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︹巻頭の言葉︺

今もなお忘れ得ぬことども

で発展して相変らずの底なき泥沼のような状態︒ス・へイ

との悶着︒ポーランドの国内紛争はローマ法王の介入ま

もん

なき激しい戦争︒レバノンを挟さんでの米とイスラエル

さしは

かと思うと他方︑相も変らずイランとイラクとの終り

まに取沙汰されている︒

入り混ってひそかに合縦連衡を策しているなどさまざ

．がつしようれんこう

真か知らないが︑今迄の敵味方が東西にまた南北にと︑

し︑ブレジネフがこれに和して公に演説するやら︒嘘か

されたとか︒中国がソ連と手を握ろうと遠謀をめぐら

ソ連の有力者がおおっぴらに韓国ソウルを訪ねて歓迎

いＯ

あって︑最近はちょっと趣の変った気配がしないでもな

れぞれのお国事情もあり︑また世界情勢の激しい変化も

米ソ両大国は正面衝突するかのように見えていたが︑そ

つい先頃までは︑今世紀の半ば頃︵完吾︶を境として︑

の暮になってしまった︒

今年も︑うかノ︑しているうちに︑到頭慌ただしい年

r

ンにも王制を崩さんと労働党の決起︒どれもこれも背後

本会々長

西村幸二

では米ソのリモート・コントロールのうす気味悪い影が

ちらついているらしい︒

くら

こんな調子ではまだまだ手離しで油断は許されない︒

ない︒相変らずイデオロギーの対立による共産党世界革

例のお家芸の敵の目を晦ます権謀術数の奥の手かも知れ

てはサッチャー首相のあたりかまわぬ力を誇示したきわ

命制覇の野望︒最近のイギリスの強硬な態度の表明︑さ

つばぜりあい

かゆ

どい実演振り︒西と東との鍔競合︒シーレーンの拡張と

共に防衛力の強化を執鋤に迫られているわが国の痛し棒

兎もあれこうした混沌とした世界状勢のもとで︑この

しの窮状︒

年末号のテーマは世界がどんなに変ろうとも︑如何に騒

だた

がしくなっても︑忘れんとして忘れられない悲喜哀歓の

私にしても︑つらつら永い人生を顧みると︑相当波潤

思い出の数々は何かと問い訊しているのであろう︒

に富んだ生涯を送って来た︒それなりに︑今もなお忘れ

られない珍らしい大事件が妙なからずあった︒

終戦時中国共産党に捕えられ−ヶ月暗黒の牢獄に幽囚
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おのの

一された挙句︑恐ろしい人民裁判にかけられ︑震え戦いて

盈の情けにも槌り最後は住友各社の温かい救助を得て終

に夫婦共を烈しいノイイローゼに冒されつつ︑多くの人

い事件の中で︑私の実父︵編者註Ⅱ著名な明治の実業家

また私や妻の肉親縁者のそれぞれに異った世にも悲し

にくれたこと︒

に真人間に更生せしめた恐ろしくもあったが喜ばしい涙

いる壇上でピストルを突きつけられ銃殺宣告の寸前︑会
社の従業員達の裏工作による奇策が奇跡的に効を奏して
再生の喜びに狂喜し︑妻子や同僚と堅く相抱いて︑悲喜
ぼうだ

また﹁今やこれは貴重な史実だ︒あなた以外に知る者

田中源太郎氏︶が︑自ら社長となって経営し後国営に移

こもごもの涙を涛柁と流したこと︒

である︒謙虚なあなたゆえ事件の中心人物が自分であっ

もなく︑言い換ればこれだけが後世への唯一無二の証言

三晩名勝嵐山千鳥ヶ淵の水底深く︑散りゆく桜花と共に

管した鉄道会社の保津川鉄橋上の列車事故で墜落︑三日

ただけに公表を跨踏されるのではなかろうかと思うが︑

見等先生が心をこめてお勧め下さったが︑この〃満洲事

の珍らしい事件に遭遇したが︑その一つ一つが私にとっ

涙にかきくれた時のこと︒その他公私に亘って実に多く

もしさうならこの場合は要らぬご遠慮でせう︒是非︑然

変秘話″として後世にまで残ると思われる国家的重要事

ては終生忘れ得ない重大事件の数為であった︒歳月も経

間︑頭の頂から註る鮮血を膝に浴びて︑悲痛極まりない

件に自ら直接一と役買って関与したこともあった︒︵こ

ち世相も激変している今日となっては﹁今だから︑もう

砂に埋もれていた死体を発見︑小舟の上に抱きあげた瞬

の事件の資料の一つである高碕達之助氏から鮎川義介氏

であろう﹂とさえ考えるのである︒

話してもよかろうし︑又後世のため話し残して置くべき

るべき専門の歴史家に諮って発表したがよい﹂と恩師里

を通じて当時の吉田首相宛の密書の現物は︑現在︑兵庫

つなが

ばくもなしと︑ひしノ︑と迫ってくる現実感に浸ること

の︑いつ何時あの世に召されるかも知れない︑余命いく

しかしながら近頃︑健康と人の生命とは全く別のも

県川西市東洋食品短期大学内の高碕記念館に保管されて
いる︒事件の詳細は高碕氏の著書にも︑又︑拙著﹃天子
さまのつ上じ﹄の﹁密書﹂中にも掲載されている︶

更にまた︑故国へ引き揚げてから︑前科十数犯のあと

の多くなった私は改めて真剣に考え始めた︒

思うに人生大低の出来事は何れも俗に言う因縁の繋り

殺人をも敢えてした酒乱の旧部下を三十数年に亘って短
刀を持って脅迫されながら︑凡ゆる手段を以て教化救出

ではないだろうか︒仏教に言う前生からの数為の﹁業﹂

ごう

につとめた挙句︑恐怖と身の危険を繰り返えしたため終
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の積拳重ねかも知れない︒だとすればこれらは自分では
どうにも変更出来ない受動的のものである︒ところがこ

目下私は養祖父が早くから心血を注いで︑畢生の仕事

胸を痛めるのだ︒私は考え直した︒

て責任ある地位に就いている︒年齢をも顧ゑず毎日のよ

としたわが国最古の道義団体たる日本弘道会の会長とし

る時間をも惜んで慣れない仕事を一生懸命勉強しながら

うに出勤して︑身体の疲れをもいとわず東奔西走し︑眠

れと異なって︑自分自身が勝手に蒔いた種から芽生えて
で左右何れにでも変え得る筈である︒

くる種々様々の事件もある︒これこそは自分の考え一つ
・私は十数年昔︑拙著﹁天子さまのつつじ﹂の読後感と

と極めて烈しい言葉を使ってその徳目を掲げているので

﹁信義を以て交わること﹂﹁誠を以て身を貫ぬくこと﹂

ある︒去る五十一年の本会の百周年記念式典を期しての

努力をつづけている︒しかも本会の現行の﹁綱領﹂には

として一本にまとめて︑お礼のしるしとして贈呈したい

して寄せられた数百通に上る手紙に対して︑当時は一言

と秘かに計画して︑人手も借りずに自分独りで手紙の浄

は︑私自身も直接深く関与したのであった︒今日ではこ

久し振りでのこれら大切な﹁綱領﹂の改正制定に当って

のお礼の言葉をも差上げられなかったので︑﹃読後感集﹄

クタノ︑に疲れ果て︑折角準備万端ととのつたのにの目

の最近に修正された条項をモットーとして自からもこれ

書から校正まで手をつけたことがあった︒ところが途中

十年の歳月が過ぎ去ってしまった︒

的を果たさないまま中途半端になって僅底に秘してから

以上私の偽りのない心情を吐露して本号テーマの﹁巻

全力投球を試承ているのである︒

を守らんと努め︑人にも説いて︑専らこれが昂揚宣布に

とげ

頭の言葉﹂としてここに掲げた︒呉々も会員各位のご寛

近頃は心の中で小さな刺でもささったような感じさえ
のついたように再びその仕事を始めたのである︒段を進

するのだ︒時も時︑あるふとした不思議なキッカヶで火

よもの海みなはらからと思う世に

恕を乞う次第である︒

はいつの間にか忘れているくせに︑親しい友人知己の七

めてゆくうちに甚だ迂潤だったが︑自分の年寄ったこと

など波風のたちさわぐらん︵明治天皇御製︶

この思想の原点こそ﹁わが国が永遠の平和﹂を唱える国

・八割は既にあの世に往ってしまった事実に驚いた︒肝

心の相手が亡くなって今更悔んでも仕方がない︒中止し

是ともすべきものではあるまいか︒

ｉ昭和釘・皿・釦Ｉ

ても誰に各められるわけでもないのだが︑何となく心残
りがして済まなかったと自責の念が次第につのってきて
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〃第二の母〃と慕う異国の夫人

片山清一

カーペットポング

の高山に立てこもった十数万の日本軍は︑捕虜となって収

敗戦だったことを知った︒そして霜もおりるという呆宋島

たのだろうと想像した︒だがそれはやがて日本の柔じめな

んでしまった︒わたしたちは︑何か不思議なことが起こっ

ていた︒日本との連絡の全く途絶えた状況下では︑母の死

比島の山深い所を︑かつがつの食をあさりながらさまよっ

容所に入れられた︒戦陣訓の中の﹁生きて虜囚の恥ずかし

どしきりだった紋篭爆撃も︑山砲による砲撃もすっかりや

は知る由もなかった︒拳じめな山中放浪で心身ともに弱り

わたしの母は︑昭和二十年七月大平洋戦争たけなわのこ

切ってはいたが︑﹁祖国の無窮をただこれ憂う﹂という心

めを受くる勿れ﹂という教訓を頭に刻みこまれていた日本

ろ︑病気でなくなった︒しかしそのころ︑わたしは︑まだ

境は比島にいる日本軍の将兵の等しくいだいたものであっ

けて︑あえてその恥ずかしさを甘受したのであった︒

た中で時ありて︑母のおもかげが頭をかすめることのあっ

ランバ捕虜収容所に入れられた︒やせ衰えた肉体︑戦意も

わたしも︑こうした日本軍の一人としてマニラ南方のカ

軍ではあったが︑天皇の勅による終戦であることにかこつ

た︒しかしもはや戦うすべもない敗戦の日本軍にとっては︑
残されたものはただ死だけであったかも知れない︒こうし

たのは︑わたしだけではなかったであろう︒本州への爆撃

のつかない不安な日食が流れていった︒比島派遣軍司令官

がはじまり︑いわゆる本土決戦の声の叫ばれたのは︑すで

山下奉文大将は絞首台上の露と消え︑参謀長武藤章中将は︑

い取り調べ︑いつまでここにつながれているのか全く目途

めに山中にはいりこんで︑内地との連絡の途絶えた時︑す

うせ果てた精神︑そして単調な毎日︑時には米軍のきびし

でに本土にも危機が一歩一歩と近づいていることを想像し

たちにも︑次灸と重刑が申し渡されていった︒わたしもい

戦争犯罪人として東京におくられた︒わたしの戦友や上官

に昭和十九年初めごろからであったから︑昭和二十年の初

と︑心ひそかに念じたのであった︒

つまた︑そうした身になるかわからないころであった︒

ないではおれなかった︒どうか無事であってくれるように
しかし︑遂に八月十五日が訪れ︑停戦となった︒あれほ
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学で︑博士は以前から長くトマス・アクィナスの研究をさ

