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ｌ自然と人生ｌ

多少の変化はあるが︑大体同じ感を受けたように思う︒私は且つ驚き且つ
嘆じているのである︒

私は三十年前︑帝室御料林の管理に関係したことがある︒その頃本土で

わが青春・⁝⁝⁝：⁝：⁝・千葉三郎：．⑰

泊翁佳言白⁝：：：：．⁝⁝古川哲史．：⑪

ｌ近来の外交経済提携に思うことｌ

日本と中国が真の友好国たるために

⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝三原善太郎⁝帥

、 ． ユ ノ

は︑農耕地は約十八％︑林野地は約七○％と聞いた記憶がある︒今度念の
為めに専門家に訊すと︑多少の増減はあっても︑林野地は依然として七○
％に近いと見るとの回答であった︒日本は島国であると共に山国であるこ
とを知っている人は少い︒戦後︑植樹祭や緑化運動に刺戟されて︑大分力
を入れたから︑しばらくすれば青山緑野の上を飛べるかも知れない︒然し

東部支会便り：⁝⁝⁝．：：：．：：⁝：：⁝燭

⁝⁝：⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝・大塚正八郎⁝⑫

梅雨どきから酷暑への保健

人間の健康は血色に︑国土の健康は地肌の色に出る︒自然を自然らしく

公害や自然破壊や生物絶滅等の危険信号の絶え無いのには警戒を要する︒

庭の花木㈹：⁝⁝：：⁝⁝渡部弘⁝㈱

編集後記・⁝：：：：⁝：⁝⁝⁝：：⁝⁝⁝

新入会員芳名：⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝
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バラの花と人生⁝・⁝：⁝斎藤規夫⁝⑱

ｌアジサイー

と云う念願は︑趣味遊楽の為めならず︑自然健康と生物健康との密接な関
の名目でも返上すると私は言う︒自然は常に自然の本来の姿に帰ろう帰ろ

係の為めである︒少し過言とは思うが︑所謂列島改造論などは︑少くも其

い○

うとしている︒その自然を目前の便宜の為めにいじくっても碓なことは無

自然は神聖にして冒すべからず︒喝︒︵本会を長︶

rl，

ゆうべはわりに早く寝てしまったので︑暁方には眠り

習性に気がついていた︒ホトトギス︑カッコウ︑ジュウ

て﹂と︑千二百年の昔の万葉びとも︑この烏の不思議な

入江

が浅くなった︒その時鳴きながら空をゆくホトトギスを

にして照化してもらったのに︑あろうことかホトトギス

にあたためる︒さらにずうずうしいことには︑このよう

のより大分大きいのにも頓着なく︑ひとの卵もいっしょ

決して育てない︒産象っ放しといっても︑ただその辺に

はじめたトマトの苗を︑植えられたばかりの稲を︑部落

ように見えた︒初夏の強い陽が︑ビニールの穴から伸び

の雛は︑なりの大きいのをいいことにして︑大恩あるウ

ギスは夜も昼も鳴いている︒昨日は御用邸よりずっと下

のうしろの風よけのための杉木立を︑そして遠くに舞え

とにウグイスなどの巣の中に産象込む︒ウグイスは自分

る那須の五岳を︑それぞれの持ち色のままに︑持ち味の

グイスの雛を蹴散らして︑桑んな巣の外におとしてしま

捨てておいては照る見込みもないから︑ずうずうしいこ

ままに照らしていた︒そういう時にも︑ホトトギスはど

う︒こんなことまでされているのに︑ウグイスの親は︑

の小深堀という部落へ行ったが︑那須岳は隈なく晴れ

こかで鳴きつづけていた︒盛んに聞えてはきたのだが姿

熱心に虫をとってきては与えて︑ホトトギスを育てる︒

ったはずである︒

四羽か五羽のウグイスの雛の犠牲において︑一人前にな

︑︑

はついに見せなかった︒遠くのほうではカツ﹁一ウも鳴い
である︒

いま鳴いて過ぎて行ったのも︑昨年か一昨年の今ごろ︑

て︑噴煙が頂の近くにまつわっているのまで︑手にとる

イチ︑とにかくあの仲間は卵は生ゑっ放しで︑自分では

政

なんとなく聞いた︒この那須へ来て今日で四日︑ホトト

相

ていた︒あのしめり気のゆたかな﹁くぐもり声﹂も好き
﹁うぐいすのかいこのうちに︑ほととぎす一つうまれ
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どうしてこのような妙な習性を身につけたものかｃそ
してきのうの小深堀でも︑この御用邸でも︑大変な迷惑
をこうむったか︑あるいは幸にこの災難はまぬがれたか

﹁わが世﹂を調っている︒﹁やはり野に置け﹂とは︑こ

この那須の山には︑そしてここへ着く前に︑行幸にな

れをいうのである︒

はいま全山緑である︒緑といってもまだ浅い浅い緑︑ナ

﹁日には青葉山ほととぎす﹂というだけあって︑那須

やはりここへお供したことがあったが︑その時は常緑樹

いた松尾鉱山のあたりである︒今からでは四年前の秋︑

で有名だが︑岩手山の北の麓で︑そのかみ硫黄を採って

は岩手の県北︑八幡平でおこなわれた︒八幡平はスキー

った岩手県にも︑自然はたくさんあった︒今年の植樹祭

ラなどには︑まだ銀色のうぶ毛を一杯はやして︑小さく

とにかくウグイスもさかんに鳴いている︒

ちぢこまったままの葉をつけたのもある︒いま私のいる

タウルシに驚いたものだが︑今度は常緑のナンブァヵマ

と落葉樹とが交った深い森がつづく中に︑火と燃えるツ

ッの外は︑浅い浅い緑で︑どれがあのツタゥルシだが︑

にさんざん楽しんだ︑あの浅い緑にふたたびめぐりあえ

見当もつかなかった︒植樹祭を中心とする岩手県下の行

Oノ

場所は標高七百米ほどだから︑東京近辺でひと月ほど前

てはレンゲッッジもだんだん開きはじめたし︑千米ほど

たわけである︒それにヤマッッジがまつ盛り︑所によっ

けである︒しかしここもきようあすだけ︑あさっては東

ていて︑私も岩手からひきつづきここにお供しているわ

京に帰らなければならず︑東京には連日たくさんの行事

幸六日の後︑いまは足かけ六日をこの那須でご静養願っ

ろつきまわっていたら︑薄紫のハルリンドゥが︑そこに

の高いところへいくとへいくらか術萄色のトゥゴクミッ

もここにも咲いていた︒この花は昭和のごくはじめ︑ま

存分いい空気を吸い込んでおかなければならない︒

が待ちかまえている︒だからあと二日を命として︑思う

バッッジも︑いっぱい花をつけて立っている︒きのうう

だ学生の頃のことだったが︑琵琶湖のまわりを南や北と

東京でも︑私は非常にめぐまれているので常日ごろ感

へめぐった時︑どこかでもらって鉢に植わったのを︑大
事に大事に持ってかえったことがあったが︑その年は存

いし︑麹町の今住んでいる官舎も庭がわりに広いので︑

さまざさの花の咲く木を楽しんでいる︒今度のように︑

謝している︒というのが︑つとめ場所の皇居には緑が多

四国四県と同じ広さがあるという岩手県中の緑︑那須全

芽を出すこともなく︑花を咲かせることもなかった︒私
にとっては︑いくらか幻の花なのだが︑この山道には︑

分に眺め存分に楽しんだものの︑あくる年は︑ふたたび

木漏れ日を浴びつつ︑こんなにたくさん花をつけて︑
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山の緑を︑こんなにふんだんに見られる仕合わせは︑な

いが︑あのヴェランダの一鉢に︑住む人は﹁折節のあわ

トのかたまり承たいな団地︑私はそこに住んだことはな

れ﹂を満喫していることだろう︒

ににたとえようもないが︑木というものは︑緑というも

のは︑たったそれが一本であっても︑芽ぶかむとする

この間大きな会社の一室に友人をたずねたら︑油絵が

一つかかっているだけの殺風景な部屋で︑窓から見おろ

頃︑芽が萌え出る頃︑浅い緑の頃︑それが濃くなってい

く頃︑いくらか色づいて秋も深まる頃︑葉がすっかり落

すと︑車の帯︑それを縫ってせわしげに行く人影︑そん

がやきに︑土の肌の色に︑私は大きな大きな自然を見

ぶいたばかりのケヤキの盆栽が一つあった︒その芽のか

な部屋だったが︑私が腰をおろしたソフャーの横に︑芽

ちて．枯枝だけになった頃︑ぷなそれぞれの季節を躯歌し

ている︒緑はいくらふんだんにあってもかまはず︑多け

れば多いほど結椛ではあるが︑たった一本の木のうちに

た︒ここがビル街であり︑ビジネスの渦のような所であ

も必ず大自然は軍められている︒団地のヴェランダに鉢
に︑そこに住む人は︑世の春を︑夏を︑秋を楽しんでい

が並べてあるのをよく見かけるが︑あの一鉢にあの二鉢

した︒対照からうまれるのでもあろうが︑この上もなく

ればあるだけ︑このケヤキの一鉢は一層私の心をつきさ

華厳の滝の滝壷に立ってふり仰いでも︑太平洋を船で

うになんとかして大都会に緑をとり入れ︑緑をふやさな

強く自然というものを味わったのである︒よその国のよ

るにちがいない︒

いっても︑北極圏の空を飛んでも︑もちろん歌は詠め
る︒けれどもあまりに対象が雄大に過ぎると︑つかまえ

変な力を持っているものということをつくづく思った︒

雨になってしまった︒窓から見ると︑ナラやモミの前

ければならないが︑緑というものは︑たった一本でも大

る︒このように岩手全県の緑︑那須全山の緑となると︑

に雨がある︒そしてホトトギスは暁方から今まで︑まだ

どころが無くて︑かえって歌にまとめにくいことがあ
少し食傷気味で︑歌というような小さな︑それでいてち

ずっと鳴きつづけている︒

︵特別会員侍徒長︶

ょっとの﹁たるみ﹂があってもいけないような︑そんな
真剣勝負では︑なんともふりまわし切れないようなこと
それからぷると︑一本の街路樹を見上げても︑上に浮

になってしまう︒

く雲とともに︑この街角にも﹁夏︲一はある︒コンクリ﹄
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全国土を緑に

第二次吉田内閣だったが︑新しく文部大臣となられた下

をしていたｃ

く文部次官を勤めさせて頂いた︒

条康麿さんから次官になるように御呼出しを受け︑しばら

新教育制度が進行し︑翌春には六・三・三の高校の三年

発足に︑いやでも応でも踏象切らざるを得ない時期だった︒

手成三

勿論︑我が国は︑戦後の疲弊から脱却できず︑ひどい財政

生の卒業を目前に控えて︑全国にわたって国立の新制大学
時下︑生気溢るる初夏である︒

戦前︑飛行機で︑満州から朝鮮半島の空を飛んで内地に

ら出向の小川潤一会計課長︵その後大蔵省に後帰︑専売公

にとって一番苦労する仕事である筈だが︑幸いに大蔵省か

きた︒大蔵省主計局との予算接衝といえば︑︵事務︶次官

の方々の絶大な協力応援を受け︑先ず先ずの予算が推得で

が私にとって一番重い荷だった︒幸いにして省内外の関係

難の時代だっただけに︑新制大学実施に必要な予算の確保

旅に出て車窓に眺める山野の緑︒家に居て廃前に見る草
木の緑︒爽やかさと安らぎを覚える︒

山野が緑であるか否かで︑その国が︑その地方が健康で

帰って来たことがある︒満州の原野が荒涼とし︑朝鮮半島

社理事︶の非常な努力により︑私自身それほど主計局にか

充実しているかがわかるような気がする︒

の山々がまだまだ赤茶けた肌を出し︑内地の山之が緑なの

省としては︑教員の指導経費ぐらいだったが︶の計上だっ

新規予算︵予算形式としては︑農林省に多くを組み︑文部

御願いしたのは︑学生生徒による植林事業︵学校植林︶の

︵次いで大蔵事務次官︑現在大陽神戸銀行会長︶に直接に

ただ一件だけ自ら出かけていって︑河野一之主計局長

けあいにゆくことがなくて済んだ︒

を見て︑政治の行き届き方の度合いを感ずるような気がし
た︒

緑に包まれていた日本の山々も︑長らくの戦争で︑木々
は乱伐され︑植林︑治山治水もおろそかにならざるを得な
憲法制定︵改正︶の責任官庁だった法制局は︑施行の翌

かったことも事実だ︒

年二月︑用済桑としてＧＨＱの命令によって廃止された︒

た︒河野主計局長は快く承知して下さった︒

文部次官就任に際し河井弥八参議院議長︵下条さんと同

同局次長だった私はまずまず︑これで御奉公済象︑もう官
途に就くこともあるまいと︑京都で小さな出版会社の社長
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井

