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ご幼少時代のアルバムを御覧になる両陛下

︹巻頭言︺

両陛下の金婚式

鈴木一

両陛下の金婚式を心からお祝い申上げたい︒日本歴史初って以来の御慶事であると
いうことの他に︑かつて側近に奉仕した私にはこの五十年の歳月の御苦労が泌み泌み
とお察し出来るからである︒
摂政宮として第一次世界大戦直後︑渡欧され︑戦争はすべきものではないとの実感
を深められて︑帰国後間もなく御結婚︑そして昭和改元となるのであるが︑この﹁昭
和﹂こそ平和をあきらかにするとの意味であろう︒陛下の平和愛好の御結神は終始一
賀して居られたにも拘らず︑満州事変となり︑大東亜戦争となり︑そして敗戦に継が
るのであるが︑終戦の時︑初めて陛下の御意思が御聖断という形によって実現したの
である︒そして万世の為に太平を開かんと欲すと承られたのである︒
開戦の時はその国策決定の御前会議に於て︑時の近衛首相が御聖断を仰がなかった
ために︑陛下としては専制君主制でない立憲制度を守る為︑直接御意思の発表を供し
まれて僅かに明治天皇の御製﹁よもの海皆はらからと思う世になど波風の立ち騒ぐら
む﹂を席上調されたに止まったのであるが︑陛下の最大のお悩みは何としても戦争責
任を何として果すべきかということであったと拝察する︒
マッカーサー元帥を訪問されて︑﹁戦争の寅任は全部自分にある︒自分の身はどう
処分されてもかまわないが︑どうか一億国民を飢えさせないでくれ﹂と申し入れられ
たことは元帥の手記により明らかとなった︒当時責任をとられる意味では退位説なる
ものがあったが︑陛下としては会社経営の失敗で社長の引退とか︑家督を譲って隠居
するというような生やさしいことではない︒皇位を譲られたとしても御自身の責任は
永久に消えるものではない︒それは一生十字架を背負われるか︑あるいは自ら世を去
られるかのこ者択一の御苦悩が続いたものと推察する︒
されば戦後日本全土に及ぶ巡幸の様子を拝見すると︑国民一人一人に手を差しのべ
て︑﹁戦争の苦労をさせて済まなかった︑どうか元気を出して日本を立ち上らせてく
れ﹂と心で呼びかけられる御心境が︑私には揃い程読承とれるのである︒陛下のお言
葉に﹁一番つらかったのは戦争︑世界の平和を願う﹂とあったが︑むくなるかな︑む

くなるかな︒︵特別会員日本馬術連盟会長元侍従次長︶
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﹁日の丸﹂について
最近田中首相は︑日の丸と君が代とを国旗・国歌として法制
化する意志のあることを表明し︑世上あれこれと論議を呼んで
いる様であります︒しかし︑去る昭和三十六年七月には総理府

場で今日も認めようとはせず︑父兄と紛争を起していることは

のは︑渋々そうなった事も疑う余地はありません︒十年前の東

事実です︒日教組が︑日の丸を国旗として認めるようになった

︑︑

共に︑つまり国旗として掲げられる必然的な事実の前に︑彼ら

京オリンピック開催にあたって︑日章旗は他の参加国の国旗と

は涙をのんで屈服叩頭したまでであります︒

槙枝氏の発言は極めて用心深く︑国旗に限って云えば﹁日本

直属で国旗・国歌等の問題を協議する﹁公式制度連絡調査会議﹂

のしるしとして認めないといったことはない﹂が︑日の丸・君

い﹂とコメントをつけ︑だから国旗として︑国歌としては認め

︑︑︑︑

ておる筈です︒その後︑この機関はどうなっておりますか不明

と云う機関が既に成立しており︑これらの問題を研究・調査し

が代は何れも法制上では﹁国旗・国歌として制定されていな

処で︑田中首相の発言に受けて立った日教組委員長の槙枝氏

です和認認埼輯．魂榊三ｏ

しるし﹂であっても国旗ではないと彼は申します︒理由は国旗

として未だ制定されておらない︑法律化されていないからだ︑

ないのだ︑との意向を明かに示しています︒日の丸は﹁日本の

と云う論法でありましょう︒では槙枝氏の用語に従って﹁国の

は日の丸・君が代について︑﹁国旗・国歌として法制上制定さ

と云ったことはないし︑日の丸掲揚をするなと指示はしていな

別し︑日教組としては﹁日の丸を日本のしるしとして認めない

たらどうなりますか︒

しるし﹂である日の丸が国旗として外国で認められているとし

れていない﹂点を先ず指摘し︑次に日の丸と君が代とを一応区

い﹂︒が君が代については︑﹁内容が民主国家に適切でない﹂と

一日に日の丸を﹁日本総船印﹂と定め︑其の後オランダ士官の

時代の推移におされ徳川幕府は安政元︵一八五四︶年七月十

拒絶反応を示しておりますエ躍椋崎哨伊︒日の丸を日本のしる
しとして認めないことを言明したか否かははっきりしていない
が︑事実として認めなかったことがあったし︑組織の末端の現
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年︑新見正興ら造米使節団一行と共に︑勝海舟らは威臨丸に日

﹁御国総標﹂である日の丸の旗をかかげて万延元︵一八六○︶

を﹁御国総標﹂︑つまり日本の﹁しるし﹂と改めました︒この

忠告によって︑五年後の安政六年一月二十日になると︑日の丸

の二種の国旗が再確認の恰好で認められています︒

で︑同年十月三日には海軍御国旗が六五一号で商船用と海軍用

七○︶年一月二十七日には商船御国旗が太政官布告第五十七号

五四︶年七月十一日であります︒新政府になった明治三︵一八

日の丸が国旗として法制上定まったのは幕末の安政元︵一八

日の丸が旗じるしとして記録上初めて現れたのは奈良時代の

の丸を揚げ太平洋を渡りました︒又アメリカ側としては︑この

直前です︒文武天皇大宝元︵八○一︶年の正月です︒郊来日の

日の丸の旗を北米合衆国の国旗であります星条旗と共に掲げて

全権を迎えております︒とすると︑御国総標として日の丸は

の丸を旗じるしや扇や幕に或は紋章として使用してきました︒

この点︑外国等の国旗が政府によって制定されている多くの事

丸は法制化に至るまで二○○年間︑多くの国民は自発的に日

例に比し︑国民の間で権威の圧力外で︑一○○○年以上の長期

国旗ではなくて何んでしょう︒アメリカは﹁日の丸﹂の旗を日

昭和四十七年の卒業期に東京都内の某有名小学校卒業式の

間に重用されてきた事実は千釣の歴史の重みを感じます︒日の

本の国旗と認めているのではありますまいか︒

した︒都教組副委員長は︑﹁日の丸や君が代は法律的にも問題

５であり︑日の丸の位置
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際︑君が代が歌われなかった事に父兄が抗議し︑問題になりま

丸尊重の背景には太陽︑天照大御神信仰が生きています︒

の場合では皿：７で︑日の丸は７×３

横との比と︑口日の丸の位置に差があります︒日では︑商船用

これらは日の丸をつけた旗には違いありませんが︑白旗の縦と

月二十七日の商船用国旗と十月三日の海軍用国旗がそれです︒

所謂日の丸の国旗には法制上制定のものは二種あります︒一

があり︑教育的立場を離れた画一的な方法には反対せざるを得
ない﹂と云っております釦輪一ユ噸柵斥咽十︒

◇父兄と教組の対立から二十五日︑鹿児島・溝辺町の玉利

又︑極く最近では︑次の様な記事がありました︒

◇近くの陵南小でも百八十八人中二十八人しか出席しない

中でたった二人だけの終業式が行なわれた︒

の１罰だけ樟に寄っております︒日の丸は旗の真中にはあり

３：２とかはり︑日の丸は２×３−５で︑その位置は横巾の長さ

ません︒日章が真中にないのは︑天空にはためく時に仰ぎみる

は旗悼寄りに１−川だけ近いところにあります︒口はその比が

う﹂と町教委︑学校に要求︑二十三日以来︑子供達の登校拒

場合の︑生理的感覚を考慮に入れての処置であろうと推量しま

異例の式︒騒ぎの発端は日の丸掲揚問題︒ＰＴＡが﹁日の丸

否を続けていた︒〃冷たい対立″のあおりをくらった子供達

を否定するような鹿児島県教組加入の先生方は転勤させよ

は︑同中から二百メートル離れた公民館でバレーボールなど

す︒

国旗が二種あるとすると︑何れの国旗を正とするのか︑との

をして遊び︑終業式準備の整った校門を横目に帰宅した和坤
三月二十六日

聞︑四十九年︒・
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問題が生じます︒その際の政府の解答は一月二十七日の旗を以

〃君が代″は天皇の御代︑即ち今上陛下の宝算の弥栄を祈った

槙枝氏の云う民主主義体制下においては︑天皇の年寿をこと

歌であることは確かです︒

日本国憲法等で規定されておらないから︑国旗・国歌と認め

でしょうか︒どうも私には理解がいかず︑合点がいきません︒

ほぐことはおかしい︑とは一体どういう考え方から出てくるの

ってするというので今日まで一貫しております︒

ないなどとは小児の論理で大人には通用しません︒併し小児も

で︑貴族政治とか君主政治とかの特定の一人︑又複数者の手に

民主主義とは説明するまでもなく︑英語のデモクラシーの訳語

国民の一部には相違ありません︒単細胞論者に諭すために政府
は法制化したいと申すならば賛成します︒但し法制化したから

︵権力︶との結語であって象れぱ︑民主

国民側にある︒そこで民主主義国家では︑主権者としての国民

主義の国家では国家主権は君主︵日本では天皇︶にはなくて︑

ｇｏ切︵人民︶と汀昌

デモクラシーは︑ギリシャ語の号昌︒ご画冒に由来し︑号︲

指すことの義でしょう︒

よる施政とは違った︑国民の国民による︑国民のための政治を

国旗でないものが︑国旗になったりすることを附記しておきま
す︒

﹁君が代﹂について
︑君が代に関しては︑本誌第八二七号に古田紹欽氏の論説があ
りますので参照願います︒

を祝福するのが筋であるから︑主権者ではない天皇を祝福する

︑︑

ただ︑先の槙枝発言の中で︑君が代は﹁内容が民主国家に適
切でない﹂とある点について一言愚見を申します︒﹁民主国家

のは不合理である︑というのでしょう︒

と記してあります︒天皇は﹁日本国の象徴﹂であり︑﹁日本国

この論は︑私の強言ではありません︒日本国憲法にはっきり

である国民と一体存在であるともいえます︒

国家自体の永遠の実存者であります︒乃至は︑国家存在と裏腹

る限り︑確かに天皇は主権者ではありません︒しかし天皇は︑

﹁主権が国民に存することを宣言し﹂た新憲法の文面から象

に適切でない﹂とは︑我国は民主主義の国であって︑国民こそ
の長寿を祈り幸福を願うことは当然として︑主権者でもない天

主権者であり︑天皇は主権者ではない︒主権者である国民一般
皇の長寿をことほぎ︑至福を祈るのは主客転倒も甚だしい︑と
いう意味の事を彼らが主張するとしたら︑彼らに反省を求めた
いと思ひます︒
︑︑

国歌﹁君が代﹂の原型の古歌中に承える．﹁君﹂は不特定者で

一体︑象徴とはどういう意味のものでしょう︒感覚的には認

統合の象徴﹂と明文化されてあります︒

はほとなりて苔のむすまで﹂︵﹃古今和歌集﹄︶の例に染られる

あります︒﹁わがき象は千世にやちよにさざれいしのい

知しにくいが︑とにかくしかと存在している或るものを︑具体

︑︑

やうに︑君の名で示す人の年寿をことほいだ歌であります︒古

的な形を具えたもので示す場合に︑この具体的なものを象徴と

︑︑

歌では必ずしも天皇を指してはおりません︒しかし︑今日の
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申します︒これは象徴の一つの理解であります︒

