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明治十九年二月一大決意をもって︑大学の蔽弊打開を意図されていた森文相は︑これが実現の

ためにかねてから信頼の厚かった西村泊翁先生に大学総理就任の内意を伝えられたが辞退されて

いる︒前年成立の伊藤新内閣の大改革に国民は大いに期待をよせていたのであるが︑次第に欧米

の文化に心酔︑いわゆる鹿鳴館時代の出現となった︒質実剛健道義高揚を絶叫されている先生は

痛憤やる方なく同年十二月︑一身の利害をかえりふず︑三日間の独演会を開いて警鐘を乱打され

﹁明治十八年十二月の改拳革は︑維新以来の大改革なれば︑国中目を拭ひて新政を観余も亦大に望

た︒抄出した往事録と日本道徳論から当時の先生の気概の一端を︑時局柄特に偲びたいと思う︒

の文明を装い︑外人を優遇し︑舞踏会︑仮装会︑活人画会等其他外国の遊戯を行ひ︑務めて其歓

を新政に属せり︒然るに伊藤内閣の新政は︑法律制度風俗礼儀一々是を欧米に模倣し︑専ら外面

其登用する所の官吏は多く伶例便俵の人にして質撲剛毅の者は常に排斥せらる︒又独逸人を宮

心を求め︑本邦古来国家の根礎たりし︑忠孝節義勇武廉恥等の精神は棄てて顧みざるものの如し︒
内省に雇ひ︑其妻をして内廷に出入せしめ︑

皇后宮以下女官の衣服を改めて洋装となし︑又華族女学校を設立し︑其生徒をして尽く洋装せし

む︒是を行ふこと一年︑国民の風俗益を軽操浮薄に流るるの勢あり︒余大に是を憂ひ︑十九年十

︵往事録︶

二月十四日大学の講義室に於て公衆を楽めて三日間の独り演説を為し︑以て人心を警めたり︒﹂

﹁今日より引続きて為す所の講減は︑余が日本国民の為め日本国民各人の為めと思ひ込ゑて満

身の力を尽して講述する所なれば︑願くは聴衆諸君は一場の閑言語と看倣すことなく︑若し余が

らぱ十分に質問あらんことを︒若し又余が言う所を以て道理に進へりと思ふ者は︑之を攻撃する

演述する所道理に合へりと思はば同心協力して斯道を国中に拡めんことを務め︑疑はしき条件あ

︵日本進徳論︶

も駁論するも諸君の意に任かす︒余は其人に対し革も不平を懐くことは決してあらざるくし︒﹂

可
一一一口︺

暴力を否定する

木下広居
最近︑暴力の横行が甚だしい︒丸の内の銀行強盗のようなもの︑暴力団
体︑学費値上を口実とする大学封鎖・破壊︑内ゲバ︑憤慨にたえない︒

民主主義というのは話し合いの政治だ︒しかるに︑何のために暴力を使う
のか︑その理論で他人を説得する者が︑ほとんどいない︒物もいわず︑説
明なしの暴力だ︒理くつをいうものがあれば︑世直しのために必要だから
暴力を使うのだ︑というだけだ︒

革命を妨害するのは国家という暴力であり︑中でも警察という国家の手
先である暴力だ︒まず︑この暴力を敵として戦え︑と扇動する者がある︒

暴力とは何か︒不法な力の行使ではないか︒どうして国家や警察が暴力
か︒革命的狂信者のネゴトだ︒刑務所に長くはいってみなければ眼のさめ
ぬ︑あわれな人たちといわざるをえない︒しかし︑きびしく取締る方針を
堅持するほかはない︒ただ︑治安維持だけでは足りない︒どうして暴力に
よっては︑国家・社会の改革ができないか︑それを親切に教える必要があ

るのではないか︒それを知らないのだから︒︵本会副会長︶

〆
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現代世界の大きな特色の一つは︑総数一四六に上る国々が一つの

に上る先進ならびに中進国家群中のどの国をとり出しても︑すべて

西独に止まらず︑九十を越える開発国家群︑また︑それぞれ二十台

ず教育問題を解決することであった︒しかもこうしたことはひとり

同様なことが云えるのである︒こうした現象はこ坐十年来︑国際的

例外なく︑教育に対して極めて重大な関心を示し︑大きな努力を傾
七○年が︑﹃一ネスコの提唱の下︑国連の総会の決議で﹁国際教育

には教育爆発の時代の到来と表現されている︒

︑︑︑︑︑

るものは決して少くないが︑こ上では以下五つをとりあげておきた

代のわれわれの前に展開したのであろうか︒その理由としてあげう

然らば︑こうした教育の時代は︑そもそも何が故に︑折も折︑現

注目すべきことに︑こ上で云う﹁世界教育の危機﹂とは︑一九六

のためには︑当事国の努力は当然として︑さらに大事な点として国

である︒具体的に云えば︑今や世界各国とも︑従来男女の性別︑貧

第一は︑世界教育を大きく揺りうごかしている︑教育民主化の波

いＯ

際的協力を大いに強化することを提唱したのであった︒前述の国際

に猛省を加え教育の機会の均等化のうごきが強まっているからであ

富の差︑地位・身分の差にもとづいて教育の門が狭まれていたこと

世界が教育爆発で湧き立っている︑という事実は︑こうした国際

ってきた︒云うまでもなくこれは教育民主化の一例である︒他方︑

・私立︑特に私立において︑今日では少からず見出されるようにな

子大学︵戦前では名称は女子大学でも資格は専門学校︶が︑国・公

る︒わが国でも︑戦前において単独には一校も認められなかった女

例えば︑一九六九年十一月︑西独プラント政府の発足当初︑政府声

とめ︑ユネスコがさらに委嘱されて︑椎想されたものなのである︒

教育年の成立は︑ジョソンのこの提唱を国連総会が万場一致で受け

いてジョンソンは︑現代世界の教育を危機の相でとらえ︑その克服

た大規模な教育の国際会議のテー↓︑であり︑この時の開会演述にお

七年秋︑ジョンソン前アメリカ大統領の提唱でアメリカで開催され

とであろう︒

ヶ国が︑協力して世界教育の危機をのり越えることを誓い合ったこ

年﹂と定められ︑十二の共通目標をたてて︑ユネスコ加盟国一二五

注していることがある︒このことの最も端的な現われは︑去る一九

明の第一で内外に明かにされた施政の根本方針は︑何を措いても先

I

教育年の設定に併せて︑個食の国の実例でいよいよ明らかにされる︒
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人子弟の就学率はとみに上昇したのである︒

従来最も民主的な国とされていたアメリカ合衆国でも教育民主化の

れる面があったとすれば︑一九七○年代はまさに国際協力を特長と

ある︒一九六○年代の教育爆発現象が﹁教育競争﹂としてとらえら

色たる︑教育における国際協力の動きが特に強まりつ入ある事実で

の他に︑各種のユネスコ活動︑ＯＥＣＤ︑ユニセフ︑エカフエ︑さ

は前述のごとく﹁国際教育年﹂と定められたが︑教育の分野ではこ

していると云えるのである︒現にユネスコの提唱の下︑一九七○年

大波は黒人の人権の一つとして強く主張され始め︑結果として︑黒
第二は︑国民主義の大波である︒自国の興隆の基礎に教育をおこ
中進︑先進の何れを問わず︑いづこにおいても見受けられる共通現

って︑われわれの想像以上に︑国際的協力が教育の面でくりひろげ

らにＩＬＯ︑ヨーロッパを始めとする各地域の文部大臣会議等があ

うとする動きは︑ひとり新興国家群の間で見出されるだけでなく︑

拓いた国として︑ソ連の建国以来の教育にかけた熱情と︑その見事

化の度がすさまじさを加え︑これとの対応において教育の内容︑方

第四は︑科学︑技術のめざましい発達によって︑社会の進歩︑変

られているのである︒

象である︒特に国家と教育との固き結びつきで︑大きく国連を切り
な成果は︑一九五七年十月の︑人工衛星打上げの成功となり︑世界
各国を文字通り震憾せしめたのである︒

に間いたぎされていることである︒この点は︑従来の学校教育冊亜

法︑さらに施設︑もっと根本的には︑教育の在り方そのものが根本的

に対し︑新しく生涯学習の立場から︑家庭︑学校︑社会教育の固有

・ス・アップにし︑それぞれの領域の教育が新しい観点から意義づけ

の領域と相互補完という全く新しい教育観の確立の必要性をクロー

られようとしているのである︒教育工学の大幅な導入によって︑従

でいること︑︵オーストーフリア︑アフリカにおけるラヂオの活用はそ

来教育のらち外におかれていた僻地の学童にまで教育の機会が及ん

の適例︶さらに︑嬰児︑幼児期の研究の著しい発達︵大脳生理学の

成果はその通例︶は︑幼児教育の在り方に全面的な反省を促しつ坐

っているのである︒

あることなど︑教育の量の拡大と共に質の充実の度は年ごとに高ま

第五︑そして最後に︑一言指摘する必要があるのは︑世界人口の

激増が教育に及ぱしている大きな影響である︒この点日本は︑少数

、 J ノ

事実︑米︑独︑仏︑英を始めとする先進諸国家群は︑この秋をま
さに一大契機としてそれぞれ徹底的な教育改革に乗出している︒而
も共通的現象として︑年数をかけ︑云わぱその土台から教育をあら
ゆる面で反省し吟味し始めたのである︒こ坐では詳細にふれないが︑
イギリスだけが例外的に一年早く︑一九五六年二月に教育の綜合的
ように︑一九五八年乃至五九年を改革の開始の年としている︒興味

改革の第一歩を踏み出したが︑残余の諸国は︑それこそ判で捺した
深いことである︒こ上で附言しておきたいことは︑その数九十にも
及ぶ新興国家群がこれまた一国の例外なく︑教育水準引上げに全力
を傾注している事実である︒筆者は十二年前︑在パリ︑ユネスコ本
部に勤務中︑このすさまじい新興国家群の教育的熱意に直接ふれる
機会に恵まれ︑且つまた現在でもアジア地域のユネスコの教育活動
に直接関与して︑この面のいぶきを常に肌身に感得している一人で

第三は︑極めて注目に価すること人して︑現代世界教育の一大特

ある︒

r Q ，

の諸新興国も︑この大問題に多かれ少かれ直面し︑この点でも教育

然︑第一に食糧︑第二に教育が大問題となっている︒アフリカ大陸

に︑同国では年を一千万人以上の人口が増加しているのである︒当

の例外国に属しているが︑逆に印度を一例にとれば︑驚くべきこと

現実を吟味する時︑余りにも異った方向が強く押し出されているこ

るのである︒錬って︑この第一の共通目標を尺度に︑わが国の教育

まさに機能︵はたらき︶こそ教育の第一目標でなければならぬとみ

会をよりよくする力の梱養でなければならないという主張である︒

近隣社会をよくし︑ひいては一般社会︑やがて国家︑さらに国際社

以上五つの柱で分析した︑世界教育を爆発せしめている教育の諸

とが明瞭である．例えば︑わが国の教育ｌ特に学校教育は上級

︑︑︑︑︑︑

は大きく動かざるをえないのである︒

あらゆる面で教育を歪めている︒そこには︑真に一人一人の個性︑

学校への入試合格が至上命令の如き奇観を呈し︑学歴偏重の悪弊は

メリカと並んで世界最高の水準を保持している︒而もこのことは︑

国の教育は︑少くとも学校の普及︑発達という観点に立つ限り︑ア

あっては︑戦前に比してこの点は長足の進歩をとげているが︑ソ︑

の目標は︑同時に家庭の教育機能の強化をねらっている︒わが国に

第二は︑女子教育の振興である︒特に新興国家群にあっては︑こ

きなのである︒

っているのである︒この点でわが国現下の教育はまさに猛省さるべ

主的な配慮が欠け︑形式的︑受験準備一本槍の体制が強化されて了

適性︑そして多様に発現している能力を大事に伸展させる︑真に民

動向は︑現実面では必ずしも独立せず︑むしろ相互に重なり合って︑
こさせているのである︒

全体として世界の教育に有史未曾有と云うべき波潤のうづを捲きお

さてこうした世界の教育情勢下にあって︑わが国の教育はまた実

た型に現在がそうであるばかりか︑歴史的にも云いうるのであって︑

仏︑米︑英︑独の先進諸国と比較した場合︑四ヶ年制大学における

に多くの解決を必要とする問題点をか上えている︒もちろん︑わが

この点でわれわれは︑わが国民が古来堅持していた︑教育に対する

第三は︑国際公務員の養成に眼を向けるべきことの要請である︒

べきである︒︲

女子学生の比率は未だに最底︑ソ連の半分以下なのである︒反省す

尺度で吟味するならば︑そこには極めて多くの問題点︑脆弱面が露

この点わが国の教育は︑極めて低い次元に底迷しているわけであっ

然し乍ら︑若しひとたび謙虚に︑わが国の教育を適当な国際的な

熱情を高く評価すべきである︒

呈されるのである︒この点で以下︑前述の﹁国際教育年﹂の十二の

ることこそ極めて重要な課題となっているのである︒

て︑総じて国際社会に奉仕する心構えを国民一般に堅実にうえつけ

世界の教育危機を克服するため︑先ず当事国自身が︑加えて国際

共通目標を尺度として︑わが国現下の教育を吟味反省してみたい︒

こそわが国の戦後の教育改革の第一の課題であり目標であったが︑

第四は︑教育の民主化の推進である︒云うまでもなく︑このこと

客観的に教育界の現状を直視する時︑はき違えの民主主義論が逆に

的協力の下で努力を傾注すべき第一目標は﹁機能的識字﹂の徹底と
されている︒云うところの意味は︑学問というものは︑単なるもの

︑︑︑︑

識りをつくることではなく︑先ず個人をよくし︑家庭を始めとする
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た堂差別教育だときめつけている短慮さが横行している︒さらに︑

