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すること

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

社会悪に対し世論を高めること

幸哲昭徳
威史雄郎

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
教養を豊かにすること︑見識を養
うこと

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
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
健康に留意すること︑天寿を期す

一屈しないこと
ること

身を貫くこと

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

例⑳⑱⑰

へ

︹巻頭の言葉︺

生きるよろこび

西村幸二郎

Ｉ

間口虹米︑三方を道路に囲まれた大きな﹁日本弘道会ビ

ル﹂が総延べ坪一五三五坪︑地上八階となって︑ユニー

長い間懸案となっていた︑わが弘道会館の改築に就て

クな装いを凝らして︑もとの場所にその麗姿を顕わすこ

就てはこの歳末に当って︑私は重複をいとわず皆さん

︾︶

いよいよ今日︑十月二十日﹁地鎮祭﹂を目出度く終了して

は︑去る八月仮事務所への移転のあと旧館は解体して︑

ととなった︒

より楽しい希望を抱いていよいよ雄飛発展を期し度いと

と一緒に多事多難だった今年を回顧すると共に︑来年は

三代の会長だった松平直亮氏︵旧松江藩主で当時本会顧問︑

地上から消えてしまった︒想えば旧会館は昭和七年︑第
五十五年の永きに亘る財政的援助面で本会の大恩人︶及び時の

変を始として︑日本海や東北地方に起った津波︒到る処

まず第一に季節を忘れたように交々襲った気象界の異

思うのである︒

第四代会長徳川達孝氏︵元・大正天皇侍従長︑田安家の喬︶

をはじめ役員の方左の献身的努力と︑会員有志多数の協
西村泊翁先生の長女︶が心血を注ぎ設計︑建築されたもの

こも

で外観内装ともに当時の近代科学の粋をあつめたもの︒

の結果多くの尊い人命の喪失︒近くは三宅島阿古地区を

で度々重なった集中豪雨水害︑崖崩れや家屋の倒壊︑そ

力一致とにより︑中候精一郎氏︵同氏の霞江夫人は会祖・

鉄筋コンクリート・三階建の格調高く堂々たる風格のこ

暇がなかった︒おまけに富士山の爆発予想まで噂され︑

一部被難民の内地への永久転出など様煮の災害が枚挙に

中心とする嘗てない激しい火山爆発と溶岩の流出︑更に

の建物は︑五十二年にわたり東京・西神田の一角にその
なお︑この度の改築にあたって︑世界にその技を調わ

偉容を誇っておりました︒

れる日建設計の技術陣も︑五十余年前の中篠氏の設計技

到頭関東大震災やさては安政の大地震まで引張り出して

世を挙げて不安に脅やかされた︒

いとま

術の優秀さに感服之を久しうされたほどである︒
日下新ビルの建設を急いでいるが︑再来年一月には︑
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他方実刑を宣告された元総理大臣を中心とした政治の
倫理性欠如が議政壇上のお偉方をすっかり騒がせ︑国民
の大半も到る処で激昂しているさ中に︑平素は真面目だ
とばかり信じていた各方面で︑次々と莫大な金銭に絡ん
だ不祥事が曝露された︒人びとの感覚は次第に麻蝉し︑
かね

金⁝金と金一辺倒の世の中と化し︑悪は悪を生み︑類は

に高めようと専らわが国を目標として来り集まり︑言う

なれば所謂﹁天の時﹂と言ったものが自ずとここに醸成

されたのではないかと感ぜられる︒

この様に考えて︑私は古く中国より伝わった名言を想

し

﹁天の時﹂は﹁地の利﹂に如かず

起するのである︒

﹁地の利﹂は﹁人の和﹂に如かず

その大意雌ｌ如何なる天与の時と雌も地理的条件の

類を呼び︑非行暴行まで常例となり︑引いては人命の軽
視ですら日常茶飯事の如くなって了った︒マスコミも報

有利さには及ばず︑どんな地理的有利さも人心の一致に

平和と道義の宣布宣揚︑進んでその実践期行にあったこ

の定款にまで規定して唱道して来たものは︑世界永遠の

思うにわが弘道会が創立以来百年の久しきに亘ってそ

公孫丑︶

はかなわない︒凡そ事を成さんとするには﹁人の和﹂こ
そ第一であるｌと説いているのである．曾典孟子ｉ

道に大童となって紙上を賑わしていたが︑今では少々疲
れ気味となって︑世の中はまるで末世の様相を呈してい
ス︾○

事ここに至って︑有識者は勿論︑庶民に至るまで真剣
に国家の将来を憂うるあまり︑この際世の立て直しをす
ら熱望しているかのように感ぜられる︒時計の振り子が
もとに一戻るように︑一刻一秒といえども休まず一定のリ

んで︑一致協力常にその教を奉じ同志的結束を堅めて来

とは︑畢寛するに会員が西村会祖の思想の同じ流れを汲

人の心の奥底深く蔵せられているのである︒

た結果に外ならない︒言うところの﹁人の和﹂は既に各

○○○○○

ズムに従って動かされている大自然︑今や一大転換を促
がされているかのように私には感ぜられてならない︒

われらは先きに世界唯一の被爆国民となって︑ノーモ

○○

云うまでもなく﹁和﹂とは和やかに睦象合うことであ

って天下に普ねく行われる達道であり︑全世界が古今を

ァ広島︑長崎を絶叫して︑永遠の世界平和を唱え得る当
然の権利義務を獲得したのであった︒最近は真剣に平和

通じて共に拠るべき道である︒︵出典・礼記ｌ中肺︶

よ○
運動を望む世界中の人々も︑年と共にその効果を弥が上

ｎｏ

︑ノ

／Ｌ

思うてここに至ると︑この名語はさすが古今東西不滅

共産国による世界革命の脅迫もなく︑万民挙って戦争な

私達は︑最早地球上には核兵器の競合もなく︑況んや

の真理であり︑﹁天︑終にわれを欺かず﹂と心から悟る
ことが出来るのである︒私達弘道の同志は︑この際更に

の目的として︑この聖地︵と︑敢えて私は呼ぼう︶を﹁永

き生を調歌し﹁生きるよろこび﹂を亨受することを唯一

こと

か︒

︵本会々長︶

ｌ昭和銘・加・加︵日本弘道会ビル地鎮祭の日︶ｌ

くまで﹁弘道﹂の大道を勇往迩進しようではありません

べき若き世代に伝えるためにいよいよ団結を堅くしてあ

遠の平和と道義振興の殿堂﹂としてこれを護持し︑来る

きるよろこび﹂を感じながら︑多事多難だった今年を送

○○○○

結束団結を新にしてあくまで︑﹁和﹂の心に徹して﹁生

○

ると共に希望多い来る年を寿ほぎ喜んで迎えようではあ
りませんか︒

更に今日ここに至ったのは︑斯界で有力な住友系列と

○○○○○

蝉

堅く手を握った結果に外ならない︒

代食の後継者がこれを厳守継承していることに思いを

由来︑住友三百年の歴史は他にその例少く︑その伝統
○００○○○○○○○○○○
は︑内に省ゑるに敬神崇祖と国家社会への感恩︑外に処
○○○○○○○○○
するに道義に基く事業経営の二つであった︒
はせ︑その故にこそ去る四月同社との提携に当っても︑
○○○○○○○○○

本会が定款第一条並びに第四条に定めた根本精神である
の提携が世の常とは全く趣を異にすることを特に明示し

道義理念を尊重する旨を殊更に契約文言中に挿入してこ

の理念を中心としての世の脚光を浴びながら着だと時代

たのであった︒しかも同社が今後進まんとする道も前述
の先端を歩む健実な発展性多い業務を目標として画策し
ていることを窺い知るに及んで︑わが弘道会の将来もま

た期して待つべきものがあると堅く信ぜられるのであ
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る

災害と人間
ｌ﹁備えあれば憂なし﹂の教えＩ
災害とは何か

八天災か︑人災かが問題化Ｖ

片山清

レラやペストなどの疫病の流行︑飢鯉の発生︑敵軍の襲来

場合には︑むしろ災難ということばがつかわれているよう

ておこるわざわいであって︑個人または数人に限定された

しかし災害という場合には︑ある地域に住む集団に対し

なども災害に数えられるであろう︒

い﹂と示されている︒前もって予知したり︑予測したりし

災害という語は︑字引では﹁思いがけず受けるわざわ
て︑じゅうぶんに準備できてから生起したものは︑人間の

である︒

こうした人力では如何ともすることのできない災害がお

生命や財産に被害が少いので︑災害ということができない
のかも知れない︒その予知や予測ができないか︑または極

わざ︶と﹁わい﹂すなわち︑その神の所業によって生じた

﹁わざわい﹂とは﹁わだ﹂すなわち神︵悪神︶の仕業︵し

したのであった︒したがって︑こうした災害の起った後は︑

ったために︑天からその答に対して罰せられたのだと解釈

誼と名づけた︒つまり平素の所行が悪かったり信仰が薄か

たものと受けとり︑これを神罰とか天罰と呼び︑時には天

こった場合︑昔の人たちは︑神または天からお叱りを受け

状況という二語より成ることばである︒悪神のした仕業の

めてむづかしいからこそ﹁わざわい﹂になるのである︒

結果生じた状態のことである︒したがって︑人間に対して

たのであった︒

過去を反省して政治を改めるとか︑身を慎むことを心掛け

らすものである︒この他災害には︑暴風雨︵台風︶︑洪水︑

これらは予期できない時に起り︑人間に大きな被害をもた

昔から﹁地震︑雷︑火事﹂などは災害といわれているが︑

こることに備えて対応処置をとっておれば無害もしくは少

の如何ともすることのできない天災と︑平素から災害のお

のおこる原因が明らかにされるにつれて︑災害にも︑人為

しかし自然科学が発達するようになって︑こうした災害

けん

が﹁わざわい﹂なのである︒

悪い結果を生じさせた事柄︑またはそうした結果そのもの

長雨︑冷害︑霜害なども含まれる︒また時代を遡ると︑．

ＦＤ

︑ｌノ

／Ｉ︑

人災とに分けて考えられるようになった︒最近︑災害のお

語の諺にも﹁災害はただ一つだけで訪れるものではない﹂

それによって引き起こされる二次的な災害が伴い易い︒英

しかも一つの災害がおこると︑その災害だけに止まらず︑

める他はない︒

こった場合︑それは天災か人災かと問題になることが多く

害で済んでいたであろうが︑そうしなかったために生じた

なったのは︑自然科学の進歩とその成果を活用する人間側

て︑適切な対応ができないために︑第二の災害を引き起す

ことが多い︒地震発生時に︑火元への注意を忘れるために︑

と教えている︒ある一つの災害がおこると︑人心が動揺し

大火災となることは︑歴史に数限りない前例が記されてい

の対応処置の発達によるところである︒それは全くの天災

る可能性のあった場合には︑その責任をもつべき人間側は

あきらめる他はないが︑被害の発生を予知して対処でき得

に被害が大きくなってくることが多い︒

る︒こうして第三︑第四の災害を引き起して︑連鎖反応的

であると判明した時には︑生じた凶事に対しては︑人間は

に対して弁償を要求することになる︒

人間が地球上に現れて以後︑数限りのない天変地異に遭

八災難は忘れた頃に来るＶ

災害に対する人間の考え方

保障をなすべきであろうし︑被害を受けた人間側は︑被害
今日のように地震学が発達して︑地震の内容が明らかに
ない状況下においては︑地震の予知はとても完全にできる

なってきても︑地震計をいたる所に備えつけることができ
ものではない︒だから地震は︑今日でも依然として天災と

ある︒だから文字通り天災とも言えるような現象がおこっ

遇して︑それに対しての教訓を学びとってきているはずで

暴風雨の襲来は︑天気予報が正確になってきたため︑相

考えざるを得ない︒

っておれば︑機敏な対応をして︑被害を少くすることが可

ても︑これらの教訓を生かして︑将来の戒めとして常時も

でもまだかなりの不可測的要素が残っている︒昨年おこっ

しかし人間は知能がすぐれているのに︑時間が経過する

能になると考えられる︒

当前から予知でき︑また準備も可能になってきたが︑それ
た長崎の集中豪雨の如きは︑全く予知できなかったようで
ある︒その意味では天災だといえよう︒

却してしまう︒だからこそ﹁災難は忘れた頃に来る﹂と戒

命からがら助かった災害でも時がたてば︑その苦しゑを忘

ら﹁のど元過ぎれば︑熱さ忘れる﹂という俗訓があるが︑

と︑そうした貴重な体験も︑すっかり忘れてしまう︒昔か

かなり早く予知ができたとしても︑それに対応してどうい

また今年のように寒気が早く訪れてくるといったことも︑

う処置をしてよいかわからないと︑それは天災だとあきら
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めているのである︒それも災害の体験者が生きている間は

