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と思う︒︾

では︑東西精神︑東西文化とは何か︒﹁東﹂は︑まず︑儒教精神︑儒教文化を
意味する︒近来は︑儒教はすっかり魅力をなくして︑学校ではただ一種の古典一
教育として残されているに過ぎない︒しかし︑現在の世界で経済的にめざまし
く進出している日本︑韓国︑台湾はいずれも儒教の洗礼を受けた点で共通して
いる事実から推して︑儒教がけっして無用の長物でも︑生命なぎ古典だけでも
ないことが理解される︒ことに台湾は︑生活水準が中国本土をはるかにうわま一
わる経済成長を達成しているが︑その教育は儒教中心主義を固持して動かない一
のは周知のとおりである︒それで︑われわれ日本人も︑近来の儒教観に反省を一
加え︑新しい生命︑新しい泉を儒教に見出す試象をすべきではなかろうか︒会
祖西村泊翁は︑ことあるごとに儒教中心の考えを打ち出されたが︑われわれも
会祖の原点に立ちかえる必要があると思う︒
｜｜れ卸称恥桧蝿遮伽蛎轍鍾噸碓恥奉蝿に栖酔華識恥稚幅珪義蔀畔榊壁榔椎取雑峰

︵本会理事︶

には何よりも不足している短所と思われたようである︒わたしも︑会祖の右の
見解に賛成で︑第二次世界大戦における失敗も︑けつきよくは︑そこに基づく
と考えている︒それで︑遅まきながら合理的思考をたっとぶようにしなくては
いけないと思うが︑それと同時に︑儒教精神のふるさとに回帰し︑東西精神の
融合︑東西文化の調和をはからなくてはならない︒日本弘道会の使命も︑主と
してそこにあると考えられる︒
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年頭に際しての就任ご挨拶

日本弘道会々長西村幸二郎

このたび私は︑会長就任後わずかに一ヶ月︑早くも新年を迎えたので︑年頭の辞と会長就任との二つをかねてご挨拶を申上げたい︒

ご承知のように去年九月︑あの悲しい前会長のご葬儀に際し︑私達役員一同は︑先生のご遺志を体して︑新たに同志的結束を固め︑

ついで年末近く開かれた臨時総会で︑不肖私が図らずも野口会長のお跡を受けて︑日本弘道会を長に選ばれる結果となった︒私は

積極的に前向きの姿勢をとって︑弘道会本来の使命を達成しようと︑厳かにご霊前に誓ったのである︒

百余年にも永いあいだ︑輝やかしい伝統を持った道義団体の会長としての責任重い地位に就くことは︑到底その器でないのを︑誰よ

すじ

りも私自身が一番よく知っていた︒このため︑これを引き受くべきか否かについて︑熟慮に熟慮を重ねて結局︑これが定められた宿

命であると心秘かに悟ったのである︒私は命のあらん限り︑本会の中心思想である天地を貫ぬく﹁誠心︑誠意﹂を︑ただ一と条の頼

弘道会の﹁綱領﹂の最後にも﹁誠を以ってわが身を貫くこと﹂と極めて強く唱えられ︑また会祖西村茂樹先生も︑その名著〃日本

りの綱として︑全力投球でことに当り︑過ちなきを期したいと堅く心に誓って︑この大役をお受けすることにした︒

道徳論″に﹁道徳の基礎は﹃天地の真理﹄であり﹃真理﹂は﹃誠﹄である︒真理の外には天地間に一も完全無欠なものはなく︑愚夫

そもそも︑教育の必要︑道義の昂揚を説くことは︑いつの世でも難中の難事である︒しかもこの仕事は五年︑十年の短かい期間で

愚婦といえども︑皆これを理解し実行し得る﹂と喝破されているのである︒

は︑否︑たとえ一生をかけても︑なお︑その成果を自分の手で摘み取ることは︑不可能に近いものである︒

昨今の世相を眺めると︑生活水準も高まり交通︑通信が便利となって︑物質文明の進歩発達は極めて著しかったが︑終に高度工業

の跡仕末に手を焼いている有様︑さらに︑さまざまの涯しない公害の発生に極力対応しているが︑それも後手に廻ってしまう状況で︑

文明の弊害が現われはじめ︑制御もつきかねる状態となった︒人類は今や︑あるいは水素爆弾の出現に恐怖を抱き︑あるいは原子力
人灸をして文明の将来に危倶の念をいだかしめている︒

他方精神文明は︑この物質文明の発達に相伴わず︑人間社会を支える最も大切な﹁道義﹂に就ては︑旧態依然として低迷をつづけ

ている︒ことに昨今各方面に起きている︑数かずの悲しむべき事例は︑前代未聞だとも噂さされ︑心ある識者をして耳目をおおわし
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譲灘

めるのみである︒今こそ野口前会長が︑最後の総会式辞に﹁常に教育の必要︑道義の忽がせにす可らざることを第一義とすべし﹂と

如何に世人が道義を敬遠しようとも︑また短時日中には見るべき成果があがらないと嘆いても︑誰れか志ある者が︑恋って犠牲的

叫ばれたように︑道義の昂揚︑道徳教育の振興を︑第一の急務とすべき時である︒

精神を発揮して︑不退転の決意の下に︑奉仕的に謙虚に︑そして倦むことなく︑道義の必要性を説き︑ある時は緩るく︑またある時

もともと︑人の心の奥底には︑生れながらにして︑天の与え給うた清く尊い琴線が横たわっている︒それは天地を貫ぬく﹁真理﹂

は高く力強く︑轄鐘を乱打するこの尊い︑またとない重要な仕事を︑責任を以って引き受けるべきである︒

にももろく弱い者であり︑また愚かにも健忘性である︒いつもは︑この尊い珠玉をｎら抱いていながら︑思い出しもせず︑忘れ勝ち

であり﹁まごころ﹂である︒更にはわが身の心の底に潜桑かくれている﹁良心﹂であり︑また﹁道義心﹂にほかならない︒人は哀れ

かな

のものである︒だからこそ︑常にこの琴線に触れ︑これを刺激し︑揺り動かして眼覚めさ箕思い出させる必要がある︒人びとをし
よいんじよう

てその美しい音色に耳をそばだて静かに沈思黙考させることが出来れば︑琴線は必ずや︑共鳴して自ら奏で︑次第に高く強く四方に

響きを伝え︑一波は万波を起こし︑遠く吃りをさえ伴って余韻鰯をいつまでも消えないであろう︒そのためにこそ︑志あるわが弘道

られ︑効果はいよいよ揚るのである︒人の命は短かく︑事業は永遠である︒短かい命を次から次へと続けて︑これを次の若い世代に
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会員は︑常に倦まずたゆまず︑腕のしびれるまでも琴線を揺り続けなければならない︒続けることにこそ︑価値があり︑意義が認め

を守護し続けなければならない︒

今ハトンタッチして︑恰かも永遠の法燈を守るように︑道義の琴線の妙なる響を︑断じて掻き消さないよう︑いつの世までも尊い聖業

近来識者間には︑風雲急を告げんとする世界の動勢︑国内世相のとどまるを知らない道義観念の低迷に鑑みて︑深い極蝿と︑激し

い怒りに燃えている方がたが多いことと感ずるのは︑私の象ではあるまい︒鉄は熱いうちに鍛えなければならぬ︒この膨群たる気運

をのがさず︑日本弘道会はその使命達成に辿進しなければならない︒私はここに︑本会の主義主張に賛意を惜まない会員諸氏と共に︑

幸にして本会には︑学識豊かにして︑本会本来の使命達成に経験深い有能の人士に富む︒この方面の知識も乏しく経験も皆無であ

広く天下に同志を求め探して︑本会への入会勧誘の一大キャン︒ヘーンを強く高らかに提唱せんとする次第である︒

る私は︑ただ持っているのは強い決意と︑あくなき熱意と︑限りない初志貫徹の願望である︒何とぞ会員諸氏の強いご賛意とご後援

終りに前会長野口先生の﹁道義の本体は個人の内心に在り︑実践の感激こそ︑道義に関心を持つ人の生命なり﹂

︑︑︑︑︑

をいただき本会の目的たる道義の普及と実現をはかりたいと念願しここに皆様の不断のご援助と必死のご協力を熱望する次第である︒

との︑ご逝去に臨んで残された︑最後のお言葉を心に銘記して︑私の年頭就任のご挨拶に替えさせて頂く次第である︒
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日もったいない

岡田辰三

その特許数の如きも︑実に砲件にも及んで如Ⅲに多方面であったかが
窺われる

されていた︒

昭和三十三年︑京都大学を退官後同大学名誉教授となり現在に至る︒
又同年︑日本電池株式会社顧問となり後︑副社長︑社長会長を経て現
在相談役である︒先生の学術上の業績は極めて広範囲に亘り︑学術的
に高く価値づけられると共に︑実際の技術との関係を密接に保つこと
ば極めて注目に値する︒般近は原子力開発利用に対して︑化学に関係
のある面︑すなはち︑重水風鉛等の減速材︑ジルコニウムの如き耐熱
材の製造又︑核燃料の製造︑ならびに︑その循環操作に関して研究を

命された︒

昭和十九年︑勲四等に叙し︑瑞宝章を授けられ︑続いて高等官一等に
陸叙︑二十一年︑従四位に叙せられ︑越えて二十七年には京部大学工
学研究所長に補され︑翌年京都大学工学部長に更に翌年︑日本学術会
議会員となり︑三十一年︑京都大学教養学部長を拝命︑更に文部省学
術審議会委員︑原子力委員会専門委員及文化功労者選考審査委員に任

た︒

岡田博士は明治廿八年京都に生れ︑大正十年京都帝国大学工学部工業
化学科をご卒業後︑学内にとどまって専ら後進の指導に尽され︑助教
授を経て︑昭和七年には﹁金属タングステンの純粋製造﹂に関する研
究により工学博士の学位を受けられ︑昭和十五年教授に任命されまし

︹筆者紹介︺

省エネルギー時代の倫理

課題の倫理からまず始めよう︒﹁もったいない︲一という

日本古来からの言葉を考えて承る︒この言葉には理知と信
は特に幼時の膜から始めるべきである︒わが国では伝統的

念と実践がともなわねばならぬ︒人倫の理知︑根性と習慣
に両親から︑常時家庭団蕊の食事の場などを利用して行わ
れてきた︒その一例をあげると︑一粒のご飯粒をこぼして
も﹁もったいない﹂と言いきかされた︒お米の一粒を蒔け
ば三百粒になる︒二毛作︑三毛作の土地で一粒を植えると
お米であることを注意されたものである︒幼時の族は時世

六百粒から一千粒のお米ができる︒生産性のよい︑大切な
に沿って︑その両親が新しくしたり︑工夫したりしなけれ
ばならないが︑この﹁もったいない﹂という言葉は日本で
は永久に朕に必要で欠かせないと思うのである︒

米を主食とする国で︑古くから農民の主作物である米が
徳川時代は年貢として︑納められた︒各藩の財政はこの米
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のである︒ことに加賀百万石では︑前田侯の治績もさるこ

の石高できまった︒日本の大衆は農民として米作に勤めた

きると期待もするし︑またせねばならない︒

う︒こういう国柄だからこれからは七％の石油の節約もで

ためと自家の生計もさらに楽にせんとして百万石以上に田

ーには恵まれている︒これに反して︑地下資源は皆無とい

日本列島は大体温暖地域に位置するから︑太陽エネルギ

ロ日本のエネルギー源について

とながら︑石川県民は努力して自藩のお台所を豊かにする

わたって習慣となって︑勤勉な人間性が養なわれた︒この

る双隷制度は古来日本ではなかったが︑外国で行なわれた

わねばならない︒エネルギー源として同胞の人力を使用す

畑を造って農耕に励んだという︒その働く意欲が何代かに
活力が︑今日も大阪︑京都などの都会で活蹄する加費の働

のは人知の至らなさを示すものであろう︒その後も西欧列

き者といわれる人々に脈うっている︒このことは︑﹁振り
かかる困難に打ち勝った民族のゑが栄える﹂という歴史家

これも地球上のエネルギギー資源の争奪のためである︒今

国が植民地政策に走って︑戦争に狂奔した時代があった︒

小麦を主食とする外国の国々では主食以外の大麦︑はだ

の言葉を象徴しているように思える︒

しかし︑一片の鉄鉱石も石炭も持たないスイスは国土の面

わが国は︑火山︑海︑人の三つの資源をもつのみである︒

日この政策は下火になったが︑まだ煉っている︒

などの酒類を造るのに対して︑日本では大切な主食の米を

積がわが国の九分の一で︑九州に少し大きいだけの国であ

か麦︑補萄を原料として︑ビール︑ウィスキー︑ブドウ酒

ている︒これは米作に熟達した上に肥料︑品種改良︑害虫

る︒人口五百万人︑エネルギー源としては︑ただアルプス

原料として日本酒を造る︒この習慣は古来から今日に至っ
駆除などの知恵が加わり︑日本の農民の努力と習慣︑それ

の雪どけ水による水力電気を持つのみである︒この国が列

強に伍して輸出率七○％の工業力を持つ︒しかも国民は民

に日本風土の恩恵とが結合したことによる︒

第一次オイルショックの時︑誰がいい出したが︑﹁もっ

二百年前の有名な教育者・ヘスタロッチが国民教育を創始し

たおかげであり︑それを基盤に政府が知識集約的産業の確

主主義を守り︑福祉国家としても立派な国である︒これは

立に努力したからである︒少し遅れた感はあるが︑終戦後

を多く使用する産業界などで懸命の節約がなされた結果︑

約するという大合理化を行なった︒﹁もったいない﹂とい

実に昭和四十五年の石油消費量を昭和五十三年度は四％節

日本もこの国に習った道を歩んできた︒資源とエネルギー

たいない﹂という言葉が巷間にょ桑がえった︒そして石油

う日本独特の言葉が全国民をして実践なさしめた結果と恩
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国︑各方面の方々の献策とその実行が切に待たれる︒

