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純白・芳香・大輪の月下美人（渡部弘氏提供）

すばらしい芳香を漂わして純白

の大きな美しい花を真夏の夜中

に見せてくれますが︑惜しいこ

とに花のいのちは短くて夜明を

待たずに萎れてしまい︑七月七

日の棚機姫の可憐さを思わせる

ものがあります︒月下美人と言

うのはその薄命を意識しての名

なのでしょうか︒︵渡︶

︹巻頭言︺

旅は有益であり︑又楽しいものである︒

野口

１Ｊ

人が物心に余裕を持つと︑先づ旅に心を向けること︑古今東西軌を一に
する︒

私も青年時代から︑山水癖にとりつかれ︑山河肱渉︑貧乏旅行の思出も
多少は持っている︒何の因果でこんな旅にと喚じたような旅が︑後年却っ
て感銘深く懐しくも楽しい旅になることも経験した︒旅憂旅愁は︑旅情旅
懐を深め︑結局旅心旅魂を豊かにするのであろう︒

昔から人生は行旅の如しと云われる︒同じ様な消息が人生そのものにも
うかがわれるようである︒

其の時は多少難渋しても︑後になって楽しく懐しく回顧される︒そう云
う泌みじみとした旅︑そう云う深象のある人生を持ち度いものである︒

巻頭言

次

新人会員芳名

弘道俳埴⁝⁝．：⁝⁝⁝篠塚しげる選・：⑪

：⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝黒羽亮一⁝⑲

教師ＩＬＯ聖職論におもう

庭の花木㈹⁝⁝⁝⁝⁝⁝渡部弘⁝⑰

韓国とアイルランド：⁝・木下広居⁝倒

泊翁佳言四：：：⁝⁝⁝⁝古川哲史⁝⑱

：⁝⁝・⁝：：⁝⁝：⁝⁝山本厚子⁝⑮

ｌメキシコ旅行の思い出ｌ

一難去ってまた一難

旅と人生⁝⁝：⁝：⁝⁝：片山清一⁝⑫

土の色⁝：⁝：⁝⁝⁝⁝：間野つる⁝⑪

旅と職莱⁝⁝⁝：⁝⁝：：坂口順一⁝⑨

⁝⁝・⁝：：：⁝．：⁝．：：鈴木勲．：⑤

ｌスイスの春の小旅行

ジュネーブ通信

．⁝．：⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝相馬敏夫⁝②

旅︿小学時代の統本を思い出しつつ﹀

旅⁝・⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝野口明⁝仙

目

編集後記

L、Lノ

明
︵本会を長︶

／ 寸 、

旅

八小学時代の読本を思い出しつつＶ

相馬敏夫三
ｉｌＪ；１１ｉ⁝
⁝
Ｊ
⁝
に両親のところへかえれるうれしさの余り︑脚紳をはき床

の家に一時預けられていた︒私は中学三年の時︑久方振り

私のふるさとは信州飯田である︒父が転任したので叔母

あるとかでなく高度経済成長という大波にゆすぶられ︑お

なったのである︒人造湖の底になるとか山くずれの危険が

十五年十一月三十日に突然﹁消えた峠の村﹂となることに

役割を果していたのであうた︒ところがこの集落が昭和四

とであるが︑星移り物変わるとはいってもこの間における

に入り十分にねつかれぬまま朝五時︑起床草鮭をはいて叔

旅の道具である乗物の発展は誠に目ざましい︒私のふるさ

しつぶされたのが原因であり全く過疎の典型といってよい

その後二三年にしてこの大手街道にも自動車が通るよう

とにも今では電車が通っている︒新宿から中央線で長野へ

と思う︒清い水︑澄糸きった空気︑何の公害もない︑平和

になり脚紳草畦といういでたちで旅する必要はなくなった︒

出てそこから飯田線へ乗換え南下する途もあるし︑新幹線

母の家を出て夏の大手街道という十里にも及ぶ山道をまし

私共がこの街道を歩いた当時は途中に大手という小さな集

で豊橋迄行きそこで飯田線にのり北上する途もあるが︑時

らの如く走って中央線の三留野︑今の南木曾駅につき生れ

落があった︒その標高は二七○メートル位であったであ

間は極度に短縮され便利になった︒然し交通機関の完備が

のである︒思えば︑私のこの初旅もすでに六十年も前のこ

ろうか︒その峠で泊ったとき旅宿で夕食後︑砂糖の赤双目

な大自然の豊かなふところに抱かれた村が消えてしまった

を御茶菓子として出してくれたが︑これは今もつよく記憶

進むに従って︑払われる犠牲も亦大きい︒消えた盆地の町

日の夕方のことで︑これが私にとっては初旅であった︒

に残っている︒この集落は今は飯田市の内に入ってしまっ

く人情なぞも薄くなってきたようである︒

とこそならぬが︑昔小さい京都といわれた面影なぞ更にな

て初めて汽車にのって名古屋の両親の許についたのは其の

たが昔は伊那谷の飯田と木曾谷とをむすぶ大手街道の中継
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宿場として江戸中期から明治︑大正にかけて大いに重要な

一

I
｢

諸国に起れり︑空中の交通開始せられ︑又その軍事上に応

私が尋常六年のときの読本に﹁近年は空中飛行器の発明

になつかしいものに思はれる﹂と書いてあるのと思い比べ

空ばかり眺めていた身には島上の此の美しい都市がまこと

て八日目に︿ワイのホノルルに寄港する︒此の間ただ水と

政府の至れりつくせりの配慮の下に国内を案内されたので

私のキ﹃−−︵への旅は︑脈業視察が目的でありキュー︑︿

て見ると全く今昔の感にたえない︒

用せらるるも決して座上の空談にあらざらんとす︒人智の
進歩は際限なしと云うべし﹂という文句があったが飛行機
すでに三十年前のこととなり︑そしてこの敗戦後の空の旅

ており︑設備も十分とはいいえない︒私は日本が革命を要

あるが︑革命途上の国であるだけに物資は極めて制限され

によって日本が大打撃をうけ敗戦という愛き月を見たのも

ハイジャックという強盗に悩まされたり︑又地上では空港

の変造も著しく︑世界は大いに縮少される許りか︑空の旅で

くりに国民が真剣にとりくんでいる点は大いに評Ⅲもし︑

て感じたのであるが︑革命がおこなわれた現在︑その国づ

敬意も払ふべきであり︑高度成長に酔った国の人為とはそ

するような国になってはならぬとキューバをまのあたり見

しいつ危険が勃発するやも知れないと云はれる程になった︒

の心根が全く異っていると思えてならない︒私達に与えら

近くの住民が飛行機の発着による爆音にひどく悩まされる︑

そのため新空港の建設も企図されるのであるが︑住民の反

れたホテルも戦争前のものであり︑その設備も不十分では

発着の飛行機の数が著しく増加し空港の利用度は頓に増加

側と住民側とのいざこざがいたるところでおこっている︒

対で仲々思うようには建設がはかどらないということで国

しも感じられない︒部屋に荷物をいく日もおき放しにして

おいても︑盗難の心配は全くない︒この点は旅するものに

あるが奇一腿に部屋は掃除されており︑きたなさそうには少

とって一番有難いことであり︑それでこそその国をゆった

な外国と直接仕事上余り縁のないものでも︑戦後数回空の
旅をしたのであるが︑一昨々年キューバに行ったときは日

然し飛行機の発達は旅するものには誠に有難い︒私のよう

本を立って二日目にはキューバの地を踏んだのである︒関

テロという海水浴場に案内されたのであるが︑これこそ白

砂青松であると思った︒水はすき通っており︑泳いでいる

りした気持ちで旅することが出来るのである︒ある日バラ

いたのは十一月初めであり︑これでも二十数日を要した︒

学読本でならった瀬戸内海の風景であった︒﹁春は島山かす

海中の魚が見える程である︒この時私の頭に浮んだのは小

レートに汽車で横断︑ケベックから又船にのって英国につ
それでも印度洋航路で一ヶ月を要するよりは早かったので

東大震災後の十月の初めに横浜港を出てカナダを全くスト

ある︒私共の時の小学読本に﹁アメリカ行の船は横浜を出
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景もまた一段のおもむきあり︲一という感じを旅するものに

のどかなり︒月影のさざ波に砕け漁火の波間に出没する夜

ること鏡の如く朝日夕日を負ひて島かくれいく白帆の影も

んを敷けるが如く白壁の民家其の間に点在す︒海の静かな

り鮮かなり︒両岸及島々見渡す限り田園よく開けてもうせ

象に包まれて眠るが如く夏は山海皆緑にして目さむるばか

ではないかと思う︒

をゆづりあってすぎて行く山道にこそ旅の真の味があるの

はないか︒行き交う者が御互に今日は︑今日はといって道

られないｃせき立てられる許りで何の慰安にもならぬので

ってしまった︒これでは旅する人に物を与える余裕も与え

すると雲泥の差ありと云ってよい︒情緒もゆとりもなくな

すゑついてすでに三十年になるが戦前の鎌倉と現在と比核

ほんとに人智の進歩は際限ない︒あえて旅関係だけでは

今も与えられるであろうか︒そして﹁我国に遊べる外国人
は早くより内海の月光を賞して世界に於ける海上の一大公

ない︒然しそれによってかえって生活のゆたかさを失うこ

とも多い︒大切な資源も短期間に消費されてあとの人々の

園なりといへり﹂というに応はしい現実であろうか︒白砂

くらしが案じられる︒﹁旅は道づれ世はなさけ﹂なぞとい

青松は須磨明石の専有物と思っていたのにキューバにとら
戦争前に使われていた小学読本の空の旅に﹁沼津から一

うことは遠い昔のことになったのではないか︒何事も八分

る︒レジャーで楽しむ交通機関によって自分の命をたつこ

直線に駿河湾の上空を飛行する愉快さ︑長い汀がまるでか

目が肝要︒自然の摂理に反すれば神の罰もあたる︒今や日

とも生じやすい︒道徳も頑廃し新しい犯罪を招くこともあ

んなで面を取ったようにきれいに続く︒海は絵の具をとか

本許りでなく世界は旅する時間が極度に縮少されてきたが︑

れてしまったのではないかと思ったのであった︒

したようだ︒よく見ると海上一面の波は美しい縮緬であり

それだけに無理もある︒世界は今やあらゆる面で全く危機

ゑぎは

示しているが︑富士はやっぱり横雲の上の青空にくっきり

点在する漁船は無数の胡麻粒である︒高度計は一千百米を

飛行機の上から見たこの感じは今でも大体において失われ

しぬ︒建長円覚古寺の山門高き松風に昔の音やこもるら

﹁歴史は長し七百年︑興亡すべて夢に似て英雄墓は苔む

に面していると云ってよい︒

ていないと思うが︑下界の公害は甚だしく様相は一変して

ん﹂ではないが︑この長い歴史のある日本を真剣に守るべ

とそびえて其のすそを長く下界に引いている﹂とあるが︑

しまった︒私は﹁由比の浜辺を右に見て雪の下道すぎいけ

き関頭に立っていることを訴えたい︒

︵本会難事明糖相談役︶︵四九︑七︑二四︶

ば八幡宮の御やしろ︑上るや石のきざはしの左に高き大い
てふ間はぱや遠き世灸の跡﹂と歌はれている︒鎌倉に戦後
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﹁子どものぼくは︑この山に︑このエグァールの商い山頂に︑ほ

