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日本弘道会総会における故会長の式辞
（昭和39.5.10）

伯爵酒井忠興の養子となり忠正と
改名
爪郁帝国大学法学部政治経済科卒
仙爵襲厩
司法大臣秘書官
鉄道大Ⅸ秘書Ｗ
批族院縦貝当選
貴族院議員再選

少﹂いンフ

東京市本郷西片町十番地伯爵阿部
爪机の次男として牝れ幼名を元彦

酒井忠正先生略歴

一十六年六月十日

正

渡欧

昭和五年万国商事会議並議員会議出席の為

十一月農林省米穀局顧問

同七年七月貴族院議員再選
可九年十月帝国農会会長

八月典林省経済更生部参与

同十年六月内閣調査局参与

同十一年五月日本勧業銀行参与理事
司十四年七月貴族院議員再選
十月農林大臣
同十六年二月農林省食栂管理局顧問
Ｉ十八年十月巾央農業会々長

同二十五年五月枇綱群議会委員長

同十九年十月貴族院副議長
同二十年六月怖椛局参与

同二十六年十一月社団法人日本弘道会会長︵現在︶
同二十七年十月財川法人復光会会長︵現在︶

同二十九年九月日本相撲協会博物館長
同三トー年一月中央競馬会理覗長

八月地方競馬全国協会会長

同三十七年六月右退任

Ⅲ川十年川月勲一等瑞宝章
七月右退任

退柾

同四十二年十二月横綱零議会委員長︑相撲博物館長

同四十六年二月十六口逝去︵三十九年卜月脳出血で

倒れ東大上川内科︑伊豆韮山温泉
病院︑順天堂病院︑四十四年より
復光会総武病院に入院療養中心不
全のため︶生前の功により正三位
に叙せられ銀杯一組を賜わる

会長酒井忠正先生追悼特集

酒井忠正先生遺影・略歴：⁝⁝．：：⁝⁝⁝：︑

弔詞復光会理事長岡田文秀・：②

同本会副会長野口明．：⑧

苦労した思い出岡田文秀⁝③

酒井さんとともに

酒井前会長を追慕す野口明⁝⑳

各界に貢献したご功紙土岐章⁝⑤
アジア鏡馬会の大恩人鈴木一⁝⑥

酒井さんの思い出渡辺昭⁝⑥

酒井会長の追憶岩崎品．：⑧

名流のながれ田村寿⁝例

﹁相撲の殿様﹂を惜む渡辺正男⁝側

酒井会長に接した思い出石橋香峰：．⑧

悼歌加藤刀水⁝⑪

参前舎々号伊豆山格堂⁝⑪

同井上学暦⁝⑪

泊翁西村先生の詩︵第一回︶古川哲史⁝⑭

刑法と倫理道徳関屋竜吉⁝⑫

硯の井戸鶴岡術⁝⑱

エマーソンの報倣論白野口明訳⁝翰

毛沢東伝画木下広居⁝⑲

多収米と美味米と公害米吉野実：．⑬

漫筆猫談義鈴木三八男⁝勘

弘道歌壇井上学麿選⁝⑪

四季の鉢物渡部弘⁝⑳

編集後記
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弔詞

財団法人復光会理事長岡田文秀

会長酒井さん本日は財団法人復光会葬を以って今生の御別れの御挨拶を申し上げます︒
あなたは昭和三十九年十月突如として脳溢血に倒れ半身不随言語障害になられました︒御病状の変化に応じて東大
病院︑伊豆韮山温泉病院︑順天堂病院等に入院され涙ぐましいまでに御自身機能回復に苦闘されましたが終にその効
を見ず年経ると共に老化現象も加わり昭和四十四年四月本会の総武病院に入院されました︒職員一同の懸命な看護に
より漸く危機を脱せられ生命力の旺盛なるに一同驚き一日も御寿命の長からんことを祈念しましたけれども去る二月
十六日午後四時三十五分心不全の為終に永久の御眠に入られました︒真に傷心の至りであります︒
あなたは徳川幕府の柱石たる名門に生を受けられ大正七年京都帝大法科を卒業︑同年八月には伯爵を襲爵されまし
た︒大正十二年九月以来終戦に至る二十五年間貴族院互選議員に当選され︑その間阿部内閣の農林大臣又貴族院副議
長の要職に就かれ国家の為非常なる御功績を挙げられました︒戦前戦中には帝国農会長或は中央農業会長として我が
国農政の為に御尽捧になり又戦後は日本相撲協会横綱審議会長として広く国民に親まれ或は中央競馬会理事長︑地方
競馬全国協会長︑初代の日本プロレスリング協会々長等に歴任して我が国スポーツ界に尽された御功績も亦多大であ
ります︒戦後覚醒剤中毒が全国的に漫延し青少年の精神を蝕みその弊害は農山漁村にまで広範囲に及びました時覚醒
剤其他中害精神病撲滅の為に私共はあなたを中心として昭和二十七年復光会を創設しました︒政府の覚醒剤対策麻薬
対策酒精中毒対策に協力して国民精神衛生に貢献されたことは甚大であります︒
あなたは夙に日本精神日本道徳の鼓吹に御努力になり戦後は日本弘道会に長としてその方面にも尽津されました︒
多年に亘る国家社会に御尽しになった御功績に依り昭和四十年三月勲一等瑞宝章に叙せられ今回更に特旨を以て正
三位に叙せられ銀杯一組下賜の光栄に浴されましたＯ
あなたの最後の国家社会の為の御仕事である復光会の事業も御蔭を以て隆昌となりこの四月から総改築施行の緒に
着くことになって居りますがその完成を見ずして御永眠になったことは私共残念にたえません︒けれども会運は愈を
隆盛発展に向って居ります︒この二十年に亘る会の歴史を顧みて会長と共に苦労した私共は感慨に堪えません︒会長
酒井さんどうか御安心下さい︒そして御心安らかにお眠り下さい︒

昭和四十六年二月二十七日
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昭和四十六年二月二十七日

て御冥福を祈る︒

鼓に会員一同と共に多年の御指導を拝謝し併せ

痛恨事なり︒

せらる︒今や再び徳音警一咳に接し得ざるは我等の

察したるも去る十六日病革まりて濫罵として莞去

切なる御看護効を奏し寿を全うせらるる如く︑拝

御発病の事あり︒憂慮申上げたるが側近各位の適

一同の敬慕を一身に集められたり︒然るに数年前

接せられ会長の在る処常に和気生ずるの風ありて

建に尽され以て今日に到れり︒又我等会員にも親

与の体験とより戦後世相混迷の渦中に於ける会再

る真に感慨深し此問会長には性来の明哲と国政関

られてより早くも二十年に垂んとし歳月の速かな

顧れば昭和二十六年本会第六代の会長に就任せ

謹象て酒井会長の霊前に弔す︒

詞

社団法人日本弘道会副会長野口明

酒井さんとともに

苦労した思い出

岡田文秀

酒井忠正伯のことは私は前から酒井さんと呼んでいたの

で︑ここにもそう呼ぶことにする︒酒井さんを私が初めて

していた︒例の興亜奉公日の原案を私が国民精神総動員連

知ったのは支那事変の頃であった︒私はその頃厚生次官を

盟の議にかけたとき︑その特別委員会の議長が酒井さんで

あった︒事変中であったがまだ自由主義的な考が大勢を占

めている時で私は随分苦労したが︑代議士堤康次郎︵戦後

衆議院議長︶が極力賛成し支持してくれ︑議長の酒井さん

も之を通過させ︑所管大臣の荒木文相が閣議に提議して政

府の方針として決定されたのであった︒平沼内閣の時のこ

は農林大臣に就任された︒私は引き続き厚生次官をやった︒

とである︒平沼内閣が退陣して阿部内閣になると酒井さん

米の配給が大困難になり︑農民が米をスムースに都会へ出

さないので︑東京などは明日の配給にも困る始末となり治

安維持上大問題となったことがある︒当時農林次官は荷見

安︑内務次官は大達茂雄︵後小磯内閣の内相︶で︑私は大

達と共に随分荷見と渡り合って論争したものだが︑酒井さ
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弔

︵伯子爵の政治団体で︑貴院内最有力のもの︶のリーダー

酒井さんは後貴族院副議長になられたが︑責院研究会

時に物価も随分騰貴して︑会の運営にも種々苦心を要した︒

何時の間にか経済的には予期もしない恢復を見せたが︑同

なもので︑戦後の疲弊はどうなるかと心痛していたのに︑

十数年の昔になる︒其の間世情の変化は御承知の如く相当

い数年前位に思っていたのに︑指折り数えて見ると早くも

として政治力を持っておられた︒予算案を貴院に提出され

んは農相として苦労されたと思う︒

るに先きだって私は次官として研究会にいって説明をした

の暗影を蔵しているとは云え︑何とか弥縫して来ることが

できた︒その間に於ける本会の歩桑は容易なものではなく︑

又世相人心の動向も︑どんなに崩れるかと案じたが︑幾多

酒井さんには御心配をかけたかと思うが︑何時も明朗快活︑

る︒そういうわけで酒井さんは知っていたが︑日夕親しく
交際するようになったのは当時社会問題となった覚醒剤中

ものだが︑そんな時酒井さんは座長格であったと思ってい

毒撲滅のために財団法人復光会を創設することになってか

んは大名の出で︑御経歴としては戦前の貴族院議員として

に指導していただけたことは有難いことであった︒酒井さ

国政に関与され︑台閣に列せられたこともあったが︑御性

小事に拘泥せず︑よく我々の意見を聞いて下さって︑適当

てその方面に大いに活動しているが当時の苦労を思うと感

らで︑私が理事長︑酒井さんが会長として︑随分苦労を共

慨無量である︒今は亡い酒井さんのあの悠揚迫らぬ何時も

については︑どう云う御関係であったか︑割合に古いこと

格は政治家的臭味の乏しい方であったようだ︒本会のこと

にしたものである︒今は堂々たる精神衛生の有力機関とし

ニコニコと温顔を以って人に接せられ︑又どんな苦難にも

舞したが︑御健在の時のように御話を交すことはできなく︑

入院されたり転地されたりし︑時には渡辺主事や私も御見

に言語中枢を侵されたので︑どうすることもできなかった︒

ると云う風であった︒然るに数年前︑脳溢血の発作で︑殊

や︑威張るところなどはなく︑我々と共に喜び︑共に憂う

れて︑何時も談笑を楽しまれ︑少しも殿様風の気六ケしさ

るようであった︒総会等の外︑盆暮の役員会にもよく出ら

も知って居られて︑本会の世話をすることは喜んで居られ

顔の色に出さない大人の面影が懐しく思い出されるのであ
る︒︵財団法人復光会理事長︶

酒井前会長を追慕す

野口明
堀田さんの後を承けて︑酒井さんを御迎えしたのも︑つ
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ないように御見受けしたので︑もう一度我々の会合にも出

もどかしいことであった︒御身体の方はあまり御不自由も

永遠の眠につかれた︒

より神式により盛大に葬儀を挙行され四月八日谷中墓地に

であったｏ去る二月二十七日青山斎場に於て復光会主催に

を経たが殊に農村青年の為め金難学院の創設者として自庭

君は農林大臣貴族院副議長等の重職を歴任し各種の公職

ていただけるようにと︑淡い期待を持ちつづけたけれども︑
で見ると︑あの微笑を湛えて屈托の無い︑淡白で癖の無い︑

又埼玉県菅谷の荘に畠山重忠公の城吐を求めて日本農士学

を提供し又篤農協会理事長として農家子弟の指導に尽され

結局それは不可能であった︒今静かに酒井さんの悌を偲ん
御風格が︑まことに懐しく眼に浮かぶのである︒戦後苦難

今日アジアの競馬は日本を中軸として盛り上がって来ている
ばかりでなく︑酒井理事長が創設されたァジ↓ノ競馬会議には世
界一の競馬側の一つオーストラリヤまで参加して来ている︒実
に酒井さんは日本競馬をしてＭ際的の重鎮にまで高められた一
大恩人であった︒半面馬丁ストという緊迫した一瞬でも︑悠揚
迫らざる中に無限のユーモアを発散されることを忘れないお人
柄には深く胸を打たれるものがあった︒

