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特集忍耐の教育
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野口明

を感ずる︒臥薪嘗胆の諺が今日なお生きているのは︑此の間の消息を物語

を確認するや︑一転して攻撃に踏切る積極性を潜める場合は︑一層の底力

程の実践か︑或は又大志を蔵しての用意の積糸重ねか︑共に機の熟するの

しくも意義深い修養の道である︒然し更に進んで︑何か理想を建設する課

番難しいのは自己に勝つにありと云われる如く︑己を克服しての忍耐は美

の強い人を見ると︑敬意と同時に美しさとを覚える位である︒戦の中で一

自らを振返って見ても︑其の自信も資格も乏しい︒それだけに私は忍耐心

いるのに忍耐がある︒されば︑特に解説し又は強調する必要も無いし︑私

一徳目のうちでは︑正直︑努力等と共に︑最も普遍性があり︑親しまれて

礼

る如くである︒何れにしても私は黙々たる忍耐の中に︑心の深さと頭の良

一

目次

忍耐礼讃．：：⁝・⁝：．⁝⁝野口Ⅲ⁝⑩

巻頭言

一

忍耐ということ⁝：⁝⁝・石井千明：．②

三

継淡会案内：：⁝：⁝．：⁝⁝・⁝⁝⁝：⁝⑫

弘道俳嬉一：：⁝：⁝⁝⁝篠塚しげる選⁝帥

弘道歌壇：⁝⁝．：：⁝⁝：古川哲史選⁝⑳

：⁝⁝⁝⁝⁝⁝・⁝⁝⁝鈴木勲⁝⑲

野川明会長の洋画展について

西村茂樹日記㈲⁝⁝⁝⁝古川哲史⁝例

老人向きのカナダ旅行︒：加藤嘉三郎⁝鰯

支会だより⁝⁝⁝⁝千葉県東部支会⁝⑳

梅津正雄
石黒糸な
東平久雄

寿昌杯を受けて⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⑲
佐藤作五郎

忍耐は誰がするのか：：：中込成太郎．：⑯

ある凡人の忍耐人生⁝⁝井士邦一・：⑬

忍耐教育：：⁝．．⁝⁝⁝⁝木下広居⁝側

忍耐の教育．：⁝：．⁝⁝⁝柳瀬友禅．：⑤

一〜〆、ハーヘーーニヘーミー〜一一戸−〜ハー津ハーヘー堵〆、ハー司唱〆やヘハッヘハー戸一へ〆ヘハー〆シヘノーハ〆ヘヶヘ〆‑，〆、〆−−−ハーーーヘーデーーハーハーーーヘ〆−−−､一

細集後記

（1）

耐

さとを秘めた奥床しさを感ぜざるを得ないのである︒
︵本会会長︶
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忍

千明

いるので︑極めて精神的な含意があると思われる︒忍耐は

忍耐 ということ
聖書のロマ書に﹁然のみならず患難をも喜ぶ︑その患難

の苦難を耐えしのぶことだけでなく︑やがては︑そのこと

やかな心をもって人を恕すことである︒従って只単に己れ

によって︑人を恕すことを意味していると思われる︒真理

独逸語では鴨画巨匡であり︑寛恕をも意味している︒寛ろ

りて神の愛︑われらの心に注げばなりｏ﹂︵ロマ書五章三節

は忍耐を生じ︑忍耐は練達を生じ︑練達は希望を生ずと知

五節︶とある︒ここでいわれている忍耐は︑信仰的に深い

いている場合が多いと思う︒私は忍耐という言葉には︑辛

格的闘いでなければならないと思う︒西田幾多郎博士は明

それ故耐忍をもって為事を遂行する場合は︑その人の全人

も︑苦難と闘うことが真の忍耐の意味ではないかと思う︒

を貫徹し︑正義を樹立するために︑精神的にも︑肉体的に

抱や我慢と違った︑深い倫理観乃至は道義的意味が内在し

る程の志と勇猛壮烈鬼神も之を避くる程の気力あるを要す︒

となり︑非常の功を成さんとする者は天地崩るるも動かざ

富貴も心を蕩せず威武も屈する能はず︒正義を行って水火

治三十年頃︑博士の一番苦闘時代の日記に︑﹁非凡の人物

忍耐はまさに忍び耐えることである︒英語の顧号国○ので

もさけず云々﹂と書かれている︒若い日︑旧制第四高等学

ていると思う︒前述の聖書の口一︑書でも︑患難は忍耐を生

の道を貫くための精神的肉体的苦闘であると思う︒その根

れた博士の生きざまが雲髭される思いである︒このような

校教授の頃︑哲学的思索に全身全霊を傾けて苦闘しておら

かと思う︒

博士の人生に対する在り方こそ︑忍耐というべきではない

れているのではないかと思う︒忍耐という字は希臓語では︑

匡司︒冒旦羅典語では勺昌の昌旨であり︑共に苦闘を意味

源には堅忍の思想と︑窮極に於ては救済の精神が内に包ま

あり︑憩吊のぐ①国己ｏのである︒一つの義しいあり方︑正義

じといい︑辛抱を生じとか︑我慢を生じとはいっていない︒

我灸は屡冬忍耐も︑辛抱も︑我慢も殆んど差別なく用

意味を有った忍耐であると思う︒

ればなり︒希望は恥を来らせず︑我らに賜いたる聖霊によ

井

しているものであるが︑就れも苦難の内容についていって
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石

地に伏して拝し﹁我裸にて母の胎を出でたり︑又裸にて彼

処に帰らん︑エ布︿が与えエキハ取り給うなり︑エホ︿の

忍という字は心の上に刃が迫っている貌である︒命がけ

力では耐えないものであったが︑最後まで耐え忍び︑主を

御名は讃むくきかな﹂と叫んだ︒然しその後もヨブに加え

信じ主に向って︑ついに罪を犯すことがなかったといわれ

の姿を示している︒全人格をかけてことに当っている状態

博士は︑明治三十一年の日記の中に﹁安逸は誉敵なり︑

る︒耐え得ない試練に遭いながら︑ついに主を裏切ること

られたる災害は言語に絶するものがあり︑到底人間単独の

人は時々刻冬白匁頭上にかかる心持にて居るべし﹂と書

なく︑﹁我知る︑汝は一切の事をなすを得給う︑また如何な

である︒そのためにはあらゆる困難との苦闘が必要である︒

かれている︒当時の博士の日記をみると﹁寒夜︑午前打座︑

これが忍耐の意味するものであろう︒

午後打座︑夜打座﹂とあり︑連日連夜深更に至るまで︑人

る意思にても成す能わざるなし︒無知をもて逆を蔽うもの

さとら

すべていか

生問題と取り組み︑透徹した真理にいたらんとして苦闘に

る測り難き事を述べたり云々﹂といって︑栄光を主に帰し︑

は誰ぞや︑斯くわれは自ら了解ざる事を言い︑自ら知らざ

／ 、 ､

おぽしめし

苦闘をつづけていられたのである︒これは︑西田哲学樹立

くだけたる魂をもって︑忍従の生活を貫き︑常人では到底

然し︑私は︑人が真に人間として義しく生きるための忍

k、ノ

のための︑当さに悪戦苦闘の耐忍ではなかったかと思う︒

ここに哲学者としての西田博士の忍耐の生きざまがあるの

耐え難き苦難に耐え信仰を全うしたのである︒そして︑や

ブが経験した忍従の生活こそ︑人として忍耐の生活の典型

寵に預り︑再び恵まれた生活に入ってゆくのであるが︑ヨ

がてエホハによって︑サタンの試練より解放され︑主の恩

ではないか︒

旧約聖書のヨブ記の中で︑エホバの許しをえたるサタン
は︑あらゆる手段をもってヨブを試練の世界にひきいれて

耐の原型ともいうべきもの︑或は︑人間がこの世にあって︑

ではないかと思うＯ

人の女の子と共に日々敬虚な生活をいとなみ︑酪舵三千︑

信仰深く︑神を畏れ正しい生活をして︑七人の男の子と三

ればならないのは︑キリストの十字架上の忍耐であると思

真実な生き方を迫られる場合に︑常に思いをそこにしなけ

焼き︑家屋を焼き払らい︑愛する子女を打ち殺してしまう︒

ゆく︑その有する多くの家蓄や財産を奪い︑その有ち物を

牛五百︑牡蛎馬五百を有ち︑使用人も移多しく︑極めて豊

聖書のピリピ書二章には︑﹁汝等キリスト・イエスの心

尻ノＯ

かな平穏な生活をしていたヨブは︑一朝にして︑全く無一
物の裸になってしまう︒

然しその時︑ヨブは起たちあがり︑外衣を裂き髪を斬り︑

唖

をせよ︒即ち彼は神の貌にて居給いしが︑神と等しくある

架につけたのである︒人間の罪というものが量り知れない

与えたのであるが︑その民は自分達の手でキリストを十字

その民を救わんとして︑神が愛する独り子を民のために

力ｆｔ・

ことを固く保たんとは思はず︑反って己を空しうし僕の貌

ひたり︑これ天に在るもの︑地にあるもの︑地の下にある

に於ける罪の原意と︑仏教に於ける罪業との意味するもの

通じるもののあることを思わしめられる︒勿論キリスト教

この世の現実社会にあっては︑一面仏教に於ける罪業とも

ひく

しもべ

をとりて人の如くなれり︒既に人の状にて現れ︑己を卑う

の負うている原罪︑キリスト教に於ける罪の貌は︑我為の

ほど深いことを思わしめられるのである︒この罪即ち人間

もの︑悉くイエスの名によりて膝を屈め︑且もろもろの舌

は異っているが︑日常生活に於ける我々の在り方にあって

もるもろ

さま

の故に神は彼を高く上げて︑之に諸般の名にまさる名を賜

して死に至るまで︑十字架の死に処るまで順い給へり︒こ

十一節︶と

を父なる神に帰せん為なり︒﹂︵ピリピ書二章五節

の﹃イエス・キリストは主なり﹄と言いあらはして︑栄光

基督教の信仰に於ては︑キリストは我を罪人を救わんと

わんとすることがキリスト教であり︑仏教でもあると思う︒

る︒この人間の衷に深く根ざした負債を︑いかにかして償

は︑同じく人間の負債であるということに於ては一般であ

して︑却って罪人によって十字架にかけられ︑その十字架

これが人間自身が経験する本質的忍耐であると思う︒聖書

ある○

の苦しみの中から﹁エロイ︑エロイ︑ラマ︑サバクターこ

には︑屡々信仰の証しが顕現されるため﹁忍耐をもってこ

﹁わが神︑わが神︑何ぞわれを見棄て給ひし﹂とのことで

れを待たん﹂と録されている︒忍耐の根源的な本来の意味

あか

と呼ばわり︑神にうったえている︒この言葉の意味は︑

はここにあるのではないか︒真理の認識のため︑真実が証

宗教を問わず︑忍耐の真の姿︑真の忍耐の意味するところ

力することことこそ信ずるところの如何を問わず︑就れの

しされるため︑私共がそれに向って耐え忍んで精進し︑努

てこの世に与え給うたのに︑この世はこれをうけ容れず︑

神はその独り子イエスを︑罪人を救うための仲介人とし

ある︒

却って十字架につけたのである︒独り子イエスは︑十字架

ではないかと思う︒

︵京急ＵＳＡ取締役祉艮︶

︵一九七八・九・二︶

上の死をもって︑神と人との和解を完うしなければならな
かったのである︒神の独り子を十字架につけなければ︑神
と人との和解は遂に達せられないほど︑我々の罪が底なく
深いことを思わしめられるのである︒
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忍耐の教育
ｌ叢林からみるＩ

㈲禅林の生活
ことしの夏は殊の外に暑い日がつづいた︒緑蔭を求めて
というのか︑九月に入っても幾くみかのグループがここの
生活を経験して去った︒小さな子供達から︑学生・社会人
等延べ四百人をこしたろうと思はれる︒

また八月下旬に終った五日間の断食会︵今回で七回にな
る︶は五十名をこえる参会者で︑中学・女子商校生から七
十才・八十才の人々まで︑ひとりの落伍者もなく行事を円
成することができた︒今は︑大げさに言うと台風一過・蒼
天碧落のおもひである︒
禅林の研修日課は︑原則として
一︑円時附板︵起床︶
一︑洗面後ただちに朝課︵約四十分︶

