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式辞︹第七十回総会︺

第七十回総会に当って一言致します︒

終戦後永く占領下に在った沖細も漸く復帰し斯くて敗戦の後始末は北方領土の問題
は別として政治的には一段落の観があります︒此の間に於ける同地同胞及び関係当局
の人為の苦労と努力とに対しては同情と推察とを借みません︒然しながら此の三十年
を境として前後の内外の国情は一大変化を来たし時には顛倒をさえ現じた観がありま
す︒Ⅱ常見聞する事件よりしても如何に蹄きと憤りと嘆きとを覚ゆることか︑まこと
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に将来の為憂慮を禁じ得ません︒然しながら凡そ事物にして変化せざるものは無く近
来は特に加速度を加えた感があります︒従って之に対処追随することは容易でありま
せん︒我々は常に此の現実を分析し正不正通不適能不能を観破し而して清新穏健妥当
の進路を踏まねばなりません︒毎度申す如く幸に会祖西村先生の遺訓は合理主義と実
際主義とを性格として居ります︒故に我にも現代世相の中に於て徒らに溌季を憾むこ
と無く寧ろ之を生かすべく一層の教養の収得と思慮の習熟とを努むくきであります︒
期待致し室す︒

剛くくくく

社団法人日本弘道会会長野口明

本会はその為め今後も努力を致し度く︑依って会員諸君の一層の御勉強と御協力とを
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関未 代策

暗い記録である︒もちろん︑死刑囚自体にも︑精神の弱さ

ないが︑ともかく︑死刑囚の生れ落ちてから歩いてきた︑

ずいぶん前のことなので︑内容ははっきりと記憶してい

なったり︑外国映画にもなったとか︒それはどうでもいい︒

の死刑廃止を訴える意味でものしたもの︒ベストセラーに

時代に︑多くの死刑執行をしなければならなかったが︑そ

先である大阪拘置所に戻されることになった︒この拘置所

に︑部下に命じたことから︑アメリカ側と衝突︑元の勤務

人びとに︑東条さん︑広田さんと﹁さん﹂付けで呼ぶよう

直後は巣鴨プリズンに勤務していたが︑当時入所中だった

書の名である︒弟は︑大学を出ると司法畑にはいり︑終戦

れは︑私の実弟︵玉井策郎︶が二十年ほど前に︑書いた著

この題名では適しているか︑どうか余まり考えない︒こ

I ＝

とか︑いろいろ欠点はある︒けれども︑犯罪者となったの

には︑その環境︑もっと限定すれば︑その両親の負わねば

ならぬ大きな罪があったと見られる︒私は︑読後感として︑

当時︑そんな事を考えた︒

私の父も︑生涯の大部分を︑北海道の集治監や監獄に奉

職し︑典獄として長い行刑経験者であった︒自然︑私も大

学を出ると司法省へ引っぱられそうになった︒司法省の監

獄局長をしていた谷田三郎博士は︑在学中から︑私に勧め

ていた︒誠に申し訳けないことだが︑私は大の官僚嫌いで

ある︒その代りというのではないが︑私の先輩森山武市郎

博士が監獄局長の椅子にいたので︑弟を父の後継者とした︒
である︒

弟も同じように生涯その方面におり︑典獄として終ったの

私の私事に及んだが︑こんなわけで︑私は子どものころ

つかの話を聞いて︑かずかずの例が︑私の脳裏には畳染込

から︑犯罪者と隣り合せで育ったのである︒父からも︑幾

死刑囚には︑初めから死刑囚になるように︑レールが敷

まれている︒

かれているようなものだ︒もし︑その者に強い精神があれ

ば︑自分でそのレールをはねのけることができたであろう︒

しかし︑大方の人間は弱いもので︑﹁弱き者よ︑なんじの

名は女なり﹂とばかりは言えない︒考えようによっては︑

大それた事を仕出かす者には︑心の奥底に︑善良なものが
隠されている︒
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極悪非道な死刑囚であっても︑いよいよ絞首台に登る朝

先きどる︑世間を騒がせた連合赤軍の青年たちにも︑同

母の愛を求めていたのである︒

じような事が考えられるのではないだろうか︒浅間山荘に

には︑必ずといっていいほど︑真心を取り一民どす︒弟はた

しか﹁文芸春秋﹂に書いていた︒行刑は改心をさせること

掌柄とはいえ︑身を挺︵てい︶して進み︑銃弾を真面︵ま

叫んでいる母親の声を聞いて︑憤りをおぼえた︒警官は職

ろうか︒私は︑テレビジョンを見ながら︑外から遠巻きに

立篭︵こも︶った子どもたちに︑母親たちは何をしたであ

弟は死刑執行日が決定すると︑それに間に合うように︑

それで死刑廃止論を主張するというのである︒

が目的だ︒既に改心した者の︑生命を断つことは不必要だ︒

母親がおればそれを呼んで︑その者に面会させる︒その時

なしえたか︒あんな脈甲斐︵ふがい︶無い母が︑どうして

とも︶に受けて︑生命を断っている︒肉身の者は一体何を

子どもを谷底から救出することができようか︒

には︑当人が子どものころ一番好きであった食物を︑持参
とか︑朝食を用意させる︒その途端︑改心する︒母親に取

するように依頼する︒前夜︑夕食をこしらえて食べさせる

子どもを︑ここまで追いやるには︑かずかずの原因があ

で︑とても大阪まで出て来られない︒たどたどしい文字を

がない︒その母は和歌山県の方にいて︑貧乏生活の上病弱

ある死刑囚は︑土たん場まで荒れ狂って︑手のつけよう

するために︑無理な試験勉強を重ねて来た︒けれど︑希望

た︒﹁学生はある程度優秀である︒彼等は︑一期校に入学

たのか︒﹂これに︑越村君はこんな意味のことを答えてい

た︒﹁なぜ︑あなたの大学に︑多数の連合赤軍の者を出し

ろう︒国立横浜大学の越村学長に対して︑新聞記者が問う

綴った︑子どもへの謝罪の手紙が届いた︒弟は︑家内に朝

たのである︒彼等自身やるせない気持でいるのだ︒﹂たしか

の一期杖には失敗して二期枝である横浜大学に入学して来

いるＯ

りすがって謝罪するのは︑全く判で押したようにきまって

代って作った料理だ︒母親の物と思って食べてくれと言い︑

いる︒家庭の空気は︑恐らくこれに油を注いだに違いない︒

に︑学生自ら不平不満というか︑コンプレックスを感じて

食をこしらえさせて︑お前の親が来られないので︑母親に
母親からの手紙を読み聞かせたところ︑昨日までの狂暴は

が二人もいた︒日比谷高校といえば︑昔からエリート枝で

また︑日比谷高校出身者で︑某私立大学に席を置く学生

彼等の堪えられない気持︑︲それが爆発したのである︒

まるで嘘︵うそ︶のように︑膜目︵めいもく︶の晩︵まぶ
た︶からは大粒の涙がはらはらとこぼれ落ちた︒この青年
った︒死刑囚は人の愛を知らなかったのである︒心の底で︑

は︑弟に手を合せてから微笑をうかべて絞首台に登って行
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も肩身が狭い︒では︑そのエリート枝に︑だれが進学させ

だ者が大部分であろう︒自分たちだけ取残されて︑いかに

担任教師にほめて頂くつもりで報告に行った︒すると︑﹁な

いる︒私事にわたって恐縮だが︑私が中学校に入学した時︑

教師として痛切に感ずるところがあり︑大いに反省もして

親だけの罪ではない︒教師の罪もまた大きい︒私自身︑

感情に鋭敏な青少年の心は扶︵えぐ︶られてしまう︒

たか︒恐らく︑父母が入学するために努力したでのであろ

ある︒高校時代の学友の大部分は︑希望通りの大学へ進ん

う︒父母は︑子どもに将来をかけたのである︒将来︑一流

きまえずに︑﹁高等四年の一番は︑十四番です﹂と︑訳の

ぜ一番で入学しなかった︒学校の不名誉だ﹂というような

分からぬことを言った︒興奮していたので十分言いえなか

言葉が︑先生の口から飛んで来た︒私は不服で︑前後もわ

れは︑親の背延びである︒いつの間にか︑子どもも知らず

ったのであるが︑自分は高等二年で遥かに上位ではないか

共に︑子どもの出世による老後の夢を見たのであろう︒こ
知らず背延びをするようになる︒能力の足らない者の肩に︑

と︑抗議したかったのである︒先生は︑﹁高等四年の者は︑

校に入学させる事によって︑自己の虚栄心を満足させると

これが︑ずしんと重くのしかかって来る︒この大きな負担

今までに入学出来なかったんだ﹂と︑独語して行ってしま

った︒その通りなんだが︑私は最初の言葉に大きなショッ

に堪えられず︑これを吹き出すために︑暴力に走ったので
現に︑私の大学にも一人おった︒彼は︑入学後僅々一か

あろう︒

にして思えば︑大した問題ではないのだが︒

クを感ずると共に︑その先生の名は今もって忘れない︒今

私は︑八歳の折に母を失い︑母の愛に飢えて成長した︒

月しか︑学校には出席していない︒だから︑教師はもちろ

そこへ︑こんな事件︵？︶が起った︒私の中学時代は︑つ

ん︑学生の仲間でも︑彼の存在は象とめられていない︒そ
は︑頑︵かたく︶なほど生真面目な人のようだ︒子どもは︑

の弟二人も︑あの中にいた︒父親は学校教員である︒父親

てといってもいいであろう︒敏感な少年に対する言動は︑

いに反抗の時代となったのである︒いや︑学生時代を通じ

深慮の上に行われなければならぬ︒果して︑戦後わが国の

とうの昔に︑行方不明になっているのに︑授業料を正確に
いるのに︑校長の椅子にも就けず︑不運な人のようだ︒こ

いる者は︑一部教師の罪とも言いうるであろう︒

教育者に︑その配慮があるか︑どうか︒暴力学生を育てて

納めていた︒この父親というのは︑既に定年間際になって
の親の不満が︑家庭内を暗くしていたのであろう︒弟二人

私は︑生涯の大部分を教育界に奉じて︑ここに七十七歳

が︑現に︑家にいたたまらないと言って︑飛び出してしま
ったと語っている︒家庭が冷暗な空気に満たされていては︑
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を迎えるが︑家庭の愛情︑特に母の愛の重要であることと

逆に傾斜しているのを憂うるものである︒

君と会った際︑これを再論したのであったが︑今や方向は︑

︵特別会員和光大学経済学部長・理郡︶

共に︑教師の教育態度がいかに重大であるかを︑痛切に感
ずる︒松永文部大臣の時に︑誌上で︑戦後最も重大な問題
は︑教師の教育であることを書き︑その後たまたま︑松永

大東亜戦争中の海軍の名将

隆治

崎

刀の子孫︑短身︑至誠︑剛直︑無口の人︑心にもないお世

るがしゃべるときはそのものズバリ︑ものごとの真相︑将

辞は絶対にいわない︒上司に迎合せず︑ブッキラ棒ではあ

人物は上杉謙信と良寛和尚である﹂というていた・山本帯

界の秩序を変革した大事件であったが不幸にして戦争は日

上勤務は割合に少なく米国大使館附武官︑霞ヶ浦航空隊副

などその経歴が示すように︑むしろ軍政家であり航空軍備︑

長︑軍縮全権︑航空本部技術部長︑航空本部長︑海軍次官

来を深く掘り下げて考えいいだしたら引き下がらない︒海

ありますので五人の名将︵筆者はこの全部に仕えた︶につ

がたくさん出たにかかわらずわが国民特に若い世代の方食

いてその特異の点を述べ参考に供したい︒

の多くはその名さえ知っていない︒ここには紙数に制限が

本の敗戦に終ったためこの戦争中︑世界に誇るに足る名将

いて白人の奴隷下にあった諸国は悉く独立し国連に加盟し

新潟県長岡市の出身Ｏ元帥はいつも﹁俺の国で一番偉い

㈲山本五十六元帥︵戦死時五十九才︶

寺
てその主張を世界に訴えることができるようになるなど世

の大戦争であり︑これによって戦後アジア︑アフリカにお

大東亜戦争︵米国では太平洋戦争という︶は世界歴史上空前

−
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に反対したことは有名である︒米国の国力︑国民精神に精

