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60年1月下旬完成予定の講堂（8階）の透視図です。周囲の壁面は木目のパネル
・床は淡いピンク色のカーペット・椅子はワインカラーで全体にはなやかな裡に
も木材の感触を生かしたやわらかいデザインにしました。

収容能力はテーブル付き84席で，椅子だけとすると約2倍の能力があります。
正面演台に映写幕・黒板を設備し，音響効果も充分配慮しました。
（間口=12m・奥行=12m(約43坪）天井高=2.7m)

日本弘道会綱領︵昭五一・一○・三○︶

甲号︵個人道徳︶乙号︵社会道徳︶
国家人類の将来をおもんぱかる

皇室を敬愛すること︑国法を守る世界の形勢を察すること
こと

すること

政治の道義性を高揚すること

信教は自由なること︑迷信は排除こと
思考を合理的にすること︑情操を
美しくすること
と

自然の美と恩沢を尊重すること
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学問を勉めること︑職務を励むこ経済の倫理性を強調すること
教養を豊かにすること︑見識を養
うこと

財物を寅らないこと︑金銭に清廉資源の保存と開発を図ること

道義の一般的関心を促すこと

一善一徳を積むこと︑非理非行に教育の適正を期すること

なること
家庭の訓育を重んずること︑近親
相親しむこと

ること

屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期す

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

身を貫くこと社会悪に対し世論を高めるに唯ｌ
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泊翁先生 訓

弘道会とは何をする会か

わたしがここにお話しに来たわけは何かといえば︑道徳を国中に弘めようとするためであります︒弘道会とは︑

政談をする会ではありません︒法律を相談する会でもありません︒農工商の協会でもありません︒専ら道徳を誰

道徳とは何でしょう︒善心を養ない︑善事を為すことであります︒故に弘道会は︑人をすすめて善事をおこな

ずる会であります︒

い︑善人とならしめようとするのであります︒現在︑世間に道徳を教える学問・宗教に数種があります︒すなわ

ち神道︑仏教︑儒道であります︒ところが神道者は仏教者をそしり︑仏教者は神道をあざけり︑儒者は神仏の二

教を笑います︒弘道会は神道でも︑儒道でもありません︒しかし神道をそしらず︑仏道をにくゑもしません︒た

だにくゑ嫌わないの承か︑これらの教の中によいところがあれば︑皆これを採って用いようとします︒それで弘

道会の会員たろうとする者は︑神道者でもよく︑仏教者でもよし︑儒者でもよいのです︒その他︑心学道話でも︑

およそ道徳には︑一身の道徳があり︑一家の道徳があり︑一郷の道徳があり︑一国の道徳があります︒一身の

淘宮術でも︑誠学でも︑何でも次の主意に協う人は皆朋友として受け入れるのです︒

道徳はすべての道徳の根本でありますが︑その要領はわが身の位格を高くするという一句に尽きます︒位格とい
りません︒

うのは︑高位高官のことでなく︑孟子のいう天爵のことです︒学問をする目的は︑この天爵を得ることにほかな

第二は︑良心と物欲との違いを知るのがたいせつです︒良心は儒教のいう道心や本心であり︑仏教のいう仏性

や菩提心にあたります︒物欲は人欲ともいい︑仏家のいう煩悩心がこれにあたります︒人心は右の良心と物欲︑

それに智とから成ってい注すが︑智は良心にも物欲にも属してその働きをしますので︑良心をたすけ︑物欲を妨

げるようにしなくてはなりません︒もし良心が主となればわが身の位格は高崇となり︑物欲が主となればわが身

︵明治二十二年四月弘道会城東支会演説より︶

の位格は卑随となります︒これが善人と悪人の岐れ道で学問のカナメも全くここにあるのであります︒
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ｌ
︹巻頭の言葉︺

朋あり遠方より来る！

片山清一

論語の冒頭︑｜︲学而第こで︑孔子は︑｜︲朋あり︑遠方より来る︒また楽しからずや﹂と述べている︒﹁自分をよく

知ってくれている友人が︑遠くからたずねてきてくれた︒まあ何と楽しいことだろう﹂という意であろうか︒

孔子の喜びが目の前に浮ぶような表現である︒このような親友をもつことのできた孔子は︑さすがはすぐれた人格
の人であったのではないかと思う︒

人間というものは︑もともと孤独な存在である︒自分の病気は自分が背負って行かねばならないし︑死ぬ時にはひ

とりで死んで行かねばならない︒何十億という人間がこの地球に生きているが︑その中の一人である私を︑ほんとう
に知ってくれるものは︑まず見当らないのが普通である︒芭蕉の名句の一つに︑