仏像はホトヶの︑十字架はキリスト・イエスの象徴といはれ

はアルプスの雪と正義・平和とを︑赤は祖国の独立のために流

ンは極めて単純なことをのみ示すにすぎません︒又約束によっ

を包蔵しておることはお判りいただけたことと思います︒サイ

象徴と単なるシルシ︵サイン︶とは本質的にことなった性格

した愛国者の血潮を示しています︒

ん︒全く同じものではありません︒しかし仏像は︑ホトヶを理

るのはこの例であります︒仏像はホトヶと同一ではありませ
解せしめようと仏教徒が創り出したもので︑ホトヶ以外の他の

て如何ようにも変えることの出来る任意なものであります︒赤

更に象徴には︑もう一つの重要な要素があります︒象徴には

ある︑と了解しております︒しかし労働争議等でこの赤い旗を

交通標識として︑今日のところ常祇的に︑赤い旗は危険信号で

い旗とて︑単純に危険信号とのみ解することは許されません︒

ものを示そうとしたものではありません︒そこでホトヶと仏像

一種のオソレ畏んだり︑或いは又勇気を振いおこしたり︑人生

ストライキ中︑我らは賃金獲得を目指して斗争中である︑とい

使用しているときには︑交通標識的意味ではありません︒目下

とは別々のものでありつつも︑同じものであるともいえます︒

に生甲斐を与えたりすると云った心情を喚びおこす力のある点

う事実を自他共に確認せしめる意味を少くとも重要な部分とし

を見逃しては象徴についての充分な理解とはなりません︒
これらの要素を知るために︑シンボルをサインと比較して染

ん︒とに角︑交通標識としての赤い旗と︑ストライキ用の赤い

て含んでおります︒もっと別の意味も示しておるかも判りませ

国旗は一種の旗でありますが︑同じ旗でもサインの働きを示

ましょう︒

す︒二つの赤い旗を比較して象て云えることは︑前者で単純に

旗とは同様赤い旗でも全くの別の意味を示しておるといえま

危険を告示するというサイン以外のものではありませんが︑後

す旗とは違います︒交通標識として青い旗︵又は黄色い旗︶と
ストッ侭プを意味します︒この場合の旗は︑進行と停止とを意味

者の場合の赤旗は︑シンボル的なものです︒全く労働する人に

赤い旗とがあります︒青旗は進行オーライを示し︑赤旗は進行
するサインです︒国旗はその国のしるしとしてサインであると

︑

とってはシンボルともいえます︒ということはシルシ以上のも

のを赤旗から感得しているのではないでしょうか︒

同時に︑サイン以外の働きを更に果すものです︒国旗に接する

日本国の象徴︑日本国民の統合の象徴としての天皇は日本国

人の胸中に自国の伝統・歴史・名誉・理想といった国の本質を
国旗は思い起させてくれます︒フランスの三色旗は︑自由︵青︶

シ以上の役目︵力︶を果しております︒我国の歴史は神武天皇

のシルシでもありますが︑更にシンボルでありますから︑シル

と共に始まったのだ︑という信念は国民的なもので︑この信念

・平等︵白︶・博愛︵赤︶を革命政府が指導理念としたことを示し

により歴史は創られ︑歩まれて今日に到っています︒

ております︒フランス国民はこの三色旗を仰ぐごとに自由・平
えるでしょう︒イタリア国旗の三色は︑緑は国土の山河を︑白

等・博愛を心に確め︑祖国の栄光を祈り発展を期する決意に燃

︑
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国家非常事態の折りであり︑平素は現実の政治に直接に関与せ

天皇がゑづから兵馬の権を握って全軍の先頭に立ったのは︑

りません︒陛下は︑戦争の責任のある事︑皇室の全財産を弛っ

訪問の際の陛下の元帥への御懇請の御言葉はもはや秘事ではあ

の疑念もないところです︒戦後の今上陛下のマッカーサー元帥

たり︑誤解した一部の人は天皇制反対の狼火をあげ運動もつづ

上陛下の大御心と変ることはありません︒戦後︑歴史を歪曲し

はれましたことは事実であります︒御歴代の天皇の大御心は今

の御決断といい︑この事といい二度も国民は大御心によって救

て全国民を儀餓から救はれたい旨を訴えられております︒終戦

られることはありません︒建国の時︑南北朝時代︑明治時代に
は御親政といって︑天皇親しく政治に預られましたが︑二千有
れている事実です︒﹁君臨すれど統治せず﹂という句で︑天皇

余年の歴史からゑるとこれらは異例であることは斉しく認めら
のアリ方が説明されますが︑一面は左様にいえます︒

けてはおりますものの大部分の国民は一顧だにしない事実こそ

オモヒカネの力︑こ

古事記等の記録を承ましても︑重大事件勃発には天照大御神

は︑八百万神を天の安河原に招集され︑議長は思金神︵知慧

かかる天皇を〃君″と申し︑天皇の弥栄の祈りをこめた〃君

百万遍に勝る天皇の本質を語る雄弁でしょう︒

が代″を国歌として斉唱することに異和感を覚え︑反対すると

の神︶が勤めて対策を練ります︒問題によって折角の決定案も
御神はその都度会議を開き︑相談せしめ︑代案を作らせ︑実行

実行に移して数度に及ぶ失敗を染たこともありますが︑天照大

は疑問に思はれます︒象徴を認める側で︑象徴されるものを認

したら︑事の理非曲直を弁えた良識の人といえるかどうか私に

；１−

西村茂樹

凡そ法律の如き︑理財の如きは︑何れも治国の要務
なれども︑その事たる目前の政務たるに過ぎず︑百年
の後を期して益々その国の隆盛を図らんとするには︑
教育を以て人材を養成するに非ざれぱ不可なり︒故に
教育は目前に効を奏
ずと雌も︑国の根本
にこれに過ぐるもの

教育の重要性

四九︑四︑八︵国学院大教授︶

とは当り前ではありませんか︒

別であっても同一です︒仏教徒がシンボル仏像を敬い崇めるこ

めないことは矛盾であります︒逆もまた真です︒仏と仏像とは

に移さしめて︑失策があっても責任を追究し︑象づからあれや

せん︒

これやと意見を吐かられ︑決定するということはついぞありま
諸神の誠意を信じ︑努力を認められて終始諸神を親認せられ

皇室は他民族の間にお

天皇はキングでもエン︒ヘラーでもありません︒馬上で建国し

ておりました︒これが天皇の君臨の実態であります︒
たのは唯一度で今日に至っております︒

こって︑日本国家を征服した覇者権勢者ではなく︑建国以来︑

国民と借に苦楽を一にしてきた連綿たる民族の中心的存在であ
ております通り︑皇室と国民とは別個のものでありますが︑一

ります︒君民一体とか﹁義は君臣にして情は父子﹂とかいはれ
つの運命協同体としての国家のそれぞれが組成者の要素として
利益も休戚も共にして歴史を形成してきたという事実は︑一点

（6）
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伝統的価値の実証

Ｉ

戸田義雄

じかに︑しかも強く自分の心に結びつけ︑いだいている生活だから︑

︵三月十一日読売・パリー支局から︶つまり︑日本という国家を

団体として行動することの好きな傾向の現れである﹂と詮ている︒

又︑或るフランスの知識人の一人は．人ぽっちの生活は︑逆に

性の中にあるらしい﹂というのである︒

には理解をこえたことで︑どうもこの謎を解く鍵は﹁日本人の国民

いというほかはない﹂と言った︒つまり︑個人主義的なフランス人

八小野田家の精神系譜によせてＶ

何時ぞやＮＨＫのテレビで見た憶えがある︒アメリカは一年前に
ベトナム停戦協定が発効して︑ベトナムに抑留されていた米軍捕虜
が帰還することになった︒その時の光景である︒まさに英雄帰るの
興奮と感傷に湧き立った状景であった︒そうした時︑アメリカ人の
頭の中に浮んだのは︑﹁長い収容所生活の精神的な苦捕にどうして
象れぱ︑たとえ苦しくとも収容所は︑生きてゆく上の衣食住の条件

耐えることができたのだろうか﹂と言うことである︒しかし考えて

て行動していることとかわりがないという解釈である︒私はこうし

形の上ではたった一人の孤独の生活ではあっても︑内容は団体とし

ところが︑ジャングルの中で︑自然のもたらす生命の危険︑それ

をまがりなりにも備えている︒

した思想的立場にあるものは言わずもがなである︒外国紙でも︑ソ

の新聞等にあらわれた論調がおかしい︒﹁赤旗﹂のようにはっきり

連の扱いは﹁オノダの潜伏はフィリッピン司令官山下奉文将軍の略

た外国人のとらえ方は何れも間違っていないと思う︒かえって日本

いう長さは︑まったく気の遠くなるような話の時間であるとみられ

奪財宝を守るため﹂とあるようで︑四月十二日付︑朝日夕刊の﹁素

から何時︑フィリッピン側の銃剣の前に殺されるかもしれないとい

る︒ベトナム捕虜に英雄を感じて感動したアメリカ国民は︑はるか

粒子﹂は︑さすがにこれをとりあげて﹁言論の自由︑奇説の自由﹂

う戦い︑こうした二重の危険と斗って最後まで生き抜いた三十年と

に比較を絶した日本人オノダのこの事実の前には﹁何故彼をしてそ

にほめれば軍国主義の復活を讃美するようにとられるんではないか

言論の公正と中立を看板にする一般紙の扱いも玉石混清で︑下手

の見本であるように扱っている︒

うなさしめた﹂の問いを発する所ではなくなった︒ただ黙って踏喚
するの桑であった︑といわれている︒

と︑先取りして怖れるせいか︑必ずといってよい程︑ちくりと批判

フランスでは︑三月十日︑日曜の十一時にアンテール放送がオノ
ス人には到底考えられないことだ︒むしろ理解するより国民性の連

ダ出現をトップに放送した︒放送をきいた新聞人の一人が﹁フラン

（7 ）

、

文を一部にのせるように心掛けていたことを御記憶だと思う︒一般
紙がそうなのに加えて︑もっと保守的立場にあるとみられる︑例え
ば﹁今週の日本﹂︵三月二十四日︶が︑荒垣秀雄さんの﹁小野田・
人間像﹂をのせたのは︑どうも私には解しかねた︒荒垣さんは︑小
野田さんの三十年が稀有の人間記録であり︑かつ︑彼の出現の時の
仕方が人の意表をついで︑身だしなゑ︑言葉づかい︑立居振舞いの
ないスマートさ︑紳士ぶり︑立派な立会人ぶりで人を魅了したこと

折目正しさ︑人との応待の控えめながら︑ツポをはずさず過不足の
を認める︒それでいて最後に﹁これほど常識の発達した人がなぜ︑

あれほど頑固に︑直属上官から任務終了の軍令下達がなければ山を
に﹁人間性を呪縛凍結した昔の軍隊教育のこわさ︑現代人が忘れて

出ないと︑﹃一チコチの石頭だったのかが不思議である﹂と言い︑更

いた戦前の古典的日本人像を彼に発見して︑︿おなつかしや﹀と郷
愁をよびさましたことも小野田人気の半面﹂というに至っては︑お
粗末すぎるではないか︒

物言ったり︑書いたりする知識人の考え方の標準が︑こうした立

フランスのソワール紙は︑報道で特に注目していたのは︑﹁直属

上官の命令があるまでジャングルを出ない﹂といっていることで︑

んが﹁だから﹁一チ﹃一チの石頭だ﹂と批判してやまないところをソワ

これを問題と感じたのは荒垣さんの場合も同じである︒ただ荒垣さ

ール紙は﹁旧日本軍の軍律の厳しさの現れであり︑サムライ以来の

伝統なのか﹂と疑問をなげかけたのは︑かえって節度のある解釈で︑
るのである︒

日本人自体の見方の方が肝腎のことを忘れて了って︑どうかしてい

イギリスの或る評論家が︑小野田は天皇に対する忠誠︑上官の命

︵オート一︑トン︶だといった︵﹃毎日﹄三月二十五日・夕刊﹁憂愁帳﹂︶︒

令への服従︑自己犠牲の精神の二つの要素が柱となった﹁自動人形﹂

ここで機械人形扱いされたのは愉快でないが︑よく察して承ると︑

うまくたとえようがなくて︑こういう比職を用いたまでであろう︒

どうしてもイギリス人の理解をこえたく鉄の如き意志の人間﹀を

必ずしも悪意のある見方ではないから︑目くじらを立てるには及ば

は機械人形のように染える不動の人たらしめた要素に︑先にあげた

ない︒かえって︑一人の日本人を鉄の如き意志の人︑外国人の目に

たこの荒垣説あたりであることがおわかりと思う︒ところが︑何故

の三つの要素をあげたとしても﹁それらが軍国主義だと思うと︑そ

三つを指摘しているのは立派である︒日本の知識人なら︑かりにこ

派さと可愛そうな犠牲という二つのあい反する価値を天びんにかけ
かテレビを見ていて︑泣けて泣けて仕方がなかったという広い国民

一日︶となるにきまっている︒新聞の見出しは﹁三十年の空白は重

の力がおそろしい﹂︵小林哲郎︑二六才︑東京渋谷﹃読売﹄三月十

く﹂となり︵﹃読売﹄︶︑﹁人の信じていたものが無意味になってしま

った︒本誌が私に求めている意図は︑だまっているが︑まぎれもな

層の反応には︑はっきりした声として正しく表現されたものがなか
くはっきりとして︑あるこの広い国民の心に︑すえ通った形を与え

うのは残酷でつらい﹂と短大女子学生の声をのせる位が落ちである︒

配するような︑三十年が空白で無意味だったと少しも思ってないぱ

ところが小野田さんは︑記者会見の時︑質問にこたえて︑人が心

て表現してほしいということではなかろうか︒そう感じとって以下
筆をすすめさせていただいたのである︒
○
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かりか︑そうしたことを単に否定する言い方でなくて︑もっと積極
的に意味を認める発言をしているのである︒質問した記者の方が︑
﹁勢いが礎んなときに︑こういう仕事に従事できて︑幸福と思

