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こと国家人類の将来をおもんぱかる一
すること

信教は自由なること︑迷信は排除こと
思考を合理的にすること︑情操を
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経済の倫理性を強調すること
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美しくすること
学問を勉めること︑職務を励むこ
と

教養を豊かにすること︑見識を養
うこと

自然の美と恩沢を尊重すること
資源の保存と開発を図ること

道義の一般的関心を促すこと

一善一徳を積むこと︑非理非行に教育の適正を期すること

財物を貧らないこと︑金銭に清廉
なること
家庭の訓育を重んずること︑近親
相親しむこと
屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期す
ること

信義を以て交わること︑誠を以て報道言論の公正を求めること

編集後記
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身を貫くこと社会悪に対し世論を高めること
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第八十一回日本弘道会総会式辞
昭和五十八年五月二十九日

会長西村幸二

私は会長の西村幸二郎でございます︒先づ初めに︑数日前の日本海を中心とした︑東北︑その他の各地に起き
た﹁津波﹂の被害者の方為に対し︑心から哀悼の意を捧げたいと存じます︒
ではこれより本日の式辞を申上げます︒

ご高承の如くわが﹁日本弘道会々館﹂は既に改築の必要に迫られて居りましたので︑先年来︑本会内に委員会

を設け︑研究を重ね︑それらの意見や︑又特に会の定款第四条に定めた弘道会の根本精神である︑道義理念を尊

重する旨をも附け加えて︑去る四月二十七日︑住友商事株式会社との間に﹁基本覚書﹂を締結致した次第でござ
いま︽３０

この﹁基本覚書﹂は所謂﹁等価交換方式﹂によって︑両者の提携協力を堅めたものでございまして︑この図で

ご覧のように︑現在のこの場処に︑北面して間口虹米︑地上８階の︑三方を道路に囲まれた﹁日本弘道会ビル﹂

と言う総延べ坪一︑五三五坪の高層建物を︑来る六十年一月竣工を目途として打ち建てることに双方合意した訳
でございます︒

この画でもお解り頂けますように︑ビル正面最上層に大きく﹁日本弘道会ビル﹂とだけ明示し︑弘道会は︑８

階︑全フローァー約蜘坪を使用し︑残りは一括して︑住友商事グループに賃貸することとなったのでございます︒
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外見上も道義団体たる当会に通わしい︑格調の高いビルとして︑こ生帝都のまつ只中に壮麗な姿を顕わすことと
なるのでございます︒

このような訳で︑本会としては︑画期的な企画を完遂することが出来得る運びにまで立ち至りましたので︑本

日の総会に於て︑皆様にこのことをご披露申上げて︑ご賛同をお願した次第でございます︒

実はこれと申しますのも︑本会としては︑創立以来歴代諸先輩の並灸ならぬご尽力とご苦心を賜わりましたた

めであり︑特に︑第三代会長松平直亮旧松江藩主の物質的精神的な恩沢の賜ものに外ならず︑その余沢に対し︑

皆様と共に︑改めて感謝の意を表し度いと存じます︒この胸像が第三代会長の松平伯爵でございます︒
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さて︑つらノ︑国内の現況を眺めますに︑時勢の激変と政治道義の頚廃︑暴虐非行の続発など世相の悪化は︑

恰かも世紀末の様相を呈しつＬあり︑私共会祖の流れを汲む会員はこの刻にこそ︑更に結束を堅め︑仮令﹁百年

河清を待つ﹂の嘆きはあったとしても︑日夜警鐘を乱打しつつ︑天下に同志を求め︑更に若き世代にこれを伝え

ることを常に怠ることなければ︑乱れた今の世の浄化も︑次第に︑促進せられることでありましょう︒他方﹁核﹂

の廃絶は︑遅狗として行われず︑依然として競合のために︑国際的危機を招きつ坐あることを思うにつけ︑吾々

会員は今や世界唯一の原爆被害国民として︑不携不屈の大勇猛心を奮起して︑右顧左蹄することなく︑飽くまで
○○○○○○○○○○○○○

中道を正々堂を開歩し︑新装なった完成後のこの日本弘道会ビルを︑一民族による世界制覇の恐怖もなく︑万民

挙って︑戦争なき生を誼歌し得る﹁永遠の平和と道義振興の殿堂﹂として︑より高く︑より雄をしく築き上げる
ことを悲願として勇往迩進しようではありませんか︒

皆様の今後の絶大なるご協力とご支援を心からお願申し上げて本日の式辞に代えさせて頂きます︒
ご静聴有難うございました︒
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西村茂樹全集第二巻は︑明治六年にはじまり︑明治三十五年

を中心として発達した古雅な大学町であるが︑アメリカ建国の

デソ市に滞在した︒ここは四○○年の歴史をもつライデン大学

筆者は去年の八月中旬から九月上旬にかけ︑オランダのライ

︹巻頭の言葉︺

に至る泊翁先生の言論百七十二篇を収載しており︑全部で一三

基礎を築いたピリグリム・ファーザーズが︑英本国をあとにし

哲史

六四・ヘージに及ぶ大冊である︒その中に明治二十六年に書かれ

てから北アメリカに渡るまでの十二ヶ年を過ごした土地でもあ

忍耐のすすめ

た﹃明治時代の道徳﹄という一篇も含まれているが︑この中で

存することはできないとし︑日本人の特性として忠孝信義勇武

去ったのは一六○八年のことであった︒彼らのめざしたのは︑

の他の人たちをいうが︑彼らが宗教的迫害をのがれて英本国を

ワー号によって北アメリカに渡ったピューリタン︵清教徒︶そ

ピリグリム・ファーザーズというのは︑一六二○年メイフラ

る︒

の外国人に汚辱せられざるも︑全くこの八徳の特性あるに由る

るまでに︑実に十二年に及ぶオランダ生活が介在したのであっ

た︒筆者はライデン市にのこる彼らの遺跡や遺物をたずねて彼

むろん︑自由な新大陸への移住であったが︑その目的を達成す

したがって国運を盛んにするためには︑右の特性を﹁益々暦

ったが︑たしかに泊翁の指摘したとおり︑この忍耐心という点

らの忍苦のあとをしのび︑うたた同情と畏敬の念を禁じ得なか

のであり︑もしこの八徳を失うときは︑日本人は国を保つこと

きて其力を強くする﹂ことがたいせつであるが︑それとともに

い︒その三は忍耐力が乏しい︒その四は軽繰である︒邦人が西

山形県の選挙演説では﹁おしんの郷里にふさわしい議員を選ぽ

であるが︑視聴率は五十パーセントを超え︑参議院選における

現在︑ＮＨＫテレビの朝の大河ドラマで﹁おしん﹂が進行中

において日本人は西欧人に劣るのではなかろうか︒

るｌそう泊翁ば反省している︒

る性質﹂に四つある︒その一は安逸を好む︒その二は眼界が狭

日本人の短処とは何か︒泊翁によれば︑﹁邦人の他国人に劣れ

また﹁短処を察して之を改良﹂することも大事である︒では︑

ができない︑と断じている︒

廉恥の八徳をあげている︒そして皇室の万世一統なるも︑国土

って国は立つことができるのであって︑特性のない国は永久に

アメリカにはアメリカの特性があって︑この特性あることによ

泊翁はフランスにはフランスの特性︑ドイツにはドイツの特性

川

洋諸国と対時することのできないのはこの四短があるためであ
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古

に出される少女であるが︑逆境にめげず︑それこそ﹁雨ニモマ

は︑山形県の貧乏な農村の出身で︑学校にも行けず子守り奉公

う﹂というようなかけ声すら聞かれたという︒その﹁おしん﹂

この原稿の執筆中︑ヨットスクールのしごきで戸塚校長が警察

ら︑どういう反響が彼らからあるか︑今からたのしみである︒

い︒しかし︑夏休みに児童生．徒のために再を放送するというか

時間帯の関係で︑右の﹁人﹂には児童生徒は含まれていな

に逮捕される事件が起こって︑世間の注目を集めている︒努力

ヶズ／風ニモ一︑ケズ﹂に生き抜く彼女の健気さに涙を流す人が
多いらしい︒﹁うちの母が大ファンで︑朝の８時お分からは︑

かかわらず入学志望者はなおあとを断たないという︒行き過ぎ

主義や鍛練主義の行き過ぎとも考えられるが︑校長の逮捕にも
つ

た努力主義や鍛練主義でも︑必要悪として是認せざるを得ない

テレビにかじりついて涙をポロポロこぼしてます﹂︵新人歌手・
つ畠戻ワシフら

森尾由美ｌ週刊カドヵワ第２巻第暫互というのは︑日本列島の津

筆者も勤めに出かける時間が遅いおかげで欠かさず見ている

洋浦浦に見られる朝のひとこまかも知れない︒

いう事情を抜きにしてヨットスクールのしごきを非難しても︑

場合があるらしい︒さきの無着氏の口吻をかりて言えば︑そう

ろうか︒

困るのはヨットスクールの生徒や彼らの親たちばかりではなか

が︑一つにはおしんが育った山形の貧しい農村と同じ情況が筆
しんの姉は紡績工場に働きに出て肺病をわずらい花のっぽみの

の指摘したとおりであろう︒この指摘は明治二十六年までの日

とにかく︑日本人が安逸を好承︑忍耐力に乏しいのは︑泊翁

LOノ

者の育った鹿児島の農村にもあったからである︒たとえば︑お

それで﹁おしん﹂を見ていると身につまされざるを得ないが︑

まま死ぬが︑そういう悲劇は筆者の周辺にも珍しくなかった︒

それだけに﹁雨ニモマヶズ／風ニモマヶヌ﹂おしんの快進撃ぶ

てよい︒

本人が対象であったが︑現在はそれよりも度が進んでいると見

﹃山びこ学校﹄の無蒜成恭氏は﹁ひとりの人間がどんなに努

︵本会理事東大名誉教授︶

りに拍手したくなるのである︒

力してもぶち破ることのできない〃壁″というものがある︒時

代の壁といったらいいかｌそういうものを抜きにして︑努力
ん″だろう﹂と警告しているが︑いわゆる﹁努力主義﹂や﹁鍛

主義や鍛練主義を売りものにしてしまったら︑泣くのは〃おし

か︒その反動として︑おしんの健気さに涙を流し︑おしんの快

練主義﹂が戦後の日本では余りに軽視されてきたとは言えない
進撃に拍手する人も多いのではないか︒

／ 戸 、

忍耐にっいて
忍耐心を欠いた若者たち

斎藤知正

マスコミを賑わせている昨今の世の有様を見るにつけても︑

手に入るようになっているのに︑それらの勢いと吊り合い

スピードも早くなり︑またガソリンも豊富にそして自由に

ものであるといえよう︒文明が進んで︑車の馬力も強く︑

うと︑暴走を抑止するためのブレーキが壊れているような

どうしてこのようなことになってしまったのか︑この先ど

れが欠損したままで放置され︑おまけに道路も整備されず︑

を保ちうるようにブレーキが強化されるどころか︑逆にそ

校内暴力とか家庭内暴力とかいったおぞましい言葉が︑

て憂慮することの多いこの頃である︒およそ一つの社会の

たら不思議という外はないであろう︒

交通規則もでたらめだというのでは︑事故が起こらなかっ

ういうことになるのかと︑世の中の来し方︑行く末につい
青少年の姿は︑その社会の将来の姿を予示するものとも言

えてまでその不満を発散させようとするような若者が増え

れてきたものである︒それらは何れも人間の欲望に対して︑

いうことは︑人間の生活にとって重要な不可欠のこととさ

洋の東西を問わず昔から︑忍耐とか克己とか節制とかと

欲望とその制御

えるので︑若者たちが心に不平不満をもつにつけて︑たと

てきたということは︑未来の空の一角に嵐の黒雲が湧き起

何らか一定の制限を加えることを意味するものであるから︑

えそこにどのような理由があるにせよ︑すぐさま暴力に訴

いのである︒

のが自然であるとも言える︒それにも拘らず︑このように

欲望の側からすれば︑こうした制限を受けるのを欲しない

こるのを見るような気がして︑まことに心おだやかではな
現場にあってこういう若者たちに触れている当事者たち

人情に逆らってまで︑それに一定の制限を加えることを良
しとしてきたことには︑それなりのより深い道理が自覚さ

からよく聞くのであるが︑最近の青少年は︑何事によらず
自分を抑制することができずに︑すぐさま外に向って爆発

れての上のことであったことは言うまでもないであろう︒

忍耐し我慢する力が弱くなっていて︑何かの不満があると︑

させる傾向が強いというのである︒これは自動車の例で言
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およそ人間の欲望というものは︑これを放置して置けば︑

