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泊翁先生 訓

国家主義と個人主義の併用

私はもともと国家主義を奉ずる者である︒しかし︑今日の勢を察するに︑ほとんど国家主義が極

用するにある︒その一方の承を採って他の一方を棄てると︑これは完全な教育とはいえない︒もし

端に向かおうとするかたむきがある︒そこで私の考えるに︑完全な教育は国家主義と個人主義を併

り生じ︑善美な国家教育もついに自滅する不幸におちいるかも知れない︒これを要するに︑極端な

国家主義だけを採り︑すこしも個人の財産・権利等を顧みないときは︑いつか多くの欠点がこれよ

認め︑財産の保護を約束しているから︑この点は言うまでないことである︒

意見はいずれにしろ良善な結果を生むことはできないのである︒帝国憲法ではすでに人民の権利を

故に私は︑わが国の教育は国家主義と個人主義の併用が最もよいと信ずゑ︵しかし︑この二主義の

分量の多少︑勢力の強弱があることも知らなくてはならない︶︒さて︑国家主義と個人主義とが並びおこな

われる際は何の差支えもないが︑もしこの二主義が相抵触するときは︑われらは個人主義を棄てて

国家主義に従わなくてはならない︒そうでなくあくまで個人主義を主張するなら︑かならず国家の

禍害となろう︒たとえば鉱山を開くとか航海を業とする場合︑もしそれが国法に背いたり︑一般の

およそ教育は︑その国に必要な人物を造るのを目的とする︒もし無用な人︑または有害な人を造

公益に反したりするときは︑すみやかにその業をやめるか︑国法を改正するかしなくてはならない︒

ても︑それで満足はできないのである︒では︑現在わが国に必要な人物とはどんな人をいうのか︒

るなら︑教育はしない方がよい︒たとえ国中に何万の学校︑何百万の生従︑何十万の卒業生があっ

︵明治二十五年六月千葉教育会演説﹁教育談﹂より︶

第一に︑世界の大勢に注目しなくてはならない︒第二に︑今日以後の日本国を予想しなくてはなら
ない︒
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︹巻頭の言葉︺

﹁国旗﹂とわたくし

今年もお互に身体を大切にして

新年お目出度うございます

西村幸二郎
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たのだと厳しく力強く語ったが︑反面例の通り極めて気

が懸案解決を目標として糾善をかねてわざノ︑やって来

■０

だった︒

連日終始テレビに噛りついてその模様を具さに眺めたの

○○○○

大統領は︑米国自体がこれからの予定訪問の国禽に於

昨年馨れも押しつまった十一月九日︑レーガン米国大

さくなもの柔らかい態度だった︒いつもニコノ︑と明朗

てどんな問題をも折衝する用意あり︑アメリカ国家全体
統領は始めて公式にわが国を訪れた︒一行は米政府自身

な笑顔とキビノく︑した姿勢を忘れず︑お世辞ぬきに︑国

なく鎧の端をチラつかせながら抜け目なく言いたいだけ

喝采を惜しまなかった︒しかもその衣の下には︑ご如才

、 ． J ノ

大いに頑張りませう

が各界の専門家を網羅し︑報道陣を含め総勢実に七百

民全体に親し象と非常な好感を与えたようであった︒

議会では︑福沢諭吉の﹁人の上に人を造らず人の下に

左と王者の威厳と誇りを示してわが首都入りを終えた︒

人を造らず﹂との名言とか︑﹁一本の矢は折れ易いが︑

名︑沢山の大きな星条旗をへんぽんと風に扉かせて︑堂
四日間に亘って︑天皇陛下との謁見︑宮中晩餐会︑議

三本まとめた矢は容易に折れない﹂と毛利元就の人側に

会での演説を始め︑わが政府との凡ゆる懸案に就ての折
衝を数回に及んで討論し︑更に中曾根総理の別邸〃日の

や片言の日本語をご愛矯にまじえ︑国民の肢の下をくす

かたこと

膳炎している職えをも巧糸に引用して︑様々のユーモア

かいしやたと

わら公の問題にも触れて︑公私交燕の寛ろぎと親善を兼

出山荘″を訪れ︑互に肩を抱き合って旧交を温め︑かた
ねた数時間︒更に記者会見や財界首脳との話合いなど︑

言われるだけあって︑議会の猛者連も挙って盛んな拍手

ぐるような上手な外交的な演説は流石に名高い雄弁家と

ン・デー〃と思われる渦巻き起こしたあと︑アシと言う

もざ

目の廻るほど忙がしい日程を済ませ︑おまけに〃レーガ
まに隣国・韓国へ飛び去ったのであった︒私はその間︑

rq，

し︑アシさりと所期の目的を達成して︑おまけにわが国

を言い尽して︑その解決は後日の日程をチャンと確約

貌や姿は大きな国旗に気押されてしまって︑甚だお気の

生命があって息吹きしているかの如く︑お偉い方々の容

のものが厳然と相対時して︑互に負けず劣らず︑恰かも

となってその力感に圧倒された︒そこには日米両国家そ

○○○○○○

を一躍世界強大国の一員にまで祭りあげて︑日・米・中

毒ながら存在の如何は最早や問題にならないかのように

いぷ

三国の緊密な握手をチラつかせて︑ご自身は﹁日の丸﹂

私には受けとれたのだ︒更に驚いたことには人影が全然

ない場合でも︵恐らく会議はなかったのであろう︶なお︑必

○○○○

の国旗の波に埋れて︑サッさと飛び去ったのであった︒
ちなため︑自動車や農産物の自由化を互に唱えながら︑

て立てられ必要以上に度々相当長い時間緊張してジッと

らず両国の巨大な国旗二本だけが悠然かつ厳然と相対し

け

私は日頃道義団体といった特殊な濫の中に閉じ篭りが

一方それを抑圧している両国間の矛盾した現状の解決
ったが︑それよりもこの度は︑私個人として︑今まで全

それこそオーバーな言い廻しでなく心の底から真剣に︑

静かに沈思黙考して眺め冥想に耽ることが出来た︒私は

○○○○

が︑どんな工合に結論が出されるかに就ては関心も薄か
く予想もしなかったほどの一つの強烈な印象と感銘を受

られ︑一種侵し難い何ものかに対して自づと頭を下げた

両国の国家そのものが現にそこに実在している如く感ぜ

あの国際オリンピック競技場でわが国の出場選手が長

のだった︒

○○○○００

と多く︑電光のような激しい衝撃を受けた︒

け︑しかもその中には︑深く考えさせられ教えられるこ
あのＮＨＫのテレビを四日間初から終りまでジッと眺

レーポールその他様食の種目に於て︑栄冠を獲得して三

年の辛苦の甲斐あって︑或は柔道に体育に譲或は女子癖ハ

め入った限りでは︑儀礼や親交をかわす場合は言うまで
もなく︑両国の代表者のお偉い方々が集って協議し議論

立不動の姿勢で立った時︑本人は言うまでもなくテレビ

段階の受賞壇上で﹁日の丸﹂の国旗を背に国歌と共に直

を戦わす場合ですら︑従来あまり見受けられなかったほ
どの大型な両国の国旗を必らず相対して並べ︑その場面

度もあったと嬉しく想い出されるのだった︒

に見入るわれノ＼まで涙の流れるほど感激したことが幾

○○

全体を圧倒するような格好で掲げられてあった︒登場人
物の背丈けよりも遥かに大きな国旗が彼等の鉢全部を包
○Ｏ

ところが一とたび顧みて国内の実状を眺めると﹁国

みこむようにきわ立って︑左右に垂れ下っているのが目
を刺戟した︒これを眺めた瞬間私は︑思わず巨大な国旗
の表わしている何とも言い難い威厳と威圧とを感じ粛然
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して存続を確保すべきことが絶対に必要であることは火

を芋らむ世界情勢のさなか︑独立国家としてまた民族と

加速度的にいよ／︑険悪の度を加えてや一触即発の危機

旗﹂に対する国民の態度は殆んど無関心であり︑中には
ある人は侮蔑の目を放ち︑甚しきは反感をすら抱く如

を見るより明かである︒わが大和民族が古くして常に新

く︑恐らく﹁日の丸の旗﹂と共に連想されるある種の悲
痛な厭やな忘れ難い想い出すら︑心の奥に浮んで来るた

たその成果を若い世代に伝えなければならないこの際

に︑国家そのものと見倣される国旗の掲揚に無関心であ

らしく秀れた特異の文化や精神文明を育く桑護持して来

ることは︑わが国民として絶対にあってはならないと堅

めに折角国家が定めた祝祭日の﹁国旗掲揚﹂を意に介せ
民意識すら全然忘れ去って︑括として恥じない嘆かわし

ず全く無視して省みない姿が目立ち︑敗戦後は正常な国
い現状を見るに及んで︑私は寒狗として償どおらしいま

く信ずるのである︒世界唯一の原爆被害者となった今日

のわが民族としては︑禍を転じて福となし︑世界永遠の

での気持にさえなるのを禁じ得ないのである︒

平和を悲願するため︑堂々と﹁日の丸﹂国旗を掲揚する

Ｏ

大戦中日の丸の国旗をちぎれるほどに振って︑お国の
為めに死そのものを真向に目指して勇ましく飛び立って

そもノ︑国旗が国家を象徴することは現在では世界各

ことは当然の権利でありまた責務ではあるまいか︒

夫︑さてはいとしわが子が終に再びこの世に帰らないと

行った幾百千の若人の中で︑懐かし︑い父や︑恋い慕う

醐天皇の時︵第四紀︶に糊ると伝えられるが︑その後徳川

国の等しく認めるところであろう︒わが国では遠く後醍

用したが︑その後複雑な迂余曲折の結果維新後明治三年

時代︑薩摩藩主島津斎彬が船舶の旗標として日の丸を使

悟った時︑君国のため栄誉と尊い誇りを感じながらも︑

な一女性歌人が﹁君死に給うこと勿れ﹂と雄々しく叫ん

その反面︑心の奥底には︑国賊とまで罵られたある著名
だと似たような悲痛の思いを︑心秘かに抱いたのではな

○○

して正式に法定されたのである︒

太政官布告第五十七号によって﹁日本国﹂の﹁国旗﹂と
○○

かったかと想像を遅しくすると︑現在わが国家の中堅を

ラノ︑と輝き︑朝日さし昇る様から発想したものである

象徴する国旗を〃日の丸″としたことは恐らく太陽がキ

○○

古来われらの祖先がわが国を〃日の本″と称え国家を

もと

形造る大半の人々が︑幸にして戦争の真の残忍さを知ら
ない人禽であっても︑戦前の素直さを失って国旗に対し
て放心したように全く無関心である現状に対して殊の外
せり

戦後久しく世は挙げて激変止まず︑核兵器の競合いは

遺憾に耐えないのである︒
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うが︑私は世界中のどの国も多くは時勢の変遷と共に変

いんしん

私は六十数年の昔大正の末期︑青年の頃ロンドン在勤

○Ｏ

中︑小暇を得て当時北欧で段賑を極めたハンブルグ港を

○○

転する〃人事″に関する事象ｌ例えば自由と言い平等と

訪れたことがある︒世界各国の大小の船舶が舷々相摩す

○○

称し︑革命を表示するなどが大半を占めているのではな

中に︑漸やく二隻の漁船らしいのが︑その船尾に小さな

○Ｏ

かろうかと思うが︑ひとりわが国の承が大自然のエネル
○○

ギーの根源とも言うべく︑宇宙の減するまでも燦として

﹁日の丸﹂の旗を海面に向って斜めに立て具いるのを発

その後永い歳月を経て︑数年前本会の責任者となった

くノ︑灼き付いて忘れられないのである︒

や

の烈しい何とも言い難い感激が今もなお︑老いの心に強

った︒在外邦人の故国恋しの哀愁のためでもあろう︒そ

うる

見した瞬間︑感無量︑思わず眼頭の潤むのを禁じ得なか

えいち

れら祖先の叡智に対し私は満腔の感謝を捧げるのであ

輝やく﹁太陽﹂を捉らえて国名とし進んで国旗としたわ

る︒

吾等日本人が古くより国旗を尊重しこよなくこれを愛
するのは︑思うに血で縛がり肉で結びつき︑切っても切

際︑私はまつ先ぎに︑国家の祝祭日には必らず国旗の掲

○○○００○

れない大和民族一体としての国民精神の堅い紳を体得し

揚を主張した︒一部から﹁どの会社も休日ゆえ見る人も

国民が国家の定めた祝祭日に一斉に国旗を掲げること

L O ノ

きずな

て国家に帰一することに外ならない︒しかもその背後に
すが

朝日照り輝やく姿に国家の永続を願い︑皇詐の無窮を祈

ない︒上げ下げの労力もか坐り︑又すぐ古くなって取り

くなりました﹂と郷捻された︒私は﹁見せるために出す

はや

ったのではあるまいか︒かくて自づと万民に清々しい清

のではない︒国家そのものを代表する国旗であるからこ

ひやか

換えに費用もか上る︒近頃は国旗を立てるのが流行らな

私はこ入で推古天皇の御代﹁和を以て貴しとし杵ふる

そ︑国民としてこれを愛し︑尊重し︑敬意を表するので

さか

浄の心と和の心を酒養して来たのであろう︒
ことなきを宗とせよ﹂と唱え終世の歳言︵いましめ︶とし

しん

たかの聖徳太子が︑当時隣邦支那大陸では〃晴の揚帝″

の住宅の周辺にも数本しか発見出来なかったことに対し

ある﹂と答えてその無頓着さと無理解を嘆き戒めた︒私
○○○○

ずいようだい

が南北を統一したが︑この時聖徳太子は同国に〃国書川

ても︑迂潤にも時代の変遷に気も付かず︑寂しさともど

○○○○

を呈し﹁日出づる処の天子︑書を日没する処の天子に致
す︑差なきや︲一との歴史的事実︵両国の歴史に共に明記さ

かしさと更に不満を感じたのは言うまでもない︒

○○

れている︶を想起してその〃お上らかさと平和の心〃に︑

今日なお無限の民族的誇りを感じて己まないのである︒

／ 戸 ､

せんがためである︒わが国のように世界に稀れに見る特

は︑これによって自づから国民民族の一致団結を強固に

に思われ︑却って善隣友交が遠慮会釈もなく大ビラに叫

実行面で︑その隔壁がややポンャリと色槌せつＬあるか

マルクス主義の国家との間にも︑両者の思想的境界線や

差があるかの如く窺われ︑また民主制資本主義の国家と

年と共に年頭に於ける国民の宮城参賀には︑日の丸の

的に若人の交換派遣の実施が確約されたことなど︑胡耀

かに唱えられている︒しかも早くも来年度から互に集団

ばれ戦争を経験しない次の若き世代への移り変りが高ら

あ

殊のお国振りの国家こそ率先してこれを実行すべきであ

旗が増加する傾向にあり︑近くはレーガン大統領︑西独

邦のあの短小の体躯で朗らかに超人的精力を以てやせて

○○○

ると私は堅く信じて己まない︒

首相︑さては胡耀邦中国共産党書記長と引き続く来訪に

れた真の目的の何であるかの片鱗を覗くことが出来たと

○○○

対し︑到る処︑何のわだかまりもなく素直に︑ち切れる

り︑身体に不似合の大ぶりのゼスチャーにその裏に隠さ

細長いわが国を北から南へと専ら若人を相手に駆けめぐ

独り勝手の晶眉眼かも知らないが︑秘かに私は思うので

○○

ほど日の丸の小旗を振って歓送迎を賑やかにし︑その行
念が著しく昂まりつつあることの証拠ではあるまいかと

、 イ ノ

を盛んにしたことは︑近頃のわが庶民の国旗に対する観
心から欣快に思ったのである︒古来より国技を競う相撲

る︒否︑旧世界の現状は遠からず姿を消し去って全く異

あった︒世界は今や二十一世紀を目標に激変しつつあ

った新世界の暁がほの見える感じがしてならない︒

ひい蛍︾

の場に於て︑大きな日の丸を高らかに掲げて全国津を浦

○○○

均まで熱狂するのはそもノ︑何を物語るのであるか︑静

この年頭に当って︑特にわが弘道会が新装成って︑改

かに胸に手を当て上考えるべきではあるまいか︒

私は秘かに思う︒﹁先きの大戦に於て若しわが国が勝

ものあり︑反面世界情勢の緊張化が寸刻を争う危機の剣

揚のキャン・ヘーン﹂を実施すべしとの念いよいよ切なる

○○○

めて中興の大躍進を期せんとする重大な時に当って︑成

○○

者となっていたならば︑今日のように国民の大部分が決

すべきことの多々ある中で︑何をおいても先ず﹁国旗掲

わないものはなく︑血で血を洗う戦争をこの地球上から

ヶ峯にさしか入っているこの時に当ってこそ︑国家意

○○○○○○○○○○○○○○
何れの国と雌も永遠の世界平和と道義の実践朗行を希

○

して国旗に無関心ではなかったであらう﹂と︒

絶対に一掃しなければならないと考えない者は恐らくあ

のために︑これが励行を強くノ︑皆様にお願する所以で

識︑民族意識の昂揚のために︑はたまた世界永遠の平和

○○○○○○○

るまい︒更に進んで東西イデオロギーの相異の如きも︑

○○○Ｏ

この度の三国首脳来訪の結果が︑背後に本音と建て前の

／ ワ 、

ある︒

最後に私はさきに﹁弘道﹂誌九○六号に掲載された鈴

︑︑︑︑︑︑︑︑
なければならない︒

世界の文化はアジアにはじまってアジアに帰る︒そ

れはアジアの高峯日本に立ちもどらねばならぬ︒吾々
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

﹁アインシュタインは︑人類を一○○年︑一○○○年

は神に感謝する︒天でわれら人類に日本という国を造
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
って論いてくれたことを⁝⁝ｌ

