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︹巻頭言︺

自然と調和
沢田源一

近頃よく自然環境の保全が叫ばれるが︑一体自然ということは何
であろう︒原始のままの自然状態ならば︑道もないから︑踏み入る
こともできない︒猛獣や毒蛇や害虫も居る︒吾々が自然と称して愛
する対象は︑実は長い年月︑多くの人為が加はっているのである︒

又人工が自然を破壊していると憤慨するが︑人工の作為である大芸
できないので︑ある︒

術姉や荘厳な建造物も︑木や土や金のような自然の材料がなくては
吾々が親しむ自然にも︑祖先が植樹した山林や︑立派な技師が設
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のできぬものである︒殺風景だと殊更に矛盾を感じようとするより

︵本会理事東京女学館理事長︶

も︑凡ては調和とか融合とかを感ずるようにした方がよくはなかろ
うか︒
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いう︒それが︑日本はいま歴史の曲り角に直面していると

このごろ︑人は何かにつけて一九七○年代ということを

接して︑自分たちの国も一日も早く公害問題が起るように

ため来朝した東南アジアの国の閣僚が︑日本の公害論争に

いってもいうべきものである︒アジア閣僚会議に出席する

一九七○年代の課題

の認識を前提としていることはいうまでもない︒ことばを

大浜信泉
かえていえば︑五○年代︑六○年代は時の流にそって晴性

ている︒

なりたいものだと公害歓迎論を唱えたということが伝えら

的に進んで来たが︑いまや国の内外を問わず︑日本をとり

であるが︑近代産業には︑われわれの生活を豊かにする反

経済の高度成長は︑科学技術の飛躍的な進歩発達の賜物

て取組まなければならない多くの問題が山積し︑意識の革

まく環境は大きく変化し︑日本の前途には発想を新たにし
命とともに︑政治の方向転換が要請されていることを意味

で自然には︑幸に自動的の浄化作用があるが︑それには一

面︑自然の破壊と有毒物の造出がつきものである︒ところ

欧米諸国はむろんのこと︑ソ連もその例に漏れないｏもっ

公害問題は︑すべての近代工業国に共通の現象であって︑

きに起るものとゑてよいであろう︒

がこの限度を超え︑自然の調節作用が︾ハランスを失ったと

定の限度がある︒公害問題は︑結局産業の発達に伴う害毒

する︒そしてこの問題意識の背景には︑日本国民が敗戦の
結果喪失した民族的の自信を回復し︑新たな歴史を作る力
を備えるにいたっているとの自覚と覚悟が裏付けになって
いるとゑてよいであろう︒

この観点に立って前途を展望した場合︑国内的にも国際
的にも多くの問題がクローズアップして来るが︑ここでは
公害問題は︑大気の汚染︑河川海洋の汚濁︑土壌の汚損︑

あり︑また早くから適切な惜置を講じてある種の公害の克

とも︑公害対策に対する力の入れ方には国によって差異が

騒音︑環境の破壊︑毒劇物の拡散等を数えあげればきりが

る公害から完全に解放された天国は絶無といっても過言で

服に成功している例もあるが︑程度の差こそあれ︑あらゆ

公害問題と中国問題だけを取上げることにする︒

ない︒ところで︑公害は︑経済の高度成長に伴う必要悪と
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はない︒

日本は領土が狭院なうえに︑国土開発の総合計画︑都市
計画︑下水や汚物の処理︑道路等の公共施設が立ちおくれ
ていたうえに︑経済成長のテンポが余りに早く︑しかもひ
たむきに生産力の増大を指向して突進して来た結果︑各種
の公害が累積し︑各方面において自然の浄化作用の限界を
超えて一時に爆発した観がある︒

公害問題は︑情報化時代における各種報道機関にとって

は好個の報道資料である︒そして公害に関する報道が︑企

をあてる傾向があるのも自然の成行きとみてよいであろう︒

業の責任の追求と政治の怠慢を告発する角度からスポット

ところで報道には増副作用を伴いがちである︒危険の実体

よりも危機感を優先させ︑それと必要以上に過熱させるこ

とは考え物である︒そこにも︑マス・コミ公害というべき

中国問題には︑国交正常化の問題と国連加盟の問題との

一種の公害のあることを看過してはならないであろう︒

両面がある︒いわゆる中国には︑台湾政府と北京政府とが

たしかにそこに政治の立ちおくれがあったことは否定で
きないが︑しかしおくれ馳せながらも︑その対策を七○年

あり︑そして一方自由主義陣営に属し︑他方は共産体制を

代の優先的課題として取りあげ︑公害防止に関する一連の

ナムと南ベトナム︑東西両ドイツと同じく分裂国家の範癖

標傍している︒この点においては︑韓国と北朝鮮︑北ベト

に属する︒しかし他の分裂国家の場合には︑両方共に統一

の理想を掲けながらも︑分裂国家であることを自認し︑そ

合には︑中国は︑一つだということを前提とし︑そして︑

れぞれの支配領域を認めている︒これに反して︑中国の場

在を認めない︒北京政府が台湾を統治しているという発想

自分の方が全中国の唯一の正統政府だと主張し︑他方の存

が虚構なら︑台湾政府が中国大陸をも支配しているとの主

両方とも一つの中国を主張し︑自分の方が全中国を支配す

張もまたフィクションにすぎない︒それにもかかわらず︑

る唯一の政府だと主張してゆずらない︒要するに二つの中

rq，

立法を整備し︑環境庁という専門の機構を設けて本格的に
この問題に取組むようになったことは︑おそまきながらも
大きな進歩というべきである︒国民の健康延いては生命に
かかわる問題であるだけに︑それによって経済成長がある
程度萎縮しても︑それはやむを得ない︒

公害は︑地震台風等の天災とはちがって︑人間自から造
り出す人災であるから︑防げない道理はない︒結局は︑知
恵と意欲の問題に帰着する︒科学技術は︑経済の繁栄とと
もに各種の公害を生み出したが︑それを克服する力もまた
科学技術に期待する以外に途はない︒必要とあらば︑かつ
ての不可能を次から次へと可能にして来たのが科学技術の
歴史であったことを考えれば︑公害についても必ずやそれ
を征服する途がひらかれるであろうことを信じて疑わない︒

、 レ ノ

起されることは当然の成行きであるが︑この点については︑

めておくことは出来ない︒そこで︑その国連加盟問題が提

がなく︑一方を承認すれば他方はこれを否認するほかはな

国または一つの中国と一つの台湾という発想を入れる余地
い︒そこに︑中国問題の特異性と解決の困難さがある︒

て承認し︑平和条約を締結したうえ二十数年も友好関係を

年の総会をにぎわして来た︒そして日本が重要事項指定方

三分の二以上の同意を必要とする重要事項指定方式とが毎

アルバニヤ方式による提案と︑北京政府の加盟には総会の

北京政府を招聴して台湾政府を追放すべしとするいわゆる

続けて来ているのでいまさらこれと手を切って北京政府に

式の提案国であることであることはいうまでもない︒とこ

ところで日本は︑台湾政府を全中国を代表する政府とし

馬を乗り替えることは︑国際信義の問題はもとよりのこと︑

ろでアル︑ハニャ方式の賛同国が年を追うて増加し︑すでに

国連加盟国の半数近くにも達し︑もはや重要事項指定方式

大義名分上筋が通らない︒そこに日本の立場の苦しさがあ
ブ︵や○

カナダは北京政府を承認して国交関係を樹立したが︑共

転換を要請されていることは争う余地はないが︑それでは

ともあれ日本はいまや中国問題に対処する方針と姿勢の

によってこれを防ぐことは不可能な形勢にある︒

国の不可分的な一部であると強調し︑カナダはこの主張に

どうすればよいか︑その具体案となると︑議論百出百家騒

同声明においては︑台湾については︑北京政府はこれを中
留意するといっているだけで︑直接台湾政府にはふれてい

の政府をそれを代表する正統政府とみるかは中国側におい

鳴の感がある︒政府は︑一つの中国論を基調とし︑いずれ

でもない︒ともあれ︑イタリーもチリもこの方式によって

て自から決定すべき国内問題として取扱い︑そして武力に

ない︒しかし暗黙の裡にこれを黙殺していることはいうま
北京政府を承認しており︑これが突破口となって北京政府

を打出している︒この時点において政府にこれ以上の線を

よらず平和裡に解決されることを期待しつつ︑それまでの

期待することは無理だと思われるが︑中国をめぐる国際世

を承認する国が潮次に増加し︑それが世界の大勢となるで
国連については︑台湾は全中国を代表するものとして創

間は北京政府とも可能な限り接触を緊密にしようとの方針

立当初からの加盟国であるばかりでなく︑五大常任理事国

め手になるものとみてよいであろう︒

論も流動的であるので︑結局は国際世論の帰趨が最後の決

あろうことは予想に難くない︒

の一国としてその地位ゆるかしがたいものになっている︒

︵特別会員・南方同胞援護会々長︶

しかし大陸中国が大国として成長を遂げ国際比重が増大し
て来ると︑これを国際社会から隔離していつまでも封じ込
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その﹁うら﹂は﹁心のなかで思っていること﹂︑﹁外にあら

伏義はさらにこの八つの卦をたがいに組み合せ︑六十四卦

八つの原理を樹てたと伝えられる︒これを八つの卦という︒

ある︒つまり﹁易﹂はかわるということであるが︑その

この﹁易﹂という文字の意味は﹁かわる﹂ということで

われない心もち﹂のことであって︑﹁うらさびし﹂とか﹁う

説の時代の天子伏義が︑はじめて大宇宙の現象を観察し︑

いと根本的にちがうところである︒大むかしシナの神話伝

の原典を根拠としてうらなうのである︒これが他のうらな

さて︑ここで﹁易占い﹂というのは︑シナの古典﹁易﹂

のである︒

いの漢字の占や︑卦の﹁ト﹂はその割目を象形文字にした

そのひびわれの形からうらないをしたといわれる︒うらな

はむかし亀の甲や牛の骨を焼き︑日本では鹿の骨を焼いて︑

れが現在の﹁うらない﹂の意味として適当である︒シナで

吉凶を神に間うて︑その心を承けて︑定める﹂とある︒こ

そこで﹁うらなふ﹂を大言海で見ると︑﹁事の成り行きの

﹁うらなふ﹂は現在では﹁うらなう﹂と書くようになった︒

雄

ｌ

﹁易うらない﹂を説く

現代はうらないのブームである︒さまざまのうらないが
世に興味をもたれている︒易うらない︑星うらない︑生れ
た年の十二支︑人相︑手相︑骨相︑家相︑方位方角︑姓名
うらない︑印章うらない︑トランプうらない︑ソロ︒︿ソう

らないなど︑かぎりないほど︑挙げられる︒そしてどれも
これもみな同じもののように解釈している人が多い︒わた
くしが︑ここに解説するのは︑易うらないだけである︒易
うらないと︑人相や手相などとは︑根本的にちがう︒ただ
﹁うらない﹂という言葉だけは共通して使われているので︑

まずこの﹁うらない﹂の意味を明らかにしておく︒

一

を創った︒この六十四卦で﹁易﹂が構成されたのである︒

﹁うらない﹂は﹁うら﹂という言葉がもとになっている︒

下

らがなし﹂﹁うらはずかし﹂といえば︑ものごとの﹁心の
意﹂であることがわかる︒この﹁うら﹂が動詞の形をとっ
て︑﹁うらふ﹂﹁うらへ﹂となり﹁うらなふ﹂となったので︑
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木

