昭和五十六年十月十五日発行

特集マス・コミの社会的使命
マス・コミの社会的責任
く杉山克己＞

情報産業の公共性を問う
く新谷政一＞

ジャーナリズム私観
く俵孝太郎＞

大衆文化の時代におけるマス・コミの社会的使命
く片山清一＞

〔資料〕マス・コミの倫理綱領
一新聞・映画・出版・民間放送一

昭
和
5
6
91
0
月
号

日 本 弘 道

今云

東 京

第八十九巻第八百九十四号

第894号

︵昭五一・一○・三○︶

若き日の晩翠先生

１１

鑑

！

藤

模写︵本誌瓢頁参照︶

牛草茂氏夫人の刺繍による

Ｍ言１１︑一面唖脱川︲ｆごＪ︐︼Ｌ垂．︒令卜的．７日
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フォーム姿︒

藷翠︵ひすい︶色のネクタイをして︑膜想するように天
の一角を仰いでいる土井晩翠の旧制二高教授時代のユニ

原画は第七代会長野口明先生昭和聖年弱歳の時の作︒
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無冠の帝王古川哲史

をわたしは知らない︒

感激して．⁝．．：・牛草

準帳し酎窪準一鋤一

由

﹁野口明画集・文集﹂に

Ｊｌ

会員だより・編集後記

敬弔︵白根支会長・橘雑氏ご死去︶

今︽生口︵ご寄付者芳名︑会費領収報告︶

弘道俳壇
弘道歌壇

茂

﹁無冠の帝王﹂ということばをこのごろ耳にしないが︑わたしは旧制中
学の修身の時間によく聞いた︒修身の担当は日高重孝という校長で︑東
大国史出身の文学士であった︒将来の進路が話題になると︑先生は﹁無
冠の帝王﹂としての新聞記者をやりがいのある職業として推薦した︒新
聞記者は筆一本で世論を一変せしめうる神通力をもっているから︑こん
なに痛快な仕事は他にないという趣旨であったと思う︒
わたしの中学時代のジャーナリズムといえば︑新聞が中心であったが︑
その後ラジオやテレビ︑映画などが加わり︑新聞・雑誌の発行部数も往
時の数倍ないし数十倍になった︒ジャーナリズムの世界は広大なものと
なり︑その影響力も計りがたく強大になった︒それだけにジャーナリズ
ムの責任も大きくなった筈であるが︑どうも権利や自由ばかりが主張さ
れ︑時には暴力化するかたむきすらないではない︒最近も︑大新聞がキ
ャン・ヘーンを張って非難攻撃を集中した﹁ノアの方舟﹂事件や︑文部省
の出張費をごまかしたという某私立大学長の事件があったが︑真相は暖
昧模糊としたもので︑けつきよくは大山鳴動して一匹のネズミもつかま
らなかった︒にもかかわらず︑大新聞が自分の非を認めてあやまった例

そういう目にあまる暴力化をコントロールするために︑﹃言論人﹄と
か﹃月曜評論﹄とかいう専門の新聞まで出ている︒それら新聞の記事を
読んでいると︑ジャーナリズムの偏向ぶりがイヤというほど目だつが︑
偏向一辺倒の帝王ではまこに困ったものではなかろうか︒帝王としての
実力があればあるだけ︑自粛自戒をせつにお願いしたい︒︵本会理事︶

！

幸二郎

生のご遺徳のほどが．一層偲ばれて︑賑やかな楽しいお集りでございまし

これは当日の会の模様を皆様にお伝えすると共に︑併せて静かに地下

券も

に眠られる先生の笑顔を偲びながら皆様もご一緒に喜んで頂こうと書き

私自身は昨年の一周忌の時と同様︑万一ご挨拶の要もありはしないか

加えたもでのございます︒どうかご了承下さい︒

て皆様にお伝えしたいと存じます︒

と少し準備しておりましたが︑次にその時の挨拶の腹案をそのまま掲げ
舶部七町︾︼

日本弘道会会長

第三回忌﹁野口明を偲ぶ会﹂に招待されて

ｌまえがきｌ
去る８月鋤日︑本会前会長野口先生ご遺族におかれましては︑先生の
り︑私ども日本弘道会役員一同もお招きに預りました︒

第三回忌︵九月六日︶を繰りあげて﹁野口明を偲ぶの会﹂をお催しにな
今年はやや趣を異にして︑多勢のお孫さん達のほか︑今年お生れにな
ひさご

ぞれのお孫さん︶が︑可愛らしいお顔して︑親御さまたちの胸に抱かれ

ていたように感ぜられておりました︒

存じます︒と申しますのは当時︑世相は次第ノ︑に︑何となく落着
ぷき難けはい
かないと申しますか︑不安と言いますか︑一種不気味な気配が漂っ

この度野口先生がご逝去になってから早くも三回忌をお迎えにな
られたことは︑時の流れの余りにも速いのに︑今更ながら鷲ろかさ

しかし先生のお跡を引き継ぎました私共が微力のために︑弘道会

いうちに︑月日はどんノ︑経って︑先生が私共の悲し染の中にお亡

た

としては︑これといった見るべき成果も十分に挙げることも出来な

くなりになってからというもの︑内外の状勢は更に一段と難かしぐ
○○

例えば﹁いったい世界は将来どう変って行くのだろうか﹂とか︑

ＯＯ

種の不安を感ずるような空気でございました︒

人々までが︑世の中の動きに対して︑何となく鵬ろげながら︑ある

なってきて︑所謂知識階級のお偉い方灸だけでなく︑一般の世間の

お仕事に従事なさったのでございます︒
がい

省や教育界方面へと︑実に多方面に亘って︑ご活躍なさいましたが︑

ご承知のように先生はご生前︑或は文部省︑内務省︑さらに宮内

を膝に浮かべながら︑思い出などをお話し致したいと存じます︒

今日はお懐かしい先生をお偲び致しまして︑あの一言やかなお顔

れるのでございます︒

︲あい

見出来て嬉しく︑ご一家揃って和気調之の中にほのぼのと心温まり︑先

てご参加になって︑先生ご一家の末広がりのお目出度いご繁栄振りが拝

ったぱかりの曾孫さんお二人︵ご長男一郎氏・女婿の土田国保先生それ

村

晩年になってからお亡くなりになるまでは︑専ら日本弘道会復興の
かん

私考えますのに︑先生としては︑この間の時期が︑ご生涯で最も
心血を注いで︑しかも︑ご苦労ばかり遊ばしたのではなかったかと
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西

んど考へてもみなかったし︑また考えたとて私達ではどうすること

また﹁日本の行末はどうなるのか﹂とかいったような︑今までは殆

ると信じます︒の承ならず︑現在ではわが国が原爆被害の世界唯一

すが︑世界の先進国も途上国もその多くが︑このように観察してい

めたたえられたことは︑皆様もまだご記憶に新らしいことと存じま

と単に外交辞令でなく︑そのお人柄からいっても︑心の奥底から讃

○○

も出来ないことが︑何とはなしに気にかかるようになって来たので

の民族国家として﹁道義的永遠の平和民族国家﹂を維持することを

はないかと存じます︒

つい数日前のテレビで︑わが国の北方領土四島の︑長年の熱心な

であることを肝に銘じ︑この非常時に当っては改めて︑この精神を

悲願として︑これこそわれノ︑日本民族の権利でもあり︑また義務

がず︑これをわが国是の一つとして︑来るべき若い世代に次左と伝

﹁道義﹂の理念を確立し︑永久にその信念を謹り抜いて動かず︑揺

世界に拡める努力を怠らず︑更に兵力に勝るとも劣らない大切な

○Ｏ

返還要求に対して︑相手国が到頭公然と開き直って︑︿厳しい反撃を
おどし

加えるぞっ﹀と威嚇をかけて来たとか放送しておりましたが︑近頃
の世界情勢から見ますとちょっと︑薄気味が悪いような心持が致し
野口先生も︑恐らく地下に在って︑さぞかし国家の将来を深くご

お慰めする唯一の途ではないでしょうか︒こうした一民族の団結し

えて行くことこそが地下にお眠りになっておられる野口先生の霊を

ますのは︑私だけではなかろうかと存じます︒

など︑アレコレご心揃になっておられやしないかと想像するのでご

もいつまでも永く変らぬお力添えを賜わりこの賢い国土を護りつつ

道をよし遥か彼方に遠くとも︑一歩ノ︑と固く踏みしめて︑いつ迄

て下さいまして︑吾ら同志一同の悲願とも言うべき永遠の平和への

野口先生Ⅲどうぞ︑あの世からも︑呉をもご加誰の手をさしのべ

にこれを覆し消滅せしめることは不可能と確信致します︒

くつがえ

た道義国家の礎は世界の姿がどうなろうとも戦力を以てしては絶体

憂噛になり︑またご生前最もご苦労遊ばした︑わが弘道会の行く末

ざいます︒
○ＯＯ

そこで︑私達日本弘道会凌員は︑かね人︑西村会祖や野口先生の
きんこん

ご遺志を継ぎ︑その流れを汲んで一致団結している以上︑この際は
従来以上に︑緊揮一番︑しっかりと決意して︑会の基礎を一層固め︑
一人でも多くの同志を天下に探し求め︑互いに手を握り︑また国内

会本来の仕事である︑その主義主張の宣布をいょノ︑旺んにして︑

永遠の世界平和に到達せんことをひたすらお願申し上げます︒

︵昭和五十六年八月二十九日︶

これを以て私の今日のご挨拶に代えさせて頂きます︒

の少くないほんとうに真面目な同種道義団体と︑互に相扶け合って︑
一つの大きな力強い勢力として︑一大道義国家の礎を作るために津
先般︑陛下がロ
ロー
ーマ教皇の来朝の掴︑初めて宮中で謁見されたョ

心の力を注ぐことが何より有意義ではないかと存じます︒

○○

﹁私は古来日本が〃道義国家″であることを︑知って大変尊敬し

ハネ教皇は開口一番

ているのでございます﹂
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マス・コミの社会的責任
ｌニュースの報道をめぐってＩ
かつて第一線記者として取材に駆け回っていたころ︑先
輩の老練な一記者の一人が︑つぶやくように次のように語っ

杉山克己

うかつにもそこまで考えたことがなかったからである︒

場の売り出し風景のスナップ写真ではないかと軽く考え︑

るが︑考えて染れば人権を守る立場からすれば︑ごく当り

いまもなお︑この一言は心の片遇に深く刻承こまれてい

﹁われわれの仕事は決して生易しいものではない︒例え

人左の心を傷けかねない︒結果的に無意識のうちにしろ︑

前のことである︒われわれマスコミの仕事は︑ともすれば

たことがあった︒

掘り出し物をあさる主婦たちにピントを合わせて取材する

ばデパートの特売場などへ出かけていって︑われがちにと

最近は︑たとえ写真一枚にしても肖像権の問題が強調さ

そこまで踏象込むことは許されるはずもないのだが︒

の雰囲気を伝える写真一枚撮るにしても︑その写真が新聞

ことがある︒庶民生活の現実がそこにあるからだが︑会場

れるようになってきたが︑プライバシーの点など︑人権感

ついて甘さがあることは否定できない︒それだけに︑とく

覚がまだまだ一般的に稀薄であり︑社会的にも人権侵害に

にマスコミ人には反省と自戒が必要になってくるのではな

アップで出ないキメ細かい配慮がほしい︒

物価高騰の折から︑少しでも安い物をと奥さんたちが苦

紙面に出た場合を考え︑特定の人の顔がはっきりクローズ

心する姿をと︑こちらでは思ってカメラの焦点を絞るわけ

いかＯ

発展の時代を迎えて

だが︑あまり格好よくない姿が紙面に出て︑それが近所の
話題にでもなったら︑一体どういうことになるだろう︒そ

それはともかく︑ここでマスコミ界の歩象と現状につい

は比べものにならないほど発達し︑そのありようも複雑に

て少しふれて象ると︑一つの特徴は︑戦後になって戦前と

この記者の話を聞きながら︑はっと胸を一突きされたよ

なってきたことだ︒だいいち戦前のマスコミといえば新聞

てあるのだ︒﹂

の人は︑えらく自尊心を傷つけられ︑立場を失うことだっ

うな思いにかられた︒駆け出し時代でもあり︑たかが特売
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誌も︑週刊誌といえば︑代表的なものとして﹁サンデー毎

が主体で︑電波の分野はＮＨＫのラジオぐらいだった︒雑

てよいだろう︒また今日の社会は新しい社会性のある一三

精力的に活動を展開しているのは︑まずマスコミ界といっ

も敏感に反応し︑情報集収に神経をピリピリさせながら︑

情報化時代ともいわれる現代社会の中で︑それにもっと

−スを追い求めるマスコミにとっては素材に事欠かない︒

日﹂﹁週刊朝日﹂の二誌に限られ︑内容も︑いわば新聞の

国内︑海外を問わず事件︑事故︑犯罪︑戦争の危機⁝⁝と︑

日曜版の延長といった趣きのものにすぎなかった︒その他
かったように思う︒

ノ︑る︒

実に数多くの問題が︑激しい人の動きとともに浮び上って

に月刊誌もあったが種類も発行部数も︑それほど多くはな
だが戦後︑二十年代の後半に入ってマスコミ界は画期的

通信手段の飛躍的な発達が︑マスコミの取材活動にます

ともいえる発展の時代を迎えた︒その最大のものは民間放

きている︒﹁少しでも早くホットなニュースを﹂というわ

送の誕生であり︑テレビの登場であろう︒電波を媒体とし

けで︑そうなると速報性という意味では︑テレビ︑ラジオ

ます拍車をかける結果ともなっているが︑新聞︑テレビ週

こうした異質のマスコミが登場し︑急速にのびてきた背

が圧倒的に強みを発揮する︒これに対し︑新聞は第一報は

刊誌三つどもえの取材競争は年々︑過熱化の傾向をおびて

景には︑技術革新と高度経済成長が考えられる︒その点で

電波媒体に譲るとしても︑じっくり読ませるという点で活

たテレビは︑従来の活字媒体の新聞中心のマスコミ界の様

は新聞︑雑誌など活字媒体の分野も例外ではない︒印刷技

相を一変するものであった︒

術のⅡ覚しい発達は︑従来からの新聞に活力を与えたばか

とは違った取材網の強力な基盤をフルに動員して︑これに

対抗︒同業他社との競争もさることながら︑取材合戦は激

字媒体のメリットを生かし︑また戦後生まれのテレビなど

化の一途をだどるというのが昨今のマスコミ界の実情とい

やマンガの分野が飛躍的発展するきっかけともなった︒

今日ではマスコミといっても︑新聞のほかにテレビ︑ラ

りではなく︑三十年代後半から四十年代にかけて︑週刊誌

ジオといった電波媒体から︑週刊誌︑月刊誌など活字媒体

えるだろう︒

いいちに人権の問題であろう︒﹁マスコミは何でもオー︵

らこそ︑マスコミ界が冷静に考えねばならないことは︑だ

だが︑いかに競争が激しいからといって︑いや激しいか

も種々雑多なものが︑次々に発刊され︑広範な読者を吸収
し︑一つ二つのパターンでは到底くくり切れなくなってい
るＯ

激化する取材合戦
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１に報道する﹂﹁新聞やテレビが騒ぎすぎるから︑問題が

