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十彼は科学の進歩を得たり︒彼は生きる不安を感ぜり︒
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陛下のご研究について

かける朝の心境を胸に画いて︑今日こそは何かよい獲物

を取りたいものだ︑今日こそはすばらしいショットでカ

特に昨秋は両陛下お揃いで欧洲七ケ国をお廻りにな

当り両陛下のご健勝を心からお祝い申上げる次第である︒

げにならねばならない︒絃に天皇誕生日をお迎えするに

昨年古稀を迎えられた陛下は来為年には金婚式をお上

らしい天気でございます﹂と申上げたのであるが︑依然

なかったのかと思って︑再び少し声を大きく﹁実にすば

方を眺めておいでになる︒さては私の言葉がお耳に達し

葉をお待ちしたのであるが︑何のご返事もなく富士の彼

ご挨拶申上げたのである︒﹁ああそうだね﹂というお言

しながら︑﹁陛下今日は実によい天気でございます﹂と

ップを頂いてやろうというあの門出の弾んだ気持を想像

り︑世界平和の使節として欧洲国民に多大の感銘を与え

鈴木一

られたことは日本国民として心をら感謝申上げねばなら

としてお返事がない︒と︑やや暫らくして陛下は一言

昭和二十五年の夏といえば富士の彼方朝鮮半島では今

﹁今日の戦線はどうかね﹂と仰せられた︒

ないと思う︒私はかつて戦後間もない頃三年半の短い期
間ではあったが︑侍従次長として側近に奉仕したことが
あるのでここに最も印象深い一コマをご披露して︑弘道

字通り恐催措く能はずを味ったのである︒﹁まだ情報が

であった︒はっとして︑自分の至らなさを恥じ入り︑文

る勢であったのである︒私は一瞬冷水一斗を浴びた思い

や大動乱の最中で︑戦線は日毎に悪化して今や釜山に迫

ゾァという海底生物ご採集の為︑汽艇に乗って正に相模

葉山の御用邸にご滞在中で︑ある朝何時もの様にヒドロ

それは昭和二十五年夏のことであった︒当時両陛下は

の読者の皆様のご参考に供したいと思う︒

湾におでましにならうというその時であった︒珍らしく

陛下の生物学のご研究は︑陛下のお立場からすれぱど

やっと言葉に出すことが出来たのであった︒

つない日和である︒相模湾を越えて向うには伊豆半島の

こ迄もご趣味であって︑ご本業ではない︒何時如何なる

入っておりませんが︑入りましたら早速申上げます﹂と

上にくっきりと富士の一麗峰が舞えている何ともさわやか

時点に於ても︑陛下のご脳裏からは︑国民の幸福と世界

もこの日一点の雲もなく紺碧の空は澄柔︑鏡の如く波一

な︑すばらしい朝であった︒そこで私は釣やゴルフに出
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二○○米の海底気持が尊いのである︒学問の為めとはいえ︑世の生きと

湾の沖合一時間以上も汽艇を走らせた所であるので︑船感ずる次第である︒︵特別会員日本馬術連盟会長︶

の細長い袋状の網で曳き上げるのであるが︑何にせ相模陛下の一科学者以上の崇高なるご存在であることを深く

にある海藻などに附着している標本を︑長さ一・五米位し生けるものをどこ迄も愛しいつくしむこのお気持こそ︑

ヒドロゾアのご採集は︑水深一○○

について触れることは許されるものと思う︒が︑少しでも同一環境の近くに戻してやりたいというお

いては解らないが親しく見聞した陛下のご研究のお態度で曳くのであるから︑元の海底には一戻らないに違いない

ることは衆知の事実である︒私は陛下の学問的内容につ○○米の海底から引上げる為めには二○○米ものロープ

ヒドロゾアの分野では世界学界のナ￥ハーワソであられいうお気持の表れであったのである︒理論的に云えば一

陛下のご研究がご趣味であると申してもそのお業績は一本の海藻と雌も同一環境の地点にもどしてやりたいと

退位が認められていないことを知る者は少いのである︒のかすの海藻はその場で海底に捨てられるのであるが︑

になつられている︒ちなみに現行憲法法令では天皇のご下の思召であることが分った︒即ち標本にならない沢山

用してのご趣味に過ぎないということを固く固くお守り識に思われてならなかったのである︒やがてこれこそ陛

ことはないのである︒生物学のご研究は︑全く余暇を利れないお机で標本のご研究をなさらないのか初めは不思

一生負わねばならぬご本業を寸時と雌もお忘れになったお気になさらないのであるが︑何故小艇を快走させて揺

と︑おためごかしに考える者がある由であるが︑陛下はこの時間は︑全く耐え難いものであった︒陛下は一向に

たので︑ご退位になって生物学にいそしまれては如何か船酔の名人にとっては波のまにまにぐらりぐらりとする

のであるｏ特に最近では︑皇太子殿下もご立派になられと小艇はエンジンを止めてしまうのである︒私のような

と必ず反論された山であることも︑さこそとうなずけると海藻が盛られて︑陛下のお席に運び出される段になる

と申上げる度に︑﹁自分は国際親善の為に行くのである﹂であるが︑愈標本が引上げられて白い洗面器に次ぎ次ぎ

昨年訪欧にご出発の際︑記者達が旅をお楽しみ頂きたいものではなかった︒快速に小艇を走らせている時は壮快

の平和へのご関心が消えることはないのである︒さればに弱い私にはこのドレッジ︵曳網︶のお伴は気持のよい
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／１世

翁西村先生の詩
１

｜⁝⁝⁝⁝墓﹂四首

泊翁は四十九歳︑文部省に職を奉ずるようになってから
は学事視察などのため︑また日本弘道会を設立して以後は
各地の地方支会における講演などのため︑公私の旅に出る

︵第八回︶

木曾公墓

ぺんちやく

でん

Ｊｂみつ

英風振幾句英風幾旬に振い
鞭著諸源魁鞭著す諸源魁

哲史

はつとめて英雄傑女の墓をたずね︑その流風余韻を偲んで

末に付けてある略年譜を見ればあきらかであるが︑旅先で

敗滅実堪哀敗滅は実に哀に堪えたり

﹁謁・⁝：⁝墓﹂と題した作品がおさめられている︒木曾義

仲︑巴︑小野小町︑大江広元︑源頼朝の五人の墓に詣でた
詩がそれであるが︑今回はそのうちの初めの四つをとりあ
げて註解をほどこすことにしたい︒小野小町が出てくるの

あいつら芯りよくたい

相運没緑苔相連って緑苔に没せり

八字解Ｖ英風Ｉすぐれた徳風︒うるわしいふう︒旬１周代︑国

世の英雄豪傑を指しているのであろう︒貞臣１みさおの正しい

﹁著鞭︲一︒先鞭をつけること︒源魁１大漢和辞典にもないが︑乱

都の周囲五百里以内の土地︑天子に直属した︒鞭著Ｉふつう

を弔った﹁華燈行﹂の一篇もある︒なかなかの粋人でもあ

家来︒緑苔１緑色のこけ︒おおどけ︒

を奇異に思う人があるかも知れないが︑泊翁には名妓玉菊

千載貞臣墓︐千載貞臣の墓

乱世不須徳乱世には徳を須いず
大功必在才大功は必ず才に在り
山河空自棄山河空しく自棄す

川

いたらしい︒それで泊翁詩集には︑長短五首の﹁⁝⁝墓﹂

機会がかなり多かった︒そのことは︑泊翁叢書第一輯の巻

古
ったようにわたくしには想われる︒
１
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泊

ている︒ｉだいたにそういう意味らしいが︑貞臣は樋

の正しい家来たちの墓にはおおどけが生えて静もりかえっ

こったが︑敗滅はまことに哀れなもので︑並び立つみさお

られる︒木曾公もその例に洩れず︑国は破れて山河の承の

には徳は必要でなく︑大功をたてるのは才のある者にかぎ

聞こえ︑いくたの英雄豪傑の先鞭をつけた︒しかし︑乱世

大意は︑木曾義仲公のすぐれた徳風は何千里の遠くまで

整鼓声断寂万頼雛鼓の声たえて万箱寂たり

行々回首白日嘆行々首を回らせば白日くらく

血涙闘干空謡挟血涙闘干として空しく狭を霜おす

永訣分手自此去永訣して手を分ちこれより去る

君慮人言妾無奈君人言を慮って妾いかんともするなし

請与君死君不肯詰うて君と死せんすれど君肯ぜず

繊手難携大軍潰繊手携え難し大軍の潰るるを

一戦巳破東軍胆一戦してすでに破る東軍の胆

らんかん

くこ

ゆくゆくこうぺめぐ

へいこ

ぽうう

わか

てんえん

たもとうる

がえん

口次郎兼光︑今井四郎兼平兄弟をはじめとするいわゆる木

越後之州友松里越後の州友松の里

せんしゆささ

曾四天王などを指すのであろう︒しかし︑貞臣中の貞臣は

茅宇占得風塵外茅宇占め得たり風塵の外

おもんばか

巴御前であったはずで︑次に見る詩によると︑泊翁は熱烈

更将緑髪換納衣更に緑髪をもって柄衣に換ゆ

のうい

な巴ファンであったようである︒

魂塊長帰故郷内魂晩長く帰す故郷の内

蒼鮮侵墓巳幾歳蒼鮮墓を侵してすでに幾歳

石臼可虹孟光力石臼江くくし孟光の力

菩提樹花開屋胞菩提樹の花屋背に開く

法華経声恥庭前法華経の声庭前にさえずり

夜月穿窓孤燈晦夜月窓を穿って孤燈唯し

のぎばら

一磐韻浄舞姻細一鰐の胡は浄く擬姻細し

いつけい

２

暁風払管念珠寒暁風鱈を払って念珠寒く

駒山雪白蘇水緑駒山の雪は白く蘇水は緑にして

柏舟堪賦共美誓柏舟賦するに堪えたり共美の誓

くら

巴女墓
そうせん

九重泉路夢亦快九重の泉路夢また快なり

男児対之多汗顔男児は之に対し汗顔多し

おくはい

是時菟水忽失守この時菟水たちまち守を失ない

宜哉英名巳千載宜なる哉英名すでに千載
つ

蚤︾よう恥きよう

敵勢来如破竹鋭敵勢の来たること破竹の如く鋭し
ぐ

しゅんすいきょうりこ

珊摘野升供香魂川か野升を摘んで香魂に供すれば

あ

帳中虞号不空死帳中の虞や空しく死せず

説到往事為嘆慨往事に説き到って嘆慨をなし

我来吊古廃寺中我来たり吊う古廃寺の中

とすいまもり

白馬金甲衝鉄隊白馬金甲鉄隊を衝く
三尺電光有誰凝三尺の電光誰かさまたぐるあらんや

むぺ

春水嫡利凝射人春水矯利凝って人を射る
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すいたい

たましい︒霊魂︒魂は人が天から受ける陽のた

遠山分雲凝翠黛遠山の分雲翠黛をこらす
八字解Ｖ魂塊
ましい︑魂は地から受ける陰のたましい︒魂は精神の働きをし︑
塊は肉体の生命をつかさどる︒駒山Ｉ巴の郷里を六日町付近と
六日町の近くを流れる川は信濃川か只見川である︒九重