木一氏︵本会評議員元侍従次長︶の﹁終戦記念日に思う﹂

の一篇の文中に紹介せられたアインシュタイン博士の感

ノ︑Ｏ

想文を重複をいとわず敢えて再びこ上に孫引きさせて頂

と紹介者・鈴木先生は書き加えられておられる︒

のであると︑感謝せねばならぬ︒﹂

いている日本の一系の天皇の存在をよくぞ見てくれたも

位の単位で見通しての結論であろうが︑二○○○年も続

性原理を発見して世界的名声を博した四十二歳の博士が

鈴木先生は︑大正十一年︵一九一三︶当時︑有名な相対

来日して日本についてなされた感想を次のようにご紹介

義の実践窮行︑永遠の世界平和の殿堂﹂を築く資格あり

静かにこれを思う時︑地球上にわが日本国にこそ﹁道

ｌ近代日本の発達ぼど世界を驚かしたものばない．

された︒

私は相対性原理の創設者︑原子爆弾を発明し︑その将

と確信するのである︒

てはならない︒果せるかなこの国の歴史がそれであっ

その驚異的発展には︑他の国と異なる何ものかがなく

昔を偲んで︑この度の前掲の予言が適中することを信じ

のエネルギー源としての利用を説いて他界された博士の

来に兵器としての乱用を憂えこれを極力戒め︑専ら平和

貴い国がなくてはならぬと考えていた︒なぜなら世界

昭和五九年元旦

て疑わないのである︒

私はいつも世界のどこか一ヶ所ぐらい︑このような

た︒

は進むだけ進んでその間︑幾度も闘争がくりかえさ

︵本会を長︶

れ︑最後に闘争に疲れる時が来るであろう︒この時︑

世界の人類は必ず真の平和を求めて︑世界の盟主をあ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

げねばならぬ時が来るにちがいない︒

その世界の盟主は︑武力や︑金力でなく︑あらゆる
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
国の歴史を超越した世界の最も古く︑かつ尊い家柄で
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元旦・国旗に思う

竹田五郎

敗戦前︑数度の戦争・事変において我が国民は︑出征凱

国首脳の訪日時の歓迎儀式ぐらいであろう︒

群をなして出かけ︑国旗をうちふって歓送迎した︒昨年︑

旋兵士の武運長久と祖国の勝利を祈って︑駅頭に︑埠頭に

は︑当時を知る者として︑国民の素朴な感情との間に︑何

満州事変以後を体験したが︑中国大陸︑南方地域において︑

となく違和感を覚えるのは私一人だけではあるまい︒私は

ＮＨＫドラマ﹁おしん﹂で演出されたような応召の雰囲気

に掲げられ︑風にはためく日の丸の旗を眺めては︑さわや

我が軍が要衝を占領し︑兵によって打ちふられる国旗︑橋

ってこれを歌い︑日の丸の旗を通じて愛国心教育の一助と

かな気持になり︑子供心にも日本人であることの喜びと︑

上に錬る国旗をニュース映画で見る度に︑国民ひとしく歓

敗戦後︑これ等の戦争は侵略戦争と断罪されたが︑その

喜し︑旗行列をして戦勝を祝った︒

身近に国旗に接する機会は少なく︑茶の間のテレビを通じ

戦後における一般国民の日常生活をふりかえってゑても︑

を振った人びとがあったことも否めない︒

最愛の肉親を国に捧げ︑微笑の蔭に断腸の思を秘めて国旗

があったことも事実である︒また︑一家の柱とも頼るべき

当時︑この日の丸の旗の下に泣いた多くの異国の人びと

属ノ○

当否は後世の歴史家によりあらためて問い直されるである

て︑ＮＨＫの放送開始・終了時や︑相撲︑ボクシング︑国

では国旗は減少の傾向にある︒

あった︒地域によって差違はあると思われるが︑このまま

な門松も散見されたがが国旗を掲げたのは僅に一戸だけで

旦に街を散歩して象たが︑家たにはしめ飾り︑中には豪華

私は︑今︑新しい開発造成住宅地域に居住している︒元

この国を愛し︑発展させることを期していたように思う︒

してきた︒祝祭日には︑儀式参加のため登校途上︑軒並み

これは懐しい戦前の小学校唱歌である︒私達は︑胸をは

ニホンノハタハ﹂

﹁シロジニアカクヒノマルソメテアアウックシヤ

国民生活と国旗

､

際競技で入賞時などの場面︑あるいは高官の外国訪門︑外
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｜￨

し︑軍国主義の道に通じるとし︑これを否定することには

だからといって一部の人が︑日の丸の国旗は戦争を連想

国旗は国の表徴

めた日本は日の丸の旗の下に団結し︑日清・日露の大戦を

ある︒それはとも角として︑明治維新後︑鎖国の夢から覚

定めたが︑日の丸が国旗であるとの法的根拠はあいまいで

の商船及び海軍の艦艇は国旗として日の丸を掲げることを

西欧諸国によって蚕食︑植民地化されたアジアにおいて︑

戦い抜き︑経済的にも発展してきた︒こうして我が国は︑

賛成できない︒

国旗は国家を表徴し︑国権と国威を象徴する︒多くの国

り︑国民が日の丸に誇をもってきた歴史の現実を無視する

唯一の独立国として大国の地位を保つことができたのであ

は憲法で︑国章・国家・国号とともに規定しているが︑我
旗として認めてきた︒

が国ではあいまいであるが︑明治以来︑我々は日の丸を国

敗戦後の日の丸

昭和二十年八月十五日︑我が国は戦に敗れ︑国旗は占領

ことはできない︒

家に対して他国の国旗を相互に尊重することを定めている︒

軍に剥奪され︑国民は国旗を焼き︑ひとしく泣いた︒さだ

他国の領土内でも大使館や船舶など国旗を掲げるところ

国旗掲揚の方法を誤ったり︑義務を怠れば︑たんなる過失

により独立を回復し︑一般家庭にも国旗を掲揚することが

かではないが︑二十六年︑サンフランシスコ平和条約締結

は︑その国の管理権が及ぶことを意味し︑国際法では各国

に止まらず︑悪意侮辱の表現ととられ︑国家関係に重大な

じ︑苦しい生活の中にも明るい希望の灯を点じてくれた︒

戻り︑色調鮮やかな白地に赤の日の丸に清新溌荊の気を感

許されたように思う︒昔ながらの日の丸が我々の家庭にも

我が国は︑日の丸を慣習的に国旗として使用しており︑

はその一例である︒︵百科大辞典︶

影響を及ぼす︒一九五八年︑長崎の中国街旗引き下し事件

外国もまたこれを認めている︒その端緒は︑幕末︑我が国

その後︑日本の奇跡的復興にともない︑日の丸の旗を雛

した日本の船舶は世界の七つの海に︑また︑翼に輝く日の

が黒船来航により鎖国の夢を破られ︑外交上の必要から︑

幕府は安政元年︵一八五四年︶︑薩摩藩主島津斉彬の発議

丸は世界の隅々にまで飛んだ︒

慕い︑心の安らぎを覚えて︑涙を流した人も数多いことで

て孤独をかこっている時︑この日の丸の旗を眺めて故国を

国内では無国籍人とも思える人達でも︑異国に長く旅し

を容れ︑日の丸を日本を代表する標識として使用するよう
にした︒六年後︑勝海舟などが乗組み渡米した成臨丸には
日の丸の旗を掲げた︒

明治三年︵一八七○年︶政府は太政官布告により︑日本
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日の丸は近代日本の盛衰とともにあった︒我々は﹁日の丸﹂

を伝う涙を幾度か見た︒我々はまぎれもなく日本人であり︑

し︑会場に掲揚される日の丸の旗を仰ぐ遅しい選手達の頬

あろう︒オリンピックにおいて︑体操競技や零ハレーで優勝

自衛隊の礼式に関する訓令には︑国旗に対する敬礼を定

は国歌吹奏の下に︑儀杖隊員によって厳粛に執行される︒

に設置した国旗掲揚柱にこれを高く掲げ︑その掲揚・降下

部隊等は︑国旗を装備し︑勤務時間内は︑各司令部等の前

る︒そして︑国旗は︑通常︑選抜された隊員により捧持さ

めるほか︑総ての儀式は国旗の下に行うことと規定してい

﹁日の丸﹂に尊敬も愛着も感じないと言うのは︑為にする

を通じて祖国を思い︑同胞・家族・知人を偲んできた︒

れ︑また︑守られる︒国賓の正式訪門に当っては︑自衛隊

主客ともに国旗に礼を尽すのである︒

の特別儀杖隊が整列して迎え︑それぞれの国旗を捧持し︑

言葉か︑素朴な良心を偽っているのではあるまいか︒
旧軍と自衛隊における国旗

﹁居は気を移す孟子﹂︵人は住む場所や環境により自

国旗尊重は愛国心の表現

昭和二十年︑敗戦をさかいとして︑一般に︑日本人は国
にあって︑明らかに自衛隊は旧軍以上に国旗を尊重してい

然に感化される︶の教訓のとおり精神教育において︑形式︑

環境など外形的な分野を整えることから︑内面的な心︑道

旗をかかげ︑小学校から社会における教育まで︑国旗に敬

少なくとも民主を義の国煮では︑愛国心の表現として国

rll，

旗ｌ﹁日の丸﹂ｌを軽視するようになった︒しかしその中

る︒

ろ有効な修業の方法である︒特に︑少・青年期においてそ

徳的分野に入ることを無視することはできない︒否︑むし

思うに︑旧軍ではその統卒者である天皇陛下即国家であ
り︑陛下に対する忠誠心即愛国心であった︒したがって︑

に社会及び道徳教育に対する日教組の考え方には納得でき

うである︒それにもかかわらず︑現在の我が国の教育︑特

陛下の下賜された聯︵連︶隊旗︵歩兵の承ではあったが︶

ほとんどなく︑個人的に所有するものはあったが部隊とし

などを極めて尊重したが︑国旗については︑接する機会も

対する敬礼は示されていなかった︒これに反し︑自衛隊は︑

ない︒

国家の表徴として国旗を尊重し︑日常これに接して愛国心

る気風を醸成しているが︑日教組はこれに拒否的である︒

意を払い︑尊重することを教えることを通じて祖国を愛す

ては装備していなかったように思うし︑礼式令にも国旗に

において疎んじられているのとは対照的に︑もっとも国旗

ある現場の小学校教師は︑﹁毎年︑卒業式直前になると

酒養の一助としている︒戦後の日本において︑学校・社会
に接し︑かつ︑礼を尽しているのは自衛隊ではあるまいか︒

、 上 上 ノ

各学校長は︑国旗掲揚につき組合と意見が対立して悩み︑

一％︵自衛隊に参加して戦う六％︑自衛隊を支援する三五

なお︑中学校特別活動指導要領には﹁国民の祝日などに

％︶であり︑半数にも達していない︒

ていた︒

組合勢力の強い地域では国旗全廃を堅持している﹂と語っ

は軍国主義につながる﹂として愛国心の教育に反対し︑道

国歌については空文に等しい状態ではあるまいか︒もっと

国歌を斉唱させることが望ましい﹂と定めているが︑国旗︑

等の祝日などの意義を理解させるとともに︑国旗を掲げ︑

おいて儀式などを行う場合において︑生徒に対して︑これ

徳教育に批判的である︒ちな承に︑小学校における道徳学

日教組は﹁道徳教育は愛国心の押しつけであり︑愛国心

習指導要領に示す二八項目にわたる内容を桑れぱ愛国心に

も︑それ以前の問題として︑儀式を行う学校が果して何校

自衛官を志望する者は︑初めから特別に国を愛し国防意

あるのであろうか︒

関係して

日本人としての自覚をもって︑国を愛し︑国家の発
展に尽くそうとする︒

職として自衛官を選んだ普通の青年である︒国旗は軍国主

識に燃えているという者は極く稀で︑ほとんどは単なる就

類の幸福に役立つ人間になろうとする︒

に対する敬礼などに奇異な感じを抱いた新隊員達であるが︑

義への道といった誤った教育に毒されているためか︑国旗

調広く世界の人に対して正しい理解と愛情を持ち︑人
と示しているが︑これは︑まことに妥当な指示であり︑日

に対する考え方︑ひいては︑国家観︑使命感︑奉仕の精神

朝夕に国旗を仰ぎ︑その下での訓練・勤務を通じて︑国旗

教組はこれのどこが悪いというのであろうか︒
このような偏向した考え方が︑国旗の無視として表れ︑

独立の気力

いうまでもなく︑愛国心は自衛隊のバックボーンである︒

などに目覚めてくる︒

あるいは︑国旗を無視することにより︑日本人の祖国愛の
芽生えを妨げ︑かつ︑個人の権利尊重の名の下に︑利己主
最近の世論調査によれば︑国から何かしてもらいたい四

義を助長し︑奉仕の精神を軽視する土壌を育ててきた︒

福沢諭吉は﹁学問のす生め﹂の中で．身独立して一国

他人の土地に非ず︒我国人の土地なれば︑本国のためを思

﹁日本人は日本国をもって我本国と思い︑本国の土地は

独立する事﹂と題し次のように述べている︒

といえば強い三六％︑非常に強い一六％︶に達したもの

に過ぎない︒また︑愛国意識はようやく五二％︵どちらか

四・六％に対し︑国のために何かをしたいは︑一二・五％

の︑外国の侵略に対し真面目に国を守ろうとするものは四
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ンスはナポレオン帝が生捕られたがフランス政府が現存す

義なり﹂と説いた後︑今川義元の政府は潰滅したが︑フラ

由を守り抜くべく︑難難をいとわず迩進する﹂ことを内外

﹁不安で危険な一九八○年代﹂を乗りきるため﹁平和と自

国家としての自衛態勢も極めて不備である︒中曾根総理は

必要最小限の防衛力すら保持せず︑国民の国防意欲も低く︑

ひるがえって今日の我が国は︑残念ながら独立国として

こと深切なり﹂

る理由として﹁駿河の人民は︑ただ義元一人に依りすがり︑

に言明するとともに﹁自らの国は自らの手で守る﹂ことを

らず︑一命をもなげうって惜しむに足らず︒これ報国の大

うこと我家を思うが如くし︒国のためには財を失うのみな

フランスには報国の士民多くして国の難を銘ゐの身に引き

その身は客分のつもりにて駿河の国を我本国と思う者なく︑

この道を迩進すべきであろう︒︵元・防術庁統合幕僚会議を長︶

私達国民は︑国旗の下に一致団結︑独立の気力に燃え︑

強調しておられる︒正にその言や佳しである︒

ゆえ︑かかる相違も出来しことなり︒．⁝：外国に対して自

受け︑人の勧めを待たずして自ら本国のために戦う者ある
国を守るに当り︑その国人に独立の気力ある者は国を思う

新美忠之

この物的豊焼と反比例して︑益々心貧寒となった大衆は︑

﹁日の丸﹂の象徴するもの

はじめに所用で久しぶりに銀座へ出かけた︒秋晴れの

レジャーに時を費し︑あくまで飽食し︑セックスに耽溺す

天下国家を論じたり世のため人のためを念ずるとは程遠く︑

る︒国家・民族・同朋の観念は稀薄化し︑我利我慾を主張

日の午後である︒銀座という街は豪華な流行の高級品の見
いえるが︑ふと著名な百貨店の屋上に二つの旗が眼に入っ

本市といったイメージの所︒デパートはその中枢的拠点と

丸の赤も旗の白地も薄汚れた姿で︑すがすがしさは感ぜら

ているのは好もしいことだと思う︒た箕残念なのは︑日の

して相争う︒こういう戦後社会において日章旗が掲揚され

奇跡といわれる経済発展で物は豊かになった︒金さえあ

た︒一つは社旗︑も一つは国旗日の丸の旗︵日章旗︶︒

れば何でも手に入る︒世は平和︑もて余すほど暇がある︒

Ｔｌ

のｏ

︑●ノ

ｒ．︑

二九︶

や異旧聞に属するが戦時中出征兵士に贈られた日の丸の

ろう︒小学校社会科教育の内容の一つとして国旗に対する

である︒君が代の歌が国歌であることについても同様であ

の旗が日本の国旗であると知らない児童生徒はまず無い筈

旗が写真入りで報道されていた︒︵読売五八

れているからである︒しかしながら戦後は国民の間に日の

関心と尊重の態度を育成することが指導事項として掲げら

れなかったことである︒

オクラホマ市の即売会場で総勢百人程の署名入りの日の丸︑

れていた︒日の丸はラッキーストライクのしるし︑君が代

丸や君が代に対する無関心の風潮更には忌避する状況が現

六

四十ドルの値札つきで壁に︒ヘタリと張りつけてあった︒日

読売新聞社に送ったものということである︒

この亡国民族的状況は︑占領軍当局が日の丸の自由な掲

は相撲の歌と答えた児童があったのはその一例である︒

本人として見るにしのびなくて四十ドルで買い求めた方が
武運長久を祈って︑出征兵士にこのような大勢の名を署
した日の丸の旗や千人針が贈られた事実も次第に忘れられ
当時を思うと︑﹁勝つまでは﹂を合言葉として︑犠牲と

