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原種はブッソウゲ︵函言いｏ匡切Ｈｏｍ四︲の旨の目のｇであるが︑

改良が続けられ︑品種の数が数千に及び︑ほかの園芸植

物をはるかに凌ぐほど色彩が豊富である︒ハワイの州花

としてレイに飾るなど知る人が多い︒写真の品種は八重

咲きの黄色であるが︑一般には一重咲きが多い︒

熱帯性花木だから︑わが国では冬は室内で栽培するが︑

初夏から晩秋にかけては露地で栽培する︒常夏の島の炎

天下に強く咲き続ける花だけに︑鉢植えのまま庭におき︑

二日で

強い光線にあて︑十分な肥料と水やりで丹精すれば︑毎

日︑各節ごとに花が咲く︑花ひとつの寿命は一

あるが︑平均十五度以上の温度があれば周年咲き続ける︒

惹かれる花である︒
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長寿法なんてない
徳
〔

︒生きがいの

てゐる︒今年︑

一

持で落付いて一

も確かなことである︒百年にも足りない歳月の︑それがちつ と ば か り 長 い 一

にもなるものでもない︒人は百年は生きられず︑やがてはき っ と 死 ぬ こ と 一

てゐるところでトラックに峡かれて死んだ人もゐる︒ 心配したとて︑ どう﹀

人の命はその人の運命が支配してゐる︒寝床の中で悠今と 暖 か い 夢 を 見 一

川

が︑今日まで

育成会 理聯長︶
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若いうちはよほどキチンとしていないと︑問題にも

える︒青山葬儀所でも︑築地の本願寺でもまともな日

時間とか︑そういうものをまたかと思うほどとりちが

こんな年寄りに

されない︒入学試験は何月何日の何時からと決ってい

時に行くことはあまり無いようである︒あれだけの人

入江相政

る︒もしそれをとり違えれば︑試験は受けられず︑し

の葬儀にしては︑大変ひっそりしたもんだと思いなが

た葬式は昨日もう済んだという︒こんなことは一度や

たがって目ざすその学校には入れてもらえない︒そん
その昔︑大学の試験の期日が近ずいて↓きた時︑なに

二度のことではない︒最近一︑二年の間に︑五六遍は

ら近ずくと︑それは見も知らぬ人のもの︒目指してい

しろ構内は広そうだから︑当日の朝になって試験場が

なことでは人生の幕が開かないのである︒

わからないで︑うろうろするようでは︑できばえもわ

の頃の東大の医学部の入学試験は大変なものだった︒

この人は私の同時代人で︑いまもそうらしいが︑そ

あったようだ︒

医者になりたい人はずいぶん多いと見えて︑全国の旧

るかろうと思って︑ひとりで下見に出かけた︒赤門よ
で正門をはいった︒試験場はあの大学としては︑不忍

りも正門からはいったほうがわかりやすいときいたの

る︒十人︑二十人の競争者をなぎ倒さないことにはは

制高校からわれこそはという人たちがどっと押し寄せ

いれない︒そういう試験を受けにいった頃には︑この

あの頃は私もなかなかしっかりしていたようである︒

同僚に医学博士が多勢いるが︑そのうちの一人はこと

人もきっとしっかりしていたのだろう︒葬式の日をま

の池に近いところで︑大した苦労もなくすぐわかった︒

になかなかの味である．この人は告別式の日どりとか
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いのだから︒

言った︒つまり上長官といわれる頃から老境にに入り

やがて一︲乱れはじめは少佐の頃からだったろうか﹂と

もなくなってしまうだろう︒大佐には大佐の︑大将に

わけにもいくまいし︑それではまた味わいもおもむき

な︑腕がもげてしまうような︑あんな挙手の礼をする

というような人たちが︑ぶんなあの若い卒業生みたい

ろう︒第一︑大将とが元帥とか︑陸軍大臣︑参謀総長

はじめころあいにものぐさになる︑ということなのだ

ちがえるようなことでは︑とうてい入学は許可されな

の相武台に移った︒

戦争に敗けるまで日本に陸軍士官学校というものが
あった︒その卒業式には行幸があり︑したがって私も
お供して行った︒はじめの頃は︑市ケ谷後には小田急
優等卒業生には恩賜品が授けられた︒その伝達をす
るのは侍従武官︒優等生は侍従武官の前に進み出て︑︑

これが年よりの枯淡の味というもの︒ただ人によっ

は大将ののっそりがあるわけである︒

この伝達の前と後に︑侍従武官は陛下のご前に参進︑
これから伝達する旨を申し上げ︑また伝達をおわった

でもあるが︑その切れ味を誇るというところに︑年寄

る︒カミソリの切れ味はよくてもいいし︑結構なこと

あり︑そのカミソリの切れ味を誇りにしている人もあ

うほどの勢いで腕をふりおろす︒

ものすごく立派な敬礼をする︒挙手の礼︒先方の軽い
答礼︑上官の敬礼がすむのを待って︑もぎれるかと思

ことを申し上げるのだが︑この時の侍従武官の挙手の

ては︑しょっちゅうカミソリを暦いでいるようなのも

具合は︑まことにのっそりしていて︑若き卒業生のよ

頃は今日の卒業生のようなすばらしい挙手の礼をした

はもちろん士官学校の優等卒業生だった︒そしてその

枯れるとはどういうことか︑年が重なるにつれての
あきらめと︑ものぐさと︑なげやりと︑とにかくそう

それはその人の心がけ次第︑腕次第ということになる︒

承んなそうではない︒具合よく枯れるか枯れないか︑

こういうことはもちろん人によるもので︑みんなが

りらしくない生臭さが前面に出てくるきらいがある︒

にちがいない︒ここのところに非常に興味をおぼえた︒

いまは大将とか中将とかになったこの人たちは︑昔

うな︑パキパキしたところは全然見られないのであるＯ

だからその日の中将の侍従武官にきいてみた︒﹁あな

いうものの累積とも見ることができよう︒

ないとか︑あんまりむきになっているのを人に見られ

今さらそんなに一所懸命になって象たってはじまら

たも若い頃には︑さっきの卒業生のような模範的な挙
手の礼をしたであろうに︑いつごろからあんなのっそ
りした敬礼になったか﹂と︒ちょっと考えていたが︑
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かに負けるものかといきゑ過ぎているような人を見る

と︑あんなにムキにならなくてもいいのに︑などと思

てもはずかしいとか︑そういうこともあろう︒それか
らもう一つ︑そしてこれが一番切実かもしれないけれ

ない︒中には︑いい年をして︑などと思っている人も

ったこともしばしばだった︒いまの若い人たちは︑き

きっとあることだろう︒たとえば︑私の息子はこの私

っとあの時の私のように︑この私を見ているにちがい

今晩のうちにこれだけやってしまってるといいなと

キとやることもできなくなってくるのである︒

思ってはみるがとてもそれだけの根はない︒そのよう

ているだろうが︑他人はかならずしもそのようには思

がまだまだ元気で働いていてくれるほうがいいと思っ

ど︑なんといっても体力的に︑もうそうそうはテキ・︿

い人にまかせるほかない︒けれども若い人がやってい

しぐらい世話を焼かせたとしても︑とにかくその年寄

別にひどく人に世話を焼かせるでもなく︑あるいは少

少し話の向きを変えてみると︑どんな年寄りでも︑

ってくれないかもしれない︒

にもう満足な働きもできなくなってくると︑あとは若

のほうがうまくいくのにと思う︒けれどももう年寄り

るのを見ていると︑もっとこうしたらどうだろう︑そ
の出る幕じゃあないかもしれないし︑あんまりいつま

にか意味がある︑というような具合になっていきさえ

りが生きて元気でいてくれることが︑人類にとってな

でも出しゃばっていてもいやがられるかもしれない︒
よいだろうし︑第一こっちも楽である︒

いつまでも丈夫でいてくれと祈ってもらえるのである︒

すれば︑人はなんとも言わないし︑言わないどころか︑

見て見ないふりをしているほうが若い人もきっとやり
こんなことが積り積り︑重なり重なって︑少しずつ
年寄りというものができあがってくるようである︒

君︑そういう人たちは考えてみれば︑みんな私の息子

ほとんど過去を語ることがなかった︒その昔屋台のう

元気だったが︑あの人といろいろな話をしていると︑

真珠王といわれた御木本幸吉さんは︑九十何歳まで

の年輩である︒父がまだ健在の頃︑父と同年輩の人た

役所にいる同僚の若い人たち︑あるいは新聞記者諸

ちを︑私はどのように見たか︒年を重ねただけのこと

皿に一杯二銭五厘で売った︒あの頃の苦しい生活を忘

ていると語っていた︒あの人が︑過去を語るのを間い

れないためにそれと同じように焼かせてこうして使っ

どん屋をやっていた時は︑これと同じような瀬戸物の

大いに学ぶべく︑尊敬すべき人たちだった︒けれども

はあって︑桑んなそれ相応のものを持っていたようで︑

もう体力が許さなくなっているのに︑なお若い者なん
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の夢ばかり︒真珠のネスックレスで︑世界中の女の首

たのは︑実にこの時だけ︑ほかはみんな未来へ向けて

ちも若い人との断層につながるわけである︒

って︑遠慮が過ぎてもいけないＯそういうことはどっ

があってはいけないし︑そうかといってまた卑屈にな

うに︑思いのこすことのないように︑自分にできるだ

らないが︑ことにこれから先は︑いつ死んでもいいよ

私はいま六十五歳︑これから何年生きられるかわか

をしめてやるんだとか︑この真珠島の裏の小高い丘の
に来させて︑日本のために大いに真珠を売ってやるん

上を整地して︑ヘリポートを造り︑世界中の人をここ
だとか︑そんなことばかりを語りつづけていた︒

非常に気に入られたが︑なにぶんまだ十分に乾燥して

ほかの人がやるより︑自分がやったほうが具合がい

思えるのなら︑いくらか︑信を持ってもいいだろう︒

るかもしれないが︑十分謙虚に見積っても︑なおそう

ない︑などと考えるのは︑はずかしい思いあがりであ

はいない︒人工ではなく天然に乾燥させなければなら

いというようなことを︑一所懸命にやること︑そして自

けのことをやろうと思っている︒ｎ分でなければでき

ないが︑完全に乾き切るまでには七年かかる︒今から

分がしなくても︑あるいは自分はしないで︑人にやって

LOノ

人の知る平櫛旧中氏は︑もう百歳に近い高齢である

七年の間はこれに手をつけるわけにはいかない︒それ

〆 戸 、

が︑最近心にかなった材を手に入れられた︒その材は

まではほかの仕事をやっていて︑これが乾き切ったら

っとずっとさわやかなものであることに気がついた︒

思う︒年をとってゑると若い頃に想像していたより︑ず

反省を忘れずに︑ごくつつましやかにやっていこうと

もらったほうが︑でき栄えがいいのではないかという

したい仕事の夢でいつも心はいつぱいにふくれあがっ

万国博の会場も大変な元気でまわられたそうだし︑

ひとつ四つに組んでと︑楽しんでおられるという︒

ているというわけである︒いつまでもいつまでもお元

つかない︑というようなことも︑意外にあるものである︒

身辺の若い人たちにいやがられず若い人たちが︑こ

それに年をとらなければとてもできない︑とても思い

の私のすることをほお笑ましく思って眺めてくれるよ

めていただきたいものである︒

われわれはもう二度とはうまれてこられない︒若い

気で︑人類が側を見張るような大作を次から次へまと

時からのいろいろの体験を十分に生かして︑年とって

うな︑そんな年寄りになってみたいと願っている︒

︵特別会員侍従長︶

からそれに物を言わさなければならない︒けれどもそ
れには﹁年寄りのいうことをきけ﹂というような強圧
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伊勢の四日市から近鉄に乗り西に鈴鹿国定公園を奥深く入る
と終点に湯の山︵菰野町︶駅があり︑その奥が温泉郷である︒
私は︑この五月一日から三日にかけての飛休を利用し妻とこ

