昭和五十三年四月二十五日発行

特集緑と日本
緑の日本
く木下広居＞

緑化活動の思い出
く五十嵐徳雄＞

サクラ案内
く高野秀樹＞

シダレ性の樹木
く渡部弘＞

部市緑化対策推進要綱
く建設省＞

昭和53.

東 京

日 本 弘 道

P

会

3 4月号

第八十七巻 第 八 百 七 十 三 号

第873号

古城に咲いた染井吉野桜

雨

西村泊翁

それを知るべに人の問ひ来る

庭桜咲かずもあらなん隠家は

閑居春

いともゆるみぬ春雨のそら

朝夕に妹が手なれのつくし琴の

春

︻巻頭言︼

ｌ
緑と日本の国土

野口明

昔は風景を山水と称した位である︒山と水とが両大関︑就中東の正大関は
山である︒山良くて水良く︑水良くて農工が栄え︑公害を防ぎ︑生物を保護
風土は気候︑気象︑地勢︑地形︑地味︑位置等を綜合して︑対人関係から

する︒

見た概念である︒その風土は生物の運命を支配するから︑民族の歴史も風土
の産物である︒幸なる哉日本は恵まれた風土の国である︒

風土の主役の山は︑その良否は山の色で︑その価値は樹の蓄積量で定まる︒
戦時中の過伐は止むを得ないが︑戦後も高度成長経済政策に酔って過伐を続
け︑傷口を拡げたのは政治家の罪である︒最近漸く減伐の徴を見るのは︑公
害と不景気からの後退であろう︒

日本は海国にして山国であるが後者の自覚は乏しい︒世界各国の領土と林
地との百分比は平均が約三○％︑上位から見て︑マレイシヤ七五︵第一位︶︑

日本六八︵第二位︶︑以下フィンランド六六︑スウェーデン六一︑ずっと下
ゞって北米三三︑西独二九のパーセンテージと聞く︒

日本の天然資源は此の山に潜んでいる︒その山の荒廃も育成も政治と行政
との良否にか上る︒天下の愚論列島改造論の如き利権と公害とを内蔵する危
険な政策の頓挫はよいが︑国民は風土を愛護し︑監視を周到にすべきである︒
風土の敵は外敵に非ずして内絞に在る︒︵会長︶
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はない︒ロンドンのテムズ河は︑きれいになった︑という

の山のようにどこでも渓流が飲める︑というようなもので

木下広居

朝鮮︑満州︑中国から船に乗って日本に帰ってくる人糞

評判だが︑黒い波を打ちあげてくるところは︑昔と変らな

緑の日本
は︑口をそろえて︑日本の島が︑山が緑におおわれている

日露戦争の時︑ロシアでは一九○五年に革命運動が起こ

いのではないか︒墨田川といい競争ではないか︒アメリカ

るし︑日本はカネもない︑軍需品も乏しくなった︒その時︑

rr〕、

ことに驚き喜ぶ︒それほどに外国は緑に乏しいのだ︒

から日本は山紫水明といわれてきた︒火山の噴火で出来た

アメリカの大統領ルーズベルトが︑﹁両方とも戦争をやめ

なら︑ニューヨークのハドソン川︑ワシントンのポトマッ

岩の間を流れてくる水は清浄である︒どろの間を流れてく

たらどうだ﹂といってくれた︒それで両国とも︑助かった︑

ということは︑昔から日本は国内の秩序と平和が保たれ

る河とはちがう︒中国で黄河は百年河清といわれるように︑

といえる︒それで結ばれたのがポーッマス条約だ︒そのお

ク川︑どれも美しいとはいえない︒日本では︑京都なら嵐

きれいな河は少い︒東南アジアもそうだ︒ヨーロッパでは︑

礼に︑というわけで︑日本からは東京市長尾崎行雄が三千

て︑貯水と植林を奨励してきたということだ︒燃料として

アルプスの氷河で解けて流れる河は別として︑ドナウ河も

本の桜を寄贈した︒最初の苗は害虫がついていたので焼き

山の桜が美い︒しかし︑それは保津川の清流があるからで

青くて美しいさざ波を立てる︑とはいえない︒ローマを貫

すてられ第二回目に送ったのが︑手入れがいいためか︑世

木を伐るだけで︑人口がふえると︑植林しない限り︑岩山

流するチベル河のごときはどろんこ水であること昔から有

はないか︒

名︒パリを流れるセーヌ河は︑少しましだが︑日本の河と

流れるポトマック川が濁流とあっては︑花の雲も気の毒だ︒

界一の桜の名所になっている︒しかし︑この桜並木の下を

ことになる︒その上︑大陸は︑日本ほど雨が降らない︒昔

すれば︑全く普通以下のものだ︒ライン河は工場地帯を流

ばかりになってしまう︒土がないから草も︑木もはえない

れてくるから︑清浄化に努力しているのは分かるが︑日本

、 色 ノ

のではないか︒まず足から弱くなって参ってしまうのでは

動車や飛行機で行くものではなく︑人間が足で登るべきも

ないか︒この頃︑タバコを一本のめぱ︑寿命が何分とか短

やはり水の美しい日本に世界一の桜の名所を作る必要があ
さて︑緑の日本を維持し発展させるためには︑水の管理

間だけ命がちぢまる︑というようなことがいえるのではな

くなる︑と宣伝しているが︑自動車に一時間乗れば︑一秒

るのではないか︒

った︒水がなくては稲も出来ない︒また︑水が多すぎると

が必要だ︒昔は治水ということが政治で最も大切なことだ

を具体的に考えて︑それを推進しなければ︑日本民族は滅

実際︑どの方面から考えても︑日本の山を緑化すること

いかＯ

びると思う︒今のように︑あらゆる方向から大きな道路を

ようにする︒樹の根は海綿のように水を貯蔵する働きがあ

洪水︑鉄砲水になる︒山に降った雨も︑徐々に流れて行く

ったらどうだろう︒一雨ふるごとに洪水騒ぎだ︒根を張ら

る︒土も草も︑水分を保存する︒岩山で土も草も木もなか

ために木を伐っているのでは︑国土を破壊している︑とし

作り︑山の上には︑いたるところにホテルや運動場を作る

か思われない︒現代の日本は山を砂漠化することによって

せるだけの土︑樹の成長を妨害しない程度の草が必要だ︒
ダムを建設する必要がある︒また︑洪水にならないように︑

破壊している︑日本民族を根絶しようとしている︑といえ・

できるだけ︑ゆっくり水が流れるようにできるだけ沢山の
急速に海に向かって流れ出さないように︑小さな貯水池を

る︒山は足で登り︑山小屋かキャンプで泊るべきだ︒

ではないか︒この辺で︑この動きにはストップをかけるべ

は︑自動車道路を作るため︑森林を大規模に伐採するから

ズレーリ亡きあと︑自由党のグラッドストーンに対抗し︑

くなって惜しまれた天才であり︑雄弁家だった︒彼はディ

相となり︑もうすぐ首相になりそうだったのに四十六で亡

の父親は︑ランドルフ・チャーチルといって︑三十七で蔵

いる通り︑第二次大戦の時イギリスを指導した首相だ︒彼

がある︒ウィンストンチャーチルといえば︑誰でも知って

破壊的政策ということについて︑歴史的に有名な名文句

沢山作る必要があるＩ政治の悪い国で健︑政治鎌が目先
のことしか考えないから︑百年の大計たる植林︑貯水池建
設が︑むずかしい︒

きではないか︒集中豪雨による天災︑などといっているが︑

保守党の頻勢をばん回しようとした闘士だった︒彼はグラ

ところで︑近年︑豪雨による家の流出︑死傷者の多いの

故が相次いでいる︒

ッドストーン首相を攻撃し︑﹁彼の政策は彼の趣味と同じ

全くの人災ではないか︒おまけに︑バスや乗用車の転落事

この際︑考え直したらどうだろう︒山というものは︑自
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ッドストーンの趣味は︑自分の持っているハワーデンとい

く破壊的であります﹂といったことがある︒なるほどグラ

防風林を作った︒それが成長するに従って︑デンマークの

にも極北の寒風は︑だめだった︒そこに先覚者が現われて︑

日本では日本海沿岸で︑シベリアおろしが問題だ︒冬の

ために気候が変ったのだ︒

家畜も生活が楽になった︒牧畜も盛んになった︒防風林の

気候が変ってきた︒風が弱くなり︑温かくなった︒人間も

しかし︑植林ということは︑小しも油断できない︒伐採

う森林領地の大樹を斧で伐り倒すことだった︒
したあとは必らず植林することだ︒そして︑下草をかって︑

手入れをしなければならぬ︒苗を︑伐った大木のようにす

風は︑物すごい︒地面に平行して︑風速何十メートルの粉

かも知れないが︑たいてい樹を境界に植えたらどうだ︒日

の塀を作るのが流行している︒都会地の一部はそれも必要

要がある︒例えば︑近来︑家のまわりに鉄筋コンクリート

りも︑人間の生活が楽になる︑今からでも︑おそくはない︒

る︒そのおかげで︑農産物や畜産物も変って来よう︒何よ

あらゆる海岸その他に︑部厚い防風林を造成する必要があ

も急速に体温を奪われて︑とても寒く感ずる︒この方面は︑

雪をともなう寒風が吹きつける︒温度は零下五度ぐらいで

本は台風が多いが︑防風林で︑ある程度は︑防せげるので

リンクを作るために︑森林を伐採するのとは︑全く逆の方

緑化の百年の計を立てるべきではないか︒それは︑ゴルフ

また︑これまで樹のなかったところにも︑樹を植える必

るには︑三十年から五十年百年もかかる︒

なはいか︒明治の先覚者内村鑑三には﹁後世にのこす遺産﹂

はシンガポール並象だ︑といわれている︒名古屋︑大阪︑

とをいうと︑北海道と日本海沿岸は別として︑暑くるしさ

暑さについて緑化の必要を考えて桑たい︒まず︑日本のこ

これまでは︑豪雨洪水︑寒い風と緑化について書いたが︑

向にある国策だ︒

という名著がある︵岩波文庫にある︶それは人間として︑
後世に残したい財産があるとしたらどういうものが適当か︒

いものだ︒絶対間違なく︑後世の人に役立ち︑感謝される

こういうものは︑なかなか︑むずかしい︒そして︑頼りな

神戸︑京都︑九州なら盆地になっている熊本市などを例に

偉い子供か︑立派な彫刻か︑建築か．小説か哲学書かｌ

といっているではないか︒例えば︑デンマークだ︒地図を

が︑街には︑ほとんど樹がない︒人間は猿とちがって山に

あげることができる︒どうでも︑周囲の山には森林がある

遺産健何か．ｌ少くとも︑その一つ健植林だ︑緑化だ︑
見ただけでも︑ドイツの北にあって︑その海岸は北風が強

住んでいるのではなく︑昔ながらの砂漠的な街に︑ひしめ

くて︑人間生活にとって寒すぎるばかりでなく︑牧畜をし
ようにも寒風に吹きまくられて動物が育たなかった︒農業
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うに風がない︒風がないので︑ロシアの冬は温度が低いの

は砂漠も同じだ︒おまけに風がない︒ロシアの冬と同じよ

庭園には樹を植えているが︑隣人や街頭を歩く人にとって

うになる︒だいたい封建時代と同じで︑お城や自分の家の

るが︑街の道路は直射日光にさらされて︑日射病になりそ

いて住んでいる︒熊本は森の都などといって自まんしてい

樹が大きくなると建築美をかくしてしまうから︑いけない︑

た︒ローマの街にはほとんど街路樹のないところがある︒

観のため︑街路を飾るためで︑日蔭を作るためではなかっ

ヨーロッパの都市なら︑日光が少いし︑街路樹は都市の美

都市計画はヨーロッパから来ている︑といえる︒なるほど

くがいい︑という理くつは成りたたない︒だいたい日本の

しくなるかも知れぬ︒今のままに︑殺風景な砂漠にしてお

ーロッパのマネをして︑貧弱で︑暑さを防歩する緑のトン

にしのぎやすい︒日本の夏は風がないので︑温度は高くな
そこは︑東南アジアに住む人たちの智恵に学ばねばなら

ネルを造らないのは︑全くおかしい︒どこの都市も森の都

ということになる︒日本ではちがう︒いつまでも寒冷なヨ

ぬ︒釈迦は焼けただれたように熱い石の上に︑赤道直下の

いのに︑むしあつい︒

炎天下︑冥想にふけったと思ったら大間違いだ︒ちょっと

一日たたないうちに︑日射病でたおれてしまうこと必定だ︒

禅していたにちがいない︒炎天下にさらされていたのでは︑

をたべてしまうからだ︒そして︑水を供給せず︑井戸を掘

急速に拡がりつつある︒人間が木を伐採し︑動物が草の根

アラビアなどの大砂漠はいうまでもなく︑地球上の砂漠は

この緑化問題は日本だけのことではないゴビ︑サハラ︑

東南アジアは気のきいたところでは︑道路といえば︑たい

らずで全く緑化政策を放棄する傾向にある︒まず︑日本と
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にしたいものだ︒

てい緑のトンネルになっている︒暑い街路を歩いていた人

はいっただけで︑ヒーンャリとするような大森林の中で坐

が︑疲れると︑緑のトンネルにはいって︑昼寝ができる︑

︵副会長︶↑

いう先進国が緑化の模範を示すべきではないか︒

ということだ︒これはどこの国でもそうなっている︑とい
うわけではない︒ただ︑日本の夏を考えると︑緑のトンネ
ルの造成が急務ということがいいたいのだ︒なるほど商業
から反対という人がいるかも知れない︒だから︑工場地帯

