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︹巻頭言︺

道徳と政治

野口明

敢て大勢に逆行したことは止むを得ない措置と考える︒若し之に反して台

う特別な立場に在るのは当然である︒私は政府が形勢の非を承知しつつ︑

として我女は深く銘記しなければならない︒日本が国連多数の国々とは違

こと︑賠償権を拠棄してくれたこと︑此の二大恩恵は世界史にも稀なこと

る︒終戦当時中国を代表していた蒋介石政権が︑仇に返すに徳を以てした

有り得ない場合がある︒今度の国連と中国との問題の如きはその一例であ

に個人性ばりでなく社会性を持つ以上︑現実的には社会や国家と無関係で

せる方が︑道徳の普遍性︑中立性を保つにはよいと考える︒然し道徳は単

道徳と政治とは一応区別し︑道徳は政治を超越させる︑政策は各自に委

I

う見られたであろうか︒私は心ある中国大陸の人々も︑腹の中では判って

︵︲本会会長︶

くれるように思う︒毎度云う如く︑道義への関心は︑個人に於ける如く︑
国家に於ても大切である︒
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I
湾の現実を無視して括として恥じなかったならば︑日本民族の道義性はど

一
一

泊翁西村先生の詩︵第四回︶
ｌ﹁偶成﹂七首Ｉ

哲史

多是濁福耳多くは是れ濁福の糸

余観世間人余世間の人を観るに

て︑﹁偶成﹂と題せられている七首を紹介しようと思う︒

ふんか

金穀満倉庫金穀は倉庫に満つれども

八字解Ｖ垢耳Ⅱ耳にやかましい︒造化Ｉ宇宙︒自然︒また︑天

くわつじ

其臭如糞家其の臭は糞家の如し
段誉徒垢耳段誉徒らに耳にかまびすきのみ

いが︑幸福をむさぼること︒糞家Ｉこの字も大漢和辞典に見え

ない︒﹁糞舎﹂の意にとれば︑雪隠︑側のこと︒

地自然の理︒風物Ｉけしき︒ながめ︒負福１大漢和辞典にもな

たんふ・く

み

すもも

いない︒清福は真に貴むくきであるが︑濁福は部しまなく

いや

を観︑いつも美しい景色を楽しむ︒秋の郊外では虫の鳴声

間の穀誉褒睡を問題にしない︒ひとり天地自然の巧妙なの

一首の大意は︑自分の心は水のように静かであって︑世

に耳をさまし︑春の園では桃や李の花を賞美する︒幸福を

くら

秋郊聞鳴虫秋郊鳴虫を聞き
春園看桃李春園桃李を看る
負福有清濁負福に清濁あり
世人昧此理世人此の理に味し

むさぼるのには清濁の別があるが︑世人はその理に通じて

毎楽風物美毎に風物の美を楽しむ

つね

独観造化妙独り造化の妙をみ

いたず

我心静如水我が心は静かなること水の如し

いずれも﹁泊翁存稿﹂にある作である︒

前回は四言の詩を紹介したが︑今回は再び五言にかえっ

川

清福真可貴清福は真に貴むくく
いやし

濁福真可部濁福は真に部むくし
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古

世人看倣鈍世人は鈍なりと看倣す
つ先

八字解Ｖ中心Ⅱ﹁心中﹂に同じ︒こころのうち︒鉾虻Ｉ刀のぎ

てはならない︒自分が世間の人を観察するに︑多くは濁福
のほうで︑清福は少ない︒金穀は倉庫にいっぱいあって豊

３

古人云︑多二議論一而少二成功一と︒議論精密に渉る時は︑

﹃泊翁厄言﹄第二冊﹁︵四十二︶議論と成功﹂に︑

人にしてそのことを知る者は少ない︑というほどの意味︒

非の別を争う︒ところが真理は言外に在るのであって︑俗

うるさくしゃべって利害の弁別をし︑やかましい声で是

声のやかましいさま︒

八字解Ｖ喋々Ｉぺらぺらしゃべる︒うるさくしゃべる︒鴬々Ⅱ

俗人知者稀俗人にして知る者は稀なり

真理在言外真理は言外に在れど

ごうごう

喋を弁利害喋々利害を弁じ
鴬々争是非震々是非を争う
もようちょう

う泊翁の持論がのべられていると見てよい︒

か︒そうであれば︑︲この詩も﹁巧言令色すぐなし仁﹂とい

て邪人の真相を見あやまりがちである︑というのであろう

がわかないのと同じように︑クチだけの正論にごまかされ

っ先を包んでいると︑世人は鈍刀だと見なして宝剣の真価

クチでは正諭を吐いて心の邪を飾っている︒鋒剣が刀のき

一首の大意は︑心中はひどく邪のほうに傾いているのに︑

かであ為が︑側のような悪臭に満ちているのである︒ｌ
だいたい︑そういう意味に解してよいが︑ここに︑﹁清福﹂

とあるのは︑水のように静かな心で︑世間の設誉褒睡から
超越して造化の妙に見入り︑風物を楽しむ境地を指してい
よう︒泊翁叢書第二輯におさめられている﹃自識録﹄第百
六十二章に

仮楽を棄てて真楽を得るは道徳者の事なり︒真楽に定
形なし︒無苦を以て真楽とす︒人の此世にあるや苦なき
こと能はず︒所謂無苦とは苦境に処するも︑我心を苦し
めざるなり︒心を苦しめずとは︑我心を制して枯木死灰
の如くならしむるに非ず︒易日︑楽し天知し命︑故不レ憂・

こと能はずと雄ども︑心霜に之を庶幾するなり︒

孟子日︑仰不レ塊二於天一傭不レ作二於人ご一楽也と︒及ぶ

と出ている真楽・仮楽の別も︑清福・濁福の別と対応して
いよう︒﹃易﹂の﹁天を楽んで命を知る﹂境地は︑すなわ
ち水のように静かな心で︑世間の段誉褒睡から超越して造
化の妙に見入り︑風物を楽しむ境地にほかならない︒
２

中心甚傾邪中心甚だ邪に傾けど
飾之以正諭之を飾るに正論を以てす
ほうぽう

宝剣 包 鋒 虻 宝 剣 鋒 虻 を 包 め ば
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其議論に妨げられて実功を奏すること能はず︑蓋し功業
の成るは議論の外に在ればなり︒然らば西国の議論多く
して其富強此の如くなるは何ぞやと云ふ者あるべし︒西
人の富強を務め︑遠略を事とし︑其功業の盛大を致した
るは︑未だ議論の全く精密ならざるの前に在り︒己に功
こスマルク

業の立たる後に議論精密となりたれば事に害なし︒然れ
を抑制せんとしたり︒本邦の如きは事業未だ挙らざるに︑

ども比斯馬克の如きは議院の議論多きを患ひて︑屡を之
先づ議論鴬々として︑其細なること皇毛を析つに至る︒

遂に其議論に妨げられて事業に着手すること能はず︒或

とら

人︒その志が高遠で︑世俗についしようしない人︒

一首の大意は︑酒や女色はひとのからだをいため︑名利

を追えば心がふさがれて自由がなくなる︒世間の英雄とい

われる男は︑きまりきったうよに煩悩のとりこになってい

る︒これに反して︑志が高遠で世俗についしようしない高

士の心は鉄のように堅く︑俗塵の侵すのを許さない︑とい

うほどのこと︒泊翁の英雄観は泊翁叢書の随所に見られる

天下の事常より貴きはなし︒異常の事は必ず害あり︒

が︑ここには﹃続自識録﹄第百五十三章に

暴風大雨益と異常なれば害を為すこと滋と甚し︒英雄豪

益少なし︒荷も国家昇平にして万民幸福を得んと欲せぱ︑

傑は人の尊重する所なれども︑社会の為には害多くして

英雄豪傑は是なきに如かず︒然れども︑英雄亦一様なら

らず︒破壊の英雄は治世を変じて乱世と為す者にして︑

ず︒破壊の英雄あり︑建設の英雄あり︑二者大に同じか

を変じて治世と為す者にして︑其事業は百年の禍乱を平

其事業は所謂一将功成万骨枯にあり︒建設の英雄は乱世

天使の如し︒学者之を混清せざらんことを要す︒

げて国民の鮮血を浄洗するなり︒一は悪魔の如く︑一は

と違って︑英雄は好きでなかった︒英雄よりは高士のほう

とあるのを例示するにとどめる︒泊翁は︑カーライルなど

が彼のあこがれであった︒

r，↑、

は着手するも︑中廃せざるを得ざることあり︒歎ずべき
ことならずや︒

とあるなどが︑この作の背景にあると思ってよいであろう︒

いた

泊翁はつねに﹁議論だおれ﹂ということを戒めておられる︒
４

ふさ

酒色傷汝体酒色は汝が体を傷め
名利銅汝心名利は汝が心を鋼ぐ
つれ

︲世間英雄漢世間の英雄漢
毎被煩悩檎毎に煩悩に檎わる

高人心如鉄高人の心は鉄の如く
不許俗塵侵俗塵の侵すを許さず
の﹁禁鋼﹂の﹁銅﹂である︒高人Ｉ高士に同じ︒人格が高潔な

妾﹄んこ

八字解Ｖ鋼Ｉふさぐ︒一室に閉じ込めて自由を奪うという意味

、 詮 ノ

やわら

つづまるところ︑至って桑かなことの中に在る︑というの
が一首の大意︒いわゆる破壊の英雄が大勇力の持主のよう

属︲︶

たた

掬水々無色水を掬すれば水に色なく
った︒・

に世間からは思われがちであるが︑泊翁はそうは思わなか

当こし︾

こ品ダこ品グ

一つの宗教・宗派をはじめてたてた人たち︒

用するに価いしないのである︑というほどのこと︒泊翁叢

ちが魂魂の不朽を説いているのは﹁一ツケイなはなしで︑信

けにはまいらないのである︒それで︑古来の宗教の教祖た

も死をまぬかれないのであって︑魂塊だけが不滅というわ

から︑どうして死んだあとのことを知ろう︒魂呪といえど

一首の大意は︑まだ生まれない前のことを知らないのだ

拘々Ｉ物事にかかわるさま︒

八字解Ｖ教祖輩

拘々説不朽拘々として不朽を説く

堪笑教祖輩笑うに堪えたり教祖輩

那得独長久なんぞ独り長久なるを得ん

魂塊亦死耳魂醜も亦死せんの承

那識既死後なんぞ識らん既死の後

不識未生前識らず未生の前

７

敵石麦有声石を敵けば石に声あり

物性既難了物性既に了りがたし
何況死与生何ぞ況んや死と生と
八字解Ｖ物性Ｉ物の性質︒了Ｉさとる︒理解する︒

水をすくえば︑水は無色透明であり︑石をたたけば︑石
は音をたてる︒そのように︑物の性にはわれわれの理解し
がたいところがあるから︑まして死生の問題になるといっ
そうやっかいだ︑というのが一首の大意らしい︒すなわち︑

死生問題のむずかしさを訴えていると見てよいが︑泊翁が
宗教に批判的であった理由の一つは︑宗教が死生問題を容

いえ

易に解決している点に対する不信があった︒
６
▽幸ご手李

風虚能倒屋風は虚にして能く屋を倒し
うか

水軟能涯舟水は軟にして能く舟を涯ぶ
だいゆうりよく

八字解Ｖ虚Ｉから︵空︶︒なか詮がないこと︒勇力Ｉ勇ましい

天下大勇力天下の大勇力
畢寛在至桑畢寛至柔なるに在り

ことを説かざるはなし﹂と言い︑その神怪奇異のことの一

﹁凡そ宗教は仏教耶蘇教回教を間はず︑何れも神怪奇異の

月十日学士会院でおこなわれた講演﹃宗教の前途﹄には

書には随所に宗教批判が展開されているが︑明治十九年四

何のなか承もない風が屋を吹きたおし︑軟かな水が舟を

力︒強い力︒

だべることができる︒それと同じように︑天下の大勇力は︑

（5）

、

つに魂塊永存の説をあげている︒

しかし︑宗教の神怪奇異はそれだけにとどまらないので
あって︑仏教では﹁釈迦一代の奇迩よりして︑須弥山︑三

一支会だより一

十月二十二日︵金︶午後一時より母衣町市立松寿園大ホールに於

松江支会総会の記

て昭和四十六年度支会総会を開催出席者百余名︒沢村幹事長会長代

十三天︑大劫︑小劫︑弥勅の出世︑地極極楽等の如き教説﹂︑

耶蘇教では﹁上帝が六日にして天地万物を造りしより︑シ

江祭・堀尾祭協賛等︶︒終って特別講演に移り︑講師島根県民会館

画発表あり︵特別会員新規募集︑一般会員増募︑役員会︑総会︑松

に四十六年度予算について説明︒全員の承認を得て本年度の事業計

理として開会の拶挨の後︑谷本事務局長より四十五年度会計決算井

ナイ山の上に現はれてモセスに十戒を授け︑又耶蘇が上帝
の子にして生涯に許多の神異を現はし︑其刑殺の後復活し
て昇天したること等の如き教説︲｜︑いずれも﹁必ず真理に