︵朝課は︑本尊をはじめ︑道を護持長養して来られた三国伝統の

菩薩願行文を一所懸命に弧経する︶

有禅

一︑五時坐禅一︑六時半清掃

︵神林では平常朝食はとらぬか︑研修者だけには︑その料仙上粥

一︑七時粥坐︵朝食︶

雁を供する︒玄米粥である︶

︵生命の尊厳・父母の恩等︑四恩にふれる︶

一︑八時半法話

一︑十一時半斎座︵昼一食︶

一︑十時作務︵軽い労働をする︶

一︑十五時作務︵雨天は法話︑あと附浴︶

一︑十三時碓禅

一︑十七時薬石︵夕食︶︑少憩の後坐禅
一︑廿一時解枕︵就寝︶

を行い︑四時起床什一時就寝はここの年中清規になっている︒

口忍について

われわれの僧堂︑叢林では︑いづれも開板は三時乃至四

実践は六波羅密︵仏教者の当然心がけている勝行︶による

時︒ついで坐禅・看経・清掃・作務・托鉢ｌこうした生活

ので︑古来いづれの禅林でも行じてきている所である︒

祖師がた︑本寺の開山︑自坊の開山ならびに法燈伝統の世代︑恩
師︒ついで吾をひとりひとり肉体を授けられた父母︑机先への回

k O ノ

瀬

向︒ついで天神地祇に人類平安の祈願︒最後に︑無州大師遺戒︑

／ 戸 、

柳

布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧が六波羅密のそれ
で︑六つの到彼岸︵人格完成への象ち︶を示している︒つ

○○

○○

○

まり人生に於て彼岸︵開悟︶に到達するための︑すぐれた
○

○

真行︵しんこう︶︒︵自ら深く耕し︑人間同志が信じあって

交際する︑兄弟や夫婦が心から親しみ合い行歓する等の勝
行︶を指している︒

忍辱はほかの五種の勝行とともに︑お互が人間として一

歩一歩向上するための実践的行為の︑最勝の道行であると
されている︒

耐えることがまづ女性名詞であることが興味ぶかい︒

白逸外老師のこと

前妙心寺派管長の逸外老師は︑今年八十三才になられる

を聡明な忍耐心と︑深い人間愛におき︑此の母堂のささえ

が︑その著﹁耐える﹂の中で︑その母堂をたたえ︑その徳

その序文に

のうちに修行が完うされたと語って居られる︒

〃七十九年のわが生涯︑それは一貫して﹁耐える﹂の一語

幼少のころ︑一家が破産します︒母の仕立物を届けに行

に尽きるほど厳しいものでありました︒

った商家の小伴に﹁乞食の子かえれ﹂とののしられ︑悲憤

先年ある宴席で︑かつて五・一五事件に連座した某氏が︑

どうしたことかむや象に殴打された事があった︑氏は端座

の涙を呑みます︒

やや長じて︑京都の選仏寺小僧時代︑それは明けても暮

したまま相手の打つに委せていた︒その後︑氏は打った者

れても︑男の﹁根性﹂の二字だけが辛うじて耐え得る烈し

をかばい︑﹁忍﹂の害を打った者に与えている︒

仏道教経にある﹃忍の徳たる︑持戒苦行も及ぶ能はざる

生活などはものの数ではないのです︒︵中略︶

ては︑世間が大さわぎするような大東亜戦争さなかの耐乏

長い禅堂生活で耐える暮しに慣らされている人間にとっ

続であるました︒︵中略︶

やく耐えることができるほどの︑徹底した忍耐の生活の連

これまた︑宗教的信のほのおを内に燃やす若者だけがよう

つづいて︑京都の大徳寺僧堂から伊深の正眼寺僧堂へ︒

い︑ものでした︒

所なり︒能く忍を行ずる者は︑乃ち名づけて有力の大人と
なす︒若しそれ歓喜して悪罵の毒を忍受すること︑甘露を
のむが如くなる能はざる者は︑入道智慧の人と名づけざる
なり﹄の大人を︑目のあたりに見たおもいがしたものであ
﹁忍﹂について︑古代印度の語法をみると︑女性名詞で

る︒

あり︑﹁耐える﹂または﹁静に保つ﹂の義︑すなわち﹁忍
産みなさぬものなしという大地︑生命を生み出す母性︒

耐﹂或は﹁安忍﹂という意義があるという︒
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びは湧き出ている︒そしてこの歓びこそは︑私にとって未

あの忍辱行道の﹁耐える﹂日の中からこそ今日のよろこ

生活を終えた今︑自分の精神を地球に根づけさせ︑耐える生活そ

人を思いやる心を︑自分なりに育ててきましたが︑こうして坐禅

〃これから私は︑君護の道を歩んでゆくために︑一応ふだんから︑

しかし今日︑あらたに︑頑張る意欲が湧いてきた︒″︵三年生︶

りむずかしい︒

私は今︑誠実に︑人を愛せる人になりたいと思っている︒やは

いＯ

私はいま︑雑草のように強くなりたいと思っている︒むずかし

〃私はいま︑素直な女性になりたいと思っている︒むずかしい︒

○︵坐禅を実際にやり通すことが州来て︶

度再確認した気持です︒″︵一年生︶

れを伸ばして行きたいと思います︒また自分自身の存在をもう一

来永劫のよろこびであるといったら解っていただけるであ
ろうか︒″︵昭和四十八年︶とむすばれている︒

四この頃の来山者たち
逸外老師の﹁耐える﹂の本質については︑後でふれたい
が︑今夏来林した人々を承ると︑まづ学生たち︑ついで青
年社員︑第三に社会人︑企業の研修団である︒
これらの人たちが︑前掲の日課についてここの生活を︑

また十人余のチームできた青年たち︵ある電気会社の新入

社員・大体が大学卒業︶は技術系が半分であったが︑その

○︵禅林の生活をテレビで少しは理解していたが︶

一人は

〃今までの生活からすれば︑午後九時に寝るということは苦州で

したまた午前四時に起きるというのが何より苦痛でした︒

正直いって︑私は座禅はただ坐っていれば楽なものではないか

という安易な認識を持っていました︒そのためか︑坐ることがこ

座禅には︑忍耐・自己との闘いという︑世間のす︒へての人間行

んなに苦しいものとは思いませんでした︒

心眼をひらいて自己の行くべき道を見出すと老師は言はれるが︑

動が結びつくものがあります︒

その体験からの自信のあるもので︑私たちに何かが残った︒

rワ、

二泊乃至六泊の集団生活に過したのであるが︑十八名きた
或る歯科医大の六年生は︑来春国家試験をうけるという準
備の結集を行った︒

かれ等の高校時代の成績は︑調査書によるといづれも上
位︑家庭は医師・歯科医師が大半であるが︑﹁家庭の宗教
は何か﹂という当方の設問に︑正確に答えた者はわずかに
二人だけである︒

六泊の結集中︑四時に起床させたのは規矩に従ったが︑
その体験発表で全員が今まで︑四時に寝ることがあっても︑
埼玉医科大附属の甲等看護学院︵三年制︶の学生十五名の感

四時に起床した者は一人もいなかった︒

○︵禅林の生活が予想以上に苦るしかったとながらも︶

想文を抄録しよう︒

、 j ノ

二日目からは︑自分の姿勢が悪いからか︑足のつけ根から膝に
かけて痛柔︑耐えるのに必死だった︒この苦痛に耐えられたとい
うこと︑これは私に一つの自信をあたえることが出来た︒
裟婆の生活に対して︑不満をもっていた自分が︑あまりにも賛
沢であったことを知り︑これからの生活を大切にしたいと考えま
す︒〃

㈲家庭での課題
先年遷化された先師加藤耕山老師は︑九十六のご生涯で
あったが︑なくなられるまで国の教育に関心を注がれた︒
ある日の随聞に
〃やっぱり国民皆禅だ︒小学校で禅をやらせる︒子供のう

ちから禅をやらせる︒さらに母親の胎教からいかなければ
いかんＯ

胎教からやれば︑そう苦労せんでいいです︒また子供の
うちから坐禅をしたら足も痛くない︒坐禅が一番いいとい
うようになる︒

自分の体が自由自在に︑自然のままに運転がつくように︑

しだいに馴らしてゆく︒にわかにやるから人づくりができ
んのです︒

ですものな︒真似だから︒

もとをちやんと作ることをまづして︑基礎をしっかり築

かせる︒それが一番大事だ︒

︵講座禅第三巻測頁筑際書一房︶

そういうことが私の願いだね︒〃

そこに教育の方針を立て替えねばいかん︒

と語って居られる︒

四十年以前のことになるが︑私がかつて華北において青

年教育に従った日のこと︑異国での劇しい実人生の中で︑

原因の多くは劇務や過労もあったが︑酒・女・金銭に誘

脱落した人々は︑まず健康を失った︒

惑されることが多かった︒こうした事実は︑忍辱・忍耐︒耐

えることの実際が︑つけ焼匁ではならぬということである︒

先人の私どもに問はるる

﹁人身うけること難し︑正法あうこと稀なり﹂という実

感を︑どううけとめるのか︒

これは︑まづ大人が三世宿業に対しての俄悔滅罪底の素

直な反省・精進の生活を行ずること︒このことが学校教育

においても︑社会生活においても採りあげられ︑ことに家

庭での精進が行はれる事が大切ではないか︒

のうつわ︑少くとも母親を通しての逸外さまだと思うが︑

逸外老師も逸外老師個人の精進はもとよりながら︑天与

て︑本当の人間の根本を培うべきだ︒それだのに︑いろい

如何であろう︒︵埼玉県会員︑法燈神林師家︶

だから︑どうしても国民教育として︑学校の教育でもっ
ろの猿智慧教育などやる︒猿智慧だ︒根がなければ猿智慧
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忍耐教育
生まれながらに︑はじめから忍耐力のある人間なんかな
いだろう︒がまんして努力しなければ︑バカにされる︒勉

木下広居

をもって挑戦することができる︒それにも成功すれば︑も

そういう風に業績を積み頂ねて行くうちに︑苦痛と障害

う一歩前進する︒

をがまんする忍耐力が養われる︒苦労したことのない人は︑

桑いつまでたっても意気地なしのままだ︒断じて行えば鬼

どうすれば︑忍耐強い人間になれるか︒それは家族碓活

強は進まないし︑からだも虚弱のままではお話にならぬ︒

神もこれを避く︑と昔の人はいったが﹁断じて行なった﹂

してしまう︒逃げ腰になるにきまっている︒その結果は︑

ことのない人がいるとすれば︑気の赤だが︑何をする勇気

忍耐力がない︒ｎ信がない︒何が現われても︑まづ︑尻ご

いう人間になってもらいたい理想像というというものを持

しつけによって決定してくる︑普通の場合︑母親は︑こう

もないだろう︒

いう役割を演ずべきか︒それは︑親のとくに母親の要求︑

っている︒それに向かって努力するように要求する︒その

の中で︑学校生活の中で養われる︒家族生活の中で︑どう

場合︑つらいことが︑一杯ある︒次から次に努力しなけれ

とにつまらない︒何をやろうとする気持もない︒何をやっ

的にやるだけだ︒自主性というものがない︒〃日が︑まこ

何でも他人から強制きれたことを︑いやいやながら奴隷

そういうことをしなければならぬと考えた時︑義務とい

ても面白くない︒何をやろうとも思わない︒かんじんの自

隻ばならぬことが起こる︒

うものを感ずる︒たいていの場合︑親を安心させたい︑病

信がないのだ︒何かをやれといわれても︑それを実行し続

けるだけの忍耐力があるかどうか︑疑ってしまう︒だから︑

がまんする︒肉体的精神的な苦労を︑はねとばして闘う︒

忍耐力を養成する教育が必要になる︒

身の母を慰めたい︒そのためには︑いろんな苦痛︑疲労を
うまく行かないことが多いが︑幸にも成功することがある︒

忍耐力は苦痛というものを︑はねのける精神力︑肉体力

うまく行くと︑それだけ自信がつく︒同じような障害が前
途に立ちふさがった時︑前に成功した経験があれば︑自信
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あまえる︑というようなことはまことに︑ふがいないこと