いたマウレル博士である︒この大学は︑カトリック系の大

れた一人の外人があった︒聖トマスト大学に教鞭をとって

こうしたある日︑捕虜収容所にわたしをたずねてきてく

あった︒夫のクンマー氏は︑ドイツ人で︑長い間比島のド

さったクンマー夫妻が元気に生きておられるということで

スをもってきてくれた︒それは︑わたしを可愛がってくだ

彼は︑今一つわたしににとってまことにうれしい一言−−

クンマー夫人は︑その父がドイツからアメリカに渡り︑

イツ人クラブの会長をつとめてきた人である︒

アリカ人となった経歴の人なので︑そのためクンマー夫人

たしく交じわっていた︒出身はドイツ人であったため︑ド

れていた︒わたしは︑比島に赴任して以来友人となり︑し

はドイツ系の米人として生まれたが︑のちクンマー氏と結

お二人の間に子どもがなかった︒そのためかどうかは知ら

った︒ドイツ人たちも一応は捕虜になったらしいが︑マゥ

ないが︑わたしを︑まるでわが子のように可愛がってくれ

イツ人と親しかったわたしは︑博士とも知り合うようにな

この捕虜の一日本人をたずねてきてくれたのである︒終戦

た︒異国の人間︑しかも日本軍人であるこのわたしにどう

このころすでに六十に近い年ごろであったようであるが︑

以後の比島では︑日本軍は比島の全住民から憎悪の的にな

してこんなに大きな好意をよせてくれたのか︑今もってそ

婚して︑再びドイツ人籍をもったものらしい︒この夫妻は︑

っていた最中であり︑しかも米軍監視下の捕虜収容所にい

の理由はわからないが︑とにかくわたしもまたいつの間に

レル博士は︑カトリックの大学につとめていたせいか︑そ

る日本軍将校を︑わざわざ見舞いにきてくれた彼の友情と

か︑﹁第二の母﹂として慕う気持になっていた︒マウレル

ういう拘束をされなかったらしい︒そのマウレル博士が︑

うれしいことはなかった︒

勇気とに強く感激した︒何しろわたしにとっては︑こんな

博士が︑この吉報をもたらしてくれたのである︒わたしは︑

ー夫人から︑たのまれたという米国製のタバコや菓子をど

とびあがらんばかりに喜んだ︒それだけではない︒クンマ

彼は︑何よりもわたしが生きていたことを心から喜んで
ツも惨敗した︒日本もまた同じ運命にさらされることにな

くれた︒わたしもまた彼の生きていたことを喜んだ︒ドイ

て生きていたことのの喜びと︑これから生きていくことの

ろう︒その日までお元気に﹂という短いたよりをつけてき

﹁今は会えない︒しかしいつの日にか会う日があるであ

っさりもってきてくれた︒

むずかしさとを︑米軍の監視下における数少ないことばの

た︒

ったのであるが︑おたがいに︑こうした激戦の中をくぐっ

中で語り合った︒

（6）

かかえて︑自分のねぐらに急いだ︒うれしさで心がいっぱ

っていた︒姿が見えなくなると︑いただいた差し入れ品を

レル博士が収容所の門を去って行くのを︑いつまでも見送

短時間の面接は︑またたくうちに過ぎた︒わたしはマウ

憲兵隊の隊長となったが︑このころから米軍の爆撃がはじ

わたしは︑昭和十九年五月からは︑言一ラ埠頭にある水上

も寝られないほどの大小さまざまの事件が相ついで起きた︒

文書の流布︑あらぬ流言ひ語の拡大など︑憲兵はまるで夜

に頻発するテロ行為︑日本軍と住民の心をかきみだす宣伝

まり︑また内地からの艦船は︑︑ハシー海峡付近で敵潜にお

いだった︒

クンマー夫妻が生きておられる／︐しかもこの大きな戦

たが︑クンマー夫妻は毎夜のように夕食の招待を申し伝え

てきた︒もちろん行くことのできないことが多かったので

そわれ︑相次ぐ悲報が伝えられた︒このような日食であっ

あるが︑仕事の暇を見て︑お伺いすることもあった︒しか

争を通じて︑わたしへの愛情は︑微動だにしていない︒わ
中に生き︑豊かな愛情につつまれているのである︒わたし

し七時に参上すると言っておきながら︑三時間もおくれて

たしは︑今象じめな捕虜の身ではあるが︑また大きな愛の
は︑今それを胸に食い入るようにひしひしと感じとること

上がってくれるようにと電話をかけておいたのであったが︑

十時ごろになることもあった︒そういう時には︑先に召し

ができたのである︒

わたしは︑クンマー夫妻とくにクンマー夫人の細やかな

わたしが比島に赴任してからは︑憲兵として活躍するこ

しの心が︑ともすれば荒れそうになっている時でも︑クン

物であるコンソメのスープをいつも用意してくれた︒わた

しまうようなことはしなかった︒クンマー夫人は︑私の好

行くと約束した以上︑クンマー夫妻は︑決して先に食べて

とになった︒もともと気の弱いわたしにとっては︑この職

マー家を訪れると︑不思議なくらい落ち着きをとりもどし

愛情を︑いまさらのように思い出したのであった︒

×××

務はかなりにつらいものであった︒とくに外地憲兵という

たのであった︒

クンマー夫人は︑食事中にもいろいろのことを教えてく

のは比島人に対していわば生殺与奪の権力をもった︑恐る
る﹁フォート・サンチャゴ﹂の声をきくだけでも︑身ぶる

た平和を欲していること︑ドイツ本国の国民生活の苦しい

れた︒比島人は憎むべき人たちではないこと︑米国人もま

べき存在であった︒比島人たちは︑日本憲兵隊の本部であ
いするほど恐れたものであった︒その憲兵は︑日本軍の旗

ことなど︑次から次へと話してくれた︒わたしは︑へたな

色が悪くなって︑比島の治安が乱れてくるにつれて︑いっ
そうきびしい活躍をしなければならなかった︒毎夜のよう

ワー
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ことができた︒ともすれば︑手荒になりがちな部下憲兵た

英語しか話せないので︾たいていは聞き手で終始した︒こ

し当時は︑現地から品物を送ることは︑ほとんど不可能な

ただいて帰って︑おりがあれば母に送ろうと思った︒しか

いう品物の値うちには全く暗かったが︑ただありがたくい

状態になってきていた︒レイテ救援に送られてくる多くの

うした話の中で得た教訓は︑わたしは仕事の中にも生かす

軍将兵や物資も︑洋上で潜水艦におそわれて海のもくずと

消えていく毎日であった︒せっかくクンマー夫人から母に

の注意を与えることができた︒

しかし︑そうした教訓よりも︑もっと大きかったのは︑

った︒そのうちにも戦局は刻一刻と深刻さを加え︑無敵を

贈られたショールも︑そのご親切を伝えることもできなか

ちのやる取り調べや逮捕についても︑わたしはじゅうぶん

クンマー夫人の暖かいおもてなしによって︑わたしの心が

わたしの命ももはや目前に散るであろうとさえ思われた︒

に落ちた︒

誇った連合艦隊の精鋭はつぶれ︑レイテ島はついに敵の手

など桑︑わたしの心に落ち着きができたことであった︒

クンマー夫人は﹁自分はクリスチャンではない﹂といつ
ものように断わった︒この非キリスト教徒が︑どうしてこ

わたしは︑何とかこのショールだけは︑国の母にとどけた

のような愛をもつことができたのか︑わたしは今もわから
ないのであるが︑英独仏の三か国語を自由にこなすインテ

いと思った︒

院船がマニラに入港してきた︒病院にいて再起不能の将兵

ところが幸いなことに︑昭和十九年十二月末に最後の病

リ夫人であったことは確かである︒一日で二冊ぐらいの部

をすし詰めにして︑比島を去ることになったのである︒わ

厚い本をかたづけて︑﹁とてもおもしろかった﹂と話され
たことは︑しばしばだった︒わたしの母は︑全くの文盲だ

た︒七号桟橋からもの静かに出帆して行った白色の病院船

たしは帰国する一病兵にこのショールを託することができ

の姿が︑マニラ湾の夕映の中に見えなくなるまで︑埠頭に

ったのに比べて︑このような女性もいたのかと︑最初は驚
このクンマー夫人を奇しくもわたしの母と結びつけたの

立って見送っていた︒

きの目を糸はったものである︒

は︑次のような事情からである︒わたしが︑クンマー夫人

マニラ死守玉砕か︑それとも山中篭城か︑そこには︑い

軍機動部隊迫攻の情報が︑刻一刻と伝えられてきた︒

越えて昭和二十年︑元日の朝から︑ルソン島を目ざす米

とたびたび話している中に︑母のことが話題になったのは
当然のことであるが︑ある時夫人が一枚の黒いショールを
取り出して︑これを﹁あなたのおかあさんに送ってあげな
さい﹂と言って︑わたしにくださったことがあった︒こう
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ろいろの命令と情報とデマとが流れた︒しかし一月八日︑

けられていた︒決戦下の比島にいるわたしのことをしじゅ

たクンマー夫人からの贈り物は︑母の生きている中にとど

しかし︑昭和十九年十二月末に病院船に託して母に送っ

たしではあるが︑何とも言えない空虚さにおそわれた︒

天然の障害をたてにして戦うことに決意した︒こうして日

山下兵団は一部の部隊を残して北ルソンの山中に転進し︑

本軍の八か月にわたる山中放浪がはじまったのである︒今

だちにわたしの丈夫に生きていることと解釈したのであろ

う心配していた母は︑ショールが送られてきたことを︑た

う︒そしておそらく︑母はわたしの生きていることを信じ

ははや内地からの情報もきけなかった︒クンマー夫人から
だが︑ついに八月十五日が訪れた︒やがてわたしは捕虜

は︑わたしのもっとも親しくしているすぐ上の姉が︑片身

ながら︑息を引きとったのであろう︒そしてそのショール

もらったショールの行くえなどは︑わかるはずがなかった︒

やっとの思いで佐世保にたどりつくことができた︒かつて

ショールを見ながら︑母とクンマー夫人の姿を思い浮かべ

分けとして受け取り保管しておいてくれた︒姉の取り出す

となって一年間︑収容所の生活を送り︑昭和二十一年八月
のはなやかな凱旋とはちがい︑敗残の身となって重い足を

ー夫人は︑わたしの第二の母である﹂という考えが浮び出

ずにはおられなかった︒そしてこの時︑私の頭に﹁クンマ

引きずりながら︑故郷へと足を向けた︒帰郷の途︑列車の
心を暗くした︒﹁国破れて山河あり︑城春にして草木深し﹂

窓から見える都市の焼けただれた姿が︑いっそうわたしの

第一の母にショールを送ってくださったクンマー夫人は︑

た︒﹁第一の母はもうこの世にいない︒けれどもわたしの

生家にやっとの思いでたどりついて︑しきいをまたいだ

あった︒

今は生きたわたしの母である﹂と考えるようになったので

の漢詩が頭をかすめて通った︒

とたんにきいたのは︑﹁おかあさんは﹂という一言だった

しかし占領下の日本では︑クンマー夫人にたよりを出す

ようである︒長兄夫婦は口をそろえて﹁二人とも昨年なく
なった﹂と告げた︒そのことは︑予期していないわけでは

ころ︑比島から一通のクリスマス・カードがとどけられた︒

こともできないままに数か年がすぎた︒対日講和条約が結

それは︑まさしくクン一︑−夫人からのたよりであった︒

ばれて︑それが発効した昭和二十七年のクリスマスに近い

ことだろう﹂と︑そればかり考えて︑ようやく帰りついた

﹁占領下にあって苦しいであろう︒何かの用足しにでもし

たのを見せたい︑この姿を見せればどんなに喜んでくれる
のに︑その母はもうこの世にはいなかった︒もうわたしに

なかった︒しかし﹁せめても︑末っ子のわたしが帰ってき

は︑生きた母はいない︒すでに三十五才にもなっていたわ
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すでに六年︑片時も忘れずにわたしの身を案じていてくれ

られていた︒一○○ドルのチェックだった︒比島を去って

てほしい﹂という短い文面とともに︑一枚の小切手が封じ

二人をお迎えした時︑外国人ではないわたしではあるが︑

ー夫妻の来日を日数を数えて待った︒横浜に出迎えて︑お

このころすでに結婚していたわたしは︑妻とともにクンマ

今もクンマー夫妻は言一うで元気に過ごされている︒年

ほんとうにだき合って再会を喜んだのであった︒

ない感謝と感激とを覚えた︒それから再び文通がはじまっ

はもう八十に近いであろう︒今は第二の母と慕うクンマー

たクンマー夫人の行きとどいた愛情に︑わたしは言い知れ

ちた内容であった︒

た︒たよりはいつも簡単な文章ではあるが︑愛情に象ちゑ

るわたしである︒

の色紙を頂いている︒奇しくも今年八十二歳の私は浅学非

渡辺正勇

︵本会理事目白女子短大教授︶

夫人が︑いつまでもお元気であれかしと日ごとに祈ってい

そのクンマー夫人が︑たしか昭和三十五年ごろだったと
思うが︑比島から客船で東京にやってくることになった︒

百歳の恩師諸橋轍次先生

百日一咳までやったとお笑いの多病の先生の常日頃のご養生

才の門人ながら︑このお守りによって或は百歳長寿の幸運

の人

と奥様心尽しの内助にまってのことで誠にご同慶の至りで

恩師諸橋轍次先生は今年百歳の長寿を全うされている︒

ある︒先生が八十二歳であられた昭和三十九年甲辰元旦の

る今日此の頃である︒

にあやかりうるのではないかと心ひそかに期待をかけてい

い﹂とのお話であった︒それが正しく実証されたのである

たが︑少し足らないように思われるので︑もう少し欲し

席上で﹁土屋文雄博士は八十八歳までは大丈夫と保証され

昭和四十一年先生の文化勲章受章の若渓会での祝賀会の

七絶

瑞気満城暦入新迎来八十二回春

言う莫かれ千里遅暮を歎くと徳業多く成るは積臓

莫言千里歎遅暮徳業多成積臓人
瑞気城に満ち暦新に入り迎え来る八十二回の春
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の大量を送付して来るとは︒中国人の商魂の遅しさの一端

れにしても代金の支払もしていないのに︑しかも早急にこ

に来て欲しいとの連絡があった︒車一台分ほどだった︒そ

先生の応接室には孔子像などと蒼園伝増湘筆の有即起書

がうかがわれて全くの驚きであった︒かねてから聞き及ん

から先生もどんなにかご満足のことと思うのである︒

る︒玄関には三十余年のご心労になる大漢和辞典十三巻が

楼の額︑尊父嵐陰︑祖父楽山先生などの書画が飾られてい

ではいたのだが︑これを聞いて半信半疑の人が多かった︒

これは洗面について聞いた話であるが︑日本と支那とで

考えさせられることである︒日本人として︒

は大いに異にしている︒日本人は手を使うが︑中国人は顔

書架に並んでいる︒この辞書の刊行には戦禍を避けての稿
全版の戦災等々幾多の障害をのりこえてのことであった︒

本の疏開︑六七年に及ぶ両眼の失明︑奥様のご逝去︑活字
先生への私の師事は昭和三年の昔︑今から五十余年前に

飛鳥山の渋沢栄一子爵の論語文庫の大震災後の整理で先

していたところこの洗面でばれて了ったとのことであった︒

生のお伴した時の鮎の塩焼の味は未だに忘れられない︒申

を廻わすのだという︒先生は中国奥地を中国人に成りすま

十三経注疏などの輪読で何時も帰宅は愉快な懇談の後であ

すまでもなく子爵の論語と算盤ｌ経済と道徳の一体を強調

さかのぼる︒夜︑週一回加恵静雄君ら四五名の同志と当時

った︒私は﹁金山塾の勉強﹂だと自負していた︒この謝恩

雑司ヶ谷金山に在った先生のお宅で漢学師承記︑宋元学案︑

会は神田神保町の会芳楼で開いたが先生は特に支那服着用

先生はまた︑書家としても知られている︒書風はとお尋

されての施設である︒

正無双と申すべく板書などでも消して了うのは惜しい位で

ねしたら初唐の欧陽調であるとのことであったが︑実に端

北京の書籍商来薫閣主人陳杭氏が上京︑来校の際先生の

で会を盛り立てて下さった︒

紹介で注文したのは若干の経書であった︒その後秋田県師

ないとのことであった︒なお墨は︑黒いのは軽いのがよく︑

あった︒酔余君たちの書は正に字というべきで言とは言え

範学校へ赴任︒旅費は五百円出た︒当時としては破格の半
年分の俸給である︒中国﹁元﹂の相場が日本円の半額だっ

論文と言われている﹁儒学の目的と宋儒の活動﹂を刊行さ

先生の研究はすでに詩経研究の名著があり︑次いで博士

朱墨は重いほどよいと言われた︒

六十巻︑段氏説文解字注三十二巻︑日本訪書誌︑留真譜等

皇清経解三百六十冊︑続皇清経解三百二十冊︑六臣註文選

れている︒

に充てることとした︒やがて来薫閣から届いた目録を見て︑

たので北京の滞留まで考えたが︑結局断念してこれを唐本

を注文した︒しばらくして郵便局から書物を早速引き取り
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文化史上空前絶後の﹁大漢和辞典﹂十三巻がある︒方に尊

最後に先生の生涯をかけての結晶とも思われる日中両国

にご留意の上︑儒教の理想実現の為に末永くご活躍下さる

さらに日本国の誇とも言えるのである︒先生には切に健康

せであったが︑諸橋家塾の無上の光栄であり︑郷国越後の︑

浩宮様のご命名については謙虚な先生は他言無用との仰

︵千葉県・白葉支会長元本会主事︶

の集大成とも申すべく︑先の郷土の子弟育成の道場越後下

よう祈ります︒

父嵐山︑祖父楽山両先生を初めとする祖孫三代の諸橋家学

不滅の光輝を放っているのである︒

田での﹁訓導様のお宅﹂は今や文化勲章受章の名門として

下の御意志を体して︑その目的を達成したことは︑高く評

忠無比︑腹のすわった度量の大きい人物であった︒天皇陛

東平久雄

戦後三十有七年︑日本は経済面ではめざましい発展をと

日本を救った鈴木貫太郎総理

げたのであるが︑精神的にはいまなお混迷をつづけている

価してよい﹄と記されている︒

﹁大東亜全史﹂は︑客観的に戦争の全経過に即し︑確実な

の研究に政戦両略にわたって没頭された服部卓四郎氏著

又戦時中二度も大本営陸軍作戦課長を務め︑戦後は戦史

のではないだろうか︒今こそ日本国民の総てが終戦時の苦
難から道義に基づいて立ち上がった真剣さを顧みる必要が
道義に基づいて国家人類を救った鑑として︑終戦時陛下

あると思う︒

資料を集めて詳細に記述されているが︑第十篇終戦の経緯

会議の模様を記して会議に出席された平沼元首相始め重臣

第一章鈴木内閣の成立の項で︑昭和二十年四月五日の重臣

が等しく﹃鈴木氏は海軍の軍人なるも文官として最も御信

に絶するご苦心を想起する︒

終戦の実情については︑関係された方盈がそれぞれの立

任ある方なり︑国民も行き懸りなき誠忠無比の人なること

のただならぬご信任を得て行動した鈴木貫太郎首相の言語

に終戦時の鈴木内閣の内務大臣をされた安倍源基氏の﹁昭

は信ずるところなり﹄と言はれ︑同日午後十時組閣の大命

場観点から記述されている著書が数多くあるが︑その一つ
和動乱の真相﹂がある︒その中で安倍氏は﹃鈴木首相は誠
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四か月の終戦内閣は︑口には一億玉砕を唱えなければ︑