でその点の配慮は︑欠かせないだろう︒．

発するかのように相次いで起こることがある︒そこに心理

だが︑こうした一つの報道は︑きっかけにはなりえたと

的に引き金になる要素が現実に働くとしたら︑扱い方の上

しても︑それ以上のものではありえないし︑個々のケース

こじれてしまうｏ﹂といった世間の批判や苦情を︑しばし
かにはマスコミの矛先きをかわすためのクレームもあるだ

ば耳にする︑むろんすべてが当っているわけではない︒な
ろう︒しかし︑こうした批判などについて謙虚に受け止め

残ることが多い︒よく学校で問題が起きたとき︑教育関係

について︑問題の本質を掘り下げて染る必要は依然として

ことに昨年以来︑全国的にひん発傾向にある中学生の校

る姿勢は︑どこまでも失ってもらいたくないものだ︒

し︑そうした配慮を求める裏に︑教育的配慮を一つの〃隠

れミノ〃にして︑ただ単に問題を覆い隠したままその場を

者の方から﹁教育的配慮﹂ということが強調される︒しか

糊塗しようという別の意図が感じられる場合もある︒した

内暴力事件や暴走族の実態をとりあげることに関連してい
について︑教育関係者ばかりではなく︑一般の人たちから

えば︑考えさせられることが少なくない︒報道のありよう
も︑新聞やテレビに代表されるマスコミへの風当りは︑か

がって﹁教育的配慮﹂といっても一概に肯定するわけにはい

ればならない︒一つ間違えば︑一人の︑あるいは数人の子

と︑決して早とちりや︑中途半端な報道は厳に戒しめなけ

の競争がいかに激烈を極めようと︑時間的な制約があろう

かないが︑ともかく子供にかかわる問題は︑マスコミ内部

なり厳しいものがある︒

派手な扱いについて

凶悪犯罪にしても︑その社会性からいってニュース価値が

教育問題に限ったことではないが︑大人の自殺にしても︑

あると判断された場合新聞でもテレビでも大々的に特集な

しかし現実にはマスコミ側の意図とは裏ハラに︑次々と

社会に対する警鐘という意味で扱いも大きくなりがちだ︒

力沙汰は想像を絶するものであった︒木造校舎の︑教室や

があった︒情報を掴んでかけつけてゑると︑生徒たちの暴

で︑まもなく卒業という生徒だちが集団で大暴れしたこと

筆者自身の取材体験だが︑かつて兵庫県下のある中学校

慎重な取り組みを

供の将来にも影響を与えることになりかねないからである︒

連鎖反応的に同じような暗い一三−スが続発することがあ

廊下の腰板に︑人間の頭がすっぽり入るぐらいの大穴がい

セーショナルに扱うのは論外というほかはないが︑一つの

ど行って報道する︒こうした報道は︑ただ興味本位にセン

ていても︑一つの派手な報道が︑第二︑第三のケースを誘

る︒とくに子供の自殺や校内暴力事件など︑最近の例を見

（6）

たるところにあけられ︑窓ガラスも無数に破られていた︒

かない事件的な性格を及びたケースも少なくない︒だが事

いうことになるだろうか︒教師を萎縮させ︑子供の心に割

件的な慣れから安易に問題を取り上げるとしたら一体どう

り切れない傷跡を残すことになりかねない︒一つ間違えば

校長室に飾られた数々の表彰状が極めて印象的だったが︑

のゆるみからの常軌を逸した〃暴走″であり︑もっての外

こうした校内の荒廃ぶりを表面だけ眺めれば︑卒業前の気
ということになろう︒もっとも生徒たちの行為そのものは

そう考えると︑どこまでも予断や偏見をしりぞけ︑教育

人権を損うのだ︒

子供の将来への配慮も決して忘れてはならないことである︒

的観点に立って真実を掴む努力は不可欠のものだ︒さらに

どこまでも悪いことだが︑当時はいまと違って校内暴力な
ど皆無の時代である︒荒れはてた校舎を一回りして︑︵こ

新聞にしるテレビにしろ︑いろいろな側面を持ち︑さま

その社会的影響力

れは何かある︶と考え︑じっくり時間をかけ学校だけでな
く周辺にまで範囲を広げ︑丹念に取材を進めていった︒そ
の結果︑卒業していく生徒たちをめぐって歴然とした就職

校内暴力をまとめていたら︑暴れた生徒たちを一方的にき

あとで振り返ってみて︑一部の関係者らの話だけでこの

々の事件︑事故などを追いかける中で︑社会問題を取り上

ニュースをいち早く知らせるということだけではない︒日

う点では社会的に一定の役割りを期待されている︒単なる

ざまな活動を行っている︒だがとりわけ一三−ス報道とい

めつける事実誤認の記事にしかならなかったことと思う︒

は思い切って暗部の核心にメスを入れ︑手厳しい批判を加

げ世論に訴えていくということも重要な仕事である︒時に

、 』 ノ

差別の問題が浮び上ってきたのだった︒

生徒の名前は表に出ないといっても︑その記事で心を傷け

上りごう慢な態度を示すようになったらおしまいである︒

だが世論のオピニオン・リーダーとしてマスコミが思い

えていくこともあるだろう︒

られ︑自暴自棄となって将来の方向まで踏み誤まる生徒が
あったかもしれない︒そんなことを自問自答しながら︑い
わざるをえない︒

まもなお報道のむづかしさ︑慎重な取り組みの大切さを思

に立って記事を書け﹂という言葉が生きている︒長年の伝

新聞社内には︑同じ批判するにしても﹁切られる人の立場

い分に耳を傾ける態度は︑長い目で見れば︑その新聞の信

統と経験の中から生まれてきた一言だと思うが︑相手の言

近ごろは︑それに似たような校内暴力事件や青少年層の
のことばかりではなく︑教師の問題もしばしば取り上げら

非行問題などが日常茶飯事のように報道される︒子供自身
れる︒むろんその中には社会問題として見逃すわけにはい

r ワ 、

象れぱ両刃の剣であり︑その切れ味が鋭ければ鋭いほど︑

的存在とみるむきもある︒だが︑報道のもつ力は︑いって

影響力について︑なかには政治権力などと肩を並べる権力

新聞のみならずニュースを追うマスコミは︑その社会的

低俗番組︑それにナンセンスものやエロ・グロをむき出し

な見出しで読者を釣ろうとする厚顔な紙面︑あいも変らぬ

るとは言いがたい︒内容のともなわないセンセーショナル

にいってすべての点で︑あるべき理想像に近づいてきてい

だが新聞︑テレビに代表されるマスコミの現実は︑率直

手厳しい批判を

その刃は自からにも向けられている︒問題点をえぐり出し

い︒また個人のプライバシーや名誉を平気で傷けるような

にして売り込もうとする雑誌など︑数え上げたらきりがな

頼にもつながる︒

いてまわることを忘れてはなるまい︒不当なはね上った報

くる︒さらに言論︑出版などの行き過ぎに対する歯止めは︑

そうかといって法的に規制となると︑また別の問題がでて

そうした傾向を野放しにしておいてよいはずはないし︑

出版物も依然として後を断たない︒

追及する以上︑当然なことだが社会的責任というものがつ

支持を失なうからである︒

道なりキャン・ヘーンというものは︑結局は読者や視聴者の

ここ数年来︑﹁開かれた新聞﹂ということが折にふれて

マスコミ自身の認識と自覚をまつほかはないが︑それを促

本来的に法律などで取締る性格のものでもない︒となると

強調されるようになった︒それは新聞も︑新聞記者も︑市
いま一歩踏象込んでいえば︑市民生活の中で生起する悩象

像という形でストレートに情報が送り込まれてくる︒視聴

例えばテレビの場合だが︑テレビは各家庭の受像機に映

進するのは世論そのものではないだろうか︒

民社会の一部であり︑一人であるということに外ならない︒

や喜びを敏感に感じ取り︑時には掘り起こし︑市民ととも

に歩むｌその姿勢旗り態度が︑これからの新聞に求めら
れているということにもなろうか︒

とくに子供の教育という点からゑて︑ただ面白ければとい

者の視覚に訴えることもあって︑与える影響は強烈である︒

った興味本位の〃やらせ番組〃など︑時折り問題になった

つまるところは︑われわれの生活の向上︑環境改善とい

りもするが︑内容の稀薄な低俗番組などに対して︑もっと

った身近かなところから︑さらには社会の繁栄︑平和の維
る︒そのために報道は微視的な取り組ふと同時に︑巨視的

持といった多くの人たちにかかわる共通の問題にまで広が

マスコミにとって最大の関心事は︑何といっても︑それ

手厳しい批判が向けられてもよいのではないか︒
た問題にも︑つねに高い関心をはらう必要があろう︒

な視点も持ち︑広く政治︑経済の動向︑時代の流れといっ
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L

聞︑テレビなど独自につくって一方的に受け手側に流す形

を読んだり見たりする一般の人たちの手ごたえである︒新

を良くするのも悪くするのも︑キメ手は︑それを受ける人

初めて期待できるという見方も成立つといえる︒マスコミ

ちの〃厳しい目〃があってこそ︑マスコミの向上︑発展も

あらやせいいち
新
谷政一

ろうか︒︵毎日新聞論説順間︶

たちの意患吹第１と考えたいのだが︑いかがなものであ

はとっているが︑実質的にはその反応には最も弱い一面を
ついて手厳しい批判を下す立場にあるのは︑読者であり視

持っている︒逆にいえば新聞の記事︑テレビの映像などに
聴者である︒そして︑また情報などを受け取る一般の人た

情報産業の公共性を問う

いずれにしても情報は︑きわめて広範かつ多岐にわたる

・趣味や娯楽などに細分化されることになる︒

ものであり︑それは︑人々の生活の仕方や価値観にも影響

、 ヅ ノ

・教育・教養をはじめ健康・スポーツ・料理・服飾・裁縫

﹁情報産業﹂なるものをどうとらえるかについては︑さ

を及ぼすことになる︒しかし︑どのような階層・組織が︑

︹｜︺情報は一種の商品

まざまな定義の仕方がみられるが︑一般的には︑放送・新

どんな性質の情報を求めているかについては︑さまざまな

ただ︑情報は︑人々の生活観や価値観に深く関わるもの

聞・出版・広告・映画・データ通信・情報サービスなどの

である以上︑そこには当然に︑社会的な役割が生じ︑公共

事業を包括する広範な産業分野と解されており︑しかもそ

米国プリンストン大学のＦ・マクループ教授は︑情報産

的な色彩を帯びることとなる︒しかしその反面︑企業的な

である︒

業を教育・研究開発・マスコミ︵コミュニケーション産業︶

立場からすれば︑情報とは︑ある意図のもとに︑生産・収

要因がからんでくるので︑一概に断ずることはできないの

・情報処理︵ハードウェアとソフトウェア︶・情報サービ

集・蓄積・加工されて︑需要者に提供されるものであって︑

れは社会構造や社会生活の複雑化・多様化に伴って必然的

スの五部門に分類している︒これは産業的な視座からのも

にシステム化の方向を辿るものと目されている︒

のであるが︑受手のニーズという観点からは︑政治・経済

r q l

潤追求の原則がはたらき優先する︒ごく一部の特殊な情報

企業であり商品であるかぎり︑そこには︑どうしても利

ならない︒情報が人々の価値観を方向づける力をもってい

割には︑情報に対する人々の批判力は低いといわなければ

挙げることは︑今日的な常識ともなってきているが︑その

人間生活の重要な糧として︑物質・エネルギー・情報を

だけが︑世のため人のため営利を度外視して提供されるの

る必要があるわけで︑このことは︑われわれの生活にとっ

るとすれば︑情報の受手側としては情報を批判的にとらえ

それは一種の商品でもある︑ということになる︒

であって︑大部分の情報は営利的目的を前提にして提供さ

しかし︑情報の今日的な状況を︑どのような視点から把

ての今日的な課題であるといってもよいのである︒

れるのである︒つまり︑情報は︑売れなければ困るわけで︑

こうしたことから︑顧客のニーズが先立つことになり︑提

握し批判するかは︑それぞれの立場によって異なると思わ

供者側に余程の自制力がはたらかぬかぎり︑顧客の好承に
流されて︑その社会的役割や公共性は薄れがちになってし

れる︒ここでは︑情報のうちのマスコミ︵放送・新聞・出

量的な拡大が進むとともに余暇の増大・価値観の多元化

また︑今日︑情報産業は︑社会の進歩に即応するために

者側の自浄のあり方と受手側の心構えについて︑いささか

﹁性﹂についての対応をとりあげ︑それに関する情報提供

版など︶に限定して︑とくにマスコミの﹁生命﹂感覚と

いのち

まうのである︒

などによって︑ますます多様化・高度化・効率化の傾向を

堂ツクス

辿ることになる︒そしてこのことが︑情報の質の低下を招

してきていように思われてならない︒

に︑その広告面をも含め︑﹁生命﹂についての感覚が鈍化

今日の放送︵テレビ・ラジオ︶・新聞・出版などを染る

︹二︺マスコミの﹁生命﹂感覚

いのち

私見を述べて象ることにする︒

まずもって︑こうした点を理解しておく必要があろうと思

くことにもなるのである︒情報問題を論ずるに当っては︑
われる︒

人間の生活環境は︑物質的環境と精神的環境に大きく分

人間の特性について︑西洋では古くから︑さまざまに論

けられるが︑情報はこの両者に深く関わるので︑情報の如
になるのである︒つまり︑生活環境は情報環境であるとも

何が︑人間生活のあり方や人為の価値観をも左右すること

ファーベル︵工作する人︶︑ホモ・ルーデンス︵遊戯する

じられてきた︒ホモ・サピエンス︵知恵ある人︶︑ホモ・

人︶をはじめ︑理性をもった動物・言語を操る動物・道具

いえるのであって︑今日の社会が︑﹁情報化社会﹂とよば
れる所以もここにあるわけである︒
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を使う動物・社会生活を営む動物など︑さまざまな定義・

り耳にしないのである︒

主体性の強調は聞かれても︑共存性や役割性の主張はあま

の発展によって︑わたしたちの生活には︑以前とはくらべ

ましいものであるか否かを問いたい︒たしかに物質的文明

さらに︑いまわたしたちをめぐる環境的条件は果して望

表現づけがなされてきた︒これらはみな︑人間性の一面を
巧みにとらえている︒

ものにならないほどの〃豊かさ〃が見られる︒しかしその

しかし︑人間が他の生物に比して著しく異なると思われ
る﹁生物的特長﹂としては︑つぎの三つが挙げられよう︒

反面︑人工的環境による刺激は︑人間の精神的抑圧と情緒

の不安定を生染出し︑悪への誘惑を強めていて︑精神的に

第二次

わめてよく発達していること︑第二は︑﹁坐巣性

はむしろ〃貧しい川状況におかれているとさえいえそうで

その一つは︑大脳とくに﹁新皮質﹂とよばれる部分が︑き
就巣性﹂の生物であること︑そして三つめには﹁無発情期﹂

人間が時として〃愚かしい行動″に走るものであり︑ま

ある︒

かんな知的活動を行い︑科学・文化を創造し発展させてき

にし︑さらには環境条件が好ましからざるものになりつつ

た今日の社会的情況が人間としての共存性や役割性を稀薄

人間は︑きわめてよく発達した大脳新皮質によって︑ざ

の生物である︑という点である︒

たのであるが︑それと同時に︑歴史的にみても︑他の生物

また︑人間は︑人間が生翠だした社会的関係・文化的情

軽視あるいは抑圧し︑時には悪への煽動とさえ思わせるも

命をきわめて無造作に扱い︑また人間の共存性や役割性を

ものさえある︒一部のテレビや劇画本などでは︑人間の生

ろか︑悪化への誘発あるいは傾斜の契機を生象だしている

ところが︑マスコミの一部には︑今日的情況の是正はお

きはく

には見られないほどの激しい憎しみ・争い・殺し合いをも

意見を提供する役割を負うべきだと考える︒

あるとすれば︑マスコミは︑こうした情況への警告と改善

ホモ・サピニソス

演じてきたのである︒まさに人間は〃賢い人″であるが︑
ホモ・スツルツス

また〃愚かなる人″でもあるわけで︑この点は現代におい
ても︑生物的な本質としては︑いささかも変っていないと

況の中での生活体験を積み重ねるこによって人間となり得

見てよいのである︒

るのであって︑社会的人間関係・文化的情況の中で︑自己

のがみられる︒

愉悦を求めるということはあるであろうし︑商品としての

今日の社会風潮として︑人糞が一時的な刺激に気休めや

せんどう

の自覚・自他の認識と協調・文化創造への参加を通じて人
を識ることによって人間となっていくのであるが︑今日︑

間となる︒つまり︑人間としての主体性・共存性・役割性
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らないのである︒