る﹁差別﹂と﹁区別﹂を識別出来ず民主的な区別の原理を非民主的

横行している事実を痛嘆せざるをえない︒その一例は︑教育におけ

さるべきだ︑という主張である︒この場合肝要なことは︑これら三

基礎︶の教育の上に︑生涯を通じて学習の機会と場と条件とが整備

育本来の姿であり︑それには︑家庭︵第一の基礎︶︑学校︵第二の

いうところの意味は一生涯かけての自己学習こそまさに在るべき教

ことで︑この点でわが国においては︑社会教育の比重がとみに重く

者が固有の教育機能を分担すると共に︑相互補完の役を十分に果す

な差別と曲解して︑後期中等教育から高等教育にかけての多様化を︑

つの面が厳存することにあえて目を閉ぢ︑ことさら︑前者の価値観

た大道でもある︒而も現下わが国教育界に最も望まれることはこの

ある︒この点は︑まさしく本会の始祖西村茂樹先生によって示され

第十一は︑教育における伝統的なものと革新的なものとの融合で

なってきているのである︒

人間の価値には絶対的︑目的的価値と︑相対的︑手段的価値との二
だけがすべてを押し通そうとし︑而もそのことだけが民主的人間関
係だと強弁して社会︑職場の秩序を乱しつ上ある始末である︒これ
第五は︑中等および高等教育への進学が︑選抜試験によらず︑生

また猛省すべきである︒

は︑知的能力だけが能力のすべてであると錯覚しないこと︑学歴偏

る︒この場合︑道徳並びに公民教育が強調されていることは大いに

て︑世界の青少年に国際理解の教育を大幅にくりひろげることであ

さて第十二︑即ち最後の目標は︑道徳教育︑公民教育を主軸とし

大精神なのである︒

重に堕さないこと︑こうした認識が一般社会と共に父兄︑教師の側

光を浴びたものとして歓迎に価する方向づけと云えよう︒

注目さるべきで︑この目標はわれわれの日頃の主張が︑国際的に脚

国教育の現実から甚だ遠い︑観があるが︑この大理想達成の前提に

徒側の自己選択によらしめるという要請である︒この目標は︑わが

ンスが徹底することである︒

これを要するに︑上述の十二の共通目標の何れをとり上げても︑

にも徹底すること︑而もこの前提の上に教師の真に教育的なガイダ
さて第六は︑教育が時代を先導すること︑第七は︑教育者の優遇︑
尊敬︑第八は教育研究の重視︑第九は教育工学の活用であり︑それ

はこれらの他に︑幼児期の教育の重要性も︑世界教育の動向の一環

︵本会評議員国立教育研究所長文博︶

ろがなければならないのであゞる︒

国民一人一人の育成を目指すユネスコの呼びかけに十分応えるとこ

通じて世界の平和と人類の福祉に貢献しうる︑品格あり︑実力ある

として確認すべきであり︑何よりも先ず自国をよりよくすることを

すべてが現下わが国教育に猛省を促すものの承であるが︑われわれ

ついては省略したい︒

ぞれ意義深いものがあるが︑こ具でばそれらの日本教育への要請に

以上九項目の共通目標に加えて︑以下三項目は特にわが国教育の
すなわち︑第十の目標は︑綜合的生涯学習の確立である︒この点︑

反省を強くうながきずにはおかないものがある︒

わが国の学校教育の在り方に抜本的な反省を促さずにはおかない︒
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最近の教育判決︵続︶
ｌノ！ネクタイ教諭解雇事件Ｉ

へと︑脱皮・推移していくのも当然のことであるが︑単

鈴木勲

に価値観の相違・新旧世代の違和感だけで︑古いものを

か︑きめつけることに強い抵抗を感ずる︒

軽蔑し︑安価な郷愁とか︑懐古趣味とか︑前進がないと

宮城県教育委員会発行の﹁教育宮城﹂という雑誌がある︒

その二二号は︑文部大臣表彰を受けた校長さん達の随想

しかし︑マスコミの取りあげ方が︑ちょうど︑この筆者

、、ノ

古いもの新しいもの

が特集されており︑その中に︑﹁古いもの新しいもの﹂と

の印象のように︑論語の一節を使った一点を強調し︑特異

あり︑判決自体を評価しているわけではない︒

この筆者は︑古い論語のことばに強い印象をうけたので

くしの問題にしたいのは︑この前半である︒

この文章の後半は︑わたくしも︑全く同感である︒わた

﹁ボサポサ頭・ノークタイ・いなか弁の先生をクビに

いう題で書かれた文章が︑目についた︒

するのは︑学校側の行過ぎである﹂との判決を︑過日東
色すぐなし仁とは︑いまでも真理である︒軽薄多弁な教

京地裁が言渡した新聞記事を興味深く読んだ︒﹁巧言令
師より︑生徒は朴諮な教師を選ぶであろう︒﹂判決文の

ついては︑深い考察が行なわれるよりも︑軽薄多弁なもの

な判決として扱ったために︑判決の内容や教師像の問題に

学校側の行き過ぎを難ずるような論調に終始した︒

よりも朴調な教師の方がよい︑というようなムード論や︑

中にこんな表現があった︒新しい教師の型を究明するに
な印象をうけた︒

あたって︑古い論語の一節が引用されているのに︑鮮烈
急激な時代の変転によって︑古いものから新しいもの

／ 穴 、

しかし︑教師の適格性は果して︑このようなことでよい
のか︒

ノーネクタイ教諭解雇事件とは︑私立麹町学園中学校教

ノ！ネクタイ教諭解雇事件

︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑

交的であって︑敬語などを十分使用せず︑標準語をまくし

わたるものでなく︑講義をするのにも言語上障害があるも

立てることはできないが︑対人的言語表現としては粗野に

のではないと認めざるを得ない︒

︑︑︑︑︑︑︑︑

言語は思想の表現であるから︑知識を教授する教師とし

ては︑流ちょうな標準語を駆使できることが望ましいのは

諭として一年間の試用期間を付して採用されたＯが︑その

国語ではない︒前認定の程度ならば︑理科・数学担当の教

当然である︒しかし申請人の担当は︑理科・数学であって︑

師として︑授業に少しも支障がないと認められるし︑また

期間中の勤務成績不良︑教師としての適格性を欠くという
その理由は︑およそ次のようである︒

生徒に対し教育上悪影響を及ぼすものとも認められない︒

理由で︑解雇された事件である︒

の校長に会っても一度もあいさつをしたことがなく︑教

軽薄にして多弁な教師とぼくとつにしてとつ弁な教師と比

③言語表現が甚だ不十分で欠陥があり︑会話が不円滑で

色すぐなし仁とは︑今日においても真理たるを失わない︒

較すれば︑心ある生徒は後者を選択するであろう︒巧言令

L／ノ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

ど︑礼儀の常識をわきまえていない︒

室においても生徒に対し礼儀指導を全く行なっていないな

言葉使いが悪く︑対人応待の態度が教諭として粗野︑稚拙

格性を占うことはできない︒

全く無縁なことであるから︑これをもって教師としての適

ポサは教師としての必要な知識︑授業能力︑指導力などと

ことが乱れた服装であるという社会通念はない︒髪のポサ

⑧中学︑高校の教師がネクタイを着用せず授業を行なう

ある︒︵傍点筆者︶

人のとつ弁をとらえて︑教師とし不適格であるというのは︑
教育の本質を誤る見解で︑当裁判所の採用しないところで

育への情熱を実践的に具現することである︒たまたま申請

教師にとって重要なのは︑外形的な言葉使いではなく︑教

⑧汚れたワイシャツの着用やノーネクタイの乱れた服装

であった︒

で学園の儀式等に出席し︑また散髪を怠りその不潔さにつ
いて生徒からも注意されることがたびたびであった︒
これに対する裁判所の判断は︑

⑪あいさつや礼儀は︑あくまでも外形的形式的なもので
あり︑重視すべきは︑内心であって外観ではない︒たまた
ま校長に対する欠礼があったからといって︑教諭としての
不適格の徴表とすることはできない︒

②結局以上認定を総合すれば︑申請人は︑無口かつ非社

／ 庁 、

さて︑解雇理由から推定されるＯの教師像として︑読者
はいかなる姿を描かれるであろうか︒このほかにも︑学校
の規定を無視して服飾品の着用を認める発言をしたとか︑

授業中内職が横行するなど指導力に欠けていたとかの理由
もあげられており︑適格性を判定する材料はかなりそろっ

てとりあげないのか︒

教師のあるべき姿としては︑外形も内実もそなわってお

り︑バランスのとれた人格が推奨されるべきである︒

それなのに︑口ばかりうまいのがいいのではない︑とい
うことが強調される︒

標準語ができないとか︑言葉使いが粗野だというマイナス

誠実であるとか︑指導力があるとか内容があって︑こそ︑

東京地裁は︑この一つ一つの理由を分解して︑右のよう

ている︑

に反論し︑﹁いずれも教師としての本質的能力に関係のな

ボサボサ頭でノーネクタイでも教育活動と無縁である︒

第三に︑教職に対する評価の甘さである︒

桑られないと報告されている︒

要望もあるところであり︑本人に注意しても向上のあとが

子中学校であり︑言語教育については︑家庭からきびしい

まして︑この学校は︑良妻賢母教育を伝統とする私立女

るという反証はない︒

も許容されるのである︒この教師がその内実をそなえてい

いささいなことであるから﹂︑不適格であるとはいえない
として︑解一展処分は違法であると判決を下した︒︵四六・

不適格性の一つのあらわれとしてあげられたものであり︑

七・一九︶一つ一つの事由はあくまで全体としての教職の
一つの人格をこうして分けてとらえれば︑よほどの欠陥で
もない限り︑不適格というには至らないであろう︒
また第二に︑②の判決理由の傍点のように︑この判決は︑／

という判断は︑教職がたんなる知識の切り売りでなく︑全

︑︑︑︑

ことばについて偏見をもっているように桑える︒まくした

人格的なふれ合いを通じて行なわれる︑という点を逆に見

人に礼儀をつくすことは︑学校教育全体の中で重要なウエ

︑︑︑︑︑︑︑

てるとか︑軽薄にして多弁とか︑ことばのうまいのが誠実

過している︒将来の社会人として︑一定の規律を守り︑他

そのことが︑裁判官に︑論語の﹁巧言令色鮮し仁﹂とい

イトをもっているはずであり︑とくに学校の方針として教

︑︑

ではないのだ︑という考えがあるように思える︒

う表現をさせたのではないかと思う︒誠実であれば︑外形

師にも︑服装や礼儀をもとめている場合に︑師表となるべ

許されないであろう︒︵本会理事文部省地方課長︶

き教師自身が︑外形的なものとしてこれを軽視することは

は構わない︑という粗雑な考えは︑論語ではとらない︒

もし︑論語のことばをとりあげるならば︑﹁文質彬右と
して︑然る後に君子なり﹂︵潅也︶ということばを︑どうし
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三千紅粉漂槍波

