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一

式辞
第七十一回の総会に当り一言所懐を陳べます︒

会祖西村先生逝かれてすでに七十一年︑其の間内外の変遷は波潤万丈︑然るに先生の遺業が往年の隆昌は無

かに遺著遺文の断片に接し得る程度なるに︑相率いて先生を景仰し其の門を離れざる所以は︑先生の徳風と高

くも績々として現存することは聯か異とするに足ります︒会員中先生の馨咳に接せし者今や一人も無く︑わず

し変化を生じ︑従って先生の所説を文字通りに適用し得ざる場合もあるは止むを得ません︒即ち︑我をとして

説に魅力あるからでありましょう︒もとより天下の情勢は︑明達の先生を以てしても恐らくは予想し給わざり

は先生の所論を含味し︑又先生の特色たる合理主義と普遍主義とを加味し︑其の見地より現実に対処するほか

ありません︒此の場合︑本会は政治結社ではありませんから︑政策は各自の思慮に委しますが︑政治の方法と

化を無視する者では無く︑従って之を律する政治に在って徒らに旧習を墨守することなく︑時勢と共に修正す

浄化とについては︑社会道徳の観点より関心を持ちます︒又我々は自然科学の発達に伴う人類生活の様相の変

ることも諒解します︒然し其の修正は急激なる変革は極力之を避け︑代うるに合法的改進を以てするを賢明と

信じます︒我が日本が精神の未熟と物量の貧困を自覚せずして戦争に突入し︑且つ敗れ︑然かも忽ちにして驚

異の繁栄を得たと自惚れることも誤謬であります︒物心共に貧困未熟な国民が︑僅かに三十年にして︑百年の

豊鏡成熟を得ることは天の許さざるところ︑此の外見的繁栄は擬装に非ずんぱ不具であります︒国民は今こそ

謙虚に反省し︑真の繁栄の意義を確むくきであります︒西村先生が早くより道義の裏付ある︑物心の均衡ある

↓文明を提唱された識見に今更に敬意を覚えます︒此の理想を掲げ︑之を普及することは努力を要しますが︑本

一会の使命も之以外に無いことを信じます︒各位の御自愛と御精励とを祈って止承ません︒

昭和四十八年五月廿七日

日本弘道会会長野口明
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（1）

︹講演︺

﹁小さな親切﹂の芽

私は︑どういう訳で﹁小さな親切﹂ということを申したのかと云

茅誠司
ようにしました︒

徳もなければ︑礼儀も無いと云う時代が続いてました︒があの当時

戦後は非常に混乱しまして︑精神的に虚無の状態︑人々の間に道

私は戦争前に一四年程札幌に居りました︒そのうちに愈狗戦争に

ことを私は言ったんですが誰もとり上げてくれない︒

でも尽すべき礼儀を尽せぱ︑そんなことは無いんぢゃないかと云う

ましたが︑その弟子が大変いい雨の研究をやった︒札幌の郊外の天

、 白 ノ

う経路を申上げたいと思います︒

なりまして︑私は東京大学に転任いたしました︒戦争が終りまして

つか︑

直後のこと︑私は東京の渋谷に住んでいました︒渋谷から郊外電車
が乗った⁝⁝︒誰も席を譲らない︒或る紳士が象かねて一人の学生

して︑プラスの電気とマイナスの電気がどの位あるか克明に研究い

狗山と云う山の頂上に研究所がある︒雨の一粒一粒の写真をとりま

私の友人に中谷宇吉郎と云う雪の研究者があります︒亡くなられ

に︑〃君どうしてこのお婆さんに席を譲らないのか〃と言ったとこ

に沢山の大学生が乗り︑大変な混雑で︑そこへ腰の曲ったお婆さん

ろが︑本を読んで居た学生は︑恥しそうな顔をして︑実は譲りたく
て仕方がないんです︒でも私は大学に行って五時間講義を聴く︒そ

の招待を終えて帰って来ると︑直ぐ恩師︑中谷宇吉郎君のところへ

たしました︒彼はその為にアメリカに招ばれまして講演をした︒そ

った︒中谷君は即座に答えて︑ウン︑アメリカ人は金のかかならい親

行って先生どうしてアメリカ人はあんなに親切なんでしょうネと云

たく．わ

の後で三時間実習がある︒帰ると宿題ですよ︒それを全部やるには
お婆さんに席を譲らないと云う話が新聞にのった︒私はこいつはい

切はすることにしているんだよと云った︒金がかからない親切のこ

今からエネルギーを畜えて置かなければならない︒つらいけど私は

を生ずるから︑やめることに決心しました︒そして小善︑小さな善︑

安い道徳〃となって面白くない︒何とかいい言葉は

けない︒大善の前の小悪は許すべきだという考は非常に大きな誤解

日本語に訳すと

とをチープモラルと云う︒私は感激した︒チープモラルと云う字を
目の前にある小さな善をしなければいけないのだとそれからは言う

ro、

なかろうかと人と相談して居ったんですがなかなか良い知恵がない︒
そのうちに私共の身の廻りの科学技術と云う面がどんどんと発達

実は憤慨したんです︒それでも血圧が上って危険であったと言われ

テレビを観ることが出来ますし︑すぐに外国まで飛んで行くことが

私達は科学技術と云うことによって非常に大きな幸福を得ている︒

た︒そう云う対立が一番恐いんです︒

出来る︒お掃除も機械的にすることが出来る︒着物は切れない︒病

して参りました︒にも拘らず政治︑道徳︑宗教︑哲学は科学技術に
おいてけぼりを喰ってしまい一寸も発展してない︒これで良いかと

気は治る︒そういうことになったとしても人間と人間の問題を解決

しなければ︑今の世の中はどうにもならんじゃないか︑と云うのが

々の仲間の人間が人間にとって一番恐いと云うのが今の世の中では
ないか︑これを人と人との対立と私は思う︒人間の出たてには猛獣

現在の私達の身の廻りのことであります︒特に日本はそれがひどいｃ

云うことが吾々の間で議論された︒今︑恐いものは人間である︒吾

がこわかった︒病気︑嵐︑地震︑雷がこわかった︒今はそんなもの

何故かと云うと戦争直後に日本は民主主義と云うものを与えられた︒

されないと云うことが民主主義の一番の基本である︒それを戦争後

幸福を追求すると云う︑この三つの個人の権利は何人によっても侵

１１民主主義と云うのは個人が自分の生命を守る︑︑由を保持する︑

作ったんではない︒

は大したことではない︒それよりも人間それ自体が一番こわい︒交
通によって一年で死ぬ人は日清戦争で死んだ人と殆んど同じであり
ます︒

その他世界的に桑れぱ束と西の対立︑南と北の対立︑社会的に見
れば︑資本家と労働者の対立︑学校でさえも先生と生徒が対立する︒
三六年一二月の何日かに私は三○人の学生に一九時間監禁されたこ

を要求します︒けれど一番大事な人間と人間の間の友愛と云うのを

要求しまして︑俺は︑由だ︑俺は誰にも拘束されない︒そして権利

とが出来ないんだ︒ところが友愛と云うことを忘れ︑その権利の要

忘れました︒友愛がなければ個人と個人とが一つの社会をつくるこ

とがある︒突然やって来たから︑こんなところでは話せないから︑

さなければ︑それは出来ないと云う︒そこで私は大いに自慢して︑

上へ行って話そうと云ったんだが︑学校で決定した処分者を取り消
俺はスキーをやっているんだ︒お前なんかよりはよっぽど強いから

ういうものではない︒これではいけないんだと云う考え方がある︒

のだと私は解釈しているのであります︒しかし人間の心は決してそ

何とかして︑この科学︑技術だけの進歩ではなくって︑人間が科学

求ばかりに走った為に現在の世の中が︑世界がつくられてしまった

でグーグー寝るんです︒さすがの男の連中もびっくりして︑最後は

内に婦人が二人居り中位の美人でしたが︑一番勇敢で︑私の足の下

いくらやつたって俺は弱らネーんだって︑とうとう一九時間やった︒

とうとう大学で心配して内科のお医者さんに︑肥った看護婦をつけ

と云う要求が出て参りまして︑アメリカのアジア財団が金を出しま

とでどうしたら人間性を保つことが出来るかと︑討論会をやった︒

して︑アメリカの宗教学者︑哲学者︑科学者と日本のそう云う学者

技術に侵されずに立派な人間性を保つ様な世界をつくりたいもんだ

ｌ診察して老齢なる総長は最早体力の限界に来ていると云うんです︒

てよこし︑ドクターストップと云うんですよ︒ドクターが来て私を
学生はびっくりしちよって監禁を解いたんですが︑老齢なる総長に

（3）

丁度その頃に私は新聞の夕刊にこう云う記事が出たのを読んだん
です︒

って彼は喧嘩する様に身構えた︒やってもいいけど私は勤めがある︒

自転車に乗ってやって来た︒ところがチェインがはずれちゃったん

が並んで嫌ハスの来るのを待っていた︒そこへ夕刊配達の小僧さんが

来た︒如何にこの記事が多くの人盈の心を把えたかを物語るもので

新聞に出ました︒そしたらその農学部の助手のところへ手紙が沢山

交番に届けたところが︑その男を捕えて説諭をした︑と云う記事が

たんですが︑数日後に又同じ男が現れたので︑今度は承知しないで︑

へ手紙をよこしなさい︒今は駄目だと言ってそのまま別れてしまっ

こう云う処だと云って︑いつでもお前の要求に応じようから︑ここ

です︒そこで染んなの見ている前でチェインを一生懸命はめ出した

ある夕方︑東京の街で薄暗りの中で畷ハスの停留所で十何人かの人

が暗りでなかなかうまくゆかない︒そしたらその列の中から一人の

あると私は思います︒

になり物が充分ある様になって︑何を物足りないと思っているかと

ったってそれは役に立たないんだ︒しかしだんだんに世の中が静か

今迄の様に食べ物︑着る物も無い世の中で〃小さな善″なんて言

肥ったお客さんが現れて︑俺は自転車屋の親父だからチェインをは
そしたらその停留所の向う側の八百屋のオヵミさんが︑温いお湯の

めるのはうまいぞと云って出ていって︑すぐはめちゃったんです︒
寺ハケッと︑石鹸と手拭をもって︑〃手を洗って下さい川と言って持

丁度その時︑長野県の小学校の校長先生とＰＴＡの会長が色紙に

云うことを示す話ではなかろうかと思って居りました︒

はあとでいいよ川と言って︑先に洗わせて自分はあとで洗って︑水

を後世に残さない為に書きませんと言って断ったら︑折角長野県か

字を書いて下さいと私のところへやって来た︒私は親代を悪筆で恥

って来た︒そしたら親父さんは〃お前急ぐんだから先に洗いな︑俺

ノポノとしたものを心に感じたと云う︒

をこぼして有難うございましたと言って返した︒見ていた人達はホ

い︒そしたら残念がってそれではお土産だけ受け取って下さい︒ア

ら出て来て残念だと言うんです︒案外私は強情でどうしても書かな

ンズのヂャムですよと言う︒字も書かないでは強慾ですからお断り

又それが︑異常な反響を呼んだことは皆さんもご承知のことと思

した︒私はアンズのヂャムが大好きなんです︒おかしいんで︑聞い

います︒吾だの心の中にこうゆうものが必要なんだと云うことを示
まして︑これも大変な反響を呼んだ︒

とって仕方がない︒そこで朝会の時に生徒に︑このアンズの実は挫

んだん大きくなってアンズの実がなる様になった︒生徒がその実を

たところが︑私の小学校にアンズの木を沢山植えました︒それがだ

す記事だったと私は思う︒同時に小暴力追放と云う記事が新聞に出

東京大学の農学部の助手が︑池袋へ出てくる鶴ハスに郊外から乗っ

から来た若い男が一等先にバツと乗っちゃった︒非常に憤慨して︑

たんですが大変な混雑です︒ところがバスが来て乗ったトタンに横

んですよと言ったところが︑子供達は感心しちゃって︑誰一人とら

業協同組合に出荷して︑そのお金で︑あなた方の運動の道具を買う

なくなった︒ところが近くの中学生達がしめた！と云うことで︑

その助手は乗ってみたところが︑丁度自分が立っている真下にその
ないかと言ったところが︑何を云う︒降りてやろうじゃないかと云

男が新聞を読んでいる︒オイ！そう云う列を破っちゃあ困るじゃ

４４

︑Ｉノ

／０︑

室は外来患者で一杯︑赤ちゃんがギャーギャー泣いて︑お母さんが︲

どうしたもんかと思っているところへ︑肥った看護婦がやって来た︒

廊下でオシメをとり代えている︒すさまじい光景にびっくりして︑

取りに来たそうです︒そこで自分のお兄さんにその小学校ではこれ
これこう云う訳だから取らないで欲しいと言ったところが︑中学生

る心算ですかと言ったところが︑それは私から総長にお伺いしたい

看護婦長である︒そこで婦長さん大体あんたこんな乱雑さをどうす

が感心しちゃって︑解ったと言ってやめた︒この習慣が全村にゆき
に咲いたこんな大きな色刷りの写真を戴いた︒アンズの実がヂャム

あないかと言うので︑亡くなられた渋沢敬三さん︑阿部真之助さん︑

ひとつ〃小さな親切″という名前にしてこの運動を始めようじゃ

ことですと云いまして︑私は参ってしまいました︒

亘って︑今は私の村はアンズの名所ですと言ってアンズの花が見事
になって出廻っていると云うんです︒私はひどく感心しちゃって︑

とが小学校から中学校へ村へと伝染したんだ︒そう云う気運が来て

者になって頂きましてスタートして今日に至った訳であります︒

毎日新聞の上田常隆さん︑上代たのさん︑坂西志保さんなどに提唱

これだ︑これが伝染するんだ︑つまりアンズを大事にすると云うこ
いるんだと云うんで︑ひどく嬉しくなっちゃって︑それじゃあ下手

ない︒これは人々の心の中に平和を作ることにあるんだ︒もしも人

その大演説の最後に本当の平和は条約や憲章の梁によるものでは

ありませんかと言った︒

軍縮︑世界法の確立︑戦の無い世界の建設にむかって進もうじゃあ

ケネディ大統領はこれを基として核実験の全面禁止︑核兵器の全廃︑

ることになった︒初めて東と西の間で結ばれたのを非常に喜ばれた

から除外したんですが︑そう云う協定が出来て日本もそれに調印す

海中その他でやる実験はやめよう︑地下だけは未だはっきりしない

うじゃないかと云う話し合いがソ連とアメリカに出来まして︑大気︑

その時にどう云うことを言ったかと言うとあの原爆の実験をやめよ

ましたが︑その六二日前の九月の二○日に国連で減説を致しました︒

ケネディ大統領が一九六四年の二月一三日にダラスで暗殺され

います︒次の話は大所高所になり過ぎますがお聞き願い度い︒

ようじゃあないか︑それが社会の習慣となる迄と云う︒標語でござ

それで〃小さな親切″と申しますのは︑誰にでも出来る親切をし

でも書きましょうと言ってとうとう書いちゃったら︑あとで︑大き
な箱にアンズのヂャムを沢山持って来て︑大分得をしました︒
つまり今までは親切をしようと云う心を持っていても直ぐに消え
てしまったのである︒或る一部の人達が或る習慣を持てば︑それが
りまして︑その三八年の三月二八日に私が東京大学に学長をして居