きく影響したことは当然である︒日本民主化という表看板

るが︑時の権力に無批判に追随する政党や団体の動きが大

揚を禁止した当初の措置と︑いつの時代にもあることであ

耐乏の生活を送っていた︒祖国同胞護持のため︑日の丸を

の裏には日本を再びアメリカを脅かす強国とはしないとす

ようとしている︒

染めたはち巻姿で生還の見込のない死地に敢て出撃した特

日の丸の国旗掲揚禁止は国民統合を解体する有力な手段

のである︒

京から第一級の料理人を招いて日食食事を供し鄭重に世話

となるからである︒この措置について︑比較的早い時期に

る国際政略と日の丸に対する反感から︑その掲揚を禁じた

した例など︑強烈な一体感を示すもので︑これを裏付けた

の心で強く結ばれていた︒生ける神々に供するが如く︑東

祖国意識が明治以来の国民教育で酒養せられる所が大きか

が︑日の丸忘却の状況は容易に改まらなかった︒国会で教

占領行政の最高責任者マッカーサーは是正措置をとらせた

攻隊員と送り出す側いわゆる銃後の国民との間は感恩奉仕

ったのはいうまでもなく︑その中で︑国旗に対する敬重愛
護の観念が浸透し国旗の下の結集を確にしたのである︒国

ない政党や団体の横行︑この状況も考うべきであるが︑日

育勅語の失効宣言を行った︑赤旗はたてるが日の丸はたて

いう理由で︑卒業式など重要学校行事に日の丸を掲げるこ

の丸には大陸侵略の暗い思い出がつきまとっているからと

旗は今日どのように教えられているか︒平常時に国旗を物
書く料とすることは避けたいと思う︒

国旗軽視の状況今日では︑白地に赤く染め出した日の丸
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日の丸の旗の下に結集して祖国復帰運動を成就させた沖細

とを拒否した巨大な教師集団の動きは重大である︒これと

図案が使用されていた全船舶に共通の船印即ち国旗の観念

職がたてられ︑藩有船民有船にはそれぞれの定める紋章・

船印を船舶に付ければ事足りた︒幕府の船には﹁旭の丸﹂

シナ︵清︶︑オランダとの通商貿易が行われており︑限ら

は育たなかった︒勿論︑鎖国といっても長崎出島を限って

れてはいるが洋書も輸入されていたから︑一部有識者の間

を得ない︒

の住民と比較するとき︑その隔りの大きいことに驚かざる
この巨大な教師集団は社会変革の戦士育成を目指した︒

の侵奪を進めたロシアの軍艦は長崎に来航した︒アメリカ

日共の遠隔指導の下に行われたそのような教育がいかに国

艦隊が浦賀に来航した︒イギリスの軍艦が戦争状態にあっ

には国旗に関する知識も受容されていたが︑国民一般には

ければという種類の利己主義の風潮は︑こ上に起因するの

たオランダの艦船捕獲の目的で長崎の港内に進入し︑傍若

国旗制定の必要性は自覚されなかった︒然るに鎖国下に太

であり︑仁術であるべきを忘れた計算医者の繁昌と正義の

無人の振舞をして引き揚げて行った︒長崎奉行であった松

民的伝統を阻害し国旗への関心を稀薄化させるものであっ

実現から離れた似而非弁護士の繁昌は領落社会の代表的事

平康英は︑長崎防衛の出兵義務を課せられていた近辺諸藩

たかは言わずしてわかる︒忠孝を説くなどはいうまでもな

例であると筆者は考えている︒このような言論・社会・政

が太平に慣れて迅速な処置ができず︑英艦を撃撰できなか

及び日本近海に西洋艦船が盛んに出没し︑遂には千島樺太

治状況の中から人間に価する生活も︑国旗尊重の風潮も期

った責任を感じて割腹したフェートン号事件︑これらが有

平を調歌している間に︑西洋の東洋侵略の勢力は日本にも

待できない︒文部省が学習指導要領を改訂したのはこれが

司国民の間に海防の急務を自覚させ︑撰夷か開国かの激し

く︑愛国を説くことすら反動的とか封建的ときめつけた︒

是正の目的に出たものであった︒昭和三十六年七月﹁公式

い論議を生んだのであるが︑海防への関心︑外国艦船の観

権利は主張するが義務を果たそうとはしない︑自分さえよ

っていたと思う︒

日の丸の国旗制定の直接の機縁となったのは薩摩藩の軍

日本を表す旗章は存在しなかった︒

の船舶全部に共通の船印総船印即ち国旗に相当する旗章︑

察が国旗の観念を普及する機縁となった︒それまでわが国

制度調査会議﹂が設置されたのも同じ考え方が裏付けにな
日の丸の国旗の成立国旗の制度は西洋近代国際社会が成
立し自他の弁別の手段としてつくられたものである︒海外
渡航を禁じ大船建造を禁じた徳川幕府治下の封建制国家に
は国旗は必要でない︒幕府か藩か個人その帰属関係を示す
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一 口

いて日本船印制定の必要性を痛感し老中に建議した︒阿部

艦建造であった︒藩主島津斉彬は建造後の艦船の船印につ

は何か︑篤と省察する必要がある︒

いう事実︑時代の変遷にも拘わらず一貫して不変なるもの

の旗は何の変更を受けることなく︑今日に連続していると

った今日では︑終戦後のような国旗忘却状況はなくなった︒

小学校教育において国旗が重視され︑国際交流が盛んとな

それでは︑国旗に対する関心を深め国旗を尊重し愛護する

ように布告した︒

従来︑幕府の船印として使用されて来た﹁旭の丸﹂職を

正弘が老中であった時である︒協議を重ねた幕閣はつぎの

こそ総船印として定むくしとする水戸藩主斉昭の主張を容

というのはどういうことか︒国旗が象徴するものは何なの

象徴という課訳語国旗は国家の象徴という説明は一般に

か︒

れたものであった︒

大船製造二付テハ異国船二紛レザル様︑日本総船印︿
︑︑︑︑︑︑

︑

されるようになった語である︒それは︑十字架がキリスト

第一条が天皇の地位職能を象徴と誤用して以来盛んに使用

︑

白地日之丸職相用候様云々

たのであった︒これがわが国最初の国旗法令である︒制定

教信仰︑鳩が平和︑樫の木が力︑剣が正義︑白色が純潔の

の動詞用法シンポライズとを併せた銃訳語で︑日本国憲法

国旗の詳細は未詳であるが︑幕末遣米使節団の使用した日

象徴というように︑目に見える物体形相を通じて抽象観念

行われているのであるが︑象徴というのはシンボルとかそ

の丸の旗は現存するから大体今日の国旗と同じであると考

を想起認識させる関係にある︒ついでながら︑このような

職とあるが︑いつ旗に代ったかは明瞭でないが︑斉彬が

えてよい︒明治三年制定の太政官布告第五十七条郵船商船

いくつかの雛型を製作し老中その他の意見を徴し決定され

規則は船舶使用の﹁御国旗﹂の雛型を掲げている︒この布

いう存在者を以て国旗と同格に扱うもので︑日本国民の統

ある︒﹁天皇は日本国の象徴であり：︒﹂というのは天皇と

が創定し一般に使用されていた雛型を明確にしたものと考

合は天皇を中核として形成される人格関係であるという事

通常の用例からみるとき︑日本国憲法の用法は甚だ異様で

えた方がよいであろう︒わが日の丸の国旗は海上の必要か

実を示し得るものではない︒﹁王冠は大英連合構成各国の

告がその後わが国旗の根拠法となり︑今日も有効と筆者は

ら生まれ︑後にやがて陸上に及び海陸を合せたのであった︒

錬訳語象徴という用例はこのようなものであるが︑国旗

自由な結合の象徴﹂という用法を拡張誤用したものである︒

解釈するが︑その内実は当局者の新案ではなく︑江戸幕府

また戦争や内乱の中で生れたものでなく海防を契機として

︑︑

生れたのであった︒幕末明治という大変革の中で︑日の丸
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が象徴する内容は国によって差異がある︒国旗の成立事情︑

伝統尊重の立場を示している︒

旗の色彩についてもフランスの三色旗は自由平等博愛を︑

砂漠の太陽ではない︒空しい酷寒の氷海の太陽でもない︒

族にとって太陽は正に一切生命の根元として映る︒酷熱の

的条件下に農耕民族としての日本文化が展開した︒日本民

日の丸が象徴するもの温和な四季折食の変化のある地理

イタリアの三色旗は緑が信仰・希望・慈悲︑イラン国旗の

それぞれの国民の文化的基盤は同じでないからである︒国

緑は回教信仰︑白は平和︑赤は勇気と犠牲を表わすとされ︑

である︒岩戸隠れの神話が語るように太陽が隠れると陰湿

邪悪の横行する世界となる︒昇る朝日はすがすがしく蹄動

隔てなく万物を照らし︑万物の生育と豊鏡をもたらす太陽

的である︒沈む夕日も美しい︒正に世界存立の根元である

同じ星もアメリカ国旗では州の数︑ソ連国旗では五大陸共
の白は雪原︑青は湖水の色を表わしたとするが如き差があ

産化の理想を掲げるもの︑またフィンランドの白地青十字
るが︑兎も角国旗が国民統合の精神的基盤を省察する拠り

太陽は統治神の似姿である︒讃仰︑感謝︑随順︑帰一︑和
ミズホ

クワシホコチクル

豊葦原瑞穂の国︑細才千足の国︑大和日高見国などの国

合の理念と実践の根元となる︒

所として機能することはすべての国旗に共通である︒

伝統継承の立場日の丸が太陽像であることは周知のこと

に﹁日本﹂を国号としたのも﹁日出づる国﹂の事実を以て

の名は国土讃美の意味をもち︑聖徳太子が暗にあてた国書

である︒

源平合戦で那須与一が的にした扇は日の丸の図案であた

である︒歴史を貫く伝統の根抵︑民族の心情を表現するも

風土と文化的特色を表わすに最もふさわしいと判断したの

つと伝えている︒南朝の旗印は日の丸であった︒日本人が

ことは︑学者の既に明らかにしたところである︒国旗の撰

のとしたのである︒この心情を日本精神というならば︑国

日の丸を愛好し︑各時代を通じて日用器具に使用している

旗日の丸は日本精神の象徴ということになる︒

国旗日の丸は赤く染められるが︑日の丸の赤は昇る太陽

丸の旗は日本を日の下と云ひ且つ日出づるの国と云うに相

の輝く色であり︑夕日の日照る色である︒狩猟牧畜民族の

定に関与した徳川斉昭は日の丸採用の理由として︑﹁日の
応し︑又天照大神の天の岩屋を出でられてより此国は開け

連想する家畜屠殺の色ではない︒革命の流血の色ではない︒

昇る朝日のすがすがしい色である︒清明心を培う色である︒

ているが︑それは斉昭の個人的な発想作為ではなく︑先人︑

同朋の慣行と共に︑歴史を一貫する伝統︑日本文化の根抵

国旗が国民統合の機能を果たすのは︑国民が共感する理

始めし国なれば夫等の古事をも考えて発案したり﹂と伝え

に在るものを承継したのである︒日の丸の国旗撰定自体が
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− − 一

念・精神による︒特定の徳目や目的を掲げる国旗が生まれ

したがって︑日本国家・日本文化の根元としての日本精

天武天皇朝の冠位の名・明浄正直勤務追進の語などは日本

課題とするのである︒先人が掲げた清き明き誠の心とか︑

の心を省察する場合の手がかりになる︒また外国の国旗が

神・やまと心に眼を開きこれを生活の基盤に据えることを

の徳目を置かれた時代条件に即して実現する基盤︑日本精

何を象徴するかを知ることは︑国際理解を深める拠り所と

る理由である︒しかるに日の丸国旗は特定の宗教信仰や徳

神の象徴である︒停迷・陰湿・汚穂・邪悪・抗争を斥け︑

目を掲げ或は︑特定政略目標を掲げるものでもない︒一切

生食溌荊・明浄・正直・和楽の世界建設行の象徴である︒

なることも忘るべきでない︒︵皇学館大学名誉教授︶

国公使館付軍楽隊長ジョン・ウイリァム・フェントンの作

ちの元帥︶と御親兵大隊長・野津鎮雄︵のちの元帥︶︑薩

歌詞の撰定に当ったのは︑当時の砲兵隊長・大山巌︵の

の作曲で︑今日行われている楽譜が作られたのである︒

が出て︑やがてその改訂が企てられ︑雅楽の天才・林広守

夜久正雄

国旗に対する関心を深め国旗尊重の態度を培うというのは︑

﹁君が代﹂の語義について

日国歌﹁君が代﹂の語義

曲で︑薩長士三藩兵親閲の天皇陛下を奉迎の際︑はじめて

選んだのである︒

藩少参事・大迫貞清とであったという︒古歌﹁君が代﹂を

国歌﹁君が代﹂憾︑そのはじめｌ明治三年九月Ｉ英

演奏されたといふことである︒︵山田孝雄博士著﹃君が代

治二年九月⁝⁝凡一カ年間︑伝習ノ楽譜︿僅二英国女皇ヲ

明治二十年十二月編纂の﹁海軍軍楽隊沿革資料﹂に﹁明

レビ番組で︑何回かとりあげて復元演奏してくださったが︑

るというので︑﹁英国女皇の祝スルノ曲﹂とならべて﹁君

祝スルノ曲︑早行進︑遅行進︑及国歌君ヵ代等ナリ﹂とあ

この作曲は︑黛敏郎氏が﹁題名のない音楽会﹂というテ

の歴史﹄に拠る︶

当時から不評で︑明治九年︑時の海軍軍楽長・中村祐庸か

○○○○○

○○○○○○○○○○Ｏ
ら﹁天皇陛下ヲ奉祝スル楽譜改一訂之儀上申﹂という上申書
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﹁英国女皇ヲ祝スルノ曲﹂は︑次のイギリス国歌である

が代﹂が練習されていたことがわかる︒

昭和三十一年一月五日第一川発行の山田孝雄博士著﹃君

淫勾ノＣ

の語義については︑大山巌元帥が大正元年十月九日に書い

も︑ほとんどこの書に拠ったのであるが︑なお﹁君が代﹂

史﹂についての詳密な研究が行われている︒私の以上の説

が代の歴史﹄は博士の遺書となった名著で︑﹁君が代の歴

Ｆｏｐｍ−茸①○月昌○匡①ｐ巨①①ロ︾

の且困ぐ⑦○巨儲四四ｇｏ尻Ｃ屋①のＰ

た覚書の中に︑次のように書いてあることでも明瞭である︒

や局ソＯ

の①口堅昏臼ぐ片８国○易︶

スルノ曲﹂の詞句が参照されたことも当然のことであろう︒

古歌﹁君が代﹂を撰定するに際して︑この﹁英国女皇ヲ祝

江川二授ケテ其師事スル所ノ英国楽長一二ホサシタ︒自分ノ

之ヲ聞イタ野津モ大迫モ実二然リト早速同意シタヵラ之ヲ

キデァルト云ヒテ平素愛諦スル﹃君ガ代﹄ノ歌ヲ撰出シダ︒

ク宝詐ノ隆昌天壌無窮ナランコトヲ祈り奉レル歌ヲ撰ムベ

︵神ョ我君ヲ護レ︶ト云う歌ガァル我国ノ国歌トシテ宜シ

﹁其時自分ガ云フニハ英国ノ国歌の且閏ぐの号の雷侭

の○﹄閏月○員ｐ嵩舟Ｐ

国§むく四口堅のざ国○口⑫︺
Ｆｏ旨い詳○Ｈ①侭口○ぐ①局匡の︾

そして﹁君が代﹂の最初の演奏が天皇奉迎のためであっ

ヲ経テ国歌ヲ御制定二為リシカ其辺ノ事︿承知シテ居ラ

記憶スル所ノ事実︿右ノ通リデァル︒其ノ後如何ナル手続

⑦○堅闇ぐ①○巨Ｈｐｐ：ロー

たことからも︑また明治九年の上申書に﹁天皇陛下ヲ奉祝

ヌ﹂

スル楽譜改訂﹂と書かれたことからも︑﹁君が代﹂の﹁君﹂

山田博士の研究に拠ると︑薩摩藩では祝賀の歌として︑

が﹁天皇陛下﹂をさすことは当然のこととして理解されて
いたと思われる︒つまり﹁君が代は千代に八千代に云々﹂

﹁君が代﹂の和歌が用いられていたことがわかる︒藩主の

意味であったにしても︑明治時代に国歌として定着して今

歌としてとりあげたことはもっともなことである︒林広守

が︑少くとも主君の意味であって︑これを大山厳が天皇讃

れられている︒これらは必ずしも天皇讃歌の意味ではない

また薩摩琵琶の﹁蓬莱山﹂にも﹁君が代﹂の全章が取り入

書き初めに﹃和漢朗詠集﹄のこの歌を記したことが見え︑

ぞ

は︑一言で言えば︑天皇陛下万歳！ということなのであ
る︒

日に伝えられた国歌﹁君が代﹂は︑天皇陛下万歳！の意

したがって︑私は︑﹁君が代﹂の歌詞が本来どのような

味で︑それ以外の意味として考えるべきものではないと思
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詞を天皇讃歌として理解していたにちがいない︒

