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剖年の新時代を展望して
日本弘道会食長

西村幸二郎

年改って︑いよいよここに副年を迎えたが︑世界は︑いま︑混迷のまま︑新時代へと突入した︒顧みると去年は世界到
りく

るところで︑﹁世界永遠の平和﹂など︑どこ吹く風と︑或いは東西問題と称し︑或いは南北問題などと唱えて︑あちらこ

ちらで国家相互間に︑現実に兵火を交えて︑平気で大量の殺識を繰り拡げていた︒他方︑米ソ超大国はなおさらのこと︑

手に汗握る核弾道弾で狂人のような競争︑危険極まりない様相を呈し︑一つ間違ってボタンを押せば︑一触即発︑各国は
つばぜりあい

吹つ飛ばされるかと︑世界中の人之の心胆を寒からしめたのであった︒しかも一九八一年の今年こそ︑八五年を境として︑

こうした国際的の大問題はさて置いて︑統ってわが国内だけを眺めても︑従来は誰れも考えも及ばなかったような︑忌

長い間の両国間の鍔迫合に結末をつける時になろうかと︑世界は剣か峯の頂上に立たせられる怖ろしい年となった︒

わしい惨事や︑目を蓋わしめる如き残虐事件が続発して︑国民の心を根こそぎ揺り動かし︑悲痛のドン底に陥し入れたの
なかん．つく

で︑あった︒

むご

就中︑痛恨に絶えなかったのは︑年も押しつまって︑ある中流社会の父母揃って教養ある家庭の子弟で︑二○歳に達し

たこ浪の受験生が︑こともあろうに両親の頭を金属識ハットで︑メシダ打ちに惨殺したという︑未だ嘗てない酷たらしい事

件が世人を驚倒せしめたことはいまなお︑昨日のことのように私達の脳裏から消え去らないのである︒

昨今のわが国の世相︑殊に青少年の非行︑暴行は︑今までの暴走族のそれをも遥かに凌駕して︑通常人の従来の常識で
は到底想像もつきかねる残忍を極めたものにエスカレートしてきた︒

私は暮も押し迫った去る十二月廿一日︑折柄の日曜を幸に︑久し振りに忙中閑を得て︑朝食後のんびりと新聞︵東京新

聞︶を拡げていると︑﹁インタビュー短刀直入﹂と超初号活字の大見出しで︑前述の事件に関して担当記者が﹁神奈川県
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しているのに眼がとまった︒私は悪夢をよび覚まされ︑心臓を逆かなでされたような厭やな心持がした心驚きと好奇心も

誉捜査一課長﹂の渡辺正市氏との会見談の特別記事を︑二頁にも亘って︑大写しの写真数枚まで挿入して諭大を的に掲載

○○

手伝って︑目を皿にして読み進むと︑﹁少年は犯行後凶器Ｑハットを洗ったり︑ダンスを物色するなど︑殊更ら外部から

の犯行と思わしめるよう偽装工作をしていていたが︑犯行の動機を父親のキャッシュ・カードを盗んだのを発見され︑両

スとして今までとは一変して︑犯人の幼稚園時代にまで遡って︑その生い立ち︑性格︑家庭関係などから︑本人の深層な

親にひどく叱られた﹂ためと平気で自供した由である︒前例のない残虐事件であるため︑当局はその取扱方法も特異ケー

心理状態にまで食い込んで︑多方面に亘ってメスを入れて詳しく調査した結果が明らかにされていた︒

○○○○○○○○○

○○

渡辺課長の取調べでは︑近所の聞き込みで誰れに聞いても﹁本人は温和しい︑明るい︑礼儀正しい子で︑親にも反抗し

ない︑寧ろ模範生である︒性格は今の若い人に共通する︑無関心無感動無気力といった所謂〃三無″青年の典型であ

には︑家庭内では︑﹁父親は大学と言えば東大︑私立なら早慶しかないと考えるようなタイプの人らしく︑次男である犯

の討て

かつ

L O ノ

る︒従って︑自主性︑気力︑向上心︑忍耐心といった青年特有の気持に欠けている﹂と述べている︒ところが驚いたこと

人を早稲田に受験させたのも︑そんな家庭の雰囲気の中だったらしい︒ある時父剃は本人に向って﹁お前の目標は山に例

︑︑︑︑︑

えるなら早稲田が頂上︑裾野にある大学も登れないではないか︑進学をあきらめろ！﹂ときつく迫られたそうだ︒更にま
︑︑︑︑

た︑父親のキャッシュカードを盗んだ時︑両親にひどく叱られ︑しまいには本人が一番好きだった母からも﹁アンタも駄
○○○○○

目だれエ﹂と言われ︑今まで小言一つ云われたこともない自分の唯一の味方だと信じ込んでいた母親にまで突き放されて

トランジヤント・イスター・ニア・アタック

しまったと感じたのか直接の動機だったらしい﹂と報道されている︒私は突然心の中で﹁矢張り︑そおだったのかなァ﹂
と叫ぶと共に古い記憶を思い出したのである︒
たお

実は私は今から十年ほど前︑ある年末に風邪をひいて〃一過性虚血発作︵Ｔ・Ｉ︒Ａ︶一種の脳軟化症らしい〃を起こ

し突然意識不明となって倒れ︑慌てて近くの病院に担ぎこまれ︑正月も知らずに数日間︑昏々と唾り続けたことがあった︒

内科病棟が満員で仕方なく眼科の個室に入ったが︑眼科のためか入院患者は比較的元気で︑時間を持てあましがちの人が

多かった︒私は花や植木が大好きなので︑病室一つぱいに頂戴したお見舞の品を飾って無靭を慰めていたが︑いつの間に

か覗き見する人も多くなったので︑病室を開放して誰れ彼れを選ばず︑皆さんに花を見せ茶菓を饗応しおみやげまで出し

／ の ､

てチョッとした憩いの場︑お喋くりの場所を提供したのである︒

たまたま当時︑同病棟に十二︑三歳位の腕白少年がいた︒いろいろいたずらをして歩き廻るので︑桑んなからも排斥さ

いたづら

れ︑次第に誰れも相手にする者がなく︑独りポッチのようになってしまった︒本人は所在なさに益を悪童振りを発揮して︑

ょその子供をいぢめたり終には病院の廊下の鉢植の木を引きぬいたり︑小便をひっかけたりまことに目に余る悪戯を繰り
返えしていた︒この厄介な少年もいつの間にか時を私の室に顔を出すようになった︒
びん

ある日少年は私に﹁ボク︑病院のご飯が少くて︑お腹が減ってたまらないんだョ﹂と訴えるのだった︒暴れ盛りの元気

もの︑さもありなんと不偶になったので﹁オジさんは少食で︑いつも︑ゑんなはたく切れないから余分をあげるよ﹂と快

よく誘うと︑大変喜んで頻繁に遊びに来て︑段為と二人一緒に食事をするようになった︒馴れるにつれて︑私が廊下を散
歩する時にもいつも従いて来るようにもなった︒

ある時少年は﹁おじさん！ボク︑漫画の本が見度いなァ﹂と甘えるようにねだるのだった︒私は早速彼を連れて院内

の売店にさがしに行った︒やっとのことで﹃さざえさん﹄の本が一冊見付かったので︑これなら見せてもい上だろうと考
え買い与えてやると︑飛び上って喜ぶ様子は無邪気そのものだった︒

その後数日して彼の母親が子供を連れて私の病室に来て﹁子供を大変可愛がって下さり︑漫画の本まで買って頂いてほ

んとに有難うございます︒お蔭さまで︑この頃は大分温和しくなって参りました﹂と町寧に礼を述べて帰っていった︒察
○○○○

くす

するところ家庭では母親の手一つで︑アルバイトし乍ら子供を育て︑時を病院に様子を見に来るらしい︒実は私自身は別

それから暫らくして︑少年は退院していった︒その時も母親は子供を連れて入院中のお礼を町寧に述べて別れを告げに

にこの少年を特に可愛がると言われるほどのこともしていなかったので︑ちょっと︑操ぐつたい気持さえしたのだった︒

来た︒私もそれから二ケ月ほどしてやっと退院し︑医者の注意に従って自宅で静かに予後療養をしていた︒

ところが︑ある日突然この少年がただ一人で︑教えてもいなかったはずの成城の拙宅に訪ねて来た︒私が驚いていると︑

﹁おじさんはお花が大好きだから︑コレ︑僕の貯めたお小遣いで買って持って来たんだよ﹂と小さな素焼の鉢植の可愛い
らしいチューリプを持って来てくれたのだった︒

その途端︑私は︑いきなり胸の中がジーンとなるのを抑え切れなかった︒妻もいたく感動したとゑえ眼頭をおさえてい
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っていつなかったのだ︒

た︒実を云うと私は退院後はまたも浮世の俗務に忙殺されて心も濁りがち︑少年のことなどは忘れるともなく気にもかか

私はこんど︑渡辺課長の新聞を読んで初めて入院中の記憶がまざまざと蘇みがえって来ると共に︑当時のあれこれを色

々思い起こして︑その時気が付いたり考えていたことなどが次々と浮び上って来るのだった︒

例えばこの少年が患者達から相手にされず仲間はずれにされたため一人で淋しくて仕方なく︑有り余るエネルギーを乱

暴行為に振り向けていたこと︒私が食べものの余分を与えて一緒に食事したことから︑やっと安心する話相手も出来て友
達のようになり︑次第に馴染深くなっていったことなどそれからそれえと⁝⁝︒

