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西村泊翁先生肖像
この肖像は、明治二十年代に会祖が富山県射水
支会で講演の承ぎり、幻燈に使用されたもので
ある。
（昭和34年1/2月号弘道「編集後記」参照）
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信教は自由なること︑迷信は排除こと

こと国家人類の将来をおもんぱかる
すること

思考を合理的にすること︑情操を
美しくすること
学問を勉めること︑職務を励むこ
と

うこと

教養を豊かにすること︑見識を養

資源の保存と開発を図ること

財物を寅らないこと︑金銭に清廉自然の美と恩沢を尊重すること
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︹巻頭の言葉︺

に測り知れない不安の念を抱き︑街の庶民に至るまでが

年輪の重み

今年はまるで季節を忘れたような寒暖常ならない気象

けが馬鹿を見てるんだぞヅ！″と噛んで吐き捨てるよう

眉をひそめて︑この頃の〃世の中は︑オレら正直ものだ

西村幸二郎

ら追い討ちをかけるような自然界の痛ましい惨害︒更に〃

に慨歎する状況である︒

界の異変を初めとして︑わが国土到る処に後からあとか
久しきに亘る人心の荒廃による世相の悪化は︑急坂を下

○Ｏ

こうした世相の真只中にあって会祖西村泊翁の流れを

﹁永遠の平和と道義の実践﹂を叫んで︑﹁真に生甲斐あ

汲む私達は︑あくまで決意を堅めて創立以来の会是たる

る車の如く止まる処を知らない︒専ら利益を追及して飽
くことを知らない一部経済界の倫理喪失は勿論のこと︑

り悔なき老後の人生を︑偏せず党せず古今東西に通ずる

国鉄を筆頭として教育界・学界︑さては医学・薬学界と
殆んどの業界の頚廃振りは︑肝心の当事者による対策や

真理を求めて堂左と中道を潤歩し︑ひたすらこの聖業に

思うに︑宇宙は常に一定のリズムに従って動き一日一

勤しまん﹂とし日夜営為と努力して来たのである︒

いそ

反省も見られないままに日常茶飯事化した︒

かねてから最も心配されていた青少年の非行は︑いよ

刻も静止を許されない︒その宏大な仕組みの振り子は︑

いよ目に余るものあり単なる暴走族に止まらず︑暴行の

今や大転回を目指して揺り動いているのではあるまい

○Ｏ

対象は師父・近親者にまで及び︑地下道の浮浪者を面白
にかこつけて残虐極まる殺人行為を敢てして括として恥

したその効果を自分の生命ある間に摘み取ろうとするの

近頃私はつくづく思うに︑道義の世界に於ては人事を尽

も︑大宇宙にあっては﹁郡郷一睡の夢枕﹂に過ぎない︒

かんたん

思えば︑人間界に於ける百年︑千年︑万年の長い歳月

か︒

半分に死に追いやったり果ては預かった子弟を訓育の名
じないなど末世もかくやと思はしめる報道が毎日のよう
今や恰かもわが国土国民に対し恐るべき天誼が下され

にマスコミを賑わしている︒

るのではないかと憂慮を深め︑心ある士は国家の行く末

（2）

○○

国民統合の象徴たる天皇″は︑仮令国政には関与せずと

○○○Ｏ

がそもそも無理なのではあるまいか︒この広大無辺の世

となって大衆に敬愛せられ崇められ︑連綿として万世一

も︑皇位は世襲として認められ︑一般国民の中心的存在

しょせん

系につながる︑世界に類い稀れなご一族を奉載している

界に在っては︑畢生の努力も槍悔の一粟︑孫悟空のあの

だ︒

大活躍も︑所詮︑釈迦牟尼仏の掌の外には出なかったの

に︑にべもなく拒絶され面喰ったが︑この機会にと思い

私は過日ある人に︑弘道会入会を勧めたところ︑言下

のである︒

り一瞬にして世界唯一の被爆国民として多数の貴い生命

日頃秘かに抱いている持論の一端を述べた︒

先の大戦に際し︑米軍の無謀極まる核爆弾の投下によ
を失い︑眼を覆わしめる悲惨な犠牲者を出し︑更にその

︑︑

後遺症は幾世代に亘って残されてゆくと伝えられる︒
ならないと強く堅く自ら神に誓った︒逆説的に言えば︑

云うに云えない年月の経過のあとが認められる︒特に人

の︑或は生命のない家具・道具類に至るまで︑何れも︑

﹁人間を初め多くの事物︑例えば樹木や出土品の如きも

痛ましい無限の犠牲を払い悲しい敗戦国の憂き目を体験

間がこの世に生を享けてから死に至る迄の﹃時﹄の経過

吾等は開閣以来の大惨事こそは︑再び繰り返えしては

したればこそ︑永遠の平和を守り︑道義の実践を目的と

には︑樹木と同じく︑ある種の﹃年輪﹄が感ぜられ︑そ
︑︑︑︑○
○○
の尊さが︑一種独特のドッしりとした〃時の経過の重

Ｏ○

する国民として将来は平和的に発明・技術の研究に励

み″を加え︑見る者をして不思議な重圧感を覚えしめる

○○

承︑貿易振興に朝野の力を結集して専ら経済成長に力を

○

尽し故国の復興に死力を投じ引いては社会人類に寄与せ

ものである︒今に至って初めてこの点に無限の深い意義

と測り知れない価値を認めることが出来たのである﹂

﹁近頃考古学がとみに流行︑高貴な方々の何千年にも洲

と︒更に言葉をついで︑

つらつら観ずるに吾等日本人は幸にして︑大和民族と

んと心に誓うことが出来たのである︒
して二千数百年の長い歴史と伝統の下に︑文字を一にし︑

る立派な出土品の他に︑稀れに純文時代の庶民が日常生

言語を共にし︑風俗習慣を同一として︑ここ東海の孤島
に一独立国家を組織し︑世界にその比を見ない幽玄にし

活に使用した鍋釜とか︑今で言う皿小鉢︑花生け壷など

○Ｏ

て優雅簡素枯淡な︵茶道の伯びさびなど︶独特の優れた

もありその破片すら貴重な遺物として国宝にまで指定さ
れている︒

文化を維持することが出来たのである︒

しかも︑内には主権在民︑民主制議会の下に︑〃日本

（3）

が天皇家がその年輪の古さと重みをもって年と共に一般

静かに思い廻らすと︑世界に稀れにみる万世一系のわ

の殿堂︑道義宣揚の道場﹂新・弘道会ビルを建設して︑

語を広く世界に標傍し︑この首都の中心にこの度﹁平和

年余の歴史を持つ日本弘道会が﹁永遠の平和日本﹂の標

する意欲さえほの見える︒この時に当って創立以来︑百

この頬廃の世に警鐘を乱打して絶やすことなく︑小なり

○○○○○○○○

しくも日本人たる以上は何の不思議も感じない筈であ

国民に敬愛せられ尊ばれるのは極めて自然であって︑荷

と雌ども聖なるこの孤塁を守りぬき︑永遠に次の世に伝

いえこ

る︒ところが若い世代の中には︑こと天皇となると依枯

︑︑︑︑

地になりムキになって反対する︒年配者むこうした反

えてゆくことは︑私達の貴き使命であり︑よく一隅を照

ぢ

省︑配慮は年齢の進むにつれ首肯出来老齢に及んでます

らしながら︑以って国家百年の安泰を図ることは現下の

︑︑

ます経験の裏打ちがものを言って来る︒ところが彼らは

︵昭和銘．︑．１１関東大震災記念日︶

われらの急務ではないだろうか︒

○○

目まぐるしく変りゆく時勢の波に押され︑私達年配者の
話はすべて古いと軽蔑し︑頑迷固晒と噸けり新奇を好象

︵本会を長︶

（4）

わざと古さに触れることを避けんとする傾向がある︒い
まにあなた方も年を取って来ればだんだん解って来るで
せうよ﹂と笑って別れた︒
終りに私は百年の昔︑雨既に当時の天皇みずから詠まれ
ていた

など波風のたちさわぐらん﹂

﹁よもの海︑承なはらからと思う世に

とのお歌にこめられ︑その奥底に判っきり汲桑取られる

真意をこそＩ・
近時新たに世界各国が一体となって様為の事柄を協議
し処理しようとする気運が見え始めて来た︒この新時代
の国際場裡に︑従来ややもすれば尻込致し勝ちだったわ
が国も︑自から参加を希望し更に指導者の一員たらんと

雛
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健康と人生
はじめに
昭和一○年の平均寿命は︑男子四二・一歳︑女子四三・

二歳であったが︑今日では男子七四・二歳︑女子七九・七

(0歳〜80歳）
％

歳にもなり︑子どもの銀婚式を経験する人が一○○○人中
寿命は︑基礎代謝率の低い動物ほど長いといわれている︒

九八五人にも達しているという︒

事実︑女性の方が男性よりも低い︵肥満者よりも痩身者の
方が長命であるのと︑後者が前者に比し基礎代謝率が低い
からである︶︒また︑細胞そのものにも寿命がある︵後述︶︒

(文部省）
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この生理的機序は︑細胞分裂の際︑ＤＮＡのコピーにエラ
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ていくからだとかいわれている︒

90
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浅

50

日老化の実情
１八運動能力・生理的機能の衰退Ｖ
図１は︑加令に伴なう運動能力の衰えを概況したものだ

120

二○歳余の差のあることが知られる︒このこと

憶力などの新皮質に関わる機能に比し低下が遅い︒また︑

力は脚力を除いて低下が少ないようだが︑これは脚筋力は

視力や聴力などの感覚機能や平衡機能も低下が著しい︒筋

他の筋力に比し︑比較にならないほど太くて強いので︑日

常の歩行程度の運動ではトレーニングにならないことを示

また︑生理的状態︵図３参照︶を︑毎分当りの心拍出量

しているものである︒

ｏ一℃一筆挫雨︑Ｌ

︲

一歳
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についてゑてみると︑三○歳頃と六○歳頃とでは後者が前
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年齢

図3年齢にともなう生理的機能の低下

(J.T・フリーマン）

者に比し約三○％も低く︑肺活量についても約三○％︑さ

一一一一

M i活用

︑ひ

506070

力に一○

尖

低下の著明のもの。

は︑また︑いつも運動している者は︑運動能力はもちろん︑

環境に対する適応能力も増大することを言外に示している
ものでもある︒例えば︑寒暑に対する適応を考えた場合︑
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運動している者は︑体温調節機能も高まっているので暑さ
図２は︑労研の斉藤博士が︑日本の労働者・農民の老化

寒さに対しても適応力がよいわけである︒

について調べた結果である︒これによると︑分析力や判断
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図2高年者の心身機能の特性（斉藤）

力・計算能力などの前頭葉に関わる機能は︑学習能力や記

90

㈹22〜24歳ないし最高期を基準とした55〜59歳年齢者の
各種機能水準の相対関係。図中斜線を施した部分は機能

I11p

このために︑脚筋力低下防止の目的で︑時折︑階段を駈

らに︑最大換気量においては五○％も少なくなっている︒

トリウムの電位差によって生じるとされているが︑これの

ところで︑○歳から三歳までの脳の発達と三歳から二○

供給はすべて睡眠によって行なわれている︒

した経験があるものだが︑これは︑最大換気量が低下して

け上ったりすると︑誰でも息切れし胸が苦しくなって吃鷲

いるといわれている︒○歳から三歳までは前頭葉が発達し

歳までの脳の発達とは量としては同じだが質は全く違って

ていないために︑情報は目・耳・皮膚などの五感から神経

いるために起る症状である︒これはまさに︑心臓機能の低
下や呼吸に必要な胸廓や横隔膜などの呼吸筋の弱化によっ

感覚を通じて脳に入る︒ところが︑三歳以降になると前頭

葉が発達してくるので︑これにマッチした情報がそれぞれ

て生じた症状なのである︒

２八脳の老化の神秘性Ｖ

二

を除いて脳は二○歳頃に完成し︑それ以後一日一○万

加って脳に摂り入れられるようになる︒かくして︑前頭葉

分裂終了細胞があり︑この部分は新皮質と旧皮質から構成

はそのまま脳中に残り︑これが記憶力の老化の原因になる

○万個の脳細胞が破壊されていく︵前述︶︒壊れた脳細胞

周知のように︑大脳皮質には︑約一四○億個のいわゆる
されている︒新しい皮質は知識や判断を︑古い皮質は情動

とされている︒すなわち︑情緒は新皮質に属し︑ある目的

また︑情緒と情動とは大脳生理学的には全く違ったもの

とされている︒

や欲求を支配している︒新しい皮質の前方の部分は︑前頭

一○○本

葉といわれるが︑ここは思考や創造の座といわれ︑人間だ
けに発達している局所在である︒

さきの分裂終了細胞には一つの細胞から四○

の神経突起があり︑この突起はそれぞれ伸びて互いに絡承

られている︒これに反し︑情動は旧皮質に属し︑怒りや恐

であるから︑それ︵情緒︶は前頭葉に関係していると考え

年間で一○億個破壊されたとしてもなお七八○○億本の突

れ︑快や不快などの感情を表出するに止まるものであると

を設定してそれについて喜びや悲しゑを意味づけするもの

起が生きていることになる１つ雲り︑一つの細胞から四

合い情報を連絡・選択・蓄積し合っている︵脳細胞は三○

○１一○○本の突起が出ているといわれているので︑この

ても情緒は味わうことができないのであって︑人間のよう

に前頭葉に依存した目的設定をすることが出来ないといわ

されている︒したがって︑人間以外の動物は︑情動は感じ

○億本の突起となる︶︒そして︑脳の中には弱いパルスと

れている︒ここに他の動物に比すべくもない人間独自の脳

中仮りに︑六○本の突起が出ているとすると全体で八四○
いわれる興奮電流が流れており︑この電流はカリウムとナ
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の老化の神秘性が存在することになるのである︒