論がやかましかったとき遺書まで書き残し死を堵してこれ

航空隊員の育ての親である︒昭和十四年︑日独伊軍事同盟

かし山本長官の主張に屈し同意してしまった︒帝都が空襲

ソロモン方面の防備をかためるべきであると主張した︒し

であるため猛烈に反対しむしろ今後敵の反攻が予想される

至当である︒当時連合艦隊司令部は開戦以来五ヶ月間の戦

に忍びないが作戦の指導は大局的判断に立って行うことが

勝に酔い願慢心を生じ機密保持も極めて不十分で本作戦実

をうけ陛下の御心をなやまし奉ることは情においてまこと

して南方資源地域の占領確保に任じ得るようにと自ら真珠

た作戦を実施し︑その度胆を抜きわが南方部隊をして安心
湾奇襲作戦の実施を強硬に主張し︑軍令部︑南雲中将︑草

施の時機方法等について全将兵までが知っており計画その

通し︑開戦時には米国民をあっといわせるような思い切っ

し︑真珠湾奇襲不成功のときは天︑われに与せざるものと

鹿竜之介少将︑大西滝治郎少将等の反対を押し切り︑﹁も

率いて出撃したことはその意気込承は理解できるが用兵上

内海に帰還するに際しこれを援護収容するため戦艦部隊を

名は全世界に轟きわたった︒しかし真珠湾攻撃艦隊が瀬戸

た︒そして開戦壁頭の真珠湾奇襲は成功し山本司令長官の

以て軍令部を説得︑永野軍令部総長も遂に同意するに至っ

合は連合艦隊司令長官を辞任したい﹂など不退転の決意を

された工事を超人的力を発揮し僅か三日間で完成し戦場に

クタゥンを急遼真珠湾に回航︑復旧に三ヶ月かかると予想

行動を詳知し︑五月八日の珊瑚海々戦で大破した空母ヨー

誤である︒これに対し米艦隊は暗号解読によりわが艦隊の

続行し全作戦を支援する態勢をとっていたのも用兵上の過

にもかかわらず戦艦部隊を率い機動艦隊の後方三○○浬を

本長官は当時艦隊決戦の主力が既に航空兵力に移っていた

攻撃占領するなど二兎を追ったのも杜算といえる︒また山

を欠き︑またミッドウェイと同時にアリューシャン列島を

ものも上陸作戦を重視し︑敵艦隊の捜索攻撃に対する配慮

はナンセンスであった︒さて南方作戦が昭和十七年四月中

判断しよろしく兵を引くべし﹂﹁この作戦を実施しない場

旬一段落してその主力が内地に帰還する途次四月十八日本

た南雲艦隊の情況判断︑処置不適で魚雷を爆弾に替え︑ま

た魚雷に替えるなど不手際のこともあり︑天運全くわれに

送っている︒ミッドウェイ海戦はいち早く敵に発見されま

や︑山本長官はミッドウェイ作戦の実施を決意し強硬に軍

エンタープライズ︶がＢｌ妬十六機を発進︑帝都を空襲する

令部に申し入れた︒軍令部はたとヘミッドウェイを占領し

飛竜と技神に入るといわれたベテランパイロットの大部を

与せず一瞬にしてわが海軍の虎の子空母赤城︑加賀︑蒼竜

土東方九○○キロに現われた米機動艦隊︵空母ホーネット︑

てもそこに配備すべき航空兵力も無く︑爾後の補給が困難
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上陸︑同方面に日米両軍の死闘が続いたが補給がつづかず

ドウェイ作戦後米軍は反攻に転じ八月七日ガダルカナルに

遂に無条件降伏に至らしめた根原となったのである︒ミッ

に乗組︑艦長鈴木貫太郎大佐︵のち大将︑総理大臣︶分隊長

伏せてしまったという快男子︒兵学校卒業後練習艦隊宗谷

船久蔵氏︵当時慶応大学生︶とかぐら坂にて喧嘩柔道でねぢ

分され上京して私立成城中学に入校︑在学中柔道の大家三

宮崎県高鍋の出身宮崎中学在学中素行不良のため退学処

るがミッドウェイ以後は多くの凡将振りを示しているとい

昭和十八年二月ガ島撤退︑ついで戦局はう︑ハウルに移り︑

山本五十六大尉︵のち元帥︶の感化を受く︒海軍切っての独

えよう︒

山本長官は自らラ等ハウルに進出︑航空撃滅戦を指導︑機動

創的戦術の大家で﹁主力艦の夜戦加入﹂︑﹁全巡洋艦戦隊︑

喪い︑日米海軍力の比率を根底から覆へし︑雨後における

艦隊の母艦機︵練成に一ヶ年ぐらいかかる︶まで投入し一時的

ロ小沢治三郎中将︵開戦時五十五才︶

には成功を収め自らブーゲンビル島の最前線部隊を激励す

る航空戦﹂︵所謂機動艦隊の編成︶等を提唱しあらゆる反対︑

全水雷戦隊を以てする大規模夜戦﹂︑﹁全航空戦隊を以てす

主導的作戦実施を不可能ならしめガダルカナル攻防戦︑マ

るため航空機に搭乗︑進出中︑暗号解読によって待ち伏せ

ノ

、

リアナ沖海戦︑レイテ海戦︑沖細決戦に至大の影響を与え

していた米軍機のため四月十八日壮烈な機上戦死を遂げら

抵抗を排除しこれを実現させた先覚者である︒

開戦壁頭南遣艦隊司令長官としてマレイ作戦を担当︑当

れた︒母艦機を陸上作戦に投入することはその後の作戦を

なかったマレイ半島北東端の要点コタ︑ハル︵大空軍基地︶上

時大本営︑連合艦隊︑南方総軍で大間題となり決着がつか

考えると絶対に軽食しく行うべきではない︒

山本元帥はわが海軍航空軍備育ての親であり日独伊軍事

せた話は有名である︒シンガポール攻略作戦は陸海軍協同

ヒューストン︑軽巡パースを撃沈︑今村軍司令官を感激さ

︑︿攻略軍司令官今村均中将の輸送船団護衛のため派遣大巡

独断︑座下の巡洋艦︑駆逐艦︑空母︵竜嬢︶十数隻をジャ

沈し真珠湾攻撃の成果と相侯って航空機主力を実証しまた

国東洋艦隊のプリンス・オブ・ウエールスとレパルスを撃

陸作戦を断行し勇名を馳せ︑またマレイ沖海戦において英

同盟に死を堵して反対また開戦勇頭の真珠湾奇襲攻撃を自
ら構想実現︑最後は最前線において機上戦死するなどその
活動が華をしくまた劇的であったためミッドウェイ作戦︑
ガダルカナル︑ラ︑ハウル作戦の失敗などはあまりとりあげ

られておらないが山本元帥のような名将でも神さまではな
く過誤はつきものであることをよく理解しわれわれは死ぬ
まで真剣に修養せねばならないと思うものである︒端的に
いえばミッドウェイ海戦以前の作戦指導振りは名将といえ

rワ、

ｰ

ない残存空母四隻を中心とする胆艦隊を率いハルゼー大将

レイテ海戦に任じ特にレイテ海戦の際には航空機を搭載し

動艦隊司令長官としてラバウル航空戦︑サイパン沖海戦︑

いる︒その後小沢中将は南雲中将のあとを受けて本命の機

作戦の模範として小沢提督の名は陸軍の間によく知られて

一日山本長官の推せんにより第二航空戦隊司令官︵空母飛竜︑

謀長︑第一連合航空隊司令官等を歴任︑昭和十五年十一月

使館附武官︑軽巡五十鈴艦長︑戦艦伊勢艦長︑第五艦隊参

名多聞丸をとったものである︒連合艦隊先任参謀︑米国大

ン大学︵二年間留学︶の優等生︒その名多聞は楠正成の幼少

島根県松江藩の出身︒兵学校︑海軍大学校︑プリンスト

転したことは千歳の恨事であるが小沢長官の行動はわが連

が栗田艦隊に伝わらず栗田艦隊はレイテ湾を目前にして反

したが天われに与せず︑無線通信機の故障のためその情況

テ湾突入を支援するという極めて至難なる作戦行動に成功

タンクや工廠施設は無きず︶であるとして第二撃の決行の必

真珠湾奇襲時︑第一撃だけでは不徹底︵四五○万トンの重油

ーシャル群島にたどりつく﹂と主張し参加が認められた︒

参加が問題となったとき﹁帰りはハワイ列島を突破してマ

蒼竜︶となり真珠湾奇襲計画の際︑航続力の関係上︑その

おとり

の指揮する米国大機動艦隊を北方に誘致し栗田艦隊のレイ

合艦隊の最後をかざる名将の作戦として世界戦史上に輝い

業務に当ったが何らの混乱なく終了することができたこと

終戦時小沢中将は連合艦隊司令長官として至難なる終戦

ンド洋機動作戦に参加昭和十七年四月二十二日内地に帰還

れを遂行︑その後ポートダーウィン︑ジャバ攻略作戦︑イ

途ウェーキ島攻略に協力すべしとの命を承け欣然としてこ

要あることを南雲長官に進言したが容れられなかった︒帰

はその人格︑統率力によるものであった︒大将進級を辞退

した︒開戦以来約半年間連続して至難なる作戦行動に従事

ている︒

し終戦後は英霊の顕彰︑遺族の世話に専念し一切のマスコ

し乗員も疲労しており船体︑機関もいたんでおるのでこの

六月五日早朝わが索敵機より突然﹁敵艦隊発見﹂の報に

戦中の最大の致命的失敗海戦である︒

ミッドウェイ海戦は山本元帥の項で述べたように今次大

戦に出動することとなった︒

令部に要求したが容れられず︑休む暇なくミッドウェイ作

際乗員の休養及び交代︑入渠修理の必要を強く連合艦隊司

ミをよせつけなかったことも奥ゆかしい︒提督は至誠︑無
﹁いぐさは人格なり﹂﹁指揮官として具備すべき性格の第

口︑ブッキラ棒で山本元帥の風格に似たところもあるが
一義は無欲なり﹂というておられた︒陸軍の最長老後宮淳
大将は今次大戦中小沢中将は陸海軍を通じて第一の名将で
あるといわれている︒
白山ロ多聞中将︵戦死時四十九才︶
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接するや山口司令官は間髪を入れず﹁直ちに攻撃隊発進の

ール攻略作戦に勇名を馳せ︑ついでミ々ドウェイ海戦︑ガ

時には大巡鈴谷艦長として小沢提督の部下としてシンガポ

ダルカナル方面の作戦に参加し昭和十七年十月二十六日南

官として一言一−ギニア北岸のラエ輸送作戦中敵航空部隊の

用せず︑僅か五分の差で敵機の先制攻撃を受け︑空母赤城︑

要ありと認む﹂の意見を具申をしたが南雲長官はこれを採

赫撃を受け艦橋にて重傷を負い内地に帰還︑回復するや特

ガダルカナル撤退直後の昭和十八年二月第三水雷戦隊司令

に選ばれて至難なるキスカ撤収作戦担当の第一水雷戦隊司

太平洋海戦には空母ホーネットを撃沈︑感状を授与された︒

って敵空母の攻撃に向わせ︑遂にヨークタウンを撃沈した︒

意し帰還する他の三空母の飛行機まで収容し︑四回にわた

令官に任命された︒ご承知のようにキスカ︑アッッはミッ

加賀︑蒼竜は相次いで沈没︑山口司令官の旗艦飛竜のみ健

︵止めは翌日︑イ一六八潜水艦の雷撃による︶山口司令官は連合

在︒司令官は﹁飛竜一艦で敵空母と刺し違えるのだ﹂と決

艦隊中︑最年少の前途有望の司令官であり︑また座下の駆

日米軍はアッッに上陸守備隊長山崎保代大佐以下約二五○

ドウェイ作戦時占領した島嘘であるが昭和十八年五月十二

○名は五月二十九日玉砕したので︑大本営︑連合艦隊はア

逐艦に移乗して指揮をとっても差し支えないのであったが
容として艦と運命を共にしたのである︒一般に学校の成紙

ことにした︒この作戦は優勢なる敵艦隊と航空部隊の活動

リューシャン列島放棄︑キスカ守備隊撤退作戦を決行する

飛竜艦長加来止男大佐と共に燃ゆる艦橋に踏桑とどまり従

はそのような態度は全くなく惜しげもなく四十九歳を一期

一︑補給船二︑計十五隻︶の海上兵力を以てキスカ守備隊司令

する海面において僅か一ヶ水雷戦隊程度︵軽巡二︑駆逐艦十

優秀なるものは微慢不遜で偉ぶるものであるがこの提督に
として散って行ったのである︒実に古今稀な名将といえる︒

司令官秋山勝三海軍少将の指揮する約三︑○○○名を撤収

官峯木十一郎陸軍少妻将の率いる約二︑四○○名と根拠地隊

山口司令官の行動はミッドウェイ海戦における唯一の日本
四木村昌福中将︵キスヵ撤収作戦時五十二才︶

海軍の誇りであろう︒

密周到な計画準備を進め︑一回予行演習を実施したのち︑

の桑︒木村司令官は海上のベテランで部下の信頼厚く︑綿

濃霧の来襲を利用して七月七日艦隊を率い占守島︵幌延湾︶

するという一大冒険作戦であった︒利用すべきは濃霧ある

空︑通信︑潜水艦︑航海などの専門学校へは入らずその経

を出撃︑アッッ島の敵航空圏外五○○浬を行動しキスヵに

木村中将は鳥取県の出身︑兄弟三人共兵学校卒業という

歴は殆んど水雷艇長︑掃海艇長︑駆逐艦長︑駆逐隊司令︑

海軍一家︒兵学校卒業成績はビリに近く︑砲術︑水雷︑航

巡洋艦々長等ばかりでたたき上げの船乗りであった︒開戦
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かからず遠く水平線まで見えるようになってしまった︒キ