地域の街路に樹木を植えると広告やネオンが見えなくなる
や住宅地の道路なら︑緑のトンネルにしたら︑どんなに涼

鎌

一本の
高野つる

一

一

男の樵梓しきった顔に幾分精気が睦ってくるようだっ⁝

やがて登りつめれば岩の間から沸き出

い喉を潤すと大きく深呼吸した︒

る清水が昔から増えもせず減りもせず流
れ続けている︒男は早速冷い水で顔を洗

るがこれからでがすっ・へ︑︑︑﹂後をのぞいた︒あったあったのだ其所に一本の桔梗が⁝

︑しつ

﹁強かりすてけさえやこんな事でごひやげてたま暫く休んだ男は︑立上りかけ何を思ったのかふと岩の

良く膝を並べて御座って争って沸いてくるのだった︒

それに馬頭観音と道祖神が役目が違うにも拘わらず仲を運んでくるし︑それにつけても数知れぬ思出が︑先を

友が今にも飛び出してくるようだ︒村の方から吹ぎ上げる風は︑つらい程懐しい干草の臭

ぶり注連純を張った山の神の木︑その後からは幼い日のっているのか大きなふところを覗かせていた︒

しめ

道端に半分顔を出している石︑沢に垂れ下った老松の枝﹁まんずまんず︑休んで行がつせえよ．⁝：﹂とでも言

を切り刻む松がら蝉の声︑谷川の流れに和した小鳥の唄︑たりと雲によりかかっていて︑

山は昔のままの姿でこの男を迎えてくれた︒夏の残り顔を上げれば正面に蔵王の姿がこれまた昔のままゆっ

立ち塞がる板嵐峠を︑一歩一歩確める様に登り出した︒きながら腰をかけるのであった︒

いたおろし

兜が揺れていた︒男はゲートルを締め直すと︑目の前にべしている︒男は懐しい友の肩でも叩くように岩肌を叩

きた・背負ったリュックの上には敗戦の証しのように鉄まっていた︒そのせいか岩の表面は磨いたようにすべす

宮城県名取郡の陸前白沢という駅に一人の男が降りてを越える者はみなこの岩に腰かけて︑休んで行く事にき

撃に打泣がれている最中のことであった︒けた︒この岩は地面から丁度よく頭を出していてこの峠

あれは昭和二十年八月の末︑日本中の誰もが終戦の打緑を胸一杯吸いこんだ男の眼は︑すぐ腰かけ岩を桑つ

梗

た︒十二年以前︑青雲の志を抱いて故郷を後にしたあの日︑
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桔

｝

！

時のままの姿で：⁝︒もしかしてという一抹の期待がみご

父と二人で休んだ時咲いていたあの桔梗が今此所にその

〉

とに叶ったのだ︒しやがゑこんで頬をよせた男の眼から
は紫に染った一雫が⁝⁝

この男こそ他ならぬ終戦時の私の夫であった︒夫は宮

城県名取郡秋保町の出身で戦時色が濃くなる迄は︑日立

そこでアメリカのＭＰを敬服させた教授の素晴らしい

てきた機械等大切な物は全部没収されてしまった︒

研究資料は勿論︑皆が焼夷弾の中を生命がけで疎開させ

こうして研究者や技術者が生命を懸けてきた物を︑全

部敵国に奪われてしまったのだから︑その心や知るべし

製作所で笠井博士の研究された日本最初の電子顕微鏡の

葉へ帰るまえに故郷の老父母に会って行こうと︑この峠

この日夫は︑研究所の後仕末をすませ︑妻子の住む千

で人間が鵬抜けの様になっても仕方のないことだった︒

製作に協力していた︒その試作の途中難しい部品造りに

を越えたのであった︒こうした人びとが外地から又は︑

内地で軍関係の職場からどんどん引揚げてくる時︑魂の

たした役割はどんなに大きかったか⁝⁝計り知れない︒

抜けてしまった様な人びとにとって故郷の一木一草の果

る電子顕微鏡の草分けに従事していたのだった︒

も異状な迄の熱意をもって成功し︑いま日立が世界に誇
やがて︑戦争が激しくなるにつれ夫の仕事も秘密兵器

る者にとって︑山の形川の曲り具合などおしなべて母の

この事は戦時中の象ならず︑何時の世でも故郷を後にす

の生産にと変らざるをえなかったその頃︑召集令状も二
つかずじまいであった︒

度きたのだが優れた技術者であった為とうとう軍籍には︑

ふところのようなものではないだろうか︒

私などのように生れた所に一生暮す者でさえ︑子供の

そして終戦の時は︑元東北大学工学部に航空学科があ
って︑ギャーの研究で世界的に有名だった成瀬教授がお

頃遊んだ土手が︑権利者の利益だけでブルドーザに壊さ

かりとか︑そうなると山や川との語らいも又ひとしほで

夫も早六十半ば故郷を出て四十五年秋保の友も減るぱ

一人私のみであろうか？

れてしまうことに悲しさの上に腹立しさを覚えるのは︑

られた︒その方の要請があって︑夫は日立の戸塚工場か
空襲を避けて研究所は︑栗駒山の麓に疎開していた︒

ら航空学科岩崎分室へ派遣されていた︒

事になってしまった︒

そこで航空ギャーの研究を手伝ている最中終戦を迎える
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あの頃の父さん達がしたように

詩﹁子供﹂
子供はいつもおなじです

ばかりである︒

の影に又紫峠の桔梗が咲いていてくれるようにと只祈る

板嵐峠へ登るんだと張りきっている︒私はあの腰かけ岩

あろうと想われる︒今年の夏は︑孫を連れてあの懐しい

天に

その時

芋子のように

掴んで仕舞えば

それっ

此所まで

崖からたれた

足場を造って

子らの心は

つながって

しめたもの

腕白坊主の手がのびた

おいでと呼んでます

藤づるが

登ります

︵千葉県会員小さな窓の会同人︶

の山麓にある農村の学校である︒ここは︑地域をあげて造林経営に

の点に着目され︑学校植林を学校教育の一環としてとり入れ教育効

（8）

のぼります

力を入れて来た先覚者の適切な指導と努力によってすばらしい植林

嵐徳

昨年三月をもって︑私は︑福島市立西信中学校長をさいごに四十

いて地域の発展は考えられないところでもある︒たまたま昭和三十

五年︑地区の造林事業の恩恵によって校舎の全面改築が行われたこ

新任校長としてはじめて赴任した霊山町立石田小学校は︑建武の

果を高めようと第一次六か年計画をたてて推進して来られた︒私は

とが直接の動機となり当時の校長である前任者菊地四郎先生は︑こ

昔北畠顕家卿の拠城として︑また紅葉の名所としても知られる霊山

◇学校植林日本一の石田小学校

ンをとることにした︒

何か思い出を書くようにとの連絡をうけたので拙文をかえりみず︒ヘ

雄

年の教職を退いた︒先日電話で渡辺正勇先生から緑化活動について

十

事業がすすめられて来たところであり︑計画的な造林経営をさてお

五

村一番高い崖を登ります

；
I

ｌこの仕事には終着駅侭ないＩ

緑化活動の思い出

太一に甚平けん坊と
大きい順に手をかして

I

；

一…
一
一

一

先生方の熱心な取り組象によって全日本学校植林﹃ラクールに三年

後半の三年間をひきついだわけでしたが︑幸いにして地域の協力と

た︒留守中に感謝状と記念写真等の盗料到着しており︑本日木一

出張し︑序でに四国一巡の私旅に切りかえ数日前帰宅しまし一

一息入れ︑四国西南端清水市三崎中学校へ貴校と同じ用件にて一

一上げます︒

念のためいただくことにしました︒種禽ご配慮の程厚く御礼申

原財団事務所に出頭記録類は会に引渡し︑写真数葉のみ老生記一

連続特選となり︑ついに模範枝とうい最高の栄誉に輝いたことは︑
無上の光栄であり︑終生忘れられない︒先輩の胴眼に敬意を表する
学校植林は︑単に大地に木を植えることが目的でなく︑これをと

次第である︒

一近来の快事でした︒就中貴校が小学校のみで美事な成績を挙げ一

一られしことは敬服に不堪︑その上理科教育にても最優秀の名を一

一此度校林最優秀校三校を親しく訪問できましたことは︑老生一

一准られし如く︑校内隅灸までも神経の行届け居るは︑貴校を訪一

おして子どもたちの心を育てるところに大きなねらいがあるとつね
に無理なく位置づけているという講評を表彰式で聞いたことが︑今

に考えて来た︒石田小学校の学校植林は︑教育課程の中にごく自然
でも印象に残り当時のことがなつかしく思い出されて来る︒この学

一達し得る処に非ず︒歴代先生方のご努力に敬意を覚えます︒

一う人の一様に感得し得る処ででありましょう︒之一朝一夕に到一

木原財団野口明一

一舷に延引乍らご挨拶と御礼まで敬具一

昭和四十三年四月六日

一霊山町立石田小学校長五十嵐徳雄殿

このお手紙は︑私が︑安達町立上川崎小学校長として転任して間

、 シ ジ

校植林の主任として終始熱意をもって指導にあたって来た安田益治
やったものだと心から敬意を表している︒

先︵生現都路村立大久保小学校長︶の努力には︑今さらながらよく

◎本会会長野口明先生との奇縁
先生は当時︑木原財団の評議員として︑本校に学校植林表彰のた
いお話をしてくださったことは︑ついこの間のように思われてなら

めわざわざ来校され校舎を一巡の後︑私たち教職員に対し︑感銘深

以来︑ご交誼を願うきっかけになったもので野口先生との奇遇を心

もなくいただいたもので︑今でも私の手許に表具して残されており

樹である︒この桜は校庭と︑その高い士堤の上とに︑長い風雪に堪

上川崎小学校校庭の十八本の﹁師恩桜﹂︒これは︑樹齢六十年の老

◇師恩桜のこと

から感謝している︒

ない︒木原財団の事業として第一回目の表彰だった︒その日︑車で
拝のあと帰京されたことを記憶している︒帰京後いただいた野口明

浅田の植林地を視察し帰りには︑北畠顕家卿ゆかりの霊山神社を参
先生からのお便りを原文のまま掲載させていただきます︒
ｌｌｌｌｌｌｌ０ｌ卜ⅡⅡＩⅡＩＪＯⅡⅡⅡⅡⅡⅡ１１０１ⅡＩⅡ１１→９１０Ⅱ１１１１ⅡⅡＩⅡｌⅡｌ１１６ｊｄＪＩ０ⅡⅡＩⅡⅡⅡⅡＩＩｌ０Ｉ１Ｉｊ００ｌ０ｌ０ⅡＩⅡⅡⅡⅡＩⅡⅡⅡｌⅡＩｌ６ＩＢ２８０Ｊ９ⅡⅡ１１１

前略

春酎の候︑山村の春色もさぞかしと拝察︑東京に帰りてより一

rq，

えて来た仁王の腕のようなたくましい樹枝を伸ばしている︒
春︑四月ともなれば校庭のなかばは︑花に覆われ︑やがて記に散
り乱れる花吹雪は校庭を敷きつめこの花吹雪を浴び︑嬉左として遊
そのものでもある︒夏は︑新緑の樹陰を憩いの場とし︑秋はさくら

びたわむれる児童たちの姿は︑まさに一篇の詩でありまた一幅の画
もみじが散り染め︑また︑冬は校庭の寒風をさえぎり︑児童たちは
もとより村人にも永年親しまれたゆかりの桜である︒

校庭の一隅にある﹁師恩桜﹂の碑には︑昔この桜を植えた一教師
の不治の病とたたかいながら︑教育に情熱を燃やし続けて遂に倒れ︑

若くして世を去った大森清寿先生の美しくもまた︑哀しい物語が秘

ｌ安斎保夫氏の﹁師恩桜﹄より転載ｌ

められている︒

学びの庭はいよよ栄ゆく庚戊春渡辺正勇

この色紙が︑今私の手許にあり︑当時を偲び︑感慨ひとしお深い

上川崎小の校庭の一隅には︑昭和三十七年に建立された﹁師恩桜﹂

ものがある︒

の碑がある︒

︵裏面に刻まれている詩文︶

その昔明治の年も終る頃

心をこめて植えられた

伸びるよい子に幸あれと

幾年月も過ぎて来て

小さな桜の若苗木

今こそ仰ぐ老大樹

この桜この庭に残された

春らんまんと咲きにおう

若き師の君大森清寿先生

これは私が上川崎小学校在任中︑日本弘道会主催の教育講演会が

師恩桜と名を付けて

開催されたことがある︒講師の横田佐代次先生と同行された主事渡
辺正勇先生とたまたま満開だった校庭の師恩桜の話に及び︑ちょう

め有志の方均のご協力によって出版され︑全区民はじめゆかりの深

り︑まとめられた﹁師恩桜﹂の中の一節である︒安斎宗司さんはじ

りである︒創立百周年記念事業の一つとして師恩桜の施肥︑消毒な

の美しい心の交流が続いていることを思うとほんとうにうれしい限

このように六十余年の間︑この桜をめぐって教え子︑地区民たち

︵詩文は名付親の佐久間藤吾校長︑書は佐藤宏校長﹁師恩桜﹂の文字は安斉氏︶

幾代の後も仰ぎ見る

ど同席された安斎保夫さんがその由来を説明してくださった︒
世に知られていない教育者の秘話として︑横田先生がいたく感激

い方灸に配布した︒新聞などにも報道され︑多くの方だから反響が

ど愛の手をさしのべられたという話をきいて地区の人たちの桜を想

され︑さらに詳しくまとめてほしいと話されたことがきっかけとな

大きかった︒講演会当日来校された両先生は次の句を記念として色

う丹精ぶりに頭がさがる思いである︒

やがては枯死するであろう師恩桜の老樹に代ってらんまんと咲き誇

明治百年を記念して︑一父兄から寄贈された桜の若苗木十数本を︑

紙に残された︒

○温かき師の思い出の桜かな横田佐代治
○師の君の手植の桜年ふりて

（10）

る日を夢みながら校地の一隅に植えた桜の若木は今どのように成長
しただろうか懐かしい限りである︒

●男沼畔での手ヤンブー男沼学校
西信中学校は︑信夫野の西にあり昭和三十七年に土湯︑荒井︑佐倉
にある土湯温泉は本校の学区である︒男沼畔でのキャン・フは︑創立

の三中学校が統合して発足した中学校である︒磐梯朝日国立公園内

一度は必ず経験するようになっており︑卒業生は︑ふるさとを遠く

以来継続して実施され︑男沼学校として親しまれて来た︒在学中に

男沼︑女沼︑思いの滝の名勝をはじめ︑水芭蕉の群生地仁田沼が

雑れても男沼学校の思い出は忘れられないという︒
あり︑一帯は植物の種類も多く︑野鳥の棲息地でもある︒子どもた
このすばらしい大自然をいつまでも私たちの手で守っていきたいと