人間は生れつき集団性の動物である︒それが﹁身から出た錆﹂とはいえ︑周囲より孤独にされてしまった︒囚人生活で

も︑独房ほどつらいものはないと聞く︒少年の元気のハヶロが非行に走り︑乱暴に陥ちたので︑かの小学校などで︑他の

、 J ノ

生徒にいじめられ除け者にされた子供が先生からも劣等児扱いで︑置いてきポリにされ︑一方友達や先生はひたすら受験

勉強に熱中する結果の弊害がここにも露われている︒人間はどんな悲し象も苦し糸も同じ仲間と共にする場合には耐えも

個人に在っても︑民族︑国家間に於ても決してその例外ではない︒民族国家の独立心の著しく発達してきた近頃︑混乱

し忍びも出来る︒他人と別にされ差別待遇を受けたと知るや︑初めて不平不満が湧き出して︑非行暴行にも走るのである︒

混迷を繰り返えしている先進国と後進国との紛争と雌も︑その源はここに発するのではあるまいか︒

このように考えてくると︑この種の少年の場合でも︑一条の厳しい鞭だけでは三も問題の解決にはならない︒人はこの

の隔たりはあっても生命の貴さと尊厳とは断じて犯してはならない︒いささかの差別をも設けず︑万人に対し普遍な心温

世に生を享け︑生れ落ちてから死に至るまで﹁一個の人間﹂としての存在は何人たりとも仮令知能の差︑賢愚の別︑貧富

かい誠の﹁愛﹂の手をさし延べ仲間となり共に交わり共に語らい︑互いに労わり慰め合はなければならないのだ︒

実を言うと︑私も小学校から中学生の年頃まで︑家庭や周囲の事情によって非行少年への危い道を辿りつ上あったが︑

偶然にも︑ある出来ごとで全くその家庭を離れ去ったため無事ことなきを得たという自からの悲しいいやな体験を持って
○○○

いるのである︒去年の暮のあの事件も︑犯人の少年が︑二浪したため︑仲の良かったエリートの兄︵犯人はこの兄から︑

毎月六︑七千円の小使を恵まれていた︶と比較され︑差別的に父母から蔑視されていることを知った時点から︑にわかに

r 原 、

性格の変化が起きている事実が指摘されている︒私はこのような記事を読んで︑少年の頃の私の体験をも踏んまえて︑今
○○

更甚だ遅そ蒔きながら﹁家庭の族﹂の如何に重大であるかを犯禽と覚ったのである︒

﹁家庭の膜﹂とは特に母親の良識ある温かい愛情の集積に外ならない︒子弟の訓育は日教組の先生に任かせ切りも感心

しないし︑過保護のママさんも不適当なのは勿論である︒日となく夜となく延々と続けて︑温い誠心のこもった貴い礎石

を一つひとつ積み重ね︑日を経︑月を重ね︑年を閲して長きに至れば︑われらが終局に目的とする﹁道義国家﹂という摩

天の大楼閣と錐も夢ではない︒﹁族﹂と言えば今日の若い入念からは一笑に附されるかも知れない︒その言たるやカビの

生えたように古い︒しかし︑古き中にもその底には真理は煩乎として光り輝いているのである︒

幸にわが弘道会の綱領に掲げられている徳目の中には﹁家庭の訓育を重んず﹂﹁近親相親しむ﹂また．善一徳を積む﹂

﹁誠を以て身を貫ぬく﹂など﹁家庭の裳﹂に関連する項目が頗る多い︒これらの徳目はこれを実践に移してこそ意義があ
り︑大いに効果もあがる︒

○

野口前会長も特にこの点を強調されたのであった︒よしやその内容が平凡にして卑近と見えても︑断じて軽視してはな
ちかみち

らない︒私は秘かに思う︒数為の高遠にして価値ある道義・徳目も︑実践に移す手段方法として﹁家庭の膜﹂なる場を利

用することが︑目的達成の捷径ではあるまいか⁝と︒学校教育課程の窮屈さはなく︑無限の広さと︑寛厳宜しきを得る自
なんどき

由さをも含んでいる︒古くして常に新しきが故に︑時々刻盈に変転極まりない現下の社会情勢に最も即応した訓育を施し

得︑しかもいつ何時でも又いつどこででもこれを授け得るのである︒子は〃親の後姿を見て育つ〃とか︑言葉も知らない

幼児に対してでも膜の場に在っては︑声なき言葉︑心の言葉で訓育の一とかけらでも積み重ねてゆけるのである︒

わが西村会祖が強く唱道せられた﹁匹夫匹婦と雄も︑またいつ如何なる所に在っても︑実行し得る万古不易の真理なり

私は現今のこの嘆かわしい世相の下にあって︑高遠の理想を目指してこの大道を一歩︑一歩踏桑堅めて前進することが︑

と絶叫された﹁誠﹂の道とても︑畢寛この﹁家庭の族﹂なる広場の中にこそ︑安らかに確乎と求め得られるのである︒

何よりの急務であると確信して疑わない︒しかも思想︑道義の頚廃の激しさに限りなき憂慮の念を抱き︑わが国家の前途

に不安の念をすら禁じ得ない有志のいよいよ多きを加えるこの時にこそ︑これらの点に広く注意をうながす絶好の機会で
あると固く信ずる︒
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かい

古来中国には﹁請う︑腕より始めよ﹂︵説者先ず実行すべし︶との名言がある︒志を同じくするわが弘道会員諸兄は︑

共々に速かに自らの家庭に﹁朕﹂の広場を開始しようではありませんか︒そして更に進んで声を大にして広く世に訴え︑
これが宣布︑唱道に庫身の力を注ごうではありませんか︒
○○Ｏ

専守防衛の軍備も甚だ結構であるが︑余り気負い過ぎて﹁毛を吹いて傷を求める﹂こととにもなりかねない︒この際︑
を子点孫食に伝えることこそ私達の後世への義務であり責任ではないでしょうか︒

軍備に勝るとも劣らない﹁道義国家﹂の礎を一つひとつ築き上げて︑わが﹁平和的民族国家﹂を永遠に護りぬいて︑これ

十余年の昔︑私が入院先きで︑奇しくも出合ったあの少年は︑今では金属雷ハットの二浪青年と同じぐらいの年頃に成育

して︑恐らくは立派な社会人として︑日食営々と業務にいそしんでいることであろう︒

ＩＩ

・６０●Ｄ

西村茂樹
○子たるの道

︵掴眠訓︶｜﹄

①父母の命に服従すること
②父母を親愛すること

○夫婦たるの道

Ｉ昭和琉・１．卯Ｉ

①夫婦は互に愛情を尽すべし

②夫婦は互に恭敬を失ふくからず

轡夫婦は相互に協力すべし

③夫婦は互に清貞を守るべし

①夫は其婦に対し親切ならざるべからず

○夫が其婦に対する道
⑤父母の心を養うこと

③夫は其婦を侮慢すべからず

②夫は其婦を保護せざるべからず

④父母の恩を知ること

③父母を尊敬すること

⑦父母の老を養うこと

⑥父母に禍を及ぽさめざること

④一夫は其婦を給養せざるべからず

一
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私は今日もそうあれかしと心より祈りを捧げながら︑静かに過ぎし日の夢のような回想に耽けるのである︒

倫の教え

○父母たるの道
①児子の幼少なる間︑之を給養保持する

②児子の身体を強壮健康にすること
③児子の知識を発達せしむること
一④一児子の徳性を養成すること

一⑤児子の為に生活の道を指導すること

⑧喪祭のこと

邑 一

へ

一

一

家

片山清一

として会員諸氏に書翰を書かれて︑挨拶とされた︒

回総集会にも出席できなかったのであるが︑その際︑会長

こういう事情のため明治弱年４月６日より開かれた第五

西村茂樹先生をして今日にあらしめば
八道徳の振興と国際平和の確立Ｖ

西村泊翁晩年の思想
八最後の総集会に寄せた書翰Ｖ

︵原文は﹁西村茂樹全集﹂第二巻一三三○頁 一三三三頁に掲載

西村先生がなくなられたのは︑明治妬年︵一九○二︶８月

肥日であるから︑今年で正に八十年前ということになる︒

されている︶

この書翰は﹁会員諸君に告ぐ﹂という題目であるが︑先

すでにその二年前の明治調年哩月に病気になり︑赤十字病

であると思われる︒すでに自己の運命を見通されていた西

生最後の日本弘道会会員への別辞であると共に︑また遺言

院に入院されたのであるが︑それ以後は健康にすぐれず︑

翌明治弘年４月７日より三日間にわたって開かれた日本弘

述べられたものと信じる︒

村先生は︑後世への展望をも併せて︑日本弘道会の使命を

道会第四回総集会には出席することができなかった︒年す
でに古稀をこえ︑老衰も加わってきたことも重なって集会

八日本弘道会は何をなすべきかＶ

社会と政治界への批判

への臨席も数を減じて行った︒明治弱年の一月には︑熱海
に転地療養のため一か月余滞在︑帰京したが病勢思わしか
らず︑７月詔日︑赤十字病院に再入院し８月ｎ日退院︑も

う︒第一は現代社会の情勢についての批判︑第二はこのよ

この手紙の内容は︑大きく三つに区分することができよ

しかしこの頃︑先生は︑すでに命数がいくばくもないこと

うな情勢に対して日本弘道会及び会員は何をなすべきか︑

ちろんこの年の日本弘道会総集会にも出席できなかった︒

を感知せられたものか︑第二代会長に谷干城氏を委嘱する

第三は会員として如何に実践すべきか︑という三つである︒

まず最初に︑西村先牛が︑この度の総集会に出席できな

よう松平直亮氏に伝えた︒その後︑急に病勢悪化し危篤の
状態となり︑８月過日他界されたのであった︒
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ついで︑社会の情勢に移り︑次のようにいう︒

ので申しわけがないが欠席すると述べられ︑その代りに南

いのは︑まことに残念であるが︑からだの疲労がはげしい

何人にも道徳を説くことを得べければ︑いわゆる能動な

ふくければ︑いわゆる受動なり︒道徳会は我より進んで

ざるなり︒教育者は彼より来りて学校に入る者のみを教

国民道徳の振興は︑私立の道徳会に望まざることを得

ない︒

二頁︶

人たちの有志者と助け合って︑道徳振興につくさねばなら

こそ会員は教育者とも協力し︑さらにその他の分野にある

日本弘道会の会員を措いて他にはない︑と考えられる︒今

したがって︑今日︑国民道徳の振興の任に当るものは︑

を説くの境界は甚だ広し︒︵﹁全集﹂第二巻一三三一

り︒かつ道徳会には年限もなければ卒業もなし︒その道

摩副会長に代理をしてもらうようにたのんだと断っている︒
今日︑社会の有様を見るに︑

の為に熱心尽力する人は甚だ少きの染ならず

①私利私慾の為に熱心尽力する人は甚多きも︑正義公道

ものを噸笑して迂かつ固晒とするに至る︒

②私利私慾を営む者を称して智者とし︑正義公道を踏む

其事件はたいてい中等以上の社会にありということは︑

③故を以て︑醜悪の事件は年一年に多く社会に現出し︑

第三に︑では会員はどのように行動したらよいのだろう

し︑差し当り支会にやってもらいたいことは次の八つであ

領﹂の甲乙を実行していくことである︑と示される︒しか

か︑を説明する︒西村先生は︑まず何より﹁日本弘道会要

第二に︑このような道徳の腐敗を救うものは誰だろうか︒

︵新かなづかいに一訂正︑①②③の区別は筆者が加えたもの︶

本会員の甚だ歎息するところに御座候︒

日本で道徳振興のことを考え努力しているのは︑まず教育

でいう教育者とは︑主として学校の教師であって︑教育の

ある︒教育者の責任は重かつ大というべきであるが︑ここ

③土地の風俗を改善すること
④物産をおこすこと

②勉強節倹をすすめること︵貯蓄を含む︶

①国民の箸修をおさえること︒

ブ︵︾Ｏ

の教育力を及ぼすことができない︒また中学校では智育が

対象は学校生徒で︑従って︑学校を卒業してしまうと︑そ

⑥廉恥を養うこと︵金銭の授受を明かにす︶

⑤公私の弁えを明らかにすること

者であるが︑その次は日本弘道会の如き道徳振興の団体で

り学校教育者は︑社会の道徳教育に影響力をもち得ない︒

⑦選挙の法をつつしむこと

中心であって徳育を重視していないのが現状である︒つま
だから︑
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⑧政党の弊を防ぐこと
︑この手紙の書かれた頃の日本は貧しい後進国の一つであ
ったが︑今日は世界の中でも富める国の一つとなり︑万事
にゆたかになった︒

しかしその故に︑①と②とは正に必要な徳となってきた

の目的を達せんことは︑まことに希望に堪えず候
と結ばれている︒

平和と通商をもって国造りを

八平和五原則を予言した明哲Ｖ

西村先生をして︑今日の如き国際状況にあらしめば︑ど

考えると︑⑤の公私の別を明かにし︑⑥恥を知る心を養う
ことなどは︑焦眉の急を要することである︒さらに︑今日

得に躍起になっていた時代である︒西村先生はそうした中

帝国主義の爪牙を︑アジアやアフリカに伸ばし︑植民地獲

西村先生が生きておられた時代は︑欧米先進国は競って

のように考え︑どのように行動されたであろうか︒

の政治を考えると⑦の正しい選挙を行うこと︑⑧政党のも

といって過言ではない︒また今日の政界や経済界の状況を

つ悪弊をなくすることが︑いよいよ大切であることを痛感

にあっても︑日本の進むべき道は︑これら先進国に追随す

るのでなく︑日本独自の道を迩進すべきであると考え︑﹁日

する︒

このようにして︑日本弘道会はもっと拡張し強力になら

のように叫ばれている︒

にされた﹁続国家道徳論﹂の中で︑これを示されたが︑次

本の国是﹂を公表されたのであった︒明治訓年９月に公け

興することになるのである︒何事も同じであるが︑拡張し

ねばならない︒そうすることが︑また日本の国民道徳が振
ないということは︑必ず衰えることになる︒拡張もしない

②他国との交際は︑専ら平和を主とすべし︒今日︑世界

に述べている︒

さらに積極的に平和の外交政策を唱道されて︑次のよう

が顕著に現われた名言である︒

これは正に今日の自衛隊の構想である︒先生の先見の明

し

賊なり︒海陸の軍備は︑ただ本国防護の用にのゑ供すべ

①侵略をもって国是となすべからず︒他国を侵略するは盗

ないのである︒

し衰えることもなく︑現状維持を保つということはあり得
ところが︑この頃︑西村先生は病気にかかり︑老令にな
ってきてじゅうぶんに働けなくなったことをなげかれる︒
そして最後に