が青少年に及ぼすであろう影響を慎重に吟味しなければな

子どもたちをめぐる社会的環境はたしかに悪化してきて

らぬわけではないが︑それにしても︑あまりにも良識に欠
け常軌を逸した〃売らんかな〃の姿勢は黙視しがたい︒い

いる︒悪化しているのが事実だとすれば︑その事実をあり

情報が︑こうした受手側の需要を無視できない事情もわか

まこそ︑情報のなかに人間性を高め︑生命の尊さを守り守

のままに報道するのが︑報道の自由であり使命であるとの

なかで育てられる〃ことを明一記しているし︑国連の﹃児童

﹃児童憲章﹄は︑〃児童は人として尊ばれ︑よい環境の

愚かにも失念しているのではなかろうか︒

報道の自由には〃報道しない自山″も含まれていることを︑

は煽情的とさえ思われるマスコミの姿勢には反発を覚える︒

せんじょう

論理も成立するであろうが︑あまりにも興味本位な︑時に

らせる運動を展開する必要がある︒
セックス

︹三︺マスコミの﹁性﹂対応
人間には発情期がないから︑人間は通年の生殖行為が可
能となり︑性の自由を獲得することができたのである︒し
かしその反面︑歯止めがきかなくなって︑性の放縦・堕落・

ほおしよおだらく

無軌道への暴走を来たすのである︒昨今の青年男女・少年

のものを与えなければならない﹂と調われている︒情報化

権利宣言﹂には︑﹁人類は児童に︑それが持っている最良

性のルールは︑社会的規範と個人的自律の両面から考究

き環境を作りあげる任務は︑マスコミに負わされた社会の

社会といわれる今日︑子どもたちの環境を浄化し︑より善

うた

への対応が検討されなければならないと考える︒

少女の性的犯罪行為を聞くにつけても︑マスコミの﹁性﹂

されなければならないが︑性的犯罪の制裁は別として︑で

自らの襟を正す必要がある︒

付託でもあるわけで︑情報提供者はこの点を深く自覚して

ふたく

にしたいものである︒マスコミは︑この個人的自律を図る

きるだけ社会的な抑制は軽くし︑個人の自律に委ねるよう

る時間は年々増加しており︑漫画に親しむ時間も増えてき

最近の諸調査を染るに︑小・中学生のテレビ視聴に当て

わたしたちの社会は成人だけによって構成されているの

ている︒小学校の高学年から中学生ともなれば︑大人の読

上で︑大きな役割を負うていると考える︒

ではない︒未熟な判断力の弱い青少年をも包みこんで成り

ることがわかる︒心理学者のなかには︑その人が普段どん

む週刊誌・コミックなどに触れる機会も多くなってきてい

えんぺい

立っている︒一度報道され出版されたものを掩蔽しようと

な種類の話題を持つ集団に属しているかによって︑その人

するよりは︑報道・出版に際しての適否と是非を勘考する
ことのほうが大切なのであって︑マスコミは〃自己の行為〃
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とすれば︑いま︑子どもたちの情報環境がどのような情

の思考形態や行動様式がきまってくる︑という人さえある︒

助長させることにつがり︑また︑わたしたちの人間らしい

黙視することは︑刺激的で煽情的な情報の氾濫をますます

はんらん

況にあるかは︑ききわめて重要な教育上の問題であり︑社

れによる無感覚︑大抵のことには驚かなくなってしまう神

感覚・感情を麻蝉させてしまうことにもなるのである︒馴

まひ

会的な問題だといわなければならない︒断じて過少評価し

に批判的精神が枯れる時︑恐るべき文化的・精神的廃頬が

経︑それが子どもたちの世界にも感染し︑日本社会のなか

はいたい

たちは子どもらの人間的な成長発達を希求する立場からも︑

︵財団法人教育調査研究所常務理事・所長︶

訪れるのである︒

てはならないし︑洪手してはいられないのである︒わたし

自浄を訴えていかなければならないのである︒

情報の受手側としてのチェック機能を生かし︑マスコミの

俵孝太

語の対象はなんであるか︒かりにマス・ミーディアだとす

ことはいえないが︑そもそも〃マス・コミ〃という和製英
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マスコミの﹁生命﹂感覚︑﹁性﹂への対応を現状のまま

ジャーナリズム私観

ラを立て︑しかも今日でも﹁大衆迎合﹂するにはこんな粗

で不勉強や認識不足をタナに上げた独善的な問題意識にハ

ぬと情なくなったのである︒

雑な議論にも一応うなずいてみせる必要があるのかもしれ

﹁今日一流のマス・コミにあっても︑その記事に放送に

の傾向が見受けられます︒特にその道徳性については遺憾

という前提のうえで﹁マスコミの道徳的使命﹂を論ぜよ

自分も時として使わないわけではないからあまり大きな

というのが︑編集部の注文である︒率直にいってこれをみ

む︒これらを一括して論じるのは無理であるし︑しかしこ

ればこれは新聞︑テレビ︑ラジオ︑雑誌から映画までを含

れらに共通するものは原則として自由社会では自由企業で

たとたん︑まずヤレャレと呆れ︑ついで猛烈にハラを立て︑

の認識しか持てない人がいるのかということに呆れ︑つい

最後につくづく情けなくなった︒今日でもまだこのレベル

す﹂

ながら俗悪低調とのそしりをまぬかれないように思われま

広告に︑興味本位︑大衆迎合︑営利主義に密着し易いなど

郎

モノを教えるところではないかというくらいの認識で両者

ようというのは︑東京大学も町の自動車教習所も要するに

あるということである︒一括しがたいものを一括して論じ

求めたりするくらい見当外れの︑議論にもなんにもなりえ

んだからといって全大学人にその﹁使命﹂について反省を

性を問うたり︑早稲田大学の事務職員が入試問題用紙を盗

ないものでしかない︒

こうした論法は︑他の分野では複雑な現実をあまりに単

を一括して論ずるくらいバカげたことであるし︑自由企業

れるだけだからまず用いられることがない︒しかしふしぎ

純にとらえているおろかしさをたちまち看破されて潮笑さ

を〃営利主義に密着し易い〃といって批判したつもりにな
では話にならぬ︒

言論機関でもあるし︑娯楽的要素も実用的要素もないわけ

〃社会の木鐸川とかというふうにのゑ承る前近代的な視野

〃徳をもって治める〃とか︑ジャーナリズムについては

ばしば登場する︒それだけわが国では︑政治については

・コミ川の名のもとにあげつらったりするときに限ってし

なことに政治を論じたり新聞などの報道言論機能を〃マス

るのはせいぜいマルクス少年の言いぐさでしかない︒これ
そうではなくてここでいう〃マス・コミ〃とは︑新聞と

ではないし︑広告も単に営業的な面からだけでなく情報の

放送のことだとする︒それでも新聞は報道機関であるし︑

提供という面でも重要な要素である︒放送にしても︑報道

り通っているということなのだらう︒本題をややそれるが︑

〃今日一流〃のマス・コミ〃以上に〃昔にくらべて今はな

と︑政治やジャーナリズムについての基本的な無知がまか

っていない〃といわれることの多い政治︑あるいは政治家

機関であるとともに︑教養機関でもあり娯楽機関でもあり︑

られていて︑経営トップは最終的に全体の責任を負わなけ

聞社や放送機関では一定の経営方針なり社風のもとに律せ

してその事実を操み消した黒田清隆はもちろん︑漁色をも

をとらえてみても︑現職総理でありながら酔って妾を斬殺

広告機関でもある︒これらの諸要素は︑もちろん個食の新

ればならぬ筋合いのものであるとしても︑日常的にはそれ

って朝野に知られた伊藤博文や︑利権あさりでは田中角栄

ぞれ独立してつくられていて個之の現象をとらえて社の姿
勢を問われても実際問題として閉口することが多いし︑ま

等といえようか︒山県有朋の陰惨さ︑近衛文磨の超無責任︑

も足元にも及ばぬ井上馨が︑どうしていまの政治家より上

日とても宰相の声がかかりうるようなものとはいえない︒

東条英機のおどろくべき見通しのなさ︑どれをとっても今

して特定の社の一・二の問題をあげつらって〃マス﹁一ミ〃

こういう論法は︑たとえば東京大学の女子学生にたまたま

全体の﹁使命﹂やいかんと詰問されても答えようがない︒

ポルノ女優に応募した者が出たからといって東大総長の品
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おそらく戦前超一級とされた宰相でも︑そのままでは到底

けての例をみても︑某子爵家若夫人のお抱え運転手との馳

な紙面だったか︒古いことはさておき︑大正から昭和にか

たか︒今日ならテレビのニュースではボッ︑新聞でもせい

いどのニュースがどれだけの紙面をさかれて連日報道され

け落ちや某人道主義作家の有夫の女性編集者との情死のて

今日には通用しないだらう︒

政治とは︑近代的政治学の定義するところによれば︑複
戦前は社会経済システムが単純だったうえに前近代的な全

れだけ露骨詳細に報道されていたか︒今日の週刊誌も顔負

ぜい一段扱いの市井の痴情殺人にすぎない阿部定事件がど

雑に錯綜し対立する内外の利害を調整する技術であるが︑

体主義体制のもと上からの調整を押しつけることに専念す

イ零ハシーにまで考慮を払うことが定着している︒時として

いても︑社会性のないものは地味な扱いにし︑犯人のプラ

今日はもつとも〃興味本位″になりやすい事件記事につ

けの状況が横行してたことは明らかである︒

ればまず足りた︒議会もジャーナリズムも今日とは比較に
ならぬ力しかなく︑労働組合も各種団体もなかった︒国民
認めるという自由社会のイロハを無視して一つの価値観を

行き過ぎはないわけではないにしても︑全休としてははる

の価値観はさほど分裂しておらず︑しかも多様な価値観を

を必要とせず︑だからこそ〃徳〃が重視されたにすぎない︒

押し通せばよかった︒こういう時代の政治は︑あまり能力

政治報道に関していえば︑昭和戦前までのジャーナリズ

るのである︒

ムは著るしく政策的な視点を欠いていた︒国際報道にして

かに昔よりセンセーショナリズムは抑制され︑進歩してい

したがって政治を論ずる場合︑能力︑技術を問わざるをえ

しかし今日の政治︑とりわけ西側自由社会に属する国の政

ない道理だが︑これはよほど勉強しないと評価できない︒

に伝える点で大きく欠けていた︒今日の政治︑外信面はそ

も︑〃帝国″の独善的主張のみをのべて世界の大勢を公正

治はきわめて高度の能力と技術を要するものになっている︒

評価できなければだまっていればいいのに︑不勉強なまま

れとは面目をかえている︒広告についても︑かつては〃一

ていたものだが︑今はまったくない︒広告倫理綱領に基く

流の〃新聞に毒をしく連日有田ドラッグなどの広告がのっ

見当外れなことになるのである︒

今日の政治を論評しようとするから〃昔はよかった〃式の
ジャーナリズム批判もややこれに近い︒〃今日一流″の

ジャーナリズム本来の〃使命〃からいえば︑最も劣悪を

審査と規制が確立されているのである︒

〃マス・コミ〃が〃俗悪低調〃というが︑明治時代の新聞
がいい︒どれだけ〃興味本位〃〃大衆迎合″の〃俗悪低調〃

資料をみるがいい︒戦前の〃一流の〃新聞の縮冊版をみる
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おそれるがゆえに書き続け︑国家と国民生活を崩壊の淵に

べての報道機関がウソとわかっていることを権力の弾圧を

きわめたのが戦時中の新聞だったことは言をまたない︒す

様な価値観を認めないジャーナリズムがあるとすれば︑こ

許の道徳にの桑依拠し︑それ以外の多様な道徳︑つまり多

することは︑思想信条の自由をそこなう︒権力の定める官

ら許されぬというのも一つの道徳的主張である︒特定団体

であるというのも︑一つの道徳的主張である︒私的参拝す

たとえば︑靖国神社に首相以下全閣僚が公式参拝すべき

れはもはやフリープレスではない︒

りをまねかれないように思〃うのは思う側の勝手であるが︑

べて〃今日一流の〃〃マス・コミ〃が〃俗悪低調とのそし

追い込んだのである︒これら過去の〃↓︑ス・コミ〃にくら

それは極端な怠惰による不勉強の結果か︑意図的にことを

や政治の機関紙ならいざ知らず︑フリープレスはフリープ

フリープレスの精神とは︑経営的には︑あらゆる権力や宗

改めていうまでもないことだがフリープレスの精神である︑

合は公正な︑つまりフェアな視点をつらぬく限りにおいて

とはできる︒その論評に︑完全な自由企業である新聞の場

に論評を加えず報じたうえで︑別の次元で論評を加えるこ

フリープレスとしては︑報道は双方の主張を事実そのまま

レスである以上︑どちらにも荷担すべきではない︒ただ︑

証いるものであって︑到底承服するわけにはいかない︒

教や団体から独立して︑自由企業としての存立を貰き︑読

今日〃一流の〃ジャーナリズムの基点となっているのは︑

者にの象支えられ読者にの承審判される独立性を貫くこと

現行法秩序というものを一つの基準にとらざるをえまい︒

自由だろうが︑免許事業である放送の場合はより厳しく︑

すなわち︑憲法に照らして公式参拝は許されないが私的参

である︒言論・表現・思想の自由を守り︑いかなる権威に
て︑論評は公正に行い︑報道と論評の間にははっきり一線

も屈せずいかなるタブーも持たず︑報道は事実の桑に即し

序や国民の常識的価値判断は尊重し自ら一つの基準とする

えないのである︒フリープレスは︑公序良俗︑つまり法秩

拝をとやかくいうのもいきすぎだという判断にならざるを

〃道徳的使命〃とかというのは︑なじまない存在である︒

こうした今日のジャーナリズムにとって〃道徳性〃とか

を画して両者を混同せぬことである︒

近代哲学の定義によると︑道徳とは善悪の評価にかかわる

ど慎重に構えて対応しないといけない︒でないと本来の使

が︑複数の価値観の体系である複数の〃道徳〃には︑よほ

もっとも今日のいわゆる〃マス・コミ〃の中にも︑ブリ

命をそこなうおそれがある︒

価値観の体系であって︑必ずしも普遍的なものではない︒

自由民主主義者の道徳と共産主義者の道徳とは自ら別の体
系である︒こうしたものについて一方を是とし一方を非と
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らえている文化をわざとしめ出しているのであって︑聴視