て何らかの具体的な国策を持つことが必要だと思う︒わが

源を持たないわが国は︑これからのしっかりした国是とし

壊することが発見された︒その後この崩壊の時に一部の原

ネルギーである︒五十年前に科学者によって︑原子核が崩

この代替エネルギー源として生まれてきたのが原子核エ

子が熱として消費され︑一部は放射能をもつ原子になるこ

さきの第二次世界大戦中の一九四二年来のことである︒こ

白原子核エネルギーについて

の技術の実験は最初米国シカゴ市のシカゴ大学運動場にお

ルギーとしてとり出す技術が研究されたのである︒これは

で生成されているという説もあるが︑何千年︑何億年もか

とが判明した︒この際の物質が熱となる現象を原子核エネ

かって造られるものであろう︒人間が今の調子で掘り出せ

の記念の額が運動場の入口にあったのを見たので︑一記憶に

いて行なわれた︒私は終戦後︑訪米した折に︑この目でそ

化石エネルギー源の一つである石油は︑今も地球の深部

ば︑直ちにつきる有限な資源である︒石炭は二千年間の採

たよってその文章を記してみる︒

炭量があるといわれているが︑埋蔵量の半分は米国とソ連

○口己ｇの目ウ臼蝉ら怠

巨四国胃匡のぐ＆︸︺貝①牙の犀牌︑①馬︲ｍこゅ国冒晶ｏ言冒

今日われわれが最も使いやすいエネルギーとしては︑日

国領土内に偏在している︒

常大量に実用に供されている電気エネルギーである︒この

﹁一九四二年の十二月二日にここで人類が最初に自力で持

︒︹二目①口巨○一①四局の旨①局脆望︒

続する連鎖反応を起すことに成功した︒そしてそれによっ

局①四○口○口︑四口﹂計辱のＨず︺﹄ロ洋一画含⑦﹄ユ︼の○○口詳民○二⑦﹂時の一①四の①

大量に生産している︒この原理は科学者の英知のおかげで

て核エネルギーを一定の制御のもとで取り出すことことを

電気干不ルギーは水力︑あるいは燃料による蒸気を用いて︑

われわれが大きな恩恵を受けることになったものである︒

始めた﹂と記されている︒

回転による機械的エネルギーを電気エネルギーに変換して︑

この二次的エネルギーである電気千不ルギーの原料は水力

核エネルギーが開発された時︑米国人は宮の岸○日弓の

のみでは不足し︑今日では経済性のある石炭︑石油にたよ
っている︒特にわが国は総エネルギーの七五％を石油に依

同じ感情をもったのである︒

のどといったという︒日本の諺である﹁棚からぽた餅﹂と

原子核エネルギーは地球上のウラン︑トリウムなどの垂

存しており︑ほとんど輸入に頼っている︒ところが石油の
ギー源を今から用意して置かねばならない︒

埋蔵量にも限度がある︒石油が高価になれば︑次のエネル
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な︑電波探知機︵レーダー︶が生まれて︑原子兵器さえ持

ていると恐れられたが︑大平洋戦争では人間の眼より確か

の時︑日本海軍兵士は臭のように暗闇で物を見る眼を持っ

また熱源として使用しうる物質となる︒これは物質そのも

つに至った︒地球上では昔から先進国が千年二千年の間お

本としては︑この結論は正しい︒日露戦争中の日本海海戦

のがエネルギーとなるという最近の学理を利用したエネル

互いに争ってきた︒争いのない人類社会はできないもので

い元素を原料としてその原子を核分裂させて熱源とするも

ギー源の開発であった︒ただ原子崩壊の際に出る放射能が

あろうか︒それにつけて思い浮ぶのは︑昔ギリシャで生ま

ので︑材料は物質そのものである︒そしてその崩壊物質が

ては将来防御法も考えられるだろうし︑除去法もできるで

お互いに理解と親密を深めあっている光景である︒こうい

れて今も行われているオリンピックで︑各民族が競技し︑

人畜に害があるのが欠点である︒この放射能の問題につい
あろう︒原子炉ができてまだ三十年︑これからの経験と研

今日︑先進諸国が省エネルギーを唱えているが︑わが国

ないだろうか︒

った方法も民族間の戦争放棄の一つの方策を示唆してはい

究開発によって進歩が期待できると思うのである︒

要するに物質が直接エネルギーになるので︑原料は少な
埋蔵量が多いので石油の代替エネルギーとして最適であり︑

住む人類にとって省エネルギー時代の倫理の原点となるの

が︑主張する軍備競争放棄の倫理の実現こそが︑地球上に

くてす象︑理想的なエネルギー源といいうる︒なお石炭は

これからの石油の価格の上昇に備えて石炭の使用を簡便に

火力発電所は直ちに石炭に置きかえるべきであろう︒また

ではなかろうか︒各国の指導者︑世界のワイズマンから個

はないかと思う︒諦めずに日本国民は︑世界の人々にこの

なのだが︑どうにもならないことであると諦めているので

人まで皆こ上まで悟らねばならない︒すでに判っている筈
四省エネルギー時代倫理の原点は何か

する工夫も考える必要がある︒

人間の一生の間には何かが起る︒身辺の出来事︑また国

い︒はたして何世紀かかることであろうか︒

ことを知らしめるため時間をかけて努力しなければならな

︵京都大学名誉教授︑日本電池㈱相談役︶

民全体にかかわる事変にも遭遇する︒このため平素の修養
国防衛のための自衛隊はもつが︑進攻のための軍備は持た

と心がけが肝心だ︒日本は敗戦後平和国家の国是のもと自
ないことにしてきた︒

日清︑日露︑大平洋戦争を考える時︑資源を持たない日

ワー

︑１ノ

〆ｆ︑

｜地熱とは何か

簿澱J畷

に︑住宅の暖冷房︑農漁用にと多目的に利用することができるので

のであります︒小松左京氏著の﹁日本沈没﹂は極めて遠い未来に日

あります︒設備をすれば将来無限にその供給を受けることができる

を想像したものでありますが︑わが国が地殻の変動を受け易いこと︑

本が地殻の大変動により海底に沈没することがあるかもしれぬこと

ります︒

われの大きな使命であ

に着手することはわれ

われる時に進んで活用

のエネルギー危機とい

権でもあります︒今日

ことは︑わが国民の特

的に利用して役立せる

地熱エネルギーを科学

の特色であり︑豊富な

まれていることは日本

の爆発が多く温泉に恵

このために地震や火山

ル毎に三度温度が上昇し︑地下三○キロメートルの地殻の底では一︑

の底では四︑五○○度で︑それより内側の地球の中心部は内核と外
核に分けられますが︑何れも非常な高温を包蔵しています︒マント
ルの上部はどろどろに溶けた高温の岩石で︑これをマグマ︵岩凝︶
といいますが︑このマグマが地殻の中に移動し︑地下数キロメート
ルから十数キロメートル辺に定着したのが．︑グマ溜り﹂で数万年
にわたって多量の熱を放出しています︒この熱は千度前後ですが︑

徐々に地殻の割れ目などで上部に運ばれ︑地表から浸透してきた天
水を加熱して地下の深部に貯えられます︒

これが地熱の貯溜層で︑この層にボーリングをして蒸気や熱水を
地上に導き出して利用するのが地熱発電所であります︒自然に地表
︵第一図地殻の中のマグ↓︑溜り︶︑︵第二図地熱発電所のしくみ︶

に出たものや︑割に浅い所を掘って取り出したのが温泉であります︒

このように地球の内部の熱を︑自然に出てくるものの桑ならず職

火
1
1
1

○○○度に達し︑地表から二︑九○○キロメートルのマントル地帯

元来地球の半径は六︑三五○キロメートルで︑地表から百メート

床次徳二

地熱の利用と日本のエネルギー資源︵遺稿︶

零

極的に掘削して取り出して利用するのが地熱利用で︑発電から入浴

地殻の中のマグマ溜りと火山と地熱
貯溜層と地熱発電の生産井と温泉
第1図
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…

二地熱資源の賦存状況
現在わが国では第四図︑第五図に示す六発電所で︑一六万八千キ
ロワットの地熱発電が行われ︑既に一般に配電せられています︒肌
年度には更に北海道に一カ所完成し︑二一万八千キロワットに達す

ます︒

る予定でありますが︑いずれも安全に安価に能率よく稼動中であり
環境保全についても充分留意せられているので現場を一見してい
ただければ納得して戴けると存じます︒この実例のもとに全国に地
熱資源の盤富な適地を調査してその利用普及を図るべきであります︒
何分地下のことでリスクも多いので民間企業が開発に着手し得るま
での各種の調査を行い︑判明した適地より着手すべきものと考えま
す︒適地は北海道︑東北︑関東︑信越︑九州など火山と温泉の多い
地域に多く四国︑中国には乏しい様子であります︒現在百度内外の
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第2図地熱発電所のしくみ

第3図わが国の地熱発電所所在地（昭和53年6月末現在）

昭53−5

温泉地はその有望な兆候をもつと見るべきでありますが︑それだけ
でも全国で約百カ所あります︒もちろん探査技術も進歩しましたの
で一日も速やかに全国的調査を完了したいものです︒従来の方式で
二千年までに二︑○○○万キロワット︑今日の新技術の応用でこれ
四十九年の試算でこれは電力需要の一五︒ハーセントになります︒

が四︑八○○万キロワットまでの発電は可能とされています︒昭和

これは発電のみを考えての数字ですが︑地熱を熱エネルギーとし

囲も広くわが国ではなかなか有望です︒

三地熱の多目的利用

地熱はその温度により多くの利用方法があります︒わが国では昔

から地熱は温泉として利用せられ︑漸く近頃になって特に発電に着

石油が便利で安いエネルギーとして各方面に使用せられていますが︑

目せられているのでありますが︑地熱も熱エネルギーであり︑従来

は積極的に利用すべきであります︒第六図に示すように高温のもの

て発電の余熱をはじめ︑温泉その他さらに全国の各地に存在する非

は発電などに︑より低温のものは観光温泉︑地域住民住宅暖冷房︑

て地熱は有力な熱エネルギーでありますからその利用可能な地域で

しく大きなエネルギーとして利用が可能となるのであります︒この

農業川には農業用園芸フレーム︑畜鶏舎の暖房︑養魚とか︑積雪寒

今後その量が制限せられ︑価格も高くなるとする石油との代替とし

調査は既に全国で約二百カ所中四十カ所位着手しましたが︑かつて

冷地では道路の融雪など地方の開発のために色なと利用できるので

セメント乾艶

んエネルギー対策が国策である以上民間の調査費用とリスクを可能

︲１１１︲︲︲︲Ｉ︲Ｉ︲︲１１

．︲︲ｌｌｉ︲︲

荷合暖脈､幽床､恢湿禰

刈:ﾙﾐ鳩、浴111

１

土填加哩

温水プール､妾山､汚水処理

鞭

干草馳近、食品加工、炊耶、弧堪
干』(｛弛近､ﾊW水､近漁融遊(慨』
地域吸豚､岨I求､菱郭
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火山性の熱水を熱エネルギーとして多目的に利用するとなると︑著

