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小型シンビジユーム（東南亜・印・豪・中国・日本等原産）
長い花茎に10〜20輪の花をつけ，草たけは大型シンビが80センチ

くらい，小型シンビが30センチくらい，それと中間型があって，品
そしん

種・花色も多種多彩である。花は秋〜冬に咲く素心系(芳香シンビ）
きんりょうへん

と，冬〜春に咲く金稜辺系とがあって，その組合せによってはい

つでも花が見られる。適温は日中20〜25度，夜間10〜15度くらい，
冬は最低7〜8度が必要である｡春から秋までは室外に出し，水と
肥料をほどよく施してやり，真夏には日除けをして風通しをよくす
るよう配慮すれば美しい花のお返しとなる。

︹巻頭言︺

勇

Ｊ１

気風の振興に奮起あらむことを祈る︒︵本会を長︶

敬意を表すると共に︑他の各層に於ても︑正義の為めの真勇を尚び︑其の

し︑社会も亦之を諒としたのは良かった︒司法当然のことは云え私は深く

最近裁判所が一度ならず︑外部の威嚇デモに屈せず︑冷静妥当の判決を示

真勇に触れる感激の乏しいことは︑私一人の拳の寂まではあるまい︒た壁

あり又大勇である︒今日︑経済︑政治︑教育︑外交︑思想の各界に於て︑

と情義との裏付を必要とする︒即ち理を尽し情を尽して後の勇こそ真勇で

る血気の暴に非ずんぱ狂である︒文化進承社会生活が複雑化する程︑理智

得ない︒一見勇敢なるヘルメットや爆弾を好む徒は︑智仁の二点に未熟な

二徳は未だ余勢を保つが︑最後の勇の一徳に於て大きな落差を嘆ぜざるを

向の徳目と見てよい︒ところで我国の現状や如何︒概観して私は︑智仁の

もその尤なるものである︒仁と男とは対人的のもの故︑此の組合せは公人

古来徳目の列挙には種禽の組合せがあるが︑簡潔なる﹁智仁勇﹂の三徳
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未だいのちの終らざる内に自ら戒名を残す人は︑古今稀

一度は大東亜戦争に応召して︑歩兵部隊の第一線で活躍し

自ら勇者なりと名乗り出る程のことであろうか︒私自身も

と映るのであるが︑果してその人個人の心境からすれば︑

鈴木

であろう︒ここに八十才の齢を自ら顧みて︑大勇院尽忠日

た体験からすれば︑死を恐れざる覚悟さえ出来ていれば︑

に夜襲をかけて︑鬼艇長と唱われたというその行動は︑正

ジャックを試承︑或は空港で機関銃を乱射し︑ゲバ学生が

るのであるかが問題ではあるまいか︒アラブゲリラが︿イ

の倫理性にあるのであって︑何の為めに決死の覚悟を要す

いのではあるまいか︒勇気あると賞讃されるのは︑寧ろそ

に俗にいう勇気なくしては出来ないことであろう︒又日露

死闘を繰返すのを︑誰も勇気ある行為として褒め称える者

その行動が自ら俗人には勇気ある行為と見られるに過ぎな

戦争の折日本海海戦に於て︑第四駆逐隊司令として四膿の

海軍に身を置き︑日清戦争には水雷艇左長として︑中国

駆逐艦を指揮して果敢なる夜襲を試み︑得意の近接戦法に

味であろうか︒恐らく日清日露の戦後に金鶏勲章を頂いた

そこで父が自ら大勇と名乗り出たのは果して如何なる意

はいないのである︒

敵弾雨飛の中を粛然として艦橋に立ち指揮している姿は︑

して当然のことであって︑大勇とはいい得ないからである︒

ことを称して大勇といったのではあるまい︒それは軍人と

軍人となる以上もとよりいのちを惜しむものではない︒

それでは二・二六事件の折叛乱軍兵士に取り囲まれて︑拳

正に剛勇そのものということが出来るであろうか︒

感状を受けるという軍功を挙げているのであるが︑何れも

よって敵戦艦二隻を撃沈して︑東郷連合艦隊司令長官より

山東省威海衛の軍港に防材を破壊しつつ突入して︑敵戦艦

足るの感あったという人物がある︒父貫太郎である︒

一

貫居士と戒名を自書して︑傍の老妻に示し莞醗として自ら

父・鈴木貫太郎の思出

勇

生命の危険を超越よる所に︑俗人から見れば勇気ある行動
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大

銃をつきつけられた時静かに手を差し延べて﹁まあお待ち

なさい︑何か訳があるのであろうから︑訳を話して下さ
い﹂との従容たる態度のもとに︑銃弾に倒れたことを大勇
とは決して指していないに違いない︒

思うに日本の命運をかけた終戦内閣総理大臣の大命をお
受けするかしないかのその決断に︑まことに大勇を要した
のではあるまいか︒もとより一身の生命を論ずるものでは
ない︒日本国が滅亡するか生き残るかの責任をとることこ
そ︑大決断を要し大勇に値するものであったに違いない︒

記念としてであったと思うが︑謹書の上陛下に奉った軸の

副本が私の家にある︒当時戦略的にまことに意味深長のも

のと思われるが︑﹁夫慈以戦則勝︑以守則固︒天将救之︑

以慈衛之﹂の軸である︒老子は慈を説き︑男をその裏返え

い筈はないのである︒今にして思えば父自ら大男と称した

しに見ているようであるが︑慈と男との関係を父は知らな

のは︑その大勇によって日本民族を救い︑万世の為に太平

を開くという世界平和による大慈を為し遂げたという満足

感が︑そこに秘められているように思われてならないので

ある︒﹁大慈故能大男﹂か︒

かも耳も聞えず重大なる間違いを犯してはならない﹂とご

治に干与せざることが明治大帝の勅諭に明かなること︑し

臣会議で申述べ︑一度は陛下より直為のご沙汰があったに
拘らず﹁自分は武人であって政治を知らぬこと︑軍人は政

日く︑倹︒三に日く︑敢て天下の先と為らず︒慈なり

我に三宗有り︒持して之を保つ︒一に日く︑慈︒二に

共の細たること︒

なり︒故に不肖に似たり︒若し肖ならば︑久しいかな

天下皆我を大なれども不肖に似たりと謂ふ︒夫れ惟大

大命降下に至る前︑自らその任にあらざることを呉々も重

辞退を申上げたのであるが﹁政治を知らなくともよい︑耳

非︽坐ご

１３士心坐・

ただ

が聞えなくともよいからやれよ﹂との再度のお言葉に︑父

故に能く列なり︒倹なり︒故に能く広し︒敢て天下の

因に老子第六十七章を左に掲げてご参考にしたい︒

はその大命を拝さざるを得なかったのである︒この瞬間の

先と為らず︒故に能く器長を成す︒今慈を舎てて且に

すまさ

気持こそ︑父にとって大男を要したに違いない︒大勇院尽

男ならんとし︑倹を舎てて且に広からんとし︑後るる
ｒ

忠日貫居士が︑私にははっきりと分るような気がする︒

を舎てて且に先だたん人とすれば︑死せんｏ

夫れ慈以て戦へぱ則ち勝ち︑以て守れば則ち固し︒天

父は日頃老子を好んで読み︑老子の弟子といってもよい
位である︒所が老子八十一章五千字の中に﹁勇﹂という字

将に之を救はんとす︒慈を以て之を術れぱなり︒

︵諸橋轍次著﹁老子の講義﹂より転戦︶︵特別会貝日本馬術連盟会長︶

主も

は︑唯第六十七章に﹁慈故能勇﹂とあるだけである︒この
章の後段には︑大東亜戦争に突入後多分父の喜寿を迎えた
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勇気ある人物
ｌ私の私淑した人びとＩ

相馬敏夫

うものにはやかましく云うからそのつもり

んが意地悪をしてゐるではないかと私共下

たたされたのであるが︑又︑東京からはその

切りか案件をのむか二者択一という立場に

ような商金利では国辱公伎といばざるをえ

働きの者は端摩憶測をする︒そして募債打

程私を指導して下さった方はないとの感じ

ないとか︑森さんはこれによって先方から

でおれ﹂と云われたのである︒私は大蔵省

が今も尚残っている︒森さんはすき嫌いの

莫大なリベートを貰うのだなぞと現地の苦

で其の後種々の人に仕えたが私には森さん

はげしい方であったが佐賀の出で葉隠れ武

けれども︑森さんはそれらの穀誉褒賑には

士の精神をうけついておられ︑それが仕事

の両市場で関東大震災復興公債の発行交渉

半利公依借換えの必要性からもし募債を断

耳をかさず﹁海外物資購入資金調達︑四分

ひっきりなしに報ぜられてくるのであった︒

をその地の金融業者とされたのであるが︑

労を少しも察しない勝手気倦な一豆−スが

先方の態度は厳しく担保の提供︑高金利を

ることを考慮し責任をもって自分はこれを

行しなければ我国の対外経済を混乱に陥れ

振りにも出ていた︒大正十三年の始め森さ

った︒其の生活の内︑私が私淑し今も其の

すればずっと短いが当時としては普通であ

され勿論其の緩和を求めて努力されれので

要求した︒これに対し森さんは非常に苦労

んは津島寿一さんの協力を得て紐育及倫敦

当時をなつかしく思い出される方は大蔵畑

た︒其の結果森さんの意見を認めるとの返

認諾する決意である﹂旨を蔵相に申し送っ

私の役人生活廿一年間は︑今の役人に比

では森賢吾︑外務畑では芳沢謙吉︑内務畑

あるが其の壁は破れない︒そこで英国債六

では大達茂雄の三氏である︒

森賢吾さん

にかえり︑役所に出たところ当時財務官を

大震災に鎌倉で雁災し一週間位たって東京

そのような金利は高すぎると云って仲々承

ｎ本の一地区の震災であるにすぎないのに

の金利ではなかったか︑今度は関東という

﹁拙者の責任﹂で発行を承諾するという決

たのであったが勝田蔵相が自筆て巻紙に

においても条件が悪いので決断しかねてい

た結果だと思う︒森案については大蔵部内

大局に立って勇気をもって所信を断行され

なった︒これは森さんの︑私を顧承す国の

しておられた森さんに同伴して英国にいく

認の電報がこない︒いつ迄たっても返事が

意を示され︑其の結果電報案の起草となり

電があり漸く発行は円滑に行われることに

ようにと内示をうけたときであった︒森さ

貰えないのは日本を出たときの内閣は虎の

断が下されたのであることをあとになって

であるが東京では日露戦争のときにも五分

んは初対面の私に﹁僕は多くの人にきらわ

主計氏に変っている政治的関係で︑勝田さ

門事件で倒れ蔵相も井上準之助氏から勝田

私が森さんに初めてお会いしたのは関東

この人は僕の云うことをきいてくれると恩

ないと腹をきめ大蔵本省の承認を求めたの

分︑米国債六分半で国偵を発行せざるをえ

I

れている︒やかましく云うからだと思うが︑

（4）

I

一
一
垂

− − 一 巳 〜 ヘ ヘ ー タ

私は知ったのであるが︾勝田蔵相の勇気が

も鉄拳がとぶかとも思われ︑押しかかるよ

椅子に腰かけた侭顔色は少しもかえずや姿

さんが今相馬さんに会い度いといっている︒

側近の陸軍中佐某という人が官舎にきて長

夜も更けたときのことであった︒長さんの

いよきたな︒外交官なぞが現地でふつけさ

同行してほしいと云うのである︒私はいよ

勢をくつさず従容として芳沢さんは︑今に
うに威圧する態度でせまっている長さんに

だと思う︒

対しておられる︒遂に長さんは芳沢さんの

森財務官の勇気を生かしたことになったの

芳沢謙吉さん

どんなところでも内田と呼びすてにすると

長さんは私に向って︑﹁経済部長の今日の

腕には刀か盃できったきづあとが見える︒

浴衣であぐらをかいて椅子にすわっている︒

ら長さんの官舎に赴いた︒すると長さんは

亜ねて云うのである︒長さんは自分の負け

仏印政庁との交渉は不満である︒大使府は

れることがあるときいてきたがと思いなが

大使府の経済部長に任命された為であった︒

と思ったのであろう︑腕時計を見てあっ１

けてくれというのであるが芳沢さんは俺は

思い出すのは大使府開設のささやかなパ

人を呼んでいた︒時間がすぎたと云って立

耳に口をあて私のおるところではさんをつ

ーティーが大使府で開かれた時のことであ

軍の機密を洩したではないか︑今西貢から

芳沢さんに仕えるようになったのは大東

る︒陸軍からは其の後沖細で参謀長として

ち上り部屋から退出されたのである︒芳沢

憲兵がきて調べている﹂等と云われるので

亜戦争開始の二ケ月位前に仏印河内の日本

自刃された長一必少将︵あとで中将︶海軍か

さんはそのあと一言長は可愛いやつだよ︑

に出なかった︒その内に長さんがもう一度

らは堀内大佐が大使随員となっていたが︑

席された︒ここに長さんのよいところがあ

これは先方がおれたのだ︒しめたと思い︑

経済部長交渉してくれぬかと云ったので︑

なり︑他に頼んだらよいと云い絶対に下手

突然長さんが大声で芳沢さんに向ってどな

ると思う︒芳沢さんの外交六十年という著

それではと云い再交渉を引受けた︒ところ

あった︒そこで私は不満ならば独自でやる

り初めた︒芳沢さんが嘗て外務竹政務局長

﹁其の后同少将との関係は極めて円洲且親

書にもこのパーティーでの出来事に触れて

スコート開きがあったが平然と長さんは出

時代に関係した山東塩の後始末に触れ黒竜

が長さんは壁間にかけてあった三十号位の

と云われた丈であった︒翌日大使府のテニ

会の内川良平さんのことを内川のやっと呼

密になったような次第であった﹂と述べて

いる画の額をおろしている︒どうするのか

安南の娘が窓ぎわの机に伏せ気味になって

これらの人もパーティーに出席︑長さんは

びすてにしたことが内田さんを親分として

ついての思い出もある︒それは私が予て軍

おられる︒この長さんについては私自身に

芳沢さんと同じ卓で飲食しておられたが︑

いた長さんの気に障りそれが端緒であった

から依頼され仏印政庁と交渉し其の承諾を

った︒ここにおくのも君の家におくのも同

ときくと︑君にやる︒ｎ分は君がすぎにな

︑︑

のであるが︑長さんは内田のやっと云った

められないということになった︒其の日の

得ていたタングステンの輸出が無税では認

のをとりけせと云う︒芳沢さんは俺はとり
けさない︑どこであっても呼びすてにする︑

じたと云う︒私はいらない︑同じ画伯に同

さんなぞと敬称をつけたら内田がなくよと
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ろ迄運んでくれるのであった︒私はそれ迄