予想外の返答にショックをうけたような次第だった︒すなわち

います﹂

することにおいて成るという︑古典的軍隊の構成原理と論理にふれ

また前者の渡部論文は︑イザャ・ベンダサンの﹃日本教﹄の訳者

たのである︒

山本七平氏が雑誌﹃諸君﹄で以前から何度も︑命令が直属上官から

話だったと論破されたことに最初にふれられたのである︒そうした

命令系統一つ考えただけでもあり得ぬことで一つのためにする作り

れて︑例の南京城百人斬り競走のような馬鹿げたことは︑こうした

出なければ命令にならぬ戦争の構造にふれておられることを指摘さ

た公的な価値︑つまり国家と国民のために任務を遂行しているとい

葉が決して負け惜しみでなかったこと︑小野田さんには自分を超え

れた︒そういって筆をおこしておられるのである︒

聖ドミニコが十三世紀に創立した修道会にはオーダーという英語

戦争遂行の論理で︑今回の小野田さん降服の事情ではっきり実証さ

すがだった︒これで三十年の人類未到の苦難は立派につぐなわれて

が用いられており︑それに﹁命令﹂の意味がある︒そのことから専

う生き甲斐があった︒小野田さんは日本人が忘れかけていた公の価

余りあるとその時痛感した︒人のことばは︑その一言で相手を生か

の起源になるラテン語のオルドは﹁編み︑組象立てる﹂であって︑

門の語学的分析を見事に渡部論文は試糸られ︑英語オーダーの直接

文献では﹁整然たる兵列﹂を意味するようになって︑更にそれが軍

になることを跡づけられている︒英語も︑ラテン語と大体似たよう

隊そのもの︑更にはその軍隊の﹁指揮﹂﹁隊長﹂まで意味するよう

な意味の分化を示して来て︑十三世紀に修道会が結成されるに及ん

っており︑十六世紀になると︑整然たる配列をなさしめる︑権威を

で︑鉄の如き結束と秩序の修道会がオーダーで意味されるようにな

もってなされる命令そのものがオーダーと言われるようになったと

で︑どんな場所にも即座に単身赴任するのと同じように︑同じオー

殉教になるかもしれないが︑修道会の修道士が修道院長の命令一つ

それで︑場所︑時期の選定は誤っているかもしれず︑犬死同様の

いうことである︒

ったので︑その責任を完全に果すことは直属上官の命に完全に随順

争遂行のための必要な秩序︑役割の分担︑その責任を果すために斗

ら見失われて了った︿戦争の構造﹀にふれていっている︒つまり戦

後者は︑戦争裁判があったために︑何時の間にか日本人の視界か

号︶の好論文がある︒

号︶と江藤淳氏の﹁小野田少尉にたじろいだ日本人﹂︵﹁現代﹄五月

英文学担当の渡部昇一教授の﹁命令と服従について﹂︵﹃諸君﹄五月

に何故彼は投降しなかったか︒この疑問に答えたものに上智大学の

ポツダム宣言受諾あり︑山下将軍の降服勧告も出ている︒それなの

勿論︑今や日本人の大部分にわからぬことになって了った︒陛下の

直属上官の命があるまで戦争が終らないということは︑外国人は

○

すも殺すもどちらにも出来るのである︒

値というもののもつ意義を日本国民に教えたのだ︑と言ったのはさ

と︒評論家の江藤淳さんは︑三月十日夜のＮＨＫの解説で︑この言

、

ｑ︾

︑１／

この朝梅の一輪咲きゐたり

あした

伴があらわれた報に接し︑

とものした︒ここに万感が見事に凝縮されている︒この父君のかた

め命令の終るまで︑敢てジャングルの中で一生を斗いにすごして悔

グーの軍隊は︑直属上官の命令一つで︑独り忠節を守るために︑そ
いないことになる︒こうした古典的ではあるが正道のオーダーが教

く持されたけじめ︑節度さはこの一句によくこめられているように

た︒この人もまた俳人である︒

じ

えるものは︑

うかがえる︒母のタマエさんは︑若い頃︑小学校の厳格な先生だっ

まず︑そこに随順してゆく︒そこに宗教団︑修道院︑そして軍

・命令者の命令を天の意志としてうけたまわり︑何らの批判を含

賀部神社の名誉宮司で︑現宮司はそのご長男にあたられ︑現在県立

父の兄︑つまり小野田さんの伯父さんは小野田家が代灸仕えた宇

ということである︒今や敗戦後︑泥沼の如く自己追求をよしとする

れるこの方が︑﹁寛郎の精神は中野学校からではなく︑厳格な私の

海南高校長でもあられる︒現宮司で︑小野田さんとは従兄にあたら

律のある軍隊が成り立つ
ことに啓蒙された現代的な︑目ざめた部類の人間の目には︑こうし

実父の種次郎氏の特別手記﹁生還した息子︑寛郎に贈る﹂︵﹃潮﹄

おられることは重大だ︒

父と彼の父のつまり小野田家の家系から生れた﹂とはっきり言って

た随順を馬鹿げた空白の盲目生活としかうつらなくなってしまった
のである︒

私は︑渡部論文の示唆したこのオーダーの観念は︑実は日本神話

にまでさかのぼる日本人の行動の定型ｌサムライといった特定階

の親にしてこの子あり︑この家にしてこの子あり﹂ということをこ

五月号︶をゑて︑私はこのことが事実だということを確認した︒﹁こ

れ程痛感させられたことは近頃珍らしい︒

級のものでない︒日本人全体に通ずる人としての在り方ｌを︑比
い評価を与えずにはおられなかった︒

している︒それなら︑救出にルパング島まで出むいた父のために早

この手記は︑小野田家の教育が︑孝行を根本とすることを明瞭に

較文明の見地から明らかにする貴重な序説となるような気がして高

なにより︑この典型的なオーダーを身に生かす人物を生んだのは︑

﹁山から降りていけばフィリピンの刑法にかけられ︑監獄に放り

く下山すべきだったと言うものがあるかもしれぬが︑それは違う︒

山の中にいたほうがよいという考えがあったようです︒﹂

込まれる︒そうなると親が心配する︒世間で笑われる︒それより

れ出している︒私はその影響を無視はしないが︑むしろその教育を

彼を教育した中野学校二俣分校の三ヶ月であろう︑と近頃よくいわ
受容する真の深部は︑別のところで育てられていたということを見

孝行の心からであったということは︑本当にこの際︑深く省承られ

論理に殉じただけでなく︑実は親と家の名誉を守るという︑真の親

と︑はっきり書いておられる︒三十年の山ごもりは︑古典的戦争の

逃してはならないと思っている︒それは︑小野田さんの家庭だとい
うことである︒

当の小野田寛郎さんのお父さん︑種次郎氏は俳号を凡二といい︑
俳句会﹁けいてき﹂の主宰者で立派な俳人である︒
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てよいことではないか︒ここに忠節感情と孝行心の見事な一致がみ
られると思う︒

﹁全国民の皆さんに︑枠の精神がわかっていただけたら︑伴は山

だから種次郎さんはテレビの前で言った︒

﹁三十年の幕切れとしては︑それ相応の花道が必要ですから︒﹂

を出て帰ってこんでもよいのです︒︶

この花道が直属上官の谷口さんがたずさえた任務終結の下達書で
あり︑フィリッピン当局との間にかわされる降服式であった訳であ
鈴木紀夫君の撮った作の写真をみてこの父が感動したのは︑﹁腰

こ︲こよ︾弓

この古型が小野田家にそれは生きているのである︒小野田さんは

この順序と内容が︑そのまま典型的な日本の家庭における︑命令

たあとの神への奉告︑それを古くは︿かえりごと申す﹀︵復奏︶と

伝達を完全に終えて奉告する形であるのである︒この事をなし終え

言った︒実は︑祭りとは︑こうした意味での︿かえりごと奉す﹀こ

小野田さんの三十年の勇気ある生涯は︑日本の伝統の生き方がい

となのである︒

である︒思いをここにまで致さねば︑今の世に生きる吾々自身の身

かなるものかをこの狂い咲きの時代に事実をもって示して呉れたの

るだけであろう︒

西村茂樹

︵宗教学者文学博士︶

にひきあててとらえる対応とはならず︑空疎な賞讃か︑批判におわ

帝室と政府

からざるなり︒︵泊翁厄言第一冊二七より︶

本邦の帝室と政府と同じからず︒帝室は万世一統にして変化
あることなし︒万一帝室に変化ある時は︑国もその安全を保つ
能はず︒政府は時に因りて変化あるものなり︒帝室は固より政
治の最上権を領するものなれども︑また政治の得失に直接の関
係を有せず︒英国の如きも国王は死せず国王は過をなし得ず
といえる国法あり︒これ立憲政体に必要の眼目にして︑この主
義を失うときは︑帝室も危殆にして︑その国もまた危殆なり︒
政治の得失は︑政府常に全く其責に任じ︑もしそのなす所︑人
心に厭かざるときは︑首相たるもの︑その職を辞して他人に譲
る︒これ立憲政体の至美なる所なり︒邦人ややもすれば︑帝室
と政府と共に︑之を朝廷と称して︑その区別を知らざるものあ
り︒往昔はとも角も︑今日に至りては︑決してこれを混同すべ

｜

プ︒Ｏ

のです﹂といっておられる︒母が自害用にこの短刀をわたしたのだ

につけた短刀を見た時です︒この短刀は出征の時に女房が与えたも

うと思います﹂と察している︒いかに生き抜いて使命を果たし︑最

が﹁おそらく︑この短刀を胸に︑泣き︑故郷に思いをはせたのだろ

刀にある︒この短刀は母の声を何時も伝えている︒だから母のくこ

後に節に殉ずるか︒その一命にとどめをさすか︑ささぬかはこの短

日本神話は︑イザナギ・イザナミの国生み以来︑重大な命令の伝

とよさし﹀の霊物でもあった訳であろう︒

ことよさ

達には︑必ずその命令遂行に霊力の加護があるよう︑神聖な品物︑
霊物をわたしている︒これは︑命令伝達︵古く言依しと言う︶が︑
特定の事物の授受︵事依し︶にほかならぬことを物語っている︒

の仏壇の直接の御先祖の霊におまいりし︑③最後に︑母にじかに短

帰郷するや︑先ず①先祖の神たる宇斑部神社に奉告し︑②次いで家
刀をお返しした︒これで全ては終った︒
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司鮎釧計ＩＩＩＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌユ
医者と彫刻家との心のふれあい

気がつかねばなりません︒調和を欠くと

き私たちの願望はかなえられず不備と焦

べからざる悲惨をくりひろげます︒それ

燥は対立と斗争を生承この地上にあり得

はちょうど私たちの五体が正しい調和を

所の院長生馬茂先生から白檀の扇子に﹁宇

保養の日を送っているのであるが先日診察

温泉診寮所に入院して関節炎の治療のため

私は昨年の七月からどこ那智勝浦の湯川

する如き無我の大愛の下に一つとなりま

教等一切の差別を越えて己れが己れを愛

の立場は一体となります︒人間も人種宗

と我とは一つのものとなりあらゆる万象

存在となります︒この理念に立つとき他

もって承るとき人類は一つとなりここに

なるが故に愛するという無意識の大愛を

一人一人宇宙即我の理念をもって他を我

が完全なる繁栄が約束されます︒私たち

動するとき私たちには必ず宇宙そのもの

宙即我の心をもって生きその処を得て行

相馬敏夫一
宙即我﹂とかいたのを頂いた︒かかされた

す︒宇宙は時空を超えて完全であり無欠

するのであります︒

対立斗争なき調和ある地上に平和が実現

と同じであります︒私たち一人一人が宇

欠き何らかの故障を生じて疾病に悩むの

のは沖細の彫刻家山田真山翁である︒﹁宇

って希求し︑願望するとき一切のものが

といふ信条に基くものであることを知った

であります︒人間は宇宙即我の精神に立

唱され来たった信念に基くものであり山田

必ず実現可能となりすべては与えられま

のである︒

宙即我﹂といふ理念は五十年間山田翁が提

野に咲く一茎の草も生い育つためには広

翁の﹁宇宙即我﹂観は

に徹して歩桑つづけるとき私たちはいつ

す︒たとえ時間がかかろうともこの理念

る︒この理念に徹したとき砂たる人間の

宙そのものであります︒宇宙即ち我であ

広がりが広大無辺にして不滅無限な大宇

とは即ち私たちそのものであり私たちの

一茎の草の中に在るのであります︒宇宙

て広大な宇宙の造化の妙はすべてはこの

を欠いたところにあるのだということに

動が大宇宙の理念に外れ︑それとの調和

ないならばそれは必ず私たちの考えや行

あります︒もし人間の願望がかなえられ

歴史であり真の人間を目ざしての歩承で

が出来ます︒これが人間の正しい進化の

か必ずや大宇宙の完全さに到達すること

和長寿観音の例祭があった︒そのとき九十

翌日この診寮所の隣地にまつられている平

私が昨年七月この診澗所に入院したその

はないと思はざるをえない︒

は全くこの理念の実践によって解決する外

うのであるが︑日本のおかれた現下の環境

なものであり要は其の実践如何にあると思

私はこの理念は云う迄もなく極めて立派

大な宇宙のすべてを必要とします︒そし

存在も偉大にして崇高不滅にして無限の
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で行われた︒そのとき生馬院長等和歌山シ

よる沖細舞踊も観音広場に設けられた舞台

つれて遥為沖維から出席されお嬢さん達に

才に近い山田真山翁は奥さんやお嬢さんを

ていたのである︒院長は今年八十四才︑墾

開設する迄はそこで開業医として活動され

られた︒そして四十三年にここに診察所を

けられたがまた再び二十二年に和歌山に一戻

われた真山翁に接し語り合う内に平和慰霊

の場に侍立驚嘆久しくしているときにあら

至って其の感動感激は極度に達し︑更にそ

田真山翁作の世界平和慰霊像の前に立つに

参拝して相当傷心された時普天間にある山

たこ十幾万の英霊を肥る二百余の碑や塔を

いがつよく出来たのである︒そしてこの像

よくひきつげられつつ︑両者の心のふれあ

蝶として全く壮者を凌ぐというに相応しく

は一人で風も雨もいとわず又遠近を間はず

ネクラブの人為によって製作された﹁地上

釣に出かける程である︒診察振りは親切丁

像の平和そのものを象徴するその温顔につ

山田翁はさきの大戦で二児を失ったので

るが悲しい我漆喰で煉り固めたもので永久

が奈良大仏より高いという至芸の秀作であ

其の趣味は尺八︑洋画︑十六ミリ映画製作︑

ある︒そして自らは激戦の巷を坊樫し戦争

寧で︑東京で診察をうけていた私は勿論こ

性はなく︑これを永く後世に遺すためには

釣なぞと極めて広く︑今でも休診の日なぞ

の残虐さを体験した︒かかることからこの

の土地の人をもその患者に対する接し方を

鋳造せねばならぬ︒それには広く天下に宣

.

