画伯の持って生まれた先天的素質も︑

十五才頃までにその基礎が︑できあがると

すと﹁英才や天才は︑生まれもった素質が

精神があったからこそ︑いよいよ天分の発

さて︑こうした事例や調査からみてきま
ありそれを早期に開発することによって︑

しかし︑子どもの生活環境や︑からだの

偉大な才能となり活動能力が成長する﹂と

いわれております︒

頃になって︑神経回路が整う場合も少なく

は少年期に実社会で︑平田篤胤は青年期に

成長度によっては︑十七才あるいは三○才

が﹁音楽的才能は︑どの子にもあって︑幼

おいて︑それぞれしげきをうけ︑そのしげ

も努力によって︑いよいよ天分がみがかれ

一三１トンは大学にはいって︑エジソン

児の頃の正しい教育のやり方である﹂との

きが転機となって才能が開発され︑いずれ

揮となったのでありましょう︒

たとえば︑イギリスの偉大な科学者で︑

実一証的研究から︑家庭のしつけや教育が︑

考えられますが︑先にあげた鈴木鎖一さん

リンゴのおちるのからヒントを得て︑万有

きわめて大切であることがわかります︒

ありません︒

の家に生まれ小学校の頃は︑あまり科学に

文化勲章を受賞された︑わが国画壇の巨

引力を発見した一三１トンは︑田舎の百姓
興味をもたず成績もふつうであったと︑い

（20）

り︑開発後の努力によって養われた精神活

したがって才能開発をめざすところの英才

ます︒

たＣ・Ｒ・ロージャスの言葉が思い出され

機会をのがさぬ才能を持っている﹂と言っ

起こし︑自閉症になりかねません︒

無理に教え一﹂むと︑興味を失いストレスを

じゅうぶんに発達していない子どもに︑

つまり︑子どもがどんな天才的才能や英

天才として発揮されます︒

れぞれの英才が︑いろいろの分野において

年期から︑内分の努力によって発展し︑そ

よって︑その素地が開発され︑少年期︑青

治的にすぐれた才能は︑幼児時代の環境に

才から三十五才のときに生んだ者が︑もっ

おき︑父親は三十から四十才︑母が二十五

調査したのを見ると﹁子どもは三人・三つ

の子どものきょうだいの数と父母の年令を

生一七六○人を対象に︑Ｉ．Ｑ一四○以上

都内の国・公・私立小学校四年生から六年

田中教育研究所の松原達也さんが︑東京

います︒たとえば小学校四年から五年にな

での各学校の進級が非常にきびしくなって

しています︒

学まで系統的︑組織的に英才教育をほどこ

て英才をえらび︑特別の学校に入れて︑大

フランスでは五︑六年から阿家試験によっ

ところで︑欧米各国での英才教育は︑ど

が整っていることをゑきわけることです︒

才をひそめているかは機会としげきをあた

とも多い﹂と発表しています︒﹁ただし︑

このように︑才能は開発されるものであ
動を通じて︑それぞれすぐれたちのが現わ

てきます︒

教育は︑その時期と方法とが︑重要になっ

たのではないでしょうか︒

れます︒たとえば絵画や音楽のような芸術

子どもの要求︑︑標︑技術のもと︑など

的技能︑文学的能力︑科学的︑技術的︑政

えて︑実際にやらせてみなければわからな

父母の学歴には関係ありませんでした︶

﹁人間性とは︑一つの有機体で︑なにか

れがすぐれたものに育つことはできません︒

ればならないことは︑前月でも例をあげて

なります︒︐続いて幼児教育を重要視しなけ

ら︑出発しなければならないということに

これをみると︑英才教育は︑家族計画か

限ぎられてしまいます︒

大学に進むときには︑きわめて優秀な者に

中学︑高等学校でも三割前後がおとされ︑

るときでも四割ほどは落第させられます︒

ソビエトは︑小学校から大学にいたるま

イギリスでは小学校四年から︑ドイツ︑

うなっているのでしょうか︒

いのです︒また︑子どもの才能は︑親が無

をやることのできる潜在能力を誰でも持っ

とでありましょう︒

話しましたから︑もうおわかりになったこ

関心だったり︑放任しておいたのでは︑そ

ており︑機会を与え訓練すると︑自己を高

ないことは︑﹁レデネス﹂すなわち︑学習

の機会均等が原則ですから︑誰でも口由に︑

アメリカでは︑日本と同じように︑教育

○とかきいています︒

有名なモスクワ大学生は知能指数平均一六

しい高知能をもった者だけということで︑

とくに︑医科系理工科系の学生はすばら

め︑社会的活動能力も創造的才能も発達す
そして︑努力を怠らないならば︑つねに

を効果的に行うのに必要な状態が︑ととの

しかし︑早期教育で注意しなければなら

発展するものであり︑とくに︑天才はどん

っていることが大切です︒

ス︾○

な場合にもいかなる時にも︑訓練を受ける
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ら高等学校︵旧制︶へと進む道が開けてい

