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西村茂樹

大臣たる者は︑皇室と本国との為めに日夜心を砕きて︑他事を顧ゑるの暇一
あるべからず︒即ち我全身を挙げて︑国家に端さ堂るべからず︒又其身を一

以て事を処し︑皇も私利を謀るの念あるべからず︒本邦の国体にて言は壁︑一

凡そ国の大臣たる者は︑第一に公私の別を明かにし︑何事も公正の心を一

大臣たるの徳器

I

らず︒其交はる所を慎承︑姦商猪買の類を近づくべからず︒勤労倹節にし

て官民の棋範と為らざるべからず︒清廉潔白︑以て官椅の風紀を正くすべ一

し︒人を用ふるに専ら其器に当れる者を選び︑己が親戚朋友又は私党を採一
用すべからず︒己が喜怒愛憎を以て人を進退すべからず︒皇も禄を負ぽり︑一

位を固うし︑其官禄に恋々たるの醜態あるべからず︒此の如き者を大臣の一

の胆略なかるくからず︒事変に応ずるの機敏なかるくからず︒時勢を察す

徳望ある人と云ふくし︒此徳望あるか上に︑更に大事に臨染て動揺せざる一

るの智見なかるくからず︒国民を鎮圧するの度量なかるべからず︒前者と
後者とを合せて︑初めて大臣の徳器を具へたる人と云ふくし︒此の如き人一

を得るときは︑国家安全にして国力強盛なり︒他国に対して国威を奮揚す
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検束して放蕩箸修の行あるべからず︒常に礼節を守り部劣の挙動あるべか

一

ることを得くし︒︵﹁国家道徳論﹂大臣の部より抜華︶
〜

郎巽

熟議

面面函■■1口■

』11月■品■■旬ワロロ

bﾜｰﾛh,

…馨2…識蕊蕊……錨‑……群鐸鎚溌嶋

霞

（

！

I

:灘灘蕊§鍵灘鍵灘鍵

︹巻頭言︺

野
口

特に英国の如きは︑この訓練のチャンピオンと聞く︒我国も試練の日を迎

層職業も自利を棄てて︑苦を共にする賢明を持つことである︒欧米諸国︑

忍び︑物を大切にし︑欠乏生活に堪えることである︒此の間︑如何なる階

こそブレーキをかけ速力を落とし︑上も下も︑右も左も︑皆共に不日曲を

の努力と忍耐こそ今日第一の指針である︒卒直に核心を衝いて云えば︑今

健全なる安定と精神の平静への復帰であろう︒少くともこの目標に向って

ではない︒然し我国に限定して国民の求むるものは何かと云えば︑生活の

て期すべからず︒この悩みは世界共通の悩永であり︑我国にのみ限るもの

如き時代では︑変化また変化︑一年の見透しすら立ち難く︑前途の晴曇以

この記念すべき新年に当り︑心新たに立言すべきであるが︑勿忙近時の

偉なる哉︑昭和も正に半世紀の五十年を迎えた︒

昭和五十年を迎えて

田

えるに到った︒此の考えは昨年頃から識者の言に聞かないでは無かったが︑
本年こそ全国民は︑決意と実践とに一致協力の実を挙げなければならない︒
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それはその兎の視力が明らかであるという

われ︑肥えた兎がお供えになるのですが︑

諸橋轍次

くますし︑しかもその月餅の包み紙には兎

﹁兎の年﹂の古事について

の画をかくのですから︑月と餅との関係が

ことからの名だといわれています︒ほかに

月日の立つことの早いのを昔から烏兎勿
をと言いますが︑何れにしても︑日と烏︑

まったくみられないわけでもありません︒
﹁うさぎ﹂の字は︑﹁兎﹂または﹁免﹂と書

です︒

な奴を銃と呼ぶのだともいわれているよう

は︑特に大きなものを錐と呼び︑特に独珊

ざん

月と兎の関係を染るだけでも昔の人の風流

きますが今は﹃康照字典﹄ならびに明の﹃正

また特に鶴扶と呼ぶこともあります︒昔︑

し︲ゆん

字通﹄によって︑﹁晃﹂の形に定めたのです︒

罪という弓の名人の王さまが︑巴山という

中国の字引﹃韻会﹄には﹁日の中には三

ただ注意しなければならないのは︑免でも

心が偲ばれて愉快に感じます︒

足の烏有り﹂︑六朝時代の張衡の文の中に

兎でもよいのですけれども︑﹁︑﹂は兇の尾

ムげん

えんふ

﹁日は太陽の緒︑積みて烏の象を成す﹂とあ

白兎が飛び出したので︑｜﹂れ幸いと射止め

ところに猟にでかけたところ︑蛎賜ほどの

げい

ります︒月については︑﹃魂典略﹄に﹁兎は

の﹁︑﹂を省けば︑﹁免﹂となって︑免許・

ですから︑必要だということです︒もしこ

つ

に凹衣の王さまが冠をつけて現われ︑ｎ分

て︑純の中に推し込めました︒その夜︑夢

めん

﹁日中何か有る︑白兎薬を描く﹂と出てき

明月の精なり﹂とあり︑晋の伝玄の文中に

免役などのマヌカレルという意味の字とな

に兎と呼んでいるようです︒その﹁と﹂

受けた︒ついては逢蒙というものの手を借

の士神であるけれども︑今日お前の辱めを

は鵠扶君というものである︒そしてこの地

ます︒とにかく肋兎をⅢ月にたとえること

兎を掩語では舎伽といい︑中国では一般

ってしまいます︒

餅をつくと言っているのは︑どういうわけ

は︑兎と吐とで音が通じる︑兎の子は生ま
みつくちＯ
れる時に母親のあの欠盾から吐き出される︑

月の中で︑中国では薬をつき︑日本では

は古いことだと思われます︒

でしょうか︒なんだかそこに︑中国人と日

醒めました︒後に果たして逢蒙は葬を試し

おれ︑というなりその姿は消え失せ︑夢が

ころ

りて︑きっと仇討ちをしてやるから覚えて

伝うもう

本人との性格やら風尚やらのちがいが︑う

だからこの名となったのだそうです︒宗廟

とと

かがえるような気もします︒ただ中国でも

の祭りに供えられる時には︑特に明視とい

と

中秋明月の日には︑月餅というお菓子を食

（2）

て位を襲ったそうですが︑これ以後︑鵡扶
黒い兎を得た︑これも王者の徳の盛んなる

者に盛徳があれば必ずやってくる瑞獣だ︒

兎死して走狗悪らる﹂というものかもしれ

莱は︑淡の商机の家来︑韓信のいった﹁肢

うば

というのが兎の異名になったということで

不思縦に親孝行の人と兎との因縁話もある

瑞兆だ︑というように思います︒けれども︑

に

兎に関する一番有名な話︑いやむしろ言

んでいたとのことですｃ

ていて︑どんな場合にも猟をすることはな

これを捕えるのは足の疾い狗だ︒しかしそ

はやいぬ

ません︒ずるい兎はなかなか柿えられない︒

の放兎が捕えられて死んでしまえば︑もう

からおもしろい︒

これは﹃史記﹄に出ている話です︒方儲︑

足の疾い狗も必要でなくなる︒不川物とさ

牡いめい

が︑その後は母に孝韮をつくしていました︒

字は聖朋という人は︑早く父を喪いました

隙うしよ

す︒岳陽の人禽は︑兎を地の神として祭っ
いそうですが︑こういった故邪から災れを
抱いたのかもしれません︒

鵠扶の兎も大きいですけれども︑もっと

のあることがかえって禍して︑凹分の運

れるくらいだけならばまだよい︒その突力

大きな兎もいました︒西海・漆海・乳海と

のちにまた母も死にましたので︑川ら土を

命を危くするという職えです︒韓信は人も

き

わざわい

負うて墓の墳を築き︑周囲にたくさんの嘉

上い

樹を植えて︑四季折女の墓参を続けていま

知るように︑淡の尚祁につかえた名将でし

元来は物に動じない大器で︑川本でも﹁韓

〃から食を乞うて生祇したほどでしたが︑
また︑これは﹃後淡書﹄に出ている話で

め．ん絹割よう

お臆か

日本では︑兎といえば白いものと決って

その毛の長さは一尺有余もあったそうです︒

した︒その孝志が通じたのでしょうか︑い

た︒始めは貧乏人で︑城下に釣をして潔

いう地方には︑馬ほどの兎が住んでいて︑

いると思っていますから︑何の不思議も珍

つも粥烏はその上に集まり︑向児がその下

せんたく

らしさも感じませんが︑中国では︑白兎は

に遊んでいたということです︒

ばあさん

極めて瑞兆として称えられていて︑﹃抱朴

伯の股くぐり﹂などという諺にもなって残

子﹄という書物には︑﹁白兎は寿千年︑五百

っているほどです︒それは︑准陰の悪たれ

わいいん

すが︑番家としても称名な莱遡は︑これま

少年から侮序された時のこと︑没様ば長大

シ亡いよう

に満つれば則ち色白し﹂と川ていますし︑職

た親孝行の人でした︒母親が三年の長病

剣を淵びてはいるが内心は脆柄者だ︑雌嘩

ながわずらい

野王の文には︑﹁王者の恩︑菩老に加われば︑

にも寒さにも一冊として梢を解いて湛たこ

をしているⅢ︑孝義に欠くことなく︑耕さ

きろう

則ち白免見わる﹂と書いてあ↑ります︒そこ

ともなく︑飛州にっといておりました︒そ

たらオレの股をくぐれ︑といわれました︒

を献じてから︑内兎が世に川るたびに瑞兆

あら

で後漢の光武帝の建武十三年︑蛮爽が白鬼

をするなら机手になる︑それが恐ろしかっ
のかいもなく母が死んでしまいましたので︑

をくぐったのです︒そ一﹂で当時︑市中の人

すると彼は何を考えたのか︑平然として股

禽から臆病君と笑われましたが︑実はそん

いおり

として歴史に記載されているのです︒した

をもって亡母につかえていたのです︒十も

禁菖はお墓のかたわらに版を作り︑動静礼

な下らぬやくざを相手にしないところに︑

なさはば

がってこ︑れに関する上表文も少なくあり

とその孝志が通じたものか︑いつも一匹の

たてまつ

ません︒梁の簡文帝の﹁白兎を上る表﹂︑
北周の旗信の﹁白兎を進むる表﹂などがこ

兎がきてその墓室のそばでなれなれしく遊

ゆしん

れです︒ほかに︑赤い兎を得た︑これは王
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彼の大器があったのです︒それは同じ漢の

雄末路の哀史です︒こんな劇的な常平生あ

水に冷たい最後をとげた物語にも似た︑英

と思い︑その後はい？もその木の株を守っ

って死んだので︑これはよい拾い物をした

日畑に出ていると︑古木の株に兎がぶつか

つれひごろ

商祖の名臣張良が︑黄石公のために垣下の

ることではありませんが︑いつまでも走狗

たが︑ついに一匹の兎も捕れなかったので︑

て兎がきてぶつかるのを待ち椛えていまし

陰しのした

履を拾い上げたのと同じ宏度です︒ですか

を招くこともあるのです︒﹁功遂げ身退く

白刃の力を頼むことは︑性々にして身の害

少︑つ

いに高祖に︑﹁百万の衆を連ね︑戦えば必ず

とえんさつ

これを守株の愚というのです︒

ら後になると果然その力赴を現わして︑つ

は天の逆なり﹂といった老子の言葉は︑時

し

勝ち︑攻むれば必ず取るは︑吾は紳信に如

の死後その園を耕地として︑そこの租の取

梁の孝王は兎園という園を築きました︒王

その

ｎ分の著述を謙遜して兎園冊といいます︒

兎の足の疾いことは誰もが知っています

にば味わうべきだと思います︒

ね︒﹁兎走りては賊麟よりも疾し﹂といわれ︑

かず﹂とまでいわせるようになったのです︒

ところが高祖が天下を取って四海を一にす

また﹁始めは処女の如く︑後には脱兎の如

り立ての帳簿を作りましたが︑その記事の

こ夢

のものが︑高祖の目の上の癌となり︑じゃ

るようになると︑今度は逆に韓信の力雅そ

むかし斉の国に東郭逢というすばらしく

すい本を兎園冊といい︑また自分の著述も

ましたから︑民間の村熟に川いるわかりや

文は︑みな他語つまり通俗の言葉で書かれ

足の疾い兎がいました︒ところがまたここ

とうかくしゆん

し﹂などといわれています︒

の中に韓信を忌んで︑彼に反逆の志のある
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まになるようになりました︒たまたま群臣
ことを謹言したものがあったので︑商祖は

