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ｌ︹巻頭言︺

不幸な人をいたわる社会づくり
片山清一

最近の日本は︑世界の各国民から︑うらやましがられる程︑物質的ない
しは経済的にゆたかになったようであるが︑その反面において︑精神的に
貧しくなりつつあるのではないか︑と憂えられている︒政界︑財界にはび
こっている汚職の数々には︑国民はもはや驚かなくなったが︑最近は厳正
にして公平たるべき裁判官や︑学生生徒の人格形成を任務とする教育者ま
でが涜職して︑社会の指弾を受けるようになった︒
少しオーバーな表現であるが︑﹁世も末だ﹂の感を禁じ得ない︒
こうした結果になってきたのは︑﹁自分さえよければ︑他人はどうなっ
てもよい﹂といったエゴイズムがのさばりはじめたためである︒
利己主義︑マイ・ホーム主義︑圧力団体主義が社会の大勢となって︑世
のため︑人のために働くような心掛けをもったものは︑損をするだけに過
ぎない︑と考えられてきた︒そうなると︑強い者が幅を利かし︑弱い者が
泣き寝入りに陥らざるを得ない︒ホップスではないが︑そういう社会には︑
人間は長く堪えられるものではない︒
国連は︑今年を﹁国際障害者年﹂として︑四億五千万人にものぼる世界の
障害者の理解とその救済のためのキャン・ヘーンを展開している︒これは単
なる仁恵︵チャリティ︶精神に基くというだけでなく︑このような障害を
もつ不幸な人びとを︑不平等のまま︑世の中から閉め出しているような社
会は︑やがて世界平和への障害を生糸出すことを深く認識したためである︒
しかも障害者の大多数をかかえているのは︑外ならぬ開発途上の国々であ
る︒不幸な人や弱い人たちをいたわることは︑また南北問題の解決につら
なり︑国際平和実現へのステップであることを認識しなければならない︒
︵本会理事︶
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教育の原点を思う
Ｉ養護学校教育の視点から

夕食を終えて︑校庭に集った子ども達は︑先生方の指導

武夫

は精神薄弱児のための︑養護学校小学部低学年の夏休中の

校内合宿における一こまである︒

恐れて校舎内に逃げ込象︑﹁こわいよ︑こわいよ﹂と泣き

するたびに歓声があがる︒しかしその一方では︑この音を

身辺自立︑社会自立をめざす教育の一側面である︒身辺自

とする教育課程の一面で︑精薄児の養護学校で重視される︑

実際生活の経験を通して︑生活の仕方を身につけさせよう

われる︒それは日常生活指導や生活単元指導と相まって︑

この学校では平常の学校生活の中でも︑時折︑合宿が行

子に気付いてはいるのだが︑いくら云い聞かせても彼女自

念がない︒教師は一人一人に適切な助言と激励を与えなが

手つきながらも︑懸命に自分で蒲団を敷き︑敷布かけに余

かる︒彼等︑知恵おくれの六︑七歳児達は︑たどたどしい

花火遊びを終えた子ども達はやがて就寝の準備にとりか

容︑協力等々︑人間関係をよく保ち︑社会の秩序を維持す

うになることである︒社会自立のためには友情︑信頼︑寛

自活できるとともに︑他人と協力して社会に貢献できるよ

して︑集団生活に参加し︑他人や社会に迷惑をかけずに︑

養われることである︒社会自立というのは︑社会の一員と

分で処理でき︑自己の必要を象たす基本的な行動の習慣が

また衣服の着脱その整理など︑自分の身の回りのことを自

ら︑作業を見守っている︒何とか全員が準備を完了した時︑

る上に必要な社会道徳を重んじ︑また勤労をたっとび︑社

立というのは︑情緒的に安定して積極的に行動できること︑

花火の音には泣き叫んでいたＡ子は敷き終った蒲団の上に

会的な仕事を分担して︑自活できるようになることが望ま

身が経験を通して︑自分でその安全性を了得するまでは致

正座し︑私の方に向って﹁先生お休翠なさい﹂と頭をさげ

し方がないとしてただ見守っているのである︒

叫んでいるＡ子の声がすさまじい︒指導の教師はＡ子の様

のもとに︑花火遊びに興じている︒パパーン︑大きな音が

川

る︒私は感激して心から︑﹁お休みなさい﹂という︒これ

〆
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中

することによる自然の形成作用︑無意図的な教育がその本

て自然に︑言語を始め︑行儀作法や仕事の仕方など︑一さ

来であり︑基礎であると思われる︒文化の未発達な社会に

いの生活の仕方を習得し︑一人前の社会人となったのであ

れる︒そのために校内における作業学習や校内実習の他︑

このように身辺自立︑社会自立をめざし︑個人的にも社

る︒学校教育が起ったのは︑デューイもいうように︑文明

特に地域社会の職場等における校外実習が重視されるので

会的にも自立的に生きる人間の育成をはかるのが養護学校

おいては︑子どもは成人と社会生活を共にすることによっ

の教育である︒いわゆる各教科に関する教育も行われるこ

ップが生じて︑成人との共同生活による自然的な影響作用

の進歩につれて︑成人の仕事と子どもの能力との間にギャ

ある︒

とは当然であるが︑それはそれ自身を目的とするというよ

の複雑な文化遺産が文字によって伝承されるようになると︑

の桑では十分に社会人になり得なくなったこと︑また社会

りは︑社会に自立して幸せによく生きるためであって︑個
々の子どもの能力に応じて︑必要な限りにおいて行われる

個人差が著るしいからである︒障害の度合がしだいに重度

その上部構造ともいえるのであって︑教育の本源︑その原

ての学校教育は社会の無意図的教育を基盤として生起した︑

ことからであった︒したがって意図的︑計画的な教育とし

意図的な教育なしにこれを伝達することができなくなった

のである︒

さらに精薄児の教育においては︑目的的にも方法的にも︑

化しつつあるといわれる現下の養護学校においては一層で

ろにあったということができる︒この意味で︑生活の具体

点は社会生活の経験を通して自然に生活の仕方を学ぶとこ

個人差が重視される︒精薄者にあっては︑とりわけ︑その

ある︒したがって︑そこでは一人一人の子どもについて︑

である︒それは単に多くの文化内容︑とりわけ︑いわゆる

次に養護学校の教育は身辺自立︑社会自立をめざす教育

ということができよう︒

ばせることを重視する養護学校の教育は教育の原点である

的経験を重んじ︑この生活経験を通して︑生活の仕方を学

科学的に精密に調査︑研究し︑個性に即して適切な教育が
行われるのである︒
一

といわれる︒全くその通りであると思う︒今日では教育と

知識︑技能の伝達を中心とする教育ではない︒そもそも教

精薄児の養護学校の教育は︑しばしば教育の原点である

の教育をさしていることが多いようである︒しかし学校教

育の本来は単に知識︑技能の伝達を目的とするというより

いうと一般に︑学校教育︑とりわけ教室における教科中心
育の成立過程や教育の構造から考えると︑社会生活を共に
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り︑自然的︑社会的環境に適応して︑人間らしく生きるこ

は︑ジェイムズもいうように行動への傾向性の組織化であ

会的にも自立して︑自他ともに幸福によく生きることがで

見方︑考え方や生活の仕方を学ばせる教育︑個人的にも社

家庭や社会がその教育の本来を自覚し︑これらの共同生活

こうした家庭や社会における教育の充実を図るためには︑

ることのできる行動的人間を育成するところに教育の原点

を共にすることによって自然に得られる︒非形式的︑自然

きる行動的人間の育成をめざす教育を重視することである︒

があるといえる︒この意味においても自立的に生きる人間

的な人間形成作用の重要性を認識し︑こうした社会環境の

る︒換言すれば︑個人的にも社会的にも幸福に︑よく生き

の育成を重視する養護学校の教育は教育の原点であるとい

とのできる行為力の組織化を本義とするものであるといえ

うことができよう︒

によって︑画一的な人間の育成をめざすものではなく︑個

せようとする教育である︒教育は本来︑一斉の教授︑指導

人の子どもを︑その素質︑能力に応じて成長させ︑自立さ

につけさせる教育︑とりわけ具体的な生活体験を通して︑

である社会生活の具体的な経験を通して︑生活の仕方を身

とする学校教育の単なる延長となることを戒め︑その本来

また家庭や社会の教育が知識︑技能の伝達︑習得を中心

立つよう︑環境条件の改善に努める必要がある︒

影響作用が個人的にも社会的にもすぐれた人間の形成に役

性を重んじ︑個人の素質︑能力に応ずる指導によって︑個

日常のよい生活習慣を養い︑人間としての正しい生き方を

養護学校の教育はまた︑著るしい個人差をもった一人一

性豊かな創造的人間の育成をめざすところにその原点があ

学ぶ︑道徳教育の場となるよう心がけることが大切であ

ころに︑その本来性をもつといえるが︑現下社会の教育状

家庭や社会の教育はまた︑無意図的︑非形式的であると

る︒

ると考えられる︒養護学校の教育はこの意味においても教
育の原点であるということができる︒
｜一一

ひるがえって︑荒廃しているといわれる教育の現状を思

教育の場となることが望まれる︒そのためには︑家庭や社

ってはならないと思う︒必要に応じて︑意図的︑積極的な

会の成人は教育に対する理解や識見を深めるとともに︑熱

況から考えると︑それは単に無意図的な教育の場にとどま

う︒その一は教育を学校教育︑とりわけ教科中心の教育︑

この現状を反省し︑その改善に努めなければならないと思
知識本位の教育に偏して考えることを改め︑その本来であ

意と愛情をもって真正な教育にとりくむことが大切である︒

うにつけ︑われわれは改めて︑教育の原点に立ち帰って︑

る︑家庭や社会における︑共同生活の経験を通して︑物の
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ろに︑その特質をもつと言えようが︑それが単に︑抽象的

会化︑文化化し︑平和的な国家︑社会の発展をめざすとこ

を媒介として︑一人一人の子どもをその個性に即して︑社

意図的︑計画的な教育としての学校教育は社会的な文化

社会においては︑このような養謹学校の子ども達やその

生活に参加し︑その仕事を分担して真面目に働き︑できる

し︑他人に迷惑をかけず︑常によい人間関係を保って社会

一体の努力を続けている︒とりわけ︑自分のことは自分で

立をめざす教育︑の推進のために︑師弟一体︑学校︑家庭

教育について理解を深め︑彼等がそれぞれ適性な職場に受

限り自立的に生きることのできる人間の育成に努めている︒

け入れられ︑社会的な仕事を分担して︑幸福に生きられる

な文化内容の教授に偏して︑教育の原点を見失い︑生活を
ることを忘れてはならない︒すなわち学校においては︑い

通して︑正しい人間生活︑社会生活の仕方を身につけさせ
わゆる知識︑技能の教授・学習を主としながら︑それが実

よう協力することが切望される︒社会のすべての人々が平

加し︑自己の実現に努めるとともに︑社会共同の福祉の実

等に尊重せられ︑その資質︑能力に応じて︑社会生活に参

現に寄与することが民主的社会の道徳の大本であると考え

して︑よく生きる生き方を考えさせ︑実践させるように導
くとともに︑学校生活の全体を通して︑集団生活に適応し︑

際生活と遊離しないように心がけ︑常にこれを生活に生か

自覚的によく生きる習慣や態度を養わせるよう︑教職員一

られる︒

教育の観点に立って︑その生涯にわたる継続的な教育の計

精薄者の社会自立をめざす教育の立場から言えば︑生涯

体の指導が望まれる︒またこうしたよい生活の習慣や態度
を養わせるには家庭や社会との協力が必要である︒
四

に重度化する傾向があり︑ますます専門的なきめこまかい

なった︒これにつれて養護学校に学ぶ児童︑生徒はしだい

また職場を得た者に対しては︑職場生活に適応して︑楽し

育︑指導に意を用い︑具体的な施策を講ずる必要がある︒

いえば︑より積極的に社会人としての精薄者の継続的な教

その教育を継続する必要がある︒社会教育行政の見地から

業後のアフターケアーに意を用い︑同窓会活動等を通して︑

教育が要求されるようになっている︒しかし精薄児の養護

画と実践が要求される︒すなわち学校教育においては︑卒

学校では︑既述のように︑教育の原点といえる︑一人一人

くかつ能率的に働らくことができるよう︑適切な職場教育

昭和五十四年度から養護学校教育も義務化され︑精薄者

の個性に即したきめこまかい教育︑実際生活の経験を通し

現職教育が行われることが望まれる︒

も等しく︑小・中学部の教育を受けることができるように

て︑生活の仕方を身につけさせる教育︑身辺自立︑社会自
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一方また社会福祉行政も重要である︒不幸にして適当な