たとえば︑高等学校でも大学でも︑三割

て反対の現象をうんでいます︒

以上の青年が︑学力不足でそれぞれの課程

どの学校にも入れるしくみになっています︒

また教員︑官吏︑外交官︑司法官︑弁護

をじゅうぶんに学びとることができず︑い

ました︒

士などの国家試験に合格すれば︑大学を卒

飛びこえて進級することも︑あるいは特別

一方では︑どんな優秀児でも英才でも︑

わゆる不消化現象を起こしています︒

なかには︑野口英世博士のように︑小学

な指導も行なっていませんから︑才能をも

めて活躍することができました︒

業しなくとも︑それぞれの才能を社会が認

したがって︑学生の知的能力も全体として

低く︑従来は英才教育について︑なんら見
るべきものがありませんでした︒

アメリカの科学技術の発達は︑研究者の

校六年間の学歴で︑そのご独学で医師の国

待遇がいいので︑全世界からかき集めた人
ところが︑一九五七年ソビエトの人工衛

てあましているのが実情です︒

マや梅毒のス・ヘロヘーターの発見から黄熱

にはひたむきに︑精神を結晶させて努力し

あらわすことができます︒とくに︑青年期

をじゅうぶん発揮して︑すぐれた精神力を

たちで進んできたのです︒

ロックヘィラー研究所員となり︑トラコー

家試験にパスして︑のちにアメリカに渡り︑

それぞれのオーナーコースをつくって︑特

た人もいます︒

病の研究など︑世界的に不滅の業績をあげ

優秀児は︑環境がよい場合は︑その才能

感じて︑小学校から︑中学︑高校︑大学に︑

星が成功してから︑急に英才教育の必要を

す︒

別優秀な者のために英才教育を行っていま
わが国ではどうでしょうか︒公的にはな

尊重をうたい文句に︑いわゆる六・三制の

戦後は︑教育の機会均等と子どもの個性

しばしば怠惰におちいり︑忍耐力を欠き︑

しかし︑環境がととのっていませんと︑

義におちいり︑優秀児や英才児の個性は︑

情緒の不安を起こします︒

常に魅力的です︒

んらの組織も体系も考えられていません︒

ようになりましたが︑実際は画一的詰込主

教育となり︑国民全体の向上に重点をおく

ますから︑能力の伸長がいちじるしく︑非

らしい才能の芽ばえがあったとしても︑小︑

幼児期に︑どんなよい環境で育って︑すば
中︑高校で︑一般平均化された教育の中で

なにも考えられていません︒

教育にあけくれ︑とくに○×式テストにわ

中学校︑高等学校とも受験準備のための

国ではこれに対して特別な計画がなく︑わ

わめて重要なことがはっきりしているのに︑

天才とか英才は︑幼児の早期教育が︑き

放置されますと︑せっかくの英才も開花結
﹁十で神童十五で才子︑はたちすぎれば

程度にすぎないのです︒しかし︑まったく

ずかに国立大学附属幼稚園の数をふやした

実することなく︑埋没されてしまいます︒

ざわいされています︒○×式テスト主義教

︵都会員東教大附属坂戸高校長代理︶

無関心というのではありません︒

ただの人﹂のことわざ通りになることが惜

の形式者を養成すると言いながら︑かえっ

造性能力の発達をさまたげ︑民主々義社会

育は︑個人の適性︑才能の自由な発現や創

戦前は︑それでも優秀児は︑小学校五年

しまれてなりません︒

から中学校︵旧制五か年︶ヘ︑中学四年か
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六七月の園芸

渡部弘
大きな影響がありますので︑よく要点をつ
かむ必要があります︒

一︑庭木・花木類のさし木

る︶をしてからさします︒用土は赤土や川

砂がよく︑なるべく深く挿しこみます︒さ

した後は充分に水を与え︑乾かないように

梅雨時期だからと︑日おいもせずにいる

注意します︒

と︑時おりの晴れ間の陽ざしが強く︑失敗

いて適当に日陰をつくり︑発根まではさし

することがありますから︑ヨシズなどを用

穂をしおらせないことが大切です︒

︐根が出そろって︑芽がぐんぐん伸びだし

夫な苗を育てます︒

たら︑じょじょに強い光線に馴らせて︑丈

などのいわゆる﹁つゆざし﹂です︒さし木

なるまで咲き続けるものが多く︑しかも株

ーゴールド︑アゲラタムのように秋が深く

夏から秋の花だんには︑サルビア︑マリ

二︑花だん植えつけの要点

六月は梅雨にはいりますが︑新緑もあざ

の適期といわれるのは︑たんに適当な温度

（23）

常緑樹の庭木・花木類のさし木は︑高温
・多湿のつゆどきが品適です︒サツキ︑ツ

やかに︑小雨のなかにハナショウブやアヤ

と湿度があるばかりではなく︑早春から伸

ッジ︑クチナシ︑チンチョウゲ︵沈丁花︶