た国土の植林が最も大切であり︑全国民すべての階層が熱

あいさつに伺がったところ︑日本の将来のためには荒廃し

じ緑風会の領袖で︑私を推挙して下さっていた︶の許にご

花が︑少くなった︒山林の植林だけでなく︑市街地に緑を

人口の都市集中化その他の事由により︑都会には緑が︑

優秀な勢労のにない手は全国学校の学生生徒である︒しか

いる︒休日の午前中は特別の支障がない限り︑庭の雑草と

住居としては︑庭に恵まれている私はその幸福に感謝して

序でに︑私事にわたり恐縮ですが︑東京都二十三区内の

ばしいことである︒

花をという運動も諸所に活発になって来たことも本当に喜

も︑学生生徒を植林作業に携わらせることは︑教育上の見

りに時間を費やしている︒先週の日曜日に完全に近いと思

心にこれに当らなければならない︒最も規律よく且つ最も

とを考てもらいたいと語られた︒私としては︑この学徒の

生えてきている︒雑草の生命力︑繁殖力の強さには驚く︒

うほど除草してしまったと思っているのに次の週にはまた

地からも極めて有意義である︒次官として︑是非︑このこ

である︒

力による植林事業だけは︑是非その緒につかせたかったの

はびこらせてしまったら手に負えなくなってしまう︒丁度

早いうちに取り除くことはそれほど難事ではないが︑一度

一握りのゲ↓︿学生を放っておくと忽ちに勢を増して︑無法

河井さんはずっと治山治水関係団体の会長をやっておら

集団が横行潤歩し︑学園は荒廃に陥ってしまうのと同じよ

れたのだが︑国家の将来を思い︑国家百年の計を念頭にお
いておられた真の経世家だったと︑今は亡き河井さんを追

上達するを得ず︒

西村泊翁

政党家︑ややもすれば世論︑世論という︒しかれども政党
家のいう所は︑党論にして世論にあらず︒租税増加議員歳費
増加の如きは︑安んぞ世論ということを得んや︒人民はこれ
が為に不平の声を揚げんとするも︑政党家にさまたげられて

政党のいわゆる﹁輿論

︵昭和四九・五・二四特別会員元文部次官︶

前︑庭の草取りをしている︒

うに思われる︒そのようなことを思いつつ︑私は休日の午

敬している︒

日本全国土の森林を大切に守り︑より充実し︑より繁茂
せしめることは︑国策の根本且つ最重要事項である︒毎年．

繰り返えされている緑の羽募金運動も︑もっともっと︑全
国民の共感を得て盛り上がらさなければならない︒

本年の植樹祭は先日岩手県で行われ︑陛下の御手植があ
った︒植樹祭は毎年各都道府県持ちまわりで行われている︒

陛下は︑いろいろの御都合をさしおかれても︑植樹祭には
必ず御出席遊ばすということを︑宮内庁の知人から深い感
銘をもってもれ承ったことがある︒
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都市の問題
ｌ自然と人生Ｉ

木下広居
現代において︑一番大きな問題は都市だ︒とめどもなく
人間が都市に集中している︒それは︑人生が自然に︑そむ
くことなのだ︒自然を離れた人生が︑いかに悲惨なもので
あるか︒

それを︑戦中と戦後に体験した︒ガス・水道・交通機関
が破壊された都会には︑生きて行かれないことが分かった︒

最も困ったのは食糧だった︒一時は︑すべての点において
豊かで快適だった都会生活が︑最も不潔で︑乏しいものに
なったＯ

井戸のある家に︑行列で︑もらい水では︑めったに風呂
にもはいれなくなった︒日本人は清潔で︑風呂にはいる国
民といって︑いばっていたのに︑何ということだ︒破壊さ
れた都会生活によって︑日本らしからぬ生活を強いられる

さな金だらいに︑お湯を入れて︑足を温めたり洗っている

ヴィクトル・ユー︒コーのレミゼラブルを読むと︑フラン

老人が出てくる︒

ス革命の悲劇で︑行き倒れが沢山ある︒その身元を調べる

のに︑靴をぬがせる︒すると︑階級や家柄が分かる︒貧乏

人は︑風呂にはいらないから足の裏が真っくろ・白いのは

中国の町が︑くさかったことは︑行ったことのある人な

貴族︑大地主︑金持と分かるわけだ︒

ら︑おぼえていよう︒それが︑革命を経験してから︑くさ

くなくなった︑という話を聞く︒それは便所が出来︑風呂

にもはいれるようになったからだろう︒また︑豚小屋の掃

ロシアは︑今でも農村に行けば︑村に一つしか井戸がな

除をする習慣がついたからにちがいない︒

く︑誰も風呂にはいれないところがあるらしい︒ロシアの

農民や貧民といえば︑呼吸が苦しくなるほど︑くさかった

アメリカにはスカンクという小動物がいる︒その武器と

そうだ︒

いえば︑敵と見たら臭気を発散して︑相手を気絶さすとこ

ろにある︒自動車で︑これをひき殺さないようにしなけれ

逃げ出した︒ドイツ人は忍耐力があるから︑一分間︑我ま

た︒十秒で飛び出した︒イギリス人もフランス人も︑すぐ

ある時︑スカンクの催︵オリ︶にアメリカ人を入れてゑ

ばならぬ︒

昔︑﹁パリの屋根の下﹂という映画を見たことがある︒

ようになったＯ

パリの庶民生活を描いてあった︒風呂場がないらしい︒小

rr7、
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んした︒最後にロシアの百姓を入れたら︑スカンクの方が

逃げ出した︑という話がある．Ｉこういっても昔とは
変って幾分清潔になったかも知れない︒もっとも︑外国人
には農村を見せない︑というから︑まだ︑はずかしいとこ
ろが残ているのかも知れない︒︵現在︑世界一に臭いのは︑
●

り作るのだ︒例えばローマの有名な終着駅︵テルミニ︶の

大きさ︒その柱だけでも︑その巨大さに驚く︒外務省は︑

どうしてこんなに大きくなければならないんですか︑と質

問すれば︑﹁これから百年も経てば︑ちょうどよくなるで

うに苦しんでいる文明人はあるまい︒東京の国電では︑大

自然と離れた︑桑ぢめな都会生活といえば︑日本人のよ

時間ぐらいの距離に作ることだ︒そうすれば︑たちまち都

ために︑衛星都市を作る必要がある︒それは︑都心から二

日本では都市の人口を分散させ︑交通地獄を緩和させる

しょう﹂と答える︒

き旗駅になると︑ｌ新宿や秋葉原を見るとｌ﹁押し屋

ラッシュ・アワーでも︑大部分の人が︑ロンドンと同じよ

心向けの交通機関を利用する人が激減するにちがいない︒

生活できなくなった貧農の集るインドの貧民窟だろう︒︶

というのが働いている︒たいていアルバイト学生だそうだ
が︑自動式扉から︑は桑出しているお客を押しこんでやる

千葉︑埼玉などにある帯コルフリンクだ︒ああいうものは︑

その衛星都市の敷地は︑どこに求めるか︒東京︑神奈川︑

うに︑腰かけて通勤できる︒

い︒毎日押しこめられて︑呼吸困難におちいっている人々

栃木︑群馬︑岩手︑新潟︑鳥取︑島根のような過疎地帯に

役目だ︒世界広しといえども︑﹁押し屋﹂のいる乗物はな
は短命にちがいない︒冬でも車中では汗をかいて︑不愉快

移転してもらうことだ︒

平地の芝地ばかりだ︒農業を百年以上前にやめ︑食糧は︑

イギリスに行ってぷるがいい︒山らしい山も谷もない︒

らでも芝地の延びているところでやるものだ︒

は︑イギリス︑アメリカ︑オーストラリアのように︑いく

だいたいコルフのような広大な平地を必要とするゲーム

て︑遠方に移転せざるを得ないようにする︒

せるため︑そういう寺コルフリンクに増税する︒それによっ

どうして移転させるか︒それは︑国民を自然の中に住ま

千万︒この交通地獄を解消させる計画もないらしい︒今の
東京人は死ぬまで︑この残酷な取扱いを受けるのだ︒

住宅や公園の貧弱なることは推して知るべし︒イタリア
のローマなどは︑住宅・事情の悪いことで有名だったが︑近

来︑見ちがえるように立派だ︒都心に高層アパート群が出
来て︑通勤の苦労がない︒昼食をとりに自宅に帰るが︑少
し歩けばいい︒散歩して︑ひるねをして︑職場にもどるよ
うに出来ている︒間取りも︑広をとして︑日本の公営住宅
などと比較にならぬ︒どうして日本では︑小さなものばか
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スを検断しても︑畑仕事をしている農夫を見ることは︑ほ

生活をさせることができる︒

疎地帯になった土地に残る廃家を修繕して︑自然を楽しむ

食糧難に見舞れるかも知れない︒今のように︑大部分の食

その上︑農業を再検討する必要に迫まられている︒いつ

ほとんどことごとく外国から輸入している︒列車でイギリ

ような国なのだ︒

とんどない︒全国をゴルフリンクにしようと思えばできる

糧を外国に依存していいとは思われない︒そして農業人口

そして︑農民だけでなく︑あらゆる職業の人が自然に帰

こそ︑国民の最も健康な部分なることわかり切ったことだ︒

ところが日本はどうだ︒だいたい山地ばかり︑人間の住
っているところでも︑地震や洪水で︑いつ地すべり︑鉄砲

めるようなところは十二％ぐらいしかない︒今住宅地にな

む人に都会病︑ノイローゼはない︒エコノミック・アニマ

かかって見透せないような広大な公園がある︒自然を楽し

の住宅の八○％は庭つきだそうだ︒その上に︑向うは霞が

こういう狭い︑窮屈な国で︑外国のマネをして︑どこま

る必要がある︒そこに日本の伝統も生かされる︒イギリス

で続くか分からぬような景色のいい広大な土地で︑一握り

ル︵経済的動物︶︑セックス・アニマル︵性獣︶も居なくな

ない危険箇所が無数にある︒

の人間が楽しんでいて︑多くの人間が不潔なマッチ箱のよ

るのではないか︒コセコセしない大国民は大自然の建全な

、 J ノ

水によって︑一瞬に生き埋めになり押し流されるかわから

うな家庭に住んで︑公害的環境に︑もやしのように生きて

︵本会副会長創価大教授︶

環境に育つのではあるまいか︒

るなり︒︵自識録より︶

儒教は人々一身の言行を正しく︑社会の秩序を整え︑家国
の安全を保つことは︑特に其勝れたる所にして︑他の教義は
一も之に及ぶ者なし︒是を以て古より東洋の明君賢相皆之を
以て大に其国の治を助けたり︒然れども其教たる退守に傾く
と迂かつ固肥に流るるとの弊あるを以て︑今日の如く世界交
通知識発達の世となりては︑其短所は必修正せざるべからざ

泊翁先生の儒教批判

いて︑誰も︑大自然の中に移住させようとも思わぬとした
ら︑どうかしているのではないか︒

しかも︑その土地で農業をしていた人々は都市の工場地
帯に追われて不健康な生活を強いられ︑あるいはコールフ
道具﹂の重いのをかついで︑奴隷のごとく︑賛沢な少数者
このゴルフ場こそは︑最も景色がよく︑人間の住宅地と