番といって兵卒を呼び自分で額を車のとこ

と云いもう夜中の二時頃であったが当番当

なのであるから君の家に飾っておいてくれ

ねと云ったてはないか︒君はこの画がすき

に挨拶にきたときこの画は仲をよい画です

のことを直接首相にいえる人はなく大いに

うのであった︒其の当時としてはそれだけ

しむくからずの方針を改むくきであると言

たせる所以てはないか︒依らしむくし︑知ら

民に知らせることが国民の戦意をふるいた

のはよくない︒極めて苛烈である実態を国

東条首相に対し戦局の不利をかくしている

一回が総理官邸で催されたとき大達さんは

勇気を御互に出すことが今の時世の匡救の

の場の小さい職場の正常化を計るためにも

とが大事である︒小勇でもよい︑其の場其

たのだと思う︒それには私利私慾がないこ

ち主であったからあのような処理をなし得

である︒私は終戦時の天皇陛下も大勇の持

たのであるが︑勇気は自然言動を伴うもの

以上私の私淑した人について勇気を語っ

る︒僻清貧に甘んじた政治家であうたから

に云われるのならばと云って貰ってしまっ

ために大いに望まれることと思う︒芳沢さ

私の願は実現出来なかった︒

た︒その後河内の官舎に飾り︑日本へもち

勇気のいることであった︒昭和二九年七月

は考える︒我が国の再興は出来る︒再興の

んは其の箸外交六十年の末尾において﹁私

話して下さった︒行政協議会会長会議の第

かえってからはあちこちと大事に持ち歩い

教育二法案が議会に上程された時の大達さ

基礎は誠意である︒この点については私は

達さんも公私にかからわず相当打ちあけて

て空襲を免れ︑今は女妬の家の応接室にか

んの奮闘振りには正をとって動かずという

青年に望をおくものである︒青年は純真で

ころ︑長さんは君は赴任して自分のところ

けて貰っている︒長さんと云う人は仲々軍

り︑それだからこそ二法案が通過したのだ

大達さんの真の勇気ある気性が現われてお

じような画をすでに頼んであると云ったと

細いデリケートな神経の持ち主でもあった︒

ても国力の基礎である︒今︑台湾問題を機

ある︒純真な青年男女の誠意は︑何と言っ

人として勇気のある人であったが一面情に

と思う︒其の他大達さんが勇気の主である

会として我が日本は危殆に瀕しておる︒全

大達茂雄さん

青年が国の真の姿を認識してこれを突破す

ことについては大達茂雄伝記刊行会の﹁大
ている︒私は大達さんが文部大臣で種灸と

のみならず年輩の私共も亦御互が留意すべ

かいておられる︒日本の現状に照らし青年

達茂雄﹂﹁追想の大達茂雄﹂の随処に現われ

さんに緒方竹虎さんを総理︑松村謙三さん

大達さんに初めてお会いしたのは︑私が
関東地方行政協議会の仕事をすることにな

を副総理にし︑あなたは内閣書記官長にな

る勇猛心を起して貰い度いものである﹂と

った昭和十八年七月のことであるが私は大

さなければ御三方の冥福を祈りえないと思

き言莱であり︑この腐った世相をたたき直

苦労されているとき二人だけの席上で大達

達さんに接すれば接する程ほんとに私淑し

って組閣されたら日本のためによい内閣が

大蔵省監理局長から東京都参事官となって

うる人にめぐりあったと喜んたのであった︒

云ったのであるが︑三人とも今は故人であ

出来る︒是非そのように努力してほしいと

うのである︒︵本会脆事明糖相談役︶
と云うのか先方も親しく接して下さって大

私が私淑する気分になればなる程以心伝心
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の理想となし︑専門的に武を研き︑廉恥を

に利を言はず︑心に利を思わざるを以てそ

しみ︑目に利を見ず︑耳に利を聞かず︑口

﹃武士道の教育に在っては絶対的に利を卑

いている︒

板垣はその著﹃武士道﹄に次のように書

箸や茶碗を持参した﹄︵蘇崇自伝︶という︒

ど手桶一杯の水を要し︑旅行する時には︑

蘇峯によると︑﹃彼は手を洗う際にも殆

的にもそうであった︒

生理的にそうであるばかりでなく︑政治

板垣は潔癖家であった︒

しであったらしい︒

年齢も一つちがいということで︑大の仲好

藤両家とも︑御馬廻で家の格式が似ており︑

I
I砦

Ｉ１１ １ １

ｊｊｊｌ

I
I

韮い︑節義を励むを以てその本分となせり﹄

一

若き日の板垣退助

福湯

I
I

〜 一 ー ー 、 ジ ワ ー ー ロ

I

ｌ私の好きな維新の人物Ｉ

板垣退助は写真で承ると︑なかなか男前
である︒顎が痩せているのが︑欠点といえ
ば欠点であろうが︒

板垣が︑見事な顎髭をたくわえているの
は︑その欠点を隠すためであったかもしれ
ない︒

徳富蘇峯は﹃我が交遊録﹄の中で﹃どこ
かに一抹の淋しきところがあって︑よく言
えば︑悲壮︑平たく言えば何やら貧相のよ
うに思われて︑松方とか︑桂とかいう如き
福相とは︑余程異っていた﹄と書いている︒

明治一五年︑蘇峯が板垣に会った時の印象
である︒板垣は四十六才であった︒
板垣は土佐の出︑乾正成の長男として︑

後藤象二郎より一才年上である︒乾︑後

天保八年︵一八三七︶生まれている︒

﹃武士道の教育は︑一切の生活問題を度外

を集注し︑他の労作の如き射利の如きは之

視して︑ただ単に武を練るにのみその精神

を農工商の如き卑しき階級に一任し︑自己

は則ち特に撰ばれたる階級として社会の上

の唯一の本分とせり﹄

淋に居り︑他の汚演に交はらざるを以てそ

この武士道精神は板垣の一生を貫いてい

いた︒当今︑保守政治家たちの﹃金権問題﹄

た︒板垣は︑貧乏生活をその死まで耐え抜

が政治を混迷におとし入れている時︑彼等

板垣がはじめて江戸に出たのは︑一九の

に板垣の生涯を顧みて欲しいものである︒

時であった︒江戸勤番を申し付けられた︒

幕府はアメリカ︑つづいて︑イギリス︑

安政二年である︒

ロシヤ︑オランダ等と和親条約を結ばざる

を得ないところに追い込まれ︑時勢は急変

この年の十月に江戸に大地震があった︒

を告げていた︒

その時︑板垣は藩邸にいた︒

﹃地震がやんだら認火事がおこるぞ︒消火

板垣は大声で叫んだ︒

の用意を怠るな﹄

板垣の言った通り︑江戸は糸る承るうち
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に︑火焔につつまれて行った︒板垣の指揮

その二は︑公武合体を唱える改革派︑こ

その三は︑中士勤王派で︑板垣をはじめ︑

で︑藩邸は被害を最少限度にくいとめるこ

谷干城︑片岡健吉らが中心で︑武市半平太

なしている︒

翌年板垣は土佐に帰った︒そのころ板垣

の派には吉田東洋︑後藤象二郎等が主流を

が勉強していたのは﹃孫子﹄で︑﹃孫子﹄の

の率いる勤王党の過激論者に反擁していた︒

とが出来た︒

思想は板垣に大きな影響を与えた︒自由民

は自衛上やむを得ず同志協議し︑誓約した

武市の桐喝に一歩も退かず︑彼を押しも

までである﹄

若さであった︒

どした板垣の気はく︑まだ彼は二十六才の

その翌年九月︑武市は藩政府により︑下

着手したのであった︒

獄せしめられた︒藩政府は勤王党の弾圧に

勤王党の一部には︑勤王党弾圧は容堂の

側近にいる板垣の画策とし︑板垣の暗殺が

中岡としては︑板垣の言葉の端灸から︑

そのころ︑中岡膜太郎が板垣を訪ねた︒

計画されていた︒

藩政府の決意の程度をはかるつもりであっ

いるではないか︑何故に︑刀を抜かないの

﹃兄らが斬らんとする板垣が兄の目の前に

板垣はいった︒

る計画の情報を知っていた︒

板垣は︑すでに︑自分を暗殺しようとす

たのだと思う︒

た場合︑直ちに武市を斬ることを誓約した︒
﹃この混乱の時に︑暗殺の責めをことごと

このことを知った武市は板垣を訪ね

ち一人でも︑彼らの犠牲になるものがあっ

板垣は︑勤王党の暴走を怒り︑同志のう

平太は︑東洋を暗殺した︒

翌文久二年︑藩論統一を画策する武市半

岡慎太郎等は︑この派に属していた︒

勤王派とも称すべきもので︑坂本竜馬︑中

その四が︑武市半平太を首領とする下士

たといわれている︒

権の運動にも︑板垣は孫子の兵法を活用し
文久元年︵一八六一︶板垣は免奉行︵管
税官︶になっているが︑これは参政吉田東
洋の推ばんといわれる︒

東洋は板垣の才を高く評価し︑当時御近
習目付であった後藤象二郎にあて
﹃いまだ若年の気去り不申︑足下など折変
という手紙を書いている︒

議論候はぱ︑大益可有之候﹄

同年秋︑板垣は御納戸方となり︑江戸出

く勤王党に負わしめるは︑酷に過るではな
と詰問した︒

いか﹄

板垣は誓約の事情を説明していった︒

向を命ぜられ︑藩の軍備の庶務をあつかう
ことになった︑同年さらに︑江戸留守並に
このことも︑板垣を容堂公に近づけよう

し︑首髄であるあなたにやましいところが

ずと︑あなたは確信し︑断言出来るか︒若

﹃何をいう︑中岡槙太郎はそれでも男か︑

﹃暗殺？われらにはそのような計画はない﹄

そのものズバリの出方に対してである︒

中岡は鷲ろいた︒あわてもした︒板垣の

だ﹄

なければ︑それで結描ではないか︒われら

しかし︑勤王党の志士は絶対暗殺など行わ

﹃勤王党ばかりを責めているのではない︒

御側用役を命じられている︒

とする東洋の工作と伝えられている︒
当時土佐藩を政治的に分析して柔ると︑
だいたい四派に要約出来るようである︒

その一は︑藩の最高幹部による封建派
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兄のあわて振りが︑それが事実であること
中岡は︑板垣の人物評価を誤っていたこ