アジア競馬界の大恩人鈴木

貴族院各派の語草となる事であろう︒︵日本中央競馬会顧問︶

にもよく其間に処して円満な交渉と連絡とは永遠に昭和の

君は政治家として新旧思想の調和者であり老人にも若人

上に残る金字塔として永久に両国に存続する事であろう︒

君の相撲博物館は横綱審議会長の所産であり永く角道史

をよくし素人のいきをしのいでいた︒

君は興に乗ずれば絵筆を手にして蟹の横ばいやら四君子

校を開校して挫家の子弟の教育に尽された︒

の多い時代に於て︑酒井さんの如き明朗な方が本会を率い
︵本会会長︶

され百億円余の売上げがあり︑嘗てない盛況で然も︑高松
をやめてから地方競馬全国協会々長に転じ間もなく病魔に

宮両殿下の台臨をあおいだのである︒君は日本中央競馬会

め其後或は伊豆の韮山温泉療養所に︑又箱根の強羅温泉に

侵され東大病院上田内科に入院されたが経過が良くない為
加療されたが思はしからず終に総武病院に数年の療養を続

︵日本中央競馬会副理事長︶
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られたのは︑種々の点で好かつたように思われるのである︒

各界に貢献したご功績
章

第三十八回日本ダービーが六月十三日府中競馬場に開催

￨
肢

けられたが快方に向わず終に逝去された事は誠に残念至極

I

土

酒井会長の追憶

岩崎
日印

故酒井忠正会長には弘道会館の天井の高いどっしりした
感じの応接間にて︑故大杉謹一弘道会元理事よりの御紹介
にてお遇いした事が一・二度あります︒

悠々として迫らず︑温容以て人に接し︑文字通り全く威
あって猛からず︑実に包擁力あり清澄そのもの︑良い意味
でのお殿様の風格にお見受けいたしましたＯ

談話の内容は︑ＮＨＫに関すること︑二・三の社会時評︑

遇々大相撲春場所中なりし為相撲今昔談に及びました︒約
舟分程︑直接に会長の声一咳に接し得まして︑現在にても実
に光栄に存じておる次第であります︒

酒井会長に接した思い出

石橋香

東部支会は東京に近い関係もあって︑三代会長松平直亮

先生を別にして︑皆当地に来臨されている︒私は大正十二

き及んだものだが︑明治二十七年八月二十六日の総会に︑

年の入会︵三六︑七七六号︶故︑以前のことは先輩から聞

三十六年三月二十二日には︑二代会長谷干城子爵が幹事樋

会祖西村茂樹先生が磯部武者五郎先生を随員として︑明治

田魯一先生と︑明治四十一年九月六日︑四代会長徳川達孝

伯︑池田謙蔵先生︑主事平塚碓鳩先生の三人︑会場は何れ

五代会長堀田正恒伯は

昭和十七年四月四日小見川町の

も山田町︵旧八都村︶小見徳星寺︒

生れ乍らにして人の長たるべき資質を備えられておられ︑

来臨︑六代会長酒井忠正先生は︑昭和二十七年四月十三日︑

八都村田部西雲寺での創立六十年記念総会へ︑主事割田斧

農学校での︑創立五十年記念式に︑主事広江寓次郎先生と

なく︑話題も各方面に亘りて御造詣淘に深く︑日本の指導

且つ最高学府を出られた秀才として往くとして可ならざる

者として将来ますます手腕を御発揮なされることを御期待

酒井先生を小見川駅から会場迄一里半の処を送迎し︑接

に五代と六代は︑私の眼中によく残っている︒

当支会と累代会長との関係は︑この様な御縁を持ち︑殊

二先生と臨場あり︒会する者四百人︑御講演を頂く︒

四六四二１︵東京都含昌

る事は︑返すがえすも残念・遺憾千万に存じおります次第

申し上げておりましたるにも拘らず︑御長逝なさいました

でございます．
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峰

待役は私であったので︑お送りの車中で﹃こんな外車が﹄

のお上りさんがこの眼で碓めた﹁熊本城﹂の高くて大きいことを口

今も記憶に新なのは日本一の姫路城主などとは知る由もなく新参

ど歓談は果しなく続いて一時間半にも及んだ︒

にすると﹁君あんなのは大きいとは言えないよ﹂と︑先︑驚かされ

と云われたことが思い出される︒当時田舎には︑自動車は
珍らしい頃で︑手配に苦労し︑今の佐原市の宇井市長さん

帰りかけた時︑会長さんは﹁ウーウーウー﹂と別室に下った看護婦

その半信半疑の謎を解いて下さったことがあった︒若葉町のお宅で

が何分にも・ヘンは持てないし︑言語障害なので︑事実はどうなのか

される︒話はお分りとのことなので会のことなど一応申し上げる︒

郎秘書とお見排した︒いつもにこやかな温容でおかげと左手で会釈

中の東大上田内科︑若葉町のお宅復光会の総武病院に時には斎藤誠

三鷹牟礼のお宅に何度かお伺いしたが何時もご不在だった︒療養

が果せないので申訳なく思っている︒

と口ずさ象はしたものの︑今以て﹁君もぜひ見て来給え﹂との仰せ

千姫の夢を秘めたる姫山の姫路の城のいつくしきかな

を集めて﹁新装成った姫路城﹂︵刑乃︶を頂いて︑心なの私も︑

たことである︒壮厳優雅な城廓住居兼備の世界に誇る日本築城の粋

の父上の所持する外車を好意で拝借出来たのであった︒私

が長く農会関係の仕事をしていたこと︑県農会報︑後に
﹁愛土﹂と改題された雑誌を︑創刊以来継続保持のことを

話したところ︑これを貸してほしいと云われた事等が思い
出される︒それ以来︑東京の総会毎にお会いの折は︑私の
事をお忘れないことか︑﹃遠方御苦労﹄との言葉がありあ
冥福を祈って︒︵千葉県東部支会長︶

りと浮かぶのである︒既にこの世を去られた︑酒井先生の

﹁相撲の殿様﹂を惜む

渡辺正勇

る会長さんとの別れは全く心苦しくてと斎藤秘書は洩らすのである︒

を呼んで私を送り出されたからである︒帰りを涙ながらに引きとめ

総武病院では岡田文秀理事長︑松本淳治常務理事を初め創立の苦

酒井忠正会長さんのご発病は昭和三十九年の秋で私の弘道会の就
任は前年四月だからご指導を頂く機会は短かった︒会長さんは二回

わが家と同様の安らぎで︑テレビをご覧になったり︑扶けられて散

歩したりで︑至ってお元気な日々を続けられただけに二月十六日の

労をともにされた旧知の方々が親身の看護に努められ︑会長さんは

がら私が千葉県で在秋十五年と語ると帝国農会・競馬会会長で加納

ご急変は容易に信じられなかった︒吉川兼光氏は会長さんから贈ら

ほど本館に原稿をご持参なさっている︒絶筆となった﹁姫路城﹂

久宜・久朗子爵との親交・秋田では片野重修氏宅の宿泊や平福百穂

はこれと宝生流一誰曲と相撲と聞いた︒

れたという千里横行と題した群蟹の額を壁にかけておられた︒趣味

︵刑号︶は昭和三十九年六月十八日であった︒昼のお寿司を頂きな

の如く豪華版十年の本多忠刻・千姫︑榊原政写・高尾でも名高いな

画伯のこと︑弘道会館と付属ア・ハートの改築計画︑姫路城はその名
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相撲の手はよく分らないが人並に観たいものと申し上げた︒私が

会に帰ると会長さんから電話があったという︒忘れもしない館山出

張の昭和三十九年五月二十二日両陛下が国技館にお成りの好期にご

招待だったのである︒横綱審議会委員長︑相撲博物館長もさること

の金字塔とも称すべき日本相撲史三巻の大著者であられる正真正銘

ながら全生涯を相撲に打ち込んで蒐集された膨大な資料による不滅

の﹁相撲の殿様﹂からご説明の機を逸して了ったことは返すノ人も

残念至極である︒でも喜んでご寄稿された﹁心︑気︑体﹂︵双葉山の

︵陛下はご幼少の頃から相撲がお好きで皇孫殿下の折に国技館にお

木鶏︶︵珊号︶︑﹁日本の相撲は紫辰殿から﹂︵Ⅳ号︶︑﹁御旗持の士﹂

三十年五月が初めであった︒手を拍って大衆とともにお悦びになら

出ましがあったが︑陛下として本場所で︑ご覧になられたのは昭和

無量であった︒︶︵刷号︶の相撲の三篇は本会とともに不滅である︒

れる陛下のお姿を拝することは︑私の多年の切なる願だったので感

元伯爵︑姫路城主︑農林大臣︑貴族院副議長の顕職にあられた半

面極めて大衆的な相撲や競馬の会長もされている︒気品の高い貴公

である︵相撲趣味記号︶が︑一年余の巣鴨拘置のお陰で︑皮肉にも︑

子の風貌は幕末の閣老阿部正弘から受けたとは︑清水虎雄氏のお話

も会長の真面目を語る友情溢れる美談を石井鶴三氏は伝えている︒

未整理の明治の相撲史を完成したというのも奇縁であるが︑ここで

れていることである︒︵相撲趣味同号︶こうして到るところに︑温い春

昭和二十七年一月戦犯者慰問のための大相撲を巣鴨拘置所内で催さ

風を吹き込んでおられた会長さんが心不全でご急逝なさるとは︒も

︵写真左から木下︑沢田︑酒井会長︑渡辺︑繁田各理事︑昭和調・７．喝︶

う永久にお会い出来ないと思うと痛ましい限りである︒︵本会主事︶
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酒井会長の御逝去を悼象奉つる

千葉県加藤巳之
天さかる姫路は遠く白鷺の舞ひ立つ空に神かくり

上手暦

一

﹁参前舎﹂舎号の由来伊豆山格堂

る﹂﹁前にならぶ﹂とよむ︒参前舎とは忠篤舎︑信敬舎の意で江戸

猶し森也﹂の疏に従い︑﹁たちならぶ﹂意にとり︑﹁前に参︵シン︶な

を﹁前にまじわる﹂とよむ人もあるが︑皇侃︵オウガン︶の﹁参︑

れないようにした︒以上が本文の大意である︒ところで﹁参於前﹂

昔中国の身分の高い者が用いた巾の広いふとおび︶に書きつけて忘

道は行われよう﹂と︒感心した子張は此の孔子の答えを紳︵大帯︒

思う位︑行住坐臥に忠信篤敬が念頭を離れない︒その位にしてこそ

ば手をよせかける眼前の横木に忠信篤敬がよりかかって居るように

私は立って居る時には忠信篤敬が眼前にたち並んで居り︑車に乗れ

度で二千五百家︶里︵二十五家︶の如き狭い処にも行われはしない

であろうし︑その逆にうそをいったり威ぱったりしたら州︵周代制

でないならば南蛮北秋のような文化の低い異民族の国々にも伝わる

と問うと︑孔子日く︑﹁言葉が誠実で偽りがなく行為が敬虚で倣慢

子の子張が︑私達の信ずる道はどうしたら広く行われるでしょうか

︵﹃中国古典選﹂論語下︑吉川幸次郎博士の読承に依る︶孔子の弟

る也︒夫れ然して後に行われん︒子張︑諸︵コレ︶を紳に害す﹂︒

の前に参なるを見る也︒関に在れば則ち其の衡︵コウ︶に倍るを見

信ならず︑行篤敬ならずぱ︑州里と雌も行われんや︒立てば則ち其

忠信︑行篤敬なれば︑蛮舶︵零ハンパク︶の邦と雌も行われん︒言忠

にある次の文に本づく︒﹁子張︑行われんことを問う︒子日く︑言

参前とは辞書にもない言葉であるが︑是は︑﹃論語﹄の衛霊公篇

｜

時代心学講舎の名は専ら儒害から採用されたのである︒︵参前舎主︶
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ます