に従ってゴルフ場を歩いている︒

して最も適当なものだ︒一つのゴルフ場にアパート群を建
舎で隠居しても生活が出来るぐらいの年金を与えれば︑過

設すれば︑理想的な衛星都市になる．Ｉまた老人には田

rQ、

三旅と花と
竹下せつ﹄

豆﹂等も珍らしい花ですし︑サボテン

ンゼル︑トラン︒ヘットヅリーや﹁海紅

象的でした︒亜熱帯植物と思われるエ

じさせます︒雨の苔寺は何とも形容し

に至っては愛らしさよりも哀れさを感

せられますし︑餌をねだる鹿のお辞儀

径に散りしく楓の葉も共に詩情を誘い

難い優雅さ︒古池に漂う紅葉の葉も小

北陸︑裏日本と云えば暗い感じを想

の漬物もさすが南国でした︒

かさを感謝したいと思います︒日本に

は︑その土地土地特有の草や木が数多

ます︒何百年も前の先人の造した雅や

くあって四季折灸の花も数限りなくあ

六公園︑松本城︑共に日本を代表する

る事でしょう︒これ等の花を丹念に観

像しますが落ついた土地の様です︒兼

うか︒黒四ダムに至っては現代科学の

造園美︑建築美の極致ではないでしょ

賞し訪ねる事が出来たら︑どんなにす

渡辺先生の強ってのお勧めで思映ゆ
つくままに書いてゑました︒が一農家

偉大さをしふじ承と感じさせられます︒

い限りですが﹁旅と花と﹂題して思い

の老女の他愛のない雑文︒本当に恥じ

下界は夏なのに立山の雪どけの合い間

に︵一部ですが︶背信行為なぞしない

入るばかりでございます︒旅も花も人

でしょう︒花と対い合い世の憂さを忘

生にとって楽しいものです︒思いつく

心の私でさえ僧侶のお話を領きながら

れば忠実に応えてくれますし人間の様

聴き入るのも︑永平寺そのものの伽藍

れる様な生活が出来たら︑どんなに素

ばらしいでしょう︒植物も動物も愛す

楽しいものです︒企業のあまり進出し

の大きさばかりでは無さそうです︒冬

晴らしいことでしょう︒こんな生活は

に咲く高山植物の可憐さ︒いつまでも

ていない海は︑あくまで青く美しく︑

は暗く寒いであろう東尋坊の海岸は伝

貧しくとも幸福じゃないかしら等と考

自然を大切にしたいと思います︒無信

自然に包まれた山野等︑経済的には恵

説はともかく夏の海岸は厳しい自然そ

したのは昨年の夏でした︒南国の旅は

まれなくとも︑すこぶる健康的です︒

えるのは小市民と云うのでしょうか︒

侭に近所の人と九州は宮崎へと参りま

平家の落人の里と云われる椎葉の里は

のものの姿です︒

︵千葉県白葉支会員︶

トラン・ヘットッリをふり返り糸る

車窓よりつかのま見えし広き花

悲恋の伝説の故か樹海の様に静まり返

秋の深みゆく霜月の末に訪れた伊勢︑

の交錯した都市でした︒五十鈴川の鯉

奈良︑京都は静と動と古さと新しさと

って昔を偲ばせます︒島津公の磯庭園
は何と言っても由緒ある美しさです︒

に見とれては童心に還って時を忘れさ

国体の折に植えたと云う真赤なカンナ︒

沿道に延々と続いて咲いていたのも印
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翁佳言
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川

哲史

の原因﹂︶は泊翁年来の持論であった︒しかも︑非常に強固

徳封建時代に及ばずと云ふこと﹂︵泊翁鐙害第二輯﹁道徳蹴敗

道徳も亦その通りで︑全体が武道より成っていて︑これを

も︑その分子は一も稜角をそなえないものはない︒封建の

全体が稜角を以てできているが︑これを砕いて細粉として

外に出ることはなかった︒たとえれば水晶のようなもので︑

は武政︑教育は武教︑士風は武風であって︑万事が武道の

な持論であったが︑それは自分自身が封建郡県の社会を経

かった︒けだし封建のときの道徳はまったく武道で︑政事

歴したという体験によって裏づけられていた︒では︑泊翁

ことが知られていたので︑法律・政事・教育・風俗みな武

とができない︒封建時代には必ず武道を以て国を治むくき

さて道徳は︑制裁力のないときはその実効をおさめるこ

細分して染ると一も武道でないものはないのである︒

封建時代の道徳は︑国家の法律と社会の制裁とが主となり︑

道の一途に出で︑学校で教えることは必ず政事・法律で制

教育を以てこれを助けたものである︒その法律︑制裁︑教

﹃道徳頬敗の原因﹄諏錨↑一尉縮畦一月︶によれば︑およそ

の体験した封建時代の国民道徳はどういうものであったか︒

明治二十五年︑泊翁が北越において試ゑた道徳演説の中

時に盛衰はあったが︑道徳がまったく地に堕ちたことはな

をし︑さらに法律と社会の制裁とを以てこれを助けたので︑

をはじめ二百六十余の諸侯が︑皆この主義にもとづく教育

をもっともいやしむべき悪徳とした︒江戸時代には︑幕府

・廉恥等の諸徳を重んじて︑怯儒・使順・貫慾・詐偽の類

にあった︒その道徳の主義は︑もっとも忠孝・節義・勇武

古
の一段で︑﹁封建時代の国民の道徳今日に勝り︑今日の道

是として往事を非とする者はあらざるくし

有様と今日の有様と比較せぱ果して如何︑恐くは一人も今日を

日此座中に四十歳以上の人は猶多かるべし︑試みに往時社会の

今日の社会の道徳の有様と其盛衰を比較することを得くし︑今

⁝年齢四十歳以上の者は封建時代の道徳の状を知れるを以て︑

r＝、

育の及ぶところは武士の一族だけで︑農工商の三民は埼外
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泊

では︑農工商の三民の状態はどうであったかｃこれはま

ね︑以上のようであったｃ

の類を発布するのが慣例であったが︑その第一条に文武忠

ったく武士とはそのおもむきを異にしていた︒封建時代の

裁したｃ徳川将軍の代替りのとき︑武家諸法度という憲法
孝を励まし︑礼儀を正すべきをいった文を載せた︒これは

とどまり︑読書は商売往来︑消息往来などだけで︑武士が

教育は︑もっぱら武士のためにあったもので︑農工商の教

はこれを族表し︑あるいは生涯米金を賜与した︒これは政

受けた忠勇・節義・廉恥などの諸徳︑国家の観念︑世界の

法律と道徳が相一致していたのを意味する︒教育が忠孝節

事と道徳が相一致したのを意味する︒すでに忠孝を重んじ

形勢などについての教育は少しも受けなかったＯ多くは仏

義等の諸徳を重んじたので︑士にして忠孝節義の者があれ

たから不忠不孝の者は罪がもっとも重く︑平人を殺しても

教その他の宗教類似の教を奉じ︑地獄極楽や神仏の霊験等

た︒それで農工商の学問といえば︑たいてい筆算の二術に

その罪は死刑にとどまったが︑君父を殺す者は鋸引や裸等

を信じ︑神仏につかえて幸福を祈り︑災難を藤うなどのこ

育は自然のままにまかし︑幕府列藩はこれに関与しなかっ

の極刑に処せられた︒また︑武士にして破廉恥の所行ある

とをするに過ぎなかった︒ただその時代の平民社会の好尚

ば特別の賞賜を与え︑平民にして忠孝卓越の者があれば或

ときは切腹の刑に処せられた︒これは刑法と道徳の一致を

は︑すべて家産を守り︑家風を守り︑信実をたっとび︑分

限をこえず︑堅実に家業を営むことをつとめた︒上を犯し

意味する︒

また︑武士の社会には一種の風習があって︑もし怯儒・

官に抗すること︑人を倒して桑ずから利すること︑非分の

望をいだくことなどは深くこれを戒め︑公事師︵今の代言

不信・負慾等の所業があれば︑衆人が皆これを賎しんで︑

交際することを恥ぢた︒武士の交際を絶たれては社会に立

人︶の類は蛇娼視して良民は近づけなかったｃそれで平民

の風俗と家々の庭訓がおのずから秩序を維持し︑当時の平

には政府ゑずから手を下して教育をしなくても︑その社会

つ面目がないから︑性質の怯儒・負慾の者でも︑武士仲間
を放逐されるのを怖れ︑その性を矯め︑その悪徳を制して
発せしめないようにする︒士族中にはなはだしく武士道を
失なった者があれば︑親友が勧告して自殺をすすめる︒も

はまったくその道徳の目的を異にし︑国事を負担し︑倫常

以上のような次第で︑封建の時代には︑士族と平民とで

民に適当した道徳を守らしめた︒

という︒このようなのは風俗と道徳の一致を意味するが︑

を維持し︑勇武を励まし︑廉恥を養う等の諸道徳はもつぱ

し聴かないときには︑せまって自殺せしめる︒これを詰腹
封建時代の道徳︵すなわち武士道︶のありさまは︑おおむ
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もっぱら士族の担当したところで︑平民は政権が朝廷に在

危存亡には無関係であった︒現に王政維新の大業の如きは︑

をつとめ︑以て国家の良民たろうとしただけで︑国家の安

ら士族の道徳であって︑平民はただその身分を守り︑家業

れが廃藩によって常禄を失なったため︑孟子のいわゆる

かったおかげで︑よく節義・廉恥を養うことができた︒そ

育の力に因ったが︑またその常禄があって︑衣食に窮しな

その常禄を失った︒従来︑士族がその士道を磨いたのは教

まず第一は廃藩置県のこと︒廃藩置県によって士族は皆

った︒では︑封建時代の士族の数はどれほどあったかとい

以て士道となしてこれを教育したが︑廃藩のとき全国の学

これに日本固有の道を加え︑忠孝・節義・武勇・廉恥等を

第二は教育の変化︒従前の教育はシナ聖賢の教を本とし︑

﹁恒産ナキ者は恒心ナキ﹂状態となった︒

うに︑約四十万で︑一家五人として計算すると二百万人の

校を閉鎖し︑一時教育の暗黒世界が現出した︒その後︑普

の命に従い︑朝廷が勝てば朝廷の命に従うという有様であ

ろうも幕府に在ろうも深く意に介せず︑幕府が勝てば幕府

の十五分の一が士族の数であったわけで︑この少数の士族

れとは異なり︑ただ身を立て産を興すのみを主として︑忠

通教育が普及するようになったが︑教育の主義は従前のそ

家族であった︒全国の人口を仮りに三千万とすると︑平民
によって国の治乱︑興廃︑強弱︑優劣および国民の忠義︑

も︑知徳体の三教育を互に併立するものとして︑別に徳育

や道徳の文字は一つもない︒西洋の教育法がはいって来て

官が学制について布告した文を読んでみても︑忠孝・節義

孝・節義等のことは一つも教えなかった︒明治四年に太政

勇武︑節操︑廉恥がになわれていたのである︒
○

徳は盛大であった︒それに比岐して泊翁当時の道徳の状態

したがって︑泊翁によれば︑封建時代における士族の道
はどうであったか︒﹃道徳額敗の原因﹄によれば︑或は道

の象が発達し︑徳育は﹁独り衰微を極め﹂ている︒

を重んずることがない︒それのみか︑現状では知体の二育

第三に﹁道徳の制裁を失ひたる﹂こと︒道徳は︑ただ講

徳はまったく地に堕ちたといい︑或は往事に比してはなは
ないが︑﹁未だ一人も往時に勝れりと言ふ者あることを聞

ことはできない︒士族社会の道徳が他にすぐれていたのは︑

説するだけで制裁するものがないときには国中に行われる

だしい頬廃を見ないといい︑人びとの見るところは同一で
か﹂ない︒とすれば︑﹁旧時に比すれば現今国民の道徳は

った︒ところが維新以来は西洋の主義にならって︑政事︒

政事・法律および風俗の制裁力がはたらいていたからであ

哀へたりと断言するも不可なることなかるべし﹂︒

では︑国民︑殊に士族の道徳の衰えた原因は何か︒泊翁
の﹁実験する所﹂では﹁其大なる者六件﹂が数えられる︒
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法律は人民の道徳を制裁することがない︒社会の風俗も不