ある︒また︑湯の山は終戦当時恩人が疎開しておられ︑訪問し

たこともあり︒そのような関係もあり︑今この未亡人と津田英

学塾を出た浅川松枝という八○に近い蝦とが信仰生活をしてお

未亡人達の住んでおられるところは︑菰野町至オン郷天明居

られる仙境を飛休を利用して訪問する気持になったのである︒

といって丁庇湯の山駅の裏に当り︑渓流を渡って近道をすれば

十五分ばかりで到達する距離であるが︑杉や桧の林に囲まれた
に満足

ておられるのである︒神殿だけは壁も本塗りで渡り廊

全く人里離れた閑寂境であり︑そこに二人の婦人は簡素な生活

下︑階段もあり︑一応の形式を整えているが︑数棟の家は一人

は青壮年期の大半は新聞一記者であった︒また︑戦争中︑代を木

の未亡人で︑天明氏は七︑八年前死去されたのであるが︑この人

ら紹介されたのであった︒この女史は岡本天明という宗教画家

た漆絵の展覧会で偶然岡本多恵子という美大出の女史に友人か

なかった︒というのは︑この三月末に貿易センター内で開かれ

月地聖典﹂も頂いたが︑これはこれからの勉強にまつ外はない

﹁大運来﹂という読める小品を譲って頂いた︒天明氏の著書﹁日

し︑何だかおのずと魅力のある感動をうける字である︒私は

が︑未亡人が読んで下さらなくてはさっぱり読めない︒しか

告げを自分の意思では動かない手で書いたものだと説明された

したのであるが︑画想は残念ながら理解できない︒書は神のお

ここで天明氏の絵や書の遺品を見せて頂きその教えもお聞き

の地を訪れたのであるが︑実はこの景色を楽しむのが目的では

八幡の宮司をされたこともあった︒美術評論家河北倫明氏が序

の大工が奉仕で作ったという粗末なお住いである︒

文を書いておられる天明画集に附記してある天明略歴の一節に

が﹁グットしめたり︑ゆるめたりして呼吸しなければならん︑

また︑浅川老婦は未亡人より先に天明氏を知ったのである

ひ

﹃昭和十九年六月十日より﹁数字﹂による︑前代未聞の自動害

もあるぞ﹂という一節もある︒

其処に政治のうごきあるぞ︑経済の根本あるぞ︑逆にしめる事

が︑天明氏が五十二才でこの三十二才の女史と結婚することを

つ斗垣で︑に

記﹁上神示﹂を取り次いで︑十六年間は殆んど仙人生活であった

き︑新事記ともいうべき天地の大法則の書として敬仰されて居

知り︑天明氏の短命を慮って反対し︑絶縁したが最近仲直りし

ひつ︲ぐ

が︑これは宗教思想家達をして﹁古事記﹂と並び称せらるべ

のない造形﹂と讃嘆せしめてゐる﹂と書いてあるのを読めばそ

てこの地で老後の生活を共にすることになった︑とのことであ

り︑又その原文の墨象は︑多くの画家や書家をして﹁全く作為
の人となりも分るし︑何か新しい宗教の祖だとも思われるので
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のである︒三月決算では︑糖業界全体としては︑↓数十億円の赤

ころも数社ある︒しかも︑それでもまだ一社も妥結していない

の反動とはいえ昨今は会社自体が︑細合員それにサラリーマン

今の日本の企業経営は資木が無視され︑労力が重視され戦前

上げがおこなわれつつあるのである︒

字を出したと思われるにも拘らず︑他の産業界が驚くような賃

った︒しかし︑この頃の物価騰貴では一○○万円の利子だけで
私は︑これらの画や番の印象や会話を頭に残しながら帰京の

は心配になった︑と語るのであった︒

途についたのであるが︑そのとき国鉄の乗務員が胸のところに

化した経営者によって搾取されている︑といってもよい現象を

何だか小さいバッヂをつけており︑それに︑物価騰貴重税負担
ともなことだ︒それに汽車賃値上げ反対と書いてくれれば私共

反対と書いてあるのに気づいたのである︒私は乗務員に﹁もっ

散見しさえするのである︒

私は自由経済時代とはいえ︑日本経済の健全な発展を期待す

として申し分はないのだが﹂と言ったのであった︒

るならば今こそ経済の運営に適度の規制を要するとも思うし︑

私の会社も今︑春闘交渉の峨中である︒今まで数年にわたっ
て私は組合員に﹁自分たちの会社は世界的な会社である︒同系

端から一○○万円の利子では生活ができなくなったと訴えられ

るのは間違いである︒戦前ならばともかく戦後においては重税

た点については︑私は︑戦後利子や配当を不労所得といってい

有効な生産性基準原理の導入も緊要と思うのである︒更に︑老

い影響を与えるような賃上げには応じられない﹂と言ったりま

を払って漸く残した資金の運営によって得た果実である︒これ

、 0 ノ

や同業の賃上げやボーナス支給額は参考にはするが単純に右へ

た﹁設備過剰による過当競争の結果赤字経営に陥っている時代

r ワ 、

ならえをするわけにいかない︒三白呆気だといっても︑他に悪

においては一層賃上げも控え目にならざるを得ない︒砂糖会社

本に大きな変動が起こる︑と書いてあると聞いたのであるが天

私は︑天明氏のお告げに四十七年を中心に前後一○年間に日

明氏も元は大木教の出身である︒新しい宗教に待つまでもなく

に更に課税することそれ自体が誤りである︑と思うのである︒

から︑なんとか当分我慢してほしい﹂とも訴えてきたのであ

としての当社の．ヘイが日本全休の一般水準より低いのでもな

る︒然し物価騰貴の異常な昨今︑それに労力不足の悪化の著し

というか大転換が行なわれると思うのである︒私はここに大立

神のお告げが正中し︑ここ一○年間に日本にも枇界にも大立替

く︑別に生活困窮という事態を招いているのではないのである

い巡り合せを考えれば︑組合の主張する労働条件の社会化賃金

替が日本の発展に資するように行なわれるためには︑政治に︑

の世川並みという言い分も肯定せざるをえない点も多分にあ
る︒それ故に︑﹁組合員の主張に相互の努力によってできるだ

切ってしなくてはならぬ時期に当面しているのだと訴え度いの

行政に︑また産業に携わる人々が︑心の入れ替え︑洗心を思い

である︒︵財経詳報より︶︵本会監事明治製糖社長︶

け副うようにしよう﹂とこの春闘では話しているのであるが︑
万五︑○○○円前後の尋ヘース・アップという高額回答をしたと

同業の内にはすでに一万七︑○○○円という統一要求に近い一
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若々しい心
ｌ私の取材ノ︲卜よりＩ

木村健一
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スタミナ老人

︲Ｉ

九州の大牟田に国崎柴三郎さんという︑農業を営む今年

主人を心から愛しています﹂というから︑円満に過してい

りみて︑﹁これが可愛ゅうてな﹂と笑った︒春子さんも

七十九歳︑春子さん二十九歳のときに生れたことになる︒

るのであろう︒長女の夏子さんが五歳だから︑柴三郎さん

﹁お食事は？﹂ときくと︑﹁とても御飯がおいしいとい

まことに元気なものである︒

って︑朝は三杯︑昼と夜は二杯︑それに卵をよく食べます︒

れます﹂と︑春子さんが答えた︒

食べものに好き嫌いがなく︑なんでもよろこんで食べて呉

国崎さんは農家であるから︑朝は早起きで︑日のあるう

ち野良で︑実によく働く︒

三十四歳︒二人の間に︑五歳になる長女の夏子さんがいて︑

そのときの附添い看護だった︒先きの奥さんが臨終の際︑

柴三郎さんの先妻が長い病気で亡くなったＯ春子さんは︑

春子さんとの結婚のいきさつは︑今から十四年前のこと︑

きわめて仲むつまじく暮している︒八十四歳といえば︑大

柴三郎さんと春子さんを枕もとに呼んで︑

八十四歳の老人がいる︒奥さんの春子さんは五十歳年下の

変な高齢だが︑柴三郎さんは健康で︑今でも米一俵を軽々
﹁スタミナのもとは？﹂と訊ねると︑﹁これを毎日︑朝

かこれから先き︑主人の面倒を見てくれませんか﹂とたの

しはもうだめだが︑気にかかりますのは主人のこと︒どう

﹁春子さん︑長い間︑よく看護してくれて有難う︒わた

と夜にひとさじなめています﹂と︑瓶入りの緑色のドロド

み︑春子さんがうなづくと︑今度は柴三郎さんに向って︑

と︑かつぎ上げるほどのスタミナ老人である︒

ロしたものを見せてくれた︒アロエを大根おろしでおろし︑

﹁春子さんは︑とても気立のよい娘です︒私の亡き後は︑

を握ぎらせて︑息をひき取ったのだそうだ︒
以来︑二人は近所もうらやむほどの仲のよい夫婦として︑

どうか春子さんに面倒を見てもらって下さい﹂と二人に手

それに蜂蜜を加えたものだという︒アロエは俗に﹁医者い
らず﹂と呼ばれ︑盆栽などになる薬用植物である︒

しかし︑それにしても五十歳も若い細君との夫婦生活が
気になる︒﹁いかがですか？﹂と尋ねると︑奥さんをかえ
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凸

今日まで過して来た︒柴三郎さんは毎日元気いつぱいに働

Ａさんは東京近県に住む七十四歳の老人だが︑先年︑奥

心が若いといえば︑こういう人たちもいる︒

つぽっかりと︑枯木が折れるように参ってしまうかも知れ

さんの宅を訪ね︑よもやま話にお茶の馳走にもなって帰宅

あるＯ幾度かの文通のあと︑ある日︑誘われてはじめてＢ

住むＢさんと知り合った︒Ｂさんは五十六歳の独身女性で

しい日々を送っていた︒そのＡさんがあることから東京に

さんに先き立たれ︑家族と同居はしているものの︑心さび

き︑この間に夏子さんも生まれた︒春子さんは夏子さんを
育てながら︑内助の功を積んで来たというわけである︒

ないＯ長女が五歳なのだから︑定めし先きのことを考えて︑

柴三郎さんは元気だとはいえ八十四歳の高齢である︒い

心を悩ますこともあるのではあるまいかと思ってそれとな

訪ね来し人と語りて今日ひと日

するとＢさんから︑さっそくお返えしが来た︒

半生のロマンス語るこたつかな

した︒そこで︑お礼の手紙に︑次ぎの一句を書き添えた︒

﹁夏子は独り娘だから嫁にはやれません︒二十歳になっ

く訊ねてみた︒ところが柴三郎さんの答えは意外だった︒

の子と︑心ひそかに決めています︒婿を貰えば︑二︑三年

たら婿を貰うつもりです︒その候補に︑いま中学一年の男

五十路の年を忘れぬるかな

しい一日を送って帰っていくという風になった︒そうして

はＢさんを訪ね︑食事をともにしたり︑観劇したり︑たの

以来︑二人の文通はしげくなり︑Ａさんは時々上京して

柴三郎さんは︑自分の病気とか︑死んだ後のこととかに

いるうちに︑二人は︑株を買ってみようかなどと利殖の相

ぷで⁝⁝﹂というのである︒

のうちに孫が生まれましょう︒その孫の顔を見るのが楽し

ついては︑ちっとも考えていないのである︒そしていつも

談もするようになり︑儲かったときには︑日帰りで遠出も

それは︑暖かい春の一日だった︒近県の花見に出かけた

先きに楽しい夢をえがき︑それが又︑柴三郎さんの毎日の

二人は︑わずかの茶屋酒も飲み︑ひどくうきうき︒ほんの

働きがいになっているのである︒過去をふりかえらず︑文
のである︒柴三郎さんのスタミナのもとは決してアロエで

した︒

はなくこうした前向きの生活︑心の若さにあるのではなか

中で︑Ａさんの肩にもたれて︑うつらうつらとうたたれ︒

盃いく杯かのお酒に頬を染めたＢさんは︑やがて帰りの車

字通りの前向きの生活なのである︒ここに至って私は思う

の基本だといってよいのではなかろうか︒

その寝顔の何ともいえないいじらしさにＡさんはさっそく

ろうか︑と︒心の若さを保ちつづけることこそ︑老後生活
すばらしい茶のみ友達
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一句を詠んで︑Ｂさんに贈った︒