拠りて其実否を研究﹂しなくてはならぬ︒泊翁の考えによ

間半に亘り欧米諸国視察の結論的人生観にたって生涯教育の中に生

LOノ

館長米沢天涯氏の﹁これからの人生と生甲斐について﹂と題し一時

き甲斐を持てと熱弁を振われ一同感銘深くノートに追われる熱心な

／ ハ 、

れば︑﹁宗教家実に己が宗教を大切なりと思はぱ︑早く其
形を変じて哲学の姿と為さ﹂なくてはならないが︑そのた
○○○○○○

会員も見受けられ誠に有意義であった︒終て別室に於て講師を囲ん

めには﹁古来の宗教の風習を改め︑総て天地間の真理に合
はんことを求め︑其説の虚偽訓謬に出づる者は尽く之を除

︵支会幹事長沢村暁之助︶

で座談会を催しこれ亦盛会裡渥本会の発展を祈って薄暮閉会︒

︵特別会員東大教授︶

り御指導を仰ぎたき念願であります︒︵千代延隆長︶

松江の沢村暁之助氏には来る十月三日の退公連総会でお側にかか

願い申上げます︒

行事に当りましては他の支会等により御指導賜り度くれノ＼も御

と存じます︒

来れば幸甚に存じ上げます︒何にしても︑会員の募集が最も緊急か

会員が極めて小数で申訳ありません︒当地の発会を早く御願い出

浜田支会の現況

き去﹂らなくはならない︑のいうのであった︒

晴の叙勲者芳名︵十一月三日︶敬称略
勲一等瑞宝章特別会員安西浩和歳千葉
東京瓦斯社長︑日本瓦斯協会長︑公安委員︑石油審
議会委員︒瓦斯事業に精励︑団体役員としてわが国
の産業経済の発展に寄与︒

動三等瑞宝章特別会員関未代策布歳埼玉
和光大経済学部長︑明大名誉教授︒経済博︒教育の
振興に貢献︒

1

西村茂樹先生の功績

篠丸頼彦

もとより民間でも多くの翻訳教科書が刊行された︒こうし

教科書は欧米教科書によって行うということで︑文部省は

ｌ西洋文化の導入と道徳教育の実践Ｉ

︵｜︶西洋の文化導入と翻訳

は︑先生が洋学によって深めた学識をもった文化人の一人

た教科書編集の事業を行う文部省編書課長に任ぜられたの

間象山に学んだが︑佐倉藩の蘭学老木村軍太郎から洋学修

Lイノ

明治五年三月︑印膳県︵千葉県︶権参事を辞任した西村
先生は︑五月上京して深川佐賀町の堀田邸内に漢英学の家

業の必要を説かれて軍太郎についても蘭学を修めた︵嘉永

先生の洋学の初めは蘭学で︑初め大塚同庵︑次いて佐久

であったことを認めたのであった︒

塾を開いた︒翌明治六年十一月文部五等出仕となり︑編書
課長に任ぜられ十余年にわたる文部省での仕事が始まる︒

書課では新時代の学校教科書の編集と︑当時必要としてい

これは明治思想家としての活動の前半期というべきで︑編
た諸書を編集出版という文化的事業にあたったのである︒

め比較的短時間に能率をあげ得たのは︑儒学の教養を身に

つけていたからである︒これは佐倉藩の他の洋学者にも共

五年︶︒後︑文久元年に手塚律蔵に入門し︑閲英両学を修

通する点である︒翻訳を主とする教科書編害課長を勤めた

当時文部省においては明治五年の学制によって新制度を
るが︑教科書を供給するという大きな仕事があった︒新し

のは右記の洋学修行の賜物である︒

発足させ︑先づ小学校を全国に普及させようとしたのであ
い日本をつくりあげる基礎ともなる小学校教科書はその多

先生が明治初年の洋学智識人として中央に登場していた

くが︑米欧諸国の教科書を翻訳して出版するという方針と
なっていた︒これから明治十年頃にかけては︑文明開化の

／ 旬 、

茜

種家中経済﹂明治六年刊はアメリカのハルッホールンの原

よるものである︒上下二巻より成り︑上巻は物価︑工価︑

とは明治六年につくられた有名な明六社の同人であったこ

貧富︑財本︑租税︑下巻は借貸︑分業等について述べてあ

出版した﹃経済要旨﹄は︑アメリカのウオーカルの原著に

る︒当時は小学校に於ても経済が科目として設けられてい

書によったものである︒また︑明治七年六月に文部省から

これらの人々の思想が発表されると多くの知識人が注目し

織され︑演説会を開いたり︑明六雑誌を刊行したりした︒

たが︑中学校︑師範学校においても経済学書を必要とした

とがこれを物語っている︒明六社は森有礼︑福沢諭吉︑中

ていたが︑先生もこれに寄稿して西洋の新知識を普及させ︑

村正直︑西周など当時の新しい思想家︑文化人によって組

その啓蒙に当っていた︒先生の翻訳は文久二年四月︑数限

先生は文部省にあって教育のことに従事していたので︑

の普及が必須であるとした考え方によるものである︒

教育学の翻訳にも関心をもっていたが︑明治八年にアメリ

ので広く教科書として使用された︒これも先生の経済観念

カのヒロビブリァスの原典を訳して﹃教育史﹂として出版

国史略訳述等が幕末迄の業績としあげられる︒その他に独
月に訳了している︒明治八年より出版に着手し明治十四年

逸人ウエルテルの西洋史書を蘭訳より重訳して明治二年七

した︒これはわが国における西洋教育史の著作の最初とし

通論が最初である︒元治元年の﹁海防要論﹂慶応三年の万

に﹁歴史年表﹂二冊を英書の翻訳によって刊行している︒

に刊行を完成したのが泰西史鑑である︒また明治三年九月

て注目されている︒教育史書を出版したのは教育の理解に

にも一貫した思想家としての態度と着想とが采られる︒先

も歴史を必要とすると象た先生の思想によるもので︑ここ

生は教育の諸分野のうち徳育を重要視した︒これは先生の

いとする文化研究の本道に着目していた先生の優れた見識
を示すものである︒しかし先生の著作活動は史書ばかりで

これは欧米を知るためにはその歴史を究めなければならな

なく︑経済書にも及んでいる︒これは維新後の明治三年士

生涯を通じての仕事が徳教についてのことであった点から

に入ったからということではなく︑儒学をもって学問の初

当然のことである︒この徳教を重視する教育思想は文部省

めとしたということ︑又その背景としては家庭に於ける徳

を興させたことからも知られる︒当時の日本にとって経済
思想を培うことが緊要であったことにもよる︒先生は富国

教の主義などによるものがあったと桑られる︒

族授産のために佐倉町に相済社をつくり造靴その他の産業

の根本は︑国民の経済観念であると見て︑経済をどのよう

先生は明治十年以前につとめた翻訳事業の一つとして道

に考えるかを問題とし︑その啓蒙にも努めたが︑経済書の
翻訳出版はこの基本思想から発したものである︒﹁農工舟
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十年一月に文部大書記官に任ぜられた︒その頃毎年大書記

官として地方を巡視し︑教育の実情についての視察報告書

徳書の出版を着想した︒此の頃西欧道徳害としてはアメリ

国会図書館所蔵の西村茂樹自筆日記の中に詳細に記されて

を提出しているｏこれについては﹁往事録﹂や︑﹁記憶録﹂︑

いる︒その際に明治五年学制実施後の地方教育の実情を視

カのウエイランドの倫理学書が注目され︑その翻訳書も刊
基礎としているので︑日本人の学習には適切でないとして

察して︑教育が民情から離れていて︑実効があがっていな

行されていた︒先生はこのウエイランドは耶蘇教をもって
ウエイランドを翻訳した阿部泰蔵の﹃修身論﹄も原典のキ

状は再び講義式に終っているのが多いのを見ると︑先生の

の講義式を廃し︑生徒の自主的な学習が強調されたが︑現

ていない︒これは今次の戦後の教育特に中等教育では教師

いるだけで︑生徒らは坐して聞いているだけで実紙がみえ

また修身の授業を行っているのをみると︑教師が口授して

に甚しく傾いていて徳育については殆んど考えていない︒

強制をしたことなどを指摘した︒特に小学校の授業が知育

一教則をもって都会地方の実情の差を願染ないで︑画一的

いことや︑教育費の父兄や地域民衆への負担が大きいこと︑

リスト教を説いた部分を除外していた程である︒しかし原
典の思想がキリスト教によるものであることは確かである
ので︑先生はアメリカのヒコックの原書を選んでこれを翻
訳して﹃求諸己斎講義修身部﹄として明治七年十月に著作
刊行した︒この書はモラルサイエンス即ち道徳学という内
容のもので︑それを訳出すると共にこれに意見を加えて編
集したものである︒このように欧米の精神科学の分野︑特
に倫理学に深い興味を持ったので︑その後明治十五年四月
オの道徳害となっているのであって︑これらの著作によっ