人君子の地位に進むことは絶対に望めない誹世の無識の少

かぎり何事を行なってもよいと思い︑はなはだしきは法律

年輩には︑法律を万能のものと誤解して︑法律の禁じない

の文を弄して姦曲を行なう者も少なくない︒かような輩の

第四は﹁西洋功利の風に肢惑﹂したこと︒功利は衆人の

道徳者を制裁する力を失なった︒

栗合した社会には︑一点の道徳も存在しないのである︒

泊翁は以上の六件を挙げて﹁道徳の頬敗せる原因の重な

はできなかろうし︑外国に対する気慨を養うには︑功利も
人心を勧奨する一の方便となしうる︒しかし道徳の教育な

る者﹂としているが︑封建制度については以下のような観

欲するところで︑聖賢の人でないかぎり功利心を去ること

く︑道徳の制裁のない人民であって︑もっぱら功利の染を

察を示しているＩ

あ

徳川政府の時の封建制度は︑その法の宜きを得た点で

こととするときには道徳の精神が日々消磨し︑ついには奪
わずんぱ塵かずという﹁功利の奴隷﹂におちいる︒その結
果︑じゅうぶんな功利をも得ることはできない始末になる

ムは庶民の害をなすことはなはだしく︑民は皆これを厭

古今無隻といってよい︒ヨーロッパのヒューダルシステ

第五は﹁人を用ふるに才を論じて徳を問﹂わないこと︒

のである︒

往時に比すれば社会の事務が繁雑になったので︑才子でな

土地の庶民は旧君を慕い︑政府に歎願して封建に復帰し

苦したが︑わが国ではその患はなく︑廃藩のとき︑その

ようと願った者が多かった︒また︑士族と平民のあいだ

うれい

くては用を弁じなくなったが︑弁舌にたけて挙動敏捷︑し
かも人の意を迎えることの染に熱中する軽薄才子ばかりが

もよくいっており︑平民はゑな士族の処を失なったのを

第六は法律の流行が盛んなこと︒西哲の言に︑法律の害

世に用いられる弊を生じている︒

というのがある︒それで︑もし人がもっぱら法律の承で身

くばくもなく廃藩置県の大号令を発せられたのは︑その

これまた封建の余功であった︒しかるに王政維新の後い

王政維新の大功を二三諸侯の臣下の力でなしとげたのも︑

憐れんだ︒これは封建制度が宜きを得ていた証拠である︒

を処し人に接するときは︑その社会は刻薄惨酷の世界とな

政﹂というべきである︒かような少恩の政は︑皇室百年

勇断は賞美すべきかも知れないが︑はなはだ﹁少恩の

は積んで山をなしても︑その中に一個の愛の字を見ない︑

らざるを得ない︒法律は人の悪に入るのを防ぐ具にとどま

の御為めに宜しくないと自分は考える︒廃藩のとき︑諸

り︑人に善を教える道ではない︒したがって法律を以て準
度とするときは︑僅かに悪人たることを免れるの糸で︑賢
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従来道義の風俗が人心にしみわたっていたためで︑これ

時の威勢に圧せられた結果のようであるが︑これもまた

侯がみな王命を奉じて一人も違背した者のないのは︑一

を出でんとするを見るや︑門前の広場に寸地を洩さず︑

叫び︑竹館の門前に露座して充満した︒老公の駕寵が門

米を袋にし︑貨幣を包み︑之れを賎別として献呈せんと

各郡より広島に入り来る者︑陸続として絶えず︑各自斗

一同平伏して︑東上の中止を哀願した︒

たが︑聞かばこそ︑人は益々加って︑此の上は道路の人

︵﹃泊翁盾言﹄第一冊︶

によっても封建制度の風習の美が知られるのである︒

を排除して東上せらるるの外はないが︑之れを遂行せば︑

県官も家職の人も︑朝旨を述べて︑誠意を以て説諭し

泊翁は﹃泊翁厄言﹄の﹁封建制度﹂を論じた文章で﹁ヨ

不測の騒擾に陥るかも知れぬので︑老公は不本意ながら︑

○

ーロッ︒︿のヒューダルシステムは庶民の害をなすこと甚し
うれい

く︑民は皆これを厭苦したが︑わが国ではその患はなく︑

当日の出発を延引されることになった︒

て封建に復帰しようと願った者が多かった﹂といっている

この哀願の人民は︑専ら近郡の者であったが︑遠郡の

廃藩のとき︑その土地の庶民は旧君を慕い︑政府に歎願し

の真情を発露してゐたが︑いつの間にか︑朝廷の非行を

者は之れを聞き伝へ︑日夜広島に入り来り︑初めは追慕

昭和の時代まで生きのびていた唯一の大名として有名で

鳴し︑竹槍︑席旗を棚へし︑形勢は日々に悪化して来た︒

が︑実際そのような事実があったのであろうか︒

あった旧芸藩主浅野長勲の自叙伝に挿入されている小鷹狩
之凱談によると︑廃藩置県ののち︑浅野長勲が広島を去っ

ここまで読んでくると︑﹁封建制度﹂のなかで︑廃藩の

廃藩置県︵明治四年七月︶となり旧藩主は東京へ移住

いる理由もうなずけてくるが︑哀願の住民が雪だるま式に

がデタラメでないことがわかり︑﹁少恩の政﹂を云々して

帰したいと願った者が非常に多かった︑といわれていたの

際︑その地の庶民が旧君を慕い︑政府に歎願して封建に復
することとなり︑前芸藩主長勲公は︑明治四年八月四日

ふえ︑竹槍や旅旗をひるがえし︑朝廷の非行を鳴らしはじ

て東京へ移住する際の様子は︑以下のようであったという︒

広島に永訣し︑海路東京へ上られることとなり︑同日正

るを得ない︒そこで老公は非常に心配して︑親書をもって

めたというのには︑われわれもことの意外な発展に驚かざ

午頃︑平素住はれた竹館を御出門になった︒
然る処︑兼ねて老公の移住を聞知した旧領内の人民は︑
一時に動揺し始めた︒老公の御移住を留止せんとして︑
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して︑各郡町村を巡廻して説諭させた︒しかし︑それも聞

