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西村会祖莞去（明治35年8月18日）前二日ご病床に仰臥
して書かれた絶筆。「原寸縦23cm,横67cm」
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すること
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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

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と
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

くこと

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︶
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
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そうした時に︑当人をいたわり︑その淋しさをいやしてくれるのは︑そ
の人のもつ趣味である︒趣味というものは特技とは違って︑自分ひとりで
も実施していけるもので︑それが直ちにその人の生計にプラスになるよう
なものではない︒したがって趣味になる事には︑当人が面白さを感じ︑そ
れと取組むことによって︑人生の万事を忘れ去らしめるものであることが
必要である︒

どうせ人生というのは︑いつも楽しいことばかり続くものではない︒生
きていくためには生計を得るための職業をもたねばならないが︑さて自分
の職業となると︑どんなに好きな仕事であっても他人のために役立つこと
を目的とするものであるから︑自分の思う通りにやれるものではない︒と
いって︑その職業から離脱することは容易にできるものでもない︒欝々と
して日日を過すことは︑まことに味気ないことである︒
こういう時に︑心気一転をさせてくれるものは︑その人のもつ趣味であ
る︒その趣味は︑もちろん高尚なものであることが望ましいし︑また病気
でも老人になっても楽しめる趣味であることが理想的なものであろう︒
︵本会理事︶
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>逗

も︑これですっかりすんだということにはならない︒

これをひとしきりやってから︑さっきひろげておいた書

を見にいく︒乾いたら︑わりにおもしろい味になっている︒

それぞれに印を押す︒これで余白がうまい具合にまとま

聞いた︒そうしたら﹁趣味なんかなんにもない︒趣味とは

いたりする︒

今書いてあるのよりずっと引きしまって終ることに気がつ

かけの歌がうまくものになったり︑随筆の最後のところが︑

風呂にはいる︒じっと湯にひたっていると︑さっきでき

った︒

そもそも享楽であるから﹂と説かれた︒私は思う︑もしそ

たしか︑いつも十二枚という注文だった︒十二枚もあるの

夜はまた︑別の随筆をまとめなければならない︒あれは

日曜日の私は多忙である︒朝八時からの﹁真珠の小箱﹂

ろう︒

だから︑はじめ三︑四枚は︑こういう出だしではじめてや

夕食の前の小一時間︑レコード︒長唄︑清元︑謡い︑義

太夫︑それとも西洋のものにするか︒

ツィゴイネルワイゼンと︑新内の蘭蝶ということになっ

た︒どういうものか︑さし迫ったような世紀末性からいっ

夕食後はＮＨＫの﹁てんぷく笑劇場﹂と大河ドラマ・九

まつ白な紙に向うこともあるし︑福田喜兵衛さんに造って
一発でうまく行く時もあるし︑五枚も六枚もいけない日

時前におわる︒それから気をとり直してまた随筆︒さっき

て︑この二つには相通うものがある︒

もある︒つまりは止めてしまうことだって時々は︒どうい

今日はもう止め︒

はできた︒あとはもうなんでもない︒見通しがついたから︑

風呂で考えた通りに筆は運んで︑十二枚のうち︑七︑八枚

部屋中に︑また隣りの部屋まで使って︑ひろげて乾かす︒

うわけだろうか︒同じ人間が︑同じ部屋で書いているのに︒

もらった墨流しなどのにすることもある︒

ら︑どんなに散らしたってかまわない︒玉版菱や驚雲の︑

がら︑どの歌にしようかと考える︒自分の歌を書くのだか

それからすぐ書である︒紙をひろげ︑静かに墨を磨りな

毎週かかさず見る︒

﹁美を求めて﹂そして﹁時事放談﹂このＴＢＳのテレビは

であるか︑と︒

うなら︑享楽とはまた︑なんと美しく︑おくゆかしきもの

中学時代の修身の先生に﹁先生の趣味はなんですか﹂と

一日曜は楽し

I
それから随筆︑次から次へ頼まれるので︑いくら書いて
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あんまりお客さんも見えなくて︑やりたいことが存分に

長を十数年勤めているので︑馬術が如何にスポーツとして

技であることである︒馬に対する真の愛情なくして人馬一

をお知らせしたい︒それは馬という生きものと共演する競

他の如何なるスポーツにも比類のない特色を持っているか

あしたの月曜からは国賓の来訪︒三︑四日はてんやわん

（3）

できて︑いい日曜日だった︒

や︒でも今日これだけ心を安ませたから︑来週一杯働いた

きものを愛するという情操教育を身につけることこそ︑馬

他のスポーツにはない文句が入る︒スポーツによって︑生

と愛馬精神に則り正を堂々と戦うことを誓います﹂という︑

宣誓を行うのであるが︑﹁我々選手はスポーツマンシップ

も知れない︒そこで競技会毎に代表選手が挙手をして選手

体の妙技は絶対にあり得ない︒愛馬精神こそ馬術の本義か

蘭蝶の﹁縁でこそあれ末かけて﹂が︑耳に残っている︒

それを大切にして︑安眠︒︵特別会員・侍従長︶

人生鈴

術の比類のないスポーツである所以である︒

ーツ精神を説いて居られることを発見したのである︒それ

昨年私は図らずも二千年の昔孔子様が論語の中で︑スポ

﹁健全なる精神は健全なる身体に宿る﹂とは︑スポーツ

は論語の述而篇に﹁子釣而不レ綱︑七不し射し宿﹂の九字が

さらない︑どこ迄も一本釣で一対一の釣である︒又七︵ヨ

ことはなさらない︒又細に鈎を沢山つけるような漁法はな

ある︒これは孔子様は釣をするが︑一網打尽というような

まれたことが︑今日八十の齢を数えても普通人に余りピケ

ク︶とは矢に糸をつけたいぐるみというものであるが︑矢

を感じない健康と体力を持っている原因の一つと思うので
ある︒小学校ではランニング︑中学校では柔道︑野球︑サ

を射っても宿︵眠っている烏︶を射ない︒即ち暗み打ちは

マンシップたる正を堂殉のフェアプレーを説いて居られる

迄も正々堂点一騎打ちである︒孔子様は正にこのスポーツ

くれ者でも︑ピストルは背中から打つのを恥とする︑どこ

なさらないということである︒アメリカのウエスタンの荒

ッカー︑ポート︑水泳︑旧制高校一高では︑ボート︑野球︑
登山︑スキー特に柔道は二高との対抗戦の選手であった︒

野球︑乗馬︑スキーの外ゴルフを始めたのである︒スポー

大学ではラグビー︑テニス︑乗馬︑そして会社人となって
ツの思い出は限りなくあるが︑現在私は日本馬術連盟の会

、

、

ってなんでもない︒

−
一

所謂人間の成長期に︑あらゆるスポーツを試象る好運に恵

木

好きの古代ギリシャ人の残した名言である︒私は学生時代

一
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野口前会長の御趣味は画であり︑しかも︑それが終生を

で︑まことに大切なものと思います︒

置を占めている︒この位置という言葉に印象づけられ︑庭

位置のたしかさ﹂を思いつつ見ると︑なるほど花はよい位

の趣味は︑徒らに間口は広く奥行は浅く︑まことに粗末き

を脱した立派なものでありましたが︑これと比較して︑私

わまるもので︑おはずかしい次第です︒祖父の影響も有っ

通じて一貫したものであるばかりか︑それが全く素人の域

人に迷惑をかけずに随時三十分か一時間︑何事も忘れて没

また︑小さな机と筆︑硯があれば字と絵が楽しめる︒他
頭し︑作品ができてからも楽しめる︒茶室を拝見しても︑

てか︑植木いじりと画は幼い頃から今日に至るまで好きで

の石を見てもその位置を思い︑私の美的世界は広くなった︒

離れていても︑花はそれに即した活け方がされている︒山

掛軸の字にそえてある花から前述の塩味を感じる︒掛物と

です︒四十余年間にわたる養鶏︑小学生の頃からの小鳥︑

すが︑これも下手の横好き︑自分だけで楽しむ程度のもの

いに砂糖でききめがない︒水の讃とか︑雲の讃だと︑山の

水画によく讃がしてあるが︑山の絵に山の讃では︑ぜんざ

これによって自然を見つめ︑正直な相手とつき合うことに

金魚など︒これらは園芸と一連の生きものを相手のもので︑

よって自分の心を平静に保つ上に大いに効果がありました︒

風景に立体感をそえる︒有限の室内に無限の世界を展開し

は本当に楽しいものです︒これらの生きもの相手の趣味は︑

嘘で固まったような世の中でこれら動植物と付き合うこと

は昔からわがものとしてきた︒趣味も異質なものとして︑

その時点の生活環境の変遷によって一様ではありませんが︑

このように異質であって︑異質でない考えを︑われわれ

てこそ生きるのである︒

人間に幅をもたせ︑情操を豊かにして︑考察を向上させる

坪せいぜいのささやかな畑に︑老夫婦日常の副食と︑子や

改良をすることに喜びを感じつつ︑あちこち合せても三十

カチになる悪い土質ｌに堆肥を鋤き込んで気長に士質の

耕作には巌低の粘土Ｉ雨が降ればズブズブ︑蝉れぱカチ

住んだ此処数年は︑このあたりで俗に﹁ハネッコ﹂と呼ぶ︑

牛勢︑大根などをつくった一反百姓でしたし︑葉山に移り

と三百坪位を開墾し︑小麦︑馬鈴薯︑甘薯︑長人じん︑長

戦後︑満十年間︑青山御所の焼跡の官舎住いの折には次々
︵評議員日本電池︵株︶相談役︶

ものに外ならないと思う︒

園芸が趣味 の第一覚

趣味は人生に箔いを与え︑人の心にゆとりをもたせる点
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折々の花壇︵チューリップ︑葉牡丹︑アゲラタム︑パンジ

の空間を活用して︑通行者の目をたのしませるための四季

かねない︒ときには趣味と余技が同じくなることさえある︒

の潤いや楽しゑが趣味であり︑それが昂じると道楽になり

筒りどころを求めて何か潤いや楽し桑を持とうとする︒こ

より豊かな人生のために︑人は誰でも印榊叫耕細卿脚討回呼の

大塚正八︑郎一

穂蕊詮⁝掌真を層に︐典

Ｊ

孫や知人などへ少しでも配ることを楽しゑに︑茄子︑トマ
ト︑胡爪︑大根︑人じん︑いんげん︑蚕豆︑碗豆︑レタス︑

花やさい︑ブロッコリー︑芽キｔヘッ︑コールラビー︵蕪
甘藍︶オクラ︑ピーマン︑紫甘藍︑玉葱︑南爪︑長夕顔︑
葱類等々の小量を超集約的農耕法でつくり︑蕗︑若荷︑芹︑