災害によって生じた痛手が痛手でなくなる︒災害にそめら

しかし︑そうかと言って災害の起ったことを︑手離しで

れても︑気落ちしてしまわないことが大切である︒

たことさえ知らなくなってしまう︒そうした時に︑正に災

まだしも︑子や孫の代になると︑そうした大災害の発生し

たしかに人間の世界に災害が皆無になることが望ましい

る︒﹁わざわいも三年﹂とか﹁わざわいも三年おけば︑役

れない︒その時にこの傷をいやしてくれるのは﹁時﹂であ

災害はやはり災害であって︑苦しみを伴うことは避けら

喜んでいるわけにもいかない︒

ことである︒だが︑それは望むべくして︑あり得ない事で

に立つ﹂とかいう教訓がある程である︒すべては︑人間の

害が起ってくる︒そして被害をくり返すことになる︒

に受け取るかが問題である︒

心の持ち方できまるのである︒

ある︒だから災害の発生に対して︑人間の側で︑どのよう
前に述べたように︑災害の発生を予知して︑人間の知力
の限りを尽して︑予防や対応の処置をとらねばならないこ

八災害の到来は︑天の与えた試練Ｖ

災害に対する積極的な生き方

Lイノ

とは言うまでもない︒だが︑この地上から︑すべての災害

え方であるのに対して︑昔から積極的な考え方が伝えられ

以上のような災害観は︑どちらかというと︑消極的な考

とすると﹁失敗は成功の母﹂と教えているように︑禍を

ている︒それは災難や災害を﹁試練﹂として受けとる考え

る追放することは︑恐らく永遠に不可能のことであろう︒

転じて福とする逆転的な考え方が必要になる︒火事に会っ

方である︒

災害が起ったということは︑人間に対して︑天とか神と

たからこそ︑新しい持家が︑他人よりも早くできたという
話をきくことがある︒不幸な目に会ったので︑今は幸福に

かが人間の実力とか︑決心とか︑信仰がどのように堅いも

つまり苦難を自分に与えたのは︑天はまだ自分を見捨てな

のであるかを試すためのものであると解釈することである︒

感じている︑ということもよく聞く話である︒

こうした逆転的な考え方をするためには﹁わざわい﹂を

と歌われたり︑山中鹿之助が﹁我れに千難万苦を与えたま

かぎりある身の力試さん

憂きことのなおこの上に積れかし

い証拠だと考えるのである︒

どう評価するかが問題である︒それには︑昔から﹁苦は楽
の種﹂といわれているように︑苦難がやがて幸福の到来す
る前兆だと解することである︒中国の古文が﹁禍福はあざ
なえる細の如し﹂と教えている︒不幸がくれば︑必ずその
中で幸福が訪れてくると考えることである︒そうすれば︑

／ 旬 、

その時分はちょうど稲の収穫時であって︑百姓たちは刈

た︒地震の起ったのは夜が更けてからであった︒その時︑

りとった稲束を道路ぞいの田圃に高く積みあげて干してい

庄屋でもあった梧陵は︑早速︑たい松をかざして︑その稲

方を教えたものである︒

え﹂と祈ったということも︑このような積極的な受けとり
事実︑安穏な︑安易な毎日を過して︑万事スムーズに進

束に火をつけて廻った︒や承の空に︑赤々と火の手が︑次

から次へと立ちのぼった︒百姓たちは︑一大事と家財道具

いやそうした無難な事の進行が続くと︑いったん大きな災
害に出会うと︑それがすべての破局になってまうことが多

も手にせず稲むらに向って走った︒

むような場合には︑決して大業が達成されるものではない︒

い︒むしろ大業を成就しようとするならば︑大苦に遭遇す

がおそってきた︒百姓たちは︑すべて村から離れていた︒

そして村人の住む家が空になった頃︑十米にも及ぶ大波

したがって前述したように︑災害を天罰とか︑天詣とか

な梧陵の処置が村人を救ったのであった︒

そのため一人の犠牲者も出なかったのであった︒この機敏

ることを覚悟しておかねばならない︒

と解することになると︑今までのやり方を深く反省したり︑

大堤防と二十米の幅をもつ防風林を作った︒それは今日も

投じて︑海中に一大防波堤を構築し︑さらに海岸にそって

梧陵はその後︑こうした津波から村を守るため︑私財を

今では世界中に紹介されている︒

て感激し︑美談として書き﹁いなむらの火﹂と名づけた︒

この話を︑日本に渡来したラフカディオ・ハーンは聞い

政治の大改革を断行したりすることになる︒正に﹁わざわ
天変地異の如き災害には︑人間の如何ともすることので

い﹂を転じて﹁さいわい﹂とする所以である︒

きないものがある︒これを﹁わざわい﹂とし︑あるいは
﹁さいわい﹂とするかは︑人間の側にある︒﹁禍福は門なし︑

災害発生時における英知

ただ人の招くところ﹂と中国の古語が教えている︒

わたしの故郷である和歌山県に︑安政の大地震の時に︑

一人の死者も出なかったと報ぜられたが︑それは︑明治時

先だっておこった日本海津波の際にも︑ある漁村には︑

偉容をとどめて残っている︒

大津波が襲ったことがある︒この時︑海に臨んだ広村では

られてきたためだと言われている︒恐らく日本のような災

代におこった津波の教訓が︑長く強く現代の村民にも伝え

八﹁いなむらの火﹂の教訓Ｖ

一人の犠牲者も出なかったのは︑一人のすぐれたリーダー

害の多い国では︑それぞれの村や町に貴重な教訓が秘めら

がいたからである︒その名は︑浜口梧陵といい︑明治初年
に和歌山県の権知事になった人である︒
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人の生きて行くための有益な資料としたいものである︒

のことを考えると︑政治家は︑事の起らない前に︑非常時

合にも︑通用することである︒さらに災害の多い日本全体

けた︒どうして泣いているのか分からないまま︑そんな母

その頃の母はもう私達に泣き顔は見せなくなっていたが︑

昭和七年頃のことである︒

のを覚えている︒

と云う柳誌を出し︑川柳初陣社と玄関に門札を下げていた

風間花盈

使命である︒︵本会理事目白女子短大教授︶

への対策をじゅうぶんにしておくことがその責任であり︑

れていると思う︒ぜひこうした教訓を集めて︑今後の日本
昔から一︲備えあれば︑憂なし﹂と言われている︒これは

個人が災難に遭遇する場合にも︑地域に災害が発生する場

幸せとは
私が幼なかった頃︑私の母は何時も泣いていたように記

を見るのがとても悲しかった︒原因は酒癖の悪い父であり︑

父の酒癖は直っていなかった︒私達兄妹には怖い父であり︑

憶している︒薄暗い台所で涙を拭いている母を何度も見か

勤め帰りに一杯屋で飲んで帰り︑更にまた家で飲み乍ら母

私が川柳を始めたのも︑そんな訳で兄の感化が充分あっ

やさしい母であった︒

母は新潟県の生れで︑若い頃は非常に美しかった︒丸諸

に悪態をつく毎日であったと後年母から聞いた︒

の日曜娯楽版で漫画を募集していた︒漫画家の新人登竜門

でも有った︒何回となく応募した或日曜日やっと私の作品

たが︑最初私は漫画家にあこがれていた︒当時の国民新聞

にしたい程の男振りだったが︑気性の方は父に似たのか︑

が入選で載っていた︒あの日の感激は忘れられない︒さっ

に結った母の顔がまだ肱の奥に残っている︒子供も次左と

大正三年生れの五黄の寅のせいなのか︑自分の思ったこと

そく十部程買って︑当時通っていた夜学の工業学校の級友

産まれ︑私と兄と四人の妹がいた︒兄は母に似て小柄で女

った︒その兄の本棚に︑きやり・す望め・ふあうすと・紫

はやらなければ気の済まない︑気の強い炎のような男であ

だった︒

に配ったりしたが︑一番よろこんでくれたのはやっぱり母

・くろがね等の川柳誌が積まれていて︑兄自身も﹁初陣﹂
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新聞社から送って来た賞金の三円︵当時の職人手間は一

日二円位い︶をそのま上渡した時のうれしそうな母の顔も
忘れられない︒母がその金をどう使ったか知らない︒或い

プ︵︾Ｏ

母の言葉どおり生きながらえて私は︑いま︑こうして幸

桁に生れた私達の子供の頃を思うと︑たしかに祭の様な環

今の子供達は幸せだという︒賛沢だともいう︒大正ひと

せにくらしている︒

は其の後何回応募しても入選することなく︑佳作にすら名

境の中で育っている︒而し私が住む新興住宅地の子供達を

は飲んだくれの父の酒の肴になったのかも︒而し漫画の方

柳の道に入って行った︒

も付いた︑デラックスな机が宿題をしなさいと待っている︒

学校から帰って来ると蛍光灯付きの︑コンセントが幾つ

見ていると︑まるきり自由がない︒

前は載らず結局漫画家志望の夢は消えて︑何時とはなく川
だが世の中はだんだんと戦時色になりつ上あり︑昭和六
年満州事変の勃発︒そして昭和十一年薦溝橋事件に端を発
し大きく日華事変へとなって行くのである︒

○満員車兵隊さんと肩が合い

刺さがない︒これも高度成長した国の︑ひとつの姿なのか

く同じではないだろうか︒色は生白く︑背ばかり伸びて溌

やられる︒これでは幸せという鳥篭に飼われているのと全

勉強が済むと︑ピアノ︑珠算︑習字︑英語などの塾へ追い

○ジャンケンで決めて爆薬筒を抱き︵爆弾三勇士︶

○万歳へほんとの俺の声が出る

○軍需品三時休拳もなく響き

私は本所小梅で生れたが︑小学校の頃は向島区の吾嬬町

も知れないが︑かわいそうだと思う︒

やがて私も徴兵検査で甲種合格となり︑満州独立山砲隊

びろげで気取らず︑人情味豊かな人ばかり住む町だった︒

であり︑遠い親戚より近くの他人という諺通りの︑あけつ

村井という地名で︑六軒長屋︑十軒長屋が建て込んだ下町

という所で育った︒その頃は向島区といわず︑南葛飾郡小

に入隊と決まる︒盛大な歓送会もして貰い明日はいよいよ

その頃の作品だが︑そんな世相であった︒

入隊と云う夜︑母は﹁死ぬんじゃないよ﹂と目を真っ赤に

六︑七人のグループが誘いに来たり︑行ったりで︑宿題な

親達が仲が良いから子供達も自然仲良しになるのは当然で︑

んか︑そっちのけで飛び出して行く毎日だった︒

して言ってくれた︒その後日夜私の身を案じていたのであ
は淋しげな︑それでいて美しい母の顔が何時でも生きてい

ろう︒母は六十六︑父は九十二で他界した︒私の胸の中に
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遊ぶ場所も豊富だった︒原っぱがあり︑神社には広い空
私達はよく四シ木の土手へ行った︒蟹の穴を見つけて棒切