いう言葉がそのことをよく示している︒

こうした欲望に対する制限・否定が︑自然的な原因に由

負・順・痴の三毒

合には︑本能としての欲望に一定の限界を与える自動制御

無制限に膨脹してゆく傾向をもったものである︒動物の場

つけられた欲望はそれに対してしばしば腹を立てるもので

来するもの︵例えば自然的災害のような︶であっても︑傷

あるが︑もしこの制約が︑人為的な原因から生ずるものと

装置が︑生体のメカニズムの内に自然にそなわっているが︑
誉欲・快楽欲といった特に人間的な欲望であればあるほど︑

考えられるような場合︑欲望は︑この邪魔ものに対する怨

人間の欲望︑特に動物にはないような営利欲・権力欲・名
自然のままではおさまりのつかない無限界的な膨脹力をも

恨憎悪に根ざした怒りに変身するのが通例であると言えょ

は物理的制限であり︑これはそうしたいと思っても︑事実

の二種類のものがあり︑それ以外にはないのである︒第一

る︒この第一の貧に続いて順が挙げられていることについ

間の善根を毒害する根本的な煩悩として戒めているのであ

それは貧欲と順志と愚痴との三つを数え上げて︑これを人

仏教で負・眼・痴の三毒ということを言うのであるが︑

曇気ノ︒

ったものなのである︒

上不可能であるという条件である︒第二の条件は道徳的規

ては︑前に分析したように︑負欲が否定せられると︑それ

こうした欲望に限界を与え得る条件としては︑一般に次

べきではないという当為の命令の形でなされる制限である︒

制である︒これは事実上なし得ることであっても︑そうす

身悶えして反撃に出てくるのが通例であると言えよう︒欲

限らない︒多くの場合︑欲望は静かになるどころか︑逆に

きざまを︑その最も根源的な深層から突き動かしている根

めて緊密な裏腹の関係をなしながら︑人間のさまざまな生

望と怨念や怒り︑更に言えば︑愛と僧とは︑このように極

踏まえた上での教説であるように解せられる︒負と順︑欲

た負欲であるという︑両者の内的な関連についての洞察を

望は自己を否定する外的制約を︑逆に否定し返えすことに

深い情念であると言わなければならない︒人間の世界にお

が順志に転ずること︑したがって順患とは︑裏返しにされ

よって︑自己をあくまでも肯定してゆこうとする執念を有

人間の欲望がこのような制限を受けた場合︑欲望はその

している︒抑えられた欲望は︑排気口を塞がれた蒸気のよ

て来たる源を尋ねると︑結局は人間の負と眼と︑そしてそ

けるさまざまな対立・葛藤・苦悩の動乱の姿も︑その由っ

まますなおに︑この与えられた限界内に静かに止まるとは

のようなもので︑要注意のしろものである︒古来︑諺憤と

うに熱気を帯び︑しかも陰にこもって内攻する乱気流の渦

ワｊ

︑︲ノ
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￥生畠ノｏ

れらの元をなす無明の愚かさ︵痴︶に由来するものと言え

らかに落ち着け︑腹患の念を起こさないことと説かれてい

が︑それは苦難や侮辱や迫害に対して忍び耐えて︑心を安

は耐怨害忍であり︑怨敵をもあわれむこと︒第二は安受苦

る︒この忍波羅密は更に次の三つに分けられている︒第一

この愚かで危うい人間に対して︑昔から忍耐ということ

忍で︑寒熱などを忍ぶこと︒第三は無生法忍︵或は諦察法

にんにく

の大切さが教えられてきたのであるが︑この教えに従うこ

忍︶で︑諸法の不生不滅の実相の道理を明らかに洞察して︑

忍耐の徳・仏教における忍辱の教え

とによって︑人間は身を亡ぼす危険からも守られ︑人の世

心に妄動のないことである︒前に欲望を阻止する外的原因

が︑こＬで第一に挙げられた耐怨害忍は︑人為的原因によ

も無用の争いを回避して︑平和のうちに安心して暮すこと

る阻害に対する忍の場合であり︑第二の安受苦忍は︑自然

に︑自然によるものと人為によるものとを区別しておいた

この忍耐ということは︑先ず一般的には︑自己を抑制し

的な原因にもとづく阻害に対する忍の場合であると解する

ができるようになったと言えよう︒

のを我慢するといった場合のように︑欲望を満たそうと思

我慢と忍

ことができよう︒

調御する一つの心術であると言えようが︑それは欲しいも

をあらしめる自己制御の働きを言うよりは︵この場合には

えば満たし得る順縁のもとにありながら︑その欲望に節度

るという逆縁のもとで︑そこに感じられる苦痛や憤癒を堪

むしろ自己の欲望が何らかの外部的条件によって阻止され

の一つともいうべきものである︒それが忍耐と同じような

慢︶の一つとして︑我を侍んで心の馬る煩悩という︑悪徳

もと仏教の用語であり︑四慢︵増上慢・卑下慢・我慢・邪

れているものに︑我慢という言葉がある︒この言葉はもと

ところでこの忍耐とほとんど同義語として一般に用いら

えて︑平静さを保持せしめるような徳であると言えよう︒

意味で用いられるときには︑もはや悪徳どころか︑美徳の

忍耐と言うよりは︑節制と言う方が通例だと言えよう︶︑

御し︑怒りのような盲目的で狂暴な否定的情動を鎮静させ

怨恨や憎悪のような内攻的に屈折してひねくれた情念を調

一つに数えられるものと言えよう︒同じこの我慢という言

何によってであろうか︒思うにそれは︑この我慢の︑我を

葉が︑このように悪い意味から善い意味へと転じたのは︑

侍致我を張る意力の強さによって︑苦痛や怒りといった堪

なければならない︒

仏教においては忍辱ということが︑菩薩の行としての六

ることは︑心術としてはより一層困難な自己調御法と言わ

波羅蜜の内に︑第三の忍︵辱︶波羅密として説かれている
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対してより肯定的な価値が認められるに至ったものと解す

え難いものを堪えることができるということから︑我慢に

頭だけの知ではなく︑身心一如の行智という︑全一的な智

のであり︑またそこに現成する智は︑肉体の働きを離れた

認とは︑真理と一体となる体認としての認識というべきも

発せられた自力的な作為であるのに較べて︑忍は我を含み

このように我慢ということが︑我に固執し︑その我から

であると解することができよう︒

ることができよう︒

ところでしかし︑このように我慢ということの積極的価
し得ないものが残るような気がする︒というのは我慢とい

ながらも︑それを遥かに越えた真如に帰入し随順しながら

値が認められうるとしても︑そこにはなお手放しには容認
うことには︑自力にのゑ依拠して︑無理やりに突っ張って

かさがあると言えよう︒それは自力的な倫理的努力の世界

生きてゆくところに開かれる︑天真なるままの静けさ安ら

をも越えて︑宗教的な信智によって開かれた自在境と言い

いるような硬直したものが感じられるからである︒つまり
うな不自然な何物かである︒これでは一時的にはよいかも

強情我慢とか︑痩せ我慢とかいった言葉に示されているよ

俗に﹁金の世の中﹂と言われ︑学者によって﹁経済の時

忍の教えと現代人の慢心

うるものである︒

代﹂と規定せられた近代という時代は︑欲望を解放するこ

この点で︑忍という字によって表されていることの方が︑

しれないが︑永続きがしないことになる︒

ものと言えよう︒そこには作意の跡方も消えて︑ごく自然

この我慢とは較べものにならないような深い奥行きがある

え盛り荒れ狂っている時代でもある︒欲望の解放は︑その

なった︒それ故またその反面︑人の心の内に眼志の炎が燃

極ついには暴力の解放にまで達したと言えよう︒そして事

とによって︑世を挙げて貧欲の洪水に押し流される始末と

きものは︑前に忍について三つのものを区別している中で︑

な安らぎと柔軟さ静けさがただよっているが︑同時にその

第三に挙げた無生法忍ということに示されている︒この言

こＬに至って初めて︑これまでの歩みを省ゑて︑何か重大

奥にしんの強さがあると言える︒この忍の深義ともいうべ

葉の意味は︑無生の法理の認証ということで︑一切の諸法

ともに蝕まれる結果となった︒しかもこの中毒症状を癒す

びれてきた日本人は︑文字通り負眼痴の三毒によって身心

戦後民主主義という美名のもとに︑解放という麻薬にし

な落し物をして来たことに気付き始めたと言える︒

仏教で忍という言葉を用いるとき︑それは忍ぶ︵耐える︶

に安住することである︒

が空であり︑不生不滅であるという真如の理を認め︑それ

ことと同時に︑認めるということをも意味している︒この
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る︒この頃になってようやく︑この増長した慢心にもその

ると言われてきたように︑ものごとの勢いというものは︑

限界が見えはじめて︑その結果︑忍ということについても

行くところまで行かない限り︑なかなか転じ難いものであ

解放せられた欲望は︑権利という名の御墨付を受けるこ

ことのできる解毒剤は︑これまでむしろ軽侮せられ追放せ

とによって︑その欲心は慢心にまで増長せしめられたので

るのである︒

いくらか聞きいれられ得る兆しが現れてきたように思われ

られてきたと言えよう︒

＃ある︒この慢心にまで昇格するに至った欲心に向って︑忍

︵駒沢大学仏教経済研究所研讃員︶

ということの真実義をいくら語って聞かせても︑恐らく容

Eニコ

易には耳に入らないであろう︒昔から陰極まって陽に転ず

人生の目標と忍耐

ーア

私は思う︒このようにしきりに思うようになったのは︑私

たという一種の満足感を持ちえたら幸なことであろうと︑

け︑自分の人生もまたここに終るべき時であると入水した

た話がある︒一門とともに戦いつづけ︑一門の没落を見届

死なれた光源氏が︑もうこれ以上この世に生きていても︑

る︒このような人間像をえがき出した﹃源氏物語﹄や﹃平

の世の生涯のある完結を思いつつ︑この世を去ったのであ

光源氏も智盛も︑内容はちがうが︑それぞれ︑自分のこ

この世の自分の人生にとって何らプラスするところがない

り︑一種の満足感をもってこの世を去りたいと思っていた

家物語﹄の作者たちも︑自分なりのある完結した生涯を送

のであろう︒それがこのような人間像を創り出すことにな

と見きわめて︑自分のこの世の人生を味いつくしたと﹁見
﹃平家物語﹄には︑壇ノ浦で平家の敗北が決定的になっ

ったのであろう︒私は昨今︑この﹁見はてて﹂雲隠れした

はてて﹂︑雲隠れ︵出家︶した一鮪がある︒

﹃源氏物語﹄に︑栄華をきわめた後︑最愛の妻紫の上に

話である︒

﹁見るべき程の事は見つ︑今は自害せん﹂と入水して行っ

一

がすでに初老といわれる年令に達したからであろうか︒

生涯を終る時に︑自分なりのある完結した人生を送り得

良

た時︑最後に︑この平家の没落をしかと見届けた平智盛が
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相

う満足感を以て人生を終りたいというのは︑私一人のもの

くひかれる︒自分なりにある完結した人生を送り得たとい

光源氏に︑﹁見るべき程の事は見つ﹂と入水した智盛に深

かけがえのない仕方において送りたいという願いには切な

はりかけがえのない私であり︑かけがえのない私の人生を

のものとすることも出来ない︒そのような有限な私も︑や

ことなど出来ない︒この宇宙の願わしいことのすべて己れ

問題は︑この宇宙の︑この世の一隅に︑私としてのかけ

るものがある︒

でなく︑古人もまたそうであったと思われてならない︒
このようなことは︑初老の者の云うことであって︑若い
人為には理解してもらえないかもしれない︒無理に︑今︑

ことである︒

がえのない人生を︑どのような仕方において送るかという

研究者のはしくれ︑教師のはしくれとして生きて来た初

理解してもらおうとも思わない︒だが︑昔の人もそのよう
なったら︑そのようなことを思うようになるかもしれない

老の私には︑自分の人生のをどのようなものとして終らせ

なことを考えたということを︑そして若い人もある年令に
という程度でもよい︑心のどこかに記憶しておいてもらい

るかという方向は︑少くとも外的には︑もうきまってしま

私が気になるのは︑まだどのような人生を送ろうかとい

完結にもち込めるかということだけである︒

っている︒問題はその方向において︑どれだけの私なりの

たい︒

以上は︑﹁忍耐﹂について何か書くようにといわれて︑

うことを決しかねている若い人々のことである︒いわば人

筆をとった文章の書き出しである︒私には︑人生には忍耐
いし︑説教する気もない︒私にとって︑忍耐とは一体何で

が必要であると︑道徳家として若い人に説教する資格もな

である︒人生の自分なりの目的目標を決めることは大変な

生の自分なりの目的目標をきめかねている若い人々のこと

的に忍耐心が生れてくるはずである︒自分なりの人生の生

自分なりの人生の生き方がきまってくれば︑そこに内発

らないかもしれない︒

るいは目標を決める前に︑人生の意味が問われなければな

ことで︑それが決められないことにあせる必要はない︒あ

のが︑右につづった昨今の思いである︒
︑︑

あろうかと執筆の依頼をうけて考えている内に浮んで来た
︑︑︑︑

人生を︑自分なりの︑ある完結したものとして終りたい
ならば︑やはり忍耐が必要だな︑という思いである︒

×××

一隅に︑ささやかな一人の人間として生きているものであ

き方をきめることは︑ある限定を与えることであるから︑

われわれは︑この宇宙の︑せまく云ってこの人間社会の
る︒全知全能な神でない私がこの宇宙の真理を知りつくす
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こと︑耐えなければならないことが多々現れてくる︒また

限定した生き方を貫く為には︑切りすてなければならない

でも手にするということになろう︒今の一瞬の燃焼以外に

ぱ︑だから今やりたいことを何でもやる︑ほしいものは何

の人生観である︒この立場において忍耐などという言葉は

不用になる︒それもよかろう︒しかし︑このような生き方

人生はないというこの考え方も︑それはそれなりに︑一つ

をする人は︑その生き方に責任をもつべきである︒明日以

﹁ほしがりません勝つまでは﹂という言葉が流行したが︑

ほしいものを我慢することは︑この場合︑勝利という目標

それに耐える心が内発的に出て来るはずである︒戦時中︑

があってのことであった︒目標がないところに耐える精神

決意がなければなるまい︒

後の人生があった時に︑後悔しないというはっきりとした

私は道徳家の如く忍耐を若い人々に説く前に︑若い人為

は生れようがない︒

いそぐべきことではない︒しかし決意する時がなければな

決意することは容易でない︒それは一面において︑決意を

この宇宙の一隅に自分なりにどう生きるかということを

人生の目標を決めつつも︑なお動揺をくり返すのが人の

らない︒若い人々は︑この決意の時を求めて生きるべきで

とともに人生の目的目標を考えることが先決であると思う︒

換はいけないとは云えない︒しかし︑﹁石の上にも三年﹂︑

山下富美代

︵東大名誉教授︶

いところに忍耐を説いても︑それは説教に終る危険がある︒

そこから生れてくるべきものである︒この根本の姿勢のな

自分の人生を見つめることを期待する︒忍耐心は内発的に

忍耐は大切である︒だが私は︑それよりも︑若い人々が

ある︒

常である︒それももっともなことである︒一概に︑方向転
﹁持続は能力である﹂等々の古人の金言もまたあることを
思い出しておきたい︒

いずれにしても︑今という日を︑自分の一生における一
鮪として位置づけ︑今に対処する必要があるであろう︒
一生を時間的なある長さにおいて考えるのは誤りであり︑

人間何時死ぬかわからぬという考え方もある︒それによれ

今︑求められる忍耐とは何か
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を占め︑年令的なピークは十五