たが夕方になって晴れてしまった︒十五日を迎えたが霧は

向ったが十日から十三日まで霧が晴れ十四日朝霧が来襲し

僅か五十分で全員︵五︑一九三名︶一人残らず収容今まで例

あげ︑入港時刻を四時間くり上げ午後二時キスカ湾に進入︑

千秋の思いで艦隊の入港を待ちわびている︒出撃後八日を

る信頼︑周到綿密なる撤収計画準備︑第一回撤収作戦時徒

至難とされた作戦が成功した原因は全将兵の司令官に対す

一日無事占守島帰還に成功し全員相抱いて歓喜した︒この

のない霧中速力を︑二十六ノットにあげ帰路につき︑三十

すぎ燃料は欠乏してくる︒むざむざ引き返せば上級の第五

スヵ島守備隊は連日敵艦隊︑飛行機から砲爆撃を受け一日

艦隊司令部からは﹁勇気がない﹂﹁無能﹂﹁燃料の欠乏を

ダーで捉えたまぽろしの日本艦隊に対し猛烈な攻撃を加え

かったことであるが七月二十六日午後十時頃米艦隊はレー

そのため燃料︑弾薬︑魚雷を消耗し補給のため一時封鎖を

らに猪突猛進することなく引き返したこと︑特にあとでわ

これを避く﹂﹁虎穴に入らずんぱ虎子を得ず﹂などのこと

知らないか﹂などの非難を受ける︑﹁断じて行へぱ鬼神も
ばが頭をかすめる︒しかし木村司令官は当分濃霧の来襲な

よるところが大きい︒その後司令官はレイテ海戦ミンドロ

かし何といっても木村司令官の人格︑統率力とその決断に

島奪回作戦などに偉勲をたて連合艦隊司令部附となり実務

解いて補給地点へ引揚げていたことなどがあげられる︒し

たせるかな上級司令部の司令官の非難の声はひどいものが

に即した作戦指導に力をいたし終戦時特に中将に進級した︒

ら﹂と決断︑反転して七月十七日占守島に一戻ってきた︒果

あったが司令官は悠々迫らず後甲板で鈎をたれ︑また幕僚

兵学校卒業成績はビリに近かったけれども海上の経験を積

しと決断﹁引き返そう︑帰ればまたくることもできるか

長から霧が一週間かかるとの予報を受け七月二十二日再び

承人格を修練し実兵の指揮に長じ部下の信頼を受けたため

達と碁を打って好機の到来を待った︒待つこと五日︑気象

がおこり損傷を受けたが司令官は少しも動ぜず﹁霧の中ぢ

艦隊を率いて出撃︑途中濃霧のため二回も僚艦の衝突事故

名に過ぎない︒

である︒このクラス一二○名中中将に進級したものは十二

や︑これ位のことはあたり前だ︑心配するな﹂と艦長や幕
僚を激励した︒司令官は従来航海したことのないキスカ島

を崇拝文筆に親しむ︒海兵卒業後陸戦研究に志ざし大尉の

千葉県長柄町出身︒至誠澗達の人剣道八段範士日蓮上人

㈲大田実中将︵戦死時五十五才︶

朝︑数秒間霧が晴れキスカ島の南西端の岬を発見︑艦隊の

とき陸軍歩兵学校に入り歩兵戦術を勉強し済南事変には陸

西側航路を選び一路キスカ湾に向った︒天佑にも二十九日
位置を確認することができた︒そこで速力を二○ノットに
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五大隊長として勇名を馳せ昭和十四年には海南島攻略陸戦

戦隊中隊長として活躍︑昭和七年の上海事変には同じく第

ため全力を尽した実情を示すもので後世に伝うるに足る名

海軍次官あて次の電報を発信したことは沖縄県民の祖国の

月六日夜陣中にあって沖純県民の献身的協力について特に

左ノ電ヲ次官二御通報方取計ヲ得度

報告である︒○六二○一六番電

隊指揮官として参加︑ミッドウェイ作戦のときは特に選ば
れて上陸部隊指揮官を命ぜられた︵決行にいたらず︶︒昭和十

七年︑十八年には特別陸戦隊司令官としてソロモンのムン

﹁沖細県民ノ実情二関シテハ県知事︵脇Ⅲ︶ヨリ報告セラルベキ

モ県ニハ既二通信力ナク三十二軍司令部又通信ノ余力ナシト認メ

ダ方而で奮戦偉勲をたてた︒いぐさの駆け引きは勿論︑将
兵の心のうらまでよく見抜く眼力を持ち︑酢いも甘いもよ

ラルルニ付本職県知事ノ依頼ヲ受ケタルニ非ザレドモ現状ヲ看過

沖細の風雲急を告ぐるや昭和二十年一月二十日佐世保警

くかみしめた武将である︒

関シテハ殆ド顕ミルニ暇ナカリキ然しドモ本職ノ知レル範囲二

沖細烏二敵攻略ヲ開始以来陸海軍方面防衛戦斗二専念シ県民二

スルニ忍ビズ之二代ツテ緊急御通知申上グ

に柿せられ二十三日水上機にて早くも着任︒座下八︑八二

備隊司令官兼佐世保海兵団長より沖細方面根拠地隊司令官

於テハ県民望月壮年ノ全部ヲ防衛召集二捧ゲ残ル老幼婦女子ノミ

テ毒牙二供セーフルベシトテ親子生別シ娘ヲ軍術門二拾ツル親アリ

所詮敵来リナ等︿老人子供︿殺サルベク婦女子︿後方二連ピ去ラレ

看護婦炊事婦ハモトョリ砲弾運ビ挺身斬込隊ろプ申出ルモノァリ

ッッ乏シキ生活二甘ジアリタリ而モ若キ婦人︿率先軍二身ヲ棒ゲ

ノ作戦二差支ナキ場所ノ小防空壕二避難尚砲燥盤下風雨二曝サレ

ガ相次グ砲爆撃二家屋ト財産ノ全部ヲ焼却セラレ僅二身ヲ以テ軍

五名を率い那覇の南方小禄に位置し第三十二軍︵軍司令官牛
島満中将の率いる第二十四師団第六十二師団等約六万七千名外に

沖細住民部隊約二万三千名︶と協同し沖細防衛に専念した︒三

月二十七日敵機動艦隊の空襲に引きつづき等ハックナー中将
の率いる六ヶ師団約二十万は空母戦艦を中心とする約一︑
してきた︒わが陸海軍は南九州から神風特攻隊を繰り出し︑

五○○隻の艦艇輸送船によって四月一日沖細に上陸を開始

ズ更二軍二於テ作戦ノ大転換アルャ自給自足夜ノ中二遠隔地方

ヲ助ケテ真面目ニシテー時ノ感情二馳七ラレタルモノト︿思ハレ

看護婦二至リテハ軍移動二際シ衛生兵既二出発シ身寄無キ重傷者

地陸海軍部隊に協力し︑牛島︑大田両部隊は死力を尽して

ノ住民地区ヲ指定セラレ輸送力皆無ノ者独鴛トシテ雨中ヲ移動ス

また戦艦大和を基幹とする十隻の海上特攻隊を出撃させ現
善戦敢闘したが衆寡敵せず牛島軍司令官は六月二十三日摩

ルアリ

之ヲ要スルニ陸海軍沖細二進駐以来終始一貫勤労奉仕物資節約

文仁高地にて自決︑大田司令官は六月四日米軍が小禄飛行
場北部に上陸してきたため︑その重囲に陥り孤軍奮闘へ六
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ヲ強要︐言フレテ御奉公ノ誠︵？︶ヲ胸二抱キッッ遂二目的ヲ達ス

ル︵？︶コトナクシテ本戦斗ノ末期沖細島ノ実情︿一木一草焦土

ト化セン糧食六月一杯ヲ支フルノミナリト謂フ沖細県民斯ク
戦ヘリ県民二対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ﹂

なお大田司令官は当時における海軍の戦闘状況を詳細報
告し最後を次の和歌で結んでいる︒

身はたとへ沖縄の辺に朽つるとも

守り遂ぐべし大和島根は

かくて最後まで勇戦敢闘六月十三日小禄の海軍壕にて従

容として自決された︒文は剣よりも強し︒大田中将は実に

花も実もある名将でありその名は沖維と共に千歳に語りつ

がれるであろう︒︵元連合艦隊参謀海軍大佐︶

あつかわれている︒中でも︑佐倉藩が弘化元年九月黒船防

禦の命を受けた九十九里浜については︑以下の三篇を作っ

弘化元年九月佐倉藩にて東海岸︵両総之海岸︶黒船防

ている︒九十九里浜と佐倉藩との関係は︑﹃往事録﹄に

禦の命を受く︒其海岸は所謂九十九里浜にして︑皆他領

なり︑先考謂へらく此地は国家第二の要地にして一日も
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の詩︵第十回︶

哲史

川

身であったから︑その作詩にも千葉県下のことが屡々とり

古

泊翁・西村先

ｌ九十九里浜・三首Ｉ

泊翁は︑佐倉藩士の子として︑文政十一戊子年三月十二
日江戸辰の口に生まれた︒十七歳初めて佐倉藩に仕えたが︑

嘉永六年美丑三月には藩命によって支藩佐野藩の付人とな
った︒そして安政三丙辰年十月本藩主堀田正睦が幕府の外
国掛専任となるや︑泊翁は十二月本藩溜間へ手伝を仰せつ
けられた︒そのように本藩の佐倉藩︑支藩の佐野藩の間を
往来しているが︑いずれにしろ︑現在でいえば千葉県の出

｜

生

発兵狼の運送皆差支ゆくしと︑因て執政と議し幕府に請

其備を弛ぶべからず︑然るに其地皆他領にては夫卒の徴

誰知杷客慮空長誰か相するを知らん客慮空しく長きを

一片海山防禦策一片海山防禦の策

危礁激波風欲狂危礁激波風狂せんと欲す

九十九里浦観捕海鯛歌九十九里浦に海鯛を捕るを観るの歌

２

か︑知る者はないのだ︒

でも心が散ってまとまらないことを憂えるのを誰が知ろう

て︑海山を外夷の侵略から守る策をねっているが︑いつま

吹く風も狂うほどのはげしさである︒自分はこの浜に仔っ

まじい響をたて︑今にもくずれ落ちそうな大岩と激浪は︑

里浜に押しよせる荒波やなだれ雪は︑雷も黙るほどのすさ

で︑限りのない広さの中に展開しようとしている︒九十九

その広さを争うほどに大きく︑まさに地を巻き起こす勢い

ロッパ大陸も望むことはできない︒この海はまことに天と

なたまで広がっており︑アメリカ︑カナダはもとよりヨー

大意は︑水をいつぱいにたたえた大洋が東の方はるかか

心が散ること︒精神が統一できないために湧き出る雑念︒

もくずれ落ちそうな大岩︒﹂危崖は﹁山淑の高い絶壁﹂︒客慮Ｉ

だれ雪︒唖Ⅱおし︒危礁１大漢和辞典にない︒危巌は﹁今に

る︒広大できわまりないさま︒崩雪１大漢和辞典にない︒な

とカナダのことか︒浜荘１大漢和辞典にもない︒浜群ならあ

八字解Ｖ森漫Ｉ水がいつぱいに広がったさま︒米幹Ｉアメリカ

かくりよ

求して下総国木戸村七百石の地を村替して其地に新に陣
屋を建て佐倉より交代して兵士を置くこととせり
を建て︑佐倉より交代して兵を置いて黒船防禦に備えたの

とあるとおりで︑泊翁の父芳郁の献策によってここに陣屋
である︒

嘉永六年六月異国船四股が相模国浦賀に渡来するや︑佐
野藩主堀田摂津守正衡はしばしば﹁今日の事変に処するの
道﹂を泊翁に問い︑また同年七月︑幕府がアメリカの国害
を示して佐倉藩主正篤に意見を求めたさいにも︑泊翁は召
されて諮問を受けた︒そこで泊翁は︑海防策一通を草して
閣老阿部伊勢守正弘にたてまつった︒世間に流布する議論
は糸な浅薄であり︑時勢に適しないと憂えられたからであ
る︒これから紹介する三篇は︑−おそらく︑右の海防策が草
せられる前後に作られたものにちがいない︒

びょうまん

九十九里浜望大洋九十九里浜に大洋を望む

森漫遥接大東洋森漫遥かに接す大東洋
米幹欧巴不可望米幹欧巴望むべからず

怒涛蹴天震疾雷怒涛天を蹴って疾雷を震わす

コソポウ

直将捲地入浜荘ただまさに地を捲いて漠荘に入らんとす

真似与天争広大真に天と広大を争うに似て

怒涛崩雪雷応唖怒涛崩雪雷まさに唖すべく
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何物ぞＪ︑空に淀んで来たる

