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｜特集私の信条

いつの間にか︑英国とアルゼンチンの現実の戦争に突入し

︵昭町・５．釦︶

て︑日一日と激化するばかり︒国連の調停も聞き入れられ

第八十回日本弘道会総会式辞

会長西村幸二郎
本日ここに︑日本弘道会第八十回の総会を開くに当りま

Ｏ○

して︑一言所懐を申述べますことは︑誠に光栄の至りと存

連のポーランド直接介入で各国をいら立たせ︑さては複雑

更に中近東に於ける︑イラン・イラクの斗争を初め︑ソ

して︑その弱体振りを露呈する仕末︒

ず︑お互いの勝手な言い分を相手国へ取り次ぐだけに終始

年に︑野口前会長の下で︑副会長として述べたのが最初で

なアラブ諸国とイスラエル・・ハレスチナ解放機構など︑諸

実は私が総会の式辞を申上げることは︑去る昭和五十四

ずる次第でございます︒

ありまして︑次で翌五十五年︑野口会長ご逝去後の会長と

そして最も危険極まる米︑ソ二大強国の︑極度の相互不

国入り乱れての終りなき斗争︒

信感と︑核兵器競争の継続など︑恰かも世界中が噴火山上

して︑初めて総会式辞を述べ︑更に翌五十六年︑二度目を︑

ところが︑本年は図らずも︑会祖がご逝去になられてか

そして今回が三度目に当るのでごぎいます︒

ら八十年目に相当致しますので︑恰かもその同じ年に八十

に踊らされて︑気でも狂い始めたのかと疑がわれるような

こんな状勢の中で︑他方では国連の第二回軍縮特別総会

状勢であります︒

が近く開催され︑前回同様の決議が繰り返えされるでしょ

回の総会が行われますことは︑これも何かの因縁かと存じ
私は先程申し上げましたように︑当会会長の重責をお引

ます︒

き受けしてから僅か三年の短時日の間に︑世の中の変遷の

うが︑果して期待するほどの効果が上るやと︑頗る疑わし

最近︑核の恐ろしい惨害から人類を救わんと国境を越え︑

く思われてなりません︒

余りの激しさに︑ただノ＼感無量を感ずるの拳でございま
口では︑フォークランド紛争を唱えているかと思うと︑

す︒

（2）

勢いが︑瞭原の火のように燃え拡がりつ上あります︒

人種・言語を問わず﹁核の全面的廃絶﹂を叫んで膨群たる

一致協力︑全精力と智恵を絞って研究しなければならない

類は︑相共に平和に共存する﹁戦争なき天地﹂と化すべく

筈であります︒一国一党の野望のために︑他民族︑国家の

○○

わが国も︑軍縮によるのか︑米国の安全保障の傘下にか

が今日なを現存するやに伝え聞きますがその影は次第に薄

絶滅をすら敢えて顧みないと言った怖るべきイデオロギー

○○

くれての軍拡によるのか︑世界平和を目指して︑二者択

はこれらを専ら斗争の具に使用して得々然としていました︒

とは今更論を侯ちません︒新らしいエネルギー源の発明者
はそのことを最も危倶していたに拘らず今までは︑強大国

んがために必要なエネルギー源を求めなければならないこ

にわれわれ人類が生まれた以上は︑生きる権利があり生き

造物主の神業によるのか︑或は進化論に基くのか地球上

わざ

いるのではないかと想像されます︒

如何に空しきかを人類全体が悟りつ上ある時期に近づいて

らぎ︑今日となってはそれこそ蝿牛角上の争いに過ぎず︑

一の切羽つまった最後のどたん場に追い詰められている格

ここにおいて︑われわれ日本弘道会の同志は﹁道義団

好でございます︒

を採るべきかを︑この際︑篤と考えておくべきではないで

体﹂として︑日頃唱える主義主張から見て︑如何なる態度

私は先づわが国が世界唯一の被爆民族として永遠の平和
正な義務を背負っていることを︑ゆめ忘れ去ってはならな

しかし将来はこれを平和的に転用処置し得るだけの研究の

えすれば︑世界には真に﹃永遠の平和﹄が招来されて︑世

が︑その考え方と︑努力を平和的に道義的方向に転換しさ
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しょうか︒

いことを︑改めて強く認識し︑場合によっては︑さらに進

を叫ぶ当然の権利と︑これを実行に移す重大な責任と︑厳

んで︑これをわが国の国是にまで昂揚すべきではなかろう

進歩と︑その知識や能力は︑既に先進国らは十分持ち合わ

右顧左晒は許されないのであります︒従来や塁もすれば僻

界列国互に手を繋ぎ︑人類凡てが安堵平穏にその幸福な生

せている筈であります︒核兵器を保有する二︑三の強大国

かとさえ思うのでございます︒

たりがちであり︑一部の人は無関心とも見える﹁ノー・モ

を享有することが出来る筈であります︒今日に至っては私

おこ

ア広島・長崎﹂の叫び声を︑更に高らかにあげ﹁永遠の平

べん

このように考えてまいりますと︑私達はこの際は断じて

和﹂の道一筋を堂為と迩進すべきであり︑これを世界各国

の民族︑国家を守るためには﹁道義﹂に訴える以外に絶対

達︑真面目に﹁道義団体﹂に所属する同志としては︑自ら

つらノ︑考えますると荷しくもこの世に生を享けた全人

に向って宣布すべきでありましょう︒

／ の 、

にその道なきことを経験上悟るに至ったのであります︒
見された際︑法王は開口一番﹁私は古来日本が〃道義国家〃

ンチンへの訪問計画による戦争拡大停止の仲介︒世界的に

ロー↓︑法王の数日に亘る英国訪問︑更に相手国︑アルゼ

到る処に顕現しつＬあるのが認められます︒

その萌芽は既に芽生えて居りましたが︑最近になって世界

であることを知って︑大変ご尊敬しているのでございま

な盛り上り︒最早や地球上はイデオロギーの時代は次第に

人種言語の如何を問わず大衆の核反対の平和運動の画期的

私は昨年の冬︑ロー↓︑法王の来朝の時︑陛下が宮中で謁

す﹂と単に外交辞令でなく︑そのお人柄から云っても︑心

見せられこの地球もすでに宇宙時代に突入しているかの観

遠のきつＬあり︑数千に上る別の太陽系の惑星存在すら発

の奥底から讃めたたえられた印象深い情況をテレビで拝見
したことを今なを忘れません︒

国家を護持しわが文化を維持するために是非これを実現い

異を捨て皇大同団結して︑強力なものとなしわが民族わが

さえございます︒日頃わが国道義団体の微力を悲しむ私は︑

このことは今や世界各国が︑古来わが国の優れた道義を

ここに至って私は︑この際︑先づ手始めにわが戦国時代

たし度く︑衷心から熱望する次第でございます︒これこそ

今こそ従来の如く個々別々の動きに終始することなく︑小

の毛利元就の故事ではありませんが︑結束のもたらす効果

本会現在の使命の最大なるものと確信するのであります︒

真に認めて羨望の念を強めその強化と宣伝の普及が最も肝

と︑数による一致協力の力を獲得せんがために︑先づこの

（4）

要である証左に外ならないと存じます︒

際国内の志を同じくする﹁道義者団体の大同団結﹂を強く

どうか皆様今後のご援助ご協力を衷心よりお願い申し上げ

まして本日の式辞と致します︒

提唱せんとするものであります︒

このことたるや︑決して今回が初めてではなく︑既に二
十八年以前︑わが日本弘道会が舵取りとなって数ヶ団体と
協力して正式に実現せしめたのでありましたが︑不幸世話
た︒今日の忌わしい世相から考えて︑いょノ︑益々その必

役たちが相次いで死去され︑いつしかそのま上となりまし

しかも以上述べました通り道義観念への︑破壊から建設

要を痛感する次第でございます︒
への︑構想の転換︑消極から積極への移り変りの可能性は︑
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私 の 信 条

わたしの信条

哲史

︵本会理事東大名誉教授︶

／ 戸 、

川

広瀬淡窓の弟で︑漢詩人として有名であった広瀬旭荘の随想集﹃九桂草堂随
筆﹄を読むと︑﹁富国強兵﹂ということばが頻出する︒これは︑徳川末期の日
本の国是の一つが富国強兵であった事実を示しているのであろう︒
国是は国としての指導精神︑国としての生活方案をいうが︑同じように会社
には社是︑学校には校是があるべきで︑校是は小・中・高校では﹁校訓﹂︑大学
では﹁建学の精神﹂と呼ばれる場合が多い︒筆者の学んだ旧制中学の校訓は﹁敬
天愛人﹂であったが︑この語は大漢和辞典では﹁西郷南洲の語﹂と解説されて
いる︒実際︑南洲はこの語の揮皇をたくさん過していて︑これが彼の生活指針︑
つまり﹁わたしの信条﹂であったと見てよいが︑実は南洲に先立って中村敬字
がこの語を愛用していた︒従ってこの語は︑﹁西郷南洲の語﹂というより﹁南洲
が敬宇より学んで自己の信条とした語﹂とするのが正しいが︑西村泊翁にも﹁敬
天愛民﹂の語があるから︑あるいは﹁南洲が敬宇および泊翁から学んで自己の
信条とした語﹂とすべきかも知れない︒そのように﹁わたしの信条﹂は悪びれ
ず先人の語にも学んで形成されなくてはならないが︑わが国として国是も打ち
たてられるべき時期がせまっている︒﹁富国強兵﹂に対して﹁富国弱兵﹂がそれ
に当たるといった人があるが︑これはとうてい︑まともな発言とは受けとれな
い︒フォークランド諸島をめぐる英・ァ戦争がかたずいたかと思うと︑レバノ
ンではイスラエルとＰＬＯとの血なまぐさい撃ち合いがはじまった︒イラン・
イラク紛争もつづいている︒
こういう世界状勢を対岸の火災視しているだけですむであろうか︒﹁弱兵﹂が
日本の国是であってはならないのはいうまでもないことである︒
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﹁私の信条﹂といふ小冊
し出した︒諸先輩の駿尾

子を︑書庫の一隅から探
に附して私も投稿してゐ

るのを読んで染たが︑
﹁あ上︑いやだ﹂といふの

シたらしく書いてゐらつしやるのをざっとながら拝読して︑

やう

﹁あ里︑い皇ことを伺った﹂と︑肝に銘じるやうなお説教
はなかった︒

誰もその日その日のくらし様に︑いるノ︑﹁信条﹂とい
あやま

ったやうな物差しをあてがってはゐまい︒そのため一生を
き

しつシこく﹁お前はどうだ﹂と訊かれるなら︑﹁ごらん

︹付記︺〆

先生は先年︑ご高齢による身心のご療養のためご入院な

さっていましたが︑その後大変よくおなりになって︑近頃

本年満九十四歳のご高齢ですが︑お顔の色艶もよく︑主

では専らご自宅で寝ながらご静養していらっしゃいます︒

治医の許容量範囲で︑お好きな日本酒を塔んでおられるほ

しゃるのでございます︒それを知りながら︑このたびの当

どですが︑現在なお左手が全治せず大変ご不自由でいらっ

会の﹁信条﹂特集号に︑永年可愛がって下さいました並を

ならぬご晶眉に甘えさせて頂いて︑敢えてご投稿をお願い

幸にして早速快よくお聞き入れ下さいましてご不自由を

申上げた次第でございました︒

もおいといなく︑この一篇を頂戴することが出来ました︒

申すまでもなく題名と申し内容と言い︑先生の真骨頂躍如

として︑少しも老を感ぜしめない又とないご名篇︒ご厚情

ご老体のご病人にご無理をお願いして︑お障わりなかっ

のほど幾重にもお礼申し上げます︒

︵西村幸二郎︶

のお障りもなく︑至ってお元気だとお附添より承わり︑ホ

たかと︑ヒャノ︑しながら翌朝早速お電話したところ︑何

ッと胸なで下ろした次第でございます︒

一

曾

一

菅

え
︾一 一〆

三十年も前に︑岩波書

孔〔

店から発売されてゐる
里見弾氏

二

過つ者︑立派にやってのけた者など︑もとより千差万別だ︒

一 一 戸 邑 一 〜
へ

呼圃

●淵︑

ＦＪ股︒

ｂ弓▲負

r･̲』

が実感だった︒書店からの註文だらう︑諸先生そろって長

ムー

のとほり︑信条ぬきで︑万事平穏に九十年以上も生きなが
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学