﹁かわる﹂ことには︑たとえば原因︑結果の原理のような

国では関ヶ原戦後︑あたらしい時代を迎え︑江戸時代の初

進められ︑わが国にも伝えられるようになった︒一方わが

四卦としてまとめ︑人為の変っていく明日からの生活を指

ものがなければならない︒易占いはそのかわる原理を六十

間として生きる道を求め︑期せずして当時シナから伝わっ

期に︑永い間の戦争から解放された一般国民が︑等しく人

江戸時代初期の一連の学者の輩出ｌ石川丈山・林羅山・中

てきた古典によって︑人間の学を身につけることができた︒

導する理論の学なのである︒

その後︑この﹁易﹂の原理六十四卦は︑シナの周の時代

江藤樹・伊藤仁斎・木下順庵・貝原益軒等ｌは︑そのこと

になって︑文王によって解説がなされた︒また︑その後︑

紀元前五世紀孔子︵五五一

によって自ら人間を発見したのである︒これは幕府が学問

を意味するのであって︑そのころの青年たちがシナの古典

四七九︶のころに︑さらに註

いわれるようになった︒

間の生きる道を説いた︒周易の原典が成り立ったのも︑こ

であった︒このごろ諸子百家といわれる思想家たちが︑人

うことであろう︒そのことはやはりシナの春秋戦国の時代

たいへんな﹁うらない﹂ブームであるというのは︑どうい

手相などの他の占いとは道を異にする︒しかし総じて今日︑

易学・易占いの歴史は大体以上のようなもので︑人相や

結果によるものではない︒

を奨励した以前の出来事であって︑幕府が学問を奨励した

釈が行なわれた︒﹁易﹂の学問はこのころから﹁周易﹂と
シナは周の末から春秋戦国の時代となった︒有為転変の

のころであるとされる︒つまり周易は有為転変の時代の人

に諸子百家が人生を論じたことと相通ずるものがあるよう

はげしい︑人々の生活の不安はつのり︑明日を定めぬ有様

たちにとって︑人間の生きる道を説いた道徳書であったの

序ではない︒だから天文学や気象学も成り立つのである︒

自然界の現象はたえず活動し変化している︒しかし無秩

｜一

としているといってよい︒

だれもうらないをもとめ︑すこしでも拠りどころを得よう

とり自信もなく模索しているような生活に明け暮れている︒

である︒現代もまた激変する不安の時勢である︒ひとりひ

である︒

その周易はさらにシナ歴代の学者によって研究をつまれ
た︒とくに十一世紀から十二世紀にかけ︑宋の時代に程伊
川や朱子が人間の道徳生活の立場から︑深く理論づけを行
から﹁周易﹂が﹁易経﹂とも呼ばれるようになった︒

なった︒朱子に﹁易経本義﹂の著がある︒そしてこのころ
シナはわが徳川家光のころ︑明の世から清の国となった
が︑徳川吉宗から松平定信のころまで易経の研究がさらに
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変化には原因があり︑結果がある︒したがって活動変化に
ついて予想することができる︒

つぎにこの自然の現象をむかしの学者たちは︑一つの思
想をもって解釈した︒つまり自然の現象に陰と陽との対立
や︑たがいの作用を考えたのである︒自然の現象と同様に︑

われわれの社会にも活動や変化がある︒そして陰と陽との
﹁おごる平家久しからず﹂﹁満つれば欠ける﹂といわれる︒

作用も考えることができる︒陽がきわまれば陰となる︒

また陰がきわまれば陽となる︒．陽来復﹂ということが
ある︒それらのことがまたわれわれの生活のひとつの指針

算木の一は陽︑一は陰ぞある︒右の図で見ると︑天はみ

この八つの原理をまた二つずつ組み合わせて六十四とし︑

な陽︑地はみな陰で︑他は陰陽が組み合っている︒つぎに

その一つ一つを卦として︑それぞれ卦の名をつけ︑その卦

の名のもとに︑ひとつひとつ生活の根拠となる原理を象徴

こんいち

すいらいちゆん

した︒つぎにその六十四卦の名と︑陰陽の構成を一覧表で
けんいてん

示すことにする︒

たくらいずいさんふうこ

ちざんげん

１乾為天三三２坤為地圭巽３水雷屯宝雪
さんすいもうすいてんじゆてんすいしよう
４山水蒙王差５水天需宝三６天水訟三室
ちすいしすいちひふうてんしようちく
７地水師王窒８水地比重龍９風天小畜二三
ちんたいてんちひ
加天沢履三三皿地天泰圭三皿天地否三寵

ちふうしょう

山雷願二雪

諏風火家人三三詣火沢膜三三調水山毒莞壷
らいすいかいさんたくそんふうらいえき
雷水解圭莞 山沢損二二哩風雷益室雪
たくてんかいてんふうこうたくちすい
蛤沢天夫差三 天風娠三三妬沢地華二王
たくすいこんすいふうせい
地風升壷三 沢水困三室蛤水風井壷三

弘雷天大壮雪三謁火地晋二壷詑地火明夷圭三
ふうかかじんかたくけいすいざんけん

らいてんたいそう

たくふうたいかかんいすいりいか
鴻沢風大過三三羽炊為水二壷鋤離為火三三
たくさんかんらいふうこうてんざんとん
瓢沢山威三宝詑雷風恒窒三詔天山遮三室
かちしんちかめいい

ぁ天雷無妄三二妬山天大畜二三

てんらいむぽうさんてんだいちくさんらいい

妬雷地予至巽Ⅳ沢雷随窒雪肥山風蝿壷こ
からいぜいごう
ふうちかん
ちたくりん
廻地沢臨罷三加風地観三壷皿火雷唾暁三圭
ちらいふく
さんちはく
さんかひ
翠山火賞二三認山地剥三龍型地雷復龍雪

らいちよ

てんかどうじん

てん汁くり

となる︒じつに人間は自然や社会の活動や変化の法則の主

喝天火同人三三皿火天大有三三巧地山謙王三

要する︒易学がここにたいせつな意義をもつことになる︒
きざし

かてんたいゆう

体となり︑ゑずからの生活を日日考え︑建設する心がけを

きざし

人間の心も活動し変化する︒それにはいま心の中に存在す
る心の兆が︑変化の原因になっている︒その兆を吟味すれ
ば︑つぎの行動の指針が出てくるのである︒

さてむかしの学者はその天地自然の現象に︑陰陽のはた
らき合う理論を結びつけ︑六十四の原理をつくった︒その
もととなる自然現象は天・沢・火・雷・風・水・山・地の
八つである︒そしてその一つ一つに陰陽のはたらき合う図
式を構成した︒それを算木で現わしている︒

天三沢三火三雷雪
風三水巽山軍地壷
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すいかきさい

紙片に書いておく︒

五︑今かりに五本のぱあい︑風三であるから︑その三を

四︑右の残りの本数で卦が定まるｏ一本は天三︑二本は

いた時は︑指にはさんである一本だけをもつ︒

加えて七本となる︒八本取って左掌の残りがゼロになって

七本は山壷︑八本は地壷である︒

らいさんしようか

沢二︑三本は火三︑四本は雷圭︑五本は風三︑六本は水壷︑

ふうたくちゅうふ

田風沢中手二室舵雷山小過至宝品水火既済莞三

たくかかくかふうていしんいらい
⑱沢火革三三別火風鼎三三副震為雷室室
こんいさん
ふうざんぜんらいたくきまい
盟艮為山室室闘風山漸三三副雷沢帰妹雪三
らいかほうかざんりよそんいふう
弱雷火豊雪三弱火山旅室室師巽為風三二
だいたくふうすいかんすいたくせつ
銘免為沢三二弱風水漢三宝帥水沢節勇三
かすい熟さい

火水未済三宝

六︑笠竹でもう一回︑全く同じことを繰り返し︑最後に

右の六十四卦の一つ一つは︑それぞれ宇宙の原理を形象
に表現したものであるが︑それはとりもなおさず易学の原

八本になったら︑八本は地王であるから︑壷をさきの風三

解説してあるがここにこの地風升の解説の一部を引用する︒

小著﹁易占﹂︵実業之日本社刊︶にはこの全六十四卦を

地風

理であり︒それを﹁うらない﹂によって︑われわれの心象

の上に書く︒窒三となる︒これを右の表で見ると︑四六番
の地風升が見当る︒地風升の卦が出たのである︒

毒ご︾ｅ︑し

つまり心の兆に通じるようにし︑今日明日の生活設計の資
次に﹁うらない﹂の繰作について述べる︒本来麓竹を使

料とするのである︒

うのであるが竹箸でもこよりでもよい︒五○本を用意する︒

この卦は地下にまかれた種子が地上に芽を出し︑成長し

︑︑︑

｜︑まず五○本を左掌にもち︑右手の指で一本をぬきと

力強く梢も高くなる︒易の原典に﹁君子徳を順にし︑小を

ていく象である︒やがて若枝も成長し︑根も丈夫になり︑

二︑残り四九本を両手で膜目しておよそ二つに分け︑半

となって︑天をつく高さにも成長することを意味している︒

積んで︑高大をなす﹂とある︒この卦の名の升は木が大木

り︑机上におく︒

分を右手で机上におく︒そしてそのうちの一本を取り上げ︑

一歩一歩堅実に︑基礎を固め人間としての土台をつくりな

人の心服を得︑大志が行なわれる象徴である︒進んで吉︑

︑︑︑

左掌の薬指と小指の間にはさむ︒
三︑左掌に残された半分の笠竹︵竹箸こより等︶から︑

︵特別会員︑東京芸大名誉教授教育過程群議会長文博︶

がら︑仕事を進めることがたいせつである︒

右手指で二本づつ四回︑合計八本を取り出し︑また机上に
おく︒同じことを繰返し︑左掌の笠竹の残りが七本か︑そ
れ以下の数になるまで行う︒もし七本の時は︑さきの小指
と薬指の間の一本を加えて八本とする︒六本の時は一本を
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︑

●

・

１

１

１

江藤彦武
人間の幸福は一体どういうことであろうか︑政治を志ざす私
としては時をこの事を真剣に考えるのである︒物質面のみを見
て幸福を考える人もあれば精神面のみを見てその幸福を考える
人もある︒然し物心の両面を考えて人の幸福を考える事が一番
妥当の様な気がする︒然し物心両面の何ちらに重点をおいて考
えるかというと精神面に重点を置く事が正しい様な気がする︒
いと考えた時自分の財産の半分ぐらいはなくなってももうすこ

僕の知って居る大金持が晩年にいたってあと何年も生きられな
し生きたいものだと云った事を思いだす︒天の神は誠に公平に
その金持に数年をへずして死をあたえたのである︒又或る日本
で有名の富豪が死んだ事がある︒そうしたら遺産のあらそいで
兄弟孫達がお互に訴訟を起し血で血をあらう争いを起したので
ある︒実に悲しい事である︒みにくい事である︒そんな位なら
ば生前財産の大部分を社会奉仕に寄附した方がその人は浮ばれ
西郷南洲先生が子孫のために美田を買わずと喝破した事は本

たのではないだろうか︒

西郷南洲先生は特に美田を買わずと云った︒要するに物的財

当に達見であると思う︒

産を残さない︒精神的財産をのこすと云う反面をさとしたもの

私は考える︑人間の偉さ特に政治家の偉さと云う事はなんで

と考える︒

あろうか︒それは大勢の人灸に正しい方向をあたえる事である

この正しい方向を早く深く見透す事のⅢ来る事ほどその人が

民ノーと田心員ノＯ

西郷南洲先生はその意味で本当に偉大な人物であると思う︒

偉いのであると思う︒

ところが最近の政治家はどうだろうか︒小手先の器用な人は非

い様な気がする︒殊に現在の民主主義という世の中になると大

常に多くなって居るが本当に卓見をもって居る人は非常に妙な

衆に迎合する事のみを考え大衆を一の方向に引きずって行く迫

ところが最近日本の傾向は非常に物質にのゑ偏在する傾向に

力は全くない︒なさけない事である︒

なって来たような気がする︒例えば若い人食に仕事を手伝って

ったら超過勤務手当がいくらと︑金の一美づけのみを気にしてい

もらう場合など︑一時間いくらだから何時間でいくら︑晩くな

る︒仕事に情熱をかんじて仕事第一に報酬は第二次的に考える

と云う事は想像も出来ない事であるようだ︒私は若い時から凹

たと思う︒

分の仕事に情熱をかんじ熱情を傾むけ得た事は本当に幸福だっ

この傾向が余り強くなると共産主義の温床になるのではなか
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ろうか︒物質万能の考え方は反転すると唯物史観に通ずる事に
なるのである︒私は昭和四十年に共産党の野坂参三君と参議選

つたポーランド紙幣を銀行にいってポーランドを出発するとき一

して革製の立派なトランクを買っていろいろの諸費用を払い余一

は銀行ルートの五倍である︒共産国ポーランドの経済が如何に一

亦ドルにかえて金をもうけたものがあった︒実にヤミドル相場一

事は皆さん御存知の通りである︒チェコス弓︿キアでは銀行レー
ートの二倍で旅行案内人がドルをチエコのお金に換えてくれる一

ずしてポーランド国民が物価騰貴の苦しみのため暴動を起した一

軟弱であるかがこの事ではっきり判った︒そして数ケ月をいで一

で対決した事がある︒私は此の目で本当に共産主義の諸国の国
が機会一﹂めぐまれて昨年四月同志諸君とともにソ連東欧八ケ国

民が幸福であろうか︑此の眼で見て来たいと多年熱望して居た
を見て来たのである︒四月十日に東京羽田をエイアフランスの
は他の国と全く異って到着するまで自分の泊るホテルの名前も

