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生時代から，この絵にある通りの可憐な七つ森の姿を熱愛され，仙台に行かれる度に必
ずお城の天守代に登っては，この眺望を愛でられたとのことである。

昭和44年75才の時の作。数多い水彩画のなかでも先生ご自慢のものである。二高の学
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日本弘道会綱領
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と
思考を合理的にすること︑情操を美しく
すること
学問を勉めること︑職務を励むこと
教養を豊かにすること︑見識を養うこと
財物を貧らないこと金銭に清廉なること
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

むこと
いこと

乙号︵社会道徳︶

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

青葉城社より七つ森を望む第七代会長野口明先生画

︹巻頭言︺

日本人のアジア認識

いるからである︒

哲史

アジアといえば︑東は日本︑北はシベリア︑南はインドネシア︑西はト
ルコ︑アラビアにわたる地域を指すことになっている︒従って︑去年わた
しが半年間すごしたオーストラリアはこれに含まれていない︒しかし︑現
実にオーストラリアに住んでいると︑オーストラリアもアジアの内だとい
う感触が強い︒わたしの接していた大学生にインドネシア︑マレィ︑フィ
リッピン︑インド生まれが多く︑かつての白豪主義はあとかたなく消えて

川

それで︑これからのアジア問題にはオーストラリアも加えて考えないと
片手落ちになるが︑しかし今までの日本にとってのアジアは︑主として中
国︑次に南北朝鮮︑台湾︑フィリッピン︑インドネシア︑タイなどであっ
たといえる︒これらの諸地方は︑日本が文化的恩恵を多く受けたほか︑日
本軍の戦場となったという負いＨもある︒そういう過去の恩恵に感謝する
とともに︑負い目は卒直に侮いあらため︑しかるべき償いをしなくてはな
らない︒その意味で︑東南アジア難民の受入れにもっと積極的にならなく
てはならない︒わたしの経験したアジアは韓国︑台湾︑インドくらいであ
るが︑どこでも日本を頼りにし︑また期待するところが大きかった︒台湾
人などは︑日本人以上に日本びいきで︑世界一の日本びいきはここにあり
という印象を受けた︒オーストラリアでも︑日に増し日本のカゲが大きく
なっている︒﹃アジアへの接近﹄という類の本が多いのも︑オーストラリ
ア人のアジア志向を証明する︒そのアジアの中のリーダーが日本である︒
よほど日本人はフンドシを締めてかからないと︑アジア人の期待にそむき︑
ひいては世界の中の日本人としての評判をおとす結果になろう︒
︵本会理事︶
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日本の国是
本邦の国是は如何に定むれば可なるか︑余が考ふる所にを斥けざるべからず︑
ては︑左の如きを以て宜しとすべきに似たり︑

西村茂樹

ロ我邦は古来より武を以て国を建てたる者にして︑武
目本邦が万世一系の帝室を戴き︑二千五百余年︑上下威盛んなるときは国昌へ︑武威哀ふときは国衰ふ︑況や今

の分定まりて動揺せざるは︑其由来なかるべからず︑蓋し日弱肉強食の世界に立ちて其国威を墜さ堂らんと欲せぱ︑

︵其中一二の天幸なる者あれども︶然れども今日広く世界て何程美麗なるも︑国民の武徳を弱はむるの恐ある者は一

其道徳政体法律教育習慣与かりて大に力ありと謂ふくし︑武徳は最も磨励せざるべからず︑故に法律制度の外面に於

の各国と交際せんとするには︑旧来の道徳政体法律教育習切之を禁絶せざるべからず︑
慣の桑にては︑頗る時勢に適せざるの感あり︑故に欧米諸

国の道徳政体法律教育を採りて我不足を補ふは︑為さ堂る白然れども亦侵略を以て国是と為すべからず︑他国を

り︑若し此原質を失ふときは︑万世一系の帝国も或は動揺

べからざるの要務なり︑然れども我道徳政体法律教育の中侵略するは盗賊なり︑海陸の軍備は︑唯本国防護の用にの
には万世の帝室を戴き︑君臣の分を定むくき必緊の原質あ桑供すべし︑

を生ずるの恐なきこと能はず︑故に欧米の道徳政体法律教四他国との交際は専ら平和を主とすべし︑今日世界の

育を採用するは可なれども︑我道徳政体等の中の必緊の原各国皆表面には平和を唱ふれども︑内心に呑唾の欲を遅く

質は決して之を損傷すべからず︑仮令彼国に於て何程善美せんとする者多し︑此の如きは決して学ぶべき所に非ず︑

の事なりとも︑我国家の基礎に害を及ぼすべき事は断然之唯真正の平和を以て相交はり︑通商其他の方法を以て相互
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￨
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の利益を為すべし︑又他国の内事に干渉すべからず︵従前
の朝鮮に対せる政策の如きは尤も誤れり︶︑又切りに他の
強国と連合すべからず︑

⑰本国は独立の実を全くすべし︑決して他国に対して
屈下すべからず︑若し彼より強て侮慢せんとするときは︑

兵力を用ふるも︑国威を損ぜざらんことを務むくし︑本邦
れども︑欧米の諸強国に対しては往々卑屈の態多し︑畢党

維新以来︑支那朝鮮の如き弱国に対しては常に倣慢に流る

西村茂樹先生の先見の明

片山清一

泊翁西村先生は︑明治二十七年三月に﹁国家道徳論﹂
を書かれたが︑それから半年たって日清戦争がおこった︒
この戦争によって︑わが国にあらゆる面において大きな
変化が生じることとなった︒先生はこうした新局面に対
して︑新たに筆をとり﹁統国家道徳論﹂を書き︑明治三

十年秋九月に公けにされた︒
西村先生は︑日清戦争はわが国に大きな利益をもたら
すと共に︑また大きな損害を与えることになったと考え︑
それぞれ五つの利害を挙げておられるが︑その中︑損害
の第五番に︑次のような文章が述べられている︒
シナの内情は︑従前は欧人の知る所とならず︑其版
図の大にして人口の多きを以て︑西人皆少しく之を陣
るの意ありき︒今回の戦争に於て︑其柔弱能く為すこ
となきを西人に知らしむ︒今後恐くは西人のシナを侮
慢することいよいよ槌しからん︒然るときは︑東洋の
平和は是より危かるべし︒
この予言は見事に的中した︒同年秋ドイツは修州湾を
占領し青島を租借地とし︑翌三十一年にロシヤは関東州
を︑イギリスは威海術を租借︑明治三十二年にはフーフン
スが広州湾を租借︑こうした動きにわが国も遅れじと朝
鮮に干渉をはじめ︑ついに日露戦争にまで発展した︒
西村先生は︑こうした情勢を明察し︑日本の前途を憂
えて︑上記の﹁日本の国始﹂を作ったのである︒この末
尾の所に﹁本邦維新以来︑シナ朝鮮の如き弱国に対して
は常に倣慢に流るれども︑欧米の諸強国に対しては性交
卑屈の態多し﹂と断じておられるが︑その後今日に至る
まで︑日本の態度にどれ位の変化があったのであろうか︒

L o ノ

当路者が欧米人を崇拝畏敬するの念より出たることにて︑

是が為に一時外交の無事を得たるの逃あるは明かなること
なれども︑独立国の体面を失ひたること亦少なからず︑以
後は深く注意して国家の恥を胎さ量らんことを務めざるべ
からず︑内地雑居の後の如きは殊に然り︑

以上の五条は之を人心に質し︑之を世界に考へて決して
其謬なきを信ずるなり︑己に之を以て国是と定むるときは
内密に秘せずして︑明を白々に之を国中に公示すべし︑己
に国中に公示したるときは︑凡そ政治法律教育風俗皆之に
拠りて制定施行すべし︑然るときは人心一に帰して国家の
堅固なること磐石の如くなるべし︑
︵﹁続・国家道徳論﹂よりの抜華︑明治訓年９月︶

／ 、 、

野口明先生を偲ぶ

西村幸二
私は︑只今ご紹介頂きました︑日本弘道会々長西村幸二郎でござ

って︑越えて九月九日青山葬儀場の白一色の厳粛な式場で︑ここに

飾ってある︑このニコノ︑したおやさしい温顔の先生の大きなお写

のように思い出されるのでございます︒

真を仰ぎ見ながら悲しいご葬儀を終えたことなどがまるで昨日今日

実は︑私は先生がお亡くなりになった直後︑奥さまにお願してあ

のお写真を小さくした複製を一枚頂戴して︑私の書斉の机のすぐ横

達と父母︑兄弟︑姉妹のご位牌やお写真とご一諸にかざらせて頂き︑

に設けてあるご位牌棚に︑ご恩になった先輩方を初め︑親しい友人

初めに一寸おことわり申しますが︑私は入歯のため︑言葉が不明

います︒

毎朝︑食前に欠かさず一人一人別為に面と向って口に出してお話さ

先生とお話するのは︑云う迄もなく弘道会のことばかりで︑何と

せていた堂き拝んでいるのでございます︒

瞭になる恐れがございますから︑お聞き苦しいことがございましょ
が︑予めお許し下さい︒

かこの会を将来立派なものに育てあげるため全力投球︑誠心誠意を

本日︑野口前会長の一周忌のご法要に当りまして︑ご丁重にお招
きを頂き誠に有難う存じます︒その上︑この席上でご挨拶を申述べ

以て当りますから︑先生もどうかそちらからご加護を賜ってご指導

わが師と仰ぐ心持ちになって了ったのでございました︒

が経つうちには︑心の底から何のわだかまりもなく︑尊敬措かない

知らない間に︑自然大先輩でおありのような気になり︑更に︑月日

でございましたが︑人物︑実力の然らしめるところでいつの間にか︑

て戴いた当初は同年輩の半歳上の﹁お兄さま﹂位に思っておったの

この十二月で満踊歳となります︒白状致しますが︑私が本会に入れ

実を申しますと︑私は明治詔年生れで︑野口先生とは同い年で︑

毎日ご一諸に暮しでもしているような心持でございます︒

はなく︑口に出してお話しない日もないので甚だ失礼ながらまるで

こんな工合で︑私は一日と雌も︑先生にお目にかからない日とて

ございます︒

ご協力して︑目的を達成させて下さいと心をこめてお話しするので

る機会をお与え下さいましたことは誠に光栄の至りに存じます︒
私は只今︑ここにこうやって立って静かに考えますと︑先生がお
亡くなりになってから︑早くも一ヶ年が過ぎ去ったとはどうしても
信じられないのでございます︒

あの︑私達にとっては︑一生涯忘れることの出来ない昨年の六月
三日︑弘道会の第両回の総会の時に病を押して車椅子にお乗りにな
って︑杉浦先生お付添えの上ご出席になり︑先生の最後ともなった
お式辞を述べられたあと︑﹁これが遺言である﹂と︑仰せになって
あの悲痛極まる切をたるお言葉を︑傍の者が止めるのもお聞き入れ
なく︑一時間に亘ってお話になり︑一同が粛然と襟を正して涙をの
んで聞き入ったときのこと︑その時図らずも︑不肖私が副会長に選
ばれたことなど次々と思い出されました︒

しかも︑そのあと僅か三ヶ月で早くも九月三日悲しいご逝去に会
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郎