等の充実を図るとか︑その他の福祉施設を整備することな

点といわれる養護学校教育の一層の充実発展と精薄者の福

︵ＩＹＤＰ︶と定められている︒この機に臨み︑教育の原

今年は完全参加と平等をテー一︑とする︑国際障害者年

して︑その目的の達成に努めることが大切である︒

ど︑精薄者に対する多面的な福祉政策の増進が求められる︒

祈るしだいである︒︵帝京大学教授東京学芸大学名誉教授︶

祉の増進とともに︑その基盤としての道徳の向上を心から

職場を得ることの困難な者に対しては︑公共の福祉作業所

そしてこうした︑社会の教育政策︑福祉政策に対しては︑

今日わが国の心身障害児教育はかなり整備されてきたが︑

、 0 ノ

目的等について︑関心と理解を深め︑積極的にこれに参加

その発展の源流は京都と東京にあった︒京都では明治八年

／ 穴 、

精薄者自身も︑またその家庭もこれら社会の方策の意義や

心身障害児教育とそれに関する理解

大川原
近年︑心身障害児︵者︶に対する社会の理解と認識はか

こうという精神だけはうかがわれる︒

なり高まってきている︒特に今年は﹁国際障害者年﹂とい

始され︑これが同十一年発足の京都盲唖院︵現在の京都府

待賢小学校において古河太四郎によって一聾児の教育が開

一はじめに

うことで︑国及び地方公共団体等においては︑教育︑福祉︑

津田仙︑中村正直︑岸田吟香︑古川正雄らは﹁楽善会﹂を

はやはり明治八年宣教医フォールズ︑ポルシャルトと共に

立盲学校︑同聾学校︶へと発展した︒また︑東京において

置づけられたのは︑一般の教育と同様に明治五年の﹁学制﹂

九年山尾庸三が会長に就任し︑同年楽善会訓盲院として東

組織して訓盲所の設立を企図した︒この﹁楽善会﹂は明治

京府の認可を得︑また︑明治天皇から金三千円也が下賜さ

ルベシ﹂という字句が見られるだけで具体的な記述は何一
つないが︑欧米先進国にならってこの教育を将来考えてい

に始まっている︒しかし︑この場合は﹁ソノ他廃人学校ア

わが国において︑近代学校制度の上で障害者の教育が位

く推進されつつある︒

医療等の各分野において︑心身障害者に対する施策が数多

潔

ー

の基盤を固めていった︒同校は明治十八年文部省直轄とな

書・教具等の作成︑教員の確保等近代的学校教育への発展

であるが︑その間山尾の尽力により洋風校舎の建築︑教科

れた︒同院が実際の授業を開始したのは明治十三年のこと

生徒に対して︑特別に配慮された教育条件︵制度︑施設・設

など︶の下においては︑学習することが著しく困難な児童

育条件︵一般の小・中・高校における通常の教育施設︑教育方法

など︶にハンディキャ・ツプを負っているために︑普通の教

考︑言語︑情緒など︶の面︑あるいは身体面︵Ｈや耳や手︑足

る︒

備︑教育内容・方法など︶において行われる教育のことであ

り︑現在の筑波大学附属盲学校及び大学における心身障害
ほか制度面でも欧米を範として障害者の社会自立のための

教育の研究並びに教育組織へと発展している︒山尾はこの

この特別に配慮される教育条件の一つとして盲学校︑聾

対象とし︑また養謹学校には三種類のものがあり︑それぞ

学校︑養護学校と特殊学級の制度がある︒盲学校は盲者

れ精神薄弱者︑肢体不自由者及び病弱者︵身体虚弱者を含む︶

教育の基盤作りに努力している︒この山尾が障害児教育へ

英し︑工学を修めた︒伊藤・井上は学半ばにして帰国した

を対象としている︒また︑特殊学級は小︑中学校等に置か

︵強度の弱視者を含む︶︑聾学校は聾者︵強度の難聴者を含む︶を

が彼はなお留って造船技術を学んでいた︒このころ当地に

れる障害児のための学級で︑その種類として弱視︑難聴︑

った︒彼は伊藤博文・井上薫らと共に幕末に禁を犯して渡

あっては聾者がりっぱな造船技師として活躍している姿に

の理解と関心を持つようになったのは次のような理由があ

強く感動した彼は帰国して工学頭に任ぜられるや︑明治四

盲︑聾︑養護学校はそれぞれ幼稚園︑小学校︑中学校ま

たものがある︒

たは高等学校に準ずる教育を施すとともに︑併せてその欠

精神薄弱︑肢体不自由︑言語障害︑情緒障害等を対象とし

頒布の前年である︒一方京都における古河の場合は独創的

教育を国家の事業として推進すべきことを要請した︒学制
な教育方法を数多く開発して障害児教育を実践面から支え

いる︒︵学校教育法第七十一条︶そして︑それぞれの学校には

陥を補うために必要な知識技能を授けることを目的として

年太政官に盲唖学校設立に関する建白書を提出して障害児

ている︒このほか多くの先覚者によってこの教育は開拓さ

中︑高校と同様の教科︵障害の種類︑程度によっては特別の措

幼稚部︑小学部︑中学部︑高等部が置かれ︑一般の幼︑小︑

れてきたが︑常にその背景にあるものは深い人間愛と障害
者を正しく認識し評価したところにある︒

置が講じられる︶や道徳︑特別活動によって教育が行われる

二心身障害児教育とは
心身障害児教育とは︑種禽の原因によって精神作用︵思

ウＪ

︑ノ
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育的に価値の高いものであることが認識されてきた︒次の

る︒一方︑一般の児童生徒にとっても︑この交流教育が教

養護・訓練というのは︑児童生徒が心身の障害に基づく

作文は筑波大学附属小学校二年生の児童が︑同附属盲学校

ほか︑﹁養護・訓練﹂という特別な指導領域がある︒

種点の困難を克服し︑社会によりよく参加していくために

児童と交流した後の感想の例である︒

のです︒﹁かわいそうだね︑サッコ・﹂なんて︑いってたら︑もう

ぎながら︑いるのを見ると︑なぜか︑きゅうに︑じ−んと︑くる

こたえが︑﹁かおるちゃん﹂なんて︑いいながら︑手と手をつな

ません︒その時︑ある女の子が︑﹁あきらくん﹂なんて︑いって︑

ません︒それに︑いま加奈子がやっているように︑字だって書け

んじないし︑テレビだって見れないし︑マンガや本だって︑よめ

たとえば︑食べ物だって︑においだけじゃあまり︑おいしくか

いあります︒

どういうところが︑かわいそうなのか︑書いてみると︑いっぱ

て︑神さまにかんしやしています︒

加奈子は︑右目１．５︑左目１．２の︑よく見える目をもらっ

お話ししたり︑いっしょに︑おいもを食べたりしたからです︒

ょうは︑とてもかわいそうな︑目の見えない子と︑いっしょに︑

てもだいじなくんきょうだったと思います︒だって︑そのべんき

曜日なのに︑きょうは︑六時間目まであったからです︒でも︑と

かというと︑一しゅうかんに五時間目まである日は︑火曜日と金

きのうの火曜日は︑とても象じかいような気がしました︒なぜ

筑波大学附属小学校二年三原加奈子

﹁目の見えない子﹂

必要な知識︑技能︑態度及び習慣を養い︑もって心身の調
和的発達の基盤を培うことを目標としている︒その内容は︑
﹁心身の適応﹂﹁感覚機能の向上﹂﹁運動機能の向上﹂﹁意

思の伝達﹂によって構成され︑障害の種類︑程度に応じて
具体的な内容が選択される︒例えば盲︑弱視児には感覚訓
練や歩行訓練︑聾︑難聴児に聴能訓練や言語指導︑肢体不
自由児の機能訓練をまた︑精神薄弱児に対しては身辺自立
や日常生活指導等に重点が置かれている︒

三心身障害児教育の動向
前述のように山尾庸三は障害者と親しく接することによ
って人間の価値を認識し︑生涯この教育の発展に尽力した︒

最近︑心身障害児を教育するに当っては︑可能な限り一般
の児童生徒と交流させる機会を作る努力がなされている︒
これを﹁交流教育﹂と呼んでいる︒

これまで障害児教育と言えば︑とかく障害児だけの集団
のなかで行われる傾向が強かったが︑将来の社会参加をよ
りよくするためには︑盲︑聾︑養護学校等において心身機
能の開発や基礎学力の向上に努めるとともに︑経験を広め︑

社会性を養い︑好ましい人間関係を育てるうえでこの交流
教育がきわめて有効であることが確認されてきたためであ
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夕がたに︑なってしまったのです︒

三おわりに

で約一︑六九二万人で︑このうち一・一％に当たる一八一︑

わが国の全学齢児童生徒数は昭和五十五年五月一日現在

るようになりますように︑それが︑加奈子から︑神さまへの︑お

でも︑ほんとうに︑あの子たちが︑いつかきっと︑Ｈが︑見え

ねがいです︒おわり

で教育を受けている︒また︑これらの心身障害児を教育す

三六九人が盲︑聾︑養護学校または小・中学校の特殊学級

盲︑聾︑養護学校や特殊学級に就学している児童生徒の

最高水準のところにある︒

人となっているが︑わが国の義務教育就学率はまさに世界

○学級が用意されている︒就学猶予・免除者は二︑五九四

るために盲︑聾︑養護学校八三五校︑特殊学級二一︑○六

皿月皿日水眼日

また︑静岡市立西豊田小学校の父兄は︑交流教育の意義
について次のように述べている︒
﹁今日の授業参観の時には︑盲学校のお友だちも一緒に︑誕生

ｌ今朝︑出がけに言った子供のことばに︑期待とそしてち醗

会をやるんだよ︒楽しみだなあ︒﹂

食費︑②交通費︑③寄宿舎居住に伴う経費︵寝具・日用品

保護者に対しては︑就学に必要な諸経費のうち︑①学校給

て︑保護者の負担能力に応じて︑その全部または一部を支

等購入費︑食費︶︑修学旅行費︑④学用品購入費等につい

ところが︑不安どころか︑二人のお友達とクラスのみんなは︑

っびり不安も加えた気持ちで参観に出かけました︒

すっかりうちとけあって︑大人が思うような︑不安もわだかまり

まだ多くの問題が残されている︒例えば︑かつて盲人の適

育終了後の後期中等教育あるいは職業的自立の面ではまだ

決して諸外国に劣っているとはいえない︒しかし︑義務教

このようにわが国の障害児教育は制度的︑行財政的には︑

給するようになっている︒

もみじんもなく︑みんな一様に楽しんでいました︒そして︑一生
けんめい歌をうたい︑自分で作ったお誕生カードを大声でよんで
手渡している姿を見た時︑思わず胸があつくなりました︒そして︑
につながっていくのでは⁝⁝と︑身をもって体験しながら優しい

子供達同土の思いやりのあるいたわりは︑自分自身の心の大きさ
心を育てていくことができる唯一のものだと思いました︒盲学校

との交流教育ｌこれからが楽し象です．

よって締め出されたり︑盲人にとって十分可能と認められ

ッサージ・指圧やはり・きゅう︶の職域が︑一般の業者に

職とされ︑また︑その発展に尽してきた理療︵あんま・マ

うになれば︑障害児に対する誤解や偏見もなくなり︑人間

る職種の開拓をその業種団体がこれを阻止するというよう

このような交流教育がごく自然にどこででも行われるよ
の価値を尊ぶ平和な社会作りにつながっていくものと思う︒

（9）

全体の問題として考えていかなければならない︒かつて古

な事態すら一部には見られる︒障害者に対する理解は国民

と言えるのではないだろうか︒︵筑波大学学校教育部教授︶

があらゆる面において社会参加が認められてこそ文化国家

の対象とした時代が長く続いてきた︒現代において障害者

長世

こうして︑善意の人灸の描いている虚像はますます拡大
されて︑ついに一人歩きを始める︒こうなると︑現実の対

ｚ︾○

代ギリシャ︑ローマにおいては障害者は社会的存在を否定
され遺棄︑虐待されたり︑多くの社会において噸笑と迷信

国際障害者年に際して
ｌ誇り高き障害者を求めてＩ

例年催される歳末助け合い運動や︑各地で行われたチャ
リティショーに寄せられる募金額の発表を耳にするたびに︑
社会の善意を素直に信じたいと思う︒

筆者は︑こうした背景が︑助け合い運動の中にひそんでい

象者を︑虚像の枠の中でしか︑考えられなくなってしまう︒

相互扶助という︑善意の交換を意味するはずであるが︑募

しかし︑人間とは愚かな動物であって︑いだいた善意が︑

金に応ずる大多数の人々は︑弱者に献げる一灯としての救
出する時の心情は︑常に︑対象となる善意の弱者を頭に描

大きければ大きいほど︑それを裏切られた時の怒りや︑軽

ちは毛頭ない︒

いているのが︑普通である︒従って︑その時の弱者は︑現

るとしても︑寄せられる人々の善意に︑けちをつける気持

実の実像ではなく︑善意の人為が︑自由に創作した虚像で

はずはないが︑事実と創作との間の落差として理解する余

自分が︑自由勝手に創作した虚像が︑実像と同じである

るために︑弱者の善良さ︑誠実さ︑勤勉さ︑清貧さ︑困窮

裕よりも︑むしろ終生消すことのできない︑軽蔑や︑差別

ある︑ということができる︒時には︑救済運動をもり上げ

蔑は大きくなるものである︒

済金であることを︑疑う者はないだろう︒この救済金を拠

しかしよく考えてゑると︑助け合い運動ということばは︑

上

さなど︑さまざまの要素を増幅して︑紹介される場合もあ
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村