た︒

惨劇を二度とくり返すまいといふ念願を全

には医は算術になっているのに先生はまた

有難いと感謝しているのである︒患者の内

、‐LOノ

に平和を﹂といふ十六ミリの映写もあっ

の悲願をこめて自らが修得した芸術に託し

世界人類平和への理想と哀れな戦没者慰霊

を起すべきであり︑映画をつくり︑その実

ようなことから院長が其の当時主宰してい

相を世に示すのが一番だと進言した︒その

伝して其の真価を世界に訴え広く募金運動

身辺のことは勿論何事も自分が率先して処

た和歌山シネクラブが一丸となって協力す

冗談に批評するものもあるが︑常日頃自分

年頃から着手十年程の年月を費して奈良の

ことなど私も種灸と教えられるところが多

理に当り︑何事もおろそかにしないという

に院長自ら沖細に赴きロケをして十六ミリ

ることとなり三十八年五名のスタッフと共

仁術だと思っている︒これでは儲からぬと

大仏より五米高い二十一米の像を普天間に

いのである︒院長は昭和二十九年に先妻を

て表顕せんと全神魂を傾けた︒其の結果世

建立するに至ったのである︒ここで私は山

失われたのであるがその冥福を祈るため四

界平和慰霊像の製作を思いたち昭和二十七

った動機にふれなくてはならぬのであるが

ることとなった︒今沖細で海洋博覧会の開

川翁の慰霊像の作成に大きな力を与えられ

する沖縄平和公園建設協会が発足︑山田真

又一方では東京に時の首相吉田氏を総裁と

映画﹁地上に平和を﹂製作するに至った︒

田真山翁と生馬茂院長とが親交を結ぶに至

の内に観音にとりつかれたような信者とな

旺毎に出かけ約三年余の月日を費した︒そ
った︒その後三十七年に沖細に旅行︑南部

国三十三番札所巡拝を思い立ち休診日の日

て昭和三年和歌山で開業︑ここでまた戦争

戦跡を巡拝し其の惨劇の跡や無念に散華し

その直後米国に留学して医学を究め帰国し

による空襲にあい一時郷里の有田市︵国

院長は関東大震災に横須賀の田浦で擢災し

鉄の駅は蓑島という︶に疎開して診察を続

／ 可 の ､

の熱意と協力に真山翁はいたく感激し翁独

設と平行してこの慰霊像の本格的製作が進

て造営して祁り昨年その第二回の例祭を行

に相応しい庭園と御堂を多額の私財を投じ

潟畔の私有地を開放して熊野国立公園環境

の将来を思うこと切なるものがあるのであ

長からんことを祈ると共に難局にある日本

んで益々院長の人格にうたれその寿の愈々

る︒︵本会監事︶︵四九︑二︑五︶

められているのであるが︑これら生馬院長

私はこの度院長から﹁宇宙即我﹂とかい

ったのである︒

像をつくり院長に昨年贈呈されたのである︒

酒色傷汝体酒色は汝が体を鍔め
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自の推錦技術で二ヶ年の精魂を傾けて観音

哲史

以商争貨財商を以て貨財を争う
世間英雄漢世間の英雄漢は

あきない

莫非盗賊才盗賊の才に非ざるはなし

︵大意︑戦争に訴えて土地を争い︑商売によって貨財を争

名利銅汝心名利は汝が心を錘ぐ

には︑柔な盗賊の才がそなわっている︶

て手に入れようと計る︒世間の英雄漢と称せられている者

は英雄豪傑は必要でないという考えが︑卒直に語られてい

たっとんで異常を排し︑国家の平安︑万民の幸福のために

毎被煩悩摸毎に煩悩に檎わる

つれとら

世間英雄漢世間の英雄漢
以兵争士地兵を以て土地を争い

る︒泊翁の漢詩にも︑そのような考えがうたわれている︒

﹃続自識録﹄の第百五十三章に出ている一段で︑正常を

然れども英雄亦一様ならず︑破壊の英雄あり︑建設の英雄あり

平にして万民幸福を得んと欲せぱ︑英雄豪傑は是なきに加かず

る所なれども︑社会の為には害多くして益少なし︑荷も国家昇

川

益々異常なれば害をなすこと滋々甚し︑英雄豪傑は人の尊重す

古

た扇子を頂いた機会にその動機を知るに及

、一一ノ

そこで院長は診寮所近くの湯川温泉ゆかし

翁佳言

r−、

天下の事常より貴きはなし︑異常の事は必ず害あり︑暴風大雨

泊

めらるべき余地はなかった︒そういう聖人は︑宣長の考え

完全無欠な人格である聖人というごとぎ者も︑むろん︑認

そのように︑社会についても︑完全無欠なものは絶対に

︵大意︑酒や女色はひとのからだをいため︑名利を追えば

ありうべき道理はないと宣長には考えられた︒したがって︑

心がふさがれて自由がなくなる︒世間の英雄といわれる男

によれば︑かくあるべき理によって観念的に規定されただ

高人心如鉄高人の心は鉄の如く

は︑きまりきったように煩悩のとりこになっている︒これ

けのものであって︑不自然に堕した国家社会を強制的に統

不許俗塵侵俗塵の侵すを許さず

に反して︑志が高遠で世俗についしようしない高士の心は

制するための作為から生まれた強事・ひがごとに過ぎない︒

そこで︑︲宣長は︑﹁異国は本より主の定まれるがなれけ

あだしくに

後世の王葬・曹操のたぐいと少しの違いもないのである︒

舜は尭の国を奪い︑畠もまた舜の国を奪ったのであって︑

尭・舜・畠などは︑まさに︑そうした聖人であった︒事実︑

しいごと

鉄のように堅く︑俗座の侵すのを許さない︶

世間の英雄漢はみな盗賊の才であるという泊翁の見解は︑

泊翁より約百年先輩の本居宣長や約六十年先輩の平田篤胤
などの国学者による︑聖人は成功した盗賊にすぎぬとする
説と︑どこか似ている︒

なり︑亡びうせもする︑古へよりの風俗なり︒さて国を取

ならはし

ぱ︑ただ人もたちまち王になり︑王もたちまちただ人にも

実に存在しうべきものではなかった︒﹁すべて世には︑悪

糸︑取り得たる者をば︑聖人といひて尊み仰ぐめり︒され

らむと謀りて︑えとらざる者をぱ︑賊といひて賎しめにく

宣長の考えによれば︑道徳的完全というような性格は現

理であったから︑﹁とにかくに︑十分善事吉事ばかりの世

る﹂︵﹁直毘霊﹄︶とまで極言している︒つまり︑聖人とは賊

ばいはゆる聖人も︑ただ賊の為しとげたる者にぞ有りけ

事も凶事も︑必ずまじらではえあらぬ﹂のが神代の深い道
の中になす事は︑かなひがたきわざと知﹂らなくてはなら

れ︑篤胤は﹁尭舜畠湯文武らの修飾いたしたる道を︑二帝

うのであるが︑この考えは平田篤胤にもそのまま承けつが

のなしとげたる者︑すなわち成功した盗賊にすぎないとい

ない︒ところが︑儒の道などは﹁隅から隅まで掃清めたる
しいごと

ごとくに︑世の中を善事ばかりになさんとする教﹂であっ
て︑﹁とても︑かなはい強事﹂である︵﹃玉くしげ﹄︶︒

また︑﹁すべてよき人にもあやまちわるき事はあるもの﹂

申せども︑甚以て好からぬ道でござるｐ其道を規則として︑

三王の道とも︑聖人の道とも云ひて︑甚だしき尊きことに

世点相殺し相奪ふて︑其さま畜生島に異ならず﹂︵﹁西籍概

のり

であるし︑﹁あしき人にもよき事もあるもの﹂であるのに︑
﹁聖人の道のくせにて︑ひがこと﹂である︵﹃玉勝間﹄︶︒

﹁ただ一事の善悪によって︑人のよしあしを定むる﹂のは︑
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論﹂︶といって︑聖人の道は盗賊の道であるどころか︑畜生
の道ですらあるとしていのである︒
○

宣長や篤胤は︑右のように︑尭舜畠湯文武らのいわゆる
二帝三王を盗賊視しているが︑泊翁も同様であったのでは
ない︒泊翁の二帝三王に対する考え方は︑﹃泊翁盾言﹄第
二冊の﹁︵四十五︶唐虞三代﹂に出ているが︑それによると︑

唐虞三代は人智いまだ開けず︑民はなお淳僕の域にあり︑

一であると泊翁はいい︑しかも西洋中古の十字軍をはじめ︑

あるけれども︑﹁其己が為めに人を殉ぜしめる﹂点では同

ドイツ三十年の大乱︑マホメット以下回教の大教師等が剣

アレキ芋ングー

戟の力を仮りてその教えを弘めたのを見ると︑﹁其の人を

殺識すること亦歴山王等の豪傑と異なることなし﹂と片づ

たしかに西洋中古の十字軍︑ドイツ三十年の大乱︑﹁右

けている︵﹃泊翁盾言﹄第一冊︵十︶﹁宗教の開祖﹂の項︶︒

手に剣︑左手にコーラン﹂をかかげた回教の布教方法を見

これを以てシナの治道を論ずるのは牽強付会にすぎない︒

﹁宗教の自体﹂と呼ぶ︶もそういうものであったか︒泊翁

れば︑泊翁のいうところは尤もかも知れない︒しかし︑仏
教︑キリスト教︑回教などの宗教の本質︵泊翁はそれを

且つ文献の徴するに足るものが少なかった時代であるから︑

あたかも︑わが国の国学者や神道家が︑神代のことを説い

翁が盗賊視したのは︑﹁己が智勇を奮って一世を圧倒し︑

とどまるというのが泊翁の立場であって︑それとは別に泊

いえないと同様︑これを盗賊視するのも空漠なる架空論に

るようなものである︒それで二帝三王は︑現実の聖人とは

て随神の道があったというのと同じで︑夢を痴人の前に語

ども︑ヨーロッパ人はこれを用いて﹁他国を併呑するの器

↓︿ト教はその本体を見れば︑﹁頗る浅薄な者﹂であるけれ

同一であって︑仏教の高妙はキリスト教の上にあるｏキリ

の自体について糸るときは︑仏教もキリスト教もたいてい

自体について論ずるなら︑かえってその要を得ない︒宗教

によれば︑宗教の正邪利害を論じようとする場合︑宗教の

かむながら

ザー︑ナポレオンの類︑あるいは﹁宗教を唱へて一世の愚

以て己が雄志を達せんと﹂したアレキサンダー大王︑シー

仏教にしろ︑もし西洋人がこれを器械として用いるなら︑

械﹂とするため︑﹁甚畏るべきの効験﹂を発するのである︒

耶蘇教を視るに︑其教義を以てせずして︑古来︑西洋人が

その畏るべきことはキリスト教にまさるであろう︒﹁余は

人を篭絡し︑己が功名を立んと﹈した釈迦︑イエス・キリ
スト︑マホメットの類であった︒この両類のうち︑前者を

んと欲するな︐﹂ｌこれが泊翁の宗教を見宗教に対処

之を用ひて己れより劣等の国を呑滅せし通を見て之に備へ

盗賊視するのに反対しない人でも︑後者を盗賊視するに賛
成する人は少ないであろう︒わたくしもその一人であるが︑

宗教は人の財を奪い︑豪傑は人の生命を絶つという差違は
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する態度であった︵﹃泊翁盾言﹄第一冊﹁︵廿八︶宗教の正邪利

を教化するのには宗教が一番だという者は︑宗教家からあざむか

がって宗教の効験は知れたもので︑今日でも世の学士にして人民

︸

しかし︑西洋人がキリスト教を用いて劣等な土人を征服

○

点では賛成できない︒

ない︒それで︑宣長にも︑また泊翁にも︑わたくしはこの

他方に︑それを実証しない歴史的事実も少なくないに違い

ば︑それを実証する歴史的事実も多いであろう︒しかし︑

臣賊子がはびこるようになったという︒そういう目で見れ

も世の中は少しも善くならなかったばかりか︑かえって乱

論法にたいへん似ている︒国学者は︑儒教がはいって来て

これは︑本居宣長などの国学者が儒教を非難するときの

れていてそれを自覚しない者である︒﹂

害﹂参照︶︒

もう少し泊翁の宗教観をさぐるために︑﹃泊翁盾言﹄第一

れば︑

冊の﹁︵州八︶宗教の効能﹂という文章を現代文になおしてみ

﹁宗教家の本意は︑もともと世人の愚昧につけこんで自分の意見
をおこない︑名誉をあげようとするもので︑人びとを導いて善に
遷し悪を去らしめるというのは︑自分の本意を達するための手段
︵器械︶であって︑本来の慈仁の心から発生したものではないの