なく︑あと幾日寝たらと蒲団の中で指を折ったものだった︒

やってこの暮れを越そうか︑などと思案しているのに頓着

何といっても一番楽しみだったのが正月で︑親達がどう

今でもなつかしく目に浮かぶ︒

れで掘ったり︑つついたりしてやっと掴まえた盤を見せ合

やがて元日を迎え︑朕のついた着物︑新しいシャツと股引︑

地や池があって︑日暮れになるまで家に寄りつかなかった︒

って楽しんだ︒夏はよく崎峠取りに行った︒この季節にな
●●

ると︑子供相手の駄菓子屋は鳥もちと篠竹を置いたものだ︒

のを︑子供心にどんなにか嬉しかったか知れない︒そして

それにコール天の足袋に下駄が座敷の隅に並べられている

に上手下手があり苦心する︒ヤン了鬼ヤンマが飛び池の

●●

篠竹の先にもちを付け︑指に唾をつけて螺旋条に伸ばすの

は︑おおらかな気持で屠蘇を味わったのではないだろうか︒

喜ぶ子供達の姿に︑この日ばかりは貧しさを忘れた父と母

●●

学校から帰って来たらしく︑隣りのピアノがまたこうる

近くの原っぱには︑もち竿を持った子供が多勢集まり︑峨
蛤を追う風景が毎日見られた︒その峨蛤も都会ではめった
に見られない︒原っぱも池のある空地も全くなくなった︒

さく鳴り出し︑現実に戻される︒今の子供は幸せだという︒

賛沢だともいう︒而し︑本当に幸せといえるのだろうか︒

子供達の遊びにはその他︑莱面︑丸面の面子遊び︑ベ−
れ等の遊びで夢中になっている子供達の姿が見られ︑勝負

独楽︑石蹴り︑ビー玉等︑諸をあって何処の露地でも︑こ

さて不老不死ということは︑不自然︑不合理である︒人

う一つの昔話がある︒

死んだのだ︑その望みは達せられず︑五十才で死んだとい

池岡直孝

︵千葉県川柳作家連盟理事︶

幸福とは︑一体︑どんなものをさして言うのだろうか︒

強い子の懐が︑面子︑ベ−独楽で一杯に脹れ上がった姿が

長寿漫筆
中国の昔︑秦の始皇帝という万里の長城を造った偉い王
さんがあった︒この王さんが家来の徐福に命じて不老不死
の仙薬を蓬莱の国︵日本︶に求めさせたが︑徐福は日本で
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間は必ず老化︵年がより︶し︑必ず死ぬるのであるから︑

な目に︑その理由はこれらは動脈硬化︑高血圧を起し︑脳

趣味︑娯楽をもつ︒

日適度に頭を使う老人ぼけ︑快惚にならないよう読書︑

次に精神の養生法としては

雨戸の開閉︑庭の掃除など︑又体操︑散歩もよし︒

ロ適度な運動適度に身体を使う︒例えば床のあげさげ︑

卒中︑心臓疾患を起し易い︒

人間は成熟期を過ぎて︑四十才の頃になると︑老化が始

不老不死ということは空想であると言わねばならぬ︒

まる︒頭に白いものができたり︑老眼鏡が必要になり︑そ
れ以後老化が次第に進象︑腰が曲り︑耳が遠くなったりし
て︑次第に老人らしくなる︒

最後に心身両面の綜合された養生法として︑大切なことは︑

ロ心の持ち方くよくよせず︑明るく・

このように老化が進むと共に老衰が起る︒加令と共に老
衰が加わり︑最後には老衰死で終わる︒老衰は病気ではな

㈲無理をせぬ

く︑従って病死ではなく︑自然死ともいってよい︒新聞に
出る死亡記事には必ず年令と病名とが出ているが︑稀に死

につきる︒

︒規則正しく

ではなく︑老衰のため死んだので︑自然死である︒人間は

亡の原因を老衰のためとしてある場合がある︒これは病死

このような養生法の不断の実行によって健康長寿は達成

最後に筆者のことを述べさせていただきたい︒明治二十

されるものと信ずる︒

年十一月五日生れ︑年令は九十六才︑幸に身体精神共に健

老衰死は老化の速度の早い人は短命で︑遅い人は長命で

加令と共に老化し老衰するので病気ではない︒

る︒であるから︑老化の速度を小にして老衰死をなるべく

ある︒新聞で見ると︑七十才台で老衰死している場合もあ

をなで︑自己按摩をする︵約三十分間︶︒六時に起きて床

康に恵まれている︒朝は五時頃目がさめると︑床中で全身

哲人先生︵百才の長寿︶から伝受した養生法の一つである︒

ちょっと書きもらしたから書き足す︒それは恩師の宇野

以上が毎日実行している保健法である︒

自己流の体操︵十五分間︶をする︒

をあげ︑洗面の際に冷水をコップで一パイ飲む︒それから

遠くにおくよう心掛けねばならぬ︒そのためには養生とい
養生法とは︑自己の生命の健康を保持するための自主的

うことが大切である︒

の考を次に述べる︒

自律的な方法である︒ごく簡明に︑養生法につき︑私なり
先づ身体の養生法としては

日食腹八分目︑偏食せず︑特に動物性脂肪と塩分は少

〔12）

回というと大変のように思われるかもしれないが︑極めて

それは夜床にはいったとき仰向けになり︑右手の掌で腰

ことはできない︒長寿は養生法の実行によって達成される

老化し︑老衰することは自然であり︑何人もこれをさける

あり︑健康であるためには養生が必要である︒加令と共に

年にわたり社会倫理学を識じ︑若渓会の最長老であられる︒

編者注ｌ筆者は現在九十六才の碩学︒明治大学の教授として五十

の上ご笑覧の程をお願して掴筆する︒蕪言多謝︒

この拙文は題目に示した如く漫筆である︒これをご諒承

ものと信ずる︒

を中心として︑時計の針の方向に百回なでるのである︒百
短時間です象︑簡単なことである︒

この方法によって腹に自己按摩を行ない︑胃腸を初め腹
の中の諸器官の健康を増進するのである︒私は宇野先生か
らこの方法を伝受して︑以来今日まで六十余年間︑これを
実行している︒私は夜床についた時と︑朝の全身の自己按
要するに長寿であるためには︑健康であることが必要で

藤佳声

恵比寿は律義︑大黒は裕福︑毘沙門天は威光︑弁天は愛

たことによる︒

かれている︒

敬︑布袋は度量︑福禄寿は人望︑寿老人は寿命と七徳が説
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摩の時と一日に二回これを行っている︒

七福神詣と家康公のことども
もうすぐに昭和五十九年のお正月が来ます︒お正月にな
ると七福神詣が行われる︒

私は一昨年は遠州の七福神︑昨年は元旦に三浦七福神︑

る︒よく働いて義理がたく︑実直な律義の徳を示す︒

黒天﹂である︒裕福な生活は勤労の賜である︒百七才の

二︑小槌を手に大袋を背負い米俵を踏まえているのが﹁大

一︑鯛を釣り上げてニコニコしてるのが﹁恵比寿神﹂であ

これは天海僧正が徳川家康に天下泰平の道として七福神を

墨田︑山手七福神が有名であり︑横浜にもささやかながら

祭ることを教えたので︑この信仰が古くから根づき広まつ

港北七福神がある︒しかし何と云っても三河が本場である︒

十五日には三河七福神詣にバス旅行をして来た︒東京では

加

故平櫛田中翁は自作の大黒像に﹁わが槌は宝打ち出す槌

ここに﹁家康公の遺訓﹂を掲げておこう︒

正の教えと七福神信仰の賜であろう︒

下の政務をとりたりとも︑四海安穏にして万入その仁恵を蒙ら

は一人の天下に非ず︑天下は天下の天下なり︒たとへ他人の天

難するときあらんには︑だれにても其の任に代らるくし︒天下

心安し︒されども将軍の政道︑その理にかなわず億兆の民︑銀

わが命旦夕に迫るといえども将軍かくおわしませぱ天下のこと

次の遺言を残している︒

家康公は元和二年四月十七日駿府城にて莞去したが公は

ることを望んで巳まない︒

えない︒昭和五十九年の初場所に於いても連続優勝せられ

の練磨に於いて精神面を特に重視した現れであり敬服にた

川家康﹂を精読したとのことである︒相撲道の心︑技︑体

中は酒︑煙草をつとめてやめて︑余暇には山岡先生の﹁徳

全勝の隆の里関が場所後のテレビ・インタービューで場所

大相撲秋場所に於いて史上空前の新横綱として十五日間

及ぱざるは過ぎたるに勝れり

己を責めて人を責むるなかれ

勝つことばかり知りて負くることを知らざれぱ害その身に至る

怒りは敵と思へ

堪忍は無事長久の基

心に望み起らぱ困窮したるときを思い出すくし

不自由を常と思へぱ不足なし

人の一生は重き荷を負ふて遠き道を行くが如し︑急ぐべからず

ならで︑のらくらものの頭打つ槌﹂と自賛した︒また博
多の仙崖和尚は自画に﹁幸は人に与えて︑おのが身は槌
と米二俵﹂と賛しているのも面白い︒

三︑宝塔とホコを持つ武装神は﹁毘沙門天﹂である︒もと
は仏法を保護する四天王中の多聞天である︒

四︑琵琶を抱いている美女は﹁弁財天﹂である︒温顔︑愛
敬の婦徳を具え︑芸道の神である︒

五︑杖と布袋をかついた巨腹の僧形は﹁布袋和尚﹂である︒

親切で悪口言わず︑愚痴言わず︑どっしりと腹の座った
大度量の徳を示している︒

六︑長頭︑短身で杖と巻物を持つのが﹁福禄寿神﹂である︒
福と禄と寿は人間の最高の徳で︑これを人望という︒
七︑鹿を連れた老人は﹁寿老人﹂である︒
平均寿命が男七三・七九才︑女七九・一三才と長寿世界一

の日本人となったが︑保健衛生と適切な食生活と更に神仏
信心によってまだまだ寿命は延びよう︒

百七才の天寿を全うしたと云われる天海僧正には次の長寿
歌がある︒︵川越喜多院︶

食細うして心広かれ﹂

﹁気は長く勤めは堅く色うすく
家康公が信長︵五十一才︶秀吉︵六十二才︶の先輩と異り︑

戦乱のつづく三百年前に七十五才の長命を得たのも天海僧
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ぱ︑もとより家康が本意にして︑いささかもうらみに思ふこと

