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＜海の青に映える赤の厳島神社の大鳥居＞

大鳥居︵重文︶は厳島神社本殿

から狐ｍの海中に立ち︑高さ肥︑︑

陳の長さ刃︑︑明端八年の造営︒

額は有栖川宮織仁親王の染筆で表

が﹁厳島神社﹂︑裏が﹁伊都岐島

く海外にも知られている︒これを

神社﹂︒観光日本の象徴として広

裏がきするように伊東忠太博士は

﹃ハンガリーの建築家シュミット

の鳥居観について﹁日本は神技で

わずかに四本の木で︑簡素︑荘厳︑

神秘な鳥居を組ふ立て︑この前に

立つと伽ら霊感に打たれて拝伏せ

シンボルとすべきだ﹂とまで激賞

ずにはいられない︒鳥居はⅡ本の

している﹄と︒さらに博士は﹁世

界地図で日本が余りに小さいので

ものもある﹂と︒この鳥居を初め

升︵鳥居︶で日本を表示している

朱塗りの全社殿が海上に浮かぶ壮

のという︒︵細集後記参照︶

観は安芸守平清盛の再興によるも

野口明

努力を傾注する全警察官の厳しい使命と現実とに思を致した時︑此の捨石

る同情には慰められるものがありました︒もう一つ︑日夜治安維持に腐心

平静に帰りました︒全国を挙げての暴挙に対する憤激と︑被害家庭に対す

当初私は容易に実感を得られず︑やがて憤りを覚えましたが︑間もなく

でありましたので︑私にも痛切な事件でした︒

強く衝撃しました︒即死した土田の妻は私の長女であり︑中学生は私の孫

る夫人の即死︑四男中学生の重傷という事件は︑忌わしい椛事として世を

十二月十八日︑警視庁土山警務部長の私宅における︑擬装小包爆弾によ

警察への理解と協調

︹巻頭言︺

皿
的一犠牲にも殉職に通ずる意義を感じ得たからです︒
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たあとある株主が私のところへ寄ってきて﹁あなたのよう
なえらい人格的にも立派な社長さんが﹂と云いかけたので
﹁そんなことはない︒おだてにはのらないよ﹂と云つとこ

ろ︑その株主の怒りを買って株主総会の会場でその株主と
二人だけで約一時間も話し合ふことになってしまった︒自
分の言い方も皮肉にきこえたのだとあとから反省したので
あるが︑先方は人を馬鹿にしているからそんな発言をする
ので︑心から云ったのにあの挨拶は何だと云うのである︒

のだ︒自分なぞはつまらぬ人間だ︒あなたを尊敬している
私は自分が人の気に障ったことを云ったのだと認めながら
も︑人を馬鹿にするつもりで云ったことではないので︑折
角弁明につとめ最後には打ちとけ合って気持よく別れたの
であった︒この株主の人はよく国会議員の選挙のときに立
候補する人であり︑ある経済通信を出している人でもある︒
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二三期前の株主総会のときのことであった︒総会が終っ
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其の後も時々来社もされ︑時局について語り合い私も以前

にも増して先方の人柄を理解し︑気のおけない友達とも思

うようになった︒この人は油絵もかき国画会員だかで上野

の美術展に出品されるだけの腕前を持っておられるので︑

時には美術談義に思わず時をすごすこともある︒ところが

この株主は私といざこざのあった株主総会後は一回も総会

に出席せず︑この十一月の総会にも其の顔を見せなかった︒

今度の総会は欠損金処分の総会であり無配であるので其の

総会の成行については心配があった︒私の関係している精

糖業界は昭和舟八年の原糖の自由化以来過当競争の結果漸

次内容が悪化した︒私の会社も無配を五期続け六分配当を

雪Ｊ

五期続けたが何分にも今度は損失も大きいし今後の見通し２

も悪い︒ドルショック︑通貨調整による日本の経済が不況へく

と追いこまれていくことを考えると思い切って無配にした

方がよい︒株主に対しては何とも申訳ない︒社員の給与は

毎年赤字だと云っても他の産業に比して高い水準でベース

アップが行われる︒賞与もそうだ︒今度の年末賞与につい

ては株主に対しては無配にした時でもありノーポーナスと

迄はいきえないが相当低くしなければならぬ︒一般物価が

上っているときであり︑社員には気の毒であるが止むをえ

ない︒細く長く生きるという方途を誰ずる外はない︒それ

に会社という人的組織体は株主が提供する資本それに金融

機関から借り入れる資本を設備資金や運転資金として︑利

業経営にはなくてはならぬものであるのに︑労働に対する

用して︑経営者か労務者が事業経営に当る︒資本も労働も事
のである︒

綴込みがあり︑それには私の説教じみた寄稿ものっている

いたので応接室で待って貰った︒そこには当社の社内報の

もあるが︑全然異った事業を見付けて今繁栄している会社

頭をきりかえるのだ︒今迄にもいきつまった会社はいくつ

るが何等進展しない︒もうそんなことはほかったらよい︒

ない︒それから業界の再編成にいつ迄も社長は執着してい

それは社長の老化を示すものだ︒老化は別に年令とは関係

った︒﹁社内報で今見たが社長は説教を社員にしているが︑

その株主は私に会って早速次のようなことを云うのであ

報酬は上っていくのに資本に対する報酬は零になるという
ことはアンバランスである︒遊動円木でも︑はかりでもア
ンバランスでは︑その機能を発揮しえない︒事業経営でも
資本に薄く労働に厚くでは経営に事欠くことになる︒はか
りの場合はアンバランスでは何の役にも立たぬことはすぐ
わかるのであるが︑会社経営の場合には労資の間にアンバ
ランスがあっても︑すぐには経営上の禍根になることに気
づかない︒何とも仕末におえない状況になって漸く気づく

がある︒砂糖が駄目なら他の仕事を見付けてそれに取組む

るべきだ︒今やっている事業を後生大事に思っているのは

がよい︒一分でも二分でも配当の出来る会社に転向をはか

い﹂と云うのである︒私はこれに対し︑君の云うお説教の

頭が古い証拠だ○頭もきりかえ心も新にして努力してほし

点については丁度今自分が迷っていたときであり大いに参

を話して見ても効果はない︒お説教は骨折り損のくたびれ

考になった︒今の若い連中にいくら道徳を説き自然の摂理

然しかき上げ読桑返して見たがこれをこの催社員一般に

てきた︒今度も賞与妥結額について不満があったので全社

気分になってはお説教じみたことを書いたり︑話したりし

、 J ノ

のである︒無配ということは盗本をただで使うことであ
り自然の摂理に反する︑天罰を蒙るのも当然である︒それ
故に私はこの年末の賞与についてもきびしく対処すべく心
掛けたのであった︒然し結果は期待したようにはいかなか
った︒それで団交の結果︑妥結した金額の報告をきいて︑

早速尚今後のこともあり社員に対し自分の感想やら所信を
のべておき度いと思って﹁共に明糖企業団で働いている人
々に語り度い﹂という表題で約一万字に亘る長文のものを

配布して染て貰うのがよいのかどうかと迷いつつ二三日を

儲けだとさえ思っていたが︑それでも尚お説教して見度い

すごした︒そのときに前記の株主が女秘書をつれて突然に

この語りかけはとりやめる︒しかし明椛の事業についての

員に語りかける一文をかいたのであるが君の忠告をきいて

まとめたのである︒

来社されたのであった︒丁度そのとき先客があり会談して

r Q ，

忠言は容易に同意しえない︒精糖事業は自由企業としては
仲窒ハかしい事業である︒そして又経営が六かしい事業だ
と云っても現状として明糖が砂糖事業をやめる訳にはいか
ぬ︒それ故に業界一般に亘る再編成︑構造改善を同時に行
うことは不可能であるにしても︑同志だけでもつよく結び
つき業界再編への緒口をつくり出し度いと努力しているの

ために今日きたのか﹂と云ったところ彼は．文にもなら

と云う︒そこで自分は﹁君は僕にやめよと云うことを云う

ぬのに何でこんなことを云いにくるものか︑社長に好意を

もっており︑何とか社長の手で再建をはかってほしいと思

えばこそ苦言を呈するのだ︒今晩は社長は自分の言ったこ

とが蹟にさわってねむられないであろう︒然しよく考えて

一割配当が出来るまで一期でも二期でも三期でも頑張って

しているつもりは絶対ないが君の忠言は有難い︒他の人に

これに対し私は﹁自分は何も利己的にこの地位に恋々と

ほしい︒それでないと社長の面目はなくなる﹂と云った︒

をはかり度いと思って今日迄苦慮し御承知のように新建材

容易でない︒自分としては砂糖の荷を軽くし度い︒脱砂糖

々と云われたが少しも興奮もしない︒これは君の人柄を自

云われたなら夜もねむれず蹟にも障るが︑自分は今君に種

の事業をやれと云われるが儲かる事業を見付けだすことは

だ︒その現われが東日本製糖工場共同建設でもある︒又他

や畜産やアルミサッシの仕事を︑夫を別会社でやってきた

全くの親切心からいってくれていると思うので別に悪い

分がよくのみこんでおり︑又君が別に他意ある訳でなく

が︑明糖そのものに寄与しているものは︑まだ殆んどないど

ころか逆に明糖の大きな負担となっている︒従って自分と

気分にもならないのだ︒然しこの世の中は何も自分の思う

してはこの上新しく事業をとり上げたくない︒むしろ今の
やっている事業を何とかして物にする努力を続くべきだと

大きくことなる点だと思う︒今日本は文化生活が向上した

ンセンサスを得ることも困難だ︒それが戦前の事業経営と

が︑これが企業公害の大きな原因でもあるのだ︒公害の基

ようにもいかず︑又何かやろうと思っても関係者一同のコ

社の内容がこのよのようであれば社長交替を求められるの

因は消費者にもあることを反省する必要がある︒消費は美

思う﹂と云ったのである︒これに対し先方は﹁社長は人格

だ︒自分はおべんちゃらは云わない︒社長を尊敬しており

者であり︑明糖創立者のあとをついでいる︒普通ならば本

好意をもっているから敢えて云うのだ︒社長が働く外はな

でも無駄をしないように御互が心掛ける必要がある﹂とい

徳ということも考えものだ︒公害をへらすには電気でも紙

いつつ女秘書に向って﹁若いあなたはどう思うか﹂と問い

いのであるから︑この際︑若返りを一日も早くはかれ︑そ
ぬからと思っていい気分になって甘んじていてはいかぬ﹂

れが出来なければやめたがよい︒だれもやめよと直接云わ

（4）

かけたところ︑この女秘書は﹁それが社長は老化している
といわれるところだ︒私達若いものは電気も十分に明るく
つけて気持よく仕事をする︒そして早く仕事をすまして余
剰時間を他に利用する︒封筒をうら返して使うより新しい

紙を使った方が気持もよいし無駄な時間をとらないでよ

あった︒そのとき井上字麿先生のかかれた﹁明治天皇の御

製を拝して﹂を頂き早速拝読したのであるが︑明治大帝の

なりもならずも﹂というのがあることを知った︒私は株主

御製に﹁おもふこと思ふがままにいひてみむ歌のしらべに

は兎も角として頭に浮ぶ侭その会談をかき記して見た︒そ

との会談で思う侭に話をしそれを今文章になるかならぬか

して今彼の忠告をかみしめ反省もしている︒然し今の世の

い﹂というのである︒そこで私は多少妻興奮気味になって今

の若い者はそんな考えだからよろしくない︑そんな考え方

中は複雑多岐︑理屈で律しえない面が多くなってきた︒会

ならぬが︑労力不足が何故に今生じているか︑レジャーに

ような生活の在り方︑会社経営のいき方は反省しなくては

が︑勿論︑今は労力不足のときだから労力不足を無視した

遭難者が弘道会の野口会長の御令嬢ということも今朝の新

に私の心配していたところへと発展してきた︒しかもその

しぐなる︒昨日の警視庁警務部長宅の爆破事件の如きは遂

っているように案じられる︒従って会社の経営は段々六か

大いに開いているが︑考え方にも共の断絶の度合は深くな

社経営についても︑自分と社員との年令の較差も︑勿論

では今後︑何年かあとには日本経済も大変なことになる︒

人々が走っている︒福祉経済は大切ではあるが働いて利益

聞で承知尚一層憤りを感じ哀悼の意を深くしたのである︒

ｎ分はそれが心配で無駄を排除する必要をといているのだ

を得ての福祉でなくてはならぬ︒蓄祇があってなら兎も角︑

又今朝のニュースは通貨調整もワシントンにおける十ヶ

がテレビで報じられている︒誠に世相は険悪になって来た︒

それに今はまた福井から羽田への全日航機内での突発事件

然らざる場合により少く働いて︑より多く貰い︑より多く
遊ぶことが果して可能であろうか︒余りこのようなことを

国蔵相会談で妥結を見︑日本は明日から弗に対し三六○円

いうと︑又それだから社長は老化しているのだといわれる
であろう︒今迄自分は面と向って老化しているといはれた

︵以下一六頁につづく︶

軌を逸してきた︒こう考えるのもあながち自分の老化のあ

政治も経済も又思想も不安である︒殊に若い者が全く常

り︑今後の日木経済は一層不況の色が濃くなる︒

が三○八円となり︑円の川仙は一六・八八％切り上げとな

ことはない︒むしろ自分としては社内重役の内では一番老
化していないし頭も若いと思っていた︒大いに悲観した︒

うぬぼれていたのかと思う︒大いにこの際反省して一層会
社のため努力しよう﹂と固い握手をして別れた︒

丁度このような会談のあったその日の晩弘道会の会合が
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いう︒野田醤油とキッコーマンが一致しな