リ︑最低九○ミリ以上︶の老人が血圧降下剤を投与される

老化︶に羅っている︒だから︑高年期以降の健康は老化と

これは老人には︒ヘニシリンなどの抗生物質は余り効かない

ならねばならない︒また︑②老人の風邪は直ぐ肺炎になる︒

から血圧降下剤を一度飲象始めると一生涯この薬の厄介に

を止めるとその人の血圧は︑以前の血圧より高くなる︒だ

の闘いでもある︒しかし︑老化現象は個人差が甚しい︒特

からでもある︒⑧六○歳以上の人は大抵︑心臓病や脳卒中︑

と︑一カ月も経てば血圧は平常に下がるが︑その後︑投与

に︑五○歳を過ぎると︑この差が拡大していく︒そして︑

ガンなどで死ぬ︒しかも︑一時は全治したかに糸えるが全

３八老化と成人病との関係Ｖ

八五歳以上になると︑一○○○人に四人しか生きていなく

治しないのである︒例えば︑ガンは︑早期適正治療によっ

人間は︑六五歳を過ぎれば約九割の人が成人病︵臓器の

なり︑この中三人が女性となる︒老化の個人差は︑遺伝と

はない︒さらに︑⑥糖尿病になると動脈硬化が一○年早ま

肩﹂という成人病があるが︑これは自然治癒しか対症療法

くるからだともいわれている︒次に︑例﹁四○肩﹂︑﹁五○

いる︒これは︑ガン細胞を養っている正常細胞が老化して

○歳以上になるとガンの進行は極めて遅いことも知られて

学者もある︒ガン発生率は︑加令とともに急増するが︑七

内のガン細胞の数が一○七個以上になると発病するという

って統制されているので発病には至っていないのだが︑体

細胞は存在しているが︑それらはその人のもつ免疫性によ

十数倍になるといわれている︒人間は︑誰の体内にもガン

率七○％︶としても︑それ以後︑ガンの発生率は数倍から

透析や臓器移植をした場合︑それがたとえ成功した︵成功

年目以降再発することが一般的となっている︒また︑人工

て五年は治癒することはあるが︑その中の四○％の人は六

無関係ではないが︑むしろ︑四○歳以後は︑その︵老化の
個人差︶大半は個人の生活態様の如何による︒

老化現象にはいくつかの説があるが︑前述のように︑細
胞数の減少によるとの考え方が有力である︒特に︑脳の分
裂終了細胞は︑年々減少していき︑その結果︑褐色の色素
︵リポフスチソ︶が沈着し︑これが代謝の津として細胞内

に分解も消化もされずに滞溜すると考えられている︒つま
り︑老化は細胞の正常な代謝がこわされて細胞が死に細胞
の数が減っていくことにあるとされている︵胎児の細胞は

四八代から五○代で死滅し︑亀の細胞は二四代位で死滅
するといわれている︶︒しかし︑人間は︑このような老化
そのもので死ぬ︵老衰死︶ことは僅少で︑なんらかの成人
病︵肺炎・気管支炎・心臓血管系の疾患・ガンなど︶で死
成人病という意味は︑例えば︑①高血圧︵最高一五○ミ

ぬのである︒
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に血圧の高い人が多いのは︑肥満すると血管の総延長距離

くなれば血圧が高くなるといった悪循環が始まる︒肥満者

いるから︑高血圧になれば腎臓が悪くなり︑逆に腎臓が悪

るといわれ高血圧症となる︒血圧の調節は腎臓でなされて

栄養素がその人なりにハランスがとれていることももちろ

然に誘発されるものではあるが︑中年以後の食事は︑五大

て行なわれている︒たしかに︑食欲は︑︵本能だから︶自

は性欲や集団所属への欲求などと共に脳の中枢で統制され

食事は食欲によって生ずることは周知の通りだが︑これ

ん必要だが︑どのようにすれば食事が美味しく楽しく食べ

が伸びるので︑この分だけ心臓の負担を大きくして圧力を
強くしなければならないからである︒七○歳以上の人で肥

られるかを考えて食事をすることも必要であろう︒すなわ

な零囲気で︵どんな音楽を聞き︑どんな絵のある部屋で︶

ち︑誰と︑どんな料理を︑どんな飲物や食器で︑どのよう

食べれば食事の楽しさが増すかなどを考えるのである︒こ

以上は︑典型的な成人病のいくつかについて述べたに過

満者の少ないのはこの理由による︒

ることもあって︑解決は不可能に近いのである︒ただいえ

ぎないが︑これらの成人病は老化のメカニズムが未知であ

の意味で︑中年以後の食事は若い人達のように体で食べる

２八運動についてＶ

のではなく頭で︵考えて︶食べるようにしたいものである︒

先進諸国では︑四○年前から循環器系の病気や糖尿病に

ることは︑老化のテンポを遅らせることができるという程
度が必要になってくる︒つまり︑高年期の健康は︑老化の

よる疾患が増加し続けているが︑この原因は︑社会生活で

度のことである︒だから︑成人病と共存するという生活態

の生活行動の中で︑老化のテンポを遅らせるよう努力して

意識Ⅲ生活意識Ⅱ生活規範の問題として捕え︑自らの日常

身体を動かす機会が著しく減少したことにあるとされてい

①骨が脆くなり尿中のカルシウムの排世量が増える②筋

運動不足は︑体力の低下︵運動を全くしないでいると︑

などの事故が多くなってきている︒

なく青少年へと拡大し︑彼等の間にも腰痛や糖尿病︑骨折

る︒しかも最近では︑この運動不足病は中高年者ばかりで

いくことが重要なのである︒
目老代防止のための生活のしかた

上述のように︑老化は加令に伴なう生理機能の低下であ
のしかた如何にかかわるものであって︑これがまた︑成人

肉が退化して姿勢も悪くなり︑脊柱の蜜曲度が増し腰痛に

るから︑中年以降の健康は︑栄養と運動を中心とした生活

なってくる︒

患り易くなる③心臓が弱くなりポンプカが小さくなる

病対策としても予防や治療に欠かすことの出来ないものと

１八食事についてＶ
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たし老化を促進することになるので︑特に︑高令者は日常

分泌や自律神経の働きが不調となり︑新陳代謝の変調を来

㈱血圧の調節作用が悪くなるなど︶はいうまでもなく︑内

用﹂といったように︑夫婦の関係は加令とともに強いきず

スタンダールが夫婦のきずなを指して﹁晩年の結晶作

３八友人関係についてＶ

なをつくっていく︒日本では︑停年退官後︑夫が妻を失な

残った場合には︵妻の︶寿命には殆ど関係がないともいわ

うと三年以内に死ぬ率が高いといわれている︒逆に︑妻が

運動を実施するに当っては︑若い時から一定の運動プロ

度は︑予想外に大きなものがある︒

れている︒それだけに高年者にとって夫の妻に対する依存

て大切である︒

グラムのもとに生活している人は︑自分の体の機能低下を

生活の中に運動をとり入れた生活習慣をつくることが極め

運動を通して自覚できるので︑比較的容易だが︑中高年に

が残るようではその運動は強過ぎるし︑三日間その運動を

で︑老人は老人ホームや老人病院に入られることを拒否す

でもあるが︑老人になってもこの欲求は依然として強いの

これは人間の基本的欲求としての集団所属の欲求の現われ

とにかく︑人生が終わりに近づくと︑積極的に生きがい

実施してもなお︑疲れが増すようなら運動量を減らす︑そ

ることが多い︒これは︑そこでは気心の合った友達がつく

を求めて生活していく︵唱冒巴というよりは︑ただそこに

して︑慣れるに従ってまた加えるといった処方を繰り返え

た上で運動プログラムをたて︑徐々に運動の強さ︑時間・

していく︒運動量を測る最も簡易な方法は︑一分間の脈拍

れず孤独になると考えるからであろう︒元来︑人間は︑自

なって運動を始めた人は︑自分の現在の心身の機能を知っ

数︵平均六○位︶・一二○を限界として運動の強度を決め

分のものを相手と分有し合って生きていくところに︑その

いる合①冒巴だけで満足するようになる︒この時︑一人で

るのもよい︒また︑運動が終ってからどの位の時間で脈拍

人の存在価値が相手に生まれてくるものだけに︑自分の側

めねばならない︒中高年者の運動については︑翌日︑疲れ

数がもとに一戻るかを測定しておくことも必要なことである︒

に最早相手と分有するものがなくなってくると︑相手は自

内容を増やし︑自分に最も適した運動量を探ることから始

中高年者の運動処方で大切なことは︑①決して無理をしな

然に疎遠になっていくものである︵もちろん︑互いに分有

いるよりも子や孫に囲まれていること自体が楽し拳になる︒

ングアップと運動後のクーリングダウンを充分行なうこと

いこと②毎日継続して行なうこと③運動前のウォーミ

の友人とはこのような場合の友人をいうのであろうが︶︒

し合うものがなくなっても友達でありうる場合もある︒真

である︒
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まして︑いつも厄介ばかりかけていれば︑肉親からも見捨
てられてしまうことになる︒
二高年期における人生戦略︵生き方︶

㈲孤独の克服と核家族化への対応

１八孤独の克服Ｖ
人間はたしかに︑生まれる時も死ぬ時も一人である︒そ
れにも拘らず︑人間は孤独に弱い︒高年者が孤独になると︑
思考能力や判断能力が低下し︑脳を︒︿ニック情態にして脳

の老化を早め︑これが死期をも早める原因になる︒したが

将来ますます同居率が低くなるといわれている︒このよう

れという風潮も一方にある︒しかし︑別居の方が嫁姑のト

な観点から︑今日の核家族を排止して旧来の家族主義に還

ラブルもないし︑老若の意見の相異を我慢することもない

から︑よいのではないかといった意見もある︒今の若い世

代の意識や家庭情況からすれば︑核家族化は時代の当然の

子どもに負担をかけないで生きる生き方を準備しておかね

帰結かも知れない︒たしかに︑これからの高年者の生活は︑

係で相互扶助を考えていくことも必要であろう︒日本はボ

ばならないし︑また他方では︑親子関係でない別の社会関

ランティア活動の土壌がないから難しいかも知れないが︑

丁度︑保険制度と同じように自分の与えた好意が︑時代を

って︑老化しないといわれる前頭葉︵前述︶を高年期にな
るにつれて積極的に使って鍛えるように心掛けるべきであ

越えて別の人から別の形で自分に返ってくるような制度づ

○健康な人生の創造に向けて

くりがこれから一層切望される︒

る︒かつて︑大脳生理学者の故時実利彦氏は﹁前頭葉を鍛
える教科は作文と体育である﹂といわれたことがあるが︑

人間は誰でも年とともに老化していく︒程度の差はある

１八ライフワークをもつことＶ

思うに︑作文は︑前頭葉をして新皮質の情報を抽出させ再
としての意志力を培う教科であって︑スポーツという一定

や肩︑首や腰が痛くなり︑やがて成人病に冒されていく︒

にせよ︑体力が劣り記憶力が鈍り︑動作も遅くなり︑筋肉

構成させるのに役立つものであり︑体育は︑目標遂行能力
の枠づけされたルールのもとで勝利を目指して︑全力を投

なるのである︒したがって︑老化と健康という問題につい

そして︑大抵は循環器系の病気かガンで死んでいくことに

企しようとするものであるが︑氏はこのようなところに前
頭葉は鍛えられると考えられたのであろう︒これらの活動

ては︑一方では右のような生物学的な老いの必然性を認め

はまた︑孤独を克服する一つのよい内容でもある︒

２八核家族化への対応Ｖ

ながら︑他方では自己の老いにふさわしいライフワークを

上予

現在の同居率は七割程度だが︑漸次︑低下の傾向にあり︑
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一つの有効な方略であろう︒書画や手芸︑詩や音楽︑盆栽

創造し︑この事業遂行のために心豊かに生きていくことが

代とその世代にふさわしい内容へと組象換えをしながら︑

始めるのがよいであろう︒そして︑五○代・六○代・七○

体化するためのプラニングは︑四○代といった早い頃から

これがまた︑孤独を孤独と感じないようにするよい方法で

それに向ってその都度準備を怠りなくしていくことである︒

や読書︑その他のホビィをはじめ︑体の丈夫な時には社会
ことが心の喜びに連がるものである︒高年者にとっては︑

ではあるが︑この年になって全く何の準備もできていない︒

もある︵かくいう自分はどうかというと︑全く恥しいこと

奉仕活動等何でもよい︒それらに目標を求めて生きていく

ていくことが何よりも大切なことのように思われる︒

もある︶︒

この意味でここにしるしたことがらは︑自己反省の記録で

自分なりに喜びを味わうことのできる何かを求めて生活し

２八健康に生きる方略Ｖ

を通じたり︑伝わりつ堂ける風習などから︑また︑現代で

であろうか︒これは︑しばしば発見される考古学的な器具

有史以前の祖先達は︑どのように健康を考えていたもの

むかしの健康観

つかゑようがない健康について︑少しの間考えて承たい︒

のかも定かではない︒

いつの頃から健康という文字が用いられるようになった

大塚正八郎

︵目白学園女子短大教授・教育学博士︶

人生は危険がつきまとうものである︒特に︑高年期以降
はこのリスクをいつも背負い︑孤独の中で自力で生きてい
くことになるので︑この覚悟が必要である︒この覚悟を具

健康を考える
健康とは︑すべての人がそうありたいと願う心とからだ
の状態のことである︒

人は皆︑健康になりたい︑健康でありたいと願ってやま
ない︒

それなら︑健康とは一体どのようなものか︒すぐれた体

か︒

力・身体機能のことか︑病気でない状態を指すものだろう
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想像することができる︒