である︒世の君相の多くは宗教家の巧言に惑い︑真に福を求め禍
を避けることができると盲信している︒そうでなくても︑末世の
︐くらい

民を教化するのには宗教が一番だと思い︑布教を許すだけでなく︑

うではなかった︒ヨーロッパにおけるキリスト︑アラビアにおけ

それ以後の民は承な善良であるはずであるが︑実際はけっしてそ

の明帝のときであるから︑明帝より以前は国中の民はみな兇悪で︑

際はけっしてその通りではなかった︒シナに仏法の入ったのは漢

な兇悪であり︑それ以後の民は柔な善良であるはずであるが︑実

法の入ったのは欽明天皇の十三年であるから︑それ以前の民はみ

昧なことは禽獣と同様であ︐ったはずである︒ところがわが国で仏

い前は︑世界に一つの良教もなく︑宇内の人は残忍刻薄で無知蒙

った喜劇﹃運命の人﹄の中でナポレオンの口を通じてイギ

これは︑バーナード・ショウがナポレオンをとりあつか

議を唱えるものを悉く撃沈︑焼却︑破壊する︒⁝⁝﹂

づけにする︒そうして地球のはてまで航海し︑彼の海洋帝国に異

るために︑船に教読師を乗せる︒十字架のついた旗をマストに釘

して市場を手に入れる︒或はまた彼は︑自分の島の沿岸を防衛す

その宣教師を殺す︒彼はキリスト教防衛のために武器を執って立
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｎ︑︑︑
つ︒キリスト教のために戦い征服する︒そうして天からの報いと

まず宣教師を送り出して土人に平和の隔音を教えさせる︒土人が

﹁マンチェスターの粗悪品のために新しい市場が欲しくなると︑

した事実はないではなかったらしい︒

るマホメットの場合も皆その通りで︑宗教の興った前とあとを比

なら︑釈迦の生まれず︑キリストの出でず︑マホメットの産しな

宗教家をたっとんで衆人の上の位におく︒宗教家の説がもし信実

較して承るに︑人民の善悪︑邪正は少しも異なっていない︒した
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ョウ一流の皮肉の中に何らかの真実があるなら︑ヨーロッ

リス人の特性描写をやった中の一部分で︑わたくしは和辻

ら︑本邦における楠公や曾我兄弟︑シナの諸葛孔明︑文天

褒なきときは︑孝子の模範となる者なかるくし﹂とあるか

となる者なかるくし︑本邦に曾我兄弟なく︑支那に王祥王

たくしは泊翁そのひともそれにふさわしい人物ではなかっ

祥︑王祥︑王褒などをそれと見てよいかも知れないが︑わ

哲郎著﹃アメリカの国民性﹄から孫引きした︒もしこのシ
︒︿人がキリスト教を用いて﹁他国を併呑する器械﹂とした

﹃続自識録﹄第百二十七章に︑

たかと思う︒泊翁が悪の摘発にいかに勇敢であったかは︑

のは︑まさしく泊翁のいった通りであった︒そうしてゑる
アレキサンダー

と︑けつきよく︑キリストといえども︑﹁其の人を殺致す

﹁某宰相甚だ色を好む︑某宰相甚だ財を好む︑二者皆大臣の美徳

に非ず︑然るに人心之を厭はずして︑却て之に帰する者あるは何

えない︒

ること亦歴山王等の豪傑と異なることな﹂いといわざるを
しかし︑そこまでイエス批判を徹底させることは︑泊翁

て︑好色好財者なり︑故に宰相の好む所己れと同じきを見て︑自

ぞや︑蓋好色好財は庸人の常情なり︑朝野の政客多くは庸人にし

あるように︑悪にかけての英雄がある﹂といったことがあ

かつてラ・ロッシ﹃一フー﹃−−も︑﹁善にかけての英雄が

職から離れざるをえなくなった︒﹃日本道徳論﹄の草稿を

ずで︑泊翁はこのような遠慮のない発言が原因となって官

好む宰相は伊藤博文︑財を好む宰相は松方正義であったは

という︑痛烈な宰相批判の言があるのでもわかろう︒色を

るに因らずんぱあらず﹂

を失はざる所以ならん︑然れども斯人亦彼等を駕駅するの才略あ

ら安んずる所あり︑又自ら利する所あり︑是此の如き宰相が人心

のような反宗教思想家でないかぎり︑無理であろう︒われ
し

われは﹁荷も国家昇平にして万民幸福を得んと欲せぱ︑英
雄豪傑は是なきに如かず﹂という泊翁の発言には︑﹁然れ

ども英雄亦一様ならず︑破壊の英雄あり︑建設の英雄あ

るが︑この﹁善にかけての英雄﹂﹁建設の英雄﹂なら︑︐む

り﹂とする但し書きが付いているのに注目しよう︒

ろん︑泊翁にも文句はなかったであろう︒では︑どういう

読んで宰相伊藤博文が新政を誹誇するものとして激昂した

英雄﹂であったといえよう︒

︵本会評議員亜細亜大教授︶

をもっていたことはあきらかで︑まさしく﹁善にかけての

話も有名である︒して承れば︑泊翁が権門を怖れない勇気

人物を泊翁は﹁善にかけての英雄﹂﹁建設の英雄﹂と見た
のか○

泊翁の書かれたものの中からそれに当たる人物をさがす
のは︑容易なようで簡単でない︒﹃泊翁届言﹂に﹁本邦に
楠公なく︑支那に諸葛孔明文天祥なきときは︑忠臣の模範
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鈴木勲一
昭和四八年五月二二日から六月二二日までのちょうど一カ月間︑
ーブで過した︒

私は生れてはじめての海外出張を命ぜられ︑そのほとんどをジュネ
シベリア平原の赤茶けた荒涼たる眺めに疲れた眼にはモスクワ周
辺の水とみどりがアシと思うほど鮮かであった︒ここで一体象して︑

た赤い靴下の女の子ぐらいであった︒実に静かである︒

私のジュネーブの印象は︑この朝の光景を最初として︑老人の多

い町ということであった︒そのせいか生気が少い︒ショッピングし

ているのも食堂に入っているのも︑ほとんど老人である︒腕を組ん

で杖をついてヨタョタと歩いている二人づれの老人︑ウインドウを

いつまでも眺めている老人︒ジュネーブは老人の町だ︑という印象

を語ったところ︑在住十四年でＩＬＯに勤めている樋口富男氏︵旧

﹁ジュネーブは︑老人が安心して歩ける町なんだよ﹂

制二高の先輩︶に︑そいつはまちがいだ︑と否定された︒

この言葉は︑あとでロンドンやパリに行ったとき︑なるほどと実

モンブラン通りでもクルマの数は実に少ない︒横断の信号もほと

rlQ，

感された︒

んどなく︑車の切れ目をゆっくり渡ればよい︒また︑ボン引とか物

売り象たいなものもいない︒警察官の姿はほとんど桑えないが︑こ

の国は︑ヨーロッパで最も警察権力の強い国だときいた︒一月の滞

でもスポーツなどが主で︑社会面などの記事は余りみられないよう

在で事件らしい事件にはついぞお目に掛らなかった︒もっとも新聞

さて︑散歩から帰って︑スイス風﹁一Ｉヒー︵ミルクをたっぷり添

だ︒

えたもの︶と．︿ンの朝食をすませ︑タクシーのり場まで歩いて︑タ

在ジュネーブ国際機関日本代表部は︑ブデ通りの高級アパートの

クシーに乗る︒英︑仏ちゃんぽんで通ずる︒

七階を借りている︒日の丸が出ているのでそれと分った︒

代表部の前にはまたア・ハート群が並んでいる︒ウッギに似た赤い

花が一ぱいに咲いている︒ライラックも今が満開だ︒

、 入 ヅ ノ

．︒ヘンハーゲンに向う︒米国の老年の婦人たちが多勢のりこむ︒首
に︒ヘンダントの時計をしているのがお上りさんのように拳える︒ア

ムステルダム経由で︑雲低いコワンドラン空港に降りたときは︑よ
うやく夜であった︒

同行したのは︑労働省︑大蔵省︑郵政省︑自治省︑総理府の労働
担当の部課長連である︒われわれの任務は︑ジュネーブにあるＩＬ
対策である︒

Ｏに出されている日本の官公労組合の共同提訴問題についての現地
その夜︑ホテルアルバに旅装を解く間もなく︑日本政府代表部の
松井参事官の家に集まり︑早速協議に入った︒ホテルにかえったの
翌朝︑モンブラン橋を渡り︑イギリス公園を散歩した︒うっそう

は深更一時すぎであった︒

たる大樹の間から緑の芝生に陽光がさしこ承︑老人があちこちのベ
ンチに静かに坐っていた︒動いているのはローラースケートをはい

一

われわれは︑この代表部で北原大使にお目にかかり︑ＩＬＯと表

それに結社の自由委員会は︑すべて秘密会であり傍聴も許されな

使の三者の理事で構成されているので︑この労働側理事に働きかけ

い︒ただ︑この委員会は他のＩＬＯの委員会等と同様に︑政・労・

ＩＬＯ対策

示された部屋にたむろして︑対策をねったのである︒

るという手はあるのであり︑また実際にペーパーを書く事務当局に

ッド・ジェンクス氏は︑﹁提訴にくらべより非公式な方法ではある

このような物食しい提訴団に対してＩＬＯ事務局長のウィルフレ

が︑しかし︑この効果は︑決して軽視できないものがある︒

働きかけるという余地はある︒いずれも日本的な陳情の様式に近い

ここでわれわれの任務であるＩＬＯ対策とはなにか︒これを説明
しておかなければならない︒

総評は︑公共部門に禁止されているスト権を奪還すると呼号し︑
そのため︑法廷斗争︵スト処分をすべて裁判所に提訴する︶︑公

が︑東京においてなお協議を行なうため時間をかすことが有益であ

その目標を昭和四九年に定めている︒

制審斗争︵公制審をスト権奪還の宣伝の場あるいは団交の場として

いわゆるジェンクス提案である︒もともと公共部門のスト権問題は

る﹂との考えを示した︒これは実際上の提訴の凍結の提案であり︑

ＩＬＯで扱っていないのであり︑日本の国内問題として東京で解決

ト権奪還斗争を組織的に行なっている︒昨年の九月の国労動労の順
法斗争に端を発した佐々木運輸大臣の公労法を検討するという発言︑

するのが妥当︑との判断を示したものであるが︑あたかもＩＬＯの

利用する︶︑実力行使︵ストのつ染重ねにより実績をつくる︶のス

公制審の答申が本年九月三日までには出るという情況や︑公務員の

権威ある裁定のごとく喧伝され︑また報道された︒

の共同提訴という戦術をとり︑市川総評議長を団長とする多数の提

そのため昨年十一月に官公労の組合と総評はＩＬＯに対して大量

ＩＬＯ提訴もその戦術の一つであるＯ

凍結を解除してほしいという総評代表団がジュネーブに送られ︑さ

総評間で四回の協議はあったが物分れに終り︑今年の三月にはこの

会にこの問題を諮問中の政府が返事をするはづもない︒そこで政府

えるまでは変えられないであろうからだ︒もちろん公務員制度審議

のではない︒スト権を実力で奪還するという闘争方針はスト権を与

しかし︑日本の公共部門のスト権問題はそう簡単に解決できるも

争議行為に関する最高裁の判決やその後の地方裁判所の判決が有利
に展開しているという判断などから︑﹁スト権は射程距離に入った﹂

訴団をジュネーブに送りこんだ︒その派手なやり．万は三十五年第一

らに五月の紡社の自由委員会の審議に向けてＩＬＯ理事の安養寺総

と称し︑はげしく政府に迫った︒

次提訴のさいの宝樹全逓委員長らを中心とする提訴団以来のもので

評副議長をはじめ二十名をこえる関係労組の幹部がのりこんだとい

た国労︑動労の六八六号事件︵いわゆるマル生事件︶を除いて︑吹

総評が官公労の組合と共同提訴しているものは︑すでに結論の出

う次第である︒

あり︑ＩＬＯ当局を一驚させていた︒

というのは︑提訴されたケースを扱う結社の自由委員会はすべて
書面審査の方法で処理するのであり︑極端にいえば書面を郵便箱に
放りこんでおけばよいのである︒
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の十一件︑十四団体であるｃ

全逓︑自治労︑日教組︑全電通︑国公共斗︑全印刷・全造幣・ア

ル専︑全専売︑全林野︑全農林︑日高教︑全水道・都市交通︒
わが国の官公労組合のほとんどを網羅した大量提訴であり︑さら
︵ＰＴＴＩ︶が加わり︑日教組には世界教育者連盟︵ＷＣＯＴＰ︶

に全逓には国際自由労連︵ＩＣＦＴＵ︶や国際郵便電信電話組合
が加わるというふうに国際組織まで動員しての提訴である︒
その求めるところは︑個友のケースについての具体的な判断より
も︑ＩＬＯという国際機関のお墨付であり︑国際世論によって政府

南米の教育状況

斎藤喜

一南米は遠くて近い国である

十月︑はからずもブラジル︑アルゼンチンの教育事情視察のため︑

であった︒少食は本で読桑︑話に聞いてはいたが︑実際にこの眼で

彼の地を訪れることができたことは︑私にとってこの上もない幸せ

確め︑肌で感じ得たことは︑何ものにもかえがたい貴重な体験とな

を追いこみ︑スト権奪還の足がかりとしようとするものにほかなら

プ︒Ｏ

南米は遠い国である︒空港に降り立つまではそう感じた︒南米の

った︒

かった︒がそれは皆無に近かった︒あっても十年前の教育状況であ

教育事情視察と言われて︑その予怖知識を得ようと資料さがしにか

ったりで︑ほとんど参考にならなかった︒大使館にいってもわれわ

ユネスコの資料もほんの概略で︑なでるようなものであった︒旅行

れの知りたいほど詳しいものが日本語に訳されているわけではなく︑

社にいって︑リオデジャネイロやブ一一ノスアイレスの市街地図を始

め︑ブラジル︑アルゼンチンの観光案内を捜しても皆無︑﹁そんな

ものはどこをさがしてもないでしょう︑観光コースでないから︒﹂

に入りながら︑実際にはほとんどその実情が知られていないし︑知

との返事が返ってくる始末︒南米は︑ヨーロッ・︿以上に私たちの耳

らせようともしていないことがわかった︒近いようで実は遠い国だ
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門