る﹂﹁なんだ﹂と聞くと﹁野田醤油だ﹂と

きな醤油メーカーで上場しているのがあ

時期に醤油が爆発的にでる可能性がある︒

は滞米数年の経験から﹁アメリカではある

したことがある︒そのとき堀口弘司支店長

三菱銀行のロサンゼルス支店長と一夕懇談

う︒やはり昭和三十五年に渡米したとき︑

茂木啓三郎

私が社長になってから社名改正を断行し

いのである︒私が社名改正を決意したのは

﹁一隅を照らす﹂

た︒昭和三十九年十月十九日を期して︑野

その用意はありますか﹂との話があった︒

実はその時である︒︲

常にプラスになった︒しかし︑相当の抵抗

あとで醤油協会でこの話をすると皆が喜ん

犠牲にしても輸出します﹂と答えた次第︒

これは︑結果的にはいろいろの面で︑非

田醤油株式会社を︑キッコーマン醤油株式
最初の渡米から帰国すると︑現地の得意

はあった︒ただ︑そのときどうせ変えるな

だ︒．日も早く実現を希望する﹂とのこ

会社と改めたのである︒

先から﹁社名を変えてはどうか﹂という手

マン株式会社とすべきではなったかという

ら︑株式会社キッコーマンないしキッコー

﹁あります﹂﹁どうするのですか﹂﹁国内を

紙がきた︒﹁アメリカでは︑キッコーマン

意見がでた︒至極もっともなことである︒

しかし︑私は︑醤油そのものに将来性がと

わけで︑大笑いになった︒

る︒これはたいへんな資産だ︒社名をキッ

といえば︑いい醤油ということになってい

と︒そうなると国内の業者が助かるという

コｉマンと改めた方がいい﹂というわけで

ぼしいと判断したわけでもないし︑不安を

思えば︑私がこの世に生をうけて七十年︒

｜一

ある︒この種の申し入れは一再にしてとど

感じているわけでもない︒私としては︑

まれ︑実社会にでてからも非常に多くの良

学生時代には︑多くの良き師︑良き友に恵

﹁醤油﹂ということばを残すことによって︑

まらなかった︒昭和三十五年に渡米した際

むしろその将来に自信と同時に責任を感じ

も︑ある人が︑﹁なるほど︑キッコーマン
が大きな醤油メーカーだということはわか

いることである︒

ている︒これは私として心中深く決意して

に豊かであったといつも心から感謝してい

き先輩︑友人を得て︑私の人生は︑まこと

ったが︑お前の会社は上場してないじゃな

国際化の結びとして︑ひとつ記しておこ

いか﹂という︒﹁上場している﹂といって
も信用しない︒﹁日本には︑もうひとつ大

（6）

ー

へ

て終生忘れられない方がいる︒それは︑前

る︒そういう多くのひとの中で︑私にとっ

社長もごいっしょに﹂というおことばでは

を言上したところ﹁さしつかえなけれ蓋ば︑

を召し上がるときに︑知事が︑私との旧交

恩師上田貞次郎先生︒それに︑家族全部の

とうとう社長にはならなかった︒それから

醤油に死んだ人だったといえる︒しかも︑

まず︑先代茂木啓三郎︒醤油に生まれ︑

大阪府知事の佐藤義詮先生である︒佐藤先

しなくも私が陪食の栄を賜わったことを紹

としては一世一代の晴れの舞台である︒

生とは︑戦前のあの労働争議後︑従業員講

うと思った︒というのは︑五十周年行事と

った先代茂木佐平治氏の写真をもっていこ

いうのは︑私仙人が主宰するのではなく︑

写真と︑私といちばん交渉が広くかつ深か

年︑アジアではじめて開いた万博会場で︑

これらの人びとのささえによって︑私の今

﹁思えば茜さす霊峰の下で︑それぞれに

あかね

介して︑次のように記されている︒

しようへい

いちぐう

習会の誰師とし招賠した時からのおつきあ
いで︑かれこれ四十年になる︒

を照らす﹂ということばは最も印象に残っ

というしあわせもの同士か﹂﹁十年を越え

相並んでご陪食の光栄を賜わるとは︑なん

一隅を照らさんことを相誓って︑はや四十

ている︒これは︑比叡川延暦寺の天台宗の

れの場に臨もうと考えたわけである︒

日があるのだからその写真といっしょに晴

先生からいろいろ教えて頂いたが．隅

教義の基本である︒その意味するところは︑

る富士川下の心交は︑それぞれが死の床に

かね

金や物をたくさんもっていても︑それは宝

いまでいう人づくりであろうが︑戦前はも

萱で続くであろう﹂と．一隅を鵬らすｌ

い︒ときはすでに十時︑やむをえず︑私の

平治さんの写真だけがうちでは見つからな

きそまびと

ではない︒田に耕す股夫も︑山に伐る仙人

基本に︑これをおいているつもりである︒

とより︑戦後においても︑私は人事管理の

写真は︑家内が集めてくれたが︑先代佐

も︑それを天職と心得て︑おのがじし一隅
を照らす︒その光が集まってこそ︑国は栄

結婚のとき︑結婚祝として茂木佐平治さん

のことを記しておきたい︒昭和四十一年十

終りに︑当社創立五十周年記念行事の際

を得て︑上記の写真をふところに式場に臨

をつけて行こうと家内に相談︑満幅の同意

一一一

え︑世は治まる︒獣鴬と社会の片すみで︑

ほのかに暖かい光がさすように努力する人
﹁一隅を照らす﹂ということを︑私も方

一月九日︑会社としては︑半世紀に一回の

︒プラチナのカフスボタンを思いだし︑それ

がくださったダイヤモンドのはいっている

為で話したり︑書いたりするとともに︑自

が︑国の宝であるということである︒

分自身も︑そういう生活をしようと努めて

んだ︒幸い天候にも恵まれ︑大成功のうち

と﹁式典には︑私を育ててくれた方炎の写

ょうがない︒声もつまったが︑そのときふ

た次第である︒︵キッコーマン醤油社長︶

拝し︑帰宅後直ちに︑義父母の霊に報告し

る途中︑茂木佐平治家をたずねて仏前に礼

に行事はつつがなく終わった︒私は家へ帰

意義深い記念行事である︒

一文を草されている︒文中︑当社が日本万

真を胸に秘めて行こう﹂と思いついた︒私

前の晩︑お経をあげていると涙がでてし

いる︒大阪府刊行の﹁職員時報﹂に知事時

国博に施設参加した﹁水中レストラン﹂で︑

代の佐藤先生が﹁一隅を照らす﹂と題する

名誉総裁の皇太子殿下︑同妃殿下がご夕食
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自然環境と断絶した

日本農業
守田志郎

ばよいというのだろうか︒

石油くさくとか︑くすりくさくとか︑さしずめそういっ

たところであろう︒ドロのかおりよりも石油のかおり︑く

はその土としてのかおりを失いつつあるのであるが︑それ

すりのかりの方がよいとでも言うのであろうか︒いま︑土

はその本来の士のかおりを︑自らの努力でたえず回復しよ

でも土は士であり︑薬品にどれだけおかされていても︑土

出さなくてはいけないと言われることが多い︒農業に近代

ささを薬品によって拒象えているとしても︑それは︑うわ

生活をする︑それが農業なのである︒そういう農業が土く

や家畜の自然のいとな象とのかねあいのなかで︑物を作り

うと試みている︒そうそういう土の鷹揚さのもとで︑作物

化がないと︑私は言うわけではない︒しかし︑生産のドロ

くだけのことにすぎない︒

ドｐくさい農農業から抜け出して︑近代的な農業を作り

くささからぬけ出ることを近代化だとするならば︑そうい
つきたくなるような感じを持っているだけに余程警戒しな

生活を近代化したい︑という言う方がある︒その衝動を

一

くてはならないように思えて仕方がないというわけである

の中からぬき出したいということもわかる︒しかし︑生活

まちがっている︑というわけではない︒生活をドロくさざ

うことばは︑そのかっこうのよさからしても︑すぐにとび

農業をドｐくさいというとき︑人間がすべき仕事として
それがやぽつたいと言う意味合いを含んでいるとするなら

ら抜き出すのとでは︑全く問題が別である︒

そして︑生活をドｐくさくなくするために︑生産から切

をドｐくささのなからぬきだすことと︑生産を土くささか

るので︑これは論外である︒それとは別に︑土にまゑれての

ば︑仕事の性質や外観によって貴賎を定めていることにな
仕事という程度の意味でのドｐくささで考えて糸よう︒た

ってらっしやい﹂︑夜は﹁おかえんなさい﹂のサラリーマ

ン的日食を理想とするようなことがしきりと教え込まれよ

りはなし︑田や畑とは離れたところで生活をし︑朝は﹁行

手の仕事なのだから︑それが当り前とさえ言えるのである︒

うとして来た昨今である︒田畑では士を農薬で殺し︑土を

しかに農業はドロくさくなる仕事である︒なにしろ士を相
いったい︑農業がドｐくさくていけないなら︑何くさけれ
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さと押しよせる機械の中で油によごれる日食を倖せとでも

手にしないで良いようにとあれも機械これも機械と︑わん

のであろうか︒私見を以てすれば︑当面の直接的な原因は

うこのおどろくべき状態は︑一体何によって作り出された

う︑とんでもない錯覚に日本の承ながおちいっているとい

は資本主義的に展開して来ていると信じられて来た西ヨー

達もそうなるのが美しいなどとは︑言う人があるとすれば︑

とに美しさを感じるとしても︑だからと言って︑農家の人

工場の労働者が油くさく︑石油くささに誇りを感じるこ

高度成長というのほかはない︒

思わせようとの教育の日々の中に今の艇民がおかれている︒

ロッパでその艇業を見よ︒彼らは生活を農業生産から切り

だが︑資本主義的機械工業発祥の地であり︑同時に農業

はなすことによってドロくさくないものにしようとしたり︑

人々が見るようになって来ているのではなかろうか︒

まったく︑こっけいなはなしであるが︑現実︑そのように

日本の農業は水田稲作を柱に今日迄つづいて来た訳であ

することにほかならない︒

それは︑自然の循環の中にあって︑農業を断ち切ろうと

スマートにあかぬけしたりしようとしているのではない︒

しばしばそれに成功しているようでもある︒そこに︑彼ら

士の農業のなかでそれを達成しようとしているようであり︑

ヨーロッパ農民の︑あの言いしれぬ満足感のにじみ出た感
じの秘密があるのではないかとさえ︑思われるのである︒

とのできないものだということを発見したときの私の驚き

まうような思潮は︑実はヨーロッ︒︿農業の中に見出だすこ

農業の企業化などという︑農業本来の姿をひんまげてし

ると同時に︑農業の自然循環との断絶をも進歩と考えるよ

は︑機械を活用するところの農業を進歩と考えるようにな

入を直接の契機とするものであり︑すぐなくも︑わが国で

れるようになったのである︒それは︑↑機械力の農業への導

た︑自然的な諸生命の循環との間に断絶の方向が打ち出さ

るが︑その発展の歴史の途中で︑稲作をそれまで支えてき

は決して小さいものではなかった︒こういうりくつが無理

一一

やりに作り出され︑農民に押しつけられているのは日本だ

日を見ることによって︑容易に理解することができるので

のようなものではないということは︑三−口シバ農業の今

こからはじまるのである︒本来の挫業の進歩が︑決してそ

うになってしまったようである︒進歩しながらの荒廃がそ

農業の進歩で︑これによってドｐくささからぬげ出し︑工

ある︒拙著﹃農業は農業である﹄参照︒︵暁星短大教授︶

工場で工業的に作られたものがより多く使われることが

けではなかろうかとさえ思われるのである︒

国に近づくことができるし︑先進国ではそうしているとい

業のような経営を作り上げ︑そしてこの進歩によって先進
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翁西
先生の詩
Ｉ眼病詩一賃Ｉ
︵第六回︶

