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興廃有天意人智小於豆古来英雄漢毎帯
腿血臭道人観世変下階看蟻闘

興廃は天恵あり人智は豆よりも小なり古

来英雄漢毎に腿血の臭を帯ぶ道人は世変

大意は興亡盛衰は天の理法によるもので豆

を観下階に蟻闘を看る

のに︑世の﹁英雄﹂たちは国土を奪い取ろう

よりも小さい人智などでは思うにまかせない

と血寒どろの戦を敢えてして世は盛衰を繰り

広げている︒真に道に志す人は達観していて

世間の争を蟻の争いに等しいものだと冷然と

本幅は明論三十年十月会祖西村先生が松江

看ている︒

に出張の際︑松平伯爵家事務所勤務の田中俊

夫氏の柵父金之助氏が先生の身辺に侍してお

これを家庶としておられるのである︒︵渡︶

世話をしお願いしてこれを頂いたもので氏は
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狙害することになるのだ︒なぜ断乎として前者からの要求を拒絶しない庵
か︒以前はたしか青田買いした会社には卒業生を送らぬという大学間
は持ってもらいたいものと思う︒
︵特別会員東教大名誉教授文博︶

の契約があったとか聞いている︒ せめてその契約を守る位の誠意と見識一
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チな気分が大嫌いだ︒だから自分の有って居るものなら︑

だというなら︑誰にでも貸してやりたい︒そして万一友達

車でも馬でも︑或いは大切な軽い毛衣でも︑友達がいり用

も残念だとか惜しいという気分の起こらぬような︑そうい

が︑その品物を破るような事があっても︑自分としては何

った胸のさっぱりした人間になりたい﹂と述べた︒次ぎに

も感ぜられることがある︒しかし事実は︑果してそうであ

考えているものから見ると︑卑近にも見え︑時には浅薄に

きるような心の修養がほしい﹂と述べた︒さてこの二人が

つけるようなことはしたくない︒この二つの事がいつもで

引き受ける︒いやしくもむつかしいことを︑他人になすり

人と共同の仕事をする場合︑その骨の折れることは自分で

顔淵が起って意見を述べた︒﹁自分はたとえ自分に善行が

ろうか︒所詮修養は人の日常のためのものである︒日常を

古聖の教えは多くただ日常の生活に即して︑その時点の

離れて存在するものではない︒離れているものであれば︑

それぞれ自分の志を述べた後︑子路は孔子に向かって︑

心の中に︑ほこらしく感ずることさえもしたくない︒また

それはもはや︑人の道では無いはずだ︒﹁道は人に遠から

﹁では先生はどういうご希望をおもちですか︑それが伺い

あっても︑人に対してこれを誇ることはしたくない︒否︑

ず︑人の道を為めて人に遠きは︑以て道と為すべからず﹂

たい﹂と申し出た︒すると孔子は徐ろに口を開いて︑

る︒だから世上性を見るように︑読書研讃だけが修養だと

という言葉は︑深く心に留めなければならぬ点だと思う︒

﹃老者は之を安んぜしめん︒朋友は之を信ぜしめん︒少者

作法なり︑心得なり︑或いは心の用いかたを説くものであ

こんなことを考えながら読んで見ると︑古典はまた一段と

は之を懐かしめん﹄︵公冶長︶

っくり話をしようではないか︒君達もそれぞれ自分の主張

子ならば何をおいても安心だ﹂といわれるような人になり

心がしたいものだ︒だから私としては︑世の老人から︑﹁孔

の落ち着きのないものだ︒何か心の寄りどころを求めて安

といわれた︒年寄りというものは気力も衰えて︑とかく心

味が深い︒

或る時︑孔門の顔淵と子路とが孔子の左右に侍していた︒

もあろうが︑遠慮なしに意見を述べてみるがよい﹂といっ

たい︒朋友は共に事業を営むこともあり︑時には競争相手

孔子はこの二人の門人に向かって︑﹁今日は暇もある︒ゆ

た︒それを聞くと︑まず子路が起ちあがって︑﹁自分はヶ

（2）

となることもある︒この間柄のものとしては︑相互の信頼

謝辞を得た︒教育の事の柔ならず︑実は﹁信頼の無いとこ

うような︑信頼せられる人になりたい︒また年幼い子供は︑

新聞には︑やたらに非行少年の話が載っている︒つい先日

いては︑暫く今日の家庭問題として考えてみよう︒昨今の

老者を安んぜしめる︑少者を懐かしめるという教訓につ

ろには︑人生そのものは無い﹂のである︒

老人とは別の意味で︑人の情︑人の慈しみにすがりたい心

も或る高校一年生の三人組が強盗を働いて︑無惨にもその

﹁孔子ならば何を話しても︑何を任せても大丈夫﹂だとい

が根本の道だ︒だから私としては︑世の朋友同輩からは︑

﹁孔子ならばなつかしい︑あの方ならば近づきたい﹂と思

をもつものだ︒だから自分としては︑世の少年たちから︑

非行に︑ただただ標然として肌の寒さを覚えるの桑である︒

人を殺したという記事が出ていた︒あまりにも度はずれの

われるような人になりたいといわれた︒

るまでにはいろいろの原因もあるであろうが︑要するに骨

肉近親の間に︑暖かい情愛を与える機会の少なかったこと

聞けば家庭もさして困窮の家でもないとのこと︑そこに至

が︑その主因であることは疑いない︒青少年は情愛に飢え

これをいわれた時の孔子の心の中には︑老老︑朋友︑少

に和気の漂うものを見るであろう︒さすが大聖の名言︑宋

が︑とにかくこの心を押し広めていけば︑天下至るところ

ている︒もし周囲に﹁少者を懐かしむる﹂人があれば︑き

、Oノ

者︑それぞれ身近の具体的の人々もあったのかも知れない

の程子という学者はこの章に解釈を下して︑﹁天地の気象

題が大きく取りあつかわれている︒老人の自殺者も年を追

っとその青年も救われたと思う︒更に近来はまた老人の問

さて︑この三言中︑﹁朋友は之を信ぜしめん﹂というの

ってその数を増していると聞くが︑これは為政者としても

なり﹂とたたえている︒

は︑﹁人から信頼される人となりたい﹂ということである︒

し周辺の人に﹁老者は之を安んぜしめん﹂という心がけが

あったなら︑どれだけこの場合に役に立つか︒新憲法によ

国民としても︑深く考えなければならぬ問題だ︒この間も

って家族制度が破壊されたといっても︑各人の心がけ次第

人間社会は相互の信頼の上に成立する︒商売を営む場合︑

り引きが行なわれよう︒為政者が国民を疑い︑国民が為政

ではその欠点は補い得ると思う︒聖訓はいつの世にも︑吾

甲の人が乙を疑い︑乙の人が甲を疑ったら︑そこに何の取

ど自明の事柄に︑なぜ世人は思いをいたさぬのか︒この頃

者を疑ったら︑そこになんの政治が行なわれよう︒これほ

文博︶

れ吾れを導く何ものかをもっていることを知るべきである︒

︵特別会員東教大名誉教授

私は或る場所で﹁信頼の無いところに教育は無い﹂という
話をして︑一女性から﹁涙の出るほど嬉しかった﹂という
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親孝行と敬老精神

五つとなる︒

論語の学而篇には﹁父母に事えて︑よくその力をつくす﹂

目親に事えること︒

といい︑同為政篇には﹁生きるときはこれに事うるに礼を

以てす﹂として︑親につかえることが︑孝行であるとして

いる︒津田左右吉は﹁事親﹂の二字は﹁孝﹂の一宇にかえ

親に孝行するということは︑儒教にとって最もたいせつ

である︒したがって親の面倒を見るだけの力が備わった時

養うとは︑年老いた親の面倒を見︑親を大切にすること

片山

てもさしつかえがないようであるとさえしている︒

な道徳であったが︑実際どのようにすることが孝行なのか︑

口親を養うこと︒

という問題は孔子の弟子たちにとってさえ︑きめかねる難

だけでは本当の孝行にならない︒為政篇に﹁今の孝は︑こ

れよく養うをいう︒犬馬に至るもみなよく養うあり︑敬せ

うとは︑肉体的な扶養の意に限られている︒

ずんぱ︑何をもって別たんや﹂と述べている︒ここでは養

事うるや︑居るときは則ちその敬を致し︑養うときは則ち

白親を敬すること︒

期に分れ︑それぞれに孝行の仕方が示されているのである

これによると︑親に対して生存中︑死亡時︑死亡後の三時

五者備わりて︑然る後よくその親に事う﹂と記されている︒

を尊ぶより大なるはなし﹂というのである︒親は︑単に口

したがって孟子の万章篇にあるように﹁孝行の至れるや親

親が心から楽しむように養うことを目ざさねばならない︒

なくては孝というわけにはいかない︑居常敬をもってし︑

がそれでは孝行といえない︒前述のように敬の心がこもら

養うとは肉体的な養いであっても差支えないわけである

いうのは①﹁親に事えること﹂②﹁親を養うこと﹂⑥﹁親

舌肉体の養いよりも︑精神的な尊敬を期待しているのだと

が︑ここでは生存中のことだけに限って考えると親孝行と

ときは則ちその哀を致し︑祭るときは則ちその厳を致す︒

その楽しみを致し︑疾のときは則ちその一愛を致し︑喪する

孝経の︑﹁紀孝行章﹂には︑孔子の語として﹁孝子の親に

ヲ○○

期でなくてはならないわけである︒しかしただ養うという

一

問であったらしく︑孔子にいろいろの質問をおこなってい

清

の病気の時﹂の三つになるが︑その他を参照すると︑次の
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￨

もいえる︒

四親 の 心 を 安 ん じ る ︒
孝経に﹁身体髪唐これを父母に受く︒敢て段傷せざるは

ところで︑現代社会において大きい問題となりつつある

ことは︑増加しつづけていく老人をどのように処遇するか

また裕福な余生を楽しんでいる人もあろう︒また年寄りの

これらの老人の中には︑子どもも孫ももつ人もあろうし︑

ということである︒

ただその疾をこれ憂うｏ﹂とか言っている︒父母に心配を

ます︒子遠くに遊ばず︒遊ぶに必ず方あり﹂とか﹁父母は

なしていることもあるであろう︒

親をもつ子どもの中には︑孝心の深い人もいて︑厚くもて

孝の始なり﹂といい︑また論語里仁篇と為政篇に﹁父母い

かけないことが︑孝行にとって非常に大切なことである︒

老いた親というものは︑病気にかかることが多い︒病気

て年をとることは見るからに醜くなり︑また頑固になり︑

が今までになく象じめになつってきた︒もともと長生きし

が変り︑社会構造が変転しつつある世の中では︑老人たち

しかし一般的に言って︑現代社会のように大きく価値観

になった時には︑よく看病しいたわることが孝行だという

飼病の時には︑親をいたわる︒

ことである︒これは前述の﹁親を養う﹂ことの中に含まる

回避する︒若い人たちは︑もはや老人の膝下にいなければ

尊敬してくれるよりは︑むしろ軽蔑し︑あるいは敬遠し︑

けが晴一しくなり︑若年層の人たちのふがいなさを憤る︒若

こうした孝行の教は︑津田左右吉が﹁儒教の実践道徳﹂

生きておられないという不自由な世の中には生きていない

また病気がちになるものである︒実行力がないのに︑口だ

で言っているように︑中国上代の上流家族制度から生れ出

のである︒こうなると老人たちは桑じめにならざるを得な

は︑心から心配して看護するというのでなくてはならない

たものであって︑大家族の統率者に対する従者の徳であっ

い︒しかも︑そういう老人たちは︑急速に増加しつつある

べきものかも知れないが︑孝経に示すように︑子たるもの

て︑自家本位であり︑したがって一種のエゴイズムに過ぎ

い人たちは︑年よりだから知慧があり経験が深いといって

ない︒そこには︑自家以外の社会への配慮が見出され得な

のである︒

のである︒

いＯ君主に対する忠が説かれてはいるが︑それは孝をその

ることによって︑象じめさから救出しようとすることは︑

このような老人たちを︑昔ながらの親孝行の教を復活す

君主とはその拡大家族の統率者に過ぎないのであって︑そ

今日では不可能に近い︒

まま拡大したものであって︑国とは拡大された家であり︑
こにおこなわるべきものは大孝Ｉ忠だということである︒
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というよりは︑前述のように孝行というのは︑単に自分
の親だけに限定されているから︑身よりのない老人は︑見
殺しにされざるを得なくなる︒