ところで︑自分一人で努力するのが︑当り前のことだ︒

これは︑真剣に研究することだ︒悲観したり︑自殺を考え

も取越苦労というものがある︒思いきってやれば︑案外で

だ︒しかし︑人生は苦闘だけでいいのだろうか︒からだも

たりするひまはないはず︒

きることが多い︒予想した程の苦痛が伴なわない場合が多

意思力も強い人なら︑一人だけで︑どんなに失敗を重ねよ

だ︒労働でも勉強でも︑スポーツでもいい︒没頭するなら

い︒それほどの冒険でもなかったというのが︑多くの人の

ば︑予想したほどの苦痛はないものだ︒人間には︑誰にで

体験だ︒

耐して努力しなければならないだろう︒女なら︑観音さま

君子になろうという目標を立てるがいい︒そのためには忍

想を︑志を立てることだ︒男なら︑聖人に賢人に︑大丈夫︑

が必要なのだ︒そして︑必らず︑生活の︑行動の目標︑理

る人がいるからではないか︒そういう幸運に恵まれた人が︑

せずに希望を持ちつづけるのも︑自分を愛し激励してくれ

しい勉強を続けて行けるのも︑何度落第しても︑意気消沈

いうものが︑ほしいのが人情︒例えば︑一生懸命︑むづか

しかし︑多くの人は弱い人間だ︒安らぎ︑慰め︑信頼と

うとも︑朗らかに前進して行けるかも知れない︒

のような︑聖母マリアのような崇高な婦徳をそなえた才色

健康に︑忍耐を重ねて勉強を続けられるのではないか︒そ

だから︑思いきってやってゑる︒果敢な行動というもの

は忍耐を重ねて修行しなければならぬこというまでもない︒

兼備の人となりたい︑と思うのが当然だろう︒そのために

ないことでも︑二人なら︑慰め合って切り抜けることもで

お互いに助け合って生きているものだ︒一人では忍耐でき

は︑可なり︑むづかしいことではないか︒人間というのは︑

ういう幸運に恵まれない人で︑学業に職業に成功すること

たい︒あの高校の︑大学の入試に合格したい︑という目標

それほど高い理想を抱かなくとも︑学校の成績をよくし
を掲げれば計画と時間割を立てて︑自分の怠け心を克服し

きるのではなかろうか︒

その意味において︑世の中で︑一番不幸な人は母親のな

たいと努力するだろう︒スポーツで︑あれだけの記録を出
したい︒試合に勝ちたい︑何でもいいが努力目標を立てて︑

い人︑母親の愛を知らない人だ︒しかし︑そういう不幸な

目的を達しなかった︒成績が悪るかつた︒入試に合格し

懸命に努力する時︑青少年は最も幸福になれる︒

な境遇の人と努力して︑世の荒波を乗り切ることができた

人でありながら︑自分一人の努力で︑あるいは︑同じよう

とすれば︑まことに慶賀すべきことであって︑そういう成

なかったならば︑自分の力が分かったのだから︑次は︑ど
ういう努力をすべきか︑勉強の方法は︑それでいいのか︒
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功者は︑いよいよ自信をもって︑どんな困難でも排除して
前進に前進を重ね︑ついには世の中で最も強い︑偉大な人
になるだろう︒

しかし︑多くの場合︑人間は︑母親の愛と母親に教えら
れた信仰︑信念によって︑偉くなるのではあるまいか︒

ここに一冊の本がある︒これは︑﹁ひとすじの道﹂とい
をした人の手記だ︒この人は早く父親を亡くし︑祖父母︑

うものだが︑かって︑文部省の教学局長︑広島文理大学長
母親︑兄という家族の中に生まれ︑鳥取県のイナ詞︿の白兎

を祭った神社のあたりに育った︒家は貧農で︑金がないか
ら︑教科書は人から借りて筆記してしまった︒そして︑兄
が農業労働を手伝えというと︑母親は︑︹この子は勉強が
仕事だから︑農業をやらなくてもいい﹂といってくれた︒

﹁仕事をおろそかに遊んでいたなら叱るのもよいが︑自分
の仕事に忠実であって︑そのうえの余暇に遊んでいるのな
ら子供だから︑ほっておくことにしよう﹂と母親はいった︒

﹁子供にもその時の寛大な心のうれしかったことは︑今に
なっても忘れることができない︒それ以来︑朝は早くおき︑

お不動様へのおつかえと︑学校には一日も遅刻早退などし
なくなった︒ただ︑﹁学校の勉強をすることだ︒おまえの
出生は酉年︵とりどし︶だから︑守本尊は不動様だ︒した
がって朝な︑夕なお不動様のお守りを忘れないようにする
ことだ︒︲一

﹁お不動様は︑けんかしたり︑負欲だったり︑愚痴をい

って親におねだりしてはならんと︑教えていられるのだょ︒

そのお不動様を毎日おががんでいれば︑そんな心は起こら

ない筈だ︒お不動様は仏様でありながら︑御自分で︑みん

なの嫌いな仕事でも︑どんどんなさる︒人間は︑きれいな

着物を身につけた︑美しい飾りものをつけようとさわぐの

に︑まっ黒な顔や姿をして働いて御座るのだよ︒それこそ

仏のお慈悲というものだ︒おまえも︑しんけんになって自

不動様は︑左手に純をもって御座るが︑これで悪いことを

分の仕事に励むようにせねばならぬぞ︒﹂といったり︑﹁お

したり︑怠けたりするようなものを縛るのだ︒おまえ自ら

に︑そのような気持が起きたら︑お不動様が縛ろうとおっ

しゃるのだ︒そればかりではない︒右手に智恵の剣をもっ

て︑不合理なことや︑無理なことや︑不徳なことする心を

ていく方向をきめたら︑一心にそのために努力して︑途中

切り払うとおっしゃるのだ︒人間は︑これからさき︑働い

から心が動くようでは成功せんぞ︒﹂と教えられた︒

少年時の近藤寿治は大阪の商店にデッチ小僧にやられ︑

感心した金持が学費を出してくれた︒独乙協会学校を出て︑

新聞配達などで苦学しているうちに︑彼の成績のいいのに

育学を勉強した︒卒業後耐久︑海草両中学の校長をやった︒

第二高等学校の卒業資格を獲得︑京都帝国大学で哲学や教

何をやるにも︑母に対する報恩感謝と不動様に対する信

司ｌ冬

ー上

︑ｌゾ

〆Ｉ︑

私の言った無理を聞いてくれたことに対して感謝するとと

め︑校長をやめ海外に留学することになった︒﹁長い間︑

事に没頭した︒台北大学の教育学︑倫理学の先生になるた

仰が一つになって︑あらゆる困難を克服し︑誠心誠意︑仕

近寄って来て︑﹁君は日本人か﹂という︒﹁そうだ﹂と答え

た．Ｉ劇が終ると︑観衆の男も女も︑私を見詰めている．

彼︑男も女も︑ススリ泣く声がする︒私も自然と涙が流れ

り︑涙にくれながら尚害する．ｌそうす為と見物人の誰

は自分の部屋に端座して彼らの行く末長かれ︑安かれと祈

ると︑一ように﹁日本の女はあんなに忠実なのか﹂という︒

もに︑今後︑この経験を生かして︑日本の教育を世界の水
準以上のものにしたい覚悟で︑辞職して外国の教育事情の

一︲イエス︑私の妻も亦同じだ﹂というと︑﹁君はハッピーだ︒

台北大学では︑中国系学生は︑各教授の私宅を訪問して︑

日本人はハッピーだ﹂といって握手を求めてきた︒

研究に出かけるが︑後に残った生徒諸君は更に職員と共に
献身努力して立派な人になってくれ﹂と切々その言句が胸
に迫って壇上に泣き崩れ︑暫し何も言い得なかった︒
語の中の何を欲するか﹂という質問をするので︑一︲スクー

持っている選挙民が市場で︑自分の票を︑どのくらいで買

様だ︑などと臆面もなく質問する︒中国本国で︑投票権を

何円支払えば何点にしてくれるか︒某君は何円支払った模

ル︑ドラマが正科になっているが︑それを見学したい︑と

イギリスでは︑英語の授業を参観したいというと︑﹁国

いった︒すると︑教員も生徒も︑さっそくドラ↓︑の用意を

恐怖を除き︑永遠なるもの︑真実なる世界に生きるという

近藤寿治は不動尊を信仰することによって︑心の不安や

た︒さっそく教嬬にあがって劇にとりかかる︒﹁私はヴェ

唯き甲斐を感じた︒︵こういっても︑不動尊信仰が宗教の

ってくれるかと候補者と交渉しているのと同じことだった︒

ニスの商人を希望した︺︒彼らはそれを熱心に︑真剣に演

中で一番価値があるとか︑その信仰は︑間違っているとい

した︒生徒の中から選出された委員が生徒の役割を決定し

じたｃチャールズ・ラムが学校用に編修したものを︑名文

うつもりはないｌ木下ｌ︶慈愛と喜びの光に満ちて働くこ

ゆる障害を乗りこえ︑忍耐を重ねて真剣に報恩感謝の日為

とだ︒諸悪莫作︑衆善奉行︒この信念によって彼は︑あら

の文句をジ一一スチァに合わせて演じた︒

ブラッセルでオ︒ヘラを見物したが︑偶然にも出しものは

七

三︑学校図書︵株︶発行︑

非売品︑近藤寿治著ひとすじの道参照︶︵本会副会長創価大教授︶

︵昭和四十二年︑東京都港区三田五

を生き︑八十歳の天寿をまっとうしたという︒

﹁お蝶夫人﹂だった︒１１汽船には蝶倉夫人の愛人︑ビン

ヵートン夫妻と子供も乗りこんでいた︒汽船の吐く煙も見
えなくなるまで︑蝶々夫人は自分の子供と愛人を想って︑

障子の間から見入っていた︒汽船が見えなくなると︑蝶々
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の香りは私達の教室にながれこんで︑中学