て教育界と︑ほんとに往くとして可ならざるはなしというお方でい

野口先生は︑皆様ご承知のように︑文部省︑内務省︑宮内省そし

ます︒どうか︑今日ここにお集りの方登にも︑なつかしい先生のお

導かれながら力を合せて弘道会復興の事業に従っているのでござい

精神に魅了されて︑今日もなお毎日ノ︑先生とご一諸に︑否先生に

徳を偲びながら︑いつノ＼迄も絶大なご支援を賜らんことを偏にお

らっしゃいますが︑晩年は日本弘道会のために昼夜を分たず全心全
霊を尽され︑最も苦しい激変の世相の下で︑目に見えないご苦心を

願い中し上げます︒ご静聴有難うございました︒

明・一周忌に当ｈ７

一年経し和き魂にまた鰯雲

い酎依ｗｉＪ︐︲１０１１

︵故野口明先生令弟︶

遺愛の数珠お骨に添へし墓洗ふ

新墓の宙をめぐりて赤蛸峠

坐域に魂鎮もりぬ白木僅

秋の蟻ん子こまめに巡り墓慰む

先導の秋蟻に雛き骨埋む

野口根水草

︵昭和弱年９月３日・於野口明先生一周忌法要︶

なさったのであって︑傍にいて真に頭の下る思いをしたのでござい
ひんしゆく

ます︒ところが肢近︑わが世相は︑混迷とも云えるほどに悪化し︑
心ある人左の擁盛を招き︑到る処道義の顔廃を嘆き悲しむ声が︑い
よノ︑高くなり︑今では各方面に﹁道義観念﹂の復活並びに︑その
酒養を希う気運が勃然と起って来たことがわれらの肌で感じられる
ようになりました︒

この時こそ︑世界にた型一つの被爆国民が悲願とする﹁永遠の世
界平和﹂提唱の声と共に︑わが弘道会は︑教育の重要︑道義の必要

す︒

を説きこれを広く世に宣布すべき一大使命を痛感するのでございま

肢近世界の強国は︑所謂攻撃ミサイルを世界到る処に配世して遂
に︑わが日本国の存立をさえ脅かさんとしていると伝えられ︑これ
に対し専守防衛とは云え軍備拡張が公々然と唱えられております︒
しかし︑私は兵は敗れても︑道義そのものを敗ることは決して出来
ないと信じます︒軍備の背後に︑否その根底に︑軍備に勝るとも劣
らない道義的民族国家の確立の必要を感じ︑その拡大︑充実︑更に
その強化を図ることは﹁国家百年の計﹂として絶対必要であり︑国
の存する限り永遠に欠かしてはならないと確信するのでございます︒
恐らく野口先生も︑地下にあって同じようにお考えのことと信じて
そ命がけで始めてから日と共に先生のご人格とその中にかくれたご

疑いません︒私は先生のお跡を引き継ぎこの仕事を真剣に︑それこ
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世界平和の為

法眼晋作

東京市内の到る所に︑﹁世界人類が平和でありますように﹂と云う張り紙がしてある︒誰でも平和を欲するのに︑こと

更にこの様な紙を張って廻る人は何を目的としているか甚だ不思議に思う︒現に昨年の末以来︑アフガニスタンに対する

赤裸禽なソ連の侵略が行われていて︑勇敢なアフガニスタンの愛国者達は︑劣悪なライフルをもって重装備のソ連兵に敢

然として立ち向っている︒ソ連軍の戦争方法は日一日と残酷さを加えているが︑ソ連兵自身も一万乃至一万五千の死者を

出していると云う︒他方アジアでも一昨年来等ヘトナム軍によるカンポチャ侵略が続けられて︑ソ連は一日二百万ドルから

三百万ドルの軍事費をベトナムに与えて此の侵略を鼓舞し︑ダナンとカムラン湾には事実上の大軍事基地を作ってソ連の
艦船や軍用飛行機が︑我が物顔に遊曳し且つ飛び廻っている︒

中近東ではイラクがイランの力が弱ったと見て戦争をしかけたが︑イランは全力を挙げて抵抗し︑両国の軍は貴重な製

油所や油田までつぶし合っている︒日本の周辺にもソ連は全艦隊の三十・ハーセントにあたる艦船を送って居り︑極東軍は

二個師団を増強して居るが︑之は日本に向けられて居り︑終戦後ソ連軍が違法占領を続けている北方領土のうちの国後︑
るかは︑誰にでも分る筈である︒

択捉︑色丹に新鋭の軍を配置した︒か様な事実をよく見れば何処の国が平和を穀しているか︑亦世界の緊張を激化してい

アメリカは一九七五年︑ベトナムから徹退したが︑その後にソ連はアジアに兵力を増派して︑いるが︑アジアを自分の軍
事力のもとに置かう云うのであろうか︒
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に

我が国は専ら防衛的な立場から自衛隊を維持しているのであるが︑その実情は寒食としていることは誰にでも分ってい

しているのであろうか︒

か様
様な
な事
事実
実か
から
ら見見
る・
︒か
上れば﹁世界人類が平和でありますよう程とと云うのは︑今少し防術力を増強する様と云う事を意味

去る九月二日は日本が降服文書に署名した三十五回目の記念日であった︒三十五年前の此の日︑私はモスクワ日本大使

館に在勤していたが︑九月三日スターリンが国民に発した布告のことを忘れられない︒スターリン日く︑﹁日本は遂に降

伏した︒我々は日露戦争に負けた屈辱を今︑漸く晴らすことが出来た︒ロシアに勝った日本は樺太を奪い取り︑千島を押

えてスラブ民族の太洋に出る道を塞いだ︒今や此の重しは取れた︒﹂と︑云って喜んだことを忘れる事は出来ない︒

、 』 ノ

ソ連はよく防衛的な国であると云われる︒確かにヒットラーから急襲された頃は勿論防衛的であったし︑其の後も防衛

︵元・駐米大使︶

・我が国の到る所に張りめぐらすべきは﹁ソ連の侵略に用心をして防衛力を強化しましょう﹂と︑いうべきではなかろ
○ 手 哩

r ワ 、

的であったが︑一九六○年代の後半から現在までの目を見張らせる軍事力の増強は︑ソ連を最早や防術的でなく攻撃的な

国としたｏ言うなれば庵大な軍事力は﹁量は質を変えた﹂と︑云えよう︒アフガニスタンに対する侵略も長期的に見れば

確かに侵略的な意図を包蔵していると思う︒現在のイラクとイランの死闘をにらんで︑ソ連の思いは奈辺をさまよってい
るであろうか︒

マスキー・グロムイコの会談で中立的態度を見せながら︑此の戦争の終結について明白な意志表示がなかった︒どちら

か勝ちそうかを見極めて︑勝つ事が確実な方を助けて︑一挙に中近東に勢力を扶植しようとするのであろうか︒本年春︑

ジンやハヴェ独立の際︑ソ連が負け馬︑エンクモに賭けて同国に於ける影響力を失ったことを思い出しているかも知れな
0

右の様な状況を考えて見ても﹁世界人類が平和でありますように﹂との張り紙は何処かの国に張りたいところではな︑い

い

うか
か o

八ある︑ささやかな体験Ｖ

桑原寿二
昭和の初め私は北京の一中国人の家庭で食客生活をして

奥には主人一家が住采︑そのほかは同省︵安徽省︶︑同郷の

四面に居室のある典型的な中国の上流家庭であった︒一番

た︒席暖まる暇なく東奔西走していた︒名は方夢超︑たぶ

に加えられたのである︒その中にすでに大学を卒えた先輩

大学生が十数人同じく食客生活をしていた︒私はその一員

いた︒家の主人は東奔西走する術策家タイプの政治家だっ
ん運動政治家だ．⁝：ぐらいで︑その人の閲歴を聞こうとも

しなかったし︑話されもしなかった︒ところが蒋介石秘録

ていた︒そののびやかな旋律がまだ耳底に心よく残ってい

ぶん睡魔におそわれた時だろうと思うが古典をよく音読し

排斥運動の闘将としてその名前が突然出て来るではないか︒

る︒その昔︑科挙の試験を試した人はたぶんこんなもので

格の人がいて︑朝から晩まで古典の中に埋没していた︒た

これには全くびっくりした︒はるか後年になってその人の

︵サンケイ出版︶を読ゑ進むうちに︑上海に燃え盛った日貨

閲歴の一端を知ったのだからこれまたうかつな話である︒

そういった知識人と生活をともにすることで日常の習慣か

の中に︑いわゆる中国の〃読書人″の姿がそこにあった︒

い東国の一書生を食客にする︑たぶんそこには複雑な日中

ら作法︑あちらの人のものの考え方︑客としての私への心

なかったろうか︒少し道学者めいていたが︑起居振舞一切

政治駈引の内幕がひそんでいたものと思われるが︑いかに

とってはかけがえのない︑二年余りの経験であった︒

配りの厚さ︑その他いろんなことを知ることができ︑私に

排日運動のリーダーが日本の一友人の紹介でわけの分らな

たれる︒今から思えば︑無意識のうちに︑当時の日中政治

受けた最初の中国の印象は︑排日・抗日運動がわけても学

国家主義に燃えていたといえよう︒そのせいもあって私の

大正末期から昭和初年にかけて学生時代を過ごした私は︑︲

も中国の運動政治家としての横顔がうかがわれて興味が持
交渉のあるポジションに私は立たされていたということで
あろう︒

その家には三つの庭があった︒それぞれの庭をはさんで
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園で燃えさかり︑﹁打倒日本帝国主義﹂が時代のスローガ

めでなかったのが︑今になって悔やまれる︒が︑たまに校

正を手伝うことにしたが︑学校に口実を設けて︑余りまじ

文章を覚えるには校正にしかずＩという主人の勧めで校

正稿を持って家つづきの工場に行ったときなど︑通いの印

ンにされながら︑そのエリート青年たちにしてからが︑民
主義と国家主義とは必しも同じでないｌという命題に当惑

族意識はあっても︑国家意識が稀薄なことであった︒民族

刷工や記者からそれとないいやがらせ︑聞えょがしの皮肉

な言葉も聞かされた︒当時の反日的な政治・社会情勢から

させられたといった方がよいかもしれない︒
だんだん交遊を深めるうちに︑民族意識以前に同郷意識︑

でに客でなく︑友人として合格し︑準同族的な扱いをされ

をさせまいとする気の配り方にこっちの方が恐縮した︒す

ているらしいことにもやがて気がついた︒〃人″というも

推してそれは当り前であろう︒が︑そんな時気まずい思い

の関係がつながっているのか︑いないのか︑それとも矛盾

のを中心にすべてが動く中国の世界の小型版ともいえよう

同郷意識以前に同族意識が先行しているらしいことも分っ

なしにうまくつかい分けをしているのかという疑問につき

てきた︒国家・政治ｌ学園・思想ｌ同族・生活のこの三つ

あたったことをよく覚えている︒建前と本音が庫沌とした

十八日に発生したこの事件を知ったのは︑その翌日の十九

ちょうどそのさ中に満洲事変が勃発した︒昭和六年九月

か︒

矛盾した二つを矛盾なく位置づけられる中国人ｌそこにあ

中国人︑二つの異なったことを同時に考えられる中国人︑

る把握できない奥深さ︑そしてそこに魅力の源泉があるの

ったのである︒こんな大事件が一日たって北京に：⁝・は︑

日夕︑北京の盛り場を歩いている時︑学生のざわめきで知

なったことを同時に考えることのできる中国人﹂の典型が

った運命共同体論的な論説もゑられた︒上記の﹁二つの異

ぜんという腕章をまいて﹁打倒日本﹂を叫んでいるにもか

それらの学生は︑外では﹁誓死報国﹂ｌ死を誓って国に報

にもひしひしとのしかかってきたはずである︒ところが︑

一人を食客にすることの重さがその家にも︑それらの学生

充満していた排日ムードの上にこの事件である︒日本人

あ万事そんなものであった︒

今日としては考えられないことだが︑当時の中国では︑ま

ではないか︑ということもうすぼんやりながら分ってきた
それらの学生を中心にして小型日刊紙を発刊していた︒

︵ような気がした︶︒

時に排日の記事もあれば︑時に︑孫文の言をひきながら

そこにあったが︑南船北馬するその家の主人の︑その新聞

﹁中国があって日本があり︑日本あって中国がある﹂とい

は政治的武器であったにちがいない︒
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う細かく神経をつかっているのを象て﹁済まんな﹂という