−プレスの原則に照らして問題のあるものもないではない︒

力によって聴視料収入を保障されており︑いかに内容が偏

料を支出するサイフのヒモを握っている層にのゑ垢びるこ

れないために現代風俗を反映させたテーマや若者たちをと

向していても聴視者の方から拒否権を行使する道が一般に

見〃健全〃に象えるのも︑ＰＴＡマダム連中に文句をいわ

開かれていないという点でフリープレスの基準に外れた面

に〃営利主義〃なのだ︒

うしたあり方のほうが︑はるかに実は不健全であり本質的

一例をあげればＮＨＫの報道ぶりで︑ＮＨＫはそもそも権

をもっているのだが︑なおかつ圧力団体的な存在が聴視料
いる︒たとえば創価学会や池田大作氏のスキャンダルは︑

論評のケジメをきちんと守っていない点での︑フリープレ

ばロッキード事件報道や教科書問題報道のように︑報道と

今日の多くのジャーナリズムにも︑一部社会面のたとえ

それが最高裁判決もいうように〃公共的関心事″であるに

不払いをやることをおそれて︑著るしく偏った報道をして

もかかわらず︑創価学会員の不払いをおそれてか一切黙殺

是正されなければならない︒報道部内での浅薄な〃道徳〃

の︑いかにも〃正義の味方″を気取ったような書き方は︑

響力の小さいいわゆる〃市民運動″などに︑細大もらさず

気取りは︑左右の全体主義に道を開くことにあっても︑自

スの原則からの逸脱が存在することは事実である︒社会面

一豆−スにしてご機嫌をとり結んでいる︒フリープレスが

している︒その一方で︑民放や一般新聞の扱わないごく影

タブーを持たぬことを原則の一つとしている以上︑これほ

には背反するからである︒︵フジテレビ・ニュースキャスター︶

由社会の財産であるフリープレスの価値を守り高めること

する事

伐する事

型人家の果物を綱桑又は他人の山林を盗

巧器物等の外見の美にして内実の粗悪な

る物を造る事
坊織物等の如き染色美なるが如くにして
槌色し易き物又は口元の一二尺は丁寧に
して奥の方は粗末なる品を作る事

以て人を欺き不当の価を負る事

唱己れ一個の大利を得んが為に衆人を苦

Ⅳ悪品を以て良品なりと称し又は弁舌を
ｕ甚しき重荷を曳て道路を破壊する事
哩田畠屋敷地等他人との境界に付きて私

しむる事足尾銅山の如きは其著明なる者
なり其外此類甚多し

を為す事

過共同の水利に付き独り便利を占めんと

甚しとす

皿借金返済の期限を怠る事殊に恩借金を

上にて返却する事

９書物其外他人の物を借り損壊したるま

にする事

８己れの物を大切にして他人の物を粗末

所にて人を押退け独り先に出る事

７汽車汽船渡船の昇降其他総て混雑の場

ど〃俗悪低調〃な報道姿勢はない︒ＮＨＫの娯楽番組が一

会祖西村茂樹

国民公徳に欠除せる条目

に踏入る事

１時間の定めを守らざる事
２会合の節無断にて欠席する事
３公園の花木を折り又は出入禁制の場所
４土蔵板塀其他神社仏閣の外囲に落書す
る事

利を占領し他人の迷惑を顧象ざる事

５役所旅館其他共同の便所を汚す事
６汽車汽船又は乗合馬車の内にて独り便
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るものが︑だんだん色あせて︑日本国中どこに行っても︑あまり変

生み出し︑保存し︑発展させてきたものである︒ギリシャ・ローマ

国でも︑平安文化とは宮廷の文化であり︑鎌倉文化とは武家という

ンス文化とは︑ルイ十四世を頂点とする王朝の文化であった︒わが

︵大衆通報手段︶によっておこなわれるマス・コミュニケーション

養あるエリートのもつ伝統的文化であるとともに︑その階級の独占

物であった︒だから一般民衆のことは全く眼中になかった︒ただ教

最高階級が生み出した文化であった︒それは︑それぞれの時代の教

養をもつ人たちだけを満足させることに骨折って作られたのである︒

である︒︵以下略してマス・コミとする︶その中︑もっとも大きい

現したテレビは︑忽ちの中に︑その他を追いぬいて︑現代の花形と

力を持ちはじめたのは︑テレビである︒マス・メディアといへぱ︑

このような文化を生み出したのは︑いわゆる︑マス・メディア

の文化とは︑ギリシャ・ローマの貴族の所有したものであり︑フラ

およそ時代をさかのぼると︑文化といわれるものは︑上流社会が︒

日上流文化

と口民衆文化との比較によって考えてみよう︒

大衆文化とはどういうものか︑を明らかにするため︑㈲上流文化

︿売られ買われる商品性﹀

大衆文化のもつ性格

この安きにつく人間の心が︑大衆文化を生み出したとも考えられる︒

る︒こんな有難い文明の利器にとびつかない人間はいないだろう︒

やシルクロードも︑何の努力もせずに︑茶の間で観覧できるのであ

ートルのヒマラヤも︑水深三千メートルの海底も︑人跡未踏の南極

ろんでいても︑何もかも見せてくれ︑聞かせてくれる︒海抜八千メ

なってしまった︒音と形と色の才色兼備で︑しかも︑視聴者は寝こ

一

大衆文化の時代における
八終戦直後の誓を忘れたマス・コミＶ

マス・コミの社会的使命
大衆文化の出現
現代は大衆文化の時代であるといわれている︒つまり大衆が文化
をもつようになったというか︑あるいは文化は大衆のものになった
とも考えられる時代である︒

江戸時代のように︑士農工商の階級制度があった時代には︑武士
階級には武家文化があり︑商人には町人文化といった文化が︑それ
ぞれ独立して︑その存立を保っていた︒ところが︑今日のように民
主主義の時代になると︑そんな階級別の文化というものが︑すっか
いや︑そればかりではない︒昔は地方別あるいは地域別に︑一種

りなくなって︑大衆文化一本となってしまった︒

特有の言語︑習俗︑などがあって︑その地以外では見聞きできない

清

りぱえのしない形になってしまった︒

文化があった︒ところが︑最近では︑いわゆるローカル・カラーな

山

古くは︑新聞︑雑誌︑映画︑ラジオであったが︑これらの最後に出
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片

ロ民衆文化

はじめた頃︑テレビによって︑日本人の﹁一億総白痴化﹂が進行す

平均化され︑低俗化された形になっていく︒大宅壮一がテレビの出

ると叫んだことがあるが︑その予言は︑正に的中したと言って過言

上述の上流文化の栄えている時代にあっては︑上流社会からは文
化の名に価するものとは考えられなかったであろうが︑その社会の
ではない︒

民衆文化と呼ぶこととする︒

︿何が大衆文化を退廃に導いたか﹀

大衆文化の芽生えと発展

底辺に生きていた民衆にも別の文化が立派に成立していた︒それを
つまり︑いわば下流社会に生きる人間にも︑その生活の中に生ま

大衆文化は商業文化である以上︑多くのお客によって歓迎され︑

購買されるような文化でありつづけなくてはならない︒文化レベル

の向上について多少の配慮を払うだけの教養をもった賢人たち︵新

といった︑働きの中に生れた民謡をはじめ︑お祭やお盆などの祝い

れ作られた文化があった︒田植うた︑牛追うた︑大漁節︑木びき唄

たいつがれていった︒またこれに伴う踊りや民話も︑民衆文化に属

歌など︑これらは︑ほとんど上流文化に関係をもたずに作られ︑う

な高尚なことにとらわれていては︑お客さんから見はなされて︑商

聞・書籍・雑誌の編集人︶が頭をしぼって作り上げるのだが︑そん

り﹂をかまっておれないのである︒ただでさえ﹁水物﹂といわれる

業としては成り立たなくなってしまう︒そこでは︑もはや﹁なりふ

、 ÷ ン ノ

するものである︒

こうした文化は︑上流社会からは︑下品だと考えられ︑俗っぽい

出版界や放送の世界では︑きびしい生存競争に打ち勝つには︑エロ

ものとして取り扱われたことであろうが︑生活に密着した堅実さを
潜めていた︒

であれ︑グロであれ︑番長ものであれ︑いやたとえ大衆が地獄の底

いはぐれてしまう︒そのような心配が︑大衆文化製造人たちを︑︑い

に沈んでしまっても︑そんなことに頓着していては︑自分たちが食

白大衆文化
って︑いわば製造された文化である︒文盲をなくするための教育の

よいよ道徳破壊者へと追い込んでいく︒その心底を考えると︑まこ

上述の二つの文化に対して︑大衆文化は︑現代のマス・コミによ
普及︑経済的な豊かさがもた●らした余暇の増加などを利用して︑文

とに悲惨でもある︒

数独占の文化︑あるいは象牙の塔にとじこめられていた文化を︑あ

しかし︑もともと大衆文化とは︑そういうものではなかった︒少

化を商品として金をもうけようとする商業の生んだ文化である︒
文化の堅実性を喪失した姿で現われる︒この大衆文化を受ける大衆

まねく民衆に開放して︑文化の恩沢に浴せしめ︑真理への開眼を志

大衆文化は︑主として上流文化を堕落した形にして作られ︑民衆
は︑受け身となった消費者に過ぎない︒大衆が︑どれを選ぶかは︑

す﹂という一文を書いている︒︵これは現代出版の岩波文庫にも必

昭和二年七月︑岩波茂雄が︑岩波文庫発刊に際して﹁読書子に寄

したものであった︒

よってきめられる︒

多少の差があるにしても︑要はこれをお金で買うか︑買わないかに
大衆文化とは︑一口に言って商業文化である︒だから規格化され︑

rlq，

衆の手のとどかない高峯の花であった︒だが︑こうした大衆通報手

の愛宕山から最初のラジオ放送がはじまっていたが︑これも一般大

真理は万人によって求められることを自ら欲し︑芸術は万人に

段︵マス・メディこの出現は︑やがて大衆文化の繁栄期を約束す

ず巻末に付せられている︶その冒頭に
よって愛されることを自ら望む︒かつては︑民を愚昧ならしめる

ることになった︒

しかし昭和六年の満州事変を契機として︑わが国は准戦時体制の

ために学芸が最も狭き堂宇に閉鎖されたことがあった︒今や知識

はいたが︑戦争遂行の名のもとに︑しだいにその自由が抑圧せられ︑

時代に突入した︒旧憲法には︑思想︑言論︑出版の自由を保証して

出版も放送も多くの制限を受けるようになった︒せっかくの大衆文

る民衆の切実なる要求である︒

と美とを︑特権階級の特占より奪い返すことは︑つねに進取的な

の書斎と研究室とより解放して街頭にくまなく立たしめ民衆に任せ

との信念の下に︑岩波文庫を発刊し︑﹁生命ある不朽の書を少数者

化の芽出しも摘象取られた形となった︒子どもではないが︑国民も

心の中でおさえつけつづけた︒

﹁欲しがりません︑勝つまでは﹂と唱えて︑文化への思慕を自らの

しめるであろう﹂と予言している︒

しかし︑この当時は︑岩波文庫を読むことのできるのは︑せいぜ
い旧制高校の学生以上のインテリ層で︑岩波茂雄の意図することが

︿マスコミよ︑初心にかえれ﹀

大衆の道徳昂揚が最急務

昭和二十年︵一九四五︶八月十五日︑わが国は︑文字通り﹁刀折

野間清治は︑岩波よりも遥かに早く大衆層に着眼した︒その最も代

実現するには︑時期尚早であった︒それに対して講談社を創設した
表的なものは﹁キング﹂の発刊であった︒読翠易く親しゑ易い﹁キ

まり︑それまでの軍事的制限がすべてはずされ︑それに代って民主

主義の普及と︑自由・平等の実現とに着手した︒してはならないこ

れ︑矢尽き﹂て︑連合軍の軍門に降った︒占領軍による軍政がはじ

とは何もなく︑欲することは何でもやる自由があると教えられた︒

ング﹂は︑大正十四年一月の創刊号は︑忽ちにして七十五万冊を売
全国の総世帯数一千万戸という時代に︑この十分の一である百万

負けた日本人は︑占領軍をむしろ解放軍として受け入れ︑これに服

り切り︑数年にして百万を突破するに至った︒

とを物語るものであるＯ

しかし︑占領下軍政の下︑日本に要求されたことは︑何よりも民

うして︑今日の大衆文化全盛の時代を招来したのであった︒

となった日本国憲法は︑国民のあらゆる権利の行使を保証した︒こ

の憧れが︑ぽうはいとして湧き上ってきた︒昭和二十二年五月発効

こうした解放ムードの中︑戦時中おさえられていた国民の文化へ

従した︒

冊が行き渡ったということは︑まさに大衆文化の時代が当来したこ

この後﹁岩波文化か講談社文化か﹂あるいは﹁純文学か︑大衆
文学か﹂﹁クラシックか︑ジャズか﹂といった対立が︑ジャナリズ
ムのテーマになったのも︑大衆文化の拾頭を物語るものであろう︒

ところが︑この時代には︑文化の媒体は︑主として文字に過ぎな
かった︒大正時代には蓄音機が出ていたが︑昭和の初には︑まだ高
価なもので︑あまり普及していなかった︒大正十四年三月から東京
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主主義体制を一日も早く確立し平和国家としてゆるぎない地位を築

描写には道徳的な注意を払うことを誓っている︒そして映画倫理協

しているのである︒大衆文化は商業文化であるとはいえ︑この最初

マス・コミは︑いずれも道徳の向上に努力することを︑天下に公言

放送についてもこうしたものが作られているが︑これらを通じて︑

と宣言しているＯ

に資するものでなければならない︒

出版物は︑学術の進歩︑文芸の興隆︑教育の普及︑人心の高揚

る﹂と述べ︑第一条に

れの指標をかかげて︑出版道義の向上をはかり︑その実践に努め

とが﹁出版倫理綱領﹂を発表した︒この前文には﹁ここに︑われわ

さらに昭和三十二年十月には︑日本雑誌協会と日本書籍出版協会

会を結成して︑映画の倫理性を検討しはじめたのであった︒

た︒政治家も言論人も教育者も︑この一点を心の中に念じつつ︑新

き上げることであった︒そうしない限り︑日本の独立は望めなかっ
しい国づくりに迦進した︒

昭和二十一年七月︑各新聞社が合同して﹁新聞倫理綱領﹂を作成
発表した︒その初に
日本を民主的平和国家として再建するに当り新聞に課せられた
使命はまことに重大である︒これを最も速かに︑かつ効果的に達
成するためには︑新聞は高い倫理水準を保ち職業の権威を高め︑
その機能を完全に発揮しなければならない︒