メが咲き︑アジサイの色彩もまた風情があ

て植えつけます︒また︑暑い夏の光や乾き

に耐え︑長い期間よい花を咲かせるには︑

が大きくなりますので︑充分に間隔をあけ

堆肥や牛糞などの有機質を充分に施し︑ほ

し︑発根にそなえる勢力をもつからです︒

したがって︑いくらさし木の環境条件に恵

びだした新しい枝が︑梅雨期にはいり充実

まれていても︑さし木する枝︵さし穂︶が

るものです︒また︑花木をさし木でふやす
リーゴールド︑︒ヘチュニアなどはどんどん

ふん

生育し︑花が咲きはじめます︒大きくなっ

の草花をえらび︑一色か二色でまとめると︑

一つの花だんには︑なるべく一

光線の強い時期だけに︑よけいに強烈な色

二種類

かの肥料も緩やかに効くものを用います︒

た部分で切り︑二

三時間以上水揚げ︵清

水に切口を浸して水の吸い上げをよくす

さし穂は︑新しい枝の茎部が堅くしまっ

幼弱なものでは︑容易に発根できません︒

あり︑とくに花壇の手入れは︑翌年の花に

花の咲くものもあれば︑花の散るものも

γ隼員ノ○

たものから早目に︑花だんに植えつけまし

絶好の季節です︒春早く播いた百日草やマ

アジサイの花

彩感がでて効果的です︒いろいろなものを
二

梅雨期とは限らず︑これからの高温期は

多いのですが︑これでは手遅れで︑健全な

葉が枯れたり︑食われてから気づく場合が

庭のどこかに病気や虫が出ているものです︒

なお︑ボタンは乾燥に弱いので︑夏から

三回︑ダイセーンやボルドウ液を散布

植えて模様や形を現わすよりも︑ごく単純
します︒

秋にかけて根元にシキワラやコモなどを敷

うちに薬をかけて予防してこそ効果がある

二日

いて地温の上昇をおさえるとともに︑西日

ものです︒病気は発生前に︑害虫は発生初

植えつけは雨の直後はさけて︑一
天気が統き︑土の状態がよくなってから行

を根元に当てないようにしてやります︒日

期に︑すかさず薬剤をかけましょう︒

なデザインにしたほうが優美です︒

います︒植えつけ後に晴天が続くようなら

ことも大切です︒

照りが続くときには株元に充分に水をやる

ビ病︶など︑よく見分けのつかないような

ドンコ病︑黒点病︑ポトリチス病︵灰色カ

れる立枯病や腐敗病︑葉にでるベト病︑ウ

①梅雨に多い病気根元から腐って枯

てください︒植えつけは六月中にすませ︑

つけ

四︑ハナショウブの株分けと植え

ば︑根つくまで︑毎日の水やりに気をつけ
梅雨あけには順調に育ち︑継続して花の咲
く状態が理想です︒

病気が発生するので︑あらかじめ︑ダイセ
新しく植えるのも︑六月中旬から七月にか

散布します︒なるべく雨の前後に︑葉の表

ンやオーソサイドなどを七

ハナシコーウブは︑花の終った株分けも︑

去年咲いたが今年は咲かなかったという

けてが最適です︒来年に咲く花芽は︑十月

の高温時は薬害がでやすいものですから︑

裏にも充分にかかるようにしますが︑晴天

三︑毎年咲かせる牡丹の手入れ

ボタンの話しをよく聞きます︒ボタンは花

かえは︑花が終った直後に行ない︑夏から

までにできあがりますから︑株分けや植え

一○日ごとに

の終ったあとから︑秋までの間に来年咲く

秋までには元気のよい株に仕上げるように

とが安全です︒ウドンコ病はカラセン乳剤

かなか防除できません︒

を三日間くらい連続して散布しないと︑な

葉露のない朝夕の涼しい時刻に散布するこ

三芽

②一アブラムシ︑ダニ類の駆除アブラ

よい花芽がつきませんから︑最低二

株を小いさく分けると︑株張りがわるく︑

心がけます︒

花芽ができあがりますので︑これからの手
・入れが最も大切です︒

まず︑木に充分な栄養分をつけるために︑

三○センチくらいの周囲

ムシには一︑ラソン乳剤︑ＤＤＶＰ剤がよく

を軽く掘って︑化成肥料や配合肥料を一株

根ぎわから二○

以上をつけて植えます︒また秋の株分けや

効き︑ダニ類にはケルセン︑フェンカプト

一五○グラムくらい施して

当たり一○○

や植えかえも生育や花つきをわるくします︒

植えかえは寒さに弱くなり︑春先の株分け

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

ン剤などを根気よく散布して駆除します︒

土をかけておき︑元気をつけてやります︒

五︑被害後では手遅れの薬剤散布

また秋までに葉がついているような状態で
ないと︑木の勢力が衰え︑よい花芽がつき
ませんから︑業の病気を防ぐために︑月に
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』