ちが大自然から直接学ぶ場︑憩いの場として誠に絶好の場所である︒

夕露を踏んでの飯ごう炊さん︑星を仰ぎ︑キャンプファィヤーを

考えている︒

このキャンプの中で各人の創意が養われ︑共同の力の偉大さをきっ

囲んでの楽しいひとときは︑原始生活を偲ぶ貴重な体験でもある︒
と学びとったことだろうと思う︒男沼附近の植物調査をしたら︑朝
にしても専門的な立場から終始熱意をもって︑献身的にご指導を賜

もやをついて行なわれた探烏会のことなどとてもなつかしい︒それ
わった元福島大学教授小林勝先生はじめ蜂谷剛先生︑鴫原弥先生の
ご熱意は忘れられない︒男沼学校に参加した子供たちから﹁森林の
要さを知ることができてよかった﹂という反省を聞かれるようにな

果たす役割や人間と植物との関係などもわかり自然を守ることの重

学校植林の表彰も︑ソニー賞を受賞できたことも生涯の楽しい思

ったことも大きな収穫である︒

い出である︒卒業生から毎年贈られる卒業記念樹︑中庭の久遠池︑

創造の森の造成などに協力してくれた西信中の矢葺︑難波︑今西の

い︒昨年は創立十五周年を記念して﹁男沼の自然﹂をＰＴＡで刊行

各ＰＴＡ会長さん始め地域ぐるみの協力態勢は忘れることができな

したこと︑東京雪谷中学校との男沼での交歓会が毎年続けられるよ

緑化活動に終着駅はない︒これからも私たちの力で恵まれたこの

うになったことなど思い出は尽きない︒

豊かな自然を守り育てていきたいものである︒

︵福崎県会員元西信中学校長︶

※※※

︵二十二ぺｌジよりつづく︶

我が国は︑アメリ力のように卒直に問題点が行政に反映できる国

上せよ﹂が最も大きなウェイトを占めている︒

︵本会理事文部省大臣官房雰議官︶

して︑卒直な教育論議が高まり︑正しい世論の形成されることが改

柄と異るので︑改善は容易ではないが︑アメリカの例も他山の石と

善の大前提となろう︒
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サクラ案内

サクラの品種は複雑で︑まず各地に分布す

る野生種があり︑この野生種も数系統に分

類できるという︒その中にはヤマザクラ系

統︑︵オオシマザクラはヤマザクラの海洋

ンザクラ系統︑マメザクラ系統などがある︒

は潮風に抵抗性が強いと言われる︒︶︑ヒガ

型であろうという人もいるが︑このサクラ
とする信者が枯れる以上に植えたからだと

またこれらの野生種系統は個体の変異があ

あるのに名所になったのは︑役行者を開祖

花の季節になる︒花見といえばサクラで︑

る︒それらが相互に自然交配して新品種を

四月になると︑春風春水一時に到来して
そのサクラはソメイヨシノ︵染井吉野︶で

言われている︒人間の熱と力にサクラがこ

ある︒一時に咲いてバツと散るので花見客

たえたというべきか︒

花であり︑葉よりも花が先に開き︑枯木に

をかけるようなこのサクラは五弁の美しい

吉野はオオシマザクラ︵大島桜︶とヒガン

れらの起源もはっきりしていないが︑染井

現在ではサクラも三百種以上もあり︑そ

分けると︑野性種︑自然雑種︑人工交配種

を創り出したりしたらしい︒だから大きく

形成したり︑またその上に人工的に園芸種

もワシと出る︒春の森羅万象の動きに拍車

花が咲くように咲いて︑千本も群生してい

ラ︑ヒガンザクラ︵シダレザクラなど︶︑

となる︒園芸的に分ける場合は︑ヤマザク

サトザクーフ︵山から里に植えられた里桜で

ザクラ︵彼岸桜︶の自然交配種であろうと
研究者によって︑長い年月の研究のすえ実

想像されていた︒竹中要博士を中心とする
験的に明らかにされたという︒この染井吉

ると霞のように美しい︒このサクラが日本
万架の桜である︒

枚のものから︑サトザクラの中でキクザク

人に好まれた感じがわかるようだ︒まさに

野はサクラの中では病害虫に対して抵抗性

サクラには染井吉野のように花弁数が五

染井吉野は今ではサクラの代表のように

が弱く︵特に天狗巣病など︶︑環境条件に

ラとよばれている花弁数三百枚以上のもの

園芸品種の総称︶などと分ける︒

なっているが︑その歴史は古くない︒江戸

いる︒近年︑この染井吉野の名所が衰退し︑

よっても違うが︑樹齢は数十年と糸られて

た桜で﹁染井吉野﹂と名づけられ︑明治時

染井︵現在の豊島区︶の植木屋さんから出

のサクラの全品種を植えておくと︑ほとん

いものほど早い時期に咲くといわれ︑日本
サクーフは︑同じ土壌を嫌い︑新しい土地に

染井吉野は四月上旬に咲くが︑三月上旬

これは狂い咲きを含まない話である︒

ど一年中どのサクラかが咲いているという︒
多いが︑新宿御苑などには八重桜が多い︒

東京の名所の上野や千鳥淵は染井吉野が

名所をつくる方が良いと言われている︒

新しい名所づくりが望まれている︒一般に

まである︒一般に花ビラ︵花弁数︶の少な

代に普及し︑アメリカにも渡ったサクラと
いう︒天下の名所︑吉野山のサクラはこの
ヤマザクラはソメイヨシノとは違う品種で

染井吉野ではなく︑ヤマザクラであった︒

ある︒また吉野山はサクラには不適な地で
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早咲きを熱海桜とよび︑熱海市に沢山あっ

にはすでにカンザクラ︵このカンザクラの

が出て二︑三メートルの低木で︑盆栽にも

ジザクラ︵富士桜︶のように下の方から枝

咲くので︑枝が横に広がらないものや︑フ

は︑枝が籍状に上を向き︑花も上を向いて

咲爺と言われた故河合良成会長によって設

日本花の会は︑昭和三十七年に︑昭和の花

日本花の会事務局﹂まで申し込んで下さい︒

都︑港区赤坂ニノ三ノ六︑小松ビル九階︑

あたゑざくら

にはカンヒザクラ︵別名タイワンヒザクラ

て名所になっている︶が咲き︑三月の中旬

クラの苗木を主に生産し︑全国に配布して

立された花いっぱい運動の実践団体で︑サ

いる︒個人的に入川の方には実我で苗木を

マメザクラの一種である︒

お分けするし︑個人会員︵会費年一口︑五

できるというのもある︒ちなみに富士桜は
近年サクラについてのよい本が発行され︑

千円︶︑法人会員︵年会費一口︑五万円︶

と言って花が全開しないで︑半分位咲き︑

クラ開花前線の主役であるが︑シダレザク

って︑好みの品種を選ぶのに便利になった︒

その中にサクラの花のカラー写真が沢山あ

の制度もあり︑花いっぱい運動の賛同者を

紅色の濃いサクラ︶が咲く︒染井吉野がサ
ラ︵枝垂桜︶の八重は染井吉野よりすこし

また実際の花を御覧になりたい方は︑農

カソザソ

林省浅川実験林や︑日本花の会結城挫場へ

開の時期となるのである︒もっと花弁数の

生産しているので︑苗木を育ててみたい方

は毎年数十種のサクラの苗木を十万本ほど

染井吉野

︵財団法人日本花の会事務局︶

募集していて︑会員には繭木も提供される︒

遅れて咲く︒そしてサトザクラの代表品種
の関山︵色が濃く︑花をサクラ茶などに使

花時に行けばよい︒なおまた日本花の会で

多いもの︑例えばサノキクザクラ︵佐野菊

二千本以上の単位で生産しているので︑欲

は御相談下さい︒代表的な品種二十種位は

うゲンゾウイチョウ

って新宿御苑などは︑四月のおわりごろ満

う︶や普賢象や一葉などが咲いてくる︒従

桜︶やケンロクエンキクザクラ︵兼六園菊

しいサクラはほとんど入手できるでしょう︒

クラの実生台木に︑ヒガンザクラ系統のサ

桜︶などにいたっては︑五月のはじめ頃ま

トザクラはヒガンザクラの実生の台木を使

で咲いている︒またジュウガッザクラ︵十

の一月はじめ頃まで咲き続け︑一月で枯木

って接ぎ木して苗木をつくっている︒穂木

のオオシマザクラ系統のものはオオシマザ

のようになり︑四月にまた全体の三分の二

園もある︒また品種別特徴および開花期一

ヤマザクラは実生で育て︑サトザクラの中

がより多く咲くような二度咲きもある︒ま

覧表︵関東基準︶添付のカラーカタログも

ることが望まれる︒

今日全国至る処に見られる桜は︑殆んど
染井吉野である︒世間では彼岸桜のあと︑
この桜が華やかに咲いてバツと散ると︑桜
が終ったと思っている人が多いが︑このあ
と美しい里桜二百余種が︑ゆっくりと咲き
誇る︒桜は組合せにより八ヶ月楽しめる︒
染井吉野は︑明治初期に東京駒込染井の
植木屋が︑全国に普及した改良品種で︑樹
齢が短く︑病虫害にも弱いという欠点に加
え︑近来排気ガスなどで並木が気息えんえ
んの状態となっている︒これでは日本の桜
の名所が激減することは明らかなので︑特
長のある桜を組合わせて新しい名所をつく
月桜︶などのように九月のおわり頃から全

たウコン︵鯵金︶やギョイコウ︵御衣黄︶

用意してあるのでご希望の方は﹁〒川東京

体の三分の一くらいの花がバラバラと翌年

のように黄緑の花をつける珍しいサクラも
ある︒アマノガワ︵天の川︶というサクラ
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Ｉ﹄

代表的なシダレ性の樹木としてはもシダ

てきた新しい枝は︑自然に枝先が垂れ下が

果となるわけです︒一方︑上向枝として出

ってきますから︑これも上向枝を出すよう

レザクラ・シダレウメ・シダレモモ・シダ
レヤナギなどがあります︒このほかにもシ

以上の原理で︑つぎつぎと新しい枝が出

になります︒

るシダレヶヤキなど︑いくつかのシダレ性

ダレモミジや︑一部の地方にあるといわれ

集中してしまうわけです︒こうしてシダレ

する枝は弱められ︑上向枝のほうに勢いが

てくるわけです︒そのたびに︑親枝に相当

ここでは代表的なシダレものを例にあげ︑

もの独特のやわらかさが︑自然の法則によ

品種が知られています︒

述べることにします︒

ところで︑上向枝を切ってしまえば︑親

ってできてくるのです︒

それらに共通する性質と管理の考え方とを

⑩木の生理

しよう︒親枝は︑枝先が垂れているために︑

枝のほうを長く強く保てるかを考えて桑ま

もともと強くなりません︒しかも曲がりが

Ｏ枝の出方シダレものの特徴は︑枝先が
出方をみると︑一定の法則性があります︒

あるために︑木の勢いは曲がりの弓なりに

垂れ下がった姿にあります︒ところで枝の
それは︑新しく出る枝は︑つねにもとの枝

しなった部分に集中して︑つねにその位置

したがって︑上向枝を切り取っても︑親

す︒これは当然の木の生理なのです︒

から上向枝を出す可能性をもっているので

︵親枝︶から上向枝として出てくるという

シダレものの枝は︑元の方から弓型にし

性質です︒

なって︑先端がいちじるしく垂れ下がった

が出てくる可能性が大きいわけで︑ムダな

かも切り取ったあとから︑ふたたび上向枝

作業なのです︒シダレものの整枝・せん定

枝のほうはいっこうに強くなりません︒し

その部分の勢いが強くなって極めて強い上

高い部分に集積してきます︒したがって︑

方です︒

は︑枝の間引きがふつうに行なわれるやり

形です︒すると︑濃厚な養分は枝先まで流

向枝を出すようになります︒当然︑親枝の

れていかず︑弓型にしなった枝のいちばん

方は︑上向枝のために弱められてしまう結
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場合も一定の法則があり︑先に述べた枝の