弘道の事は︑偏に後進諸君の精力に依頼す︒何と
ぞ︑この上にも諸君益々︑熱心奮発をもって︑本会
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所にあらず︒

の各国︑皆表面には平和を唱ふれども︑内心に呑唾の欲

人たちに対しては︑救いの手を伸ばさねばならない︒

待遇し︑信義をもって交わるべきであると共に︑不幸な

いわんや︑私たちと同じ人類に対しては礼義をもって

この言は︑西村先生は決して弱腰の平和論者ではなく︑

とを務むくし︒

るときは︑兵力をもちうるも︑国威を損ぜざらんこ

て屈下すべからず︒もし彼より強いて侮慢せんとす

本国は独立の実を全くすべし︒決して他国に対し

らば︑断乎としてこれに対すべきであると︑主張する︒

その優勢な軍備をもって︑日本に迫るようなことがあるな

しかし︑それかといって︑欧米先進国が当時のように︑

して活躍されているに違いないと想像される︒

も現代に生きておられるならば︑必ず平和運動の急先鋒と

これは正に平和論者のことばである︒西村先生は︑もし

︹﹁西村先生道徳問答﹂第二十三頁︺

を遅くせんとするもの多し・此の如きは決して学ぶべき

もって︑相互の利益をなすべし︒

③唯真正の平和をもって相交はり︑通商その他の方法を

る政策の如きは︑もっとも誤まれり︶

④また他国の内政に干渉すべからず︒︵従前の朝鮮に対せ

⑤また︑みだりに他の強国と連合すべからず
この五原則は︑一九五四年に︑印度首相ネールと中国首
相周恩来の間で交わされた﹁平和五原則﹂に他ならない︒

すなわち︑①領土主権の相互尊重︑②相互の不可侵︑③相
互間の内政不干渉︑④平等互恵︑⑤平和的共存の五つと全
く一致する︒

この考え方は︑西村先生の晩年まで一貫して持ち続けら
れたものであった︒先生の残後に発見された﹁道徳問答﹂

るものである︒

平和のためには敢然とした態度をもって臨む気慨を表現す

︵松平直亮編︶の中に︑次のような記事がある︒︵口語体に筆
者訂正︶

その他アジアの諸国を軽視したり侮蔑したりすることを歎

こうした考えをもった西村先生は︑当時の日本は︑中国

き︑更に欧米先進国を崇拝畏敬することを潔しとしなかっ

仇敵と見てよいでしょうか︒

︹問︺今の如く世界各国分立の間は︑他国の人は︑これを
︹答︺どうして︑それはよいと言えようか︒私のいう︑い

日清戦争の終るや︑日本が中国より遼東半島を祖借しよ

た︒

わゆる道というのは︑天地生育の心であり︑仁の道を奉

じておこなうものであるから︑烏や獣や草木といって
も︑それぞれに応じて愛育すべきものである︒
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階段をふむようになってしまったに違いない︒

て語慢となり︑始末のつかないものとなりついに亡国の

まことに︑すぐれた史眼をもっておられたものと︑今更

のためであった︒

恐らく当時︑このような考え方をした人は西村先生以外

うとしたことに︑断固として反対したのは︑そうした思想

にはなかったのではないかと考えられる︒したがって伊藤

であったならば︑日本は大平洋戦争の如き愚かさを避け得

ながら感激するしだいである︒恐らく︑西村先生がご存命

凡そ国と国との交際は和好を以て主とすべし︑彼れ心中に悪意
ありとも未だ表面に発せざるに︑我之に敵意を表すれば︑一身の
害にして亦国家の害なり︒今外人に対する心得の主要なる者を挙

︵﹃国民訓﹄より︶

国民外交の心得西村茂樹

たのではなかっただろうか︒︵本会理事︶

博文が三国干渉によって遼東半島租借を断念せざるを得な
くなり︑代って臥薪嘗胆をとなえはじめた時︑西村先生は︑

その外交の不手際をするどく指摘せざるを得なかった︒西
村先生の日清戦争観を﹁続国家道徳論﹂によって伺って詮
よう︒︵筆者口語訳︶

三国干渉によって遼東半島還附となったことは︑日本
の国威に一打撃を与えたもので︑国の上下をあげて憤慨

ぐれぱ左の如し︒
︵｜︶信義を重んずべし︒総て外人との交際には深く虚言を慎む

しないものはなかった︒伊藤らは︑そこで詔勅をお願い
して﹁臥薪嘗胆﹂の文字をもって︑国民の不平を鎮静し

べし︒

︵五︶妄りに屈下すべからず︒西洋の文明を尊崇するあまり︑欧
米人に対して屈下する如きは頗る国家の体面に関することなり︒
︵六︶彼に不法の事あらば連合の力を以て之を破らざるべからず︒
西洋人の不法は交際上の事のみならず貿易の上にも亦屡を之を見
る︑些細の事にも必ず理非を明かにして其曲直を正しくすべし︒

からず︒

︵三︶競争の意を忘るべからず︒競争の語は︑今日優勝劣敗の世
界に立ち︑彼等と交際するには一日も忘るべからず︒
︵四︶国辱になることを戒むくし︒総て世界各国の人民が認めて
不道徳︑又は蛮風なりとする所の事は︑務めて之を戒しめざるべ

ること甚厳なり︒

︵二︶内外の別を明かにすべし︒欧米諸国の民は其内外の別を立

ようと試翠たのであった︒

しかしこの事から︑朝鮮の人たちは日本を軽蔑する心
をもつようになったし︑ロシア人がついに朝鮮に力を伸
ばす素地を作ったのであった︒初から︑遼東半島を取る
ようなことを考えずに︑むしろ償金を幾分増すようにし
ていたならば︑このような恥辱を受けるようなことがな
だがこのたびの失敗は︑却って日本の薬となるかも知

かったのではなかろうか︒

れない︑と考えられる︒もしも戦争に勝ち︑講和条約も
成功ということになったとすれば︑日本人の上下をあげ
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﹁幸福﹂とはなにか
戦後の日本はひたすら﹁文化国家﹂をめざし︑﹁文化﹂な

哲史

はハラはふくれなかったためか︑いつしか﹁福祉国家﹂の

春秋﹄初出︒奥野はＡをおだてるだけおだて︑Ａは奥野を

性がうまく幸福をつかんだ話︒昭和

﹃幸福な女﹂は︑Ａという男に捨てられた奥野という女

﹁幸福な女﹄

カヶ声が﹁文化国家﹂に代わり︑﹁福祉﹂ならでは夜が明

はない﹂と思っていた︒しかしこれは飛びすぎで︑下界に

おだてるだけおだて︑﹁この世に自分達程︑仕合せなもの

年２月の﹃別冊文芸

けない時期がしばらく続いた︒ところが今や︑その﹁福祉︲一

ようになり︑ついにその女と同棲するにいたる︒奥野がさ

落ちてようやくＨが覚める︒Ａは奥野以外の女を崇拝する

ろ︑意外なことに︑奥野は﹁仕合せな夫人﹂に変っていた︒

Ａの同窓で︑他人のことをほめたことのないＡが馬鹿にほ

ぞ参っているだろうとおもって山谷五兵衛がたずねたとこ

める﹁立派な方﹂から縁談を申し込まれ︑奥野は進んでそ

を一生涯変らずに追いもとめた作家が︑日本に少なくとも
武者小路実篤ほど﹁幸福﹂ないし﹁仕合せ﹂ということ

れを受け入れたからである︒そして二人のあいだには可愛

い子どもまで生まれ︑二人はホントに仕合せであった︒山

小路には︑﹁幸福﹂ないし﹁仕合せ﹂ということばを標題

谷五兵術は往来を歩きながらも何となく微笑たくなった︒

た感じがするのであった︒

今時でもこんな幸福な人もいるのかと思うと︑ほのぼのし

スジはこれだけで︑ほかに混み入ったことは何もない︒

者﹄などがそうである︒ここには︑まず︑これらの作品の

ほほえみ

せな男﹄︑長篇もしくは中篇としての﹃幸福な家族﹄﹃幸福

に入れた作品もいくつかある︒短篇の﹃幸福な女﹂﹃仕合

ばを乱用・乱発した作家を︑わたしは他に知らない︒武者

一人いた︒武者小路実篤がそうであった︒

しかし︑その﹁福祉﹂と同じ方向の﹁幸福﹂﹁仕合せ﹂

かＯ

が少し影を薄くしているような気がするが︑どうであろう

らでは日も暮れないような雰囲気であった︒しかし文化で

川

あらすじを辿り︑﹁幸福﹂ないし﹁仕合せ﹂がどのような
意味で使われているかの詮索からはじめよう︒
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占

と同時に︑何が幸福になるかわからない﹂ということが言

作者は︑要するに︑﹁人間は何が不幸になるかわからない

な女﹄にもその楽天主義を見出すことは誰にも容易である

かの懐疑もない楽天主義があるといわれているが︑﹃幸福

﹃仕合せな男﹄

に違いない︒

ぶ画家がいた︒石ばかりかくので﹁石かきさん﹂という名

公論﹄初出︒山谷が﹁馬鹿こないし﹁石かきさん﹂と呼

﹃仕合せな男﹄も山谷五兵衛の話︒昭和

それにしてもよく︑男にすてられて自殺する人があるが︑

があるわけであるが︑なぜ石ばかりかくのかというに︑．そ

年︑月﹃中央

いたいらしい︒奥野が言ったという︑﹁人間の運命って本
当にわからないものですね︒私なんか運がよかったからよ

そんな人の気が知れませんわ︒すてるような男には捨てら

れが石かきさんに出来る唯一の仕事であるからである︒石

うございましたが︑運のわるい方は本当にお気の毒です︒

らだっていい男の方はいらっしゃるのですからね︒私なん

いる︒石をかくこと以外に欲はない︒従って﹁迷い﹂がな

かきさんは石をかくことに天職を見出し︑それに満足して

れた方が運がいいのではないかと思います︒世間にはいく
かも一時は本当に参ったのですよ︒自殺の一歩手前まで行

ましたの︒それでもＡさんと仲よくしていたので︑今の夫

いがない︒画さえかいていれば︑それでいいのだ︒その

れでいいのかと思うが︑石かきさんだけは︑そう言う迷

﹁この世に生きている人間には︑何かの不安があり︑こ

い︒その点︑抜群であって︑老大家の画家白雲子すら感嘆

ったことがあるのですよ︒でも私が死んだって二人は笑う

にも逢えたのですからｌ満更︑Ａさんのおかげをこうむっ

代り︑その為に全力を出しているのだ︒僕はあんなに迷

してやまない︒

ていないわけでもありませんので︑今になれば万事よかっ

わない人を見たことがない︒その点︑真似が出来ない︒

だけだと思ったら︑馬鹿気て来ましたわ︒それに私死ぬの

たと思っています︒Ａさんは女にすてられて今はあまり仕

がまだ怖かったのも事実で︑その内に気分がすっかり変り

合せにはしていらっしゃらないようで︑お気の毒な気さえ

これは白雲子が﹃仕合せな男﹄の語り手﹁僕﹂に語っ

そして羨ましく思うよ﹂

﹁其処が︑馬鹿一の馬鹿一たる処ですね﹂と合づちを打

たことだが︑この﹁僕﹂が

Ａさんにすてられたことはよかったと思っています︒運命

します︒私はこんなに仕合せにしておりますのに︑本当に
の神のいたずらは人間にはわからないものですわね﹂とい

つと︑白雲子が

うことばがズ︑くりそれを証明する︒作者の思想の根底には︑

宇宙の意志︑人類の未来︑人間の善意を肯定する︑いささ
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﹁そうだよ︒だが其処が恐ろしい﹂
来たからね﹂