今日経過察民風今日経過して民風を察すれば

へつふつ

何物Ｊへ涯空来

愈覚前言不可乗愈前言の棄つくからざるを覚う

壮夫網を挽いて声叱ゐ

かくしゆ

でる

かもと

かもめ︒銀刀Ｉ白く長い魚をいう︒蚊竜Ⅱ翠づちとたつ︒又︑

舌打ちする声︒人をしかる声︒畜類を追う声︒撮麗

鯨鯛Ｉくぢらとめくぢら︒甥Ｉすくいあげる︒とる︒叱をＩ

槻Ｉ櫓に同じ︒銀山Ｉ高く湧きたつ白い波のさま︒凸

八字解Ｖ疾雷Ｉはげしいかみなり︒Ｊ︑Ｉ漁珍舟一点の姿を示す

し

漁舟一点葉より小さく

身賎無如言難行身賎なれど言うに如くはなし行い難きを

舟は総鷺の如く網を護って回り

い・よいよ

波間に出没す呼危ういかな

掻首海風独揮涙掻首海風に独り涙を揮う

げいげいろう

ああ

漁舟一点小於葉
漁人概を奮って銀山より出で

壮夫挽網声叱々
ひ

げんこ

さむい︒つめたい︒すごい︒すさま

竜の一種︒鱗のあるもの︒鱈鮪Ｉ雛はかぢき︒鮪は鰭に似て

じい︒肉林酒池Ｉふつうは酒池肉林︒酒をたたえて池とし︑

小さいものをいう︒凄

肉を木にかけて林とする意︒豪遊をきわめるさま︒腿尺Ｉ距

肉林酒池未可誇

敗鱗地を覆うて沙債白く

腿尺に忽ち現ず鮮魚の堤

肉林酒池未だ誇るべからず

局口は口のゆがむこと︒太守は国守・大名をいう︒何か故事

州には断頭将軍あって降将軍なしと答えた故事︒筒口太守１

せいせい

肥尺忽現鮮魚堤

流獅水に閃いて凝岬の如し

ゆがんだやかましい大名の意にとる︒錨銑Ｉわずか︒すこし︒

があるのかも知れないが︑ここでは断頭将軍と相対する口の

てんい

ふる

出没波間呼危哉
万丈の網鯨鯛を場す

舟如尾鴬護網回
須実挽いて浅き処に着到す

る

万丈之網携鯨鯛

漁人奮機銀山凸

須爽挽着到浅処
万人喧呼して山獄頚れ

︒しっしつ

万人喧呼山獄頼
これ魚これ潮すべて弁ぜず

まわ

是魚是潮庫不排

唯見る銀刀の波よりうずたかきを

みえい

唯見銀刀与波堆

鮫竜篭鮪一網に帰し

くず

岐龍鰭鮪帰一網

握気人を撲って風凄を

敗鱗覆地沙債白

断頭将軍網眼にとらえられ

う

腫気撲人風凄を

流盲閃水如凝岬

筒口太守．水隈に侭る

ずいわいたお

大意は︑荒波は天をけたてるばかりのいきおいで砕け散

きの動作︒

１頭をかく︒心の落ちつかないときの動作︒また︑愁あると

狂生Ｉ気違いじみた書生︒画策Ｉはかりごとをたてる︒掻首

郡を守り︑張飛に檎にされて︑降をすすめられたとき︑わが

った血︒断頭将軍Ｉ決死の将軍︒後漢の劉環の将の厳顔が巴

断頭将軍言網眼

魚もし情あらぱまさに怨恨すべし

離が非常に近いこと︒沙債Ｉ砂原︒好Ｉくさってこりかたま

局口太守優水隈

鍛鉄をも取尽くして用いること泥の如きを

︾ざようばい

魚若有情応怨恨

狂生画策して辺事を論じ
漁兵を起こして有志をためさんと欲す

ししゆ

狂生画策論辺事

取尽鍛鉄用如泥
欲起漁兵営有志

C14)

は賎しい身分のものだが︑実現しがたいことをも口に出し

わたしの意図が棄てたものでないことがわかった︒わたし

て言ったほうがよいと思う︒心の落ちつかないまま頭をか

今日九十九里浜に来て魚民の風をしらべてみた︒その結果︑

何物であろう︒それは木の葉よりも小さく見える漁舟で︑

き海風篠ひとり涙をふりまきちらすのである︒ｌだい

り︑はげしいかみなりがとどろいているような音をたてる︒

波間に見えつかくれつしていて︑たいへん危険そうである︒

その荒海にＪへのかたちで空に淀んで来るものが見えるが︑

にもかかわらず︑漁人は舟の櫓をあやつって高く湧き立つ

たい以上のような意味らしいが︑﹃往事録﹄に

るようにきこえる︒舟はかもとかもめのように網の回を廻

植付け︑又江州の領地に櫨と猪とを植付け︑又上総九十

畦四村の原野を宗藩より乞受け︑其地に数万本の楢柑を

故︑後年国用の窮乏に至らんことを慮り︑下総佐倉領の

佐野は左程の貧藩にあらざりしかども︑本より小藩の事

白い波間から現われ︑大綱をはってくぢらやめくぢらをと

りやがて網を挽いてなぎさまで来る︒すると人びとの山も

っている︒元気盛りの漁夫たちが網を挽くかけ声が人を叱

くずれるほどのやかましい呼び声が起こりどれが魚でどれ

て将来国用を補はんことを謀れり︒

九里の海浜新堀村に於て漁網を買ひ鮒魚の利を収め︑以

とあるとおり︑九十九里浜における鮒とりは佐野藩のだい

が潮水か区別のつかぬありさまであるが︑ただ白く長い魚

じな産業であった︒鵬は鰯すなわちイワシで︑小さな食用

︑う

もつめたく感じられる︒眼の前に鮮魚の堤がたちまち現出

ぐろが一つの網にかかり︑なまぐささが人を撲って吹く風

が表面に出ていて︑勇壮な魚場風景の描写になっている︒

魚にすぎないが︑右の一首では鯨鯛岐竜鰭鮪のような大魚

が波よりもうずたかく見える︒桑づちやたつ︑かぢきやま

は及ばないであろう︒鱗の破片が地面を覆うて︑そのため

くずし上うかく

登大東碕絶崖放歌大東碕絶韻に登り放歌す

３

するこのありさまはまことに豪華で︑どんな豪遊もこれに
に砂原は白くなり︑流れるあぶらは水に閃いてこりかたま
った血のようである︒断頭将軍のような勇ましい魚は網の

怒浪排陣去来急怒浪陣を排して去来急なり

吾杖腰剣立其頭吾腰剣を杖にして其の頭に立ち

山脚崩礁角立山脚崩れ礁角立ち

笑看陽侯誇嘘吸笑って陽侯を君嘘吸を誇る

めにつかまり︑間口太守のようなやかましい魚はみずぎわ
うから︑もし魚に情があるならきっと人間を怨むであろう︒

東望憶海高於天東槍海を望めば天よりも高く

でたおれる︒すこしの魚でもにがさずに泥のようにあつか

の策を論じ︑漁民が兵として役立つかをためそうとして︑

気違いじみた書生のわたしははかりごとをたてて海山防禦
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涛頭応触星斗辺涛頭まさに触るくし星斗の辺

の名︒澱Ｉそそぐ︒水がはやく流れるさま︒地勢Ｉ山・川・

吐いたり吸ったりする︒呼吸︒星斗Ｉほしをいう︒斗は星宿

ひく︒はなつ︒銚江１銚子をさすか︒鹿州Ｉ鹿島浦のことか︒

平野のありかたなど︑土地のありさま︒抱１柁に同じ︒柁は

せんせん

想当太陽昇空時想当す大腸昇空の時
満身尚帯潮溌だ満身なお潮を帯びて瀧をたり

くげむるさま︒

惰Ｉおこたる︒平沙Ｉ平らで広い砂原︒秒をＩ水のはてしな

辺防Ｉ国境の守り︒辺守に同じ︒頃刻Ｉしばらく︒少しの間︒

しまり︒戎売１戎はえびす︒蓋は禿に同じく︑えびすの一・

う︒海門Ｉ海峡に同じ︒鎖鎗１じょうまえとかぎ︒門や戸の

年九月東海岸︵両総の海岸︶黒船防禦の命を受けたことをい

水脈Ｉ水の流れる道すじ︒水路︒我公受命Ｉ佐倉藩が弘化元

地勢南走抱濃翠地勢南に走って濃翠をはなち
恰似天狗張長鼻恰も似たり天狗の長鼻を張れるに
いづこのち

昨日遊迩猶未忘昨日の遊迩なおいまだ忘れず

銚江鹿洲応那地銚江鹿洲那地なるくし
脚底即是九十九里浦脚底は即ちこれ九十九里浦

山勢水脈怖可数山勢水脈傭して数うべし
咽哉此地足用武咽なる哉此の地武を用いに足る

東控常陸西総房東常陸を控え西は総房

海門鎖鋪鎮戎蒐海門の鎖鎗として戒売を鎖む

笑って波を見おろし︑思いきり呼吸をする︒東のほうには

しているＯ自分は腰の剣を杖にしてそのてつぺんに立ち︑

ったところに︑さかまく波が陣を排するように寄せては返

大意は︑山のふもとが崩れ︑かくれ岩の岩かどがきり立

吾亦五世恭国思吾亦五世国恩を恭うし

かりである︒太陽が空に昇る夜明けを想像すれば︑太陽の

天よりも高く大海原が望まれ︑波がしらが星空にふれんば

さやくじゆうきよう

我公受命守東彊我が公命を受けて東彊を守り

久為国家鍛錬腸久しく国家の為に銃腸を銀う
今日経過非無意今日の経過意無きに非ず
ばつこほしいまま

欲因地勢論辺防地勢に因って辺防を論ぜんと欲す

土地のありさまは南方に走ってふか桑どりをはなっており︑

出る海にはものすごい勢いで流れる黒潮がいっぱいである︒

ちょうど天狗が長い鼻をのばしているのに似ている︒自分

けいこく

頃刻登可惰守禦頃刻もぁに守禦をおこたるくげんや

鳴呼欧巴妖賊窓賊雇鳴呼欧巴の妖賊賊眉を窓にす

平沙砂々白於雪平沙秒々雪より白し

は昨日遊んだ通を今も忘れない︒銚子や鹿島はどの辺かよ

さら

八字解Ｖ山脚Ｉ山のふもと︒礁Ｉかくれ岩︒石が水面下にあっ

山のありさまや水路は︑下を向いて数えられる︒東には常

くわからないが︑この岩山のふもとは九十九里浜である︒

是吾他年暴骨処これわが他年骨を暴す処
て見えないもの︒陽侯Ｉ水神の名︒転じて波をいう︒嘘吸１
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−

あった︒今日も何の意図なく通過して来たのでなく︑土地

五代︑国恩に浴し︑久しく国家のために画策するところが

てえびすの鎮定に当たった︒自分も亦堀田家の臣たること

禦の命を受けて東海岸の守りに就き︑海峡の戸じまりをし

ほへる下の陸ひろら海広らなる﹂と歌っている︒左千夫は

泊翁が﹁真似与天争広大﹂といえば︑左千夫は﹁天雲のお

千夫は﹁白波やいや遠白に天雲に末辺こもれり﹂と歌い︑

う︒したがって︑泊翁が﹁東望槍海高於天﹂といえば︑左

翁の他の二首はほぼ左千夫と同じ位置と思ってよいであろ

だなかに立って遥か西方に虎見が崎を望見しているが︑泊

を見下しているのに対して︑左千夫は九十九里浜のまった

のありさまを観察して国境の守りを論じようとしたのであ

泊翁の郷里佐倉から余り遠くない千葉県山武郡成東町の出

翁は大東碕のて？へんに登って眼下にひろがる九十九里浜

る︒鳴呼︑ヨーロッ・︿のあやしい賊どもはほしいままにの

陸の国が控え︑西は房総半島であって︑これはこれは防禦

さばっているから︑しばらくたりとも防禦をおこたること

ったＯそういう両者が同じように九十九里浜を歌い︑かな

身であったから︑同じ千葉県人として先輩後輩の関係にあ

にもってこいの士地である︒わが佐倉侯は弘化元年黒船防

はできない︒はてしなく広がっている平らかな砂原は雪よ

にしひ

とらみ

はて

あま

わ

感謝したい︒

︵特別会員東大教授︶

して︑今回はこれで打切ることにする︒長いあいだのご愛読を

がたいせつであると思うので︑残余の詩の紹介を近い将来に期

分の一程度にすぎない︒先生の思想を知るためにも︑詩の理解

泊翁西村先生の詩を十回にわたって紹介して来たが︑全体の十

あろう︒

り似通った詞句を駆使しているのは単なる偶然ではないで

くが

りも白い︒ここには自分がいつか骨をさらすべきところで
ある︒

ふたわ

わたくしは︑実は︑まだ九十九里浜をたずねたことがな
くにべ

い
十
九ノ里
浜
と１い
え
１しが
み︑
千九
ノュ
１斗
圧︒
Ｗけ
とＬ
巽ば
ズ咋︑
碓

くぶ

人の住む国辺を出でて白波が大地両分けしはてに来にけ
ハソ

あまぐも

あめつらよもよりあひ

天雲のおほへる下の陸ひろら海広らなる涯に立つ吾れは
すゑべ

天地の四方の寄合を垣にせる九十九里の浜に玉拾ひ居り
はて

白波やいや遠白に天雲に末辺こもれり日もかす承つっ
たかやまひくやま

高山も低山もなき地の果は見る目の前に天し垂れたり
砂原と空と寄合ふ九十九里の磯行く人ら蟻のごとしも

春の海の西日にきらふ遥かにし虎見が崎は雲となびけり
という伊藤左千夫の歌を連想する︒最後の一首におけ為泊
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Ｉ