おくびにも出さなかった︒私に気まずい思いをさせないよ

かわらず︑それとこれとは別だ⁝⁝のように︑その重さを

えない︒

わせて︑ここでの原体験によるところが多いといって差支

ｌという私の考え方は︑その後の県や村落の生活体験とあ

成の上で︑儒教よりも道教の方がより普遍性を持っている

に東国の一学徒は身のすくむ思いをしたといった方がよか

る人があるとしたら︑助言したい︒アナーキズムを第一箇

もしだれか︑﹁中国の根底にあるものは何か﹂を探求す

アナーキズム

思いをしたことを今でもよく思出す︒その柔軟な政治姿勢
ろう︒直情的な日本と政治的な中国との対照がその小さな
世界にくっきり現出したといえようか︒立場を変えると︑
むろん︑私たちも一種の侠気を発してこうするであろう︒

は︑国家意識よりも地方主義性︑同郷・同族意識による結

だいぶ閑文字をつらねたが︑私のここで言いたかったの

から県にいたる役人︑村落社会とのおつき合いの経験で︑

句を私流に書きかえたものであるが︑中国の知識人︑中央

これは武藤貞一氏の﹁中国の現在図と未来図﹂の中の一

条に据えよと︒

びつきの強さである︒初めてつきあったこれらの人は︑旧

そこに共通する中国の心性はアナーキズムだと跨踏なく答

が︑なおぎこちさが残り︑こうは自然にはいくまい︒

人であり︑少なくとも読書人として庶民の上に立つことを

中国ではいわゆる〃士大夫″つまり〃読書人″といわれる

日本でも中国でも︑明治から大正期にかけて︑無政府主

えたい︒

未来の官人層を形成する人々︑中国の道統に即していえば

とはご存知の通りである︒が︑とくに中国では系統的なね

義の思想は知識人の抵抗運動のうちで最も活力があったこ

志した入倉である︒儒教的教養と教義を身につけた人々
儒教世界・支配層に生きることを志している人々である︒

そういった人々にしてからが︑考え方や心の奥深いところ

つづけるであろう︒

ばり強い生命力を維持してきたし︑今日にも将来にも生き

ここでまた道草を食うが︑たとえば︑中華民国・台湾に

を支配している情緒の世界は︑より多く道教的なものであ
日本の民族性形成の上で︑むろんその双方が深く混り合

ることに強い印象を受けたｌここを言いたかったのである︒

ちに浮かんでくる︒台北市に国民党の元老として銅像が立

とってみただけで︑鐸鐸たるかってのアナキストが数人直

てられている呉稚陣︵以下敬称略︶がそれであった︒先年百

千でシフキでシフ

っているが︑武士道よりも仏教の方がより普遍性を持って

いると私は考えるが︑それと同じように︑中国の民族性形
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才を越えて台北で物故した李石曾は呉稚陣とともにその草
を書いている陶希聖も若き時代無政府主義の論客であった︒

分けの一人であった︒台北言論界の長老にして︑なお文章
かつての南京政府の外相で悲惨な最後をとげた猪民誼も︑
上記の人々とともに無政府主義運動に身を投じている︒

むろん︑それらの人はプルードソとかクロポトキンなど

厭わず記しておこう︒・

いこ

日出而作日出でて働らき
日入而息日入りて息ぅ
塗井而飲井をうがって飲拳
耕田而食田を耕して食う

よ﹂ｌこれほど徹底したアナーキズムはあるまい︒陶淵明

お上はお上こちらはこちら﹁帝王なんてものは関係ない

帝力於我何有哉帝力この我と何ぞあらんや・

には︑土壌として儒教的な権威主義体制に対する挑戦ｌ道

西洋アナーキズムに触発されてはいようが︑より多く中国

の﹁帰りなんいざ⁝⁝﹂も同根であろう︒

草がある︒﹁水よく舟を浮かべ︑水よく舟を覆えすｌ虚に

すだけだ︒ここに易世革命をたえず追求するしたたかな民

かない︒その帝王の横暴がある限界を越えれば引きずり落

棒″にすぎない︒帝王はしたがって用心棒の〃親玉〃でし

民の観念する政府は︑村落社会の静かな生活を守る〃用心

こからつぎのような国家観が導き出されよう︒すなわち庶

二元化思想である︒これほど難治の民は他にあるまい︒そ

ｌそこに共通する考え方は国と我との間に鉄の扉を設けた

上の老子の村落自治への封鎖性︑下の絶対自由への恕望

ぎようぽう

教的土壌があったといえよう︒権威支配に対する反抗とし
て道教的な虚無思想が伝統として中国にはあったというこ
むずかしい理屈はやめて︑中国人の普遍的な心理をまこ

とである︒

とに象ごとに表現した二つの詞によって説明しよう︒その
一つは老子の

鶏犬之声相聞民至老死不相往来
民は老死するまで往き来しないということである︒要する

して屈せず﹂の老子の言葉に表現された被治者の根性は中

である︒鶏や犬の声が聞こえる隣近所に住んでいながら︑

に生きます︑おせっかいはやめときなということである︒

にほっといてもらいたい︑私たちは私たちで大地自然の中

その王朝がたとえ東夷・南蛮・西戎・北秋の征服王朝であ

治者の栄華も意に介さない︒上記の﹁帝王用心棒﹂意識は︑

したがって︑村落自治と報晦の自由が保障される限り︑

国に於て永久に生きつづけるであろう︒

いま一つは十八史略のつぎの詩が上と好一対をなして中

の中国人の税観念もそれであろう︒

﹁税金はお払いします︑但しほっといてもらう代償として﹂

国の心を表現している︒一般に流布された詩であるが煩を

（11）

｜︵十四頁よりつづく︶

・経済的問題よりも︑もっと文化的・社会的検討に向けら

ろうともさして気にしない︒清朝が三百年権力を保ちえた
き放したからだ︒

ゆえんである︒その統治が広範な自治を許して民百姓をつ

この点かつての大植民地帝国のイギリスの在り方とは相違

は別として商社員も短期間の駐在で転々していく有様で︑

れるべきであるが︑その方面の認識は空白に近く︑外交官

とけばよいのだ︒﹁大国を治むるは小鮮を烹るが如し﹂ｌ

し︑年期のはいったいわゆる手綱さばきのうまい専門家が

したがって反面︑これほど治め易い国はなかろう︒放つ

にはコセコセと手を加えるな︑これが大国を治めるコツだ

小鮮とは小魚である︒かき廻すと崩れてしまう小魚を烹る

のとまどいを承せる結果となっているともいえよう︒

少ない︒日本の既往からのアジア認識の不足こそが︑多く

﹄名

︵大阪市︶

金拾万円也住友電気工業㈱殿

︵大阪市︶

金拾万円也住友金属工業㈱殿

己・二言ＩｉＩ皇呂二口言１日Ｉ二言冒二ｉｌＩ言軍呂弓三・ｌＩＩ言呂﹃言昏ｉｌＩ言呂三二ｉ１１二呂当三・ｉＩｌ−呂二膏二ｉ１ｌ呂言﹃言Ｉ

︵成城大学名誉教授︶

の老子の言葉は中国に於て永久なる治世の道である︒﹁無
為而治﹂ｌ無為にして治まるのである︒
孫文はこれを﹁散沙﹂に善え︑﹃国際社会で自由を得よう

とするならば︑この無際限な自由は制限せねばならぬ﹄と
たお

説いた︒至言である︒調和を尊重した彼は自由と統制のほ
た︒あとをついだ蒋介石は内乱に終始し試染る暇がなかっ

どよい調和を理想していたのだろうが︑志半ばにして姥れ

金五千円也山崎吉太郎殿︵東京都︶

金弐万円也匿名氏殿︵東京都︶

いしずえ預金累計額
金参百弐拾九万壱千参百円也

︑︑︑ｑ︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑色Ⅱｑ︑︑︑︑︑ｂ８ｑ︑︑︑︑︑ｂⅡｑ︑財財も財■■ｑ︑財︑︑︑■■可肖︑︑︑︑■■ｑ︑︑︑︑︑■■ｑ︑ｑ︑句︑︑■■ｑｑ︑︑司令則ｂ■ｑ︑︑︑句︑Ｂ■Ⅱｑ︑ｑ︑︑ｑｂ■ｑ︑︑ｑ︑財ｂ■ｑ︑．

﹄●

Ⅷし和金拾万円也石井千明殿︵東京都︶
岬
いく
昭
金参万円也鈴木恭二殿︵東京都︶
二
ｒ

金拾万円也住友化学工業㈱殿

Ⅷ芳Ｊ
印
者中︵東京都︶
月金拾万円世住友金属鉱山㈱殿
吋一付寄
加︵東京都︶
↓金拾万円也日本電気㈱殿
一州ご釦
羽︵東京都︶
年金拾万円也住友生命保険相互殿
一軸奉ず
弱︵大阪市︶

した︒公社革命でついに家の中にまでに土足を踏ゑ入れた︒

た︒それを革命した毛沢東は徹底した自由の拒殺に乗り出
が︑毛沢東の生前から死後の今日に至るまで一貫して指
立封鎖性であり︑無政府主義思潮の氾濫である︒つまり︑

摘してやまない点は︑地方主義すなわち小さい自治への分
共産中国は伝統中国の厚い壁にぶつかり︑一歩々々後退し
ているということだ︒所詮中国とは﹁巨大な復元力を持っ
た怪物である﹂︒︲