県庁に鎮撫方を依頼したので︑県庁から官吏二十四人を発

捕され︑判決によって果首以下死罪九人︑以下それぞれ処

以上のようにして騒ぎはおさまったが︑乱民はその後逮

われわれは右のような記事を読むとき︑戦後の進歩的歴

刑されるという犠牲を残した︒

に暴行を加えたので︑出張官吏はほうほうの体で広島へひ

かばこそ︑かえって多数の人民が集まって︑二︑三の官吏

ころがあったことを思わざるをえない︒

泊翁の封建制度に対する強い未練ぶりにも︑無理からぬと

にいわれなきものであったかに驚かざるをえないとともに︑

史家などによって封建君主へ向けられた非難攻撃の︑いか

にかけてまったくの乱民と化し︑十二日になると︑県庁に

いつぽう︑広島へ雲集した郡民は︑十日ごろより十一日

きかえして来た︒

対し種々の請願を陳情し︑市中では洋船器具を店頭になら

なお︑英国大使・宮内大臣などを歴任したあと参議院議

における旧会津藩士の旧藩主に対する︑めんめんと尽きな

長でもあった故松平恒雄氏の追想録に出ている﹁恒雄叔父

い思いが紹介されている︒本誌八三八号の﹁泊翁・西村先

の家を破壊し︑乱暴狼籍いたらざるなく︑夜にはいってま
この日︑松園︑松堀の両公子と従五位君︵前支封家長厚︶

生の詩︵第九回︶﹂に出ているから︑ここにくりかえさな

べた商家をはじめ︑東京より帰県した参事の邸︑富豪数十

とは︑朝来︑老公に代って広島全市を巡廻して︑懇篤に説

の思い出﹂と題する松平勇雄氏の文章にも︑廃藩置県の際

諭をこころぷた︒これを仰ぎ見た乱民は︑たちまち柔順に

いが︑とにかく︑封建時代を悪夢のような時期であったと

すます椙職をきわめた︒

三日払暁より︑南門において乱民に向かい︑まず退散を命

解散するが︑彼らが行きすぎるとまた乱民となるので︑十

であろう︒その場合︑泊翁の発言も参照されるにあたいす

する戦後の一般的風潮は検討しなおされなくてはならない

︵本会評議員亜細亜大教授︶

るものとわたしは考えるのであるＯ

じ︑したがわればやむをえず兵力でうちはらうと大呼した
り︑数名の死傷者をだし︑ようやく乱民を退散させること

が︑反抗の気勢はいよいよ加わり︑ついに発砲するにいた
ができた○

乱民は帰郷すると︑かねて嫌悪していた豪農や村役人な
どの家屋を焚きうちしたので︑兵隊を四方に派し︑ようや
く鎮静にいたったのは︑翌九月のことであった︒

（16）

ｔＦｌ０１４．ｔ

十代の青春
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千葉三郎

二十代の青春
トンに行った︒ここで私は良いアメリカの

味気ない東大の寮生活を終わりプリンス

五年の時︑明治天皇が亡くなり乃木大将が

ル・ダッチ・オイル会社に一介の石油掘人

の将来は石油問題であると考えて︑ロイヤ

に計ってお葬式のお手伝いに行くことに決

夫としてもぐりこんだ︒当時は排日が盛ん

友人を得︑学園を楽しんだ︒しかし︑日本

めた︒ところが学校当局が許してくれない︒

マンをやったが︑間もなく自ら井戸を掘る

でずいぶんいじめられた︒勤務はポイラー

えた︒当時︑級長をしていた私は︑同級生

﹁授業はいつでも受けられるが偉人の死は

学の資格も取り消しになった︒白瀬中尉の

品行を丙に格下げされ︑高等学校無試験入

私はさんざん油をしぼられたばかりでなく︑

行ってしまった︒学校当局は非常に怒って︑

うので評判がよろしい︒ところが私が大使

自分の仕事をすましてから他人の分を手伝

時間が終わるとさっさと帰る︒それを私は

にやるが人の仕事は全然手伝わない︒勤務

アメリカの労仙者は︑自分の仕事は真面

仕事をやることになった︒

南極探検の壮行会が芝浦の海岸で行われた

解をうけてピストルでおどろかされたこと︲

館の友達に手紙を書くので︑スパイとの誤

やぐらの上に逃げろとおしえてくれる︒こ

もしばしばあった︒そんな時には工場長が︑

ちまくったこともある︒まさに血気の青春

で行けばいいと︑級長の号令一発︑葬儀に

稀であるｌ﹂私は︑それなら学校を休ん

殉死され︑われわれに大きなショックを与

私は中学三年の時︑錦城中学に転校した︒

米国へ留学し石油掘人夫に
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青春

が

学校休み偉人の葬儀へ行く

１Ｊ
わ

が︑東京の中学生を代表して激励の辞をぶ
であった︒

一

一

こまで上がればピストルの弾はとどかないっ

なにしる本当に蝶つのだから︑私も生命の

って身につけていた︒まさに二十代の青春

危険を感じて︑﹁一ルト皿号のピストルを買

私は大正十四年に国会議員に初当選した︒

である︒

最年少者であった︒その後議員をやめ︑夫

婦でアマゾンに移住した︒毎口山焼きをし

マラリヤに二回もおかされて︑生死の境を

たり︑道路や住宅を建てたがその問︑熱梢

さ迷ったこともある︒

三十代の青春

アマゾン開拓へ夫婦で移住

今ではマラリヤもなく︑生活も安定して︑

ブラジル政府から賞賛され︑私もアマゾン

ルから文化勲章も授与された︒特に私は︑

開拓の功労者として表彰され︑またブラジ

トメアス市からの名誉市民の称号を得たの

で︑ここにお墓をつくって永久に眠る場所

に定めた︒まさに三十代の青春である︒

八十代の青春

教育正常化へ情熱を燃やす

私は衆議院における最年長者であるが︑

から教育正常化を最後の御奉公として取り

私の青春は今だに燃えたぎっている︒昨年

（17）

一
曹
ー

ｰ 〆 、

脳である︒この頭脳が日教組によって虫ぱ

が︑わずかにあるものは日本人の優秀な頭

組んできた︒日本には資源は何ものもない

ている︒それがため全国区から福島恒春君

国際人を育成するために︑日教組に挑戦し

伸ばし︑世界の平和指導者として教養ある

まれてはたまらない︒私は日本人の素質を

を立てる準備中である︒八十代の青春はい

ＪｉＪｌ曇蟻釧ＪョＪ職Ｊ１
近来の外交・経済提携におもうこと

ｊｊｊ

︵特別会員衆議院議員自民党顧問︶

よいよ盛に燃え上がることであろう︒

ｊｊｊｊｊｊｊｊｊｊｊｊ１

二原善太
二︑三年前大宅壮一先生が中国訪問の時︑

佐藤総理を佐藤先生﹁先生﹂の語を以って

し︑経済使節団長の小坂善太郎氏を﹁閣

一︑中華と支那の呼称
中華人民共和国は中華の尊厳をこよなく

ている︒

三︑同種同文とて安心は禁物

同種同文と称して皆同じと解し漢字を用

いてはあらぬ障壁を作る︒今この類いを二︑

三挙げて見よう︒街頭の看板に﹁鮫子﹂と

かいて﹁ぎょうざ﹂と言っているが︑これ

下﹂と称した会話が載せられた事を記憶し

はあらぬナンセンスである︒部隊長級の通

る︒日本人が大和民族︑大和撫子と言う如

今中国人がこの表現を以って先生と閣下

愛する︒自ら中華を任じ世界をながめてい

とした処に意味深重なるものが含んでいる

まった隊長それは違いますと言いかねた官

訳きき違いに端を発し遂ぎょうざにしてし

くに︒

ことを読者は果してどれ位注意したろうか︒

日本人の馬鹿野郎と言われる位に支那と
称されることを嫌っている︒このように我

る事を改めて提出したのである︒

中国訪問者は勿論日本人全般の中国観に在

級差が今残している︒

々が知らずして使ってる言葉がひどく相手

民間側でよく霊廟に参拝するのと神社参

めたなら糖神的苦揃が主で﹁何の罪も受け

拝とを同一し︑中国人に神前礼拝をなさし

ないのに謝罪しなければならないのか﹂と

﹁さん﹂にあたり﹁閣下﹂は敬称で尊敬の
小坂団長は尊敬の念で挨拶されている︒

体を現わす︒佐藤総理は友達程度に扱われ

﹁先生﹂とは敬称ではない︒対等者の

を傷つけているのを︑日華関係者がどの位
理解されて交渉されているかを時々考えさ
せられる︒

二︑表現と内容差
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一

へ
一
一

との印象を与えた︒

は皆罪人だったから神にお詑しているのだ

人の住む所至る処におこった現象で日本人

っている︒それを戦時中満州及北支で日本

う食べられない位先のものを食っている︒

後に最も甘い物が出る︒その頃日本人はも

は食べない︒次から次へと料理が運ばれ股

るが中国人は箸をお奨めする時出して自ら

伺先に涼菜が出る︒日本人は好んで食べ

も習慣の相違がある︒通訳と漢字の意味を

内は控える︒裏通りは見て来ない︒ここに

何処も良い処を観せ悪い所は蓋をして案

数字︑日本は奇数だが彼等は偶数

日本の亀は彼等の最もいやなもの

法御存じだろうか交易商社諸兄ｃ

又山東人が満州︵今の東北︶に来て働い

そして蒸した温いのが多く冷めると皆取換

知るや知らずや︒見物即見るの字と観察の

た甲斐があると喜ぶｃ

ている人為が︑その地で姥れ去ったら︑そ

えて熱いものと代る︒冷まして食べようと

観の字︑看禽の万の字の通訳者の常誠が思

抵抗する︒形式は同じでも内容が斯様に違

の子孫は︑仮埋葬の遺骨を故山に持ち帰る

思う時はボーイは礼儀に失すとて熱いのに

わぬ失敗を商らす︒あっさりみる・ちらっ

つらつらみる・徹底的にゑるⅡ君の字を見

とみるＩ見︑よくみる．くわしくみるＩ観︑

五︑観光及視察団の急所

習慣がある︒埋葬の美も保存の厳重さも保

ろうＯその内に度数の高い焼酒から高級の

又取換える︒この経験は大方持っているだ
酒が運ばれる︒程良く顔の染まる頃︑日本

これを開拓行政の一環として墓地を接収

存を第一としている︒

し移転させそこへ入植した開拓団⁝これが

る一宇にしたら目的の半分も達せられまい︒

人は胸衿を開いて談じ初める︒そして歌い︑

そしてどこを見ても大した事がないと日本

事件をかもした︒墓地に関係の少ない団員

寧ろ反対に締め閉ざし只談笑の鍬︒騒ぐと

つもりで商品を出荷する︒売れない︒どう

より劣れる一助のみで帰って報告する︒その

岐大の憤慨の種で奪避の為の団典の皆殺し
は無事に保謹され応援まで頂いて疎開して

す︒自分の指が２で相手が３であれば合計

すれば合挙の技で負けた人が大杯を飲みほ

踊るが︑中国人は絶対に胸衿は開かない︒

いる︒

商量即ち両者の話がまとまる︒常にスパイ

は実に素晴らしい︒この援護射撃を得て︑

息で呑盈干すことを例とする︒その賑かさ

崎を言うのだが⑲と言ったら負けで大杯一

面接し知った程度︶知り会ったのみでも

が中国人の習惟は一寸汽車で同席して︵一

日本では友人友好人として解するのが多い

この時に使われる﹁朋友﹂の語である︒

したと首をかしげる商社はないだろうかｃ

グソハオ

何んでも話せる親しい友︵親友︶は更好

朋友﹂の音をきく筈である︒

狼ソュウ

帥中国料理に招待されると日本人は西瓜

作戦に川心している︒日本人のみ何んでも

﹁朋友﹂である︒日本人の云う友達は﹁好

四︑ 習 慣 の ち が い ｌ 酒 席 の 習 慣

の種子や南瓜の種を初めに出される︒中国

かんでも飲んだ勢でおしゃべりをする︒ス

朋友だとて気を許さない

人は口にふくんで歯で巧致に割って食べそ

パイはここにもある．：この相違が誰も知ら

ハオ

の穀を床上に︒︿ツトはき出す︒︵日本人の

ない筈なのにもう知れ渡っている：．その商

や不ソユ︲ワ

主人はその散ばりの多いのを見て御馳走し

潔癖性は極端にいやがる︶が客をもてなす
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が無くなる︒敬称のある好⁝は客人である︒

に至って親友の域であるが︑この時は敬称

の語を用いて来る︒朋友ｌ好朋友Ｉ更好⁝

時だけである︒品物の頒布先︵消費者︶農

ったとすれば一度丈と与える気持の取引の

めて楼上の交渉で得るものでない︒仮にあ

き合いが原則である︒背広にネクタイをし

る迄には南京虫にさされ免疫になる位のつ

間が在るが社会的人間が無い︒縦糸の罪は

本人は縦糸に強いが横糸が無い︒個套の人

いてただしました処︑速刻朱徳将軍は︑日

答式に簡単であったが︑日本人の功罪につ

村の批判をきかない外交員はアスファルト

横糸がない為の悪人が多い︒それで極端な

ないか︒好い人と悪い人はど妄揮﹄も居るが
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

深いが個々の日本人は皆我々の国の孫では

力・オレン

を知らなければならない︒この域に達する

客人には礼を失しない警戒心注意があるの
と食事も同じになる︒日本人だから米の飯

を自動車で通過したに過ぎない︒：︒︵社長

差がある︒我々は縦糸の敵と社会性のない

ターミー

を出す︒それを常食とする日本人はあたり
重役心得︶

ハオ

まえと感ずるが我々の言う米の飯は﹁大米﹂

人と称する日本人は定住してもらい度い︒

レン

個人は徹底的に究明するが︑我々同輩が好

特に婦人の長所は我国婦人の惰性改革には

七︑新しい毛首席
学歴偏亜観念を持つなら中国訪問は無意

であろうと︒日本の長短を指摘し︑男子の

是非残って欲しい︒残った婦人は保護する

の粥に少量の砂糖味つけで接待する︒ｌこ

と称して客用であり妓高を餅きび又は餅粟
れで接待されて来た視察団が報告すること

味である︒社会組織の違いだが毛沢東社会

農耕技術︑科学応用技術者︵残留組︶は優

は玄関と応接室と同じ陳列品を報告してい

中堅幹部養成を画し要領は日本人の下士官

は羅・孟多氏から聞いているが何か記念と

待するから安心せられ度いと︒貴下の行跡

改造の第一歩終戦直後から二十五才以下の
五

るの象で︑決して真髄に触れていない︒

六︑経済︑外交への管見

十五才処であろう︒中産階級の少なかった

なく他の面会人と交替して帰ったが⁝．：製

なる仕事を為してはどうか︑⁝⁝あと時間

級を充てそれが三十年経た今日五十才

てる組織︵①血の合作②一農耕③技術合作︶︑

当時︑大財閥は倒しても苦力階級に妻を持

中国商社と取引する時は︑現金用意と掛
引限度一銭も交易では負けない︒如何に親

敗戦国の外来語流行を誠め本然の姿に帰そ

馬賊とは政府又は日本人から見た名称で

一型馬賊と良民

れている

八︑異分子の共同生活は平然と行わ

財閥の填足私有化を廃し︑能力を現地から

うと蒋介石軍に抵抗し新京の攻防戦をまの

会見昭和二十年十一月何帰還二十一年八月︒

その代り親友父子友交国で切って切れな

あたり見て考えさせられた︒幸いに私は東

粉所と製米所の建設を残して帰還した︒㈹

い友好者には別に貸与で借款でも贈与でも

北司令官だった朱徳将軍と約二十分間司令

起用し登用する実際化を主とした︒占領国

友でも親子でも︑友交国人士同志でも一線
は画している︒ポコ・ヘン︵づこうぺん︶と

何千万元でも行う︒商品取引とは全々別の

部にて会見を許され︑意見をきかれ一問一

言わせないこと︒

は斯くして行われるが︑商社人はここに至

見解である︒現物給与︑見返り等の大仕事
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の談笑で︑争闘の事等どこ吹く風と言った