歌に就いて

現することはむつかしいに連ひない︒

﹁おもふことうちつけにいふをさふ子の

御方様であっても﹁ひとりつむ言の葉草の

とにもなるのであらう︒かくて一天万乗の

しかしくるしみののちに解脱の歓喜は来

﹁世の中にことあるときはゑなひとのまこ

言葉はやがて歌にぞありける﹂ここに歌の

る︒﹁むらぎものこころのうちにおもふこ

本質がうかがはれる︒つくりかざりなく卒

いふことにもなり︑﹁言の葉の道をや神の

なかりせ︑ばなにに心をなぐさめてまし﹂と

り一旦緩急があったり個人でも容易ならぬ

﹁これのみぞ人の国より伝はらで神代

ひらきけむ人の心をなぐさめよとて﹂とい

とのうたを詠み出でにけり﹂との仰せの通

をうけししきしまの道﹂

直にいふことこそまことの歌であるとの仰

ふ思召も拝せられるのである︒これは作歌

といひおほせたる時ぞうれしき﹂といふこ

といふた歌である︒成程さうかもしれぬ︒

ふがままにいひて見むうたのしらべになり

せであらう︒それだから﹁おもふことおも

ことがあると本当の歌が出来るらしい︒

外のことは︑茶にしても花にしても︑芝居

もならずも﹂が作歌の動因となり︑また︑

井上手麿

も武道も学問も法制等も大抵他国より伝は

の主観的功徳︑歌の零観的功徳については

は︑万世一系の皇室と共にどうもさうでは

それが作歌の極致ともなる︒

れ●はやがて歌とこそなれ﹂といふやうに︑

﹁ときにつけ折にふれつつおもふことのぶ

ごかすといふことの葉のまことの道はたれ

たび聞ければわすれざりけり﹂﹁天地もう

道に顕晦はあっても︑連綿不断に今に相続

ご容赦を︶にあるやうに︑時に消長はあり︑

すべて明治天皇御製︑旅先のため誤あらぱ

ばしきしまの道﹂と明治天皇の御製︵以下

も﹂といふことになるのであらう︒﹁おも

くちをしきこころにおもふことはあれど

まもるかな﹂﹁ことの葉につらねられぬぞ

らねかねてはつくづくと筆のさきのみうち

しかし︑実行して見ると﹁おもふことつ

明治天皇の御製こそはま一﹂とに天地を動

出してはたまるものかは﹂ともじってをる︒

師は﹁歌詠拳は下手こそよけれ天地の動き

今の序に出てをる︒それを徳川時代の狂歌

を動かし鬼神を感ぜしむる﹂とは貫之の古

葉のまことの道をきばめてしがな﹂﹁天地

か知るらむ﹂﹁天地もうごかすばかり言の

﹁まごころをうたひあげたる言の葉はひと

ないらしい︒神代に発し︑しかも﹁ひろく

ったものらしいが︑三十一文字の欧ばかり

なりせまくなりつつ神代より絶えせぬもの

されており︑殊に現代では︑他に比類を見

ふことうちつけにいふ﹂ことが︑実は六ヶ

かし鬼神を感ぜしむるものであって︑そこ

ない程に普及して作者と鑑賞者とが一致し

に歌の功徳の極致がある︒それは億兆の財

うちまもるかな﹂といふことにもなりまた
﹁言の葉につらねられぬぞくちをしきここ

である︒︵三月二十日伊豆にて︶︵特別会員︶

宝にも広大の領土にも何にも換へ難きもの

敷いのである︒さればこそ﹁筆のさきの拳

ろにおもふことばあれども﹂とかと仰せら

の出来る世界に比類なき芸術形式である︒

五七五七七︑三十一音よりなる短歌の形

れるやうに︑それを三十一文字の制約に表

て歌は詠まうとさへ思へぱ何人も詠むこと

ろとかと不可分のものらしく思はれる︒

態はよほど︑やまとことばとかやまとどこ
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れる

一坐つ

女には負けぬ男の多かれと長寿の会を吾れは開きい

と一坐己

昔よりも教科や勝る一年生ひ孫は良くも物覚え来る

我庭を荒野さながら茂りしも雪に枯れけむ博多唐草

同菅谷義太郎

ひたむきに空のまほらに鳴き昇るひばり見上げて麦畠に

みをり

かくまでによく凹翠しともつ鍬の樫の柄見つめいとほし

のあり

今日もまたわが振る鍬に去にし日の父が握りしぬくもり

年輪を見せて積まれし松林の切り口匂ふ寒の山路︵山路︶

かん

冬ながらしづもる庭に鍬うてぱはや草の芽の萌えかがま

千葉県加藤巳之

井上学麿選
︵をり︶

健康の導きなして止まざれば止まぬ心の侭に進むを

三重県新家たかし

長生きの仲間に入りて今見ればむかし︵若きに︶取りたる
︵し︶写真をかしも

村山に若葉匂へり楢の木の梢を渡る︵らふ︶頬白の群
やまなみ

鍬やゐ

鴬の頻りに来鳴く群薮の小径に咲きぬ蒲公英の花

山脈の果つる麓に村ありて宮居の森に椿花咲く
車過ぐ

舗道の上を桜の花の︵びら︶散り敷きて雨止みし後乗用

千葉県並木文比古

遠足の帰りなるらし一団の小学生等騒ぎ行くかも

に

叱られていつも我家に難をさく隣りの精薄つぷはいづこ

ｈソ

酒の夜に宿りしみ子か年経れど智能育たずあはれなりけ
よし

善悪の宿縁ありて帰りくる罪は自ら悔ゆるほかなし

誰もいふ科学の進歩は著しと月着陸のアポロはつ型く

流れゆく歴史と共に進みゆく文化も科学も人の作れる

同松川清

六十九回の︵天皇︶御誕︵の︶日を迎へつつ同齢吾を︵の

終戦後三十幾回︵皇居に︶奉仕するその都度︵の度毎︶賜謁

健を︶光栄とする