詞客は名を留む花下の歌

英雄涙を垂る楼頭の笛

三千の紅粉槍波に漂う

泊翁西村先生の詩 ︵ 第 七 回 ︶
ｌ懐古の詩五篇Ｉ

古川哲史
今までにわれわれは︑平泉の中尊寺をおとずれての詩︑

英雄垂涙楼頭笛

落日蒼荘たり千古の恨

ろうとう

人生観・世界観をのべた詩︑青年時代に悩んだ眼病につい

詞客留名花下歌

松風吹き断えて雁声過ぐ

そうはただよ

て詩などを紹介して来たが︑泊翁は東西の歴史に対する関

落日蒼荘千古恨

うらみ

心も深く︑ことに日本史については豊富な知識と鋭利な史

松風吹断雁声過

︵中略︶良久うあッて︑さてもあるべきならねば︑よろい直

やや

ども︑さてもあるべき事ならねば︑泣左頚をぞかいてげる︒

おぼえず︑めもくれ心もきえはてて︑前後不覚におぼえけれ

﹁⁝熊谷あまりにいとおしくて︑いづくに刀をたつべしとも

英雄垂涙楼頭笛Ⅱ﹃平家物語﹄巻第九の﹁敦盛最期﹂の章に

八字解Ｖ碧落Ｉ青空︒紅粉Ｉベにとおしろい︒槍波Ｉ海の波︒

圭娼

観をもっていた︒その﹁豊富な知識﹂は︑むろん︑文献の
博捜にももとづいているが︑日本の各地を実地に旅行し︑

親しく史蹟を踏査した結果であった︒それで︑詩作にも史
蹟にふれたものが多いが︑今回はそのうちの﹁⁝⁝懐古﹂
という題名のついた五篇をとりあげて承よう︒
１
いちのた恒

一谷懐古

あかつきじよう

垂をとシて︑頚をつ異まんとしけるに︑錦の袋にいれたる笛
いかん

東来殺気圧山河東来の殺気山河を圧し
と

長袖操父果奈何長袖尤を操る果して奈何

にて管絃し給ひつるは︑この人為にておはしけり︒当時みか

をぞ腰にさＬれける︒﹃あないとおし︑この暁城のうち
へ垂育つ〃︑

一片白旗降碧落一片の白旗碧落より降り
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』

たに東国の勢なん万騎かあるらめども︑いぐさの陣へ笛もつ

らまし

人はよもあらじ︒上鵡は猶もやさしかりけり﹄とて︑九郎御

は夕陽が青うなばらに沈むように千古の恨をのこして亡び︑

という一首の歌が詠まれてあった︒そのようにして︑平家

ｎと

おけはざま

桶峡懐古

お︐む

︾﹂．上﹄

毎過古戦場古戦場を過ぐる毎に

びさん

懐古心毎傷古を懐うて心つねに傷む

いた

の愛読者であったように想像される︒

る︒だいたいそういう意味であろうが︑泊翁は﹃平家物語﹄

今は松風の吹きやんだ空を雁の声が渡って行くのが聞こえ

曹司の見参に入たりければ︑是をみる人涙をながさずといふ

事なし﹂とある︒詞客留名花下歌Ｉ﹃平家物語﹄巻第九の
やた

﹁忠度妓期﹂の章に︑﹁⁝六野太うしろょりょシて薩摩守の
頚をうつ︒よい大将軍うシたりと思ひけれ共︑名をば誰とも
しらざりけるに︑ゑびらにむすびつけられたるふ象をといて
りよしゆくのはな

行くれて木の下かげをやどとせば花やこょひのあるじなら

ゆき

見れば︑﹃旅宿花﹄と云題にて︑一首の歌をぞょまれたる︒
まし

忠度とか呉れたりけるにこそ︑薩摩守とはしりてソげれ︒：．﹂

とある︒蒼荘Ｉ青々として広いさま︒

兵儒者必敗兵に鯖る者は必ず敗る

おご

悠為尾参際悠々尾参の際
荘々道路長誰々道路長し

三軍徒椙狂三軍徒らに椙狂
森々暴雨至森を暴雨至り
乱尤如飛霜乱父飛霜の如し

一首の大意は︑東国より攻めよせた源氏の軍勢が山河を
ならなかった︒源氏の白旗が青空から降っておちるように

圧するいきおいで︑平家の貴公子が迎えうってもどうとも

長弓不暇発長弓も発するに暇あらず

ひたたれ

あわれ

たくれつ

ぽいろう

いとま

しよう蛍﹃よう

上にのがれた︒熊谷次郎直実は︑容顔美麗な平家の公達の

挫卿空狽狼挫卿して空しく狽狼す

攻めたてると︑戦いに敗れた平家方のたくさんの美女が海
首を掻いたが︑鎧直垂をといてみると︑錦の袋から一管の

可憐探裂勢憐むくし陳裂の勢

やさし

ざじく

はこの人びとと知られ︑﹁上鵡は猶も優かりけり﹂と涙を

笛が出て来た︒それによって今暁城内で管絃をしていたの

子今廃溝裏今に廃溝裏

はいこうり

往事人未忘往事を入いまだ忘れず

じんぜん

荏再三百歳荏蒋三百歳

︑一戦忽敗亡一戦して忽ち敗亡す
えびらゆ

ために首をとられたが︑その節に結いつけられた文には︑

流した︒また薩摩守忠度は︑武蔵の住人岡部六弥太忠純の
旅宿花という題で︑

行くれて木の下かげをやどとせば花やこょひのあるじな
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往々出朽槍往々朽槍を出だす

りになったあわれな軍勢は︑一戦しただけで早々に敗れ︑

いたずらにあわてふためくばかりであった︒そしてちりぢ

帯苔立路労苔を帯びて路労に立てり
占鮮廿行字点々たり廿行の字

ら朽ちた槍が出てくることもあるという︒また︑路秀に六

永禄三年のむかしを人はいまだに記憶し︑現在なお廃溝か

亡んでしまった︒それ以来月日はたって三百年になるが︑

猶見六尺碑なお見る六尺の碑

槍然感中腹槍然として中腸を感ぜしむ

し象を偲ばしめてはらわたに鮎ゑる︒この碑の前に旅びと

ようにあちらこちらに散在する二十行の文字が︑当時の悲

尺の碑が苔むして立っていて︑多くは磨滅して点を打った

八字解Ｖ悠冷Ｉ暇のあるさま︒荘々Ｉ①遠くひろびろとしたさ

い風が旅衣を吹いてひときわ哀れは深い︒

のわたしはいつまでも立ちつくしていると︑夕べのつめた

行人立不去行人立って去らず
晩風吹旅装晩風旅装を吹く

つ軍隊︒上軍・中軍・下軍︒天子は六軍︒一軍は一万二千五

Ｑ︺

準一いせい

あた

でい

肘肢禍起身為醤肘脈の禍身に起こって勢を為せり

ちゅうえき

西海長鯨未就教西海の長鯨いまだ識に就かず

養虎不知大患来虎を養うて大患の来るを知らざりしを

英雄泉下応唾脳英雄は泉下に唾膳すべし

安土山懐古

あづちやま

ま︒②はっきりせぬさま︒三軍Ｉ①周の制度で︑大諸侯のも
百人︒②大軍︒また︑全軍︒椙狂Ｉはげしくくるう︒きちが
いざたのおこないをする︒森々Ｉ①木の高くそびえたつさま︒

②樹木が盛んに茂っているさま︒挫叫Ｉくじけ敗れる︒卿は
敗れる意︒荏稗Ｉ歳月・物事がのびのびになること︒物事の
移り行くさま︒占鱒１点を打ったようにあちらこちらに散在
するさま︒槍然１悲しみ傷むさま︒中腸Ｉはらわた︒また︑
心のうち︒

如此山河不中用此の如く山河用に中らず

い

りようよ

大意は︑むかし戦争のあった跡を過ぎるたびに︑いつも

ぼしいまま

莫道此公狼負檀攻奪道う莫かれ此の公狼貧にして攻奪を摺

留与後人空悲棲留与の後人空しく悲懐す

ろうたん

その当時を回顧して心がいたむが︑桶狭間は広大な尾州と

暴落登為狐娠術嘉落をあに狐娠の術と為さん

こび

参州のあいだにあって︑遠く道路がのびている︒おごる兵

にすと

姦雄股栗避其鋒姦雄股栗して其の鋒を避く

︽ｂい︽ｂ少︑

ヵ国の大軍もいたずらに荒れ狂うのみで︑織田信長の奇襲

はかならず敗れる道理で︑今川義元の率いる駿・遠・参三
を受け︑折からのはげしい雨の下︑父は霜の如く乱れ飛ん

殆見天下定乎一殆んど見る天下の一に定まるを

こりつ

で︑長弓を射る余裕もなかった︒そのため戦闘にやぶれ︑
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何知鴬猛噌殺人何ぞ知らん鴬猛の殺人を塔むを

毛利氏はまだ亡ぼすことができずに困っているうち︑禍が

となるのを知らなかった︒西海の長鯨ともいうべき長州の

ことであろうｃ明智光秀のような虎を養って軽後日大きな災

だしな

太剛可嘆中道折太剛は嘆ずべし中道に折るるを

しもう

陳迩感人自古然陳通人を感ぜしむ古より然り

た︒そのようにいくら山河を隔てて用心堅固でも役に立た

甚だ近い所より起こって信長は非業の死をするハメになっ

ちちよう・

弘どり

空有山色翠接天空しく山色の翠天に接するあり

もんせき

今日猶余維喋跡今日なお雑喋の跡をあまし

ず︑あとに残った人間はむなしく悲しみいたむだけである︒

り聖§襲う

信長公はおおか象のように飽くことを知らず︑人の国を攻

にこだわらず︑きつねが人を惑わすように巧承にこびへつ

し

練綾山麓樹相連山麓を綜練して樹相連なれり

めとってやまないと言ってはならぬ︒公は心が広くて小事

らうようなことはなかった︒それで︑わるがしこい英雄は

ゆえい

当時輪扇寛何事当時の輸扇はついに何事ぞ

焔角争中駒如瓢蛎角の争中駒は瓢の如く
観音寺山相対秀観音寺山相対して秀で
八字解Ｖ嘘鵬Ｉほぞをかむ︒へそをかもうとしても口が届かな

ようで︑その非業の死を悲しんでいる︒

この詩から察するかぎり︑泊翁は織田信長ファンであった

と同じように荒れはてていて寂しい︑というほどのこと︒

居城であった観音寺山と相対してそびえているが︑今も昔

争いは畢寛なにのためであったか︒安土山は︑六角承禎の

上の争いでは駒も四頭立ての馬に異ならず︑当時の勝敗の

をのこし︑山麓をめぐって樹木が生い茂っている︒鍋牛角

どりが天につらなっている︒すなわち今日なお城の姫がき

から人をして感ぜしめるが︑ここ安土山でも空しく山の象

の者でありながら中道にして挫折してしまった︒古跡は昔

光秀のごとき好んで人殺しをする者が現われ︑あわれ太剛

んど天下を一統するまでになった︒ところが思いかけず︑

恐ろしさで足がふるえ︑公のほこさきを避けたので︑ほと

荒涼与此今無異荒涼たること此の今と異なるなし
い意で︑後悔しても及ばないことのたとえ︒養虎Ｉ虎を養う
意︒後日の災いとなる敵を許しておくたとえ︒西海長鯨Ｉ長
州の毛利氏を指すとおもわれる︒肘肢Ⅱ①わきをいう︒②一甚

だ近い所︒勢Ｉ骨つきのひしお︒たたき︒中用１用にあたる︒
役に立つ︒留与Ｉとどめあたえる︒狼負ｌおおか玉のように
飽くことを知らず︑どこまでもほしがる︒暴落Ｉ心が広く︑

