昭和四十八 年 十 月 三 十 日 発 行

特集

現代の倹約
節 倹
く西村茂樹＞

世界的・日本的節約
く町田一郎＞

インフレーションと節約
く小出孝三＞

節 約 道
く関未代策＞

節約と報徳
く宮西一積＞

石川理紀之助翁の倹約
く川上富三＞

ゴ ミ 談 義
く藤沢慎三＞

昭和489 10月号

東 京

日 本 弘 道

会

第八十二巻 第 八 百 四 十 六 号

第846号

絹垣に守られて渡御（日経新聞提供）

第六十回伊勢神宮式年御進宮の重儀が十月二日夜浄闇の内

宮で持統天皇以来千三百年の古式そのままに厳かに執行され

い明衣︵みようえ︶に赤い精巧︵せいど︶の鞘という鷹司和

た︒小桂︵こうちぎ︶に︑まっかな切袴︵きりばかま︶︑白

の総勢百三十一人は︑御神体の収められた黄金の御樋代︵ぷ

子祭主︑黒の束帯に肌衣の徳川宗敬大宮司を初めとして奉仕

て︶︑御鉾︵おんほこ︶︑茄御籾︵がまのおんゆぎ︶︑紫羅御

ひしろ︶を中にして︑伝統の粋を尽して新調の御楯︵おんた

おんたち︶などの御神宝を捧持して︑和琴︵わどん︶︑華葉

騒︵むらさきのらのおんさしは︶︑玉纏御太刀︵たままきの

︵ひちりき︶︑笛の奏でる神楽歌が星月夜の老杉の問に流れる

中に︑世界に唯一つの二十年Ｅ一度の神国日本を象徴する平

はるかに拝するにつけても︑昔から言われているようにわれ

安朝さながらの最高岐美の奉遷の絵巻をくり広げた︒これを

われ日本国民は天照大神の末喬であることの喜びを身近につ

この岩戸開きとも言われる世直しの絶好の機会に際して︑

くづくと感じたのである︒

世界中のいたる所で汚れを訴えている今日︑少くも日本は身

神風の伊勢の宮居の宮うつＬ

︵渡︶

も心も物も凡てが高く美しくありたいと思うものである︒

あめのうずめ

星かげしるきこよひなるかも

衣ずれは天細女か宮うつし

岩戸開きもかくやありけむ

︹巻頭言︺
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私は時々そんなことを考える︒昔の政治家の方が賢明であり︑良心的であ
ったようだ︒

人間の欲望には限度がない︒之を自発的に制することが︑却って生活を
安定させ︑又楽しくさせる︒古くから節制が道徳の重要な一原点とされた
わけである︒

然るに近代になっては︑此のほかに別の意義が加わって来た︒云う迄も
なく天然資源の問題である︒地下資源︑地上資源︑地球の保有量︑増産力︑

それらの計算は有るのか︒今や柵たる此の小地球に運命を托す人類となっ
てしまった︒今日の公害問題も此の危機の前兆である︒人類は生活生存の
問題からも︑新しい原点を持つに到った︒

道徳問題と経済問題︑此の二つは実に密接な関係を有っている︒節約問
題は此の関係を探る上に於て︑重要な意義を含有するものと思う︒
︵本会を長︶

〆
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け善い人になって貰いたい︒善い人を沢山作ってそうして

弘道会と申すは善い人を作ろうと云うのである︒成るた

で此世の中で食って往くことが出来ない︒衣食住を自分の

を失う本と云うものは何であるかと云うと︑第一番は自分

の人間とは云えない︒精神の独立を失い併せて身体の独立

泊翁西村茂樹

此日本国を堅固に守って貰うと云う︒斯う云うことより外

するかと云うことになると︑ちょっと考えの無い人がある︒

こと︒倹約と云うことは皆知って居る︒唯その何故倹約を

ぬｃ無駄なことをしないと云うのがこれが先づ倹約と云う

者があるがそれは間違いで︑必要な金は逓わなければなら

所が世間の人には倹約をすると云うて必要な金も造わない

釈も何にも入らない︒それは無駄な費をしないことである︒

になって宜しい︒倹約と云うことは誰しも分ったことで註

倹約の御話︑これは稚さい人でも大きな人でも皆御聴き

の例を引くわけではないが︑西洋では御存じの通り他人の

及ばない︒それは独立の出来ない者である︒既に余所の国

の世話になったりする者は︑犬にも猫にも蟻にも鯖峠にも

体を活して往くことが出来ないで︑他人に強請ったり他人

これだけの大きな身体を持ち︑これだけの働もあって此身

も自分で食って他の世話にはならぬ︒所が人間であって︑

で食って活きて居る︒それから極く小さい蟻の様なもので

居るのはそれは独立の人とは云えない︒犬でも猫でも自分

受けて︑他人から金を貰ったり米を貰ったりして︑活きて

何の為めに倹約をするかと云うと倹約をするには二つの目

ない︒民権を剥奪されて居る︒所が日本には未だどうも他

救助︑他人の扶けを受けて居る者は民権を持つことが出来

これが倹約の第一の目的である︒人間と云うものは固より

も一つは人に金を借りること︑金を借りると云うことは

人の厄介になって居る人が大分有る︒

的がある︒其一つは自立︑独立の人間になろうと云うのが

とがあります︒

力ですることが出来ない︒他人の世話になり他人の扶助を

倹

に趣意はない︒此弘道会の要領の中に倹約をしろと云うこ

節
身体は独立して居るけれども︑精神が独立しなければ独立
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講

どうも悪いことだ︒借りても能く約束の通り返せば宜い︒

れを倹約と思って居る者もあるがそれは間違である︒倹約

て納めなければならない金を納めなかったり︑何かしてそ

そこで倹約の度と云うものがある︒どれだけの事をすれ

と云うのは今私が申した二つの趣意を行う為めにするので

ば倹約であろうか︑これは少しむづかしいのです︒三度灸

返せば宜いけれども約束は立派な約束をして置いて其時に

為香の物に茶漬ばかり食って居ればそれが倹約かと思って

ある︒

吐く様になる︒これは誠に此人間の恥ずべきこと︒其恥ず

拠るなく虚言を吐く︒金を借りた為めに正直な人が虚言を

居る︒だがそうばかりいえない︒これは其人の自分の身代

なって返さない︒すると道徳を失う︒又虚言を吐く︒平常

べきことをしない様にしようと云うには︑何でするかと云

虚言を吐かない人でも︑金を借りて返す時分に返さないと

うと倹約でするより外はない︒他人の金を借りない他人の

に依るのであって︑﹁西洋節用論﹂と云う私が故の友人の

か︑倹約のことは色をあるが詰まりは自分の身代次第で倹

中村敬宇翁の翻訳したものの中に西洋人の誰の説であった

約に差があるといっている︒だからして極貧乏の人の倹約

は有りはせぬ︒恥辱を受けない為めに倹約をする︒他人の
世話になり他人の厄介になり︑他人の金を借りて返さない

と金持の人の倹約とは自から遠いがある︒日本人は近来頻

厄介にならない為めに倹約をする︒倹約と云うは外に目的

のであります︒

者は人間並の口は利けない︒それをしない様に倹約をする

りに西洋人の真似をして箸る︒それは財産を知らないので︑

西洋人が立派な服装をしてこう云う美味い物を食うから︑

も一つは慈善の事をしようが為めに倹約をする︒慈善と
云うのは人を救うので不幸にして災難に遭い︑難儀に遇う

そうでない︒身代が違う︒西洋人は何十万円と云う財産が

此方もそうしなければ文明開化の人でないと云う︒それは

あるからして︑毎日牛肉を食うかも知れぬ︒日本人は其十

人其他誠に良い志があって︑何かしようと思っても其人は

分の一も二十分の一も百分の一もない身代で︑矢張り牛肉

財力が乏くして出来ないと云う人がある︒それを救うのが
めにする︒

慈善です︒所がこれは金がなくては出来ない︒倹約は其為

日本人は箸りになる︒今の西洋節用論にある説では何でも

を毎日食う人がある︒西洋人はそれで倹約になって居るが

ば職人が一ケ月に給料を十円取るならば︑平生は五円で暮

自分の収入ｌ取前の半分で暮さなければ行かない．例え

それで倹約と云うのは一つは自分が独立して︑他人の厄
めに倹約をする︒今時倹約を間違えて人たる者の道として

介にならない様に︑一つは慈善の事をして他人を救う其為
出さなければならない金も出さなかったり︑或は国民とし

︑１ノ
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置くのは何の為めかと云うと先刻私が申す通り自分がどう

して︑五円は必ず積んで置かなければならぬ︒その積んで

の本だに依って倹約はせぬが宜い︒金持は道うが宜いとこ

たならば︑金が散らないから不融通になる︒倹約は不融通

救うと云うのが西洋節用論の説です︒大層な身代になれば

くなって来れば︑それを以て半分慈善のことをして他人を

の金はあっても余り身上の宜くない人は大層数が多い︒其

れぱ︑其下の金の無い者まで皆其真似をして箸る︒少し位

も︑それは一を知って二を知らない人で︑金の有る人が箸

である︒成るほどそう云えば一理ありそうに見えるけれど

半分造っては大変であるから︑そんなに造わないで済む︒半

人が皆著る︒此箸りと云うものは風俗になる︒金の有る人

う云う説がある︒これは随分人を惑わすだけの力のある説

分と云うのはどんな貧乏な人でも半分︑半分より余計巡っ

がやると金の無い人も平常自分の仕来りよりも箸る︒そう

の世話にならない様にする︒それが初まりで段々身上が宜

てはならぬとこう云う誠めであるから︑どうしても半分で

云うことで災難に遭わないものでもない︒遭った時に他人

暮さなければならぬ︒取前が少なければ少ないだけ其半分

になる︒それだからして箸りは誠めなければならぬ︒

すると彼方に借銭が出来︑此方に不義理が出来て遂に貧乏

なことをしても半分だけは残さなければならぬ︒これが即

っても︑又米の飯が食えなければ引割飯を食っても︑どん

ければならぬ︒香の物どころではない︒唯の塩を掛けて食

ぱ木でも何でも右の方へ曲ったものを真っ直ぐにするには

矯め直すときは少しは酷いことをしなければならぬＯ例へ

行かない︒けれども一と言申して置きたいことは︑風俗を

だが此倹約と云うことに付て︑これも余り度に過ぎては

しきた

は貯えて︑半分でどんな不味い物を食っても夫れで行かな

である︒どうも宜しいようである︒

ち西洋人の規則と云うものでもないけれども︑経験上の説

其風俗を矯めようとするには︑倹約も中通りよりはもっと

直ぐになる︒世の中の人が今日の様に箸って居るときに︑

逆に左の方へ少し強く曲げなければならぬ︒それで丁度真

層異説がある︒今時の学者と云う人の説︑︑即ち西洋学者の

然る所が段々此頃聴いて見ると︑倹約のことに付ては大
説で︑ちょっと尤もの様に聴えるから大に人が惑います︒

家督の初めの頃は︑水戸は余程箸って居ったものと見える︒

酷くやらなければならぬ︒私共が若い時水戸の景山公が御

いけれども社会の為めに悪るい︒何故悪るいと云うに︑金

其説に日く︑倹約と云うことは悪るい︒其人の為めには宜

人である︒けれども膳の上に一菜ほか菜を附けられない︒

彼の人は三十五万石の諸侯で︑幕府の御三家と言った所の

二菜以上菜があると云うと必らずそれを退けられた︒是等

持が箸るのは宜い︒金持が箸ると其金が方々に散るから其
土地の融通が宜くなる︒若し皆倹約をして金を遣わなかつ
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は三十五万石の諸侯には少し甚しい様だが︑それは其頃の
箸の風俗を矯めようとするには︑それだけにしなければ真