んな状態で生長していくでしょうか︒この

Ｏ生長のようすシダレものの苗木は︑ど

したいばあいは支柱を立ててやらなければ

のうちに伸びが止まってしまうので︑高く

な高さにならないのがふつうです︒低い形

垂れ下がる性質のために︑庭木として充分

シダレものは放任して育てると︑枝先が

のが原則です︒

では主幹にしたい枝に支柱を立ててやるる

めることができます︒ふつう︑ジダレもの

高くすることができて︑しかも形よくまと

シダレウメ・シダレモモでは︑あまり丈

ましょう︒

います︒したがって︑まず主幹が自分のね

がでずに︑下のほうから枝分かれしてしま

らいとする高さに達するまで支柱を立て︑

と︑まつすぐに立てられた枝が伸びていき︑

主幹としてつくるわけです︒こうしていく

ばします︒樹勢をその枝に集中し︑それを

これは最初に一本の枝がまつすぐに立ち︑

毎年出る枝を主柱に誘引してまつすぐに伸

途中から曲がります︒つぎにその枝に対し

放任してもわりあい高さのでるものとし

ら幹の先端が垂れ下がる性質をもっていま

支柱を立てずに主幹を立てる方法をする

てシダレザクラ・シダレヤナギがあります︒

②種類と性質

なりません︒

出方の原理とあわせて考えてみることにし
一般の木のぱあい︑幹はまっすぐ上へ伸
びていき︑丈を高くしていきます︒つまり︑

前年に伸びきった幹の先端から︑当年生の
枝が伸び出します︒

す︒幹は︑はじめのうちはまつすぐに伸び

ていどの商さになったのち︑これも先が垂

て背枝となる上向枝が上へ伸び出し︑ある

とすれば︑つぎのようにします︒当年生の

ところがシダレものでは︑小苗のうちか

ますが︑あるていどの高さに達すると︑先

れ下がってきます︒これをくり返しながら

出ることになります︒この性質は枝のぱあ

さまでは到達するのです︒

めに︑支柱をしなくても︑あるていどの高

高さがついてくるわけです︒その性質のた

しますが︑やがて先のほうで曲がって垂れ

強い枝は︑はじめは上方に向かって伸び出

必要な高さ・太さに早く達します︒

び出す新芽は︑幹のいちばん高い位置から

端が下を向いてきます︒すると︑翌年に伸

いと同じですが︑幹になる新芽のぱあいは

まつすぐに上へ立つ徒長枝が伸びてこなく

十年もたてば木が相当に老成しますから︑

シダレザクラなどを放任したぱあいは︑

て︑主幹の通った木にできるわけです︒た

取られて︑心はまつすぐに立った形になっ

てくる強い枝が先の曲がったところで切り

た位置で毎年冬のせん定をすれば︑毎年出

下がってきます︒曲がる前の︑上方に立っ

まつすぐに上向きに出てきます︒そしてあ

なります︒そして︑全部の枝がシダしてき

るていど上へ伸びたあとは︑枝の重みで先

勢いが強い若木のうちは︑幹は︑まつす

端が下を向きます︒

ぐに伸びては先端が下を向く状態をくり返

ますので︑樹高は四

一方︑支柱を立てるほうが︑主幹は早く

ん︒

だし︑これは能率的なやり方とはいえませ

して︑丈を高くしていきます︒しかし︑あ

しか達しません︒

五メートルていどに

るていどの年数がたつと上への伸びが止ま
ってしまいます︒
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め問題にされますから︑せん定のやり方を

シダレものに共通した性質を考えれば︑

太枝を元まで切って幹を丸坊主にしても︑

毎年強大な枝を出します︒せん定のさいに

ｏシダレヤナギ枝の性質はとくに強く︑

れます︒そして︑一年生から二年生までの

淡がない姿に︑上部から下部まで仕立てら

ます︒これによって部分的な葉の茂りの濃

・小枝を︑間隔をおいて中を間引いてやり

一本の枝のうちの︑多く張っている脇枝

ヤナギの仕方て方は︑つぎのようにします︒

苗木の段階は︑かならず支柱を立てて育て

その年の秋までには長い枝をふいてくるほ

仕立ての注意

ていくことがたいせつです︒目標の高さに

の美しいシダレものができます︒

シダレ枝が︑間隔も姿もよくちらばった形

述べてみましょう︒

達するまで︑垂れ下がってくる幹の先端を

どです︒そんな強いせん定をしても︑枯れ
一般にシダレものは︑幹だけの丸坊主の

○シダレザクラかなりの年数を経た古枝

この間の手入れは︑幹を負かしそうな強

支柱に誘引して育てます︒

上がる心配がすぐない木です︒

い徒長枝は切り取って樹勢を心に集中させ︑

ておいてもよいでしょう︒

でも花を咲かせます︒だから︑古枝は残し

枝はよく垂れ下がって︑いったん形がで

です︒とくにシダレヤナギは︑長く垂れ下

きると乱れにくい利点があります︒ただし︑

姿や︑枝が立ち上がっただけの姿は不自然
がった枝に淡い緑の新芽がふいて︑それが

若木のときに心が分かれて途中から幹数が

軽く切りつめて︑あとは放任します︒
必要な大きさがでた木の毎年の管理は︑

風に吹かれてそよぐさまに風情があるわけ

多くなりやすいので︑主幹ははっきりと早

脇枝は幹から遠くはなれてしまわないよう

全体の勢形を見て︑枝数の多いところで弱

です︒したがって︑冬のせん定のさいには︑

くきめて立てていくことがたいせつです︒

何本かの細い枝を残しておきます︒

シダレャナギのような丈夫な木でも︑強

そのほかは枝がこみすぎたところを小ずか

くなった枝の間引きを行っていきます︒日

いせん定をしたぱあいは︑当年生の枝が伸

Ｏシダレモモ○シダレウメ古枝のいた象

しにしてやるていどの手入れで充分です︒

照・通風を考えて枝の間隔は充分にあけて
また︑シダレものは枝先が垂れ下がる性

は︑眺めのわるい欠点があります︒丸坊主

びてきて先が垂れ下がってくるまでの期間

形よく仕上げていかなければなりません︒

質のために︑古枝は自然に弱くなったり枯

がシダレザクラと比較して大きく︑二
落葉期に行うせん定は︑前年に残して太

要があります︒また日照不足による枯れ込

︵段枝︶の間隔を広くあらくします︒

三年ごとに若枝に更新してやる必
くなった枝を元から切り︑当年生の枝は強

みがはげしいので︑枝の密度と重なり枝

で︑二

古枝は︑数年もたてばどうしても弱くな

すぎるものを切って細い枝のほうを何本か

三

にすることをせず︑何本かの細い枝をよく

年もたつと花つきがわるくなります︒そこ

れ込んだりします︒したがって︑間引き
︵せん定︶の作業は︑それらの古枝を切り

残しておかなければなりません︒

ってきますが︑そのていどは樹種によって

残します︒せん定のあとを残さないシダレ

取ることが中心になるわけです︒

は︑枝が弱くなれば開花率がわるくなるた

ちがいがあります︒また︑花が咲く種類で
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建設省発表

都市緑化対策推進要綱

昭和五一・六・九決定

都市における生活環境を著しく悪化させ︑

近年の急激な都市化による緑の減少は︑

ランの策定にあたっては︑その指針を

策の骨格とする︒国は緑のマスタープ

ープランを策定し︑もって都市緑化対

具体的な手法を内容とする緑のマスタ

の配置計画及びこれを実現するための

たい場合には︑おおむね枝葉の水平投

植栽されている等緑化面積を測定しが

化された土地の面積︵樹木が独立して

化面積率︹樹木︑草花︑芝等により緑

種別ごとに原則としてそれぞれ次の緑

都市公園の整備に当たっては︑公園の

昭和五三・三・三○改正

国民の生命及び健康にも影響を及ぼす状

定めるとともに︑必要な技術的援助を

Ｉ目的

態となっている︒このような状況に対処

いうｏ︺の確保を図る︒

影面積︒︶の敷地面積に対する割合を
行う︒

五○パーセント以上

住区基幹公園及び都市基幹公園

日常生活における快適な道路環境を

二︑街路樹等の整備の推進

墓園六○パーセント以上

都市緑地八○パーセント以上

ント以上

緩衝緑地及び緑道七○パーセ

以上︶

園にあっては三○パーセント

︵ただし︑児童公園及び運動公

国は︑緑のマスタープランの円滑な

Ⅲ緑の創出と復元

合的な調査及び研究を推進する︒

都市緑化技術の開発を図るための総

三︑緑化技術の開発

るため︑緑化モデル都市の指定を行う︒

実現と総合的な都市緑化対策を推進す

二︑緑化モデル都市の指定

し︑緑豊かな都市環境の整備を図るため︑

に当面次のような施策を誰ずるものとす

国及び地方公共団体は︑民間の協力の下

プ○ ○

Ⅱ緑のマスタープランの策定等
一︑緑のマスタープランの策定

都市における良好な生活環境を形成
スを確保するため︑その目標量を設定

するために必要な緑とオープンス︒ヘー

都市における緑化の拠点となる都市

一︑都市公園の整備の推進

公園の整備を推進するとともに︑その

し︑これに基づき地方公共団体は︑自
等を勘案しつつ緑とオープンス︒ヘース

然的及び社会的条件︑土地利用の動向
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確保し都市の良好な風致︑景観を形成

における緑化の推進を図るとともに︑

園地︑企業厚生施設等一団の民有地等

住宅地︑事務所︑事業所︑工場︑遊

に当たっては立地条件に適し︑かつ︑

二︑都市緑化のための植樹その他の植栽

区︑風致地区並びに保存樹及び保存樹

歴史的風土特別保存地区︑生産緑地地

について都市緑化推進ブロック会議の

都市緑化の推進に関する基本的事項等

一︑都市緑化のための植樹等五箇年計画︑

調と市民参加

Ⅵ都市緑化のための関係機関の協

るため公営苗圃の整備等を推進する︒

るとともに樹木等の安定的な供給を図

地方的な特色のある樹木等の活用を図

る○

するため︑歩道部分の幅員二・五メー

緑化協定の締結を促進し︑地方公共団

年度とする植樹等五箇年計画を策定す

トル以上の都市内道路にあっては︑街

一︑緑地保全地区︵首都圏及び近畿圏に

Ⅳ緑の保全

﹀ＣＯ

体による樹木︑苗木等の配付を推進す

路樹及び植樹帯の整備を図る︒

三︑河川区域等の緑化の推進
都市部における河川敷地︑海岸等の
緑化を推進するとともに︑遊水池を公
園緑地等として活用するため︑その整
備を図る︒

地方公共団体︑地方住宅供給公社︑

林の指定を推進し︑都市における良好

おける近郊緑地特別保全地区を含む︒︶

日本住宅公団等の公的資金による住宅

四︑公営住宅地等の緑化の推進

団地の開発に際しては︑緑地の造成︑

を積極的に推進する︒

設置等︑関係機関の相互連絡︑調整等

十一日まで︶を中心に都市緑化祭の開

二︑都市緑化月間︵十月一日から十月三

帯︑河川敷等の保全美化運動を推進す

市民の参加を得て公園︑街路樹︑植樹

等都市緑化運動を展開するとともに︑

催︑都市緑化に功績のあった者の顕彰

ては︑既存樹林の保存︑表土の保全等︑

計画の策定

Ｖ都市緑化のための植樹等五箇年

よう開発者に対する指導を強化する︒

良好な自然的環境を積極的に保全する

二︑住宅団地︑工業団地等の開発におい

な自然的環境の保全を図る︒

緑化の推進を図る︒

緑化協定の締結等を積極的に実施し︑

五︑その他の公共公益的施設の緑化の推
進

下水処理場︑ご承処理場︑駐車場︑

官公庁施設等の公共公益的施設の緑化
を積極的に推進する︒

一︑国は︑都市緑化を緊急かつ強化に推

化憲章の制定等を推進するとともに︑

三︑都市緑化に関する広報活動︑都市緑

市民の森︑郷土の森等の整備及び市民

る︒

都市における緑化の核となるべき地

進するため︑公園︑道路︑河川︑その

六︑緑化推進モデル地区の緑化の推進
区を緑化推進モデル地区に指定し︑集

他下水処理場︑官公庁施設等の公共公
益的施設について昭和五十二年度を初

中的その緑化の推進を図る︒

七︑民有地の緑化の推進
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仙を推進し︑都市住民に対し︑緑化に