一人の閣僚にすら打明けることができないという苦しい月

いつクーデターが起らぬともかぎらない︒父の真意はただ

が鈴木貫太郎大将に降下したとされている︒

又勝田龍夫氏著﹁重臣たちの昭和史﹂にも︑鈴木貫太郎

いたとおり︑原子爆弾とソ連の参戦の報を手にするや︑一

日がたっていった︒日ごろ自分は旗振りであると自認して

大将が天皇の御信任が如何に厚かったかが大命降下に侍立
した藤田侍従長の所感の中で躍如たるものがある︒

気珂成に聖断方式によって︑さしもの大業は成就したので

更に︑ゆかりあって存じ上げている鈴木総理大臣秘書官
として其の生命を守り︑後に侍従次長をされた御令息鈴木

ある︒

得たのは︑この時機を正に捕えたからにほかならない︒早

多少の波乱はあったが大局的に一糸乱れぬ終戦にもちこみ

世になぜもっと早く終戦できなかったかという人がある︒

一氏が︑当時の真相を記録されたものからその一部をお許
﹁昭和二十年四月五日︑重臣会議は一致して小磯第二次

るしを得て拝借させて頂くこととする︒

戦時内閣の後継内閣首班として父を推薦したが︑枢密院議

に過ぐれぱ三十八度線による南北二つの日本ができたであ

きに過ぐれば︑必ずや陸軍によるクーデターとなり︑遅き

ろう︒幸にして陛下とともに日本民族は滅亡を免れたので

いので︑木戸内大臣は陛下にじきじきの説得をお願いし︑

ある﹂と︒

長として重臣の一人に参加していた父は︑頑として応じな
父は〃陛下のご前において︑自分は生来の武弁であって︑

戦局意の如くならず︑一億国民を如何にして救うかをご

政治は全くの素人であること︑老齢で耳が聞こえず︑重大
したのであるが︑陛下の﹃耳が聞こえなくてもよいからや

なる過ちを犯しては申し訳ないことを申し上げて︑ご辞退

のは︑八年間侍従長として側近に奉仕した鈴木総理であっ

深憂あらせられた陛下のご心中を最もよく拝察して居った

八月十四日︑最後の聖断遂に下る御前会議のご様子が前

たので︑以心伝心よくこの難事業を達成されたのである︒

れよ﹄とのお言葉を拝し︑全くいかんともすることができ
ず︑ついに大任をお承けしたのだ〃とその夜待ち受けてい
たわれわれに語ってくれた︒

﹁陛下の御言葉の進むに従って︑期せずしてここかしこ

記服部卓四郎氏箸﹁大東亜全史﹂の中にも詳述されている︒

に鳴咽の声が聞かれた︒陛下御自身も頻りに御落涙せられ︑

そのときの悲壮な面持ちは︑今でもありありと眼底にあ

純白の御手袋のまま両方の御頬を拭はせ給うた︒御言葉も

って忘れることはできない︒おそらく生死を越えた︑ただ
に凝思した高い高い心境であったと思われる︒

陛下の大御心を体し︑いかに日本民族を救うべきかの一念
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れていた参列者一同は︑たとい一身は如何になろうとも万

途切れがちであった︒御言葉のほどに側をとして胸を打た

鈴木総理の誠忠無比の心こそ︑聖旨を奉体して壷終戦に

これこそ日本弘道会綱領に示されている︑世界の形勢を

よって日本を滅亡から救うことが出来たのである︒

の涙を禁ずることが出来なかった︒更に為すべきことがあ

した最高の事例であり︑

察し︑国家人類の将来をおもんぱかり政治の道義性を高揚

民を救って祖宗の霊に応えたいと述べらる上に至り︑感激
れば何でも厭わない︒マイクの前に立つことが良ければ何

﹁時運ノ趨ク所堪へ難キヲ堪へ忍上難キヲ忍上以テ万世ノ

﹁大東亜戦争終戦ノ詔書﹂に示された

御言葉が終るや︑首相はやおら立上って至急詔勅案奉仕

時でも立つと仰せられるに至って一同は声をあげて泣いた︒

の旨を拝承し︑重ねて聖断を煩わしたる罪を謝して恭しく

あると尊敬措く能はざるものがある︒

為二太平ヲ開カムト欲ス﹂との大御心にそい奉ったもので

︵千葉県平川支会長元千葉県教育委員会委員長︶

引下った︒かくして一同悌泣の裡に会議は終った︒時に正
午であった︒﹂

葉もない頃であったが︑漸く残務整理が終り︑ほっとする

大塚正八郎

不瀞という言葉がある︒これを︑座右の銘というほどい

間もなく父を亡くし︑世相の移り変りについていけず右顧

不源
かめしいものではないが︑かなり以前から心のよりどころ

左晒していた頃であった︒何かの機会に不溝という言葉と

この言葉にめぐりあったのは︑おそらく終戦で復員した

あるいは励しとなる先人の訓えは多い︒しかし︑生活の信

もちろん長い人生の間には︑機に応じての支えとなり︑

りどころとしてきた︒

以来︑何かのときにはこの言葉を思い浮べては処世のよ

その意味を知らされた︒

の一つとしている︒

学窓を出て︑社会経験のないままに海軍に身を投じ︑軍

ばかりの頃であったろうか︒

医として第一線の海上勤務をつづけた︒乗組んだ空母が沈
没したあと故国に一戻ったら程なく終戦︒まだ復員という言
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条というか︑日常の信念とするものは何かと問われると︑

内田百間の言葉を借りるならば﹁人は〃行幸啓道路川を

少ない︒第一︑気持がいい︒こせついた裏道は︑どこへ行

のんびり歩いた方がいい︒道に迷うことはないし︑危険も

大魚不勝於支流︵大魚は支流にあそばず︶が語源と思う

ことになる︒〃行幸啓道路″は大道であり︑危険もない︒

くか分らないし︑危ないし︑見晴らしもわるいよ﹂という

先ず思い．出されるのは不源の語である︒

当たって︑あらためてその確認を試承たが︑浅学非才︑短

露地裏の小道にはそれなりの風情があり︑どぶ臭い抜け

この道は何処に通じるものか︑方向性も明確である︒

が︑いまその出典は定かではない︒そこで拙文を起こすに

いまとなっては出典そのものよりも内容が先決と割り切

かい期間では遂に立証することができなかった︒

道に感懐を求めるのもよいだろう︒しかし︑それはその土

という人もいると思う︒確かに︑露地裏の道や長屋の並ぶ

道にも味わいがあるし︑最近の大通りは却って危険だとい

その意味するものは︑千里を溝泳する大魚は大河の流れ

う人もいるだろう・百間の時代とはすでに世の中は変った

にこそ生きるべきであって︑こまかい流れの中を右往左往

に赴いたときには大道をこそ先ず選ぶべきであろう︒人生

地を知り︑大道を歩ききわめてからの後でよい︒未知の地

って︑若い時分から好きだった不瀞の語を信条としてあげ

するもので樵ないＩということである．支流細流の中に

は未知の世界である︒それを開拓していくためには︑矢張

た次第である︒

いで千里の流れの中にこそ身を委︵ゆだ︶ねたいという願

は︑それにふさわしい魚もいるであろうが︑こせこせしな

ある︒大魚が大河を泳ぐと同じように︑君子は大道をこそ

大魚は大河に︑人は大道にＩということになろう．

古代中国の不瀞の現代語訳としてよいものと考えている︒

路″と表現したものであろう︒

り大道をこそ歩んだ方がいい︒百間は︑それを〃行幸啓道

歩むべきであるというものであった︒内容は些かお説教め

そこで︑いつの頃からか自分で勝手に﹁君子は支流に源

原典で峰さらにつづいて君子はＩとなっていた筈で

望も含まれている︒

いてはいるが︑終戦時の混迷の中にあったわたしには得難

室の若い人達に色紙を頼まれたときには︑まさに墨痕淋潤

ぱず﹂などと先賢の言葉を変えてしまった︒そして︑研究

こせこせしないで︑支離末梢の物事にこだわらず︑目的

ことが屡食である︒

として不淋と書き︑そのわきに小さく君子不於支流と記す

たい言葉であり︑槌るべき光の糸のようなものであった︒

自然︑洋食たる哉人生ということである︒

意識をもっておおらかにこそ生くべきである︒悠をたる哉
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結婚式の式辞にも︑厚かましくも時にこれを語ることが
ある︒

人生の目標であれ何であれ︑一旦目的を決めたら︑おお
らかにゆったり︑それに向って進んでいきたい︒

情けは人のためならず
Ｉシベリア捕虜物語Ｉ
過去の体験というものは︑時がたつにつれて︑たとえそ
れがどんなに辛かったことでもへ懐かしい思い出として美
私が︑終戦後シベリアでの四年間にわたる捕虜収容所で

化されてしまうものらしい︒

不満という言葉へのわたしの解釈を他の人達に押しつけ

渡辺

︵本会特別会員筑波大学名誉教授・医博︶

で不瀞の真髄を自らが体得し得たとは思えないからである︒

る気持はない︒そう言いながら︑いまだにロに唱えるだけ

いうべきである︒

それだからこそ︑なぜか私にとっては︑時がたっても一

った頃になると︑何故かあの当時を懐かしむような気持に

けながら語るのが常だったけれども︑それが十年ほども経

らこ拳上げてくる怨念をぱ︑につくきスターリンにぶちま

て帰った当座は︑苦しかった体験のあれやこれやを︑心か

かすことも決して珍らしくない︒けれども︑それが︑生き

る丈けで︑その大通りに面して三階建ての白亜のアパート

リア屈指の都市︒ただし︑大通りが真中を一本貫通してい

して重きをなしていたウオロシーロフ元師が生まれたシベ

トの極東軍司令部があった町で︑当時スターリンの片腕と

重たまシベリア東部のウオロシ︲煙フ市ｌここはソビエ

それは私の抑留生活も三年目に入った年の冬のこと︑た

難くなるのである︒

向に鮮明度を失なはないあの時の想い出が︑いよいよ忘れ

○○○

なって来たりして﹁もし︑捕虜の身としてでなかったら︑

つづくといった町並桑の︑まことに寒む寒むとした風情が

があるかと思うと︑すぐ隣りには崩れかけた木造の農家が

の強制労働の思い出話を始めると︑ときには一夜を語りあ

心のゆとりすら出てくるようになったものである︒

印象的だったｌ近くの建築工事現場でくる日もくる日も

も一度シベリアの丘に立って見たいよ﹂などと軽口を叩く
まことに〃時の経過″というものは︑恐るべき魔術師と
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薫

苛酷なノルマに瑞ぎつつ明け暮れていた時のことだった︒

リの煙りの臭いを忘れてしまった当節の人たちでも︑この

んなに有難いものであったことか︒戦時中の︑あのイタド

かねばならなかった資材倉庫行きのこの使役を︑私達は争

超す向い風をまともにうけながら二キロちかくの雪道を歩

そのようなわけで︑工事現場からは︑マイナス四十度を

気持は恐らく想像に難くないだろう︒

ここの工事現場の資材倉庫には︑年の頃三十ぐらいの下
士官が︑たった一人だけで勤務していた︒彼の片方の目が
つぶれていたので︑私たちは︑ロシア語をもぢって﹁アヂ

およそ︑どこの作業現場でも︑例の自動小銃を肩にした

ン・ランプ︵一つ目︶﹂と呼んで格別に親しんでいた︒

半ば退屈しのぎに私達に撲る蹴るの乱暴を働らくことが屡

って︑今も東京に健在︶が︑︿払出伝票﹀を手渡しながら

ア語を大分覚え込んでいた相棒︵彼の名は石川信彦君とい

私が何回目かにこの使役を割当てられた時のこと︑ロシ

って買って出たものだった︒

有だった︒

そのアヂン・ランプに話しかけて見た︒

ほとんどがたちの良くない連中で︑さしたる理由もなしに︑

︑︑

歩哨が四六時中私ども捕虜の監視に当っていたが︑彼等の

﹁奴らは︑どうせ帝制時代の凶悪犯罪人として︑シベリア

すると︑黒い綿入れ木綿服を着込んでニコーラ顔をした彼

﹁何故に汝は吾々に対し︑何時も甚だ親切であるのか？﹂

没法子だよ﹂

〆・イ フ ア ー ツ

に流刑された先祖の子孫たちなんだから︑無茶をされても

てるけど︑かって日本との戦い︵注Ｉ日露戦争のこと︶

﹁俺の親父は今でも元気でヘモスクワ近くで百姓をやつ

○○○

の答えというのが︑およそ次のようなものだった︒

ところが︑このアジン・ランプだけはまことに例外的存

に狩り出されて従軍した老兵だ︒その親父が戦争中に捕

よりほか仕方がなかった︒

などと悪口を言いあっては︑僅かにそのうっぷんを晴らす

在で︑釘やら亜鉛鉄板などの︿払出伝票﹀を持って行くと︑

虜になつちまって︑日本のマッャマという所の収容所に

俺が生れたっていうわけだ︒俺が小さい頃から︑親父は

入れられた︒やがてロシアが降参して復員︑そしてこの

ヤ韻ン

ヵン・ストーブのそばに吾々を招きよせて︑当時煙草好き

誰かれの差別なしに︑きまって︑赤友と燃えているドラム

ス︵巻煙草︶を︑惜し気もなく一本づつ呉れるのが常だっ

︵作業︶は僅かで︑食事はと言うと牛肉やら魚やらムノ

日本のマッャマでの収容所生活を懐かしんで﹃ラポート

なソ連の市民にとってすら貴重品だったに違いないパピロ

つける筈がなかった私どもにとって︑この一本の煙草がど

た︒まして︑こちらは捕虜の身︑パピロスなどに全くあり
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が象んな本当に親切にしてくれたことだったよ︒﹄と︑