哲史

少小噌書史少小書史を噌象
所侍目力快侍む所は目力の快なり

り﹂というのがあるから︑嘉永元年戊申︵時に二十歳︶の

詩の時期はハッキリしないが︑﹁首を回らせば四年を経た

て﹂つくったのが︑ここに紹介する﹁眼病詩﹂である︒作

が︑しかし全癒の期はついになかった︒そこで﹁自ら戯れ

養をおこたることはなかった︒そのため︑やや快くなった

そして︑その後の経過が案じられたが︑むろん︑泊翁は療

如﹂き苦悩がうたわれていて︑うたた同情にたえなかった︒

章緬断復綴章編断ってまた綴る

誓破十万巻誓って破る十万巻

読史透紙背史を読んで紙背に透る

解経見奥義経を解して奥義を見

何患蝿頭細何ぞ患えん蝿頭の細

繕写禿毛頴禿毛の願をも繕写す

らで︑時に先生は十七歳であったが︑二年を経過しても快
方に向かなかった︒それで︑弘化三年丙午の春一詩を作っ

作である公算が大きい︒この一首も︑﹁病眼﹂以上の長篇

登知型肘禍あに製肘の禍を知らんや

狂志凌青冥狂志青冥を凌ぎ
鋭意積磨砺鋭意磨砿を積む

せいちゅう

た

であるので︑幾段かに区切って註解することにする︒

くらおそ

不伯残薬晦残築の晦きを伯れず

課調徹長宵課論して長宵を徹し

川

てみずからを慰めた︒それが前回に紹介した﹁病眼一首﹂

泊翁西村先生が眼病にかかったのは弘化元年甲辰の春か

村

であって︑そこには﹁時々痛楚を発し／眼中釘ある

占

八字解Ｖ少小Ⅱ年の若い人︒年少︒課謂１大漢和辞典にもなか
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泊

が︑本を読むこと︒梁Ｉともしび︒残梁は残灯と同じで︑夜明

身鏡梢将昏身鏡やや昏れんとし

如隔一層鴎一層の蕊を隔つる如し

︶を︑さりよ合う

やくわん

こゅフベ

むしば

回首経四年首を回らせば四年を経たり

疾於流水逝︑流水の逝くよりも疾し

ばや

書燈胃眺川書燈雌州に筒えられ
書笈蝕毒隊害笈意味に蝕まる
歳月勿々趨歳月勿禽として趨り

とら

紫石稜空砕紫石稜空しく砕かる

席下電巳消開下の電すでに消え

がんか

かんていてい

唱潅い

けに消さずにあるともしび︒消えのこりのともしび︒繕写Ｉ清

眼釘堅如鉄眼釘堅きこと鉄の如し

ざんとう

写すること︒願Ｉ穎の俗字︒物のさき︒章編Ｉ竹筒をなめし皮
で綴った書籍︒孔子が易を閲読すること頻繁なために︑なめし
皮の綴じめが何変もきれたという故事を﹁章綿三絶﹂という︒
青冥Ｉ青空︒青天︒磨砺Ｉみがく︒とぐ︒伝じて︑勉励するこ
人のことに干渉して︑妨げること︒

と︒錬磨すること︒型肘Ⅱ人のひじを引いて︑自由にさせない︒

大意は︑年少にして経書や史書を読むことをたのしふ︑

視力の強いのを侍みにした︒徹夜しても書を読み︑夜明け
になって消えのこりのともしびがくらいのもものともしな

している︒悪人をたとえて﹁眼中釘﹂というが︑これとは関

いう︒眼釘Ｉ﹁病眼﹂の作に﹁眼中如有釘﹂とあったのに対応

八字解Ｖ階味Ｉくらい︒篭Ｉおおい︒たて︒かげ︒身鏡Ｉ眼を

掠腕恢以慨擁腕して以て慨慨す

もなく見分けた︒それで︑経書を読んでその奥深い意味を

係はない︒鉄Ｉあしかせ︒鎖で足の白山を制するもの︒また︑

かった︒はげた毛のさきをも清写し︑蝿の小さな頭をも苦
さぐり︑史書を読んで文章の奥底にある真実の意味を見透

くさび︒開Ⅱ曲に同じ︒いわ︑いわお︒紫石稜Ⅱ暁山から出る

くちばし︒勿々Ｉ忙しいさま︒振腕Ｉ腕をさすって意気込む︒

Ｉ獣をワナにかけ柿うること︒妹川Ｉくものす︒忍隊Ｉしみの

紫色の角のある石︒眼に稜角があって光の鋭いさまにいう︒胃

がんちゅうのてい

なめし皮のとじめがきれるとまた綴じなおすというぐあい

すことができた︒そして多くの書を読破することを誓い︑
で頻繁に閲読をくりかえした︒青天を凌ぐ狂志をいだき︑
ことはなかったのである︒

つとめて勉励をかさねた︒それで︑何ものにも妨げられる

ところが︑両眼がポーッとしてうすくなり︑本を附いて

さびのように堅い釘がささっている感じであった︒岩の下

じであった︒すなわち︑眼がいささか視力を失い︑眼にく

読もうとしても︑ひと重ねのおおいを隔てているような感
巻を開いて時に相対すれど

墜眼階昧に苦しみ

ぽうまい

墜眼苦膳味

２

開巻時相対
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の電光が消えや紫色の角のある石が空しく砕けたと同様に︑

ネをするのか・聞くところによると︑汝はすぐれた才能を妬

首を挙げて天地創造の神に問う︒汝はどうして悪賢いマ

あげた神をいう︒較桧Ｉ悪賢いこと︒

はしみによって喰われるていたらくであった︒歳月はせわ

むというが︑それには理由があるかも知れない︒汝は活殺

もはや眼はその光を失い︑書燈にはくものすが張り︑本箱
しく移って︑流水の逝くよりも速く︑回顧すれば発病以来

こうせい

為に其の惰廃を警しむ

古人後生を戒め

４

ため自分は羽をなくした烏のように困ってしまった︒

ところが汝は︑わたしのたの承とする視力を奪ったＯその

けはのこして︑これによって名を立てようとこころざした︒

ちで︑あらゆることをあきらめた中に︑ただ読書の噌好だ

愚昧にすることができよう︒ああ︑自分は幼少から病気が

か︒天はすでに自分に才を与えた︒自分はどうして自分を

の椎をにぎっていて︑どうして才智の生ずるのを禁ずるの

すでに四年になった︒腕をさすっていきどおりなげくほか
はない︒

３

ねた

挙首問造物首を挙げて造物に問う

一﹂

汝何弄絞槍汝何ぞ較桧を弄する
間汝妬高才聞く汝高才を妬むと
其理或有在其の理或は在る有らん
汝掌生殺権汝生殺の権を掌にし
霊禁生才智なんぞ才智の生ずるを禁ずるゃ

古人戒後生

いき︽

為警其惰廃

年は時と共に馳す

ぐら

天巳与我才天すでに我に才を与う

年与時共馳

時に及んで勉励すべし︑と︒

ああ

此の如きは枚挙し難し

我登得自味我あに自らを味くするを得ん

及時可勉励

丁寧規誠を垂る

曾て聞く命と才とは

かく

如此難枚挙

之を読んでますます自ら悲し皐

憶余幼多病瞳余幼にして多病
百事皆棄替百事皆棄替せしに

丁寧垂規誠

汝に誤詮せられしを恨む

但有読書癖ただ読書癖あり
頗欲顕名字頗る名字を顕わさんと欲す

恨被汝誤註

読之益自悲
主ａ

曾聞命与才

一﹂浬叩い

汝便奪所侍汝すなわち侍む所を奪う
八字解Ｖ造物Ⅱ造物主・造物者の略︒天地万物を創造し︑育て

有類鳥失趣鳥の趣を失えるに類するあり
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自古難兼備
まこと

古より兼備し難しと

呼れ
其信
れ信
るや
や
鳴呼其信然唄呼鳴其
にに
黙然る

て訴えた︒

中国古代の人々は天を尊敬して天の支配者を帝といい︑万物は

い︒誤も詮もあやまるの意︒天帝Ｉ天を支陥する神︒造物主︒

月不待人﹂とあるのをふまえている︒誤詮１大漢和辞典にもな

禰衡不免禍

賢生逢烏怪

子雲投於閣

馬遷断其勢

左丘失其明

歴々不記識

其他才俊徒

肥為王者事

孔明不尽齢

伯到聖人地

顔回不永年

此理子未会

凡物忌大過

子壷熟思再

造物拍手笑

王勃は南海に没し

玩籍は終に害されたり

禰衡は禍を免れず

賀生は烏怪に逢えり

子雲は間より投じ

馬遷は其の勢を断てり

左丘は其の明を失い

歴々記識すべし

其の他才俊の徒

王者たらんことを雌る

孔明は齢を尽さずして

聖人の地に到るを柏れ

顔回は永年ならずして

此の理を子いまだ会せず

凡そ物は大過を忌む

子なんぞ熟思をＷねざる

造物手を拍って笑い

５

天帝が創造したものと考えた︒

玩籍終被害

子厚は垂累に躍れ〃

とら

把人当遊戯人を把えてまさに遊戯すべし
往以訴天帝往いて以て天帝に訴う︒

吾将状汝罪吾まさに汝が罪を状せんとし
八字解Ｖ後生Ｉあとから生まれたもの︒後輩︒子孫︒惰廃Ｉな
まけて事をしない︒及時可勉励Ｉ陶潜の詩に﹁及時当勉励︑歳

古人は後輩を戒めて︑なまけて事をしないのを警告した︒

歳月は人を待たないからなすべきときにつとめはげまなく
てはならない︑というのである︒この種のことばは無数に
あり︑丁寧ないましめをしている︒自分はこれを読んでい

でいこう

げんせき

かかり

かさ

よいよひとり悲し象︑汝にあやまられたのを恨むのである︒

王勃没南海

嘆息亦巨奈嘆息すれども亦いかんともしがたし

かって命と才とは昔から兼ねそなえがたいということを聞

子厚確重累

太白は水月に捉えられ

惟汝心不公ただ汝が心公ならず

いたが︑それは本当にそうなのか︒そうであっても︑なげ

老坂は魁魅を禦げり

おそ

くだけで︑どうともならないのであるが︑ただ汝の心は公

太白捉水月

こせい

正を欠き︑人をもてあそんでいるようなところがある︒そ

老波禦魁魅

ちみ

れで自分は︑汝の罪を告発すべくへ天帝のところへ出かけ
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ものであった︒禰衡Ｉ後漢︑股の人︒字は正平︒少くして才弁