らへて居ります﹂とでも答へませう︒︵本会特別会員言作家︶

私4ん

＃

若き友よ

花田修一
自己自身の生命を大事にし︑自己の可能性

は︑瞬時真赤な炎を上げ燃焼するが︑消滅

するのも早い︒湿った松明であるからこそ︑

静かではあるが︑その情熱の炎は燃え続け

に対して︑どれだけの情熱を注いでいるか︒

る︒自らが求めようとする価値ある対象物

それが問題だ︒自らの欲求するところが成

若き友よ

就しないからとて︑他人の所為︑親の所為︑

いる︒自己以外の者の所為にして︑自己を

巻い

のことは︑他者の生命の尊厳さと︑他者の

を最大限に発揮すべく努力してほしい︒そ

たいまつ

情熱をして静かに燃えしめよ︒
しめ

湿れる松明のごとく︒

社会の所為にするのは︑根本的に誤まって

逃避するのは︑卑怯である︒なぜ︑自己自

だから︒

生き方の多様さとを認識することになるの

いかなる星の下に生まれようと︑人間は

島崎藤村は︑若者の恋愛を論じるに当た

身の努力を問わないのか︒なぜ︑自己の怠

自らの生命を大事にし︑自己の可能性を最
大限に発揮して生きてゆかねばならない︒

り︑ローマの詩人︑オウィディウスの一節

惰にむち打たないのか︒自らが求めようと

たい

そのことは︑天が己に与えた唯一の試錬と

を引用した︒〃情熱をして静かに燃えしめ

する価値ある対象物に対して︑どれだけの

ひきよう

もいえよう︒自己を充分に生かさずして︑

よ︒湿れる松明のごとく″と︒この一節は

だ

人をも生かすことはできない︒自己を生か

なのだ︒学校も︑家庭も︑職場も︑国家も

自らの人生は自らの力で開拓していくもの

れを問題にしなくてはならぬ︒若き友よ︑

なく︑自分自身の人生の教訓として解釈し

すべて自己自身を充分に生かしてこそ︑君

情熱を注いだのか︒それが問題である︒そ

生かすことになる︒このことは︑利己主義

てきた︒つまり︑今︑最も自分が価値ある

の欲求に応えてくれるのだ︒自己を甘やか

私は︑この一節をただ恋愛論としてでは

や狭義の個人主義とは異なる︒真に自己を

が恋であれ︑勉強であれ︑仕事であれ︑ス

と判断したものに対してｌ例えば︑それ

﹁アルスーアマトリア﹂という作品にある︒

生かすとは︑自己をとりまく状況の中で︑

すことだけはよそう︒

職場︑地域社会︑国家︑国際社会ｌをも

自己が生きるということである︒状況を離

その情熱は一瞬にして燃え上がり︑消滅し

鑑−シであれＩ情熱を注ぐこと︒しかも︑

すことは︑自己をとりまく他者家庭︑

脱しては︑真に自己を生かすことにはなら
の悲し染を自己の悲しみとしてとらえよう

てしまうものであってはならない︒静かな

に襲われることがある︒私も︑何度その寂

ときとして︑人はいいようのない寂しさ

ない︒他者の幸せを自己の喜びとし︑他者

は︑孤独感︑疎外感に苛まれることが多い︒

しさを味わってきたことか︒とくに若い時

自分だけがなぜこんなに寂しいのか︑自分

さいな

る情熱︒内部生命として尽きてしまうこと
であらねばならない︒乾いた松明

まさ

とするとき︑真に自己が生きようとするの

ごとく

のない情熱︒それは正しく〃湿れる松明の
二十一世紀に生きる若き友よ︒どうか︑

である︒

７０

︑１ノ

／Ｉ︑

ために生きているのか⁝．：と︒若い時に限

の悲しさを誰れも分わってくれない︑何の

しさを内容として生活をたてねばならぬ︒

びしさを受け取らねばならぬ︒そのさび

のさびしさが人間の運命ならば︑そのさ

より︑刺激されることを欲する﹂と言った︒

若き友よ︒ゲーテは﹁青年は教えられる

︵倉田百三﹃出家とその弟子﹄︶

うとしているのではない︒君自身に︑刺激

私は︑私の信条を語りながら︑君に教えよ

たいと思う︒

らない︒現在の私でもふっと寂しくなると

私がこの一節で︑特に好きなのは﹁強い

きがある︒妻にも︑子どもにも︑同僚にも︑

んなとき︑私は私自身の存在を見失うとき

誰れにも話しかけたくないときがある︒そ

かは︑君自身が決めることだ︒ただ︑願わ

を求めているのだ︒君が何に刺激を求める

くぱ︑一回限りの貴重な君の人生で︑どう

人はそのさびしさを抱きしめて生きてゆか

か価値あることに刺激を求めてほしい︒誰

は︑人生の寂しさにじっと耐えて︑自己自

れでもない︑ほかならぬ君自身の人生だか

ねばならぬ︒﹂の一文である︒真に強き人

とである︒人が人として︑真梨に︑懸命に

た︒弱い人ほど︑他人に自己の寂しさを吹

身を沈潜させている人だと思うようになっ

たとき︑若き友よ︑〃情熱をして静かに燃

ら︒そして︑その価値ある対象物を発見し

るときがある︒それはたまらなく寂しいこ
生きようとすればするほど︑いろいろな壁

ある︒真に寂しいときは︑自己自身でその

聴する︒それは他人に同情を求めるからで

がある︒自己自身の存在を証明できなくな

にぶつかることが多い︒適当な妥協や皮相

うすれば︑新しい自己が発見されるはずで

寂しさを抱きかかえればよいのである︒そ

︵お茶の水女子大学・附属中学校教諭︶

︿一九八二・六・一五・一記﹀

さまに陥る︒それは無理はないが︑本道

月の兵役を終え︑九月一日信越線長野駅に

五年の三月︑長野県師範学校を卒業︑五ヶ

私は︑まさに昭和に移ろうとする大正十

六年生となって義務教育を終了するまでの

名であった︒私はこの学童たちが︑やがて

クラスあって︑仁組は十一歳の男女四十八

られたのは尋常科五年の仁組︑五年生は四
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的な議論は︑真の価値ある行為とはいえな
い︒真実を見極め︑それに生きようと志向

ある︒私も︑今までそのようにして生きて

えしめよ︒湿れる松明のごとく〃︒

する力が強いほど︑寂しさがつのってくる︒

きた︒これからも︑そのように生きていき

ではない︒どこかに自欺と回避とごまか

近い長野市芹田尋常高等小学校に訓導とし

じ蟹﹄かいひ

しとがある︒強い人はそのさびしさを抱

て赴任した︒当年二十歳︒私が担任を命ぜ

花岡博

私は︑そんなとき︑十代の頃読んだ戯曲の︑
いや

人生のさびしさは酒や女で癒されるよ

蔵言二つ
ん

次のような一節を口ずさむ︒

い人はさびしい時に酒と女に行く︒そし

うな浅いものではないからな︒多くの弱
てますますさびしくされる︒魂を荒され

し

○己に恥ぢざるやう努むくく候

ん

きしめて生きてゆかねばならぬ︒もしそ

る︒不自然な︑険悪な︑わるい心のあり

げ

これを実行させることが喫緊の要務と考え

ずる聖なるものと確信するとともに︑対人

が大切であるが︑そのためにはまた︑それ

期待するためには︑先づ以て師弟のむすび

持っていた︒いうまでもなく学業に成果を

が交替し︑私の以前にはや五人の教師が受

私の担当した学級は︑毎年受持ちの教師

である︒

ば起爆的機能を果してくれたと信ずるから

実にこの教師体験が私の生涯をつくるいわ

き得たと自信をもって言える気のするのは︑

しかった人生ながら︑併し精いっぱいに生

なった︒即ち願染てまことに乏しく且つ貧

生涯にとって実に重大な意味をもつものと

伝記に知って私は大へんな感動を覚えたも

かぬよう必死の努力をした︒この事を嘗て

書いて座右に掲げ︑神明に誓ってこれに背

に恥ぢざるやう努むくく候﹂という銘文を

ったかも知れぬがＩその少年の日に︑﹁己

たちと同年輩の頃ｌ或は一︑二年の差があ

人である︒この鉄舟が︑私の担当する学童

の侍従として賢明に天皇をお守り申した偉

謀って江戸を戦火より救い︑後年明治天皇

鮒の達人であった︒維新の前後を勝海舟と

ように︑鉄舟は世にも稀な害の大家であり

解決の道を山岡鉄舟に私は求めた︒周知の

そこでさまざまに考慮した結果︑これが

心に鋭敏に耳を傾け︑神明に誓って自己の

努力を傾注しているであろうか︒自己の良

の鉄舟のように︑自己の人格形成に必死の

今日わが国の現状は︑師も弟も果してこ

人物と評価していいのではないか︒

日にして自主的に達成し顕現しようとした

そまさにこの教育の目的を︑すでに少年の

われねばならぬ﹂と示しているが︑鉄舟こ

ここに﹁教育は︑人格の完成を目ざして行

育基本法第一条は︑教育の定義を規定し︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

たことは銘文に桑て明白である︒現行の教

ぬと念を反省し決意し︑ここに全力を傾け

ざしてひたすら向上の一路を辿らねばなら

︑︑︑︑︑︑︑

約二ヶ年を︑師弟同行︑切瑳琢磨して過ぎ
られた︒

もも︑

たのであるが︑この短い教師体験こそ私の

相応の時の経過を必要とする︒あまりにも

のであるが︑いま私はこの銘文を採りあげ︑

人格形成に精進しているのであろうか︒教

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

の陶冶はさまざまな芸術的才能を育てなが

な知性による科学知が身に着き︑また感情

︑

関係を以てこの世に生きる現実在の自己は︑
︑︑︑︑︑︑︑
︑︑︑︑︑
この聖なる人格︵恐らく真なるもの︑善な
︑︑︑︑︑︑︑︑
るもの︑美なるもの︶への完成︑実現を目

頻繁な教師の交替は︑学級の正常さを失わ

常時目につくよう黒板の右隅に書きあげ︑

育の現状は︑昔では考えられなかったよう
さてこの鉄舟の﹁己に恥ぢざるやう﹂の

ら︑併し最も大切な人格形成上︑人間性の

rQ、

︑︑︑︑︑︑︑

せ︑現実に私の目につくすべてが荒廃しき

私自身必死に学童たちとこの精神を守るこ

○○○００○○

って見えた︒訓育の重要な点については勿

﹁己﹂と︑﹁努むくく候﹂の努める﹁己﹂

統一完成を約束する意志のはたらき︑つま

︒

とに努力したのであった︒

とを︑そもそも鉄舟はどう把えていたので

ぬ学力についても︑いったいどう対処すれ

論のこと︑当然身についていなければなら
ばいいかに悩む未熟さであった︒児童達の

あろうか︒思うに鉄舟は︑早くもこの少年

り良心の発動による反省と決意を実践︑す
︑︑

︒

指導に悩む寝言が︑下宿の二階から洩れて

なわち自主自律的な善価値追求への努力に

︒

階下にきこえ︑翌朝主人から指摘され心配

の日にして︑人間としての自己の実体ｌこ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

されるなどの事さえあるに至った︒そんな

れを人格と呼ぶならばこの人格Ｉは神に通

︑ｎ

異常さの中で︑まず正常な学習態度を育て

、 ゾ ノ

の血を採って座右の銘を掲げた︒

しかった︒ついに広島での一日︑自分の指

が国の将来をも考慮に入れて広島にゆき西

心境となって教壇を去った︒上京してわが

洋哲学︵主としてヘーゲルの歴史哲学とハ

国文化の源流に培った儒学に三年︑更にわ

ところで私の担当した学童たちは︑驚異

ないが︑文献は空襲で一切焼失し︑その名

確かに西洋の哲学者であったことは間違い

ついては︑逆にあるいは不当に︑甚しくな

に価する速かさで学習態度の美事な改革を

は一橋大の学生二人と︑日曜日には小石川

イデッガーの実存哲学︶を学んだ︒東京で

いがしろにされていると見るは誤りか︒

成し遂げ︑六年に進級する頃には﹁一五○
と目されるまでになった︒六年生の秋十月

島では西晋一郎博士に導かれて国泰寺に時

に横山雪堂先生を訪ね坐禅と害を学び︑広

ども︑併し顧みて精いっぱいに歩んだと自

大な清らかな人格は構築し得なかったけれ

わが人生は乏しく︑ついに鉄舟のような偉

は不確かである︒老境に達した今︑顧みて

である︒作者はニイチ︸一ではなかったか︑

意識しつつ自己を欺く勿れ

○余名の児童をもつこの学校﹂の模範学級
には︑師範学校から公式な教育実習生の見

折り坐禅を組んだ︒そうした歩みを通して︑

認できる自分の過去が︑泌みていとおしま

乏しいながらまた遅灸とした歩承ながら人
間としての自己の確立を見つつ︑しかもな

れる昨今である︒

業には国語と理科各一時間が企画され︑国

お且つ素直に道に随順しえない自分の弱さ︑

学があり︑全員揃っての見学いわば模範授
語では四十余名の教師中若輩の私がこの使

時にはそれが卑怯となって現れる弱さが悲

︵元文部省視学官亜細亜大学教授現講師︶

命を担い学童たちは立派にその責任を果し
くく候﹂を忠実に実践した少年少女四十八

初代市長を務めた人であるが︑父親の竜太

戸辺好郎
﹁人生において︑万巻の書を読むよりす

ら青年期まで茂木房五郎家︵家号安楽︒その

郎が若くして中気で倒れた為︑十歳の時か

〃報恩行″の実践

てくれた︒鉄舟の﹁己に恥ぢざるやう努む
名の美事な成長ぶりであった︒
○意識しつＬ自己を欺むく勿れ

投球︑若い日の情熱を傾けたこの精進は︑

なるかわからない︒﹂小泉信三︵元・慶応義

ぐれた人物に会う事が︑どれだけ勉強に

ところで上述のような教師としての全力
努力をすればするだけ︑私の無知無能の自

ィの神殿︵私もあの峠の神殿に感慨無量で

︵論語里仁第四︶の心境︑またあのデルフ

﹁朝に道を聞かぱ夕べに死すとも可なり﹂

私の義父戸辺織太郎は︑千葉県野田市の

人は実父の知人︑中島美枝先生であった心

られた︒一人は義父戸辺織太郎であり︑一

私は二人の人物によって報恩思想を教え

塾大学総長︶

住座臥のうちに私が受けた感化と影響は計

治精神の権化の如き人物で︑朝に夕に︑常

今は亡き義父を振返って象ると︑正に明

した︒

第五代主はキッコーマン醤油㈱の社長︶に奉公

アラク

覚となって還るのであった︒ついには︑

ソクラテスを偲んだが︶に無知からの悟り

︑︑

を開いた先哲の心境にも似たせつぱ詰った
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り知れない程大きく且つ深いものがある︒
の校長室に立ち寄られた時のことである︒