拡がると云う社会情勢が来たんだと云うのが二年前の私の見方であ
ります最期の卒業式であります︒そこで私は卒業生に向って皆さん
どうか小さな親切の芽となってその芽を大きくして︑日本否世界に
の学長︑いつ幼稚園の園長になったんだ︒あんな話は幼稚園でする

小さな親切を一杯にして欲しいんだと申しました︒そしたら︑うち
話で大学でする話しじゃない︒外からは︑あの学長おかしなことを
を言うのはおかしい︒まず︑自からのところを一生懸命直せと言う

言う︑東京大学位不親切な処はないゾ︑それにも拘らずそんなこと
んです︒で誠にどちらもその通りなんです︒その直前に外国へ行く
した︒外ではしてくれないから東大の小児科へ行ったところが待合

用事があってゴタゴタしているうちに種痘するのを忘れてしまいま
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々の心の中から平和が投げ出されてしまったならば︑条約や憲章は

しましたら︑そこに非行少年の出る訳がない︒

生れて来たら︑その時も又やる心持ちで本当にそれをやり抜いたと

云う鉄鋼の有名な先生ですが一生を通じて研究をされた方です︒そ

そう云うものを一つ持とうではないか︑私の先生は本多光太郎と

ものの役に立たない︒だから一片の紙切れに頼ることをやめよう︒

そして人鐙の心に平和を作ろうで億ないかｌ・昌一昌局冒圃三豊

の方が亡くなる直前にお嬢さんのシズエさんが〃お父さん︑あなた

：２国ｌ私ばそれが可能であることを信ずると結んだ︒
この言葉はこの中にいらっしゃる戦争を経験された方には本当に

それから六二日目に二発の兇弾で亡くなりました︒

〃ウン︑マアこんなもんだわナー〃とおっしゃった︒こんなもんだ

は再びこの世に生れて来たら何をなさる″と聞いたら︑三河弁で

から厚木の駅に着いたのが遅れちゃって︑あと五分きりない︒大い

校の厚木高等学校の同窓会会長渥なった︒一寸お客が来たもんです

四十年の八月一日に私は︑岡崎勝男さんのあとを受けまして︑母

○

う〃︒ですが皆さん易しそうで難しい︒本当にそれをやるとなると

〃有難う″お茶を出された時〃有難う州ご馳走を運ばれた時〃有難

場合でも言うべき時には言おうと思った︒︸一レベークーを降りる時

でも心廷持とうと決心した︒それで〃有難う川と云うことをどんな

いる人間ですが︑そんな自信はありませんけれど︑せめて一つだけ

私にばそんな自信は無い︒私は本多光太郎の高弟をもって認じて

自信であります︒

わナーと云うのは︑自分の生涯を又再び次の世も繰り返すと云う

身に応える言葉だと思うのです︒何故かと云うと︑あのソ連︑日本
かの八月十五日降伏の一週間程前に一方的にそれを破棄して︑北満

との間に不戦条約を結んで居りましたにも拘らず︑敗戦の色濃い︑
の国境から︑樺太から︑千島から怒涛の如くソ連軍が日本に流れ込
んで来た︒吾為はそれをはっきり憶えている︒不戦条約なんて何の
ければ本当の意味の平和はないんだと云うことをアメリカで初めて

役にも立たない︒だから人々の心の中に平和をつくろう︒そうしな
のカソリックの信者のケネディ大統領が言ったのであります心私は
感激した︒このケネディの遺言とも云うべき言葉を全人類が守ろう
じゃないか︒よしんぱ吾灸の歩象は遅くても千里の遠い目標に向っ
と私は思うのです︒

てゆこう︒その一番大事な方法は何か︑それは〃小さな親切川だ︒
などや

お互が平和に和かな気分をもって暮すそのこと以外庭は無いんだ︒

っているとみえてそう云う︒〃そうですよ〃〃向うの方ですよ

にあわててタクシーを探してもらって〃先生タクシーですか〃と知

かに手紙が来て︑その若い男が︑私は厚木高等学校の卒業生です︒

うのでスッ飛んで行った︒やっぱし無くて遅れちゃったが︒五日目

とい

たとしますｃどんな場合でも紙屑は必ず紙屑龍に捨てる︒或はタ簿ハ

もしも皆さん吾々か紙屑一つ捨てないと云うことを一生守ろうとし
コの吸殻を決して外には捨てないと云うことでもいいし︑或は言う

後輩としてかねがね尊敬しておりましたけれども先日のあなたの行

べき処では〃ありがとう″と云うことを必ず言おうと云うこと︑そ
れでもいい︑何か一つ皆さんの心の中にそう云うものを持とう︑そ

動はどうかと思う︒〃何故ありがとうとおっしゃいませんでしたか

︑

れを一生続けてやろう︒もしも吾々が再び生を受けてこの世の中に
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うことを自分でも認めざるを得なかった︒

あわてた時に必ず有難うと言えないと云う心︑そこに隙があると云

に向ってよし牛の歩拳でおそくとも一歩一歩じっくりと進んでゆこ

及ぶ道程でもありましょう︒しかし私共はその長い道程を最終目標

になっているので︑﹁アメリカに行くと︑汽車でもホテルでも共通

実行しない︒殊に長男はアメリカの大学に一年ほど研究に行くこと

ている︒こんな掃除は一分もかからないが︑私の子供達はさっぱり

とは一応それを掃除して︑そのあと使うものが気持がよいようにし

それは仏であり神であると私は信ずる︒是非そう云う心持ちで杵さ

小さくとも一生貫いて︑それをした時に自分の心をご覧になった時︑

つけてくだされれば世の中は煤々と輝く︒そしてその灯はょしんぱ

さな灯を点して世の一隅を照す︒少くとも皆さん全部がその灯びを

と云う有名な言葉かあります︒私達の心は一生を通じてやるその小

比叡山を開いた伝教大師の言葉に〃一つの隅を照す者は国宝なり″

一

うではありませんか︒皆さんの家庭に誰もがそれを持つと言うこと︒

の洗面器は使ったあとで必ず掃除する習慣になっているから︑今の

私は毎朝洗面所で顔を剃ることにしているが︑洗面器を使ったあ

うちから心懸けるように﹂と説教するとハイハイと返事はする︑が

んの心に〃小さな親切″の灯を点じて頂くことをお願いします︒

︵小さな親切運動実行委員代表元東大学長︶

一向に実行してくれないので更に追求すると﹁アメリカに行ったら

闇の中の親切

田 部 井俊夫

k･イノ

やるよ﹂ときた︒これは親が甘すぎたせいかもしれないが︑果して

一

一

一Ｊｊ〜〜Ｉｌｌｌくくくくくくくく〜〜ｊｊｊｊｊｊｊｊｌｊ

有蓋貨車に身うごきもできぬほど詰込まれて深夜行く方

た︒時は終戦の翌年の十月末︑場所は既にソ連領となった

も知らず運ばれて行くのは不安でもあり淋しいものであっ

北千島のハロムシロ島で終戦を迎え︑そのままソ連軍に

サハリンのコルサコフ︵旧大泊︶駅︒

／ 庁 、

彼は今アメリカでこれを実行しているかどうか心配しているところ
だ︒先日も私は東北旅行で汽車に乗って洗面所に行ったら︑使った
水を流すことさえしてなかった︒こんなことは日本ならでは見られ
てから顔を洗うのと︑掃除されている洗面器で自分の顔を洗ったあ

ないことである︒他人が顔を洗った水を自分で捨て︑あとを掃除し
とで︑その水をすて︑あとを掃除するのとどちらがよいかは改めて
論ずる必要はない︒

一つ一つの小さな親切は誰にでも容易にできることには違いない
から︑何でもいい︑一つ持って頂きたい︒然しそれは何でもない様
でいて︑大変だと言うことが考えられます︒それを実行する機会を
さずに実行する人間となるまでの道は誠に遥かで遠いといわなけれ

逃すことが実に多いので︑それを全然反射的に︑習慣的に一つも残
ばならない︒私共︑この﹁小さな親切﹂運動の会員は︑忍耐と勇気
と責任をもってこの道に踏み出したのである︒それは数千キロにも

一

一 一 − 戸 〜 − へ 〃

I

である︒さすがに十五センチほど隙間を残し︑それ以上は

人間が充満しているのだから扉を密閉されたら窒息請合

じであった︒

頭で沖仲仕のような労働に従事させられた二︑三ヶ月後の

開けられないように太いワイヤで括りつけてあった︒すで

抑留されて一ヶ年余今度はサハリンに移されコルサコフ埠
ことである︒或る日突然移動命令が出て大急ぎで防寒外套︑

を懸念し隙間のすぐ近くに陣取ったがこれが甚だ迂潤だっ

毛布その他身の廻りのものを梱包し︑それを担いで駅前広

た︒列車が速度を増すにつれ冷い風が容赦なく吹込んで来

に不惑を越えている老兵の私はそれでも息苦しくなること

﹃シベリアじぁあるまいな﹄﹃旧国境の辺りで森林伐採か

る︒サハリンの十月末はもう冬である︒危く凍えるところ

場に集結した︒総員五︑六百名︒﹃ドコヘ行くんかな﹄

たいなあ！﹄という切なる願望と﹃ひょっとすると永久に

な﹄いろいろ臆測してゑるが何の根拠もない︒﹃早く帰り

車するので助かった︒

あれは何時頃だったろうか？真夜中の一時か二時頃だ

だった︒幸い列車があまりスピードを出さず︑しばしば停

ったことは確かだ︒所はどの辺か皆目わからない︒生れて

帰れないんじああるまいか？﹄という不安が誰の胸にも交

はソワソワしていた︒待機すること三時間︑もう夕闇が迫

るからには何かいいことがありそうな気がして若い兵隊達

ンャリ野山の輪廓が見えるだけだからである︒ただそこが

初めて通る土地であり︑扉の狭い隙間から覗いて見てもポ

錯しているのだが口には出さない︒それでも部隊が移動す

って来るのに乗車命令は一向に出ない︒われわれだけでは

そこで列車は停った︒別段機関の故障でもなさそうだがナ

鉄道敷設のため土を盛りあげた低い堤の上のようであった︒

ない︑ソ連の市民や農民も広場の砂利の上に腰をおろして
にも貼ってない︒それに乗客を駅の建物の中に一人も入れ

ジッと何時間も待っている︒列車の発着時刻表などはドコ

ない灯りもない︒それでも押せ押せで窮屈ながら全員乗込

車命令が出た︒乗込むのは十屯貨車︑床には席一枚敷いて

眺めていた︒こおろぎか何かかすかな声で鳴いているへ寂

かって眠っている︒私は眠れぬままに隙間から註然と外を

十分経ち︑二十分経った︒車内の兵隊達は梱包に寄りか

ら不思議だった︒

ゼこんな駅も人家もない野原に停るのか︑毎々のことなが

んだ︒プラットホームには電灯もなく駅員も立っていない︒

気配がした！オャと思って目をこらすと堤の斜面に誰か

莫たるひと時であった︒その時何となく車外にものの動く

それからまた数時間︑夜も更けはじめた十時頃︑急に乗

ないのも不思議だった︒

い︒いきなり黙って車がすべり出したのは何とも奇妙な感

発車間際となっても何のアナウンスもなく電鈴一つ鳴らな
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が﹃飼旬前進﹄している︒そして列車に近づくと﹃兵隊さ
ん︑兵隊さん﹄と声を押し殺して呼んでいる︒扉の隙間か
ら何やら手渡して呉れるのだ︒それも一人や二人ではない︒

いで何かを渡そうとしているのだ︒中にはたしかに女の声

相当長い距離にわたって何組かの人達が列車に這い寄り急
らしいのも聞える︒おそらく一部落全部の人達が駈けよっ
て来たのだろう︒

包みを開けば梅干入りのむすびがある︑たくあんがある︑

ふかした馬鈴薯がある︑かぼちゃの煮たのがある︑唐きび
○○

がある煙草がある︑糠みその漬ものがある︑干魚がある︑取

って置きの砂糖がある︑ビールびんに入れたどぶがある１
真夜中に突然降って涌いたこの﹃ふるさとの香り﹄﹃お

ふくろの味﹂に兵隊達がどんなに狂喜したか！もちろん
これらは一部の者にしか行きわたらなかったが︑たくあん
の一切れを口にした者も口にしなかった者も樺太の奥地の
づけられたのであった︒