と

謙遜して兎園冊というようになったのです︒

かんしろ

に︑韓子臆というこれも負けず劣らず足の

うんぽう

雲夢に遊ぶという名日で韓信を招きよせ︑

満月が欠けて太陽が西に沈むことを﹁兎

けつうちん

欠烏沈﹂といい︑また月日の流れ去ること

とりこ

かくてこの二匹が山を環ること三たび︑山

疾い犬がいて︑その兎を追いまわしました︒
ごと

そのとき韓信が﹁果たして人の言の若し﹂

席上彼を檎にして︑その地位を奪うのです︒

ます︒﹁兎角亀毛﹂という言葉は︑兎には角

を﹁兎走烏飛﹂とか﹁兎起烏沈﹂とかいい

とかくきもう

は前に姥れ︑犬は後ろに死にました︒そこ

に上ること五たび︑とうとう精根つきて兎

はなく︑屯には毛がありませんから︑世の

たお

死して走狗烹らる﹂という有名な言葉です︒

といって述べたのが︑さきに挙げた﹁牧兎

へちょうど猟師がやってきて︑何の苦もな

おさ

全文は︑そのあとに統いて﹁高烏尽きて良

中に有りっこないものの職えです︒

︵特別会典束教大名巻教授文博︶
州ったということです︒同類相い食んで︑

く二つの涯物を手に入れ︑ふくふく顔して
は

のでした︒謀臣の末路はまことに哀れなも

弓蔵められ︑敵国破れて謀臣亡ぶ﹂という

異類の皿夫に時ならぬ功を与えることは愚

宋の国に愚かな農夫がおり童した︒ある

じゆんうこん

の骨頂だと︑これは淳子莞という賢者が斉

ひよどりごえ

のです︒鴨越の険難を突破し︑屋烏の荒
世んめつ

波を蹴立てて︑平家一門を破滅した源義経

王を諌めた言葉です︒

られ︑安宅の関にはばまれ︑ついに衣川の

ざんじゆ

が︑礎竪三寸の舌に誤られて︑腰越に退け

鯵

I

ったが︑退治をあきらめる事も出来ずに昭和五十年を迎え

に終わって了った︒つまり︑インフレ退治に成功もしなか
ることになって了った︑という訳である︒
︑︑

戦後︑世界中はずうっとインフレで景気がよかった︑ィ

町田

一

用した︒戦争中の経験で︑統制にはあきあきしていたせい

自由主義のやり方は︑皆んなに儲けさせることである︒

もあるＯ

儲けさせれば︑放っておいても︑メーカーは張り切り︑商

人は渡るⅡも堰ないでどこからか品物をカキ集めて来る︒

戦後の復興にはこのやり方の方が︑手っ取り早いと染たの

ロインレ経済の登場

ところで︑儲けさせるにはインフレ政節で物価を脈貴さ

で︐ある︒

せてやればいい︒物価が鵬かりつづければ︑メーカーも商

︑︑︑︑

たのである︒何故か？
戦争が終わってみたら︑アメリカを除いた先進国は窮乏

人も間速いなく儲かる︒俄金をしても︑お札の他打ちが下

︑︑︑︑︑

のドン底にあえいでいた︒家もない︑若物もない︑食物も

がり統けるから︑負担が軽くなる一方である︒だから︑イ

︑︑︑︑

ない︑地獄の生活であった︒何をおいても︑物を造り︑物

経済界を指揮するか︑自由主義の原理で民間にやらせるか︑

造れば︑面白いように儲かる︒物が増産されれば︑商人も

借金をして土地を買い工場を建て︑人を集めてモノさえ

この窮乏から這い上がるには︑共産主義的原理で国家が
どちらかであった︒共産主義のやり方に従った国をもある︒

され︑百貨店も増築に増築を取れた︒

繁昌する︒スー・︿−やディスカウントなどの量販制が輸入

ドイツ︑イタリア等と並んで日本は自由主義のやり方を採

しかし︑アメリカを中心としてイギリス︑フランス︑西

ンフレ政策の結果経済界は大張切に張り切った︒

を集めて来なければ︑折角生き残った命が危なかった︒

ソフレ退治なんて飛んでもないことで︑インフレ様為だっ

郎

激動する昭和五十年を迎えるにあたって

日戦後の経済復興

｝

昨年は︑世界中がインフレ退治に始まってインフレ退治

I

ＲＪ

︑１ノ

〆Ｉ︑

する勘定だが︑インフレ景気で猫の手も借りたい位になる

お札の値打ちが下がりつづけるのだから︑預金者は損を

り戻すといい出した︒そうなれば他の国はインフレどころ

どの民需品をウント造って︑もう一度世界経済の覇権を取

十ツ

まだある︒預金者がお札の値打ちを下げるのを止めて欲

ではない︒

た︒一億総働きとなれば︑一家の収入は激増する︒戦前で

しい︑と言い出した︒品物は十分に揃ったから︑今度はお

から︑勤め口は引くてあまたで遊んでいる人はいなくなっ
は夢にも見られなかった三種の神器だとか︑一︑イヵー︑別

札で財産を貯めて老後に備えたいから︑預金の目減りを止

サツ

荘︑ハワイへの新婚旅行︑︒︿ン食︑バター︑チーズ︑ハム︑

めて呉れ︑それをやらない政治家は選挙でたたき落とすぞ

︑︑︑︑︑︑

ワインブームとなった︒

と騒ぎ出した︒消我者パワーの台頭である︒

何しろ︑消費者は絶対多数である︒どこの国の政府も︑

正にインフレ万を才だったのである︒だから一︑二年前
まで誰一人︑インフレ反対なんかしなかった︒戦後の若者

インフレ退治に乗り出す姿勢を執らないことには政権の座

ことには国民が承知しなくなった︒世界的に金融引締め堅

淵も︑日本の田中内閣も︑インフレ退治を態度で示さない

︑︑︑︑︑︑︑

が危なくなった︒フォード大統領も︑イギリスの労働党内

などは︑インフレとは何だかさえも知らなかった程である︒

日インフレ退治の登場

持︑財政緊縮となったのはその為である︒

それなら何故︑急に世界中がインフレ退治なんて騒ぎ出
したのか︒答えは簡単である︒もう世界中が侃物で充ち足
︑︑︑

りて了ったからである︒衣食住が揃って︑今度はインフレ

争となる︒ポンャリしてインフレを続けていれば忽ち他の

一旦インフレ退治を始めれば︑今度は国と国との間の競

戦後三十年気がついて見たら︑品物は有り余るようにな

国から攻め込まれて物価商から輸出不振輸入激堀で国の経

の欠点が目立ち始めたからである︒

済そのものが脅かされる︒イタリアがそのいい見本である︒

︑︑︑︑

っていた︒普通では売れないから︑矢僻と流行を造り出し

四インフレは退治出来る？

たり︑使いすてを奨励するようなモッタイナイ世の中に変
︑︑︑

戦後の物質欠乏を克服するために登場して貰ったインフ

わっていた︒その反面︑農業を軽べつして︑亜化学工業に
夢中になっていた酬いで︑食料不足が世界中に拡がって来

レである︒もう用が済んだから引っ込んで貰おうではない

︑︑︑︑

前に述べた通り︑インフレは万人に口あたりがいいので

か︑とやれそうだがそうはいかない︒

た︒一番大切な食料という生活の推本が怪しくなってきた︒

その上困ったことに︑世界第一の生産国アメリカがベト
ナム戦から足を洗って︑今度は自動車やテレビや写真機な

（6）

ある︒メーカーも商人も艇民も月給取りも︑そして官吏も
減りはあるが︑完全雇用で皆んなが収入増に恵まれるから︑

の石油は安くならないし︑世界的食料危機を止めることに

いくら自分の国でインフレ退治をして見ても︑アラビア

⑥インフレ退治の限界

う︑と提案しているのである︒

預金の目減り分なぞは楽々と帳消しされる︒その証拠に戦

もならない︒西ドイツのような模範国も︑不況の波に巻き

政治家も︑みんなインフレに恵まれる︒たしかに預金の目

生活に恵まれるようになった︒それだからこそ︑インフレ

後のインフレで︑一般大衆も戦前では思いも寄らなかった

だんだんインフレ退治が進んで来ると︑大型倒産や失業

込まれて来た︒日本の現状は御覧の通りである︒

が出て来るが︑それを避けようとして︑金融を緩め︑財政

退治は難しいのである︑インフレ退沿で企業の仕事が減り
儲けが減れば︑人手の需要も減って︑就職が雌しくなり︑

支出をふやせば︑忽ち物価騰貴が再燃して了う︒物価が鵬

かつたら国内景気は息を吹き返すだろうが︑他国の商品に

かもどれも簡単には解決出来ない問題だから︑政治も経済

今年は︑右のような複雑な問題に取り組む年である︒し

Lイノ

ボーナスも減るし︑株が下がって財産も減る︒

攻め込まれて大変なことになる︒イタリー政府が此の二つ

日本政府も壁に押しつけられた格好である︒日本政府ば

儲かって笑いが止まらなかった企業が︑気がついて見た

かりでない︒来年は世界中の国々が︑インフレ退治の限界

ら借金の山である︒注文が減って︑折角かき集めた人員を
タ減りとなって官公庁は役人の給料にコト欠くようになる︒

に突き当って了うに違いない︒国際会議でウマク話がまと

の板バサミになって四苦八苦しているのである︒

要するに︑インフレ退治で儲かる人なんか誰もいない︒

まるか︒話がまとまらない場合は︑勝手に為替相場を引き

持て余すことにもなる︒経済界が儲からないから税収がガ

入減に気付くに違いない︒経済は一蓮托生なのである︒不

物価を下げろ︑と騒いでいる消費者も︑間もなく一家の収

るだろうが︑下手をすると一九三○年代のような貿易戦争

下げて︑国内インフレと愉出ドライブを両立させようとす

︑︑︑︑

し退治もほどほどにしなければ︑といい出すに極っている︒

景気で儲かる商売など有る筈もないから︑その中にインフ

てもインフレ退治はやれないし︑さりとて他の国がインフ

も激動する︒景気の回復などを期待するのは禁物である︒

となったり国内的には政治危機をひき起すことになる︒

レ退治を止めて呉れない事には︑自分の国もインフレ退治

要心にしくはない︒︵三菱経済研究所長︶

イギリスがそれであり︑イタリアがそうなっている︒と

で話し合って︑インフレ退治はいい加減のところで止めよ

を止める訳にはいかない︒だから国際会議を開いて染んな

／ 庁 ､

一 昭 和 五 十 年 を 迎 えて

一思う
と
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こ

の民を有する支那の現状は如何︒明らかに之を証するのではないか︒

個人の素質は低下必至で︑それでは脚力の珊進は望み得ない︒川施

仮令繁殖力を依然大きく持続することが出来たにしてもその出来た

侍むことは出来ない︒生活の圧迫は繁殖力の減退を招くであろうし

う︒私は考える︒経済力に乏しい日本はいつ迄もその繁殖力の大を

てもの強味だ︒これによって自然に国力を増進していけばよいと云

があるのであろうか︒或る人は人口の繁殖率が大であることがせめ

一つにすでになったと思っている︒一体現在のｎ本にどこに取り得

本の開化も行われるであろうと云う︒然し日本人は御互に五大国の

こと甚だしい︒話のときだれもかも追々凹洋文化が入っていって川

には議会があるか︑電気があるかと時々外人にきかれる︒癌に障る

して三年許り倫敦生活をした其の当時の記録を播いて見ると﹃日本

ていた丈に思い出すことも多い︒私が大正の末期に大蔵省の役人と

が年数も一番長く︑働きざかりの時代で︑しかもずっと現役で働い

とである︒明治︑大正︑昭和の三代に生を受けた私にとっては昭和

昭和もいよいよ五十年を迎えることとなった︒誠に御目出度いこ

i

四面楚歌の日本︑五大洲広しと雛も︑これを容るるに処なき日本は

単位たる個人の素質の改善に努め︑一歩一歩国力の基磯を固めねば

ならぬと﹄又﹃共産主義者のあるものは近い将来支那を中心として

大戦争が起るのは火を見るより明らかであると云っている︒私は徒

らな平和論に惑わされたくない︒殊に国力があって唱える平和はま

ではない︒真の平和を唱えうるよう国力の増進を一日も早く図ると

だしも国力がなくて唱える平和は意気地がない︒それは真の平和論

共に治に居て乱を忘れざる心掛けが大切であると痛感する﹄などと

所感をかきとめているが誠に今昔の感にたえない︒私の倫敦生活は

大正三年から約四年半に豆って行われた世界第一次大戦が終って五

年位たったときに初まったのであったが︑英国人の生活は極めて質

素なものであった︒日本はこの第一次世界大戦に参加した御蔭で日

露戦役后引続き悩み続けてきた財政経済政治上の難関を突破して名

展開され軍備も拡大へと向った︒

実共に艇業国から工業国に変容︑其の繁栄を背景に積極財政政策が

然し迫を大戦后の仙界的な反肋が生じ其の繁栄と好況は大正九年

の春には幕をとじ逆に軍備縮少と行財政整理とが大きな課題となる

に至ったが︑悪いときには悪いことが並なるもので大正十一年九月

には関東大震災︑昭和二年には金融恐荒がおこり︑それに加えて昭

こととなり︑其の不況の波は更に広く深くなり︑金本位復帰と緊縮

和四年には米国市場に端を発した恐荒が世界一円に亘って荒れ狂う

不況から脱しようとする政策もすべて水泡にきしてしまった︒当時

政策によって日本が国際経済に競争力をもつ経済体質の実現を計り

の内外呼応しての急進的な国家改造の主張はつよくなり︑農村の不

又一方には昭和五年に州来た瓶縮条約がいたく軍部の反発を招き車

況︑困勉をあとにして入隊した壮丁は国家主義運動の中心であった

（8）

r

一

青年将校に感化されることが多くなった︒そしてこの不況を招き国
家を危殆におとしいれているのは政論家及財界人なりとしてこれを
葬り去るのが国のためなりとの誤信が軍の内外に広がり原首相の暗
殺︑浜口首相の避難︑井上準之助︑団琢磨の陥殺が次なと行われ更
にエスカレートして昭和六年の満州事変の勃発︑昭和七年の五︑一
五郡件︑昭和十一年の二︑三ハ獅件そして遂に支那事変を経て昭和
十六年の大東亜戦争への突入となっていった︒
これも時の勢であったが当時陸耶の皇道派統制派の対立とか︑叩
の動きも抑圧により表耐化しなかったものの其の底には無視出来な