はじめ今日の楽譜の作曲に力をそそいだ人たちも︑この歌

にとれるかどうか︑これが次の問題なのである︒これは国

み﹂の意味が︑はたして天皇以外の﹁あなた﹂という意味

のである︒その説明をしてゑたい︒

私には︑この﹁わがきゑ﹂も天皇の意味であると思われる

しろ国歌﹁君が代﹂の意味を決めるものとはならないが︑

歌﹁君が代﹂の意味の参考になるだけであって︑いずれに

うわかり切ったことを︑なぜ私がくどくどと述べたかとい

さて︑国歌﹁君が代﹂の﹁君﹂は天皇の意味であるとい
うと︑戦後一部にこの歌詞についての新らしい解釈が行わ

国歌﹁君が代﹂の歌詞の源が﹃古今和歌集﹄︵西紀九○

︒﹃古今和歌集﹄の﹁わがきみは﹂の語義

五年撰定︶巻第七︑﹁賀吾﹂の冒頭にある次の歌であるこ

れて︑﹁君が代﹂の﹁君﹂は天皇に限らず誰でもいい︑ア
たしかに﹁君﹂という単語にはいろいろな意味があって︑

題しらず読人しらず

とはよく知られている︒

ナタという意味であるという説が行われるからなのである︒
﹁天皇﹂以外にも﹁主君﹂﹁貴人﹂﹁あなた﹂等の意味があ

こけのむすまで

わがきみは千世にやちよにさ堂れいしのいはほとなりて

るから︑この説は︑古歌そのものの解釈としては成立する
のである︒しかし︑前述の通り︑明治の初年に﹁天皇陛下

一六九︒ヘージ︑岩波書店︶

︵日本古典文学大系８・佐伯梅友校註﹃古今和歌集﹄

ヲ奉祝スル楽譜﹂として作曲の対象となり︑後︑国歌とし
の意味であって︑そう簡単に変更することは許されない︑

て定着した﹁君が代﹂の歌詞の意味は︑﹁天皇陛下万歳！﹂

右の書の頭註に﹁わがきみばｌ﹃きゑ﹄唯広く用いる

して︑たとえば︑大臣とか学校長とか会社社長の年寿に︑

博士もこの説を述べてをられる︒﹁ぎみ﹂という単語の意

ことばであって︑天皇をさすとは限らない﹂とある︒山田

その人に向ってこの歌を歌ったとしたらば︑どういうこと

拳﹂がどういう意味であるかが問題である︒﹃万葉集﹄で

味はたしかにこの通りであるが︑この歌の中の﹁わがき

考えてもみるがよい︒この﹁君﹂を﹁あなた﹂の意味と

と私は思うのである︒

になるか︒世のヒンシュクを買うにとどまらないであろう︒

し上げている︒単に﹁君﹂というのと区別したのである︒

は︑天皇陛下のことを主として﹁わが大君﹂﹁大君﹂と申

これで私の言いたいことは尽しているのであるが︑古歌

もっとも﹁君言臣承﹂﹁君臣﹂というような場合には﹁き

社会的な問題となるにちがいない︒

﹁君が代﹂の出典とみられる﹃古今和歌集﹄の﹁わがき
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言って天皇をいふ場合もあるが︑多くは﹁大君﹂と申し上

ト↓ハがすべて天皇以外をさすとは限らない︒単に﹁君﹂と

象﹂と訓じて天皇をいうのであるから︑一︲きみ﹂というコ

書いてある︒そしてそのことを

と柿本人麿とが一心同体になって和歌を盛んにされた︑と

たえる文章があって︑そこに︑﹁ならの御時﹂の﹁承かど﹂

ところで︑この文章のすぐあとのところに︑万葉集をた

丁Ｌ﹂

参一

○○

﹁これは︑きみもひとも︑身をあはせたりといふなるべ

○○○○○Ｏ

げたのである︒そこでこの古今集の﹁わがきみ﹂が問題に
なるわけである︒

まず古今集の撰者がこの歌の﹁ぎゑ﹂をどう考えている

であり﹁ひと﹂は﹁人麿﹂のことをいうのである︒

と書いているのである︒この﹁きみ﹂は﹁みかど﹂のこと

﹁かかるに︑いま︑すべらぎの︑あめのしたしるしめす

○○○○

さらに︑少しあとのところに︑

○Ｏ

か︑Ｉそう思って調べてみた．古今集の仮名序確撰者の

○○○○○○

紀貫之作とされているが︑その中に次のような語句がある︒
○○○○○○○○○
﹁しかあるの象にあらず︑さざれいしにたとへ︑つくば

こと︑よつのとき︑ここのかへりになりぬる︒あまねき

Ｏ

山にかけてきゑをねがひ︑よろこび身にすぎ︑たのしび
○○

こ上ろにあまり︑ふじのけぶりによそへて人をこひ︑ま

おほんうつくし承のな承︑やしまのほかまでながれ︑ひ

くば山のふもとよりも︑しげく﹂というのは︑前出の歌に

と当代の醍醐天皇の御徳をたたえる︒この最後の句の﹁つ

げくおはしまして︑﹂

○○○○○○○○○○○
ろきおほんめぐ承のかげ︑つくば山のふもとよりも︑し

つむしのねに︑ともをしのび⁝⁝うたをいひてぞ︑なぐ
さめける︒﹂︵前掲﹃古今和歌集﹄序・圏点筆者以下同じ︶

れいしの﹂の語句を引いていることは明瞭であって︑﹁わ

拠ったので︑﹁君﹂を﹁すべらぎ﹂としたことになる︒

この中の﹁さざれいしにたとへ﹂が﹁千世にやちよにさざ

けて﹂というのは︑次の歌を引いたのである︒

とを区別して言ったのは︑先の﹁ならの承かど﹂と﹁人

きみをおもひ︑人をもいはひ﹂とある︒﹁きみ﹂と﹁人﹂

○○○○Ｏ○

また﹁賀﹂の部の部立てを説明して﹁つるかめにつけて︑

がき象は﹂の歌を引用したのである︒次の﹁つくば山にか

つくぱねのこのもかのもに影はあれど君がみかげにま

暦﹂とについて言ったのと同じで︑この﹁きみ﹂は﹁天

す影はなし

この歌の﹁君﹂は︑少くとも﹁主君﹂の意味であって︑単

皇﹂ととるのが自然である︒

こう見てくると︑﹁さざれいしにたとへ︑つくば山にか

○○

にかけてきゑをねがひ﹂とあるのは︑﹁主君乃至天皇の御

純に﹁あなた﹂の意味ではない︒ここの文脈で﹁つくば山
庇護を願ひ﹂の意味である︒
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るのが自然だと思う︒少くとも主君の意味であって︑単純

けてきゑをねがひ﹂の﹁きゑ﹂は﹁天皇さま﹂の意味にと

すりもが︑き桑がやちよをわかえつ些桑ん﹂と記してい

々たる情をのべ︑その最後に︑﹁⁝⁝おいずしなずのく

天皇のおそば近くお仕へしていた時代をなつかしんで︑綿

る︒不老不死の薬があったらほしいものだ︑いつまでも若

○○○○○○

に二人称の﹁あなた﹂ととるのはまちがいであると思う︒

元来﹁君が代﹂の﹁君﹂を﹁あなた﹂の意味にとろうと

がへって︑天皇さまの八千代のおとしを仰ぎまつりたい︑

○○○○Ｏ

するのは︑﹁君﹂を天皇の意味とすることに抵抗を感ずる

﹁わがきゑは千世にやちよに﹂の歌を引いて︑醍醐天皇の

○○

御寿命の万歳をことほぎまつったものと承られる︒なお忠

○○

よ﹂は︑貫之の﹁きみをの象ちよにといはふ﹂と同じで︑

というほどの意味である︒したがって︑この﹁きみがやち

の心を通わす歌の道の意義を強調したものである︒当時は

○

ろう︒ところが︑紀貫之の歌論は︑君︵天皇︶と人︵臣下︶

人か︑またはそういう人に納得させようとする人の説であ

摂関時代であるから︑奈良時代の歌人ほどの絶対の忠義感

辱のこの長歌には反歌がついている︒

きみが世に相坂山のいはし水こがくれたいとおもひけ

○○○○

情が時代を動かしていたとは言えなくても︑貫之たちが天
皇によせる敬愛の感情を表現するのに遠慮することはなか

この﹁きみが世﹂はいうまでもなく﹁天皇さまの御寿命即

るかな

﹃古今和歌集﹄巻第十九﹁雑体﹂の中に﹁つらゆき﹂︵紀

ったはずである︒

ち御治世﹂の意味である︒この﹁よ﹂はどちらかというと

﹁ぎみがよ﹂が︑﹁天皇さまの御寿命﹂の意味から﹁天皇

寿命の意味から転化して﹁治世﹂の意味になっている︒

さまの御治世﹂の意味に転化したのは︑後世のことではな

うた﹂という長歌がある︒古今集編纂の資料として古い歌

かったので︑当時すでにこういう転義があったのである︒

貫之︶の﹁ふるうたたてまつりし時のもくろくのそのなが

の部の部立てについて﹁きゑをのみちよにといはふ﹂と詠

を召されて奉った時の長歌であるが︑その中にも︑﹁賀﹂

そこで忠琴の長歌・反歌とも直接醐醍天皇に奉った歌であ

○○○

んでいる︒この長歌は︑醍醐天皇に奉る趣意であるから︑

○○

この﹁きみ﹂は具体的には醍醐天皇その人をさすのであり︑

るから︑この﹁き象﹂は︑天皇に呼びかけまつった意味で

貫之︑忠埠とも︑勅撰集﹃古今和歌集﹄の撰者であるこ

ある︒

天皇の意味である︒また︑撰者の一人であった壬生忠琴が
て︑貫之の長歌の次に出ている︒この長歌も醍醐天皇に奉

とから考えて︑﹃古今和歌集﹄賀の部の冒頭に﹁わがき糸

﹁ふるうたにくはへてたてまつれるながうた﹂を一詠んでい

った長歌であるが︑その中に︑忠辱が左近衛の番長として
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それが一般的の天皇讃歌でもあることを示したものと思わ

まつってその万歳をことほぎまつったものであり︑同時に

してあげたのは︑直接には醍醐天皇を﹁わがきみ﹂と呼び

は千世にやちよに﹂の歌を﹁題しらず﹂﹁読人しらず﹂と

は︑断言してもさしつかえあるまい︒

頭の私歌の﹁わがきゑ﹂を﹁天皇陛下﹂の意味としたこと

いるのである︒古今和歌集の撰者たちが︑﹁賀﹂の部の冒

ざれ石のいはほとなりて苔の生すまで﹂の歌があげられて

というので︑臣民の天皇をたたえることば︵頚︶として﹁さ

この歌が民間に転じて一般的の祝賀の歌としてさまざま

れるのである︒

な意味に用いられるようになり︑千年を経て再び明治の御

念のため﹃古今和歌集﹄の真名序︵漢文序︶を見ると︑
中に︑

考えられるのである︒︵右は﹃亜細亜学校教養部紀要﹄第

れを二つに割ったもの﹂である︒二つの中の一片を示すこ

する︒割符とは﹁木片に文を記し︑証印を中央に押し︑こ

原語はギリシャ語の﹁シンポロム﹂であって︑割符を意味

片山清一

末に書き改めたものである︒

十一号︵昭和五十年︶に発表した論文を昭和五十八年の年

代に国歌﹁君が代﹂の天皇讃歌として復活した︑と私には

．﹁陛下御宇︒干し今九歳︒仁流二秋津洲之外毛恵茂二築波
○○○○○Ｏ
山之陰毛淵変為し瀬之声︒寂々閑レロ︒砂長為し巌之頚︒
浄々満耳︒⁝⁝一

とある︒﹁砂長じて巌と為るの順︑洋々として耳に満てり﹂

国家の象徴
八人間は象徴を操る動物であるＶカッシーラー
象徴とは何か
︿具体的なものにより抽象をつかむ﹀

十字架はキリスト教をあらわし︑鳩が﹁平和﹂を意味す

の意味から発展して︑象徴は︑目印あるいは記号と同義に

とによって︑もう一つの残りが伺えるのが割符である︒こ

用いられることもある︒

るように︑目に見える具体的で感覚的な物で︑目に見えな
である︒象徴ということばは︑英語ではシンボルに当るが︑

い抽象的な内容をもつものを指示しようとするのが︑象徴
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しかし象徴と記号とは︑若干の差があるという説もある︒

しかし象徴を︑ある意味を現すものとするの噂人間で

ある︒この場合は道真という個人に対してだけに過ぎない

道真にとっては︑御衣はいわば天皇の象徴であったからで

他の人にとっては︑単なる衣料に過ぎないかも知れないが︑

奉じて拝したのは︑天皇の御恩を感じた道真の心である︒

マは降雪を意味するような場合は︑明らかに記号である︒

説である︒気象図で︑太陽は晴天を︑雲は曇天を︑雪ダル

が︑もっと多くの人たちが共通にもっている意志を現わす

あり︑人間の意志である︒菅原道真が︑天皇の御衣を毎日

最近は︑さまざまの交通記号が用いられていることは︑万

たとえば交通信号の赤は﹁危険﹂を意味し︑緑は﹁安全﹂

人周知である︒たとえば駐車禁止の記号は︑あくまで記号

社章になったりすることになる︒

場合は︑その象徴が団体旗になったり︑団体歌︑あるいは

を示すといった例は記号であって︑象徴ではないと考える

であって︑駐車禁止の象徴ではない︒象徴の場合は︑具体

象徴として選ばれるものは︑物的なものと人的なものが

︿富士山・桜・国旗・国歌﹀

国の象徴

的な事物の意味するものが︑記号とは違って︑高度に抽象
的な内容をもったものである︒高度に抽象的なものは︑単
なる経験ないしは見聞によってとらえられないものである
から︑ある特定の自然物または人工物によって︑できるだ
け︑抽象的な内容を表現しようと試染る︒

内容︵Ｂとする︶と︑どういう関係で結ばれているかが問

日の丸の旗︑君が代︑菊の紋章などが考えられる︒また人

ては︑富士山︑桜などがあげられるし︑人工物としては︑

たとえば︑日本という国を象徴する場合には︑自然とし

ある︒また物的なものの中には︑自然物と人工物とがある︒

題である︒ＡとＢとの間には︑論理性のはっきりしている

ある︒

的なものとして︑天皇が憲法第一条で示されている通りで

したがって象徴︵Ａとする︶は︑それが意味する抽象的

考えられる︒たとえば十字架は︑キリストの受難を意味し︑

富士山は︑日本一の高山であり︑また形の整った美しい

場合と︑約束にもとづく習慣的な関係をもつ場合の二様が

る︒これに反して︑鳩が﹁平和﹂の象徴という時には︑鳩

それがキリスト教の象徴であるという場合は前者の例であ

てきたので︑これが日本の姿であり︑誇りであるというの

で︑日本の象徴として考えられてきた︒富士山によく似た

山であると共に︑古来から歌にうたわれ日本人に親しまれ

の習慣であり︑約束だとも考えられる︒これが後者の象徴

山が他国にもあって︑その形は日本の専売ではないが︑日

と平和との間には︑何らの論理的関係が存在しない︒一種
である︒
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てしまった︒史料によると︑国旗掲揚についてＧＨＱの禁

して︑掲揚を止めてしまったのかも知れない︒そして不思

本の象徴であることは世界の人たちも︑そう考えてくれて
また桜は︑日本人の気持を現すものだとして︑国花とし

議なことに︑昭和二十四年︵一九四九︶一月に至りＧＨＱ

止指令が出されなかったそうであるが︑日本人の方で自粛

て考えられている︒バツと咲いて・ハツと散る︑その潔さを

の覚書により︑国内における国旗掲揚が許可されることに

いるようである︒

称える意にもとれるが︑その美しさが日本的であったから

なった︒日本政府は︑これに基いて︑その年の十月から国

民の祝日に︑官庁︑民間ともに国旗を掲揚するように勧奨

であろう︒本居宣長の歌
敷島の大和心を人間はぱ
朝日に匂う山桜かな

しかし日本人は︑それ以後︑日の丸の旗をあげることを

した︒こうして大ぴらに国旗をかかげてよいことになった︒

日の丸の旗あるいは日章旗は︑わが国では古くから使用

は︑日本人の心情を表現したものと解せられる︒

船には日章旗がひるがえり︑オリンピックでは日の丸の旗

晴路するようになり︑今日に至るまで続いている︒日本の

これを掲揚しようとはしない︒外国に対しては︑日の丸の

があげられても︑日本人は祝日でも︑戦前にやったように︑

されてきたようである︒寛永十年︵一六三三︶中国行きの
恐らく対外的に日本国の象徴として示された最初であろう︒

朱印船に日章旗がかかげられたといわれているが︑これが

日本国民がかなり多いようである︒その言い分としては︑

く認めているにもかかわらず︑これを国旗として認めない

①法令では日の丸の旗は国旗として規定されていないから︑

旗は日本の象徴であることを示すものと︑日本国民は等し

国船が訪れるにつれて︑日本船にも国旗をあげる必要性に

の日章旗を使用する機会がなかったが︑幕末になって︑外
迫られた︒明治三年︵一八七○︶一月に︑太政官布告第五

であるが︑外国と直接に国境で対峠しているようなきびし

②日章旗は︑戦争犯罪の汚点に色どられているから︑とか

しかし徳川時代には鎖国となったので︑日本の象徴として

ることにきまった︒このようにして︑その後︑日本の国旗

さがないことが︑この心境にさせているのであろう︒前に

七号︵商船規則︶により︑日章旗が国旗としての扱いをす
として日章旗が掲げられ︑節日や祝日には︑日本全国に国

も述べたように︑象徴とは︑その意味を認めようとはしな

昭和二十年︵一九四五︶八月十五日︑日本が連合軍に無

カのように星条旗がなければ︑諸民族の集合に過ぎない国

いものにとっては︑単なる物に過ぎないのである︒アメリ

○

旗が風にひるがえった︒

条件降伏するに至り︑その年の九月から日章旗が姿を消し
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二千年にわたって同じ島に住んできた日本人にとって︑国