そこで﹁敬老﹂という教が登場した︒このことばは︑文
字通り﹁老人を敬う﹂ことである︒老人たちは︑今までに

ねながら︑よりよい道を見出してくることであろう︒

ただ当面的に考えられることとして︑

①老人も︑このような変化のはげしい世の中にあっては︑
が必要である︒

頭の切り替え︵洗脳︶を自らの力によって進めていくこと

わけである︒ここでは︑もちろん自分の親をも含めてでは

︑い人たちは尊敬の心をもって過さなくてはならないという

あり︑またさまざまの人生体験をもつ導師であるから︑若

そのことは﹁敬老﹂につながる︒

尊重ということが︑現代なればこそ︑いっそう要望される︒

裕をもたないが︑それでは行きづまることがある︒過去の

が中心になって︑過去への反省とか︑過去の教訓を顧る余

②世の中全体が前進しつづけていく時には前向きの姿勢

まさに生涯教育が要望される︒

あるが︑それだけに限らず︑世の年寄りたちをひろく包含

よく働いて︑今日の国家や社会を作りあげてきた功労者で

させている︒﹁養老院﹂が意味するような養老では︑たとえ

人となることを教えることは︑真の若さの何たるかを教え

人に病気のことを教えることが健康の元となるように︑老

れることを認識させることが必要である︒あたかも元気な

もって別たんや﹂である︒もとより︑﹁身よりのない老人﹂

ることに他ならないようにしたいものである︒それには︑

側若い人たちにも︑自分たちがやがて老人になる日が訪

や﹁寝た切り老人﹂に対しては︑いわゆる養老的な施策が

人間としての﹁生きがい﹂を若い人たちにも持たしめるこ

物質的生活に不平不満をもたない老人も︑たえられない淋

必要とされることは︑いうまでもないことであるが︑他方

とである︒

しさを感じることであろう︒まことに﹁敬せずんぱ︑何を

には元気な老人︑まだ役に立つ老人たちも数多く生きてい

とくに厚生問題について︑幼少時から関心を高めると共に︑

側社会科や道徳の教育において︑社会問題や社会施策︑

るのである︒そして老い先の短かい年寄りであるだけに
﹁生きがい﹂を感じさせてやらなくてはならない︒かとい

︵本会理事目白学園女短大教授︶

世の中のために働く意欲を培っていきたいものである︒

って﹁敬老﹂を若い人たちに教育していくことは容易なこ

とではない︒ますます増加していく老人をいかに処遇すべ
ではなく︑長い年月をかけて徐々に︑そして試行錯誤を重

きか︑という問題は︑おそらく一朝一夕に解決できること

︿Ｏ

︑１ノ

／ＩＬ

老人福祉に関する

今日の問題点

高橋重聡
日本の老人人口即ち︑老人福祉法の適用を受ける人口は︑

スタートの最も遅れたものは︑老人に対する福祉政策であ

ると指摘されている︒従って老人の福祉政策についての問

題点を国民と共に真剣に考えるだけでなく︑為政者も政党

人も国民も明日と言わず︑今日直ちに最もよい結論を生み

出すよう努力し︑老人の福祉を高めるために行動に移した
い○

日本の老人ホームは何故老人に嫌われるのか︒ある町の

日老人の住宅政策

民生委員は︑身寄りのない老人のために何くれとなく力と

た︒しぶしぶ入所した老人は︑一週間足らずで愛憎をつか

ホームが建設されたのを機会に半ば強制的に入所を勧奨し

し︑荷物を取りまとめ突然帰宅した︒このように民生委員

なり長年物心両面にわたる援助を続けたが︑その町に老人

示し加速度的に上昇しつつある︒老祉法最低年令六五歳の

昭和四十五年度国勢調査の結果では︑日本の総人口の七︑

人は︑終戦当時概ね四○歳であり︑その大半が直接︑間接

所したという絶望に近い事情をしばノ︑耳にするのである︒

と︑老人ホームと老人を悲しませたｌ仕方がないから入

一％︑七三四万人で︑五年前に比べると一八︑七％の増を

軍役に或は銃後の守りにつくしたのである︒敗戦というき

のあり方に対し︑原点に立ちかえって検討の必要を痛感す

私も全国を歩いて見て︑現在の日本にある養護老人ホーム

びしい現実の中で想像すら及ばない苦しみと悲しみの生活
の連続であり日本の復興に血みどろになって寄与したので

る︒私が欧州の社会保障︑社会福祉を視察した際︑日本の

あるが︑今や二十五年の歳月を経て老境にさしかかり︑老

社会保障の一世紀前を進んでいるイギリス︑スゥェーデン

は全く不必要であるという観点に立っているからであった︒

人問題という厚い壁の前に立ってその門を開かなければな

老人を閉鎖された老人社会に追いこむことは︑老人の老化

の老人福祉政策をみて驚いたのは︑日本的養誰老人ホーム

又公の力でなければ開かないことに気づくのである︒〃生

して︑それは自力で開けること︑集団の力で開けること︑

きがいのある豊かな老後〃それは老人の明日を迎えるに相

に拍車をかけるだけで全く無意味だというのである︒それ

らない宿命を背負い︑幾つかの問題点を凝視している︒そ

応しい楽しゑに満ちた表現である︒日本の社会保障の中で

（7）

いう議論もここらにひそんでいる︒この国では︑国民のた

だけ不要な金があれば老人の福祉年金に廻したらどうかと

フルに活用するよう考慮している︒

の人々と共に共同社会の中で自立して生活を送るが︑この

ームを貸し与え︑国家から無償で貸与を受けた老人は一般

人のためのホームを確保し年令︑身体的状態を加味してホ

が必要である︒スウェーデンでは︑六○歳以上︑年額一人

ていないからである︒社会保障税ｌ年金給付の抜本的改正

るものの一つであるＯ生活費に見合う年金給付対策が出来

日本の年金制度は社会保障の分野で鋭く批判を受けてい

ロ老人の年金政策

社会ではボランティアサービスが盛んに行われ︑友愛訪問

ナ︵六○二○○○円︶が給付されている︒ソ連においても

五四○○クローナ︵三七八○○○円︶二人八六○○クロー

めに高層アパートを建設すると住宅の約五分の一位は︑老

を受け︑地域の人糞の友情に支えられた楽しい日常を送る

一般老令年金︑男六○歳︑女五五歳︑最低三○ルーブル月

いる現状である︒日本の老人自殺率は世界の高位にあり︑

ことが出来る︒自由を愛し︑自由を尊び︑何等の拘束を受

師︑保健婦︑看護婦︑理療士︑栄養士の介助により快適な

特に婦人は世界第一位であるが経済的貧困が一番大きい原

額一二○○○円︑最高一二○ルーブル︑月額四八○○○円

老後を過すシステムになっている︒又西ドイツの老人ホー

因をなしているのも注目すべき事柄である︒革新政党では︑

けることのないこのすばらしい老人住宅には︑老人が順番

ムは︑日本的老人ホームであり︑養護老人ホームの必要を

老令福祉年金受給額を月額二○○○○円に上昇改善する必

を待って殺倒するとのことであった︒老令で自立して生活

認め︑老人福祉政策の上で重要視されているがこの国では

要があると政党の老人福祉要綱の中で提案している︒厚生

は男︑五○歳︑女︑四五歳からそれぞれ年金給付を受けて

日本のようなオ書ハステ山的︑山間奥地での建設を避け出来

省の諮問機関であるプロヂェクトチームでは年次的︑段階

であり︑特別老令年金︵坑内労働︑有害︑高熱労働者︶で

るだけ都市の中心部に近く︑交通便利で老人の集りやすい

を支えられない人々のためには︑特別老人ホームがあり医

場所を選定して建設する︒この場合︑一階は銀行︑郵便局︑

慮に入れると上昇改善には程遠いものとなってくる︒この

で議論を積み上げているようであるが︑物価上昇比率を考

ムの経営に参加するよう指導し︑老人の機能回復訓練室︑

ためには因縁︑情実に捉われず物価にスライドした生活相

的改善をテーマに昭和五○年度︑月額五○○○円の考え方

老人食堂等を一般老人に開放し︑老人の閉鎖社会から逸脱

当額の給付となるよう改める必要がある︒

レストラン︑バー︑娯楽施設等に有料貸与し間接的にホー

して地域社会における老人センターとしての役割︑機能を
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生への踏出しが停滞し労働市場開拓への要請は高い︒この

老人全体の就労意欲は非常に高く停年を終えた第二の人

るのである︒

与えている︒政府の生ぬるい中途半端な政策に憤りを感じ

老人福祉施策を真剣に考え︑老人に﹁生きがいと希望﹂を

地方自治体に敬意を忘れてはならない︒これ等の自治体は

県市町村の段階で年令的の施策が待ち切れず実施に移した

ために年令︑健康︑経験︑知識︑技能等を土台とした再就

白老人の就労改善

職の斡旋︑受入れ態勢の整備︑充実等︑相対的検討が大切

歩んだ道は夫々異なっても様々な形で社会活動に参加し︑

ある︒老人を忘れて国政はあり得ない︒社会のために人の

人間性回復尊重の議論はすでに終った︒老人は国の宝で

⑤老人憲章の制定

電気メーカーの工場で︑六五歳以上の老人を対象とした就

一つの方向を示したものである︒この工場はヒルップスの

である︒オランダの老人工場は︑老人の就労政策に対する

労工場で一日︑三時間を就労時間とし週五日勤務︑一時間

ない︒老人憲章を速やかに制定して︑老人の座を安定した

回復し確立することは︑今日的課題としては遅すぎる感を

老人の人権を守り老人の労働意欲を開発して︑社会秩序を

福祉国家建設のために努力した事実を否定することは出来

えられる︒日本の企業体系の中に老人労働力の参加を歓迎

作業は若者へ労働力の再配分によってコスト安の生産が考

深くする︒然し︑この憲章制度こそ人間性尊重のうえで最

rq，

二ギルダー︵日本円二○○︶週給三○○○円の給付である︒

し︑老人工場の創設によって老人生産力の導入を検討する

の政治︑行政形態を刷新し︑新風に満ちた七一年としたい

も重要な課題であり︑国民の念願として成就したい︒過去

、 ヅ ノ

老人向けの軽易な作業は老人へ︑生産力の高い若者向けの

ならば企業の新しい局面が展開されるものと思う︒

︵全国民生委員協議会副会長︶

気持ちは︑国民のすべてに通じるものであろう︒

四老 人 の 健 康 と 医 療 政 策
七○年代の社会福祉政策を論ずる場合︑老人の健康と医

×

療政策は重要な課題である︒毎年︑老人の無料健康診断が

立ち並ぶ山こそなげれ秋津洲

我が日の本の富士の高倣に

×

行なわれているにも拘わらず︑老人に歓迎されない理由は︑

爾後処理の方途が立たないからである︒恐怖に満ちた診断
である︒七○歳以上の老人に対し医療費を全額無料で治療

より現状を黙視した方が気が安まるという老人の心理から
出来る施策を一日も早く実現しなければならない︒都道府

×

浅野亮本
大浜信泉
千葉三郎
飯塚源吉

着物は木綿でもさっぱりしたもの︑

住宅はあばらやでも通風に採光に清

りの野山から掘り出した名もない草

潔整頓に注意し︑庭は狭くともあた

であっても植えておけば四季折なの

風情を添えてくれるし︑時には仏典

を披いて心を澄ませば︑とかく萌し

についてたずねられることがしば

﹁とも白髪﹂なので健康法や人生観

私たち夫妻は幸にも八十一才の

偉人﹂であられる会祖西村先生の弘

限り天地人へのご恩報じに︑﹁本県の

と思っております︒とにかく生ある

やり﹂の心が湧いて来るようになる

とも出来て︑乏しい我ながら﹁思い

易い﹁負順痴の煩悩﹂の芽を摘むこ

ノ︑ありますが︑別にこれノ︑とお

昨年の八月下旬から九月の上旬にかけて︑

大浜信泉

ｌ無法の法ｌ

私の健康法

︵千葉県白葉支会幹事︶

話するほどのことはありません︒強
るのだと言えば言えましょうか︒

上見れば及ばぬ事の多かりき
下見て暮せ人の世の中
を座右の銘として︑凡て無理のな
い自然の道に従って︑及ばぬことな
がら物心両面から﹁楽しい家﹂を作
食膳は淋しくても栄養価を考え︑