を明確に物語っているではないか﹄

とをはっきりさとった︒
﹃申訳ない︒兄を除いてしまはなければ︑

そのころ︑江戸には怪情報が入り乱れ︑

挙の限りを尽すという有様であった︒

浪士たちは︑自分たちの天下が来たと︑暴
江戸市民は︑息をひそめ︑亀のような毎
このような江戸撹乱工作は︑薩摩屋敷が

日を送っていた︒

出発に当って板垣は︑こんどの出撃の重

えたＯ

大さを語り︑蒋起を促した︒

隊士の服装は︑定まったものはなく︑各

板垣はその時の印象を後日次のように語

盈好き勝手な服装であった︒

﹃フランス革命時代の義勇兵の状況をきく

っているＯ

勤王党の存在が危うくなると同志がみな考

中心となっていたが︑幕府は︑益満休之助

と︑全くよく似ている︒上下の別なく︑将

えていた︒しかし︑本日の訪問はそれがⅡ

卒たがいに混乱し︑服装はまちまちであっ

等が江戸城に放火するに及んで︑ついに︑

出て来た︒

益満らは︑むろん︑西郷との打合せの上

た︒象な︑長刀を腰に横たえていた﹄︵緑

のは︑フロックコート︑スタイルの者もい

のもの︑烏打帆あり︑韮山笠あり︑ひどい

た﹃甲胃を着用するもの︑伊賀袴に陣羽織

での計画であって︑西郷は薩邸焼打ちの報

︵前毎日新聞編集室顧問︶

中央政界に大きく羽博くことになった︒

土佐の俊才といわれた板垣は︑かくて︑

られ︑土佐藩兵を指揮することになった︒

京都に上った板垣は︑総督府参謀に任ぜ

こぷあげて来る︒

恰好になるか︑想像しただけでも︑笑いが

フ区ツクコートに三尺の長刀︑どういう

屋寿雄著史伝板垣退助︶

西郷は藩邸に居合せた谷干城に﹃機が熟

という．︒

に接すると﹁遂にはじまったノ﹄と叫んだ

れたわけであ・る︒

益満らの挑発に︑幕府はまんまと乗せら

薩摩藩邸を焼打ち︑浪士一掃の強硬手段に

的ではない︒﹄

中岡は事実を認め︑あらためて︑謝罪し
た︒

板垣は﹃兄があやまるなら︑もう何も言
うことばない﹄といって︑はじめて︑二人

ったＯ

で天下の情勢について︑胸を開いて語り会
中岡は板垣邸を辞するに当り

した﹄と板垣に急使を立てるよう依頼した︒

﹃間分らの見誠が低く︑兄を公武合体の怖

諭党と誤解していた︒兄の如き人物のわが

総隊六○○名︑軍夫を加えると千名を越

を掌握した︒

板垣は三十二才︑大隊司令として︑実権

衝隊﹄と名付けた︒

板垣はただちに隊を編成し︑隊名を﹃迅

谷が高知に帰着したのは正月六日︒

板垣は西郷に密約を結んでいたのである︒

藩にあるのは︑心強い限りである﹄と涙を
流さんばかりであった︒
慶応三年五月︑板垣は京都に立ち寄″︑

中岡の仲介で︑西郷吉之助とはじめて会見
その時の︑両雄の会見の模様については

した︒

のはこの席であった︒

記録はないが︑薩土同盟の密約が結ばれた
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明治十年︑西郷さんを擁して立上った私学

によると︑和田家は鹿児島藩士であった︒

一
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三忍耐の勇
村尾次郎
学校の生徒だった頃に︑和田秀豊といばれ

校基幹の薩摩軍は怒涛の如く熊本鎮台めが

私は父親から翁の逸話を聞いた︒その話

る老翁が折々︑父を訪ねて来られた︒この

秀豊はじっと辛抱して︑たうたう︑動かな

かったのだといふ︒父は翁のその態度を真

男であるといって讃歎を惜しまず︑血の気

秀豊翁はハンセン氏病者の救護のために

の多い私への戒めにした︒

生涯を捧げられた︒私の父は肺結核の予防

してのおつきあひがあったのだらうと思ふ

治療に挺身してゐたので︑いはぱ︑同志と

が︑当時ライ病と呼ばれてゐたこの疾病に

ハンセン氏病はいまでこそ必ず治る病気と

立向ふ人は結核の方よりもなほ少なかった︒

して一般人にも認識されるやうになっては

ゐるが私が学生の頃には恐るべき不治のや

まひであり︑これに雁ってゐる人はなにか︑

前生の宿業を背負ってゐる救ひ難い存在と

の通りである︒翁がこのやうな難問題に取

して忌避されてゐた︒これは誰しも知って

組んでをられるといふことを聞いたときに︑

私の胸には一種の感動が湧いたのである︒

西南戦争のことは︑時間も距離も私には遠

いできごとであり︑翁が従軍を拒承続けた

といふことにも︑それほどの感じは起らな

その後︑ライを病む人を主題にした小説

かたが︑救ライの方はグッときた︒

﹁小島の春﹂の作者小川正子さんが胸を病
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いまからおよそ四十年前︑私がまだ高等

方は知る人ぞ知る︑和田英作画伯のお父さ

けて北進を開始した︒士族の青少年は我も
見送りで沸き返ってゐた︒しかし︑その薩

我もと参戦し︑鹿児島は出陣する若武者の

はハイヤーか︑お伴付きで外出をなさると

摩隼人の中にも︑随かではあるが参戦を拒

であられた︒そのぐらゐな方ならば︑普通
ころだが︑翁はいつも電車を利用され︑下

んだ入念があった︒和田秀豊はその一人で

んで︑その時分はもう︑八十歳を越す高齢

車駅から杖をひいて歩いてこられた︒いま

の不戦の教へを堅く守って銃を持たなかっ
たのだ︒白い眼で周囲からにらまれ︑陰口

ある︒彼はキリスト教に入信してをり︑師

をたたかれ︑面罵されることさへも覚悟の

でこそ︑日本人の寿命は延びて︑八十歳の
るのは珍らしくないが︑昔はさうでなかっ

老人が達者な足取りで往来する姿を見かけ
た︒秀豊翁はめだたない方であった︒人名

のつらよごし︑こんなさげすぷのことばが

前であった︒その通り︑卑怯者︑薩摩武士
四方八方からつぶてのやうに飛んできたが︑

事典などを引いても︑御本人は勿論のって
と明記してある本はないのである︒

ゐない︒英作氏の項でさへ︑氏を秀豊の子

一

る︒秀盤先生のことが強く私の胸の中に印

は︑一度︑彼女を病室に見舞ったことがあ

んで父の病院に入院してゐるのを知った私

に腰をおろしてゐる︒私はその老人に近付

と︑一人の老人が火細を左手に握り︑岩陰

なってゐた︒束の浜に舟艇を蒲けてあがる

側斜面にあり︑肋中が除虫菊と尚梁の畑に

かに離れ去るとき︑まもなく始まると予想

丘をくだり︑また舟艇に乗ってこの島を静

へてゐた彼女の姿が浮んで消えなかった︒

は︑結核に雁って病床に弱為しく身を桃た

弾雨にさらされて消し飛んでしまふかもし

される本土決戦に︑この美しい孤島が砲煙

象づけられてゐたからであると思ふ︒しか
労﹄せる

いて︑

れないと思ふと︑私はやりきれない気持が

し︑その時のことはもう忘れてしまって︑

と︑一声かけた︒すると︑老人はうなづき

﹁火細で煙管とは珍らしいですね︒﹂

歳月は流れ流れて︑昭和二十年の初夏︑

内容のない記憶にすぎない︒

したのだった︒

たる伽かばかりの機会を僻た︒私は当時︑

とき︑私は再び小川正子さんへの追憶にひ

でな︒烏のもんは朝早うに村長さんの家

﹁︑ツチは村挺さんの家に一箱あるばかり

﹁この冊ではなう︒戦争の物淡不足で︑

た断定に固まってきた︒そして︑この任務

歩くうちに︑そのモャモャはくっきりとし

ャしてゐたのだが︑瀬戸内の島左をめぐり

強く感じた︒前点からそんな考へがモャモ

私は︑本土決戦などすべきではないと︑

ながら︑

陸軍少尉で︑船舶幹部候補生隊付であった︒

へ火細を持ってもらひ火をしてくる︒﹂

戦争がすでに末期的な情況に落込んでゐた

戦況はすでに絶望的であり︑近いうちに本

を終へて帰隊した直後に命ぜらた見習士官

といふ︒私はそれを聞いて︑崎の生活がそ
こまで窮迫してゐるのかと︑何だか︑調べ

土決戦が始まる見込みであった︒その作戦

のは︑私にとってかなり勇気を必要とした︒

案を示したのである︒かういふ誰義をする

教育での兵学講義には︑はっきりとこの断
老人は立ち上って︑脇の中を案内してく

私に命ぜられたのは︑陸軍大臣が公布した

廻るのがうしろめたくてならなかった︒

任務は︑瀬戸内海に散在する烏点の調査で

れた︒案内といったところで︑波打際から

私は軍司令部から委員の一人に挙げられた︒

準備として本土の兵要地理調査が計画され︑

あって︑地形︑気候︑物産︑人口構成︑民

すぐに坂を登ってゆくと︑丘の中腹に村が

って︑無論︑教令の趣旨を周知徹底させる

本土決戦教令を兵学的に註釈することであ

てもらって︑小川正子さんが小学校の教員

こへ行って先生からいろいろと島の話をし

でしまった︒村には小学校があるので︑そ

根本に背反してをり︑従ふくからざるもの

てどう考案してみても︑この教令は兵学の

のである︒しかし︑そのことを念頭に置い

へるなどといふことの許されるはずはない

ことにある︒したがって︑これに批判を加

ひたい

情︑疾病その他︑それこそ︑鶏何羽︑犬淵

あるといふだけの︑それこそ︑猫の額のや

何匹まで根こそぎ調べ上げるといふもので

うな小さな烏なので︑まもなく調べは済ん

調査に行った最初の島は︑いま︑岡山県

として始めて教壇に立った学校が此処だと

ある︒これは胎民にいやがられる仕事で︑

笠岡市に編入されてゐる六島である︒此処

いふことを知った︒このとき︑私の眼底に

ありがたくない役目だった︒

は︑一粁四方ぐらゐの孤島で︑おむすびの

むしま

やうな形をした山島である︒架落は島の東
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この人には私の心が通じなかつかもしれな