うても︑学校を椿えると云うても雑作もない︒倹約は大き

なものである︒中には日に一厘づつ積むことの出来ない人

ら︑平均して一厘は積むことが出来る︒既に済んだことは

もあろうけれども︑又二銭や三銭積む人も幾らもあろうか

分中通りより︑酷い倹約をしても宜しい︒それは﹁時に中

つのは雑作もない︒そうすると又一億四千四百万円出来るｃ

仕方がないが今日から十年積んで御覧なさい︒十年位い経

直な所には行かない︒それであるからして時に依っては随
す﹂と云う言葉に自然適うことになる︒所が今日日本全国

から少し之に方法を用いて融通を附けると云うと大層国の

練で碓なことは出来ない︒唯一厘づつ積んでさえこうです

宮尊徳翁の法とを折衷して︑私が草案を立てた︒併し畑水

て置いた︒これは西洋の信用組合法と︑日本の小田原の二

尤も此弘道会では先年弘道会の相助法と云うものを立て

倹約と云うものはなかなか大きなものである︒

の有様は大層箸りが長じて居る︒其箸りを矯めようとする
には倹約が過ぎても宜い︒此弘道会などは年中倹約を殉と
暗一ましく云うて居るが容易に行われませぬ︒

一村が富むとか云うことはなかなか出来るものではない︒

れ程の倹約が出来るものか︒倹約をして一町が富むとか︑

富の基になるのです︒これが少し溜れば今申す通り︑自分

又或人が云うには︑倹約と言った所が知れたものだ︒ど

人がある︒けれどもそれは算術を知らない人であって︑算

幾ら倹約をしても三度の食事が二度では済まぬとこう云う

意書が十ケ条ばかりある中の一ケ条でもございます︒人間

出来る訳であります︒これが倹約ということで弘道会の趣

人を救うことが出来る︒もう少し溜ると国を富ますことが

をかかない人になる︒もう少し溜れば慈善の業をなして他

一人が一厘づつ倹約をしてそれを貯えると云うと︑日本の

の銭を貯えて御覧なさい︒一銭の十分の一こればかりの銭︑

唯口で言い耳に御聴きなさるのは雑作もない︒併しこれを

が独立の人間になって他人の厄介にならず社会に立って恥

人口が四千何百万人あるが︑先ず四千万と見て一日に四万

口で言って耳で聴いても実行しなければ役に立たないから︑

に付て大なる利益のことを申すならば︑諸君は一日に一厘

円溜る︒それからして一年に幾ら倹約になるかと云うと︑

どうぞこれを実行して御貰い申したい︒︵編集後記参照︶

術を知って居る人は鼠算をして見ても分るｃ今倹約のこと

千四百四十万円溜る︒十年積むと一億四千四百万円︑随分

での誰演である︒泊翁叢書第二職八四六

八五五頁より抄出︶

︵本稿は明治二十六年十月三十日日本弘道会四谷部会通俗講淡会

大きな金であります︒若し此ことを今日より十年前︑明治
十六年からやって居ったならば今日︑日本国に一億四千四
百万円の金が溜って居る筈であるから︑軍艦を椿えると云
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世界的・日本的節約

｜世界的節約運動
一昨年ローマクラブ︵世界的な学者が六○人程でローマで結

成したクラブ︶が﹁成長の限界﹂という報告を出して世界の

町田一郎

増加を抑制する一方工業生産も抑えなければいけないし︑
であった︒

それに対応して消費の節約をしなければいけないというの

その報告内容はザッと次の通りである︒人口ことに後進

たらよかったのだが︑丁度時期を同じくしてアフリカや印

このローマ報告が学者の想像を遥しくした空ら騒ぎだっ

国の人口増加が著しいから︑世界人口はあと二十年もすれ

の公害が大騒ぎとなり出したから︑二十年あとどころの話

度などで大食料飢謹が起こり︑アメリカの石油不足や日本

心ある人々をシーンとさせた︒

供給は可耕地面積の関係上段々不足がちになってしまう︒

ば現在の倍七十億に達する︒ところが之れに対応する食料

の間著しい増加をする見透しだが︑その増加を賄うための

然停止した︒金免換を停止したからドルは紙ドルに転落し

アメリカは︑それ迄百年もつづけて来たドルの金免換を突

悪い時には悪いことが重なるもので︑丁度二年前の八月︑

ではなくなった︑と人々をシーンとさせた訳である︒

エネルギー源や原材料はだんだん窮窟になってくる上に︑

たＩＭＦ加盟百二十ケ国の通貨も一・へんに紙化して︑為替

てしまい︑戦後この金ドルの上に固定相場で乗つかってい

また工業生産は各国のＧＮＰ競争︵経済成長率︶から当分

生産の増加を型肘することになる︒

ロンドンの金自由市場の金価が公定相場の三倍にも暴騰し

るのだから差支えないようにみえるかも知れない︒しかし

アメリカのドルが紙化したって︑ドル札が立派に通用す

相場は固定制から変動制に変ってしまった︒

今まで予想もしなかった公害が発生し出して︑之れも工業
要するに今迄は食料でも原材料でもエネルギー源でも︑
地球には無限に存在する︑という前提でやって来たのだが︑
そうはいかないのだと警告したのである︒

そして若し我為の生活を安全なものにしたいなら人口の
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てしまったから大変である︒つまり紙ドルは金ドルの三分

農業むきには出来ていないのである︵当時アメリカは人口のタ

口の六割を注ぎ込まなければならなかった︒日本の国土は

する覚悟をしたから︑話は楽になった︒アメリカを中心と

それが︑大日本帝国からダダの日本となって戦争を放棄

ッタ八パーセントを注ぎ込むだけで世界第一の農産国だった︶︒

の一に下落したことになった訳である︒他の国の通貨も無
ということは︑世界中の通貨の信用がガタ落ちしてしま

論右へならえである︒

ったことを意味する︒通貨の信用が落ちれば︑通貨を敬遠

うことにしたからである︒

して小麦︑大豆︑トウモロコシ等何でも世界中から安く買

︑︑︑

してモノに逃げ込みたくなるのは当然の理で︑金持よりも

四割という危険千万な

商工業に配置転換出来ることとなった︒農村からなだれを

︑︑︑

低率となってしまったが︑そのため農村から大量の人手を

とうとう日本の食料自給率は三

モノ持ちの方が好かれるようになるＣ

中近東の石油の王様はドルを溜めるより︑石油を地下に
納っておく方がいいと考えるし︑アメリカの牧場主は牛を
︑︑

工業が大発展できたのはそのお蔭である︒

打って都会に若い人手が流出した︒附価々値の高い重化学

賃金が毎年大巾に上昇したが︑工場や機械を新鋭なもの

にし︑人手をふやし︑原料をふんだんに輸入して︑一にも

増産一本槍が日本経済のパターンとなった︒もっとも︑

ことが出来たＯ

増産二にも増産とはげめばそれで賃金高の圧迫を吸収する

原料に不自由なく︑人手に恵まれて増産に増産を重ねても︑

みても︑日本人だけに売っていたのでは原料代が払えなく

、 0 ノ

売ってドルにするよりも牛のままで持っている方が得だ︑

と考える︒世界中モノの出廻りが悪くなったのは︑その為
めで︑その結果アメリカ人がガソリン不足から自動車使用
を制限されたように︑いや応なしに世界中が節約を余儀な
くさせられることになった︒

二戦後の日本経済
したこともあって︑原材料はいくらでも外国が売って呉れ

戦後の日本経済のやり方はこうだった︒軍国主義を放棄
るようになった︒戦後に出来た開発途上国は︑経済自立の

なってしまう︒日本の経済は輸出しなければやってゆけな

ン︑フランチャイズなどの販売様式を外国から取り入れて

いくら量販方式：：：スーパー︑ディスカウント︑チェー

製品が売れなければ経済は壁に突き当ってしまう︒
︑︑︑︑︑

ため︑競って資源を開発し︑それを日本に持ち込んで呉れ
た︒だから日本経済の泣きどころである原料資材にこと欠
次ぎは食料︑大日本帝国時代は︑何をおいても食料自給

かないで済むことになった︒これが第一・

を図らねばならなかった︒そのためには不経済な農業に人

rワ、

いのである︒

ところが都合のいいことに︑消費は美徳だなどと浮かれ
るァメリヵさんが日本最大のお客様として登場して呉れた
のである︒世界経済の四割をも占めるアメリカではあるが︑

朝鮮戦争から引きつづいてベトナム戦争︑それにソ聯との
宇宙開発競争である︒それではとても自動車やテレビや写
真機︑ミシンなどの民需品に手が廻りかねる︒だから日本
に大量の御注文となった︒

アメリカに大いに売って︑ドルさえ稼げば食料や原料代
金の支払いにこと欠かない︒日本経済は順風満帆となって
ＧＮＰは自由世界第二位︑その成長率は連年世界第一位を
誇ることとなった︒ひとえに環境にめぐまれ︑その恵まれ
た環境を百・︿−セント利用しえた国民英知の賜であった︒

メーカーは一生懸命に物を造って金儲けをしようと励み︑

商人は大いに品物を売って金儲けしようとするから︑品物

反対にゑんなが物儲けに熱中して︑物持ちになろうとす

は増産され拡販されて世の中の景気は上冷となる︒

れば品物は動かなくなるから景気はしめってしまうｏ原材

沈滞するにきまっている︒

・料が入手出来なくなり︑仕入れが難かしぐなれば︑景気は

第二節に述べたように戦後の日本経済の発展は︑いくら
えたことである︒

でも原材料が輸入出来たこと︑といくらでもあり食料が買

この二つの大きな条件に異変が起きて︑外国が石油など

のエネルギー源︑工業用原材料を売り惜しむとなったら大

変である︒そのうえ輸入食料までが去年の二倍三倍と暴騰

となっては日本経済のやりくりになゑな桑ならぬ苦労が重

なるというものである︒とても﹁使いずて経済﹂とか﹁消

三日本経済と節約
戦後の日本経済の発展理由は右の通りであった︒それを

費は美徳﹂だなんという気楽なことを云ってはいられない︒

などあらう筈はない︒

火事という天災地変にさいなまれつづけた日本人に消費癖

しかも資源に恵まれない国土︑その上地震かみなり︵台風︶

もともと日本人は消費節約型なのである︒この狭い土地︑

メリカ式の消費万能の宣伝に巻き込まれすぎた︒

環境に恵まれ過ぎて︑戦後の日本人は浮かれすぎた︒ア

四節約運動の開始

事新らしく述べたのは︑その恵まれた条件に大きな変化が
染え始めたからである︒

第一節で述べたように︑地球上の物資は無尽蔵ではなか
ったのである︒食料の供給力も無尽蔵ではなかった︒ロー
マクラブの警鐘に目醒めた各国は資源を大切にし出したの

も無理はない︒おまけに世界中の通貨が紙化して︑金儲け
より物儲け︑金持ちより物持ちへ︑と大きく変って来た︒
染んなが金儲けに熱中すれば︑品物はどしどし動き出す︒
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ただ一筋に祖母から嫁へ︑嫁から娘へと消費節約を教え

る︒別に日本を困らせようとしているのではない︒世界中

ら少しも差支えない︒だが︑それが変ってしまったのであ

たとえ外国だのみでも外国がいつまでも売って呉れるな

大変である︒

ただ品物を溜め込み︑品物を大切にして︑それで天災地変

が資源の貴うとさに目醒めたのである︒

込み︑それで天災地変に耐え抜いて来た民族である︒ただ

悪徳だった︒

美徳﹂などというのはまだ附け焼匁にすぎない︒御先祖様

左程の困難を感じない筈である︒日本人にとって﹁消費は

る︒節約をしなれけばならない理窟さえ判れば︑実行には

節約ならどこの国にも負けない伝統を持つ日本国民であ

迄いちばん恵まれていた水も人手も不足して来た︒

丁度公害問題も︑その節約を要求することになった︒今

約精神を取り戻さなければならなくなった︒

日本はもう一度︑明治以来の︑いや明治以前からの︑節

をくぐり抜けて来たのである︒使いずてなど飛んでもない
そのお蔭で三百年もおくれて文明社会の仲間入りをし乍
ら︑たった五︑六十年で世界の五大強国に列し得たのであ
るＯ

︑︑︑︑︑︑

たとえ資源に恵まれなくとも︑乏しい資源で造り出した
品物をとことんまで利用する節約精神を養えば︑それで資
戦後は少々有頂天になりすぎた︒大量生産︑大量消費な

の教訓を思い起すべき時となった︒︵三菱経済研究所長︶

源に恵まれた国に対抗出来る︒

リカだって識者は誰れ一人﹁消費は美徳だ﹂と思ってはい

﹁五常訓﹂の後に付記したもの︒

に領民の撫育に心を尽した恩威兼備の名侯仙台藩主伊達政宗の壁書

右の訓言は︑軍略にすぐれた武将であり︑人情の機微を察し︑常

らずとも褒めて食うべし︒元来客の身なれば好嫌は申されまじ︒

この世に客に来たと思えば何の苦もなし︒朝夕の食事はうまか

■■ｂ■■■●①凸中■●■●■■凸■︒②●●︒■■■七●■■Ｇ■■●●凸■︒Ｂ■凸■巳●ｃｃ■■●●●■■申︒■Ｇ●由●

どという︑アメリカの商売宣伝をウ飲糸にしすぎた︒アメ
ない
な
い︒
︒あれは︑売らんかな︑の商業のコマーシャルなので
ある︒

ほとんど︑あらゆる資源に恵まれすぎるほど恵まれたア
メリカでも︑少し調子づいて消費をすれば︑忽ち輸入の大
ましてや原材料も食料もすべて他国だのみの日本である︒

︑︑︑

超過からドルの金交換の停止に追い込まれてしまう︒
頼むところは勤勉と消費節約の二つだけと云っていい︒
︑︑︑

ＧＮＰ世界第二位と威張るのは結構である︒だがその第二
位を支える資源も食料も外国だの象であることを忘れたら
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インフレーションと節約