うたた寝の肩にふれ合う春の風
Ｂさんは非常によろこび︑これは本当によい思い出にな
りますと︑以来︑二人の親密度はさらに深まった︒そこで

認ＱＯ

Ａさんは︑歌に托して一泊旅行の誘いを申し送ったのであ

なぜかいとしき君が面かげ

とりわけて美人というにはあらねども

一夜のなさけいかで交じえん

日頃よりいとしと思う君なれば

情の対象を失うから孤独になるのである︒従って孤独に陥

らないためには︑常に愛情の対象を持っていることが大切

っている︒そこから︑老後には何らかの趣味を持てとか︑

で︑愛情の欲求不満はしばしば老人の精神障害の原因とな

独身者の場合︑異性の友達をつくれとかいう意見も出て︑

そのための﹁茶の象友達相談所﹂も出来ている今日である︒

しかし男女の交際には自らルールがある筈だ︒ここを踏

染誤ると最近話題となりつつある不良老年となりかねない︒

私も︑この不良老・年には手を焼いたことがある︒従って︑

茶の采友達といっても︑ただちに同棲だとか︑再婚を考え

しい交際といえよう︒お互いに愛し︑愛されているという

ここに紹介したＡさん︑Ｂさんの交遊関係は︑まことに美

の象友達であって︑夫婦ではないのである︒その意味で︑

るのは気が早いというものだ︒茶の象友達はどこまでも茶

越すに越されぬ一夜の情けは

なか／︑に人目の関の多ければ

すると︑Ｂさんから返歌が来た︒

そして︑次ぎの一句が添えられていた︒

自覚︑そこにバラ色の人生が輝いているといってよいので
はあるまいか︒

握る手はあなたにまかせ目をつぶり

私は長年︑﹁老壮の友﹂という老人雑誌を編集している

ＡさんもＢさんも︑その交際は清く︑互いに趣味の句や
る︒その心は文字通り︑若々しいといってよいのではある

ておられる方々を訪問しているが︑それらの人々に共通し

短歌を贈り合って︑今日も楽しい老後を送っているのであ

いかに老いるべきか

関係上︑数多くの長寿者や︑理想的と思われる老後を送っ

まいか︒

表といってよく︑百三歳を迎えた今日でも︑なお若々しい

市場市の川柳ばあさん︑諸田つやのさんの如きは︑その代

ことだ︒前に︑本誌で紹介したことがあるが︑千葉県八日

ていえることは︑いずれも﹁若々しい心﹂の持主だという

このことは独鯵身老人の場合︑きわめて重大な問題である︒

老後生活では︑孤独の解消ということが大切だが︑特に︑

いうまでもなく︑愛情と孤独とは表裏の関係にあって︑愛
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ノ

故牧野富太郎先生は九十歳のとき︑自戒の歌として︑

生きる老人の生き方として︑深く教えられるものである︒

まない態度︑他人に対する思いやりこそは︑新しい時代に

る﹂と述べているが︑異性を愛し︑新しい知識を求めて止

いま一つは人類の苦悩を見るにしのびない無限の同情であ

﹁わが姿たとえ翁と見ゆるとも︑心はつねに花のまつさか

そしてその根本をなしているものは︑心の若さといえるの

心を持ち︑元気で楽しい老後を送っておられる︒

れたのであろう︒

り﹂と詠まれたほどだから︑あれだけの学問的業績を残さ

﹁私の九十年の人生を支えて来たものは︑三つの情熱であ

また︑バートランド・ラッセル卿は︑その自叙伝の中で︑

ではあるまいか︒老後生活では︑つねに努力して︑心も身

下山︒浜金谷駅に下車し金谷神社の傍より︑
ロープエーにより鋸山頂十州一覧台に登る︒
四分間の上り羽化登仙の気分を味ったが︑
ここも亦霧で視界はゼロだった︒
数多くのトンネルを潜り︑袋かけた枇杷
山や海波を左に右にし︑崖を仰ぎ岸を見下
し︑那古寺の塔や︑大平洋の波涛を眺め天
津駅に着き︑房州伊勢の聖域に一泊した︒
座談会は渡辺主事︑岡野宮司を囲翠︑時

蓮寺に参詣︒一ノ宮の式内大社にして︑旧

新緑は美しい︒仁王門で下車︑ここは真言
の古利だったが今は日蓮宗︒本堂を始め堂
塔は荘大︒明徳鋳造の古錘︑巨大な楠︑国
指定の大杉目通り四丈六尺樹令千年と云う︒
左甚五郎の刻む牛︑日蓮の銅像等見るべき
ものが多い︒下って小湊に至り妙の浦の鯛
の群を見る︒ここは国指定の天然記念物︒
誕生寺に参詣︑引返して五月十二日開通し

︵東京都会員・﹁老壮の友﹂編集長︶

なりも若々しさを保ちつづけることが︑基本だといえよう︒

Ｉ

事問題を皮切りに︑研究談は賑かに続いた︒

る︒異性に対する情熱︑知識の探究に対する情熱︑そして

ＩｌＩ
千葉県東部支会研修旅行記

十八日は五時起床︑一同房州伊勢の大拝
殿に昇殿︑朝の神前に身を政い清め︑人の

る︒葉が悉くおできに似た死がある奇妙な

国幣中社玉前神社に参る︒豊玉姫︑玉依姫
が祭神︒境内にナンジャモンヂャの木があ

ピョンの木と呼ぶ珍樹もあった︒天津房州

た日蓮トンネルを見︑日蓮の両親を肥る妙

為め世の為励む様祈念し︑特に宮司より︑
お蕨のことや︑大道奉仰詞の講話を拝聴︑

限の珍樹で︑県指定天然一記念物︒数々の研

く解散したのであった︒︵石橋記︶

修を重ねて長い日の暮れる頃旭駅で志がな

伊勢にあるマルバチシャも︑亜熱帯植物北
清澄登山はバスにより︑降雨で崖崩れし

まぬと考えた︒

た急坂一里余り︑眼界は刻々と開け見下す

親先祖の恩を深く感じ︑これに報いねば済

一助は︑今は県有林の鬼泊山で杉桧の若葉は

一泊研修の旅を︑日本弘道会後援で六月
十七︑八両川に亘り実施した︒木格の柿雨
期となり︑連日の欝陶しさ︑農家は麦の収
漉に困難し暗い顔︑だがこの両日は雨具不
用の恵まれた日であった︒
早暁小見川駅に集合︑房総四線佐批駅に
下車︑海抜三五三米千葉県簸高の鹿野山に
登る︒山頂は霧で全くの模糊︑九十九谷の
附職はとりやめ神野寺に参る︒真言の古剃︑
楼門本堂鐘堂六角堂表門客殿庫裡等豪荘な
樵え︑薬師仏︑軍茶利明王を両本尊に肥る︒
四脚の表門は室町期永正の建築で国指定︑
根廻り一丈の大桑は県指定の天然記念物︑
客殿内は寺宝を陳列し︑甚五郎作の白蛇等
目を曳く︒日本武尊が賊アグルを苦しめた

美事だ︒つつじの花盛り︑鹿の群に別れて
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ｌ︲︲

寿杖
吉岡良信
１１１

寿杖︵じ蟻じ襲う︶ｌ名前からして︑満目出たい︒
これは竜門社が毎年春季会員総会に於て︑入会後十年

郎氏も︑近く父君澄三郎翁と同様寿杖を受ける年を迎
えられるでしょう︒

百歳に達せられた会員は︑昭和三十七年五月に亡く

なられた百歳の国分三玄翁と︑四十一年十一月に亡く

に最後まで︑頭脳明噺でお目にかかった私は強い感動

なられた百歳の浦山助太郎翁のお二人であるが︑とも

国分翁は弱冠三十二歳で甲府の検事正を振り出しに︑

を覚えた︒

公と共に韓国に赴任して韓国検事総長となり︑四十三

高知・大阪の検事正を歴任し︑明治四十一年伊藤博文

材質はマレー産の上質な藤︒杖の頭には贈られる人の

皇后陛下から死に至るまで殊遇を賜った︒私が葉山の

となり︑現皇后宮の御婚儀成立について大いに尽力し︑

大正九年退官帰国後は宮中顧問官・久迩宮宮務監督

年韓国併合により朝鮮総督府の司法長官となった︒

氏名︑贈呈年月︑竜門社名の外に︑番号が彫刻してあ

った絵が懸けてあり︑ベッドの掛布団は陛下御下賜の

翁の寓居を訪れた時︑その居室には陛下のお画きにな

を経て数え歳八十歳以上になった会員に贈る杖である︒

一翁で︑今春贈呈した会員で三七四号に達した︒この

年少の頃︑碩学三島中洲先生に師事して漢学を修め

ものであった︒

る︒第一号は昭和六年九十二歳で亡くなられた渋沢栄
三七四名中︑現存者は二○六名である︒このことから
も日本人の平均寿命の向上が窺われるし︑また七十歳

の令嬢明石照男氏夫人はそのお一人で︑更に明年は令

親子で寿杖を受けた会員はまだ少いが︑渋沢栄一翁

命で︑世界でも珍らしいダイヤモンド婚︵結婚生活七

関誌﹁青淵﹂によく漢詩を寄せられた︒夫人も亦御長

を勤めた︒また作詩に堪能であった翁は︑竜門社の機

た翁は︑晩・年三島翁の創立された二松学舎大学理事長

弟渋沢秀雄さんも加わることになり︑誠にお目出たい

十五年︶を祝われた至福の人であった︒

はもはや古稀ではなくなったことが肯かれる︒

限りである︒いま財界にときめく経団連会長植村甲午
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｜

から寿杖を贈呈した時︑次のような感想を寄せられた︒

﹃自分にとっては杖をもらったということで︑杖を

ることが出来る︒原安三郎翁は去る昭和三十八年当社

し︑同年九月十五日開通した数寄屋橋・日比谷・神田

いつまでも気は若いつもりでも︑もう人の助けと支え

持って歩く歳になったということを自覚させられた︒

浦山翁は明治三十六年東京市の馬車鉄道を電化する

橋間の電車が之である︒その後この電車は東京市営に

ため︑東京市街鉄道会社の創立に参加して運輸を担当

移管されたが︑今日は既にこの電車は廃止され︑軌道

よ︒寿杖にはそういう意味が篭められているのだと思

が要るのですよ︑まだまだ大丈夫と思っていても︑立

う︒それは本人の強がり高ぶった心への親切な注意だ

居振舞にまた健康に呉々も注意しなければいけません

大正元年︑翁は桂川電力会社に鴫せられてその建設

は撤去されて仕舜つた︒時世の変遷の激しさを捕感せ

に当り︑爾来吾妻川︑千曲川︑阿撹野川︑犀川等の水

と衷心から考えたい︒

ざるを得ない︒

系を開発し︑わが国電気事業の草創期に電気事業を興

励することである︒一方杖は身を支えるものである︒

よく駕馬に鞭打つという言葉がある︒鞭とは叱陀勉

翁は元来強雌というのではなく︑戦後も肺炎に二同

して︑産業の振興民生の安定に大いに貢献された︒

も躍られたが︑よく養生に意を用い病気を克服して最

の気持を健康に対する鞭漣の意味を篭めたものと︑私

鞭と杖とは全く異るけれども︑私はこの寿杖を︑自分

工会議所に於て晒気事業界を挙げて催された翁の白寿

後まで健康を保持された︒昭和三十九年十一月東京商

生ずる気の緩みを引き締めるために警策があるように︑

なりに理解して頂戴することにした︒丁度坐禅の時に

嘆の眼を見張らせた︒

祝賀会には︑元気な姿を見せられて満場の出席者に驚

のほか関係諸会社を主宰し︑幾多の要職を荷われて寧

この原翁は本年八十七歳︑鎚蝶として日本化薬社長

寿杖を警策と考えて有難くいただいた︒﹄

日なく活動しておられる︒︵竜門社理堺︒事務局長︶

寿杖を贈呈した会員の中︑現在社会の第一線で活躍
では宇野哲人︑渋沢元治︑大橋広子︑蓮沼門三︑上代

されておられる方は多数ある︒例えば︑学界や教育界
たの等の諸氏があり︑また財界では足立正︑石坂泰三︑

出光佐三︑犬丸徹三︑岡田完二郎︑亀山甚︑杉山金太
郎︑武井大助︑中野栄三郎︑原安三郎等の諸氏を挙げ
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寿昌杯をうけて感あり