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弘道歌壇

の栄に浴する︵賜謁﹂浴す︶

りしに

休閑田今は奨めぬ︵り︶国を挙げて増産に励みしこともあ

御︵陛下︶手を挙げます︵挙ぐ︶

君か代の声もつまりてこけのむすまでうたはむとすれば

ぬ︵り︶

今日はわが天皇陛下の御生れのⅢとして旗日と孫に教へ

運輸相次官ら切に乗客を降ろせと説くも遂に肯かざる

信号が赤になる毎腰を伸ばし︵腰伸ばして︶半日かかりて

六人家族の給仕をしつつ逸早く嫁は夕館の箸をおきたり

米作る代りに老も鯉飼はむ作付休みし水田囲ひて
空地にて置くには惜しと米作り休むわが田に吾も鯉飼ふ
川越市小名木狂辰

減反も今は止むなし古き米あり余るてふ話を聞けば

百人の命に代ふと次官立ち身代りとなる心雄々しさ

らは︵民うるはしき︶

来校を喜ぱざりし娘なれども卒業式には母を招きぬ︵ょ

四人の子大学卒業させし腕朝に夕︵朝な夕な︶に襟すり労

納税すます

羽田より飛立ちたりし淀号に凶漢ありて車内乗りとる

来れと︶

市街化に決ればやがて家建たむわが鷲の宮の駅の近くも

打揚げしわが宇宙船蒜なく地球廻ると聞けばめでたき

かりけれ

むらぎものこころのままに詠みたまふ大御歌こそかしこ

恩ふ

大御歌三つに一つは字余りのままにてあるをたふとしと

井上字麿

田んぼなりし土地埋めたてぬ︵り︶ふるさと︵わが鷲の宮

やむを得ず字余りとして成り出づるままなる歌をよしと

て払ひ落しぬ

に︶も住宅団地と決まりて

いふくしや

埼玉県相沢正直

家業なりしわが父祖よりの米作り惜しく休む︵めり︶国

はる

愛づる木に雪は︵の︶積りぬ︵て︶惜しけれどしばし見惚れ

同菅谷喜一

快よく国の奨めに従ひて我も減らしい稲の作付

同鷲宮葛人

表御殿の御車寄の廃嘘にて︵たちし︶吾天皇に泣いて万歳

｜
日の本はよそにはあらじ天皇をみおやとしたふみ民われ

−半−

の奨めに
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3･

︑投げ売りに賑ふ辻や春挨

千葉県加藤刀水

風に押され﹂は一抹の新鮮味を加えている︒

果的であることに注目すべきであろう︒殊に中七の﹁寒

てこの字余りがこの句の場合年の市の有様を描くのに効

評上五︑中七ともに一宇づつ字余りになっているが︑却っ

＠人に押され寒風に押され年の市

・ましい︒初便りであるからめでたいことは勿論であるが

る︒しかしそれが却って子供であるためにまことに微笑

評孫が作者の高寿を祝う言葉︑それが非常に短い文句であ

︑寿をほぐと孫の短かき初便り

篠塚しげる選

深くなると思うが︑それでも春挨の感じはよく出ている

評この﹁投げ売﹂は何の投げ売りかがわかればもっと趣が

︑蛸叫あはれ瓶に飼はれて店頭に

きりせぬがいづれにしても﹁あばれ﹂な感じはする︒

評この峨叫は売るものなのか︑ただ飾ってあるのかははっ

︑帰る雁ただ二つなる声のひま

ことが出来る︒殊に﹁二つなる﹂は夫婦雁︵めをと雁︶

評帰雁というものに作者の思い入れがし等人︑と感じとる

のことを指していることが容易に察せられ︑又﹁声のひ

ま﹂は少し間をおいて席くことを巧象に表現しているた

めに一層あばれを感じさせる︒

○寒鯉の濁さぬ程に動きをり

○かくれんぽ鬼が見つけし蕗の苔

○渡船場の標示新し春の水

○老の歯にふれて柔らか草の餅

○芽ぶかんと息吹ける大木を見下して

同八代義昌

○草萌えてほほえみおはす野の仏

＠桜鯛さげて恩師を訪れし

評桜鯛を土産に訪問するからにはこの恩師は親よりも大切

いう季語の感じが左様に思わせるのである︒

なそして尊敬し私淑している先生なのであろう︒桜鯛と
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弘道俳壇

＠曾孫に行儀教わる日永哉

と一﹂ろが新鮮である︒

○竹刀の響収まり冬灯

同八木幹男

近の問題となっている減反政策の時事をとり入れている

祖父の方が却って効果的かもしれぬ︒明治大正のしつけ

︑︑︑

評この頃では行儀作法を子供に教えるのは親よりも父や曾

○ちぢ婆の慰めあうて風邪癒えぬ

せるものがある︒

○春の服娘若さをむき出しに

○初燕ヒラリと風を匂はせる
選者近詠

一病の癒えず重らず古袷

聞き役となるわが齢ひ古袷

祝はる上齢ふとさみし更衣

一喝を浴びて出づるや風薫る

おのが香にむせてこぼすや椎の花

篠塚しげる

とらわれず悠適の生活をつづけている作者の悌を坊桃さ

る︒﹁しづかに生きる﹂の﹁しづかに﹂の中には名利に

評かように言われて象れぱいかにも春詣の感じが汲みとれ

︑春雷やしづかに生きる村の隅

○祖母の雛母娘の雛も飾りけり

のきびしかった時代とちがい昭和になって生れた殊に終

川越市小名木狂辰

戦後生れた子供の教育は本当に骨の折れる仕事である︒

○春立つや待つ鳥はまた厳の中
○梅ちらほら碁客俳客訪れる
○まだ寒き筑波おろしや水戸の梅
○山里は何が無くとも蓬餅
○餅腹の吹かれ心や春の風
○貼りたての障子貫く猫の恋
○世に他人なき交りや花むしろ