木下広居

民信なくんば立たず

一信
弟子の子貢が政治について大切なことを質問したのに対
して︑孔子は︑足食︑足兵︑民信之三項目で答えた︒

足食は食うに困らぬようにすること︑であり︑経済生活
の安定だ︒

次は足兵で︑軍備の充実だ︒内乱や外敵の侵略に対して
国民を守ることだ︒

第三は﹁民信之﹂であるが︑道徳生活を誤らぬように啓
信という字は︑人という字と︑言という字から成り立っ

発誘導することだ︒

だ︒

ている︒人間の言葉に偽りがあってはならぬ︑という意味
昔の家庭教育では︑﹁ウソをついてはならぬ﹂﹁約束を
破ってはならぬ︒﹂ウソ︑虚言は人を欺くばかりでなく︑

自分を欺くものだ︒自ら欺くのは︑自分で自分の人格を否

定することだ︒人格を否定すれば︑﹁人でなし﹂で︑﹁禽

それで︑﹁民信之﹂は道徳的生活の確立だ︒

獣と何ぞ選ばん﹂といって︑深く恥とする訓えがあった︒

二政

政という字は正と父︵支︶の合字である︒左の正は足の

形だ︒我々が歩く時に︑正しく足の向う方向を見定めて歩

かねばならぬ︒でないと邪道におちいる︒それで︑正は正

義︑正理︑正直の意味に用いられ︑﹁ただし﹂と読む︒

こと︒それで︑政というのは︑人を正しく教導して人間の

また︑右の女は手に鞭を持った形︒ムチで指揮・指導する

治は︑三水がついているから︑治水であり︑洪水が堤防

道を踏みはづさないようにすることだ︒

をふゑはづさないように教導することだ︒

を越して︑あふれ出るような過ちのないように︑人間が道

つまり︑政治は心を正しくすることだ︒民之を信にす︑

とは︑民をして信義あらしめるように教え導くことだ︒

さて︑﹁この三ヵ条を︑どうしても実行でぎない場合に

は︑何を第一に犠牲にしたらいいでしょう﹂と質問した︒

国防といっても︑国民が一致団結し︑死を賭して祖国を

これに対して孔子は﹁去兵﹂と答えた︒

守る︑という忠誠心がなければ︑軍備が︑いかにあっても

何にもならぬ︒総司令官を侮ったり︑軽蔑しているような

（18）

法があるから︑証拠もつか染にくい︒完全に秘密が守られ

に金がついている︒あとガネ︶というように︑いろんな方

週刊誌に書かれると︑その人は早速︑その週刊誌の編集長

ある人が︑莫大なカネで買収された︑節操を売った︑と

ひとことも︑これに触れない︒

ている．ｌそして五日以後健新聞も記者会見も︑

将兵があっては意味がない︒秩序のない軍隊なんかあるよ
すると子貢は︑﹁あと二つ残っていますが︑どうしても︑

りも︑ない方がいい場合があろう︒

うか︒﹂といった︒

この二条件を満すことができない場合は︑何をすてましょ
これに対して孔子は︑﹁古えより皆死あり︑民信なくん

﹁そんな事実はない︒カネは全く使っていない︒事実が全

を名誉段損で訴えた︒しかも︑関係者は皆︑

明に誓って︑ウソはいってない﹂

くないのに︑ウワサを立てられるだけでも心外だ︒天地神

人間が生きるということは︑単に生理的生命︑即ち︑動

ぱ立たず﹂と教えた︒

百まで生きても酔生夢死だ︒人間が生きるということは︑

政治家たちのいい分を信用しているだろうか︒残念ながら︑

というが︑一般民衆の受けとり方はどうだろう︒はたして

物的生命の長短をいうのではない︒単に動物的生命ならば︑
人格的に生きることでなければならぬ︒伯夷叔斉のように︑

は︑ごまかし屋︑ウソつきというのが通り相場だ︒ほとん

政治屋︵政治家なんという名は︑もったいないから︶たち

餓死によって人格の権威を不滅に確立することもできる︒
要するに道徳生活が根本だ︒国民に信義がなければ︑一
瞬一刻も生きられないはずだ︒

ど誰も信用していないのではないか︒

変っている︒殺気だっている．どの候補者が総裁ｌ即ち

までもなく︑どん底だ︒政界を行き来する人々は眼の色が

が来た︒それは軽くて美しくて︑まるで着てないような生

ところに︑最高の最も上等な生地で仕立てる︑という職人

アンデルゼンに﹁裸の王様﹂という童話がある︒王様の

四裸の王様

総理大臣の選挙で勝つか︒勝つ方に投票すれば︑権力とカ

ない︑という触れこみだった︒侍従が織っているところを

地だ︒ただ︑ふまじめな根性の曲がった人間の眼には見え

ところで現代日本の政治は︑どういう状態なのか︒いう

三現代日本の政治

ネが手にはいるだろう︒ということだ︒七月五日が投票日

しかし︑見えないといっては︑根性が曲っているせいだ︑

下見分に行った︒織る仕草はしているが︑生地は見えない︒

だったが︑その日の未明まで札束が飛んだように新聞や週
はらう︶︑キセル︵前とあとに金︶︑雪駄︵せった︑かかと

刊誌には書いた︒昔から︑こういう場合︑クワ︵先に金を
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といわれそうなので︑

れと戦うのが革命的人民の権利だ︑という︒

いっている人がある︒警察はブルジョア国家の暴力だ︒こ

練り歩いた︒人民たちも︑生地が見えない︒といっては申

で︑おとなしく着せてもらい︑そのまま意気揚々と街路を

王様も︑その生地が見えない︑といっては具合が悪いの

闘争といった原始状態にもどってしまう︒弱肉強食の時代

ならば︑秩序は成り立たない︒社会は万人の万人に対する

分に不利益だ︑といって︑そういう法を無視し︑侵犯する

する迄は有効でなければならぬ︒ある法が正しくない︑自

これは間違っている︒法律は改正されたり廃止されたり

﹁まことに︑聞きしにまさる美しい生地ですね﹂

しわけない︑と思って︑王様の着ている新調した服に感嘆

に逆転してしまう︒

と感心してみせた︒

の溜息をついて見せた︒ところが︑一人の子供だけが︑

ある法を不都合だ︑と思う人は︑同じような考えの人為

と話し合って︑その法律を改正する運動を起こすべきだ︒

﹁王様は裸だ﹂

では︑政治に関係している人為が︑ほとんど皆︑不正なこ

と無邪気に真実をいってしまった︑という話︒現在の日本

て︑改正が出来るようになる︒そういう手続きは︑平和的

な話し合いで︑国民の大多数が納得した時に進行し実現さ

その運動を政党が採用するならば︑その政党の働きによっ

っているのではないか︒そして︑新聞が全く︑そういう真

とをしているのではないか︒そして︑お互いに︑かくし合

れるのだ．ｌ阿会で改正．

少数者の独断や暴力によらず︑大多数の国民を説得する

実を﹁王様が裸である﹂ことを書かなくなると︑﹁王様が
裸である﹂ことを公言しては失礼だ︑と思っているのでは
ということは︑何が本当なのか︑何が善いことか︑何が

ない︑ということだ︒そうでなければ安心して生活できる

つまり︑大多数の国民が承認しない以上︑何ものも変ら

討論の結果︑承認される︑という形をとるのが民主主義だ︒

悪いことかがはっきりしない社会なのだ︒現代の日本はど

アビブの大暴殺人だ︒ブルジョア法廷は革命家を裁く権利

ものではない︒学生の暴力がエスカレートしたのが︑テル

ないか︒

うして不正なことを不正といえないのか︒これが政治腐敗︒

っている︑まちがった思想は国をいや人類を減す本なのだ︒

がない︑というような︑判で押したようなきまり文句をい

五学生の暴力
そういう政界の現状が教育界にも影響している︒学生の

︵本会副会長創価大教授︶

暴力やリンチ︑殺人が悪いことを明瞭にしない教師がいる︒

革命のためには当然だ︒警察や法廷は人民の敵だ︒などと

（2()）

二人の中国人

堀賢次
人との交際は不思議なもので︑十年つきあってもさっぱり印象に
残らない人もあれば︑偶を一日か二日を共に過しただけで︑いつま

という表現がぴったりの人で︑切れ長な牌の輝きが強く︑青磁のよ

歳というが﹁小柄なせいか二十四︑五歳にしか見えない︒眉目清秀

うな皮府をしていた︒こんな中国人を見ていると︑東洋人の美的な

に一年在学したというが︑日本語は全くダメ︒Ａさんの通訳に頼る

優性をまざまざと見せつけられる想いがした︒終戦の直後慶応大学

ともかく夕飯の時間である︒何か食べたいものはと言うと︑これ

しかない︒

は日本語で答えた︒

家内は八百屋へ︑長男は米屋へ走っていった︒一寸した旋風であ

﹁とろろ︑むぎめしｌ﹂

でかなり楽だという︒仮名さえ覚えれば︑漢字は日本も中国も同じ

ゃん﹂を見せた︒日本語は話せないが︑読むことは日本研学のお蔭

Ｓさんは︑飛行機の中で之を読んで来たといって︑激石の﹁坊ち

プ○○

中国人といっても︑大陸や台湾の人ではない︒一人は香港︑一人

だからだとも言う︒そして︑主人公の気質が︑中国の南方人に非常

ここに書く︑二人の中国人がそうである︒

でも忘れ難い印象を留める人もある︒

ルの人をＫさんとする︒

とろろ汁に海苔を振りかけた夕飯は︑Ｓさんを喜ばせた︒三杯お

けた︒

台所で摺子木の音が聞えはじめると︑Ｓさんは話を止めて耳を傾

すりこぎ

によく似ていると言った︒

はシンガポールの人である︒仮りに香港の人をＳさん︑シンガポー

香港のＳさんは︑先年︑旧暦十五夜の夕刻︑突如私の家を訪れ
た︒Ｓさんには先輩に当る︑同じ中国人のＡさんが連れて来た︒Ａ
さんは戦後ずっと日本にいる人で︑放送のことで何度もお世話にな

かわりをした︒家内がお愛想のつもりで︑奥様は香港にいらっしゃ

った方である︒Ａさんは流暢な日本語で︑Ｓ君が日本人の家庭を見
たいというから︑一晩泊めてやってもらえませんかと言う︒羽田に

いますの？と聞くと︑指を四本出して︑みんな元気ですと答えた︒

現われたり消えたりするので︑こちらも別に驚きはしないが︑﹁日

を着せ︑タオルと石鹸を持たせると︑Ａさんは日本手拭いにしてほ

ますよと言うがＳさんはきかない︒仕様がないので二人に私の浴衣

夕飯がすむと銭湯に行きたいという︒お風呂はうちにも湧いてい

︑︑

出迎えて︑直行して来たという︒

本人の家庭﹂などと言われると︑まるで私が代表的日本人に擬せら

しいという︒下駄を二人に履かせて表へ出た︒ＡさんがＳさんに何

何しろ突然である︒Ａさんは風のような人で︑いつも突如として

れたようで︑まことに面映ゆい︒Ｓさんは航空会社の社員で三十八
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あごひげ