りたいものと念願はしております︒

ます︒

の微力を捧げたいものと念じており

四三一○○

道精神を体し︑本会含貝として応分

/一、／一、／ー、／一、／ー、

いて申せば分に安じた生活をしてい

武藤コマ

曹
曹
一
曹
曹

寿昌杯を
贈られて

健康長寿は

無理をしないこと
浅野亮本
特にお役に立ったということもな
いのに会員の席末にあってたまノ︑
八十一才を迎えたというので天下に
知名の大浜先生や千葉先生とともに
由緒ある朱塗の寿昌杯とご祝辞まで
頂きまして誠に有難く身に余る光栄
と深く感謝しておる次第であります︒
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ー、 〆 一 一 公 一 堅 一 ゴ ー ､ ／ 〜 一 ，
〜

一五名の理事がある︒任期は五年で︑選考

席した︒この協会には︑会長をもふくめて

開かれた国際大学協会の理事会と総会に出

カナダのケベック市とモントリオール市で

息切れを感じさせる人もあれば︑余力タッ

あえぎよくもここまでついて来たものだと︑

る︒停年で大学を去る人をみても︑あえぎ

人差が際立って来るものだということであ

的にも︑同じ年輪の人とは思えないほど個

をほこる人は健康に無頓着なためにかえっ

配ばるから案外長生きするのに反し︑頑健

る︒蒲柳の質の人は︑平素から養生に気を

れない︒

あって︑努力の成果としてほこる気にはな

一人生観

千葉三郎

私の人生観と健康法

︵特別会員南方同胞援護会長︶

うやく用心する気になって来た︒

ところで頑健と寿命とは別物のようであ

委員会で倍数の候補者を選び総会における

てポキンと折れてしまう例が多い︒私など

才能について天恵とか天賦ということが

プリ隠居させるのはいかにももったいない

いわれるが︑健康や寿命も半ばは天与のも

一般投票によって選出する仕組みになって

氏を推薦したいといったところ︑二期統け

のではないかと思う︒私などはこの面では

もその轍をふむことになりはしないかとよ

る人が多いから︑私にももう一期つとめて

大いに恵まれた方だと︑感謝している︒記

と思われる人もあり︑しかもその差はまこ

はどうかとの話が出た︒年をとりすぎてい

憶や思索力のうえでたしかに年令を感ずる

とに大きい︒

るので︑若い人にかわってもらいたいとい

ことはあるが︑肉体的にはいたって壮健で

いる︒昨年は改選期であったが理事会の席

ったところ︑いったい君はいくつになるの

あり︑朝から晩まで雑用で飛びまわってい

上私の後任として東京大学総長の加藤一郎

かとの質問が出た︒来月七十九才の誕生日

ても疲労を感ずることもなく︑別に医者に

私は子供の時から履歴書を書かないです

て私の顔を眺め︑それは冗談だろう︑とて

む仕事をしたいと考えておった︒従って会

を迎えると答えたらゑんなけげんな顔をし

そこで長寿の秘訣や健康法について聞か

かかるような病気にかかったこともない︒

れることが多い︒できるだけ感情の激しい

しかしこれは官吏になるのが目的ではなく︑

帝大在学中︑高文試験を受けて合格した︒

社員とか公務員は娘初から希望しなかった︒

いかなどと︑私の年令のことがまるで会議

もそうは信じられない︑六十才前後ではな
の議題みたいなようになってしまった︒と

官吏に馬鹿にされないのが目的であった︒

につとめてはいるが︑別にこれといって特

あった︒

それ程私は学生時代には不勉強で遊蕩児で

起伏をさけ︑肉体的にも無理をしないよう
別の健康法や長寿法を試ゑているわけでは

よりははるかに若く見えるものらしい︒
大学の同窓会に出席して感ずることは︑

ない︒とにかく自然に委ねてその日その日

もあれ︑日本人は欧米人から承ると︑実際

五十才代まではさほど感じないが︑六十才

を八十回もまわってしまったまでのことで

を送っているうちに︑地球が太陽のまわり

かったので助かった︒ところが終戦直前︑

従って衆議院の選挙には履歴書が要らな

うに出席者の数も減るが︑肉体的にも精神

代さらに七十才代になると︑歯が抜けるよ
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りの考えを訴えたいつもりであった︒

物質︑貫欲︑憎しみ︑恐怖に満されている︒

主々義が基本的人権にの承重きを置いて︑

私はこれからの十年︑二十年の先を考える

たのも︑これら学校の経営者に私の人づく
私の人生観というのは

これは陸海軍の摩擦が余りにも激しいので︑

カタライザー︵媒介剤︶として私が引っぱ

政府から技術院の次長をやれといわれた︒

り出されたのだ︒その時に履歴書を書かせ

第二は︑国家的事業で人の気のつかない

狂ってくると思う︒その時に当って︑現在

い︑イデオロギーの対立等︑世の中は愈を

と人口の増加︑生存競争︑人種の憎しみ合

こともする︒要するに競争をしてやる意志

か︒﹁ノー﹂というの外はない︒私は現在の

の民主を義でこれを押し切ることが出来る

をする︒

第一は︑国家的事業で人の出来ないこと

られ︑更に終戦後︑宮城県の官選知事︑東
々乍ら履歴書を書いた︒これが例外である︒

北行政事務局長官になれとのことで私は嫌
私の父は昔からの民主を義で︑足は悪か

ために献身した︒学校経営のために私の母

館︑静和女学校等も経営して地方の子弟の

用等次から次へと仕事をはじめ︑また大成

連合をつくり︑アジアに於いて外務省の出

る進言をしたことや︑またアジア国会議員

国家の治安を守り︑政府に多くの有意義な

が再度政界に復活して︑素心会を組織し︑

極めて平凡なことである︒しかし終戦後私

人間愛が教育の根本である︒これは誰にも

に出来るかどうかは分らないが︑思いやり︑

ならないと思う︒それは私の生きている間

調和した新しい民主々義を樹立しなければ

技術に即応し︑これに儒教と宗教を加えて

民主々義を基として︑異状に進歩する科学

がないＯ

は︑嫁に来た時の身の廻りの物を売って︑

異議はないが実行しない︒これをいかに実

第三には︑人の迷惑になることはしない︒

先生方の給与に当てたそうである︒

も縁の下の力持ちとなって働く︒これが私

来えざることを議員同志でなし遂げ︑いつ

ったが土地改良︑煉炭肥料︑天然ガスの利

これを見︑聞きしておる私には︑おのず

自分自身自分の生存の使命を達観して進ん

・私自身は﹁幸福は我が心に在り﹂と考え︑

から人生観が生まれてくる︒人のために尽

私は一高時代に日蓮宗を勉強した︒また

の信念である︒

行させるかが私の根本的な人生観である︒

さなければならない︒世の中に奉仕しなけ

受けた︒父︑兄の亡き後︑私が教育事業に

論語の如き漢学は岡三慶先生に手ほどきを

叫んでいるのである︒このことは一昨年︑

化すること︑即ち新しい民主々義の樹立を

Ｍ・Ｒ．Ａである︒私はＭ・Ｒ．Ａを近代

い分通った︒そして最後にぶつかったのが

った程高熱にうかされた︒幸いにして数ヶ

フスをやって︑頭の毛が抜けて丸坊主にな

分迷惑をかけたが︑十五才の時猛烈な腸チ

私は十三・四才までは軟弱で両親にずい

禅宗の講義もきいた︒浅草の統一閣にもず

関係したのもこの影響である︒錦城の同窓

議員在職二十五年の表彰を受けた時に︑議

なくとも自然育成された︒私はその間大学︑

ればならないということは︑人から教わら

会長をやったり︑学長として東京農業大学

会の壇上から叫んだのであるが︑現在の民

二健康法

で行く︒

を建て直していささか筋金を入れたのも︑

月の後には元気になったが︑その時自分で

また全国栄養士養成施設協会の会長をやつ
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で稽古をした︒また私の父の末弟が肺病で

をたて︑それ以来中学︑高等学校︑大学ま

身体を鍛練するには剣道がよいという念願

お陰で中学卒業の時には︑飲んで何も知ら

でついで飲んでよろしいと許可してくれた︒

にこれを報告した時︑父は喜んで盃に自分

目には特待生として月謝を免除された︒父

田舎の大成館から錦城中学に入って︑一年

ルセリー︶を親切に送ってくれたり︑また

いので︑いろいろ薬︵例えば命泉︑ローヤ

電気治療その他を薦めてくれる︒本当に有

以上︑考えてゑると私には好い友人が多

で我慢して貰っている︒

るが同時に我を従兄弟の指導者で︑東大卒

亡くなったが︑この人はいわば叔父ではあ
業の時には銀時計を貰った︒大野亮子︵ピ

は︑平凡なことで誰でも出来る事柄である︒

ため社会正義のためにファイトしておるの

た私が︑七十七才の今日まだ元気で︑人の

たが︑時々日本の大使館に行って貰い飲翠

即ち禁酒︑禁煙︑少食︑冷水摩擦等に過ぎ

難いと思っている︒子供の時あれ程弱かっ

水摩擦をやっておればよかった﹂といった︒

将来を嘱望され乍ら亡くなる時に﹁俺は冷

大変︑特に山武郡の有志は朝から酒浸り︑

をした︒帰国して選挙生活に入るとこれは

い︒実行すれば必ず健康体になれるという

ない︒これは誰でも知っておるが実行しな

中は禁酒国家であったので勿論飲まなかっ

私はこれが耳に残って︑それから今日まで

てないと痛感した程であった︒終戦後宮城

私も驚いた︒酒を飲まなければ選挙には勝

ずに寝て了った位であった︒アメリカ罰学

六十年間毎朝冷水摩擦を欠かしたことがな

アニスト︶はその孫に当る︒この叔父が︑

い︒また私の父は医者であったが︑風呂か

その他に特に健康法といって人にお薦めす

れを父の遺産と思っていまだに続けている︒

五人の兄弟のうち兄の弥次馬と弟の五郎は

東北人は酒のためには夜も昼もない︒私の

考えると馬鹿らしい限りであった︒とに角

って熱い酒で身体を温めておる︒今日から

県に行くとこれまた酒︒腹中ストーブとい

の経験からは好いように思う︒

十時位に寝て朝は六時頃に起きるのが︑私

ことは︑年をとったら夜は早く寝ること︒

のが私の健康法である︒更につけ加えたい

ら上る時には必ず冷水をかぶった︒私はこ

ることもないが︑唯︑昔から食事は腹八分

︵特別会員衆議院議員自民党党紀委員長︶

目でしかも粗食に甘んじてきた︒

国のお役に立ちたい
九才を境としてこの世を去った︒私は十

先般は私こと七十三歳に達し会員の席末

煙草は二十九才から五十五・六才まで随

四年前Ｍ・Ｒ・Ａに行ってから酒をきっぱ

にある故を以て有難き表彰の栄に浴し寿昌

かしこの酒のために父も同様何れも五十七

後やめた︒それまで私の体重は四十五キロ

りやめた︒これも今日健康を維持している

盃まで賜ることは身に余る光栄と厚く御礼

酒好きで溺酔する︒他人から好かれた︒し

位であったが︑その後は六十キロを平均し

一つの要因ではなかろうかと思っている︒

分吸ったが︑これは母の死を記念して終戦

ているので︑煙草は公害以上の公害である

選挙区で酒をやめる位難しいことばない︒

しかしこれを遂に克服して︑今日では乾盃

申し上げます︒この間当松江支会役員会開

飯塚源吉

している︒

と︑これだけは皆さんに強く禁煙をお薦め
酒は十六才の時に許されて飲んだ︒私が
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会の為にもつくすこと紗く汗顔の至りに存