してうれしかったのは︑まわりのヤポンスキー︵日本人︶

さず風呂に入れて貰ったものだ︒そしてまた︑何にもま

−ガ︵沢山︶︒そのうえ有難いことには︑毎日毎日欠か

の運びが︑この時ばかりは︑降り積っていた雪道もとんと

栄養失調のため脚気患者のように重たかった筈の私の両足

た︒受領した釘の樽をもつこでかついで帰る道中は︑当時

の身を忘れて心からほのぼのとした感慨に浸ったものだっ

と胸のポケットにおし戴きながら︑私と相棒はしばし捕虜

と︑差し出されたパピロスを一ズパシーポ︒ス・︿シーボ﹂

思はれてならない︒

苦にならぬほど軽ろやかだったことは︑今もって不思議に

︑︑︑

返えし話してくれたものだった︒

さも自分の縁者の自慢話でもするように繰り返えし繰り

ところが︑何と言うことだ！その枠のこの俺が今度

私はふと頭に浮かんだ論語の片言みたいなことを咳やい

﹁徳孤ナラズ︒：⁝か﹂

はドイツとの戦争で捕虜になつちまった︒⁝⁝親父と俺
戦闘で潰されたんだが︑友軍が助けてくれるまでの約一

と二代の捕虜というわけさ︒実はこの目もドイツ兵との

﹁全くだなあ﹂

た︒

と︑彼も矢張り同じような気持でいたのだろう︒

と︑直ぐうしろから︑相棒の石川君が応じたところを見る

年間というものは︑ゲルマン兵の銃剣のもとで︑昼とな
七コドニア・カプスタアザプトラロカプスタアチユウシカ・アジナーク
すね

く夜となく牛馬のように酷使され︑食事と言えば︑
﹃今日も大根・明日も大根で︑豚同然！﹄

とうとう骨と皮ばかりになってしまった自分の腿をさす

このとき︑この文句ほど︑ぴたりとくる表現はなかったと

持たせて日ったものか実のところ知らなかったけれども︑

〃徳孤ナラズ必ズ隣アリ〃とは孔子がどのような意味を

のマッャマの話を想い起し︑それにひきかえ無慈悲な独

今でも私は考えている︒

っては︑今更らのようにかって親父から聞かされた日本

逸への憤激の気持が︑反動的に日本人への親愛の情とな

が︑祖国の興亡を屠して苦斗した日露戦争のさなかにあっ

にたちまち異常な感動を以てひろがった︒明治の先人たち

やがてこの一豆−スは︑収容所内の三○○人ほどの仲間

って胸のうちに深く深く刻染込まれたもんだよ︒判るだ

元巨人軍の長島選手に似て︑いかにも朴調そうな風貌を

ろうな︒俺の気持︒﹂

したアジン・ランプは︑よく燃えるストーブにごきげんに

四十年も過ぎた昭和の代になって︑朔北の地シベリアでの

てすら︑ロシアの捕虜たちに施しておいてくれた善根が︑
﹁まあ︑もう一本吸えよｏ﹂

手をかざしながら幾分顔を紅潮させてここまで語り終った︒
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判らない収容所生活に︑ややもすれば絶望の果︑いっそ死

強制重労働⁝．：しかも︑何年経ったら帰えれるのやら皆目

では︑今年も極東軍の軍事・︿レードが盛大にくりひろげら

いい仕事をするのだぞ！﹂．：⁝と︑こんなデマゴギーをす

前達の作業量が評価されるのだから︑その心算で一所懸命

﹁日本がソ連に支払うべき賠償金の一部として︑現在のお

連大隊長が言った⁝⁝

そしてまた︑三十数年前のあのとき︑現場担当司令のソ

ろう︒

と続く装甲︑機械化部隊の示威行進を見守っていることだ

きつけるあの広場を囲んで︑何とも複雑な気持でぞくぞく

産物不作でひもじい思いをしながらも︑麦がサラサラと吹

そして︑陽気で人の良いソ連市民たちは︑四年続きの農

れていることだろう︒

んだほうが楽だょなどと自暴自棄に陥入りがちだった私達
の凍り切った心をどれほど温かく溶して呉れたことか︒生
きて︑その愛する母国の土を踏むまでは決して犬死をすま
じとの誓いを︑どんなに鼓舞してくれたことだったろう︒

もちろん︑アヂン・ランプの父親にしても異国の地・松
山での収容所生活の何も彼もが心楽しいことばかりだった
ろう筈はなく︑その子に語った日本人への追慕の心情は︑

矢張り〃時の魔術師″の力が強く作用していたものと考え
るべきだろう︒仮令︑どれほど抑留先で厚遇されようとも︑

っかり信じ込桑脈された︑ソ連市民に輪をかけたお人良し

だった我々日本人捕虜がきわめて念を入れて竣工させたあ

将来私どもの子孫がどこかの交戦国に捕はれの身となって︑

このロシア人父子二代にわたるエピソードを想い起さなけ

の大倉庫の中には︑今では幾種もの兵器が詰められて︑今

新聞報道によると今年から実に五十万にのぼる曇へトナム

も残っていない筈である︒

その厚い雪将軍の下には︑いまはもう日本の捕虜は一人

すっぽりと蔽はれるのである︒

やがてシベリア一帯の野と山はメリケン粉のような根雪に

この軍事パレードの燕音が遠くに消えて︑幾日かたつと︑

﹂ｈ／○

日も︑その屋根の上に冷たい雲が降り注いでいることだる

ればならない羽目におちいらせるようなことは︑絶対にさ
けなければならない︒このことは︑抑留生活体験者なれば
こそ特に声を大きくして訴えねばならない心からの悲願で
ある︒

○○○

この稿を書き終えた今日十一月七日は︑くしくもソビエ
ト同盟の革命記念日にあたる祝日である︒

嘗てのウオロシーロフ市︵その後ウオロシーロフ元帥が
失脚して︑今はウスリースク市と改められた︶中央の広場
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労働者がこの地に移されると聞く︒ベトナムの対ソ借款弁
済の代償とのことだから痛ましい︒埋蔵資源が豊かなシベ
リア︵私もこの目でその一端を垣間見た︶開発のためには︑

まだまだ多くの労働力が必要なのであろうが︑顔だちが日
本人によく似たと言はれるこの五十万の無事の善へトナム人

の身には事実上の﹁捕虜﹂となんら変らない苛酷な鞭が待

らく祖国にダモイすることのない虜囚と化すことだろう︒

十万人の群は︑話に聞く昔の蛸部屋のような環境下に︑恐

愛する祖国に﹁ダモイ﹂のないところ︑彼等に〃時の魔術

︵本会理事事務局長︶

共産主義国家同志の間にですら演じられるこの悲惨さは︑

師″が働らきかける余地はあるまい︒

日野

何とも目をおおいたくなるのである︒

とであろう︒

親子関係は︑親子間の愛情が基盤のはず︒親が子を愛し︑

子が親を慕うのは人間の至情である︒けれども︑今日のよ

すらも当然のようになり︑普通となったら︑或いは︿孝行﹀

うな世相となると︑自然の美しい人情は消えて︑親不孝で

は稀有となるに違いあるまい︒時折︑佐倉の寺などを訪れ

ると︑古い墓石の中に﹁孝子何某﹂と刻まれたのを見受け

る︒だから︑ことによると︑旧藩時代でも︑孝は稀有だっ

しかし︑何といっても︑孝は古来最も重視された徳行だ

たのかも知れない︒

ったということに間違いはないようである︒
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っていることだろう︒色々と甘言に編された羊のような五

孝行現代版

これは︑いささか時代離れの問題と笑う人があるかも知
れない︒しかし︑決してそうではない︒

道徳は実践してこそ価値があろうというもの︒これにつ
いて︑私のぶつかった好い例がある︒あらゆる道徳中で最
も身近なものは何だろうか︒読者はどうお考えになるだろ
うか︒私は親子関係だと思う︒六十五歳以上の老境ともな
れば︑子がある限り誰でも︑いわゆる︿孝行﹀は︑する側
ではなくしてもらう側に回らなければならなくなるであろ
う︒わが子ということになると︑いろいろと注文も出るこ

誠

な普通の一市民である︒彼は只管に親思う子の至情の故に︑

この稿の主人公は現存の人物である︒なお︑善良で健全

村のわが家に息子藤太郎が母を尋ねて来た場面だったが︑

情景である︒四国から︑はるばると︑この故里の近江小川

象に残っている︒白髪の老母が雪の舞う井戸端で水を汲む

画面にその藤太郎が登場していたような気がする︒読むう

徳の至れるものこそこれ︑などとは露思うことなしでの行
為だった︒成果は正に滅びることはないであろう︒

ちに︑何とも名状できない感動が大きなショックになって︑

たかまる感情を抑え切れず︑とうとう感極まって声を挙げ

った︒後になって︑この藤太郎こそ近江聖人と称えられ︑

て泣き伏してしまった︒本を読んでの最初の感動の経験だ

一一

話は︑大分昔のことになる︒

されたといわれるが︑私は明治から大正の時代︑小学校児

中江藤樹の名は︑小学校修身書の教材として大いに活用

学徳一世を風廃した大儒中江藤樹その人だと知った︒

小学校入学のその日である︒私が学校から帰宅すると︑
父は

童として読まされたはずだし︑大正時代後半から昭和の初

﹁今日からこの本の素読だ﹂

と︑いって古ぼけた和本を開いた︒それは漢文の﹃孝経﹄

期にかけて教員を勤めたのに︑不思議と中江藤樹について

は︑この村井弦斎著の物語以外には全く記憶がない︒それ

の後を父の示した通り︑こちらも文字を示された通り読み
進む︒独り立ちで︑スラスラと読めるまで︑何回となく反

も鮮かである︒

でも︑中江藤樹の孝心の感銘は︑村井弦斎を通して今日で

だった︒父は文字を指し示しながら声高く読んでゆく︒そ

復する︒もう読めると見定めると︑それでその日の課業は

さて︑学校を卒業して︑未熟ながら一人前の教員として︑

一一一

終りとなる︒最初は大体三十分間ほどの時間だった︒もち
ろん読まされていることの意味は︑何が何やら︑さっぱり
分らない︒けれども読桑進むうちに︑おもしろいことに︑

このようにして︑最初に自力で読んだ本のことは︑何十

権委員の派遣があった︒それから︑インフレーションの波

だった︒ヴェルサイユで講和会議が開かれ︑日本からも全

私が社会へ出た当時は︑第一次世界大戦直後の激動の時代

年後の今日でも未だに頭にこびりついて忘れることがない︒

を早くもかぶったりデモクラシーがはいって来たりした︒

めるようになった︒

この素読課業を続けた効果が︑新聞や本の漢字が次第に読

それは︑村井弦斎著﹃近江聖人﹄だった︒中の挿絵が印

（21）

卒業直前のことである︒

希望でもあった︒それなのに将来海のものとも山のものと

って子供が後継ぎになることは︑最も自然でもあり︑親の

る︒そこで早速一喝を食わせた︒けれども匹夫も志は奪う

もはっきりしないエンジニヤなど︑飛んでもないことであ

米国切っての哲学者ジョン・デューイ教授が︑東京帝大
で連続講演会を開いた︒英語担当の恩師がそれを聴講し︑

家業は蕎麦屋である︒

人前になっていた︒

だった︒彼は旧制中学卒業の後栄養学校に学び︑立派に一

襲にも︑三月十日のあの大空襲にも︑幸い彼の一家は無事

第二次世界大戦を挟んでの後になる︒度重なる戦時の空

その後のことである︒

覚えずほっとしたものだった︒

堪えなかったところ︑彼はとうとう我を折ったので︑私は

べからず︑子供でも変りはない︒どうなることかと懸念に

教室で感銘の深かった部分を話して呉れた︒何か新鮮な息
吹を感じた︒

デモクラシーで︑自由と民権に目覚めた民衆による労働
争議や小作争議が頻発した︒教育界でも自由画や自由作文
を見るに至った︒

が持てはやされ︑新教育の胎動となり︑間もなく広く普及
このような事柄の影響も︑幼少時以来の薫育は消えなか
った︒ただ上辺からは姿を潜めたのに過ぎなかった︒

父親の家代代の家業を守っていた︒彼は少年の日からそ

﹃孝経﹄素読で学んだ﹁孝は徳の本なり﹂は消えなかっ

た︒孝は人の子に取っては︑人間性の根源から湧き出す人

じめは︑ガリ版で出して承たものの希望の出版の運びには︑

父の志は︑原稿としてまとめたものの出版にあった︒は

綴った原稿だった︒

は︑将校用図嚢に秘蔵の家業関係のメモ類や暇あるごとに

あの激しい空襲下でも︑父親の身辺を離さなかったもの

が大切にしていたものは何なのか︑十分に弁えていた︒

ことに幸福な事の成行といわなければならない︒従って父

自然に父に学ぶようになり︑尊敬するようにもなった︒ま

の父親の後姿を眺めつつ成人したのである︒当然のこと︑

間の至情なのであって︑生れながらの美徳のはずだからで
もあろう︒

四

関東大震災後︑大分経ってからのことである︒児童たち
の進学や進路などを取扱う時期だった︒

中に︑エンジニヤになりたいという希望者が現われた︒

たＯ

その子の身内にはエンジニヤとしての成功者もある由だっ

当時︑浅草には先祖代灸の家業が少なくはなかった︒従
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そのうちに︑志を果すことなく父親は他界してしまった︒