の意識を定着させてしまう場合の方が多かろう︒

弱者も平凡な市民であれば︑ずるさも︑倣慢さも︑卑劣
さも︑人間誰もが共有する弱点をひめていることは︑当然
のことであろう︒しかしそれは︑善意の弱者として描いた
姿とは︑ほど遠いものであるのが普通である︒
一般に︑善意の社会では︑弱者ということばが︑独特の

響きを持つようである︒そのために︑弱者の集団として容
り︑誰もが︑抵抗や批判することのできない︑聖域化への

認された時点で︑憐れ糸や同情に武装され︑巨大な力とな
道をたどる場合もある︒障害を持った児童︑生徒がこうし
た甘えの中ではぐくまれたとしたら︑社会への完全参加な
また一方では︑社会の善意が︑次第に影をひそめて︑人

どは︑とうてい期待できない︒

之の心の奥深く︑不快感や差別意識が拡大して︑世の中は
ますます︑酸素不足の息苦しいものに変わってしまうだる
畠ノＯ

今年は︑国際障害者年の幕明けで︑今後十年間にわたっ
て︑息の長い事業になると思うが︑各種事業や記念行事が︑

らないことを︑祈らずにはいられない︒この記念すべき年

弱者に対する︑単なる救済や同情をかきたてる結果に終わ
にこそ︑日本の障害児︵者︶対策の流れの中に立ち止まっ
て︑新しい歴史の方向を見定めなければならない︒

障害者は︑その障害の程度や質において多様である︒従

って︑その福祉の対策も︑それぞれの条件を明確にして︑

取り組まなければならないだろう︒

福祉ということばは︑大変耳ざわりのよいことばである

が︑そんな甘いものではなく︑生活自立や社会自立への︑

厳しい適応対策であるはずである︒そう考えると︑社会生

るものである︒しかし︑日本の福祉対策は︑この点が極め

活を進めるうえでの権利や義務を共有することが期待され

障害者の納税義務の減免措置などを例にとってもそうで

てあいまいになっている場合が︑多いようである︒

であるはずなのに混同されていると思わざるを得ない︒こ

あるが︑納税の国民的義務と︑経済的援助とは︑元来別個

の発想の根には︑障害者イコール経済的貧困という︒︿ター

ンの中で︑物事が処理されている︒これは︑障害者の社会

国際障害者年がめざす︑社会への完全参加と平等という

的地位に対する偏見以外の何ものでもなかろう︒

目標は︑障害者にとって︑甘いハラ色のものではなく︑障

害者自身の生きざまの問い直しをすることであると︑受け

国際障害者年の記念すべき事業が︑成功するかどうかの

止めなければならないと思う︒

岐点は︑障害者自身が︑どのような歩承方をするかという

このように考えてみると︑今後の障害児︵者︶教育にも︑

点に置かれていると思う︒

新しい見直しが必要になってくる︒筆者が︑現在取り組ん

（11）

でいる盲教育について考えて糸ると諺たとえば︑盲児は多
くの場合︑電車や幸ハスの中で︑席を譲られる場合が多い︒

そして誰もが︑このことを少しも不思議とは思わない︒し
かし︑肢体に不自由のない盲人に︑座席の優先権はないの
は当然であるが︑いつかそのことも忘れられて︑あたかも
当然のように思いこんでしまう︒こうして︑自立するため
の強さとは反対に︑甘えて生きる弱者意識だけが︑心の底
にいすわるようになるのではなかろうか︒

厳しい社会の中で︑障害を持って生きていくということ
は︑健常児以上の忍耐と強さが要求されることであること
は︑容易に想像のできることである︒盲人であるからこそ︑

人の会話の中で︑話声の顔を判断する能力︑社会のルール
に対する折りめ正しい適応の技術︑不満や欲望に耐える自
己との闘いなど︑弱者意識から︑たくましく脱却しようと
為は︑共に生き︑共に語り合う隣人としての理解を︑実感

する︑彼ら自身の闘いがある時にの象︑社会の善意ある人
するであろう︒

つまり︑障害者への理解とは︑彼らに何を提供し︑何を
してやったか︑ということではなく︑彼らに何をさせ︑ど
のように参加させるかという点に︑傾斜をかけることであ

ると思う︒︒

筆者は︑盲教育をすすめる中で︑常に︑美しいことば使
い︑折りめ正しい品位ある態度など︑誇り高き盲人への道

を歩ませたいと願う︒障害者厚物ほしげな卑届さや垂不

平︑不満や︑欲望だけをたたきつける心の貧しさがうごめ

るような気がしてならない︒

く限り︑平等や完全参加への道は︑ますます遠いものにな

こうした意味で︑国際障害者年の歴史的事業を考える時︑

今︑教育は︑家庭は︑行政は︑そして障害者自身は︑何を

すべきかというそれぞれの方向が明らかになり︑国際障害

者年は︑障害者にとって︑虚しい宴としてではなく︑現実

︵神奈川県立盲学校長︶

の手ごたえとして︑近づいてくるように思われてならない︒

精神遅滞者権利宣言︵抄︶

国連総会決議

利を有する︒

○精神遅滞者は︑最大可能なかぎり︑他の人々と同等の諸権

に従事する権利を有する︒

○精神遅滞者は︑経済的保障および相当な生活水準を享有す
る権利を有する︒また︑生産的労働をおこない︑あるいは
自己の諸能力の最大可能な程度に︑その他の有意義な仕事

○可能な場合はいつでも︑精神遅滞者はその家族または保護
者とともに生活し︑さまざまな形態の地域社会の生活に参
加すべきである︒精神遅滞者がともに生活する家族は援助

一九七〒二一・二○Ｉ

を受けるべきである︒︵七条中三条略︶
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︹資料︺１

加肌諸国と︑政府と非政府の国際諸組織

る︒

の参加を保障すべきニードが存在してい

④非常に数多くの障害者が戦争その他の

国間の協力を継続し再強化する必要を強

留意して︑国際年は世界平和のための諸

形態の暴力の犠牲者であるという事実に

全体的発展と深くかかわっているので︑

③障害者の諸問題の解決は国内レベルの

一九七九年第誕回国連総会決議

国際障害者年行動計画

と指導原則

Ａ序文ｌ勧告のための概念上の枠組承

のための適切な国際的諸条件の創造に大

ついて一般の人々の理解を増すことにあ

ということと︑それがもたらす諸問題に

⑤阿際年の亜要なⅡ的は︑障害とは何か

である︒

障害者の﹁全面参加﹂︑および︑かれら

きく依存している︒したがって︑新国際

る・今日の多くの人為は障害ａ菌巨ご︶

調する機会として適切に川いられるもの

の社会における他の市民と等しい生活諸

経済秩序の確立は国際年の諸目的の実施

を物理的移動上の制限に等しいものと考

この諸国のより早い社会的︑経済的発展

条件を意味する﹁平等﹂の目標の実現︑

に直接関連している︒今日︑世界では約

えている︒しかし障害者は同じ質のグル

発展途上諸国のそれらの諸問題の解決は︑

また社会的経済的発展による生活諸条件

四億五千万の人為が障害者であり︑その

ープを形成しているわけではない︒たと

かれらの生活する社会の発展にたいする

の改善の平等の享受などを促進すること

のと推定される︒それゆえに国際年にか

大多数が発展途上諸国で生活しているも

rlQ，

①国際年の目的は︑障害者の社会生活と

いかんにかかわらず︑すべての国で共通

である︒これらの概念は発展のレベルの

害者︑粘神逓滞者と緒神的病人︵日のロ且︲

えば︑ろうの人為と聴覚障害者︑視覚障

ご皇︶︑移動に制限をもつ人々︑さまざ

かわる諸活動の多くの部分はこれらの諸

まな医学上の損傷をもつ人冬はそれぞ

の問題として︑また共通の緊急性をもっ

とすべきことは当然である︒国内的︑地

国の障害者のための諸条件の改善を目的
域的︑国際的レベルにかんする相互的︑

諸問題を有する︒

れに異なる解決を必要とするさまざまな

て適用されるべきものである︒

とらえ開発のすべての諸側面を考慮すべ

②障害者の諸問題はそれらを全体として

シェクトにより多くの場所をあたえるべ

多角的開発計画の枠内でこの分野のプロ

冨胃ョの貝︶と︑その損傷による機能的制

⑥個人に具わる損傷としての障害︵旨︲

きである︒しかし︑高い優先順位をもつ

きである︒このようなプロジェクトは国

多くの諸問題と不十分な手だてや資源の
点で︑発展途上諸国が障害者の諸問題の

る︒国際年の計画の採択と実施のなかで

内開発戦略の全体の一部をなすべきであ

限である障害︵号煙巨ご︶と︑その障害
ったことを銘記すべきである︒

解決に必要な資源を得ることができなか

、 上 写 ノ

ャップ︵言且冒冨︶とのあいだには区別

の社会的結果としての障害Ⅱ︿ンディキ

きである︒障害者のための諸条件を改善

特別の困難をもつ普通の市民と見なすべ

その普通の人間的ニードを満たすうえで

るすべての事項について有益な協議をお

者の諸組織は︑障害者の諸権利にかんす

︵ｘｘｘ︶の第一二項にしたがって︑障害

⑨障害者権利宣言を含む総会決議望亀

こなうであろう︒国際年の重要な目的は︑

する行動は社会のあらゆる部分の一般政

政策決定機関の作業および社会一般の運

すべきである︒

る︒それは国内改革計画と国際協力のた

策と計画化の全体の一部をなすべきであ

営に積極的に参加するためのかれらの権

があるという事実の確認を国際年は促進

の関係と見なすことがはるかに建設的な

⑦障害︵臼の画巨ご︶を個人とその環境と

めの通常の計画の一部をなすべきである︒

かになりつつある︒個人の日常生活にた

は具体的な方向性をもつべきであり︑し

⑧国際年のあいだにおこなわれる諸活動

一⑩国際年は地方的︑国内的︑地域的︑国

し自身の組織化を奨励することである︒

ることが可能となるように障害者にたい

⑪国際年いたるなかで得られる経験は長

原則の実現に貢献すべきである︒

利を保障し︑かれらの見解を有効にのべ

いする損傷の影響を決定する大きなもの

の活動の重要性を考慮して第一次保健ケ

たがって社会的人道的立場からのこの種

アプローチであることがしだいにあきら

として環境があることは経験のしめすと

ア︑リハビリテーション︑予防に力をい
の︑障害の重さを大きく減少させることを

れるべきである︒とくに︑障害の数とそ

期行動計画の採択につながるであろう︒．

てすべての身体的︑精神的能力︵奇︒三・

ころである︒社会は全般的にいぜんとし

際的レベルの行動計画によって上記の諸

いる︒社会は︑すべての人々のニードに

号の︶を十分に有する人々にのみ応じて

存在しているからである︒

社会が可能とするような方法と手だてが

︵以下略︶

ければならない︒社会は︑その一般的な

総会は

国連憲章において宣言された人権と基本

諸国の誓約に注目し︑

めの共同および個別の行動をとるとの加盟

国連総会決議

国連憲章のもとにおいて︑国連と協力し

的自由にたいする信念︑ならびに平和︑人

障害者権利宣言︵一九七五・一二・九︶

︹資料︺２

適切に応えることをいぜんとして学ばな
物理的環境︑社会と保健のサービス︑教
的︑社会的生活を全体として障害者の利

育と労働の機会︑スポーツをふくむ文化
用できるものにする義務を有する︒この

成員を閉め出す社会は貧しい社会である︒

会の利益にもなることである︒数多くの

．社会的進歩と開発の諸条件を促進するた

つつより商い生活水準︑完全一展用︑経済的

ことは障害者の承ならず全体としての社

るニードをもつ特別の人をとしてでなく︑

障害者は︑地域社会の他の人左とは異な
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間の尊厳と価値および社会正義の諸原則に