い出した︒その書き出しの一節︒

私は︑アンドレ・シャンソンの﹁し・カートル・マーレー︑ン﹂を想

な環境にいて︑山登りが好きにならない少年は恐らくいないだろう︒

少年の夢を育てるような手頃な雪山がいたるところにある︒こん

てに雪山が見える︒

ドー畑が広がっている︒そしてその上に︑緑の草地がのび︑その果

ローザンヌの街並が︑川の斜面にかすむように浮び︑その上にブ

があいている︒両岸のポプラの木がおどろくほど商い︒

水が川帆いつぱいに︑音尚く流れ︑ところどころに砂利をとった穴

汽車は︑ローヌ川に沿って走る︒ローヌ川は︑雪どけの浅黄色の

にのる︒

一日日の宿泊地は︑シェル一︑ツトにきめ︑ミラノ行急行の一等車

谷参事官︑それに私の四人である︒

の植弘公務員部長︑大蔵省国税局の安田参事官︑総理府人事局の梶

在している間に︑週末を利用して小旅行を試みた︒一行は︑自治省

一九七三年五月末︑総評のＩＬＯ提訴剛胆でジュネーブに一月滞

ローヌ川

ハ．︑〃Ｌ１ｆ︑／１／︑／︑ノー１／︑ノＩ１ｆ︑ノ４１／︑／︑ノー１ｆ︑／︑ｆ︑ノーＪ

一

かの子どもたちが冒険課や騎士物語に求めるものを︑求めたのだ︒

それは︑英雄の世界︑物語の世昇の実在であり︑人類と民族にとっ

十四歳の少年が︑二︑三の仲間と︑旅人の語る話だけを道案内と

て︑伝統のみがそれをなしうる︑あの生の最初の肯定なのだ︒﹂

して︑未踏の地に向うように︑胸をしめつけられる緊張と憧恨をい

私の夢想は︑赤い小さな九ハンを肩から吊した車掌の検札で︑破

だいて︑夜の中を出発する⁝．：

↓︑ルティーニ︑シオン︑ジーノを経て︑二時間でブリークに満く︒

られる︒

かえる︒

ここからビスブまで少し一戻って︑シェル一︑ツト行の赤い電車に乗り

ビスブの駅の上手に︑ポプラの並木道か桑える︒あの奥に︑リル

ケの墓がある︑と安田氏が教えてくれる︒安田氏はボンに四年駐在

この町も︑典型的なスイスの小さなⅢ舎町の一つで︑中世の防塁

し︑この人のドイツ語だけがわれわれの頼りだ︒

ここから南ニコライの谷を上る輩山電車は︑実に閑散たるものだ︒

が残っており︑二つの古い教会が有名だ︒

向いに︑老人と男の子が坐っている︒杖をついた老人のシワの深い

顔と岩のような体は︑まるで︑然の一部だ︒ひどい誹りの︑だが愛

谷間には︑白い花の一ぱいついたりそ．のような木の間に︑小さ

情のこもった会話︒

な貧しそうな小屋が点在している︒

︵伊東静雄﹁州郷者﹂︶

自然は限りなく美しく永久に住民は貧窮してゐた

ＦＤ

︑１ノ

／Ｉ︑

ツェルマット
トンネルをぬけると︑シェル↓︑ツトだ︒シェルマットは︑マット

にアクセントがある︒﹁アルプスの牧場で﹂というい染だ︒
ゥインパーの﹁アルプス登華一記﹂で︑アルプスの写真で︑もう何

停車場の屋根と電車の間の空から︑もう一︑ツターホルンが見える︒

に立っている︒息を呑むほどの迫力と感動である︒

度もおめにかかっている山だ︒その白い岩のピラミッドが真青な空
駅前には︑赤い馬車と客引きゑたいなのが︑四︑五人並んでいる︒
私たちは︑石畳の狭い一本道を︑ゆっくり歩いた︒ザイルを肩に
のような山靴の汚れているのもある︒

かけた日焼けした男たちが何人も歩いている︒今︑下山したばかり
ホテル・モンセルパンは︑閉っていたので︑その前の菓子屋の庭
でビールをのみながら︑いいホテルはないかときく︒シ〒一ルマッタ
ーホーフがよかろうというので︑そこにきめる︒

眼の前を︑胸に赤い大きな花をつけた夫人と︑お揃いのセーター

夕暮れの坂道を︑少年が二人︑マッターホルンを背にしてのぼっ

ホテルにかえり︑バスをつかって︑食堂に行く︒われわれのマナ

てくる︒↓︑ツターホルンが金色に光っている︒

ランよりも重々しい︒食事もまたこれにふさわしく︑美味であった︒

ーはともかく︑客やボーイの服装態度は︑ジュネーブの一流レスト

空気と空腹のせいかもしれないが︑土地の白ブドー酒がとりわけう

食後︑窓をあけて承ると︑星が光っており︑マツダｌ一小ルンが黒

孝一い○

黒と見えた︒

翌朝︑早く起き︑レイン﹁−−卜を着て散歩する︒今日もよく晴れ

この町の特長は屋外の水道が随処にあることだ︒その形がまた何

て︑山がよく桑える︒

ともいえず面白い︒ホテルの裏手にあるのは︑丸太をくりぬいた水

槽に︑黒い自然木の曲りとコプをそのまま生かして使った黒熊の口

から水が流れ落ちている︒町の中央の郵便局の前のは︑白い枯木の

を着た女の子が歩いている︒思わずシャッターを押すと︑夫人が︑

スイスの水は︑ヨーロッパで一ばんよいといわれている︒すくって

根でつくった頭の大きいギザギザの歯のついた怪物の姿をしている︒

二人連れの婦人が静かに一つ一つの墓を象て歩いている︒羽の生

を挟んで教会と小さな墓地がある︒

シェルマッターホーフの裏手に小川が流れており︑小川の岸に道

っかりすると見すごしてしまいそうだ︒

ワード・ウインパーのレリーフが正面の壁にはめこまれている︒う

シェル↓︑ツターホーフのすぐ前がホテル・モンテローザで︑︸一ド

は及ばない︒

のんで象るが︑それほどうまくはない︒やはり︑日本の山の清水に

女の子たちに何かいっている︒ヒヤヒヤしていると︑二人が走って
るしに︑キイホルダーや日本硬貨をやる︒ヤアポン・ダンケと夫人

きて差し出した手のひらに︑金色のハッジが光っている︒お礼のし
がわらっている︒

︒ハッジには︑マッターホーンが浮出している︒さっそく背広の襟
につける︒

ホテルに荷物をおいて︑町はずれまで歩いてみる︒ホテルのほか
は︑スレートの屋根に板作りの古い家が多い︒自転車で遊んでいる
子どもたちが多いが︑どういうわけか︑路に寝ている子もいる︒
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えた天使のひざまついて祈っている小さな石像が立っていたり︑ど
の墓にも何かの花があり︑鉢うえのスミレが供えてあるのもある︒

ッケルが銃びていないのもある︒美しい女性の横顔がレリーフにな

ピッケルを墓石の上においた墓がいくつもかたまっている︒まだピ
っている墓石にもピッケルが添えてある︒柄は半分朽ちている︒
﹁レオノーレ・ノール・ハイゼンクレーバー︑フランクフルトアム

マイン﹂とよめる︒その下に．九二五年八月一八日ワイスホルン
にて﹂と刻まれている︒約五十年前の遭難だ︒だれがこの墓をつく
ったのだろうか︒

墓地から橋を渡って川向うにいってゑる︒新興住宅のようなもの
がゑえ︑イタリア人らしい労働者が四︑五人︑連れだって歩いてく
る︒町の人の服装はワリス風というのだろうか︑堅実で︑足ごしら
えがしっかりしている︒みるからに重くがっしりした山靴ｌ歳月の

ジュネーブに帰るという梶谷参事官とここで別れて︑植弘︑安田

両氏とワリスの谷を下る︒ローヌ川ぞいにビスプからブリークまで

下り︑ここから引かえすかたちで山ごえになる︒たちまちビスプが

はるか下になり︑深い谷をへだてて西に白い山灸が見える︒スイス

ンデルシュテイクの駅前は︑美しい並木でグランドホテル・ビクト

で最も美しい谷といわれるレッチェンの谷を見下しながら走る︒カ

リアという田舎にしてはしゃれたホテルが見える︒フルーティゲン

の駅は︑↓︑ロー王の花ざかりだ︒この辺りの平和な村落のたたずま

シュピーッの駅でのりかえだが四十分ほどの時間があるので︑湖

いは︑シェル一︑ツトよりはるかに豊かな感じだ︒

水のみえるコヒーハウスで休んだり︑赤い花をつけたマロ一三の木

ここから︑インターラーヶン・オストまでゆく︒この駅はユング

の下で写真をとったりする︒

ーオー蟻ハーランドの山々が真向いに見える︒ユングフラゥは︑その

フラウの登山鉄道の起点だが︑閑散としている︒ここからはベルナ

た︒朝食後︑見当をつけておいたブルゲネルの靴屋で︑軽いビブラ

重みを感じさせるような穿きこんだ山靴をぷると︑私もほしくなっ

姿ですぐに見分けられる︒空気も清く︑甘い︒安田氏は︑﹃一ングフ

なったが︑植弘氏と二人で登山電車にのる︒電車は︑リュチューネ

ラウに何度︑も登ったので︑ここで泊って待っているという︒心細く

ム底の靴を一足買った︒一二五スイスフランだ︒さっそく穿いて歩

の谷をのぼってゆく︒行手に︑ザーフザーブの岩肌の凄い山が舞えてい

くことにする︒

コルナーグラートにのぼると︑モンテローザを主峰とするヴァレ

何ともいえぬ迫力のある山の姿だ︒そして︑ここが︑グリンデル

の左手にウェッターホルンがある︒

並んでいる︒ユングフラウはその右の奥で見えず︑メッテン与ヘクグ

谷をへだてて︑南に左からメッテンベルグ︑アイガー︑メンヒと

えてくれる︒五時近く︑グリンデルワルドにつく︒

る︒どれがアイガーか︑メンヒか分らない︒赤い服を着た婦人が教

・アルプスの川々が象えるはづだが︑今日中にグリンデワルトまで
ゆくので︑これもあきらめる︒しかし︑↓︑ツターホルンは︑今日も︑

輝いている︒何度来てもこの山をみることができなかったという人
のはなしを後できいたが︑われわれは︑してみると幸運だったかも
しれない︒さあ︑これで思い残すことはない︒さらば︑ツェルマッ
ートＯ

グリンデルワル卜

（7）

ホテルは︑シそハイツェルホーフ︑駅の北側だ︒窓の枠が赤く︑

ワルト・リードでその名もなつかしいグリンデルワル卜だ︒

日﹃一ングフラウで会ったオーストラリアからきたという家族連れだ

日本人もずい分と見かける︒一本道の西側には土産物の店ばかりだ︒

番の登山電車にのり︑クライネシャイデックを経て︑ユングフーフウ

翌日も快晴︒よくよくついているとふえる︒グリンデルワルトー

ユングフラウ

歩行者も登山姿は少なく︑ほとんど旅行者か観光客に染える︒店先

に登る︒アイカーの北壁はあれです︑とスイスの高校生が教えてく

った︒

のテーブルでビールを呑んでいる若者が多い︒シェルマットの素朴

壁は黒く︑芝生がもえるような緑だ︒荷物を置いて︑街を散歩する︒

さに比べると少し開けて避暑地に拳える︒旧軽井沢の感じだ︒通り

い女の子が一年八カ月の佳澄ちゃんだ︒ソニーの駐在員で︑シーク

りこんできた︒これが︑あとで知合になった松本巨海夫妻で︑小さ

アイガーグレッシャーで︑子どもを抱いた日本人の若い夫妻がの

れる︒雪が電車の近くまである︒

ルがあり︑そこから路が大きく下がって︑牧場があり︑大きな木が

をぬけて︑町はずれまでゆくと︑エミールのウエッターホルンホテ
立っている︒その上に雲をまとったウエッタ！ホルンが見える︒浦
松さんの初登華した西山稜というのはどれだろう︒

ンネルをゆく︒コーッホの駅からエレベーターでのぼってスフィンク

ユングフラウヨッホまでは︑アイガーの中腹をくりぬいた岩のト

に住んでいるという︒

ステラスに出ると三五七三メートルの大展望台があり︑ユングフラ

夕暮れになったので︑谷を上って︑牧場の中を歩いてゆく︒むら
さきのカスミ草のような花やキンポウゲがいつぱいに咲いている︒

ウ︑メンヒ︑アイガーの大暦ハノーフマがみられる︒下のアレッチ氷河

もっと高いアルプにいっているのか︑牛の姿はこの辺りにはみえな
い︒牧場をいくつも横切ってホテルにかえった︒

ングコートでもよけいなくらいである︒

ートル近いのに︑陽光サンサンとして︑風のないところではスプリ

では︑多ぜいのスキーヤーが楽しそうにすべっている︒三六○○メ

かやれという︒昔うたったロンサムョーデラーや山の唄をうたうＯ

夕食をすまして︑外のベンチに出て︑ビールをのむｃ植弘氏が何
老人のウエイトレスかビールを次灸とはこんできては︑うまいとほ

駅の方に歩いてゆくと︑青年が一人立って星空の下で里鱒と舞え

頼んで三十分待ってもらって︑その間に少し滑って承ることにする︒

ょになる︒貸スキーかあるらしいがだれも滑っていない︒植弘氏に

トンネルをぬけると一面の雪でスキー場もある︒松本夫妻と一し

る山を眺めている︒話しかけると︑若々しいこえで︑テキサスから

貸スキーと靴で九フーフンだ︒ゆるいスロープで物足りないが︑上り

めてくれるので︑チップをやる︒

きたといって︑スイスの山の美しさを語ってくれた︒実にナイーブ

こう楽しい︒三回日には︑佳澄ちゃんを借りて肩車にして滑る︒松

はロープゥェイがあり︑三五○○メートルでのスキーと思えばけつ

本夫妻が少し心配そうにしながら笑っている︒

で︑生々としている︒この感じは︑ついにヨーロッ︒︿の若者では見

パの中で︑生きている人間を感じさせられたのは︑この青年と︑翌

出しえなかったものだ︑何となく生気なく無表情に象えるヨーロッ
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学生がドャドャと乗ってくる︒カタコトのドイツ語で一人と話して