や健康に対する考え方を調査することによって︑ある程度

もなお世界の隅々に原始未開の生活を営む人々の生活状態

うな考え方をしていたことである︒

古代中国・古代印度など多くの先進文明国の人々が同じよ

興味あることは︑古代エジプトといわず古代ギリシア・

いまなお原始的な生活をつ箕ける人達の生活や行動をみ
ると︑その生活は自然への適応を求めるだけであって︑自
らの健康のための設計や反省は殆んどみられない︒しかし︑

それにも拘らず健康に対する憧慢︵あこがれ︶や病気に対
する怖れは極めて強い︒健康を損ねたときには︑地に伏し
て信奉する神に祈ってその加護を求めるだけである︒とき
には乏しい経験の中から得た治療行為がぷられるに過ぎな
遥かな祖先達も︑単調に明け暮れる生活の中で︑健康の

いＯ

保持と回復を祈り︑病気や怪我に対する治療や看護の技術

わが国でも︑古事記や日本書記の伝えるところによると︑

やはり鬼神思想であり︑魔法医学を信仰していたようであ
ス︾○

おおあなむじのか象すぐなひこなのかみ

穴牟遅神は︑因撫の白兎がワニザメに襲われたときに蒲の

がま

健康と医療の神は︑大穴牟遅神と少彦名神であったｐ大

人々は健康でありたいという願うあまり︑健康を与える

穂綿で治してやったという童話に出てくる大国主神で︑大

おおものぬしのかみ

おおくにぬしのかみ

神と︑病いを癒してくれる医神の存在を信じるようになり︑

黒様として慕われている︒疫神としては大物主神の存在を

ら作るものである︒からだの全体性が保たれ︑機能が円滑

しかし︑人の健康は神の手になるものではなく︑人が自

ま︶などは︑そのよい例である︒

あった︒空飛ぶ烏に憧れて︑鳥を神とした大鷲神︵お酉さ

とり

達より優れた能力のあるものまで神として崇拝した時代で

ほわた

これらの神々には貢物を捧げて感謝の気持をあらわした︒
いけにえ

考えて怖れた︒当時は︑もっぱら加持・祈祷に頼り︑自分

を身につけてきたものであろう︒

人身烏首の神トート

同時に︑病気をもたらす疫神には犠牲を供えて︑その怒り
を鎮めようとした︒

この古代の人々の加持・祈祷の習慣は根強く人々の感情
に潜翠︑健康を神に祈願する人の姿は世界各地で見られる︒
わざ

いわゆる鬼神思想であって︑健康も病気もすべて神のな
せる業であった︒
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（古代エジプトではトートを
全治全能の神とした。頭部は
ベニズルと言われる）

であれば︑それが健康であり︑機能のバランスがくずれた

きあげようとしている︒

健康を獲得し︑さらにそれを基礎にして稔りある人生を築

まとま

何か世界共通の纏りはできないかと言うことで︑共通の

た︒

であるが︑それぞれの国でいろいろに定義づけをされてき

健康は︑わたし達の到達目標であり︑同時に活動の基礎

現代の健康理念

ときが病気である︒人のからだには︑健康を保ち︑それを
三七七︶と

続ける能力があるＩこのようにして︑健康を神から人の
その学派であった︒

手に取一戻したのがヒポクラテス︵ＢＣ四六○

ヒポクラテスが健康学と医学の鼻祖とされるのはこのた

理解を表明したものが︑よく知られている世界保健機関の

めである︒
こんむ

わが国でも大陸との交通が開け︑黄帝内径が入ってきた

﹁世界のすべての国々の人灸に到達し得る最高の健康を得

保健憲章である︒これは一九四六年に採択されたもので

おうだいだいけい

り︑紀元四一四年允恭天皇の頃には朝鮮から医師の金武が

に主張している︒

させるのがＷＨＯの仕事の目標である﹂として︑次のよう

いんぎよう

来朝して帝の病いを治すなどのことがあり︑病気に対する
考え方が急速に変ってきた︒やがて光明皇后が悲田院・施

健康とは︑身体的・精神的そして社会的に良好な状態

薬院などを建立し︑病人の治療・看護に当たってからは︑

急①宇冨言いのことで︑たんに病気や病弱のことではない︒

健康は個人だけのものではなく︑公衆衛生の面や社会福祉
の領域からも考えなければならないという現代に近い健康

健康になることは︑すべての人為が有する基本的権利の一

れまで未知の世界であったミクロの世界が展かれ︑Ｘ線も

状態であるといっても︑人の発育・発達あるいは成熟の過

しかし︑このように︑健康とは心身ともに葛些さ色侭な

つである︒

観の変遷を見るに到った︒

発見されるなど︑人体に対する多くの謎が解明された︒そ

環境まで考えるならば︑願わしい健康状態にも自ら差異が

程において︑あるいはその人の性別・年齢別を考え︑生活

十九世紀に入ってからは急速に科学の進歩がなされ︑そ

れとともに︑生体に対する考え方は観念的なものから︑具

があり︑高地民族や熱帯地域の住民にはそれなりの乏巾亭

すなわち︑青年には青年にふさわしい急堅厚囚侭な状態

なければならない︒

体的な方向へと転換し︑健康観も現代のものに進展した︒

ヒポクラテスが︑健康を人の手に取戻してからでも︑現
代に到るまで二○○○年の歳月が流れている︒この歴史の
中で︑わたし達は健康そのものに対する理解を深めながら︑
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は女性としての健康がある筈である︒

房冒四な状態があるし︑そして男性には男性として女性に

健康は流動的なものである人のからだは生体である

よって獲得されるという考え方である︒
︑Ⅲ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

る︒成熟の時期を過ぎれば退行し︑老化していく︒健康状

以上︑一定のリズムをもって発育・発達し︑やがて成熟す

態も︑決して固定されたものではなく︑恒に流動し︑その

わたし達が願う健康とは︑た貰速く走れるとか︑腕力が

性・年齢・境遇に応じて変化する︒しかも生体のリズムは

あるというようなものではない︒現代に生きる知性のある
人として︑自らの性・年齢・境遇・生活環境など多角的な

いつも円滑ではあり得ない︒生体の安定は思わぬことで崩

れることがある︒昨日まで元気に活動していた人に︑いわ

くことである︒このような安定した状態が保たれるならば︑

ゆる突然死が声もなく不意に訪れることがある︒潜在して

立場からみて︑最も望ましい状態に心身の機能を保ってい
それが健康というものであり︑それを保つための努力が必

から健康状態を反省し︑健康状態を確かめることが健康成

させるためには︑健康は流動的であることを理解し︑日頃

今日まで志なく過ぎてきた健康を明日以降も末長く安定

つつが

いた病根が急に発現する場合などがそれである︒

要とされることになる︒それが健康の意義ということにな
このようにして︑人にはそれぞれに相応しい健康︑民族

る高ノ︒

には民族の健康があるとするならば︑健康に対する考え方

立に欠かせないという考え方である︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

健康は伝播するものである病気が病原体によって人

はＷＨＯの主張を踏まえてさらに次のように進展をゑる︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

から人に感染するように︑人の健康もまた人から人に伝播

健康は渡得するものである人の心やからだは生まれ

つきの素因によって基礎づけられるが︑生後の生活環境や

するという考え方がある︒疫学的健康観といわれる︒すぐ

する︒そして︑人倉はその人のような生活や行動に憧れ︑

れた人の健康生活や健康行動は︑それに接する人々を魅了

でんぱ

なるのは︑自らを知り︑その意志と努力によって生活を改

当人の生活の仕方によって変ってくる︒人が他の動物と異
善し︑生活条件を充足し︑自らの健康を作りあげることに
の人たる所以なのである︒両親を同じくする一卵性双生児

や行動がいつの間にか拡がっていく︒つまり︑健康そのも

それを自らも実践に移そうとする︒ひとりの望ましい生活

ゆえん

ある︒自らの力によって自らの健康を獲得することが︑入
であっても︑健康獲得人の努力と方法が異なれば︑獲得す

のが伝播していくという考え方である︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

へだた

個人と集団の健康は相関するひとりの病気が病原体

る健康状態には大きな距りが生じてくるものである︒

健康は坐して得るものではなく︑計画し努力することに
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によって健康集団に感染をもたらせば︑その集団の健康は
の人の健康を保証することは難かしい︒

乱される︒また︑健康な人が病気の集団に入りこめば︑そ
予防接種の励行や国際間における検疫の徹底︑ＷＨＯの
活動が盛んに行なわれるのはこのためである︒

それならば︑具体的にどのようにして健康を成立させ︑

これを確保していったらよいだろうか︒

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
自分の性・年齢・境遇を自覚する体力の盛んな青年

は自らの能力を誇ってはいけない︒それを活用すべきであ

る︒老齢に達した者が過ぎ去った日の体力に未練を残して

はならない︒得たる人生の経験をこそ生かすべきである︒

性・年齢そして自分がいま置かれている境遇にふさわしい

健康は個人のものであるが︑それ以上に社会のもの︑生
きとし生ける者すべてのものである︒互いに協力しあって

始まると言ってよい︒

させるべきであろう︒素因を理解することから健康活動は

小さな人は大きくなろうとせず︑それなりの生活を充実

って健康を害してしまう︒病的でなければい上のである︒

でい上︒無理に痩せようとして不食症になったりすれば却

最近肥満を気にしすぎる人がいる︒肥満の家系なら肥満

ウォームアップしてから走るなど工夫をすればい上︒

ても朝走らなければならないなら︑熱いシャワーを浴びて

い坐︑副交感神経緊張タイプは夕方走る方がい上︒どうし

時間に差がなければならない︒交感神経緊張型は朝走れば

の朝寝坊である︒体質が異なるならスポーツでも実施する

早寝早起きであり︑副交感神経の緊張タイプの人は宵張り

自分の体質を理解する交感神経の緊張タイプの人は

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

の職務に励む人にオリンピックの記録は不要なのである︒

ロレスラーのような力がある必要はないし︑デスクワーク

能力を持つように心掛けるべきである︒還暦を過ぎて︑プ

これらの新しい健康の理念はすべて互いに関連する事柄

健康を保ち︑子孫に健康を伝えたいという考え方である︒

である︒健康を成立するためには欠かすことのできないも
のである︒

健康を理解し︑健康な生活を送ることは︑人間の存在を
高く評価することである︒

健康観が人生観と同じく論ぜられ︑世界観に通じるもの
とされるのもこのためである︒

かつて﹁人は生命に年数を加えた︒これからは延ばした
年数に生命を加えよう﹂と提言されたことがある︒健康と
は︑最高度に生きることができ︑また最善をつくして奉仕
健康とは葛堅厚囚晶な心身の状態であることを理解し︑

をすることができる個人の状態であるとも言う︒

かりたいものである︒

自らの性と年齢と境遇にふさわしい生活の設計と実践をは

健康の確保
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生活のリズムを円滑にする睡眠時間は十分にとる方

両刃の剣となれば︑リズムを乱さない程度に塔むのが︑ヘ

の確保のためには百害あって一利なく︑アルコール飲料も

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

がよいけれども︑これほど個人差のあるものはない︒ナポ

ルスフル・リビングということであろう︒

も眠らないと疲れが回復しない者もいる︒朝目覚めてさっ

期健康診断の受診︑折をみての健康相談の実施を忘れては

れることがある︒突然死すらあるとすれば︑年に二回の定

てくれることであろうが︑自覚症のないま入に病魔に襲わ

これらのことを考えながらの生活は必らず健康を雷らせ

レオンでなくても︑四時間足らずの睡眠でラグビーの選手

ぱりしていればよいので︑あまり眠る時間を気にしない方

として活躍し︑平気な学生がいるかと思うと︑九時間近く

がい入︒四時間で十分な学生も︑九時間の学生も両方とも

自慢にはならない︒医師は治療のためだけにあるのではな

ならない︒医者にかふったことがないということは決して

この睡眠時間を基準にして一日のリズムを安定させてい

健康なのである︒

いことを理解していきたい︒
おわりに

く︑ヘルス・カウンセラーとしての使命の方が今では大き

ことである︒熟年以後の場合も︑横になっている方が血流

健康という漠然として大きいものを考えて象た︒どれ一

モンの分泌が盛んになる︒寝る子は育つというのは本当の

は安定し︑筋肉の負担も軽くなる︒便通も一日二行から二

つを採りあげても問題が大きい︒稿を終えようとして隔靴

きたい︒とくに成長期の幼児では睡眠一時間後に発育ホル

日に一行までが正常便通である︒できれば︑その色・量︒

求むくきものであろう︒

健全な精神と健全な身体昌２噸

のである︒︵筑波大学名誉教授・医学博士︶

望むべくは両方を得たいし︑その努力を惜しみたくないも

自尊８号︒鳳患ｇｌ

代の皇帝もあったと言うが︑所詮自分の健康は自分の力で

蓬莱の国に不老長寿の薬を求めて臣下の者を遣わせた古

活を向上させたいものである︒

しかし︑望ましい健康を獲得し︑それによって新たに生

掻捧の感を抑えきれない︒

ターはないからである︒同じように︑尿も回数・色・量︒

固さなど観察したいものである︒糞便ほど健康のバロメー
そして尿線に気をつけたい︒とくに熟年過ぎて尿線が細く︑
らない︒

排尿時間が長くなれば︑前立腺の病気など考えなくてはな
栄養も大切である︒行動のエネルギーは摂取した栄養素
によって決まるとすれば︑やはり・性・年齢と現在の健康
度に最も適した食事の内容を考えるべきであろう︒