て徳育を行うかについも確信がないまま毎日の教育が進め

教育事情視察による所見は卓見である︒また何を教材とし

には﹃股氏道徳学﹄を出版した︒これは原典がゥインスロ
ても先生が徳教の思想を文明開化に加える思想であったこ

る際特に先生の所見は傾聴すべきものがある︒

られている︒これまた現在日本の道徳教育が論議されてい

とが明らかにされる︒しかし先生の思想家としての独自の
分野をつくりあげたのは道徳について実践的な諸活動を通

この基本となる徳教の方針を巡視功程の中にも記してい

西欧道徳書の材料を加えて授業を進めなければならない︒

べきだと先生はいっている︒そこでこの基本を培ってから

修・身によって道徳を教える場合にその内容は儒学である

じてのものであった︒われわれはそこに先生の真而目をみ
を築いた著作であったとみなければならない︒

るのであるが︑明治十年頃までの翻訳害の刊行はその基礎
︵二︶道徳教育家としての泊翁
文部部省にあった先生は︑明治九年二月に文部大丞︑翌

匙 シ ノ

rq，

その点で重視すべきであるが︑しかし先生の徳育について

る︒これは実際の授業を視察した上での見解であるので︑

に改善が進められた︒

が成立し︑翻訳修身書の解説による授業が改められるよう

と翻訳書からの名言を加えて総合された修身の基本教科書

明治十七年十月に宮内省出仕となったが︑これから宮内

の基本的立場がここに示され︑これで一貫したことは明治
思想の一つとして重要な意味をもっていると海後宗臣氏は

まとめられた﹃教学大旨﹄の文書であって︑この中で維新

れていた︒その発端は明治十二年の夏︑明治天皇のもとで

来の文教政策を改めなければならないとする動きがあらわ

先生は編輯局長となった︒この頃文部省内には明治五年以

明治十三年三月︑文部省に新たに編輯局が設けられれて

訓書で編集されたが︑皇后宮のご内意によって︑華族女学

編集して宮内省から出版した︒これは幼学綱要とならぶ教

うした要職にあったが︑その間に明治二十年﹃婦女鑑﹄を

中顧問官︑明治二十三年には貴族院議員に勅選された︒こ

華族女学校の校長となり︑明治十九年から三十三年まで宮

育御世話を仰せ付けられ︑また明治二十一年から五年間は

省関係の仕事に就くことになり︑東宮殿下︵大正天皇︶御教

後知識に傾いた文教の方針を改めて︑仁義忠孝をもととし

校の教科書とした︒しかし広く婦人のための教訓書として

述べている︒

た︒文部省はこの聖旨を実現しなければならなかったが︑

た教学が樹立する方策をたてなければならないと諭示され

められるのが正しいと考え︑明治二十二年には明倫院の建

読まれたものである︒先生は道徳の根本は皇室において定

れていたので︑先生に委嘱して修身書を編集して刊行した︒

ための機関を設け︑将来は修身教科書を編集して全国の学

設の建議をなして︑宮内省に全国諸学校の道徳を統括する

西村編輯局長が︑これと同じ思想をもっていることが知ら
これが西村茂樹選録の﹃小学修身訓﹄二冊であって︑全国
に広く普及した︒この書で先生は児童の修身教授を行うた

省に移すのがよいと考えていた︒これは実現しなかったが︑

校で使用させるようにして︑徳育の方策を文部省から宮内

︵特別会員佐倉桁史編さん委員︶

弘道ｌ田舎亘を引用したのである︒

以上﹁海後宗臣︑明治の思想家・西村茂樹先生ｌ雑誌

先生の徳育思想を知ることが出来る︒

めには︑先東西の嘉言︑即ち道徳上重要な文章や句を暗記
させなければならない︒その後にこれらの嘉言を解説する
ための実例話を加えて徳育の実功をあげる方法をとること
を明らかにして︑この害を編集した︒それでこの道徳上の
名言を︑生涯記憶してこれを軌範とすることができるとし
て︑大学︑中庸︑論語などからの名句を集め︑それに和書
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天皇皇后両陛下の十八日間に亘る欧洲七ヶ国御訪問の旅

戦場を見られて︑戦争は絶対にすべきでないことを身を以

戦後のヴェルダンの痛ましい戦場の跡やワーテルローの古

手洗辰雄氏は語られた︒その一つは︑陛下が第一次世界大

的な自由を味われたことだということである︒正に私はこ

は︑近来にない全世界を喜ばせた世紀の快事である︒私は

の説に同意するものであって︑陛下の平和愛好の御精神が︑

両陛下の御出発に当り︑﹁平和の使徒﹂の題名の下に左の
私はかつて側近に奉仕して両陛下のお人となりに接して

今次の大東亜戦突入を阻止し得なかったことについて︑陛

て体験されたことであり︑その二は︑・ハリーなどでの庶民

来た一人として︑この度の御旅行が如何なる成果をもたら

下に責任あるやに思うものがあるが︑これは天皇に拒否権

一文を草したことがある︒

に接する者をして何ものにか打たれるというお人柄にあ

すか︑ひそかに期待しているものであるＯその第一は陛下

ど波風の立ち騒ぐらむ﹂を態々朗読されて諭されたにも拘

議で︑明治陛下の御製﹁よもの海皆はらからと思ふ世にな

御苦衷を知らざるものである︒昭和十六年九月六日の前会

を認めない旧憲法を厳守することを使命とせられた陛下の

世紀の快事

ることである︒

かつて戦後天皇

とはどんな人物

であるが︑しかし終戦の時は陛下の御聖断を仰いで国策を

らず︑国策は決定となり十二月八日の真珠湾攻撃となるの

鈴木一

庁玄関を入った

かと男んで宮内
多くのアメリカ

初めて専制君主制にあらずして立憲君主制の下で陛下の平

決定するという超非常の方途を政府自らとることによって

和愛好の御心を具現することが出来たのである︒この度の

のジャーナリストが︑玄関を去る時には一様に首をうなだ

御旅行で皇后陛下と御一緒にあの﹁ほほえみ﹂の権化とも

れて梢令として出ていった姿を私は思い出す︒陛下は御自
分では多くを語られることはないが︑純真無垢のお人柄か

いえるお姿は︑国々の経済問題などを乗越えた次元の高い

果せるかな私の期待は先達せられたかの感がある︒陛下

ら自然とにじみ出るお言葉は︑何か心を打つものがあるに

は尋へルギーの公式訪問の御挨拶の第一声に﹁世界平和を祈

世界平和への外交となることであろう︒

も︑何等かの形で伝わるに違いない︒私はこのことを何よ

求する日本国民の象徴として今回の訪問の出来たことを喜

違いない︒陛下の世界平和を何よりも念願しておられるお

りも主張したいのである︒五十年前に皇太子として御渡欧

心が︑欧洲七ヶ国の首脳者達にもそして又その国民一般に

の折得られた貴重な御体験は二つあると︑当時随行した御
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界平和の為一層の努力が必要である﹂旨をお仰せられてい

ぱしく思う﹂旨を述べられ︑又羽田御着のお言葉にも一︲世

んで感謝申上げる次第ある︒

御訪問になり︑無事に帰還頂いた両陛下に対し︑心から謹

はあるまい︒何はともあれ平和の使徒として欧洲七ヶ国を

︵特別会員日本馬術連盟会長︶

る︒唯報道関係者がこの一事に直接触れた一重−スを捕え

彦松

の最大課題である︒この課題の中において︑わが国は漢民

むむべきか︑いかなる国是を樹立すべきかが当面のわが国

わねばならぬのである︒

族の国家に対していかなる政策を採るべきかの問題を取扱

目下わが国の当面する最大の問題はいわゆる一︲日中問題﹂

ってわが国にとっては最も永く︑また未来永遠にわたる運

が民族と最も緊密・重大な関係をもつ漢民族との関係であ

今日および今後の極東国際関係は︑米ソ中日の四国を枢軸

は︑いわば︑日鮮漢三民族の三角関係であったといえるが︑

にある︒第二次大戦後の世界は一言もていえば︑米ソ両超

一場面であって︑ヨーロッパの国際政局と密接不離の関係

今日の東亜国際政局は︑いうまでもなく世界国際政局の

○世界の大勢両極世界から四極世界へ

とする四角関係であり︑土着の民族たる日漢両民族は︑こ

大国の争覇の世界で﹁両極世界﹂といわれるものである︒

命的関係である︒日清戦争にいたるまでの東亜の国際関係

の国際舞台における二役者に外ならぬのである︒この四国
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ていないことに︑いささか淋しい思いがするのは私一人で

界の大勢と日中問題

川

関係において︑わが国は今日および今後いかなる地位を占

神
である︒この問題はわが国が開開以来数千年にわたり︑わ

○当面する最大問題

世

ト・ロシヤの二大勢力圏に分割された︒戦後二十五年にわ

終戦当時世界は戦勝国たるアングロサクソンとソヴィ︸一
然であるのだ︒

あり︑自余の中小国は︑その客体たる地位にとどまるは当

今日の東亜の国際政局では︑米ソ中の三国が︑その主体で

展開したのであった︒ところが核兵器の出現した戦後の世

落し︑朝鮮は米ソの争覇戦場として分断国家と化し中国も

国のわが国はアメリカの占領統治下におかれその属邦に転

さて錬って終戦後の東亜の世界をみるに︑そこでは戦敗

○終戦後の東亜の状態わが国の地位

たりこの両大国が既得の勢力圏を拡張せむとして相格闘し︑

界では︑両側とも︑全面的核戦争のような乾坤一郷の大冒

﹁戦争でもなく平和でもない﹂いわゆる﹁冷戦﹂の時代を

険に出ることができず︑どんなに両側が冷戦を続けても結

米ソ中三国の争覇戦場として四分五裂の状態に陥ったのだ︒

わが国はアメリカの保護育成によって︑一九五二年四月︑

内乱の渦中に陥って両政権角逐の場となり︑インドシナは︑

サンフランシスコ平和条約の発効により︑形式上の独立を

局終戦時の﹁現状﹂を打開することができないことが証明
基礎として︑安定の一時期を実現しようとする空気が出て

回復し︑同時に発効した日華平和条約︵正式には日本国と

された︒そこで︑一九七○年の壁頭から世界に﹁現状﹂を
きたのである︒ここにおいて︑世界は米ソ﹁両頭争覇﹂の

わが国の自主独立性を回復すること︑第二︑わが国の政治

ならない︒第一は？諸平和条約を改正して︑できるかぎり︑

そこで終戦後のわが国の対外国是は左の三則でなければ

との国交を回復したのである︒

した︒また一九五六年一○月の日ソ共同宣言によってソ連

中華民国との平和条約︶によって中華民国との国交を回復

世界から︑米ソ西欧中の﹁四頭協調﹂の世界へと推移しよ
うとするにいたったのである︒

○核兵器保有国のみ独立国その他は非独立国
原子兵器の今日の世界では︑いわゆる﹁核兵器保有国﹂

のみが︑真の独立国であり︑﹁非核兵器保有国﹂は事実上
非独立国であることが核拡散防止条約で決定された︒今日

的軍事的安全を確保すること︑第三︑産業・通商の発展に

の世界国際政治の主体で︑国際政治の運営に参加する国は︑
したがって核兵器保有国のみであり︑非核兵器保有国は︑

より国の繁栄を計ること︑これだ︒

成果をかちえた︒世界史上︑戦勝で獲得した敵国の領土を

右の第一の国策で︑わが国はアメリカとの間では大なる

○米よりは失地回復の幸運ソよりは失地未回復

世界国際政治の客体であって︑国際政治に参加することは
できないのを国際上の鉄則とするようになったのである︒
の主体であり︑自余の中小国は究寛その客体であるように︑︽

それ故にヨーロッパの国際政局では︑米ソ西欧の三国がそ
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の議会がこの協定を承認すれば︑来春沖純もわが祖国に還

今また沖細返還協定に調印したのだ︒もし︑本年中に両国

アメリカは︑さきに奄美諸島︑小笠原諸島を我に返還し︑

平和的に返還するといような事例は絶無である︒ところが︑

と独立国の体面を保持してきたが︑今回の国連総会の決議

興した︒台北政権はアメリカの援助と防衛によって︑やっ

らず自ら核兵器保有国となって超大国の列に入るように勃

に留まらしめようと奮闘したが︑僅か四票の差で敗れたこ

で国連から追放された︒日米両国も極力︑台湾政権を国連

○終戦後わが国の根本弱点無条件降伏主義

されたのだ︒

だ︒わが国は北京政権との間で︑終戦当初の振出しに戻ら

ここおいて︑わが国は最も困難・重大な場面に陥ったの

とは世人周知のとおりだ︒

る筈になっていることは人の知るとおりだ︒ソ連との間で
は失地回復は全く緒についていない︒だが古来のわが民族
とも回復せねばならない︒

領土たるハポマイ・シコタン・エトロフ・クナジリは是非

○台湾政権と北京政権の対立わが国の窮状
ところが︑今日わが国にとり最大の難問として直面せざ

﹃一ミもこれに同調し︑滑々として一世を風塵するの概ある

ところが︑ここにわが国側に史上稀な大弱点が横わって

にいたったことだ︒今日の国際社会で非武装中立を唱える

るをえなくなったのが︑いわゆる﹁日中問題﹂だ︒上に述

けてきたのだ︒しかるに多年内乱状態にあった中国では一

いる︒それはわが野党第一党たる社会党は︑二十年来いわ

九四九年十月︑毛沢東の北京政権が中華人民共和国を建設

ことはいかなる国際紛争の場合にも︑アタマから︑無条件

ゆる﹁非武装中立﹂を旗印として︑政府と戦い︑わがマス

し︑わが国に対し共産主義的敵視政策を堅持した︒蒋介石

屈伏の態度に出ることを意味するもので︑アタマから互譲

に平和条約によって戦争問題は一切解決し︑善隣友好を続

の国民党政権は台湾に遷都し︑北京政権と対立した︒とこ

妥協の外交交渉を否定するものなのだ︒これは一旦戦争と

べたようにすでに二十年も前にわが国は︑中華民国との間

ろが去る七月十五日︑ニクソン大統領が突然︑来春五月一

なれば︑必然無条件降伏か︑絶滅か︑の外全く途はないの

の桑であって他には一国もないのだ︒このような世論下で︑

日前に︑自ら北京を訪問すべきことを世界に宣言したので︑

戦後︑中国は︑分断国家の列に転落し︑毛沢東政権はソ

わが国が︑北京政権と︑講和談判に入るとすれば︑わが国

だ︒このような風潮が支配的なのは︑全世界ひとりわが国

連の勢力下に入り︑台湾はアメリカの支配下に陥ったので

は北京政権の条件を鵜呑みにする以外に全く途はないのだ︒

忽ち東亜に大変動をもたらしたのだ︒

あるが︑北京政権は︑ただにソ連勢力より独立したのみな一
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○北京共産政権の日本解放政策わが国の大難