︵綜合研究所中国部長︶一
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日本人のアジア認識雑感

して註釈分類して︑翌年︽︽弓庸○ぐ①厨の閉・匡口のの①ごとして︑

この点︑日本のアジア認識は余りにも中国に偏椅してい

スタンフォード・プレスから出版した︒

たことがあげられる︒日本の開国後の政策が﹁富国強兵政

識を期待することは困難と思う︒筆者の商科系学生時代は

開国以来百年余しかたたない日本人にアジアの正確な認

そのことは四面海に囲まれた小国である点でイギリスと共

が軽工業から重工業︑化学工業と段階的に実現していった︒

して︑そのたびに日本貿易︑ひいては日本資本主義の発展

の戦争ば何れも中国の領土内で専ら火花が散らされた︒そ

内田直作

アジアは中国を主体として講義をうけていたから︑第二次

本の発展軌道として進展せしめられた︒日清︑日露︑日独

大戦の開始で奇へトナム・タイ・マレイシア・インドネシア

フレッド・マーシャルが﹁戦争のたびごとに貿易は進展す

通するものがあり︑この点︑ケムブリッヂ大学教授のアル

﹁中国革命同盟会﹂を結成せしめた頭山満や宮崎滑天のよ

命の際には︑東京に逃亡してきた孫文を助けて︑全国的な

いったが︑日本人のうちにも︑中国に理解をもち︑辛亥革

k・Ldノ

策﹂を採用したため︑開国後も廃仏殴釈で戦争と貿易が日

等の東南アジア諸国の検討を余儀なくされ︑インドから中

じられる︒

る﹂と述べていることが日本の場合にも妥当するように感

エリアルスタデイ

東方面︑回教間諸国等の地域研究についての十分なアジア
認識のないことからする失敗が繰り返されてきた︒アジア

この日本の明治当初以来の﹁富国強兵政策﹂は︑中国も

がトルコ以東の諸地域から︑太平洋の東南岸諸地域までと
すると︑戦前悲しいかな主として中国の事情しか教えなか

についてみても︑細別されて丹念に︑ジャパン・セクショ

客員教授として八カ月間招聴されていたとき︑アジア地域

うな志士や︑一九○一年の恵州の役で清軍に抗して陣没し

のための﹁洋務運動﹂ともなった︒相互の関係は離反して

ン︑チャイナ・セクション︑ミドル・イースト・セクショ

相ついで踏襲して︑いわゆる曾国藩・李鴻章らの国防自治

ン︑東南アジア・セクション等に分類されて︑図書・パン

︵号弼臣︑恵陽人︶達と陣没した親中国派のいたこともみ

た平山周のごとき︑孫文の盟友で興中会を組織した鄭士良

った日本の大学教育は大きな失態を冒していたといえよう︒

フレット︑新聞・ビラ等にいたるまで整頓されているのに

戦後一九五三年スタンフォード大学のフーヴァー研究所の

感歎せしめられた︒筆者はそのうち華僑関係の分を抜きだ

／ 司 八 、

すごされてはならない︒岡倉天心は﹁アジアの心は一つな

も第一次︑第二次大戦にも参加せず︑医療援助はしても︑

一○○余年間五カ国中最強の軍隊を備えながら︑あくまで

スの山々をむすぶ鉄線で敏速な行動をとりうる軍備をして

戦争には参加しなかった︒各家食に武器を保有し︑アルプ

いるスイスと同様の中立方式といえよう︒アジアにも友好

にも分裂主義であって︑漸くアセァン︵タイ・フィリピン
・シンガポール・インドネシア・マレイシア︶の政治的・

り﹂と主張したとのことだが︑現実は政治的にも︑経済的

経済的の何ほどかの共同歩調が進行しているにすぎない︒

状はその逆行の方向を辿っている︒われわれのアジア認識

平和の中立主義の体制が打ち立てられねばならないが︑現

これからのアジア地域は︑相互の自由と独立の獲得のた

には借款を寄捨園鳥目とうけとる気風がつよく︑利子Ｉ

が不足していたことに帰せられることが多い︒回教の諸国

最近は中国もアセアン寄りになってきている︒

め相互の対立矛盾を克服して︑平和友好の樹立へと方向づ

額の援助をしている︒

記号ロはタブーとさえなっていた︒それらの国に日本は巨

けていかなければならないことはいうまでもない︒この点
で︑筆者はそのモデルとなりうるのは︑周知のＥＣや北欧

フィリピンやインドでは大土地所有の問題が残存してい

ャや︑カースト制度は憲法で否定されても︑容易に土地改

ンマーク・アイスランド・フィンランド︶の共同体制を固

五カ国Ｉｚｏａ旨○○巨旨ｇ＄︵ノルウェイ・スエーデン・デ

革に従わない上層階級があり︑今年もソ連からの一○数億

の遺風が根づよく残存している︒インドも封建領主のラジ

ドルの借款をうけ︑ミグ戦闘機の贈与とその生産技術も提

る︒前者はス・へインの封建体制の大土地所有Ｉ腰氏匡且匿

一九世紀に入って反独の立場で同盟し︑第一次︑第二次の

たナポレオン戦争の時期にも政治的混乱をひきおこしたが︑

供され︑先般伊東外相がガンヂー首相と会われた場合︑会

で︑スカンディナヴイァの三カ国は相互に対立闘争し︑ま

大戦をすごして後︑一九四五年から北欧五ヵ国の協力体制

めてきていることである︒中世のヴァイキング時期につい

が成立し国連でも常に同一歩調をとっている︒だが︑ノル

談は平行線を辿って︑何の効果もみなかった︒

中東諸国のアフガニスタンや︑イラン︑イラク等の諸国

ウェイとデンマークはＮＡＴＯに加盟し︑フィンランドは

も戦乱下にあり︑トル﹁一の政変︑ホルムズ海峡がどうなる

ソ連と平和友好条約を結んだ︒それでも︑相互の中立的協
力体制をとり︑国連における票決を染ても常に一致し︑文

か︑危機的様相を呈している︒本来のアジア認識は軍事的

︵十二頁下段につづく︶

化的︑経済的共同社会の建設の方向に努めている︒スエー
デンだけは︑完全な中立主義で一九世紀初頭以降今日まで
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一中国・香港・マカオ漫歩

加藤嘉三郎

人民公社に行った時そこの病院を見学し

の貼紙があり︑その下に産児制限用具が陳

て来たが入口の受付に﹁晩婚﹂と大きな字

列してあったには驚いた︒結婚するにはァ

●ハートが必要だ︒これは官給式なもので男

三十歳女二十七・八歳位にならぬと支給さ

︵約千円︶の手当が出るが第二子が出来る

れない︒結婚して第一子が生れると六元

のに気がついたという仕末だったとか︒

人口は七百万で人は多い︒通勤用具とし

私は去年十一月︑北京︑成都︑上海の三
ったのが午後四時半頃であったＯ十一月下

市を旅行して来た︒北京空港から市内に入

︵二万九千円︶月給の三ヶ月分である︒貴

ては自転車が目につく︑自転車は百八十元

とこの手当はなくなる︒第三子となれば月

旬のこととて︑早や薄暗かった︒しかも街

人が多く機械が少ないから各工場共午前六

いるのが目につく︒徒歩の通勤者も多い︒

としたが︑これは失敗した︒今年度は都市

ゼロの目標を掲げ︑昨年は目標を一％以下

たと云う︒中国では今世紀末の人口増加率

そしてその夫婦は党内厳重戒告減俸となっ

州省では三人出産した妻が免職︑夫は断種︒

ルだ︒大きな古い建物でロビーは天井が高

時に始まる三交替︑二十四時間操業である︒

給は一割引となる︒極く最近の情報では貴

く電灯が暗く新聞もよく読めない︒そこで

夜勤を終えた人︑早出の人のため街では食

リム︵車輪の金属部︶はピカノ︑と光って

一寸電力事情を調べて承ると電気は工業用

在住既婚者の妬％︑農村在住者の卯％は子

重な財産であるだけに象な手入れがよく︑

別％︑農業型％︑其他６％であり︑家庭用

供一人だけに止めるとし︑厳しい罰則を設

の灯は少なく︑節電のためか暗かった︒ホ

には余り皿らない︒料金は農業機械用を一

食事を終えてブラノ︑歩いて帰って行く︒

堂や食べもの屋が多い︒非番となった人は

しているか堂判る︒アパートの床は土間で

けた︒中国当局が如何に人口の増加に苦慮

テルは前門飯店という観光客用の三流ホテ

とすれば工業用三倍家庭用は十倍と高い︒

のが目について印象的だった︒

としては練炭位であろう︒太陽の出と共に

あり︑電気はない︑石油は勿論ない︒暖房

兵隊さんでも非番となってブラついている
北京では都心から鉄道の北京駅迄距離は

暗い︒車内では新聞雑誌等は勿論よめない︒

発電のエネルギー源は石炭︑水力であって

短いながら地下鉄が通っているが乗合自動

ッドは仲をよいのを持っている︒

起き︑太陽の没すると共に寝る生活だ︑ベ

地下鉄にのって見たがホームも車内も全く

石油は使われておらない様だ︒従って需要

こないのでつくり易い︒欧米や日本の様に

車は少なかった︒地下を掘っても水が出て

は労働者１男鋸歳女印ｌ弱歳︒農業は男女

中国では退休︵停年退職︶は工場等一般

地迄送電するのも大変であるから大都市の
鉄の協力で武漢製鉄所の熱間圧延工場が完

途遼遠と思われる︒

将来は地下鉄も発達するであろうがまだ前

電力不足は己むを得ない︒一例として新日
成したがいざ動かそうとしたら電力のない
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〆
一

﹁模範店員﹂に選ばれると百二十元の奨励

る︒又百貨店では年末店員同志が評価して

なく︑特別技術者だけは百十元位とってい

元︑女子四十元位︑毎年のベースアップは

終身恩給が支給される︒男子の月給は六十

共闘歳︒その後は最終月給の布％ｌ帥％の

ちどりがない︒あぶなくて仕方ない︒暫く

って日本式に入ってぷたが穴の周囲にはふ

扉がないから判った︒これが大便所だと思

い︒頭を前向けにしてしゃがんでいるのが

を足そうとした︒内部は暗くてよく判らな

ついた︒一日私は腹痛のため此に入って用

ものは良質の肥料となってもう一つの池に

ガスを炊事や照明に利用する︒醗酵終えた

ホースで取出して農家の台所に送る︒この

を生ずる︒これをカメのてつぺんからゴム

送りこまれ醗酵して﹁沼気﹂︵メタンガス︶

れた排せつ物はこのカメに︒︿イブで徐たに

働こうとしても働き場所はない︒自然老人

様な賃上げはない︒人が多いのであるから

イレット︒へ−．︿−があるが料理店でも有名

後にし顔は前向となるのだ︒ホテルにはト

る様になっている︒足型は反対で自然尻を

が多い︒北京市中でも道路工事や建築現場

く︑家の壁や土塀は土とまぜてつくった処

ル車に乗ったが車窓から見ると石ころが多

で七百万あり内五百万は温暖で沼気の発生

は道路や庭の掃除︑孫のお守りが仕事とな

商店でも紙のない処がある︒よく見るとふ

で掘り返しているが矢張り石ころが多かっ

出て来る仕かけである︒この池の数は全国

ろう︒寺や家の前にブラット坐っている老

いた紙や新聞紙を入れた篭が隅においてあ

た︒北京周辺否北支では雨量は少なく石こ

ると入口の方に足型があって弦に足をのせ

人を多数見かけた︒兎に角食うだけは食え

った︒水洗でも水にとける紙がないので用

ろまじりの黄土地が多く沃土は少ない様に

すると目が慣れて中が見えて来た︒そうす

る︒勤勉なものは出来るだけ生活費を切り

をたした紙は篭にいれて流さない為だ︒糞

思われた︒人畜の糞尿に限りありとすれば

金が支給せられる︒欧米や日本と異り物価

つめ︑共稼ぎをし︑貯蓄して自転車︑ラジ

て利用しているときいた︒

尿は貴重な肥料源であるから一ヶ所に集め

が統制されているので物価にスライドする

オ︑或は家を買う金をためる︒男女共に紺

北京から北へ八達嶺駅迄二時間︑ディゼ

に都合のよい四川省に集中している︒

色の人民服に満足し︑中国刺繍のした絹服

えた︒人畜の糞尿は農業にとって重要な資

所ｌ側所︵スウソウ︶という言葉をすぐ覚

近い︒便所のことが気にか上る︒それで便

私は喜寿を越えた老人であるので小用が

の排せつ物を入れる︒二つの池の間には八

を二つ掘る︒これに雑草︑牛豚それに人間

利用である︒タタス三分の一位の小さい池

こで面白いのは糞尿のメタンガス化による

利の発達した省で農産物は豊富である︒こ

であり︑而も古代より揚子江を分水した水

壁新聞は彼等の追放と共に貼る場所が禁止

話はちがうが四人組時代に横行氾濫した

食温を供することが必要であるからである︒

産主義国では国内の治安上人民に最低限の

し増産を計ることが取上げられている︒共

て農業の近代化ｌ機械や化学肥料等を導入

中国では四つの近代化の最重要施策とし

矢張り化学肥料も必要ではなかろうか︒

源である︒北京で早朝糞尿を円い筒の桶に

立方米位のカメを埋める︒一方の池に入ら

奥地の四川省は気候温暖雨量も多く沃土

入れて運んでいる大八車を見かけた︒また

は輸出に向けねばならない︒

各都市農村の公衆用の男女同所がよく目に
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様に構築されている︒この事は一般観光客