する説に従えば︑駒ヶ岳︵二○○三メートル︶がこれにあたる︒
蘇水
Ｉいくつにもかさなっていること︒泉路Ｉ黄泉︒めいど︒菟水

て醜く色が黒く︑また多力であった︒柏舟Ⅱ詩経︑郡風の篇名︒

Ｉ花の精︒また︑美人の魂︒翠黛Ｉ①みどり色のまゆずみ︒美

共美が再嫁をすすめられたが断って自ら誓い詠じたもの︒香魂

人の眉︒美人︒②｜承どりにかすむ山の色︒

大意は︑あおどけが墓についてからもう長い年が過ぎ︑

れる︒あのとき︑宇治川の守りは瞬時にして破れ︑大将軍

もかさなっためいどへの旅路は楽しいものであったと想わ

は白雪をいただき︑信濃川の流れは緑をたたえ︑いくえに

ともえの霊魂は故郷に帰って安らかに眠っている︒駒ケ岳

Ⅱ白い馬と金のよろい︒﹃平家物語﹄には︑﹁中にもともゑは

き項羽の詩に和して舞い︑自殺して項羽を励ました︒白馬金甲

Ｉ宇治川︒虞Ｉ楚の項羽の愛人︒項羽が咳下で敵に囲まれたと

いるしろく髪ながく︑容顔まことにすぐれたり︒ありがたきつ

てて来た︒幕の内の項羽の愛人虞が最後まで項羽を励まし

九郎判官の指揮する敵勢は破竹のようないきおいで攻めた

整鼓Ｉせめつづ染・騎兵が馬上で鳴らす鼓︒万箱Ｉ万物が風に

がなく︑永のわかれを告げて戦場を去った︒しかし血涙は

義仲公は人のおもわくを陣ったのでともえとしては打つ手

ょに死のうと願ったが︑義仲はそれを許してくれなかった︒

軍が潰滅するのをささえることはできず︑義仲公といっし

を寒からしめた︒しかし︑なんせよ女の細腕では味方の大

三尺の太刀先には誰も敵する者はなく︑一戦して東軍の胆

うにあでやかでなめらかな美女が一心こめて射る矢︑振う

に身をかためて鎧武者の隊列に襲いかかった︒春の水のよ

たように︑ともえも死を急がず︑白い馬にまたがり鉄の鎧

ょ弓︑せい兵︑馬のうへ︑かちだち︑うち物も︵シ︶ては鬼にも

神にもあはふどいふ一人当千の兵也︒究寛のあら馬のり︑悪所
おとし︑いぐさといへぱ︑されよき鎧きせ︑おほ太刀・つよ弓
もたせて︑まづ一方の大将にはむけられけり﹂とある︒鉄隊Ｉ
鎧武者の隊︒春水嫡利Ｉ春水は﹁春の水﹂︒嬬利は大漢和辞典に
もない文字だが︑崎は﹁あでやか﹂︑利は﹁なめらか﹂を意味す

る︒したがって︑春の水のようにあでやかでなめらかな美女を
形容しているのであろう︒闘干１涙が多く出るさま︒行々Ｉ道

当たって立てる音︒茅宇Ｉかやぶきの家︒あばらや︒風塵１人

る︒道の途中でおなじところを行ったり来たりして首をめ

とめどもなく流れ︑しようことなく挟をぬらすばかりであ

の途中でおなじところを行ったり来たりして︑進まないこと︒

の世︒俗世界︒柄衣Ｉけさ︒僧衣︒譜ｌうちいし︒僧寺で銅を

ぐらすと︑曇りのない日もはや夕方のようで︑せめつづゑ

以て鉢孟の形に造って撃ち鳴らすものをもいう︒築姻Ｉ募字の
ように曲って細く立つ香姻︒孟光Ｉ後漢の人︒梁鴻の妻︒肥え
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の声はたえて︑万物が風に当たって立てる音もきこえない︒

かくて︑ともえは越後の国の友松の里に帰り︑あばらやに
住んで俗世間から遠ざかった︒その上︑緑なす髪を剃って
僧衣となり︑浄らかな音をたてる磐を鳴らし︑築字のよう

はどこに在り︑駒山や蘇水がどの山︑どの山を指すかであ

った︒友松という土地は︑どの地図にも見当たらないので︑

いあわせてもみた︒しかし︑友松は六日町の付近らしいと

新潟県東京観光センターや新潟日報社東京支社に電話で問

わからなかった︒巴御前が新潟県出身であることも︑多く

いう漠然とした答えを得たのみで︑それ以上のことは何も

の人が知らないようであった︒

に曲って細く立つ香姻をたいて仏のゑちにいそしんだ︒そ
のありさまは︑夜あけ方の風が寒く吹く早朝起き出てじゆ

て︑辛うじてツジッマを合わしたが︑泊翁は美女に対して

﹁嬬利﹂をあでやかでなめらかな美女と解することによっ

が国の漢和辞典の類には出ていない語句であるｏしかし︑

次に困ったのは︑第二段中の﹁春水婿利﹂で︑これはわ

ずをつまぐり︑夜は月が窓をとおして押し照り︑寂しく照
らすただ一つのともしびがくらくなるまで祈りつづけた︒

すると︑法華経の声が庭前にさえずり︑菩提樹の花が家の
梁鴻の妻︑孟光とひとしく石臼を持ちあげられるほど多力

うかがうことができる︒

格別の関心をもっていたらしく︑そのことは次の詩からも

うしろに咲くような法悦境が現出した︒ともえは︑後漢の
であり︑詩経・耶風の柏舟篇にうたわれている再嫁をすす

３

小野小町墓

箭藩涼風松柏声前話たる涼風松柏の声

しよう

路傍古墓無人弔路傍の古墓人の弔するなく

鴛燕負枕太無情鴛樵の負枕はなはだ無情

ふたん

鶴鵡酬歌如有恨鵬鵡の酬歌恨ある如く

しゆうか

才女皆伝身後名才女は皆伝う身後の名

美人多遇生前苦美人は多く遇う生前の苦

一生春夢迩難明一生の春夢通明らかにしがたし

あと

国色漫称城可傾国色を漫に城も傾くべしと称すれども

詮だり

められてそれをことわった共萎の誓とおなじ貞節を守った︒

それは︑男子でも恥かしいほどのことであり︑そのほまれ
が千年の後までたたえられるのも当然である︒今︑自分は
古い廃寺をたずねてともえの霊を吊い︑過ぎ去った昔のこ
とに説きおよんで慨嘆し︑すこし野弁を摘んで美女の魂に
たむけると︑遠い山にちぎれ雲が浮かんでいて︑山の色が

桑どりにかすんで見え為︒ｌだいたにそのような意味
に解せられるが︑﹁九重呆路夢亦快﹂までの四行が第一段︑
﹁蕊鼓声断寂万箱﹂までの十四行が第二段︑以下十六行を

第三段と分けることができよう︒その中でわたしの困った
のは︑まず第一段中の︑巴の魂魂が長く帰った故郷の友松
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八字解Ｖ国色１国の中で最もすぐれた容色︒絶世の美人︒春夢
Ⅱ春の夜の夢ｐ人生のはかないことのたとえ︒身後名Ⅱ死後の
誉れ︒酬歌Ｉ酬唱︒唱和︒鴛撫Ｉおしどり︒負枕１大漢和辞典
にもないが︑夫婦関係の意に解した︒箭誘Ｉ秋風が音をたてて
さびしく吹くさま︒

大意は︑絶世の美人のことを城を傾けるほどの力がある
と漫然と言うが︑彼女らの春の夜の夢のようなはかない生
涯は︑そのあともハッキリしない︒美人の多くは生前は苦
難に承ちた生涯を送り︑才女は皆死後になって誉れをとる
にすぎない︒声のよいので知られる鶴鵡のさえずりのやり
とりには恨がこもるように聞こえ︑仲のよいので定評のあ
るおしどりの夫婦関係ははなはだ無情である︒そのように
美人才女は多く薄命であって︑小野小町を葬った路傍のこ
の古い墓にも弔う人はなく︑ただ松や柏の木が音をたてて
ものさびしく涼風を吹き起こさせているだけである︒
小野小町は平安前期︵仁明・文徳・清和天皇のころ︶の女流

歌人で︑六歌仙の一人として知られ︑その作は﹃古今集﹄

の十八首を含めて勅撰集にはいっている歌数六十二首︑そ
れに家集の﹃小町集﹄にだけ承える十七首などである︒﹁花

の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせ
し間に﹂という作はとくに人口に噌灸しているが︑その色
好みの歌と絶世の美女と伝えられる生涯は多数の伝説を生
たかむら

んだ︒その出生について小野皇の二男出羽守良真の二女と

する説のほか数説があると同様︑そのさいごについても六

十九歳井手寺死亡説︑九百年︵昌泰三︶九十二歳死亡説︑

ぷんやのやすひでありわらのなりひら

奥州八十島死亡説などが入り乱れていて︑いずれも確証は

ない︒そして僧正遍昭・文屋康秀・大友黒主・在原業平・

されこうべ

深草少将などとの恋愛が語られ︑尼となり︑乞食となり︑

流浪の果てに路傍に死んで︑その騎雛の中にススキがはえ︑

その中から﹁秋風の吹くにつけてもあなめあなめ﹂という
すすき

声が聞こえ︑業平または深草少将が通りかかって﹁小町と

っている︒元来︑小野氏は近江国滋賀郡小野郷に根拠をも

はいはじ薄生ひけり﹂と歌を詠象かわすという筋書にもな

うかれめ

つ古代祭祁伝承の家柄で︑諸国に唱導のあとをのこした宗

教的氏であった︒その家筋の女性は遊行女婦とも関係があ

り︑全国に小野伝説を流布していったらしく︑小野塚・小

町堂・小町仏の遺跡が全国にわたって承られる︒泊翁のた

料はわたくしには無い︒

ずねた小野小町墓はどこであったのか︑今はたしかめる材
４

番一ふ

謁大江広元墓

亀鉄坐窟中亀鉄窟中に坐し
竜碑廿行字竜碑廿行の字

知是江公墳是を江公の墳と知る

墳前且再拝墳前にしばらく再拝し

想当寿元間想当す寿元の間
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胸中有定算

雄才真天賜

赫々源右将

天下如鼎沸

削平の事甚だ易し

胸中定算ありて

雄才は真に天賜

赫をたる源右将

天下鼎の沸くが如し

件を大罪状件女の大罪状

志士所重涙志士涙を垂るる所

何況承久事何ぞ呪んや承久の事

不一琶繕其位雷に其の位を頼むの忠ならず

可謂一賊臣一賊臣と謂うべし

宜哉千年後

公力居三二

当年混一功

永結水魚契

雌幅運神謀

少抱経済器

維公出儒門

ただ大疑の在るあり

廟食百世に垂る

宜なる故千年の後

公の力三二に居る

当年混一の功

永く水魚の契を結くり

雌握に神謀をめぐらし

少くして経済の器を抱けり

この公怖門より出で

孔光未可刺孔光いまだ刺すべからず

鴻道罪尚軽漏道の罪なお軽し

古今大凶類古今の大凶類

天下大才子天下の大才子

妄行不顧忌妄行して忌まるるを願染ず

助梁為大逆梁を助けて大逆を為す

廉恥尽掃地廉恥尽く地を掃い

此公独何人此の公独り何人ぞや

無人不重義人にして義を重んぜざるなし

我邦自古来我邦古来より

皆出公処置皆公の処世に出でたり

ぬす

削平事甚易

廟食重百世
今試みに論議を献ぜん

ことごとばら

もうこう

ふうどう

公若有霊威公もし霊威あらば

つい

傍観してあえて済わず

量不懐睡偲量葱偲を懐かざらん

びょうしよく

むく

わか

但有大疑在

公は鎌府の佐となり

公論久終定公諭久しく終定し

なにびと

今試献論議

国の為に重寄を受く

党難掩詐偽党に詐偽を掩いがたし

こんいつ

公為鎌府佐

北条源家を擁すも
首をたれて姦賊に臣たり

九原不可作九原おこすべからず

ちようき

北条姥源家

為国受重寄
傍観不敢済

浮沈詣蝿を遅うし

臨風敵我思風に臨んで我が思いを叙ぶ

ぎゆうげん

八字解Ｖ屯朕Ⅱ亀の形に作った石碑の台︒寿元Ｉ寿永宗碑謹手︶

い室催

悦首臣姦賊

国家の計を顧ゑず

ち程

浮沈遥詣蝿

ただ一身の利を謀る

＋嫁ぐ

不顧国家計

の

唯謀一身利
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と元久宝一群四笠︒鼎の沸くが如しＩ鼎の中に湯の沸きかえる