隊長は私の言ふことを獣鮮と聞いてゐた︒

は隊長に呼び出されて︑教令批判の如き不

見習士官たちは︑この祖先墳墓の地で一

穏当な講義内容をただちに改めるやう命令

般国民とともに外敵と戦ふことがいかに困

い︒理解をあらはす表情は遂に見ることが

は単なる無責任な破壊行為にすぎない︒だ

たらどんな結果を生ずるであらうか︒どの

できなかった︒それは無理もないことであ

から︑私は私の胸中に確立したものを吐露

道︑本土が修羅場になるのなら︑彼等の士

難な苦行であるかを十分に理解してくれた︒

私はしばらくは悩んだ︒もしも講義を聴

気を低下させるやうな教令批判をすること

本土戦の眼目は︑女や子供を極力安全に

なかった︒

らう︒だが︑私をそれ以上追及することは

であった︒

は︑士気を鼓舞するよりも致命的な悪結果

保護しつつ︑或人が総ての責任を負ひ︑最

﹁とにかく︑慎重にやってくれたまへ︒﹂

いた見習士官たちが本土決戦に対して否定

それならば︑本土決戦教令そのものを返

をもたらすに連ひない︒．

に戦ふことなくしては遂行できない︒この

●も少く食べ︑最も少く飲み︑そし最も勇敢

ならった﹁忍耐の勇こそ真の勇﹂といふこ

と言っただけで︑その場は済んだ︒父から

て︑真意を隊長に切言し︑諒解を求めた︒

上してしまふやうに隊長を説き伏せるべき

ことが固く守られなければ︑民間人から見

とを︑私は胸に反翻して勤務を継続したの

された︒しかし︑私は従はなかった︒そし

か︒そんなことは夢のまた夢︑上司の命令

るだらう︒苦しくなると︑人は弱くなる︒

放され︑憎悪され︑弾丸は背中に飛んでく

して︑受講者もろとも︑血戦の場に馳せ参

を忠実に履行する義務を楯として私の方が

じようとしたのであった︒

逆に説伏されてしまふにきまってゐる︒軍

である︒それより三十年︑このことは少し

的な考へ方を抱きながら戦場の任務につい

隊は哲学の研究案ではない︑抗命の罪に川

も変らず私の処世観の底に生きてゐるので

︵文部省主任教科書調査官・文博︶

いはずの兵隊が民間人より余計に食ひ︑よ

↑のヲのＯ

兵隊も例外ではない︒弱くなれば︑我慢強

には和田秀豊翁や︑小川正子さんや︑父の

こんな講義を読けてゐるとき︑私の念頭

ある︒

さうなってはもう︑霊魂のはてまで破滅で

り多く飲承︑そして少ししか戦はなくなる︒

はれるそと︑一喝されればそれまでのこと
だ︒

しかし︑私にはどうしても命令通りに教
令の提灯特持をする気が起らない︒上司も
かってゐるのだ︒かうして︑かれこれ思ひ

上司だが︑事は全国土︑全国民の命運にか
迷った末に︑やっぱり︑自分の理性と経験

や︑除虫菊の畑や︑火縄持つ老人の影が目

白い顔が浮んでは消え︑六島の丘の小学校

私の講義内容はすぐに隊長に知れた︒私

の先をよぎった︒

を基に︑全能全誠をあげて教令を粉砕せね
判のしっぱなしでは軍務は果たせぬ︒それ

ばやまずと決意したのだった︒ただし︑批
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勇気と忍

日勇気
︵為政第二︑二四︶

﹁義を見て為さざるは勇なきなり﹂︵論語︑

五月十八日の朝日新聞︑﹁日記から﹂の棚

広居

専念した︒日本一の金持になれば︑与党総

裁になれ︑首相にもなれる︒すべての議員

て蛍︸たのだ︒

を買収で︑きる︑という信念を持って努力し

新聞では︑財界が﹁派閥を解消しなけれ

ばカネを出さぬ﹂といった時︑自民党議員

﹁売国奴だ﹂と罵倒しているのだ︒

合う仲間が団結して何が悪い﹂などといっ

ければ︑政治生命が断たれてしまう︒気の

を求めたら︑ほとんどの議員が︑﹁派閥がな

った自民党議員にアンケートを出して回答

が大動揺を来たしたことを報じた︒おもだ

﹁文春﹂十一月号は︑発行と同時に売切れ︑

今問題になっている派閥は︑政策を議論

ているＯ

を集め︑それによって議員たちを養い︑選

するグループではない︒親分が莫大なカネ

話するなどをする団体なのだ︒

挙の時は︑一人に何千万︑何億のカネを世

なるまでにやったことで︑もう解決ずみの
るいは︑﹁旧聞に属することで﹂別に驚くほ

ものばかりだ︑といっているのがある︒あ

新聞の論説では︑たいてい旧中氏が首相に

実だ︒売国奴という言葉があるが︑自民党

﹁文春﹂九月号には︑作家で自民党議員で

といっていたものだ︒それが実証されたよ

﹁経済は二十世紀だが︑政治は十八世だ﹂

何年も前から︑外国の政治学者は日本の

かたは︑汚職的なもので︑ユーレイ会社に

ネを一年に使っているらしい︒カネの集め

旧中氏は︑少くとも三百億や五百億のカ

もあり︑都知事選挙で自民党が擁立しよう

どのことではない︑というのが多いようだ︒

とした候補者石原慎太郎氏は︑田中首相に

うなものだ︒

トでくれる買物袋に︑一低門の札束をつめ

ことなかれ﹂を書いた︒それには︑デパー

政界に入ってからは︑いよいよカネ集めに

育も受けずにカネをもうけて議員になった︒

田中氏は貧賎から身を起こし︑ろくな教

いうウワサがある︒だいたい︑日本の議員

建設省の何とか局長というのが筆者だ︑と

首相の著書として有名になったものだが︑

るらしい︒﹁日本列島改造論﹂︵これは田中

仕事をさせ︑帳簿をゴマカシて脱税してい

宛てて公開状ともいうべき﹁君国売り給う

るのか﹂とあった︒

議員諸君は︑この言葉を︑どう解釈してい

ねるのは︑総理大臣の選挙に︑数十億のカ

ったのではないか︑という風説すらある︒

多い︒自民党が買占めて︑全部焼いてしま

﹁どこに行ってもない﹂といっている人が

で買えると思っている田中首相を攻撃し︑

下

ネが飛ぶことである︒これは国民周知の事

に︑作家の海音寺潮五郎氏は︑﹁腹にすえか

木
こんで︑議員を買収している︒何でもカネ
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耐

のが多いから︑信用する者はない︒田中氏

の出す著書は︑大部分︑他人の筆になるも

こういう政治家を首相とする国民は世界中

て︑名誉段損の訴えのあったのを聞かないｃ

ように仕組んだのだ︒はたしてニクソンの

人物が立候補して︑自分の競争相手になる

演説のヘタな︑カネのない︑魅力に乏しい

画書が発表される︑ずっと前に︑その沿線

を作り︑新幹線を通じようとする︒その計

から田舎の方に人口を分散するために道路

といった︑という話もある︒︶には︑大都市

をかけると︑たちまち反対者がなくなり︑

金持という︶笹川良一氏が︑数カ所に電話

で︑ファッショの親分としては︑世界一の

ったが︑競艇の経営者で右翼のボス︵自分

人とも︑首相になる時は反対する人が多か

アメリカの雑誌で有名な﹁タイム﹂は︑二

国民を憤慨させ︑ニクソンを辞任に追いこ

トという小新聞の記者が器露し︑これが全

った︒脱税したなどを︑ワシントン・ポス

献金を受けたこと︑別荘を国庫のカネで造

ウソをついた︑禁止されている会社からの

それをモミけそうとしたこと︑ニクソンは

ソンは勝った︒しかし︑盗聴させたこと︑

な人物が民主党の大統領候補になり︑ニク

陰謀は成功して︑一︑グガバンという不人気

で恥をかいている︒

地帯を買収し︑蓋工しょうとする時に︑莫

組閣することができた︑という話をのせて

む大国民運動になった︒︶を面白おかしぐ

あるいは︑佐藤氏や田中氏の組閣に当り︑

大なカネで売って︑どのくらいもうけたか

いる︒こういうことは︑アメリカで広く報

ったので︑﹁では︑オレも読んでみようか﹂

は︑日本列島改造論が︑あんまり有名にな

分からぬ︒同時に︑全国の地価が上った︒

道される前に︑日本ではジャーナリズムの

期に︑その数千︑数万倍の買収︑ゥソ︑腐

紹介し︑皮肉りながら︑日本には︑同じ時

い助けたか︒

間で常識になっているはずだが︑記事にし

これが︑日本全体の物価上昇を︑どのくら
こればかりではない︒毎年︑何百億を韓

敗︑脱税があったことを︑見て見ないふり

た者がない︒

とを︑無かったようにいうのは︑国民をダ

重大な事といわねばならぬ︒事実あったこ

コーエン教授︑タイム︑文春の暴露記事

している﹂といっている︒こういう風だか

一︑したことになる︒日本の新聞は︑いつか

一灰し︶で︑岸︑佐藤︑田中氏らは産を成し

国援助に川している︒そのリベート︵払い

ら︑二年以上前から︑毎日のように︑ウォ

ら単なる報道機関に止まって︑批評という︑

った︑というような顔をしていた︒これは

学の﹁−−エン教授が︑ワシントンで発表し

ーターゲート事件︵ニクソンが︑もう一度

をした︒全く知らなかった︑気がつかなか

た︒それに対して︑佐藤氏だけは︑﹁迷惑

大統領になろうと思って︑ワシントンにあ

などについて︑誰もが︑﹁実は知ってはいた

だ﹂というぐらいの︑いいかげんな談話を

うか︒世界で一番︑言論の︑山な日本で︑

もっと大切な役割を忘れてしまったのだろ

が︑書かなかったことは悪るかつた︒反省

発表したが︑岸︑田中両氏は煩かぶり︒日

るウォーターゲートというビルにある民主

サを持ち帰った︑アメリカ︑ハーバード大

本の歴代首相が︑そういうことをした︑と

民主党から︑なるべく︑男つぶりの悪い︑

党本部の会議や電話を盗聴させた︒それは︑

た︑大金持になった︑という東京でのウワ

いうのでは国辱ではないか︒﹁文春﹂の記事

新聞は勝手に自分の血山を制限している︒

に対して︑石原氏︑海音寺氏の文章に対し
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は︑全く書かないことが︑しばしばなのだ︒

その報道にしても︑自分に都合の悪いこと
を全国放送のテレビで放言するとは国民を

る人間ならいえないだろう︒こういうこと

や真理︑道義と正反対のことは︑常識のあ

な者が少くなった︒

と露ヒョロ長いのや肥満児が増加して強健

バカにしている︒厚顔無恥というべきだ︒

貧乏な後進国人を醤ハカにし︑集団的買春旅

ぬのが続出する有様だ︒それに成金気分で︑

ちょっとマラソンでもやると︑倒れて死

最も︑タチの悪いウソつきだ︒

新聞とともに︑有名な政治評論家の一群

行などに出かける︒韓国だけで日本の買春

ていては︑復僻されるのではなかろうか︒

人口が五十万だった︒こういうことをやっ

ならないのか︒調査する必要はないのか︒

野党が自民党や歴代内閣︑首相について

日本人が平和な暮しを続けるには︑世界の

どうしてこうも︑田中首相の肩を持たねば

た︒自民党の絶対多数は動かず︑政権は自

攻撃はおろか︑批評らしいこともせず︑物

国々の人に︑愛され尊敬されるのでなけれ

批評せず︑もっぱら野党の悪口をいってい
民党内の派閥間のタライまわしと信じてい

価問題しか世の中にはないようにほかの事

ばならぬ︒忍耐して劣等な欲望を抑制する

がある︒これらの人灸は︑与党の自民党を

るからだろうか︒自民党に味方していれば︑

には一切沈黙を守っていたのは︑どういう

者でなければ︑決して尊敬されないのだ︒

わけか︒不可解なことばかりだ︒自民党だ
けでなく︑日本の政界全体が腐敗している

の場合︑生き続けることができない︒鍛錬

成金気分で軽薄な生活をしていると︑逆境

しい︒

買収もウソも知りぬいていながら︑全く

のではないかと疑いたくなる︒あらためて

自分たちの地位は安全だっと思っているら

触れようともしない︒彼らは現代政治家の

しないでからだと意志が弱いからだ︒

忍耐力を養うには労働するのが一番だ︒

いうのも︑おかしいが︑民主主義とは何か︒

監督し︑弾劾し︑取りかえる制度なのだ︒

規則正しく労働すれば働くことが苦になら

それは主権者たる人民が政府を︑政治家を
人民は列気を出さねばならぬ︒まじめな人

ず自然に苦難を克服する力が生まれてくる︒

これからは世界中が食糧難の時代に入る

には勇気があるはず︒

妓大欠点か人格の劣等︑カネ集め︑利権あ
さりにあることを承知しながら︑﹁政治姿
という︒そして︑七月に福田氏が蔵相をや

勢は問題でなく︑問題は経済政策だけだ﹂

め︑﹁Ⅲ中はケタちがいのカネを使う︒金椛

えるために蔵相になって田中を助けようと

しているのに対して︑﹁福田氏は物価を抑

が無くなったのではないか︒自分の欲望を

てしまった︒したい放題︑飲み食いも節度

終戦後の日本人は忍耐ということを忘れ

いパンを食べさせるために︑植民地から安

って﹁世界の工場﹂になった︒労働者に安

しまった︒イギリスは産業革命を妓初にや

は今から百三十年ぐらい前に農業をやめて

地を離れ︑農業を忘れた国民だ︒イギリス

はずだ︒こういう時に︑一番困るのは︑土

したのだから︑戦前の高橋是清氏と同じよ

し︑国際的地位があがり︑栄養が良くなる

制限することができない︒経済が高度成長

口忍耐

うに︑もう十年ぐらい田中のもとで蔵相を

いる︒自民党は出直す必要がある︑と弾劾

政治は支持できない︒政治婆勢が間違って

やるべきだ﹂と毎ついた︒これほど︑事実
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トラリアから来た︒元来イギリスの羊毛は

外国から買った︒羊毛も︑カナダ︑オース

でなく︑バターもチーズもオランダその他

品を輸出すれば︑楽に支払えた︒穀物だけ

い穀物を輸入した︒その値段ぐらい工業製

なくても分かりきった話だ︒

ゴルフばかりやっていてどうなるか︒いわ

の乏しい人口の多いところで︑農業をやめ︑

もマネして︑日本のように山ばかりで平地

クリッヶットをするほかない︒こういうの

見わたす限り芝生の荒れ地ばかり︒ゴルフ︑

混乱があるということを︑我々はもう一度

後の﹁教育に於ける自由﹂の非常に大きな

ぞというふうにしてしまったところに︑戦

ではないか︒これを︑枠を取って︑自由だ

る緊張というものに︑非常な意味があるの

︵第二十七頁よりつづく︶

良質で自慢していたものだが︒ｌ要する

が空襲で平たくなり︑何も残らなかったの

ところが︑第二次大戦で︑ドイツや日本

趣味を重んじ︑生活を楽しむことが中心だ︒

った︒紅茶を飲んでいて労働時間が短い︒

にイギリス人は働く習慣がなくなってしま

とだ︒美食したい人は忍耐せよ︒美食︑宴

いようにしろ︒肥料は堆肥︑緑肥に限るこ

をかけて︑過疎地帯に逃げ出さざるを得な

することだ︒亡国︑国賊的ゴルフ場に重税

そして︑恐るべき殺人的農薬の使用を禁止

食糧の自給を計画的にやる必要がある︒

てはならないこと︑すべきこととのけじめ

友達仲間との協力︑この二つによって︑し

一つは︑親による道徳的強制ともう一つは︑

生まれて来るものではない︒そのためには︑

意識は︑放っておいても子供の中に自然に

いう意味のことを申しております︒逆説的

が子供の中に芽生えて来るのである︒そし

スイスの心理学者ピアジェは﹃道徳的な

で︑新しい工場︑機械を買った︒その結果︑

して︑狭くてもいいから︑各家庭が采園を

会食などが健康に有害なること明白だ︒そ

考え直さなければならないと思います︒

のような古い機械設備しかない国を抑えて

ほとんどすべての産業において︑イギリス

な言い方になりますが︑不自由を通じての

の中で人間は人間らしく成長していく﹄と

砂糖分を制限し︑ミカンはじめ︑果物を食

み︑人間は自由になることが出来る︒否定

てこの二つを通じる命令と尊敬という関係

べさせること︒賛沢しないことにすると︑

を通じて真の自由を肯定することが出来る

持つこと︒芝生を︑のさばらせないこと︒

忍耐が必要になるが︑それは︑労働の良い

ということを︑我為はもう一度考えてみる

しまった︒国中に山もなければ谷もない︒

ゴルフリンクを住宅と菜園に変えれば︑そ

一日本文化会談専務理事︑神奈一
一川県立教育センター専任顧問一

︵青洲鉛・９月号より︶

必要があると思います︒︵次号につづく︶

︵本会副会長創価大教授︶

物価を下げることも可能だ︒

大夫になる︒農業労働で賛沢が追放でき︑

れだけでも子供の遊び場もふえ︑からだも

習慣をつけさえすれば︑苦痛ではなくなる︒

賛沢品は作らず︑買わないこと︒子供に

国務大臣としてご就任の会員
︹田中内閣へ︺︵七月十六日︶

本会特別会員

細田吉蔵氏舵島根県︵衆︶
行政管理庁長官
︹三木内閣へ︺︵十二月九日︶

本会特別会員

植木光教氏幻京都地方区︵参︶
総理府総務長官︑沖細開発長官︑総
合交通対策担当
科学技術庁長官︑原子力委員長

同佐灸木義武氏妬秋田一区︵衆︶
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泊翁佳言︽六︶
民主主義批判