いえないことに注意を払いや

評易○易︶権利宣言の諸原則︑ならびにＩＬ

宣言︑精神遅滞者︵目ｇ国辱閃①冨匙＆

世界人権宣言︑国際人権規約︑児童権利

語は︑先天的か否かにかかわらず︑身体

①﹁障害者﹂︵島切画匡乱月Ｈｍ︒目︶という用

・国際的行動を要請する︒

て用いられることを保障するための国内的

利を守るための共通の基礎および指針とし

呉冨①ロ国辱

利宣言﹂︵牙①ロのｏ宮島○目○口吾の観客許︑

政治的諸権利を有する︒﹁粘神遅滞者権

ることができる権利を意味する︒

常のかつ十分満たされた相当の生活を送

のことは︑まず第一に︑可能なかぎり通

の市民と同等の基本的権利を有する︒こ

質諺程度のいかんにかかわらず︑同年齢

Ｏ︑ユネスコ︑ＷＨＯ︑言一セフその他の

的ないし精神的な能力における損傷ａ①︲

この障害者権利宣言を発布し︑その諸権

関係諸機関の規約︑条約︑勧告︑決議にお

津ａｇｏどの結果として︑通常の個人と

条は︑精神的障害者のこのような諸権利

対する信念を再確認し︑

いて社会進歩のためにすでに定められた諸

社会の両方がそれぞれの生活の必要を満

障害の予防と障害者のリハビリテーショ

分的にできない人のことを意味する︒

たすことが︑自分自身で完全にまたは部

のいかなる制限または排除にも適用され

⑦岳ａａＦ扇○口の︶の第七

③障害者は︑他の人女と同等の市民的︑

基準を想起し︑

ンについての一九七五年五月六日の経済社

利は︑いかなる例外もなく︑また︑人種︑

るすべての諸権利を享受する︒この諸権

②障害者は︑この宣言においてしめされ

資格がある︒

とができるよう構成された施策を受ける

⑤障害者者は︑可能なかぎり自立するこ

﹀ＱＯ

会理事会決議一九二一Ｆく昌己をもまた
想起し︑

社会の進歩と開発にかんする宣言が身体

発達させ︑かれらの社会への統合または

⑥障害者は︑その自力や技術を最大限に

的・精神的に不利な立場にある︵ｇの匙く目︲

皮府の色︑性︑言語︑宗教︑政治上もし

再統合をおこなう過程を促進するような

くはその他の意見︑国もしくは社会的身
分︑貧富︑出生または障害者自身もしく

学的・心理学的・機能的治療︑医学的・

諸権利︑つまり義肢・補装具をふくむ医

国帰ｅ者の諸権利を保誰し︑その福祉と
言したことを強調し︑

はその家族の置かれている状況にもとづ

社会リハビリテーション︑教育︑職業教

育︑訓練とリハビリテーション︑援助︑

ービスを受ける権利を有する︒

カウンセリング︑入所措置︑そのの諸サ

⑧障害者は︑その人間として尊厳が尊重

者に供与される︒

く区別ないし差別もなく︑すべての障害

リハビリテーションを保障する必要性を宣
身体的・精神的障害を予防し︑障害者が
最大限に多様な諸活動の分野において︑そ
の諸能力を発達させることを援助し︑でき

される生まれながらの権利を有している︒

るかぎり通常の生活へのかれらの統合を促

島︒§ぬ︶と障害ａ菌匡冨の︑︶の原因︑性

障害者は︑そのハンディキャップ︵言ロ・

進する必要性に留意し︑

特定の諸国では︑開発の現段階において

⑦障害者は︑経済的社会的保障を受け︑
は︑この目的のために限られた努力しか払
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て保障を受け︑または有益で生産的かつ

害者は︑その能力にしたがい︑雇用され

相当の生活水準を保つ権利を有する︒障

ても︑そこでの環境および生活条件は︑

門施設に入所することが絶対必要であっ

・な扱いをまぬがれる︒もし︑障害者が専

善するため必要である場合以外︑差別的

要であるかまたはその状態に由来して改

れた場合には︑その適用される法的手続

ばならない︒

には︑それらを受けるようにされなけれ

同じ叫びを感じるのでした︒

子の後姿を見送りながら︑私の心の中にも

晩秋の昼下りの雑踏の中に消えて行く女の

だその声がいつまでも余韻を残しました︒

ぼるような声で﹁気をつけてね／・﹂と叫ん

子に︑口の不自由な友達がバスの窓からし

新宿歌舞伎町で降りた半身が不自由な女の

同じように楽しげにしゃべっていました︒

︵〃ページよりつづく︶

れるべきである︒

あらゆる適切な手段により十分に知らさ

この宣言にふくまれる諸権利について︑

⑬障害者︑その家族および地域社会は︑

るものとする︒

すべての事項について有効に協議を受け

⑫障害者団体は︑障害の諸権利に関する

考慮されるべきである︒

な性質をもつ︑あらゆる搾取あらゆる規

⑩障害者は︑差別的︑侮辱的または下劣

ったものであるべきである︒

同年齢の通常の生活に可能なかぎり似通

もし︑障害者にたいして訴訟が起こさ

参加する権利を有する︒

報酬を受ける職業に従事し︑労働組合に

きは︑かれらの身体精神的状態が十分に

⑧障害者は︑経済社会計画のすべての段
階において︑その特別のニーズが考慮さ
れる資格を有する︒

もに生活し︑すべての社会的活動︑創造

⑨障害者は︑その家族または養護者とと

⑪障害者は︑その人格および財産の保護

るものとする︒

則そしてあらゆる取り扱いから保護され

加する権利を有する︒障害者は︑その居

のために適格なる法的援助が必要な場合

的活動またはレクリエーション活動に参

住にかんするかぎり︑その状態のため必

野口明文集四六版三九四頁
日本弘道会刊謬論一︑○○○円送料三○○円
第七代日本弘道会長・侍従職・最後の旧制第二高等学校長・初代
お茶の水女子大学長など多彩な経歴の野口明先生が︑主として本
会機関誌﹁弘道﹂に執筆された警世の論説・人生観・芸術論を集
めて一本としたもの︒

︵都会員︶
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国際障害者年
におもう

だけ力づけられ︑慰められるでしょうか︒

喜びや悩みを分かち合うことによってどれ

がします︒現代社会では人の輪が大切にさ

で問いかけてくる言葉に根気よく答えてい

勇気を出して外に出て歩く障害者は全体の

れています︒様々な難病に苦しむ人達がそ

る若いお母さん等︑あらゆる障害を持つ老

数から見ればまだ氷山の一角と云えるかも

常に申訳けないような気がしてなりません︒

新宿西口から畳ハスに乗ると︑いつもと同

いつも身の引きしまる思いがします︒人間

若男女の姿をセンターの内外で見るにつけ︑

を差別することなく一般社会の中に受け入

知れませんが︑兎に角︑国を挙げて障害者

者としてそのセンターの門をくぐることが

じ親子が乗って来ました︒中年の母親に連

本来持って生まれた機能を失うことの不自

れようと呼びかけているのですから︑昔か

れぞれの会を結成して病気の原因究明や経

れられた青年の年齢は二十五︑六歳︑或は

由さ︑精神的苦痛は想像を絶するものがあ

ら見ると日本は福祉の面でも欧米並拳に進

目の不自由な子供に何かと周囲の物に触れ

三十歳位でしょうか︒かなり重度の脳性麻

ると思いますが︑自分たちの障害を直視し︑

ありますが︑人間互いに共通のものを持ち︑

蝉で一時も静止することなく顔や手足がひ

自らの生活を切り開いて行くべく︑緒一杯

んで来たと言えるでしょう︒

済援助を要求するために動くということも

きつって︑︲その細い身体と青白い顔に若さ

生きようとしている方達に︑私は心の中で

させ︑その物を教えているお母さん︑耳の

を感じさせるものはありません︒母親の力

﹁頑張って／・﹂と声援を送りたくなるので

不自由な子供が普通では理解しにくい発音

を借りてバスの乗り降りや歩行が辛うじて

す︒

西村菊子

出来るその青年と母親の姿にはいつも一体

て︑時には明かるい笑顔で息子さんと話し

しょう︒しかし︑現実をしっかり受け止め

ら⁝⁝﹂と思い悩むこともしばしばあるで

うな若者の姿を見て﹁わが子も健康だった

ループを見ますが︑どの顔も意外と明かる

達︑障害児を持つ親同志と︑いろいろなグ

す︒歩行訓練をしている人達︑車椅子の人

ことは︑障害者の間に連帯性があることで

このセンターに通うようになって感じた

るのでないでしょうか︒

ない障害者差別の壁を取り除くことができ

のような心を持つことによって︑目に見え

とならなければとつくづく思うのです︒そ

帯感を持ち︑喜びや痛象を分かち合うもの

私は健常者も障害者と同じ人間としての連

障害者の社会参加ということを考える時︑
︑︑︑︑︑︑箔︑︑︑︑︑︑︑︑

感がありますが︑お母さんは周囲の元気そ

ている姿は私の目に何か崇高なもののよう

いう思いが人間にとっていかに大きな救い

苦しんでいるのは自分ひとりではない︑と

︵旧ページへつづく︶

そうな人達でしたが︑男女共に一般学生と

と乗り合わせました︒歩行や会話が不自由

ある日の帰りのバスで数人の若い障害者

その二人が通う身心障害者センターに週

となり︑励みとなることがわかるような気

に映ります︒

一回︑ボランティアの仕事で私が通うよう

く︑仲間を持つことの素晴しさを感じます︒

になって早︑三年半近くなりますが︑健常
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｜

ウコギ連想

鈴木勲

というのが鈴木先生の信念であり︑送って

て勉強するように生徒を指導することだ︑

だが︑市民の発想による晋一−クな地域社

北︑最上川と朝日連峰の間に広がる小都市

ょう﹂と約束してくれた︒長井市は米沢の

会づくりをめざしており︑新しい地域の文

頂いた論文集﹁真理と信仰﹂には︑この教
育観が力強く述べられている︒

一杯に仕入れることができた︒

ゴミ︑ミズ︑ウルイなどの山菜をリュック

を踏んだ︒帰りには︑小国駅前の店で︑コ

れて汽車に乗り︑飯豊山の梅花皮沢の雪渓

私は︑一昨年の連休は︑浪人の息子を連

とクルミの実とともに細かく刻んで温かい

る︒この若芽をさっとゆでて大根の味噌演

東北では︑早春この若芽を摘んで食用にす

場合は︑備荒の意味もあったであろうが︑

を造らせたという故事を思い出した︒この

老の直江兼続が藩士に命じてウコギの垣根

杉景勝が会津から米沢に移封された時︑家

ものである︒慶長の昔︑西軍に加担した上

当たらなかったが︑私の永らく探していた

とそれがウコギであった︒小国駅前でも見

青い芽を吹く小潅木を見つけ︑摘んでみる

株が届けられた︒この春はすっかり根づい

動がある︒

同じ置賜地区の長井市では新しい文化の胎

現代文明の在り方を啓示している︒しかも︑

した︒田園都市構想より遥かに早く力強く︑

い文明が起るであろう﹂という一文を発見

の夢である︒我らの夢の実現する時に新し

農民に高い教養を持たせるというのが我ら

のない人食が居る為ではないか︒鍬を持つ

深く考えることの出来る田園には考える力

が深く考えることの出来ない都会に居り︑

﹁日本の文化に創造性のないのは指導者達

鈴木先生の﹁真理と信仰﹂を読んでいて

れた﹁土と祈りの青春﹂は︑この学園のル

ある︒去年の四月︑ＮＨＫテレビで放送さ

飯にふりかける︒これを盛岡辺りではホロ

て小さな葉が出はじめた︒ホロホロをつく

化の創造にかける斎藤市長の夢は大きい︒

ポだが︑物質文明と成績主義の風潮に抗し

ホロという︒都会に住んで久しく︑家人の

小国から米沢に出て︑汽車の待合時間を

て︑自然の中で祈りかつ労働しつつ学ぶ若

語るこのホロホロは私にとって長く幻の味

利用して︑街を歩いた︒路を人家の垣根に

者の姿は︑深い感動を誘うものであった︒

れるのも間もなくであろう︒

今年の連休は︑遠出をやめて公園などで

校長の鈴木弼美︵すけよし︶先生は内村鑑

のウコギが手に入ることになった︒昨年の

覚であった︒ところが︑ふとしたことでこ

かいらぎ

三月︑長井市に招かれ講演した後︑斎藤市

この小国町には︑基督教独立学園高校が

もある機縁で何度かお目に掛ることができ

は雪の下ですが︑そのうち送ってあげまし

長と懇談している席でこの話が出て︑﹁今

︵本会理事・文部省官房長︶
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家族連れで過ごす人が多かったようだ︒