また︑噌好品は生活を潤す必要品とは言え︑喫煙は健康
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豊かな老年を迎えるために
Ｉ﹁老﹂の意味を知ることＩ

ｌことばから見た﹁老﹂ｌ

｜︑﹁老﹂とはなにか

片山清一

ことになる︒漢字では六○歳の人を﹁者﹂と書き﹁キ﹂と

呼んでいる︒ここでも老の意味が含まれているが︑それよ

いよい意味

㈱よい意味だけでなく⑳悪い意味にも使用されるｐ

い意味につかわれていることが多い︒ところが老となると︑

りも︑者宿︵キシュク︶︑菩儒︵キジら︑菩徳といったよ

の字が新聞などで取り上げられるようになったが︑実は私

最近しきりに﹁老人福祉﹂とか﹁老人看護﹂などと︑老
自身も﹁老﹂という文字の意味さえわからないままに今日

られる︒たとえば︑老台︵ろうだい︶というのは︑必ずし

つんで︑その教訓を身につけている﹂といった意味に用い

﹁年をとって学徳の高い人﹂への敬称あるいは﹁経験を

にとどまっていたのであるが︑この文章を書くにつけて︑

も相手が老人でなくても︑尊敬している人であれば使用で

に至っている︒つまり︑老とは﹁年をとる﹂といった常識

を調べてみた︒

どうしても正確な意味をとらえたいので︑手元にある辞書

きる︒また﹁老兄﹂という場合は︑自分よりも年上の人で

と示されている︒腰の曲った人とは老人であり︑年寄りで

手﹂という熟語がある︒これらは長年の経験ということと

また経験をつんだ人という意味で﹁老練﹂﹁老熟﹂﹁老

尊敬に価する人に対して用いる敬称とされている︒

ある︒海の中で腰の曲った動物を﹁海老﹂と書き︑﹁えび﹂

同時に︑そのために物事に習熟して上手であるということ

解字によると︑老とは﹁腰の曲った人﹂を象どったもの

⑩漢字の﹁老﹂

と呼んでいるのも︑そうした意味から考え出されたもので

しかし︑老はまた長年生きていたとか︑古くなってきた

⑳悪い意味

が含まれている︒

ところが︑正確には﹁老﹂とは﹁七○歳以上の老人﹂と

あろう︒

示されている︒だから六○歳台はまだ老人ではないという
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になれた結果悪賢くなる﹂ということもある︒たとえば︑

だ結果︑物事に習熟してうまくなるという反面には﹁物事

﹁老醜﹂という熟語はその適例であろう︒また経験をつん

とかということで︑悪くなったことを意味することが多い︒

使用されることを考えても明らかである︒

という意味がない︒この同じ言葉が親友への呼掛けとして

も年をとっていることは確かであるが︑﹁年をとった人﹂

は︑卒業した校友とか︑先輩と訳した方が当る︒自分より

になること︑あるいは︑年をとって物忘れをするようにな

とかま︵てつ︶とかいう語が作られていて︑毒とは七○歳

なお︑中国はさすがに文字の国だけあって︑毒︵もう︶

はむしろ唱且の意にうけとられる︒この他○画８冒冒﹈中

語では牙の智＆○犀佳日の︑．﹁なつかしい昔﹂であって︑○屋

の中に出てくる四三昌煙侭肋昔①はスコットランド語で︑英

むしろ唱且ということになる︒たとえば﹁笹の光﹂の元唄

から︑たとえば○匡言旨①とか○壷言罫の塚という時は︑

しかし年月を経て︑内容がよくなった場合もあるわけだ

ることを意味する︒︵宅碓︶また童は八○歳になることであ

国①獄︵古強者︶とか○匡冨且︵熟練工︶などもよい意味で

老猫︵ろうかい︶はその例である︒

﹁誌塞録﹂と名づけている︒

律令制で老といっているのは年令上の区分として示され

③日本での﹁老﹂

つかわれた語であろう︒

って︑佐藤一斎の如きは八○歳になって書き出した誌録を

なお﹁考﹂という字にも︑老の意味があって﹁寿考﹂と
いう時は長生きをすることである︒考と老との関係が伺わ
れる︒

英語でも漢字と同じように︑二つの意味がある︒一つは

られて六○歳より六四歳となった︒一年引き下げられたわ

その後天平宝字二年︵七五八年︶に勅が出て︑上記が改め

たもので︵戸令︶︑六一歳から六五歳までの人を意味する︒

﹁年をとった﹂とか﹁古い﹂という意味であり︑他の一つ

も調と庸とが免ぜられた︒

けである︒なお六五歳以上は者︵キ︶と称せられ︑老も者

②英語の老︵①旨︶

は﹁年をとったので賢くなった﹂という意味である︒ただ

その後︑この内容はどのように変化してきたかを明らか

若干違うのは︑一年でも二年でもたてば︑それは○画にな
るということで︑たとえば旨﹈の臣目印○国①淵胃○匡とい

上を老人とすることは︑それほど変化しなかったのかも知

にしないが︑還暦という語もある位であるから︑六○歳以

○丘日四目は老人であり︑○面緒①は老年と訳しても誤り

れない︒しかし老いてくるのは六○歳以前でも同じである

うような使い方がされる点であるＯ

ではないであろうが︑ｇ烏昌︵略してＯＢ︶といった場合
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から︑老の字をつかってそれより年下の人を示すことがあ
とで生める︒

はげしい人もあることは︑われわれが日常経験しているこ

長い年月にわたって働いてきた人間は︑どこかに疲れが

二︑﹁老化﹂とは何か

る︒広辞苑の示す所によると︑初老とは四○歳︑中老は五
○歳を意味する︒︵現代では高老という熟語は使われない
こうなると︑四○歳からすでに老が開始されているとい

出たり︑弱くなったりすることは︑機械や道具のような物

が︑高令は広辞苑にものせられている︶

であるから︑四○年では︑老と呼ばれても当然のことであ

うことになる︒昔は﹁人生わずか五○年﹂といわれたほど

て精神面にもおこってくる︒

質と変りがない︒老化はまず肉体にあらわれ︑それに伴っ

いったことがおこってくる︒やがて﹁肩がこる﹂﹁腰がい

ようになった﹂︑﹁老眼になって目がねが必要になった﹂と

であろうが︑それと共に﹁シワがふえた﹂︑﹁シミができる

白髪がふえるとか︑頭がはげてくることは老化の一現象

切肉体の老化

ったかも知れない︒今日では七○歳台の人がかなり多数に

なったので︑七○歳のことを﹁古稀﹂というのは適当でな
いかも知れないが︑昔だと﹁古来稀である﹂と受け取られ
ていたのであろう︒

最近は老年期ということも︑年令がくり上ってきたよう
で︑ある本には次のよ夙に示されている︒

初老期六○歳前後
中老期七○歳前後

マラ﹂﹁マラハメ﹂﹁メハマラ﹂なども老化の道程をはかる

の老人たちが話し合っている老化の目どとしてよく﹁ハメ

と︑﹁近ごろは忘れっぽくなった﹂とか﹁眠りが浅くなっ

基準があろう︒こういうことが自分の意識にのぼってくる

たい﹂﹁腰が曲ってきた﹂というように進んでくる︒男性

高老期七○歳台後半以降
そして昔はせいぜい初老から中老ぐらいでストップして

じめる︒

た﹂﹁夜中の小用回数が増加した﹂といったことを訴えは

いたが︑最近になって高老期の老人が増加してきたことが︑
た原因だと述べられている︒

あげている︒

アメリカのある学者は︑精神の老化していく徴候を一五

㈹精神面の考化

老人問題が社会問題あるいは政治問題とされるようになっ
しかし以上のような考え方は︑すべて年令を標準にして︑

客観的にとらえたものであるが︑人によって年をとっても
若盈しい人もあれば︑あまり年令が多くないのに︑老化の
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①最近のことが記憶にのこらない︒

②急いでしなければならないことがあると︑何となくイ
ライラする︒

③関心がすべて自己中心的になる︒

④過ぎ去ったことをよくしゃべりたがる︒

なことであろう︒

Ｉ﹁四○︑五○は鼻たれ小僧﹂とはｌ

三︑﹁老﹂の悲しさと喜び

人間が年をとってくるということは︑だんだん冥途に近

病気がおこってくるとともに︑他人から疎んぜられ︑ひと

命﹂と感じるようになることである︒手足が不自由になり︑

⑦他人にわずらわされずに一人でいたいと思う︒

りぽっちの感が深くなってくる︒晩秋の日暮れの道をひと

くなってくるということである︒つまり自分の命を﹁余

⑧新しいことを身につけにくくなる︒

りであるいて行くような感じである︒ここに老人の悲しみ

⑤よくグチをこぼすようになる︒

⑨さわがしいことに妙に神経質になる︒

⑥目の前で行なわれていることにあまり気をとめない︒

⑩知らない人とつきあうことにおっくうになる︒

しかし年をとることによって︑若い人たちの得られない

もある︒

⑫自分自身の感情にとらわれ易い︒

⑪世の中の移り変りをすなおに受けとれず疑い深くなる︒

たとえば自分の子どもや夫や妻に先立たれるような悲し承

ものを獲得することも否定できない︒もちろんその中には

⑭新しい計画に頭を切り換えることができない︒

⑬過去に自分が苦労した話をしたがる︒

一三−スにふれることもあるであろう︒

の体験もあるだろうし︑見たくもないし︑聞きたくもない

恵いまだ開けず︒古今にうとくして︑世変になれず︒

人生五○にいたらざれぱ︑血気いまだ定らず︑知

て拳よう︒︵岩波文庫版﹃養生訓﹄三二頁︶

定できない︒ここで八四歳の貝原益軒の言うことを引用し

年をとることによって知ることができる︑ということも否

だが︑年をとって承ないと知ることのできないものを︑

⑮つまらない物を集めてよろこぶ︒

気の強い人はこれを正しい態度と思い︑気の弱い人は︑
これを老化の現れだと考える︒

これはアメリカ人の場合であるが︑日本人も︑ほとんど
同じような状況ではないかと考えられる︒
になると欲ふかくなって︑人をとがめるようになると述べ

貝原益軒が八四歳の時に書いた﹃養生訓﹄の中で︑老人
ているが︵巻八︶︑米人の言っていることとほぼ同じよう
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益多し︒日食にいまだ知らざる事を知り︑月食にい