＠東て烈し月街空を離れ得ず
評東てのきびしい街を叙するのに月をもってきて︑それが
現したことが却って強く成功している︒

街の空に凍てついて離れようとしないと少し誇張して表

︑減段の用水ぬるみ堰を越ゆ
評﹁水温む﹂の季語を活用した句としては珍しくしかも最

（29）

〜 ー

︑Ｊ︐︑Ｊｂ

町︲ｆ︑︲７ｋ

︲！．１１１１
Ｌ１
Ｌ．
ｌ１ｉ

一

六十八回

日本弘道会通常総会記︵昭和四五年五月一一四日︶

ｈｊｈＪｒ︑﹄

・一○七円であった︒三月三十一日現在の総資産額二四・七八三・

三・○九二円計六・三二九・二八二円で両事業部剰余金合計五二三

〜くくく

五月二十四日午前十一時三十分野口副会長の寿昌の祝辞後寿昌者

八一九円︑負債総額八五三・七五五円︑資本合計額二三・九三○・

前年度予算額より一・九七一・○○○円増︒増の主なものはアパー

昭和四十六年度予算は総収入並支出額が八・一九七・一○○円で

○六四円︵剰余金累計四・四六六・七七○円を含む︶である︒

明︑沢田源一︑木下広居︑石坂泰三︑伊藤武︑宇野哲人︑大島正義︑

ある発言あり︒また同氏から酒井会長の病状についてお尋ねあり︒

白葉支会の岩瀬滋氏から会費は実費を取って然るべきだとの好意

ト居住者立退料一・五○○・○○○円である︒

橋香峰︑春山治部左衛門︑西村幸二郎︑一条秀美の二十三氏が評議

って︑旧知の職員が親切にお世話下さるのでまだお話は出来ないが

には酒井会長とともに尽力された岡田文秀現会長が特別会員でもあ

目下船橋の復光会で経営の総武病院で加療中である︒復光会の創立

けでも実費の半分という訳でこの四月から年額五百円に︑終身会員

ポロ計画の進行で︑月の神秘がだんだんと明かになって来ている折

事業報告は渡辺主事が以下重なものについて説明︒アメリカのア

一同諒解︒

ころもあるので徐々にやりたいとの野口副会長からの答弁があって

お元気である︒会費を一時に値上げすることは会員にも影響すると

昭和四十四年度収入決算額は︑公益事業部二・○二・六四八円︑

会計報告ｌ前年度淡算︑今年度予算について中薗書記が説明︒

も前納四千円以上に改めることを報告諒承︒

会費値上げｌ昨年四百円としたのであるが高物価のため誌代だ

員に再任︒

助︑松平直国︑和波豊一郎︑片山清一︑平塚益徳︑中島登喜治︑石

大野緑一郎︑小出孝三︑中条国男︑東条卯作︑新美忠之︑松倉秋之

切れの沢田源一︑片山清一両理事︑相馬敏夫監事︑酒井忠正︑野口

役員改選︒任期満了の野口副会長が全員一致で再選される︒任期

会との深い縁故の思い出をこめての謝辞の後議事に入る︒

六名を代表の今関耕一氏に記念杯︵朱塗の木杯︶を贈呈︒同氏の本

弟

決算額は︑公益事業部一・七八六・一九○円︑収益事業部四・五四

ー

一 ハ ハ

一

I

矢岸

収益事業部四・八四○↓七四一円︑計六↓八五二・三八九円︒支出
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柄︑﹁太陽と月と地球﹂︵三月号参照︶という興味ある時局講演を石