帰りは︑ラウターブルンネンを経て下る︒ウエンゲンの駅から小

スキーヤーを羨む気持もなくなって︑晴々となる︒

草原にさすらうテン︒ヘアーに旅の原点を見る﹂︒﹁シベリア鉄道から

れぞ地果つる処か？砂漠の遺跡に落日を見る﹂︒﹁タンザニアの大

ブーム〃に︑水を差すつもり等毛頭ないのであって︑私とても﹁こ

それらしき一文を記るすつもりである︒もっとも︑今流行りの〃旅

ついて何かを﹂というのにつられて︑少々開き直りの弁を含めた︑

北欧︑ヨーロッパヒッチハイクの冒険﹂等々を聞けば︑羨ましいや

いると︑周りに人だかりができる︒ユングフラウという植弘氏の発
は︑エレーヌ︑シュザンヌ︑エドガーと自分の名を教えてくれる︒

ない国外に出かけて行って︑﹁これぞ旅である﹂的に語られると︑

ら行きたいやらの気持が起らないでもない︒しかし︑誰れもが行け

音がおかしいと︑彼らは笑って︑懸命に直そうとする︒中の何人か

返しに君が代を知っているといった︒

ことすら仲をままならない状態であるから〃冴えない″ことおびた

さて︑私の方はとなると︑海外はおろか︑関東地方から外に出る

から︑遠出も結椛なことだろう︒

ぱ﹁旅は未知なる者との出合いを通して認知し合うこと﹂だそうだ

︑︑︑

誰れそれの罪科云灸は言い過ぎかも知れない︒しかつめらしく言え

を随所に操り拡げ︑国外にまで発展する勢いであるから︑あながち

れ亦古典的﹁旅﹂愛好家達の頻願︵ひんしゅく︶を買うような行為

もっとも大多数の人々は︑これにつられて国中をウロチョロ︑こ

め取られた旅﹂とでも言うのだろうか︒

えば﹁国鉄資本による収奪︑これに悪乗りする商業資本の中にから

愛好家達から見れば邪道に走り出した様である︒これを当世風に言

どうも旅は国鉄のディスカ簿ハージャ︒ハン運動以来︑古典的﹁旅﹂

の巾で語られる繍類のもののように思われ︑またかＩの感がする．

ものは日常的にあるものだから月並であり︑マナーの欠落等は教育

情を冒涜する者を嘆く﹂﹁素朴な人怖・寒線にふれる出合い﹂的な

それとは反対に︑ある種の人為によってよく語られる﹁自然や旅

どうも反擢を感じるのはヒガミなのかな︒

植弘氏が︑古いドイツの民謡をうたうと︑彼らは感心して︑そのお
小学生の一団に囲まれての下山は︑楽しく︑あっという間にイン
ターラーヶンに着いた︒

安田氏が待っていて︑どうだったという︒グルンデルワル卜も︑

︵本会理事文部省総務課長︶

ユングフラウも︑よかったよ︑とわれわれは答えた︒

ｉ１１ＩＩＪ
旅と職業
八私は東京のさすらい人Ｖ

坂口順一

最近︑どうも旅に特定の匝向が見られるようで内心面白くないと
胆を立てているところである︒

特に旅を語るとなると何か一つのパターンが設定されているよう
で︑それ以外はまるで旅を語る資格もないようだから尚更腹立たし
さが内向してしまって︑少しフテクサレ気味である折も折︑｜︲旅に
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旅を楽しんだりという至って平凡な行動をしているのであるからこ

習志野で野生動物と出合い理由もなく感激したり︑ローカル電車の

だしい︒武蔵野の面影をと山野を散策しても開発の無残さに怒り︑

心配のあまり外房から出て来たので︑東京は昔両国駅に来たことが

崎ではと言うと︑実は一人息子がこの数ケ月便りを寄こさないので

町名と番地とァ・ハートの名前が書いてある︒都内ならまだしも︑川

れてある住所を探がしてくれと言った︒見ると神奈川県川崎市内の

両国駅前から乗せた老婆が一枚の紙切れを見せながら︑そこに書か

あるからここしか知らない︑一応降りてゑて︑人に聞いたらタクシ

れ亦月並象で人様にお話しの出来る程のものではない︒しかし︑こ
それはこの十数年来︑毎月十日程定期的に東京を中心にさすらう

れ丈はあまり誰れもが体験することのできぬものを持っている︒
ことである︒．一日三百粁以上︑今迄に五十万粁にもなろうか︒それ

との出合いを持ったことであり︑これは今後も続けるつもりである︒

い︒﹁何とか探がしてあげよう﹂と川崎に行きあっち︑こっちと尋

﹁お忙がしいところ悪いがお願いします﹂と言われれば断われな

ーなら何とか連れて行ってくれるだろうと言われたという︒

私はこれを一種の〃旅″と思っている︒つまり吾れは大東京圏のさ

レよかったと安心したのも束の間︑﹁○○さんは二ヶ月も前に引っ

ね過った末に﹁朝日荘﹂なるア・︿−卜をやっと見つけて︑ヤレ︑ヤ

に全然逢ったこともない人をと一日百人位︑今迄で十四・五万人程

すらい人であると言ったら大袈裟か︒もっとも種を明かせば﹁タク

ない﹂との返事︑何とか移転先をと放心する老婆に代わって聞いて

越しました︒行く先は多分東京とか言っていたけれど住所はわから

廻ったけれど結局は駄目︑﹁運転手さんあきらめました︒帰りまし

んだ﹂と言うかも知れ

ってハンドルを握ってみたいｌと思ったことがなかったかｌ或

ょう﹂と言う老婆に︑かえってこちらがあきらめ切れなくなる始末︑

シー運転手﹂が私の職業であるから﹁なあ

いはタクシーの運転手は面白いことがある筈だ等と︑もし一度でも

再び両国に帰る車中で聞くところによれば︑農業を嫌って東京へ一

ない︒でも胸に手を置いて考えた時︑貴方はタクシーの運転手とな

そう思った時があったらそれはとりも直さず︑この職業の中に﹁旅﹂

している息子を︑親族が悪く言うらしい︒その為か田舎に息子も帰

旗挙げに出て来たけれど︑仲々生活が苦しく所帯も持てずに転々と

って来にくいのか便り丈を寄越す様になってもう四・五年も経つと

の実存を貴方が察知しているに他ならないところからくるそれは願
この職業には旅がある︑いや︑この職業そのものが旅であると認

いう︒それがフッッリと途絶えたので身内がとめるのを振り切って

望であり︑思惟なのである︒

識した時︑過酷な労働条件と危険な業務を嘆げく以前に未知なるも

上京したのだと言う︒この息子が尋ね先を引っ越して居所不明だっ

︑︑︑

﹁今日は御仕事中︑大変手間を取らせて申訳ない︒こんな見ず知

悲し糸を明るい笑顔に変えてこう申し出たのである︒

いないことは想像出来る︒しかし︑この老婆は駅に戻った時︑この

む

たことは︑年老いた母親にとって大きな悲しぶと不安を抱いたに違

のとの果てしなき出合いに対する興味と興恋のとりこになってしま
うのである︒

そうなったが最後︑ここから抜け出すことは困難になってしまう︒
あれはもう大分前のことになる︑確か一昨年の春だったと思う︑

丁度﹁旅﹂につかれたあなた方のように︒
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らずの田舎の婆を親切にしてくれてとても嬉しい︒息子に逢えなか

始めて行った︒そして今︑私はこう考えるのである︒

な出合いは︑その後時が経つにつれて私の中で奇妙にふくれあがり

って行った︒彼女が求めたものは母親が息子に逢いに行くという旅

そして私に出合い︑私の中に息子を見たことである満足を得て帰

ないだろうか︑知りながらも行かずにはいられなかったのだろう︒

あの老いた母親は息子があそこに居ないことを知っていたのでは

ったのは残念だったけれども仕方がない︒その代り︑息子の様にや
さしくされたので充分満足している︒ついては息子にと思ってもっ
て来たものがある︒これをこの侭持ち帰ると身内の者に息子に逢え
そうかと言ってこの土産は捨てることは出来ないｃだから運転手

なかったことを言わねばならない︒それは大変つらいことである︒
さんに貰って欲しいのだ︒私は田舎に帰ったら皆の衆に息子は元気

彼女は果して何だったのだろうか︒蛇足であろうが︑﹁旅﹂とその

のならば︑私はあの時人間の孤独と母性をかい間見たのであろうし︑

旅︑それは同じ基盤に立って未知なる者同志が認知し合うという

のブ腫七蕊であったのかも知れないｌと︒

したいのだ﹂と︒私は﹁折角だけれどもそれは息子さんへの土産物︑

でとても喜んで迎えてくれたと話したい︒嘘には違いないが︑そう
私が頂くことは出来ない﹂と何度も辞退した︒遂には﹁受け取って

﹁哀歓﹂は案外身近かな処に存在しているのではないかという〃現

まも

高野つる一

黒い土はな長えなげえあいだ
ひとつでのまでえじこえつち
草や木が自然におん埋ってできた大切な肥土だど

土の色
くれな
げ

ればと願うものである︒︵タクシー・ジャーナル編集長︶

代旅考″に対する吾が開き直りの弁をここから汲み取っていただけ

くれねば陥れない﹂とまで言い出されてホト・ホト困って﹁それ程
この年老いた母親は︑いかにも嬉しそうに﹁奥さんと子供さん達

まで言われるなら頂だきましょう﹂となった︒
とで食べてくれ﹂と言いながら降りて行った︒
︑︑︑

房総半島の奥から川崎の息子を尋ねて︑遂に逢えなかった老いた

こう書くと如何にも私は親切な運転手と思われるだろう︒しかし︑

母親と︑タクシー運転手の偶然の出合いはここで終る︒

と管フき

あねつこ

赤え土はな御先祖様がこの土地ば守護って

あげ

もし私が本当に親切な運転手であったならば︑市役所に行って︑こ

流された尊でえ血の色だ黄いれえ土はな昔の姉娘らが

︵千葉県会員小さな窓の会同人︶

承んなおなじ緑ぱ育ででいんど

く
れあげき
黒え土も赤え土も黄いれえ土も

土はなあんにもいわれけんど昔のまんま

髪の毛洗うに使ったへえな土というもんだ

の都会に不慣れな老婆のために︑息子さんの移動先を調べることも
出来た筈である︒しかし︑それはその時考えつかなかった︒何故だ
ろうか︑矢張り時間のロスの方に気も取られていたからだ︒つまり
職業上のありきたりのサービスの上にホンのちょっと親切にしてあ
げただけなのだ︒それにしても老婆は何故私が住所を尋ねた時︑か
たくなに教えてくれなかったのだろうか︒亦何故あんなに簡単にあ
きらめたのだろうか︒不峨れな独り旅をしたのだろうか︒この偶然
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−１