のである︒勿論旅行案内人は共産党員がそのシンパである事は一

ソ連直行の一番機でモスコウに乗り入れたのである︒ソ連旅行

場所も判らないのである︒到着して初めてホテルが判るのであ

ェコの大統領は誰ですかと聞いて蕊なさい︒その旅行案内人は一

皆さんがチェコスロバキアに行く事があれば旅行案内人にチー

云うまでもない︒

全く不便なものである︒モスコウのホテルロシアに泊ったが出

ているのです︒ソ連圏の諸国は政治犯はだいたい重労働二︑三

知らないと答えるでしょう︒知らない事は口にしない事になっ

ストの室に閉じ込められるのである︒ていのいい軟禁である︒

る︒全く不便なものである︒飛行機乗換の場合でもインッーリ

キャビアの二︑三個ぐらいのものである︒ところが驚いた事に

発前の夕食時にお土産を買う事になったがたいしたものはなく
はそのお土産の料金を日本円で払うと喜ぶのである︒ソ連にい
本の実力が評価されて居ることだなァと思った︒ソ連をたって

もどうにもならない︒何時の日か数ケ国連合で抗議をしたいも一

ビエットはｚｏｏｏｏ﹄である︒然しハンガリー一国で反対して一

ハンガリー女性の案内人が本当に真剣に私に話した事にはソー

十年が通例なのです︒実に不自由なことではありませんか︒一

ポーランドのワルシャワにむかう飛行機に乗る際に軍人か警察

のだと云って居りましたが一言数十万の重装備の強力なソ連軍一

って日本の円が通用するのは本当に驚いた事である︒これも日

には驚いた︒やはりソ連国外に逃亡するものを厳重に監視して

官か判らないが飛行機の乗り口で・ハスポートの検閲をうけたの

ところが終戦直後の火焔ピン闘争などはげしい革命闘争の姿一

なあわれな日本にしてはなりません︒

隊の前にはそれも不可能に近いのではないでしょうかｏその様一

よい国でない事がはっきり判る︒ポーランドに入って驚いた事

い事はない︒むしろ一回位は共産党にでも政治をやらして染た一

を知らない多くの若い人為の中には共産主義なんか一つも恐し一

居るのである︒だからソ連と云う国はそれを見ても決して住み

である︒

らどうだろうなどと云う青年が増えて来て居る事です︒自由主一

には共産圏の国であるからヤミドル買いが町に横行して居る事

一行の中の一青年はヤミドル買からポーーフンドの紙幣を交換
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義国家群の政権交替とは全く異なり共産党が政権をとればそれ
皆さんは自由国家群の飛行機の墜落事故はよく報道される事

にお気付でしょうが︑ソ連の飛行機の墜落事故は中国の飛行機

連には飛行機事故はないのか秘かに聞いて見たものです︒とこ

事故の報道を見たことがあるでしょうか︒私はソ連に行ってソ

ろがソ連でも飛行機の事故は︑由国家群と変りなくよくあるそ

うですが︑それ等の事故は一切新聞で報道されないそうです︒

プラウダでもイズベスチャでもソ連の重要報道機関の事務所な

す︒総てが言論統制ですから︒ですからソ連等の共産圏の報道

どは極めて小なものです︒一寸驚きましたが不思議はないので

は自分に都合のいいことだけは知らせるが都合の悪いのは一切

知らせないのです︒この事を若い人☆は知って貰いたいのです︒

私は本当に考える︒三千年の伝統に輝くこの日本を次の世代
の人々にすこしでも良い日本としてつたえて行きたいものだと

考えて居ります︒今年は躍進のいのしし年です︒果してその様
に参るでしょうか︒なんとかそうありたいものだと心願して筆

をおきます︒︵元消防総監︶

篠塚繁先生のご栄転
俳句選者篠塚先生には一月十一日付で日本銀行監事にご
栄転のため財団法人日本証券研究所常務理事をご退任なさ
いました︒心からお慶びを申し上げます︒高度成長で世界
を駕かしている﹁大国﹂日本も世界経済の状況による影響
は益々多きを加えるものと存じます︒この時に当り一段と
ご健闘の程を祈り上げます︒

︵第十九頁よりつづく︶

しるままに記した天才の所産ではなく︑勤勉な克己によっ

て生み出された結晶であった︒自己を知る意味においてあ

まりにも聡明であったこの人は︑自己の足らざる運命もよ

く知り︑あまりにも早く疲れてしまった︒そして身内にこ

なかでの自己の位置を︑余りにも歴史のなかに逆行させて

もる怒りを︑あまりにも過去に仮託してしまった︒伝統の

しまったのだｏそしてその叫びは︑スイスの新聞で書かれ

たように﹁荒野の叫び﹂に外ならない︒日本は今︑荒野の

如き状況にある︒その自裁の手段と結果を誉めることはで

⁝⁝⁝⁝＊⁝⁝⁝⁝＊︒：⁝⁝・・・＊⁝⁝⁝⁝

きないが︑その冥福を祈りたい︒︵特別会員・教育評論家︶

︵第二十五頁よりつづく︶

たれないし︑民主主義税制とは程遠いこととなる︒フランス革命の

り︑公の租税の必要性を確認し︑これを胤由に承諾し︑その使途を

人権宣言第十四条﹁すべての市民は︑自身でまたはその代表者によ

追及し︑かつその数額︑基礎︑徴収および存続期間を規程する権利

のため︑共同の租税は不可欠である︒それはすべての市民のあいだ

を有する︒﹂第十三条﹁武力を維持するため︑および行政の諸費用

でその能力に応じて平等に配分されなければならない︒﹂掬すべき

して︑貿易立国日本が先進欧米に比すれば三十有年の後進性ある公

文言である︒国税は応能︑地方税は応益︑それぞれ負担区分を達観

侭を果すためにも︑課税上の再吟味が要請されるべき時期が到来し

害を克服し︑立ち遅れた社会公共演本充足のため遺憾のない予算措

ているのである︒︵東京都会員公認会計士︶
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は永久的なものであるという事を考えなければなりません︒

一 一 へ 〆 、 一 一 へ 一 一 − 一一 、 へ 一 一 、 一 F ー 一 一 一 一 へ / 、 ハ ゾ ヘ ､ へ 一 一

一 へ / ー シ ー ー ､ 一 − 一

一 一 一 一 シ ン シ ー ー ヘ 一 一

塩昂領勃命

Ｉ蝋Ｉ
へ
ー
シ
一

慈父と仰ぐ

島津忠重公の
御霊のみ前に

渡辺正勇

東京上馬のお邸にお伺いして本会の寿昌杯と寿詞を初対
日の午後であった︒公は元公爵︑海軍少将︑大藩薩摩侯︑

面の公に差し上げたのは忘れもしない昭和四十二年六月五
皇后様の叔父様であられるのだから貴重な贈物も数多いこ
とであろうに︑すぐにお開きになって殊の外のお喜びであ
った︒公からは植樹祭の思い出︑明年盛大に開催の鹿児島
の明治維新百年記念祭の計画のこと︑徳川慶喜公と勝海舟
して沖維戦終結十七周年戦没者慰霊祭参列の帰途桜島磯公

翁とに対面のことなど︑私からは千葉県遺族代表の一人と

六期後輩︑沖細根拠地隊司令官として小禄の海軍壕で自決︒

園の見学︑霧島神宮参拝等のこと︑兄大田実︵公より海兵

戦艦河内乗組の頃と思われる︶から聞いたｌ﹃公の部下
が誤ってランチを損傷した時︑公は﹁これはどれ位か﹂と
仰った︒さすがに殿様はちがったものだょと感に堪えなか
ったらしい﹄お話をお伝えしたら︑﹁そんなこともあった

かなあ﹂とお笑いなされるなど︑話ははずんで一時間余に

もなったのも今は思い出の種である︒

このことについて︑公は同年八月剛号に﹁私達夫妻︵伊

礎子夫人︶共長い間日本弘道会の特別会員として名をつら

ね︑会の方々にご迷惑をかけて来てこそ居れ︑会の為何等

尽すことの出来ないのを常に遺憾として来て居たが︑計ら

要望を承り大いに恐縮﹂とご謙遜︑さらに﹁渡辺主事にお

ずも寿昌祝の立派な木杯と祝詞を頂戴した︒またご寄稿の

目にかかり世間話に花が咲いて楽しかった﹂と歓談の模様
一杯である︒

を九月Ⅷ号に一記されているので︑今以て忘れえない感激で

ご快諾の玉穂臓前記剛号に﹁械樹祭の思い出﹂Ｉ大荒

れの低気圧のため寺山の予定をにわかに変更︑磯公園内の

喜鶴亭で松の実を両陛下がお播きなされ︑さらに公の姉君

で皇后様のご生母久迩宮大妃殿下お育ちの部屋をご覧のこ

と︑剛号に﹁私の健康長寿法﹂Ｉ運動でばテーヌと乗馬

がお得意で︑酒︑煙草はお用いなく︑奈良漬でもお酔いに

なられるとのことに私は驚いたのであるが︑歯は朝夕二回

必ずお磨きになり︑三十二本の歯が完全にお揃いとのこと

にもまたさらに大きな驚きと羨しさを感じたことであった︒

明けて昭和四十三年は明治維新百年一記念である︒この記念

すべき一・二月妬号に宮中で徳川家達公の紹介で最後の将

軍慶喜公との対面の﹁徳川慶喜公を偲びて﹂を︑三月川号

に薩摩屋敷に赴いて西郷南洲翁と面談︑江戸百万の生霊を
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故島津忠重公（右）と筆者

かいかわ

との古歌︑

人一たび死すれば何れの時か帰らん

誰上の露何ぞ肺き易き露は肺くとも明朝復落ちん

救った﹁勝海舟翁を偲んで﹂を寄せられたので本誌では伊
原字三郎画伯筆の西郷勝両雄会見図︵所在不明︶を口絵とし

預かったので︑公の玉稿掲載の本誌を控え室に持参して︑

婚披露宴は昭和四十二年十二月十四日であった︒お招きに

赤坂プリンスホテルでの令孫修久氏と西郷伊都子嬢の結

との中国の挽歌証露がひしノ︑と胸に迫ってくる︒

ばんかいろ

たのであった︒この記念にピタリの人物と思うと公自ら仰
せられる通り︑本誌が日本一の記念特集号として誇りうる
のも偏に公のお蔭であった︒

公は海軍︑政界︑文化等に幾多のご功絞を残されておら

ご媒酌の大久保利謙先生︵本会評議員︶から紹介して頂こ

れるばかりか︑日英両国貴族界の花形であり︑さらに花弁
兼任され︑英国園芸協会の委員でもあった︒植樹祭の折︑

同好会︑帝国愛開会︑園芸文化協会︑ダリア会等の会長を

の大雨であった︒大久保先生は関ヶ原合戦以来島津家に付

かしまた痛く光栄に感じたのであった︒この日はあいにく

物の﹁島津雨﹂と呼ぶもので︑今日は新郎新婦の千代の契

うとしたところ︑公の早速のご紹介で私は大いに恐縮︒し

ウラン各二鉢を︑植物にもご精通の陛下に献上された公の

磯公園内から珍種のサッマ小菊︑波色ゲンノショゥコ︑ポ
ご見識はさこそと思われるのであるＯ奇しくもお生れが菊

不思議にも︑翌年四月十八日の青山葬儀場での公の告別

の固めとなっていると付説された︒

八十年はまさに﹁花のご生涯﹂と申し上げて然るべきもの

香る十月で︑おなくなりが花の桜の四月なのだから︑公の

に強く降り注いだのであった︒私は涙ながらに本会を代表

式にも︑今日を限りの別れを惜しむ﹁島津雨﹂が残んの桜

して玉串を捧げて公のご冥福と本会にさらに乏しい私にも

であろう︒わずか一年足らずのご春願で園芸談の一端をも
日頃ご壮健であられた公が令孫ご結婚のご安堵もさること

うかがうの機を逸してしまったことは惜しいことであった︒

ながら︑ご平癒ご退院という日に︑にわかにおなくなりな

ルでのえがたい記念の遺影ｌ在りし日そのままに﹁しっか

ご冥加を賜りますようお祈りした︒結婚式後プリンスホテ

かったとしたら︑どんなにかご長命なされたことであろう

されたというのであるから︑もしこの急変ということがな

て私は限りない感謝を今日も捧げ続けているのである︒

りノ︑﹂と私を激励して大きな力を授けて下さるｌに対し

今幾たびかあひましけむに︵本会主事︶

あと十とせ長らへまさぱ花の日に

かと今さらながら残念でならない︒

つひに行く道とはかねて聞きしかど
昨日今日とは思はざりしを
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木下広居