十六歳であるが︑最近で

六年生から生じる傾向が示されている︒また︑登校拒否

は女子にも増加例がみられ︑年令的にも早い場合は小学五

八問題行動と耐性Ｖ

例の﹁戸塚ヨット・スクール事件﹂の報道で︑登校拒否

的な子どもたちに発生しており︑その中心年令もどんどん

学校に行かせようとする︒たとえば︑何回も説得をする︑

しかし︑親は心配のあまり︑あれこれと策を練り︑何とか

しては︑本人自身にもかなりの焦りや不安は抱いている︒

登校拒否の場合︑長期にわたって欠席していることに対

との関連性が高いことも指摘される︒

や家庭内暴力に悩む家庭が実に多いことを改めてお感じに
なった方も多いと思う︒こうした問題行動は︑何も特別な

ローティーン化していることが注目される︒そこでまず︑

学校の担任教師に来てもらう︑友だちに迎えに来てもらう

子どもたちだけに発生するものではなく︑ごく普通の平均

耐性を登校拒否や家庭内暴力等の問題行動との関係から考

らせ︑結果的には暴力的な行為を誘導することになる︒特

等々︒だがこうしたことは子どものイライラ感を一層つの

えてみることにしよう︒

稲村博氏は︑その著書﹃親たちの誤算﹄︵朝日出版一九

いが︑これは多くの家庭が父親は仕事中心で物理的にも心

にこうした場合︑暴力の対象が母親に向けられることが多

八一︶の中で︑﹁家庭内暴力は父性の欠如︑母性の過剰と
いう家庭環境で︑小心で過敏な性格傾向の子が︑ちょっと

理的にも父親不在という状況にあること︑母親は父親の分

子どもにとっては挫折したイライラ感をぶつける相手と

家庭内暴力がどういうものかは特に実例をあげるまでも

した挫折によっておこしやすい﹂と述べている︒

して︑自分に干渉する親を選択するのが一番手っとり早い

多いことによる︒

の中でしか暴力をふるわないこと︑他人が家に来たときは

まで子どもにやかましく干渉するか︑逆に甘やかすことが

暴力はふるわないことなど︑家の中と外︑家族と家族外と

の相手である︒一度︑暴力が現出するとその傾向はますま

し︑攻撃性を爆発させるには体力的にも非力な母親が格好

なく︑﹃積木くずし﹄などのテレビ・ドラマ化などを通じ︑

いった区別が実にはっきりしていることである︒これは暴

衆知のことと思われるが︑大きな特徴は︑名前の通り家庭

力をふるう本人の心理の中に家族という意識が何か強い作

教育の偏差値価値主義などが強く影響していることは否定

背景には現代社会の物質主義といったものや︑現代の学校

すエスカレートしていくことになる︒もちろん︑こうした

家庭内暴力をふるう子どもの男女比は︑昭和五五年の総

用を及ぼしていると考えられる︒

理府の全国調査の結果では一︑○五一例中︑男子が約八割
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は︑挫折に際して耐える力︵忍耐力︶の弱いことが指摘で

できない︒しかし︑何といっても︑個人の側の問題として

同一方向への跳躍を反復する固執行動が承られる︒これを

ネズミに電気ショックを与えて強制的に跳躍をさせると︑

は跳躍台にうずくまってしまうが︑この台に電流を通じ︑

者が解決できるように助力をしても︑いつまでも無意味な

口なし﹂といった日常生活の中で認められる︒たとえ第三

実験神経症と呼んでいるが︑この種の固着的反応は︑﹁出

きるのではないだろうか︒
八忍耐とは耐えることかＶ

解決様式をくり返すわけで︑これは明らかに不適応行動で

では︑耐える力︵忍耐力︶をどう捉えたらよいだろうか︒
﹁銀難汝を玉にす﹂という諺は︑人は多くのつらいこと

ある︒

こうした例からも明らかなように︑度重なる困難や辛苦︑

しこれを貧乏や病苦などのつらいこと自体が直接立派な人

欲求不満が必らずしもそれに耐える力を養成するとは限ら

を乗りこえてこそ立派な人物になれるという意味だが︑も

る貧困や病苦は︑多くの場合︑人をいじけさせ︑歪めてし

物を作りあげると考えるなら間違いであろう︒長期にわた

るかできないかということは︑生まれつき衝動的であるか

ない︒しかし︑耐性が高いか低いか︑すなわちがまんでき

りは︑出生後︑子どもがどのように扱われてきたかという

活動的であるかという気質的側面によってきまるというよ

まう︒だが︑貧乏にもめげず︑病苦にもうちかち︑肉親を
くやしいこと︑悲しいことに耐え︑一つの問題に前向きに

失った事態からも立ち直ろうとするときこそ︑つらいこと︑

立ち向かおうとする力が発揮されるのであり︑そこには何

て︑そのような意味からは︑小さな時から同年令の子ども

たちの中で︑お互いに自分の要求をぶつけ合い︑また︑あ

経験の仕方によってきまると考えたが方がよい︒したがっ

らゆる面でそれを受入れられたり︑認められたりしながら︑

心理学の実験に次のような例がある︒ネズミを使って弁
別学習をさせるのだが︑白丸のカードを選択して跳躍台か

らかのよい結果ｌ将来への約束ｌが期待されねばならない︒

ら飛ぶとカードは倒れて餌が与えられる︒だが︑黒丸のカ

つことが大切だといえる︒このようなフラストレーション

自分もまた︑人にゆずったり︑がまんしたりする経験をも

場面を経験していくプロセスの中で︑欲しいと思ってもそ

ードの方に飛ぶとカードは倒れず︑跳躍台から落下すると
今度は正しい反応をしても餌を与えずに︑失敗反応と同様

ロール︶や︑何かをやり始めても途中のいろいろな障害に

の気持をコントロールすることのできる力︵セルフコント

いう仕組象になっている︒この弁別学習を完了した後で︑

ラストレーション︶を作る︒このような状況では︑ネズミ

に跳躍台から落下させてしまうという欲求阻止の状況︵フ
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ていく能動的な力が養われていくと考えられる︒

くじけずにがまんできる力︑時には積極的に障害を克服し

心理的緊張は高いものと想像される︒年長児童の場合も︑

こと自体が大きなストレスとなる︒特に幼児や年少児童の

数年間にわたる集団生活の中でさまざまな失敗や挫折感・

屈辱感を経験してきており︑転校や進学などの条件が加わ

このように︑耐える力︑忍耐とは︑ただひたすらがまん
する︑耐え忍ぶといった受動的な意味合いだけではなく︑

ることによって不安感や緊張感はさらに増大するのであろ

新しい環境にどれだけ期待を持てるか︑子どもの心的耐

ろう︒

適応性︑適応力につながる柔軟な行動力と考えるべきであ

登校拒否という行動がおこるには何かしらのきっかけと

性がどれだけあるか︑周囲の者がどのような援助をするか

力である︒

う︒彼らにとっても保護や慰めが得られる家庭は大きな魅

なるような経験があったと考えられる︒特に幼稚園児や小

八親の態度と耐性Ｖ

学校低学年までの子どもに染られる登園︑登校拒否には︑

に耐え︑それを乗りこえていくことが可能となる︒

などによって︑子どもは自分たちの重大な課題やストレス

ところが今日の一家庭あたりの平均子ども数はせいぜい

一人か二人である︒加えて母親の家事労働は電化によって

きわめて省力化され︑子どもに向けられる時間はたっぷり

とある︒いきおい︑子どもへの過干渉・過保護といった態

klDノ

先生に叱られたとか︑仲間の子どもにいじめられたという
直接的な経験が主な原因になっていることが多い︒これに
対して︑小学校高学年以上になると︑個人的・内的な要因
が主な原因となってくる︒たとえば︑転校とか学年が変っ
て担任やクラスメートも変わり︑以前のような評価や友人
関係が得られなくなると子どもは劣等感や孤立感を強め︑

ると︑家庭に逃げこ桑︑自分の殻に閉じこもりがちになる︒

子どもの問題は子ども自身で解決すべきだという態度で︑

度がとられやすくなる︒親が子どもの問題に手を出しすぎ

ソシオメトリック・テストという交友関係を調査する方

親は子どもを暖かく見守ってやることが子どもの独立心・

それが引金となって登校拒否におちいっていく場合がある︒

法を使って︑登校拒否児が学級内でどんな立場にあるかを

自立心を育てることにもなる︒だが︑残念ながら︑千例の

シ勾〆Ｏ

底自分の力では及ばない︑手にあまるようになると︑他力

は到達し得ないようである︒そして︑問題が深刻化し︑到

谷にわが子獅子を突き落す親獅子の心境には多くの親たち

調べた結果によると︑孤立児が約四二％も占めていたとい
母親の保護の下に安定した快的な状態で過してきた子ど
もにとっては︑家庭という温床から離れて他の集団に入る

／ 司 戸 、

てくる︒こうしたことを何度か繰り返していれば︑それが

習慣的に固定され︑その結果︑その要求を満足させる他の

本願・他者依存的となり︑しかるべく﹁根性﹂を鍛えあげ
てくれる所を求めて右往左往し︑送りこんだ後は責任はも

対象や仕方は選択されにくくなるから︑ある特定の行動の

にしがみついて抵抗する︒ついに親も根負けして︑はから

ッドから起きてこない︒いくら起そうとしてもベッドの枠

型だけが頻繁に示されることになる︒登校時間が来てもベ

う自分たちにはないと考える︒これは大いに反省すべきこ
とではないだろうか︒

ずも学校を休むことを黙認した形になると︑次の朝も同様

八耐性をどう養うかＶ

とかく︑日本人は﹁根性﹂とか﹁精神修養﹂﹁鍛練﹂を

鍛えるということは︑時には必要なことであろう︒しかし︑

経験し︑それを乗りこえていくプロセスの中で﹁根性﹂を

や進学塾などで行っている突貫精神やス︒︿ルタ方式による

いく方法である︒このような表現をとると︑一部の学習塾

せ︑強制的にでもそれを繰り返し反復させ︑習慣化させて

いうことはない︒たとえば︑ある行動を規律や規則に合わ

だからといって︑このような行動の型を変えられないと

な行動をとるということになる︒

重んじる風潮がある︒事実︑﹁耐性﹂は脆弱な身体や依存
心の強い甘えの精神とは両立しない︒したがって︑特訓や

いつも﹁難難﹂そのものが﹁耐性﹂を作りあげるわけでは

強化合宿などによって︑多くのつらいことや苦しいことを

ないことは前述したとおりである︒

である︒特別の場や特殊な訓練だけが﹁耐性﹂を作りあげ

なものではない︒むしろ﹁しつけ﹂と呼ぶべき性質のもの

るものではない︒日常生活という長い連続的なプロセスの

短期訓練を想像する方もいらっしゃるだろうが︑そのよう

は︑最初から一つだけに限られてしまっているというもの

大人だけではなく︑子どももまた︑多様な要求を持って

ではない︒数多くの可能性の中から一つだけの対象や満足

らも︑それらをのりこえ︑一つ一つの問題に前向きに立ち

中で︑いろいろなことに悩み︑苦しゑ︑悲しみ︑怒りなが

いるが︑それらの要求を満足させる対象やその満足の仕方

の仕方がしだいに選ばれ︑新しい行動の型として固定して

けなければならない︒それには忍耐強い努力がそれこそ必

て焦せることなく︑失敗や挫折から立ち直るまで見守り続

は親は子どもと共に根気強く︑一貫した暖い態度で︑決し

向う態度の養成もまた︑﹁耐性﹂なのである︒その意味で

いき︑それがその子どもの行動の一貫した傾向となり︑性
格となっていくのである︒

たとえば︑ある要求がたまたまそのときの特殊な対象や
特定の仕方で満足させられたとしよう︒そうすると︑次の
行動の際にもその時の対象や仕方でやろうとする傾向がで
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賢次

要であるが︑親の忍耐強い態度を通して子の耐性もまた養われていくことを忘れてはならないだろう︒︵立正大学教授︶

大根めし随想
ｌ視聴者の立場からＩ

る︒そして﹁おはなはん﹂︵昭虹︶︑﹁旅路﹂︵昭哩︶︑﹁あした

﹁鳩子の海﹂︵昭縄︶までは一年間の連続ドラマであった︒

それが昭和帥年から年間２回︑６か月連続の２本立てと

こそ﹂︵昭９︑﹁信子とおばあちゃん﹂︵昭響などを経て

なり︑この年度は﹁水色の時﹂﹁おはようさん﹂が放送さ

毎朝８時妬分からの連続テレビ小説は﹁暦﹂だといわれ

昭和弼年の出来ごとは︑あれは﹁おしん﹂の放送された

いま︑茶の間にブームを呼びおこしている橋田寿賀子作

れている︒

﹁おしん﹂は︑昭和姐年放送の﹁鳩子の海﹂以来８年ぶり

訂・３．鋤北沢彪︑小林美七子主演︶で︑第２回が壷井栄

の家に生まれた女性の﹁女の一生﹂を描くドラマであるが︑

﹁おしん﹂は明治弘年︑東北地方の最上川上流の小作農

の一年連続物ということに癒るＩ︒

原作の﹁あしたの鳳﹂Ｉ︵昭諏・４．２←認・３．鋤渡

８時妬分からの放送と午後０時妬分からの再放送の両方を

今年４月から拓回にわたって放送された﹁少女編﹂は︑朝

日から８月Ⅳ日まで︵月←金︑午後６時から鋤分間︶︑﹁再

そして﹁少女編﹂︵小林綾子主演︶はこの夏休承の７月弱

歌合戦﹂と伯仲する成績である︒

合して︑︒︿−セント以上の高視聴率に達している︒﹁紅白

辺富美子︑長谷川明男主演︶︑そして第３回目が武者小路

作者がいづれも物故されていることに加年の星霜を思わせ

このように当初は作家の原作をドラマ化したもので︑原

︵昭認︶︑５回が川端康成原作の﹁たまゆら﹂︵昭３１︒

佐分利信︑荒木道子主演︶︒４回が林芙美子原作﹁うず潮﹂

実篤原作の﹁あかつき﹂Ｉ︵昭鍋・４．１←調・３．４

猿初憾獅子文六原作の﹁娘と私−１︵昭錨・４．３←

から︑今年で詔年目を迎える︒

ちな象に︑ＮＨＫの連続テレビ小説が茶の間に登場して

年Ｉということ漣癒るので健ある霞いか．

記憶が︑当時の茶の間のテレビに結びつくからであろう︒

る︒﹁思い出のアルバム﹂という人もいる︒それは過去の

︵１︶

堀

イー︽

庁ｆ

︑ｊ／

／Ｉ︑

々放送されることご承知のとおりである︒

また８月過日から加日にかけては︑﹁おしん番外編﹂も
放送される︒

これまで私たちは︑訓本以上におよぶ朝の連続テレビ小
説を視聴してきた︒

﹁娘と私﹂における父と娘の愛情︑﹁おはなはん﹂の潤

いけな姿や︑地元大江町の協力で組み上がっていく筏︵い

れ︑凍えながら雪原にたたずむおしん︵小林綾子︶のいた

かだ︶作りなどが紹介されている︒毎日五千人以上の入館

承に入れば︑見学コースを訪れる家族づれは一日一万人を

者が︑このビデオの前に釘づけされていくのである︒夏休

たくなる︒そしてすでに見たものは忘れられていく︒これ

テレビドラマも︑一回見てしまえばまた︑次のものを見

テレビジョンは一過性のものである︒

こえる︒﹁おしん﹂の人気は高まる一方であろう︒

も過去の出来事と結びつき︑記憶の中に鮮やかな影像をと

衣無縫な明るい行動力などＩ︑これらの諸作品健︑どれ

なぜここまで視聴者に愛されているのか︒視聴率︑パーセ

が普通である︒しかし︑その一過性に立つ﹁おしん﹂が︑

達な愛らしさ︑﹁雲のじゅうたん﹂︵昭邑のヒロインの天

は違った根深い真華さが感じられるようである︒

ついて︑何度か取材をさせてもらったことがある︒

の前作﹁となりの芝生﹂︑﹁夫婦﹂︑﹁おんな太閤記﹂などに

私は﹁グラフＮＨＫ﹂の編集長時代︑﹁おしん﹂の作者

︵２︶

その人気の秘密は何か︒

になる︒

ントといえば︑加軒の中七軒で﹁おしん﹂を見ていること

どめているが︑﹁おしん﹂の反響には︑どうもこれまでと
たしかに４月の放送開始以来︑﹁おしん﹂関連のキャラ
クター商品は日毎に売れ行きを高めている︒
﹁おしんこけし﹂︵一尺物八寸物︶を作っている山形県の