の花が咲いて︑戸辺さんは雄弁であった︒

長に就任したが五年後の昭和九年に早逝し

ニ歳の若さで埼玉県百間村︵現宮代町︶村

私の実父折原源太郎は︑昭和四年︑三十

ノ
濫剛ノ︶

そして若い頃︑青雲の志を抱いてアメリカ

当日は大分機嫌がよかったとみえて雑談

る理屈を超えた絶対的な感謝と報恩の念︒

密抗を企てたことや︑安楽さんで働いてい

自分がお世話になった主家の恩義に対す
つまり当主に対しては敬順︑亡き主人に対

﹁友情信義二厚ク︑資性率直︑事二当リ

モソマ

しては︑終生敬慕の念を失わなかった義父

た時代のことなど︑細かくその一代記を話

テハ徹底セズンバ止マサル進取ノ気性ノ持

関らず︑相当に思い切った村政を執行した

主﹂︵村葬弔辞・元日本税務教会長栗原修氏︶

この時はじめて︑愛宕神社を通過して後︑

の東武動物公園駅の近くに︑分校︵現宮代

ようだ︒特に教育行政には力を注ぎ︑現在

談たまたま安楽さんのことに触れると︑

いくばくもない距離で車の中でも頭を下げ

町東小学校︶を新設した︒そしてこの分校

旦那さま旦那さまと申し︑自己に対しては

るのは︑主家に対する敬仰の姿であったの

い情熱を燃やし︑世界的大不況の時代にも

話はさかのぼるが︑私が野田第一中学校

だと︑目頭の熱くなるのを感じたのであっ

主任錘確嘩磁窪先︶に︑埼玉女子師範学校を

だった実父は︑わずか五年足らずの間に若

長として赴任して間もなくの頃︑何かの用

卒業された中島美枝訓導をお迎えしたので

小僧が︑小僧の時がと︑主従関係の恩義に

アラク

の面影を︑残後刊行された追悼録﹁岩吉ど
してくれた︒

た︒

ん九十一年の生涯﹂露鑑雑嘩銅誠郎︶中の石
毛敏治氏金識認市︶の文章の中から一部を引
用させて頂く︒

﹁戸辺織太郎氏の人格の真骨頂として終

件で二人で車に乗って関宿方面に行ったこ

るまで︑一貫していたのである︒市長とな

た︒戸辺さんのこの心の姿勢は亡くなられ

触れての言動であった︒

とがある︒市役所を出た車が愛宕神社前を

ある︒

生貫いた精神的支柱は︑恩義の心ではなか

通過する際︑車中から軽く会釈した戸辺さ

った後においても︑なお主家の棟上をのぞ

り︑名誉市民となり︑市民畏敬の人物とな

安楽家の小僧でありし前歴を誇りのごと

昭男七歳︑私が三歳︑そして妹の久子は未

父が亡くなった時︑母とみ三十五歳︑兄

この事については︑前に﹁私の父の日﹄

く言う君なりき︵織太郎氏を悼む追悼歌中ょ

、 ユ ー ユ ノ

ったかと推測されるのである︒

んは︑間もなくまた会釈するのである︒当
したぐらいにしか考えていなかった︒しか

んでは頭を下げ︑旧主に対して如何なる場

この中島先生が私に対して報恩の心の尊

時は通行人の中に知人でも見付けて︑挨拶

合も僕の態度をくずさなかったこの心情︑

の一部を引用して拳たい︒

と題して一文を草したことがあるので︑そ

さを身をもって教えられたのである︒

し︑その後かかる同一動作に接することが

楽邸は愛宕神社の隣奥にあった︶

なかなか常人の及ぶところではない︒﹂︵安

それから三︑四年後のある日︑別にたい

しもべ

く意にも止めず過ごしていたのであった︒

再三︑再四あったが︑勘の鈍い私は別に深

した用件もなく︑市原教育長と二人で一中

rll1

﹁ありがとう﹂とおっしゃるのが精一杯の

からは︑逆に私の方から︑中島先生に対し︑

ご様子で狗に痴をしい限りであった︒これ

しかし︑中島先生もお歳には勝てず︒昭
和三十五年の旧盆に︑もう足も弱くなり︑

だ母の胎内にあった︒当時を回想すると︑

父の記憶が稀薄な所為もあってか︑殊更に

これからは︑お詣りに伺う自信が無いので︑

十分にご恩をお返ししようと思っていたの

高野山へわざわざ参詣し︑頂いてきたとい

に︑歳月は人を待ってはくれそうもないの

うであった︒

う︑日牌之契証という立派な掛軸を持参さ

であ↑る︒

寂しいと言う感情を持つことも無かったよ
しかし一年の中で︑一日だけ父を想い出

れたのである︒先生は︑お盆が来たら︑こ

って初めて︑先生のお続けになった報恩行

て出来るものでないことを︑五十路の坂を

に来たと思ってくだされ︑と︑さもさも済

本当に申し訳ない次第であるが︑今にな

す日があった︒そして其の日は︑毎年旧盆

の掛軸をお盆棚に飾って頂き︑私がお詣り

母が︑朝早くから︑そわそわとしている︒

の十四日と決まっていた︒

先生は︑父の残後つまり昭和九年から三

なかった︑私の迂遠さに︑ただただお詫び

昇り始めた今日まで︑はっきりと理解でき

は︑誰にでも︑出来そうでいて実際は決し

に四分の一世紀もの長い間︑村長さんにお

十五年まで︑あの太平洋戦争を挟んで︑実

まなそうに︑お詑びになった︒

き清めている︒水を打つ︒中島先生がお盆

こされる︒母はせっせと広い庭や道路を掃

私たち兄弟三人も︑何時もの朝より早く起

詣りにみえる日なのである︒やがて中島先
いた︒私も緊張して︑母の後ろで︑もじも

生の何時もの温顔と高くて明るい声がひび

転車︑時には歩かれて︑報恩のお盆詣りを

のを提げ︑四キロほどの道のりを時には自

世話になったからと言って︑重いお供えも

かった︒私は心の裡で︑せめて先生が満九

しな握った私の手をなかなか離してくれな

今生の訣別と思われるのか︑先生は別れ

申し上げたい気持ちで一杯になった︒

じし乍ら︑座敷に端然とお座りになる先生

続けられたのである︒

そしてこの度︑実父の五十回忌を半年後

ないでいて下さることを︑懸命に念じなが

誕生日までは︑是非とも︑生命の灯を消さ

十二歳をお迎えになる︑六月二十六日のお

うち

に︑挨拶する︒﹁大きくなりましたね︒何
年生ですか﹂と︑目を細められて質問をさ

に控えて︑ふと先生のことを想い出してお

ら︑後ろ髪を引かれる思いで︑そっと病室

尋ねしたところ︑お病気で長いこと入院さ
れており︑既に半月ほど前から︑食物が喉

不思議である︒この日だけ私たち兄弟は︑

れる︒

父を意識して︑懸命に︑村長であり︑又︑

を辞したのである︒︵千葉県野田支会幹事︶

させて頂きました︒１

十一日の葬儀には本稿の一部を弔詞に引用

ｌ追記︒中島先生は七月九日永眠されました︒

れるとのことであった︒

を通らず︑点滴のみで生命をつないでいら
私がお見舞の言葉を申し上げると︑弱々

ったい何んな人物であったのかと︑自分な
りの父親像を模索し組象立てるのである︒

たように︑微笑んでくださった︒しかし︑

しそうであるが︑心から喜こんでくださっ

中島先生が心からお賞めくださる父が︑い

なるまで︑﹃父の日﹄であったのである︒

そして︑この日が私にとっては︑三十歳に
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い︒三河以来の忠実で律義な専門家達を擁

し︑衆知を集めた経営が特徴であった︒天

百年間も安泰に繁栄させた︒その経営の才

これを日本一の超大会社に仕立て上げ︑三

良い意見はドンノ︑採用し︑最終の案をま

などにはかり︑十分に議論をたたかわせ︑

加藤嘉三郎

﹁人の一生は重き荷を負ふて遠き道を行

の生涯を染ると︑戦に華をしく勝ったとい

とめていくというやり方であったろう︒彼

東照宮遺訓に学ぶ

くが如し︑急ぐべからず︒

は︑抜群というほかなく︑まさに︑安定成

ージもない︒会社でいえば︑広く役員会議

才的ひらめきはないが独断専行の暗いイメ

不自由を常と思へぱ不足なし︒

長型の経営者の代表といえるであろう︒現

う例は少ない︒関ヶ原の大合戦も苦戦を重

在の上場会社で今後三百年史を書くことの

て︑ようやく勝利をおさめている︒いつも

ねつつ西平の雄藩小早川秀秋の反乱を誘っ

すべし︒

出来る会社は果して何社あるだろう︒

心に望承起らぱ困窮したるときを思い出
堪忍は無事長久の華︒

を以って最良﹄とする信条︑この辺がその

ていく︒しかも信玄ゆづりの﹃六分の勝ち

苦し象に耐えながら地道に勝利を積み重ね

織Ⅲがつき羽柴がこれし天下餅

怒りは敵と思へ︒

よく知られた江戸の狂歌だが︑彼の生い

座りしま坐食ふは徳川
立ち︑経歴︑思想を象れぱ決して︑たなぽ

後の安定成長型の経営者としての真骨頂で

勝つことばかり知りて負くることを
己を責めて人を責むるな︒

知らざれぱ害その身に至る︒

たでないことが分る︒

養い武備を整え他日を期していた︒経営に

撃要請を断わり︑遠く関東の地で専ら兵を

あろう︒朝鮮出兵の際も︑家康は巧みに出

及ぱざるは過ぎたるに勝れり︒﹂

れが困難に耐える忍耐力や人を許す包容力

機微をいやというほど味わっているが︑こ

ある︒︵後略︶﹄

於ても長期計画と力の蓄積が必要な所以で

﹃少年時代は浮世の苦労をなめ︑人生の

を養うことになり︑後日︑彼をして大成せ

これはに人口順灸せられている家康公の

しめる基礎となった︒そして今川︑織田︑

以上はトョダ自工をして︑今日の大発展

私の養父︵旧岡崎銀行創業者︶は弘化三年

に生れ︑昭和十八年九十八歳で没したが父

豊臣三代に仕え︑雌伏五十年にしてようや

の著﹃わたしは三河人﹄に書かれたものの

をあらしめた大功労者・花井正八会長がそ

遺訓と云われているものである︒

の生涯はこの遺訓を遵奉したものであると

く天下を手中にしたのである︒このがまん

マサヤ

云って過言でない︒従って私も父にならい

強さこそ見習うべきものがある︒彼の肖像

私の養父は﹁金は儲けようと思ふな︒お

一節である︒

この遺訓を拳を服暦して余生を送り天寿を

秀吉のような智謀の将のような印象でもな

画を染ても︑信長のような武断派でもなく︑

全うしたいと思っている︒

家康は三河の小企業主からスタートして
今川義元企業グループの協力会社となり︑
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掛けよ﹂と私にも訓した︒即ち豊かでない

金は大切なものであるから貯えることを心

れ︑かくすれば常に心の安定が得られるわ

すかっと忘れてしまえ︒﹂との意味と解さ

それは﹁何ノ謂ゾャ﹂ときいた時に︑曾子

と答えた︒他の門人たちが曾子に向って︑

テコレヲ貫ク﹂と仰った︒曾子は﹁︿イ﹂

切なこと知らせるには死を認識せしめる教

﹃生命﹄を軽んずるようになった︒命の大

子貢の問に答えて︑﹁其レ恕力﹂と仰った︒

テ終身之ヲ行ウ可キ者アリヤ﹂という門人

に在る︒だから孔子様は︑﹁一言ニシテ以

と﹁恕﹂の二つではない︒﹁忠﹂は恕の中

﹁忠恕ノミ﹂といっても︑これは﹁忠﹂

話が論語に出ている︒︵里仁第四︶

が﹁夫子ノ道︿忠恕ノミ﹂と答えたという

けである︒

また︑本会の片山理事が５／６月号随想

国・三河人の心得︑即ち家康精神である︒

に於いて﹁戦後の民主々義の下で﹃生命の

銀行業一筋に一生を捧げ︑又商工業の発展
のために岡崎商業会議所会頭を多年勤めて

尊重﹄が強調されたが︑最近は逆に人走は

最後に私はこの遺訓にある﹁怒りは敵と

育を進めるべきである﹂と説き最後に家康

﹁忠﹂は己に対し︑﹁恕﹂は人に対する誠

Ｏ

尽した︒従って金持にはなれなかったが九

したい︒老人になるととかく短気になり︑

思へ﹂を精神的養生法の一つであると強調

て︑死ぬことを知らざれぱ害その身に至

流の遺言を借りて﹁生きることばかり知り

である︒己自身と他人とに対して誠を尽し

︵特別会員元日清飼料常務︶

Ｏ

頑固になり︑怒りっぽくなりがちだが︑怒

る﹂と︑巧みに表現され論旨の効果を盛り

てゆくのが﹁忠恕﹂である︒これも論語に

十八歳の天寿を全うした︒

りは敵と思って注意すべきである︒英語で

上げておられるのに感銘を深くした︒

今私の信条を改めて問われれば︑私は

﹁ソレ恕力﹂とお答えするに跨躍しない︒

私も嘗て行政人であった時には︑行政道を

ことだから︑今これを提唱しても大きな口

遵守実践して来た︒自ら多年遵守実践した
て︑行政人ｌ行政にたずさわる人倉の遵守

がきけると思っている︒行政人としてより

を歩染たい︑また歩むべきだというのが私

も︑更に広く深く世に処して︑﹁忠恕の道﹂

実践すべき倫理綱領である︒

横溝光輝

出て来る有名な話である︒︵衛霊公第十五︶

︽司︒侭茸①画己司○侭倶ごと言う言葉がある

が︑﹁怒りは速やかに許して︑その後は︑

忠恕の道
先年拙著﹃行政道の研究﹄をまとめた時︑

私は﹁行政道の窮極に在るもの﹂を追究し

ということは︑敢て行政人に限らず︑凡そ

の信条であるといってよい︒

しかし︑更に深く考えて象れぱ︑﹁忠恕﹂

世に人たる者の生涯一貫して持つべき信条

らば︑﹁恕﹂なりという結論に達した︒

﹁行政道﹂という言葉は︑まだ熟してい

の曾子に呼びかけて︑﹁参ョ︑ワガ道一以

信念と言ってよいであろう︒孔子様が門人

て︑それは﹁忠恕﹂︑更につ営めていうな

ないけれども︑これは行政の矩ｌ行政に関

チン電車に乗ったことがある︒私は始発か

ある日︑今東京に残っている唯一のチン

する道Ｉ行政の在り方を視座の基底に置い

１〃

ｆ︑

４
１

は雛くちやのお婆さんが乗り込んで来た︒

ら乗ったので坐れたが︑とある停留場で顔

ある︒昔から．日一善﹂ということが唱

い気分であった︒忠恕の道を尽したからで

いたが︑結局関東軍に引きずられ北支南支

日本政府は最初不拡大の方針を声明して

﹁シルバーシート﹂というのがあるけれ

の間最も苦境に立たされたのは外務省と在

ども︑若い人が居眠りして︵或いはそれを

した︒調査団には英米仏独伊五ヶ国の代表

団を現地に派遣することを満場一致で可決

続いては仏印にまで進撃するに至った︒そ

坐らせた︒ところが偶然にも次の停留場で︑

者が無い︒私は俄かに起って︑お婆さんを

装って︶起ってはくれない︒この人も疲れ

あろう︒

その隣の席が空いたから︑私はそのお婆さ

ているのであろうかと思えば︑さして腹も

なった︒

者が選出され英国のリットン卿が委員長と

道されているが︑これもそれに該当するで

んと隣り合わせに坐ることになった︒そこ

立たない︒﹁恕﹂はおもいやりであり︑他

よくは判らないが九十歳を超えていると一

で︑お婆さんの耳に口を近ずけて﹁お婆さ

ある︒︵小田急電鉄監査役元内閣官房長官︶

人の立場に立って考えてみることだからで

瞬私は判断した︒ところが誰一人席を起っ

んお幾つ﹂ときいた︒すると返って来た答

臣その他政府要人と会見した︒当時私は世

調査団は昭和七年三月来日し荒木陸軍大

昭和六年十二月の国際連盟理事会は調査

外大公使であった︒

えは︑私と同年齢であったので驚いた記憶
がある︒しかし︑この日はまことに清をし

話役の一人に任命され東奔西走した︒調査

団は帝国ホテルで記者会見を行ったがリッ

々と勤務し特殊な経験をした︒初期時代は

正十年大学を卒業し外務省に入り海外に転

私は現在満八十七歳の老人であるが︑大

六年九月十八日夜十時半ごろ爆破した︒こ

依り河本中尉が奉天郊外の満鉄線路を昭和

ある︒関東軍の石原︑坂垣両参謀の謀略に

満州事変の口火となったのは柳条溝事件で

った満州事変のスタートはこの頃である︒

妥協が成立し青色一色に塗ることになっ

赤色を強く主張して譲らなかった︒最後に

について意見が対立した︒夫は青色を妻は

鶴見憲

平隠であったが本省情報部に勤務してから

れが柳条溝事件である︒これを機会に関東

かれて︑私は青と赤を混ぜれば褐色になる

信仰を持つ

日本は政治外交経済思想的に騒然とした混

軍と中国軍との激しい戦闘が開始された︒

に意味がある︒夫妻のうち夫を日本とする

だろうが妥協と云いながら青一色とした所

或る記者からこれはどう云う意味かと聞

たＯ﹂

﹁一組の夫妻の間で食堂を何色に塗るか

乱の時代となった︒軍国主義的ファシズム

この謀略は当時極秘とされ迂闇な話だが私

トン卿の挨拶の中に次の様な一駒があった︒

の時代である︒五・一五事件︑二・二六事

も長い間知らなかった︒

日本を終局的に滅亡に陥れる導火線とな

件が勃発したのもこの時代であった︒
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か中国とするかが問題でリットン卿はその

私は昭和七年八月武藤特命全権大使の随

表として出迎えた︒満州事件の発端から敗

八月厚木飛行場に到着した時私は外務省代

如何に馬鹿げた方針を取っていたかがよく

戦までの経緯を現在考えてみると︑日本が

長官は同一人であった︒満州事件は国際的

はなかったが︑私自身が戦争の波に巻き込

解る︒私は外務省在官中決して主戦論者で

と称して関東軍司令官︑全権大使︑関東庁

好意的であったので夫とは日本を指してい

大問題となっていたので世界の一流新聞社︑

まれてしまったことについて︑今は自責の

員として満州に派遣された︒当時三位一体

るものと解釈した︒

おしかけて来た︒記者たちの質問に答える

通信社の記者たちが続をとして軍司令部に

リットン卿は日本滞在中は日本に対し頗る

調査団は日本を離れてから上海︑南京︑

念に耐えられない︒

点に触れていないと答えた︒私の印象では

北京を経て最後に柳条溝の現場を親しく視

のは小磯参謀長で︑いつも私が通訳を務め

い内情を聞かされていた︒その結果調査団

調査団は中国で関東軍の陰謀に関し詳し

かどうかは頗る疑問であった︒

説明した︒然し記者たちがこれを納得した

州の建国を理路整然と長時間に亘って綾を

た︒参謀長は満州と日本の歴史的関係と満

和を樹立するかにある︒それには戦争の原

問題は将来子孫の為め如何にして世界平

察した︒

の意見は中国側に傾いたものと判断される︒

し得ざるものにして日本と満州との歴史的

であるが﹁満州に於ける日本の権益は無視

日中両国に交付された︒報告書は長いもの

即位式が新京郊外の広場で行われた︒その

天津から脱出し昭和九年三月一日早朝皇帝

清朝の廃帝宣統帝淳儀が関東軍の計画で

の秘書官として東京から新京に随行した︒

菱刈大将が後任に任命され︑私は再び大使

武藤元帥は昭和八年に死亡され︑続いて

因がある︒

とかの思想が生れる︒ここに戦争の根本原

の習性が国家に現れ︑富国強兵とか自衛権

になる︒国家は個人の集団であるから個人

出世とか金儲けとかに変貌してエゴイスト

る︒然し成長するに従ってこの本能は立身

人間は先づ生きることを本能として生れ

因の究明が第一である︒

に非ず﹂と明記している点は調査団がいか

関連を考慮に入れざるものは満足なるもの

異様な雰囲気は今でも私の頭に印象深く残

調査団の報告書は昭和七年九月三十日︑

に日本の立場を理解しようと努めたかを示

私は二ヶ年半の満州勤務を終え米国のポ

な言葉であることを指摘した処非常な反撃

当然の様に使われているがこれは頗る危険

ナルインテレスト︑国益なる言葉が一般に

私は三年前或る知識階級の会合でナショ

すものであった︒然し結論としては満州に

ートランド︑満州のハルピン︑中国の上海︑

っている︒

四日の松岡外務大臣の聯盟総会に於ける演

英領シンガポールに勤務し戦時中は陸軍司

ケ月後ローマ法王が国連で国益の危険性を

を受けた︒それで私は同会を脱会した︒数

ものであった︒これが︑昭和八年二月二十
説及び三月の内田外務大臣の国聯事務総長

た︒終戦後マッカーサー元帥が昭和二十年

政長官として三ヶ年マラッカ州知事を勤め

於ける中国の主権を認め満州国を否認する

宛脱退通告文の原因となったものである︒
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力説しそれが日本に報道された︒同会の幹