るに只齢を重ねたのみで御会のためにも社

から会長代理として戴きました︒顧ふます

催に当りまして斎藤支会長︵松江市長︶殿

は未だに青少年時代の未熟状態そのままで︑

存じます︒生を享けて七十年︒しかし心境

わが国でもこの語を使って古稀を祝う事と

て﹁人生七十古来稀﹂との詩を残しました︒

が︶七十歳は世にも稀なる長命的存在とし

は︵当時の平均寿命がいくつか分りません

益なし︒財の山を前につんでも用なし︒

一命ゑじかければ︑天下四海の富を得ても

さいわい

いのちなが

長命なるほど大なる福なし︒故に寿

ぬよう

然れば︑道にしたがい︑身をたもちて︑

たから

益軒養生訓抄

立つように働きたい存念でございます︒

根本なり︒︵巻一総論上︶

きは︑尚書に五福の第一とす︒是万福の

者時々待り古今の事しずかに物がたりし

一年老いては︑さびしきをきらう︒子たる

思いて︑たえ人︑にして疎くするは︑是

よろこび︑父母に対する事をむずかしく

て︑親の心をなぐさむべし︒もし朋友妻
子には和順にして︑久しく対談する事を

其親を愛せずして︑他人を愛するなり︒

むべし︒心しずかに従容として余日を楽

日をくらすべからず︒つねに時日をおし

とし︑一月を一年とし︑喜楽してあだに

倍なれば︑一日を十日とし︑十日を百日

一老後は︑わかき時より︑月日の早き事十

です︒師匠の前に正座した時の無我の心境

人間尊重というが︑草も木も石も︑勿論

はまことにすがすがしいものです︒物学条

として努力する時間﹂が何よりのたのしゑ

上手︑下手は問題外として﹁上手にならん

﹁努力を楽しむ﹂のが趣味と考えています︒

ょうか︒何か人生の壁を切り開くための

趣味というのは私の場合宝生流謡曲でし

健康法は何も考えたことはありません︒

じますが︑これを機会に微力ながら御役に
弦に寸緒を以って延引ながら御礼申し上
げます︒

賜りし盃こそは子や孫に
︵松江支会監事︶

伝へて道の跡を語らん

私の趣味と人生観

烏やけだものも尊重したいものです︒人が

かなるかな︒︵巻八養老︶

趣味︑人生観とでも申すものを書くよう

悪くて犬に噛まれた︒かまれた人間の悪さ

惇徳というべし︒不孝の至りなり︒おろ

渡辺先生からお便りを頂きました︒画家の

はそのまま犬だけ悪ものにすることは人間

々︵花伝言︶モノマネ︑モノマナピは謙虚

自画像は写真を見て画くことが出来ますが︑

の横暴というべきです︒枇暴な人間の社会

でなければ︑物を学びとることは困難です︒

文章で自分のことを書くことには︑ためら

には公害現象が現れることは当然と思いま

武藤コマ

いを感じます︒私は明治三十四年生れで今

間の社会に︑もっとあれかしとのぞゑたい

を心にかけて思わざるべけんや︒︵同︶

日千金にあたるべし︒人の子たる者︑是

て︑空しく過すはおしむべし︒老後の一

しゑ︑いかりなく欲すくなくして︑残躯
をやしなうべし︒老後一日も楽しまずし

ものです︒︵福島支会幹事︶

す︒何からなりと物を学びとる謙虚さが人

年七十才︒今年の総会の席上寿昌杯を頂く
﹁四十︑五十は鼻たれ小僧︑働き盛りは

光栄を得ました︒

七︑八十﹂の唄がありますが︑唐の詩人杜甫
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あじわい

早熟味不美早熟は味美ならず
しうちようかた
牒長材不堅際長は材堅からず

八字解Ｖ牒長Ｉ成長の早いこと︒

一首の大意は︑齢二十にして学士と為り︑三十にして顕

官に出世するものがあるが︑早熟な果実は味がよくなく︑

成長の早い木は材質が堅くならない道理で︑大器は晩成で

なくてはならない︑というのであろう︒たしかに︑明治初

期の学生は出世がはやかった︑文学士でも︑笹川臨風など

は︑大学を出るとすぐ宇都宮中学の校長となっている︒法

一首の大意は︑見識の低いつまらぬ人間は分をわきまえ
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学士なら︑すぐ警察署長や税務署長になった︒それで︑三

十にもなれば︑ひとかどの高位高官にもありつけたわけで︑

右の一首はそれを皮肉っているのである︒
２

俗子不知分俗子は分を知らず
はなはだ
重利甚於身重利を重んずること身よりも甚し
万里航海客万里航海の客
じゆんよく
多是拘欲人多くこれ拘欲の人

二十為学士二十にして学士と為り

ず︑利益を重んずることが身よりも甚しい︒万里の海を航

たが︾ク︒

八字解Ｖ俗子１見識の低いつまらぬ人︒拘欲Ⅱ欲望にし

三十為顕官三千にして顕官と為る

1

する客の多くは︑欲望にしたがう俗子ばかりである︑とい

洲翁の懐慨は︑すなわち泊翁の懐慨と別物ではなかったが︑

きぞとて︑頻りに涙を催されける﹂という一段がある︒南

画一圭

八字解Ｖ欺編Ｉだます︒かたる︒詣訣Ｉこびへつらう︒

ついしよう︒寛弘Ｉ心がゆるやかで広い︒放婿漢Ｉ悪
賢くずるい男︒

一首の大意は︑人をだまして莫大な利益をえ︑こびへつ

らって好い官位につく者がある︒ところが天地ははなはだ

４

言を説忠義言を忠義を説く

一片誠実意二片誠実の意

其人未必忠其人未だ必ずしも忠ならず

惟在不言中ただ不言の中に在り

一首の意は︑すっぱいほど忠義をクチにする者は︑必ず

しも忠義な人物ではない︒何も言わない者にこそ︑一片の

言令色スクナシ仁﹂というのと同じ趣意であろう︒

誠実な心はあるものである︑というので︑﹃論語﹄の﹁好

とがめずに見のがしておく︑というようなこと︒﹃南洲遺

花落春色静花落ちて春色静かなり

ＦＯ

訓﹄には︑﹁万民の上に位する者︑己れを慎拳︑品行を正

山善一窓青山審れて一窓青し

曳玲歩閑庭錆を曳いて閑庭を歩む
雲過半池白雲は半池を過ぎて白く

一首の大意は︑花が落ちてもの静かな春景色となった︒

な池の意にとった︒

八字解Ｖ爺Ｉつえ︒半池１大漢和辞典にもないが︑小さ

は

しく︑馬著を戒め︑節倹を努め︑職事に勤務して人民の標

遂げられ間敷也︒今と成りては︑戊辰の義戦も侃へに私を

衣服を文り︑美妾を抱へ︑蓄財を謀りなぱ︑維新の功業は

かざ

は行はれ難し︒然るに草創の始に立ちながら︑家屋を飾り︑

準となり︑下民其の勤労を気の毒に思ふ様ならでは︑政令

心がゆるやかで広く︑この種の悪賢くてずるい男でも別段

ただ泊翁の方が冷静に客観しているおもむきがある︒

うようなことで︑泊翁は真の君子人が万里の航海者である
ことを熱望しておられるようである︒
きへん

欺編獲巨利欺編して巨利を獲
てんゆ
詣訣得好官諸訳して好官を得
天地太寛弘天地ははなはだ寛弘
こうかつかん
容此校滑漢この較滑漢を容る

の

営拳たる姿に成り行き︑天下に対し戦死者に対して面目無
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◎

つえをついて閑寂な庭を歩くと︑白雲が小さな池に影をお

莫非盗賊才盗賊の才に非ざるはなし

世間英雄漢世間の英雄漢は

宴会に費を論ぜす
８

あると言ったのが思いだされる︒

宣長や平田篤胤などの国学者が︑聖人は賊の成功した者で

皆盗賊の才がそなわっている︑というが一首の大意︒本居

に入れようと計る︒世間の英雄漢と称せられている者には

戦争に訴えて土地を争い︑商売によって貨財を争って手

としながら過ぎて行き︑山は表れて窓に青くうつっている︒

一転して自然の中の生活を詠じている︒が︑次の一首では

今まで鋭い社会評のような詩がつづいたが︑この一首では
また社会評にかえっている︒

６

宴会不論費
徒らに酒家の利と為らんの拳

得る所果して幾許ぞ

世 俗 貴 交 際 世俗交際を貴び
所得果幾許

奪財以貿易財を奪うに貿易を以てし
奪地以兵力地を奪うに兵力を以てす
註々九竣内荘々たる九域の内
莫非盗賊巣盗賊の巣に非ざるはなし
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徒為酒家利

まずに盛大に開催するが︑得るところがいくらかあるのだ

として果てしないさま︒九咳Ｉ天のはて︑地のはて︒

八字解Ｖ荘々Ｉぽうっとしてはっきりしないさま︒広々

一首の大意は︑世俗は交際を重んじて︑宴会は費用を借
ろうか︒徒らに酒屋の利益になるの象であろう︒この詩の
などによる豪華な園遊会︑舞踏会の集まりが考えられる︒

同工異曲である︒

地︑盗賊の巣でないものはない︑というので︑前の一首と

地を奪うには兵力に訴えるＯ広大な天地のばてまで︑満天

一首の大意は︑財を奪うのには貿易という手段を使い︑

背景には︑鹿鳴館を舞台にした内外高官︑その夫人︑令嬢

︶勺孝一い０

商を以て貨財を争う

あきない

兵を以て土地を争い

そうだとすると︑明治十七・八年ごろの作と見なくてはな

再ｊ

以兵争士地
以商争貨財

9

儒者守古経儒者は古経を守り
桑ずか
固随不自知固随を自ら知らず
電気争疾迅電気は疾迅を争い
非復三代時また三代の時に非ず
国古代の三王朝︒夏︵約前二一○○ｌ前一六○○︶︑

０
１

おしえ

仏者願民愚仏者は民の愚を願う

．しようじよ

あまね

不愚教不行愚ならざれぱ教行われざれぱなり

八字解Ｖ捧序Ｉ地方の学校︒段に序といい︑周に樺とい

捧序遍国中捧序国中に遍ければ
蔓草生寺淫蔓草寺逗に生ぜん

う︒蔓草Ⅱつるくさ︒

の考究がきわ塗て精譲となった西洋の謡学Ｉことに生理

﹁今日専ら儒道を行うべからざる理由﹂として︑㈲近年そ

というのが一首の大意︒﹃日本道徳論﹄において︑泊翁は

夏股周の時のような悠ちようさでは間に合わないのである︑

功名を立﹂てようとした点で︑アレキサンダー大王︑シー

マホメットも︑﹁宗教を唱へて一世の愚人を篭絡し︑己が

志を天下に伸ばさんと欲す﹂るもので︑釈迦も︑イエスも︑

という文章でも︑宗教の開祖は﹁世人の愚昧に乗じて己が

は﹃泊翁眉言﹄第一冊におさめられている﹁宗教の開祖﹂

仏僧は失業してしまうであろう︑というほどのこと︒泊翁

1
L

八字解Ｖ固順Ⅱ見方が狭くてかたくななこと︒三代Ｉ中

ｌ前二二一︶

股︵約前一七○○ｌ前一○五○︶︑周︵約前一○五○

一首の意は︑仏僧は民が愚であることを願う︒民が愚で

学や心理学と儒道の理論は一致しないところがある︒ロ儒

ザー︑ナポレオンなどと異なるところはないと言っている︒

儒者は古い経害を墨守し︑見方が狭くてかたくなになっ

道は禁戒の語が多く︑勧奨の語が少ない︒それで退嬰的で︑

また︑﹁宗教の効能﹂と題した文章でも︑宗教家の本意

ねく国中に行きわたると︑寺の庭につるくさが生い茂って︑

進取に乏しい︒白儒道は尊属の者に利で︑卑属の者には不

は世人の愚昧に乗じて己が意見をおこない︑名誉を揚げよ

なければ︑教が行れわないからである︒それで学校があま

利である︒四儒道は男尊女卑の傾向が強く︑時勢に合わな

うとするもので︑人を導いて善に遷し悪を去らしめるとい

ているのを知らない︒電気ははやく走ることがたいせつで︑

い︒⑤儒道は古を是とし︑今を非として︑唐虞三代の治に

うのは︑己が本意を達するための器械であって︑本来の慈

倣おうとするが︑これは時代錯誤である︑の五点をあげて
いる︒

仁の心より発生したものではない︑と論じている︒﹁仏者
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おしえ