﹁東方政策﹂の美名の下に︑完全にソ連に〃再降伏〃した

孤立無援で︑軽率に﹁日中問題﹂に取組めぱ︑わが国にと

伏〃せねばならぬ場面に直面しているのだ︒もしわが国が︑

ように︑わが国も二十五年を隔てて︑今や中国に〃再降

これは単なる宣伝道具であり︑掛引の具にすぎないのだ︒

北京政権はいわゆる﹁平和五原則﹂を看板としているが︑
北京政権の対日敵視政策は一貫して少しも変らないのだ︒

って︑無条件降伏と︑左翼革命の外︑途ないことは火をゑ

るより明かであるのだ︒

北京政権がひそかに抱持する対日講和条件は次のようだ︒

しかも危険はそれに止まらない︒一九五二年二月︑三十

と︑即ち日本に左翼革命を起さしめて︑ソ中共同の支配の

年の長期限で結ばれた中ソ軍事同盟は︑日本を解放するこ

球諸島︵尖閣列島を含む︶台湾︑彰胡島を返還すること

第一領土条項日清戦争前の﹁現状﹂を回復すること︑即ち琉

全に非軍事化すること︑永久に核兵器を放棄すること︵非武装条

○わが国内乱の危機兄弟殺し合うな

て無為に傍観する筈はないのだ︒

成して世界第三の経済大国たらしめたアメリカはこれを染

れに止まらない︒終戦後日本を屈邦となし︑これを保護育

政権を樹立しようと謀るに違いないのだ︒しかも事態はそ

ちわが国に干渉し︑中共的偲侃政権を排して︑ソ連的偲侃

降伏して中共の衛星国に転落する形勢とならば︑ソ連は忽

下に置くことを前提としている︒もし日本が中共に無条件

第一一軍事条項日本は一切軍備および潜在軍事力を放棄し︑完
項︶

第三政治条項日本は日米安全保障条約を即時廃棄すること︑
日本は中国を標的とする軍事同肌その他いかなる協商・連合・協
定・了解にも永久に加入しないこと︑即ち日本は永久中立を守る
こと︵中立条項︶

第四賠償条項日本は日清戦争後特に満洲事変後中国に課した
強制金︑損害などを賠償すること︑その額は五百億ドル︵十八兆
円︶を下らぬこと

七○年代は四頭協調の時代でこの間にも四超大国間の争

われる危険はない︒だがこの年代は各国における左右両翼

覇戦は間断なく行われるが︑しかしその間に全面戦争の行

本主義体制を廃止すること︑中国を盟主とする経済通商機構に加

第五日本は通商貿易上中国に対し最恵国待遇を加うること︑資

これが北京政権が口癖のようにいう﹁日本解放政策﹂の

われわれは断じて兄弟相殺し合う惨劇を避けねばならない︒

対決の時代である︒わが国にも内戦の危機が迫っている︒

入すること︵非軍国主義条項︶

内容である︒このうちの非武装条項と中立条こそは︑社会

︵四六・二・五︶︵特別会員東大名誉教授法博︶．

党の第一綱領と軌を一にするものであることに注意せねば

ならない︒一昨年秋成立した西ドイツ政府が︑いわゆる

司上

ＦＤ

︑Ｄノ

／︲︑

これでいいのか政治は

木下広居
もう︑これが事実かどうか︑を問題にする必要はなくな

というような会話が︑テレビから聞こえて来た︒

また︑別の経済評論家は︑今年になって︑石油が七○○

○億円だけ安く輸入できるようになった︒しかし︑主婦た

ちの運動にも︑かかわらず︑灯油の値段も下げないそうだ︒

また︑砂糖は一○○○億円だけ安く輸入できる︒石油と砂

の半分は政治献金だ︒これも自民党総裁選挙目あてだ︑と

糖だけでも合計八○○○億円も余計に利益があるのに︑こ

そして︑この次の総裁選における一票の買収金は︑この

いう︒

議院総選挙の費用が一億五千万円だろうから︑議員たちは︑

前の五○○○万円が一億円になるという︒しかし︑次の衆

った︒テレビにも新聞にも出ている︒ただ︑これを非難す
る人がいない︒評論もない︒たいていの人が︑無関心だ︒

せん維問題でも︑国連における中国加入でも︑野党の攻

もっと高く身売りすることを考えているだろうという話︒

﹁政治は︑昔から︑そんなものだった︒これからも︑そう
いうことに変りはあるまい﹂といっているようだ︒

撃︑追及が意外にも手ぬるいのを見て︑その弱腰に︑あき

しかし︑本当に︑それでいいのだろうか︒この前には︑

参議院の議長が交代すると︑その人が支配していた議員が

れている人も多いだろう︒

それに︑今国会では︑野党第一党の委員長が︑一年に一

八十人あった︒それを︑自民党の総裁選挙︵事実上︑首相

らともかく︑元気で生きている以上︑やらないことに弁解

度しかしない質問演説をやらなかった︒重病で動けないな

選挙︶を目指して︑自民党の各派閥が買収にとりかかった︒

これではいかん︑というので︑買収を監視し︑摘発する機

それとも︑佐藤内閣は完全無欠︑一点の非の打ちどころも

でもあるのか︒野党第一の任務は政府を攻撃するにある︒

関を作ろう︑という動きがあることを紹介した︒

その後︑ある評論家は︑自民党の各派閥の幹部を訪問し

った原稿なのか︑その朗読の仕方の︑たどたどしさ︒最後

その他︑野党を代表する議員の中には︑誰に書いてもら

ない︑というのか︒
﹁いや︑まだ持って来ない﹂

﹁君のところには︑もう持って来たかい？﹂

た︒

﹁君が手を出さないからだ﹂
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が多い︒何の迫力もない︑下を向きっぱなしの棒読みだ︒

まで読承通せるか︑あやぶまれるようなのや︑読みちがえ

何十万票︑何百万票を得て当選している者ばかりだからだ︒

とになったことを示す︒議員も勝手になったのではなく︑

とか大臣だけでなく︑民衆の受けとりかたが︑そういうこ

心ある人は︑内心︑承んな憤慨しているのだろうが︑こ

な札束買収をやっているから﹂というのと争っている︒

からでなくては引退は許されぬ︒五人以上の候補者が莫大

から辞職すべきだ﹂という意見と︑﹁後継者を一人に絞って

最近の新聞は︑﹁佐藤首相は沖緬返還の見通しがついた

首相はじめ大臣たちの読んでいるのは︑官僚の作文じゃな
いか︒あれでは︑討論にも話し合いにもならぬ︒外相の原
いつまでも︑議会制度をバカにしたドイツ帝国議会流︑

稿トヂちがえは論外︒

ビズマルク式の肩僚主義が直らない．委員会にも役人Ｉ

いるだけのようだ︒いや︑五人が争えば︑議員としては︑

れが公論の世界に現われない︒一般民衆は面白がって見て

局長︑部長︑課長まで出て来て答弁したり︑議論したりし
ている︒大臣︑次官は遊んでいる︒そして︑内容は政治や

神州清潔の民は︑いつのまに︑吉良上野介式のワイロ愛

Ｉそれが常識化してい為のでばあるまいか．

自分の身売り金が増額される︒それを次の選挙費用に使う︒

政策ではなくて︑行政レベルの数字や技術だ︒与野党は平
議員は兵隊ぷたいに︑幹部の号令で賛否の声をあげるだ

行線だ︒

け︒党内の言論や行動の自由もない︒自由な自主性ある国
民代表であることを忘れている︒国民代表ではなくて︑選

どんなきたないことでもする人民になってしまったのだ︒

好者の腐敗集団に︑経済的動物に︑金もうけのためなら︑

社会主義とか革新党といっていながら︑財界から政治資金

義士ば一人もいないのか剛Ｉこれば与党ばかりでばない．

挙区︑ある会社や圧力団体の利益代表に成りさがっている︒

過日は︑福田外相不信任案が提出された︒この時︑自民

それは︑そういう団体から政治資金をもらっているからだ︒

弘道会は西村会祖以来︑政治道徳を︑やかましくいって

をもらいたがっている者はいないか︒

不正な政治をしていては国は滅びる︒人民の間に信頼関係

きた︒論語にあるように﹁政は正﹂でなくては意味がない︒

る︑と発表した︒それで︑賛成者は︑僅かに十二人になっ

党議員であって︑これに反対してくれた者には十万円をや

は︑はじめてのことだろう︒こんなことを書かれても︑議

︵本会副会長創価大教授︶

がなくなるからだ︒民信なくんぱ立たずＯ

てしまった︒こういうことを新聞に発表したことは日本で

これを話題にしなくなった︒堕落したものだ︒これは議員

員として恥とも思わなくなったからだろう︒一般民衆も︑
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私の尊敬する人々
一
へ
〜
一

︵その一︶

千葉三郎
私は両親を最も尊敬している︒子供の時︑
﹁うちの祖先は平家の腰抜け武士だから︑

父弥次馬に祖先のことを聞いたところが
祖先と思わないでお前達が祖先になること
である﹂といわれた︒私はこの言葉が分っ
たようで分らなかった︒父自身は祖先を崇
拝して朝も夜も礼拝した︒私も同様に毎日
実行している︒父は分家の長男で本家を嗣
いだいわば養子の身分である︒それにも拘
らずすべて積極的で天馬行空の感があった︒

千葉家は昔から地方の地主であったが︑徒
食して小作人から搾取しては申しわけがな
い︒むしろ小作人にサービスすべきだと考
えて︑九代前のおじいさんが︑医者をはじ
めた︒然し一般医者でもし誤診すれば村八
分になるから︑眼に限ろうというわけで眼
ころに千葉家の家風が生まれてきた︒

科専門にしたという︒社会奉仕︑こんなと
父はこの精神を拡充し︑新しいものを取

校の校長もかねて女子の教育にも尽した︒

り入れた︒また教育に情熱を傾け自ら茂原

面厳格で︑頭は良く︑私は中学時代幾何ま

そうだ︒非常にやさしい母であったが︑一

の給与にあて︑弟達も小遣いを減額された

で教わった︒また難解な代数は母にといて

市の大成館の館長となり︑さらに静和女学
私も大成館には二年まで通ったが︑父自ら

れば学習はゑな忘れて了うのに︑母は私の

今日でいう家庭教師まで勤めてくれた︒父

貰ったこともある︒普通の主婦は嫁入りす

は大酒呑み︑そしてお客も大好きであった︒

倫理を教え︑その試験にはきまりきって教
た人造りに没頭して地方に多数の信者をつ

酒のために五十九才で亡くなったが︑母は

育勅語を書かせる︒かくの如く父は徹底し

私の母光子は華族女学校の第一回の卒業

くった︒私の選挙もその協力のお陰である︒

ることは何もない﹂といって眠った︒そし

て母は嘘は大嫌い︒父は社会のために教育

八十三才で私の手を握って﹁私には心配す

や煉炭肥料︑土地改良等の農業に熱心であ

生である︒千葉県の片田舎の山武郡の今泉
由はわからないが︑卒業の時は一番で総代

の者が如何して華族女学校に入学したか理
に選ばれて昭憲皇太后の前でピアノをひき

︵特別会員自民党党紀委員長︶

る︒これは両親に負うところが多い︒

の孫と三人の曾孫が出来た︒私は幸福であ

また私の家も保雄︑健司夫婦も円満で五人

て居る︒有難いことであると考えている︒

婦も仲よく家伝の薬造りをして盛んに働い

円満であり︑また生家も保次夫妻や東弥夫

はこのことを思い出す︒幸いに私の兄弟は

った﹂と語っていたが︑今でも困難な時に

のは︑長生郡で陰暦を陽暦に切りかえるこ
とであった︒これ程むづかしい仕事はなか

﹁自分の一生の中で一番むづかしかった

ったが︑父はよく人に語った︒

大正八年私は東大を卒業して渡米した︒

ごほうびを頂いた︒

渡米の旅費に随分苦労をかけた様だが︑父
はうれしそうに船に来てビールをのんで私
を見送ってくれた︒これが父との永遠の別
れと誰が考えよう︒父の死の知らせは親切

な兄から﹁遂に我々兄弟に不幸な日が来
アメリカの北のメーンのキャンプの湖畔で

た﹂との手紙で知り︑後は読めない︒私は

父の死後学校経営は非常に苦しく︑母は

一人静かに悲しんだ︒

自分の身の廻りのものを売り捌いて先生方
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に立てないと聞いたことがあるが︑とにか