三の教えを受け︑若き日に伝道を命ぜられ

た︒今の教育を救う道は︑受験準備教育を

その秋斎藤市長から約束どおりウコギの

た小国の地に永住しこの学校を建てた︒私

やめることだ︑学問の貴さ面白さが分かつ

寸

西村

さすが

描写されているが︑読翠進むに従って︾

﹁流石は政宗こそ稀れにみる︑平和時代の

た﹂と伝えられたのも偽りでなかったこと

賢君よ︑名君よと家臣より心から慕われ

かと思えば反対に︑下手をすれば︑自分の

策し︑褒美を餌に裏切りの誘いをかける︒

なるかなと首肯されるのである︒︵二十五基

相次いで出たという珍らしい事件も︑むく

主君の徳を慕って︑二十五名の殉死者まで

が︑よく了解されるの単ならず︑彼の死後︑

麻のように乱れに乱れた戦国の世も︑互

部下から寝首をかかれるという︑油断も隙

んで︑政宗公を守狸︑忠誠を統けている︶

の墓碑は︑現在もなお︑新瑞鳳殿を取り囲

えさ

に討ちつ討たれつ︑次第に強弱のけじめも

もあらぱこその︑恐ろしい世の中だったの
朝にあり﹂との言葉が示すように︑一朝事

いつの世にも使う側と仕える者との紳︵断

社会の凡ゆる方面の上司と下僚との関係ｌ

私はこれら政宗の言行︑名語が︑現代の

へた

判っきりとして︑信長︑秀吉︑家康と三代

が︑こんどは︑﹁兵を養うは千日︑川は一
ある時に役立つよう︑常日頃から︑自分に

ち切れない人間の結びつき︶は絶体に絶え

すき

打ち続いて︑天下は漸やく平定︑四海は泰

かくて︑君臣の別︑主従の間も訓然と区

かつ養成する必要に迫られてきたのであっ

対する家臣の変らない厚い忠誠心を︑求め︑

建制が定蒜し始めてきた︒
別され︑諸侯と家臣間との忠孝仁義の道が︑

ないｌにとって︑おおいに参考となり得る

心からの慰めなど︑真に人間として優れた

ととした︒

政宗の︑真の姿を偲びなからご紹介するこ

順序も連絡もなく︑平和時代の優れた英傑

は︑この種の言行名語だけを拾い集めて︑

ところ妙なくないと信ずるがゆえ︑ここで

き●つな

説かれ︑戦国時代に培われた武士道は︑依

たＯ

つちか

然として凡新らしい指導者階級のバックボ

いた

従って︑主君の人物の高下︑人徳の厚薄

誠心ある人物だけが︑家来のいつも変らぬ

に左右され︑その限りない愛情︑労わり︑

こうした新時代に︑嘗ての戦乱の武将で

厚い信頼と忠誠を狸得することが出来たの

ぴと

は︑三代統いた天下人から︑夫為の功によ

題名︵万事に気を付く︶︵７段︶

ある時政宗公の仰せになるには﹁自分が

ほしい

戦国時代の独眼竜の名を窓ままにした猛

外から家へ帰る時︑お供が一人でも居れば

であった︒

て来た家来︶と︑即ち土地と家来とが︑二

将政宗が︑こういった時代に︑どのように

家へ入る前に︑その供を先きにやって〃只

︾て︐と

つの最も大切な支柱となったわけである︒

らこちらに︑筆の運びも巧桑に︑鮮やかに

家臣を遇し︑教え導いたかは︑本書のあち
りこ

ところが︑戦国時代にあっては︑敵味方

って拝領した領土と︑譜代家臣︵代々仕え

ふだい

あった大名諸侯の所謂お殿さま達に取って

してきたのであった︒

ーンとして貫かれ︑世の中は︑ここに一変

かくぜん

平に向って︑舞台は回転しながら︑世は封

幸二郎一

Ｉ

1
』

﹁伊達政宗公御名語集﹂に就いて︵その三︶

I
とも︑相手の目星しい家来の引っこ抜きを
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…

得をして評判もよくなってくる︒純だから

とく

りの心使いをしかなったため大きな損失が

自分が合点のゆくまで何度でも︑押し返え

今ご主人がお帰りでございます″と家の中

このやうなことは︑もともと決して先方

こわ

主人の言い付けがよく解らないときは︑

の答ではない︒こちらのやり方︑先方への

とて放っておくことはよろしくない︒

れば︑自分自身が家の表に立って︑中へ聞

して聞き返へすがよい︒そのほうが主人も

出るというものだ︒

えるやうに︑小さい咳払いをしてから徐ろ

持ちかけ方によるものであって︑わしの方

嬉しいものなのだ︒主人を恐がって問い返

の者に告げさせるがよい︒もし供がいなけ

に内へ入るがよい︒

が悪いのぢやなかろうか︒主人たるものは︑

はないので︑決して恐がってはいけない︒

えさないのは︑主人を敬っているがためで

︑︑

が︑その際ゆっくり静かに返事する者には︑

るような者には︑二度も三度も云いつける

るにも︑わしが云い切らないうちに返答す
﹁凡そ召使の中には︑気の利いた者と鈍

︑︑

その理由は︑召使いというものは︑どう
であるぞ﹂と︒

ちょっとしたことでもよくよく注意すべき

わけ

て色左と不行儀をしていることが多いもの

︑︑

わしなどは︑ちょっとした口上を言い付け

な者と︑また︑古くから使っている者と新

わしは鈍な家来でも何でも︑相手の心を

一言で云うようにしているのだ︒

題名︵召使の利鈍︶︵３段︶

りどん

してもご主人の留守の間などは︑油断をし
である︒音を立ててから内へ入れば︑皆が

らしく一雇入れた者とがある︒ものを言いつ

損わないようにして︑しかも先方へ行って︑

行儀を直して油断もしない︒油断がなけれ
い者でも︑主人がいきなり音も立てずに入

ば不都合なこともない︒どんなに身分の軽

けるのに︑この両者の気持をそれぞれ察し

申し付けた用事を十分に達しられるように︑

どん

って来て︑都合の悪いところを度々見られ

て手加減して命ずるがよい︒気の利いた者

き

たとしたら︑いったいどうなる︒一度位は

を使いつけていると︑それが居ないからと

ているのだ﹂と仰せになりました︒

とくと気をつけて家来を使うように心がけ

供する物頭︑諸侍︑御鷹匠衆までにも︑お

﹁ちょっとした野山狩にでも︑その日お

︵野山狩の褒美︶︵妃段︶

題名︵臣下への心付︶︵詔段︶

︑︑

こと

見た者が我慢して黙って過ごすであろうが︑

いって︑鈍な者を使わずに捨てておける
り余るということはないものだ︒何事も主

がまん

度重なると︑悪いことというものは︑言わ

か？家来というものは︑いくら居てもあ

ってくる︒そうなると黙っているわけには

人の側からの仕かけ方による︒各人夫々の

︑︑

の端にのぼり︑しまいにはわしの耳にも入

ないではおられないもので︑自然人々の口

ゆかず︑心ならずも処罰もしなければなら

得意とするところを︑よく見分けて物事を
誰れでも上手にするものである︒鈍でも︑

供するのである︒

酒を下さるので︑上下皆︑心もはづんでお

もえ

ないことにもなる︒

その得意の点を見つけて使うものだ︒それ

云いつけるものだ︒得て︵得意︶のことは︑

終には人を損うことにもなりかねない︒そ

が結局は主人の為めにもなり︑また主人も

そこの

迷惑だがちょっとしたことが度重なって︑

れではわしが却って何よりも心苦しい思い

︑︑

をすることとなる︒自分が予め︑少しばか
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その時はいつでも︑いろいろの勝負をおさ
中︑水の中をも顧みずご奉公第一と心掛け

ま男んで皆々お供に集って来まして︑火の

座に︑ご褒美を下さるのでございます︒万

金銀︑諸道具によらず︑その時を外さず即

を区別して︑御知行や︑御扶持方︑御切米毒

事家来が御奉公に勇んで精出ししやすいよ

はづ

せになって勝った者には︑予め沢山持って
るのでございます︒﹂

﹁誰れに対しても慈悲深くていらっしや

居りますと〃もうだいぶ経つから︑気も疲

題名︵慈悲深し︶︵劉段︶

行かせた一歩金︵一両の牝︶を殿さまご自身
で夫倉の者に対して〃うまくやったかね″

いますから︑家来共にも凡てのことに間遠

って︑ちょっと気を休めて︑またやって来

れただろう︒ここから見えないむこうへ行

例へぱ御前に他の者よりも長い間詰めて

うにとの象︑ご配慮遊ばすのでございます︒

お金を下さいます︒運のよい者は一日に二

勝負のご祝儀だとか︑またおほめになって

のないように御奉公が出来るよう仕向けよ

てつとめるがよいぞよ″と仰しやって下さ

とか〃手柄したか川とかお声をかけられて︑

はご過分に頂載するため︑仕合せなことに︑

度も三度も下さいますので︑貧乏の者など

ます︒ほかの藩から見れば鬼神のやうに思

うと︑そればかりご配慮下さるのでござい

かね

妻子までも心安く養うことも出来て︑皆の

います︒

よくお詰めしない者には︑そのことを親

っておるらしうございますが︑未だ嘗てお
わ

顔つきの恐かったことなど拝見したことも

こ

よいことなどすると︑その場ですぐさま︑

老大変に有難く存じあげるのでございます︒

〃よく奉公するのだゾ︑第一お前方自分

類の方へ言ってやってご注意をなさいます︒

皆の者は︑毎日︑毎晩寝たり起きたりし

手が足らないということなどはないのだか

自身の為めなのだぞ！わしの方は別に人

ございません︒

て︑ずっと詰めきりでご用を致しておりま

ご褒美下さいますので︑家来共は何度もぬ
けがけしてご奉公しようと思うのでござい

すが︑身分の高下の別なく誰れでも︑殿さま

そ人に先を越されまいと働ぎまくるので︑

ってご奉公しにくいなどということは全然

も忘れてしまい︑少しも御前に居づらくな

のお前に罷り出ますと︑座から立上ること

するがよい︒今日は休むがよいゾ〃と仰し

致しますと︑お暇を下さいまして︑〃養生

時ちょうど︑身体の工合が悪いのにお詰め

ら″と仰せになります︒また時には︑その

︑︑

していた者などは︑次の時には︑こんどこ

ます︒そんな場合何もしないで手を空しく

急にお出かけになる場合のお供でさえ︑大

ございません︒お殿様は年寄りでも若い者

かせ

体剛人より少ないことはございますまいが︑

ひま

平均して﹁今日はオレはこのようにお褒め

などに限らず︑色々のものを下さりまして

なおざ

に対しても︑夫々にちょっとした面白い戯

をつとめる者などは︑尚更ら気づまりにな

やって下さいます︒〃まして何かの役付き

じよう

に預ったとか︑誰それはご褒美を頂載しよ

談を仰しやって︑陰にいてさえ︑ゆるノ︑

いように︑気のつまらないようにと魚や鳥

るものだからのう″とて夫々病気にならな
御用をした者に対しては︑ちゃんと善悪

だん

ったゾ﹂とか云はない者はない程でござい

をおくばり遊ばすのでございます︒

と心持よくご奉公出来ますやうにと︑お心

いつもこのようなやりかたをなさいます

ます︒

から︑野山狩でもお声がかかると︑すぐさ
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になりまして〃さてさてご尤もだな″と相

どんな者に対してでも︑お言葉をおかけ

心を静めるから︑お前達も答のないように

さすればわしも一日中機嫌が悪いけれど︑

もまた叱られてわしの腹立ちも止まらない︒

いも出来るものなのだ︒そうすればお前達

︑︑

手が感心するように仰せになりますから︑

と思って︑心の怪我のないように奉公する

〃しっかり養生してからご奉公するがよい︒

どうしても奉公人の病気というものは︑そ

皆の者が元気づくので︑誰れ彼れの区別な

︑︑

の身にとっては大敵であるから川と殊の外

く︑一視同仁︑一つ心で皆同じようになさ

もしまた病気している者のことなど︑お

お情け深くあそばします︒

がよい〃と仰しやって︑暫らくの間人々の

じなさつ時に︑殿が仰せになるお言葉を承

また何ぞ事件があって︑ご機嫌をお損ん

り直して︑改めてご奉公致しますし︑先に

なるのでございます︒すると皆々も心を取

なさいまして︑ご自身でご機嫌をお直しに

心が静まるまで︑何かと今昔の御物語りを

るのでございます︒

にお言いつけになって︑その病気について

わります時は︑それこそ覚えず身体中から

お叱りを蒙つた者も︑予め油断せずご奉公

聞きなさいますと︑すぐさま薬師衆︵医者︶

直接お尋ねになり︑何でもどしどしお届け

汗が流れ︑震えわななき︵手足がふるえる︶

との

になり︑末々の者に至るまでも手厚くお情

大傷塞︵一番寒い時︶の時でも︑これほど

からだ

けをかけられますから︑奉公人達は何れも

のに︑こんどはこんな失敗をしたのう︒以

致しますから〃日頃はご奉公をよくやった

ふる

何ごとであれご奉公のこととなれば︑火の

ではあるまいと思い︑殿のすぐ前にいる者

しくじり

中水の底までも一心になって御奉公申上げ

などは︑畳の縁にでも入り度いと思うくら

ま知れ亘って︑その関係筋に従ってお見舞

せるともなく︑奉公衆の宿にまで︑そのま

るとか︑或は浪人達の場合などは︑指南の

よくご奉公したから︑こん度は許るしてや

でも︑親兄弟や好身︵縁のある者︶の者が

また︑それほどよくご奉公しなかった場合

免じて許るしてやる〃と仰せになります︒

後は気をつけるがよいぞ︒この度はそれに

の臣でなく︑後から家来になった者︶は殿

が来たり︑またゆかしいとて︵何事が起っ

衆︵指揮する者︶をお許るしあるとか︑ど

殿中のことは申すに及ばず︑誰れが知ら

へり

るのでございます︒︵御奉公とは︑主家に

いでございます︒

様のお耳にも入って︑御加増︵現今の昇級︶

たか知り度いと︶宿の妻子からも使か参り

またお気に召している外様の家臣︵譜代

とざ主

住象こんで︑家事家業に従事すること︶

に預り度いと朝夕かせぐ小者まで男んでご

ます︒殿さまが︑ご機嫌のお悪い時は︑何

よしみ

奉公一と筋と心掛けるので︑皆夫をお取り

るのでございます︒

のようにしてでも理由をつけてお許し下さ

かぞう

立てになるのでございますＯしかし︑いく

であれ︑御用や︑お座敷での立居振舞も︑

ひいき

らよくご奉公しても︑下の者からの晶辰の

尤も召出されたに拘らず︑御前を恐れて︑

とが

おのづと︑うろノ︑致しますから︑その時

どうしてもよくご奉公出来ずにお通りがか

︑︑

無理なお執り成しではいけないこともござ

いのに何んで腹を立てるものか︒恐いから

は〃わしがいくら機嫌が悪いとて︑答もな
こわ

いますが︑殿様は上下の家来共皆のことを︑

りの折にだけ︑少しづつお目にかかる程度
千一︑﹄﹂

とてうろ入︑すれば︑却って自然と仕損な
ございます︒

予めすっかりご存知でいらっしやるからで
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にしていると︑後日何かのついでに︑そ