ー︑ベゴニヤ︑︒ヘチュニャ等々︶︑サツキや自家仕立の盆

紫蘇︑山淑も作るばかりか︑庭というにはお粗末な畑以外

栽︑ゼラニウム︑洋側等々を所狭きまでに並べ︑早天には

き放たれた気分に浸ることができる︒

旅先で拾ってきた小石を一つずつ磨きながら︑そのとき

趣味に取り組んでいる問には︑生活の煩わしさを忘れ︑解

期？に追い廻されつつも︑それぞれの中に神の摂理を見︑

の思い出を古い日記を緬くように懐かしんでいる友人がい

潅水に尻を叩かれて汗を絞り︑それぞれテンポの異る農繁

でいます︒一時︑庭もない狭い家に住んだ頃にも︑僅かな

世話をすれば湖面にその効果の現れる正直な世界を楽しん

に多い︒

マッチ箱︑古銭などを集める蒐集の趣味は手軽なので案外

っては銘石に勝る宝物のようである︒小石に限らず︑切手︑

る︒はた目には取るに足らない石ころであっても︑彼にと

心を平らかに保ち︑しかも健康にもプラスになる小百姓の

鉢植の中に大自然の姿を見出して楽しんだものでしたが︑
真似事ができることを心から感謝しております︒

る︒その時は︑鴨居の上に一列に並べてゑた︒北海道のマ

わたしも︑一時はマッチ箱をいろいろと集めたことがあ

俳句︑写真︑日曜大工︑昆虫採集︑切手蒐集など雑多な趣

ッチ箱︑信州の︑そして四国九州︑あるいは台北・北京・

この外︑登山︑剣道︑魚釣︑スキー︑スケート︑短歌︑

味がありますが︑どういうわけか碁︑将棋︑麻雀︑ゴルフ

上海などの箱が並ぶと︑色や形がとりどりであり︑思い出

もこもっていて壮観である︒狭い家の鴨居の上でマッチの

には縁がありません︒
︵特別会員町村議会議員共済会監事︶

箱が閲兵分列をしている感じになる︒仕事の合間に︑鴨居

（7）

を仰いで一寸マッチ箱に挨拶すると目の疲れもとれてくる︒

は殆んど孫達である︒その動きを追っていると肩の凝りも

大正の初期︑青年団に仲間にされる年頃︑学識も浅く才

橋香峰

能も乏しい己れを回顧するに︑何か常人の多くが手がけぬ

石

韻文作りで

︵特別会員筑波大学教授・医博︶

出しては︑これを趣味と称して自己満足をしている︒

ときには盤を囲み烏鷺を戦わす︒いろいろなことに手を

ほぐれる︒

りだけ︒部屋を掃除する立場からすれば︑壮観に見える筈

安上りで高級な趣味であるｌと自惚れるの憾正に自分独
のマッチ箱の隊列もホコリの溜り場であり︑ホコリを払う
とすれば忽ち隊伍を乱して落下してしまう︒まさに厄介物
趣味に骨折りを惜しんではいけないが︑趣味はほかの人

に過ぎない︒

の迷惑になってはいけない︒

なくなったし︑集逸ても大したこともないしＩなど一理

それに︑最近のマッチ箱は図案が一率化して地方色が少
屈これて諦らめて糸たものの︑いや少し待てよ︑まだまだ

であり︑元和年間に至り佐胤現在の邑に移り代食農業を継

ことをして見たい考えが湧き︑少年時の祖父からの寝物語

承︑佐信︵宝暦二壬申年六月廿三日残七十二歳︶は江戸の

りが浮かぶ︒曇祖の義胤・義明父子は南朝附きの弓矢の人

やっぱり集めて蕊ようかｌということで︑学会などで出

がたい︒図案も何年か前とは少しずつ変っているようだ︒

張した折にボチポチ集めている︒危険なマッチ棒は取り除

しげに語られた︒また香樹園蕉風︵六代目東部支会長︶や

俳人雪中庵に師事︑玉川舎の庵号を許されたものだと誇ら

地方の風物を印刷したものや風情のあるものも多い︑捨て

人の小石集めと同じである︒鴨居の上ではなく︑箱の中で

義兄の東川居芙峰︑旧戚の服部明石先生等々の指導で俳句

き︑箱の中に日付とその日のことを書いて入れておく︒友
重なっている︒自ら省みて︑若者の趣味から懐古的な老人

の道に進象︑更に短歌の領域にも欲張り両刀使いかと笑わ

れることになって了った︒

高祖父に当る佐能︵胡月︑覚胤と云う︶は始め俳句に精

進し︑晩年は平田篤胤系の歌道を学び︑熊野の洞官出羽守

一

一

一

鴨居のマッチ箱は取り払われ︑欲しい人達の手に渡った︒

I

趣味へ移行してきた感がある︒

趣味は加齢とともに︑また境遇によって変るものでもあ
それに最近は以前から好きだった写真が復活した︒対象

ろう︒
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餌

や松頼吟社社中と風交を続け︑死残の月日時刻を告げて誤
りなく八十三歳で畢っている︒辞世は﹁極楽の弥陀の浄土
に誘はれて仏の道に入るぞ嬉しき﹂で墓石に刻んである︒
徳星寺の先為代良高僧正や︑明治末︑新年勅題〃松上鶴〃

で光栄の預選を得た伊藤栄治郎︑府馬学校長の鈴木保司先
生等に熱心な指導をうけたものである︒教示を頂いた宗匠︑

先生方は今は殆んど物故し︑鈴木先生の桑は千葉市末広町
に移られ︑豊蝶として九十八歳の長寿を自転車を乗り廻し︑

の向くままに思い出してのものであった︒

好天気の日には裏の古城杜要害山へ登ることにしている︒

此処は源頼朝に仕えた木内胤朝の男・五郎備前守胤長が築

き︑筑前守胤済︑淡路守胤家︑但馬守胤秀︑大和守秀光五

し︑永禄八乙丑年九月里見の将の正木勢と府馬勢連合軍の

代在城の地︒秀光川上移住後は木内九郎光胤の後喬移り住

攻略で︑敗城した戦跡になっている︒頂上には筆塚の石碑

服部眺石のは﹁この水に足りて青田のそよぎ哉﹂高木蕪

と三基の句碑が建つ︒

風のは﹁田部城の名残と堂むる青田かな﹂何れも小さなも

ので︑﹁只老いて何も出来ずに喜寿の春﹂は︑地方句会の

、 シ ノ

悠々自適の生活には只々驚くばかりである︒祖父の佐則は

先達であり東部支会副会長の内山小葉師の教示をうけて︑

rq，

伯父の致堂・渡辺中を師匠に広く漢籍を修め︑長崎から移
りの横書数字をと羨やまれたが︑蘭書のガランマチヵの素

られた医師により算用数字を教えられ︑邑に戻っては唯独

香峰七十七歳の句を建てたものである︒

朝顔の花咲くを見て︑いつも想い出す事がある︒戦時中

一

支会
会長
長︶
︶
︵評議員東東部部支

読も強いられ閉口したとか︑俳句と和歌は祖父の祖父に当

：！

趣味の在り方

る佐能︵前出︶に手ほどきうけたと聞く︒七十七歳元旦の

句﹁元旦の計は変らじ倹と勤畦光﹂また﹁長らへて喜び
の年迎ひけり数ある憂さも笑え納めて佐則﹂という短冊
を残し︑昭和十五年一月廿七日八十三歳で生涯を終った︒

この様な次第で知らず知らずに六十年余りの間趣味とな
様な道に足を入れぬとせば︑どの様なことを好むこととな

の畿餓状況下にありながら読書を続けた学生達の事と︑鉢

戦時の国民生活がどのようなものであったか︑戦後の混

植の朝顔を育てる老漢学者の事についてである︒

来ず仕舞に終る訳︑韻文の素養も無く勉強とてせず︑只気

ったか判らぬが︑それでよかったでは無いかと思う此の頃

新

である︒長年のあとを振り返えるに︑．良い句も良い歌も出

り︑韻文方面へと傾き過したことになったのである︒この

ヘ
ヘ

〜
ー

示された良きものは伝えてほしいと思う︒

くらいに聞き流してしまうのであろうが︑戦時生活の中で

失調のため餓死したという事実など︑愚かな過去の物語り

率先法律を守って︑配給食料だけで生活した裁判官が栄養

いし︑体験として語る人達もいずれは消えてしまうわけで︑

乱がどのようであったか︑戦後生まれの世代は知る筈はな

ことを示している︒

戦時生活の中でも心豊かな生活・趣味の追及は可能である

衣食足って礼節を知るとも説かれた︒しかし︑物資欠乏の

た安らぎを覚えたことであった︒食は天下の大本といい︑

並の中で色鮮やかな鉢植の朝顔の花を見たときはホッとし

学生を見るのは頼母しいことであった︒また索漠とした町

ても静かに人生・自然を省察する心の余裕を失ってはなら

忙中閑ということばがよく使われる︒いかに多忙であっ

後との隔りが縮められ︑いわゆる総力戦の形相を現わし︑

ない︑というほどの意味と解釈したい︒手から口への窮迫

近代戦は単なる軍隊と軍隊との戦争ではない︒戦線と銃
国民生活のすべてに戦争の影が伴う︒学生も学業半ばに戦

な生活からは文化は期待できない︒人間らしい生活のため

にはそこばくの閑暇︵余暇︶が必要であり︑各人の趣味は

場に赴き︑残った学生も勤労動員で軍需生産の一翼を担っ
たのであった︒

から芋を作れ︑という意見があった︒軍司令官がこのよう

閣下の訓示の中に︑稲や麦は空襲を受ければ焼けてしまう

激励・生産状況視察に来たことがあった︒その折の司令官

事とし深く自然人生をかゑしめる種類の趣味が生かされな

るにレジャー︑企業に操られるままに一時的な快楽追及を

を知らないし︑週休二日制など余暇に恵まれている︒しか

驚異的な日本経済の発展につれ︑現在の国民大衆に飢え

その余暇をいかに充足するかに関係する︒

な場違いの食糧談義をしたこと自体が︑戦争末期の世相・

い︒これが今日の日本の物的繁栄の中の心の頬落と深くか

日時は忘れたが︑ある日︑中部軍管区司令官が動員学生

飢寒状況を推想させる︒事実︑国民大衆は遊休地は勿論︑

かわりがあることを明視せねばなるまい︒

︵評議員日本文化大教授︶

庭先まで空地という空地を掘り返して食糧を得ようとした︒

観賞用の花木などを植えていれば非国民呼ばわりされる有
り様であった︒

一糸半紙も貴重であった物資欠乏の状況・磯餓線上の食

糧事情は︑今日の青少年は想像できないであろう︒そのよ
うな限界状況の中にありながら︑静かに読書を続ける動員
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たまこお

ということにはなり得ない︒全く唯ひたす

わが魂凍る

親しい家庭から﹁母が帰って来たので１

らに学の巾にあって梢進されるとの事であ

氏家寿子一
１﹂と懇ろな招待を受けた︒母と呼ばれる

心を打つのであった︒汚れなき若人のいの

わけても胸底に焼きついたのは﹁生命の

ちの声に人々は衿を正し斉しく感応した︒

礼を申し上げます﹂の一語である︒このこ

尊厳を教えていただいたことに対し厚くお

医学部の学生方は人身否生物のはかなさ︑

とを聞かされて私も感動し銘刻した︒

生命の脆弱さに明け暮れ接して来られたで

う事情かいぶかしく思った︒が︑窪にうか

私は涙でお見送りをしたのである︒どうい

学生の見送りを受けた︒美しい花を飾られ

て肥られ法要が営まれ︑研修した川余名の

め担当教授方︑御関係の大学人の手によっ

遺体はいとも丁重に︑厳かに︑学長はじ

接触し︑生命体の神秘をつきつめた筈の今︑

に幾月幾夜︵事実学習時間は大変長い由︶

あろう︒人間即ち生態柵造の拙なさの論理

つな話で︑その方は生前の意志により献体

−年余離れいて終りの床を護られたわが家

にしてこの言葉である︒私は聞かされつつ

︾○○

をされたので︑この程引受けられた病院か

に帰って来たのである︒大学は︑いとも御

その人は二年近い前の秋︑既に昇天され︑

ら︑一切の任務が終了したので一戻られたと

丁寧な謝辞を述べられ︑故人の︑死後尚わ

頼を寄せる無上高等の専業である︒その故

医学はわれわれが生命をあずけ最上の信

ろう︑人なに測り知られぬ恩恵を与えられ

が国の医学に︑そしてこの後生れ来るであ

自家で臥床２年余︑一切の看護をし精魂限

であり︑帰宅した尊体は彼女の姑であった︒

この説明をしてくれたのは︑実は私の娘

わが魂の凄てつくのを覚えて身を固くした︒

そして今︑既に息絶え氷よりも冷たい骸

分になされたことであろう︒

も過誤も十分に見聞し︑臨床の経験も十二

いうのである︒

に非常に難解であり︑また容易ならぬ技能

て送ってくださった︒

たと︑御一同深々と頭を垂れ最敬礼をもっ

総代の学生が︑壮の底からこみ上げる漂

味か深く︑成長に参与することの畏ろしさ

幼児に接するのは上級の場合よりずっと意

園については一所懸命力を入れて来ました︒

﹁私も学生の教育実習を指導し︑特に幼稚

り仕えたのである︒彼女は斯う言った︒

を私は知っている１つもりであった．

学生方は寂として声なく︑清浄そのもの︑

と高度の科学知識と経験年輪を要すること

承ればその学の最も基底をなすものに

学問に対する真剣な過去幾数日が凝結した

とした声をもて︑感謝と感激の言葉に綴ら

様相で感激の涙が光っていたという︒

﹃解剖学﹄があり︑そこまで勉学を続けて

い学生があるという︒この学を専攻される

来たのにどうしても乗り切ることの出来な
先生方は︑他の領域よりも遥かに地味でけ

れた謝辞を読んだ︒一言一句真熟聞く者の

と大切さを精一杯伝えて来ました︒事実幼
わしく︑この専門をもってして医業を開く
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稚の実習を終った学生は︑小・中．高の場