孔子の教に導かれて

諸橋轍次
七十にして心の欲する所に従えども矩を

の人の態度だと思う︒しかるに孔子は七十

にして勝手なことをしても︑それが矩を越

を絶して︑聖人の域に達したものであろう︒

ぜつ

えなかったというから︑この時は既に修養

二君子は本を務む

政治を行なう場合について考えてゑても

ぞく

同様だ︒世の中にはただ政治上の地位を得

とう畦とうりとうりやく

ようとの糸あせり︑そのために自分の属し

もと

ている党派のことの象を考え︑党利党略の

の生活を向上させ︑愉快にさせるのが︑根

たやり方だ︒真の政治は民を幸福にし︑民

糸に終始する人もあるが︑それは本を忘れ

本の目的でなければならぬ︒それを忘れて︑

今年の私の米寿に当たり日本弘道会から

蹄えずというのは︑何の意味か︒矩とは︑

先へ先へ︑末へ末へと走るのは誤りだ︒わ

ひつ蛍﹄よう

こんぼん

る墓一礎を忘れてはならぬ︒そこで孔子は

ゆかい

その名も奥床しい寿昌の朱塗の木杯とご祝

とである︒その矩を踊えずとは︑畢寛人間

人の踏み行なうべき道徳の規制標準のこ

れわれはなにごとをやるにもその根本にな

のり

詞を頂いてまことに恭けない︒私の人生観︑

のとり守るべき道徳のルールを︑はずれな

きせいひようじゆん

健康法などをと渡辺主事から求められたが︑

いという意味である︒人間は誰でも自分勝

あやま

孔子の教えであり︑宇宙第一の経典として

今改めて書く暇がないので︑古今の大聖人

手のことがしてみたい︒しかし自分勝手な

﹃君子は本を務む﹄と教えている︒わずか

もとつと

ことをすれば︑大抵一方には他人の迷惑を

四字の教えだが︑学問をするにしても︑処

麦﹄そ

二千年の長い間日本国民に親しまれている

引きおこす︒また他人とは関係なくとも︑

世の道にしても︑本をさえ務めていれば間
はめつ

めいわく

術語講義の旧稿から従心︵七十歳︶︑政治︑

自分の欲望に任せれば︑性々にして自分の

違いはないから︑この教えの意味するとこ

しよ

生と死をあげた︒倫語の教えは理屈抜きで

身を破滅させる︒たとえば酒が飲みたい︑

だいたい一一のように本を務むる道を短かい

ろは極めて広いと思う︒﹁諭揺﹂の教えは

語句でまとめている︒

せい

われわれの生活に深みと力と味をつげてく

おいしいものがたべたいといって︑それに

よくぽう

れるものが多い︒私は今後も各位とともに

任せておけば︑必ず健康をそこのうの類で
よくぽう

ある︒それがこわいから︑一︑アー︑ァ自分の

一時の欲望を控えようというのが︑世の常

きわ

これを師友として進翠たいと思うのである︒

七十にして心の欲する所に
従えども矩を踊えず
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1

三いまだ生を知らずいずくんぞ
死を知らんや

い﹂﹃いまだ生を知らず︑いずくんぞ死を

た︒私はかの太平洋戦の末期から追放まで

詞と寿昌杯を賜わり誠に有難うございまし

先般私ども六名に高齢の故を以ってご祝

く

なにも︑門人の質問を喰い止めるためのも

知らんや﹄といったのである︒この言葉は

の校長で私が鶴舞町長として肝胆相照らし

の物資欠乏時代に渡辺主事さんが鶴舞高校

もんじん

死と生の問題について︑ある時︑門人の

のではない︒われわれは死後のことを考え

た所謂心の友の関係で本会員となり総会に

しつもん

子路が孔子に質問したことがある︒﹁私ど

ことを考えるのが︑真の道だと説いている

るよりは︑それに先だって生きている間の

も出席致しました︒お集まりの方灸は皆知

しろ

もは死んだ後にはどうなるのでしょう︒お

のである︒こういうように︑百般のことに

ご理解をお持ちでありました︒これが動機

名の方でしかも西村先生の弘道運動に深い

しん

教えください﹂と願い出た︒これに対して

ついて地についた日常の行動を指導するよ
とくちよう

ひやつばん

孔子は﹁お前はまだ生きていることを知ら

うに説いているのが﹁論語﹂の特徴である︒

︵特別会員東教大名誉教授文博︶

会の役員会の席上で支会監事の永島良治さ

六月十四日石橋支会長のお宅での東部支

会にしても生活学校にしてもなかなか思う

働力が物を言いますので︑食品衛生の座談

うに人手不足の折柄農村では一層婦人の労

るようなことはございません︒ご承知のよ

類に不幸をもたらすものかを身をもって体

衣食住を始め物資の欠乏等戦争がいかに人

での四カ年間に幾百万の尊い人柱を失ない︑

のでありました︒昭和二十年八月十五Ⅱま

る降伏のご詔勅を拝し悲しい終戦を迎えた

子爆弾投下となり遂に陛下の声涙ともに下

が大正昭和に入り太平洋戦は広島長崎の原

に任じての画期的黄金時代でありました︒

わが国は世界五大強国の雄として自他とも

ます︒回顧すれば明治天皇のご在世時代は

したので卑見の一端を申し述べたいと思い

ります︒今回渡辺主事さんから求められま

﹁弘澗この毎月の発刊を楽しみに致してお

大さに魅了せられ日頃の心の紐として会誌

仙位の商揚のために全半生を捧げられた休

となって西村先生の国民悩一徳の振興︑国民

ないではないか︒生きることさえ知らない

お前が︑死んだ先のことを知る必要はな

んと何らお役に立つこともなく徒らに老齢

ようには参りかねますが︑本会の先生や支

弘道会の発展に尽したい

を加えております私に寿昌杯を伝達下さい

会長さんらのご指導によって健康の許す限

遠藤ぞう

まして︑誠に有難く身に余る光栄と感謝感

︵千葉県東部支会婦人部提︶

り努力致すつもりでございます︒

激の念で一杯でございます︒健康法や処世
観などをとのことでございますが︑書く手
はもたぬ私のことでもあり︑特に申し上げ

﹁らしくあれ﹂の教訓を胸に秘めて

今関耕一
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戦力を放棄した日本は平和・文化の国家

は﹁らしくあれ﹂との名訓を遺されました

反省せねばならぬと考えます︒昔聖徳太子

摘惇まつまでもなく国民は再思三考大いに

世紀初頭の七十年は世界を文字通り一変せ

ものは短いものではない︒とくにこの二十

こしてゑると︑やはり七十年の歳月という

つに特別の感慨もないが︑いろいろ思いお

験致しました︒

として教育︑政治︑経済︑産業等に躍進し︑

しめたのであるから︑一層七十年多事とい

う感がふかい︒

しい衿持と伝統を発揮する絶好の機会であ
ると信じます︒不肖の私もまた老躯に鞭ち

に生まれ︑七十年間東京に住みついている︒

が︑今こそ日本国民は緊揮一番︑日本人ら

会祖西村先生のご遺志を体して弘道精神の

や世界第二の大国として全世界の視聴を集
めているのであります︒この隆々たる国運

普及と実践に微力ながら努力致したいと念

特に高度の機械文明と技術革進によって今

は誠に喜ぶべきことながら凡そ得意の裡に

今後︑生きられるだけは生き︑そうしてこ

の珍しく見物した幼い記憶もある︒今日の

電車の線路の工獅が行なわれているのをも

見た︒私の住んでいた市ヶ谷附近では市街

覚えていた︒また凱旋の将軍や兵士の姿を

たりに戦勝を祝う凱旋門が建っていたのを

たのは日露戦争の頃で︑日比谷︑丸の内あ

の東京に住まいたい︒私が物どころのつい

私は︑十九世紀最後の年に東京の山の手

危機を苧むことは歴史の示すところであり

ずるものであります︒

︵千葉県白葉支会評議員︶

ます︒賄賂公行︑最商学府の紛争︑思想的

政治的の左右の対立等忽ｌ国民道義の敗

大久保

にあやかってこの上とも応分のご奉公致し

縮に思っている︒お仲間には八十八歳の諸

であるし︑また新参の評議員のこととて恐

の木杯を頂戴した︒まことに黍げない次第

といわれているが︑今日は医学の発達のお

で驚くばかりである︒人生七十は古来稀︑

に︑いつしか六十路を越えてしまい︑自分

さて︑私はまだ書生のつもりでおったの

価高が世相を険悪にした︒それから︑米騒

た︒そうかと思うと労働争議が起こり︑物

戦の勃発となり︑船成金の話が評判となっ

た︒これから時勢は一変して第一次世界大

高速道路と自動車公害とはまことに隔世の

橋轍次先生がおられる︒諸橋先生は現代の

蔭であろうか︑あまり稀でなくなった︒こ

たいと思っている︒

碩学であることは申すまでもないが︑しか

どの意味もなくなってしまったようである︒

うなると︑いろいろ古稀として喜び祝うほ

ことに︑くるくる廻わる走馬燈のようで長

動︑原内閣︑関東大震災と書いてくるとま

小学六年の夏に明治が終って大正となっ

感がある︒

も︑米寿の齢を重ね︑なおかくしゃくとし

私自身︑七十年の過去を顧ゑてぶて︑べ
ができたことは︑まことに光栄であり先生
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顔︑はきちがいの民主々義は外国識者の指

御礼の言葉
私は︑今年七十年を迎えたのであるが︑

謙

てこの碩学寿昌の席末に名をつらねること

日本弘道会から寿昌のお言葉を受け︑記念

利

西村茂樹先生が七十五歳で亡くなられた

い長い七十年であった︒
ある︒

さっさと床にはいるそれが私の生活信条で

だ少しばかり樫の巨木が並ぶところもあり︑

眺望はまことに宜しい︒旧い街道添いにま

ところを歩くと︑心身ともに楽しくなる︒

川のほとりに水車小屋があった︒こういう

っている︒段々減っているがそれでもまだ

わることである︒まことに能のないことで

奥まったところには︑わらぶきの農家も残

同じ東京の空気をすっていた訳である︒し

あるが︑大変幸いなことに︑戦後︑二十年

何とか︑これ以上︑成城近辺の武蔵野の名

今年の夏休みもそれで通したが︑どうも︑

かし︑先生の齢七十五歳までには︑なお五

残りが壊されないように念願しながら︑暇

のは︑明治三十五年の八月であるから︑私

ヵ年生きなければならない︒先生は文政十

は指おりの緑地帯で近くには︑まだ少しば

以上住みついたこの成城が︑東京の近郊で

いる︒お礼の言葉が︑とんだところに走っ

さえあれば︑朝に夕に近所を歩きまわって

ある︒これは今日では蛍重な史跡といえよ

一年のお生まれで︑まさに化政期大御所時

かり武蔵野の面影を残したところがある︒

てしまった︒私の健康法は︑自分に与えら

んびりすることもできないでいる︒私の趣

代の末葉である︒時代は幕末の序の口であ

この二三年︑どうもそれがだいぶ破壊され

たまった原稿の執筆と︑校正に追われての

って︑それから以降七十五ヵ年は︑鎖国日

てしまったが︑それでも散歩するにはこと

れた仕亦に専心することである︒ただし何

が数え年三つのときである︒まさに人生の

本が開国し︑明治維新を迎えたのであるか

事にも無理をしない︒それに︑自然を楽し

う︒私が移って来た二十年前の頃には︑小

ら︑先生の七十五年の生涯も決して短かく

はなはだ広澗である︒多摩川をへだてて︑

欠かない︒成城の町は丘陵地帯で︑地域が

みながら︑気軽に散歩することを忘れない︒

味といえば︑着ながして︑ぶらぶら歩きま

はない︒先生と私とを並べることは恐縮千

遥かに富士山が遠望される︒富士山の下の

すれちがいであるが︑それでも二ヵ年余︑

万であるが︑幕末から明治大正昭和の現代

方には秩父連山も承える︒よく晴れた日の

今年になって教え子や友人から古稀のど

励とに大いなる意義を感じている︒

轍次先生の米寿にあやかれたその光栄と激

方とこの喜びをともにした上に︑恩師諸橋

渡辺正勇

︵本会評議員立教大講師︶

までの一世紀余は随分変転の激しい時代で

の秘訣とか人生観などをお願︲いしており︑

何時も本会寿昌杯贈呈の方︲々に健康長寿

寿昌杯を戴いて

ある︒

編輯の渡辺主事から何か長寿の健康法の
ことでも書けといわれたが︑私自身長寿し
たと思ってもいないし︑健康法などという
意識はない︒たしかに数年前から年をとっ
たという肉体感はあるが︑それで別にどう