う○○

として︑報道︑評論のあり方について自律的な倫理水準を述べてい

に国民に約束したことをぜひ忠実に守ってもらいたいものである︒

マス・コミの使命は重い︒世阿弥ではないが﹁初心にかえる﹂こと

また昭和二十四年六月には︑著名な映画会社が共合して﹁映画倫

を願って巳まない︒︵本会理事・目白女子短大教授︶

対する影響を考慮しなければならない︒

理規程﹂を作った︒その中で︑国家社会への貢献︑法の尊重︑宗教

２児童向け番組は︑健全な社会通念に基づ

うな取扱いはしない︒

７未成年者の喫煙︑飲酒を肯定するよるよ

ふさわしくないことはさせない︒

６児童を出演させる場合には︑児童として

ように特に注意する︒

児童及び青少年に安易な模倣をさせない

５催眠術︑心霊術などを取り扱う場合は︑

４武力や暴力を表現するときは︑青少年に

に配慮する︒

持を過度に刺戟したり︑傷つけないよう

などの場面を取り扱うときは︑児童の気

３児童向け番組で︑悪徳行為・残忍・陰惨

表現はさけなければならない︒

き︑児童の品性をそこなうような言葉や

や教育への配慮を表明するとともに︑風俗︑とくに性や残酷の場面

八民放連の放送基準３章Ｖ

児童および青少年への配慮
︵昭和五○年一月十六日改正︶

１児童および青少年の人格形成に貢献し︑

良い習慣︑責任感︑正しい勇気などの粘
神を尊重させるように配慮する︒

（21）

買魁マス・コミの倫理綱領
って禁ぜられている場合を除き︑新聞は報

第三評論の態度

評論は世におもねず︑所信は大胆に表明

されねばならない︒しかも筆者はつねに︑

新聞倫理綱領

のものを批判する自由もその中に含まれる︒

に代って訴える気概をもつこととが肝要で

訴えんと欲しても︑その手段を持たない者

道︑評論の完全な自由を有する︒禁止令そ
この自由は実に人類の基本的権利としてあ

︵昭和二十一年七月︶

くまでも擁護されねばならない︒

日本を民主的平和国家として再建するに
当り︑新聞に課せられた使命はまことに重

第二報道︑評論の限界
報道︑評論の自由に対し︑新聞はゑずか

うに尊重されかつ擁護さるべきである︒

個人の名誉はその他の基本人権と同じよ

第四公正

っとも高く発揚される︒

ある︒新聞の公器たる本質は︑この点にも

大である︒これをもっともすみやかに︑か
つ効果的に達成するためには︑新聞は高い

らの節制により次のような限界を設ける︒

イ︑報道の原則は事件の真相を正確忠実

倫理水準を保ち︑職業の権威を高め︑その
機能を完全に発揮しなければならない︒こ

非難されたものには弁明の機会を与え︑誤

に伝えることである︒

報はすみやかに取消し︑訂正しなければな

の自覚に基づき︑全国の民主主義的日刊新

の意見をさしはさんではならない︒

ロ︑一三−スの報道には絶対に記者個人

ゑずから自由を主張すると同時に︑他人

第五寛容

らない︒

って日本新聞協会を設立し︑その指導精神

ハ︑一三スの取扱いに当っては︑それが

聞社は経営の大小に諭なく︑親しくあい集
として﹁新聞倫理綱領﹂を定め︑これを実

何者かの宣伝に利用されぬよう厳に警

が主張する自由を認めるという民主主義の

践するために誠意をもって努力することを

原理は︑新聞編集の上に明かに反映されね

戒せねばならない︒

二︑人に関する批評は︑その人の面前に

誓った︒そして本綱領を貫く精神︑すなわ
ち︑自由︑責任︑公正︑気品などは︑ただ

ばならない︒おのれの主義主張に反する政

策に対しても︑ひとしく紹介︑報道の紙幅

おいて直接語りうる限度に止むべきで
ホ︑故意に真実から離れようとするかた

聞の本領である︒

を割くがごとき寛容こそ︑正に民主主義新

記者の言動を律する基準となるばかりでな

よった評論は︑新聞道に反することを

ある︒

知るべきである︒

く︑新聞に関する従業者全体に対しても︑
ひとしく推奨さるべきものと信ずる︒

第一新聞の自由
公共の利益を害するか︑または法律によ
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第六指導・責任・誇り
新聞が他の企業と区別されるゆえんは︑

その報道︑評論が公衆に多大な影響を与え
公衆はもっぱら新聞紙によって事件およ

るからである︒

する︒ここに新聞事業の公共性が認められ︑

び問題の真相を知り︑これを判断の基礎と

達成すると同時に︑業界を世界水準に高め
ることをも期待するものである︒

映画倫理規程
︵昭和二十四年六月十四日︶

⑩日本国憲法はつねに厳守する︒

１国家および社会
②民主主義の精神に反する思想はいか
の緒神に合致する思想の助成をはかる︒

なるものといえども否定し︑民主主義

同時に新聞人独特の社会的立場が生れる︒

そしてこれを保全する基本的要素は責任観

を固くし︑あるいは取材の自由を保障し︑

であろう︒ここにおいて会員は道義的結合

の動機を与えるような表現をしない︒

る行為に同情を与えたりあるいは模倣

し︑いやしくも法および正義に違反す

犯罪の取り扱いについては充分に注意

①法および正義の存在を厳に尊重し︑

２法律

側戦争︑武力および暴力は否定する︒

尊重する︒

⑥あらゆる国の慣習および国民感情は

習慣は否定する︒

とくに封建思想およびそれにもとづく

念と誇りの二つである︒新聞人は身をもっ
てこれを実践しなければならない︒

第七品格
新聞はその有する指導性の故に︑当然高
い気品を必要とする︒そして本綱領を実践
すること自体が︑気品を作るゆえんである︒

その実践に忠実でない新聞および新聞人は
おのずから公衆の支持を失い︑同志の排斥

または製作上の便宜を提供するなど︑たが

とくに次の事項に注意する︒

をこうむり︑やがで存在を許されなくなる

いに助け合って︑倫理水準の向上保持に務

③殺人現場は刺戟的に表現しない︒
しない︒

また残酷な殺人の方法を詳細に描写

めねばならない︒

かくて本綱領を守る新聞の結合が︑日本
の民主化を促進し︑これを保全する使命を

⑥火器︑鉄砲︑刀剣その他の武器の

を指唯しないように注意する︒

使用を必要限度にとどめ︑暴力行為

⑥麻薬およびこれに類する薬品の不

③密輸の方法は詳細に描写しない︒

しない︒

正取引の実際および使用方法を描写

する︒

②訴訟および裁判の手続は正しく表現

⑥復呼は否定する︒

仙信仰の自山をつねに尊重する︒

３宗教

②牧師︑僧侶︑神官およびこれに準ず

い︒

るものは︑故意に悪人として表現しな

瑚弄︑憎悪をもって表現しない︒

⑥宗教を取り扱う場合は故意に調刺︑

４教育

辱したりしない︒

仙民主的教育者を不当に愚弄したり侮

②素材︑描写︑表現のあらゆる面にわ

する︒

たって児童に対する影響について考慮

５風俗

仙隈褒な言語︑動作︑衣裳︑暗示︑歌
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謡︑酒落などは︑それがかりに一部の
観客にの桑理解されるものであっても

出版倫理綱領
われわれ出版人は︑文化の向上と社会の

自由と権利を守り︑これらに加えられる

とともに︑言論出版の自由を濫用して︑

制圧または干渉は︑極力これを排除する

牲にするような行為は行わない︒

他を傷つけたり︑私益のために公益を雛

取り扱わない︒

かんがみ︑社会公共に与える影響の大なる

進展に寄与すべき出版事業の重要な役割に
資格を認識し︑ここに︑われわれの指標を

③裸体︑着脱衣︑身体露出︑舞踊およ
しないように充分注意する︒

精神にのっとり︑また評論は︑真理を守

四︑報道の出版にあたっては︑報道倫理の

ならない︒

るに忠実にして節度あるものでなければ

掲げて︑出版道義の向上をはかり︑その実

び寝室の取り扱いは観客の劣情を刺戟

６性

一︑出版物は︑学術の進歩︑文芸の興隆︑

うな過当競争を抑制するとともに︑不当

われわれは︑出版事業を混乱に導くよ

れなければならない︒

五︑出版物の普及には︑秩序と公正が保た

もに︑個人の名誉は常にこれを尊重する︒

われわれは︑真実を正確に伝えるとと

践に努めようとするものである︒

教育の普及︑人心の高揚に資するもので

庭の神聖を犯さないように注意し︑そ

①性関係の取り扱いは︑結婚および家
れに関する描写表現は観客の劣情を刺

なければならない︒

われわれは︑たかく人類の理想を追い︑

戟しないようにする︒

②売春を正当化しない︒

ひろく文化の交流をはかり︑あまねく社
二︑出版物は︑知性と情操に基づいて︑民

な宣伝によって︑出版人の誠実と品位を

会福祉の増進に最響の努力を払う︒

④性衛生および性病は人道的または科

るとともに︑清新な創意を発揮せしめる

衆の生活を正しく形成し︑豊富ならしめ

行為を描写しない︒

⑥色情倒錯または変態性欲にもとづく

ない︒

学的観点から必要の場合の外素材とし

日本書籍出版協会

社団法人日本雑誌協会

昭和三十二年十月二十七日

傷つけるようなことは行わない︒

われわれは︑出版物の品位を保つこと

に役立つものでなければならない︒

の向上を妨げるような出版は行わない︒

に努め︑低俗な興味に迎合して文化水準

左の素材および場面は刺戟的にあつかっ

７残酷醜汚
て観客に残酷または醜汚の感情を起させな

われわれは︑著作者ならびに出版人の

ればならない︒

あくまで言論出版の自由が確保されなけ

三︑文化と社会の健全な発展のためには︑

いよう充分に注意する︒

および動物の虐待⑤婦人および児童の

④死刑②拷問③私刑㈱婦人︑児童
人身売買⑥外科手術︵堕胎手術を含む︶
㈹不具者および傷病者
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子供は親の背を見て育つといいます︒

のためであり︑個人としての生き方は習いませんでした︒やがて第

二次大戦への突入︑初期の勝利による自国への過信と陶酔︑知らさ

れぬままに戦況は悪化︑物資の欠乏と人心の荒廃︑多くの肉親︑知

ります︒そして連合軍の上陸占領︑飢餓状態ともいえる極度の物資

人の死︑一億玉砕の空しい掛声の中に︑全国を焦土として敗戦とな

の窮乏︑浮浪児や餓死者の出現という中で︑急速に進められる社会

全体の上からの民主化︑平和憲法の発布︑天皇の人間宣言︑戦争裁

判︑そして教科書は全面的に塗り潰され変更されます︒そこへ突然︑

朝鮮動乱の勃発︑警察予備隊の発足と予想せぬ朝鮮ブームの到来で︑

最近︑少年の非行が急激に増加して来ている︑といわれています︒
しかも︑数ばかりではなく︑質においても年を追って兇悪化してい

に安保条約が締結されます︒その後いわゆる六十年安保の騒乱を経

他国の災いによって経済復興が緒に着きます︒やがて講和︑と同時

て︑所得倍増計画︑高度成長政策の時代に入り︑列島改造にまで進

る︑といわれます︒さらに︑兇悪犯罪を犯す少年の平均年齢も年を
るといわれています︒また︑以前は余り見られなかった形の非行︑

下がっており︑その上手口はますノ︑暴力的︑かつ残忍になってい

の企業害が発生し始め︑汚職が相次ぎます︒市民運動が起り︑大学

展します︒オリンピック︑万博と続きますが︑他方でようやく種狗

こうして承ると︑非行︑犯罪に関しては︑少年達は︑その身体面

ぬまま︑青天の騨歴の石油ショックで世界は不況に陥り︑人心は沈

紛争が始ります︒結局は力で鎮圧しますが︑問題は少しも解決され

家庭内暴力や校内暴力が現われ︑急速に増えかつ広がっています︒
や性的な面と同じように︑成長が著しく︑早熟になっている︑とい

滞し︑人たは再び目前の生活にしか目を向けなくなりました︒論じ

えそうです︒ですが他方︑一般には︑最近の少年達は精神的成長が
遅れており︑何歳になっても親離れしない︑それどころか︑モラト

ることは他の収入であり︑汚職は益を増加しています︒

今更こうして分り切ったことをくどくどくお述べましたのも︑こ

リアム人間などといわれるように︑むしろ独立したがらない︑とさ
えいわれています︒とすると︑このような子供達の前を︑われわれ

前は大東亜共栄圏建設︑大政翼賛︑戦後は一転して民主主義推進と

いということが分るかと思うからです︒一般の人有にとっては︑戦

今更繰返すようですが︑ここで︑これら親達自身の歩いて来た道

いう器用な政治家とは異り︑この歴史を生きて来るには︑かなりの

の変転の中で︑一貫して自己を貫いて生きて来ることは容易ではな

を︑もう一度簡単に辿り返してゑたいと思います︒親の世代は︑生

でに何度か変えられています︒

抵抗︑混乱︑迷いがあったものと思われます︒教科書の内容すらす

大人や親達は︑どのような背を見せて歩いて来︑また歩いているの

まれるとから戦争の連続で︑天皇を神格化し神話を利用したわが国

でしょうか︒

独特のファシズムの支配する世の中でした︒すべては国のため天皇
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して非難されます︒人間関係は愛ではなく取引となりました︒人は

︑︑

自分をいかに売込むか︑他人をいかに安価に利用するかに鏑を削る

社会は︑互いに助け合うものではなくなり︑弱者を皆で助けて行

しかし︑現在まで一貫して流れて来ている考えは︑まずなにより

こう︑人それぞれに能力に応じて最善を尽せぱ必ず報いられる︑と

安定した生活︑とくに物質的に豊かなそれを得たい︑ということで

さらに米軍の物量と彼我の生活水準の余りにも大きい差を目の辺り

は全く説かれなくなりました︒働かざるもの食うべからず︑は弱者

ました︒

にし︑それを背景としたかれらの一種の鷹揚さに接して︑それまで

を排除するため用いられる言葉になってしまいました︒社会は︑互

ようになり︑しかもこれに巧みな人間程有能とされる世の中となり

の神がかり的精神主義から目覚めさせられたわれわれは︑人間が生

らされ︑戦後飢餓の前での人間の弱さを身をもって思い知らされ︑

きるには︒ハンも不可欠である︑と考えるようになりました︒やや後

いが︑自己の権益を奪取し守るための戦いの場となり︑弱者は弱い

あったといえるでしょう︒大戦中竹槍で飛行機に向うことの愚を悟

ろめたいまま朝鮮特需を足がかりに︑経済復興への自信を持ち始め

以上は︑わが国の状況を︑いわば縦に見て来たものですが︑少年

が故に非難されることになりました︒

つまり現在の世界的な社会構造を考えてみたいと思います︒

非行の問題はわが国だけのものではありません︒そこで次に︑横に︑

いつき追い越せと考え始めます︒消費は美徳と唱えられ︑使い捨て

たわれわれは︑高度成長時代に入っては︑西欧の物質的豊かさに追
は進歩とされ︑大きいことは良いことだ︑と物質的豊富の染がすな

資本主義社会主義を問わず︑個人は社会︑組織の生産過程に組込ま

などにも述べられていることですが︑現在の量産︑分業の時代には︑

これについては︑すでに有名なミッチャーリヒの﹁父親なき社会﹂

わち幸福という考えが一般化します︒人は．ハンのためにのみ生きる

ことになりました︒ＧＮＰが国の評価となり︑国際的経済戦争の語
国内でも企業間の競争は戦国時代の国盗り合戦に擬せられます︒

れた歯車に過ぎず︑代替可能な存在となっています︒以前のように

が生まれ︑経済大国が志向されます︒

収益が至上命令となり︑人たは何事も採算を基準に考えるようにな

メーカ川銘柄が品質を示し︑さらには︑本来流通過程に過ぎぬ取扱

い商社の名が︑品質を保証します︒そして個人は︑どのような技価

個人の銘が製品の品質を示すのではなくなり︑何国の何社製という

き︑人右は互いに不干渉から無関心となり︑他面︑すべての行為に

を持つかではなく︑何社︑どのような団体に属するかによって価値

りました︒戦時中の献身の強制と仮借ない統制に対する反溌反動が︑

は報酬が支払われるべきであるとされ︑一方︑利得を上げるための

子は父の仕事を見る機会もありません︒教育も︑父子相伝や師弟直

づけされます︒父親が子に技術を伝えることはもう意味を持たず︑

急激に入った個人主義︑自由競争論あるいは労働価値論等に結び付

自由は過大に尊重され︑ついには何事にも受益者負担論が持ち出さ

伝は意味を持たず︑社会の要請に応じて規格人間を量産する使命を

れるようになります︒もはや無償の行為︑献身は失われ︑弱者は生
きる権利を失うどころか︑むしろ他者の負担として排除されようと

負わされます︒このような社会では︑当然個性的創造的能力より︑

︑︑

さえされ勝ちになります︒人の好意を期待することはすべて甘えと
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人間︑エリートの養成を目指すものが現われます︒そこにはまだ個