始祖につづく大き勲をたてられし大人のみ魂は神
去りましぬ

選者一詠

道のためたてし功績は天つ日の光りの如く限りし
られず

とり行きけり

山川もこころは惹かず君をおもひ国をおもひてひ

井

道徳

関屋龍吉

われるに及んで︑われわれも真剣に考へて見なければなら

取あげられ︑次で六月十四日の天声人語の記事となって顕

法と倫

人間が集団生活を営まなければ生存出来ない生物である

て国民の倫理道徳意識を深めそれでも尚共同生活を乱す者

刑法学会を開き平野竜一東大教授等は目下審議継続中の法

する刑法研究会は︑五月八日金沢市に於て第四十二回日本

五月九日の朝日の記事によれば︑平場京大教授を会長と

ぬと思うに至った︒

に対しては刑事制裁によって之を処罰するのであるが︑此

ることを明にしたとし︑其の趣旨は政府案とは逆に処罰の

範囲を出来るだけ狭くするというもので︑特に刑法内に含

制審議会刑事法特別部会に対し独自の改正基本案を提出す

るし︑又社会一般に対する戒としても考えられ︑このよう

であって︑同日平野教授が示した改正基本案の骨子によれ

まれる倫理道徳に関する処罰案を削除していこうというの

の場合その処罰は社会生活を乱した者自身に対する制裁で

り︑両者の間に戴然区別を設けるということは︑見様によ

﹁ワイセッ文書については成人の場合自由にする﹂︒﹁寺社

ば道徳倫理的行為は法規則の対象にしないという精神から

止する﹂︒﹁とばく行為も暴力団関係を除いて罰則を設けな

仏閣に対する不敬罪は廃止する﹂︒﹁尊属殺人︑堕胎罪を廃

っては六ヶ敷い問題と云わねばならぬ︒此の両者の区別に
新の学理として講義を受けたように記憶するが︑去る五月

い﹂とし︑又旧刑法の復活につながるとして外国元首に対

九日の朝日新聞二面に大きな見出しで﹁ワイセッ文書は自

就ては私は六十年前東大に於て牧野英一博士から︑当時最

な関係に於ても法と道徳とのつながりが見出されるのであ

あると共に本人を改過遷善せしめる手段としても考えられ

あり︑文化の進むにつれ︑国家は先づ教育教化の力によっ

し︑従って其の間種為の違和が生ずるのは避け難いことで

以上︑其の集団社会が拡大すればする程共同生活が複雑化

理

由﹂の記事が掲載され︑更に同じ問題が六月九日の紙上に
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刑

は道徳倫理はできるだけ刑法から切りはなし︑人に危害を

理念だ︑従来﹁法は倫理﹂という考へ方があるがわれわれ

国家の統制はできるだけ狭くするというのがわれわれの法

に平野教授の話として﹁人間の自由を出来るだけ広くし︑

する暴行︑傷害について罰則を設けない﹂としている︒更

統制力や刑法の力に依存するのは危険だと警告しているよ

チを切る等により自制すべきで︑それもできないでお上の

悪い雑誌は取上げる︒テレビがよくなければ自分でスヰッ

そうではなく道徳的の善悪は自分で判断し︑親は子供から

わいせつ文書を野放しにして奨励するというのではない︒

を提起する︒第一の疑問はこの法学者等は︑法の目的をどう

記事の内容は大体以上で尽きるが私はここに二つの疑問

害を加えた場合に限り処罰の規定を適用するというが︑麻

あるならば問題は無いのである︒殊に平野教授は他人に危

世間の人左が皆このように自制し︑自己判断をする能力が

うにも受取れる云々﹂大体このような意味の記事であるが

考へて居るかである︒法の制裁は道徳倫理とは別だという

あるからこのような場合も見過してよいのであろうか︒之

薬使用者の如きは直接の害は使用者自身が受けているので

加えた者についてのみ刑罰を設けるべきだと考へている︒

を除き万人の住ゑよい社会を作ってゆくという以外に無い

が︑法の窮極の目的は倫理道徳と併せて社会から諸々の悪

第二の疑問は﹁尊属殺人罪を廃止する﹂﹁外国元首に対

は其被害者が独り本人だけでなく広く一般に及ぶ虞がある

ばくに例をとって見ても︑現在ギャンブルは広く公認され

する暴行傷害について特別罰則を設けない﹂等の意見につ

からというならば︑それは只麻薬罪のみに止まらないであ

て居るが︑反面之に伴う社会悪は独り之等学者のいう暴力

いてである︒之は申す迄もなく人間平等の思想に基くもの

罰すればよい他は倫理道徳の問題であってわれわれの関知

団関係のみに止るであろうか︑現に此頃世の父兄に警告を

であろうが尊族殺人も一般の殺人も殺人たることに於て同

筈である︒とすれば簡単に﹁人に危害を与えた場合だけ処

与えている中学生等の馬券売買の事件の如きゆゆしい社会

じであることは明かであるが︑之を思想的に考へると刑法

ろう︒

問題である︒斯様なことは﹁ワイセッ﹂問題についても同

しないことだとすまして居られるものであろうか︒之をと

様のことが云えるであろう︒天声人語は道徳的判断には個

なければ論理は通じぬことになる︒

即ち他と区別して親を尊敬することも否定しなければ筋が

上凡て平等ということは国民思想の上に於ても平等を認め

通らぬのではないか︒更に外国の元首に対する暴行傷害に

人差があり又今日のように性に関する社会通念や価値観が
犯罪の中あいまいなところは切捨てよというのであって︑

ゆらいでいる時代はない従って刑法学者のいうところは性
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ないか︒従って法制審議会に此のような意見が提出されて

て世界連邦成立の時代でも予想して立案されているのでは

研究会所属の学者諸公は恐らくは所謂進歩的文化人であっ

界共通の刑事法の存在など耳にしたこともない︒此の刑法

基いて規定されるものであることは云う迄もなく︑未だ世

ろう︒凡そ如何なる法制も夫々の国に於て其の民族精神に

推し進めれば皇室に対しても同様という結論に達するであ

ついても特別罰則を設けないというが此の人達の平等論を

広く眼を一般社会にくばり︑それが刑事法以外の分野に大

いことは勿論之を了承する︒然らば諸公の立論される場合

のである︒之等の刑法学者も倫理道徳を軽視して居られな

い一部の裁判官の思想動向に既にこの現象は示されている

心は致し兼ねるのである︒近頃世間の問題になっている若

理を其のまま受入れて世に出る時のことを思うと容易に安

な任務を負うているのであって︑青年学徒がこのような学

の人達は何れも大学に於て次の世代を育成するという重大

︵特別会員大日本女子社会教育会理事長︶

きな影響のあることに篤と想を致されたい︒

から︑其の点の心配は無いとしても︑私の憂慮するのは此

をつとめた岩手県六等属河村祐吉は︑広瀬淡窓の門人で︑

詩が巧みであった︒しかも︑河村属は旧薩摩藩の医師の子

いよいよ因縁の浅くないのを思い︑連載の第一回を中尊寺

でもあったという︒わたくしも旧薩摩藩の出身であるので︑

さて︑河村属を東道役に泊翁が中尊寺に行かれたのは明

の詩から始めることにした︒

中に︑

治十一年九月二十七日でそのときのことは﹃東奥紀行﹄の

って連載した︒それにひきつづき︑今度は泊翁西村先生の

挟を湿す︒巳に山上に至り東望すれば︑北上川北方より

道を上ること数町︑此時雨綴にやゑ老樹の点滴旅人の衣

：：：平泉と衣の関との間に中尊寺あり︑本道の左より坂

詩の解説・鑑賞を本誌に連載しようと思うが︑縁は不思議

来り注ぎ︑衣川西方より来りて是に合し︑其右に高岡あ

という雑誌へ﹁広瀬淡窓の詩﹂の解説・鑑賞を十回にわた

なもので︑泊翁が平泉の中尊寺をたずねられたとき案内役
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も恐らくは受け入れられることはまづ絶対に無いであろう

︵第一回︶

古川哲史

ｌ平泉・中尊寺六首→

泊翁西村先生の詩

1

わたくしは去年の七月から今年の六月まで︑〃人生道場〃

1

即此岡にして︑所謂高館の城の通なり︒此時猶陰雲禰漫

り︒昔藤原秀街が桜を植し所といふ︒判官館といふは︑

って不自由な旅寝をかさね︑二十七日ようやく平泉までた

第一首は︑

の七言絶句六首を連作しておられる︒

塞雄壮なる︑人をして懐古の情を発せしむ︒山上に堂あ

陰雲来去秋山勤陰雲来去して秋山動く

どり着いた︒そしてその日の午後に中尊寺をたずね︑以下

り︑弁慶の木像を置く︒近頃修飾して古色を失ふ︒惜む

二水達山翠帯擁二水︑山を遼って翠帯を擁す

し︑山々皆形を隠し︑眺望開諮ならざれども︑地形の険

くし︒古笈二個あり︑亀井片岡の負ふ所といふ︒付会笑

千年古寺少人尋千年の古寺︑人の尋ぬる少なく

あいしょう

めぐすいたい

ふくし︒山僧導きて鐘楼に至る︒其鐘は長治二年藤原清

松鍬満地没畦腫松鍛地に満ちて鮭腫を没す

といふ︒古色掬すべし︒僧撞木を引て是を撞く︒其音甚

しようかん

衡勅を奉じて造り︑建武二年災に躍り︑康永二年改鋳る

稲川︒翠帯Ｉみどりの帯︒緑色の帯のように見える草

八字解Ｖ陰雲Ｉくらい雲︒あまぐも︒二水ｌ衣川と束

木の枝や茎︒松欽Ｉまつぱ︒堆睡Ｉくつのあと︒

美なり︒夫より光堂に至る︒此堂は全く金箔を以て塗れ
る堂なれども︑今は金色剥落し︑僅に扉の一美などに金色

て︑其下に清衡︑基衡︑秀衡の枢を蔵すといふ︒此寺は

みどりの山々を帯のように擁している︒中尊寺は千年の歴

が動くほどに見える︒衣川と束稲川が山をめぐって流れ︑

一首の大意は︑あまぐもの来去がはげしく︑ために秋山

仁明天皇の嘉祥三年僧慈覚の草創する所なりしを︑藤原

史を秘める古寺であるが︑今はおとずれる人は少なく︑ま

を存し︑其他は唯布目の象を存す︒上壇に弥陀の像あり

の清衡是を修飾して壮一雌ならしめたるものなり︒今は光

つばが地面を一杯に埋めて︑くつあともわからないくらい

いう名物僧がいるから︑全山押すなおすなの人出であろう

堂の周囲に外堂を作りて本堂を保護す︒夫より経堂に至
というように描かれている︒明治十一年といえば︑西南戦

が︑明治十一年ごろの中尊寺は右の一首のようにものさび

である︒今は観光ブーム︑それに中尊寺の管主に今東光と

争の翌年で︑国内の動揺がまだ完全にはおさまっていない

ていたのである︒

る︒⁝⁝

ころであったと想像されるが︑泊翁は文部卿西郷従道より
て東京を出発︑岩手・青森両県下の学事巡視に出かけられ

当年兵馬雄上国当年の兵馬︑上国にまされり

第二首は︑

命ぜられて︑九月十五日に文部五等属阿部弘国をしたがえ
たのであった︒まだ鉄道の便のない時代で︑人力車をやと
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守之未必専在徳之を守るに未だ必ずしも徳あるを専ら