論の雄も自宅に帰れば小鳥にたわむれ歓喜

し︑南方系の血を入れ農耕技術を学び新品

で︑原種は北方ツングース高麗系を主軸と

云う事実は時間と気候が作り上げた特産物

彼等から見ると義人であり頼みの綱︒

為政者から名づくれば馬賊かも知れない

州をしめたりまげを結ったり︑御紋章の菊

に遣る大和ことば︑習慣に残る和服の源︑

いる︒地方に遣る方言の数々︑数詞や祝詞

のりと

を吸収し乍らも言葉は原種の系列を踏んで

種改良種が誕生した︒茨河文明の文字文化

所である︒公的言論と私生活は確然として
いる︒

が現地人から見れば搾取から奪還して生産

もっと我々の解せない生活がある︒

者へ還元する保謹的役割を渡ずる義人︵日
本では佐倉宗五郎的な方法差の所有者︶で

③主義主張の上に立つ私生活
産主義の両極端の思想の持主が︑同一家族

花のしるしは中東アジヤ経巾の北方系であ

ることは否定出来ない︒神話の内容取材の

で同居し対外政策では︑共同して一家の経

一家の兄弟夫婦で兄は資本主義︑弟は共

ある︒言わば彼等生産者が生活安定をなす

理山がある︒

為の秋を利用する︒収納運搬をねらうのも
馬賊の長は助けの神である︒部落に入れ

表現する動柿物の使い方︑葬祭行事等の一

日本が敢えて討伐と称し治安維持と称して︑

方なくしては討伐の意味を違える︒それを

それが良民として住居する︒この馬賊の観

て役人や軍隊が来れば逃げ道を案内する︑

逃がれている処は日本人には理解出来ない︒

るのか不思議である︒そして実行して難を

何にして其の情報を得るのか又先手を打て

こと凡そ二ヶ月前に皆判っている仕末︑如

が来て一家を守る︒その往来の情報の早い

し兄は遠く遁走し︑国民軍が占領すると兄

系移行を歴然と物語るのを見ても判る︒

泣いてる所を助ける神様は女系中心から男

の木や鮒が川たり︑娘が斐の川のほとりに

︵形が中国山脈︶や背を掘たりしたら︑杉

この市が共産車となると弟が一家を代表

営を守る︒

その材料を供出せしめたのである︒逆に言

資本主義も共産主義も同居している実態を

期間の長期性からも判明されるので数人の

領交替は世鯉と絶滅交替を歴代君臨の在位

らは土間にアン・ヘラ敷いて桃たわる︒随っ

ば農夫の如く︑又農民を床の間に寝させ自

えば助ける神が討たれるのを黙って見すご

極めずして毛主席と蒋介石を論ずることは

ば解明出来よう︒

十代崇神天皇以前の帝位もこの見解に立て

の交替は特に注目されなければならないし

の王朝が変った事も窺われる︒蘇我氏以前

世主が一人の名によって継がれ︑衰えて他

奈良朝以前の白鳳前期など王朝国民の首

神話と文化史のからみ合い︑大蛇の腹

すわけには行かない︒﹁知らぬ存ぜぬ﹂一

現在台湾問題を中国の一部と認容して毛主

致点から肌らかになる︒

するとその翌日あたり又奪われ﹁それ又馬

点張りで通す︒ここは大丈夫と思って帰隊

席の考方の中に蒋総統の考方も含まれる︒

も日本人は特有な島国であり民族であると

いくつかの帰化や移民で中国の孫と見て

九︑次に日本人は中国人ではない

賊﹂と言って行けば︑既に居ない︒良民も
敢えて騒ぎもしない泰平の日々をたのしん
でいる︒

②共同生活と家庭生活
又学園争闘などで︑あれ丈狂うが如き言
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調査した時和田博士来吉を卜し案内役をい

ある事を知る良い例であると思うので︑出

枕の上で推論し︑追求するのでは時々隔り

歩いて看て初めて言えるのを文献相手に

たし中京の事跡を探すに博士自身一﹂の実態

私が吉林の奥深く唖孤屯に住した住民を

を知って自説を改稿したのを知っているｃ

文献古書の注釈が多く︑実地調査の古代史

今古代史︑梨明期の学説川版物が多いが

して見たが如何なものであろうか︒

トンキン

鳥居博士は刺鮮に来り︑清津と東京城に︑も

意見をかえたのもこの時である︒︵大戦前

の足跡が感ぜられない︒又朝鮮文化の眼は
よいが朝鮮ブームに引きづられた傾向を見
て悲しい︒我々素人から見てもっと足で歩
恵まれ避暑地でゆっくりできる人以外は︑

断片的に中国と朝鮮︑そして日本を見直

いて文献を確めて欲しいと思うのである︒

す秋にあたり︑商社や経済外交を軌道にの

せるために民俗風習と民族の特性に立って

疲れを呼ぶ︒疲れては何

機能を低下させ︑それが

川して︑その働きを弱め

一埼玉県越谷市郷士研究会理事一

一﹁東京の歴史﹂研究会委員一

てこの稿を終りとしたい︒

根本的解決へ巨歩を進めて欲しいと念願し

匿匪

／︑

Ｉ

り︑抵抗力が減退するま

もする元気や力がなくな

まに生活のリズムは壊さ

れ︑病気や故障を生じる

ようになる︒これが︑一

従って︑わたし達は

般の夏のパターンである︒

﹁疲れない﹂ようにする

ことが肝心である︒それ

には無理に側然にさから
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住みにくい都会の生活ですっかり疲れてし
しかし︑それでも何とか暑い夏を持ちこ

壬工員ノＯ

たえて︑稔りの秋の収穫に期待を寄せざる
を得ない︒

丈夫で︑無駄な疲れを防ぎ︑体力を保ち
ながら夏を過すにはどうしたらいいか︒一
緒に考えて拳ることにしましょう︒

夏の生活
夏の健康を考える前に︑わたし達は先ず
夏の自然条件を考えないわけにはいかない︒

は体力があるから︑ある

わないことである︒自分

夏のストレス

で︑ある︶

梅雨どきから
酷暑への保健

Ｆ︲大塚正八郎一
今年は梅雨︵つゆ︶が早く︑明けるのも
早いという︒梅雨が明けると炎帝空を駈け
る酷暑の候がやってくる︒日本の夏は︑気
温が高く暑くて湿気も多い︒梅雨どきは腸
︵はらわた︶の中まで微︵か︶びそうだし︑

真夏の日中には脳味噌まで干上ってしまい
そうになる︒

春や秋とは異なり︑夏は暑くて湿り気が
多い︒これが︑わたし達の心やからだに作

￨
機
能
（

び

とく庭中年を過ぎた人達は︑よほど暇に

￨
低
一判
瀞
‑画‑￨鰯澱

結

いは自分は今まで病気をしたことがないか
らといって︑夏の自然条件を克服しような
どとしてはいけない︒無防価で夏の自然に
立向える能力を持っている人は殆んどない
筈である︒暑さを避け︑湿り気をなくして︑

夏の自然条件を緩和して︑自分達の身も心
も守るより仕様がない︒

南方の人為は︑涼しい午前中に働き︑日
中はずっと休養をとり︑日のかげった夕方
から再たび仕事に一戻る︒つまり︑一日を二

回に分けて働いている︒これは別に怠怖と
いうのではなく︑無理をせず自然に抵抗せ
ず︑自然の摂理に従って生活しているので
あって︑わたし達も見習いたいものである︒

もちろん︑それだからといって昼間から
いうことではない︒わたし達には︑やはり

夕方までの数時間を家で横になっていろと
それなりの生活様式があるわけだけれども︑

本質的には南方の暑い国の人達の生き方を

そうなると︑夏は早起きがいいことにな

学ぶべきだということである︒

る︒高原の朝でなくても早朝は涼しい︒ビ
ルの谷間でも︑冷えたビルに当たってくる
である︒軽い服装で速足︵はやあし︶や軽

風は涼しい︒この時間には街も比較的静か

ので︑元来早起きは苦手なのであるが︑こ

れでさっぱりする︒もし血圧が高い傾向の

二○分歩き︑微温の入浴をするのがよい︒

方なら︑少し汗ばむ程度のスピードで一○

このあと仕事をするか︑休みの一日ならテ

レビの前匡坐ってもいい︒とに角︑早く起

きて体調を整え︑一日の生活の零ヘースを作

っくりとる︒できたら午睡もしたいもので

る︒昼休みは一時間はとりたい︒昼飯もゆ

け避け︑休息をまじえながら行なう︒仕事

ある︒午後の仕事は戸外のものはできるだ

いい︒そしてできるだけ毎日入浴をしたい

がすんだら︑もう一度軽い徒手体操などが

ものである︒高温のものより微温の温浴が

夏にはよい︒夕食は一杯飲んで︑栄養のあ

こんなことが︑夏の生活の︒ヘースとなる︒

るものを沢山食べ︑団蕊のあと早く寝る︒

運動が思うようにいかないこともあるとは

仕事の都合で早寝ができなかったり︑朝の

て自分の一日を設計すべきであろう︒

思うけれども︑まずこのような形を基にし

入浴は

高洲々浴︵四一度Ｃ以上︶は筋肉が興密

し︑かえって夏は疲れやすい︒微温々浴
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を歩くときは長袖︑長ズボンの方が元来は

外出時には帽子を必ずかぶりたい︒炎天

○分以内︶に済ませ︑入浴後は汗の引くま

いる方が健康的である︒従って︑簡単な外

疲れないものである︒男子でも日傘など用

四○度Ｃ︶を︑それも短時間︵三

でゆっくり静かにしていてから仕事にとり

ｎｏ４４戸︐︿ｂ房Ｉ只︶Ｑ﹀

中毒は中を防げない︒わたし達としては︑

きぶりの退治などで大部分は防げるが︑食

赤痢は調理場の清潔︑とくに鼠や蝿︑ご

ノ︑なってくる︒

雨どきから爆発的に増えてくるし︑食中毒

赤痢・食中毒の発生

︵三六

かかると︑入浴で弛緩し︑疲れのとれた筋
肉や神経にも力が一戻ってきて一番健康的で

ング︑長時間の外出には暑い日差しを避け
る意味で長袖のシャツにしたいものである︒

出なら開衿半袖が便利でも︑登山やハイキ

長袖は虫さされなども防ぐことができる︒

ある︒入浴後の扇風器は良くない︒自然の
しても一尾風器という人は︑遠くから扇風器

風か︑軽く冷房のきいた部屋がよい︒どう

食事は
を早めるためには栄養豊かなものがよい︒

夏は疲れやすいので︑これを防ぎ︑回復

の首をまわして用いる︒からだの一部か一

側面だけを強く冷やすと︑生体のリズムを
くずし︑生理的によくない︒疲れるだけで
で汗を一気に吹きとばすのは若者だけに委

39014618

口刈″″″″″″〃

44916，146

をとったら野菜も沢山食べて調和をとりた
は避けたい︒食前の一杯の酒類は健康的で
また︑外出先の食事は︑昨年度の報告を

ある︒煙草はよくない︒

ゑても︑図と表にあげたように食中毒が梅
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.1今「をﾜ87'し（月）

（昭和48年度）

なく︑病気を起こしやすくもなる︒扇風器

りしたもの等といっていると︑悪循環でま

夏は食欲がないからと言って︑何かさっぱ

らずとる一﹂ととし︑卵︑味噌汁︑御飯か曇ハ

すます体力を弱める結果になる︒朝食は必
ン︑︿ムなど適当にとる︒但し︑昼食は簡

26011，643

ほどでなくても赤痢も梅雨に入る頃から多

｜﹃月

51611,344

いものである︒十分に食べた夕食後の運動

たん白を中心に十分にとりたい︒また︑肉

単にしたい︒そして︑夕食は肉類など動物

と U し

した方がいい︒

睡眠は
八時間以上はとりたい︒睡れない場合は
横になっているだけでよい︒肩を出したり︑

腕を出してもいいが︑足を出してはいけな
いし︑扇風器をかけた宣主では病気のもと
になる︒午睡は三○分から一時間︒それ以
上になると︑からだ自体がかえって疲れる
し︑気分もさっぱりしない︒

服装は

ワQ頁

1,761

198

295

134

￨
獄

361

10

痢
￨
食
中
毒

、、、

赤

病名

い︒また安直な仕出し屋の食事をとらない

つまりは外出先の食事には十分気をつけた

う式の食物などを口にしないことである︒

出所不明の食物︑いわゆる安かろう悪かろ

と厚みがあるわけで︑単に速く走れるとか

ことが健康ということである︒健康には巾

・職業に適合した身心の能力を持っている

康である﹂としている︒その人の年令・性

すことができよう︒

ければ今までのように今年の夏も健康に過

理はしても無茶や無謀の生活行動さえしな

酷署へかけての自然気象の条件を弁え︑無

自らの年令・性・職業を考え︑梅雨から

白鳥の湖を脚下や夏座敷洋圃
山裾の家並明るし椎若葉洋圃

生くる重み背負て今日の田柿哉貞女

︵特別会員教育大教授医博︶

さぬよう保健への心構えが必要となろう︒

体力の増進は秋に期待し︑夏は体力を落

力持ちということではない︒若者には若者

千葉県東部支会便り

ＩＬＪ

うものがある︒

家そして老人には夫々それなりの健康とい

⁝ｉ

の健康︑相撲取り︑プロ野球の選手︑芸術

などということが案外たいせつなのである︒

運動は
運動には︑強い体力の持主がより向上を
Ⅱ指す鍛錬のための﹁強化運動﹂︑虚弱者
や病弱者に行なう﹁保護運動﹂や﹁矯正運
動﹂︑それから中年以上の人達が健康維持