は﹁自分を愛するようにあなたの隣りの人

て信仰を持つことである︒イエスキリスト

不充分である︒重要なことは宗派は別とし

るように感ずる︒

象に走って自己本位の考え方となりつつあ

の配慮が忘れられ︑物質的豊かさの追求の

な社会︑家庭生活をもちたいものである︒

に於ても又職場︑家庭に於ても人間性豊か

病人を増加さす原因ではなかろうか︒社会

このような生活環境の変化は益を精神的

て来た︒私はこれを断った︒

︵元大使官参事官︶

れば世界平和の樹立は不可能である︒

を愛せよ﹂と説いた︒これが実行されなけ

事が新聞記事を私宛に送り会に一戻る様申出

現在日本と世界が軍国主義の様相を呈し
ている時代に反核運動の行われているのは
頼もしい︒然し世界平和にはこれだけでは

かな社会を作り心身症︑神経症等の病魔を

独りノ︑の努力によって皆んなで人間性豊

私は﹁以恕遇人﹂の詞が好きであり常に

永松孝信
いが悪い﹂﹁趣味をもたない﹂といった順

実行したいと思っている︒﹁恕を以て人を

以恕遇人
最近電子機器を初め機械文明の発達︑情

応性のない人は神経症にかかり易いようで

駆逐したいものである︒

報の複雑化等私達の日常生活の周囲は︑極

﹁思いやり﹂と解してよいと思う︒人生に

遇す﹂ということは︑簡単に意訳をすれば
このような社会環境にあって必要なこと

﹁思いやり﹂の対人関係ができていれば人

於て無数の人灸と共同生活する以上︑この

ある︒

神的ストレスによる心身症・ノイローゼの

は情操教育︑精神文化の向上が何より重要

めて緒神衛生に悪い環境下にあります︒粘

り︑現在日本には精神病院が一︑○七○あ

神経症等の患者は日本でも増加の一方であ

間性豊かな社会となり楽しい日女を送るこ
﹁従業員の豊かな人間性の涌養﹂と﹁生き

問題ではなかろうか︒私は社内には常日頃

対人関係︑男女関係︑プライドを傷つけら

ようである︒その原因はいろいろあろうが︑

の自然である︒人を愛し人に対する感謝︑

情感であり︑人間の象が持つところの人情

い︒それはほんとうに人間の心の奥にある

人間性とは理論でもなく合理主義でもな

霜に耐えてこそ初めて紅葉も丹く美しい﹂

初めてあの芳ばしい梅花も一麗しく︑冷たい

楓葉丹﹂の一節がある︒﹁雪に耐えてこそ

西郷南洲の漢詩の中に﹁耐雪梅花麗経霜

とができると思う︒

れた場合等いるノ︑あろうが何んでも億劫

っているＯ

がい﹂﹁働きがい﹂のある職場の確立を希

ると聞く︒精神病患者の中には覚醒剤︑ア
ルコール中毒︑老化等は別としても︑現在

がったり︑自信がなくなったり︑自分を責

るところは人間はいるノ︑の苦難に耐えぬ

ものだと言う意味である︒この詩の意味す

は如／帥歳位の中年層の神経性患者が多い

める症状等がある︒性格的には﹁きまじめ

である︒昨今ややもすると豊かな人間性え

感激の気持も動物にはない︒人特有の情感

き乗り越えてこそ初めて立派な人間性豊か

過ぎる﹂﹁融通がきかない﹂﹁人との付き合
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い明るい人生を過ごすことができるのであ

人生の苦労に耐え︑うちかって初めて楽し

な人格が形成できるのだと言うことである︒

主的に精神衛生の向上に又精神文化の向上

な社会生活︑家庭生活の達成に努力して自

ねばならない︒各人独りノ︑が人間性豊か

い言葉である︒だから非常に勝気な人︑強

将の逃げ口上であると云われても仕方が無

ある︒結局諦めの文句で悪く云えば敗軍の

だ﹄と云ふことで思ひを新たにしたもので

ったが︑何時も結論は﹃それが人生なん

の様な凡人には結構役立って来たと今でも

気の人には通用しないかも知れないが︑私

のである︒
︵住友ベークライト会長︶

に精励して楽しい明るい人生を送りたいも

今後の国際社会︑日本社会共に益を繁雑

玄○○

なむづかしい社会環境になることを覚悟せ

それから次は健康に関することですが︑

自分では信じて居ます︒

と云ふ風なことは苦手で︑従って信条とか

私はこれ迄どちらかと云えば理想を追ふ

事に打つかった時に屡冬使った言葉であ

人生なんだ﹄と云ふ言葉に換えて︑何かの

序冒胆と云ふのを自分流に訳して﹃それが

の拍子に出通った言葉で﹃弓冨房冒日自

食べ過ぎると忽ち胃がもたれたり吐気を催

れず精を乙の下位で︑特に胃腸が悪く少し

があります︒当時私は健康的にも余り恵ま

丸山徳三郎

人生観と云ふ様な固定的な考え方は不得手

る︒人生は自分の思ふ様にぱかり動くもの

心の隅にあるもの

で︑悪く云えば出たとこ勝負的な生き方で

とは限らない︒その度毎に悟るいたり胆を

いる言葉の一つに﹃大食短命﹄と云ふ言葉

私が青年の頃母親に云われて今でも覚えて

やって来た関係もある上に︑この頃の世相

冷やしていたら身体が幾つあっても足りな

さい﹂と云われて居りました︒若い頃食事

云うから間食は勿論食事も腹八分目にしな

為食べたがる私を捉えて﹁﹃大食短命﹄と

変心配をかけていたので︑母が弱い癖に色

したり︑更に頭痛を伴うことも屡あって大

の様な八十歳を遥かに越えた老輩には到底

は極めて流動的で物質的にも精神的にも私

くなる︒その時その時︑自分として最善と

を制限されるのはほんとに辛く﹃永生する

追ひついて行けない処が多く︑寧ろ在るが

て困らせたこともあった様に記憶していま

許りが能では無い﹄などと減らず口を叩い

思った道を選んだ以上それがどんな結果を
二第三の道を選ぶ外無いのでは無いかと云

招来しやうともそれはそれとして︑更に第
ふ謂はぱ自分に云ひきかせる一諦めの言葉で

状態であります︒従って今回の命題には手
も無く白旗を掲げる外無いのが実情であり

もあったのである︒

侭の世の中に辛うじて追随して居ると云ふ

ますが︑敢て西村会長の御命令に従って以

しない羽目に出会って面喰ったことは屡あ

私の一生にだって長い間には自分の予期

識しない訳にはいきません︒発育時代はよ

に大食することは健康に害があることを認

すが︑最近になってみると矢張り必要以上

前口にもし今でも秘かに抱懐している考え
その一つは若い頃私が紐育に居た頃何か

の一端を一応筆にしてみました︒
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いとしても︑中年以後は身体の随所に脂が
言葉だと思います︒

なす為には矢張り軽視することの出来ない

生で晩年になってもそれなりに有終の美を

﹁我は海の子﹂のころには︑父の転職に

心の淋しさを救ってくれるものとなった︒

ぎ︑勢い運動不足となり中道にして蝿れる

振舞が困難になって足腰に比重がかかりす

だに解かるが︑仮りに短命で無くとも立居

が︑米寿を超えた平凡な老人にはまづは柄

の信条﹄などと云える代物ではありません

極的で平凡なことには相違なく︑到底﹃私

以上ニッとも何の変哲も無く︑卑近で消

ルと︑武道寒稽古︵始業前の早朝︑二週間︶

が︑私は卒業のとき貰った学業成績のメタ

努力したものである︒一寸︑自慢がましい

紘栗頭であった私たちは︑皆これを目標に

いがぐり

中に﹁文武の誉いや高く﹂という句がある︒

に歌われているが︑中学︵旧制︶の校歌の

県立高校にひきつがれて︑今も生徒諸君

こ︑文武の誉

ほまれ

に向って大声で歌ったことを思い出す︒

事から解放されて︑少年らしく︑夏の青空

伴って小学校を転校して︑そのためか︑世

たまることは禁物の様に感ぜられます︒私

と云う様なことがあったらば︑御当人は勿
ります︒

相当な戒めと思って敢て一筆した次第であ

わ

の様に年寄りになれば大食短命の理屈は程

論のこと家族の不幸は之に過ぐるものは無

︵前・小松製作所副社長︶

いと思います︒﹃大食短命﹄などと云うと
こと勿れ主義の嫌いもありますが︑人の一

島茂男

の夏に東京で行われた全国大会︵テニろ

五年間皆勤の七宝焼のメタルと︑そのまえ

ろとしている︒

準優勝のカップの三つを︑人生のよりどこ

そののち私は︑いわゆる﹁上の学校﹂に

三︑本当の勉強

入り︑いまでいうクラブに入って︑ひきつ
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何か語呂合せの様な感じもあり︑消極的で

私の信条あれこれ
たけ

られた︒

合︑印象に非常なちがいがあることが感じ

丈﹂と﹁我は海の子﹂との間には︑私の場

いくつかの信条が生れてくるものである︒

﹁ちまき﹂のころには︑私の家では事業

になり︑少年であるのに私の心は︑大人の

︵機業︶が不振で︑銀行との取引も不自由

世界にひきずりこまれて子供心を失い︑そ

の先輩で︑よく﹁本当の勉強は卒業してか

づき運動をやったが︑そのときの部長は部

一︑人の心の奥ぞ

のころの先生のお話の中の和歌の﹁おちぶ

らだ﹂と云われた︒教授で博士であった先

れて袖に涙のかかるとき人の心の奥ぞ
せい

先日︑子供の日にテレビで︑子供の歌が
はか

知らるる﹂が妙に心の底にのこり︑少年の

寺つ孝一シご

﹁綜たべたく兄さんが︑測ってくれた背の

次々とつづいて放送された︒聞いていると

である︒

てきたことについて書いて象ようと思うの

そこで︑私の人生の折左に︑これだと信じ

ながく生きていると︑その時為に応じて︑

小

侍従長︑枢密院議長を経て総理大臣になら

かた

︵本居宣長古事記伝完成の後に︶

とき侍従長︑終戦時の総理として四たびも

れ︑終戦の大事業をされた方であります︒

生のお言葉と思って︑このことを堅く心に

のとき︑第四駆逐隊司令︑二・二六事件の

日清戦争のとき︑六号水雷艇長︑日露戦争

日おもしろき事もなき世をおもしろく

死線を越え大任を果たされました︒

というようなことを考えながら私は︑健

に精励されました︒その教え子に連合艦隊

節をまげず︑﹁公正無私﹂を信条とし職務

おくれたりしましたが決して不平をいわず︑

鈴木さんは若い頃左遷されたり︑進級に

住みなすものはこころなりけり

よあ

誓った︒おそらく何事もつづけることが大

口世の中の善きも悪しきもことごと
に神のこころのしわざにぞある

切で︑私はいまもやっているつもりである︒

︵本居宣長︶

四︑古歌

先日の教授定年退職のときに︑記念品代
こっていた古歌を︑旧知の書家に書いてい

うちたてようと思っている︒︵特別会員日本

康上も気をつけて︑生きて甲斐ある人生を

︵高杉晋作辞世の歌︶

ただき︑その書軸をかけて︑折々に心のい

をいただいた︒そこで︑かねがね︑心にの

ましめとしている︒即ち

された最後の連合艦隊長官︶は部下統率の要

慨かれました︒また小沢中将︵大将を辞退

本大将は人物評価の基準を﹁公正無私﹂に

ますが︑何れも鈴木さんの感化を受け︑山

司令長官山本大将︑同小沢中将などがおり

寺崎隆治

近代史学会常任理事︑文学博士︶

垂ち

㈲とる手火もいまは何せん夜は明けて
ほがらほがらと道見えゆくを

これぞわが信条

一諦について孫子の﹁智信仁勇厳﹂の五徳の

側らきました︒そして終戦後︑人生の後半

沢治三郎中将︶に仕え︑三年半苛烈な戦場で

︵山本五十六︑古賀峰一︑豊田副武各大将︑小

今次大戦中は︑四人の連合艦隊司令長官

は︑私が江田島海軍兵学校在学のときの校

んの想出﹂であったといえます︒鈴木さん

者に深い感銘を与えたのは﹁鈴木側太郎さ

集﹄遺稿が刊行されましたが︑その中で読

明先生が逝去され︑同年十二月﹃野口明文

昭和五十四年九月三日弘道会前会長野口

題解決の真髄をたずねたところ︑老師は

寺に高僧山田無人老師を訪ね︑世界の難問

統領ミッテランは︑帰国の際︑京都の妙心

去る四月︑日本を訪問されたフランス大

りっぱな側らきはできません︒

る筈がなく特に生命を賭する戦場において

強い人に︑公正な判断や決心︑処置はでき

た︒私利私欲︑地位欲︑金銭欲︑生命欲の

上に﹁無欲﹂が大切であると強調されまし

を実社会︵三井物産︑民間団体︶に勤務いた

長でありましたがその後自分自身では全く

第一﹁公正無私﹂︵無欲︶

しました︒ここに不徳不学を顧みず私の人

思いもしない連合艦隊司令長官︑軍令部長︑

私は人生八十年の前半を海軍に勤務し︑

供したいと思います︒

生体験を通じての信条を記述し︑ご参考に
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﹁頭を空にし︑永遠な自己を見つめよ︒座