特に今回はかねてからご指導を頂く五名の

しようということもしていない︒ただ怠け
る︒気が向けば仕事をするし︑眠くなれば︑

る口実に無理は決してしないことにしてい
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祝詞を頂くと︑もう七十になったのかと我

ようだが︑本会には南摩綱紀翁を初め漢学

水︑和波豊一︑小笠原長生︑寛克彦︑二木

山崎延吉︑藤原銀次郎︑河野省三︑藤原楚

だただ感謝に堪えぬ次第︑また物故の方に

支会が盛況であったかが思い起こされ︑た

方々ばかりでこのご尽力ご協力でいかに本

中央地方における各界の重鎮当年の知名の

福島伊藤仁吉︑浦和小谷野伝蔵等の諸氏で

章二︑江名太清左ヱ門︑前橋桜井菊次郎︑

半内︑近江平田貫一︑新川斎藤一二︑成瀬

羊次郎︑豊岡中島重蔵︑中里喜三郎︑抜井

松江三谷勝之助︑青川胴︑大嶋輝雄︑桑原

高梨兵左ヱ門︑石塚静次郎︑茂木七右エ門︑

四郎︑秋田妹尾馬之助︑野田中野長兵︸一︑

星野千代吉︑長生高橋喜惣治︑白河川崎大

次郎︑平山三蔵︑石橋藤樹︑木内左代二︑

亀次郎︑菅佐原源治郎︑高木泰三︑青柳瀬

幸吉︑京都日野西資博子︑千葉県東部布施

多喜鋤柄良司︑二本松野地菊司︑市原角田

会では︑飽海菊地秀吉︑広島有末清重︑大

坂養平︑大橋八郎︑永井亨︑佐藤寛次︑支

地の老人クラブにお勧めしたいものである︒

寿昌杯は江戸三百年の老舗日本橋の黒江屋

者が多いだけあってさすがと思われる︒各

という間にすぎ去って気がついた時にはす

製で表面に﹁弘道﹂糸底に﹁祝高齢Ⅲ本弘

ながら全くの驚きである︒正直のところ七

でに到着という次第︒本多静六博士の新人

道会﹂の金文字入りの朱の木杯であるが︑

十と言っても無我夢中超特急新幹線でアッ

生観とか石川理紀之助翁の人生の五計を昨

かないのが残念である︒昭和九年から寿昌

第一号を誰方に何年に贈ったのか調べのつ

謙三︑藤本万治︑上野陽一︑明石照男︑石

生七十古来稀﹂との酒好きの大詩人杜甫の

今知っての驚が一つ︒今一つは古稀は﹁人

名句だから頂けるものの︑礼記のように

すると︑本会では会長徳川達孝伯︑顧問松
平直亮伯︑副会長服部宇之吉博士︑同吉田

者名簿があるので同三十年までの方を抄出

れるとヒドク年寄り扱いされたようで急に

熊次博士︑同下村寿一︑監事︑諮議︑評議

﹁七十を老という﹂とズバリと決めつけら
ムヵッイて来て︑初孫から﹁おじいちゃん﹂

絢子︵昭九︑九十六歳︶︑繁田武平︑辻村靖

員︑特別会員での矢野恒太︑福島甲子三︑

いかに︑悲しもうと︑喜ぼうと︑叫ぼう

子︑松井茂︑嘉納治五郎︑建部迩吾︑松波

と呼ばれて驚くｌ目出度くもあり目出度

とも老人六歌仙は︑禿げ︑震え︑遠耳︑霞

仁一郎︑山岡千珂子︑広江万次郎主事︑臼

高島平三郎︑井上哲次郎︑三上参次・棚橋

み眼など数々の老化を美事に詠いこんでお

井政子︑横河下枝子︑神戸寅次即︑嘉悦孝

くもなしという悲喜交々の心境である︒

り︑説文が﹁老とは黒い髪が白く変わるこ

川二三造︑風当朔朗︑荒川五郎︑国府種徳︑

子︑吉田静致︑下郷伝平︑三輪田元道︑石

﹁眼が霞むほどだんだんと先が見え﹂て来

とだ﹂と解明している通りなのだ︒が︑

本多章静六︑村上辰五郎︑松平充子︑加藤川

十歳であられた島津忠重公の寿昌である︒

たのは何と言っても年の効であろう︒

給近孝︑佐藤恒二︑徳川知子︑服部繁子︑

皇后様の叔父様︑元公爵であられるのに︑

堂︑深作安文︑宇野哲人︑結城豊太郎︑大
寿昌と申すのは大漢和辞典には﹁長命で

堀田伴子︑大西良慶︑吉岡弥生︑下村宏︑

私の記憶に新たなのは昭和四十二年の八

隆んなこと﹂とある︒このすばらしい名称

加藤玄智︑高橋節雄︑塩谷温︑松倉慶三郎︑

は心から冥福をお祈り申し上げたい︒

はすでに千六百年もの昔に東晋紀に見える
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〆

孫修久氏と西郷伊都子嫉の赤坂プリンスホ

国薩摩の島津興業の社員としてご活躍の令

得難い玉稿を重ねて寄せられ︑また今︑郷

る﹁徳川慶喜公﹂︑﹁勝海舟翁﹂を偲んでの

の﹁植樹祭の思い出﹂︒明治百年記念誌を飾

重な思い出の数左を拝聴︒そして鹿児島県

ところ殊の外のお喜びで︑時余に亘って貴

上馬のお邸にお伺いしてこの杯を差上げた

で奥店に住んで孔子に大変ほめられた故聯

過の老朽であるＣでも︑昔顔回が水を飲ん

それに偶居の本会のァ︒︿−卜が耐用年数超

茅屋も蒼然たる古色が一際目立って来た︒

ては夢を託して皐鶴盾と呼んでいた︑この

ろ豪華な新文化住宅が立ち並んだのでかつ

判小判がザックザクという訳で見渡すとこ

出現でこの野見金山麓も昔語りのように大

別にのぞみはない︒近頃大京葉工業地帯の

友木村健一編集長の碓一証もあることだから︑

底雑話にあるとの木号を飾っている老壮の

ての健在は世にも珍しいことである﹂と僅

門百八十三歳︑妻せき百七十一歳︑六代揃っ

ールや﹁文化の頃烏収松原村の松原儀右ヱ

年の生涯を閉じた英国の農夫トーマス・パ

十二歳九ヵ月を一期として惜しくも万年青

献では国王のご馳走攻めで一週間目に百五

五十歳は遠い昔のこととしても︑確かな文

んともしようのないこと︑武内宿弥の三百

これから先︑喜寿︵七十七歳︶︑米寿︵八十

にならってｌ孔子七十の従心なんて高尚

八歳︶︑白寿︵九十九歳︶を通りこして百二

に本会寿昌の余徳と今日も感謝している︒

という名訓に従って亜聖顔淵になりすまし

なことはともかくとＬてｌ居ば気を鯵す

テルでの結婚式にもご招待に預るなど偏え

誰もが望む寿昌のためには健康管理が問

十五歳︵叩乳類の寿命は成長期の五倍机︶

まで︑﹁百薬の長﹂の実証のためにも悠々

て独り悦に入っている︒

限られた人生を高く美しくというのも誰

食べ物は別に好悪はない︒何でも頂くし

題である︒私は十五六歳の頃は冬の寒さに

毎晩かかせない︒幸か不幸か酒の翠が家の

しも考えるところだが︑先日万国博で人気

煙となるような煙草はやらないが酒だけは

今以てその痕がＸ線の所見に現われるので

看板だったから︑もしこれをやめるものな

は極めて弱くいくら着物を重ねてもガタガ

ある︒たまたま滝沢菊太郎青山師範学校長

なるので天の美禄と努力して愛用している︒

らば凡て親不孝の罪名を一身に着ることと

タ震えていた︒ついに肋膜炎で二三年悩桑

から冷水浴の効能を聞いて二十の頃から冷

いことを言っていることを知った︒﹁人間

を呼んでいるソ連館で文豪チエホフがうま

﹁死んでも命のあるように﹂との夢は誰

︵八一五号︶でふれたように辞世の詩﹁上天

れに﹁死際も﹂とつけ足したい︒二月号

る︒わが西村会祖のご臨終に省ゑて私はこ

も衣服も魂もそして思想も﹂というのであ

は何もかも美しくなければならない︒顔貝

五

水摩擦を初め在秋十五年の間はもとより今

体躯偉大の孔子の酒量には及びもないが陶

長道中を続ける積りである︒

日も毎朝続けている︒時には足湯︑湯浴象︑

靖師先生の勉励には大いに敬服している︒

﹁人は死ぬ者なり﹂で限られた寿命はいか

しもが持つところではあるが︑千古の鉄則

四

鼻孔の水吸上げなど︒徴兵検査は近眼で丙
種合格︒この時の体重五十八キロが常態で
楽多健康法のお蔭だと思っている︒

あるのも︑一病息災から生まれた渡辺式瓦
もともとお粗末でケチ たから衣食住には
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下地自在に潤歩す﹂との安心立命の大悟は︑