金のある嫁をとらなければ︑海外で社交会

交官になるのには︑自分の財産がなければ

と比較するところがおもしろい︒

警察のご厄介になっているとゑえて︑警部

ない︑無学文盲の無頼の徒であった︒始終︑

いって︑上京した︒兄は弟に似ても似つか

外相官邸の前に立った兄は︑うす汚れた

く︑こちらの娘が長男の嫁になったのは︑
お台所をみるという意味もあった︒

てくれない︒門衛から秘書官に伝えられる

と︑﹁ともかく内玄関へ﹂といって案内さ

綿抱︵どてら︶姿︒これでは官邸には入れ

自動車を乗りすてて︑少年時代に踏んだ古

れた︒

石井さんは千葉県の農村出身であったが︑

里の土を踏むのを楽しんで歩いたそうだ︒

墓参などで帰郷する際には︑いつも途中で

それだけではなかったようだ︒石井さん

私が在仏中の駐仏大使は︑石井菊次郎さ
んであった︒石井さんは既に大正三年︵一

は田畑で働いている少年時代の友だちが目

二回軍縮会議に斎藤実とともに全権大使と

さらに︑昭和二年︵一九二七年︶には︑第

んだ︒有名な石井・ランシング協定である︒

官ランシングと中国問題に関して協定を結

わって︑大へんな人気であった︒これも外

話してくれる︒﹂これが人のｎから口へ伝

は大臣になっても︑おれたちを仲間として

りあうのが常であったという︒﹁石井さん

変りはないか﹂と肩をたたかんばかりに語

にとまると︑さっそく近よって︑﹁○○君

兄は二度と官邸には現われなかったそうだ︒

届けた︒︒

夕食を共にしてから︑日勤車で村まで送り

入らずの話は夜にまで及んだ︒久しぶりで

出て︑兄を応接室の上座へすえた︒兄弟水

するよう秘書官に命じ︑ご自身玄関に迎え

石井さんがこれを聞くと︑表玄関へ案内

六年には特命全権大使として︑米国々務長

九一四年︶に大隈内閣の外務大臣になり︑

して派巡されたが︑石井さんは︑日本外交

さすが無頼の兄も︑弟の態度にいたく心を

﹁またぜひ来てください﹂と見送ったが︑

史上に永く名を止められる大外交官であっ

うたれたのであろう︒誠の心は︑必ずや相

︑︑︑

た︒石井さんとたしかいとこ同志であった

交官で︑大使にもなった白鳥という人がい

た︒

手の心に通ずるものである︒

︑︑︑

私は︑石井さんと多少かかわりがある︒

と思うが︑この方はふんぞりかえって帰郷

︵特別会員和光大学経済学部長経博︶

てたのである︒ｌ軽井沢においてｌ

奥さんとともに防空濠の中で︑尊い命を捨

その石井さんも東京空襲のあったとき︑

石井さんの長男にいとこの娘が隊したので︑

菊吹郎というように︑石井さんには一人

地方の人から聞いたことがある︒

の兄があった︒﹁弟は大臣になったという

するので︑大不人気で︑いい対象だとその

めて質素な生活をしていた︒これは石井さ

が︑替部さんより立派な家にいるかな﹂と

計らずも石井さんとは姻戚︵いんせき︶関

んの為人︵ひととなり︶でもあったが︑経

係となった︒石井さんは外交官に似ず︑極

済的にもあまり余裕がなかったようだ︒外
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寒さと脳卒中
八冬を迎えての注意Ｖ

冬の健康を考える際には︑どうしても寒
て︑対策をたてることはできない︒

くて冷たい気温と︑乾き切った大気を除い
冬にからだを鍛えようとする場合にも︑

この寒冷と乾燥を克服し︑あるいは利用し
ようとするし︑からだを病気から守ろうと
する折にも︑この厳しい生活環境の改善を
考える︒

そして︑寒冷と乾燥が誘因となる多くの
病気のうち︑中年過ぎて最も気をつけなけ

大塚正八郎

血圧の高い人が︑温かい部屋から急に冷

たい廊下や便所に立った直後に卒中の発作

を起こすことが多いのは︑寒暖の差が急激

な為に皮膚温が急に下がり︑皮膚の血管が

収縮をするために︑血圧の急上昇を来たし︑

寒い戸外に出るときには︑大ていの人は

脳出血を生来するからに他ならない︒

の中に居るときは案外に無防備で︑・ハジャ

防寒具に身を固め︑肩を丸くするが︑部屋

気で裸のままテレビを見ていたりする︒そ

マのまＬ冷たい部屋に入ったり︑入浴後平
今年の三月号で︑脳卒中の一般に触れ︑

には五○近く上ってくるのに気がつかない︒

して︑その間に血圧が二○も三○も︑とき

る︒

も注意しすぎることはないので︑もう一度

の差はとても大きい︒出来たら家の中全体

と︑矩健の嫌いな人との脳卒中に羅る比率

中に入っているのが最も悪い︒矩健愛用者

とくに︑比較的冷たい部屋の中で矩鮭の

煙草の害にまで及んだが︑いくら注意して
やや具体的に述べて糸ることにした︒

寒さと脳卒中
脳卒中の大部分が冬に発生し︑夏に少な
いということによっても︑冬の寒さが発作

一番健康的である︒もしそれが不可能な場

が温かくなるセントラル・ヒーティングが

合も︑常に出入りする部屋や廊下︑便所な

と大いに関係のあることが分る︒

これは︑寒い風にあたったり︑冷たい水

ればならぬものに︑脳卒中と流行性感冒が

どは温かくしておく必要がある︒便所も純

に強い影響を与へ︑血圧の急上昇は脳出血

このように︑寒さと冷たさは血圧の上昇

方が遥かに健康的である︒

日本式のものより︑ウニスタンスタイルの

の中に手を浸しただけでも︑血圧が急に上
しかし︑ここでいう寒さというのは単に

ある︒

いが︑大ていは治っても言語障害や半身不

戸外の気温だけのことではなく︑むしろ起

昇することからも容易に諒承される︒

随の後遺症を伴なってくるし︑ときには卒

居の場としての室内の温度が問題である︒

︑中でも︑脳卒中は軽くすませられれば良

然として幽冥境を異にすることさえ生来す
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に連なり︑ときには脳卒中の発作にまで発
展するものである︒

この値がｅｌ什巴くらいなら標準と考

防げる︒魚肉・豆腐・いも類・こんにゃく

ン・ゆず・夏みかん等の酢つばいものを上

などや︑鍋物などはよい食物である︒酒は

手に使って調理すると︑塩分の摂り過ぎを

ノ海は︑この指数でいくと︵＋急︶くらい

て暴飲暴食を慎し墨︑とくに飲酒後の力仕

少量はよいが︑煙草は全然良くない︒すべ

えてよい︒中年過ぎでは︑この範囲の中に

の値だったという︒老令に近づくにつれて︑

入っていたものである︒急死した横綱の玉

とくに肥満の傾阿のある人は︑カロリーを

脳卒中の予防
脳卒中の大部分が脳出血によるものであ

制限して体重を減らすことが必要である︒

事や夜の外出は避けたいものの第一である︒

り︑またその大多数が高血圧性のものなら

にも触れたが︑三八

に際しては︑脱衣場や浴室の温度によく注

四○Ｃの微温湯とし︑

熱好きの人でも四二度Ｃまでにする︒入浴

入浴の問題お湯の温度については以前

うものである︒

同しやすいが︑過食は絶対に避けようと言

人はともすると﹁大食﹂と﹁過食﹂を混

ば︑卒中の予防には先ず高血圧になったり︑

あるいは高血圧を増悪させる原因を取除く
ことが必要となる︒

生れながらにして血圧が高い所謂本態性

意し︑十分に湯気を立てたりして︑室温を

一︑五ｇで︑

として体重−１姥あたり一

し︑入浴後はよく乾いたタオルで拭き︑衣

高めてから入る︒入浴時間は三○分以内と

試桑に標準を示すと︑たん白質は一日量

法や生活様式︑あるいは生活環境から高血

ら植物たん白を沢山摂りたい︒糖質は︑摂

動物たん白だけでなく︑大豆などの製肋か

高血圧の人もかなり居るけれども︑生活方
圧となる人が極めて多い︒

従って︑それを予防するためには︑生活

かに横臥するか︑椅子に免れて休むのが良

類にからだをくるんで︑一○分くらいは静

だけ遠慮する︒

い︒夕方の入浴直後の外出や仕事はできる

取量の多い人や地方に脳卒中の症例が多い︒

の脂肪を避け︑飽和脂肪酸の多い柿物性脂

少量にしたいものである︒脂肪も︑動物性
肪が良いが︑脂肪としては特に求めないで

ない︒

食事の問題私たちは︑生体のエネルギ

も良い︒また︑塩分も︑食塩摂取量の多い

そのものの改善や工夫を加えなけれ︑ばなら

ー源として︑たん白質・糖質・脂肪の三大

人や地方に脳卒中の多いことはよく知られ

からずといった程度がよい︒一八

二二度

室温と睡眠部屋の温度は︑寒からず暑

タミン・水などを摂っているが︑先ずその

をわかして湯気をたてる必要もない︒

Ｃくらいである︒温度も適当でよく︑お湯

さないで静かに横になっていることも必要

っくり休む︒朝早く目覚めても︑すぐ起出

一

二○ｇと概

栄養素といわれるもの︑さらには塩分・ビ

ており︑日本人は一日に一五

中年以後の人は︑しつこい食物よりも︑

眠るときは︑部屋を暗く静かにして︑ゆ
冬にはさっぱりした食事がよい︒酢・レモ

○ｇでよい︒

して摂り過ぎる傾向がある︒一日に五

摂取量や摂取方法に問題はないだろうか︒

食事の量は︑大体標準の体重を保つ程度
がいい︒標準体重はいるノ︑いわれるが︑

害牌符Ｉ︵醇崩︒日ｌぢｓ

次の指数を保っていれば一先ず安心である︒
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薬剤の使用大衆保健薬の普及に伴なっ