組織を運転する管理的能力が尊ばれます︒学校にも︑少数の管理用

い存在としていじめの対象とされます︒これらのものは教育の場に

い人間とされ︑競走心を持たぬものは生きる価のないもの︑欝陶し

命であり善であると考えます︒これに負けるものば根性がない︑悪

と極めつけられあるいは家庭事情で進学を諦めさせられた少年達は

こうして︑偏差値で自己の値を付けられ︑高学歴の途にはつけぬ

おいてさえ︑他の妨げになるとして排除あるいは無視されます︒

︑︑︑

人があるように思い︑人々はエリートの座を競い合います︒
しかし︑エリートも︑所詮組織の要請に応じて入れ替えられるも

早くに自己の人生に意味を見出せなくなるでしょう︒人間はすべて

のです︒そこで︑身に着けるものによって差を付けようという発想
かつてのように︑個人が個人の銘の品物を︑個之の評価において所

が生まれ︑エリートの神器という言葉が作られます︒ですが今や︑

嘘ということになります︒かれらには︑この社会は︑破壊せぬ限り︑

平等に︑憲法で保証されたような生活が出来る︑というのは大人の

この疑問を持出しても︑答えはないまま力で抑え込まれます︒そう

かれらの生きる空間さえ与えてくれないように思われます︒しかし

蔵するのではなく︑すでに社会によって評価を下されたメーカーの
は変りありません︒こうして︑どこの組織に川しても︑同じような

銘柄品から選ばせられることになります︒もとよりこれも量産品に
形態の中で同じような人間が同じような動きをしています︒となれ

︑︑︑︑

となれば︑少年達も︑力をもって出来るだけの破壊をし︑自分達の

︑︑︑︑︑

空間を作ろうとするでしょう︒これに根性と秩序を教え込もうと︑

︑︑︑

ぱ︑目立つことが価値を持って来ます︒目立ちたいは今の子の流行
︑︑︑

り言葉です︒組織の中で個性的であることは排除されますから︑組

ない秩序や根性主義は所詮暴力支配︑暴力主義を踊らすに過ぎませ

昔の軍隊などを発想するのは大人の虚無の現われでしょう︒目標の

︑︑︑

こうした親達は︑子供を管理者に︑あるいはスターに育て上げよ

織無害な︑現実でない世界の英雄︑スターが作られ︑志向されます︒

ことに象徴的といえましょう︒親は今こそ子供を見返り︑子供と語

ん︒暴走族が特攻隊服に身を固め日の丸を掲げて走り廻る姿は︑ま

子は親の可我見といいます︒

かが魂

らねばならぬのではないでしょうか︒

とから半歩でも他に擢んでるよう競わされます︒幼児教育︑才能教

︑︑

︵東京家裁医官︶

うと腐心します︒同じ規格の背番号を付けられた子供達は︑生れる
育︑何歳からでは遅過ぎる︑と大人は不安と焦燥に駆られて叫びま

親達は自分自身︑自己の才能を生かせぬことを歎きつつ︑ひたす

す︒子供に自己の確立などは許されません︒

ら職階を上っていくことに没頭します︒そして女親は︑昇進こそが
男親の価いと考えます︒女親は子に父の轍を踏むなと叫び︑男親は︑
︑︑︑

親の位置に達せられぬかと罵ります︒家族同志の敬愛の念は失われ
ます︒大人達のしごきに耐えられぬ子供は根性がないとして叱責さ
れます︒子供は他を蹴倒し︑踏み付けても前へ出ることが自己の使
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ではなく︑何となく面白かったからだった︒

そのような時代から最早何十年︑読む本に

おかしな事に本の内容が本当にわかったの

どが翼を休める格好の場所となっている︒

ついての好象が次第に一定して来た︒今読

の鼻先に樫︑松︑ひぱ︑黄楊などの植込桑

このささやかな木立に囲まれて小さな池が

この長い年月の間の生活には楽しい事よ

むものは大体人文関係のものと言ってよい︒

の頭がのぞいていて︑鳩︑雀︑ひよどりな

ある︒清列な地下水を湛え大小十数尾の鯉

りも苦し拳の方が多かった︒苦労を重ねた

が群れ泳いでいる︒時時は池畔に立って眺
めるが︑鯉の群れの中で一際大きいのは一

手引きというべき事は︑いろいろとあって

匹の真鯉である︒大物はひとりを好むらし

も︑結局は独自の立場での歩承である︒読

がら︑求めようと立てた志は貫き通した︒

には動きが殆んど無い︒従って︑幸いにも︑

る︒この魚群の動き以外には︑この住宅街

末に辿り着いたのが現在である︒しかしな

正午になると︑ドンと午砲が聞える村

騒音や悪臭というような公害は無く︑静寂

い︒真鯉は群れを離れて悠然と遊七してい
で生れた︒東京の街中へ出ようとすれば半

ことにこのようなことであろうか︒このあ

そのものと言ってもよい︒泰平の姿とはま

まい︑忽然とひとつの境地が開かれた︒そ

その時︑それまでの苦労一切が吹飛んでし

ョックを受けた経験は︑今でも生きている︒

日はかかるのに直線では案外近かったらし

むことはもちろんすべては自力だった︒シ

く︑響きはまちまちでも︑ドンは毎日必ず

たり夏蜜柑の樹が若干あって庭木の間の濃

った所とて何もない平凡な男の児だった︒

ぞかせ︑厳寒の候唯一の色彩を添えている︒

緑の葉隠れから黄いるに色づいた果実をの

見がもたらされるようになった︒

もよかった︒これを契機に新たな展望や発

れは光に満ちた新鮮な天地の展開といって

父五二歳︑母四二歳の末子だったが︑変

聞えた︒

しかし︿三つ児の魂百まで﹀とはよくも言

いくら眺めても見飽きることがない︒

池のほとりで鯉を眺めるうちに︑何とは

ったもので︑どうも不敵な精神と不屈の魂
だけは持って生れたらしい︒

読のおかげか︑小学校初年級の頃から新聞

生来本好きの私は︑父から受けた漢文素

花ならぬはなく思う所月ならぬはなしとい

も芭蕉の天地は風雅︑万象も風雅︑見る所

を想い起こした︒俳句の噌象はないけれど

なしに芭蕉の﹁古池や蛙飛こむ水のおと﹂

が︑私は持ち家など無縁で︑今に借家を転

雑誌の類はもとより家の本箱の本を手当り

一一

転としている︒今住んでいる家は一戸建二

次第貧り読んだ︒これはひとつには手にし

今の世では恥ずかしいことかも知れない

・西が大きな硝子窓なので終日日当りがよ

の元禄三年︑四六歳﹁おくのほそ道﹂の旅

階屋で︑その階上を確保している︒東・南

た本に知らぬ漢字が少なかったためだった︒

う観照による経験がこの句となり︑三年後
く住心地もよろしい︒西窓に面したデスク
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中の﹁蚤凱馬の尿する枕もと﹂の句となっ

いて朱子の﹁道を説くのは一日か二日で尽

いつまんで言えば︑本当に自覚をと希望す

る︒霊魂にも同様に錬磨・鍛錬がある︒か

るならば霊魂の錬磨・鍛錬を度外視したら

せる︒その上は己れの工夫﹂という言葉を
引いて︑工夫して道を信ずるに至った苦心

一一一

でも自覚を得たと言う者があるならば︑そ

自覚など得られるはずはない︒もし︑それ

た︒観照による経験の確しかさであろう︒

った﹂と述懐︑その顛末について︑中年の

を﹁先生もそういうことは教えてくれなか

れは自惚れか手前免許でしかないと申して

会祖︑西村泊翁は﹁道徳教育講話﹂で︑

頃になって西洋の学問が入るようになり哲

も差支えがない︒

ら望まれるが︑望ましからぬ方向へも川い

物や金の時代である︒有効な利用をと心か

学問による知の修養に次ぐものと取上げ︑

れども哲学では信念が起こらない︒晩年に

学書を読んだが︑かなりの年月を費したけ

経験を修養の仕方として重要視し︑これを
﹁わが身で直接に世の中の物事に当りその

なってから再び儒道へ一戻って研究の末︑漸

さて︑現代は科学の時代である︒同時に

真味を知ること﹂であるとした︒そして泊
翁自身の経験としては︑数十年間研究の後︑

ども道を信ずる信仰というものは︑宗教の

仰がなければ宗教は全く成立たない︒けれ

信仰をかたくせねばならない﹂と説く︒信

を変えるようなことの決してないように︑

ことだった︒又︑﹁死生禍福によって精神

を辿って実践弟行を軸とする道徳運動に身

くことからはじまる︒泊翁はそういう径路

られない︒このような自覚でも最初は気付

付けてもよい経験は自我の自覚なしには得

きにしては得られない︒特に真に経験と名

信念といい信仰といい︑何れも経験を抜

願いからか︑麦め合ったり批難し合ったり

る︒苦しさの故に何とかしたいという心の

こうなって来ると︑誰も彼も堪え難くな

世相の悪化は当然の帰結であろう︒

なった︒このようになればモラルの低下︑

ため自己喪失がふえ自覚は得にくいものと

金権第一の世界となって現れている︒その

もたらした結果で︑御覧の通り物質万能・

られている︒結局は知力だけの進歩発達の

信仰よりもかえって深いと力説され︑一命

ん人間である︒当然人間についての省察を

を投じられた︒この運動の中心は︑もちろ

四

く自得ができたと述べられた︒

をなげうって顧みなかった諸葛孔明・文天

この講演は明治三一年泊翁七一歳の八月の

晩年に及んで信念が固まったと述べられた︒

祥・ガリレオ等をその適例として挙げられ

する︒中には罪のなすり合いもある︒しか

うが︑泊翁のこの主張には今の時点でも十

されなければならない問題のひとつであろ

ばならない︒身体を鍛えるのには体操とか

なっている︒自覚へ導くのには鍛えなけれ

庫然一体をなし︑相関的に機能する仕組と

人間は身体・精神・霊魂の三者をもって

できることは︑自分の生き方についての真

た条件が欠けては不味い︒しかし誰にでも

ろう︒自覚ということのためには既に挙げ

各個の自覚と実践より他に方法はないであ

しどれも役立たない︒こういう時は︑人為

必要とする︒

分に納得のできるものを含んでいる︒むし

健康法がある︒精神には修養とか訓練があ

た︒この信仰ということは︑今日でも提起

この翌年泊翁七二歳の時には︑自得につ

ろ新鮮さすらうかがえるのではあるまいか︒
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証拠の露呈である︒それは即ち自覚などな

べこべであって︑自分の所業に反省のない

を内へではなく外へ向けている︒これはあ

のである︒ところが今日では注ぐべき視線

剣な反省である︒つまり︑モラルの尊重な

を覚える︒稀には︑もしも泊翁在世ならば︑

う相手が周囲にあることには何よりの幸福

っている︒又︑好承の話題について語り合

新たにすることなど︑何よりの楽し承にな

で様盈に思索し︑味わい︑発見し︑感動を

内外の典籍を渉猟したり︑それにからん

沈潜が深まってゆくようにも感じられた︒

スブド同胞会会員︶

︵東京都会員︑佐倉藩友会会員︑

臭いところはない︒カビも生えてはいない︒

思う次第である︒泊翁の根本精神にはカビ

ど活かされなければならぬ時はないと切に

１︑正確で迅速な報道
２︑陸全な娯楽
３︑教育・教養の進展
４︑児童および青少年に与える影響
５︑節度をまもり︑真実を伝える広告

る○

もつ特性を発揮し内容の充実につとめ

て︑番組相互の調和と放送時間に留意す
るとともに︑即時性︑普遍性など放送の

放送に当たっては︑次の点を重視し

たえる︒

われわれはこの︑自覚に基づき︑民主
主義の精神にしたがい︑基本的人権と世
論を︑尊び言論および表現の自由をまも
り︑法と秩序を尊重して社会の信頼にこ

る︒

社会の実現に寄与することを使命とす

上︑産業と経済の繁栄に役立ち︑平和な

民間放送は︑公共の福祉︑文化の向

日本民間放送連盟放送基準

︹資料︺

しかない︒

か︑むずかしくもなって来た︒世の変遷も

世の中の複雑化は楽しさを加えるばかり

ふのひとつである︒

などと想像を飛躍させもする︑これも楽し

いということを自分で立証していることで

五

泊翁は自得から段含と進むと﹁手の舞い
るであろうと説いておられる︒

足の踏む所を知らず﹂という境地に逢着す
私の経験によると︑これは喜びである︒

思う︒われわれは独自の風土に生れ︑独自

しかし幸いにもこの楽し承がある︒そして
の歴史と伝統にはぐくまれて来た︒そのた

甚だしい︒局面の進展は予断を許さない︒

これは一回切りで終るようなものではない︒

めに︑何事もすべて日本人的解釈をもって

身体の動作を通しての表現である︒しかし
これが契機となって日に新たにして日に日

が指摘された通り︑訳語の誤りも横行して

に新たなものとして展開がある︒即ち我と

いる︒改めた方がもちろんよい︒それには︑

日本人的受取方をする︒たとえ異国の文化

く︒決していわゆる体験のような一過性で︑

すべて庭ついて根本からの見直しが必要と

いう生命体の生命の躍動である︒もっと言

どこででも出あう日常茶飯事のようなもの

思われる︒これほど万事が国際的になった

や文物も悉く日本人的感覚でとらえて味わ

ではなかった︒展開につれて深化してゆく︒

う︒従って見当違いの受取方も多い︒泊翁

もちろん真似て出来ることではなかった︒

のだから︑もっと心の広いことも大切であ

の顕れで︑進行形をもって推移を続けてゆ

経験を重ねてゆくうちに己れの変貌に気付

る︒泊翁の説かれた道は︑その精神を今ほ

うならばそれは生命力のバイブレーション

いた︒己れにきびしくもなった︒内面への
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に争いが多いからであり︑争いが多いのは