のご配慮によって︑再興された京都支会の記念講演会を六月二十一

支会の活動ｌかねて西村幸二郎評議員︑小谷藤二郎伊勢藤会長

えての練習会に招かれる︒氏の自らからなる古風な教育に敬服︒

夫君松本才氏宅で夕食後小中学の孫さん達︵男女︶の詩吟大会を控

の﹁海洋資源について﹂鳥取支会講演会を開催︒前日坂尾氏令嬢の

寒楼翁の歌集出版記念会と共催で坂尾正巳支会長の挨拶後石橋理博

十月二十六日金田進山陰評論主幹のご高配で九十三歳の奇人田中

名も世に高まることであろう︒︵十一・二月号参照︶

日開催︒石橋雅義支会長の就任をこめての挨拶後︑鳩翁の後喬であ

井教授にお願いした︒

られる柴田実京大教授の﹁西村茂樹先生の日本道徳論﹂についての

秋田では川村宗嗣支会長が新たに小畑勇二郎知事︑佐々木義武衆

院議員を顧問に迎えて会勢の拡張強化に勉められており︑殊に十一

講演であったが参恥の方は有識の方が多く理解と感銘をもってうけ

月三日文化の日に渡部文雄氏の多年のご配慮が実を結んで能代山本

近く結成されようとしている支会は小野寺喜之助氏ら尽力の撫岡︑

として誕生︑．喜びに堪えない︒︵一月号参照︶

支会が︑全員の推薦で同氏を支会長に︑柳谷清二郎能代市長を顧問

とられた︒本会第一回総集会は明治二十八年五月三四五の三日間京
﹁往事録﹂と本会が今上陛下ご即位の記念事業として表彰善行者中︑

都において開かれたのであり︑その模様を記されている西村会祖の
京都府知事推薦のものの行状の抜刷を渡辺が持参︒さらに去る六五

岩太郎両氏がお世話の船橋︑再興の近いのが千葉市などである︒

佐藤賢治氏︑小川教育委員長を中核の千葉県睦沢︑渋谷敬敏︑藤原

年世界の学界に﹁西村茂樹論﹂を紹介したシャイブリーハーバード
おられるという前田和一郎氏が来会されていた︒こうして京都と本

したい︒長い事会員のご利用を頂いていた西神田ア・︿−卜は老朽の

本年度の事業としては物価高に悩みながらもほぼ前年度と同様に

大学教授は京都に生れ京都で育ったと話したら︑氏の父親を知って
会との関係の昔も今も変りない密接さに驚くのであった︒
なお︑支会長石橋理博の﹁海洋資源の開発﹂という本年第二回Ⅱ

高橘昌郎氏からご挨拶︑田村寿氏から特集万国博を頂く︒短時間な

昼食後︑人物叢書に西村会祖伝を執筆される教育資料センターの

ため本年中に閉鎖のやむなきに至っていることをご諒承願いたい︒

暁之助理事長のご尽力によるもの︒支会長斎藤松江市長の挨拶の後

がら自己紹介は本会の発展のためのご意見︑今日までのご苦労の経

十月二十四日開催の老人クラブとの共催の松江支会講演会は沢村

の講演会か九月二十日催されている︒︵十一・二月号参照︶

京都支会長の石橋雅義奈良大学長の最近その重要性が唱えられてい

歴など和やかなしかも活気あるお話で散解︒玄関前で記念搬影︒

会祖手植の松を訪ねる︒晴れた秋空に聾え立つ一抱の松に七十二年

と献詠された︒詩宗の会祖もさぞお喜びのことと思う︒︵渡︶

樹蒼奄文章報国猶憶うに堪えたり︒弘道千秋徳風を仰ぐ﹂と朗々

要焼香の際泊翁会祖の霊に︑﹁喋北の丘壁に泊翁を展す︒鐘声尭唱

午後三時有志は養源寺で会祖の法要墓参をした︒三好凌石氏は法

る﹁海洋資源の開発﹂という問題を専攻の立場から平易に説明され

の昔を語りかけるようないい知れぬ懐しさを覚える︒当地大森は今

た︒なお翌二十五日石橋理博と同道︑大田市大森の郷土館庭に西村

年国から﹁石見銀山巡跡﹂として指定されており︑いよいよ会祖の

（31）

ー
ー

■雁︒．

会員加藤邦男氏を惜しむ

渡辺正勇

氏と私との交遊は十余年︑弘道会や学校︑それに世界に誇る

文化財保護建造物笠森観音堂解体修理︵奉賛会長柴田等知事︑

で愉快なお話を承った︒今も記憶に新なのは私が訪沖の沖維海

氏が委員長︑私は委員︑貫主小川静海師︶のことなどで町長室

町長加藤邦男氏は役場で町の国民健康保険運営協議会での説明

かけていたら運よく当って正しく一番になった︒驚いて名前の

お恥しいが全科目の勉強などは到底間に合いそうもない︒山を

呼ばれる知遇をうけた︒最初の考査で一番だったからである︒

にふれると﹁私は台湾で巡査練習所長だった大田氏には夕食に

軍戦没者慰霊祭に大田政作琉球政府首席を初め全島首脳の参列

中脳出血のため気分が悪くなり同夜急逝された︒行年五十五歳

昭和四十四年十二月十六日千葉県庁から帰られた千葉県長南

氏は若くして長南町長となり爾来六期二十余年にわたる奮闘努

やはり間に合わないまま憲法を受けた︒山は外れた・・ままよと

から激励された︒次には山では済されない・真面目にやったが

暗記のそれを書いた︒先生は﹁君間違ったろう﹂﹁そうです﹂

ところを破いたら誰だろう誰だろうと騒がれた︒こうして所長

町葬は同月二十五日百余の花輪に埋まる長南中学校体育館で

力の実績はすばらしく︑単に町ばかりでなく県国のために誠に

盛大に行われた︒弔辞は友納武人千葉県知事︑河津寅雄全国町

惜しいことであった︒

村長会長を初め関係の代表ｌ文部省保体審議会︑農山漁村振興

は真面目に言うのである︒自らになる巧まい話術が知らず知ら

ろう︒冬山の自然薯掘り︑かい掘り︑釣がご自慢でもあった︒

ずに相手を引き込むのである︒人気はここからも生れたのであ

と答えたら八十何点か頂戴して先生にも夕食に呼ばれた﹂と氏
西の町村合併︑中学

協議会︑県町村長会長等県国三十余ｉの弔辞は長南︑豊栄︑束︑

校統合等の功労表彰

に惜しい人であった︒︵本会主事︶

観音堂大修理のご苦心なども世に知られぬ一つであろう︒本当

ノヲ

庚戊五月廿四日

知事五回︑文部外五

ス

展二泊翁大人墓や途上偶感︒

長会︑日赤等六回に

大臣八回︑全国町村
及ぶ多彩な偉絞を称

ご芳志︵会祖法要︶
一金壱千円也

︵茅ヶ崎市︶

神戸光子殿

凌石三好寛

ノースヲ

牒北丘坐展二泊︽覇

え︑霊前を飾る異例
の正六位勲五等双光

ヘタリフニ

鐘啓薙唱樹葱葱︒

旭章がそれを物語っ

グヲ

弘道千秋仰二徳風毛

文章報閣猶堪レ情︒

ていた◎
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暑中御見舞申し上げます
蝿畑日本弘道会
昭和四十五年盛夏