こうめいき

たたり

高明鬼倣室高明鬼室をうかがい

あり︑性剛倣︑孔融・楊修と善く交わった︒曹操は彼を鼓吏と

したが︑その狂倣を怒って劉表に送り与えた︒劉表もその侮慢

自古不免崇古より崇を免れず

三国︑醜の人︒字は嗣宗︒竹林七賢の一・老荘を好み︑酒を

を容れることができず︑黄祖に与え︑のち卒に殺された︒玩籍

八字解Ｖ顔回Ｉ孔子の弟子の中で最もすぐれ︑徳行第一にあげ
られている︒三十二歳で孔子より先に死んだ︒亜聖の称がある

士を見れば白眼を以て対したという︒王勃Ｉ唐︑竜門の人︒字

噌承︑能くⅧし︑善く琴を弾じた︒能く青白眼を為し︑礼俗の

孔明Ⅱ濁漢の名相諸葛亮の字︒民間にいたとき︑徐庶が弱の劉
であるとすすめた故事があり︑そのことを﹁孔明臥竜﹂という︒

伽に︑孔明は淵にひそむ竜のように︑世に隠れたすぐれた人物

の詩にも出て来た︒馬遷Ｉ司馬遇︒前漢の人︒字は子長︒談の

する人物であったらしい︒﹃国語﹄の編者とされている︒﹁病眼﹂

柳州の刺史に移されて終わった︒唐宋八大家のひとり︒太白ｌ

官は礼部員外郎にまであがったが︑王叔文の事件に連座して︑

子厚Ｉ唐の文人︑政治家の柳宗元︒字は子厚︒山西省河東の人︒

のを省せんとして南海を渡り︑水に墜ちて死んだ︒年二十九︒

子で︑武帝のときに父の跡を受けて太史令となった︒友人李陵

白︑采石に遊び︑酔って月を捉えようとして水中に入り死すと

李太白のこと︒唐の大詩人︒杜甫と並称せられる︒撫言に︑李

は子安︑文章に秀で︑初唐四傑の一・父が交吐令に左遷された

が旬奴にくだったのを弁護して宮刑に処されたので︑父の志を

歴々１明らかなさま︒ありありと見えるさま︒記識Ⅱ書きつけ

継いで不朽の著作を志して﹃史記﹄百三十巻を著わした︒子雲

を濁派といい︑当時の大儒程願と争い︑洛濁の争と称せらる︒

ある︒老波Ｉ宋の蘇東波をいう︒蘇献︒学術に深く︑その学派

る︒しるす︒左丘Ⅱ魯の太史で孔子と同時代の人︒孔子の尊敬

投閣Ｉ蒙求の標題︒漢の揚雄︑字は子雲が︑王葬の朝に仕え︑

の気から生じる化け物︒人面獣身で四足︑よく人を迷わせると

唐宋八大家のひとり︒詩は宋代第一の定評がある︒耀魅１山林

天禄閣において書を校したとき︑王奔の獄更の近づくのを見︑

自分も亦罪せられんことを恐れ︑閣下に身を投じて瀕死の重傷
伝わり︑呉公がこれを誼に伝えた︒少にして穎悟︒年二十︑文

る︒鬼神は常に富貴の家をうかがい視るの意︒鬼神は盈てるも

いう︒高明鬼倣室Ｉ︹揚雄︑解瑚︺に商明之家︑鬼闘其室とあ

か蛍一

を負った故事︒買生Ⅱ漢の買誼︒洛陽の人︒李斯の学が呉公に
帝召して博士とした︒一歳中に太中大夫に至り︑正朔を改め︑

造物は手を拍って笑い︑おまえはどうしてよく考えなお

︾勾〆０

のを害して謙するものに福するからだという︒脈も閑もうかが

となった︒のち︑梁の懐王の太博となった・卒年三十三・年少に

礼楽を興さんことを請い︑大臣に忌まれ︑出でて長沙王の太博

さないのか︒すべて︑物は過度を忌むが︑この理がおまえ

詑唇や争晶ダ

三年︑たまたま鵬という烏が飛んで寅誼の舎に入り︑坐隅にと

して秀才なる以て賢生と称した︒逢鳥怪１頁誼︑長沙に往いて
どまった︒これは長沙の地が卑湿で長寿のできない意を寓した

（14）

ほしいまま

にはまだわからない︒顔回は年少にして聖人となるのを伯

吾己掌此権吾すでに此の権を掌にす

飽媛窓名位飽媛して名位を窓にす

子雲は罪せられんことを恐れて閣下に身を投じて瀕死の重

陵が旬奴にくだったのを弁護して宮刑に処せられた︒漢の

できる︒魯の左丘明は盲目となり︑前漢の司馬遷は友人李

他の才俊の徒についても︑ありありとその点をしることが

使子力不黙子力をして匙ならざらしむ

是以降眼疾是を以て眼疾を降し

吾終喪我秘吾終に我が秘を喪う

窮子学所到窮子の学んで到るところ

此是大調剤此れぞこれ大調剤

︸畠

れ︑孔明も適齢に達せずして王者となるのを催れた︒その

傷を負い︑漢の賀誼は長沙の地で鵠という烏に逢って長寿

仙欲病速癒なお病の速やかに徳ゆるを欲せぱ

ろくろＪ︑

ぐだ

お

つい

ま︒独立心のないさま︒混々Ｉ水がわきでるさま︒にごるさま︒

辞典にもないが︑ほこさきの意︒碓々１人につき従っているさ

辛氏のときに生まれたという小児の名に本づく︒鋒鋭Ⅱ大漢和

官位︒調剤Ｉ調合︒調味︵剤は斉︶︒窮子Ｉ貧乏神のこと︒高

ゅうぶんに食べ︑暖かく着て︑不自由なく暮す︒名位Ｉ名声と

八字解Ｖ病噛Ｉ病気︒庸徒Ｉ凡庸の人間︒飽媛Ｉ飽食暖衣︒じ

難甘心昏腎昏智に甘心し難からん

こんえい

借使Ⅱ寛盲かりに目をして党に盲せしめば

吾難守汝戒吾汝が戒を守り難し

一笑謝造物一笑して造物に謝す

庶幾或可治庶幾せん或は治すべきかを

悠々以終年依労以て年を終えなぱ

こんこん

うしな

のできない旨を知らされた︒後漢の禰衡はその性剛倣のた

無如折鋒鋭鋒鋭を折るに如くはなし

つい

め人に納れられず︑ついには殺されるハメになった︒認の

或は興す飢と寒

ほしいまま

玩籍も終りをまっとうせず︑唐の王勃は父を見舞うため南
海を渡り︑水に墜ちて死んだ︒唐の柳子厚は王叔文の事件

碓為学衆人除夜衆人に学び
混々従時世混を時世に従う

に連座して不遇の身となり︑唐の李太白は酔って月を捉え
ようとして水中に入って死んだ︒そして宋の蘇東波は山林
の気から生じる化け物の焔魅をふせいだが︑そのように鬼
神は常に富貴の家をうかがい視るもので︑古来︑富貴の者
はたたりをまぬかれないのである︒

しからずんぱ則ち病態を下す

６

或興飢与寒

才ある者には福を倍み

びょうはい

否則下病愈

才なき者には利を与う

おし

有才者悟福
無才者与利

庸徒を妄する所以にして

ぽう

所以妄庸徒

︑ノ

／ｆ●︑

１Ｌ

賃﹄

甘心Ｉ気もちを善くする︒昏智Ｉ昏はくらいこと︒智は目がか

段に見られた左丘︑馬遷︑子雲︑賀生︑禰衡︑玩籍︑王勃︑

作であるなら︑その早熟ぶりに瞳目せざるを得ない︒第五

︵特別会員東大教授︶

一首は驚くべき泊翁の早熟と博識をわたくしに印象づけた︒

手玉に取っているのだから︑まことに恐れ入った︒眼病詩

しが四苦八苦してようやく解する故事を︑二十歳の泊翁は

もわれる記事に接することができた︒そのように︑わたく

発見し︑山口察常氏による解説の中で右の故事に当るとお

成の経子史部第十八巻に﹃賀誼新書﹄がはいっているのを

は出ていかった︒ところが︑たまたま手にした国訳漢文大

しかし︑その大漢和辞典にも︑﹁賀生逢烏怪﹂という故事

助によって辛うじてこれを解することができたからである

たくしには驚異であった︒その大部分を大漢和辞典などの

子厚︑太白︑老坂などの故事についての知識だけでも︑わ

すむ︒また︑目がかすむ病気︒

或は飢や寒さをおこし︑そうでなければ病気にしてしま
う︒才ある者には福を出しおし承︑才のない者には利益を
与える︒そのために凡庸の者はでたらめになり︑飽食媛衣
して名声と官位をほしいままにするという結果なる︒自分
︵造物主︶はすでにこの権を掌にしている︒それが大きな調
ろが自分は結局︑自分の秘法をなくしたので︑やむを得ず汝

合にほかならず︑貧乏神の学んで到るところである︒とこ
に眼病を与え︑汝の力をじゅうぶんに出しきれないように
した︒それでも︑病を早くなおしたいと思うなら︑ほこさ
きを折るにまさる方法はない︒すなわち︑多くの人のいう
ままになり︑時代の移り変りにそのまま順応するのである︒

そして︑こせこせしないで生涯を終わるなら︑或は眼疾が
︵五頁よりつづく︶

らわれとも思わぬ︒何とかして政治だけでも先づ第一に安

なおるかも知れない︒そう造物主が忠告したのに対してわ

定しなくてはならぬ︒そしてアジアの安定も一日も早く確

場において︑其の環境を直視して姿勢の正常化をはからな

たしは一笑してお礼を言い︑わたしはあなたの戒は守りか

くてはならぬと思うのである︒私としては株主の忠告をか

保しなくてはならぬ︒それには国民はそのおかれた立場立

正直なところ︑わたくしは最後の段落に及んで︑解釈に

ねる︒しかし︑かりにわたしが盲目になってしまったら︑

苦しんだ︒ことに︑﹁吾巳掌此権／此是大調剤﹂などにつ

り大局に立ち利我に堕しないよう最善を期したいと思うの

みしめ︑又今迄の所信も反省して見て︑其の地位にある限

暗黒の世界に我慢ができないであろう︒

いては自信がない︒シドロモドロの訳で一応つじつまを合

である︒︵四六︑一二︑一九︶︵本会監事︑明治製糖社長︶

わせておいたが︑識者の批正をお願いしたい︒それにして
も︑初めに推定したとおり︑この詩が泊翁二十歳のときの
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松山好徳翁