う︒是また不幸短命というべし︒長生すれば楽多く

まだ知らず︒五○にいたらずして死するを若死とい

言あやまり多く︑行い悔い多し︒人生の理も楽もい

在するのではないだろうか︒

解し得られるのである︒このような点に︑老年の喜びも存

しゑやつらさをつぶさに味わった老年にして︑はじめて理

ったことは︑若死にするような人には結局つかめない︒悲

たれ小僧﹂という諺として通用している︒人生の真実とい

このような考え方は︑一般社会でも︑﹁四○︑五○は鼻

しかも︑当人材銀行が四○歳以上の管理職︑技術職︑専

来行する人の約半数近くが︑定年者層である︒

五五歳定年の人もあるので︑この統計中︑求職のために

に︑求職に定年の方々が来行される︒

清塚十三郎

︵本会理事・目白女子短大教授︶

まだ能せざる事をよくす︒この故に学問の長進する
ここをもって養生の術を行ない︑いかにもして年を

事も︑知識の明達なる事も︑長生せざれぱ得がたし︒
たもち︑五○歳をこえ︑成べきほどは弥々長生して︑
六○歳以上の寿域に登るべし︒

八人材銀行の窓からＶ

定年を迎えての心構え

はしがき

現在︑高令者時代来ると世の中は色々と章ぴすしく︑そ
ているＯ

れと共に定年制について︑種々なる視点から論評建言され

合しない人冬又より恵まれて来行しない方点等の数が︑

問職経験者の桑を扱うので︑実際社会では︑この資格に適

大層な数字を占めることを想うと︑わが国の現在で︑高齢

今から十年ほど前までは︑現在ほど世間では喧しくはな
成長期に入るにつれ︑傍ら︑日本人の老人寿命が延びるに

者の就職問題が重大な社会問題であることは︑一目瞭然で

かった︒人材銀行の窓口でも︑高度経済成長期を過ぎ︑低
つれ︑定年者の求職の数が増え始め︑昨今では毎日のよう

（22）

年齢区分
求人者数

求職者数
八八○人
一︑五一○人

一七二人

八三○人

四○歳台
五○歳台
六五七人

三五人

五九九人
二七人

三︑○八二人

就職者数

二一五人
二五七人

五三七人

六月年齢別統計︵東京人材銀行統計より︶

一︑六二八

八

六○歳台

七○歳台
計

間五八年一月

である︒現代では︑妻子を養うためには︑オーナーの事業

家であれ︑政治家であれ︑大学教授であれ︑労働者であれ︑
かね

農民であれ︑芸術家であれ︑すべて︑その異なる種類の仕

事︑職業で︑金を家庭に運ぶので︑それは︑一部の女性を

除いて男性の仕事である︒

昔の人はうまい表現で﹁口す上ぎ﹂﹁なりわい﹂﹁世す
ぎ﹂等と言っていた︒

抑︑現在︑定年と言う言葉は︑この仕事︑職業を自己の

意志に不拘︑その属する団体の規則により︑やむなく離れ

て︑その立場を放棄しない限り︑仕事をやめない限り︑定

それ故︑オーナー︑芸術家等の人々には︑自己が老化し

ざるを得ない状態を言うように思われる︒

扱︑童話に︑﹁爺さん山へ芝刈りに︑婆さん川へ洗濯に﹂

年とは関係ない︒要するに︑定年とは︑色灸な各種団体

なりわい

とあるが︑人間は太古の時代より水が近くにある処に︑住

︵国家︑企業等︶に属し︑生業︑職業を得て︑俸給を家庭

六五歳が普通であり︑

定年に直面している階層の人為は大半大正時代生れの人糞

扱︑本年満五五歳になる人は︑昭和三年誕生して︑現在︑

と言うことになる︒

切れ︑否応なく家庭に篭らざるをえない︒所謂︑昔の隠居

特殊なる人を除けば︑概ね七○歳前後には︑社会との縁が

わが国では︑定年の年齢は五五歳

㈲定年問題に直面している年齢階層の特質

◎

居を求めるのが常で︑そしてその水に係わる食事︑洗濯等

に運搬している人々に︑死と同じように物理的に来るもの

○○

が女性の仕事で︑山へ芝刈りとは︑さしづめ︑生活のエネ

と思う︒

かね

り︑トフラー氏の言う︑第三の波の時代に入りつつある現

そして︑産業革命以降工業生産が社会の主たる体制にな

が︑妻子を養うのは本分であったと思われる︒

給自足が一家経済の基本であった農耕経済時代でも︑男性

男と言う字が︑﹁田﹂に﹁力﹂とで出来ているように︑自

あった事を言い尽している︒

ルギー︑火の材料を探し︑運ぶ事で︑これは男性の仕事で

定年と職業︑仕事

ある︒

人
人

代では︑芝刈りに当る火︑エネルギーは︑俸給であり︑金

（23）

六

で構成され︑戦争の影響を一番受けて︑青春時代も少なく︑

多くなっているが︑やはり弱者企業の出身者が大半である︒

属する定年求職者は皆無に近い︒昨今では大企業出身者も

勢力範囲の系列の山脈水脈の中え︑はめこんでいるので︑

要するに︑官公庁︑大企業では︑定年者の再就職をその

している︒

行政機関たる東京人材銀行は弱者救済機関であることを示

この現象は現在日本社会そのものを反映しており︑この

戦後の混乱期を働き続け︑世の中が平和で︑豊かになった
現在︑社会から締め出される階層である︒

私はこの階層︵こ上では男性を意味する︶の特質として
次の三点をあげたい︒

㈲その結婚の多くが︑見合結婚である事︒

う︒勿論︑はめこまれたり︑天降る人之が︑人格識見が優

世間でよく言われる高級官僚の天降りがその典型と言えよ

㈹戦中︑戦後の不安定︑混乱期に結婚している事︒

⑳戦争のために︑自己意志で行動することが出来なかっ

ぽ

昨今は︑女性の職業人としての比重が高くなって来たの

婦人定年者の問題

は創造する気慨の人食は︑再就職に捉われないのである︒

要するに︑自己の老後人生に︑自ら生き甲斐を再発掘又

ため︑又家庭にあると粗大ゴミ扱いされるのでと言う人を︒

㈲働かなくても困らないが︑健康保持︑頭が呆けない

年金額も僅少で老後の生計に困る人そ

るも︑子育てが終了していない人冬又貯蓄︑財産がなく︑

即ち前述五五歳定年者︑又六○歳にて厚生年金受領資格あ

㈹再就職せねば︑一家の生計を維持してゆけぬ人冬

定年後再就職希望者は次の二種類に大別される︒

⑥定年後就職希望者の種類

で役にたつからであろう︒

秀である事実を忘れてはいけないと思う︒要するに︑社会

たため︑時代の潮流に押し流され︑又集団の中で行動
していないと不安感を感ずる習性がある事︒

○定年者の態様

③年齢別種類
最も気の毒なのは︑五五歳定年者層で︑厚生年金受領迄
には五年もあり︑子育ても完了していない︒ましてや出身
企業が中小企業である場合は猶更らである︒

昨今では六○歳定年者の多くが厚生年金を受領している
が︑六五歳になって年金受領を開始する人灸は大層恵まれ
た階層で︑その殆んどが大企業出身者である︒

⑥出身企業別態様
統計では︑求職者の出身企業規模別︑産業別数字を欠く
ので︑確たることは言えないが︑経験的に言えば︑世の中
の弱肉強食の原則が正直に現われており︑まず︑昔の官公
吏軍人に属する︑国家公務員︑地方公務員︑公社公団等に
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の⑥の世界に未来を求めてゆくのが倖せであろう︒端的に

ってである故︑苦労が多く︑賢明ではない︒Ｃ︑Ｄの線内

学ﾉlﾐ￨咋代

︾つノ︑

退職金︑年金︑そして老後に備えし貯蓄と言う事であろう︒

も家事はなくならない︒現在では浪人生活を維持するのが︑

を離れ浪人するようなもので︑女性は食扶持がなくなって

ぷち

丁度︑江戸時代の藩の武士が六○歳前後に︑禄︵扶持︶

女性は家事育児の仕事は続くのである︒

性が俸給を運搬する仕事をしなくなるわけである︒が然し︑

人と共にその庇誰下を離れる事になる︒簡単に言えば︑男

今迄の庇護下にあったその団体企業より離れると共に︑主

育児につとめ︑そして︑夫が定年を迎えると共に︑主人が

じて︑その夫の属する団体企業の庇護下に︑主人の世話︑

右の図式のように︑女性は結婚した時より男の職業を通

六○歳前後に定年となるのが普通である︒

団体等に職を得て︑親から独立︑そして結婚︑子供を育て︑

多くの標準型定年者は︑学窓を出で社会に参入し︑企業

○定年に当っての夫と妻の心構え

き終駕に赴くのが理想のように思われる︒

家庭内︑地域内の隠居生活者︑所謂好ましい老人に落ち着

定年時の社会から︑徐ろに遠ざかり︑淋しい事であろうが︑

と共に︑幼少時から壮年へと成長して行った過程と逆に︑

就職してゆくのが︑最も抵抗が少く︑そして馬令を加える

言えば︑定年時点⑪に属する勢力範囲内の縁のある先に再

で︑将来は必ず女性定年者の問題が大きく議論されるよう
かね
かね

になろう︒

定年と金の問題
それ

定年に当っての人左の行動の基底の問題はすべて金の間
題であり︑そして夫に直接かかわるのが︑退職金と年金制
度である事を︑こ上では指摘するにと堂めたい︒
定年に当っての心構え

日未来は過去の延長である
定年に当って未来を思う時︑大半の人有は断崖に立たさ
れた感がすると思う︒丁度死に直面する感と同一ではなか

、 少,4代／
、
／
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ろうか？

私は︑体験上︑定年に当って︑自己の未来を如何に開拓
するかについて︑未来は過去の延長線上にあると思う︒左
図の⑧㈹の縁もない新世界に未来を求めるのは︑考令にな
A
t三

時
ノト

誕
B

︑ｊｌｊ久一吋叶肝︐４１Ｊ

職

職業
レールの杜絶

の共通の想い出の紐帯が強く︑子

育て以外つながりがあるので︑夫

プＱｏ

婦の心の断絶が少いように思われ

又︑人間は老人になるにつれ︑

望郷の情が又︑親えの追慕の情等︑

言う場合には︑共通目標を失った反動で︑世間では別居︑﹁すりこぎ﹂のように働いて来た妻の心が喜ぶことである

夫故︑定年前後に子育てが完了している夫婦二人きりとを夫側より妻に言い出せば︑どれだけ家事︑育児に一生を

原動力になっているようだ︒上めする︒それも夫側の墓参だけでなく︑妻の実家の墓参

育てに尽き︑それが妻の主人立身出世慾えかりたて上いる又私が強調したいのは︑夫婦ともどもの墓参報告をおす

薄いのが普通で︑夫婦になってからの共通の目標基盤は子四墓参のすすめ

あげたが︑この場合は︑結婚以前の共通の想い出の繋りがえの想い出を創るためにも旧婚の旅行をおす入めする︒

つなが

前述の如く現在の定年者層の特質として︑見合い結婚を過去を将来を老夫婦の桑にて語合い︑第二︑第三の人生

の熱望苦悩はさらに増大される︒て第二の新婚旅行をおす上めしている︒

又子育てが完了していない夫婦の間では︑男性の再就職え再就職決定の如何に不拘︑私は多くの人々に定年に当っ

を失った男性が家庭内の粗大ゴミ扱いされる現象が起き︑白第二の新婚旅行のす上め

望の原動力のように︑私には思われる︒そこで俸給運搬力の対話工夫が必要であろう︒

この妻の不安感が︑女性の不安感が︑定年者の再就職熱えの新共通目標想い出再構築の努力とそれがためのお互い

感は大変である︒子育てだけが共通目標であった老夫婦の場合には︑晩年

そうでない人食は仲煮大変である︒殊に︑妻たる者の不安晩年心が通じ合い倖せであろう︒

父祖よりの財産のある人は︑精神的にも余裕があろうが︑過去えの追憶が強くなる動物故︑共通の想い出が多い程︑

就粘
１

ﾉL

家庭の仙那︵育児︶家邪の仕聯のレールはつづく

僻
ｒＬ

ミ
l
ｲ
J『凸

妥士罪哩主胤Ｌ
〜

早

？

恋愛又は同郷︑同じ学校出身の結婚の場合は︑結婚以前おす上めする︒

離婚と言うケースも多い︒う︒私は夫と妻の両家の御先祖に報告︑御礼参りの墓参を
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②②

田金婚式のすすめ
夫婦二人揃わないと金婚式は迎えられない︒そのために
す上めします︒

は二人で健康にご留意のうえ目標にゴールインのほどをお

まとめ
定年問題とは︑定年制六五歳延長とか︑年金支払年齢の
引上とかの問題ではなく︑端的に言えば老人問題である︒

時代の変遷につれ︑将来定年者問題の様相は種禽に変化
するであろうが︑老人問題であり︑貧困の克服の問題が基
最も大切な事は︑いかに様相が変化しても︑本誌八九三
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本である事は間違いなかろう︒

わり合いの心ではなかろうか？

号の﹁鈴木一﹂さんの﹁老子﹂一文中の﹁慈﹂の心︑いた
個人間︑夫婦間でも︑又親子間でも︑さらに社会一般で

︵東京人材銀行相談員︶

も︑政治でも︑いかなる場所でも︑この﹁慈﹂の心こそ最
も根本であろうと信ずる︒

薯

この数年︑核シェルター︵避難壕︶

た会社がさきにあったが︑このごろ

と題するこの報告書によれば︑全面

﹁地球環境に及ぼす核戦争の影響﹂

死亡し︑成層圏のオゾン層が破壊さ

核戦争が起れば︑米人口の約七割が

れ︑有害な紫外線が増加する︒広範

ー式のモデルハウスを建設にかかっ
たり︑すでに三千人分のシェルター

な森林火災の煙で太陽光線が遮られ

中堅建設会社が地下部分がシェルタ

完備を売物にしている京都のホテル

穀物が育たず︑生残ったネズミ︑昆

イスやスエーデンでは人口の八○％

もある︒市民防衛協会という知名人

が欧米でしきりに売り出された︒ス

これはだいぶ水増し数字ではない

や政治家をメンバーにした団体もあ

分もあると伝えた外電もある︒

かと思われるが︑三年前︑友人がロ

いる︒

地球的規模で生態系そのものが破

ーではとても生残れないが万一︑生

壊されるため︑市民防衛は何ら役に

き残ったとしても︑そのあとの世界

る︒シェルターに二週間潜んでいれ

はまさに地獄だ︒苦し桑つつ結局は

立たないと断じている︒核シェルタ
いどで作ったシェルターで無事に生

力のもとで︑三千万円や五千万円て

死ぬ︒そのことを報告書は語ってい

ば放射能も減衰し大丈夫というのだ

きられるとは思えない︒シェルター

国の核軍縮の話合いを桑のらせる努

があれば生残ると考えることは︑核

力の方が大事だ︒自分だけ助かろう

である︒核兵器をなくす︒米ソ両大
るのだが︑その折柄︑八月末にアメ

る︒核シェルターにすがってもダメ

リカ下院科学技術委員会が出した報

各国民ともよく耳を傾けてほしい︒

と思うな︒シェルター無用の警鐘に

レーキを弱めることになると思われ

だくものだ︒

告書は核シェルター有益論を打ちく

の容認につながり︑核戦争防止のブ

が︑常識的に考えても︑水爆の破壊

ターしかない﹂と︑普及を図ってい

ンドンで核シェルターの展示会なる

恥坤簿舶甥蝿諦多恥

爆弾の被害を防げると思っているの
だろうかとあきれ顔で話したことが
そんな核シェルターが日本にも入

ある︒

ってきた︒西ドイツ製の球型︑鉄製
のシェルターを輸入︑発売をはじめ
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虫で伝染病が拡がるなどを指摘して