容易に至らなかった︒

ところが︑彼の受け継いだ家業は幸運にも繁昌した︒家
業が隆盛となった父の残後数年経って︑とうとう父の遺志
を果すことができる時が来た︒

五

出版された本は︑﹃うどんのぬき湯﹄と題した超豪華本
である︒

彼の父を思う至情は︑大勢の人びとに支えられ協力を受

私に対する接触を今も保って呉れる曾っての子供たちも︑

では︑今日でも︑一体に人情が厚く且つ深い︒

今はもはや六十歳を超えた︒けれどもその人情の厚さには︑

ホロリとさせられる昨今である︒

＊＊＊

以上が︑孝行現代版の顛末である︒

なお︑二三の蛇足を加えよう︒

この稿の舞台は︑浅草は雷門前︑並木の﹁薮﹂という蕎

本稿の主人は︑その﹁薮﹂の当主であって凝り性の彼の

麦屋で︑現在盛業中である︒

手に成る蕎麦やうどんは︑極めて独特の風味である︒これ

︵佐倉藩友会会員・スブド日本同胞会会員︶
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けた︒

当然ながら︑さまざまの原料・材料は吟味が厳しく︑特

が世の噌好に叶い好評を博している︒

写真も︑カットも至らぬ隅なく︑善を尽し︑美を尽してい

に︑蕎麦は有名適地の専門農家に特別委嘱で栽培してもら

父の遺稿集と銘打ったこの本は︑用紙も印刷も︑造本も︑

た︒市販本には見られないところであった︒昭和五十二年

っていると言う︒しかもなお︑家伝の伝統︑父君直伝の特
している︒

技に彼自身の研究や工夫を加味して︑ますます家業に精出

二月刊行の一千部の限定本である︒

後に彼が洩らしたところでは︑一冊当りの実費︑何と八
千円だったという︒

私は︑やっと文字が読めるようになった過ぎた少年の日︑
ている︒

あの村井弦斎の﹃近江聖人﹄に接して以来の感銘に打たれ
ここに真の父子関係についてのひとつのパターンを見出
すことができたという感慨である︒

しかも︑なお︑このような孝心の流露するこの浅草の地

愚

一︑神に対して

．︿スカル︵畠麗ｌ震︶が︑人間のことを﹁考える葦﹂と

いったことをし象じみ至言だと思うことがしばしばである︒

微岸不屈とか︑剛毅果断などといわれる人物も︑真に未知
の世界でどんなに明察英知な先見性ある言動をなし得るか

ささげるキリスト教的実践を敢行する時はじめてキリスト

でこれを実行することは甚だ至難である︒何事もない時は

教信者としての証しをすることができる︒然し︑現実問題

さほどでもないが︑これをとるか︑かれをとるか献身的重

大事の選択を迫られた時︑自分を勘定の中に入れずに他人

のために自己を犠牲にすることは狗に至難なことである︒

つ︒と

まか

聖書ロマ害には﹁汝らの為し得るかぎり力めて凡ての人と

相和げ︑愛する者よ︑自から復讐すな︑ただ神の怒に任せ

う

これ

まつれ︒録して﹃主いい給う︑復讐するは我にあり我これ

かば之に飲ませよ︑なんじ斯くするは熱き火を彼の頭に積

を報いん﹄とあり︒﹃もし汝の仇飢えなぱ之に食わせ︑渇

私は対人的に何かある毎にこの聖言をもって︑深く己を

むなり﹄悪に勝たるることなく︑善をもて悪に勝て︒﹂と

えられて︑兎もすれば︑人間の窓意的言動に出るのを慎し

自戒することにしている︒今日まで︑何十回この言葉に支

桑得たかわからない︒人間であるから喜怒哀楽︑順志怨恨

の抑え切れない感情を自分の力でなく︑神の桑旨にそうよ

の情は︑自分自身の忍耐力では抑え切れない時がある︒こ

三︑感謝報恩について

う︑右のロマ書の言葉を思い耐え忍んだ︒

この頃は恩などということを口にすると︑いかにも古い

観念のように言う人もある︒然し︑今日我為が存在するの

は自分自身の力で生れ且つ生活しているのではない︒仏教
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は︑人間の経験や知識でよくなし得るところではない︒人
間である限り未知や識り得ない世界は無限である︒言い換
えれば︑何事も︑あるべき姿を根本的には把握し得ないと
いうことが本当の答ではないかと思う︒

私共はこの世にある限り︑何かに頼って生きなければ︑

せ

生きることの出来ない宿命におかれている︒
二︑人に対して
しか

聖書のマタイ伝には︑﹁なんじ人に為られんと思うごと
く人にも然せよ﹂とある︒同様の事の他の一面を孔子は論
語の中で﹁己の欲せざる所を人に施す勿れ﹂といっている︒
これは聖書の言葉と表一異一体をなしている︒この聖書の言

顧る場合は必ず犠牲が伴う︒己れが犠牲になって他の為に

葉は聖書の中心をなす言葉の一つである︒真剣に人の事を

ﾉ ー ー

の座禅課題に﹁父母未生前のわれ﹂という言葉がある︒本
来の自己というものを考える時︑万物の恩によって自分が
今日生かされていることをしみじみ思う︒ひとつとして他
の庇護をうけていないものはない︒我灸は︑自分の力で生
きていると思っているが︑本当は生かされているのである︒

八随想Ｖ

学校教育の欠陥

故橋田邦彦先生︵東大医学部教授・文部大臣歴任︶の講演

私は戦時中︑文京区本郷の東大仏教青年会での講演会で︑

る義務が生ずるのである︒この義務の実践が報恩である︒

それ故にこそこの社会に処してこの社会に対して奉仕をす

を聴いたが

に於て︑先生の遺訓が今更らながら憶い出されるのである︒

強調されたくだりが深く脳裡に残り︑人心の荒廃せる現代

ことをせよ︒特に道元禅師の﹃正法眼蔵﹄を熟読せよ﹂と

﹁科学する心を養い︑併せて〃哲学″を学び︑哲学する

殊に生を享けた両親に対し︑教えをうけた師に対し︑指導
をうけた先輩先達に対し︑感謝の念をもつのは当然のこと
であり︑その感謝の念いを何等かの形で示すことも極めて

日本思想の最高峰に位すると言はれている﹃正法眼蔵﹄を

自然なことと思う︒この極めて自然な感情に背理するよう
な教育方針が日教組によって指導されてきたことは不幸な

蔵九十五巻全編の語句を厳密に対照Ⅲ定せられた﹃修証義﹄

ことであった︒私は思う︑教育も自由民主主義の下で︑本

が編纂せられたので︑これを精読することにより道元禅師

明治二十三年︑主として永平寺六十三世琢宗禅師が正法眼

当に自山なのびのびした教育は不可能だと思う︒真の自由

の思想を窺知することができる︒其の内容は仏教の根本思

味読することは︑非才の私には到底不可能であるが︑幸い

主義の下に於いて︑正しい親子︑師弟の愛情関係も出来︑

当に自由な︑公正な教育が出来ると思う︒絶対主義の下で

従って又そこに育ってくる感謝報恩の精神も育成されると

その第一章総序に

想である〃無常感″と〃因果の道理〃が説かれているが︑

は︑それが軍国主義であろうと︑共産主義であろうと︑本

されると思う︒その中で形成された感謝報恩の精神こそ今

し︑己れに随ひ行くは只是れ善悪業の承なり︒今の世に因

ん︒身巳に私に非ず︑命は光陰に移されて︑暫しも停め難

﹁無常たのみ難し︑知らず露命いかなる道の草にか落ち

思う︒その内に於いてのみ︑人と人との正しい関係が形成
後の社会で育くんでいかなければならないことと思う︒
しずめつつし桑ゆかん︵本会理事京急ＵＳＡ社長︶

わがゆく道遠くはるけしはやる心おししずめ
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｣
三

ざる邪見のともがらには群すべからず︒大凡因果の道理歴

果を知らず︑業報を明めず︑三世を知らず︑善悪を弁まへ

家譲なれば︑一国譲に興り︑一家仁なれば一国仁に興る﹂

教育上これを尊重しなければならないとただ漠然と規定し

教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は

昭和二十二年三月に制定された教育基本法第九条は︑宗

と言はれる通りである︒

々﹂とある︒この因縁の原理︑縁起の真理は︑普遍妥当性と

然として私なし︒造悪の者はおち︑修善の者はのぼる︒云
思惟必然性とをもつ真理であって︑仏教の根本思想である︒

てあるのゑで︑同時に制定された学校教育法第十八条︵小

学校教育の目標︶第三十六条︵中学校教育の目標︶第四十

闇の夜に鳴かぬ烏の声聞けば︑生れぬ先の父ぞこいしき
と云ふ道歌をみるに︑ただに人類相互の関係に止まらず︑

二条︵高等学校教育の目標︶に於ては︑何れも教育基本法

操を無視し︑酒養に努めなかったことにも︑其の原因の一

的要因があろうが︑紗くとも︑学校教育に於て︑宗教的情

をなすに至った︒勿論︑非行発生については︑複雑な社会

政治の一部は腐敗堕落し︑多くの青少年の非行の発生の因

ため︑国民は功利主義に陥入り︑物質的経済万能に趨り︑

の趣旨すら何等規定せず︑専ら主知的教育を重視している

人類と生類まで︑因縁所生の関係があることに思ひを致し
て︑無理な殺生をすることなく︑すべて慈愛の心をもって
処することを教えたものと考える︒古来日本人の間には蹟
く石も縁のはし︑袖ふりあふも他生の縁︑一河の流れを掬
が惨透していた︒

するも一樹の蔭の雨宿も皆他生の縁・⁝：⁝との信念︑信仰
現代思潮の下で︑一例として夫婦の法律関係を見るに︑

実としては︑正にその通りであるが︑当事者同志が婚姻す

ければならないと規定されている憲法第二十四条は法律事

ば︑文教の任にある方々は勿論︑世の識者は思いをここに

かな教育をなすべきではなかろうか︒果たして然りとすれ

一片の道徳教育だけでは事足りず︑血の通った温い情操豊

従来のかくノ︑のことはなすべく又なすべからずとする

端があると思料する︒

るに至った動機︑経緯については︑各人各様なれども︑思

を有することを基本として︑相互の協力により維持されな

婚姻は両性の合意のみに基いて成立し︑夫婦が同等の権利

念すればそれには深いえにしがあったと観ずべきであり︑

義の昂揚に努められんことを切望する︒

致して︑一段と工夫・努力して︑人心の荒廃を匡救し︑道

︵本会理事︶

すべてこれ因縁所生の然らしむるところであったわけであ
る︒従って夫婦は思ひをここに致して︑互に労わり合い︑

睦らいて︑協力し︑健全な家庭を営むべきであって︑．
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︵付一記︶過日源氏鶏太さんから﹁わたしの人

生案内﹂と言う最近の随筆集を贈られた︒
同氏とは︑私は嘗て同じ会社に勤めていた

ことがあり︑意気投合︑大変親密に交際し
のだ︒

て︑日頃同氏のお人柄に秘かに敬服していた

早速開いて見ると︑開巻第一に﹁古稀にな
った﹂との記事があり︑同氏が本年﹁古稀﹂
こうした一つの大きな節に臨んだ著名作家の

ふし

を迎えられたことを初めて知った︒人生途上
真面目な偽りない日常生活や色灸の心境が︑
興味深く書かれていて︑たまたま本誌のテー
﹁あとがき﹂を特に乞うて本誌に戦せさせて

マにも適わしいかと思ってその中の四篇と

頂いた．ｌ西村Ｉ

健康な方だし自分でも現役のつもりでいる︒

森繁久弥さんは老年という言葉を嫌って熟
年という言葉を使っていられると聞いてい
た方が何んとなく若返ったような気がして︑

る︒たしかに老年というよりも熟年といっ
それだけ元気が出てくるようである︒

しかし世間的常識からすれば六十九歳は
やはり老人の部類に入る︒私自身そのこと

今の私にとっていちばん愉しい時は何ん

とやはり寂しい︒

とかその日の仕事を終って夜の十二時頃に

ーの水割りを飲み始める︒老人になると早

ベッドに入るときである︒そこでウイスキ

人が多いと聞いている︒数年前に亡くなっ

く眠くなり十時前に寝て早朝に眼が醒める

にはもう眼が醒めてそれから家族が起きて

た私の兄も九時半頃に床に入り朝の四時頃

くるまで︑寝床の中でじっとしていなけれ

ばならぬ辛さをよく口にしていたが︑今の

私にはそういうことはない︒

私は水割りを二杯か三杯飲むその間小説

の筋を考えたりしているのだがいかにも満

たことである︒別に悪い夢を見たとか厭な

眼醒めの気分が必ずしも爽やかでなくなっ

くとノートをしておく︒翌朝になってそれ

ことがすぐなくなったが︑それでも思いつ

のように小説の構想がうまく浮かんでくる

ち足りた気分でいられる︒尤も近頃は以前

ことがあってというのではない︒一応熟睡

ったはずなのに実際には愚にもつかぬこと

を読象返すと昨夜はいいヒントになると思

を日為に感じている︒一例をあげると朝の

したと思っているときでも昔のような爽や

六十九歳になった︒数えで七十歳だから︑

れるまでの数分間だけのことであるが︑そ

吸ったりしている︒尤もこれはベッドを離

上で胡座を組んで重い気分のままで煙草を

こか正常でないところがあるのであろう︒

かぬこともある︒酔っているときの頭はど

でこんなことを書いたのかまるで見当がつ

が多かったりする︒いったいどういう気持

あぐら

かな朝の気分になれないでいる︒ベッドの

古稀というべきであろう︒日本人の平均寿

れにしてもあの朝の眼醒めの爽やかさはも

日古稀になった

命が七十何歳とかいうから︑まだまだとい

う死ぬまで一戻ってこないのだろうかと思う

そのかわり寝つきがいい︒寝つきが悪かつ

っていっていいかも知れない︒幸いにまあ

ワ﹈

ワー

︑Ｉノ

／Ｉ︑

りと飲む酒のありがたさは︑近頃になって

ている︒二十歳台ならまさに青春時代に違

たら起き上って更にもう一杯飲む︒

の人が精神的にすっかり老けこんでしまっ

いない︒肉体的にもそうである︒しかしそ

ていたら最早真の意味での青春時代の人間

私のおぼえた老後の愉しみの一つになって

になっていてかりに肉体的に多少衰えてい

とはいえないのでなかろうか︒逆に七十歳

自殺した火野葦平はその作品の中に︑﹁ジ

にもやめられないでいる︒

ても︑その精神がまだ若くはつらつとして

いる︒しかしそういう日の朝に限って眼醒

○七十歳にして青春

いて︑希望と勇気に満ちていたらそういう

めの気分は殊に爽やかでないのだが︑どう

入って休息するのは快いが眠ったままふた

私はすでに何度か老いの悲しみについて

人こそまだ青春時代の人間というべきであ

の恐怖感が書きつけられている︒ベッドに
たび眼醒めずそのまま死んでしまうのでな

書いてきた︒そしてその悲し承は日日々に

イドの日記を読むといたるところに就寝前

いかと考えるとうっかり眠ることが出来な

深くなっていく︒やがて自分の死が見えて

ろう︒

ることがしばしばだ⁝﹂と書いているが世

くるようになるとそれがいちだんと重くの

くなる︒私もジイドと同じ不安にさらされ
間にはあるいはそういう人が多いのかも知

しかかってくる︒私の場合についていえば
は五十数年前に亡くなった父の夢を見た︒

見る夢までが違ってくるようである︒昨夜

いって︑たやすくその理想や希望がすべて

ないとこである︒勿論この人生はだからと

燃えてこの人生への熱情を決して捨ててい

青春を保っていることとは︑絶えず理想に

いい直すと七十歳になってなお精神的に

れない︒

こんなことは絶えて久しくなかったことで

私にはそういう思いはないが︑もっと年
もあり得るだろう︒が︑このままで︵苦し

ある︒私は醒めてから父もそろそろ呼びに

を取るとそういうことを考えるということ
まないで︶死ねたら極楽だと思っている人

来たのであろうかと思ったりした︒

のであろう︒が︑今の私はもう一度二十歳

言葉がある︒大方は二十歳台のことをいう

進する勇気とそういう自分に歓びを感じる

あくまで人生への情熱を失わず一歩一歩前

をもってそれに立ち向っていくべきである︒

らそれが打ちくだかれてもなお情熱と勇気

かなえられるほど甘くはない︒しかしいく

がすぐなくないかも知れない︒
とがある︒それが三時頃であったりすると︑

台にもどりたいとは思っていない︒しかし

老年の反対は青春であろう︒青春という

しめたと思う︒起きるまでに五時間ある︒

人であったら︑いくつになってもまさに青

尿意のために夜中に眼が醒めたりするこ

もう一杯飲んでも朝までそう酒が残らない

にして新人﹂という題をつけていられたが︑

かつて和田芳恵氏がその自伝抄に﹁七十

いかＯ

春時代の人であるといっていいのであるま
たしかマッカーサーだと思うが﹁青春と

さを取りもどしたいと思っている︒

は人生のある時期をいうのでなく精神の状

精神だけはもう一度あの青春時代の若若し

ないように水割りを飲承始める︒煙草を吹

態をいうのだ︒﹂という意味のことをいつ

だろうと思うからである︒

かす︒こんなことは必ずしも健康にいいと

隣のベッドに家内が寝ている︒私は音のし

は思われないが︑森閑とした深夜にひつそ
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﹁七十にして青春﹂は決して夢物語でなか