らも賄賂をもらい︑しかも別の人に投票す

ると思います︒日本の国会では保守と革新

もっとなごやかに胸襟を開いて主張すべき

重な時間と国我を無駄使いしておりますが︑

の木を切り︑父親からきかれたとき﹁桜の

ったならば能率を高め国民の信頼を得るこ

は正を堂々と正直に主張し︑譲るべきは譲

がいつも相争い屡々審議がストップし︑畳

木を切ったのは私です﹂と答えましたが︑

るようでは民主主義は決して育ちません︒

その態度と勇気こそ道徳や民主主義の根底

米国初代大統領ワシントンは子供のとき桜

われ深い感銘に打たれたといわれます︒

をなすものであると思います︒米国の各学

国と国との交際︑外交も自国の利益︑自

て世界を救う指導者となって欲しい﹂とい

これは第一の﹁公正無私﹂︵無欲︶と深

校︵陸海空士官学校を含む︶では﹁嘘をい

．アンド・テークの精神で経済摩擦を避け

分の会社の利益ばかりを追求せずに︑ギブ

禅で心の仏性︵ほとけ︑無我︑無欲︶を見

い関連があると思いますが︑私は道徳の根

うな﹂という徳目を一番重要視しているこ

低開発国を援助し各国が仲よくしてこそ世

第二︑﹁正直﹂

底をなすものは正直すなわち純真︑嘘偽り

とはもっともっとものことであり︑古来︑

界平和と繁栄が到来するものと思います︒

とができましょう︒

のないこと︑真実︑まことであると思いま

日本においても﹁武土に二言なし﹂とか
﹁嘘は泥棒のはじまり﹂とかいわれ戒めら

うそいつわ

ろん︑友人︑先生︑職場や社会人として正

す︒父母︑兄弟︑夫婦の間においてはもち
直でなければ決して人から信頼されません︒

︵一期一会の精神︶

第四︑﹁人と人との出会いを大切に﹂

れております︒

第三︑﹁和を以て貴しと為す﹂︵和の

国と国との交際も同様であります︒三井物
産や三菱商事などが百年以上も諸外国と貿

ん︒私達が今日生きておるのは︑父母兄弟︑

人間は独りで生きてゆくことはできませ
西暦六○四年に聖徳太子の制定された憲

精神︶

をしているからです︒外交においても条約

司に能力を認められて抜擢されたり︑或は

先生友人同僚︑社会のお蔭であります︒上

易し︑信用を得ているのは正直な取り引き

す﹂とあるように﹁和﹂は一家はもちろん︑

法十七条の第一条に﹁和を以って貴しと為

禅や茶道に﹁一期一会﹂ということばがあ

各種団体︑一般社会や国家の機能を働かす

や公約︑共同声明を守らなければ︑どこの
戦後︑民主主義ということばが盛んに使

国からも相手にされません︒

私が二十九才で結婚式をあげたとき︑大

たり︑困窮や失業のとき授けられたり︑悪
先輩から﹁夫婦相和﹂と書いた額をいただ

ります︒これがこの世のはじめであり︑岐

左遷されたり︑良縁を得たり︑新知識を得

いたことがあります︒恥ずかしくて部屋に

お茶を差し上げお茶をいただく態度をいう

期であるという真剣な気持ちで人に接し︑

友悪女のため一生を棒に振ったりします︒

いい合い︑多数の意見に従うことであると

が自分の考え︑主義主張を正直にはっきり

掛けることを時路しましたが人生を顧り糸︑

上に重要な徳目であると思います︒

思います︒嘘をいったり︑他人の意見に随

夫婦仲よくすることは家庭生活の根本であ

用されておりますが︑民主主義は︑ゑんな

いて投票せずに︑あちらからも︑こちらか

動したり︑選挙のとき︑自分の信念に基ず
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ります︒私は教育とは人の個性を発見しこ

思います︒

どに趣味を持つことは人生を豊かにすると

ます︒なおこれに関連しスポーツ︑文芸な

○００○

そして人は生涯を通じて︑個性に適した一

れを育ててあげることであると思います︒

業︵仕事︶を必らず持つべきであると思い

終りに人生を幸福にし︑活動力を持続す

黙ようげん

聖徳太子の作といわれる説法明眼論の中

ます︒．人一業﹂は自主独立の表現であ

るものは健康と長寿であると思います︒心

のであります︒

に﹁一樹の下﹂と題し次の語句があり︑内
外の道徳書に引用されているといわれます︒

り︑その仕事に全智全霊を打込むところに

０○○００○○

身の鍛練と養護は一日も怠ってはなりませ

︵特別会員元連合艦隊参謀︶

ん︒︵具体策略︶

こぺこと頭を下げますがそれが過ぎると︑

います︒多くの日本人は人に頼むときはぺ

れる︒しかし︑四十数年の教職をふりかえ

る信条など︑信条に値しないようにも思わ

職場を捨てるな︒こんなあたりまえ過ぎ

○酒のために休んではならない︒

障を来たす︒

生徒が困り︑同僚が迷惑し︑学校運営に支

ることは何ら悪いことではないが︑しかし

潤追求の職場ではない︒この権利を行使す

○

﹁或は一国に生れ︑或は一郡に住承︑或

独創的天地が開け︑楽しみがあると思いま

○○○Ｏ○

は一県に処り或は一村に処り︑一樹の下に

す︒関西︵大阪市︶に一業倶楽部という中

お

宿り︑一河の流を汲み︑一夜の同宿︑一日

小企業者の団体があり︑私の友人が理事長

げしようえしやく

酔ゐ

の夫婦︑一所の聴聞︑暫時の同道︑半時の

をしておりますが︑皆一業を楽しんでおり

もん

一時の同車同畳同坐︑同林一臥︑軽重異る

その恩を忘れ勝ちであります︒また相手の

ったとき︒どうやらこれを貫き通し得たこ

晩どんなに遅くまで飲んでもそれで休んだ

斎藤喜門

服装や肩書きなどによって応待の態度を変

とを思うと︑ささやかな実践ではあったが︑

ことはない︒遅刻したこともない︒辛いと

安易に職場を捨てるな

戯笑︑一言の会釈︑一坐の飲酒︑同杯同酒︑

あるも︑親疏別有るも︑皆是れ先世の結縁
なりｏ﹂

人と人との出会いを大切にすることは人

えたりしますが感心いたしません︒なお︑

﹁職場を捨てるな﹂という私なりの信条は

私かに喜んでいる︒

きが多かったが︑酒に負けたら酒をやめろ

生を有意義︑豊かにし楽しくするものと思

これからの日本人は国際人でなければなり

次のようなものである︒

た︒

私は飲酒では人後に落ちない︒でも前の

ません︒一度知り合った外国人とは手紙の

○個人のちょっとした理由で休暇を取るな︒

と自分にはもちろん︑若い者にも言って来
る︒これは権利である︒しかし︑学校は利

ひそ

永続することが大切であると思います︒

往復や彼我往来時の交遊など道義を重んじ

公務員は二十日の有給休暇が認められてい
第五︑﹁一人一業﹂

人にはそれぞれ個性︑持ち味︑特長があ
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うにさしくって出かけること︒

○出張を含めて職場を離れる場合は︑迷惑

五回に二回ぐらいは拳んなの意見に従わね

買わないようにもっていくにはむずかしい︒

いように︑しかも同僚たちの不興をあまり

○遅刻をしてはならない︒

けは崩さずに努めたつもりである︒

て批難されたこともある︒でもこの態度だ

しかし︑むやみと職場を︑授業を捨てて

︵特別会員都留文科大教授︶

が︑自らこれを努め得たと思っている︒

遅刻で他人を責めたことはほとんどない

をかけ︑支障を来たすということのないよ

はならないと心に抱いて努力したつもりで

ばならない︒

暇を取ることも不可能に近い︒私もこれを

これをきちんと実行することは出張も休
貫き通したとは言わないが︑時間割を交換

ある︒管理職にいるとき︑他校の例を引い

の合弁で創られた会社である︒経営は住友

増産を図るために︑満州重工業㈱と住友と

光谷巌

私は信条というべきものを三︑四持って

挺身の精神

して︑少なくとも生徒に自習が起こらない
ように努め︑それも出来ない場合は作業用
プリントを作ったりして来たつもりである︒

幸い︑私の学校ではこれが習慣化する傾向
があったことも私のこうした行動を助けた︒

ない︒

○安易に授業を欠く計画に荷担してはなら

基幹要員は住友から出さねばならぬ関係に

が担当することになったので︑役員は勿論

いるが︑その一つに挺身の精神というのが
挺身の精神とは自ら進んで難局に身を批

たが︑何分苛烈な戦時下社員は応召等で極

あった︒役員は会社設立と同時に選任され

ある︒

げ出し︑これを打開しようする心構えであ

度に払底し︑とても安軽社の要望する人員

これを集団の中で行使することは至難で

る︒この精神は戦時中盛んに鼓吹されたも

は急には出せなかった︒そこで取り敢えず

ある︒あいつは変な堅物︑話し相手になり
学校では行事が多くある︒その行事のた

のであるが︑私にも幾つかの挺身の体験が

にくいと相手にされなくなる心配がある︒

めに授業を欠かなければならないが︑努力

あるので︑その一つを披露しよう︒

いう理由が出されると賛成せざるを得なく

ところが︑安全とか︑行事を効果的にとか

て間もない安東軽金属㈱︵以下安軽社と略

︵現在の中国東北地区丹東市︶に設立され

昭和十九年六月初め私は旧満州安東市

社は新会社とはいっても︑撫順市に本社の

の会社の人的構成の複雑さである︒この会

掛けに進んで応じたものである︒

当時私は住友本社に在籍したが︑右の呼び

臨時応援者を募って派遣することになった︒

によって三時間欠くところを二時間にする

なる︒だれだって楽はしたい︒だからこう

称︶に事務応援のため出張した︒この会社

ことが出来る︒一日も半日ですまされる︒

いう尤もな理由がつくとすぐ意見の一致を

は当時喫緊の国策とされたアルミニウムの

安軽社に出社してまず驚ろいたのは︑こ

見るようになる︒そこを出来るだけ欠かな
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ていた百五十名の社員をも同時に引き受け

ものを引き継いだので︑満軽社より出向し

称︶の安東工場として建設されつつあった

あった満州軽金属製造㈱︵以下満軽社と略

うと同時に︑自分ひとりは臨時応援でなく︑

間の融和協調を進めることこそが肝要と思

旧満軽社︑鉄鋼工務社︑住友の三者の社員

制度など処理すべき仕事は沢山あったが︑

長の苦衷を察するとき︑やはり安軽社で働

私の後釜を安軽社に派適して貰えないＡ社

めながらも︑私の他社転勤を発令しながら

るのである︒私は再度の社命違反に心を痛

くのが自分の使命ではないかと考えた︒つ

ところが皮肉なことに来安後一ヶ月経っ

もっともこう決心するのにはもう一つの

腰を据えてかからねばならぬと心に決めた

た七月一日に︑住友本社より私を住友化学

背景があった︒それは住友系社員のほか旧

た形となった︒工場の建設工事も勿論満軽
の直前である昭和十九年一月に︑満州重工

工業㈱︵新居浜所在︶に転勤せしめる旨の

満軽社社員︑鉄鋼工務社社員の中に私に同

思考したのである︒

の処においてこそ発揮すべきではないかと

業の指令によって満州鉄鋼工務㈱︵以下鉄

電報辞令を受けた︒至極残念だが社命に背

調し︑私を尻押しする者が若干ながら出て

まり私の信条である挺身の精神をこの時こ

鋼工務社と略称︶が建設工事を請け負うこ

くわけにも行くまいと︑Ａ社長に会って離

のである︒

ととなり︑五十名程の規模の鉄鋼工務社が

任の挨拶をしようしたところ︑﹁今︑君に

社が施工していたのであるが︑安軽社設立

抱え込む姿となった︒

業務組織の上では百五十名の満軽社社員を

大分変りつつあったことである︒安軽社の

来たこと︑同時にまた住友に対する見方が

り甲斐を強く感じていたのである︒

業務は軌道に乗って来たし︑私は仕事のや

月赴任を延期して欲しい︒﹂との言葉が返
って来た︒社長がそういうのなら止むを得

去られては安軽社が困る︒取り敢えず一ヶ

ないと思い︑赴任を延ばした︒私は社命違

こういう状態のところへ僅かな人数では
たのである︒満軽社の社員にして桑れば自

あるが︑住友の役員従業員が割り込んで来
分の仕事の主導権を鉄鋼工務社に奪われた

背に不安を感じながらも安軽社に残れるの

しかし一ヶ月は忽ちにして経過した︒い

した序でをもって住友側と交渉し︑私の安

された︒同社長はこのとき以前内地に出張

正式に安軽社の社員に採用する辞令を交付

九月十八日︑Ａ社長は私を呼んで︑私を

上︑さらに住友に乗っ取られた格好となり︑

を嬉しく思った︒

よいよ離任の時期到来と思い安軽社に心惹

おかげで私は新居浜への赴任拒否の汚名か

軽転勤につき諒解を取りつけたのである︒

た︒特に住友が経営の責任を持つと言いな

両社に対する不満の大きいことが察せられ
がら社員が数名を除いて正式に着任せず︑

かれつつも︑Ａ社長に離任の挨拶に出た︒

ら解放され︑心置きなく安軽社の仕事に専

臨時応接の形で来安しても一ヶ月内外で帰

念できるようになった︒私への同調者の応

﹁安軽社の現状は君が一番よく知っている

援がその後一段と幅広くなったことは言う

ところがまたしても社長の返事は否である︒

いうまで赴任を延ばしてくれ︒﹂と言われ

筈だ︒自分が責任を持つから自分がよいと

は無理もない︒

私はこういう状勢の中に︑知らずに飛び

国してしまうことに強い不信感を抱いたの

込んだのである︒新会社の事務規程や人事
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位にあった私は︑戦後も右のような場面に