であり︑生命たるべきものであろうが︑同一の大和民族で

家では︑星条旗こそ国旗であり︑国民にとっては国の象徴

に民主国家になり︑国民主権の政治がおこなわれるように

しいのではないか︑ということになる︒わが国は︑たしか

まえ﹂の昌闇ぐの弓の置侭というのは︑国歌としてはおか

ういうことを言えば︑英国国歌でも﹁神よ︑国王を護りた

る︒憲法第一条に

今日︑憲法において象徴と明記されているのは天皇であ

ても決して誤りではない︒

時代を意味るすだけでなく︑同時に日本国民の時代と解し

ることに変りがないのであるから﹁君が代﹂は単に天皇の

なったが︑国民が天皇を統合の象徴として一致団結してい

内的には国旗使用の必要を痛感しないことにもよるのであ
ろう︒

×××

国歌として﹁君が代﹂が作成されたのは︑明治初年のこ
とである︒軍楽隊の指導に来日したフェントンという外人
が︑日本の古歌に作曲をつけて︑これを軍楽隊で演奏した
のが初めで︑これがやがて文部省でも採用して︑小学唱歌
として唱われるようになった︒法令の中には﹁君が代﹂は

天皇は国の象徴であり︑日本国民統合の象徴であって︑

共に︑その国民の総意に基づいて︑天皇が国民統合の象徴

と記されている︒主権在民の国家であることを明言すると

その地位は︑主権の存する日本国民の総意に基く︒

主義と極端な国家主義の排除ということになったので︑講

第二次世界大戦終了後は︑占領軍の大方針は︑日本の軍国

したような﹁天皇︿国ノ元首ニシテ統治権ヲ総摺﹂する天

であることが定められたのである︒大日本帝国憲法で規定

たわれてきおり︑国際間でも国歌として認められている︒

国歌であると定めたものがないが︑今日まで国歌としてう

和条約の発効になるまで︑国旗と同様に演奏もされないし︑

皇ではなくなった︒しかし︑天皇は︑日本国民の心の中に

歌われることもなかった︒日本の独立が確定的になってか

象徴として生き︑日本国民としての統合の中核となったの

きたのであるが︑この激動の時代の中に︑国家として微動

に至っても︑中には︑全教員が一致して生徒に歌唱させる

もしなかったのは︑日本人の心の中に︑象徴としての天皇

ら︑ぽつぽつ歌われたり︑演奏されたりしてきたが︑今日

その理由にあげられるのは︑﹁君が代﹂は天皇賛美の意

である︒こうして今日まで約四十年近い昭和後期を過して

であるから︑天皇制政治がなくなって民主政治になったの

の存在があったからであると信じる︒政治の主班である内

ことに賛同することのできない学校もある︒

だから︑それは︑国歌ではない︑という考え方である︒そ
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閣は︑何回か変ったが︑諸外国の例で見られるような国内
の動揺では少しも起らなかった︒それは︑象徴としての天
皇が日本国民の心の中に厳として生きていたからである︒
象徴を支えるもの

骨頂であるといわれてきた︒

ところが昭和二十年の敗戦以後︑占領政策の方針は軍国

主義と国家主義の排除に重点がおかれ︑日本人の愛国心の

低下を計った︒その上︑民主主義のはき違えも加わって︑

象徴というのは︑前述したように︑ある具体的な物また

いのに︑その精神に︑戦争犯罪のレッテルをはってしまっ

った︒愛国心は︑ただちに戦争調歌につながるわけではな

利己主義︑あるいは誤まった個人主義が横行するようにな

は人であるが︑それを他の広い意味をもつものであると認

国民を育ててしまった︒

た︒こうしたことが︑象徴のもつ意味を解し得なくなった

︿開かれた愛国心の育成が大切﹀

めることによって︑象徴たり得るものである︒象徴を︑た

新しい国造りをしようと誓った日本国民は︑そうした意味

しかし日本の前途について︑平和国家︑文化国家として

だ単なる物または人とだけしか認めない人為にとっては︑

象徴は存在しない︒だから︑人間の考え方が象徴を象徴た

の愛国心を持たないでは︑どうして人類のため世界のため

スモポリタン的国民では︑少くとも現代の世界では︑何事

に貢献することができるであろうか︒愛国心をなくしたコ

︵本会理事目白女子短大教授︶

もなし得ないし︑働くこともできないのである︒

、ムイノ

らしめるかどうかを左右する︒

国家の象徴という場合でも同じである︒日章旗が日本国
旗であると認めるのは︑今日の世界各国に共通したことで
あるが︑これを国旗と考えない人は︑日本国民の中にも若
干存在する︒そういう人にしても︑外国に出て︑日章旗が
立っている建物を見れば︑日本の公館だと考え︑日の丸の
旗を立てた商船を見れば日本船だと認めるに違いない︒結
われる︒

局は︑日本人の愛国心の問題に帰するものではないかと思
由来︑日本人は愛国心の強い国民だといわれてきたし︑

また戦前には愛国心の育成に︑政府も教育者も努力を続け
てきた︒滅私奉公といい︑捨我精進といい︑いずれも自分
の身命までも捧げて︑国のために尽すことが︑日本人の真

rのワ､

︹遺稿︺

黒尾東一一

と結びつけ︑根方を締めて軸をつけて筆を造り上げたもの

毛は鶏の尾羽︑然も郷土部落の鶏の羽で作った筆を以っ

である︒

て︑旗日の文字を書かれたこと︑これには何か将軍に深い

ないが︑鶏の尾羽の筆で書かれたのだから︑仔細に見ると

臆測は陣りますから︑諸賢の御推量にお委せするより仕方

お考えを持っての事であろうと察せられるが︑私共の想像
明治四十四年も暮れて︑十二月の晦日に︑将軍が栃木県

乃木将軍と
日の丸の旗
西那須野村字石林の部落四十戸に対して︑静子夫人の手ず

るのである︒

其の文字の筆画と︑筆力などの上に︑特別な趣を見せてい

其の袋も実に頑丈なもので︑御自分から静子夫人がおと

からお縫いになった日の丸の旗を贈られたことは︑余りに
が御殉死なさる前年のことだ︒お配りになったのは︑国旗

も知られて居る事実である︒明治四十四年というと︑将軍
ばかりではなく︑国旗を入れる紙袋まで︑静子夫人の丹精

のまま直ぐに掛けられるように︑念の入った完全なもので︑

間に合せ物ではない︒ここにも将軍夫妻の︑御精神があり

りになった柿の渋が塗ってあるし︑麻紐までもつけて︑其

その袋の表には︑将軍御自筆で︑所謂旗日をちゃんとお

で︑幾日掛られたことであろう︒一々書き立てると際限も

ありと見えている︒静子夫人もあの袋張りに︑あのお部屋

で︑渋まで塗って作られたのである︒

めとして︑一月三日︑二月十一日︑三月二十一日︑四月三

ないが︑よくよくお考え下さるならば︑こうした綿食密々

書きになってお頒けになったのである︒先ず一月一日を初

三日と横に並べて︑十日の日数が認められている︒

日︑九月二十三日︑十月十七日︑十一月三日︑十一月二十

その国旗も︑勿論人頼桑で届けると言うような事ではな

打つものがあるかと思う︒

な将軍夫妻の御性格も︑部落開発の御心も︑自ら吾々の胸

将軍自らお作りになって居られるのである︒誠に面白い事

また︑この袋の文字を書かれるについても︑特別な筆を︑

実である︒それは︑其の頃将軍の家に雇われていた︑内垣

のである︒袋に収めた国旗と金五十銭ずつを添えて贈られ

て︑一々丁寧に戸別に訪問されて︑真剣にお頒けになった

たのである︒そのお金は︑或は旗竿でもと言うお考えかも

くて︑将軍御自身軍服の服装︑羽織︑袴の書生を一人連れ

尾羽を拾わせ︑それを集めて尾羽の毛先二寸ほどを残して

政吉という下僕に命じて︑部落の家ごとに落ちている鶏の
幾本かを束ね︑適当な大きさに纏め︑蒜を以ってしっかり
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知らぬが︑兎に角金五十銭を添えて︑村人達に日の丸の旗

ピソードを綴りましたが︑それらのうち︑この﹁日の丸の旗﹂

ｌ前号で報告した叩月鋤日地鎮祭以降Ｉ

日本弘道会ビル新築工事経過報告

の逸話は私の頭から離れないものの一つです︒ｌ渡辺Ｉ

の今日︑或は家の宝として保存され︑或は他に譲られて︑

すが︑夫妻は退役後︑自分から鍬鋤を執って栃木県那須野ヶ原

二也廻ス﹂

﹁謙吉義出産前より約束二付︑︿

とあるのは︑右の約束によって出幸

引きとられたことを示すのである渥

兄で泊翁の二男一彰も︑また廃嫡︵

になった︒そして︑ついには相続脱

は実子に移るようになり︑謙吉２−

なったあと︑勝三には実子が何人割

泊翁西村茂樹には八人の子供があった︒初めの五人が男

人物であった︒それも実父の泊翁︽

哲史−

子︑末の三人が女子であったが︑長男の絃之助は明治二年

から︑いよいよ悲劇性が深酷であ一

一彰が廃嫡になった理由は︑泊公

るが︑七転八倒の苦しぷであった︒泊翁夫妻が悲痛に堪え

学一年の夏脚気衝心を起こし︑九死に一生を得た体験があ

とある︒死因は脚気衝心であったことがわかる︒筆者も大

の母をたずねて来たのを百合子は鐸

男で︑白縮緬の兵児帯に白羽二重︵

はじめ︑これが廃嫡の原因とな星

海に赴き湯治をしたが︑お酌なん︽

ー彰十六歳のとき︑脚気を患った圭

合子の﹃儒珍のズボン﹂に以下のレ

なかったというのもさこそとうなずけるが︑五月九日︑浅

子の母に向っても︑やっと膝に手一

﹁御法事二付︑一彰出入を允許生

草松源寺に仮葬送をした︒しかし︑松源寺には問題があ・っ

とあるから︑廃嫡の件は明治三十︽

けであったというが︑泊翁日記の一

二月ばかり前の三月十六日の朝︑泊翁夫人おちかは男子を

の湯島麟祥院が西村家の菩提寺となったが︑錐之助の死ぬ

出産し︑二十二日謙吉と名付けた︒しかし謙吉は︑出生前

の数年間であったろうが︑日記は﹄

︵一彰十六歳のときは明治七年で主

た︒日記の四月七日の項に

より泊翁の次弟伊勢屋勝三の養子に出すことにきまってい

たので︑五月十一日に湯島麟祥院に改葬した︒この後はこ

今暁方死去︑夫妻不堪悲痛﹂

﹁絃之助義此間より病気の処︑昨夕俄二脚気衝心と相成

の項に

五月七日︑十六歳で死んだ︒泊翁日記の明治二年五月七日
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大部分は散逸して居るようではあるが︑でも三十年前の日
の丸の旗をそのまま拝めるのである︒

将軍御自身は︑お庭の片隅に長さ六諭七問の杉の旗竿に
旗日には必ず日の丸の旗を祇して︑村民統一の中心とも︑

国体観念の培養とも遊ばすお考えであったのではないかと

▽地鎮祭の翌日より地下室の解体工事を続行︒敷地が平らに
成った十月二十六日︑糸ず糸を張り︑設計及工事関係者一同
立会の許に新築建家の正確な位置を決定︒アースドリルエ法
に依る特殊コンクリート杭を打設する前に︑打込み箇所の地
中障害物を除去する︒︵敷地東側の地中に︑在来此の位置に

あった建家のレンガ造基礎及び松杭が出土︑松杭は径二十糎︑
長さ約五米あり︑計百四十九本あった︒︶

恐察するのである︒雨の日は軒下に懸けられて祝祭日を心
から御祝して居られたのである︒こうして農人としての乃

▽十月二十一日埼玉県熊谷市にある鉄骨工場にて鉄骨の検査

めとした︒

▽かくて︑年内は基礎及び地中梁の鉄筋の仮組立にて仕事納

削工事完了︒

▽十月十三日地中梁の深さ︑約二米迄土砂掘削に掛る︒こ
れと併行して持殊コンクリート杭の頭を処理︑十二月九日掘

了︒

▽十一月十七日より特殊コンクリート杭打工事に掛り︑直径
一米四十糎︑長さ十六米余の杭三十五本を十二月九日打設完

を行った︒

木夫妻は︑あの薄くり一枚を敷いて︑炉ぱたに渋茶をすす
りながら︑空高く銃える日の丸の旗を眺めつつ︑国家の将
来を案じ︑君恩の無窮に幾度か泣き咽ばれたことであろう︒
付記ｌこの一文は︑栃木県教育界の長老であられた私の旧制中
学時代の恩師・黒尾東一先生の遺著﹃農人・乃木将軍﹄からそ
の中の一節を転載させていただいたものです︒
﹁武士道最後の人﹂と調われた軍神乃木大将と静子夫人は︑

明治天皇のご大葬の夜︑弔砲がとどろく音を聞きながら赤坂の

▽五十九年始めは︑六日︑氏神三崎神社へ安全祈願に参拝し工
事に掛る︒年末に続き基礎及び地中梁の組立より開始︒
▽一月十七日より型枠工が︑現場作業に入り︑十数年ぶりの降
雪の障害も工事遅延を来す事無く︑一月二十六日︑基礎及地中
梁のコンクリート計五百四十立米を︑ポンプ車二台をもって無

自邸で自刃・殉死して一世を衝動させたことはご承知の通りで
の開拓に従事されること二十余年︑その間︑この地区に住む農

事打設した︒

︵昭和弱年１月釦日⁝⁝日建設計監理部吉田記︶

家の人食に身を以て種衣の教訓を垂れ︑いまにいたるまで子孫
の語り草になっています︒著者は乃木将軍に心酔して多くのエ

（

(
〜

を配られたのであった︒その日の日の丸の旗が︑三十年後

P
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ある大学生と話をした︒

ではないと少食忠言したのだが︑こ

甘えるんじゃない︑何度も叱るよ

やけっぱちのようなことをいった︒

うにいいながら︑思い出したのは︑

の青年から次のような言葉が返って
きた︒

んですが⁝⁝しかし︑勉強しても︑

世は非常時とか準戦時体制といわ

わたしたちが大学生だった昭和十一

後に控えている就職についても︑ハ

ぼくたちに未来はない︒結局は核戦

れ︑日本の前途に戦雲がひろがる感

﹁オヤジさんもときどきそういう

ツキリした志望がない︒なんとかな

争で象んな滅ぶだけ︑そんな気がし
ますよ︒コッコッやってもしょうが

じだった︒この先︑戦争が始まるか

とした不安があった︒それでも剰那

もしれぬ︒若いものは軍隊にとられ︑

ばかなことをいうな︑き桑は本当

的︑享楽的にならなかったのは遊ぶ

ない︑そのうちゑんな死ぬんだから︒

にそう信じているのか︑核への恐怖

機関もなく︑国も学生も貧乏で︑甘

戦雲のもとで死ぬかもしれない︒漠

を自分のなまける言訳けにして甘え

えてなどいられなかったからだ︒

強や努力をするよりは日食を面白く

と﹁ぼくたちは無力です︒おじさん

ちが払わなくてどうするんだという

それを食いとめる努力を若いきゑた

ことが今日の世界の最大の問題では一

両大国の軍縮交渉で希望をとり返す

に絶望的な虚無感をひろげている︒

それにしても米ソの核軍拡は世界

楽しめばいいという生き方のようだ︒
これでは本人が先々困るのは目に

見えている︒もっとしっかりと目標
を持ち︑自分を鍛えるつもりで勉強
したまえ︑大学はレジャーセンター

すか﹂

で︑減んだって自業自得じゃないで

ょう︒どうせ人間なんて愚劣なもの

ないか︒

それはたしかにあるが︑それだけに︑

ているんじゃないか︒核戦争へのお

ぼくの友人もそういってるんです﹂

年のころである︒

るさ︑職がなければバイトをやって

の一方で読書をほとんどせず︑一年

ーと遊ぶことにかけ熱心である︒そ

彼はドライブ︑サーフィン︑スキ

入江徳郎

だって狙止する力は持ってないでし

も食ってゆけるといった調子で︑勉

米ソが拡げる絶望感
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一彰が﹁出入﹂を認められたのは法事のときのみに限られ