部内の下仙上とかが巷の話題になる程に激化しており︑軍官災離間

国家本位で真鯛に事に当った︒それだからこそ暗殺によって一命を

のにふさわしかった︒然し国を思うとはいえ軍部の独断枇器は逆に

失う政治家もあり︑其の仙人の生活振りは全く井戸︑塀と評される

はげしく︑政界も財界も其の意の催に動かざるをえなくなったこと

天皇の詔勅をラヂオでききながら肌治大帝が明治四十一年十一月十

が︑日本の軌道を踏みはづす動機となった︒私は終戦の八月十五日

ク施政益を虹張ヲ要ス宜ク上下心ヲ一ニシテ忠尖莱二服シ勘険産ヲ

三Ⅱ下された戊申詔書の﹁戦后︵筆者注日露戦争后のこと︶日尚浅

一︑サルヘシ﹂を思い出し共の訓戒を守らなかったために敗戦の憂き

沿メ惟レ信惟レ義僻厚俗ヲ成シ華ヲ去り実二就キ荒怠加戒メ自縦忠

ち返らなくてはならぬと期待もし覚悟もしたのであった︒ところが

目を見るに至ったのだ︒この敗戦を機会に真の日本に立ち返り又立

既に三十年を経過し昭和五十年を迎えるに至ったのであるが日本は

現在いかなる国情におかれているのであろうか︒戦后世界は政治に

ないがブロック化しつつある︒然し南北問題︑後進国問題︑石油︑食

於ても経済に於ても協調の気巡がとみにおこり世界連邦まではいか

糧の生産国対消我国間池︑国際通貨問題等深刻な案件を蔵し︑戦后

は世界は英国経済によってリードされたが大戦終了を機会に米国経

生じた数多くの小さな国家は民族惹識に燃えている︒館一次大戦迄

済が優位になった︒然しこの米国経済も館二次大戦后はその反動も

になってしまった︒日本は敗戦したとはいえ無限に安価な資源を准

あり自由主義国援助の負担に結局は耐えきれず其の経済は脆いもの

得出来︑良質安価な商品であればマーケットは無限であった関係で︑

米国までがうらやむ程に経済は商度に成長し︑経済大国と自負する

に至り国民生活の水準も敗戦当時想像もしえなかった程に向上した︒

腿 ジ ノ

いものがあった︒

私は妓近知ったことであるが︑青木周蔵より陸奥宗光宛の明治二
年以来の信川を谷干城︑西村茂樹︑神鞭知常等の妓近四︑五年間の挙

十七年二月九日付の書翰には﹁公平に断言すれば我が政府は明治元
動によって全く地におとされたりと見る●へし﹂と迄極言していると

小松緑群帆桁外交秘話に記されている川であるが︑西村先生は肌沿
十九年当時の世相を憂えられⅡ本道徳諭をものされた︒共の当時の
仙加との比較は川米ないが今の仙の恕化の稚皮は余りにもひどすぎ
ると評しても間違いないと私は思うのである︒大正年代から統いた
政党内間は五︑一五事件によって終りをつげ︑非常時的様相が渋厚
となったのであるが︑それ迄は積極政策の政友会と緊縮政策の憲政
会とがはげしくわたりあい政変も両党の間で行われた︒しかもその
政争は単なる党利党略ではなく︑何が国益かと云うことを第一とし
ｎ分一身の安危を職りみず争われたのであって︑今のような心許な
い政治の在り方とは全然比較にならない︒行政に従事するものも亦

rQ，

書．中心の情愛のない砂漠社会に堕し︑経済の尚度成長も次第にひず

いく︒文芸春秋の読者の多くは大体これは真相と思ったであろうし

れ威令が行われなくなる︒そして国家的に不幸な状勢が醸成されて

判定されても仕方がない︒不信を増し首相の権威は失われ馬脱にさ

中首相がこれに応じないならば首相に何か不利な資料があるものと

みをいやが上に累職するに至り公害︑インフレ物価上昇等社会不安

然し衣食足って礼節を知るの格言とは逆に其の間に道徳は顔廃︑エ

を増す許りの様相を濃くしてきた︒それでも政治がしっかりしてお
れば心配はないのであるが政治不信は極度に達したといって差支な

いつつ読んだものもいると思う︒それ程迄に政治に対する信用は地

又多い少いの違いはあるがこの種のことは他の政治家にもあると思

るが私は予てから共産党がこわいのではない︒ｎ此党の体質が悪化

を払ってしまったのだ︒これは保守党政権が長く続いたためでもあ

い程に悪化し政党体質刷新が急務であるとつよく叫ばれるに至った︒
その上に最近では﹁田中角栄研究︑その金脈と人脈﹂という文芸春
秋の記群が大きな問題として扱はれ出した︒そして近く附かれる国

ではないか︒それなのにその方は成行まかせとなっては益鑓︑政治不

然し現在国民にとって蛾も大切な案件は物価鵬置インフレであるの

がある︒又財界も政党の近代化が出来なければ政治資金を出さない

本の現状については自民党に大きな寅妊があるが他の政党にも支任

内刷新の激しい動きが生れてきた︒誠に結構なことである︒私は日

していくことがこわいと云ってきたのである︒履近自民党内にも党

信︑社会不安はつよまっていく許りである︒尤も金権政雲治はだれが

なぞと云う前に其の在り方について大いに反省の要がある︒官界は

会に於てはこの問題が審議の中心になると云われているのである︒

総理になっても政治悪の根源であり今こそ徹底的に匡救しなくては

称されていることは一般の認めるところである︒労働組合の動きも

無責任になった︒マスコミが思想的偏向や売らんかなの営業方針に

については法の守秘義務をたてに拒否することにきめ川中筒相も一

ならぬことである︒大蔵省は野党側の田中首相税務資料公開の要求

ある︒正道に一民らなくてはならぬ︒そのためにも川中首相は血らの

亦いきすぎている︒日本は今各方面とも脱線している︒複合脱線で

身に振りかかった疑惑は其の不徳のいたすところでもあるのである

納税者であり例外的な取扱いをすることはかえって問題であると結

然し戦后は毎年高額所得者名簿が民間に於て刊行されていることを

不信解消に最善の努力をしてほしいと思う︒

からこの際徹庇的に解明し個人についてのみならず政党についての

論した曲であるが私も税務署長の経験があり守秘義務はよく分かる︒
思えばその義務も余程緩和されたと思う︒大蔵省が資料の公州要求

︵四九︑三︑文化の日︶︵本会雛羽明糖相談役︶

思うとき一層其の感を深くせざるをえないのである︒

和昭五十年を迎えるに当りソ連の脅威や中共の真梨な建国振りを

を拒否するところを見ると本件は納税者佃中角栄氏を告発する迄の
脱税の容疑はないし︑またすべてが合法的に処理されているものと
判断される︒然し事態は深刻であり田中首相一個人の信用の問題で
る段階である︒それ故に私はこの際田中首相が進んで守秘義務を解

なく自比党ひいては政治︑大蔵省ひいては政府全体の信川が問われ
除するか︑税務当局が首相にその解除を求むくきだと思う︒若し田
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国民生活の安定推進と沖細
の復興によせて

浦崎
昭和五十年の年頭に当って思うことは︑狂乱物価︑悪性インフレ
ー︑低迷する政治の危機である︒そしてこれを克服するに当って望
まれる一﹂とは︑国此の生活安定を推進する強力な政治力の川現であ
プ︒Ｏ

次はわが同の政怖の安定と回此のための政治を推進する政党の在

う当局の努力を望んでやまない︒

わが国の政党の在り方は︑現状では到底満足できない︒自民党に

り方について考えてみたい︒

においてただの一回︑しかも極めて短期間だった︒あと三十年近く

よる政権があまりにも長期に一同ぢて統いている︒政権の交替は戦後

二大政党の存在と︑その政権交粋による政治の連樹である︒ところ

を自民党によって握られてきた︒政治の在り方から望まれることは︑

がわが国では自民党勢力に対し野党四党の勢力は余りにも劣勢であ

り︑四党の議会勢力を結集しても与党に及ばない︒これでは政権の
ず流動する必要がある︒

交替は望むべくもない︒溜る水は腐れる︒水の清新を保つにはたえ

われわれの考えるところでは︑共産党を除く他の三党はやりよう

日本は世界一物価商の国といわれている︒悪性インフレーの進行
は止まるところを知らない︒だが︑これを克服し沈静させて国民生

によっては︑合流も考えられるであろう︒小党分裂していては政権

の合流を図って政権担当に伽えたらどうだろう︒多数の国此がこの

の座は望むべくもない︒小災を捨てて大川につく意味でこの際三光

活を安定させる強力な政治力に欠けている︒国民の愛うるところは
田中政権は︑国民生活の安定を期する政紫として総稲要抑制を掲

これである︒

各政党の岐商粋部が一城の主に執折していてはこのことは実現さ

ことを期待していることに思いをいたされたい︒

と実現が望まれるのである︒

れまい︒国民の待望する政党の在り方に思いをいたし︑早急な対策

民の期待とは裏腹に︑効果はゑられず倒産会社はつづいている︒川

げてきた︒また他面金融の引締め政紫を打ち出している︒しかし国
に物価安定を唱えながら公共料金の大巾値上げは止まるとこを知ら

合の設立を提言したい︒このことは既に国内でも地域的なグループ

戦火のたぬほとんどの財物を失った沖純の住民は︑文字どおり無一

感洲していたことは︑戦後の沖細の側党しい復興発股ぶりである︒

した︒沖細に州って四年を越そうとしているが︑私がたえず雌Ⅱし︑

次は沖純のことに触れてみたい︒私は十五年の才月を東京で過ご

ない︒言う
うこ
こと
とと
と︑
︑み
みら
られ
れる
る現
現実
実は
はヱ
矛盾している︒これでは物価の
安定も生活の向上も望むべくもない︒

による消費組合の結成で︑安定した低脈な物資の独得に実績を挙げ

国民生活の安定を期するために︑私は︑国民的規模による消費組

ている︒この実績を踏まえて国民大衆を対象として漸次実現するよ
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純

るために苦闘難渋の日々を送ってきた︒軍事優先のアメリカは住民

態が二十有七年も続いた︒異民族の支配下に川吟しながら脚ら生き

物からの再出発であった︒しかも祖国から分断されて孤立無援の状

は︑自働車による輸送力だけである︒

あった︒しかし戦後の沖細には一哩の国鉄も私鉄もなく︑あるもの

あって︑那腿ｌ糸満︑那澗ｌ与那陳︑那職ｌ嘉手納の三線が

戦前沖純には那覇と首里間に電車が走っていた︒別に県営鉄道が

は︑沖細の現情にそぐわないことになる︒このことは差し当り明年

こうした状況にありながら︑陸上輸送力が自動車だけだということ

現在は百万を越え︑沖細より人口の少ない県は全国で九県もある︒

おまけに︑戦前の沖細の人口は六十万で︑全国でのビリだった︒

の生活安定や福祉の向上は二の次ぎであって︑これという援助を与
えてはくれなかった︒祖国であるはずの日本も︑冷淡さとアメリカ
に対する気兼からかえりみてはくれなかった︒

の国際海洋博覧会に伽えて急速に解決の必要があることは云うまで

ところがこうした恵まれない環境にあって︑沖細の人びとは︑住
しかも建物の復旧は︑従来の木造建築ではなく︑ブロックか鉄筋で

宅を復興し︑公共資産の復興と再建に粘力的な努力を統けてきた︒

一ヶ年で一万台が増え︑現在十六万台を越えているといわれているｃ

沖細の自働単の台数は昭和四十五年五川の複州の年から翌年迄の

もないし︑既に当局では対策がたてられているに違いあるまい︒

があったのでもない︒すべては自力によるそれであった︒通常の場

の台数はほぼ同数だといわれている︒この数字を象てもいかに沖細

凹側車の一カ年間の増える台数は九州七県の畑える台数と沖純一県

てアメリカの援助があったわけではなく︑もちろんⅡ本政府の補助

あり︑しかも高層建築が軒を並べ︑大都市同様である︒これに対し

いして︑本来の能力を発揮しえないものとされてきたが︑沖細の場

合︑異民族の支配下におかれた場合︑意気消沈して粘神的にも退え

の増え方が多いかということが窺えるのである︒

また運転免許証の保持者は人口十人に対し東京が四人であるのに

合こうした傾向は微塵もなかった︒遥しい建設力と旺盛な志気が復

対し︑沖純は七人を数えているともいう︒日本の主都を凌ぐ保持者

興を可能にさせてきたのであった︒この点︑実にあっばれである︒
さらに私が敬服したいのは︑世界雌強のアメリカの権力支配のも

ことがで︑きよう︒

の率の多いことでも︑いかに沖純に自側叩が氾濫しているかを窺う

ことである︒日の丸の国旗掲揚を強く求めてこれを実現し︑体祭日

とで︑何ら憶することなく︑堂だと日本民族の意気を鮎扮してきた

ルであり︑那覇１１名護間の鉄道の敷設である︒これなくしては︑

現在沖縄が切笑に要請しているのは︑那珊１首里間のモ澱し︲

所遇を求めてこれを実現せしめ︑童た︑あらゆる団体争議において

いて平良市長が政府に対し︑設置の要請をつづけている︒県も国も

沖細の陸運は行き詰まりになる︒現在︑那覇市ではモノレールにつ

の制度を本土同様に採用せしめ︑その他日本国民としてのあらゆる
堂々と要求をつきつけてその実現に遅しく闘ってきた実績は︑高く

してやまないのである︒︵沖細支会畏前沖細県住宅公団専務︶

沖細の陸運の現状からモノレールの設椴と︑鉄道の早期建設を要術

評価されてよかろう︒とくに米軍との労働争議における堂をたる態
い︒陸上輸送力の現状とこんごの対策についてである︒

度はあっばれといってよい︒次も︑沖細について述べることにした
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昭和五十年を迎えて