称せらる︒尋いで諸葛俗等遺詔を受けて政を輔け魂を

伐つや︑胤を都下督となして留守のことを託す︒後︑

孫紺に殺さる︒惇Ｉいぢわる︒宣武Ｉ梁︑薫誌の論︒

にせず

四十除塔高入雲四十除塔高く雲に入り

善政を以て称せらる︒窪慧景を斬り︑中書令を授けら

武帝の長兄︒字は之達︒斉に仕えて︑菅陵太守となり︑

八字解Ｖ雄Ｉまさる︒四十除塔Ｉ中尊寺は盛時には四

光堂光奪明月色光堂の光は明月の色を奪う

る︒後︑薬を賜わって死す︒朱温

一首の大意は︑藤原三代の兵馬は鎌倉をしのぐほどであ

の功を以て︑累官して四鎮節度使に至り梁王に封ぜら

将︑尋いで唐に降り︑秦の宗権を破り︑李克用を拒ぐ

論は神武帝︒唐の信宗︑全忠の名を賜う︒初︑黄巣の

五代︑梁の太祖︒

十余塔があった︒

ったがこれを守るのに必ずしも徳あることに専心しなかっ

る︒天祐の末︑裳位し︑昭宗及び哀帝を試して国を梁

た︒︵それが三代にして亡びなくてはならなかった原因であ
るが︶︑盛時の中尊寺には四十余塔が高く雲に入って誓え︑

せらる︒二州１陸奥と出羽︒民庶１たゑ︒もろもろの

都し︑七十八州を拠有す︒乾化の末︑その子友珪に秋

と号し名を晃と改め︑沖州に都す︒開平中︑洛陽に遷

をうたったのを一転して第二首目は︑盛時の中尊寺に思い

光堂の光はさんぜんとして輝き︑明月も色あせて見えるほ
どであった．ｌと︑第一首目でものさびた中尊寺の現状

わむれあなどる︒

たみ︒朝紳Ｉ身分の高い人︒高位高官の人︒戯慢Ｉた

なかったように正道をふみ︑三代秀衡も宣武が朱温の叛を

ｚや ○

をはせ︑金色さんぜんたる光堂のケンランさに瞳目してい

倣わなかったように亡命して来た義経を庇護して鎌倉に堂

一首の大意は︑二代基衡は醜博が承嗣のいぢわるを学ば
第三首は︑

々と対時し︑陸奥と出羽二州の民はこの君を頼って平安を
みんしよ

なら

認博非学承嗣惇貌博︑承嗣の惇を学ぶに非ず

たのしむことができた︒そして高位高官の人にまさって戯

がん

宣武安倣朱温叛宣武︑安んぞ倣わん朱温の叛

慢を事とした︑というようなことらしい︒醜博にあたる人

まさ

いずく・なら

こ州民庶頼君安二州の民庶︑君に頼って安く

二代基衡になぞらえている人物がこの読博であろうと思っ

物は大漢和辞典にも出ていないようであるが︑わたくしは

はなは

太勝朝紳事戯慢太だ朝紳に勝って戯慢を事とす
冠公主を要り丹陽の太守となり︑会稽太守に徒り所在

八字解Ｖ碗博Ｉ伝未詳︒承Ｍ１三国呉︑膝胤の字︒弱

１人

︿ｈ︺

︑ｌノ

／Ｉ︑

間道床下埋三枢道うを聞けば床下に三枢を埋むと

い・哀

た︒そうすると︑宣武は三代秀衡にあたるわけになるが︑

坐覚坊桃遺霊在坐に覚ゆ坊桃として遣霊の在すを

中のうつりかわりの激しい職︒壊梁Ｉこわれた梁︒三

八字解Ｖ槍桑之変Ⅱ槍海が変じて桑田となること︒世の

そぞろ

これは余り自信のない私案である︒
第四首は︑

英雄之後生犬豚英雄の後は犬豚を生じ．

さま︒かすかなさま︒

枢Ｉ藤原三代の枢︒坊桃Ⅱぼんやりとして明かでない

沸々大川戦血温群をたる大川に戦血温し

いくらか残っている︒人の言うのを聞けば︑この堂の床下

金色堂の堂宇も改まったが︑それでもこわれた梁に金色が

一首の大意は︑世の中が激しくうつりかわって久しく︑

興亡自有天意存興亡自ら天意の存するあり
平泉塁破弓刀折平泉の塁は破れ︑弓刀は折れ
八字解Ｖ犬豚Ｉつまらぬもの︒群々Ｉ原文には﹁湊々﹂

に清衡以下藤原三代の枢が埋まっているという︒そぞろに

ぼんぽんぬく

とあるが︑こんな文字はないようだから︑﹁群々﹂に

防桃として遣霊のおわすのを覚えることだ︒
第六首は︑

老僧話古話未尽老僧古を話して話いまだ尽きず
こうは
暮鐘敵破満山煙暮鐘敵破す満山の煙

ばんあさわ
晩鵬燥林夕陽残晩鵬林を操がして夕陽残り
かくい
とくぢ
風襲客衣特地寒風は客衣を襲って特地寒し

改めた︒水に入るさま︒

一首の大意は︑藤原三代はいずれも英雄でぞろいであっ

たが︑その後にはつまらぬものしか出なかった︒興亡には
自然の天意があり︑四代泰衡に至って頼朝の意を迎えよう
として義経を殺してかえって頼朝に攻ぬられ︑平泉の塁は
った︒そのように︑この一首は藤原四代の滅亡を叙してい

破れ弓刀は折れ︑ために衣川の群流も戦血で染まってしま
ると解してよいであろう︒

Ｉたびごろも︒旅衣︒特地Ｉことさら︒特に︒地は助

八字解Ｖ晩鴫Ｉ夕方のからす︒ゆうがらす︒晩烏︒客衣

第二・第三・第四首と平泉興亡の歴史を歌って来たが︑

辞︒敵破Ｉたたきやぶる︒

一首の大意は︑ゆうがらすが林にさわがしく鳴き︑夕陽

さは特別である︒寺の老僧がむかしぱなしを始めて︑話は

がまだ暮れのこっている︒秋風がたびごろもを襲うて︑寒

っている︒すなわち︑第五首は︑

第五・第六首は第一首に引きつづき再び平泉の現状に︑還

槍桑変久堂宇改槍桑変じて久しく︑堂宇改まる
のこ

猶有壊梁剰金彩猶壊梁に金彩を剰すあり

﹃ｌ上

再７０

︑−ノ

〆ｆ︑

いつまでも尽きない︒くれを告げる鐘が山を埋めている煙

色堂が同じものであったかはまだたしかめていない︒

た明治十一年の金色堂とわたくしの見た昭和三十六年の金

︵特別会員東大名誉教授︶

鶴岡衛一

時に

﹁ここは滝沢馬琴が寛政五年以来三十一年間の住家で名高

の標示があって︑題して硯の井戸と請う︒文面に依れば

式会社管理地内に古びた井戸がある︒道路に面して高札風

日本弘道会より程近い千代田区九段北一丁目日本地所株

硯の

をたたき破るように響いて来る︒だいたい︑そういう意味
の詩らしいが︑﹁満山の煙﹂は落葉を焼く煙であろう︒わ
たくしも︑今までに二回ほど中尊寺をたずねたことがある︒

二度とも秋深いころで︑山には落葉がしきりであった︒金
色堂の裏庭では︑ちょうど林間に紅葉をたく風景も見られ
林間に紅葉をたく風情けふは見つ金色堂の裏庭にして
というそのときの印象を歌った一首がのこっている︒つい
でに︑右の一首と同時に歌の雑誌に発表した他の四首もご
披露すれば︑

防火装置をわれはまづ問ふ金色のすでにあせたる御堂に

い南総里見八犬伝などの書物を著述したところで︑この奥

馬琴は江戸後期の戯作者で又読本作者として類を絶して

に当時の井戸がある﹂と︒

一八四八年︶

南総里見八犬伝は馬琴自身が﹁我を知る者はそれた堂八

いる︒︵明和四年より嘉永元年︒一七六七年

であることは世の既に識るところである︒馬琴は二十八年

間の長い執筆期間中︑両眼失明一子宗伯︑妻の病死等打続

犬伝か﹂といっているように心血を注ぎ込んだ一代の傑作

く家庭生活の不幸に遭い一時は執筆を断念せざるを得ない

﹁金色のすでにあせたる御堂﹂は修復されて金色さんぜん

の金色堂も︑﹁猶壊梁に金彩を剰すあり﹂という程度の

たる御堂にかえったはずである︒泊翁がたずねられたとき

以上の五首一連は昭和三十六年十一月の作で︑その後に

中

土深くめりこめる礎石を撫でて桑つ南大門跡に秋日すむ

つつ

毛越寺めざして馬車を走らしむ童児連れなる老女も乗せ

入りきて

北上の流れゆたけし月見坂をのぼりつめて南を見さくる

戸

﹁金色のすでにあせたる御堂﹂であったが︑泊翁の見られ
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井

状態に立ち至ったが︑思いを前途に祇がえして宗伯の妻路
により倦まず弛まず筆を運び遂に天保十二年八月︵一八四

女を相手として口述を筆記させ︑絶倫の精力と不屈の意思
二年︶八犬伝全一○六冊の完結を見るに至った︒

馬琴は中国文学に造詣深く使用する漢字漢語極めてむず
かしくこれに反して路女は当時の一般婦女の常として文字
に疎く︑筆の運びも覚束なく為に﹁これしきのことを知ら
ぬか﹂と叱る老の一徹︑涙しながらこれに耐える路女の苦