へなみそ︶という五字︑七字というは︵みのほどをしれ︶と云

終に幸福を得るのじや﹂と教えておった︒その時ひやりと

ふ七字じや︑この二つを守る時は貴賎共に身を全うして︑

真に一国を預る大御所として見上げた心掛けと云ふべきで

身に泌ゑる嵐気がしてクシャンと大きなくしや桑をした︒

なし︒

あろう︒

急いで懐中から塵紙をとり出し︑一枚をとって前におき残

○○○○

私は七福神詣の土産として一億円札の印刷された﹁金成

りの紙をしまおうとした瞬間︑さっと一陣の風がふき込ん

で舞った︒家康はすっと立上り︑よろよろした足どりで紙

○○○○○○

一︑感謝の生活をする人

をどこ迄も追いかけた︒児小姓どもは大御所様が紙一枚を

できて前の紙をさらい︑紙はひらりととぶと廊下の曲り角

一︑収入以下の生活をする人

追い廻わすとは全然思いがけいことであった︒年と共に目

して次の如く書いてある︒

財布﹂を買って来た︒それには﹁金のたまる人﹂の心得と

一︑夫婦仲のよい人

物にでも襲いかかる様な猛烈な勢でやっと紙をとりおさえ︑

一︑金や物を大切にする人
一︑独立自尊心の強い人

拾いあげるとホット大き息をつき︑いかにも嬉しそうにニ

りるほどに肥えふとった家康︒その崎形の家康がまるで准

一︑仕事を趣味とする人

コット笑った︒その天心燭漫な笑いに気を許して小姓ども

方がふえ上下帯とも結びかね︑また大小便の仕末を手をか

一︑一事をつらぬく人

は爆笑した︒その時家康は千軍万馬のうちに三軍を叱吃す

一︑健康に心懸ける人

一︑常に節約をする人

しはこの塵紙一枚で天下を取りたるぞ！﹂﹁たかが紙一枚

るていの烈しい声で﹁たわけもの奴︑何がおかしいぞ﹂﹁わ

と思ふ心が何よりの油断じゃ︒大敵じゃ︑ありとあらゆる

一︑儲をあてにせぬ入

この﹁金成財布﹂が辛棒︑根性もので本年のテレビ界を風

物にはおのがじし命がある︑そのものの命を敬わずして︑

それをつくる者の労苦を思わずして︑何の人と云へようぞ︒

っていたのを発見して驚ろかされた︒

家康公の節倹については色煮のヱピソードがあるがその

況んや人の中の人たる四民の上に立つ武士といえよう

鯉したＮＨＫの﹁おしん﹂の郷里︑最上川下りの売店で売

一つ︒それは死ぬ前年の秋︑駿府城において児小姓どもに

ぞ！﹂﹁客きが故にわしが紙を追ふと思ったら大間違いぢ

しわ

﹁昔から五字︑七字と申すことがあるが︑その五字とは︵う
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や︒考えてもみるがよい︑かりに害かろうとも︑いまのわ

しの身に客きことでこの様な大儀なことが出来ると思ふ
か﹂．事が万事︑その場にては一枚の紙も︑毎日毎月一
生を積ってみよ︑思い半ばに過ぎるものがあるであろう﹂

と小姓たちを戒めた︒これが家康が死ぬ半年前のことであ
ることを想いかえせば真の政治家として感嘆すべきものが

地鎮祭記ｌ報告Ｉ
日本弘道会ビル新築工事の地鎮祭が去る皿月加日午前
心配された前夜来の雨もあがり︑天晴れ地固まり︑ま

十一時から執り行われた︒

さに弘道会日和の上乗の天気となり︑この日列席の関係
式は﹁神事﹂にのっとり︑産士神・三崎神社宮司の朗

者の人々は皆友喜びに満ち満ちていた︒

をたる修赦祝詞奏上にはじまり︑鍬入れの儀は設計担当

の日建設計・近藤相談役がカマ︑施主側代表として本
を入れ︑つづいて施工者の鹿島建設・住友建設共同企業

会・西村会長並びに住友商事・柴山相談役が恭しくクワ

我国においては今日ほど行財政改革の必要が叫ばれる時

ある︒

に政治生命をかけると広言する以上土光臨調会長の答申の

はない︒その遂行は国家的急務である︒中曾根総理もこれ

もと家康精神をもって行財政改革に迩進せられること切望

する次第である︒︵岡崎倉庫取締役︶
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しながら︑現在の日本がかかえる病

実地調査をした二十万社のうち︑じ

七年度の﹁法人税白書﹂を見ると︑

形外科医十番目︑外科医十四番目と

が四番目︑耳鼻咽喉科医九番目︑整

それも八年連続である︒産婦人科医

調査したところ︑五社に一社は︑じ
つは黒字で︑申告を偽って赤字にし

する勢いである︒

肩をならべるどころか︑それらを圧

こうした脱税横行は︑国家への不

がくしとして重加算税が課せられた

れが見つかり︑このうち悪質な所得

人の妬％に当る四千二百社で申告漏

人税務調査﹂によれば︑調査した法

さらに資本金一億円以上の﹁大法

われる不平等の是正とともに︑脱税

本は税の公平だ︒クロョンなどとい

だろう︒いうまでもなく︑政治の基

くなって納税意欲は減退してしまう

るサラリーマン層など︑バカバカし

りさせる︒重い税を正確に納めてい

信をひろげまともな納税者を歯ぎし

のは九百社にのぼる︒世間に信用の

コンピューター導入などで処理機

ある大企業が︑税に関してはこの有
その前の七月に発表された前々年

能を高め︑脱税拡大をしっかりと食

に強く要望したい︒

度分の申告所得調査結果では︑所得

いとめてもらいたい︒

に対する監視︑査察の強化を国税庁

のごまかし額は五千億円の大台を越

様だ○

ていることが判明した︒

し組のトップは例によって個人病院︑

弊は多い︒政治の混濁︑少年非行︑

つに副％に当る十六万二千社に所得

え︑史上最悪だった︒そしてごまか

学内暴力の増加︑サラ金禍のひろが

かくしや申告漏れが発見されている︒

去る十月︑国税庁が発表した五十

り︒いずれも健全な社会を蝕象暗影

ワースト十五までの中心を医師が占

一方で豊かな国︑経済大国と自負

を投げる問題である︒

め︑パチンコ︑同伴旅館︑サラ金と

源泉徴収で︑正確に納税する給与所
得者を除いて︑他の分野での脱税は
ふえる一方だ︒もはや︑脱税を恥と
思わず︑ごまかせるだけごまかさな
ければ損とする風潮が全国にひろが
っている感じを与える︒

また︑赤字申告をした企業を税務

かはない︒

入江徳郎

八割が不正を行っているとは驚くほ

もう一つ︑放置できないのは︑最

：譲識鶴

：…
零鑑

近ことにひどい脱税の蔓延である︒

恐るべき脱税蔓延

﹃Ｉ土

ワー
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︾フォークランド戦争の教訓
ｌ﹁力は正義﹂なのだろうか？ｌ

西俣昭雄一

ルゼンチン非難の世論のもり上りを待った︒そして鳴り物

示し︑アルゼンチンが当然拒否し続けるのを計算して︑ア

入りで行動を起こし︑アメリカの協力をも得て再占拠を実

しかしながらこの間︑フォークランド戦争は期せずして︑

現せしめたのである︒

ンは歴史的に親日の国である︒かつて日露戦争開戦前に︑

日本人に種々の波紋と教訓を少からず残した︒アルゼンチ

一心Ⅱｑい︑︑町財ｂ日日い︑心︑︑ｈ■弓︑ｑ︑町︑﹄Ⅱｑ︑︑︑Ｌｑｂ二■ｑ︑﹂︑︑もむ■可︑︑町則︑■Ⅱｑ︑ｈ︑ｑｑ■８町︑︑︑ｂきⅡｑｑｂ︑句︑ｂⅡ■ミ恥﹄︒︑﹄日日︑︑句句︑色Ⅱｑ︑町ｂｂ﹄ｂ０ｑ︑︑ｑ︑︑ｂⅡ可尾玲財も︑一

昨年四月二日︑アルゼンチン軍がその鼻先に浮かぶフォ

大寺ハルチック艦隊を迎え討ってこれを見ごと撃滅したとき︑

リバダビア号︵﹁春日﹂︶の二隻を譲り︑両艦が日本海海戦で

頻していた日本に︑当時の最新鋭戦艦モレーノ号︵﹁日進﹂︶

アルゼンチンはロシヤの要請をしりぞけて︑侵略の危機に

ークランド諸島︵マルピナス︶を一五○年ぶりに奪回・占
拠した︒長年の国民的悲願を達成したのである︒
だが︑アルゼンチンの軍備は余りにもおそまつであった︒

なかった︒アルゼンチンは伝統的に欧米諸国から時代遅れ

のだった︒また︑第二次大戦のとき︑アルゼンチンは米英

全アルゼンチン国民は我がことのように喜びに湧き立った

他の中南米諸国の中では強国であってもイギリスの敵では
の中古兵器を購入してきている︒五月二日に撃沈された巡

アルゼンチンは島を支配下においたまま︑各国の同情を

は︑空腹で餓死寸前にあった日本の児童達を救うため︑米

うとしなかった数少ない国の一つであった︒そして終戦後

の強力な誘いの圧力にかかわらず︑日本の敵国側にまわろ

洋艦へネラル・ベルグラノ号は︑四○年前の真珠湾攻撃の

得ながら国連で主権問題を姐上に乗せ︑イギリスが本格的

一つでもあったのである︒すなわちアルゼンチンは一貫し

軍を通して大量の穀物とミルクを送ってくれた最初の国の

生き残りであったのだ︒

軍事行動を起こさない前に︑有利に帰属の決定が行われる

うか︒フォークランド戦争当初アルゼンチンを茶化して楽

なおもおぼえていた日本人は果してどのくらいいたであろ

る︒だが︑これらのことをフォークランド戦争に際して︑

て日本に好意を示し︑味方としての立場をまもったのであ

ことを願った︒他方イギリスは︑相手国の軍事的劣勢を充
分見抜いて︑当初から軍事行動を実行に移すことを決意し
も弱いアルゼンチンに向けられるように図った︒すなわち

しんでいた日本のマスコミ知識人がどんなに多かったこと

ていた︒だからイギリスは︑世界の非難が︑強い自国より

内容の変らないイギリスに有利な﹁平和的解決﹂の提案を

英ア共通の同盟国アメリカと共に幾度ぴとなく︑ほとんど
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アメリカとの間に一定の距離をおいて冷静にこれを見る姿

中南米諸国民は︑あの時イギリスの力による解決とアメ

勢をとることに努めるべきであろう︒

リカが誰弁を弄してとった反中南米の態度を長く忘れない

うか︒

この問いに答えねばならなかったのは︑在アルゼンチン

に違いない︒連帯意識の強いラテンアメリカ諸国は︑その

か︒果して日本は今まで︑アルゼンチンの味方であったろ

チンへの恩返しと自分達の忠誠心を示すために銃をとり︑

三万の日系人であった︒二世達が日本に代わってアルゼン

辱的敗北を喫し︑固有の領土をまたも奪われたアルゼンチ

イギリスの強力な近代兵器に支えられた軍事力のために屈

しまいがちな民族はそう多くはあるまい︒かつて長年の敵

ン国民と軍部の共通的暗黙の合意は︑将来どのような回答

教科書に西欧諸国暴挙の新たな一頁を書き加えたであろう︒

でありながら﹁暴を以って暴に報い﹂ることを敢えてしな

を示すか︑英ァ紛争のすべてが必ずしもあれで終わってい

フォークランド諸島派遣軍に志願して我倉をハツとさせた

かった国のあったことを︑或は﹁日本無罪論﹂を主張して

のである︒日本人ほど︑冷めやすく︑他国の恩義を忘れて

我々を庇い続けてくれた国のあったことを忘れ去らないで

な原因の一つは︑欧州先進国の理解と協力を得るための平

最後に︑アルゼンチンのフォークランド戦争失敗の主要

ないこと一五○年の歴史が証明している︒

いる人々が︑日頃の生活を通じてどんなに少ないかをよく
思い知らされる︒

る︒しかしアメリカにとって最大の同盟国はイギリスと西

ンチン側に立たせてしまったのもこの理由によるところが

欧州諸国に至ってはイギリスの要請の象に応えて反アルゼ

クランド戦争の突発に際して︑多くの国食が戸惑いを見せ︑

常の準備と努力を怠ったところにあったといえる︒フォー

欧諸国であろう︒フォークランド戦争で︑アメリカはその

大であった︒多くの国際問題をかかえている我が国は︑こ

さて︑アメリカは現在の日本にとって最大の同盟国であ

は︑その軽重度のランクによっては差別的扱いも起こり得

れを他山の石とすべきであろう︒︵亜細亜大教授︶

同盟諸国間に一種のランク付けをしており︑いざの場合に
ることが図らずも実証された︒我が国が北方領土︑尖閣列
島︑竹島等で同じような武力紛争に巻き込まれたとした場
たがって援助の発動に踏承切るかどうか︒あの事件同様の