三島事件についての疑問

｜その文学的自殺について
三島事件については︑汗牛充棟ともいうべき文献が現わ
れている︒そして︑それが二月号の雑誌で終るのでなく︑
とめどもなく続きそうだ︒

しかも︑今までのところ︑作家や文芸評論家だけが書い

る人がある︒

また︑三島事件の本質は﹁性﹂にある︑とする人がある︒

同性愛の極致に美と死がある︑とする︒三島は︑自分の介

錯を森田青年に頼承︑森田は第三の青年の介錯で割腹する

であろうか︒死ね︑と命令したのであろうか︒

ことを︑きめていた︑という︒それは︑三島に対する殉死

ある人はいう︒三島は本質的に男性ではなくて︑女性で

あった︑と主張する︒元来︑からだも弱く︑カニを見たら

失心する程の︑こまかい神経の持主であったから︑むりに

心身を鍛錬した︒ボディビルも剣道も馬術も︑青年期以後

に初めたものだ︒しかも︑男性としての本質を自分のもの

にすることはできなかった︑とする説もある︒

三島は割腹自殺の場而を︑劇で自作自演したことがある︒

た日輪が昇るのを感じた︑というようなことが︑多くの作

まさに︑短刀を腹に突き立てた瞬間に︑腺には︑赤々とし

ているようだ︒﹁芥川・太宰・三島という作家たちの自殺﹂

として取扱っているのが多い︒それは︑新しい形の自殺で

問題は︑こういう文芸方面からの評論だけで済むか︑と

家によって引用された︒

あり︑同時に︑新しい生き方を示したものとしている人も
自殺といっても割腹だ︒ピストルや毒薬によるものでは

ある︒

だいいちは︑ノーベル文学賞候補にあげられていた︑と

に取扱っていることだ︒

減するために斬首してやるのが正いか︑いや︑そうではな

いうことが民衆の頭にある︒しかし︑これにも︑いろんな

いうことだ︒それが︑あらゆるジャーナリズムが興味本位

い︒乃木大将のように︑書斎に一人で閉じこもって割腹し︑

疑問がある︒外国で賞讃される︑ということは︑外国語と

ない︒そして︒武士道による正式のものかどうかに疑問が

数時間の苦痛を耐えしのんだ後に絶命するのが正式だ︒そ

くに英語に雛訳された小説が多かったことが原因ではない

ある︒介錯として︑つきそっている者が︑本人の苦痛を軽

れでなければ責任が果たせず︑罪の償いにもならぬと評す
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長命を尊ぶ考えがあるのではないか︒老夫婦がともにシラ

いったい日本人の思想には︑ギリシャ時代とちがって︑

ガになるのが目出たいとされて来た︒としをとって仙人に

か︒

これも︑その作品が雛訳しやすいものだった︑というこ

近づくのが理想であろう︒はたち代で死ぬ︒最も美しく︑

たくましい時に︑突然に死が訪れるのがいいとするのは東

に︑アイマイなところがない︒それは︑日本の作家にとっ

洋的なものであるかどうか︒

とだ︒一つ一つの単語の意味が︑はっきりしている︒文章

て︑外国語にしたら︑まったく︑︲つまらないものになって

ある人は︑三島においては︑芥川や太宰などと同じく︑

ては珍しいことなのではないか︒和歌や俳句をはじめとし
しまうのが多い︒日本の小説はとくに︑銃訳しにくい文体

なくなった老醜を世の中にさらしたくない︒自分は書きた

いことは全部書いてしまった︒もう生きていても書くこと

文学的に行きづまって書けなくなった︒としを取って書け

がない︒四十五まで生きたことは︑あやまちだった︒少く

とから︑理解者が外国で多かった︒それで評判になると︑

でも︑外国で承認され︑ほめられると日本で初めて評判に

それが日本に︑はねかえって来た︒たいていの学者の業績

たのではないか︑という人がある︒

とも︑昭和四十五年中には︑死ぬべきである︑ときめてい

と内容ではないのか︒ただ︑外国語になった作品が多いこ

でたっても世界的名声とはならない︒

なる︑という順序だ︒日本人が賞讃しただけでは︑いつま

こんなことを︑いってくれた︑ということとは関係なく︒

討して承る必要があるのではないか︒﹁外国の批評家が﹂

われた現象は︑多くの人にとって︑寝耳に水というか︑青

ていたところだ︒しかし︑昨年十一月二十五日の事件に現

こういう文学的側面は︑作品を通じて︑早くから知られ

ニナチの模倣者として

三島の小説は︑日本的なものを根底としているのかどう

る出来事だ︒何の前ぶれもなく起こったことだ︒

天のヘキレキだった︒あまりにも突然な異常心理の人によ

いったい︑どれだけの価値があったのか︑もう一度︑検

か︒むしろ西ヨーロッ・︿的な物の考え方ではないか︒それ

そして︑似たような事件を求めれば︑決して無いことは

は︑自分のからだに性的な興奮を感ずるもので︑一種の自
て溺死し︑死後は水仙︵ｚ胃の房ｍ扇︶の花に化した︒という

己色情と呼ばれる︒水に映った自分の姿の美しさにこがれ

の海軍々縮条約をやった政府に対する反抗であり︑統帥権

ない︒日本的なものともいえる︒五・一五事件はロンドン

を犯したことに対する憤激である︒さらに政党の腐敗に対

ギリシャ神話の美青年の伝説がある︒それは︑自分の身体
的な美に対する自惚︵うぬぼれ︶である︒
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次に自衛隊の姿勢だ︒五人の男が︑三島の私兵たる楯の

は時代おくれでもあり︑許されないことではあるまいか︒

二・二六は農村の不景気と資本主義攻撃がそれと結んだ

する弾効の意味を持っている︒

軍首脳部と財界︑官僚排撃だ︒共通するのは︑腐敗政治家

まま︑入れたことは重大だ︒出入を許可しないのが当然だ︒

した時︑皆が日本刀を持っているのを見て︑それを持った

許可するならば︑日本刀は衛兵詰所において︑あずかるの

会のナチまがいの制服を着て︑市ケ谷の衛舎にはいらんと

ただ︑武力によって正しい政権を樹立しようという考え

が天皇の統治を台なしにしている︑という攻撃だ︒
方︑その計画は︑どんなものだろう︒クーデタについては︑

が当然だ︒あるいは︑はいることを許可するかどうか︑司

さらに︑市ケ谷にいる二千人は︑昔でいえば︑近衛兵で

令官に電話で打ち合わせるべきである︒

反対意見が︑いくらでもある︒

らぬ︒国民の大部分を納得させてからでなくては︑政治上

が民間人四︑五人のために逮捕され︑縛ばられたことは︑

あり︑立派な最高装備を持った一個旅団だ︒そこの旅団長

あらゆる政治的変革については説得と説明がなければな

は答えにくいのが︑クーデタ主義者ではないか︒

しかも︑話し合った結果︑三島の講演を聴くために︑二

どういう意味を持つか︒

の変化はありえないのではないか︑といわれると︑これに
フランス革命という大きな暴力が荒れたあげく︑腐敗政

というのだが︑こんなことが許されるのか︒

千人の部隊員を召集した︒これは︑三島の話を傾聴しろ︑

治が続き︑どうにもならなくなった時代には︑ナポレオン
のクーダタを要求する声は︑フランス人の間に圧倒的であ

今はどうであるか︒武力や暴力を使って︑ある目的を達

外国では︑日本は再軍備するばかりでなく︑軍国主義にな

家を防衛するために設置され︑莫大な予算を使っている︒

の他に保護を求めた．ｌこのような自衛隊でも︑日本国

そして︑百十番によって︑この市ヶ谷部隊は︑牛込署そ

った︒あの時代には︑武力による法と秩序の回復という方

しても︑すぐ反動の起こる時代ではないか︒暴力は別の暴

法が観迎された︒

力を呼び起こし︑内乱になり︑さらに外国の干渉と占領を

しかも三島の私兵はナチのようにファッショのように︑

では霜ないかＯ

どころか︑自衛隊そのものを守ることすら︑あぶない実状

るのではないか︑と騒いでいるのがある︒ところが︑国防

暴力によって︑クーデタによって政治の方針を変えさせ

導入する危険があるのではないか︒

よう︒政治のルールを︑さらには憲法を変えよう︑という
のは︑中南米あたりには残っているのが︑文明国において
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だ︒

いうウワサがある︒二月号の雑誌は︑こういう記事で一杯

全国的に組織し訓練する計画が三年前から出来ていた︑と

もなかったことは︑どういうことか︒また例のくせが︑臭

の代表質問において︑数日間︑三島事件について何の発言

首相の施政方針演説が行なわれていた︒それに次ぐ与野党

それでは︑すまされないはずだ︒そして三島は市ヶ谷自

い物にブタか︒

衛隊に行ったが︑国会の本会議場にも首相官邸にも現われ

三島はヒトラーと似たような側面を持っているのではな
いか︑という疑問がある︒自分の作った私兵と党によって

なかった︒そういうものを無視していたのだろうか︒

誰よりも︑この事件については︑首相や防衛長官や公安

よう︑とねらったらしい︒それは︑自由とか民主主義を排
斥するものだろう︒必要なことは︑外国製の民主主義では

委員長が責任を感ずべきだが︑だれも弁明すらしない︒野

政権を取ろう︒そして︑日本古来の伝統と文化を復活させ

なくて︑日本の伝統だ︑天皇制だ︒天皇制も︑その﹁人間

て扱うことに終っているのは︑どういうわけか︒首相は気

党も黙殺している︒三島を単なる作家とし︑その自殺とし

そういう日本の﹁正しい伝統﹂は︑はたして︑いかなる

ちがいだとし︑防術長官は法と秩序を染だす者だ︑問題に

宣言﹂というようなこととは正反対のものだ︑という︒

ものか︒これを︑もっと国民が納得できるように説明しな

ナチそっくりの思想と政策を持つ者が︑私兵を組織しつ

たる者は︑どう考えるべきか︒反看すべきだろう︒

慨してやったことにちがいない︒もしそうならば︑政治家

決して気ちがいではない︑と思う︒今の日本の政治に憤

ならん︑といった︒

ろで対立や分裂があったのでは何にもならぬ︒何にもなら

ければならぬ︒何が正しい伝統かについて︑基本的なとこ
ぬどころか︑非常に危険である︒

それは︑三島という個人が︑こういうものだ︑と断定し

つある時に傍観していいのか︒再軍仙についても︑自衛隊

て︑国民に押しつけるべきものではあるまい︒冷静に話し
合い︑書き︑読桑して︑ようやく成立する合意がなくては

の在り方についても放言している今東光や石原慎太郎とい

︵本会理事専修大学教授︶

った議員も発言する義務があると思うが︑どうか︒

ならぬ︒

とにかく︑冷静な話し合い︑ということが︑最も大事な
の場とするならば︑何といっても国会が中心でなければな

問題について不足しているのでほないか．ｌ話し合い
らぬ︒その国会では︑ちょうど三島事件が起こった時に︑

イー

庁ｆ
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／Ｉ︑

荒野の叫び

の死に方を正当化することはできない︒とくに激文はいた

だけない︒それが誰によって︑どのような理由で語られる

にしろ︑殺人の論理は認めることができないからである︒

また︑若者を道連れに何人かに手傷を負わせたことも責め

られるべきである︒切腹という方法はすさまじいものであ

信すべきだと考えるが︑もし死を選ぶとしたらもっと倫理

わたしは︑文人は・ヘンが剣よりも強いことを最後まで確

ｌ三島由紀夫氏の死Ｉ

り︑方法的効果は完壁であるが︑介錯人の問題もあり適当

な手段とはいえない︒三島さんの死に方は︑あまりにも自

三島さんの死は︑文学者三島由紀夫の生涯の当然の結果

武井正弘

であった︒思えばこの人くらい︑死について語り続けた作

のみが武人ではない︒志を後世に残さんとしたなら決して

性のある古武士のような死に方が尊いと思う︒言挙げする

貫かれていた︒

己を特殊化した︑普通の人たちとは別なのだという発想に

家はいないのではないか︒二十五年間の文学的営為は︑つ

むなら︑いつかこうなるという予知はあった︒それにもか

る大学生たちの話に加えてもらえず︑少し離れたところで︑

である︒少年であったわたしは︑高文試験の勉強をしてい

三島さんと初めて会ったのは︑もう二十五年も前のこと

た︒

かわらず︑その死は大きな衝撃を与えた︒世人は作品を虚

一一

若者を道連れにすべきではなく道理を破るべきではなかっ

ねに死の論理の追求にあてられていた︒

強い自意識に支えられて生きたこの作家にとって︑自己
省察とはいつも他者によって眺められる自己を語ることで

構の世界︑創りものとして受け取っていたので︑その文字

机の上の平岡公威という署名のノートを開いて眺めていた︒

あったので︑その精神によって生み出された作品を順に読

の一宇一宇が作者の血によって記されたとは思わなかった

美しく︑意味は解らぬものの︑この持主の氏名とニイチェ

中味はニイチェのツァラトストラで端正な桔害の醤ヘン字が

三島さんはその死によって︑政治の虚偽と腐敗への怒り

という名前が結びついて記憶に残った︒平岡さんは髪の美

からである︒

をぶちまけ︑その絶滅を提起した︒だが︑これで三島さん
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しい︑小柄で聡明な瞳をした人であった︒