羽布団などは最も良い︒

である︒寝具は軽くて温かいものがよい︒

ころではない︒血圧の高い人︑高くなりや

知らぬ者の言動であって︑私たちのとると

どと言っているのは︑人体の解剖と生理を

顔と思えば冬でも裸で健康︑寒くない﹂な

ができるからである︒

庭よりも病院の方が完全な治療をすること

の出来る病院に運ぶようになってきた︒家

く手当てのしやすい広い部屋に移し︑部屋

ては︑肺炎と樗創の予防に気をつけ︑三

すい人は︑保温に気をつけ︑急激な動作は

家で治療を続ける場合でも︑静かに素速

て︑薬の購入が容易になった為に︑勝手に

健康診断これは直接には脳卒中の予防

服用したり︑自己判断で中止している人が

にはならないが︑定期的に成人病検査を受

るように体位を静かに変えてやる︒また︑

四時間ごとに左右どちらかを交代に下にな

を異常に高めるような仕事は避けるべきで

音図・脈波・血液の諸検査や尿検査など︑

の遠因を取除くことになろう︒心電図・心

今までは︑脳卒中で倒れたらその場で手

になりやすいという︒お互十分に健康に留

冬に圧倒的に多い︒今年の冬は豪雪の厳冬

の形で起こる場合が大部分でしかもそれが

が︑健康管理の不徹底や不摂制から﹁突如﹂

く︑高血圧やその下地が以前からあった人

し︑よく考えてゑると案外﹁突如﹂ではな

あげてきた人生を覆えすことが多い︒しか

脳卒中は突如として起こり︑今まで築き

おわりに

いる人には飲食物は与えない︒

食事などは医師の指示に従う︒家人とし

ち︑のみ出したら幾年も服用するように心

けて︑自己の健康度︑体力をよく知ってお

を温ためて静かに休ませる︒

がける︒降圧剤を短期間服用したり中止し

くこと︑またそれに伴なって酒師とよく健

避けるべきである︒

たりでば却って血圧を不安定にする︒高血

ことがあるので︑少しでも意識の混濁して

誤飲によって呼吸困難や肺炎さえも起こす

かなり多い︒薬剤は必らず医師の処方に侯

圧の人は︑緩やかな降圧剤を長年月に亘っ

とが︑高血圧の予防・治療Ｊいては脳卒中

康相談をし︑そのカウンセリングに従うこ

ある︒とくに血圧の高い人や素質のある人

発見された異常は︑素人療法をせず︑専門医

年に一

生活の方式生活の中にあっては︑血圧

てのむようにしたいものである︒

は注意したい︒御婦人などで水仕事をする

発作時の措置

によって長期に徹底的に治療すべきである︒

二度は実行したい︒診断によって

場合にも︑冷たい水を使わずに必らず温湯
六分に一分は休むというように︑

を用いるとか︑雑巾がけも長時間続いて行
わず︑五

ことである︒

中年以後は自己の体力を考えて活動をする

もし発作を起こした人がいた場合はどう

当てを受け︑矢鱈に動かすなと言われてき

したらよいだろうか︒

酒後長距離の旅行に出かける︑煙草を喫い

たが︑現在では途中の運搬に気をつけなが

暖房のきいた室内から急に外出する︑飲
ながら冬の夜道を歩く︑健康度も弁えず冷

ら︑なるべく早く十分な治療と手厚い看護

︵特別会員東教大教授医博︶

意してよい年を迎えたいものである︒

象たいものばかりである︒﹁からだ全体を

水浴をしたり水に入るｌなどは凡て懐し
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四季の鉢物︵九︶

渡部弘

ｌ盆救づくりｌ

○ケヤキ︵樫︶
ケヤキは関東地方に多く︑ニレ科の落葉

︵桑ねづくり︶︑寄せ植えなどがあります︒

観賞のうえからは︑寒樹の姿をはじめ芽ど

やぱいぷんごこうぱい

用いられるのは︑野桂︑豊後︑紅梅などが

みうめ

多く︑これらにはそれぞれ一重と八重吹が

もよく︑ほかに枝だれ種をも用いられます︒

あります︒なお︑実梅は実付としての観賞

刈りを行なう若木の時代には毎年一回︑発

四月が適期ですが︑ときには九月に

七月ころまでに充実した枝をつくりま

梅整枝の刈り込みは十一月頃に行い︑さ

しっかりした枝をつくります︒

アブラムシなどをつけないように手入れし︑

によって品質がきまりますので︑若枝には

す︒ウメは︑四月に発生した枝の良し悪し

六

あらわれるように︑置き肥や液肥を与え︑

肥料は植えかえ直後から︑充分に肥効が

ことが花芽を多くつげる要点です︒

のできる是期ですから︑乾かし気味にする

続けますが︑八月から九月にかけては花芽

ろまでは土が乾ききらない程度に水やりを

りすぎないようにします︒春から七月末こ

底にはゴロ土を入れて水はけをよくし︑湿

年に一回︑必ず行なうようにします︒鉢の

植えかえることもあります︒植えかえは一

の三

得られます︒植えかえは︑新芽が出る直前

根接式の取木をしますと︑短期間に大苗が

やナニワは挿木苗からも仕立てます︒また

苗木は一般に接木苗を用いますが︑野梅

き︑青葉どき︑秋の黄葉など︑四季の変化
六月まで︑芽先を三回ほど摘込

に富んでいます︒樹形を整えるには︑萌芽
時から五

んで徒長を防ぎます︒なお︑若木︵十年生
八

以下のもの︶は多くの細い枝を急速に発生
させて︑早く木を老成させるために七

月に﹁葉刈り﹂を行ないます︒葉刈りとは
芽摘みとはちがって︑葉だけを葉柄の部分

です︒樹齢は約五百年といわれます︒盆栽

芽前に行ないます︒肥料は追肥として薄い

植えかえは︑普通二年に一回ですが︑葉

から一時に刈り込むことをいいます︒

としては枝が細くて小葉のものが珍重され︑

が︑老木は肥やしすぎないよう幾分減らし

液肥を十日に一回ずつ施す必要があります

性大喬木で︑材質がすぐれているので有名

一般にニレヶャキ︵植物名アキニレ︶が用

○種を越えるといわれますが︑盆栽として

し︑伝統的な花木です︒ウメの品種は四○

早春の花つき盆栽としては︑花よし香りよ

ウメは中国原産︑イバラ科の落葉樹です︒

○ウメ︵梅︶

ます︒

ますから︑年じゅう水れない程度に調節し

ます︒水は与えすぎると枝や葉が伸びすぎ

いられます︒なかでも姫ニレヶヤキはニレ
ケャキより葉も枝振りも小型のもので小盆
栽むきです︒

苗木は山採りのものを広く用いますが︑
小盆栽やほうき︵瀞︶仕立てには実生苗を︑

また四月に取り木を行なうと︑その年の秋
チくらいの苗がとれますので︑取木苗で養

または翌春には高さ︑葉張りとも三○セン

樹形としては︑直幹ほうき仕立て︑曲幹

成することもあります︒
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、

した枝は基部の数芽を残して先端から切り

らに花後二三月頃不要の枝は基部から︑残

芽前と九月です︒二回植えかえを行なうと

士に植えれば︑水をやりすぎても害があり

水やりはやや多目がよく︑水はけのよい

枝が徒長せずに花芽がふえやすいものです︒

取ります︒

○アケビ︵木通︶

で︑冬は鉢ごと地に埋めるのが安全です︒

ません︒夏と冬の乾燥はよくありませんの
肥料は生育中にうすい液肥や油粕の置肥を︑

アヶビは山野に多い落葉のつる性木本で︑

アヶビ科に属します︒庭木としては棚づく

月二回ほど施こします︒

結実をよくするには︑別株の雄花の花粉

じんまりと作ります︒

植えかえの時に枝を刈り込んで︑全体をこ

伸びますから︑適当に切取ります︒また︑

枝をふかせます︒生育中にはつるが盛んに

すいので︑最初に幹を短かく切り下げ︑細

つる性ですので︑樹の姿が細長くなりや

りとして眺めるほかに︑鉢植や盆栽として
樹姿と秋の結実を観賞します︒

アヶビの種類で一般に知られていますの
は次の二種類です︒

●アヶピ恥小葉が五枚くらいで︑野趣が
豊かである︒

●ミッバァヶビ率葉は三出葉で山趣に富

を取って︑雌花の柱頭につけてやりますｃ

花盛りの午前十時ごろの交配がよく授精し

・トキワァヶビニ名ムベと呼び︑常緑

み︑多くの実をつける︒

性で樹の寿命が長い︒大鉢植えにすると結

ます︒

○フジ︵藤︶

実しやすい性質がある︒

苗木は一般に山採りの古木や若木を用い
ますが︑取木苗や挿木苗なども使われますｃ

砂二の割合︑または︑黒土五︑腐葉士三︑

中深鉢か浅鉢を使います︒土は腐葉土八︑

また中国産の紅紫のサッコウフジの花は夏

芸種があり︑紫や白の花が春に咲きます︒

します︒日本産のヤマフジには野生種や園

植えつける鉢は木の大きさによって手頃な

砂二の割合に混ぜたものを使うこともあり

に咲き果実が大型です︒盆栽用には紫のャ

フジは落葉のつる性潅木で︑↓︑メ科に属

二回︑春の発

ます︒植えかえは一年に一

↓︑フジがもっとも優雅であり︑花房が短大

ています︒

で上向きに咲き︑サッコウフジは珍重され

苗木は山採りのほかに挿木接木苗が使わ

れます︒植えつけは十二月から三月の早春

えが適しています︒粘質士五︑腐葉土三︑

植えがよく︑植えかえは早春植えと十月植

砂二くらいの割合の土を混ぜたものを用い︑

水はやりすぎても害がなく︑植えつけてか

月に二

三回施こします︒

ら五○日くらいたってから︑うすい液肥を

花芽は早目に出た新しい枝の基部につく

ので︑伸びすぎたつるは︑度を切りつめ︑

水は常に切らさないようにします︒秋は葉

が落ちてから小枝を短かく刈り込んで木立

鉢作りのフジは肥料が欠乏すると花つき

ち作りとします︒

がわるいので︑肥料を切らさないことです︒

また生育の劣るものは花後に鉢から抜いて

地植えとし︑次の年に再び鉢植えにすると

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

育ちが恢復します︒
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旅ｌ今と昔ｌ

田村寿

の桑くい

識に入って一種の旅マニアたちも少くなかった︒この講が

民衆化してくると︑セックスや︑︿クチや飲食がはびこって

遊女がのさばり︑これに無頼漢尋ハク徒がうらにいて糸を引

きた︒例えば伊勢はじめ善光寺︑金毘羅など如何がわしい

ったことも当然だろう︒かくして旅の質はグンと低下して

いた︒まじめ人間の遊参でもあるから芝居や遊芸が盛んだ

しまった︒講談や落語には面白い話が無数に残っているの

あった︒田舎の素封家が多くの書画を秘蔵していて︑作家

いる︒四国で蕪村の襖を見たり︑華山の画幅を見たことも

いずれも詩褒をふやすために旅して自然を美しくうたって

挙にいとまのないほどある︒俳人にしても芭蕉や一茶など

に永住するという円朝名作のドラマが︑この間の消息をよ

う女郎が江戸を売って甲府の関所をさけて山奥に逃げそこ

﹁彼岸ざくら﹂で山田五十鈴がやった﹁月輪のお熊﹂とい

永間は無数の関所があった︒現にこの十月明治座所演の

根山︑木曾福島︑甲府︑淀川はじめ伊勢参宮への桑名︑日

砲に出女と言って見張所と交通税のピンハネをやった︒箱

関所は昔からだが江戸時代には至る所におかれた︒入鉄

はゴ承知の通りであるＯ

のことを語ってくれたものであるＯまた雌山悪所をふみく

く伝えていた︒

防人というと古いがただ固の護りについたの柔でなく調︑

庸の手助いを命ぜられたという話である︒後には荘園が発

て都市の商工業経済を盛んにし︑民・衆の解放につながって

達して貴族︑神社︑仏閣の年貢をはこぶ旅に使われ︑やが

馬︑道後︑那須の名が出てくる︒この温泉の旅はふるいが

温泉湯治︑出養生の旅がレジャーの名にふさわしく︑有

いたＯ

戦前までは女人禁制の山があった︒白山︑立山︑富士山︑

があって︑この連中が使用人まで伴としておし歩いていた︒

がまえには男性中心であった︒一般社会には講というもの

高野山など新旧はあるがそうであった︒今では女性歓迎だ

い間の流浪生活を送った例に乏しくない︒

この山岳信仰と神仏混渚ぶりは︑世道人心にマッチして長

た修験者や雲水たちのエネルギーは大したものとおもう︒

だき道中の苦しみを神仏のおさとしとしその慈悲を感謝し

勢参宮︑高野山詣︑成田山詣︑善光寺詣︑金毘羅詣など枚

旅について想い出すことを昔から一応考えて染よう︒伊

￨

‐￨
百日講とか千日講とか名はさまざまだった︒貧乏してまで
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￨