合︑果してアメリカが薦曙することなく日米安保条約にし
場合のためにも︑この想定を充分検討すべきであろうし︑
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﹀一
﹀パリのホテル︶

へ

︶
︸

︽

を世話してくれた旅行会社なので︑ま

なかった︒普通よりずっと安い飛行券

どんなクラスに属するのか全くわから

﹁ずいぶん賛沢なホテルですね﹂

とらえて︑

た十人ほどの日本人団体客のひとりを

﹁物価高のパリでも有数のホテルです

と訴えると︑なんと︑

から︑そういうものでしょう﹂

にも思っていなかった︒ところがブー

さか高級ホテルが予約してあるとは夢

という答えが返って来た︒わたしは二

︾

︽︑古川哲史一

ローニュの森にあるターミナルからタ

●く↑．︑︒︑ノ﹄く〜︑〃．︑ノーく〜︑くＩ・く〜︐し

去年︵一九八二︶は八月十五日成田を

尤も︑そう気付いたのは︑三夜をす

度びっくりして彼の顔を見返したが︑

ごした翌朝フロントにおりて勘定を済

ュネをとりに毎朝おりて行っても︑一

の雰囲気も異常であった︒プチ・デジ

クシーで着いてみると︑物価高の．︿リ

ス・ド・ガルとトリアノン・パレス︑

ましてからで︑もし初めから宿泊料が

発ち︑十月四日成田に帰って来た︒そ

ベルギーのブリュッセルがヨーロッパ

わかっておれば︑一夜だけで他のもっ

の紳士淑女ばかりで︑わたしのような

緒になるのはアラビヤ辺の王侯貴族風

平然としていていささかも動ずるふう

とメゾン・デーアイュ︑西ドイツのマ

と安いホテルに移るか︑あるいは最初

でも有数の宿泊料をとる高級ホテルで

インッが駅前のミラとリヒター鉄道ホ

から予約を取り消したかも知れない︒

﹁めくら蛇におじず﹂という諺を思い

貧乏学者の姿はなかった︒わたしは

の間ちょうど五十日ヨーロッパに滞在

テル︑スイスのジュネーヴがモンタナ︑

三泊して要求された宿泊料は二八二九

あった︒

ス・へインのマドリッドがサンヴイ︑以

フランで︑一フランを四十六円で計算

したが︑泊ったホテルはパリがプラン

上の八つで︑オランダのライデンで十

すれば約十三万円︑一晩四万円強の割

回の主要目標であるオランダに移る予

パリに一週間ばかりいて︑そのあと今

出して︑苦笑した︒わたしの計画では

そういえば︑一階にあるレストラン

はなかった︒

ンタナショナル・ハウスをも加えれば

五日間滞在したライデン大学付属のイ

になる︒わたしが今までに経験した宿

たしには馴染承のある︑気心の知れた

二十五日間滞在したので︑或る程度わ

定であった︒・くりは十五年前来たとき

泊料としては︑断然他をひき離してい

ロントで観光バスの来るのを待ってい

わたしはあっけに取られて︑同じフ

る︒

計九ヵ所に泊ったことになる︒

ヨーロッパに着いた最初の夜は︑パ
リのシャンゼリゼに近いプランス・ド
・ガルというホテルに泊った︒東京の
旅行会社が予約してくれたホテルで︑

（20）

この日の早朝二時頃︑スペインとフラ

十二日あとの九月二十八日であった︒

リに再び帰って来たのは︑それから四

テルダム行きの急行に乗った︒このパ

ら退散することにし︑北駅からアムス

はなかった︒それで宿泊三晩で・くりか

学者の肩馴らしにふさわしいホテルで

たのである︒

馴らしをしておこうという心積りでい

まるヨーロッパ旅行の起点として︑肩

町であった︒それでここをこれから始

月三十日︑モン︒ハルナス駅からアルジ

の田園地方をたずねることにして︑九

物が済んでいるので︑今回はパリ近郊

きまわったが︑・ハリ市内はおおむね見

った︒この七十六号室を根城に毎日歩

あり︑トイレも付いていて申し分なか

ところが今回の七十六号室にはバスが

トイレも外で共同使用になっていた︒

二号室はシャワーだけで︑ハスはなく︑

ど変わっていないが︑前回泊った二十

テルである︒外観は十五年前とほとん

十日間わたしの滞在した馴染梁深いホ

レスは︑十五年ほど前に来たとき︑二

﹁アルジャンタンまで﹂と答えてその

い﹂というのもそっけないので︑一応

えようがなかったが︑﹁それは知らな

で︑﹁どこへ行くか﹂と聞かれても答

くに目的地を定めていなかった︒それ

使するつもりで乗車しているので︑と

かった︒わたしはその特権を自由に行

てもよく︑どこへ下車してもかまわな

ルパスを持っているので︑どこへ行っ

目あてはなかった︒わたしはユーレイ

と聞いた︒しかし︑わたしには特別な

のため乗務員が来て

行程にあるわけであるが︑途中︑検札

﹁どこへ行くか﹂

ンスとの国境の駅アンダイで︒くり行き

ャンタン行きの急行に乗った︒

しかし︑プランス・ド・ガルは貧乏

の汽車に乗換え︑十一時頃パリのオー

場をしのいだ︒すると乗務員は莞爾と

ルジャンタン駅に安着した︒この汽車

アルジャンタンはヴェルサイユ︑ド

湾岸のグランビルに至る途中にあるノ

はここどまりなので︑数人の同車の客

ステルリッシ駅に着いた︒そしてタク

ルマンデイ地方の小都市で︑鉄道の分

にならって下車した︒だだっぴろい広

ルー︑ベルヌイュなどを経てサンマロ

ール通りのトリアノンⅡパレスⅡホテ

岐点になっている︒日本の百科辞典に

さの駅であるが︑付近には何もない田

シーを拾い︑予約してあったヴオジラ

ルに向かった︒しかしタクシーの運転

は出ていないので︑どんな町か説明で

なった︒

十二時二十九分︑予定通り急行はア

手はヴオジラール通りがよくわからぬ

きないが︑モンパルナス駅発十時四十

舎駅のようである︒しかし駅舎に付属

してわたしの席から離れて行った︒

らしく︑しばらく行きつ一尿りつした︒

一分で十二時二十九分ここに着いた︒

してレストランがあったので︑とりあ

そのためメーターも三十四フラン程に

すなわち︑パリから一時間四十四分の

ヴオジラール通りのトリアノンⅡ︒︿
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と一緒にまた︒ハンを持って来たので︑

おわると︑オムレツが出て来た︒それ

かと不思議な思いをしながら肉をたべ

この肉をここではオムレツと称するの

いるので注文すると︑パンと肉が出た︒

メ一三−を見ると︑オムレツが出て

沿って走るとき︑あるいは短いトンネ

初めてのような気がする︒ライン河に

いのではないか︒わたしの記憶では︑

長いトンネルで︑ヨーロッパでは珍し

前にトンネルを二つくぐった︒かなり

駅に着いた︒ルーァン駅にはいるすぐ

で停車して︑十三時三十七分ルーァン

オアイ︑ルⅡヴォドルイユ︑オアセル

を覚えている︒

客が下船し︑あとは寂しくなったこと

初の寄港地であるここでかなりの数の

はこの港の桟橋に横付けになった︒最

一の豪華船ユナイテッドⅡスティッ号

を出帆して六日目の早朝︑当時の世界

たいへんなつかしい︒一豆−ヨーク港

が初めてヨーロッパに接触した港で︑

中につめたアイスクリームが出て︑よ

ったものではない︒最後に蜜柑の皮の

テトチップが山ほど積んである︒たま

心持ち下へおりて街へ出る︒コルネイ

るのだろう︒駅も少し高い場所に在り︑

港湾都市でもあるが︑やや山地でもあ

ルーアンはノルマンジーの中心で︑

なく︑駅付近の海岸をさまよい︑駅に

付けになった港の桟橋まで行く時間は

しかしユナイテッド・スティッ号が横

ヴルに来て懐旧の情に耐えなかった︒

ったのであるが︑今日は陸路ル・アー

港地イギリスのサゥザンプトンに向か

えず昼食をすることにした︒

ことわる︒肉の一皿だけでもう満腹に

ルがあったかも知れないが⁝⁝︒

うやく食事がおわった︒

ュやフローベールの生まれ故郷で︑ジ

十五年前は︑ここを出港して次の寄

近い︒そうなのにオムレツが来て︑ポ

時計を見ると十三時半︒十三時五十

った︒乗車前から降り出した小雨が沿

買いもとめたあと︒くり行きの急行に乗

帰ってノルマンジーの風俗人形一個を
つ風格ある古都であるが︑滞在したの

線の豊かな緑をひときわ鮮かなものに

ャンヌ・ダルクの処刑地としても知ら

は二時間足らず︑河口に開けた港まで

れている︒ローマ時代からの歴史をも

グル︑ベルヌイユⅡシュール︑アーヴ

行く時間はなかったが︑ルーァンから

し︑暮れかかった牧場で草をはむ牛の

ルドン︑サンⅡガウブルジ﹃一︑レエー

ル︑ノナンクール︑ドルー︑ヴェルサ

姿が印象的であった︒

分発の普通列車があるので乗る︒スー

イユⅡチャンチエに停車して︑十五時

一時間を距てた臨海工業都市のル・ア

支払いを済ました︒六晩で一○二○フ

十月三日は︑あさ出掛けにホテルの

十三分モンパルナス駅に着いた︒

ル・アーヴルは︑十五年前︑わたし

がめぐらされているらしい︒

ーヴルまでを含めての広大な将来計画

十月二日は︑サンラザール駅から十
るｏヴェルノン︑ガイヨンⅡオーブヴ

二時発のルーアン行きの普通列車に乗
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がわたしの一眉にかけた力やハンに手をか