入江徳郎

って︑﹁人類の生残る道は核シェル

謬騨

蕊騨讃織＄霧

ものを見て︑あんな手軽なもので核

核賞ニル無用の警告

串︑一■ＢｑＱ︑︑︑︑ｂ■可．ｑ︑角︑︑ｂ■■ｑ宮ｑｑ︑︑や﹄■■■﹃ｈ︑込蛤賭Ｌ■■■﹄ｑ里吋︑︑ｂ■可︑粘亘ｑ︑﹄Ｌ■■■垂Ｑ︑︑︑Ｌ﹄■■ｑｑ︑︑．ｑこ■■■■．ｑや虹周周・■■．︑︑︑ＬｑＢＥ︑︑︑︑︑▲■■ｑ︑︑︑︑︑巳■ｑ︑︑︑筒︑ｂ垂画■﹁唖︑︑︑︑ｂ■

一終戦記念日に思う

︑ｂ■ｑも︑︑︑ｑｂ■ｑ︑財︑い︑ｂ■ｑ︑ミ︑︑ｂ日日︑︑ｑｈｂ︾

鈴木一一
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これは若い人達のリーダーともいうべき浩宮殿下の話で

い人達が多数あることを知って︑私はほっとしたのである︒

ある︒昨年ブラジルを訪問された時のこと︑各地で土地の

青年達と懇談された折︑或る遠慮ないブラジル青年が﹁世

界では大統領の国が断然多いが日本ではどうなりますか﹂

第三十八回の終戦記念日を迎えて色煮の行事や催しが行

については自分はよく分りませんが︑今上陛下は第一二四

との意味の質問をしたのに対し︑殿下は即座に﹁その問題

実にこれ以上の名答弁があろうかと感嘆したのであった︒

代であられます﹂と答えられたという報道を知って︑私は

われ︑新聞・テレビなどでも特別番組があったのであるが︑

あの昭和の初めから起った怒涛のような軍部の時代は︑遂
たのである︒この暴走街道を蒸地に走る軍部を如何にして

ここに私は新年早為よいものを見付けて狂喜し︑事ある

相手の青年は恐らく二の句がつげなかったことと思われる︒

まつしぐら

に敗戦という悲劇に突入せざるを得ない︑時の流れとなっ

止めるか︑これこそ難事中の難事であるということを︑国

シュタイン博士の感想文である︒

大正十一年︵一九二二年︶ｌ当時︑相対性原理詮発見

毎に声を大にして吹聴していることがある︒それはアイン

して世界的名声を博した四十二歳のアインシュタインが来

い思いであった︒

この終戦の陛下の御聖断の一事こそ︑若い国民に是非知

民に反省させる催しがどこにもなかったことは︑実に淋し

らしめねばならぬ筈のものである︒靖国神社参拝が軍国主

日して︑日本についての感想を示して

ｌ近代日本の発達臆ど世界を驚かしたもの砿ない．

義復活への道だと反対する運動が起るなど︑世の中は国の
大本を忘れて︑目先の問題に気をとられているように思わ

私はいつも世界のどこか一ヶ所くらい︑このような貴

ならない︒果せるかな︑この国の歴史がそれであった︒

東京裁判というドキュメンタリー映画は︑正に昭和史の

い国がなくてはならぬと考えていた︒なぜなら世界は進

その驚異的発展には︑他の国と異る何ものかがなくては

進行を具体的に見せてくれて︑若い人達に是非見て貰いた

むだけ進んでその間︑幾度も闘争がくりかえされ︑最後

と真筆なる深い考え方があってよいと思う︒

い映画であるが︑幸にして正しくこれを理解し︑戦争を否

に闘争に疲れる時が来るであろう︒

れてならない︒これが世相といえばそれ迄であるが︑もっ

定しながらも殉国の英霊の気持も十分に解かろうとする若
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この時︑世界の人類は必ず真の平和を求めて︑世界の
その世界の盟主は︑武力や金力でなく︑あらゆる国の

持ち国威の宣揚に努力して来た︒従って今回の経済協力に
ことである︒

於ても六十億弗の要求は当然の事と思っているのも当然の

大統領になった︒日本には全く無名の人物である︒しかし

ォン︶氏等権力蓄財を全部没収したこと︒全部で一千億日

女子大ともう一校あり︑その外に士官学校︑陸大がある︒

ﾖ

盟主をあげねばならぬ時が来るにちがいない︒

全斗換現大統領は僅か五十余歳︑ＫＣＩＡ部長代理を勤

仲々勇気ある実行派として一般の評判は悪くない︒一例と

めた陸軍中将であった︒朴大統領の暗殺死後大将に昇進し

世界の文化はアジアにはじまって︑アジアに帰る︒そ

ばならない︒

歴史を超越した世界の最も古く︑かつ尊い家柄でなけれ

れはアジアの高峰日本に立ちもどらねばならぬ︒我々は

して全斗燥が大統領になってからやったことが三つある︒

本円と言う信じ難い金高に達する由で︑この金は社会福祉

第一は金鐘泌元首相︵八百億ウォン︶李厚洛︵六百億ウ

神に感謝する︒天でわれら人類に日本という国を造って
アインシュタインは︑人類を一○○年一○○○年の単位

おいてくれたことを︒Ｉ
で見通しての結論であろうが︑二○○○年も続いている日

収賄が五億であるから何とケタはずれの驚くべき金額では

事業に使うとか︒日本の国会で問題となり大騒ぎしている

その後主要銀行︑金融機関の頭取・社長を含め四百三十名

し︑赤を含む不遅分子一万六千名を追放したことである︒

第二は上記の高官に連らなる不正の官公吏を八千名解職

ないか︒

本の一系の天皇の存在をよくぞ見てくれたものであると︑
︵本会評議員・元侍従次長︶

感謝せねばならぬ︒ 五八・八・一五ｌ

韓国への展望︑

の金融マンが不正腐敗の理由で罷免されている︒

全国的には大学は七／八十校あるが上記五校がエリート・

︑加藤嘉三郎

第三は学習塾︑進学教室の全廃である︒ソウルには国立
朝鮮は神功皇后の三韓征伐や秀吉の侵略戦争︑或は日韓

のソウル大学のほか私立はキリスト教系の高一麓大学のほか

併合の総督府時代︵創氏改名の強制等︶に至る迄せめつけ

コースである︒日本で云えば昔の一高︑東大︑或は陸大か

展望の結び

られ悩まされた︒然しながら前朴維新政権以来プライドを
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ートのスピード出世を見ておるから我が子を何としてもこ

ら官吏︑軍人としての出世コースである︒下級官吏はエリ

治風土の改革を強調しているので何れ政治活動を規制する

金大中の軍事裁判は死刑の求刑が無期に軽減され︑しか

刷新特別法を発布すること上思う︒

の有名校に入れたいと念願する︒そこで学習塾が興る︒塾

今回日韓主脳会談によって両国間の懸案も概ね円満解決

も今回釈放されて自由の身となって米国に亡命することに

れば四万五千円︑子供二人おれば約十万円だ︒これでは権

され︑共同声明の発表となっているので両国の国交が善隣

なり︑紛糾を重ねたこの問題も一応完全解決された︒

力を用い不正と知りつつ金を稼がねばなるまい︒一方塾主

一万五千円︶か上る︒入試に大切な英︑・数︑国語の三科目と

等は進学教室によって毎月何百万ウォンも儲けている︒こ

ない︒先般我国の経済界の代表者が韓国を訪れ︑要路の方

友好の道をたどり韓国の国連が伸長することを望んでやま

の費用は週三回の授業で一科目について月五万ウォン︵約

のいまわしい状態にメスを入れ︑これを一切廃止し︑内甲
と自宅学習の桑で入試をすること上した︒これだから一般

て解決を計るべきであろう︒現在の韓国では高等教育を受

文部省や学校当局︑教員並びに両親も︑もっと勇気を出し

題となっていることに鑑み︑韓国のことを他山の石として

は大学入試に失敗した浪人が自殺したりして大学入試が問

観光客の宿泊にはことかＬない︒清潔なる市街づくりは軍

れから建設される国際級ホテルその他を合せて選手︑役員︑

には米資本による三十階のカヂノ・ホテルが建ったし︑こ

ックが開催せられることが決定した︒最近ウオーカーヒル

ンピックの次即ち五年後の一九八八年にソウルのオリンピ

昨年国際オリンピック会議で来年のロスアンゼルスオリ

々と会談せられたのもその一つであろう︒

ける志望者の割合は我国より高い位だ︒高校かつ大学への

事政権によって完遂されるし︑今後続々と建築せられる各

の国民大衆が大統領に拍手喝采するものも当然だ︒我国で

くには学歴が重視せられている結果であろう︒

進学志望者は八割に達しているとか︒これは社会に出て働

した︒全政権が前朴政権の維新憲法に比べ独裁防止や人権

投票率が九五・五％︑賛成率九一・六％と史上最高を記録

忠君︑愛国︑孝悌︑仁義礼智信の思想を根底に持っている

はこれに該当する︒修身︑斉家︑治国︑平天下を理想とし︑

とのことである︒日本︑台湾︑韓国︑華僑の新嘉波︑香港

松下幸之助翁のお話によると儒教︑仏教の国は繁栄する

して国威を内外に宣揚するに絶好の機会であるからである︒

種競技場も立派なものが出来るに違いない︒これは韓国と

擁護に留意し大統領の任期も七年に限り︑再選を許さない

全斗換政権下昭和五十五年十月の改憲国民投票に於いて

事などが国民の信任を得た所以であろう︒全斗換政権は政
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あり︑金日成大統領の後嗣として長男の金正日が確定しているの

教えは侵透している︒︵北朝鮮の人民共和国でも儒教が根底に

国々である︒韓国は昔は儒教が盛な国であって今なおその

使用を強行し漢字の使用を廃止した︒そこで老人は日本語

領が韓国独自の文化昂揚政策の根本としてハングル文字の

は漢字民族との交流を徒らに阻害すること上なる︒日韓両

と共に漢字を知っているが若い者は全く知らない︒これで

るからである︒今後も韓国人が漢字を習わず︑国策として

国の文化の交流にも貿易の発展にも漢字の使用が必要であ

も理解されるところである︒︶

仏教は現在国民信仰の六割余を占め︑儒教︑クリスト教

の交流発展は大いに阻害せられる︒従って是非ハングル文

はいざ知らず︑使用しないとなれば︑日本との文化︑経済

がこれに次いでいる︒そしてクリスト教は米軍人の駐留も
あり︑学校経営を布教の手段として力をいれているので近

善︑指導して頂き度いと痛感した︒

字と共に漢字を併用し︑日本語習得を容易ならしむ様に改

来はその信者は増加している︒しかしこれが社会主義︑自
由主義の温床となっておるから︑果してキリスト教が韓国

﹁関釜フェリー﹂も今春から今までの二倍に増便されて週

釜山と下関とは海を一またぎの近さである︒両市を結ぶ

の将来にとってプラスとなるかマイナスとなるかは疑問と
韓国には株式会社式経営ｌ合本主義経営が少なく大企業

思う︒

一月から自由化されたし︑海外の知人や親類を訪問する

﹁親和旅行﹂も大幅に緩和されたので訪日は楽になった︒

六回就航することとなった︒また韓国人の海外旅行がこの

唯︑外貨事情からウォンが外国に流出するのをきらって親

であっても大衆の資本でなく︑少数金持の出資による︒即
ち貧者が多いから資本の大衆化は行われていない︒従って

でも金持の個人的経営が少なくない︒形式的には株式会社

ともすれば貧者階級の不平が勃発し︑北の脅威にさらされ

ォン︵六十六万円︶を渡航前に韓国の銀行に定期預金しなけ

和旅行で百万ウォン︵三十三万円︶一般観光旅行で二百万ウ

ればならない︒また安い日本製電器製品の買出しが激増し

ながら︑自由︑社会主義者の宣伝にのりしばしば騒乱を起
韓国に旅行するとハングル文字ばかりで漢字がない︒何

すことは経済の発展に非常なマイナスとなっている︒

︵特別会員・元日清飼料常務︶

べきで︑この点を我々も充分に認識しなければならない︒

った︒これこそ韓国の外貨事情の恥部をさらす証左と云う

たので︑このところ税関に於いて輸入が規制される様にな

る︒

の店舗か︑特に便所がどこにあるか判らず大変不便を感ず
ハングル文字は李朝四代目の世宗大王によって開発され

た非常に簡単且合理的に出来た仮名文字であり︑朴前大統
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◎