七時頃まで湯気の出ている弁当を風呂敷に

離れた作業場とか個人の家とかへ届けるの

しか運命は酷である︒工場建設が九分通

臆することなく出しやばり︑不満足な場合

包承︑自転車のハンドルに下げたり︑背中

安軽社時代に総務︑人事の責任者たる地

り進捗したところで終戦となった︒会社の

た︒このような場面には幾度か身の危険を

もあったが︑ほとんど悉く解決の道をつけ

にしよって出た︒七時頃に配達を終わると︑

まてもない︒

財産は全部中国の有に帰したはずだが︑進

感じたことがあったが︑挺身の精神をもっ

の作業をわれわれ旧社員に手伝わせたので

体撤去してしまった︒そしてその解体撤去

るという体験を経たのは︑私の人生にとっ

て事に当たるとき︑難局も大抵は打開でき

貰って揃って小学校へ駈けつけた︒

同級生と一緒に朝食をすませ︑昼の弁当を

朝の五時に家を出て近くのその店へ行き︑

が仕事だった︒

駐して来たソ連軍が工場の機器類を一切解

ある︒また中国人や共産党が旧日本人社員

一緒に︑店の者が配達した昼のカラの弁当

学校が終わるとすぐ店へ行き︑同級生と

てまこと大きな収穫であった︒

箱を自転車で集めにまわり︑また夕刻の弁

当を配達した︒ｌ毎朝︑五時に起きると

いうことは辛かった︒義母の祖父が﹁五時

ることを︑自分に約束した︒ｌと憾いえ︑

をかけ︑﹁三﹂ではどうあっても飛び起き

森永武治

︵元住友電工常任監査役︶

に対し種だの名目をもって賠償責任を追及
する事件がしばしば起きた︒

自からを鍛える

ち困った︒義母は苦しい事情があって私を

いけないと︑自分で﹁一︑二︑三﹂の号令

だよ﹂と告げてくれたが︑眠いＯこれでは

その義母の実家に托して再婚していった︒

ｌ私の少年時代Ｉ
私はＮＨＫで放送劇とか演芸番組の仕事

義母の実家は働き手がなくて貧困だった︒

眠いので一から二までを延ばし勝ちだった︒

をしていた︒定年退職してからは︑ある私

小学校卒業近くなって︑同級生は夜学の

自分を叱りつけた︒

私は自分に約束した誓いを裏切るな！と︑

工手学校へ行くことになった︒私は学変な

里︵いまの荒川区︶で弁当の仕出しをして

小学校五年の頃︑同級生の家が同じ日暮

大の文学部で自分の仕事である劇作の韮礎
知識や︑放送番組制作などの講義をして来

いて︑﹁僕と一緒に学校へ行く前と帰って

た︒

いま︑私の少年時代を振り返って承ると︑

どでとても行かれる筈がない︒ｌその頃︑

﹁給仕﹂といって役所や会社で雑用をする

いか﹂と親切に言ってくれた︒弁当を箱車

少年の仕事があった︒私は霞ヶ関にある官

から︑うちの弁当の配達を手伝ってくれな
で配達する店員たちもいたが︑同級生と私

ように思う．ｌ私が小学校二年生のとき︑

はそれぞれ自転車で︑店員の行かない遠く

苦境の中でそれなりに自からを鍛えて来た

という立場だった︒貯えのないわが家は忽

役人だった父が病没した︒母は私には義理

負Ｊ
ワ﹈

︑１ノ

／ｌ︑

迂廻して︑芋坂をくだり︑日暮里駅と鴬谷

いも

縮刷版の国語大辞典︵いまも愛用している︶

羽二重団子の店の前まで震えるような気持

庁に自分で頼み込み幸い採用され︒いまの

私は図書館通いに燃えた︒日曜日︑職場

のあとの白い提灯の幾つかが竹竿の上で風

で来た．ｌ足許も危い真シ暗闇で︑お盆

駅の中間の踏切を横切って︑いまも盛んな

の休桑には朝から夜まで頑張った．ｌた

に揺れていた︒胸は激しく鼓動し︑すくむ

と︑英和辞典を風呂敷に入れて１．

のなかから学費を払い︑義母の実家へ食費

うことに決心した︒それを自分に誓い︑一美

とえ都合で三十分しかいられなくとも︑通

ホテル・オークラの場所にあった大蔵商業

を入れねばならなかった．ｌ給仕仲間の

学校の夜学の入試に受かった︒僅かな給料

年上の先輩たちはなぜか学校へ行ってなか

たり︑学期試験の最中に登校を遅らせたり

くのでと断わると妨害した︒教科書を隠し

が五重ノ塔︵焼失︶の近くと墓地の外れに

駅の踏切を渡った︒広大な墓地は暗い電灯

を桜木町を経て︑谷中の墓地を抜け日暮里

校と美術学校︵ともにいまの芸大︶の間の道

学の道も展けた︒

研数学館へ足を運んだ︒そして私大への入

て︑神田の正則英語学校へ︑次で水道橋の

語は独学では無理だった︒私は職場をかえ

二年近い図書館通いも︑数学と化学と英

足に力をこめて踏みしめたものだった︒

した︒私は堪らなくなってそこを辞めて︑

十九歳の時︑ある官庁で臨時に職員を試

図書館の帰りは︵往きとは逆で︶音楽学

切りたくなかったからである︒

った︒役所が四時に終わると︑野球などし

銀座の裏通りにあった小さな商事会社で同

あるだけで︑木枯の夜や雨のときなど気味

良の者は海外へ留学させるとのことだった︒

験のうえ採用するとの内報を得た︒成績優

て一緒に遊べと強く私を誘った︒学校へ行

産してしまった︒

じ給仕をした．ｌこの会社は間もなく倒

る場合があり︑幾日もそのままだったりし

悪かった．ｌこの電灯も時にば消えてい

の初音町の家並みを遠廻わりした︒

た︒そんなとぎ臆病になって︑墓地の外側

かし︑この留学制度も就職後︑廃止されて

私は採用の辞令を真シ先に受けた︒ｌし

次の就職はなかなか見つからなかった︒
朝七時から夕方六時まで︵学校は六時から授

しまったのである︒私は大いに失望した︒

折角入った学校も辞めた︒ｌ淡の職場は

あるとき︑こんな弱気の自分を鍛えよう

だが︑志をあらたにして職務に励み︑傍ら

望拳を他に求めて辞職しようとした︒ｌ

業︶だったから︑新たに学校へ行くことは

と︑お盆も過ぎた夜︑八時ごろ家を出て谷

好きな演劇脚本の道を勉強し︑それが上演

一諦めた︒よし︑独学でいこう！と︑当時︑

もされ︑放送もされることになる︒そして︑

地で墓石に囲まれた道をしばらくいくと五

やがてＮＨＫに転じ︑文芸放送に従事する

中の墓地へ入る紅葉坂をのぼった︒すぐ墓
重ノ塔だった︒そこの十字路を左折すると

ことができたのである︒︵劇作家︶

試験︵略して専検という︶制度のあることを

知り︑神田の大日本国民学会から出ていた

なところで︑さらに左折して野シ原に古井

奥山といって︑昼でも樹木と墓石で無気味

中等学校へ行かずとも専門学校入学者検定

狭のうえ︑隣り近所の音が騒がしいので︑

戸︵よく投身自殺者があった︶のある道を

講義録で勉強することにした︒だが家は手
上野公園内にあった帝国図書館へ通った︒
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西村幸二郎︲

⁝１１ｉＩ
︵随想︶

一信条ぱなし
︾

一借り方．併し方・総決算
私は大正十年大学卒業後の就職に就ては︑わざと父には
話もせず︑親友と相談して︑前年の秋頃から︑住友担当の
穂積重遠先生の面接を終えて大体内定したので安心してい
た︒ところがいよいよ多くの重役と正式而接して無事パス︒

けてお目にか入ったところ︑採用試験はトシくの昔終了し

ていて︑今更どうにもならない︒丁度理事の一人が鴻池銀

行に転出するから︑一緒について行けとのこと︒私は折角

自分一人の考えで住友へ入ったのに︑今更同じ大阪のしか

もやや見劣りするのに入るのはどうかと考えて︑折角のご

私がいよいよ住友へ勤めることとなった時︑父はわざわ

厚意を辞退したのだった︒

この際気のついたことを少し注意してやらう﹂とおよそ次

ざ私を呼んで﹁お前も銀行へ入って社会に出るのだから︑

﹁解り易く銀行の轡えで話すが︑大体銀行と言うものは︑

のような意味の訓戒をして呉れた︒

一般の客から金を預って︑その金を入用とする他の客に貸
●●

●●

して︑その利鞘で経営するものだが︑この場合︑銀行用語

で言えば︑預金は﹁借り方勘定﹂となり︑融資の方は﹁貸

し方﹂勘定となり︑最後にこの二つの帳尻が利益勘定を加

えて︑ハランスが取れることとなる︒オ前は勤めれば月給を

は勿論だが︑問題はその後のオ前の毎日の務め振りに就て

貰うが︑初任給は卒業した学校の如何によって差がつくの

である︒仮りに帥円支給されるとすれば︑その勤務の仕方

が上役即ち銀行側から眺めて不満足であれば︑オ前は銀行

に対して﹁借り方﹂勘定になっているのだ︒これに反して︑

なかノ︑よく働いて役に立つ︑感心だ︑いつか余けいに昇

給させてやろうと認められると︑その時はオ前が銀行に対
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数日して宴会に招かれご馳走まで頂いたのに更に後日体格
検査となってから︑私がひどい虚弱体質だったため︑顧問
医から︿不合格﹀との格印を押されてしまった︒すると役
員間に賛否両論が出て︑色々とゴタノ︑があった挙句︑皆
初めて父に打ちあけた︒

と約二︑三ヶ月も遅れて正式採用が決定したので︑この時
当時私の父は三つ四つの銀行を自ら頭取となって︑郷里
亀岡や京都で経営していたので︑わざと話さなかったのだ
り︑爾来大変ご親密にヒイキされていたらしく﹁なんだシ

が︑父は以前財界の恐慌に際して日銀に特別にお世話にな
１銀行へ入るのならなぜ日本銀行へ行かなかったのだ︒オ
レが副総裁の木村さん︵情四郎氏︶に紹介状を書いてやるか

ら︑すぐ会って来い﹂と勧めるので︑早速日銀本店へ出掛

ー 轡

も事に臨んでも︑凡そいつ如何なる場合でも︑出来るだけ

も銀行だけに限らない︒永い人生行路に於て︑人に対して

して﹁貸し方﹂勘定となっている訳なのだ︒このことは何

もなく死後と雛もいつ迄も褒められ慕われるものだ﹂・⁝：

びに充ち溢れてこの世に別れを告げておけば︑何んの悔い

感謝の念を忘れず︑真に生き甲斐ある生涯を過ごして︑喜

為め︑社会に対し奉仕的に報恩的に常に〃誠心〃を尽して

いつかは返礼する︒何か約束すれば忘れずに守るといった

す︒同僚や友人からものを贈られたり箸られたりすれば︑

定の称え方を元として説かれていたので︑印象が極めて強

篤と訓戒してくれたのであった︒私はこの言葉が︑銀行勘

堂解り易く入行当時の心得から説いて生涯に亘る人の道を

むろん︑親父はこの通りの言葉を使ったのではない︒た

︑し﹂○

貸し方になるよう心掛けることが何よりも大切である﹂ｌ

日常茶飯事のことである︒所謂﹃大行は細理を顧ゑず﹄と

く興味も湧き︑肝に銘じて今に至るも常に忘れられないの

︑︑

さらにつづけて︑﹁例えば手紙を貰えば必らず返事を出

いった︑人はつまらんことだと歯牙にもかけず噸ざ笑うか

増して来る思いがして来る︒﹁借り方﹂﹁貸し方﹂﹁総決算﹂

ッシリと私の心の底に蓋いかぶさって︑その重拳が次第に

とな

も知らんが︑これが単に貸し方︑借り方勘定だけで納まら

恵︑人生経験の豊富さを感じ︑その年輪の重さがいつもズ

だ︒その後︑世に出て体験を積むにつれて︑父の生活の知

場に立った思いがするものだ︒お互に話し合っても何とな

さては﹁負い目﹂などと言った言葉が包含する深奥な意味

げさ

ない︒常に﹁貸し方﹂にさえ廻っておれば︑自づと心にゆ

く迫力が湧いて来る︒精神的に強くなり︑凡てが積極的と

が人生哲理ともなって私の日頃の堅い﹁信条﹂の一つとな

︑︑

とりが出来て︑大袈裟に言えば︑相手に対し常に勝者の立

の連発で︑態度まで控え目となり︑卑屈にさえなりかねな

なる︒反対に︑もし借り方ともなれば﹃すまん︑すまん﹄

会祖泊翁が﹁古今東西を通じて変らない﹁誠心の道﹂を

って来たのである︒

なって来て︑両者の差は甚しくなって来る︒そして︑最も

守るべく死すとも決して変えない﹂と喝破されたその信念

い︒さらに社会的地位が進むにつれ︑事柄も大きく重大に

をするに当って︑人に対し︑社会に対し肩の重みを軽くし

大切で忘れてならないことは︑人生の終末となって総決算

らないと承知出来ない神経質のくせに反面︑頗る呑気でズ

の全く正反対であった︒至って凝り性で︑トコトンまでや

いま顧みると︑私の八十八年の生涯は︑およそ父の訓戒

に軌を一にするのではないかと悟るのである︒

このことは何んでもないことのようだが︑極めて難かし

ておき︿負い目﹀を出来るだけ残さないことである︒

い︒殆んど不可能に近いと言ってもよい︒人のため︑国の
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ボラで横着者で︑時には心の底から自分で自分が全く厭や
になり︑厭悪の情をすら覚える︒清水の次郎長ぢやあるま
へど

いが﹁生まれ変らなきゃ癒らない﹂と反吐の出るような思
︑︑︑︑︑

いをする時も一再ならずあった︒

この頃はお年のせいか仏心がついたのか若い日の親父の
悌が懐しく腕に浮んでくる︒教えられた﹁信条﹂がいよい

︑財︑︑ｂＢｑ︑︑ｂ町︑ｂ■ｑ︑︑︑︑ＬＬ■■ｑ周句︑ｂ︑ＬＢ■ｑ町︑︑︑財ｂ■■ｑ︑︑ｈ周︑■■ｑ︑Ｌ︑ｑ町ｂ■ｑｑ︑︑︑合ｂ■■︑ｑ崎目︑ｂ■可︑︑︑︑．司巳■■ｑ︑町ＬＬ財﹄Ｂ■■も︑ｈ︑﹄﹄■■■尾尾・周ｑＬＬｒ５︑︑︑︑︑ｂ■ｑもこ

︾︵随想︶

一明治人の生き甲斐藤田一二郎一

﹁私の信条﹂を書くようにとのことですが︑帰依する宗

︑︑ｂ｜■ｑ︑︑︑︑︑．■■ｑ︑︑︑︑︑△■■ｑ︑︑︑︑︑﹄■■﹃︑︑︑︑︑畠■■ｑ︑姑︑︑︑﹂■■■■宮︑︑︑Ｌ︑ｂ■ｑ当い︑︑︑ｂ■﹃︑︑︑︑︑亘自■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■■可︑﹃︑︑︑ｂ■■︑︑Ｌ︑い︑ｂ■■偽︑︑︑い︑宮■■ｑ︑︑︑い︑︑Ｌ

く信ずる事柄﹂と云っても︑大戦の前後や︑時勢と共に随

教が無いので︑﹁信仰の個条﹂を挙げることも出来ず﹁固

の︑友人の病気見舞いだの︑更に消え去った会社の哀しい

分変るのに︑吾ながら驚いています︒勉学中は勿論教育勅

よ最後の段階に入って総決算に近づいたのか親友の墓参だ
犠牲物故者の追悼会を催したり︑また故郷京都で︑わざわ

語に順服していましたが︑今は消えてその影もありません︒

た電力会社の一つに入社するや︑猶予を願っていた徴兵検

東京帝大の電気工学科を卒業し︑当時幾社も割拠してい

ざ私のために設けてくれた後援会が今日まで弱年も継続し
てその集まりが仙回にも達したが︑今では数名の生き残り
となって惜しくも解散︑最後の合同追悼会を催したり︑さ
ては日本弘道会の会祖と夫人の合葬をするなど︑あれこれ

度．期一会﹂と心得︑﹁負い目﹂を少しでも軽くしたい

ょっとした約束ごとや︑かりそめの会食会合でも︑その都

さらに現存の友達に対しても︑今まで果たせなかったち

が︑会社重役の好意で︑富士川上流の発電所建設現場に出

除されました︒その後の病状思わしからず困っていました

軍病院の厄介になり︑少尉になれず︑万年軍曹で兵役を免

官としての演習召集を受けてる時︑風邪をこじらせて︑陸

を受けました︒ここは絶対服従の別天地でしたが︑見習士

査に合格し︑一年志願兵として︑中野電信聯隊で軍隊教育

と一日一善でもよい︑出来る限り多く︑親父が折角教えて

と仏事法要に掌わることが多くなった︒

くれて私の﹁生涯の信条﹂となった尊い遺訓を守らうとつ

で︑完全に健康を快復することが出来ました︒それから健

張を命ぜられ︑良い空気を吸って︑療養に専念出来たお蔭
昭諏・７．７１︵本会会長︶

とめている私の昨日今日である︒

田舎の寺小屋の秀才だったらしい父の書が美事でしたから︑

康の有難味を痛感し﹁健康第一﹂をモットーとして居ます︒

大正の末亡くなる一年前に︑その四文字を大言してもらい︑

（29）

今でも八畳の間の額にしてあります︒

日中事変中は︑電力聯盟の一員として天津や上海方面で

はじめて父となった感激はすばらしいものですｐこの頃か

色々不思議な事柄が解明されて行くのを楽しみにしていま

私は小説よりも物理化学や天文学の通俗版に興味を持ち

たようです︒

ら︑感激すると三十一文字の落書をするのがおはこになっ

あったので近衛総理のお招きを受けて紀元二千六百年の式

電気事業の手伝をし︑偶々興亜技術委員会の臨時委員でも
典に若輩ながらお偉ら方と共に比較的前方の席につき﹁⁝

す︒そして感激の度に三十一文字の落書となります︒

ぞやこんな年賀状を出したことを覚えています︒

相対的に訂正されました︒さて時とは何でしょうか︒いつ

ニュートンは時を絶対視していたがアインシュタインは

⁝朕深クコレヲ嘉尚ス﹂と目前の天皇陛下の肉声を耳にし
大戦が始まるや万年軍曹の私は東条陸相から﹁陸軍兵器本

たときはうれし涙にむせび﹁技術報国﹂の念を固めました︒

部嘱託藤田三郎二与フル訓令﹂と云うお墨付を戴いて︑中

又明けまして謹賀新年

タイムとは何かも知らず区切つけ

四次元にマクロミクロの魔詞不思議

正体問うも答得られず

重力は万有なりとおそわれど

て大きな宇宙︒

次に不思議なのが重力︑目に見えない小さな素粒子︑そし

南部スマトラ油田地区及製油所所要動力の復旧︑並建設計
ました︒この時の私の心条は﹁技術報国﹂の再確認で只々

画を樹立するため︑スマトラボルネオ方面へ二回出張致し

なるや大日本帝国憲法は︑民主平和主義の日本国憲法に改

戦勝を念じて止桑ませんでした︒しかし戦利あらず終戦と

日本民族の総本家として︑いつまでま敬愛すべきだと︑私

変され︑天皇は象徴と変ってしまいました︒しかし皇室は

原物質の正体やいかに

素粒子は重さ異にし︑多種多様

超宇宙の奇素粒子の妙

大正十一年の暮アインシュタイン博士が来日され︑日本

大昔火の玉ありて︑ビッグ︒ハン

は思います︒

の学界が相対性理論で湧いている時に︑私の長男が生れま

われの銀河宇宙です︒そこには千億もの恒星が存在し︑そ

大宇宙には何十億かの島宇宙が存在し︑その一つがわれ

宇宙は膨張︑進化︑等方

した︒何と命名したものかと︑郷里へも相談したが結局
﹁一石﹂と酒落れました︒

相対の運動永久に続けかし

石ころ一つ四次元の世に
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の恒星の一つが太陽で尋地球はそのまわりをまわる惑星の