なかったことは︑三十一年八月十八日の項に

．彰広鴫より来ル﹂

．彰大阪より来ル﹂

三十二年十一月二十二日の項に

三十三年十二月十九日の項に

．彰大阪より来︑鉄綱所へ辞任したる由﹂

．彰大阪より東京へ引移︑今日着﹂

三十四年七月十五日の項に

とあるなどの記事によってうかがわれる︒右の記事は︑い

ずれも︑父泊翁のもとに挨拶もしくは連絡があったことを

示しているであろう︒その証拠に︑三十四年八月一日︑伯

父勝三の三男谷口道が死んだ際に︑また親戚の荒井宗道が

大病にかかった際に︑一彰が父の代理として会葬もしくは

見舞に出かけている︒三十四年八月二日の項に

﹁谷口道葬送二付︑為会葬一彰を造す︒香糞金五円造

す﹂

同年十月十五日の項に

﹁︹荒井宗道大病︺二付為見舞一彰病院へ遣し候処︑今

暁二時致死去の趣﹂

とあるのでそれが知られる︒それで︑﹁廃嫡﹂といっても︑

或る程度ゆるやかなものであったかと想像される︒

※

﹁廃嫡﹂といえば︑三男の謙吉巡

けている︒謙吉は︑前に紹介した少

の舎弟勝三の養子になる約束がで蛍

く勝三に引渡された︒その後の謙吉

﹁朝勝三来ル︒謙吉時計の義及相

っかけて象れば︑二十五年三月二十

とある︒﹁謙吉時計の義﹂とは︑謙十

するという意味らしく︑そのため謙

﹁勝三来ル︒謙三独逸行の義及相

その間のいきさつが︑三十一年九月

﹁勝三来ル︒謙吉独逸へ過す二付

同年十月十一日の項に

異存なき旨相答ふ﹂

たい事由があり︑泊翁もそれを認め

と出ている︒謙吉ドイツ行を熱望し

﹁謙吉独逸国より朝帰﹂

三十二年十一月二十六日の項に

ろが︑三十一年十月十五日の項に

とあるから︑謙吉のドイツ留学は実一

﹁謙吉離縁届済﹂

不明

同年十一月十八日の項に

﹁嫡孫口組の義二付︑新民法起草一

合罷越︒謙吉養家離縁実家へ入籍一

権利あるものと断定す﹂

とある記事から判断すると︑謙吉はドイツ留学の前後に養

の推定相続人になり居る旨戸籍吏申聞之﹂

五月八日の項に

などとある記事によって︑謙吉を相続人から廃除したこと︑

﹁謙吉分家届差出候﹂

に実子が生まれたかららしいが︑謙吉のドイツ留学志望も

とが知られる︒竜太郎というのは二男一彰の長男で︑一彰

竜太郎を指定相続人に指定したこと︑謙吉を分家させたこ

家を離縁になった︒離縁の理由は︑前に述べたとおり勝三
からんでいたかも知れない︒右に紹介したとおり︑三十一

廃嫡のあとはおのずから竜太郎が西村本家のあととりにな

年十月十一日に泊翁と勝三のあいだで﹁謙吉独逸へ造す二
付表向難儀の相談﹂があったあと四日にして﹁謙吉離縁届

ったわけである︒

謙吉は︑右のような次第で出生前から伯父勝三の養子と

済﹂すというのは甚だ唐突な感があるが︑四日のあいだに
離縁話がまとまり︑離縁届を出すまでに至ったわけである︒

は叶ったかも知れないが︑家督相続人としての権利は裁判

によって廃除され︑三十三年五月から分家した︒その後は︑

なったが︑三十一年離縁となった︒そのあと実家への入籍

先の一彰と同様︑泊翁の名代として葬送に参列する機会が

養家から離縁された謙吉のその後はどうなったか︒新民
の上︿同人家督相続の権利あるものと断定﹂されたが︑泊

法起草委員梅謙次郎方へ間合わしたところ︑﹁実家へ入籍
翁の意向はそういうところにはなかったらしい︒三十三年

多かったことは︑三十四年一月二十二日の項に

ると︑

しょに参列している︒ところが同年十月二十一日の項を見

とあるように︑西村本家の法事にかつての義父勝三といっ

謙吉︑荒井宗道︑野口六弥︑繊細義照来ル﹂

﹁母上様七回忌御逮夜二付近親相招き夕飯振舞ふ︒勝三︑

などの記事があるので知られる︒三月五日の項には

﹁福沢諭吉翁麻布善福寺へ葬送二付為名代誰吉を造す﹂

同二月八日の項に

﹁伊藤氏葬送二付謙吉を名代に造す﹂

四月二十日の項に
﹁兼て東京地方裁判所へ致請求置候謙吉相続人廃除の義︑

昨日同所二於て原被弁護士口頭弁論有之︑申立の通廃除
請求の通相済﹂

五月二日の項に

﹁裁判所より判決正本来ル︒戸籍吏へ謙吉廃除の届出
ス﹂

五月五日の項に
﹁謙吉廃除したるに付き竜太郎指定相続人に致したる趣

戸籍吏へ届出たる処︑別段届二は不及竜太郎︿自然法定
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折している︒辰吾のあとに生まれた長女元も三歳で天折し

に辰吾があったが︑省三は八歳のとき︑辰吾は十三歳で天

たが︑他に霞江︑澄江という二人の女子があった︒このう

﹁謙吉去十月近衛演習二出張の処や出先二て精神病相発︑

ちの蔑江は建築家の中条精一郎に嫁し︑のちに共産党の宮

昨夕帰京﹂

日の項にいたると︑

﹁今日霞江中条氏二引移﹂

とあり︑越えて四月二十二日の項に

へ霞江縁組内談相整︑今日両家結納﹂

﹁宮城一郎の世話にて米沢人中条政恒の長子同苗精一郎

三十年二月二十三日の項に

本顕治夫人となった宮本百合子を生んだ︒泊翁日記の明治

というショッキングな一記事が出ている︒そして十一月三十

﹁謙吉精神病兎角同様二付︑今日巣鴨願狂院へ造す﹂

とあって︑ついに顔狂院入院という非常事態になったこと
が知られるのである︒

謙吉は明治三十七年︑亨年三十六歳で没しているから︑

父泊翁の死におくれること二年だけで︑三十四年以後の
三年間は精神病者として過ごしたものと想われる︒日本弘

ある︒謙吉の晩年は座敷牢での明け暮れであったというが︑

いだが︑その六年前に養父はすでに鬼籍にはいったわけで

趣二付取急ぎ来ル十九日結婚式を行ふことに約束す﹂

談相整の処同人義同県より独逸へ修行被申付来月出立の

﹁此度おす象事慶応義塾教師静岡県平民神戸寅次郎へ縁

三女澄江については︑明治三十二年七月十六日の項に

であった︒

謙吉の精神病は何がその原因であったのであろうか︒泊翁

とあり︑予定どおり七月十九日に新大橋万千楼において︑

と出ている︒中条精一郎は東京帝国大学工学部出身の英才

日記には﹁近衛演習二出張の処﹂とあるので発病の場所は

道会第八代会長の西村幸二郎氏は明治四十三年︑中学三年

わかるが︑発病の原因をも近衛演習に帰するのは余りに短

日の日記に報ぜられている︒︒そして十一月二十二日の項

小幡篇次郎夫婦の媒酌で諸事滞りなく済んだ旨が七月十九

のとし京都の田中家から養子となって西村謙吉の名跡を嗣

打撃にならなかった筈はないが︑謙吉を座敷牢にまで追い

六日のことであったから︑義理の兄弟となった謙吉と神戸

と出ているが︑謙吉がドイツより帰国したのは十一月二十

﹁神戸寅次郎去月十二日独乙国に着す﹂

には

絡的であろう︒養家離縁や実家の相続人廃除などが精神的
つめた究極のものは何であったか︒それについては︑今は
わたしには判断のしょうがない︒

さて泊翁には︑一彰と謙吉とのあいだに省三︑謙吉の弟

（34）

寅次郎はドイツで会う機会はなかったものと想われる︒

座敷牢の謙吉を看取ったのは主としてのちに小田中氏に

いだ幸二郎氏に対しても︑神戸夫人がいわば後見人の役目

をつとめた︒その神戸夫妻は今は亡く︑ふたりのあ︑いだに

生まれた光子さんが弘道会との縁をつないでおられる︒

は唖然とする︒さらに傍から息女が︑

らにあっても同んなじだよ﹂と山陽が

でしょうか﹂と尋ねた︒﹁そう︑どち

魚は左にあっても右にあってもよいの

︵本会理事︶

﹁波は土の皮ですからね﹂と笑いくず
セキヘキプ

れたので安石は色を失ったという︒

戸夫人澄江であったらしい︒したがって︑謙吉の名跡を嗣

嫁した勝三の娘さんで︑謙吉亡きあとの面倒を見たのは神
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一漢字の成立と使用に一
リクショ

ー関する六原則六書

ので︑さすがの山陽も苦笑の外なかっ

な魚と小さな自分の魚とを取りかえた

はごめん﹂と言って先生のお膳の大き

れの学校当時学芸会には欠かせない暗

答えると︑門人はすぐさま立って﹁で

詠の一つとなっていた︒家庭で練習の

東城には﹁前ノ赤壁ノ賦﹂と﹁後ノ

手紙には狸台には鯉を載せ

際大声で︑前ノ赤壁ノ賊を読み上げた︒

の読み誤りで︑波と滑との蘇字の珍問

赤壁ノ賦﹂という名文がある︒われわ

あわて者と思われる贈主からのこの

たまたま土蔵の前の壁をコソコソ削っ

答も皆漢字の字源の三則ｌ字形字音字

渡辺正勇一

手紙に相手方は一時は恐らく肝を冷や

ていた泥棒がさてはテッキリ感付かれ

義に関しての問題である︒従ってわれ
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したことであろうが︑到来の現物を見

たかと後に廻った︒しばらくすると今

ノ＼は漢字成立の原則を確めてその字

狸は鯉の字の書き違い︑賊は賦の字

ぶのは︑その昔︑漢という国があって

の文字のことである︒これを漢字と呼

漢字とは申すまでもなく支那︵シナ︶

或る日頼山陽は門人と夕食を一緒に

アカカペゾク

てホット一安堵という一喜一憂の一駒

度は後ノ赤壁ノ賊と言うではないか︒

義を明かにすることが必要である︒

たというＯ

の人騒がせの句ではある︒

驚いた賊はそうノ︑に退散したという

ソシヨクトウパ

宋の昔︑詩人文章家の蘇賦︵東波︶

怪我の功名談があり︑また次のような

した︒いざこれから始めようという時︑

大変に栄えてその名が遠く外国にも鳴

﹃字説﹄の著者でもある王安石に波の
の皮である﹂︒東城はすかさず︑﹁では

字の成立について尋ねた︒﹁それは水

一人の門人が﹁先生蘇東波の蘇の字の

話柄もある︒

が︑或る時︑時の大政治家で学者の

滑らかは水の骨だね﹂との即答に安石
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三水をつければ洞︵ほらあな︶︑竹冠を

つければ筒︵つつ︶というようにいくつ

せて末の字とするなどである︒

でも出来るのが形声文字で約五万の漢

り響いて︑遂にシナの名を代表するよ

象形文字とは物の形をかたどったい

字の八・九割がこれである︒

うになったのだといわれる︒

漢字は黄帝の史官倉額が作ったのだ

で川の形の州から川︑山の形幽から山︑

わぱ初歩の絵文字とでも言うべきもの
＠を日︑︐を月で表わすなどである︒

の会意形声文字がある︒教学などがこ

ソウケッ

と伝えられているが︑恐らく一人の作
ではなく長い年月の間に時代の進運と

世界最古の文字といわれるエジプト文

ましながら教え習わすことである︒単

が音符︒教師が生徒に鞭捷を加えて励

ない︶と父︵女︶の字の合字で孝︵コウ︶

さらに会意文字と形声文字との合字

に出ている文字が三千︑後漢の許慎の

ともに︑最古の字書といわれる倉額篇

れである︒教の字は孝︵孝行の孝では

字を組ゑ合せて新たに別の意味と音の

会意文字とは二つ或は二つ以上の文

字もこの象形である︒

百︑下って清の康照字典が四万二千︑

字とする︒人の言葉には偽がなく誠で

の字は孝と︹と臼との合字で無知の子

説文解字︵セッモンカイジ︶が九千三
諸橋轍次博士の大漢和辞典が四万九千

供︵Ｃが両手を組んで︵日︶謹んで

ジソゲッ

ジンゲソ

というようにだんノ︑と増加したもの

あるから人︵ひと︶と言︵ことば︶とを合
シン

せて信︵まこと︶︑日︵ひ︶と月︵つぎ︶と

意で臼︵コク︶が音符である︒

教え︵孝︶をうけて物事を覚え悟るの
ニク

又︵手︶︑示︵神︶の三字の組み合せであ

れる漢字の学習もさほど苦になるとは

則が明かになれば︑むずかしいといわ

こうして︑以上のように造字の四原

苧ウシ

るのが祭︵まつり︶の字でｌ夕︵肉︶︑

サイ

メロイ

を合せると一層明るさを増すので明︑

漢字の成立については後漢の大学者

である︒

神前にうやノ︑しく肉を手でお供えす

リクシヨ

許慎︵キョシン︶の﹁説文解字﹂の叙
力シヤ

にあげたいわゆる六書ｌ一指事︑二象

えよう︒

る︒国字の榊︑峠などはこの適例と言

形︑三形声︑四会意︑五転注︑六仮借

て言えば前の一二三四が造字法で後の

が定説となっているようである︒わけ

転用することである︒

転注文字とは転は車輪の回転のこと︑

に意味︑一部に音のあるもので︑意味

ことで︑つまり或る字の本義を他義に

注は器にある水を他の器に流し入れる

思えないのである︒

指事文字とは一で一定の位置を表わ

の山と音の羊とを組象合せて峰︵みね︶︑

形声文字とは二字を組糸合せて一部

し︑その一の上に︑又はＩをかいて上︑

︵きり︶︑金届をつけて銅︵あかがね︶︑

意味の木と音の同とを組承合せて桐

五六の二つが使用法についてである︒

一の下に︑又はＩをかいて下︑木の字

ホウ

に丁を組合せて本︑木の字に一を組合
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からガクの音をラクと代えて快楽を転

音楽は人の心を楽しくするものである

中華と称している︒われノ︑の祖先は

﹁文字の国﹂といい文化を重視しての

十億を越えるであろう︒中国は古来

ジアの大半を占め︑その人口も恐らく

用し︑さらに快楽は何人も望み好むと

この漢字の恩恵を倍増する片仮名︑平

例えば音はもと音楽のことであるが︑

ころからガクと読んで好むの意に転用
ある︒

仮名を創作した︒誠に偉大な発明では

カシキ

するなどである︒

わが西村茂樹会祖は当時の漢字廃止

仮借文字とは仮も借もともに﹁かり

論に対して︑この一千有余年に亘って
むしろ国字として慣用された漢字を廃

る﹂の意で︑甲の字を借りて乙の字の

に印度という字を︑テンプラの音に天

止するなどは大胆不敵な無謀論と断じ

音に代えるだけで︑例えばインドの音
鉄羅の字を当てるが字義とは何等関係

て︑漢字の改良について適切妥当の卓

符の兆の二字を合せた形声文字︑子は

銚︵温める器︶は金の意味の金篇と音

篤とここに思いを致し︑漢字の正確な

今日の文化を築き上げた︒われノ＼は

文化を容易に吸収消化してすばらしい

われノ＼はこの漢字によって諸般の

説を公表されているのである︒

はないのである︒

以上六書のあらましを説明したが千

子供を象った象形文字︑犬吠崎の犬は

理解普及に努め︑各自の個性︑適性︑

葉県の地名をあげて例示すれば銚子の

犬の象形文字︑吠は犬が鳴くで犬と口

をひいては国際社会をよくするような

能力を十分に発揮して家を社会を国家

︵前・本会主事白葉支会長︶一

源動としたいものである︒

とを合せた会意文字︑崎は山の意味の
味を表わす会意形声文字である︒

山と音符の奇の字を合せたつき出る意
今日︑漢字の普及圏は本家本元の中
国を初め日本︑朝鮮︑インド支那等ァ

第七代会長野口

一鎖識化に親しむ

一

一たいものである︒

︵昭和娼・２︶

今後は一層此の精神文化の沃野
に遊び︑且つ収獲を更に豊かにし

︷ない︒

然し我々は過去に於て︑中国文
化を十分に研究し尽したとは思わ

一さえ覚える︒

従として印度︑此の二大文化に育
てられた子である︒西洋の自然科
一学を岨噛したのも此の東洋の子の
一頭であった︒況んや精神文化に於
一ておや︒我々は︑孔子も釈迦も︑
一先祖先輩の一人のような同族感を