旧聞に属するが︑昭和五十八年六月十日︑東京本社発行
◎

の朝日新聞には︑創刊三万五千号を記念して︑第二部八頁
が付録された︒

付録第一頁には︑複写で︑創刊号のフロント︒ヘイジが掲

とにかく︑東大新聞研究所所蔵マイクロフィルムの該当

紙面を拡大して拝見したら︑紛れも無い誤植︒しかもこの

る迄︑十日余りも続く︒﹁題字下﹂には︑年月日と並んで︑

誤植は︑校正係が気付いたか︑読者にでも気付かれたかす

◎

天候・気温・潮汐などもあり︑毎日書き換えられている︒
◎

そして干支年も亦毎日誤記されていた︵？︶とするなら︑
誤植ではなくなる︒

念のため︑大阪で発行された朝日新聞の同日付号も拝見

したが︑こちらは本家だけあって︑戊子年︒分家は︑この

刊に当たっての歴史的誤植なので︑このままにし︑その旨

将来︑創刊四万号特集︵筆者残後︶などには︑この誤植は創

誤植が確認されたので︑朝日新聞東京本社編集局宛注進Ｃ

記念碑的誤植を以って始まったわけである︒

ところが︑﹁題字︵東京朝日新聞︶下﹂に︑創刊年月日が︑

使用されている︒懐しさを覚えた︒

げられ︑全紙面は︑旧仮名造にルビ付の旧漢字が無制限に

明治廿一年七月十日とあり︑当時一般に行われていた陰暦

からの丁重な礼状には︑﹁東京朝日新聞誤植第一号﹂との

コメントにしては如何との愚見も附した︒編集局校閲部長

筆者は本誌九○四号で︑干支の出鱈目などについても例

も併記されて︑成子年六月二日とある︒

校正を後世に引懸けて﹁校正︵後世︶恐るべし﹂との謂

文字もあった︒

ーセの十戒の一つが〃汝姦淫すべし″となり︑後世に迄

がある︒否定詞一つの脱落に気付かなかったばかりに︑モ

﹁戎子︵いぬね︶﹂とし︑千が無い︒

示したが︑この例は全く趣が違い︑支だけを二つ重ねて
時は明治期もまだ半ば︑一般庶民でさえ︑干支などは日

﹁姦淫聖書﹂︒の名を残した書物︵一六三一年ロンドン刊︶など

常使用語であった︒無冠の帝王︑社会の木鐸を以って任じ
らく︑創刊号フロント︒ヘイジをフィルム撮りして製版の際

た操飢者に︑このような間違いなどあろう筈がない︒おそ

誤植を探し出し︑相当の金額をせしめる強面の言論人が横

国粋主義一色の戦前には︑各種出版物の皇室関係記事に

は︑正に﹁後世恐るべし﹂の先蹴であろう︒

にでも付いた塵か︑或いはインクむらの類であろうと思っ

た︒ ソ
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＠

＠

レールとかウエーなのどように︑何とも平板な︑間延びし

もの︒試みに︑このカナ表記に従って発音して拳ては如何︒

あった︒原稿を三分の一ほどカットすることになり︑その

る︒やがて海外でも歩くようになれば︑いざという時︑ど

居乍らにして︑外国語の正しい発音を身につけることにな

べての外国語カナ表記がこのように︑原発音に近ければ︑

筆者は何回でも繰返して言うが︑日本国内にいても︑す

るであろう︒

た音とは違い︑我れ乍ら︑深味と丸味のある音に気付かれ

行した︒例えば︑恐れ多くも天皇陛下を天皇階下とは不敬
よく槍玉に挙げられたものである︒

も甚し︑といった具合に︒教育勅語や戊申詔書等の誤植も
本誌九○五号の編集後記にもあったように︑九○四号所

遣繰加除が欄外に迄及んだ︒印刷所の迷惑を考えて清書の

んなにそれらが役立つものであるかは︑予想の外となる︒

載の拙稿には誤植ではないが︑致命的な所謂ミスパンチが

の上︑筆者校正では︑誤植探しにぱかり眼を注ぎ︑﹁字を

際︑全く同型の文言だったので︑そっくり書き落した︒そ

しいカナ表記でのほうが︑いいに決っている︒その国の言

どうせ覚えさせたり︑覚え込んだりするなら︑最初から正

前稿末尾に引用したゲーテの﹁格言と反省﹂には︑﹁格

てくるようになるから︑仮令︑一口会話であっても相手は

葉が︑知らず識らずのうちに︑原音に近い言葉となって出

︒◎

仕儀となってしまった︒

見て文を見ず﹂となる︒人のことなど言えた義理ではない

言一○六○番﹂として﹁私は誤植ｅ旨︒産①匡⑦Ｈ︶を見るた

一目置くことになる︒

ーになりました︒﹂で始まり︑﹁１字違えば２味違います︒﹂

売品の一頁大広告である︒その宣伝文は︑﹁カレーがカリ

実例二は︑先般︑或る食品会社が︑全国紙に掲げた新発

びに何だか新規なものが発見されたように思う︒﹂とある︒

さて︑先の拙論で︑あれこれ例示した外国語のカナ表記

意表を衝いた見解として紹介しておきたい︒

を︑筆者の主張通り︑原発音に忠実な例がぽつぽつ現われ

い寄せられた文字︒﹁人びと劇場﹂の頁の説明文の冒頭に

秋の大冊︵以前は厚さも手頃であったが︶の初めのほうで︑吸

実例一は︑過日︑何年振りかで偶然手にした月刊文芸春

発音のリポートが途中でレポートと歪曲されたように︑カ

発音できないことが︑それこそ一目瞭然︒もともと正しい

てある︒この綴り字を眺めたら︑誰だってカレーなどとは

包装箱には英語で大きく︑ＴＨＥＣＵＲＲＹとも書い

で終っている︒︑

は︑大きく﹁国内全軌道を完乗した〃レイルウェイ・ライ

レーは印度南西部やスリ・ランカのタミル語カリに発して

始めている︒

ター﹂とあった︒これこそ原発音に忠実なカナ表記という
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いるので元来カリーであったものが︑いつのまにかカレー

人名で︑巳と己の区別無視の代表格は克己である︒己の

十千の︑巳は十二支の︑それぞれ第六番目に位する︒

の音訓みはコヅキ︵コクキ︶で︑おのれにかっことを意味

音はキ・コの二つで︑訓もおのれ・つちのとの二つ︒克己

にされてしまったのであろう︒カレーでは外国にも通じ難
く︑ライス︒アンド・カリに相当するフランス語のリ・オ

いので︑己を﹁糸﹂と読ませ︑﹁かつ柔﹂とした︒おのれ

する︒それで︑訓読桑でのかつおのれでは︑さまにならな

・カリをリ・オ・カレなどにしたら︑有名なロダンの彫刻
﹁カレの市民﹂のカレーとなり︑何が何だか判らなくなる︒

とは﹁わがみ﹂であり︑﹁自︵みずか︶ら﹂という漢字も

とにかく︑全国紙上で正しい表記の﹁カリー﹂が改めて紹
介され︑遂に﹁カリー﹂は﹁カレー﹂に取って代って市民

成己などが眼につく︒他方︑浩巳・克巳などのように︑正

人名は︑克己にならって︑己を﹁み﹂と読ませる正己・

ような錯覚に基づくものであったのかも知れない︒

ある︒これらから︑みだけを抽出したらしく︑元来がこの

東京の新宿駅西口に︑﹁ボンベイ﹂という大衆食堂があ

権を雄得した︒

る︒開店当初から﹁インドカリーと紅茶の店﹂を標傍し︑

しく識別されての人名も眼に入る︒だから︑問題だと言い

◎

カリーと表記した大看板は早くから︑通行人の眼にも入っ

ら︑何と書こうと読もうと当事者たちの勝手ではないか︑

たいのである︒人名など︵？︶は︑所詮符丁に過ぎないか

◎

ていたＯ

新宿駅東口には︑老舗中村屋があり︑半世紀も前から
︒

﹁秘伝インドカリー﹂を呼び物にし︑現在に至るまで根強

とおっしゃる御仁もいるにはいるが︒

︵本会会員．︵社︶日本図書館協会顧問︶

も己は全然含まれていないのである︒

が現状である︒遺憾乍ら︑この表には︑巳は含まれていて

字を常用に編入︑新たに五四字追加で︑差引合計一六六字

告示各第一号で一二○字︑五六年の民事行政審議会で︑八

何れにしても︑人名用漢字表は昭昭二六・五一年の内閣

い人気を保っている︒

最後に︑先の拙論には思わぬ方面から反響があったので︑
二︑三の関連事項を記すことにしたい︒

巳・己・己の区別については︑誰にでも覚え易い俳句調
︵十七文字︶を紹介したが︑これより詳しいものはないか

との向きには︑短歌調︵三十一文字︶の﹁み・シ︵巳︶は
上︑すでに・やむ・イ︵巳︶は中ぱにて︑おのれ・つちの
と・キ︒．﹁己︶は下付き﹂を紹介したい︒因みに︑己は

（35）

あした

しのぶ

杉木立くぐりて集ふ少女らに忍が丘の若やぐあした

明日より小学校へ実習にいゆく少女の瞳おののく

精薄孤児障害児世話せむと施設勤めを望むか汝は

園児らの歓声のなか七夕の飾り仕上げぬ顔ほてらせて

実習の園おとなえば学生は乳児背負いて頬あからめぬ

ゞ千葉県山田町宇津木一直

教室に私語多かりし学生の園児みちびくおとなびし顔

四十年経て消ゆるなし松の木の幹に斜線の深き傷痕
たり

平均余命あと十四年うかうかとしてはゐられぬ歳となり

らし

朝明けの空とどろかせへリコプター農薬撒布をはや始む

の

素朴なるこのぐい呑桑は傘寿なる元村長が手づからのも

紫陽花の広葉にひそむ雨蛙の風にゆられてまなこ光らす

房総をはるばる訪ね静かなる房南荘にやどり楽しも

埼玉県相沢正直

蘇峰翁の参詣記偲びつつおるが承ぬ旭光の美にもまさり

宮崎県清武町壷井秀生

よぐ

天に満つる春の光りを照り返し柿やはら葉のさゑどりそ

東京邦藤井正夫

訪ねゑてつぶさに知りぬ房総の山水の美のその偉大さを

し落日の美を

夕暮れの養蚕室に妻と来てかえし桑の葉の臭ひしるしも

朝毎の橡に届きし牛乳を朝養ひと老いは噌なむ

も

若き日にうるさく鳴きし田蛙の鳴かなくなりて何か寂し

一一

菜花咲く峡の畠に蝶のまひ長閑けき春となりにけるかも

それぞれの姿を見せて石仏の並べる墓地に花吹雪まふ

亡き母が心にかけて拭きこみし納戸の板戸飴色に映ゆ

咲く

暮れおそくなりたる初夏の小川辺をそぞろ歩めば月見草

千葉県市原市加藤己之

古川哲史選

秋蝉は長くは鳴かずま日中にただひときわの声きほはせ
て
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弘道歌壇

柿の葉は日毎しげりて行く春の五月真昼の風にそよぐも

埼玉県鷲宮葛人

まが

事なきを神に祈りぬ九月一日は二百十日の厄日にもあれ
ぱ

み祭りに仕えまつりて家も身も狂事なきを祈る氏子ら

選者詠
冷房のききたる部屋に日毎来てむさぼり読ゑぬノン・フ
ィクションもの

ジョギングのまねごともして過ぎむとす七十一の長きこ

末句﹁頬を染めおり﹂とあったが︑木俣修は﹁⁝おり﹂という

語法を絶対に許さなかった︒それで︑第四首日も﹁七夕の飾り

た︒

仕上げし顔ほてりおり﹂が原作だが︑木俣流に従ってなおし

宇津木氏の今回の四首は上達のあとがいちじるしい︒第一首

いか︒第四首目の原作は﹁朝明けをはや称かせヘリコプターの

目は戦時中松根油をとった傷痕とわたしは解したが︑それでよ

相沢氏の第二首目は﹁蘇峰翁参詣記偲びつおるがみぬ旭光の

農薬撒布いま始むらし﹂︒

美よりも美なる落日の美を﹂が原作︒﹁美﹂が三つもかさなる

鷲宮氏は神官で鷲宮神社に奉仕しておられる︒それで九月一

のはわずらわしいので︑節約を試みた︒

選者の三首は今夏の作︒クーラーのないわが家は暑いので︑冷

日の防災の日には神に祈り︑氏子の安全を願われるのである︒

すべての蔵書が自由自在に読める︒それを良いことにして︑八

次郎﹃老いらくの記﹄︑ポール・ポネ﹃ムッシュ・ポネの日本

LO／ノ

の夏

会ひたければカセット・テープの似し声におぼるる如く
われは聞き入る

加藤氏の旺盛な作歌力にはいつも乍らあたまが下るが︒㈲の

月中に十四冊のノン・フィクションを読了した︒嘉治隆一﹁人

房のきいた近所の区立図書館に出かけた︒ここは全館開架式で︑

第三首目﹁姿をもちて﹂とあったのを﹁姿を見せて﹂に︑○の

における人間の研究﹄︑木村健康﹃東大嵐の中の四十年﹄︑清水

と心と旅﹄︑金田一春彦﹃父京助を語る﹄︑大隈秀夫﹃大宅壮一

寸評

第一首目﹁かえるの桑の葉﹂とあったのを﹁かえし桑の葉﹂
おした︒

に︑第三首目﹁届ける牛乳﹂とあったのを﹁届きし牛乳﹂とな

の瞳おののくもあり﹂︒﹁おののくもあり﹂は丁寧すぎる︒﹁乙

日記﹄など︒どれもこれも興趣深く︑おかげで七十一歳の暑い

らが風狂の師﹄︵上下二冊︶︑池田弥三郎﹃三田育ち﹂︑石坂洋

幾太郎﹃昨日の旅﹄︑江藤淳﹃去る人来る影﹄︑青山光二﹃われ

女﹂は﹁おとめ﹂だが︑斎藤茂吉は﹁おとめ﹂ないし﹁少女﹂

夏を愉快に乗りきることができた︒

壷井氏の第二首目の原作は﹁明日よりは小学校へ実習の乙女

と書くべきだと言っていた︒わたしもそれに従う︒第四首目の

／ n 句 、

千葉県鈴木とよ女
○農衣脱ぐや土間に落ちたるいぽむしり
○法師蝉耳に家路の歩幅ふえ
○手柄杓で水播く女路地暑し
雨上る畑に秋涼の風うまし

篠塚しげる選

千葉県林東洲

秋茄子や小さく老いて句に生きる
遠来の客に甚平詑びて出る

露地裏の手花火光り分け合へり
色付きし鬼灯庭を明るうす

○行水を終へ着ぽそりの単衣帯
︾て

○マネキンの早も半袖梅雨に入る
○頬殺ぎて老農に夏立ちにけり
花柘溜妻のうなじに惨む汗

渋谷区景山譲衛

○藤椅子や亡父の残せし座のくぼみ

○麦秋や日に三本のローカル線

母子寮の子手花火に離れ仔つ

姿見に妻振り返る更衣

市原市加藤刀水

註︵花桐は東京高師の徽章︶

花桐の散りて教育荒廃す

○虹の橋渡れば浄土見ゆるかに

○棲桑古りし池に墓の子生れ群るる

千葉県飯田萌堤

室みんな掃きだして蝉の朝となる

○秋冷や長袖さがす箪笥引く

差なき余生をのばし菊作り

○安住の庭に名月得て賞づる

選者近詠

秋空の澄むはさ象しと生む雲か

轡なぎ馬の眼やさし草の花

心電図撮られをりけり台風裡

一
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日本弘道会
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朋皿印敬称略︶