広元公の墓だとわかる︒墓前でしばらく礼拝をくりかえし

字を彫った竜碑が立っている︒碑銘を読めば︑これが大江

武家勢力の強盛を招いた事変︒件件Ｉ箇条箇条︒しなじな︒助

とをめぐらし︑頼朝公と久しく君臣水魚の契を結んだ︒頼

能にめぐまれ︑参謀として神わざのような巧糸なはかりご

大江広元公は儒門の出身であるが︑若くして経国済民の才

した成算をもっていて︑天下の平定は易をとして成った︒

才能はまことに天から与えられたもので︑胸中にハツキリ

に混乱をきわめていた︒勢いの盛んな源頼朝公のすぐれた

出されて来た︒当時︑天下は鼎の中に湯の沸きかえるよう

ているうち︑寿永から元久にいたるまでの間のことが想い

ように紛擾の甚だしいさま︒赫赫Ｉ①光り輝くさま︒②一勢いの

盛んなさま︒源右将Ｉ源頼朝︒雄才Ｉすぐれた才能︒定算１大
漢和辞典にもないが︑﹁成算﹂と同じく︑はかりごとの意︒削
ひとまとめにする︒ひとつになる︒

平Ｉけずり平げる９雌幅Ｉ①幕を張りめぐらした所︒②︾大将の

居所︒本営︒参謀部︒混一
廟食Ⅱ神として祭られること︒重寄Ｉおもい任務をたのまれる︒
おもい委任︒承久事Ｉ承久の乱︒承久三年︵一二一二︶後鳥羽

柴Ｉ夏の築王を助ける︒悪人を助けて益々悪虐を行わしめるこ

朝公のあげたひとからげの功績の三分の二は広元公の助力

上皇が鎌倉幕府の討滅を図って敗れ︑かえって公家勢力の衰微︑

と︒妄行Ｉ悪だりに行う︒また︑その行いを桑だりにする︒濡

のおかげであった︒それで千年の後︑神として祭られてい

その位をぬすむの象ならず︑承久の変のときの行動はまこ

益ばかりを謀ったので賊臣と言われても仕方はない︒ただ

出世を願い︑国家の計を顧象なかった︒ただただ一身の利

たれて姦賊北条の家来となった︒そして︑楯ぴへつらって

ぼす際には傍観していて︑手を出して救おうとせず︑首を

もい任務をおびていた︒にもかかわらず︑北条が源氏を亡

を議論して承よう︒広元公は鎌倉幕府の補佐として国のお

の行蔵には大きな疑問ももたざるを得ないので︑今その点

つまでも崇拝が絶えないのも当然である︑しかし︑広元公

道 五代︑周の景威の人︒字は可道︒論は文誌︒少にして純厚︑
学を好み︑善く文を属す︒米を負って親に奉じ︑悪衣食を恥ぢ
ず︒四姓十君に歴事し︑相位にあること二十余年︒自ら長楽老
と号す︒文を作り︑以て己の官爵を陳べて栄となし︑論者に部
まる︒孔光Ｉ前漢の人︒覇の子︒字は子夏︒論は簡烈︒経学に
通じていたので︑成帝の時︑博士に挙げられ︑尚書となる︒平
帝の初︑王葬の専権を憂えて骸骨を乞うた︒御史大夫︑丞相と
なること再度︑また︑大司徒・太博・太師となり︑三世を歴て︑

始中︑卒す︒詐偽Ｉ真実でないこと︒いつわり︒霊威Ⅱ霊妙の

とに遺憾で︑志士の涙を流して憤慨するところである︒さ

公輔の位に居ること前後十七年に及ぶ︒博山侯に封ぜられ︑元

原可レ作 一度死んだ人を再生させること︒

まざまな大きな犯罪の実状がすべて広元公のはからいにも

威光︒すぐれてふしぎな力︒葱塊１はぢいる︒また︑はぢ︒九

岩窟の中にすえつけられた亀型の台座の上に︑二十行の
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とづいていた︒わが国では昔から人にして義を重んじない
者はないのに︑この広元公ひとりがどうしたのか破廉恥の
め︑そのために世人から忌まれるのを一顧みなかった︒天下

ぎわみなことをし︑北条の悪人を助けて益々悪虐を行わし
の大才子が古今無類の悪者の仲間となり︑かれにくらべれ
こともない︒それほど広元公の罪状は重く︑それについて

ば凋道の如きはまだその罪が軽く︑孔光も刺し殺すほどの
の世上一般の議論は前から一定不変であって︑広元公の詐
偽を掩いかくすことは所詮不可能である︒公にもし霊妙な
威光があるなら︑どうしてはずかしい思いをしないことが
あろう︒一度死んだ公を再生させることはできないが︑風
ある︒

のたよりにことづけて自分の思うところをのべてみたので

一首の大意健方のように解せられ為毎大江広元健
くもんじよまんどころ

はじめ朝廷に仕え︑二八四年︵元暦一︶源頼朝に招かれ
て鎌倉に下り︑公文所ついで政所の初代別当となった︒つ
まり︑頼朝側近の事務職員の長として重用されたわけで︑
現在の内閣における官房長官の位置にあったと思えばよい︒
守護・地頭の設置もかれの献策によると言われているが︑

頼朝の死後は北条氏と結んでその独裁体制の確立に寄与し
た︒この無節操︑この破廉恥が泊翁の非難を蒙らないはず
はない︒泊翁はまさに面罵するような激しさで︑大江広元
の罪状をかぞえあげているのである︒︵特別会員東大教授︶

Ｆ

道会会告
ｉ弘ｉ
ｉ

日本弘道会第七十回通常総会

記

このたび日本弘道会の通常総会は︑第七十回を迎えること
となり︑会祖西村泊翁先生の御逝去以降︑七十年を閲したこ
とと︑全く相符号することになりました︒今日は︑日本だけ
でなく︑世界的にも︑道徳上の一大危機であることは︑会貝
ひとしく捕感しておるところでありますが︑この際本総会に
おいて︑こうした危機に当って︑弘道会として︑また会員の
皆様として︑如何に道徳の再興に貢献するかを話し合い︑今
後の進むべき方途を打ち出したいものと存じます︒
皆さま︑それぞれ︑ご多忙の中とは存じますが︑今回は万
障繰り合わせて︑ご出席下さいますようお願いいたします︒
総会の要領は次の通り︒

①評議員会午前十時

六

一︑日時昭和四十七年五月二十八日︵日︶

一

②総会午前十一時三十分

日本弘道会会議室

二︑場所千代田区西神田三

三︑議題︵議事に入る前に寿昌式をおこないます︶

１昭和四十六年度の決算
２昭和四十七年度の予算
３昭和四十六年度の事業報告
４昭和四十七年度の事業計画
５定款一部改正の件︑その他

昼食︵会我不要︶懇談

文京区千駄木養源寺

会祖法要午後二時

総会ご出席の方は五月二十日までにご一報願います︒
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山本哲生
．︑

あらそえないことのようですｃ

戦後︑男女同権とか自由平等といわれ︑女性は男性の下

になるまいと努力したことはよいことです︒﹁新しき葡萄

酒は︑新しき革袋に入るべきなり﹂というコト︑︿がありま

すが︑そうなりました︒しかしよく理想と現実の調和がい

われます︑新しき革袋といっても︑古い酒を包んでこそツ

ヤが出て光り輝くものともなりましょう︒古い酒は飲む人

をひたしてその人の味をつくっているものです︒心のふる

さとを訪ねて︑伝統の美しさを求めようとする今日の日本

人の動きは︑新しい革袋との調和を求めてのことでありま

ここ数年︑歴史ブームが続き︑テレビや出版物を通して

っかり受けとめておく必要がありましょう︒そこで西村先

ています︒日本人がふたたび心のふるさとを求めだしたあ

最近︑女子教育の歴史を調べる機会に恵まれ︑しばらく

たりとした波動でもあったと思います︒複雑で思い通りに

村翁の女子教育に関する論説が歴史上主流に位置していて︑

明治︵近代︶以後の思潮を追って象ました︒その結果︑西

いるように︑大正︑昭和前期を通じて国家・社会の精神的

て歴史に足を踏象入れたとも見たいのです︒日本の伝統的

骨賂となり︑日本人形成に重要で積極的な貢献をしている

りを果していたことが窺い得た︒そして一般に認められて

きが見られます︒最近︑お茶の大家である某女子の﹁冠婚

学校教育の象ならず家庭・社会教育の各分野で大きな役割

葬祭﹂という本がベスト・セラーになり︑いままた元・加

さて︑近代に入って女子教育論がどんな根拠のもとにな

のであります︒

いう本を出して︑魅惑的な表現が目にとび込んできます︒

されたか︑あるいはなされてくるのかを調べることは︑単

賀百万石の〃お姫さま〃が﹁おヨメに行くとき読む本﹂と

なよさが掘りおこされて大事にされようとする世の中の動

いかない︑孤独な現代社会の日本人が︑人間らしさを尋ね

らわれでもありましょうし︑いまＰＲの日本再発見のゆっ

生の主張を訪ねる契機がいまにあると思うのです︒

しょう︒自分に対する問いかけをしながら︑この動きをし

リ

戦国時代の武将物語や日本史探訪が多くの人々に見聞され

Ｉ古きを求めて新しきを知るｌ

はじめに

西村茂樹翁と﹁女子教育論﹂①

I

日本女性の風俗や礼儀作法が︑いま見直されていることは
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なる興味ではなく国家や時代と絡めておもしろい意味を提
供してくれます︒わが国が近世から近代に脱皮し︑世界列
強の仲間入りをして国家隆昌を果すためには︑国民におい
ては頭の切りかえと聡明さ︑国家においては富強であるこ
とが最大の課題であった︒思想や行動はいずれもその課題
の中で正当づけられ意味づけられています︒そして封建的
遺物と西洋的思想が混じり合い︑新しい国家への創造の営
承がつづけられ︵とくに思想面では異質なものが盛んに交差しあ

う現実がある︶︑総じてわれわれは明治の国家と国民の熱意
と努力に対して大きな評価を与えてきています︒

明治に入ってからの女子教育に関する所論は︑あるもの
は社会一般の風潮を理由として説き︑あるものは経済的事
情による必然性に立って述べる︒また女子の自然性と役割
りから説くものもあり︑わが国の伝統を主張するものもあ
る︒明治前期から中期にかけて出てきた諸論を一瞥すると︑

まず明治︵近代︶女子教育の成立に大きな影響を与えたダ
ヴイッド・モーレイ︵明治六年より十一年まで文部省学監を勤め

る︶の﹁女子教育は男子教育と同様に重要なことと﹂いう
書簡の一部を取り上げねばならない︒これには︑女子の教
育は母として子女を導くため必要であること︑そして女子
は教育者としてすぐれているから女子師範学校を設立すべ
きであると述べています︒女子にとっては母としての教養
こそが大切であると主張しているのであいます︒ここには

際に︑当時の文明開花の風潮は女子をして学問・教育に走

教育における男女同権がすでに認められている︒そして実

らせています︒しかし同時に男女共学への反対が︑女子書

生に対する非難や噸笑という形であらわれている︒たとえ

ば次のような記事にそれを見ることが出来ます︒

﹁洋学女生と見え大帯は男子の用ひる袴をはき腕まくり

などして洋書を提げ往来するあり︒如何に女学とて狼り

に男子の服を着して活気がましき風俗を為すこと既に学

問の道他に馳せて︑女学の本意を失ひたる一端なり︲一︵明

五︑新聞雑誌三五号︶

概して一般の意見は︑このように女子教育を分離へと導

いていたが︑しかし明治十二年には男子の中学校に在学し

ていた女子学生数は二七四七名の多きに上っていた︒高等

女学校にしても男子と同じ教科内容を与えている︒いわゆ

さて︑明治天皇の﹁教学聖旨﹂︵明十二︶を契機とし︑元

る欧化主義の傾向に走っていたのであります︒

田永手氏編﹁幼学綱要﹂︵明十五︶︑西村茂樹氏編﹁婦女鑑︲｜

︵明二○︶︑土居通予氏﹁女子教育概論﹂︵明二○︶︑関以雄

﹁日本女徳案﹂︵明二五︶などが刊行され︑良風美俗ｌ日本

婦道Ｉを尊重するわが国固有の女子道徳と教育が高揚され

るに至った︒これに対し︑女子教育でなおも西洋の特長を

﹁日本婦人論﹂︵明一八︶︑中山整爾氏﹁社会改良女子教育新

鼓吹し︑社会を学校に合致せしめようとする︑福沢諭吉氏
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氏