近いことなのですねＩ﹂

教育とはもっともっと高いもの︒⁝⁝神に

昭和十三年に﹁この頃から釈宗活老師の両

箇所である︒野口先生自筆の年譜によれば︑

勤めの頃と思われるが︑文集にも︑禅との

忘禅協会に入る﹂とあるから︑宮内省にお

合もそうですがぐんと大人になり︑人に奉

私はうなづき︑膜目合掌した︒それ以外

かかわりについてはほとんど触れておられ

自分の存在がなかったのである︒

ない︒中村氏の文章は︑その側面を伝える

け

仕する態度と精神が出来ているので嬉しい

臆！いのちがけで知る﹃生命の尊厳﹂仮

貴重な資料として拝借させて頂くことにし

有難いと思っていました．けれども
れども今日の︑あの学生方の顔・眼・直立

を下げて暫し上げ得なかったのである︒

初に言えることではないと切に思い独り頭

たものである︒同氏の御厚意に改めて感謝

していた身のこなし︑そして代表者の言葉︑

︵特別会員日本女子大名誉教授︶

あれは多分柔んなの言葉でしょうね︒あれ
を見・聞きして︑人間に対する私自身をつ

申上げるとともに︑野口先生の禅者として

︵本会理事文部省官房長︶

には﹁科学と禅﹂と題された論文をも載せ

︵なお︑中村氏の所論を正しく伝えるため

電子工学の誤記であります︒尚野口先生

り︑その加頁︑行目に電子学とあるのは

の﹁人生論﹂中に小生に関する記事があ

有難うございました︒拝見致しますとそ

禅﹂誌に載せられた﹁一夢庵大峡竹堂居士

回は︑中村唯岳氏の書簡と︑同氏が﹁大乗

考えていた︒先生の一周忌を機として︑今

老居士も︑電子学︵電子工学の誤植ｌ筆者

格を得た電子工学専攻の工学博士中村唯岳

私の友人で︑最近師家分上︵師範格︶の資

書簡の中の﹁人生論﹂中の記事とは﹁又

十二月号にも野口先生に関する私観を褐

を御屈け申し上げます︒又別に大乗禅誌

に思はれます故︑拙文︵自然科学と禅︶

干小生の把握とは異なるものがあるよう

科学と宗教︵禅︶との交叉に就いては若
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の一面を伺い感慨を新たにした次第である︒

﹁前略︑只今は貴日本弘道会発行の

︵中村唯岳氏の書簡︶

集﹂を急遼刊行して関係者にお配りした際

﹁大乗禅﹂にも発表されている由であるか

ることが必要と思われるが︑長文でもあり︑

﹁野口明文集﹂を御寄贈頂きまして誠に

に︑いろいろな方から感謝のお手紙を頂い

許しを得て掲載させて頂くことにした︒

ているが︑中にはきわめて懇篤な内容のも

がこの文中に於て把握して居られる自然

と野口極観居士﹂︵同誌昭和五四年十二月

註︶の立場から禅を説いている︒﹂という

Ｏ

号︶から野口極観居士の部分を︑同氏のお

のもあり︑いつか﹁弘道﹂に紹介したいと

ら︑ここでは割愛させて頂いた︶

の一周忌に当る︒日本弘道会が﹁野口明文

早いもので︑この九月三日は︑野口先生

くづく反省しました︒教育とはお母さん︒

I

く御願い申し上げます︒草を

戦致しましたから併せて御高覧を賜り度

二高等学校の校長として赴任された頃

昭和十八年︑すなわち先生が仙台の第

の野口先生を筆者が始めて知ったのは

クシデントが重なったのでした︒幸に

かも蜘妹膜下腔出血で倒れるというア

のお宅の庭先の防空壕内に避難し︑し

受けたのです︒竹堂老居士は極観居士

︑十二月三十一日中村唯岳
である︒

内に入り︑さらには一夢庵大峡竹堂老

の後は法嗣耕雲庵立田英山老居士の室

た時のご提唱直後に入門された由︒そ

宗活禅師が古稀を契機として隠退され

その禅歴は昭和十四年四月十六日︑釈

野口明先生は道号を極観と申された︒

時を竹堂老居士は仙台に出向かれて極

米沢と仙台は比較的近距離に在るので

にある禅寺関興庵に疎開しておられた︒

窮を避けるために︑筆者の郷里米沢市

夫妻は当時の帝都空襲や食料事情の困

いた最中であった︒一方一夢庵老居士

いた電波兵器の開発研究﹂に没頭して

戦時研究員として︑﹁マイクロ波を用

所に勤務し︑第二次世界大戦における

筆者は当時東北大学の電気通信研究

られた︒このお言葉は確かに禅者の悟

には︑その日常行履を伺えと申してお

後来︑極観居士は禅者の真贋を見る

葉もありません︒

黒川先生の御厚情に対しては御礼の言

観居士御夫妻の御苦労や︑現存される

を受けられたのであった︒この時の極

は東北大学医学部の黒川教授等の治療

れが駈けつけて応急手当をし︑その後

院に軍医候補生としておったので︑そ

も筆者の弟︑外田六郎が仙台の陸軍病

野口極観居士

居士に兄事された︒ともあれ後掲の如

観居士の御宅に御世話になりながら二

に終戦とともに色々な事情があって筆

境を判断する一面であると思う︒さら

庵中村唯岳

く世間的にも著名なるお方であられな

高生のために坐禅︑法話の会合を持た

、 上 し ノ

不受

がら︑純一無雑に禅の道に入られた御

れておった︒当時の困難な食糧事情の

者の所属する両忘禅協会には幾多の変
下において竹堂老居士を招かれたこと

人間禅教団を創設し︑一夢庵大峡竹堂

遷があった︒耕雲庵立田英山老居士は

なお禅の道を慕われた原因には第二高

は︑極観居士はともかく︑大家族の台

姿は永く筆者の脳裡に残るものである︒

所を預る奥様の御心労は如何ばかりで

に移行した︒極観居士は両忘禅協会︑

老居士の創設された択木寮は択木道場

一夢庵老居士が運身の精力を尽して宗

あったものかと︑今考えると申訳け無

等学校の同窓生である耕雲庵老居士や

く思います︒しかも仙台は終戦直前の

人間禅教団︑択木道場に対しては終始︑

教団である両忘禅協会員の燃ゆるが如

昭和二十年の七月六日の晩に大空襲を

活老師の創設された特色ある居士禅の
き求道心に触発されたものと思う︒そ

rlql

日にはいわゆる﹁竹堂忌﹂を開いて道

なお毎年八月十六日の竹堂老居士の命

一往︑静座観法を行ぜられた由である︒

中立的態度を保たれ︑健康時には一日

対する工夫をめぐらしておられたもの

常に深い理解を持たれ︑その正常化に

た人間禅協団や択木道場のあり方にも

なお再興後の両忘禅協会のあり方︑ま

の一語があり︑さらに降って夢窓国師

差を識る﹂

差﹂とある事を紹介されていた︒この

上堂の法語に﹁仏法無多子只要自知

﹁我れ参ずること二十年︑いま方に

法演禅師の法語に︾

交を暖めておられた由︒択木寮の関係

さらに先生は公私の区別に対しても

と推察される︒

者はこの集会を﹁門外会﹂と称して独

さって︑〃天上天下唯我独尊″の端的

調布市佐須の祇園寺にまで御出掛け下

始めて法柄を握った時には︑わざわざ

は極めて厚く︑筆者が昭和四十五年に

ともあれ極観居士の禅に対する道情

ではなかったかと思うが︑⁝．：﹁識差﹂

処かの文書⁝⁝恐らくは﹃大乗禅﹄誌

もなお深い肝銘となっている︒また何

先生の誠に如法なる事︑筆者には今日

の書簡を以って筆者に御忠告を賜った︒

筒を使用して送った︒先生は早速墨書

たまたまその青年がウッカリ公用の封

法の精神に富まれた方であった︒しか

想うに先生は稀に見る公正にして順

づくものと深く敬意を表します︒

等︑いずれも大法を尊重する至誠に基

田寺︵秋田市郊外︶にまで出向された事

展を念願されて︑その発行所である陽

さらには﹃大乗禅﹄誌の正常なる発

している︒

に立脚して精進するようにと激励して

の二字の出典について大方に向って間

めて下さった心優しい純真なお方でも

も後進の成長を常に暖い眼差しで見凝

ことを御知らせすべきであったと後悔

下さった︒誠に感激に耐えない︒この

うておられた︵後日︑これは﹃大乗禅﹄︑

常に意を用いられた︒ある時筆者が一

御言葉は臨終間近く病床を見舞った時

昭⑲．︑月号なることを知った︶︒筆者は

青年に命じて一文を先生に送らせた︒

にも賜った︒﹁坐禅会の様子は如何か﹂

かった筆者の未熟を差ぢる誠意を莞爾

あった︒何卒﹁識差﹂の二字を識らな

る︒

特の親しゑを持っておられる模様であ

と︒有難い御言葉である︒

気に懸りながらもついにこれには御答

８１９月合併号に︑秋月竜眠老師が

えせずにおいた︒﹃大乗禅﹄誌昭和

げて追悼の一文と致します︒

として御嘉納あらん事を御願い申し上

また筆者が﹃大乗禅﹄誌に投稿した
﹁科学の究極﹂なる一文は先生の御勧

﹁禅とは何か﹂の一文を掲載された︒

︒

めによるもので︑また﹁両忘禅協会と

その中に楊岐方介禅師三世の法孫五祖

︵昭和五十四年九月二十日記︶

者に対する検試問に答えたものである︒

修行の根底﹂なる一文は極観居士の筆

（14）

﹁おかしな話って何だろう﹂というので︑読んで頂けるかと
イギリスの選挙は清潔だ︒政治家︑議員で︑きたないことを

思う︒これは︑気楽な読書から出た産物︒

する人はないといわれている︒しかし︑それは二十世紀になっ
一八七四年︵明治八年︶に︑保守党が総選挙で自由党を破っ

てからの話︒

た︒保守党の総裁はユダヤ人であることを自慢していたディズ
レーリ︵あとではビーコンスフィールド伯︶だ︒二度も首相に
なった︒自由党は彼と十九世紀後半のイギリス政界を二分した
グラッドストーン︒この人は四度内閣を作った︒このグラッド
ストーンが︑明治八年の選挙で負けた時︑はきすてるようにい
選挙ともなれば︑酒場を特約しておいて︑保守党の人は︑こ

った︒﹁ジンとビールの土砂ぶりに押し流されただけだ﹂︒

の店で何を注文して︑どんなに飲んでもよろしい︑と宣伝した︒
それで︑夜になると︑酔っぱらいが︑どこの街路でも︑ゴロゴ
ロねていた︒病院は腹をこわした人で一杯︒これでは選挙でも
負けるにきまっている︒保守党の飲ませかたは︑ひどいといっ
たわけだ︒