たのを学ぶべきであります︒この水力調査のため︑後年水力電気の

明治政府が二十年代に全国に水力電気開発のため水源地調査を行っ

馳柑

あります︒五万キロワットの地熱発電所は二十万人口の民生用の電

棋水盤途

ての全国に亘っての一層精密な地熱資源の賦存調査を行い︑発電の

蒸削､ｱﾝﾓﾆｱ冷唯、弧状

開発が推進できたのであります︒今日の段階でエネルギー対策とし

良作1力他媛、かん哉誕逸

みならずエネルギーとしての地熱の利用に備えるべきでありますが︑

爪水製途、畦逓土乾嘩

'
A
.
アルミナ弧近、；廿然利川

籍i
抑剥吃蟻、材木乾燦

まだ予算が少ないのと環境庁が消極的なために遅灸として極めて一

目的利用

に藍

皿城触り』(散水》

部にしか調査が行われておりません︒甚だ遺憾であります︒もちろ
な限り軽減してその開発企業化を促進すべくこのため国で急速に全
国の調査を実施すべきものです︒これが地熱開発の第一歩でありま
す︒

なお非火山性の地熱とは︑東京の近くの船橋のヘルスセンター︑

名古屋の近くの長島温泉の如きもので︑後述のハンガリーやパリの
地熱の例もこれでありまして︑発電には適せぬが熱として活用の範

地熱の温度別多

第4図

四エネルギー政策として開発すべき各種の
エネルギー
現在わが国のエネルギー対策としては︑利川できる熱資源はあら
ゆるものを利用すべき事情に迫られているのでありますが︑政府と
しては原子力のほかにサンシャイン計画として太陽熱︑地熱︑石炭︑
かし何故わが凧の特色とする挫嵩な地熱に理解が少ないのか不思議

水素その他風力︑海洋のエネルギーの研究に着手しております︒し
です︒原子力はもとよりその中心でありますが︑もちろん原子力の

これに比して地熱は中短期の対策としては国産品で豊嵐でしかも

に努むくきでありますが大きく期待はできません︒

でありますから︑さし当り従来の方式で開発しながら︑更に新技術

その利用の技術は相当程度解決されて既に実用化され価格も安いの

を応用してその生産と利用を拡大すべきであります︒しかも発電に

の特産エネルギーとして誇るべきもので︑わが国情にも適合するの

併せて多ｎ的にも利川できるのであります︒このため地熱はわが国

でわれわれは自信をもって国莱として推進すべきものであります︒

肢も古いのはイタリヤのラルデレロでありますが︑多数の生産井の

世界で現在地熱発電が如何に考えられているかを示してみよう︒

五世界の地熱発電所

その価格は更に高くなることが予想され︑今後もスリーマイル島事

蒸気を一カ所の発電所に集中して四十万キロワットの大規模で発電

みでは不足であり︑その原料と再処理は海外に依存するので︑将来

られ︑このため予定された原子力発電所の設置は遅れる虞れがあり

件以後︑その設碓場所の選定にはいよいよ悶難をますことも予想せ

二万キロ

ワット単位の発電所を数カ所ガイザ︲の山腹に集中的に建設ｌ現

しています︒これに次ぐのがアメリカのガイザーで十一

見込であります︒ニュージーランドは第二次大戦中にイタリヤから

在は六五万キロワットですが更に拡張して百万キロワットに達する

太陽熱も浴用︑温室用などには普及しやすいもので︑可及的利用

ます︒

に努むくきでありますが︑発電の如く高温度を得るためには︑集中

ものであります︒

りまして︑世界の中のエネルギー対策としての一大特色をなし得る

よって︑一躍して地熱発電とその多目的利用については先進国であ

は遅れましたが︑わが国は地の利と高い技術に恵まれていることに

ットで︑建設中のものが二百万キロワットあります︒わが国の発電

それぞれ利川し︑また建設中で︑現在稼動中のもの一六七万キロワ

その他ソ連︑フィリピン︑台湾︑メキシコから中南米その他各地で

学び︑二十万キロワットの発電所で住宅にも柵水を供給しています︒

して施設せねばならず︑このため広い場所と多額の経費を要するの

ん︒

で電力の生産曲も尚川になりますので︑その替及は容易でありませ

石炭は国内企業は老衰して来ましたが︑海外には未だ豊富であり
ます︒さきに北海道夕張の炭坑の爆発事件もあり︑国内産炭は減少
の傾向であるため︑海外より開発輸入を要します︒石炭液化技術の
開発に伴って大いに期待されますが︑しかし海外依存の点と輸送と
海洋や風力利用も︑それぞれの適地を求めてその開発利用の研究

祇場と立地の点と価格を考えるとあまり楽観はできません︒

（11）

化石燃料の使用に伴う硫黄酸化物︑窒素酸化物の排出がなく︑原子

力のような放射管理や放射件廃棄物の処理に困ることがありません︒

地熱とともに地中から出る硫化水素の処理はもちろんですが︑厄介

六地熱エネルギーの特徴

視された砥素の除去は還元井による地下還元で技術的に解決せられ︑

続きサンシャイン計画で研究中であります︒地熱資源地帯は一般に

工業技術院の昭和五十三年度のサンシャインニュースによる地熱

火山地帯に多いため自然公園の美観に秀れたところに位置すること

その処理も簡単であります︒これらの公害の除去についてはなお引

①純国産で豊富なエネルギーであることです︒わが国は世界の

が多く︑地熱資源の開発と自然斑境保全との調和が肝要であります︒

エネルギーの特徴として次の五点をあげていますが︑若干説明を加

地熱エネルギーの一割を占めていますが︑これは各種のエネルギー

現在稼動中の発電所は何れもこの配慮の下に建設せられております

えると

資源に恵まれないわが国では非常に大きなシェアーを占め︑現在の

から環境保全公害防止について特に非難は受けておりませんので︑

については常に新しい科学技術により先ず自然環境上重要な場所を

皆様に実情を視察して戴ければ明瞭であります︒今後の調査と建設

万キロワット発電を可能とし︑これを全国二○○カ所に単純に拡大
すれば約一億三︑○○○万キロワットが可能であり︑従って大深度

推計でも賦存状況は浅部の蒸気系で調査区三十カ所で約一︑八○○

熱水系︑高温岩体︑火川エネルギー︑非火山性熱水を総合すれば開

す︒地下の調査とボーリングのためイニシャルコストば高いが︑燃

②経済の安定成長に非常に適合した低廉なエネルギーでありま

発電の地熱貯溜層とはその深度を著しく異にしますので直接影響が

れば殆んど解決できるのであります︒原則として現在の温泉と地熱

なお温泉との利害関係については地熱発電所設置前に予め配慮す

的を達成できるものと確信します︒

料代が不要なため︑発電コストは現に計画中の五万キロワットの発

ないのが普通であります︒過去においては大資本で地熱を掘った者

避けるとともに︑自然環境保全のため努力することにより︑その目

電所でキロワット当り約九円で︑百万キロワットの原子力発電とは

が観光温泉業に進出するとか︑従来の温泉源が枯渇するとか︑硫化

発できる熱量は約十億キロワットで︑これは現在の総エネルギー需

ほぼ同様で火力より安くなり︑将来原子力も火力もその燃料費等の

を破壊するとかが憂えられたものであります︒しかし地熱開発の事

水素の噴出とか︑地震を誘発するとか︑批素が混入するとか︑景観

要堂の約四倍とされているのであります︒

高騰が危倶されるが︑地熱にはこの懸念がなく︑今後の国の調査研

業化にあたっては別に述べる開発の手続を明らかにしてこれを立法

究と相侯ってもっとも有利になると見込まれます︒また国策として
地熱の調査開発と︑企業に対する補助︑融資条件の改善などが当然

紛争の生ぜぬよう解決すべきであります︒この懸念の発生を防止す

問題として地方自治体当局と温泉関係業者の事前の協議を行い予め

化することであります︒特にその立法化にあたり︑重要地方開発の

企業として︑その普及が期待できます︒

行われるべきでありますので︑地熱開発は現在に比し安定し有利な

③低公害の︸一ネルギーであります︒地熱エネルギーについては
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が多いのでさきに小生等関係議員協議会において参考法案を作成し

るため地熱資源開発については立法による規制など注意すべき事項

されます︒たとえば掘削機にしても二面度近くの温度になりますと

術の進歩がありましたならば︑更に大きな効果をあげることが期待

れしかも安全で低廉であることが証明されているので︑今後更に技

いので可能なのであります︒現在この耐熱資材を研究中であります︒

ルの深度を掘っていますが︑これは石油のある処は地下の温度が低

一層高まります︒石油では現在すでに三千メートルから四千メート

法が開発されることによりさらに高い温度の蒸気が得られて能率が

機械が熱のため腐蝕して能率が上りません︒これに耐える資材と工

てありますので御検討の上速やかに立法化すべきものと考えます︒

㈱地熱は発電の拳ならず熱の多目的利用ができます︒このため
わが国の国土開発の中で地方生活圏の設定のためにも大きく貢献で
きるのであります︒現在の発電所は一カ所五万キロワットでありま
すがこれで二十万人口の民生用電力の供給が充分できるのでありま

さらに地下をより深く掘り︑より高温の熱が得られると将来は火山

すが︑その余熱の多目的利用を考えれば地方福祉のためには他種の
発電所に見られぬ利益があります︒規模から見ても五万キロワット

発電が可能になります︒

キロワットの発電所の開発を研究中でありますので︑将来の地方生

すから地方的には大いに普及できる利益があります︒現在二十五万

ますが︑次第にその成絞があがっています︒さらに研究規模を大に

火山発電︑⑥その他地熱の多目的利用などの技術等の研究をしてい

地熱エネルギーの探査採取︑②熱水利川発電︑③高温岩体発電︑側

︵付︶サンシャイン計画ではこのための研究をしていますが︑①

でもその一キロワット当りの電力の生産強は五十万キロワット︑百

活の利益は大きなものであります︒特に北海道︑東北︑九州など地

です︒

し︑これを促進するために研究費を増大して将来を期待したいもの

万キロワットの大規模の原子力︑火力発電所に匹敵する安い価格で

きいので︑調査の結果資源の豊富な地域として確認せられた地方は

熱の豊富なところは国土計画上からも産業︑民生のための意義が大

従来方式は主として蒸気を利川して発電機を動かしましたが︑熱

ため︑昨年は一千キロワットのいわゆるバイナリー発電機の試作に

水の量の多い所では熱水をさらに蒸気にして発電の効果を増加する

発電と多目的利川を組め込んだ地熱ニュータウン造りの地方開発を
することができるのであります︒確実な安い電力の供給とともに︑

成功しましたので本年はさらに一万キロワットのものを作るべく努

暖冷房の住宅︑挫漁用などに利用できるので地方から歓迎される発
ります︒この地熱発電所の設置により今まで中央から地方へと送電

電所建設として︑わが国の三全総計画中の特色となるべきものであ

て蒸気を出して発電に利用するもの︑火山発電も火山の爆発の莫大

力中であります︒高温岩体の発電とは地下の高温の岩石層を破砕し

部は日米両国の国際協力の対象にもしております︒このようにわが

国では一層豊富な発電が得られるのであります︒これらの研究の一

な熱エネルギーを利用せんとするもので︑ここまで到達すればわが

したものを︑地方で自給するだけ中央に余裕が出来るので︑全国的

⑤地熱は太陽︑石炭︑水素などの新エネルギー中で大幅の実用

にみてこれにも大きな意義を認めるものであります︒

化が比較的早いのであります︒現在でも前述の如くすでに実用化さ
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国の地の利と高度の技術が世界に役立つものと予想しています︒

七わが国の長期エネルギー需給の暫定見通し
五十年度の実績について六十年度︑六十五年度にそれぞれ対策促
進ケースを示し︑現状維持では将来の所要の石油輸入量の確保が困
を前提としていきますが︑備考にあるようにその開発が遅れるとき

難であるとの見通しの上で︑省エネルギー︑代替エネルギーの開発
は︑大幅にエネルギー不足を生ずるのです︒現実はとにかく遅れ勝
ちであり︑米のスリーマイル島の原子力発電所事件もわが国に影響
を生ずるし︑国内石炭についてもすでに生産量は充分でなく先日の
のであります︒これらの海外輸入に依存する原子力の燃料︑その再

北海道の夕張炭坑の事件があり︑将来は殆んど海外石炭に依存する
処理︑石炭は開発輸入をするとしても国際情勢の見通し如何により
で五パーセント節約を決定していますが︑価格は毎年上昇する一方

必ずしも安定供給が確保されません︒石油は本年度はすでにＩＥＡ
でありますから︑われわれがある程度安心できる国産エネルギーを
確保すべきは当然であります︒この際地熱の開発を積極化すべきで
あります︒今までは石油が安く入手し容易でありましたが︑今後は
及に努力をすべきであります︒

政府はじめ経済界︑民間も地熱に対する認識を徹底しその開発と普

︹筆者紹介︺床次徳二先生は︑鹿児島県選出の衆議院議員として
連続十回当選︑佐藤内閣の内閣総務長官に就任︒五十一年議員引退
後︑地熱エネルギー資源の開発政策に尽力︑去る二月二十二日︑心
筋こうそくのため死去︒本稿は辿稿となった︒本会の特別会員︒目
白学園理事長兼同短大学長︒