旅と人生

安でならないように考えるが︑旅から旅へとたえず動いて

八この矛盾に充ちたものＶ

先日︑夜のテレビを見ていたら︑サウジ・アラビヤに住

流浪をする人間は︑その旅先で︑いつ食料や水にありつ

きているのだそうであるが︑最近は︑石油湧出のおかげで

けるか︑またどのような休桑場所があるか︑にたえず神経

ねばならないだろう︒だが︑その不安と危険にもかかわら

に敵や猛獣の襲撃を受けるかもわからない不安にさらされ

ず︑星空を仰ぎ見︑見知らぬ自然に接して生きる痛快さは︑

をとがらさねばならないだろうし︑また何時︑如何なる時

生活をつづけるものが多いという︒昨年あたりから地球の

政府も定住することを勧めているが︑しかし︑いくら家を

気候激変のため遊牧をつづけていくことが困難になってき

かも知れない︒

そういえば︑現代社会の人間がもつ旅へのあこがれも︑

今日の文明民族には到底理解できない重さをもっているの

このＴＶを見ながら︑つくづくと考えさせられることが

て︑自由に大空にはばたきたい熱望から生れてきたのでは

実は現代社会のもつ﹁ガンジガラメ﹂の拘束力をたち切っ

たので︑そろそろと定住するものも現われるようになったｃ

こで定住が生じたのだということであるが︑その原始時代

通の願いではないだろうか︒

ないだろうか︒﹁旅に出たい﹂というのが︑人間たちの共

凍てついた冬の夜︑汗ばむ夏の夕︑務めから帰る男たち

の生活習慣が︑今日の文明民族の中にも︑強く残存してい
人間にとっては︑不定住ということは︑考えただけでも不

るのではないだろうか︑ということである︒定住に慣れた

あった︒人間はもともと遊牧生活から農耕生活に入り︑そ

それにしても︑ごく少数のものに限られているという︒

建ててやっても︑どうしても住翠つくことを嫌って︑流浪

まで長くその風習を残し︑依然として砂漠をさまよって生

︐いる人間から考えると︑定住はたしかに窮屈だろうし︑不

一

むベドウィン族団＆○巳口の最近の状況が放映された︒か

清

れらは︑原始時代から砂漠を流浪する民族であって︑今日

山

自由に感じるに違いない︒

片

﹁Ｉ上

ワ︼

︑Ｉノ

／Ｉ︑

はじめる流行歌︑その中には︑いろいろのストーリーがあ

のみほすと︑緊張した気持もゆるんで︑やがて口から歌い

は︑小さな居酒屋に立ち寄って数杯のコップ酒やビールを

のもつ流浪癖であり︑それはまた大昔に源を発する遊牧の

に出かけるやくざ男たちを動かしているものは︑実は人間

追いすがり︑取りすがってくる妻子をもふり切って︑長旅

として脱れ︑自川の境地に行きたい気持が高まってくる︒

意識が深刻になる︒その一方では︑こうした束縛から断乎

男たちは︑心から︑いや心に涙しながら︑自己自身の心の

が夕飯をととのえて待っていてくれる安住の地もあるのに︑

解放を求めてする旅でなくても︑旅においては︑誰も何

はかように解放されることの嬉しさである︒ことさらに

平生の習慣的な関係から逃れることである︒旅の婚しさ

旅に出ることは日常の生活環境を脱けることであり︑

ように述べている︒

三木清は﹁旅について﹂︵人生論ノート︶の中で︑次の

民の血を受けついでいるからかも知れない︒

るようであるが︑老いも若きも︑旅に関するものが圧倒的
流れ流れて︑落ち行く先は

に多いようである︒

北はシベリヤ︑南はジャ︵よ

流浪を悲し象︑かつほめたたえる︒

まさに﹁流浪の歌﹂である︒行き着く我が家に妻子たち

沖の中なる島にてもよし

とさらに脱出を欲してする旅でなくても︑旅においては

生から脱出する目的をもってさへ旅に上るのである︒こ

誰も何等か脱出に類する気持になるものである︒旅の対

等か解放された気持になるものである︒或る者は実に人

ちは︑真底︑こうした旅へのあこがれをもって毎日を生き

永住の地ほし

ているのである︒恐らく︑相当長い人生経験をもった人間

あり︑人間の生活であっても原始的な︑自然的な生活で

象として︑ひとの好んで選ぶものが多くの場合︑自然で

﹁勝手なものだ﹂と妻や子は叱るかも知れないが︑男た

は︑だれでも感じていることであろうが︑この現実の人生

世間のしがらみ︑恩愛のきずな．：⁝こうしたものが十重二

れば︑苦の世界に生きているとさえ思っていることが多い︒

郷ではなく︑やはり浮世には違いないにしても︑旅人にと

には夢が伴ってくる︒脱出して出かけた先も︑決して理想

旅はたしかに現実からの脱出である︒したがって︑そこ

であろう︒

あるというのも︑これに関係すると考えることができる

というものは︑そんなに住染よいものではない︒他人から

十重に巻きついて身動きもできない状態におかれているこ

眺めると結椛ずくめに見える人でも︑その当人にとってみ

とを意識する︒正義心や責任感の強い人ほど︑このような
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は︑ここにあるといってもよいであろう︒

渦巻を傍観する立場において︑物事を見る︒旅の安らかさ

っては︑その中に巻き込まれている人間ではなく︑現実の

ないが︑旅先でどのようなことが起るかも知れないという

代人には︑そういう意識がほとんど消え去ったのかも知れ

は﹁死出の旅﹂をも考えざるを得なかったのであろう︒現

無視したりする態度になって現われることがある︒﹁旅の

は︑現代人といえども決して知らないわけではない︒ただ

昔よりも危険が充ち満ちているのかも知れない︒そのこと

危倶は︑依然としてなくなったわけではない︒いやむしろ

恥はかき捨て﹂ということばがあるように︑過ぎ去った跡

わたしたちは別れを惜しむといった気持が︑しだいに薄れ

しかし旅人のもつ現実離れの気持は︑現実を軽視したり︑

は野となれ山となれといった行為に走り易い︒どこに行っ

てきていることは否定できない︒

こうして旅に出たものにとって︑目にふれるもの︑耳に

てもそこには人間があり︑人間に関係するものに充たされ
ている︒旅人だけが夢見たような気持で振舞われては︑そ

聞えてくるもの︑口で味うものが︑すべて新しさと珍らし

して旅行があげられる程になったｃしかし今から一世紀程

する必要もなくなった︒現代人の余暇利用の最大のものと

飛行機や快適な汽車︑自動車の発達によって︑苦しい思を

まり︑極上の料理に舌鼓を打つことができる︒また道中も

今日の旅行は︑金がありさえすれば︑一流のホテルにと

すことがあるのは︑平素の環境から大きく異なった場所に

ある人が︑旅に出ることによって︑新しい元気をとりもど

じないような新鮮さをもって見直されてくる︒失意の底に

そしてそれを味わっている自分自身さえも︑ふだんでは感

うなことが︑新しい様相をもって心の中に映じはじめる︒

さをもって迫ってくる︒住みなれた所では何事でもないよ

前までは︑旅行というのは︑楽しいものというよりは苦し

ことによるのであろう︒

身をおくことによって︑気づかない自分の一面を見つける

れこそ﹁はた迷惑﹂である︒

×××

いものと考えられていた︒歌にもあるように﹁旅は憂いも

しかし長い旅をつづけていると︑珍らしさや楽しさより

も︑長く忘れていた故里が思い出されてくる︒﹁やはりわ

の︑つらいもの﹂だったのである︒

旅に病んで︑夢は枯野をかけ廻る

芭蕉の奥の細道に出てくるように︑

︵二十三頁下段につづく︶

い子どもに旅をさせよ﹂と教えている︒旅をさせることに

が家が一ばんよい﹂と言いはじめる︒わが国の諺も﹁かわ

ということも起ろう︒昔の人は長い旅に出る時には水盃を
くみ交して別れを惜んだといわれているが︑その心の中で
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一難去って︑また一難
ｌメキシコ旅行の思い出Ｉ

山本厚子
なだらかな山道のカーブを曲り始めると︑道ばたに子供たちが手
を高く上げて立っている︒よく見ると恐竜のような姿をしたイグァ
ナをぶらさげて売っているのである︒しばらくすると目の前に︑赤
銀細工で有名なタスコの町である︒

い屋根に白いしっくいの壁の家々が見えてきた︒

崖の上にも家溌建ち並び︑山全体が町となっている︒道は曲りく
ねり︑石のごろごろした坂道である︒

﹁こんにちは︒空いた部屋はありますか？﹂私はふもとのホテル

キリスト教信者にとって重要な儀式も︑観光客にとっては祭りで

上っていた︒

ソカロ広場に通じる一本の路地の奥のホテルの一室に落着いた私

あった︒

は︑ロビーで宿の主人に復活祭の行事について尋ねていた︒

﹁セニョリータ／どこから来たの？﹂カメラをかついだ青年が

﹁国は日本よ・南米旅行の帰りにメキシコに立ち寄ったの︒タス

私に聞いた︒

﹁ぼくは大学生︒この町が好きでよく来るからとても詳しいんだ︒

コの復活祭はとても有名でしょう︒﹂

案内してあげよう︒﹂

アルフレドというこの青年の案内でタスコの町を見物し︑一番眺

左に利用して草花が植えられ︑サンタ・プリスカ教会と町を背景に

めのよいという山の上のアメリカ人の別荘に出かけた︒庭は陸を段

ンブラの宮殿からグラナダの町を一眺した景色と重なり合い︑ス︒へ

つか見えた︒崖の上にじっとたたずむと︑かつてス︒へインで︑アラ

色とりどりの花が咲き匂っていた︒遠くには小さな教会の塔もいく

﹁あいにくでした︒土曜日まで満員ですよ︒﹂

から聞いて尋ねた︒

インに居るような錯覚に陥いっていた︒

山の端から月が登る頃︑町と反対側の山肌にあるホテルのテラス

ポ﹃一の石の山道を降るのは一苦労であった︒

﹁さあ坐︑行きましょう／︑﹂という声で︑私は我に返った︒デコ

﹁今日だけなら一室ありますが⁝⁝﹂

白いしっくいの壁からたわ生に赤や紫のハカランダの花が咲きほ

に出ると︑タスコの町がまるで一枚の絵葉書のように美しい姿を見

ころび︑目にしぶるようであった︒坂道を登り切った所にサンタ・
プリスカ教会があり︑その前にソカロ広場があった︒広場の周囲は

ブリスカ教会だけが光を消していた︒ひとつの教会から出てゆくロ

星の輝く夜空に︑五つの教会が光をあびて浮び上がり︑サンタ・

せていた︒

銀細工の店が立ち並び広場は観光の外国人︑他の町からの見物人︑
ポンチョや食べ物を売る行商人︑遊びまわる子供たち・⁝：人が溢れ

復活祭の儀式を見物しようと集まった人々でタスコの町がふくれ

ていた︒
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１ソクの列が︑まるでホタルのようにチロチロ揺れながら︑少しず

とであると聞いても︑その残酷さに鳥肌が立って寒くなってしまつ

ス・へインのセビリャで見た復活祭の行列は優雅で豪華であったの

︽にＯ

に比べると︑タス﹁一のは非常に一︑ゾ的である︒ス︒へイン人が持って

ソヵロ広場の近くの外燈の明るい通りまで一戻ってくると︑物悲し

つ進んでいった︒復活祭の行列である︒

い音楽と共に︑﹁ジャリ︑ジャリ・⁝：﹂と鎖りが石だた象を摩る音

きたこの行事を︑被支配者であるメキシコ人が︑自分たちに流に解

﹁定期Ｑハス以外には何もありませんよ︒﹂と︑取りつく島もな

に聞き返した︒

﹁臨時はないのですか？﹂ホテルをひき払って宿なしの私は必死

人は簡単に答えた︒

﹁セニョリータ︒月曜日まで席はありませんよ︒﹂と零ハス会社の

いに行った︒

﹁もうたくさん／﹂と︑私はホテルをひき払って尋ハスの切符を買

るという︒

今日は金曜日︒キリストがはりつけになった日で︑昼間行列が出

ちが飛びまわっていた︒

たのが嘘のように︑ソカロ広場の木々では小鳥がさえずり︑子供た

一夜明けると昨夜の残酷なドラマチックな行列が通りすぎて行っ

ていったＯ

﹁ジャリ︑ジャリ⁝⁝﹂鎖りの音と︑物悲しい音楽が遠くに消え

は思われた︒

釈を加えて︑よりマゾ的にサデステックにしてしまったように私に

が遠くから聞えてきた︒

ベールをかぶり︑ローソクを手にした老若男女が静かに通りすぎ
てゆく︒香の入れ物をふる女が通りすぎると︑あたり一面に香の匂
いが漂って︑悲しい音楽と共に宗教的な雰囲気が広がっていった︒
﹁お入︑聖母マリアさま／﹂キリストの像をかついだ男たちが通
ると︑隣りにいた老婆は胸に十字を切った︒
﹁ジャリ︑ジャリ⁝⁝﹂という重い響きが段灸と近づいてきた︒

黒いものが︑ジャリ︑ジャリというたびに動く︒外燈の中に浮び上
ったのは︑首︑胴︑足に太い鎖りをつけて少しずつ歩いている黒装
四○キロもあるトゲのあるイバラの木の束を背負い︑手に

束の人であった︒

三○

火の点ったローソクを持った上半身裸の男たちが続いた︒彼らは黒
ていた︒

い覆面をして︑裸足で︑手にはとけたローソクのろうがこびりつい
上半身裸で︑重い木の十字架を両腕にかかえた男たちがやって来
た︒通りすぎた男の背中を見ると︑皮膚が割れて血が流れている︒
この十字架をかかえた男は道にひざまずき︑腰にさげていたムチで

んよ︒﹂と︑宿の主人は言った︒クスコの町からは出られず︑宿も

仕方なしに又ホテルに一戻ったが︑﹁今晩は空いた部屋はありませ

い︒

苦行者︵・ヘニテンテス︶と呼ばれるこれらの人為は︑キリストの

なくなってしまった私は︑ソヵロ広場のベンチで考えてふた︒﹁ど

﹁まあっ︑なんて残酷な／・﹂私は小さな声で叫んだ︒

自らの背中を﹁ピシャ︑ピシャ﹂と打った︒

苦しみを再現し︑これに選ばれこの苦しゑに耐えることが名誉なこ
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うしょう／︑﹂と︒そこに︑昨日来街で幾度となく見かけた二人の日

た︒メキシコ・シティーの＄ハスのターミナルは帰郷する人でごった

サン・アンドレス・トゥクストヲという小さな町まで行くことにし

しかし︑実際に乗客二人︑運転手二人計四人を乗せて大型畷ハスは

するなんて／︑﹂

﹁そんな馬鹿な／︑たった二人の乗零のために一台のハスを川意

運転手と助手の四人だけだと言う︒

た︒中に入ると誰一人乗っていない︒驚いたことに私たち二人と︑

私たちが最後の乗客なのかと急いで行くと︑大型Ｑハスが待ってい

﹁セニョリータ・ヤマモトノ．﹂と︑私を呼ぶアナウンスも川こえ︑

と︑アナウンスが聞えた︒

﹁サン・アンドレス・トゥクストラ行きの方は御乗耶下さい︒﹂

返していた︒

本人女性が通りかかった︒
﹁どうかしたの？﹂

﹁零ハスの切符がなくてメキシコ・シティーには陥れないし︑私の

ホテルは満員で︑今夜どうしようかと考えているの︒﹂
﹁私たちのホテルで聞いてあげるからいらっしやいよ︒﹂

しかし︑彼女たちのホテルも満員で︑結局彼女たちの部屋に泊め
てもらうことになった︒バスの切符を何とかしたいと再びふもとの
さそうなおじさんがいた︒私は最後の手段を使った︒