名もない山村の人達のこのあつい情けに等しく感激し勇気
しかし何分にも暗闇のなか︑しかも隠密を要するのでマ

兵があの時︑何か列車の周囲が騒がしいと感付けばテッキ

リ捕虜達が集団脱走を企てていると思込むであろう︒そう

なればかれらがいつも肩にかけているマンドリンと称する

連発銃が火を吹いたであろうからである︒またもし監視兵

が一輔毎に乗込んでいたら必ずや感づかれてこれ亦大事に

それにしても真夜中に偶然村の近くに停車した有蓋貨車

至ったであろう︒

がその中に日本兵捕虜を満載していることをどうして村人

達が気がついたのであろう？ともかく誰かの知らせによ

って部落の人達が取るものも取りあえず︑食べものを掻き

集め︑危険を冒してわれわれに届けてくれたのだと思うと

なにしろ廿七年も昔の話︑だんだん記憶も薄れ︑時には

まったく涙なきを得ない︒

﹃あれは夢だったのかな？﹄とさえ思う始末だが︑あの土

手に這いつくばって﹃兵隊さん︑兵隊さん﹄と呼びかけて

くれた村人達のあのやさしいささやきだけは忘れることが
出来ない︒

︵後記︶きょうは終戦記念日︑私の想いは自然︑戦地や抑留時代

ッチ一本擦ることも出来ず︑村人も兵隊も互に相手の顔を

いて何か書くようにとのご伝言があったがどうも教訓的な

に遡る︒たまたま弘道会の渡辺理事から﹁親切連動﹂につ

︵昭和四八・八・一五︶︵元全国地方銀行専務理聯︶

さの思い出の一つを書きつけてみた︒

ことはニガ手なので︑当時体験した人の情けの有難さ︑尊

見きわめることも︑言葉を交わすことも出来なかった︑そ
の内に列車はガタンガタンと動き出してしまった︒
考へてみればこの村人達の行動は非常に危険であった︒

列車の前部と後部に乗っていた一個分隊ほどのソ連の監視
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善事千里
一

婦人や若年婦人を動かしたように見えた︒

昔から悪事千里ということばはあるが︑善事千里という

ことばはないようである︒しかし︑わたくしは善事千里︑
ではないかと思う︒

善事万里でなくてはならないし︑事実もその通りであるの

﹁小さい親切﹂という運動が︑ひところ世間の話題にな

って︑その志を推進するための団体もできてかなりな数の

古川哲史
岡山で学会があって︑四日間東京を留守にした帰り︑品

ったことがあった︒東大の総長であった茅さんの提唱であ

川駅で新宿・池袋方面行の国電に乗った︒五反田駅で赤ン

には︑つぎつぎに連鎖反応を起こして思わぬ﹁大きな親

協力者もえ︑﹁小さな親切﹂でもそれが起爆剤になるとき

っぱいであった︒若い婦人が困っていると︑大きな荷物を

坊連れの若い婦人が乗りこんで来たが︑あいにく座席はい

したさきの寸劇も︑スヶイルは小さいが︑そうしたおもむ

きをもっていた︒老婆の小さい親切は︑たちまち数人の婦

切﹂に発展しないともかぎらない︒わたくしの眼前で展開

すると︑その隣りにすわっていた中年の婦人が立ちあがっ

であった︒

人たちを動かして︑なんともいえない人情劇に発展したの

背負った老婆がスクッと立ちあがって︑席を譲ろうとした︒

て中年婦人の席のあとにすわったが︑次の駅で下車した︒

悪事千里とは︑悪事はすぐに千里の遠方まで伝わりやす

て︑老婆に腰かけるようにすすめた︒老婆はすなおに応じ

お礼を言った︒老婆は中年の婦人にむかって﹁ありがとう

老婆が席を立つとき︑赤ン坊連れの若い婦人は頭をさげて

いが︑ここでは伝染する意味に解して︑わたくしは善事千

く︑これをかくすことのできないのを元来は意味するらし

里︑善事万里を主張したい︒

ございました﹂と丁寧に挨拶して出て行った︒

これは︑わずか四・五分のうちにわたくしの眼前で展開

泊翁西村先生が日本弘道会の前身︑東京修身学社を創設さ

しかし︑道徳運動の成長は︑なかなか困難なものらしい○

がしく︑感動的であった︒一幕の主役は︑むろん︑老姿で

れたのは明治九年四月七日のことであったが︑これにさき

したやりとりであったが︑名優の演ずる舞台以上にすがす
ある︒老婆の天衣無縫な善意がつぎつぎに伝わって︑中年
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、
−

だつ同年三月十九日︑泊翁は阪谷朗瞳︑丁野遠影︑植松直
久の三人と日本橋区呉服町相済社楼上で会い︑道徳振興を
議しておられる︒これが修身学社第一回の会合で︑ついで
杉亨二︑那珂通高︑辻新次︑大井鎌吉の四人が入社し︑京
橋区銀座二丁目幸福安全社楼上を集会所とし︑毎月一回会
合して修身の道を講究することとした︒そして社名を東京

但毎年七月八月ハ休会タルベシ︒

第六条地方二於テ支社ヲ開クコトハ自山タリト雌モ︑木社

ノ規則二抵触セザランコトヲ要ス︒

第七条退社セント欲スル者︿︑其事由ヲ略記シテ本社二通
ズベシ︒

ヲ忠告シ︑聴力ザルトキハ︑其社籍ヲ削ル︒ヘシ︒

第八条社員中モシ本社ノ体面ヲ汚ス者アルトキハ︑先ヅ之

というのであって︑やはり﹁先自ラ其身ヲ修メ﹂ることが

修身学社と称したが︑道徳は自己一身の修養が先決要件だ
という見地から︑社員の勧誘はしなかったので︑進んで加

うたわれている︒しかし︑﹁地方二於テ支社ヲ開クコト﹂

も念頭にあったので︑十年五月︑泊翁は文部省の命を奉じ

盟する者は少なかった︒

それでも︑明治十年の春になると︑社員の数が十二人に

て静岡︑愛知︑三重︑岐阜︑石川の五県下を巡回した機会

泊翁のこの期待はその後どうなったか︒明治二十三年四

か﹂と期待している︒

久しきを以てせぱ︑或は志願の一分を遂ぐることを得ん

からざる﹂ことを力説し︑﹁互に切瑳琢磨し︑積むに歳月

その中でも﹁人を善くせんとする者は先自ら善くせざるべ

必要なるゆえんをのべ︑社員激励の演説を試染ているが︑

学社創設以来の経過をたどり︑国民道徳を振興することの

発行して会員に配布した︒その初号の巻頭に︑泊翁は修身

て三十二人となり︑初めて﹃修身学社叢説﹄という雑誌を

務は振わなかったが︑十三年の春になって社員の数はふえ

の社員を得ている︒十一年と十二年は西南戦争の影響で社

を利用して︑静岡県で四人︑岐阜県で三人︑石川県で四人

なったので︑初めて規約をつくり︑社員に頒った︒その
﹁規約﹂は︑

東京修身学社規約
ポサントスルニアリ︒

第一条本社ノ主義ハ︑人々先自ラ其身ヲ修メ︑兼テ人二及
第二条入会ヲ望ム者ハ︑其族籍︑職業︵官吏ナラバ官名︶︑
申込ムベシ︑其人ノ品行︿紹介者其責二任ズ︒

姓名・年齢・住所ヲ記シ︑社員ノ紹介ヲ以テ本社二

第三条本社︿固ヨリ天爵ヲ貴ブヲ以テ︑人爵ノ尊卑ハ之ヲ
論ゼザルベシ・

供スルガ為二毎月金拾銭ヲ出スベシ︒

第四条新二入社スル者ハ入社金トシテ金三拾銭︑又社費二
第五条本社ヲ束京一一置キ︑毎月第三ノ土曜ヲ以テ会日トス︒
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｜

票の番号一千二百号に達せり︑此中に退会せし人も多けれ

によると︑﹁本会も追為有志諸君の賛成を得て︑昨今は証

月に発表された﹁弘道会員諸君に告ぐ﹂︵泊翁叢書第二輯︶

ように着実な伸びをしている︒

は六千余人︑そして三十年四月には七千七百七十人という

あって明治二十六年七月には三千有余人︑二十八年五月に

る︒すなわち︑明治十年春の十二人から十三年たって百倍

鑑﹂六巻を編纂して出版している︒宮内省蔵版とあるから︑

まだ遠く及ばなかったが︑泊翁は明治二十年七月︑﹃婦女

しかし︑明治三十年四月の段階では︑目標の四万人には

ば現時の会員数は大約一千人許なるべし﹂と計算されてい

かった︒右と同じ文章の中で泊翁は﹁老生の望にては全国

纂氏名﹂には︑

泊翁の個人的著述ではなかったが︑巻末にある﹁婦女鑑編

近くふえたわけであるが︑むろん︑これで泊翁は満足しな
三千九百万の人を尽く本会の会員と為したきことなれども︑

きりに善事千里︑善事万里の逸話をあげている︒巻一の初

るものであった︒そういう性質の著述において︑泊翁はし

が列記してあるから︑疑いもなく泊翁の個人的著述に準ず

宮内省文学御用桂山田安栄校勘
宮内省文学御用桂加部厳夫修文

宮内省三等出仕文学御用桂西村茂樹編纂

夫は忠も出来難き望なればせめては全国人員の千分の一位
は会員と為したき者なり﹂と言っているとおり︑三千九百
万人の千分の一︑すなわち四万人を会員にしたい希望であ
った︒しかし︑現実は︑四万人の四十分の一の一千人しか
泊翁は︑﹁凡そ道徳会を以て風俗矯正︑敗徳者改悟等の

会員はいなかった︒

諸功績を挙げんとするには︑其会の勢力を盛んにするに如

めの二つを現代文になおして示せば︑

にそのこころざしの奪うことのできないのを知り︑そのことをく

墓側に行き︑なげきさけぶ声が夜昼たえなかったので︑母もつい

分を他家に嫁せしめようとするのを知り︑ひそかに家を出て父の

しゑ︑そのため寝食を廃するに至った︒喪がすんでのち︑母が自

住んだ︒十二歳の時に︑父が死んだので︑女は深くこれを歎き悲

衣縫金継の女は︑もと右京の人であったが︑故あって河内ノ国に

衣縫ノ金継ノ女

きぬぬいかなつぐむすめ

くはなし﹂︵﹁弘道会諸君に詞る﹂︵泊翁叢書第二輯︶という意見

をもっていたが︑では会の勢力を盛んにする方法は何かと
いえ雷ば︑

その一会員の数を増加する
その二会員の熱心
その三会員互に気脈を通じ︑一致の運動を為す

にあると考えていた︒それで一千人の会員数で満足するは
ずはなく︑その後も鋭意会員数の増加につとめ︑その甲斐

（12）

のことであった︒

とある︒﹃婦女鑑﹄には︑こんな調子の逸話がぜんぶで百

ちにしなくなったので︑これより母とともにいて︑父の忌日ごと
に厚く祭祁の礼をおこなって︑怠ることがなかった︒また︑家の

の三方面にわたっている︒これは明治十年以前に現われた

二十あつめられているが︑逸話の国籍は日本︑中国︑西洋

えががわ

りなやむ者が多かったので︑女は母と共に年灸に多くの材木を買

近くに恵賀河という河かあったが︑橋がないため︑冬になると渡

わが国の修身教科書がいちじるしく西洋に傾いていたのが︑

かりはし

いもとめ︑仮橋を造って往来の人の便をはかること︑十五年の久

明治十年代になると和・漢の道徳思想にも注目するように

ん歎きかなしんで︑祭祁をねんごろにいとなんだ︒このことが朝

あさひな

わけ興味をもって読んだのは﹁美濃部伊織ノ妻﹂という次

ランスを模範としたためかも知れないが︑わたくしがとり

ンスの話が多いのが目だつ︒明治初年の日本の修身科がフ

なった一般的傾向と州応じているが︑西洋ではとくにフラ

しきに及んだ︒母は八十の高齢で亡くなったが︑この時もたいへ
単ことのりさんかいじよしゆうしんふくたま

廷にきこえ︑承和八年︑勅して三階を叙し︑終身復を給い︑門
牡いひよう

間に族表せられた︒
さちよりめ

︑︑

美濃部伊織は徳川幕府の旗本で︑その妻るむは安房国朝夷郡真間

の話であるＯ

村の内木四郎右衛門の女であった︒十四歳のころ江戸に出て︑尾張

これを平内という︒るむは資性柔順で︑よく夫につかえ︑夫の母に

︑︑

侯の奥につかえ︑二十八歳のとき伊織の妻となって男子を生んだ︒

もねんごろにつかえた︒そのうち︑夫伊織は公用で京都二条城に出

仕したが︑あるとき同僚下島某に辱められ︑忍びかねてついに匁傷
︑︑

に及んだ︒その罪で家禄を召しあげられ︑越前丸岡藩に無期禁姻と

なった︒るむのなげきはひとかたではなかったが︑思いなおして家

財雑具を売りはらい︑祖母は伊織の弟の家にいたので︑その身は

児平内は五つの年に庖痕を病んだ死んだ︒そのころ祖母も江戸から

幼児をつれて生国安房の真間村に帰り︑つらい月日を送るうち︑幼

わずらい

︑︑

来て同居していたか︑間もなく亡くなったので︑今は身ひとつで他

の累のなくなったるむは︑ふたたび江戸に出て黒田家の奥室につ

klOノ

福依売

福依売は︑薩摩ノ国のいやしい農民の女であった︒父母は老いて

ったので︑その貧苦は想像のほかであった︒福依売はいつも人

男子がなく︑ただこの女ひとりであったのに︑父は病気にさえな
にやとわれ︑わずかの賃銭をえて︑父母を孝養した︒その銀難は
形容を絶していて︑そのため今がさかりの容貌もやつれてくろず

はいえないまま︑八十の高齢になるまでなおながらえていた︒

んだので︑見るものでいたましくおもわぬはなかつた︒父の病気
福依売はくすりをもとめて看護すること二十年余り︑母にも怠る
ことなくつかえた︒とりわけりっぱなのは︑その身の賎しいのに
な

ふるまい

似ず︑父母につかえるさまはたいへんうやうやしく︑貴人の挙動
さとびと

にも少しも劣らず︑いつも顔色を正しくして︑かりそめにも蕊れ
おこたることがなかった︒そのようであったので︑その里人ども
はまことにありがたいことに思い︑状を具して上奏したところ︑