て願髭を生やしたら︑三国史の古英雄を偲ばせる風貌が出来上るか

うなづ

か講釈をしている︒手拭いは肩から︑こう掛けて︑下駄をカラカラ
も知れない︒

ｌ昭和十五年六月十四日．Ｋさんはこの道を︑国民政府︵南京

うのである︒

て国道にかかると︑富士が見えないという︒三十年前は見えたとい

新橋にとったホテルへ案内するのである︒タクシーが飛行場を抜け

Ａさんと二人で羽田に迎えた︒羽田からタクシーに乗った︒まず︑

鳴らして歩くものだと教えている︒Ｓさんは一々肯いて︑素直に従
︑︑︑少恥︽︑

った︒二足の下駄を取られてしまったので︑こちらはサンダルを引
湯槽に入ると︑八百屋の青木さんがタオルを頭にのせて浪花節を

ゆぶね

き摺って風呂屋ののれんを潜った︒

吃っていた︒Ｓさんはそれを見ると︑慌てて手拭いを頭にのせた︒
三人で外へ出た︒宵闇の中に︑今ではもう珍しくなった祭り離子

て通過した︒後方には中国大使館︑陸軍省︑海軍省︑外務省︑内務

政府︶答礼使節︑陳公博大使とともに︑宮中差廻しの乗用車に乗っ

ーが走っていた︒沿道の群衆からはわき立つような万歳の声と日の

省の車が一列に連なり︑列の先頭と後尾には︑憲兵隊のサイド・カ

日曜のせいか大通りは車が少ない︒排気ガスもいつもの程ではな

が聞えている︒Ｓさんは︑聯子のリズムに乗って歩いている︒
い︒Ｓさんが立ちどまったので︑ふと道の向う側を見た︒先刻の八
ると︑四︑五歩移動してまたながながと始めている︒えらい所を見

丸の小旗１１．この日︑雲一つない晴天の下に︑くっきりと富士の

︑︑︑︑

百屋が背中を見せて立ちはだかっている︒もう終わるのかと見てい

麗容が望まれたという︒

運転手がふきだした︒Ａさんが慌てて︑もうその必要はないのだ

ｌそうです．天皇陛下にご挨拶しなければなりま推ん︒

宮中！私はびっくりした︒宮城のことですかと問い返すと︑

ｌ私は宮中へ行き童す！

せをしたいと言うと︑日本語ではっきりと答える︒

Ｋさんの滞在は三日間である︒これからホテルで日程の打ち合わ

せたなと思ったが仕方ない︒行きましょうと︑Ｓさんの肩を突つく

と︑何か言ってＡさんを振り返った︒Ａさんが笑いながら通訳す
る．ｌ日本の立小便臓衛生的だ︑一ヶ所でやらないからクサクな
翌朝︑東京を案内しようというと︑Ｓさんは微笑を浮かべたが︑

いと︑大真面目で感心しています︒

︑︑

きびしく首をふった︒ｌ東京の経済成長ば見たくあり童せん︒植

と言うと︑Ｋさんはまた日本語で私に言う︒

Ａさんがそれを遮って︑靖国神社に変更させた︒Ｋさんは澄まし

ｌお目にかかれなければ︑記帳をさせて戴きます︒

そして︑まっすぐ羽田へ車を飛ばした︒

民地なら︑いやという程見ていますから︒

シンガポールで音楽院を経営しているＫさんは︑東京に三日間滞

したらよいでしょう︒使節団の時は五百円でした︒

ｌ私︑靖国神社で昇殿して参拝しますが︑社務所へ幾らお払い

ていう︒

Ｋさんも︑先年の秋に来た︒

在する費用を︑五年間かかって貯めて来たという︒
Ｋさんは六十八歳︑色は黒いが顔も躯も丸之として精気に満ちて
いる︒髪は黒いし︑声は明るく太いし︑そのサン・グラスをはずし
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靖国神社では︑事情を話して昇殿させてもらった︒勿論五百円で
すむ筈がないが︑Ｋさんには黙っていた︒Ｋさんは神前に眼黙合掌
して︑日本流に拍手を打った︒そして小声で︑ここには日本人の友

いずれも歴友とした知名士ばかりである︒

がない︑そんな中国人は会ったこともないｐ知らない︑忘れた！

ｌ忙しいことば分っている︒だから一諏月前手紙を州してい

しい︒だから旅費を作るのに五年もかかった︒しかし︑私は金を貰

る︒私がいま何をしていようと︑要らぬお節介ではないか︒私は貧

ホテルに落ちついて︑ロビーに三人で伽誹をのみに行った︒Ｋさ

いに来たのではない︒憐れみを乞いに来たのでもない︒ただ︑旧闇

人が五人祭られていると言った︒

を叙しに来たのだ︒それに︑わずか︑五分間の時間が割けないとい

て来たという︒すぐ引き返したが︑ない︒きけば︑そのライターは

日本人も沢山死んだが私の同志も多く死んだ︒だが︑私たちはあの

うのか︒戦争中︑私たちは日本人と合作して一緒に大陸で戦った︒

︑︑︑

エレベーターに乗ろうとすると︑ライターをさっきの卓に置き忘れ

んは上気嫌で︑ホテルの親切なことを話した︒暫く話をして︑さて

昔︑注精衛主脈が亡命先のフランスから︑Ｋさんのために買って来

本は敗れた︒南京政府も敗れた︒しかし私たちの盟約は亡んではい

時︑﹁同生共死﹂という言葉で︑その辛さに耐えたではないか︒日
まわ

てくれた記念の品だという︒私にはピンと来た︒隣にいたビートル
︑︑︑

ズ風な青年が見えない︒やられたと思った︒Ａさんもそう思ったら

日本人の道義なのか？ああ︑この腰ぬけの日本人！

ない筈だ︒盟友が遠い国からやって来たのに︑冷たく突き放すのが
と

しい︒ここにいたあいつだとＡさんが言うと︑Ｋさんは周りの外人

︵ＮＨＫ中央研修所教授︶

Ｋさんは翌朝︑シンガポールへ発った︒

ｌ昔中国にあった恕いものば︑みんな日本に来た！︒

だ層の端から︑わずかに日本語が洩れた︒

きく見開いた随孔に哀しみと苦渋の色が溢れはじめ︑きりりと結ん

んは一言も発しなかった︒一瞬︑額に浮かんだ青筋がきえると︑大

Ｋさんは︑激烈な口調でこう言う⁝⁝と︑思った︒しかし︑Ｋさ

客をじろりとにらみ廻して︑虎のような声で吠えた︒ｌＮＯ１盗っ

たのは日本人じゃない！日本人はドロボーしないと︑注先生が仰
さて︑Ｋさんの来日の目的は南京政府時代に合作した日本人に挨

有った！

その相手は新聞人が二人︑商社の社長が三人︑あとの三人は軍人

拶に来たのである︒旧閲を叙しに来たのである︒

早速︑私が卓上電話をかけた︒Ｋさんの来日の目的を話し︑五分

だが︑借交社にきくと将軍達は既に物故されていた︒
でいいから面会の時間をとってほしいと交渉した︒所が驚いた︒一
人としてＫさんの来訪を迎えてくれる人がいないのである︒呆れて

ｌＫさんはいま︑何をして競られますか︒私憾忙しい︑会議が

ハラが立った︒

二つあります︒これから︑通産省との打ち合わせがあります︒時間
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千代田城の大石
ｌ土井利勝のことＩ

笹本

成だっていうんだからな︒﹂

﹁とにかく︑明日五ッ︵午前八時︶が︑御

ゃるんだ︒﹂

﹁そのムリを︑是が非でもやれ︑とおっし

ないというのは︑どだい無理な話だ！﹂

それを明日の朝までに片づけなければなら

からここまで︑七日もかかったのだから︑

んだ︒何しろ︑はこび入れるときも︑御門

﹁⁝・・・駄目なことは初めから︑わかってた

﹁この調子じゃ︑とてもダメだ！﹂

﹁ｌ誉だ︑三尺しか動かない！﹂

足が︑

きな石をかこんで︑百二三十人ばかりの人

ろうとする道のまん中に︑小山のような大

千代田城の大門をはいって︑大玄関に曲

○

I
寅

ｌ秋の豪雨が︑五日六晩ふりつづいて

しようと︑普請︵ふしん︶奉行の佐久間将

その心配がないように︑この大石を基礎に

この丸の内側のガヶがくずれたのを︑今後蕊

らせたのだったが︑朝からはじめたのに︑

め︑その旨をいいつたえ︑仕事にとりかか

是非はともあれ︑さっそく人足頭をあつ

﹁ｌあっ︑御奉行様だっ！﹂

まだ二三尺しか動かせぬという始末だった︒

主だったものらしいのが四五人︑

監が考えついたのだ︒

人集めに他出していた将監の姿をみて︑

一同は緊張した︒そうして︑

﹁Ｉ明朝までできなかったら︑どうなる
であろう？﹂

とかけ声をはずませたが︑それにこもっ

﹁えんや︑こおら・・⁝・﹂

た絶望のひびきはかくせなかった︒

﹁御奉行様は︑ハラキリものだろう！﹂

みんな︑弱り切った感じだった︒１１寛

﹁われわれだって︑そのままではすまぬ︒﹂

かったし︑そのあいだに︑この大石をはこ

うど︑この半月ほど︑将軍外出の予定もな

すっかり気をくさらかせているのだから︑

が︑もともと無理な仕事の上に︑象んなが

やがて︑五十人ほどの人足が追加された

○

びこんでしまおうという佐久間将監の計劃

永十二年︵一六三五︶秋である︒．⁝：ちょ

だったが︑この日の朝になって︑将軍家光

んばかりにして︑声をからしているとき︑

目を充血させた将監が︑刀の束に手をかけ

虫のはうような石の動きに︑青ざめて︑

仕事は思うようにはかどらなかった︒

が︑明朝千住へ鷹狩にゆく︑といいだした

そうして︑御側川人から︑ｌ御成の道

のだった︒

にはこび出されているこの大石を︑急いで

特色のある呼び方をして︑向うから︑︵智

﹁やあ︑やあ︑佐久間どの！﹂

近づいてきた︒

恵伊豆︶といわれている松平伊豆守信綱が

取りかたずけるように︑という命令を受け
ても︑一唇一夜足らずの時間で︑この大石を

﹁ｌご老中さまだっ！﹂頭の声健人足

とったとき︑将監は青くなった︒どう考え
目ざわりにならぬところまではこんでしま

近ずいてきた信綱は︑将監に︑

どもは︑土下座する︒

上に︑将軍の意思はいかめしかった︒

うというのは︑無理であるが︑その道理以
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；
1

信綱は︑

そうして︑その土を塀のかげにでもおはこ

の石がはいるほどの大穴をおほりなされ︒

がでござる？つまり︑この石の下に︑こ

﹁はこばずに︑埋めてしまわれれば︑いか

き神様のように思わぬ者はなかった︒この

をはじめ︑人夫の一人一人まで︑信綱を生

石をうずめてしまうことができる︒

子ですすめば大分時間の余裕をのこして︑

わかる︒穴はもう半分以上もほられこの調

ただならぬ将監の表情に︑それと察した
﹁どこまでおひきなさるのでござる？﹂

は重いもの︑土は軽いものでござれば︑明

びなされ︒その穴にこの石を埋めれば︑石

﹁ご精がでますな︒﹂

﹁⁝⁝お目ざわりにならぬところまででご

何事だろうと︑急いで将監が迎えると︑

使者桜井甚五左エ門︑佐久間将監どのは？﹂

﹁大老土井大炊頭︵おおいのか毒︶利勝の

さっきと打って変って︑えびす顔の将監

ざいまする︒﹂

ときあわただしく足音が近ずいてきて︑

案であろう！これならば︑できる︒明朝

ｌなんという当意即妙であろう！名

朝五シまでにはお間にあい巾そう︒﹂

﹁明朝の御成までには︑それはご無理でご

五シまで嶋らくにでき愚！ｌ将監峰

ざろう︒﹂

﹁ｌは胃無理でばござり童するが︑お

﹁この大石を埋める工事を中止して︑もと

甚五左エ門は︑

通りはこぶようにとの︑命令でござる︒﹂

って︑せっかく九死に一生を得た思いで︑

将監は︑思わず叫んだ︒信綱の才覚によ

﹁えつＩ．﹂

﹁ｌ有難うござりました１御礼の巾上

仕事に精を出しているのに︑この突然の中

止命令は︑何事であろう？将監は︑ポー

つめる．ばかりだった︒・・・⁝

ゼンと︑言葉もなく︑甚五左エ門の顔を見

甚五左エ門が動き出そうとしたとき︑は

﹁では︑これにてごめん︒﹂

﹁何故のご命令でございまするか？﹂

っとわれにかえったように将監が︑

﹁いや︑理由は︑おおせられませんでした︒

ほるもの︑それを受取って︑上へ渡すもの︒

仕事にはずみのついていることがハッキリ

それをはこぶもの︒その声をきくだけでも︑

はずみのついたかけ声︑かけ声で︑土を

うな明るさ︒

無数のかがり火がたかれ︑昼をあざむくよ

夜の五ッ︵午後八時︶︒大石のまわりには︑

○

げようもございませぬ！﹂

頭たちも︑声をそろえて︑

感涙さえうかべて叫ぶのと同時に︑人足

いまする！﹂

﹁ご名案でございまする！ご名案でござ

生きかえったように︑声をはずませ︑

達しでございますれば：：：﹂

信綱は︑将監の顔をじっと見ていたが︑
﹁：：：要するに︑この石が見えなくなれば

よろしいのでござろう？﹂

相手は︑名にしおう智恵伊豆である︒１
１将監は︑胸おどらせながら︑

﹁ｌその手段がございまし襲うか？﹂
﹁必ずしも︑はこばずともよろしいのでご
ざろうな？﹂

将監は︑信綱の言葉の意味を︑のみこみ

﹁ばＩ？﹂

﹁Ｉこの石をはこぶことばかりを考えな

かねた︒信綱は︑おもむろに︑

さるから︑工夫がおつきなさらぬのでござ

﹁と申さるると？﹂

る○﹂
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ただ︑とめてまいれ︑とのことでございま
したｏ﹂