ところが自由党でも︑飲ませなかったわけでもない︒どっち
が余計に飲ませたか︑これは分からない︒その上︑カネを︑ふ

母 へ 一

一

﹁あなたは︑誰に投票しますか﹂と聴けば︑﹁わかりきった

んだんに︑ばらまいた︒どの選挙区でも︑

ことじゃありませんか﹂︒誰だって︑﹁一番沢山くれる人︵ミス

ター・モウスト︶に投票するに︑きまっています﹂

夜おそくなると︑﹁月世界から来た人︵マン・イン・ザ・ム

と答えたものだ︒

ーン︶﹂と呼ばれる︑えたいの知れない人が訪問してくる︒投

この通り︑買収して下さるのを待っています︑というわけだ︒

票日が近づくと︑あかりをつけっぱなしで寝たふりをしている︒

日本なら障子の破れからカネをつき出して︑何々さんに投票お

ガのすき間からカネを投げいれる時︑保守党の者ですが︑必ら

願いします︑という︒ヨーロッパなら︑ガラスの破れや︑レン

ずお願いしますという︒そういってカネを出すだけで︑決して

顔を見せない︒裁判になった時︑﹁私のところに来た人は︑た

それから︑投票日の前にカネをくれるか︑あとで呉れるか︑

しかにこの人でした﹂なんていわれては︑かなわないからだ︒

それをきめておく必要がある︒投票日より先にくれるのをクワ

といった︒鉄が先についているからだ︒あとで渡すのを︑せっ

日本でもそういう話があるが︑いつでも前の選挙の二倍もカ

た︵雪駄︶といった︒鉄が︑かかとの部分についていたからだ︒

ネがかかる︑という︒政治記者︑政治学者︑議員候補などが︑

ってなげくことになっている︒イギリスでも百年前に︑候補者

寄るとさわると︑﹁政治には︑かねがかかりますからね﹂とい

として︑﹁選挙ごとに前回の二倍かかるのは︑やり切れない﹂

といっていた︒ある候補者は考えあぐんで︑お寺のお坊さんに

（15）
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ことは全く恥知らずの︑けしからんことだ︑とお百姓たちに教

相談した︒﹁何とか︑日曜のお説教で︑潔き一票を売るような

まじめすぎるお坊さんは日曜になると︑有権者に向かって︑

えて頂けないでしょうか﹂と訴えた︒

﹁こんど︑万一︑票を売るような人があったら︑大変なことで

った︒

す︒きっと地獄に落ちると信ずるのであります﹂といってしま
これは少し薬がききすぎたようだ︒候補者が有権者の一人に
会ったので︑

﹁どうです︒お坊さんから︑ああいうお説教をきいたからには︑

あなたがたのお考えも大分変ったことでしょう﹂
と聞くと︑そのお百姓は答えた︒

﹁あのお説教を伺ってからというものは︑私どもの考えは︑す
っかり変りましたのです﹂

﹁では︑どういう風に変ったんですか﹂と聞くと︑
﹁地獄に落ちる︑といわれましては︑一票の相場が変りました︒

これまでは︑一票二万円でお分けしておりましたが︑地獄に落
ちるといわれたんでは︑倍の四万円は頂かないと︑あわないと
皆の意見が一致しましたので﹂と答えたという話︒
世間では︑﹁選挙民とカネとの縁は永久に断ち切ることはで
きない猫とかつぶし象たいな関係だ﹂といっていた︒
また︑﹁カネを持たずに︑投票して下さい﹂と頼むのは︑﹁あ

なたのいのちを頂きます﹂というのと同じことだ︑といわれて
︵本会顧問創価大教授︶

いた︒百年前は︑それが常識だったのだ︒

趣味・道楽

野口明

フランスの諺に﹁シャカン・ソン・グー﹂︵各人・彼の．

趣味︶の一語がある︒﹁各人の趣味を尊重すべし﹂と云うよ

趣味と似た語に道楽がある︒名随筆家市島春城氏に﹁百道

うな時に用いる︒私の好きな一句︒

楽﹂の一篇がある︒古書刀剣より酒色に到る迄︑百花線乱の

無限ならん﹂と︒広い哉人心の遊苑︒

趣を解説する︒告白して﹁我未知のものあり︑又細別すれば

趣味と道楽には語感に差があり︑一方は鑑賞的︑精神的︑

一方は耽溺的︑物欲的である︒遊蕩人の代名詞に道楽者の用

趣味・道楽の世界を大観すると︑人心の世界地図を見る如

例は其の一である︒

くである︒山岳︑沃野︑砂漠︑都会︑河川︑湖海︑氷州等奄

共産政治では趣味にも拘束が有るらしいが︑ギャンブルに

棲む人為の心相情態を覗く思いがする︒

潔癖な道義性は諒とするに足る︒健全性を標傍する保守自由

政治が︑個人家族を赤し︑暴力犯罪に関連する賭け事や︑射

ｌ野口明文集より１

社会道徳に無関心なる政治は国民の不幸である︒国家の衰

倖心を刺戟する宝くじ公営に無関心なのは何の故ぞ︒

兆である︒︵昭和印・咽︶
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第七十八回総会で

寿昌杯を受けて

鶴岡重彦
川谷定保

菅谷敏夫

て貰えたらと痛感する次第でありますが︑

﹁青少年の非行防止と更生の促進﹂という

先日も保護司や更生保謹婦人会の主催で

塞症を病拳︑それまでの市役所の勤務をや

健康を保って道徳振興のために

お父さんお母さんを指す︶には仲皇沈んで

遺憾乍ら︵若い層とは青少年ではなくその

ずっと前に私どもの支会長の渡辺正勇先

テーマの座談会があり︑保護観察官や保護

賞えないのが実状であり誠に残念でありま
生より︑大分古い会員になったので寿昌杯

めたのでありますが︑爾来薬は一日たりと

鶴岡重彦
候補に推薦したいというお話があったので

る実話の発表があり実に肌寒い思いがいた

司の方々から生をしい青少年の非行に関す

らず︑現在土地改良事業の理事長として又

扱て私は昭和四十二年に狭心症︑心筋梗

しました︒非行青少年の年少化︑兇悪化︑

区の連合会︶の仕事も引受けて働いており︑

市の土地改良協会︵市内四十二の土地改良

礼が最後となり恐縮です︒今回の感激を契

L人／ノ

す︒

りますが︑本年も亦推薦のお言葉がありま

ありますが固く御辞退申上げて来たのであ

休まず服用しておるためか最近は発作も起

したので︑ここで又お断りしては御厚意に

さに暴動化であり警察力では防禦出来ない

特に健康法とてありませんが病気を気にと

特に暴走族の集団的暴行︑その破壊力はま
現状であるとのこと︒我々年輩者には全く

と考えております︒

めずくょノ︑せぬことが何よりも健康法だ

対し却って失礼と存じお受けいたした訳で

考えられないような内容でありました︒暑

あります︒只古いというだけで何ら弘道会
しく恐縮の至りであります︒

に対し貢献の無かった私としては誠に心苦

中休暇を前にこの取締り︑非行防止には全

私は現在︑社会福祉協議会の支部長をし︑

会誌〃弘道〃は常に国民道徳の振興と国

に微力を捧げて御礼にかえたいと存じてお

機とし今後は後れ馳せ乍ら弘道精神の普及

何だか自分ごとの象書き連らね受昌のお

関係上︑会誌〃弘道″の内容につきまして

ような青少年が弘道精神の一片でも心にし

民品位の高揚を訴え続けております︒この

く頭が痛むとのことでした︒

は全く同感であり︑心の支えとして一生読

又県市の神社総代会の役員をしております

ませて頂きたいと念願しております︒

／ ィ 行 、

ります○

︵千葉県白葉支会評議員︶

私が支会評議員を辞任したのは昭和四十

つかない程であった︒

年で︑町議会議員を始め多くの公職にあっ

去る五月二十日︑千葉県東部支会石橋会

ありそれだけに感激に堪えない次第である︒

この栄誉に浴したということは全く破格で

然るに今日私の如き微力短才のものが︑

寄与したいと思うが︑只気ばかり強いだけ

時私が代行することもあった︒

任者の物色に奔走し︑長きに亘る場合は一

者なので長くは続かず︑その辞任の都度後

老骨を鞭打って弘道に捧げたい

た為め弘道誌の配布も遅れ勝ちとなったか

長より︑二十五日の日本弘道会総会に於て︑

私の入会は先師存生の頃︵昭和十年頃︶

らである︒後を引き受けて呉れる人も年輩

私に寿昌杯が贈与される旨の連絡があり︑

と記憶している︒当時の弘道会員というの

で︑体力が続かないのではないかと思う次

菅谷敏夫

出席を約しておいたが︑当日体調に異状を

は︑村の三役︑小学校長︑医師等という地

激と共にその際私の瞳に蘇ったのは︑四十

寿昌杯の伝達を受けた︒私は感激した︒感

のだがそうでなければ︑勧誘の対象にはな

長をしていたので︑自ら申込んで入会した

方第一流の名士であった︒私は先師が支会

不識今年年七十賜杯浴得寿昌栄

泊翁遺此心傾俗累純身道未成

第である︒

香城

寿昌を機に老骨に鞭うって斯道の発展に

二十六日東部支会の総会で︑石橋会長より︑

数年前︑先師布施悦斎先生が古稀に達した

らなかったと思う︒私が支会評議員になっ

本会のためにお役にたっていて︑八十歳
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感じた為め出席を断念した︒その後︑六月