凡そ議事の法は多数に決すると天下の通法とす︑故に欧米
の諸国に於ても卓越の名論は常に議事院に容れられずと剛
けり︑欧米人の学術に長じ︑経験に富めるすら猶是の如し︑
況や学術経験共に欧米人に及ばざる者に於てをや︑然れば
我邦に於て名論の常に国会議場に失敗するは怪むに足らざ

古川哲史

言を聞くも之を信ぜず︑天下には愚者常に多くして︑智者は常に

逼り︑利害目前に現はる坐に及び始めて大に婚きて智者の言の信

少なし︑故に一時世に用ひらる坐は大抵愚者の言なり︑其勢己に

ずべきを知る︑然れども事機既に去り︑其言を川ひんとするも及

﹃続自識録﹄の第四十八章に

ばず︑是天下に乱亡多き所以なり﹂

ル牛

﹁代議政治は多数政治なり︑多数政治は国民の智徳優等なるとき

は其益多し︑国民の智徳劣なるときは其害多し︑法酬西王路易第

るなり︑此事は独り議事院に於けるのみならず︑行政官の
如きも亦一人を以て之に任ずる者なし︑既に一人に非ざる

処したりと聞く︑多数政治の禍畏るべきに非ずや﹂

十六の秋せらる坐や︑議会に於て他を六名の多数を以て之を死に

﹃続自識録﹄の第百三十二章に

以上は︑必ず事を議せざることを得ず︑談するときは必ず

﹁天下智者常に少くして愚者は常に多し︑智者の事を為さんとす

多数に決す︑世間には賢者少なくして愚者多し︑多数に決
すると云ふは︑即ち愚者の口に決するなり︑宜なり天下善

るには︑必ず衆愚の力を仮らざるべからず︑之を仮るは衆愚を指

政の少なきこと︒

栄名利益を受けて愚者は与かることを得ず︑是智愚の異なる所以

導し激励して我用に供せしむるに在り︑事成るの後は︑智者独り

ショッキングなのは︑﹁天下には愚者常に多くして︑智者

などとくり返されている︒これらの文章に接してきわめて

なり﹂

﹃泊翁盾言﹄の第三冊﹁︵廿八︶多数に決す﹂の全文で︑民

論旨は︑﹃自識録﹄の第百四十九章に

主主義に対する泊翁の率直な批判が述べられている︒同じ
﹁智者は其明よく遠きに達す︑故に国家将来の安危に関して深く
慮る所あり︑︵中略︶愚者は近きを見て遠きを見ず︑故に智者の
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I

は常に少なし﹂という発言で︑もし泊翁の言が真実なら︑

る自由をもつ︒それほどだから︑市民たちは勢いのおもむ

ねる︒民衆政治の国では︑家畜までが他国のそれに数倍す

するのである︒

くところ法律さえ無視し︑彼らを拘束するいっさいを排斥

民主主義は永遠に実現できないであろう︒

それというのは︑民主主義とは︑がんらい︑多数決の原

そのような自由の過剰が招くものは何か︒プラトンによ

理にもとづく政治の理念および制度であるから︑もし﹁天
であれば︑それは必然的に衆愚政治におちいり︑はかり知

下には愚者常に多くして︑智者は常に少なし﹂ということ

に反動を起こすならいなので︑自由の横溢するところ︑国

れば︑何事によらず過剰ということはいつでも反対の方向

は︑ギリシャのむかしに哲人プラトンによってその弊害を

れない混乱を生ずる怖れがあるからである︒この衆愚政治

れが専制政治である︒プラトンに言わすと︑専制政治は︑

家においても個人においても︑異常な圧制を由来する︒そ

よれば︑民衆政治もそれゑずからの善をもっている︒どん

な形式が自由の最も極端な形式から起こってくるのである︒

当然︑民衆政治から起こってくる︒圧制と奴隷の最も極端

指摘されたが︑﹃国家﹄に述べられているプラトンの意見に

な善かといえば︑それは﹁自由﹂で︑民衆政治の国へ行く

しかし︑もともと︑民衆政治は専制政治を予防し︑訂正

○

は︑民衆政治の国にの梁暮しうるのだ﹂と称している︒そ

する使命をもっていた︒議会政治は︑まさにそのような機

と︑﹁自由はわが国の光栄である︒それゆえ生来の自由人
してこの自由に対する飽くことのない欲望が︑他のいっさ

の建議をしたと聞くとその説に賛成し︑両人のあとについ

能をもつはずであり︑泊翁も︑明治の初年︑廃藩置県のと

て︑息子を恐れるようになり︑息子は父親と同じレベルに

て議院設立希望の建白もした︒それは︑当時藩閥の大官等

いの事物の閑却と相侯って︑民衆政治を転変に導いて行く︒

立って︑両親のいずれをも尊敬しなくなる︒先生は生徒を

が維新の功業に誇り︑自分勝手な政務をおこない︑そのた

秩序の棄乱が私人の家庭に蔓延して︑彼らを動物の状態に

恐れてその機嫌をとり︑生徒は先生を軽蔑してこれを監督

め藩閥以外の人士︑ことに奥羽および徳川譜代の人士は︑

それを説き︑明治七年︑副島・江藤の両氏が民選議院設立

する︒青年は老人と肩をくらべて︑言うにも行うにも︑と

政府の威権におそれ︑ただその意にそむかないように努め

きから国会︵上院︶の必要を感じ︑当時華族中の有識者に

かくこれと衝突する︒老人は青年に追従して︑意地が悪い

る風があった︒泊翁はそこで威権の偏重が甚だしく︑国家

引き入れる︒父親は息子のレベルにまで落ちることになっ

とか︑威張っていると思われるのが厭さに︑青年の風をま
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開設されたときにも︑三浦梧楼はやはり尚早説をとった︒

寺島宗則は尚早説をとなえて反対し︑二十三年帝国議会が

ところが︑明治十一年七月︑府県会が設立されたとき︑

大の椎に対して一の抵抗力を設けようと謀ったのであった︒

後年の患をのこすことを憂え︑民選議院をおこし︑政府過

して其損害を受けしむる者﹂であって︑﹁実に憲法史を汚染

唯自己の利益に迷ひ︑以て此大事を誤り︑国家と国民とを

は︑批評の余地はない︒﹁畢寛政党者流が国会の重任を忘れ︑

府の意に迎合し︑非常の重税をも賛成可決するにいたって

うむらしめないのが国会の任である︒ところが︑国会が政

に重畝にあり﹂諺その重飲を防障し︑国民をしてその難をこ

あった︒そのいうところは︑あきらかに政府の暴政を制抑

力を休養し人権を拡張し︑言論を自由にする︑というので

その唱えた主義は︑藩閥を打破して政党内閣をつくり︑民

政党についても︑初め自由︑改進の二党ができたとき︑

者は︑いきおいこの会に加入せざるを得ない︒明治二十九

挙することに定めたＯそれで︑華族で議員になろうと望む

し︑議員以外にも多数の会員を集め︑その中から議員を選

はその可否を問わずに賛成した︒のち︑改めて尚友会と称

生まれ︑政府を助けるのをその任となし︑政府提出の議案

更に︑貴族院においても︑いつしか研究会という会派が

すと云ふくし﹂ｌそう泊翁ば憤慨してい扇．

果然︑帝国議会が開設されて拳ると︑議員の状態は予想に
反し︑泊翁をして大いに落胆せしめ︑﹁今日に至りては全

するにあったが︑彼らはその節を守ることができず︑前言

劣で︑二︑三の諸老が救済しようとしたがダメであった︑

年︑貴族院議員改選時にはこの尚友会の挙動ははなはだ卑

く寺島︑三浦二氏に同意せざるを得ざるに至らしめ﹂た︒

にそむいて忽ち藩閥政府に降り︑明治二十八年の秋︑自山

明の脇琢奄が王荊石に答ふる害に白く︑天下未二嘗無戸事也︑事之

版﹃統自識録﹄の第五十四章に

道徳論﹄の所説にもとづくが︑泊翁は明治三十六年九月出

右の議会論・政党論は︑明治三十年九月起稿の﹃統国家

︐とい﹄フ︒

党がまず伊藤政府に降服した︒その口実は︑現政府の施策
というのであった︒

と自山党の主義は同一であるから︑相提携し︑肝胆州照す
そのように政府に降服したからには︑自由党に人民の休
戚を顧みるいとまはなかった︒かつて民力休菱を唱えた舌
をもってたちまち増税案を可決した︒ついで二十九年八月︑

初起︑往々甚小︑因し議而漸大︑因し争而益大︑事己観し之又甚小︑

三十年度において︑二十九年度よりさらに重税の予算を容

るに本邦人︑近比大小の議会を全国に開き︑議員なる者を会して︑

故善処し事者大事当し使二之小﹁淡事当し使二之淡一即漸無小美︑按す

松方内閣成るや︑自由党に代わって進歩党が政府に屈服し︑

易に可決した︒泊翁の見解によれば︑﹁凡そ政府の病は常
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して事実に切当せざるものあり︑然るに猶瞥を張り肩を聾かして

盛んに事の利害得失を論ぜしむ︑然るに其諭ずる所の事を観るに

非ざるなり︑

便とすべし︑然れども政党者の言は彼等の私言にして︑輿論には

公衆の声なればなり︑甚しく謬戻ならざる者は之に従ふを以て順

国体人情大に欧洲に異なり︑政党政治未だ調歌すべからざるなり︑

百年の因襲となりて今は是を廃止すること能はず︑本邦の如きは

廿一章には︑政党家はややもすれば輿論々々というが︑政

というのが泊翁の見解らしい︒それで︑﹃自識録﹄の第百

うのであるから︑けつきよく︑政党者の言は無視してよい︑

いえない︑それば彼らの私言にすぎないから．ｌそうい

に従うほうが有利である︒ただし︑政党者の言は輿論とは

よってきまるから︑ひどくまちがっていないかぎり︑それ

いが︑事の成敗は輿論を利用するか︑それを無視するかに

あるから︑輿論の是非によって事の善悪利害は判断できな

という﹁輿論は衆愚の言﹂説も見える︒輿論は衆愚の言で

或は環細にして歯牙に桂くるに足らざるものあり︑或は没緊要に
噸を之を論じて止まず︑是が為に数十日の日子を消し数万の金を
費し︑其得る所を較するに︑意に其失ふ所を償ふに足らず︑囚し
議而漸大の三句は︑実に現今議会の病に的中せる言と云ふくし︑

という議会の病説を︑第三十五章に
政党政治と云へぱ︑万人之を是認して一も其害を言ふ者なし︑然
れどせ西洋諸国に於て︑今日政党政治を行ひて窒擬なきは英吉利
一国のみ︑其他は政党に多少の弊害あり︑有力の宰相出る時は政

政党者は藩閥者が人を用ふるに其藩人に限るを訪れども政党者が

徴︑議員歳費増加の類が︑どうして輿論といえようか︒人

党家の言うところは党論であって︑輿論ではない︒租税増

党を圧服せんことを務めざるはなし︑此の如き書物なれども︑数

人を用ふるに其党人に限れるは︑尤めて之に倣ふ者と云ふくきな

民はこのために不平の声をあげようとしても︑政党家に遮

られて上達することができない︒してみると政党家の党論

ｈソＯ

という政党政治未熟論を開陳している︒議会︑政党に対す

にする弊があり︑わが国こんにちまでの政党は害多くして

いに違う︒政党は自党の利害を先にして︑国家の利害を後

り︑政党がある︒世人はこれを混渚するが︑実は二つは大

右の第百廿二早に先立つ第百二十章には︑民間に政論があ

そうすると︑いよいよ政党の出る幕はなくなるが︑実際︑

る︑とまで言われている︒

は︑ただ輿論でないの象か︑実に輿論を潅塞するものであ

○

る不信は︑泊翁生涯の持論であったように見える︒

﹃統自識録﹄の第五十一章には︑
輿論皆是なりとするも︑其事必しも善なるに非ず︑輿論皆非な
りとするも︑共事必しも害あるに非ず︑事の善悪利害は輿論の外
にあり︑輿論は衆愚の言なればなり︑然れども能く輿論を利用す
る者は其事多く成り︑輿論を無視する者は其事多く敗る︑輿論は
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益少ないものであった︒しかし政論のほうは︑選挙被選挙
の椎も得たことであるから︑わが国民は政治のだいたいに
通じなくてはならない︒政府の大官はみな俊才であるが︑