といって甚五左エ門の姿は︑闇に消えた︒

大老は老中の上に立つ幕閣の最高権威で
はあるが︑この突然の理由なき中止命令は︑

あまりといえば︑理不尽千万！

﹁お待ちなされ︑只今から大炊どのにお会

を茂らすことの御用に立ったとて︑︲なんで

と！その悪政のもとの︑枝をのばし︑葉

いう才覚もつき申す︒この場合︑貴殿が大

また︑貴殿なればこそ︑大石を埋めると

われのつとめではござらぬか！

そのわがままのもとを絶つことこそ︑われ

補弼の大任をはたしたと申されましょうぞ︒

いしてまいりますゆえに︒﹂

といった後小姓に乗物の用意を命じた︒
○

利勝をたずねた信綱は︑きびしく︑
﹁工事の中止をお命じなさいましたよし上

﹁存じておる︒﹂

お役目をしくじらずにすむでござろうが︑

石のそばを通られればこそ︑佐久間どのも

様の御成は明朝五シでございまするが？﹂
﹁はこんでは︑間にあわぬことも︑ご存じ

○

将監は直ちに信綱の邸へ馬をとばせた︒

﹁ｌなに︑大炊殿が︑もと通りにほこぶ

ｌやは︐智恵才覚の信綱の覇道は︑道

信綱は︑一言もなく︑じっと首をたれた︒

ればならぬことでござる！﹂

とは︑天下政道のためにきびしく戒めなけ

誠意おつとめして︑不首尾になるようなこ

退けらるるは必定．ｌ普通の者が︑誠心

そうでない場合︑お役に立たざる者として︑

ようにとの︑命令を発せられたとな？﹂

ノレンに腕おしの感じだった︒信綱は︑

﹁それも存じておる︒﹂

これにも︑悠揚迫らず︑利勝は︑

でございまするか？﹂

﹁はっ︑使者に︑その理由をおたずねして

﹁ではあの大石はいかがなされまするか？﹂

も︑わがらぬということでございましたｏ﹂
だが︑さしもの智恵才覚をもってしても︑

﹁うむ⁝．：﹂信綱は腕をくんで考えこんだ︒

﹁⁝⁝上様の御成りをおのばしねがうまで

利勝は︑これにも︑おもむろに︑

でござる︒﹂

利勝の中止した理由は︑わかりかねた︒
このとき信綱は四十才︒利勝は五十三才︒

拍子ぬけのした信綱は︑オームがえしに︑

あっさり肩すかしをくわされた思いで︑

て引き退った︒利勝は︑信綱をおくり出す

がハッキリわかり︑信綱は︑おわびをいっ

宝の中に︑利勝を加えて渡したという意味

秀忠が︑家光に世をゆずるとき︑セツの

理に従う利勝の王道には︑及ばなかった︒

同じ言葉をくりかえし︑まじまじと利勝の

を諌めて︑中止させた︒︵おわり︶︵作家︶

と︑夜中の登城をして︑家光の突然の鷹狩

﹁なに︑上様の御成りをおのばしねがう？﹂

また︑大老と老中の職分の相違ばかりで
なく︑天下に恐るるもののなかった信綱に

が︑どう考えても︑こんどのことでは︑

﹁伊豆どの︑とかく︑上様は︑何事も︑思

顔を見つめると︑ｌ利勝健力をこめて︑

とって︑ただこの利勝だけが︑なんとなく

自分の才覚の方に分があると断定した信綱
うにのしかかってくる︵苦手︶をとりのぞ

ござる︒そのわがままこそ︑天下悪政のも

召しのままになり申すように思召すもので

苦手だった︒

は︑この機会に︑自分の上に大きな石のよ
いてやろうと決心し︑将監に︑
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弘道詩林

副Ｊ１剖引ｌ則ｌ引引○○○

縦有二春光妬一子↑我︒

○○○○○○○

性束朴調擬二風情↓

○○○○○○○

映秀士群︒鴬鳴桂樹間︒観者寓人濯奔仰二群風↓

評日︒言外有し一芯︒稗結見レ妙︒

注水酒井源太郎︵検演︶︑問梅

︑花後訪レ友

何紛紛︒蓋其盛進可レ想・評日︒清健︒諦籍有し致・

︑壬子新年

梅城八代義昌︵千葉︶

○
○○○○○○○○○○○○○
東風一路雪一初晴︒一家安泰不吟憂吟貧．
○
○○○○○○○○○○○○○
時看二梅花疎影横一願勝二墾蝶一承二天嘱
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三好凌石選

人一天秤山頭花巳綻．

成婚一ＣｏＣｏＣｏｏ

得し吟有し感

○○○○・○○○
︑︑︑︑︑︑︑
片
片花飛緑涌吟枝︒松堂中村栄次︵逗子︶
五雲沸﹄暁暖方融．
︑寄三謝友納明府賜二
○
○○○○
○
○
○
○
○
︑︑︑︑︑︑︑
紫
藤
映
し
水○
影○
参差︒山荘芳樹下︒
短装千八秩以上老恰恰鴬鳴梅樹中︒
○○○○○
○
○
○
○
○
○
○
○○○○○○○
南郊訪﹄友惟無﹄極．春色帯二暗光一
○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
樽
酒三杯酔未準僻．欲﹄問二梅花一菖
移山寺島慶一︵千葉︶清香龍郁領二春風一
○○○○○
○○○○○○○
評日︒友怖殊深︒酒興不し誰︒先聞二鴬語長↓
休吟言治政薄二山村↓評日︒風川漁宕︒筆致亦佳︒
評日︒温雅︒自有二清致毛
○○○○○○○
︑梅花分下吟到二梅花一
翁蝿垂陸憐一意最敦．︑寓年山青松寺悼二
○○○○○○○
句亦香之字上篇し韻︑札幌多季五輪大曾
八秩高齢皆挟﹄砿︒相津六風翁一賦糞
○○○○○○○
仁風慈雨感二洪恩秀波︑栗
原精夫︵横漬︶
○○○○○○○
︑︑︑︑︑︑
→静古中村静子︵逗子︶唖輪城妓瀞桐雄
評臼︒筆致整練︒著意淵委︒閏年山下樹蒼蒼︒
○風
○吹
○﹄
○暖○
︑︑︑︑︑︑︑
東
老○
梅○
深︒雪擁二千峰一望不﹄窮︒
暗涙頻催宿草傷︒
︑祇二池田川崎雨家
○
○○○○○○
○
○遥
○連
○雲
○○
○
○
○
○
○
○
○
山
色
影○
侵︒我国青
年尤有﹄力︒
健筆功成遺墨在︒
○○○○○○○
○○○○○○○
時看雲芳姿呈二冷艶↓歎聾如峠湧旭旗紅︒
翠峰杉崎精治︵横漬︶交遊如﹄夢感偏長︒
○○○○○○○
○○○○○○○
評 日 ︒ 交 情 清 雅 ︒ 哀 惜 無 し 限 ︒ 幽窓亦有二暁鴬吟↓評日︒筆力豪健︒韻致亦佳︒
池川欝桂結二良縁一
○燭
○煙
○煙
○照
○二
○盛
○ 鐘一﹁唯俳﹂
評臼︒一結有二幽静之致毛︑金婚自害
華

評日︒韻格清雅︒僻旨欣然︒降誕迎﹄春慈徳融．
○○○○○○○
韓公詩云︒迎レ姉丞相府︒誇唯我澗噂天地在．

○○○○○○○
︑
梅
花秀波栗原精
夫︵横漬︶
億
得
修
交
慶
雁
侶
︒
苔
石
鳥
居
菊
造
︵
茅
ヶ
崎
︶
○○○○○○○
○○○○○○○
○南
○欣
○○
雲石村田一雄︵横演︶今日金婚壮二此身﹃
城
看○
瑞○
雲○鮮︒二千○除
載俳功崇︒
○○○○○○

−

つ
一

俸巻恥迦泌一雪雲．趣鱈二琴蹄一昼．｜睡騨酔坤叫燕畔︒狸知侭﹄雪匙二雲咋↓

風遥二紅塵一一路斜︒︑小机本法寺九一翁

︑︑︑︑︑
○○○○○○○
︑封﹄雪有し感
風
煙如可陸掃．恭謁二天家第一陵↓︑轄不蹄︵時事吟︶
︑︑︑︑︑
桂堂加藤藤治︵横演︶無﹄使﹄到二門惜↓
評臼︒秋陰潅柁︒感壊有し致︒騨騨呼舞曇皐癖﹁
○○○○○○○
△△△△△△△
北風吹﹄雪玉玲瀧︒評日︒語愈深遠︒意自漁疎︒＠観樫
突如飢射銃丸飛︒
○○○○○○Ｏ
俄看漢山路僅通．︑壬子五月念一日於二省稚元木城作︵横琶擢礎池津迩睡琴．
○○○○○○○
菖里雲晴銀世界．横漬騨棲一浩然吟牡江山お里寓凄殉泰斗一雲鍵簿罪舜
○○○○○○○
︑︑︑︑︑︑︑

豊年卜得是天工．柏梁催聯句

評日︒景象清麗︒可陵観二瑞色や趣陰砕鋤︾︾唖碑蕊︾↑州嘩﹄軸諦︾職瑳識鰻︾梅又峠雛躍︶

＠端午即興

柳汀高田照子︵横漬︶椎鱒記脅蓉癖毎静古評日︒一結尤可知春意︒東風吹﹄暖香暗催︒

好
○是
Ｏ玉
○蒲
○重
○五
Ｏ節
○．一帝郷標紗夢魂驚．凌石契以二諮語一弧し事部賦＠次二郭沫若詞宗瑞韻一以一

︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○○
薫風吹緑雨初牧︒繊月遥懸竹自鳴︒雲石＠脚底危︵時事吟︶俳書塚成小群忌．
︑︑︑︑︑︑︑０○○○０○Ｏ
新樹成﹄陰午院幽︒得意詩於二酔中一成︒錬石頃日城南西春彦詞山門寂冥席鴬来︒
００○○○○○○○○○○○Ｏ

︑舟行

寺Ｊ嘩忌瀞認溌騨灘跳

︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑
誰知野店荒︒︑答二友人束一
︑沖維復諦喜賦寛自﹄投﹄文廿七年︒︵同︶
○○○○○
△△△△△△△
菱波寺田英一郎︵大阪︶沖縄施政掌中還︒乾坤猶剰雪山川︒
○○○○○
遠山酒二落影一

︑︑︑︑︑︑︑△△△△△△△

︑﹄
︑凝
︑︒
△百△
△豊一但恨雨邦未全復︒
高
二○
斜陽↓秋逼二︑
柴︑
扉︑
一︑
露欲
菖△
綜△
民△
同△
二大
○樹
○桂
○○

夢接二秋醗一近︒但期二佳曾一興宜嵯乗．此廿七年葎若﹄夢．不知何日見暁峠陰勘篭︶一
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Ｊ４１１１

■つユ企半李斗↑

千葉蝿菅谷義太郎

写真をぱ写さで逝き︵かれ︶しわが祖母の顔︵いと︶潟ぼろ

げに偲ぶかなしさ

良き事をすればほほゑむ祖母を︵の顔︶嬉しく見︵仰ぎ︶つ

つ我は育ちい
﹄﹂

我母を吾子がゑがける油絵はよくも似たれば家宝となし

孫をほむるわがうたにより改心の色いちじるき︵顔に見ゅ

ぬ

陸苗代の苗とり疲れ膝つけば膝に大地のぬくさ伝はる

る

歓送迎の宴たけなはになりぬれば同僚の心の奥ぞ知らる

茨城県田口賛雄

ず
ねもと

植ゑをへし上総早稲田の水足りて蛙は鳴けり日毎夜毎を

里川の堰のり越えて流れ落つる水の音にも春の訪づる

幼稚園三十人が弁当を頬張る顔の︵が︶まこと頓もし

川越市小名木狂辰

浮草の如きこの世の若人に弘道の道を歩ませてしがな

ず

業卒へて去りしばかりの乙女子の姿変りて名を想ひ出せ

千葉県白鳥値子
て︵立石寺︶

早朝に放ちてやりし鴬が篭の橋餌をついぱみに来し

千葉県並木文比古

続けざま死亡診断書く医師も医業離れて弔詞述べをり

よべの雪根雪とならむ真白きをふ染つつ奥の細径を行く
あり

芭蕉の句吟じつつ立てば蝉塚の︵ただ︶閑寂にして山寺は

りつしゃくじ

千年の銀杏の枝の重なりを透かして見ゆる︵冬︶空青くし

泳げる

萌えいでし池の菖蒲のとがり葉の根幹ゆさぶり鯉の︵ら︶

野焼きせし土堤に若草もゆれども待てる子牛は未だ生れ

貸家札張られし町のとある家の庭に演菜は花つけてをり

千葉県加藤巳之

井上学麿選

る︶此頃にして

をかなしろ

難

千余段登りて熱きわが虜に雪の峰々風渡り来る︵風︶
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弘道歌壇