小出孝三

一部節約も唱えられ始めたが︑マスコミの広告を見ても依然として

消費奨励型であり︑流行を追って未だ着られる衣服が屑屋に出され︑

したのはつい先頃までのことであった︒環境汚染や資源不足の声に

変し︑消費奨励型から節約強調型になった︒例えばある石油会社で

屑屋ではこれを裁断して機械ふき雑巾にしている実況の放送などを

先般ある新聞に︑一言−ヨーク特派員の報道として次のような解

は実物のウサギとカメとを道路に登場させ﹁スピードを出し過ぎた

見ると︑嘗て母親達が着物を幾度も洗い張りしては縫い直していた

説的記事が掲載されていたＯ最近テレビのコマーシャルの様相が一

ウサギはゴールにはいったらもうグッタリで動きません︒それに比

今日わが国民の最大の関心事は日毎に高騰を続ける物価︑即ちイ

ことなどは︑この世のことではなかったような気がしてくる︒

ンフレーションの問題であろう︒ひとりわが国ばかりでなく︑先進

べてカメはまだ余力十分﹂と良質石油を多量に消費するスピード競
ン当りの走行距離は二倍になります﹂と節約を宣伝しているという

争からの転換を呼びかけ︑また自動車界では﹁この小型車は一ガロ

共産諸国は別であるが︑そこには全般的な物資不足︑サービス低下

工業諸国は一様にインフレに悩まされている︒価格を公定している

また最近テレビでは次のような事実を放映していた︒大統領のイ

画経済と称する体制が如何に経済活動を萎廃混乱させるものである

等の悩みがある︒生産手段の国有により市場機能を破壊する所謂計

報道であった︒︵四八・八・一九付読売新聞︶

ンフレ対策の一つとして牛肉の価格を凍結したために牛肉は市場か

かは︑今回のチリに於けるアジェンデ政権の転覆が一つの具体的教

ら姿を消してしまい︑その代りに大豆から人造牛肉を作る方法が開
発され︑今の処ビフテキは出来ないが引肉の代用品には十分役立つ

訓を提供している︒

価格は周知のように需要と供給によって決まる︒結局通貨と商品

程度になっているという実況であった︒

の対比によるもので︑物に対して通貨が増加すれば価格は上り︑通

かの大量消費︑使い捨て経済の本家のアメリカに於いて︑如上の
現象のあることは寧ろ驚異というべきであろう︒時代は大きく節約

レもこの道理を外れるものではない︒通貨が物との均衡を外れて増

貨に比して物があり余れば物価は下る︒これは自明の理で︑インフ
わが国に於いても消費は美徳と称し︑節約を蔑視して消費を奨励

時代に転換し始めているようである︒
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加し続けるならば︑物価が天井知らずに高騰を続けるのは理の当然
である︒

きん

通貨は日常﹁おかね﹂というが︑元来その﹁お金﹂の文字の示す

管理通貨の時代は政府及び中央銀行当局により通貨数量の増減が

而も失業問題は人権思想の発達や労働組合の強化につれて︑これを

自由になるので︑右の完全雇用政策を容易に採用することができる︒

貨増発の政確が各国一様に採用される所以がある︒

避けることが政策上の一つの至上命令となる︒ここに積極放漫な通

一旦完全雇用が定着すると︑労働市場の様相が一変する︒売手側

通り︑金であり︑時には銀もこれに加わった︒それ自身に価値があ

が力を得て所謂売手市場となる︒労働組合の圧力もあって賃金は次

り︑製作には斐用を要する一つの商品であった︒それが金融制度の
発達により何時でも金と交換のできる免換券となり︑更に金から離

第にベース・アップされる︒ベース・アップは生産変の上昇となる

一方︑需要の増大となる︒かくてコスト・プッシュ︑デ↓︑ンド・プ

ぬが︑政府や中央銀行の管理により︑その価値が保持される︒管理

ルの生産費と需要の両面からの力により商品の価格は上昇する︒鶏

れた紙幣となって今日に至っている︒紙幣はそれ自身は価値をもた

た場合には︑むや糸にその数量を増加することは不可能で︑従って

の増発は歯止めなきままに続けられ︑物価は天井知らずに間脳する︒

と卵との関係さながらに因果循環して次第にエスカレートし︑通貨

通貨ともいわれる所以である︒通貨が金やこれに代る党換券であっ
インフレの存在する余地はなかった︒これに対し管理通貨の場合は

以上は通貨の面からのインフレの原因であるが︑他方物資の側か

い不公平を被ることになる︒

保険金による生活者は︑この循環の輪から取残され︑分配上の甚し

序ながら売るべき物を持たぬ老病者や過去の価値の蓄積たる預金や

容易にその増減が可能となり︑場合により無限の増発も可能である︒

一方恐慌と失業とは︑市場に向って商品を生産する現在の自由主

ここにインフレの起る素地が存在する︒

義経済に随伴する波動的循還的な現象である︒その際の社会不安に
際し︑労働者は革命を起して今日の制度を破壊し︑社会主義共産主

て有効需要がこれに追付いて行かないところから採られた政策であ

る︒その学理や政策の根底には︑機械や技術の発達により生産は無

らこれを見る必要がある︒元来インフレ政策は物の生産が豊富すぎ

限に発展し物資は無限に豊富になるという考え方が支配している︒

義の社会を実現すべしというのがマルクス主義である︒この恐慌と
の経済学で︑戦後各先進国に於いては概ねこの学理の線に沿って経

失業はやりょうに依っては十分防止できると主張するのがケーンズ
済政策が行われている︒浩灘なケーンズ理論は︑これを要約するこ

ンズ経済学に於いても︑それを前提とした上で一は現体制の崩壊を

前述の如く︑今日経済界を二分するマルクス経済学に於いてもケー

ｌ恐慌の原因ば商品の売れぬことにあり︑売れるためには支払

とは困難であるが︑敢て一言でこれを蔽えば︑次のようになる︒

てその立論の基礎が崩れかけて来た︒それは世界的な資源の不足や

主張し︑一は無窮の繁栄の方途を提唱している︒然るに最近に至っ

洞渇︑殊にエネルギー源や食糧について︑その限界が実生活を圧迫

能力のある需要即ち有効需要のあることが必要である︒失業者の欲

って通貨を豊富に放出して完全耀川の実現を図らねばならないＩ

望は有効需要にならない︒従って政府は積極的な財政金融政策を以
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し始めたからである︒去る九月九日︑アルジェに於いて閉幕した第

インフレの加速度的進行は必至である︒これが抑制の方法は︑究局

一方に通貨は累増し︑他方に物資の増加がこれに伴わぬとすれば︑

というが如き学説は︑全くの夢物語に過ぎない︒

一︑会議は﹁すべての国がその天然資源を国有化しその国内にお

四回非同盟国首脳会談は左の如き経済宣言を発表した︒

っとよこせという飽くなく欲望を転じて奪い合いの循環の輪を絶ち

するところ下記に帰着する︒物を大切に生かして使うとともに︑も

／

ける経済活動を統制する権利を有する﹂という原則を留保条件なし

があった︒﹁今日様に相済まぬ﹂と勤労し︑﹁勿体ない﹂と質実な消

元来わが国民の間には﹁勿体ない﹂という言葉があり︑その心情

切ることである︒

に支持する︒

一︑国有化を実行した場合︑各国は補償の額や支払方法を決定す
非同盟国とは所謂発展途上の新興国で︑石油を始め原料資源保有

る権利を有する︒︵以下略︶︵四八・九・一○付朝日新聞︶

を全く度外視するわけではないがそれをも包むより大きな生き甲斐

があった︒これを以って封建道徳の卑屈な態度と批評することもで

我生活を楽しむのが︑概ねの庶民の経済生活の実態であった︒金銭

年︑新油田が発見されて埋蔵量が五倍になっても大略五十年で堀り

かしい生活態度と見ることもできる︒天に謝し地に謝し衆生の恩を

きるかも知れぬが︑またわが国の自然や伝統に即した天人和合のゆ

国が大部分である︒資源保護の立場からの宣言で輸入国は多分の制

尽すといわれている︒食樋問題も同様に深刻である︒現在地球上の

限を受けざるを得ない︒石油資源は従来のテンポで進めば今後二十

人口は約三十七億︑人口は三十五年で倍になるとのことである︒仮

方ではなかろうか︒環境を搾取の対象とし︑利己心を原動力とし︑

感謝しつつ天地造化の営象に参入することは︑寧ろ人間本来のあり

科学を至上︑機械を万能と盲信して自然から奪い周囲と闘争するこ

令環境問題や公害問題を無視して耕して天に至るほど耕地面積を拡
ソ連・中国が︑天候による不作のためとはいえ昨年大量の穀物を輸

大し得たとしても︑その人口を養い得るか否か︒農業国といわれた

近代資本主義の初期に於ては︑学者も庶民も天地自然に対し︑ま

る︒浪費と人心の荒廃とは表裏をなして拡大する︒その後肘の淫蕩

た賢人箕子が段の滅亡近きにありと慨歎したという話が伝わってい

昔中国の股の肘王が食事に象牙の箸を愛用し始めた時︑伝え聞い

べきではなかろうか︒

とを基調とする現代文明のあり方こそが︑その正否を問われて然る

だ謙虚であった︒マルサスは人口論を発表し︑食糧は算術級数的に

暴虐は増長し︑遂に箕子の予言のとおり︑段は間もなく滅亡した︒

るｃ

入した事実は︑現在既に楽観を許さぬもののあることを示唆してい

社会制度のためではなく︑自然法則の然らしめるところと喝破した︒

を失っては修羅道に陥る︒天物を暴珍することの罪悪なことは︑時

欲望は人間本来具有の本能で︑必しも否定すべきではないが︑節度

増加するが人口は幾何級数的に増加する︑従って飢えの生ずるのは
またリカルドは収穫逓減の法則を明かにし︑農産物の生産には数用

空を超えた真理と思われる︒︵本会評議員評論家︶

てん

の関係から制限のあることを主張した︒物資が無限に豊富になり︑

人間はその欲望のままに消費し︑必然の王国から自由の王国に入る
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約道
関末代策

間で親交があった︒先生から面白い話を聞いた︒ある年の末に︑曾

祖母が﹁餅網が破れているので︑新しいのを買わなければなりませ

の予算にはないから︑来年度は予算に組入れておく︒今回はやむを

ん﹂というと︑川口さんはしばらく帳面を調べていたが︑﹁今年度

えない︑縁の方の網のあるところでお焼きなさい﹂といったとのこ

退官後は︑専ら書道の指導をしていたが︑一時は︑四百人という

と︒この辺︑さすがに会計検査院らしい︒

多数の弟子が集ったという︒なかには︑栗原玉葉画伯とか︑歌人の

節約と﹁けちる﹂では︑少を一三アンスが違う︒﹁けちる﹂は容沓

︵りんしょく︶であって︑節約とか倹約とは別のもの︒昔から節約

石原純博士の妹︑筏川先生の夫人も門下生だったと︑先生から聞い

一切とらない︒﹁私は役人として俸給を頂いているから︑月謝は受取

た︒在官中は︑日冊日と帰宅後に指導していたらしいが︑授業料は

は美徳とされたが︑害街の方は︑むしろ攻撃されてきた︒この思想

れない︒もし気がすまないなら︑筆墨紙を持参してもらいたい﹂と

は︑東洋でも西洋でも同じように考えられている︒だが︑ここで小
それこそ節約になるであろう︒

に使用させてもらいたいと小学校へ運んでいく︒小学校では大喜び

いうので︑毎月沢川の筆墨紙が届く︒これらは︑生活の苦しい生徒

難︵むずか︶しい議論をしているより︑手っ取早く実話を語る方が︑
私の母方の曾︵そう︶祖父に︑徹底した倹約家がいた︒川︑東州

曾机父は時間の節約もやかましかった︒毎朝三時起床︑冬季でも︑

であったらしい︒

といって︑東京の本郷西片町十番地で︑有真楼という書道塾を開い
ていた︒真向いが上田敏博士で︑隣家は前田恵雲博士︒この辺は東

はげむ︒終ると︑湯烏天神に参詣に出かける︒西片町からは相当の

前夜から汲承おきの水をかぶる︒それから机に向って読書・書道に

京帝大に近いので︑学者が大へん多かつた︒

川口は若い時分︑会計検査院に奉職していたが︑田尻稲次郎院長

遠路である︒これを七十歳越えても休んだことがない︒帰ると朝食︑

に私淑していた︒田尻博士は財政学者で︑大学で教鞭もとっていた
が︑のち東京市長になった実際家でもあった︒博士は院長時代に︑

なんでも︑凡︵き︶帖面で︑それを狂わすことはゆるされない︒

徒歩で会計検査院に登庁する︒

一週間に一度︑舞踊の師匠を招いて踊る︒体を柔軟にするいがいの

ら聞いたことがある︒このごろ︑若い女性のあいだで︑下駄をつけ

靴の裏へ下駄のような物をつけて徒歩で通勤していたと︑曾祖母か
たような靴を︑あぶなげにはくのが流行だが︑まさか田尻さんの再

なにものでもない︒土眼日の夕食には︑必ず鰻を食べる︒これは︑

もない生活で︑面白いのかどうかと疑われるのだが︑ご本人は︑こ

一週間の日課に組承入れられている︒他から見ると︑まことに変哲

来ではあるまい︒〆

私は明治大学の予科時代に︑笹川臨風先生に孟子を︑平井魯堂先
生に資治通鑑の講義をうけたが︑その平井先生と曾祖父とは漢学仲
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節