やがて爵三級をたまわり︑門間に雄表せられた︒これは仁寿三年

／ 1 つ 、

まつり

かえ︑その俸金を貯えて美濃部家先祖の祁をおこたらず︑．もとより

公事に励んだので厚く用いられた︒三十余年一日の如くつかえたの
ちふたたび故郷に帰ると︑その翌年夫はゆるされて江戸に帰って来
︑︑

た︒るむは喜びいさんで長年つとめ励んで貯えた金銭をたずさえて
夫のもとにもどり︑所用のものを買ひもとめてふたたびむつましい
夫婦生活にかえったので︑幕府はその貞節を賞して白銀十一枚を下
︑︑

るむは七十一歳で︑実に珍らしいことであった︒

賜した︒これは文化六年十月のことで︑このとき伊織七十二歳︑

小さな親切

木下広居

森鴎外は大正四年︵一九一五︶︑右のままの内容を﹃ぢい

この﹃ぢいさんばあさん﹄における﹁ばあさん﹂すなわち

さんばあさん﹄という一篇の小説に仕あげた︒斎藤茂吉は

﹁るむ﹂を理想的日本婦人のひとりとしたが︑明治二十年

︵一八八七︶発行の﹃婦女鑑﹄において泊翁がすでに彼女を

︵本会評議員亜細亜大学教授東大名誉教授︶

とりあげられた先見の明にわたくしは脱帽するほかはないｏ

いうまでもない︒↓︑ルクスとかレーニンというような人が︑

人間社会のために︑善いことをしたかどうか︒ロシアは革

命をしなかった方が善かったのではないか︒帝制時代の末

期は経済的に順調な発展をしていた︒土地改革も進行中だ

った︒あのまま行ったら︑今より経済的には好かつたので

はないか︒独裁政治の後遺症なんか残らずに︑すんだので

ところが他方では︑やはり︑ああいう革命を起こさなけ

はないか︒あれほど沢山の人を殺さなくてもよかったので
はないか︑ともいえる︒

れは︑大きな親切とちがうところだろう︒これは︑親切な

ればロシアの後進性はどうにもならなかったろう︑という

小さな親切運動が益をさかんになっている︑というｃそ
つもりでやったことが︑逆に不親切どころか︑相手に大損

人もあろう︒とにかく︑ロシア革命は人民に対する﹁大き

そして︑革命を起こす側も︑ほとんど生命を投げ出して

か︑問題として残っているのではあるまいか︒

があったか︒ほかの国がマネをしていいものだったかどう

な﹂親切心から出発したとしても︑それがどのくらい価値

害を与えたり︑殺したりする場合があるからだ︒大きな親
しようとするために戦争をする︒労働者階級を解放するた

切をしよう︒というのは︑危険なことがある︒民族を解放
めに革命を起こそうとする︒どれも﹁大きな親切﹂心から
出発するものにちがいないが︑大きな犠牲をともなうこと︑
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終ったり︑将来も見込があるのかどうか︑分からぬものも

ぬか分からない︒しかも︑その革命が結局において失敗に

やることだ︒革命の成功を見るまでに︑どれだけの人が死

だぞ！﹂といって下さった︒この親切な言葉を忘れなかっ

時大森先生という方が来訪されて︑﹁木下︑えらくなるん

父親が千葉に転勤した︒四シ街道という町だった︒転居の

た︒ずっとあとで︑地震学者の大森房吉という人の写真を

だ︒小さな親切の方は︑与える側も大して犠牲をはらうわ

どうしよう﹂と迷った︒それでも︑五年生終了で入れる中

毎年︑終り頃になると受持の先生は︑﹁落第させようか︑

見た時︑これが﹁大森先生にちがいない﹂と思いこんだ︒

けではないし︑結果は︑必らず善いにきまっている︒だか

この詩を暗詞してくるようにといわれた︒

学があった︒それに六年を出てから入った︒英語の時間に︑

ところが︑なんにも︑こんな理くつをいう必要もないの

あるだろう︒

ら何の心配もないのだ︒しかし︑いったい大きい親切か小

﹁小さな砂も積れば大きな山になる︒水の小さな一滴も大

さな親切か︑区別のつかん場合がある︒例えば私が九段坂
上にあった富士見小学校というのに明治四十二年の春に入

海になる︒小さな親切もこの世を天にあるエデンの楽園に

︵巨匡①唱巴ロの旦闇口ｑ目色穴の四宜的目○Ｅ﹈国冒・匡皇①

する︒

学した︒同居していた叔父が︑高等小学をやって中学に入
ったので二年も世の中に出るのがおくれた︑としきりにく

ａ宮口ｇ５筋目昌吊牙①固胃牙ロロ両号国辱庸四函困ぐ①口

烏○冨旦言胃関目鼻⑦四目信匪ｑＯｏｇＰ冒己⑦号のｍ

やんでいた︒だから︑この子は一年でも早く︑というわけ
で︑どうゴマかしたものか︑一年早く入学した︒その叔父

学年末に母親が先生に呼ばれて行った︒帰ってくると︑

凹ご○ぐ①︒︶

は法律をやっていた学生だったｃ

病気ばかりして家にぱかりいたのだし︑友だちはなし︑
学校に入ったことが︑どういう意味なのか分からなかった︒

面白いほど成績をあげるようになります﹂

﹁今は最劣等ですが︑ああいう子が︑いったん自覚すると︑

というようなことだったらしい．ｉどこの先生でも︑小

いつになく喜んでいる︒

ら︑どうなったか．Ｉ一年早すぎた︑ということは大き

もトイレも︑すべて教えてくれた︒この友だちがなかった

の言葉を忘れなかった︒﹁自覚﹂とは︑どういうことなの

さな親切があれば︑いえることかも知れない︒しかし︑こ

れたのが﹁モンマちゃん﹂という同級生︑階段の上りおり

かった︒それから二十何年というもの︑頑固な劣等感にと

先生のおっしゃることもさっぱり︒その時︑親切にしてく

らわれた︒童ことに蕊ぢ麹な時期だ書た︒Ｉ一年たって︑

１Ｌ

ＦＤ

︑０ノ

／Ｉ︑

か︑時点思い出して考えていた︒

旧制高校への入学は浪人を経験してからだったこという
までもない︒一年の二学期がはじまって︑日本史の時間だ

みなければ分からないのだ︒いったい︑勉強らしい勉強を︑

したことでもあるのか﹂というのが自分の口ぐせだ︒

むし暑い夏が来た︒ある学生が︑﹁うちでは暑くて勉強

﹁図書館は？﹂というと︑

ができません﹂という︒

﹁案外やかましいし︑朝から入るのに受験生が行列で﹂︒

った︒篠田先生︵神主をなさって亡くなった︶が︑﹁木下

君の答案にば賛成し童した﹂といわれた．Ｉぽめられた

学生生活が終って世の中に出ると︑どれだけ小さな親切

いが︑ひる寝もしないで︑一日中本を読むことになる︒普

生も勉強が進むだろう︒こっちも︑競争というわけでもな

強してもらうことにした︒これが八月一杯続けば︑この学

では︑というので﹁小さな親心﹂を出して︑研究室で勉

のは︑はじめてだった︒これから自信のようなものが芽ば

を受けたかわからぬ︒戦災でも死なず︑交通地獄でも生き

えて来たようだ︒

のびた︒強くもないからだで仕事が続けられる︒これは︑

︵本会副会長創価大教授︶

通の夏休みより能率があがることになるらしい︒

自分の為と人の為

人を愛すれば自分も愛される︒

人を尊敬すれば自分も尊敬される︒

人に親切を尽せぱ︑自分も親切にされる︒

﹁汝に出ずるものは汝に還る﹂という理法は︑千古の至言

これが自他一如に到達すべき関門で︑これからさらに進ん

で︑簡単ではあるが︑噛みしめる程味があり含蓄がある︒

で玄妙高遠の境地にまで突入し得らるるものと考えるので

ある︒︵世間雑話・此の境地まで︶
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なによりも小さな親切のたまもの︑といえる︒

もう三十五年も前︑ある城下町に住んでいた︒堀端の路
を乳母車を押して歩いていた︒その路が︑デコポコだった︒

ちょっと手を離したトタンに車が走り出して堀に落ちそう
になった︒

﹁アシ︑あぶない！﹂

と十二︑三の子供が注意してくれた︒

そのおかげで︑どんなに助かったかわからない︒想い出
しては︑ありがたい︑と思っている︒

学校の教師を長くやっていて︑何とかして学生が面白く
勉強するようにしたいものだ︑と考えている︒

﹁どんな点数をつけられても︑自信を失うな︒自分の能力
は︑この程度だ︑というようなことを考えるな︒勉強して

／ 司 戸 、

﹁親切﹂ものがたり

︲
渡辺正勇

って各管下から凡そ三人の善行者推薦方を

各府県知事に依頼したのである︒こうして

推薦された善行者は︑合計三一七名に上り

詮衡の上全員表彰することとし︑昭和三年

十二月東京華族会館で六三名︑昭和四年十

一月京都華族会館分館で︑一六四名の︑そ

っている︒さらに本会は先年宮内省で出さ

れ人︑関係大臣を迎えて盛大な表彰式を行

れた﹁明治孝節録﹂と合併して︑この全員

二二七名の輝く篤行を﹁昭和善行録﹂とし

業として︑全国に隠れているｌ﹁ゴビの砂
漠で金剛石を探す﹂ようなＩ善行者を表彰

て福島甲子三氏の寄付金をもって昭和十三

日本弘道会の善行者表彰
﹁小さな親切運動﹂︵代表茅誠司元東大学

である︒本会は善行者表彰調査委員会を設

それとともに会誌﹁弘道﹂に昭和三年二月

年八月刊行して︑世に送っているのである︒

するという大事業を敢行することとしたの
け︑徳川達孝会長︑服部宇之吉副会長︑神

六月︑わが日本弘道会館二階の下中記念財

谷初之助︑広江万次郎両主事︑委嘱の福島

︵畑︶号から︑全国より寄稿された善行を

長︑専務理事塚原富衛氏︶が昭和三十八年

四︶で始まってから早くも十周年を迎えて

団の事務所︵現在千代田区三崎二

甲子三︑高島平三郎︑三輪田元道︑繁田武

砂金集その一︵現代美談︶として掲載を初

親切と正直の美談二つ

易いように書き改めて紹介すると︑

東京駅に二つの感謝状が舞い込んで吉田

一つは帝大教授大島義清氏が﹁下関行特

駅長はわが事のように喜んだ︒

急で旅行中︑国府津駅で五十銭出して列車

給仕に電報を依頼した︒数日後河上亀太郎

て申訳ありません︒今思い出しましたので

という給仕から﹁お釣りの十五銭を遂忘れ
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二○

その会員も七十四万の盛況を呈しているこ

の結果︑

平︑寺本与左ヱ門の九氏を委員として協議

備考賞勲局ニテ表彰・セラル零ヘキ人︿除カレタシ

めているのである︒その二三の例話を読み

とはまことに喜びに堪えないことである︒

との前記七項目に亘る善行者調査基準によ

慈善等ノ篤行アル者

方ノ公益公務二尽拝シ其功績顕著ナル者七博愛

三孝子四節婦五忠実ナル従業員傭人等六地

以テ模範トスルニ足ル者

チ義勇奉公ノ念二厚ク其行動衆二擢ソデ実践弟行

二尽忠報国ノ精神二厚キ者尽忠報国ノ精神ニ充

敬ヲ受クル者

祖皇崇ノ神霊二対シ敬虞ノ念二富ミ常二衆人ノ尊

一敬神崇祖ノ行為顕著ナル者平素神明ヲ敬イ皇

さらにこの奇縁に実は驚いているのである︒

というのは本会々祖西村泊翁先生が明治九
年国民道徳の高揚と社会教化事業の振興を
目的とする東京修身学社︵本会の前身︶を
初めてから五十余年に亘って鋭意努力を続
けている折柄︑昭和二年十一月に今上陛下
のご即位式が挙げられることとなったので︑

国民に善をすすめられて﹁万代の春﹂とも

本会はご歴代天皇の仁慈の大御心によって
申すべきご聖徳にそう最も意義ある記念事
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夫少年は次のように話している︒﹁二人の