景行天皇の御巡視の折から︑日本武尊の

揺ぎ無き主婦の座にあり新茶煮る秋峰子
皇妃の︑弟橘姫の犠牲を讃えて︑橘堰と云

俳句の集い

夏には保健連動がよい︒前述のように早朝

贈られし湯呑嬉しく新茶ぐむ貞女

若葉風小さき庭に満足し小葉

のために行ないたい﹁保健運動﹂がある︒

体力に適した運動をする︒芝の手入れもよ

キー湛え︑四辺の山々の青葉若葉を映す景勝

う名称となったとの伝説の沼は︑満々と水

徒手体操のほか︑植木の手入れなど趣味を

連動ではナンセンスである︒夕方の連動は︑

日中は避ける︒洋傘を持って歩くのは保健

担当︑午後は句作三昧に耽り︑日永の初夏

支会長の石橋香峰と︑副会長の内山小葉が

からずの︑五月十七日で︑午前中の講師は︑

ターで︑俳句講座が催された︒暑からず寒

の所︒ここに昨年建てられた老人福祉セン

年度の事業と方針についての検討協議をし

人福祉センターにて︑役員会を開催し︑当

珍らしく梅雨晴れの六月二十三日︑橘老

本年度の方針打合と寿昌杯の伝達

橘や青葉うつして沼静か︵軸吟︶香峰

椎若葉橘堰を真向ひに隆村

い徒手体操がよい︒ゴルフ等も出来るだけ

い︒日中は休む︒夕方は走・投・跳より軽

かねたレクリエーションも適当である︒

おわりに

麦笛を吹きつ入児等の家路哉のぼる

ねて︑楽しい一日を過したのであった︒

崎米作両氏への伝達を併せて行い懇談を重

いて︑寿昌記念杯の栄誉を享けた林誠悦耐宮

た︒席上六月十六日の第七十二回総会にお

刻々と樹木の芽吹きや峡の奥春風

玉川舎香峯撰句

の勉強となった︒

のであるが︑その人が自己の生産形態に適

わたし達は﹁健康はすべての人が望むも
合した能力を持っているとき︑その人は健
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庭の花木︵八︶