ら聞いた︒

れでひじょうに満足していたようだと︑やはり門下生であった母か

借りていたさい︑森永社員も禁煙だったことを親しく見聞したとこ

酒も飲まない︒酒を飲むために費やす時間は相当なものであるｃ

ろだｃ

酒は︑煙草のように全く用いなかったわけではない︒いつかはやめ

自らはできるだけ節し︑余分の金銭を身につけずに︑他に施す︒
しり入っていたが︑死の迫るのを知ると︑遺言して︑重要文献だけ

中国の貴重な法帖︵じよう︶などは︑私の大学時代にも書庫にぎっ

ントン会議に朝日新聞から特派を命じられた︒ところが︑出航四日

たいとおもっていたが︑なかなかきっかけがない︒たまたま︑ワシ

↓︑−ジャンやパチン﹃一は見物したこともないｃ碁・将棋・トラン

として︑その他のスポーツを見たことがない︒

したことがない︒柔剣道︑相撲︑ボクシングのような個人競技は別

授になったり︑博士になったりしている︒野球はただの一度も見物

見おさめで十五︑六年もたつのではないか︒当時門下生はすでに教

へ招いてくれた℃初めてカラーの︑物をいう映画を見たが︑それが

憶がある︒門下生たちが︑私に最近の映画を見せたいといって帝劇

てから三十代のときか四十代のときに一度︑﹁路傍の石﹂を見た一記

を早くおぼえる手段として︑最初のあいだ見に行った︒日本へ帰？

な活動写真はいくらか見た一﹂とがある︒また︑海外留学中には言葉

芝居も見なければ︑映画も見ない︒学生時代に雨の降ってるよう

年以上になる︒

で︑朝日に大へんな迷惑をかけた︒それを機会に︑酒を断って五十

前に血をはいてたおれてしまった︒私の代理は手続上間に合わない

は博物館に寄贈している︒これが︑ほんとうの節約道ではないかと
おもう︒

私は︑節約となると余まり実行できない方だ︒時間の節約はある
程度実行してきたが︑空間の節約がどうもできない︒家でも︑土地
でも空間の多いのに︑一つの快さを感ずる︒本を読むのでも︑一定
の机に向っていることができない︒だから︑書斎のなかでも移動す
る︒それだけではない︑二階へ上ったり︑下りたり︑部屋も転々と
れたり︑動かされたりすると︑腹が立つ・

換える︒そして︑そこらじゅうを乱雑に散らかす︒これを掃除をさ
私は散歩がきらいである︒庭へ出ることもあまり好きではない︒
の時灸に︑必要な物がある︒辞書が必要だったり︑参考書が必要に

だが︑あっちで本を読んだり︑こっちで物を書いたりするので︑そ

はいかない︒これが自然に散歩になるなど︑自分勝手な理屈をつけ

なったりするｃこれは︑どんなに物ぐさな私でも︑動かないわけに
ている︒

プのたぐいも知らない︒これでは﹁ないないずくし﹂で︑人生も味

気無いだろうと︑人からよくいわれる︒だが︑私自身としては︑け

私は︑時間の節約ということには︑若い時分から心をもちいてき
た︒まず︑私は煙草を吸わない︒日本人は所かまわず煙草を吸う︒

つこう毎日の生活をエンジョイしている︒

約ということは︑それほどには考えないようだ︒だが︑一生を通じ

金の倹約ということは︑だれでもピンとくる︒けれど︑時間の節

そのあいだだけ︑時間を無駄にしているわけである︒これは︑亡く
なった森永製菓の松崎社長から聞いた話だが︑アメリカでは勤務中
に煙草を吸わせないそうで︑私が戦時中に森永の会社内に事務所を

（14）

だに︑この時間の節約で救われたと信じている︒

てみると︑この時間の節約が︑どれほど生かされているか知れない︒

ェクトとして強力に推進する︒私はこの計画をサンシャイン計画と

ルギー︑地熱・水素エネルギー等の技術開発を︑ナショナルプロジ

ともに︑西暦二千年に実用化をメドに︑無公害︑無尽蔵の太陽エネ

運動の提唱となったのであろう︒

のことを発表した︒こんな前触れがあった上で︑首相の前記総節約

力をあげ︑ちり紙交換などに︑政府が積極的に協力するといった風

ったような記事である︒最近では厚生省であったか︑廃品回収に全

はじめた︒二宮尊徳の節約をやらねばならぬ時代がやって来るとい

これに関連したことが︑本年の二︑二宿狸頃からボッボッ新聞に出

運動を大規模に展開しなければならぬ︑という提唱であろう︒

ギーの線に添った体制を樹立しなければならぬ︒早く云えば︑節約

これまでの浪費経済Ｉ使い捨て経済を転換して︑省資源︑省エネル

おいては︑それが一層深刻化しようとしている︒ここにかえり見て︑

足である︒この不足は世界共通の重大問題であるが︑特にあが国に

以上要するに︑わが国は土地が狭除で︑資源もエネルギー源も不

ことが必要である︒

術の開発を急ぐとともに︑そのトータルシステムを早期に確立する

使用ずみのものを︑積極的に回収︑再生・再利用するため︑関係技

一︑また廃プラスチック・廃水・廃車・古紙・非鉄金属くずなど︑

などについて︑問題が提起されている︒

行き過ぎた消費を挑発する情報の押しつけ︑過度のモデルチェンジ

の脱皮を図らねばならない︒過剰包装︑過度のダイレクトメール︑

てを見直し︑資源のむだ遣いを排除し︑生産︑流通面での浪費経済

一︑﹁消聾は美徳﹂の名のもとに︑国民の暮しに定着した使い捨

名付けている︒

人に強いるわけではないが︑自分の足らないところは︑一生のあい
︵特別会員和光大経済学部長︶

宮西一

︲︲︑．イ︑１．１１ｆ︑ｊく︑Ｊｆ︑ｊｌ︑ｆ︑１１︑ノィ︑Ｊｆ１１Ｉ１︑鼻．ｌ︑Ｊｉ︑ノｑ１ｊｒ１Ｊ１︑ノー︑／︑︑／︑１／︑１ｆ︑ノ︑︑／︑ノーｉｆ︑ｊｆ︑︐ｉ１１ｆ１Ｊ１︑ノー︑Ｊｆ１１〆︑ｌＩ１ｊｆ１Ｊｌ１く︑／１

−節約と報徳

一︑総節約運動

新聞の報道によると︑田中首相は去る九月二十日午前︑日商ホー
ルで開かれた﹁日本商工会議所第三十八回通常総会﹂に出席して︑
次のような趣旨の挨拶をしている︒
一︑今後の大きな問題に︑資源・エネルギー問題がある︒資源・

エネルギーは︑急激な需要の伸びで︑全地球的規模での枯渇化が懸
念されている︒︸一ネルギー・資源供給の安定確保のためには︑国際

協調を維持しながら︑自主開発︑共同開発を進めるとともに︑供給
らない︒

地域の分散化︑備蓄の強化︑エネルギー源多様化に努めなければな
一︑半面わが国は︑国土が狭院で︑公害問題︑立地問題が︑先進諸
国以上に深刻であることから︑資源・エネルギー供給が潤沢である
ことを前提としてきた︑大量生産︑大量消費︑使い捨てなどの︑経
一︑このため︑省資源︑省エネルギー型産業構造の形式を急ぐと

済運営の在り方を︑根本的に見直す必要がある︒
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積

" ー 、 声 へ 〜 一 、 一

二︑近世の倹約政策

が︑天保の改革である︒この時第一にとりあげられたのが︑箸修を

が行われ︑共通してまつ先にあげられたものは︑倹約ということで

このように見てくると︑近世徳川時代には三度も大きい政治改革

うことになる︒

戒めることであった︒これを裏返しにすれば︑﹁倹約をせよ﹂とい

な﹁倹約﹂のところを見ると︑費用をはぶいて浪費しないとか︑費

用をへらすとか︑貯蓄するなどの意だとしている︒これと似たよう

ものとして︑採りあげられた︒すると︑資源不足︑エネルギー源不

ある︒しかしてその倹約は︑いつでも著修に対しブレーキをかける

そこで﹁節約﹂とは何かを考えて見ると︑字書には︑節約とは費

い同じような意味のものとして︑差支えなかわう︒しかして︑ここ

徳川政府の当局者は︑これらの改革によって︑政治の刷新を試み︑

三︑二宮の仕法

共通性をもっているのではないだろうか︒

の浪費経済の風潮に対する︑総節約運動の提唱は︑基本線において

足を背景として︑昭和元禄の享楽生活︑レジャーブーム︑使い捨て

用をきりつめるなどと説明してある︒すると節約と倹約は︑・だいた
で予想されているものは︑金銭である︒

田中首相の提唱している総節約運動は︑省資源・省エネルギーで
あるから︑金銭の節約という意味よりも︑はるかに広く考えられて
いる︒それは世界の実状から見ても︑当然すぎる程当然なことで︑

これを近世史の上で見ると︑八代将軍吉宗は︑箸修淫廃に流れた

その経済を立直そうとしたのであったが︑さらにこれを一歩深めて

この提唱はむしろ︑遅きに過ぎたとさえ︑評されるであろう︒

元禄の風潮を矯正するために倹約を奨励し︑自ら率先してその範を

考えるならば︑幕藩体制における財政の傾斜は︑倹約という程度の

すなわち近世の幕藩体制は︑武士と農民の結びつきを中核とする︑

措置では︑どうにもならぬ方向に進みつつあったのである︒

示している︒

十一代将軍家斉の時代には︑松平定信が老中となって︑寛政の改
失政もあったであろうが︑諸国に凶年が続き︑農民の生活が窮乏し

革を断行した︒その端緒として︑倹約令を出している︒これは田沼

して︑時代と共にその勢力を拡大した︒前資本主義の拾頭がそれで

ある︒これが年を米経済を圧迫し︑それを弱体化させていったので

米経済によるものである︒そこへ町人を中核とする貨幣経済が進出

あるから︑米経済に依存する武士と農民は︑当然貧困に落ち入らざ

て︑百姓一摸がおこった︒それにもかかわらず︑江戸では依然とし
て︑賛沢な生活が止まず︑淫廃な風習が続いたので︑この挙に出で

がった時代狸生存し︑窮乏した農村の復興に尽力した者が︑二宮尊

このような状勢のなかで︑特に寛政の改革から天保の改革にまた

たのである︒

るを得なかった︒その結果は幕藩体制の崩壊以外には︑道がなかっ

ざるを得なかった︒

十二代将軍家慶の時代には︑水野忠邦が老中になって︑天保の改
革を断行した︒松平定信の引退後は︑再び著修↓淫廃の気風が拾頭
し︑その上に天保四年頃から諸国に畿鐘がおこり︑多くの餓死者が
でた︒また百姓一摸も起っている︒このような状勢下で行われたの
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云われるものに相当するであろうｐ

なお二宮仕法の内で倹約︑節約に通ずるものに︑﹁分度﹂という

せず大切にしているが︑それを客観的に見れば︑倹約とも節約とも

ものがある︒これは収入に対して分度をたて︑消費すべきものと推

徳であった︒二宮の復興永安の方策を﹁仕法﹂とよんだのであるが︑
これまで述べて来た近世徳川期の倹約にしても︑また田中首相の

その理論と方法のなかに︑倹約または節約に当るものが認められる︒
節約にしても︑その提唱の動機が︑物が不足しているから︑足らぬ

うのである︒

譲︵貯蓄︶すべきものとの限界を設定する︒その限界線を分度とい

消費すべきものは分度内すなわち分内︑消炎しないで推談すべき

から︑倹約しようというのである︒したがってその発想の動機が︑

二宮のそれは︑人間本来のあり方から思索された︑哲学的論理的な

きわめて臨床的︑便宜的︑場あたりの感がないではない︒しかるに

よと云ったところで︑ただ抽象的にお題目のようにとなえても︑な

ものは︑分度外すなわち分外である︒金銭について倹約せよ節約せ

にの御利益もないであろう︒二宮はそれに企画というか︑一定の方

もので︑どんな時代︑どんな社会にあっても妥当する︑萱湿性をも

その要点を簡単に述べるならば︑かれの基礎理論は﹁報徳﹂とい

ったものである︒

し︑分外はこれをさらに二分して︑その一半を他譲︑他の一半を自

それによると︑まづ全収入を二分して︑前述のように分外分内と

ある︒

式を設定し︑王制四分の法によって︑消我の規制をやっているので

は人間生活に役立つもので︑役立つものを役だてるのが︑報徳であ

うことである︒二宮はまず一切万物に﹁徳﹂の存在を認める︒徳と
ると考えた︒役立つものは︑そのものの持つ命︵可能性︶であるか

いのち

ら︑その命を生かし︑育てることにもなるであろう︒これを哲学的

自己の将来のため︑児孫のために貯蓄するものである︒

分内もこれを二分して︑その一半を経常聾に︑他の一半を臨時費

談とする︒他譲は社会公共のために提供すべきものであり︑自譲は

に当てる︒この経常強の中で︑遊楽する余地があれば︑それをこば

にいえば︑徳は価値で︑報は実現であるから︑報徳とは価値実現と
二宮の書いたものを見ると︑紙を裏表つかっている︒表に字を書

いうことである︒

けば︑それで紙の徳は生かされるが︑それを裏にして使えば︑紙の

︵旭川大教授文博︶

によるもので︑臨時間に合わせの︑漠然たるものではなかった︒

要するに二宮の倹約・節約は︑報徳の哲学とそれに基く生活様式

ら見れば︑時には倹約とも節約とも見えたであろう︒

このように分度を立てて︑それによって営む計画生活を第三者か

んで︑禁欲生活せよという意は少しもない︒

に紙の徳が生かされることになろう︒

徳はいっそう生かされる︒これを唐紙などの下貼りに使えば︑さら
この頃新聞紙に折り込まれた︑広告用紙の内で︑裏白のものが随
分ある︒私はこれをメモにしたり︑原稿の下書などに使っている︒
この広告用紙は︑紙質もよく大変重宝で︑それが紙の可能性を生か
このように二宮は︑物の命を生かすという理論から︑物を粗末に