論﹂︵明一二︶などが出ました︒

﹁女子教育論﹂は述べてきた時代と国家の中で︑何が遵

なった教育勅語喚発の状況のなかである︒

本近代国家確立の時期でありました︒その精神的支柱とも

切って長所とする国有の道徳と教育を強調しＩ﹁貴女の世

西村茂樹泊翁は女子の教育を論じて︑時に応じては正面
界﹂︵明二二︶︑﹁女風頚敗の原因﹂︵明二五︶ｌ︑ある時は西

力強い一歩を踏み出すときに︑日本女性の大道とは何か︑

教育の本道とは何かを吐露したものであります︒

守されるべき根基であり︑新国家が組織を固めて魂を入れ

を摂取する態度を表明していますＩ﹁男女相択ぶの説﹂

洋の長短を弁別し︑わが国伝統的士壊を遵守する中に西洋

国家と女性像を考えて染たいと思う︒現代社会はすべての

私は本書を代表させて西村茂樹泊翁の観ている日本近代

いまここに取り上げた﹁女子教育論﹂は西村翁の女子教

面で女性解放がなされており︑女性の権利はウーマン・リ

︵明一九︶︑﹁婦人の心得に付き古今の異同﹂︵明二九︶１．

えます︒明治二十二年七月から一年程の間に三回に渡り︑

育原論としてすぐれた理論であり︑体系化されたものとい

向の中で静かに思い巡らして染たいのである︒

ブと称されて非常にエスカレートしている︒この現代的傾

︵特別会員日大講師︶

日本弘道会女子部において講演したものを編集したもので
あります︒明治十八年には内閣制が施行され︑同二二年に
帝国憲法︑同二三年第一回帝国議会が開会されるという日

私自身も新聞記者のはしくれとして日々の紙面製作に関

った十二人の大量リンチ殺人事件が連日︑多くの︒へｒジを

に続いて︑赤軍派のあさま山荘銃撃戦︑その後明らかにな

ム島で元日本兵発見﹂﹁札幌冬季五輪開く﹂と派出な話題

横井庄一さんと日本人

与しながら︑日本のマスコミのセンセーショナリズムには︑

高橋和雄
時としてあきれることがある︒ことしになってから﹁グァ
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帰国してスクラップを整理して︑自分の送った原稿が細

ほどの大騒ぎになるとは率直にいって予想していなかった︒

大もらさず載っているほか︑通信社原稿︑社で作った企画

さいて報道されている︒赤軍派事件の生々しい陰惨さの前
の話など遠い昔のことのようにも思われるが︑たまたま横

んだり感心したりした︒しかし︑さらによその新聞の切り

ものや関連記事などで紙面が飾られているのを見て︑喜こ

には︑わずか一カ月ほど前に英雄のように迎えられた老兵

た者として︑特に感じた三つの点について述べてみたい︒

井庄一さんの発見から帰国までを取材する機会を与えられ

抜きを作ってみて︑今度はびっくりしたり苦笑させられた

っともらしく書いたり︑面会謝絶の病院でトイレに行く横

りした︒横井さんが言いもしなかったことを︑いかにもも

○センセーショナリズムの裏側
今から十二年前の三十五年五月︑皆川文蔵さんと伊藤正

人からの伝聞とつきまぜて﹁単独会見﹂と銘打って大々的

井さんにここと︑三こと話しかけた結果が︑看護婦や面会

さんが︑グアム島のジャングルの中で発見された時︑私は
元日本兵発見﹂という記事が出て︑やがて帰国した元日本

に載せられたりしていたからだ︒

長野県のいなかにある高校の一年生だった︒﹁グアム島で
兵が自分の墓を感慨ぶかげに眺めている写真が載ったのを

の運動に向いており︑いなかの小さな町で教師の制止も聞

東京を中心に吹き荒れていた﹁安保反対﹂﹁岸内閣打倒﹂

た期間は十五年︑横井さんは二十八年︒前者が二人で移動

だろうか︒皆川︑伊藤両氏がジャングルの中にひそんでい

かった新聞が︑どうして今回はこれほどの大騒ぎをしたの

十二年前の皆川︑伊藤両氏発見のとぎにはあまり騒がな

かずにデモに出かけたりした︒最近になって当時の新聞の

記憶している︒そして正直に言って︑私自身の関心は当時︑

縮刷版をひっくり返してみて︑この印象は私の個人的なも

さんの場合には八年前まで一緒に生活していた志知幹夫︑

中畠悟両氏の遺骨がみつかるなど︑いくつかの違いはある

生活をしていたのに︑後者は一人で穴居生活︒さらに描井

が︑﹁帝国軍人﹂として投降を拒否し︑長い間︑密林生活

のばかりでなく︑日本の社会全体がそのころは﹁安保﹂﹁安
り紙面をさいていないことを確認した︒

な相違は︑おそらくこの十二年間における日本の社会と新

それにもかかわらず︑紙面の扱いにおける両者の対照的

ほど大きな違いではないように思われる︒

を続けた元日本兵たちにとっては︑そうした差異は考える

保﹂で揺れており︑二人の元日本兵については新聞もあま
したがって一月二十五日の朝︑いつもの様に記者クラブ
ムヘとんでくれ﹂という電話を受け取った時︑初めての事件

︵国会社会部︶へ出て︑デスクから﹁すぐ羽田へ行ってグァ

取材出張に幾分の精神的緊張は覚えたものの︑まさかあれ

イ 入
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新聞の︒ヘージ数が多くなって記事がたくさんはいるように

路が開かれて新婚旅行で手軽に行かれるようになったとか︑

側なのであるｑどのように変わったのか︒グァムに定期空

聞の変化を反映したものだろう︒変わったのは﹁我々﹂の

ように︑横井ブームもほどなくさめることだろう︒いささ

売れた三島由紀夫の著作が最近ではあまり売れなくなった

た日本人の精神的空白だったのだ︒そして一時は爆発的に

であった︒横井ブームの背景にあったのは︑いわばこうし

たてたものは︑﹁革命への信仰﹂というよりも︑むしろ︑

か乱暴な比較だが連合赤軍の若者たちを狂気の行動にかり

かと思われるのである︒

こうしたぬるま湯的な空洞に対するいらだちではなかった

なったというような︑単に物理的な変化だけではあるまい︒

民的対立を生むだけの社会的背景があった︒すでに経済白

思うに十二年前には︑まだ﹁安保﹂という政治的課題が国
書は﹁戦後は終った﹂と宣言していたものの︑国民生活を

国民にとっては高嶺の花だった︒ということは︑多くの国

としていただけで︑カーもクーラーも海外旅行も大多数の

する者︑﹁いや︑彼こそ戦争の犠牲者だ﹂と批判する者︑

ついて︑﹁彼こそ最後の帝国軍人だ﹂と最大限の賛辞を提

空洞の精神には真実を見通すことは困難だ︒横井さんに

○横井さんと天皇

民にとってはそうした物質的欲求を目標として日々︑働く

ったのではないか﹂というものなど︑さまざまな見方があ

そして小さい声で﹁彼は逃亡兵だったから出て来られなか

桑れぱ︑ようやく白黒のテレビが普及のテンポを早めよう

ことができる状態だったということであり︑安保をめぐる

これに対して現在はどうか︒若年労働力の不足を反映し

ある︒メモリアル病院に入院中の横井さんを皆川︑伊藤両

は︑横井さんの天皇に関する発言に対する日本人の反応で

すぎない︒その中でも私が個人的におもしろいと思ったの

ると聞く︒それぞれゑな自分の世界でものを言っているに

政治的緊張もそうした物質的不満のうえにこそ初めて形成

た賃金の上昇によって労働者のふところはある程度︑うる

氏が訪ねた時︑横井さんが天皇陛下のことを思って生き抜

されたものであろう︒

ってかえって﹁いきがい﹂が問題にされている︒物質的満

いた﹂﹁できることなら陛下とお会いしたい﹂と語った︑

おい︑合理化による労働時間の短縮は余暇時間の拡大とな

と報道されたことに対して︑評論家などの間から﹁戦前の

がない︒新聞記者が誘導尋問したか︑作為的に言わせたに違

人間である横井さんが︑天皇に会いたい︑などというはず

国民に衝撃を与えたのは︑この精神的空白に鋭く切り込ま
れたためであった︒そして横井庄一氏の出現もまた︑この

足度に反比例した精神の空白︒三島由紀夫の自決が多くの

痴呆症的な空洞に一時的な埋め合わせをするに十分な素材
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いのである︒ちな象に私の送った原稿︵一月二十六日付︑日本

いない﹂という声が起こり︑それに同調する声がかなり多
経済新聞夕刊社会面︶では﹁天皇陛下のためにこうして生き
したのだ﹂という枇井さんのことばは紹介してあるが︑﹁お

残れたのだ︒天皇陛下のことを思って大和魂をふるい起こ
会いしたい﹂云々の項はない︒

取材メモをひっくり返しながら︑当日の会見の模様を思
い出してみると︑このあと︑記者団の一人が﹁お帰りにな
ったら天皇陛下にお会いになりたいでしょう︒いかがです
か﹂と聞いているｐこれに対して横井さんは︑おそれ多く
も一平民のぶんざいでとてもお会いできるとは考えられま
せんが︑遠くからおがむだけでも⁝⁝﹂と︑絶句している︒

この記者の質問は誘導質問というならそうもいえるギリギ
リのものだろうｏそして︑横井さんの﹁遠くからおがむだ
けでも﹂という絶句を︑﹁おがむだけでもいいからお会い
したい﹂と補って︑﹁横井さんが天皇陛下に会いたいと言
った﹂と報道することは︑作為といえば作為といえるかも
知れない︒ことの真相というものは︑白黒とはっきり割り
切れるものではなく︑ぼんやりした灰色のことが多いとい
うことは日常の取材活動を通じて︑しばしば経験するとこ
ろだが︑横井さんの天皇発言も私の記憶する限り真相はこ
ていることに私としては驚いたり心強く思ったりした︒た

んなところである︒ただ︑読者の関心がそこまで行き届い

るものなのかはよくわからない︒おそらくその両方だろう︒

だしその関心が︑横井さんに関するものか天皇陛下に関す

○英霊への涙
ところで︑生きて帰った横井さんと対照的に悲痛なのは︑

志知幹夫︑中畠悟両氏の遺骨を迎える遺族の姿だった︒グ

によって収拾されたのは一月二十七日︒この日︑日本人記

アム島の洞窟の中にあっ左一人の遺骨が︑グァム警察の手

者団はやはりグアム警察の案内で︑初めて横井さんの洞窟

をおとずれていた︒その時の話では︑遺骨の収拾は翌日に

持ちこすということだったが︑どうやらこれはあまりにも

ム政府側の心づかいだったようだ︒さいわい私はグァム警

生食しい遺骨を日本人記者団に見せたくない︑というグァ

察のシャルフ刑事にぴったりくっついていたおかげで日本

狭いまっくらな洞窟の中︑シャルフ刑事の手で掘り出さ

人としてただ一人︑この遺骨収拾に立ち会うことが出来た︒

とき︑それまで商売根性まる出しにメモをとるのに忙がし

れた白いドクロと︑かたわらのサビだらけの三八銃を見た

かった私の手は︑ピタリと止まった︒思わずひざまずいて

合掌すると︑こみあげる涙とふるえるからだをしばらくは

おさえることができなかった︒戦争中に生まれ︑戦争の体

験など何もおぼえていない私だが︑その瞬間︑﹁やはり自

分の体の中には日本人の血が生きている﹂としみじみ思っ

たことだった︒︵日本経済新聞社会部記者︶
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1

木下広居

赤軍事件で考えること

一狂気集団か
人間のやることには︑何にでも原因があるｏはじめは
﹁狂気集団﹂と新聞が書いていた︒しかし︑気ちがいの寄
り合いではない︒

なるほど︑閉鎖的な集団生活をしていて︑いつ︑警察に
探知されるかわからない︑という極度の緊張から︑恐怖心
からリンチがあった︑ということもいえる︒

そもそも︑何がもとで︑そういう集団を結成するように
なったか︒そして︑その数は二︑三百人というが︑同じよ
うな心理状態の者は︑赤いヘルメットをかぶる︑反代々木
派の一部分だけではない︒現に︑大学が封鎖され︑近所の
高校などを借りて入試をやった大学も︑いくつかある︒そ
のだ︒