あとに控えた二︑三人の仲間のひとり

断して︑﹁ノン︑ノン﹂とことわると︑

﹁新聞を買え﹂といっているのだと判

の若い男が新聞を持って近づいて来た︒

ツ︒︿ライの一団に襲われた︒十七・八

シェルから地下鉄に乗ろうとして︑カ

ラン︵一日一七○フランの割︶︒サンⅡミッ

ようである︒

はないかと思うが︑西駅と南駅はない

たわけで︑あとに残るのは東駅だけで

シ駅︑それに今日のリオン駅と経験し

らパリ入りしたときのオーステルリッ

ときのサンⅡラザール駅︑ス・へインか

駅︑ルーァンとル・アーヴルヘ行った

ヤンタンヘ行ったときのモンパルナス

六分に着いたので︑昼食をとるため駅

が駅からすぐ拓けている︒十一時五十

しかしアルジャンタンよりは︑市街地

るのか解しかねるような田舎町である︒

様︑なぜこんなところに急行が停車す

小都会で︑先日のアルジャンタンと同

の山地を脱け出したところに所在する

ているラ・グロワールという名のレス

付近のグロワール・ホテルに付設され

リオン駅のホームはＡＢＣで表わし

ョン行きは十三番だと思い︑十時三十

かれていて少しまごついたが︑ディジ

ストランの内部は整っていたが︑あい

は三つ星になっている︒それだけにレ

た部分と１２３で表わした部分とに分

なカッパライやスリの類が多いと聞い

けこゑ︑ことなき得た︒パリにはこん

九分発に乗りこんだ︒ところがこの列

にく結婚の披露宴があるらしく︑威儀

け︑チャックを半分近くあけた︒それ

ていたが︑ウソではなかった︒オラン

車はリオンⅡ︒ヘラシュ行きには違いな

を正した人びとが二十人ぐらいテーブ

と気付いて︑急いで地下鉄の構内にか

ダのアムステルダムでは︑日本人の姿

いが︑デイジョンを通るのではなく︑

ルを囲んで座っている︒司会者のこと

乗換え︑リオン駅で下車︒︒︿リの駅も︑

サンⅡミッシェルからシャートレで

で︑これでパリの実体がよくわかった︒

ームの代りに新聞で釣ろうとしたわけ

団がいると聞いた︒今日はアイスクリ

取りかこんで所持品をすってしまう集

んど見えなかった︒モンタルジスはそ

の山つづきで︑車窓からは平野はほと

きとは打って変わって︑自然林と植林

でのノルマンジーの緑の牧場と畑つづ

時間半かかる︒途中はル・アーヴルま

で一時間十分ぐらい︑急行でないと一

パリからモンタルジスまでは︑急行

にはいる︒ここは問題なくオーケイが

いるオテルⅡテルミヌスⅡレストラン

・グロワールと道を隔てて向い合って

ってことわった︒仕方がないので︑ラ

様で︑﹁今日は余裕がないから﹂とい

って来たのでボーイたちはあわてた模

ばが始まろうとする間際わたしがはい

ホテルは二つ星なのに︑レストラン

を見るとアイスクリームを背中に投げ

モンタルジスを経る線路であった︒

トランにはいった︒

かけ︑それを拭いてやるという口実で

オランダに行ったときの北駅︑アルジ
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のを注文すると︑オムレツと大きな魚

メニ﹃−−に並んでいる定食らしきも

支払いは男がしたようだから︑けつき

ういう関係にある二人か知らないが︑

と︑女もまけていずになぐり返す︒ど

には驚いた︒男が女の顔をひっぱたく

が︑おしまいに猛烈な喧嘩を始めたの

るパンテオンは︑青年たちにとって関

事がない︒フランス国への功労者を肥

と聞いてみたら︑ケゲンな顔をして返

らしき連中に﹁・ハンテオンはどこか﹂

ホテルはパンテオンに近いから︑学生

出た︒

を運んで来た︒オムレツだけで満腹な

わたしは長嘆久しうしながら︑なお右

心外の場所らしい︒いずこも同じだと

のに︑大きな魚ときては︑アルジャン

よくおごり損ということか︒

りついたのは二十三時すぎであった︒

往左往しつづけ︑なんとかホテルに辿

とんだハプニングに遭遇したためか︑

タンでと同じでたまらない︒が︑これ

帰りの道に迷って︑トリアノンⅡパレ

で沈没しては日本男児のコヶンにかか

わるから我慢しいしい大部分をたいら

ッシェルの通りがあかるければよいの

スⅡホテルが見つからない︒サンⅡミ

︵東大名誉教授︶

げた︒そのあと町並を少しぶらついて︑

だが︑今日は日曜の夜でかなり暗い︒

むいかあやめとうかきく

しているからである︒今度も正久さん

らでもない︒歴史の資料をいつも借覧

爵家十一万石佐倉藩堀田家の家臣だか

輩︵学校の十年上︶だからでも︑旧伯

と書いたのには訳があって︑正久先

ｌいらした

十四時四十八分発のパリ行きに乗車︒
モンタルジスからは直通で︑十六時○
五分リオソ駅に着いた︒

夜は二十時すぎから︑これで三度目
か四度目のベトナム料理店に行く︒ベ
︒︿リ生活の賜物︒こんなに美味な料理

トナム料理の味を覚えたのは︑今回の
を創造したベトナム人はただ者でない︒

ことわざ

六日の菖蒲︑十日の菊

時が過ぎては忘れられる︑という意

という諺がある︒

基本はむろん中国料理︒しかし中国料
理ほど油っこくなく︑あっさりした点

前市長堀田正久さんが遊びにいらした︒

まさひさ

先日﹁弘道会﹂と関係の深い佐倉の

味だ︒

は日本料理に近い︒かなり賛沢な料理

のようにも思われる︒この料理を仲好
しながらむさぼり食っていたカップル

くｌというより頻繁にキッ系をかわ
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した老中堀田正盛や殿中で刃傷を受け

り︑三代将軍大猷院殿︵家光︶に殉死

た文明開化の老中首席堀田正睦が出た

﹁三代前に〃闘癖大名″とまで言われ

は︑

救助しようとして結果から見れば領地

人柄には違いないが︑旗本や御家人を

かったという︒猪突猛進なとこのある

ら一緒にいた家臣は二︑三人しかいな

ほとんど休んでない︒城に着いて見た

だけで乗馬でしちゃった︒それも途中

地帰り″を︑ごく少数の家臣を連れた

元年︵三ハ五八︶のことだ︒これもあっ

分けたものの一つを返せという︒万治

人なら考える領地を︑一人一人の弟に

てまで子孫に残したのだろうと現代の

シ子だが僕は長男︒もし親父が殉死し

り上げられたことでしょう︒君は一人

一つは︑勝直に与えた領地が幕府に取

らんぺき

て死んだ子の大老堀田正俊が出たから

その任にもかかわらず︑座下︵幕臣︶

だいゆういん

といって佐倉の堀田家が代を順調だっ

まで返納した男が︑惣五郎だか宗吾だ

ｌ方今︵この頃︶嗣君︵家綱︶世を治

堀田家には今まで発表しなかったけ

中︶庶民塗炭︵ひじような︶の苦し承

多数窮乏の淵にのぞゑ︑四海︵日本

て︑

た訳ではない︒それを判ってもらおう

か判らないけど︑その一家を全員子供

めることすでに十年︒輔弼︵閣僚︶

ど﹁楠木流勤皇思想﹂があった︒堀田

ほひつ

と思ってやって来た︒正俊の兄の上野

まで陳にしますか？

家は﹃土佐日記﹄で有名な紀貫之を出

にある︒願わくはす承やかに仁をほ

︑︑︑︑
てたまえ︒

五郎″という人物が登場したりする︒
たのは︑今で言えば自身の主義のため︑

上野介正信が徳島に配流になり自刃し

した﹁紀氏﹂です︒今度︑日本中調査

どこし︑恵を敷き窮乏を救われたま

はりつけ

介正信の時なぞありもしない〃佐倉惣

といっていいだろう︒当時︵家光の後

して長野近辺に一族の神主が多いのに

われんことを︒故にわれに伝う所の
︑︑︑︑︑︑可︑︑︑︑︑︑︑︑
領地を収め︑座下の諸士の恩給にあ

というような上書をして帰国しちゃ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

期から四代家綱将軍時代︶︑旗本御家

驚いているくらいだ︒そうそう上野介
一万石を弟正俊に︑五千石をその次の

めぐみ

おうとして佐倉の領地を返納しようと

人はゑな疲弊していた︒その連中を救

は父正盛にゆずられた領地の中︑新田

上訴したんだ︒それが幕閣に聞き入れ

った︒見てご覧〃四海庶民の苦しゑ〃

を救おうとした男が︑今の税金の苦情

いるくらいだ︒しかし︑この時︑無理

を上訴に来た男の家族まで死刑にしま

弟正英に︑三千石を末弟勝直に与えて

いな︒〃新田〃というのに引っ掛る︒

があったといえば︑あったかも知れな

の歴為の譜代大名に率先そんなことさ

れたんじや︑折角確立したばかりの幕

すかねえ︒あれは芝居です︒君が親し

られない︒そりゃそうだろう︒歴々中

府の封建制度が崩れる︒だから止めた

しかし今流に言って上野介の頭に来た
んだが上野介は聴かない︒禁制の〃領
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しよ︒皇居を拝拳に行ったと思ってる

家で有名な〃水戸黄門″もいる時代で

らしいが︑違う︒家綱の健康状態を祈

ゼ﹄として処分しようとしたところ︑

願しに石清水八幡宮と清水寺に参篭し

は︑今問題になっている﹃ノイロー
︹慶喜残照︺の主人公の一人でうちの親

︵元子爵︶じゃ信じていたでしよ︒﹂

戚でもある大河内富士子さんのお家の

い上野介の子孫︑元宮川藩主の堀田家
たしかにその通りで︑現在の堀田本

ただけなんだ︒君も資料見たでしょう︒

のりまさ

家は堀田義正氏が生れるまで代々養子

先祖智恵伊豆守信綱が反対した︒

まさなり

で義正氏の先代は︑高木正得子爵の弟
玄さぶち

と言うんだ︒そこで︑弟正俊と喜多

ｌ法二従エ

入れない海の上の阿波国徳島に流され

正盛の功で許されて︑歩いては京都に

許されてない︒死罪ですよ︒これも親

しかし当時元大名や旗本の無断入洛は

あり︑毎日拝んでいた︒が︑資料には

戦前まで︑惣吾の木像が神棚の脇に

そこで正信の所領は没収されて︑自

れ︑といったが︑事実政治は疲れるよ︒

みが肩にある︒君ももう一期市長をや

んなことはない︒何をするにも家の重

どんな本を書いたか判らない︒小さな

など書いてるんだが︑残ってないんで

抜書﹄﹃楠三代忠義抜書﹄﹃一願同心集﹄

正信は今いったような思想書﹃忠義士

ていて妻も来てる家臣がある︒ここで

の人だったんでしょう︒侍が五人付い

むすめ

殿下のイトコに当る︒母上は家付女の

見重勝︑安藤惣兵衛らが使者に立って

た︒藩主蜂須賀家じゃ︑藩主が参勤交

で正亨︒義正氏は今の三笠宮百合子妃
錫といった︒その先代が︑羽前・亀田

兄を︑弟脇坂中務少輔安政に預けた︒

惣吾も宗吾もなく︑これらしい人物が

分は若狭国小浜の酒井家に預けられた︒

家に侍一人と暮らしていた︒自殺され

童さすゑ

死罪になったのは承応二年︵一六五三︶

延宝五年︵一六七八︶六月だよ︒酒井は

すず

藩々主岩城隆喜の八男で正養︒その又

弟もつらかったでしょうよ︒その子孫

から大袈裟なもんだね︒それ程︑問題

替に使う﹃御座船﹄まで出したという

重さよし

先代が本多助信二男の正誠だったので︑

が僕ということになる︒この頃は家系

八月四日︑別の理由である︒それも︑

親族ですからね︒大事にしたんでしょ

︾﹄︾つ

して腰をぬかしたという︒

義正氏が生れた時︑元家老はびっくり

を喋ると﹁エバッテル﹂というが︑そ

追放になっただけであった︒

一切刃物は手元になかった︒しかし爪

ると蜂須賀家の責任になるんで普段は

様でも自分で切る︒

切り鉄は仕方ないでしょう︒いくら殿

て京都に行っちゃった︒

ここだよ︒君なども堀田家は〃楠木

う︒自由もあった︒だから小浜を抜け

母子は親戚預けとなり︑五人の名主が
正久さんは言った︒

﹁歴史とは︑そんなものさ︒今度君が
書いた﹃週刊朝日﹄の︹慶喜残照︺もそ

式勤皇家″の上︑隣りの水戸には勤皇

けいきざんしよう

ういうことが言いたいのだろう︒正信
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話で︑ぼくがさすが大名だ︑と思った