す報徳になろう︒
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矩を蹄えず

木下広居
心の欲する所に従えども︑矩︵のり︶を蹄︵こ︶えず︑と
はあるまいか︒

いう生活をしていれば︑その結果が自然に節約になるので
ただ︑浪費をしてはいかん︑カネを使うな︑ということ
を実践しようとすると︑苦しくなる︒努力しなければなら
ぬことになる︒ほんとうは賛沢をしないのだが︑がまんす

本人は︑そういう生活を楽し桑にしている︒しかし︑その

だいいち人に迷惑をかけない︒自分が後悔することもな

結果は節約ということになる︒それは︑たしかに美徳だ︒

い︒健康にもいい︒戦争中は食糧が不足したので︑やむを

えず粗食した︒そのために︑栄養失調になった人も多いが︑

胃腸病︑糖尿病などが激減したそうだ︒いつも美食をして

大酒飲桑のごときは︑最も節約に縁の遠い部類に属する

いる人が︑病気をするのだそうだ︒

なことになる︒しかし︑酒を飲まなければ︑それでいい︑

人間だろうｃ浪費をしたあげく︑大病をして︑また不経済

というものでもない︒穂積重遠という法律の先生があった︒

そのかたは酒を飲まなかったが︑甘いものを沢山たべた︒

酒を大量に飲むのと同じぐらい害があるそうだ︒いちばん

丈夫そうで案外早く亡くなった︒甘いものを多くたべると︑

ない︒ある期間だけ︑無理に節約すると︑反動というか︑

る︑というのでは︑やせがまんだ︒不自然だから長続きし
着飾ったり食べたり飲んだりしたくなり︑健康も害するこ

食︑一瓢の飲︑晒巷に在り︑人はその憂に堪えず︒回や其

自然で︑それ以外に楽し象はないと考えている︒﹁一箪の

これを苦痛とせず︑かえって楽しみとしている︒それも︑

コを飲まなければ生きて行かれない︒仕事にならぬ︒生き

もならないことば確かだ．ｌそんなことをいうと口蛮ベ

ず生命をちぢめることになる︒タ︑ハコは全く薬にも栄養に

少量の酒は妙薬かも知れぬが︑いつも大量に飲むと︑必ら

それも︑習慣にしてしまうのが一番いい︑と思われる︒

ることを第一に心がけるのが当然だろう︒

ではあるまいか︒生命を長持ちさせ︑エネルギーを節約す

大事なのは︑すべての根源である生命︑手不ルギーの節約

とになる︒

賛沢をしない︑カネを使わぬ︑﹁疏食を飯︵くら︶い︑水

の楽し桑を改めず︒質なるかな回や﹂・Ｉ外から見ると︑

がいがない︑と信じているような人々から︑人間以下の動

を飲象︑肱を曲げて之を枕とす︒楽し象また其の中に在り﹂

いかにも貧弱で︑苦痛に象ちているように想像されるが︑
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れるのは人間だけだ︒

物でばないかと軽蔑されそうだ園Ｉ獲る臆ど蕊ベコをや

節約といえば︑カネの節約につながる︒この夏は三十五

意顔でやニヤニャして︑こっちを見ていた︒

けておくと︑そよそよ︑時には︑ピューピュー風が吹き通

して︑それほど堪えがたい暑さでもなかったＯ暑い時に風

度八分という暑さにぶつかった︒ところが︑南北の窓を開

がある︑というのは︑ありがたいことだ︒たまに冷房がき

芥川が早く死んだ一つの原因はタ︑ハコの吸いすぎから不

までやった︑という︒そして︑チリも積れば山となる︒一

いていると︑烏ハダだって︑くしゃみが出そうになったり︑

眠に陥ったからではないか︒いつも︑天井が見えなくなる
日に百円か二百円といってもバカにならない︒学生などタ

にいると︑冷房病になるかも知れぬ︒インドのように︑四

不愉快だ︑と多くの人がいっている︒毎日そういうところ

バコを吸う者は教科書も買えなくなる︒
タバコは百害あって一利なし︑といわれるが︑酒よりも︑

な暑さではないのだ︒あのくらいの暑さを経験したからこ

十度から五十度とかで︑外に出ると︑顔をなぐられるよう

もっとやめにくいそうだ︒気分を変えるのに絶対必要だと
主張する︒何かに強制されなくては︑やめにくいのだろう︒

を銀行からおろした︒珍しく十万円内ポケットに入れて都

よると︑﹁大学卒業生の初任給が五十円ぐらいの時︑一夏

は学者の義務です﹂といっていた先生がある︒その先生に

昔︑﹁東京はシンガポールよりも暑い︒軽井沢に行くの

そ︑秋の爽快さがあるのではないか︒

電に乗っていたら︑持ちなれぬ物を持っているので感ずか

軽井沢にいると三百円かかる﹂といっていた︒そして︑箱

いた︒ところが︑外国に留学することになって僅かなカネ

自分のことをいうと︑十数年前までは煙突のようにのんで

れたのか︑統一腿にすられてしまった︒仕方がないから︑十

に乗るほど︑はずかしいことはなかった︒二十銭か三十銭

万円だけタバコ代を節約することにした︒強制的節約だ︒

ぐらいで︵総督府が公定していた︶びっくりするほど遠方

きいて︑いやな気持になったことがある︒植民地で人力車

とは思わない︒強烈な拒否反応がある︒タバ﹃一をのんでい

まで乗せてくれた︒はりたおして払わない日本人がいた︒

根でも学生時代から︑いつも人力車で行った︑という話を

る人を見ると︑気の燕でしょうがない︒ｌこれひとえに

同じ人間なのに︑奴隷的に人を使う権利があるか︑と考え

はじめは︑つまらない決心をしたものだ︑と後悔したが

あの時︑盗んでくれたおスリ様のおかげなのだが︑そうい

ざるを得なかった︒

十万円以上禁煙のおかげで節約した今日︑再び手にしよう

ま都電から飛びおりて﹁ここまでお出で﹂というような得

う感謝の気持は起こらない︒そのスリは︑盗むと︑すぐさ

r
lQ，
、 一 画 ノ

そして︑三百円の避暑地生活の費用を出すために雑文を

に耐える体力をつけることもできず．ｌもう亡くなった

書いて︑ろくに勉強ができない︑という話︒そして︑暑さ
その学者は大学の先生をやめて生活費を節約せざるをえな
くなり︑避暑地にも行かれなくなった晩年は︑つらかった
にちがいない︒

節約できないのが本代だ︒この本を︑あの時︑買ってお
いてよかった︒もう手にはいらないのだ︒ありがたい︑と
おがみたくなるような気持で読むことがある︒しかし︑自
分が貧乏する以外︑ひとに迷惑をかけるわけではない︒し

になりたいと思い︑同郷の先輩内田を水戸に訪ねた︒

﹁政治家になるには︑どうしたらいいでしょう﹂という

質問に内田は︑﹁まず︑カネをためるんだね﹂と答えた︒

ただ使いが多すぎる︒買物の包装はどうだ︒外国ではハ

飛田は政治家志願を断念して野球評論家になった︒

トロン紙の袋にボンと放りこむ程度のが多い︒店のマーク

入りのに包んで︑ヒキをかけなければスリが横行する恐れ
がある︑というのか︒

物価が上って困る︑という︒生活必需品は別として︑何

でも新しい物を買いすぎるからだ︒買わなくなれば下るに

きまっている︒買いすぎるのは慾望が強烈だからだ︒そう

いう病気を治すには︑物質的慾望を精神的慾望に転換させ

ることだ︒哲学の祖といわれるソクラテスは︑アテネの市

︵本会副会長︑創価大教授︶

いった︒真理と徳を探究することに没頭していたからだ︒

場を見て歩いて︑何一つ買いたいと思ったことがない︑と

秋懐旧

心なき庭の千草もこのごろは

よるノ１１露にぬれぬるものを

︵泊翁先生歌集より︶
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かし︑こう本が沢山出版されては︑購買力に限りがくる︒

でのような図書館ではダメだ︒そこに行って読まねばなら

だから︑図書館を拡充しなければならぬ︒そして︑これま
ぬ︒そうではなく貸出しを主とするものが沢山できる必要
がある︒外国ではそれが多いのだが︑日本のは貯蔵するだ
けで︑利用させることを︑あまり考えていない︒また︑読

書鯨︵冷暖房つきの静かな︶が必要だ．ｌ周伽の騒音を
避けるためにも︒

また︑節約しないことから人に迷惑をかけること甚だし
い︒成金気分だ︒第一次大戦後︑船成金になった内田信也
は︑東海道線で列車事故に会った︒何かの下敷になった時︑
﹁神戸の内田だ︑カネはいくらでも出す︑助けてくれ﹂と

叫んだ︑と新聞にあった︒飛田穂州が早稲田を出て政治家

1

もつか

り箸の木材で︑２︐Ｋ程度の住宅が一万二千戸も建つ﹂という誰演

運動をしているとのことである︒五年ぐらい前に．年間に使う割

リーダーらしく︑目下外出の時も自用の箸を持ち歩いて︑割箸追放
羽後の農聖︑二宮尊徳の再来といわれ︑勤倹力行を旗印として︑

だ︒五年ぐらい前は︑誰も笑ってとりあげてくれなかったのだが︑

をきいたのがきっかけで︑以後﹁割箸の追放﹂を提唱しているそう

をおしすすめようと努力︑グループに呼びかけて︑割箸追放運動を

昨年の秋からの木材の異常な値上りにあい︑なんとかしてこの連動

︵一八四五 一九一五︶は〃節倹川について﹁・⁝：できるだけ物を
も乱饗しないことが眼目である︒人は少しでも多く金銭を得ると︑

私はこの記事をゑて︑似た話もあるものだな︑ｌと石川翁の割

展開し今では二百人もの会員がいるということである︒

い箸を客人につける︑その箸は一度用いると捨ててしまうが︑これ

﹁私は時を東京其の他諸国を巡回するが︑旅館その他では皆新し

箸節用の話を思い出した︒

はまことに不経済きわまることである︒だから私を始め私と同行す

認識し︑少しでも木材の需要を少くすることができるのではないか

な感服していたが︑このようにすればお互いに木材の大切なことを

自自分の箸を持参することにして実行した︒それで旅館の人をもみ

る同志の者はなるべく箸を捨てないようにと思い︑旅行の時は︑各

公害防止とかいう深刻な問題をかかえ込んでいる我友は︑改めてこ

のようなことを強調したものであろうが︑今︑物資がたりないとか︑

一家の力一︑ドモチ︑しかも女性を対象にした話であるから︑特にこ

これは﹁婦人の心得﹂について説いた講話の中の一節であるが︑

いけない︒⁝⁝﹂といっている︒

不用品でも買い求めたい心がおこるものであるから注意しなければ

たいせつにし︑丁寧に取扱って費用を省くこと︒金銭が多くあって

農家経済の確立と農村生活の改善に終生を捧げた石川理紀之助翁

石川理紀之助翁の倹約とその思想

富

原静江さんの行動が報道されていた︒大河原さんは地域の婦人会の

上

のことばに耳をかたむけなければいけない︒

よほど前の朝日新聞に﹁わたしはケチケチ主婦︑割り箸は使いま

せん︒ｌ木材の値上りで発奮﹂という見出しで︑札幌の主婦大河
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川