下々の方は申すまでもございませんが︑誰

るご様子でございます︒いよノ︑ご決心が

って︑烈しくご心捕あそばしていらっしゃ

でございます︒その場ですぐさまご決定な

すべし〃書いて諸奉行衆えお命じになるの

つきますと︑ご自筆で〃これこれのょうに

のあとは︑お忘れになったことは決してご

さることはなく︑必らず御閑所へお入りに

れであっても︑た糞の一度︑お顔をご覧に

ざいません︒人々は皆不思議に思うほど有

なって︑名をお聞きあそばすだけでも︑そ

かくかくの悪いことなのだゾ〃とくわしく

難いことだと皆感心するのでございます︒

のようにしてでも︑申し訳をさせてお許る

なって︑色食とお考え遊ばされたうえ︑ど

にお呼び出しなされ〃それはこれこれで︑

お言い聞かせになって〃以後気をつけてご

また︑殊更に有難く存じましたことは︑

のことをお話し出しになり︑その者をお前

奉公するのだゾ″と仰しやって︑次の日か

判っきりとした越度︵しくじり︶があった

たとえ︑お仕置︵特に死刑に処すること︶

しになり度く思し召すのでございませう︒

おちど

なり︑それからは︑いつとはなしに元の通

らは︑小供のするご用を少しづつおさせに

場合に︑きっと︑きびしくご孔明︵罪状を

あっても︑仕方がないと皆の者が思っても︑

しおき︐

問い訊す︶なさるだろうと思うような事で

きうめい

でございまして︑そのあとは︑どんなこと

りにお召し使いになって︑お許しになるの

その者の命は助けてやろうと︑或は過怠

万事に善悪判っきりして正しく︑有難う

ッとお忘れあそばします︒

もなく︑そのままあとは奇麗さっぱり︑サ

らございませんから︑人食は却って︑いよ

をお疑がいになるなどということは︑夢さ

せになりまして︑決してその者の言うこと

すと︑すぐに︑その者の言う通りにお任か

うにとなされます︒

てご勘案になり︑出来るだけ怪我のないよ

にしてでも︑あちらこちらと︑ご念を入れ

するとか︑或は牢に入れるとか︑どのよう

︵金品︑労役によって罪を倣うこと︶に処

かたい

をして︑しっかりと申し開きをして貰いま

も︑誰れかがお執りなしするか︑また誰か

と

して︑そのことについて︑仰せになること

があっても︑決して二度と重ねて繰り返え

ございますから︑皆を上下に拘らず︑凡て

ノ︑以て恐がるくらいでございます︒それ

んである︒棚を三段に吊して︑硯︑御料紙︑

説明によれば︑御閑所は二畳敷で四囲をかこ

便所ともある︒本啓⑱段﹁日常の行儀﹂中の

註︒御閑所とは︑辞書によれば静かな処︑又

ＣＯＯ

しをお決定になるのでございます︒

御閑所で慎重にお考えになって後︑良し悪

何事でも︑物ごとをお定めになるのは︑

○○○○Ｏ

どんな事があろうと︑御用にも立ちご奉公

かないようになさるからでございます︒

というのも︑お殿さまが︑皆の者に傷がつ

ごかんじよ

場にそのまま残して︑御閑所︵表御所にあ

出来ないことでもあると︑諸奉行衆をその

やろうとのおぽしめしでご命令になっても︑

たとえ︑士民百姓に至るまでも︑助けて

こわ

って日の経つにつれ︑ますノ︑恭く思い有

致したいと身を借まず働らきます︒誠に以
Ｏ

難さに紅涙︵女性達の泣くこと︶を流すの
でございます︒﹂

題名︵寛大︶︵釦段︶

︑︑︑こがたな

かんばん︵不明︶さすが︵小刀︶其他色左の

多くの書物︑お手本︑お腰のものを掛け︑お

め砿

へお入りになって︑遠くの方で独語をなさ

る二畳敷きの静かなお部屋︑後段註参照︶
ひとりごと

始めて他家の方がお殿さまにお目見えな
しもノ＼

さいますと︵下々の人が上の方に会うこと︶
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ものがピッしりと置かれ︑冬は火鉢を置きや
ば

者ばかりだ︒きっとご用にも立つお歴灸の
︑︑

御酒を賜わるのである︒

このように皆をお憐染深くなさいますの

で︑命を惜まず︑どおしてでもご奉公第一

す

春の末から秋までは︑蝿や蚊などが入らない

と心掛けるのでございます︒今日になって

者ばかりだゾ︑わしが生きている限りは︑

是非皆に力を貸してやって取り立ててやる

ように︑障子や隙き間など︑絹で貼って︑ご

自分は着てるものを脱いで︑中へお入りにな

︑

とも︑お前達一人ひとりに手柄をさせてわ

ぞよ・明日にでも︑どんなことが起ころう

大奥と表御所への一日中のご用の件は︑朝

理からぬことでございます﹂

も︑皆一同が殿さまを恋い慕い奉るのは無

次々に奥までの御番所ノー︑にお立ち寄りに

の外に親類の内で︑下為の者は昔は誰れそ

いが︑親祖父達のことを想うと不偶だ︒そ

りのことだから︑未だ心も未熟かも知れな

を汚さぬように奉公に念を入れよ︒生れ替

者をしてホロリとさせ︑この君のためなら

そのものが︑いつでも惨染出ていて︑聞く

を尽し何人をも納得させ︑心の底から誠心

省ゑて︑政宗の言葉の綾の端安には︑条理

私はここまで書き集めただけで︑静かに

若者だのう︒お前達も皆夫食の親祖父の名

もおい

しも老の思出にしようぞ︒さても頼もしい

られます︒冬は帯だけお解きになります︒
ここでなされ︑約一時間ほど居られて始めて
この室から出て入浴されます︒

なられ︑当番の者一人づつ名前をお訊ねに

れの家中には誰為と皆殆んど知らない者と

ば︑水火を辞せず︑生命をも惜しまずと思

段︶

なられます︒名をはっきりご存知ない者を

てあまりあるまい︒お前達は定めし︑それ

のを感ずるのである︒時に人心収撹の巧み

わさせるものが︑キラキラと閃めいている

題名︵諸人を憐む︶︵

お召し出しになって︑くわしく色々の様子

らの者の孫︑子であるから︑わしは誠に以

さを思わせるものもあるが︑その底にも矢
だから一層のこと奉公に念を入れよ︒何事

人情は紙の如く薄く︑徒らに嘆き悲しむこ

す﹂との語を思い出した︒時勢は移り変り︑

たづ

か起これば忠孝を励んで︑自分自分の名を

ぢきく

し︑また自然多人数のことでもあり︑名字

挙げるがよいぞ″と一同をご激励なされ︑

士二﹄こ︼つ

を直々︵直接︶にお尋ねになり︑そのうえ︑

て家中凡ての者を頼もしく思っているのだ︒

よそからご帰城のときは︑御座の間から

一人ひとりに仰せられるには︑〃只今こ入

でのご奉公ではない︶いとやさしいことだ︒

近頃は袴を穿いてのご奉公ばかりで︵戦場

を覚えているが︑顔は見忘れたこともある︒

との盈多い現代にあっても︑荷しくも人を

の指針ではあるまいか︒

ふと︑私は﹁士は己れを知る者の為に死

皆の祖父親の代には︑これこれ︑しかじか

そのうえ〃この中には定めし遠い所に家が

導き教える者は何人と雄ども︑彼政宗に学

︑︑

に居る皆の衆は誰れでも︑云はミ夫灸の

張り誠実さが輝いている︒

のご奉公をしたとか︑どこで討死して︑ど

ある者もいることだろう︒寒い夜番の時な

の道﹂の実践こそ︑人生行路上の唯一無二

ぶもの極めて多く︑永遠の真理である﹁誠

唯

ご先祖からの生れ替りのようなものである

んな手柄をしてご褒美の品を載き︑又どこ

て︑その時のお小姓頭や代官衆を通して︑

どは一入太儀︵ご苦労︶であらうのう″と

お上ぢ

で病死した〃などと︑皆の親祖父のことを

その時ご番に当った者に一度づつは必らず

し・おたいぎ

お嘆きあそばされ〃お前達はこうした者ど

もの孫子であるから︑皆んなも頼もしい
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道義の礎石を
築く人
ｌ工藤先生の生き
方に学んでＩ

渡部文雄

日本海の横なぐりに吹きつける潮風をま
ともにうける八森町浜田の地で︑教職を退
いた工藤ミヨ先生は自宅を解放︑浜千鳥保
育園を開放したのが今から二十四年前︑当
時は半農半漁に追われる貧しい戦後のこと
で︑働く母たちのためにと︑幼児教育の大
事さを説き︑無給奉仕で十年間︑日曜も休
まず二百名近くの子どもを健やかに育てあ
この間一件の非行も交通事故もなかった

げている︒

という︒昭和型年には愛の奉仕者として秋
田県知事表彰を受けている︒
ここを卒えた子どもたちは︑きまって上
級校の卒業証書を見せるために︑または就
職の挨拶に先生を訪ねる︒これには︑一人
一人に︑将来の決意をサインさせ赤飯をも

はできないと︑保護更生婦人会長の立場で

いあってはマイクロ︑ハスを借り切り︑数多

くの人禽を集め会を盛りたてている︒会合

まかない︑手当は一切懐にしたことはない

や行事に経費もかかるが︑これらの出費は
社会福祉︑青少協など公機関からの手当で

会員を集め︑学校で開かれる毎月の子ども
会には必ず出席し︑子どもたちの話し合い
には温顔をもって耳を傾け︑メモをとり︑

ふところ

助言もして︑地域に帰ってからの子どもた

うたれる︒

という︒奉仕をして報い求めぬ行為には心

その他︑皇居清掃奉仕団をつくっては団

ちには率先︑火の用心の奉仕活動や集会所

員を引率して上京し︑明正選挙のためには︑

広場の草取り︑清捕など野良着に着替えて
には乳母車を押しながら道端の紙屑や空か

子どもたちと共に実践している︒晴れた日

選挙管理委員長として︑とことん迄清らか
さを訴え︑社会福祉のためには︑気の毒な

また子どもの非行の原因は両親不在の共

でいる昨今である︒

︵秋田県能代支会長︶

業績と実践にはいい指針を得たとして学ん

して現在︑弘道会会員であり︑すばらしい

の功労で藍綬褒章の栄誉に輝いている︒そ

て厚生大臣表彰を︑昭和妬年には更生保護

かっては民生児童委員の活躍が認められ

の花Ｖの気慨で毎日を充実させている︒

西走の毎日で︑この道義荒廃の世に八人見
るもよし見ざざるもよし︑我は咲くなり菊

所婦人調停委員顧問の要職を背負って東奔

高齢ながら他になお司法委員・家庭裁判

ている︒

らなければ気が済まぬというところをみせ

人為のよき相談相手となって面倒をみ︑そ
の生きがいは正に明治の気骨︑徹底してや

んを拾って町内を回り︑デレキを持っては︑

せきのゴミを集め︑これらを通して青少年
の育ちつつある道徳の小さい芽に実践の灯
さらに早朝四時に起床︑晴れた日には畑

をともしてくれている︒

仕事を︑雨の日には自室に端座して﹁弘道﹂
をはじめ修菱の書を読んで我が身を修め︑

一粁地域を則ってこれを配りながら語りつ

啓発されるところがあれば自費で印刷に付
し︑家庭の雛︑非行の問題について︑一軒
ないでいる︒特に非行の子どもの家庭には
単身乗り込み︑親と子どもに語り聞かせ︑

出稼ぎ中の父兄にはその子の様子を知らせ

現在︑齢八十一歳︒なお墾蝶︵かくしゃ

から祖父母ＰＴＡを発足させ︑隣近所を誘

働きや出稼ぎの場合が多いとして︑三年前

ている︒

るなどして留守中の非行化未然防止に努め

く︶として︑青少年の善導は家庭と学校と

って祝ってあげてるという︒

社会の三つでこの鼎の一角が欠けたら教育
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爵謝・﹄
ニシテ一日ノ歓楽ヲ尽スモ益此ノ校ヲ光