ういうところでは︑校舎が過激派によって占拠されている
広い意味において︑大学騒動をやっているのは全国で︑

五十や六十はあるはずだ︒それは授業料値上げ︑軍国主義

一

の標語を掲げているが︑その指導的思想は革命思想である

反対反戦学生の大学運営への参加Ｉなど︑いろいろ

ことは︑まちがいない︒

しからぱ赤軍派の主流に属する二︑三十人が逮捕され︑

リンチで死んだ者十数名があったといっても︑後続部隊︑

アメリカの学生運動は︑ベトナム戦争反対︑徴兵反対︑

あるいは潜在的赤軍は可なり多数いると見なければならぬｏ

人種差別反対︑資本主義的搾取反対などはあるが革命運動

というものが︑多くの学生を︑とらえている︑とはいえな

ある人は︑百年前のロシアで大学生の問に流行した無政

い︒その他の自由諸国においても同様である︒

府主義︵アナーキズム︶︑すなわち︑︑ハクーニンとか︑その

弟子のネチャーエフに似ている︑という︒なるほど︑親・

ぬ︒そのためには殺人でもリンチでも何とも思わず︑純粋

兄弟・友人などとの縁を切り︑要人暗殺と革命以外は考え

で理想主義的な彼らが︑日本に生まれ変って来たのか︒そ

れにしても︑生命を軽く見るところは︑何となく日本的だ︒

かし︑一九一七年のロシアとも︑一九四十年代の中国とも︑

思想的には︑トロッキーや毛沢東だ︑といわれているｏし

現代の日本はちがう︒ロシアでは︑・プロレタリアは少く︑

して勝ち味がなく︑寒い冬に燃料が不足し︑食糧は乏しく︑

国民の大部分は新聞も読めなかった︒戦争ではドイツに対

数百万の戦死者を出していた︒戦争は連合国との約束だか
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対して︑レーニンは︑すぐ単独講和をしろ︒地主の土地を

ら続けなければならぬ︑といっていたケレンスキー首相に

住宅にも不安がない︑という︒

豊かな生活ができ︑社会保障も行き届いている︒病気にも

めになる︒特権階級に富が集中するのではない︒労働者も

れた︒昔から︑立派な人間は兵隊にならん︑というが︑そ

うことが︑まだ問題にならない段階だ︒自由がなければ︑

ったりした者も︑どれだけい為か分からない．ｌこうい

みにくく︑バカ︑ハカしい社会はあるまい︒外国に逃げてい

禁止だ︒だから︑背のインテリ階級としては︑これほど住

命を完成するために邪魔になるようなものは一切認めない︒

ただ︑そこには平等があるだけで︑自山は一切ない︒革

平等な社会だ︒外国人に対してほこりを持っている︒

い︒それにくらべると現在は天国だ︒地主も資本家もない︒

あまりにも︑みじめだった︒奴隷生活だったといってもい

いわれる︒それは︑一つには︑外国の械民地だった時代︑

人民は一般に︑非常な満足で︑大よろこびしている︑と

奪って農民に土地をやる︑といった︒軍隊が︑どんどんレ
ーニンの指導するソビエト政府側に寝がえるようになった︒

ついにケレンスキーの臨時政府は軍隊を失い︑亡命するこ
とになる︒

毛沢東の場合は農民運動だ︒ソビエト地区を拡大し︑都
市を包囲して資本主義を廃止した︒蒋介石軍はドイツ・ナ
チ流の戦術で︑艇民の食紐を奪い︑村を焼きはらった︒毛
軍は︑農民には一切迷惑をかけず︑自給自足した︒逆に人
民を保謹した０

の逆をやったのだ︒警察のおたづね者なら︑偉い人にちが

が︑現在は︑国民生活︑とくに食糧を豊富にすることだ︒

文化も教養も学問の進歩も技術の発達もありえないはずだ

毛軍が警察や軍隊に攻撃されると︑その味方になってく

いな随と思ってくれた︒ｌＨ本とば大変なちがいだ．

ソ連となると︑少しちがう︒革命をやってから五十五年︒

その次には日用肺を生産する軽工業に力を入れている︒

日本では︑機動隊に追われた学生が店にはいってくると︑

店員によって︑袋だたきに会う︑といった有様だ︒まるで

こすには︑利潤と競争と︑賃金の大きな格差を認めねばな

社会主義の欠点も分かって来た︒アメリカに追いつき追い

信用がない︑というか︑にくまれているのではあるまいか︒

さて︑中国︑北朝鮮などで革命の結果︑人民は平等な生

と中共を怒らすことになる︒中共は︑自分たちこそ本当の

じゃないか︒社会主義原則に対する修正主義ではないか︑

らぬ︒ということになれば︑それは資本主義に対する屈服

活ができるようになった︒軍隊にも︑ほとんど階級の上下
差別がない︑という︒その代り︑遊んでいる者はなく︑皆
が働く︑その結果は資本家や金持が発生するのでなく︑搾
取があるわけでもない︒働いただけは︑国家社会全休のた
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社会主義だ︒ソ連はニセものだ︑というので︑大ケンカに
なりそうだ︒

二赤軍派発生の一原因

は開店休業で料亭に引っこししたようだ︒自民党総裁選挙

といえば︑その腐敗は底が知れぬ︒政治が一番カネになる︒

﹁金持になる早道は議員になること﹂で︑官僚が︑ムリを

によって︵奴隷たる自分のからだをしばっている︶クサリ

親は自分の受験時代を忘れているから無慈悲に鞭睦するば

子供を入れようとする︒この世の地獄こそ受験地獄なのだ︒

して議員になりたがる︒その官僚になるには︑名門大学に

以外のものは失なわない﹂といったプロレタリアは︑ほと

かりだ︒親を殺したり︑子供が自殺したりする事件が頻発

日本では︑マルクスが共産党宣言でいったような﹁革命

んどいないだろう︒こういう国で︑労働者でなく農民でな

大学内の不平分子から社会の不満分子Ｉ革命家になる︒

する︒目ざす東大に落ちようものなら︑絶望的になって︑

中学から高校の陰惨な受験本位の︑抑圧的な暗い︑何の自

く大学生が︑どうして革命家になるのか︒

中国の日本向け放送に共鳴したり︑毛沢東語録を耽読し

考える者が出る︒連合赤軍にいた十六歳の中学生は︑．

たことにもよろう︒ボリビアにおけるゲーハラの理想主義的

そういうものに引かれる︑過激思想︑暴力革命に︑とり

りだろう︒厳格な家庭で︑勉強を強制されている子供の中

度はスヵッとしたことをしたかった﹂と告白した︒その通

由もない生活︑これを脱れて︑別の世界に脱出したい︑と

つかれる︑ということは︑外国に︑革命思想に憧れる︑と

革命運動に感動したのだろうか︒

いうことだ︒それは日本の社会が︑あまりにも醜悪である︑

日本の社会は︑学歴万能主義をやめ︑学閥を打破し︑実

に︑絶望的に立ちあがる者が出るのだ︒外部から誘引する

力主義に変えること︒大学間の格差を廃するため︑どこの

者があれば︑すぐ引きずられていく︒

まだいいとして︑社用族が︑あまりにも我もの顔にハデな

いるようだし︑ゴルフ︑マージァン︑レジァー︑それは︑

遊びかたをしている︒エコノミック・アーニルだ︒人間性

大学でも単位がとれるようにすること︒入学試験をやめる

と思ったにちがいない︒中年男は︑ポルノに夢中になって

いか︒

を失っているようだ︒家庭生活は崩壊しつつあるのではな

︵本会副会長創価大教授︶

こと︒少なくともこれが対症療法の一つであると思う︒

利益だけの財界とヒモつきになっているのが政界だ︒選

挙といえば︑いよいよきたなくなっていく︒．日中︑ウ
ソをついていなければやっていられぬ議員生活﹂だ︒国会
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一
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Ｉ

一税は身を扶く

Ｆ１
ままならぬ世の中
戦後︑東北大学で社会学を学んでいた頃︑清水幾太郎と宮城音弥
が連続講義で仙台を訪れた小がある︒その時︑清水幾太郎は︑﹁自
分は中学二︑三年の頃から︑社会学者になろうと考えていた﹂とい
い︑また宮城音弥も︑﹁中学生の頃から心理学者になることにきめ
ていた﹂という話をきき非常に驚いたことがある︒というのは︑晩
学で既に三十歳近かった私は︑凹分が将来何になるかを︑その時点
でもきめていなかったし︑又︑きめたところで︑その様には多分な
めることが出来る程自信はなかったし︑三十歳近くで︑妻子をかか

るまいと考えていたからである︒というのは︑ｎ分でⅡ分の道をき
えた老大学生を第一採川してくれる会社があるかどうかも疑わしか
ったからである︒ｎ分が何になろうということよりも︑どうにかし
て︑どこかの会社に就職し︑妻子を養なわなければならないという
思いが先に立っていた︒自分が何になるかは︑採用してくれる会社
次第である︒若し炭砿に就職すれば︑炭砿人になるだろうし︑映画
会社に就職すれば映画人になる︒万事は就職先できめてくれる︒又︑
それでいいではないかと思っていた︒考えてみれば︑今まで歩んで
きた私の道は︑若い時に考えた道などでは全くなく︑右にそれ︑左
にそれて今日に至っている︒といって︑自分の意志が全くなかった
のではない︒かなり強い意志で︑そのままだったらゆきついたであ
ろう道を拒否して今に至っているが︑ふりかえってみると︑まこと

後藤
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師へ入った友人が羨ましくて︑出来ることなら凹分も東京へ遊学し

を出した︒私が小学校教師が嫌になったのはその時からである︒高

私の級から︑私の学んだ師範学校ではじ雲﹂三名の東京商師合格者

どなかったからである︒ところが︑たった三十数人しかいなかった

白さに魅せられたし︑上級学校へ行った人もそれまで私の周囲に殆

った︒わづかの期間だったが教育実習をして︑教師という職業の面

った︒師範学校を卒業するまでは川舎教師で生涯を送るつもりであ

小学校の先生になるつもりだったので高等科へ進み︑師範学校へ入

小学校は八年︑高等小学校まで学んだからである︒小学校の時は︑

三十歳に近かったのであるｂ私は各ステッ・フを極めて丁寧に学んだ︒

れると大学を卒業するまで二十三年かかったので︑卒業する時には

ことになる︒大学へゆく前に軍隊に二年いっているので︑これを入

いるから特別の秀才よりも六年︑普通の大学卒より四年多く学んだ

で中学︑中学四年で高校へ進学し︑五四三三の十五年で大学を出て

普通は旧制で︑六五三三で十七年︑特別の秀才の場合は小学校五年

私は旧制大学を出たが︑大学を出るまで二十一年かかっている︒

大学卒業まで二十一年の歳月

自分の思い通りにいってくれればと思うのだが果たしてどうなるこ

今後
後の
の人
人生
にままならぬ世の中であったと思う︒せめて︑今
生だ
だけ
けで
ても
小︑

i

ワ鍔

ーエ

︑︲ノ

／ｒ︑

たいと考えたのである︒その当時︑師範学校を出た者は兵役は短期
から普通の兵役になるのであったが︑私は最後の短

現役といって五ヶ月だけでよかった︒その短期現役も私の卒業した
年が最後で翌年

現を捨てて師範学校の専攻科へ入り︑一年間受験勉強をし︑高師の
体育科にすべりこんだ︒体育科に入ったのは︑体育の教師になりた
一番低かったからである︒他の学科では合格しそうになかったので︑

かったからではなく︑体育科が高等師範の各科の中で入試の倍率が
体育科を選び︑それも最初は柔道を選ぼうとした︒というのは体育
科にも︑柔道︑剣道︑体操と三つがあり柔道の倍率が体育科の中で
も一番低かったからである︒然し︑この方は︑文理大を出た先生か
ら﹁柔道へ入るには二段か三段でなければむづかしい﹂といわれ︑
柔道部でもなかった私には無理だと考え体操を受けたのである︒

体育科の劣等生
こういういきさつで体育科に入った私は︑体育科では劣等生であ
った︒当時の高師体育科の陸上競技部は日本一で私の級にも入った
陸上競技をやっていた私はこれはとても駄日だと思い︑高師の運動

時から日本十傑に入っている級友がウョウョしていた︒師範学校で

てうまく泳げるわけはない︒四年間の体育科生活で正課の方も運動

部で一番弱い水泳部へ入った︒今まで陸をやっていた者が水に入っ
部の方もビリに近い方に位置していた︒したがって︑文理大へ進み
たいと思っていたが︑戦争中の為︑成績優秀者以外に受験資格を与
えられなかったので︑受験すら許されることなく︑軍隊へ入ること
になった︒軍隊も海軍に入ったのだが︑この時も︑成績優秀者は予
科練の体育の教官に採用されたが︑私はこれにもふり落され︑十三