﹁僕は一個の人間として︑自分の生きる道をがっちり歩

という答えであった︒そして

くつもりだ︒それが一番神の意志に叶っていると︑僕は

んは一心不乱に自分の道を歩いてゆく男だった﹂と作者が

と応じたことになっている︒そして︑﹁たしかに石かきさ
書いているところに従えば︑﹁全力﹂とは﹁一心不乱﹂と

ようとは思わない︒自分がこれより他仕方がないと思う

ほか

信じているのだ︒僕は自分に不適当な仕事であくせくし

けつきよく︑﹁仕合せな男﹂﹁仕合せな画家﹂とは︑．

いうことにほかならないのがわかる︒

方に全力を出せばいいと思っている﹂

といっているが︑ここに﹁馬鹿一哲学﹂﹁武者小路哲学﹂

心不乱に自分の道を歩いて行く男﹂﹁絵一本に打ちこんで
全力を出してかいている人﹂﹁迷わない人﹂というような

の精髄が示されているとわたしは考える︒

が描かれているが︑これより三十五年前の大正８年に書か

﹃仕合せな男﹄には作者の理想的男性像︑理想的画家像

﹃幸福者﹄

ことになるが︑武者小路は石かきさんの別名﹁馬鹿こを
標題にした短篇もいくつか書いている︒その中の﹃馬鹿こ
で︑﹁ああ徹底した馬鹿には叶わない︒結局この世で一番

れた中篇小説﹃幸福者﹄にも︑すでに作者の理想的男性像

かな

る︒﹁僕﹂が﹁今の世で一番仕合せなものはどんな人だろ

仕合せなのは馬鹿一だと思うね﹂というのが皆の結論にな

う題で発表されたが︑このことにもすぐれた﹁人間の教師

が提出されている︒この小説は︑はじめ﹃自分の師﹄とい

﹁そんな人は知らないよ︒僕が尊敬するのはガンジとシ

唆されていよう︒

像﹂をきざみ出すところに作者のネライがあったことが示

うね﹂と馬鹿一に聞くと︑

ュヴァイッアだが︑仕合せだかどうか︑恐らくそんなこ

では︑師はどういう人物であったか︒師の父については

であることがわかる︒

いる︒﹁幸福者﹂とは︑つまり︑﹁師に恵まれた者﹂の意味

んなに自分は幸福に思っているかも知れない﹂と感謝して

な片田舎で自分が師のような方にお目にかかれたことをど

かたいなか

作中の﹁自分﹂は︑師によって救われたもので︑﹁こん

とはどうでもいいと思っているだろう﹂
﹁君はどうか﹂

というので︑

と聞くと︑

﹁僕は自分を仕合せ者とも別に思っていないよ︒死んで

承ないとわからない︒しかし今までのところでは仕合せ
者と言っていいだろう︒何しろいつでも愉快にくらして
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てて

しかし死は恐ろしい︑今死んでは大へんだと思うことも

死刑に処せられてもいい人間だと思ったこともあります︒

﹁恐ろしいとよく思います︒死んでもいい︑自分なぞは

しかし母は父を尊敬し︑﹁それは偉い方だった﹂といっ

誰も知るものはない︒師は父なし子であった︒

た︒師は心を清浄にすることに骨折った︒自分の私生児と

かどうかを見ます︒私は自分を本当に生かしている時は

あります︒しかし私はその時自分を本当に生かしている

しく思えると云うことを知ります︒ある画家が最後の傑

死を恐れない︒ただ自分を生かしきれない時に死が恐ろ

いうことは師の心をいためたが︑自分が生まれたことを人
と信じた︒師には︑正しいと信ずる道を歩くよりほかに安

びとに祝福させるのが父と母の罪を浄める唯一の道である
心のできる道はなかった︒師はその道を選んだ︒

れが出来上るまでは生かしてほしい︑自分の最後の筆を

つける時に同時に死にたい︒そう心に願って仏像をかい

作の仏像をかく時︑それが出来上れば死んでもいい︑そ

たそうですが︑その気持がわかる気がします︒力を出し

これが師の十五︑六の時から最後までつらぬいた︑動か
に陥り︑死の恐怖にとらえられた︒しかし聖賢の伝記を読

きったとき死はなつかしいものにちがいないと思います︒

すことのできない信念であったが︑二十歳前後に一時懐疑

従う生き方を見出して苦悩をこえることができた︒

知らないからです﹂

私達の死を恐れるのは現在自分の力を最善に生かす道を

むことによって﹁神︵自然︶﹂の意志を内に感じ︑それに
二十八歳のとき︑師は母を亡くした︒それを機に師は関

て半信半疑であったが︑だんだん師を尊敬する念が萌し︑

というような話を師はした︒﹁自分﹂は師のことばに対し

係のあった女性とわかれ︑旅に出る︒三年間︑師が何をし
い期間であり︑また大事な時間であったが︑三十一歳のと

ていたか誰も知らない︒しかしその三年は師にとって苦し

た︒気持のいい若者五︑六人もよく出入りしていて︑一緒

﹁自分﹂は︑その後︑師のところによく行くようになっ

師に逢うと心が清まり︑また静まるような気がした︒

なぜ村に師は来たか︒それは偶然のことで︑自殺寸前の

き弟子の村に来た︒

若者をたすけ︑この若者から少しの土地と小さい家をささ

なるか︑宗教的になるかどっちかだ︒その自力の働き方

ぎりをつくした処には不浄なものは入らない︒絶望的に

﹁自力で出来る間は不浄なものが入りたがる︒自力のか

になった︒師はいつもこう言われた︒

﹁あなたは死を恐ろしく思われませんか﹂とその男が聞く

若者のところであったが︑そのとき﹁死﹂が話題になった︒

げられたからであった︒﹁自分﹂が師に出逢ったのもこの

と︑
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てくれ︑そして自分が出来ないことをそのものにお任せ

いる気がする︒そしてそれは自分に出来ないことを許し

があれば︑宗教的になる︒何かが自分を守護してくれて

が悪ならば絶望に陥る︒しかしそこに何か光明的なもの

た︒が︑女は師にまけた︒女は師を心から信じ︑皆に僧侶

る︒彼らは淫蕩な女をそそのかして師を誘惑させようとし

として強く攻撃したため︑師は思いがけない仕返しを受け

たたえた新聞の記事が︑師を最も憎んでいる僧侶を破戒僧

レードで︑聴衆は涙ぐんで聞いた︒しかしこの説教をほめ

だけ﹂で︑神と共に生きられれば死も死でないと信じた︒

はじめる︒しかし師の心配は﹁神と共に生きられないこと

を用心するよう警告した︒実際︑僧侶は師の生命をねらい

する時よろこんで引受けてくれる︒それで安心が出来る︒

心にひけめを感じることに全力を出したものにはその安
ない︒自分達は自分の力のかぎりをつくしてあとは何か

この後︑死期の近いことを予想した師は﹁若き弟子﹂を連

折もおり︑原因不明の火事で師の寺院が焼かれてしまう︒

心が得られない︒だから絶望的にならないわけにはゆか
にお任せの出来る仕事を一生してゆきたいものだ﹂

右のようにあらスジをまとめると︑かなりスジの通った

という詩のような句で終わっていた︒

﹁如何に犬死するとも︑私は幸福だ︒神よ︒
私には敵がない︒
神には敵がない︒
すべてを神の栄光にたいする油たらしめよ﹂

紙は

ら死後に読んでくれという一通の手紙が出て来た︒その手

れて山に登り︑彼と別れたあと消息を絶つ︒師の机の奥か

実際︑師の行動はこのことば通りで︑それが師のまわり
に若者を多く集めしめるようになったが︑それをねたみ師
を中傷したり︑憎んだりするものが現われた︒ことに師か
ら形式化・世俗化を非難された僧侶たちからの反撃がすさ
まなかった︒

まじかった︒が︑師は平然として信ずるところを語って倦
三十五︑六のとき︑説教のため師は一つの小さい寺院を
作った︒師の願いはそれを﹁神の家﹂とすることで︑願病

っているものが多いが︑﹃幸福者﹄はその代表的作品で︑

小説に見えるかも知れないが︑武者小路の小説はスジが通

や承にも開放した︒そのことが師の声望を一段とたかめ︑

その梗概をまとめるのは容易でない︒師の独白を︑師を尊

説教を聞く人をふやしたが︑師は三度目の説教を最後に教
﹁生長のとまらないもの︑全力を出し切れるものは仕合せ

敬する﹁自分﹂が前後もなく書きとめたような形式をとつ

っているようで通っていず︑スジが通っていないようで通

だ︒人力を尽して天命をまつものは仕合せだ︒最も仕合せ

壇から姿を消す︒その三度目の説教の題は﹁幸福者﹂で︑

なものは神と共にいるものだ﹂という調子の仕合せオンパ

︑︲ノ

／Ｉ︑

﹃ＩＬ

・ヴー

ていて︑師の説教集と見てもよい︒それで梗概をまとめる
というと︑説教を次つぎと並べるほかはないが︑その説教
が﹁幸福﹂とは何かという主題でつらぬかれている︒その
ことは︑この一篇に出てくる﹁幸福﹂という文字が五十二
回︑﹁仕合せ﹂という文字が五十一回もあることでも知ら
する説教には﹁仕合せ﹂が乱発されている︒

れるが︑中でも︑すでに一部分を紹介した﹁幸福者﹂と題

せだ︒

食うに米があり︑住むに家があり︑着るに着物のあるものは仕合
健康なものは仕合せだ︒
金に困らないもの︑借金に苦しめられないものは仕合せだ︒
身体の自由と思想の自由を金で売らないものは仕合せだ
当﹄ら

それ

自分の嫌いなことをしないでも︑生きてゆけるものは仕合せだ︒
愛するものは仕合せだ︒
第一愛するものを持っているものは仕合せだ︒
貧乏しても心のおちついているものは仕合せだ︒
金持になっても︑金に執着の少ないものは仕合せだ︒
心のひがまないものは仕合せだ︒

しがい

人を憎承或は嫉むことのないものは仕合せだ︒
隣人の幸福をやきもきしないものは仕合せだ︒
隣人と仲よくするものは仕合せだ︒
他人の幸福を望めるものは仕合せだ︒
病気しても天命を甘受するものは仕合せだ︒
努力仕甲斐あるものに努力するものは仕合せだ︒
何ものの奴隷にもならず生きてゆけるものは仕合せだ︒
天命をまっとうするものは仕合せだ︒
他人と協力出来るものは仕合せだ︒
日かげものにならず日なたものになれるものは仕合せだ︒

あやま

いや

心のすなおなもの︑心の賎しくないものは仕合せだ︒
浅はかなところ以上のものをもつものは仕合せだ︒
心のおちついているもの︑生をしたものは仕合せだ︒
他人の心にふれられるものは仕合せだ︒
あしき種をまかずよき種をまくものは仕合せだ︒
後悔しないですむものは仕合せだ︒

やま

過ちを改めることの出来るものは仕合せだ︒
忍耐強いもの︑熱心の強いものは仕合せだ︒
善きことによろこびを感じるものは仕合せだ︒
美を感じるもの︑真理に向えるものは仕合せだ︒
臆病でなく用心深いものは仕合せだ︒
親切で平和なものは仕合せだ︒
人類を愛する事の出来るものは仕合せだ︒