毛沢東伝

八年十一月二十五日︑井樹山から上海の中央委員会に送っ

はじめ︑赤軍の兵士の一部は農民︑労働者︑ルン︒ヘンだ

た報告で︑この秘密を語っている︒﹁赤軍は傭兵制を廃止

路女も漸く文字を覚え辞句に佃れて︑遂に完成を見るに至

馬琴は馬琴日一記抄の中に﹁筆棄﹂ての松も児等に教えて

して︑兵士に対しては︑他人のために戦争するのではなく

った︒しかし︑大部分は怖兵上りだった︒人民から見下さ

書かするぞ憂き﹂と述懐している︒独り馬琴と路女の場合

て︑自分のため︑人民のために戦争するのだ︑とさとらす

った︒八犬伝は固より馬琴の労作ではあるが︑良い伴侶と

に限らず︑世の中には社会の表面に立って絶賛を受ける人

れ︑憎まれた職業軍人どもが︑不思議なことに︑一たん赤

の背後に所謂﹁縁の下の力持ち﹂として人にない︑人に知

ようにしている︒Ｉ政治教育を通じて︑赤軍兵士は皆︑

しての路女の協力が得られなかったならば到底その完成を

し感謝すべきものである︒

られない労力があったからこそなし遂げられた事実を想起

ら︑彼らは苦しい闘いのなかで︑不平もいわないのだ﹂︒

労働者のために戦うのだ︑ということを知っている︒だか

と農民の武装などの常識を身につけ︑自分のため︑艇民・

士が戦前報知新聞日曜論壇に登載された滋味溢れる珠玉の

以上はかつて﹁路女なかりせぱ﹂と題して故穂積重遠博

階級的自覚を身につけ︑土地の分配︑政権の樹立︑労働者

軍に加わると︑性質が一変してしまった︒毛沢東は一九二

武装闘争︑党の建設﹂の三つをあげている︒

毛沢東は︑中国革命が成功した原因として︑﹁統一戦線︑

木下 広居

四

一九二七年八月︑蒋介石に反対して兵をあげた朱徳の軍

一

ゞ

名文を覚束ない記憶をたどりながら先生をお偲びするよす
がとして述べた次第である︒︵本会評議員︶

／ＩＬ

イー坐

︹ｕ︶

︑ｊノ

山1

一

〆、

見ることは出来なかったであろう︒

渋は狗に察するに余りがある︒かくして筆を続けるうちに

I

うけた︒朱徳によると

隊が南下して広東省境にくると︑たちまち農民の大歓迎を

理して︑副食費などの一部を節約して︑小づかいに当てる︑

入だったから︑財政収支が公開され︑また兵士が炊事を管

という赤軍の生活は︑まったく驚異そのものであったろう︒

そこで︑捕虜あがりで︑新しく赤軍にはいった兵士は︑

﹁行軍はまるで︑お祭りつづきのようになった︒はじめ

は小さい農民群だったのが︑だんだん大きな集団になって

だ﹂

﹁赤軍が発展させた最も強力な︑教育方法であり︑赤軍

こういっている︒

兵士が会議を開いて討議する自由については︑朱徳が︑

．﹁国民党の軍隊と︑われわれの軍隊とは別の世界のよう

ゆき︑男も女も︑考えられる限りの︑ありとあらゆる武
器を持って我賓の部隊に加わった︒ｌ彼ら腫皆︑目を

といった︒

なＩ﹄︒﹂

かがやかせて︑﹃お前さんたち︑とうとう来てくれました

毛沢東は︑赤軍の士気が盛んだった理由として︑民主主

といった︒

会議には︑朱徳や毛沢東をふくめて︑指揮官も兵士も全部

の戦闘や作戦を分析する会議を開くことだった︒こういう

が参加した︒ここでは一切の階級はなくなり︑ゑな自由に

が成立して以来︑一貫して実践して来たことは︑これまで

﹁赤軍の物質生活が︑こんなにも粗末であり︑戦闘が︑

あり︑兵士の利益を代表していた︒毛沢東は︑

こんなにも頻繁に行なわれていたにも拘らず︑なお敗北せ

しゃべる完全な権利を持っていた︒戦闘や作戦の計画が討

義をあげている︒赤軍には︑中隊︑大隊︑連隊に兵士会が

ずに維持できるのは︑軍隊内で民主主義を実行しているか

議されたり︑批判されたりした︒そればかりでなく︑指揮

官であろうと︑兵士であろうと︑その個人的行動も批判す

らだ﹂という︒

﹁上官は兵士をなぐらず︑将兵は平等に待遇されている︒

させた︒それば︑アテネの軍隊を思い起こさせる．！主

戦争の前︑兵士たちの集会に︑明日の作戦について討議

ることができた︒﹂

席や司令官も︑班の中では︑兵士と同格で︑同志以外の何

は廃止され︑経済状態は公開されている﹂︵ところで︑こ

兵士は会議を開いて討議する自由がある︒めんどうな儀礼

になったら︑そうは行かないだろう︑ということがいわれ

れは︑中国で政権をとるまでの話で︑政権を維持する立場

ものでもない︒朱徳は︑

﹁わが軍の将兵は︑戦闘の最中には命令に従わねばなら

やしないか︒これは疑問としてとっておくがいい︶

ということだ︒兵士の食費の頭をはねるのが︑旧軍閥の収
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だ命令を受けとって従うということは︑我々の望むところ

ないが︑国民党軍のように︑命令の意味を理解せずに︑た

に分けてやった︒また無用な犠牲はさけた︒蒋介石の方は︑

庫を取れば︑赤軍に必要なものを取るだけで︑あとは農民

い人間を皆殺しにした︒これに対して赤軍の方は︑食糧倉

孟子は︑

ドイツ・ナチ流で︑徹底的に殺す方針だった︒

ではない﹂といった︒

こういう会議によって︑それまで︑

﹁はっきりものをいうことができなかった農民兵も︑軍事

﹁人を殺すことを塔︵たしな︶まざる者王たらむ﹂

く多く敵を殺したがる︒内戦においても︑その残酷なこと

といった︒どこの国でも︑他国との戦争においては︑成べ

このような赤軍の中にはいって来た旧軍閥の傭兵たちは︑

は同じことだ︒もし人を殺すことの嫌いな為政者が出たと

のべることを学んだ︒﹂

や政治その他の問題について︑自分で考え︑自分の意見を

﹁赤軍の物質生活が蒋軍︵白軍︶より劣っているのを感

するならば︑世界中の人民が寄ってくるだろう︑といって
いる○

ずることは事実だが︑赤軍にいることで︑精神的には解攻

言葉で気楽に話し合いながら歩いて来た人間だ︒これが政

頼されることを基礎としたのが毛沢東だ︒そして︑人民の

人民といっしょに苦し象︑働らこう︒人民を信頼し︑信

非常に勇敢になるのは︑まさしく民主主義の影響である︒

いて︑決して勇敢でなかった者が︑今日は赤軍内において︑

された︒同じ一人の兵士でありながら︑昨日は敵軍内にお

赤軍は一つのルツボのようなもので︑捕虜あがりの兵士で

と独裁的権力なしには統治できない現状らしいが︑日本人

権をとるまでの毛沢東だが︑これからどうなるのか︒赤軍

は︑どういう心構えで︑つき合って行けるだろうか︒また︑

も︑はいってくれば︑たちまちとけこんでしまう︒﹂

毛沢東の理解するマルクス・レーニン主義は︑又連の場合

といった︒このように︑一切の決定を︑民衆の討議によっ
においても忠実におこなわれた︒

︑︵本会副会長創価大教授︶

理解することが︑日本人にとって必要なことだ︒

とちがう︒イエス・キリストのようになった毛沢東を十分

て行なう民主主義は︑軍隊内ばかりではなく︑政治の部門
さて︑蒋介石の方は︑ナチの前参謀総長︑フォン・ゼー
クト将軍の指導のもとに︑新戦術を立てた︒

アメリカから五○○○万ドルの借款によって︑四○○台
の航空機︑赤軍の十万に対して五十万︑塩の供給まで止め
た︒そして︑赤軍の味方と見れぱへ住家を焼き︑食糧を奪
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エマーソンの
償論

野口明訳

るは︑外側の無い内側︑陰の無い光を求めるに等しい︒熊手で物を

人生なるものは︑人力を以ては避け得ない事情で囲まれている︒

掃けば︑物は歯を漏れてもとの状態が残るに似ている︒

そもそも宇宙の基である大霊は全力的に生貫かんと︑万物を通じ

関係なりと高言したりする︒然しいくら口先だけで強がりを言うて

然るに不明の人はそれを逃れんとし︑或はそんな事情は自分には無

て働いている︒大霊だけが此の世に於ける唯一の事実であろうとし

っても︑その不可避の法則は︑他の急所を襲撃するであろう︒入若

も︑その事情はその人の心霊に潜むのである︒よし避け得たりと思

し外形又は外観に於て免かれたと思っても︑実は己の生命に抗し︑

牲を払うことなくして利益だけを享受する企ては︑結局失敗するこ

己自身から逃れたのであるから︑その酬いは死となるであろう︒犠

売をし掛引をし︑乗馬の為めに乗馬し︑装わんが為めに装い︑美食

は時々此の病気︑分離して一方だけを享受せんとする欲望︑が起き

とは明かで︑改めて試験をするなどは狂気の沙汰である︒然るに人

へぱ権力でも︑快楽でも︑知識でも︑美でも︒ところが或る人は︑

の為めに食し︑見栄の為めに支配者の位置を得んとする︒人は大人
有名になると苦い半面のあることを知らないで︑甘い半面だけ左持

けを見て︑恐るべき尻尾︑竜の尻尾を見失うが如くである︒そして

に目がくらんで︑その害毒を忘れてしまう︒恰も人魚の美しい頭だ

此の都合の良い半面の象をねらう分割分離は︑必ずその反動作用

に到る︒﹁鳴呼唯一の大いなる神よ︑止むことなき欲望に駆られる

人間に対し︑厳しき御摂理によりて︑失明の刑罰を下し給いつＬ︑

自分の欲する部分を︑自分の欲しない部分から分離できると考える

黙として天の最高処にまします事の何と神秘なることよ﹂︵聖オー

に襲われる︒今日まで分割作業を企てて成功した人は一人も居ない︒

まう︒例えば快楽は楽しさを︑利益は利を︑力は強さを失って別の

ｎ分の好む一部だけを取り出すと︑その部分は良い値打を失ってし

ガスチン告白録第一巻の句︶︒

水は掬って二つに分けても︑掌の裏側ではすぐ合流する︒全体から

つことができると思っている︒

ると︑智力も侵かされ︑神を見る明も侵かされ︑肉体上の魅力の承

物と見られたがる︒地位︑富︑権力︑名誉等を持ちたがる︒彼等は

自分の存在を誇示したがり︑目立つように工夫し︑私利の為めに商

ている︒大霊以外の万物は︑大霊の附加物に過ぎないであろう︒例

を振わんとする︒

事を統制せよと云うに︑肉体は肉体自身の目的の為めに万事に強権

に︑肉体は肉の桑を結合しようとする︒心霊は徳の目的の為めに万

心霊は﹁男女は精神的にも肉体的にも一体たるべし﹂と命ずるの

'三1

ものになってしまう︒我々が︑善美だけをそっくり我物とせんとす
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報