世のため忘れず保て健康

遺伝子工学の先生方の申されることに感服致し居ります︒

これは私の遺言としても役立ちそうです︒

人間とその生活の窮極的な意味を明らかにするものが宗教

最近の著書﹁生命科学と宗教﹂を読み︑分子生物学者や︑

で︑その使命を果すものは在来の宗教ではなく︑科学によ

一つです︒その地球上の生物は何なのでしょうか︒地球生

生物圏は太陽のエネルギーに依存して︑合成その他の生物

陽エネルギー変換に廻り道をさせているものだ︒要するに

らざるを得ないと申されます︒その科学的な﹁現代宗教﹂

化学者の説によると︑地球上の生物全体︑即ち生物圏は太

的仕事を行い︑終局的には熱としてエネルギーを放出する︒

は原始宗教と同じく︑特定の開祖︑経典︑教理︑組織など

は無く︑供犠︑祈祷などの代りに︑科学技術にのっとって

た筈だから︑エネルギー変換の道草でもある︒然らば人間

政治経済に浸透し︑社会構造と密接に関係しあっているが︑

若し生物が無ければ︑それはより直接的に︑熱になってい

私は去年妻に先立たれたので︑火葬場に立会いました︒

てしまいました︒彼の女のエネルギー変換の道草は誕生か

・八年帝大の学生の頃︑学友に誘われて谷中の禅寺に行っ

本的なことが次為と明らかになって来ました︒私は大正七

最近の生命科学の進歩もめざましく︑生命の謎を解く基

rQ1、

の生活も太陽エネルギー変換の道草と云って良い筈です︒

ら数えて八十四年でした︒良く世間の話題になっている魂

たことがあります︒坊さんから﹁父母来生以前に於ける汝

われています︒

はどうなったのか︑未だ何の反応も掴めずに居ます︒さて

本来の面目如何﹂と問われたとき何と答えたか忘れました

集団的なものでなく︑あくまでも個人の信条の問題だと云

私も遠からず道草を止めることになると思いますが﹁葬儀

が︑今なら二重らせんのＤＮＡ︵デオキシリポ︑一重１ク

妻の屍体は化石燃料即ち重油の燃焼にさそわれて燃焼し僅

は成るべく簡素に﹂と折ある毎に︑子供等に注文をつけて

少な骨灰を残して二時間を待たずに熱となって大気に消え

います︒むづかしい御経より送葬行進曲の方が︑などとそ

リックアシッド︶と答えたかも知れません︒

うか︒

人工淘汰も可能となるらん

人間は生命の改変窓意的に

物的機械の物質現象

生命は神の与えしものならず

の場に居ない筈の私が申しては会葬者に失礼になるでしょ
われ死なぱ身内で密葬簡単に

戒名辞退計報十日後
兄弟はいつも仲良く人のため

、JLノ

これは大変なことです︒これまで人間の行動に規範を与
えて来てくれた哲学や宗教は︑今のままでは十分に対応し

きたのである︒

られそうになった所で澗筆します︒

とから始められなくては︑成立しないので

の言うことにまず耳を傾けて聞くというこ

生活としての民主主義というのは︑他人

つあるのではないだろうか︒

ばかり述べているといった状況が拡がりつ

︵元・日本発送電㈱参事︶

の心配なく﹁科学を信ずる﹂ことによって生き甲斐を感じ

片山清一

きれないのではないかと心配されています︒さて私は迷信

︿随筆﹀

﹁聞く﹂態度の育成
昔から﹁見ること﹂と﹁聞くこと﹂の相

の間でコーヒーを飲象ながら見ることがで

や外見をつかむ役目を主とする﹁見る﹂こ

ある︒﹁聞く﹂ことの重要さは︑物事の形

一見に如かず﹂という諺も生れたものと考

るまいか︒障子を隔てて人の声を聞いて︑

さが忘れられることになってきたのではあ

しかし︑そのために﹁聞く﹂ことの重要

めに必要な想像力や思考力を奪ってしまう

﹁日に物を見せる﹂のでは物事をつかむた

には理解できないものであるが︑最初から

きるようになった︒まことに有難い世の中

えられる︒たしかに︑他人の言うことやう

その人柄を知ったり︑風の音で秋の近かづ

恐れが多い︒私たちが小学生の時代には︑

ことに︑大きい比重がかけられることにあ

わさなどを聞いていると︑異説︑異見が紛

いたことを悟ったりする風情が失われたこ

とよりも︑その物事の内容や精神をつかむ

為として︑何が本物であるかがわからなく

とは︑時代の進歩上やむを得ないとしても

ラジオもＴＶもなかったので︑先生が桃太

になったものである︒

か見られないシルク・ロードも︑暖かい茶

聞くというのは︑物理的な音だけでなく︑

達し︑交通が便利になってくると聞くより

ようとしているかの意味を理解することで

その音を通して︑相手の話者が何を表現し

はなかろうか︒

聞いて極楽︑見て地獄︒

た︒地球の果ての南極も︑数人の探険者し

も早く見る機会に恵まれるようになってき

ところで最近のように︑視聴覚教具が発

聞いて千金︑見て一文︒

違を示した諺が数多く知られている︒

来て見れば

さほどでもなし冨士の山
これらは︑いずれも聞いているうちはよ
かったが︑見ると︑がっかりするほど悪い

なる上に︑聞く方の想像も加わるので︑現

郎やサルカニ合戦のお話をしてくれたが︑

という程の意であろう︒だからこそ﹁百間︑

実そのものとは似てもついイメージが出来

の言うことを殆ど聞かないで︑自分の主張

最近では日常会話の中で︑話者相互が相手

心や意味というものは︑考えることなし

乏勺Ｏ

らこそ﹁目で確かめる﹂必要が強調されて

上ってしまうことが多いものである︒だか
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近ごろの子どもは︑そんな話には何の興

のが来たら︑今の高層建築は相当被害を

災害は地震との承限らない︒江東地区

蒙ると聞かされて悌然とさせられた︒

や行政人に︑之等の災害に対する川意は

つである︒私は疑い度くないが︑政治家

の地盤沈下と高潮の問題の如きもその一

りも遥かに強烈であった︒

もし一つ覚悟しなければならないこと

万全なりやと問いたい︒

る︒震災もそろそろ忘れられつつあるか

は理論はないが︑過去の実績はそれを教

は︑人は一生の間に一度位は手厳しい災
が︑何時か来ることだけは確実である︒

える︒私なども︑若い頃は火事で全焼す

ら︑再来の機も熟しつつあるかも知れな

人が遂には死に遭遇することとほぼ同様

いた︒然るに早くも鰹災と戦災と二回も

るなどと云う不幸は他人事との承思って

害を免れないと云うことである︒それに

の確実性を以て︑大震災は襲って来るで

のか︑高層建築が激増しつつある︒学問

る︒天災は必ず来る︒その覚悟と用意が

処かに鬼神の如き凄い一面を蔵してい

自然は慈母の如く温情的であるが︑何

その厄を体験した︒

的韮礎はあるのだろうが︑私の如き素人

必要である︒︵昭和詔・８︶

は又素人的不安を持っていた︒ところが

此の頃東京では建築制限が緩和された

あろう︒

い︒勿論何人もその時期を予知し得ない

天災は忘れた頃にやって来ると云われ

た︒その恐しさは︑仙台で受けた戦災よ

私はあの大震災を横浜で経験させられ

憶は年と共に忘れられつつある︒

あれから永い年月が経過して︑その記

九月一日は関東震災の記念日である︒

本会第七代会長野口明

天災は必ず来る

厘

最近一建築家から︑関東大地震程度のも

一

〜

とても楽しかったものである︒

味ももたないで︑視覚的なＳＦ物や漫画に
夢中になっている︒戦後の教育では︑﹁話
て﹁聞くこと﹂の教育をおろそかにしてき

すこと﹂と﹁見ること﹂に重点をおき過ぎ
たのではなかろうか︒たしかに今日の時代
は︑自己主張も大切であるし︑観察実験の
だけで終始していては︑民主主義が破壊さ

教育の不可欠であるには違いないが︑それ
れ︑斗争がおこり︑平和がなくなってしま

う︒もっと﹁人のいうことをよく理解す
る﹂とか﹁他人の場がわかる﹂ように指導
することが強調されなくてはならない︒

その﹁聞く﹂ことを教えるには聞く方の
のいうことを素直に受け取ること︑②自分

態度の育成を計らねばならない︒①まず人
の考えと違っていても︑自己を抑えて我慢
すること︑③人のいうこと全体をつか象︑

ことの根拠ないしはその人の立場を明察し

技葉末節にこだわらないこと︑④人のいう

の態度は︑単に語義や問答によってだけで

思考することを導く必要がある︒そしてそ
導くのでなく︑教育の全場面での指導が必

要である︒︵目白女子短大教授︶
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○子どもの日父なきあとの母強く

千葉県田村春風

ちは母は遺された子の養育に是が非でも頑張って強く

︵評︶一家の大黒柱として頼みにしていた父が亡くなったの

篠塚しげる選

千葉県石橋香峰

生きて働かねばならない︒子供の日を迎へての父亡き
母の気持を詠みあげた佳句︒

○麦笛や野良に母待つ子守唄
○緑蔭に農婦授乳の一休み
○茶摘唄唯に匂わす紺耕
○立てば帆の見ゆる二階や朝の虹
薫風や教師の胸の笛光る

水打てば一入青む庭景色
母の日に母と筆塚詣でけり

○窪めるは休耕地なり青田風

る︒あそこがまさしく休耕田とは作者にはすぐわかる

︵評︶風にそよぐ青田の中のおちこちに窪んだところが見え

千葉県野平英一

たいといふ願望が強くこめられている︒それが余韻と

早く休耕が解除になって︑もとの様に耕地に復帰させ

して酌みとれる秀句︒

○青田風うけて並ぶや新団地

○雷鳴も当てにはならず梅雨続く

○利根の朝釣霞切の声に明け

○治水の碑八万石の大青田

○城山に南洲偲ぶ大夏木

千葉県田村隆村

○ホテルなるアロハに着替へ老忘れ

家普諸捗らぬま上梅雨入り哉

○青田風一と間に入れて客を待つ

○農休日青田見まわりくつろぎぬ

○実梅落ち乾きし庭をはねまろぶ

水させば破璃透く金魚昂れる

冷奴わさびの辛さ利かせ食ぶ
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弘道俳壇

○大寒に入退院の慌し

○梅干すや夫婦稼ぎの物干場
○古稀すぎて尚健やかや菊に栖む
傘借りて牡丹見物の列に居り

千葉県加藤刀水

千葉県飯田萌堤
○金魚飼ひやもめぐらしの猫と住む

学び舎の窓より眺む春の色

雨晴れて色鮮やかにあやめ咲く

○強き風青葉を揺らし陽を煽る

○ヘリコプター農薬吐出す大青田

退院をま近に舷し青葉光

葉桜となりし大樹に風遊ぶ

○太宰忌の雨ぼうぼうと草蘇鉄

○組に刻む青紫蘇香を放つ

○スカーフの海賊結び南風吹く

とこかげ

やす

選者近詠

雨毎に艶増す青田夕陽映ゆ

千葉県鈴木とよ女

東京都逆瀬川傘火

千葉県佐藤三千子

あやめ咲く利根の岸辺に夕陽映ゆ

花あやめ娘船頭十二橋

○天婦羅の青葉見え透く薄衣

栃木県渡辺清香

惹なき余生仮眠の藤寝椅子

○早苗田の視界果なき里に住む
○生きている充実感や花菖蒲
それぞれの色をちがえて山芽ふく
さつきあめ

水の輪の消えては生る五月雨

雨蛙目ぱたくほどの雨となりい

常蔭の日々寧らかに著萩の花

つ坐ましく住承古りし庭花茨

千葉県青柳弥生
○街角の風鈴売りに子等集う

松落葉神馬居ぬごとお厩に

賀寿の錘高舞ふ夏蝶みな真白

えん

○夕立を浴びて老樹の生々と
夕虹や田圃に映えて清々し
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第八十回通常総会