バスターミナルに出かけた︒朝︑私が尋ねた人とは遮った︑人の好
﹁友人の一人が病気なので︑どうしても明日メキシコ・シティー
に連れて帰りたいのですが︑切符三枚何とかしてもらえないでしょ

を借切りにしたことになる︒

出発したのである︒一二八︑三○・へソ︵約一○ドル︶で一台のバス

﹁恋人はいるの？﹂運転手はニャニャ笑いながら尋ねた︒

﹁雲助運転手でこのままどこかに連れていかれたらどうしょう⁝﹂

﹁困ったネ︒ちょっと待っていなさい︒﹂と奥に調べに入ったが︑

うか？﹂と︑困った顔つきで頼んでぷた︒

﹁席がバラバラでよければ明朝のバスがなんとかなるよ︒﹂と言っ

日本人が空手︑柔道をすることを知っていて︑それからは私たちを

﹁え上︑恋人は空手の先生よ︒私も少しやるわよ︒﹂と言うと︑

てくれた︒

私はやっとのことで︑離れ小島のようなタスコから脱出する切符

かと思うと︑三千円に欠ける料金で乗客二人を運ぶ夜行零ハスかあっ

からかわなくなった︒乗客が溢れているのに増発しなにハスがある

﹁え上︑席なんかバラバラでも結構です︒﹂

を手に入れて大喜びであった︒その夜は︑ダブルベッドに女が三人

やっとのことでタスコの町から脱出でき︑ユカタン半島に向おう

たりで私は唖然としてしまった︒

で寝ることになった︒横に川の字になり︑ベッドからは象出した足
の所にイスを置いたが︑まるで坂に寝ているようで一脈もしないう
ちに夜が明けてしまった︒メキシコ・シティーにやっと一戻った私は

去って︑また一難⁝：．﹂と不安にかられながらも︑疲れが出てきて︑

と元気いっぱいだった私は︑．体この先どうなるのだろう︒一難

うつらうつらと眠りの世界へと入っていってしまった︒︵翻訳家︶

そのままユカタン半島への旅を急ぐことに決めて︑又もバスで出か
さんが︑私と同行することになった︒まず︑ベラ・クルスの手前の

けることにした︒タスコで泊めてもらった日本人女性のうちのＡ子
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翁佳言

川

哲史

ポジチーブ

エージ

のことで︑その時代の教学はゑな神怪奇異のことを説いて

とした︒そのうち﹁神通の時代﹂とは︑人智の幼稚なとき

人を信服せしめ︑人もまた神怪奇異の説を聞いて少しも疑

第二は﹁形而上の時代﹂︑第三は﹁実在の時代﹂の三時期

て道徳学を研究するときは︑或は其法を誤ることあるべし︑

医学と較を似たる所あり︑故に単純なる哲学の研究法を以

いをもたなかった︒それよりすこし時代がたって﹁形而上

の時代﹂になると︑神怪の説はもはや世人を信ぜしむるに

﹃自識録﹄の第七十三章の全文で︑要するに︑﹁道徳学

代﹂は近世のことで︑空想の説を棄ててもっぱら帰納法を

あえてそのことの実証いかんは問題としない︒﹁実在の時

たりないので︑ただただ空想を用いて広漠無辺の理を考え︑

る︒日本では︑従来︑哲学的道徳学のみが盛んであったが︑

は哲学を離れて︑別に独立すべき者﹂である旨を説いてい

凡そ時世の変遷人智の進歩皆之を以て判断すべからざるこ

るが︑泊翁によれば︑この論は﹁実に無前の大発明にして︑

こういうのがコントの世界進化についての三段階説があ

堅固確実なものとなった︒

ポジチープ︒ヒロソプイー

いたようで︑それを﹁実理哲学﹂とも呼んでいる︒

ポジチープ・上画ソフイー

徳学もある︒泊翁はそのうちの社会学的道徳学をねらって

道徳学にはそのほかに︑科学的道徳学もあれば社会学的道

用い︑事実に依拠して真理を求め︑ここに真理ははじめて

然らざれば真に此学の妙用を発揮すること能はざるべし

要するに道徳学は哲学を離れて︑別に独立すべき者なり︑

学にして実行の学に非ず︑道徳学は是に異にして︑推究を

メタフイジカル・エージ

ぱ︑コントは世界の進化を分って︑第一は﹁神通の時代﹂︑

テヲロジカル・ニージ

日の学士会院講演﹃宗教の前途﹄︵泊翁叢書第二輯︶によれ

オーギュスト・コントであるが︑泊翁の明治十九年四月十

古
も要すれども殊に実行を主とす︑此点に至りては︑政事学

て道徳学を其中に加ふるを常とす︑然れども哲学は推究の

必ず道徳の学なり︑西洋にては︑昔より哲学と言ふ物あり

支那にては昔より道徳の外に学問なし︑単に学と言へば︑

(四）

﹁︲実理哲学﹂の首唱者は︑泊翁によれば︑フランスの

（18）

泊

イスは︑この三段階の説は﹁従来の学士未だ之に論じ到り

となし﹂と考えられ漣その功は一三−トンが引力重力の理

﹁其論理を堅固にする事を得べき﹂旨を説き︑ドイツにお

確にすることを得る﹂ように︑道徳学もまた統計によって

おいて︑﹁政事学経済学の如きは皆統計に依りて其論説を

げたあと︑

けるエッチンゲンの道徳統計をその模範的事例としてかか

を発明したのにひとしいと糸られる︒それで︑英国のリュ
し者あらず︑蓋し造物者コントの出るを待ち其秘瀧を発し

なるを以て之を統計に掲ぐること極めて難し︑己むことを得ずん

の盛衰は政事経済等と同じからず︑多く人の心術風俗に発する者

：・・：今余が推測を以て本邦の道徳統計を作らんと欲するに︑道徳

たる者の如し﹂と論じているが︑それも過称ではないとい
わなくてはならない︒しかし︑三時期の名月についてはあ
るいは異論者もあることであるから︑自分は﹁神怪の世﹂︑
﹁推測の世﹂︑一︲実理の世﹂というふうに改めたいと︑そう

ば左の方法を以て之を行ふを可とすべきか︑凡そ統計は一方のみ

を挙げて之に対照する者を挙げざれば︑完全の統計と云ふこと能

泊翁は提唱している︒ただし︑これは解しやすい語に変え
ただけのことで︑その意はまったく﹃一ン卜の説のままであ

はず︑例へば小学生徒の数を挙ぐれぱ其就学督促の法を挙げざる

此の如くにして始めて完全の統計と云ふべきなり︑今仮りに其例

べからず︑罪人の数を挙ぐれば其法律の寛厳を挙げざるべからず︑

ると断わっている︒

を出さば今日統計に褐ぐべき者は︑教育の方法殊に徳育の方法︑

コントの﹁実理哲学﹂については︑明治二十年出版の
﹃日本道徳論﹂においても︑﹁近代に至り︑哲学の進歩甚
コント躯ジチープ・ヒロソフイ−

だ著るしく︑法国の哲学者坤鯖︑実理哲学の説を唱へし

教員の採州法︑教員の数其年齢︑生徒の数︑卒業生徒の数︑教員

博突︑議員及び教員犯罪の数︑芸如妓の数︑俳優の数︑狼蕊なる

たる者の数︑貧民の非命に死したる者の数︑官吏の罪︑賄賂私曲

教育所の数︑其中に入りたる者の数︑貧民病院の数︑其中に入り

及び棄児の数︑慈善家の数︑施与の金額︑貧民の救助を得たる数︑

る批川︑判官軽官の数︑民事一弥訟の数及び其種類︑紬蛎雌幡の数

裁判所の柵成︑罪人の数︑並罪雌罪の別及び其身分︑罪人に関す

社の数及び其人員︑褒賞を得たる人民の数︑刑法治罪法の沿革︑

是を各教に分ちたる数︑道徳に関する政府の法令︑同上の人民結

の数と生徒の数との比較︑教育の我用︑道徳に関する著書の数︑

より︑其考究一層精密となり︑其学理の微妙なること千古
無比の地に達せり﹂と推賞しているが︑どういうふうにそ
である︒それで︑﹁実理哲学﹂を泊翁がどのように理解して

の学理が微妙なのかについては︑なんらの説明もないよう
いたのか明らかでないが︑哲学や学問がポジチーフなもの
にならなくてはならない︑と考えていたことだけはたしか
である︒したがって︑当然︑道徳学もボジチーフなものに
ならなくてはならないわけで︑泊翁は﹃道徳史と道徳統計
との必要﹄と題する明治二十六年七月の日本弘道会演説に
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を其内に加へたらば︑大抵有形上の道徳の実況を知ることを得く

等の類を褐ぐべし︑是等統計表を作りたる上に猶作者自己の考案

新聞小説の数︑劇場の数及其入金︑死者の数︑外国に関する犯罪

道徳の実証的研究はなお幼稚な域を脱していない事実から

いたらなかった︒昭和の今日においても︑わが国における

向としての段階にとどまり︑ほとんど実現されるまでには

しかし︑泊翁における道徳の実証的研究は︑わずかに志

の志向を

ベルギー一・四二一七五・○四一三・八三二○・四四

日本一・四二一三・三九九一・四六一六○・四六

ドイッ一・○七一三四・○八一四・○六二二二・七セ
イタリァ九・五三一五五・○三四・○一ニハ五・八九

殺害犯身体損傷犯乱俗犯霜盗強盗犯

人口十万に対する処刑人員︑料掴恥謹恥醗稀叶執奔

人人人人

考えれば︑それはやむをえないことであったが︑泊翁はそ

し︑然れども道徳の事は善悪共に無形の間︑又は暖昧の間に現は
るることもある者なれば︑固より有形の統計のみを以て足れりと
すべからず︑必ず之に加ふるに正当なる新聞雑誌の論説雑報︑其
他の著書談話に記載論議する所を参考し︑以て道徳の進退盛衰を
考へざるべからざるなり

と︑その具体的方法にまで説きおよんでいるところから察
学派が展開しているような︑道徳事実の実証的研究を泊翁

すれば︑エミール・デュルヶムを中心とするフランス社会
一九○二︶は︑デ

一九一七︶より三十年ほど先輩にあた

オーストリアニ・四四二三○・九六九・三三不明
フランス一・五四六三・四一一○・二六二○・九六

﹃一ルケム︵一八五八

は志向していたらしい︒泊翁︵一八二八

るから︑むろん︑デュルケムの名も︑デュルヶムの学問も︑

というように︑東西の犯罪者数を比較して︑﹁耶蘇教の本

ス︒へイン八・二五四三・一八一・○三五九・六四
ボルトガル六・七三三○・○一六・八九五八・五六

︵アイルランドを含む︶

イングランド○・七二六・八四一・三一ニハ六・六二

って触発せられたところの多かった学者であるから︑コン

知っていたはずはない︒しかし︑デュルヶムは﹁一ソトによ

トを高く評価した泊翁が︑期せずしてデュルヶムと同じよ

国なる欧羅巴に於ても其犯罪人の数︑我邦と比して大なる

うな研究を志したとしても︑別に不思議はない︒しかも︑

の必要を説いたのであって︑この点における先覚者として

泊翁は︑実にデュルケムにさきだって︑道徳の実証的研究

差違なし︑且欧洲は本邦に比すれば刑律幾分か寛大なれば︑

若し本邦の刑律を以て欧洲の民を治めたならば︑更に犯罪

の泊翁にわたしは脱帽せざるをえない︒

人を増すの理なり︑然らば耶蘇教の功力も至て微たたる者
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なり﹂という結論を出しているところなどに︑わずかに生