日本の国是

西村茂樹

０○○

何れの国にても︑独立国となりたる上は︑必ず国是といふ者
あらざるなし︒本邦維新以来︑上下深く西洋の文物を慕ひ︑一
意之に倣はんと欲する者の如し︑伊藤内閣は自称して開国進取
の国是と云ふ︑然れども此開国進取と云ふ語は其義甚漠然とし
て︑如何様にも解釈するとを得くし︑本邦古来よりの国体風俗
を排棄する者を云ふか︑徒に彼の外形の富強に舷惑する者を云
ふか︑徒に彼の歓心を買はんと欲して国家の威厳を匪する者を
云ふか︑政体法律風俗習慣一に彼に倣ふ者を云ふか︑寧ろ国民
に不利を与ふるも︑外人の利便を為さんとする者を云ふか︑当
局者と錐とも︑恐くは是を以て開国進取とは謂はざるべし︑然
れども今日の事実より見るときは︑常に此の如き傾ある者は何
ぞや︑蓋し当局者と雌とも︑決して愛国の精神に乏き者に非ず︑
唯欧米の文明富強を欽慕するの余り︑党に此の如きの謬迷に陥
りたる者なり︑然れども維新以来僅三十年にして︑今日の進歩
を致したるは︑当局者が西洋崇拝の力にして︑国家に対して決
して功績なしと云ふくからざるなり︑唯胸中に確然たる定見な
きを以て︑其国是蕩揺して定まらず︑朝には英米を摸し︑暮に
○

は法徳に倣ひ︑政治法律教育風俗に至るまで尽く外国の仮り物

にして︑一も我と云ふものあるとなし︑夫れ国あれば必ず我あ
り︑英は英の我あり︑徳は徳の我あり︑魯の如き法の如き皆然
らざるはなし︑我邦独り我なくして可ならんや︑夫我邦今日の
政体は欧洲の政体なり︑我邦の法律は欧洲の法律なり︑我邦の

︵﹁続国家道徳論﹂︵明三○・九︶より︶

教育は欧洲の教育なり︑鳴呼我邦の我なき逗甚しと云ふくし︒

Ｏ

！Ｉ
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エネルギーは創る時代へ

｜死と税金よりも怖いもの
私ども庶民が︑灯油の次々の値上がりにやきもきしているという

ここで思い出すことが一つ︒もう二十年も前の話だけれども︑私

が永いこと指導をうけたさる第一級の財界人からぢかに聞かされた

﹁人間にとってわれ︑死ぬことと税金よりももっともっと怖いもの

ことで︑未だに頭にこびりついて離れないことがある︒

﹃変化﹄ということだよ︒この世で一番こわいやつがこれだ︒﹂そ

が一つあるんだよ︒けれど︑それを知る者は至って少ないな⁝：．

﹁君たちは︑毎日の新聞を先づ一番上段の大きい活字から目を通す

して︑こうも補足してくれた︒

ろの新聞に有名人の死亡記事が矢鱈と目につく︒先日も︑コマーシ
その翌日には例の﹁吉展ちゃん事件﹂での活躍で有名な堀警部補が

下の段に載っている小さいス・ヘースの外電記事だよ︒よく︑その小

さな記事が︑なん日かまたは何ヶ月かさきにはトップの初号活字に

だろう︒しかし︑わたしは一寸ちがう︒最も注意して読むのは一番

なるものだ︒小さな火種のなかにひそんだ大きな﹃変化﹄をよみと

ながら世間をさわがせたあの事件を見事に解決した殊勲者だった︒

とりあげ︑このベテランの無情にも画一的な定年制による犠牲を心

定年退職になると知って︑野口前会長がとくに〃弘道″の巻頭言に

りながら︑その日その日のニュースを読む習慣をつけることだね︒

申告期が近づく﹂という見出しが目にとび込んできた︒ああ︑また

そんな気持で新剛を読んでると︑こんどは家庭柵に﹁今年も確定

﹃税金﹄と同じく︑倣えある者にとってはそれほど怖いものでない

つ然とやってくるものでないということが判るし︑これが﹃死﹄と

そうすればまた﹃変化﹄というものが決して理由もなしにある日こ

の︑感銘ふかい処生哲学だった︒

ということが判るようになるよ﹂財界で〃か象そり″と言われた人

今年もかぁと︑あれやこれやとぞ−とした気分にさせられる今日こ

わけ

から惜しがってをられたので︑私には特に印象が深い︒

ところが︑当時の新川報道によって此の堀さんが事件解決の直後に

亡くなっている︒この人は十五年ほど前のこと︑永いあいだ難航し

ャルの元祖で著名だったグリコ飴の会長が亡くなったかと思うと︑

のに︑この冬はまた格別の寒さだ︒その寒波のせいか︑今日このご

薫

のごろではある︒思えばこの﹁税金﹂と﹁死﹂との二つは︑この世

二変化の歩速

／ 1 『 一 、

辺

に生き永らえている以上は︑どうしてもさけて通れない関門であっ

ろう︒

て︑その怖さは誰でもが本能的によくよくわきまえているところだ

k・LDノ

渡

のとがあろうから︑その判断がまことにむづかしいところで︑それ

けれども考えてみるとこの﹁変化﹂の歩速には早いものと遅いも

だろう︑というのが︑反対の主な理由だったそうである︒

りしてしまって︑宿屋も居酒屋もみんなあがったりになってしまう

れてしまうだろうし︑これまで町に泊ってくれた旅人も汽車で素通

ら︑沿線の小麦も煙草の葉もあれもこれもその煙害でいためつけら

私は大げさに言うとその後の二十年間この時の話を反すうしながら

で礎大なちょうちん行列をしたそうで︑リーダーの銅像を建てよう

むきになっての反対運動がやっと実を結んだその夜は︑町民総出

たぴぴと

に余りに早すぎると人はその対応にいとまがなかろうし．⁝：などと︑

が余りにスロモーの場合には慣れと忘却とが伴なうだろうし︑反対

も︑正直のところ今もって迷うことしばしばである︒わがくにでも

口をあけて笑った︒栃木県下では宇都宮にもつぐべき県北辰大の町︑

かなどとの話がとび出すほどエスカレートしたよと︑その古老は大

︑︑︑︑︑

﹁消費は美徳なり﹂などと︑世界一︑資源豊かなアメリカの﹁ウエ

︑ｎ︑︑

スト経済﹂のしくみを本気になって真似たのがついこの間のことだ

っかり取り残されて︑陸かに那須野ヶ原の農産物の集散地にすぎぬ

ささやかな町として永いあいだ伸び悩んで来たのである︒いまどき

わが愛する郷里・大田原も︑これがためその後の商工業の進運にす

考えると︑何とも馬鹿ただしい先人たちだったと思われても仕方が

﹁省エネ﹂﹁節倹・節約﹂一辺倒︒いったい十年前にこれだけの﹁変

化﹂を見通した賢人が果してわが国に何人あっただろうか︒歩速が

ったような気がするが︑今では︑それこそ老いも若きも︑官も民も

遅い方の事例であって︑近頃の賢人はこれを不確実性時代と称して

ないが︑当時の町民としては大まじめで﹁奥州街道筋﹂とか﹁宿場

﹁鉄道﹂という大動脈を軸として日本列島に新しい文明開化のいぶ

町﹂とかいう古きものが︑すでに激動の彼方におしやられて︑世は

︑︑︑︑

逃げている︒

さらには︑さき頃のニュースによると︑ある建築会社の幹部のお

きがほとばしり始めていた︑その︑環境の﹁変化﹂を見通せなかっ

宅で︑今まですき間だらけだった木造家屋にアルミ・サッシ窓を取
︑︑

付けて︑コレで騒音防止と保温効果が一度にできたと喜こんだのも

たわけである︒

これと全く似たような現象が︑いまの日本の何処かにも起っては

つかの間︑省エネ協力の心算で灯油から煉炭火鉢に切りかえたこと

いないだろうか︒眼前の些細なトラブルにとらわれて︑大きなもの

ま

での酸欠が原因で︑一夜のうちに一家が全滅したというような悲劇
が報じられた︒燃料素材の﹁変化﹂に対応する間がなかったもので︑

を見逃がしていることはないだろうか︒端的に言うならばそれは第

さて︑石炭といい︑石油といい︑わが国のエネルギー消費量の八

三エネルギー源の石油ぱなれ

三次エネルギー革命という大いなる﹁変化﹂のことである︒

これは﹁変化の﹂歩速が余りにも性急だった事例といえよう︒

またまた古いことで恐縮だけども︑私の生れた町の古老の話しに
よると︑明治も大分たった十九年ごろのこと︑今の東北本線が自分
対︑ムシロ旗までおし立てて当局に迫るといった有様だったそうで

○パーセント以上を占めるこの二つの資源が︑国内ではお話しにな

たちの町を通る計画があるとの情報を知って︑町民はこぞって猛反
ある︒毎日炎々︑黒い煙を吐いたＳ・Ｌが通ることになろうものな

（16）

うと︑どっこいそれが問題なので︑かつて五十二年五・六月号の

らないほど貧弱であることはいまさら言うまでもないが︑それなら

るように︑化学製品の基礎原料としてのみ考えられる時が近灸に到

油もむしろ熱エネルギー源としてよりも︑一部の人々が先見してい

るまでに高騰をつづけるにちがいない︒こうして見ると︑石炭も石

に︑日本の官民はこの対策を真剣に考えなければならないのだ︒

来するに相違ない︒その大いなる﹁変化﹂が表面に顕現するその前

有り余っている外貨で海外から輸入すればよろしいではないかとい
〃弘道″誌で元・資源庁長の始関伊平先生が紹介された通り︑早く

の抜本的省エネ策のほかに︑さらに一歩を進めて︑急ぎ代替エネル

の展開によって付加価値の高い電子工業部門へ重点を移行するなど

エレクトロニクス

ルギーを多用する現在の重化学工業中心の産業椛造から︑技術革新

無資源国日本の採るべき道としてまづ考えられることは︑熱エネ

からロー↓︑．クラブなる学会が世界人類に警告を発して︑地球上の

天然資源は︑年会増大する全世界のエネルギー需要を賄ない切れぬ
ゆえ︑経済成長への自粛を呼びかけているのである︒私は︑かつて
かん

鉱山会社に勤めたことがあるので︑その間の事情は痛いほど理解で

鉱山業界では︑地下資源のことを﹁枯渇性資源﹂とよんで︑ほか

きるのである︒

ある日こつ然とやって来るものではないという﹁画期的変化﹂の胎

百日分程度の姑息な石油備蓄に依存する現状は︑まさに累卵の危機︒

だけは強力にしかも速やかに国運をかけて推進しなければなるまい︒

ギー源として原子力の開発とその活用に総力を結集すべきで︑これ

汗を流して土地を耕やし︑水路をひらき︑種子を蒔き肥料を施こせ

たれ

の原始産業の農林水産物などにくらべてその特異性を調っている︒

約束される幾業：⁝・潮流に乗って毎年々をほぼ定期的におきまりの

ば︑太陽と雨との恵みをうけて今年もまた昨秋通りの見事な収穫が

父子相伝で練り鍛えた技術を駆使して捕獲する漁業．：⁝この二つと

原子力発電所建設の立地に反対する人為の動きが︑ジャーナリズム

移るだろう﹂と喝破している︒まことに同感である︒それにしても︑

よると﹁八○年代のエネルギーは﹃採る時代﹄から﹃創る時代﹄へ

動を為政者は一刻も早く感じ取らねばなるまい︒先日の読売新聞に

は全く性質を異にして︑鉱産物資源は一度掘り出してしまえば︑も

によって繰り返えし報道され︑また地元・地元の地方紙にそれが恰

漁場に二○○浬ラインをかいくぐって群泳して来るであろう魚類を︑

うその掘り跡には永久に再生できないという宿命を背負っているの

とであろうか︒これら一連の人達が︑核アレルギーから︑もういい

かも殉教者の如く英雄の如くに取扱われているのは一体どうしたこ

加減に脱却して︑願わくは︑私のふるさとの先人たちと同じ誤りを

がこの鉱業である︒

このことは中近東の石油と雌も︑決してこの例外ではなくて︑今

︵本会事務局長︶

後の採掘条件の悪化や︑新油井開発のめの立地条件の悪化︑さらに

る︒

くりかえさないようにありたい ものであ

って︑ＯＰＥＣの原油価格は今後ともますます値上げが続くだろう

一

は可採率向上のための追加設伽投資の償却斐負担増などの要因によ
から︽さなきだに政策的操短或いは政情不安定による減産でこれら
固定蜜負担によるコスト高により︑石油は愈々禁止的価格と思われ
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テレビの宗教番組