外柔内剛ｌ温厚にして勇濫︑よく祖国日

朝草刈り
土から上はみんな草だと

本の安穏幸福のために︑さらに世界の人類
から天地万物の繁栄のために己を忘れて全

おらあへただからさっぱり刈れない

おっ姑さんはいったけんど

﹁真楽無苦の大丈夫︵真の道徳者︶﹂として

ガチンといって鎌から火が出た

暗いうちから出てきて手さぐりで刈っていたら
ぶったまげてようく見たら

生きがいあるご生涯であったれぱこそと思
心残りはない﹂と仰って家人の手に支えら

うのである︒そして﹁本会の今後には何等

地蔵様がたってござっただよ

高野つる

一生懸命あやまっていたらな

﹁かんにんしてくだせいばちあてねえでくだせえ﹂

れて姿勢を正して今日まで心に秘めたお家
し起ち上れたら郷われたであろう︶多采な

いつのまにか夫がうしろで笑っていただよ

芸の名曲高砂を謡い納めて眼目された︒﹁も

人生七十五年のご最後を実に壮厳華麗の一

ホッとして仰ぐ空にきょうも一日おらの汗をしぼりたがって

草かりじょうずの夫に手伝ってもらってやっと三ぱ出来た
太陽がもやのなかから顔を出すと

語に尽きる﹁老木に花﹂で飾られたのであ
ても日本は古来山紫水明の美しい緑の国で

合図でもしたかのように

る︒月から見た地球は美しいという︒わけ
ある︒浅学無能の私であればあるほど生ま

目のまわり耳のまわり夢中で追いはらっているとな

ブョの一斉しゅうげきが始まっただ

急に乳がはってポトポトもってきただょ

れて今Ｈまでおだやかにすごさせて頂いた
いるように断じて汚してはならないのだ︒

大恩ある祖国の天地を今日公害が汚染して

﹁さては一郎が腹へらして泣いてんな﹂

急いでしょっかたをあげると

百二十五ホームで会祖のそれを望むのは分
際を弁えぬ虫のよすぎることながら︑この

朝つゆが肩からしたたりおちた

︵千葉県会員児童文学研究会﹁小さな窓﹂同人︶

意義ある寿昌杯を重ねる度に今から一段と
のである︒︵本会主事︶

修養に努めなければならないものと誓うも

１
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力投球の高く美しいｌ先生のお言葉の

「

｜

こうしてみると︑日本人の国民性は︑非常に勤勉であっ

て︑気が短く︑島国的︑ひとりよがりである︑とまとめる

勤勉も︑﹁場合によっては﹂短所になる︒めくらめっぽ

ことができる︒

ほかのことは何も分らん人間が出来あがる︒﹁専門︑ハヵ﹂

うに暴走する傾向だ︒あんまり自分の仕事に熱中するから︑

といわれる人間がふえて来た︒人間というより機械になっ

乏句Ｏ

てしまっている︒あるいは︑機械の部品になりさがってい

その結果は︑人間らしさを失い︑人に迷惑をかけ︑社会

酔っぱらい運転︑ひき逃げが多い︒交通事故も世界一にな

一つのことに熱中して︑ほかのことを忘れてしまうから︑

道徳に反することにもなるｏ外国でも嫌われる︒

い﹂等の一○項目のうちで﹁勤勉﹂と答えた人のパーセン

るのではないか︒ただ車を速く走らせることに専念して︑

し︑それによって多くの人間を殺すことになるならば︑考

交通を速くするのは人間社会を幸福にするためだ︒しか

何のために車に乗っているか︑を忘れている︒

とに全国的調査を行なったもので︑一九五八年の場合も︑

えものだ︒車のなかった時代よりも社会道徳が進歩してな

くてはならぬ︒ところが︑この点では︑むしろ低下して来

二十歳以上三十歳以下の三千名を対象にして行なわれた︒

たのではないか︒昔は道路標識を動かしたり破壊する人は

た︒今は紙クズだらけのところが多い︒川もそうだ︒ゴミ

昔は門の付近から往来にかけて︑ほうきのあとが見られ

いなかった︒反射鏡も盗む人はいなかった︒

年には五五％︑一九六三年には六○％を示しているので︑
一方︑日本人の性格の短所については︑﹁気が短い﹂が

毎回ほぼ一定して第一位のパーセンテージをつづけている︒

この﹁勤勉﹂の項目については︑これまでも︑一九五八

この調査は﹁国民性の研究﹂を一九五三年から︑五年ご

テージは︑六一％にものぼり︑群を抜いている︒

れている︑﹁合理的﹂﹁勤勉﹂﹁自由を尊ぶ﹂﹁ねばり強

六八年︶によれば日本人の性格として長所にかぞえあげら

﹁国民性の研究﹂第四回全国調査︵統計数理研究所・一九

木下広居

民性の間題

1
四九％︑﹁熱しやすく︑さめやすい﹂が四七％︑﹁島国的﹂
が三九％だ︒
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国

て会社設立と誘致のために運動したものだ︒今はどうだ︒

会社が出来て︑その土地にカネを落してくれる︑と思っ

ないかと︑思われるようになった︒

ったらあるのか︒悪臭は鼻をつくばかりだ︒これが日本人

すて場になっている︒澄んだ︑魚の取れる川は︑どこにい
の勤勉によって得られたものか︑霊峰富士は紙クズと空き

町の発展や住民の就職︑収入の増加どころではない︒皆が

の顔にも血の気がなくなった︒小鳥も︑トンボも︑ホタル

も文化財も破壊されてしまった︒住民の顔色が悪い︒子供

いつ病気になって︑たおれるか分らない︒美しかった自然

カンの山だ︒

日本橋を通る外人が︑下を流れる川の臭気に顔をしかめ︑

あまりに仕事ばかりに熱中したために恥まで忘れたのか︒

鼻にハンケチを当てていたそうだ︒公衆便所の臭気ときた

と︑ザラザラしている︒

も︑澄んだ小川もない︒木の葉は︑どす黒くなり︑さわる

外国とくらべて︑交通道徳がおくれ︑公害対策は皆無に

なさ催︑もう書く童でもない．ｌこれで平気なのが島国
短気だから︑何でもあせってやりとげようとする︒その

的︒

日本人の性質として﹁短気﹂﹁ずるい﹂﹁島国的﹂﹁ワ

ひとしく︑自然も人間の健康も破壊されている︒

イロ好き﹂﹁八百長好き﹂などは︑なんとかしなければな

は公害が大問題になっている︒農薬も化学工業の排気ガス

ために︑前後左右を見たり︑反省する余裕がない︒この頃
や廃液など︑多くの病気を発生させている︒どのくらい生

らぬ段階に来ているのではないか︒

｜こんなことは人間のやることだろうか﹂

公害のヒドイ町で︑としよりが︑

命を失った人がいるか分からない︒

何でも急に︑大いそぎでやるのが癖だから︑それによっ
て︑どういう公害が現われるか無関心だ︒多く作って売れ

いかにあるべきか︒自分のしていることが︑他人の迷惑に

経済成長︑金もうけになる︒といって︑人間は︑社会は︑

といった︑と新聞に出ていた︒

ならないかどうか︑について猛省すべきではあるまいか︒

めは知らん顔をしているＯ木の葉は枯れ︑ゼンソクの人が

さえすればいい︑ということになる︒公害が出ても︑はじ

大気の汚染は︑洗濯物もほせないようになる︒まだ名もな

︵本会理事専大教授︶

増加し︑多くの人が呼吸困難となり︑神経痛に悩まされ︑

元来物を作って売れば世のため人のためになるはずのも

いような大病におかされ︑バタバタと人間が死んで行く︒

のだった︒ところが︑そのために人間が死に絶えるのでは
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一

＜新しい家庭教育＞

〔6〕英才は家庭の幼児教育から（Ⅱ）
−英才・天才の母と父一

山

横 田 佐 代 次

十％を越え︑準義務教育の段階となり︑高

育は大衆教育に変ってきました︒そこで昭

昭和四十一年七月︑中央教育審議会が

和四十五年五月︑中央教育審議会は﹁高等

なって︑戦前〒一リートを対象とした大学教

有する者に対しては︑特別教育を効果的に

教育改革の韮本構想﹂による大学教育の改

校生の四人に一人は大学に進学するように

行う必要がある︒そのためには︑教育の弾

革について︑文部省に答申しています︒そ

﹁後期中等教育のあり方﹂について﹁．：：．

力的な運用とその特別な教育方法について

知的︑芸術的その他の面で︑高度の素質を

検討する必要がある﹂と文部省に答申して

の．中で注目すべきことは︑大学の多様化を

院大学﹂の構想によって︑英才教育を充実

考え︑その一つに︑博士課程を持つ﹁大学

おります︒

その結果︑高等学校に﹁理数科コース﹂

だが︑高等学校の理数科設悩校に対して

時に行い︑大学教育の桑でなく︑わが国教

に関する基本構想試案﹂の中間発表を︑同

また︑中教審は﹁初等・中等教育の改革

させようと︑意図していることです︒

が設けられました︒言うまでもなく︑科学
技術の進歩にそなえて︑理数科の基礎教育
の充実を期し︑理工科大学の拡大をはかる

の杵別にすぐれた教員が配当されることも

にしました︒そして﹁すべての個人は︑生

育体系の全股にわたる改革の意図を明らか

ことをねらいとしています︒

なく︑設備も満足なものでないことから現

にし︑同じことを修得させるためにも︑同

得的にも後天的にもひとりひとり特性を異

じ教育方法でよいのでなく︑まして︑個性

果があがっていません︒

しかし︑科学の世界は︑たゆみなく進歩

・方法については画一をさけ︑慎重な工夫

的な発達をはかるべき時期には︑教育内容

状では中教審の答申に添うような教育的効

はつねに革新し続け︑生産は巨大化し︑自

が必要である﹂と︑個性尊重を強く主張し︑

発展をしています︒それにともなって技術

コンピュターの普及利用で︑いわゆる情報

動化しとくにエトロロニクスを中心とする

ら︑小・中．高のくぎり方や進級制度の変

そして︑とくに幼児教育の大切なことか

才能を伸ばすことの重要性を説いています︒
一方︑教育では︑高等学校の進学率が八

社会が出現しています︒
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﹁指導要領﹂を同様の趣旨で改一訂していま

これよりさきに文部省は︑小・中・高の

行っている﹂といわれていることは︑正し

早期才能開発の訓練を通じて︑人間教育を

実践家鈴木鎖一さんが﹁バイオリンという

いのです︒先にあげました幼児才能教育の

係に意を注ぎ︑親切でおもいやりのある誠

礎を養うことが大切です︒さらに︑人間関

遊びを通じて︑技術的︑芸術的な才能の基

を充分に発達させるとともに︑いろいろな

からまず健康に意を用い︑とくに運動機能

それゆえ︾それぞれの家庭では︑幼児期

更も示唆しています︒

す︒小学校では︑年間授業数を最小限度に

い英才教育で︑高く評価しなければなりま
とくに︑現代は経済も科学技術もあるい

こから学びとるものでしょうか︒それは︑

おさえ︑各教科の授業時間も四十分でもよ

は政治や経営までも︑いよいよ抽象性を高

近隣の遊び友だち︑幼稚園や学校での生活

せん○

高等学校では︑必修科目の単位を全休の

め︑機械化されるとき︑教育こそは人間性

あるいは教師からの影響も大きなちからを

いように︑各学校での自由を与えています︒

三分の二から半分以下に思いきってへらし︑

を豊かにすることに努力を惜んではなりま

になることができる﹂と言っております︒

教育です︒

を結ばせるかが︑家庭教育であり︑学校の

そのかたいっぽみをどう開花させ︑よき実

ものであることはいうまでもありません︒

それぞれ花開く可能性もまた非常に豊かな

人間の限りない才能はさまざまであり︑

仙関係がいよいよ微妙となり︑少数のリー

生産組織が自働化し巨大化しています︒人

が重要になってきます︒さらに近代社会は︑

的︑芸術的︑身体的な才能を高くみること

す︒これからは︑教科と同じように︑技術

視する傾向が強かったことは残念なことで

る教育が優先して人間性を高める教育を軽

国に追いつくために知的方面の象を重くみ

長い間︑ヨーロッパ諸国やアメリカの先進

もともと︑後進国であったわが国では︑

大隈重信の母は︑子どものお友だちが家

判断力となって現われます︒

明確なリーダーシップをとることのできる

型は︑中．高の青年期で洗練され︑やがて

原型が自然にやしなわれてきます︒この原

もたちの友人に対する態度などから︑その

類づきあい︑隣近所との交際︑両親の子ど

兄弟姉妹との生活から︑さらに親たちの親

ます︒たとえば︑母と父との結びつきから︑

の中で︑自然のうちに学びとることができ

す︒とくに︑親との人間関係から日常生活

持っていますが︑そのオリジナルは家庭で

ところで︑子どもたちの人間関係は︑ど

実な人となりを育てることです︒

ようになります︒それだけ生徒は得意の学

その分だけ選択科目をふやすことのできる

せん︒

英才教育も︑また人間教育であるというこ

ダーの明確な判断力が大切となってきます︒

に来ると︑心から喜んで迎え︑大事にして

ことができるわけです︒

科に時間を集中して︑自らの才能を伸ばす

とを忘れていただきたくないものです︒現

したがって︑これからは︑新しいタイプの社

カントも﹁教育によっての象人間は人間

在の日本のように︑○×式の試験制度によ

柔んなが︑たのしく遊ぶことのできるふん

会的知能と独創的にすぐれた英才が必要にな
ってきます︒

って︑高校・大学へ進むことのできるやり
方では︑人間教育を期待する一﹂とができな
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り︑偉大な科学者となった場合もあります︒