キゾヵシＣサレバ此記念日︿昔ノ忘形見

ております︒

寝食も安からず﹂と極言して警鐘を乱打し

堪えません︒更に激石は﹁内憂外患の時︑

二至レハ寝食モ安カラヌ事ナリ︒殊二薄

ナリ強国ノ隙ヲ窺う︿外患ナリ︒思テ妓

の感ありです︒憂国の志士の一大獅子肌で

文豪瀬石の作品︑作風よりして恰も別人

大ニシテ皇恩二報イ奉ラントナリ︒況非
て深く感あり並に筆を執りました次第で︑

る痛句を吐きたらんかと思惟し︑付度する

あり︑現代に欺石健在ならば果して如何な

国家笈々ノ時ナリ濫費ノ日二多キハ内憂

諸賢のご参考の資ともなればと思惟いたし

志弱行ノ徒ハ人ノ色ヲ見テ移り︑利ノ多

今や昭和元禄時代︑学校生徒の現状を見

ます︒先に﹁学士会月報﹂誌上に高森良人

限ナラスャ︒諸子能ク此二眼ヲ着テ︑規

少ヲ聞テ去ル︒恰浮雲ノ如シ︒量浩歎ノ
則遵奉︑校友相和シ孜々トシテ学ヲ勉メ

旧制高等学校の廃止は将に大失莱であった

針である六・三・三制は実に愚策であり︑

それにつけても戦後のアメリカの教育方

ものであります︒

文博が紹介なさいました夏目金之助教授の

バ︑唯本校ノ面目ナルノミナラズ国家ノ

︑月第五高等学校開校記念日に際し︑後年

祝辞についてであります︒即ち︑明治訓年

て朗読したものであります︒

の文豪夏目赦石が三十歳の時教員総代とし

一動︿即国家ノ全局二影響スルナリ︒佐

精神︑質実剛健︑友情の発路︑連帯責任︑

始メテ然ルニアラズ中等ノ人士モ然リ下

では決してありませんし︑旧制高等学校の

を感ずるものであります︒これは時代錯誤

であり︑実に以てその廃止には心より義憤

即ち︑旧制高等学校の弊衣破帽︑自治の

祝辞

ル事ヲ知ルトイヘリ︒象山ノ人傑ニシテ

久間象山我四十ニシテ斯身ノ天下二関ス

事を痛切に感じる次第であります︒

幸福ナリ︒諸子今学生タリト雛モ其一言

本日本校創業記念日二当り︑我等モ叩力

切瑳琢磨︑人格の陶冶こそは捨て難きもの
等ノ匹夫匹婦モ亦然リ︒即チ学校一致ノ

所感ヲ述べ井二諸子二告ゲ以テ今日ノ祝
詞トセム︒夫レ教員︿建国ノ基礎ニシテ

観念ナキハ其校全体ノ破綻ニシテ︑亦国

﹁寮生活﹂こそは吾国教育史上の栄光であ

ル事路人ノ如ク︑弟子ノ師ヲ視ル事秦楚

家教育ノ陵夷ナリ︒催テ只戒メザルベケ

り︑幾多人材発生の温床でもあった訳であ

和塾ハ育英ノ大本タリ︒師ノ弟子ヲ遇ス
ノ如クンバ教育全ク絶エテ国家ノ元気狙

文中︑﹁唯に本校の桑ならず国家の幸福

︵本会終身会員・ＮＨＫ．Ｏ・Ｂ︶

であります︒

び検討されて然る可きであると確信するの

ります︒﹁寮生活﹂の貴重性︑重要性が再

ンャ︒是ヲ祝規トス︒之ヲ諒セョ︒
第五高等学校教員総代

喪セム︒諸子笈ヲ負テ斯校二遊ブ︑必ズ
校舎ヲ以テ吾家トナスノ覚悟アルベキナ

なり﹂とあります︒しかるに今や個人のみ

教授夏目金之助

ヲ見ル而巳︒夫レ天人一体自他無別ト言

乱セ￥︿我其心ト学校トノ間白雲千里ナル

あって国家なしの状況であり︑狗に寒心に

リ︒若然ラズシテ放逸喧擾妄二校紀ヲ棄

ヘリ︒斯クナラデハ学校ノ隆盛︿期シ難
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Ｉ

千葉県鈴木きよ女

○高価なる数の子に縁の無き幕
○春立つやもぐら盛り上ぐ土匂う
○春眠や猫の重さを膝に置き
○夕刊を庭で立読み日脚伸ぶ
手越つく唄に音痴の祖母も和す
梅が香や色紙に残す筆の跡
梅の里心ゆたけく句に生きる
日めぐりの一枚毎に水温む

評啓塾の句としては淘に新鮮︒

あさ

篠塚しげる選

千葉県石橋香峰
○取り柄なく只老にけり去年今年
○啓塾の何漁りしや烏の跡
君主蘭春咲く花の王者たり
伝説を秘めたる砦山笑ふ

千葉県野平英一
○足るを知る悟り顔して歳の暮︐
○犬吠に立つ人小さし冬の涛

し﹂によって絵を見るような︑写生のさえが立派だ︒

評犬吠岬の真冬の涛の荒れざまが︑中七の﹁立つ人小さ

利根を越す大鉄橋に初明り

千葉県田村春風

評只の口笛ではなくて︑指笛といふのが面白い︒

○指笛の少年走る花菜風

○目刺焼く煙孤独の灯にからむ

千葉県林東洲

評月が樺の枝にひつかかつてをると見たのがよい︒

○春一番朝月樫にひつか上り

○猟犬のカンバス覗く大枯野
梅が香の漂へる窓ガラス拭く
千葉県八木幹男
○春を病承風の匂ひを縁に知る
七彩の水悼の雫風光る

Ｉ

千葉県小山田墓月
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弘道俳壇

○夕桜棟梁送る木遣り唄
春光に稚の孔雀の羽ひろげ
盆梅や破璃戸を透いて陽に匂ふ

千葉県宮崎秋峰

東京都桑原小汀子

○若き娘の移り香強きスキー穿く

中国のクリーク追想

○楊柳の枝すれすれに堆肥舟
の良さはうなづける︒

評中国の水田は日本の農村に酷似しているためにこの句

市原市加藤刀水

春寒にインバネス被し明治人

○葬列に麦蒔く人ら向き直り
縦いてくる孫の沓鳴る初詣

千葉県宮崎朝水
○風さつと地需を払ひ噂れり
古稀祝ふ句座に舞込む花吹雪

○梁太き旧家の土間や
春昼や軒にさげある

飾り臼

千葉県田村隆村一

農事メモ

千葉県秋葉貞女

アイシャドウ落し寒夜の貌となる

五六︑四︑一六しげる選︑評︑添削
選者近詠

鞭巻いてリラの門入る女騎手
折からの風添へて売る風車
風の日は少し濃ゆ目に籾を蒔く
ひがた
掘り溜めし蛤泣くや夕干潟
朝寝せし日曜の父ものやさし

◇事務局からおねがい

毎食﹃弘道俳壇﹄﹃弘道歌壇﹄にご投稿いただきましてありがとう

つきましては︑俳壇・歌壇とも偶数月の十五日を締切り日として

ございます︒

おりますので︑お含翠のうえ︑郵便ハガキで一枚三句︵首︶から五

します︒

句︵首︶までの目安で︑ふるってご投稲下さいますようお願いいた
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生くること死より難しといえることうつつに堪えて老い一
は生きつぐ

く

われと苦を共に耐えきて凹みたる鍬の柄なでつつ輪飾り
をかく

五十余年困苦を共にせし妻の雲れめだち来腰もまがりて

︑宮崎市壷井秀生

真夜中の隣家の焼くる火明りにしるく立ちたりマンショ

ありき

サイレンを深夜聞きしはマンショ像伝えし寺の火事にて

初七日に父昇りゆく橋なるか睦月の空に虹のかかれる

マンショの像ひとつ救いて教科書も焼きし生徒のため義

の像旦

争﹄﹂

がする

さしぬ蛍一

いくたびか火難のがれしマンショの像指貫は緋に眉あげ

損に応ず

く重し

て立つ

て

いとし子を海路はるかに送りたる母の祈りがこめられし

ブリスベーン西宮照子

像

仙台の夜の暗きにくじかれし師の君の足いえたまいしや

︲︲︲︲︲︲いつリスベーン

迎え火は心はずめど送り火は煙の向うに父小さくなる

生きつづく生命の灯たえだえに今しも灯る光かすかに

鹿児島県高山町宮里兼子

新学期又めぐり来ぬ大学の歩廊を行けば新しき顔

五十路なる今なお辛き嫁の座を耐えつつ守る才たけし友

ちさぎ雛一対かざり遥かなる故国を偲ぶやよい三日は

市原市加藤己之

盆楽しまた来年も行こうかと思ってほしとレコード選ぶ

しごと

﹁ごめんなさい︐／︑︑﹂と落葉掃く生れてはじめて墓参せ

う難じ

春彼岸花桶下げて独りゆく昨秋には食べしおはぎも持ち

あき

わが膝に軽くあたたかき父なりしが納めんとすれば冷た

どこ歩き何に乗れども病院へ行く心地して怖く気のせく

大学のエレベーターの﹁８﹂押せば父の所へ行ける気

東京和田三三生

古川哲史選

老いて尚残る命を頼ゑつつ気永く居れば日々の楽しも
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弘道歌壇

千葉県石橋佐寿

九つと拾壱になる彦孫ら闇に張りあぐ節分の声

もみじの手にコップ持つたび乾杯と笑いさざめく冬の陽

警曝と扉のひびき静まりて朝献撰の祭を拝す

けいひつ

ざしに

べし

うみぬし

Ｉ印は選者の手を加えたところ︒新人の投稿を期待する︒

の傾向がある︒

相沢・鷲宮氏の作は道歌のたぐい︒宇津木氏の作にも若干そ

業に
にも
も似
似て
てこ
こず
ずえ
えち
ちや
やん
んは
は﹂
﹂︒
︒

宮里氏の第四首目の原作は﹁足を手に代えて苦難の二十年神

ある
る秀
秀才
才の
の友
友よ
よい
いと
とお
おし
し﹂
﹂︒
︒

西宮氏の第三首目の原作は﹁五十路にて今なお辛き嫁の座に

はて
てに
に送る母祈りをこめて彫らせし像ぞ﹂︒

壷井氏＠詠に出る﹁マンショ像﹂は︑天正年間に九州のキリ
シタン大名がロー↓︑教皇の許に派遣した天正遣欧使節四人中の
正使伊東マンショの像︒第五首目の原作は﹁いとし子を海路の

る﹂﹂
︒○

加藤氏の四首目﹁輪飾り﹂は﹁しめなわ﹂のこと︒第五首目
の原作は﹁五十余年困苦を共にせし妻の雲れめだちて腰も屈ま

るよ
よう
うな
な気
気が
がする︒

和田三三生氏は昨年入院生活の長かった父君を喪われたが︑
ここに紹介した歌は残後七ヵ月﹁ふとしたはずゑに一気にほ上
と
ぱし
しり
り出
出﹂
﹂た
た一
一六
六○
○首
首近
近く
くの
の中
中の
の一
一部
部︒
︒用
用語
語は
は自
自由
由自
自在
在で
で︑
︑相
想
にもとらわれたところがない︒新しい歌の方向が暗示されてい

寸評

この湖の主か半間余の紅き鯉はねなば大人もふきとばす

つつ

昨夜の雨をふくゑて重きけさの砂真向ふ富士は雲がくれ

よべ

あさ

富士ヶ嶺の雪をとかさん春の雨ことしも降れり三日目の

選者近詠山中湖畔のキャンプ

もぷじの手振りノ︑発ちし孫たちを師走の風と共に送り
ぬ

煩わしごと皆寒風に投げ放ち切り干しきざむ娘と語りつ
つ

足を手に代えて苦難の二十年意外にあかるきこずえちや
んかも

千葉県宇津木一直
嵯卿の渡るにも似てユンポいまそろりそろりとトラック
に乗る

餌を欲りて鳴く飼豚の騒めきよ吠ゆるがごとく谷渡りく
る

小さなる職場なれども世の縮図心騎りも愚図り屋もゐる
ひぱの葉の降りしくあした自転車にヘルメットの子ら一
列に行く

埼玉県相沢正直
人と成る子らは忘るな片時も生みて育てし親の御恩を
生みの親育ての親のへだてなく孝行するがまこと子の道

埼玉県鷲宮蔦人
貧しくもこころ豊かに子は暮す親に恥なき世渡りをして
神仏に先祖に親に手を合せ日々働かむ無事を祈りて
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︿云生ロ
◇﹁会費改訂﹂のことで会員の皆さまへ
会員の皆さまには平素格段のご協力をい
ご承知のとおり︑当会の会費は昭和五十