心が灰しくなければ何ものをも恐れないものは仕合せだ︒
自分を正しく生かしてゆけるものは仕合せだ︒
生長のとまらないもの︑全力を出し切れるものは仕合せだ︒

わたしは︑﹁仕合せ﹂の諸相がこんなに網羅的にあげら

をあげることは不可能ではない︒たとえば︑良い配偶に恵

れている例を他に知らない︒まだ他にも﹁仕合せ﹂な場合

まれたものは仕合せだ︒良い教師に恵まれた学生は仕合せ

だ⁝⁝などなど︒しかし武者小路哲学における﹁仕合せ﹂

は︑右にあげられた諸相でほぼ全貌をつかむことができる︒

究極的には︑全力を出しきること︑純粋に生きること︑献

︵本会理事・亜細亜大教授︶

わゑだとするのが武者小路哲学の精髄であるように思われ

身すること︑そして神と共にいること︑これが仕合せのぎ

る︒
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ある私学教育
の記録

鈴木勲

を貫く人生態度であり︑﹁尚志必成﹂ｌこの

自己のの選ぶべき職業︑進路について明確

て最も大事なことは︑人間としての生き方︑

象行なうことだと孟子は説くが︑人間とし

志を尚ぶとは︑人間としての正しい道を踏

いうところがよいのであり︑私学経営の醍

プもさることながら︑二十年一筋の校長と

しても︑Ｓさんの教育信念︑リーダーシッ

といってよかろう﹄と述べている︒それに

い公立の高校長には︑こういう経験は皆無

﹃せいぜい三︑四年しか一カ所に在職しな

ての女子の工業高校を創設した︒自分の一

学徒出陣し︑戦後︑郷里で︑日本ではじめ

を読んだ︒Ｓさんは旧制高校の先輩だが︑

いるＳさんから贈られた﹁人づくり教育﹂

尚志教育のかかわりが︑生き生きと実例を

の本には︑一人ひとりの子どもの生き方と

てきたところに尚志教育の成功がある︒こ

というこの一事を︑馬鹿正直に守りとおし

人間らしい人間をつくることが教育だ︑

いて学校の隅女まで知悉している教師の良

弊を防ごうとするものだが︑同一校に永く

に永い間在職することによる一︑ンネリ化の

ものも︑異動の基準になっている︒同一校

校の在職年数をたとえば十年とするという

適材適所主義などが異動の原則だが︑同一

員人事がある︒学校の教員構成の適正化︑

公立学校のかかえている問題の一つに教

醍味もここにあろうというものだ︒

な目的をもち︑強い意志力と忍耐力でこれ
ような努力か続ける者こそ人生の成功者と

生に絶大な影響を与えた旧制高校の教育伝

ある︒

とおして記録されており︑胸を打つものが

なる︑というのがＳさんの信念である︒

統を現代に再現したいとの念願からだが︑

連休の一口︑福島で私立学校を経営して

男子のエリート教育の伝統を女子の工業尚

か危ぶむ同窓生も多かったと思う︒しかし︑

ユニークで︑果たしてどれだけうまくいく

校において生かそうとする発想そのものが

ったり︑非行に走った生徒に座禅を組ませ

職員を集めてたった一人の卒業式をしてや

た出席日教を消化させて︑五月に全校生徒

ベーチェット病にかかった生徒に不足し

校に永く在職させ思い切った︑しかもじっ

職期間も︑最近は短くなっているが︑同一

かったという報道もあるようだ︒校長の在

調べてみると︑経験の浅い新着の教師が多

正直で︑時としてユーモラスな校長の姿が

くりと教育に打ち込めるだけの余裕をもた

校内暴力のあった学校の教員椛成などを

二十年近い実績は︑見事にその成功を裏づ

ち直らせたり︑厳しく︑情にもろく︑馬鹿

警策を与え︑身につけたお守りをやって立

き面も忘れてはならない︒

深くした︒

けている︒この本を読んでさらにこの感を
旧制高校の教育伝統とは︑Ｓさんによれ

ある︒永い間校長をやってうれしいことは︑

︵本会理事・文部省大臣官房長︶

せる配慮も必要ではなかろうか︒

ば﹁尚志教育﹂である︒﹃何をか志を尚ぶ

四︑五通の招待状が舞い込むと自慢して︑

教え子の結婚式によばれることで︑月平均

とうと

からとった校友会の名称︵尚志会︶に拠る︒

と謂う︒日く仁義のゑ﹄という孟子尽心章
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I

西村幸

I
一

一

ところあって︑その威を天下に誇示せんが

振舞いの物語を読んで︑私は﹁独眼竜﹂政

て顧みず︑あとは︑酒々落冬光風斉月の

まるで忘れ去ったかのようにかなぐり捨て

主張した男の意地とでもいうべきものを︑

感あり︑読む者の意表を突いて︑かえって︑
かい玄

ためにわざと派手に横車を押して打ったお

政宗公の真の偉らさを垣間見せられた感に
しのぎ

打たれるのである︒

題名︵縞藤四郎の献上を拒む．毒味を拒
む︶︵詑段・詔段︶

酒井雅楽頭忠世︑土井大炊頭利勝︑酒井讃

５．３．ｎ日︶伊達家にお成りになったが︑

前将軍秀忠公︵相国様︶がある時︵寛永

を次から次へと追っかけるように変えてゆ

その時︑内藤外記忠重︑柳生但馬守宗矩が︑

ら出かけて来て︑相談されることになった︒

岐守忠署︑始め御年寄衆が︑残らず前日か

れるが︑その内容は︑全く趣を異にして︑

ちょっと似通ったようなエピソードと思わ

お取持ち役だったが︑色々ご相談が済んで

の折のご祝儀としてのご進物はどんなもの

﹁こん度︑将軍様がお成りになるが︑そ

から︑内藤外記か政宗公に向って

となく︑一命を賭けて正論を貫ぬこうとす

になさるのか︑皆様にお見せして予めご相

て︑誰れはばからず︑将軍と雌も恐れるこ

これこそ政宗らしい剛腹さをむき出しにし

さて︑このたびご紹介するのは︑前回と

であった︒

く状況に︑えも云えず興味をそそられたの

り︑政宗公の話し振り︑言葉の綾など全体

あや

話のやりとりにこそ︑云い知れぬ妙味があ

いが︑それよりも︑むしろ︑一つ一つの会

しかし︑話の筋の面白さは云うまでもな

芝居ではなかったのかとも感ぜられた︒

宗公が︑心の中で秘かに他になにか考える

したものである︒しかも後日になって前に

I
I

へ
〜

…

﹁伊達政宗公御名語集﹂に就いて︵その二︶

I
I I

前回︵棚号９１︐月号︶の勧進能の大盤

郎

I

I
る︑誠忠無比な︑戦国の英傑の本領を発揮

談されたほうがよろしかろう﹂と言われる

いたのだ﹂と貞宗の刀︑来国俊の脇差を袋

と︑政宗は﹁内冬このように支度してお

った外一記が

をかぶせたまま皆にお見せなさった︒見終

﹁これらの品々はこん度の御進物として

はちとどうかと思はれる︒初めてのお成り

やす

こし︑よいものになさってはどうですか﹂

ではないけれど︑いっそ︑これよりもうす

と申し上げると︑政宗公は

﹁そんなことなら︑いと︑易いことだ︒

いくらでもご覧に入れて適当なものをご進

とて名物の道具や︑そのほか種々様為の

上致したいものだ﹂

刀百余り出してお見せになったところが︑

﹁これはどうかなァ︑あれもどうだろう

またもや外記が

﹁こん度が︑初めてのお成りでもなし︑

か﹂などと難くせをつけるので︑政宗公が

の道具のうちに︑拙者が進上するのに似合

たとえ初めてのお成りであっても︑これら

はしくないものがあるとでも言われるのか︒

そんなことはない筈だ︒いったいどうすれ

と聞き返されると︑外記はお年寄衆の顔

︑ぱいいのか？﹂
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…

で置くものか︒この藤四郎は︑以前太閤

なかったのならなんで上様へお上げしない

尤もあの脇差に関していままでに何も訳が

い︒武士が好んだものこそ︑千金にも替え

うなご祝儀の時は︑彼れこれ欲得は要らな

と言うなら差上げないまでのこと︒このよ

をチラリと眺めながら仰つしやるには
﹁勿論こん度初めてのお成りではないけ

様︵秀吉︶から特別の次第あって頂戴した

しくないようだからいっそおもてなしに

お待ちかねになって居られ︑ご機嫌も思わ

になったとはいえ︑一言の御恩をお約束し

て︑お追従︵おべっか︶をこととするよう

も︑いかに人は死んでゆき︑世の中が変っ

く知られている︒二つとない命は差上げて

ものだ︒しかもこの品は天下にかくれもな

われら伊達家の名のあるうちはこの縞藤四

公方様のご内意であったとしてもまづいぞ︒

を外記に手を廻して言わせたのは︑たとえ︑

めに来たと申しておられたのに︑このこと

御年寄衆の方々は︑今日は万事相談のた

は︑公方様のお役にも立ちかねるぞよ◎

今日は見下げ果てたぞ！そのような心で

難いものなのだ︒外記！日頃の親切心も︑

くぽ

もの︑公方様︵将軍のこと︶には今か今かと︑

れど︑お成りの日程か定まってからという

は︑貴公は天下にかくれない名物の鏑藤四

たことと云い︑秀を今拙者の心を変えるこ

郎だけは進上はいたさないぞよ・

しの弾﹄

郎吉光の小脇差を持って居られるから︑そ

とは夢さら出来ないぞ︒こうしたわけがあ
上しないで︑大切に秘蔵しているのだ︒た

のお供をしてやって来るがよい︒﹂

うこの座敷を出てゆくぞ︒皆は明日︑上様

これで相談も大体済んだから︑拙者はも

ついしよっ

と進んで言ったのを︑貞山様︵政宗︶は

ればこそ︑今日に至るまで︑公方様へも進

れをご進上なさるのがよろしかろう﹂

聞くや否や俄かに顔色を殊のほかお変えに

﹁ヤイ︑外記！さてさてお前の心根に似

て進上する物ではいのだ︒

と云い拾てて︑御座の間へお入りになり︑

とえ明日拙者が死んでも︑これだけは決し

伸にもそのことばかり言い聞かせて来た

以っての外のご立腹であった︒

﹁さてさて政宗公の仰しやることは尤も

外記は云うまでもなく︑御年寄衆も

走の支度にかけめぐったりして日の暮れる

上 ノ

、

なって︑

た言いぐさだなァ︒よくよく考えても見よ︒
オレは︑大御所様︵家康︶からこのかた︑

この脇差なのだ︒なんと外記！明日のご

三代のご主君に︑二つとないわが命でさえ︑

少しも惜まず︑差上げようと思っているの

祝儀に︑ここにある百余りもある品の中に︑

れも皆お役に立たないのか！それともま

わざわざ外記に手を廻わしてこんなことを

言わせるものか︒これではご機嫌の直らな

至極のことだ︒どうして私達の考えだけで

差上げる道具がないとでもいうのか！ど

だ︒なんで道具ぐらいを借んで差上げない
と言うことがあるものか︒もしも今すぐに
でも︑天下に大事が起ったら︑先づ俺でな

れたようなつまらぬ道具でもあるのかッ！

いうちはちょっと帰ることも出来まい﹂

た造りが下作だとでもいうのか！裏の折
今見せた百余りの中には︑貴公方の腰にさ

くて︑お堀の埋め草になるため︵討死する︶

本中の神仏もご照覧あれ︑今まで考えて承

いものはない筈だゾ︒差上げる道具がない