年英世の心にかよい︑無言のはげましとな

川本五十六元帥︑戦後の経済変動期では松

先にあげた大隈重信︑太平洋戦争のときの

この人たちはまた︑ゑんな母思いで︑人間

下幸之助と言ったひとびとの母はそれで︑

の母の友人に対する親切やおもいやりなど

信仰の厚い母の子に︑英才が育った例は

い気をつくってくれたということです︒こ
が︑知らず知らずのうちに︑重信の人柄と

味豊かな人柄です︒情緒性に富んだ母親が︑

改革で歴史上有名なルター︑アメリカの大

わが子に対Ｌて︑将来における英才の道を

外国でもけっして少なくありません︒宗教
統領ワシントンや同じくフーバーの母は︑

で︑幼ない頃に培かつたものと考えられま

歩むことのできた茶礎を︑家庭の生活の中

る大政治家となることができたのではない
でしょうか︒英才・天才といわれる人物の

いずれも敬慶で信心深く︑慈愛にみちた女

なり︑やがて人の心を読みとることのでき

母を調べてゑると大隈重信の母のように︑

母の持っている才能が︑その子の才能と

性であったといわれております︒

ています︒そしていわゆる情緒性で子ども

なって大成した例もあります︒ドイツの有

ったＯすまないことをした︒可哀そうなこ

﹁自分の不注意から︑やけどをさせてしま

新期に多くの英才を教育した吉田松陰︑江

ことは︑研究に値することです︒明治の革

の多くは︑慈愛深い母親に育てられている

また︑社会の変動期における英雄や天才

い雨の無い日を過した︒

懇親の宴を張り歓談を交し︑珍らし

報告︒今年度事業等の打合を了し︑

状と杯を拍手柳に伝達︑続いて会務

先生︑支会監事永嶋良治君に︑寿昌

支会婦人部会長七十九歳の遠藤でう

績と商齢のため︑寿昌の栄誉を得た

最初に第六十八回通常総会席上︑功一

香樹閑に六月十川Ｈ役員公を開く︒

千葉県東部支会

︹支会だより︺

︵都会員東教大附屈坂戸高校長代理︶

す︒

情緒豊かな人柄と暖かい人間味を感じさせ
の才能を伸ばすタイプがあります︒

ました︒そのうえ彼の幼い頃いつも川辺に
さして︑ともに鑑賞したと伝えられていま

連れて行き︑北欧特有の美しい夕焼雲を指

名な詩人ゲーテの母は︑文芸に秀でており

強い意志をつくり大成させた女丈夫型も少

また︑中江藤樹の母のように︑心の中に

なくありません︒しかし︑どちらも深い豊

ールの母は︑名の知られた歌手でありピア

す︒同じくドイツのすぐれた作曲家シュポ

暖い愛情を秘めながら︑きびしいしつけで︑

かな愛情をもっています︒そして︑方法に

ニストでもありました︒アメリカの喜劇俳

ちがいはあっても︑子どもをきびしくきた
え︑強固な怠志と不屈の結神をやしなって

優チャプリンの母は︑踊り子でしたから︑

とをしでかした︒許してくれよ﹂という﹁賊

つけることができたのではないでしょうか︒

彼は幼い頃から見よう見まねで演技を身に

いることは注目すべきことです︒

野口英世の母のようにまったく︑子ども

罪﹂の心が﹁この子が︑人並に育ってくれ

戸城を戦災から救った勝海舟と西郷隆盛︑

のしつけ方やきたえ方など知ることなく︑

ますように﹂と︑神に祈ったその心が︑少
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九月の園芸

スイートピーなどは︑もっと涼しくなった

草花は下旬から中旬にかけてまきます︒た

になりすぎると寒さに弱く︑来春の株立ち

外はあまり小さく分けないことです︒小株

株分けは︑とく狸たくさんふやす目的以

や花つきが劣ります︒一般に手で分けられ

だし︑ケシやハナビシソウ︑チドリソウ︑

ほうが発芽しやすくなりますので︑十月に

ますが手で分けにくいものはハサミ︑ナイ

フ︑ヘラなどを用いてむりのないように分

入ってからまきつけます︒

たほうが苗の立ち枯れ病や徒長防止に役立

やりを続けますが︑発芽後は水やりをやめ

ます︒乾きやすいときは発芽までは毎日水

本を一株にして輪につくり︑これをしぼる

は茎を二○センチほどに切り揃え︑二

よりも柿し植えというべきでしょう︒これ

モスフロックスの場合は︑株分けという

けます︒

夏は短かいといわれながら残暑は依然と

ちます︒また︑発芽と同時に敷きワラを除

渡部弘一

タネをまいたら︑うすく敷きワラをして

してきびしく感じられます︒晴天続きの日

くほうが安全です︒なお︑早まきの場合は

のどこからでも出て︑地上部の各節から芽

ようにして半ば植え込むのです︒根は地中

乾きを防ぎ︑強い雨に流されないようにし

中は真夏の延長ですので︑観葉植物や鉢花

ヨシズやカンレイシャなどで日除けをし︑

す︒

が伸び翌春にはよくまとまった株ができま

三

類などの日除けや水やりは今までどおりに
続ける必要があります︒しかし朝晩の風に

よくします︒

まきでは発芽後の生育がわるく︑やがて霜

日一日と温度が下がりますから︑あまり遅

二○度前後で発芽するものが多いのですが︑

ぎまでにまき終りたいものです︒

アルメリア︑プリムラポリアンサ︑シヤス

早くから咲くモスフロックス︵シバザクラ︶︑

期です︒秋に株分けする種類は︑おもに春

株分けばお彼岸から十月のはじめころが適

ます︒それで繁殖をかねて株分けをします︒

庭の緑と花を美しく維持するには︑病気

三︑病虫害の防除

ことがあります︒

クヤクなどは遅れると翌春に花がつかない

れると︑寒さのために根張りがわるくシャ

くよう廷いたします︒株分けの時期がおく

入れておき︑寒さがくるまでに十分に根づ

い場所にあらかじめ堆肥のような有機物を

さないように早く植えますが︑日当りのよ

いずれの種類でも株分けした苗は︑乾か

涼しく管理すれば︑病気を防ぎ苗の生育を

二︑宿根草の株分け
宿根草は植えつけてから三

四年もする

は秋の気配が感じられお彼岸をまたずにタ
なります︒

ネまきや植えかえなどの園芸作業が忙しく
｜︑秋まき草花のタネまき

柱で小苗がいたみやすくなります︒パンジ

ス︑リポングラス︑シャクヤクなどです︒

ターデージー︑ミヤコワスレ︑アガバンサ

と株が茂りすぎてあまり花が咲かなくなり

ー︑デージーは八月下旬から九月上旬に︒

ほとんどの秋まき草花のタネはお彼岸す

キンセンカやヤグルマソウなどほとんどの
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燥と高温・日照りが統けば︑八月と同じよ

や害虫との根くらべのようなものです︒乾

に肥料もほしがるし︑その効果もはっきり

はじめると︑たいがいの植物は生気をとり

夜露が降り︑昼夜の温度差が大きくなり

に腰コロ土や操などを敷きその上には畑土に

形に並べて︑底には水はけをよくするため

を用い︑正方形︑矩形︑三角形なり好盈の

花だんの囲いにはブロックやレンガなど

ればよく︑肥料として化成肥料などを少々

ピートモスなどを三割ほど混ぜた土を入れ

もどし︑生育が旺盛になってきます︒当然
あらわれます︒九月から十月のはじめころ

シなどの被害になやまされます︒下旬ごろ

までに肥料を十分に施して︑植物体を充実

うにアカダニやシンクイムシ︑グンバイム

などが発生します︒

させⅢ寒性をつけることも必要です︒肥料
成分は︑チッソ肥料にかたよらず︑リン酸

千葉県東部支会講演会

１１

︵都会員文邪教官東教大保谷挫場︶

施せば︑降職の時期まで十分に楽しめます︒

霊
冒

から雨が続けばバラの黒点病やウドンコ病
殺虫剤としては︑殺ダニ剤︑マラソン︑

施

︵石橋報︶

選挙とかけて何と解く家出娘と解く︒そ
の心は︑必ず帰って来る︑とか︒選挙符理
委員会への経理の報告は︑何所でも同じよ
うに法定選挙費用最高限度額以下にしてい
る向が多く︑当選無効とならぬことに努め︑
買収喪等は一切無関係︑その上頭のよく働
く当選者は︑選挙経費を手段を選ばず回収
すると云う事を弧刺である︒東部支会と山
田町選挙管理委員会共催で︑七月六日午後
二時から中央公民館講堂で文化講演会を開
いた︒台風二号の予報や降雨の為め︑聴衆
は多数ではなかったが︑本会理事︑専修大
学教授の木下広居先生には︑御多忙の処を
差し繰られ︑﹁選挙の腐敗﹂り題し約二時
間︑日本弘道会主事渡辺正勇先生からは︑
﹁会祖西村精神﹂と題する大熱演を頂き︑
参会者に感銘を深め拍手裡に五時閉会した︒

ロ

アルドリン︑ＢＨＣ︑ディプテレックスな

クンシラン︑洋ラン類︑観葉植物などの

やカリの成分の多いものを施してください︒

ので︑九月いっぱいで辿肥をやめて栄養生

鉢物類は︑一般家庭では低温で管理します

て使い分けてください︒なお︑禰床にはヨ
トゥムシやネキリムシが発生して︑せっか

どが一般に使われますが害虫の種類に応じ

く植えた苗を喰い倒しますので︑あらかじ

を整えたりいたします・バラや落葉性の花
木などもいつまでもチッソ成分が効いてい

長をおさえ花芽の形成を助長させたり︑形

が食い込んでオガクズのような糞を出して

ます︒

ると新芽が発生したり︑落葉が遅れたりし

めアルドリン乳剤を繭床の土に散布してお

いるのをよく見ますから︑針金で穴にひそ

きます︒バラの株にはカミキリムシの幼虫

んでいる幼虫をつき殺すか︑ＢＨＣ︑やマ

キクやテランセラ︑トレニア︑ベゴニア︑
セン・︿などの苗が容易に入手できれば︑こ

五︑秋の即席花だんづくり

殺菌剤としては︑ダイセンやオーソサイ

れからでも即席の花だんがつくれます︒こ

ラソン乳剤の一○倍液を注射針で注入して

ド︑カラセンなどが使われます︒雨の前後

いたします︒日当りのよい場所であれば屋

れらの草花は涼しくなるほどに真価を発揮

おくと︑よく駆除で︑きます︒

に散布することが効果的です︒とくに台風

くれます︒

上でもコンクリートのテラスでも簡単につ

のあとは病気が発生しやすいので︑丹念に
薬剤散布をしたいものです︒

四︑肥料のやり方

（27）
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司

︒︸ロ

井上学麿選

きて︶うとましき世は︵や︶

梅雨あけの稲田に光る蛍火もたまたまなりや︵まれになり

同菅谷義太郎

花嫁の父となりたる喜こびの溢れし後に残る寂しさ

まじ

をゑな皆ミニスカートの学生の足寒しとせぬ若さ思はる

学校の︵ゅ︶帰りなるらし汽車の中男女交らぬならはしと
︵日日らしさ︶見ゆ

し

上京の登り列車の中にして︵藤夕に︶帽子冠るは吾一人ら

仲よしの友と語れる男あり語尾に悉くょを付けて言ふ

何時迄も眠れる人の日に付きて何時かさむる︵らん︶と気

外つ国の人の隣に背丈足る我国人の来しに安らぐ

梅雨晴し池の汀の黄あやめのゆれ動く影水に移る︵ら︶ふ

重き荷を持ちて駈けたり老いたれど︵吾も︶重労働の東京

にか皇りを︵け︶り

駅内

ふさ

同菅谷喜一

夜の車︵中︶物読む人と眠る客の外に話はする人も無し

のもし

新聞か雑誌を読むか︵など︶立つ人も時をすてざる夜景た

︵詠まれぬる哉︶

旅すれば様々の事身に泌みて短歌の数も数添ふものか

神魂

り︵広葉に光る朝露︶

去年植ゑし桑の若芽の伸ぴあひて染どりの広葉露の光れ

埋めおきし背戸の大根に柔き新芽いできて春立ちにけり

まる︵金環塚発掘二首︶

上つ総国つくられしみ祖神のうなじに垂れしいほつみす

上総嶺嶺たたなふ︵る︶上のおくつきに幾世しづもる国つ

戸毎

五月雨の音たてて降る暗き夜を山崩るる︵音︶か宙に響か

長梅雨を蕗の葉かげにひそ象つつ大慕蛙鱒まりをり

千葉県加藤巳之

Ⅱ

若もの︵き等︶は皆出稼ぎて留守をもる老いの桑山の落葉
かきをり︵くかも︶
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弘道歌壇