を見ると﹁親切り弟はじめ﹂と書いてある︒

岡のある旅館にお泊りの際︑ふと階段の横

これは新渡戸稲造博士のお話であるが盛

お返しします︒﹂というのである︒

つけ飛び込んで妹はすぐ助けましたが姉が

女の子が川に落ちたのでびっくりしてかけ

不思議に思われた博士はお手伝さんに聞い

今一つは神戸市播磨町二八ＴＨエバンス

見えません︒水中に潜って探したところ頭

﹁あれは一体どういうことかね︒﹂

て見た︒

氏が﹁神戸行十六列車で下阪の途中︑食当
りではげしい腹痛を起した際︑給仕の大森

ました︒﹂と︒︵昭三・九月棚号︶

の毛らしいものが手にさわったので引揚げ

来給え︒間違ないんだ︒﹂

﹁いや君︑確かにある︒君︑行って確めて

客様のお間違いでございましょう︒﹂

﹁そのようなものはございません︒何かお

てくれた︒自分はお礼の申しようもない程

ジの詔子さん﹂ｌ閉店後だったのに三通

本誌昭和銘年廻月︵肺︶号に﹁親切黍ハッ

孝二君が実に親切に親身も及ばぬ看病をし

る︒﹂というのである︒

に感激している︒どうか表彰方をお願いす

りの旅程表を作って下さった上に南鉄バス

﹁君あそこの貼紙だよ︒﹂

まで重荷を持って夜道を案内された日本交

﹁あああれでございますか︒あれはここの

この話は当然と言えば当然であるが︑今

本紙は九州初の第一回受章者として大きく

の世にあっては︑これを美談として賞する

取上げ︑千葉日報にものせたこと︑また同

い間せております﹁親切第こというの

主人が常日頃口やかましく私達によく言

お手伝さんはなかノ︑引下らない︒

﹁そうおっしゃられても何かお客様の⁝︒﹂

調年７月︵剛︶号に﹁日本親切国際版﹂ｌ

でございますよｃホホホ．：⁝︒﹂

さな親切運動実行者バッジ﹂に推薦︑南日

のこそ何時の世でも美挙たるに相違なかろ

当時の国連局長鶴岡千偲氏︵日興証券顧問︶

それについて詳しくお手伝さんは語るの

通公社鹿児島営業所の三角詔子さんを﹁小

うというものである︒︵昭三・二月棚号︶

が国連新加盟でとまどっていたアフリカの

程世は腐っていて︑当然な事を当然として

本年八月廿日の午後四時頃東京深川猿江

ブラザービル胆ヶ国代表に仏文のタイプ版

であった︒博士はその親切談義に感心され

出来ないのが人間である︒これが出来るも

裏町長谷川亀次郎三女初枝︵一○︶は妹春

まで作って総会︑委員会の説明を会期中続

溺れる姉妹を助けた下畑少年

枝︵六︶と︑大嶋地先の竪川亀高橋下の空

け︑日本は経済社会理事に異例の再選を見
たことなどを紹介したのでお読みの方もあ

学旅行の時︑湯本の福住旅館ではお粗末な

︵現千葉高︶三年生の江の島鎌倉方面の修

これで思い出したことがある︒千葉中学

て仕合せだよ︒君！﹂

﹁そうだったのか︑私はよい処へ泊り合せ

て︑

誤って川に落ちて流されていた︒そこをた

船に乗って船をゆさぶって遊んでいる中に
まノ︑通りかかった大嶋町の船大工上原秀

ろうかと思う︒

親切第一の旅館

参考までに︒

次は心温まる大なり小なりの親切美談を

吉の弟子下畑正夫︵一三︶が飛び込んで救
んでいた下畑が病躯を推して尊い人命を救

助をした︒亀戸署では風邪で熱を出して休
助したというので表彰の手続きをした︒正
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話︑同道歌解を著した門人福住正兄の﹁報

布団の厚遇である︒後日になって二宮翁夜

雑魚湛が通り相場なのに一人一人に絹布の

刺身まで調えられているではないか︒︲

お茶道具が並び珍しいお菓子︑晩酌の酒︑

と手をついているｃそればかりではない︒

﹁そうだったのか︑俺の料見が浅かったん

わが夫は︑

今までの激怒はど一﹂ヘやら︑今さらながら︑

時か五十年前の不作法のお詑とお礼かたが
い沢は！﹂

は分り切っているじゃないか︒一体このぜ

﹁何だ！今夜の体たらくは！︒貧乏世帯

とは秋田の老農石川理紀之助翁がある年の

鬼にも宿を

だ︒本当にご苦労かけてすまんなｏ﹂

た訪ねたいと思うが未だに果していない︒

と今にも鉄拳がとび出しそうな権幕である︒

彼はもう我慢してはいられない︒

また奉仕の精神をもって経営の湯瀬ホテル

を従すことを心掛けよ﹂と翁が世人への呼

節分の夜に詠まれた歌である︒﹁鬼にも宿

徳推談﹂による経営と知ったのである︒何

の主人はお手伝さんを視察旅行に出してい

﹁まあどうかお聞き下さい︒これは私だっ

びかけについて要約すると﹃どこへ行って

かさん庵せまくとも

家ごとに追はるるかなし鬼よ鬼よわれ宿

るとのことで旅心地のよいのも成程と思っ

てよくノ︑考えてのことなの︒一日中朝早
くから夜遅くまでご苦労をなさるあなたの

分の夜のきびしい外の寒さにはこたえよう︒

月給日のご馳走

たのである︒

こととて好むところではないが︑可愛そう

もとノ︑﹁病気の神︑貧乏神の使﹂の鬼の

いかに頑丈な鬼でも虎の皮の櫛一つでは節

しは明るくしたらと考えて︑今日は奥の電

だ︒﹁宿を貸そう﹂という声を聞けば︑さ

も袖は内鬼は外と大声で追い払われては︑

灯をこちらに引いて窓下につるしたの︒そ

すがの鬼も平身低頭して喜んで来るにちが

ことを思うと月給日だけでもお迎えに出た

はるかかなたにわが家が黒く浮きぽりされ

れに今日はお給料を頂く日だと思って︑お

いない︒そうなれば恐くも憎くもありはし

或所でこんな話を聞いた︑今日も重労働

て来た︒だが今夜はどうしたことか電灯が

帰りになったら直召上れるようにと︑お好

ない︒悪に強い鬼のこと−度親切を受けた

いは山々ですわ︒でも一人切りで︑それも

庭先まであかノ︑と照らしているのである︒

柔のものを無理算段して揃えたのですわ︒

出来ないわ︒それでせめて暗い夜道でも少

自分がこんなに骨折って一生懸命稼いでも

実を申しますと私はお昼をぬきにしてのこ

にも立つことともなろう︒鬼が人間ならば︑

恩人に対してはきっと善にも強く非柑の役

りも軽く暗い夜道をただ一人家路へと急ぐ︒

手取りが少ないのを知り尽しているのに︑

となの︒Ⅲ日のあなたに少しでも元気づけ

で疲れているが月紬日だ︒袋も軽いが足取

家内はどうしてこうカンノ＼させるのだろ

るお役に立つものなら︑また新婚気分にで

らず者だ悪党だ﹂と悪口を言われれば︑か

人間も鬼である︒人間界でもあいつは﹁な

と大いに憤慨しながら︑表戸を荒々しくガ

もなれたらと久し振りにこうしたんでござ

う︒無駄辿もほどノ︑にしてくれなくてば
ラッと開けた︒いつもとちがい薄化粧の細

えって自暴自棄に陥ってますノ︑悪事を垂

いますわＯ﹂

とわが夫を労わる細君のこと細かな説明に︑

君は︑

﹁お帰りなさいませ︒﹂
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こちらから進んで温い心をもって親切を加

ねることともなろう︒いかなる悪人でも︑

あった︒後でよく吟味したところ︑高齢の

に一身を捧げたのであった︒

は従容として釈尊の大慈悲１大親切の御教

っかと結びつけていたのである︒マカナン

総理府の青少年︵出ｌ理才︶対策本部で

むすび

で︑それを見て故意に酒をこぼしたのであ
る︒この己を捨てての親切な小姓がお賞め

久太夫が自らの粗相で袴をぬらしていたの

なものがあれば物を貸し︑忙しい時の手伝

え︑少しでもよい事があれば誉め︑不自由
などすれば︑鬼と言われる悪人でも︑その
もの︒これはひとり鬼に限ったことではな

王に城民の助命を嘆願したが︑冷酷無情に

取った時︑釈尊の従弟のマカナンはピルリ

コゥサラ国の暴王ピルリがカピラ城を乗

それを裏書きしていることも事実である︒

あわてさせている︒残念ながらニュースが

い︑信仰心がない﹂等の高率なのに識者を

ヶ国に比べて日本の青年の﹁親切心が少な

まとめた青年意識調査で米英仏西独等十一

る︒﹄というのである︒

く︑一家︑一郷︑一国に通ずる道理であ

も﹁断じてならぬ﹂と拒絶された︒そこで︑

が先日︑国電西船橋︑地下鉄九段下駅で︑

マカナンの入水

に預ったのはここに申すまでもあるまい︒

罪なくぱ虫も殺さぬなけこそたけき心の

マカナンは︑

階段を上る私の右手にさげたビニール袋の

人の真心に感じて報恩の心も起ろうという

まことなりけれ

せん︒がただ一つお願いがございます︒﹂

﹁どうしてもお許しがなければ巳むを得ま

と詠み﹁天道の使徒﹂をもって任ずる翁の
面目躍如たるを覚えるのである︒

ある︒誰でも︑何処でも出来る﹁小さな親

ら極めて自然に当り前のようにして︑それ
頂きたいのでございます︒﹂

ぞれ別の若い女性が手を貸してくれたので
さすがの王も池に潜っている間くらいな

い直して︑紙屑のない︑吸殻のないホーム

切﹂とはこれだなぁと改めて右の調査を思

﹁何だ︒早く申せ︒﹂

らぱと考えて︑

﹁私が池に沈んでいる間︑城門を開放して

取手に﹁重いでしょう﹂と一ヨニコしなが

小姓の気転
これは昔のことであるが佐斑の﹁はがく
れ﹂にこんな話がのっている︒一夜︑丹波
笹山の城主松平大和守の屋敷に藩主鍋島綱
茂を初めとして多数の来客が見えていた︒

老旗本北見久太夫の軍の懐古談があり︑だ

かれて多くの城民は先を争って後からノ︑

マヵナンが徐ろに池にはいると城門が開

な潮時が近ずいているのでないかとさえ思

﹁小さな親切﹂がそここ一﹂に見られるよう

無心にその繁栄と成長を助けているように

を問わず草木や虫獣までも一様に照らして

る︒このようにして温い太陽が貧富︑老幼

と譲り合って空席のない車を夢ゑたのであ

の膝に酒をかけてしまった︒思わぬことに

運んでいた小姓が何かにつまずいて久太夫

に池中から姿を現わさなかったのである︒

と落ちのびたのであった︒がマヵナンは遂

いか︒﹂

﹁よかろう︑だが池から上るまでだぞ︒よ

小姓は赤面して早々に引下った︒他の小姓

えたのである︒︵本会主事︶

んノ︑夜もふけて宴もたけなわの頃徳利を

達が急いで久太夫を次の間に抱えて行って

彼は池の中で自らの髪を解いて柳の根にし

平謝りに謝って着物の着替などをしたので
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と一人一人たずねて︑銀子を一枚ずつ与