は民の愚を願う︑愚ならざれぱ教行われざれぱなり﹂とい

かえで

う一首は︑右のような立場からいわれているのである︒

了上

１土

楓落野寺静楓落ち野寺静かにして
おちば
村馬踏墜葉村馬踏葉を踏む
ひく
林頭日影卑林頭に日影卑く
しめ

霜泥終日湿霜泥終日湿る
八字解Ｖ楓Ⅱ普通﹁もみじ﹂という︒野寺Ｉ野なかにあ
る寺︒林頭Ｉ林の上部︒霜泥１大漢和辞典にもない文
字であるが︑泥んこになった砺をいのであろう︒

第五首につづく自然詠で︑一首の大意は︑もゑじが落ち

広島支会の発会

五月末から結成準備が進められていた広島支会は︑八月二十二

ら渡辺主事が臨席され︑規約審議の後︑左の役員が決定した︒

日午後︑広島市の﹁せとうち苑﹂で︑発会した︒当日は︑本部か

︵ＰＨコンサルタント溝尾事務所長︶︑事務局長武田義雄︵社

支会長畠山兼人︵広島工大助教授︶︑副支会長溝尾満寿男

会奉仕相互援助会長︶︑幹事加用秀逸︵保険代理業︶︑河内義

一︵広島雌工前主事︶︑中西啓一︵中弛広島支店課長︶︑西村和

三郎︵会社員︶︑藤岡繁人︵元白木高校長︶

呉分会長宇根秀夫︵電を中国支社元調査役︶︑五日市分会長

大前茂樹︵前五日市町長︶︑佐伯分会長河野渡︵町会議員︶︑賀

茂分会長五島等︵町教育委員︶︑三次分会長田辺憲三︵塩町

行雄︵呉宮原高校元主事︶︒

高校元主事︶︑監事前原新一︵比治山女子短大学生課長︶︑白日

渡辺主事から西村会祖の偉績︑本会の趣旨︑主なる支会の状況

て野なかにある寺は静まりかえっていて︑村の馬がおち葉
を踏む音がするのみである︒林の上部に弱々しい日が射し

等について時余に亘ってお話があり︑質疑に入る︒早速欠席の会

ればと︑切望している︒︵畠山兼人記︶

白運動展開の具象的方法である︒先輩支会の成功実例を教示願え

る︒それは︑Ｒ活動財源の確立ロ会員相互研修の具体的方法

産声をあげたばかりの当支会は︑目下次の問題に頭を悩めてい

検討に入りたいと念願している︒

意が感じられたのもしくもあり︑近く幹事会を開いて活動計画の

員に規約と七月号を送付したところ折返し詫状が届いて会員の熱

ていて︑泥んこになった霜のために道は一日中ぬれっぱな
しである︑というほどのこと︒

以上十一首︑いずれも五言絶句で︑題材はバラエテーに
富み︑泊翁の思想や感情を知るのに格好の材料を提供して
いる︒泊翁は思想家であったから︑詩作においても思想詠
が多かったが︑自然詠でも凡手でなかった︒﹁失題十一首﹂
︵特別会員東大教授︶

中の自然詠二首は︑そのことをりつばに証明している︒
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は必ず支払らわされる︒諸君にして賢ならば︑繁栄はただ重荷を多

込んで︑支払いを一時延期することも起るであろう︒然し結局負債

エマーソンの報償論四

世故に通ずる経験者は︑生きる為めには応分の税金を負担するの

からしめるの承と知って之を恐れてよいのである︒恩恵は此の大自

野口明訳
ている︒人から金を借りることは︑結局我と我身に借財することに

のすべてに対して税を支払うべきである︒鳴呼最も多くの恩恵を与

然が人間に与えんとする簸終の目的ではある︒然し人間は此の恩恵

が最良な所以と︑些少の節約は却って高いものになることを熟知し
なる︒若し百の恩義を募りながら︑一も返さぬ人ありとすれば其の

返さぬ人は︑世の中で一番賎むくき哉・ところで自然の仕組では︑

える人は偉大なる哉︒之に反して恩恵を人から受けながら︑一つも

人は如何なる利得をしたのか︒怠慢放滑で人から︑物︑馬︑金を借
に︑一方には恩を施したと云う念︑他方には恩を蒙ったと云う念と

りた人は一体之によって真に利益を受けているのか︒その行為と共

は受けた恩は必ず誰かに返さねばならない︒一行に対して一行︑一

恩を呉れた人に直接恩を返し得ることは極めて稀である︒然し我灸

行為に対して一行為︑一銭に対して一銭︑それを誰かに返すべきで

が残る︒即ち優者と劣者とが此処に生まれる︒此の対立関係は彼と
に︑その取引の性質に応じて相互の関係に変化が生じる︒かくて始

ない︒そんなことをすると忽ち腐敗して岨が湧くであろう︒故に何

ある︒諸君は自分の手にあまりに多くの恩沢を止めて置くべきでは

その隣人との間に永く残る︒そしてそれから後新しい取引が起る毎
めて気がつくことは︑隣人の馬車に乗せて貰うよりは︑骨が折れて

労働の世界にも同様に厳格な法則が行われている︒労働を求める

等かの方法でなるべく速かに支払う筆へきである︒

うじ

も自分の足で歩く方が得だと云うことである︒即ち﹁物を貰う程高
賢明な人は︑此の教訓を人生全般に及ぼし︑逃げることなく︑自

くつくものはない﹂と云うことを悟るのである︒

のが分別ある人の考である︒常︑畳︑車︑刀を求める人は︑それが

方からすると︑最も賃金の少い労働は最も高価な労働になると云う

娘も役に立つことを必要としている︒庭園には庭師の技能︑船員に

分の時間︑自分の技能︑自分の心情に対する正しい要求ならば︑一
い給え︑何となれば諸君は早晩負債の総額を支払わねばならないか

は航海の技能︑家事には料理︑裁縫︑給仕の技能︑支配人には経理

切之を支払うのが思慮ある道と悟るであろう︒諸君はすべてを支払
らである︒ただ少時の間︑様灸の人や事件が諸君と道理との間に入
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￨

とビジネスの技能を買うのが最良である︒斯くして諸君は諸君の存
在を大ならしめ︑或は財産をプラスすることができる︒然し物事に
はすべて二元的相互関係があるから︑労働を提供する方からすると︑
労働の内容にごまかしの利かないことは生活そのものに於けると同
欺くことになる︒何となれば労働の真価は︑労働する人が客に提供

様である︒盗人は畢寛自分自身から盗み︑詐欺師は畢寛自分自身を
する技術の知識と誠実の道徳の二つであり︑賃金と信用とは其の符
号に過ぎないからである︒之等の符号は紙幣の如く贋造もできるし︑
盗むこともできる︒然し符号によって代表される知識と道徳とは︑
慨造もできなければ溢むこともできない︒此等労働の峨終のⅡ的た
る知識と道徳とは︑心からの誠実な努力と︑純粋な動機に従う良心
によってのみ達せられる︒であるから︑真に労働を良心的に実行す
る者のみが︑その誠実と苦労とを通して縛るところの︑技術的及び
道徳的の知誠と体験とは︑詐欺師や︑違約者や︑賭博師の如き者が︑
簡単に奪い取ることは不可能である︒自然の大法則は﹁真に実行せ
よ︑然らば力を体得するであろう︒而して真に実行せざる者は力を
体得することはできない﹂と云うことである︒

人間の労働は小にしては杭一本を削ることより︑大にしては都市
の建設や大叙事詩の創作に到る迄︑あらゆる形に於て宇宙が完全に
報偵の原理に支配されていることをよく説明している︒施︵与︶と

則が侭乎として存在すると同様である︒仕事に精通する人が︑その

のみおもりフィートしゃく

仕事の中に複雑に紛れ込んでいるのを見逃さない此の高速な法則︑

即ち蕊を使う時匁頭に火花を散らせ︑物を測る時鉛の錘や沢尺に

も現われ︑又国の歴史にも又商店の勘定書にも現われる此の厳しい

又口に出さずとも自分の仕事の意義を認識させているものと私は信

倫理︑それは人々の仕事に励みを与え︑仕事のやり甲斐を感ぜしめ︑

道義と自然とは相提携して万物を糾合して悪徳に対する警察戦線

じて疑わない︒

を作っている︒世の美しき法則と自然物とは︑共に犯罪者を仮借な

て︑此の広い世間に︑隠れる穴の無いことに気がつく︒一度罪を犯

く苦しめる︒犯罪者は万物は真理と福利の為めにのゑ配置されてい

して見よ︑天地はすべて透明のガラスとなろう︒一度罪を犯して見

よ︑大地一而雪の萩りしが如く︑林中を歩いた鳥︑狐︑栗鼠︑もぐ

いが如く︑一度つけた足跡は消し得ない︒梯子を引上げて︑然かも

らは足跡を残さずには措かない︒一度口に出した言葉は引止め得な

る︒自然の法則と自然の現象ｌ水︑雪︑風︑引力ｌ等も︑盗人には

上り口とその痕跡とを残さないことはできない︒悪事は必ず撚顕す

反対に︑正しい行為に於ても︑此の法則は正確に働いている︒諸

すべて罰となる︒

ずしてば仙物も得られないと君う原理ｌ是等平衡の原理法則臆︑

して得たものは︑本物ではなくて異物であること︑又価格を支払わ

った如く︑病気︑侮辱︑貧困等の災厄が︑反転して恩恵を呉れる者

軍隊が︑決戦直前に一転して旗を捲いてナポレオン側に寝返りを打

加えることはできない︒恰かも昔ナポレオンを討つべく派造された

る︒善人の善は絶対的で︑万物を火の如く焼くが故に︑善人に害を

の愛は︑代数の方程式の両項の如く︑数学的に正確に等しいのであ

君は人を愛すべし︑諸君はその人から愛せられるであろう︒すべて

小にしては一家の出納帳の記入欄から︑大にしては国家の予算書に

受︵得︶との絶対的平衡︑万物は価格を有し︑その価格を支払わず

も慨然と存在すること︑自然界に明と暗との法則や動と反動との法
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となるものである︒