四︑緑の相談所ｌ都市緑化植物園ｉの整

市緑化に関する市民意識の昂揚を図る︒

の参加による記念植樹等を推進し︑都

もに︑道路について延長約四︑○○○キロ

約一八︑○○○ヘクタールを緑化するとと

びポンプ場︶及び官公庁施設について面祇

及びダム︶︑下水処理場等︵終末処理場及

に︑都市公園︑河川等︵河川︑砂防︑海岸

このため︑昭和五二年度以降の五箇年間

央から左右の側頭葉に向って強く指圧する︒

中指の先端で強く指圧する︒③天頂の中

に摩擦する︒②頭頂の中央軟かい部分を

⑪前頭葉の頭蓋骨を左右掌で上下左右

㈹﹁頭﹂の運動

向上︑適切な施工等についての指導を

五︑造園業︑育苗業等を営む者の資質の

る︒このために植樹される高木本数は約一

民の心身の健康の保持増進を図るものとす

メートルを緑化し︑都市の健全な発達と住

㈲後頭部の骨及その下辺部を左右部を左

圧し更に少し下ってコメカミを強くもむ︒

左右側頭葉の頭蓋骨を三本の指先で強く指

︵三十二ページよりつづく︶

ん等を積極的に実施する︒

関する技術的指導︑緑化材料のあっせ

推進する︒

右の中指三本づつ揃えて横に沿って強く指

ル並びに高木本数約一八︑○○○千本がそ

道路の緑化延長約一二︑○○○キロメート

設の緑化面積約三九︑○○○ヘクタール︑

公園︑河川等︑下水処理場等及び官公庁施

をその深底部にまで通ずるよう刺激する︒

かに揺すぶって細かな震動を与え︑脳全体

を両手のひらで被いかぶせて強く押え︑微

響くように強く指圧する︒⑦頭蓋骨全体

圧する︒⑥後頭部の突出した骨を内部に

三︑○○○千本である︒

昭和五三年四月七日発表

れぞれ昭和五六年度末までには緑化面積約

く開いて思う存分あくびをし深呼吸をする︒

この結果︑昭和五一年度末における都市

近年の急激な都市化の進展に伴う緑の減

五七︑○○○ヘクタール︑緑化延長約一六︑

建設省

少は︑都市における生活環境の悪化を招く

○○○キロメートル及び高木本数約三一︑

都市緑化のための植樹等五箇年

とともに︑国民の心身の健康にも重大な影

②立ち上って両手を前後に高く振りなが

計画

響を及ぼしている︒このような状況に対処

○○○千本に引き上げられることとなる︒

ｌ終りＩ

ら︑両足を高くあげて力強く足踏みをする︒

①仰向けに大の字に寝て︑手足を大き

②運動の総括

し︑潤いある緑豊かな都市環境の形成を図
るためには︑都市の基幹的な施設である都
市公園︑道路︑河川︑下水処理場︑官公庁
施設等の公共空間の整術を促進するととも
に︑植樹等によりこれらの公共空間の緑化
プンス︒ヘースを確保する必要がある︒

を積極的に推進し︑都市に貴重な緑とオー
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最近のアメリカの教育事情

︑︑

最近︑系統的に欧米の教育事情を調べているが︑参考になるもの

る︒

鈴木勲

あるが︑その要求として掲げられている項目は︑ほぼ次のようであ

①基礎教科︵読・書・算︶を重視する︒

が多い︒参考という意味は︑教育の先進国として我が国が学ぶとい
うことではなく︑我が国で起っている教育問題が同じように起って

③家族および国家の伝統的な価値に抵触しない﹁偏向しない教

科書﹂︵ｏ一の自席鴬言○ｓを使用する︒

おり︑あるいはこれから我が国で起るであろうと予想されること︑

⑧生徒主導型の授業をやめ︑教師主導型の授業を行う︒

その採り上げ方︑論点︑教育運動の方向︑行政の対応などが︑それ
えば当り前であるが︑こういう観点からゑるならば︑欧米の教育事

ぞれの国ぶりを反映して︑動いているという点である︒当り前とい

⑥選択科目をなくし︑必須科目をふやす︒

ュラムに専念する︒

⑧学校における課外活動や社会教育活動等をやめ︑基礎カリキ

⑦試験に合格した者だけに進級︑卒業を許可する︒

⑥体罰を含む生徒規律を強化する︒

⑤通知票の回数を多くし︑点数やランクをつける︒

を多くする︒

４
くドリル︑暗唱︑宿題といった教授法を採用し︑テストの回数

情を調べることは︑決して益少なきことではない︒とりわけ︑アメ
リカの動向が示唆に富むように思われる︒

一﹁基礎にかえれ﹂運動
一九六○年代のアメリカは︑いわゆるスプートニク・ショックに
った︒それが深刻な生徒の不適応を生じ︑ジャーナリストであるシ

⑩﹁革新的﹂な教授法やカリキュラム等はとり入れない︒

よる教育爆発︑これに伴う教育内容・方法の改革運動がさかんであ
ルパーマンが著した﹁教室の危機﹂がこれを指摘したものとして書へ

⑪愛国心の教育を学校にとりもどす︒

強い不満と卒直な批判がある︒

が公立初等中等学校の生徒の学力低下をもたらしたことへの父兄の

背景にはアメリカの一九六○年代のカリキュラム改革の失敗︑それ

これらの項目は︑すべて教師の生徒に対する指導の問題であり︑

ストセラーになった︒

一九七○年代の最近のアメリカの教育は﹁基礎にかえれ﹂ａ画鼻
８牙○厩の言ｍ︶という運動に最もよく表象される︒

父兄を中心に起っているこの運動は︑全国的な組織や特定のリー
ダーがあるわけではなく︑その主張も地域や運動によりさまざまで
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−

二学力低下
﹁学力低下﹂という現状認識と︑それへの対策として﹁基礎にか
えれ﹂という運動は問題の所在もその対応もきわめて鮮明であり︑

そこで︑同委員会は︑元労働省長官ウイラード・ワーッを委員長

数理的能力五○二点←四七○点

とする特別諮問委員会をつくり︑二年がかりでこの原因を究明し︑

が大量に入るようになったこと︶で説明されるが︑一九七○年代以

％までが︑大学受験生の質の変化︵主として黒人や低所得者の子弟

これによると︑一九六○年代の得点低下は︑その六五％から七五

昨秋これを公表した︒

この﹁基礎にかえれ﹂という運動に対して︑ギャラップの第九回

降については︑これと異り︑学生の質の変化で説明できるのは︑全

いかにもアメリカらしい︒

いる︒ちな象に︑ギャラップ調査では︑﹁公立学校が直面している

教育世論調査では︑八三％の人が賛成しているという数字を出して

体の二○％から三○％の比重にすぎない︒そして︑得点低下の主要

少し︑遅れた生徒を治療する努力も不十分である︒

⑥学校側も生徒に多くを期待しなくなっており︑宿題の量は減

また生徒の欠席率が高いのに十分な手を打っていない︒

レーション︶︑いわば自動的に生徒を進級・卒業させている︒

②生徒の学習成績の評価を甘くし︵いわゆるグレード・インフ

学等の基礎科目の継続的学習をぎせいにしている︒

①ハイスクールでは︑選択コースを重視するあまり︑国語︑数

な原因として︑次のような学校教育の問題点が指抽されている︒

最近の問題は何か﹂という問いを毎回出しているが︑今回も﹁紀律
︵島の§旨の︶の欠除﹂が第一位にあげられている︒これは︑過去八
る紀律の問題がいかに深刻であるかがうかがわれる︒

︑︑

回の調査結果においても全く同じであり︑公立初等中等学校におけ
﹁基礎にかえれ﹂連動の背景は︑公立初等中等学校の深刻な学力
アメリカの大学入試は︑大学入試委員会︵ＯＥＥＢ︶の進学適性

低下であるが︑それがどの程度のものかという一つの調査がある︒
テスト︵ＳＡＴ︶が有力な資料として使われるが︑このＳＡＴの得

全く符合している︒このほかの要因として︑テレビの見過ぎによる

これらは︑いずれも︑﹁基礎にかえれ﹂運動が掲げている項目に

大学入試委員会は大学︑ハイスクール︑教育団体等をメンバー

があげられている︒

読書時間の減少︑欠損家庭の増加による家庭の学習条件の低下など

で︑ある︒

点が一九六三年以降一貫して低下傾向をたどっている︑というもの

とする民間の非営利組織で︑ＳＡＴは同委員会が実施する大学入学

いるか︒

このような情勢に対して︑それでは︑どのような対応がなされて

三基礎能力統一テスト

者選抜のための統一テストで︑その内容は︑言語的能力と数理的能
この二つとも︑一九六二年と一九七六年の平均点を比較すると︑

力を測定するための二つのテストから成立ついてる︒
次のとおり下っている︒

言語的能力四七八点←四二九点
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連邦教育局のポイャー長官は︑読・害・算の基礎学力の向上を最
に主導権があり︑各州では︑早速具体的な施策にとりくんでいる︒

優先政策の一つとすると述べているが︑アメリカの教育行政は︑州
その一つは︑標準化された基礎能力テストを一定学年に施し︑合
格者の承進級や卒業を認めようとするものである︒昨年の秋頃の情
況では︑このような﹁基礎能力テスト﹂︵ョ旨ヨロョ８目胃蔚口＆蔚鴛︶

とよばれるテストは︑すでに二七州で州議会または州教育委員会で

大変きびしい内容のものであるが︑これがすでに実施されている

証明書﹂を発行する︑というものである︒

のは︑父兄の強い要請が背後にあるからであろう︒

四教

﹁教育の荒廃﹂とか﹁落ちこぼれ﹂とか︑﹁七五三教育﹂とか︑

わが国の場合はどうであろうか︒

その実施が決定されており︑このテストについて全米で七○以上の

マスコミがこれを全国に撤き散らしている︒この中で︑﹁学力低下﹂

内容のあいまいなキャッチフレーズ的なことばが使われ︑しかも︑

に掛らない︒わが国の場合︑学力低下がどの程度のものか峰客観

ということばや︑﹁指導力の低下﹂などということばには仲々お目

法案が州議会に上提されている︒

ニューヨーク州では︑全州的なハイスクール修了試験として︑読
解力︑数学︑公民︑保健︑作文の実施が一九七九年度から予定され

ってきた小中学校対象の全国一せい学力調査が︑日教組の反対で中

的に知りうるデータがない︒文部省が三十一年から四十一年まで行

その一例をあげると︑

ているＯ

この学力調査も五十一年五月に最高裁の判決が出て︑適法とされ︑

止されてからは︑学力問題を客観的に論議する場が失われている︒

したがってその対応策も︑もっと明快になるはづである︒﹁落ちこ

れている︒﹁学力低下﹂の問題と割り切って考えれば︑その原因も︑

教育内容に国が干与できるかどうかという長い論議に終止符が打た

オレゴン州ではハイスクール卒業のため︑州が定める一定の基礎
法は各学区に任されている︒

学力をもっていることを証明しなければならないとし︑具体的な方

フ・ロリダ州は︑一九七七年九月から公立初等中等学校に基礎能力

括され︑漠然とした不安感がひろがっているのが現在の我が国の情

ぼれ﹂とか﹁教育の荒廃﹂というあいまいなことばで全体状況が一

テストを義務づけた最初の州である︒フロリダでは︑公立初等中等
学校在学者が一定水準の基礎能力を確実に身につけたことを証明す

得ない︒﹁学力低下﹂を認めれば︑﹁落ちこぼれ﹂でなく﹁落ちこぼ

況である︒原因が明からになれば︑責任の所在も明確にならざるを

るために︑特定学年に全州的な能力テストを実施し︑不合格者を原
ての生徒を対象に基礎能力テストを行い︑さらに第十一学年在学時

の父兄は卒直にそれを感じている︒たとえば︑昨年暮の都政モニダ

し﹂なのであり︑直接に教師の指導力が問われることになる︒多く

級に留めるという措置をとった︒第三︑五︑八学年在学当時にすべ
に機能的識字テスト︵言ご昌○自己言の国昌厨吻○を実施し︑合格者の

ーの学校への要望では︑﹁基礎学力を重視せよ﹂と﹁教師の質を向

承卒業させる︒不合格者には第十二学年在学中に再度受験の機会を
与え︑再び不合格の場合は︑卒業証書を交付せず︑代りに︑﹁出席
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訓

元田永竿の日記と西村茂樹

哲史

任があつく︑天皇の側近として君徳培養に精励したが︑中

密顧問官︑宮内省御用掛などを歴任した︒明治天皇のご信

より明治天皇の侍読となり︑侍補︑侍講︑宮中顧問官︑枢

学者であるが︑明治四年︵一八七こ大久保利通の推挙に

元田永手︵一八一八 九一︶は東野と号した熊本出身の漢

は言いかねるが︑興味を惹くことの一つに︑西村茂樹の名

四百二十三日分だけであるから︑むろん︑充実した日記と

すなわち年にして六年︑月にして十八カ月︑日にして

明治十六年は春正月元日から同六日までの分が残っている︒

八月一日から同三十一日まで︑九月一日から同三日まで︑

六月一日から同三十日まで︑七月一日から同三十一日まで︑

四月一日から同三十日まで︑五月一日から同三十一日まで︑

ながざね

でもめざましかってのは明治十年代の文教政策の大綱樹立

中の御講書始で︑元田は午前九時出仕︑十時に明治天皇が

前がときどき現われる点である︒明治十一年一月七日は宮

臣︑大久保参議︑徳大寺宮内卿︑杉宮内大輔︑土方侍補︑

御学問所に臨御され︑皇后宮も御同座された︒三条太政大

大旨﹄と﹃幼学綱要﹄にはかれの儒教的皇国主義の教学方
教育勅語でも同様で︑その草案作成にあたって果たしたか

田が﹃論語﹄の道千乗之国章を講述したあと︑西村茂樹が

アメリカ修身学国政之篇を講じた︒次いで近藤が﹃古事

高崎侍補︑当直の侍従女官両名︑侍従試補等が列席し︑元

記﹄を講じ︑それが畢わると天皇は入御になり︑講官には

そういう明治初年の教学の世界における大立者であった
明治十一年の春正月元日から三十一日まで︑二月一日から

いつもの如く酒撰を賜わった︒

同年一月二十二日︑元田は朝十時に参内し︑西村茂樹が

から同十一日まで︑明治十三年の春正月元日から同三十一

仏国政典の御講害を奉仕した︒二の日が西村の講義日とな
った︒

日まで︑二月一日から同二十三日まで︑明治十四年は春正月

同二十八日まで︑三月一日から同三十一日まで︑四月一日

元田永手の日記は︑明治五年の春正月元日から十五日まで︑

れの役割は大きかったとおもわれる︒

針が一貫している︒その点は︑明治二十三年に発布された

に主導的役割をつとめた点で︑天皇の命で執筆した﹃教学

川

元日だけ︑明治十五年は春正月元日から同三十一日まで︑二

月一日から同二十八日まで︑三月一日から同三十一日まで︑
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古