君が大河内さんのおばさまに聴いた
ある︒

寺にあることになってるが︑向うにも

同月だね︒歳は五十︒墓は浅草・金蔵

よ君︒

ト前を見たら︑その一つがあったんだ

ならぬとイライラしながら飛行場でフ

﹃歴史のウソ﹄と君が言いたいのも︑

の回りに五基並べて墓を作って言って

そこでもう一度︑渡島して昔の殿様

仏縁か神慮だねえ︒

のは大多喜藩大河内の長男でありなが

ら御本家豊橋大河内家へ秀才を望まれ

にあるように罪人の死体を江戸まで運

そこだる・いくら元大名でも︑歴史書

りませって明治の末でも言われてる

ｌオヒゲだけは御自身でオソリ下さ

三百年近く訪れる人もない家来の墓は︑

たのはそこで︑仏か神のオカゴかな︒

ぶことが出来ますか？面白いとい？

っておくれ︒そしたら殿様もお喜び

ら︑タマには殿様の爪でも切ってや

ｌこれでゆっくりねむれるだろうか

やった︒

まさとし

内正敏博士が︑

て東大の時養子に行かれた理研の大河

ことだ︒

の方丈が自画像もって来てくれたんだ︒

家の資料に残ってるが旧幕時代はもち

この次にでも載せるかい︒今︑正俊の

それだけ殿様は用心したんだね︒し

正養さまは︑明治時代逓信大臣や華族

ってね︒そしたら︑そのお礼にお寺

が徳島に入った時︑﹃爪がのびた︒切

会館︵今の霞会館︶や東京府会副議長な

めぬかれたか調べている︒

子の正仲がいかに五代将軍親子にいじ

だろう︒ｌ

りたい﹄って徳島藩主に言った︒実は

どして墓参する暇もなかったから︑寺

のご子孫は養子が多かったし︑ご祖父

自殺の三日前︑別にいる子供や旧臣に

自身あるかどうか判らない︒ぼくはや

ろん行けないし︑君がよく知る正信家

遺書を書いたばかりか︑自画像まで画

っと聞いて訊いて判ったところ︑草ポ

かし爪切り鉄までは気が付かなかった

いていた︒現在この画はぼくの手元に

ーポー秘書も案内人もぼくも手分けし

んだろう︒家綱将軍が逝去した知らせ

ある︒君も見たことないだろう︒実は︑

て捜したが︑若い女性に墓名を読ませ

︵作家︶

は︑これから始まる︑といっていい︒

人間が人間を考えなければならぬ話

れた︒

正久氏はそういって淋しそうに笑わ

これにまつわる面白い話があって﹃弘

かぼくが見付けたが︑あとの一基が︑

どうしても判らない︒ぼくにも仕事が

るのは無理だった︒やっと四体か四台

ある︒明日は飛行機で帰京しなければ

ておくれ︒正信が死んだｌ鉄で首の血

脈を切って自刃したのは︑延宝八年

道﹄の読者が︑どう思われるか︑伺っ

︵一六八一︶五月二十日︑君が生れた同月
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︑園児らの唄ごゑ運ぶ小春風
原句は﹁風運ぶ保育園児の小春唄﹂

○売出しの宣伝カーや文化の日
原句は﹁虫の音も細りて秋の足早し﹂

○虫の音も細り行く秋足早に

○今朝知るや晴れし露冷え指先に

千葉県石橋香峰

文京区桑原小汀子

原句は﹁今朝知るや晴れし寒露の指の先﹂

○老松や昔を語る蔦紅葉
原句は﹁老松や昔を残す蔦紅葉﹂

うらだな

︑裏店に小唄の洩る些西鶴忌

篠塚しげる選

︵評︶時は恰も秋︑裏通りのとある小家から小唄が洩れるの
をふと耳にした瞬間︑作者はけふが西鶴の忌日であると
気がついた︒庶民文学の泰斗西鶴といい︑裏店といい︑
又庶民の吹小唄といい︑いづれも貧しい庶民の哀歓がし

みじみと胸に泌み入る佳品である︒

○真鰯は銘を皿に余りけり

○かりかりと大根漬の朝鮒かな

明治期の高橋由一の油彩を観て

静物画塩鮭一尾吊しけり

市原市加藤刀水

︑父祖の世に貧しく買ひし古書曝す

︵評︶貧しかった父祖の時代に買い︑今の世までも遣しつづ
けた古書をねんごろに虫干しをする作者の父祖を追慕す
る切をたる心情がよく汲承とれる逸品である︒

○稲の出来ほめられて立つ草取女

大田原市渡辺清香

原句は﹁和尚の留守見わけて庭の栗ぬすむ﹂

○和尚の留守見届け庭の栗ぬすむ

そよ風のある栗山の栗拾ひ

︑詩心こそわが命秋の雲

い０

︵評︶原句は﹁心こそ命なりけり秋の雲﹂であったが︑作者
の感懐が表現の上で充分に察知し難いのでかく直して採
ることとした︒秋雲を眺めるにつけても︑俳句はわが命
と精進されているその一途︵いちづ︶なる執心は是に尊
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弘道俳壇

○山百合の香の吹かれくる禅館
原句は﹁山百合の花の風くる禅館﹂

○立秋の風が吹きぬく大那須野

○海女潜る波たかぶらす野分かな

千葉県鈴木とよ女
原句は﹁海女潜る波たかぶらせ野分け馳く﹂

○秋川の水透く石も陽もゆらぐ
つ幸手

原句は﹁川底の石に透く陽に秋ゆらぐ﹂

○亡夫植えし柿の初もぎ供へけり

○年の瀬の人波を背に屋台酒

原句は﹁屋台酒師走の人波背にし酔う﹂

○歳末のお桑くじ引けば吉と出る

原句は﹁御神簸を引けば歳末吉と出る﹂

蒜なく句座に酌む美酒年忘れ

千葉県田村隆郁

原句は﹁墨の香に好きで筆取る夜長かな﹂

墨の香に筆を離さぬ夜長かな

だ

原句は﹁ふところ手乳房かこうは母のくせ﹂

○ふところ手して乳房抱く母のくせ

原句は﹁ポケットに硬貨ふれつつふところ手﹂

○ポケットに硬貨ふれ合ふふところ手

杉の穂に残り陽淡し寒鴫

雛深きこぶしの交叉ふところ手

選者近詠

経蔵の薄日をもらひ残る菊

蓑虫の貌日かげればすぐに無し
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原句は﹁亡夫植えし初もぎ供う柿の彩﹂

○夜具の端足で引寄す夜寒かな
原句は﹁夜寒更け足で引寄す夜具の端﹂

子や孫と心足る夜の温め酒
秋扇たたぷ講談幕を閉ず
古稀過ぎて着丈をつめる秋袷
た

退院の老母に付ける赤い羽根
又一年命賜ぶべく日記買ふ
原句は﹁又一つ賜わる余生日記買う﹂

草庵の末枯れ急ぐ我ぐる象

祖母の部屋壁に膳繰り吊し柿

○蒜なき古稀の道連れ赤とんぼ

拾ふ骨かりＬと壷へ末枯る坐

千葉県飯田前堤
○冬仕度すませて猫に膝を貸す

℃

ぬ

千葉県石橋佐寿

使い得るものまで捨てる今の世に勿体なさは影をひそめ

わが雲祖新田源氏に臣事して偏諒義胤を代々に伝えぬ

鋪装せし道の隙き間に芽生えたるいのちの力を雑草に知
る

味気なくわれはこの世に生れきいと思ひをるやも屋根に

東京都藤井正夫
坐す猫は

あさけ

ェイは

けば

タを

ローマ時代のままに残れる水道橋日本車も通るその橋ゲ

選者詠

早咲きの花まばらなるジャカランダ夏近づきし並木道行

白砂のヌーサの浜を歩拳けり啄木の歌くちずさみつつ

ブリスベーンチェンバレン・フジ

如何程の人とも見えぬ顔をして老いの写真のヘミングゥ

れ

よべ

お残りも学習のうちと五十分待たせて孫の悠灸とくる

する

平は二年女子なほ二年退職勧奨の早き矛盾は見ぬふりを

畏るる

その真価やがて問はれむ町史なれば携はりにつっときに

千葉県宇津木一直

幼子は庭の茶の花ひきむしり辺り黄ろく花散しけり

朝戸出の畠に立てば紫の秋茄子ここだ陽光に映ゆ

朝なさなほしと眺めし甘柿にはや目白きて啄桑はじむ

朝なさな涼しくなりしわが庭の柿ももがれて秋さびしけ

かちゆけば草深か路の長灸と野菊の花のここだ咲きたる

市原市加藤己之

古川哲史選

昨夜の雨したたかなればこの朝明沖の刈田は沼のごと見
ゆ
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弘道歌壇

水道橋に近きレストラン天井にここだ釣せり豚のロース

のヌーサ﹂という一首における﹁古里﹂は鎌倉を指すらし

採らなかった﹁白砂の海浜に立ちなつかしき古里想わん初夏

ローストが名物で︑水道橋のそばにあるメゾン・デ・カンデ

なっている︒また︑コチニーリョ・アサドと呼ばれる子豚の

るアルカーサル︵ス︒へイン語で城の意︶が主な観光の対象と

ニー映画﹁白雪姫﹂に出てくる城のモデルになったといわれ

で最も完全な姿で残っているローマ時代の水道橋と︑ディズ

選者一誌はス︒へインの古都セゴヴィアでの作︒ここでは世界

い○

トを

お伽めくセゴヴイアの城コロンブスも訪ね来しやの空想
やまず

︑︑

プリンセス・イサベルの寝間王位の間豪華ならねどメル

ヘンめノ＼も．
寸評

つぱいにぶらさがっていて壮観である︒ここでたくさす料理

ィドというレストランにはいると︑子豚のローストが天井い

︑︑

加藤氏の三首目と四首目は︑それぞれ﹁啄んでをり﹂﹁陽

る○

の主体も子豚のローストで︑コクのある味わいをもってい

に光りをり﹂と﹁をり﹂で終わっているが︑前号で紹介した
とおり︑選者の先師木俣修はこの語法を許さなかった︒それ
に従って﹁をり﹂を避ける言いまわしを工夫したが︑作者に
納得がいくかわからない︒作者自身でも再考していただきた
宇津木氏の四首目は﹁昨夜の雨のしたたかなれば朝明けの

いＯ

づくのは感心しないので︑二つを改めた︒

沖の刈田の沼のごと見ゆ﹂が原作︒後半に﹁の﹂が四つもつ

︑︑︑

藤井氏の二首︑いずれも終句に﹁は﹂を添えた︒そのほう
がすわりがよいと思う︒

チェンバレンさんの一首目に出てくる﹁ヌーサの浜﹂は︑
オーストラリアのブリス︑ヘーンから車で二時間ぐらい北方に

ある海辺の保養地︒定年退職者がここに居をかまえて老後を
養うと聞いた︒つまり︑日本でいえば鎌倉のようなところで
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︿云生巨
穆ご寄付者芳名

金弐万円也匿名氏殿︵東京都︶
金壱万円也米田光殿︵福岡県︶
︵霊醍諏唖蓉幽朋︑卵敬称略︶

◎会費領収報告書

だきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
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︒
︹東京都︺