その日日がたのしく︑一日が短かく感じら

たに外国語の勉強を始めた人を知っている︒

うに元気である︒頂いた本の中に古稀につ

した独特の健康法によって壮者をしのぐよ

西村氏は現在八十八歳︒しかし自ら考案

杜甫は性剛毅であったが不幸にして志を

書いていくことになる︒

したがって以下は西村氏の本を読みながら

いて書いてあり私にも大いに参考になった︒

ろう︒

繰り返すが青春とは年齢をいうのではな

な老後といっていいかも知れない︒

れてならぬといっている︒それこそ理想的

私たちは自分に確固とした信念と自信を
持ち続けていられる限りいつまでも精神的

ちは心がけ次第でその青春を死ぬまで持ち

く精神の状態をいうのである︒そして私た

に若くいられる︒そしてその精神的な若さ
い︒逆にそれを失ったときたちまち精神的

は肉体的にもよい影響をもたらすに違いな

﹁古稀﹂という言葉は中国の詩聖杜甫

㈲人生七十︑古来稀なり

の湘江上舟中に客死した︒この詩は長安に

苦難に満ちた半世を過し︑五十九歳で湖南

として放浪の生活を送り貧困と戦いながら

得ることが出来なかった︒終生各地を転々

及ぼすことはいうまでもなかろう︒しかし

︵叩ｌ剛年︶が都長安に住んでいた頃︒南

続けることが出来るのだ︒

いつも確固とした信念と自信を持ち続ける

た頃の作であろうが︑地位は極めて低かっ

上って漸く玄宗皇帝に仕官することの出来

に老けこんでそのことが肉体的に悪影響を

ことは容易なことでないとあらかじめ覚悟

﹁曲江二首﹂という詩の中にある﹁人生七

いる○

〃朝より回りて日食春衣を典す

ちょうかえ

﹁曲江二首﹂の第二首は次のようなって

た︑収入もすぐなかった︒

郊の景勝地曲江の暮春を賞でながら賦した

で︑四十七歳頃の作であるという︒私もそ

十古来稀なり﹂という名句から採ったもの

をしておくべきである︒どんな人間だって
する︒それが人生というものである︒が︑

時には自分に疑惑を感じ絶望的になったり
そこで屈してはならぬのである︒よりよく

ったせいだろうか︒この二ヶ月ぐらいの間

の程度のことは知っていたが私も古稀にな

酒債は尋常行く処に有り

毎日江頭に酔いを尽して帰る

の絶望を乗り越えていくべきであろう︒

にその言葉について二度も深く触れる機会

生きていくために︑その疑惑を打ち払いそ
近頃老人の恋愛の話をよく聞く︒恐らく

その精神は若くこの人生への探求心︑欣喜︑

ろう︒が︑七十歳にして恋愛の出来る人は

ら十八年間読売新聞の﹁編集手帳﹂を執筆

たからである︒いま一つは昭和二十六年か

﹁健康法と長寿に就て﹂という著書を頂い

一つは私の住友の大先輩西村幸二郎氏の

したがっていたるところに酒代の借金が出

を賞でつつ存分に酔うて家に帰ってくる︒

ほとりで毎日のように酒を飲皐ながら風光

屋に持って行く︒その金で酒を買い曲江の

宮廷から退出して金もないから春衣を質

人生七十古来稀なり″

を得た︒

興味︑さらにいえば挑戦心に燃えているの

し去る六月七日七十五歳で死去された高木

たいていの人はいやらしいと思っているだ

でなかろうか︒そしてその肉体もそれにつ

健夫氏のしのぶ会に出席したからである︒

恋愛はともかく︑私は八十歳にしてあら

れて若返っているに違いない︒
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来ている︒困ったことだ︒しかしよくよく

私は高木氏が漢詩を訳していられたこと

身サラリーマン小説を書くことがすぐなく

はそのしのぶ会に出席して初めて知った︒

ることもたしかであるが︑代って別の小説

なった︒もう書きつくしたように思ってい

考えてみれば︑どうせこの人生は短かいも
ので昔から七十歳までも長命する者はめっ

私が昭和二十二年に﹁たばこ娘﹂を発表

になったからである︒

を書くことにより多くの興味をいだくよう

﹁人生七十古来稀なり﹂の詩についても次

河岸の飲承屋で梯子酒

﹁今日も今日とて七つ屋通い

のように訳していられる︒

一転して

たにない︒くよくよするのはよそう︒更に
うつ書きようちょう

﹁花を穿つ峡蝶は深灸として見え

してから間もなくあちこちの雑誌から次左

Ｌろ

と注文がくるようになった︒私は書きまく

せいていかん

水に点する鯖艇は款々として飛ぶ

いのち百まで生きやせぬ﹂

連載小説を書いた︒恵まれていたといって

った︒昭和二十三年には地元の大阪新聞に

読んでいると︑杜甫の面目が劣髭として来

まさに名訳というべきであろう︒これを

飲詮代なんぞはくよくよするな

たがな

伝語す風光共に流転して
ざんじ

花の間を縫って舞う蝶は奥深くに見える

暫時相賞して相違うこと莫けむ﹂と
し︑水面に尻尾を叩くように浸す靖蛤はゆ

いいだろう︒

サラリー一︑ンを主人公にした小説はたくさ

サラリーマン小説は存在しなかった︒勿論

当時信じられないことであるがいわゆる

も知れない︒

いるか︑あるいはとうの昔に消えていたか

いたら︑私は今以上に平凡な作家に終って

かった︒あのまま恋愛小説ばかりを書いて

に書くようになったサラリーマン小説でな

すべて平凡な恋愛小説に過ぎなかった︒後

小説を書くようになった︒しかしそれらは

して東京に赴任した︒以来いっそう多くの

動産︶が設立されて私はその総務部次長と

住友本社の第二会社泉不動産︵今の住友不

昭和二十四年十二月それまで勤めていた

てくるようである︒

て︑この詩のよさがいちだんと精彩を放っ

︵付記︶源氏鶏太氏は人も知る如くサラリー
マン小説と言う従来の文学界の盲点であった
一つのジャンルを真面目にしかもユーモアあ
ふれる筆致で切り開かれたが︑同氏の勤めて
おられた会社は︑歌人の川田順︑俳句の山口
誓子と共に三人の著名文人を輩出したので異

画サラリーマン小説

色があったｌ西村Ｉ

るやかに飛んでいる︒静かに酒を飲んで人
てしたい︒思えばわが身も春景色も共に生

生を考えながら自然に向って一とこと言づ
を流転していく︒どうせ短かい人生である︒

生きている暫しの間は︑人と自然と共にお
互いに大切にし合って︑誠を尽し互いに相
ではないか︒

違うことなくそむかぬよう仲よく楽しもう
右に対して西村氏は﹁のどかな春光に語

近頃はサラリーマン小説という言葉をあ
り経済小説とか企業小説という言葉をよく

まり聞かなくなったようである︒そのかわ

酒を汲んで一諦らめながら共に人生を楽しま

聞く︒そういう小説の方が大方の読者に歓

りかけ︑哀調の裡にも人生を達観する哲理

う﹂と失意の詩聖は秘かにその感懐をのべ

迎されているということであろうか︒私自

を説いて︑俗塵を外に大自然に遊び好きな

ていると書いていられる︒

（30）

たって週に一回ずつ連載した︒初めはそん

題して原稿用紙一回四枚とし二十五回にわ

なに書くことがあるのかと危倶していた︒

に投書していて多くは没になっていたが︑

うちの数すぐない入選作はすべてユーモア

ろうかということであった︒戦前私が盛ん

小説はなかった︒サラリー↓︑ンにとってい

おきたいことがたくさんあるような気がし

が終って承るとまだ書きたいこと︑書いて

んあったがその多くは恋愛問題であったり

ちばん辛いのは人事関係の泥沼に引きいれ

の喜怒哀楽にユーモアを加味して描けば異

小説であった︒したがって︑サラリーマン

して︑サラリーマンの仕事をテーマにした

られれることであろう︒その他サラリーマ

て来た︒それで折りを見ては五十回ばかり

書き足したのがこの本である︒そのことで

色のある小説が書けるのであるまいか︒

私はいろいろ考えたあげく︑ある中年の

になるかとも思った︒

私は自分が古稀になったという一つの記念

ンであるがための喜怒哀楽がたくさんある︒

それまでそういうことが小説に描けるとは

サラリーマンがかつて雷社長として恐れら

私は古稀になったことをすこし強調しす

れていた人が信州の山の中に隠棲していて︑

そこへ会社の創立何十周年記念品を届けに

ぎたかも知れない︒本文の中にも触れたが

ーマンとして︑日々にその喜怒哀楽のうち
に身をおきながらそれが小説になるとは思

行くことにした︒ついでに生れて初めて浮

これからが人生の本当のことがわかりかけ

まだ日本人の平均寿命にも達していない︒

誰も思っていなかった︒私も自分がサラリ

っていなかった︒

であった頃のいろいろのエピソードを加え

てくる年齢である︒したがっていたるとこ

気を考えるのだが︑その間にかつて雷社長

ろに︑そういう中途半端な点が出ているか

私は自分の今までの小説にあきたりなく
てもよい︒何んとか新天地を開拓出来ない

﹁浮気の旅﹂として発表して承ると思いの

た︒結局浮気はめでたく未遂に終るのだが

なって来た︒ゆきつまって来たといい直し
ものかと思うようになった︒そこで思いつ

のないことだと思っている︒

も知れない︒しかし私はそれはそれで仕方
私は続けて﹁随行さん﹂﹁目録さん﹂﹁殿

他に好評を得た︒

いたのはサラリー一︑ンの喜怒哀楽を小説に

することが出来ないものであろうかという

﹁英語屋さん﹂など一連のサラリーマン小

敢て題を﹁わたしの人生案内﹂としたのは︑

な資格のないことは百も承知である︒が︑

人生訓を目的とした害でもない︑私にそん

この本は勿論教養の害ではない︒まして

私には二十年以上のサラリー一︑ンの経験

ラリーマン作家として決定づけたのは︑昭

説を発表するようになった︒そして私をサ

風さん﹂﹁ホープさん﹂﹁ラッキーさん﹂

がある︒サラリーマンのことならたいてい

をつけない私は机に向うとその日思ったこ

私自身への自戒の意味である︒ふだん日記

ことであった︒

てその経験と自信を活かさぬという法はな

知っているという自信があった︒作家とし

和二十六年から二十七年にかけて﹁サンデ

が統一されている訳でない︒あるいは以前

とを日記がわりに書いた︒したがって内容

かろ員ノＯ

昨年私は数種の地方新聞に﹁老壮記﹂と

⑥あとがき

ー毎日﹂に連載した﹁三等重役﹂であった︒

ついで思ったことは︑自分にユーモア小
説を書ける才能がいくらかあるのではなか
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に書いたことと多少重複しているところが
生甲斐としていきたいと思っている︒

している︒その頃には私の人生観も今とは

女のご主人倉沢巌氏とは従兄同士で︑松本

ドモリだったらしい︒らしいと言えば︑老

落葉を掃いている時︑倒れたという︒少を

ある︒

できらいだったそうである︒それ程美人で

た老女はこの巌氏がゴッイ顔をしているの

はそれから東京大学に這入って軍医になっ

中学の時イイナズヶにされたらしい︒巌氏

すこしは違っているだろう︒それを今後の
︵本会特別会員作家︶

あるかも知れない︒

今から八十歳になったときのことを想像
するのは困難であるが︑その時にはもう一

度このような本を書いて承たいと思ったり

︹異色人物細評謹︺

せの手紙に︑

当時︑海軍軍医は洋行する関係か︑容貌

遠藤幸威

と返事を書いているそうで︑笑っていた︒

この巌氏の父を倉沢清也と言った︒

﹁私は美男です﹂

も問題になったらしく︑海軍からの問い合

僕は登茂さんのご子息のような大学勤め

佐久間象山の暗殺予言

この話をしてくれたのは︑長野県の倉沢

神社の宮司であった︒清也さんは当時の国

国学者の清也氏は︑松本市外にある弥彦

学者のツネで神社を放つぼらかして京都へ

今度も僕は︑﹃週刊朝日﹄に徳川慶喜の

ではないけれど︑考証学者には違いない︒

孫︑大河内冨士子さんの話を連載したが︑

今︑九十三になる︒

登茂という明治二十一年生れの老女である︒

常に﹁ワカラネエな﹂と言っているらしい︒

上った︒京都では︑京都御所の大掌典をし

も貴方と同じような大学勤めだから︑しょ

イワクをかけてくれることね︒うちの息子

生︵現在の東大︶出で︑明治の頃洋行して

村にある︒老女の祖父上条宏氏は聖堂の学

老女の生家は上条家といって松本市外神林

の家老であったから︑墓も会津にあるが︑

の熱田神宮交司の角田忠行と信州・松代藩

そこで親しくなったのが︑信州佐久出身

に寄宿していたという︒

ていた東広小路の資訓王︑後の子爵白川家

すけのり

ほ

﹁貴方のお母さんも八十八だから同じで

倉沢家の先祖は︑倉沢直重という会津藩

っちゅうワカラナイ︑ワカラナイって言う

士の佐久間象山に相楽総三である︒

長生きの秘訣は︑と訊いたところ︑

しょうけど︑少食ね︒それに息子が何かメ

ような顔してるから心配でしよ︒それで私

サンフランシスコで恩師東大総長の浜尾新

いだろうが︑ちょっと言うと︑幕末の洋学

佐久間象山という人は︑ご存知の方も多

も貴方のお母さまも︑長生きしなけやいけ

あった小石川第六天町の崖下に邸があり︑

と会っている︒浜尾先生は徳川慶喜の邸が
と言った︒義務感という考え方が面白い︒

ない義務がある︑と思ってるのよ・
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藩主真田幸貫につかえていた︒幸貫という