杉宮内大輔︑香川宮内大書記官︑堤権大雪一記官が集まった︒

があり︑東伏見宮︑伏見宮︑北白川宮および徳大寺宮内卿︑

同年一月二十三日︑午後三時有栖川宮邸において講書始

ぞれ講じ︑畢って講官に酒餓を賜わったというのである︒

崎正風が﹃古今集﹄の序を︑川田剛が﹃貞観政要﹄をそれ

に過ぎない︒後者の記事では︑西村茂樹が万国公法を︑高

元田には︑﹃当官日割﹄と題した︑明治十年より明治十

初巻君道之義を講述した︒爾後毎月水曜日に三度西村茂樹

日を掲げて記述してあるので︑日記の追録とも見られる︒

二年に至る間の記録もある︒これは︑日記ではないが︑月

西村茂樹が和漢洋親王の義を演説し︑元田が﹃貞観政要﹄

が英国史を講じ︑元田が金曜日に三度﹃貞観政要﹄を各宮

記しているが︑西村茂樹の名は一回も出ていない︒明治十

元田が侍講として奉仕している間の天皇皇后の聖徳仁慈を

同年二月二日︑西村が進講し︑元田は参内しなかった︒

年の部にはこの年の九月二十四日鹿児島の城山で死んだ西

邸で講じた︒

同年三月二十二日︑定例を以て西村が奉仕した︒元田は

った︒宮内卿︑輔︑書記官︑侍従長︑侍従ならびに女官が

時天皇皇后両陛下が元御学問所に出御され︑御講書始があ

明治十三年には︑一月七日︑元田は午前九時参内し︑十

同年四月二日は西村の進講日で︑元田は参内しなかった︒

ヲ棄ルコト勿レ﹂と仰せられたという逸話や︑あるときの

皇后宮に賜わって︑﹁隆盛今度ノ過罪ヲ論シテ既往ノ功勲

あるいつぽう︑あるとき明治天皇は西郷隆盛という勅題を

発揮セラルヘキト侍臣一同二祝賀シ奉﹂ったという記事が

覆滅ノ電報到着四海歓喜ノ声ヲ発シ将来益々聖徳ノ光輝ヲ

郷隆盛に関係する記事が多い︒九月二十四日には﹁鹿児賊

列坐した︒元田が﹃詩経﹄の関碓の一篇を講じ︑西村茂樹

宮中の火災の際︑鮫煙が殿中に承なぎっているにもかかわ

参内しなかった︒

おいて酒撰を賜わった︒

が﹃易﹄の泰之卦を講じた︒十一時に畢わって︑侍講局に

まを伝えているが皇后宮は天皇から賜わった勅題に対して

いう逸話を記している︒いずれも﹁君臣魚水ノ親ミ﹂のさ

らず﹁西郷より献上した箪笥を取り出せ﹂と命じ給うたと

同年一月二十二日には御講書を西村が奉仕した︒元田は
常例を以て参内しなかった︒

同年二月十二日も右と同断であった︒

感泣二堪へサラン﹂と言ったと﹃当官日割﹄は伝えている︒

上御心ノ深キコトカクノ如シ薩摩人ヲシテ之ヲ間カシメハ

ぜられたという︒この御歌を吉井侍補が感称し奉って﹁両

﹁薩摩潟沈桑し波の浅からぬ始めの違ひ末の哀れさ﹂と詠

この後は西村進講の記事は稀になり︑明治十五年二月二

同年二月二日は西村進講の例日で元田は参内しなかった︒

日の記事と明治十六年一月六日の御講書始の記事が拾える
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︵九十九歳︶

白寿を迎えた私の体験と健康法日

ので︑それを光岡某といふ人が始めて二三

私にやらせようと云ふことであった︒その

といふ戦争雑誌を出すこととなり︑それを

争が勃発すると共にその社で﹁征露戦報﹂

藤原楚水

人であった﹁読売新聞﹂の経済記者の増田

年したところで病にたほれ︑あとをその友

の柏寿の健康法なるもの︑思ひ出話でも書

が縁となって会長の野口先生からお前のそ

私が社長からの懇望でそこに入るといふこ

袋書きを手伝っていた程度のものであった︒

やってをり︑その発送には増田夫人までが

中で記者仲間には入っていなかった︒その

一人いたが︑これは肺病で大磯に転地療養

の外︑早大出身の前社長時代からの記者が

当時︑同社には前記の石井︑永田の二人

先輩の不賛成にも拘らず入社の決心をした︒

丙種不合格であり別に職業もなかったので

いてよこせとの御書面に接した︒しかし私

とには私の先輩であり﹁天下の記者﹂とい

上︑仲間の一人である永田岳淵は陸軍の曹

時私は二十五歳であったが︑兵隊検査では

はただボンやりと平凡にいきたといふだけ

の侯爵︶の早稲田大学を創立せし当時の協

ふ薄田斬雲の著書で知られまた大隈伯︵後

町の片隅で誰かの倉庫を借りか買ひかして

の人間で︑これといった養生法も秘訣もな

長とか云ふ役であったから︑召集を受けて

義一氏が引受け︑数寄屋近くの麹町区有楽

い︒強いて言へぱよく歩るき廻ったといふ

力者の一人でもあった山田一郎霊診塾の︶な

に当るのは石井白露と私の二人となったが︑

参謀本部に勤務することとなったから編輯

岡寿画伯のことがあり︑その雑誌を画伯の

ことであらう︒もともと私は雑誌記者で︑

どの反対もあった程無力の社であったが︑

いで﹁実業之日本﹂といふ雑誌を出してい

といふのが始まりで︑そこから講習録につ

正名といふ有名人が始めた﹁実業講習会﹂

その﹁実業之日本社﹂といふのは︑前田

移し︑之を援助していた︒そこで日露の戦

を去って増田氏の﹁実業之日本社﹂に籍を

淵後に衆議院議員山口県岩国市長︶らも之

の石井勇︵白露︶︑編輯長の永田新之允︵岳

人灸との間に何かの行ちがひを生じ︑主筆

と主筆の高田早苗氏霊勃繰諏田︶などといふ

間︑外部から新聞記者や︑従軍記者などの

月一回編輯発行といふことになった︒その

たから︑勢ひ﹁征露戦報﹂の方は私一人で

又この編輯に携はると云ふ一人二役であっ

の月二回発行の雑誌が主であった︒それが

その石井氏もまた﹁実業之日本﹂と云ふ別

すすきだざんうん

明治川七年の二月︑頼まれて実業之日本社

たのであるが当時は殆んど名もない︑その

に入ったのが始まりである︒

その頃﹁読売新聞社﹂でも持主側の本野氏

娘で私の家の主治医の夫人に廻送したこと

所謂柏寿である︒過般の﹁弘道﹂誌上に松

私は本年とって数への九十九歳となった︒

ｌ誰にもできて︑効果は確実Ｉ

：

存在すら一般に知られていない微々たるも
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I

とであった︒

応援はあったが︑ナカノ︑それは大変なこ

の方で出して貰へなかったことが有がたい

役立ったことを思へぱ︑この人力車代を社

ったし︑これがまた私の後の健康に大へん

が︑後にはそれにも馴れて骨も折れなくな

したが︑幸ひに作家に二葉亭四迷と云ふ人

った︒従ってこの方面の記事には最も閉口

ソ連については我国でも多く知る人がなか

のことは全く之を知らなかった︒即ち今の

またその頃私は外国のこと︑就中露西亜

またその頃は︑写真撮影といふことが全

一一

と感謝の念ともつながるのである︒

の切抜きなどを綴りあはせて書いたもので

った須知中佐の家庭訪問をやって泣かされ

った︒いつぞやなど私は常陸丸の艦長であ

らひと思ったことは戦死者の家庭弔問であ

た壁戦争雑誌の編輯をやりながら最もつ

二葉亭四迷なる号は親爺が叱って﹁クタバ

ことにかけても当時第一の権威でもあった︒

来は軍医であったかと思ふが︑文芸方面の

を得た︒この人は長谷川辰之助といひ︑本

があって︑私はそこに出かけて多くの資料

いて貰はねばならず︑またその記事は新聞
はあるが︑出征将校の留守宅訪問などには

たし︑また第三艦隊司令長官だった上村彦

ッテシマヱ﹂といったところもから出たの

くなく︑戦場の光景など画家に頼んで書

私自身に出かけなければならず︑これがま

之丞海軍大将の留守宅に投石者の多かった

ロシヤ物の小説を読むことの出来たのは全

だと笑って語られた︒トルストイその外の

は大山巌元帥宅は千駄谷の穏田野津道貫大

とって︑かうした慰安役はひどく苦しいこ

際之が慰問に行ったりしたが︑若いものに

た大変な苦労であった︒その頃の将官の家

王寺前といった如く︑本社との距離は何れ

将宅は青山︒児玉源太郎大将宅は牛込の薬

金額は自分の月給を上廻った︒しかもそれ

にその利用をやったが︑その一ヶ月の支払

出すからと云はれ︑初めはそのつもりで大

ければならなかった︒その車賃は社の方で

あるから︑すべての交通が人力車に頼らな

田橋間がやっと通じたか通じないかの頃で

動車はなく︑市街電車も日比谷公園から神

も遠く︑今日とちがってそこに行くにも自

老人がまた水戸の藤田東湖に面接した時の

実弟の海江田信義老にお眼にか上り︑この

をあげたと云ふ薩州の武士有村治左衛門の

で︑その襲撃に加はり︑然もその大将の首

であるが︑私はこの戦争雑誌をやったお蔭

伊掃部頭の襲撃など︑遠き昔のことの如く

お眼にか上ることができた︒桜田門外の井

この機会にいるノ＼な方面の大家や先輩に

とで不適当であった︒しかし私は一方また

田氏はよく足で書けと言ってをられたが私

種取りには私が専ら之に当った︒社長の増

あって編輯や校正の仕事に当り︑外部での

露の二人で編輯に当った︒石井は専ら社に

磯の病客も帰って来ないので︑私と石井白

謀本部勤務が解除せられてをらず︑また大

記者となったが︑この時もまた永田氏は参

戦争が済んで後︑私は﹁実業之日本﹂の

もその方針に従って記事のすべてを殆んど

るＯ

を出さうとは社ではいってくれない︒そこ

お話などを承った︒この海江田翁は当時子

くこの長谷川先生の指教によったものであ

で私は数ケ月後からは専ら自分の足を頼る

元帥︵平八郎︶夫人の実父でもある︒

爵で︑渋谷の奥に隠退せられていた︒東郷

一一一

ルのであるから︑これは相当な労働である

こととした︒有楽町から麻布︑渋谷とテク
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である︒学者などの寄稿と云ふものは長い

足で書いた︒と云ふことは訪問記事のこと

ひ間の昼飯時間かを利用せねばならぬ︒そ

い︒朝早くか︑夜おそくか︑又は仕事のあ

い人をつかまへるのだからそれが容易でな

れに適切なる理解と質問とを以て臨まなけ

専門を食の仕事の内容︑実態等につき︑そ

又挫家であれば挫業の経営法と云ふ如き︑

者であればその人の専門とする学問の実体︒

ふものが必要なのである︒ソコでこの準備

ればならぬ︒即ちそれまでの準備知識と云

れを追ひかけるのが言はぱ私ども記者の仕
事である︒そしてその片言隻語を聞いて之

と云ふものを私は怠らなかった︒それには

にまた結論といった順序で書かれているが︑

を綴っては人に読ませるように書きあげ︑

ノ︑緒論に始まってやっと本論に入り︑更
さてその本論に入るまでの道程がナヵノ︑

それを更にまた話してくれた本人にも見せ

ふ準備をせざるを得なかった︒浅くとも広

に遠く︑読者の方はその道程の途中に於て

や経済学の手ほどきを受けたに過ぎないが︑

くといふことである︒私は学校では唯法律

くたびれてアキノ︑して了ふ︑即ち読まな

ちに著名な実業家や︑学者︑政治家といっ

その他は記者生活の間に体得した︒自ら笑

など︑その興亡の歴史的背景をも知るとい

た人々に大抵面会した︒そして二十五年勤

って日く﹁低級百科全書﹂と︒全くできそ

各方面の書をも播読し︑実業界の波澗起伏

引きつけるような結論を先づ前に出すので

続して四十九歳で退社するといふ︑まこと

こないの百科全書の如く︑何でもわかるが

てその承諾の上で発表するのである︒これ

ある︒読者はその結論を読んで︑さてこれ

に平凡単純なる閲歴であり︑又社の方針で

いと云ふことになるのである︒ところが雑

は何故の結果であるかと遡る︒遡って更に

も︑私自身の考えでもあって私は﹁実業之

が増田社長の所謂足で書くのである︒私は

その理のよって来る所以の如何を討究する︒

は︑自ら称して﹁何でもや﹂と言っていたが︑

深くはない︒私の知人の作家の藤森成吉君

散奄こんな仕事を二十年以上も続けるう

全く学者の論説とは逆コースを辿るのであ

日本社﹂以外の仕事以外には何事にも手出

読んで貰うことが第一である︒ソコで客を

る︒この結論を語ってくれるのは学者では

しをせず他誌への寄稿も︑著書をもせずに

誌など読んで貰はねば売れぬ品だと︑先づ

なく親しくその任に当っている実業家や︑

ってこれがまた私の健康法の一つともなっ

にもまた専ら足を使ふの外はなかった︒従

しまった︒この何でもやになるには︑これ

全くその通りの私もまた何でもやとなって
斯く申せば如何にも単純なようであるが

四

一直線に歩いたのであった︒

また複雑な部分もなくはない︒即ちこの名

ちさうした人々を訪ねてその体験談を聞き︑

各方面の老大家の外にはない︒私どもは即

するのであるが︑これがまた容易なことで

経験を探って之をその人為の名に於て発表

尚︑私が足を使ったには他の理由がある︒

ねばならぬが︑記事を害きあぐれぱ︑その

社にあって記事を纏めるには無論机に向は

たことは︑前の戦争雑誌の時と変りがない︒

必要とすると云ふことである︒即ち相手が

家や︑実業家︑学者など訪問してその訪問

それらの大家は既に世間著名の人となっ

実業家であれば︑その人の事業の性質︒学

記事を綴るまでには︑又それ相当の準肺を

てをられるのでなかノ︑に忙しく︑朝から

ない︒

晩まで大抵客責めに逢ってをる︒その忙し
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中の書画骨董店などをのぞいたことである︒