犯罪は常態的のものである︒

本的諸条件に結びついているものであるが︑この結びつい

第二に︑犯罪は必要物である︒犯罪は︑全社会生活の基

ているということによって有益となる︒なんとなれば︑犯

かしている︵﹁泊翁厄言﹄第二冊﹁︵二十︶罪人の数﹂︶︒

また︑明治二十一年二月七日付の報知新聞の記事によっ

道徳意識の進化中において︑自己みずから一の有益な役割

第三に︑犯罪は右のような間接的効用を有するほかに︑

る︒

徳および法律の常態的進化に対する必須物であるからであ

罪と連帯的であるところのこれらの諸条件そのものは︑道

て︑英政府がインドにおける罪人と宗教との関係を調べた

ヨーロッパ人二七四人に一人

茄果によれば︑

欧印両人種の雑種五○九人に一人

インド人一︑三六九人に一人
これを宗教によってば別すれば

耶蘇教に州化せる土人七九九人に一人

の変化を準備する︒すなわち犯罪の存在するところでは︑

を演ずる︒犯罪は︑必要な諸変化に対して途が開かれるこ
とを予想するの染ならず︑またある場合には︑面接これら

む状態にあるの象ならず︑犯罪は往々にして︑集合感情の

集合感情が一の新しい形態を採るために必要な展延性に富

ものである︒実際︑犯罪が︑次に来るべき道徳への予期︑

採ろうとする形態をあらかじめ決定することに貢献をなす

rワ1，

回を教信者八五六人に一人
仏教信者三︑七八七人に一人

という対照をしめし︑﹁耶蘇教が人民に及ぼせる功徳の如
何を知ることを得くし﹂という結論に達している︵﹃泊翁厄
言﹄第二冊﹁︵二十︶罪人の数﹂付言︶︒

いかに屡々であったか︒アテナイの法律にしたがえば︑ソ

まさに成ろうとするものに対する第一歩であったことは︑

すなわち︑キリスト教は道徳の向上に寄与していない事
実を統計表によって裏づけているわけで︑これも実証的研

のときまでアテナイ人の経てきた伝統は︑もはや彼らの生

また彼の祖国にとっても有益であった︒なんとなれば︑そ

独立不羅は︑単に人類にとって有益であったの象ならず︑

正当ではなかった︒しかし彼の犯罪︑すなわち彼の思想の

クラテスは一個の犯罪人であり︑彼の受けた刑は少しも不

究の一端には違いない︒しかし︑きわめて初歩的な実証的
研究で︑デュルケムなどになると︑複雑な統計分析の結果︑

一定率の犯罪はむしろ社会の健全状態を意味するという結
論に達している︒デ﹃一ルケムの﹃社会学的方法の規準﹄に
よれば︑

第一に︑犯罪のない社会はまったく不可能であるが故に︑

、 ＝ 八 ノ

存条件と調和しなかったために︑彼の犯罪は︑当時アテナ
イ人の要求していた新しい道徳および信念に対して準備す

では︑哲学と離れた道徳学は何の教義に依拠としようと

するのかｃ﹃日本道徳論﹄は︑﹁凡そ諸教の中にて殊に完全

なるは哲学なりと聞く︒然るに哲学にも猶ほ不適当の処あ

りとして之を採らざるときは︑先生の立てんと欲する道徳

るに役立ったからである︒

右のような見地に立てば︑犯罪学上の基本的諸事実は︑

教義に種々の学派あるは︑道理を見るに種々の方法あるの

まったく新しい様相をもってわれわれの面前にあらわれて

もはや根本的に非社会的な者︑社会内に導入された外来

徴なり︑然るを其中の一個を採りて他の数個を棄つるとき

に対して﹁天下の理は一教義を以て尽くすべき者に非ず︑

物・非同化物すなわち寄生的要素ではなくなり︑社会生活

は︑天下の道理に遺漏ある者多かるべし︑道理に遺漏ある

は何の教義に依拠する者なりや﹂という問いを設け︑これ

に対する一の正規的能因としてあらわれてくる︒そして︑

者多きときは之を完全の教と言ふくからず︑若し其完全な

くる︒すなわち広く行われている諸観念に反し︑犯罪者は

犯罪も︑もはや一の悪としてだけ考えられず︑狭院な限界

故に余が道徳の教の基礎とせんとする者は儒教に非ず哲学

らんことを欲せぱ︑諸教を採りて之を集成せざるべからず︑

はまったく無かった︒泊翁にとっては︑犯罪はあくまで悪

に非ず︑況して仏教と耶蘇教とに非ざるは勿論なり︑然れ

内に包容せられるようになるが︑泊翁にはそのような配慮
であり︑その犯罪の多いキリスト教社会は堕落した反道徳

ども亦儒道を離れず︑哲学を離れず︑仏教耶蘇教の中より

しかし︑同じキリスト教社会でも︑イングランドおよび

すなわち︑諸教の習成によって道徳の基礎を定めようと

も亦之を採ることあり﹂と答えさせている︒

的社会であった︒

アイルランドはきわめて低い犯罪率をしめしているが︑そ

だしたのは泊翁の創意で︑そこに﹁単純なる哲学の研究法

ような感じがするが︑ともかく︑道徳の研究に統計をもち

教であれば犯罪が多いというキメッケ方は︑少し早すぎる

学︑哲学︶の精粋を採りて其粗雑を棄つるなり︑二教の精

ない︒そのコ定の主義﹂とは何かというに︑﹁二教︵儒

教の説を採るのには︑一定の主義をもってしなくてはなら

の羅列と同じではないかという疑問が起こる︒しかし︑諸

いう意図であるが︑これに対しては当然︑それでは骨董品

を以て道徳学を研究するときは︑或は其法を誤ることある

神を採りて其形迩を棄つるなり︑二教の一致に帰する所を

れについては泊翁は何も言っていない︒それで︑キリスト

べし︑要するに道徳学は哲学を離れて︑別に独立すべき者﹂

採りて其一致に帰せざる所を棄つるなり﹂と﹃日本道徳

︑︑︑

と考えられたゆえんもあったのであろう︒
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試むるの測量器なり﹂ｌこれ毎百本道徳論﹄の論者

理にして︑事実に合はざる者は真理に非ず︒事実は真理を

○○○Ｏ

論﹄は説明し︑けつきよく︑それは﹁天地の真理﹂に帰す
○

る︑としている︒そして︑さらに︑﹁真理は儒道に言ふ所

の言うところである︒

の実理哲学を連想せざるをえないが︑少なくともその志向

ここにおいて︑当然︑われわれは論者の推称するコント

の誠にして︑︵又天理とも天道とも言ふ︶中庸に誠者天之道也

といふ者是也︑余が日本の道徳の基礎とせんとする者は即
ち此真理にして︑真理の外には天地間に一も完全無欠なる
者は非ず︒真理は其高きよりして之を言へぱ︑三千年来の
より之を言へぱ恐夫愚婦も皆よく之を理解し︑之に遵行す

哲学も︑五千余巻の仏経も其上に出ること能はず︑其卑き

よって︑わが家のよさ︑親のありがたさが身にしぷて理解

︵本会評議員亜細亜大教授︶

匡おいては︑泊翁はたしかに﹃ラト学派に近かったのであ
ヲ○○

できるようになる︑という意である︒先にも述べたように︑

︵十四頁よりつづく︶

理﹂というも︑﹁天道﹂というも︑みな抽象的名辞であっ

旅先では︑どのような危険が迫るか予想できないので始終

ることを得くし﹂と解説しているが︑﹁誠﹂というも︑﹁天

て︑これを具体的につかむのは︑なかなか困難のように思

ーヴィングの﹁スケッチ・ブック﹂の最初の文﹁航海﹂に

われる︒それで︑﹁真理と云ふ者は固より無形無臭の物に

は︑旅人は常に自分の後に鎖を引きずって歩いている︒そ

人︵聾国品①巳としての孤独に迫られる︒ワシントン・ア

是を以て真理の至善なるは人々之を知ると雌ども︑其定め

してその鎖の先は︑我が家の入口である﹂と述べているが︑

緊張をつづけていなければならないだろうし︑たえず異郷

て真理とする者は或は誤謬なきこと能はず﹂と断わってい

旅人はだれもが︑目に見えない鎖を引きづり廻っているの

して︑人為の想像に由りて︑是は真理なりと定むるを以て

るが︑それにもかかわらず︑﹁真理は此の如く無形無声な

であろう︒つまり旅人とは︑故郷や我が家からの脱出をは

其真理なりとする者︑人に依りて異ならざることを得ず︑

る物なれども︑夢幻泡影の如き物に非ずして︑確乎と之を

かった人間でありつつも︑その反面でたえず故郷や我が家

への思慕に追いかけられている矛盾的人間なのである︒人

了識把持することを得べき者﹂であるというのが﹃日本道
では︑どうして真理を了識把持するか︒それには﹁一の

徳論﹄の論者の信念であった︒

就くことができるのである︒︵本会理事目白学園女短大教授︶

はついに我が家に帰りつくことによって︑安らかな眠りに
○○○○○

せば︑必ず之を事実に求む︒事物の事実に合ふ者は尽く真

要訣﹂がある︒すなわち︑﹁凡そ事物の真理を知らんと欲
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1

韓国とアイルランド

木下広居一
国内での旅は︑たいていの場合︑骨休めになる︒温泉があり︑山

でピューリタン革命を起こした自由の英雄のようにいわれているク

ロムウェルはどうだ︒アイルランド人を五千人もたぱにして殺した

のが得意だった︒要するにアイルランドから︑すべてを奪ったのが

らないんだ︒﹂と︑まくしたてた︒

イギリス人だ︒我々は︑永久に︑あらゆる手段で復瞥しなければな

彼はアイルランド観光案内を出して︑︒︲一れを上げるから︑ぜひ

遊びにきてくれ︒しかし︑我々は貧乏で︑食べるものすらないんだ︒

く為時は︑食懸を沢山待ってくることです﹂と︑つけ加えた．ｌ

ことはできなかった︒しかし︑最近︑北アイルランドでのプロテス

そういうことをして上げるほど余裕もないので︑彼の家を訪問する

あり︑空気のいいところにきまっている︒

ところが外国への旅となると︑仕事や勉強のために出かける人は

タン︵イングランド人︶とカトリック︵アイルランド人︶︑との殺

もちろんのこと︑見物に行く人だって︑そんなに気楽とはいえない︒

し合い︑爆弾騒ぎ︑イギリス軍も︑どうしていいか分からぬ状態が︑

気になって仕方かない．ｌそしてイングランドとアイルランド

それが︑国民間の問題につながっている場合は︑いろんなことを考
数年前︑大学の教員が三人で︑学生を十数人連れて韓国を訪問し

の関係が日本と韓国との関係に似ている︑と思わざるを得ない︒異

えさせる︒

たことがある︒はじめての韓国だったからでもあるが︑その印象は

たイギリスでも︑そうだｃ

民族統治︑植民地経営について︑最も巧妙で︑多くの場合︑成功し

成功したといっても︑イギリスに属している北アイルランドは内

十年以上の前だが︑ロンドンの国会議事堂のそばで︑呼び止めら

圧倒的で︑いまだにきのうの出来のように︑あざやかだ︒
れた︒﹁日本人ではないか？﹂といわれるので︑﹁そうだ﹂と答える

の暴力はイングランドに及び︑先日は︑平和的話し合いの中心であ

乱状態が続いている︒軍隊で鎮圧しようとしても︑アイルランド人

る国会の一部を爆破するに至った︒北の部分をアイルランド共和国

と︑﹁自分はアイルランド人で︑戦後は日本に進駐軍として滞在し
化に誇りを持って暮している︒自由で独立的で︑豊かだ︒それに引

ていたことがある︒日本は全く︑すばらしい国だ︒国民が自分の文
きかえ︑アイルランドはどうだ︒歴史はじまって以来︑イングラン

イギリス国内でもスコットランド︑ウェールズといった地域が︑

に編入しなかったこと︑長年にわたる差別待遇に復讐しているのだ︒

Ｃ︵イギリス国営放送︶ではスコットランド番組︑ウェールズ番組

完全に融合しているか︒それに努力はしているがむづかしい︒ＢＢ

ド人に︑何度侵略されたか分からん︒地主はイングランド人にきま
っていたようなもの︵ボイコット大尉は伯爵たる地主の家令だった︶

という一時間番組が一週に一度ずつあったと思うが︑イングランド

だ︒我々は家畜のような奴隷生活だった︒ジャガイモの収種が悪い
と餓死だ︒そうなればアメリカに移住するほかなかった︒イギリス
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人に聞いてみると︑さっぱり一宇も分からぬ言葉だそうだ︒とても