ただきまして︑まことに有難うございます︒

一年四月一日から今日まで五ヵ年のあいだ

一ヵ年一︑○○○円︵現在一ヵ年六回﹃弘
逆﹄発行︑無料配布︶のまま据え低きに努
力してまいりましたが︑その間︑年麦の諸

■ ■ ■ Q q ■ ● ■ ｡ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ｡ ｡ ｡ P

日本弘道会

匿名氏殿︵東京都︶

鈴木イネ殿︵福島市︶

■ ● ◆ ● ｡ ■ 5 5 ● ① 旬 甲

○安西英太郎︵印−３︶有政孝英毎汐Ⅱ︶
○野崎守英︵研一３︶西村英二︵砧三３︶

︹東京都︺

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︒

だきます︒

１︑この報告を以て領収謀に代えさせていた

︵郵岬和識奔朋叩敬称略︶

◎会費領収報告

金参千円也
金弐万円也

日本弘道会

○村田清︵師−３︶大賀寛二︵死−３︶

'
〜
一
一
−
■
シ
−
−

4‑4317

東京

（

口座
番号

金壱万円也小野田聖也殿︵狛江市︶

○古屋富一郎︵駒−３︶川村洋代︵師−４︶

菊地服一︵師−３︶︵以上一︑五○○円︶

内山直三︵弱−３︶方山正夫︵弱−３︶
亀谷弘︵詑三︑︶︵以上一︑○○○円︶
鈴木文夫︵師三３︶柏木輝夫︵駒言︑︶
○平野弘道︵印三４︶向井昌治︵駒−３︶

中沢三郎︵記三３︶︵二︑○○○円︶

︵以上二︑五○○円︶

○安武政敏︵記−３︶柿本直一︵ｗ−３︶

渡辺誠︵諏一３︶︵三︑五○○円︶

桑原安治︵記−８︶︵以上五︑○○○円︶

山中好岳︵弘道誌代︶

︵一五︑○○○円︶

内外輸送㈱一五名︵弱−３︶

同一五名︵弱三３︶︵一五︑○○○円︶

︹神奈川県︺

小川基次︵訂−５︶︵二︑○○○円︶

○菅沼富雄︵師−３︶小祝孝子︵弱−３︶

川本直光︵諏一︑︶︵一︑五○○円︶

○前沢大資︵駒三３︶︵以上一︑○○○円︶

遠藤要︵銘三３︶︵二︑○○○円︶

︹埼玉県︺

丸山徳三郎︵㈹一ｍ︶︵六︑○○○円︶

︹千葉県︺

川越支会四九名︵弱−３︶︵四九︑○○○円︶

藤田たか子︵師−１︶︵以上一︑○○○円︶

渡辺広志︵師−３︶池田竹夫︵研一３︶

白葉支会

職田甚四郎︵弱−３︶︵二︑○○○円︶
小出喜一郎︵弱／３︶︵三︑○○○円︶

鳥海菊寿︵郎乏３︶︵一︑○○○円︶
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物価上昇による出費漸増︑郵送料値上がり
などのため︑止むを得ず本年四月一日から
一︑五○○円に改訂させて頂くことにいた

甚だ恐縮でございますが︑事情ご賢察の

しました︒

うえ何卒ご諒承下さいますようお願い巾し
上げます︒

なお︑今回の会費改訂のことにつきまし
ては︑西村会長からのご挨拶を前号︵３１
４月号︶に掲載いたしました︒お見落しに
なられた方は︑おついでの折にご高覧ねが
えれば幸いでございます︒

日本弘道会

｜
振替口座
九段郵便局

（寄付金口）

神保町支店

4389347
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普通預金
三菱銀行

（寄付金口）

神田支店

金弐万円也匿名氏殿︵東撒︶

●﹁いしずえ預金﹂ご寄付者芳名

ご利用下さい。
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南部支会七名︵記−３︶︵七︑○○○円︶

加藤実之吉︵訂−３︶︵一︑五○○円︶
野田支会一六名︵弱−３︶︵一六︑○○○円︶

東部支会

○平野正二︵師−３︶○高木十三五︵師／３︶

○円藤謙治︵師−３︶○秋葉美福︵師／３︶
○青柳徳治︵師−３︶○蓑輪清利︵諏三３︶
○水嶋仲次郎︵諏皇３︶○円藤通典︵師−３︶
︵以上一︑五○○円︶

○竹蓋良平︵罰−３︶○宮沢和︵印−３︶
佐倉支会

○安川政好︵印−３︶○内田敏郎︵師−３︶
○中山こう︵師−３︶○高山孝雄︵諏三３︶
○福田次郎︵師−３︶○横橋弥寿夫︵師三３︶
○円城寺信夫︵訂−３︶︵以上一︑五○○円︶
︹山梨県︺

斉藤兵一︵調三ｍ︶︵一︑○○○円︶
︹秋田県︺

米田金右ヱ門︵弱乏１︶︵一︑○○○円︶
︹福島県︺

五十嵐徳雄︵駒−３︶︵二︑○○○円︶

安濃徳雄︵駒−１︶︵一︑○○○円︶
︹富山県︺

高田秀男︵訂−３︶︵一︑五○○円︶
︹新潟県︺

○小出熊太郎︵師−３︶・
○長谷川松太郎︵師三３︶︵以上一︑○○○円︶
︹大阪府︺

中尾忠雄︵記−５︶︵一︑五○○円︶
︹京都府︺

辰己忠一︵訂−２︶︵一︑○○○円︶

︹兵庫県︺

佐藤尚義︵諏言３︶︵一︑○○○円︶

呉安雄︵師−３︶︵一︑五○○円︶
︹奈良県︺

︹島根県︺

田畑賢住︵砧−３︶︵一︑○○○円︶
三好和男︵弱言旭︶伊藤健吉︵記−９︶
園山巌︵弱−９︶︵以上一︑○○○円︶

目次安茂︵記一也︶藤原延︵弱−３︶

遠大な抱負経諭とその人物の高潔を讃えた

福沢先生が﹃丁丑公論﹄で明らかにした歴

史的真相について述べられ﹁英雄︑英雄を

知り︑偉人︑偉人を知る﹂の語は︑まさし

く西郷・福沢両者の間にこそあるの感が深

続いて古川哲史理事から南洲の﹃敬天愛

いと結び多大の感銘を与えた︒

人﹄の語について︑専門的な解説があり︑

共に大変有意義であった︒終って活溌な質

日に当り聴講者も多数︑盛会であった︒

疑応答後散会︒当日は第八十回の天皇誕生

︹佐賀県︺

正木文吉︵弱−３︶︵以上二︑○○○︒︶
有田支会一二名浄空３︶︵二四︑○○○円︶
︹福岡県︺

理事が参弔焼香した︒

とり行なわれ︑本会からは西村会長︑片山

は同月二十八日東京．︐青山葬儀所で盛大に

増進のために多面的に活動された︒告別式

所長など歴任︑教育の発展︑人類の幸福の

からユネスコ本部教育局長︑国立教育研究

去︒行年七十三歳︒九州大学教育学部教授

午前十一時二十七分閉そく性黄だんでご逝

の発展にご貢献された氏は︑去る三月十日

平塚益徳氏評議員として長年に亘り本会

敬敬弔
｜
弔一

同七名律汐３︶︵七︑○○○円︶

︹鹿児島県︺

米田光︵印三８︶︵一︑○○○円︶
蔵前壮一︵印三ｕ︶古川三男︵師−３︶
下飛田勇︵釘−３︶︵以上一︑○○○円︶

︹オーストラリヤ︺・
西宮照子︵訂−９︶︵一︑○○○円︶

特別講演会⁝報告⁝
四月二十九日午後一時半から本会館会議
急ＵＳＡ社長︶から﹁真実の歴史を求めて﹂

室において開催︒講師の石井千明監事︵京
と題し︑明治六年・同十二年の政変と福沢
ていちゅう

論吉の﹃丁丑公論﹄を中心に一時間半に亘
る講演を拝聴︒巷間に伝はる西郷南洲の征
韓論が真実を伝えるものではなく︑西郷の

（32）

佐倉藩友会のつどい
去る三月二十一日︑春分の当日︑佐倉藩

︵日野誠・記︶

は︑心から敬服に堪えなかった︒

編集後記

つ人たちであることを理解することこそ︑

道徳の根本的要請である︒日本弘道会は︑

ることを目的とする団体である以上︑この

道徳を社会に弘め︑道徳的な社会を建設す

次第である︒

たびの国際年に秋極的に協力すべき使命を

トサイダーとして見なされ︑象じめな生涯

かれたことのある中川先生︑文部省におい

今も昔も強い者が幅をきかせて︑弱い者

倉市選定の保存樹林であって︑推定樹齢二

をなさざるを得なかった︒国連決議で訴え

て障害児教育を担当された大川原先生︑神

友会のつどいが催された︒集合の場所は佐

○○年の梅︑なぎ︵竹柏︶︑泰山木などの大

ているように︑社会生活とその発展に参加

奈川県立の盲学校長の村上先生の玉稿をい

果すべきと考え︑本号の特集をおこなった

木でおおわれている︒ここに葬られている

することがこばまれ︑健常者たちから︑生

ただき掲載することができた︒なお参考と

に障害のある人に至っては︑世の中のアウ

のは︑大老堀旧正俊︑老中堀田正陸︑伯爵

活のあらゆる面で不平等な取り扱いをうけ

して国連発表の諸資料をかかげた︒会員各

が泣き寝入りの状態におかれてきた︒心身

堀田正倫︑伯爵堀田正恒︵日本弘道会第五

てきた︒障害者はこれに対して︑ある人は

位は熟読され障害者への理解を深めらるこ

佐倉藩主堀田家の菩提寺で境内の墓域は佐

代会長︶︑正倫夫人︑正恒夫人︑堀田正愛夫

あきらめ一生を送ってきたのであった︒

忍従し︑ある人は自分の受けた運命として

倉市新町の天台宗甚大寺である︒ここは旧

人等である︒当主正久氏にとっては︑正倫

も行事のひとつで︑兼坂祐氏︑中地昭男氏︑

うな社会﹂は貧しい社会なのである︒それ

﹁数多くの成員である障害者を閉め出すよ

議︵皿頁参照︶にも断言しているように︑

︵Ｓ・Ｋ生︶
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とを希望する︒

幸にして︑東京学芸大の養護学校長に就

が祖父︑正恒が父君に当る︒それぞれの墓

青柳嘉忠氏の講演があったが︑就中︑弘道

とは反対に︑こうした人たちにあたたかい

しかし︑こうした不幸な人たちを軽蔑し

会の会員も兼ねる兼坂氏は水資源開発の専

手をさしのべるようにすることは︑単に障

前で法要の後︑本堂階段前で記念撮影︒藩

門家で会祖西村泊翁の訳述書数巻を持参し

害者だけにとどまらず﹁全体としての社会

っても決して幸福な社会ではない︒国連決

西村会祖が蘭学・英語・ドイツ語を習得し

にも利益にもなることなのである︒﹂等し

冷遇しているような世の中は︑健常者にと

て我がものとされた結果︑生み出された識

く人間として生れ︑人間としての欲求をも

名︑大部分は弘道会の会員でもある︒誰瀕

見と功績を高迩且つ有益有用なものと高く

友会の会員約二○○名中の出府者は約四一

評価して参会者の耳をそばだてさせたのに

送料
二五○円

︵写真一四葉︶送料込承

課日本弘道会

第三話野口明先生の昔語り
第四話伊達政宗公霊廟の再建物語
第五話流離の古書の行方を訪ねて

第一話夏の軽井沢︒ある昼下り
第二話東園侍従のお話
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つわる︑世にも珍らしい因縁話の異色篇

出﹂として秘蔵された古書〃政宗公御名語集″にま

ある古書にまつわる因縁話第七代日本弘道会長．野口鯛先生鱗ご生前﹁門外不
第七代弘道会会長・野口明先生と
東園基文侍従をめぐるゆかり認

日本弘道会
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文学博士古川哲史著四六版一九三頁頒価一︑五○○円

東京大学名誉教授・亜細亜大学教授の古川博士が西郷南

洲︑西村茂樹︑元田永学等の記録を通して︑現代文化の

目次

出発点となった﹃明治の精神﹄を解明しようとした野心
作︒

敬天愛人︑西南戦争異聞
批判家としての西村茂樹︑西村茂樹と維新の人物
元田永学覚書︑一夫一婦論者としての元田永手
明治末期の若い精神ｌ魚住影雄と和辻哲郎
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明治の精神
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日本弘道会会長西村幸二郎著四六版三一頁頒価二○○円
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