生の胃袋を刺戟した︒私にはその香りがた

正午のサイレンが鳴ると︑中学生は雨天

まらなかった︒

体操場に殺到する︒一袋五銭のパンは︑飛

であろうが︑﹁お前んち︑つぶれたンだっ

はおそらく親達の話を坪に入れて︑いたの

つた︒必死で働いている両親のことを思え

顔が恨めしかった︒しかし私は食慾と戦か

いと思った︒美味そうに食べている級友の

ある凡人の忍耐人生

井上邦一

てナ⁝⁝﹂といわれたことで︑あの口惜し

い︒父は徳川家康の言葉を引いてよく私に

ば︑無論金もないが︑食べることは出来な

一週間に一度でもいいから︑パンを買いた

ぶように売れていく︒私は胃袋が鳴った︒

昭和の初年ｌ︑私の小学校剛年生の頃

さ︑さゑしさは今もなお忘れることが出来

Ｉ
だったと思う︒父の取引銀行が倒産したと

ない︒そして級友の白眼に耐えての学校生

たのば︑意地のわるい友達から︑ｌそれ

いたわが家は︑その煽りをうけて倒産して

て遠き道を行くが如し︑不自由を常と思え

教えてくれた︒１人の王は或荷を負う

やらで︑小規模ながら製糸工場を経営して

活は︑私にとって針の韮となった︒私は学

ついに一度も鋤ハンを食べなかった︒

ば⁝⁝︒私は﹁不自由﹂を常と思いつつ︑

校に行きたくなかった︒しかし両親のこと
して家を出て︑苦しい一日を送ったもので

を思えばそれもならず︑わざと明るい顔を

の原料は安く仕入れたとか︑昨日の生糸市
場は良く売れたとか母と話すのを聞きなが

しまった︒今までは父が晩酌しながら︑あ

ら︑一家そろって楽しい夕食の膳を囲んだ

屋さんのご用聞きも来なくなった︒母は夜

もうこれまでのように︑米屋さんや醤油

めたものである︒

ニライことになったと︑私は小さな胸を痛

ずに騒いでいたが︑おぼろ気ながらこれは

教室の隣りには雨天体操場があって︑毎日

小学校を終えて中学校へ進んだ︒一年生の

一戻したかのようであった︒その中で︑私は

年生になる頃には家計もややゆとりを取り

をやめ︑母は寝ずに賃仕事をした︒私が六

両親は死にもの狂いに働いた︒父は晩酌

沖細本島泊港に上陸した︒二十年四月一口︑

九年八月︑呉秘を出港して東シナ海を南下︑

東省から山西省︑河南省を転戦し︑昭和十

北に出征した︒華北では中共軍を追って山

井県鮒江の歩兵部隊に入隊し︑それから蕊

昭和十七年の一月︑私は現役兵として陥

ある︒私の忍耐人生はここから始まった︒

半私を連れて︑米屋に何升かの米を買いに

午前十一時半になると︑パン屋がパンを大

米軍は沖細本島に上陸し︑この日から私た

ものであった︒当時二人の弟は何もわから

行った︒電気の集金人は︑電気を切ります

きなブリキの箱に入れて売りに来た︒パン

ウースソ

からと言った︒子供心にもっとも悲しかっ
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−

て四月十九日︑私たちの中隊は米軍の占拠

ちは地獄の戦線で戦うことになる︒つづい
する伊祖四十八高地︵現在の沖縄県浦添市
五月一日︑私は左下大腿部に砲弾破片創を

字伊祖︶に夜襲をかけて全滅した︒そして

受けた︒

この日午前九時１．私憾分隊長として
十五名の部下を指揮し︑本島南部の仲西飛
行場を攻撃した︒前面の敵は米海兵第六師
団のシャー一︑ン戦車であった︒私たちは戦

車砲に徹底的に射たれた︒生き残ったのは

がない︒激痛が身内を走るたびに﹁ええい

で飛びまわっている兵隊が羨ましくて仕様

まず︑死の誘惑が襲って来た︒四肢満足

﹁丈夫な兵隊でも食い物はないんだ︒お前

ねたところ︑その男は私をどなりつけた︒

等兵に﹁何か食言へるものはないか﹂とたづ

余りの空腹に耐えかね︑ある日他部隊の上

つよく引っぱりこむものは飢餓であった︒

弓

シ︑死んだ方がましだ﹂と︑幾度腰の拳銃

た時﹁マメで帰っておくれのう﹂と言った

服はわかめのように裂けていた︑相手の投

たしかに私の全身は血と泥にまみれ︑軍

か！﹂

らのようなものに食わせるものがある

に手をやったことか︒イモ畑の隅で眠った
時︑母の夢をみた︒それは昭和十七年の一

母が︑ふりかえりふりかえり︑私の視野か

ことであったかも知れない︒

げてよこした言葉は︑戦場では至極当然の

月︑鯖江連隊の雪の営庭で最後の別れをし

ら遠ざかっていく後ろ姿であった︒この母

﹁班長殿︑自分はとても生きていられま

あった私は︑なつかしい祖国へ帰って来た︒

昭和二十一年の夏︑沖維の土となる筈で

一一一

のために何とか生きて帰ってやりたいと思
うが︑岨だらけになって伽いまわっている

せん︒お世話になりました﹂と云って︑前

ていた︒郷里の豊橋でいイモだ︑米だ︑野

足の負傷は︑少しビッコを引く程度になっ

自分には︑もうとてもその気力がない︒

の兵長は︑大腿部を砲弾でえぐられ︑岨だ

ていたが︑私には庇でもなかった︒どんな

菜だ︑配給だと会う入ごとに眼の色をかえ

夜手樫弾で自決した山部隊︵第二十四師団︶

らけになって死んだ︒死の誘惑に勝てなか

てはどこ吹く風であった︒沖細戦線の死の

食糧難も︑入手難も︑生活難も︑私にとっ

ったのである︒五月１．胴期に入った箇
里戦線では︑砲爆と泥淳の中に友軍の負傷

誘惑︑飢えの苦しみに比べれば︑二食︑三
つる
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私一人気がついた時︑私は重機関銃の銃身
が赤くなるまで︑撃ちまくっていた︒その
時である︒私の左後方一・五メートルの所
に落下した︒迫撃砲弾の破片が︑左大腿部
に食いこんだ︒直径二センチ位の血の棒が︑
三センチ位噴出していた︒もう歩けない︒

私は膝にポロぎれを巻きつけ︑後方に向っ
て綱って動いた︒それから何日たったのだ
うじ

ろう︒何の治療も受けないのに破傷風も起

でそった︒こんな毎日を迎えるより︑一層

兵がうごめいていた︒そして私もその一人

れから三十余年後の現在まで︑私はどんな

食をぬくくらい︑私にはなんでもない︒そ

らなかったが︑いつの間にか患部には岨が

死んでしまった方がどんなに楽しいか知れ

わいていた︒脳天につきぬけるように傷は

ったｃさらにもう一つ︑情容赦もなく私を

ないｌ甘美な死の誘惑は始終私をいざな

揃む︒食物はない︒夜はイモ畑に行って萎
じたイモの蔓を食べる︒そして痛む左足を

宴会でも催しでも︑食事がおくれたからと
庇いつつ︑照明弾の明滅する戦場で眠ったｃ

[

ない︒あの戦闘の忍耐が︑こんな所に出て

いうて仲間に雷同して文句を云ったことは

海に落ちるｌそして私は次のように語っ

もっと赤くて大きい︒そして沖細の夕陽は

だろう︒沖維の夕陽は︑ここの夕陽よりや

から溢れてきて︑どうしても止まらないの

う思うと︑今度は本当に涙があとからあと

いう実感をもったことであった︒そしてそ

昭和二十年の秋︑一日の労役を終わった

に︑神が私に与え給うたものであった︒そ

してこの素晴らしさは︑ながい忍耐ののち

この時ほど私は噛率しめたことはない︒そ

である︒生きていることの素晴らしさを︑

来るのかと苦笑することもある︒

元日本兵の倖虜たちは︑夕陽が海をまつ赤

た︒

に染めるころ︑砂浜に立って海原の彼方を

今年の一月十五日︑私はある中学校で行
のスピーチをした︒その中で私は次のよう

人のせい世のせいにする前に︑冷静に自分

でも訴訟は結構かも知れないが︑すべてを

のようになっている︒なんでも反対︑なん

と忍耐とは︑まるで日本人には無縁のもの

をするとかという気慨が見出せない︒我慢

押さえても耐えるとか忍ぶとか︑ヤセ我慢

頬も涙で滞れていたことは間違いない︒し

ほど胸にし染たことはない︒むろん︑私の

あとの夕陽である︒夕焼けの赤さが︑これ

しているものもある︒あの惨烈な︑激戦の

を垂れているものもあれば︑涙で頬を濡ら

に直立する︒両掌を胸に組んで︑じっと頭

のすがたが見えるのである︒私たちは砂浜

この時ばかりは︑誰の眼にも︑遠い日本

は思い出してほしい﹂と結んで拙ない式辞

オカしな話を聞いたと思って︑何かの折に

験談を話し︑﹁今日はオカしなオジサンの︑

言葉が出ないもの︒私は成人式でこんな経

ウ⁝⁝﹂と一言だけ︒人感情がきかまると

炊いていた母は︑﹁ああ︑帰ってくれたノ

が家に入ると︑私が帰るときいて昼風呂を

つかさん︑今かえったよ﹂と云いながらわ

で判断して忍耐心をもってはどうだろう⁝

われた成人式で︑もとめられるままに式辞

なことを話した．ｌ現代ほ自殺︑心中︑
眺めた︒

の翌年の夏︑私は母のもとに帰った︒﹁お

蒸発︑シラヶムードに溢れていて︑どこを

⁝そういって︑私は沖縄戦場の死と飢えの

さわやかな満足感をもっていたことである︒

り︒︵﹁国民訓﹂第二道徳より︶

忍耐とは辛抱強きことなり︒元来本邦
の人は︑其の性の敏捷なることは︑他国
の民に勝り居れども︑忍耐力は大に西洋
人に及ばず︒凡そ物事の成就すると成就
せざるとは︑たいてい忍耐力の強弱にあ

忍耐とは何か西村茂樹

︵東三河菱豚協会長︶

を終わったことである︒

私は米軍支給のＰＷの軍服を着せられ︑ま

一つ別な感慨があったことである︒当時の

かし今でも覚えていることは︑私にはもう

誘惑を物語り︑諸君は今日から社会人の仲
コたれるな︑常に自分より苦しんでいる人

たが︑よくぞここまで耐えて来たなという︑

るで垢と髭と傷の化け物のようになってい

間入りをするが︑逆境に遭っても決してヘ
はいくらでもいる︒耐えねばならぬことは︑

それはあの戦場の毎日︑毎夜︑私を執よう

あかひげ

歯を食いしばっても我慢せよと教えた︒そ
いて︑私はふたたび自分の伴虜収容所時代

して物事に耐えたあとのすがすがしさにつ

みを超えて︑私はいま確かに生きていると

にひきずりまわした死の誘惑と飢えの苦し

ｌあなた方は夕陽を眺め為ことがある

の経験を引いた︒
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﹁忍耐をする﹂﹁我慢をする﹂﹁辛抱をす

のような時代での昨今の若い人たちには

る﹂ことのできない人が多いと批判しても

であるシェークスピアが﹁青年﹂と題する

ある︑かの有名な英国の劇作家であり詩人

私自身も両手を挙げて賛意を表した次第で

の続くことを願った者も数多く居ったとか︑

い人たちのためにも両三年あのような状態

分達も不自由をするであろうが︑今日の若

吾々と年齢を同じくする者の中には当然自

クと云われた世界的にも物情騒然とした時︑

数年前に経験した俗に云うオイルショッ

従﹂のし通しの世代である︒

でしかない︑然もこの世代は皮肉にも﹁忍

るかの教えをうけた明治︑大正の世代の者

があるとしたら︑その﹁忍耐﹂とは何であ

社会では凡そ縁遠い熟語となってしまい縁

﹁忍耐﹂一時代前ならともかく︑昨今の

耐﹂をする必要がないのだと云い︑若しそ

耐﹂するような事柄に出合わないので﹁忍

いし︑﹁忍耐﹂も全くこの論と同じで﹁忍

今様に至極もっともなやりとりかもしれな

孝行ぐらいはできるだろう﹂と云ったとか︑

乏するか何れかになってくれ︑それなら親

その若者は親に対して﹁病気になるか︑貧

人に﹁親孝行をしなさい﹂と問いかけたら︑

ることなどあろうはずもなく︑今日の若い

きないのが現実であろう︑故に﹁忍耐﹂す

中での若い人たちには想像することすらで

今日の時代のように︑特に吾が国の社会の

ろう︑戦前︑戦中を経験した人は別として

の有難さを改めて知ることが出来るのであ

であり︑そこではじめて潤沢な物に対して

のであり︑自ら﹁忍耐﹂を要求されること

四年前からのことであり全く驚く︒へきこと

る︑このような状景に接するのは最近の三︑

に耐えられずに発する喚きの奇声なのであ

と恩しき女性が分娩のための生みの苦し承

何とこの声の主はこの医院に入院中の産婦

かと想像したがそれがその類いではなく︑

の争いか︑亦は夫婦喧嘩の上での喚き合い

男性である私にはこの叫び声は近隣の婦女

が聞えてくる︑このことについて当初の頃

いる故にか時として強烈に泣き喚く叫び声

の頃ともなると換気のための窓が開かれて

けるのであるが寒暑の差のない温和な気候

何十人と云う新しい生命がこの世に生をう

の医院がある︒四季の間にはこの医院から

﹁忍耐は誰がするのか﹂

をし︑病気になりして痛かったら痛いと喚

彼等は別に何とも感じないのであり︑怪我

文章の中に﹁人間は貧乏と戦争を経験しな

のような局面に至ってもそれを取巻く親を

の苦しゑは吾為男性には凡そ想像でしか理

なのである︑女性のみが経験するこの生承

中込成太郎一

いと物の有難さがわからない﹂と書いてい

だてすることは必定であり︑そのためにこ

も含めての周囲の者たちがそれ以前に庇い

吾が随屋の庭先から指呼の間に産婦人科

現象としているのである︒

いと云っては泣き喚くのをごく自然の生理

る︑貧しさも戦争も形こそ異なるが何れも

き︑口惜しいと云っては大声で泣き︑悲し

物心両面に亘って耐乏生活を強いられるも
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き騒なしいことがごく自然であるとされ耐