る︒有名な天壇にしても各地の廟でもこの

行せられる︒勿論輿は水平の状態で上下す

ルであり皇帝皇后は願にのってこの坂を通

風の彫刻がある︒これは皇帝皇后のシンボ

るが其中間に坂道があり︑それには竜と鳳

宮殿や寺︑廟︑洞等に上る階段は両側にあ

北京の故宮博物院で見聞したのであるが

国の政治情勢の変転極りないのを感ずる︒

席記念堂が問題となり名称も変るようで中

がされた跡が沢山見られた︒又今では毛主

せられたり︑制限せられたので壁新聞のは

ぐ売れて終うとのこと︒私が工業新村の団

二千元もするが外人か金持でも買うのかす

である︒カラーテレビは売場にはなかった︒

白黒廻吋︵四百元︶の金星がベストセラー

人気で黒山の人だかり︒テレビは主として

い︒外出用の皮靴や十元以下のゴム底靴が

而も客も店員も紺色の人民服だけに一層暗

で結椛見物客も多いが店内は節電で暗い︒

店者は平日十万人︵日雁日には十五万人︶

既に舟年も経っており大分傷んでいる︒来

る︒解放翌年一九五○年に建てられたので

その股賑を代表するものは第一百貨楼であ

一の商工業都市だけに活気に満ちている︒

いる︒北京の様な政治都市とは異り中国第

第一位がゴルフの会員権であり︑欧米では

社のレポートに出ておったが日本ではその

最近十年間で値上りしたもの十点が証券会

青銅品等と判り易く陳列せられておった︒

別︑地方別︑書画︑古代の出土品︑陶磁冊︑

物客もまばらでゆっくり鑑賞出来た︒年代

変な重荷であろうと感じた︒

仕事である︒だから新日本製鉄の応援も大

おり︑原料製品を受渡する設備だけでも大

の用地を遥かかなたから見たが淀をとして

︵ウースン︶沖迄出て上海︵宝山︶製鉄所

の機関が入っておる︒黄浦江を船で呉淋

りであったが今は中国側に接収せられて其

団体客は他の処は素通りにして陶磁器室に

陶磁器であった︒そのせいか︑アメリカの

次に上海博物館に行って見た︒ここは見

は知っていないであろう︒

北京について一言つけ加えておき度いの

員の部屋で自慢顔に見せられたテレビは八

集中しておった︒日本の今日の世相をまざ

は全行者中戦前北京大学に在学したことの

ノ︑と見せつけられた︒

足の反面人手が余っておるので電器製品の
普及はまだノ＼であろう︒松下電器王の訪

の誘引に力を入れだした︒交通公社等旅行

吋位の白黒であった︒何れにしても電力不

は北京駅だけだ︒北京大学にあった赤門が

中は失敗に終った︒陳列されている商品数

業者の企画により一般人でも中国観光が出

てこわされて道路となり︑残っておるもの
どうなっているか見度い﹂と云うので行っ

べると問題にならない︒

は二万八千種で日本橋三越の五十万種に較

ある人の話によれば﹁北京の城門城壁は凡

て見た処昔のま上で残っておった︒しかし

ある中国旅行総社が握っており︑これから

来る様になった︒しかし中国旅行は北京に

定するので観光都市に行く迄即ち渡航前に

各地の支社に流し具体的旅行案は支社が決

黄浦江にかかったガーデンブリッジやそ

ンド︵江の沿岸︶にある洋式建築物も昔通

は昔のままの姿で望見せられた︒又所謂バ

のたもとにあるブロードウェーマンション

中国では昨秋より外貨獲得のため観光存

中に入った五︑六間行った処に毛沢東の銅
とあった︒

像が立っておってそれ以上奥には入場禁止

上海は人口千百万人︑人為々が氾濫して

（17）

門学校の教育を受けたお役人もおるので知

は詳細は判らない︒ガイド兼通訳は大学専

って豊かな生活をすること︒公認ギャンブ

ギャンブルに向け︑一雄千金︑大金持とな

いて食って行くことであり︑住民の希望は

ている事もなく真に静な街である︒生活費

名だ︒この街は香港の様に旅行者があふれ

行ける︒ポルトガル領でここのカヂノは有

は絶対に受取らない︒何とかして好意に酬

事を一諸にとるようなことはないしチップ

観と公安に資する様配慮せられておる︒前

設や道路︑公園等公共事業に用い香港の美

て難民貧民の入居出来る大アパート群の建

ルの税金は二五％であってこの税収はすべ

明日から一ヶ月もつづく正月休みに入ると

特に私の行った時は旧暦の大晦日に当り︑

ら先方の云い値の三分の一に値切れと云う︒

い︒ガイドの話ではかけひきの多い処だか

が安く労賃が安いので縫製品︑宝石類も安

ついても親切である︒ホテルや料理店で食

識は豊かで会話も実に旨く而も食事買物に

いたいと思ったので煙草を買ってやっと贈

東京都美濃部知事の女性的やり方とは一味

った︒

云うので宝石屋も売り込に必死であり初め

八十万と云ったヒスイの指環を最後には二

ちがうと思った︒

中国観光の目玉は奈良唐招提寺の壁画を

十万円にまけた︒余りまけ方が異常なので

場は全面閉鎖した︒凡て国家管理であるか

力発電所は他所に移し︑汚水を出す製紙工

工場を閉鎖︑縮小を断行した︒黒い煙の火

資源をそこなって終う︒だから市は十二の

ね人造水によっているからこれ以上の人口

海水の真水化による︒飲用以外のものは概

一︑雨水の溜池より︒二︑中国より︒三︑

ないので水が大問題である︒その供給源は

トリーと言う新開地に住んでいる︒河川が

だけ残して灰焼に帰した︒大屋根に十字架

の寺院は一八三五年火災にあって前面の壁

の連中がセントパウロ寺院を建立した︒こ

キリスト教信者が百余名来た街で︑それ等

四︶にキリシタン禁令により追放せられた

マカオは徳川時代︑慶長十九年︵一六一

六十万人であり︑これ

その他無籍者が五

一同は信用せず︑買った人はなかった︒

香港の人口は登録された概数が五百万︑

った桂林の山水である︒桂林観光は潤江と

らが狭い香港島九竜半島︑通称一言−テリ

かかれた東山魁夷画伯の水墨画で有名にな
奇岩と鍾乳洞である︒空と水の汚れはこの

ら出来るのであろうが︒

の増加は重大問題であろう︒

宝くじの大当りは二千万弗︵千四百万円︶

高賞金は三千万弗︵二千万円︶︒又普通の

これには富蕊を加味した懸け方もあって最

公共的な各種学校︑集会所や料亭に転用さ

た︒それで住民は他に移転して跡の建物は

て市内の高級住宅地帯を通過する様になっ

航空機の九竜空港に入る空路が最近変っ

は途中で一休みしてサンタ・マリアを歌い

には下から七十階段を昇ることになる︒私

であったことが伺える︒この壁面に達する

あった︒四層になっていることから大寺院

があり壁の問にマリア像と共に聖人の像が

香港ではドッグレース場に行って見たが

となっている︒香港政庁は住民に義務教育

の騒音問題を考えさせられた︒

れて円満に解決しており︑日本の空港周辺

︵終身会員︑元日清飼料常務︶

キリシタンの後喬に幸あれと祈った︒

を課していない︒学校へ行き度いものは学

マカオは香港から水中翼船で一時間余で

校へ行けばよいし︑程度の高い大学が三つ
もある︒そして一般庶民は小さい時から働
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ブリスベーンの日

I

好きだということであった︒それで〃宮本武蔵″のとき一

子さんのご主人などはその代表で︑チャン︑︿ラはことに

インズランド大学で日本語を教えているブルマー・マキ

としている外人男性には︑日本映画のファンが多い︒クー

から三百人というと幅が大きすぎるが︑ブリスベーンの

に洩れているのが百人ぐらいと想像されるからである︒

総領事館でつかんでいる日本人は︑ブリスベーンにあ

る日本人会や日豪協会の会員でもある︒この日本人会や

日豪協会では︑随時︑新年宴会︑講波会︑懇親会︑野外

ピクニック︑クリスマス・・ハーティなどを開催する︒そ

のほかに︑総領事館の主催する日本映画を見る会もある︒

日本映画を見る会は︑わたしの滞在中に三回あった︒フ

ブルマー氏は銀行員だが︑四十歳を過ぎた今でも夜は一

クインズランド大学で日本語を学んでいる日本ファンで一

ある︒夫人を﹁マキ子︑マキ子﹂と呼ぶのが口ぐせにな一
っていて︑夫婦仲は至って円満である︒わたしはブルマー

ー夫妻にたいへん世話になった︒車でいろんな場所へ案一

内してもらったし︑総領事館主催の映画会もブルマー夫一

妻の車で行くことが多かった︒

わたしたち夫婦もその都度参加した︒東京にいるときは︑

ドに同行したことである︒このときには︑クインズラン

ソ北方一○○粁の距離にある海岸の保養地ヌーサ・ヘッ

クインズランド大学へ講演に来られたとき︑ブリスベー

中でも忘れられないのは︑マキ子夫人のいとこさんが一

こんなものを見る余裕は時間的にも精神的にもほとんど

ド大学でお茶を教えている山田さん︑クインズランド大

学で勉学中の京都大学院生の音羽君も一緒で︑車二台に一
分乗してドライヴをたのしんだ︒

ない︒ブリスベーンまで来て初めて見るフィルムばかり

もけつこう来て︑たのしんでいる︒ことに日本女性を妻

この映画会に来るのは︑日本人ばかりではない︒外人

だから︑妙な話である︒

ィルムは〃お吟さま〃〃宮本武蔵川〃寅さんシリーズ〃で︑

などは初めから終りまでキャアキャア歓声をあげていた︒一

日本人は二百人から三百人のあいだらしかった︒二百人

ういうやや長期の旅行者も含めて︑ブリスベーンにいる

わたしたち夫婦はブリスベーンに半年滞在したが︑そ

I

日本総領事館でつかんでいるのが二百人ぐらいで︑これ
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音羽君の専攻は﹃−−カリの葉から石油を抽出する研究