十歳すぎて運動に励桑若さを保とうと苦心した事柄と結が

っており︑四十五歳の死を決意させた衝撃でもあるように

思われる︒遺稿の﹁天人五衰﹂でも同じ結末が用意され︑

そしてそれ以後︑作家三島由紀夫があの平岡さんである
ことを知り︑その作品を次為と読みながら成人した︒この

死んだ者の状態である︒このシーンを読み了えて︑わたし

は謡曲の﹁人生五十年化転のうちをくらぶれぱ夢幻の如く

蝉時雨のなかに立ちつくす老人の姿は︑すでに生きながら

なり﹂という一節を思い浮かべた︒三島さんが老年を︑む

人の文章の持つ香気︑感性の鮮々しさに打たれた︒だが︑

しさを失った︒文章は洗練されよく選択されていたが︑そ

三島さんの作品は︑潮騒あたりを最後に︑急速にこの鮮だ
れはもう余りにも人工的で︑作者の喪失した若さの貴重さ

しろ結実としてとらえ得たなら︑その人生はずっと変って

それからを化粧の美しさで飾ってこなければならなかった

いたにちがいない︒だが︑若さの喪失でその輝きを失い︑

を感じさせる痛ましいものでしかなかった︒

り︑腕まくらをして考えていた︒主な発表先であるＳ社の

なかったのではないだろうか︒三島さんが陽明学に傾倒し

苦痛は︑それすらもかなわなくなる年齢の訪れに耐えられ

の声も知らない三島さんをみて驚いたというエピソードを

、 ÷ ン ノ

次に三島さんに会ったとき︑三島さんは長椅子に横にな

三島さんはＳ社との関係を心配して悩んでいた︒あちらた

雑誌に載せた作品を︑別の社で本にすることになったが︑

に思われる︒生命の長さを是とするならば︑その生命の持

続によって改革を計るべきであり︑それには朱子学の合理

過激な死急ぎをしたのが︑こうした原因によっていたよう

性の方が適当ではなかったか︒これはしかしないものねだ

ったより度胸がないな﹂といった︒三島さんは﹁作家にと
って雑誌は大事ですからね︒ぼくのょうに長編中心ではＳ

りで︑もう仕方のない話である︒

てればこちらたたずの状態であった︒同席したＫ氏は﹁思

Ｋ氏は﹁彼は正直な人間だ﹂と評した︒三島さんは倣慢だ

社から締め出されたらやっていけない﹂と答えた︒あとで

記されている︒人には全能者に見えたこの人にして︑こう

三島さんの年来の友人であり紹介者でもあるドナルド・

﹁朱雀家の滅亡﹂が本になったとき︑わたしはこの主題の

キーン氏は︑連れ立って奈良に旅行したとき︑松の木も蛙

結末が気にかかった︒三島さんは運命愛ということばを用

︵第十一頁につづく︶

した一面があったわけである︒その文学も︑才能のほとば

だが︑三島さんで気になることは老齢への嫌悪であった︒

いているが︑老年の生をすでに失せたものとして過去形で

ともいわれていたが律気で触哩なくらい正直な所があった︒

とらえている︒今考えて恐れば︑この感情は三島さんが三
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だが︑お互いに聞かせてよかった︒一生の

も自分の国のことばかりで︑関係の少い外

ど耳の垢ほども出ない︒また本屋に行って

仏に行っても︑独に行っても日本のことな

国のものなんかありはしない︒さればこそ︑

やろうじゃないか︒事実有名な雄弁家は朗

外交官で川本に駐在していると︑新聞を何

信念となるものを︑出来るだけ簡単明瞭に

はやめて貰いたいものである︒話は出来る

種類か翻訳してレポを作り︑本国に送ると

読演説はやらぬ︒民主化の時代に山吹だけ

のべること︑具体例を引いてやること︑狙

だけやさしいこと︑気取らないで平常心で

にいるとかえって情報がわかる︒大きくい

立派に任務が尽せるのである︒また敵性国

のやりくちが分ろうというものである︒

えば︑外交でもそうだし︑商売上でも相手

いがわかることなどが先決だ︒殊に最初は
段となっている︒

艦式なんか︑考えても出来ない相談ではな

の誓いとか︑一三Ｉヨーク港での日本の観

ったことになっているワシントンでの城下

が出来たであろうか︒山本五十六大将がい

長期間にわたってあの異民族を治めること

地域を支配したけれども︑戦後︑はたして

たこともなく︑戦前︑台鮮満︑という広い

なっていたであろうか︒異民族に征服され

仮に日本が勝ったとしたら︑どんなことに

ておもえば焼けぶとりなのであった︒もし

日本は第二次大戦で敗北したが︑今にし

勝負

笑わせて後で泣かせるのが宗教家の常套手

スパイ
いやなことばだが︑複合社会でいろいろ
な思惑の混った処では︑公私ともにこのス
にしては企業戦略の激しい処︑また個人的

パイ行動が多い︒大にしては共産国家︑小
にも仲間割れのしている処︑素朴な村落の
選挙戦になると保守だ︑革新だと親子や性
別ともに油断もスキもできないことが屡々
ある︒いわないでも顔色や目付きでスパイ
されてしまうから事であろう︒知らぬ間に
豆写真が撮られたり︑盗聴器が設置されて︑

すべてとられている︒著しい例がソ連はじ

内の労働階級やプロレタリアートや︑ダラ

反応が現われただろうか︒まして︑日本国

いか︒七億の大衆をもつ中国だってどんな
ない︒ス︒︿イの話をいうと︑日本の新聞は

め共産国の象でなく︑どこだって気は許せ

細大洩らさず︑世界中のことを紙面に書く︒
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批判する

田村寿

I

しない政治家の下で治まっているだろうか︒

おもう︒それが反対に未曾有の敗戦で︑し

世界のにくまれっ児になったに違いないと

戦勝に酔って倣慢不遜になった日本国民が

時下でもこのことを想像して話していた︒

なことになったに相違ない︒わたくしは戦

日本民族は一死以て闘魂をもやして︑大変

化︑産業構造の巨大化︑複雑化という時代

けであろう︒もちろん技術革新や需給の変

知ってる人があっても︑当面する人たちだ

で最近開発されたことだから︑日本人には

かりますか︒事柄が新しいことだし︑米国

である︒これを頭脳集団と訳している︒わ

シンクとは考える︒タンクはたまり集り

ある︒

かも︑今日のように豊かに栄え︑世界無比

的背景によって出来たのである︒何しろ企

シンク・タンク

の言論︑集会︑結社の自由を満喫している

業の変わりに対応する経営体制の進歩とそ

火薬を用いて弾圧でも加えようものなら︑

のは望外の倖せといえよう︒だが︑今は昭

疑い﹂ただ単に機械文明にのみたよること

にして行かなければならない︒

なき︑精神の世界︑心のよるべをも明らか

わが国でも近来しきりに問題視されてき

た初期の萌芽段階にすぎないが︑真剣に考

究されはじめている︒日本では政府の委託

研究が少くて︑民間が主導椎をにぎるとい

う特色をもっている︒だから︑最初のうち

は必要で有力なスポンサーを育てなければ

ならぬ︒その樵成も容易ではない︒大体︑

四大別ぐらいに考えたらどうだろうか︒分

類ということは学問上でも大変難しいこと

なのだから︑今むずかしいことを︑やさし

の将来の見通しに立つところの経営体制そ

コンサルタント系のシンク・タンク︒情報

く分けて桑ると︑指向型シンク・タンク︒

れは未来を研究する政略というか︑小さく
いうと政策を実施するために︑シンク︑タ

ルとその子供たちまでが法外の賛沢をなし︑

ンクという頭脳の持主を集めて万遺漏なき

和元禄なんといってエコノミック・ァ一言
若い層の方が︑何万円とかのスキー道具ま

を期するのである︒

降といってよいだろう︒意外の覚しさを現

いったい︑日本の経済成長は朝鮮戦争以

クタンクとでもいえると考える︒

系のシンク・タンク︒それに企業内のシン

で買えて︑中老以上は顎を出している様は

の企業的展開をやる時代である︒

日本はこの七○年代は︑たしかに︑産業

何たることか︒いわば︑米国の都合はじめ︑

西欧諸国の経済的不首尾もあってやったこ
とだが︑負け犬にヒイキするという外人の

広大無辺な宇宙への産業など︑学術の進む

ＧＮＰで資本主義陣第二位にまでノシ上っ

わし終戦後︑あの筒︑カストリ︑神風から
につれ︑これから蛇が出るか何が出るか︑

たのである︒しかし︑第一位の米国は底も

社会問題としても公害の対策はもちろん︑

日本に大きいプラスとなったのは有為転変

空恐ろしい限りといわねばならない︒だか

伝統的ムードも表面的に一応はたらいて︑

の世の習いとはいえモッヶの好運にめぐま

ら︑現在にしっかり足をおろして︑過去を

ていることは間違いない︒真に物心両面か

面において︑人間の偉さたる﹁物の奥底を

究め︑来るべき未来を論理的に透視し︑反

波が起っても上波だけで奥底にとどかずに

深いし広くもあって︑チットやソットの風

初まり︑神話時代の弧刺をしながら︑遂に

てほしい︒日本は外国に比べ五十年は遅れ

れた次第である︒わが国民はこの際猛省し

ら世界一流の国になってもらいたいもので
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消えてしまう︒そこに行くと日本は米国が