八政治界をうらなうＶ

木下広居
昨年十一月十八日から数日︑アメリカの大統領フォードが訪日し
た︒彼はニクソンが全国民の非難を受けて退陣したために︑副大統
領から昇格したのだ︒彼は︑ニクソンの場合と正反対のことを就任
式で声明した︒アメリカでは︑いつもそうだ︒前大統領が評判が悪
い場合はそれと全く逆なことをやる︑と宝言するのだ︒ニクソンは
ウソをついた︑脱税した︑法律で禁ぜられている政治献金をもらっ
せた︒これは︑もう一度大統領選で勝つための莱戦に必要だ︑と思

た︒政府のカネで別荘を建てた︒野党たる民主党の幹部会を溢聴さ

ったからだ．ｌこういうことは︑法律に遮反することばかりでば

ソンの仲間と較べて不公平だ︒前大統傾といえども︑法の上にある

を見て︑再びアメリカ中が大騒ぎになり︑﹁すでに処罰されたニク

のではなく︑他の者と同様に︑法の支配を受ける琴へきものだ︒ニク

ソンは辞職しただけで罪を免除してはならぬ︒だから︑フォード大

統領の処置は不当だ︑﹂というので︑国会で弁解しなければならなか

った︒トタンにフォードの人気はガタ落ちになった︒一方︑ニクソ

ン大統領は︑精神的打撃のためだろうが︑重病にかかり︑死にそう

になっているそうだ︒アメリカという比主主我国家では妓商地位に

ある政治家に妓高の政治道徳を要求している︒全国民が︑国会が︑

総力をあげて︑眼をサラのようにして大統領を膿祝している︒そし

ところで︑日本の政治はどうか︒田中退陣が決定して︑まず︑お

て︑悪いと思ったら︑大統領らしくない︑と思ったら︑弾劾する︒

ォード来日で︑アメリカの新聞は︑﹁こんどの大統領訪日で︑皇室

目出たい︑ということはいえるが︑そのあとが大騒ぎだ︒今度のフ

の間宮は︑来る途中で︑﹁われわれは川中に会いに行くのではない﹂

が大きくク屑１ズァップされた感があるｌ﹂と書き︑ァ識リヵ側

た調子で打電していた︒

第百二十四代天皇と三十八代アメリカ大統領が歴史的会見﹂といっ

天皇・大統領の初会見の際︑アメリカの通信社は﹁日出ずる国の

とはっきりいっていたそうだ︒

るべきものだ︑というイメージに合わない︑自分たちの理想と︑ち

なかった︒しかし︑国民から考えて︑大統領というものは︑かくあ
がいすぎる︑というのだ︒

新聞の写真を見ると︑田中首相は︑どこにいるやら分らぬ︒首相は

宮中での晩さん会でも︑大統領主催の迎賓館での晩さん会でも︑

正大︑公平にやる︑と誓った．ｌこれならいい．ニクソンと憾ち

二分だったと報じている︒

放心状態だった︒﹁首脳会談﹂でも大統領と会ったのは︑全部で十

それで︑フォード新大統領は︑清潔︑正直︑ウソをつかぬ︒公明
がって信頼できる︑というので大変な人気が出た︒ところが︑ニク

アメリカ大統領として主要な仕事は︑天皇皇后両陛下を︑どうか

ソン前大統領に対して特赦をしてしまった︒もう裁判にかけたり︑

刑務所に入れることもせず︑罰金にもしない︑ということだ︒それ
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とだろう︒二︑三の例外はあろうが︑藩閥や財界からカネをもらわ

来た︑ということだ︒実は︑残念ながら︑旧本では︑はじめてのこ

いわれる川中腐敗政権が倒れて︑﹁腐敗しない﹂と約束する政椎が出

げてもらいたい．ｌそういう人唱選挙の時は︑市川房枝さんの

カネを貰わなかった者かあったろうか︒あったなら︑高倉と手を挙

なかった者があったろうか︒また︑．Ⅲ此党議員で︑派閥の親分から︑

さて︑川中以外の議員で︑財界から大金を貰わず︑議員を側収Ｌ

脚此は忘れまい︒

甚だ結椛なことといわざるを得ない︒そういう評約のあったことを

ずに内閣を作った者があったろうか︒妓近の十年間を見るがいい︒

さて︑昭和五十年になって︑雌も注Ⅱすべきことは︑史上岐低と

してアメリカにお迎えしたい︑ということだったそうだ︒

池田勇人は︑﹁政治家として最も大切なことは︑金持に頭を下げる

ことのある人は︑一切︑お断りだ︒政界を隠退して︑もっと︑正直

場合のように票を集中すべきだ︒逆に︑買われたり︑買ったりした

りのことを考えても︑次の総選挙で何億円ずつくれる人を総裁・首

収だ︒札束が飛ぶにきまっている︑と新聞は書いている︒さしあた

公選制にすれば︑また例の多数派工作︑といえば︑聞えはいいが間

ったとしても︑公選にするか︑話し合いにするか︑で︑もめている︒

ただ︑誰が後継になるか︒これが問題だ︒清潔な候補者が見つか

で浦潔で︑人民の迷惑にならぬ仕邪をしてもらいたいのだ︒

こと﹂といったし︑佐藤栄作は︑原敬を一︑ネして︑﹁政治は力なり﹂

といった︒力とは金力のことだ︒ただ︑官僚出身だから︑カネの集
め方が上手で楽にできた︒田中は土建屋あがりだから︑やり方が下
品で露骨だった︒カネを集めれば︑議員を買収できる︒神戸の船成
ことだ﹂︒二十八年ドイツ首相をしたビス一︑ルクと同じように︑﹁一

金内田信也がいったように︑﹁政治家になりたければカネを柴める
にもカネ︑二にもカネ︑三にもカネ﹂という腐った根性においては︑

相にしたい一心︑といったのが揃っているのだそうだ︒そうすると︑

また︑一番カネを持っている︑雌も集金能力あり︑肢も低級なのが

田中も佐藤も同じ穴のムジナだ︒
﹁︲十一月号の文春を読んだか︒あれはヒドイ︒あんなこと書かれた

指導者︑ということになる︒梢ない話だ︒

いから︑次の政権も自民党内部で出来るのだろうが︑顔を洗って出

と考えて︑形勢観望というところらしい．ｌ野党が︑だらしがな

しても議員としても︑どういう態度をとれば︑一番カネが入るか︑

いっているのが多いが︑五十歩百歩というのが︑この事だ︒派閥と

﹁川中はカネを使いすぎる︒ケタ違いのカネを流すからいかん﹂と

んではやめざるを得ないだろう﹂と︑．Ｈ由党議員仲間としては︑衆

議一決したらしい︒しかし︑では︑暴露されなかったとすれば︑も
うあと何年も︑御安泰でやらせるつもりだったのか︒ああいう記事
が出たから︑いけない︑というのか︒どうりで︑﹁あれを闘い占め
て焼いてしまったそうだ﹂という風説が流れた︒どこの店に行って
も買えなかったそうだ︒

たり買われたりの人物では国民の批判に耐えるようなことはできそ

直して来い︑ぐらいではダメだ︒心をいれかえる必要がある︒買っ

うもない︒心ある人は正心誠意の人を嫉めて新党を作ったらどうだ︒

それで︑昭和五十年からは︑これまでのような︑財界からカネを
イロをやるような政治家は︑お断り︑ということになったことは︑

集めて︑あるいは自分がモウヶたカネで哉貝を災収し︑選挙民にワ
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さら峰昭和五十年を区切りとして薄共産主義とファッシ三に︑
はっきりとした態度をとるべきではなかろうか︒これができないと︑
現在の議会制民主主義が︑あぶなくなる︒

かつて後藤は﹁原敬を評して︑徒党を組んで︑それに乗って政沿を

潔である︑ということができる︒椎名氏は後藤新平のオイに当る︒

やるのは性分に合わない︒自分は経紬︵けいりん︶を中心にやる︑

後藤新平は昭和のはじめ︑全国を遊説して政治の倫理化を叫んで

といってましたね﹂︵朝日新聞︑十二月四日︑朝刊︑﹁ひと﹂欄︒︶

いかに弱いⅡ本人であったかを捕感せざるを得ない︒それは︑日本

ついだ椎名氏が三木を選んで︑挙党一致の体制に持って行ったこと

いたが︑その途中で過労のために亡くなった人だ︒この教えを受け

これまでの昭和年間を考えると︑共産主義とファッショの宣伝に︑

か︒日本の伝統的道徳を顧ると共に︑世界的道徳的秩序を考える必

だった︒あまりにも腐った首相が統きすぎた︒自民党議員は︑財界

やや手おくれの感がある︒もう十年早く︑三木氏も首祁になるべき

ただ︑残念なことは︑日本の政治的病気を治療する医者として︑

は︑日本政治史の一頁を飾る一大功紙といわねばならぬ︒

人が思想について批判力がなく︑教育に欠陥があったからではない
要がある︒古今に通じてあやまらず︑中外にほどこしてもとらざる

民︑信なくんば立たず︵民無信不立︶︵顔洲鮒十ｓこれは三

からも派閥からもカネを貰えなくなれば政治家業は廃業せざるを得

道を探求し実践しなければならぬ︒

木新総裁が︑好んで書く論語の名文句だ︒その意味は︑逆徳的秩序

援会による募金をやめさせ︑党員の魚担する党費と個人からの募金

切ることができるか︒いかにして団体の寄付や団体を会員とする後

ない︑といっている︒どういう風にして政治とカネの腐れ縁を断ち

がなければ︑国民生活は成り立たぬ︑ということだ︒三木氏は長年︑
国民生活のうちに道徳的秩序を確立するために努力してきた︒
しかし︑日本の政治は︑その理想とは︑あまりにも︑かけ離れて

ことがあるものか︒あらゆる悪い一﹂とをして︑数回当選すれば︑次

だけでやらせるか︒先進国でやっていることが︑日本で︑できない

いた︒拝金宗に︑政治家も財界人も︑こりかたまっていた︒それが
の親分︑金集めと買収の名人たちが︑我こそは総理たる妓高指導者

ために︑弱い立場にあぁ人変に思いやりがあり︑正しい政治をする

悔大悦にたりたがる︒ｌ婆する鳴媒余能力では縦く阿雌の

迷信であることに気づかなかった︒その上︑いわゆる実力者︑派閥

この時︑調停役たる副総裁椎名氏が︑総裁・首州となる人は︑い

の盗格がある︑と主張した︒﹁公選﹂にすれば︑また側収競争になる︒

ことが︑簡単に挙党一致で︑できるはずがない︒腐った派閥根性と

ために︑﹁私﹂というものを棄てる人を当選させることだ︒こういう

利己主義に対して敢然として戦う者でなければならぬ︒そういう至

かなる人であるべきか︑を﹁神に祈る気持で﹂厳しく考え抜いたあ
こと︑生活が質素なこと︑党の改革︑腐敗を根絶することに情熱を

とで︑三木氏を指名した︒まづ清廉潔白であること︑拝金的でない

︵本会釧会良創価大教授︶

雌なことを三木氏に期待するのだ︒

こういう条件は︑比較的なことだ︒今の自民党に︑絶対的に純粋な

持ち︑改革案を蕊塊する龍力があることを規嘩として選んだ．ｌ
人を求めることは不可能だ︒三木氏は︑どの人と較べても︑一層滴
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寺崎隆

在ＥＣ加盟国は仏︑西独︑伊︑ベルギー︑蘭︑ルクセンブルグ︑英︑

足し防衛︑経済についてソ連︑その他に対抗することとなった︒現

のである︒欧州においては昭和三十四年ＥＣ︵欧州共刷市場︶が発

内外情勢と日本の防衛・教育等について

｜世界は正に戦国時代
世界的に有名な英国の歴史家アーノルド・トインビー博士は﹁現
在の世界の様相は戦国時代である︒戦国時代は日本では頼朝から秀

第二次世界大戦で日本は戦争には敗れたけれども︑約五世紀にわ

デンマーク︑アイルランドの九ケ国となっている︒

たって白人の奴隷下にあったアジア︵三○ケ国︶アフリカ︵三九ケ

吉まで中国では孔子から秦の始皇帝まで西洋ではギリシャ時代から
ローマ時代まで︑それぞれ約五百年間つづき︑戦国時代が終わると

国︶は悉く独立し︑大部分は国連に加盟︵国連加盟国現在は総計一
三五ヶ国︶し世界に向って国家権利と生活向上を主張することがで

平和は米ソ二大国の力の均衡によって保たれていたが昭和三十四年

略は世界各国特に資源に乏しい日本に一大ショックを与え世界第二

ソ連︑米国の代理戦争︶とこれに関連してとられたアラブの石油戦

昭和四十七年︵一九七二︶十川勃発した第四次中東戦争︵実際は

きるようになったのである︒

精神文化を重視する平和が来る﹂といっている︒
節二次世界大戦後一時米国が核兵器とドルの力で全世界を支配し

︵一九五九︶ソ連が同盟国の中共に対し核を含む国防技術援助協定

たがソ連がＩＣＢＭ︵大陸間誘導弾︶核兵器を開発したので世界の

を破棄してから中ソの対立は次第に悪化し︑五年前から両国はその

位︵白由陣営内︶にのし上った経済大国の実態は資源小国︑工業製

︵一九七二︶イデオロギーを異にする米国及び日本と国交正常化を

り︑世界至るところにクーデターが頻発し︑地域的戦争︑国内紛争︑

現在︑日本は勿論欧米各国ともインフレ︑物価高に悩まされてお

航輸出国にしか過ぎなかったことを暴露した︒

国境に大軍を配備し両国間の抗争は激化し︑中共は昭和四十七年
図るに至った︒何も日本の方から土下座外交をして中華民国︵台湾︶

との国交を断ち切ってまで中共と国交正常化を図る必要はなかった
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治