農道に蒔きし︵ける︶牧草若やかに茂れる道を︒ヘタル踏み
行く

幌馬車を五台連ねて昇仙峡の奇岩の鶏を見上げ見おろす
岩肌に松は強しも根を下ろす︵し︶枝振り見れば幾代経に
げむ

月にさへ旅する世にも︵とて︶変らぬは夫婦の愛ぞ共白

髪まで︵係の結婚式にあたりて︶
思はざる火災にあひて老教師濡れし書籍を日に︵披き︶
乾しをり

同並木文比古
真向ひの電柱高くわが家をのぞく烏の悲しげになく
つゆめきて寒風荒む庭柿の花芽揺れをり︵なぷるむごさ︶

三重県新家たかし

窓下に一株匂ふ沈丁は書斎の孤独を慰むるごと︵する愛
しき︶

生︵き︶くる道を求め来にしが︵も︶しかすがに心のゆとり

ゆとりなき日日︵歳月︶を過して転之と漂泊の果こ入に住

なかりしを悔ゆ

つひすか

みに髪﹄

吾が終の住み家と思ひ定めねど廿五坪の家建て里住む
︵かも︶

今にして恩へぱ長き歳月を歌の道より遠ざかり来し

停年を迎へて退職せしと言ふ人吾が身辺に多くなりぬる

公害を人はいへども目に見ゆるものの害の桑人の見るら

井上字麿

む

−１︲﹂︑ゴニコ一

よくの夢若き日に立つ身の苦境生きて今日ある命尊とし

公害のその大本は目に見えぬこころに在りと人の知らな

一みふ昼程﹂

生むがはかなさ︵はなげかし︶

ｊくに

目に見えぬこころの害のおほもとは窓法なるを人知らず
けり

目に見えぬこころの迷ひ吹き払ひ先づ公害のもとを清め

１１︐︲︐︲１

む

︵も和み楽しし︶

入浴に身の芯までもぬくもれば一日の疲れ忘れ果てつる

蟻一匹走るを見ても生き物のおろそかならぬ勤めを思ふ

国策か︵は︶この土地にして︵空しく︶努力なき億万長者を

猟ましきかな

川

とき︵け︶かたき思ひにふけ︵焦れゐ︶る折もあれや︵をり︶

１１Ｉ

、 ｰ し 〆

I

電話の音の高く︵リリと独りに︶鳴り出づ
I

rワq､

1

Ｉ︲
１１︲

＠蝶の恋頭上に雲の光り合う

千葉県八木幹男

篠塚しげる選

評﹁蝶の恋﹂は﹁双蝶や﹂か﹁蝶二つ﹂とかに直して採る︒

○葉桜の雨病み易き更年期
○騒音を垣に距てて藤垂るる
○ヘルメット脱ぎ薫風へ胸を張る
○早苗饗や土に生き抜く田渋の手
︑魂棚へ母の遺愛の化粧函

同加藤刀水

評亡き母への追慕の情がよく出ている︒

○門火焚く幸うすき妻のため

︑麦秋や叱る子もなき老夫婦

しがる老夫婦︒

評麦秋の忙しいさなかにあってふと子供のないことをさび一

○夏立つや河骨の黄の陽をはじき

○つゆの蝶八シ手のかげに超やすめ

○わが通る室まで蓄桜の香漂へる

同菅井秀晩

○松に梯子かけたる侭や梅雨つづく

︑紙魚走る日記に遠き母があり
しく感じている︒

評幼時のことを母のことを古い日記を拾い読みしてなつか

○漫画本離さず梨の芯まで噛む

○虫鳴けば鳴かねば淋し独りの夜

同秋葉貞女

評誰しもがよく経験するところ︒

︑短夜の疲れて眠し未完の句

○花菖蒲一亭めぐりに咲き競ふ

同八城梅城

○休耕田雑草伸びて梅雨に入る・

＠女教師も共に交りて盆踊り
柄︒

評女の先生は他人とは思えない︒みな一家の如く親しい間

（30）

弘道 俳 壇

○庭掃除眼鏡は曇り汗雫
○合掌の眼露けし新位牌
︑送り火や門田の闇に吸はれ行く
評下五に情が通っている︒

○虫鳴くや半輪の月草に入る
︑月見草萎れ秋涛華やげり

千葉県宮崎朝水

同小山田皇村

同鈴木春村

評秋涛が華やぐとみたところよし︒

○盆灯し遺影は供花に埋もれて
＠壁よれてズボン掛けあり梅雨の壁
評真正面からの写生︒下五の季語は動かない︒

○梅雨矩健兆す持病をかこち合ふ

同田村隆村
︑秋の蝶立つより風に吹かれけり

同内山小葉

函鯛坤楕溌鮮語芦撫で測州小名木狂辰一

篠塚しげる

○本土寺は紫陽花名所昔より千葉県石橋香峰一

近詠

裏戸出て四五本の紫蘇妻のもの

厨口狭しと匂ひ紫蘇育つ

ノ

評秋の蝶︑秋の風であるのでこの句は生きた︒

○徒然に金魚の水を更えて見る
＠持ち寄りの花捧げ行く盆の月
評盆の感じ︒人なつかしい感じ︒

〔31）

支会だより
福島県上川崎支会結成準備

記念講演会
昭和四十五年四月二十五日︵士︶会場に
あてられた上川崎小学校は︑今から六十年
前︑若き師大森清寿先生と教え子たちの心
のふれ合った師弟愛の物語が秘められてい

大先輩であり︑現在東京教育大学付属坂戸

演をいただき︑時のたつのも知らず︑すっ

の立場からしかも具体例をひきながらご講

大森先生が植えられたという十八本の桜

講演会についてＰＴＡの全面的な協力と教

午後一時開会︒まず︑私からこのたびの

︵上川崎支会五十嵐徳雄記︶

のご発展を祈って止みません︒

ほんとうにありがとうございました︒会

くつろいで岳のいで湯の旧知かな

斗︲Ｊ

↑︶○

だく︒横田先生は︑つぎの句を残されまし

夜は︑岳温泉安達屋旅館に一泊していた

花吹雪記の中を児らかける安斎保夫

桜咲きむとせを過ぎて師の心︲同

温き師の思い出の桜かな横

かこまれし花の集ひのにぎわいて同

学びの庭はいよいよ栄ゆく渡

人の師の手植のさくら年ふりて

く◇

ど印象的だった︒つぎの歌句を紹介してお

夫氏から師恩桜にまつわる師弟愛の物語な

特に大森先生の教え子だったという安斎保

志による懇談会にもいろいろと花が咲き︑

て講演会を終ることができた︒終了後の有

かり先生のお話に魅せられ深い感銘をうけ

高等学校長代理横田佐代次先生をお迎えし
﹁現代っ子と家庭教育﹂と題してご講演を

いただき︑約二百名の聴衆に深い感銘を与
えていただいた︒両先生は当日急行おが一

えし二本松市の﹁かねすい﹂で小憩して会

号で二本松へ着かれたので私は駅までお迎
場へ向かった︒そのときの渡辺横田先生の
句を紹介しておく︒

安達太良は霞の城下見下せる渡
桜咲く古城の昼のいこいかな横

の老大樹が校庭の土堤に高くのび︑枝の半

謝すると共に︑前任地石田小学校時代に学

育委員会をはじめ︑各種団体のご協力に感

うぐいすの声まどらかに古城かな同

分は校庭を覆い花時の素晴しさは︑只壮観

る歴史のある学校です︒

というほかはない︒花吹雪の中で喜安とし

財団評議員︶野口明先生との奇縁から弘道

校植林で︑本会副会長︵木原営林大和事業
会との結びつきのいきさつなど述べ︑講師

てかけまわる児らの姿も何とも言えぬたの
れて本校の象徴でもあり永く村人たちに親

の紹介をしてさっそく講演にはいった︒

もしさがある︒その名も師恩桜と名付けら
しまれてきた老木である︒また校庭からは︑

本会理事渡辺正勇先生からはご祝辞を兼

ら長講二時間余に亘り心理学や大脳生理学

あり︑引続き本日の講師横田佐代次先生か

ねて会の状況や︑会祖西村泊翁のお話など
この日︑本会からは理事の渡辺正男先生

く眺められる︒

残雪に映える安達太良の連峯がとても美し

がおいでになり︑講師として本県教育界の
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1

今云生ロ

かねて予告の通り定款の一部変
更について次のように文部大臣の

２二階の机の下で助かる︒逃げたら落ち

のではないか︒東邦亜鉛の相川社長は責

い間の人と天地万物の共存共栄によるも

ためにも天をも畏れぬ増上慢を反省して

の第一号という︒各自が自らの命を貴ぶ

任を感じて三十年の椅子を下りた︒それ

る屋根瓦の下敬だったろう︒

３続く余震は初震位だから早く安全地帯
へ○

回一ヶ︶延を長蛇の列︒

４炊き出しのむすびを貰うのに︵一人一

５非常持出は容易に持ち運べるようにマ

認可がありました︒

正会員は会費一ケ年金五百円を

ッチ︑ローソク︑懐中電灯など小さくま

程を祈り上げる︒︵渡︶

玉稿に深謝︒残暑の折柄各位のご健康の

仏丁夕会アク毎画ロ

入江︑吉岡︑木村の諸先生を初め蚤重な

◇敬老の日と本会寿昌に因んでの徳川︑

だろうか︒

納めなければならない︒

とめ暗夜でも分るところにおく︒

今少し謙虚な態度で対処すべきではない

正会員にして︑一時金四千円以

６全くの無普察状態となり自替団を組

らで夕▲Ｔ

昭和四十五年八月二十五日印刷

弘道売価一冊金五十円
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は屯戸から乗降︒

うか︒私の人災ではないのか︒ずっと前

と称して世論が高い︒果して公害であろ

添加の食物︑交通事故など︑これを公害

◇オキシダント︑水銀等冬避薬交りや

たが︒

人々の助け合う尊い姿！この逆もあっ

８今も思い出すのは新聞配達の若者が書
物逆びを手伝ってくれたこと︑見知らぬ

７稲車を初め一切交通機関なく︑房総線

の間余震の度に屋外にとび出す︒

織︒三日目に戒厳令が布かれて安堵︒そ

上を納めたものは終身会費を要
しない︒

竹下せつ市原市平蔵

ご寄附
一金弐千円也
一金弐千円也

浅野亮本同

編集後記
九月一日は関東大震災記念の防災の
日︒この町内では西谷会長を陣頭に防災
訓練を行う︒当時小石川で被災した編子

った︒半信半疑だったそれが︑今︑目前

﹁滅び行く宇宙﹂の中にこんな記事があ

１停電︑断水︑電話が不通となり各所に

に起っている︒皆の喜ぶ今日の繁栄は長

の思い出をご参考までに左に︒
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火事が起り焼け放題︒
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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﹄の複刻を試染目下第三十八年報
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︑海後宗臣の権威ある諸先生を仰ぎ︑重点的な資料の公
開出版を試ゑることに踏みきりました︒
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︑近来とみに各種雑誌の資料的価値の
再認識される風潮に鑑承︑﹃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

監修

海後宗臣

大久保利謙

石川謙

史料篇

近代日本教育資料叢書趣蝿捧

大日本教育会雑誌

頒価十二万円分売不可

自明治十六年十一月 全三十巻解題共
至明治二十九年十月

羅稲妬雄一報第一巻至第十四巻全十四冊頒価五万六千円

全十六冊頒価六万四千円

昭和四十四年九月 第十五巻至第三十巻解題共

第二回配本

文部省第革報１重一千八年報五十三綴慧総

頒価二十四万九千百円

東京都文京区大塚二丁目十七番十二号

鍍宣文堂害店

出版部
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