I

ない︒とすれば︑政府も全体の労働問題として対処すべきものであ
これが総評の提訴団に桔抗するかたちでわれわれが現地に赴いた
背景である︒

︵本会理事文部省地方課長︶

︵付記これを執筆している中に筆者は十一月の結社の自由委員会のため再びジュネ
ーブに赴くことになった︒この統きと新しい情報は︑現地から送らせて頂くつも
りである︒︶

〃

ったのである︒

人の栽培にかかるということであった︒ブラジルもアルゼンチンも

ブ︸一ノスァイレスでは邦人に会わなかったが︑市の花はほとんど邦

たちは柿栖氏経営のバス会社の零ハスに乗り︑彼の食堂で昼食した︒

かきす

本人会の大観迎を受けたが︑ここでも邦人はよく活躍していた︒私

ャネイロへと向かった︒日本から直行便はなく︑米国で乗りかえる

ところで十月八日羽田空港を出発︑ロスアンゼルスからリオデジ
か︑ヨーロッパから乗り入れるかで︑日本からの直航便はない︒戸

った︒こういうところを考えると︑実は日本にまことに近いといわ

対日感情は極めてよく︑日本に見習おうとしている様子がよくわか

なければならない︒聞くところによると．へルーもパラグァイも同様

スアンゼルスまで︑時差も含めるとジャンボジェット機でほとんで

ということであるから︑南米は遠くて近い国なのである︒日本人は

一昼夜の行程であった︒ここからさらに︑十五時間︑時差を含めて
いうものは意外と疲れるものである︒私たちもリオデジャネイロに

十八時間︑ジェット機にしても二日がかりである︒飛行機の夜行と

もっと南米に関心を持ち︑南米を知らなければならないと思う︒

二南米の教育状況

ついたときにほ１厘スァンゼルスで二泊したもののｌ大分疲れ
のかなとの感がひしひしと胸に迫るのであった︒南米は︑ジェット

ていた︒それに日本と正反対側の地と思えば︑はるけくも来つるも
機の時代でもなお遠いし︑それだけ航空賃もかさむとあれば︑そう

南米の教育は立ち遅れていると聞いて彼の地にわたった︒それは

１教育改革

事実であったし︑何がこのように立ち遅らせたかがわたしの大きな

簡単に来られるところではないとの思いが深かった︒またそれだけ
にこの地で︑人為はどう生活し︑どんな教育が行なわれているかは

とザ￥ハウ画だけを見

関心事であった︒

ブラジル−といってもリオデジャネイ

好奇心も手伝って︑興味深いものがあった︒

ところが︑サンパウロ市の空港につくと︑そこに待ち受けていた

人会の方々であった︒サンパウロ州には邦人が五十万人とも六十万

の問題︑それらに伴なう財政上の問題が横たわっている︒この実施

年であったが︑これを義務教育化するには︑校舎の問題︑教員養成

四年から八年に切りかえることになっている︒これまで小学校は八

に迦進中なのである︒一九七一年に法律改正を行ない︑義務教育を

人ともいわれる︒彼らは百キロや二百キロの奥地から駈けつけるこ

は各州に任せているが︑ブラジル一裕福なサンパウロ州では本年

ての事だがｌば活気に鯖れていた︒ブラジルはいま教育の大改革

とは何でもないのである︒サンパウロ市内の日本人街ともいわれる

ら実施に踏み切ろうと︑着を準備を進め︑教育行政関係者︑指導員

のは︑たくさんの邦人で︑空港の出迎え室はしばし︑日本人と日本

ところには︑日本語の看板が立ち並び︑日本の雑貨と日本食と日本

語に満ち溢れたのであった︒出迎えは日本人会の面をではなく各県

語にこと欠かない︒そこに立てば︑故国にいるような錯覚に襲われ

そしんでいた︒

ははり切って研修を積んでいた︒また︑カリキュラムの編成にもい
このあとアルゼンチンの北部都市サンタフェにいったときも︑日

るのであった︒
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その点︑アルゼンチンは︑すでに義務教育七年を実施し︑落ちつ

生徒であった︒早速校内を案内してもらったのであるが︑その教材

つのグループに分かれて一冊ずつの本を読み始めた︒あとで質問し

教具のなさに驚いた︒ある西洋史の授業を見たところ︑間もなく三

２三部授業

いた学校経営をしていた︒

のは英語や文学の授業ぐらいであった︒教科書の考え方が日本と異

った︒そういえば︑他の学校でも教科書らしいものを使用していた

り︑中学校では︑必ずしも統一されたものを買わせることはしない

たところ︑教科書が三冊しかないのでそうしたのだということであ

のではない︒ブラジルでまず驚くのは校舎がまことに貧弱なことで

こういえば︑活気に満ちたすばらしい教育が︑そこここの学校に

ある︒校舎の多くは民家の改造である︒リオデジャネイロ市のど真

しかった︒基礎教科については用意しているという教師の話しでは

らしい．それにしても教科書も持てない１本憾高いらしいｌら

展開しているように見えるかもしれないが︑実情は決してそんなも

中ではコンクリートの校舎もあるが︑そんなのは稀である︒サンパ

あったが︑多くは講義中心︒そこでノートはまことによくとるよう

ウロ州では四部授業を解消するに︑なお一万教室が不足し︑一日平
均一︑五校を建築しなければ八年制実施に間に合わないと教育局の

る︒どの町や村にいっても︑およそ町や村の建物に不似合なほど大

授業はアルゼンチンでも大体同じであった︒日本ではまず校舎を造

を行なう日が二三五日となっている︶と決められている︒この三部

体操は欠くことになる︒しかも一年に一八○日の授業︵日本は授業

となる︒生徒は一人が一日四時間授業︒校庭はほとんどないから︑

指導法を工夫し︑りっぱな授業をしていたし︑生徒は明朗ですなお︑

も多くは黒板とチョークだけの指導である︒そういう中で︑先生は

具は皆無といってよいだろうということであった︒小学校も中学校

れだけ道具の揃っている小学校はブラジルにはあまりない︒まず教

っていたし︑教材教具もある程度あった︒そこの教師の話では︑こ

ャネイロの日本人学校は︑物不足で困っていたが︑それでも本も揃

中学校でこうだから︑小学校では推して知るべしである︒リオデジ

理科準備室にはほとんど見るべき実験機械︑薬品類はなかった︒

であった︒

きな校舎を造るのから見れば考えられないことである︒リオデジャ

授業中なのに席を譲るなど︑気持ちのこもった応待ぶりだった︒

れているということである︒三部授業というのは︑午前︑午後︑夜

長官の説明があった︒ということは︑地方では︑四部授業も行なわ

ネイロのある私立小学校長は︑父兄が教育に金を出さないといって
フルに使用しなければならないのである︒

嘆いていたが︑なるほどと思った︒したがって一つの校舎を三回に

一台を持って実習に余念がなかった︒教育は無償で︑ここを出れば

る学校になると終日授業︑工作機械が広い教室に並び︑二︑三人で

しかし︑工業校や商業校はそうではなかったし︑名門校といわれ

４職業教育に力を入れる

十月十八日︑サンタフェのアルミランテ・ブラウン教育大学附属

一ぱしの技術者として迎えられ︑やがて指導者となり︑高給が保証

３チョークと黒板の教育

ろうとする生徒が多く入学しているところで︑したがって九割は女

中学校︵日本の高等学校相当︶を参観した︒ここはやがて教師にな
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ム大学理工学部附属工業高校︑ゑな然りであった︒サンパウロでは

しなければならない︒サンパウロの工業高校︑サンタフェのリトラ

されるのである︒したがって志願者も殺到︑激烈な入学試験を通過

るのも考えものだが︑すべていいかげんな態度で事を処する生活態

の多くは日本人に比して怠惰に見えた︒日本人のようにあくせくす

い︑遊び好き︑現状に甘んずるという向上心のなさ︑それが一般の

度が今日をあらしめているのではあるまいか︒少し食えれば働かな

人たちのようである︒しかし︑この世界状勢が決して南米に響かな

この工業高校に日系人の子弟が今は二割︑多いときで三割も入って
いたとのこと︒しかもこれで少ない方だということだった︒日系人

いわけはない︒いま︑教育の重要さに気づき始めたのである︒それ

を見るにつけ︑私は︑百年前︑教育を立国の大本とし︑その後何は

の教師も多く︑日系人の教育熱心と優秀さが語られていた︒

５落第が多い

さておいても子弟の教育に力を入れ︑学校に協力して来た日本人の

︵特別会員お茶の水大講師︶

加藤先生は出雲風土記研究第一人者として著名本講
演も風土記による古代に於ける出雲形成について一時
間半に亘り興味深く有益な話に会員一同感銘
役員会井に座談会
総会終了後別室に於て役員会を開き高尾理事死亡につき後任
に牛尾氏︵城山︶佐々木正重氏︵南田町︶の二名を選任︑次で
講師を囲んで座談会を開く︒役員十名︒新会員募集の件等意見
盛んにして懇談時の移るを忘れ︑薄暮散会︒︵沢村報告︶

講演古代の出雲
講師加藤義成先生

３四十八年度予算案
右三項につき谷本事務局長報告︑満場異議なく可決︒

挨拶支会長斎藤市長代理︑沢村幹事長
議事１会務報告２四十七年度事業井に決算

司会谷本事務局長

会場市立松寿園大ホール
出席者八十余名

日時十一月二十二日︵木︶午後一時より

昭和四十八年度松江支会総会

支会便り

考え方はりつばであり先見の明があったと思うのである︒

ブラジルでもアルゼンチンでも実に落第が多い︒小学校は義務教
育でありながら︑どんどん落第させている︒全く遠慮なくといった
るはずなのに︑一年で八％は落第するとのこと︑しかも二回ドロッ

感じである︒先のサン侭ゥロの工業学校では優秀な子弟が入ってい
プすれば退学という厳しさであった︒こういう点について︑リオデ
ジャネイロの某私立小学校長と話し合ったところ︑一定の課程を履
八○％なのに︑そう簡単

修できない生徒をも上に進ませる日本のやり方が理解できないよう
であった︒ブラジルなどは就学率が六○

には卒業させないのである︒これにも問題があるが︑一方︑卒業に
対する日本の諸学校の甘さもまた反省させられた︒

三教育の進まぬ原因
二十世紀も後半の時代にどうしてこのように遅れたのか︒経済力
ないのもまた教育の遅れが大きく作用していると考えられる︒日本

が劣っていることをこの国ではあげるようだが︑その経済力がつか
の爆発的発展の源泉は教育の普及にあるとは彼らが一番よく認めて
いたのである︒私が見るところでは︑自然に恵まれ︑何とか食える
ということが︑教育への熱意をも失なわせたのであるまいか︒住民
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｝

昭和四十八年度全国挫業祭の畜産部門・

母豚が︑産を繰返すごとにカルシュゥム

が不足します︒そこでカルシュウム不足

を︑当時としては画期的な︑放牧による

でカルシュウム不足はビタミンＤとの零ハ

紫外線吸収でカハーしました︒ただここ

ーフンスが保たなければカルシュウムは吸

年令によって管理の仕方をかえる個体管

理に重点をおきました︒例えば零才から

収されないということに目をつけ︑豚の

しに出かけ︑軍隊毛布や衣料を農家に持

にする︒そうすると平均年令が三才︑常

五才までの豚をそれぞれ十頭を飼うこと

妻は食縦難による栄養失調で倒れるな

ち込んで食糧と交換するなど︑数多くの

に平均年令を三才に保つことを目安にす

で天皇杯受賞の栄に浴し昨年十一月二十
ました︒翌二十四日には︑皇居で天皇陛

辛苦を味わいました︒

ると︑年令別の群飼育ができます︒この

三日︑明治神宮会館で晴れの表彰を受け
下におめにかかり︑皇太子殿下からは公

ートしました︒東雲原開墾地の土壌は極

◇私の挫業は土地を作ることからスタ

として満州に渡りましたが︑終戦のため

す︒小学校六年の時︑兄と一緒に開拓者

私は東京都墨田区本所亀沢町の出身で

用で土壌の培養に努め︑麦・大豆・トウ

がけてきたことから︑・養豚による糞尿利

満州で五○ヘクタールに及ぶ養豚場を手

で︑推肥を投入しなければ作物を作れず

度の酸性︵普通の土地の半分の生産遼︶

二十八産に迫る二十五産を達成しまし

きます︒このことによって世界出産記録

育も施せるし︑質も向上させることがで

ことは誰でも見分けがつきそのように飼

開拓団に入植︑当時陸軍の飛行場だった

貫してやり続けて地力を増進させ︑これ

モロコシ・ジャガイモを栽培しこれを一

一頭もありませんでした︒このことが私

孫で︑養豚家にありがちな子豚の移入は

た︒現在出荷の肉豚はすべてこれらの子

が︑私の場合︑養豚ｌ糞尿ｌ資源という

尿Ｉ公害というケースが多くみられます

を尋ねられましたが︑一般に養豚は︑糞

皇太子殿下から養豚による公害のこと

の養豚の強味です︒

弾薬庫に入植者二十五世帯と共同生活︑

が土台で昭和三十年までには︑二・四ヘ

したランドレース種の繁殖用豚三頭をい

昭和三十五年には︑日本で初めて導入

クタールの開墾をなしとげました︒

れ︑子豚をふやしていきましたが繁殖の

で根回わり二メートルもある松の樹を一

野とのこぎり・なた・くわ各一丁でこれ

国から与えられたものは︑松の大木の原

ほどこ

家の戸主となり︑秋田県能代市の東雲原

引揚げ︑昭和二十一年九月︑十七才で一

至極に存じております︒

害についてお尋ねになられるなど︑光栄

ど︑また一日開墾しては︑三日間食糧探

Ｆ天皇杯受賞と養豚経営

I

本一本掘り起し続けました︒この間結婚︐

(25）

I

夫婦二人の力でがんばり続けましたが︑
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ーポンプで牧草地に散布︑土に還元させ