で︑最も早く情報サービス機関の設立をし

ギーと切り離して論ずるわけにはゆかない︒

り︑高分子物質なのだから︑物質やチーネル

場合は音とか電波とかいうエネルギーであ

とらえ方というものは二師的なものじゃな

たのであった︒三井物産︑三井高圧化学︑

くて︑全体としてとらえ方なのである︒さ

風邪にかかると︑日本は肺炎になる︒この

国ｏ君やコンピューターを中心に集めた情

まざまなイメージを分析し︑心を以て組拳

元来︑人間の自然認識の仕方つまり自然の

報機関にまとめる計画が出来た︒グループ

は人間のような高度な認識はできない︒か

立てていくのである︒コンピューター自身

などを中心に三四社はノウ︑ハウ〆︒︒君

ャー産業︑サービス時代となると社会条件

二期の工業化につぎ︑さらに第三期のレジ

れらを全体として効率的に共同利用しよう

内の各企業の提供する情報を各企業が︑こ

くて外界からの情報をすべて或る数式一記号

三井造船︑日本製鋼所︑三井銀行︑日生命

が更に進展している︒まずどこもかしこも

とするものである︒これを広くして内外に︑

よくいわれる第一期産業時代から︑今日第

必要な均等な高い教育の水準︑高い密度の

各国の技術情報を集め︑海外からの受託で

格差は大したものである︒しかし︑経済上︑

る︒あの万国博で経験した通り︑実に高い

社会榊成が都市農村を通じてめだつのであ

や何かにおきかえて弾くのである︒人間の

いて︑物質文明に対する精神文化の立ちお

とを忘れてはならぬ︒人間と機械関係にお

て︑ある面では人間自身も及ばぬ速算をし

る︒この一部としてコンビ﹃−−ターを用い

価値である情報を︑いかに駆使するかであ

い社会に進むことは出来ない︒この知的な

価値に対する認識を高めなければ︑新らし

なった情報がいよいよ重要である︒知的な

は意義ぶかい︒但し皮相な情報万能で︑テ

並んで明確にされ︑再認識されてきたこと

が﹁物質﹂や﹁エネルギー﹂などの概念と

は結購なことである︒﹁情報﹂という概念

新らしい要因として大写しされてきたこと

そもそも情報という概念が︑文明社会の

とる必要があろう︒情報それ自体を能く検

て原子爆弾などと同じく双葉のうちに苅り

あるものならそれ自体︑悪魔の武器であっ

申さねばならない︒人間を征服する恐れの

に立つように考える人々はとんだ間違いと

のとしてしまったり︑機械が人間より優位

口も見出されまい︒人間の存在を小さいも

なる対立概念というのでは問題の解決の糸

くれを指摘する人が多い︒物質と精神を単

て答えを出すことなのである︒ここがシン

レビでもわかるように聴くだけで思考力の

討して採否を決定しないと天下の大愚にな

ミットしたい︒

認識はもっとちがった側面をもっているこ

日本の市場調査もやる︒特許︑工業所有権︒

るわけである︒以下詳細にわたることはオ

海外からこれらを買求めて国内に転売もす

エネルギーに富んだ日本民族性などがすべ
てを通じ凄い勢いである︒今日の工業化社
かく唯物主義的になりがちである︒だが︑

会はまさに物質とエネルギーに依存し︑と

情報

ク・タンクがますます新らしい社会におけ

いる自然や社会はあまりにも多様で奥深か

ないことは賛成できない︒われらの生きて

ってしまう︒︵特別会員国連東京都理事︶

次の情報化社会には以上と同じ概念にまで

る成長産業背骨といわれるゆえんとおもう︒

いのである︒いわゆる情報それ自体がある
今日すでに三井系が︑旧財閥グループの中
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福吐国家への前進と
税知識目

一︑プロローグ

池与

不足︑立ちおくれは想像外であることの事実を識者は認識しなけれ

渋谷間全通は同十四年一月である︒下水道も含めて社会公共資本の

ばいけない︒

二︑日本人の税意識

四面環海で封建小国が相桔抗していた日本州︑織田信長︑豊臣秀

は封建性の特性を温存して明治維新を迎えた︒明治維新が公卿︵く

吉を経て徳川家康と天下は統一されて︑徳川幕府の﹁政治的掌握﹂

げ︶︑大名の民主化であり︑大正末期から昭和の初期にかけては富裕

階級の民主化であり︑敗戦で︑莫大な代償を支払ってえた庶民階級

で示す文字通り︑日本のすみずみまで﹁自由﹂をえたし︑﹁娯楽﹂

の民主化である︒これで小国日本は﹁昭和元禄﹂に代表された用語

も覚えた︒東大教授遠藤洲吉著﹁税金﹂の小著は日本人的税怠識を

１︑日本人の税意識が︑とかく自分個人の狭い実感の枠を超える

軽妙酒脱に述べている︒抄録すれば︑

ことができず︑射程の短いところで止まってしまい︑商店などで税

んくらいだそうか︑などとみみつちい対策に思いをめぐらせる傾向

務署員が調査にくるというと︑すぐ一杯のませたらどうか︑うなど

﹁英語研究ノ為メ満二年間英国へ留学ヲ命ズ﹂という辞令を受けと

であるならば︑その事実は尊重されねばならない︒それにしても︑

そしてこの変化が︑納税者が自らの権利を自覚したことによるもの

はり新憲法と︑それにもとずく議会政治がもたらした所産であろう︒

２︑日本人の税意識も戦後になってかなり成長した︒これは︑や

があるのは︑どういう事情によるのか︒

ったのは明治三十三年六月十七日のことである︒その年十月二十日

る限り︑視野が狭く︑射程の短いものに止まることにならざるをえ

ない︒この限界を完全にのりこえることは︑すでにのべたような歴

税意識がなお主観的な実感に発し︑その水準から動かないものであ

八月︒地下鉄が浅草ｌ上野間に開通したのは昭和二年十二月︑浅草

九日倫敦着︒地下鉄縦横に走る︒と激石日誌は伝える︒その当時日

パリ着︒馬車︑電気鉄道︑地下鉄道など網のごとくとか︒十月二十

は明治三十三年の帝国議会の壇上であった︒その時代夏目激石が

やったら︑この国はどうにかなるかもしれぬが．⁝：﹂と絶叫したの

か︑私にはわからない︒ただバカでもよいから誰か真面目になって

だからだ︒どなたが出てもうまくゆかぬ︒日本はこの先︑どうなる

達を助ける人が︑皆自分の財産をつくろうとガッガッしている連中

︵有朋︶が出てもまあ似たようなものと思う︒何となれば︑この人

伊藤さん︵博文︶が出ても大隈さん︵重信︶が出ても︑山県さん

正造翁は歳費を辞退して︑乞食のような格好をして﹁今日の政府は

公害の問題が︑やかましく論じられる昨今田中正造翁を思いだす︒

市

本では市街電車がはじめて東京市中に設置されたのは明治三十六年
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小

よび電信事業︑貨幣鋳造からの収入

五︑公有地からの収入および公企業︑たとえば鉄道︑潅概︑郵便お

六︑私法人または会社における政府持分に対する配当

として︑少くとも税についての基本的な知識をもつことは重要であ

史的背景があるだけにそう簡単ではないが︑そのための一つの条件

められる︒そういう認識がえられれば︑それによりわれわれの税意

ろう︒そのことによって主観的な実感が︑より客観的な認識度に高

八︑発券銀行からの収入

七︑国家の与えた貸付に対する利子

ぎの通りとなる︒

租税および

印紙収入

四六年度％

三一・○

八八・四

四五年度％

三○・○

六・九

一一一●一一一

五・四

四・○

四・二

一ハ︑一

酒税七・三

四・三

紙収入

税および印五・七

その他の租

関税四・四

揮発油税六・二

物品税四・三

八七・三

内訳
法人税三○・四
所得税二九・○

そこで昭和四十五年度ならびに四十六年度一般会計歳入構成はつ

十︑公債収入

九︑国有財産の換金による収入

識は三コの域を脱し︑より社会的な機能をもつこととなる︒
さればこそ社会公共資本の甚だしい立ち遅れや︑社会保障の充実
などを考える場合︑当然高福祉高負担に徹しきらなければならない︒
てはいない︒

それであるのに実情︑税意識の低調さは依然として今日でも改まっ

三︑国家収入とその構成
国家はその組織︑機関を維持しながら︑これらの組織︑機関をと

専売納付金

その他

公債

そのギャップを埋めるのが政治である︒
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おしてその活動を展開するために多くの物的および人的活動を必要
とする︒その財政需要を充足するため収入を挙げなければならない︒
国家収入の基準として︑生産性︵多収入性︶︑弾力性︑伸縮性︑経済
性︑︵最低の調達費︶︑衡平︑多岐性︑単純性および調和性などが列

挙されていることは財政学がこれを教える︒かつての国際連盟は︑
実用的見地から現代の国家収入をつぎのように列挙する︒

税

｜︑所得および財産に対する租税︑たとえば所得税および固定資産
一一︑生産︑使用および取引に対する租税︑たとえば輸入関税︑内国

消費税および印紙税︑登記料および取引税

一○○一○

○七五四九

日本の国の目標を福祉国家におく限り︑負担の漸減はむづかしい︒

︿口斗副

●

｡

●

●

●

三︑手数料︑分担金およびその他の行政収入︑たとえば︑行政およ
び司法上の手数料︑諸種の分担金︑献納金︑その他の官庁収入お
よび雑収入

四︑国家財政独占︑たとえば塩︑煙草および燐寸の独占からの収入

○
○四四二五

四︑常識として知る術語
１︑納税者と担税者
納税者は租税を支仏う者であって︑その支払った租税を第三者に
転嫁しなければ同時に担税者となる︒租税負担を他へ転嫁するとき
は︑租税の負担を免がれるので納税者ではあるが担税者ではない︒
担税者は消登者である︒たとえば酒造業者は納税者であるが︑酒税
を支払うのは消費者である︒

税源は︑立法者の意志で和税が支払われるべきところの源泉であ

２︑税源
る︒納税者からすれば︑納税者の所得もしくは財産である︒
３︑租税客体または課税物件
租税客体とは物件︑行為および事実であって課税の目的となるも
のであって︑たとえば固定資産税における土地︑家屋︒所得税にお
ける所得︒通行税における交通機関の利用が課税物件である︒有価
が行われたときは︑この法律によりて有価一証券取引税を課する︒﹂

証券取引税法第一条は﹁この法律の施行地において有価証券の譲渡
とあるが︑この場合は有価証券の譲渡という事実を課税物件とした

数量を指す税額算定の単位である︒

課税単位一に対して課される租税の割合である︒たとえば所得税

６︑税率

においては所得の百分のいくつ︒通行税においては運賃の何％︒砂

ように表わされている︒

糖消費税においては砂糖類の区分に応じて一蛇について何円という

五︑転嫁ｌ連脱ｌエピローグ

租税の転嫁とは︑課された租税負担を第三者になんらかの方法で

移転する現象である︒そして移転された第三者が︑さらにこの負担

る︒後者の場合は結局租税負担はそのものに帰するので帰着という︒

を別のものに移転せしめうることもあり︑移転せしめない場合もあ

転嫁現象の基本的な型は︑普通経済過程に着目し︑たとえば生産者

から消費者へ租税負担が転嫁される場合を前転という︒前転は供給

者が商品または給付の価格を高める方法によって行われる︒後転は

い場合である︒後転が可能かどうかは︑その時の経済事情や︑売手

前転の正反対の現象であって︑租税負担を前転させることができな

て脱税したりする行為︑税法に違背しない場合でも課税物件の全部

負担を免れ︑他にこれを転嫁させる活動︑税法の命ずる所に違反し

惟えば課税以前に政治的勢力を利用して課せられるかもしれない

と買手の相対的な力関係に依存する場合が考えられる︒

４︑課税標準

または一部を避けて租税負担を免れる活動︑たとえば企業形態の変

ものである︒

税額算定の基準とされる価格︵貨幣価値︶または数量を指す︒た

更によって租税の軽減を計ったり︑あるいは代用品の消費を行って

︑︵第十一頁につづく︶

連脱の範晴である︒かかることが横行するようでは負担の公平も保

消費税負担を免れたりする行為などは概して政治上および行政上の

とえば相続税における相続財産︑遺贈または贈与により取得した正

標準である︒

味財産の価額︑酒税における造石高およびアルコール含有量が課税

５︑課税単位
これは課税標準の一部分であって︑課税標準の一定額または一定
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四季の鉢物︒
ｌ盆栽Ｉ

渡部弘
一︑盆栽づくりのはじめに
盆栽は日本独特の鉢物で︑自然樹の状態
をそのまま小さな鉢のうえに再現するもの
です︒趣味栽培としては全国各地に広く普
及していますが︑専門に生産して地域はか
なり限定されています︒最近では欧米各国
にも盆栽の人気が高まり︑展示や販売を通
ています︒このことは多くの旅行者も異国

して日本古来の芸術品として高く評価され

す︒

において見聞しているよろこばしい事実で
盆栽にはいろいろな種類がありますが︑
大きく分けると次のようになります︒

・常緑盆栽兼まつ︑すぎ︑ひのき︑つが
・えぞまつ・いぶきなど︒

○落葉樹盆栽︾これには雑木盆栽として

かえで・けやきなど︒花もの盆栽としてう
め・さくら・ぼけ・かいどうなど︒また実
もの盆栽としてなし．ぐみ︒ひめりんご・
ざくろなどがあります︒
なお︑このほかに草物盆栽もあります︒