であったが︑九月︑京都の父君の病いが篤いという報が

のように夫君を先立てる悲境に陥ったが︑長子はすでに

キさんは︑現在のクインズランド大学在学中の才媛で︑

成人して家庭をもち︑去年は初孫が生まれた︒長女のユ

日本語コンクールで優秀な成績をおさめ︑その賞金で何

一

一

一

へ

とどいて急きょ帰国の途に就いた︒ブリスベーン空港に
見送ったが︑その後の消息は知らない︒

ヌーサ・ヘッドまでのドライヴはブルマー夫妻︑マキ

ことだから︑ヨキさんは日本人のお嫁にしてはどうで

度も日本に来た︒日本には︑生母との関係で縁者も多い

クインズランド大学の日本語科のレクチュアラーであ

ら︑それは無理でしょう﹂という答えであった︒

すめてみた︒しかし︑﹁育った生活環境がちがいますか

しょう﹂とわたしのブリスベーシ滞在中に照子夫人にす

子夫人のいとこさん夫妻︑山田さん︑音羽君︑われわれ
夫婦の総勢八人で︑その内の七人は日本人であるから小
氏はすっかりその中にとけこんで︑日本人以上に日本的

規模の日本人会のようなかっこうになったが︑ブルマー
なところもあった︒

るミセス・チェン︑ハレン・フジ子も二人の子持ちである︒

二人とも男で︑上の方はクインズランド大学の医学部学

クインズランド大学の日本語教官には︑セイグ照子夫
人もおられる︒夫人の夫君はトルコ生まれとか聞いたが︑

生︑下の方は高校生であった︒しかしミセス・セイグと

・フヵノ・アラン・シーウェルである︒シーウェル氏が

ン・シーゥェル氏の夫人であるから︑公式にはレディー

インズランド州政府保険公社総裁の職にあるサー・アラ

く︑旧姓深野さんもその一人である︒深野さんは現在ク

クインズランド大学の日本語教官は圧倒的に婦人が多

の英語力ではついていけないのである︒

もあって︑猛烈ないきおいでまくしたてると︑お母さん

しい︒たとえばケンカになったとき︑男の子ということ

オンリーの家庭であるが︑お母さんが困る場合もあるら

異なって︑子供には日本語を全然しこまなかった︒英語

オーストラリア軍人として日本に進駐し︑その縁で照子
夫人と結ばれた︒二人のあいだには男と女の子があり︑

円満な家庭生活が進行していたところ︑数年前突如セイ
グ氏は世をすてた︒

君逝きてはやゑとせ経ぬうららなる冬の日射しに変り
なけれど

次々とピクニックの人帰り行きわれひとりの象来ぬ夫
を待つ

亡き夫によく似たる子らすこやかに育ちしさまを見せ
ましものを

の三首は亡きセイグ氏を偲ぶ照子夫人の挽歌である︒そ

（20）

一
一

ーウェル氏が先妻を失ったあと乞われてレディーとなっ

日本語を学んだときその相手をしたのが深野さんで︑シ

たので︑わたしが名づけ親になった︒ゆかりはオースト

のゆかりちゃんは︑わたしのブリスベン滞在中に生まれ

内山夫婦も今は二人の子もちで︑お嬢さんばかり︒下

ばしばおとずれ︑深野さんの実家のある京都はむろんの

クインズランド政府の高官であった︒日本にも公務でし

た︒今は石油が採れるということで脚光を浴び出してい

アにおけるユーカリはその種類が三百とも五百とも聞い

ラリアに多いユーカリの樹にもとづくが︑オーストラリ

︑︑︑

た︒シーウェル氏の現職は定年退官後のつとめで︑もと

こと︑九州や北海道までその足跡は日本全国にあまねい︒

コアラはカンガルーと並ぶオーストラリア特産の珍獣

るが︑珍獣コアラの食糧としても無視できない︒

いたが︑日本人会や日豪協会の行事にもまめに顔を出し

わたしの滞在中はよく大型の船による釣りをたのしんで

で︑もし日本に来たらパンダに劣らぬ人気ものになるに

る︒そういうユーカリからわたしはゆかりという名を思

ないから︑︒ハンダ以上にその成育はむずかしいようであ

ちがいない︒しかし︑食糧としてのユーカリが日本には

山浩道君もいる︒佐賀県の生まれで北九州大学の出身︒

いついたが︑これがお父さんの浩道君の嘉納するところ

クインズランド大学日本語科のレクチュアラーには内
大学を出てから鹿児島市の中学校の先生をしていたが︑

L乙̲Lノ

て子どもたちに人気があった︒

中学教師の無気力なのに愛想をつかして日本脱出をはか

となった︒彼が歌手伊東ゆかりの大ファンであるのは︑

︑︑︑

り︑オーストラリアに渡って来た︒夫人の加代子さんは

それまでわたしは少しも知らなかったが︑怪我の功名で︑

やんのゆかりは︑漢字では有加利と書く︒有加利の﹁加﹂

︑︑︑

鹿児島市の出身で︑大阪の万博のときにはホステス役で

伊東ゆかりのゆかりが愛嬢の名まえになった︒ゆかりち

ったのであろう︒そういう点も見込んで︑内山君は加代

は母加代子さんの﹁加﹂︒﹁有﹂と﹁利﹂は祖父母の名か

︑︑︑

活躍したというから︑もともと国際性ゆたかな女性であ
子さんをベター・ハーフに選んだ︒加代子さんのご両親

らとられている︒

﹁ブリスベーンの日本人﹂はいつしか﹁クインズラン

はひとり娘を海外に送り出す決心がつかず最後までオー
ケイをしぶられたらしい︒しかし内山君もギリギリまで

大学には他に橘川次郎教授もおられる︒橘川さんは京都

ド大学の日本人﹂になってしまったが︑クインズランド

めに予定した日本滞在の期限が切れる最後の日までとい

大学の出身で︑動物学専攻︒わたしのいた一九七九年度

あきらめなかった︒﹁ギリギリまで﹂というのは結婚のた
うことで文字通り最後の瞬間にオーケイが出たのである︒
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まではＨ⑦己曾であった︒Ｈ①且胃は日本の助教授にあた

クインズランド大学以外では︑総領事の茂原さん︑領

るが︑一九八○年三月十二日付の大学新聞は新教授

しては佐野夫妻のことが忘れられない︒佐野夫人は日本

も足をはこばれた︒武蔵野音楽大出身のピアニストで︑

人会の婦人部長であったので︑なんどかわたしの寓居に

事の平賀さんには接触する機会が多かったが︑民間人と

にシニア・レクチュァラーとして来任し︑一九七○年に

誕生を報じ︑動物生態学者である橘川博士は一九六五年
リーダーに昇任したと略歴をしるしている︒そして今回
の教授新任は評議員会による特別任用で︑クインズラン

日本婦人仲間の声楽の指導者でもあった︒夫君は能楽の

七ニッ卜

ド大学としては第七番目の特例にあたり︑すぐれて国際

の文章を書いているうちにたまたま読んだ司馬遼太郎の

﹃木曜島の夜会﹄に﹁狩野氏は新制大学になったあとの

家の生まれで︑お父さんは人間国宝であったという︒こ

橘川さんとわたしはたびたび食卓を共にし︑語り合う

水産講習所を出て四十前までは水産会社につとめていた

的名声のある学者にの桑与えられるとしている︒

機会があったが︑酒を愛する気さくな学者という印象が

て今年から操業しようとしている︒家族は本土のブリス

ベーンに住糸︑かれは単身木曜島に家を借りて自炊して

が︑いまは独立し︑昨年エビの冷凍工場を木曜島に設け

いた﹂というくだりがあるが︑ここに紹介されている

で披露したモダン・バレーは素晴らしかった︒

農学部のレクチュァラーに深井周君︒彼は東大の出身

強い︒夫人は画家で︑お嬢さんがクリスマス・パーティ

で学園騒動の頃は学部学生であったという︒アデレイド

﹁狩野氏﹂は実は﹁佐野氏﹂ではないかと思う︒わたし

がブリスベーンに住んでいるというのも一致する︒木曜

大学から移って来たが︑アデレイドは美しい街だといつ

島に設けられたエビの冷凍工場のことも聞いたように記

の承知している経歴が両者では全く同じであるし︑家族

歴史学科にはシニア・テューターの角林元雄君︒彼は

憶するが︑ただ司馬氏は佐野さんの国籍が今はオースト

もなつかしがっていた︒

﹁一豆−ギニア・マダンの戦跡﹂﹁ニューギニアの土器

ラリアに移ったことは書いていない︒あるいは司馬氏が

立命館大学出身で︑南太平洋に浮かぶ島じまを調査して

ったとき︑わたしは学生と勘ちがいした︒ジーパンに簡

作り﹂などのルポを日本の雑誌に発表している︒最初会

も知れないが︑佐野一家の国籍は現在は日本にはないの

木曜島で佐野さんと会った時点ではそうでなかったのか

である︒それで︑正確には﹁ブリスベーンの日本人﹂で

単なシャツ姿で︑話す口調も書生ツポかつた︒どこか死
んだ梅本克己君を憶い出させるところがあった︒
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はなく︑﹁ブリスベーンの旧日本人﹂になるわけである

しい︒東京で催された随筆集の出版祝賀会にはデビイ夫

人も出席している写真を見たが︑肝心の随筆集にはまだ

お目にかかったことがない︒

えで︑さすがは世界に冠たる商売をする日本の商社だけ一

しの家もときどきそのオコポレにあずかったが︑ブリスー

いきおい︑宮殿のようなところを選ばざるを得ない︒日一

に住む大友肇さんも︑国籍はオーストラリアに移ってい

の士﹂なので︑これを日本並象の土壌にするにはたいへ一

ベーンの土は日本の野菜には適しない文字通りの﹁異国一

ブリスベーン市から車で半時間ほどのクリーヴランド

るのかも知れない︒オーストラリア人の夫人と海岸近く

は関係のないわたしたちへのサーヴィスも徹底していた︒一

商社マンの熱心なのは︑商売だけに限らない︒商売と一

んな苦労がいるらしいｏ商社の人たちはそういう労力を一

の家に暮らしているが︑一時クインズランド大学で日本

語を教えていた︒今はオーストラリアに来た日本人の調

査をしているが︑銭屋五兵衛がタスマニャを占拠した話︑

話︑木曜島の日本人墓の話など︑野生のコアラも現われ

商社員の奥さんが車のない家内のために自家用車を運転一
してスーパー・マーマットに行ってくれたり︑家内がカー

西郷南洲が薩摩の子弟を引連れてオーストラリアに来た
るという野越あふれた家で︑われを忘れて聞き入った午
以上に紹介したのは︑ブリスベーンに永く定住してい

であった︒商社といえば︑今の日本では汚職のカタマリー

作って持って来てくれたり︑その親切は至れり尽くせり一

ゼを引いて寝こむとそれを風の便りに聞きつけて食事を一

後のひとときが昨日のことのようになつかしい︒

て今ではブリスベーン人といってよい人たちのことであ

商社マンの機動力である︒わたしの滞在期間中の会長も
商社マンであったが︑商社からの寄付金が会活動の原動
力となっているらしかった︒︵本会理事・亜細亜大教授︶一

るが︑ブリスベーンには限られた期間しかいない日本人
もかなりいる︒商社の駐在員などはその代表で︑三菱商
事︑三井物産︑住友商事︑日商岩井︑丸紅︑横浜タイヤ
など日本の代表的商社が皆ここに進出している︒

わたしの住んだインドロピリー区の付近にも三菱商事
と丸紅の商社員の邸宅があったが︑両方とも堂々たる構
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が︑近来は随筆家としてもメキメキ売り出し中であるら
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一

こ

の

一

﹁段﹂というのは︑ご承知のあの兼行法

だ︒

師の﹁徒然草﹂と同じように︑一段を一つ

の話とし︑始めから終りまで続けて書き流

しである︒しかも戦国時代の武士の使う︑

鹿爪らしい言葉や︑手紙の候文そのままゆ

この頃の若い方にはお馳染承薄いかも知れ

え︑激石ものが古典で読象づらいという︑

ない︒私は本書の内容を時代の匂いをかぎ

ながらご紹介して︑出来るだけ一代の英傑

政宗公の復雑な︑そして稀に見る優れた全

貌が窺われるようにつとめたが︑何分にも

古文になじまず︑加うるに急いだため︑当

るひまもなく︑到るところ多くの誤謬を犯

時の難しい役名や︑品々の実物を取り調べ

したかと思う︒凡ては他日の研究に待つこ

します︒

ととして︑この度は平にご寛恕をお願い致

まず﹁序文﹂には︑本書を書いた理由を

簡単に述べてあり︑本書全体の文体の見本

ともなるから︑原文のまま転記する︒︵仮

﹁政宗公よろづ御詞の末︑少々常の御様

名使い句読点そのまま︶

子人伝にも承り折節には拝残奉り候へども︑

卑しき身きたなき心に連を取り失ひ候事あ
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然あれども︑詞かすかにして始終たしかな