考えで︑ビニールパイプを敷き︑カッタ

繁殖豚は地区の青年に提供しています︒

ています︒すでにその技術や研究成果・

ての地位を高めなければならないと考え

以上これまでの養豚経営の一端を述べ

出荷をしています︒

ましたが︑入植以来二十八年間︑幾多の

今後の問題として︑養豚は価格の変動

粗飼料利用の土地作りと結びついた養豚

ました︒この場合その牧草地は硫化水素
ガスが発生して︑作物は作れないが雑草

がはげしく︑三年に一回は買いたたかれ

経営をしてきたのです︒さいわい昨年秋

に苦しみ︑私自身も牧草の自給と︑子豚

た︶︑肉価は反対に低落︑各農家は赤字

て︑五割も値上がり︵外国に依存し過ぎ

のため努力していきたいと思っていま

後さらに独創的にこの面の技術体系確立

者として援助してくれていますので︑今

田県立農業大学園を卒業した長男も後継

困難に対しては︑不屈の開拓魂をもち︑

が繁茂して種がつくまえ︑モアーで刈り

ている現状です︒現に飼料は昨年に比べ

草を植え︑すき込み︑ホカホカした土壌

の自家生産による経費減で︑何とか切り

企業のすさまじい土地買い占め︑一億総

り各政党においても深刻にまた真剣にこの

のとおり国会の場において︑政府はもとよ

なる社会問題だけでは済まされず︑御承知

一一

〆

、

一

一

､

−

越冬させ︑凍結・風化させ︑そこに︑牧

って七年間も肥料を施さなくても︑作物

に仕立てるわけです︒こうすることによ

抜けていますが︑もう連続四ヵ月の赤字

す︒︵秋田県能代市磐字杉沢野︶

わけです︒この休耕を機会に全面養豚に

栽培ができます︒一種の輪作体系になる

調整を契機に︑四・五ヘクタールの耕地

不動産屋︑地価暴騰︑骨抜き税制等々﹁土

渡辺広志

最近の土地問題について

Ｉ
地問題﹂について︑現在ほど騒がれている
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切りかえしました︒特に四十五年︑生産
に牧草を作付し土地と結びついた畑作養
豚を行ない︑四十三年の六○○頭出荷か
ら一三○○頭出荷をし︑純利益七九五万
︵ラジノクローバー︶利用の繁殖から肥

円までのばしました︒こうして粗飼料
育までの一貫した経営をしてきました︒

今後の目標として母豚三○○頭︑飼育
による子豚生産を年間四八○○頭︑二四
○○万円の収入を見込み︑繁殖・肥育の

社会︑経済︑政治︑行政︑学界のあらゆる

の会合の際︑出席された登記官から﹁戦前

過般︑千葉市内で︑行なわれた登記関係

基地化としたいと考えています︒このた

は土地の権利移動は殆んどなく︑ほんとの

対策ととりくんでいるところであります︒

め畜舎の増設・子豚生産のめども着々つ

ビ︑雑誌等のマスコミを賑はし︑今では単

場において論議がくり返され︑新聞︑テレ

時代はおそらくないではないでしょうか︒

いていますが︑東雲地域全体が産地とし

I

万件と十年間に三・五倍も上昇し︑一日平

登記受理は十九万件︑四十五年には六十七

頃から急激に動き︑三十五年に千葉県下の

不動産であったが︑戦後特に三十五︑六年

地価は消費者物価の伸びをはるかに上廻

うけとっている︒︵二月二四日付朝日新聞︶

なく上昇するところからくるゆがみとして

土地が投機の対象となって地価がとめども

問題は住宅生活環境の貧困である︒それを

いる︒大都市住民にとって最も切実な土地

れも最大の利益をあげる企業を基準にして

て高まりその利益に見合って地価を高めそ

益︑公共投資による産業基盤の整備によっ

３その利益は都市集中による集積の利

中による根強い宅地需要は使用価値がおち

価値と需要者の購入能力で決まるが都市集

４収益をあげることのない宅地は使用

いること︒

やサービスを生み出して利益を上げること︒

２資本と労働がその土地を利用して物

均二千件を受理し︑これを限定された登記

り︑国民総生産の伸びを越えて四十七年ま

地が私有されていること︒

ではなく商品と同様となってきた﹂と喚じ

官で処理しているが︑土地はもはや不動産

での十七年間に一九・七倍にはね上がった
︵第一表参照︶︒またこの一年間に全国平均

三○・九％︑東京圏の宅地平均三五・九％

く動いております︒

させるほど︑土地の売買等権利異動が激し
ところで︑このように﹁土地問題﹂が騒

ても購入能力の最高水準以上で地価が決め

る︒四十一年頃の不況に地価の騰勢が沈静

った三十六年頃からの民間設備投資に始ま

地価上昇の第一波は所得倍増計画の始ま

﹁いまのうちに﹂という買い急ぎをあお

機が活溌化する︒買い占め︑売り惜しみと︑

れて︑土地は最も安定した資産となり︑投

昇するものだ﹂という神話が定着するにつ

５地価は﹁土地がたりないのだから上

られる︒

したのは︑この設術投資が落ち住宅投資が

る○

川口弘中央大教授は︑この対応関係から

で経営規模拡大の夢をたたれる時︑生産基

通しもなく︑おし寄せる地価上昇の波の中

６農家にとっては農業で自立できる見

地価上昇は︑民間設備ｌ資本と人口の都

い〃︑Ｏ

資が増大︑地価上昇は地方都市に波及して

伸びはじめ︑四十六・七年になると公共投

はどうしておきてきたのでしょうか︒

ら発表された︒このような激しい地価上昇

と大暴騰︵四月一百付各新聞︶と建設省か

として政府や県の施策はどうか︑さらに私

がれている焦点とは何か︑また問題解決策
ども公共用地の買収にあたる立場側として︑
どのように考えまた苦心しているか︑勿論︑
一現場の用地屋としての私見から述べるこ

私ども土地問題の専門や権威や学識はなく
とをあらかじめ御容赦願います︒

第一土地問題の焦点
らえ方を調査するに︑五一％の人が﹁住宅や

東京工大が東京通勤圏で︑土地問題のと
町づくりができないという土地利用のゆが

のは何といっても民間企業︵法人︶の土地

７土地投機の中で大きな比重を占める

盤の農地が値上りまちの資産となる︒

市集中過程がつくり出したものだと分析す

１土地が商品として地価をもつのは土

る︒

桑﹂をあげ︑二九％の人が﹁地価の急騰﹂を︑

一六％の人が﹁土地の投機﹂をあげた︒こ

れらの回答は︑それぞれ強い関連をもって
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共同通信社の調査によると︑本年三月末

ら︑土地利用計画と地価高雌を中心的課題

︵新都市計画法︑地価公示法の制定等︶か

標の乱開発の防止と地価の安定の二大目標

現在︑全国で大手民間企業により買占めら

に次のとおり三本柱をたて政府対策として

として︑土地対策要綱を新たに策定︒これ

保有である︒

れた土地は︑国士の一％弱にあたる三十六

発表されている︒︵三月十一日付日本経済新

万三千五百七十へクタアール︑奈良県ある
いは埼玉県の全面積にほぼ匹敵︒︵四月九日

第一の柱全国土にわたる土地利用計画

聞︶

また千葉県都市部の調査によると︑県下

付千葉日報︶

１宅地開発事業の促進

２公有地の拡大の推進および国公有地

３農地の賃貸方式等による土地供給の

の活用

促進

以上の方針が打ち出され︑この具体的方

﹁公有地の拡大の推進に関する法律の一部

策として︑政府は︑三月十六日の閣議で

から調整区域を含めたこと︒②地方公共団

田中首相の日本列島改造論は︑近年の経済

第二の柱土地の投機的投資や売り控え

６公的土地評価体系の整備

５土地融資の抑制

計画の策定及び都道府県総合開発計画の策

した︒主な内容としては︑⑩全国総合開発

総合開発法案が三月二十七日の閣議で決定

と等を決定した︒

いに関する制度の対象区域を︑市街化区域

１土地利用基本計画の策定

体等が届出により先買いをした土地は︑公

を改正する法律案︑改正点︑⑪土地の先買

２土地取り引きの届出勧告制度の新設

を策定して適切な土地利用を図ること︒

タアール︵銚子市の約二倍の面積︶が民間

３開発行為に対する規制の拡充強化

共用地等の代替地に充てることができるこ

全面積の三％強にあたる一万七千五百へク
法人の手に渡っていることが判明している︒

４特定地域における土地利用規制の強

高度成長に伴い都市に産業人口が集中し︑

の抑制或いは税制によって土地取引の規制

化

特に大都市に過度の集中の結果︑国土面積

を行う︒

土地問題は前記のような状況下におかれ

第二土地問題の対策

の一％にすぎない大都市地域に総人口の三

また︑日本列島改造の基本ともなる国土

二％が集中しており︑国民が求めている土

用に関する規制︒⑧土地売買等の規制︒④

特別規制地域の指定︒⑤特定総合開発地域

の指定等︑地価抑制等を盛りこみ︑知事に

１法人の土地譲渡益に対する課税の強

２土地保有税の新設

許可制届出制の強い権限を与えており︑両

化

定︒②土地利用基本計画の策定及び土地利

地利用について︑地方の分散をはかり過密︑

かるため︑打ち出した方策であるが︑これ

３固定資産税の課税の適正化

過疎現象の解決と所得均衡のバランスをは
が返って地価上昇に拍車をかけることにな

なお︑世論の的となっていた﹁宅地並み

法案とも国会に提出され現在審議中である︒
で宅地の大量確保︑計画的供給を図る︒

第三の柱第一︑第二の柱を整備した上
政府は対策として︑従来の土地問題の目

ってしまった︒
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課税﹂とは︑大都市での土地︑住宅問題を

そこで本年以降の扱いが問題になり︑国

③宅造を完了しているのに売り惜しみ

②県農林部では︑県内の無秩序な土地

を内容としている︒

値上り待ちの禁止

買占めが優良農地︑山林にまで及ぼうとし

会で各政党間の意見のちがいから紛糾した
五日︑宅地並み課税法案︵地方税法改正︶

ているところから︑土地買占めの歯止め錐

打開するため︑市街化区域内の農地を宅地
に対する固定資産税は坪当り平均二

のＡＢ艇地は宅地並み課税が実施され︑今

を衆参両院で可決しこれにより三大都市圏

が︑自民党修正案を審議の結果︑四月二十

で︑地方税法で定める約二百分の一程度し

た農地転用許可基準を更にきびしい転用許

として︑四月二十六日︑農地法に定められ

化に促進する必要があり︑この市街化農地

かかけられない︒一方これら農地は農地法

後四︑五年後には固定資産税が宅地並みと

三円

に基ずく転用︑転売規制から外されており︑

かし︑こんど宅地並恐課税になる農地は約

なり税額が︑二百倍あがることになる︒し

①これまでほとんど転用を認めれてい

て

可規制要綱素案をまとめた︒主な骨子とし

上りを待って︑だれも農地を手放なそうと

一万七千へクタアールで市街化区域に編入

売買が自由に行えるため︑農民はじっと値
しない︒地方税法によると転用許可のいら

た二種農地について︑大幅に転用の枠をせ

の農地︑二十八万へクタァールの約六％に

ばめる︒

過ぎず︑残りの農地については﹁五十一年
に必要な措置をとる﹂とされており︑なお

ことになっている︒この規定から宅地並象

今後に問題を残している︒

ない農地は宅地として固定資産税をかける
課税の方針が出て︑その税制改正が四十六
計画で施行されることになった︒ところが

①地価抑制の具体策として︑県として

さて本県の土地対錐としては

去る三月十六日ＮＨＫ第一テレビで夜十

の二点をとりあげている︒

の事前協議を必要とする︒

ついても一ヘクタール以上の開発は知事と

③これまで︑野放し状態だった山林に

年に国会で可決され︑四十七年から五ヶ年
農民は猛運動を起し︑四十七年三月︑自社

は全国でも初めての地価対策要綱をまとめ︑

時から﹁土地問題︑知事はこう考える﹂を

公民四党で﹁四十七年に限り農地は宅地並

要綱の骨子は︑十ヘクタァール以上の大

年内実施の予定である︒

く出された全国知事の意見は

放映されたが︑そこで共通の答えとして多

承課税しない﹂暫定法を国会で可決させた︒

規模開発事業における造成宅地の販売およ

それも都市計画法による市街化区域の線引
きの際︑当初政府が﹁市街化区域に入って

び区画整理事業による保留地処分を対象と

土地は商品ではない︒

も税金は変らない﹂といったところから︑

土地所有の私権について規制すべきだ︒

し・て︑

土地の売買は知事の許可制にした方がよ

われもわれもと市街化区域への編入に奔走

②区画整理事業による保留処分での競

１吋

︑○

①造成原価の公表
争入札の禁止

し︑当初計画の九十万へクタァールよりも

街化区域となったのである︒

約二十八万へクタァール︵農地︶も多堕巾
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というのが共通された声であった︒