吹き荒る上風︑浪打つ水
風も水もその力を持たざるに

勇者に勢と︑力と︑神聖とを与う

でき︑それが脱落してそれで終るのだが︑敵が勝利を喜ぶ頃︑見よ

こちらは不死身になって却って敵よりも強くなっている︒非難を受

けることは賞讃を受けることよりも安全である︒私は新聞紙上で弁

ぬことなきが如く︑短所によりても何処かで利益を受けないことは

善人は弱点欠点にさえ助けられる︒人が己惚れによって害を蒙ら

ンドウィッチ島の土人は︑自分の殺した相手の力と勇気とは︑自分

何なる害悪でも︑自分が之に屈せざる限り︑皆悉く恩人となる︒サ

けられる時は︑私は武装もせずに敵前に横たわるが如く感ずる︒如

保一証されているように感ずる︒之に反して蜜の如き賞讃の言葉が向

護されたくはない︒言々句々自分に不利である方が︑却って成功を

ない︒寓話にある牡鹿は︑角の美を誇って脚の醜を嘆じたが︑猟師

の方へ乗移ってくると信じているが︑それと同様に︑我々も我灸が

︵ウォーズウオースの詩より︶

に遭うや︑脚は危険をのがれさせてくれ︑角は後に茂桑に絡って身

抵抗した誘惑の力をわがものとすることができる︒

於て欠点に悩致乍ら︑他方に於て欠点によって別の利益を得ること

れる︒すべて門とか柵とか云う防禦的設備は最善の防衛手段では

は︑我々の心懸け次第では︑我々自身の慾心や欺職をも遠ざけて呉

我有を災難や︑自分の欠陥や︑敵の攻撃から守って呉れる守護神

を亡すことになった︒誰でも一生の間には自分の短所に感謝するこ

を体験して後始めて長所短所を明識し得るのである︒例えば入若し

い︒人は一生の長い間︑人から欺かれることを心配して暮すが︑そ

ないと同様に︑商売に於ける較滑の如き行為も賢明なしるしではな

とがある︒何人も真実に十分取組まねば真実が判らぬ如く︑一方に

社交に適しない性癖があれば︑却って独居を楽んで自助の習慣を持

れは実に愚かなことである︒何となれば欺されると云うことは自分

かんいき

つに到るのである︒かくしてその人は傷をつけられた牡蛎の如くそ

であって︑その本性と精神とは︑契約を完全に履行することを保証

我々の強さは我々の弱さから生まれる︒人が発憤すると予想もし

の殻を真珠で繕うのである︒

しているのであるから︑我々当事者の正直な奉仕の仕事は決して無

には必ず無言の幾人かの立会人がある︒その立会人とは事物その物

がける︒然しその大人物も︑恵まれた布団の上に居るとつい坐睡を

攻撃されるまでは起って来ない︒偉い人は常に慎ましくあろうと心

に帰するものでは無い︒入若し不幸にして義理を弁えぬ人を主人に

自身に欺される以外にはあり得ないからである︒我灸の一切の取引

する︒ところが衝かれ︑苦められ︑敗けるに及ぶや︑彼は始めて何

ない力が出て来て身を守るが︑その憤激は刺され︑突かれ︑ひどく

物かを学ぶ機会を掴象︑無智を悟り︑己惚から醒めて︑中庸と練達

てその奉仕に対する負債を結局は神に肩代りして貰うようにせよ︒

持つならば︑その時にこそ一層誠意を以て仕えるべきである︒そし

方に近づく︒自分の弱点を知ることは︑敵よりも自分自身のプーフス

る程︑その人は有利になるであろう︒複利の上に複利のつくことは︑

そうなればすべての負債は支払って貰える︒且つ支払の時期が延び

の境地に到達する︒賢者は自分の味方よりも︑自分を攻撃する人の
になるからである︒敵の加えた傷は癒着してカサブタの如きものが
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神の定めた利率であり︑又慣行でもある︒

殉教者に対する迫害の歴史は︑自然を欺き︑水を高処に逆流させ︑

じではないか︒一を利すれば一を失い︑一を失えば一を得る︒だか

人間でしか無く︑その活動は夜を以て最適時としている︒その行動

業を妨げんとする一団の群集である︒彼等は全く自ら獣性に堕した

何等変るところはない︒暴徒の時は故意に理性を離れて︑理性の作

数であろうと一人であろうと︑即ち暴徒によろうと暴君によろうと︑

それ自身全体的のものである︒此の実在は広大無辺に肯定的であり︑

ち神︵大霊︶は︑相対的のものでは無く又部分的のものでもなく︑

根本的実在である本来の深淵が横たわっている︒此の根本的実在即

完全な均衡を以て干満する潮のある此の憂世と云う大海の底には︑

一個の報償現象では無くて一個の生命である︒大霊は実在している︒

奥な事実がある︒それは大霊そのものの本性である︒大霊の作用は

右の如き見解に対して云う︒大霊には報償に於けるよりも更に深

らどちらの行為も差別はないと云う︒

はその全体の組織と等しく狂っている︒暴徒は正しい主義をおびや

砂で棚を作らんとするが如き無駄な努力の歴史である︒迫害者が多

かし︑正しい理を打たんとする︒此等正しい人の家と体に火と暴行

係︑部分︑時間等を︑それ自身に内蔵している︒自然も真理も道義

少しも否定的のものを許さず︑それ自体で均衡を保ち︑あらゆる関

高ダシご牌︽

の上に光彩を脹らす真紅のオーロラを消さんとして︑消防機具を持

を与えて︑正義に私刑を加えることになる︒此の暴徒たるや︑星群

然しそれらは何も生まれては来ない︒無い虚偽は何も為し得ない︒

その姿を浮出させるための背景である陰として立つことがあろう︒

か或は離脱したものである︒無︑虚偽は大いなる夜︑生ける宇宙が

辱かしめられることは無い︒殉教者に加えられる鞭の響は名誉を讃

何となれば実在しないからである︒それは如何なる善も為し得ない

もすべて此の根本的実在から流出する︒悪は此の根本的実在を欠く

える言葉となり︑監禁されていた牢獄は光彩ある家屋となり︑焼棄

し︑如何なる害も為し得ない︒かくの如き無や虚偽は︑報償の教か

って飛出す子供のようなものである︒此の時︑侵す可からざる大霊

てられた書物も家屋と共に世界を照す光となり︑禁止され抹殺され

ら見れば︑有害なものと見るほかはない︒何となれば︑実在しない

は悪を行う者には必ず制裁を与える︒然し殉教者は結局その名誉を

に於けると同様に社会にも︑鎮静と思慮の時代が訪れて来るのであ

た言葉は︑地球の隅から隅まで鳴りわたるものである︒斯くて個人

︵本会点長︶

ものは︑実在するものよりも悪いからである︒︵以下次号︶

壬芳
共茨

る︒此の時に到って真理は認められ︑殉教者は義とされるのである︒
斯くの如く一切の事物の教えることは︑境遇の事情はあまり重要
ではないと云うことである︒凡そ物には善い面悪い面の二つがある︒
而してすべての利益には之に伴う課税は免れ得ない︒私はそれが当
然でそれでよいのだと思う︒然し此の報償の原理は善悪に無関心で
て︑善を行って何の益ありやと云う︒善を行うも悪を行うも結局同

よいと云っているのではない︒思慮なき人は報償の理の説明を聞い
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毛沢東伝︵五︶

き︑一心不乱にメモをとっていることもあった︒その上︑驚異的な

毛は図書館に入りびたって︑食事もぬきで十時間も机にかじりつ

魅了する不思議な力を持っていた︒

詩作でも非凡な才能があり︑演説は名人で︑聞く者を︑うっとりと

三

しかし︑当時は作文が最も重視されていたので︑優等生待遇だった︒

然ダメ︑数学は百点満点で五点︑図画は円を描くのが精いっぱい︒

毛の勉強は読書と作文と演説を中心とするものだった︒英語は全

がたさで︒

と分かった︒農民こそ最も信頼できる人左だった︒その親切と義理

その結果︑農民が中心になって︑世の中を造り直さなければダメだ︑

疑問を解くためには︑ひとの二倍三倍のスピードで本を読破した︒

主政体で許されることだろうか︒

要求して暴動になった︒そして多くの者が死刑になった︒これが君

一九○六年という年に︑大飢鯉が起こって︑農民は米倉の開放を

い人に施しものをすることが慈悲だ︑と教えられた︒

毛沢東は母親が仏教信者だったから︑殺生は最大の罪悪で︑貧し

ＩＩＩＩＩＩ泳ｉ汀城据Ｉ

I

毛は︑自分たちを頭から侮蔑していた倣慢な教授たちを憎んだ︒

記憶力があったので︑昼間は知識の吸収に︑夜は知識の整理に使った︒

﹁私は︑これではいけない︑と気がついた︒過去数百年来︑学者

は民衆から遊離していたのだ︒私は︑いつの日か︑学者が苦力︵ク

ーリー︶に学問を教える時代がくることを夢想しはじめた︒苦力で

農民と苦力︑そのほかに衡陽の鉱山労働者がいた︒あばた面︵づ

も︑人なみの教育を受ける資格があるからだ︒﹂

トによる地下爆破作業で︑鼓膜がやぶれてしまったため︑ほとんど

ら︶で︑性格は大胆不敵︑生まれながらの革命論者で︑ダイナマイ

でも︑戦いに飢えていた︒もともと︑彼らは無政府主義者だった︒

全員が︑シンポだった︒彼らは︑国民党とも︑いかなる形の推力と

赤軍は︑のびほうだいの髪をふり象だし︑はだしで歩いている者

毛は︑彼らを共産主義者に転向させ︑赤軍の先鋒に仕立てあげた︒

をかじって飢えをしのいだ︒夜になると︑多くの兵がのたれ死にし︑

も大勢いた︒小銃を持っているのは半分ぐらいだ︒ときには木の根

静かに息をひきとった︒兵員数は敵の十分の一だった︒

﹁敗北と死は当然︑と覚悟していた︒だから勝ったのだろう︒人

間は︑何がなくとも心の底に熱烈な希望さえあれば生きられる﹂と

それは共産主義実現の情熱だった︒それが孔子のいう﹁徳治﹂だ︑

いっていた︒

﹁政を為すに徳を以てすれば︑たとえば北辰︵北極星︶がその所

と彼は考えた︒論語の中で孔子は︑

に居て︑衆星のこれをめぐるがごとし﹂

と説いているではないか︒

一九四○年︑北部険西は︑ひでりに見舞われ︑毛は食糧の自給運

と︑

動を開始した︒農耕作業を命ぜられた兵が労働の苦しさを口にする
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？

﹁もし︑われわれが増長したら︑同志諸君︑われわれは必らず破

マルクス・エンゲルスの﹁共産党宣言﹂を無視して︑プロレタリア

滅する１１官僚主義と官憲主義は敵とみなさねばならぬ︒﹂そして︑

﹁われわれは人民に奉仕しているのだ︑ということを忘れてはな
らぬ︒人民の熱烈な信用を狸得せよ︒人民の経験を学びとって︑相

る︑ものすごい血の粛清だ︒地主︑有産者︑官僚︑旧軍関係者︑反

そして︑どこまでも問題なのは︑一九五一年から五十四年にわた

ートではなく︑農民を革命の担い手にした︒

互の利益をはかるべきである︑自分の手を動かせ︑尻をあげよ﹂
これは︑農民から遊離して︑イスにふんぞりかえっていた︑旧時
代の知識人を警しめたのだ︒

共産主義者︑そのすべてを殺した︒それも︑各地の共産党員が人民

﹁革命とは︑存を招いて宴会を開くことでもなく︑文章をつづる

を扇動してやったのだから徹底したものだ︒何百万か何千万か分か

は︑なんの対立もない︑といっていた︒これに反してスターリンは︑

ところで︑ソ連のフルシチョフは︑党の指導層と一般国民の間に

い殺されたか︒

ではない︒党員の判断が法律だった︒何の罪もない人が︑どのくら

らない︒復弊に燃えた農民のやったことだ︒裁判を通してやったの

ことでもなく︑絵を描くことでもなく︑締一脆なししゅうをすること

に︑地味に︑謙虚に遂行することは不可能である︒﹂﹁ロバート・・へ

でもない︒革命を平穏に︑徐々に︑慎重に︑円満に︑丁重に︑上品
イン︑宇野輝訳︑毛沢東ｌ角川文庫二四六四︑九十二頁︶
理論と戦略がつきものだ︒だから︑彼は︑戦闘に従事するが︑書物