者兼開国論者で名を啓と言った︒信州松代

た︒長州の吉田松陰は︑この頃の弟子であ

伊勢守正弘に上書したが︑用いられなかっ

とで有名な川路聖護を介して老中首席阿部

っている︒行動家でもあった訳だ︒このあ

って︒するとそこに︑見馴れない男がいて︑

日︑佐久間象山のいる旅館に行ったんです

﹁父清也が志士仲間と一緒に︑三日前の八

り︑師象山の﹁意﹂をタイしたため︑刑死

時代ですもの︒︹ウロンくさい男︺と父は

皆自己紹介ぐらいするでしよ︒名刺がない

余り自分のことを話さない︒始めてなら︑

話は︑その七月十一日の朝である︒

人は有名な名藩侯白河楽翁の次男で︑この

ゆきつら

方も又賢明な君主として有名であった︒
もと

したとも言える︒人騒がせな人物でもある︒

賢主の下に愚民なし︑という例か︑象山
は十四で詩文を作り︑十五で易学︑十六で

送った詩が出て来たため︑獄についている︒

そういう人物故か︑松陰の行李から松陰に

だけで︑その日は帰ったそうよ︒そして翌

京都に上り︑山階宮や中川宮と徳川慶喜な

てるみたいでしよ︒そこで象山に﹃この二

いないんですって︒まるで学校へでも通っ

件の前日︑十日に又行くと︑この日は来て

に思って余り話さず帰ったのね︒そして事

日の九日にも行くと又︑来ているんで不審

どに意見を進言しているから︑登茂老女の

日間来ていた男は︑怪しいようですから︑

この後︑二年後の元治元年幕府の命令で

あと

免された︒

象山は文久二︵一八六二︶年十二月︑赦

ゆえ

十で中国音をならって琴を弾じたという︒

経害を学んで﹁思﹂を漢文に托した上︑二

思って用心して︑話も当り障りのないこと

大変な秀才である︒江戸へ出ることを希望
した象山が有名な長編詩﹁東遊紀行﹂を創
ったのも︑二十九の時と言うから︑五十一

五冊出しただけである︒象山は松代で藩政

主人の父清也氏が象山と会ったのも︑この

の私はびっくりしている︒私など単行本を
を見ていた時も善政をしたというから︑名

宮邸に赴いたかれは︑その帰途三条木屋町

元治元年︵一八六四︶七月十一日︑山階

俺にとっては︑とても良い人だよ﹄って信

山先生は︑﹃あの人は良い人だ︒少くても

お気をおつけ下さい﹄って忠告したら︑象

頃であろう︒両者共信州人である︒馬が合

開いている︒象山書院と言う︒詩人として

いと思って︑それっきり言うの止めたんで

じているようなんで︑深く話しても仕方な

った︒

為政家でもあったようである︒江戸では千
葉周作の道場で有名な神田お玉ケ池に塾を
有名な梁川星巌の邸の隣りであった︒偶然

通りで︑肥後の擢夷論者川︵河︶上玄斎ら

︑︑︑︑

らしい︒﹃四書経註労釈﹂を作ったのはこ

数人に襲われた︒五十四歳であった︒

いる︒嘉永六年︵一八五三︶六月三日︒ヘリ

った時︑かれは藩邸の学問所頭取になって

んは︑エビ茶の袴をはいて髪を後に長くの

のお順さんにも老女は会っている︒お順さ

う丈の小さな男っぽい女性であったが︑こ

当時の象山夫人は︑勝海舟の妹お順とい

って︑不思議なことを言うんですって︒父

さまのとこへいらっしゃったらどうです﹄

﹃先．生！今日はカブトでも冠って山階の宮

すって︒すると十一日の朝も又やって来て︑

︑︑

こであろう︒後︑藩主幸貫が幕府老中にな

ーが浦賀に来航したと聴いた象山は︑翌四

︑︑

せ

日払暁︑すぐさま藩主に建議して浦賀に赴

ばしていた︑と言う︒

はフキッなことを言う男だ︑と思ったそう

いた後︑六日には江戸へ帰って軍議役にな
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タン︑カンタン︒命中︒命中︒やったノノ︑﹀

方へ︑夕方その男が飛んで来てね︑︿カン

るとね父の下宿している資訓王家の本宅の

よ◎その後が木屋町通りの事件でしよ︒す

ない︒

聞き書き好きな血が流れているのかも知れ

爵は曾祖父の侍医であった︒だから家には

に弁っているのだから事実である︒石黒子

雑誌﹃太陽﹄で陸軍々医総官石黒忠息子爵

たことがある︒これは胤城が︑明治四十年

ました︒もし行っていたら︑相楽さん達と

われましたが名前に憶えがないので︑断り

﹃兵隊が足りないから是非来てくれ﹄と言

した︒本姓の小島と言ったか︑どうですか︒

ただのり

って言ってるんですって︒河上玄斎一派だ

老女は︑相楽総三についてこうも言って
いる︒

相楽総三というのは勤皇の志士で︑明治

所に︑西郷さんと桐野さん︑篠原さんと一

らいの子供がいます﹂

緒に写った写真がありますよ︒前にセツぐ

とも言っていたが︑本物の西郷隆盛なら

大変だ︒僕は以前も三枚西郷さんという写

真を見ている︒全部似せ者であった︒僕は

郷さんだけは別である︒旧制高校にいた時

官軍のえらい人は好きではないけれど︑西

この人のことは︑長谷川伸の﹃相楽総

元年三月三日諏訪で斬罪に処された︒

一緒に殺されたか判りませんね︒あたしの

ったんですね︒そこで父が﹃なにをやった

んですか？﹄って訊いたのね︒すると︑
﹃象山︑象山︑象山さ﹄って言うのね︒象

山はショーザンじゃなくて︑ゾーザンが正
しいって言う人もいるけど︒どうでしょう︒

三﹄に詳しい︒ところが人名辞書さえ︑

ゾーザン︵象山︶って言う山があることは︑

ありますけど︑どうでしょう︒あたくしは

の親友に後藤新平伯爵の孫がいて︑そのか

﹁佐幕党の志士︒赤報隊を長︒明治元年︑

﹁祖父が明治の初め︑書生だった時︑九段

れが︑

桑名より赤報隊と分離して︑その一隊を率
い自ら東山道先鋒智道隊と称し︑募兵をし

の仲間だったんですね︒それから父は︑﹃い

ながら︑信濃に入り︑沿道の諸藩宿駅を脅

ショーザンにしておきます︒この男︑玄斎

けない﹄って︑よく言っておりましたよ︒

い知っていたから︑あわてて道端へよけて︑

下で西郷さんに会ったんだそうだ︒顔ぐら

くら親切にしてくれる人でも信用してはい

威しながら︑糧食の徴発掠奪を行った︒そ

平伏しようとゲタをぬいだら﹃書生さん︑

コワイはねえ﹂

元年二月十八日︑信州佐久郡追分で官軍と

ひどく感激していたよ︒なにしろ君のとこ

そのまま︑そのまま﹂って言われたそうで︑

︵作家︶

になった︒象山先生はマァノ＼である︒

と話して以来︑僕は西郷さんだけは好き

ろと同じ佐幕派の旧仙台藩士だからね﹂

戦って敗れ︑捕えられて斬罪になる﹂など

信州へ赤報隊が這入ると︑使いを寄越しま

﹁京都にいた父と親交があった相楽さんは︑

登茂老女は

かれは理想主義的勤皇家である︒

と書かれては︑総三も浮かばれまい︒

こで東山道総督より追討令が出きれ︑明治

と言っていた︒こんな話は︑そこにいた
人でないと聞けない︒

僕が﹁聞き書きの面白さ﹂を知ったのは︑
十年前のその時である︒
くぴ

前に﹃弘道﹄誌上で︑大老・井伊掃部頭
直弼の﹁首﹂が僕の家の曾祖父︑講武所奉
の辻番所﹁米ピッ﹂の中にあった話を言い

行・陸軍奉行並の遠藤但馬守胤城の屋敷前
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○日曜の縁賑やかに木の実独楽