時︑寿昌杯を受けて︑いたく感激したご様

たのは︑昭和十八年で前任者は旧村の元村

先日曾田事務局長が遠路わざわざおいで

しれませんが︑まだ七十歳を過ぎたばかり︑

にでもなっていたら寿昌の価値もあるかは

拝領弘道寿昌杯

子である︒先生は明治三十九年より︑漢学

はまことに盛大なもので︑今日では想像も

長であった︒旧体制下に於ける支会の総会

︵千葉県東部支会員︶

れ︑人格高潔の碩儒で︑昭和十一年に他界

谷定保

が︑この事をいたく喜ばれたということは︑

ただただ恐縮︑感謝の外ございません︒

下さって︑全く思いもかけぬ寿昌杯を拝受︑

寿昌杯をいただいて

塾・克復館を開き地方の青年子弟を教育さ

の人とも云うべきもので︑多年に亘り東部

する迄二千数百人の門弟を教えた郷学最後

支会長を勤めたので︑此の人に寿昌杯を贈

当時から弘道会の寿昌は相当権威のある栄

らる上は寧ろ当然の事と思われたのである

典であったと思うからである︒

川

自分がこうした待遇をうけることは心苦し

本会に対しても何一つお役にたっていない

教などで︑自然の恵象によって生かされて

なのは︑心の健康だと思います︒書物や宗

もなかなか実行ができません︒何より大切

健康管理については︾思うことはあって

せん︒煙草は三年前にやめました︒酒は生

ギングもすすめられてはいますがつづきま

七

をいただいた時︑その趣旨と弘道誌の内容

前幹事花谷寛一先生から入会のおす生め

ます︒日を腹をたてず︑すべての現象をあ

いるありがたさを会得せよと教えられてい

に一層注意して︑余生を何かのお役にたつ

ん︒寿昌杯をいただいたのを契機に︑健康

かり減らしたいと思う体重が仲々減りませ

来だめ︒甘党でこれが過ぎるため二キロば

八分間︑それだけです︒竹ふ承やジョ

第一第二とそれに苦干の屈伸運動を加えて

い気がいたします︒

に心をひかれて入会さしていただきました︒

の健康を保つことになる︒たしかにそのと

りがたく受けとめて生活することが︑肉体

埼玉県狭山市田口良三

︵島根県松江支会幹事︶

よう努めたいと願っています︒

その時この執筆者この内容で送料共で五百

実行していることは︑早朝のラジオ体操

おりだと思います︒

円︑どうして会が維持できるのですか？と
質問したことを覚えています︒当時は弘道
のですが最近はなかなか読了できず︑これ

誌をいただけばその日に読んでしまったも

会員増募キャンペーンに一言

会祖︑西村会握先生の御趣旨は万古不である︒

易のものであり︑弘道精神︵修身斎家報心こそ心迷はす心なれ

張にあたっては︑その当事者はすべからこのことを瞬時も忘れず切磁琢磨して

恩感謝︶であるが﹁弘道﹂誌の愛読者拡心に心心許すな

昭和七年十二月版

第三代会長松平直亮監修
○菊版上・下巻

く阿呆になって拡張運動に精進すべきで世の推進力となりましょう︒人として誠

○各巻八百余頁

ある︒内容の調整についてはつとめて細の心を以て処世し日本人としての使命を

﹃泊翁西村茂樹伝﹄

集当局に於て平易に一般的にわかり易く全うし︑よく一隅を照らす人で終りたい

而かも骨子は︑誇りある日本人としてのものである︒

限定頒布印部
送料込み

頒価二○︑○○○円
本会々祖西村茂樹先生七十五年の

ば昭和元禄の時代に対処して流されずよこすもその原動力でありますので︑時に

襟度を堅持して︑会員たる者は梢もすれ今後の日本の教育こそ国をねかすもお

してお互いに心をみがくべく善処すべききであると堅く信じます︒︵本会正会員︶

り多くの人為と心のふれ合いを行い︑和ふれ︑折にふれ︑文部当局にも要望すべ

生涯の事蹟と論説を悉く載録︒年

ｌ鑓申込み峰本会事務局へＩ

譜・挿画十数葉︒
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も老化現象かと淋しい気がいたします︒

'
一

氏の三会長の下︑足掛十七年の長きに亘っ

正氏︑第七代野口明氏︑第八代西村幸二郎

昭和三十八年四月から私は第六代酒井忠

副会長のご尽捧の結果であった︒

て任せられる﹂との定評のあった下村寿一

定された︒これは﹁絶対間違いなく安心し

祖の墓地が昇格して東京都の史跡として指

ｌ酒井・野口会長のことなどｌ

在職十七年の思い出

渡辺正勇

て主事として本会にご厄介になり︑片山清

葉が返された︒これは世界に誇る日本築城

つゆ知らぬ私の失言であったからであった︒

の粋とも言うべき壮厳優雅な姫路城主とは

﹁君もぜひ見て来給え﹂との仰せをかみし

めながら︑後日︑姫路市の職員の案内で五

層の天守閣の中空高く誓えた白鷺城をとく

野口会長には十五年に亘って陰に陽にご

と見学したことであった︒

指導を頂いたことは誠に有難いことであっ

剤中毒対策の復光会長︑農林大臣︑農村子

主︑相撲の殿様︑横綱審議会委員長︑覚醒

新日本の建設に急なる余り︑徒らに心酔し

は明治九年であった︒申すまでもなく当時

西村会祖が東京修身学舎を創設されたの

た︒

さんを初め多くの役職員並に支会長幹事︑

弟指導の金鶏学院並に日本農士学校開設な

酒井会長は一年半程だったが︑姫路の城

わけても千葉県の石橋香峰東部︑東平久雄

のやむにやまれぬ警鐘だったのである︒

ている西欧文明の迷夢から覚醒させようと

一理事︑渡辺薫事務局長︑管理人内田千代

平川︑小川仁睦沢︑西村会祖出身地の菊間

ど農政︑スポーツ︑厚生等に広く深く関係

野口会長はこの西村会祖の壮図に添うよ

健夫佐倉︑青柳嘉忠幹事︒北村博学川越︑

常に屈託のない温顔を以て事を処理され

の言われるように中興の名会長だったので

うひたすら忠実に精魂を傾けられた︒誰か

されていた︒

た殿様の悠揚迫らぬ風格には特に親近感を

金ケ江三郎雅綱有田︑秋田県の京野正樹湯
会長︒藤肥正三︑藤原岩太郎︵現前︶秋田

覚えた︒晩年七年間の言語障害の闘病生活

のことと思われるので︑今︑私は儒教に関

よりその他の方灸のご指導ご鞭漣に感謝申

葉県長柄町の鎗田寿︑篠田惣次の諸氏は固

途見上げた熊本城の高く大きいことを口に

忘れられない思い出がある︒沖細からの帰

本会で初対面の折だったと思うが今以て

り平天下に亘る倫理体系を動的感化性との

重論者である︒儒教は東洋の華で︑修身よ

﹁私は儒教万能論者ではないが︑儒教尊

沢︑渡部文雄能代︑高橋弥太郎秋田の各支
副会長︑松江支会再興の今は亡き沢村暁之

であった︒

を余儀なくされたことは誠に痛ましいこと

ある︒底知れぬ会長の学徳については周知

へのご配慮の埼玉県美里村の大木善平︑千

助理事長︑古津千次郎幹事︑近く支会発会

上げるとともに乏しく至らぬ私はむしろ深

すると﹁君︑あんなのは大きいとは言えな

福をお祈り致したい︒

くお詫びを申し上げねばならないのである︒

いよ﹂とせきこむように思いもよらぬお言

する卓見の一端を管見ながら追想してで冥

思えば昭和三十九年四月養源寺の西村会
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中国の結晶であり永遠に生命のある古典で

特質とを有っている︒特に論語と大学とは
やり︑わけても発病からご逝去にかけては

め二高校長当時の尚志同窓生の会長への心

後門人が心喪に服した心境とも思い合せて

実に涙ぐましいものがあった︒何か孔子没

﹁中国では批林批孔の論義が高まってい

今さらながらその学徳の広さ深さに胸を打

ある﹂

るが政権が安定すればこの問題は緩和する
たれたのであった︒

あり︑﹁先生のご遺志を体して一致団結︑

第八代西村現会長は西村会祖の養孫でも

時が来るだろう︒今は一時的の波の如き感
もする﹂と︒この卓見は正にその通りだっ
たのである︒

から始められた︒そしてその終了後の喜代

挑戦には常に指針とされたという﹃論語﹄

のく会﹄の研修が先生の座右の書で難問の

到な計画のもと着々と成果を揚げておられ

により壮者を凌ぐ元気を以て︑日下綿密周

八十五歳のご高齢ながら西村式綜合健康法

野口前会長の霊前でお誓いされたように︑

本会の使命達成に頑身の力を致す覚悟﹂を

子夫人心尽しの稲荷鮪や海苔巻等の直会が

る︒この時に当り私は唯傷ながら長期に亘

表紙うら﹁会祖絶筆写真﹂説明

会祖の蕊去は明治弱年８月肥日午後

の見込みがないことを自覚された会祖

七時四十八分だった︒病篤く再び回春

は︑東京・向島のご自宅で静かに天命

焔日に︑特旨を以て正三位に叙し勲一

を待たれたのであった︒この二日前の

等を授けられて病床に感泣︑午後二時

家人に命じて紙を展くさせて︑仰向け

のまま筆をとって書かれたのが︑表紙

うらの写真﹁辞世の詩﹂二首である︒

少しの乱れもなく︑その悟り切った心

境のほどがうかがえ︑人間修業七十五

得されるのである︒

暦

テヅス

年の極致をこの絶筆からひしひしと感

辞世二首

ハヨ叩ソ

ク

シ

トシテ

生固常事︑死亦常事︑以二常身一処二

常事一晴空無し雲漉水無し波︒

スルゴトニ

遁二遥人間一七十五年︑功鷺

ル

ニス

メテフカリル
クーークク
求レ道叩有し得駕︑魂也何之無レ

有二定所﹃上天下地自在淵歩︒
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﹁月一回ご自宅で開かれた読書会﹃ゑち

実に愉快で誠に熱心な家族ぐる象の教育一

る骨折療養のため非常勤の相談役として主
とと相成ったので︑改めて従来よりの一方

家であった﹂とは小出孝三評議員の述懐で
徳川時代の漢学者中特に近江聖人と呼ば

ならぬご厚誼を深謝するとともに︑今後と

として本・支会の連絡等に微力を捧げるこ

れた中江藤樹︑当時学問徳行を以て鳴る伊

も倍旧のご指導ご鞭挫を賜るよう心からお

ある︒

藤仁斎︵会長の西村会祖ご夫妻のお墓並置

願い申上げる次第である︒

○ともどもに千代に八千代に幸あれと

の若想は仁斎の洞堂参拝後との愚考につい
ては追悼号でふれた︶︑敬天万善を期した

今日も祈りぬ九十九里にて

︵本会相談役︶

しあはせを呼ぶ日向葵の花

○おほらかに空に真向ひほほゑみて

広瀬淡窓の三者を日本の誇りとするに足る
﹁求道的学者﹂と絶賛された︒会長所期の

鈴木勲文部省官房長︑杉浦昌也医博を初

人間像がうかがえるのである︒

$

羽峯・南摩綱紀と朴斎・増村度次

有恒学舎の創設にあたって
去る六月中旬︑わたしの現在勤務する大学の用事で︑新
潟県立有恒高等学校をたずねた︒この学校は中頚城郡板倉

哲史

村山拙軒︑豊島洞斎諸氏の教えを受け︑一年漢学を研修し

た︒また南摩綱紀︑岡鹿門︑土屋鳳洲︑岡本黄石︑小野湖

山の諸氏に師事して詩作にも精進した︒この間︑中村敬宇︑

三島中洲︑鈴木松塘等の門もたたき︑益するところがあっ

を授けられた︒漢文で綴られている原文を訓み下して桑れ

これよりさき明治十七年二月︑南摩綱紀から﹁字号説﹂

た︒

に増村度次によって創設された私立中学校であった︒増村

ぱ

増村度次子︑東二寄セテ字ト号ヲ余二請ウ︒字書ヲ按ズ

よ

︾︶

明治元年︑当時の板倉村針の富農増村家に生まれた︒幼に

ルー︑度徒︿洛切ナリ︑読法ナリ︒心能ク義ヲ制スルヲ

年で

度卜日ウ︒次︿次序ナリ︒夫レ心能ク義ヲ制シテ︑事︑

二事エテ孝タリ︒君二事エテ忠タリ︒夫婦二和シ︑兄弟

次序ヲ失ワザレ＄︿︑其ノ徳︑徳タリ︒情をスレバ︑父母

二友︑朋友ニ信︑一家潅睦シ︑閏郷ハ感化シ︑施為ソノ

っか

の教えを受けた︒しかし間もなく帰郷し︑現在の頚城村︑

に寄寓した︒かたわら上越の漢詩人たちの吟社であった懐

宜シキヲ得ザルナシ︒果シテ是ノ如クぞ︿︑之ヲ成人ト

あざな

かく

人社に加盟して詩作にふけったが︑朴斎は同人中の最年少

というのであって︑朴斎はこのときより字を﹁子徳﹂とい

あざな

テ号ト為ス︒以テ子︑此ノ字号に塊ヂザランコトヲ望ム︒

は

謂ウモ亦可ナリ︒故二之二字シテ子徳ト日イ︑成堂ヲ以

つか

当時の大穫村の高田藩儒井部健斎の温知塾に学び︑師の家

い

て初めて上京し︑日本弘道会初代副会長であった南摩綱紀

して神童の聞えが高かったが︑十五歳のとき叔父に伴われ

あざな

度次は号を朴斎といい︑朴斎先生の名で親しまれているが︑

町針に所在するが︑もとは有恒学舎といい︑明治二十八年

川

者であったという︒

十八歳の春に南摩綱紀を頼って再度上京︑斯文醤第二学
年に編入し︑根本通明︑島田重礼︑佐藤牧山︑岡本監輔︑
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古

南嘩綱紀先生肖像

斎用印に﹁子徳﹂﹁成堂﹂﹁成堂学人﹂などの文字が刻せら
れているのはそのためである︒

大正十四年︑朴斎は南摩綱紀から五言古詩の詩を揮奄し
た次の書を贈られた︒

昨日君我ヲ訪ウ︑帝王城西ノ楼二・
今日我︿君ヲ訪ウ︑后越海南ノ州二・
相別レテ僅力数日ナレドモ︑難黍又掩留ス︒

き

文ヲ論ジ夜燭ヲ刷り︑詩ヲ賦シ互二唱酬ス︒
やで

脈ノ徳︿祖孝ヨリシ︑家庭︿一二消修タリ︒
いわ

脈ノ教︿隣里二及ビ︑土俗軽浮ヲ絶ッ︒

高原矧ンャ輪笑タルヲャ︑樹陰涼シクシテ秋二似タリ︒

日二百壷ノ酒ヲ倒シ︑以テ万州ノ愁ヲ掃ク︒

維組トシテ別ルルニ忍ビズ︑相携エテ佐洲二遊令ハン︒

己丑七月十二日︑子徳増村君ヲ訪ウ︒流留スルコト数日︑共二

佐洲二遊守ハンコトヲ約ス︒因ツテ賦シテ贈ル︒羽崇綱紀

一首の大意は︑先日君は東京のわたしの家を訪うてくれ

たが︑今日は逆にわたしが君を越後板倉村に訪うた︒この

前わかれてから数日にもならぬが︑今日は厚いもてなしを

じ︑詩を作って唱和した︒君の人徳は父越渓翁譲りのもの

受けて君の家に滞在することになった︒夜ふけまで文を論

で︑家庭は平和そのものである︒君の教化は隣里に及び︑

ために土俗は重厚である︒君の住居は必ずしもりつばとは

いえないが︑樹木におおわれていて秋のような涼しさを保

る︒日常酒を愛して世の憂さを忘れる︒情誼を尽して別れ

っているに忍びず︑明日はまた共に佐渡に遊ぼうと思う︒

ｌ以上のような怠味に解される五言古詩だが︑ときに

朴斎は二十二歳︑南摩綱紀は六十七翁であった︒それから

七年たった明治二十九年︑朴斎は有恒学舎の開校に漕ぎつ

けるが︑それまでの間に学校創設の案について南摩綱紀に
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日本弘道会初代副会長