鳥羽上皇時代熊野詣にお百度をふんだ記録がある︒すべて

多数の従者をつれて出養生に行ったらしい︒なお古くは後

い︒不便だったろうと思うが下州の那須まで京都の公卿が

今日でも二︑三位にリンクされているから馬鹿にはできな

感になったことと拝する︒日本は公害︑交通戦争︑ぬかる

道も橋も家もキレイで︑今回の両陛下の御渡欧でさぞ御痛

命をして︑山川草木の手入れもよく︑空もすみ水は清く︑

在でも公共投資がおくれていて︑諸外国はいち早く産業革

福沢諭吉先生たちの苦心も察するに余りがあるワヶだ︒現

会社︑団体︑学校の研修場にもレジャーにも用いられ︑な

高野山の坊は現在も立派にハデになっているではないか︒

勢外宮だけで百軒余あった︒

宿坊︑御師というのは神社︑仏閣につきものである︒伊

象とヒドイ話である︒

がノンビリしていたものだ︒
旅の費用といえば今日エ︑ヘレスト登山隊がシェルーハほか

数百人のポーターを雇っているのと昔の日本が同じだった︒

宿泊や食糧や馬や貨幣その他一切を搬んで行った︒大した
﹁蓮台渡し﹂があって︑幕末でも人足一人約百文︑水が深

ていて︑島津とか鍋島とかにリンクして扶持をうけていた︒

かノ︑盛んだ︒昔はこれらが大小名︑金持の細張りになっ

努力である︒大井川のように渡船を設けず﹁人足渡し﹂や
いと限りがなかったという︒東海道の熱田と伊勢の桑名と

坊さんの副業としてもソウトウなもんだとおもう︒熊野に

の間は海路をとるのが普通だが︑七里の渡しであった︒こ
れは明治も中頃まで舟便で東京からグルリ回って北陸まで

は先達という案内人が威張っていたようであった︒

その霊験もあらたかで信心は厚かった︒したがって伊勢講

伊勢参宮だが︑皇室の皇祖神で国民崇敬のトップだし︑

行ったものである︒宿賃︑茶代︑渡賃︑舟賃などはむろん

というのが全国的にアミを張っていたし︑信者も随喜して

必要経費だった︒就中︑︒安いのが一泊二三百文︑今の千円

から千五百円であったらしい︒幕末の志士清川八郎は庄内

抜け参りといって︑若い者が不義をやって主人の許しな

いた︒

藩士だが︑母親と若者と三人で半年かかって伊勢︑金毘羅︑

厳島参詣の旅で百両かかったそうだ︒今のザット三百万円
になるだろう︒例外の大尽旅行といえよう︒

ろん手形のない違法なのであった︒この抜け参りが伊勢参

しに家を抜け出して駈落するとか旅に出るのがいた︒もち

宮に限られていたのがミソであった︒かれらはポロ人︑に

信仰の旅といえば熊野詣をはじめ迷信的な霊山に参篭し
ワシの頭をもって拝んでいる︒病人をいぶしで平癒させて

なって行った︒むかしの五十三次も裏から見ると臭気紛々

た時分だった︒明治十五年頃の新聞を調べると東海道でイ
いると随分野蛮であった︒これだから会祖西村茂樹先生や
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西国巡礼というのが発達して世間の同情を集めた︒この

一

川越市小名木狂辰

篠塚しげる選

狭山路の茶園揺さぶり笹鳴ける

啓塾や子鳩葬むる穴を掘る

○家を建つ陽炎くぐり地純張る

○停退の禿頭撫でつ日向ぼこ

○小娘の読菜売り来る盆休み

○分骨が叶ひて新盆迎えけり

○法要を済ませてそっと裸かな

斗人

ふ﹃一○

今

が祁屋にとび込んで来た︒蝶には恰好の憩いの場所なの

評真夏の日がきらノ︑と輝いて暴い日盛に白く美しい蝶々

＠炎昼や白蝶部屋に飛び込みぬ

ずんとこたえるものをもっている︒

評ちょっと現代ぱなれのした惰餓ではあるが︑読者の胸に

＠貫ひ乳する古日傘孫背なに

孝
暑

たるものだったろう︒

功徳で四国遍路が有名になった︒あのお遍路は数カ所にあ

︑でⅡ子

丘

r○ク

るがうまいことを企画した宗教家がいたものだ︒その道中
には善根宿という無料宿泊所があった︒宿の主人も同行者

首 俳 壇
弘

も共に信仰によってむすばれていた︒道連れの何人かを自
己負担で接待したという︒十返舎一九の﹁膝栗毛﹂は滑稽
本だが︑やはり米︑象そ︑赤飯︑汁のほか入用のものを布
施していたと書いてある︒殊に四国遍路は最近に至るまで
女性がなかノ︑多い︒こうして旅の昔ぱなしを書いている
旅の現状と未来は昔とは大ちがい︑天地の差がある︒明

と痴人夢を描くような気がする︒

治︑大正︑昭和初期までなにがしか名残りがあったようだ︒

しかし経済は超高度成長時代で物とカネは豊か︑昭和元禄
で人心はズレテいるが︑巨大科学技術は遂に月や星の世界
までのぞかせてしまった︒日本列島はおろか︑地球の隅々
代に入ろうともこの旅はキット今後いょノ︑長大型となり︑

までノシ歩く日本人になった︒経済はょしんば低度成長時
超スピード化して一九八○年代はめざめるようになるにち
がいない︒
︵特別会負国連都理聯︶
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I

釈放の身をまつ初夏の天がある
貫禄を示す明治の雛飾る

・千葉県加藤刀水
︑書に飽きてでで虫を見る雨の窓
直Ｅ詠まれている︒

千葉県八代義昌

評梅雨の頃のなんとなくけだるい日々のくらしのほどが素

○臨終の祖母へ炎昼の道急ぐ
○風鈴のひとり遊べる庫裏の窓
早田に象ちびく水に魚篭ひたす
蛍火に差らひもなく盟風呂
西瓜上ぐる深井の底を覗くかほ
簸蚊辛錬塔祉の発掘遅々として
女埴輪の細身に纏ふ秋夕日
︑正す膝又も崩るる酷暑かな
評膝を正さうとするのだが︑暑さのために崩れがちだ︒

○限りあるものと耐えをる暑さ哉
女医今日は夏帯召して唯の人
名を書いて恥かしぐなる絹団扇
麦苅りや針を持つ手に鎌使ひ

同角田洋圃

︑竜駕発つ羽田空港秋晴るる
手柄︒

同秋桜子

評﹁竜駕﹂という伽格の高い言葉を活用したのがこの句の

○初猟や気負ひし犬の先走る
つ幸一

︑亡妻思ふこれを秋思といふべきか

度もののあはれをそそる秋だ︒それが作者の秋思という

評亡き妻のことをいるノｒ︑となつかしく思い出す︒時は丁

しい句の一つであるｃ

同田村隆村

ものかと自問自答している婆︒﹁秋思﹂という季題では新

台風・釆る気配稲架より稲下す

︑休耕の小田に秋風つのりけり

りの頃なのだが⁝⁝︒

篠塚しげる

評若しもこの田圃が耕されておれば今頃は秋風が吹く稲刈

衣張れる糊に動かず秋の蝿

冬紅葉今はの四五葉美しき

山寺の冬紅葉褒め喜捨少し

ｌ
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千葉県加藤巳之

サイ︒︿ンの玉砕悲しも銘々に愛児を抱き母︵主婦︶海に

等

消ゆ

サイ・︿ソの同胞玉砕の報伝ふ過ぎし日思へぱ涙出でくる

千葉県白鳥悌子

親は子を子は親呼べどサイパンの海は悲しき潮騒の音

らんりょう

面ざしも彼に似てをり由紀夫より贈られしといふ笛を吹
く人︵青年︶

﹁楯の会﹂その一員が今ぞ吹く一尺の笛時にはげしく

﹁裾野﹂とふ銘ある笛は蘭陵の曲を奏しぬ切切として

り

蝉時雨一時止めば笛の象がただひょうノ︑と語るに似た

戦犯の汚名に逝きし人点の供養に聞きし蘭陵の曲

こころ

く

同竹下せつ

一人の死もて語りし憂国の情にふれて流笛をきく

︵会葬偶成︶

たり

孫と二人気の向くままに来し山路草の実あまた裾につき

せやる

この秋に始めてとれし柘梱二つ鬼子母神のこと児にきか

の日

にけり︵つあはれ︶

足音をさとくききてか小綬鶏の群を乱して︵っ︶飛びたち

生き永らへ恥辱受けじと死を選び恨みは深きサイ︒︿ンの

幼な児を死の道連れにするほかになかりしサイパン玉砕

三重県新家たかし

われも又いつかは埋る墓穴のまほらを覗く夏のほてり日

人の背に余りてゆるる穂苦のなびく野ふちを一人わがゆ

幼き日水泳ぎせし里川の岸辺に侍てばうつるわがかげ

朝まだき星の光りに野らに出て今自作田の稲刈り始む

︾Ｑ

実りよきことに心も弾糸きてまだきに起きて小田の稲刈

井上学麿選

海
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蝉

千載に恨みを残しサイパンの海に消えにし日本の婦女子

I

弘道歌壇

霜の朝小径に赤き柿落葉つまの墓地へと続きてゐたり
庭隅の銀杏落葉を黙々と児等は拾へり明日の教材に

同並木文比古

終る︶

埼玉県相沢正直

蝉の声春はひねもす夜となれば︵聞く︶こじゅけいの鳴く

しかりけり

古稀越えて敬老の日招かれし人と語れば︵語り合うは︶楽

朝日照る︵受く︶我庭先の電線に憩へる︵ふ︶雀︵ら︶楽しげ

秋深くわくら葉月立ち︵っ︶朝顔の花も日毎に少くなりぬ
に見ゆ

テレビにて日日拝しつつ祈るなり︵も︶西欧の旅安くいま

鷲の宮の森にも

すめらぎを

司

鷲宮葛入

国を挙げて迎へまつるも︵奉迎す︶御訪問五十年振のわが

ン空港︶

差なく着き給ひけり両国の国旗並桑立つ空港にして︵ボ

手振りたまふ我大君は︵答ふ奉迎の市民に︶

エリザベス女王とご同乗にて︵のわが陛下︶かしこくも御

せ︵安かれ︶と

日射し浴びて夜具の干されし縁側︵の端︶に子猫眠れる小
六月かな

同八代義昌

風の音に秋立つとのみ思ひしか︵を︶早くも虫の声の間ゆ
る

お彼岸を迎ふる毎におもひ出づ︵追憶す︶慈愛にみつる慈
母の教へを

川越市小名木狂辰
卒塔婆に殻を預けて短命の蝉さりげなく今日も鳴きつぐ

れて

湯の客となりて今日の象喜楽せり世の忙しさをしばし忘

盆が来て仏一同集ふとき友の計報を︵この耳で︶聞くとお
もへや

車にて今は往き交ふももやその曲り道なる碓井峠を

嫁と母︵姑︶と丹誠こむる︵しての︶朝の膳わが家の一日か

くて始まる

観世音に今日も詣でぬ鬼押出しに連る奇岩見つつ昇りて

天そそる山の高嶺を青垣と四方にめぐらす甲斐の国原

国原井上学麿

ご無沙汰のお詑びに寄れば犬と猫と寝床の婆と仲よく暮
せり

車椅子操りながら懸命に朝の日課の散策をする︵朝の行事
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︑鳴
鶴年
翁五
年祭造評日筆力蒼動︒感恩亦深︑謝請日本砂利協曾
弘道詩林︑鳴隆翌
十
祭十遣

松
堂中
中村
村柴柴
子︶菱波寺田英一郎︵布施︶苔石鳥居菊造︵茅ヶ崎︶
松堂
次次
︵︵
逗逗
子︶

業彰顕
曾有感︑訪明治村見一贈二胸像一
三好凌石選業顕
曾彰
有感

＠昭和辛亥九月

○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
翁
二
前
賢
↓
入
鹿
池
遥
開
二
一
村
↓
経
営
砂探廿除年．
念七日奉送鶴翁墨鶴
蹟
座墨
二蹟
前座賢
↓
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○