代にあるといえよう︒

題は今後世界的に解決を要する屯要課題となり︑世界は正に戦国時

人種差別闘争等が絶えない︒千不ルギー︑人口︑食稲問題︑南北問

派辿しており︑Ⅱ本の四周には常に新鋭の巡洋艦︑駆逐艦︑淋水艦︑

○万トンの艦艇︵うち潜水艦九五隻ｌうち原子力潜水艦三四隻︶を

百隻の潜水艦︵うち原子力潜水艦二七隻︶を持ち︑極東へは約七

オホーツク海︑太平洋から日本の漁業をしめだしつつある︒

偵察機︑調査船︑漁船団が出没したいる︒ソ連はその力を雫ハックに

一方ソ連は英国が経済上︑印度洋方面から艦隊を引揚げた間隙に

ニ中ソの対立
延為九千キロにわたる中ソ国境には現在ソ連軍約四十五ヶ師団

賑じ中共を包州する態勢を強化するため︑アンダマン渚肪︑イラク

二○

三○隻の巡洋艦︑駆逐艦︑滞水艦等が印陛洋︑・ヘルシャ湾方

ソぎリア︵紅海の西入Ⅲ︑アフリカ東岸︶等に艦隊飛地を設け現存

︵・ヘルシャ湾︶イエーメン︵紅海の東入口にある↓ノデン︑ソコトラ︶

八○ヶ師団

︵約百万︶が相対時し臨戦態勢にある︒

︵ロケット部隊︑空軍等を併せ約百万︶中共軍七五

昭和Ⅷ十七年︵一九七二︶米ソは第一次ＳＡＬＴ︵戦略兵器制限
協定︶を締結し︑五年間は︑ミサイル潜水艦米国四四︑ソ連六二︑

キスタン︑インドとの友好剃善に努め昭和四十五年七川・ハキスタン

にある艦隊を往復移動させるに違いない︒またアフガニスタン︑パ

のカラチからインドに通ずる四車線戦略道路を光成している︒ご承

面に行肋している︒近くスエズ巡洲が附通すれば史に鵬海︑地中海

ルで一○個の核弾頭を持つ核兵器を所有していたからである︒とこ

知のように大型空母キエフ︵四万五千トン︶は既に進水し近く完成

ミサイル発射管米岡七一○︑ソ連九五○と上限を定めた︒これは米

ろが今日︑ソ連は高性能の新型ミサイル及びＭＩＲＶを開発し米国

するのでその威力を印度洋方面に誇示するのも遠くはあるまい︒

Ll／ノ

国がＭＩＲＶ︵個別誘導多核弾頭弾︶の開発に成功し一個のミサイ

を追い越す情勢となったので現在米ソは第二次ＳＡＬＴについて折

ない︒

放棄し日米安保条約と自衛隊によって国の独立と平和を維持してい

第二次世界大戦で敗れた日本は新憲法第九条により一切の軍備を

日同盟国︑友好国の選定

四日木の防術

れたことになるのである︒これを封じ得るものは米同艦隊のほかは

ラブから輸入している︒一たび印度洋を制せられると生命線を断た

Ⅱ本は現在年間二億七千万トンの石油を必要としその八五％をア

胸中であるが当分まとまる見込はない︒

三印度洋上波荷し
ソ連はピートル大帝以来︑極東進出政簸をとり︑ウラジオストッ
ク︵東方支配の意︶に大軍港をつくり︑日清戦争後︑旅順︑大連を
租借︑大要塞︑軍港を建設し日本の独立を脅やかすようになり日露
戦争が始まった︒ロシアは戦争には敗れたが不凍港を求めて南進す
る国策は変らず︑第二次世界大戦後は再び大海軍の建設に着手︑現
在では約三九○万トン二︑二○○隻の艦艇を有し︑米国に次ぐ世界
第二位の海軍国に躍進するに至った︒特に潜水艦作戦を重視し約四

／ 1 円 、

世界は正に戦国時代である︒日露戦争当時︑日本に対し物心両面

口自主防衛

より援助して呉れた米国が日露戦争後は門戸開放主義を堅持して支

るのである︒大戦時約二百万トンの大海軍を持っていた日本が僅か
十四万トンの海上自衛隊と十八万の陸上自衛隊︑八百機の航空自衛

至った例もあり︑終争直前ソ連が日ソ中立条約を一方的に破棄して

オー︒フン・ドアポリシー

る︒核兵器を持っている米国との間の日米安保条約に頼るほかない︒

隊で四面環海︑数千浬に散在する日本列島を守ることは不可能であ

那問題で日本と衝突︑日英同盟を破棄させ大東亜戦争に突入するに

満州に侵入した例もある︒現在日本の安全繁栄は片務的日米安保

日本は皇室を中心とする自由国家であり︑海洋国家である︒今後
防衛︑経済両面から同じ自由国家であり海洋国家である米︑英︑濠

︵有時の際米国は日本を援助︑日本は海外へ出兵せず︶と僅かな自

に協力提携することが日本の安全︑防衛上最も緊要である︒

州︑ニュージーランド︑フィリピン︑インドネシア︑インド等と互

う気魂なくして国の防衛を完うすることはできない︒また友好諸国

をつづけて呉れるかわからない︒﹁自分の国は自らの手で守る﹂とい

衛隊によって保たれているが︑米国がいつまで日本の﹁ただのり﹂

本のとるべき国策︑外交方針として

も援助を与えたり協同することはやらなくなるに違いない︒

日露戦争当時の卓越した外務大臣小村寿太郎氏は日露戦争後︑日
﹁将来日本が米︑英を敵として戦わねばならない場合は必ずロシア

昌一国の元首指導者の最大責務は国の安全を保障することにあ

エネルギー問題は現在及び将来世界各国の重要課題である︒明治

日原子力船﹁むつ﹂

五核問題について

いう非武装中立は全く空論であり国を売ることとなる︒

よって緊張緩和は可能になる﹂と所信を表明している︒左翼勢力の

力は平和に対する鮫も堅実な保一証である︒弱さは戦争を招く︑力に

いる︒フォード大統領も去る八月十二日就任に当たり﹁強力な防衛

ている︒歴代の米国大統領は就任に当たり必ずそのことを表明して

る︒どこの国の憲法も国の防衛は国民の光栄ある義務であると定め

を味方にせよ︒またロシアを敵として戦わねばならない場合は必ず
米英を味方にせよ︒支那は権謀術数︑遠交近攻の国であてにしない
方がよい﹂といわれた︒

第二次世界大戦前︑日本は日独伊同盟を結び米英を牽制しようと
に至った︒

したが却って米︑英︑ソを敵に廻して戦い遂に敗戦の若杯を嘗める
日本の国柄︑脈史︑伝統を深く思索︑検討すればＨ本はイデオロ
ギーを同じくする海洋国家と同盟或いは提携するのが当然である︒
日米間には貿易︑資源等について若干の問題はあるにしても米国の
ている︒ソ連は共産主義の独裁国であり︑第二次世界大戦で占領し

国力はソ連の約二倍に当たり︑日本の貿易額は全体の三○％を占め
︐た土地は一切元の所有国に返還せず︑東西ドイツ︑東西ベルリン︑

いる︒わが国民は終戦直前に広励︑長崎に原子爆弾の洗礼を受け二

十万以上にのぼる犠牲者︑後遺症旭者など大惨害を蒙ったため原子

時代は石炭︑昭和時代は石油と原子力がエネルギーの中心となって

シ﹃一タン︑択捉︑国後さえも返還しない︒

南北朝鮮︑南北ベトナムをつくり︑日本の固右佃土であるハボ菅イ︑
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力はタブーとされいてる︒最近︑原子力船﹁むつ﹂をめぐり︑日本

口非核三原則

ことはまちがいない︒

のであるが地元漁業関係者や左翼団体の反対により今川まで放慨さ

は前述のとおり日米安保条約と自衛隊によって保たれている︒自衛

い﹂﹁持ち込まない﹂というのがそれである︒現在日本の安全保障

日本政府は非核三原則を決めている︒核は﹁作らない﹂﹁持たな

の原子力開発の立ち遅れと国民の原子力に対する態度は世界中の物

れていた︒実験の紬果放射線遮蔽板の計画に不仙の点があることが

とも耶隊ともつかない日本独︑のもので世界中に類例がない︒ただ

隊の実力は前述のとおり微弱であるばかりでなくその性絡は群察力

笑いになっている︒﹁むつ﹂は昭和四十七年九月工事を完了していた

わかった︒終戦前までは新艦船︑飛行機等の製造︑実験はまづ政府

世界各国は日木の自衛隊を軍隊と称しており︑戦前の潜在力を過大

︵海車或いは陸車︶で行ない完成したのち民間会社に発注するのが
例であった︒南極観測船︵砕氷船︶富士は防術庁︵海幕︶の設計と

だといへば尊敬される︒核兵器はこれを使川すれば世界人類の滅亡

をきたす虞れがあるから気狂いでない限りこれを使川しないであろ

評価している︒米︑西独︑英国などを旅行するとき元日木海軍を人

う︒即ち戦争抑止力をなすものである︒日本の安全︑防衛は強大な

指導で出来上った︒今後は政府が中心となり査任体制を明確にすべ

現在米ソ英仏等には合計二百隻以上の脈子力空母︑潜水艦︑商船

る核を保右する米刷の傘の下に保持されていることを知らねばなら

きである︒

インドは核保右国である︒石油演洲はその埋肱丑と澗我敵から推純

ことは当然容認されねばならない︒米国は西欧諸国に対してもその

ない︒川本を防衛するため必要の場合は米国は日本に核を持ち込む

が動いており︑事故をおこしていない︒また米︑ソ︑英︑仏︑中共︑
し今後三十年位しか持たないという︒これに代るものは当然原子力

艦船に核の有るか無いかを言明していない︒核を持っていない第七

である︒最近米国原子力委員会の発表によると︑事故による人命の
損失は自動車が四千人に一人︑飛行機が十万人に一人︑原子力が三

る︒世界中どこの港に寄港しても捜索を受けることはないし犯罪人

い︒また国際法︵耶艦外務令︶には蝿艦はその囚の領土とされてい

が車艦に逃げ込んだ場合︑これを途柿することはできない︒西ドイ

艦隊︵極東派巡︶や館六艦隊︵地中海派辿︶は﹁かかし﹂にすぎな

﹁アイゼン︿ワー﹂は同じく三十年間位︵艦令まで︶無補船で行動

ツでは﹁どうぞ核兵器を持ち込んで下さい﹂﹁駐留費は西ドイツで

億人に一人である︒米原子力空母﹁エンタープライズ﹂は一回の燃

可能であるという︒米国では既に陳子力﹁タンカー﹂の批産を計山

料補給で十三年間︑またⅡ下建造中の大型空母﹁ミニッッ﹂及び

中である︒日本では﹁むつ﹂の基地や原子力発電所設置を拒否する

ェイは横須費へ寄港するな﹂﹁実弾減習はやめろ﹂﹁アメ公帰れ﹂

﹁側米安保破棄﹂﹁自術隊は窓法述反︑側術隊は解散せよ﹂という運

支払います﹂といっている︒日本では﹁基地反対﹂﹁空母ミッドウ

動を展開しコ︑スコミ﹂もこれを支援しているのはまことにおかし

運動が至るところおきている︒原子力発電所建設は仙界の趨勢であ
核兵器を開発しており︑今後これが従来の通常兵器と代ることは必

る︒また米ソ英仏等の先進国は火薬に代って放射能のでない戦術川
須である︒日本が核アレルギーを続ければ世界の趨勢から落伍する

（］9）

い︒それでいて米軍使用の日本労務者の人員を整理すると抗議する︒

徳を以てした蒋介石総統の大恩を忘却し︑また日本防衛の一翼を負

無事日本へ送還して呉れ賠償を請求しなかった即ち恨拳に報ゆるに

日本は内治︑外交すべて道義を根本とし信用を回復することが何

の途をたどることとなる︒

局︑信川を失ない何をいい︑何をやっても排斥され孤立に陥り没落

ｎ分︑内国の利益のみ図り︑他人︑他国に迷惑をかけたりすれば結

と思う︒仙人︑社会︑国際間のつき合いにおいても嘘をいったり︑

入れ粘神面を顧みず金権政治︑金権選挙をつづけてきた結果である

ら﹁エ﹃一ノミック︑アーニ︑ル﹂といわれるほど経済進出の梁に力を

う中華民国︵台湾︶との国交を倣履のように断ち切り︑世界各国か

矛盾も甚だしいではないか︒

六道義心の低下
㈲道徳︑信仰心︑哲学なき日本人
終戦後三十年を経過し︑Ⅲ本の政界︑財界︑教育界︑一般倒雌を
通じ今日ほど道義心が低下している時代はないのではないか︒
終戦前まで日本国民は﹁教育勅語︑修身︑祖先低米の武士道︑歴
史﹂﹁神通︑仏教︑キリスト教﹂﹁ソクラテス︑カント等の哲学﹂等