神であり乍ら︑万能力を制限されたこと︑恰も憲法によって無力に

手を縛して︑以て均衡の道理に合わしめている︒ジュピターは最高

も︑彼には野卑な行為があったとして︑心ならずも悪神として︑両

のである︒丁度ギリシャ人はジュピターを最高の精神と呼びながら

見ることができる︒心霊は文学の中に無意識に自然に自らを語るも

かは︑人間の作った物語り︑歴史︑法律︑諺︑会話等の内容の中に

此の損得不可分の事実に対して︑人間の心霊が如何に忠実に働く

ことを証している︒即ち自然にあっては︑如何なる物でも無依で与

撃︑此の発砲の時の砲身の反動は︑此の法則が絶対で免かれ得ざる

する自由な詩歌の中にも︑無怠識的に潜入するものである︒此の反

想を極度に発揮して大胆な悦楽に耽り︑古い淀から自由になろうと

た欠陥は必ずある︒神の加えんとする此の懲罰的制炊は︑人間が空

いので︑そうなくてはならないのである︒如何なる物でも神の与え

致命点だったので殺された︒全体が完全でないこと︑それが正し

血の池に浴した時︑散って来た一枚の落葉が附着した背中の一部が

る神︶が︑世の中をよく監視して︑どんな罪でも罰せずには放置し

ネメシス︵ギリシャ神話で︑善悪両極の運命を人に公平に分与す

えられるものは無く︑すべては代償を払うべきものである︒

う神も別の秘裕を握っていた︒それはジョオブが︑部下の雷神を必

できない秘密を握るプロメシュスなる神があり︑又ミネルヴァと云

された英国王に似ている︒ジョオブ︵ジュピターの別名︶にも無視

要な時に呼出す時︑雷神を棲まわせていた磐戸の鍵は︑ミネルヴァ

ないとする古代の徒も︑即ち此の理からである︒フュリイズ︵頭髪

は蛇︑三人の姉妹神︶ｌ正義の侍女で復緋の神ｌが︑太陽でさえそ

が持っていたからである︒

の行路を誤れば之を綱するのも同じ理由からである︒ギリシャの詩

あらゆる神々のうち︑鍵を知るは我一人

人達の言うところによれば︑石の壁︑鉄の剣︑革の帯等は︑その持

主の凶事に不思議な因縁を示した︒例えばギリシャの勇士アジャッ

固き扉を附く鍵︑その室にこそ
此のギリシャ神話は宇市全休が万物の内部に働くこと及びその道

ャの勇士アキレスとの一騎打に敗れて殺され︑その屍が車に引ずら

クスが︑トロイの大将ヘクターに与えた革帯は︑ヘクターがギリシ

ジュピターの雷神たちは眠る︵エスキラスの詩の句︶

いる︒けだし倫理を含まない寓話の如きは生まれることもないであ

徳的目的とを率直に物語っている︒印度神話も亦同じ倫理に終って

た︒又反対にヘクターがアジャックスに与えた剣は︑後にアジャッ

れて︑トロイ城を三度廻らされた時︑車に結びつける帯に使用され

クスを什す剣となった︒又セシア人︵ギリシャの一島に住む人種︶

ろうし︑作られても世に通用することはないであろう︒ギリシャ神

が不老を願うことを忘れたが故に︑彼女は老衰しても死するを得ず

の一人が夜之を倒さんとしてその像を連打し︑遂に像を台石から動

が︑競技の勝者セァゲネスの為めに石像を建立した時︑競技の相手

話に於てもオーロラは︑恋人チトナスの為めに︑神に不死を願った

に苦しんだ︵テニソンの詩︶︒ギリシャの勇士アキレスは母親テー

︵ホーマーの詩イリアードに在る物語︶

かし得はしたが︑自らはその下敷となって死んだと云うことである︒

チスが脚首のところを摘んで霊水に漬けたので︑今アキレス健と云
われる個所は霊水に触れずに︑そこだけは不死身でなかったので殺
された︒ニイベルンゲンの歌に在る英雄ジィグフリイドも︑彼が竜
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その深遠なものは︑寓話作者の頭から出るものではなくて︑作者の

是等の寓話の中には︑或る深遠なものの働きが秘められている︒

に潤されん︒聖書によれば神のたまわく﹁汝何を欲するか︑先づ支

人を秤れば人我を秤る︒愛は愛を以て報いられる︒与えよ︑さらば

︵旧約聖書出挨及一記第二十一章第二十四節︶︒血を以てすれば血で︑

払え︑そして得よ﹂と︒何物でも犠牲なくしては得られないであろ

与えられん︵新約聖書ルカ伝第六章第三十八節︶︒人を潤す人は人

家を研究するだけでは判らないが︑多数の芸術家を研究すると︑そ

う︒汝が為した限度だけ支払われるであろう︒働かざる者は食を得

気がつかないもっと本質的な深いところから出るものである︒つま

の多数の精神の中にそう云うものが存在することに気がつくのであ

の上に返りきたる︒鎖を奴隷の首につける者は︑他の一端で我が首

ること能わず︒人を害するを思えば人に害せらる︒呪は常に呪う者

り一作者の作為などから出るものではない︒此のことは一人の芸術

る︒私が知りたいのは︑例えばフィヂア↓︿︵ギリシャの大彫刻家︶

を巻かれるであろう︒悪智恵を人に与える者は︑自分もそれで苦し

その人の思想ではなくて︑初期ギリシャの多数の作品である︒彼フ
ィヂァスの盛名と事蹟とは︑歴史を見るには便宜はあっても︑高度

められる︒であるから悪魔は畢寛愚かな者なのである︒

斯く聖書に記されているのは︑人生がその通りであるからである︒

の評論をする場合には却って邪魔にさえ感ずる︒我灸は或る時代に︑

はや上もすると公徳とは全く離れた下劣な目的を狂うことがあるが︑

我々の行為は人力以上の自然の律法により導かれ決定される︒我を

人間が為さんとしたことを知ると共に︑フィヂアスやダンテやシェ
クスピアの如き偉人が出て︑其の個人的活躍によって︑時代精神さ

人は一度口を開けばその言葉は結局自分自身を批判する言葉にな

れて脱線を止められるのである︒

そう云う時でも強力な磁力が働いて︑両磁極を結ぶ線の上に調整さ

えも変更する︑その経過を見逃してはならないのである︒
此の天の声とも云うべき深遠な声は︑諸国の諺の中に一層よく現
われている︒諺は常に理性の文学であり︑何の制限も受けない絶対
は人間の直覚を集めた神殿である︒事勿れ主義の世間は︑無事を好

真理の言葉である︒諺は民族の聖書のようなものであり︑諺の世界

いて見せている︒どんな意見を吐いても︑すべて反応が返ってくる︒

る︒人は欲すると欲せざるとに拘らず︑一語毎に人前で自画像を描

の龍の中に在る︒むしろ捕鯨の括の如く︑銘は巻綱をほどきながら

例えば或る目標に投げた糸の球の如く︑糸の一端は必ず投げた手許

んで︑実際家が率直に語ることを許さないが︑諺を以て語れば︑何
等の制限も受けないで真実を吐露することができる︒そして教会も︑

飛び︑錆が悪いか投げ方が悪い時には︑操括者を傷つけるか或は級

議院も︑大学も公認しないこの律法中の律法は︑諺と云う翼を借り
て︑絶えず市場庭工場にと伝道されてゆくのである︒その教訓の実

英国の文人政治家零ハークは云う﹁自慢をする人はその鋒先でｎ分を

諸君は自分を苦しめることなくして︑悪を為すことはできない︒

を沈めることになるであろう︒

万物はすべて表裏を持ち彼是互いに相対している︒例えばトンと

傷つけている﹂と︒社交の世界で人を排斥する人は楽しゑを独占せ

る︒

際的で又普遍的なことは︑烏や蝿が到る処に飛びまわるが如くであ

叩くとタンと反応の音が返って来る︒目には目︑歯には歯で償う
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に天国の扉を閉めることに気がつかない︒将棋の駒やボーリングの

んとして︑実は楽しみから自分を除いている︒宗教に於ける排他主

判らぬ言葉を浴びせていたのである︒然し此の凶烏は故無くして現

上を飛湖しつつ︑何かを脅かし︑何となくイヤな顔も見せ︑又何か

り︑我々知識階級も亦同様である︒此の恐怖は長い間政府と財産の

われるのではない︒必ずや改革を要する大弊害の存在を暗示してい

義の人は︑異教徒を天国に入らしめないようにして︑実は自分の上
ピンの如く人を扱う人は︑自分もそれ等の物の如く粗末に扱われる

るのである︒

我々が一定のⅡ的を以て始めた仕事を途中感ずるところあって中

であろう︒人の心を無視すれば︑自分の心をも置き忘れることにな

止する時︑如何なる変化が起こるかの心配感にも此の恐怖感と似た

ろう︒優れた感覚さえあれば︑どんな人からも価値を取出し得る︒
女からも︑子供からも︑貧乏人からも︒﹁財布から取れなければ皮

性質がある︒快晴の日にさえある恐怖︑ポリクラテスの碧玉の恐怖

幸福なりし故︑同服のエジプトの王アマシスが将来を愛慮し︑神々

︵ポリクラテスは紀元前六世紀頃ギリシャ領サモス国王があまりに

層から取ろう﹂と云う諺は︑どんな物にも価値があると云う深い哲
我々の社交関係に於ても︑好意と平等とに反する時は︑忽ち罰を

理を云うのである︒

の嫉みを避くべく︑重宝を海に投ずることを奨めた︒ポリクラテス

スは災の来るのを恐れて同盟を解いた︒案の定ポリクラテスは間も

くして漁夫が献じた魚の腹から其の指輪が出て王に戻った︒ア↓︑シ

は之に従い秘宝のエメラルドの指輪を海に棄てた︒然るに幾何も無

が空気に合するが如く︑自然に混和融合する︒然るに此の淡々たる

る関係にある間は何等の不愉快な空気は生じない︒水が水に︑空気
関係を変えて︑片寄った関係を作るとか︑その友人には不利に︑自

無く殺されたと云う︶︑繁栄に潜む恐怖︑高潔な禁慾心と犠牲的精

受けるのを見る︒その罰とは恐怖である︒例えば私が友人と淡々た

分だけには有利な如くすると︑彼は直ちに不都合と感ずるであろう︒

秤衡の微かな閃きである︒︵本会会長︶

神とを仁者に課する人間の本能︑之等は人間の心に露頭する正義の
ひらめ．

そうなると私が彼を避ける如く︑彼も又私を避けんとし︑彼の眼は

はかり

私の眼と会うのを嫌って︑二人の間に戦争が起る︒彼は私を憎悪し︑
社会に於ける一般的にも局部的にも積年の悪習となっている︑財

私は彼を恐れることになる︒

産と権利の不正な蓄積も同様の復僻を受ける︑恐怖心は敏感な予告
者であり︑又革命の先駆者でもある︒此の予言者の教える一事は︑
は腐肉を負る烏であり︑人々庭はその烏が何を求めて飛湖するのか

からす

恐怖の現われる処には必ず腐敗が在ると云うことである︒此の恐怖

われるかとビクビクしている憶病者であり︑我々の法制も同様であ

判らなくとも︑何処かに屍体があるのである︒我有の財産は何時襲
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多収米と
美味米と

吉野実一

公害米

Ｊ１
１︑世界的には米はまだまだ不足

ころはもちろん︑北海道のような案︑い地域

の気象は稲作にとって非常に不利です︒と

国生れの寒がり屋です︒したがって︑日本

識をお持ちでしょうか︒﹁いね﹂は元来︑南

﹁いね﹂について︑皆さんはどの程度の知

を打ち建てたのであります︒

の稲作技術は︑ついに連続大遇作の金字塔

るということができます︒このような一連

肥法の相連は︑まさに百八十度の転換であ

われるようになりました︒この今と昔の施

まだ完全に生きたままで刈り取りがおこな

生育地であるということも関係しています︒

のみずほのくに︶日本が︑﹁いね﹂の絶好の

源に恵まれた豊葦原瑞穂国︵とよあしはら

沼沢植物としての﹁いね﹂にとって︑水資

の研究があまりにも軽視されていたことは

行して進められなければならなかった米質

倒の強い国家要請のあまり︑当然これと平

はずがありません︒ただ︑従来の増産一辺

作られたゑごとなお米が︑そんなにまずい

言われていますが︑最高水準の稲作技術で

一説に︑無肥料で作ったお米はうまいと

３︑うまい米︑まずい米

ころが︑その﹁いね﹂が東北︑北陸の米ど
でも立派に作られるようになりました︒世
界中の人々が日本のすぐれた稲作技術に驚

まずくて食べられたものではないと︑賛沢

都会に奪われた労働力は機械が補ってく

嘆するのも無理もありません︒これには︑

なことを言っています︒しかし︑お隣の国

れる︒優良品種が次から次へと生れる︒化

しています

々では食べ物が足らなくて困っている人々

学肥料も非常に沢山の種類が出廻わり︑選

否定できません︒しかし︑俗にいう﹁おふ

日本では︑米があり余って困る︑古米は

た陸地で︑人口は急速に無限に増加するい

が大勢います︒これからの世界は︑限られ

がわれるように︑食べ馴れた米かどうか︑

は大変複雑です︒さらに︑これに新米︑古

また炊き方によっても違うなど︑その評価

くろの炊いた飯が一番うまい﹂の諺にうか
するのは生育後期の窒素の追肥の考え方で

ぶん変わりました︒とくに︑その感を強く
あります︒従来は︑稲の体内成分がほとん

択に戸惑ってしまうくらい︒施肥法もずい

今︑わが国では東南アジア諸国に対する

米の別が加味されるので︑うまいまずいの

つぽうなので︑もっと真剣に食糧危機の問

技術援助の一環として稲作技術を輸出して

ど全部穂に移行し︑こがれ色に枯れ上がっ

題について考えなければなりません︒

います︒大学を出たばかりの若人が毎年︑

品定めは尋常一様には決められません︒

ょうか︒とかく︑うまい品種は倒伏しやす

い米を沢山とることは至難のわざなのでし

﹁天は二物を与えず﹂といいますが︑うま

てから収穫がおこなわれていました︒とこ

産物が送り込まれる状態︑言いかえれば︑

穂に︑まだ余裕さえあればいくらでも同化

ろが今はどうでしょうか︑貯蔵庫としての

海外に派遣され︑大変好評を博しています︒

２︑稲作技術の今昔
お米は私達の主食ですが︑米のなる木
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こなわれているとか︒食味の精密な測定法