間また訪問の約束時間前に時間があれば途

前述の如くであるが︑相手が文名の高い大

備として相当金具を必要としたこともまた

代であった︒しかしその足のさきには下準

﹁何︒ヘーヂ位﹂かと聞かれる︒五︒ヘーヂ程

などは楽なものであった︒先づ訪問すると︑

そこに行くと東大教授の井上哲次郎博士

雑誌﹁日本及日本人﹂の主筆であった三宅

中を右へ左へと歩きなからの口授である︒

博士の如く坐ってではなく︑書斎の洋室の

百貨店に寄ってお茶を呑むことも忘れなか

雪嶺博士などもその一人である︒博士は知

のである︒徳富蘇峰翁も大体この流儀で︑

そこで五頁なり七頁なりがキチンと納まる

ンよしと言った調子で始める︒これは三宅

私も︑むかし初心の頃漢文を学んだ影響で

られた調弁家で︑言葉はどもるばかりで一

度とか七・ヘーヂ程度とこちらが言へぱ︑ウ

あるか︑田能村竹田などがいたと云ふ関係

ているからたまらない︒先生自ら筆を執っ

向こちらには通じない︒その上のろいと来

ま上文章になった︒これは記者にとっては

予定の如くに話を進め︑これも談話がその

授して皆こちらに書かせることもあった︒

であるか︑書画には相当興味をもつことが

有がたい︑骨の折れない先生方であるが︑

家であっても自ら筆を執らうとはせず︑口

できた︒陶器などは全くの門外漢でわから

た方がどれほど早く能率的だかわからない

時にまた注文ちがひの方向にはせたり︑一

った︒これがまた足を使ふことになったが︑

ないが︑書画は自分にも好きであり偶には

のだが何故かそれをしないで︑いても口授

歩物足らず感ぜしむることがなくもなかっ

私はまたこの間に骨董趣味を養ふことがで

財布をはたいて一幅求めることもなくはな

と来る︒傍らには文名高き夫人の花圃女史

きた︒芝居や芸事には全くの門外漢である

かった︒そこでまたそんな書画屋の間を歩

たので︑やっと助かったものＬその訪問一記

がついていて通訳やら助太刀をして下さっ

都合を伺ってお願ひした︒後藤男爵︵後に

﹁実業之日本社﹂の同人は︑社長を始め

るくことも稀でなかったし︑展覧会にもよ
ことをおぽへ︑神田辺の古本店街にも出入

伯爵︑新平︶などもまた手ごわい一人であ

いづれも私よりは十歳以上の年長者で学識

こと云ふところは突込んで聞くことができ

し︑懇意な店も何軒かできた︒九段下から

に於ても勝れていた︒私は貧農の伴で︑私

た︒やはり増田式足で書いたものの方がこ

須田町方面までもよく歩き稀には水道橋を

った︒この人の場合は調弁ではなく﹁飛び

立の大学を出たとは言へ︑まことに未熟な

事には手古摺った︒しかしそれでも時に御

越えて後楽園や聖堂方面までにも行き︑そ

一歩︑あるき乍らの話が前のと後のと飛び

弁﹂で︑室内を歩き乍ら話すのだが︑一歩

青年であったから︑これらの先輩同僚を師

く出かけた︒そのうち又古本店歩きと云ふ

の間一切電車は利用したことがない︒この

離れていて連絡のつけ難いところがある︒
五

一︿

雑誌向であったように感ぜられた︒

古本あさりの歩行が私にはまた健康保全の

天才的なひらめきとでも言ふくきであらう

の成功と云ふことを説きはしたが︑それも

父とも仰いで之に学んだ︒雑誌は当時流行

要素ともなったものかと思はれる︒

るのにナカｊ︑骨が折れた︒

か︒その御高話をあとで綜合して綴り合せ

前にも述べし如く﹁実業之日本社﹂の私
共の記者生活は殆んどが﹁足で書いた﹂時
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な熱意をもつ青年が多く︑中山太陽堂の主

とが主眼となっていた︒読者もまた向上的

品性を基礎として商業道徳を説くといふこ

によって社長の裁量で各五年延長ができる

記者は四十歳︑事務の者は五十歳︒但し人

えないといふこととなった︒そして編輯の

て七月まで在社せられるようにとのことで

く留任の意思のないことを察しになりせめ

を促し慰留して下さったが︑私の決意は堅

それまで例のなかったことで︑社員の停年

と云ふのであった︒これは我国ではあまり

まで御厄介になった︒私の同社への在勤は

あり︑私もその厚意に甘へ︑昭和三年七月

人などは︑この雑誌を持っていたばかりに
銀行の信用がついて融資が受けられたと︑

知人の多数の人灸に挨拶状を出し退社の旨

私は退社後それまで厄介をかけた先輩や

震などもあって時勢も変化し︑この制度は

は︑その時まで好意をもって私に接して呉

を報告した︒この通知に接した人々の中に

その間実に二十有五年の長きにわたった︒

厳重には実施せられず︑私より年長のもの

れたと思はれた人の中にも︑途中逢うとソ

矢ではなかったかと思ふのである︒但し地

本﹂も数年の後には堂々たる大雑誌となり︑

が数名︑重役級の人の中にもいた︒そこで

制と云ふものができたのは恐らくこれが噛

京橋南紺屋町察麺酵謎聖の旅館を買ひとっ

下級新鋭の少壮者の中にはその後釜をねら

をたる小雑誌に過ぎなかった﹁実業之日

てそこに本社を移し︑明治四十年には﹁婦

他日感謝せられた程であった︒数年前は微

人世界﹂つ堂いて﹁日本少年﹂﹁少女の友﹂

ッポを向く人もあり︑下手に出ていた百貨

又︑﹁実業之日本社﹂に吾々一同が協議の

あるものと呆れる外はなかったが︑その間

﹁幼年の友﹂などの新雑誌を発行するに至

禰やもすれば共産主義などの思想までが︑

店の課長などの中には君とかお前といった

資本主義を基調とした我社の中にも︑芽生

らかつた知人もあって最旧社員の一人の私

上で取きめたという停年制のあることを知

っている連中もチラホラ見えていた︒そし

はその性質上時代思潮におくれてはならぬ

えまた社会にも澗漫し来って雑誌の内容の

て目ざわりなその先輩の仲間には私はまだ

からといふ考えから社員の停年制といふも

記事もそれにどうやら迎合しなくては売行

がやめたといふことを不思議に思ひ︑又は

り社業もまた大に発展して社会の藍目する

のを設けた︒これは社長側の発案ではなく

の減少を免れないといった如き場面に遭遇

れを怒った加きかの書面を寄せた人もあっ

会社側の不都合な仕打ちとでも考えたがそ

まことに世の中の人にもさまざまな種族が

社員側できめたものであった︒それにもま

した︒殊に私はその時巳に停年より九年も

如き失礼な言葉を吐くものも生じた︒イヤ

た重役級の中におかしな男がいて︑退職金

長くのびてゐることでもあるから思ひ切り

のところ時代思潮の変化激変で社会主義や︑

の金額をきめる際など︑最低を月給の幾倍

った実業家などそれは暇だしい数であった

た︒廿余年間の久しきにわたりお世話にな

加わっていなかったらしくは思はれたが実

としたまではよかったが︑最高額をきめろ

退社の決意を為し︑その年の春季増大号の

ところとなったが︑私は依然として﹁実業

と主張した︒呆れた話で︑自分の首をしめ

た︒これに対して社長は私に強くその翻意

編輯を終ったところで社長に辞任を申出で

之日本﹂の編輯に当った︒その間また雑誌

るならば愚論であったが︑妙なことにそれ

が︑その多くの中でも特に﹁東洋経済新報

がその通りにきまって何十万円か以上は貰
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月︑同社から纏めて一冊と為し﹁現代財界

に毎週筆を執った︒その記事は昭和六年四

し︑約二年間︑週刊誌である東洋経済新報

為めに︑財界の人物月旦だけは書くことと

な考えからその好意を謝絶した︒唯同誌の

統の雑誌はやらないと云ふ昔風のかたくな

は内容は多少ちがっても同種類に属する系

とまでの好意をこめた勧誘があったが︑私

希望せられ︑私の為に新雑誌を発行しよう

社﹂の石橋湛山君の如きは自社への入社を

之助などと云ふ三菱の大御所も他の新聞記

儀を正して訪問などをやったとかで岩崎弥

代からお抱への人力車夫を置き羽織袴で威

社長はまた大の気取り屋で︑読売新聞社時

が平地であらうが平気で歩かれたが︑増田

習で二里でも三里でも︑また山道であらう

した︒私は前述の如く平素歩るくことが常

と云ふことで三人一緒に案内を頼んで登山

かけたことがあった︒序に妙義山に登らう

三人で︑或る時群馬県の下仁田に講演に出

ソンなことから︑社長と石井主筆と私の

たことがある︒この時お世話になったのが

察秀を埼玉県の狭山といふ茶どころに行っ

ったものであったが︑私も或時招かれて視

なかった︒その頃はそんな催しがよく流行

会をやったが︑勿論礼金などは一文も出さ

の輩下︒または増田社長などを招いて講演

逗子町にもおとぎ話の久留島武彦氏や︑そ

そんな風であったから私もまた私の住む

にやった︒主催者はこの辺の俳人の集りで

下仁田では社長も水浴をしたが私も負けず

露で私は出る幕がなく只のお伴であった︒

記事を雑誌に載せたから︑またその依頼者

をまで入れて他人の書いた如くにして提灯

会であったことを主なる集まった人達の名

講演に出かけた︒そしてその講演の甚だ盛

ら︑雑誌の宣伝がてらよく頼まれて四方に

長じ︑また演誤がナカノ︑上手であったか

実業之日本社の増田社長は経営や理財に

て﹁絶景だネ﹂﹁絶景だネ﹂を連発した︒

坐ると︑度々︑しかも甚だ度を立ちどまっ

めて弱い︒そこで妙義の山や谷煮の険にか

乗りつけるといふ始末であったから足は極

ら京橋紺屋町の本社までお抱への人力車で

てそれを増改築して住んでいたが︑そこか

戸博士︵稲造︶の小石川原町の家を買受け

したそうである︒当時は平素崇拝せる新渡

道会員であったことは皆様御承知の如くで

た︒この繁田家の長男がまた熱心な日本弘

新室に一泊を許され︑一夕の坐談会を催し

たといふ新らしい座敷もあって︑私はその

まれた際︑お立寄りになって御休憩になっ

皇がこの地方で催された陸軍の大演習に臨

またこの日本弘道会の古い会員で︑明治天

会の会員でもあったが︑その父の繁田翁も

た︒主人の名は繁田武平といひ︑日本弘道

繁田家といひ︑製茶を業とせし名家であっ

ある雨声会とやらいふものであった︒

人物﹂と題して刊行せられた︒

者は兎も角︑増田にだけは信を置いて面会

もふえた︒流石はまた経営熱心で︑電車に

田から下仁田方面の麓についた︒その夜は

漸くにして幾度かの﹁絶景﹂を済せて松井

七

ことをやった︒これは私どもが小遣銭さへ

不便で︑東京に近いこんな所でも宿泊を余

ある︒今日と異なり︑その頃は交通が甚だ

乗るにも自家の雑誌を車中で締くといった

一泊して講演をやり︑翌日はまた高崎の劇

ここに一泊して︑蚕糸工場らしいところに

砿なくさせられると云ふ時勢でもあった︒

あればいくらでも多く古本などを買ひあさ

場に行って一席を済ませた︒前座は石井白

って記事に役立てようとする編輯者として
の立場とはちがっていた︒
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西村式総合健康法
一一一
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西村幸二郎