しいからといって必ず衛生上安全ということができなく︑それより

ものとなるであろう︒また衛生上よくないという人もいるのが︑新

行者がぷなこのようにすれば︑全国の旅館で省かれる費用は莫大な

と思う︒こんな些細なつまらぬことを考える人もいるだろうが︑旅

量は五升位であることを知った︒﹂

ならないものである︒私はかつて試験して染たら︑一人一日の使用

し注意しないで新しい水をどんどん使っていけば︑白水下で肥料に

を使わないばかりか︑農家としても良い肥料になるものである︒も

でないものは使うべきではない︒また同じ水を何回も使えば多く水

水を何回も使って肥料にＩという発想はｌとくに年念地下水の

は通用しうべくもないものではあろうが︑不用な水は使うな︑同じ

とした生活の中から生れたギリギリのもので︑とても現代の我々に

この五升という量は︑一人ぐらしのほんとにつつましやかな細々

さ

各自互いに自用のものを清潔にしておけばかえって安心であろう︒
私の云うこの箸の節用は︑決して難儀なことではない︑やろうと思
えば誰でも容易にやれることである︒﹂

されている︒サンゴバラの木で作ったという自製の箸で︑黒い布袋

こっている昨今ｌもう一回ふりかえってみる必要があるような気

水位が低くなり︑山の水源地が高くなって一夏になれば渇水が必ずお

この話を裏付けするように︑今も翁が持ち歩いた自用の箸が保存
に入れて持ってあるいたものらしい︒ちなみに︑この地方ではサン

がしてならない︒

自宅からは二キロぐらい離れたところに藁ぶきの小屋を建て︑ここ

石川翁憾四十歳の頃から草木谷という山の中Ｉ村から約一キＲ

に行えば必ず身も家もよく治まるものだ︒⁝⁝水には水の恩があり

いものである︒その事物の恩を心に入れて︑その有難さを実際に身

﹁日常︑一分間も事物の恩を戴かないでは︑人間の生活はできな

う云い伝えがある︒

で一人住いをし︑農耕求道︑貧農生活の体験を数年間続けている︒

火には火の恩がある︒だから用いるだけの外をいたずらに費さない
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ゴバラでつくった箸を用いると︑中風︵脳溢血︶の予防になるとい

今も行ってみると︑その小屋の前には沢の流れが豊かに流れていて︑

うことができるのである︒﹂とも教えている︒

ここに至って翁の云う節約は︑物資が足りないからとか︑金がな

ようにすれば︑即ちそのものの恩を知り︑その経済は道に叶うとい

ここで．人一日の水の使用量は五升位あればよいものだ﹂という

いからとか︑豊かな生活ができなくなるからとかいうｌ今様流の

たところから︑翁はおそらくこの水を日常用いていたものと思うが︑

ことの実験をしている︒ふんだんに流れている水でも︑むやみに使

たりしたこと︑ローソクのなだれと割れドビンを利用して燈具用の

には捨てないで︑裏を使って歌稿をかいたり︑あるいは封筒を作っ

発想とは大分異っていることがはっきりしてきた︒一枚の紙も無駄
﹁水は井川を限りなく流れているが︑入用だけ使うべきで︑入用

る︒

うべきではない︒入り用だけ使うものである︑という立場からであ

数年前までは︑ここで洗い物や︑炊事をしたらしいあとが残ってい

四

ものを作って使ってみたりしたこと︑菓子折の空箱を硯箱に︑りん
ごの空箱は︑生徒の学習机にと活用したことなど︑すべてこの事物
の恩を思っての実践であったのである︒

しかし︑このような翁の真意は当時においてもなかなか人々には
理解できなかったことでもある︒ある時わざノー︑ためこんだローソ
クのなだれを翁のところに送ってよこした人があった︒

﹁私がこのようにしているのは︑少しでも私の考えを多くの人に
実践してもらいたいからであるのに︑このようにして送ってよこす
とは残念なことである︒私一人が倹約して云をというのではない︒
天下国家の人をみんなにこのような倹約の心をもたせたいと願って

いるのにｌ﹂となげいたということである︒

石川翁は︑節倹と容街とはちがうものだ︒世の中には︑節倹と思

って容畜に陥っている者がいるからよく注意しなければいけない︒

害沓は経済の道にもとり︑徳を破るものであるから︑これによって

と説いたり︑節倹は︑自用の我用を減ずるようにすることであり︑

蓄財しても︑一家を亡すことになるから注意しなければいけない︒

各沓は当然支払わなければいけない︑出さなければいけないものを

予算をたててかからなければならないとも云っている︒

減ずる場合をいう︒節倹と答術をはっきり区別するためにも︑まず

この外︑節倹と貯蓄のことを説いたりしているが︑翁の場合あく

までも経済の道は人の道であり︑人の進に外れた経済はなりたたな

︵秋田県会員︑羽城中校長石川翁遺跡保存会理事︶

いという立場にたって︑常に節倹を論じ実践していたのである︒

ので詳細については省略︒

×石川理紀之助翁については︑前に本誌上に紹介したことがある

×本稿をかくための参考文献

すべての人︑多くの人々にやってもらいたいための翁の一人の実
れより人為の心をうごかし︑心を変えていく方法はないのである︒

○石川翁誰演全集

○石川翁農道要典興村篇

践ｌそればまことに小さなささやかなものである．がしかし︑こ

晩年指導した秋田県仙北郡の九升田という窮村の人々は︑一筋細

ｌと翁は考えていた．

﹁石川理紀之助﹂︑﹁石川理紀之助翁歌集﹂︑﹁石川翁の書簡上﹂﹁種

筆者は

ではうんといわない農民であった︒永年の裁判沙汰や︑小作米のこ
とでの地主との抗争は︑自然彼等を理くつを云う︑お上のことに素

︵渡︶

繭交換会と歴眺艇話辿﹂︑﹁ゆめのあとについて﹂等の著者である︒

直にうんといわない農民に育ててきていた︒このような農民にも︑
て教えさとし︑遂にその心を変えているのである︒

翁は︑まず自ら節倹の道を実践して示すこと︑即ち実践期行によっ

一ハ
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五

−︑東京の街はキタナイ
今一ドモに見限られた東京のオトナ達︶

﹁ゑんなが︑メイメ

タナクしているということで︑どうやら話

コドモにワルイところがあるとすれば︑

が落ちついた︒

あってもしかたがな

オトナは︑煙草をやたらに吸う︑ビラをも

食べカスをポイポイと捨てる位いだけど︑

イ勝手なことを言い

いや︒ボク︑今まで

ゴミの一時的集積場になっているのだ︒附

集積所附近の人達の好意と協力によって︑

ゴミの集積所は︑ゴミ捨て場ではない︒

キレイにする原点である︒

ピシッと出してもらいたい︒これが街を

ブタつきの容器で

決められた場所に

ゴミは決められた日時に

改めて考えて見る必要があろう︒

私も含めて︑大人達はこの討論の内容を

凄まじい子供討論会の結果であった︒

うことはキケナイ︒

うと言っても︑ボク達はコンナオトナの言

こんなオトナ達が街をキレイにしましょ

る︒おかしいや︒

こんなオトナ達が公害だナンテ騒いでい

達だ︒

トコロキラワズ出している︒桑んなオトナ

ミンナ道路に捨てっちゃう︒ゴミだって︑

らう︑赤ン坊のハナをフイテやる︒それを

チューインガム食べ

ていて︑食べカスを
ポイッと捨てちゃってた︒あれ︑悪いこと
だナ︒チャンと銀紙に包んで︑ポケットに
入れて︑くずかごがあったら︑それに入れ

ある日︑品川区の小学生集団を︑観光琴ハようと思うんだ︒みんな︑どう思う？﹂

スに乗せて︑・ゴミ施設見学への旅に出た︒これは又︑明解な自己反省と具体的な提
わいわい︑がやがや︑それはそれは賑やか案をしたものだ︑と思いながら見守ってい
な出発であった︒新夢の島を見︑世田谷のると︑一人の少女がたって言ったものであ
清掃工場などを見て︑鷲ろいたり︑感心しるｏ
たりの帰途︑︒ハスの中で︑小学生達だけの﹁そうよ︑それがいいわね︒ダケド︑私た

自主討論が始った︒傘っだけがやってもダメよ・駅や道路が︑ピ
﹁東京の街はキタないなあ﹂ラや煙草の吸いがらで︑キタないわ︒お店

﹁みんなで考えようよ﹂街をキタなくしてんの︑承んなオトナよ﹂

﹁何故だろう﹂のあるところだってサｃキタないじゃない︒
なんて︑言っている中に︑話が脱線して︑いやはやこれは︑大変な雲行きになって
子供達のことである︒誰かが︑まとめにか﹁コドモにだってワルイとこあるサ﹂

空中分裂しかねない空気になりはじめた︒きたものである︒
かるだろうと思って︑コトの成行きを︑ジ﹁﹁一ドモ以上にワルイのオトナよ﹂

イッと見つめていると︑一人の少年が立ちケンヶン︑ガクガクの議論が続いたが︑

上って︑結論はコドモよりもオトナの方が︑街をキ
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近の人達の好意を無視して︑乱雑に︑時間

ゴミの収集量を百とすると︑その内容は

二十六％ちゅうかい類

三十四％紙類

それが︑最近はどうだろう︒

処分され︑大自然に還元されていったｃ

﹁燃えるモノ﹂が︑﹁燃えないモノ﹂に

﹁こわれるモノ﹂が︑﹁こわれないモノ﹂に

﹁くさるモノ﹂が︑﹁くさらないモノ﹂に

よければイイノダという思想が︑露骨に現

八％プラスチックス類

反逆するモノが︑沢山つくられ︑使われ︑

変ってきた︒人間の手によって︑大自然に

十四％ゴム︑皮革︑ポロ類

構わずゴミが投げ出されている︒自分さえ
われているのが︑ゴミの集積所である︒

二︑東京のゴミ質はワルイ

十八％ピン︑缶等下燃性ゴミ

かかわり﹂をもつ︒ゴミのもつ水分はこの

なく自然に版えしてやることである︒

れたモノを︑いろいろな手を加えて︑無理

ゴミを処理することのネライは︑捨てら

捨てられるようになったのである︒

ということである︒これらの中で︑厨芥類
が全体の三分の一弱を占めていることは︑

先日︑西ドイツの公害関係の技術者集団
が︑東京のゴミ処理施設の清掃工場を︑視

それだけ水分が多いということに﹁重要な
厨芥の多い少いに左右され東京のゴミの水

る能力に限界があるということを忘れては

エ場のゴミ貯溜濠を︑しみじ梁眺めて言
った︑ものであるＯ

分は年を通じて︑四十五％から七十％に達

ならないのだけれども．⁝：人間は大切なこ

ピット

察して帰国して行った︒

﹁水分が多いなあ−﹂

の熱量が極めて低くなるということである︒

する︒ゴミの水分が多いということはゴミ

とを忘れてしまっているようだ．・・⁝︒

自然界には︑そういったモノを受け入れ

﹁プラスチックが何故こんなに多いのか︑

ドイツは多くても四％位だ﹂

このために︑焼却する際に︑ゴミを乾かす
国のゴミは殆ど水分を含まないといわれて

﹁最近のプラスチックの使い方は︑プラス

プラスチック︑これがそれなのであるｃ

﹁プラスチックの特性を考えずに使い過ぎ

努力を余分にしなければならない︒欧米諸

説明にあたった私は︑全く汗顔の極承と

る﹂

チックの特性を十分に活かしていない﹂
なくても︑大阪のゴミと東京の尋﹁一ミを較べ

国にも︑企業にも︑消饗者にもあるようだ︒

この言葉を︑もう一度考えてみる必要が︑

ドイツの視察団が図らずも残していった

いる︒欧米諸国なんて例を引き合いに出さ

言われるまでもなく︑清掃局に籍をおく

た場合︑大阪のゴミの水分は︑四十三％か

プラスチックには︑塩化水素を出し︑重

いったところであったｃ

私達自身︑ホトホトこのプラスチックごみ

よりグッと程度がワルイと云えるだろう︒

私たちは十分認識しなければならないｃそ

素をもつモノが数多くあるということを︑

金属を含み︑ちつ素酸化物を発生させる要

ら五十五％台であるから東京のゴミは大阪

東京のゴミ︑といってもこれは東京都全

れ︑消蟹され︑廃棄されて︑最終的に処理

れるモノ﹂という特性をもつモノが生産さ

昔は﹁燃えるモノ﹂﹁腐さるモノ﹂﹁こわ

の多さに悩まされ︑考えさせられている︒
体をさしてのゴミということではない︒

特別区二十三区域内のゴミだけをさして
東京のゴミといっているのである︒
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のうえで﹃プラスチックをつくり︑つかい
それでない限りプラスチックは︑