工房では制作が間に合わず︑朝店をあけると七︑八十人の
行列が並んでいるというし︑﹁のれん﹂も飛ぶように売れ
また﹁おしん﹂関係の催物も方々のデパートなどで行わ

ている︒

昭和４年︑京城生まれのこの作家は︑東京女子大︑早大

を卒業して松竹大船撮影所に入り︑シナリオ・ライター︑

れ︑番組で使用された大道具︑小道具︑パネル︑台本など
が展示されて人気を集めている︒さらにレコード会社から

この人が︑映画はさておき︑演劇とテレビの観客につい

を愛し︑テレビ・ドラマを知悉する作家である︒

劇作家として出発した人であるが︑心からテレビ・ドラマ

そしてＮＨＫ放送センターの見学コースでは︑今年一月︑

は﹁おしんの子守唄﹂が発売されるときく︒

山形県西村山郡大江町で行われた雪中ロケシーンが映写さ
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て︑明るいきっぱりした口調で語ったことが︑私の印象に

前者には比較的若い層が多く︑後者には年輩者層が多い

ように思われる︒とくに﹁おしん﹂の投書には︑封書の長

文のものが３割を占めているときく︒

いづれにせよ風雪に耐えつつ︑けなげに人生に立ち向っ

彼女によれば︑お芝居の観客は昼夜興行で一か月動員し

刻まれている︒

ても︑せいぜい十万人をこえることば少ないＩ．しかし︑

した稀有なドラマといえよう︒︒そして戦後調年間︑おび

ていく﹁おしん﹂拓回分の少女像は︑日本人の本質を刺戟

ただしい数のドラマが誕生したが︑敗戦とともに日本人の

テレビは大衆のものであり︑一本のテレビ・ドラマでも日

忘れ去っていた世界を︑これほど新鮮な形でとり出してく

本全国のお客様が見てくれる︒数百万人を動員することも
う︒そしてもっとも書きたい作品は？という質問に対して

可能であるｌだから﹁私健テレビ・ドラマを書く﹂とい

５月Ⅳ日︑﹁おしん﹂ファンの一人瀬戸山文部大臣は小

れたドラマはこれまでになかったと思う︒

﹁おしん﹂こそ︑彼女の待ちもうけていたもっとも書き

こども達によい影響を与えた﹂と謝意を表した︒

林綾子君を招待し︑﹁おしんの苦難に耐える姿は︑全国の

志摩半島の田倉︵たのくら︶家では︑灯店目の新店舗を開

、 ▲ ぜ ノ

ば﹁日本の近代女性史ｌ﹂と答えてくれた．

投入できる作品ではあるまいか︒

たい作品であり︑条件や規格にとらわれない︑全身全霊を

むろんドラマはドラマであって︑道徳教育の材料ではな

い︒しかしすぐれた作品のすそ野の拡がりの一つとして︑

﹁おしん﹂の人気の秘密は︑一言でいえば感動である︒

そしてその感動を﹁少女編﹂にかぎって分析すれば︑視聴

これは微笑を誘う話題ではある１．

︵３︶

ドラマのなり立ちとその時代背景を追ってゑる︒

では﹁おしん﹂﹁少女編﹂について︑視聴者の立場から︑

者は

１ドラマとして見る人を
２ドキュメントとして見る人倉

いた喜びの日︑当主仁︵ひさし︶︵高橋悦史︶の母おしん︵乙

昭和鎚年の早春ｌ・

の時代に生きた少女像を︑新鮮な驚きと感動でとらえるで

﹁おしん﹂をドラマとして見る人達は︑明治という過去

の二つに大別されるのではあるまいか︒

あろうし︑またドキュメントとして見る人灸は︑日本の近

スーパー﹁たのくら﹂の副社長でもある銘歳のおしんが︑

羽信子︶の家出で︑家中不安と心配に包まれている︒

しゑじゑと味わうことであろう︒

代史の一駒の中の少女の姿を︑自分の人生に照応させて︑

rlQ，

なぜトランク一つをもって突如家を出たのか？
新規開店にもともと不満であった彼女は︑仁へのあてつ
けに家出したのか︒それとも嫁との関係がうまく行かなか
重厚なドラマの発端である︒そして物語の展開の鍵も周

ったのか？

孫の大学生圭︵大橋吾郎︶は︑祖母おしんの部屋に残され

到にかくされている︒

去沢市の銀山温泉に向う︒

た一個のこけし人形から︑その行く先を直覚し︑山形県尾

ｌ死ぬ前に︑一度あの温泉町にいってみたいともらし

昼間の農作業のあとも︑薄暗い土間で純をなう父︑黙々

も出来ないわが身を嘆いている︒

と針仕事にはげむ母︒ゞ

七歳の春︑尋常小学校に通えると喜んでいたおしんは︑

貧しい農家の雰囲気が︑測食と画面から伝わってくる︒

一俵の米と引きかえに奉公に出される︒筏にのせられて最

上川をゆっくりと下っていく場面はとくに印象深い︒

大きく見開いた瞳に故郷の村をじっと承つめるおしんの

顔︑そして小山の上から彼女を見送る父親の姿１．

米一俵︑一年の年期奉公は︑明治如年の東北では珍しい

翌日︑圭に背負われたおしんは︑最上川上流の雪深い寒

まる︒そして奉公に行きさえすればくう一杯食べられると

だ指先きを息であたためながら︑広い廊下の雑巾がけが始

例ではない︒材木店では朝は暗い中に起こされ︑かじかん

村をたずねる︒そして崩れおちそうな廃屋の前で︑おしん

である︒それすら︑女中おつれの怒声に追いまくられて︑

聞いてきた食事さえ︑不良米に大根を刻象こんだ大根めし

た祖母の言葉を︑圭は覚えていたのである︒

おしんの生家であった︒

に︑世間の寒風は容赦なく吹きつける︒

ゆっくり食べるひまがない︒まだ七歳という頑是ない童女

はあふれる涙を拭いもせず雪中に立ちつくす︒この家が︑

こうして︑老女おしんの︑少女時代︵小林綾子︶への回

想が 始 ま る Ｉ ︒

しかしじっと歯を食いしばり︑けなげに苦難に耐えてい

く幼いおしんの︑なんと新鮮に美しく見えること︒

のふじ︵泉ピン子︶のほかに︑子供はおしんを入れて６人︒

害︑洪水︑早越︵かんばつ︶等の天災は︑数年おきに東北

方は磯鯉と災害の連続であった︒明治以後︑涙雨による冷

おしんは米一俵で年期奉公に出されたが︑当時の東北地

文字どおり︑貧乏人の子沢山で︑三度の食事にもこと欠く

を襲った︒おしんの生れた年︑明治弘年６月には三陸地方

家族は祖母のなか︵大路三千緒︶︑父の作造︵伊東四朗︶︑母

おしんの生家は貧幾の小作人である︒

有様︒その上祖母のなかはリューマチで︑機織りも子守り
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を津波が襲い︑謁年には霧雨冷害︑銘年には天明以来とい
年には︑イモチ病

の大発生で稲作は壊滅的な大打撃を受ける︒

われる大凶作が襲来している︒さらに
これでは︑小作農の生活は一たまりもない︒娘を年期奉
公に出す家︑製糸工場に出す家︑ばては東京︑大阪へ娘を
売る農家が頻出するはずである︒

しんは泥棒よぱわりされる︒

彼女が奉公に出る時︑祖母のなかがくれた五十銭銀貨を

しんは我慢できず︑吹雪の中へ飛び出していく︒

持っていたことが︑誤解を生む原因となったのである︒お

雪の山道を︑わが家に向って歩きつづけたおしんは︑飢

えと寒さで雪中に倒れる︒

そのおしんは︑脱走兵の俊作︵中村雅俊︶と︑それをか

くまう老人松造︵大久保正信︶に助けられ︑深い雪の中の

明治９年︑天皇の東北巡幸が終わると︑時の太政官は
﹁東巡録﹂を編纂する︒

山小舎で冬を送る︒

しゑとおるような雪の中︑山小舎の焚き火を中にして︑

その中で︑東北地方ではもっとも生産力が高いといわれ
る福島県でも︑耕地面積一町歩前後の農家は︑年収銅円か

かたかな︑ひらがら︑数字︑足し算︑引き算１．そして

俊作はおしんに文字を教える︒おしんは灰の中に字を書く︒

俊作によって︑君死に給ふことなかれの詩が口ずさまれる︒

円であるのに比し︑師円から闘円の経我を要している

俊作はおしんの心にもっとも強い影響を与える︒

ら

﹁何ノ暇アリテ芸業ヲ学上礼義ヲ講スルヲ得ンャ﹂と報告

窮状が記載されている︒福島県参事山吉盛典は︑
している︒︵﹁東北の歴史﹂下巻︶

俊作は日露戦争の脱走兵︑松造は息子を二○三高地で戦
死させている︒

旅順要塞の攻撃開始は明治釘年８月︒攻撃に当った第三

年代を迎えても︑東北の小作股

東北地方に鉄道が開通し︑電信が通じ︑学校が開設され︑

の生活は﹁東巡録﹂に誌された明治の年の頃とさして変化

軍︵乃木軍︶の死傷は将校以下一万五千八百六十余人︑第二

稲の新種が普及した明治

はなかったであろう︒ドラマの中で︑腹の子供をながすた

回四千八万八十四人１．総計喝万の参加兵員中五万九千

人の死傷者を出して詣年１月︑旅順要塞は落ちた︒その引

めに最上川の真冬の寒流に半身を浸すおしんの母親の姿が︑
まざまざと当時を象徴するようである︒
さて︑人は辛さには耐える︒

る︒﹁旅順に向うものは志気錯沈すること尚屠所の羊の如

き金となった二○三高地の攻略は師年廻月５日のことであ

く﹂と﹁機密日露戦史﹂︵谷寿夫︶は記している︒

しかし︑魂の屈辱には耐えられない︒

ある日︑材木店の帳場で一枚の五十銭銀貨が紛失し︑お
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ｌかわゆくぱ︑五つ教えて二つほめ︑三つしかってよき