一行は彼の地に上陸以来各地で予想外の大歓迎をうけ︑大

にも異様に感じられた事は想像に難くない︒しかし︑使節

統仙の謁見︑批准書の交換等︑正式の行事の外に︑幾多の

は︑国会議事堂を見学し︑博物館︑図普館︑病院︑天文台︑

顕官名士と会見し︑その間に生れて始めて汽車にのり︑或

に︑大いなる貢献をした事はいう迄もない︒要するに︑こ

加藤刀水

の造米使節は︑幕末日本の大英断であり︑この機に使節一

俗に接して得たる知識︑それがやがてのわが国の文化建設
日米修交条約批准交換のため︑日本国使節として正使に︑

行が彼の地で収得した︑新しい幾多の知見こそやがてわが

触れるものすべてが︑驚異のものばかりであり︑何もが珍

その旧恩を謝し無珊を慰めたという逸話も残っている︒現

其の中の旧門弟の幾人かが︑生家に閑居中の翁を訪ねて︑

、4Jノ

造船所等の実地参観など︑直接に彼の地の文化︑人情︑風

時の外国奉行新見豊前守正典︑副使として時の神奈川奉行

今舷に特筆すべき事は︑この一大壮挙に本県人︑殊に我

村皿淡路守範正等一行七十七名が︑米艦ホーハタン号にの

が市原市出身の松山翁の︑名の加わっている事である︒翁

思う︒

の黒船渡来によって忽ち醒され︑当時わが国は急迫した世

十余年前の事である︒江戸幕府の長い鎖国の夢も︑下田沖

は市内︑馬立の名家牧野源兵衛宜秋の二男で︑享和二年

国近代化の大韮雌となったというもあえて過言ではないと

界情勢に直面し︑全く寝耳に水の状態で︑即座に開国を余

︵一八○二︶の生れである︒若い頃から剣道を噌承︑後に

って︑遥々大洋をこえて︑米国の首都ワシントンへ派辿さ

儀なくされたわけであった︒こうした緊迫した情勢を打開

江戸へ出て幕府の旗本松山家の養子となり︑道場を開いて

れたのは︑万延元年︵一八六○︶一月十八日で︑今から百

進国である︑アメリカ文化に接したわけで︑彼の国の言語︑

すべく重任をおびて渡米した使節一行は︑生れて始めて先

奇なものばかりであったに違いない︒又一方︑この使節を

家﹄といわれる家で代々名主を勤めた家柄であり︑その娘の

在︑馬立には牧野の姓は多いが︑翁の生家はその中の﹃本

が︑真里谷︵君津郡富来田町︶の真如寺へ立篭った時に︑

剣道を教え︑相当数の門弟が居たらしく︑維新の際に義軍

迎えた︑アメリカ側としても︑未知の国の珍客を迎えたわ

風俗︑国情等すべてが始めてであり︑眼に映るもの︑耳に

けで︑祥にチョン篭︑帯刀という出装は︑彼等文明人の眼

rlワ､

仲という人は同村根本の白鳥家へ嫁いたが可なりの薙刀の

いる程である︒

大名へ就職の斡旋する便宜を計ったという記事が残されて

内容によって考察すると︑翁は至って謹直であり︑且つ宏

ある牧野家から︑その造米日記が発見せられており︑その

桜田見付詰役となり︑その娘︑歌女は北条数馬に従って剣

戸へ出て松平安芸守︵広島城主浅野氏︶に仕え︑遂に江戸

人であり︑襲いかかる世の荒波を首尾よく切りぬけて︑江

の名主︑箕箸与惣右衛門の子息︑栄三郎もその成功者の一

尚︑これに纏わる出世美談の一つであるが︑市内︑金沢

名人であったといい︑つまり親娘二代揃って武道の達人で

量であったらしく︑渡米の際船中で︑同行の某氏が幾度か

あった訳である︒精しい事は分っていないが︑最近生家で

翁に軽挙粗暴な振舞を演ずるが︑いつも隠忍かつ沈着に事

城西の丸の指南掛になったと同家の古文書は伝えている︒

道を学び後に安芸守の推薦により十九才の若さにて︑江戸

以上の事から推測するに︑恐らく翁も少年の頃から夙に

を処理しているあたり流石武道の達人らしく面目躍如たる
れを受けて︑周到にこれを取り捌いており︑常に使命の重

ものがある︒尚︑度重なる上役からの命令伝達も慎重にこ
大性を考えて︑同僚との親和協力を計りつつ行動した点な

と念願していた事と思われる︒果せる哉︑思う念力岩をも

戸へ出て立派な武士となり江戸八百八町を堂々潤歩しょう

徹すで日頃の願いが叶い︑江戸へ出て松山家に懇望せられ

青雲の志を抱いて刻苦勉励よく武道を修練し︑やがては江

思うに︑江戸時代の中期から末期にかけては︑一般の民

てその養子となり士分に加えられ︑剣道の道場を開いて多

ど︑その思慮の周密で典型的な武人であった事が窺われる︒
衆︑ことに青少年層の大半は当時の特権階級であった所の︑

くの門弟を養い益々研鐙をつんでいる中に︑村垣淡路守の

眼に止まり選ばれて我が国最初の遣米使節の随員となって

は一衣帯水の位置にあった︒わが上総地方︵千葉県内︶の

その大任を果し一躍青史に輝かしい二貝を残した訳で︑我

武士となる事を一生の憧れとしていたらしく︑特に江戸と
青少年は︑こうした事情から競って先ず︑武士達の︑生活

弦に我々は︑毅然たる決意を以て挙国一致この難局を打開

る︒在りし日の翁の愛国の至情と︑国士的風格とを想起し

今や我が国は︑内に外に誠に多事多難の秋に際会してい

々も同郷人として聯か肩身の広い感をもつ訳である︒

舞台である天下のお膝元たる江戸へ集った︒そのため︑
﹃江戸を知らぬ者は男でない﹄と迄言われるに至った︒物

ムが特設せられていて︑江戸へ憧れて地方から︵特に上総

という内藤氏の邸内には︑﹃上総部屋﹄と称する青年ホー

すべきではないかと思うのである︒︵千葉県会員︶

の本によると︑江戸の新宿︵今の新宿御苑の地︶にあった

地方︶集まって来る︑武家奉公を志望する青少年達を︑諸
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二一二口凹

阜三二−

与市

二︑三一ハ五︑︑五一︿一︿

〃わ

︷︿五・七

三つ員︺

三こプ

︒﹂ご︑

一口七

ノ・プ

一二︿︑七七一

一一︑五五一︑一︿四

一︿一︿三︑一一陶四

一︑七二一︑一三一二

二・つ

四五︑

ｏ五三

一三︑︒一︿一︿一へ

一︿一︿四

三四四︑．二七一︿

三四・三

二︑一︿四一︑一七二

一︿●一垂

匡・一一

フニ↓

一︿一二︑宮一三

一二一一◇四

上・一ユ

ー三

一二一・五

五全く五幸ヲ円一一︿五．

同幅年度︵補正後︶

一︿一︿由一︿

型

昭和輔年度︵当初︶

Ｊ

金額一椛成比

金額

五七一二︑こく︷︿

四一ハ︑︷︿九四

一︿一ユー︽︑三一︿二

二︑九四︿︑一︿四一一

七四︑赤く四

二Ｅ一へ七一︑四七九

↑︺︿︵︑一︿一一︵

二︑つ一︿一へ一基︿

二︑△一三︑八二︿

五︑八七︿︑八七九

百万円

描成比

小

ｉｉＩ

法人税
相続税

所得峠税
洲泉分
申告分

直接税

区分

長期税 制答申と所得税の方向を語る

一︑はしが︑き
昭和四十六年十月五︑六日は大阪で十二︑十三︑十四日は東京で

日本租税研究協会︵会提金子佐一郎︑副会長松隈秀雄︑西野嘉一
ども時局柄有意義な会合であった︒私は特出席で今後の日本税制の

郎︶の第二十三Ｍ年次大会があった︒報告内容の詳細は避けるけれ
方向は直接税︑間接税の比率関係から附加価値税が合法的な増税財
源として考えられるのではないか︒競輪競馬など賭博性のあるもの

間接税等
砂糖消費税

酒税

押発油税

一三︑八二︿

四・一二

つ・つ

︑ノ

︵﹂白一

一七︑一四︿

つ・二

一︿四

四今五

つ・つ

︵︶■一一

︵︶︒一

Ｃ・一
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I

石油ガス税

一︿七三

一一一︿一一︑二一二︵︶

ロ

三

五
ょ

●

一ヒヨ

‐

に新税財源は求められるでしょう︒

二︑長期税制のあり方についての答申と所得税
この度の答申は世間では抽象的でありすぎるのでわかり悪いとい
らざるを得まい︒この中で所得税の歳入而で占める地位を数で示せ

ーヒコ

五

︵一口二

究

つ

つ・一

ロヨ

一︿︑一・九三

一空

一七︑︿七一︿

、

､

アュマ

池

三

／に

三

ろ
う"ざ

ピコ
王丘
ﾉ
ｰ
ﾐ
宅

プマ

うのが一般的批判である︒数字を加えなければ必然的に抽象的とな
ばつぎの通り︒

税価引う品
行蕊プ

フ凸ぐ

フこぐ

己

税

税取税類税

一 一 一

'
'
1

通引有取税1､物

自動車重量

入場税
とん税

税

関税
五︑一︿七八

三九九︑一︿四一︿

一一己︑一︿五

一三︑八四一

つ・一

四・五

つ・三

つ・二

二塞二︑五一︿四

一一一口一一一

二・九

印紙収入
一一九つ︑四五八

日本銀行券
発行税

専売納付金

一

一●一一

つ

一二一︑八つ五

つ・一

一三Ｅ八二︿

地方道路税

一つ︑つ一︿一．

つ︒一

税︵譲与分︶
七１つ九七

石油ガス税
自動車重量

一つ一︿︑雪毛

一ｓと

一■一一

原重油関税

特別とん税

︿︑八二七︑五一一二

アスツスカ本

︵備考︶昭和四十四年度分だけ掲記︑邦貨換算は各年末現在のＩ

つ︒二

低限は国民の生活費との関連において︑所得再配分機能や︑税務執

一二●一ユ

二・九

限のあり方は国民の蓄積水準の動向︑納税人員の推移などを十分考

たしてもらわなければならない︒したがって今後における課税妓低

正化を図り︑家族の規模に応じて負担を調整するなどの機能をも果

いう限界を画しなければならない︒中小所得階層の所得税負担の適

ＦＭ︵国際通貨基金機猫︶平貨による︒長期答申によれば︑課税最

一四︑一八北

・・一

五・つ

一三つ︑︷︿写ハ

ーＧ一一

四︑九二一

三一︿七︑七一︿︿

行上の観点から︑どの程度の所得階層から所得の負担を求めるかと

ーモ三︑つく七

つ・一一

所得税の累進構造は︑控除と税率の組桑合わせによって決定され

一三︑一︿一︿七

一●一

つ︒一

︿九︑︿四︿

一へ一九つ

加えてゆく必要がある︒

えながら︑所得水準︑生活水準︑物価水準の上昇と見合って調整を

八五︑一一室一一

る︒税率の累進度合が小さ過ぎる場合には所得税の所得再配分機能

は著しく弱められ︑また強く働き過ぎるときは国民の勤労意欲や︑

一ｓと
七︑七つ七二︿空一一

事業意欲を阻害するので︑所得税の税率は︑国民の所得水準や所得

階層分布に見合った累進性が必要となる︒したがって所得水準の上

させるため見直さなければならない︒税率構造を見直すに当っては︑

昇に伴い所得階層分布が変化する場合には︑税率構造をこれに適合

課税単位の変更が必要となる︒課税単位の変更は必然的に控除︑税

七四一︑一︿一一ハ

五四三︑四五一︿

ー︑一一天三三一二つ

四くつ︑一ハーニ

円

こつ五︑九九︿

二三四︑︿︿四

二六︑元一くつ

四一五︑つくつ

型一︑つ一︿三

円

国の現行制度は所得稼得者単位の課税を基本的立前とし資産所得の

合算課税があり︑それより広い世帯合算課税の考え方がある︒わが

同じくする単位ごとに課税する考え方である︒後者には夫婦所得の

大別して所得を稼得する個人ごとに担税力を測る考えと消費生活を

率の根本的改正が内包されている︒所得税の課税単位については︑

七つ七︑一八一︿

一一つ︑二三

位方式との利害得失など早急に結論は得られないけれども︑課税単

合算制度が採川されている︒いづれは現行課税方式と各種の消我単
四五四︑七三九
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今ロユ可

所得税は︑各種の租税のなかでも︑国民の負担能力に適応した租
税であって︑歳入面ではその三分の一を占めており国民所得の再配
分に効果的に寄与する点では税体系の中心的地位にある︒

リンイリリ

名一一人当り国民所得一一人当り負担額

わが国の所得税負担の現状は国際比較するとつぎの通り

国

激な変動と相呼応して考慮されなければならない︒

位の変更は︑税率︑諸控除制度の各般にわたって社会生活背景の急

三︑むすび

溺れてドルショックと騒々しい︒日本人よ︑脚下照願しつつ︑長期

税制のあり方中に占める所得税の方向もこのショックの影響で質的

ある︒

変災も余儀あるまい︒日本的税制のあり方再吟味を期待するもので

た︒︵一言にして尽せぱ︑戦争をなくして繁栄を実現するため三つ

あったものが昭和四十七年一月からは七一︑二○○円となるので︑

八○万円の夫婦で子供二人の給与所得者の所得税八二︑一○○円で

懇談会の講師大蔵省高木主税局長が配布した資料によれば︑年収一

去る一月二十六日日本租税研究協会の肝入りでおこなわれた会員

追記︵昭和四十七年二月四日︶

の面の施策が必要である︒一は仕亦を創出して二百万人の失業者は

八月十五日ニクソン米大統領の浪説は︑世界経済に大反響を与え

就業させる︒生湘曲の上昇を喰い止めて︑景気浮揚のための投盗税

は昭和四十六年分五○︑九九○円であったのが同四十七年分四六︑

一六○円となるので減税額は四︑八三○円となる︒したがって減税

昭和四十六年当初と較べれば一○︑九○○円の減税となる︒住民税

年自動車を購入する約八百万人の消我者に自動車消我税廃止の恩恵

では税法は難解なものと思いこんでいるし︑立法者も亦そう思いこ

削合では所得税で一三・二七％︑住民税で九・四七％となる︒仙間

控除一○％復活︑ｎ動車消謝税七％廃止︑個人所得税の減税を一九

に淵させるよう経済操作することで売上品十万台増加することに二

』

、

七三年実施予定を繰り上げて︑七二年一月から実施する︒そして今

万五千人の失業者に雇川の機会が与えられる︒二はインフレ対雛と

ませて行政しておるのが突惰である︒

自申告自納制度を守ってゆくためには︑常識人であれば誰でも申

して︑上昇の一途を辿る物価と生産費の悪術環を断ちきるために一
時的措置で賃銀物価を凍結する︒三は過去七年間毎年のように国際

には尚更その感を深くする︒現行の諸税法の基本をわい曲しておる

告できる簡素な税法に改めなければならない︒特に個人申告の場合

のが和税特別措世法である︒敗戦から立ちｌがるための日本経済復

通貨危機があった︒この危機で利得したのは国際的な金融投機屋た
時的にドルと金ならびに他の外貨の交換を停止する︒ドル切り下げ

る︒外貨がたまりすぎて円の切り上げが諸外国から要請されるほど

活のための税制上のいろいろな恩典が恒久化しすぎたのが現在であ

ちである︒アメリカ経済は世界殿強である︒国際通貨安定のため一

よって新通貨体制の設置に必要な改革を要請するがドル価値一オン

という怪物は眠らせよう︒ＩＭＦならびに貿易相手国の全而協力に

の難解さを解明する努力を︑もし外国語の習得に力点をおく方が︑

に発展した日本経済︑日本民族の国際性が要求される現惰では税法

︵都会員公認会計士︶

ス三十五弗は維持する︒精神を鼓舞し︑視野を広げ︑人類の進歩に

よほど国家に稗益するのではあるまいか︒

多大の貢献をする偉大な︑よき国をつくるため︑われわれができ得
精報化時代は︑居ながらにして世界の大勢がわかる︒情報過剰に

る限り未来の世界を形造る確信を秤ぴ強めよう︒：⁝・云々・

【ワ1

！

千葉県こどもの国は︑千葉県市原市の山
倉ダムの中の島を中心につくられ︑その広
はまだ人家は少なく︑特に中の島は広い水

さは十五万ヘクタール迄及んでいるｃ付近
面に囲まれ︑静かな環境を保っている︒開
同妃両殿下ご臨席の下に行なわれ︑十一月

園したのが昭和四十六年五月四日︑常陸宮

とにおとなのほうがちょっと多い︒

末までの入園者は約二十五万人︑意外なこ
﹁広い芝生や遊び場のなかでのびのびと
遊びまわって︑強い体とやさしい心をもつ︑

んな願いから生まれたのが千葉県こどもの
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たく童しいこどもになって臆しい・ｌそ
国である﹂と入口の全体模型のボタンを押
すと説明がアナウンスされるが設計者の基
即ちこどもの国では︑