⑧腹①右手掌で腹の上に︵逆に前か

㈲﹁腹﹂と﹁胸﹂の運動

⑧咽喉㈹喉の骨の中央を上から下へ

ら眺めての︶﹁の﹂の字を書くように摩擦

四﹁咽喉﹂と﹁頚﹂の運動
もむ︒②咽喉の骨の左右を栂指と四指と

に下ろし︑右横へ直線に︑右横から上行し︑

次いで左横に一文字になでて左横から直下

する︒先づゑぞ落ちから膳の上を通り真下

するように摩擦する︒③隅と陰部の中間

の下部から鎖骨に至る左右咽喉の筋肉をも

む︒④耳の下部から咽喉へかけて︑下顎

で挟み中央に向ってゴリゴリもむ︒③顎

骨の下を栂指で突き上げるように指圧する

︵脳下丹田︶の筋肉を中指と食指の指頭で

グリグリともみ強く指圧する︒⑧みぞ落

上に押す︒

手のひらで軽く摩擦する︒②胸側を膝下

⑧胸①左右肋骨に沿って胸の皮膚を

から腹部に至り上下に摩擦する︒肱下を指

三木で指圧する︒③鎖骨の上下の凹んだ

所を軽く指圧し︑骨の両端はもむ︒③心

る︒之により心臓の血流の出入を助ける︒

臓の上を左より右廻りに手掌で軽く摩擦す

⑥咽喉から胃に至る﹁食道管﹂を上から

㈲〃﹁肩﹂と﹁腕﹂の運動

下へ摩擦指圧する︒

端に至る筋肉を強くつま象採拳且指圧する︒

③肩①右手で左肩首すじから左肩の

んでも承ほぐす︒⑧左手のひらで右肩に

②右手のひらで左腕の付け根の個所を包

︵左右両手は反対側を摩擦するのが楽であ

⑥咽喉の両側の頚動脈を強く摩擦する︒

ちから中央を勝に向って︑更に腰の両側を

共に反対側の手で強くもむ︒

⑧腕前腕︑上陣全部の骨も筋肉も表裏

指圧する︒側腹部の左右筋肉を上下に指

る︒伺胸と腹の境にある横隔膜を左右の

る︶

掌で軽く左右に摩擦する︒⑦両脚の付け

㈲﹁脚﹂と﹁足﹂の運動
①両膝を立てて仰向けに寝る︒⑨右足

⑧頚①頚の後ろにある七本の頚椎

根の溝のところ︵鼠践部︶を左右の手で摩

肩の凝りをもみほぐすこととなる︒

ろをつかむようにして頚の右側を指頭で強

指頭で強くもむ︒⑧左手掌で頚の真うし

擦する︒⑧陰茎を手掌でもんで軽く摩擦

に乗せる︒乗せた左脚の表︑裏の筋肉を両

を伸ばしたままにして︑左足を右ももの上

①②と同様の運動をする︒仰②③によって

くもむ︑同様に右手掌で左側をもむ︒③

する︒陰のうは片手で握りしめ軽くもむ︒

手でもみほぐす︒③左膝頭及その周辺を

本の指を差し入れ内部に向って軽く指圧す

後頭部の下辺部に沿って︑左右両手の指三

⑥陰部より下の方へ中央の線を指圧し虹

両手のひらで摩擦且指圧する︒膝小僧が冷

圧する︒⑤左右肋骨の最下部に沿って四

本づつを当て強くグリグリもむ︒⑤後頭

門に至りその周辺を指圧する︒最後に手を

並べて左右同時に頚椎の両側を上から下へ

部の中央で頚椎との境の部分を強くもむ︒

啓部より股間に入れ紅門をふさいで力強く

を一本一本強くもむ︒③左右四本の指を

くも象指圧する︒

伺耳の後ろから肩に斜走する堅い筋を強
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に右脚に行う︒⑥寝たまま両足を真すぐ

足を左腿の上に乗せて①②③側の運動を逆

膝頭の裏側柔かい部分を指でもむ︒⑤右

すって皮膚を強め血液の循環を図る︒側

えて風邪を引く場合が多い故︑常に強くこ

⑥膝及足の関節

廻わしに回転さす︒

回転さす︒③右横に寝て左手を前及後ろ

より後方へ前廻わしに︑次に後ろ廻わしに

水平に廻わす︒③左横に寝て右手を前方

々の側の膝頭をしっかりとつかむ︒①首

へ曲げた時は暫らくそのまま静止する︒こ

を前後に緩つくりと折り曲げる︒殊に後方

の時後頭部がジーンと音する如く感じる︒

②首を左右に出来る丈かしげる︒⑧首

一旦垂直に上げてから︑膝を折り曲げると

身体中の主要な細胞を叩いて刺激を与え

㈹﹁叩き﹂の運動

に回転さす︒次に右から左廻りに回転さす︒

を左右に強く振る︒㈲首を左から右廻り

同時に瞳で尻を強く叩く︒左右の足別為に

で左右同時に唇部︑腰骨︑背骨及脊椎の側

活発にさせようとするのである︒何手拳

に伸ばし︑以下の運動を手を用いず︑足の

はぎ及アキレス健を瞳で上から下迄強くこ

及骨の両側の筋肉を摩擦する︒⑧ふくら

この運動を繰り返えす︒⑥両足を揃えて

腰から折って垂直に上下さす︒②片足を

する︒⑥足の内外﹁くるぶし﹂及その周

伸ばしたまま足首を前後に強く折り曲げる

①仰向けに寝たまま左右交互に片足ずつ

辺筋肉部をこする︒⑩足指及足の甲を瞳

︵アキレス健の運動︶側足の五指を前後

瞳で行う︒⑦右足の瞳で左足の﹁向う腰﹂

で摩擦する︒⑪足裏︵土踏まず︶を強く

に力をこめて折り曲げる︒

を左足の瞳で右足に行う︒

一旦仰向けに寝るように上体を倒し︑次に

体だけ起き上る姿勢を取る︒

ノ︑○

︵十九頁下段につづく︶

を隈なく叩く︒⑧両脚の太腿を表裏共叩

に左こぶしで右肩を叩く︒⑦両腕の筋肉

しで左肩越しに左肩のうしろを叩く︒反対

頭部の骨の下辺部を軽く叩く︒⑥右こぶ

軽く叩く︒④頚骨の上を軽く叩く︒⑤後

叩く︒③頚骨の左右両側の筋肉の部分を

首の根元から両肩をその突端に至る迄軽く

を叩きながら︑下から上部に及ぼす︒②

摩擦する︒⑫足指５本の裏側の柔かい部

㈹関 節 の 運 動
⑧肱の関節①両手を握りしめ︑左右

上体を起して垂直の姿勢となり︑更に腰を

以上で寝た姿勢での運動は終り︑次に上

の腕を体の両側に伸ばした上︑左右同時に

に突き出し︑はずぷをつけ乍ら足指の方向

折り曲げて両腕を揃え︑指先を水平に前方

分を摩擦する︒⑬前述⑦から⑫迄の運動

関節を折り曲げる︑俗に言う﹁力こぶ﹂を

に出来るだけ伸ばす︒⑨次に両手のひら

仙先づ両脚を真直ぐに伸ばしたまま︑

作る︒②握りこぶしを逆に外側に向けて
同じく左右の腕を折り曲げる︒この場合同

だけ反らして腰の関節を伸ばす︒

を身体の後方につき︑支えて身体を出来る

⑨首の関節床上に起きて胡坐をかく︒

時に手首の関節も曲げる︒

手を真直ぐ頭の上部にあげ更に体側に下げ

両膝頭を少しく宙に浮かす︒左右両掌で夫

⑧肩の関節④仰向けに寝たまま︑両
る︒②両手を別灸に体の前面胸に沿って
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︵昭五一・一○・三○︶

日本弘道会綱領
甲号︵個人道徳︶

と

皇室を敬愛すること︑国法を守ること
信教は自由なること︑迷信は排除するこ

と

思考を合理的にすること︑情操を美しく
すること
学問を勉めること︑職務を励むこと
教養を豊かにすること︑見識を養うこと
財物を貧らないこと︑金銭に清廉なるこ
家庭の訓育を重んずること︑近親相親し
むこと
一善一徳を積むこと︑非理非行に屈しな
いこと

午前十一時三十分︵寿昌式︶

日時昭和五十三年五月二十八日︵日︶

︿櫓庵水確蛎晒口調錨ス軸河漉袖垂打︶

場所本館会議室

１昭和五十二年度決算五十三年予算

議題
業計画

五十二年度事業報告五十三年度事

２役員改選の件
昼食懇談︵会我不要︶記念写真
午後二時誰源寺において会祖西村先生の
法要墓参
今年は本会は発足以来両二年に当ります
ので︑本会の発展向上等について各位の忌
仰のないご意見を承れたら幸と存じます︒
何卒お繰合せの上ご参会ありたく︑ご参会
の川は五月二十三日までにお知らせ下さい︒
晴の叙勲芳名︵敬称略︶
勲三等旭日中綬章︵４．羽︶

特別会員詩林選者

麓保孝︑歳東京

陛下は今年洲七十七歳の喜寿を迎えられ
た︒ご在位中の天皇として史上初めてのご
慶事でもある︒この日新緑に映える千代田
の長和殿前で日の丸の小旗を打振って天皇
陛下万歳を叫ぶ参賀の人左に腰の痛みのご
快癒の皇后陛下とお揃いでお元気なご会釈
に心からお喜びを申上げたい︒私は今︑昭
和６年秋の暗夜鹿児島半島の人女のはるか

旧制三商︑一高教授︑南京日本大使館調査
官︑文部省視学官︑防衛大学教授教務部長
等歴任︑多年に亘って教育界に貢献︒

⁝

健康に留意すること︑天寿を期すること
信義を以て交わること︑誠を以て身を貫
くこと

乙号︵社会道徳︶
世界の形勢を察すること︑

国家人類の将来をおもんぱかること
政治の道義性を高揚すること
経済の倫理性を強調すること
自然の美と恩沢を尊重すること
資源の保存と開発を図ること
教育の適正を期すること
道義の一般的関心を促すこと
報道言論の公正を求めること
社会悪に対し世論を高めること

今云生ロ

日本弘道会第七十六回通常総会

力な協力ではないだろうか︒︵渡︶

な奉送の灯火に対してお召艦榛箱艦上から
のご答礼を聖なる夜景と捕えた木下道雄氏
の言︑ご自身のことには一切ふれることな
く今次大戦の全寅任は私にあると言明され
て﹁日本峨高の紳士﹂であると感激したマ
ッカーサ元帥の言などを思い合せて︑古い
ことながら神代以来の沼民一体の﹁神なが
ら﹂の口本独特の美しい姿とし承じみ恩う︒
◇樹木が山容を美しくし︑水源の供給︑大
気の新鮮︑鳥獣の安住等天与の緑の日本を
象徴していたと思うが現状はどうであろう
か︒記念の一人一本の械樹︑花一杯の連動
の気迎の耐まってきていることは喜ばしい
小であるが︑わが西村会袖は山林杵理が国
の嘘衰に側する重大性のあることを強調さ
れた︒石川理紀之助翁や大河原静江さんの
割箸仙川を一切やめるとの提哨もⅢ接の強
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昭和五十三年四月二十五日印刷

渡辺正勇

東京都千代田区西神田三ノーノ六

昭和五十三年四月三十日発行

編集兼
発行人

東京都千代田区神田神傑町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

印刷人春山宇平

東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷所共立社印刷所

電話︵一天一︶○○○九番

発行所蝿姻日本弘道会

振替口座東京甲空二七

郵便番号一○一

１１１︐

八日本弘道会創立一○○周年記念出版Ｖ

岬Ⅱ頃８１Ｐ︐凸

全三巻

■譜日本弘道会編／菊判・総頁三︑一九○頁・上製本
■定価二七︑○○○円

古川哲史著

に﹃記憶録﹄﹃往事録﹄﹃道徳教育誰話﹄﹃国民訓﹄を三巻目とし︑全三巻︑西村茂樹全集として発刊する︒

西村茂樹は聯末期に儒教を身につけ︑明治に入って西洋の哲学を学び︑儒教の道徳珊念によって西洋
哲学を包みこみ︑日本独自の道徳原理を確立しようとした明治時代のユニークな思想家であり︑またそ
の原理をもとに︑日本弘道会を創立し︑国民教化活動に成功したすぐれた徳育の実践家であった︒彼の
思想は︑近代と封建の要素の混在した明治の歴史的土壌に根をはる豊かな明治的個性をもつだけでなく︑
儒教の理念がどのような意味をもって近代に生きるのかという問題を提起する︒その意味で︑彼の思想
は明治の思想︑道徳の解明には欠かせない対象といわねばならない︒今回の再刊では﹃泊翁叢書﹄二巻

日田郡教育会編

Ａ５判・定価一︑三○○円

寺日日

￨ ー . .

Ｆ輔

画 一 毎 − 一 二

韓淡窓全集全三巻広瀬淡窓全一冊
Ａ５判・定価二二︑○○○円

０ｔ

徳川後期の当時において︑独自の個性教育により︑近世の一大思想家・教育家として︑夙に名高い広
日本教育史上︑不朽の足跡を残した教育家︑広瀬瀬淡窓は近代教育理念と軌を一にする︑個性尊重︑
淡窓の全貌を伝える本書は︑郷土の大分県日田郡能力開発をめざす教育理念を持って幾多の俊秀を
教育会が大正末編纂︑今日なお淡窓研究の必備漬輩出した︒本普は古川教授が偉人淡窓翁を多面的
料書︒これを贈補修正し新たに書簡集をも加えてにとらえ︑その業紙を解川した多年の研究成果の
再刊︑混迷する教育界にとって示唆深き必読の書︒好書である︒
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