って行くかについて細心の注意をはらっている︒日本人のように何

どうしたら相手の感情を害しないで︑お互いに親切にして仲よくや

口ゲンカ︑乱闘が日常的に︑有識者の間でも行なわれているなど︑

かについて派閥を作って対抗意識をもやし︑できるだけ悪口をいい︑

方言などといわれる程度のものではない︒アイヌ語放送をやったと
したら︑あんなことになるのではないか︒そういう言葉で歌ったり︑

ても︑独自の文字︑言葉︑文化を維持させるために保護している︑

ではないか︒ソ連では︑二千人︑一千人しかいない少数民族に対し

しかし︑少なくとも北海道の放送ではアイヌ番組があっていいの

任命など︑全部そこでやっている︒これは各州の地方議会のような

がいない︶仲よく話し合っている︒法令を作ること︑予算︑役人の

風習が残っているからだ︒将来は婦人も参加させることになるにち

とって戦う者だけが政治に参加する資格がある︑というゲル一︑ンの

が集まって︵これまでは男性だけが集会して来たが︑これは武器を

スイス人の夢にも考えないことだろう︒いまだに直接民主制で︑皆

おしゃべりをしたりしているが︑理解できない者にとって退屈この

ということをソ連学士院の歴史家が自慢していた︒︵これは昨年来

もので︑連邦議会もある︒これは首府のベルンにある︒ここでは各

上ないものだ︒

アイヌの代表者が中共を訪問して援助を求めた︑という新聞記事を

いが起こらないように注意している︒小さな国際会議のようなもの

州からちがった人種︑宗教︑言葉の人たちが集まるから︑行きちが

日した時の話︶中共でも少数民族の文化を保誰しているというので
見た︒成田空港が出来ることから先祖代々住んで耕した土地から追

で︑礼儀正しく︑歓談し合っている︒日本でのように︑﹁何でも絶

われた幾民が中共に行って陳傭し︑人民公社を見て感心して帰って
来た︑慰められた︑という話も聞いたが︑日本人同士で︑どこか親

対反対﹂︑﹁対決﹂好きが集まっていたとしたら︑スイス連邦は一日

ているように見える︒すべての人が隣の人と談笑している︒誰かが

宗教︑言葉のちがう人々と︑どうしたら仲よくできるか︑と苦心し

で崩壊し︑分散してしまうだろう︒スイス国会では︑自分と人種︑

切が足りないからではないのか︒

かえって︑火に油をそそぎ︑一層偏見を固めている人もあるくらい

ドイツ語で淡説すれば︑フランス語に雛訳する︒賛否は議員名簿を

部落問題も︑解決には時間がかかるｃまるで融和に努力しない人︑

そこで思い出すのがスイスだ︒スイスは二十二ばかりの洲︵カント

だ︒人種も宗教も言葉にも︑全くちがいがないのに︑この通りだ︒

ン︵否︶︑フランス語でウイ︵賛︶︑ノソ︵否︶というが︑イタリア

読みあげて返事をしてもらう︒たいていドイツ語でヤー︵賛︶︑ナイ

系の人は少ないが︑シ︵賛︶といおうものなら︑おおぜいの人がそ

ン︶から成り立っているが︑人種はドイツ系が七割︑フランス系が
言葉は掲示にドイツ語︑フランス語︑イタリア語を書くようだ︒二

ンカにならない．ｌｎ本の新聞記者がインドに行ったら︑﹁深刻

の人の方を向いて歓声をあげる︑握手を求める︒こういう風ではケ

二割︑イタリア系が一割ばかり︒その上に︑言葉と宗教がちがう︒
カ国語が話せなければスイスには住めない︑という︒宗教はカトリ

な疑問があります︒日本には百何十万の大学生がおり︑商等教育は

ックとプロテスタンに分かれているが︑フランス系がカトリック︑

ドイツ系がプロテスタンときまっていないのだ︒だから︑お互いに︑
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いのです︒しかるに日本では毎年︑強行採決や乱闘をして動物のよ

世界で最も発達しています︒上ころがインドでは小学校に行く者が

いるから大丈夫ということになるが︑韓国の一般民衆は︑ある朝︑

たからだ︒宇都宮氏ら一﹄よると兵力は同じ位か︑韓国の方が優れて

たちまち占領するだろう︑といっている︒りっぱな縦貫道路が出来

だから︑朴政権が言論の自由を制限し︑政府の悪口をいったら最

目をさましたら北鮮の戦車に取りまかれてるにちがいないという︒

百人のうち二十人です︒しかも︑インドの国会では暴力など全くな
うなことをやっているのは︑どういうわけですか︶ときかれて︑全

高は死刑にする︑という法律を作るのもやむをえない︑という︒そ

く困ったという話がある︒インドの国会ではどうして暴力がないか︒
ることができなくなるからだろう︒カースト制が細分化され︑言葉

それは︑そんなことをしていては︑インド人が一つの国家を維持す

会を開いた時︑﹁政治体制をどういうものにするか︑ということは︑

れに対して日本の学生は︑ソウルで韓国政府及び軍部当局との座談

にきめて︑人民をひっぱって行くようなことは︑民主主義として間

主権者たる人民が自由に選択することだ︒政府が反共とか勝共とか

は三百もあり︑宗教も様冬農地制度も複雑だ︒ちょっとでも秩序
の混乱が起これば︑何千万人の餓死者が出る国だ︒日本は生活が豊
ては︑決して天下太平と思っているわけではないが︒

では︑そんな議論をする余裕はない︒軍備を増強して韓国を防衛す

違っているのではないか﹂という発言があった︒それに対して先方

かだから気楽にケンカできるのかも知れない︒もっとも日本人とし
さて︑話を元にもどして︑ソウル︵京城︶で大学生たちに会った︒

感化を受けて間違いをやってしまった︒それについては反省してい

ーロッ︒︿︑とくにドイツのビスマルクの軍国主義︑富国強兵主義の

った︒それはソウルの博物館を見れば分かる︒ただ︑明治以来︑ヨ

は朝鮮を通じて大陸の文化を教えられた︒朝鮮の人は文化の恩人だ

韓国の歴史は血と涙の歴史だ︑と演説した︒これに対して︑日本人

も攻めて来た︒日本人は韓国の歴史と文化を滅ぼした︒そのために︑

そこに年に五十万をこえる日本観光団の集団遊興・買春が盛んだ︒

ク生活をする貧しい人口過剰の民衆の生活を改善するものでもない︒

利益になるのであり︑ガラス戸もない︑やぶれた障子の中でローソ

国に日本が経済援助をしているというが︑実は両国の議員や会社の

少女の銅像︑記念碑が大げさにいうと︑林立している︒こういう韓

将たちの銅像が︑周囲の山や公園には反日革命の犠牲になった青年︑

ソウルの街の四辻には︑秀吉の朝鮮征伐の時︑日本軍を破った武

ることだけで精一杯︑というような答弁だった︒

る︒これからは︑朝鮮をはじめ︑東洋諸民族に対する蔑視︑軽視の

ろうか︒博物館の﹁日本植民地時代﹂の展示︑歴史教科書による秀

韓国が本当に自力更生した時︑日本に対して︑どんな態度をとるだ

韓国は平和国家で外国を侵略したことはない︒しかるに日本は何度

い︑と答えた︒

︵本会副会長創価大教授︶

い世代に影響するだろう︒北朝鮮の教育が思いやられる︒

吉︑加藤清正︑小西行長以来の軍国主義攻撃などがどういう風に若

偏見を猛省するばかりでなく︑いっしょに研究し︑協力して行きた

ところで︑今の韓国は戦時状態といっていい︒北朝鮮は︑いつ侵
ら一時間︑﹁朝鮮事変﹂の時よりも速く︑釜山︵プーサン︶まで︑

／入してくるか分からぬ︒三十八度線から飛行機なら一分︑自動車な
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庭の花木︵九︶
八キョウチクトウ︵爽竹桃︶Ｖ

渡部弘
キョウチクトウ属は地中海および東部ア

ますが︑花の価値としては八重咲が高く︑

・紫・黄・白など変化に富んでいます︒

から十月まで咲き続けます︒花色は赤・桃

わが国では山形以南に植えられ︑庭園では

さ三メートル余りに達する常緑低木です︒

体と︑カラビン︵尉胃号頁ｐ函塵色Ｃ毎︶な

リオドリン︵ｚ圏ｃ︹三二︶という強心性配糖

はネリオドレイン︵ｚ①国○︹一○用言︶およびネ

②薬効キョウチクトウの樹皮や根に

稀品としては絞りの品種もあります︒

高木の下木や境栽用などに用いられます︒

どを含み︑強心薬に用いられ︑またセイョ

イキョゥチクトゥインド原産で︑高

外国には多数の品種があり︑色彩︑花形︑

ウキョウチクトウの葉にはオレアンドリン

︵○一の︻三︹三一﹈︾の曽頭毒○凸︶︑ネリイン︵Ｚ？

香燕など豊な変化を見せ美しいといわれま
す︒

﹃言︶︑ネリアンチン︵ｚ命﹃ごコテヨ︶などを

四種類原産しています︒直立性

○ピンク系には︑八重咲大輪のミセス・

ジアに三
の低木または小高木で︑一般に開花期は七

含み︑同じく強心の効があるといわれます︒

⑧繁殖さし木︑株分け︑取り木︑接

スワンソン︑多花性で耐寒性の強いローザ

し木が最も多く行なわれています︒さし木

木などで苗をふやしますが︑そのうち︑さ

・アルビコッカなど︒

八月ですが︑暖地ではさらに長い期間観

Ｏ紅色系には︑一重咲きで強仙なシング

賞することができます︒属名のネリューム

ル・レッド︑一重咲き中輪のカージナルな

一八センチの長さに切り︑

さし土に深さ九センチぐらいにさします︒

年生の枝を一五

四月上旬に︑前

︵ｚの﹃旨ョ︶をⅢギリシャ名ｚ①﹃︒⑳︵多湿︶

赤どＯ

ｏ黄色系には︑八重咲きのソレントやダ

は発育開始期の三月中旬

からきており︑おそらく︑湿った生育地に
由来するのであろうといわれています︒性
質が強く︑潮風や排気ガスなどに耐え得る

乾きすぎや湿りすぎに留意して管理すれば

ブルイエローなど︒

ｏ白色系には︑八屯咲きで大輪︑香気高

ので︑耐公害樹として都市緑地関係や海岸

七月ごろには充分発根します︒また︑梅雨

の埋立地などには多く利用されています︒

す︒そのほか大枝を水盤にさし木してもよ

期に成熟した新枝をさしてもよく発根しま

く発根します︒接木は白花種や斑入り品な

いマドニー・グランディフローラムなどが

ロセイョウキョウチクトウ地中海沿

また盛夏の花であり︑生長が早く大きくな

岸地方の海岸や丘陵が原産地で︑前極より

ど︑比較的発根しにくいものの繁殖に行な

代表品種です︒

は樹高が伸び︑高さ六メートルに達する常

切り接ぎを行ないます︒

われます︒これは四月上旬に共台を用いて

り︑地ぎわまで切り込めますから︑狭い庭

緑低木または小高木です︒花は普通一重咲

です︒

㈹種類と品種赤︑白︑淡黄などの花

きですが八五咲きもあり︑花期は長く六月

園でも︑通路横の列植えに利川できる花木

ています︒赤花には一重咲と八重咲があり

色がありますが︑赤花が最も多く栽培され
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I

目的で行なわれますが︑これは︑四月上旬

取り木は鉢植え用の苗を作るなど特殊な
えられます︒

ます︒これは適応性の強さに因るものと考

炎天下︑美しく咲いているのをよく見かけ

のはいうまでもありません︒

りません︒ただしその間︑花が見られない

を巻き︑さらにその外部をビニールなどで

ない︑湿したミズゴケや粘士などで処理部

りませんので︑四月や梅雨期に枝を切り下

うが安全です︒大株の移植は活着がよくあ

で移植が可能です︒ただし真夏はさけたほ

す︒苗の段階では四月以降なら十月ころま

移植は容易なほうですが︑適期は四月で

ウは普通の庭木より樹形を整えにくいこと

な芽だけを残していきます︒キョウチクト

と︑すぐその下から発芽しますので︑必要

る必要があります︒枝の途中から勢定する

から新芽が出ますので︑絶えず芽をかきと

適宜枝数を制限します︒ただし切ったあと

一般家庭などで空間に制約のある場合は︑

ごろ取り木する部分にナイフを用いて環状

覆います︒こうして発根したものは九月中

げてから根土を出来るだけ多くつけて移植

や芽かきが面倒なことが欠点といえるでし

剥皮や切り傷︵舌状切傷︶などの処理を行

下旬ごろ母樹から切り離し︑独立した大苗
します︒

株分けは萌芽前の三月中下旬ごろ︑株元

りませんが︑灰色カビ病や黄斑病などが発

病害としてはとくに一記すほどのものはあ

しよ﹄ｈノ○

たほうが苗はよく生育しますが︑成木では

器内の鉢植え栽培では︑多少の肥料を与え

極端に肥料分の少ない土壌や限られた容

を作ることができます︒

から発生した枝で︑多数の根をつけたもの

⑳栽培の要点本来暖地性樹木ですか

オーソサイドなどの五○○

六○○倍液を

す︒防除法としては︑マンネブダイセンや

︵都会員文部教官東教大保谷農場︶

散布しますｃ
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をナイフやハサミで切り分けます︒

植えつけてからは放任しても株元から多

生して︑葉を黄化枯死させることがありま
数の枝を叢生し︑半球状の樹冠を形成しま

ほとんど施肥しなくてもよく育ちます︒

です︒とくに苗の段階では東京地方でも寒

ら寒さにはやや弱く︑寒地での栽培は困難
害をうけることがあります︒しかし︑樹齢

三年間放置
しておき︑一度根元から全枝を刈り取って

す︒幼苗から育てるときは二

×

ら︑小苗のうちは冬季に霜除けをして寒害

になります︒また成木で枝が張りすぎて邪

しまうと︑新梢が一斉に出て︑整った樹形

×

がすすむにつれて耐寒性が強くなりますか

に植えつければ︑相当に寒い地方でも栽植

刈り込みは春の萌芽前が適期です︒また

ればよいのです︒

魔になるようなときも同じように整枝をす

を防いだり︑または日当りのよい暖い場所

は可能です︒

八月下旬にいま一度刈り込み︑以後は秋枝

土質はあまり選びませんが︑一般に適当
な湿りのある粘質壌士または壌土でよく生

を伸ばすようにすると︑あまり枝が長くな

育します︒一方︑乾燥にもかなり強い性質
があり海岸などの砂地でも生育し︑真夏の

×

×

×

又

×

×
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I

いうか主として田中首相が教育を選挙の争点として︑それなのだという︒したがって︑政策当局者が教育論を持ち出

に各野党がにわかづくりの教育論で応酬するという形だっしても︑有椛者はそれに容易に呼応してくれないのである︒

た︒その選挙の結果は︑周知のように自民党にとっては好そんな教育論の一つとして教師聖職論の可否もかなり激
ましいものではなかった︒とすれば教育論を持ち出した田しくくり拡げられたわけだが︑これは教員人材確保法にか