八ブリスベーン便りＶ第二信

古川哲史
チャンネル９は平日は朝八時○五分から

うやく始まる︒

始まるが︑土曜は七時︑日曜は八時○五分

チャンネル７は平日と日脈は朝の九時︑

というように他のチャンネルより早い︒

そのように︑日本のテレビが朝はいっせ

いに六時から放映を始めるのとは大違いで︑

土曜だけが八時開始となっている︒

ネルＯで︑月曜から金曜までの平日は朝の

（18）

プリスベーンに来て最初の三日間はホテ

5.0O若き反抗者（再）
6．00ニュースと天気予報
6．30ディズニーのすばらしい世界（再）
7.3Oこの伝説的世紀
8．30映画：失意の女
10.20映画：東と西

七時になっても一つのチャンネルしか見れ

1．30映画：長い灰色の線（再）
4．00テニス世界選手権

は九時十分にならないと始まらない︒

11．00スポーツ・シーン

七時開始︒しかし土曜は八時三十分︑日腿

チャンネル7

9．00それは書れている
9．30語学の時間
10.30宗教の時間

ルずまいをしたが︑むろん︑部屋にはテレ

ない︒八時○五分になってようやく三つの

チャンネル2

11.00礼拝式
12.00全国的
12.45あなたの庭園で
1．00四隅（再）
1．55映画;BARNABYと私
3．30日曜スペクトラム
5．50秒読承
6．00大リーグ
6．55ニュース，天気予報
7．40映画：ロミオとジュリエット
8．50ニュース，天気予報
8．55映画：ロミオとジュリエット
10.35時には
11.05勝馬

次に早いのはチャンネル２で︑平日は朝

6．30チャンネル0アクションリーグ
7．30映画：地獄の裏側
11.00第二のシティー
11.30遠慮のない批評

ル製品で︑チャンネルをまわすと四種類の

SALUTEIRVINGBERLIN

6．00ニュース，天候とスポーツ
6．25警察とじ込拳帳

ビの設備があった︒機械は日本のナショナ

4．30特別番組:STEVEとEDIE

ルにいたっては九時にならないと始まらな

2．30映画：全くモダーンなMILUE(再）

チャンネルが︑出揃うが四つ目のチャンネ

1．00黒と白の歌手（再）
2．00漫画映画（再）

八時の開始︒週末は思いきって遅く︑日曜

12.0Oターザン

は午前十一時︑土曜は午後二時になってよ

11.50視点

の四つである︒一番早く始まるのがチャン

9.40POWERの時間
10.40遠慮のない批評
10.50バラエティー・イタリアソ・スタイル

映像が現われた︒０︵ゼロ︶と２と７と９

チャンネル0
910MEDITATIONMEDICATION

ｊ

間

パワー

って火花を散らすあのタックルの

ロバート・シューラー親子によって司会さ

番組﹁力の時間﹂が︑シドニー在住の牧師

風貌の持主で︑説教も南原氏と同じように

東大総長南原繁氏を連想させる短躯精惇な

れる︒弓ハート・シューラー牧師は︑前の

スリルが大すきのようである︒

時第二に︑日曜の朝はどのチャン

Ｄ
Ｒ

練達をきわめている︒ヂェスチャーたっぷ

く

のＪ敷
再ネル
も
キ
リ
ス
雨
峨
嘩
霊ト
ズ教会の礼拝式で始
の田ンまる︒チャンネル９には︑九時三
ル９りあＢＡ
カ刑ツ
の

派であった︒

を投じたことはなく︑わたしはいつも少数

はなかった︒次の矢内原忠雄総長にも一票

のときわたしは一ぺんも氏を支持したこと

の東大助教授時代の総長であったが︑選挙

りなところも似ているが︑残念ながらわた

ネにＭ界わ．︑イョ︑ノ十分からの三十分番組クラーク・

しの好みには合わない︒南原さんはわたし

レース皿こ答す南Ｔ・スーアイ０らの二一十分番組﹁ザ・レックス．

ンこ所
即吐︑唾皿究ジラ餌テイラー牧師による﹁新しい生き
ャこ場
チイのＸぎえべ極面リ禰咋評唖方﹂という放送と︑十時三十分か

一︺恥一吋︷砂州岬岬峰﹄一恥骨岬辞泥語︾刻誹卜痘悔師砂麺に読癖畷

００３０３３５００２００２３３３４

にまじっておどる宗教を連想させ

話しが横道にそれたが︑チャンネル２で

ａ９９ＱＱＬＬ２Ｌａａ６６６Ｚ８Ｑショー的で︑踊りや歌がふんだん
１１１１１
１

い︒日曜になるとそれが一段と遅くなるが︑さえする︒それに︑クラーク牧師は催眠術

は十一時から﹁デイヴァイン・サービス﹂

アーチビショップ・レイナーの説教があっ

という一時間番組があり︑八月十九日には

八月十九日︵日限︶の番組は次の通りであが特技らしく︑参会者の中の腰が痛いとか

右のような番組でとくに目立った特徴をつばしから催眠にかける︒信者はすぐ意識

つた︒食欲がないとか訴える信者を呼び出して片

のチャンネルだけコマーシャルがない︒宗

あげれば︑まずラグビーの実況放送が実にを失って倒れてしまうが︑どれだけのキキ

ないことで︑平日にも朝早くからどのチャらない︒

教の時間も一宗一派に偏しないように番組

これが日本のＮＨＫにあたる︒それで︑こ

ンネルでもラグビー放送という場合が少な﹁ザ・レックス・ハン・ハード・アワー﹂

がくまれているはずで︑説教者は毎週交替

た︒チャンネル２はＡＢＣ放送といって︑

くない︒授業のない土曜と日曜になると︑の方はややオーソドックスで重々しい説教

てこのＡＢＣ放送であるが︑このチャンネ

するようである︒わたしが見るのは主とし

多いことである︒これは日曜の番組に限らメがあるのかはテレビの画面だけではわか

ラグビーやサッカーの試合がおこなわれる︒に美人の金髪歌手による聖歌独唱があった︒

ルにはときどき長時間番組がくまれて視聴

朝早くから広びるとした学校の運動場ではが中心となっている︒しかし今日は︑最後

オーストラリア人は肉体と肉体がぶつかかチャンネル０は九時四十分からの一時間
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第にその数を減じているという︒葬式と結