本的な考え方を今少し細かに述べて糸たい︒

参加するもの︒

一こどもの国では︑遊びはつくらるもの︑

が優先する︒こどもが秩序をつくる︒

二こどもの国では︑こどもの自発的な秩序
三こどもの国では︑人間に敵対する危険は
な冒険は︑むしろ大切にする︒

排除するが︑こどもを逼しく育てるよう
四こどもの国では︑こどもは自由で︑自発
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チビッ子倦の天国
一千葉県子どもの国一

1
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I

白 鳥 謹 爾

ない︒それは︑遊びが本来︑本当の意味

六こどもの国では︑遊びを殊更に教育化し

空間にふさわしい機能と価値を生みださ

い︒こどもの発想や︑行動は︑ものに︑

五こどもの国では︑大人の常識は通用しな

的な︑生き生きした人間でありたい︒

いる︒岩山の頂上からは滑り台で一気に滑

ので︑男の子が四つんばいになって登って

鋸山にあたるわけだ︒ロープウェーがない

る︒中の島を房総半島に象たてるとこれは

いる︒プールのむこうに小さな岩山が見え

も釣堀となり︑豆天狗大天狗でにぎわって

忘れることができない︒今ではこのプール

施設のこどもにとてもよろこばれたことを

した︒特にジャブジャブ池は肢体不自由な

頭になってこれら遊具を次食と渡り︑こど

きいきとして多様である︒中には父親が先

ている︒又思いきり自由にのびのびと書け

床︑ネットのブリッジなども組み合わされ

るジャングルジムやネットの山︑ネットの

の山︑ブリッジなどが連続し︑ロープによ

木材による高低のあるヤグラや床や︑丸太

なしかけを連続的に陥憧してある︒素地の

なこどもにとっては相当に抵抗があると見

もが負けじと渡っている姿も見える︒小さ

これらに対するこどもの動きは︑誠にい

ヅポンは︑みんなよごれているのも︑これ

せる︒

の教育につながっているからである︒

降できるのも楽しい︒帰路を急ぐこどもの

るらくがきの壁もある︒

に開放され︑遊びのために存在する︒す

七こどもの国では︑すべてが︑遊びのため
べては遊びの素材となる︒

を滑り下りたからであろう︒ここに遊びに

い︒ほんとうにこどもは遊びの天才という

っている︒じっと観察しているとおもしろ

られる施設があり︑突破のよろこびを味わ

これを要約するならば︑﹁敷地の自然的

左となりは口ｌラースケート場︒スイス

くるにはいいものは無用︒

イとうまくすべれる者もあるが︑ヘっびり

条件を生かしあそびを創るあそび場をつく
えよう︒では実状について述べて象よう︒

れており︑おそらく︑今回の計画でもっと

りたい﹂ということが基本的な考え方とい

場だがここが一番人気があるようだ︒何だ

も成功した空間といえる︒

りきわめて多様な生き生きした使い方がさ
かゴチャゴチャといろんな物が集まってい

センターといういかめしいところで中にい

が︑今この遊具はこどもたちにより期待通

る︒一口に言って木とロープによる遊具の

ろいろなものが展示されているが︑こども

ロと回っている︒右となりはこどもの遊び

ールがある︒この夏はここにこどものカッ

広場である︒普通遊び場といえば︑ブラン

たちは︑さっと通りすぎるようだ︒こども

腰が多い︒楽しそうな輪がクルクルョロョ

パ天国が出現した︒二十五メートルの正式

コと滑り台と砂場といった︒︿ターンが依然

入口に近いところにある児童館︵ピアノ

のプールの他に︑渚のような部分をもつ︑

として多いがここではそういった既製の遊

つきのホールや展示室︑映写室がある︶の

ジャブジャブ池があり︑飛び島が組み合わ

たちの足をひき止めるためには︑今後内容

屋上から眺めると︑正面まん中あたりにプ

された空間にこどもたちがズボンやスカー

具をほとんど採用せず︑木とロープにょっ
●●●●Ｇ●●●●●
て︑こどもが遊びを発見し︑創造するよう

の充実に意を向けなければならないだろう︒

遊び場の右となりの白い遮物は産業観光

トをたくしあげたり︑パンツ一枚になって
大声をあげて参加し︑楽しい空間を創り出

（23）

鋸山のふもとあたりから白いしゃれた橋

丘を下り遊歩道を横切ると岬︑白い灯台

ゅうたんが︑又あたたかい毛布のような芝

半分は芝生だ︒作る時のアンケートに応え

が立っているが︑これが洲崎灯台で︑ここか

っている︒

断橋で一二○メートル程ある︒未来の夢が

らは広々としたダムが一望におさめられる︒

集会場に至るゆるやかな傾斜のところでは︑

生がゑんなを迎えてくれる︒松林から野外

ビッコは一人もいない︒皆遊びの広場に行

ここでは早左と実現してしまっている︒橋

冬ともなれば︑無数のかもが︑湖上つばさ

が対岸に伸びている︒これが即ち東京湾横

の下には大きな魚群がゆうゆうと泳いでい

を休めている姿が見られる︒又ここから吹

があり︑四季折々の花が来園者の目を楽し

バレーコートから少し行くと︑花の迷路

ローンスキーも出来そうだ︒

いう立札は一本もなく︑季節により緑のじ

る︒︵釣りはⅢ来ない︒他の場所で︶神奈

き上げる風は凧を上げるのに絶好の場所で

て作ったもので︑﹁芝生に入るな﹂などと

八百メートルの完全舗装コースをゴーカー

川県側にあるのはこども自動車﹁−−ス︒千

ある︒開園以来︑こどもの国自作の凧を︑

っちは犬吠崎灯台︒こっちの半島にも緑は

無料貸出ししているが︑利用者の多いのに

多いが︑何となく学問的なふん囲気がある︒

っているが︑小さな岬になっているあたり

驚く︒晴れた青い空に︑糸を引いて絵凧︑

見れば高床式の高倉や︑堅穴住居の集落︒

トが疾走している︒コースはダム沿いに走
には︑キジ︑ウサギが住んでいて時には︑

に躍動しているといえよう︒

字凧が乱舞し︑こどもの国は︑正に立体的

ませてくれる︒その向ふに灯台がある︒こ

ともある︒又この附近は野草にめぐまれ︑

けげんそうな顔をしてこちらを見ているこ
秋には七草が咲きみだれてこれを観賞しな

りは山倉貝塚で︑風化して白くなりはてた

名づけて古代村だ︒この古代村のあるあた

この雑草地帯はひばりの棲家で春から夏に

地区のため︑雑草が繁るにまかせてある︒

緑の広場にはサッカー場もあって︑未来

で︑黄色い声の応援がひっきりなしに続く︒

の釜本選手や杉山選手がファイト満々球を

少し離れてバレーボールコートもある︒こ

かなでる︒ひばりのみでなく︑ほうじろ︑

かけては︑高い空から歓迎の音楽を盛んに

がら徐行する気持は誠に爽快である︒ゴー

ローラースケート場の左にお母さんの胸

こでママさんバレーボール大会も開かれた︒

に細文式土器の破片が混じっている︒保存

のような︑ステキな丘がいくつかある︒春

あそこに三人︑ここに五人と︑お母さんの

こじゅけい︑うぐいすの声もきかれる楽園

おびただしい貝層が露出しており︑その中

から夏にかけては緑の芝生にすっぽりとお

で︑都会から来られた方に︑園内放送も最

ども会単位に︑よく運動会が開催される処

おわれたかくれんぽの丘だ︒〃もういいか

輪がハスの葉のように芝生に浮かんでいる︒

小限度にしてほしいと望まれる位だ︒尚古

奪い合っている︒ここでは又町会単位︑こ

い？まあだだよ〃という声が聞えてくる

どんな話をしているのだろう︒ご主人のご

代住居の裏には古風なろと井戸がある︒昔

カートは教習を受ければ︑一人で乗れるけ

だろうと耳をすますのは甘い︑甘い︒さに

したところ芝生がほんとうに多い︒敷地の

自慢？それとも誰かのおうわさ？見渡

れどもそうでないと助手席︒

を広げて何かモグモグやっているだけ︒チ

あらず︒お母さんたちがビニールの風呂敷

（24）

化館で︑出土品や︑民芸品が陳列されてあ

キューも出来る︒手前の白い建物は伝統文

というもの︒ここでは昔をしのんでバー曇へ

の人が鹿や猪を採ってここで焼いて食べた

その一つ︑夏にはもっと緑蔭がほしい︒又

でよろこんでばかりいられない点がある︒

所にふさわしいものといえる︒だが手放し

由に︑そしてくふうしながら遊びまわる場

わけだが建設の主旨の通り︑こども達が自

雌物がほしい︒とは来園者からの言葉だ︒

るが︑産観センターと同じく今後の充実を
ここから児童館に来ると園内を一周した

それからもう一つは︑入口まで定期バスが

雨の時に待避出来る体育館のような大きな

ことになる︒今外周道路は万博仕込みの電

など早急に解決せねばならない点と思う︒

一乗り入れられるようにとのことだ︒この点

望むものの一つ・

く舗装してサイクリングコースとなる予定︒

来園早々州えることを心配しているようで

千葉県

東部支会秋季総会

十一月十四日︑新里保育園に秋季総会を

﹃如何にして家庭の峡けを︑より良くせん

開く︒会務報告後︑内山副会長を座長とし

には﹄を主題に︑座談に移る︒支会の長老

で︑元山倉村長の林四郎兵衛翁は︑明治大

正時代には︑教育勅語を訓育の根本とした

露された︒

よき峡けのⅢ願還元を望むと既爪な説を吐

午後講淡会に移り︑石橋支会長の教育勅

して特に御来臨された︑野口会長の︑修身

語捧読︑本会要価の捉読︑続いて病後を押

じ ノ

気自動車が走って人気を呼んでいるが︑近
もう既に五十台の自転車が用意されている

ところで︑有料は入閲料︑ローラースケ

は︑楽しさも半減するだろう︒

そう遠くはあるまい︒サイクリングもよい

ート︑ゴーカート︑それと外周道路をめぐ

斉家を中心力説の御挨拶︑渡辺主事の﹃天

皇陛下のお人柄と西村茂樹先生﹄と題して︑

は︑小部会の集りに利用する事にして︑終

感銘の御誰演を拝聴した︒録音したテープ

了後椛屋にて小宴を張り︑歓迎懇親会を催

し散会した︒︵石橘報告︶

rワ月、

、

ので︑チビッ子がよろこんで乗り廻す日は
が︑昔をしのぶ竹馬コースは如何︒サイク

る電気自動車だけだから︑とにかく安上り

う︒なお見たところ︑こども達は︑女の．ハ

リングコースを外れて古代村に行くコース

ンティもまるで茶色︵といっても土の汚れ︶

がよいと思う︒竹馬の友︑きっとうけると
さて振り返ると橋︒名づけて山倉橋︒そ

だし︑男の子に至ってはメチャクチャに近

るがおくんとうは持参されたのがよいと思

の向こうに林が広がり︑ダムは奥深く入っ

い︒だから︑晴蒜で家を出るとしても︑こ

なのも魅力？又園内には食堂︑売店もあ

て両岸から楽しそうに釣りをしてている者

こでは蒜梼えさせて心おきなく汚させるほ

思う︒

もある︒こどもは安全なこどもの国に託し︑

うがいいのではないか︒それでこそ︑遊び

×

たして的中しているか？この両岸一帯が第

×

我一人静かに魚信を待つ天狗連と見るが果

︵千葉県会員子どもの国眠託︶

を創造するこどもの国の姿であろう︒

以上で﹁こどもの国﹂をざっと見渡した

二期工事でキャンプ村などが作られる予定︒

×

久留米の有馬頼元が︑父のあとをついで︑
藩の急進派といわれている柿崎左内が︑

いくらも︑たたない時のことである︒

老臣たちを殺し藩の旧い勢力を一掃しよう
られた︒

と企てている︑といううたがいで︑とらえ
左内は︑あくまで陰謀を否定したが︑頼
元が︵爺︶とよんでいる最も年かさの家老︑
雨森六右衛門などは︑
﹁かかる御家のテンプクをはかる陰謀は︑