よりも急務であると思う︒

により道徳︑信仰︑哲学など何かよりどころ︑信念︑節操︑人格を
をいわない︑正義を重んじ勇敢な国民であると尊敬を払っていた︒

持ち世界の人々も︑日本は君子国であり︑口本人は礼儀正しく︑嘘

明端天皇は国嬬不明の教育を戒められⅢ治二十一年︑日本懸法発

日日本人としての教育が大切︒

然るに戦後は︑新窓法︑新教育の下に川本の伝統的美風は失われイ

ころを示されたことはご承知のとおりである︒

布と関連し明治二十三年十Ⅱ三十日教育勅語を発布されその向うと

終戦後は新懸法︑教育基本法等により日曲が汎濫し日教組の偏向

ンスタント的︑エゴイズム︑．Ｈ山汎濫︑無責任︑金さえあゞればの物

奉仕し︑日本の前途を憂うという気塊は全くなくなってしまった︒

教育と相侠って僅か三十年の間に日本の歴史︑伝統は骨抜きにされ

質万能︑昭和元禄的風潮をきたし︑私利私欲をすてて社会︑国家に
極端にいえば現在の日本は天皇陛下の存在によって辛うじて世界に

ても家庭教育︑学校教育︑社会教育を改善ししっかりした教師がお

国籍不明のⅡ本人が生れつつある︒しかし現行窓法︑法律下におい

口今から約一一千五百年前︑孔子は弟子の子貢の政治の要諦をき

対し︑その体面︑尊厳を保持しているといえよう︒

りｕ教組の侃向ルー︑スコミの陥向を弛正すれば︑りっぱな日本人を
○００

かれたとき﹁食物︑軍備︑信頼のうち︑やむを得ない場合は先づ耶

比をつくるため左のような生徒守訓を実行している︒

育成することができると思う︒中共・ソ連においては良い唯徒︑国

○Ｏ

術を縮少してもよい︒次ぎは食物を減らしてもよい︒しかし国民の

１︑良い学生となり祖国と人氏のためになること︒

日中共中学生守訓

信頼を失っては国を治めることはできない﹂と糠えている︒現在Ⅲ
十七年九月︑日中国交正常化を急ぐの余り︑終戦のとき︑天皇制を

２︑国族を尊敬し祖国と人民領袖を熱愛すること︒

中内閣の支持率が十八％に低下した根本の原因は田中内閣が昭和四
支持し︑北海道へソ述軍の進駐を拒否し二百万にのぼる在支同胞を
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３︑校則を守り校握と教師の教導に服す︑校外でも校提︑教師に
出合えば敬礼すること︒

４︑先輩︑老人を尊敬し病弱者をいたわり脈をゆずること︒
５︑禁酒︑禁煙︑賭博せず︑人のものを盗まぬこと︒

ロソ連八年制学校生徒守則
１︑祖国に利益をもたらす人となれ︒

２︑校長と教師の命令に絶対に従い学校の内外を問わず敬意を払
畠ノこし一○

３︑親のいうことをよくきき︑手助けをし弟妹の面倒を象ること︒
４︑老幼病弱者をいたわり席をゆずり援助すること︒
５︑学校とクラスの名誉を重んずること︒

右の規則を破った生徒は退学におよぶ罰を負う︵参考︶米国の各
学校には﹁嘘をいうな﹂の守訓をかかげてある︒伊太利では汽車︑
髄車の中で生徒は年挺者に必ず席をゆずる︒

七主体性自主性

八日本の特提を踏まえ発展させよう

民族研究学者の宮本常一文学博士は日本民族が古来存続発展して

いるのはＨ本は南北に長く枇たわり春夏秋冬気候の変化がはっきり

しており︑単一民族で単一語を話すからであるといっている︒もち

ろん同感であるが私は日本の特長は上に天皇陛下をいただき︑天皇

を中心として国民が団結していることが鋪一であると思う︒姓国以

来︑天皇の補佐役である総理大臣は数知れず交代している︒また約

七百年間武家政治がつづいたけれども天皇なくして日本の国ば存在

は太陽のように︑抑のように国民から尊敬され存在している︒かつ

しなかった︒今日総理大臣は国会で操みくしゃにされているが天皇

て田中北海道知事︵社会党︶が約二週間にわたる天皇陛下の北海道

巡行に随行しその御態度に感激し﹁人間天皇神の如し﹂と語ったこ

日本は南北数千浬にまたがり気候の変化が歴然としており頭脳を

とがある︒

災などの災害をうけることも多く︑ｎ然の試練に辿う機会が多い︒

り︑世界との海上交通も自巾である︒特に地勢上︑台風︑地鰻︑火

大な発見はあまりない︒また四面喋海の国で演源開発は無尽蔵であ

刺戟し発肌力︑独創力の培韮る適する︒熱帯︑常夏︑酷寒の地に偉

性︑凹主制のない国家︑民族は滅亡する﹂といっている︒これは個

安逸を許されないから勤勉︑努力︑質実剛健の国民性をⅢ致し永久

トインビー博士は世界の治乱興亡の歴史を思索研究の結果﹁主体

いても同様であると思う︒その国の歴史︑伝統や内外情勢物事の本

人においても会社︑団体においても政治家︑実業家︑教育家等につ

︵元海軍大佐︑連合艦隊参謀現︑日本郷友迎肌訓理事長︶

に持統発展する条件にめぐまれている︒

限りの思いつきや他人の意見や他国のいうことに随動していたので

質︑将来を深く究明せず︑独創的思索︑哲学︑信念もなく︑その場
は結局衰滅の道をたどるより外はない︒

の空

ー上

︑●ノ

／●︑

泊翁佳言︵七︶
︿善因善果の説﹀

為し善降二之百祥一為二不善一降二之百映一とあり︑然れども善を

為せども幸福を得ず︑悪を為せども禍害に逢はざる者あり︑

古川哲史

善を為すも必しも善報を得ず悪を為すも必しも悪報を得

に︑其百中の九十七八を棄るは誤なり︑若し為善の外に百祥

者あるも夫は百中の一二に渦雪ざるの承︑百中の一二の為め

るの道にして︑是より外に百祥を得べき道なし︑偶ミ得ざる

し︑︵宗教家の三世輪姻及ひ末Ⅱ零判の脱は之を取らず︶︑

て古来の論者の言を聞くに︑未だ真理に達せざる者の如

善を為すも益なきか︑悪を為すも不可なきか︑是に関し

之百祥一作二不善一降二之百映一とあるは全く虚言なるか︑

らば如何せぱ可ならん︑尚書に惟上帝不レ常︑作し善降二

ず︑善人禍に遭ふことあり︑悪人幸を得ることあり︑然

を得べきの道ありと言はミ夫を行ふは勝手次第なれども︑

人之を以て此本文を疑ふ者多し︑然れども為し善は百祥を得

決して其道あるの理なし︑畦へぱ五穀の成熟を願は坐能く耕

あと︑善報を目的にして善を為すのは真の善ではないから

報を得るはずで︑その逆も同じようにいえることを断じた

いが︑それは善人中のごく一部分にとどまり︑大部分は善

以上のように︑善人中には禍に逢う者もあるかも知れな

し︑・・・⁝

憩拠とせんとするは︑天下に此の如きの論法あることな

違はざるなり︑其少数を取りて大数を棄て︑以て論断の

なり︑大数より言ふときは善得二善報一悪得二悪報一の言に

蓋し善人中禍に逢ふ者あれども︑其れは善人中の極少数

し︑能く肥料を施すより外に方法なし︑是を行ふも稀れに榛
き収稚を得ざることあれども︑夫に山りて耕極と肥料とを廃
するの理なし︒

﹃泊翁雇言﹄第二冊の﹁︵四十一︶為し善降二百祥一﹂の全

文であって︑善を為すのが百祥を得る道であって︑このほ
かに百祥を得る道はないことを断言しているが︑同じ趣旨
が﹃続自識録﹄の第百三十四章にも以下のように語られて

いるＩ
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「

善を為すのは善縦が目的ではなかろうが︑善報を得る道は
善を為すのがいちばんの近みちである︒悪を為す者は悪報
が好きでそうするのではあるまいが︑悪報を得るいちばん
の近ゑちは悪を為すことである︒もし善を為すも善報がな
いといって︑善を棄ててもっぱら悪を行えば︑その応報は
どうであろうか︒そのように観察すれば︑善悪応報の理は
明白であろう︒しかし︑これは常人のためにいうことで︑

真に道を知る人はその染ずから信ずるところを行ない︑禍
福利害を以てその心を動かすことはない︒そのような人に

あって峰善悪応報の訓練まったく撫用のものと旗るｌ
と︑いい添えている︒

して象ると︑泊翁は善因善果︑悪因悪果の信者であった
いんしつろく

に与えた書物に衷了凡の﹃陰隙録﹄があった︒泊翁自身の

ように見えるが︑この問題について深刻な影群をわが国民

和語陰隣録

和字功過自知録

｜書名

Ｉ

板行年月

安永五年︵一茎︿︶

丙申二月発行

安永六年︵毛老︶
酉四月刊行

武村嘉兵術

京都二条通新束町

江戸通石町十軒店

長堀橘半町北

山崎金兵術

増田源兵術

大坂心斎橘通伝馬町

尚肥橘皿壱町Ⅱ

荒本佐兵衛

同町

野村長兵術

浅野弥兵術

武村嘉兵術

一平安二条通新町

浅野弥兵術
野村長兵術

浪華高麗橋一丁日

同町

荒木佐兵術

心斎橋伝馬町

大坂

江戸

一風抑岬

武村沸兵衛

浅野弥兵術

赤松九兵術
上旧卯兵術

赤松九兵術

高一腿橋一丁目

西村宗七

通石町十粁店

武村甚兵術

新町通御池上

浪華心斎橋北詰

Ⅲ町

平安二条通新町

○

さて︑亥了凡の﹃陰騰録﹄には︑これと切ってもきれな
い関係にある﹃陰隙文﹄および﹃功過自知録﹄もある︒わ
たくしは久しくこの類の文献を集めているが︑いま手もと
にあるのは次の十九種類である︒
｜唾極対に僻姫八ｓ︶

過
目
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板

問題から少しはずれるかも知れないが︑次にその﹃陰隙録﹄

〃

知和
録字
功

浪華高一雌橘一丁目

絵増
妙補

の解説をしておこう︒
〃

同

浅野弥兵衛

同心斎橋通唐物町

大坂屋膝助

文政元年

文政九年︵六二︿︶

庚辰年正月

文政三︵一全ｅ

〃

和漢陰購伝

嘉永四︵一全一︶

辛亥年初冬

通俗陰隣文

条通御幸町角

古屋本町通

吉野屋仁兵術

斎橋通安土町

永楽屋東四郎

河内屋和助

川通高辻上ル

植村藤右衛門

本橋通南壱丁目

国通吉川町

須原屋茂兵衛

山田佐助

浪 華 高 麗 橘壱丁目

慶町御道筋

赤
赤松
松九兵衛

斎橋安堂寺町

中郁源兵術

田中太右術門

東都赤坂連徳入誰施板

○︲︒

西宮弥兵術

江戸中橋広小路町

江戸日本
本橋
橋南 ヱ一丁目
須原
須
原屋
屋茂兵術
尾張名古
古屋
屋本町
永楽
永
楽屋
屋東四郎
和語陰購文絃妙京都堀川川
仏仏光
光寺下ル
柿村 藤 右 術 門
械
村
大阪心斎
斎橋
橋通
通安堂寺町
秋
秋田
田屋
屋太右衛門

陰階文絵抄

〃

天保十一年︵一念ｅ和漢陰砺伝
序文

丙戊殺板

−
ロ

森本太助

京都寺町通松原下

江戸間本橋南壱丁目

須原屋新兵術

日本橋通二丁目

内野屋弥平治

両国横山町三丁目
和泉屋金右術門
芝神明前

岡田屋嘉七

芝神明前

山城屋佐兵術

日本橋通二丁目

須原屋伊八

浅草茅町二丁目

須原屋茂兵術

河内屋新治郎

浪華心斎橋通安堂寺町
林田屋太右衛門
北久太良町四丁目

岡田屋嘉七

芝神明前

山城屋佐兵衛

日本橋通二丁目

須原屋伊八

浅草茅町二丁目

須原屋茂兵衛

江都日本橋通壱丁目

勝村治右術門

ワ

室町二丁目
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糊￨＃睡

両

心須

文化八年︵六二︶倭訳陰隣録

和語陰隣録

〃

刊行

文政元年︵六六︶
寅十一月再板

〃

畑坤針垂に︿七八︶｜倭語陰隣録一磐城国白石金生堂蔵版
釧蹄錐函年︵一灸一一︶｜卵癖準州癖大意一東京深川西光寺蔵版
施印之趣意

吋畔脈叶犀畔鍾硫三︶｜陰附録一日本圃教大通社

肌治？．｜稚翠姉幅準雛帳睡一酸河佐藤家蔵版

？一文昌帝君陰臓文一？

？｜唾陰隣文国字解一？

のこ

の事でありましたのを︑仏教の最高道徳によりて︑其三

ります︒これは全く信用すべき実談にして︑此哀氏の著

大不幸を免れたので︑其事蹟を委しく筆記して過してあ

書は支那及び日本の最高識者間に於ては著名なる書籍で

ありますから︑左に其一節を掲げて参考に供します︒﹂

ここに﹃衷了凡先生四訓﹄とあるのは︑すなわち﹃陰険

としるして︑﹃衷了凡先生四訓立命之学﹄を引用している︒

の四部分より成っているので﹁四訓﹂というのであるが︑

録﹄のことで︑﹁立命之学﹂﹁謙虚利中﹂一︲改過﹂﹁決科要語﹂

自分は幼少のとき父に別れ︑その後成長して及第の業を学

﹁立命之学﹂には以下のようなことが述べられてぃ為︒ｌ

わざ

んでいた︒ところが或るとき︑母が﹁そなたの父が死なれ

めて医者となり︑人をも救い︑また波世を計るべきである︒

たあとは︑われらは世渡る業を知らぬから︑及第の業はや

そなたの父も︑その考えでおられた﹂と告げた︒母の命で

これによっても﹃陰隙録﹄ないし﹃陰隣文﹄﹃功過自知
録﹄の類がいかにもてはやされたかがうかがえるが︑昭和

一人の溝の長い老人が現われ︑自分にむかって﹁あなたは

さて︑あるとき︑慈雲寺という寺に遊んでいたところ︑

あるから︑否むことができずへその後は医術を学んでいた︒

年代になってからは︑モラロジーを説いた広池千九郎氏が
﹃道徳科学の論文﹄の第十五章第十八項に
ミン

﹁支那の明代の末什毎雌癖唖罫譲りに於て有名なる学者に

なったのか︒わたしは雲南で孔先生と称せられる者で︑那

及第出生する人なのに︑どうして及第の業を捨てて医者と

哀了凡といふ人がありました︒断江ノ嘉趨田の人にて名
は黄︑字は坤儀︑初めの号は学海︑後に了凡と改む︒豊

する者に会うて︑共︑己の運命に対する占ひの結果は︑

めて居った人であります︒此人は始め自己の運命を卜と

たい﹂とこともなげにいった︒自分は半信半疑で︑そのこ

うと思うから︑わたしのおるべき場所を見たて︑案内され

康節の易道の秘極を得ている︒これをぜひあなたに伝えよ

こう

臣秀吉の朝鮮を討つ時︑明の援軍中に在りて参謀官を勤

自己は進士に及第せず︑子なく且つ五十三歳にて死すと
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みやこ