る︒弁護士が繁昌するのは国民生活の内部

も︑それで積極的な国民生産増大とはなら

浪費である︒いくら医者の所得が増大して

生産に結びつく支出ではなく︑早くいえば

いほど国民経済は成長するという関係にあ

ない︒国民の医療費支出が少なければ少な

和楽の精神が欠けるからである︒医者は不
要︑弁護士も無用の世の中だったらどんな

る︒気の毒なようだが︑医者が貧乏である

に幸福だろうと思う︒しかし︑これとは程
遠い現実に直面して︑今日われわれは何を

何年か前のことだが︑医業に携る知人か

方が望ましい国民生活だということになる︒

にする︒末っ子は歯医者にする川というの

ら長男は家業の医者にする︒次男は弁誰士

一

心掛けたらよいか︑今回は弁護士問題には

長者番付と医者︒個人所得額について毎

ら聞いたことがある︒〃子供が三人あった

論及しないで︑医療について考えてゑたい︒

困状態の話をしても︑一向に理解できない

れる︒長者番付と俗称されている︒これを

年高額者順の名簿が税務当局から公表せら

戦後生れの世代には戦中戦後の国家的貧
ようだが︑あの国民的磯鰹の状況からよく

が医者仲間の理想だという︒収入も多いし︑

も日本の経済は復興成長したことかと思う︒
王侯と乞食との差といってよい︒しかし︑

今日の民衆一般の生活と当時のそれとでは

でいる︒医者は儲かっているらしい︒正当

見ると例年上位に医者の名がズラリと並ん

どの職業も部外者に映る一面だけで云倉

とか﹁医は算術﹂という皮肉交りの語が盛

理からぬことではある︒

医者になって楽して呉れと期待するのは無

である︒

それは物的生活面でのことで︑心の問題と

ねたからといって︑彼是云々するには及ば

な報酬である限り医者が長者番付に名を列

るものとなれば︑世の親たちも皆わが子に

すべきものではないが︑医者は楽して儲か

束縛のない自由業だからという理山のよう

なると進歩どころか︑退歩堕落以外の何も

ない︒しかし︑このところ︑医療問題が報

のでもなかろう︒

道機関に大きく取り上げられ︑﹁乱診乱療﹂

んに用いられ︑医療の荒廃が歎ぜられてい

それがどこから由来するか︑世相を悲し

るからには︑改めて医の倫理を見直す必要

にも一半の責任は無いかどうか︑篤と自省

ついて医師側を責めるだけでなく︑患者側

される筈もない︒この踏み外した弱味につ

常な親の愛情とは言えないし︑道徳的に許

学をさせようとする親があるが︑それが正

めに何百万何千万の金を職んででも裏口入

む程の者は篤と考えなければなるまい︒

世相を象徴するものには種をあるが︑筆

があろう︒また︑医療の荒廃という現象に

えている︒医者が繁昌するのは病人が多い

せねばなるまい︒もともと︑医療費は直接

入学志願者が多くて︑合格が覚束ないた

本の精神文化・国民生活額廃の象徴だと考

者は医者の繁昌と弁護士の繁昌とは戦後日

いからであり各人が不摂生であるからであ

からである︒病人が多いのは衛生環境が悪
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け込んで入試ブローカーが暗躍する︒入試
第三肱をあきらむくし

第二学問に功を積むくし

してもらいたい心得である︒

正するため︑全医師会員諸氏に篤と︑反謡

つぎに﹁病者の十慎﹂というのを併せて

ブローカーに編されたからといって訴え出

第五運気を知るべし

第四病源を知るべし

何︒

るというのも無恥のわざと感ぜられるが如

第八薬製に念を入るくし

第七能毒を知るべし

第三はやく療治を受くくし

第一よき医者を撰ぶくし

引用することにしよう︒

が賊眉するのも困る︒人命に直接かかわる

第四姪欲を絶つくし

第六経絡をあきらむくし

職業であるから医師資格を厳重にする必要

第九配剤を要として友を噛るべからず

儲かるからといって無資格のもぐり医師

があり︑国家試験制度のもつ意義は大きい︒

第十欲をはなれて貴賎貧富を隔てず︑慎

第五かなし拳怒るべからず

入るくし

第二薬を大切にして呑様煎じやうに念を

戦後日本で医療機関・病院が普及したのも

第六物を深く案ずべからず

糸て療治を施すくし

第八起居を大事にすべし

以上の十項目であるが︑続いて︑総括の言

第九歴女山伏の言葉を信ずべからず

から儲かるからというので医療の心得のな

著しい事実であるが︑一般企業なゑの感度

﹁そも医道といふは︑我が身の上富栄ん

第十薬代を惜むくからず

第七飲食を慎むくし

ためにあらず︑万民の病を癒し︑諸人の

葉として︑

を作るのも問題としてよいのではないか︒

愁苦を救ひ助くべき為なり﹂

い素人が医師を集めて一般企業なみの病院
必要もない検査をして検査料をとる︒慎重

せよ︑医師の倫理としては今日そのままに

漢方医学と西洋医学と学の系統は異るに

には医者も患者も反省すべき多くに思いを

身心共に健康な国民共同生活であるため

と記している︒

な判断と手続によるべき手術・投薬が︑い
とも無雑作に行われ︑用もない薬をどっさ
り渡す︒﹁乱診乱療﹂﹁医は算術﹂と云はれ
る所以である︒

︵本会評議員日本文化大教授︶

致さなくてはなるまい︒

第一に慈悲心が掲げられている︒今日の

妥当するものと思う︒
﹁医者の十慎﹂江戸末期の随筆の一つ︑﹃理

ころに由来する︒患者を収入の手段のごと

医療の荒廃は一にこの慈悲心が忘れらると
くに扱うのがその現われである︒﹁医は算

斎随筆﹄という本の中に医師に十箇条の慎

術﹂という傾向︑ｌそれは少数悪徳医師に

しむべき心得を掲げている︒﹁医は仁術﹂
れる︒それはつぎの箇条である︒

対する非難の言葉であって欲しいがｌを是

とされた内容が何であったかを知らせて呉
第一慈悲心
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﹁野口明画集・文集﹂に感激して
ブラジルから書翰
昨秋当会あてに差出入南米ブラジル︑在サンパウロ︑﹁シゲル︑
この方は︑内容に誌された年代から推算すると︑当年七七歳位︑

ウシクサ﹂という︑未知の方からお手紙を頂戴しました︒

二六歳のお若い頃大阪の野村合名の南米開拓事業に身を投じ︑五十
年の長い間︑原始林を開拓︑コーヒー園の育成に努力して来られた
当会・鈴木理事執筆の日本経済新聞の記事︵﹁弘道﹂弱年洲号一

南米︑ブラジル開拓のパイオニアです︒

二月号参照︶を読まれて感銘を受け︑遥かに海を隔てて切をたる

念を寄せられたものでした︒なお文中にある夫人の刺繍令野口明
調日の野口家主催﹁野口明を偲ぶ会﹂の会場で披露され︑その素晴

画集﹂中の﹃若き日の晩翠先生﹄と﹃広瀬川﹄の模写︶は去る８月
らしい出来ばえに賛嘆の声がしきりでした︒︵事務局︶

野村農牧会社社長牛草茂

一九八○年八月三十一日

拓し︑八十万本の伽誹樹を育成し︑現在尚之が経営に従事して居る

先般︑日本経済新聞二月十一日号紙上にて︑文部省官房審議官鈴

者であります︒

の霊前にｌ﹄を拝読致しまして深き感銘を受け︑直ちに当方日本本

本勲先生の記事﹃教へ子が捧げる野口明画集Ｉ旧制二高最後の校長

社に連絡致しました︒然る処︑思いがけなくも︑はるばる遠い地球の

夢かとぱかり︑驚喜︑感激︑感銘の涙にくれた次第であります︒両害

裏側のブラジル迄︑野口明画集並びに野口文集の御恵贈にあづかり︑

学校卒業生の方灸を︑心から羨しく思いました︒そして私の友人で︑

共に繰り返し拝読拝見︑野口校長と云ふ名校長に恵まれた第二高等

に依頼して︑第二高校生の心の歌と称されて居る﹃波の唄﹄と土井

宮城県の県会議員を務め︑仙台市に住んで居りまする︑桜庭健朔君

を送っていただきました︒何れも在仙台第二高校オールドポーイの

晩翠先生作第二高等学校点歌並びに︑明善寮左歌のテープレコード

けく遠き青春の日の感激にひたりました︒弘道会の皆様並びに︑画

合唱であります︒原始林内の農場の夜心魂を集中して拝聴し︑はる

出し難く︑只を遠隔の地より︑ひれ伏して衷心より︑真に真に有難

集刊行委員会の方為に対しましては︑適切なる感謝御礼の言葉も見

めてもの︑御礼心の一端として︑野口明画集の中より一画を選び︑

ふございましたと御礼の言葉を申し送る他ございません︒其処でせ

へて居ます︒私の妻は昔の東京女子美術学校刺繍科の出身にて︑こ

私の妻をして︑之を刺繍にてコピーせしめ︑送附申し上げようと考

と刺繍に関しましては︑見事なる腕を持って居ますので︑面白い物

謹呈未知未見の私が初めて皆様方に一筆申し上げる失礼を御寛恕

が出来ることと予期して居ます︒何卒お楽しみに御期待の程お願い

下さいませ︒私は明治三十七年一月佐賀県唐津市に出生︑佐賀高等
学校第一期卒業生にて・東大那須婚博士の弟子となり︑卒業後︑当
ラジル国パラナ州在の野村農場に入り︑二千五百町歩の原始林を開

申し上げます︒．敬白
時の大阪財閥野村合名に入社︑一九三○年渡伯︑会社が経営するブ
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あらた

○硯洗い心新に書く色紙

や玖

千葉県鈴木きよ女

紫陽花の色深め合う今朝の雨
千葉県宮崎朝水

○塩加減手馴れし祖母の梅漬くる

いＯ

︵評︶闇を刻むやうに仏法僧が鳴きつ堂けるというのは面白

○仏法僧声のしきりに闇刻む

てゆく健康な暮し︒

のことである︒その一日々々は全く心配事がなく過ぎ

︵評︶朝顔のひらくと同時に早朝に目が覚めるこの頃の毎日

○朝顔に目覚むる日々の憂なし

る︒その新たな心で一気に色紙に句を書き終る︒

︵評︶硯をきれいに洗うと人の気分までがすがノ︑しくな

篠塚しげる選

︵評︶秋というのにまだ蚊がとき人︑現はれて人を刺す︒厨

○秋の蚊や何かつぶやく厨妻

いるが何を言っているのかよくわからぬ︑けれどもそ

で働く妻も秋蚊を払いながら何かぶつ／︑口ごもって

れがなんとなくあはれである︒

○早稲の香の来るや畳の上にまで

︵評︶早稲の香が座敷の畳の上まで風にのってにほってく

よくしてあることがわかる︒

静岡県白石行雄

る︒まだ残暑の頃だから家の戸障子はあけて風通しを

水打てば青桐青き風を生む

千葉県鈴木とよ女

○つ堅じ未だ霧に濡れをり八ヶ岳
○緑雨ゆ唐松林続きけり
刺に触れ手を引く孫や初胡瓜

東京都逆瀬川傘火

○秋澄める音立て庭木の枝おろす
○あるなしの風にほろと落つ鳳仙花
朝の日課済桑新涼の風に触る

釣葱佃情緒をほしいま上

○港湾に並ぶ橋灯ゑな涼し

道路鏡大夕立に用をなさず
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弘道俳壇

○沙羅の花観音経を訓し和す

栃木県渡辺清香
たで

選者近詠

形見分けにもある不平人の秋
琴咲けば琴も仏に庵の秋
よそ
他所者に音頭取られて踊果つ

し六甲山寮にてのクラス会三首︶

白根市橘芳囲

温かきおもいのかよう級友といて住承がたき世に心なぐ

とも

宴たけて歌う校歌の声高し四十余年前のおもいをこめて
さむ

人生の終着駅と厭ひゐし個室ベッドに父は移されぬ

祖父逝きし病室なりと父は言ふ点滴の針を腕に受けつつ

大正の生まれの父よ亡き祖父とも我とも違ふ生き方をせ

山鳩になりたる父か七七忌の家を見下ろす木立に席けり

り︵ボート部ＯＢ会二首︶

り

かえ

唐橋のたもとに古りしあゑ定に酒くみかわし青春廼る

川越北村博学

寺厭ふわが歌読染て嘆きたる亡き父の顔今も浮かび来
みなも

浦々に灯のきらめけど三日月は湖心に高く夜も更けにけ
り︵湖畔宿泊二首︶

牡丹散って神のお苑の人まばら朝の光りの静かにさして
︵東松山箭弓神社一首︶

三日月のかかる琵琶湖のほの暗き水面を走る舟ひとつあ

静かなる朝の光りを一葉一葉楠の若葉は照りかへしつつ

ｈソ

むそじともまなびや
六甲の山頂近ぎ寮に会い六十路の級友ら学舎慕う︵クラ
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葉難頭ひとり毅然と陽にいどむ

宮崎市壷井秀生

古川哲史選

瀬田川の夏の日射しを懐かしみボートの友ら今年も会え

弘道歌壇

︵秩父神社二首︶

楠若葉あまねき光り受けとめてあるかなきかの風にそよ
げり
したくさ

黒々としたる土さへ美しけれ下雑草もなきこの茄子畑
も

この年も半ば過ぎたり水無月の敢ひに浄め戒め行かむ
大達磨に片瞳入れたり無事過ぎしこの半年の幸せ思ひて

千葉県渡辺正勇
ひまわり

おほらかに空に真向ひほほゑ承てしあはせを呼ぶ向日葵
の花

たつとくもなつかしきかな吉田山丹塗の宮と徒然の庵

埼玉県鷲宮葛人
山つつじの花咲き桑てりわしの宮の長き参道の両側に沿
ひ

埼玉県相沢正直

御手洗の池の水面にうつり咲く山つつじもいと美しきか
な

成しとげる身は苦しくもすべて柔な努力のたまものと思
えば楽し
もて

成しとげむため努力せむ何事もすべてこの意気この勇気

千葉県林東洲

大杉の新芽洩れくる日の光り静まりかへる神域の昼

選者詠

南太平洋巡航の旅

出帆のまぎわかけつけし幾組か歓声あがる陸と海より

海へ出るしばしは川の流れにて早くもひびくディナーの
知らせ

い

灯を消してケピンの窓ゆ見あぐれぱまちの灯めけり満天
の星

波がしら白きがめだち揺れはげしｚｏ罵○鳥島を過ぎ二
時間たちて

嵐だつ今日の海かも波がしら白きが上に雨しぶきつつ

寸評

にし日の想こもれり﹂とあったのを少し変えてみた︒﹁か

壷井氏の六首目︑原作は﹁宴たけて歌う校歌の声高くかの性

の性にし日﹂という抽象的表現を具体的にしたのがポイン

とも

トだが︑﹁声高く﹂を﹁声高し﹂と切った方が力強くなる

のも同じ理由︒抽象的より具体的︑一般的より特殊的の方

と思う︒七首目の﹁級友ありて﹂を﹁級友といて﹂とした
が力強くなる︒

であったが︑父君の父君が逝かれて二ヵ月後の七月九日示

橘芳囲氏の父君馨氏は去年できたばかりの白根支会の責任者
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は巡航船による旅行は成りたたないというが︑せっかちな

プリンセス号で十二日間巡航したときの作の一部︒日本で

ニューヘブリデス島︑フイジー群島を二万八千トンのシー

選者の五首は︑一昨年オーストラリアに滞在中︑南太平洋の

宮長き参道に沿ひ両側に﹂︒

鷲宮葛人氏の一首目︑原作は﹁山つつじ花咲き盛るもわしの

目の原作は上の句と下の句が分裂しているように思う︒

胆に手を入れた︒理由は壷井氏の場合と大体おなじ︒四首

りし半年月の幸せ思ひて﹂というのが原作であったが︑大

さへ美し農は﹂︑六首目は﹁大達磨の片瞳を入れつ無事な

北村博学氏の四首目は﹁茄子畑下雑草もなく里欝としたる土

う気持ちが五首のすべてにじ染出ている︒

ほとんど同時に亡くして荘然とされていると思う︒そうい

教鞭を執っており︑寺務に当ってこられた父君と祖父君を

寂されたそうで︑残念でならない︒令息の芳囲氏は高校で

I

国民性のためなのであろうか︒

妄論を破す

西村茂樹

会祖・西村茂樹翁は︑その著﹃日本道徳論﹄のなかで︑道徳

だと強調︒次のようなタイプの妄論には特に留意しなければな

会としてまづ第一に行うべきことは︑世の﹁妄論を破す﹂こと

らないと例を挙げている︒︵以下原文から抄録︶

人にも亦免がれざる者あり︒故に此種の妄論は最も道理に近く

の発する妄論にて︑政府の高官となり︑又学士の名誉を得たる

文明を過信するの妄論⁝⁝是は今日上等の知識を具へたる者

する者なり︒

の承にて︑一人も己が説を攻駁する者なきを以て︑此妄諭を発

せず︑其交際甚だ狭く其与に交はる所は其知識己が下に在る者

を立てたる心持なれども︑其学力狭院にして広く事物の理に達

自己を過信するの妄論：．⁝是は少しく学問ありて自ら一見識

I
べからざるなり︒

人を誤ること最も多きを以て殊に深く考察して之を看破せざる
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今云生ロ
④﹁いしずえ預金﹂ご寄付者芳名