（寄付金口）

日本弘道会

︹東京都︺

２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数字は会費最終月です︒

だきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた

︵塞岬和霊︾

日本弘道会

倉持誠一︵詔〆廻︶○寛操︵弱三５︶

,
壬
一

鯵ご寄付者芳名

座号

（寄付金口）

○伊藤幸七郎︵弱三７︶○上野明義︵弱−８︶

三１︶︵以上三︑○○○円︶

砂金俊夫︵釦−１︶遠藤りう︵弱−３︶

○下山敏郎︵弱−９︶︵以上一︑五○○円︶
加瀬正治郎︵
︹神奈川県︺

藤岡清俊︵弱−７︶高森董︵弱三７︶
長岡二郎︵弱−７︶大舘愛雄︵弱−７︶
○矢柴通雄︵弱−９︶○矢口麓蔵︵弱三８︶
︵以上一︑五○○円︶

田沢一心︵釦三１︶︵三︑○○○円︶
遠藤要︵ −９︶︵一○︑○○○円︶
︹千葉県︺

︹埼玉県︺

○波多野速麿︵弱−８︶︵一︑五○○円︶

︹福島県︺

○斎藤知正︵弱−７︶︵一︑五○○円︶

仮事務所移転のお知らせ

前回︑７皇８月号でお知らせいたし

ました通り︑弘道会ビル改築のため︑

左記仮事務所に移転いたしましたの

で︑ご報告いたします︒なお此処に

は新ビル竣工予定の昭和六十年一月

仮事務所移転先

末まで仮寓いたします︒

２１４１６

Ⅲ東京都千代田区神田淡路町

︵富士銀行神田支店裏︶

Ｆ＆Ｆロイヤルビル︵２階︶
︹愛知県︺

○馬淵順子︵卵〆７︶︵一︑五○○円︶

︵電話︵剛︶三○八八︶

国電ｌ御茶の水駅下車︑徒歩過分

歩５分

地下鉄ｌ千代田線新御茶の水駅下車︑徒

４分

地下鉄Ｉ都営新宿線小川町駅下車︑徒歩

分

地下鉄ｌ丸の内線淡路町駅下車︑徒歩３

最寄り駅からの所要時間

原子徳治︵銘一ｍ︶○杉田有窓子︵弱〆８︶
︵以上一︑五○○円︶
︹新潟県︺

竹内竹四郎︵弱−７︶︵一︑五○○円︶
︹岡山県︺

○継国克己︵弱一⑫︶︵二︑○○○円︶
︹鹿児島県︺

古川三男︵弱−３︶下飛田勇︵帥−３︶
○工藤豊彦︵弱−９︶︵以上一︑五○○円︶
︹鳥取県︺

︹オーストラリア︺

松江支会︵四十八名︶︵七二︑○○○円︶
○チェンバレン・フヂ︵弱三８︶
︵一︑五○○円︶
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東京
振替口座

438934
〃

普通預金

菅
一
一
P
ー

金壱万円也水沢利忠殿︵群馬県︶

お 願 い

◎会費領収報告書

ロ番

ご寄付金のお振込は下記ご便宜のとこ
ご利用下さい。‐
普通預金

言葉の

って軍靴製造をはじめ︑和蘭から技師を招

どであった︒明治三年に兵部省の勧めによ

いて子弟にその製法を伝習せしめた︒これ

をヘンポンと翻して頂きたし︒その﹁旗の

小金井市石黒ミナ

下﹂での記念撮影が好ましく存ずる次第︒

ろこばしく存じます︒一層の発展を祈って

発展されることを︑会員としてまことによ

を加えた︒尚︑製革の副原料である渋液の

械をも求めて帰り︑その製革法に一大革新

各地の工業を視察して︑その新しい製革機

うことである︒又︑自らも欧州へ出かけて︑

おります︒私は大正十四年四月から一年間

工場を設立させて多くの職工を使って桜組

製造場も設け︑進んでアメリカに迄︑製靴

が抑も︑わが国の製靴業の始めであるとい

日本弘道会附属・社会教化学院に在学いた

改良靴の名声を内外に轟かさせた︒その外︑

仮事務所移転についてのご案内拝承︒日

し︑はじめ半年間は当時副会長であられた

本弘道会が内容外容ともに︑ますます充実

第九○三号誌第二七頁囲み記事︿遺稿﹀

徳川頼倫侯邸の南葵文庫の会議室が教室で

メリヤス︑硝子及び耐火煉瓦の製造まで企

ひろぱ

会祖西村泊翁先生訓は既に明治二十四年の

ありましたが︑後半は現在の会館がある場

て国家の為に害をなす者あり︒窃盗強盗よ

はしないかと心配させられたものでした︒

コークス・ストーブが過熱して建物が燃え

所に建てられたバラック建に移りました︒

業上の功績により緑授褒章を︑同じ二十九

たのである︒よって明治十四年十二月︑工

は︑海外に迄輸出するの盛況を見るに至っ

てその改良発達を図ったので︑今やわが国

る処の佳言︒﹃⁝・・・然るに刑罰に雁らずし

︑︑︑︑︑︑

世田谷区岩崎晶

警鐘乱打なれどもこれは実に現代にも通ず

り甚し︒然るに是等の徒は却って紳士の名

この一年間に学んだことは生涯の宝となる

は翁の略伝であるが︑要するに西村兄弟の

たが惜しくも七十一才で残せられた︒以上

年には特旨を以て勲五等瑞宝章を授けられ

市原市加藤刀水

ものでございました︒

を得て衆人の上に立ち︑衆人も亦人を尊崇
を嘆かれております︒

する者あり︑云為﹄とあり︑﹁末世の社会﹂

西村会長のお説第九○二号のご趣旨と同

︵西村勝三翁について︶弘道会祖の西村翁

功績は︑文化︑実業の両面に亘り実に世界

様﹁人心の荒廃﹂に対しての頂門の一針で

の偉大なる功績は︑何人もひとしく︑これ
○

の出身であることも又︑不思議な因縁とい

的師表を掲げられたもので両人とも佐倉藩

︑︑︑︑

を認めているが︑その実弟である西村勝三

ありましょう︒

次に新会館の出現詞にうれしく心より祝

に志して先ず︑屋号を伊勢屋と名づけたほ

して佐倉藩士の家に生れた︒夙に殖産興業

Ｏ

天保七年十二月に︑西村平右ヱ門の三男と

翁の名は︑割合に知らない人が多い︒翁は

掲揚の金属ポール﹂掲揚塔を設置して︑天

﹁鳴呼玉杯に花うけて緑酒に月の影や

横浜市加藤嘉三郎

うべきであると思う︒

っておる次第でございます︒﹁屋上に国旗

福申します︒竣工・完成を一日も早くと祈

皇誕生日や当会総会の場合は屋上に日の丸
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愚
キ

どし：：：﹂は第一高等学校の校歌である︒

したことであろう︒ここに大正三年入学し

若い一高生は弊衣破帽にて路上を放歌高唱
た者はクラス会を雲難会︵あいたい会︶と名

付け︑五年前から春秋二回︑例会を開催し
てゐる︒今春集った級友も十六名に達して
ゐる︵文芸春秋七月号に写真掲戦︶︒集う仲間

は﹁元﹂の総理︵岸信介氏︶あり︑検事総長

士済々︑岸さんの隣りに西村会長の顔も見

あり︑大使︑学長︑院長︑大学教授あり多
えてゐる︒何れにしても米寿に達しておら
れるが元気溌荊なのは敬服に堪えない︒何
同が卒寿のお祝をせられることを待望する︒

卒お身体を自愛せられて加齢せられ︑ご一

編集後記
▽今年の敬老の日・９月晦日は︑百歳以上
の年寄り番付を厚生省が発表するようにな
ってから丁度二十年目ということもあって︑
新聞各紙はそれぞれ︑かなりのス・ヘースを

とに鷲ろきである︒

さいて関連記事を報道していた︒これによ
ると︑この二十年間に該当者がなんと８︒
８倍の一三五四人に急増したという︒まこ

また︑その裾野となる六十五歳以上の
﹁老年人口﹂は二六六万人と︑総人口に
占める割合は実に９．８％に達している︒

わが国はいよいよ高齢化社会をめざして一
直線︒先進国のうちでも例がないスピード
振りですすんでいるわけである︒
▽まことにお目出たい限りではあるけれど
も︑これに伴い色左と複雑な社会問題が派
生していることはご承知の通りである︒医
療のこと︑年金のこと︑再就職のこと︑そ
して住居のことなどの諸問題をどう解決す
るかＯ

▽まこと︑肝心なことは天寿を全うするに
しても︑それなりの﹁生きがい﹂ある人生
でなければならない︒即ち︑一人孤独に悩
んだり︑周囲から粗大ゴミ扱いされるよう
な淋しい﹁生きざま﹂であってはならない︒
このためには国は勿論︑本人もよほど真剣
に効果的な対応錐・人生計画を考えなけれ
ばなるまい︒

老後の﹁生きがい﹂あらしめるための第
一の要一諦は︑何と言っても﹁まづ健康﹂と

いうことであろう︒そして健康は個人のも
のであるが︑またそれ以上に社会のもの︑
子孫に伝うべきもの︑人は健康をかちとっ
てこそ初めて真の幸福な生き甲斐が楽しめ
るというものである︒

▽ところで︑むかしから還暦︑古稀︑喜寿︑
米寿︑牟寿などと長命の節目節目の祝いが
あるが︑それら年輪のかげには尊い人生経
験があり︑尊いわれわれの祖先と伝統があ
り︑尊い日本の歴史がある︒
いま八十歳以上の長寿を祝はれる人々は︑
その幼年時代からＮＨＫドラマ﹁おしん﹂

的環境に育ったことが幸いしていた人達が
多い⁝⁝ということをよく聞く︒どうやら
この〃尊い宝・長寿″にとって地位︑財産
に恵まれるということは過去・現在・未来
とも必ずしもプラスには作用せずに︑むし
ろ厳しい環境と自然に鍛えられながらの質
素な生活即ちハンブル・ライフの中からこ
そ培かはれるように思はれる︒このことは︑
豊かさの中に馴染桑きったいまの若い人々
への大いなる警鐘ではあるまいか︒

されている︒そして老化防止の要一諦は前頭

▽素晴らしく老い︑美しく老いるための健
康造りには︑本号にご執筆いただいた諸先
生がたの玉稿があますところなく懇切に説
きつくされており︑その根底にあるものは
盛かな生活になれ切った現代への反省が示

葉をきたえ︑身近かな社会奉仕参加による
地域社会とのつながりによる高年期の孤独
からのがれることなどが示唆されている︒

ご執饗沈ください︒︵渡辺薫︶

昭和五八年十月云日発行年会費一︑五○○円

昭和五八年十月二日印刷定価二五○円

発行人西村幸二郎

編集人片山清一

東京都千代田区神田神保町三ノー○

四

六ロイヤルピル

印刷所共立社印刷所

発行所蝿侭日本弘道会

東戒都千代田区神畑淡路町二

振替口座東京四

四三一七

電話︵二六こ○○○九番

郵便悉号一○一

ｒ︑４

送料
二五○円
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−《発行所》−
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文博・東大名誉教授

平川彰著四六版二○○頁定価二︑○○○円

般若心経の新解釈
二六○字の経典が説き明かす仏教思想の本質″

好著です︒

仏教学の世界的権威である著者が︑般若心経に説かれた深淵な哲理で
ある空の思想と︑心経にきらめく仏教の基本的な教理とを︑平易に︑
かつ懇切丁寧に解説し︑解釈した珠玉の書︒人生の指標ともなるべき

文学博士古川哲史著四六版一九三頁頒価一︑五○○円華謡○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

明治の精神紗鯛蕊飛鰹競憩騨霊灘融

TEL03(915)1078

TEL03(261)0009振替東京4‑4317

〒170東京都豊島区上池袋1‑39‑17

〒101東京都千代田区西神田3‑1‑6
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