増村朴斎先生肖像画

い︑﹁成堂﹂をその号とするようになった︒今にのこる朴

蕊蕊蕊
蕊蕊蕊藍

計るところが多かった︒その証拠に︑明治二十七年五月︑

右ノ趣申陳度取急ギ草々不尽

日御遣ノ図面︿前文ノ久留氏エ遣置候

五月尽夜燈下南摩綱紀

南摩綱紀は増村度次宛に次のような長文の書簡を送ってい

るｌ

増村度次君

二関スル事甚大終身生し付力又片輪者二相成候事故十分可慎可

学校井家ノ建築︿極メテ大切ニテ衛生ノ良否︿勿論眼気ノ善否

クル

過日︿御安泰御帰の旨被伝下目出度事遥賀候︒学校建築
図文部省へ持参建築懸リ長久留正道卜申人二綾々面話致

誠よし久留氏ノ説ナリ

候処同人ノ答左二

これによると︑朴斎は学校建築の図面を携えて上京し︑

南摩綱紀へ学校開設の計画について相談したように想像さ

一学科ノ数井授業ノ程度
一卒業ノ年限
一学級ノ数井学年学期ノ分チ

持参し︑建築係り長の久留正道と面談するところがあった︒

その結果を報じたのが右の書簡で︑学校開設の計画は着々

れる︒この相談に応じて︑南摩綱紀は右の図面を文部省に

ー生徒ノ人数
一教員ノ人数
一授業ノ時間等

︿未ダ能ク開ケズ因テ文部省︿私立ト雌モ官立公立卜同

二大関係アルモノニテ至を極大切ナルモノナレドモ本邦

﹃中庸﹄﹃老子﹄の講義をした︒滞在は十余日に及んだが︑

年七月には︑朴斎の請に応じて有恒学舎に出かけ︑﹃大学﹄

に並々ならぬ因縁を感じていたからであろう︒明治三十四

六歳の高齢で︑はるばる東京から参列したのは︑有恒学舎

るや︑南摩綱紀は親しくこれに臨席した︒綱紀は時に七十

明治三十一年四月︑有恒学舎第一回卒業式が挙行せられ

と進行していたことがわかる︒

様二見倣シ深切二取調ブルハ勿論依頼アレバ何レノ地へ

たまたま巌谷一六が来訪したので︑共に酒杯をあげて詩を

又日公私立ヲ不論学校ノ建築︿生徒ノ衛生井学業ノ進否

右ノ条々明細不相分候テハ校舎間取井広狭等難取調旨

ナリトモ出張建築ノ指図世話モ深切二致シ海内ノ学校皆
法度二合ヒタル学校二致度見込ナリ云々但私立ニテ出

作って唱和した︒そのとぎの朴斎の七言絶句は

山翠二秋青ク鑑ヲ緯リテ新ナリ

みどりなえらんめぐ

キ事云々

山翠秩青続濫新

張建築指図願人ハ出張人ノ往復井滞留中ノ費用︿受持ベ

右ノ都合故もし出張御望ナレバ出張モ相成可申候又前
文ノ件を急二御申遣ナレバ急二御調相頼差上可申候先
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午掛相忘主将賓
同ジク是レ︑斯文同臭ノ人

東京︑北越︑雲千里

午掛ミ︑相忘ル主ト賓タルヲ

出身︒字は士張︑号を羽峯といったとしたあと︑

明治四十二年︵一九○九︶まで生きた教育家で︑会津若松の

人名辞典でしらべてみたところ証文政六年︵一八一三︶から

ひるく

東京北越雲千里

なり︑藩士を教育す︒北越戦争後︑高田に禁鋼されたが︑

海道︶に留まり︑住民を教化す︒一八六七年藩の学職と

州を視察︑一八六二年樺太を探険︑代官として蝦夷︵北

さらに杉田成卿について蘭学を学ぶ︒一八五五年関西諸

幼時藩校日新館に学び︑のち藩命を受けて昌平校に学び︑

あざな

同是斯文同臭人
というのであったが︑また朴斎のためにも
一タビ醤堂二上し︑ハ塵夢醒ム

こうのぼ

一上醤堂塵夢醒

四山我ヲ迎エテ眼相青シ

維新後は太政官︑文部省に歴任︑東京大学教授︑高等師

すぐ

四山迎我眼相青

老来ルモ︑未ダ忘レズ時ヲ済ウノ

と説明しただけで︑日本弘道会との関係については一言も

学徳共に高かった︒著書に﹁内国史略﹂などがある︒

範学校︑女子高等師範学校を歴任した︒朱子学に通じ︑

老来未忘済時志
士心

日々書生ノ為二聖経ヲ講ズ

触れていない︒有恒学舎との因縁についても同断であるが︑

日為書生講聖経
という七言絶句を作って贈った︒

ている﹁南摩先生記念資金募集広告﹂によれば︑斯文学会

以上のようにして南摩綱紀と有恒学舎︑またこの学舎の

とあるのは何かのまちがいらしいが︑明治二十一年来高等

進講者でもあった︒東京堂の人名辞典に﹁東京大学教授﹂

会の講師を兼ね︑また明治三十六︑三十七年の御講害始の

の講師︑帝国教育会の名誉会員︑朗行会・行道学会・修養

雑誌﹃弘道﹄の明治四十四年七月号︵第二百三十二号︶に出
日本弘道会の﹁生みの母﹂

創設者増村朴斎との関係は或る程度あきらかになったが︑

り高等師範学校教授を兼ねた︒そして三十六年老衰のため

師範学校教諭をつとめ︑のちに女子高等師範学校教授とな

その前に南摩綱紀はどのような経歴と思想の人物であった
か︒日本弘道会初代の副会長であったことは先に紹介した

っている︒

官職を辞し︑四十二年四月病のため八十七年の生涯を終わ

とおりで︑東京都文京区千駄木の養源寺にある﹁西村泊翁
先生墓﹂の碑銘は南摩綱紀の揮室と聞いている︒しかしそ
れ以上のことはわたしにはわかっていないので︑東京堂の
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日本弘道会との関係は︑明治十七年三月︑それまでの東

一︑君子は義に噛り小人は利に噛る

なお︑有恒学舎には朴斎先生によって定められた

一︑人為さざるありて而る後に以て為すあるくし

以来で︑明治三十六年六月までは副会長は一人だけであっ
たが七月から二人制となり︑新しく伯爵松平直亮が加わっ

一︑公を先にし私を後にす

京修身学社を日本講道会と改称したとき副会長に就任して

た︒会長は明治三十五年八月まで泊翁西村茂樹であったの
年十一月︑谷会長が会長職を松平直亮に譲ると同時に南摩

一︑礼譲を重んじ虚飾の風を除くべし

一︑質朴剛毅の風を養い深く儒弱と軽薄とを戒むくし

一︑志気充実にして操守堅固なるべし

という﹁三綱領﹂と︑

副会長も辞任した︒すなわち南摩綱紀は︑前後二十二年に

−︑勤勉励精生徒たるの本分を尽すべし

を︑その逝去のあとを子爵谷干城が引きついだが︑三十八

たわけで︑泊翁を﹁生糸の父﹂とすれば﹁生翠の母﹂とも

わたって初期日本弘道会の運営発展に副会長として尽力し

｜︑摂生に注意し身体の強健を図るべし

として名高い秋川道人会津八一は︑早稲田大学を卒業した

立有恒高等学校にもそのまま伝えられている︒歌人・書家

という﹁五学規﹂が建学の精神として掲げられ︑現在の県

が有恒学舎﹁生みの親﹂である朴斎増村度次であったが︑

その日本弘道会﹁生糸の母﹂と浅からぬ因縁をもったの
明治四十四年四月に発足した﹁南摩先生一記念資金募集﹂に

の揮皇に成る﹁朴斎先生碑﹂が公宅跡に建っている︒朴斎

直後の四年間を英語教師としてこの学舎で過ごしたが︑そ
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いうべき役割をつとめた恩人であった︒

な弘道会員でもあったのは言うまでもないことで︑早くか

も発起人の中に増村度次の名が見える︒従って朴斎が熱心

を得たい︒

先生と秋川道人の関係については︑他日また細説する機会

︵本会理事亜細亜大教授︶

先生資料室準備会が発行した﹃朴斎﹄︵第一集昭和四十七年七

Ｉ陰

ら﹁日本弘道会員姓名録﹂にその名をつらねている︒朴斎
月︑第二集昭和五十一年十月︑第三集昭和五十四年五月︶を見る

と︑朴斎翁が道徳的訓化を受けることの最も大きかった恩
人として西村茂樹が挙げられている︒どれだけの根拠があ
るのかつまびらかでないが︑朴斎が日本弘道会の有力な会
員であったのは疑うべからざる事実であった︒