昨今は前述のごとくであり︑これ亦泣き喚

えるべきことを事前教育されたであろうに

しさとされ当然母親からもその苦しさに耐

さを我慢して耐えることこそ女性の奥ゆか

解できないが古くからその苦しさ︑辛さ︑痛

男一匹最高学府を出ての社会人が何が故に

しなに：⁝・﹂との口上とか︑齢二十有余歳︑

は同道の上お詫びに伺いました︑どうぞよ

ミスをいたしまして申訳ございません本日

ともとうも昨日は私共の息子がたいへんな

のは﹁支店長様でいらっしゃいますか︑何

であり︑それに対し皮肉的な表現かもしれ

子に対処する態度は異常な程までに過保護

庇いだてをする傾向が強く特に母親の男の

年を追うごとに子供に対する朕が甘くなり

の期間に感じたことであるが今Ｈの母親は

数年間に亘って任せられたことがある︑こ

する私立校の父母の会のリーダー的立場を

学校︑中学校︑商等学校と一環教育を実施

ないが私流に解釈するなら﹁今冊の母親は

も親ともう一つ情なさを感じたＫ支店長は
親子諸共に前日にも増した勢いで怒鳴りと

は？﹂と云わざるを得ない︑なぜならば吾

子供より長命に生きる自信をもつので

保護者同伴で出社したのか︑子も子なら親

対象をかえて若い男性にも恐れ入ったよ

ばしたので親子揃って泣きながら退散した

象になりつつあるのかもしれないのである︒

うなことがある︑数年前に耳にしたことで

しである︒

とか︑全く以て過保護のサンプルの様な話

え忍ぶことなどとんでもないと云う欧米な

あるがプロの海軍将校としての経歴をもつ

が子が何歳になっても己の手許から子を離

銀行の支店長は︑銀行マンとして初歩のミ

千例の谷に落す﹂と云われるようなことは

そうとしないのであり︑且亦親としてその

的に云うならばその育った環境があらゆる

あるのではないだろうか︑戦後の日本の社

今日の日本社会では遠い昔の話になりつつ

前述の女性にしても︑この銀行員にして

忍耐力を必要とせずと云うよりも︑その育

会は女性の立場が戦前と異なり同権を叫ば

スを犯した大学出の新入行員にそのミスを

ロポロの女々しさに対して軍隊調で怒鳴り

てた親を含めての周囲の人たちがあまりに

の諺に﹁獅子は生れて三日にしてその子を

とばしたところ︑この青年は勤務も半ばに

も過保護であるが故に生れ出でた産物なの

れる声も尚くⅡ常の生活においても家事の

子の生涯の世話がしたいのである︑昔から

帰宅してしまったとか︑ところがである︑

電化を筆頭に色灸と省略化され余暇をもて

も全く以って﹁忍耐﹂のできない輩であり

その翌日出勤したところ支店長室の前に前

であり植物で云うなら文字通り温室育ちで

余す結果の有閑夫人が多くなった上に家族

何が故にこのような人間が出来上るのか端

川のポロポロ青年が立っているのである

あり自然のもたらす波風には到底耐えられ

て泣き出したのでそのミスとは別にこのポ

﹁詫び﹂のひと言でもと思って待ちつつあ

ない素材なのである︒

指摘したところ大粒の涙をポロポロと出し

ったのかと思いながら視線をその向に追い
ごとく年輩の婦人が立っているのである︒

としての女性の立場である︑私はかつて小

本の社会において考えさせられるのは母親

このようなことからして︑特に今日の日

身が成さねばならぬことも親によって代行

て出す時間が多くなり本来なら当然子供自

枇成の数も妙なく益を必要以上に子に対し

やると驚いたことにはこの青年に寄り添う
初対面の挨拶もそこそこにこの婦人の申す
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ての父母に対しての説明会である母親が教

ある年のこと︑小学校の修学旅行に際し

である︒

機会もなくなり必要もなくなって仕舞うの

では﹁忍耐﹂も﹁我慢﹂も﹁辛抱﹂もする

って坊やのような大人が存在しこんな社会

うに従って多くなりその年齢も年々高くな

されてしまうことが多く過保護児は日を追

長さんなのですから︑奥様も当然それなり

員の情操︑教養的な面をも司るその向の部

の母親のご主人は一流商社の役員さんで社

な親なのかとも思われるので付加えるとこ

もあり見方によってはこの母親は余程無知

いこのような事実は数え挙げればいくらで

足の解答をしたのであるが︑一例にすぎな

何たるかを含めてこの母親にとっては不満

際の教師の解答は旅行の目的と団体生活の

ことこそ真の﹁親切﹂なのである︒

く体験させ﹁忍耐﹂をすることを悟らせる

しないことである︑苦しさ︑辛さをより多

の若い世代を苦しさや辛さから庇うことを

育がより以上発達して徳育の欠如した今日

要は世の中の先人である者たちが知育︑体

を挙げて﹁忍耐﹂について巾し述べたが︑

ある︒このことをも含めていくつかの事柄

が手にすることのできる勝利の栄冠なので

番の相撲も苦しさ︑辛さに耐え得た者の象

この社会での﹁押し﹂は﹁忍とか︑一番一

おし

師に対してした質問に︑その母親日く﹁先

の教育のある方であろうに︑全く理解に苦

西村茂樹

忍耐力を養う必要性

︵前横浜東ロータリークラブ幹事︶

しむことの多い時代である︒

数日前︑本年九月場所の千秋楽を終えた

生にお伺いしますが︑旅行先でお泊りする
か︑和室でしょうか﹂この質問をうけた教

おか象さんと力士たち﹂の中で︑ある部屋

大相撲のＮＨＫの特集番組として﹁部屋の

旅館での食事をするお部屋は洋室でしょう

ったようであったが︑続いて母親の質問は

師は一瞬何を聞かんとする質問なのか戸惑

の親方のおかみさんが﹁十四︑五歳のお弟

に由りて落胆し︑再び起ちて︑これを継

最初は失敗して︑労力と費用とを損失す
るを常とす︒忍耐力なき者は︑その失敗

﹁実は私共の子供は小さい時からテーブル

すべて物事は初めより見込通りに成就

れでもね︑郷里の親御さんが〃辛抱が第一

子さんたちの中には稽吉が辛いし苦しくて︑

と川心を鬼にして追い帰してくれるような

に椅子での習慣でございますので和室で畳

して驚くと云うより呆れかえったのである

子は︑それこそどんなことにも耐え忍んで

するというは甚だ稀なることなり︒必ず

が︑その母親は周囲のそのような雰囲気に

強くなりますよ︑この世界は実力です土俵

夜ふとんの中で泣いている子も居りますし︑

は何も感じないらしく只︑只一途に吾が子

の上では誰も手助けなんてできないんです

中途で親元に逃げ帰る子もありますよ︑そ

が旅先で不自由と云うより﹁我慢﹂して

から：：：﹂横綱の地位ならずとも三役も決

の﹂これには教師ならずとも同席した者と

﹁辛抱﹂して﹁忍耐﹂を強いられて挫の上

していとも簡単に得られるものでもないし︑

の上に正座してでは困るんでございます

に座して食事をするようなことのないこと

の事をなす︒︵﹁国民訓﹂第二道徳より︶

をなし︑巌初に倍せる気力を以て再びそ

れず︑その失敗にかんがみて極為の工夫

忍耐力強き者は少しも︑その失敗を恐

がんとするの気力なし︒

だけを願ってのことなのである︑勿論この
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が︑なぜ廃止されたのか︑何処が悪いと言

考えます︒教育勅語が戦後廃止されました

なりました︒日本民族の結合は国旗掲揚国

実行して居まして村内は殆ど掲揚する様に

す︒会員一九となり思想国難を勝ち抜くこ

そ如何なる思想戦をも戦い得る事を信じま

ではないかと思い同時に教育勅語の復活を

とを希いましよう︒︵山形支会理事︶

敬を斉唱し道義の品揚にある︒かうしてこ

願って止みません︒上級の職にある者が悪

うのか︑この不磨の大典が今の教育罪に存

事に対しまして感慨無量であり本当に有難

を殺し自分さへ良ければ人はどうなっても

事を働き世を騒がせ親は子を殺し子は肉親

て敗戦後年を経るに従い加速度的に人心が

かくも変るものかと意外に思います︒そし

が変ったとは言いながら人間の心の底まで

かりです︒敗戦という異変に会い国の仕組

時如何に世の中が変ったのかと驚き入るば

面影が偲ばれます︒今日の世相を熟視する

に道義の道に徹した大学者であったかその

えあります︒私は今老人クラブの連合会長

国民の中にも同調する言動を弄するものさ

団結力を弱体化すべく強要しております︒

を根本より破壊し民族の慣習や精神的面の

と案ぜられます︒戦勝国は日本の国の組織

時此のまま大国の存続が出来るでしょうか

ていて日に日に道義が退廃する様を眺める

ません︒日本が経済大国など申して自負し

よい︒こんな世の中で国が盛える筈はあり

ました︒そこで私は寿昌杯の御礼かたがた

む何かを書いて欲しいというお便りを戴き

正勇先生から敬老月の九月中旬︑それに因

激しているところであります︒そこへ渡辺

の光栄に浴し︑誠に有難い仕合せと深く感

このたび私は本会からの寿川記念杯授与

所懐の一端を述べさせてもらいたいと存じ

梅津正雄︵万歳︶

えません︒弘道会に籍を置く吾等として殊

長寿の談義
ｌ禅僧の訓戒ｌ

く感謝しております︒弘道会に入会し弘道

在したなら斯程まで思想の乱れはなかった

以前から国旗掲揚を呼び掛け国歌の斉唱を

雄 な 雄 即

外二三の役を兼ねておりますが︑会同毎に

五

に捕切に感じます︒私は常に事務机上の硝

作

子の下に教育勅語の写し置き拝調しながら

寿昌杯を受けて感想ひとこと

寿昌杯を拝授して
佐藤作五郎︵沼歳︶
寿昌一記念杯を拝授してお礼の言葉を兼ね

久 み 正

誌を愛読しながら今更西村茂樹先生が如何

今般寿昌記念杯授与の光栄に浴しました

一言を呈したいと存じます︒

平黒津藤｜

悪化する様を思えば慨歎の極と言わざるを
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東石梅佐

献は数えきれぬほど多くあると申してよい

あります︒随って古今東西それに関する文

寿は多くの人煮の希求してやまぬところで

●へシをとった次第でありす︒およそ延命長

の中にひそんでいるということです︒そし

寿の秘訣などということも案外日常茶飯事

感心させられます︒そこで考えてゑるに長

ず︑そのものズバリと直言していることも

かも禅僧だけあって勿体ぶった表現をとら

うにはなりたくない﹂と思われるものと双

い﹂と言ってもらえるものと︑﹁先生のよ

小学校の教師は﹁先生のようになりた

たのは恵まれた半生であったと思います︒

が大きな病気をすることもなくここまで来

七十四歳は長生きとはいえない現代です

きました︒

でしょう︒私はそれらの中から左記二人の

にその人の寿命の長短がかかっていると申

てそれらを忠実に長期的に実行するか否か

南北朝時代の夢窓国師は長寿の秘訣を問

方を︑いつも自分の心身に曝しながら暮ら

いと思う一方︑予防注射をしないで海外旅

気になったりするのは恥かしいことではな

していることになります︒貧乏をしたり病

してもよいではないかということでありま

寿昌杯に感謝して

す︒︵秋田支会長老︶

高僧の事例を取上げてみました︒

われたとき﹃嘘を言う勿れ﹄と申し︑さら
に﹁久座︑不節食︑多憂慮︑疲極︑多淫︑

忍小便︑忍大便︑制上風︑制下風﹂をあげ
これ等は心身を害するから禁物であると申

信号を守らずに道を横断してケガをした

行をしてコレラに羅った︒

の春で二十一歳のときでした︒小学校教師

私が日本弘道会に入ったのは大正十四年

食事の前には手を洗う︑寝る前には歯を

石黒ふな︵沌歳︶

を保ったと伝えられますが長寿の秘訣とし

の自分を充実させたく社会教化学院に入学

オ体操を

磨く風邪の予防にはうがいを朝はラジ

徳川時代初期の天海僧正は百八歳の長寿

されました︒

て挙げたことは﹃気は長く︑勤めは堅く︑

したことが機会でありました︒当時寿昌杯
ですが︑時は移って自分がその光栄に浴す

康法は︑小学校教員であった半生に自分の

など︑ごくあたりまえの初歩的基礎的な健

する心もちは絶えずあったと思います︒

色薄く︑食細うして︑心広かれ﹄という歌

を受けられる方交をまぶしく仰ぎみたもの

というようなことはしてはならないと自制

々ご下風遊ぱさるべし﹂という訓戒であっ

と﹁長命は粗食︑正直︑日湯︑陀羅尼︑折

ることになりまして感慨を深くしておりま

この二人の高僧は年代的には二百年ほど

という頚詞はまことに面映きものであり︑

﹁かすみ草が雨の中でレースのようにゆれ

という一言にクラス全員が屋上にかけ上り︑

また師弟同志同行で﹁富士山がまっ白﹂

身についたものと感謝しております︒

当代には珍しい芯から本物の美事な朱塗金

﹁多年本会の趣旨の実践に精進し⁝⁝︲｜

す︒

たといいます︒

の隔たりがありますがその提唱している内
思います︒この両者とも平凡な日常生活の

蒔絵の木杯︵日本橋黒江屋特製︶を押し戴

容はほぼ同じであるということも面白いと
現実を直視してその中から長寿のカギを見

てきれい﹂という作文の一句を心ゆくまで

つけていることを特徴としております︒し
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姿にふれるのを楽しみにしています︒その