﹃お前は︑誰の子かえ？﹄

笹本寅

﹁論語﹂と加藤清正︵下︶

﹁日本武士﹂のつづきに︑次のようにの

ないから︑

と︑供の者にいいつけた︒供の者が︑畠

﹃よくしらべて承よ︒﹂

をたがやしている百姓にきくと︑乞食のい

うとおりだったので︑清正は感心して︑多

﹃皆の者も︑すこしずつめぐんでやれ︒﹄

額の金銀をめぐんでやり︑さらに供の者に︑

と命じたので︑皆︑百文︑二百文とめぐ

んだので︑相当大きな金額となった︒これ

﹃いま︑これをみんな渡すと︑悪者にとら

を糸て︑清正は︑

べられてある︒

いえ︑武名赫々たる当代の英雄から︑情を

えることにして居った︒同じ村の出身とは

これも︑江戸へゆく途中のことである︒

清正は︑このとおり︑慈悲深く︑同情の

とたのんで︑すぎ去った︒

かわせ○﹄

必要に応じて︑あの女乞食をいたわってつ

﹃そなたにこれをあずけておくから︑その

集った金銀を渡し︑

といって︑土地の名主︵世話役︶をよび︑

ない．⁝・・﹂

れたりして︑かえって︑害になるかも知れ

﹁加藤清正の生れたところは︑尾張の中村

こめた下さりもの︑百姓どもがうれし涙に

で︑秀吉と同じ村である︒今の名古屋駅か
ら南の方へすこし行ったところで︑そこに

清正が︑美濃︵岐阜県︶の大井というと

むせんだのも無理はない︒

が︑秀吉の家があったというところととな

ころにさしかかると︑盲目の女乞食が来て︑

清正の家があった︑という吐がある︒そこ

に名をとどろかせた英雄が二人出たかとお

り合っているから面白い︒そこから︑世界

清正の供の者に銭を乞うた︒

﹃お前は何者か？﹄

厚い人であった︒したがって︑感情も強く︑

馬上から清正が︑女乞食に︑

もうと︑無限の興味に打たれざるを得ない︒

ったところから身をおこして︑ついには肥

たずねると︑女乞食は︑地面にひれ伏し

昔物語や浄瑠璃などで︑哀れな話をきくと︑

清正は︑その頃周囲は︑平凡な村落であ
後熊本を領する大大名になったが︑この肥

いるものでございます︒﹄

て︑﹃一人の親を養うために︑乞食をして

ように思われるが︑武勇と敢斗の反面︑涙

ふつう清正といえば︑た望武張った人の

すぐ涙をながした︒

後から江戸へ往来するときは︑必ずこの自

だと思ったが︑しかし偽りであるかもしれ

ながら︑老いた親を養うのは︑感心なもの

と答えた︒清正は︑盲目の女の身であり

分の生れた村を通って︑むかしなじ桑の老
人にあっては︑

となぐさめ︑子供にあっては︑

﹃達者でめでたいのう︒﹄

ワ﹈

マｌＬ

︑１ノ

／１Ｋ

にぶち︑慈悲にあわれた一面があった︒﹂
○
この田中博士の語は︑﹁鷺は戦の思い出﹂

と題して︑次の物語につづいている︒
﹁清正の住んでいた江戸の屋敷は︑参謀本

部と陸軍省のある市ヶ谷であった︒その陸
そうと茂っているが︑これはさいしょ清正

軍省のあった場所の土手には︑古木がうっ
が植えたものだと伝えられている︒
なぜ清正が︑この木をうえたかというと︑

をさせた︒まさに︵備えあれば憂いなし︶

せ︑三四日はそれだけでささえられる用意

の話は︑さらにつづいて︑︵便所の中から

田中博士の﹁日本武士﹂の中の加藤清正

あるとき︑清正が夜更け︑便所へゆくと︑

とがのべられている︒すなわち︑

愛した大将は︑多くはあるまい︑というこ

士卒の論功︶という題で︑清正ほど士卒を

絵で桑てもわかるように︑清正は︑長い

であった︒

アゴヒゲをはやしていた︒

あるとき︑江戸城へゆくと︑徳川家康の

にひかえていた︒清正は︑便所にはいると

二三の小姓がシきそって︑手洗水のところ

ていたが︑その高い足駄を︑便所の申でガ

き︑一尺ばかりの高い足駄をはくことにし

﹃いまどき︑あなたのように︑ひげをはや

老臣本多正信が︑清正に︑

している人はいない︒そりおとされてはい

ときくと︑清正は︑

﹃御用でございまするか？﹄

ろうと小姓たちは︑

タン︑ガタンとふみならしたので︑何事だ

かがですか﹄
︑︑

﹃⁝⁝なるほど︑ツラにはえているひげを

といった︒すると︑清正は︑

いうので︑植えたのだった︒このように︑

そりおとしたら︑さぞさっぱりするだろう

この木の実は︑馬の病気のクスリになると

とは︑朝夕自分も思わぬではないが︑若い

﹃いま︑急に思い出したことがある︒庄林

いものは植えない︒ことに注意して︑軍馬

時から︑このひげヅラに頬あてをあてて︑

と命じた︒

隼人助を呼べ︒﹄

清正は︑土手にうえる木でも︑役に立たな
の役に立つものをうえた︒

甲︵かぶと︶の緒をしめたそのときの心地

清正の注意深いところは︑こればかりで

よさ︑いまもってそれを忘れることができ

外出するときは︑自分はもちろん︑従者

まう気にはなれません︒﹄

ときのことを思うと︑急にそりおとしてし

ぬ︒いかに治まった御代といっても︑その

助はすぐおき出してきて︑登城した︒痔の

使いを出すと︑もう床にはいっていた隼人

小姓たちは︑すぐ庄林隼人助のところへ

なかった︒

かりの玉薬をいれた小筒を︑馬の鞍︵くら︶

にも︑すべて米五合を入れた袋と︑一尺ば

わるい清正は︑便所が長かった︒

い者で︑いつも茜︵あかね︶の袖なしの羽

便所へ隼人助をよんで︑

葉がなかった．ｌ治にいて乱を忘れず︑

﹃その方をよんだのは︑ほかのことではな

と答えたので︑さすがの正信も︑返す言

なく末噛の変にそなえるためで︑ｌ平

この清正の注意深い心がけが︑よくあらわ

にむすびつけさせた︒これは︑いうまでも
和なときでも︑そうであったから︑まして

い︒ｌその方の家来に︑二十ばかりの若
○

れている︒

でも︑その他いろいろなものを腰につけさ

や陣中などでは︑米ばかりでなく︑味噌ま
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﹃ははい！﹄

さっそく抜擢してつかわせ︒﹄

隼人助は感涙にむせんでかえっていった︒

と申すぞ？﹄

織を着ているものがある︒あの男は︑なん
と︑たずねた︒隼人助は︑かしこまって︑

ｌ清雌が士卒を愛する心憾︑かくのご

などでも︑四書をよませて︑よく聞いた︒﹂

して︑肥後から江戸へ上り下りする船の中

う人を川として︑かつこれらを非常に催遇

那波活所︑笹屋宗澗︵そうかん︶などとい

﹁その頃︑有名な儒者であった江村専斎︑

といちばん大事なことがしるされている︒

間にあっても︑学問をはげんだ︒﹄

﹁清正は︑武勇一・へんの人ではない︒戦の

また︑﹁清正の勉強﹂と題して︑

○

とく熱烈であった︒

﹃出来助と言って︑気の利いたものでござ
りますから草履取りをさせておりまする︒﹄
清正は︑

﹃そうか︒いつぞや︑川尻︵熊本の近く︶

へ芝居を見た行ったとき︑その方も供に召
しつれたが︑そのとき︑出来助が小便をす
るのを見たが︑肌にクサリかたびらを着︑
きゃはんの代りに︑スネアテをつけていた︒

天下ようやくおさまって︑人々はみな平服
になりつつあるにもかかわらず︑いぐさの
用意をしていたのは︑下郎にはめずらしい
心がけだと思ったが︑その後忙しいのでつ

名赫々として天下万民の崇拝をうけている

清正が勇将として︑今日に至るまで︑威

前にあげた猿の話も︑このときの話であ

かりがたいものだ︒いまこう思っているう

のは︑決して戦争するのが上手であったた

い紛れていたのを︑いま便所にはいって︑

ちに︑自分が死ぬか︑お前が死ぬか︑また

めばかりではない︒同情心が非常に強いの

をよくよんだかがわかる︒

は出来助が死ぬか︑それは知れたものでは

で︑土民に心服され︑物事に注意が行きと

るが︑この話だけでも︑清正がいかに論語

ない︒そうなれば︑自分の思っていること

ふと思い出したのだ︒思い出したら︑一刻

は︑無になってしまう︒それが残念だから︑

で︑知識が万人にすぐれていたからである︒

どくので失敗することがなく︑学問に熱心

も猶予がならない︒およそ人の生死は︑は

かえって︑出来助にこのことをいいきかせ︑

夜更けながら︑その方を呼んだのだ︒早く

涙もろく︑思慮深く︑学問好きなのは︑

清正の実である︒この実があったから︑こ

○

のたぐいない花が咲いたのだったｃ

この原稿執筆中に︑諸橋博士の﹁掌中論

に︑この書をひらいて︑ざっとⅡを通した

語の講義﹂が届いた︒私は︑手あたり次第

︵作家︶

がどの頁も役に立つすぐれたものであった︒

昭和四十七年二月以降

新入会員芳名︵敬称略︶

府県名入会者紹介者

″平田利惣太本人巾込

東京土田健次郎野口明

″小林栄一郎雌岡術

神奈川笹森時雄笹森真次郎

千葉吉野功小川仁

梶原正巳〃
浜田利夫〃

″千葉喜美渡辺正兜

″家田垂久保出閑
″高木徹石橋香峰

″

″

″田中義敏〃

″

松倉久幸〃
″三枝千枝子土木田幸吉
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弓Ⅲ１斗州捌珂釧口哉虹剖叫都寺垂細ｍＬｉｉ血︲１１国Ｆ詞いぶ岬益尋Ｉ評ＦＩＪ
Ｊ
﹁カナダ﹂あれ・これ

らしい︒これはカナダ小麦農業の性格によ

反対もなく治まったことが不思議に思える

カナダのモントリオールで開かれた第二

が実施された後であり︑日本の米産調整と

るもので︑第一に︑日本の米のような買上

た︒米産調整問題に悩む日本人には大きな

比較して染るのも興味深いと思ったからで

るまではカントリー・エレベーター︵註・

げ制度がない︒小麦局の出荷命令が出され

反卵％強に止まり︑一応の目的は達成され

友人のカナダ人パイロットが云っていたよ

ある︒ロッキー山脈の東から︑アルバータ︑

プレｉリーに数千基ある巨大な穀類貯蔵庫

て︑西部のいわゆるプレーリーと呼ばれる

うに海の上何十キロにもわたってどんより

サスヵチュアン︑マニトバの三州にかけて

こでは一九七○年に大規模な小麦減反政策

と黄ねず染色のスモッグにおおわれ︑まさ

３が世界各

のプレーリーは︑カナダの小麦のｗ％を生

小麦生産地帯を通って見る事にしたが︑こ

に瀕死の状態だった︒約八時間後︑翼の下

産する世界の穀倉でこの中２

め羽田を発った時の東京の空は︑かねがね

に︑冷い藍色の海の上にくっきりとバンク

・エレベーターと云う︒︶の搬入は許され

のこと︒積出し港にあるものをターミナル

十二回国際地理学会出席の為︑昨年八月初

ーバーの海岸線が見えた時には本当に救わ

国に輸出されて世界賀易の釦ｌ鋤％にもな

る︒第二にプレーリーの農民は十九世紀後

んやりとさわやかで︑セーターの上にレイ

びている︒一九六○年代の中頃から︑世界

﹁企業家﹂であるから︑原則として﹁損な﹂

期の入植当時から事業の穀物栽培者であり︑

れる思いがした︒降り立った地の空気はひ

私にとってカナダは懐かしい国である︒

的に生産高が増加して︑カナダ小麦の輸出

生産は行わない︒今回も政府の命令を受け

で保管せねばならぬ︒この費用が大変であ

モントリオールにはかって何年か住んでい

量は鋤％近くも減った︒同時にプレーリー

ないから︑収獲して小麦は全て農家が各自

たことがあり︑今回も方々の友人の家に泊

自体での生産は増加したから︑政府は毎年

るまでもなく︑前年からかなりの転作を行

る︒日本でも︑アメリカに次いでカナダの

ったりして︑旅の短かさが残念だった︒と

多量の在庫を抱える事になり︑この量が平

っていた︒それに一口に小麦農家とは云っ

輸入が多い︒小麦は特に投機的な性格を帯

ころで︑一口にカナダと云っても︑一﹂れだ

てもその広大な耕地︑︵一戸平均七

ン・コートを着てバスに乗り込んだ︒

け広大な国となるとその住むところによっ

ーリー三州に対して減反卯％を目標とする

常生産高の二年分にもなった時︑遂にプレ

エーカー︶での小麦作附面積は妬ｌ卵％止

八百

て︑自然景観も人間生活も実に様灸である︒

異例の在庫軽減政策を立てた︒実際には減

そこで今回は西海岸からロッキー山脈を経
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ール当りの各３万円︑４万円に比してケタ

当り休閑６ドル︑牧草︑ドルで日本の︑ア

きな原因であろうｃ補助金額は一エーカー

年と限っていたことも協力しやすかった大

る︒又︑政府がこの減反政策を最初から一

本の米単作地帯とはかなり事情が違って来

それにロッキー山麓の牧畜もあるから︑日

なたね︑牧草︑北部のジャガイモ︑甜菜︑

りで他に大麦︑燕麦︑ライ麦︑あま種子︑

の冬小麦は麺類︑パスタ用である︒﹁例え

カナダ小麦の品質検査は実に厳しい︒普通

ほど違うから世界市場でも強い立場にある

有量によって食パンのふぐら詮方が面白い

品質検査の実験室で見たのだが︑蛋白質含

ゆる硬質小麦であり︑製パンに欠かせない︒

照時間の長さをフルに利用して育つ︑いわ

とで︑貴重な夏の三ヶ月間に降る雨と︑日

春播きの早熟種で︑内陸性の乾燥気候のも

ついでになるが︑寒冷なカナダの小麦は

発以来の発達はめざましく︑商層ビル︑ハ

麦の集散地に過ぎなかった都市も︑石油開

真の国境はないと考えている︒かつては小

だ︒この意味で︑私は今でもプレーリーに

ダコタ州の農民によってもたらされたもの

ロッ：︿勢の到着以前に既にミネソタ州︑北

に近い︒もともと小麦栽培の技術も︑ヨー

東部よりは︑国境の南に感覚的にははるか

りながら︑民族構成も言語系統も全く異る

部あたりとあまり変らないｃ同じ国内てあ

である︒

イ・ウエーの建設は古い東部をしのぐ勢い

違いに低く︑補助金申請検査は低空飛行に

パ小麦のパンなんか食えるもんか︒やっぱ

イギリスがＥＣに参加したって︑ヨーロッ

西部の発展の基となった大陸枇断鉄道は

よるカラー写真によって行った︒休閑はし

り俺達から買うに決ってる︒﹂とプレーリ

︑︑︑︑

たが除草の費用だけで足が出た︑とこぼし

時差一時間半︑毎日︑車中で時計を一時間

たさ一トバのオヤジさんは︑﹁この次は日

ところで︑この一帯には北西ヨーロッ︒︿

づつ進めることになる︒これが又︑実にノ

三晩︑時差三時間︑更に大西洋岸まで二日︑

バンクーバーからモントリオールまで四日

顔を見合わせてニャリとした︒まあ︑全体

の出身者が圧倒的に多い︒カナダ西部の本

ソビリと︑走る︒日本の新幹線の超スピー

ーの連中の鼻息は荒いのである︒

的に︑彼等にとっては一年限りのあまり有

格的な開発︑入植は一八八○年代後半の︑

本に行って米作りでもやるか︒﹂と仲間と

難くない冗談で済んだようである︒翌年も

抜きよった︒﹂だの︑﹁ヤニ揺れますなあ⁝

ド振りに慣れた方左から︑﹁あれえ？車が
レーリーの﹁外国生まれ﹂の率は︑カナダ

⁝﹂だの︑果ては︑﹁アノォー︑この線路︑

大陸横断鉄道開通以後で︑移民数は一九二

全国平均の喧影を上廻る︒南ロシヤのウク

ァ？⁝﹂などのつぶやきが剛えた︒カナダ

作った時から変えとらんのとチャイマスヵ

○年末にピークに達したが︑現在も尚︑プ

リカ小麦につれてカナダ小麦の値も上昇す

ライナ地方からの移民も多く︑点在する教

ソ連の大不作が原因で︑主要買附先のアメ
る一方で日本は巻添えをくって大変な事に

会の塔の形も実にさまざまである︒各国語

のために一言するならば︑新幹線に勝ると

生産は控え目だったが一九七二年になって

なっている︒最近の便りではカナダ四部は

の他にはやはり英語か主で︑プレーリー生

も劣らぬ猛烈なのが︵しかもはるかにきれ

︑︑

︑︑

十年来の乾燥ぶりだそうで︑小麦の生育も

まれの若者のアクセントはアメリカの中西

︑︑︑︑︑︑

業家﹂達がこれにどう対処するだろうか︒

危まれる︒プレーリーの抜け目のない﹁企
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︑

っている︒カナダ人にとっては汽車は汽車︑

あたりでせっかちなビジネス↓︑ンの役に立

みの陽気なデザイナーで︑昼一間は大声と派

・ハスで旅行を楽しんでいると云う五十がら

もとカナダ国鉄の職員の未亡人で︑割引き

入って来たのには驚いた︒下に居たのは︑

Ｉテンから︑一三シとウイスキーのピンが

て見えた︒

議である︒そう言えば牛の顔付きまで違っ

何か別の国に来たような気がしたから不思

レーリー・ポーイズの生活を見た後では︑

しろなじゑ深かった筈なのだが︑西部のプ

い︶東部の︑モントリオール・トロント間

いのだ︒私はそんな彼等が好きだ︒第一︑

飛行機の代用ではないのだから︑これでよ
車輔がゆったりしているし︑天井︑両側と

やっていたのだろう︒さすが汽車通は違う

オャスミと云ったが︑実は独りでチビチビ

手な色彩を振りまき︑先刻かつらを脱いで

見た︒ダンプの方は一荷車分の小麦を︑横

の波止場で穀物車のダンプ作業と船積象を

のお世話でバンクーバーとモントリオール

小麦の跡を更に追って︑小麦局と港湾局

︑︑︑

も総ガラス張りの展望車で一段と高くなっ

ものだ︒我々のキャビン・ボーイは中年︑

自分の国をあててみろと云う︒ポルトガル

えて︑﹁何ネ︑十八年も毎日やってりや︑

よほどもの珍らしそうな顔をしていたと見

けてしまう︒もの凄いホコリで閉口したが︑

グレイソ・カー

た席に座って眺めた夕暮れは忘れられない︒

中背︑中ハゲ︑近眼の妙な英語を話す男で︑
と云ったら︑いばってブラジルだと云った︒

ついフ

西部では汽車は市街地を出ると地面にレ
ところに止って象せる︒降りて手足を延ば

当らずと云えども遠からずだが︑実によく

ールを敷いた上を延安と走り︑時々︑妙な

斜めにひっくり返して︑たった数分間で空

そうかと思うと︑ステップと地面の間がイ

働いた︒食堂車にも一人似たようなのが居
た︑注文を取り違えて汗だくになっていた

船積承の・万は︑エレベーターのシ﹃一Ｉトか

ヤにあり︑先に飛び降りたキャビン・ボー
に︑あの汽車特有のリズムに揺られて寝入

が︑彼等も一種の一三−・カナディアンで

イが婦人客に手を借してくれる︒最初の晩
っていたら︑ガタンと止ったので目が覚め

一緒に船倉に吸い込まれるような錯覚に陥

ら滝のような勢で穀粒が流れ落ち︑自分も

そう面白いもんでもないョ︑アンダ⁝⁝︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
でも規則でやらせてあげられないんでネ︒﹂