仲よしの娘等を招きて雛祭り母のもてなす白酒に酔ふ

新菊を摘む香ほのかに冬凪の海の光の︵が︶指にまつはる

庭の梅軒の呉竹音かへて雨後の朝風心地よきかな

古里は遠きにありておもへとや貧乏人のかくはいひけむ

古里をおもひやれども古里は遠きに在れば思ひやるの承

今頃は平戸つつじのむらさきの咲きの盛りかわが古里は

紺碧の海をテレビに見るごとにわが古里の思ひやらるる

む

望郷と号する友にかくいはぱサウデスタイと彼もいふら

竹垣を越えて生えたる符は隣屋敷の客になりけむ

同八代義昌

同菅谷喜一

亡ぎ友の館の跡の︵を︶偲ばれて荒れにし園生を今日坊逼

賎ヶ家に春の訪れ嬉しけれ運動かねて庭掃除する

ふ

︑物の芽のささやきあへる土ぬくし

みてくるものがある︒

評中七から下五にかけての表現は力強くひしノ︑と身に泌

︑枯草をやけば墓一石の累累と千葉県加藤刀水

篠塚しげる選

た染かけて下五﹁土ぬくし﹂と結んだのは感動を無理な

評物芽がささやくというのは別に新しくないが︑さらにた

くもりあげている︒

○休耕を諦らめかねて畦を塗る

○子等の声どこかにきこえ幕遅き

（30）

幾度か過ぐれど見えぬ富士山の︵今日は︶雪をいただく全
容の見ゆ

独立の国にしあれば備ふるを何ためらはむ四次防をぱ

埼玉県鷲宮葛人

山荘の人質とりて篭りをる赤軍の子にさけぶ母はも

社地

古くより人住めるらし細文の土器出づるわがわが鷲の宮

同相沢正直

なつかしぐまた美しも鷲の宮駅ゆ遥かに見ゆる宮森

国策による減反の計画をまた定めけり去年の如くに

井上字麿

米止めて植付けし梅早咲きて三年の春をことし迎へぬ

弘道俳壇

︑卓の金魚賞めてそれより話し出す同宮崎秋峰子
評日常の出来事をそのままに叙しながらも︑要談に入るま
えのあいさつの長い日本人の習慣がほほえましい︒

＠時の日の遅れ勝ちなる時計巻く
何か精励恰勤型の人柄を想わせる︒

評この句も事実を事実としてありのままに叙しながらも︑

○水あくまで澄んであやめの影を置く

＠時の日に仰ぐ母校の大時計同八木幹男
評六月十日の時の記念日に仰ぐ母校の大時計︑余韻鰯蛎
として尽きず︒

＠時の日や父の遺愛の古時計
しかと書き残しておくべき性格の句︑

評世に問う句としては特に新鮮味はないが︑作者の手帖に

○幸福は小さき箸りの金魚鉢

＠安産を見舞う寒鯉生きてをり川越市小名木狂辰
評安産見舞にさげていった寒鯉はまだ生きているというの
で︑生れた赤ちゃんも母体も元気な様が想像される︒

︑鴫追ひ鴨に追はれ麦を踏む
評麦踏が鶏に追われるというのは面白い︒

評母から来た手紙の中の水茎の跡も美しくこま人︑と何か

︑花あやめ母の便りのこまごまと同田村隆村

に通うものがある︒

と気づかつてくれるやさしい母の気持があやめの美しさ

あやめ

○時の日や女教師母の座に戻る

︑東慶寺菖蒲の名所とは知らざりし千葉県石橋香峰

やめが美しい所とは夢にも思わなかったという驚き︒

評駈込寺として有名であることは知っていたがこんなにあ

○あやめ見の園児の列や唄ひつつ

＠百草の雫となりぬ別れ霜同八代義昌

評別れ鮪であるだけに溶けゆく様は印象的である︒

○雲低うなりて高音や枝蛙

︑あやめ舟ミニの娘と膝合せ乗る同秋葉貞女

りうとましくもある︒

評ミニの若い娘と乗り合せたところが而白い︒羨しくもあ

○白あやめ幕諾の中に募れ切らず

選者近詠篠塚しげる

手もて掃く神垣ぬくき松落葉

湯けむりに濡れて朴咲く薬師ゑち

鉄線の花吹かれつつ平らなり
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祖と広瀬談窓﹂を物したい︑片山理事は生

待望︑古川教授は泊翁詩稿の苦心︑﹁西村会

﹁広居﹂の意を体し清潔と勇猛を政治家に

五九九円両事業部剰余金合計八九五︑九七

事業部六︑五三六︑八○三円計七︑三○一︑

康の為学校を経営︑︑木下理事は孟子の説く

五月二十八日︵日︶珍しい五月晴に恵ま

涯教育の強調される今日本会の使命の重要

五︑八四二円計八︑一九七︑五六九円支出

れる︒総会に先立ちたまたま今年は西村会

○円であった︒三月三十一日現在の総資産

る活動︑渡辺は沖細募金への協力等︑全員

性︑田辺氏は石門心学と本会との協力によ

第七十四回日本弘道会通常総会記

祖の七十回忌に当るのでその遺徳を偲び一

額二三︑五七五︑五三三円負債総額九六四︑

決算額は公益事業部七六四︑七九六円収益

同感謝の黙祷を捧げる︒

五七七円︑資本合計額二二︑六一○︑九五

野口会長の寿昌の祝辞後寿昌杯を村田浅

六円︵剰余金三︑一四七︑六六二円を含む︶︒

養源寺の法要墓参には多数の参列あり︑

和気諮々裡に真創なご意見を吐露される︒

吉氏ら七名に贈呈︒関末代策氏が代表して

は七︑六三七︑五○○円で前年度予算額に

昭和四十七年度予算額は総収入並に支出額

殊に井手三氏はかけつけて下さる︒

の三件を一同異議なく承認︒

謝辞︒会長の式辞に次いで議事に入り左記

一合呑口貝のｉ一Ｆ︲｜

快癒後は支会の拡張に千代延隆長

事業報告は渡辺主事が重点的に説明︒千

比し一七四︑六○○円減である︒

今回は遥々遠隔沖細の旅先から入院中の

主事の再任の件︒

役員改選ｌ任期切れの渡辺正勇理事

定款蔀改正ｌ役員の定数の後に﹁以

葉県東部支会秋季総会には特に野口会長が

心より厚く御礼申上げます︒お便りの美し

見舞を賜り身に余る光栄勿体なき次第と衷

愚老に対しご念の入りましたご懇切なる御
厚かった西村会祖について︑睦沢支会講演

に激励感謝される︒渡辺は皇室のご親任の
会には千葉先生が沖細国会の寸暇をさかれ

臨席され八十年の歴史と会員五百名の盛況

会誌弘道の刊行回数の変更ｌ内容を充

い絵端書を机上に飾り彼此と彼地の風景な

会に於いて決定するの件︒

実し会員各位からのご寄稿やご意見も一段

て熱弁を振われ聴衆を魅了︒相当数の入会

内﹂の二字を加えるの件︒会我は評議員

と活発にお寄せ願い︑本年後半から両月合

おります︒病気も殆ど全快して体力も日常

どを想い廻らして病後のなぐさゑと致して

に復しましたので支会拡張の為に精進致す

畠山兼人支会長︑今治支会は大沢春一氏︑

覚悟をきめて居りますれば何卒万事宜敷ご

者が予想された︒広島支会は鳥竜君の恩師
浜田支会は千代延隆長氏︑茂原支会は楠本

指導賜り度お願申上げます︒先は不取敢ご

併号として当分隔月に発行する︒従って郵

っていることは感謝に堪えない︒中野︑岩

帰還のお悦びに併せてかねてのご厚情の程

正巳氏らのご尽力で結成或はその運びとな

送料金は第一種︑四十円となるが会費は五
百円に据置きとする︒

会計報告ｌ前年度決算︑今年度予算に

瀬両氏の建設的の発言があって議事を終了︒

ついて中薗書記が説明異議なく諒承︒

昭和四十六年度収入決算額は公益事業部

昼食後の自己紹介ｌ関博士憾長寿と健

有難く御礼申上ます︒︵浜田支会長︶

二︑三四一︑七二七円収益事業部五︑八五

（32）

本会関係
晴の叙勲者芳名︵敬称略︶
︵四月二十九日︶

橋本秀五郎闘歳千葉

勲五等双光旭日章
千葉県東部支会長老

た︒

多年に亘り校長・教育長として初等教育
及び地方教育行政の向上発展に尽力され

村川浅吉師歳

寿昌杯贈呈者芳名︵敬称略︶

理事片山清一

茨城特別会員
一金五万円也野川支会殿
一金弐千円也西村竜徹殿

ご寄付

大沢春一錦歳
愛媛今治支会長
関末代策万歳
埼玉特別会貝
柴崎盛伝池歳
千葉白葉支会評議員
石橋香峰氾歳
千葉東部支会促
海後宗雁河歳

鮎根浜田支会長

埼玉川越支会評議員

千代延隆長師歳

財務監督暁事相馬敏夫

編集部木下広居
″片山清一
″山本哲生
″渡辺正勇

願Ⅲ宇野哲人
顧間石坂泰三
顧間沢田源一

理事鈴木勲

主事理事渡辺正勇

副会長理事木下広居

会長理事野口明

昭和四十七年盛夏

錨掴日本弘道会

暑中御見舞申上げます

｜

一金弐千円也神戸光子殿︵会祖法要︶

一金弐千円也柴崎盛伝殿

一金参千円也山口寿恵殿〃
一金壱千円也井手成三殿〃

編集後記

古川教授木下副会長の玉稿に加えて︑

関︑堀︑寺崎︑笹本諸擬による素附しい

緑陰特集が訪沖でおくれて恐縮です︒酷

Ｑ″々︑昭〃仏勺〃ｒ︑凸夕＆︑少辞︑必ダム︑タア︑Ⅱ〃も︑ゲ︑ｒ〆凸︑ｊＦ︑３夕孔︑串ｒ亀１〃Ｂ︑錨Ｐ牡１〆垂︑タグ堂１グー︑Ｊ夕︑１〃■︑少ク︑瓜〃︑″

暑の折柄ご自愛の上ご活用の程を︒︵渡︶

弘道売価一冊金五十円

昭和四十七年六月二十五日印刷

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六

昭和四十七年七月一Ⅱ発行

綿集兼
発行人

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

印刷人春山宇平

東京都千代川区西神川三ノーノ六

印刷所共立社印刷所

諦謝岬日本弘道会

＆由毎
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誇稿轍汎署
全13巻
備え下さい

戸諸橋轍次博士の名著一

雪論語の講義

﹃大漢和辞典﹄の著者たる淡学界

の巻宿が世人の要望に応え．漢学

の蒋幣と人生の体験とを融合して

稲を練り世に問う論語の名談義．︑

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

の人川に勝炎した思想を説く︒

如米に化したとも伝えられる老子

その閲歴は知れず︑仙人或は善隣

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

雪老子の講義

辞典をこの機会にお

︵読者の声から︶
▼公務員・四十六才
長男大学合格の祝いを兼

に輝く﹃大淡和辞典﹄柵纂の余暇

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︑非体︑漢語形成におよぶ

四六判・上製定価五八○円

として椛妙に語る堀蒋︒

漢祁﹄の蒋新が古今の枇籍を典拠

まつわる史実や伝説について﹃大

干支の起原の考察︑十二の動物に

十二支物語

べく本辞典を雌入した︒

ね自分の余技にも活用す

▼会社員・四十二才

期待通りの素萌らしさ︒

中同碕もかなり蝋耐に入
っていたのは予想外︒流
洞です︒

▼主婦・三十才

このように優れた文化逝
旅をわが子に継がせてや
れて幸わせです︒

紫綬褒章︑菊池寛賞︑朝Ｈ文化街

漢字漢語談義

世界最大のことばの

■漢和辞典の最高峰″

胆回月賦定価八○︑○○○円
叫回月賦定価八五︑○○○円
︻体裁一

ス装・上製函入・特別写真製版・特漉上賀紙

Ａ５判・全蝿巻総頁一四八七二頁・総クロー

ご希望の方は大漢和﹁Ｃ﹂係宛お申込み下さい

内容見本送呈

／東京40504

振替

大修館書店

東京郁干代H1Ⅸ神旧錦町3−24

口
現金定価七五︑○○○円
●専用書架は実費(6000円）でお頒け致します