小事にこだわらないこと︒狐泥Ｉきつねが人を惑わすように
巧みにこびへつらうこと︒股栗Ｉ恐ろしさで足がふるえる︒

鴬猛Ｉ鴬強︒あらあらしく強い︒陳迩Ｉ古いあと︑古跡維
四頭立ての馬車︒また︑その馬︒観音寺山Ｉ六角承禎の

喋Ｉ城の姫がき︵たけの低いかき︶︒練焼Ｉまつわりめぐる︒

瓢

城祉︒

大意は︑英雄の織田信長は︑死んだあとできっと後悔した
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帳外寒風透金創

溝中夜雨洗血雛

唯陽並無妾可烹

一死千秋に芳を流さんと擬す

この一片烈灸の心を頼みとし

帳外の寒風金創を透す

碑中の夜雨血縦を洗い

唯陽ならびに妾の烹るべきなし

すいようしように

頼此一片烈を心

功成って英名久しくやまず

４

古城祉なく歳月深し

一死擬流千秋芳

長篠懐古
田間今に朽郷を出だす

功成英名久不巳
銀苦宜与巡遠比

守ってその功偉を失わず

由来唯陽江准を蔽い

銀苦よろしく巡と遠とに比すべし

たの

↓古城無祉歳月深

英雄死に尽して陳迩在り

誰ぞ一城を守って苦節を磨きしは

由来唯陽蔽江准

大軍散じ尽して孤城存し

ぎ

田間干今出朽錬
旅客は古今を感ずるに堪えず

身を甘餌と為して虎穴に向う

守而不失其功偉

きうたん

不堪旅客感古今

英雄死尽陳迩在
誰守一城磨苦節
環攻幾旬戦いいまだ分からず

両国の興亡この時に分る

戦妓地を動かし地裂けんとす

入眼放物唯白骨

只有山色挿秋雲

三百歳華一瞬去

笛巾筆を抽いて残骸をとむらえば

眼に入る故物はただ白骨

只山色の秋雲を柿むあり

三百の歳華一瞬にして去り

すいよう

身為甘餌向虎穴
援兵の五万電型の如し

大軍散尽孤城存

夜半鳶巣火焼天
高柵は重々城より堅く

有時陰燐出狐窟

鬼気人に逼って毛髪を竪たす

せい

環攻幾旬戦未分

両国興亡此時分

戦鼓動地々欲裂

腔旗雲の如く剣雪の如し

僅中抽筆吊残骸

とぴのす

夜半鳶巣の火天を焼き

高柵重々堅於城

空を註って飛丸黒姻を捲き

鬼気逼人竪毛髪

時に陰燐の狐窟を出づるあり

きようぬ

せまた

、、LOノ

援兵五万如電型

旋旗如雲剣如雪

三軍身を粉となして韮滅す

さしはさ

送空飛丸捲黒姻

十里の戦場鰹気はなはだしく

はし

三軍身為粉韮滅

白きはこれ人骨赤きはこれ血

川家康は信機伊那郡から三河への通過地点にある武田方の長

せいめつ

十里戦場醒気酷

想嬰の孤城久しく糧を絶てども

篠城を攻略し︑奥平信昌に守らせ︑さらに駿河・遠江方面の

せいふん

白是人骨赤是血

なお義軍を励まして独り堀強

そくぽく

い︒一五七三年︵天正一︶武田信玄死去の報が伝わると︑徳

想嬰孤城久絶糧

砲火城を焼き楼櫓震う

武田方の諸城を攻めた︒これに対抗して武田勝頓は七四年遠

八字解Ｖ長篠の戦いＩ戦国時代の織田・徳川軍と武田軍との戦

尚励義軍独個強

江南部の高天神城を攻め落しえたのでその力を過信し︑翌年

そうえい

砲火焼城楼櫓震

喋間の刀槍方片の霜

ろうろ

喋間刀槍万片霜

即墨あに牛の用うべきあらん

ちようかん

即墨登有牛可用

／ ィ か ､

故物Ｉふるい品物︒昔の物︒陰燐Ｉおに火︒

ほまれ︒江准Ⅱ揚子江と准水をいう︒歳華Ｉとしつき︒光陰︒

あき

五月甲斐・信濃・上野の兵一万五千を率いて長篠城を囲んだ︒

一身をうまい餌にして危険な場面に立ちむかったのである︒

城を守って苦労したのは誰であったか︒それは奥平信昌で︑

をのこすのみで︑旅人はうたた今昔の感にたえない︒長篠

も朽ちた刀のつばが出るが︑当時の英雄は皆死んで︑古跡

った︒しかし古戦場のあとであるから︑田のあいだから今

大意は︑古城の杜は今はなく︑多くの年月が過ぎてしま

この急を鳥居勝商の決死行によって知らされた家康は茶臼山
に︑︐同盟軍の織田信長は長篠の極楽寺山に陣した︒信長方は

馬防柵にはばまれた敵の騎馬武者を三千挺の鉄砲で三交替を
もって斉射し︑武田方の勇将を倒して戦局の大勢を制した︒集

団と鉄砲による新戦法は︑騎馬戦による旧戦法を革新させた
点で画期な戦闘であった︑鐸Ｉつば︒電製Ｉ①いなずまのょ
うに早く動くこと︒②いなずまが空にひらめくこと︒韮Ｉ細

すなわち︑城を死守して幾旬にも及んだが︑勝敗は容易に

かくくだいたものの意の語原︵砕︶からきている︒眠気Ｉな
まぐさい気︒嬰城１城に立てこもって堅く守る︒楼櫓Ｉ敵を

なずまのように襲いかかった︒夜半︑鳶巣城の焼ける火が

天に沖し︑打ちならす戦鼓は地を動かしてひびき︑ために

決せず︑そこへ家康と信長の同盟軍五万が援兵となってい

うのがある︒燕の昭王が楽毅を将として斉を討ち︑斉の諸城

地も裂けるようであった︒信長方の馬防柵はいく重にもか

望見する無殺のやぐら︒ものみやぐら︒蝶Ｉかき︒ひめがき◎

がほとんど陥ちた︒時に田単は即墨を守り︑奇計をもって牛

城の上の物見のへい・即墨Ｉ蒙求の標題に﹁田単火牛﹂とい

千余頭を集め︑朱色衣を被らせ︑兵刃をその角に束ね︑尾に

ためき︑剣は雪のようにきらめいた︒信長方の三千挺の銃

さなってその堅固さは城以上であり︑軍旗は雲のようには

ある刀槍は霜のようにこなどなになった︒斉将田軍が即墨

砲火は城を焼き︑ものみやぐらは震動し︑ひめがきの間に

が︑援兵の来るのを頼ゑとして意気は少しも衰えなかった︒

た︒堅く守った孤城の長篠城には久しく糧食がなくなった

くなり︑白いのは人骨︑赤いのは血というありさまであっ

を粉にしてくだけて亡んだ︒そのため広い戦場が血まぐさ

弾は空を走るように飛んで黒姻をあげ︑武田方の大軍は身

葦を束ね︑脂をそそいで火をつけ︑夜に乗じて燕軍にむかっ
て放った︒決死の士がその後に鼓謀して突出し︑大いに燕軍
を敗って︑斉の七十余城を復した故事である︒碓賜Ｉ唐の張
巡のこと︒張巡は安禄山の反に兵を起こしてこれを討ち︑唯
陽の太守許遠とともに城を守って賊将勢子埼と戦った︒しば
しば賊を破り︑固守すること数月︒臨准の節度使賀閲進明に
救を乞うたが︑進明は巡の声威を忌んで坐視して救わなかっ

城を守って奇計をもって牛千余頭を集め︑兵刃をその角に

たため︑ついに城が陥って賊に殺された︒死に当って大いに
千年ｃ長い年月︒芳Ⅱ

よってうけた傷︒かたなきずｃ千秋

賊を罵ったと伝えられる︒帳Ｉとばり︒幕︒金創Ｉ矢や刃に
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節度使賀附進明に救を乞うため妾を烹たようなこともなく︑

の張巡が安禄山の反に兵を起こしてこれを討ち︑唯陽の太

束ねて燕軍にむかって放ったようなマネをせず︑また︑唐

織田信長の新しい戦法をも顕彰しようとしているようで︑

色であることは︑言うまでもない︒しかし︑それとともに︑

長篠城を死守しとげた奥平信昌の光栄をたたえるための潤

水﹂と説明しているので︑それにしたがったままであるが︑

この一篇からも信長フアンとしての泊翁がうかがわれるよ

守許遠とともに城を守って賊将男子埼を討ったが︑臨准の

うにわたくしは思う︒
５

戦闘はテレンテクダなく進められ︑溝中に夜ふる雨が血ま
に恥みて痛んだ︒そのように少しばかりの闘魂をふりしぼ

承れのシャレコウベを洗い︑幕外に吹く寒風がかたなきず

波浸夕陽姻海長波は夕陽を浸して姻海に長し

屋島懐古

その結果︑戦いは勝利に帰して英名を遠くまで輝かすこと

行宮何処悪山蒼行宮は何処ぞ暮山蒼し
東風吹散廃興夢東風吹き散らす廃興の夢

って︑決死の覚悟で永遠にほまれをのこそうとつとめた︒

ができたが︑その娠難苦労は張巡や許遠のそれと比較すべ

猶有愁雲桂乱桧猶愁雲の乱椛にかかるあり

興Ｉすたれると︑おこると︒興亡︑盛衰︒愁雲１憂いを起こ

八字解Ｖ行宮Ｉ天皇がお出ましのときの仮の御殿︒行在所︒廃

大意は︑夕陽が波間におちて︑畑が海に長くたなびいて

／1『一、

あんぐういずく

って碓陽城にたてこもり︑偉大な功績をたてた︒奥平信昌

きものがあった︒そもそも︑張巡は揚子江と准水の間を守
もその功は張巡に劣らないが︑大軍はことごとく散ってひ

いる︒屋島の行在所はどこにあったのであろうか︑夕べの

させる雲︒乱橘Ｉ乱立したほぱしら︒

はまたたく間に過ぎて︑今はただ山の緑に秋の雲がかかっ

山は蒼く暮れなずんでいる︒折りから東風が起こって︑源

の興亡がこの時に分れたのである︒それから三百年の歳月

とつ長篠城だけがのこり︑家康・信長の同盟軍と武田方と

に火が狐の住む穴から出て燃え︑筆箱から筆をとってなき

舟のほばしらに雲がかかっていて悲しゑを誘うことである︑

平職衰の夢を吹き散らしてしまったが︑それでも乱立した

ていて︑眼に入る昔のものは白骨だけである︒ときたまお

ために毛髪がたつ思いである︒だいたい以上のように解せ

ずね︑源平の昔を懐古する歌を詠んだつもりでいたところ︑

わたしも二十年ほど前︑徳島で識減した州りに屋島をた

というほどのことであろう︒

がらをとむらえば︑身の毛がよだつような恐ろしさがして︑

られるが︑﹁碓陽並無妾可烹﹂という故事の解釈はあてず
つぼうで︑確証はない︒﹁由来唯陽蔽江准﹂というのも︑

自信ある解ではない︒﹁江准﹂を漢和辞典は﹁揚子江と准

k−LDノ

今のこっているのは︑︑
楽踊

天皇もやどり給ひしホテルにて教授らがおどる阿波後生
吉野川ゆたかに注ぐわたなかに遠霞立つ阿波路島やま
城あとの育める草に坐るとき光はあふることは阿波の国
というような阿波路の歌ばかりで︑屋島のそれとおもわれ
るのは︑

この山に死場所を求むる若きらをともしむ思ひにしばし
待ちゐつ

という一首だけであった︒よくおぼえていないが︑そのこ
ろ︑屋島のある場所で若い人たちが自殺する流行があった
のであろう︒たぶん︑それは海に面した断崖で︑そこから
投身自殺をする者が多いというのであった︒泊翁の屋島懐
古にくらべてわたくしの屋島旅情は︑どうも情趣に乏しか
ったようである︒︵特別会員東大教授︶