している脇差に比べて見ても決して恥かし

他人に先を越されるようなことなどは︑日
たこともないこの政宗だ︒汝の心に引きく

とて︑あちらこちらを掃除したり︑ご馳

らべて︑さし出たきたならしい申分である︒

rワ1，

まで︑そのまま居残って︑やっとのこと公

日本中の神倉にかけても︑毒などで将軍様

昔のことである︒たとえ十年前でもオレは

毒を入れるというようなことは早や十年も

あった︒その経緯こそ︑政宗の政宗たる︑

差を惜しげもなく秀忠公にお譲りしたので

た政宗が︑後日になってこの縞藤四郎の脇

剛腹で稀れにゑる思慮級密︑智略縦横︑そ

いの結果

いっそのこと一度は攻めよせてみようかと

を殺そうなどとは夢々考えたこともないぞ︒

るので左に引き続いてご紹介する︒

して先見の明ある英君であった姿が偲ばれ

長袴の上にかの鏑藤四郎吉光の御脇差をさ

伺候する時着る祥ようなものか︶を着て︑

袖に︑桐菊のご紋所の御座侯︵御座の間に

政宗公は毎年元日には︑いつも白綾の小

題名︵鏑藤四郎を嗣君に譲る︶︵諏段︶

さえ思うのだぞ！﹂

をなだめることが出来︑皆様集ってお話合
﹁普段のお脇差をご進上なさってよろし
いでしょう﹂

と言って皆早為に引きあげられました︒

と云っておられるところへ︑御台所の内
側から通い口を開け︑立花飛騨守が出て来

いづれも皆手に汗をにぎられたご様子を︑

事件が済んでから私たち伝え聞いたが内密

．段とご立派なお似合いのご挨拶︑上

られて

いよいよ次の日︵寛永５．３．廻日︶朝

おそくなりました︒早く！早く！﹂

様もお喜びでござれますぞ︒さあ︑御膳が

ですよと申合せました︒

の御相伴衆は道三法印︑立花飛騨守宗茂︑

し︑名物のお腰のものをさされるのがご常

ある年の元日︑﹁御座の間﹂︵宮殿の中央

例であった︒

﹁さてさて頼もいご挨拶かな﹂と上様が︑

れたのであった︒

と催促されて︑初めてお膳を差し上げら

早く秀忠公が伊達家にお成りになり御台所
丹羽五郎左衛門長重であった︒

すでに貞山公︵政宗︶が御食事を秀忠公
にお上げなされた時︑内藤外記は︑かわら

の正面の柱間で貴人が着座する所︑即ち

ぢき

直々にお礼なされて︑ご落涙なされ︑皆様

儀を申上げられ︑御本座に居られる時︑政

け︵土器︶と箸を一ぜん持ちながら︑政宗

宗公はなんのきっかけもないのに︑突然仰

御座所︶で︑越前守様が将軍に元日の御祝
将軍様はわざとゆっくり御台所を通って︑

公を追いかけてきて

て︑暮頃になってからようやく御還り遊ば

御書院へお出ましになり︑お能など見物し

﹁私はこの吉光の脇差は毎年元日だけに

せられるには

も︑さてもと感心されたそうである︒

﹁食事の〃鬼をなされ″︵毒味すること︶

た上でお差上げなさるがよい﹂
と注意したところ︑政宗公はそののまま︑

ところが︑これほどの事件を起こし︑命

お渡しになってお着せ申上げて下さい︒所

うはあなたさま︵御代相越前守︶が将軍に

さして居るのでござます︒白綾の小袖のほ
をかけてまで秀吉に義理立てして︑徳川を

されたのであった﹂

なァ︒政宗ほどの者が︑将軍にお成りして

無視し︑世嗣秀忠への献上をも固く拒否し

﹁オイ︑外記！いやなことを言うものだ

お膳をお台処口に置いて

頂いて︑自分で御膳を差上げるうえ︑お毒

詮人間というものは︑自分が死んだあとに

味まですることはないじゃないか︒御膳に
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ただ今まだ幸に生きている間に︑お譲り申

ものを譲るものでございますが私は︑今日

ょうか﹂

預かり願ったようなものでございますでし

まァまァ私の死ぬあとまでは︑今日からお

んとの大望を︑心の奥深く抱いていたので

る時期には︑もし機会あれば︑天下を取ら

と仰せになりました︒

つれ︑後年に至ってはさらに︑その雄図の

かし戦乱も次第に鎮まり︑世は太平になる

はあるまいかとさえ想像するのである︒し

上げたいと存じます︒

先づこの﹁藤四郎﹂をお渡し申上げます︒

に渡してはならないものでございます︒

って秘蔵すべきものであって︑決して他人

のではなく︑伊達家が続く限りは次為と譲

れども︑こればっかりは進上申し上げるも

様︵将軍秀忠︶から内をご所望があったけ

らぬ者とてもございません︒かって︑天下

様より︑特別に拝領致したことは︑誰れ知

六十二万石の大々名として︑客分のように

かせて︑肺ものにさわる如く︑外様ながら

流石︑秀吉︑家康をして︑一目も二目も置

処し︑恐れず云うべきは堂冷と言い放つ︒

るでもなく︑叛むくでもなく︑巧みに身を

も秀吉︑家康の二君に仕えながらも︑屈す

描に満ちていたかがわかるのである︒しか

政宗が如何に剛腹にして頭脳明附︑奇略縦

このような数かずの物語をみても︑彼・

団改宗せしめ︑さらには遥かにローマ訪問

からメキシコに派過し︑キリスト教への集

四十名の多勢を引率して︑男鹿半肪月の浦

ではあるまいか︒あの支倉常長をして︑百

に築きあげて︑世界に雄飛せんと志したの

な一大文化圏を︑藤原平衡以来の北辺の地

広く世界を相手に貿易を中心とした平和的

秀吉時代の千年の古都の文化圏に対抗して︑

れば武力的海外進出をも敢てしかねない︑

翼を拡げて︑当時堺を拠点として︑ともす

××××

その外に︑多くさんある遊具の中にも︑

扱われ︑心秘かに柿れさせ︑北辺の雄とし

これは天下に隠れもない名品で︑私が太閤

この年になるまで︑肌身離さず秘蔵してい

ロ↓︑ソの夢が︑後年の政宗の胸中に常に去

など︑その片鱗が窺われ︑こうした雄大な

くも実現するに至らなかったが︑戦国の珍

来していたのではなからうか︒何れも惜し

はじき

るものは︑日理来の刀景秀︑捌国行とこの

ように窺がわれる︒

て︑鼎の重きをなしていた様子が手に取る

物語そのものも何れも夫々に極めて変化

わたりらい

ているものでございますから︑私が死んだ

鏑藤四郎を加えて三本が︑私が命とも思っ

に富象面白く︑描写も如何にも巧みで︑徳

後もよくご秘蔵して下さい︒

の悌を︑遠い昔に想いを走せながらなつか

らしい柔剛併せ持ち和戦両様を兼ねた英雄

はばき

日理来は日理家代為の刀でありますから︑

の歌舞伎の舞台を眼の前に見物している思

川初期の世を坊桃せしめ︑恰かも名優揃い

わたり

ほんものに疑いありません︒鋪国行は︑昔

う観点から︑私は︑﹁独眼竜﹂の名からく

政宗の言行録と逸話物語を集めていると言

さて次に︑本書が︑その﹁上﹂の部で︑

しく偲ぶのである︒

の時︶から推察して︑戦国のこととて︑あ

と︵元和２年家康の時および寛永９年秀忠

私は彼政宗が︑度を謀反を伝えられたこ

いがして興味律を尽きせぬものがある︒

は﹁ともはぱき﹂︵二本指しのことか︶で
ありまして︑本阿弥所で手に入れたもので
すが︑これとても︑これに勝る刀は他にご
本日只今︑これらを皆お渡し致しますが︑

ざいません﹂
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さぞ戦乱の巷に馳駆した彼の功名手柄話や︑

る︑戦国の猛将政宗のイメージを想像して︑

を流された︒暫らくして具足につけてある

ままになってしまのか﹂と︑ハラハラと奴

たのが口惜しい︒最早︑この具足も︑この

方なく旗本だけで飛び出して来たが︑敵が

れたこともない︒急なことだったから︑仕

だと侮ったこともなし︑また多勢だとて恐

若い時から今日まで︑戦に出て敵が小人数

べきではない︒ともかく︑私が馬を乗り廻

多勢なのを見たからといってここを退ぞく

小旗をご覧になってのお話によれば
﹁この八日の丸の旗Ｖについては物語か

して敵の様子を一目見てこよう︒その間お

て・ヘージを追ったところ︑予想に反して戦

あるのだ︒昔ある所で戦をした時︑敵は多

前達皆の者は鷹狩の時︑鷹をあしらうよう

武勲につながる話に満ちていることと思っ

か見当らないのに︑寧ろ意外の感に打たれ

場談は第皿段の﹁日の丸の話﹂ただ一つし

の大将の小旗も八日の丸Ｖであった︒味方

勢の人数で︑西の方に陣をかためたが︑そ

と云って自ら馬を乗り出し︑敵陣近くま

に︑味方の人数を隠して敵に見せるなよ﹂

んだ彼の風貌が見事に描かれているので︑

は急のこととて︑方灸へ抑えに人教を送っ

した︒今すぐにでも皆を放せば︑木枯は︑

おいたかな﹂と云われるので﹁よく隠しま

でいって審に偵察して帰ってこられ︑家来
家老達が私の馬の廻りを取り巻くように

はづしません︵鷹を隠しておいて一勢に放

人数で︑東の方の原っぱに出迎えて馬を休

して言うことには︑﹁今日は敵の人数と味

すと木枯の吹くように羽音を立てて勢よく

共をよび集めて﹁鷹のように味方を隠して

﹁私は若い時から︑具足を身につけて育

方とを比べて拳ると︑味方は十人に一人に

飛び立つ有様のことらしい︶と云って︑皆

めていた︒

て手薄になったから︑旗本ばかりの僅かの

た︒しかし︑この一篇だけでも︑戦乱に臨
左にご紹介する︒
題名︵日の丸の旗︶︵皿段︶

ある時︑鎧兜甲胃︵具足︶をお部屋に飾

てられてきたようなものだが︑近頃は弓を

でも多勢いるのに︑ましてあの山の後ろの

も足りません︒敵は松原に見えているだけ

ってご覧になったあとでのお話に

な平和な世の中になって︑このように︑た

がドッと笑った︒政宗公は

袋に納め︑剣を箱に入れて蔵っておくよう

から︑今日はこの近くの然るべき所へ馬を

森の内には︑どれほどいるかわかりません

まだ馬を十分乗りこなせるうちに︑この具

けてくるでしうから︑その人数が来るまで

乗り入れて︑味方が手がすき次第︑駈けつ

ら︑最早や入日だ︒味方の八日の丸Ｖは東

が︑あれは西の方の山の上に立てているか

とがあるぞ︑敵の大将も八日の丸Ｖ小旗だ

﹁皆をよく聞け！今回はもっとよいこ

しくなってくる︒願わくぱ︑元気でいて︑

またま眺めてみると︑一入珍らしく昔が恋

足を肩にかけて︑年寄の思い出に一戦して

お待ちになったほうが︑およるしいでござ

の方にけかているから︑日の出じやないか︒

と仰しやると︑皆もなるほどご尤もと言う

○００

見度いものだ︒甲斐がいしくは働けないが

いましようｌと一同口を揃えてご忠告申し

今日の合戦はわが方の勝利疑いないぞ！﹂

いりひ

将軍様もまだお若いから︑この若君をお守

上げると︑政宗公がお答えになるには︑
﹁それも尤もだが︑しかしながら︑私は

して戦って見度い︒これだけが願いであっ
たが︑そんなこともなく無駄に年月を送っ
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○Ｏ