若い層では殊に︑教会に足を向ける者は次

文化国家とは全く唖然たるものである︒

不愉快な社会が果して︑これが先進国とか

い︒人のものを盗むとか不信感のみにくい

者をたのしませる︒七月にはエドワード八
世とシンプソン夫人の王冠をかけた世紀の

ス・イズ・オーラル・ロバーツ・アンド・

チャンネル７では︑十時三十分から﹁ジ

掲示板に全く不愉快な思いをした︒駅長と

った︒上野駅の待合室で思わず目に入った

かつてない快適な中国の旅を終えて帰え

と自転車のみである︒その自転車が工場や

奇麗な町︑そして交通機関といえば︑︒ハス

だろうかと⁝⁝道路に塵一つ落ちていない

て今のこの世にこんな夢のような国がある

温い心で迎えられていたのが一層身にしみ

の正直な心に強く打たれて︑何時も親切に

てあるのには一同恐縮したものである︒こ

以上も離れているのです︒僅か五銭を届け

てあるのです︒旅館から飛行場へは五十Ｋ

日本の一銭︶のコインがあったと届けて来

号室寝台の枕の下に一分銭五枚︵一分銭は

事で旅館から届けてあるのです︒旅館の何

いたところ︑駅員から忘れ物があったとの

実は北京から武漢に行く時︑飛行場に着

婚式のときだけの教会というのがおおかた

八他山の石Ｖ

中国瞥見

︵本会理事︑東大名誉教授︶

というのがその人の意見であった︒

の傾向のようで︑日本の仏教と同じですよ

恋愛事件をとりあつかった五回連続の番組
があったが︑今晩は二時間五十分にわたる
映画﹁ロミオとジュリエット﹂が放送され
は死んだと思われた彼女のあとを追って毒

た︒息を吹きかえしたジュリエットが一旦

立てて自殺する場面はむしろ凄惨で︑心中

死したロミオの姿を見るや短剣を胸に突き
が日本だけの現象でない事実を具体的に印

１−﹂という半時間の番組がある︒オーラ

お願いとして﹁最近駅構内での置引きが多

署長の連名で置引きに被害の防止について

高田秀男

ル・ローバッというのは︑アメリカのオク

画はイギリスでは不評であったと聞く︒

象づけるが︑そういうことのためかこの映

ラホマ州の首都オクラホマ在住の牧師らし

さ室

学校の入口に整然とキレイに何百台となく

看視をたのんだり預けたりしないようにし

お手洗いに行くときは見知らぬ人に荷物の

に投げ捨てられている︒又駅の前や近くに

くなっております︒携帯品や荷物は手もと

以上のように︑オーストラリアのテレビ

て下さい﹂と︒乗車すれば︑車掌が盗難が

雑然と自転卓が投げ出されている様こそ今

いが︑教会で説教するような形はとってい

放送では︑これを日曜に限っていえば︑宗

多いので金銭ははだ身はなさぬように注意

更これが文化国家の人盈のなすべき事かと

さえ見えるのです︒それに反して︑わが国

並んでいる様は︑緑の木の下に実に美しく

教番組がどのチャンネルにも用意されてい

して下さいという︒何だかどろぽうの国に

から離さないようにして下さい︒用足しや

て︑画面には敬虚な善男善女が群集してい

来たようである︒人間が人間を信用できな

ないようである︒

る光景がうつし出されていて︑信仰心の衰

いがらや︑マッチの棒︑紙くずなど無造作

の道路や駅構内をご覧なさい︒タ琴ハコの吸

微は感じられない︒しかし識者に聞くと︑

（20）

疑わずにはおられないのである︒中国の旅
館では部屋のキイが必要を感じないほどに

この国の教育方針を伺って承た︒すると

不安がなく︑そして安心して物が買える︒

石油に脚光あびるメキシコの旅

長させ社会主義的自覚を持った労働者にさ

智育︑体育の順で︑そのいずれの面をも成

たメキシコ記念塔のことが写真入りで出て

号︶表紙裏には千葉県御宿海岸に立てられ

弘道八七七号︵五十三年︑十一・十二月

三億円を投ずることになっており不足分二

建設資金の面倒を見る様約束され︑合計十

日墨学院が真の日墨親善に役立つよう学校

のは婚しい﹂との話があった︒士光会長は

シコの教育難を救う一助を荷なってくれた

加藤嘉三郎

せるもの﹂と言うのです︒そして特に人作

いる︒尚細集後記にその詳細が掲載されて

﹁中国の教育方針は先づ第一に徳育︑次に

りの基礎は徳育ですと繰返し強調するので

いるから舷にはこれにつき繰返し述べるこ
シコ市を訪れた際この弘道誌を日本大使館

我国にとってはメキシコ石油がにわかに脚

イラン革命により石油資源皆無に等しい

億円は目下日本で募金中である︑と︒

かとうなづけたのです︒かつてない楽しい

す︒これが今日の中国人民を作り上げた鍵

とをやめる︒ちなみに私が本年三月にメキ

快適な旅ができたのも中国人の人柄と云う

連盟会長が時の江崎通産相のメッセージを

油の国有化四十一周年記念式典に石田石油

光をあびて来た︒昨年三月にはメキシコ石

に寄贈して︑この事件についての認識を深
昭和五十三年九月廿日経団連土光会長が

﹃一︑タスコ︑アカプルコの三市を観光旅行

‑ L ノ

、

か︒この温かい親切心︑不安のない秩序整
望中心のヨーロッ・︿的近代文明︑物質文明

メキシコ石油公社︵ＰＥＭＥＸ︶の招待に

にはソニーの子会社が磁気テープエ場コ

たずさえ出席せられた︒ついで六月の新聞

めて来た︒

が行きつまりつつある今日︑人間生きるた

より講演のためメキシコに行かれたが最近

然とした社会道徳の行れている国を見て欲

めに必要なものは物ではなく心であると痛

メキシコに進出する日本企業や戦前から入

グネテイス﹃一・デ・メヒ己を造り来春か

なかろうか︒

ら稼動と報じている︒何となくこの処メキ

感して帰国︑以って他山の石とすべきでは

シコ市郊外にこの時を同じくして開校せら

植した日本人子弟のために日墨学院がメキ
︵富山県新川支会長︶

して来た︒観光旅行であるので政治︑経済︑

私は昨年三月約十日間老友と共にメキシ

シコの話題は多い︒

中学校がある︒メキシコ人中学校長は﹁日

教育等については特に調査研究して来たわ

ととなった︒この学校には幼稚園︑小学校︑

れメキシコ人上流家庭の子供も入学するこ

に学校を立てて下さったがこれによりメキ

本はメキシコに進出して工場を立てると共

rワ1，

﹁メキシコ市の人口は千二百万人でいまや

土光会長の秘書役居林氏の話によると

シコを考え何かのお参考に供し度い︒

けではないが︑その印象雑感を述べてメキ

方が職が得やすいことが主な原因であ

地方は貧乏であるからむしろ大都会の

である︶以外に依るものはない︒即ち

粉を煎餅の様にしたトルテーャが主食

十月︶に播きつけてとる玉濁黍︵この

い習慣がある︒これがこの国の発展を少な

は働かない︒時間外労働は御免だという悪

か︑今日喰えるだけ金が入ればもう余分に

日で︑あすのことは明日の風が吹くという

ナと云う言葉があるが︑これはあした︑明

ば大メキシコ市の人口が千二百万人と云う

十万人にも達している﹂と︒これから見れ

低い粗末な農家が広野に点在して︑皮と骨

疲弊している︒押せばつぶれそうな屋根の

地帯へと下って行ったが農村は荒涼とし︑

カルホルニアはもとメキシコ領であったが

有する努力家の米人に負けるのが当り前で

いている︒これではフロンティャー精神を

きしてどうやら開催日には完成させたとき

憂慮せられた︒漸やく他の施設を幾分手ぬ

イン・スタディヤムが開催日に間に会うか

が労働者のアスタマニーナにあってそのメ

コ市に於いてオリンピックが開催せられた

東京を抜いて世界第一位の大都会である﹂

︵注︶メキシコの国土は日本の五倍︑人口

からず阻害している︒一九六八年︑メキシ

六千万人︒

ろう︒

見た処﹁メキシコには正確な人口統計はな

と︒それで到着早々同地のガイドに聞いて
いが大体千万人乃至千三百万人と云われて

のは誇張でないといえる︒それではなぜ多

ばかりの痩牛がところノ︑群れをなして食

米墨戦争でまけてとられた処で今日見る様

私達はバスでメキシコ市を振出しに海岸

人数の流入があるかと云えば

施設がなく周年栽培が出来ない為である︒

物を探している姿はあわれであった︒漉慨

いる︑しかもこのところ毎年流入人口が五

米の盆地で気柵は一年を通じて摂氏一

一︑亜熱帯圏に位するが海抜二︑二四○

のも当然であろう︒

な両国間の国富国力に大きな格差が出来た

一八度で真に凌ぎよく住象易い︒

これに反して隣国アメリカ︑カルホルニア

二度

州の大発展は開拓精神による水資源の開発

し宗教には熱心であり全国各地にカトリッ

メキシコ人は概して余り働かない︒しか

二︑住民の殆んどがカトリック教徒で産

にある︒コロラド河の上流を堰止めて西半

児制限をせないこと︒

には一年中巡礼者が絶えない︒一九七六年

ロスアンゼルス迄九○○キロ︵東京から広
島迄の距離︶の遠きにわたって水をひいて

球最大の人造湖︵レーク・ミード︶を造り︑

来て︑ここにカルホルニア米︑多種で豊富

三︑乾季が長く︵十一月から五月︶降雨
で簡単な家が建てられるし広大な盆地

に建てられた円形吊天井の新本堂は近代的

メキシコ市郊外にあるグァダループ寺院

で土地がたやすく手に入る︒昔は附近

せた︒メキシコ人は大変温和な気力に欠け

な果物︑又水力発電によって諸工業を実ら

い︒偶を日曜日に行った為霧しい人出で足

建造物として真に偉大で世界にも類例がな

クの立派な聖堂がある︒

にいくつかの湖があったところである

た国民である︒メキシコにはアスタ了−１

が少ない︒従って泥煉瓦で屋根も粗末

から水が得易すい︒

四︑農業としては短かい雨季︵六月から
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ある︒当時のメキシコの繁栄はここから出

銀山はフランス人の経営により開発され︑

が憩ひの場となっており︑両側には高級ホ

ンのトレードと同じ様に小山の中腹から頂

た金銀によったものであろう︒街はス・へイ

望を入れてパリのシャンゼリゼをモデルに

テル︑レストラン︑オフイスビルなぞが立

上にかけて出来ていて︑頂上広場にはセン

のふみ入れる余地もない混雑さであった︒

りを捧げている︒聖歌隊の静かな合唱の流

ならび恰好のプロームナード公園と云える︒

トブリスカ寺院がある︒その聖堂にまつら

シカンダラＩ︵墨銀貨︶が鋳造された町で

れと司教の説教は外の雑踏とかまぴすさと

ロータリー毎に記念碑や彫像噴水がある︒

れたキリスト像は金色にかがやいて盗難よ

幕末から明治時代にかけてかの有名なメキ

うって変った静寂の世界である︒庶民の文

中でもス︒へイン皇帝カルロス四世の騎馬像︑

けのガラス？容器におさまっている︒タ

ーカリの緑の並木道で所為に石造のベンチ

化︑教育が低いだけに宗教Ｉキリストが最

アステカの最後の皇帝クワテモック像︑金

改造したもので道幅五五米うっそうたるユ

高の権威であり拠りどころであろう︒

の天使像をいただいた独立記念塔はすばら

スコには現在銀はとりつくして産出はない︑

の人達が燈明ゆらぐ聖域に向って敬虚な祈

メキシコ市は古代流浪のアステカ族が一

従って外国より地金を輸入して伝統の加工

かきわけて礼拝堂に入ると幾百人もの拝礼

三二五年に神の予言の地としてここに都を

しい︒札幌の大通り公園なぞはとても足も

ス軍に打破られ征服せられ亡びた︒そのた

名所があるがこれらは歴代皇帝時代には強

その外有名な国立宮殿やカテドラル等の

々の細工品を製造販売して生計を立ている︒

ウスポタンやネクタイ止め指輪に至る迄種

技術を生かして銀の置物食器︑首飾り︑カ

が

築いたに始まる︒其後二百年の平和が続い

とによれない︒

め今日では原住民は少なく大多数がス︒へイ

によって出来たものであろう︒

制労働︵奴隷でないとしても︶労働の搾取

って泥沼の戦乱がつづき一八二一年には遂

このため一九世紀に入って独立運動とな

カプルコに出る︒かつては東洋との貿易で

タスコより二七○キロ下って海浜都市ア

現在海浜公園の一画に常長の銅像が立って

の土を踏んだのもこのアカプリコであった︒

ぜ ノ

、

たが一五一九年にス︒へインの遠征隊コルテ

ン人との混血民である︒従ってインディオ

従って多数の土産品売店に競争して観光客

系の文化とス︒へイン人の西欧文明が混って

だしている︒これらは国立芸術院︑人類博

絵画彫刻建築については独特の芸術を生糸

に独立が成った次第である︒しかし現在で

栄えた港町であった︒一六一四年伊達政宗

タスコ市はメキシコ市より車で二時間南

さびれた古都の感を覚える︒

物館︑大学都市︑近代美術館に展示せられ

をふみ入れると日陰の片すゑにポロをまと

も貧富の差は著しい︒街の枇小路に一歩足

一行一八○人が太平洋を越えて初めて異国

の使節としてローマへ旅立った支倉常長等

を誘引する︒往時の繁栄時代を回顧すれば

ている︒岡本太郎氏の大阪万博に於ける太

った老婆の乞食が黙って手を出して喜捨を

たに過ぎない︒

陽のシンボルは太陽の国メキシ︲．を模放し

乞う姿に出くわす︒

通りに見られる︒一八六○年ナポレオン三

西に向って下った処である︒銀の街である︒

この芸術性はメキシコ市のレフォルマ大
世下フランスの統治時代皇妃カルロタの希

rワq，

アカプリコ市は人口七十万︑アメリカ大

レルでサウジアラブに比較する︒現在の確

メキシコ石油の潜在埋蔵量は二千億バー

落にはどめをかけたと同様の重要さである︒

げると共に百

二百二十五万零ハーレル︵約五○％︶増に上

裁の話によれば生産目標も一九八○年には

ブイの建設が必要である︒セラーノ公社総

用・ハイプライン︵約二百米︶とタンカー用

全く欧米的でメキシコ的風物は余り見られ

燥楽の諸設備万端︑至れり尽せりであり︑

ルが美しいアカプルコ湾に沿って林立し︑

ひやす︒米国資本によって近代的高層ホテ

しは強いが日没後はカラリとし潮風が肌を

の来日を機に日本は官民合せて約十億ドル

大油田の発見が遅れていたが昨年秋大統領

乏しい資本で油田開発をしたため今日まで

ら精製販売まで一手に公社が握っている︒

有石油公社ＤＥＭＥＸをつくり石油開発か

命によりアメリカ石油資本を追ひ出して国

産油国である︒メキシコは一九三八年の革

った︒アラブ同様軽質油であるから貴重な

︵終身会員︑元日清飼料常務︶

することをこの際特に切望してやまない︒

国の石油危機を切り抜ける一つの道を開拓

メキシコの如き新石油産出国と提携して我

おる時はない︒関係者一同が一致協力して

る︒今日ほどエネルギー危機がさけばれて

内二割を日本向け輸出にし度いとの事であ

いる往時の壮挙を想ひ感無量である︒

陸西海岸に於ける第一の世界的観光地であ

の原油生産高は一日百四十万バーレルであ

認埋蔵量は四百億バーレルで︑一九七八年

ホノルル︑海岸に見られるリゾート・ビー

ない︒南欧のコートダジュール︑ハワイの

の借款を供する事となった︒しかしながら

百五十万バーレルの輸出の

ンノ︑と輝き文字通りの常夏︑日中は陽ざ

る︒気温は一年中二十六︑八度で太陽はサ

チ風景である︒この大都市が人口僅か八千

する︒メキシコの将来は昔の銀に代って石

最後にメキシコの石油問題について一言

石油が輸入出来る様努力せねばならない︒

と共に資金援助を出来るだけしてメキシ﹃一

油が入るとは期待出来ない︒心の通い合い

︵続自識録︑明三四年二月︶

らず︒欧米女子の風を喜びて︑これに
ならうは最も不可なり︒

近年邦人︑女子教育の必要を知り詰
所に女子の学校を設立す︒まことに女
子の大幸にして間接には国家の幸とな
ることなれば︑称賛すべき事なり︒其
一は女子に馬慢の風を長ぜしむくから
ず︒其二は学芸のみに偏して家事を粗
漏にすべからず︒其三は本邦女子の特
有なる温和恭謹貞潔の美徳を失うべか