た︒寝台車の上段のカーテンのすき間から

いる︒車掌は黒人でなかなか威厳があり︑

ある政府は彼等の語学教育にも力を入れて

なり︑屈強な男達が数人獣鮮と大きな氷の

心とする﹁フランス文化圏﹂があり︑﹁イ

多様である︒他に東部にはケベック州を中

した︒これだけ見てもカナダの人種は実に

クセントのキングス・イングリッシュを話

西インド諸島出身者に独特の︑大げさなア

しまう︒﹁いろいろな国の文化を持った人

人とは何か？﹂と聞かれると本当に困って

ところでさまざまな人に会った後﹁カナダ

ニヤリとされた︒

な事故は︑まあ︑三年に一度位だネ︒﹂と

って︑知らず知らず後ずさりして︑﹁大き

︑︑︑

そっとのぞくと︑野原の真中に小屋が一軒

塊を積ふ込んでいた︒遠慮がちに背を丸め

ギリス系﹂と時々もめる事を起している︒

あって︑そこからの灯を頼りに大型トラッ

たその長い影法師に何とも言えぬ愛嫡があ

以前の居住地の関係から︑私はこの方にむ

クがのっそりと食堂車のあたりに横付けに

った︒二三度寝返っていたら寝台の下をコ

カナダを西から東へ︑そしていろいろな

ッコッとノックすると同時に︑通路側の力
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をの寄り集まり﹂とでも云っておこうか︑

が増えればそれだけ問題︑も増えるだろう︒

らな︑い︒アラブ系も増えて来ている︒人間

のである︒モントリオールでは今回はイヤ

で私のアタマにあるカナダ人とは︑どうも

カ中西部を訪れたいと思っている︒それま

二・三年のうちに再びカナダからアメリ

︑︑︑︑︑︑

そしてこのモザイク文化はカナダの誇りな
にインド人の姿が目についた︒下町の一劃

﹁賭け﹂に野心を燃やす抜け目のない小麦

ぽしながらも︑内心はもう次の作附けの

作り︑と云うことになりそうである︒

残暑の東京Ｅ戻った私は再びス手ツグと

騒音と人混みと︑コミの山に直面し︑全く人

︒

史・地理研究家︶

な現象かも知れないが︑今に﹁ニュー・デコンバインの手入れに余念のなかった︒フレ間の暮しにもいろいろあ る も の だ と 州 感 し

に住みついてワイワイやっている︒一時的

ｌ

などの暖地に導入され︑生食のほかに消涼

リカでもカリフォルニアや一豆−メキシコ

アフリカなどでは古くから栽培され︑アメ

なお食用を目的として︑地中海沿岸︑北

そのような土地で育てますと花つきや実つ新鮮な感じかいたします
きが非常によくなります︒

多くの品種がありますが︑いずれも枝分
かれがよく庭木としては樹形を作りやすい

としてもよく利川されています︒

飲料のグラナディン︵９画ロ且旨の︶の原料

種類です︒強い徒長枝が出やすく︑魂定の
あとの萌芽力が強く︑柚れ込みも少ない木

中国では華北・華南全州にわたって栽培

ろから八月まで咲き続けます︒もともと夏

⑨観賞と利用ザクロの花は︑六月こ

果実を食べている例があります︒また︑果

香住町の出家では︑一戸一本必ず栽植して︑

ロ ノ

、

カン﹂なんて名前の通りが出来ないとも限Ｉリーの男達︑口では税金の物価高のとこたのである︒︵雌

一

ピコ︑ハエが発生します︒したがって︑騨定

です︒放任すると︑根元からきわめて強い

とのできないもので︑その需要は非柑に大

され︑果実はとくに中秋の明月祭に欠くこ

⑩性質と環境ザクロは中国南部︑ヒ

︵はすのみ︶とともに︑子孫繁栄の楳微と

実にはたくさんの種子があるので︑蓮仔

花や果実としてのほかに︑薬用として昔

rワワ、

庭の花木︵四︶

渡部弘
ザクロ︵石梱︶

・整枝のポイントはピコ￥ハエと徒長枝のあ

マラヤ︑地中海沿岸地方に及ぶ広い地域に

の花木は数少ないため︑この時期に花が眺

わが国では山陰地方の但馬︵兵庫県︶の

きいといわれます︒

つかい方にあります︒なお︑移植によく堪
えますので︑厳寒期と春の萌芽期とを除け

原産します︒本来暑さには強く︑あまり土

められることは貴重なわけです︒また︑早

ばいつでも安全に植えかえられます︒

質を選ばず︑適応性が広いようです︒しか

ます︒果実が割れて︑紅の実を楽しむのも

咲きの花は実をつけて秋の結実も眺められ

して結婚式の祝宴に使用されています︒

よい砂質壌土が最適といわれます︒実際に

し︑いずれの原産地も日照がよく︑排水の

いて述べることにいたします︒

庭木としての観賞利用や仕立て方などにつ

誌八三○号に詳しく書きましたが︑今回は

ザクロの盆栽づくりについては︑以前本

｜

からその根皮が利用されています︒根皮を
煎じてサナダムシの駆除剤の生薬とします︒
樹皮中には︒ヘレチーリン亀竺２３国︶とい

うアルカロイドを含有し︑その○・○一％
浴液を用います︒そのほかに樹皮および根
皮にはグラナートアルカロイド︵の国目且︲

冨亘号︶およびタンニンを含みます︒中国
では伝統的に酸実品種の根をこの目的に利
用し︑乾燥の果皮を下痢止に使用します︒

の場合肥料や日照の不足と︑根の活動が強

ことが肝心です︒この時期にできなかった

植えかえは︑春の発芽前に行なっておく

枯れ込みの心配がありますｅ

肥料不足の場合は︑夏の花の咲き終った

すぎることが考えられます︒

ころに︑お礼肥として果実の発育と翌年に

主にして植えかえ︑水ぎめ法で充分に水を

余分な枝を切り除き︑つぎに摘葉して丸坊

たまりはじめた梅雨期に行ないます︒先ず

ぱあいは︑新芽の立つ時期を除き︑葉がか

の肥料を与えます︒寒肥を施してやれば︑

強い枝を出させるために分解の早い有機質
花がつかない心配はなくなります︒枝の生

吸わせ︑たびたび潅水してやると移植がで

つかないときは︑根を切って養分・水分の

︵都会員東教大保谷農場文部教官︶

布して駆除します︒

マラソン剤やディプテレックス剤などを散

ムシが発生し︑新芽や葉を喰害しますから︑

ないのですが︑八月に入るるとシャクトリ

害虫として大きな被害を与えるものは少

と観賞に有効です︒

同様に出てくる返り枝をくの字形に整える

じのくねり方をします︒ウメやサルスベリ

できてコッゴッした形になり︑きびしい感

ゥメと比べて明るい色ですが︑幹にヒダが

同じように行ないます︒ザクロの樹皮は︑

樹形を整えるには︑ウメの諏定・整枝と

きます︒

育が非常によく木の勢いが強すぎて花芽が
吸収をおさえてやる必要があります︒全部
を一度に切ると︑樹勢が急に衰えるので︑

③仕立て方ピコ＄︿︸一は早めに切り取
ります︒もし︑ヒコパエを繁殖に用いる場

幹の直径の四

効です︒したがって埋めもどすさいには︑

花つきには︑カリ肥料の施肥がとくに有

つけて︑ふたたび埋めもどしておきます︒

して根の先まで掘り︑その根を根鉢に巻き

と再生力が弱いために︑追い掘りのように

年数を経た古木では︑根を切ってしまう

一部を切ります︒

六倍の所を掘って︑太根の

合は︑元の部分に盛り土をしておきますと︑

土の中に根が張ってきます︒できれば冬の
間に多少の傷をつけて盛り土をしておけば︑
根の発生はいっそうよくなります︒

つぎに︑徒長枝の発生と花つきとの関係
を知る必要があります︒ザクロの花は︑当
分かれた小枝の先端に咲く性質があります︒

年生の強い枝には咲きにくく︑強い枝から

土にカリ肥料を加えたいものです︒従来は
木灰などを用いましたが︑化学肥料でも過

徒長枝は︑樹形を整えるうえで︑とくに
残したいもの以外は切り取ってやります︒

剰に施さない限り有効です︒

いうちに︑冬の間に行なっておきます︒夏

根をいじめる時期は︑新芽が伸び出さな

この諏定は夏に行ないます︒夏にできなか
定する戸︸とが︑樹形を乱さないうえで重要

の間に根をいじめると︑葉がしおれやすく︑

ったときは︑落葉後に木の形をよく見て測
です︒ザクロの花が咲かない原因は︑多く
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︑

弘道詩林故三好凌石選
︑賀二江藤先生族賞一

八十八盟
翠峰杉崎精治︵横漬︶

○○○○○○○
○○○○○○○

菊花韻郁気軒軒︒

○○○○○○○

教育多年在二畢園毛
○○○○○○○
功績殊高受二族賞毛

○○○○○○○

愛看眺黄花品好︒
○○○○○○○
一庭香動白雲横︒
評日︒佳一雌清新︒足二以吟賞毛

州堂小山松勝︵酒田︶

＠石山寺

︑︑︑︑︑︑︑
石山楓葉雨除天︒
︑︑︑︑︑︑︑

評日︒一二佳麗︒三四有し趣︒

濃淡分明欄欲し然︒
○○○○○○○
長有二名姫這迩在毛
○○○○○○○
湖光山色抄二風煙や

︑嘘過小酌

カ
ー
B七○
偶弓下･頭｡鎧｡笠。堂 弓
上宝宥

臓藤職轄i

著書｡三｡梢｡封c烏感

賞農o

し

亦
裡
｡
原
｡
蕊
｡
霊
｡
蔦

瑞雲山下頂

贈
映
。
鎚
稜
。

︑題水竹居固

評日︒香気襲レ人︒最適二吟情や

○○○

雁影疎︒
○○○
翠光好︒
○○○
風情静︒
○○○
水竹居︒

村田一雄

評日︒韓結至妙︒詩人所し適・

雲石

○○○○
練紗連山
○○○Ｏ
天晴嵐気
○○○○
一盤烏語
○○○○

午睡尤宜

○一○

焦君｡通｡冠｡岳｡造

︑︑︑︑︑︑︑
梅外江角俊一
東風吹到早梅香︒
︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑︑︑
月映二梅窓一夜巳深︒ 二月羅浮花信長︒
○○○○○○○
︑︑︑︑︑︑︑
東 風 解 し 東 諮 二 胸 襟 七 涌目春剛黄烏卿︒
○○○○○○○
○
○○○○○○
千村禽落入二新陽毛
園し嘘酌し酒停レ杯虚︒
○
○○○○○○

、評脚･回o燈○遠o@ 評六o

一酢陶然抱レ膝吟︒

元木城作
白し於レ銀︒

︑︑︑

境樹新︒
○○○
光景好︒

○ ○ 一 ○ 一 ○

評白︒清遠︒縛結自有二情趣毛

︑春日偶成

東灘高田照子

︑︑︑︑︑︑︑

評白︒景致殊佳足二以吟賞毛

日和風暖柳成し締︒
︑︑︑︑︑︑︑
芳草萎萎涌二竹雛毛
○○○○○○○
花落山庭春欲し蒜︒
○○○○○○○
一簾微雨引二幽田劣

︑夜聴二秋聾一

注水酒井源太郎

○○○○○○○
寂翼幽庭稗有し情︒
○○○○○○○
○○○○○○○

猟天零露月三更︒

詩成快惚秋堪レ味︒
○○○○○○○
絡緯鰍鰍似二雨謹む

△△△△△△△

評白︒卒淡︒秋興可レ味︒

之字一馬レ韻得し句

＠分吟到二梅花句亦芳

錬石佐藤良蔵

河し筆悠然頻索レ句︒

○○○○○○○
塔影模糊江上路︒
○○○○○○○
落花風影天将レ暮・
○○○○○○○
酔静筒し凡展二詩菱毛
○○○○○○○
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佳辰欽仰徳風存︒
評臼︒皐徳可し仰︒筆致可し賞︒