中首相の失敗であるとか︑野党各党の教育論が支持されたらぷ︑自民党が﹁聖職的側面﹂を若干述べたのに対し︑共

ではないと思うｏ山来わが国では︑親がみずからの子の教てから︑話題が大きくなったのである︒というのは自民党

という見方になりそうである︒しかし︑私はそういうもの産党が︑﹁聖職的面もある﹂となかば同調するようになっ

に順応して熱心なだけで︑教育政策や教育内容への関心のる﹂とした日教組作成の﹁教師の倫理綱領﹂を問題として

育に関心が深くても︑それは現存する学校体系や教育内容はもう二十年も前の大達文相時代から﹁教師は労働者であ

数年前に行った国民選好度調査にもはっきり示されていた︒万寿夫文相︵故人︶が声を大にして問題化したのに続いて︑

深さという形に統合され得なかった︒これは経済企画庁がいた︒とりわけ第一次安保斗争︵三五年︶の直後に︑荒木

この調査によると︑国民の多くは﹁教育問題に関心を持つ奥野現文相も三月の国会でこれをむし返し︑これに対し︑

ているが︑それが近い将来に解決されて︑満足度を得る﹂日教組や社会党がこれもまた従来の主張をくり返して対立

とは決して思っていないのである︒それは︑住宅問題のよしていた︒そこに︑最近は日教組内でも勢力の拡大しつつ

うな問題は︑現実に一定規模の住宅を入手すれば解決と恩ある共産党が︑双方を加味したような発言をしたという意

えるようになるのに対し︑学校はよしんば東大に入学した味で注目されたのであるＯ他の党も発言せざるを得ず公明

〆 一 一 〜 − − へ
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教師ＩＬＯ聖職論におもう
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七月の参院選を前に︑種々の教育諭義が行なわれた︒とところで︑満足というわけにはいかないというようなこと
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党からは﹁使命職﹂などという新しい定義づけが行なわれ

選挙の結果には大きな影響がなかったのである︒

国民的関心という点でも冷やかに見送られたのであろう︒

の論争は一︑ス﹃一ミが派手に報道した割には教育の現場でも︑

以上のように︑政治にからんで現われた教師論争には︑

た︒ＩＬＯ︵国際労働機枇︶の数年前の﹁教員の地位に関
れ︑日教組もこれには格別異議を唱えず︑また四六年の中

ではないにしても相当数が使命観について︑何かを問われ

私はほとんど興味を持たない︒しかし︑現代の教師の全員

する勧告﹂で︑教師に対して﹁専門職﹂という言葉が使わ

職﹂という見方ができかけてきていたのに︑﹁聖職﹂︑﹁労

いは極めて深いものがある︒卑近な一つの例は︑最近の学

る状況にあるのは間違いのない事実で︑それについての憂

教審答申も﹁専門性﹂という言葉を使い︑最近は﹁専門

にいえば愚劣なことであった︒

経済的待遇についての施策はきわめて不十分だった︒また

い︒﹁補習は面倒だ﹂︑﹁別途の経費を徴収すれば公教育が

以前は相当の補習授業が行なわれたが︑今日ではそれはな

公立学校教育への不信が見逃せない︒例えば公立学校でも

国民所得の上昇等社会的面が大きいが︑それだけでなく︑

習塾の異常な繁盛である︒この原因には︑受験競争の激化︑

働者﹂という古い範ちゅうの論争に逆戻りしたのは︑率直
﹁聖職﹂といわれていた時代には︑社会は教師に要求す

戦後︑﹁労働者﹂の声が強かった時代には︑教師の義務が

なんだといわれる﹂︑等の理由はある︒しかし︑どんなネガ

ることの桑多く︑それに反して教師の社会的地位の向上や

とにも問題がないわけではない︒例えば︑通常の専門職の

ティブな理由があろうと︑先生方に︑自校の生徒の学力を

忘れられる傾きがあった︒これに対して専門職と唱えるこ

向上させようという熱意があるならばこれをやめられない

校とは違うのだ﹂といって︑教科指導のカリキ﹃一ラムを東

特性である①職業に必要な技能の専門性②当該職業人口の

大流に教官も学生も拒否している︒それでも教員養成大学

数③報酬の支払われ方④以上から当然導き出される職能組

来もその相違が縮まることはないのだからｃしかし︑教師

してるかといえばそうでもない︒﹁教員養成大学は師範学

が自己規律として専門職と唱えることが︑その向上になる

卒業者はまだましかもしれない︒そうでないたくさんの先

筈である︒それでは正規の授業時間内の学習指導力が向上

のなら︑それを第三者がとやかくいうべきではないので︑

それで﹁生徒の三分の一がついて行けない﹂とか﹁半数

生を人口急増地区では雇わなければならなくなっている︒

認の専門職と︑教職のあり方に現在大きな相違があり︑将

成行きを見守っていたのだが︑そこにまた昔の定義がむし

織のあり方などの面で︑医者︑弁護士︑建築家など社会公

返されるのは退歩というのが私の考え方だった︒案の定こ
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がついて行けない﹂とかという発表を堂々とする︒﹁カリ

川越市小名木教辰

ブルには乗らず敢えて旧道をえらんで登山︒

評年はとってもまだまだ元気︑若者に負けるものかと︑ケー

○旧道をケーブルよそに登山行

ある︒

えて出来た一句︒﹁腰を据え﹂という下五の擬人法は巧みで

評種子茄子となることの安心感と自負心とに作者が興味を覚

○日焼けつつ種子茄子ひとり腰を据え

子を持つ親の気持がほほえましく汲みとれる︒

背丈が伸びるので予め高目の机を買ってやったのであろう︒

評小学校か中学校に入学するお子さんは発育盛りでどんどん

○入学の吾子に高目の机買う

篠塚しげる選

キ﹃一ラムが過密だから﹂というのがその理由だそうである︒

たしかに戦前よりもカリキュラムは過密にはなっている︒

ように教える方法が発見できかねているのであろう︒こど

だが︑それだけが理由ではあるまい︒こどもが理解できる
もは﹁塾に行けばよくわかるし︑学習意欲もわいた﹂とい
うケースがよくあるという︒これは塾の先生の方が本職の
先生よりも︑余程情熱をもって教育しているからである︒
しかもこの塾の先生には本職のアルバイトも多いという︒

自分が正規に勤めているところより副業の世界で情熱を注
ぐというのはどんなものだろうか︒

どうもいまの教育界では職業人︵プ巳としての自覚が
不足しているのではなかろうか︒聖職でも︑労働者でも︑

専門職でも呼称は何でもよいのである︒プロであれば相当
に権利を主張しても差支えない︒しかし同時にプロとして
のきびしさを自己規律として持って欲しいものである︒

教員人材確保法の成立は当然のことであった︒一般の公
務員よりせめて三割程度待遇を改善していくとか︑校長︑

教頭にはその社会的地位にふさわしい給料を払うとかの手
をためらうことは許されない︒しかしそれは教師がそれに

野遊びや携帯ラジオ活躍す
︵特別会員日本経済新剛・社会部長︶

東風かろく秩父札所を巡礼衆

だては十分に果さなければならないｃ財政難を口実にそれ

琶
'
三

ふさわしい活動をしている場合にのみ言い得ることである︒
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弘道俳壇

千葉県田村隆村
○画架立てる道あた坐かにもの芽生ふ・

同加藤刀水

評お客が来て世間話に興じている間は齢のことなど︑すっか

○客去りて又も炉辺は婆々と爺々

壁だけになってしまいさびしいことだ︒原句の﹁婆婆とわ

り忘れていたが︑さて帰られてみると炉辺は又もとのち堂ぱ

評画架を立てるのは作者自身でもよし︑又第三者の画架でも
よろしい︒春を迎える人と自然との一つに融合したあたたか

藁小屋を串さしにして筒伸ぶ

野仏に捧げし如く蕗の茎

休耕に乳牛手放して出稼ぎに

つばくろ

○遠来の友を迎へて燕も

ってよろこんでとぶさまがいきいきと描かれる︒

﹁も﹂という一宇を加えることによって燕も作者と一緒にな

チチと鳴きながらとび交わす︒

評遠来の友を迎えた作者のよろこびＯ燕もうれしいのかチチ

島根県原田志津子

れ﹂は﹁婆女と爺を﹂とした方が品よくひびく︒

さをし承じゑと観取することができる︒

○活け終へて梅の香に酔ふ母の刻
いいろいろのかせから解放されて自由で楽しくあろう︒母の

評梅の花を活けるときの母の心はふだんの多忙でわづらわし
心を思いやり︑母の美しさをたたえているとさえ読皐とれ
る︒殊に﹁母の刻﹂という下五がこの句のいのち︑要めとな
っているＯ

窓よりの日差暖か湖も見え
深々と春の矩健に居てねむる

同石橋香峰

思出はつきせぬま上に夕燕

○滝の音春を奏づる如くにて︵浄蓮の滝︶
評﹁滝﹂は俳句では夏の季語になっている︒ところが長い冬

飾棚の布袋の腹に春ぼこり

宍道湖に幌かく舟日々ふえて

草だんごまづゑ仏に供へけり

を経てあたりの景色がどことなく春めいてくると滝は水嵩も
ふえ音も大きくなりいかにも春を誼歌してるように感ずる︒

どの村も株田のま上や春浅し
春水に熱帯魚住む温泉街かな︵蓮台寺温泉︶

きさらぎのさ型なみ暮る基田子の海︵西伊豆町田子にて︶

（32）

編集後記

であろう︒

かぬことながら︑・ヘスタロッチを教育界

◇従来論争の的となっている﹁教師は聖
職者か労働者かの問題﹂に日経の黒羽社
会部長がふれてくれた︒今さらここで議
論することは無用のことであろう︒ただ
会祖西村泊翁先生はその著﹁道徳教育講
話﹂の中で︑われノ︑には到底及びもつ
の偉人として絶養しているのです︒いか
がなものでしょうか︒︵渡︶
新入会員芳名︵敬称略︶
昭和四十七年十月以降

府県名入会者紹介者

千葉泉水茂善烏海与三郎

″神山良雄〃
″木内喜一〃
″山仲庄治〃
″
飯田章〃
″根本勝治〃
〃
金
沢
勲〃
〃〃
中宮山
直明〃
田俊三〃

″寺田欣一渡辺正勇
″高橋賢一寺田欣一

″伊藤博司〃
″
横山男〃
″後山長司〃
″佐久間懐〃
″鶴岡善栄〃
″三橋栄一〃
″秋葉章治〃
″村越亮太郎〃
″深山政吉〃
″山田文和〃
″岡崎恒善〃
″今関郁男〃

｜

真夏の旅に出ようというのは︑汚れた一
空気︑ガナリ立てる騒音︑ジリノく︑照り一
つける日差︑焼けつく舗道などのムソ
ノ︑した都会の熱気から脱れて︑しばし
の間︑心気一転の安らぎを求めてのこと
◇編集子もそれを夢みていたところ家人
の急患が突発した︒自宅がそれに近いま
あノ︑の山中のこと︑このまま居すわり
での消夏を考えて見たＯ春霞とともに都
を立つこととした能因の跡を追って︑ア
ルバムを見たり︑日記をめくったりして
食うが無筆のことながら︑とくに心に残
る思い出をそれとなく書くことにして︒
◇後生掛︵ごしようがけ︶で古老も見た
ことはないという熊を見かけての大喜び
も束の間奥羽山脈縦走五人の大の男がふ
けの湯への山道で又出られてはと立ちす
くんだこと︑高崎山記念の大ボス・ジュ
ピター像の前で突然飛来の猿君と握手し
ている編集子との珍写真のことなど︒

◇強いてまとめようというのでもない
が︑この重荷では消夏どころではない︒
そこで思いついたのが一文いらずのこの

便法ｌ汐の香の涼風に存分に吹かれ旗
がら海国イギリスの往時をしのぶ﹁ロビ
ンソンクルーソウ漂流記﹂︑それに玄美

三蔵主従が空中飛行までする大旅行の
﹁西遊記﹂︑大風呂敷の﹁百万屋敷﹂で語

芭蕉

るマルコポーロの﹁東方見聞録﹂の拾い
読みｌだったのであ為．
ひやノ︑と壁をふまへて昼寝かな

″瀬尾公男〃
″小林昌男〃

″石井貞夫〃
″
池上厚〃

″高山英一渡辺正勇
″
外山清〃
東京寺崎隆治〃

″北之園朗範〃
神奈川仲村和夫〃
″大井郁彦寺崎隆治
広島児玉時春畠山兼人
石川吉川亮順浅野亮本

″津田知徳〃

島根串崎正竜千代延隆長

︵送料四十円︶

弘道売価一冊金百円
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論語の講義
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