の一が戦死し︑神風特別攻撃隊の中核となったが︑私は生き残るこ

期飛行科予備学生として土浦へ入った︒十三期の同期生はその三分

とか出来た︒十三期には弟と一緒に入ったが︑弟は私より三ヶ月早

く中尉に進級し︑鹿屋から沖維に出撃し戦死をした︒

軍隊から帰った時︑天皇を神と信じていた私は価値観の転換につ

いてゆくことが出来ず︑又︑体育科の劣等生であった私に︑体育の

てきたので︑これで︑もう一度勉強して承ようと︑東北大学文学部

教師になる意志もさらさらなかった︒幸︑海軍から退職金をもらっ

に進んだのである︒東北大学文学部を選んだのも高帥体育科を選ん

だのと全く同じ理由からである︒前年度の国立大学で東大︑文理大︑

東京工大︑一橋大︑京大︑九大︑東北大の中で︑束北大文学部の倍

率が一番低かったからである︒尤も実際には事志と違い︑二十一年

の東北大法文学部の文科の倍率は割に高かったが私は幸運にもすべ

りこむことが出来た︒選んだ学科は国史である︒日本の天皇制を国

の国史の講義で︑その驚くべき退くつさにびっくりし︑たった一日

史の中でじっくりと考え直したいと思ったからである︒然し︑最初

で国史はやめにし︑社会学に転科をしてしまった︒そして︑軍隊で

た︒

知り合った亡妻と結婚をし︑大学二年生の時長女をもうけるに至っ

夢ときえた新聞記者

大学三年の時まで就職のことは考えなかった︒漠然と新聞記者に

なりたいと思っていたが︑採用される自信は全くなかった︒私の最

って銀行をうけたのではない︒妻子をかかえた大学生では︑採用さ

初の就職先は銀行であった︒この時も︑別に銀行員になりたいと思
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れる率は極めて悪いだろう︒とすれば数多くうけるにしくはない︒
と思っただけである︒最初にうけたのがＫ銀行である︒試験官は当

下手な鉄砲も数をうてば当たると思い︑片つばしから受けてやろう

人であった︒このＭ氏が私のどこを見込んだのか︑受験者の中で最

時の人事部長︑現Ｋ銀行頭取のＭ氏で︑象るからに頭の良さそうな
年長︑然も︑経済科でも法科でもない文科の妻子のある私を採用し
てくれたのである︒私は朝日新聞へ行きたかったが︑朝日を受けて
も必ず合格するとは限らない︒Ｋ銀行で採用してくれたのも神の意
志であると思い素直にそれにしたがった︒それで何事もなければ私
は今頃︑Ｋ銀行の︑次長ぐらいになっていたであろう︒同期に入っ
た者がそうなっているからである︒或は︑鐙年長であったので︑別
の会社に出されていたかも知れない︒然し︑Ｋ銀行には縁がなく二
書いていたので実務は全くといっていい程出来なかった︒会社へ入

年足らずでやめることになった︒私は銀行では株式の領収書ばかり
った時︑銀行から来たというので新設工場の経理主任をやらされた
い帳の様に現金出納帳だけをつけて︑それが経理だと思っていたの

が︑簿記の薄の字も知らない私に会計の出来るわけはない︒小づか
である︒今にして思えばあきれかえった話である︒幸い本社は九州︑
工場は川崎だったので︑丸半年間それでお茶をにごすことが出来た︒

簿記の第一歩から学ぶ
工場には経理経験者は何人もいたが何れも購買とか工務をやらさ
て簿記の手ほどきをしてくれた︒私が会計を学んだ最初である︒こ

れていた︒あんまり私が何も知らないので︑これらの人々がみかね
れらの人食によって目を開かせられ︑半年間自分のやってきたこと

をふり返り︑恥かしぐなり︑はじめて本格的に経理を勉強し︑一年

余のあと︑公認会計士の二次試験に合格をした︒その後︑税理士の

資格もとったが︑会計も税法も決して好きだったわけではない︒又︑

た︒然し︑以来二十数年間︑私は︑会計と税法で飯を食ってきたし︑

工場に入るまで︑それで飯を食う様にならうとは夢にも思わなかっ

と︑今の今まで思っていた︒ところが︑人生とは分らないもので︑

今後も無能無芸にしてこの一筋につながるより外道はないであろう

私はこの一月から︑日本能率協会で出版を担当することになった︒

経理は決して好きではなかったが︑馴れた仕事であり︑退職後は

﹁税は身を扶く﹂で税理士が最後の職業になるだろうと考え︑その

方で名前を売るべく︑﹁税金に強くなる本﹂や﹁三時間で解る所得

私に︑これが最後の脇道であるというかの様に︑新かなづかいも︑

税﹂などの木を書いてきた︒然し︑いつも脇道にそれてばかりいる

紙の知識も︑印刷の知識も︑活字の大きさも何も知らない私に出版

一頁から学んでいる︒将来私が本づくりのベテランになるかどうか

をやれというのである︒今私は﹁本のつくり方﹂などという本を第

それは分らない︒唯︑三十代と違い︑五十からの手ならいは二倍も

をやったあとは停年となるので︑停年後は﹁税に身を扶けられ﹂最

三倍もの努力がいることを痛切に感じている︒四︑五年︑本づくり

︵日本能率協会理事︶

たいと思っているが︑この希いだけはままにならなかった人生の最

小の労力で最大の報酬をあげ︑二日働き五日休み︑楽に長生きをし

後だからぜひかなえたいものだと思う︒
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○

笹本寅一
かぎりあれば吹かねど花は散るものを
こころ短かき春の山風
この氏郷の辞世は︑花を自分に︑山風を

秀吉にたとえたものというのである．ｌ
甥の秀次に対する以外は︑海のような抱擁
力のあった秀吉が︑はたして三成の言に動
かされて氏郷を殺したろうか︒単なる風説
のように感じられるが︑しかし︑この話は︑
いかに氏郷が大物であったかを語っている︒

氏郷は︑文学の心得も深く︑智仁勇兼備
の名将であった︒

後に百二十万石にまで増封されたが︑天

○

うして防いでよいかわかりません︒このこ

家康︑前田利家級の人物であったかがわか

といい︑禄高からだけ見ても︑氏郷が徳川

この九十万石といい︑あとの百二十万石

あと︑氏郷は会津九十万石に封ぜられた︒

正十八年︵一五九○︶八月︑小田原征伐の

これをきいた秀吉は︑ひそかに氏郷を毒

と三成はいった︒

す︒﹂

とは︑よくよくお考えなられておくべきで

殿下に二心抱くようなことがあったら︑ど

をおかす者がおりませんでした︒彼がもし︑

らずにつづきましたが︑一人として︑軍法

﹁⁝⁝その大軍は︑七日の間︑ひきもき

﹁どうしてだ？﹂

尋常一様の人ではありません︒﹂

﹁蒲生氏郷の軍勢をよく見てきましたが

た石田三成が︑豊臣秀吉に︑

九戸︵くのえ︶役のあと︑京都にかえっ

は︑次のような話がつたえられている︒

名君中の名君といわれている蒲生氏郷に

》

殺した︒

る︒この時︑秀吉の前を退った氏郷は︑広

間の柱によりかかり︑たのしまぬ風情であ

不審に思った山崎右近が近づいてみると︑

った︒

氏郷は涙をうかべている︒右近は︑高禄を

あろうと思い︑

もらったので︑氏郷が有難がっているので

﹁およろこびは︑ごもつともでございま

す︒﹂

﹁そうではございません︒たとえ︑小禄

というと︑氏郷は小声で︑

であっても︑都の近くにいれば︑天下に望

象を持つことができます︒どんなに大身で

も︑海山をへだてた遠国にあっては︑その

望みを持つことができません︒もはや︑自

にくれたのです︒﹂

分はすたり者になったかと思い︑不覚の涙

毒殺された話よりも︑この方がありそう

に思えるが︑たとえ山崎右近がどんな親友

であっても︑かんたんにこういう大事をも

らしたであろうか？事実でないとしても︑

氏郷の大志を表現した話ではある︒

○

もう一つの話︒
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( 一 ハ ン

〜

氏郷が会津へ出発するとき︑秀吉は︑自
分のはいていた袴をぬいで氏郷にはかせ︑

氏郷のはいていた袴を自分がはいて︑どれ
を送った︒いかにも相手への尊敬と︑親愛
の情のあふれた話である︒

﹁氏郷は︑会津へゆくことをどう思って

氏郷が出発したあと︑秀吉は側近に︑

﹁大へん迷惑に思っていられるでしょ

いるである？﹂

づきませんから︑おかえりになって︑雪の

かｏ﹂

なくなるのをお待ちになってはどうです
と忠告すると︑氏郷は︑

﹁あなたのおっしゃる通りかも知れませ

の地においでになったとき︑秀俊と私とを︑

ん︒けれども︑さきに殿下︵秀吉︶が︑こ

なでになり︑秀俊は氏郷を兄と思い︑氏郷

自分の左右にならべたまい︑二人の肩をお

なおたのみをうけ︑私もおうけをしました︒

ことをよくやってもらいたい︒とねんごろ

は秀俊を弟と思って︑よく相談して奥州の

だから︑私が雪になやみ︑不案内な土地の

﹁いかにも︑そうであろう︒こちらにお

屋ノ Ｏ ﹂

いては︑氏郷は︑恐ろしい男だ︒だから︑

で使うとき︑ただ︑︵かかれ！︶︵かかれ！︶

と指図ばかりしていても︑決して部下はか

からぬものだ︒ここは︑どうしてもかから

かって見せなければならぬ！そうすれば︑

せなければと思うときは︑部隊長がまずか

部下は︑部隊を見すてるものではない︒自

分だけうしろにいて︑部下をかからせよう

氏郷は︑この戒めを︑実行した︒それは︑

としても︑かかるものではない︒﹂

をいただき︑つねに先陣をすすんだ︒

初陣のときからだった︒銀の総尾のカプト

﹁自分の兵のなかに︑銀の鮪尾のカブト

新しく氏郷につかえる侍に︑氏郷は︑

この者に負けないように働け︒﹂と︑さとす

をいただいて︑つねに先陣する者がある︒

そういわれた者が︑戦場で︑気をつけて

のが常であった︒

銀の鮒尾のカブトの者を見ると︑それは氏

ある時︑秀吉の前で︑氏郷や家康︑利家︑

郷だった︒

秀家︑輝元などが︑雑談しているとき︑秀

た方は︑どちらにつかれるか？﹂

兵をつけて︑戦争をさせるとしたら︑あん

一︲信長公に五千の兵︑この氏郷に一万の

吉が︑

﹁１部隊長として︑多くの部下を戦場

氏郷は︑つねに︑部隊長にいいきかせた︒

︵︺

を平げてしまった︒

といい︑ますます前進して︑ついに一摸

忠告ですが︑私はあくまで闘いますｏ﹂

わせることができましょう︒せっかくのご

義を失っては︑どうして天下の人に顔をあ

を破ることになります︒ｌ約束を破り信

秀俊どのを見すてて︑城へかえれば︑約束

ために︑途中で死ぬようなことがあっても︑

奥州へ追っぱらったのだ︒﹂
○

会津の近く︑木村伊勢守秀俊の領内に︑
一換が起こった︒

氏郷は︑雪の中を︑秀俊の応援におもむ
いた︒佐沼というところまできたとき︑そ
いうことがわかった︒もと政宗にぞくして

の一摸は︑伊達政宗の煽動によるもの︑と
いた永沼城主新国上総が︑氏郷に︑
﹁この騒動のうしろには︑政宗がおりま

す︒あなたが雪なれにならないことを見越
しての計画です︒この雪では︑なかなか形
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桑んな黙って︑答えなかった︒秀吉は︑
笑って︑

﹁自分は︑信長公につく︒なぜなら︑蒲

生の方から︑カブト首を五つとったら︑そ
の中には︑必ず氏郷の首があるだろう︒信
長公の軍は︑四千九百人まで討ちとられて
も︑その中に信長公の首はないだろう︒大
将が討死にした方が負けるにきまっている