捨てていくのだ﹄

﹁つ︑くる﹂

﹁
つて
かるう
﹁す
﹂﹂
一 べきではない

京のこの悩みと恐怖が訪れるのである︒

に使いこなせるテレビ︑ラジオ︑家具︑建

と思われるモノが出されている︒まだ充分

具が粗大ゴミとして︑ジャンジャン捨てら

明日ではおそすぎる︒身勝手な言いまわ
しをやめて︑今からゴミ問題を自分の問題

れてくるのである︒あるマンシ言ンで︑チ

ョッとしたハズミで言い争いとなり︑離婚

として見返そう︒

を出てしまった︒その時に自分の持物と思

話が成立し︑奥さんがサッサとマンション

曾て﹁消費は美徳﹂とタイコ叩いていた

いってしまった︒﹁モッタイないことだっ

われるテレビや家具類を︑ドンドン捨てて

三︑ケチのすすめ

政府や︑企業や学者がこの日本にあったの

といいきるのは︑言い過ぎであろうか︒
ところでゴミの内容の悪さにも増して︑

た﹂と顔見知りの町会長が話をしてくれた

ニガニガしい思いに駆られるのであるが︑

だ⁝⁝時折りこんなことを思い出しては︑

ていう以前の問題であって︑﹁イッタイ︑

ことがあったが︑これはモッタイないなん

に︑増加し続け︑止まることを知らない︒

最近︑東京が︑ゴミに悩まされ続けている

東京のゴミは︑それを受けいれる能力以上
大変なことである︒今年東京都の清掃局が

実情を無視して︑

である︒これを霞が関ビルをマスにして︑

とするのは︑企業をコロスことだ﹂

﹁廃棄物の処理の責任を企業にもたせよう

に食べ残しゴミといわれる﹁ちゅうかい﹂

﹁モッタイないゴミ﹂といえば私は第一番

ドウナッテンノ﹂と云いたい位だった︒

取扱っているゴミの日量は一五︑六二九屯
入れてゆくと︑ビルは九・四日でいっぱい

と思うのである︒ゴミに含まれる﹁ちゅう

これをなくすことが出来ないのかなあｌ

かい﹂は東京の場合︑二十六％である︒大

なんて︑堂々とおっしゃった経営者があっ
生産︑販売過程から出されるゴミは全て

阪は十一％であるといわれている︒なくせ

になってしまう︒去年は十一日でいっぱい

し﹂﹁うりっぱなし﹂という︒云うなれば

地方自治体任かせ︑これを﹁つくりっぱな

までにダウンできないだろうか︒

ないにしても︑せめて大阪なみの十一％位

たという話をきいた︒

この調子で行けば︑東京のゴミで霞が関

﹁もうけのカス﹂を税金で処理させようと

になった︒一昨年はいつぱいになるのに十

ピルを一日でいっぱいにする日はそう遠い

いうことである︒こんなのはドヶチの部類

四日もかかったのであるｏ

ことではない︒ゴミを受けいれる力をもた

にも入らないと思うけれども︑やはりケチ

これらのものは︑容器にいれられて︑二

る魚︑肉︑米飯などである︒

れる野菜類︑タンパク質︑脂肪質といわれ

この食べ残しの主流は︑センイ質といわ

なるのだろう︒

ない東京に︑そんな日が来たら東京はどう

の類いなのかも知れない︒

ゴミを︑承つめていると﹁モッタイナイ﹂

毎日︑それぞれの家庭から出されている

﹁それは︑東京のことサ﹂

なんて︑のんきなことを言ってはおられな
い︒あなたの住む町に︑市に︑村に必ず東
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始めてメタンガス︑硫化水素︑インドール︑

三時間後から︑容器の中で腐敗︑発酵し

とで︑少い量の料理が︑家族に知られずに︑

主婦の家族への愛情と真心がこめられるこ

ることである︒手配りＩ即ち料理する時に︑

の材料で︑上手に手配りし︑四人に配膳す

おさまる寸法である︒

食べ残しはなくなってしまう︒三方まるく

喜ばれて︑アッという間に食べつくされて︑

とは︑表現がオカシイかもしれないが︑料

たところに︑ちょうど申合せたように︑あ

秀吉が陣羽織をきて︑出動準備のおわっ

間にあわないのでございます！﹂

そこへ︑石田三成が馬でかけつけてきて︑

するのと同じだと思った︒

の土俵は︑泥棒がはいってナワをなおうと

たが︑たしかに︑この水勢では︑俄づくり

秀吉は︑無言のまま︑水の勢いをみてい

﹁・・：．・・・・・・・﹂

﹁

﹁ｌ早く防げ．土俵憾︑どうした？﹂

びたしになろうとするほどの勢いだった︒

はもとより︑中が水

ておけば︑大阪城下

とながれこみ︑ほっ

の切れ目から︑循灸

くにごった水が︑堤

現場につくと︑赤

︵東京都清掃局︑広報係長︶

させるのである︒水分が加わると︑その発

有機酸︑酢酸︑酪酸などの有臭物質を発散
散速度は早められる︒ゴミを集めに廻る清
掃車が嫌われるのは︑実にこれに基因する︒
道路は︑この汚水によって汚染されるし︑

に強められる︒﹁クサイニオイハ︑モトヵ

大陽光線が照対されると︑その臭いはさら
ラタタナキャダメ﹂だとすると﹁ちゅうか

理を持業とする家庭の主婦の恥である︒ま

﹁ｌ申上げます！とうとう京橘口の河

わただしく︑注進がかけこんできて︑

考えてみれば︑食べ残しが多いというこ

い﹂を少くすることである︒

して飯食を業とする店においては︑コック︑

ときくなり︑秀吉は︑

内堤が切れましてございまするｏ﹂

板前さんの恥以前の問題である︒

家庭料理は︑ヤタラに品数と量を誇るも
のではなく︑少ない品数と丘であっても︑

﹁者共︑つづけっ・﹂

﹁この降りに︑恐縮に存じます！﹂

そこに主婦の愛情と真心がこめられている

馬にまたがり︑ひとムチくれた︒馬は︑大

常日頃︑打てばひびくような︑三成の才

﹁おお︑治部︒なんとかならぬか︒﹂

玄関に飛んで出て︑用意されてあった騎
阪城を出ると︑横なぐりの雨の中を︑京橋
はんらん

豪雨がつづき︑ついに︑淀川が氾濫した
のだった！

を見守った︒三成は︑言下に︑

覚である︒ｌ秀吉は︑じっと︑三成の顔

口へとんだ︒あとに︑小数騎・：⁝︒

ものであろうと私は思う︒

ケチに徹しながらも︑料理を上手に作る
秘訣はここにあるのではなかろうか︒

四人家族でありながら六人家族のような
料理のつくり方をする︒ここにムダがあり︑

食べ残しが出来る︒四人家族なら︑三人分
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目にお茶をたたえて︑持ってきたｃ口をつ

がて︑その小僧は︑大きな茶碗に︑七八分

は︑グングン頭角をあらわし︑いまでは︑

秀吉の目がねは︑すこしも狂わず︑三成

﹁ｌいかなることでも︑お任せねがえま

けると︑ぬるく︑秀吉は︑ぐっとひと息に

入りの︑重臣になっているのだったが︑こ

その自信ありげな返事に︑秀吉は︑こお

しょうか？﹂

出頭第一といわれて︑秀吉のいちばん気に

の象ほして︑

人家の方へ︑馬首をめぐらせた三成は︑

のときもｌ

どりせむばかりによろこんで︑

﹁いま︑一服﹂と所望した︒

いの茶碗に︑半分ばかり︑前より少し熱く

幾棟も立ちならんだ大きな米倉の前へ行っ

かしこまって︑小僧は︑こんどは中くら

﹁よいぞ！この水をとめることができれ
﹁ｌでは︑さっそく︑取りかからせてい

して︑持ってきたｃこれも︑口あたりがよ

つづいた大ぜいの者共に︑その山のように

て︑番人に︑その扉をひらかせて︑あとに

ば︑いかなる手段を用いてもよいぞ！﹂

ただきます！﹂
く︑秀吉は︑

三成は︑一礼して︑馬上の人となり︑

三度目には︑小僧は︑小さな茶碗に︑ほ
んの少し︑こんどは熱くたてて︑持ってき
すぐれた音楽をきくような味覚に︑舌つ

︽に○

﹁そうだ︒上様のおゆるしを得てある︒は

﹁ｌえてこの米俵でござい童すか？﹂

﹁これを︑あの堤の切れ目にはこべ！﹂

つまれた米俵を指し︑

﹁いま︑一服﹂と注文した︒

﹁大小名以外の者は︑皆つづけ﹂

と大声に命じながら︑馬首を人家の方へ
めぐらせた︒

︹Ｉどうして︑とめようというのだろう︑

づみを持った秀吉が︑

ることはできなかった︒︒⁝：米俵は︑次ゐ

一抹の不安は残ったが︑秀吉は︑たのも

この水を？︶

﹁名はなんという？﹂

にはこばれて︑見る見るうちにその山は低

この言葉に︑一同は︑もうチュウチョす
﹁はいｃ佐吉と申します︒﹂

やく︑はこべ！﹂

しく︑遠ざかる三成のうしろ姿を見送りな

﹁わしに︑つかえる気はないか？﹂

していた．．⁝・・

くなってゆく︒遠くから︑この様子をみて

秀吉は︑さっそく住職にかけ合って︑そ

かばないまま︑そのまま見ているよりほか

と思ったか︑ほかにいいチエも工夫もう

︵もったいないことをする！︶

いた一秀吉は︑

の小僧をつれかえったが︑それが石田三成

けれども︑俄づくりの土俵とちがっ

に仕方がなかった︒

って︑発見されたのである︒

だった．ｌ名馬は︑ついに︑名伯楽によ

と答えた︒

﹁ｌなにとぞ︑おねがい申上げます．﹂

小僧は︑目をかがやかして︑

がら︑三成を見出したときのことを思い出

秀吉が︑まだ近江の長浜で︑信長の部隊
長をしている時だった︒

ある日︑雁狩りに出て︑観音寺という大
きな寺によって︑休憩した︒

ひどくノドがかわいていた︒あらわれた
利口そうな小僧に︑お茶をいいつけたｃや
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て︑丈夫な心をこめられてつくられたほん
とうの米俵は︑次第に大きな力を発揮しは
次煮にひらかれて︑五つ目の倉庫の米俵