泊翁先生歌集より
讃岐の屋嶋にて
夕風は松にこたへてもののふの
やしまの山に夕日かたふく
むら烏のむれのふるさとたち出て
風たかまつの宿を尋ねん

支会便り
千葉県東部支会

東部支会の監事で評議員の永嶋良治君は︑円満な相貌の通り親切

一点張りの人柄︑俗に云う世話好き型で︑その一例として︑結婚三

十六組の媒酌を成功させている︒去る十二月十二日新里の椛屋に︑

世話を受けた三十六組のご両人が参集︑盛大な謝恩の宴が催され

た︒席上左記の表彰状が︑本会終身会員の林誠悦山田町長から贈ら

表彰状

れたのである︒

永嶋良治殿

あなたは夙に結婚談事業の重要性を認識し格別の努力のもと幾多

の媒酌をなされ幸福な家庭を育くまれましたその功績は偉大であり

ますよって弦に表彰します︒

昭和四十六年十二月十二日

山田町長兼山田町農村結婚相談所長林誠悦回

東部支会関係者中で︑結婚媒酌に此の如く数多くを︑努力成功さ

せた事は稀有のことであって︑﹁人無くして何の天ぞ︑何の地ぞ﹂

との言葉を考える時︑よくぞ驚異的の功績を積重ねたものと讃美す

るものである︒︵石橋支会長︶
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ｰ 曹

軍国主義について

木下広居

日本人たる我食は︑国防が大切なことが分かっている︒

うだ︒

でなく︑あくまで防衛的なものだ︒その自衛の防衛力が︑

しかし︑それは︑他国の自主独立性に干渉するようなもの

どうして軍国主義という非難を受けるのか︒我々の態度に

も︑そういう疑いを起こさせるようなものがあるかどうか︑
反省せねばならぬ︒

軍国主義といえば︑世界的に有名なのがス︒︿ルタだ︒こ

れは︑紀元前五世紀頃を中心として繁栄した小さいギリシ

ャの都市国家だ︒この国が出来る時は︑近所の国を征服し

たが︑その結果︑征服された外国人と自国民との対立があ

った︒征服された人たちの方が十五倍ぐらいだった︒だか

ら︑いつ復讐されるかも分らん︑というので︑猛烈な軍事

訓練をした︒女もハダカで運動競技をやらせた︒男の子は

行軍や戦争の練習のために掠奪や泥棒をさせた︒見付かる

七つになるとｌ国家の命令で︑弱い子憾山にすてたｌ

ある時︑子供が狐をとって歩いていたが︑大人が来たの

ような間抜けは罰を加えた︒

で︑着物と腹の間にかくした︒狐が苦しがって︑とうとう︑

その子の腹をかき破って︑殺してしまった︑というような
話がある︒

何かお祭りでもある時は︑征服された外国人や奴隷を

ｌそれも︑たくましくて最も反抗しそうなのをｌ穀
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とは︑軍隊の手段であり︑道具だった︒からだの大きい兵

した︒国王にとって︑軍隊そのものが目的だった︒他のこ

そくル頚にはＩ臆かの都市には︑みな城壁があった

民より価値のあるものとした︒しかし︑兵隊を強くするに

隊を集めることに熱中した︒そして︑兵隊と将校は一般人

す行事があった︒︲

出撃するだけで︑城壁の中に逃げこむことはありえないの

はどうでもよかった︒芸術とか文学なんかを最も軽蔑した︒

ば︑自給自足の農業が次挺憾大切だった．Ｉ臓かのこと

ｉ城壁がないのが自慢だった．戦争と癒れば︑こっちが
だから︑母親は︑息子に︑勝って帰るか︑楯に乗って︵死

の代になると︑がらりと変ってしまった︒というのが︑皇

八六在位︶

り︑その他のことは︑それの犠牲になる︑といった政治体

太子は文学や音楽が好きだった︒それもフランス文学だ︒

ところが息子のフレデリックニ世︵一七四○

制だ︒

要するに軍隊と戦争が国家にとって最も大切なことであ

体となって︶帰るか︑どっちかにしろ︑といった︒

二こういう軍国主義が近代において有名になったのはド

た︒フエ︵フルート︶を折ってしまった︒宮廷は地獄のよ

の国境というものがない︒ヨーロッパで戦争といえば︑ド

になるところをようやくゆるされた︒その代り︑行動を共

うなので︑逃げ出した︒皇太子も将校だから脱走罪で死刑

父は︑フランスのものは何でもいやらしいものと思ってい

イツが戦場になるにきまっていた︒だから︑国家を維持す

イツだった︒ドイツというところは︑大きな平野で︑天然

るには︑国民に対して軍事訓練をやっておく︑というのが

に精励するようになった︒

にした親友が死刑になった︒Ｉそういう悲劇から︑軍務

王は隣の国︑オーストリアを侵略した︒宣戦布告もせず︑

た︒父親は軍隊を維持するだけで満足していたが︑若い国

しかし︑即位してからは︑父親とは︑まるでちがってい

昔からの習慣だった︒それは︑日本やイギリスのような島
国とは全く事情がちがう︒

ドイツでも︑東北地方にプロシアという邦があって︑地
味は悪いし︑貧乏だ︒領土をふやさないと︑増加する人口
が養えない状態だった︒ところで︑十九世紀のはじめ︑フ

それも︑オーストリアの国王が亡くなって王女↓︑リア・

豊かな地域を占領して自分のものにしてしまった︒

相手が準備してないことを知ると︑勝手にシレジアという

テレサが即位し︑はじめての王子を産むという時に攻撃し

四○在位︶

わなかった︒臣民は国王に対して無制限の服従をするのが

が出た︒この人は︑ほとんど軍隊以外のことにはカネを使

たのだから卑怯だ︒しかも︑マリア・テレサの即位につい

レデリック・ウィリァムという国王︵一七一三

義務だ︒国王は国家の権力を拡張することを最高の目的と
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ては︑承認したばかりでなく︑どこの国王よりも熱烈に祝
賀の挨拶をしたのだった︒それなのに︑シレジアをよこせ
ば︑外の国が侵略した時に防衛してやる︑などといった︒

そして︑マキァベリ主義︵権謀術数主義ｌマキァベリー
一四六九 一五二七ｌは十六世紀のイタリアの政治学者︑

外交家︒国王の権力を維持し拡張するには︑どんな手段を

ビスマルクは︑デンマルク︑オーストリア︑フランスと

次炎に戦争をして︑︒プロシアを中心としてドイツを統一し

七一年にフランスとの戦争に勝って帝国が生まれた︒

た︒ドイツ帝国はプロシア国王を皇帝として出来た︒一八

ウィリアム一世という皇帝は︑何でもビスマルクに委任

したい︒それには軍事予算が議会を通らねばならぬ︒

していた︒皇帝は生まれながらの軍人だから︑軍備拡張を

ところが下院が通さないＯビス一︑ルクによると︑君主と

とってもいい︒一切のキリスト教道徳を否定した︶反対論
を書き︑ヴォルテールの世話で出版していたのだから︑い

では軍備拡張はできない︒しかし︑軍備拡張は必要だ︒し

からぱ︑憲法の規定と無関係に予算なしで軍備を拡張する

上院と下院の意見が一致しなければ予算が通らない︒それ

権利が政府にある︑といい出した︒何でも︑演説や多数決

い︑と説きながら︑外国を油断さしておいて侵略したのだ︒

Ｉ風内政治健どうだ︒夏ば朝三時から冬臆四時から

よいよ怪しい︒ダマシ︑ウソ︑不正義な戦争などはいけな

起きて︑首相や大臣のやることを全部自分でやった︒ヨー

によって解決するんだ︒もし人民が反抗したら︑国王がま

ず死刑になり︑そのあとで私︵ビスマルク︶が死刑になる

でば永く︑血と鉄︵プレ︲卜・ウント・アィゼンー戦急

覚悟です︑といった︒軍事と戦争が最高の目的で︑ほかの

ロッ・︿で﹁君主親政﹂といえば︑こういうことになるのが

歩いていると︑﹁早くウチに帰ってガキの世話をしろ﹂︒

記だけ︒教育にも産業にも裁判にも干渉する︒主婦が街を

この主義で︑一八八八年に即位したカイゼル・ウィルヘル

こと峰それの職牲にする︑というのが軍国主義だ．ｌ

多い︒首相も大臣も自分が兼ねる︒官吏として働くのは書

坊主さんがいると︑お祈りをしろ︑という︒すべて国王の

帝国も無くしてしまった︒

︵本会副会長創価大教授︶

いたり︑第一次ヨーロッパ大戦で袋だたきになり︑帝位も

ムニ世︵〆臼のｇ乏崖︺の冒巳は世界征服の野望を抱くに

命令だ．何が人民の幸福になるか︑国王が知ってぃ為ｌ
彼が死んだ時︑人民はホットした︒

たちまち軍隊も弱くなる︒それがナポレオンに侵略され
るもとになる︒この軍隊を改組したのがシャルンホルスト

ａｏ富Ｈｇ○筋ｃで︑これを受けついだのがビスマルク
︵四ｍ日自民︶︑ということになる︒
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入江孝一

井さんがこれを知ったら何というだろう︒

た日本が︑なぜ︑英霊の気持となり︑英霊

てしまった言葉を横井さんは強烈にわれ

靖国神社法案の経過と今後Ｉ

靖国の英霊は何処へ

英霊の生証人
間︑ひそんでいた横井庄一さんが発見され

かし︑この横井さんの願いはかなえられず︑

宮城と靖国神社に報告したいと言った︒し

できないのだろう︒

が選んだところの靖国神社を国家でお護り

しかも︑世界の経済大国に成長してしまっ

て︑懐しの祖国に無事帰還された︒横井さ

病院に直行させられてしまった︒横井さん

占領当時ならいざ知らず︑独立国として︑

んの発見は︑各方面に非常なるショックを

と一緒の飛行機で無言の帰還をされた志知

われに伝えてくれた︒このショックは大き

与えた︒二十八年間にもおよぶ孤独の生活

さん︑中島さんのご遺骨は︑遺族の手によ

グアム島のジャングルの中で︑二十八年

は︑われわれには想像のできないことだ︒

って靖国神社々頭で帰還の報告をしそれぞ

ていたし︑事実そうであった︒だから︑横

ものとして靖国神社に祁られることを信じ

ために生命を捧げた日本人の御霊は当然の

れでも︑英霊の御遺族や︑生き残った戦友

本では難かしい問題となってしまった︒そ

だ英霊にとっては当然のことが︑戦後の日

靖国神社を国でお護りするという︑死ん

提案された靖国神社法案

しかも︑その間におけるたくましい精神力

れ故郷に帰っていった︒二十八年前︑国の

それともう一つ︑横井さんの言葉は︑二

井さんも︑横井さんと一緒に帰還された二

日には自民党は六十一国会に靖国神社法案

日決定されるまでにこぎつけた︒六月三十

民主党の党議として昭和四十四年五月十六

いった︒そして︑﹁靖国神社法案﹂を自由

たれて︑靖国神社国家護持の声を大にして

たち︑心ある人びとは︑英霊の声にムチ打

十八年以前︑祖国のために生命を捧げた英

ス︾ ○

と︑生活力には︑心から敬服するものがあ

い︒横井さんは祖国の土を踏んで︑先ず︑

郎

霊の声そのま上である︒英霊の生証人が突
然にこの地上にあらわれたといってもよい︒

のだ︒その靖国神社は占領軍によって︑一

宗教法人となり︑日本国家が護持できない

柱の英霊も︑先ず靖国神社への道を選んだ

たものを︑二十八年間の孤独の生活の中に︑

立場におかれている︒英霊の生一証人たる横

敗戦による変貌で︑日本人が失ってしまっ
横井さんは保存していてくれたのだ︒忘れ
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を提出した︒