だ︒﹂

から︑自分は信長公の軍につくと申したの

○

大和の国に︑松田金七秀宣という強い侍
がいた︒

奈良で口論して︑不覚にも︑相手になぐ

﹁自分のことを包みかくさず︑ヨロイの

ではない︒﹂

脊にかくというのは正直で︑ひと通りの男
といって︑すぐ召し抱えたが︑はたして
戦のたびに︑大きな働きをした︒

て︑情がなければダメです︒情と知行は︑

行をおやりなさるように︒知行ばかりやっ

車の両輪のようなものです︒

家中の者が貧乏したら︑大いに同情しな

ければなりません︒商売などは︑利をもっ

は毛頭利を心にかけてはいけません︒一万

ぱらにしなけれはなりませんが︑われわれ

石の者は︑秋になると︑また一万石できて︑

絶えないものです︒ただ︑武男ある者を多

蒲生家は︑もと近江の佐々木氏の家来で
あったが︑氏郷は佐女木氏の亡んだあと︑

せん︒﹂

くかかえることだけを考えなければなりま
百二十万石の大名になってから︑氏郷が

信長︑秀吉につかえた︒

伏見の秀吉の処へゆくと︑旧主人佐々木義
贋の子四郎が︑二百石で︑秀吉の伽の者に

細川忠興が︑蒲生家の家宝︵佐々木の鎧

文学の道にも︑明るい氏郷だった︒

氏郷は︑四郎の刀を持って︑そのうしろ

ｌあぶ桑︶を所望した︒氏郷が承知すると︑

かかえられていた︒

また︑氏郷は︑部隊長をよんでご馳走を

に従った︒ｌ髪ことに心あたたまる話だ︒

ぁで重臣たちが︑氏郷噌ｌこれは︑無

双の名物ですから︑これはとっておかれて︑

フ口

するとき︑布で頭を包み︑自分で風呂の火

と︑

これによく似たものを贈られては︑という

た

その後︑金七秀宣は︑自分のヨロイの脊︐

よりも︑大きな歓迎といえよう︒

を焚いて︑もてなした︒⁝⁝どんなご馳走

氏郷は︑伊藤平五郎にやった手紙に︑次
のようにかいているＯ

﹁第一︑家中の者に︑情を深くして︑知

︵作家︶

といって︑その鎧を贈った︒︵おわり︶

れば︑この歌の心にはづかしい︒﹂

心の問わぱ何と答えん︶︑そういうことをす

﹁︵なきなぞと人には言いてや承なまし︑

の処へきて︑

にとめられてはたさなかった︒

られた︒その場で切腹しようとしたが︑人

○

に︑︵天下一の卑法者︶とかきつけ︑氏郷
﹁私は︑天下一の卑法者です︒お役に立
ちますかどうか︑お目ききにまかせますが︑
きます︒﹂と︑仕官をのぞんだ︒

もしお抱え下さいますならば︑一生懸命働
取次から︑そのことをきいた氏郷は︑
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○
○

春の健康管理

昼は仕事や運動に精を出し︑夜は十分に

の調節作用﹂なのです︒

からだのオーバーホールを

眠ることｌ春の健康法の蛎一です．

ｌｉｌｌ︲

この感じ方を﹁体感﹂と言います︒そして︑

を何時でも微妙に感じとっているものです︒

ｌ明日への充実のためにＩ

然に食欲も減ってくるわけです︒このよう

頃よりも栄養をとる必要も少なくなり︑自

わたし達は︑誰でも自分のからだの調子

暖冬寒春の今年もまた内外ともに多事多

手をわずらわしても︑その人の持っている

どんな緒密な器械を使っても︑また名医の

大塚正八郎
難のようです︒この春を元気に過すために︑

なことが総合されて春は何とはなしにだる

春のだるさは

かけては今の季節とは反対に︑寒さに向か

とは否めません︒蛇足ですが︑秋から冬に

気候と体調の変化からのんびりしてくるこ

くなってくるのですが︑心理的にも温和な

誰でも持っていることです︒とくに︑異常

た結果がどうも納得できないという経験は

受診したときに︑いろいろと検査︑診断し

感ということになりますが︑病感があって

に不調和を感じた場合が異常感あるいは病

体感の全てを知ることはできません︒体感

どのような健康法がよいか︑一緒に考えて

春という季蛾ぱ︑咲き誇る花に心を浮き

って皮下脂肪が急速に蓄えられ︑その必要

みることにしましょう︒

浮きさせながらも︑花曇りの空を眺めては

から食欲も増し︑身心ともに緊張してくる

何となく気だるい思いに駆られます︒春眠
暁を覚えずとか︑猫も鼠をとるのを忘れる

は一つもないと診断されて憤慨した方も多

嘘を訴えているときに何でもない︑悪い点
とではありません︒だるさを吹きとばそう

につけて異和感を覚えますが︑神経症的に

食欲が減り︑少しだるいのは心配するこ

わけです︒

とするよりも︑だるいときにはゆっくり休

なる必要はありません︒自分だけに分る体

のです︒

などと言われるのは︑このだるさのせいな
冬の寒さに緊張していたわたし達のから

む方がかえって健康的です︒惰眠を貧るな

ん︒毎日の生活は︑その人の性・年齢・体

感というものを大切にしなければなりませ

春は﹁からだの調節期間﹂なので︑何か

だは︑漸く暖かくなるにつれて︑副腎の髄

Ｉなどとよく言われ童すが︑三月の終り

いことでしょう︒

貯めこんでいた脂肪のシャツをぬぎ始めま

質のホルモンなどが働き始め︑皮下に沢山

から五月にかけてはゆっくりと睡眠をとる

それぞれリズミカルに繰返され︑そのリズ

力・仕事の内容などの組合わせによって︑

すし︑血圧も次第に安定してきます︒から

春のだるさは︑厳しい寒さから解放され︑

ようにしたいものです︒

やがて来る酷暑に備えての﹁からだの内外

だが少しずつ柔かくなってくるにつれ︑そ
必要もなくなってきます︒そのため︑寒い

れほどエネルギーを使ったり蓄えたりする
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I

一

何か自分のからだの調子にアンバランス

です︒

のは︑春には多くの体感があらわれるから

るのが最先です︒自分の体感を大切にする

ともありますが︑大体においては自覚され

気が進象︑他の人から症状を指摘されるこ

るのはその人です︒勿論︑無自覚の裡に病

じたとき︑最も早く異和感や異常感を覚え

いるものです︒従って︑リズムに乱れが生

ムはその人自身が誰よりも一番良く知って

で確かめ︑相談してその後の健康生活への

側の一人としては︑診断の結果を是非自分

とは言えません︒そこで検査・診断をする

です︒ぎりぎりの妥協の異常なしでは健康

こう﹂程度なのか︑そこに問題があるわけ

か︑﹁この程度ではまあ異常なしとしてお

て広いので︑﹁全く無庇の異常なし﹂なの

なし﹂とあっても︑異常なしの範囲は極め

検査成績に﹁異常を認めない﹂﹁現在異常

を受けて︑そのままに放り離しにしないで

しかし︑ここで注意されたいのは︑検査

少なくなってきました︒

少なくなったと言うか︑季節特有の病気が

利になってきましたが︑その反面季節感が

って︑居住にも食物などの保存にも大変便

ることも必要でしょう︒最近は冷暖房によ

知ると同時に︑健康の敵春に多い病気を知

そこで春の健康のためには︑己れの体力を

らずとは︑戦のことだけではありません︒

敵を知り︑己れを知れば百戦して危うか

たとえば︑赤痢や食中毒は入梅から夏に

春かかりやすい病気には

を感じたときは︑一応その原因を考えてみ

多くなり︑暑さと湿度のため食物は腐りや

の体力は低下し︑鼠や蝿などの有害動物が

すく病原体も繁殖しやすいからであるｌ

かけて多い病気でした︒この時期には︑人
近代生活の足となった自動車ですら車検

してほしいわけです︒

があり︑中古になればなるほど車検の期間

とかけば良い答案でした︒

対策を練り︑治すべきものは一日も早く治

こしいときは︑すぐ健康相談や健康診断を

が短かくなり︑検査も厳重になります︒大

いけれども︑原因が不明であったり︑やや
受けることが肝要です︒とくに健康診断に

事な自分のからだの春秋二回の健康診断が

る︒すぐ原因が分るときにはそのままでい

よって健康の程度や異常・疾病の有無を知

がらずにオーバホールをしたいものです︒

ため冬の間でも有害昆虫や動物が減らない

出歩く人や外食の機会が多く︑暖房設備の

食品が多様化し︑保存がきくようになり︑

自動車の修理は部品の交換なり︑買い替え

春に多いのです︒何故だろう？それは︑

た診断が必要です︒年齢などに応じて︑胸

には受診したい︒そして︑その結果は億劫

が最近では赤痢や食中毒が三月や四月の

いの活躍の土台となるのですから︒その際

り︑その後の対策をたてることは今年一ぱ

理想的ですが︑せめて生体の調節期間の春

部の理学的・Ｘ線的診断︑心電図︑胃のＸ

ればいいのですが︑からだはそれができま

には現在の体感を述べ︑それに重点をおい

線検査︑尿と糞便の検査︑血圧の測定︑血

せん︒

ォ︲︵︲ホ︲ルー春の健康法の第二です︒

健康診断と相談︑その結果を活用しての

な食物︑不衛生な調理の食物や生物を摂ら

ということを理解し︑外出先で出所の不明

いわゆる消化器伝染病は春にむしろ多い

からなのです︒

液の検査言レステロール︑血糖︑︑血液の
量や濃さ︑肝機能の検査など︶を受けると
良いでしょう︒
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って︑口をゆすぎ手指を洗い︑清潔な食器

ないよう︑また︑食事の前には子供心に一戻

ジダというカビから﹁指間びらん症﹂とい

しているときには入浴をひかえます︒カン

を保つことが治療を助けます︒但し︑化膿

こともないし︑ズボンに雛もよらい︒何よ

しゃみをおデコに吹きかけられる不衛生な

らある︒立っていれば︑他の人の鼻息やく

もあります︒手も足も︑指は何時も締麗に

う指の間が赤くただれる皮膚病になりこと

そして少し熱つめの風呂にさっと入浴︒気

りも薄着で︑素足に駒下駄︑よく歩こう︒

で食べることが現代でもなお大切なのです︒

春から夏にかけて多い病気の一つに春季

分をリラックスさせるためにお酒を少を塔

なむのもストレス解消で結描︒手足をよく

あ

カタルといって両目がどんよりと赤くなり︑
しておきたいものです︒

毎日運動をかかさずに

かゆ

よく見られます︒これはアレルギー性のも

は好調で︑春から夏への健康は十分に期待

伸ばして熟睡︑となればからだの調節機能

目やにが出て拝みのある結膜炎が地方には

よく運動し︑よく食べ︑よく眠ることが

西村茂樹・

身体の勝︵すぐれる︶劣

︵特別会員東教大教授医博︶

的な春の健康法です︒

できよう︒よく運動し︑よく休むｌ積極

ので︑春先から多くなる花粉やカビなどが

素足に駒下駄をつっかけて大いに歩こう︒

健康の秘訣だと言われますが︑春はとくに

若い人は合計二時間︑年配の人でも一時間

そうです︒もう寒くはないので︑つとめて

の治療が肝心です︒春は族りも多く︑近頃

に男子に多く承られます︒すぐ眼科の医師
は大気汚染がひどいので︑咽頭炎になりや

は歩きたい︒それも夜店見物みたいに歩か

立派な人間として世に立つに大切な
事は申すまでもなく身体の強健な事で
ある︒が身体の健康だとか︑病身だと
か云うのは︑先天的で自分の力で直す
訳にはいかぬけれども︑摂生の仕方で
少しは善くなる︒昔の人は之を︑炭火
を灰の中に填めて侭けば長く保つが風

吹に置けば早くなくなるに薯えてい

る︒人間もそれと同じ事で不養生すれ
ば早く死に︑養生すれば長く生きる︒
夫から力量の強弱も少しは増せる︒八
十蛇持てる力が九十蛇持てるようにな
為︒第一の身体の勝劣は先ず先天的で
あるが︑十分の内三四分位は人間の力

で回復できるのである︒
︵道徳教育講話より抄出︶
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原因のようです︒思春期の年齢の人︑とく

すぐ︑局桃を腿らしたり︑声が唄れたりし

い人は一分間一○○ｍ︑年配の人でも一分

ず︑薄着で歩いて汗ばむ程度に歩こう︒若

は

ます︒気管の弱い人は気管支炎や気管支瑞
うがい

還暦の年齢までなら立って外の春景色を楽

また︑電車の中では余程のことがない限り︑

分なら歩いた方が経済的で健康にもいい︒

頃はすぐ車に乗りたがるけれど︑徒歩二○

も良いし︑若い人なら駈足も加えたい︒近

さぎ跳び︑何でも結構だか︑歩くことが最

からだの前後屈や捻転︑腕のふり廻し︑う

間七○ｍくらいのスピードで歩きたいもの︒

息に悩まされます︒外出後は︑しつこいほ
療を受けるようにしましょう︒

ど微温湯で含噸をし︑症状が出たらすぐ医
水虫もまたそろそろうごめき始めます︒

水虫は汗庖状白癖という病気ですが︑化膿
すると熱を出したり︑歩けなくなることさ
えあります︒治すのは春がチャンスですか
ら︑早く治療を受けましょう︒最近では内
服薬もありますので︑水虫は文明病などと