ついて

第三最近の公共用地の取得に
前述の土地問題をめぐる状況下にあって︑
一層マスコミに景気づけられた民間企業︑

このように公共用地の取得難にあって︑

ゼロであった︵三月十九日付朝日新聞︶︒

住宅用地の買収は業者に高値で横取りされ

取得難を現出し︑大阪府では四十七年度の

買うのでなく﹁人を買う﹂ことであると常

架に立たされる︒用地マンは土地や物件を

しかも買収期限がある︑用地担当者は十字

あり︑適正価格で買収しなければならない︒

地価は﹁土地がたりないのだから上昇す

いる︒

上昇の渦巻にあって︑苦慮と困惑を感じて

これについていくことができず激しい地価

いているに拘らず︑公共用地については︑

冷い土間で地主さんはコタッの中で︑これ

こには極寒のきびしさも忘れて︑担当者は

地所有者の在宅をねらっての強襲です︒そ

ではありませんが︑夜討ち朝駈けです︒土

対的使命感﹂を抱いて︑それこそ戦国時代

用地を確保しなければならないという﹁絶

限られた予算と事業進行の工程に合せて

用地買収にあたる者として優れた用地マ

ると教えられる所がある︒

巳又四郎先生の書かれた記事をごらんにな

四七年三月号所載の滋賀県愛知川前町長辰

験談については︑月刊誌﹁れいろう﹂昭和

このような公共用地の難かしい買収の体

用地担当者としての悩承︑苦しゑは筆舌に

るものだ﹂という神話が定着するにつれて︑

が夜ともなれば一杯気嫌の相手側との応待

ンである前に心の豊かな人間性が必要であ

ことよりも︑相手から好感や信頼を受ける

土地は最も安定した資産となり投機が活溌

となる︒夏に入れば︑担当者は顔や手足を

っても〃公共事業″に対する深い理解と御

るとともに︑一私人にしても民間法人にあ

に先輩から指導を受け︑ただ成績を上げる

化し︑買い占め︑売り惜し桑と﹁いまのう

蚊にさされ乍ら地主さんから悪態をつかれ

記し語りつくせないものがある︒

ちに﹂という買い急ぎをあおり︑一方の農

無理難題を吹きかけられても︑こちらは冷

あるいは投資家による土地売買が激しく動

家では値上りまちを続ける︒このような状

静冷静に頭を下げながらの姿勢で協力を要

いう考え方が一般社会にしみとおることを

協力により﹁正直者は矢張り徳である﹂と
しかも︑話が進むにつれて代替地︑
に見合う高価格を要求される︒

︵千葉県会員県開発庁︶

心から念願いたしたい︒

請する︒

いる︒

ような心の豊かな人間であれと要請されて

うに展開されてきたかを調べて見ると︑

勢にあって︑公共事業の用地取得はどのよ
三十五年を一○○として十年後の用地補

これが民間企業であれば︑利益に見合う

償費は十二倍︑取得面積は僅か一・九倍︒

一平方米当りの用地補償黄は六・四倍と事

の血税によってまかなわれる予算の枠内で

できる︒しかし公共事業ともなれば︑国民

となればいくらでも金ははずませることが

その理由としては︑民間企業の買いあさ

積は二倍にも満ちていない︒

業費は年を上昇しているに拘らず︑取得面

りと地価高騰のため︑ますます公共用地の

（30）

庭の花木
、ノ

葉総本殿可睡斎︑徳島県本光寺︑佐賀県切

植えつけた苗は︑年内に活着し︑翌春に

二年

旺盛な生育をはじめるので︑植えつけのさ

③蕊定と芽かきボタン苗は一

い株元に寄せた土をとり除きます︒

Ｊ

木ボタン園などが著名です︒

④性質と栽培環境ボタンは中国の寒

の若苗に花を咲かせると著しく樹勢が弱り

い地帯の産ですから日本では低温な地帯に

砂壌土で︑地下水位の高くない場所がよく︑

三年繰り返

五年生の若木は︑

けます︒細い枝ほど上部の芽が大きく︑こ

部には芽がつかず︑基部の葉順に側芽をつ

芽かきをします︒ボタンは開花した枝の上

ガッチリした庭木に仕立てるために︑毎年

開花樹令に達した四

なります︒

すと︑根部が充実し︑生育は非常に旺盛に

残して功枝します︒これを二

二芽を

適し︑年平均一五度以上の暖地では発育か

ますので︑五

ボタンはキンポウゲ科に属する落葉低木

排水不良だと根が腐りやすくなります︒比

六月に最下部の一

劣ります︒

で︑原産地は中国北部です︒中国での自生

較的光線を好みますが西日を避けた場所が

土質はとくに選びませんが︑壌土または

状態は﹁五雑姐﹂に﹁山東︑河南の両省に

よく︑できれば東南面の傾斜地が理想です︒

月上旬です︒このころなら百年以上の老木

のままでは上芽だけが伸長して︑基部の小

十一
も弱ることなく活着します︒苗を植える場

さい芽は萌芽しなかったり︑細いふところ

③移植移植の適期は十月上旬

合は︑ガッチリとして根に力があり︑芽が

枝となって枯れることがあります︒この結

とあり︑栽培は唐代からはじまったと考え
わが国には桓武天皇のころ僧空海が中国

長します︒株間は一メートル前後にとり︑

大きく丸くふくらんだものが︑失敗なく生

られています︒

から持ち帰って全国数カ所に植えたといわ

︑︑︑︑

れています︒このために奈良県は牡丹皮

から︑なるべく太い枝を残すように芽をか

果︑樹形は細く伸び上がった姿になります

株元に士を寄せておき︑防寒に敷ワラを致

度にします︒冬期の寒さが厳しい地方では︑

る深さは接木した部分がわずかに埋まる程

い枝の先を切りとります︒このとき枯枝︑

さらに冬の終りころ︑残しておいた芽のな

部の芽はかきとり︑そのとき葉は残します︒

にふくらんだころ︑基部の三芽を残して上

つまり︑花後六月ころ葉脹の芽がわずか

します︒

上に少し土をかぶせてから植えます︒植え

きとります︒

に堆肥やビートをずきこみ︑元肥として油

︵ＣＯ風の×幻良冒切冨○昌自︶の生産も多く︑

長谷寺︑石光寺︑当麻寺のような寺にボタ
ンの名所があるといわれています︒牡丹皮
は消炎解熱︑鎮痛および浄血剤で︑桃仁と
ともに血の道に用いられるといわれ︑古く
から薬用として栽培されていました︒

粕︑骨粉︑過りん酸石灰などを入れ︑その

花だんは五○センチぐらい深く耕し︑全面

かえるようであり︑住民は薪にしていた﹂

最も多く︑一路百里はボタンの香りでむせ

ボタン︵牡丹︶

渡部弘

/へ

現在︑ボタン園としては︑前記の寺のほ

kdLノ

七

かに︑福島県須賀川のボタン園︑静岡県秋

／ ヘ ィ 、

』

します︒鉢栽培では乾きすぎや湿りすぎが

す︒植える深さは花だん植えと同じように

い︑鉢は︑十号︵三○センチ︶鉢が適当で

ておきます︒また接いだ部分を雨や病害か

を埋めこみ︑雨が入らないようにブタをし

せて︑この鉢や竹筒の上まで砂を入れて穂

病枝などを切りとって整理します︒

春になって新芽が伸長しはじめたら︑芽

ひどく︑生育を妨げることがありますから

ながらしばりつけ荒砂などをかけておけば︑

ら保護するためにビニールテープでおおい

︑︑︑︑︑

の勢いを承て︑ふところ枝︵内側に伸びる

水やりは特に注意が必要です︒開花期には

枝︶になりそうな芽をかきとったりして樹
形を調整します︒庭木として姿のよい老樹

観賞上︑鉢を移動するために埋めこんでお

は接ぎ穂の部分が半分ほど土に埋まる程度

います︒時期は九月が適期です︒接いだ苗

三週間で判別できますが︑翌

八倍液︑または十一月下旬に機械油

︵都会員文部教官束教大保谷農場︶

乳剤の一九倍液を散布して駆除します︒

の七

カイガラムシは三月下旬に石灰硫黄合剤

防除できます︒

続けて行なえば︑サビ病や輪級病も同時に

六式ボルド液を散布しますが︑夏期まで

ことがあります︒萌芽後一○日に一回︑六

カビ︶病は萌芽と同時に軟弱な茎葉を侵す

②病害虫の防ぎ方ポトリチス︵灰色

つかえます︒

徒長し︑晩霜の被実やその後の生育にさし

ら直ちに鉢や竹筒を除きます︒おくれると

まさでおき︑発芽をはじめて地割れを承た

春三月中下旬に発芽をはじめるまで︑この

活着は二

鉢や竹筒のブタは不要です︒

くと不便ですが︑それ以外の季節は︑鉢ご
と土に埋めこんでおけば︑水やりの手間が

にみせるには︑こうして年間の伸長を短く︑

なお︑ボタンの台木でもシャクヤクの台

太くするように勇定します︒

します︒台木はボタンまたはシャクヤクを

⑥苗のふやし方一般に接ぎ木でふや

省けます︒

使います︒ボタン台︵共台︶は薬用ボタン

を根元からかきとります︒そうしないとボ

木でも台芽が出たら︑発見次第︑その台芽
タン台の場合は接いだ品種よりも台木の伸

よく寿命も長いのですが高価につき︑苗木

三年くらい培養します︒ボタン台は生育が

の根や育種用の不良苗を株分けしたもので︑

長が旺盛ですから︑台木の品種に一戻ってし
まいます︒

側手入れの要点開花時は花を風雨か
ら保護するため︑ボタン園などはビニール

のを用います︒初期生育は劣るが安価で手

シャクヤク台は実生で二年間養成したも

生産には多く使われておりません︒

に入りさす︒種子は八月下旬に採種し︑九

一般では無理なことでしょう︒花後は実を

障子で花だんをおおうこともありますが︑

なお︑花後はお礼肥として︑油粕や化成

ならせないように花がらは切りとります︒

発芽します︒

五︶などを追肥します︒追

月中下旬に取りまきをすれば︑翌春三月に

八

肥は樹冠の大きさほどの円周に溝を掘り︑

肥料︵八

⑤鉢植え鉢植えには堆肥・腐葉また

接ぎ木の方法はふつうの切り接ぎを行な

はピートモスなどを混ぜた培養土を用い︑

に土をかけ︑次に四号鉢または竹筒をかぶ

肥料を埋めこ・みます︒

苗は根部の小さいシャクヤク台のものを使
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日本弘道会第七十二回通常総会
日時昭和四十九年六月十六日︵日︶
午前十一時三十分︵寿昌式︶

入することと鶴岡衛氏を新理事にお願い
することを去る四月十五日の評議員会で
決定致しましたのでお知らせ致します︒
会饗につきましては印刷蟹の高騰︑ァ
・ハートの解体等のため一応隔月発行と致

しましたが︑今回やむなく実我を頂くこ
とと致しましたので何卒ご諒承の程を︒
弁理士鶴岡衛氏は東京都出身︑昭和四
年肌大法科卒業︒昭和四十四年東京家庭
裁判所調停委員に選任され︑また増上寺
静寛院宮奉讃会理事など社会教育関係団
体の役員に就任されて多方面に亘って活
躍しておられる︒氏にはかねて本会の付
属建物の解体︑立退︑その今後の迎営等
本会発展のためにご尽力を期待するもの

︷恥峰押耐癖栖口諦玲ス軸軒鍔沌激証純即︑一

１役員改選の件２附属建物解体駐車
場施設の件３昭和四十八年度決算
四十九年度予算同四十八年度事業報
告四十九年度事業計画︑其他

議題

場所本会館会議室

昼食懇談︵会費不要︶記念写真

である︒

て会祖西村先生の法要墓参

にしたい﹂との大御心を国の内外にご発

やかな皇后様と﹁常に苦楽を国民ととも

揚なさいますよう心からお祈り申上げた

◇百歳の天寿をもってご逝去の本会順

いｏ

間正三位勲一等宇野哲人博士ｌ文教院殿

での葬儀告別式には本会を代表して野口

忠恕澄江大居士の四月九日の青山葬儀所

会長片山理弱渡辺主事が参弔焼香して本

会へのご尽力を拝謝しご冥福を祈った︒

︵渡︶
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印刷人春山宇平
天皇として日本はもとより海外でも知ら

よいよご健康で行く末長く︑いつもにこ

﹁何ら心配ない﹂と侍医の保証の通りい

ったのである︒

千金の重みある研究五十年の祝賀でもあ

れている︒去る一月の金婚式祝賀は正に

れるかたわら生物学特にヒドロゾアの研
究︑動植物の新種二百余の発見など学者

誕生日を迎えられた︒陛下は公務に励ま

天皇陛下は四月二十九日満七十三歳の

編集後記

午後二時文京区千駄木養源寺におい
目下論議の高まっている学校・社会．

お知らせ願います︒

家庭の教育︑国旗︑国歌の問題︑日本
精神︵小野田少尉︶等をについて各位
のご意見を承り︑今後進むべき本会の
方針を打出したいと存じますので各位
には振ってご参会ありたく︑なお準備
の都合上ご参会の向は六月十日までに

会員の皆様へ
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