四十五年四月十四日︑六三特別国会に再

共に立場を考えて︑取引をしなければなら

といっている︒野党の﹁信教の自由など憲

院法制局が憲法違反か否かを検討した結果

ことであるが︑靖国神社法案を読むと︑衆

でき上った法案だけあって︑神事ではなく︑

法に違反する︒﹂といっていることと同じ

の説明をさせたのは︑与党理事の顔を立て

る︒六五国会の最後の委員会で︑提案理由

も靖国神社に祁られると信じて死んでいっ

入ごとの英霊の取り扱い方である︒それで

ない仕組にある︒だから︑野党の反対する

てということになるようである︒いわゆる

た人びとに︑一日も早く国でお護りしてあ

靖国神社法は︑審議にも入れない結果にな

強行採決にしても︑与野党の関係者の話し

げたいと思う生き残った日本人の気持の遠

び提出した︒

合いによる芝居のように見える︒さきの沖

四十五年一月二十二日︑法案は︑六五国

その間︑二千万賛成署名も集めて︑靖国

細国会のときの強行採決の結果︑野党の了

審議に入ることなく廃案となった︒

会に三たび提出されたが︑五月二十四日︑

れただけで︑廃案となった︒六五国会のと

神社法の成立請願が行なわれたが︑提案さ

らない︒

慮である︒戦死した人にウソを言ってはな

信教の自由は憲法で護られている︒戦死

解を↓︑スコミに云麦された事実でおわかり

した人びとは︑靖国神社の英霊となり︑国

きなどは︑遺族の首相官邸にスワリ込みと

こういう手続をへなければ英霊のいる靖

になると思う︒

国神社は国でお護りすることはできないの

それを︑後の世のものが︑その自由を奪っ

家でお護りしてくれることを信じている︒

いう事態まで引きおこしたが︑最後の衆院

が現実である︒野党や︑新宗教界が反対し

理由の説明だけで廃案となってしまった︒

自民党三百議席をもっていて︑靖国神社

ている中で︑素直に英霊の存在を国民の心

内閣委員会で︑自民党の佐藤文生氏が提案

法案ぐらい通すことができないのだ︑とい

に訴えるしか方法はない︒

英霊に対するウソをどうしたらよいか宗教

靖国神社をしてしまってよいのだろうか︒

てよいものだろうか︒勝手に一宗教法人に

う支援者の声を聞く︒まさにその通りと思

一の反対の声
靖国神社法に反対する人びとは︑ことに

反対している旗頭は新宗連であるが︑新宗

ヤスク

新宗連は︑この法案に対して︑﹁日本国民

連あげての反対ではなく︑参加の仏所護念

なっていないので︑靖国神社法案も自民党

うが︑民主国会というものはそのようには
から提案はされたが︑それを取り扱うのが

の信仰生活に︑国の介入を大幅に導き入れ

のような宗教統制︑宗教弾圧への道を開く

えることを︑許すものであるから︑戦争中

である︒ただ反対というものではなく︑英

教団は靖国神社国家護持の強力な推進団体

靖国神社を国でお護りすることに強力に

内閣委員会である︒いくつもの法案をかか

るものであり︑国が特定の宗教に特権を与

家に考えて貰いたい︒

していくかを話し合うのが︑委員会の中の

えている委員会で︑どういう具合に運営を
理事懇談会である︒懇談会である以上︑多

危険な法案であるといわねばならない︒﹂

霊のいる靖国神社を国でどうしようかとい

党も共に理事であるから︑話し合いの上に

数決で決めるわけにはいかない︒与党も野
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うその上に立って考えなければ︑英霊は浮

よう再検討したい︒﹂と発言し︑靖国神社

その方法については野党の賛成が得られる

るので︑〃国家護持″の原則を貫きながら

このことについては︑三役も共鳴し方針も

ない︒是非一︑二年で実現をはかりたい︒

考え方も一致している︒

貰いたい︒

二月一日靖国協の須藤信運営委員長が中

地に雄大な明治神宮ぐらいの立派な殿堂を

であるが︑百億︑二百億かけて都内の国有

具体的方法については︑個人のアイデア

曾根総務会長に真意をただしたところ次の

つくり︑宿泊施設︑参考館︑公園などの施

法案の再提案そのものに問題がでてきた︒

ばれない︒宗教人にそこのところを考えて
野党の反対は﹁軍国主義復活への道を進
主義の復活に怒りをもつものはあるまい︒

ような見解と中曾根アイデアがでてきた︒

める︒﹂といっているが︑英霊ほど︑軍国
またそのご遺族も︑再び︑父よ︑兄よ︑夫

英霊の国家護持は当然であり︑それを行

設を設け︑国民の聖域をつくってはどうか

を子を失なうことを願うものがあろうか︒

二段階の審議をめぐって非常に難しい問題

国全体で今の時代に合う聖域を考えた方が

しかし︑今の靖国神社法案では成立の見

があり︑無理をすると宗教に対する権力の

靖国神社法の軍国主義復活の道を憂えるま

通しがない︒この法案に固執している限り

介入という非難も出てくる︒むしろ靖国神

永続きすると思う︒靖国神社の了解が得ら

永久にできないと思う︒今まで尽力された

社は今のままにしておいて別に国で不滅の

なっていないのは世界でも日本だけで国の

遺族会その他関係者の立場や老令で死んで

になっても国で祭られる場所となろう全国

燈をともす大殿堂を造った方が若い人の代

えに︑政治家の姿勢そのものを憂える方が︑

ゆかれる遺族の気持を思うと耐えられない︒

民的な世紀の大事業として考えて貰いたい︒

おり︑英霊の国家護持を願う気持は強い︒

主義と言って反対するとき︑ご遺族の胸に

そこで国家護持を実視する前提で︑この

中曾根アイデアは︑もろくも今の政治家

恥である︒私は個人としても弟が戦死して

どんなにキズつけていることか︑考えて貰

こまで持ってこられた方だの気持は分るが

際再検討すべきである︒靖国神社法案をこ

の体質を表わしたものとなった︒早速︑靖

軍国主義復活を留める早道であろう︒軍国

いたい０

大局的に承て通らぬものは致し方ない︒む

国協は反対し︑法案の審議こそ筋である旨

靖国神社法案を推進してきた靖国神社国

一月二十八日の自民党総務会において︑

靖国神社の国家護持は︑今の法案でも第

は︑三たび廃案に終った以後︑﹁次期通常

家護持貫徹国民協議会︵加盟三十五団体︶

しろ何度も棚ざらしになり︑手垢がつくこ

れれば神社の境内でもよい︒

国会に再提出し︑その成立を期すること﹂

とは英霊に対しても耐えられぬ思いである︒

靖国問題は重大局面に

を基本方針として対策を進めてきた︒

︵都会員戦中派の会代表︶

問状を出した︒靖国の英霊は何処へ⁝⁝︒

申入れた︒戦中派の会は中曾根氏に公開質
も通るようなことを言ってきたこと自体無

いままで通る見込承のないのに︑いかに
﹁従来の靖国神社法案では成立の可能性

責任である︒そんなことは私の良心が許さ

中曾根康弘総務会長は︑

なく︑国会運営の取引材料になるだけであ
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﹁人足寄場﹂について

岡野正隆

寛政二年定信公は︑火付盗賊改め長谷川平蔵︵鬼平犯科帳の鬼

じた︒当時牢屋は伝馬町にあり︑刑場は鈴ヶ森と小塚原にあり︑刑

平︶の進言を入れて人足寄場を設立︑平蔵を登用して寄場奉行に任

事政策は概ね古来の制を原則として採用︑答杖徒流死の五刑が適用

石川島は元﹁森島﹂又﹁鎧島﹂と呼ばれ南側は佃島に︑東側は石

せられていた︒

川大隅の守の邸に夫を堀割で接していた小さな中洲に過ぎなかった︒

後︑石川氏が移ってからこれと一緒になり石川島と呼ばれるように

職制は︑牢屋奉行と共に町奉行の直幡でありその組織は︑

なった︒今の造船所のあるところである︒

俸録三百俵二十人扶持

イ︑寄場奉行大工頭格御目見以上

小普請世話役格高五十俵二人扶持

ロ︑同心役所詰元締同心三人

︿︑下役同心二十九人高二十俵二人扶持
二︑寄場差配人一人

へ︑心学教師一人

ホ︑医師一人

勤務は元締同心一名宛宿直して場内を監督し下役同心は戒護保安

ト︑下男若干名

作業︑差配人は釈放準備等であり︑元締同心は祥着用︑下役同心は

収容設備は宝暦現来集によると︑敷地一万六千坪収容人員陸ハ百

羽織を着用した︒

よる分類拘禁制度を採用﹁女置場﹂﹁病人置場﹂も設けてあり︑二

人を定員として一番部屋より六番部屋まであり︑罪の軽重老幼等に
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百数十年前に既に行刑制度として一応確立されたと承るべきである︒平蔵の手腕と中沢道二の学徳とは相侯って寄場事業を大成したもの

作業は﹁辰の刻より就業し申の刻夕セツに罷役す﹂とあるから午と見るべきで我国刑務教誇の濫嶋と見るべきであろう︒

前八時より午後四時までとし︑昼一時間の休憩時間と月二一回の休日以上の制度は時期的及制度的に世界の自由刑の発祥地とせられる

が与え鳥た．仕事の内鴬なるべく本人の璽畷を鳶して課翻の畜治場の１余の素厳なりと云えども言心嘉切なり

卜：とせるものに似ているので当時の単の鷺なども

左官︑紙漉︑鍛冶︑彫刻︑草履︑練細工へ百姓︑油搾り︑龍職︑屋考えられないではないが︑文献もないし︑又定信公は異学を禁じ専

せられ罰山人一大門；﹂の人足富絵図によれば︑元結大エーをモ

根職︑竹笠︑炭固製造︑蛤粉製造等の業種があり後には陶器︑鉄砲ら朱子学を勧めたし︑若し学説等の影響ありとするならば︑荻生祖

等も製作されたと記されている︒株の﹁政談﹂或は中井竹山の﹁草茅危言﹂であると考えられる︒

また外使︵構外作業︶として信用製度を採用して幕末には横須賀江戸に於ける寄場について各藩にも寄場制が採用されたが特に常陸

港の埋立︑品川湾堤防の築造或は石川島及九段坂上の燈台も人足寄人足寄場は石川島寄場と有機的に連絡されて運営せられた︒筑波山

場の工事であった︒矢田氏の﹁江戸から東京へ﹂には﹁⁝⁝佃島のの南西麓今の筑波学園都市のあたりか茨城県上郷村に開墾地を定め

これは二代広重の写生図にも遣って居る通り石垣の上へ築山を作り事せしめた︒そして三年間真面目に働き改俊の情顕著なるものは︑

海浜に明治初年まで石川島燈台と言へる風雅な格好の燈台があった︒て︑石川島寄場から成績のよい農業志望者を移送して開墾事業に従

築山の上には植込などを設けてその上へ六角形の練塀の塔を載せた間口二間半︑奥行五間の家屋と土地約六︑七反歩と農具一式その他

ものであった︒石川島徒場即ち人足寄場奉行が監禁者の労作せし油二年分の食糎を与え︑水戸街道等宿場の適当な飯盛女と結婚せしめ

搾めと炭団の純益金でこの燈台を作らせた時は江戸湾へ出一人の船乗るまでの配慮して自力を促したと言われる︒

や漁師は金品を献じて喜びの心を現した．⁝：﹂この成果は全く荒地だった同地方に良田を造成し︑明治初年にそ

教化︒これが寄場の価値として高く評価されるべきものである︒の戸数︑数十戸を数えるものが残っていたが幕府政治の衰亡と共に

寄場の本旨はあくまでも本人の改過遷善を目途として各自の技能に寄場事業も後退して︑今は僅かに当時の代官竹垣二一右衛門の業績を

応じた作業を課すだけでなく︑更に精神訓化に努め︑特に心学の中た上えて作られた上郷村別雷神社境内に﹁竹垣君徳政之碑﹂が残っ
を収めた︒

沢道二を大阪より招いて寄場の教講師として感化訓育に多大の成果ているの桑である︒︵元大阪矯正管区長︶
一ヶ月三回の休日を利用して七席に分け﹁信義忠孝或は因果応報
の理﹂を訓えた︒定信公が後に教化の効果大いに顕るを喜びこれに
相当の扶持を与えんとしたが中沢は固辞したと言われ︑奉行長谷川
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ｉ１１Ｉ ⁝
善を急ぐ井伊直孝一