Ｏ

より早く馬を敵の方に振り向け政宗は﹁口
の出につづけ！﹂と号令しながら飛び出し︑

皆の衆も一度に勇みかかったから︑予想外
な多勢の敵を追い散らして多くさんの人数
を打ちとったのだ﹂とお話をなさった︒

剛腹︑大胆極まる政宗公が︑俄かに大敵

明治３年︵一毛ｅ大政官布告六五一号で︑海

船の旗印にして︑薙府とよって制式化され︑

附記ｌわが国では︑日章旗が安政元年︵六話︶

団子″と云う︒とか山田長政シャム行進の時

用いたとか︒上杉家の合戦絵扉風にあり〃朱

伊達政宗﹁世継ぎの日の丸﹂とて小田原攻めに

は既に後醍醐天皇時代に始まったとか︒また

〃日の丸誕生﹄草柳大蔵氏談で︑私は︑﹁日の丸﹂

使用したとか︒嘉永６年︑島津斉彬が幕府に

軍の国旗として︑制定された由である︒しか
定かでないらしい︒私は政宗が秀吉の朝鮮征

又維新の時彰義隊が使用し︑榎本武場が函館

筑前茜染めの日の丸採用方を献談したとか︒

し﹁日の丸﹂が一般に用いられたのはいつ頃か

の丸鋤本を先頭に立て豪華さに都人を驚かし

に引上げの船団に掲揚したので﹁日の丸﹂は

伐の際︑京都入りの時陣中に大きな金色の日

たとか︑薩摩の島津が維新の頃巌初に船に使

厚くお礼を申し上ぐ︒︵恥．１．８誌︶

朝敵の旗とされたとか︒様友の新知識を得た︒

に遭遇するや︑小勢の味方の士気を鼓舞す
る奇略と言い︑用兵の妙といい︑戦場を馳

用したとか︑何かの本で読んだ気もするが︑

にして︑小男は陸尺の頭なり︒総て陸尺
手廻りの類は︑己れは何程菅力あるも︑

○○○◎

駆する名将の悌︑いまも目前に見るようで．

読者のうち﹁日の丸﹂の一般使用に就ての考証
をお教え頂ければ有難い︒︵弱年．９．９誌︶

ある︒

二アナウンサー司会の下に﹃歴史への招待

後記ｌ本年１月８日Ｎ・Ｈ・Ｋテレビ鈴木健

西村茂樹
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なお︑この時代に既に合戦に︑敵︑味方
双方共に期せずして﹁日の丸﹂の旗を用いて

いることも興味深いことであるｌつづくＩ
桂小五郎の逸話︵﹃記憶録﹄より︶

￨饗蕪

評原句は﹁言飛ばす﹂とあったが︑﹁言葉吐く﹂と直

○短日の電工荒き言葉吐く

千葉県小山田堂月

畑作に静かな余生若菜摘む

山の湖入り日惜しゑて鴨屯ろ
短日や老の集ひに灯を入れる

て読者に詠承とってもらうようにした方がよい︒

かし原句の﹁たのしぷ﹂は句からは除き︑余韻とし

しかめるおばあさん︑いかにも楽しそうである︒し

評孫にお年玉を包む︒指折り数えて何人になるかをた

千葉県鈴木きよ
○孫の数かぞへて包むお年玉

篠塚しげる選
に暮早き短日の感じがよく詠ふとられている︒

していただく︒地よりは相当高い処で働く電工ゆえ

短日や葬送の鐘野に冷ゆる
撃ち外れし鴨暁雲にかくれけり

評中七が新鮮である︒

鴨鳴くや入江に朝の月淡く
千葉県秋葉貞女
○短日や土を踏まずに今日終る

評あはれのふかい佳句︒

○月の鴨凪の鴨と鳴き交はす

短日や留守の戸にある托し文
千葉県野平英一

○職安の順待つ老に日短か
尚更に︒

評順番を待つもどかしさ︑老の気短かさは短日なれば

犬連れて猟師見廻る鴨場かな

評鴨を撃ち落す銃声もあはれであるが︑それよりも雨

短日や官庁いくつへ許可願
千葉県石橋香峰
○朝鴨に銃声とて無し雨の利根

のふる利根の朝鴨に銃声一つきこえぬ光景は尚更あ

て鴨をいとしむ作者のこころが出ているからだ︒

はれがふかいように思われる︒それは鴨の身になっ

短日や早風呂焚きの煙り立つ
初鏡八十二歳の顔の搬

千葉県宮崎秋峰
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弘道俳壇

評何かと忙しく立ち働く妻をいとしと象ている夫︒

○短日やみだれしま入の妻の髪
鴨の声遠景いまだ明けきらず
短日や歯科医を出でし街灯る
千葉県宮崎朝水
○月のありど田需に深し鴨の声
評原句では﹁月ながら田の舘深かし﹂とあったのを︑
の正確と味のふかさがあると思うＯ

かく添削していた糞く︒添削した方が原句より写生

千葉県林東洲

利根の水ふるふ鴨撃つ銃こだま
短日や家に余りし喪の花輪
ぽとけ

○阿蘇野焼き野仏群のおん目映ゆ
評雄大なる野焼の火・野仏の美しく尊く映ゆるおんま

なこ︵原句は阿蘇野焼き映ゆる価の野仏群︶

行商の掌に椎の実の二シ三シ

千葉県田村春風

短日や背丈伸びたる地蔵影

謝灸を︒

と直していただく︒郵便集配をひたすら急ぐ姿に感

評原句は単に﹁集配夫﹂とあったが︑﹁郵便集配夫﹂

○短日に追はれて郵便集配夫

一一１ １

寺︽︲こ

ｌ

千葉県八木幹男

評乱れ髪に憐れ承のあたたかい作者の心が惨み出てい

○短日や看護り疲れの乱れ髪
プＣＯ

ま上ならぬ愚痴短日の空仰ぎ
千葉県田村隆村

千葉県鈴木美世路

短日や物干す韮向変へる
鴨湖つや朝諾はれし遊水地
ねむれぬ夜は遠き母想ふ鴨の声

短日を借しゑて釣の竿仕舞ふ
櫓の波にまかせつ上鴨の浮き沈糸

たぱ

選者近詠五句

刈りてこぽし束ねてこぼす萩枯葉

小石川後楽園四句

たむ

古稀健に寒晴讃へ園讃へ
まるく東てかむろ髪めく竜の雷
水かげらふ立つや汀の寒日向
雪吊の汀が好きで鴨屯ろ
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古川哲史選

ん

おぴ

とも

父祖以来猷肥に商う金物の店のあるじは刀工のあと

とく

いくたびか語りぎかせし亡友の墓妻はぬかずく旧知のご

たずねて

学びつつ世を去りゆきし亡友かなしそのふるさとの町を

とも

世の務めあらかた終り今よりは若き日のごとまこと求め

清らなる若き想いを育承し土佐の山河よ懐かしきかな

ぬ

定年を迎えしわれに若き日のひたなる想いよ染がえりき

空襲の慰霊碑を背に見はるかす白亜のならぶ街の静もり

空襲に死にし百余の名を刻む碑の建つ丘に秋闘けにけり

宮崎市壷井秀生

拳

店あるじ名刀工のあとつぎて刃物見る眼は自信に満てり

市原市加藤己之ゞ

み輿もむ子ら疲れきて夕暮れの祭り難子に人吸はれゆく

自作田の稲苅りたのしとく起きて星をあかりに老いも鎌
とぐ

休耕の荒れ地漸く埋めをへて子らが出資の工場たち初む
ぎ

皆が柔な越ゆるにあらぬ八十の生きる坂路を越えし安ら

つつ

幼ならのままごと遊ぶ傍に立ちわれは子守りす孫あやし

おも

狭山市神沢有三

モンゴルのアルヒを屠蘇にあらたまの年を迎えて念いも
新た

モンゴルを愛する人ら集い来て新着任の大使を祝す

モンゴルに心を燃やす若人と語れば楽しアルヒも旨し

茨城県田口賛雄

モンゴルの師に贈らんと海綿や貝を拾えり岩井の浜に

ゆく

今ふうの歌を詠まんと努むれど浮ばぬままに今日も暮れ

ん

年老いて病む身の憂さは誰か知る窓辺の月と語らいて承
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弘道歌壇

用もなくかけこし電話に病む我は妻の心中幾重にも想う
人住まぬ空き家の庭のあぢさいの花淋しげに見ゆる梅雨
かな

散ることも知らで匂えよ梅の花病む身日毎に訪ね承るく
し

千葉県宇津木一直
天かける雲より白し滝水の四度砕けてしぶきては落つ
穏便も時にこそよれ非は非とし若き上司にわれ直言す
おりて拾ふゆとりだもなし通勤の自転車路の黒き椎の実

千葉県石橋佐寿
潮来なる慈母観音に訪ね来て父母恩重経一部求めぬ
悲しきは金権選挙ということば明正ステッカー玄関に貼
る

選者詠
仙台の秋の夜寒に一本の酒かたむけてきみを思はむ
鰻めし開盛庵にて食ひしあと一番丁の茶房にいこふ
仙台の夜の暗きにふみはづし痛めし足をひきずり登る
再建のいまだ成らざる感仙殿おとなふわれをリスの迎ふ