革命を成功させる手段は武力闘争のみである︒そして︑それには
を六十頁読むかしなかったら︑その日はムダにすごした︑とみなす︑

対立の要素があることを認めて︑その根絶をはかった︒スターリン

達した結論は︑これと全く逆だった︒つまり︑中国が社会主義に接

撃に出てくる︑と判断し︑大規模な粛清を正当化した︒毛沢東が到

は︑国家が社会主義に接近すればするほど︑国内の敵は捨て身の攻

︑といっている︒

の主義にとらわれるのではない︒農民の間に自覚されて来た道を︑

は不可能だ︒ただ︑人民に奉仕することが出発点であり︑目的だけ

国家に挑戦できるような敵も必要であ急︒ｌさもないと︑国家は

近すればするほど︑国内の真の敵は減少する︑といった︒しかし︑

研究した結果ば︑社会主義Ｉ共賑主義を一度に実現すること

治をつかさどるのは民衆なのです︒とくに︑共産党解放区では︑民

しない者が多いｌしかし矛盾は常に発生し︑つねに解決され葛．

衆の中には︑社会主義社会に矛盾がなお存在する事実を認めようと

の難件だ︒﹁人民内部の矛盾ば社会を動かす原動力である１人民大

温室栽培の草花のように︑弱くなってしまう︒批判こそは進歩発展

先頭に立って歩いていたのだ︒﹁政府などというものはないｌ政
衆が自治を行なっているのですから﹂︒

一九四七年になると︑国民党の敗北は決定的になった︒同年六月︑

中国は解放された︒

五十万の将兵をしたがえて蒋介石は台湾に逃亡した︒

これが物事を処理する弁証法的法則である﹂という︒

そして︑この矛盾を奨励するために︑有名なスローガン﹁百花斉

﹁中国民族は︑今後二度と侮辱されることはない︒われわれは立

ちあがったのだ！世界を震駁させよ﹂
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の武器であり︑芸術と科学はすべて党のために奉仕すべきものだ︑

チョフやスターリンと同じように︑芸術と科学は敵に対抗するため

放︑百家争鳴﹂をうちだした︒もっとも︑政権を握る前は︑フルシ

の記憶がある︒それを︑われわれは理解する必要がある︒

底には数百年にわたる植民地的搾取の歴史がある︒侵略された民族

うに作りあげて行く方針だ︒教条主義でなく柔軟性がある︒その根

出すものだ︒社会主義や共産主義も︑中国人民の性格に合致するよ

動は盛りあがり︑一︑ルクス・レーーラ主義︑共産主義を批判する者

である︒これまで権力者や読書人たちから軽蔑された農民が主人に

ことだ︒この国民の中の中核をなす者が農民であり︑これが主権者

八○％は農民だ︒中国でプロレタリアという場合︑ほとんど農民の

地主制度によって︑何千年の間搾取された歴史は重要だ︒国民の

と主張していた︒

が続出︑人民大学の某教授は︑国内の共産党員が祖国に及ぼした害

なったのだ︒すべてのものは農民に奉仕しなければならぬ︒学校は

ところが︑一九五六年の三月から五月にかけて﹁百家争鳴﹂の運

ほどだ︒要するに毛沢東路線批判だ︒劉少奇らもそれだったが︑た

労働を体験し︑農民的精神を持つのでなければ先生たる資格がない︒

大学まで︑農民のための学問をする︒そこの先生という者も︑農業

悪を思えば︑彼らを一人残らず絞首刑︑去勢にすべきだ︑といった

の自由化は百日ともたなかった︒たちまち整風運動がはじまり︑

この運動を具体的に推進したのが紅衛兵だった︒

らぬ︒資本主義に傾くようなソ連式修正主義は断乎として排撃した︒

そして︑この農民を政治に結びつけるものが共産党でなければな

あらゆる役人もそうだ︒

ちまち自由を奪われ︑迫害を受けるようになった︒ｌ言論と批判
﹁右派﹂のレッテルをはられた者は自己批判をせまられ︑大衆の面

た︑どのくらい殺されたか分からない︒ｌ文化大革命も︑そうい

前で痛烈にこきおろされた︒職場を追われ︑辺地に追放された︒ま
う運動の延長であり拡大である︒毛沢東を神とし︑キリストとする

と共存し︑資本主義と妥協した︑という︒ソ連では大学卒業者をは

毛沢東はソ連を修正主義の裏切り者といって非難する︒アメリカ

織だ︒この人民解放軍が行政官庁から大学まで︑あらゆる方面で︑

給自足体制をとっている︒愛される共産党の中でも最も模範的な組

るか︒それは人民解放軍だ︒これが三百万おり︑農業を主とする自

毛沢東思想による共産党の支配といっても︑その実力はどこにあ

じめ︑知識階級の収入が多い︒労働者や農民を軽蔑している︒肉体

ないだろう︒ところで︑飢える者も反抗する者も盗む者もない中国

指導的役割を演じている︒こういう国軍というものは世界に前例が

運動だ︒

エリートをゆるさない︒すべての者が農民・労働者と同じ生活をせ

とは明らかだ︒それも︑専制と搾取の長い歴史と悪習を払拭するに

だが︑我く自由民主主義国の人間から見ると︑独裁国家であるこ

労働を︑すべての人間が平等に経験し︑そこから学ばねばならぬ︒
ねばならぬ︒軍隊は人民解放軍であり︑人民に奉仕するものだ︒軍

をどうするか問題だ︒︵本会副会長︶

は必要だった︑といえよう︒要するに自由というものがない︒これ

隊の中でも階級の差別がない︒軍隊は人民に養われるのでなく︑自
すべては自力更生で欧米やソ連に学ぶものではない︒自力で生み

給自足し革命的指導力の原動力でなければならぬ︒
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ョ−ロヅパ便り第二信１日

現象もないようでしたとにかく森の多い都

会だということをつくづく感じて︑うらや

ロンドンで二日︑それからイベリヤ航空

ましくなりました︒

でス︒へインの都一︑ドリッドに到着︒さらに

日本弘道会の皆さまにはるかイタリーの

時ごろにモスコーに着き一時間ほど休憩い

び立って一路シベリヤ上空を過ぎ︑午前三

さて︑私たち一行は七月十四日羽田をと

れます︒ス・へインではすべて朝のうち店を

大きな建築には︑たいていその影響が見ら

中世にサラセン民族が入ってきたために︑

片山清一

国内航空にのりかえて︑南の町セビリャに

フローレンスよりおたより申し上げます︒

たしました︒まだ肌寒い感じでした︒それ
ステルダムに到潜しました︒ここは三年前

す︒銀行も官庁もすっかり休んで︑まるで

ろに開店します︒承んな昼寝をするからで

ひらき十二時になると閉店︑午后は三時ご

それからコルドヴァを見物したのちにグ

にきたことがあるのでまことになつかしい

風光はまことに美しく牛の遊ぶ牧場に風車

でしたが︑︑ハスから見る風景はまた全く異

ラナダに二晩とまりました︒全部バス旅行

だえる状態です︒

が廻っている絵のような景色でした︒ロッ

国情緒の充ちたものでした︒広漠たる丘が

深夜のようになります︒自動車の通行もと

ってはいないかと一行の心配はいつもそこ

テルダムから飛行機でロンドンに参りまし

の南ロッテルダムまで走りました︒途中の

に集ります︒一昨日こちらに着いて︑英国

た︒この日も物凄く暑くてロンドン児たち

高く低くどこまでも拡がって︑果しなく続

空港です︒それから二時間バスでオランダ

の曲で有名ですが︑まことに変った町です︒

そちらも今暑い絶頂かと思いますが︑こち

から再びＫＬＭ機によってオランダのアム

参りました︒この町は﹁セビリヤの理髪師﹂

ます︒市街をあるく人たちはまるで裸と同

らは連日四十度を越す酷暑に見舞われてい
様な姿で歩いています︒女の人はホットパ
ンッが普通のようです︒中にはビキニ姿で
あるいている人もいます︒

こちらに参りまして早くも半月︑日本内

のヘラルド・トリビューンに接し岩手県上

は︑これまた裸同様の姿であるいていまし

地のことが思い出されます︒日本に何か起

の尊い命が失われたことを知り︑一同心を

空で全日空機が戦闘機と衝突して一六三名

てオリーブの木ばかりで時に耕作されてい

く草原ばかりです︒生えているのは主とし

るのは小麦か日回りです︒フローレンス

い公園がたくさんあるので︑涼をとるのに
苦労はいりません︒テームズ河の水も隅田

にて八月二日︵本会理事︶

た︒しかしハイド・・ハークのような木の多

として取扱っておりました︒詳しい一三−

川のようには濁っておりませんし︑光化学

痛めております︒英新聞もトップ一三−ス
スが入手できないので︑心配しています︒
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四季の鉢物
ｌ盆栽づくりＩ

渡部弘

ャクナゲ﹂帯に及びますから︑柵・暖植物

屋久島に分布します︒垂直分布では︑﹁シ

もと樹高二

一・五メー

すが︑一般に庭木としては一

四メートルに及ぶ木でありま

一名をアセポ︑古名ではアシビといい︑

園芸品種としてはあまり改良されておら

としては比較的冷涼地域でも生育します︒

●ホナガアセビ卵白花で花穂が長く伸び︑

ずわずか四品種があげらるにすぎません︒

二○

三○センチに達するが︑花穂分枝が
も耐える性質があります︒盆栽としては古

ウスベニアセビとも

いう︒淡赤花で善のときは淡色︒系統や個

ｏアケポノアセビ

少ない︒

体によって濃淡がある︒花穂の長いものは

この他に︑斑入り葉のものがあり︑珍重

の小型︑花穂は短かい︒

●フクリンアセビ︾白花で︑葉は白覆輪

り︑葉先がとがっている︒

花数も少ない︒全体が倭小で葉は小型であ

●ヒメアセビ韓白花で花穂分枝が少なく︑

一五センチぐらい︒

材は風雅に富み︑加工利用として細工も

三○種を数えま
一種で︑山形・宮城以南︑四国・九州から

す︒しかし︑アセビそのものは日本産の唯

アと北米に分布し︑一○

マ北部から︑台湾︑日本にかけての東アジ

アセピ属の原産地は中国の雲南省︑ビル

①生育分布と品種

されることがあります︒

のとしたり︑太い幹は皮つきのまま床柱に

としても形のつくりやすい魅力があります︒

木の立派なものもさることながら︑小盆栽

す︒本来︑日陰にも︑日当りのよい場所に

にそえて低木づくりに格好な材料となりま

樹の下木にしたり︑日本庭園の岩組みなど

トルの低い潅木として扱う場合が多く︑他

○アセビ︵馬酔木︶

︑︑︑

馬酔木と書いて︑この植物の葉を牛や馬が
食べると足がシビレて動けなくなるといわ
れてきました︒有毒成分はアセポトキシン︑

アセボチソなどでありますが︑牛馬が自ら
すすんで食べることは決してないともいわ
れます︒

学名をピエリスジャポニヵ詞の風の言︲
冒昌８と呼び︑このピエリス︵アセビ属︶
の由来は︑ギリシャ神話の音楽の神ミュー
ズの住んでいた場所からでているといわれ
ちのだれよりもミューズにふさわしく︑毒

ます︒この花を眺めて暇ると︑他の女神た

スズランの花に似た小花は︑穂に垂れさ

があるなどとはおもえません︒

がって咲き︑あたかも雪をかぶったように
美しく︑趣の深いものです︒アセビはもと
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(八）