拷問にかけても︑白状いたさせなければな

のやからは︑つけあがるのでござりまする︒

このさい断行して︑抜本塞源的な方策を講
じなければなりませぬ！﹂
﹁⁝⁝そうはいうものの︑武士に二言な

六右衛門は︑頼元のところへいって︑誇

﹁殿︑ｌやばり︑年の功が勝ちました

りげに︑

ぞ︒左内は︑拷問を恐れたのか︑あっさり

というと︑頼元は︑苦しそうに無口だっ

罪を認め︑刑に服しましたぞ︒﹂

た︒それからというもの︑頼元は一そう口

数少なくなり︑何事もたのしまない風情で

六右衛門は︑大へん気にしたが︑それを

あった︒

慰めようもなかった︒

○

半年ほど経った日︑頼元は六右衛門をよ

﹁⁝⁝小倉に九州無双といううぐいすが売

んで︑

﹁ｌ亀の甲より︑年の功という諺がご

く︑彼らは恥を知るもの︒﹂

ざいまする︒爺の申すことに︑お耳を傾け

﹁五十金とか申した︒﹂

﹁どれほどの値でございまする？﹂

などなかったが︑と思いながら︑

六右衛門は︑小鳥を好きになられたこと

いＯ﹂

られておるという︒それを買ってもらいた

て下さいませ︒﹂・
頼元は︑口をつぐんだ︒

○

のいうことを承認されたものと思い︑係り

頼元がだまったのを︑六右衛門は︑自分
に命じて︑左内を拷問にかけようとすると

りませぬｏ﹂

と︑頼元に進言した︒だが︑頼元は︑

それまで頑強にそのことを否定しつづけて

．⁝：しかし︑近頃ふさいでいなさる殿をお

六右衛門は︑オームがえしにいったが︑

﹁なに︑五十両でございまするか？﹂

と︑てんでとりあげようとしなかった︒

め︑切腹を命ぜられてしまった︒

いた左内は︑いともかんたんにその罪を認

﹁これまで武士に︑拷問の例をきかぬ︒﹂

﹁殿がそのようにおやさしいから︑不遅

六右衛門は不満そうに︑

（26）

慰めするには︑たとえ小鳥に五十金という
び出せ︒﹂

る絶好の機会にめぐまれたのだから：：：︒

亡友の忘れがたみまで︑主君のお目にとま

之丞は︑餌を持ってくるために︑九コのそ

ある日︑うぐいすの餌が切れたので︑文

○

うぐいすの声は︑ますます冴えた︒

﹁かしこまりましたｏ﹂

思いかえしながら︑さっそく小倉へ使いを
時をうつさず︑文之丞は呼び出された︒

○

法外の値段でも︑けっして高くはない︑と

出した︒

間もなく︑小倉から︑そのうぐいすが求
じたあとで︑

ばを離れて︑勝手の方へ行った︒

頼元は︑うぐいすの飼育係を文之丞に命

﹁ｌうぐいすは︑おどろくと聴き声に

カゴのそばにやってきた頼元は︑汀斎をか

よく肥っていながら︑俊敏そうにカゴの
中を動き廻わっているうぐいすを︑満足そ

さわるという︒声がおちたらば︑うぐいす

えりみて︑

められてきた︒

うに見ながら︑

には︑誰もうぐいすに近ずけるでないぞ︒﹂

の値打ちはなくなる︒余と︑その方のほか

茶坊主の汀斎を一人つれて︑うぐいすの

﹁ははつ︒﹂

と︑命じた︒ふたをあけると︑うぐいす

﹁このカゴのふたをあけよ︒﹂

は逃げるにきまっている︒頼元が︑どんな

にうぐいすを大事にしていたかを知ってい

﹁・・⁝︒？．﹂

た汀斎は︑瓶元の気をはかりかねて︑

﹁うぐいすは逃げまする！﹂

﹁ｌ早くふたをあげよ．﹂

それでも︑すぐには︑汀斎は︑行助にで

言わかってお為︒ｌ早く急げよ︒﹂

、 今 0 ノ

﹁いや︑見事なうぐいすじゃ︑六右ｏ﹂

﹁ははっ○﹂

﹁かたく申しつくるぞ︒﹂

﹁これには︑よほど心の利いた者を番させ

ねばならぬ．ｌ然るべき者︑誰そいぬ

﹁よく肝に銘じておかねばならぬぞ︒﹂

六右衛門も︑そばから︑

﹁承知いたしました︒﹂

行く行くは自分の娘小百合の砧にえらぱう

﹁はいＯ﹂

とっさに六右術門の胸にうかんだのは︑

か？﹂

かと考えている亡友森隆之のわすれがたみ

の甲斐あって︑うぐいすは次第に︑美しい

それから︑日毎︑夜毎の︑文之丞の丹精

﹁しかるべきものが一人おりまするが：：：﹂

文之丞だった︒

声で席いた︒

られなかった︒すると︑頼元は︑文之丞の

と︑さいそくした︒誘われるように︑し

﹁早く致せ︑早く！﹂

去った方に眼をやりながら︑

求めたことは︑成功であったとよろこんだ︒

六右術門も︑大金を出して︑うぐいすを

に行って︑たのしんだ︒

頼元は︑暇さえあると︑うぐいすのそば

﹁誰じゃ？﹂

せがれ

﹁森隆之のせがれ文之丞でございまする︒﹂

﹁ほう︑あの隆之に︑それほどの伴がいた

﹁御意にございまする︒﹂

主君もたのしんでいられるばかりでなく︑

のか？．﹂

﹁それはよい︒では︑さっそく文之丞を呼

roワ、

かもためらいながら︑汀斎は︑力嬬．のふた

おどろいたうぐいすは︑キョロキョロと︑

をあけた︒

カゴの中をあちこち動いていたが︑

頼元は︑ひややかな態度で︑

頼元は︑さきほどのことをくわしく申し述

たｃあわただしく汀斎がはいってくると︑

﹁それゆえ︑左内のときも︑余は︑棚問を

青くなったりした︒

．⁝：六右衛門は︑赤くなったり︑また︑

﹁真相は︑この汀斎の申したとおりじゃｏ﹂

汀斎が︑そのとおりを語ると︑頼元は︑

べよと云った︒

﹁：⁝・文之丞は︑ほしがっているという薩

摩の者にでも売ったのであろう？よく調
べてまいれ︒﹂

しおしおと六右衛門は立っていった︒し
ばらくしてかえってきて︑

﹁そのような覚えは︑全くないと申してお

と短く叫ぶと︑さっとカゴから出て︑か

ｌチ雲蟻！

りまする︒﹂

であったかもしれぬ︒さっそく文之丞をい

さしとめたのじゃ︒⁝⁝左内は︑貴い人柱

ちに見えなくなってしまった︒頼元は︑

一Ｉしからぱ︑鳩間にかけて隅うて蕊
六右衛門は︑紙のように青くなりながら︑

よ○﹂

すんだ春の大空へ飛び去り︑たちまちのう
﹁溜りに下って︑休息致せ︒ただし︑この
ことは︑かまえて口外致すでないぞ！﹂

及ばなかった︒もう︑いつでも︑安心して︑

六右術門は︑︵ｌ年の功も︑他の甲には

たわって︑これへつれてまいれ○﹂

先君のお傍にいける！︶と︑一そう涙をし

力なく去っていった︒そうして︑間もなく
﹁⁝⁝お言葉のとおりでございました︒拷

った︒︵作家︶

︵おわり︶

げくしながら︑文之丞のいる方へ急いでい

一戻ってきて︑平伏しながら︑

問にかけようと致しますると︑文之丞は︑
薩摩の者に売り渡した︑と申しまする︒﹂
﹁うむ﹂

﹁かかる者とも知らず︑大切な役にごスイ
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そうして︑二人は︑何くわぬ顔をして︑
カゴのそばから去って行った︒