≦

連載︹西村式綜合健康法・夢ものがたり集︺その①

って考えた挙句︑私は﹁百歳会﹂と命名し

った︒あれこれと︑なけなしの脳味噌を絞

るとの新説を発表され︑パロチンという薬

老化現象が始まり︑先ず唾液が減少して来

博士は︑人間はだいたい︑二十五歳頃から

百才会の目指す﹁健康と長寿﹂の道

私はかれこれ十六・七年も昔から︑毎日
たのである︒

幸二郎

のように実行してきた︑自己流の﹁健康と

とがある︒こんど皆さんから︑読むだけで

のは︑凡そ︑その成長に要する歳月の五倍

そもそも︑地球上の生物の寿命というも

それにも効きめがあるらしいといわれ︑永

みに老人性白内障にかかった時︑友達から

た︒現に私なども︑ご他聞に洩れず︑人並

を発明して︑服薬や注射を施し大変流行し

は︑ちょっと解りにくい︑是非実演して見

では育つものと伝えられている︒だとする

い間病院に通って注射して貰ったほどだっ

と︑その五倍の百二十五歳が︑大体﹁人間

る︒一方昔から︑俗に人間は二十五の暁ま

の君の迷演技が︑間に合わなくなっても困

のは︑人間が母親の胎内からこの世に生れ

ぐらいだと︑学者方は研究の結果仰せにな

るから︑早くやってくれよとせつつかれた︒

の寿命﹂ということになる︒これこそ︑私

落ちて以来︑病気にも椛らず︑鉢中のすべ

かも知れない年頃に近づいたし︑折角苦心

で︑とうとう去年の暮頃から体操会のよう

達人間が神から授けられた︑言って染れば︑

に神の定め給うた通りの仕組で︑完全に作

ての組織や器管の︑それぞれの機能が︑常

からだ

大風呂敷だと笑われながらも有名になった

んは︑百二十五歳説を天下に唱えて︑例の

私の中学時代︑早稲田大学々長の大隈さ

ないと考えているのである︒というのは︑

れた天寿も︑決して満足に保つことは出来

あって︑少しでも故障すれば︑折角定めら

動し続けておれば︑こそ︑維持できるので

はたらき

てきたらしい︒この調子ならひとつ︑小人

皆さんも少しは︑希望も︑欲も︑張りも出

ものだ︒近年になって︑臨床の大家・緒方

しくみ

私はかねてから︑この﹁天寿﹂というも

た︒

なものを発足させることとなった︒

正真正銘︑掛け値なしの﹁天寿﹂と言うべ

は会の名を附けてはどうかということにな

めて染ると︑どうやら評判も悪くなさそう︒

そこで︑私の自宅で︑月一Ⅲ定例的に始

きものではあるまいか︒

せてほしい︒自分らもいつ︑あの世に行く

が︑親しいお年寄りの方登に差しあげたこ

長寿﹂に就ての著書を︑だいぶ以前だった

村

数でも永く続けてみようじゃないか︑就て
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西

スその他︑各種様を徹夜麻雀のおつき合い

暴飲暴食︑過労︑睡眠不足︑さてはストレ

世の中の悪い風習に染まり易く︑その結果︑

人間そのものが︑もとノ︑薄志弱行のため︑

れも︑不備︑不完全であって︑そのうえ︑

を初めとして︑制度︑風俗︑習慣どれもこ

現在のような欠陥の多い世の中では︑法律

て﹁天寿の最高上限﹂と仮定し︑この辺で

の天寿から差し引き︑残った﹁百歳﹂を以

喫斗つけて天帝にお返えしして︑百二十五

けは︑こちらから先きにご遠慮申しあげ︑

仮りに二十五年位と見当をつけて︑これだ

想像して糸た︒標準も統計もあるまいが︑

じてどれほどになるかと︑つまらんことを

私は試みに︑こうした減点が︑一生を通

考え直してみるのが︑老人の﹁亀の甲と歳

ず︑騒がず︑もう少し静かに腕供ねいて︑

信ずるのだ︒

さえあれば︑必らず実現出来る筈だと堅く

て︑楽しみながら永く続ける粘りの土根性

一日と心得て心を新たにし︑前途に夢を見

絶えない苦しい努力の連続︑毎日毎日を第

こま

かど

だが︑しかし︑待てよ！ここらで慌て

ねば

と言ったような不摂生のためでさえ体内の

減点はストップさせて頂こうと思いついた︒

のし

あらゆる機能の満足な働らきは︑到底望め

﹁情に樟させば流されるし︑理に走れば角

の功﹂というものかも知れない︒とかく︑

が立つ﹂と明治大正の大文豪は戒められた︒

なくなる︒言いかえれば︑避けることの出

ところがたいていの人は﹁百歳の寿﹂と
聞くだけで︑いくらわが国の平均寿命が︑

とがあやまち

来ない社会悪と︑更に自分で犯した愚かな

すきま

間隙を置かないと万事︑円るく納まらない︒

物事は重箱式では堅苦しい︒余裕を設け︑

ｌ女氾・的︶誰しも恐らく

男は世界一︑女は二位に延びた今日この頃

の程度に応じて︑折角神から与えられたこ

およそ人間と言う動物は︑極めて弱いも

は︑百年の生をむさぼることは︑難事中の

でも︑なお︑この複雑な現実の裟婆世界で

く

眼を円るくなさるだろうし︑余りにも厚顔

のだ︒いくら鉄石の堅い決意を以って臨ん

の︑脆いもの︑そして意気地のないものな
の管長さんは︑百歳を越えても︑まだまだ

難事である︒

９もマつ

ましいと︑思ぼし召すかも知れないが︑有

あつか

名なＮＨＫ五つ子の名づけ親の京都清水寺

でも︵男だ．

不摂生とによる罪・答・過などの大小深浅
むし

の百二十五歳の尊い天寿を︑刻疫に蝕ぱま
れ︑限りある生命を次つぎと縮めてゆくの
が現実の姿である︒私はこれを天寿を﹁減
点﹂しているのだと仮りに云っている︒そ
れを中国の詩聖は﹁人生七十︑古来稀れな

お達者でござるし︑また八十︑九十は鼻垂

っているが︑何れも実は長かるべき天寿の

子も喜寿などと称えて︑長生きだと喜び祝

と記憶する︒私はこんなことも︑凡人にだ

はたしか︑百六歳の峠の坂は越されていた

者︶だった平櫛田中さんも︑亡くなった時

の年齢の上限とし︑たとえ一歳でも二歳で

から減点したあと残る九十歳を以て通常人

更に十年の余裕を設け︑これを百歳の関門

私はここで︑窮屈な枠組みをはずして︑

あざわのみかくしやく

れ小僧と噺笑って︑盤を振って嬰蝶︵お達

﹁減点﹂の厳しさ︑生命の短かさを嘆き悲

って決して不可能なことではあるまいと思

り﹂と美しく詩に吟じ︑わが国では猫も杓

し承ながらも︑わざとこれを忘れようと心

っている︒不退転の決意と︑巌のような堅

も︑石に噛りついてでも︑この九十歳の苦

わく

を慰めているに過ぎないのではなかろうか︒

たゆ

い信念と︑焼まない強い克己心と︑そして
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のである︒この程度ならさほど難かしいこ

れを延ばすことは出来ない︒しかし︑自分

神の定め給うた天寿は一瞬たりとも︑こ

もよいのではあるまいか︒

とでもなく︑それこそ私の常にお勧めして

﹁第二の天寿﹂こそは︑己れの決意︑努力

の努力工夫で創るこの後天的とも言える

しい境界線を飛び越えたいと︑偏えに希う

いる健康長寿法と取りくんで︑毎日統けて

の如何によってある程度︑長くも短かくも

実行さえすれば︑目的達成は出来ると堅く
信ずる︒

出来るのである︒そしてここにこそ︑私が
窮余の挙句︑ようやく工夫した︑健康法の

しかし私は︑これだけでは満足出来ない︒

私達は更に百尺竿頭一歩を進めて︑百歳と

真の効果が潜んでいるのだと信ずる︒

た堂し︑私の唱える﹁第二の天寿﹂と言

○○

九十歳の中間︑九十五歳を焦点として︑こ
れを目標に︑充実した意義ある余生を送り

ことを目標とするのである︒

凡そ人の年齢には︑暦年と︑肉体的の年

られる︒私の希うのは即ちこの精神年齢で

齢と︑また精神的年齢の三つがあると考え

つまでも若く︑溌荊として︑頭脳の働きを

あり︑永遠の心の若さである︒それは︑い

ともしび

活溌にし︑常に希望を抱いて夢を追い︑好

奇の眼を開いて研究に励み︑燈を掲げて知

識を求め︑窮極は古今にわたって天地に通

ずる〃誠の道″を︑身を以て貫ぬいて︑道

義と信仰に生きんとする尊い人生への到達

私は目下︑永く１若く１そしてまた

うても︑ただ年の数だけ積み重ねて︑ブラ
だと言ったものでは断じてない︒他人の厄

豊かに！生きようと︑時を超越し歳を忘れ

たいのであり︑そのため堅い信念と強い意

介になり︑徒らにご迷惑をかけるに過ぎな

て︑ひたすら努力緒肋している︒そして︑

ブラして生きていさえすればそれでよいの

もし︑この念願が叶えられ上ぱ︑凡ゆる

い所謂︑寝た切り老人とか︑或は有吉佐和

欲とをしっかり持たなくてはならない︒

意味で︑きわめて険わしく︑厳しい近頃の

子が︑いみじくも描写した桃惚の人を指す

そのものである︒

冥すべきであると︑神に心から感謝と祈り

﹁生き身の証拠﹂として︑現実に立証して

この生れながらに病弱だったわが身を以て

世の中では︑人間として︑ほんとうに以て

のでもない︒言うまでもなく︑時勢の変過

大それた夢にわが心を燃やしているのであ

行きたいとの或は神は叛むくかも知れない︑

著しい昨今は︑こうしたお気の毒な方々が

このようにして︑結局はどうしても避け

到るところ非常に多く︑実に悲痛の極みで

を捧げたいのである︒

られない老化現象の恐ろしい爪牙の鋭い鉾

る︒もし︑この不遜な野望が叶えられて︑

のである︒私の健康法は微力ながらこのよ

いつ死んでもよい﹂などと︑悟りを開いた

幸にまだ余生が与えられるとしても﹁もう

社会的大問題でもあり︑ご同情に堪えない
うな境遇に陥るのを多少とも未然に防ぐこ

寿の減点を少なくし︑生命を伸ばす努力を︑

とを目的とする予防的なものに外ならない︒

先きを︑少しでも鈍らせて︑出来るだけ天

じめて達せられる百歳と九十歳との中間の

毎日繰り返えし︑積み重ねたその後に︑は

の冒涜︵汚すこと︶と心得︑折角尊い生命

ぼうとく

ような︑腹にもない強がりの言葉は︑神へ

それこそ出来れば死ぬまで世の為め︑人の
０○○００○○○○○○○○○○○
ため︑生甲斐ある有意義な余生を全うする
た﹁第二の天寿﹂であると︑堂々と誇って

年齢こそ︑私達各人が別左に︑自分で定め
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う一度と願わざるを得ない︒

世でも長寿こそ見果てぬ夢であり︑夢よも

う

ないが︑前生からの深い縁あって亨けたわ

チではあるまいかと︑秘かに考えると︑イ

やっぱりおそらく︑空しい夢に終るのがオ

しかしながら︑最後は結局︑言行不一致︑

を永らえた以上は︑好きで生れたわけでは
しずく

ども︑あくまでいとおし承ながら︑敬虐と

ソップ物語の狼が来るとウソをついた子供

が生命のことである︒最後のひと滴といえ
感謝の誠を尽して︑これこそ﹁わが天寿を

の薯じゃないけれど︑お前も初めから実行

えんま

全うした﹂と︑天国か地獄か知らないが︑

第九項の﹁健康に留意すること︑天寿を

追記ｌ私は弘道会の綱領甲号︵個人道徳︶

期すること﹂を常に念頭に置いて︑この

読者にも極力お励めしたいのである︒

健康法に精進しています︒

毎月一回︑私宅を開放して本文の﹁百

つい先日も︑愛知県半田市と岐阜県羽

歳会﹂を催しています︒

した︒

島市のロータリー倶楽部で公開して来ま
そんた少︑

だましたと︑叱られるかも知れないが︑ど

以上︑私の夢語りというか︑世迷いごと

りにはあの世も︑肉親春族︑さては親しい

楽しみましょう︒近頃は︑私のような年寄

を消して永遠に続くというあの世での生を

機会得て実演し度いと目下計画中です︒

当会でも皆様のご希望があるので何れ

うか私の真意のあるところをご付度あって

も出来ないことを大ボラ吹いて︑人さまを

神様であろうと︑間魔さまであろうと︑大
まか

手を振ってあの世までも罷り通れるのでは
こうして︑最後にこの世におさらばを告

あるまいか︒

そして皆さんも︑是非ご自身で︑今後私

平にお宥し願いたい︒

くても︑ある日ある時︑なんの苦し承もな

て下さい︒わが身の為になるのは勿論のこ

がお見せするだろうこの健康法をやって染

げる時は︑有名なポックリ寺に願がけしな
く︑枯木の倒れるように︑大往生を遂げら

と︑世の為め人のため︑お国の為にもなる

れ上ぱ︑生れて来た甲斐あったと︑どんな
に本望で嬉しかろうかと︑想像を退しうし

こと間違いなし︒私は夢よ︑常えに醒めな

とこし

ているのである︒

を長倉と述べたが︑私がこんど健康と長寿

友達も相当に増え︑結構賑やからしく心丈

いでくれと祈って︑この世から未練なく姿

の会に︑敢えて﹁百歳会﹂の看板を掲げて︑

夫ですからご安心下さい︒︵本会会長︶
た余︑い

実は﹁九十歳﹂を目指したが︑さて︑蓋を
たてまえぼんね

開けてみれば︑これは立前と本音の使い分
ないけれど︑私のような悟りの悪い凡愚の

け︒決して群頭を掲げて狗肉を売る類では
者にとっては︑始皇帝でなくても︑いつの
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︽云生ロ

●特別会員推薦

金壱万円也大島久太郎殿︵豊中市︶

金壱万円也丸山徒三郎殿︵鎌倉市︶

︵佐授県︶

金壱万円也大撤益郎殿︵東京都︶
金壱万円也橋本正智殿︵東京都︶
金壱万円也金ヶ江三郎雅綱殿
金壱万円也有政孝英殿︵東京都︶

横溝光陣小田急電鉄監査役︵元・岡
長官︶

山︑熊本県知事︑内閣官房

金参千円也匿名氏殿︵千葉県︶

口座番号○九二○︑○五一

日本弘道会普通預金口

四三一七

．︵塞恥和五五年疹朋奉卵敬称略︶

口座番号東京四

○九段郵便局
日本弘道会振替口座

．会費領収報告

ただきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせてい

２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数字は会費最終月です︒

︹東京都︺

清水権六︵訂−３︶湯川忠夫︵弱−３︶

橋本晋七郎︵弱−１︶○植原路郎︵弱−７︶
○日比野恒次︵髄／７︶○槽野直︵弱−７︶
○木村武雄︵弱宜６︶○菊沢まさ︵弱−６︶
○和田耕一︵詑三６︶○村松達雄︵弱三６︶
○高木晴夫︵弱−６︶○石沢康孝︵弱／５︶
○向井敏雄︵記−５︶︵以上一︑○○○円︶