内外の事務が多端なため︑その考案にまちがいがないとは
のは国民の任である︒それで国民は政党でない政見を定め︑

いえない︒それを訂正して︑国家の損害にいたらしめない
機会を得て政論を発表し︑それによって政府の閲失を補わ
すなわち︑政党を抜きにした︑国民と政府による政治を

なくてはならないＯ

泊翁は望んでいるらしく︑﹃自識録﹄の第百廿六章には︑
﹁暴主の圧制は深く畏るに足らず︑其最畏るべきは多数の
て何のゆえかを知らなかったが︑議院制度が起こってから︑

圧制なり﹂という西人の言をあげ︑自分は昔この言を聞い
初めてこの言の時弊に的切であることを知った︒およそ議
院制度は︑民の智徳と相伴わなくてはならない︒衆愚をし
て国事を議せしめるのは︑小児に利刃を与えるより更に危
険である︑と議院制度による多数の圧制を畏れているので
ある︒

○

﹃自識録﹄の第百廿三章には︑﹃議院の誰は常に多数を以て

之を決す︒議員は其国の俊才なりと雌ども︑猶智者少くし
て愚者多し︑愚者は名諭の名論たることを知らざれぱ︑名
諭は議院に行はれざるを常とす﹂という発言も見える︒あ

いも変わらぬ議員魁者説であるが︑もし泊翁のいうとおり

であれば︑われわれは議会政治に絶望し︑これを見放すほ

森戸辰男氏の解説によれば︑民主主義は真理・政策の相

かはないのであろうか︒

ゅうの立場をとらない︒おのおのの思想と政策は︑絶対の

対性の立場をとっている︒いいかえれば︑無過失︑無誤び

い︒それは︑一長一短︑一得一失をもって︑相競う諸思想・

真理であるとも︑絶対に誤りがないものであるとも言えな

諸政策が︑現世の人間の思考と経験とのルツボのなかで︑

いものが選び出される︑という信念のうえに立っている

試練をうけ︑それらのうちで︑できるだけ真理と正義に近

︵﹃民主主義の反省﹄ＩＤＥ教育選書︶による︶というが︑泊翁

はどうも真理・政簸の相対性つ立場に理解が足りないよう

って︑いっさいの愚論には耳をふさぐという潔︒へきな態度

である︒泊翁の欲するのは︑議院における卓越の名論であ
をとっている︒

しかし︑親獅などに言わすと︑人間はゑな愚者であった︒

それで︑親講はみずからを愚禿と称した︒泊翁も︑もっと

もわたしは考えるが︑泊翁はあくまで潔︒へき主義をつらぬ

人間の愚かさに寛容であってよかったのではないか︒そう

だ貴族院議員を辞任している︒その理山は︑﹃往事録﹄の

き通して︑明治二十五年十一月二十四日︑在職三年に及ん

一昨年以来︑貴族院の有様を見るに︑五爵議貝及多額納税議員は︑
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無学無智の徒多く︑唯政府に屈従するを以て務めとし︑独立の志
操を有する者少く︑勅選議員の中には︑学識経験に富む者あれど

Ｉ

今の今こそ大切にしよう

︵第一一十八頁下段よりつづく︶

し︒加ふるに貴族議員中に研究会といへる一派ありて︑政府の要

千載の憂さを払ひのけよう

居酒屋の一杯の酒に

１１

路に立つ者︑内に其威権を執りて愚昧なる多数の貴族を操縦し︑

も︑是亦卑屈の議員多く︑然らざれぱ軽浮なる洋説を信ずる者多

以て政府の意思を貴族院中に執行せしめんとす︒此策其肯繁に中
政府にて自己の案を遂行せんとか︑議員より提出したる反対案を

酢ひどれ詩は生命のしたたり

残生少い男がうたう

残り少い酒のしたたり

り︑政府の議案出る毎に︑此輩は理非を論ぜず是れに盲従す︑又
破らんとする時は︑政府より内為椴を伝へて軟骨議員を勧誘す︒

詩にあらずして妄語録よ

酢人のたわ言は聞く人もなく

うた

平生出席せざる軟骨議員も︑此時は大抵出附して政府案に賛成し︑

軟骨なり︶︑此の如くなれば︑貴族院は只政府の偲侃にして︑決し

常に少数にて行はれず︑︵勅選議員中にも官吏を兼ぬる者は大抵

精神科医の資料に残ろう

又反対案に反対す︒偶々硬骨にして剛直なる議論を為す者あるも︑

て独立せる議院と称すべからず︒三浦梧楼氏の如きは︑是を不快
より是等の徒と肩を比するを恥ぢ︑甚だ不快に感じたりしかども︑

払っても元へ一戻る細のれん

なりとして︑第一の議会の畢らざるに︑巳に辞職せり︒余も最初

払っても払いきれぬ千載の憂さ

︵同和火災東京本部庶務課長代理︶

﹁帰りなんいざ﹂わが家に

何とかして改善の法あるべきかと︑種々考案したること差に三年︑
遂に良法を見出すこと能はず︑因て断然辞職の事に決心したり︒

というくだりに詳しい︒泊翁の潔・へき主義は︑スジガネ入

りであったのである︒︵本会評議員亜細亜大教授︶

一学問的業績ｌ著書日本的求道心︑理想的日本人等二○

晴の紫綬褒章の受章本会評議員古川哲史氏鑓鹿児島
冊︑その他編書三○冊︒二科学研究費配分についての多年に
亘る功労︒三道徳教育についての公私に亘る多年の寄与等︒
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幻想の新教育

た人達であってこの甘美な言葉の底にはデ

の弟子であるか或いはその影響の下にあっ

の委員達の多くはジョン・デューイの臓接

ューイの︑子供をどう捉えるかという考え

今後の教育を考える場合に︑私達は未来
り過去のことを知ることによって︑現在の

を予言することは到底出来ませんからやは

方つまり子供像が横たわっております︒

っていたのではないかと思いますが︑その

う進歩に対する信仰によって支えられてい

人間とは進歩してやまないものであるとい

それは人間の理性︑合理性に対する信仰と︑

主義的な人間像と言っていいと思います︒

このデューイの子供像は十九世紀の自然

問題点は何処にあるかを調べ︑その上で︑

未来を予知していくということになろうか
と思います︒

中で︑三つの幻想に就てご一緒に考えてみ

の進化論の影響を大きく受けた人でありま

ます︒デューイはチャールス・ダーゥィン

戦後の教育は幾つかの幻想の上に成り立

たいと思います︒一つは子供をめぐる幻想︑

生物が︑人工を加えないでも自ら進化し︑

して﹃人間も動物も同じものであり︑丁度

一つは教師に就ての幻想︑いま一つは国家
戦後の日本の教育改革は占領軍による占

進歩するものである﹄と考えたわけであり

進歩して来たように人間もまた︑合理的に

に就ての幻想です︒

領政策として行われた訳ですが︑殊に六・
一年にマッカーサー司令官の招請によって

三制が採用されたことについては昭和二十

きな力を持っています︒このアメリカン・

教育に当っては︑子供の持っておる興味︑

持って生まれて来るものであるから子供の

供は先天的に教育の原理を内在させ︑身涯

そこで︑これを教育の上にあてはめて子

ます︒

ミッションのレポートの中に﹁子供の持っ

来日したアメリカ教育使節団の報告書が大

ている計り知れない資質は︑唯自由主義と

育てて行くべきであるとしたアメリカ教育

衝動︑経験を重んじて︑自由に伸び伸びと

ら出て来たと見るべきでしょう︒換言すれ

使節団の美しい言葉は︑こういう考え方か

いう陽の光を受けてのみ豊かな実を結ぶも
ることであって︑その逆ではない﹂という

のである︒教師の任務はこの陽の光を与え
大変美しい言葉がございます︒この使節団
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(上）

今後の日本の教育を考える

−−戦後教育における児童観の再検討一一

鈴 木 重 信

うな存在であるという考え方であります︒

る側ということであります︒例えば牛とか

てから後に脳が発達し︑成熟するものであ

える第一の点は〃人間という動物は生まれ

さて︑脳生理学が教育に就て私たちに教

ると歯を剥いて吃り︑鶏は生で臓物まで食

回︑狼の遠吠えを行ない︑他の子供が近寄

子供は四つ足で走り回り︑夜は︑定刻に三

育てられました︒その記録によると︑この

いうインド人の牧師の施設で︑大変親切に

り︑八歳の子供は九年生き延び︑シングと

ぱ子供とは︑無限の可能性を持つ天使のよ
この考え方は敗戦で自信を失った日本のお

馬とか猿の赤ん坊は生まれ落ちて暫くたつ

ところがこのようなデューイの子供像が︑

ところが人間の赤ん坊は︑万物の霊長とは

母親の乳房を掴まえて吸うことが出来る︒

て︑狼が育てれば狼になり得るし︑人間が

れていたのです︒つまり︑人間は生後に於

べるというように︑完全に狼として形成さ

た︒

となの心情にぴったりと受け入れられまし

と自分の四つ足で立ち上がって自分の手で︑

実は必ずしも正しくはないことが今日明ら

言うものの︑立つことはおろか︑這うこと

野獣は飽まで野獣

かになって来ております︒デューイの死ん

人間が育てても決して人間にはなりません︒

ところが︑逆にライオンや狼の赤ん坊を

それは︑ライオンや狼は︑生れた時に既に

育てれば人間になり得るということなのす︒

ですでに九○％も成熟した上で生れて来る

九○％︑ライオンや狼として形成されてい

さえ出来ません︒何故かというと︑牛とか

のに︑人間の赤ん坊は︑それがゼロ状態︑

るからであります︒

だ一九五○年代に︑人間に関する新しい学

先生が日本に於ける脳生理学の草分けであ

未発達のまま生れて来るからなのでありま

るために見合った脳の発達が︑母親の胎内

り︑また世界的にも著名な代表的な学者で

す︒人間の脳は︑満二十歳で構造的には成

〃教育されねばならぬ″唯一の被造物であ

猿は︑自ら立ったり︑乳房を掴む運動をす

ありますが︑この脳生理学では︑子供とは︑

熟いたしますが︑生れてから後に脳が発達

る︒人間は教育によっての桑人間になるこ

て参りました︒昨年亡くなられた時実利彦

デューイが考えたような簡単なものではな

し︑成熟していくとその過程に於て︑人間

て：：：﹂と言っておりますがこの言葉を今

とが出来る︒同じく教育された人間によっ

問的な理論︑脳生理学という学問が発達し

いことをはっきり証明しているのでありま

は知識を吸収し︑そして人間としての性格
このことを証明するためによく引用され

ジョン・デューイが考えたように︑人間の

カントは︑﹃教育学﹄の中で︑﹁人間とは

す︒

が形成されていきます︒

時実先生のお書きになった﹃人間である
りますが︑これは神奈川県立教育センター

るのが﹁狼少女﹂の話です︒一九二○年の

に放って置けば良くなるのであるという楽

子供は動物と同じであって︑なるべく自由

こと﹄という本が﹃岩波新書﹄から出てお
で多年神奈川県の先生方に講義をして頂い

二人の人間の女の子がジャングルの中で発

生後間もなく狼に樫まれて狼に育てられた

天的な考え方は決して科学的ではないと言

日の自然科学が実証している訳であります︒

ここには教育と人間とについて非常に鋭い

見された︒一方の二歳の子供は翌年亡くな

たときのテストに加筆をなさったもので︑
説が書かれております︒
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間の脳の仕組承と働きが動物のそれとはす