野口明

会 長 理 事 酒井忠正
副会長理事

理事 沢 田 源 一
理事 木 下 広 居

主 事 理 事 渡辺正勇

木下広居

石坂泰三

字野哲人

相馬敏夫

理事 片 山 清 一
財務監督監事

願間
顧問
編集部

外一同

今云生ロ

昭和四十五年四月一日から会費を年額
五百円︵四月号︶と通常総会で決定︒従
って終身会員も一時納入額を四千円以上
となりましたのでご諒承の程を︒
本会便り︵敬称略︶

｜倒一
顧問石坂泰造配歳東京

勲一等旭日大綬章︵四月二十九日︶

多年保険事業︑電機機械工業の発展に
寄与するとともに経済団体連合会長・日
本万国博覧会協会長などの要職にあって
産業経済の振興に貢献︒
｜当函一︵五月十七日︶

千葉市長荒木和成弘歳千葉

編集後記

千葉市助役二期八年︑和歌山県副知事
三期十一年歴任︒支会再興尽力中︒

凸ヤクＬヤダム刃夕砥廿毎

て学べ﹂と叫ぶレーニンに応えて全国民
ｌ幼児から壮年までｌの教育に無料の全
力投球︑数多くの図書館︑博物館︑美術
館は先人の偉徳功業を顕彰して祖国愛を
かりたてる︒一五の共和国︑一三○の民
族︑二億四千万人の国民が一丸となって
の勇姿には日本の現状を顧みて大いに学
ぶべきものがあろう︒展示通りであるか
どうかは別として︒ソ連の地図から明か
に千島列島を除いたのは日本国民の刺激
をさけたものか︒真に日本の進歩と調和
のためにお出あれ︒長い梅雨の折柄会員

Ｋｎ豆江日占４℃α▲利夕凸も毎Ａｖ

各位には切にご自愛の程を︒︵渡︶
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万国博の入場者は予想を上回って人気
は上々という︒先日京都支会の講演会へ
出張を機に英・印・国連・ソ巡などをか
いま見る︒駐ソ古川書記官のにわか仕込
もあって︑宣伝にも定評があり三時間も
の行列の︑ソ連館へ︒場内随一の壮観︒
正面は赤︒尖塔に鎌と︿ソマーがきらめ
く︒案内書は﹁親愛なるみなさんようこ
そ﹂とほほえみかける︒﹁学べ学べそし

︸

ご挨拶ｌ﹃大日本教育会雑誌全号﹄複刻の主旨ｌ
弊店はさきに﹃文部省年表﹄の複刻を試承目下第三十八年報
まで進行いたしておりますが︑幸いに江湖の好評をえまして︑
全号複刻の完結をめざして鋭意努力いたしております︒
さて︑このほど斯界の要望によりまして︑右の企画を一そう
充実させ︑永続的な事業とすべく︑﹁近代日本教育資料叢書﹂
人物篇・史料篇の刊行を計画し︑監修者として︑石川謙︑大久
保利謙︑海後宗臣の楢威ある諸先生を仰ぎ︑重点的な資料の公
開出版を試詮ることに踏承きりました︒
その手はじめとしまして︑既に予告申しあげ︑各位からも久
しく待望されております﹃森有穏全集﹄︵全三巻︶の上梓︵年
内完成︶を急ぐとともに︑近来と承に各種雑誌の資料的価値の
再認識される風潮に鑑み︑﹃大日本教育会雑誌﹄の全号複刻を
実施することといたしました︒本資料は言うまでもなく︑数多
い教育雑誌中の白眉とも申すべく︑とりわけわが国の近代教育
制度が確立する明治中期以降の研究には欠くことのできない基

本資料であります︒即ち当時の教育学説思想はもとより︑中
央︑地方の具体的な教育事情を記して時代の推移を余すなく伝
えてくれる好資料であります︒しかし︑遺憾ながら︑従来まで
この資料の完全な保存のなされているところはほとんどなく︑
このため研究上の不便をかこつ面も少なからず見受けられて参
りました︒弊店は今回その欠号を補って完全なものとし︑新資
料﹃大日本教育会誌﹄も加え︑各図書館・研究室はもとより個
人の座右にもそなえて研究の便に資したい意向であります︒
複刻全号二十九冊︑また別巻として全目録と解題をとりそろ
え︑復刻出版する次第であります︒第一回配本は既に三月発売︒
第二回配本は印刷の都合上延引致しましたが︑ようやく九月発
売となりました︒全目録と解題は十一月頃の予定で準備中であ
ります︒何とぞ弊店の微意をお掬承とり下さいまして︑今回の
複刻出版にご協力頂ければ幸いに存じます︒
昭和四十四年七月二十日
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