盆栽の樹型には︑直幹・斜幹・双幹・曲
づらな

幹または模様木・けんがい・半けんがい・
株立ち・ほうき立ち・いかだぶき・根連り
・根あがり・石付き・寄植えなどの名称が

つけられ︑それぞれの樹種に適したつくり
方をします︒

盆栽をつくる手はじめとして︑繁殖のし

盆栽は根・幹・枝・葉などの形・色・大

実生ものが珍重されています︒

きさや長さなど全体の整った形を観賞する

とおとんでいます︒私たちが高山の原生林

もので︑一般に古木の相を表現するものを

などで自然の古木を見るとき︑この景観を

縮図として︑わが庭に移し眺めたいという

回を重ねて幾種類かの盆栽づくりを掲載

願望にかられます︒

したいと存じますが︑今回は時期的にも手

説明いたします︒

入れのはじまるごようまつ︵五葉松︶から

二︑ごようまつ

ごょうまつは︑各地の自然環境に対する

ります︒また耐寒性も強く特別な寒冷地を

適応性が広く︑とくに暑さに強い性質があ

除いては︑冬も屋外で管理することができ

ます︒養成場所は年間を通して︑日当たり

や風通しのよいところを選びます︒

の繁殖のしかた華ごようまつは︑つぎ

り木もわずかながら行なわれています︒

木繁殖がふつうですが︑山採りや実生．と

かたには︑山から直接堀り取ってくる山採
りのほかに実生・さし木・つぎ木・取り木

くるまつの一年生の台木に割りつぎをしま

つぎ木は二月中旬から四月中旬にかけて︑

ものなどがあります︒山採りやとり木・つ
ぎ木ものは︑完成品になるのが早いので促
成盆栽ともいわれます︒しかし︑一般には
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ンチくらいに切り︑その茎部をくさび型に

す︒つぎ穂は︑前年に生育した部分を三セ
端を少しあげておきます︒

針金をかけると弱くなりますから︑必ず先

て形を整えます︒このとき︑小枝の先端は

●コロ土を使います︒

は排水をよくするために二

三センチ大の

つみ取って徒長を防ぎます︒つねに枝先を

芽つゑは︑生長しはじめた新芽の先端を

すが︑植えかえしたものや成木にはあまり

を与えます︒養成中のものには多く与えま

三○倍にうすめた液肥

チくらいに割って穂木をさし込象︑そのつ

与えないほうが安全です︒肥料は︑春の芽

か︑腐汁なら二○

肥料はおもに油粕などの乾燥肥料の置肥

けずります︒なお台木の頂部を一・五セン
いだ部分は台木の葉を巻きあげて穂木の乾

象はおもに四月中旬から五月中旬ころに行

そろえて細枝の枯れ込みを防ぎます︒芽つ

を肥らせるようにします︒

立ちの時期には少なく︑秋に多く施して幹

などでしばります︒

ないますが︑必要に応じて九月ころまで続

六年に一

かでは比較的に植えかえの凹数が少なくて

いて駆除します︒薬剤は新芽の生長する三

ますから︑有機りん剤やＥＰＮ剤などを用

かいがらむしやしんくいむしなどが寄生し

⑥病害虫の防ぎ方恥ごようまつには︑

けます︒

燥を防ぐようにしてから︑ビニールテープ

③苗の養成︾ついだ部分が活着した苗
は︑鉢または畑に植えて養成します︒鉢植
やりその他の手間が多くかかり︑地植えに

回行なえばよいものです︒畑で養成したも

もよいほうで︑成木になると五

ごようまつは︑盆栽のな

したものは樹勢が強く︑徒長枝がでやすい

１五月に散布します︑なお︑かいがらむし

④植えかえ

ものです︒大量生産をする専門家は︑生育

のを︑鉢に植えるときは︑直根や太い根を

えのものは形を整えるのに便利ですが︑水

を早めるために地植えにしておき︑整枝や

切り取ります︒また︑鉢植えのものを植え
して︑細い根を切りつめてから植えこ糸ま

があります︒こんなときは薬剤散布のほか

ダニの被害をうけ︑葉が赤褐色に変ること

高温期には乾燥した日が数日も続くと︑

散布すると効果があります︒

の防除には︑冬の休眠期に石灰硫黄合剤を

植えかえなどの手入れを十分に行っていま

かえるときは︑外側の土を三

養成期間のうちに樹形の基礎をつくるこ

す︒鉢は根元をやや高く︑丸鉢や角鉢では

に︑いつも葉のうえから強い霧状の水を十

四分ほど落

す︒

とが大切で︑とくに曲幹やけんがいなどは

中央に︑長方形やこばん型の鉢では︑樹型

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

せん︒

分にかけてやれば︑ほとんど被害をうけま

幹の軟かい幼木のうちに樹形をつくるよう

土壌では︑赤土七︑砂三の割合に混ぜた土

⑤用土と肥料︾関東地方などの火山灰

と八月下旬から十月上旬ころです︒

植えかえの適期は︑は三月上旬から四月

にあわせて幹を片方に寄せて植えます︒

す︒

に︑支柱や針金かけをして幹を曲げていま

側整枝と芽つみ廻整枝の時期は樹皮と

が多く用いられています︒なお︑鉢の底に

木質部が密着している二月から三月上旬
ころまでが適しています︒先ず徒長枝や平

I

行枝・交さ枝などを切り捨て︑針金をかけ
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○○○○○○○
詩林三好凌石選馬婦毒毒鞘郵加堀︵横漬︶山街阜院正隆陸．晴噺
堆○
燦○
︒
○遥
○出
○光
○○
協力和衷審望崇．唯見金波湧二大洋一
○○○Ｏ○○○
︑辛亥元旦作樽酒三杯酔欲吟誇︒活躍前途底﹄有﹄夢．評日︒寓象潤し光︑韻格超然︒
ＯＯ○○○○○
０○○○○○○
翠峰杉崎精治︵横漬︶歳旦誰先能碩﹄毒．凌雲意気貫二長虹↓︑秋江迭レ別
○○○○○○○
○○○○○○○
一
初陽燦嫡瑞雲中︒喚然笑語涌二吾家↓評日︒一結気概侭然︒松堂中村柴次︵逗子︶
○○○○○○○
菖里晴光トー歳豊評日︒年頭笑語︒喜気自多︒︑謝二交歓一音楽曾一翠峰静夜山桜雨後天︒
○○○○○○○
○○○○○０○
八
十
四
齢
身
盆
健
．
＠
友
納
明
府
賜
三
魔
法
瓶
交
歓
巳
閲
十
除
年
．
回
﹄
頭
往事夢荘然︒
○○○Ｏ○○○
○○ＯＯ○０○
○○○○○○○
揮﹄皇頚﹄害掛二春風一干二八秩以上老人一奏楽穿﹄雲響自目．畢吟杯握吟手相倶語︒
○○○○○○○
○○○○○○○
評日︒言而康︒可レ想二其篇雇人移山寺島慶一︵千葉︶多謝斡旋勢不﹄厭．惜別情深葛感牽︒
○○○○○○０
︐辛亥元旦作二首滑挨難産報登言﹄功︒柴光頒雲仰二前賢↓評日︒一結惜別之情目深︒

苔石鳥居菊造︵茅崎︶稼稽管管随巷中︒評日︒交歓調然︒筆致亦健︒︑山行同人

笠
｡
環
｡

○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
難
竪握渥曙光催︒明府垂﹄仁能養﹄老・︑秩父正丸嶺孤村欲﹄雷烏飛還︒
○○○○○○○
○○○○○○Ｏ
○○○○００○
東
海先着瑞気目．冬温夏冷慰二仙翁秀波栗原精夫︵横漬︶葉落室林一径筆︒
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
笑輿二隣人﹃相共賀．評日︒明府履レ仁︒治政可レ知星寒巳疑雨除天︒碧澗霜楓紅似書︒
○○○ＯＯＯＯ
０○○○○○○
○○○○○○０
欣然順喜畢二墳杯↓﹄︑千葉市新宿老人曾秒秒涼涼高一箆川．悠然撫景猫看﹄山︒
○○○○○○○
○○○○○○○
瑞需祥雲暁日紅．績川羽生長七郎︵千葉︶振﹄策来登正丸嶺︒評日︒気韻標湘︒情景逼レ員︒
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
迎
匿
新
迭
吟
菖
又
春
風
．
玉露金風徹底清．連峰遥帯夕陽煙．︑詠レ柿
○○○○○○○
○○○○○○○
安﹄身韓畳天恩渥．梧桐葉落夢一初驚︒評日︒吟懐諮達︒筆力遁勤︒錬石佐藤良蔵︵横漬︶
○○○○○○○
○○○○○○○
︑︑︑︑︑︑
勘
﹄志偏所国運隆︒
堪﹄欣翁蝿倶誇健︒︑登岳柿子呈﹄︑紅
揺落秋︒
○○○○００○
評日︒一善隣之誼︒一家閏之一笑相携双展姪︒梅城八代義昌︵千葉︶天蒋﹄暮虚白雲牧︒
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○

柴︒至誠可ョ以期二其成器評日︒剛健︒双展可レ誇・海霧欲﹄開天一方︒雛庭時聴錨盤咽．

○○○○
︑ 辛 亥 新 年 作 ＠ 祇 二 畢 院 祭 一 翠 峰 群 山 起 伏 暁 蒼 荘 ︒ 卿 卿 底 ﹄○
知○
惹○一
客愁↓

一
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無
:

△△△△△△△
△△△△△△△
評日︒輔結有し悩雅致可レ掬・大場選手志何雄︒百尺竿頭先放﹄眼︒粥翁一柏梁催聯句
○○○○○○○
△△△△△△△
△△△△△△△
︑秋夜賞し月移山都在
二空拳方寸中↓進束一歩世論遷︒山中寂寂夕陽鮮︒豊南
○○○○○○○
△△△△△△△
︑疎
︑老
︑髪
︑白
︑︑
荊
如︑
﹄霜．孝養誰知終制吟勝．︑秋江迭レ別静古湖畔停﹄悼未吟放﹄船．雲石
○○○○○○○
○○○○○○○
△△△△△△△
︑﹄
︑限
︑秋
︑心
︑在
︑︑
無
二病肱︽洋洋排﹄難自生﹄風︒雨除秋静景殊奇．欲﹄晴欲﹄雨梅後天︒凌石
○○○○○○○
○○○○○○○
○莫
○○
○誰
○○
遮
月○宮
拾﹄石︒︑秋夜雲樹蒼荘水
一涯︒一酔謡﹄欺
意殊回．雲石
○○○○○○○
○○○○○○○
○傾
○二
○濁
○酒
○○
我
一○
賞二清光一芳洲新家孝︵一一重︶嶺外遥看孤雁影︒酔中天地文字縁︒豊請
○○○○○○○
○○○○○○○
︑︑︑︑︑︑︑
評日︒針し月消踊典弼峨異・西風楓狐遥二新涼一猶嶋二別恨一去尋﹄詩︒惟看山色輿雲連凌石
＠庚戊十月念五日於二蝿蜂費幽夜日長︒評日︒三四軽妙︒離恨亦深︒＠庚戊十一月八日遊二
○○○○○○
本牧武部氏邸一浩然○月
色一天秋気冷．︑退職偶感苔石修善寺一浩然聯句
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○Ｏ○
○○○
吟吐柏梁賠聯句知雁○
雲○
孤○
客○億
二
家
郷
一
舟
年
徴
道
致
二
斯
朗
勢
寒
鵬
遥散清虚天︒錬石
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
○○○○○○○
千峰寓墾白雲通︒錬石評日︒秋気逼レ人︒雁し懐二家出頑健惟誇吟骨雄︒源公此地随二俳縁↓奈加
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
秋深日暖映二暗室記松堂＠庚戎晩秋輿二浩然吟報国精祁猶未老︒古苔鎖﹄墳夢室牽．秀波
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
清賞翠﹄杯桂花中．秀波杜同人一遊二伊豆修善欲︾求二天趣一封岬清風一歓談一酔占二雅鮭↓松堂
○言
Ｏ○
○雄．雲石寺一途上作雲石評日︒批境︒結得最有二趣致毛詮春山即診唾縛静古
不
責○
行○
心○自
○○○○○○○
○○○○○○○
︑笑
︑相迎．＠秋江迭レ別錬石豪飲酎
薦
花疎雨凱二晩風↓静︑
古︑
騨︑
頭︑
相︑遇
歌興如﹄泉︒雲石
○○○○○○○
○○○○○
○○○○○○○
︑向
︑二
︑岳
︑︑
一
酔相催佳興同．凌石︑遠
南︑
岬寺一行．秋江千里別︒誰問忘憂劣二吟肩↓酔吟
○○○○○○○
○○○○
○○○○○○
＠時事嘆平灰小僧紅○葉
秋剛吾未老︒欲○
﹄
去惜相依酔中天地語猶顛︒凌石
○○○○○
○○○○○