○凶作を悲しと腕組む冬近し

千葉県石橋香峰

・の熟語の発見を高く評価したい︒

のことである︒作者独特の季感のこもった新鮮なこ

︵評︶落葉晴といふのは落葉する頃の晴れ渡ったよき日和

＠落葉晴筆塚の文字鮮やかに

篠塚しげる選
︲︲ｌ︲︲４︲

○見入るわれを嬉卿頭かしげ見る

千葉県田村隆郁

○灯がそこに見えて遠しや虫の径

老ほけて一人ぐらしや鉦叩

○掃きあぐむ落葉や風に逆戻り

○落葉地にひ堂き受診の日々不安

○屋根を打つ木の実の音聴き昼も臥す

東京都逆瀬川傘火

ふる上掌に実のはじけ飛ぶ風仙花

○吃水線一高一低小春凪

○秋高し屋上園の模擬芝生

千葉県宮崎朝水

千葉県加藤実之吉○かりがねや母の掌ほどの月夜雲

○住居並の坂うす暗く木の実降る
落葉して眺望絶佳筑波山

○河骨や神へ水垢離いくたびも

翻鯵瀞︲︲

Ｊ︲Ｉ１．Ｊ１割＄

○百舌の声山彦となる峡の家
︲師ｉ︲．．︲Ｉ●

ｌｉｌ１Ｉｌ︲
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弘道俳壇

○月一夜雨一夜秋深む窓
○長き夜の話は人の和に及ぶ

千葉県鈴木とよ女

○ちちろ鳴く傷心の夜の寝つかれず

○娘等夫婦更けて夜業の灯を消さず

○橋桁の瀬音も山の冬近し
霜枯れやあやうくわたる丸木橋
旅のバス土産の蜜柑香を放つ

千葉県飯田萌堤

千葉県林東州

○遺影なる髭も︒︿ナマ帽も色槌せぬ

緑蔭や青磁に澄象し湖の水

千葉県鈴木とよ

桐下駄を素足にはきて浴衣被て

○浮樽が海女の命よ鰯雲

釣竿をた上む夕映赤とんぼ

選者近詠

奈良春日神社にて

観世音池心に立たす秋深し
すさ

冷まじや神威に岬れし鹿の声

うら

○草紅葉締一麗試歩の天一麗ら

逝く秋の一刻大事一歩また

秋惜む住職一語われ一語

入魂の菊優等の首席かな

倶利伽羅の雨ふりくだつ刈田かな

○晩学の句机襲う秋蚊かな

蒜なき余生精出す菊作り

（36）

勉強会出席所感

と古川教授著﹃泊翁西村茂樹ｌ転換期の大

西村茂樹箸︵吉田熊次校︶﹃日本道徳論﹂

尚︑誰議のテキストとしては岩波文庫の

こそが究極理念であったと信ずる︒⁝⁝

処︑泊翁の執念も亦﹁世界連邦﹂の実現

和に徹す﹂とは戦後歴代首相の提唱する

など︒

イブリー教授の泊翁を讃える英文抜粋の

⑪なお︑アメリカ︑ハーバード大学のシヤ

思想家ｌ﹂の二冊を使用することとなった︒

因に﹁実理哲学﹂の首唱者はフランスの

コピーの配布あり︒

オーギュスト・コントであり︑西村会祖は
コントを大きく評価して︑すべて事実に依

第２回Ⅱ五月七日︵金︶

岩崎晶

って真理を求めるべきで︑ここに真理はは

立派な識見が随所に伺えるのであります︒

くところ︑言を句を憂国の志士としての

テキストを読み進んで行くと︑泊翁の説

去る四月三○日︵金︶を第一回として五

る︒

じめて堅固確実なものとなるとしたのであ

ての勉強・研究会は︑弘道会館の一階︑歴

回に亘る西村会祖の﹃日本道徳論﹄につい

Ｉその節の発言ｌ

にそぐわない所論も︵千里眼でない限りは︶

しかし何せ明治十九年の著書なので時勢

しい︒泊翁の﹁日本道徳論﹄中︑盤頁

佐倉宗五の話が挙げられる︒

の人民は一視同仁なるくし云為１とあ

させること︒単なる個人的動勢︑身辺雑

⑧﹁弘道誌﹂上の﹃会員だより﹄欄を充実

﹁提案﹄など会を発展せしめる為の建設

LDイノ

代会長の毅然たる肖像が掲げられている会

⑧﹁迷信とは何ぞや﹂の質疑応答あり︒

致し方あるまいかと思われる点も二・三

議室に於て開催されたが︑毎回十名余の極

見受けられる︒例えば泊翁の﹁大名性善

⑧﹁皇室のあり方﹂についての討論あり︒

界平和の為に力を尽すこと︑人類の幸福

はあるまいか︒むしろ︑圧制者が多く︑

説﹂も名君︑暗君は相半ばしていたので

︒﹁世界の平和﹂について小生の感想︒世
は恒久世界平和を目標として︑戦争を地

上がった︒

球上より絶滅することこそが最終的結論

又側近に行政をすべてまかせて︑苛敏訣

めて熱心なる会員が参集して多大の成果が

東大名誉教授である古川哲史理事の明噺

である︒日本現行憲法は理想的であるが︑

四月三○日︵金︶

なる水の流れるが如き名講議には斡蒙され

最小限度の自衛権は保有することが望ま
第五︑他国の人民を善くすⅡ此国彼国の

会祖西村茂樹翁はすべてに於て﹁実証主

第１回

る処多々あり︒

求を事としていた例が多い︒一例として

義論者﹂であり︑︵何事も仮定に依る主義

差別なく︑上帝より之を見れば︑全世界
り︑即ち︑これ世界の人々は仲良くすべ

ｌその節の主な発言ｌ

ておられる︒実証的研究に関連してフラン

主張は宜しからずとした︶との理念に立っ
ス社会学派エミール・デュルヶムが分析を

しとのご託宣なりと思惟する︒﹁世界平

話でなく﹁弘道会﹂に対する﹃希望﹄

を駆使して綾をとして詳細に解説された︒

試みた﹁自殺﹂の統計について︑終始黒板

／ の 庁 、

的発言を会員より募ることとしては如何︒

③現在の表示によると﹁弘道﹂誌の発行月
が遅れている感じで体裁が悪い︒対策と

何︒

して﹁月﹂を削り﹁号﹂のみとしては如

つづいて岩波文庫本に基きて古川教授より

公平・福祉・教育・人間の道・男女平等・

幸福・新・明・運動・真理・皇室﹂等の語

理・伝統・社会正義・人生・識見・子孫・

﹁実践・生命・正邪・世界連邦・平和・真

思想・革命・人類の幸福・経済その他﹂

があった︒

第一段から第五段の逐次理路整然たる講義
Ｉその節の主な発言ｌ
⑥﹃人生百年﹄︵今岡信一郎氏著︶﹄につい

あるとの提案が熱心に討議された︒就中

⑧何が何んでも新会員を増やす事が肝心で

用が効く様に柔軟性を持たせる事が大切と

と自細自縛に陥る虞多をあり﹂或程度︑応

以てすれば︑﹁規程が余りにも細かすぎる

が特に強調されているのであるが︑私見を

引続き古川教授の指導にて開催︒西村会

青年の多数参加獲得こそが必要なりとの

ての紹介があった︒

長よりも補足説明が開陳された︒殊に︑会

思惟されるのである︒

第３回１六月十一日︵金︶

長の言は熱を帯びて音吐朗朗︑﹃日本道徳

意見があった︒

この日は西村会長の司会にて開催され︑

道徳との差を如実に現わしたものと云うべ

れないとの言がある通りで︑法律の限界と

因に﹁親孝行をすべし﹂と言う法律は作

論﹄の緒言を一気珂成に朗読され︑場を圧

現在の新らしい﹁弘道会綱領﹂が出来上る

第４回１九月十七日︵金︶

までの詳しい経緯と裏話︑幹部の討論・試

しました︒明治十九年十二月帝国大学の講
﹁本邦東海の表に吃立し︑道徳を以て国を

案の解説がよど承なく述べられた︒

の功験此の如く其れ隆なり︒世間或は道徳

長︑現西村会長︑故木下広居副会長のお考

要之︑その根本精神に於ては︑野口前会

があった︒

もすぐ出来る簡単なる事例二・三の披露

⑩﹁健康法﹂についての卑近にして誰れに

Ｉその節の主な発言ｌ

を以て迂潤固順なりとし︑或は法律或は工

出席者全員首肯︒明治二十六年以来試案︑

えも皆同一根拠に立ってのものである事を

議室に於て演説した稿本であり︑即ち

定て︑国民皇室を奉戴すること二千五余

し︒

年︑国基の葦固なること天下比なし︒道徳

芸を以て之に代らんとする者あり︒思はざ
皇室の尊栄を増し国民の幸福を長ぜんこ

﹁忠孝・身命・国法・家・和・学・信・非

改正案の中に出てくる重要な言葉としては︑

⑤﹃歎異抄﹄︵暁烏敏氏著︶を勉強すべし

記﹄を熟読すべし︑との発言があった︒

仙先づ会員たる者は﹃日本書記﹄と﹃古事

るの甚だしき者と謂ふくし︒今日以後益を
とは︑道徳を棄てては他に求むくき者なか

・良心・健康・実行・合理化・信義・家・

道・食色・悪風・宗教その他﹂﹁皇室・法

に勉強︑出席者一同は会祖西村泊翁が日本

前回同様弘道会館一階会議室に於て熱心

第５回Ⅱ十月二十二日︵金︶

との示唆があった︒

アケガラス

るくくして︑余輩が斯道の為めに益を勉め

﹁国民道徳・実践・幸福・法律・政治・不

隣人・職・情・国益・秩序・美風その他﹂

ざるべからざる所なり︒世の有志者︑余の

り﹂

語を以て頑随の言と為さざることを望むな
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の文化蕊明期の先覚者たる事を改めて認識

①Ⅱ西村泊翁先生は森有孔・福沢諭吉・中

Ｉその節の主な発言ｌ

れたのである︒

岩波文庫﹃日本道徳論﹄の緒言と︑就中︑

村正直・西周・津田真道・箕作秋坪・加藤

を深くしたのである︒

吉田熊次氏の﹁解説﹂に基き︑西村会長は

六雑誌﹂を発刊して警鐘を乱打された︒

弘之の諸氏と共に︑明治六年八月に﹁明

時の総理伊藤博文とは犬猿の間柄にて︑博

し︒貫く思想は﹁武士道﹂の一言に尽きる︒

版もので古色蒼然としたものであったが

が︑二十数頁・ザラ紙妬酬×釦︑位の中

︵その実物の﹁明六誌﹂の披露があった

○Ｏ○○

二時間の長きに亘りて所懐を誰述され︑満

文は西村泊翁の説く処は新政府に益なし︑

紀念品としての価値充分︶後︑時の政府

し．わぷき

場水を打つたるが如くにして咳一つだにな

害あるの承との判断︵西村泊翁は文部大臣

に至った事は既に会員諸士の御承知の通

指弾するところとなり︑廃刊の止むなき

や

翁の﹃日本道徳論﹄を進言したるも︶によ

森有礼に日本の中学校の修身教科書として

りであります︒

曲折を経て第三代松平直亮伯会長は明治

下は︑現在日本の癌であるとの発言が多

伽Ｉ三越事件につき︑会社々長の道義の低

り翁の思いは断圧されたのである︒

四十二年に﹃泊翁叢書﹄第一集︑さらに明

たらちねの﹁母﹂︒﹁母﹂を尊敬しなけ

発︒

れば日本の家庭は崩壊するぞとの卓見︒

㈹

西村会祖は七十五歳にて長逝される迄︑万

員のバイブルとなったのである︒

治四十五年に第二集を出されて︑これが会

世一系の皇室を以て︑神聖万国に其の比を

多をある事の例を引用されての憤慨話︒

○Ｉ今の医者・易者には親切心が無い者が

②Ｉ西村会長の著書﹃健康法と長寿に就

見ざる所以を強調され︑西洋心酔主義者と
絶えず論争し︑明治廿三年には貴族院議員

の指圧による細胞の刺激が健康増進に重

て﹄が配布されて︑全身の骨︑殊に脊椎

︵昭和六・束大法ＮＨＫ・ＯＢ︶

要なる事を力説された次第︒

に勅選︑明治州四年には文学博士の学位を
西村会長は﹁歯﹂がお悪いのにも不拘︑

も授けられている︒

音吐朗皐月年の如き情熱を以て講義を終ら

た︒

千葉県東部支会が創立
九十周年式典を挙行

千葉県東部支会︵支会長石橋香峰氏︶
は去る十一月十四日山田町協同会館に於
て︑創立九十年式典を挙行した︒当本部
からは西村会長と古川理事が臨席した︒
同支会は明治廿六年に創立されてから
歴代の支会長並びに会員の並をならない
ご努力によって︑わが日本弘道会の維持
発展に多大のご貢献をされ︑現在なお会
員数四百二十名を数え︑本会支会中の簸
高の地位を占めている︒当日女子部をも
含め約七・八十名の出席者あり︑何れも
極めて熱心にして盛大に式典は執行され

を与えた︒

西村会長よりは式典に対する祝賀ご挨
拶と共に︑弘道会の将来の積極的運営方
針に就て力強い発言があり︑支会員各位
の末永い絶大な協力を切望され︑特に若
き世代の奮起を望んで会の将来の発展に
寄与されんことを要望して参会者に感銘

に四時半散会した︒

次で古川理事が﹁最近のヨーロッパ事
情﹂と題して最近二ヶ月に亘るヨーロッ
パ巡遊視察旅行の模様を数多いスライド
を用いて一時間余にわたり講演され︑一
同に多大な感銘と興味を与え︑大喝采裡

なお石橋支会長は大正十二年に本会に
入会後︑本部の特別会員または評議員と
して会勢拡大のために大いに活躍された
ことは感謝にたえない︒会員の老齢化に
伴ない︑平素︑ともすれば減少せんとす
る会員数の維持補充に昼夜を分たずご努
力あったことは勿論︑特にこの度の九十
周年式典を機として実に四十余名の新会
員の獲得に成功されたことは︑その八十
四歳のご老齢を思うにつけいたく感銘︑
感謝の言葉もない次第であった︒

（39）

普通預金

匿名氏殿︵東京都︶

日本弘道会

日本弘道会

一至同師年︑月日敬称略︑
１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

‑‑‑ へ ‑1

日本弘道会

"
東京
振替口座

4389347

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︺

○中西利理︵銘一ｍ︶波多野鈎一︵記三ｍ︶
橋本正智︵記−７︶小川基次︵記−５︶
菊沢まさ︵記−６︶大塚惟謙︵銘−４︶
秋山正三︵詔一ｍ︶松本秀夫︵記三５︶
吉田浩象︵記−３︶内村三郎︵記有Ｏ︶
古川清彦︵弱−６︶丸山幸治︵硲言６︶
湯川忠夫︵昭三４︶国府田悦︵記−５︶
橋本英一︵記一ｍ︶松下貞子︵記−３︶
梅崎光生︵記一ｍ︶米沢俊一︵記一ｍ︶
高橋新平︵記−４︶加納松子︵銘−２︶
田尻勝子︵記一皿︶田中外次︵昭一８︶

高橋吉隆︵記三６︶吉岡信︵詔−３︶

庄司藤太郎︵詔−９︶小出修己︵詑三３︶

︵以上一︑五○○円︶

諏訪荘一︵記−５︶高淵真典︵記−９︶
関野靖︵記−３︶半田千代松︵記−１︶

佐々井典比古︵弱三９︶古波津英隆︵記一皿︶

大野正二︵記−５︶︵以上三︑○○○円︶

岡田俊雄︵詔−５︶室伏武︵弱−２︶

︹千葉県︺

田中寿︵記一ｍ︶︵四︑○○○円︶

山本三四男︵詔−３︶︵以上一︑五○○円︶

松浦成子︵銘−４︶関谷正一︵記−３︶
小川雅一郎︵詔−５︶日野誠︵銘−９︶

︹埼玉県︺

後山長司︵詔−３︶︵三︑○○○円︶

︹京都府︺

斎藤兵一︵記三ｍ︶︵三︑○○○円︶
笠井正三︵記乏加︶︵四︑○○○円︶

︹山梨県︺

伊田勘三郎︵記三９︶小沢忠右︵銘−７︶
高橋善男︵昭一７︶︵以上一︑五○○円︶

永野常蔵︵詔−７︶鈴木亀之助︵記−１︶

森村武雄︵記−９︶山崎吉彦︵記−９︶
夜久正雄︵記−３︶平野弘道︵記−４︶

相良亨︵記−４︶柴田孝︵昭一ｕ︶

玉木か津子︵記−２︶角田米一郎︵詔−４︶

○山本現雄︵記三ｍ︶玉木拳さ子︵昭一２︶

︹愛知県︺

佐を木哲︵詔一ｍ︶︵以上一︑五○○円︶

原彦三︵銘一ｍ︶重城良一︵銘−４︶

岡田吉三郎︵記三１︶安瀬忠寿︵昭一８︶
上田政男︵昭一２︶

方山正夫︵記−３︶高木外夫︵記三９︶
︵以上一︑五○○円︶

中嶋誠︵師−９︶︵二︑五○○円︶

鈴木亮三︵銘一ｍ︶竹内佐一︵記−５︶

︵一︑五○○円︶

本間道雄︵記一ｍ︶木村健一︵昭一３︶

︹静岡県︺

︹大阪府︺

中埜又左エ門︵詔一ｍ︶︵三︑○○○円︶

田内竜治︵砺三１︶︵一五︑○○円︶
︹神奈川県︺

︵以上三︑○○○円︶

岡田良太郎︵昭一胆︶綾小路有恒︵昭一４︶
青山つや︵銘三３︶

小久保義松︵銘−７︶矢柴信雄︵記−３︶
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ご利用下さい。

高田秀雄殿︵富山県︶

(寄付金口）
神保町支店

〃

普通預金

491778

口座
番号

一自昭和師年９月鋤日一

｡ ■ ■ ■ ■ ■ 勺 ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ U ■ ■ ■

錫ご寄付者芳名

(寄付金口）
支店

金弐万円也
金五千円也

お 願 い

◎会費領収報告書

ご寄付金のお振込は下記ご便宜のところを

大島荘助︵弼一︑︶︵一︑五○○円︶
深田次男︵記−３︶︵三︑○○○円︶
︹兵庫県︺

︵以上一︑五○○円︶

田中修平︵昭一３︶平井光治︵詔乏ｕ︶
︹大分県︺

椛田信吾︵弼三７︶︵一︑五○○円︶
︹秋田県︺

︵以上一︑五○○円︶

藤原義明︵弱−３︶渡辺文雄︵昭三３︶

︹新潟県︺

高橋弥太郎︵昭一皿︶︵六︑○○○円︶
長谷川耕三︵諏一Ⅱ︶︵二︑○○○円︶
︹福島県︺

柴田司郎︵詔−９︶五十嵐徳雄︵詔−３︶
︵以上一︑五○○円︶

大塚友子︵銘−１︶︵三︑○○○円︶
︹富山県︺

︵以上一︑五○○円︶

高田秀男︵昭一３︶須垣久作︵記−９︶
︹山形県︺

堀直市︵印−７︶︵一︑五○○円︶

慾

︽＠﹁言葉のひろば﹂欄新設〆
恥

︶次号から﹁言葉のひろぱ﹂欄を設ける︶
︲咽り﹂欄を更にひろげて︑会員の皆様の意・皿

き﹂とにしました︒いままでの﹁会員だょへ
︵見交流の場として︑紙幅の許すかぎり成﹀

︑

︑

﹀るべく数多く掲載させていただこうとい︶
邪うわけです︒

速燕ってご参加して下さい︒

︾言﹂投稿のしかたは次の通りです︒︽

︑▽内容⁝：．誌評意見要望情報随へ
想旅行記善行紹介など︒﹄
︾▽用紙：：：郵便はがき︒

記して下さい︒﹀

﹀▽表記：⁝・住所︑氏名︑職業︑年齢を明︲叩

へ○

ｌｌｌ６日本弘道会事務局一

︽▽宛先⁝：︒〒Ⅲ東京都千代田区西神田３．．︲
︶

ます︒

︐恥▽其他．⁝：採否は編集局におまかせ願い︵

︺▽締切・⁝：特に締切日を設けません︒へ
︽

編集後記
○早いもの︑もう師走となってしまいまし
た︒何かと気ぜわしい毎日をお過ごしのこ
とと思います︒この一年間のご協力まこと
にありがとうございました︒

○日ごろ心に秘めた思い出などが︑ふと回

です︒そんなわけで今月は﹁今もなお忘れ

想されるのも何故か不思議とこの頃のこと

得ぬことども﹂をテーマに特集しました︒

新しく入会下さったご存知・源氏鶏太氏の

をお届けすることが出来ました︒

随筆をはじめ︑読みごたえある佳篇の数灸

○なお︑来春からは会員各位との触れあい

をより密にするため﹁言葉のひろぱ﹂欄を

新設することにしました︒本号狐頁のご案

ちします︒

内をご覧になって︑どしどしご投稿をお待

では︑どうぞ︑すばらしい昭和五十八年

をお迎え下さい︒︵渡辺︶

昭和五七年十二月五日発行年会饗一︑五○○円

昭和五七年十二月ろ日印刷定価二五○円

発行人西村幸二郎

編集人片山清一

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

東京都千代田区西神田三ノーノ六

発行所蝿掴日本弘道会

電話︵二六一︶○○○九番
振替口座東京四 四三一七

郵便番号一○一

片山清一著

目白学園女子短大教授

送料
｜○
︑○
○至
○円
Ａ５
５判
六六
○○
頁 頁頒価一︑○○
Ａ
判一一
円
毒○
円
二五
○円

道会理事の著者が多年の教育実践の経験から︑現代の道一

目白学
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文学博士古川哲史著四六版一九三頁頒価一︑五○○円華銅○円

東京大学名誉教授・亜細亜大学教授の古川博士が西郷南

四三二一

明治の精神蛾鯛輔環蕊簾憩羅蚤盤融

作︒

敬天愛人︑西南戦争異聞
批判家としての西村茂樹︑西村茂樹と維新の人物
元田永手覚書︑一夫一婦論者としての元田永手
明治末期の若い精神︑魚住影雄と和辻哲郎
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