中里良男︵弱−４︶高橋新平︵弱−４︶
景山正三︵弱−３︶青山つや︵弱−３︶

相良亨︵弱−４︶中村弘道︵昭三皿︶
村重嘉勝︵調／３︶杉浦克己︵弱−３︶

安西英太郎︵弱三２︶尾賀虎之助︵弱−４︶

三宅孝︵弱−３︶平野弘道︵弱−４︶
松本啓三︵弱三１︶梶村昇︵釦−３︶
河野幸枝︵弱−５︶田中実︵弱−４︶

︵一五︑○○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

市村式︵弱皇３︶増田一郎︵弱−３︶

︵以上四︑五○○円︶

八木歌市︵弱−３︶斎藤恵子︵弱−８︶

︹神奈川県︺

矢柴信雄︵調−３︶矢柴通雄︵弱−３︶

︹茨城県︺

︵以上一︑五○○円︶

鈴木信雄︵弱／３︶野沢正男︵銘一咽︶

前沢大資︵弱三３︶古岩井佳勝︵卵−３︶

柳沢隆夫︵銘女廻︶佐伯孝︵調−３︶

武田恒三︵弱乏３︶宇都宮美房︵調−７︶

︹栃木県︺

吉田忠一︵弱−３︶松崎久︵弱三３︶
○尾高昇︵弱一皿︶︵以上一︑五○○円︶

︹福島県︺

○尾形タキ︵弱シ︑︶○佐を木トク︵調一ｍ︶

石幡悦子︵弱−３︶永田慶信︵弱−３︶
米沢茂美︵弱−３︶○半沢正︵卵一ｍ︶

阿部晴男︵弱−１︶五十嵐徳雄︵卵−３︶

田中勝子︵弱−３︶︵一︑五○○円︶

小久保謙一︵帥−３︶山本直光︵調一︑︶
浅水道夫︵㈹三３︶筒井七三男︵㈹三３︶
井上雄文︵弱一︑︶︵以上三︑○○○円︶

大貫粛︵銘一︑︶︵五︑○○○円︶
川上信次︵弱三３︶︵五︑五○○円︶

加藤潤︵弱−８︶︵三︑○○○円︶

○丑込ヨネ子︵調一ｍ︶︵以上一︑五○○円︶

︹千葉県︺

千葉保次︵弱−３︶市原増吉︵卵三１︶

原田武︵調皇３︶佐藤作五郎︵弱−３︶

高田秀男︵弱三３︶佐野健三︵鉛−３︶

︹富山県︺

百瀬八郎治︵弱−３︶︵以上一︑五○○円︶

︹山形県︺

若菜源次郎︵弱−３︶寛英夫︵調−３︶
渡辺広志︵弱−３︶関谷正一︵調三３︶
久我数馬︵弱−３︶長谷川伸︵弱−３︶

伊藤直介︵帥−３︶︵以上三︑○○○円︶

相沢長治︵釦三３︶伊藤政志︵弱三７︶

小川雅一郎︵調−５︶湯浅晃一︵弱−３︶

戸田八蔵︵弱三３︶飛ヶ谷定一︵弱三３︶

小倉力︵弱−３︶額賀大成︵鉛三３︶
︵以上一︑五○○円︶

石井秀︵帥−３︶佐伯豊一︵調一︑︶

︵以上一︑五○○円︶

森六郎︵弱−３︶山本信吉︵弱−３︶

伊藤正男︵田−３︶︵四︑五○○円︶

︹群馬県︺

横山ハヤ子︵㈹三１︶︵三︑○○○円︶

︹岩手県︺

五味篤義︵弼三２︶︵一︑五○○円︶

︹山梨県︺

︵以上三︑○○○円︶

睦沢支会︵二○︑○○○円︶

佐久間彊︵弱〆３︶︵五︑五○○円︶
︹静岡県︺

丹羽俊二︵弱−１︶松本秀夫︵弱−５︶
大塚惟謙︵弱−４︶大賀寛二︵調−３︶
吉原須美子︵弱−９︶︵以上一︑五○○円︶
古川清彦︵帥−６︶岡山信次郎︵弱一皿︶

関口晃︵弱−１︶小沢忠吉︵弱−７︶

鉄重弘道︵弱／３︶山辺知行︵弱−３︶

︹埼玉県︺

白石行雄︵弱−３︶︵一︑五○○円︶

大竹一蔵︵卵三︑︶渥美健夫︵弱一ｍ︶
渡辺憲一︵帥−４︶︵以上三︑○○○円︶

山口友吉︵弱−３︶大平善梧︵弱−３︶
井ヶ田喜一︵弱−３︶︵以上四︑五○○円︶
松元文子︵銘−６１配−５︶
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︹秋田県︺

半田雄三︵弱−３︶刈田文雄︵弱−３︶
︵以上一︑五○○円︶

木村三郎︵記一ｍ︶︵三︑○○○円︶
︹京都府︺

辰己忠一︵帥三２︶田中秀雄︵弱−３︶

︵以上一︑五○○円︶

重城良一︵弱−４︶田中初子︵弱−２︶

福井秀一︵記一哩︶小池弘︵弱−３︶

︹兵庫県︺

甲斐清一︵記一也︶西村熊市︵弱三２︶
︵以上一︑五○○円︶

和田乙彦︵弱−６︶︵三︑○○○円︶

田中敦︵調−３︶︵四︑五○○円︶
生田高英︵弱一ｍ︶︵三︑○○○円︶

﹃万世一系﹄ということは︑真実であり我

言は正にこれの裏付けの発想であり︑﹃天

国の基本であります︒アインシュタインの

の声﹄であります︒

｜敬弔一
員として永年に亘り会の発展にご貢献され

次に片山氏の﹃豊かな老年を迎えるため

大島正義氏︵弁護士︑評議員︶本会評議

に﹄の中にて﹁垂﹂の字はてつなることを

ました︒早速開封頁を開くままに遂︑夜に

﹃弘道﹄川号︵９１︐月号︶有難うござい

福岡県米田光

我国と︑弘道会の発展を祈りましょう︒

い国﹄であるのであります︒弥栄の精神で

いやさか

ぜられます︒その点我邦は﹃古くて新らし

であり︑これは国家にとっても同様かと存

０Ｏ

た氏は︑去る八月九日夜七時四十六分逝去

二にお住いです︒︶

されました︒行年八十九歳︒謹んでご冥福
七

知りました︒精神の老化こそは警戒すべき

港区南背山二

をお祈りいたします︒︵なおご遺族は東京都

言葉の

ひろぱ

ただ読む事は早いけれども︑これだけを

かけて読了致しました︒

編集︑そして発行致しますまでの御苦労を

世田谷区岩崎晶
﹃弘道﹄第九○六号拝見しました︒鈴木

います︒どの項目の方も承な一流の世故に

思いますとなかなか勿体ない一冊子でござ

たけた苦労人のものですので︑ちょっと読

Ｏ

元侍従次長のお話について︑小生の所感を
れぱ︑要の存在であり︑かなめが無くなれ

かなめ○○○

申し述べます︒﹃皇室﹄は日本を扇に替え

承の週刊誌の如きとは比較にならぬ重量を

Ｏ

ぱ扇自体バラバラになること火を看るより

感ずるのは私だけでしょうか︒

ある名文でございます︒鈴木一氏の終戦記

巻頭言のの会長様の一文は確かに含蓄の

も明らかであります︒﹃皇室を崇敬する事﹄

思想は︑余りに短絡的で間違いであります︒

即ち︑右翼であり軍国主義の復活なりとの

（33）

︹愛知県︺
︹三重県︺

小林善信︵帥／３︶︵三︑○○○円︶
︹奈良県︺

田畑賢住︵弱〆３︶︵一︑五○○円︶
︹島根県︺

藤原重美︵帥−３︶︵一︑○○○円︶
狩野冨吉︵弱一也︶︵三︑○○○円︶
︹長崎県︺

池田勝郎︵弱一ｕ︶︵三︑○○○円︶
︹高知県︺

関口健二︵弱一ｕ︶︵三︑○○○円︶
︹オーストラリア︺
チェンバレン・フヂ︵田三廻︶
︵三︑五○○円︶

西宮照子︵舵−５︶︵五︑○○○円︶

愚
蛇

念日に思うｌ浩宮殿下の話ｌ感嘆いたしま
した︒桑原様の文字談義︑すでにやむイは
中ぱにて︑おのれつちのとキ・コは下付き︑

ｌ私も之惹覚えたいと思い童した︒

福島県石幡悦子
毎月︑心の糧となるような︑内容を特集
として編集下さり︑嬉しく拝見しています︒

豊かな人生への指針となる本誌をおすすめ
に感謝しております︒有難うございました︒

下さった丹治思郷先生︵兵庫教育大学教授︶

晴の叙勲者芳名︵敬称略︶

勲三等旭日中綬章︵ｎ．３︶
東京大学名誉教授・亜細亜大学教一

○理事古川哲史ｎ歳︵東京︶｜

術の研究並びに教育功労者として貢献２

授・文学博士ｏ多年教育界にあって学一

威者︒

会祖・西村茂樹先生に関する研究の権一

勲三等瑞宝章︵︑・３︶

○特別会員源氏鶏太九歳
︵東京︶

作家・日本文芸協会理事︒多年の文

１１言三呂弓弓Ⅱ１０今・昏三冒二ＩⅡＩ亘一

筆活動により︑芸術文化の向上に貢献︒
■ｌ・・・言呂呂１１１三宝呂言言ⅡＩⅡ弓冒呂目・

編集後記
▽まい朝まい朝﹁この冬一番の
寒さ﹂という日が続いて︑とう
とう今年も師走となってしまい
ました︒去年も︑矢張りこんな
ことだったのでしょうか︒
▽いま︑東西南北︑地球上のい
たるところが硝煙とテロで埋ま
り︑まことにキナクサイ国際情
勢のなかで︑中曾根総理が展げ
た米・中・西独との一連の首脳
外交も︑どうやらいまわしいア
クシデントもなく一段落して︑
国内政局はスケジュール通り解

﹁税制﹂﹁倫理﹂﹁外交﹂⁝⁝など

散・総選挙に突入しました︒こ
んどの選挙での争点は﹁行革﹂

れ通しだった前・代議士先生方

︒◎

も困ったものでしたが︑それだ
けに今度こそ主権者たるわれわ
れは余程しっかり腹を据えて候

ねません︒

補者を選別しなければならない
でしょう︒さもないと︑一触即
発・苛烈を極める国際場裡でわ
が国は惨めな落伍者に転落しか

▽本号のテーマは﹁生きるよろ
こび﹂です︒人生の目的は〃幸
福″にありとギリシャ時代の哲
人が喝破しました︒その〃幸福″
とは︑まことに主観的のもので︑
その人自身の心の持ち方による
と私は思うのです︒ごくささや
かな事例をあげれば︑飲欺仲間
を前にしてカラオケを歌う声自
慢の幸せ︒更には︑また︑孫に

変る筈です︒

い︑境遇が違い職
業を異にするごと
に︑それぞれのよ
ろこび・幸福感も
また︑さまざまに

自分の母の胸の中︒体験からす

克って不断の養生の中．．⁝・など︒

る古老の訓えの中︒己れにうち

号で知るのです︒

〃幸福〃の青い鳥はごく身近か
なところに住んでいることを本

▽ところでこのよろこびの前提

となるべきもの︑即ち最高の

か︒

〃幸福 は﹁明日への希望が持
てること﹂だと言はれます︒何
時︑想像を絶する全面世界戦争
が勃発しても不思議ではないと
言はれる現在︑われわれ国民に
平和への希望を持たせてくれる
に足る英知をもった選良たちが︑
来る哩月岨日の選挙で果して何
人が選び出されることでしょう

ます︒

▽昭和詔年末にあたり︑この一
年間のご協力を心から謝しあげ
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と︑かず多くありますが︑何と
囲まれて盆栽をいぢって暮すこ
どうぞよいお年をお迎え下さい︒
との幸せ︒はたま た ︑ 自 分 の 天
言っても最優先さるべきは﹁政
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た一握りのボスたちに引き廻さ