山に登り︑閑静な境地で時折々の大向然の

の滋養になったといま顧みてありがたく思

味わうというような他愛ないことも︑精神

ような時にこそ︑大自然の摂理︑絶妙な偉
大さに打たれ︑俗事を忘れて心の安らぎを

っております︒︵東京都終身会員︶

平凡な生活の中の健康を

得ることがⅢ来ます︒唯︑このような日を

残念です︒

持つことが年間数える程に少いというのが
具体的な健康管理については︑隔月健康

束平久雄命歳︶
この度︑寿昌杯を頂戴いたし︑身に余る

診断を受けることに努めに据仙はけい卜喰

支会たより

光栄と存じ︑感謝いたし居る次第でござい
ます︒然も︑授与さるべき本部総会に川川
し得ず︑平川支会の総会に御臨脈下さいま
した本部の理事兼主事の渡辺先生におＭけ

こととてございませんが︑敢て申し上げる

くようにとの御下命でしたが︑特記すべき

その折に︑何か日常の健康法について書

等を終って︑従来長い間春秋両度開催の総

氏に寿昌盃を伝達︒五十一年度の決算報告

開き席上最初に︑支会功労者評議員穂野誠

東部支会役員会を六月九日︑玉集会所に

件の時に開催して︑役員会で代行と決定年

会は出席参加者の他少の傾向の為︑亜要案
々実施の移動研修は実施されたいとの希望
多く︑実施継続とし︑歓談を交し散会︒出

たして居ります︒之が︑不敏な私にとって
只今の真剣な勉強ともなり︑心に張りを持

地理歴史信仰を中心に一泊二日の恒例の

第九回移動研修の概要報告

席者は十八名︒

命感を以って働く︑ということを信条とい

神面に於ては・日分の担当している仕事に使

︻千葉県東部支会︼

｜

ならば︑健康は心よりという考えから︑粘

賜り恐縮に存じました︒

1

って老いざる道であると思っています︒

又︑身体的には︑機を得て山歩きをする
ように心掛けて居ります︒自分の健康に適
切な程度で無理をせず︑身近かな自家堕異

日本人の知恵と独創から生れたと言われる

事は野菜食を主として外食との調和を計り︑

余り立派なことも言えないのが真相であ

梅干を毎朝一筒欠かさず食べています︒

り︑苦しい時は戦野に在って窮乏に耐え︑

活路を打州したことに思いを致し︑年齢を

意識せずに︑奉仕出来る事は働かせて頂こ

︵平川支会長︑千葉県教育委員︶

うと考えて居ります︒

研修会を︑七月二日実施︒参加者什一名︒

曇ハスを利川し︑八Ⅲ琴平宮︑芝川観音寺︑

石塚山︑橘神社︑一ノ宮玉前社︑槻明寺︑

し︑小湊妙蓮寺︑清澄山で初日を終り天津

鵬根清水寺︑行川アイランド︑お仙ころが

神明社参龍所に泊り︑内山副支会長の講話

翌三日も好天気︑神明社の神事に参列御

を聴く︒

神酒の後岡野宮司の講話を頂く︒それより

旧丸村の石堂寺︑白浜なる千葉県内只一ヶ

小松原鏡忍寺に向い︑更に文化財の豊富な

を経て安房神社に至り︑那古寺なる坂東札

所の鍾乳洞を訪ね︑弁才天社︑海底透視船

所の霊場三十三番を最後として帰路につき︑

の研修を終った︒︵石橋香峰︶

次回の催しを望まれ賑やかに︑楽しい二日

（21.）

1

ロッキー山麓の保養地ヴァンフの三市を中

心に観光して来たのでそれぞれについては

後に述べるが空気は清澄︑気候は温暖︑市

私は本年七十六歳の老人であるが去る六

よう︶しかも海外旅行の経験があるから億

︵何国へでも行ってやろう︑何でも見てこ

ばかりである︒又好奇心と探求心が強く

鮭料理や本場のローストビーフは軟くて歯

ゼントルマンの国であるから安心である︒

メリカの如く黒人等異人種はおらず英国人

ゴタしてないのがよい︑又ヨーロッパやア

藤嘉三郎

月ＮＴ航空のシルバー団体旅行で﹁カナダ

劫がらず気楽に出掛ける︒

老人向きのカナダ旅行

大自然の旅八日間﹂に参加した︒シルバー

景色は絶佳︑人口特に観光客は少なくゴタ

街は清潔︑花は咲きみだれ︑海陸︑山共に

旅行と云うのは停年乃至還勝をすぎた人を

の功に対する感謝の気持から夫婦で参加す

あり︑長年苦労かけた女房への慰労︑内助

人達は人生途上ホット一息ついた時期でも

している団体旅行である︒これらの年齢の

対象に若い看護婦さん付を売物にして募集

いのがよい︒旅我も三食付で四十万円見当

するカナダ西部旅行は期間が短かく疲れな

邪魔されないことがよい︒特ここにお薦め

験も話題も行動も共通しており︑若い者に

加者に年齢上大きなひらきがなく︑人生経

シルバー︑或は︒﹁−−ルド旅行のよさは参

スがそれを象徴している︒夜になると美し

に面して立つ古城の如きホテル︑エムプレ

トリア女王の命名するところである︒港湾

ビの州都で人口五十万︑一八四五年ヴィク

日ヴィクトリアはブリティシュ︑コロン

の悪い老人には好適のたべ物である︒

る人も多い︒しかし看護婦さん付と云うの

と安い︒

成田からヴァンクーバー迄は八時間にす

うのがヴィクトリアの第一印象である︒気

れて州立博物館がある︒公園の中の街と云

事堂がありそして此の二つの建物にはさま

いイルミネーションにふちどられた州会議

で古稀以上の老人の参加者が多いのも特筆

ぎない︒後は二三時間のフェリーバス︑飛

候は温暖でカナダ巾ここだけは冬でも雪が

するに値する︒今回の旅行では十八名の参
加者中八十歳一名︑七十歳以上九名で古稀

人には不用の毛皮﹃−１ト以外に取立てて買

ふらない︒それで第一線を退いた政治家︑

行機等にのるだけでよい︒尚カナダには老
うお士産品がないから小避の少ない老人に

役人︑実業家等の隠栖の地となっている︒

た﹁シルバー濠州新西蘭十日間の旅﹂でも
総員五十三名中八十歳一名︑七十歳以上十

はショピングで悩されることがない︒私は

万円位で買える︒過密になるのを恐れて人

住宅も安く寝室三間位の相当の家が千五百

以上が五○彫余に達している︒又三月行っ

四名で古稀以上は二八％であった︒これで

っただけである︒

鮭嘆製と数の子つきの昆布︑牛肉を少畠貝

口の流入を防いでいるので外国人の居住に

はシルバー旅行でなくてゴールド旅行と云

貿易港バンクーバー︑州都ヴィクトリア︑

うべきであろう︒これらの人達は何れにし
ても壁蝶で元気溌刺︑健康に自信のある人
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加