さましくや存じ出し次第少々害付け申候︒

ていいのではあるまいかと思う︒

価値あり︑いわば政宗記の〃定本川と云っ

以て述べておられるほどで︑如何に本書が

ことを涛踏しないのである﹂と強い自信を

は島津︑左が毛利︑その外大身小身残らず

より一層︑万事派手だった︒政宗公の右側

政宗の桟敷は正面であったから︑いつも

︵不明︶御簾︑綾羅︑錦繍の帳幕︑さては

臨席したから︑桟敷の模様は︑くわれうの

教す

私は先ず第一に︑戦国の乱世に﹁独眼

敷を与えられて見物することとなった︒

らず︑誠に秋の月の暁の雲にあへるが如し

はじめおわり

とやらんに御座候へども︑いにしへの一人
二人も同座のとき語り慰むためばかりにて

竜﹂として天下にその名を馳せた︑稀れに

八珍の︵色を珍らしい︶食事も飽きるほど

候なり︒﹂

奉る優れた一英傑政宗が︑いったいどんな

あって︑見物の人々もびっくりするほどだ

○Ｏ

人物であったか︑その最も大切な一面を出

次の第一段から本文に入るが︑ここでは
王翼という支那人の話として︑同国では︑

来るだけ群かにして︑そのあと次だと彼の
複雑な全貌を探ってゆこうと︑この興味尽

七宝の宝も物の数ではなく︑山のように積

小刀と︑吾もわれもと︑さし出されたから︑

れものも︑金銀︑綾錦︑金欄継子︑太刀︑

どんす

大︑小名達から︑出演の太夫共への下さ

った︒

幼な児が泣き止まない時は母親が怒って
﹁日本の政宗公が今すぐここへ来るゾ︑

この一段は︑全巻中一番の長篇で５頁昭

きない物語りを取りあげたのである︒

えるともなく︑政宗公と聞いただけで︑す

行を費して︑次左と変ってゆく場面の面白

泣いて取り去られるなとさとすと︑誰れ教
ぐ泣き止んで︑母親に取りすがり︑顔をか

なかった︒

承重ねられ︑おびただしいこと酔えようも

そのうち︑毎日毎日︑能が続いて太夫も

さ︑その都度政宗を中心として取り交わさ
の様子が手に取るように︑実に巧みに描写

番執り行われたが︑不出来だったので︑見

疲れてしまった︒五日目の能は︑朝から七

れる会話の内容によって︑その時之の全体

と当時の外国支那の国にまでも雷名をと

の様相も窺われるので︑煩をいとわず殆ん

され︑一つの物語としても興味深く︑時代

くして恐がる︒﹂

どろかせていたことを述べたに過ぎない︒

いよいよ第二段目から国内に於ける政宗

ど全文に亘って紹介することとした︒

編者小倉先生は︑本書の末尾にある解説

公の色灸の物語となるのである︒

て呉れ﹂と所望された︒諸大名は言うに及

を述べる前に︑政宗から︑﹁もう一番やっ

く︑気が進まんようだったから︑﹁祝言﹂
題名︵浅草の勧進能にて大振廻︶︵娼段︶

物も気に入らん様子だし︑太夫もなんとな

ある時将軍様の命令で︑江戸浅草で︑金

中にも︑ご自分で﹁本書は文体が一種特別
で︑往々当時の通用語や︑仙台方言があり︑

うとしているのを︑政宗は自身でみすを上

ばず︑芝居桟敷にいる一般の見物人も帰ろ

のものより解しやすくなったと信ずるから︑

の諸大名︑ご大身の方灸まで皆江戸に居ら

また多少の誤脱も免れないそうだが︑従来

れたから︑公儀︵将軍家︶から一同に能桟

剛太夫が勧進能を催した︒その時は︑東西

これを政宗卿の言行や最後の状況を窺うの

げて言われるには﹁今日の能はなんとなく

に︑この上ない記録として︑世に推奨する
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物足りなく思うから︑もう一番やるように
見物人達も昂奮して来た︒

ている有様︒﹁ソラ大事件が起きたゾ﹂と

りの宿から引張り出せ！﹂

せ！途中で追いつけなければ︑一人びと

ません﹂とにべなく断ってしまったので︑

はございますが︑そのご所望はお受け出来

になった︒ところが太夫が﹁大変に有難う

して下さい﹂と申されましたから皆も静か

に太夫の返答が言語道断である︒ご所望に

ち︑誰一人お心に背く者もあるまい︒それ

ごもつとも至極だ︒今日来ている者共のう

﹁陸奥守殿︵政宗︶の仰せになることは︑

この時︑天下のお奉行衆も

て︑見物人達も少し退屈に見えて来たのを

︵歩行者︶われがちにと︑大勢で追いかけ

と仰せになったので︑乗馬の者︑徒の者

かち

私が所望したから︑皆さんは騒がずに見物

政宗は以っての外怒って︑

ご覧になって政宗ご自分で云われるには︑

さい﹂

からお待ち遠うだが︑もう少し待ってくだ

﹁所望した能は︑少し支度に隙を取った

ひま

この時には︑もう能の間が延びてしまっ

ていった︒

﹁いったい︑今日のわしの所望が聞き入

せん︒私達で取り計らいませう︒町の同心

背むくなら︑ご前のお手をおかげは致しま

しぐ命令した︒

の者ども︑その旨よく心得よ﹂と︑やかま

ぜん

れられないのか！口答えするとは甚だ口
惜しい︒出来ないと言うなら︑無理にでも
ぬと言うなら︑足軽共に楽屋を取りかこま

やらせてやる︒それでも︑どうしても出来

﹁出来ませんと申上げるわけは︑勧進能
やくつと
はそれぞれの役さえ勤めたら︑役者共は︑

うが出来次第に出せよ﹂と命じられた︒

俄かのことだから︑すぐには出来ないだろ

﹁見物の衆達に酒を振舞ってやりたいが︑

と小姓頭を呼んで︑

次灸と帰って行くものです︒皆が帰ってし

すると太夫は︑また申上げるには︑

にしてしまえ！太夫の答があまり憎いか

せて太夫を始め役者共一人ひとり撫で切り

ら︑ただは殺すな！出来るだけ痛いめに

まい﹃祝言﹄をのべる者だけが残っている

でも皆その通りの心持で︑二六時中いつも

に平常から言いつけられているので︑誰れ

いのないように︑また手つかえしないよう

何事によらず︑お言いつけのことが間違

合せて殺せよ！政宗ともあろうものが所

のですから出来ないのでございます﹂

﹁そんなら︑そうと︑そのことを最初か

と云うと政宗は︑

こうべ

望して︑それが聞き入れられずにオメノ︑

と引き退れるものか！一人ひとり頭をは
︵将軍さま︶も︑どうして悪かったとお思

ら言わぬのが怪しからん︒又役者共も憎い

と︑小姓頭が云いつけると︑立ちどころに

うえ

れたあとで︑お上に言上申上げよう︒上様

奴だ︒上様︵将軍さま︶から日頃適当なご

南部大樽︵南部諸白酒︶など︑数えきれな
るとは奇怪千万︒その役者共を引きずり戻

先きに︑自分の役が済んだからと云って帰

らで︑大桶︑半切取り出して樽の蓋をぶち

いほど︑見物人へ取り出して︑あちらこち

﹁ご命令であるぞ！さアご馳走しろ！﹂

油断していない︒

いになるものか︒政宗の方が正しいのだ﹂

うな時のためである︒オレ達も未だ帰らぬ

知行︵給与︶を頂戴しているのも︑このよ

かちゅう

と追っかけノ︑使を出される︒ご家中の
上下の者共も︑ご主人のご命令を聞いて︑

袴の括りを高くしめ︑スワと言えば︑われ

くく

先きに取って入らんと思う気配で勇み立つ

（26）

天竺の月蓋長者が八万余人の非人︵乞食︶

かなお道具の一つぐらい持っていない者と

次の日は︑さしもに広い江戸中に︑なに

がつがい

割って︑樽のままかついでゆくものもあり︑
どもに施行してやった楽しみも︑とても︑

てはいないくらいだった︒

くぎやう

桶や半切の酒をかぶって濡れた着ものをし

し蛍﹄だわい！﹂

これには及ぶまい︒こりや︑おもしろいけ

しいことだ︑しかしこんなことを真似して

ならずお喜びになった﹁近頃例のない珍ら

お目付衆がお上に報告すると︑御感斜め

宝の孔のないもの︶に盛って出すといつた
︑︑

と暫らくの間︑鳴りも静まらない︒やや

ぽる者もあり︑色だの酒の肴を供饗︵お三
ていたらくになってきた︒

はいけないぞ﹂と上っ方のご評判だったよ

﹁皆の者共︑酒のんで面白いだろう︒上

だけれど︑地方の国々にまでかくれなく知

あってみすをあげさせて︑

戸も下戸も︑このような慰みは酒にしくも

れ渡って︑さてもノ︑と思わぬ者とてはな

東西の大名小名の寄合い︑江戸中の貴賎
の者挙って大勢来ていたので︑さしもに広

のはないものだ︒お互に友達にもすすめて

れ﹁こんどの始終のやりかた︑結椎であっ

政宗公は当日の役人共を改めて呼び出さ

かった︒

し︑ちらほら聞きました︒滅多にないこと

い芝居小屋も︑居る所もないほどに桑えて︑

飲んだノ︑﹂と仰せになる︒

︑︑︑︑

したが︑それでもなか／︑足らない︒﹁酒

酒も終ろうとするので︑

暫く時間も経ってご覧になると︑すでに

盃としてかわらけ︵土器︶二︑三千ほども出

が汲めそうなものなら何でもいいから皆出
かく

せノ︑﹂と仰しやるから︑梨地に蒔絵をし

居中へ出してやったくらいの物を︑皆にも

たと思うぞ﹂と夫々の働きに応じたご褒美
呉れてやるから︑勝手に取るがよい﹂と仰

心であるぞ︑この上とも油断するなよ！﹂

﹁どうだ！見物の者共︑いまさき︑芝

食篭︑皿・鉢のたぐい︑手当り次第投げ出

しやるや否や︑金銀砂子をしいた多くさん

と仰せになると︑人為はそれを聞いて︑

じきろう

た色左な角もの︑金銀をちりばめたお重︑

しノ︑するうちに︑芝居小屋中︑上を下へ

の道具を︑夫々勝手に取って︑喜び勇むこ

﹁以後いつでも︑あのような心がけが肝

を下され︑

と勇承立って︑てんでに︑色のついた器を

と限りがない︒お道具の数が少いため︑お

有難いお言葉と喜ばぬものとてはなかった︒

さかな

る様子は︑

持って︑酒や肴にも飽きるほど満足してい

互に奪い合う場面もあったが︑見物人もさ

くお話されるのであった︒

あとがき
野口先生が︑わざわざ私にお手紙で︑東園侍
従にお願して︑この本のリコピーを貰い受けて
くれと殊更ご請求になったのは︑この一篇がそ
の動機となったのかと思われます︒私が先生を
お訪ねした時も︑ご病中に拘らず改めてくわし

ｌこの項終りＩ

へもみじ流るる竜田川︑吉野︑初瀬の花

すがに静かになってきたので人為は今さら
酒に目をつけるもの達は︑大樽を肩げて

目をそば立てて驚いた︒

盛を︑嵐のさそふ：：：に異ならない有様だ
った︒

これに過ぎたものはございませんと︑喜ん

政宗は桟敷での諸大名お互同士の酒宴な
んかも︑そっちのけにして︑慢幕を揚げさ

夫々家へ帰っていった︒

うち

で帰る者もあり︑上下万民勇み進んで︑皆
﹁あらア！大変賑やかなことだのう︒

せて
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私の親友の一会員から次のようなお便り

口明画集﹂昨日受取った︒昨日から今日に
かけて隅から隅まで幾度も鑑賞した︒鑑賞
後の感想は﹁感激﹂の一語である︒
君から野口先生の画業のことを聞いた時︑

多分文人画であろうと思っていた︒ところ
か意外であった︒

が画集を披いて承たら︑油彩や水彩画で些

島瑞厳寺等︒

それから⑳若き日の晩翠先生︑⑱ヘグリ

先生は傑作だと思う︒これほどの性格描写

でなくては出来ないと思われる︒

は安井曾太郎にも比すべく︑心の澄んだ人

個人画集で︑これほどの出来栄えは︑矢

張り門下生の野口先生に対する敬慕と熱情

貰ったらよいではないかと思っている︒

ある︒

生の清明高潔の人格と︑豊かな詩人的天真

私は野口先生の画を﹁弘道﹂の表紙にし

の結晶に外ならず︑敬意を表するところで

同君は︑もと住友信託の重役で︑停年退

が︑ひしひしと迫ってくるのを禁じ得なか

つくから︑誰か適当な画家に表紙を描いて

たらと思っていたが︑これでは色刷で高く

しかし︑丹念に鑑賞して染ると︑野口先

職後は公認会計士となり現在に至っている︒

った︒これで﹁野口先生﹂というものが初

を頂いた︒

本業の外に︑子供の頃から︑画が大好きで︑

勿論素人の域ではなく︑チャーチルの画

めて判ったような気がする︒

ろうとさえ志した人だけに︑この野口先生

野口会長のように︑絵筆を握って一生を送

入江相政氏の食道楽随筆などを許可を得て

なお﹁弘道﹂には過去寄稿された侍従長

転載したらアトラクションになると思うが

業によく似ているように思われる︒

中学時代に師事された大下藤次郎や石井

の画集の評も︑素人離れがしている︒

柏亭︑金山平三の諸画伯は︑私も好きな画

如何か？

先きに鈴木理事が︑野口先生の教え子と
して︑また第二高等学校の同窓生として︑

響されているように思われる︒

家で︑野口先生の画業は大下画伯に最も影

︵大阪府会員・公認会計士︶

労を感想迄︒草々︒

取り敢えず﹁野口明画集﹂に対するお礼

考えて下さい︒

また写真を入れたら楽しくなると思うが

この画集の優れたご紹介があったが︑大島
れるので︑ここにご披露させて頂く︒

君の評も野口先生の真の理解者とも感じら

水彩画も油彩も佳いが︑水彩画の方がよ
好きなのは③田無街道の残雪︑⑪八瀬雪景︑

り優れているように感じられる︒特に私が

であり︑その将来を心から見守りながら︑

因承に︑同君は﹁弘道﹂の熱心な愛読者
何かと協力してくれている方である︒

子母神︑⑯佐原水郷︑⑫越後国分寺︑⑳松

⑰⑬北海道大学︑⑳雪の不忍︑⑮雑司谷鬼

鏡橋︑⑳奥入瀬︑⑳オランダ坂︑⑭渓流︑

⑬木曾寝覚の宿︑⑭手賀沼早春︑⑳長崎眼

﹁野口明画集﹂を拝見してｌ書簡Ｉ

︵西村幸二郎︶

前略︒先日お電話により待っていた﹁野
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ク
ー
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○病葉を払ひ着荷の純を解く
○とんぼ生る朝日に透きて開く趣