最近では︑うまい米を作る肥料の研究もお

乏しく老化しやすい︑と言われています︒

い︑味つけ米といわれる軟質米は貯蔵性が

つことが先決であります︒これ以上変わっ

まいが︑なにはともあれ︑元兇を完全に絶

れ︑具体的な対策の確立もそう遠くはある

大変むずかしい︒急ピッチに研究が進めら

する必要がありますが︑そのライン引きが

があるが︑甲羅をへた猫で︑人を食ったり

ったのであろう︒｜︲徒然草﹂にも猫股の話

ろから︑空想化されて魔物視するようにな

これは猫の雌が光線によって変化するとこ

よく世間で猫は魔性だなどといわれるが︑

と人間様と同じようにミイラにして厚葬さ

では沢川の盗料が残っているそうで︑死ぬ

畜になったらしく︑特にエジプト文化の上

元米淵という動物は︑ずいぶん古くから家

鍋島や有馬の淵騒動に発展したのであろう︒

ことが偲ばれるが︑結局こんな空想が後の

人に化けたりするのを猫股といった当時の

成など：⁝・⁝⁝︒とにかく︑われら総動員︒

や貯蔵方法の確立︑そしてうまい品種の育

﹁猫談義﹂

につれて色を変える︑と考えられて宗教的

れた由である︒つまりそのⅡが太陽の回一転

ジプトからローマを経てヨーロッ︒︿にひろ

崇拝の対象ともされたわけである︒洲はエ

がり︑十六世紀頃アメリカ大陸へもひろが

った由で︑猫の歴史上でも栄枯盛衰様々で︑

ヨーロッパではカトリック教会の組織が確

なにしろ︑これは人命にかかわることだけ

に鰹節﹂というが鰹節もあまり好きでない

のでなければお気に召さないのであるｏ﹁猫

じしかたべない︒それも新鮮ないきのいい

れてひどい目にあわされたらしかった︒

行なわれた時︑猫はこの魔女と結びつけら

教会を守る政策から︑所謂魔女狩が盛んに

立した十三世紀末から︑合理主義的思想の

に減収や品質の低下ではすまされませんｏ

らしく︑貧乏世帯の御主人を悩ませること

食事がたいへんぜいたくで︑さかなの小あ

十年余になる︒いつのまに甘やかしたのか︑

んに沢山いる駄拙で︑住象ついてからもう

をして住承ついている︒もちろんそこらへ

私の家に猫が一匹︑いっぱしの家族づら

鈴木三八男

︵豊林省農業技術研究所化学部作物栄養科農博︶

た名前の公害米の登場は︑もうごめんです︒

米質に関する研究を進める必要があります︒

４︑公害米は絶対に追い出せ
パルプエ場︑食品工場︑皮なめし工場な
よる水稲被害は全国的に急速に拡大してい

どの廃水︑また畜舎排水︑団地汚水などに
ます︒水稲被害のおもな原因は汚濁水中の
窒素化合物でありますが︑窒素自体はきわ
めて重要な栄養素なので︑過剰窒素による
うらしい︒

被害というと︑一般の人は大変不思議に思
青米︑基白米︑砕米︑くず米や古米は︑

まだいろいろと使い途がありますが︑例の

収堂を犠牲にしてでもカドミウム含有髄を

甚だしい不忠者である︒

わが国でも細文時代の頃から飼猫がいた

生まれる十七仙紀頃まで︑異教を排斥して

一定の基準以下に抑制しなければなりませ

カドミウム米には全くお手あげの状態です︒

筆

ん︒これはまず︑汚染米と非汚染米を区別
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I
漫

昔爾謡二一鼠一昔おまえは鼠をくわえ

申尋旬〆

らしいが︑実際の猫についての記事で手近
へキテしりヲ

街鳴達二庭除一ないて庭中ぐるぐると廻
スメソトヲシテ・力

ら

ー従二登レ舟来一舟に来るようになってか

クピリリニリテ

意将レ清二我願一私の家を清めようと︑そ
ういう気持だったろう

︿二〆ソトガヲ

欲し使二衆鼠驚一鼠どもを驚かせ

ったことがあったつけ

かに見られるものに﹁枕草子﹂第七段に猫
﹁源氏物語﹂の中にも︑当時の宮中に飼わ

ずきの一条天皇の話がある︒又同じ頃の
れた猫の様子が﹁若菜の巻﹂などにもここ
かしこに描きだされ︑唐雅などという言葉
も見えていて︑当時中国からの唐猫が貴族

舟中同二居屋一ずっとおんなじ一づ屋根

ジウスヲ

社会の間で盛んに愛玩されたことが窺える︒

綬糧雛二甚薄一ほしいは乏しかったとい

しニノレバナ．ｙ

う樹ものの

もおまえのおかげです
引くに重きをおき

﹂気ノ

やめにしよう

秋来鼠輩欺二猫死一秋になって鼠ども淵の
死んだをよいことに

ドリノセルヲ

ヲ
乞うレ
猫黄庭堅

悲しゑ嘆くわしなのだ

為し爾卿歌戯おまえのために今はただ

二ノカセン

己実莫二復論一仕方がないもういうのは

ヤンヌルカナカレタズルゴト

謂レ不し如二馬聴一馬やロバの方がましとい

フトカ二

世人重二駆駕一世間の人は一般に走らす

︽ソジテヲ

此実爾有し勤食わずにすんできたこれ

免レ食二漏癖余一鼠に小便かけられたり鼠
にかじられたおあまりは
ずっと

ルフヲノワ

壬ダシ・ｒ︑︑︑

漢詩の方で猫の詩はないものかと︑まず唐
詩を探して染たがみつからない︒どうも多
感な唐代詩人も猫では感興が湧かなかった
らしい︒そこで宋詩はと思って探してゑた
らやっと猫をうたった詩があらわれた︒即

プヲ
ルヲ
ち梅尭臣の﹁祭し猫﹂︑黄庭堅の﹁乞レ猫﹂︑陸
ル二
淋の﹁贈し猫﹂である︒

ヲ
祭ルし
猫梅尭臣
・リシテノヲ

自レ有二五白猫一紬の五白を飼ってから

ハサガヲ

鼠不レ侵二我害一鼠は本をかじらない
七・リ

つ︽ル

今朝五白死今朝ほど五白は死んじゃ
リテブト・ヲヲ

えで

祭与二飯与戸魚葬って飯とさかなのお供
︐リヲ

スルハヲズヲニス〃二

送二之干中河一河の中ほど見送って
呪し爾非二爾疏一お呪を唱えたがおまえを
粗末にするんじゃない

ヒヲシヲスヲ

る

がえし夜の眠りを妨げ

窺レ菱翻し盆撹二夜眠一水がめのぞき盆くつ

キクナラクユトソ

した

間道鯉奴将二数子一お宅の猫さん子ども大
勢つれあるくとききま

上ヲチテニセソヲ

買レ魚穿レ柳鴫二街蝉一そこで魚を買ってきて

ｒ曇

柳の枝にさし通し猫ち
ゃんお迎えいたしまし

二
贈ルし
猫陸淋

ミヲへタリサキ

ノ

やっと貰ったこの小猫

裏塩迎得小鯉奴塩をつつんでお礼とし

クル

尽護山房万巻害書斎に積んだ沢山の書

物を鼠にかじらせず守
り通したこの小猫

スシクシテユルコトニキヲ

らごほうびないのが恥

術偲家貧策し勲薄貧乏ぐらしでこのてが

づかしい
二グノスルニシ
実無二笹坐一食無し魚坐らせてやる毛電も御
馳走してやる魚もない

猫についての随筆としては︑清朝時代

﹁錨苑﹂と題する一書があって︑中国にも

猫キチがいることを証明している︒私の一

の猫の訪問をよく受ける︒中には堂々と玄

家はよほど瀦族の好象にあうのか︑隣近所

関のガラス戸を手であけて鳴きながら入り
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知らん顔をしている︒ま︶﹂とに衣食足って

の猫のこと︑利口だか馬鹿だかしらないが

こんでくる猫もある︒そんな時さすがは家

仰盆栽向きの品種

えかえはさけましよう︒

にはやや弱い性質がありますから︑冬の植

どの布で覆っておきます・約二ヵ月で発根

ようにつけ︑さらにそのうえをビニールな

その部分涯湿した水ゴヶや粘土をダン・ゴの

す︒

しますから︑枝を切り取って浅鉢に植えま

との別があり︑盆栽界では﹁セキリュウ﹂

ザクロには﹁花ザクロ﹂と﹁実ザクロ﹂

世間を忘れて︑洲談義にふけっていれば︑

礼節を知る君子猫である︒とかくうるさい

㈲株分け株元から出た苗を萌芽前に

例挿し木七月下旬頃が適期︒仰穂は

分けて植えます︒

秋の実付きが美しいものです︒多くの園芸

い︑長さ一五センチくらいにとり︑切口は

今春に伸びた枝で︑十分完熟したものを用

・姐性︶︑小町︵淡紅色・樹がやや弱い︶︑

すると︑九月に発根します︒今年はそのま

に挿します︒湛水を続けて日除け下で管理

鋭利な刃物で斜に切り︑水揚げしてから鉢

更紗絞り︵八重咲大輪︑白と朱紅色花︶︑

㈹花ザクロは率八重姫︵八重咲で紅色

と次のようです︒

品種がありますが︑代表的なものをあげる

重咲の実ザクロは花が単色で小形ですが︑

大形で美しいのですが実はなりませんＯ一

と呼んでいます︒八重咲の花ザクロは花が

︵斯文会主覗︶

まことに他愛ない平和な毎日ではある︒

四季の鉢物︵七︶
盆栽づくり

渡部弘

に植えかえます︒

け実生種子は実を取ってそのまま果

ま移植せずに︑鉢のままで越冬させ︑来春

何実ザクロ恥姫石溜︵葉・花・実が小

実を乾かさないように保存しておき︑翌春

朝日梱︵八重咲大輪︑朱紅色︶など︒

ザクロは南支那原産のザクロ種に属する

さく︑姫性︶︑根幹溜︵幹が振れる︒花つ

いし︑種子を箱に播きます︒箱に深さ五

四月下旬頃に皮を割り︑果肉を取って水洗

○ザクロ︵石摺︶

しく花はつゆ時から八月までボッポッと咲

落葉潅木です︒芽出しの繭︵ほう︶芽が美

は青白色で大きい︶︑大実揺︵実は大きく

えるのは翌春四月下旬ころになります︒

すが︑大実ザクロは開花しません︒鉢に植

一才ザクロなどは秋に開花する苗もできま

イツサイ

実生苗は育った頃から箱に植えひろげます︒

うにすれば約一カ月くらいで発芽します︒

六センチのものを用います︒乾かさないよ

き突つきがよい︶︑水晶実︵白花大輪︑実

二センチ外皮をむき︑

六月頃に︑枝を輪状
︵環状︶に一︑五

㈹取り木五

生などでふやします︒

苗は取り木のほかに株分け︑挿し木︑実

③苗のつくり方

甘味あり︑よく庭木としてつくる︶など︒

き︑秋には実のつくものもあります︒冬は
その幹と枝振りもながめられますので︑四
季を通して変化のある楽し桑を味あわせて
くれます︒

盆栽としても強いほうで︑夏の高温によ
く耐えますので︑移植は四月下旬から九月
上旬ころまでに行ないます︒しかし︑寒さ
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ます︒