せいかじうんこぐ

それより燕都にはいって一年滞在したが︑そのあいだに

たずね︑三日三夜寝食を忘れて世間出世の物語をした︒す

なんよう

とを母に告げると︑母は﹁たいせつに敬って︑教えを受け

南潅という土地へ行き︑そこの棲霞寺に旧友の雲谷禅師を

ひとま

よ﹂とすすめるので︑一間をしつらって︑ねんごろにかく
まっておいたＯ

ると雲谷は︑﹁貴殿はわしと三日三夜坐談するあいだ︑少し

けんげ

それよりいろいろ占ってもらったところ︑千に一つも違

の妄念を起こす様子がないが︑どんな見解があってのこと

ぜんおう

うことがなく︑世人の評判も高かったので︑老人のいう通

か﹂と問うた︒自分は答えた︑﹁自分は孔先生という仙翁の

の一生の大概を占って︑﹁貴殿は某の年には学校に入り︑某

り医業をやめ︑元のとおり及第の学文をした︒老人は自分

った数のあることを知った︒そのうえは何の願いもとむる

﹄恥叫

教えを受けて︑世の中の富既・貧賎・寿夫・生死︑皆定ま

Ｌ■

﹁わしは今まで貴殿を千万人に越えた豪傑と思っていたが︑

ことがあって妄念を起こそうや﹂︒すると雲谷は笑って︑

の年には撰人にあげられ︑たとえば村の学校では第十四帝
目︑郡の学校では第七十二番目︑城下の学校では第九滑間
である︒某の年より某の年まで公儀の御扶持九十一石五斗

目を二年半つとめて︑また京へ帰り︑五十三歳八月十四日

定めた命数の算用とくい違うものである︒ただ︑ふつうの

善の人と極悪の人は︑所作の善悪の強きに引かれて︑天が

こ﹄り

が与えられる︒そのあと某の年には貢人となり︑某の年に

理由を問うと︑﹁もとより命数というものはある︒しかし極

今の返答ではありふれた凡人にすぎぬ﹂というので︑その

しせんたいいん

選挙せられて四川という地の大雰という官に成る︒この役
丑のときに病死する︒惜いことに︑貴殿には一生子どもが

凡人の染が命数に縛られて一生を送るのである︒貴殿は二

泳やこ

ない﹂といった︒そのほかくわしく書きとめて︑つつしん

十年来︑老人の算用にしばられているというが︑とるに足

びごとに︑その番数はいうまでもなく︑しごく砕細なこと

これよりのち︑村学・郡学・国学等において選ばれるた

さい︒書経に作し善天降二之百祥一作二不善一天降二之百映一と

を聞こうと思うなら︑我をすて心を平らかにしてお聞きな

らぬ凡人ではないか﹂という︒そして︑﹁貴殿はわしの説

うし

で一生の覚悟をきめた︒

までも一として老人の言に逆うことはなかった︒九十一石

ある︒天命一定のものなら︑禍福も一定のはずである︒ど

しりぞ

五斗の御扶持も老人の言通りになったので︑進むも退くも︑
ばや

疾いも遅いも︑ゑな天命一定の道理があることを悟り︑い

教の中には︑求二功名一得二功名一求二富貴一得二富貴一求二男女一

うしてそのように一生の内に与奪は不定なのか︒又わが仏
も一フとう

得二男女一求二長寿一得二長寿一とある︒して承ると初生のとき

よいよ老人の妙術に歎伏して︑一生の覚悟をきめ︑毛頭ほ
かの望みごとをやめて︑心事ははなはだらくらくとなった︒
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を変じてあるいは福を与え︑あるいは禍を与えると見える︒

に定まった天命もその後の所行によって中途にもとの天命

は雲谷とも︑了凡とも︑少しのくいちがいもなかった︒た

を得べき逆なし﹂というのが泊翁の信念であり︑その点で

しかし︑﹁為し善は百祥を得るの道にして︑是より外に百祥

の九十七八を乗るは誤﹂である︑すなわち﹁此少数を取り

だ違うのは︑泊翁の信念は﹁百中の一二の為めに︑其百中

ちん

左伝にも︑陳の慶氏が殺されるところに書経を引いて天命
は常ないものといっている︒儒家の聖人︑法門の如来とも

もとづくのに︑墾谷や了凡の信念は﹁怖家の聖人︑法門の

の如きの論法あることなし﹂とする論理的︑数学的根拠に

て大数を棄て︑以て論断の懸拠とせんとするは︑天下に此

に妄語のあるはずはない︒貴殿はどう思うか︒﹂といった︒
○

き︑祷根の功徳によって貧も柵に転ずること︑陰徳のめぐ

化にささえられている︒ひとくちにこれをいえば︑数理的

如来︑倶に妄語は有るべからず﹂とする聖人や如来の絶対

右のあとにも︑しばらく雲谷禅師と衷了凡の問答がつづ

いて︑了凡は志ざしを改め︑盲人が初めて眼をひらいて日

みによって寿命ものびるということをくわしく雲谷から聞

えば︑宗教には反対であった︒﹃ｎ祇録﹄の第三十章には︑

﹁余元来宗教を信ぜず︑凡そ信心は誠に対して起る者な

立場と信仰的立場のちがいである︒泊翁は︑どちらかとい

三倍ました役目に立身し︑その後も善堺を砿んで一万善に

り︑余が天道を信ずるは天道の誠なるを以てなり︑余が

を積んだところ︑その翌年にははや九十一石五斗の知行に
達したとき︑天啓という男子をまうけた︒そして年は五十

り︑然るに宗教は派て誠を言はず︑典挽く所怪誕不経な

孔子又は喰克底の言を信ずるは典言の誠実なるを以てな

月を拝するように教諭が骨髄に徹し︑それより三千の善事

三歳を遥かに越えた六十九歳にして﹃陰騰文﹄をあらわし︑

し時代もありしならん︑然るに今日猶其説を信じ身心を

らざるはなし︑古代人智未開の時は︑或は怪誕不経を信ぜ

ソクラテメ

わが身に体験したことを書きしるし︑これを天啓にさずけ
て悪をいましめ善をすすめた︒したがって︑寿命も︑福徳

以て之に帰依する人多し︑潤むべきの至りと云ふくし︒︲一

とある︒﹁宗教は沌て誠を言はず﹂というのが真実であるか

で︑﹃書経﹄の﹁作し善天降二之百祥一作二不善一天降二之百映一﹂

真実でないか知らないが︑泊翁は﹁元来宗教を信ぜず﹂と

も︑子孫も︑みなその身その身の行状によって転変する理

ったことがわかる︒

頭捕をやんだとき︑願をおこして﹃陰隙文﹄三百篇を書写

いうことで終始した︒それで︑大明の銭桂微という人は︑

というのが雲谷禅師の信念であり︑また衷丁凡の体験であ
泊翁には︑﹃陰隙録﹄や﹃陰陥文﹄を沈んだ形跡はない︒

少なくとも︑泊翁推苔には右の書名は一回も盗場しない︒
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ひょうひょう一年には四代将軍家綱の師範を命ぜられ︑愈々父兄のあとを継ぎ三百

しようとして筆をとったところもふしぎやさしもの頭痛が一︵一一一十頁よりつづく︶て︾兄の遺領八壬一言石を継ぎ︑更に明暦一

を悲しんで﹃陰陥文﹄二百枚を人にほどこし︑王のような一れて橘人の域に達した武芸者は多いが︑ぼうふらを兄て大悟し︑然

子どもをまうけ︑福徳を得て官にのぼり︑長寿であったう一もその画を常に左右に世いたとは珍らしい︒

にもかなりあったらしく︑それが種為の板本となってのこ一矩︑そして三厳や二十数万で江戸城内に逸材と知られた刑部友矩等

一・鐸識峰岬錘雫叶一琴舞維閉陸稲濡舛癖銅哨翫蓉唖遼恥州函一栖確識轄珪埜稚樗細碓鋸癖唾睦榊蝿蛙睡︾詫跨窪岬蹄饗麺岬唖詮妃

寺蔵版の﹃獅鐸準蝉癖大意井施印の趣意﹄は︑﹁施印の趣意﹂
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活人