人にせよ︒このような云い伝えの教育原理が︑そのままに

おしんは二度目の子守り奉公に出る︒
酒田の米問屋加賀屋である︒

生かされた画面である︒・

甘やかされた時代の中では︑耐えることがきらわれる︒

いる︒

ここでは師も弟子も︑愛情と尊敬と耐える心で結ばれて

ここでは世話人の話の行き違いから︑そんな子守りは頼
んだ覚えがないと若奥様に断わられる︒﹁雇ってけれ！﹂

とひたむきにぶつかるおしんの根性のつよさ︒病気の祖母

耐えることの否定のあとに来るものに︑今私たちは悩まさ

や幼い弟妹にひもじい思いをさせたくないという一心から
である︒おしんのまっかに力んだ頬に︑大奥様︵長岡輝子︶

れているはずである︒再びかく︒ドラマは道徳教育の素材

幸二郎

Ｊ
︵ＮＨＫサービスセンター音響効果室長︶型
く

私たちは︑もう一度﹁大根めし﹂を味わうべきであろう︒

るものである︒

ではないが︑すぐれたドラマは︑多くの示唆を与えてくれ

が心を動かす︒

おしんは子守りのほかに︑女中達のきらう飯炊きまでや
る︒苦労はたえないが︑彼女はここで二人目の師に会う︒

大奥様のくにである︒学校へ行けないおしんのために︑く
には算盤や九九のかけ算︑漢字の読染書きを教える︒
くにの愛情に満ちた根気のよさ︒

辛抱する木にゃ⁝⁝
︿わが母の訓え﹀
私のような明治生れの老骨には﹁忍耐﹂と言う言葉は日

み

﹁辛抱する木︵気に通ずる︶にや︑花咲き︑実がなり︑

き

り︑耳への響きも微妙な差があるように私には感ぜられる︒
か．ね

金がなる﹂

昔からの柔剣道の武芸から︑碁︑将棋の名人は云わずも

とも辛抱！辛抱！と︑しんぼうすることを厳しく教え
﹁辛抱﹂と﹁忍耐﹂との間には多少一三アンスの違いがあ

と何の訳も解らずへよく聞かされたものだ︒

頃は余り馴染まないが︑子供の時から家庭では母から何ご

村

こまれてきたため︑この言葉の方が︑馴染深く解り易い︒

○○○○

西

がな︑茶道︑華道から始まり︑尺八︑琴︑三味線の遊芸に

︑︑

して一生続けて血と涙の汗を流さなければ︑斯界の一流人

忍耐強い人とか︑よく働く人とか︒また仏語で﹁忍界﹂

﹁忍耐﹂はたえしのぶこと︒こらえること︑忍耐力とか

︵忍従の生活と言うが如し︒︶

﹁忍従﹂と云えば忍耐して何事にも従順であること︒

安穏なこと︒

として後世に名を残せない︒舞いや踊り︑さてはピアノ︑

至るまで︑昨今ではプロ野球の選手まで︑辛抱を繰り返え

バイオリンなどと︑舞曲の世界でも例外ではない︒昨今で

ている俗世間のこと︶

々の煩悩から脱け出ることの出来ない衆生の苦承に耐えて生き

しゃば

する世界︑即ちよく云はれる裟婆世界のこと︒︵つまり様

と言えば︑衆生の三毒を始とするいるノ＼な煩悩を忍受

○○○

は生れて三才児から墓場に至るまで何れも辛抱の積み重ね
○○

だとも言えるだろう︒わが国古来の亭主関白時代の妻の座
はすべてこれ辛抱の連続にあらざるなしだ︒

今は亡き今東光氏︵奥州平泉の管長で文士和尚︒瀬戸内

ぶこと︑がまんすること︑こらえること︑またそのさまで

ところが﹁辛抱﹂となると︑つらいことをじっとたえしの
ある︒

晴美のお師匠さん︶だったと思うが﹁人間長生きするだけ
た︒流石名言だと感心して今もなお忘れない︒

でも立派な〃一芸のうち″だ﹂と何かの本に書いておられ

歌舞伎の役柄の一つに〃しんぼう立役〃というのがある

︑︑︑

長寿と雌も生まやさしいものじゃない︒並み大抵の業で

︑︑

そうだ︒敵役の圧力をひかえ目に受けとめ︑忍耐が見せ場

︑︑

となる役のことで︑﹁寺子屋﹂の源蔵︑﹁千両職﹂の稲川な

的倫理の重んずるところ︑激しき欲望︑剃那的衝動を抑え︑

﹁倫理学上ではストア学派︑キリスト教等の禁欲克己主義

ると︑﹁忍耐﹂冨牙口８忍従ともいう︒とあって

さてここで最後に﹃大百科事典︵平凡社版︶﹄で調べて染

抱強い人︑若い人だわえ″と褒め言葉の香りが強い︒

︑

ない︒ちつとやそっとで目的は達せられない︒色々と考え

どがこれである︒がまん強い役で﹁お染久松﹂序幕の〃辛

かたきやらく︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

初めて一芸の仲間入りも出来るといふもの︒

辛抱し︑あれこれ工夫をこらして︑一生辛抱し続けてこそ
試象に﹁忍耐﹂と﹁辛抱﹂と言う言葉から来るデリケー
トな語感の受けとめ方の差を調べて承ると
﹁忍耐﹂は︑こらえる︑がまんする︑しのぶこと︒

一般に忍辱︑安忍︑通達の三義をいう︒もるノ︑の他か

側面とも考えられる︒勇が積極的に進取︑創業の徳である

苦痛不幸に堪え︑運命を甘受する情意の態度︒勇の消極的

にく

堪忍︑忍従︑忍耐︑など︒もと仏教語で六波羅蜜の一つ︒

らの侮辱などに耐え︑ゑづからの苦しみにも心を動かさ

○○○○

○

れることなく︑真実の道理を悟って︑心を安んじ︑心の

（23）

○○○○

に対して︑忍従は退いてまもる守成の徳である︒大困難に
堪える忍耐は︑その人格の偉大を語るものであり︑また逆
の徳が特に著しい︒﹂と説明してある︒

に大なる忍耐が大人格を鍛えあげる︒古来日本の女子にこ
これに依って︑これを見ればわが弘道誌としても︑今ど
きのあきっぽい何ごとにも忍耐しきれない若い人々に是非
○○０○○○○Ｏ

とも忍耐の徳をす入めるのが目下の急務であり責任である
じょうぜつ

とも言える︒
すさ

私のこの鏡舌も却って巷の庶民の方々の耳にも入り易く︑

§''一'"""'一""""" ー''"""ー'…

仮事務所移転のご案内

今回︑弘道会ビル改築のため左記の通り仮

事務所に移転いたすことになりましたので︑

ご案内いたします︒
記

仮事務所移転先

新住所︵Ｕ東京都千代田区神田淡路町一

２１４１６︵富士銀行神田

支店裏︶

︵電話︵湖︶三○八八︶

Ｆ＆Ｆロイャルビル︵２階︶

移転予定日昭和鎚年８月四日

期間昭和帥年１月末日まで

④最寄り駅からの所要時間

地下鉄ｌ丸の内線淡路町駅下車︑徒徒３分

地下鉄Ｉ都営新宿線小川町駅下車︑徒歩４分

地下鉄ｌ千代田線新御茶の水駅下車︑徒歩５分

国電ｌ御茶の水駅下車︑徒歩唱分
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昨今のように忌わしく荒桑きって︑気の狂った世相にあっ

毎号ご寄稿下さることになりました︒どうぞご期待下さい︒

請をお入れ下さって︑本号から新設の三フム﹁北斗星﹂に

ＢＳキャスターとして高名の入江徳郎氏が︑特に本会の要

永年︑朝日新聞﹁天声人語﹂の執筆者として︑また︑Ｔ

◇本会評議員入江徳郎氏が本誌コラム欄担当︒

検定問題を見事に解決した手腕が評価されたものです︒

教育局長から文化庁長官に起用されました︒困難な教科書

去る七月五日の閣議決定で︑鈴木勲氏が文部省初等中等

◇本会理事鈴木勲氏が文化庁長官に栄進︒

ては︑多少はお役に立つのではあるまいか︒︵本会女長︶

i朗報二つI

﹁衣食足りて礼節を知り︑倉庫満

の生活は貧しく︑どうにもならぬ貧

い︒ごく一部の層を除いて国民大衆

は狭く︑資源は乏しく︑人口のみ多

の中はゆかない︒﹁衣食足りてポル

りて礼節を知る﹂の言葉どおりに世

だが︑中国古人のいった﹁衣食足

ノを知る﹂ではないかと皮肉った人

の出典は中国の﹁管子・牧民篇﹂で

があった︒﹁諸悪の根源は貧しさに

乏国と︑国民の背に宿命的な貧乏感

ちて栄辱を知る﹂︒有名なこの言葉
ある︒また﹁漢書﹂の﹁食貨誌﹂に

のできる社会では︑人びとの欲望は

があればいろんな欲望を満たすこと

肥大し︑さらにカネを求め︑犯罪も

があるが︑ものの豊富な︑そして金

たしは新聞社の社会部記者をしたが︑

ある﹂といわれたもので︑戦前︑わ

︵れんじよう︶生じて争訟やむ﹂の言

さまざまな犯罪の中に︑生きるため︑

犯罪のかわりに︑遊ぶためのカネ欲

増える︒せっぱつまって食うための

しさ︑カネを持っていながらさらに

のなせるわざと痛感することが多か

金を持とうとし︑良心のブレーキを

書にもこの感が深い︒

失った人間など︒先日発表の犯罪白

った︒ところで日本人は︑戦後のめ

民的な貧乏感を背中からおろしてし

人間とはじつに複雑なしろもので︑

一筋純ではゆかぬ︒貧乏なら貧乏ゆ

えに︑そして小がねを持つようにな

に豊かな国になるためには礼節と栄

日本人の消費生活の水準は世界で

辱の回復が必要だ︒これなくてはざ

ればなったで問題が生れる︒管子も

ジャーは盛んになり︑かつての貧寒

見込違いを嘆くかもしれないが︑真
とした暮らしが︑いまは驚くほど豊

っぱくな拝金国家である︒

はまだ不満を残すとはいっても︑レ

かに多彩なものに変っている︒

も一流といえる︒衣食は足り︑住に

はじまって以来のことである︒

まった︒貧乏からの脱却は日本歴史

経済大国といわれるようになり︑国

ざましい経済発展︑高度成長の中で︑

食うために起ったものが多く︑貧乏

葉がある︒

生活が安定すれば︑道徳心が高まり︑

礼儀を知るようになるとの意だ︒わ
が国が貧しかったころ︑﹁衣食足り
て⁝⁝﹂の言葉はずい分使われた︒
戦後の混乱期はいうまでもないが︑

戦前の日本は貧しい国だった︒国士
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も﹁衣食足りて栄辱を知り︑廉譲

入江徳郎

ともに︑飢寒のうれいがなくなり︑

衣食足りて何を知るか

ガムを含む︶が一位となり︑台湾︑欧州が之につづき韓国は

る日米両国への輸出減と相侯って国際収支は赤字となり︑

四位に落ちた︒従って観光収入は激減し︑更に不景気によ

が三十円余と三割方ウォン貨は暴落していた︵現在は三十三

渡航前に貰った案内書には百ウォンは四十五円と出ていた

本年一月十一／十二日中曾根総理が訪韓して︑日韓関係

山までの中間大田から光州︑木浦へ分岐し︑更に木浦から

して軍用機が発着出来る所が四ヶ所もある︒ソウルから釜

高速道路は釜山迄半島を縦断し︑途中には特に道幅を広く

加藤嘉三郎

の強化と経済協力の決着につぎ全斗燥大統領と会談し︑充

円︶︒しかしながら大都市には高層ビル︑ホテルが林立し︑

分なる討議の結果了解に達し共同声明を発表して成功裡に

いる︒またソウルには短距離ながら賄賂関係で我が政財界

半島の南部を廻って釜山まで行ける一周道路が建設されて

韓国の旅雑感

には金大中氏位致事件があって︑何となく双方とも気まづ

重工業方面に於ては我国の指導により近代的製鉄所や造

る︒これはガソリン︑労賃が安いからであろう︒

尚国産自動車会社もあって安いタクシーが走り廻ってい

る︒

の問題となった地下鉄もあって一応交通網は整備されてい

落着した︒日韓関係はこのところ教科書問題があり︑さき
い感情がただよっていたが︑本会談により円満に解決した
私は昭和五十五年十月︑博物館︑寺院仏閣︑古墳︑王陵︑

ことはまずめでたしめでたしである︒

陶磁工場︑公園等の見学を主とし︑今年五月光州で起った

ている︒ホテルについて云えば十数階

船所も建設せられ︑輸出市場に於いては我国の強敵となっ

学生動乱後の韓国世情を見聞する目的で同国に出向いた︒
訪問都市はソウル︑扶余︵百済の旧都︶︑光州︑慶州︵新羅の

昭和五十五年は学生騒乱によって戒厳令が布かれ夜間の

か礼儀正しく一々御客に御辞儀するマナーの良さは日本の

テルのボーイ︑エレベーター嬢も特別に仕込まれているの

のアメリカ式国際ホテルが数多く出来ており︑これらのホ

中には三十階建ｌ

都︶︑釜山である︒

ーサン︵妓女︶パーティーも出来ず観光客は随分中国や台

外出は禁止となったし︑又コレラの発生騒ぎでカジノ︑キ

韓国では禿山が有名であったが朴前大統領が毎年四月一

ホテルでも仲々見られないであろう︒

が第一位であったが︑この事件によってアメリカ︵︿ワイ︑

湾にとられてしまった︒日本の海外旅行客はこれまで韓国
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であるが︑ここに来て世界経済不況のため輸出不振︑石油

し︑一方北朝鮮︑ソ連からの脅威が増加しているので国情

日を植樹の日と定め︑大統領から小学生︑幼稚園児に至る

は剣が峯に立たされている︒昨年来韓国が経済援助として

物不作等で昭和五十五年から国際貸借は赤字となっている

て今なおオンドル燃料として樹木を切っている所があるか

我が国に六十億弗を要求し︑仲々折れなかったのも故なき

高による不景気︑之に加うるに動乱︑政変の跡仕末︑農産

もしれないが︑田舎の方へ旅行して車窓から見る限り葺ぶ

まで必ず一本の木を植える運動をくり広げた結果が今結実

きの家が無くなったと共に︑オンドルの煙を見ることが出

ている結果である︒

に非らず︒日本から成る可く多く金を引出し度いと熱望し

して青々としているソウルの街となった︒尤も地方によっ

を温めるということである︒

来なかった︒今は鉄筋の家もあり︑ここでは温水暖房で床

今日の韓国は︑従来我々が持っていたこの国のイメージ

持っていかれるかもしれない︒真に雅味ある屑入であった︒

いてある︒民芸品であるから日本ならすぐ盗まれ何処かへ

る︒博物館や公園には高さ一米位の陶器の壷の屑入れが置

道路は清掃されて空カンや紙屑︑疾一つない縞−脆さであ

云えば韓国は低開発国と同じく︑貧富の差が極端に大きい︒

少量のお菜で麦飯を腹一杯食べるのを熱望している︒序に

て辛く半分も食べられなかった︒しかし韓国人はこの辛い

ムチ︵主として白菜漬物︶やその他の料理も唐がらしが利い

体四人一組の食卓には八品位出たがみそ汁は塩からく︑キ

は麦が二割混入されている︒一番の馳走は焼肉である︒大

客向に食糧事情が悪るいのと節約令の施行によって米飯に

国民の日常生活は軍事支出︑国家社会的建設に食はれて

を全く払拭せねばならない︒以上の数例を省り承るとこれ

富者は大きい邸宅に住拳︑旨いご馳走を数多く食べている

福祉の面と共に軽視されてい︑る︒この点は団体旅行客とし

は十八年に及ぶ朴前政権の施策即ち維新憲法下富国強兵︑

し︑妓女︵キーサこの如きも一般の料理店で出てくる売笑

歴史ゆかりの都市では立派な博物館︵主として出土品の土

韓国固有文化の向上を企図した軍政権の功績といわねばな

婦の如きでなく︑教養高く技芸諸般に通じた深窓の令嬢の

器︑陶磁器や金製の副葬品を陳列する︶が建設され︑古代の文

るまい︒韓国のＧＮＰは一人当り一八五○弗︵一九八一年度︶

てホテル︑レストランで出た韓国料理でも判る︒安い団体

と新嘉波︑香港︑台湾に次いで高い︒しかし消費者物価は

された方は特別の厚遇をうけられるであろうがこれを以っ

様な女をはくらしている︒国家的︑会社的賓客として訪韓

化を誇示し文化教育に資している︒

インフレで卯％ｌ釦％も上昇し︑公的債務は百四十億弗余

き

に達している︒日米からの援助金︑借款で高度成長したの
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韓国は伝統工芸として陶磁器の国である︒これは中国か