大脳生理学が教えてくれる第二の点は人

な感情を持ち︑その判断の上に立って意思

の行動をぱ理性をもって考え︑或いは色食

同じように本能を持ちながら︑しかも自分

であります︒これに対して人間は︑動物と

ぱ︑合理的で安全で幸福であるということ

を愛す″という意志決定を行ないます︒つ

感情や理性の判断の上に立って︑〃われ汝

会とをどう調和させるかと考え︑こうした

す︒また家族を維持するために︑家族と社

もしいなどと︑人間らしい感情を伴ないま

を満足させるだけでなく︑好き︑嫌い︑頼

わなければならないのであります︒

っかり違うということであります︒人側の

決定をするのであります︒然しこの自由意

るわけです︒それ故に人間はセックスにお

まり︑〃恋愛・結婚・家族川という形をと

リばかりの層があり︑これは新しい皮質と

思を持っているが故に人間は悩み︑苦しま

脳には︑頭蓋骨の表面近くに極く薄い二ミ

成されているのが古い皮質でありますが︑

呼ばれるもので︑更にその下に内部深く形

ります︒

なければならない︒これが人間の本性であ

いて常に悩み︑失敗し︑それが詩になり︑

州暢や蛇などの肥虫類や進化の低い段階の

皮質の方は知・梢・意を司っています︒本

ります︒古い皮質は本能を支配し︑新しい

質で︑これが人間に於て妓商に発達してお

が進むに連れて発達して来るのが新しい皮

動物は古い皮質しかもっていません︒進化

態になります︒このサイクルが極めて正確

シーズンオフになると︑ノーセックスの状

ンには性行為を行なって子孫を残しますが︑

ルモン分泌には周期があって︑そのシーズ

を例に挙げて説明しています︒動物の性ホ

ポルトマンはこのことについてセックス

かの民族が滅びております︒

そのようなセックスの混乱が起こり︑幾つ

ものでもない︒人類の歴史の或る時期には

道であって︑決して進歩でもなく︑新しい

は︑人間の脳の椛造を考えない一つの無軌

膿んに論じられておりますが︑それは︑子

いま︑性教育をどうするかということが︑

何でもやりたい放題やればいいというの

能には︑個体維持のために必要な食欲と︑

に循環して参ります︒

小説やドラマにもなり得るわけです︒

子孫を残すために必要な性欲︑それから社

供に性行為の解説をすることではなく︑人

ところが人間のセックスは春夏秋冬︑昼
夜を分たずいつでもフリーです︒それは︑

間のセックスと動物のそれとの違い︑人間

会生活を保障している集団欲︑この三つが

何も今始まったことではなく︑百数十万年

としてのセックスの真の意味を知らせるこ

あり︑これらは人間も動物も共通です︒
ところが人間は︑この本能の外に考え︑

た時から︑人間のそれはフリーでした︒然

とこそが肝要だと考えます︒

前に︑人間の脳の椛造が今日のようになっ
しながらフリーであるからと言って︑これ

昨年秋︑ノーベル賞を受賞したコンラー

・意という高等な働きを持っている︒つま
り人間の脳は二重構造から成っています︒

にのゑ身を委ねておれば︑人間の個体は維

ト・ローレンッというドイツの動物学者が

或いは感じ︑或いは意思決定をする知・梢

スイスのポルトマンという動物学者は﹃動

います︒それに︑人間のそれは︑単に本能

持できませんし︑人間社会も混乱してしま

人間形成の必須条件

ております︒動物は本能にさえ従っておれ

物は本能によって保障されている﹄と言っ
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発達した︑ライオンとか狼とか虎などの猛

す︒彼によると﹃身体の一部が武器にまで

﹁動物の攻撃﹂に就ての観察をしておりま

て置いても良くなるのではなくして︑生ま

いが︑事実としては間違いであって︑放っ

方は︑文学としては大変美しいかも知れな

ら全部同じにするのが一番新しい教育であ

別でありみんな一所懸命走っているんだか

平等の幻想

るかのような風潮が強まって来ております︒

体の一部ではなくて︑身体の外に武器を発

ローレンッは言葉を続けて︑﹃ところが︑身

に︑その攻撃を抑制する本能が働くのです︒

戦後の︑殊にここ数年来の日本の教育で

しなければならないと考えるのであります︒

いう事実を認識することから︑教育は出発

そこで︑先ず︑〃子供とは何であるか″と

民は︑その〃能力に応じて等しく〃教育を受

か︒憲法︑或いは教育基本法には︑総て国

それならば︑教育に於ける平等とは一体何

おります︒これが科学的な事実であります︒

体はない︒総て異なる個体である﹄と言って

は︑受精の瞬間からどれ一つとして同じ個

等でありましょうか︒ローレンッは︑﹃人間

れてから後に教育されなければならないも

明し︑これを無限大に発達させながら︑而

は︑子供は平等であるという考え方が非常

獣や猛禽類は同種内での争いはあるが︑同

もこれを抑制する本能が全く欠如している

に強くなって来ております︒数年前に︑東

この能力に応じとは︑能力はみんな違うこ

ける権利を有することが調われております︒

しかし︑子供というものは果して全部平

動物が唯一つある︒それは人間である﹄と

の教えた子供達にオール３をつけた事件が

京立川の中学校で或る音楽の教師が︑自分

であるということがはっきりして来ます︒

指摘しています︒石器時代の鍬から今日の

とを前提にしておる︒これは事実の問題で

のである︑教えられなければならない存在

核兵器に至るまで︑人間は人間を殺す道具

あり︑当時︑教育評論家といわれる連中が

ます︒つまり︑狼が狼を殺そうとする瞬間

を発達させて来た︒而も人間が人間を殺さ

の高い子も低い子も︑等しく教育を受ける

あります︒然し法律の前では︑どんな知能

種同士の殺し合いはしない﹄と言っており

ないためにも自分の本能に頼ることが出来

これを称賛致しました︒またその後︑大阪

権利を持つ︒詰り︑教育の平等とは︑権利

の或る中学では九科目全部オール３にする

が平等であるということであります︒クイ

ということがあって問題になりました︒吸
近でも︑横浜の小学校で︑十一人の先生が︑

ド・ユリス︵権利問題︶とクイド・ファク

って自分を抑制する以外に道はない︒詰り︑

人間は︑自由意思を持っているが故に︑大

子供を評価することは差別することだから

ない︒そのためには人間は自分の理性によ

変優れた存在であるＩと同時に︑それ故

この二つの範晴を混同してはならない︒

ティ︵事実問題︶という言葉がありますが

日本人は︑男女︑貧富︑宗教の差なく誰

通信簿なんかつけないと言い出して︑父兄
ました︒こういう考えはかなり瀕漫してお

でありますが︑医師が平等にやるべき第一

でも病気になれば医療を受ける権利は平等

が教育委員会に陳情するという事件があり

以上のことから︑戦後行なわれて来た

いうように旗を渡して賞品を与えるのは差

りまして︑運動会の競走でも︑一等︑二等と

であるといえましょうか︒

﹃子供とは︑等しく無限の可能性を持って

また︑人間は非常に非合理で矛盾した存在

おる天使のような存在である﹄という考え
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が同じであり︑全部の点数を同じにしてし

教育についても同様であって︑総ての子供

ぞれに応じた措置をとることであります︒

の病状の相違をぱはっきり認識して︑それ

とを相変らずやるもんだなと思いました︒

ないことでありまして︑私は︑全く古いこ

賛しましたが︑これは別に新しくも何とも

て一部の評論家は︑新しい教育として︑称

て登校拒否に踏承切ったのです︒例によっ

遂にそのクラスの子供達の親が怒り出し

練に従うことによって︑今まで川そう出そ

﹃然しながら︑その猛烈にきつい先生の訓

て︑小沢先生の指揮が猛烈に厳しいと言い︑

った学生達は︑アナウンサーの質問に答え

そのあと︑オーケストラの︒︿−卜を受け持

ーツァルトが上演されるのでありますが︑

常に厳しい練習を経て︑次第に素晴しいモ

先般私はテレビで小沢征爾氏が︑母校桐

まうことは︑実は︑平等の名の下に於ける

それは私自身が︑そういう経験を持ってい

て出すことが出来た﹄と言っておりました︒

うと思っても出なかった自分の音を︑初め

朋学園の交響楽団を指揮して練習するプロ

大変な不平等であるということを忘れては

るからであります参︒大正十三年︑私が小学・

まで経っても時計の針の読梁方が分らない

ならないことであゞりましよう︒

枝の五年生の時に︑受持の先生が或るｎ突

のことは体撒︑脈脚︑血圧と︑その処侭を︑

人間はだれ一人として交換が出来ない違

蚊に私は教育に於けるⅢ山の秘密があると

どの患者のカルテにも同じに書き入れるこ

った個性と人格と能力を持っている︒若し

然︑﹃今日から君達は自由だから︑何でも

って前述の自由学級のように﹁何を教えて

思います︒それは教育の自主編制などと言

セスを映したドキュメントを見ました︒非

これが同じであるというならば︑それは人

やりたいことをやれ﹄と言われ︑これが続

もいいんだ︒子供が自分でやるんだ﹂とい

う事件がありました︒

間を機械のパーツと同じように見ることに

一年以上も遅れていることが問題になり︑

いて︑翌年のテストでこのクラスの学力が

子や︑九をが分らないが沢山出て来たとい

なります︒機械の部分品ならば一つ一つ遮

遅れを取り一戻すために新しい担任の先生も

とではなく︑それぞれの患者の体質と現在

っていたら部分品にはならない︒然し人間

私達生徒も大変な苦労をしました︒子供の

ると考えます︒そこには明らかに強制があ

い︒子供と先生との間には厳しい緊張があ

そこに本当の子供の喜びがある︒そういう

れた時に︑子供の自由の世界が開かれる︑

私は教室の中に於ては︑子供の自由はな

上に立たなければならない︒今日︑差別反

知識の教育に於ても︑我公の日常生活の

自由とはこういうことをいうのでしょうか︒

は交換可能なパーツではない︒その認識の

うような考えとは程遠いものです︒

対の名の下に︑却て子供達をぱ差別して︑

行動に於ても︑一つの形を与えられ︑それ
に身を合わせていくことによって︑次第に

子供の自由があるからこそ教育の中に於け

きな欠陥であると思います︒

子供達の一人一人をぱ見落しているのは大

ります︒然し︑ベルが鳴って子供が解放さ

大田区の小学校で或る女の先生がカリキ

っていく︒それを動物学者のローレンッも

自分で自分をコントロール出来るようにな

︵第十六頁下段につづく︶

ュラムを子供に押し付けてはならない︒何

主張しております︒

を勉強するかは子供の白由であるとしたた
めに︑この先生が教えたクラスでは︑いつ
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陶淵明を

敬愛する私

村田

いと言われる︒題は〃勇気″もしくは自分

は﹁弘道﹂に文をのせたいから書いてほし

あとは嫌いな怠けもの

酒が好きで詩と絵が好きで

うだつ上らず為す事もなく

の好きなものでもよいとの事︒まあ陶淵明
がとりもつ縁なので︑それにちなんだ題と

酔生夢死の五十年

空しく過ごした五十年

話の都合上日経にのった文の一節を引用

した︒

虎は死んで皮を残こし

したい．ｌ私は苦労の多かった三十三歳
頃から酒好きの隠者︑中国の詩人陶淵明に

死んだら俺は何が残るか

酒は飲まれて空瓶を残こす

残った女房子供が泣いてくれるサ

心ひかれて︑読むだけでは物足らなくなり︑

自分でも酔うたびに酔人のたわ言翠たいな

その詩の八○％を一年半掛かりで訳詩した︒

柵に︑ｌわがアトリエ峰通勤電車︑一万

は下るまい︒現代の陶淵肌を気取っていた

詩をかいては心を慰めた︒そんなのが百編

四九年八月一七日の日本経済新聞の文化

人目標に乗客の顔を描き総けるｌと題し

それから先はわからない

も絵の方が向いているよ﹂と言われた︒

久英先生にお目に掛けると︑﹁君は詩より

日月は悠為とその上を環る

風は瓢走と苔むす墓を吹き

わからなくなった時は御先祖様の一人

陶淵明先生も千七百年の昔

めぐ

ｌというくだりがある．私砿素人の三文

を熊谷中学以来の恩師である小説家の杉森

わけだ︒〃一杯の酒″と題した詩集の原稿

三年忌七年忌やがて写真も色あせる

った︒日本弘道会の渡辺正勇と云う方から

て一文を綴ったら︑あちこちから反響があ
もお電話をいただいた︒九月中旬に私が日
本橋の此花画廊で墨彩画とスケッチの個展
をやっていた折︑わさわざ菓子折をもって
尋ねてこられた︒私の書いた記事の中で︑