金参万円也落合一男殿︵東京都︶
︵東京観光㈱社長︶

日本弘道会

（寄付金口）

日本弘道会

金噸蕊罷冊敬称略︶

L〜ヘーヘヘーーーーーーヘヘヘヘーーーヘヘ〜 へ〆､〜 ヘヘヘヘー

日本弘道会

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

２︑○印は新入会員です︒

３︑お名前の下の数は会費最終月です︒
︹東京都︺

河内豊三︵弱／︑︶二︑○○○円︶

中島俊一︵卵／︑︶︵五○○円︶
○田中規矩之允︵町／８︶松山淳子︵師／２︶

○田中外治︵野／８︶関野靖︵師／３︶
岡山信次郎︵駒／岨︶沢村秀︵碑／５︶
古谷喜代次︵師／３︶吉岡信︵師／３︶
高橋吉隆︵町／６︶花山陽子︵町／１︶
赤広正男︵師／２︶乙丸正之︵町／２︶
夜久正雄︵師／３︶松下貞子︵師／３︶
伊藤林之助︵研／１︶日比野恒次︵町／７︶

赤尾英三︵町／３︶宮崎勇蔵︵師／１︶

渡辺芳子︵師／３︶鎌田章平︵釘／３︶

後藤芳雄︵町／３︶田原寛︵町／５︶
尾賀虎之助︵師／２︶吉田浩象︵印／３︶

○吉原須美子︵師／９︶内田正二︵訂／３︶

○中崎成子︵師／８︶○宗像幸子︵野／８︶

○宮川喜幸︵町／８︶遠藤尚︵師／３︶

池田正男︵町／３︶中沢英三︵研／３︶

杉浦克己︵駒／３︶菊沢まさ︵印／６︶

花岡博︵師／２︶︵以上一︑五○○円︶

清水文平︵印／９︶

中条清也︵弱／３︶米沢俊一︵師／︑︶

︵以上二︑○○○円︶

正田英三郎︵印／６︶大竹一蔵︵弱／︑︶

大木直正︵印／３︶橋本正智︵師／７︶

小出廉二︵印／３︶松元文子︵銘／９︶

／６︶

︵以上二︑五○○円︶

松本秀夫︵駒／５︶丸山幸治︵

高田賢︵町／３︶

伊豆山善太郎︵記／３︶上山定治︵記／２︶

︵以上三︑○○○円︶

︵以上三︑五○○円︶

今関友幸︵記／７︶田中綾子︵町／５︶

吉田文一︵弱／９︶竹内豊文︵記／︑︶

︹神奈川県︺

︵以上一︑○○○円︶

三浦勝吉︵町／３︶奥村好恭︵印／３︶

高淵真典︵弱／９︶

国府田悦︵駒／５︶湯川忠夫︵師／３︶

中島英輔︵町／１︶三宅孝︵町／３︶
／３︶

○高砂雄一︵印／８︶矢柴信雄︵印／３︶

／３︶横山正木︵

広沢節三︵師／３︶中田はる︵駒／９︶

半田千代松︵ｗ／１︶山崎節夫︵釦／︑︶

浮田孝家︵

丹治久︵銘／６︶久武雅夫︵弱／過︶
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金弐万円也匿名氏殿︵東京都︶

（寄付金口）

金壱万円也大島久太郎殿︵豊中市︶
金壱万円也丹治思卿殿︵東京選︶
金七千円也児玉政義殿︵埼玉県︶
4−4317

東京
振普口座

4389347
〃

:普通預金

491778

口座
番号

普通預金

◎会費領収報告

〈

庄司藤太郎︵
戸田八蔵︵師／３︶渋谷敬敏︵師／３︶

村松達雄︵印／６︶中川隆︵町／２︶

／９︶室伏武︵師／２︶

小菅正三︵訂／９︶大嶋千恵子︵死／Ⅲ︶

︵以上一︑五○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

足利銀行庶務課︵師／３︶

︹静岡県︺

小菅康子︵師／１︶吉田忠一︵研／３︶

若菜源次郎︵記／３︶︵二︑五○○円︶

佐伯豊一︵ｗ／皿︶︵二︑○○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

○北詰栄男︵師／３︶○立石貞雄︵町／３︶

︹愛知県︺

橘瑠璃︵師／７︶︵以上一︑五○○円︶

○山口紗恵子︵駒／８︶白石行雄︵町／７︶

赤坂恒次︵釘／１︶小出修己︵師／３︶

長谷川伸︵記／３︶︵三︑○○○円︶

中埜又左ヱ門︵卵／ｍ︶︵一︑五○○円︶

生田高英︵記／︑︶︵一︑○○○円︶

︹佐倉支会︺

藤田三郎︵髄／９︶浅水道夫︵印／３︶

吉村淑子︵町／３︶︵四︑五○○円︶

阿部静代︵町／３︶小菅美佐子︵師／１︶

諏訪荘一︵印／５︶武田恒三︵印／３︶

︵以上一︑五○○円︶

︹埼玉県︺

︹大阪府︺

竹内竹四郎︵師／７︶笠原熊吉︵師／７︶

︵以上一︑五○○円︶

大沢忠蔵︵駒／３︶井上雄文︵師／︑︶

志村義一︵師／８︶峨嵯俊一︵研／１︶

︒︵以上一︑五○○円︶

野口祐一︵駒／３︶山端恒吉︵記／︑︶

︹新潟県︺

古田寿記︵訂／９︶︵以上二︑五○○円︶

小沢忠吉︵印／７︶増田一郎︵町／３︶

︹兵庫県︺

︵以上一︑五○○円︶

小林延孝︵研／５︶高橋善男︵町／７︶

伊能文雄︵銘／３︶

新井光夫︵師／︑︶松崎久︵銘／３︶

鉄重弘道︵駒／３︶小菅峻道︵印／３︶

︵以上三︑○○○円︶

︵二︑○○○円︶

筒井七三男︵記／３︶池田雄二郎︵師／ｕ︶

中村寿和︵師／３︶︵四︑五○○円︺

野川哲造︵印／３︶田中修平︵町／３︶

菅原誠︵弱／︑︶︵一︑○○○円︶

伊田勘三郎︵師／９︶︵三︑五○○円︶

︹京都府︺

林浄造︵印／５︶光谷巌︵研／３︶

小川雅一郎︵研／５︶鈴木三郎︵師／３︶

︹茨城県︺

小池弘︵印／３︶内貴章雄︵記／３︶

松下進︵師／３︶田中秀雄︵師／３︶

︵以上三︑○○○円︶

児玉政義︵町／３︶柳瀬有禅︵記／３︶

落合一男︵師／３︶岡本勝︵師／３︶

︵以上一︑五○○円︶

松田武夫︵印／３︶野沢正勇︵砧／理︶

佐灸木源四郎︵師／３︶︵一︑○○○円︶

︹千葉県︺

市原増吉︵師／１︶土屋鼎︵印／３︶

村上博了︵師／３︶︵三︑五○○円︶

松本泰蔵︵晩／３︶

滋賀銀行京都支店︵師／３︶

大森康作︵印／３︶角田米一郎︵師／４︶

○渡辺梅子︵研／７︶田中勝子︵師／３︶

︹栃木県︺

︵以上一︑五○○円︶

大告恵司︵訂／３︶石井秀︵師／３︶
笹本武雄︵師／３︶寛英夫︵師／３︶
入江孝一郎︵師／３︶千葉保次︵師／３︶
山本三四男︵駒／３︶久我数馬︵駒／３︶
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住友信託銀行京都支店︵師／３︶
︵以上一︑五○○円︶

○宮川喜幸︵師／８︶
︵以上一五○○円︶

石川佐中︵記／３︶︵三︑○○○円︶
︹山形県︺

深田敏彦︵釘／３︶︵二︑五○○円︶
︹島根県︺

原田武︵師／３︶山川徳助︵師／３︶

吉田直之助︵印／３︶︵志田峯三印／３︶

︵以上一︑五○○円︶

渡辺晴夫︵師／４︶藤原重美︵研／３︶

︵以上一︑五○○円︶
︹富山県︺

須山彰︵町／９︶︵二︑○○○円︶
︹鳥取県︺

新田紀久︵町／３︶佐野健三︵訂／３︶

清水美晴︵町／３︶︵二五︑○○円︶

須垣久作︵師／９︶︵二︑○○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

松本正威︵弱／︑︶︵一︑五○○円︶
椛田信吾︵印／７︶︵一︑五○○円︶

︹宮城県︺

︹大分県︺

柴田司郎︵駒／９︶米沢茂美︵印／３︶

︹福島県︺

山田礼智︵師／３︶刈田文雄︵印／３︶

井ヶ田徳治︵町／３︶︵一︑五○○円︶

工藤ミヨ︵師／４︶直井田善悦︵訂／３︶

佐藤文子︵研／１︶金沢源︵印／７︶

○石井正好︵師／８︶○庄司和子︵師／８︶

○福田純雄︵師／８︶○加藤潤︵師／８︶

藤肥正三︵師／３︶︵以上一︑五○○円︶

︹秋田県︺

○庄司美代︵訂／８︶○初沢喜子︵釘／８︶

高橋ミサ︵訂／３︶︵一︑五○○円︶

︹北海道︺︐

斎藤武男︵印／３︶丹治幸吉︵弱／９︶

○熊谷三四代︵師／８︶○藤井久仁︵印／９︶

○丹治礼子︵訂／８︶○武藤義康︵町／８︶

○梅津裕子︵師／９︶○遠藤英子︵釘／９︶
○門馬寿子︵野／９︶○永岡芳子︵町／９︶
○山田洋子︵釘／９︶○小泉政子︵師／６︶
○大平喜美枝︵師／９︶

○宗像幸子︵ｗ／８︶○中崎成子︵訂／８︶

・ハンタイムズ論説顧問

外交・軍事評論家
国民新聞社会長・ジャ

講師斎藤忠先生

﹁講演会ご案内﹂
ときｎ月皿日︵土曜日︶午后２時
ところ本館会議室
演題現在の国際情勢と国防

ます︒

中東・北方問題をはじめ吾が国を取りま
く情況は複雑多岐を極わめております︒こ
のようなとき︑斯界評論の第一人者であら
れる斎藤先生から日本の立場及五房の覚悟
について卓説を拝聴することは大いに意義
あるものと存じ︑各位のご参聴をお待ちし

日本弘道会

○○○九番﹀

次号︵唖号︶予告

東京都千代田区西神田三ノーノ六

︿電話︵○三︶二六一

準備の都合がありますので︑ご聴講の向
は電話又はハガキでｎ月５日までに事務局
までご連絡ねがいます︒

Ｊ

現在ほどわが国の動向が世界の注目

特集名日本人の国際的役割

このような観点から日本人の国際的役

をあつめている時はないかと思われる︒

割について考えて奉ることとした︒
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会員だより

１Ｊ
１Ｊ
埼玉県草加市鉄重弘道
弘道誌︵柵７１８月号︶確かに拝受致し
ました︒特に﹁私がすすめる一冊の名著﹂

は︑当世の如き乱世の時代にこそ︑人生の
有り︑深く感謝申し上げる次第です︒

指標となるべき良書の必読と望ましい事で

武蔵野市古谷喜代次
旧思想を固守して旧人を相手にして居て
は︑雑誌の経営は先細りを免れない︒古今
を通じて誤りなき道であれば新しい近代人
にもピンとくる物がある筈である︒そこを
掘起して近代人向にする工夫が欲しい︒

島根県出雲市須山彰
繁雑な毎日にともすると︑我を忘れるこ
ことにより教職の責務を果たすべくその根

とになりがちですが︑弘道の粘神にふれる
幹となっているように思います︒

別府市椛田信吾
会誌ご送付により︑その都度に肋まされ
心強くも感じ︑まことに有難く味読してい
ます︒

相棋原市松崎久

なったのも︑最近の科学技術の著しい発達︑

て全仙界に知らされる︒こうした世の中に

特にマスメディアの力によるところが大き

荊祉について所感をのべます︒

正事件について︑くわしく報道していまし

鳴りひびき︑机の上には書類が山のように

害もおこってきた︒その一つは情報による

しかしそれによって同時にいるいなな弊

る結構な時代となった︒

一頁−スや事実が手に取るように見聞出来

い︒茶の間でお茶を飲糸ながら︑あらゆる

先頃朝日新聞で東京都社会福祉協議会の不

た︒

私は四年程前所川があって一度訪ねたこ

秋んであって大勢の人だが忙しく動いてい

せなくてもよいことが堂々と一︑スコミを通

公害である︒成長盛りの青少年たちに知ら

とがありました︒その時の印象では電話が

ました︒でも私がききたいことには誰一人

四三一七

郵便番号一○一

振替口座東京四

電話︵二六こ○○○九番

発行所錨侭日本弘道会

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ー○

発行人西村幸二郎

編集人片山清一

昭和五六年八月一五日発行年一︑五○○円

昭和五六年八月一○日印刷定価二五○円

く感謝の意を表する次第である︒︵Ｓ・Ｋ︶

杉山︑新谷︑俵の各氏の玉稿を頂いた︒厚

である︒幸にしてこの方面の権威者である

したのは︑こうした弊害の進行を憂えた為

本号で﹁マスコミの社会的使命﹂を特集

して教え込象を強行する︒

として満足に啓えられませんでした︒ただ
を食い物にしている小役人の実情が︑今に

むなしさだけです︒このとき私の心に福祉
なって分るなんて遅すぎます︒
｜︐撤犀鰻一

りの新潟県白根支会の初代会長として︑大

橘馨氏昨五十五年九月誕生したばか
いに今後のご活躍を期待させて戦いていた
ところ︑去る七月九日突然の赴報に接し︑

ただただ痴恨のかぎりです︒謹んでご冥福
をお祈りいたします︒

編集後記
現代は情報の時代と云はれている︒世界
の片隅におこった事件でも︑たちまちにし

作︒

目次

二五○円

送料

出発点となった﹃明治の精神﹄を解明しようとした野心

洲︑西村茂樹︑元田永手等の記録を通して︑現代文化の

東京大学名誉教授・亜細亜大学教授の古川博士が西郷南

文学博士古川哲史著四六版一九三頁頒価一︑五○○円

明治の精神

一︑○○○円垂酬○円

一︑ 敬 天 愛 人 ︑ 西 南 戦 争 異 聞
一一︑ 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Ｉ魚住影雄と和辻哲郎
一一一︑

四︑

︵実費︶

〒101東京都千代田区西神田3‑1‑6

州窪恥

課日本弘道会

銀日本弘道会

TEL03(261)0009振替東京4‑4317

TEL03(261)0000振替東京4‑4317

頒価

三先生︑鈴木貫太郎さんの想出など一五篇︶

I■

〒101東京都千代田区西神田3‑1‑6

四六版三九四頁

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︒

中生活の思い出︑美術教育随想など二○篇︶

二︑先哲思慕︵エマーソンの報償論︑中江藤樹を偲ぶ︑宮

教育︑政治家の徳操など七○篇︶

一︑弘道人言︵君子万人の時代︑両陛下の御渡欧︑男子の

次

三︑先人追慕︵土井晩翠先生のご書信︑近くで見た金山平

Ｉ
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