度事業計画の件

二︑昭和五十六年度事業報告並に五十七年

算の件

︵報告︶

五月三十日︵日︶午前十一時から第八十
回通常総会を本会会議室で開催︒出席者は

両案件とも西村議長から重点的に説明︑

四十二名︒恒例により議事に先だって寿昌
式を挙行し︑次の通り向井昌治氏ら六名の

日本弘道会

画社長・西村会祖の次弟勝三氏の令孫︶は

・篠塚繁氏・新美忠之氏・小出孝氏・大島

新任︒他の九名︑松平直国氏・石橋香峰氏

正義氏・土田健次郎氏・中条国男氏・渡辺

以上で盛大な拍手裡に総会を終り昼食を

薫氏には重任を願ったこと︒

とりながらの懇談会に移った︒今日の出席

件につき報告を行った︒

者は裏表紙に掲載写真の通りの顔ぶれで多

全員異議なく了承︒さらに議長から次の三

１︑任期満了の片山清一︑古川哲史両理

方々に西村会長から寿昌状と寿昌記念杯を

事の再任と︑石井千明氏︵前本会監事・京

として会の発展に協力されている方々とて︑

士済々︑しかも永年にわたりアクチブ会員

若年層会員の増募︑地方支会の強化など当

急ＵＳＡ社長・フェリス女学院大理事長︶

業取締役︶の両氏を新たに理事に選任した

ど極めて活発な発言が相つぎさらには︑今

在の甲号・乙号網領の発展的改一訂の提言な

面喫緊の問題に対する建設的意見やら︑現
推薦することとしたこと︒︵玩年５月釦日

ど︑まさに名論卓説の数禽に毎年のことな

の世を毒する諸悪の根源はこれこれなりな
３︑評議員十三名を委嘱したこと︒︵師

養源寺の会祖のお墓に多数の有志が詣で︑

どをり玄関前で記念撮影︒文京区千駄木・

午後四時再会を約して解散︒今日の総会行

がら時のたつの忘れるほど︒このあと例年

氏のご長子︶入江徳郎氏︵元・朝日新聞

事がなごやかなうちに終始したことはまこ

年５月釦日理事会︶但し内四名︑即ち堀田

評議員会︶

２︑顧間として大槻文平氏︵調頁参照︶を

こと︒︵師年５月訓日評議員会︶

及び渡辺薫氏︵現本会事務局長・元中外鉱

州呈︒寿昌者を代表して鈴木文夫氏から喜
こびの丁重なる謝辞があった︒

昭和五十七年寿昌記念杯贈呈者芳名

芳名年令現職本籍

︵報公会理蛎︶

向井昌治殿鎚才正会員東京
鈴木文夫殿師才正会員東京
︵日本教育科学
研究所理事︶

浅水道夫殿部才正会員神奈川
︵浅水眼科医院長︶

︵清水書院役員︶

清水権六殿帥才正会貝東京
菊地庸一殿氾才正会員東京
︵元都立高校教諭︶

﹁天声人語﹂担当・ＴＢＳ一三−キャスタ

正久氏︵前佐倉市長・第五代会長堀田正恒

ー︶杉浦昌也氏︵東京都養育院附属病院副

とに感謝にたえない︒

鳥海菊寿殿沌才白葉支会幹事千葉

のあと議事に入り次の案件を審議した︒

院長・東大講師︶谷口現吉氏︵谷口開発企

ついで西村会長の総会式辞︵２頁参照︶

｜︑昭和五十六年度決算並に五十七年度予

一
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昭和五十六年度決算報告

事業収入一九︑七四一︑○○○円
その他の収入二︑六九五︑七六八円

会我収入二︑二四一︑八七○円
収入計二四︑六七八︑六三八円
収入合計五二︑七七四︑五六七円

前期繰越収支差額二八︑○九五︑九二九円

事業費五︑九八一︑一八六円

事業費
二

九二○︑○○○円

五○○︑○○○円

九七○︑○○○円

支出合計五三︑

次期繰越収支差額二三︑

支出計二九︑

二九六︑

九○六︑

三九○︑

九八六円

九八六円

○○○円

菊地庸一

私の日頃の健康法に就いては︑特に

趣味と人生については︑よく若い頃

珍らしいことはないが︑毎日家中の掃

日本弘道会は常に誤りなき思想に動

はテニスを試み︑近所に昔の同好の友

永年にわたる当会々員としての思い

次期繰越収支差額二六︑六七六︑九八六円

いて居り現在の憲法に沿って軍事大国

出は︑戦後の思想混乱期に際して健全

次期繰越増減差額△四︑九六○︑六○七円

にはならないことで︑今回の国連軍縮

除を意識的にして居ることぐらいのも

剰余金合計二一︑七一六︑三七九円

全く思いも寄らないことで︑昭和二十

第六百九十号に︑拙稿﹁日本道徳論を

昭和三十一年二月一日発行の﹁弘道﹂

のである︒

︵五十六年度末現在資産負債︶

しいことかも知れない︒

人が未だに数多く残って居るのは珍ら

八年に当時の弘道会副会長下村寿一先

︵元・都立高校教諭︶

読む﹂なる稿がある︒

に及んでいたもので︑今更のように恩

生のおすすめを受けて会員となり現在

恩師の御在世当時はよく本誌にも執筆

師に感謝の念を禁じ得ないものがある︒

収入計二六︑六二○︑○○○円

許に残っている︒

していたので︑その原稿は今に私の手

収入合計五三︑二九六︑九八六円

前期繰越収支差額二六︑六七六︑九八六円

その他の収入四︑二九○︑○○○円

会費収入二︑五○○︑○○○円

事業収入一九︑八三○︑○○○円

昭和五十七年度予算報告

正味財産合計額三六︑一八三︑二○四円

負債総額六︑一六○︑七九八円

資産総額川二︑三四四︑○○二円

総会の線に沿ってもいたものと言うべ

なる団体であったことである︒

寿昌杯を受けて

第八十回総会で

その他の支出

管理喪

、

、

、

きである︒私にとって今回の寿昌杯は

管理費一九︑六三八︑三九五円
その他の支出四七八︑○○○円
支出計二六︑○九七︑五八一円

二○五

のｏ

庁ｊ

︑︐ノ

ｒｌ︑

今云生巨
霧ご寄付者芳名
金壱万円也堀田正久殿︵千葉県︶

金四万 円 也 匿 名 氏 殿 ︵ 東 京 都 ︶
金壱万円也浅水道夫殿︵神奈川県︶

金壱万円也清水権六殿︵東京都︶
金五千円也神戸光子殿︵神奈川県︶

金参千 円 也 田 村 栄 殿 ︵ 島 根 県 ︶

◎会費領収報告

だきます︒

︿幸蹄諏弱蓉沌朋睡叩敬称略︶

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
ご都合で必要の向は︑ハガキでご請求下
さればお送りいたします︒
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︺

○景山譲衛︵銘−７︶○坂口侃︵鴎−７︶

○寛操︵記−５︶白井万寿夫︵印−９︶
坂上賢次︵記−２︶木村武夫︵記−６︶

白葉支会︵三十名分︶︵五三︑五○○円︶

岩瀬滋︵弱−３︶︵三︑○○○円︶

︹山形県︺

山川徳助︵弼三３︶

︹宮城県︺

原田武︵銘−３︶︵以上一︑五○○円︶

︹新潟県︺

山崎卯吉︵印一︑︶︵一︑五○○円︶

剣持直樹︵硲言７︶︵二︑五○○円︶

︹福島県︺

木村長昌︵諏三皿︶︵三︑五○○円︶

美濃本卯一︵記−６︶︵一︑五○○円︶

︹愛知県︺

桜木甚吾︵昭一３︶︵五︑○○○円︶
︵以上一︑五○○円︶

菊池博慶︵弱／９︶︵三︑○○○円︶

︹宮崎県︺

高取貞雄︵銘−３︶︵一︑五○○円︶

︹鳥取県︺

高橋文博︵記一ｍ︶︵三︑○○○円︶

︹岡山県︺

○志賀千喪︵記−６︶︵一︑五○○円︶

︹大阪府︺

松村米治郎︵銘−３︶︵三︑○○○円︶

︹京都・府︺

安達守︵帥−２︶︵五︑○○○円︶

−９︶︵二︑五○○円︶

○奥村恵一郎︵銘−７︶川村洋代︵銘−４︶

宮野良子︵

︵以上三︑○○○円︶

○田熊理州︵弱−６︶逆瀬川洋一郎︵的−６︶

︹神奈川県︺

岡埜谷純夫︵記三２︶︵三︑○○○円︶
中村寿和︵鴎一︑︶︵一○︑○○○円︶
︹千葉県︺

石田一良︵町三ｍ︶︵一︑五○○円︶
辰野一郎︵帥誉１︶︵以上三︑○○○円︶

加納務︵記三３︶
白葉支会

○榎本匡吉︵終身︶︵一二︑○○○円︶
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大槻文平氏が本会顧問に就任

鬼

去る五月三十日開催の評議員会の協賛
認︒△・・△︑縄晶諜・竃言舜唖糊口ざ■巳粘■噌貼

嬢鎧

岬●談︲恥●罫◇獣︑郡●祇融●別︒詔詫絢●誰●黙マザ課蝿室●型●電闘魚●

文部省初等中等教育局長に栄進

会理事・鈴木勲氏が官房長から初等中等教
育局長に起用されました︒

鈴木理事は昭和詔年東大法卒︑文部省に
入り教科書管理課長︑次いで本会に特にゆ
かりの深い千葉県教育長に転出して敏腕を
振るい︑再び本省に一戻ってからは︑初中局
ら官房長の要職にあったもの︒

審議官︑官房審議官などを経て弱年６月か

折からの世の注目の的となっている教科
よ重く︑今後一層のご活躍を期待したいと

書問題︑校内暴力対策など︑責任もいよい

思います︒

◇本館で山本陽子のテレビ・ロケ⁝⁝
ＴＢＳテレビ︵６チャンネル︶が︑来る
９月９日︵木︶午後加時からの木曜座番組
・山本陽子︑滝田栄主演の﹃愛を裁けます
か﹄に本館の正面玄関が一シーンとして放

︵警視庁青山警察署の玄関になります︶

映されます︒ぜひご覧のほどを⁝：．︒

︵昭和五七・五・三○︶

役員・顧問

会長西村幸二郎一

理事
片山清一鈴木勲一
僻岡術古川哲史
石井千明渡辺薫

︵事務局長︶

監事生平幸立

評議員︵イロハ順︶

石橋香峰入江徳郎
新美忠之西村幸雄
堀田正久中条国男
大島正義岡田辰三

大久保利謙谷口現吉
土田健次郎松平直国

小谷隆一小出孝三

荒井元吉篠塚繁

茂木啓三郎杉浦昌也

鈴木一

顧問大槻文平
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野
本会理事鈴木勲氏が

缶

去る七月の文部省首脳の人事異動で︑本

ｰ シ 、 ヘ ヘ ー 一 、 一 一 〜 ー へ 〆 曹 一 一 ｰ 一 、 ロ

大槻文平氏

一会員の方のご発言によれば﹁私は時食弘

去る昭和五十七年五月の弘道会総会にて

東京都岩崎晶

東部支会の第一回役員会を︑支会長宅に

千葉県石橋香峰

層のご指導とご鞭撞の程をお願いします︒

でご座居ます︒今後共︑弱輩の身に︑尚一

得ましたる幸福を一入噛承締めて居る次第

紹介により︑由緒伝統ある本会との機縁を

えて講演会を開催︒当日は新旧会員十名︑

で︑日本弘道会相談役の渡辺正勇先生を迎

心流の加賀蒼峯氏活ける︶能代市保坂会館

一段となごむ雰囲気を作られた︵当会員蓬

午後一時から︑朱の透し百合が活けられて

北東北では新緑盛りの六月十二日︵土︶

秋田県渡部文雄

うものである︒︲︵東部支会長︶

と穂野さんを始め︑雨中の参会を有難く思

道会とは右翼の団体か或は国鉄の会なのか

六月十九日午後二時開催した︒梅雨期の豪

同村・同窓の大先輩の古川哲史先生のご

と尋ねられて答えに窮することがある﹂と

雨となったが︑弘道精神の誇りを示す如く︑

和四十四年発足以来の経過をいれた挨拶に

特に婦人四名の出席︒渡部支会長の当会昭

会員だより

鼓に洞に借越乍ら﹁私見﹂を申し上ぐれ

ての定刻参集であった︒

急用欠席通報の二名を除き︑全員雨を冒し

講師渡辺先生から︑東京修身学舎を起さ

の事でした︒

協議は任期満了による役員の改選で︑支

れ現在の弘道会の基を築かれた会祖西村茂

報告・講演にはいる︒

始まり出席者紹介と︑会員の消息について

ぱ︵私もよく会の性質をきかれまするが︶
︑唖︑︑︑︑︑︑︑︑
﹁世の中を明るくする会﹂だと何時も応え

会長・石橋香峰︑副会長・内山藤太郎︒監
次郎︑鈴木重世︑穂野誠︑上代光祐︑篠塚

ねらうものはまず個人の身を修め︑さらに

樹先生の業績についてのくられ︑弘道会の

０○０○

ております︒即ち︑右せず︑左せず中庸穏

事に宇井隆︑山田勝治郎︒評議員に飯田寅

会祖西村茂樹翁のご趣旨も左様であると自

英夫︑菅谷健浩︑菅谷治兵衛︑林隆悌︑宮

○０

常に念願する会であると解しております︒

雌︑日本社会の灯台ともなり︑世界平和を

ら確信いたしておる次第でございます︒

崎愛子と決定︒

高配に預り︑誠に有難く感侃申し上げます︒

通常総会の節は︑万般に亘り︑格別のご

東京都逆瀬川洋一郎

頃は︑すっかり雨も止み雨具不用の帰途と

小宴に移り懇談を交した︒午後四時解散の

式典を機会に新会員の紹介増募を申し合せ︑

予定概要原案に全員の賛成を得︑更にこの

認︒今秋十月に支会創立九十年式典実施の

次に昭和五十六年度事業と決算報告の承

若者に訴える機会としては︑結婚式の誓い

や生きがいについて掲戦を︑活字は大きく︑

には︑会誌の内容について︑広く会員の声

も及び多大の感銘を受けた︒この後の懇談

く体を丈夫にせねばならないと︑健康法に

らに自分をよくすることは︑心ばかりでな

社会をつくることであると平易に解明︑さ

善行を他人に及ぼし︑ひいてはくらしよい

以て︑日頃の所懐の一端を申し述べまし

初拝姿会長・西村幸二郎先生の甚だ張りの

なった︒中には二里以上の遠方からの飯田

○○○○○○０００

あるご善一咳に接しまして︑肉叢に激る血潮

さんや︑病後を押して参加された宇井さん

た︒︵終身会員︶

懇話を拝聴︑啓蒙に預りました︒

を強く意識致しました︒熱情の諸先輩のご
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の言葉や祝辞などで浸透するよう話すべき
との声が上って活発に終了︒その後渡辺先
生の同行を願って︑会員であった養豚日本
一・天皇杯受彰の渡辺昭氏を訪ね︑頭数一

千・毎月百頭繁航のための桃取り生分け法
や︑炎尿利用の自然循環農業の分離機械等︑

の開拓魂を目の当りにみて︑日差しの長い

まさしく世界一と思われる榊想でその不屈
初夏の夕刻帰路についた︒︵能代支会長︶

﹁弘道﹂勉強会のご案内
第四回勉強会
９月Ⅳ日︵金︶午後４時鋤分１６時

西村会祖の﹃日本道徳論﹄

司会者西村会長
第五回勉強会
加月８日︵金︶午後４時釦分１６時

西村会祖の﹃日本道徳論﹄

司会者西村会長
＊好評の﹁弘道﹂勉強会をつづけま
います︒

す︒会員の皆様のご参加をお待ちして

﹃日本道徳論﹄をテーマとします︒

＊引きつづき会祖・西村茂樹先生の
＊終了後﹁質疑応答﹂の時間をもうけ
ます︒
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行方不明者の合計が知名を越すという全く

○夕食を済ませて一家だんらんの際︑突如

言語に絶する悲惨事となった︒

煮に深い哀悼の意を表します︒︵本会の野

として襲った濁流の中に尊い命を失った方

でしたｏ︶

口前会長が︑ご生前こよなく愛された長崎

○このニュースに接して思い出されるのは

水にあらず︒淀みに浮かぶウタカタは︑か

﹃行く河の流れは絶えずして︑しかも元の

今から加年前に書かれれた方丈記の一節︒
事柄﹂と説明している︒

つ消えかつ結びて久しくとどまることなし︒
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らない︒︵片山清一︶

○末法に生き抜く智慧を養っておかねばな

予期しがたい︒

また平安末期のような末法の時代となるか︑

ゆたかな日本︑平和な日本であるが何時

す象か

○これによく似た言葉として︑信念がある︒

世の中にある人と栖とまたかくの如し︒﹄

起った長崎の集中豪雨が報ぜられた︒死亡

○この後記を書いてる最中に︑梅雨末期に

暑中のお見舞をかねて本号をお届けする︒

○会員各位の熟読玩味されることを期待し︑

たからである︒

なり︑若い人達へのガイドともなると考え

って磨かれた教訓はまた他の人にも導きと

これを吐露して頂いた︒尊い人生経験によ

信条を狩っておられることと思い︑本号に

○弘道会の会員は︑何れの方も︑こうした

人生観とも世界観とも言える︒

として表現したものである︒換言すると︑

い自信の事であるが︑信条とはそれを言葉

信念とは人生の辛酸を経て得た︑たくまし

○広辞苑によると信条とは﹁かたく信じる

編集後記

不要です︒

○その他・・・軽食の用意があります︒会費は

お申し込承下さい︒

○申込先：．本会事務局に葉書または電話で

○会場：︑西神田・日本弘道会本館会議室

！
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目白学園女子短大教授

次

目白学園女子短大教授・日本道徳教育学会理事・日本弘
道会理事の著者が多年の教育実践の経験から︑現代の道
徳教育の意義・性格・歴史を通して︑学校道徳教育の方
針・計画・指導について詳細に述べられた︑教育現場の
ための必携の書！
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章

TEL03(292)7426振替東京0‑20541

TEL03(261)0009振替東京4‑4317

道徳教育︵道 徳教育の 意・性格・その周辺︶
近代日本道徳 教育史
道徳性の本質 と発達
学校の道徳教 育︵学校 道徳 教 育 の 目 標 ・学校道徳教
育の方針・学 校道徳教 育の 計画︶
画・指導
﹁ 道 徳 の 時 間 ﹂ の指導 ︵﹁道徳 の 時 間 ﹂
内容・指導方 針︑指導 案の 作 り 方 ︑︑﹁﹁道徳の時間﹂
の指導方法︑道徳教育 の評 価︶

東京大学名誉教授・亜細亜大学教授の古川博士が西郷南
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