壇式の大庭園がある︒セメント会社の社長

郊外にブッチャート︑ガーテンと云う花

あると云う︒

い︒従って同市の人ｎは年々減少の傾向に

人にはカナダ婦人と結婚しない限り住めな

は厳重な規制がある︒残念ながら我を日本

分でグラウス山に達する︒海抜約一︑二○

ライオンズ︑ゲートブリッジを渡り四五○

ルがある︒この半烏をつきぬけ対岸に行く

でその入口には大小種々のトーテム︑ポー

した小半烏が原始林のスタシレ！自然公園

−市街が一望の内に見渡せる︒港に突き出

ルプスとは規模の雄大な事で問題にならな

系は三千米以上の山々か連り︑スイスのア

る眺めは絶景であるからよい︒ロッキー山

サルファ山頂︵硫黄︶に壷り展望台から見

の景気をウカンするには︒﹃一ンドラに乗って

秘の国に夢遊する観がある︒尚令ハンフ周辺

雪のロッキーと碧水をたたえる湖を望み神

ここには立派なホテルがあり︑その一泊は

夜景は愚高である︒ヴァンクーバーには桑

のって五分で行ける︒その頂上から眺める
港と同様小さいながら日本人街もある︒日

○米の山頂迄ゴンドラＧＩプゥェー︶に

で︑その巾にあるサックン︑ガーデン︵沈

くれたが老人連中であるだけに寝つきの悪

護婦さんが付そい一応の常附薬を持参して

がもと石灰を採掘した十五万余坪の土地の

下庭園︶と云う地下迄石灰を掘った跡であ

Ｋショップ︶も沢川あり買物には日木謡日

本人経常の土産物屋︵例えば大橋巨泉のＯ

内四万二千坪に世界各国の花を集めたもの

る︒日本庭園︑イタリヤ庭園︑バラ庭園の
園せられ数百の隠し電灯がともり︑絢側豪

は老人である︒

本円で不自由なくアットホームになれるの

ったから睡眠薬は各自用意して行った方が

い人が多く睡眠薬の希望が多く品切れとな

最後に老人旅行としての注意をするが看

い︒

四つに分かれている︒特に夏期には夜も開
華な夜景を展開し呼びものとなっている︒

タ州のカルガリ︵飛行機で一時間︶経由バ

匂パンフはヴァンクーバーからアルバー

︵﹁国民訓﹂道徳より︶

⑪︶忍耐⑥進取︑智慮なり︒

①忠君愛国②信義③剛毅④勤勉

て大切なるを見る︒

凡そ人の道徳は仁義礼智信といい︑忠
孝節義といい︑何れも人たる者に大切な
る道徳なり︒然れども国民といえる資格
より言うときは︑次の諸徳︑殊にすぐれ

道徳教育の内容西村茂樹

︵終身会︑元日浦飼料常務︶

よいと思った︒︵昭五三・八・三○︶

口商業都市ヴァンクーバーはヴィクトリ

ス二時間で行けるロッキー山麓の保養地で

アから飛行便もあるがフェリー船で行く三
時間の舟航が楽しい︒ヴァンクーバー市の

ッピング街とホテル別荘の町でロッキー観

人口は五万位︑土産品売店を主とするショ
光の基地である︒温泉が出るのでプールの

人ｎは約百万余でカナダ第二の大都市であ

ある豪華なホットプリング︑ホテルがある︒

り︑小麦等殻物類︑木材︑海産物毛皮の砿
は鮭がとれる︒又両岸には奥地から流送さ

出港である︒市内を流れるフレーザー河で

ロンビア大氷原で雪上車を利川して簡単に
行ける︒続いてカナディャン︑ロッキーの

ここでの見物の第一は氷河時代名残りのコ

宝石と讃えられるルイーズ湖観光である︒

れる原木の製材所が数多くある︒市のホポ
クイーン︑エリザベス︑パークとなり︑手

中心に﹁小さい山﹂と呼ばれていた高台が
入れの行き届いた花の庭園でヴァンクーバ

ｎ／一

ｑ︺

︑−ノ

／Ｉ︑

西村茂樹日

古

川

虫クイ

哲史

翁は心おだやかでなかったらしいが︑そういう点も日記は順次あきらかにして行くであろう︒その他︑この日記

女学校長が主要な職席であったと思われるが︑その席も十一月二十五日限りで依願免になった︒そのことでは泊

泊翁の所得は︑そのほかに二百七十円の東京学士会院手当と︑七百八十円の公債証書利息があった︒従って華族

にあった︒四月二十九日付の日一記には︑華族女学校長として三千五百円の年俸を受けていたことを記している︒

追って進んでみようと思う︒明治二十六年といえば︑泊翁六十六歳のときで︑十一月末までは華族女学校長の職

くてはならないかも知れない︒そういう将来の予測は今は立てようはないので︑当分は明治二十六年以後を順を

かるかも知れない︒そうなると︑わたしの生涯には終了しないことになりそうなので︑適当に間引いて紹介しな

ある︒この方針のもとにもし全部を紹介するとすれば︑一回分を今回のような分量で行くとして︑前後十年はか

読した文字は閃函︑患クイのためにわからない箇所は□□というようにして示し︑誤間化しは一切しない方針で

力

るので︑わたしの読解力をもってしてはどうともならないところがある︒そういうところは□□とことわり︑推

不明

しかし︑他の部分と同じく︑泊翁の日記はすべて細字で墨書され︑しかもなかなかの熟練した自由な筆運びであ

のずから興味しんしんであろうと期待されたこと︑などである︒

読解しやすかったこと︑日本が日清戦争という大戦争を翌年にひかえた緊張の時期であるから︑日一記の内容もお

冊の最初の部分︑一月一日より三月三十一日までの三月分である︒この部分から紹介をはじめた理由は︑比較的

介するのはそのうちの第十一冊目︑表紙に﹁明治二十六年／日一記／従一月・至十二月泊翁﹂としるされている一

西村茂樹日記は十六冊の小冊子に分冊されて︑貴重本として現在国会図書館の所蔵となっているが︑ここに紹

(
）

とにしたい︒

によって初めて知りうる泊翁身辺の消息は少なくないとおもわれるので︑苦労をいとわずに判読をこころゑるこ

（24）

記

明治二十六年
一月一日晴

一朝八時半大礼服着用し参内

天皇皇后川陛下に拝謁新年申上ぐ夫より
青山御所花御殿に参上恥て皇族総理大臣

一月二日晴

年始廻勤華族女学校に立寄判任官弧儀受
く

一宮内大臣小松宮殿下に為年始廻勤
一月三日晴

一風邪二付元始祭捌肪
一月四日晴風
一月五日晴

一新年宴会の処風邪二付参内せす
一月六日晴

一月七日暗暖気

一弘道会事務貝会有之

一月八日晴日碓
一月九日晴

一今日御講書始二付胤魚の間二於而英国史
約翰記進講畢而御酒御肴頂戴夫より学校
同誰の者川田剛礼記物集高見万葉集進

に出席三時過帰宅

講

一月十日雨

一月十一日晴風

−月十二日陰

一朝学校に出席今年の開業式執行す

一向鳩別邸ニ赴く三時頃帰宅お豊旧冬より
病気の処少し快き方
話

一指原安三明後日横須孤に赴くに付今日来
一月十三日朝雪

一例弧出席午後退引

｜国

力

一南摩綱紀氏弘道会副会長留任の義二付来
一月十四日暗

一月十五日晴日眼

一例削出勤退引掛と曾我祐正井麟祥院に参
二・Ⅲ

ヒロ

一弘道会常集会出席弘道会の旧的に付き淡
説す
一月十六日晴

一月給弐百九拾一円請取〆
一退引掛勘解由小路資生宅二立寄

一貴族院二於而田畑特別地価修正法案を否
決ス

ー衆議院二て査定セル廿六年度予算案︿政
府ニテ断然不同意を表す

一月十七日晴

一例弧出勤午後退引

議院二て五日間の休会を為す

一政府衆議院卜予算案に付度々往復の上衆

一月十八日晴

一月十九円晴

一例Ⅷ川勤午後退引

一昨間の通

一月冊Ⅱ附暖

一月什一日晴風

一昨日の通

一弘道会常任役員会有之

一月廿二日晴風日眠

一夕三時過下谷西鳥越より出火五時過鎮火

一弘道会商議貝会州之

一夕三時過下谷西鳥越より出火五時過鎮火

二百軒余焼失

一月廿三日晴

一夜京橋区弘道会茶話会出勝

一皇太后陛下御誕辰二付朝四時三十分青山

御所に参上拝謁被仰付西洋立食帰る

一月廿四日晴

一帝国議会十五日間の停会を命ぜらる

一例仙出勤退引掛と宮内省に出頭

一月廿五日雪
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一例刺出勤午後退引
一月廿六日晴
一昨日の通

一月廿七日陰南風温

に埋葬二付同所に会葬

一勘解由小路資生一昨日莞去今日青山墓地
一近藤近三昨年来病気の処今日死去

一月什八日陰
一例勉出勤午後退引

一月廿九日雪

一弘道会役員会有之夜八時過退散

越

一近藤近三葬送二付於千鉦義会葬として罷

学校に罷越

一弘道会麹町区部会開会に付麹町区富士見
一月三十日晴

一︑弘道会出張員の義二付臨時集会し出張
の方面人員及び心得書等相定む
一︑孝明天皇御祭典二付九時四十分賢所参
集所に出勤御祭典の席列立し相済拝礼し

一月三十一日晴

て御式を畢る

一例弧出勤午後退引

銭

一吉川より欽定羅唐本買入る代価四円五十

二月一日晴

二月二日晴

不測

一昨夜松浦伯爵白口烏邸内全焼二付為見舞
罷越

二月三日晴

一例刺出勤午後退引

二月八日陰夜雪

一例刺出勤午後退引

一世間にて議会解散の風説頻りなり

二月九日晴

力不明
一おちか向嶋に行く於豊病気画一凹同□

一例刺出勤午後退引

一例刺出勤午後退引

二月十日晴

一弘道会事務員集会

一皇太子殿下相州葉山に行啓四週間程御逗
に為御見送参上

許す

一弘道会支会山梨県二十四の支会開設を認

留の御都合と今朝汽車二御出立二付新橋
二月四日薄晴
一例弧出勤午後退引

せる処今日両院に勅誌下り和衷協同の義

一衆議院より内閣弾劾的の上奏し自ら体会

万円宛六年間右の内に下賜の旨且詔詞誠

仰出され軍艦黄用として帝室費の内三十

二月五日晴日曜夜雨

一弘道会事務員会を開く

賛成を乞へり其事の詳ならさるを以て断

敗の原因の一題を演設

一学士会院常集会二付午後より出席道徳頚

点に降る

一昨夜よりの北風二て今日︿寒一気甚強く水

二月十二日晴風日雁

の間侍立相済宮中二於て酒峨を賜ふ

を受け夫より九時四十分賢所参口御祭礼

不明

一紀元節二付朝女学校に出頭判任官の祝蕊

二月十一日晴︑

懇上下皆感泣す

一栗原政蔵来り保婆協会を設立する二付其

二月六日

り造す

一例弧出勤午後退引

一前田正名氏を芝公園地二訪ひ弘道会の入
会をすすむ直二入会の約束す
二月七日晴
一例弧出勤午後退引

一十五日の休会相済今日開会衆議院を弾劾
の休会を宣す

的の上奏案を決議し直二本月二十五日迄
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二月十三日晴陰
一昨夜来寒気益強く今朝ハ寒暖計二十七度
半十数年来未曾有の寒気なり
二月十四日晴風