に警戒が厳重であったので未然に鎮圧された由である︒金

乱の計画があったらしい︒しかしソウルでは戒厳令下︑特

五月の光州事件の前にも大学生のストライキ・デモ・騒

ら伝来した技術を得て︑高麗青磁︑李朝白磁︑粉青︵三島︶

て一般と解しては誤りである︒

高華茶碗と独特のものを産み出している︒日本の陶磁器は

く貧しい︑しかも不作に見舞れたので窮乏に陥った︒革命

大中の出身地光州︑全羅南道は農村地帯であり収入は少な

とか動乱は貧富の懸隔の甚だしいことが主要原因となる︒

秀吉時代特に慶長年間に朝鮮陶工によりその技法が導入せ
られ発達したものである︒ソウルの近隣の利川窯の池順師

光州を中心として社会主義︑共産主義思想が穂醸せられる

る︒

はさきにＮＨＫテレビ﹁世界の美﹂で放映されたこともあ

のは当り前ですよ︒北からの脅威が増大されている時︑註

彼は共産社会主義者であり︑騒擾罪︑反乱罪で死刊になる

て来て﹁日本ではなぜ金大中のことで騒いでいるのですか︒

たのでこれを鑑賞しておったところ六十五才位の社長が出

や大阪に匹敵する三百余万の人口となり︑後の高い山迄無

背後には山がせまり︑東西にしか延びられない︒しかも今

なって周囲の丘や山にも家が立ち並んで来た︒特に釜山の

大都市に人口は集中する︒首都ソウルは人口八百余万人と

農村離れとなることは我国でも見られる処である︒従って

大都市には収入のよい就業の機会が農村に比し多いので

のは︑さもありなんと思われる︒

︵三十八度線上には軽戦車が通れるトンネルが出来ている︶共産

秩序に家が建ってひしめき合っている︒それが香港の様に

釜山の土産品店の社長室に高級陶磁器が陳列されておっ

いたがこれは愛国心の発露であろう︒

六○一千人

三七千人

がけの密入国者︵東独から西独への逃亡の如く︶が相当多いら

韓国の人口は約三千万人と云われているが北朝鮮から命

備がおくれて大変な事になっている︒

らは庶民の家である︒先に家が建って終ったから道路の整

主義者によって国が乱されることは真に困る﹂と憤慨して
八二年︶

高級住宅であれば自動車道もついて快適であろうが︑こち

註朝鮮半島に於ける軍事力︵一九八一

七八二千人

韓国一一在留米軍

七○○千人

北朝鮮
陸軍

しいのでその実数は明かでない︒未登録者が香港同様多い

二八千人

らしい︒人口の多いことは国家として食わすことが仲々の

︵四○頁下段につづく︶

／

七二機

／

三七八機

二四千人

総兵力

五一六隻
？．

七○○機

九九隻

五二○千人

艦艇
海兵
穴壬早
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鎌

○標石の董酒の文字や蕗茂る
やや

ゆ

涼しさや夜の宿下駄に温泉の香り

茄子の花無駄なく生きむ老の日々

くすぐって跳の裏を波くぐる

はだし

︵評︶中七の﹁鳴る日ならぬ日﹂といふ措辞の中に赤子を育
ててゆく楽しみと苦心の程が伺はれる︒

︑風鈴の鳴る日ならぬ日嬰児育つ

千葉県鈴木とよ女

○年古れど死ぬ気とて無し五月晴

○山峡に満開眼を曳く桐の花

︵評︶風鈴までもが自分の健康をほめているかの様に鳴りひ
びくとは︑表現が極めて新鮮で且つ面白い︒

＠風鈴もわが健康を褒めて鳴る

︵評︶もと名主であった家の名残りの古木の桐が咲いたとい
ふので︑し糸じみとした懐古が余韻として汲象とれる︒

︑名主たりし名残の古木桐咲いて

千葉県石橋香峰

篠塚しげる選

１１１

千葉県加藤刀水

︑早発ちを励ましあえる遍路かな

もっている︒

︵評︶上五︑中七の老いた遍路何人かがしめし合はせて早発
ちしようとお互いにはげましている姿にはあはれがこ

千葉県飯田萌堤

母の日やどのブランコも母娘づれ

庭石を少しぬらして寒の雨

○古稀祝い黒田節舞う扇槍

短夜や明日に持越す未完の句

千葉県田村隆郡

鳴り競う店の風鈴ひとつ買う

○夏館唐墨匂ふひと間あり

夏館木の香た堂よう大広間

倖せを浴衣につ些桑地酒酌む

栃木県渡辺清香

鯉跳ねてひろがる初夏の波紋かな

木洩日を舷しく受けて草を取る

選者近詠

しろばえてんてつふ

はだしさんろう

白南風に口笛のせて転轍夫

うながはんげ

跳足小僧参篭僧の足湯とる

植ゑ苗の根づき促す半夏雨
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弘道俳壇

哲史選

ざる

き

脆き合掌する孤児よああ汝れを偲びつ堪へつ母は死にに

にする

名乗り出づる肉身なくてくづほれつああ祖の国をいま後一

千葉石橋佐寿

名乗り会ふ機会なくして帰り行く残留孤児に貰ひ泣くな

祖父植ゑし松の大木皆枯れぬこの松食虫いづこより来し

脳血栓老人病の別名と友にいはれて腹立たしかり

り

窓越しの隣の卿闘めでやまずわが家のつつじ終りしあと

何事も心合はせて成し遂げむ命令でなく相談をして

埼玉鷲宮葛人

腹八分の諺守り暮さなむ三度たまはる日々の食事を

は

野良着きてわれを看とれる老妻の土の香りの淡く漂ふ

ブリス等ヘーンチェンバレン・フジ

ざあざあと降る雨の音聞きいりて遠き故国の空恋ふるか

賜はりし勅語は教示す百世にわが国民の向ふところを

かしこくも明治大帝より賜はりぬ教育勅語をわが国民は

埼玉相沢正直

一輪のガーベラの花ものさびし今年も咲きぬ主なき庭に

ぬし

飛び立ちて屋根より高き大空を春風に乗る鳥の一群
ひとひ

も

や

千葉宇津木一直

二人らし用事を終へて帰る声夜の外の近き前の家にする

と

東京の同じき空にして住象給ふ師をわれは忘れず

在り

箸るほどの夕蝕になくも済み足りて一日送れる安らひに

ひとむら

東京藤井正夫

永らへることは難かし大寒に妻がもとめし鯉臓を呑む

る

拾ひたる命いとしゑ老いのわれ妻にもたれて庭を試歩す

た苦しかり

生きながらへかくあることは嬉しけどかくあることのま

千葉加藤己之

古川

心を鬼に潜ゑてをるや孤児来しをああ肉身の名乗り出で
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弘道歌壇

選︑者詠
教へ子の汝れも老いたり共に踏むここの砂丘はどこまで
つぐつノ︑

日本海に向ひて投ぐる石もなし砂丘に湧きつぐ風紋ふめ
Ｉ

讃

つる拳たる小さきとんぼ海風に流されつつ朔ぶ風紋のう
へ

寸評
藤井氏の第二首目︑第三首目はしみじ承とした情趣があり︑

チエンバレンさんの住むオーストラリアでは︑四月から五月

にかけて雨が多く︑クインズランド州の州都ブリスベーン辺で

は大洪水の危険すらあった︒それが﹁さめざめと降る雨﹂と形

容されてあったが︑﹁さめざめ﹂は涙を流すというようにつづ

くのがふつうの形なので︑﹁ざあざあ﹂という語に変えた︒﹁し

としと﹂という語もあるが︑洪水になるような大雨には適当で

ない︒ちなみに︑昨年の末からはじまったオーストラリアの夏

は異常な早魅つづきで︑農家では牛や羊が多く死に︑四月にな

ると一三Ｉ・サウス・ウェルズ州やピクトリャ州では山火事が

選者詠は鳥取砂丘を踏んでの作︒鳥取砂丘は︑千代川河口の

ったものではない︒

頻発した︒そのあとは連日の雨で︑洪水騒ぎとあっては︑たま

宇津木氏の第一首目は﹁心を鬼に潜まりをるや孤児の来るに

東西︑東は鯉雄山︿Ｅ・姻〆︶から西は気多岬の間に発達してい

ふくべはまさかこやま

で生きもののようにさまざまな表情を見せる︒

、J上ノ

これでよいと思った︒しかし第四首目は︑第四句﹁夜の外の近
き﹂がぎくしゃくした表現で︑このままではいただけない︒再

ああ肉身の名飛り出でざる﹂︑第二首目は﹁脆きて合掌の孤児

る海岸砂丘の総称で︑東から福部︑浜坂︑湖山の三砂丘を含

せんだい

ょああ汝を忍びつ堪へつ母は死ににき﹂︑第三首目は﹁名乗り

この広大な砂丘は︑風の吹くままに一刻一刻姿を変え︑まる

み︑東西一六キロ︑南北二キロ︑最高点九二メートルに及ぶ︒

考を乞う︒

出づる肉身なくばくづほれつああ祖の国をいま後にする﹂とい

けたの津さき

うのが原作︒第三首目の﹁なくぱ﹂は﹁いない場合には﹂を意
﹁ああ﹂という感動詞が出てくるのも問題︒﹁過ぎたるは及ば

味する条件語だから︑正しい用法ではない︒三首のいずれにも

石橋氏の第三首目は﹁窓越しの隣の郷燭盛りなり吾が家は終

ざるが如し﹂ということもある︒

けでは舌足らずであろう︒

りて日毎眺めぬ﹂というのが原作だが︑﹁吾が家は終りて﹂だ

rQ1、

第八十一回通常総会︵報告︶
ついで西村会長の総会式辞︵２頁参照︶
のあと議事に入り次の案件を審議した︒

五月二十九日︵日︶午前十一時から第八
十一回通常総会を本会講堂にて開催︒出席

一︑昭和五十七年度決算並に五十八年度予

日本弘道会

日本弘道会ビル建設計画ｌ概要Ｉ

敷地面積二四七・六三坪

延床面積一︑五四八・八○坪

建築面積二二・七五坪

樵造鉄骨鉄筋コンクリート造

容積対象面積一︑四六五・六一坪

度事業計画の件

︵内︑弘道会専用８階約一三○坪︶

階数地上８階建

駐車台数一○台

エレベーター喝人乗り２基

外観タイル張り
現建物︵昭和七年建築︶の老朽化が甚だしい

竣工：昭和帥年１月

工期︵予定︶着工：昭和銘年９月

ート・タイル張りのビルを建築する計画で

生平幸立︑大久保利謙︑西村幸雄︑岡田辰

任期満了者の鈴木勲︑鶴岡衛︑石井千明︑

２︑評議員に次の七名を委嘱したこと︒

今云︶

の理事再任のこと︒︵記年５月弱日評議員

１︑任期満了の鈴木勲︑及び鶴岡衛両氏

を行った︒

ついで西村議長から次の二件につき報告

︵注・完成予想図︑８階平面図は裏表紙参照︶

ため︑これを改築し︑現在の立地条件を生
半分を等価交換方式にて住友商事株式会社

かして︑最有効活用をするため所有土地の

議長は去る４月９日の評議員会に於て︑

三︑日本弘道会館改築の件

全員異議なく了承︒

両案件とも西村議長から重点的に説明︑

一一︑昭和五十七年度事業報告並に五十八年

算の件

者は三十九名︒恒例により議事に先だって
寿昌式を挙行し︑次の通り柏木輝夫氏ら五
名の方々に西村会長から寿昌状と寿昌記念
杯を贈呈︒寿昌者を代表して藤田三郎氏か
ら長寿の体験談などをまじえてユーモアあ
ふれる謝辞︵・頁に掲載︶があった︒