渡部弘
アジサイ
本誌第八三八号に鉢花としてのハイドラ

順次普及し︑庭木のほかに鉢花としても広
花色は開花の当初は緑色ですが︑順次白

び︑春ざしでは一節または二節ざし︑入梅

使われます︒さし穂はよく充実した枝を選

さし土は川砂・赤土・鹿沼土などがよく

発根します︒

色となり︑さらに青紫に変化するので七変

ざしでは頂芽を一○センチほどに切り︑先

く培培されるようになりました︒

化︵しちへんげ︶ともいわれます︒また︑

な葉は水分の蒸散がはげしいので︑葉を半

端の四葉を残し下葉を除去し︑さらＥ大き

分くらい切り除き︑一時間前後浅水につけ︑

コーーロッバで改良された品種は青色のほか

○ガクァジサイ：．⁝本州の伊豆や房総な

に赤・ピンク・紫・白色と花色が豊富です︒

ど︑暖地の海に近い山地に自生し︑アジサ

リヵクァジサイがあり︑庭木のほかに切枝

六日目︑入梅

③栽培の要点切花栽培や鉢栽培で

のから畑に植えかえします︒

ざしで二日前後ですので︑充分発根したも

発根は︑春ざしの場合五日

は︑ヨシズや寒冷しやで日除けをします︒

さし終れば充分に水をかけ︑春ざしでは

イの原種だろうと考えられています︒花色

ワラを株間にふっておきます︒入梅ざしで

乾燥を防ぐためにモミガラや短かく切った

水揚げしてからさします︒

たが︑今回は庭木としての一般栽培を紹介

は白色から青紫に変化します︒花に豪華さ

ンジァ︵西洋アジサイ︶の栽培を述べまし
いたします︒

で︑日本庭園に適しています︒

がありませんが︑清楚な感じがありますの

⑩種類アジサイ属には三五１五
○種類があり︑それぞれ多くの品種が改良

として︑萌芽しはじめたものをいけ花に用

この種類の変種として︑葉の美しいフイ

ですが︑南北アメリカ︑上一︑ラャ︑中央東

されています︒原産地は日本や中国が中心
部アジアにも分布しています︒しかし︑現

います︒

は︑水はけのよい︑しかも水湿が多く肥沃

な壌土で︑いくぶん酸性︵函五・五︶の土

んから︑もっぱらさし木でふやします︒さ

②繁殖ほとんど種子ができませ

どこでも生育します︒しかしあまり強い光

質を選ぶことなく︑極端な乾燥地を除けば

性が適していますが︑庭木ではそれほど土

あったと記されていますが︑野生種が見当

し木の時期は︑萌芽前の三月に前年枝をさ

なります︒

花色が自からしだいに紅色に変わる点が異

Ｏベーーガク⁝⁝前種によく似ていますが︑

在観賞用に栽培されているのは︑次のよう
な数種類にすぎません︒

Ｏアジサイ⁝⁝日本では奈良朝時代すで

たらないため︑結局ガクァジサイから変化

す﹁春ざし﹂と︑新芽が伸びた五

に栽培されていたようで︑当時八重咲きも

したものであろうと考えられています︒一

さが失なわれますので︑多少半日陰になる

アジサイ本来のやわらか味のある葉の美し

線の当たるところでは︑日焼けをおこし︑

九七○年にバンクス川が中国からイギリス

さす﹁入梅ざし﹂とがあり︑どちらもよく

六月に
に持ち帰り︑ヨーロッ・︿およびアメリカに

（26）

植えつけの時期は︑最も植えいた象の少

ったり︑花数が少なくなったりします︒

な栄養が不足するため︑翌年の花が小さか

化︵翌年に開花する花芽ができる︶に必要

に下葉が蒸れて落葉し︑十月上旬の花芽分

ことになります︒しかし︑アジサイは土壌

花色素と結合して︑花色は紫や青に変わる

植物に吸収されると︑アントシアンという

この整枝は毎年欠かせない作業です︒年

同じにして︑チッソ︵Ｎ︶︑リン酸︵Ｐ︶︑

わちアメリカのシャンク氏等は土の酸度を

が変化することが認められています︒すな

ところがよいのです︒

ない春萌芽前︑または生育が停止した十月

々株は大きくなり︑多くの枝や花をつける

カリ︵Ｋ︶をいろいろな組寒合わせで施し

だけではなく︑肥料によってもかなり花色

下旬ころがよく︑五月から九月までの生育
として育てたものは︑いつでも植えかえが

期はさけたほうが安全です︒ただし鉢植え

に枇たわる枝や古くなった枝を除き︑新梢

ようになりますが︑秋の落葉後には地ぎわ

えとし︑公園や学校など背景の大きい場合

花の終ったものから順次切り取り︑下部の

を主体に残すようにします︒また開花後は︑

いと︑花が桃色になり︑Ｋが多くＮ・Ｐが

たところ︑Ｎが多く︑Ｐ．Ｋの割合が少な

植え方は︑家庭的な小さい庭では一株植

可能です︒

は列植えにすると見映えします︒またやや

から︑赤および桃色の品種は中性に近い土

少ないと︑青色になりました︒以上のこと

新梢の生長を助けることも大切です︒

いの割合で管理し︑青色品種はやや酸性の

壌で︑しかもＮ・Ｐ．Ｋを三対一対一くら

また日当りのよい乾燥ぎみな場所では︑

日陰を好むものですから︑ある程度日照が
得られるならば︑下木としても植えられま

夏の乾燥期にアカダニが発生しやすいもの

す︒

五﹇月雨

きこえけり

梅の実の落る音さへ

あまり静づげき

五月雨の庭

貢
1
コ

乙ふ

︵部会典文部教宵教育大保谷挫場︶

施すことが適当であるとしています︒

土壌で︑Ｎ・Ｐ．Ｋを一対二対三の割合に
サイに多く︑葉色があせ︑下葉からしだい
に黄色くなって落葉します︒こうなると︑

です︒この被害は︑とくにフイリガクァジ

お酸性の強い土壌では︑紅色や桃色の品種

たちまち庭の美観をそこない︑また翌年の

植えつける場所は充分に緋やし︑堆肥や

は青紫色に変わることがありますから石灰

です︒

花への影響もあるので︑早めに駆除すべき

鶏ふん︑化成肥料などをすき込みます︒な

を施し︑極端な酸性を中和しておきます︒

アジサイの花色の変化については古くか

なお春に柚えつけた萌芽前の苗は︑基部の
三節ぐらいを残して枝を切り込み︑多くの

ら研究がすすみ︑現在でも土の酸度や肥料
いろと問題にされています︒つまり︑本来

の与え方などと花色の関係について︑いろ

力強い新梢を仕立てます︒

柿えつけ後はほとんど手数がかかりませ
分は細い枝を間引いて風通しをよくします︒

と︑土中のアルミ一三−ムや鉄が遊離し︑

赤色や桃色の品種は酸性の土壌で栽培する

んが︑梅雨期ころまでに枝の混み合った部
もし混み合ったままでおくと︑夏の高温期

泊

ワー
ウ臼

︑１ノ

〆ｆ︑

バラの花と人生

斎藤規夫

築きあげて来ました︒その為に︑自然環境の違いにより︑

た広くは︑自然との協調を保ちながら︑人間独特な文明を

わりあいを持ちながら︑現代まで生きのびてきました︒ま

界中で花の女王として扱われています︒もう一つの理由と

あります︒一つはその美しさで︑美しさの点だけからも世

やはりバラでしょう︒それはそれなりに︑幾つかの理由が

日本では︑花と云えば桜ですが︑世界全体から見れば︑

結びつきを持って来た︑栽培バラの話を紹介します︒

種々な文化の伝統を持つ国家が出現しています︒例えば︑

のすぐれた特徴を︑いくつかあげてみますと︑花形・大き

して︑バラは人類の歴史と共にあったことですＯ栽培バラ

人間は云うまでもなく生物であり︑多くの他の生物と係

の伝統が見られます︒この事は︑いかに我々人間が︑生活

このような条件は︑単なる野生の植物や︑偶然だけでは︑

さ・八重咲性・四季咲性・色の豊富さなどがあげられます︒

中国や日本などには西洋諸国に見られない東洋特有な文化

例でもあると思います︒

している地域の自然環境に依存しているかを︑裏付ける一

さんで︑ヨーロッ・︿と東洋にまたがる世界的な規模での︑

なかなか備わらないものであり︑バラでは中近東地方をは

係は古く︑稲や麦などでは人類と有史以前から係わりあい

人類による長いたゆまない努力により︑作出されたもので

私共の身近かな植物を取り上げて見ましても︑人との関
をもって来ています︒また︑ある種の植物の一輪の花は︑

あります︒

バラは有史以前から栽培されていましたが︑一番大きな

古来変らず人々の心を慰めてくれています︒これらの稲・

あります︒それ以前は︑比較的地味な花にすぎませんでし

変化を受けたのは︑十八世紀の末から十九世紀にかけてで

麦の有用さや︑花の美しさは︑昔からただあるのではなく︑

の共存共栄を目的とした多くの努力により︑人類に残され

理由の一つは︑それまで別煮に栽培されていた︑西洋の︵

た︒この様なすばらしい花に改良されるきっかけになった

今日︑各所にみられる大規模な破壊こそされないが︑古人

私の仕事の関係から︑花にしぼり︑古くから人類と深い

た遺産であるとも云えます︒

（28）

交雑がなされ︑新しいバラが産桑だされるきっかけがもた

ラと東洋のバラがヨーロッパを舞台にして解遁し︑両者の

特徴は︑すぐれたにおいです︒花は年一回の柔咲く一季咲

軍により︑ヨーロッ・︿にもたらされています︒西洋寺くうの

なく︑花色は単純な白色から赤色までであります︒

性です︒花形は比較的小さめの中型であり︑八重咲性は少

バラの野生種は︑現在約百二十種類ほど世界全体で︑知

れたからです︒

他方︑東洋のバラの中心は両○９号言の口器︶別名コゥシ

中国では紀元前百五十年頃︵前漢時代︶には︑宮庭に多く

ぞくうと︑このバラの交雑品種とみなされるローザ︑オド

栽培されていました︒そして十八世紀頃までに︑多くの栽

られています︒栽培バラの基になる種類は︑このうち八種

西洋バラの代表的なものは︑プロバンスのバラとか五月

培肺種が作られています︒主な特徴は︑一年中咲く四季咲

類とされています︒西洋バラと東洋バラには︑それぞれ四

のバラとよばれる宛○閏鴨雪目と︑その交雑種と象なさ

ラータでありますＯコウシンバラの原産地は中国であり︑

れているダマスクのバラです︒両者は広く南ヨーロッ・︿か

咲性で︑花色は白・うす黄・赤と幅が広くなっています︒

性で︑比較的大きな花を咲かせる物があります︒また八重

種類づつ関与しています︒

ら中近東に渡って分布していました︒ヨーロッ︒︿人にひど

して十八世紀の後半︑イギリスの東印度会社の人々により︑

しかし︑においの薄いのが特性です︒中国のバラは︑主と

く好まれており︑古くは紀元前二千年以前からメソポタミ
ャ地方︑特にバビロンの都などで︑早くから栽培されてい

そのほか︑東洋のバラとして日本の在来のノイバラと︑

インドおよび広州からヨーロッパにもたらされています︒

ました︒その頃の王女の墓などから︑バラを形取った金の
メダリオンなどが︑発堀されています︒またクレタ島のミ

テリハノイバラが関与しております︒この種類の特徴はす

ノア文明時代に栄えたとして知られている︑クノッソスの
かれています︒

古代宮殿の壁画にもユリの花などと︑一緒にバラの花が描

方には紀元前七

八世紀頃に︑もたらされたと考えられて

れ︑始めメソポタミャ地方で栽培され︑その後ギリシャ地

ロッ︒︿に起きた有名なフランス革命がもとで︑西洋のバラ

とんどもとのままで栽培されていた様です︒ところがヨー

がヨーロッ・︿にもたらされましたが︑十八世紀の末までほ

歴史的には十八世紀から十九世紀にかけて︑東洋のバラ

ラのこの形質をうけついでいるのです︒

ぐれた房咲性であり︑栽培バラの重要な房咲性は日本のバ

います︒そして︑ローマ時代にはヨーロッパ全土に広まり

現在の所この西洋バラの起源はコーカサス地方と考えら

ました︒その後︑十二世紀になり中近東地方から再度十字
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と東洋のくうのすぐれた特質が一堂に会するきっかけが生

一八○四年頃からジョセフインは︿ラを熱心にマルメーゾ

理やりに離婚させられています︒夫の愛情がうすれだした

よくなく効一八○九年に子供が産れない等の理由から諺無

ンに集め始め︑離婚後も経済的にはナポレオンから保一証さ

るバラの花の革命が始まったのでした︒つまり︑︒︿リーの

ラの研究がはじまったのです︒この研究を進めるのに︑大

近郊のラ・マルメーゾンで︑十九世紀の始めから真剣にバ

一四年五月彼女が死に至るまで続けられ︑最終的な品種の

れていましたので収集を続けました︒コレクションは一八

れました︒そして地味なバラから︑美しいバラに改良され

きな貢献をしたのが︑ナポレオン妃・ジョセフインであり︑

彼女がバラの歴史に果した役割は︑忘れることの出来ない

入っていました︒

マルメゾーンでは︑園丁のデ﹃一ボンが中心となり︑コーー

数は二五○種類でした︒このうち中国の︑くうが二十二種類

していますが︑バラの歴史にも大きな影響を残しました︒

ロッパ中から多くの専門家を呼び集め︑真剣な研究がなさ

ものです︒ナポレオン夫妻は世界の歴史に色々と影響を残

一八一

ジョセフインが園丁のデュポンを励まし︑世界的なバラ
のコレクションを作る作業をしたのは一八○四年

交雑研究が基となり︑ヨーロッ︒︿︑特にフランス・オラン

れ︑新しい多くの品種が作られました︒その後︑ここでの

までの経歴は波乱に富んでいます︒彼女は西インド諸島の

おこなわれだしました︒そして︑現代の栽培零︿ラの出現の

ダ・イギリス・ドイツ等の国為で活発にバラの交雑研究が

四年の間でありました︒ジョセフインがナポレオンと会う
↓︑ルチニク島で生まれ︑天性の美ぼうを持っていたそうで

す︒十六歳で︒ハリーに渡り︑無理やりに貴族ボーアルネ子

八重の品種が︑また花色の幅も広くなり︑もちろん四季咲

西洋のバラと東洋のバラの交雑の結果︑花形でも大型で

きっかけが作られるもとになったのです︒

処刑され︑自分も一時入獄させられました︒その後︑二人

性の特質が導入されました︒そのほかに︑一つの花房に沢

爵と結婚させられましたＣ種々苦労した挙句︑革命で夫は

います︒一七九六年三月︑運命のナポレオンと結婚しまし

の愛児の養育に窮し︑将軍や執政官の愛人になったりして

のバラ園は︑ナポレオンが一七九八年ニジプトから帰国し

くんだフロリバンダー系統が作出されています︒一九五○

品種が作出され︑二十世紀に入り日本のノイバラの形質を

までに︒くうの女王と云われるハイブリッド・ティー系統の

山つく房咲性も導入されました︒年代的には一八六七年頃

た年に︑彼女に買ってあげています︒一八○四年にナポレ

年以後には︑両系統の交雑からグランデイ・フローラ系統

た︒当時三十二歳であったそうです︒問題のマルメーゾン

オンはフランスの皇帝になりましたが︑夫妻の仲はあまり
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のハラがつくられています︒これらの栽培寺︿ラは美しさの

点では︑Ｈを見張る物ですが︑西洋バラの特質である︑に
おいが失なわれている欠点があります︒これは中国のバラ
のオドラータがバラ本来の香りの成分であるシトロネオー
ルとか︑ゲラニオールが少ない形質のためであります︒十
九世紀以後のバラに対する目標が︑美しさを求めることを
重点としたため︑このバラを主要な交雑親としたので︑に
おいの少ないバラが出現する結果となったのです︒

花色の点を取りあげて桑ても︑始めは白ないし赤色だけ
から始まりましたが︑十九世紀の末から現在にいたるまで
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の多くの努力の積象重ねにより︑新しい形質がつくられて
います︒例えば︑十九世紀の末に中近東の野生の黄色バラ
詞○困貯○臣①から︑黄色のカロチノイド色素が導入され
ジ・赤を示す色素が︑突然変異株から導入されています︒

ました︒二十世紀の始めには︑アントシアニン系のオレン
一九四○年代には灰色ないしライラックス色の青バラと呼

ばれている品種が作出されています︒これはほんとうの青
色ではありませんので︑現在なお真の意味の青色の︑ハラを
求めて努力が続けられています︒

これから益々美しい花が︑私共の花園を豊かにかざって
くれる事と思われます︒しかしこのような植物と人類との︑
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情を持った︑より科学的な知見にもとずく努力がのぞまれ

ます︒︵明治学院大文学部助教授︶
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特別会員中川善之助乃才・石川

勲一等瑞宝章︵姐・４．羽︶

金沢大学長︑臨時大学問題審議会長︑日
本学士院会員︑多年大学教授︑学長等教
育に尽すとともに民法の研究に努めて優
れた業績をあげ︑又学術文化の進展に貢
献︒

勲五等瑞宝章︵姐・４．羽︶

東部支会員木内彦衛祁才・千葉

山田町教育長︑青年学校長として︑多年
青年教育に貢献︒
勲六等単光旭日章︵妃・４・豹︶

同実川勲嗣才・同

山田町助役として多年消防事業に尽力︒
︵妃︒ｎ．３︶
同

同終身会員林誠悦刷才・同

袖ヶ浦支会員勝呂平治汚才・同

山田町長︑千葉県議会議員として多年地
方自治の発展に尽力︒
勲五等双光旭日章︵蛸．４．羽︶
平川町教育長ととして多年学校・社会の
教育に寄与︒
︵各支会よりの報告による︶

新入会員芳名︵敬称略︶
昭和四十七年五月以降

小谷藤二郎

″

府県名入会者紹介者
島根中村栄沢村暁之助
″野津嘉重〃
堀修治
″島田国松
″本田一忠

京都中川清太郎

″柴藤清三郎〃

るのです︒目下︑植樹祭︑文化の森︑国
民の森︑県の木︑県の花︑緑の羽根︑小
中校の環境緑化や花一杯コンクール等次
第に国民の関心が︑高まってはいるもの

神奈川松下忠一三好凌石

″大胡九華〃

千葉田村春治石橋香峰
″宇津木宗介〃

″山下真〃

わが国には山田孝雄博士が世界無比の
国家原論と絶賛された神代の昔から語り
つがれている﹁国生み﹂の物語がありま
す︒この国土と国民ばかりか︑山も川も
草も木も︑凡て皆同じ親から生まれた兄
弟だというのです︒世にもまれな心温ま

銅鮒畑日本弘道会
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露械峨渡辺正勇
印刷人春山宇平

昭和四十九年六月三十日発行

昭和四十九年六月二十五日印刷

︵送料四十円︶

弘道売価一冊金五十円

不尽一つ埋承残して若葉哉蕪村︵渡︶

る話ではありませんか︒

の︑山林の放置や無謀な開発から憂慮に
堪えぬものがあるからです︒

〃八木虎雄〃
″高岡喜一郎〃
″竹蓋三蔵〃
″角田剛〃
″安原一雄〃
″伊藤助寿〃

編集後記

″中台清吉渡辺正勇
″半田徳通〃
″烏海与三郎〃
″早川喜七郎〃

か︒

今回﹁自然と人生﹂ｌ野山に緑︑身近
に花ｌを改めて特集しました︒やむにや
まれぬ現況を見てのことです︒トラクタ
ーがうなりを立て鎌首をもたげて冷酷無
残な﹁皮はぎ﹂にも似た﹁丸い大地を四
角に﹂削り取って土を運んでいきます︒
団地か︑工場か︑ゴルフ場か︑道路か︒
何れにしても︑近代的英知を誇るとして
も︑金にあかした開発という美名にかく
れての︑しかも大自然の調和を無視した
近視的人間中心の営承ではないでしょう

郵便番号一○一

掻替口座東京四三一七番

竃畷全室︶○○○九番

１１１
◇本会では去る妃年７．８月Ⅲ︵象どり
の日本︶号を特集して国土緑化推進運動
について会員各位への協力を訴えたので
した︒会祖西村先生は︑今から帥年前に
すでに山林経営の重大性を力説されてい

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・特漉上賛紙

Ａ５判・全過巻総頁一四八七二頁・総クロー

﹇体裁︼

叫回月賦定価八五や○○○円

八○︑○○○円

現金定価七五︑○○○円

全13巻
べく本辞典を購入した︒

▼会社員・四十二才
期待通りの素晴らしさ︒

れて幸わせです︒

このように優れた文化逝
産をわが子に継がせてや

▼主婦・三十才

石です︒

︻諸橋轍次博士の名著︼

論語の講義

の瀧蓄と人生の体験とを融合して

﹃大漢和辞典﹄の著者たる漢学界
の蓄宿が世人の要望に応え︑漢学

四六判・上製定価一︑六○○円

稿を練り世に問う論語の名講義︒

四六判・上製定価六○○円

ら碑文︑書体︑漢語形成におよぶ

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

紫綬褒章︑菊池寛賞︑朝日文化賞

漢字漢語談義

四六判・上製定価一︑○○○円

の人口に膳灸した思想を説く︒

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

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

老子の講義

っていたのは予想外︒流

中国語もかなり豊富に入

四六判・上製定価五八○円一

として軽妙に語る名著︒

まつわる史実や伝説について﹃大
漢和﹄の著者が古今の漢籍を典拠

干支の起原の考察︑十二の動物に

十二支物語

ね自分の余技にも活用す

長男大学合格の祝いを兼

▼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″
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