門英
下筆
群有
英﹄
筆椎
有．
﹄椎．明治遺構尚妓存．努力惟恋志不吟全．
聖上勝幸西欧門下群
○○○○○○○
○○○○○○○

風能
格啓
端厳
﹄辿．眼前好有﹄駐龍駕﹃多謝諸君胸像贈・
諸国恭賦風格端厳
﹄能
辿啓．
○○○○○○○
○○○○○○○

︒筆
遁詳
勤︒
詳亦
旨亦
菖里翻刻鵬翼遁評日︒筆評
力日遁
勤力︒
旨
深深

錬石佐藤良賊︵桃漬︶︑苦熱

︑贈宮島・佐藤両君

評日含蓄有し致・懐古慨然評巳一一西潅遠ｏ情深一意長︒

○聴
○偉
○世
○○
○
業
長．
惇．憶得営年奉二至尊↓厚情長向二子孫一博．
聖皇借后幸欧州害聴害
偉
業○
世
長
惇
養翁
木堂
信山
州山
荘
日放暗光天浩浩︑犬養︑
木犬堂
信翁州
荘

＠救勤志﹄懐

梅城八代義昌︵千葉︶

秀城栗原精夫︵横演︶

白樺林影山荘冷徐揺二園扇一曲柵懸︒

故
屋有有
故屋
浩感浩感︑︑︑︑︑︑︑静古中村静子︵逗志
雲開瑞景水悠悠
城南西春彦︵東京︶契友多年席未し温・・
○日・
○し・
炎・
天烈
奈○
﹄難
勝．
錦旗影閃街塵断城南○西
春
彦
︵
東
京
︶
︑︑︑︑︑１︑
○○○○○○
協
・衣
・一
・猶
︒可
・﹄
・凌
・．
願常年臓尚存．Ｃｏ
Ｃ心
ｏ識
Ｃ力
ｏ志
ｏ侃
汗存
洞︒
二吟
塞賑盤博客夢留三顧三
常
年
臓
尚
存
．
○○○○○○○
Ｏ
しｏ
乗ｏ
二Ｏ
時運
．松
︒頼
ｏ爽
ｏＯ
悲事
風憾
底二
事乾
憾坤二
ｏ湖
ｏ己
ｏ有ｏ
涼↓
味・
無０遥
．
元首親迎誼偏渥悲風底
一乾坤一江
○○○○○○○
事業堂﹄知斯道噂．・・・○・・・
六卿款待魁殊優白樺○林
影山荘冷
○○○○○○
評日契友相剛︒時迩可レ乗評日結語浦爽ｏ可二以吟蓉型
八蓮
岳峰
蓮峰
昏
庶邦欺硲享嘉雛八岳
夕夕
照照昏
評
詞
峻︒秀
感
評日
日詞
致致
峻秀
感︒
慨無
量慨
︒ 鉦豊︒︑寄二佐藤老農人一︑偶成
故塁遺蹴憶奮淋

有史曾無如此盛
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
雲
雲洞
洞志
志
賀賀
十十
郎︵
郎東︵
京東
︶ 京︶剛健身持徴石心︒喬松談議火雲張︒
黄花始見貴新秋Ｏｏｏｏ
ｏ
ｏ
ｏ
︑
︑
︑
︑
︑
︑
︑
○
○○○○○○
○
○
○
○
石
祁○
七○
十○
年古稀保﹄毒聖恩深．鞠﹄水舟行過雨涼．
寛凌石直信徴
職
石精
崎○
榊
叱
叶
秤
○○○○○○○
○○○○○○○
○○
○
○
○
○
欣燃
然笑輯掛
蜘酒
杯前︒知君農牧猶増努︒桑櫓聾幽夕陽外︒
稽首拝草城
塀○
揃
○○○○○○○
○○嘆
○○蜘○噸○
○○○○○○○

○○○・○○○Ｏ

名銅富
貴貴非
二吾吾
願↓家運隆昌有二徳責︲前山秀色映二江塘↓
自註云︒帝尭紀日︒就之如日︒功
励厄
皆田
非二
願↓

望 之 如 雲 ︒ 故 及 干 領 聯 ︒ 落 ︼ 落落
蹄胸
﹄岬
落襟
吋徽
胸別岬
銅襟
有剛
﹄別
天銅
． 有﹄天．評日清健可善︒怖最自見︒評巳吟筆浦秀︒自異二凡俗宅
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︑飛機接鯛有し感時事回
吟﹄・
・十
︒五︒
・隣
・灼・
・禽
・↓・
首・
交遊
年︒
．︒
樵裡
叫・
二婦
錬石評臼前豪健︒後平躍可レ調︒

秀波坤竺岬夢蝉諦癖．詠謝茸﹄祢獅毒喋．雲石︑辛亥中秋観月

○○○○○○○
一
瞬閃光朝露危
︒
︒
︒
︒
・
・
・
︒ｏ苔
俄聞
二・
君計・
一室・
呑﹄︒
涙．
丹楓
山色
多・
二秋・
一心・
．松
堂Ｃ
ｏＣ
ｏｏ
Ｏ 石

Ｏ○○○○○○
二
機忽鯛自難﹄支．遥
︒喚・二・
︒封
︒二︒
ｏ患
Ｏ此ｏ
ｏ好一茸静古蝉噸轄羽働婿喧
幽︒
魂一
九ｏ
天ｏ
↓鳴
夕ｏ
弄二

○○○○○○
無Ｏ篇
無策人安在︒・・・・・・・

＠実三春祥道人一

天地底﹄知有二浮沈﹁凌石抑淫寝室穏哩咽
○○○○○○
誇○誇
言論欲吟訴﹄誰秀
玉波菟
誰
知
二
迩
弐
山中
鈴
夏印
Ｃｏ
Ｃ人
ｏＣ
ｏ
ｏ

道人日︒無策可し戒︒○
書○
道○
研○
精○
絶○
二○
等倫一◎芳洲新家孝︵津︶如今博説網無盤．
＠悼三島由紀夫同人詐一琴騨諏癖癖訴．﹃一偉挺廊鱒迩寿評日掛月之説︒都議し干し此◎

○○○○○○Ｏ
惨
彼人生寛卒然．・・
︒﹄
・世
・今︒
・昏
︒苦
・熱・
二硯展一偶枯書似二
瑳・
君郷
何・
在・
︒農
夢︒
難︑
﹄観
牽︒

００○○○○○
不
﹄知何事恨無﹄漫
・魂・
︒レ・
︒山
○庭・
・署・
努．
髭幽
似・
吟近
人・
樹下
徐・
避﹄
⑥・︒大胡九華君一凌石

○○○○○○
哀○哀
痛惜涙需﹄評臆
・
︒
︒
渓石窟時嵯峨
日哀．
痛無・
し限・
︒友愛
堪レ
想︒
涼風︒
菖斜︒
満二端
池豊↓

道人臼警世一番︒是誰之罪︒東亭高田照子︵横漬︶＠遥塞友人之二海外一︲浄凡移し窓堪二賞玩一

○○○○○○○
憂
国衷情世永博．＠送二友人之二海
評臼外
清峻一
︒気玉
象可質
し観堅剛墨可陰暦．

︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑沌
＠
辛亥亥
月六念
＠辛
九九
月念
日六 日 菖 友 通 一 商 遠 所 ﹄ 之 ︒ 乾 坤 遼 開 山 河 在 ︒

ヨクじゃル
○鴎
○汀
○○
︑書松飛湖寓里上二○
雲○
程○↓
加藤藤治農演︶好絡二鵠眼一接二高科↓
︑︑︑︑︑︑︑
雲
石村
村田田
雄横
︵漬横
雲石
一一
雄︵
︶漬︶維春堂堂跡二か碑↓故人相唱別離詩︒︑観二名家墨蹟展一言感
︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
人騒
利利
得一
凝﹄
．﹄ 思 ． 篤 畢 多 年 猶 琢 玉 欲 ﹄ 立 二 功 名 一 有 ﹄ 所 ﹄ 期 ︒ 贈 二 九 十 一 齢 丹 翁 一
人
騒一一
得悦一
悦思凝
︑︑︑︑︑︑︑
○００○○００
○○○○○○○
花篤
風霜
瀕似
暖．
花
篤二二
風一霜
一﹄瀕
似﹄暖．
天
涯
偏
望
錦
衣
柴
．
負
﹄
笈徴心須二努力一三代諸公曾二一堂↓
○○○０
○０○
０○
○○○○○○○
十八
八公
天天
下下
士↓
十
公馬
馬二二
主評日一評
結日最
期最二
待待光
一
一結
期二
光柴
柴一
者者雄飛菖里億二天涯↓﹄馳﹄皇鳳舞又鴬朔．
○○○○○○○

誰能描二得此高姿一

道
人日日
是下天
士者︒
描者誰浩︒
然浩
吟杜
然詩
吟曾杜
席詩
上 曾席上雲低菖里秒無﹄涯．億二到営年一感慨長
道人
確確
是天
士下
︒描
誰︒
○○○○○○○
柏梁
聯聯
句 句埠頭翠﹄手祷二安泰﹁＠近来詩林寂寛︒諸見寄玉
柏
梁鵠鵠
︑悼二木村春群雅契一
○○○○○○○
○○○○○○○
松堂
郊黄
黄花帯
深．
．秀
秀波
松
堂西西郊
帯﹄
雨雨深
波勇﹄耳銅鍵響二海帽↓作数篇︒
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一

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃千富〃〃束〃〃〃島烏府
県リjl｡都県県名

小海岡栗田深富板富板北須小深深今今金小枇大小岡後倉金

笠 入

根正梅周トキみ登あ圭富茂豊治友津与正三波照典文

川老田原中井川谷川谷浦金倉山山関関三池山西原磯藤石田

陛下ご訪欧︑沖細返迷協定の成立などの
快挙は同慶至極でありますが︑ドルショ
ック︑火炎脱のなぐり込染︑公害禍等の
非常事態は誠に愛噛すべきことどもであ

﹁今日あるものは実はないものであり︑

ります︒

すが︑各・般に亘る急激な大変革の宇宙時

今日なかったものが明川は現れる﹂
というケネー︵スイス︑バーゼル元国際
決済銀行支配人︶の大悟を思い川すので

代に即応する心榊えはもたねばならない
と思います︒今年も残り少くなりま︲し
た︒各位には一段とご測愛の上よいお年
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･専用書架は実費(6000円）でお頒け致します

ご希望の方は大漢和﹁Ｃ﹂係宛お申込み下さい

内容見本送呈

ス装・上製函入・特別写真製版・特漉上質紙

Ａ５判・全お巻総頁一四八七二頁・総クロー

︻体裁一

劉回月賦定価八五︑○○○円

世回月賦定価八○︑○○○円

現金定価七五︑○○○円

全13巻

︷諸橋轍次博士の名著︼

評論語の講義

﹃大漢和辞典﹄の著者たる漢学界

の穂捲と人生の体験とを融合して

の巻宿が世人の要望に応え漢学

稲を練り世に問う論語の名講義・・

ポケット判・上製函入定価八○○円

ポケット判・上製函入定価五○○円

の人ｕに贈炎した思想を説く︒

如米に化したとも伝えられる芯子

その閲歴は知れず︑仙人或は菩薩

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

雪老子の講義

辞典をこの機会にお
備え下さい

︵読者の声から︶
▼公務員・四十六才
長男大学合格の祝いを雄
べく本辞典を購入した︒

ね自分の余技にも活用す

に生れた博言の記︑李白の詩文か

に輝く﹃大桃和辞典﹄細築の余暇

四六判・上製定価六○○円

ら碑文︑併休︑漢語形成におよぷ

十二支物語

漢和﹄の著者が古今の淡職を典拠

まつわる史実や伝説について﹃大

干支の起原の考察︑十二の動物に
▼主婦・三十才

このように優れた文化避
れて幸わせです︒

涯をわが子に継がせてや

四六判・上製定価五八○円

として軽妙に語る名著︒

刺です︒

っていたのは予想外︒流

中国謡もかなり盟宮に入

期待通りの素賭らしさ︒

▼会社員・四十二才

紫綬褒章︑菊池寛尚︑朝Ｈ文化歯

漢字漢語談義

世界最大のことばの

■漢和辞典の最高峰″
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