西村茂樹

女子教育の振興と方針

四百人の千葉県御宿と姉妹都市として結ば

めアメリカへ近く運賃関係から四○セント

油田はカリブ海側︵日本と反対側︶であるた

中東油より高い︒今後日本への輸入には太

れたのは慶応四年︵一六○九年︶に漂着し
愛に基くものであろう︒アカプルコに来迎

を完全にして大型油槽船の発着出来る様に

平洋岸迄のパイプラインと港湾や績出設術

たメキシ﹃一人を救助した御宿の人灸の人類

しこれ等観光客のおとす金はメキシコ経済

する米加人欧州人東洋人は年間百万人を越

油資源の開発にかかっていると云わねばな

︒︿イプラインはほぼ完成した由だが︑輸出

油佃と太平洋岸サリナクルの製油所を結ぶ

せなければなるまい︒従ってすぐドンノ︑

らぬ︒それは英国が北海油田の開発により

にとって重要な財源である︒

国際収入の赤字を黒字とし︑又碕相場の下
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セイグ

はちす花の白きに似たる君なれば一期一会の思ひも深し

朝まだき庭に小鳥の群りて草の実ひろふ姿愛らし

りて

ウオラナの祭なけなわ公園に﹁真夏の夜の夢﹂今宵かか

思ふ

寒月の影に魅せられ庭におり立ちつくしたるおさなき日

薄ぎぬの雲白く映え大空の月よこぎりて夜がらす飛ぶも

しものを

亡き夫によく似たる子らすこやかに育ちしさまを見せま

待つ

次禽とピクニックの人帰り行きわれひとりのみ来ぬ夫を

けれど

君逝きてはやゑとせ経ぬうららなる冬の日射しに変りな

ブリスベーン市西宮照子

古川哲史選

南太平洋慰霊行埼玉県村瀬玄妙

多門湾あるかなきかの波立ちて岸辺に咲ける花のごとし
も

この波はフィリッピンに続くなりあやしきまでに青き海
かも

午ちかく漸く色をかえてきい沖の青さや風のなきまま

埼玉県柳瀬有禅

若者ら無心にあそぶ海くりを哲学かたり僧われらゆく
しんじこ

うみ

宍道湖のぶち歩みけん大国のみ神しのぱゆ湖畔の宿に

しんじ湖はゆたかな湖よ神がみのロマンの夢のここだ遣
りて

寂かなるうゑのおもての波の間に光かがょふ出雲の国は

市原市加藤巳之

くれなゐの花はすぐなくさるすべりの今年は咲きぬ秋を
迎えて

師の君は遠き異国におはすとか馴れぬ寒暑に苦あらすな

よく降りし雨に濡れゐる竜胆の鮮やけき色手にふれてみ
つ

老いつけば只かりそめの他事もわが身にかへて思ひ煩ふ

惚けふせぐ智恵にもあるかほとほどに難く楽しきこれの

千葉県宇津木一道

農つぎて孫が拓きし新畠に蕎麦の種子蒔く家中手分けて

ＩＩ
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弘道歌壇

く

念仏

いふ

急坂をおりる途中の家あるじ初めてなれどモーニングを

の標式に出づ

洋慰霊行﹂の作もまじっていて感慨無量である︒小生の弟も

すごし︑月末シドニーに帰る予定︒偶然︑村瀬さん﹁南太平

ヘブリデス島方面への船旅ぴに出発する︒洋上で十二日間を

今日︵十一月十日︶選者は南太平洋のフィジー島︑一三−．

苛めしもいぢめられしも共に老いいま念仏の鉦太鼓たた
とぎれなき車避けさけ坂道を両杖つきて老のぼり行く

千葉県石橋佐寿
ひ孫ゑつ天位となりし選句をぱ誇らしげに見すこの老わ
れに

富士の友大正末の十人が昭和の今は七人と減る

Ｊもりでいる︒

南太平洋方面で戦死したので︑花束を海に投じて慰霊するつ

太宰府の菅廟に詣て︲全

西村茂樹

星霜積りて一千年都府楼あれて通もなし

朽ちぬは神の威徳にて娩々たる神殿影高し

尊とくもあり哀にもあり

ノ

神の御前に額づけば心に通ふむかしの迩
恩賜御衣拝二余香一忠愛の誠肺鵬に溢る

軒端に近き四王子山観音寺の鐘松を隔て些聞こ
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富士登山今年は如何と語り合ふ気負ひて染れど年令は八

市原市川崎幸望
世界的食糧危機を知らぬ国恵みに酔ひて何を夢むや
米︑承かん︑肉︑乳さえも余る国を恵みと言はで禍ひと
なす

治に居りて乱を忘れず為政者よ今こそ励め国土作りに

市原市渡辺正勇
子の病看るが痛まし都路を奇跡もがなと今日もさすらふ
選者詠

待ちわびしジャカランダの花咲きそめて汗をかきかき散
ジャカランダの花咲く坂をおり尽しロ○農Ｈｏ巨瞥詞○＆

歩にはげむ

ゆ

千葉県鈴木きよ女

篠塚しげる選

水菜漬嫁に教へる塩加減

秋深し庭に手馴れし竹符

古稀近し着丈をつめて秋袷

淡き陽を腰にまといて障子貼る

雑草の中に野菊の咲く風情

だと思ふ

で庭畑に﹁頼る厨﹂と大きく包括した表現が洞に立派

評庭畑に育てるものの種類例えば野菜などと特定しない

庭畑に頼る厨や鍬初め

難

ゆずらるる温みいただき初電耶
寒林が囲む明治の大藁屋
初東風に詩吟の声が乗り来る

シヨーテーシ

東京都桑原小汀子

評寒玉子はご飯をいただく前にのむか熱いご飲にのせて

寒玉子暖りて終へし朝館かな

のように朝ご飯の最後に暁むのが慣はしとなりその方

又はかきまわして食べるのが普通と思われるがこの句

が好きでおいしいといふ作者もあることを知り面白い
こうようづけ

と思ふ

年の瀬や紅葉漬に地酒汲む

千葉県戸辺好郎

女正月何時に変らぬ日々となり

肩掛の白鮮かに街を行く

訳し難き英文に遭ふ寒灯下

加へて採る﹁寒灯﹂の感じがよく出ている

評原句は﹁訳せない英文と遭う﹂とあったのをかん筆を

白↓︑スクの女子学生が絵馬あげる

寒灯下友に不義理の詑を書く

千葉県石橋香峰

ゴミトラック馳せゆく春の挨たて

評原句では﹁蝉しきり﹂とあったが作者の主観を強く出

蝉鳴くや史蹟となりし砦批

して﹁蝉鳴くや﹂と加筆して採る﹁砦城が﹂当時の激

、 全 』 ノ

弘道 俳 壇
元朝の雨戸をかるく繰りにけり

戦の模様を傷ましく偲ばせる

rワワ、

、
○○○

＠

○○○
＠

＠

○○○○○○○○○

○風薫る眺望絶佳裏の山
○夕蝉や代之の墓整然と
︑薫風に大廊わたる僧若し

千葉県野平英一
評﹁僧若し﹂が薫風を得て躍動した佳句

千葉県秋葉貞女

○悪童の日われにもありし蝉時雨
○蝦夷の地のはてなき広さ風薫る
○薫 風 や 真 昼 ふ わ り と 来 る 睡 魔
○書にいどむ六十路の坂の蝉涼し
○蝉の声しづかに谷を満たしをり

島根県古津千山

千葉県鈴木美世路
○退院の試歩蕪風にまとはれて
○蝉の尿降りて稜せし神の森
○牡丹観て一服のお茶延命寺

千葉県小林邦春

千葉県田村隆村

○蝉捕りの孫の歩幅の確ささよ

○薫風やくるりと廻る風見鶏

春の歌
初春

西村泊翁

初花さくと誰かつけけん

宿の梅にけふうぐひすの声すなり

うきねゆたけき池の水鳥

春風に桑きはのこほりうちとけて
川残雪

筏に残る去年のしらゆき

水の面にちりしく花と見ゆるかな
野若菜

田僻のあさりし跡をしるへに

春日野の雪間の若菜摘にけり
月前梅

月にうつるふ梅のゆかしさ

そてふれし昔の春はしられとも

春雨

雪消えそむる木曾の山里

春雨にさむさもけふはうすらきて
海辺春

網引する田子の浦ふれ影消えて

かす桑をもるる海人の呼声

（28）

願わくは︑充分ご養生のうえ一日も早く

性されて︑その功績は大なるものがあった︒

だい

集と地方各支会の連絡指導などに全力を傾

派な業績をあげ︑特に機関誌〃弘道″の編

の西村会長にいたる三代の会長に仕えて立

り︑酒井第六代・野口第七代会長から現在

以来今日まで実に十六年十ヶ月の長きに亘

氏は昭和三十八年四月主事・理事に就任

定した︒

で事情巳むなしと認め︑受理することに決

よって去る一月十八日の理事会に付議の上

ゆずりたいとして退職の申し出があった︒

にもなったこととて︑この際︑後進に道を

を要する見込みで︑かつ今年八十歳の商令

宅で加療中だったが全治までに相当長時日

葉労災病院で手術を受けられ︑その後ご自

による左腕骨折のため︑千葉県市原市の千

渡辺正勇主事は︑昨年十月下旬交通事故

●主事・渡辺正勇氏が退任

告

ご全快のほどを︒︵Ｓ・Ｋ生︶

●野口明・前会長のご遺族から︑

ご寄付
一月十八日︑故野口前会長の喜代子未亡
人と女婿の杉浦医博とのお二人が会本部に
来訪され︑故人のご遺言によるものとして
金五拾万円をご寄付の申し出があった︒会
ではご辞退申しあげたが︑是非にとのこと
であったので︑有難く頂戴して︑将来弘道
し﹁いしずえ預金﹂にお預かりした︒

会の目的のため利用させていただくことと

●﹁いしずえ預金﹂口座を設ける
客年十二月十二日︑西村会長が就任後初
めての役員会を開催︑その席で同会長から︑

これを機として︑こんご一般会員および賛

十万円の寄付があった︒よって協議のうえ

しずえ預金﹄なる名称で積み立ててゆき︑

助者からよせられる寄付金を︑すべて﹁い
将来弘道会の目的達成のために使用するこ
とを打合せ︑直ちに当月から実施すること
となった︒第一次のご寄付者内訳は次に掲
戦の通りである︒