I
坪

指

方

で含める教へ方で︑皮製朱色うるしぬり

と剣先が利きませんからね﹂まさに噛ん
三尺三寸の鞘は︵とう︑ふくろしない︶︑
じんちよう

柑怪となったが︶の角に︑大きな化銀杏の
つか

泉武蔵守秀綱訪柳以来四百年用いている︑

柄八寸︑匁長二尺五寸︑つばなしの︑上

尾州柳生家十代の三五郎厳周老師範が︑

としおか

陽に輝く樹士が美しかった頃である︒

柳生新陰流独得のものだが︑小学生には柳
か振るのに骨が折れた︒

私達少年に︑柔らかなやさしいお声で︑手
つか

を執って説明し乍ら教へて下さる︒

にあると︑解明したのは︑六十年経った今

せいほう

やがて︑新陰流勢法︵かた︶﹁三学円之太

Ⅱ此の頃である︒

くか

らいとうせい

刀﹂五本︑﹁九箇之太刀﹂九本︑尾州柳生家

﹁下段十一勢﹂などの変化の多い打合いか

独得の試合形﹁雷刀八勢﹂﹁中段十三勢﹂

びわえんぴ

ら︑百畳敷道場狭しとばかり︑縦枇に動き

廻り枇杷の木刀で立合う﹁燕飛﹂など︑数

多い勢法の教習に移って行く︒然し願玖て

矢張り．刀両断﹂に教へられる﹁服しい

とうほう

剣の使い方﹂が︑やがて﹁心法﹂として︑

此の﹁刀法﹂から剣を通じて︑人間の正し

であることに気づくのである︒

い生き方を求める剣の哲理への︑第一階段

だよ︒剣先と相手の眉間につけるのだ︒

刀両断を教へられる︒兎に角︑正しく上げ

ついたころ︑﹁三学円之太刀﹂の流一勢︑一

推礎を十二分に叩き込まれ︑どうやら形が

剣を正しく使うか︒それを第一義として︑

中興の緒戦に功ありとして︑大柳生︑小柳

せ参じ︑源専の推挙した楠正成等と︑雄武

生播摩守永珍が手兵二百七十崎を率ひて馳

中坊源専︵大平記の成就坊律師︶の兄︑柳

川へ遥幸︑推兵を召された時︑笠枇仙兵の

元弘元年︵一三三一︶後醍醐天皇が︑笠股

これが中段の桃︑そして剣先から充分に

戦国騒乱の世に生きぬいて来たが︑永禄六

要は柵手にどう勝つかなどより︑如川に

大きく頭の上へ振かぶって御覧︒拳の小

て︑其っすぐに正しく下ろす燕なのである︒

年︵一五六三︶に上泉秀綱の来訪によって︑

﹁よろしいか︑柄を小指から〆めて︑親

指が確り握られていないと︑上げた剣先

相手が如何に変化して迫ろうとも︑奇手
ません
を川いようとも︑只︑間と先を計って︑一

きんがく北んえたち

が下ります︒すると下ろすとき二段打ち

刀を下ろす︒それ丈でよろしい︒塚原卜伝

殺人刀を活人剣に生かす﹁無刀の位﹂の公

こぶし

になって遅れるから気をつけなさい︒サ

案を悟了し︑徳川家康の師範となった石舟

︾﹂為ソレムワ恥ゲ

せつにんとうかつじんけん

生︑坂原︑邑地四ヶ郷を賜って以来の名族︑

ア左足から踏込んで正しく打下ろす︒こ

の．之太刀﹂も側じ惹味ぞ︒各流の流祝
い？とうりようだん

のとき後の右足は思い切ってフン張るの

が到達した極意は︑此の﹁一刀両断﹂の心

指の付根が左右一線になるように握るの

︽

I

︑ノ︑１ｆ︑ノー︑︐ｒ１ｊく︑″Ｉノー︑／５︑ノー︑ノｆ︑ノー︑／︑１ｆ︑Ｊｆ︑Ｊ１︑ノー︑ノｔ︑〃：︑″イ︑ノー︑〃︑︑ｒ︑︐ｌ︑Ｊ︐︑１イー

大
根が頑張って︑戸山ヶ原の雑木林越しに夕

大正の初年︑東京牛込の若松町︵今は新

剣
惚

だ︒エビラを張るというのだよ︒でない
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I

斎宗厳の頃から︑時代の脚光をあびること

た二十四才以後︑記録に残った勝負は伽か

に従って︑京都紫竹村で家嬢の側近に仕え

を通じ︑文禄三年︵一五九四︶に父石舟斎

をみはらせている︒この猫額大の地から徳

村の入川の十兵術杉とともに訪れる人のⅡ

坪の柳生正木阪剣禅道場が丘上に舞えて︾

柳生新陰流は﹁剣術﹂﹁武術﹂といわず︑

びょうがくだい

になった︒

川政府第一回の大名目付︑将軍師範の宗知︑

柔つよし

に二回しかない事である︒然も人を斬った

件狂︵にせきちがい︶の雌麟児十兵術三厳︑

へい姪う

正しくは﹁兵法﹂という︒﹁兵﹂は〃力″で

ことも只一川のみ︑徳川家康が老躯に鞭打

人飛弾守宗冬など︑テレビドラ↓︑﹁春の坂

薄倖の俊才刑部少輔友矩︑そして隠れた哲

道﹂でお馴染の人々が生まれ今も訪れる人

ともの・り

ある刀法であるし︑﹁法﹂は〃法則″である︒

った︑戦国総決算の決戦とも申すべき大阪
に突入して来た大阪方の決死の武者数人を

ようきよう

〃学問″で心法である︒

夏の仲︵一六一五︶の折︑将軍秀忠の本陣

に無限の感懐を与えているが特に記して縦

むね砂め

石舟斎が家康に謁したとき︑それまで家

斬った︑と徳川実記にある丈で遂に殺人刀

きたいのは岐後に挙げた飛弾守宗冬である︒

康が師と迎へた人は︑刀法の達人である︒

を川いず︑前二回の勝負とは︑三男又十郎

しゆ

雑さ

武器を以ての対決であったが︑石舟斎は赤

ぶき

手︑家脹に対くてその武器を奪って︑然も

一日土井氏に到り︑再多七太夫が猿楽能

ふ︒寛永九壬申年公十八才︵二十才の誤︶︑

﹁公付て秋衆の病あって辿年刀術を脈王

かつ壮さしゆう

柳生藩記﹁玉壁拾遺﹂に日く

いといたま

一尺六寸のを使ひ︑三尺三寸の宗冬の鞘を

宗冬が︑稲の長短を口にしたので︑大転

ぎよくえいしゃうい

不し殺︑相手をして及ばざるを知らしめた

こして一撃した話と︑晩年三代家光の厳命

を見玉ひ︑其術神妙に入る︒公感悟し︑

おお主ろば︲し

あと︑諒々逆を説き︑自他共に傷かず︑生

に致し方なく︑血気の武芸自慢の若侍と馬

練磨日夜に進み︑党に箕褒を継玉ふ﹂

命の一○○％活用すべき人生︑即ち戦なき
世代の建設こそ︑真の武道の在り方なるこ

させ若侍が竹刀打に敗れる面Ⅱを救った話

上に対し︑人を打たずして馬を打ち︑落馬

ついききゅう

とを示唆し︑感嘆せしめて︑これこそ我が

位しか残されて鵬らず︑川某を打すへ︑川

処が正保三年︵一六四六︶父宗矩が喪し︑

兄に遠く及ばないのは当然であった︒

た宗冬が︑今更稽古始めた処で︑机父や父

賊楽の病あって川頼

十人を倒したなどを名誉とする一般武芸者

を執らず︑二十才近くまで文学青年？だっ

稽古したとあるが︑

学ぶ可きことを定めさせた︒

多年求めた﹁治国の剣﹂なりと︑子孫之を

独楽能を見て感心して︑急に辿場へ川て
述とは︑卿か質を異にする﹁柳生新陰流兵

上泉伝新陰流の道統は︑尾州柳生家の石
舟斎藤兵庫介利厳が継承したけれど︑江戸

法﹂であった︒

むれのり

柳生家の祖石舟斎五男但馬守宗矩が家督を
継ぎ︑二代将軍秀忠の師範となり︑更に三

柳生の里は奈良の北東約二○キ匡︑︵旧
えんぶ

陣屋杜︑柳生宗矩開基︑沢惹宗彰開山で︑

柳生街道からは一六キ巳旧柳生藩一万石

その四年目の慶安三年長兄の十兵衛三厳が

の実を挙げた︒

︵二十八頁下段へつづく︶

突然死んだので︑宗冬は︑領四千石返上し
敷︵現在山岡荘八氏邸︶︑そして総桧二○○

柳生家廟基のある神誰山芳徳寺︑旧家老腿

代将軍家光を幼少より指導し︑所謂﹁偲武﹂

一六四六︶

此の但賜守宗矩について興味深いことは︑

七十六才の生涯二五七一
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井上学麿選

の年来る

漏れ水の穴ふさがむと掘る畔の洞穴深くひそむ沢鉦

︵柿田の水漏りしたため︶

同竹下せつ

よそ眼にはいかに見ゆとも農をつぎ老いを労はる吾
子がたのもし

とほ︑ざ

炎天下教授の話終りたり阿蘇の記念に一つ拾ふ︵火山
灰石︶

みどり渋き筑紫のくにの塚に臥す太古まれびといかな

らむ人︵大分県西都原の古噴群︶

いついる

戦争も遠くなりぬとただに思ふ︵ひた︶被爆館等も観
光ルート︵長崎︶

指の花火︶

夜の空にかかりし灯影五色の光放ちて暗きに還る︵指

柵音と熱湯息吹く︵岨きあぐ︶無気味さょ滝巻地獄は大

川越市小名木狂辰

地の怒りか︵別府温泉︑沌巻地獄︶

待ちに待ちし孫の退院本極り爺はすぐさま院を訪ぬる

を呼ぱはる

僻化させし鈴虫の器具持ち上げて好きほどやると子ら

︵ずる︶

いまはなる母の生命をかへさせ︵ん︶と喚きしわれに母

が摘む︵市制布かれて︶

川の畔につ梁し餅草今日よりはビル建つ丘の士手にわ

の幸ををろがむ

吹雪す︵ゐ︶る寒夜に一人眼覚めゐ︵し︶て残るわが身

吹ける

冬ながら静もる落葉ふと掻けば名もなき草のここだ芽

おく

落葉して裸となりし庭の木木今朝のハリ戸にしばし影

を思ふ

野の土となる日も近くなりにけり庭眺めゐてふとそれ

いた象ゐる垣を支へてからみあふ黄金色こき連勉の花

千葉県加藤巳之

準

山路ゆけば木木の緑の照りはえて若葉の奥に鴬のなく

︲
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弘道歌壇

生活斐払ひ一灰しに埼銀へ梅雨上り来て足もと軽し

火を灯し今日も一と日を御仏に例かしてと合掌をする

年齢よりも若く見られて嬉しかり古稀を越えても︵し

身を詮な気づかひて

外出には﹁気を付けて﹂といつも家族言ふわが老いの

やから

ｌｉ

新涼の会議の部屋に小役人苦笑いして禁煙紙貼る

今も︶はたらくゆゑか

とし

二日より第二学期が始まりぬスクールゾーン子と親で

同相沢しづ
しかり︵な︶

宮詣でのたびにをろがむ明神の赤大鳥居の︵は︶神神

掃く

顔かたち途ふ如く世の中の人それぞれに好承持つらむ

厳かに献燈のポンポリ並び立つ長き参道の両側にして

詣づれば木木は芽吹きて美しく浦く明るし鷲の宮森

おろかなることと知らずや︵なり人に︶みづからを賢き

埼玉県鷲宮葛人

ものと思ひ語るは

千葉県宮崎米作

世帯持ちて係らす人人現し代の狂乱物価に皆悩承居り

に聞く

五殻よく実りて世の中和やかに祭太鼓を︵の︶あちこち

かなりけり

染づからの身のほど知らずあしざまに人を言はむは愚

楽しも

求め来て鉢植ゑにせしとりどりの花をつぎつぎ見るは

安元君の﹁火の山﹂を読みて

貧しかりし暮らしとは言へ若き時学び得ざりしわれを

干のたびに忠へりなつかしくわが若し羽織袴など見て

衣食住すべて変りぬ現代は去にし明治の頃に比べて虫

ことは

天地の罪とふ罪を身に統べて身を焼かすらむ桑子のゑ

ゆる歌かも

しらぬ火のつくしのくにの火の山の阿蘇の火むらと燃

井上手膳

悔いをり︵老いて侮ゅ︶

健詠まばや

すめ承子が身を焼かすごと二つなきいのちをかけて歌

可

人を悪く言ふは見苫し自らの拙きことも弁へずして

相沢正直

れしく︵わが楽しさに︶

老の身のつかれ忘れて励承けり仕本はかどることのう
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編集後
後記
今年の干支乙卯︵きのえう︶の乙の字
はまだ続いている寒気のために草木が伸
びかねている形︑卯の字は春二月の陽気
につれて万物が地上に突出る冒の意であ
り︑また今まで閉されていた門を開くと
いう字形なのです︒さらに兎とされてい
ることから思い出すのはあの可愛そうな
白兎に大きな袋を背負った大国主命Ｉお
米とお金を産承出す大黒様ｌの姿です︒
○

三木総理を初め大臣諸公は会祖西村先生
強調の大臣たる徳器と昭和の真恵と大国
主の思いやりを体して﹁対決から対話協
調﹂への努力によって今年こそは禍を転
じて飛躍の幸運の年としたいものです︒
◇日本弘道会︑沖細協会のご協力による
﹁沖細の青少年への図書寄贈﹂運動の趣
旨は︑昨年末︑本誌に発表の通りであり
ますが︑こえて本年一月九Ｈ大阪夕刊︑
一月十五日東京朝刊の日本経済新聞に黒

羽社会部長が大きくご紹介下さったの
で︑一層の共感を呼んでおります︒その
概況の一端を略記しますと︑ご協力の第
一号として故人のご尊父さんが本会を貝
であられたという群馬の江森弘さんｌ貨
車便で沖細協会宛に児童向の本五ヶ程ご
送付︑野口本会を長の﹁杉山寧﹂他四十

冊︑国書刊行会︵佐藤今朝夫代表取締
役︶の高級図書二万三千冊︵六千三百万
円︶︑鈴木一特別会員の﹁天皇のイス﹂
十冊︑林義三氏の﹁肥料成分表﹂七冊︑
終身会員渡辺誠之医博の三万円︑小田原
日立寮の小貝真氏から沖細の子供に役立
ててと図書券二千円等を︒ご協力激励の
お手紙には福岡の祁原千種さん１日経の
記事に感激⁝⁝沖細を知る絶好のチャン
スであり︑また本土のために払った大き
な犠牲への感謝の気持を伝えて下さい︒
子供は小学生なので気持だけですと五千
円︑奈良医大の喜多悦子先生ｌ沖細を旅

行して大きな犠牲に深く感ずる所があ
り︑又貴兄の感激的の訣別電報を知るに
つけ︑暖々と本土での悪しが申訳なく感
じている折柄︑これを知りましたので知

足﹂一冊等奄統灸とおよせ下さるご芳

人にも肌来るだけ協力を呼びかけますと
て壱万円︑館林の高校生大塚忠雄君ｌ先
日︑日経で知ったのですが沖細に本がな
いなどとは考えても見ませんでした︒天
文関係の本を読みあさっている私は耐十
字雄が見られる沖細の子供に爪に興味を
もたせたくこれからも送りますがと﹁誉

ザＬｇＦ︑グｒ恥Ｂ〃Ｉ︑

γ︑グ目匙／烏も〃唖︑グミログ４３〃︑がＩ︑

︵渡︶

情には泉下の兄も定めし感涙に咽んでい
ることと存じ厚く御礼申上ます︒
◇小千谷市の田中さん１日経新川で見ま
した︒主旨に御用立て下さいとて二千円
ご送付お所お名前お知らせ下さい︒

ｆ︑〃咽︑〆〃︑Ｕ″Ｉ︑

︵送料四十円︶

グ︑〃ｒ︑〃も︑〃ｒ︑〃″込画〃ｒ︑″画
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昭和も今年は正に歴史的の五十年なの
○

です︒元号昭和ｌ百姓昭明︑協二和万邦一
︵書経尭典︶は国家の隆盛︑国民の繁栄
のために︑大臣百官は滅私奉公の誠を捧
げ︑さらに世界の和平に尽力するという
のです︒昨今国民の斉しく感じているで
あろう危機感を各自が深く反省自制し︑

一三郎堤術勲一勇居明

誇稿轍汎箸

現金定価一一○︑○○○円
但回月賦定価一二○︑○○○円
四回月賦定価一三○︑○○○円
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I

べく本辞典を購入した︒

期待池りの素購らしさ︒

▼会社員・四十二才

れて幸わせです︒

︻諸橋轍次博士の名著︼

論語の講義

﹃大漢和辞典﹄の著者たる漢学界

の替宿が世人の要望に応え︑漢学

の緬蓄と人生の体験とを融合して

四六判・上製定価一︑六○○円

稿を練り世に問う論語の名講義︒

四六判・上製定価一︑二○○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

の人口に膳炎した思想を説く︒

如来に化したとも伝えられる老子

その閲歴は知れず︑仙人或は菩薩

﹁不言の教えを行なう﹂と言い︑

老子の講義

▼主婦・三十才
このように優れた文化遮

万です︒

っていたのは予想外︒流

中国語もかなり豊富に入

四六判・上製定価六五○円

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
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全13巻

産をわが子に継がせてや

振替／東京40504

大修館書店

東京都千代田区神田錦町3−24

ロ
■漢和辞典の最高峰″

●専用書架は実費(6000円）でお頒け致します