かり︑又農業に取組んで︑しかも病気一つせぬという︑
まことに力強い一句︒

評原句は﹁土に活き日焼誇りに志なし﹂句意もよくわ

＠土に活き日焼を誇に蒜なし

千葉県山田町鈴木きよ女

○羅や洗髪して灯の街に
○早春や白き障子に猫の影
○漆黒の大地を蹴りて初日の出

ラ○○

評原句の﹁花冷や僧も咳込む喪の歩承﹂を加筆して採

○花冷やしきりに一咳き込む回向僧

千葉県林東洲

篠塚しげる選

野田市戸辺好郎
○亡びざるもの卯月浪のみならじ
評原句は﹁卯月浪亡びざるもの有る如し﹂

○夜もすがら十薬白く咲いており
○屈託のない娘たち夏木立

千葉県秋葉貞女

○カットして白きうなじや風薫る
て採る︒

評原句の﹁カットしてうなじの白さ風薫る﹂を加筆し

評原句は﹁灯に泳ぐ金魚の華麗に雨の夜﹂

○念願の墓参果して風かほる
○灯に泳ぐ金魚絢畑雨の夜

千葉県田村春風

千葉県宮崎秋峰

○少年の野良に口笛風薫る
○尺八の余韻ゆかしぐ風薫る
○夕陽輝る藻の間に透ける金魚の朱

○抱く児の温永ほのかに金魚見る

評原句は﹁抱く児の温みほの人︑金魚見る﹂

○薫風や飛沫散る瀬の石渡る
○退院の身を薫風の中に置く

千葉県野平英一
○ゆったりと最上の舟唄風薫る
○琉金に照明映ゆる地下の街
○金魚好きのこの医師もまた老いませり
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弘道俳壇

して採る︒

評原句の﹁金魚好きの医師も老いたり診療所﹂を加筆

千葉県宮崎朝水
︑公害の町去りかねて金魚飼ふ
評原句は﹁公害の町も去りかね金魚飼ふ﹂公害の町に住

千葉県田村隆村

むことは︑嫌と思うが︑さればとて永く住み順れた土地
を離れるのは︑忍び難く︑けつきよく金魚など飼って︑
憂さを晴らしつ住承ついている︒その作者の気持はよく
わかる︒

○上棟の五色の旗に風薫る
＠水差せぱ昂ぶる金魚産卵期

千葉県石橋香峰

る︒金魚の句としては新しく面白い︒

評金魚が産卵期のために︑大変昂ぶるというのはよくわか

○幼な妻夜店の金魚買い一戻る

○薫風や明日遷宮の稽古笛
○悠然と泳ぐ金魚や神の池
評原句の﹁悠然と動く金魚や神の池﹂を加筆して採る︒

東京都桑原小汀子
○仏間にてひとりしづかに長昼寝
なじ

評原句は﹁仏間にてひっそり閑と長昼寝﹂
評原句の﹁夏の海サーフィン族と代を距つ﹂を加筆し

よへだ

○夏の海サーフィン族とは馴染めざる

て採る︒

千葉県八木幹男

○胸に躍る紅いネクタイ風薫る
主なこ
○金魚悲し死しても眼開きしまま

千葉県小山田墓月

千葉県大宮章世

○薫風にサイクリングの列長し
○水差せぱ金魚明るく灯に乱れ
︾﹄

○娘の新居菜圃も少し風薫る

千葉県小林邦春

評原句の﹁薫風や娘の新居小菜園﹂を加筆して採る︒

はふり

故大平首相の葬儀に列して

選者近詠

○雲写る天水雲の金魚かな

とも

梅天へ弔砲放つ大葬
紅刷毛の穂いるに浮み合歓の花
ともづな
績を解けばたばしる夜光虫
砿暖簾あげて手送り船料理
遠くより聞くべきものに涼桑笛
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古川哲史選

おや

おや

仇にむけ徳もてせよと心打ちしその政府絶ゆ汚職のばて一
に

・ブリスベーン市西宮照子

さやけきは先祖の心ぞこの国の汚職きよめて先祖を祭ら
め

うす紅のポヒニアの花咲き象だるものうき春の昼さがり
どき

蝿の鳴き納めたる山里の峡田小暗く夕霧せまる

奨学金受けて日本に行くという吾子のよろこびさびしく

ごと

春の花匂いこぼるる学園のしじまに立てば﹁時﹂止まる

夏痩の我をいとほしゑ老妻は座椅子の布団厚く作りぬ

風すさび猫も通らぬこの夜ふけいとしゑ送る夜勤の娘を

鹿児島県高山町宮里兼子

聞くも

な

三歳の孫の片言聞きたくてダイヤル回す雨に飽く日は

幾度か梅雨前線北へ行き南へ下がりて一と月たちぬ

の座

六とせぶり親しき者ら集い来て過ぎし日語る叔父の通夜

うか

市原市川崎幸望

余る米作るなという声高しそをしりめにし今年も作る

三年の食糧貯蔵あらざれぱ国危うしと古人はいへり

真冬なみの水田に立ちて代をかくストする者をあわれみ
につつ

わり知る

パリより聞く吾子の息づき間近かにて世界のいまの面変

吾子の声なり

夜九時の一重−ス見やめて受話機とれば真昼の．くりより

ス・へインを旅ゆく吾子は農民の素朴しるせりふるさと恋

宮崎市壷井秀生

病桑臥る日かず短く逝きしとふ友の終りよ我もかくあら

こや・

盆踊りおどれぬわれや庫裡前の灯影小暗き涼風にたつ

風に手を低めて蒔けば稲種子の春田の泥に鮮やかに落つ

市原市加藤巳之

難

世の動きただならぬいま真実をひたに学べと吾子に書き
添う
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I
弘道歌壇

豊作を祝う祭りも農魂も根こそぎ奪う減反嵐
ごせしならむ

反攻の秘策を練りし将軍が起臥せし部屋はいづこなるべ
き

千葉県山田町石橋佐寿
汗を流すことの少なき真夏日や稲の不作は必定ならん

冬のいまポインセチヤの花あかきキャンパス行けばまぼ
ろしの兵

壷井氏の二首目﹁真昼のパリより吾子の声なり﹂の原作は

加藤氏の五首は派手さはないが︑し桑じ象とした情感にあふ
れ︑歌の本道を行くものと思った︒

選後寸感

山路来て青さの中を見渡せばま白なる百合点々と咲く

千葉県宇津木一直
奔流のたぎるがごとくなびかせて峡の青田を風吹きいく
る

気むずかしき人と思ひゐし激石にかかる機微ありほほえ
ましかも
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書簡集読象てしゑじ象激石の人情に触る譜誰に触る

選者詠
反攻の前の将軍も聞きたるか笑ふが如きジャッカスの声

﹁真昼のパリの吾子の声なり﹂であったが︑﹁の﹂が三つ
も続くのを避けるため﹁・くりより﹂とした︒﹁・︿りゆ﹂で
もよいが︑﹁・くりより﹂の方がすなおであろう︒
仮名遣いは新旧両方が入り糸だれているが︑あえて統一
しなかった︒どちらかに統一すべきであろうが︑当分は出
詠者各自のご判断に従う︒

﹁泊翁先生歌集﹂より

一たひまくら寝覚のさとの秋風にねさめよとてや衣してうつ

夜祷衣

もろともに秋のあはれを語るらん庭のまつむし軒の松かせ

閑庭癒

いにしへの関屋はあれて跡もなし秋風さむきしらかはの里

名所秋風

コレヒドールを追はれしあとの幾月かここにこもりて過
第三代会長松平直亮監修

○菊版上・下巻○各巻八百余頁
﹃泊翁西村茂樹伝﹄

限定頒布印部

ｌ鐙中込みば︑本会事務局へＩ

挿画十数葉︒

頒価二○︑○○○円
本会を祖西村茂樹先生七十五年の生
涯の事蹟と論説を悉く載録︒年譜・

︲

I

︿云生ロ

●特別会員推薦

春山宇平殿共立社印刷所社長

︿朝恥和弱年躯朋皿叩敬称略︶

◎会費領収報告

だきます︒

１︑この報告を以て領収害に代えさせていた
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︺
○清水文平︵弱−９︶○中田はる︵記−９︶

○泉実︵卵／８︶○松元文子︵卵言９︶
○三島克騰︵弱／９︶○南隆昭︵髄−８︶
○三橋愛子︵弱−９︶志牟田和子︵卵−９︶
︵以上一︑○○○円︶
︵以上二︑○○○円︶

堀越松太郎︵弱／３︶上田政男︵弱−３︶

横田佐代治︵記−３︶︵五︑○○○円︶

今関友幸︵詑三３︶︵三︑○○○円︶
︹神奈川県︺

○西村春樹︵弱三８︶○林うた子︵弱三８︶
○福田尚子︵駈〆９︶
︵以上一︑○○○円︶

石田一良︵弱一ｍ︶︵二︑○○○円︶

︵以上二︑○○○円︶
鵜沢総明︵詑三３︶井村泰全︵昭三３︶
︵以上三︑○○○円︶

○豊田操︵記−８︶斎藤恒雄︵記−３︶
︹東部支会︺

○鈴木仁師︵硫三９︶○背谷治正︵弱三９︶
○菅谷勝雄︵卵−８︶○内川昇一︵砺三８︶
︵以上一︑○○○円︶
︹埼玉県︺
○牛窪徳太郎︵弱言８︶○北田浩一︵弱−８︶

○志村義一︵弱−８︶○高橋善男︵弱−８︶
○北田六栄︵弱−８︶○水越弘︵記−８︶
○小沢忠吉︵弱−８︶○北田真一︵砺一８︶
○矢島伊平︵髄−８︶○斎藤恵子︵弱−８︶
︵以上一︑○○○円︶

奥富六郎︵卵−３︶︵三︑○○○円︶
︹京都府︺
︹兵庫県︺

川崎徳平︵弱−３︶︵二︑○○○円︶

○藤塚幹一︵弱−８︶橋本正次
︵以上一︑○○○円︶

林浄造︵三︑○○○円︶
︹宮城県︺

中山師治︵銘−３︶︵三︑○○○円︶
︹秋田県︺

︹富山県︺
山本信吉︵訂−３︶宮崎準一︵記−３︶
︵以上二︑○○○円︶

半旧雄三︵研一３︶︵二︑○○○円︶
藤肥正三︵弱−３︶︵三︑○○○円︶

︹岩手県︺

松島田鶴子︵弱乏３︶︵三︑○○○円︶
︹千葉県︺
鈴木純一︵卵−３︶入江孝一郎︵弱−３︶

松戸節三︵弱−３︶伊藤治︵印−３︶

ｌ︲ｌ︲︲Ｉ

横山ハヤ子︵諏三１︶︵二︑○○○円︶

支会だより
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