笹本寅

ｑ

１

といった︒相手の家老は︑心得た表情を

その方から申し渡すように︒﹂

﹁・ ・・：：︒﹂

﹁ところが︑先方は士分︑こちらは小者で

ったために︑誰責ですんだが︑こちらは小

あったから︑吟味の結果︑先方は士分であ

ケンセキ

﹁お言葉︑よくわかりましたが︑その儀な

うかべ︑

しつけねばならなかった︒．⁝：もし︑余が

者であったために︑不偶ながら︑打首を申

このような不偶もなかったであろうのに︑

大阪出陣の前に︑士分にとりたてていれば︑

るが⁝⁝﹂
﹁な雲せじや？﹂

れば︑明年でよろしかろうと存ぜられます

﹁さればでござり壷する．ｌこよい︑加

であった／︐﹂

と思うと︑いつまでもこころに残る残念さ

井伊掃部頭︵カモンノカミ︶といえば︑
幕末︑千代田城外で︑水戸浪士に殺された︑

て︑一ヶ年分の禄をつかわさねばなりませ

増を申し渡しますれば︑た望一夜のことに

﹁： ︲︲：︒︒﹂

あの井伊直弼︵ナオスヶ︶が代表的に思い

ぬ︒このゆえにても︑年が明けてからの方

﹁ははっ︑よく相わかりましてございます︒

ようやく顔をあげて家老は︑

ろうな？﹂

増も︑それがた鞠じ：ｌわかったであ

事は急ぐことに致しておる︒この夜分の加

﹁それゆえ︑その後は︑何事によらず︑善

さらに︑直孝は語をついで︑

○

をあげることができなかった︒︐

家老は︑深く頭を垂れて︑いつまでも顔

すると直孝は気ぜわしそうに語をついで︑

○

家老はすぐにはのみこめぬふうであった︒

おろか︑寸刻も早い方がよい︒﹂

﹁いや︑加増ときまったらば︑一日一夜は

きびしい表情をうかべて︑

すると︑直孝は︑合点すると恩いきや︑

が︑よろしいと存ぜられまする︒﹂

出されるが︑伊井家は︑もともと徳川家康
とくに︑徳川初期の井伊掃部頭直孝は︑

以来の徳川家での名家であった︒

天下の大黒柱であった︒

人材雲のようであった当時の豪傑の中で
も︑ずばぬけていた伊達政宗とでも︑気お
○

されることなく︑一対一の交渉ができた︒

みそか

その直孝は家来を愛すること非常だった︒

﹁ｌ峰つ峰先年奈の馬の口とりをし

ある年の大晦日︑直孝は︑家来の一人を
よび出した︒この押しつまった時に︑何事

ておった男が︑なかなかの律義者で︑蔭日

⁝⁝深いおこころざし︑察することができ

向なしつとめるので︑いつかは士分にとり

ませず︑恐縮でございまする︒おゆるし下

は︑﹁：．⁝家中の中川典膳は︑きわめて正

たててつかわそうと存じておったところ︑

さりませ︒﹂

だろうと思って︑家老が伺侯すると︑直孝
直で︑いったん口に出したことは︑必ず実

他家の若者と喧嘩口論におよんだ︒﹂

大阪役出陣のみぎり︑ふとした間違いから︑

︵二十六頁へ続く︶

われるから︑このさい︑五百石の加増を︑

行いたす︒非常に見どころのある人物と思
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〆、〆ｰ、ヘプヘ
へ 一

四季の鉢物︵十一︶

についているので葉が垂れ下がりません︒

木の変種で︑葉柄が太くて短かく︑上向き

葉は濃緑色で新葉を包んでいる赤い苗が美

しく︑こじんまりとしているので小鉢物と

して人気があります︒立葉ゴムあるいは青

って一︲クライギー﹂と呼ばれます︒

ゴム・またはアメリカの輸入会社の名をと

ゴムノ木はクワ科の木本性植物で︑家庭

タカトウダイ科に属し︑葉は掌状葉で観賞

が必要です︒なおパラゴムは植物の種類も

がい︑寒さに弱く越冬温度は一五度Ｃ以上

入り種もあらわれています︒小鉢作りのほ

要の多い品種です︒近ごろはその美しい斑

力も強く︑耐寒性も強いので現在は最も需

渡部弘

ハデコラゴムノ木Ｖインドネシアの原

向きの小鉢はもちろん︑貸鉢用の大鉢もつ

用のゴムノ木とは全くちがった形をしてい

をおびた濃緑色です︒生育がさかんで繁殖

産で︑葉は大きく肉厚で丸味があり︑赤味

れているのは︑インドやマラヤが原産です

八白斑入ゴムノ木Ｖインドゴムノ木の

しろふいり

かに大鉢作りにも適しています︒

くられていますＣ一般にインドゴムと呼ば

ます︒

じめわが国の四国や九州の南端に自生する

歴は最も古いのですが︑その後すぐれた品

でわが国には明治末期から輸入され︑栽培

ハインドゴムノ木Ｖゴムノ木の代表種

八斑入ゴムノ木Ｖ同じくインドゴムノ

くないと新葉が細長くなってしまいます︒

あります︒乾燥や根づまりなどで生育がよ

やや弱いが次の黄斑ゴムよりは強い性質が

①おもな種類・品種

が新らしい種類にはジャワやスマトラ︑そ
の他熱帯地域に広く分布しているものがあ

ガジュマルもゴムノ木の仲間です︒いずれ

種があらわれて現在ではあまり栽培されま

木の変種ですが︑葉はやや大きく丸味があ

と茶色の斑点が出やすいのが欠点です︒

っています︒黄白色の斑が美しく︑樹勢は

も幹や葉柄を切ると白い乳液が出て︑これ

せん︒葉は長楕円形で緑色︑葉全体が垂れ

変種で︑葉幅はやや狭く︑先端ほど細くな

が空気に触れると褐色の色の固まりになり︑

下がるので垂葉ゴムともよばれます︒耐寒

ります︒インドやマラヤのポダイジュをは

種類によってはゴム物質を採取できるので

の部分が日焼けをおこしたり︑低温にあう

り︑黄色の斑が入ります︒性質が弱く︑斑

しかし︑本物のゴム︵工業用のゴム︶は

ゴムノ木という名をつけました︒

性が強くわが国でも一部の暖地では露地で

八立葉インドゴムノ木Ｖインドゴムノ

も越冬します︒
で︑園芸用として作られる墨﹃一ムノ木とはち

ブラジル原産のパラゴムノ木から採るもの
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に輸入された新種で︑葉はピンク︑乳白と

ハデコラ・トリカラ−Ｖ昭和三十九年
ます︒挿したあとは半日陰におき︑二○度

をつけたりして︑川砂や・ハーライトに挿し

て切口にミズ・コケを巻いたり︑粘土の団子

しやで日除けをすればよいでしょう︒この

葉やけをおこしやすいので︑ヨシズや寒冷

はさけたほうが安全です︒とくに斑入種は

進んご

緑の調和が非常に美しく︑デ三フよりやや

期間中の水やりは︑真夏は一日に二

二

の葉に似ているのでカシワバゴムとよばれ

八カシワバゴムノ木Ｖ葉の形がカシワ

その周囲に拳大の水苔︵水を含ませた︶を

らいの輪状の傷をつけ︑厚い皮をはぎとり︑

月ごろが適期で︑幹の一部に幅一センチく

いと寒さのため下葉が落ちることがあり︑

で越冬させます︒低温の室内で水やりが多

水やりをひかえ目にして︑五度以上の条件

十月中下旬︑早霜のくるまえに入室し︑

ると葉やけを起しますから注意して下さい︒

強い直射光線が当っているときに葉水をや

回の割合が適当です︒ただし︑真夏の日中︑

十月は乾きに応じて一

三回︑

ぐらいの高温を保ち︑湿気をたっぷり与え

五

六月と九

小型です︒光線や温度が不足するとピンク
ておくと発根が早いものです︒

八取り木Ｖ背丈が高くなりすぎたとか︑

がうすれてクリーム色が強くなります︒生

下葉がほとんどなくなってしまったとかい

育は割合によいのですが︑繁殖は他の斑入
種と同じように︑挿し木ではふえにくいの

うときに︑しばしば行なわれます︒四

ています︒葉は大きく立っていて︑淡緑色

巻いてビニール布でおおい︑上下をヒモで

になりやすいので︑冬の葉は伸ばさないよ

五

で取り木か接木によらねばなりません︒

で全面がでこぼこしています︒西アフリカ

で発根し︑白い根がみえますから︑切り取

結束しておくのです︒ふつう二日

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

一○度以下の室内で開いた葉が小さく崎型

の原産でほかのゴムノ木とは形態がかなり

四日目

ちがっています︒

うに鉢土を乾かしたほうが安全です︒

そうして︑即座に中川典膳に︑五百石の

と︑納得の頭をさげた︒

︵二十四頁より︶

しょう︒用土は粘質土五に腐葉土三︑川砂

加増を申し渡し︑さかのぼって︑この年の

六月がよいで
二くらいの割合が適当です︒肥料はできる

植えかえはできるだけ四

③手入れのし方

って他の鉢に植えます︒

これらの品種のほかに︑最近輸入された
ものとして︑ラ・フランスという品種は小
型で節間がよくつまっていて小鉢にむいて
ーという品種は大型で葉ぶりもよく︑人気

だけ春から秋のはじめにかけて︑油粕の置

います︒また︑デコラによく似たロブスタ
が急上昇しています︒

五月から十月にかけては戸外に出してお

︵作家︶

んの天下国家の柱石という感じが深い︒

直孝こそは︑寸秒もゆるがせにしない︑し

一月一日分からの︑五百石分を渡したが︑

き直射日光に当ててよいのですが︑室内か

き肥やうすい液肥を充分に与えます︒

八挿し木Ｖ斑入りの種類を除けば挿し

ら急に出したときや︑真夏の日中の強光線

②ふやし方

しでも可能です︒葉芽挿しは葉を一枚つけ

木でたくさんふやせます︒天挿し︑葉芽挿
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○○○○○○○○○○○○○Ｏ

鴻鈎巳轄歳華更．縦横健筆這二時賢売梅花韻郁東風好︒

弘道詩林︒︒溝誹村瀞写︵逗子︶損嘩詩書玩叶燕噸燃犠呼嘆蛎噌
○○○○○○○・

三好凌石選元地極睦州獅斡弊沙毒隼酢漆津毒春蚕詮春岬忌酔
○
○○○○○○○○○○○○○
喜看紅梅花自溌．吟二得書壇受賞篇で評日︒韓結清雅︒韻致可レ語︒

︑壬子新年作

翠峰杉崎精治︵横漬︶隔林鴬語又春謹︒評臼︒詩意平潅︒順講可レ唱・︑壬子新年作

○○○○○○○
埠煙旭日景雲中︒評臼︒一二温雅︒三四秀逸︒︑衰題山
岱石相川文五郎︵横漬︶
○○○○○○○
移山寺島慶一︵千葉︶霧騨垂毒琴騨海
○○○○○○○
︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○

寓里晴光瑞気融︒︑新春偶成

八十五齢身盆健．城南西春彦︵東京︶雲外漉窺衆岳宗．賓殿崇巌修祁全．
○
○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○○○○○○○Ｏ

○
○○○○○○○○○○○Ｏ○
誰隆二圃連一能立﹄策．仰此乾坤第一峯．評日︒韻格整害︒祁事備然︒

評白︒措辞清醇︒椿雲可碩︒巴印相争勢盆昌︒霊二三千界一無二儒匹↓秀山遥潅七星天︒

揮﹄皇頚﹄害坐二春風↓南邦政状今蒋﹄動．房顔如玉秀霊鍾．歳日一恭思四方拝．

＠壬子元旦作

○○Ｏ○○○○
苔石鳥居菊造︵茅ヶ崎︶菖人合﹄待二太平春↓評日︒筆致俊秀︒除韻標雌︑洗レ硯題し詩
○００○○○○
五雲謡蕊日升﹄東．評日︒高韻鍔錘︒感在二言外毛︑壬子元旦口占
錬石佐藤良蔵︵横漬︶
○○○○○○○
柏酒迎﹄春笑語同︒︑壬子新年作
霞軒菅谷敏夫︵千葉︶翰墨呈群洗一硯辿
○○○○○○○

○遥
○上
○海
○雲
○東
○風
○和
︑気
︑暖
︑坐
︑二︑
松竹門頭旗影動．松堂中村柴次︵逗さ初陽
茅︑
茨︑
↓

○○○○○○○○○○○○○Ｏ

瑞気洋洋度二恵風↓一酔揮﹄皇頻這﹄興︒肇書堆裏坐二春風詔＠次二凌石先生見レ似

か蕊斡桑評呼融︒﹄雨鈴卸麗瑞雲閑禿池元詠弛詳融軸飛談即励泳芽
○
○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○・○Ｏ
天開一主暦一日瞳瞳．頑健迎﹄春畢二害杯式欲﹄樹二今年文墨計一誰得二新春絶妙静↓
○
○○○○○○○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑

石村田一雄︵横漬︶
︑︑︑︑雲︑
︑︑

淑
酒陶然春好在︒草堂喜気倍佳哉．評日︒温健︒調書有し楽︒壌韻一
○○○○○○○
全家頚﹄害楽無﹄窮︒評白︒賀毒之語︒結得亦佳︒︑壬子元旦作

秀波栗原精夫︵横漬︶壷中天地値二生辰↓

○○○○○○○︑︑︑︑︑︑︑

篇二謹術院曾員一手把辛盤酒一厄︒一酔先醒復酌﹄醇．

評臼︒前詩端巌︒後詩悠揚︒︑賀三松本芳翠氏推
︑新春即事
一
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○○○○○○○
三楽罵知排二一梁一
○○○○○○○
浩然惟畳白頭新．
評臼Ｏ語浅意深︒三楽可し知︒

凌石

雲石山人撹撲辰︒

︑似二雲石山人一

欽名未﹄敗掛二芳醇↓
笑迎一一華甲一身増健︒

蕩二酒情一来毒域新︒
目註云︒唐元槙詩日︒今日樽前

評日︒不し堪二哀惜や痛恨無し限︒評日︒輔結整然︒朗朗堪唱︒

○○○○○○○
○○○○○○○
愁腸欲し断涙潜然︒行人寵﹄涙飯盛山︒

︑辛亥十二月十二日於︑鍔雪錬石
︑︑︑︑︑︑︑
熱海潮一音荘浩然吟吐乾坤一白雪玲瀧．

︑︑︑︑︑地︑
聯句玉屑紛紛眼
界室︒

○○○○○○○
○○○○○○○
風葉荊萌月光融．雲石一路松林人迩絶．
○○○○○○○
○○○○○○○
樽前祭﹄詩興不﹄窮︒秀波寒鵡飛散書間中︒
○○○○○○○
○○○○○○Ｏ

雪華紛紛捲二朔風弐錬石評日︒風格清新︒雪景如レ書︒

○○○○○○○
吟
筆縦横志気雄．凌石峰詠↓酔郵梅寄秀波

山色蒼荘白雲中．静古＠壬子二月念日浩然
○○○○○○○
雨歌山頭霜葉室︒松堂吟牡柏梁催聯句

故有二飲名之室明

＠江南秋望伽曾心春獅二榊癖↓静古

敗二飲名毛三杯未し誰不レ能し傾・

︑新春即事

緬憶営年白虎隊︒＠別有し天

芳洲新家孝︵津︶毒妻縛島祢脚慰．松堂
衣川舜子︵逗子︶
︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
山気清澄茅屋春．
山色蒼蒼秒二大空↓水碧沙平草己芳︒錬石
︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑
○○○○○○○
梅花己溌烏謹頻．
江南寓里望無窮．惟看漁樵封二春光↓雲石
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
幽閑偶坐催二吟興↓
斜陽欲﹄没湖光澗．吟情酔格興偏長︒凌石
○○○○○○○
○○○○○○○
誰挿庵窓玉樹新．
秋在二金波撤艶中↓＠北京天瓢乎道人
△△△△△△△
評日︒温雅︒
評日︒秋一意蒼涼︒極目悠然︒飛報遥到北京天．
△△△△△△△
︑ 悼 二 芳 翠 先 生 一 松 堂 ＠吊白虎隊翠峰儀杖歓迎奏二管絃↓
○○○○○○○
△△△△△△△
○○○○○○○
秋
風
楓
楓
古
松
間
．
中
米
雨頭相握手︒
○○○○○○○
△△△△△△△
股股鐘蝉野雀還︒盤惣麿陸計二国交全↓
○○○○○○○
先生健筆逼二先賢一
○○○○○○︐○

翼院推勝二臓徳一博︒

俄蕊二計一音一疑是夢．

○○○○○○○

△△△△△・△△

洞窟孤栖廿八年．
△△△△△△△
隔二離塵境一秒二風煙↓
△△△△△△△
△△△△△△△

劫静不﹄識世情改．

剛是人間別有﹄天？

胸像子鳥居曾長

＠賀日本砂利協曾見贈

採喋廿年功業昌︒
名聾誌徳正洋洋．
仰階胸像風祁爽．
八十三齢椿害長︒

︑壬子元旦作凌石寛

我迎八十五齢春．
老健猶誇報国身︒
柏酒三杯卿自書︒

︑賀二壷翁上野銅太郎氏

悠然把﹄筆志迩新．

白喜一敬呈

鶴髪迎﹄春健且寧︒

壷翁九十九躯齢︒

つねに

億昨賜﹄盃介二眉害一

南山秀色鎮長青．
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弘道歌壇

る

井上学麿選

移るひし世の様知らに眠れるか奥の院︵参︶道︵ｇ古りし
墓石は

御謀反のことわり以ちて秀次を高野に逐ひて腹召させけ

ぶ︶

人影も疎になりし奥の院の夕暮白し︵く︶参道の墓︵碑陀

ごむほんお
る

横たふる和泉の山のやまな桑を越え行く雲の︵や︶秋を思
はす︵近き日に︶

千葉県加藤巳之茨城県田口鹿洋
ぐひすの鳴く

霜白き今朝の門辺に落葉たけば孫ら藷など焼いてまつは山の宿まだ明けやらぬ朝まだき霧深くして︵深き谷に︶う

明日の日に残る命を賭けて病む老いたる我を独り悲しむ会議のあと心ゆくまで紅葉見むと待てども山の雨やまず

世に疎く生きゆく老いの頑なに実の孫まで我を離るる暮れなやむ利根の河原の西空に遠く筑波の山かげの浮く

近づける西方浄土眼つむれぱ心の奥に遠くかすかにして

こときれし伯母の亡骸に近よりて涙おさへて南無の指組千葉県竹下せつ

三重県新家たかしかな

むいささかの事を案じつ夜中︵半︶まで眠れぬ吾は弱きさが
のり

夏も早畢りに近き高野山の青葉の下を馬車に揺らる鼻生きの世の苦しきことは思へども︵ほへど︶父母もゑまか

これやこの金剛峯寺に千年の法のともしび︵今に︶かがり告ぐる︵ぐ︶人もなし

よひてをり一人居の昼節のをりはことさらに亡夫の面影意ひやまざ

極楽橋を行けば奥の院参道や無数の墓石傍らに建つり︵ぬなり︶
権勢も栄華も遠き夢なれやこ上に苔むす大名等の墓疲れ果てねむりしのちに︵ふとねむり︶覚めて書くむなし
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きものかひとりの午後は

川越市小名木狂辰

摩周湖にて夫と求めし白樺の幹白くなりてかなしみをよ
ぶ

成田山初詣りする護摩の札御利益もまた値上げされたり
雑談が少々長くなりたれば頬被りさせ篇立てたり
カラーテレビ入れたる故に外孫は今夜泊ると家に電話す

心臓の発作で即時入院の父の快癒を茶を絶ちて祈る

埼玉県鷲宮葛人
人︵ら︶はみな喜ぶ史上初めての火星三号無事着陸を

着陸によりて明らかになるならむ火星に生物の居るか否
か︵るや否や︶も

老齢年金給はるたびに現し代に生れし︵わが︶身の幸を
田心へｈ／

ックにて

金銀銅メタル給はる︵りぬ︶わが選手冬季札幌オリンピ

井上学麿

父祖よりのしきたり守り節分に今も豆まくふるさとの家
信なくぱ立たずと言へる一言はいかなる時も忘れざらな
む

後の世のわらはれ人になりたしと思へる人のなほおほき
かな

○貧乏に追ひまくられて頬冠り

︲く封じこまれている︒

篠塚しげる選

千葉県加藤刀水

うかがえる︒﹁小春緑﹂にこの感謝の気持がそれとな

・がら生きているという作者の人生観のようなものさえ

はない︒自然のめぐみやいろ︲Ｊ︑の人のご恩を受けな

い︒この心情には世の中は自分だけで生きているので

遇ではない︒いや不遇かもしれぬがさうは思いたくな

︵評︶幸福とまでいうには少し抵抗を感ずるが︑少くとも不

︑不遇とは思ひたくなし小春縁

と胸に来るものがある︒

︵評︶句意は解くまでもなく明瞭︒中七︑下五の言葉にぐん

＠豊の秋われ稲に謝し牛に謝し

弘道俳壇

｜

○七十路のかげ引く扉風炉に篭る
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《か一

｜

︑生きてゐたかと厳しく賀状くる

する友の言葉の中に作者はかえってあた上かく有難い

︵評︶相許す心の友からの賀状なのであろう︒きびしく叱吃
気持を汲桑とりながらしばらくその賀状を手にしてい
︲た︒ユーモアもあって面白い一句︒

朝の茶にほとばせて噛む年の豆

○寒月を砕き湧く井に米洗ふ
負へる児に背中はぬくし懐手

川越市小名木狂辰

麦踏みは老いたる我れに科せられし
立春に休耕田を視て廻る
＠雨がまた垂となりて風呂を炊く
人間の生の営承をつづけてゆく︑その素直さこそが俳

︵評︶何の曲もないように見えるが︑自然の変化に順応して
句ならでは捉えられない趣だ︒

○注射針医者の手にあり部屋夜寒

千葉県秋葉貞女

○お茶にする屑屋もあげて冬ぬくし
○校あげて防火訓練北風吹く
○冬枯れや税務署行きの脚重し
○ボーナスの胸算用や街うろうろ
＠下萌や病みつつ何か心急ぐ

︵評︶病気の人は健康な人以上に心急がるる思い︒

同八代義昌

○崩れたる崖そのままに下萌ゆる

○元日や会祖の写真真正面
○筆始め弘道の文字鮮かに
○豆腐屋は勝手口から御慶哉

同石橋香峰

○測量の旗ひらノ︑吹かれ下前ゆる
○下萌の崖削られて拓かるる

同内山小葉

○地︑返りの土砂そのままに下萌ゆる

○藁塚も紗くなりて下萌ゆる

同田村隆村

篠塚しげる

同蓑輪郷子

同角田洋圃

○絵筆とるミニの少女や下前ゆる
○下萌ゆる士堤に捨てある破れ草履

○下萌えて動く野の色山の色
○藁塚の並ぶ日溜り下萌ゆる

○耕作道下萌え始め水の音

由比の浪白牙もて寄す実朝忌
磯松の走り根高き実朝忌
参道に研師住桑古り実朝忌

（32）
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編集後記

上げます︒

皇后様には三川六日六十九凹目のご誕
生日を迎えられます︒昨秋には初のご訪
欧の国々で心からなるご徹迎をうけ﹁百
万ドルのほほえゑ﹂の皇后様として国際
親善の上に一段と光彩を添えられました
ことは国民のひとしくお艇び巾し上げる
ところ︑今後もいよいよご健勝の程祈り
◇同志を殺したばかりでなく︑家庭︑社
会︑国家を敵視した︑とうてい人のしわざ

とは思えない連合赤平派の狂気の全貌が
明かにされた︒しかも彼等の殆どが恵ま
れた教養のある家庭に育ち商校までは優
等の学徒であったという大学生である︒
商見文相も﹁連合赤軍は無噸紫徒の集団
だ︒戦後教育に欠けた人間のふれ合い︑
魂の教育の本賀が改めてⅢ直される︒﹂

あろう︒

と反省されているが︑特に今日の大学教
育の在り方が大いにⅢわるべきところで

て経済危機を脱出す書へきであろう︒二十

◇同氏の選良をもって︑他ともに杵す一
国の代表者の集団である国会が︑国家国
民からすれば枝莱末節とも思われる党利
党略に終止して︑一国の命運にもかかわ
る予岬群識を中断している現状は一体何
としたことであろうｃ国家の安泰国民の
繁栄を念とするならば一川も早く群縦し

凸咽

ｆ制〃＆■

▲功

晶別毎Ⅸ▼

余年敵視の米中両国前脳が世界の緊強緩
和に努力している世紀の劇的会談と対比
して︑はがゆい思いがする︒三千年の誇
りをもつ日本がエコノミックアニマルに
転落したばかりか︑赤軍派鬼帝の行動は
教育川口本の名祥を一挙に百八十度転換
せしめたとも言える︒道義立国を提叫の
西村会机の感慨やいかに︒何とも相すま
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