日本の文化は︑主として中国︑

︷る︒

一と︒此の一語だけはよく覚えてい

一れ︒日本は六十余州︑中国は四百
一余州︒此の大国︑此の大民族は幾
一多天才を生んだ︒将来も然らん﹂

一の辞で︑﹁中国文化を軽視する勿

一る睡斗綜詳岬川睡燕雌雄強拝蓉娠

I
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へ

＝

一
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ー

ー

ー

ー

ー
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ー

一

ｎ︒

庁ｉ

︑０ノ

／ＤＫ

︹異色人物細評謹︺

遠藤幸威

と︑家にいらっしゃった佐倉市の前市

ノ水の順天堂病院の原形が残っている

倉市に︑自分が掛っている東京・お茶

主の正倫伯も佐倉へ引退して教育に力

本弘道会″を創立すると同じ年に元藩

西村先生が明治二十年六十歳の時〃日

を受けていました︒それに︑元藩士の

これまでも種々当時の極秘文書の教え

の堀田家十代正倫伯爵の嫡孫に当り︑

今︑私と親しい堀田正久さんは︑こ

物ではないか︑と考えたからです︒

れた文書の原案は西村先生の手になる

ｌ午前の部・吉田首相の話Ｉ

目

になります︒

長で〃日本弘道会″の開祖西村茂樹先

と言うのは︑西村茂樹先生が明治二

たお礼に行きたいと思っていました︒

田邸を尋ねた時は︑市政に専念してい

作家になり︑二十年前初めて佐倉の堀

前〃同族″と言われたハシッポの私が

それは丁度学校の先輩でもあり︑戦

を入れ︑佐倉中学校を創立しているこ

年に佐倉の大参事になられた頃下総・

て歴史にはほとんど関心のなかった正

っしゃっていたものですから︑﹃徳川

佐倉十一万石の藩主堀田正倫が︑同じ

久さんが︑何時の間にか千葉県の地方

とに興味を持ったのです︒

年の五月︑政府に上書した︑封建・郡

慶喜残照﹄を朝日新聞社の出版で出し

生とも関係の深い︑堀田正久さんがお

前々から西洋医学発生の地千葉県佐

I

県・還都︑外国事務及び貨幣問題の優

まさとも

一
〜

‐￨

佐倉の一日

』
Ⅱ

私の母は昔風に言えば︑今年九十二

や 一

紙﹃千葉日報﹄にご自分の先祖を書い

た﹁堀田三代記﹂を連載して︑時を我

が家へ相談に来られるようになったの

と︑何処か似ている気がしたからです︒

そこへ︑正久さんより正倫伯が明治

二十三年︑当時の粋を集めて日本一の

三千平方メートルの和式庭園﹁借景庭

造庭師・伊藤彦左衛門に造らせた三万

手を離れて売却されそうだから︑その

園﹂が現在の持ち主﹁佐倉厚生園﹂の

前に〃佐倉の武家屋敷″と〃順天堂発１／
生の地″に〃佐倉城祉″を見物方食母詔
と見に来い︑自動車は頼むから安心しく

る︑という親切な招待状が参りました︒

しかし四年前増上寺の理事会で目の悪

いお方の手を引いていて転んで以後︑

遠出の出来なくなった母に佐倉行きは

無理なので〃順天堂発生の地″など母

て来て解説することにして出掛けまし

が行きたがっていた処は︑写真を撮っ

た︒

ロ

同行したのは︑前から武家屋敷の内

部を見たい︑と言っていた評論家で元

ハイヤーは一日注文です︒そこで乗る
時︑
︑︑

﹃中央公論﹄編集長の親友粕谷一希と

﹁新町七十八番地の堀田邸までまずお

と聞かれ二十年前も同行した婦人記

辺です？﹂

﹁お客さん︑新町へ来ましたが︑どの

と言って入ったのに新町まで来ると︑

願いします﹂

〃柳営会含貝︵元旗本の団体︶″で会

社部長の友人大蔵八郎君と︑毎日新聞
編集部の婦人記者でした︒唯︑粕谷と
大蔵君は正久さんにお会いしたことが
ない︒

けれど二人は東大法学部の後輩なの

﹁先生︒粕谷先生が何時か新聞に書い

てらしやった通り﹃今では殿様はテレ

ビと小説の中だけ﹄って言うお話︑本

当になりましたネ﹂

それこそ淋しげに言ったので︑私は

降りる時料金を余分に渡してへ帰って

私が最初訪門した頃の堀田伯爵邸に

もらいました︒

は大きな唐破布と広い式台のある玄関

田家の〃立木爪″の紋が入った長持が

上の畳部屋の壁際には四シも五シも堀

者もびっくりしたらしく︑

﹁アラ︑前に来た時は流しのタクシー

で〃気が合うだろう″と言う婦人記者

運転手さんでも判りましたよ︒元ここ

わっていました︒

並んでいたのに︑今は淵酒な洋館に替

︑もつこ

と言うより︑私はもしかすると正久

の殿さま！ここのお城のご城主で前

の進言を入れたのです︒

る所を粕谷が紹介出来るかも知れない︑

日の通り厳然と建っていました︒

のお墓へお参りに行きました︒墓は昔

幕末の首相︑老中首席堀田備中守正睦

重さよし

ともつかぬ広い屋敷の竹薮の奥にある

私は例の通り皆を連れ︑庭とも寺内

白

さんの﹁堀田三代記﹂を出版してくれ

といまノ︑しそうに言った言葉を聞

市長の堀田正久さんのお宅！﹂

と言う虫のいい思惑もあった訳で︑緩

いている裡に︑私も二十年前を思い出
し︑

やかな風の流れる日の朝︑三人は佐倉
駅に着きました︒ところが平日という

﹁ソーダ︒甚大寺っていうお寺だった
１．﹂

のに駅前には大勢人がいる︒

﹁国立歴史民俗博物館﹂見学の人達

﹁こう近くにご先祖方のお墓があると︑

と独り言をいうと︑

﹁それならそうと最初に言ってくれり

だったのに驚いた私は︑すぐタクシー
会社に電話してハイヤーを一台頼んだ︒

お参りに便利ですネ﹂

ナ﹂と言っている裡に︑歴史好きな婦

と大倉君が言うので﹁サァ︑どうか

や︑良かったのに﹂

私は驚きました︒記者も︑

そう返事とも取れる言葉を聞いて︑

やって来た車の運転手は中年でしたか
田邸を知っている︑と思ったからです︒

ら当然元佐倉の殿さまで︑前市長の堀
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﹁先生︒一つ見山公︵正睦の号︶のおして︑皆︑成田の空港へ行っちゃうよ

ている間も音が聴こえたので︑そして東京から来る人は佐倉を素通り

後で居間に入って正久さんと話をし倉へ呼びたかったんだが︑失敗した︒

と敷石が音をたてるのです︒当時市長だった僕は是非〃万博″を佐

人の団体がゾロノ︑やってくる︒するつまでには︑色々な裏話があるんだよ︒

決まっちゃったんだネ︒その後﹃佐藤

の首相︶に電話しよう﹄このひと言で

一寸と待ちなさい︒今︑佐藤君︵当時

って汗を流して説明したら︑﹃判った︒

版代の大きさの大勲位菊花大授章を着

君には挨拶に行き給え﹄って言って菊

墓の前に妻銭箱でも置いたらどうです︒︲うになる︑と思った当時の僕は何度も

庭師代ぐらいになるかも知れない﹂県知事に歴博誘致の請願をしたけれど︑

ンしてくれたよ︒後で聞いたら︑サイ

けた吉田さんの写真に︑目の前でサイ

まさ

ですよ︒それを後ろで見ていた例の

ゥイスキーをそれこそガポノ︑飲むん

いしいビフテキを切って食べながら︑

ったら︑立派な洋食が出ましてネ︒お

通りのお方ですネ︒話の後で夕食にな

ましてお話を伺って来ました︒写真の

で行けなくなっちゃって僕一人で行き

介でしたが︑当日急に松本さんが風邪

は吉田さんの友人の松本重治さんの紹

田さんにお会しているんです︒この時

﹁実は僕も編集長時代︑大磯で一度吉

と言うと︑粕谷も︑

面もあるんだよ﹂

少いんだってネ︒政治には︑そう言う

ン入りのそう言う吉田さんの写真って

私が冗談を言うと記者が︑三年たっても返事がないんで︑大磯に
﹁昔のようにお丈夫な遠藤先生なら︑いた吉田茂首相へ直かに嘆願に行った
箱ごと持ってちゃうかも知れませんんだ︒あの方普通じゃ会わないから︑

と言って笑わせました︒いたけれど︑マ︑僕一人で訪問したん

よ﹂前前からある筋を通して連絡はしてお

つれ

﹁成る程これは︑ゥルサイ﹂だネ︒すると﹃堀田というが︑堀田正

大蔵君も気が付いたらしく︑外を眺恒君の子かネ﹄って訊いたそうだ︒こ
めました︒この席で粕谷が正久さんのの時だけは元伯爵っていう爵位が有難
原稿出版を約束した︒私は肩の荷が下かつたナ︒あの人も学習院だからネ︑

りたように思いました︒実は堀田家の知ってたんだろう︒客間に通されたら
本家・宮川一万五千石藩主だった堀田﹃なにしに来た﹄って言うんで︑今度
家とも親しい私は︑内☆敏子夫人にも設立する国立歴史民俗博物館だけは︑

頼られていたのです︒この後安心した佐倉城吐に頂きたい︒ここは私共父祖
故か︑正久さんがこんな裏話をしてくの地であり︑〃武家屋敷″や蘭癖大名

れました︒と言われた曾祖父正睦の墓に旧正倫別
﹁あの国立歴史民俗博物館が佐倉に建邸︵借景庭園︶もあるし東京にも近い︑
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〃コリンちゃん〃が﹃貴方︑そんなに

召上ってはお鉢によろしくございませ

吉田さんという当時の首相ご覧になっ

と聞かれたので﹁ない﹂と答えると

たことありますか？﹂

粕谷が︑

ん﹄ってハラノ︑しながら注意するん

ですが︑その度に吉田さんが﹃君︑女

て区別していた位だから︑見たことも

﹁こいつは当時︑﹃俺が行くのは大磯

白い雑談したことがない９そして帰ろ

ないでしょう︒唯︑よく大磯の吉田家

の吉田︒首相は大磯・小磯の吉田﹄っ

うとすると﹃ちょっと待ち給え﹄って

ー・キャットという煙草をくれたのに

からシッヶイしてきた美味しいネービ

んョ﹄って笑わすんですネ︒あんな面

言って﹃松本の分があるから家に持っ

と子供の言うことは聞いちゃいけませ

て帰って奥さんに上げなさい﹄って立

そういって二時間ばかりビールを呑

︵作家︶

◇﹁支会消息欄﹂設置に際し︑会
員の皆さまへお願い︒
日本弘道会ビルの完成もいよいよ明年
一月に迫りました︒これを機に﹁弘道﹂
誌面の充実を期すると共に︑会員の皆さ
ま方のご消息も出来るだけたくさん掲載
させていただき紙面をより身近なものと
いたしたいと思います︒
つきましては︑各支会長殿宛にも左記
の通り御依頼を申し上げて置きましたの
で︑この趣旨をお含象のうえ何卒ご協力︑

御投稿下さい︒
記
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は助かった﹂

んだ︒

I

派な洋食を温めればいい寸前にしてお
土産に下さいました︒さすが政治家で
すネエ︑堀田さん﹂

と話したので大蔵君は羨しそうな顔
をした︒と思ったら帰り道﹁そんなこ
とありませんよ﹂って叱られた︒彼は
英語が上手く︑よく中近東に出掛ける
が︑

﹁お二人のお話をうかがってますと︑

向うには︑そんな大物︑ホメイニ師以
外いないようですね︒遠藤さんは大学
時代別の大磯の吉田家へ家庭教師にい
らしたそうですが︑大磯の中の小磯の

題

壇

捌撒蒋寒諦碓蝿鐸
弘
目

千葉県宇津木一直一
選友軍機ここに落ちしも知る人の少なくなりて小田の小

犀境癖闇すゆる臭気をたたせつつ士に転くり銀杏の実は

裏山は祖先の植えし杉林さみどり深し今年の冬も

千葉県石橋佐寿

割遊癖帥醗壷癖札よろこびかランドセル投げるが如く飛
市原市加藤巳之

紅い柿盆にのせてわが妻は小さき孫らにいま分けて居年月のめぐるは速し妻死して七回忌なり今年の暮れは

庭隅にただ一株の山重けふ珍しく花ひらきたり田部城の名残りとどむる老木も緑の艶は今も変らじ

東京都藤井正夫

庭中を清水一すぢ流れゐてその中ほどに杜若咲く桜花の散りし花びら糸の輪に作り遊びし頃なつかしも
に生く

ぬる頃

埼玉県鷲宮葛人

道向ひにこんもり茂る樫の木が灯明かりに見ゆわが寝

老い吾れは落葉が下の埋れ水あるかなきかのかそけさむく山の小高き嶺に散るさくら踏象て遊びき幼き吾は
︒

年立つと今あけそめし朝空の庭の泉に映えてうつらふ

寒さゆえいれての後も目ざめゐて静まる街にハスの音ながらえて嬉しく楽し年老いし今も新たに知人増えゆ
きく

修営の明神大鳥居竣功す諸職奉仕によりて目出たく

八十の永き齢を生きのびし喜び秘めて屠蘇の酒ほぐ生まれ来しわが日の本の国のため共に尽くさむいきの
新しき年の光りにあけそめし古きわが家に立てる門松限りを
枯るるもの皆枯れはてし広庭に一月一日の日ざしまぱ
埼玉県相沢正直
ゆし
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あまかける鷲宮神社の明神形大居鳥居は類なくまた珍
らしも

選者詠
降嫁して将軍夫人にましませし宮も浴びしやこの山の
湯を
かな

塔ケ峰千メートルの中腹に宮にゆかりの寺をたづねつ
尊は

古り﹂ているのはあたりまえ︒それで﹁年古りつつも﹂の一

い短歌だから︑余計な文字は節約するのがよいと思う︒

代りに﹁今年の冬も﹂としてみた︒三十一文字しか使えな

藤井氏の第三首目は﹁道向ひこんもりとした樫の木が灯明か

だから︑﹁こんもり茂る﹂と改めた︒﹁わが休む頃﹂も﹁わ

りに見ゆわが休む頃﹂が原作︒﹁こんもりとした﹂は口語

が寝ぬる頃﹂とした方がアイマイさが減るのではなかろう
かＯ

たに知人の増して﹂が原作︒

鷲宮氏の第一首目は﹁ながらいて嬉しく楽し年老ゆる今も新

選者の四首は︑暮れの二十五日︑忘年会で箱根塔の沢の環

も料理も申し分なかったが︑徳川第十四代将軍夫人であった

翠楼に行ったときの作︒環翠楼は古雅な温泉旅館で︑調度品

仁孝天皇の皇女和宮の逝去された場所とは今まで知らなかっ

た︒一夜が明けた翌朝には︑塔ガ峰千メートルの中腹にある

阿弥陀寺をたずねたが︑この寺に和宮のご位牌とご遺愛の黒
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承まかりしぎわも離さずゐませりと聞けば愛しも黒本
赤点と燃ゆる囲炉裏を取りかこ象ふるまわれけり寺の
渋茶を

寸評

ると︑将軍夫人となった和宮は身代りの︑またその身代りで

本尊が安置されている︒有吉佐和子作の﹃和宮様御留﹄によ

あったことになっているが︑公武合体運動の渦の中で数奇な

今回の出詠者は︑宇津木︑藤井の二氏を除けば皆八十歳を

思う︒中でも加藤氏の枯れることを知らない詩想はめでた

追懐申しあげた次第であった︒

運命をたどられた皇女のご生涯を︑山の湯にひたりながらも

超えたご老人で︑老いてますますご健在なのを祝福したいと
く︑今回の九首も承ずみみずしい詠いぶりに敬服した︒

実は土に転べる﹂が原作︒

宇津木氏・第二首は﹁境内にすゆる臭気のたたせつつ銀杏の

どり濃くして﹂が原作︒祖先の植えし杉林であるから﹁年

石橋氏の第一首目は﹁裏山は祖先の植えし杉林古りつつもみ

−
￨

千葉県石橋香峰

篠塚しげる選

○齢あまた重ねて初日寿ぎぬ

ことほ

○春泥に朝日の轍ひき重ね

︵評︶中七︑下五の叙し方面白し︒

＠炉火を吹けば身体髪膚灰かぐら

市原市加藤刀水

今日冬至つるべ落しと云う入り陽

○城祉抱き吾が裏山も眠るなり

○枯尾花道測量のうごく旗

○客殿も無事改築す年の内

○会計の事務けふ限りなり年の暮

に恐しく無気味である︒

︵評︶雨附らぬ乾燥の日がいつまでもつづくのは︑寒中は殊

︑恐ろしき乾燥続き寒に入る

弘道俳壇
○赤靴は馴染まず老いて教師たり

千葉県飯田萌堤

○其処彼処に空確焦がし野火終へし

風邪声の東京の娘と長電話

︑寒厨蛇口にタオル着せて寝る

大田原市渡辺清香一

着ぶくれて聞く浪曲にもらい泣き

春矩健寝入れる孫に鳩時計

○始業待つ工事人夫のふところ手

○風邪薬飲ぶてたつきのペダル踏む

︑風邪薬糖衣一粒づつ甘し

仕草の推移がよく描かれている︒

手をやめて決行することにきめた︑その間のその人の

︵評︶懐手をしてしばらく考えていたが俄かにそのふところ

︑熟慮しばしふところ手を解き決断す

◆

」

り氷って水が出なくなるのをふせぐためにタオルをか

︵評︶寒中の蛇口は時々夜は零下何度という厳しい寒さにな

むせて寝たという用意周到な心遣いが面白い︒

○元日や永遠の平和を祈るの象

風花や地につくまでの舞を見し

雲晴れて里輝かす初日の出
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'