じめた︒

の山がひくくなったとき︑堤の切れ口は︑
米俵で完全に防ぐことに成功した︒

⁝⁝秀吉は︑ほっとしたが︑あとはどう

する？という考えが︑はなれなかった︒
そのうち報告にきた三成に︑

とねぎらいながらも︑

﹁ご苦労︑ご苦労︒﹂

気だった︒
けんろう

このお天気に︑︑何より︑も大事なことは︑

﹁ｌ土俵一帳に米俵一侭霞ことでござ

﹁かかる大事に︑なんでウソいつわりを申

いまするか？﹂

そう︒頑丈な土俵でありさえすれば︑一人

次の大雨にそなえて︑より丈夫な︑堅牢な
堤防をきずかなければならないということ

﹁ありがたいお言葉︑さっそくかえって︑

何俵でもよいぞ︒﹂

このことが問題になったとき︑三成は︑

だった︒

庄屋たちは︑先をあらそうようにして︑

丈夫な土俵をつくらせます！﹂

とをきくと︑百姓たちは︑夜に日をついで︑

州っていった︒そうして︑庄屋からこのこ

よびあつめて︑

近郷近在の︑いまの町村長にあたる庄屋を
﹁ところで︑どんな大雨が降っても︑決し

頑丈な土俵をつくって︑堤を米俵でふさい

てこわれないような︑しっかりした堤をつ
くりあげなければならぬ︒﹂

現場には︑町奉行が出張していて︑厳密

、 宮 L ' ノ

だ切れ口にはこんだ︒

な検査が行われた︒合格した者には︑引換

﹁ごもつともでございまする︒﹂

いう堤防をきずくには︑まず頑丈な土俵を

ンは︑大成功で︑たちまちのうちに︑堤と

券が与えられた．ｌこの慾と相縦のプラ

﹁だが︑人間の食う米を︑水に食われてし

つくらねばならぬ︒その頑丈な土俵を持っ

﹁ｌそれについて峰相談がある．そう

てきたものには︑このあいだ︑堤の切れ目

れた︒

同じ高さに︑頑丈な土俵の山がつみあげら

まったなｏ﹂

﹁いや︑つまりは︑人間がくうことになり

成は︑

かえにつかわそうと思うが︑どうじや？﹂

にはこんだ米俵を︑一俵につき︑一俵ひき

すると︑打てばひびくように微笑した三

ますが︑その代り︑われわれは︑米の代り

とつゑかえられ︑以前よりさらに丈夫な︑

﹁ｌ見事︑見事ｌ﹂

検分にきた秀吉は︑

きた︒

ぶりにたらふく米の飯にありつくことがで

そうして︑二三日のうちに︑土俵は米俵
﹁そうじゃＯ﹂

﹁

に︑麦を食わなければなりませぬｏ﹂

﹁ｌなに︑麦を？それはまた︑どうい

高い堤防ができあがり︑百姓たちは︑久し

庄屋たちは︑膝をのり出して︑

米に変るのである！﹂

まだ︑十分に中身ばたくら艇る︒ｌ土が

二三日水につかったばかりの米俵である︒

一俵に一俵でござい童す鳶か？﹂

うことじゃ？﹂

﹁ほう⁝⁝﹂

﹁ｌおまかせ下さいませど
と三成はいったが︑秀吉はやはり︑その
返事にまかせておくより仕方がなかった︒
四

翌日は︑ケロリと︑忘れたような︑上天

rワq，

とホメあげて︑三成に︑

もう一人は︑あの治部じゃ︒あの堤をきず

徳川どのでもないとすれば︑そのほかの︑

のが︑はたして天下をうかがうか︑どうか︒

ち興じていた秀吉は︑

きあげた治部は︑天下をねらうほどのチエ

おとぎの数名の小姓と︑四方山の話に打

﹁ｌい壷︑おしが死ねば︑あとの天ドは

﹁治部︑よく出来上ったか︑先日︵われわ

誰がとると思うか？﹂

の三成の才覚に︑舌をまいておどろいた︒

﹁では︑毛利様では？﹂

﹁いや︑加賀どのでもあるまいｏ﹂

″栗原清三〃
″奥富六郎〃

″荻嶋絹〃

″滝沢のぶ〃

埼玉鈴木英治松倉秋之助

″遠藤太計夫〃

″菅谷元良菅谷治兵衛

″宮負伝一〃

″小久保辰雄〃

″木内三哉〃
″菅谷大作〃

″宮崎平八郎穂野誠
″小林寛二小林慶一

″三枝千枝子士木田幸吉

″飯田実内山藤太郎

千葉高木徹石橋香峰

府県名入会者紹介者

昭和四十七年四月以降

新入会員芳名︵敬称略︶

と︑三成をほめちぎった︒︵作家︶

ある男じゃ﹂

いうわけじゃ？﹂

いつものように突飛な質問に︑小姓たち

れが麦をくえばよい︶といったのは︑どう
﹁はい︒あの水につかった米は︑いま百姓

﹁といっても︑わしは決してすぐは死なぬ

がだまってしまうと︑秀吉は︑かさねて︑

から︑遠慮はいらぬ︒めいめい︑思うとお

たちが︑よろこんで食べております︒その
よく話し合って︑その余った麦を安く出し

りをのべてみい︒﹂

分だけ︑百姓たちの手持の麦が余ります︒

てもらい︑それをわれわれが食えばよるし

いおもいに︑

かさねてのさいそくに︑小姓たちは︑思

中からお出し下されば︑大へん安くこの築

﹁ｌ徳川さまでばございませぬか？﹂

うございます︒麦を買う我用は︑土木費の
堤ができた勘定になります︒﹂

﹁いや︑ちがう︒﹂

三成が︑築堤の落成祝いに名をかりて︑庄

﹁ちがうｏ﹂

﹁では︑前田様ではございませぬか？﹂

屋たちを集め︑そのことを相談すると︑二

﹁ちがう︒﹂

﹁島津様では？﹂

秀吉は笑っていったが︑壮の中では︑こ

﹁このヌヶ目のない男ｌ﹂

つ返事で承知し︑すべては三成の思うツボ

﹁いま︑そちたちのあげた中では︑徳川ど

秀吉は︑笑って︑

﹁Ｉでは︑どなた様で？﹂

﹁大分近くなったが︑そうでもあるまい︒﹂

﹁ｌ黒田様では？﹂

だった︒
五

この米も︑ムダにせず︑非常に安く︑大
堤防を短時間にきずいた三成の才覚は︑誰

所に︵石田堤︶の名が︑残っているほどだ︒

のより他はない︒けれども︑律気な徳川ど

一人ほめぬものはなく︑いまでも︑その場

それから︑間もないある晩のことだっだ︒
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弘道歌壇井上学麿選
千葉県加藤巳之
梅雨つづき厩の隅のこぼれ豆いつ芽吹きしか青みかかれ
る︵り︶

吉萱に昼の陽ざしのまぶしくて鳴くぎりぎりす在り処見
分かず

むし暑くねられぬ侭におきいでて月の門辺にしばしわが
一ひらの朽葉にも似て夏峨の通風に吹かれて空高く舞ふ

行つ

埼玉県鷲宮葛人
断絶はわが家にはなし睦じく吾子と孫らと妻と暮らせば
︵別居の︶↓

︵わたる︶

秋田県山田礼智

父親が総価の子の馬になり十畳の間を幾廻りする

と

帰省せし吾子らに部屋を明け渡し︵放ち︶縁先にわが机
移しぬ

縁先の机に筒れぱ窓の外の蝉の鳴くこゑさやかなるかな
︵に州こゆ︶

ふ

頭髪の長きを言へぱ帰省の子これが普通とさりげなく言

やす

帰省せし吾子らと夏のよるふかく︵くるまで︶テレビのド
とほたぴ

どうき

ラマを見つ上安らふ︵に安らひゐたり︶

遠旅につかれて妻は動惇すと胸に手を当つ娘の家に来て

娘の家を遠く訪ひ来て妻と聞く夜の車はあらしのごとし

埼玉県相沢正直

いつ見ても神々しさょ銅に葺きたる宮のこの大屋根は

大木小木茂りて今も変りなく美しきかな鷲の宮森

産みの子と離れて住める老夫婦︵の采︶の暮らしはいか
に淋しかるらむ

か上る人をか上るやかたを見ることも君がまことの外な

明治神宮武徳殿創建に関して井上学暦

作業せし頃を偲びて離農後も︵老に︶なつかしく聞く脱
穀の音を

秋されば黄ばみ美しわしの宮団地の果に見ゆる田の稲

らめやも
まつらむ

身をつくし心をつくしきたへ来しいのちさ坐げてつかへ

川越市小名木狂辰
吸殻が売店前に散らかされ掃く術もなく秋の風吹く

宿題を悉皆済ませ大の字になりて次郎は一人昼寝す
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千葉県加藤刀水

篠塚しげる選

川越市小名木狂辰

い味の一句ではあるが︑﹁音をもて来る﹂と叙した技巧が

評バスが出る音に立秋の感じを感じとったというだけの軽

＠バスの出る音がもて来る今朝の秋

○子のつりし蚊帳に川風通ひきて

○日灼けせしこと褒められし老いの顔

を捉え得たこの一句は面白く何となく含蓄がふかい︒

きれずしきりに耳を動かす︒よく動く馬の耳に秋暑の感じ

が︑きびしい残暑ともなれば人間と同様に馬も残暑に耐え

東風が吹き過ぎても素知らぬ顔で耳は動かぬのであろう

評世の中に馬耳東風という諺があってこの場合の馬の耳は

︑秋暑ししきりに動く馬の耳

蝉

であろう︒

肱々と今朝秋の感じを躍動させている点が手柄というべき

○蝉しぐれ献血車迎ふ公民館

○立秋の月を背負うて銭湯出る

○盆客にやらずの強雨暮れなずむ

○鶏頭燃ゆさ庭の除草爺達者

千葉県八代義昌

評苗木市であるために︑この緑の風はやはらかで甘い匂ひ

＠苗木市風に緑の匂ひして

篠塚しげる

っかり苗木の香に酔ひ春風庭心を預けていい気持であるこ

をその辺にまき散らしているのであろう︒とほる人達もす

とが容易に想像されるのである︒

○長閑さや風に乾かす↓洗ひ髪

○月三更避遁の友と談つきず

○春風に散歩の姿の腰伸びる
○夜は虫の声に澄象けり草の庵︑

○富士晴れて無事知る二百十日かな

選者近詠三句

しぶきなか鵠鵠伽ぬるしぶき見ゆ

種を採るかそけきことをしてをりぬ

指話はづむ子の辺にふゆる靖齢かな
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忠孝ヲ重ンズ零ヘシ神明ヲ敬フベシ

皇室ヲ尊ブベシ本国ヲ大切ニスベシ

ない︒

奔している︒昔︑節約の美徳を高唱した
アダム・スミスも苦笑しているであろう
が今さら自業自得だと傍観してはいられ

について二三紹介すると︑

ていた︒

ａ丘も幻〃︑夕岱画夕Ｇ︑夕画も

ｇ︑
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︵送料四十円︶

弘道売価一冊金五十円

世直しの時は今なりご遷宮︵渡︶

る︒わが国ではご遷宮で世直し祈願をさ
れている︒おそまきながら田中総理が総
節約運動を提唱している︒勿体ない有難
いは祖先伝来の共存共栄のふるさとであ
る︒この際この秋一億総掛りで一日も速
かにこの難局を突破したいものである︒

本十月は奇しくも貯蓄の日︑世界勤倹
デー︑赤い羽根募金などが重なってい

講演や著書の起草は凡て仮古紙や裏紙を
用い︑定稿の後に初めて白紙に清書され

実用向の粗服とした︒

明治二十三年新設の女子部の修養会に
出席した当時の上流︑知識人と言われた
婦人達は皆先生の意を体して汚れのない

国法ヲ守ル尋ヘシ国益ヲ図ルベシ
学問ヲ勉ム︒へシ身体ヲ強健ニスベシ
家業ヲ励ム雷ヘシ節倹ヲ守ルベシ
家内和睦ス尋ヘシ同郷相助ク尋へシ

どとの教えは皆この意に外ならないので
ある︒樋田魯一氏が﹁質素にして箸らず
私財を惜まい⁝⁝言行一致の人﹂と絶賛
しているのも宜なる哉である︒
戦時戦後には誰もが心から﹁有難い︑
勿体ない﹂と物を粗末にするなど考えも
しなかったし︑出来もしなかった︒生活
が楽になり物が増えるにつれて︑日本本
来の奥ゆかしいこの心が次第に薄れたば
かりか︑アメリカ景気の消費の美徳に踊
らされて︑役に立つ物︑使える物まで惜
しげもなく棄てて処理に窮している︒さ
らに物資・エネルギー源不足の対策に狂

乗るな﹂︑﹁勤労節倹して資産を作れ﹂な

先生は平素和服で︑外出の時に一張羅
の洋服であった︒箱根の宿で先生をこと
わった番頭がおくれて来たお供のかつぐ
挟箱の﹁文部大書官﹂の文字におどろい
て平身低頭して奥座敷に案内したという
逸話が先生の真面目を語っている︒
節約と慈善とは表裏をなすもの︒事実
先生は千島開拓の郡司成忠大尉の奉公義
会︑青森歩兵第五連隊の八甲田山行軍の
遭難︑東京神田の大火災︑奈良の孝子等
灸に多額の寄金をされている︒﹁無駄遣
して︑身体を弱くするから︑人力車には

信義ヲ守ルベシ慈善ヲ行う︒へシ
ルベカラズ

人ノ害ヲ為スベカラズ非道ノ財ヲ貧
酒色二溺ル尋へカラズ悪シキ風俗二染
マルベカラズ

西村茂樹圃圃

宗教ヲ信ズルハ自由ナリト雌モ本国ノ
害トナルベキ宗教︿信ズベカラズ

編集後記
西村泊翁先生の﹁節倹﹂︵叢書にある演

題﹁倹約﹂を要領によって訂正︶の講演
中に前記要領の中の節倹と慈善について
お話されているが︑戦後改訂の現要領に
は見えないので参考までに蛇足を加えれ
ば︑先生が当時の国状から判断されて二
三年前に起草していた国民の守るべき適
切な道徳信条十ケ条を︑谷干城氏と相談
の上決定して︑明治二十三年弘道会叢記
五月号に発表したのである︒こえて明治
二十五年に公示した日本最初の︵信用組
合法︶日本弘道会相助法の冒頭に︑この
法は国家富強の基であるから︑誠心︑仁
慈︑勤勉︑節倹の精神をもって行うべき
ことを明記して︑慈善金積立の条項を加
えている︒先生自ら撲堂とも号したよう
に質素倹約は元々西村家の遺風であった
﹁泊翁西村茂樹伝﹂の伝える倹素慈善

胆回月賦定価八○︑○○○円
叫回月賦定価八五︑○○○円

Ａ５判・全昭巻総頁一四八七二頁・総クロー

︻体裁﹈

ス装・上製函入・特別写真製版・特漉上質紙

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

全13巻
べく本辞典を賊入した︒

▼会社員・四十二才
期待通りの素晴らしさ︒

︻諸橋轍次博士の名著︼

論語の講義

﹃大漢和辞典﹄の著者たる漢学界

の菩宿が世人の要望に応え︑漢学

の調蓄と人生の体験とを融合して

四六判・上製定価一︑六○○円

稿を練り世に問う論語の名講義︒

老子の講義

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

の人口に贈灸した思想を説く︒

その閲歴は知れず︑仙人或は菩薩
如来に化したとも伝えられる老子

四六判・上製定価一︑○○○円

漢字漢語談義

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

に輝く﹃大漢和辞典﹄編纂の余暇

四六判・上製定価六○○円

ら碑文︑書体︑漢語形成におよぶ

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
石です︒

漢和﹄の著者が古今の漢籍を典拠
このように優れた文化遺
産をわが子に継がせてや一一
れて幸わせです︒

四六判・上製定価五八○円

として軽妙に語る名著︒

▼主婦・一一一十才

っていたのは予想外︒流

中国語もかなり豊富に入

十二支物語

ね自分の余技にも活用す

長男大学令格の祝いを兼

▼公務員・四十六才

︵読者の声から︶

備え下さい

辞典をこの機会にお

世界最大のことばの

■漢和辞典の最高峰″

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
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