竹亭松下忠一

︑建国記念日有し感

○○○○○○○
祁皇建レ園歳三千︒
○○○○○○○
漠漠風雲過眼遷︒
○○○○○○○
○○○○○○○

ダ
1
引

誰識乾坤多二愛能尭

︑雪雷
︑︑︑
︑︑︑

風吹レ雪

ﾉ
↓
P
、

郭近村
○○○
里乍晴

庵

前途偏望太平天︒

評日︒肢事糎妙︒自有二趣致毛
︑詠二牝丹一

静古中村静子

○○○○○○○
牡丹紅護一麗二春晴毛
○○○○○○○

雨後無し塵苔阿清︒

菖o遠､北、

評日︒一二淡遠︒三四有二佳致毛

︑遊二草津温泉一

梅城八代義昌︵千葉︶

○○○○○○○

Ｏ○○○○○Ｏ

四隣人定夜沈沈︒
○○○○○○○
只識山河自古今︒
評日・筆格佳絶︒一結最有高致︒

風雪晴来天似レ拭・
○
○○○○○○
青燈未し負百年心︒

△△△△
△△△△

勿下誇二派閥一

政界誰能
＠慰二蝿翁一

△△△△
租国繁柴
△△△△
高齢優遇
△△△△
人生有し命
△△△△

慈愛偏宜
︑立功全

慰二端曇翠

△△△
誰樹し功︒
△△△
衆依レ崇︒
△△△
少し超し百︒
△△△

柴△義△

△△△△△△△
扶桑列島幾千年︒
△△△△△△△
改造如何領二画擢毛
△
△△△△△△
狗肉羊頭入所し識ｃ
△
△△△△△△
須レ期篇し政立レ功全︒
︑病中吟三十首抄録
余春初以来︒篇二二畳
所ア侵・遂四月十八日

臥二細病む

往事勿忙感更新ｃ
憶得董公仁徳厚︒
△△△
千秋猶占杏林春︒

②＠毒而康

春風抱レ病

樹色蒼︒

煙霧蒼荘不し放し時︒

煎寺尚解詩版在︒
五山名納韻長存︒

梅樹花開傍二短垣圭

錦昇海畔一漁村︒

︵杉田︶

露生露滅夢悠悠﹄

太閤胡篇室去レ世︒

︑寓黄金︑一漁村雫
△△△
三渓曾榔菖黄金︒
殿閣豪華瑛樹深○

奈何抱病絡禁レ酒︒
△△△
牛夜難し錨蔦古愁︒

一窮一達夢悠悠︒

如レ此人生敦輿篇︒

⑧︑菖古愁

昨日棲花零落蓋︒
△△△
錦湾巳見晩潮生︒

平岡一路絶二車謹む

例︑晩潮生

△△△
毒而康︒

雌し若し夢Ｏ

花落園林
生事菖般
惟期速癒
③＠笑二吾愚一

平生頑健
月下惟憐
欲下慕二鳳翁一

遠求二仙薬一

無し可レ誇・

屡嵯院︒

い︑奈吾何

回し頭往事

奈レ吾何︒

△△△

徒灘し巻︒

努力多年
濁在二病淋一

請来讃去
⑤＠病枕寒

細雨罪罪
烏席花落
山青人静

病床身
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し

入二子日赤病院や療治︒

五月廿一日退院︒尚
努二醤治毛

①︑一樹新

遥向二天涯一

⑥︑杏林春

登園今日

一 ○ 上 O C ○

○ ○ C O

＠時事感懐

＠信堪陸松堂中村梁次

△△△△△△△
和平立策智無し涯︒
△△△△△△△
科畢辰隈盆可レ誇ｃ
△△△△△△△
物債高騰多事際︒
△△△△△△△
苔石山人

接二青天や

△△△
問二民言尭
△△△
欲し擬し賢︒
△△△
須レ守レ道︒
△△△

吾△椿骨人

目賂猶枕△

得△尤△

天地荘荘寄二此身毛

愚△言煙誇

看毒残寒△

中

一朝病輿薬相親︒
如今借得錬丹手︒
杏苑雁栽一樹新﹄

二 中 し
し

更看二公害一信堪嵯ｃ

︑問二民意一

△△△△
廟堂解散
△△△△
各黛言論
△△△△
是し是非し非
△△△△

堂堂歩武

＠得二欣柴毛

△△△△△△△

誰知朋堂訂二同盟幻
△△△△△△△
毒策須レ期国歩卒︒

笑△養鶴向
縦春夢病△

欣△守△
上 ○ ○

井上学麿選

亡き父の残せし家訓禁酒煙石に刻みて奥庭に建つ

千葉県宮崎米作

ならぬか

同長嶋清吉

いつまでも生きながらへてあることは豪傑ならぬしるし

しけさ

櫛の歯の落つるがごとく豪傑のつぎて失せゆくことのを

なしき

ますらをの臣の男の子のまた一人世を早うせることのか

井上手麿

人を敬ひ助け合ひ人皆にすかれる様にわれもなりたし

する

とこしへに水のつきせぬ︵ざる︶庭池に父が放せし鯉の音

亡き父母を肥れる洞拝むごとに往事を偲び狭ぬらしぬ

する京の言葉に

四十年の遠きむかしを︵そのかみ︶思ほゆる︵れ︶今耳に

出で来る

若草の模様の着物著し人︵娘︶の深水描ける絵︵の中︶より

の町去る

遠ざかる︵り行く︶街のともしにやるせなき恩ひ残して京

ふ

再会の望桑全く消えたるを︵し今︶古き写真に生徒等を恋

に

流れ行く雲の彼方に住みたしと思ふ国ある如く思ほゆ

千葉県八代義門

美容院出で来し娘にこノ︑とはにかむように一礼し去る

急雨去り虹がかかりてその中に栗林の花映えて美し

かく

お母さんと学校州りの孫どもは顔をみせねば泣きべそを

里に来て坊やは祖母に預けおき親は納戸でひとり枕す

川越市小名木狂辰

裏山のかなノ︑岬の鳴きやめば月は静かに昇り初めけり

I
誰よりも君の戦死を悲し染て父母老い在まさむ天草の地

さく︶ありたり

教員異動を報ずる朝の新聞に退職者として吾も︵の名小

三重県新家たかし

理
'
三

刺雨はからりと晴れてすがノ︑し青田彩る虹の掛橋

一
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弘道歌壇

一

三

千葉県加藤刀水

評その炉話が他の連中には興味がなかったためかぷんな炉

︑炉話の二人にされて居たりけり

人︒

評農耕の疲れをいやす一と時のいかにも長閑な春の老人二

＠春水に鍬つけて老いの立ち話

評我︵作者︶この村を愛す︑故にこの村を去らず︒

＠虹消えて見なれし村のたたずまひ

評蕊と同じように人間も亦かくあらめ︒

＠墓ひそと天つ日覗く梅雨のひま

弘道俳壇篠塚しげる選

一

川越市小名木狂辰

を去ったが︑あとに残った二人だけがいつまでも愉快そう
に話をつぎけている︒そんな光景を面白く表現した︒表現
技価を高く評価する︒

○風よけて手を低めつつ籾をまく
○耕牛を労はる老いに春日濃し
○水の上に両脚見えて花あやめ
○冷蔵庫あれど西瓜は井につるし
︑病弱の余生を托す懐炉かな

評嬬膳することなく選者も共鳴︒

︑日焼けせし盲い生徒の杖白し

は﹁杖白し﹂の下五によって救われている︒

評この種の句は得てして情に溺れ易いのであるが︑この句

︑羅漢柔な肱枕して蝉しぐれ
も涼しさうＯ

評酒脱な句︒肱枕して蝉声をきく羅漢群もこれを象る作者

＠紫雲英田を子らは奔放に純電車

千葉県八木義昌

知らない︑全く自由奔放な世界ｏ細電車ごっことは面白い︒

評限りなくつ型くげんげ田は子等腫とってば都会の子等の

○忠魂碑松風わたる涼しさよ

○腹抱へ診察をまつ薄暑かな

評鴬と薮屋敷との対照が面白い︒

︑鴬や住ぶても見たき薮屋敷

○膝貸して孫を眠らす長閑かな

同田村春風

篠塚しげる

同田村隆郁

○東てさびし子等の蹴る石生きてとぶ

○石階に木々の春めく寺の庭
蝿や坊廊馳せ落つ杉襖

節水のきびしきニュースカンナ燃え
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夕

一

敬弔ヨ割劉劉側剥劉

た︒

先生の叙勲申請の手続を西春彦先生が
されたと村田さんからのお話なので避暑
先の信州に連絡したが︑それは結局かな
わぬことであった︒門下の村田さんが入
院︑告別式等に亘って親身も及ばぬご配
慮をされたのも︑今絶筆となった病中吟
に﹁憶董公仁徳厚﹂とあり︑さらに得難
い仙薬を求め︑つらい禁酒までされて千
年の椿寿を期して︑詩書に親しみ︑請寺
に残る五山版の詩集に思いを馳せておら
れた寛厚篤学高潔な先生のお人柄による
ものと思うのである︒

と思うと今さらながら蕊露命ィ︶︑嵩里の

八月十三日︑打越会館での告別式には
本会から野口会長と渡辺主事が参列︑会
長が弔辞を捧げた︒今日が限りのお別れ

らお祈りする次第である︒︵渡︶

挽歌がひしひしと胸に迫ってくる︒先生
の本会への一方ならぬご功績に対して深
い感謝を申上げるとともに光明院凌石日
寛居士のご冥福とご遺族のご多幸を心か

編集後記
三好凌石先生の後任の詩林選者につい
ては目下交渉中ですが︑従前通り振って
ご寄稿願上げます︒

△八月十九日の秋田支会総会で支会長に
川村先生についで敬愛高校長の高橋弥太
郎先生と決定︒翌二十日には湯沢市商工
会長で銘醸ランマン常務の京野正樹博士
︵小出孝三評議員のご紹介︶のご配慮で
市の有力者のお集りの支会準備会にも渡
辺が出席本会の趣旨を説明︑伝統を誇る

ます︒

秋田支会とともに今後の発展が期待され

幹事から︒

△有田支会では金ヶ江三郎支会長のご尽
力で会員を多数増募され今秋には大講演
会を計画されているとのお便りが古田実

Ｅ︑〃ケ心︑〃Ｅ︑〃炉廼口〃Ｋ︑タケ偽画

唾︑タワＬ面夕く︑タアＬ︑〃て︑４γ﹄︑〃Ｉ︑〃Ｐも︑Ｇ８︑クワＬ︑夕厘︑４グも１

？︑ｊ〃Ｌ刃

ｒ︑凸″︒

△茅先生を秘めとする諸先生の玉稿に深
謝するとともに各位には残暑きびしい折
柄ご自愛の上︑この﹁親切﹂特集号の味
読心読身読を賜り︑さらに会員の勧誘に
ご利用頂けたら幸です︒なお会費は当分
年額五百円︑終身会員は前納四千円以上

ＧＬｐ

です︒︵渡︶

︵送料四十円︶

弘道売価一冊金五十円
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本会特別会員凌石三好寛先生にはか
ねて横浜の日赤病院に入院中の処療養叶
わず去る八月十日八十六歳の天寿をもっ
て永眠された︒ご危篤とのことで私がか
けつけたのは四日のことであった︒﹁村
田さんのお知らせで︑お見舞に参りまし
た﹂と申上げると﹁⁝⁝能筆でご多忙の
村田さんをお訪ねされたら﹂と仰る︒足
のむくみがひどいといわれる先生は眠い
眠いと眼をとじられたのであったが何時
もとお変わりのないお顔色なので安心し
ながら︑辞去したのであったのに本当に
悼ましい限りである︒
先生は横浜の名門︑父君芳石先生の学
業をつがれ幼時から書道︑詩文に令名が
高かった︒多年本会詩林の選者として維
持向上に尽力され︑新島支会が結成され
たのも一に先生の詩談に基づくものであ
った︒又推されて横浜支会長となり本会
の趣旨普及に努められ︑今夏には二年休
んだ詩友の多い支会をぜひ開きたいとい
う矢先でもあった︒思えば先生と私との
出合は国電水道橋駅から本会総会にかけ
つけるタクシーであった︒詩情に乏しい
私はお名前は存じ上げていなかったが会
で見知りの和服の老紳士をお誘いしたら
それが先生だったのである︒爾来十余年
先生によって泊翁先生が大詩人であるこ
とも知った︒本会九十周年には祝賀の大
幅を賜るなど本会の先生に負うところが
極めて大きかっただけに天寿とは申せ︑

先生のご逝去は誠に惜しいことであっ

，

ロ
四回月賦定価八五︑○○○円

ご希望の方は大漢和﹁Ｃ﹂係宛お申込み下さい

内容見本送呈

ス装・上製函入・特別写真製版・特漉上質紙

Ａ５判・全昭巻総頁一四八七二頁・総クロー

︻体裁︸

Ｉ

世回月賦定価八○︑○○○円

現金定価七五︑○○○円

全13巻
備え下さい

︹諸橋轍次博士の名著一

幹論語の講義

﹃大漢和辞典﹄の著者たる洩学界

の濫蓄と人生の体験とを融合！︶て

の巻宿が世人の要望に応え．漢学

稿を練り世に問う論語の名講義鯵．

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

の人口に勝炎した思想を説く︒

如来に化したとも伝えられる老子

その閲歴は知れず︑仙人或は菩薩

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

舞老子の講義

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﹃大洪和辞典﹄椛纂の余暇

紫綬褒章︑菊池寛賞︑朝日文化賞

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︑書体︑漢語形成におよぶ

四六判・上製定価五八○円

として軽妙に語る箱著︒

漢和﹄の著者が古今の漢籍を典拠

まつわる史実や伝説について﹃火

干支の起原の考察︑十二の動物に

十二支物語

べく本辞典を購入した︒

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
っていたのは予想外︒流
石です︒

▼主婦・三十才

このように優れた文化適
産をわが子に継がせてや
れて幸わせです︒

I

漢字漢語談義

世界最大のことばの

■漢和辞典の最高峰″

誇稿轍汎署

︾舘蜘自偵酋思錘国今輯●豊写
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