本殿と共に再建せられたる殉死の墓はいまなほ可憐

選者寸感

壷井氏の歌は︑定年を迎えて若き日を旧制高校生としてすご

た高知を再訪しての感慨あふるる作︒四首目は﹁土佐の
や山しま
かわさんが
河﹂とあったのを﹁土佐の山河よ﹂とした︒六首目﹁亡

墓妻はぬかずく旧知のごとく﹂とした︒

友の墓旧知のごとく妻もぬかずく﹂とあったのを﹁亡友の

が︑名案が浮ばないのでそのまま残す︒五首目﹁われは子

加藤氏の作︑四首目の﹁生きる坂路﹂をなんとかしたかった

れ﹂︒

守りす孫あやしつつ﹂の原作は﹁孫あやしつつ守りする我

田口氏は元高校教員であったが︑現在は退職して病のため入

た﹁年老えて﹂﹁あぢさえ﹂などは茨城方言か︒

院中︒一首目﹁暮れゆく﹂は原作では﹁暮れにき﹂とあっ

宇津木氏の二首目の﹁穏便も時にこそよれ﹂の原作は﹁穏便

の原作は﹃降りて拾ふゆとりもなくて﹂︒

も時によりけり﹂︒三首目﹁降りて拾ふゆとりだもなし﹂

岡を登って伊達正宗の墓のある瑞鳳殿に参詣した︒

選者の五首は十一月仙台での作︒軽度の骨折をしたが︑翌朝

（29）

る

︑草慮漫吟

＠遊伊豆柑橘園

竹外一枝吹暗香

東風花溌老梅樹

夙知寸徴勝長槍

廿八字詩誇檀場

︑弔竹外墓

静虚光陰名利蛭

草盾逸趣無人解

或看野色養幽情

時仰天容野浩気

雨打宙桐葉葉鳴

風吹惜柳枝枝動

机頭弄筆興縦横

起臥悠然寄此生

錬石佐藤良識

道

舜握鷲見舜司
山園黄穎涌枝穣

林

害窓獣坐苦吟頻
私慕古人感更新

微力非才差素志

如今意気向誰陳︒
︑庚申霜日有感

雲石村田一雄
草木無心四季和
春紅夏翠見綾羅
人傍老去自霜髪
今昔誰知夢裡過

＠庚申歳晩有感

玉繭坂元梅雨子

忽忽似逝川

十歳忘塵事

猫歩自相鞭

非才Ⅷ尚在

寒泉

︑偶成宇都木一道

感涙浸衣謝俳縁

追懐寓里天山路

碑心傾力業一初全

塔裡翻経十七年

＠大雁塔長安

防塁山顛室延延

敵在那遥是方寸

競覇群雄皆畢鞭

塵賓争奪五千年

衣川舜子

︑菖里長城八達嶺

駒隙忽忽巳歳除

惟憂四海風雲急

近来知足楽三除

寸

大畔浅見肝臓

︑秋夜偶成

玉嚢浩熟溌芳香

樹下把果含口裏

野老一君能排相

詩
白屋寒厨随巷居

保孝選

︑辰題吾

幅泉岡本通

延年一曲合潮一音

縛畳乾坤興趣深

菖里暗室雲五色

望洋棲上快何禁

舟五年有感

＠庚申八月十五日敗戦正

寒泉麓保孝

奉詔投犬沸酒流

忽忽三十五春秋

乾坤眼下興亡通

園歩穎懐前路憂

︑庚申歳晩有感

落木茄爺寒月明

回頭元旦猶如昨

庚申歳暮夢魂驚

年老韓知駒隙情
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弘

麓

今云生巨
●特別会員推薦

ｒｌ

〃天声人語″担当︶

入江 徳 郎 殿 評 論 家 ︵ 元 ・ 朝 日 新 聞
小谷隆一殿イセト紙工㈱社長︵京都
商工会議所副会頭︶

●﹁いしずえ預金﹂ご寄付者芳名

金拾万円也住友商事㈱殿︵大阪市︶
金拾万円也日本板硝子㈱殿︵大阪市︶
市︶

金拾万円也住友信託銀行㈱殿︵大阪
金五万円也竹内一三殿︵半田市︶
︵㈱竹内商店社長︶

金五万円也大谷米一殿︵鎌倉市︶

記

利用下さい︒

○住友銀行神田支店
日本弘道会普通預金口

口座番号四三六︑八六○
○三菱銀行神保町支店

口座番号四三七八七一七

日本弘道会普通預金口

日本弘道会普通預金口

○三井銀行神保町支店

四三一七

口座番号○九二○︑○五一
○九段郵便局

口座番号束京四

日本弘道会振替口座

．会費領収報告
︿塞恥和稚蓉叩一期麺卵敬称略︶

１︑この報告を以て領収識に代えさせていた

杉浦克己︵弱三３︶古谷喜代次︵弱−３︶
相川千代︵諏三２︶伊豆山善太郎︵弱−３︶

高橋吉隆︵弱−６︶山崎吉太郎︵弱−９︶

天野岩男品三思斉藤作之助︵髄一也︶

奥村好恭︵弱／３︶藤瀬英二郎︵死三︑︶

後藤芳雄品−３︶岡田吉三郎︵砺一ど

鈴木要七︵託宣６︶中沢英三︵記−３︶

石橋義弘︵記三３︶三宅喜二郎︵弱乏５︶

古屋豊︵弱一︑︶剣持恭子︵詑三⑫︶
三宅孝︵詑三３︶笹川義孝︵茄三３︶
河野清︵記一也︶田尻勝子︵卵乏理︶

︵以上一︑○○○円︶

越英夫品一Ｕ高橋亘︵髄三四

清塚十三郎︵弱三ｕ︶田中豊吉︵印淳廻︶

坂元義鑑︵印−３︶岡山信次郎︵記三唱︶

中沢三郎︵弱三３︶田中克己︵駒−３︶

田中正雄︵ｗ三３︶梅崎光生︵ 一ｍ︶

柴田孝︵茄三ｕ︶高浦四郎︵弱一旭︶

桑原善作︵印−３︶
田中辰男︵師三ｍ︶︵以上二︑○○○円︶

２︑○印は新入会員です︒

簡野孝︵弱三６︶丹治思郷︵記三６︶

枇山正木︵弱三３︶安済良一︵弱三６︶
中村治子︵託三３︶丹羽俊二︵研／１︶
３︑お名前の下の数字は会費岐終月です︒

だきます︒

金弐万円也匿名氏殿︵東京都︶

︵ホテル一三Ｉオーダー社長︶

金五千円也菅谷敏夫殿︵千葉県︶

高木善四郎︵弱−３︶︵以上三︑○○○円︶
坂元一行︵詔−３︶︵四︑○○○円︶

︹神奈川県︺

︹東京都︺

村重嘉勝︵弱−３︶今野幸枝︵弱−６︶

○小池喜明︵髄一皿︶武田恒三︵弱−３︶

○加賀美文一︵弱一Ｕ諏訪壮一命三３︶

○小笠原崇男︵詑三皿︶伊達文蔵︵弱言哩︶

国府田悦︵弱三６︶日野誠︵詑三９︶

進藤一︵弱−３︶︵二︑○○○円︶

石田一良︵弱一ｍ︶︵以上一︑○○○円︶

沼田貞治︵弱一ｍ︶安瀬忠寿︵託−９︶
中島俊一︵弱−６︶木村健一︵弱−３︶

○佐藤正英︵弱乏吃︶津村秀︵弱−５︶

○小藤新一︵卵一理︶橋本英一︵弱一ｍ︶

金壱千円也荒木敏鎌殿︵東京都︶
いしずえ預金累計額金四百五拾六万七千
参百円也
・一おＩ腰ｉＩい︐︲一

ご寄付金のお振込は左記ご便宜のところをご
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︵以上三︑○○○円︶

沼田滋夫︵弱−３︶滝沢中︵謁三９︶
︹千葉県︺

小川雅一郎︵弱三５︶市原増吉︵弱−１︶

松戸節三︵記−３︶社義則︵弱−９︶

斉藤浩哉︵弱−５︶︵以上一︑○○○円︶

渡辺末弘︵髄一胆︶︵以上一︑○○○円︶

光谷巌︵弱−３︶甲斐清一︵弱一皿︶

︹島根県︺

久保義雄︵弱−３︶︵一︑○○○円︶

︹滋賀県︺

鈴木亮三︵卵一ｍ︶︵以上一︑○○○円︶

○伊藤基夫︵師−１︶金田近二︵記一也︶
竹内一三︵駒ノー︶原子徳治︵弱一ｍ︶

︹愛知県︺

深田晋︵死−３︶︵三︑○○○円︶

井手新太郎︵弱−３︶︵二︑○○○円︶

︹秋田県︺

︹石川県︺

○石川義八︵記一也︶畠山東太郎︵砺三３︶
○石田大三︵死一吃︶山田礼智︵記三３︶
○田村唯志︵弱一皿︶︵以上一︑○○○円︶

大松長吉︵弱−１︶︵一︑○○○円︶

︵以上一︑○○○円︶

井上武︵師戸畑︶土屋鼎︵記−３︶

平田貢︵弱三︑︶︵一︑○○○円︶

︹山形県︺

︵以上二︑○○○円︶

︵以上三︑○○○円︶

佐藤春蔵︵弱−３︶小川藤六︵弱−３︶

翠川一義︵諏三３︶尾田行雄︵師三３︶
鈴木三郎︵弱三３︶宮崎正平︵記／３︶

三浦富登︵弱−６︶︵一︑五○○円︶
狩野富吉︵弱一吃︶︵二︑○○○円︶
藤原重美︵弱−３︶︵三︑○○○円︶

︵以上一︑○○○円︶

藤原延︵弘一３︶吉田貞男︵託−９︶

︹宮城県︺

新田紀久︵弱−３︶︵一︑○○○円︶
花岡義正︵弱−３︶︵二︑○○○円︶

松江支会二一名︵弱−３︶︵犬︵９円︶

︹富山県一

冨木与一郎︵帥−３︶︵五︑○○○円︶

渋谷敬敏︵弱三３︶岡本勝︵弱−３︶
松浦成子︵訂−４︶︵以上三︑○○○円︶

︹埼玉県︺

︹大阪府︺

三浦由二︵弱三３︶︵三︑○○○円︶

︵六四︑八○○円︶

石原秀太郎︵記一ｍ︶市村夫︵記−３︶
鉄重弘道︵弱／３︶︵以上一︑○○○円︶

池田勝郎︵弱一︑︶︵二︑○○○円︶

白葉支会三九名︵一ツ３︶

柳進︵卵三３︶︵二︑○○○円︶

山内義雄︵ −４︶近藤千里︵弱−８︶
大島荘助︵弱三︑︶村岡元一︵詑一︑︶

︹福岡県︺

冨島宗雄︵師−３︶︵二︑○○○円︶

︹宮崎県︺

白水鍵︵記−３︶︵二︑○○○円︶

︹熊本県︺

︹長崎県︺

長谷川惣平︵銘乏３︶小高健吉︵卵三１︶
︵以上三︑○○○円︶

︹京都府︺

野口裕一︵弱−３︶︵以上一︑○○○円︶

重城良一︵記−４︶︵以上一︑○○○円︶

○福井秀一︵記三３︶原彦三︵記三ｍ︶

︹栃木県︺

︵以上一︑○○○円︶

鈴木為作︵説−３︶田中勝子︵弱三３︶
︹群馬県︺

田中恵美子︵印−２︶︵以上二︑○○○円︶

︹沖縄県︺

富高憲晃︵砧−３︶︵一︑○○○円︶
壷井秀生︵弱−９︶︵二︑○○○円︶
菊池博慶︵師−９︶︵三︑○○○円︶

内貴章雄︵師−３︶田中初子︵師三２︶
︹三重県︺

︹山梨県︺

服部節夫︵弱−３︶︵三︑○○○円︶

伊舎堂長英︵弱−３︶︵二︑○○○円︶

伊藤正男︵記−３︶︵一︑○○○円︶

輿水正信︵卵一ｍ︶︵以上一︑○○○円︶

五味篤義︵詑一胆︶竹中昌実︵弱一ｍ︶

︹兵庫県︺

古伏脇実︵弱−３︶︵二︑○○○円︶

︹北海道︺

風間久四郎︵師−３︶︵二︑○○○円︶

橋本正次︵弱一哩︶田中修平︵弱−３︶
野田哲造︵弱−３︶平井光治︵記一ｕ︶
︹福島県︺

佐藤保文︵記章５︶永田慶信︵弱−３︶
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会員だより
東京都杉並区安瀬忠寿
﹁弘逝﹂毎度ありがとうございます︒戦
後の教育が道徳教育をおろそかにした結果︑

今ｎの世机悪化の現象が︑親殺害の妓悪状
態にまでエスカレートしたことは甚だ︑遺
感千万です︒﹁弘道﹂は道徳の向上のため
に稗益するところがまことに大であります︒

帥年代は︑倫理の向上に︑政治家も教育家
ことが急務中の急務であると思います︒そ

も宗教家もマスコミも一般国民も努力する

とは今日のことです︒

れでないと日本の国は亡びます︒危機一発

東京都豊島区日野誠
﹁弘道﹂ｎｌ哩月号︑西村会長の﹁健康︲

なからだをつくるために﹂まことに素晴ら
しい卓見に溢れ︑そのうえ名調子︑大いに
感服しました︒流石に加年の年季︑有益限
りなし︒賞讃と感謝を捧げます︒

埼玉県草加市鉄重弘道
毎度御教導を賜り厚く御礼申し上げます︒

貴会御一統様の益灸御健勝ご活躍をご祈念

申し上げます︒私の人生のモットーは〃和

編集後記

一九八○年代もいよいよ二年目に入ることと

ン・イラク戦争等がおこり険悪な空気となった

なった︒昨年中にはソ連のアフガン侵入︑イラ

顔愛語〃としております︒

東京都中野区田辺肥洲

張のほぐれる感が生じた︒しかし国内では中学

が︑今年になって米人質が解放となり︑幾分緊

新春を迎え各位の御多幸を祈ります︒旧
年中は色狗な事件が次々と起って人心を不
︵モラル︶の喪失にあると信じます︒一人

安におとし入れましたが︑その根源は道義

おこり︑道義地に落ちた思いがする︒

生の教師殴打︑受験生の両親殺害などの邪件が

昭和五十六年二月二十五日印刷
昭和五十六年二月二十八日発行

定価金一七○円年一︑○○○円

集した次第である︒︵Ｓ・Ｋ︶

は︑そういう意図から﹁新時代を迎えて﹂を特

に向って立ち上らねばならない年である︒本号

ｎ本弘道会は今こそ︑西村会祖の弘道の使命

一人の心の中に道心を育てましょう︒石門
心学会の学祉・石川梅岩先生日く﹁恐意は
一身を捨ててなりとも︑道︵モラル︶の行
われんことを願う︒

東京都練馬区菊地庸一
米国人の大詩人ホイットマンはリンヵン
大統傾を民主主義体現者と見ていたとの亜
細亜大教授・夜久正雄氏の指摘は日本の大

編集人片山清一

発行人西村幸二郎

道に近しと思います︒︵弘道第剛号・昭和
弱年５／６月号﹁民主主義の再検討﹂︶同

郵便番号一○一

振替口座東京平皇君

電話︵一雪︶○○○九番

発行所蝿姻日本弘道会

東京都千代田区西神田三ノーノ六

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノ十

東京都千代田区神田神保町三ノ十

教授によろしく願います︒

印刷人春山宇平
◇事務局より⁝：：⁝：

本年もどうぞよろしくお願い申し上げま
す︒

でご連絡下さい︒

なお︑ご住所変更の場合には︑ぜひ当方ま

も
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