○

しばらくすると︑青くなった六右衛門が︑
頼元の前へ伺侯した︒
﹁：．：・う︑うぐいすが逃げましてございま

セン申上げましたぢいが罪︑文之丞と同罪

する︒﹂

﹁なに︑逃げしとな？﹂

でござりまする︒﹂

子〃﹄

こ○

｜﹂のとき︑頼元は︑汀斎をよべ︑と命じ

○

六右術門の眼には︑白く光るものがあっ

﹁はい︒餌をとりに︑勝手の方へ行った留
守の問に︑逃げしよしにございまする︒﹂
信じられないという顔をして頼元は︑
﹁とは︑信じられぬ︒﹂

﹁文之丞が虚言を申したとは存ぜられませ
ぬｏ﹂

排
(
'
し

四季の鉢物︵十一︶

弘

シュロチクは年数がたつと草丈が三メー

たが︑近ごろはシュロチクがやや高価です︒

れるとき︑油粕の粉をそのまま鉢土の上に

すい液肥をやればよいのですが︑室内に入

ふいてやります︒肥料は月に一 二回︑う

②春から秋の手入れ戸外に出すのは

樋き肥しても効果があります︒

トル以上にも達し︑下葉は枯れ落ちて頂部
一・五メートルほどで︑篠立ち

にの象葉がつくようになります︒観賞には

晩紺の心配がなくなる五月はじめからです︒

高さが一
五

で︑一方に建物や植え込みなどのある場所

強い風に当たると葉先が破れて枯れますの

七本のものが手頃とされています︒カ

ンノンチクはシュロチクよりも草丈が低目

は戦前からもっとも愛培されたもので︑昭

飾にも適しています︒なかでもシュロチク

として玄関前の飾りや和洋いずれの室内装

ジャワが原産で︑ヤシ科に屈します︒鉢物

旬ころから室内に移し︑ガラス戸越しに日

いますので︑関東地方を標準にして十月下

いますが︑四

五度以下の低温や寒風は嫌

①冬の手入れ沖細などでは自生して

ので︑安全に冬越しできる長所があります︒

は︑日中の強い光線をさけて︑じょじょに

できますので︑戸外に出して一週間くらい

射光線にさらしますと︑葉やけして茨ばん

も︑日当たりのわるい室内から急に強い直

ましょう︒淡い緑で丈夫そうに見える葉で

ブロック︑厚い板などを敷き台にしておき

て葉裏を汚しますから︑鉢底にはレンガや

をえらんで置きます︒鉢底が地面に直接ふ

で︑葉の幅が広く︑短かいのが特徴です︒

和のはじめには︑﹁家庭的副業栽培﹂が全

な室内でない限り︑暖房の必要はありませ

光が当たるようにします︒夜間は凍るよう

また葉がよくこんで観賞しやすい形になり

国的に流行し︑サラリーマンは貯金よりも

から九月にかけては温度が向いうえに光線

光に馴らすようにします︒梅雨あけの七月

こむのと︑雨などのさいに泥がはねあがっ

断然有利だというので︑われもわれもと栽

ん︒水やりは三日に一回くらいでよく︑土

れていると底穴から根が伸びて地中に入り

培したそうです︒専門の生産者の少ない時

が力ラカラに乾かないようにして冬を越さ

はさらに強くなりますので︑葉やけを防ぐ

ます︒しかし︑一般家庭の栽培ではシュロ

代でしたから︑副業の利益が月給の三倍く

せます︒温室では冬でも充分な水をやりま

て日よけを作ります︒また︑チラチラと日

ために︑上部にヨシズや寒冷紗などをかけ

チクのほうが寒さに耐える性質があります

らいになったので︑ある小学校の先生は職

すが︑一般家庭ではやや乾きめのほうが安

をかけて洗い流したり︑戦かい雑巾などで

暖かい日に戸外に出して︑強い霧状の葉水

生育のさかんな商温期は︑つねに鉢土が通

が当たるような木蔭に置くこともあります︒

カンレイシヤ

を辞めて専業に転じ︑小金持ちになったと
戦後十数年の間は︑カンノンチクのほう

いうお話しがあります︒

全です︒葉が室内のホコリで汚れるので︑

この両極はともに中国南部からスマトラ︑

カンノンチク︵観音竹︶

シュロチク︵椋椙竹︶

部

が稀少価値があり︑商価に取引きされまし
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渡

湿っているほど生育がよいので︑朝夕の水

二回タップリと鉢に水をやり︑また空気が

当に湿っているのを好ゑますから︑朝夕の

をさせないようにしてください︒

いには月に一︑二回くらいがよく︑肥切れ

一○日に一回︑油粕などの置き肥のぱあ

がわるいものです︒肥料は液肥のぱあい七

ながら細い棒でつつきさらに鉢の横はらを

い土が根の間に入りにくいので︑土を入れ

分けた株は根がから象合っていて︑新し

中の強い光で葉の温度が高くなっていると

三枚ひらきましたら︑親株から切りはなし

例株分け子株が伸びてきて葉が二

通の竹を植えるときのように︑土を入れな

軽くたたき振動させて土を鎮圧します︒普

は鉄で切り分けてください︒

やりのついでに霧状の葉水を与えます︒日
きに冷たい葉水をかけると︑葉やけをおこ

がら水を注ぐ︵水ぎめ︶方法も簡単で︑じ

株分けしたものは︑強い光や風で恢復が

ょうずに植えることができます︒

て別の鉢に植えつけ︑親株のほうも新しい

おくれますから︑安全な場所に移し︑毎日

梅雨期や秋の長雨のときに水やりを控え

すことがあります︒

三

です︒株分けには新しい子株だけを分ける

六月が最適

方法と︑鉢いっぱいになった大株を二

鉢に植えかえます︒時期は五

には原則として一日に一回︑午前中の水や

で医者から他出を止められ︑注射と内服薬

去る九月から毛細管の軽症で左足が傷ん

大沢春一

会員だより

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

葉水を中心にして乾きを防ぎます︒

ることは当然ですが︑春と秋の涼しい時期

新しい子株だけを分けるには︑あらかじ

等分に分ける方法とがあります︒

側土と肥料植えかえは二 三年に一

りを行ないます︒

め株元から伸びた新しい芽と︑親株との間
を︑一五日ほどまえに鉄で切っておきます︒

回でよろしく︑その時期は株分けをかねる
五二ハ月が適しています︒用土は水はけの

分けた子株は二

あら

よい肥えた土を好みますから︑鉢底には粗

鉢に植えつけます︒

三本単位に素焼きの六号

い砂︑または大粒の赤土や木炭のかけらな

三等分に分けるには︑鉢から

と低温なれば結椛とのことで︑二ヶ月ほど

大株を二

株を抜きとって︑株をいためないように古

どを敷き︑培養土には畑土五︑腐葉土二︑

川砂三の割合に混ぜたものを使います︒鉢

は大部快方に向い︑杖なしで歩けるように

湯治療養も合せて続けてをります︒現在で

なりましたが何分にも老齢のこととて今暫

土をほぐしながら除きます︒簡便な方法と

く会員勧誘はご猶予のほど願い上げます︒

はあまり大きいものよりは︑株に対してい

がよく︑根をいためずに︑根茎の連絡して

下さいませ︒︵今治支会提︶

新会員の会費は郵送致しましたのでご査収

しては水槽やタライなどに根株を浸し︑両

植えかえる深さは︑以前よりもやや深め

いる状態もよく見分けがつきます︒この方

手でも象ほぐすように土を洗いおとすこと

腫植えて︑根株が表面に出ていることのな

で手早く出来ますが︑密着している株もと

法は竹ぱしなどで根土をほぐすよりも安全

子株のふえかたも順調です︒

いようにします︒あまり浅く植えて水がた

くぶん小さめのほうが見映えよく︑生育や

まらないようでは︑いつも乾きすぎて生育
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千葉県加藤巳之
両の手を茅の膜火に媛めて日影さす間を松落葉かく
裸木の梢は高く東雲をさし上ぐるごと天につき立つ
庭中の日当る石に赤とんぼ麺休めをり風もなければ
はは

枯草に篭る蓬の緑つみ老母の好みの草餅をつく

茨城県田口鹿洋

高からぬ山にしあれど奥久慈の山脈ひだを紅葉ふちとる

たづね来し山は紅葉も色あせて宿の女中の顔さむげなる

山は承な木の葉も草も枯れはててハンターの犬せわしげ
に走る↑

こぞの春見し山脈は姿なく子等群れあそぶ団地とぞなる

茨城の山は筑波に花はばら梅咲く里にひばり高鳴く

春立ちて見れば色さへ変りけり矢祭山の峯の白雪

をちこちの山は霞につ上まれて風なき空に煙ひとすぢ

千葉県菅谷義太郎

いかめしき武者絵絵がきし凧あげて吾遊びしは八十余年
坐別

富士山の八合目に待ちをれぱひくき雲間ゆ大き日昇る
の旅

晩年に孫を先きにと連れたちて富士登山せし︵る︶恩ひ出

新年千葉県八代義昌
松が枝

あら玉の年の始めは︵今日とて︶白雲のつもるも嬉し庭の

軒近く来て春告げしうぐひすも積れる雪に声せざりけり

白樺の林に風もわたり来︵ゐ︶て高原すがしく暑さ忘るる

千葉県並木文比古

の駅を発つ

つ

ケーブルの窓辺に見ゆる樹だの葉ゆ白く光りて雨滴の落

紀の国の高野の山に登らむ︵ぃ行かむ︶と真夏過ぐる日津

︵を吾は︶懐ほゆるかな

四十年早くも過ぎしか︵も昔︶さすらひし紀の川くりの

三重県新家たかし

ダムベリを群れつつ遊ぶ水鳥に冬の日影の淡くまつはる

井上学麿選

青葉濃き木立過りてケーブルはやがて高野の山上に着く
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弘道歌壇

両陛下お成りといへばＥかがやく︶植樹祭緑すがしき三

交通の便に拓けし高原の湖面明るく庵は涼しき

おのが身はささげて朝宵に背がまさきくと祈りましけん

ましけむ

りましぬ

背の君に代はりて火にも水にもとねがひのままに身まか

たまは

世を家を象くにを守りたまふらむ火に焼かえたる君がみ

千葉鼎菅谷喜一

瓶の高原

人工の豪雨起して崖崩れ究むる人ら借しや埋れぬ

こともありけり

昭和四十六年十二月十九日

かくのごとくおもひかへせぱいくばくかおもひなぐさむ

かく詠まねばならぬこととなった︒

はと︑さぞ満足に思ひ直されたことと気がついては︑自然に

も︑充分に推測せらる︶先徳は︑悲しみのうちにも︑さすが

保母堂が拙宅に来駕の剛︑老妻に語られしところによりて

行状といひ︑殊にその妓後といひ︑︵その平生に就ては︑国

に面接せられしことはなかりしと思はるれども︑その平生の

れしは終戦の前なりしかと思ふ︒されば国保夫人は生前先徳

この歌は前にも一度詠みしことあり︒先徳誠一氏が身まから

へますらむ

黄泉にして父のぷことはよく来たと背を打ちたたきむか

火炎崖に命落せし警官の父は暴力除けと叫ぶ︵激昂︶

霜枯れの広田の中に聾え建つ圃場整術の碑の幕は落つ

川越市小名木狂辰
銀杏の樹散りしく落葉丁寧に︵大︶神のたまひ︵もの︶とひ
ろひあつむる︵袋詰めする︶

小春日を明治神宮に参拝の人人︵ら︶の影が玉砂利を踏む

ポスト拭き恩給増の証書まつ小春のよき日やつと掌にす
る

検査する度に脊丈が縮まりてよる年波をいかんともせぬ
︵かくしも応せず︶

電車着き手真似口真似唖の子ら定期を出して改札をゆく

井上手麿
土田国保夫人を弔ひてその帰途に詠める
かしこけど弟橘のふるごとを今のうつつに見るここちす
る

任せられしつとめつくして大君の御代やすかれといのり
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一

新入会員芳名︵敬称略︶

昭和四十六年四月以降

府県名入会者紹介者

″並木亮一〃

千葉県斎藤とも佐藤達治

″宇井佐源治〃

″林久猶〃
″佐藤せい〃
″中村正紀渡辺正〃
″榊原良成〃
″白鳥悌子〃
″青木茂夫〃
″新舘ヲヱ〃
″戸田八蔵〃
″吉野宜内藤健蔵
″芳野源吉〃
″菅井泰藤石橘香峰
″菅谷健治〃
″斎木京子〃
″落合高省〃
″奥主よし〃

″間野悦〃

″高橋太一菅谷治兵衛

″実川雅雄〃

″天野武川名部秀雄
″石田幸吉永島良治

″鬼島幹治小川仁

桶島県斎藤三四郎武藤．↓︑
島根県吉村ヨシノ

︵訂正︶沢村暁之助

″古川忠千代延隆長

１

１１

編集後記
昨年十二川十八日弊祝庁警務部長土田
国保夫人氏子さん︵野口会蛙のご令嬢︶
が残虐非道のトリック爆抑でしかも居室
において遭難された︒空前の︾﹂のご不幸

に対して何とお悔み巾したらよいのか︑
その辞を見出せないのである︒申すまで
もなく私宅は戦柵の城ではなく︑家族の
安らかないこいの場であり︑明Ｒの活助
力の湧き出るところである︒その雌も安
全間にあるご家族にまで間討ちをかけろ
とは何たることか︑天人ともにゆるさる
べきことではない︒私どもは限りない慨
りを感ずるとともに国此の群附に刈る方
灸に対してもかかる蛎態が︑今後碑び起
らぬよう万全の対筑を要望するものであ
る︒井上先生を初めど弔慰を寄せられた
各位に感謝し土田部長の一層のご健闘と
民子夫人のご其郁を心からお祈り巾し上
げる︒

◇去る一月二十四日︑グアム島二十八年
の穴居生活に耐えぬいた今浦肪の枇井庄
一瓶曹救出の報は氏の肉親を驚喜させ電
波は刻々その後の詳報を全世界に流して
いる︒この枇紀の奇賊の秘密は一体何で
あるか︒思うに﹁生きてとらわれの恥を
さらさぬ﹂という戦沖訓と﹁Ｈ本海耶逆
上陸の期待﹂と似から聞いた﹁御獄山の
さずけ子﹂との儒仰心から生れた真面目
一筋の凡帳町さに器川さを側かした生活
がこの超人的の一組録を作ったものであろ

母﹂の限りない底力を思い知らされたの

う︒今さらながら﹁耶隊教育﹂と﹁慈

羽繁愚淫溺一

友を弔いたいという純真な枇井氏の一︲あ一

のである︒

す﹂︵森らした村荊﹁タロフォフォ﹂と
はチャモロ語で﹁あすへの道﹂という意
味︶に最善の方途を識じてもらいたいも

好一評の折柄︑全島が神域︑多数の国宝一血

◇日下ＮＨＫの新番組﹁新平家物研﹂が

噸によるものかも知れない︒︵細︶

文についてもとくとお調べの上での桝胎
参詣をお勧めしたい︒西松原の油臨神社
へも︒屯桝城を思わせる蒋島を船上から
写したが胴上りのた必ボケたのが残念︒
次男と海兵同期の河村雄次江商部災が悔
肪に川柑同詣の奇縁から友人と本会に入
会︑趣旨普及を約してお別れしたのは神
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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・全蝿巻総頁一四八七二頁・総クロー

︻体裁︼

四回月賦定価八五︑○○○円

︵読者の声から︶

備え下さい

︹諸橋轍次博士の名著一

雪論語の講義

﹃大漢和解典﹄の特若たる桃学界

の蕊幣と人生の体験とを融合！︶て

の考宿が世人の要望に応え．漢学

稲を練り世に問う論語の箱瀧義．︑

ポケット判・上製函入定価八○○円

雪老子の講義

﹁不君の教えを行なう﹂と言い︑

その閲歴は知れず︑仙人戎は稗隣

の人仙に勝炎した思想を説く︒

如来に化したとも伝えられる老ｆ

ポケット判・上製函入定価五○○円

に生れた博言の記︑李白の詩文か

に泳ぐ﹃火洪和辞典﹄糊纂の余暇

四六判・上製定価六○○円

ら碑文︑将体︑洪語形成におよぶ

四六判・上製定価五八つ弓

として蝿妙に語る端特︒

漢祁﹄の著者が古今の淡蒋を典拠

まつわる史実や伝脱について﹃火

干支の起脈の考察︑十二の勤物に

十二支物語

べく本辞典を購入した︒

ね内分の余技にも油川す
▼会社員・四十二才

期待通りの紫噛らしさ︒

中国語もかなり豊蹴に入
っていたのは蔭ｒ想外︒流
打です︒

このように催れた文化過

▼主婦・三十才

雌をわが子に継がせてや
１Ｌ一一陣症胸︑″︐宏一尭言トー︒

紫綬褒章︑菊池寛賞︑帆Ｈ文化質

漢字漢語談義
辞典をこの機会にお

世界最大のことばの

全13巻
▼公務員・四十六才
辰男大学合格の祝いを兼

』
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