昭和五十八年寿昌記念杯贈呈者芳名

芳名年齢現職本籍
柏木輝夫殿錦才正会員東京都
︵元福島県内務部長︶

に提供することにより︑新しく地上８階建

遠藤要殿帥才正会員神奈川県

あるとの提案がなされ︑全員異議なく原案

︵元日本発送電参事︶

藤田三郎殿師才終身会員神奈川県

︵元横浜市青少年連絡協議会事務局長︶

通り可決されたことを報告︑さらに渡辺事

︵延面積一︑五四八坪︶の鉄骨鉄筋コンクリ

吉田忠一殿帥才正会員神奈川県

務局長からも詳細な補足説明を行ない全員

︵備考︶

異議なく了承した︒

︵宇都宮電気製作所社長︶

︵平川老人クラブ会長︶

川島春治殿花才正会員千葉県
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三の諸氏︒

事業費五︑二三九︑一○九円

支出計二八︑五五三︑四四四円

その他の支出二︑三二二︑八○○円

ような大槻願間初め多士済との出席会員の

次期繰越収支差額二五︑七○三︑四○三円

管理費二○︑九九一︑五三五円

貴重な意見︑熱意溢れる卓説に時のたつの

次期繰越増減差額△五︑一三二︑八八八円

以上で盛んな拍手裡に総会を終り︑昼食

を忘れるほどであった︒このあと例によっ

剰余金合計二○︑五七○︑五一五円

を共にしながらの懇談会に移った︒別記の

て玄関前での記念撮影︵裏表紙写真参照︶次

資産総額三九︑五九六︑九六六円

︵五十七年度末現在資産負債︶

七名︑車中もなごやかな談笑の裡に文京区

負債総額四︑五五九︑六二六円

いで特別仕立てのマイクロバスで総勢二十

な会祖の法要のあと︑引きつづき墓前に香

千駄木の養源寺に到着︑直ちに本堂で厳か

昭和五十八年度予算報告

正味財産合計額三五︑○三七︑三四○円

昨年の九月にこの墓所内に新設された墓

を献じた︒

誌に︑深く刻まれた西村会祖と千賀夫人の

その他の収入五三︑三四○︑○○○円

事業収入七︑五五○︑○○○円
会費収入二︑九○○︑○○○円
収入計六三︑七九○︑○○○円

法名のあとも︑漸く周囲になじんで︑いよ

前期繰越収支差額二五︑七○三︑四○三円

私のお話しと言っても格別のことはないので

大槻文平顧問Ｉ

すが︑私も日経連でやっております賃上げの交

たい四・三九パーセント︑おおむね八千八百円

渉がほとんど終りになってまいりまして︑だい

程度の値上げとなったわけであります︒過去三

年ばかりのことを見てみますと︑日本の賃金が

い賃上げで︑経済成長率は三パーセントになる

七・︿１セント︑七・七・︿−セントと︑非常に高

かならないかという低い状態なのに︑こういう

ったいどうなるかわからない︒どうしてもこの

状態を続けていったのでは︑日本の産業界はい

賃金が高ければ︑日本の内需が増えて︑個人

辺で安定した賃上げにしなくてはいけない︒

くいわれるのですが︑高い賃金であっても︑け

消我も増え︑経済もよくなるということが︑よ

を新たにし︑午後四時過ぎ解散︒予定の行

収入合計八九︑四九三︑四○三円

です︒

ちょうどいいところではないかと思っておるの

し︑働く者の生活を苦しくする賃上げでもない︒

台の上昇ですから︑決して低い賃上げでもない

ものは︑一方において今︑物価は二パーセント

そこで︑私は今度の四・何．ハーセントという

っして経済成長率には必ずしも影響がない︒

事業費六︑一九○︑○○○円

ノ︑重厚さを深めたたたずまいに一同感慨
事を滞りなく終了した︒

昭和五十七年度決算報告

事業収入一九︑六九一︑○○○円

支出計三一︑七四○︑○○○円

管理費二五︑○五○︑○○○円
その他の支出五○○︑○○○円

支出合計八九︑四九三︑四○三円

次期繰越収支差額五七︑七五三︑四○三円

その他の収入五︑六三八︑八六一円

収入計二七︑五七九︑八六一円

会費収入二︑二五○︑○○○円

前期繰越収支差額二六︑六七六︑九八六円

収入合計五四︑二五六︑八四七円
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です︒いわゆる︑土光さんの言う︑増税なき︑

ては︑非常に大事なことじゃないかと思うわけ

ことが︑これから老齢化する日本の社会にとっ

上げない︑インフレにしないという社会を作る

そういうことから申しますと︑やはり物価を

のときに時の東大総長だった小野塚先生の式辞

必要があるんじゃないか︒そこで私が大学卒業

として︑お互いの日常生活についても︑考える

ゃないかと思います︒やはり冠婚葬祭をはじめ

式にしましても︑かなり賛沢になっているんじ

ようなことが行われているわけです︒また︑葬

の内容にしていかなきゃならないのではないか

て︑もう一歩︑人間を作るということを︑教育

金をもうけていくところに重点があるのであっ

あり︑技術を練磨して︑効率的な操作をやって

ているわけです︒ハンブル・ライフというのは︑

の中にありました︑ハンブル・ライフを提唱し

これから先︑やっていかなければいけないので

技術の教育だけでなくて︑本当の人間の教育を

そこで日経連等におきましても︑その意味で

と考えておるわけでございます︒

インフレなき社会を作るための行政改革という

いかと思います︒

その意味で︑この弘道会が︑今朝ほどの西村

はないかと考えております︒

ことが︑必要になってくることとなるのではな

ケチケチした生活をしろということを言ってい

に︑やはり大きな理想︑大きな目標をもってお

会長の烈をたる式辞の中にもございましたよう

質素な生活をしろということであり︑けっして

るわけじゃない︒できるだけ︑無駄なことは除

やはり︑行政改革のことでも言いたいことは

いて︑そして物質的にはなるべく質素な生活を

いっぱいありますけれども︑これから先は︑国
民運動的な国民全体がやはりその気持になって

しなさい︒そのかわりお互いの心の中に豊かな

りますので︑これを盛んにして︑お互いの周り

いんじゃないかと︑私は思うわけです︒

い︒各人みんながその気持でいれば︑やがて日

本もだんだんよくなると︑思いまして︑私も弘

を教育する方向に向かっていかなければならな

道会にも入れていただきましたので︑できるだ

気持謙虚な態度をもっていかなきゃいけない︑

バックアップしないと︑なかなかうまくいかな

特に国民の声としてこれから先︑出してもら

今︑日本の一番欠けているところは︑学校教

というふうに思うわけです︒

育をはじめとして︑修身もない︑儒教的な色彩

ている次第でございます︒︵拍手︶

け皆さんとともに︑一つ歩んでいきたいと考え

わなくてはいけないと思うのは︑行政改革だけ

たがって︑人間を作る段階がほとんどなくなっ

というものがぜんぜんなくなってきている︒し

ます︒私はこれが日本の将来のために︑大変な

は︑やはり同じような考え方ではないかと思い

てきている︒これはお互いのような年配の方灸

て︑九十歳の会長が陣頭に立って︑こういう大

う︑会長のご挨拶あるいは事業計画を承りまし

うことなのです︒

それと年金の問題も︑どうしてもインフレに

でなくて︑立法府の改革も必要じゃないかとい

ならないように︑年金の確保をすることが︑こ

はなかろうかと思うわけです︒そこで︑私は数

れから先の老齢化社会の安定的な道になるので

ことにならないかと考えておるものでありまし

が反省してぶれば︑わかることかと思います︒

し︑この教育そのものは︑技術的な面に重点が

いうものを︑各会社ともやっております︒しか

しなきゃいかん︑ということで︑企業内教育と

て︑弘道会精神を大いに発揚する城として︑基

は非常に感銘しています︒そして︑これがやが

事業をやるということに対して︑われわれ会員

今日は︑この日本弘道会ビルを建設するとい

年来︑この弘道会の会報にも書いておいたので

て︑学校で教育しないことは︑一つ企業で教育

寺崎隆治氏ｌ

ているのじやないかと思います︒これはお互い

すが︑私は日本人の生活が少し賛沢になり過ぎ

一例をあげれば︑たとえば結婚式に参りまして

盤がしっかりしているところに︑今後の会勢拡
も︑男の花婿さんまでがお色直しをするという
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充に通ずるものがあると思います︒冒頭にあの
ル・ライフの模範だと思いますが︑苦労して三

もご覧になっているそうです︒あれは︑ハンブ

までに新らしい会員を紹介した人には︑段階に

感じているわけです︒この四月から来年の総会

います︒まず塊より始めよということを痛切に

一つ提案いたします︒︵拍手︶

応じて総会の場などで表彰してはどうですか︑

回ぐらい変転しますが︑その出会いをずっとト
レースして︑般後に立派な﹁おしん﹂というも

聞きまして︑非常な感銘を受けました︒この精

のができてくる︒あれと同じであると思います︒

話を聞き︑また渡辺さんからその計画の概要を

考えております︒

神をもって︑大いにやっていただけたらよいと︑

おりまして︑いろいろな機会にこの中の論説を

わけです︒私は毎号の﹃弘道﹄を熟読いたして

ル・ライフ﹂を読象まして非常な感銘を受けた

道﹄の三︑四月号に掲戦された先生の﹁ハンブ

く西村先生を知ったのも︑実はほんのちょっと

という題で書いて︑出しておりますが︑まった

て︑それからのいきらつを﹁縁の糸いろいろ﹂

申されました︒私は弘道会にもずっと前に入つ

寺崎さんは﹁人生は出会い﹂だということを︑

加藤嘉三郎氏ｌ

思います︒これは口で今の子供に賛沢をするな

行けば︑将来の希望がもてるというテーマだと

れども︑辛抱してなにごとも正しい道を踏んで

はだいたいあの通りで︑少し誇張はありますけ

彰したわけでございます︒戦争前の日本の状態

常に感激しまして︑子役をやっている少女を表

放送の話しが出ましたが︑これが文部大臣が非

ＮＨＫがただ今やっている﹁おしん﹂という

岩崎晶氏ｌ

大いに利用させて貰っています︒これは本のし

したことで︑お知り合いになったわけなんです︒

︵拍手︶

まいのほうに︑﹁無断転戦を禁ず﹂ということ

ところが︑それを広げていくと︑実にこんなに

ただ今︑大槻先生のお話を承わり︑また﹃弘

がないのを幸いに︑私は盗んで利用しているわ

長いので︑この人生の出会いということを︑非

レビを見させて︑これは忍耐しなきゃいかん︑

もとるというような状態ですから︑ああいうテ

と云っても︑欲しいものがあったら人を殺して

た仲々いいと思うんです︒これからどういうふ

辛抱しなきゃいけない︒あのお婆さんの役がま

いかんと思うのです︒

先ほど会長から会員の現況報告がありました

うに展開しますか︑あまり賞めすぎて︑後が悪

常に大切にせないかん︑それを伸ばさなければ

えにし

います︒︵笑声︶

けです︒ハンブル・ライフとか大いに利用して

また︑今後も大いに活用利用させて貰いたい

持することはできません︒幸いにして本会が六

が︑こういう会は非常に努力しないと現状を維

と思いますので︑よろしくお願いします︒︵拍
今日私が来まして︑非常に感銘したのは︑大

︵注・ほかに高田豊寿・小向井秀治・和田平

いと恥をかきますから︑このへんで︒︵拍手︶

手︶

槻先生に拝顔して︑いろいろなお話を承ったこ

十六人純増したということは︑まことにおめで

太郎・能戸英三の各氏からも貴重なご発言が

と︑それとたまたま海軍におられた吉田さんに

い人を入れて下さい︒このごろ︑こういう会に

させていただきました︒︶

ありましたが︑残念ながら紙幅の都合で割愛

たいことでありまして︑一つどうか皆さんも若

行きますと︑若い人︑若い人というんですが︑

人生は出会いの連続だと︑私は思っておりま
す︒そしてその出会いを大事にすることは︑人

は別として別居生活をしている息子さんには年

皆さん自分の枠を入れていますか︒同居の場合

本日お会いしましたことであります︒

生に非常な影響を与え︑その人の人生を左右す

会費の千五百円を立替えてやったらどうかと思

るんじゃないかと思っております︒﹁おしん﹂

というテレビを朝やっておりますが︑天皇陛下
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第八十一回総会で

寿昌杯を受けて
自信満々・八十七歳

藤田三郎柏木輝夫

遠藤要吉田忠一

士川の上流の水力発電所の現場でごろ

ブラしていろ﹂というような指図で冨

ところであります︒私も八十何年かの

健康長寿というものはどなたも望む

とまりませんで困っております︒

下書きを書いてきましたが︑どうもま

であまり話したことがありませんから

らっておるところです︒大勢さんの前

るようにと言われて︑実は心から面食

できましたが︑結局少尉にはなり損ね

たかと思います︒それもどうやら退院

ときが一番危なかったときではなかっ

が出て下がらなくて困りました︒あの

宅坂の衛戊病院に入れられました︒熱

か︑ろく膜になりまして︑とうとう三

受けましたが︑見習士官のときでした

中野の電信隊で一年志願兵の教訓を

て﹂︒これはまたすばらしいご本で︑

長の書かれた﹁健康法と長寿につい

す︒ここにおいでになっている西村会

に関心をもっておられる方がおいでで

この会にも︑健康︑長寿に関して非常

とかに関心をもつようになります︒こ

過ぎますと︑やはり多少健康とか長寿

ることができました︒しかし七十歳を

ことは考えないで︑仕事三昧で駆け回

それからというものはあまり健康の

藤田三郎

生活のうち︑非常に健康に恵まれたと

て万年軍曹で出てきました︒その後も

取り一戻すことができました︒

ごろしているうちに︑すっかり健康を

きもあり︑非常に弱かったときもあり

始終熱が出て︑もうこれはダメかと思

先生は﹁生まれてからいつも病弱だっ

りました︒

ます︒私の一生を考えてみますと︑学

われたこともありましたが︑あのころ

して元気なのは︑この健康法も大いに

た私が︑どうやらこの年齢まで長生き

今日は寿昌者を代表してお礼を述べ

て自彊術に通ったこともあります︒卒

生のころは胃腸が弱くて︑健康法とし

﹁おまえ︑そんなに熱が出るのなら︑

預って力あったと信じますから﹂と言

は電力会社などものん気なもので︑
水力発電所の工事場にでも行ってブラ

業して徴兵検査を受けますが︑そのこ
ろは丈夫だったとみえて甲種合格にな
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まだ私はやり方を拝見しておりませ

しい読本です︒

ご本であります︒これは本当にすばら

って︑参考にするようにと贈呈された

しても︑それを励行しないときと︑励

す︒万一︑皆がそれをやってくれたと

飛びついてはやってくれまいと思いま

できるかどうか︒おそらく︑なかなか

ございました︒︵元・日本発送電参事︶

こういう結論であります︒ありがとう

延命を測定するや容易ならざらん﹂と

の延命幾ばく﹂﹁いかにして健康体の

と︑﹁西村式健康法を始めたら健康体

で私の三十一文字の落書きを言います

承そひと

んが︑寝ていてもできる︑頭のてつ・へ

って取るか︒延命の測定法が難かしい

行した場合との統計をいったいどうや
と︑私は気づいたのであります︒ここ

想像を巡らさせてもらいたいと思いま

ここで︑私の愚にもつかないような

とも無いのに斯かる光栄に浴して実は

いる︒弘道会の為にも別に役立ったこ

祝ふ寿昌杯をぱ授かって深く感激して

去る弘道会総会に際して私は長寿を

済高度成長の過程に於いて余りにも物

かなるものになった︒ところがその経

拡大︑充実して︑国民の生活は実に豊

躍進し︑その規模︑内容ともに著しく

て︑今や世界の経済大国の地位までに

寿昌杯を授かって

す︒この西村式健康法を健康体にアプ

汗顔に耐えないのである︒私は幸にも

柏木輝夫

んから足の先までに刺戟を与えるもの
で︑この体操は生理学的にも合致する

ように考案されたものであり︑貝原益
軒の﹁養生訓﹂の現代的説明もあり︑

中国の詩人︑杜甫の名句の解説まで付

ライしたらどういうことになるか︒今

いています︒

でも日本人の平均寿命は世界のトップ

々﹁戦後の日本では物質的再建は実に

質的の豊かさへ偏重したる為めに︑往

目覚しいが︑精神的には未だに再建さ

寿を迎えるので誕生日にはこの寿昌杯

れず︑道徳は荒廃し︑人心は荒み︑日

健康に恵まれて来る九月七日で所謂傘
で祝杯を上げ︑一層元気を出して今後

に立っているそうですが︑健康体に西

村式をやって皆が丈夫になったならば

弘道会の趣旨実践に倍々と精進するつ

がある︒また過去に於ける諸国文明の

昔﹁人生五十年﹂と言いましたが︑そ

周知のように現在日本は第二次世界

栄枯盛衰の歴史によるとローマは云ふ

本人の魂は病んでいる﹂といった批判

大戦後の経済高度成長を通じて︑敗戦

までもなく︑殆んど総ての没落国家の

もりである︒

による破滅から驚異的なる復興を遂げ

の人生は百年以上になること請け合い

だろうと思います︒しかし︑ちょっと
待ってください︒

健康体に西村式を励行させることが
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た﹂ことからして︑日本の現状では今