種として昔の文献に記されてありますが︑

○％は活着し︑挿木後二年で開花します︒

かさないように手入れしますと約七○

株のうちは苗床の地際に敷きわらをしてお

肥料を与えないように注意します︒また小
八

現在はあまり見当らないそうです︒

でに一年またはそれ以上かかりますから︑

らべて移植はよいほうではありませんから︑

大きな木を山掘りする場合に︑他樹にく

調に生育します︒

あまり能率的ではありません︒実生は実用

根土を大き目につけて扱うことが安全です︒

けば︑真夏の高温や乾燥によく耐えて︑順

落があり︑さらに有名なのは奈良公園︑と

的にはほとんど行なわれませんが︑秋に採

取り木は高取りを行ないますが︑発根ま

くに春日の山奥の群落が素晴しいといわれ

積して貯蔵しておき︑翌春にミズゴケの細

アセビの名所としては︑箱根に立派な群

いところですが︑とくに奈良公園付近に多

ています︒奈良地方はもともとアセビの多

鉢植えには不必要な枝や根は相当に強く切

ようにし︑枯れ枝を防ぐには地味のよい畑

り込み︑できるだけ︑然の形をくずさない

片にうすまきをします︒

植えかえの時期は︑寒冷地を除き秋でも

⑥移植とその後の手入れ

いのは︑鹿のきらうアセビを植えて神鹿を
葉は鹿が食べないので︑多くの木がふごと

厚く保護するためでありました︒アセビの

ませんが︑枝の枯れ込みは多いものです︒

土質は排水のよいことがたいせつですが︑

す︒結実させた枝が枯れて︑ときには太枝

アセビは全株が枯れるようなことはあり
りますが︑暖地性植物でありますから︑火︑

梅雨時が安全でしょう︒比較的耐寒性はあ

は咲かせても結実させないほうがよいので

移植後に︑もし成絞がよくないときは︑花

で細根を出させた後に庭植えをします︒

ふつう盆栽用の苗木は挿し木や取り木で

⑨繁殖のしかた

中の植えかえはひかえたいものです︒日陰

よいのですが︑一般には早春三四月または

繁殖しますが︑庭木にするにはⅢ採り品が

に耐えますが︑日に当てるほうが幹や枝振

に群生したものともいわれます︒

多く使われます︒

あるていど湿気を保つことが必要です︒重

いえ︑幹数の多いのは品がよくありません︒

いう点はありませんが︑漉木状仕立てとは

り︑花つきがよいようです︒

ので︑これを一○センチ前後の長さに切っ

春から伸びた新梢は梅雨時に組織が固まる

い粘土質の土で乾きやすいところでは︑移

挿し木は︑梅雨時が最も適しています︒

て︑頂芽柿しをします︒秋挿しは一○月に

酸度は酸性がかっているほうがよいので︑

植後の成績は思わしくありません︒土壌の

ことさら刈込象や︑整枝をしなくとも枝は

やすいものです︒それだけに︑適当に大枝

あまり伸びず︑よくまとまった樹姿になり
挿木苗でも実生苗でもごく小さいうちは︑

石灰などの過用はさけるべきです︒

仕立て方として︑とくにかくあるべしと

にまで及ぶことがあります︒

になります︒また早春に前年の枝を五セン

同じく本年枝を挿しますが︑発根は翌年春
チくらいに切って柿すこともあります︒挿

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

をすかしてやると趣きの深いものです︒

し木の難かしさは中程度と象てよいでしょ

にし︑活着したあとは湿りすぎたり︑淡い

立ち枯れ病にかかりやすいので苗床は清潔

六月柿しでは根が出揃うの

に三カ月くらいかかりますが︑半日陰で乾

う︒一般に五
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かん

すぐノ︑と育ちし稲を差なく稔らせ給へ豊受の神
しか

同菅谷義太郎

冬の日に果砿結くりと伝ふれば奇しき技の秘めてあり

ひこ

長生きの道をふむとも何時しかはこの世を去らむ人の
哀れさ

いさを

米寿来む我に孫あり孫曾もありひこのその子も見まほ
しきかな

子を産桑て我に功をゆづり居し妻は八十路に失せし悲
しさ

ありし日に君︵世に尊師︶が残せし筆の跡拝する度に挟

同八代義昌

あ

き井の水

子と孫と三夫妻続く友人に頭挙がらぬ老いし我身は

池の面にうつる柳の影ゆれて泳ぐ緋鯉の色はあやなす

逝きしとは思はざりけり今も尚恩師の言葉耳に残りて

ぬらしつ

いのこの頃

山深き霞の奥の賎が家を︵も︶訪れ来る友の懐し

同竹下せつ

せし書の文字たしかなる

悟り︵得︶ての死にてありけむ︵なむ︶若者︵き等︶の遺

を見て

三原山に投身自殺せし実践女子学生の遺書茶店に掲げありし

ならじ

我が才は椅頓の才に非ざれぱ五牌を畜ふとも富者とは

るかな

伝へ聞く花蓋が語をそのままに五拝を畜ばんと思ひけ

同伊藤修郎

寝るたびに明日もこの婆婆見︵ゅ︶るかと思ふ癖つく老

る

砂採場の砂掘り深くえぐられしまほらの底に人の憩へ

汲みふりて日頃きづかぬわが井戸の寒に汲めども温く

千葉県加藤巳之

井上学麿選

人なくて田園将に蕪れんとす五牌を放ちて草食ませばや
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弘道歌壇

お座なりの言葉を隣人と語りつつ吾も老いしと時に思
︵抜く︶

連休を喜び野良に出て吾子は母に手伝ひ共に草とる

働くは人の務めと言ひながら古稀を越えて︵し今︶も励

へり

まさるる

︵をさな︶孫共を終日すごす吾が生活怪獣カルタの札読

野良仕事励むか︵も︶我もわが妻も共に迎へし古稀の今

む妻かな
うべな

年も

らめやも

わが友の友なりといふ生きの間に見ずてをはらむ事あ

ふ生きてある間に

不可思議のえにしおもへぱひとたびは逢ひ度しとおも

未見の人に井上手麿

水草の影を慕ひて九つの金魚は泳ぐ槽平和なり

む

ヨークシャの親豚に槌る六頭の仔豚が乳房頬張りて飲

川越市小名木狂辰

悩み泣きこれが人生と肯ひて倒れし亡夫の塔婆を直す

同菅谷喜一

六年に百三十億の巨費を投じ遂に成りたる利根河口堰
九門の大きゲートも司令所のボタン一つに上げつ下し
つ

用水に塩気さし来ていまだにも︵十五年︶憂は消えず
︵ぬ︶この堰なりて

同並木文比古

一昨年の米の祝の庭垣に植ゑし桜の花咲き出でぬ

老いぬれど花の香りは嬉しけれ春来る毎に我を慰む
をろが

埼玉県相沢正直
はるノ︑と参︵来︶り喜び靖国の宮を拝む里の遺族ら

語らむ

同じ世にちかきところにすまひつ上会はで過ぎなばく

上京のつひでもあらぱひとたびは訪はせわが友見つふ

つぎ人︑に田を埋め立てて美しき家並び建つ葛梅の里

やかしかるらむを

神木の大杉枯れて伐り採られ今は無ければ宮は淋しき
催馬楽の神楽もありて賑はしき鷲の社の秋の桑まつり

同鷲宮葛人

父祖よりの家業守りてやかららと共に働く老は楽しも
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千葉県加藤刀水
＠耕転機雷雨の庭におきざりに

同石橋香峰

評句意全く明らか︒農家ではさもありなんノ︑︒

○炎昼を無帽裸足で来し男

評文筆を業とする作者の真虐な態度が伺われる︒

＠原稿の校正蚊遣にむせびつつ
○鈴蘭の押花添へ来しこの便り

同角田洋圃

︑鈴蘭や閏秀作家ひそと住む
評この閏秀作家自らも香ぐわしく美しく想像される︒

○営農の軸の畜舎や蚊遣焚く

同田村隆村

篠塚しげる選

評こんなことあんなことがあったと今は亡き母を偲ぶ子た

︑母偲ぶ話に更けし盆の月
ちの尽きせぬ話︒盆のお月さまは明るく照らしてる︒

○癒え近き身を蚊過して髪を怖く

同宮崎朝水
＠差し替ふる花に蚊の鳴く仏間かな

評仏の花を差し替える時古いお花から蚊がかすかに鳴いて

の鳴く﹂は情がふかい︒

とび去ったという今頃の仏間の様がよく描かれている︒﹁蚊

同小山田皇月

○水番の眠りて蚊世消えしまま

＠盆灯を夕需ひそとつつ桑たる

気がよく描かれている︒

評夕方の寵に包まれた盆灯維︒身近に仏を迎える時の雰囲

同八代義昌

○公害は知らぬ山家の大蚊遣

評親族の仏と名残を惜む心が強く純化されている○

︑送り火や後振返り振り返り

同八木幹男

○新茶酌桑長寿を語る老夫婦
○旅重ね接木の時季を失へり

評樟の零が青田の風を生むという詠皐とり方が新鮮︒

︑娘の樟しづく青田の風を生む

川越市小名木狂辰

○梅雨寒し肩に痛桑の五十妻

＠垣根越し回覧板受く柿の花

く描かれている︒柿の花がよくきいている︒

評同じ路地住居の親しさ心易さのお附合のさまが申し分な

選者近詠篠塚しげる

○耕転機握る女丈夫に南風吹く

炉明りに登山の徒読まれけり
郭公や遠田見廻る母を待つ
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弘道俳壇

ご寄附︵敬称略︶
一金参千円也
一金弐千円也
一金弐千円也
一金壱千円也

附市大関

子郎一古

撚太芥I秘

仕l孝圭…

編集後記
今側ご訪欧の両陛下にお瞳びを申し上
げます︒三千年来継爪の仁柑慈一Ｍ１﹁川

ます︒

本蚊術の紳士淑女﹂のお人柄なかの術国
との親善友好︑ひいては仙界の文化の向
上︑人賦の繁栄のために遺憾なくご発揚
遊ばされますよう日本史上蛎前の怠義深
いご旅程の平安を心からお祈り申し上げ
◇本会では宇野︑石坂︑沢田の三脚間が
それぞれ九十六才︑八十五才︑八十三才
を初めとして︑渚橘︑和波の両先生が八
十九才など﹁寿凸﹂に師く多数の会員各
位には心からお腿びを巾し上げるととも
に百二十五才の饗宴までご脚愛の縄を祈

府県名入会者紹介者

昭和四十五年三月以降

東京松井茂渡辺正勇
″根本一郎〃

″三浦勝吉岩崎州

福島県斎藤正雄横田佐代次

″高済孝二五十脚徳雄

千葉県越川胤雄石橋香峰

″秋葉芳夫〃
″宮崎嘉左術門〃
″池谷幾久〃
″浪川はつ〃
″野平操〃
″秋葉達男〃
″細野昌男〃

″木内覚〃
″篠塚啓治〃
″実川勲〃

の一方ならぬご尽力で︑ご入会早々なが

畠山兼人広島新支会長︵広島工大助教授︶

斑境を作ることが早急の問題ではないか
と本号特集に当って術嘘したことである
◇広島支会の結成ｌ赤年部を再興しよう
と情熱を燃やしている鳥竜正博君の恩師

心させ︑心身ともに﹁敬老﹂に価する唯活

喜ばしいことであるが︑気になることは
女性商船者の自殺が年毎にふえて︑世界
一であるという︒これに対しては老齢者
向の職場を膳げることはもとより︑昨日
の家造り︑国造りの殊勲者である老人へ
の感謝ｌ温純敬重の念をもって老者を安

り上げます︒

◇わが国の平均寿命が年有のびる一﹂とは

mm愛東
￨州形媛京
県県県都

″詣岡康秀本人申込

新入会員芳名︵敬称略︶

宮川沢屋

ら去る八月二十二Ⅱ広胎支会が結成され
満足・武田の川氏を初め将来支会発脹の
中略となるべき有力な方を十余名を断役
員として発足したことは感激である︒
◇古参会員で愛媛雌今春市の素封家大沢
祥一氏は華逆ご指導の労同志結集へのお
什折を紬げておられ︑米沢市の長老会員
巾川孝太郎氏も雌近十余猪を新会員とさ
れてそれぞれ支会結成への歩みを清々と
進めておられることは感謝にたえない︒
◇本誌四月号をお喜びでご覧の陛下には
それを献上された千葉先生に本会の現況
についてお鍬ねになられました︒Ⅱ肌か
らご協力の各位には本会雌旨の普及と会
員の増加に時局柄一段のご高配の程順い
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全３巻解題鈴木貞雄定価一二︑○○○円

監修譲保課近代日本教育資料叢書鋤需

北方教育

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

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

予約募集

二九六︑一○○円

明治完結全諏冊

全３冊予価三五︑○○○円

全調冊一一九︑○○○円発売中
解題１冊一︑○○○円近日発売

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ゑ重ねられていった︒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

史料 篇 二

史料篇一

解題大久保利謙

報簿幹蕊ｌ蕊嵯抵毒

報読解需泌砿堂議︶

森有謄全集

人物篇一

文部 省年
文部 省年

東京都文京区大塚2−17−12
電話（941）7818・（943）1926

宣文堂書店

方