ますが︑針金を焼いてさますと柔かくなり

なお前にも述べましたが︑針金に紙を巻

枝のみを残して︑出来るだけ早く摘芽し︑

残した芽も伸びすぎるようであれば適当な

いて使えば︑巻いた部分がくびれずに︑自

芽が相当多く出ますから︑必要と思われる

ところで切ります︒ただし︑生育中の新し

由に曲げることができます︒

発芽の直前が植えかえの適期です︒東京
地方では四月下旬にあたります︒冬は植え

い枝はむやみに切ってはいけません︒それ

③鉢植え

の大きさに応じて浅鉢を準備し︑用土は粒

おくと︑盆栽としての形がくずれてしまい

すいともいえますが︑これをそのままにし

大型の盆栽でも果実は五つくらいを限度と

くの実をつけると樹勢が弱ります︒一般に

つけることがありますが︑小木にあまり多

姫ザクロなどは実が小さいのでたくさん

⑤その他の手入れ

かえは枯れますので注意してください︒苗

は新しい枝の先に開花結実するからです︒

植えつけは浅くし︑根張りをつくるよう

ますので︑丹念に手間かけて摘芽を刈込み

ザクロは徒長枝が出やすいので︑作りや

状の畑土に腐葉や砂を混ぜ︑なるべく排水

にします︒植えつけ後は日当りのよい場所

ております︒

をよくします︒

に置き︑乾かないように管理し王す︒日照

を行なう心要があります︒

姫性のザクロは丈が低く︑細かい枝がい

鉢の植えかえは毎年春に行なうのが原則

なお︑開花中に室内に飾ると色が落ちや

が不足すると生育がわるく花がよく咲きせ
ん︒生育期間中は肥料を十分に施すことが

っぱい叢生しますので︑無用の枝は早目に

です︒植えかえときには︑その根は前の年

に切り込みます︒下枝は再び伸びない枝で

ザクロは樹形が不等辺三角形になるよう

ることが自然です︒針金は幹からかけはじ

くは左巻きです︒それで針金は左巻にかけ

幹が曲っていますから︑それにならって多

ろが最適です︑ザクロは振幹のように多少

栽はとくに根株に凍害をうけやすいもので

部分をたしかめてください︒

けません︒根土を軽くほぐして︑切り込む

に切った部分よりも︑深く切り込んではい

すいものですから注意してください︒

よく︑一般には油粕や玉肥や化成肥料を少

しくなります︒針金かけは五月から六月こ

整理し︑針金をかけたほうが︑早く盆栽ら

すから枝振りをよく考えて︑慎重に切って

めて順次枝の先端︑そして終りに頂芽へと

仙整枝と針金かけ

量施すことも多く行われます︒

ください︒しかし頂枝のほうは相当に切り

地に埋めるのが蝦も安全です︒軒下などに

すから冬は陽だまりの暖かい場所に鉢ごと

に水を与えてください︒

入れた場合には乾きすぎないように︑適当

また︑ザクロは寒さに弱い樹ですし︑盆

込んでも︑枝は再び上へ上へと伸びますか

に︑およそ枝の太さの三分の一の太さのも

巻きます︒針金はあまり太いものを使わず
のを用います︒できれば銅線が好ましいの

整枝の時期は︑植付けと同時に行います

ら︑上枝は思いきって勢定します︒

が︑頂枝は切り込んでありますので︑芽が

のを使うと便利です︒これをナメシといい

ですが︑なければ亜鉛線を柔にかにしたも

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶
しておくと樹形がくずれます︒また幹から

出たら︑これを摘み取ります︒そのままに
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老いたれど弘道誌には我︵短︶歌を何時も送りて楽しみと
する

小学に学びし頃の校長の頒徳碑前の樹木切りたし

我屋敷町第一の広さとふ︵か︶経営難を雑草に見る

入梅の近き日頃にはやなりて花壇に雑草未だ残れり

宿根の雑草にして斑の抜けし博多唐草野を作る見ゆ

米寿祝ひ近づく頃をしかすがに︵よる日頃老吾も︶午後は疲

宿根の蕎麦の繁茂は雑草の王者と見ゆる印度原産

羽あらぱ飛んで行きたし干潟の里に昔話に若返るらむ

懐しき菅谷の君の御手紙を拝する称に雌かを知る

れて昼採をぱする

よ

赤白と庭のつつじは︵今︶盛りにて訪れ来る友の懐かし

同八代義昌

畦に泣く孫なだめつつ妻とわれと涼しき今日を︵峡︶田の

ほ︶笑象けり︵む︶

過ぎし日に語りし事をおもひ出で語りつづけて友は︵ほ

耳に残りて

鷲の宮みやすどころ仰ぎつつ明治の承かど偲びまつるも

鎮まりて幾年ならむ出雲族の創始と伝ふわが鷲の宮

埼玉県相沢正直

世になき︵逝きし︶とは思はざりけり今も猶恩師の言葉

亡き母の写真拝する度毎に往事を偲び感慨無量

草をとる

聞を読む

米寿︵われ︶なれど朝の散歩のかへり道を眼鏡かけずに新

同菅谷義太郎

麦は穂に出でたる道の明るくて夕暮れ遅く子ら帰りゆく

雨あとのぬれ葉輝く畠にきて露にぬれつつ夕館の茄もぐ

梅の実の紅きが残る木の下に見上ぐる子らの瞳の輝やき

長つゆに袋破れし桃の実の紅く円きが人の眼にたつ

千葉県加藤巳之

井上孝麿選

若者︵き等︶に百迄なりと長生きをせよと言はれて不満に
堪へず

我里の弘道支会の発会式徳川侍従長御来臨在りき
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弘道歌壇

︵ぶ明治の大帝かな︶

とこしへに世に伝へむとすめらぎのみ休みどころの碑こ
そ建てたれ︵をわれは建つ︶

人住みて用ひしものか︵たるらむ︶鷲の宮の社地より出
でし雑文の土器
今もなほ古き手振りをそのままに伝へまつりぬ︵伝へ行
ふ︶鷲の承かぐら

親は子を思はざる日はなかりけり共に居りても︵また︶
別れ住みても

親の恩いつも忘れず継ぎし業励むが子等の務めなりけり
うつし代は変れどとはに変りなき昔ながらの親と子の道

同鷲宮葛人

吾子と嫁とわが老妻ともろ︵われ︶共にはたらく日々は
楽しかりけり
今朝も亦納豆売りの声ぎこゆわが住む町も静かに明けて
黒船の昔偲びぬあこがれし下田港を子らと訪ねて

訪れし山の出湯も休み日は客人らにてひと日賑ふ

静かなる山のいで湯に誘はれて来しを喜ぶ老も若きも

千葉県並木文比古

先代の道せし︵茶︶畑に自家用の製茶︵は︶続きて風味

田植ゑして疲れし手足を無理しつつ自家用製茶に汗を流

忘れず
せし

同菅谷政喜

この頃は脊戸の︵茶︶畑に鴬の訪づる初音も聴かれずな
︵れ︶りぬ

産衣着る曾孫を抱けばづっしりと重くてしかと結ぶ唇

母の日に花をおくらむ母は亡く仏壇の花更へて手向けぬ

姉の晩年の詠叫を見て井上手麿
もありけり

亡き姉とそのひとり子とかさなりておもひわかたぬこと

りけり

姉の孫はその子のごとくその母を姉かとおもふときもあ

しへならむ

子に孫にそのおもかげの残るならばそのいのちはもとこ

妻もわれもともに︵同じく︶老いたり世帯持つ子︵ら︶を
見て心安らぐ今は
専念にわれ︵老︶は励まむ老いたれど︵いきの限り︶伽き

はむ

老老のゆゑにはあらず子も孫も親に似てあるゆゑとおも

て逝きしわが父の如
りけり

かぎりあるものとは知れど年老いて欲しきはおのが命な
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ロンドン便り

似

山

済

休んでいます︒自励車も少く人間が自然

の緑は快い日影をつくり人々はその下で

よいが英京でも空気はきれいです︒公園

す︒モスコー︑オランダもとても空気が

ヨーロッパはまだ公害が少いようで

います︒

ン児たちは大喜でみんな元気であるいて

太陽も珍しく照りつけています︒ロンド

が︑今年は珍らしく素晴らしい快晴で︑

ロンドンは霧の都と言われてもいます

ﾉ
ｰ
】

︵本会理事︶

と共に生きている感じです︒

｜

編集後記
本号の特集に当り関係団体︑日風ご親
交の故旧︑会員の方者から故人を偲ぶ得
難い玉稲をお寄せ下され有雌く感謝に堪
えない︒なお︑相撲趣味の会では﹁相撲
趣味﹂︵追悼特集弱︶号に石井鶴三相撲

一︑親友清水虎雄︑会長秘書斎藤欽郎︑

博物館長︑相撲資料の大蒐集家中尾方
日本中央競馬会の﹁優駿﹂四月︵郷︶号に

鈴木一副理事長︑﹁師と友﹂四月︵恥︶

号に安岡正鱒全国師友協会民諸氏の弔辞
や追憶の記が掲赦されている︒

◇酒井忠正会長の葬儀並に告別式は二月
二十七日午後一時から青山葬儀所で神式
により復光会が壮厳に執行された︒会長
の遺影を中央にして正三位の位記︑勲一

等瑞宝章等が飾られ︑秩父・高松両殿
下︑佐藤栄作総理大臣︑亜宗雄三・安井

謙参議院正副議長︑挫林大恒︑厚生大
臣︑保利茂官房長官︑千葉肌知事︑吉田
班信姫路︑渡辺三郎船橘︑宮崎辰雄神戸︑

協会︑全国師友協会︑競馬会︑本会等灸

中塚純夫門真の四市長︑復光会︑相撲
の関係者お供えの生花が祭壇を埋めた︒

岡田文秀葬儀委員長︑重宗雄三参議院議

大臣︵代︶︑友納武人千葉県知事︵代︶︑武

長︵代︶︑倉石忠雄農林︑内田常雄厚生両

蔵川喜偉相撲協会理事長︑詰井正日本中

国協会理事長︵活井氏︶︑野口明日本弘道

央競馬会理事長︑奥原Ｈ出男地方競鳩全

岡正鰐︑︵池田宣政世会館理事長︶諸氏

会副会長︵渡辺主那代︶︑友人代表の安

っての数左のご功績や徳音をたたえ︑弔

の弔辞︑二百五十余の弔電は多方面に亘
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