○○○○
△業
△△
△﹄
△害隆．○
産
生△
長△件
猶○
疑○白
髪一華生．不﹄奈雛情切︑訪二美津義雄君一凌石

△△△△△△△
△△△△△△△
菖事須二能訂二弊風﹃網裁四選尚超然︒︑庚戊七月十二日借二顧思一往事一都如﹄夢︒

△心
△頑
△溌
△△
人
亦△
何△
窮︒評日︒天包二大典感膳入し詩︒哀哀是此時︒別後勿勿六十年︒
△△△△△△△
誰
同救世済民策︑時事吟秀波評日︒短言切礎︒別言亦深︒談﹄新話﹄善笑惟然．

△△△△
︑時事吟秀波政局低△
迷△
岐△路
前︒村田雲石一訪三肥田豊百害楢期塵土縁︒
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−１

千葉県加藤巳之

る

三重県新家たかし

花さへも気づかで︵ず︶ありし庭隅のこぼれ南瓜の実は大

きかり

恵まれぬ吾が青春の漂泊を今に至るも此の胸に秘む

大阪の東の町をとぼとぼと歩けど遂に吾が職を得ず
かりき

住ぷこみて働らく仕事見つけむと思ひて探せどそれは無

一日中歩き疲れし夕暮の街のネオンは吾に哀しき︵く︶

うつるなる吾が失望の眼に映つる道頓堀のネオン淋く

カフェーに

あちこちと職を探せど見つからず日暮れて入りぬとある

千葉県菅谷義太郎

一本のビールを飲承てカフェーを出で上歩きぬ夜の巷を

めける君︶

幾十年今は昔となりぬれど真鴨飼へよと君が奨めし︵奨

弘道の歌壇に君が歌見えず今健康にありやと思ふ︵しの

俳句作り歌よむ人の如何なれば休むか歌壇の欄の淋き

ぶ︶

背戸山の岩間をくぐり湧く水の落葉を波ひ輪飾りをかく

同八代義昌

歌詠めと人に奨めて年月を過して今︵年︶は米寿ともなる

昔︵若き︶より歌は詠めども年毎の詠進未だ佳作をも得ず
るる烏瓜

落葉してと染に明るき庭の木に夕陽をうけて︵まとひ︶ゆ

新年を迎へし朝のわが庭に古たる梅の雷新し

差らひを草にかくすか︵して︶野仏の銘に元禄妙艶信女

ち

参道に沿ひたる丘によりあひて何を︵か︶語らふ野の仏た

どり

庭もせに︵中に︶散りしく落葉池の面に漂ふ落葉色もとり

かも︵この夕月夜︶

山川に月の光りの流れくる音のかそけき︵し︶この夕月夜

く

もぎたてのつややかな茄子篭にみてて露の畦路今帰りゆ

井上学麿選

穂苦の白くなびかふ野の果てに今はろぱろと富士を眺む
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弘道歌壇

九十にも君はなるらむ︵と思ひぬ君の︶足軽き後ろ姿をし

ばし見送る

秋の夜の宵のつれ人︑眠られず又便り書く古郷の母に
煤煙も公害もなきわが里の無菌の空気︵忠ふ︶存分に吸ふ

頑健に辛亥の春を迎へけり杖に頼らず孫に頼らず

埼玉県相沢正直
何事も思ひのままに成し遂げし時は嬉しく楽しかりけり
限りなく続くこの世の弥栄をはかるは人の務めなりけり

同鷲宮葛人

手伝ひし妻も吾子らも喜くり出来栄のよき秋野菜を見て
くらし

今日も亦車によりて破損せる箇所修理する道路工夫は
働けど苦しも吾はわが日々の生活に欲しき物の値上げに

島根県古津千津子

炊場には昨夕嫁のてんぷらを揚げし匂ひの今朝も残れり
何烏かわが窓に来て鳴きてをり︵チュッノ︑と鳴く︶人も訪

ひ来ぬ朝の一とき

夢さめてその夢追へど眠られず窓辺に立てばこほろぎの
鳴く

山茶花の咲く頃いゆと誓ひしＥし︶をわが子ゆきけり山
茶花は咲く︵去る十一月三日長女を失ひて︶

千葉県並木文比古

強がりの柿へを見せてヨチノ︑と吾に向ひて孫の寄りく
る

ぎしく老を取りまく︶

取入れも終へてわが家の秋祭外孫も来て賑しきかな︵に

万博より帰りて恩ふこと︵しみ︐ぐ１味ふは︶わが家にまさ

放し飼ふ家鴨の群の帰り来て夕餌求めて・烏舎にぎはし

る安らぎはなし

何菅谷喜一

新く立ちたる歌碑に白布巻き氷雨そそげど︵ぐも︶温るが
如し

弟子共︵達︶の真心凝りて米寿祝ぐ師の君の歌碑今し幕落
つ

組合費納むる人の︵ら︶米作り来む年如何にと暗き肇あり

川越市小名木狂辰

土地改良勧めながらもふと恩ふ増産すれば価格いかにと

強られて頓服を飲む老人︵老われ︶に立冬近き夜寒近寄る

今日は小為替の来る︵届く︶

︵十七忌ら母の墓建てむ計画︵が︶漏れたるか︵れて︶甥より

井上学麿

遠くより見れば冷厳近づけばあたたかきかなますら﹁武
夫﹂は

L

いらだちし己が心を罪もなき子に移したる後の苦しさ
宍道湖のほとりに仰ぐ千鳥城昔偲寺へど歌に詠象得ず
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弘道俳壇
＠初笑ひ一筋殖えし顔の雛
の句の手柄︒

篠塚しげる選

千葉県八代義昌
評初老の人の初笑いを面白く︑且つ上品に写生したのはこ

＠築山に母の手を曳く月見かな
評景状ふたつながらよく溶け合うて美しく奥床しい一句︒

︑一葉して草庵の秋定まりぬ
評原句は﹁草庵も秋定まりぬ一葉より﹂とあるが︑﹁一葉
より﹂というのは表現が不正確︒そこで右のように直して
採る︒一葉が落ちてにすぐしかと秋となったというので︑
草の戸の余り広くない庭︑また余り豊かでもないくらしの
さまがよく詠まれている︒

○栗拾ひ互に譲る新夫婦

○これも亦浮世の塵の月の雲
○笛の音は寝惜む人か夏の月

千葉県加藤刀水
︑産土に焚くどんどとて名ばかりに
長ではあるが︑神を尊び︑古旧のしきたりを重んずる健実

評産土︵うぶすな︶の神の狭い境内に焚く名ばかりの左義
な気質の農家の人達のゆかしい心情がよく汲みとれる︒

＠田の落穂拾はい世なり農をつぐ

評こういう句に接すると現代の世相が嘆かわしくなると同

五の据え方に千釣の重みを感ずる︒

時に昔の時代がなつかしく恋しい︒﹁農をつぐ﹂という下

川越市小名木狂辰

︑みち連を得て又別れ秋は行く
ちている︒

評逝く秋の感じが無理なく素直な表現を得て一句に満ち満

評たわわな窓の柿を悪てここに出入りの巡査はにこにこ元

＠警察官派出所の窓柿たわわ

千葉県八木幹男

気に勤めていることであろう︒

︑清らかに生きたし今日の月仰ぐ

評人誰しもの願いを代表して叙べて貰ったような一句︒

＠故郷は遠し飯場のちちろ虫

評おそらく出稼ぎ人夫の心情を写生したる句であろう︒飯

篠塚しげる

場のどこかでこほろぎが山気の澄んだ中でほそぼそと鳴き
つづけている︒郷里に残して来た家族の面影がくっきりと
この人の胸に浮き彫となってあらわれる︒

これやこの竜の毒まで結ひみくじ

母八十恒に槌りて茜摘む

吟脚のはづめぱどれも恵方拳ち

た

生象日附祖母のふるへ字寒玉子

告別のせめても四温の日を賜びし
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昭和四十四年四月以降

新入会員芳名︵敬称略︶

府県名入会者正蹄村吋之蝦
島
根県浦野

″松本嘉蔵〃
″馬場庄八〃
″渋谷久木村勝野
″原田克孝〃

″木村鼎〃
″小豆沢信夫永井恒三郎

″安達好酒井棚子
″昌子力白名益夫

編集後記

である︒

建国記念の日も五回目を迎える︒千葉
県では昭和三十六年からこの二月十一日
に特別会員菅野儀作参議院議員が県の日
の丸掲揚会長として記念の大会を催うし
ている︒これが︑次第に盛大を加えて︑
そのハッヂは海外からの注文や訪日の土
産としても繁昌している︒日の丸︑君ヶ
代の速かな全国への普及が望ましいもの
◇昨年十一月二十五日三島由起夫が割腹
自殺をした︒当時はさしたる反響もなか
ったが︑日が立つにつれて賛否両論が賑

″高井義三郎〃

″林勉和田岩雄

わって三ケ月後の今日も統いている︒誰
︵生前の善行をたたえた弔詞︶の字義や

″妹尾栄一〃

◇公害︑交通禍︑肉親の断絶︑師弟の反
目︑添加食品︑中共承認の政争︑憲法の

ではなかろうか︒

﹁時局諌死﹂という評価が当っているの

るい

″長谷川潔高井富

西村会祖が切腹賛美者であるからではな
く︑余りに死際を劇的な壮厳豪華化して
いるので︑常識的には考課し難いが︑

″石原厳〃
″坂本百を枝酒井州子
東京都渡部景隆渡辺正男

″勝山有一〃

千葉県鎌滝藤江〃

″大戸次郎石橋喪

改否等を世には数女の不安が漂ってい

″山之内長太郎八本直次

″遠藤千代吉石毛正術

る︒急激な高度の経済成長のひずみは︑
やがて解消もしようが︑精神的のそれは
容易ではない︒占いのブームの起ってい
るのもこれがためであろう︒易うらは疑

″三木卿一郎〃

り︑もし裏目が出たら︑それは警告なの

い迷う将来の方向を決定するものであ

″大内正夫〃

″越川進〃

″鎌滝りん加藤実之吉
京都府明田猛小谷藤二郎
埼玉県川越市教育委員長小名木教吉

だからこれに対して自ら万全の策を誰じ
て災害から脱出させようというのが易の
親心というものであろう︒
◇二︑三月は所得額の申告期である︒と
かく税の数字︑複雑化で理解しにくいの
で本号から税知識について平易な解説を
小池先生にお願いした︒
◇梅一輪一輪づつの暖さは未だしで︑し
ばらくきびしい寒さが統くようである︒

会員各位にはご自愛の上︑大浜︑木下

晶画毎Ｒ▼野生廿夕ｈＴタ争了タ

︵編︶

︵一︶両先生を初め高い識見︑興味深い玉
稲を味読されますよう切望致します︒

上Ｔ〆Ａ口

弘道売価一冊金五十円

白丁込々ｒ迫年ｆｎ晶了込卑菅睡夕ｒもａｒｑ毎時唾ので晒命Ｆ趣けば卑身甘理〃ｒ埴ｎ丘司⑪五奄々側唱
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監修溌保製近代日本教育資料叢書鋤需

雑誌﹁北方教育﹂の完全な復刻でお送りする︒昭和初期︑東北地方の教師たちを中心にして起こされた︑ささ

全３巻解題鈴木貞雄定価一二︑○○○円

育

解題上沼八郎

らないかといった教育の課題を考える時︑目を通すべき文献である︒

大日本教育会雑誌

解題大久保利謙

︵明治八年︶︵明治四十五年︶

第一年報 第四十年報
第五十四年報
︵大正元年︶︵大正十五年︶

第四十年報

予約募集

二九六︑一○○円

明治完結全師冊

ｌ

全３冊予価三五︑○○○円

解題１冊一︑○○○円近日発売

全鋤冊二九︑○○○円発売中

本の教育史の貴重な史料である︒同時に︑教育が誰のために︑何のために︑どういう方向で行なわれなければな

が︑この運動は戦後生活綴方運動として︑花開いていくのである︒激動期の中で模索されたこの実践記録は︑日

てではなく︑具体的な現実の中に躍動するために︑ささやかな努力がつみ重ねられていった︒戦争で途絶はした

教育が中央に指向するだけでなく︑あくまで東北という環境に息づくために︑また教育が抽象的な観念を通し

社は︑やがて雑誌﹁北方教育﹂を発行する︒昭和五年の創刊から︑十六号昭和十一年まで続いた︒

やかな教育運動は︑日本の近代教育史の中に大きな足跡を残した︒秋田県の豆腐屋の二階から出発した北方教育
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