に因る国家内部からの崩壊作用であっ

巨大化の極で︑魂の分裂︑社会の崩壊

場合︑その没落の根本的原因が﹁繁栄

神︑活動の重点は要するに︑堅実なる

心豊かな︑堅実な生活態度を確立堅持

求をぱ追求せず︑精神的には謙虚で︑

自立︑自制の精神を堅持して︑物質欲

面している試錬︑危機をぱ正確に認め

世代の会員の増加を図かり︑強大なる

ぎ︑殊に二十一世紀時代を背負い立つ

趣旨実践の推進徹底に一層の努力を注

あると思っている︒私は弘道会がその

道会の責任も弥々重い︑重大なる秋で

するところは倍々大にして︑従って弘

活力を以って倍々と活躍あらんことを

する他ないと断言する︒弘道会の精
日本精神の確立強化︑道徳実践の推進

期待して己まない︒

ひそかに﹁自壊作用の力﹂が働いてい

にあるところからして︑今や日本の将

るのではなかろうかと内々深かく憂慮
している者が相当多いことも亦事実で

来を思ふ者挙って弘道会の活躍に期待

︵元・福島県内務部長︶

済︑社会︑文化などの各面に於いても

日本人精神と社会の内部とに潜んでい

ている︒要するに斯かる危機は現在の

ことも決して不可能ではないと確信し

錬を克服し︑恐るべき危機を回避する

ある︒然し私は斯かる厳しい難問︑試

べき危機に臨んでいることも亦確かで

用の力﹂が働き出すやも知れない恐る

ざわざ書留便にて︑栄ある寿昌状に添

簡を呈上致しましたところ︑総会後わ

厚情を感謝し︑欠席の失礼おわびの書

私は︑昨年末より腰痛療養中のため御

拝受し恐縮いたしましたが︑不覚にも

昌の栄を賜る旨の御鄭重な御案内状を

九日の八十一回の通常総会に於て︑寿

過日︑西村会長先生より︑五月二十

敬の念をもって熟読思索に精進いたし

生等当代の大学者の著書に心酔し︑畏

之吉宇野哲人︑吉田熊次︑西晋一郎先

集﹂を手始めに︑井上哲次郎︑服部宇

ち︑当時普及していた﹁丁酉倫理講演

若年の頃より倫理学哲学に関心を持

会員の席末に加えていただきました︒

た故三好凌石先生の御紹介によって︑

道﹂の漢詩壇の監修を担当しておられ

私は︑昭和三十六年︑当時会誌﹁弘

遠藤要

るといって間違いではないと思ふ︒従

えて立派な寿昌杯を御恵贈下され︑汗

寿昌杯を戴いて

ある︒尚ほまた現在日本の政治︑経

しい難問︑試錬に直面して︑若し之れ

幾多の嘗って無い大きい而も極めて厳

って斯かる危機を回避し繁栄を持続す

顔の至りまことに有難く拝受いたしま

が対応処理をぱ一つ誤れば︑﹁自壊作

るには何を措いても先づ第一に︑今絃

した︒

ましたが︑世界大戦の末期より終戦の
で全日本国民が冷静に猛省して現在直
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は戦火に焼かれ︑精神的空虚に晴して

歴史的混乱期の俗勢に忙殺され︑蔵書
これまで生きて来たものよと有難く感

自らの生命を全うしたいと念じており

し︑論語の﹁子之燕居申申如也夫夫如

ので︑この機会に身辺の俗務を整理

戴くこととなり︑去る五月二十九日第

ある日本弘道会より名誉ある寿昌杯を

高迩なる道徳教育の実践推進機関で

寿昌杯を拝受して

に吹聴申上げる次第にございます︒

す︒ご参考のために敢えて今から皆様

れは歴史的にも貴重な記録映画の由で

名で本年秋に完成予定とのことで︑こ

吉田忠一

︵元横浜市青少年連絡協議会事務局長︶

弥栄を願念いたします︒

終りに﹁日本弘道会﹂の永遠に不滅

ます︒

しましたら︑若き日に熟読畏敬してい

既に齢八十︑老謹の域に達しました

謝いたしている次第であります︒

た先生方の論説や随筆が記載されてい

也﹂を歳言として︑寿昌状に沿うよう

おりましたときに︑弘道会誌を手に致

るのを拝見してなつかしく︑若き日の

私は︑子供の頃から中年頃までは弱

八十一回通常総会に於て西村会長様よ

情熱が湧き出てくるような清新謙虚な

したが︑終戦を転期として︑健康に留

体でしたので︑健康には注意してきま

り拝受致しました︒誠に身に余る栄誉

願しています︒

会改善のために微力を奉仕したいと念

気持で毎号を拝読し︑荒廃している社

意するゆとりがなくなったら却って丈

と存じ感謝に堪えません︒

総会に初めて出席し︑どなた様も存

員各位の身のあるお話が聞かれますよ

懇談会に十分な時間をとり少しでも会

行振りには感心しました︒総会を短く

に出席しますが本総会の円滑な議事進

さて︑総会が始まり私も色盈な総会

夫になり︑地方公務員定年退職後も︑

にお目にかかり欣快に存じました︒鶴

じ上げずにおりました処︑鶴岡衛先生

うにとのお互の配慮は流石に円熟され

求めに応じて︑学校法人︑社会福祉法
の役員等を引き受けて︑適当に多忙に

人︑社団法人等の理事や二︑三の団体

の理事もなされ先般来和宮様のテレビ

岡先生は芝増上寺の静寛院和宮奉讃会
映画製作に当り徳川会長のもとに安岡

ておりました︒席上大槻先生のお話の

３／４月号の誌上で拝読し深く共鳴し

を過ぎ︑傘寿を迎えて︑弘道会より寿

理事︑村上理事︑事務局常田女史等と

過して馬齢を重ねているうちに︑喜寿
昌をいただき恐縮汗顔の至り︑生来弱

御努力なされ﹃清く匂うが如く﹄の題

大槻顧問のハンブルライフの記事は

体だった私が︑明治︑大正︑昭和と未

た方々のお集りと思いました︒

曾有の歴史的転換期を越えて︑よくも
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中の︑相変らずダフな士光会長の明朗

たことなど話しました処︑早速竜門社一大問題だ︒生活不安は社会的政治的不

関係で度を先生の温容に接する栄を得︵二十八頁よりつづく︶

げとも相成ります︒住谷画伯は同志社﹀い︒北朝鮮にあるタングステンの如き

昌杯拝受も逆のぼれば住谷さんのお陰一でない︒何れも輸入に仰がねばならな

本会にも入会致しました︒この度の寿へ油︑石炭︑鉄鉱石もな︒い食糧も充分

に入会の取計いをして下され︑そして︶安をおこす︒韓国には資源がない︒石

な強引振りは頓しく︑私は蔵前で士光
さんの四年後輩で時折には声一咳に接し

弘道会と竜門社とは密接な御関係の

益々尊敬しています︒

由︑私も本会入会はそのご縁でありま

大学住谷元学長の実弟で︑抹茶茶碗の︿稀少金属を産出する強味もない︒鴨緑
描写については当代第一人者でありまい江の大水力発電の如きエネルギー源も

様が海軍育ちとのこと︑私も長らくお一より今日迄支えて来たのだ︒今回の援

懇談会が佳境に入った頃︑寺崎隆治我国からのプラントによる金融援助に

︾ない︒従って米軍の駐留費による弗と

た折に同氏は従軍画家として来艦され

世話になり特に郷里の中学同窓の吉田︾助問題について六十億弗ラインをねば

す︒

した︒それは住谷磐根という御人の紹
介でした︒昭和十二年日支事変で軍艦

知合いました︒その後二人は二十数年

英三氏が御同期とのこと時間があればくったのも借金なくしてはやって行けな

朝日に乗組糸上海・南京に勤務してい

で大東亜戦従軍画家の大展覧会があり

寺崎様と話が弾むことであったと思い一いからである︒１以下次号ｌ
ました︒吉田英三氏はその後海将とし︽︵特別会員元日清飼料常務︶

ご無沙汰しておりました処︑三越本店

折竜門社の話も出まして︑私は渋沢栄

会場でバッタリ一別以来の対面︑その

て自衛艦隊司令官を勤められました︒﹀︹追記︺

︸於いて参考となるであろう︒

︵宇都宮電機製作所社長︶一州︑扶余などにある王陵古墳から発掘せら
﹀れたもので︑この国の古代文化を知る上に

始め皆様に厚く御礼申上げます︒

評確塞躍霊準娠譜確荏鐙配咋筆画錨逢一諦峰蔀討個畦訓一︾︾剖鈍碓坐却鋤州恥︾

終りにこの度は寿昌杯を拝受し同時へなお最近の新聞報道によると︑八月二日

一先生には学生時代学校で特別講義を

受け〃経済を離れて工業はない〃との
し︑またその時分私は日本鋼管に勤務

御一言は︑今でも覚えていることを話
しておりましたが︑電気安全の関係で

渋沢賞を戴きました︒これは渋沢元治
博士︵栄一翁の令甥︶が文化功労章受
賞記念に制定されましたもので︑その

（40）

︿云生巨
翰ご寄付者芳名

金弐万円也匿名氏殿︵東京都︶
金壱万円也亀山韮恵生殿︵東京都︶

︵宰蝿和趣奔砺朋皿叩敬称略︶

金壱万円也遠藤要殿︵神奈川県︶
金五千円也松平永芳殿︵東京都︶
◎会費領収報告書

︹東京都︺

白井万寿雄︵記−９︶木村健一︵弱−３︶
柏木輝夫︵弱三ｍ︶加瀬正治郎︵弱−１︶
清塚十三郎︵弱三３︶横山正木︵弱−８︶

河野清︵記／胆︶木村武夫︵弱−６︶
伊東林之助︵弱−１︶塩谷敦夫︵調−４︶

内田正二︵弱−３︶山内久治︵銘三ｍ︶
浮田孝家︵的−３︶和田平太郎︵弱−４︶
小林栄一郎︵調三３︶石橋義弘︵的／３︶

遠藤尚︵弱三３︶○山西弘泰︵調−５︶

上山定治︵帥−２︶塩沢光利︵銘−７︶
︵以上三︑○○○円︶

○浅田隆夫︵帥−６︶○松本幸三郎︵釦−６︶

︹神奈川県︺

西川政一︵弱−１︶︵六︑○○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

半田千代松︵弱−１︶○小向井秀治︵弱−５︶

︹千葉県︺

︹山形県︺

高田豊寿︵銘−７︶︵二︑○○○円︶
志田峯三︵記／３︶︵一︑五○○円︶
︹愛知県︺

︹香川県︺

美濃本卯一︵弱−６︶︵一︑五○○円︶

︹鹿児島県︺

臼井省三︵弱乏旭︶︵三︑○○○円︶

︹沖縄県︺

○谷山安弘︵弱女６︶︵一︑五○○円︶
沖蝿支会︵十五名︶︵二二︑五○○円︶

編集後記
な評判をとっています︒﹁忍耐﹂に次ぐ﹁忍耐﹂

○いま︑ＮＨＫ朝のドラマ﹁おしん﹂が大へん

○向野達児︵弱−６︶○藤井正夫︵弱−５︶

○鳥羽貞三︵弱三６︶○安部元章︵弱−６︶
○宮野良子︵弱−９︶○上野照美︵㈹三ｍ︶
○岸田研二︵弱−６︶○山崎隆司︵弱−６︶

れます︒

の主人公の生きざまへの人気です︒余りにも豊
かさに慣れっこになってしまって︑すっかり
﹁耐える精神﹂が喪失してしまった現代人への
強烈な警鐘と素直に受けとめられたものと思は

○井上弘毅︵弱−６︶︵以上一︑五○○円︶

○武田武雄︵弱一ｍ︶︵二︑○○○円︶

○本号はこれを踏まえて﹁忍耐のすすめ﹂をテ
ーマに特錐しました︒目下︑著述に論壇に第一
線でご活躍中の諸先生がたから得難いご寄稿を
いただき︑この特集にふさわしい内容になりま
した︒厚くお礼を申し上げます︒
○総会報告記事︵鯉頁︶でご覧の通り︑こんど

現在の会館を改築して︑地上８階建の高屑ビル
を建設することになりました︵異表紙の図面をご
参照下さい︒︶昭和７年５月以来五十一年間︑神川

の一角にその風絡を誇ってまいりましたⅢ会館
にお別れするのは感慨無赴ですが︑生れ代る新
ビルも外観・椛造ともに堂をたる偉容をもって
旧館に劣らぬ梢訓商い立派なものになる袴です︒
○７月蝿日突如として島根県西部を襲った集中
豪雨禍で︑大きな災害に辿われた方友に心から

︹訂正︺前号桑原氏随想訓頁中段５行目〃あ

のお見鯉を申し上げます︒︵渡辺蕪︶

を追加します︒

り︑〃の次に：：：〃﹁よわい﹂の意は全然無
い︒﹁才﹂のほうは天才・才女等なのように
主たる意味は才能︑つまりタレントであり︑〃

昭和五八年八月三日発行年会饗一︑五○○円

昭和五八年八月己日印刷定価二五○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

発行所錘侭日本弘道会

電話︵二六一︶○○○九番
振替口座東京四 四三一七

郵便番号一○一

日本弘道会ビル完成予想図
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会の事務所・講堂（映写室設備）になる8階平面図
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