一例弧出勤午時退引
二月廿三日晴
一例池出勤午後退引

二月廿四日晴風

不明

一三輪田高房氏来り遠州支会の口相談す
一例刺出勤午後退出

一今朝の寒気二十八度半也
一例弧出勤午時退引
二月廿五日晴

三月一日晴風寒

より罷越

一於豊姉ロー相成越より来二付お千賀向嶋

不明

一風邪兎角宜しからさるに付打合欠席

二凡什八日朝陰時々少雪夕勉哨

一例勉出勤午後退引

二月廿七日朝陰午時より雪

新肴町画圃一会に罷越

力

一夕六時より京橋区弘道会茶話会有之二付

開く

一午後二時より自宅二て弘道会商議員会を

話致す

二付今朝同校に出張寄宿生徒に一場の講

一高等帥範校舎雛沌沢菊太郎より兼而依頼

二月廿六日晴風寒日雁

一弘道会役員会有之

下賜の御礼申上ぐ

一例魁出勤午後宿内省へ廻り昨日開国起原

二月十五日晴

二月十六Ⅱ哨

一例刺出勤午後退引

一当月分月給請取金弐百九十壱円也
一大槻文彦氏仙台より出京二付来訪
二月十七日晴

一前川正名氏来訪

一昨夜より風邪二付出勤都合見合
二月十八日陰
一弘道会役員会

一仙台人清水広景氏来訪
一今日も出勤見合

二月十九日簿晴風日曜
一弘道会常集会ありたれとも風邪二付欠席
二月二十日晴
二月廿一日晴

一風邪二付今日も見合

一今日より出勤

二月廿二日晴風

一鈴木三女病死の趣申来二付於千擬同家に

罷越今日出縮二付白金松秀寺二会葬ス

不明

三月二日晴

一お千賀風邪□ロ

三月三日陰寒

ー風邪追々快方なれとも欠席

三月四日雨

一今日も欠席

三月五日晴風日曜

一弘道会役員会有之

三月六日暗

一華族会館二て婦人部会二付出席夕刺帰

三月七日晴

一今日より出勤

一朝出勤午後退引

一午後より向嶋に罷越

一今日河野文部大臣依願免官枢密顧問官に

三月八日晴風

被任枢密顧間宵井上毅被任文部大臣

一例弧出勤午後退引

三月九日晴風

一よし江一昨日より風邪

一例刺出勤午後退引

三月十日晴

一午後安部井群根氏の旅宿ヲ訪
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一例弧出勤午後退引

三月十一日晴
一宮内大臣より此度聖詔二て内廷費三十万
力

御下附の義二付宮内省官員俸給の義二付
内雨一有之

一皇太子殿下相州より御帰京二付午後三時
五十分新橋停車場へ為御迎出張
三月十五日朝雨午後晴
三月十六日晴夕刺より風

一例刺出勤午後退引

一月給弐百九十一円受取

一例刺出勤午後退引

三月廿一日薄晴

後弐時出席夕弧帰宅

三月廿二日曇

一例弧出勤午後退引

一例刺出勤午時退引

三月廿三日小雨

一松平武修殿御母堂寿子様御病死右︿佐倉

上

旧君の姉君二付今日為御悔深川御邸へ参

起し自ら其主長となり海軍非職の下士官

一此度退職海軍大尉郡司成忠氏報効義会を

一俸給十分の一献上の願書差川す

一例魁出席午後退引

三月廿八日晴

約改正案同志会相開き種々談話夕弧退散

一退引掛より芳公園地高崎五六邸宅に而条

三月廿七日晴

一弘道会商議会を開く

三月廿六日晴日曜

一例刺出勤午時退引

三月廿五日晴

を開く夕弧帰宅

一例弧出勤学校教科改正の事二付教員会議

三月廿四日晴

一宮中顧問官芳川顕正氏司法大臣二任せら

三月十七日暗夜風

百余名を率ひ端艇に乗して千島中の最北

る

点守嶋に移住するとの挙あり実二前古無
として金三拾円を贈る

比の壮図といふくし依て其行を賛し賎別

一朝出勤午後退引

三月十八日晴風

一例弧出席午後退引

一弘道会役員会有之

し海軍大臣仁礼景範君枢密顧問官に転し

一今日司法大臣山県有肌君枢密院議長に転

れる

ー今日︿終日口宅に調物致す

虫クイ

三月十九日晴日限

国民協会長西郷従道伯海軍大臣に任せら

三月十二日暗風日雌

一今日より寒気大二退く

三月二十日陰
一春季皇霊祭二付賢所に相詰

一四谷愛住女学校二て小具貞子の催にて弘
道会婦人通俗談会を開く午後より出席一

一今朝郡司成忠氏其社員︵報効義会︶百弐
拾四名と共に端艇四膿︵或ハ五般とも云︶

場の演説を為す
一夜中京橋区茶話会出席

不明

数字分不

一留守宅に多田正英参り於豊□□の約束し

不明

に乗組隅田川より出船二て千島中の占守
三月十三日晴

ⅡＵ一旦約束︿為したれとも口Ｕ口解の

たる吉永孝策借財の為養家相続為︑川Ⅱ

義申込む

明

島に赴く見送りし人ｎⅡⅡＵ甚盛んなり
一今日小石川区二て弘道会部会開会二付午

不明

一例魁出勤午後退引

といふ

三月十四日時

一今日より弘道会常役員日々出席事務取扱
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三月廿九日雨

三月三十日晴風

一例弧出勤午後退引

三月三十一日晴
一松平武修君の母堂□口谷中本村善性寺に

御埋葬二付為会葬罷越

る︵本会評議員亜細亜大教授︶

一学士会院より半年分手宛金百五十円諸取

増Ｐ

噌畢 やﾐ.『PG

一一

室二

一例刻出勤午後退引

野口明会長の洋画展について

鈴木勲一一

田県角館の﹁雨の枝垂桜﹂︑伊豆湯ヶ野の﹁渓流﹂︑﹁水郷息栖﹂︑

葉城祉よりセツ森を望む﹂や﹁オランダ坂﹂︑曾遊の地の風物︑秋

﹁越後国分寺﹂︑﹁嵯峨の家﹂︑あるいは東京都内の風物﹁上野清水

今年の夏の料さは格別であったが︑自然の移りかわりは早いも
日から二十八日までの六日間︑野口明会長の洋画展が︑仙台市東

し描かれた土地の風物がほとんどで︑いずれも対象と画境との瀧

堂﹂︑﹁雷門﹂︑﹁雨の有楽町﹂など︑先生が自ら歩を運びくりかえ

大患からの快癒のお祝を兼ねて開かれたものであるが︑会場には

この個展は︑旧制二高時代の教え子たちが中心となり︑昨年の

然とした融合を感じさせる作品であった︒

を愛されたが︑戦前は三宅克己︑戦後は金山平三の両画伯の知遇

会の関係者も姿を見せた︒

仙台の洋画展も︑東京展と同じ内容のものであるが︑想い出の

大ぜいの友人︑知人︑教え子たちが連日のように馳けつけ︑弘道

土地での個展であるだけに︑関係者の熱意も盛上っているとき

をうけたほかは特定の師に就かず︑画壇に属さず︑あくまで素人

その後の作品の中から先生がきびしく選ばれた油絵十七点︑水彩

仙台︑東京︑大阪で︑盛大な回顧展が開かれた︒今回の東京展は

く︒御盛会をお祈りする次第である︒

季通われる新宿御苑の﹁老樹﹂︑想い出の地仙台や長崎の風景﹁青

︵本会理事文部省大臣官房審議官︶

画十五点の小展であったが︑作品は暁星学園の恩師の肖像画﹁ヘ

画人として余生を楽しんでおられる︒十二年前の古稀の年には︑

先生の佃展が附かれた︒先生は中学時代から今日まで一貫して絵

日までの一週間︑銀座大野ビル一階﹁ギャラリーさんよう﹂で︑

仙台に先立って︑東京では︑この初夏︑五月十四日から二十四

一番町の財団法人仙台美術館で開かれる︒

ので︑もはや秋の気配も濃い季節となった︒この秋︑十月二十四

︾︾

﹀︾

唖Ｍ

■毎

グリ先生﹂や﹁烏を持つ胡服の女﹂など数点の静物のほかは︑四
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夕
唖
』

哲史選

川

を当つ

ひとりぽっち生きるつらさを泣くき象と黙しつつ歩む落
葉山道

同石橋佐寿

わが妻と五十七年睦みしもあの世に去りて早も一年

妻と呼びし五十七年夢と消えけふは営む一年の忌を

日は

射放せし矢の速さにも似たりけり妻亡くなりてめぐる月

人びとら今年も祝ふ集りて蘇峰百十六回誕生の日を

埼玉県鷲宮葛人

りくる

の詮をしへを

国挙げて守り伝へむ後の代に﹁和を以って貴しと為す﹂

桑がえりくる

同相沢正憧

たらちねの母は祈れり象やしるに初詣でする子の幸せを
り

現し代に生くるわが身は有難く母を思はい日はなかりけ

西行が四度たづねし袋剛の四度の流をけふ見つるかも

よたびよんど

源泉はいづこなるべき渇水の今も豊かに落ちるこの滝

豪華なる白糸なせり四段に流れおちくる袋田の滝

選者詠

５もまじる成績票を得意気に孫は差し出す冬の日赤し

川越市小名木狂辰

などのむ

らな

千葉県竹下せつ

重患の生きる苦し桑潜りきて奇しくも生きし現実の喜び

いま

今死ぬも悲しむ者もなき身なり阿弥陀仏よよきに迎へよ

Ｉ﹄

臨終に居合す人に惜しまれて火の消ゆるごとわれはまか

医の薬のみ忘れしを気つくとき老いの命の在処碓かむ

老いほけて明日をもしらぬわれなれどためらひつつも薬

市原市加藤己之

いつもかもわが子のごとくのたまひしことのことごとよ

先生とはじめて会ひし日のことの今もあらたによゑがえ

のこりをり

しかすがにかなしきいのちまもりつつ祖国のつちに生き

ゑくに

埼玉県柳瀬有禅

古

仕あがれば手際ほめくれし祖母をひた想ひつつアイロン
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弘 道 歌 壇

紅葉かと見えしは枯れ葉雨のなきこの夏明けの袋田の山

○子の帰国待つ目あぐれぱ星流る

○糊のきく浴衣に通す細き腕

○日焼して生活を守る母強し

同戸辺好郎

○涼蔭を一人ゆく径粧はずに

○柿の木に蔓伸ばしをる南瓜かな

立ち話する肩に落つ桐一葉

○非を揺らしあそべる源五郎

舟根県原田志津子

白木椎駅へと急ぐハイヒール

LO1ノ

嬢＃畠
千葉県石橋香峰

朝涼に氏神参りすませたる

すず

○社うら老松高くみどり濃し

埼玉県小名木狂辰

坊の庭たいざん木の花一つ

○濯ぎ女の満月砕く大盟

千葉兜宇井正悦

○爽やかに鼻唄も出る妻若し

日焼して見まがふ友の釣天狗

○緑蔭に寄合ひ憩ふ子守かな

同秋葉貞女

○緑蔭は椅子を正して娘等の去る

日焼してこの細腕に生きて来し

／ の 1 、

鼠ツ躯
＠夏木立門扉の菊花燦然と

︑羽黒山ふかぶか昏るる蝉時雨

○吹き下ろす雪風涼し湯殿山

○夕凪や巨杉の中の五重塔
○鴬の雪渓遠し湯殿山
○月今宵異郷は如何に吾子如何に

' − −

ふ

永平寺所見

同

同

○伽藍拭く僧花沙羅に目もくれず
○緑蔭に今日も来てゐる乳母車
同

○惜象なく肌を焼きたる水着の娘
同

○日焼した吾子の姿やほ上えまし

竹下せつ
野平久二女

野平英一

田村春風
鈴木美世路
宮崎秋峯子

田村隆郡

○緑蔭や託児所となる山の寺

約五分−
約五分−
約十分一

同八木幹男
○緑蔭に憩ひて風のうまさ知る
司内山小葉
○曾孫の背伸してゐる素つ裸
同小林邦春
空路来し日焼の娘等のたくましく
同飯田前堤

緑蔭に仮眠むさぼる余生かな
選者吟
しるべ

しざりつ上月を迎ふる鰯雲

専修大学前下車
九段下北口下車
水道橋西口下車

身に入むやくろがねの芭蕉像を掌に

し

窯祉の標も注連も葛がくれ

一都バス

一郵下殿
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同

○日焼肌追焚き拒むぬるき風呂
同

講演会ご案内

同

○日焼け児の匂へる頬に接吻す
"
−

と

日本弘道会綱領
︵昭五一・一○・三○︶

甲号︵個人道徳︶
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
思考を合理的にすること︑情操を美しく
すること
一︾蔀識鋤秘唖症誰一﹂醜務畦細鋤逢韮こと
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
一善一徳を積むこと︑非理非行に屈しな

ゞむこと

いこと

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

乙号︵社会道徳︶

くこと
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

編集後記

かん唯

十月は読群と体育強化の時である︒この
妬川仏のストラスブールの仙界休猟選手権
大会で間本は男子団体で肥年間に十連勝と
いう世紀の休業を達成︒付ての一︲鉄棒の小
野﹂選手は中学時代︑手の平から血が流れ
ても鉄棒を握り二百Ｍ三百回と腕立伏を統
けグラウンドで倒れるまで走り︑東京五輪
では箸も持てない肩の揃ゑに麻酔をかけて
挑んだという︒﹁これは州を食いしばって
忍耐した経験と執念だった﹂と氏は述懐す
る︒西村会祉は心身の健康に﹁養生と鍛錬﹂
を強調された︒錐を股に刺しての勉学︑こ
の鉄棒の頑張などは忍耐教育特集には正に
絶好の通例ではなかろうか︒
◇お祭の多い十凡は旧暦の﹁神無月﹂で諸
同の神灸が川雲に錐まるからだというが私
おみき

かゑな

は御神酒上らぬ神はないとの諺もあるので︑
新米で酒を醸造する﹁確成月﹂をとりたい︒
漢字の祭の字は示Ｉ神︑月１脚︑又Ｉ手の
三字から成る会意文字で神様に手で肉をお
供えするの意で︑いわば秋の慨作に対して
感謝の真心をこめて神を祭ることである︒
従っていかに盛んなお祭りをしても︑何か
求める所つまり条件付のお祭りでは敬神ど
ころか︑むしろ神を油すこととなろう︒鎌
倉の銭洗弁天では車で持参の銭やお札を洗
い終えると弁天様は兄向もしないでサッサ
と引上げる我利左々亡者が多いという︒
長閑かさよ願なき身の神詣で
これは流石に名句と思う︒

◇︑月配日郁小平中国副首相を東京に迎え
て日中友好条約の批准が行われた︒六年前

いず

口中共同の友好宣言の際︑すでに米紙や英
誌その他にも﹁両脚は世界の雌強国だ﹂と
国際的優位を予測した︒日清の役後︑両国
はともすれば無関心どころか敵机さえして
いた︒この過去一切の禍根を今日唯今から
断切って州互の理解を深め友情を厚くする
ことこそ急務中の急務ではあるまいか︒
幸に両国は速い昔から同文の教養と同種
の親近さに加えて呼べば糠える地の利など︑
他国に比べれば労は半ばにして功は締する
という天与の隅さえあるのだ︒我点は深く
ここに思いを致して懸命の努力を以て外誌
が期待の﹁友和のⅡ中︑繁栄の東亜︑ひい
ては平和の世界﹂の建設をすること即ち古
来怖教の理想とする論川平天下を災現する
ことである︒こうして今や我之は﹁仙界を

１１

照らすⅡ出るⅢ﹂として光栄ある亜蛍を荷
う新時代に当附しているのである︒冷気身
にしむ折柄切にご凹愛の腿を︒︵渡︶
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転換期日本の大思想家
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泊翁西村茂樹
古川哲史著
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四六版二○八頁定価一︑○○○円〒一六○円
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儒教の理念によって西洋哲学を包ゑこ象︑日本独自の道徳原理を確
立︑維新転換期をユニークな思想で啓蒙し指導した泊翁・西村茂樹
の生涯を︑倫理思想史の権威者古川教授が円熟した筆でゑごとに描
く︒日本弘道会創立一○○周年記念出版︒

Ａ六判一二八頁定価四○○円〒一二○円

著者が四回にわたる海外旅行中に︑思わず詩心をそそられた各地そ
れぞれの情趣を︑承ごとに描いた旅行詠︒近来︑と承にその数を増
した海外旅行者の参考にも供せる歌集︒

小学校から大学までの教育機関︑また塾・家庭が抱え

ゆとり〃と

背伸

かりでなく︑学校へ通う子女を持つ家庭人への適切な

アブ︒︲チとなっている︒それば

〒113束京都文京区本郷2‑3‑1Oお茶の水ビル

古川哲史著

高村象平著〃背伸び

二○円

び〃の教育の谷間にいる人たちへの呼びかけである︒
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●新書版二一二頁六八○円〒

中教審会長・教育課程審議会会長として今日のさまざ
まな教育問題に直面している著者が︑教育荒廃への歯
止めとして答申を出した新しい教育課程と︑そこに盛
り込まれた学校改革の方向を︑審議会での裏話などを
交えた対談・随想によって探求している本書は︑明日
への教育に関心ある人の熟読に値いするものである︒

●新書版二一○頁六八○円〒一二○円
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教育談義ゆとりと謹灘蕊蕊蓬蕊篭

文化総合出版

教育再建灘謝が
高村象平著できるまで
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