て強くなり︑長寿のための一つの方法です

しんでいる方がよい︒脚や腰の筋肉は緊っ

｜

得意になっていないことです︒素足に下駄
ぱきが良く入浴して患部を清潔にし︑乾燥

1

､

四季の鉢物
三

浬ノ

コルジリーネ

四○センチになります︒

にも銀白色の縦縞がはいることがあります︒

茎は細く三○

八○センチ︑幅一○センチ

●フラゲランス熱帯アフリカの原産で︑

葉は長さ四○

くらいの大形です︒葉柄がなく斜に立って

この枝変りに↓︑ツサンゲアナ︑ビクトリ

垂れ下がり︑生育はさかんです︒

のです︒

アなどがあり︑いずれも縞模様が美しいも

鉢用に向いています︒

ふちとりがあります︒耐寒一性が強く中・大

六○センチ︑幅五 六セ

殖させるのです︒これに対してドラセナは

●フウヶリアロティアナ葉は肉が厚

科の植物で︑一般にまとめてドラセナ類と

ンチの大形で緑葉ですが︑かすかに淡白の

くて︑長さ三○

●デレメンシスワーネッキー熱帯ア

①ドラセナの種類

ドーフセナ類にはこのほかに︑潅木状で葉

に多数の白点のある鍔コツドセフィアナや︑

五○センチの狭
い披針形で葉柄がありません︒濃緑地で中

零コールデアナなどがあります︒

単幹で葉が緑色と銀白色の虎模様の美しい

フリカ原産で︑葉は三○

に白い条線があります︒

一四センチです︒小

おもな変種として︑イン・ヘリアス︵葉は

いに鮮紅色になります︒

苗や古い葉は銅色ですが︑新しい葉はしだ

五○センチ︑幅六

の変種があります︒葉は披針形で長さ三○

ｅターミナリス熱帯アジア原産で多く

②コルジリーネの種類

央に乳白色帯状のたて縞があり︑その両側

この両植物は分類学の上でははっきり区

●デレメンシスバウセイはワーネッキ

二○センチ︑葉のふ
ちに白色の縦縞があり︑なお中央の緑色部

い披針形で長さ一二

でギンョウセンネンボクとよばれ︑葉は長

●サンデリアーナ熱帯アフリカの原産

育がにぶい品種です︒

別されていますが︑性質や栽培上の取扱い

ルジリーネには発達した地下茎が直下に太

的に違うのは繁殖法であります︒つまりコ

やすいのです︒ただ一つこの両植物が根本

についてはほとんど違いがなく︑混同され

の枝変りで︑葉は白縞が大きく下垂し︑生

件をそなえています︒

用いても品くずれしないという実用的な条

しかも光の弱い室内で長期間の飾りつけに

いうえに︑日本人好みの色彩や姿をもち︑

言物としては︑比較的低温に強く作りやす︑

私どもになじゑの深い植物です︒熱帯産の

よばれています︒いずれも戦前に輸入され︑

蕊

地下茎がないので︑茎ざしでふやします︒

ドラセナと﹁一ルジリーネはどちらもユリ

ドラセナとコルジリー︑ネ

渡部弘

〆、

く伸びていますので︑これを切り取って繁
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十

広く︑黄銅色の覆輪がはいる︶︒クー︒ヘリ

ンチに切ったものを︑横か斜めに伏せてミ

いで新芽がふくらみ︑二○Ｉ二五日ころか

適当な湿気を与えておきますと︑七日くら

さし木したあとは︑二○度ぐらいに保ち︑

ズゴケや川砂で覆っておきます︒

成したもので︑葉は幼苗のうちは銅色で︑

ら発根します︒木葉が二

い︶︒アイチァカ︵愛知赤︑わが国で交配育

ー︵葉は淡赤色で︑新しい葉の赤色が美し

やがてしだいに鮮紅色の斑がはいる︶︒そ

鉢に植えることができます︒

三枚になれば小

スティーなどがあります︒

鉢植えしたならば土の表面をミズゴケで

側手入れのしかた

の他︑レインボウ︑トリカラー︑バプテイ

一○○センチに

●インディビサ一言−ジーランドの原
産で葉は朗状をなし六○

種い︑つねに適当な湿気を与えるとともに︑

水やりは高温期には多く︑秋冷えこむよ

一週間に一

二回くらいの割合にします︒

うになってからは徐左に減らし︑厳寒期は

追肥は高温期には油粕やその他の液肥を

︵都会員文部教官束教大保谷濃場︶

時々与え︑冬はその必要がありません︒

小松製作所社長河井良一

世界中に桜の名所を

父良成は亡くなる直前に︑神宮外苑から

申込承があったと聞くや︑﹁日本花の会﹂

で﹁外苑に桜の新名所を作れ﹂と言い出し

なり垂れ下がり︑幹は商さ一○メートル内

た︒遺志をうけて絵画館前に︑しだれ桜を

外の大木になり︑耐寒性が強く生育がさか

ドラセナとコルジリーネとでは︑どちら

潅水によって土の流失するのを防ぎます︒

かといえばコルジリーネのほうが︑寒さに

の夢を果すつもりである︒すでに全国一万

中心に千五百本植えた︒今後も続けて故人

います︒

五度くらい︑夜間一五度ほどです︒夜間五

強いのですが︑生育適温はどちらも日中二

んです︒庭木や大鉢植えによく用いられて

一般にはさし木および取り木によってふ

い大鳥桜を都市に植えれば花見と緑化と一

五千ヶ所へ配布したが︑わけても公害に強

石二鳥がねらえる︒できれば世界到る所に

度ていどでも冬越ししますが︑できるだけ
しかしインデビサなどは︑真冬でも零下

商温のほうが安全です︒

⑥ふやし方
やすことができます︒ドラセナは頂芽ざし
︵心ざし︶と茎ざし︵胴ざし︶などを行な

いますが︑コルジリーネはそれ以外に根茎

がよいようです︒水やりが多いために︑粘

植える土は︑やや水はけや通気のよい土

訪問六ヶ国の首都に︑花の会の桜千五百本

たが︑昨年は天皇陛下のご訪欧記念として

ある︒今までに十ヶ国へ一万本余を配布し

桜の苗木を贈りたいというのが父の願いで

二○センチくらいに切り︑茎部をミズゴ

土質の強い土では水はけがわるく根の発育

五度以上ならば露地で栽培できます︒

ケで巻き︑箱につめてさし木します︒茎挿

って父の供養として両国の善隣友好に役立

を寄贈した︒さらにシベリヤ︑中国にも贈

ざしでふやせます︒頂芽ざしは頂芽を一○

しは︑頂芽をとった下の茎幹の葉を全部取

を阻害することが多いのです︒一般は小鉢

四センチに切り分けて︑

り除き︑長さ三

四七

てば幸と思っている︒︵日本経済新聞より︶

用の種類ではミズ等コケと川砂を半々に混ぜ

根ざしはコルジリーネの根茎を三

たり︑腐葉土を用いたりします︒

上端を床面すれすれの深さにさします︒
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−、

川越市小名木狂辰

篠塚しげる選

○日向ぽこ早くも正午報じけり

○寒卵割りつつ小さき嘘をつく
○教へ子が歳暮の帯鏡空

千葉県加藤刀水

○風邪ひきの猫にくしや承を貰ひけり

○吉と出し初おゑくじを母に読む

○東てぷちを突如横切る猫事故死

重量感を与えている︒

評質草といった古風なひびきをもつ言葉の選択がこの句に

︑冬枯れや質草を抱く足重し

^

評このお宮の春泥に対する心づかいを有難いと感謝しなが

＠春泥に藁敷いてあり宮詣
らお詣りをする︒

○春耕の人輝きて土返へす
○女埴輪の艶めく面輪春日濃し

○女埴輪の春愁ふがに蛾眉ひそめ

︑初烏徐々に闇剥ぐ裏の山

余計に感じがぴったりする︒

千葉県石橋香峰

千葉県田村隆村

千葉県角田洋圃

評﹁徐灸に闇剥ぐ﹂の中七は新鮮な表現である︒烏だから

○若水や汲む音山にこだまして

○裏山は祖先の墓所や初日映ゆ

評まことに初句会らしい光景︒

︑改めて交す御慶や初句会

など

○初蝶や孫に句どころ芽生えつ上

○和む陽にきびしき風や春浅し

︑安住を得て掃く庭や梅香る
いる○

千葉県宮崎秋峯子

評新居にやうやく安住の心を得た作者の境涯が素直に出て

○白髪抜く縁二月の陽を溜めて

○水仙に住ゑて心は貧しからず

＠春光のまつわる窓のガラス拭く

心の窓も美しくかがやいていることであろう︒

評まぶしいばかり輝く春の日にま承れて窓ガラスを拭く︒
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弘道俳壇

○初夢の無邪気な顔に接吻す
○噸りの来て庭石に陽のたまる
＠瓦斯焚きの飯の匂や花雲

千葉県内山小葉

千葉県秋葉貞女

花些という季題が巧象に活用されているのがうれしい︒

評瓦斯焚きの飯とは都会では当り前のことながら面白い︒

○鴬の篭に漏る陽のやわらかに
ツマ

評病後久しぶりに夫と一緒に散歩に出た︒それは陽炎のた

︑病癒え陽炎える道夫と行く

篠塚しげる

千葉県蓑輪郷子

つのどかなあたたかい日和であった︒

○女坂ゆるノ︑登る梅日和
○初詣大かがり火に照らされて
○正月や心静かに筆さばく
○庭先も春めき小鳥の声しきり
東京をさびしがる母烏曇
よく売る些蓬団子や蓬添え
踏青や未完の楽譜懐ろに
長湯せし顔の見てゐる春の雨
啓塾にほどよき雨の日となりぬ

編集後記

■屯タエ油皮仏画Ｐ▲℃少公刊〃▲▼釘嶺サダらＴダ軽廿〃

今年陛下は目出度お健やかにお年七十
一歳を迎えられる︒ご在位四十七年︑摂
政四年を加えればまさに五十一年のご政
務をお取りになられるのである︒御年と
ともに近代稀に見ることでご同慶の至り
である︒妓近ニクソン米大統領の訪中ソ
によって多年に亘る冷戦が次第に温めら
れている今日︑昨秋日本初のご訪欧であ
げられた官民間では到底及びもつかぬ素
暗しいご成果を︑今後さらにさらに内治
外交善隣友好の上に︑鈴木一元侍従次長
の仰せの様にヒドロゾアにも及ぶご仁慈
をもって大いにご発揮遊ばされますよう
心からお祈り申し上げる︒︵渡︶

弘道売価一冊金五十円

ロゼ豆幻ｒも幻守も凸ｒ唾ａ了もタゼも幻丁込毎ＦＵ身ｒも身ｚｍａ甘叩分吋埴身陛凸夕虹︑
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全13巻
備え下さい

︻諸橋轍次博士の名著﹈

雲論語の講義

﹃大漢和辞典﹄の著者たる漢学界

の瀧蓄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

桐を練り世に問う論語の箔講義．．

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

の人口に臆炎した思想を説く︒

如来に化したとも伝えられる老子

その閲歴は知れず︑仙人或は菩職

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

幹老子の講義

辞典をこの機会にお

︵読者の声から︶
▼公務員・四十六才

提男大学合格の祝いを兼

に輝く﹃大漢和辞典﹄細纂の余暇

に生れた博言の記︑李白の詩文か

四六判・上製定価六○○円

ら碑文︑脊体︑漢語形成におよぶ

四六判・上製定価五八○円

として蛭妙に語る箔著︒

洪和﹄の著者が古今の淡籍を典拠

まつわる史尖や伝説について﹃大

干支の起原の考察︑十二の動物に

十二支物語

べく本辞典を恥入した︒

ね自分の余技にも活用す
▼会社員・四十二才

期待通りの素晴らしさ︒

中国語もかなり豊富に入
っていたのは予恕外︒流
石です︒

▼主婦・三十才

このように優れた文化遺
産をわが子に継がせてや
れて幸わせです︒

紫綬褒章︑菊池寛蛍︑朝日文化賞

漢字漢語談義

世界最大のことばの

■漢和辞典の最高峰″

現金定価七五︑○○○円

泌回月賦定価
︻体裁︼

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
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振替／東京40504
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口
旭回月賦定価八○︑○○○円
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