遠藤尚︵硫三３︶渡辺芳子︵弱−３︶

︵以上二︑○○○円︶

○山本佳代子︵釘−６︶○大獄由美︵師−６︶
○宮本耕一︵断−６︶○宮本智子︵師−６︶

笹崎正市︵弱−３︶︵三︑○○○円︶

︹神奈川県︺

Ｊ引一

た︒

号を与えられ︑文化会館その他文化施設を
寄附︑京都市にも図謝館建設資金などの寄
附をし今日まで紺授褒章訓回も授与された︒
常に﹁財は天よりの預かりものゆえ公共の
ためお役に立てば本望﹂と︑この度も本会
の趣旨にご賛同あって多額のご寄附を頂い

⑧２富田保治氏は兵庫県竹町の名誉町民の称

て世界的に名を成したもの︒社長塚本幸一
氏は立志伝中の人にして︑青年実業家とし
て︑現在京都財界幹部指導者のご一人︒

いしずえ預金累計額
金弐百七拾四万壱千三百円也
⑮１ワコールは戦後洋装下着のメーカーとし

金参千円也志村義一殿︵埼玉県︶

●﹁いしずえ預金﹂ご寄付者芳名
金五拾万円也㈱住友銀行殿︵東京都︶

金弐拾万円也富田保治殿︵京都市︶
︵富士興業㈱社長︶

金拾万円也波多野正子殿︵東京都︶
金拾万円也㈱ワコール殿︵京都市︶

金五 万 円 也 鈴 木 恭 二 殿 ︵ 東 京 都 ︶
︵味の素監査役︶

金五万円也大阪建物㈱殿︵東京都︶
金五万円也福田捧娠㈱殿︵京都市︶

金五 万 円 也 西 村 総 左 術 門 殿
︵京都市︶

金参万円也中条守康殿︵武蔵野市︶
金参万円也ムーン・バット㈱殿
︵京都市︶

金参万円也京都中央信用金庫殿

ろをご利用下さい︒

ご寄付金のお振込象先は左記ご便宜のとこ

︵京都市︶

金弐万円也故田中源一郎夫人殿

寛英夫︵弱−３︶湯浅晃一︵郎三３︶

︹千葉県︺

村田一雄︵弱−３︶︵三︑○○○円︶

︵以上二︑○○○円︶

金弐万円也匿名氏殿︵東京都︶

○三井銀行神保町支店

口座番号四三六︑八六○

○住友銀行神田支店
日本弘道会普通預金口

記

矢柴信雄︵弱−３︶小出修己︵記−３︶
渡辺新一︵弱三３︶田中光幸︵弱三３︶
︵東京都︶

金壱万弐千円也匿名氏殿︵東京都︶

金壱 万 円 也 岡 野 清 信 殿 ︵ 千 葉 県 ︶
金壱 万 円 也 内 村 三 郎 殿 ︵ 東 京 都 ︶
金壱万円也岡田俊雄殿︵神奈川県︶

（31）

永石秀美︵死−３︶︵一︑五二○円︶

刈田文雄︵記−３︶梅津正雄︵弱−３︶
山田礼智︵弱皇３︶藤原義明︵弱−３︶

︹秋田県︺

︹福岡県︺

︹愛知県︺

田中敦︵弱−３︶︵二︑○○○円︶

︹兵庫県︺

久保義雄︵売三３︶︵一︑○○○円︶

︹滋賀県︺

尾田幸雄︵弱−３︶今関治邦︵弱−３︶
石井敏子︵弱−３︶平山重正︵弱三３︶

渡部文雄︵弱三３︶○加賀利吉郎︵記−３︶
山田角助︵詑三３︶︵以上一︑○○○円︶

渡辺克三︵弱−６︶︵二︑○○○円︶

○金沢源︵弱−７︶︵以上一︑○○○円︶

飛ケ谷定一︵師三３︶関谷正一︵記−３︶

真井田善悦︵弱三３︶︵二︑○○○円︶

○美濃本卯一︵弱−６︶︵一︑○○○円︶

佐々木源四郎︵調女３︶︵以上一︑○○○円︶

千葉保次︵弱−３︶

石井秀︵弱乏３︶後山長司︵弱−３︶
︹山形県︺

○椛田信吾︵調−７︶︵一︑○○○円︶

︹鹿児島県︺

︹大分県︺

金田近二︵弱一通︶︵一︑○○○円︶

住友智夫︵弱三３︶︵一︑○○○円︶

寺田欣一︵弱−３︶戸田八蔵︵弱／３︶
渡辺広志︵弱−３︶翠川一義︵弱−３︶

加藤三七︵弱−３︶︵二︑○○○円︶
吉田直之助︵弱−３︶︵三︑○○○円︶

︹東部支会︺

○松下兼文︵印乏７︶︵二︑○○○円︶
○窪田勝二︵諏三３︶︵一︑○○○円︶

○渡辺和夫︵ −３︶○花香研治︵師／３︶
○芦田房夫︵印−３︶○宮崎晴平︵師−３︶
○橋本重雄︵晩−３︶○土屋良夫︵切言３︶
○高木郁孝︵師−３︶○細川勝義︵師三３︶
○小川知久︵研一３︶︵以上一︑○○○円︶

︵以上二︑○○○円︶

○志田吉海︵記−３︶○長谷川淳士︵記−３︶

︹新潟県︺

森六郎︵詑三３︶酒井健作︵弱−３︶

︹富山県︺

辰野一郎︵銘三１︶高橋斌︵弱−３︶
荒木道雄︵弱−３︶小倉力︵弱−３︶
滝口松蔵︵弱三３︶佐久間晋︵弱三３︶
緑川四郎︵弱−３︶落合一男︵弱三３︶

久我数馬︵弱−３︶沢計吉︵弱三３︶

○吉川桂吉︵弱−７︶○中沢仲一︵記−７︶
○野沢健一︵記三７︶○山宮義信︵弱−７︶
○佐藤省三︵弱三７︶○樋口佐中︵弱−７︶
○竹内康夫︵弱三７︶○和田光恵︵記−７︶
○小柳一郎︵弱乏７︶○大矢重幸︵弱−７︶
○笠原熊吉︵記／７︶○田沢栄︵弱−７︶

○野本清︵弱−３︶︵以上一︑○○○円︶

関口晃︵印−１︶増田一郎︵売三３︶

山辺知行︵弱−３︶横溝光陣︵詑三３︶

森田静舎︵弱−３︶︵一︑○○○円︶

︹埼玉県︺

岡野清信︵弱三３︶︵三︑○○○円︶

○橘護法︵記−７︶○橘馨︵弱三７︶

高木万司︵弱／３︶山本三四男︵弱−３︶
大地薫︵記−３︶︵以上二︑○○○円︶

︵以上一︑○○○円︶

○竹内竹四郎︵売三７︶○長谷川耕三︵髄−７︶

大森康作︵弱−３︶小池弘︵記−３︶

︹京都府︺

︹佐倉支会︺

︵四八︑○○○円︶

︵以上二︑○○○円︶
川越支会四八名︵弱三３ノ
︹栃木県︺

滋賀銀行京都支店︵弱−３︶

小林元蔵︵弱−３︶松村米治郎︵弱三３︶

有馬弘毅︵死三３︶︵以上二︑○○○円︶

鈴木為作︵弱乏３︶︵一︑○○○円︶
磯田藤一郎︵弱−３︶︵三︑○○○円︶
大槻義行︵弱−３︶︵一︑○○○円︶

村岡元一︵弱量︑︶︵二︑○○○円︶

︹大阪府︺

︹静岡県︺

長谷川寿郎︵弱三３︶斎藤武男︵記−３︶

︹福島県︺
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支会だより

多喜城を見学︒

︹千葉県・東部支会︺
東部支会青年部・婦人部合同移動研修第
十一回の集いを五月十七日・十八日に亘り︑
男女廿三名参加︒早朝出発︑東金・葉桜の
八鶴湖畔を巡り老杉の西福寺に登拝︒茂原
・藻原寺を経て︑指定重要文化財の笠森寺
と平蔵の阿弥陀堂を訪ね︑畏営博物館︑大
鵜原では裁縫の神粟嶋様を︑切り立つ岩
山を登り降りして大汗を流して難行の参拝︒
小湊・誕生寺にて寺宝拝観の後︑夕刻新
緑の清澄山に登る︒天津に一泊︒
翌十八日は小雨となる︒房州伊勢の宮司
岡野先生の訓話拝聴後︑文化財の数多い丸
山町に向う︒石堂寺では雨の為め多くは車
中に待ち参拝者は数人であった︒更に工匠
の神・延喜式内の古社莫越山神社は全員小
雨を冒して登拝︒佐貫で巨大な東京湾観音
を仰いだ頃は︑雨もすっかりやみ︑木更津
では陽の目もさし帰路に着く︒
百聞は一見に及ばぬ勉強を土産として︑
志が無く行事を終了した︒︵石橋香峰︶
︹佐賀県・有田支会︺
佐賀県有田支会︵会員二三名︶は︑昭和
三九年一○月に発足しましたが︑日頃から
会誌〃弘道〃を通じて︑金ヶ江支会長を中
心に︑道義の昂揚︑会員相互の融和を図り︑
邦国の発展を祈り︑併せて一家の安寧のた
め努めて参りました︒昨秋一○月︑当時の

主事渡辺正勇先生がご西下なさる機をとら
え︑支会総会及び誰演会を支会長のお世話
により︑深川製磁株式会社客室において︑
会員多数の参会を得て︑盛会裡に行うこと
が出来︑此の上ない感激でした︒
日本弘道会が︑会祖西村茂樹先生の︑国
を愛し︑道徳振興のため如何に心を砕かれ
たか︑更に会祖のお心を心とする会員が︑
その数こそ少なしとはいえ︑特に戦後の道
徳の衰退目に余るものを︑如何なることを
してもこれが昂揚をはかり︑自戒し精進い
たさればと︑先生の力強いお言葉を拝聴し
効果ある一刻を持つことが出来ましたこと
を慶びとするものです︒
うけたまわると︑そのあと︑先生は交通
禍にあわれたとのこと︑何卒ご養生専一に︑
一日も早いご本復を祈ってやみません︒
以上とりおくれましたが支会報告といた

します︒︵古田実︶

編集後記
○四十年ぶりの〃冷夏二と言われたこの夏
ですが︑八月も二十日を過ぎてから︑どう
やら本格的な暑さが一展ってきたようです︒

田舎育ちの私には︑農作物のために﹁この
残暑が永く統きますように⁝・・・﹂などと願

うような気持ちになる今日この頃です︒
○今月の特集は﹁趣味と人生﹂です︒ご覧
の通り珠玉の随筆をお届けすることができ
ました︒何れも︑それぞれの分野での一流
の達人がたばかり︒たまらなく楽しい作品

の楽しみを教えてくださいます︒

の数灸をじっくりと味わって下さい︒
とかく︑ワーカホリックス︵仕事中弥患
者︶とか言はれて︑側らくことだけが生き
叩斐だと思い勝ちな私どもに︑生きること

す︒どうぞご期待下さい○

○西村会長の﹁西村式綜合健康法﹂は︑こ
れから数回統けて頂くこととなっておりま

詫びします︒

○今月は記事輔峡のため︑弘道俳壇と弘道
歌壇の掲載を割愛︑次号に繰延べねばなら
なかったことを︑ご投稲の各位と選者にお

︵Ｓ・Ｋ︶

○次号は﹁日本人のアジア認識﹂特集です︒

定価金一七○円年︑一○○○円
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