名

●﹁いしずえ預金﹂にご寄付者芳

金拾万円也西村幸二郎殿︵東京都︶

金参千円也神戸光子殿︵茅ヶ崎市︶

金弐千円也伊達文蔵殿︵横浜市︶

金壱千円也松崎美代子殿︵鎌倉市︶

金参千円也高田豊寿殿︵埼玉県︶

金壱万円也田中恵美子殿︵京都市︶

金壱万円也今井千代田郎殿︵同︶

金壱万円也秋庭健吉殿︵同︶

金五千円也藤原義明殿︵能代市︶
金五千円也大沢春一殿︵今治市︶
金参千円也石橋香峰殿︵千葉県︶

金五拾万円也野口喜代子殿︵東京都︶

金壱万円也西村幸雄殿︵同︶

金弐万円也匿名氏殿︵同︶

麺咋和五五年−朗三一恥敬称略︶

会費領収報告

１︑この報告を以て領収書に代えます︒

２︑○印は新入会員です︒

当ります︒

３︑お名前下の数字は会費の最終月に

送金お願いします︒

期限切れの方は同封振込用紙でご
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会

○石田美佳︵弱／１︶○渡辺知子︵弱／１︶

○大塚友子︵弱／１︶○菅野智子︵弱／１︶

麻生道俊︵弱／⑫︶︵二○○○円︶

○新井喜美子︵記／１︶○阿部晴男︵死／１︶

︹東京都︺

○鈴木亀之助︵弱／１︶○中島英輔︵卵／１︶

○板垣紀子︵弱／１︶○佐藤崇子︵弱／１︶

年月

○土肥泰彦︵髄／１︶○伊藤林之助︵髄／１︶

○新妻美子︵記／１︶︵以上一︑○○○円︶

渡辺清太郎︵弱／３︶︵二︑○○○円︶

︹京都府︺

○藤田たか子︵弱／１︶︵一︑○○○円︶

︹千葉県︺

○宮崎勇蔵︵閃／１︶○多田豊作︵弱／１︶
○花山腸子︵髄／１︶︵以上一○○○円︶
︹神奈川県︺

○松岡勇雄︵卵／１︶○八十島進︵卵／１︶
○小菅省三︵弱／１︶○小菅一良︵弱／１︶

支会だより

︹千葉県・東部支会︺

青年部婦人部の第十回移動研修を昭和五

十四年十一月十日自動車便で開催︒参加は

男女計二十名︒県内夷隅郡と安房郡だが往

復に長時間を費し︑探訪箇所は極限された︒

指導や解説には石橋支会長︑宇井監事︑菅

谷評議員︑婦人部の野平︑細野の両幹事が

加はり︑青年部役員は都合出来ず不参加で

あった︒折あしく小雨模様であったが︑全

︹兵庫県︺

○大塚泰生︵弱／１︶○前田俊博︵弱／１︶

は勝浦の乳公孫樹︒乳房の垂れさがりは長

員張り切っての勉強の一日で︑珍らしいの

○八十島尚子︵弱／１︶○小菅康子︵弱／１︶
○赤坂恒次︵卵／１︶○半田千代松︵弱／１︶

○一社照彦︵弱／１︶○水垣宏隆︵砧／１︶

チチイチョウ

○小菅美佐子︵記／１︶○岡埜谷純夫︵〃︶

○宮田晃由︵卵／１︶○山田正敏︵記／１︶

いので二米︑数も多く︑樹令千年と云ふ︒

興津の守屋洞窟を高浪の危険を冒して探訪︑

の歯を納むと云ふ︒更に勝浦城祉を訪ね︑

如来を肥る︒前面の御厨子中には日蓮上人

橘紋を間毎描く格天井︑須弥檀上には釈迦

斗供は和様の三手先組︑下層天井の鏡枚は

オオギタルキ

︵以上一︑○○○円︶

で棟に擬宝珠を乗せ︑上層は唐様の扇極︑

建造物では本行寺の釈迦堂︒重層方形造り

当期中退会者五七

当期中入会者二五三

期首︵五四年四月一︶現在一︑七六一名

︵備考︶会員数

高田増太郎︵弱／１︶︵一︑○○○円︶

︹佐賀県︺

○橋本章︵弱／１︶○宅田茂︵閉／１︶

伊能文雄︵粥／３︶︵以上一︑○○○円︶
︹埼玉県︺

新堀秀栄︵弱／３︶︵五︑○○○円︶
○福島熊男︵印／１︶︵二︑○○○円︶
○中部邦昭︵記／１︶○峨嵯俊一︵記／１︶

︹福島県︺

︵以上一︑○○○円︶

石川佐中︵記／３︶︵三︑○○○円︶
○石幡悦子︵弱／１︶○橋本美紀︵髄／１︶

天津に至り房州伊勢宮を参拝︑岡野宮司の

御好意で中食の場となり︑午後は清澄山に

当月末︵五五年一月三一日︶現在一九五七

○久間木伸子︵弱／１︶○大柳好江︵弱／１︶

○安濃徳雄︵弱／１︶○佐藤文子︵弱／１︶

○菅野修三︵記／１︶○佐藤千恵子︵弱／１︶

て︑一同蓋無く帰宅した︒

登り︑最新技法の建築祖師堂を拝しなどし

○山川京子︵死／１︶○湯沢誠二︵弱／１︶
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︹新書紹介︺

教え子が捧げる野口明画集
︿旧制二高最後の校長の霊前に﹀

鈴木勲

必ず美しい淡彩のスケッチ入りのハガキで

を囲む輪はますます広がり︑直接教えを受

懇切な返事を下さった︒卒業してから先生

けなかった同窓生の間にも先生のファンが

大いなる浬梁︵ねはん︶の如く

悶えていった︒

友よ尚志の契り守らむ

二高逝︵ゆ︶く

完成した︒しかしこの時︑著者の野口先生

昨年十二月︑﹁野口明画集﹂がようやく

ズブの素人の先生はこの幾多の困難を見事
に切りぬけられた︒その時の支えは禅によ

高廃校と最も苦難の時代であった︒教育の

校舎焼失と移転︑終戦︑学制改革による二

︵｜︲尚志﹂は同窓会の名称︶

はこの世になく︑私たちはご霊前にその一

る修業とエマーソンによる啓示であったと

ところで︑二高には歴代校長の肖像画を

絵と旅を楽しむ晩年

その後の六年間は︑勤労動員︑空襲により

冊を供えて完成をご報告したのである︒最

述懐されているが︑先生の教育の理想も︑

﹁自力成道﹂の教え

後まで先生の心配された八十三点の原色図

自力成道︑直感による会得︑一対一の人間

生ある限り二高ありと信じてきた︒

って野口先生は永遠に二高校長であり︑先

︵ばんか︶を詠まれた︒しかし︑我灸にと

昭和二十五年︑先生は右のような挽歌

版は見事に刷り上がり︑原画の高い画品と
光の一三アンスがほぼ再現できた︒喜代子

徒とともに野球を楽し象︑ポートを愛し︑

大石田に疎開中の画伯を深雪を踏んで訪ね︑

を金山平三画伯に依頼すべく︑当時山形県

ある︒野口先生も先代阿刀田校長の肖像画

大家に依頼して掲げる伝統があり︑安井曾
太郎画伯の﹁玉虫先生像﹂はことに有名で
二高生の心の歌﹁波の唄﹂を生徒とともに

的感化に置かれた︒

未亡人から﹁よく出来ましたね︒野口も喜
ぶでしょう﹂と言われ︑生前に完成してお
目にかけるごとのできなかった申し訳なさ

歌い︑日常の起居を通じての師弟の触れ合

の画集は先生の教え子の二高卒業生が中心

後にわたって旧制二高の校長であった︒こ

野口明先生は専門画家ではない︒戦中戦

死後の我﹂など思索を要求するものであり︑

いを大切にされた︒校長自ら倫理の授業を
担当し︑問題は﹁我が生命の起源﹂﹁生前

二高九十周年を機として卒業生の間から︑

まぎれてついに企画されないで終わった︒

仙台に迎えてあの名作を実現した︒しかし︑
先生自身の肖像画は︑学制改革等の混乱に

勤労動員中の生徒と湛食をともにし︑生

が幾分救われる思いであった︒

となって計画したものであり︑先生に捧

答案には丁寧に朱を入れて返された︒生徒

野口先生が阿刀田校長はじめ先輩の懇請

何箱も持っているよと話された︒手紙には

徒からの手紙は一枚も捨てないで︑今でも

が卒業後も勤務先にフラリと訪ねたり︑旅
行の際は気軽に生徒の家に泊まられた︒生

しかし︑先生は私の絵は素人の余技︑画

ったのである︒

案が起こったのも︑かくのごとき事情があ

その代わりに先生の画集を計画せよとの提

︵ささ︶げる敬慕の産物である︒この完成

により帝室林野局管理部長から母校二高の

までに五年近くの経緯があった︒

校長に迎えられたのは昭和十八年秋であり︑

（31）

し︑このごろ︑先生の健康は一進一退で︑
個展への出席も心配されるほどであった︒

い感銘に浴した﹂と先生は喜ばれた︒しか

りに原画と照合された︒それを病床の先生

わりに三輪氏が自ら工場に足を運び︑念入

先生の絵の画品と光と影の微妙な色彩を

鮮の雨季﹂で今村奨励賞を受け︑一時は画
家を志したほどであった︒初代のお茶の水

を学び︑大学時代に光風会に出品した﹁朝

先生は︑中学時代に大下課次郎氏に洋画

されるところがあったのではなかろうか︒

画集刊行のお許しが出たのである︒

も思われるともらされた︒そして﹁簡素に
して分を過ぎぬものならば﹂と︑ようやく

すすめを受けてもよい年齢に達したように

生は温顔に笑みを浮かべ︑そろそろ諸君の

れから三日後︑野口先生は長逝︵せい︶さ
れた︒思えば︑七十年にわたる生涯の作品

えまれ﹁これで出来たね﹂と言われた︒そ

いた︒先生にとってこの過程は無上の楽し

に一枚一枚お見せして︑きびしい意見を頂

再現することには最も苦心した︒先生の代

される︒

集は潜越︵せんえつ︶と︑あくまで固辞さ
れた︒一つには︑卒業生に迷惑をかけるか

病をおして出席した仙台個展の会場で︑先

女子大学長を勤めた後は︑一切の公職を去

私たちはこの知らせを厳粛な気持ちで受け

かれ︑﹁滴疾︵こしつ︶を忘れるぐらい深

よるものと思われる︒

らという配慮と︑もう一つは死後にいたず
らな物を残さぬという禅者としての覚悟に

り︑好きな絵と旅を楽しまれた︒先生は生
涯きわめて質素な生活に徹したが︑余裕の
すべてを旅と絵に注がれた︒文化人や実業

長女の土田民子さんを災禍で失ってから
いっそう絵に専念されるように見えたｃ先

まりをそのまま︑東京では岡康夫︑砂金俊

のはこの意味である︒販売などは日本弘道
会︵東京都千代田区西神田三ノーノ六︶が

すべて見終わって満足された時に︑先生の

を自ら選び解説も自ら筆をとり図版校正も

日であった︒先生は初めてにっこりとほほ

最後の図版をお見せしたのは八月三十一

哀愁の詩情漂う作品

みでもあったようだ︒

家の余技とは異なり︑生活のすべてを絵に
打ちこみ︑いかなる画壇にも属さず︑天地

とめ︑昭和五十四年一月に﹁野口明画集刊
行会﹂を発足させ︑発起人は二高同窓生を

生の古稀を祝って︑昭和四十年︑同窓生が

一力一夫氏らを中心に十六人が当たり︑顧

夫氏らを中心に二十人︑仙台は柴生田豊︑

扱うことになった︒

の教え子や友人と久闇︵きゅうかつ︶を叙

度目の入院となったが︑その間に︑解説原
稿の執筆をすべて終えられたのである︒病

ることになった︒一時退院されて七月に三

解説などの仕事をもっぱら病床で続けられ

は病悪化し再入院手術され︑作品の選定や

が多い︒野口先生こそ真の文人画家であっ

のである︒また︑水彩には﹁淡い色で哀愁

の作品も先生ご自身の性格そのままが表現
されていて親しゑ深い﹂︵小山良修氏︶も

作品のほとんどは風景画であるが︑﹁ど

心の中ではこの画集は立派に完成したので
ある︒画集の刊行日を八月三十一日とした

中心となって︑仙台︑東京︑大阪で少年時

て︑計画を急いだ︒ところが︑二月に先生

問に先輩の美術史家三輪福松氏をお願いし

その時先生は八十三歳︒すでに深く覚悟

の間に悠々独歩される観があった︒

中心に宮内庁︑文部省関係者等も含め八百
三十四人に上った︒幹事役は個展の時の集

先生もこれを大変喜ばれた︒何よりも大勢

代からの回顧展を催した︒何事にも無欲の

することがうれしかったのである︒

魔と闘いながら大変な気力であったと推測

た︒

の漂う詩情を静かに訴える作品﹂︵三輪氏︶

て︑東京︑仙台で近作展を開いた︒その時

さらに昭和五十三年には︑校長時代の教
え子が中心となって︑大患回復をお祝いし
も教え子やその家族︑親しい人登にとり巻

（32）

この画集と同時に刊行された日本弘道会
編﹁野口明文集﹂︵同会刊︶は︑同会の会
の警世の論稿や︑美術論︑人生論︑土井晩

長として道義の高揚に努めてこられた先生
翠︑金山画伯など先人の思い出が収められ︑

現代の文人画家としての先生の内面を伝え
︵文部省官房群議官・本会理事︶

て一そう興味深いものがある︒

現代人の矛盾野口明
一彼は此世に生を得たり︒
彼は公害の下に置かれたり︒

二彼はギャンブルを得たり︒
彼は貧困の門に入りたり︒

三彼はカメラを得たり︒
彼は自然の観賞を浅くしたり︒
四彼は．ヘースアップを得たり︒
彼は物価高を招きたり︒
彼は健脚の恵みと誇りを棄てたり︒

五彼は車を得たり︒

彼は読書の快と恩を失えり︒

六彼はテレビを得たり︒
七彼は観光の便を得たり︒
彼は自然の汚れを嘆じたり︒

八彼は社会福祉を得たり︒
彼は節約と貯蓄を忘れたり︒

九彼は自由と権利を得たり︒
彼は自制と義務を怠れり︒

十彼は科学の進歩を得たり︒
︵﹁弘道﹂昭四七・四月号︑巻頭言より︶

彼は生きる不安を感ぜり︒

本会評議員平塚益徳沌才東京

晴の叙勲芳名︵敬称略︶
動一等瑞宝章︵別・皿・３︶

広島高帥・九大教授︑国立教育研究所長︑
日本ユネスコ国内委員会灸長︑世界教育学
会を長︑青少年問題審議会々長等を歴任︑
多年国の内外に亘り文教の振興に貢献され
た︒

︵敬弔︶
○相馬敏夫氏︵理事︶ご逝去︑昭和五

お祈りした︒

十五年二月二十四日︒八十一才︒胆管し
ゅようのため︑東京・本郷の順天堂大付
属病院に入院加療されていたが︑にわか
に病勢あらたまり悲報に接し一同驚憎︑
本会の発展のためにこれから益をご活躍
のほどを期待されていた丈けに大きな衝
撃をうけた︒本会監事就任は昭和三十九
年五月︑理事就任が五十四年十一月︑通
算十五年八ヶ月に亘り会の運営と発展に
大きく寄与された︒大蔵省監理局長から
昭和十九年官選の栃木県知事︑戦後は明
治製糖社長︑日本精糖工業会長などを歴
任され︑狗に輝やかしいご経歴︒告別式
は二十八日東京・青山葬儀所で官民各界
からの会葬者多数参列のもとに擬大にと
り行なはれ︑本会からは西村会長をはじ
め役員全員が参弔焼香︑心からご冥福を

○床次徳二氏︵特別会員︶ご逝去︑昭
和五十五年二月二十二日︒七十六才︒心
筋こうそくのため︑東京都世田谷の自宅
で亡くなられた︒元内務大臣床次竹二郎
氏の二男︑衆院議員当選十回︑佐藤内閣
では総務長官として活躍︑五十一年政界

引退後はもっぱら目白学園理事長兼目白
女子短大学長として文教に尽すい︑くし
くも本号に執筆された﹁地熱の利用と日
本のエネルギー資源﹂がご遺稿となった︒
告別式は三月九日︑自民党の準党葬と目
白学園の学園葬の合同葬として青山葬儀
所でとり行われる予定︒心からご冥福を

編集後記

お祈り申し上げます︒

一九八○年代はエネルギー問題が妓大の
問題となる時代だといわれる︒資源に乏し
い日本は一体どうなるのか︒日本全国民が
真剣に考うべき時である︒本号は︑この転
換期に際して国民としての覚悟を訴えるべ
く︑省エネの道徳を特集した︒岡田辰三︑
床次徳二先生︵遺稿︶の玉稿をいただいた︒
あつく感謝の意を表する︒会員各位のご多

一○○○円

幸を祈る︒︵Ｓ・Ｋ︶
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