差支えもない︒今回は絵でなく文をたのま

同じ嘆きをうたっている

詩人の三文画家だから︑何をどう書いても
れたのだから︑詩らしきもの︵散文詩？︶

今も昔も変らない

陶淵明が大好きで︑その詩情を絵にしたく

をご披露する事にする︒

て墨彩画をはじめたというのに興味を覚え
たとの由である︒渡辺さんも陶詩と酒が大

酔ひどれ妄語録
困ったものだよこの俺は

︵第二二頁下段へ︶

好きとの事で︑早速差し入れのウイスキー
を傾けて語り出したら︑旧知の如く打とけ
その方から再びお電話をいただき︑今度

た気分になった︒

（28）

陶

庭の花木
八サザンカＶ

浬=ノ

年︑都でもモクセイなどの花が咲かなくな
った例がありまが︑サザンカやシ︑ハキは立

派に花を咲かせます︒また日陰にもよく耐
えることや︑花の少ない初冬に咲くことも︑

①おもな品種サザンカはツバキほど

よくつかわれる条件の一つです︒

に多くの品種はありませんが︑それでもわ
されており︑また南カリフォルニア椎協会

が国の園芸品種は戦前で約一二○種が報告
サザンカは一名ヒメッバキとも呼ばれ︑

出版の︽９日①冨四ｚ○日①口︒匡目の．︵忌置︶

こでは園芸的な意味での優良品種はさてお

には約二七○品種があげられています︒こ

サザンカの野生分布は日本の九州︑四国︑

を紹介します︒

いて︑おもに庭木として利用の多い実用唾

誤りで︑山茶は本来ツバキをさしています︒

中国地方の一部︑沖細︑および中国で︑日

○フジノミネ白花八重咲き︑開花期は

よく︑葉の緑が明るい新品種︒切花として

命は普通のサザンカよりは優く︑花つきが

も利用されるが生垣作りにするとすばらし

○シシガシラ朱紅色の八重咲きで︑花

い○

期はややおくれるが次女と開花し︑冬中長

め高い庭木にはならないので︑もっぱら刈

く楽しめる︒樹勢は強いが枝は横開性のた

えにつかわれる︒

込み作りや裾植え︑建物の周囲などの列植

○アヶボノ淡紅色の一重咲きで︑中心

○サンコウニシキ紅と淡紅のボヵシの

は白く抜ける︒極大輪で美しい︒

一重咲き︑花は九センチほどの大輪で花形

多花性で樹勢が強く︑立ち性︒庭木︑公園

○セッゲッカ淡紅のボカシの一重咲き︑

もよい︒樹形はやや立性︒

やや立性︒成木は枝を作って庭木仕立てに

十一月から十二月にかかり︑樹勢は強く︑

樹としてもよい優良種である︒

で︑一重咲きが多く︑花に香気があり︑原

葉は小さく花つきが多く︑丸く仕立てるの

あり︑花形はオトメッ簿ハキによく似ている︒

○オトメサザンカ桃色および紅色種が

さし木の適期はシ￥ハキなどと同じように梅

一般にはさし木が多く行なわれています︒

③繁殖実生とさし木でふやしますが︑

するとよい︒

が小さく︑葉の裏面中肋︑若枝︑果実の表

雨期が標準です︒

○ショウワノサカエ明るい紅桃色の八

昼夜ぐらい水揚げすることがたいせつです︒

しでも管ざしでもふやせます︒さし穂は一

さし穂は春から伸びた新梢を用い︑天ざ

がよく︑洋風庭園に適している︒花期は十

重咲きで十二月を中心に開花する︒花の寿

一月︒

のうえ都会地などでは煙や塵挨に強く︑近

庭木としてよくつかわれる理由は︑葉が

面などに毛があることなどがあげられます︒

種の花色は白または淡紅色です︒また︑葉

サザンカの花が秋咲性︵十一月頃が満開︶

シ︾ハキとサザンカのちがう点は︑一般に

まで栽培されています︒

弱いが︑成木になると強くなり︑仙台以北

本の自生北限は壱岐島です︒幼樹は寒さに

漢名を茶梅と書きます︒山茶花と書くのは

渡部弘一

○

常緑で美しく︑潮風や強風によく耐え︑そ
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／ヘ

の水分蒸散が多くなり生育が極度に妨げら

しツバキに比べると花つきが多いので︾ツ

庭木としての仕立て方は︑品種のところ

用土は細かい山砂詮赤土︾↑ハーミキーごフイ

で述べましたように︑その品種の性質に応

モチ瓶やキンカク病などが発生します︒モ

ポミがついてからでも伸びすぎた枝や混み

を切り口につけて団子ざしにするとよく発

じて行ないます︒放任樹形でも広い庭では

チ病は梅雨時から夏にかけて葉や新芽を侵

れます︒

根します︒さし床は日除けをして乾かさな

よいのですが︑一般には伸長性の強い品種

し︑被害部はモチがふくれたように白くな

トなど保水性のよいものを用います︒粘土

いように注意すれば秋までには十分発根し

では適当に枝を間引いて︑通風と日当たり

の段階では乾燥に弱い性質がありますので︑

すい欠点がありますので︑枝の枯れ込承を

た寒さの強い地方では花そのものも傷みや

花の終ったあとが淋しくなりがちです︒ま

り開花しないこともあります︒予防として

捨てます︒

などを散布し︑被害をうけた葉や芽は切り

ては梅雨時までにダイセンやオーソサイド

り︑あとで褐色に枯れてします︒予防とし

夏は日除けをすることがよく︑冬は竹でテ

防ぐために強い刈り込みや密植をさけなけ

生垣を作るときは︑花の時期は美しいが︑

樹勢が衰えるもとになります︒

側病気と害虫の防き方病気としては

はなりません︒

合った枝などは︑多少切り除いても淋しく

ますから︑そのまま職除けをして越冬させ︑

をよくしてやらないと病虫害が多発したり︑

⑧栽培の要点自生地を桑ると渓谷や

翌春に植えかえをします︒

海岸地に多いもので︑空中湿度が高く排水

ントのように骨組を作り︑ビニール布で覆

は開花前にダイセン系の薬剤散布が効果的

良好な斜面などによく育っています︒幼苗

い︑その上部は換気をよくするために孔を

ればなりません︒

キンカク病は花に生じ︑ツボミが落ちた

あけておき︑乾燥した風を防ぐことが簡単
植える場所としては︑午前中の日当りが

いことや枝の枯れ込みの心配があるからで

うのが原則です︒古い枝からは芽が出にく

五

とともに人間をもひどいめにあわせます︒

九月の二回発生しますので︑

︵都会員文部教官束教大保谷農場︶

剤などを散布して駆除します︒

イガラムシもよくつきますので︑デナポン

テレックなどの散布が効果的です︒またカ

六月と八

害虫としては︑チャドクガが大敵である

よくても︑午後の西日をさえぎるような条

す︒したがって大枝は必ずつけ根から切る

り︑焼き捨てます︒殺虫剤としてはデープ

幼虫が群生している間に早目に葉を切り取

です︒

件がよく︑理想的な日射量としては松林の

こと︑中枝は一応先端の方を切り︑基部か

サザンカの郭定は︑本年伸びた枝で行な

下ぐらいの日当りが適度であるといわれて

ようにします︒

らの発芽をみてから︑その芽まで切り一戻す

で効果的な方法です︒

はほとんど天然の純林はみられないように︑

います︒自生地においても︑西斜面の山に

五月ですが︑おそ
では新梢に花芽ができなくなります︒しか

くとも梅雨時までに完了します︒それ以後

刈り込みの適期は四

でしょう︒夏の強い西日に当たる場所では︑

西斜面や西日の強く当る場所はさけるべき
幹枝が焼け葉裏にまで日が当たり︑葉から

（30）

肪根県原田志津子

見えなつかしい︒﹁掌にころがして﹂は面白い︒

評煙管で煙草をのむ風習はまだ残っている地方がありと

＠煙管の火掌に転がして冬来る

川越市小名木狂辰

○半坪のあき地出来たり茄子柚うる

○老われも若きに負けず綜まく

○白雲の静かに動く菊の秋

ある︒草色の蚊帳はいかにも涼しさうである︒

評読んで字の如しで解説の要もない位によくわかる句で

︑草色の蚊帳をた上ゑて朝涼し

し一入哀れを感ずるのは夏も終りの頃である︒

評蟻が蝉の骸を曳くのは真夏でも見受けられるが︑しか

︑庭隅に蝉引く蟻や夏終る

篠塚しげる選

評子どもの世界には師走も何もない︒ちんどんやのあと

︑ちんどんや子ども引き具し師走街

な表現︒

を追っかける︒﹁引き具し﹂というのはまことに巧み

○蛸蜘の怒れるままに生命絶つ

○遠退いてゆく木進りうた十三夜

○処刑あと首無し地蔵に秋の雨

千葉県田村隆村

︑愛の羽根退院の日の胸にさす

というのは一般の人とは遮った格別の感懐であろう︒

評退院の日がすがすがしい気分で愛の羽根を雌めてさす

＠赤い羽根恩師の胸に高くさす

は生徒がさすときの心の昂ぶりが生之と描かれている︒

評格調の商い一句となっている︒恩師の胸にまな弟子又

同石橋香峰

○休日の心素直に蜜柑むく
上そゆさ

︑他所行に着替へさしたり赤い羽根

評赤い羽根をつけさせるために着替をすふめたわけでも
なかろうが︑親の子供に対する愛情がそれとなく︑受
けとめることが出来て奥ゆかしい句となった︒

○誘はれてよき日和なり蜜柑狩

○手際よく小猿皮むく糸かん哉

側加藤刀水

○愛の羽根児らの唄声高らかに

︑野仏も上品下品春の風

（31）

弘道 俳 壇

評格の高いお寺に存置してある仏ではなく︑ただの野仏
であっても自ら上品︑下品︵げぼん︶の区別があると
いうのは︑なんとなく仏も人間と同じような親しさを
覚える︒折しも春風が暖かくそよそよと吹いている︒

○ビル建ちし前の麦畠蒔き残す
○早乙女の泥足庇ひ畦昼館

同秋葉貞女

○大田植畔に計報の使きし
＠蜜柑篭背負うて乙女海を見ず

評蜜州山の蜜柑を挑いで龍に一杯入れたのを乙女が背負
うて山をくだる︒足もとに気をつけてうつむいて歩く
ので海はすぐ近くであるが見ようともせずただ集荷場
へ急ぐのである︒

○赤い羽根つけてぬがれし旅衣

同宮崎秋峰子

評精励格勤の作者の感懐が素直に描かれていて愉し・

︑赤い羽根つけ出勤の靴かろし

○蜜柑山熟れゆく光り空に満つ

○愛の羽根つけて幼児の嬉灸とゆく

同角田洋圃

＠辻に立つ婦警みめよし愛の羽根
評この婦警ばかりがみめよき人だというわけではない︒
それでは表面的な説明に落ちてしまう︒愛の羽根をつ

もを美しくする︒

けてくれた女の人もそのほか往き交ふ人は誰でもが美
しく見えたと解釈すべきだと思う︒﹁愛﹂は人間誰で

○蜜柑熟れて紀伊路は甘き風充つる

○蜜柑分け合ふてベンチの私語甘し

同八木幹男

︑蜜柑買って紀州の旅情抱き帰る

路につく︒蜜柑がその中心であることは勿論であるが︒

評紀州の旅のいろいろの印象︑思い出をしかと秘めて帰

○蜜柑景気果舗は俄かに活気づく

同宮崎米作

＠竹下駄の冷たき朝や乱れ萩

評竹下駄に足をのせるとひやりと冷たく感じた朝︑庭は
今しも萩の鹿りで咲き乱れている︒秋冷の感じを竹下
駄にうけとめたのはうれしい︒

○婚すでに五十無能に菊の庵

篠塚しげる

同田村春風

○秋晴やぴちノ︑はねる災の豆

○蜜柑売る娘の愛嬬に集ひ寄る

かざし

面壁の膝ただ寒し達磨の忌

めんぺき

神迎ふ八つ手は白き頭挿つけ

（32）

確乎不動の基稚に立つのであり擁乱反正

る︒文字の上から愚考すれば︵三木︶は

これには非常な勇気を振い起さねばなら

誰しもが心の中ではそうは思うものの︑

らない非常時に当面しているのである︒

て︑勇気をもって︑これに対処せねばな

田中政権の不安定を伝えられているさ

ｌ乱れた世を大男をふるってもとの常態

のもそのためである︒年末に当り会員各

ない︒微力ながら本号を特集勇気とした

らのおかれた立場に立って深く反省し

中の去る十一月十九日訪日反対の世論を

に反す大任を果すのが︵武夫︶なのであ

潔白と論語の﹁民無僧不立﹂を信条とさ

押し切ってフォード大統髄が史上初めて

る︒かかる偶然と必然の奇縁からしても

編集後記

の訪日を果された︒米人記者は﹁日出ず

ようお祈り申上げる︒︵渡︶

位にはご健康でよいお年をお迎え下さる

れている三木氏に︑期待してのことであ

る国の第百二十四代の天皇と節三十八代

のために全心全霊を捧げてｌその期待に

その負える名と信条に徹して︑一侭国民
応え︑わが西村先生論究の﹁徳器成就の

◇時局多難の折柄諸問題と取組んで合議
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︵送料四十円︶

弘道売価一冊金百円

米国大統領が歴史的会見﹂と大見出しで
打電し︑さらに彼が待望の天皇訪米のご

としての第一歩をふみ出していることは

である︒こうして歳末ながらよくなる年
誠に喜ばしいことである︒

総理大臣﹂として立上って世いたいもの

が︑わが日本の建国以来三千年の輝く伝

これは陛下のご人徳によるものである
統に対して米国は世界の最強を誇るとは

◇昭和四十九年叩寅の年を送るに当っ

快諾を重大特報扱いにしたという︒勿論

る︒この辺から言うに言われぬ測り知れ

言え︑建国わずかに二百年の新国家であ

持してまさに矢を放とうとする︑いわば

て︑思い出すのは︑本年の年頭に前尾繁
三郎衆議院議長が﹁寅︵引︶の字は満を

ことでもあろう︒

四十九は語呂の通り始終苦の年であると

断行寸前の状態をいうのであり︑さらに

ない憧慌と尊敬の念が自らに湧いて来た
フォード大統領が霊峰富士や古都の名

言う者もあるが︑私はむしろ善くなる年

勝旧跡に驚嘆される前に︑国登の第一印
象としてわが会祖西村先生が切言された

と思う﹂と説明されていたことである︒

◇三木内閣が十二月九日誕生した︒もと

︵一・二月郷号編集後記参照︶

﹁日本国を愛し皇室を尊ぶ﹂ということ

より物価高不況等山積している諸問題︑

を要するものについては国民の各自が目

検討に待つまでもなく︑一日も早く改善

を立証されたのはさすがである︒

わけても田中金権政治不信の払拭を清廉
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