○廃船の入日を追うて寒がらす
融お

○束の間の陽ざしを腰に障子貼る
○冬凪に水尾きらノ︑と出漁船

千葉県

千葉県

風邪に臥す子等の温蟻につ上まれて

○山裾に彩吐き尽くす冬紅葉

○萩刈るやうす緑の芽早ふきて

鈴木とょ女

千葉県田村隆郁

東
洲

京都市角田米一郎

選者近詠

初凪や島弁天へ十樟ほど

仏とも我ともわかず初夢に
いもたちい

切山根妹が起居に匂ひけり
りり

裾高に菰被て凍々し寒牡丹

でく

角かくしして嫁ヶ君木偶神妙に

Ｊ１
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○小ぶとりの野鼠ふりむきし冬始め
○かたくなに萱屋根守り年暮る上

○木枯に剥がれて揺る上椋相の皮
○風が来て焚火の艇を昂らす
野分道真一文字に町に入る
温め酒看護の妻の瞳と合ひぬ
妻の計決意新らたに日記買ふ

○山圧しひい︽く太鼓の秋祭

林

今云生口
珍ご寄付者芳名

卵敬称略︶

金弐万円也匿名氏殿︵東京都︶
◎会費領収報告書
︿霊醗諏錘︾皿朋

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

２︑○印は新会員です︒

坂元一行︵田−３︶︵四︑五○○円︶

磯田藤一郎︵帥−３︶︵三︑○○○円︶

︹栃木県︺

石田大三︵詔一旭︶海津正雄︵弱−３︶

︹秋田県︺

清水安則︵弱一過︶︵三︑○○○円︶

︹山梨県︺

○小林元亨︵弱一理︶︵一︑五○○円︶

︹長野県︺

︹神奈川県︺

宇都宮義房︵弱一皿︶阿部静代︵弱三３︶
鈴木格禅︵弱−３︶菅沼富雄︵弱−３︶
田中修吾︵弱三︑︶小池喜明︵記一也︶
○鈴木敏泰︵弱三ｍ︶○赤司博之︵弱一ｕ︶

新井光夫︵釦一旭︶辻村延子︵記三ｍ︶

︵以上一︑五○○円︶

藤肥正三︵卵三３︶青木伊四郎︵弱−３︶

︵以上一︑五○○円︶
松島田鶴子︵釦／２︶○落合峯吉︵鉦一理︶

中条みす型︵弱−５︶︵一︑五○○円︶

︹富山県︺

小川藤六︵弱−３︶︵三︑○○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

菅原藤五郎︵弱−３︶山川徳助︵弱−３︶

︹山形県︺

︵以上︑三○○○円︶

加藤一雄︵弱−３︶︵四︑五○○円︶
田内竜治︵的−１︶︵一︑五○○円︶

︹静岡県︺

３︑お名前の下の教字は会費最終月です︒

︹千葉県︺

村杉静︵弱三ｍ︶村松達雄︵弱−６︶

︵以上一︑五○○円︶

米沢茂美︵弱−３︶斎藤浩哉︵的−５︶

︵以上三︑○○○円︶

大平喜美枝︵記言氾︶︵二︑○○○円︶
加藤潤︵調−８︶長谷川寿郎︵帥三３︶

︹福島県︺

佐炎木源四郎︵弱三３︶緑川修司︵弱葺３︶

岡野清信︵弱−３︶松浦成子︵弱−４︶

尾田幸雄︵弱三３︶石井敏子︵弱−３︶
戸田八蔵︵弱言３︶飛谷定一︵的−３︶

宇井隻平︵記−９︶︵七五○円︶

︹東京都︺

清水義夫︵銘一ｍ︶八七五円
平野章一︵弱一ｍ︶小出耀星︵弱ノー︶
菊沢まさ︵弱−６︶安井泰治︵弱乏哩︶
大塚惟謙︵弱−３︶大森吉次郎︵銘一皿︶
正田英三郎︵弱−６︶剣持恭子︵認／辺︶

高橋斌︵弱−３︶笹本武雄︵弱三３︶

井ヶ田徳治︵弱−３︶︵一︑五○○円︶

︹宮城県︺

︵以上一︑五○○円︶

○望月幸義︵弱三吃︶○岩爪昇︵弱一旭︶
○片桐秀三︵弱一皿︶○平井尭︵弱一︑︶

︹京都府︺

山崎卯吉︵弱葺ｕ︶︵三︑○○○円︶

︹大阪府︺

有馬弘毅︵弱−３︶︵四︑五○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

松下進︵調三３︶深田敏彦︵弱−３︶

角田米一郎︵弱三ｍ︶田中初子︵弱−２︶

井村泰全︵帥−３︶︵三︑○○○円︶
︵以上四︑五○○円︶

斎藤恒雄︵弱−３︶高木万司︵調三３︶

○渡嘉敷茂夫︵卵一ｍ︶○矢吹中︵弱一ｍ︶

︹埼玉県︺

︵以上一︑五○○円︶

森田繁治︵弱一︑︶︵三︑○○○円︶

○竹内征男︵弱言加︶︵以上一︑五○○円︶

田中外次︵弱乏８︶池田梅世︵記一也︶
○谷岡功一︵弱一ｍ︶○岡本和彦︵弱一ｍ︶
○中根一夫︵弱一胆︶○栗田充治︵弱声哩︶
○嘉野坦道︵弱一咽︶○横山寿︵弱一哩︶
○野沢隆一︵弱一岨︶○小原信︵弱一⑫︶
○三宅勇︵弱一ｕ︶○山本真之助︵弱一也︶
○近藤保︵弱一︑︶○石川借男︵弱一胆︶
○春日佑芳︵弱乏哩︶○池西一夫︵弱一︑︶
○吉田幸治︵弱一︑︶○遠山孝︵弱一⑫︶

松本孝二︵釦三９︶︵以上三︑○○○円︶

亀谷弘︵釣一︑︶掛札修︵弱一︑︶
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比べ合せて流石と感じ入りました︒長文の

落城のテレビを見終えて徳川家康の遺言と

加藤氏の七福神詣と家康公の話ｌ大阪城

果で何よりも参考にさせて頂きます︒

して全くの反対の上天気となり︑気温も汗

にふさわしい好日でした︒前日の水曜日は

ばむ程の恵まれたことであった︒待った弘

俣先生のフォークランド戦争のの教訓でご

本誌の中で最大の気をうつたものは︑西

員の参列者︒下段は鍬入式の模様でした︒

のであろうか？時の首相は英国の好感を

一体日露の役の際の歴史を知っておられた

買うためあえて弱国のアルゼンチンを見捨

ざいました︒軟弱外交︒日本の外務大臣は

く地下共四階の立派な道義の殿堂であった︒

てた︒義気を解する日本人︵少くとも明治

まことに慶祝の極象と喜ぶ次第です︒五十

二十日地鎮祭の新館は︑地上八階と聾ゆる

生れ︶のすべきでない︒明治日本の顔をつ

て残念至極だったことを再び想起した次第

ぶしたものだ！と私は当時新聞に見入っ

らぬ道義の大本山と仰ぐ日も今暫くで完成
と思ふにつき︑胸が跳る次第です︒一言慶

六十年一月には完成とゆう本館︑それま

でした︒

での後苦労を思い謹みて来る新年切に御自

愛願い上げます︒

毎度弘道誌の御配慮を頂き有難く感謝し

埼玉県鉄重弘道
県権知事浜口梧陵氏の英知で村人を助けた

い﹂誠に有難 く 嬉 し く 蒔
拝見︒人生いかに生

て居ります︒特に第川号は﹁健康と生きが

き抜くかの大いなる指標 と し て 尊 い 教 訓 で

事は︑はじめて伺い知る美談でした︒小泉

片山先生の災害の話ｌ明治の初年和歌山

容で老骨にこたえました︒

いました︒今月号は又前回に勝る有益な内

﹁弘道﹂Ⅷ号︵ｕｌ旭月号︶有難うござ

福岡県米田光

祝までに︒

威容︒総延べ面積千五百三十五坪︒旧に劣

二年前に改築の旧会館とて︑当時は格調高

祭の光景︒上段は西村会長を始め列席役職

内容は正に生活の指針でございます︒

︵三︑○○○円︶

任牛

︵一︑五○○円︶
︵一︑五○○円︶

岡田穂積︵弱三４︶
︵以上三︑○○○円︶
︵一︑五○○円︶
︵一︑五○○円︶

門ⅢⅢⅢⅢⅡⅢ２川叩川Ⅲ恥

道誌の表紙を繰ると写真は弘道新会館地鎖

天気予報通り鯵陶しい雨の一日︒これに対
、 ノ ー ノ ー

︵四︑五○○円︶

吉岡

︹兵庫県︺

山端恒吉︵弱一︑︶
村岡元一︵帥三︑︶

野田哲造︵弱−３︶

林浄造︵弱−５︶
︵以上

円113

︵三︑○○○円︶

呉安雄︵卵／３︶
︹三重県︺

︹愛知県︺

服部節夫︵帥−３︶
竹内佐一︵弱言５︶
︹島根県︺

林木勇︵銘一胆︶
園山厳︵弱−９︶
︹福岡県︺

江夏嘉兵術︵弱一ｍ︶
︹長崎県︺

中沢保夫︵弱三血︶

ひろば

言葉の

○飼飼
○一一一
側N

蛇
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、篤修
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池岡先生の長寿漫筆ｌ長年の御体験の結

八雲の作話としか知りませんでした︒

1

五三平

鐸

千葉県石橋香峰

1

ｰ

昭和五十八年十月二十日︵木︶は大安吉日

丙rP､

蝉

あります︒

一

横浜市加藤嘉三郎

おります︒特に本号︵九・十月号︶の原稿

毎号の教示に我々はいつも感激を覚えて

食をとったがたまたま隣席に七十六歳の老

神詣に出かけた︒雷門前のレストランで昼

一月十五日老人の日？私は隅田川七福

︵七福神詣後話︶

は身近に迫っており﹁豊かな老年を迎へる

お話した︒例えば日本の神様はエビス様一

紳士がおられたので七福神について色々と

埼玉県長谷川惣平

ために﹂片山清一先生に答えて︑不肖日常

何とぞ今後共によろしく願い上げます︒

毎号感謝いたしながら拝見して居ります︒

の守り教示﹁仙崖和尚﹂の六歌仙も同一の

港区松元文子
︑年間の会費をお送りダたします︒︵会費

教えと心に銘じましたのでお届けします︒

であるとか云々︒それで私の書いたものが

しわ

老人六歌仙︵抜華︶

は昨年韓国に行って仏跡を見学して来られ

あるから御届けしませうと約束した︒同氏

たとのことで︑それなら私の書いたものが

ひげ

雛がよる︑ほくるができる︑腰がまがる︒

人であとは中国︑インドの神様が三人づつ

下さいｏ︶

増額の場合は差額を納めますからお知らせ
加年後も健康でございましたら︑引き続
き会員にさせて頂きます︒

頭がはげる︑髭白くなる︑手がふるる︒

足はひろつく︑歯はぬける︒耳は聞こえ

岩手県横山ハヤ子

浜迄行って﹁弘道﹂誌を四冊渡した︒幸に

か︒

お話を戸深く熟読︒小生も﹁三浦岬﹂の七

声氏の︵七福神詣と家康公のことども︶の

﹃弘道﹄第九○七号拝見しました︒加藤佳

世田谷区岩崎晶

︵ちなみにこの老紳士とは中里幸次氏Ｉ液体
化研ＫＫ会長である︶

て頂いた︒七福神詣の御利益とも云ふべき

あるからと云って大雪の日︵十九日︶に横

ず︑目はうとくなる︒身に添う．頭巾・
えりまきつえめがねおんじゃく
襟巻・杖・眼鏡・たんぽ温石・しびん・

の趣旨に賛成であるとてスンナリと入会し

して氏は浄土宗の信者であり︑日本弘道会

はいやがる︒

しても同じ話に孫ほめる︑達者自慢に人

になる︒心が曲がる︒欲深くなる︒また

ま

がる︒くどくなる︒気短かになる︒愚痴

そずきん

りかえし読んでいます︒益禽のご発展をお

孫の手︒聞きたがる︒死にともながる淋

毎号︑内容が充実しておりますので︑く
祈り致します︒

しがる︒でしやばりたがる︑世話やきた

富山市佐野健三
道義の退廃を憂います︒本会の使命の大
を思います︒

に心して守らねばならぬ日々の教示と感じ︑

以上につ︑と老来の私たちはその一句ごと

いつも有益な御記事でありがく拝読して

人生には昔も今も変らぬ生涯だと信じます︒

富山県森六郎
います︒私は目下町の老人クラブの御世話
していますので教養講座日に紹会︑大切な
話題にさせて頂いています︒
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福神詣﹂を嘗てお正月に巡ったことがあり
︑︑

ます︒田舎道が那どけで難渋した記憶が残
っております︒

編集後記
○明けましてお阿川とうございます︒

懸癖牒蝿い九﹂の旗に特別の愛着を持

ち︑また︑﹁君が代﹂を大和心の国歌として愛

に永い伝統のうちに日本国民の血潮に溶けこん

叩する現実は︑﹁日の丸﹂も﹁君が代﹂もすで

でいるからであって︑決して一部指導者脳・権

﹁律義﹂﹁裕福﹂﹁威光﹂﹁愛敬﹂﹁度量﹂﹁人

〃初めの年剛胆当り︑甲子︵キノエネ︶と呼ば

ではないことを物語っています︒ご覧のとおり

力者届の︑ためにする意図的手段と言ったもの

ことしの干支はネズミです︒帥年サイクルの

望﹂﹁長寿﹂の七徳のシンボルとの由にて︑

れる大きな節月になる年です︒試阜に︑暦を繰

木号のテーマにつき︑第一人者達と言える竹川︑

私の家の茶の間には﹁宝船﹂に乗った七福

時皇太子であられた今上陛下の御成妬という誠

いました︒

新芙︑夜久︑片山の四氏が詳しく論説して下さ

甲子は︑新築ビル建設工蛎が殆んど完工するⅡ

にお目出たい年でした︒弘道会にとって今年の

ってぷると帥年前の甲子︵大正十三年︶は︑当

○Ｏ

と︑﹁自ら心身安らか﹂であります︒又Ⅲ

神を飾ってあり毎日の様に拝んでおり玄す
とり

黒の大鳥神社のお酉様にて﹁悪比須﹂﹁大

ことにいたしました︒西村会祖がご生前説かれ

○本号から﹁泊翁先生訓﹂をトップに連戦する

たものの中から︑古川哲史理亦が現代文に秤き

ところ伸び悩桑がちな会員数をネズミ節式に地

︑︑︑︑︑

替えて下さいます︒

出たい年にあたります︒これを踏まえて︑蚊の

．まつ

強する年にしたいものと︑近く大キャンペーン

○いま︑全国的に異常寒波に襲われています︒

黒﹂の金色に輝く像を購入︑２階の書斎に

ほどを願います︒

を行う企画を進めております︒何とぞご協力の

お祁りしてその功徳にあやからんとしてお
ります︒
○

七福神中の﹁大黒天は今年の干支の鼠に
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会員各位のご健厳とご多幸を祈ります︒

勢はいよいよ緊迫の度を加えてきました︒間蒋︑

○ことしも超大国・米ソを主軸に︑画際政論傭

は打出の小槌を持って︑米俵をふんまえて

縁あって︑左肩に大きな袋を負い︑右手に

かなる事態が起ろうとも︑われわれが生れ育っ

いう危機をはらんでいます︒しかし︑世界にい

テロ︒まかりまちがえば明日にでも一触即発と

虚女実友の駆け引きの中での頻発する国際爆弾

ねずみざのえね

﹁大黒﹂は﹁大国﹂と通じて大国主神と結

合これに﹃鼠﹄を配して甲子の日を祭日と
したものであります︒飲食を豊かにする神︒
弘道会員の皆々様も︑新年に当りまして︑

たこの日本の国は︑われわれ日本人自身が全身
全霊をもって飽くまで護り通さなければなりま
○○○Ｏ

茶の間に﹃七福神﹄乃至は﹃恵比須・大黒﹄

せん︒このようなとき︑今月号のテーマをあえ
丸﹂も﹁君が代﹂もともに〃愛国心″と直結す

て﹁日の丸﹂と﹁君が代﹂としました︒﹁日の

をお祭りになる事を︑おす生めいたします︒
以上を以て新春の辞といたします︒

るものだからです︒国民が愛国心に欠ける国は︑
やがて国際社会から落伍して衰退︑滅亡する遮
命を辿ることは世界の歴史が繰り返えし轄告し

文博・東大名誉教授

経の新解釈

平川彰著四六版二Ｏ○頁定価二︑Ｏ○○円

般若
二六○字の経典が説き明かす仏教思想の本質″

好著です︒
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