この道や︑行く人なしか︑秋の暮
がある︒い承じくも人間の孤独さを適切にとらえた一句である︒

こうした人の世に︑自分を知ってくれる人があるとするならば︑それは正に親友である︒

中国のことば﹁知己﹂とは︑このことである︒史記に﹁士は己を知る者のために死す﹂という文がある︒親友のた

めに命をも惜しまないということである︒太宰治の書いた﹁走れ︑メロス﹂という小編は︑今の小中学校の道徳教育

の教材としてよく使われているが︑これは子どもたちにも︑強い衝撃を与えているようである︒
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しかし友人という中にも︑いろいろの関係があって︑飲拳友達︑遊び友達︑仕事友達⁝⁝といったように︑さまざ

まの友があるが︑ほんとうに心の通う友となると︑だれにも塞々たるものがあるのではないか︑と思う︒特に現代の

ような個人主義の時代になると︑だれもが︑自己中心の考え方が優先してしまうので︑真の心友がお互に見出せなく
なってきているのではないだろうか︒杜甫が﹁貧交行﹂という詩で︑

こんじん

君︑見ずや︑管鞄︑貧時の交わり
此の道︑今人棄てて︑土の如し︒

と歌っているが︑豊かになった時代には︑杜甫の歎きがいよいよ切実さを訴える︒

最近のように老人が増加してくると︑老人の孤独が大きな社会問題となってきた︒死に出会う時が近づくだけ淋し

さも加わるが︑その上︑世代間の溝が大きくなったため︑老人へのいたわりも薄くなってきた感がある︒そこで問題

になるのは︑老年における友情の如何ということである︒長生きすればする程︑淋しくなってくる︒よく老妻に先立

たれた老夫は後を追うように他界するといわれている︒自分を理解してくれる最もよき友人である妻がいなくなるこ

とは︑淋しさの極みとなるであろう︒その意味で︑わが国ではもっと夫婦間の友情というものを育てる必要がある︒
とくにそれを若い男女に教えなくてはならない︒

︵本会理事︶
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教員の資格を得︑母校の国語の先生となったのであった︒

それは国語の授業中に生徒からうけた質問に動機を発した

この先生はやがて大きな研究に取り組むことになった︒

ｚ︾○

先生は佐倉木信綱の門に入り︑竹柏会の同人となられてい

大正二年︵一九二二︶四月︑わたくしは大学を卒業して

ものであった︒この研究は︑むかしからの文献に引用され

心の友

乙女さび黒髪ながき人の子の

東京府立第三高等女学校︵現在都立駒場高校︶の一教師とな

声つややかにわれを師と呼ぶ

った︒その後︑この学校の職員会議で︑いつも立派な意見

し︑その歌を引用した典籍の名︑巻次︑条項をくわしくし︑

ている古歌八千首を選び︑その一首ごとに作品と原拠を示

木下一雄

を述べられる中村薫というまだ若い女の先生がいた︒わた

歌の出典︑作者︑価値︑歌詞の異動を明らかにした︒その

かおる

くしはいつもこの先生の発言に︑耳を傾けた︒ある時︑わ
たくしはこの先生にぶしつけに︑一体どのような勉強をさ

ため資料として研究された書は︑一千七百余部︑七年の歳

月を経た︒昭和二年︵一九三六︶明治書院から﹁名歌辞典﹂

れているのか︑尋ねた︒

﹁寸々刻々︑微細なる土の粒子を喰はへ出しては積み重

という名で出版︑本文六八○．ヘージ︑索引一○二．ヘージの

ねてゆく︒初は平地と摺れ摺れにしか過ぎないものが︑

この先生はこの第三高女の出身であって︑学校を卒業す

の全集の校正を担当したのだそうである︒綿密正確︑三校

何時の間にか段々と盛り上がって来て︑遂には姪となり︑

大冊︑金子元臣氏が序を書かれている︒

から念校までやった中村先生は︑全集の作品の全体に通じ︑

塔となる︒盛夏の蟻の孜々として倦むなき労働を目の前

ると︑すぐ神田の岩波書店に勤められた︒当時︑岩波書店

およそ激石の文学をよく知る一人であるとの強い自信をも

は夏目激石の初版の全集を編さん中であったが︑先生はそ

っておられたようである︒そこでわたくしの質問に対して

に見つめていると︑つく人︑感心させられる︒

えば虚名の為めのは蝶の学問である︒宣伝の為めのは蝉

だろうかと考えてみた︒為めにする処あっての学問︑例

私はふと︑我等の学問にも亦これに類したものがある

は︑こう答えられた︒﹁職員会議などで︑わたくしの意見
がお役に立つものでしたら︑それは激石の勉強をしたお蔭
かも知れません﹂と︒わたくしは︑この言葉の深い意味が
わかった︒その後先生は︑独学で文部省の検定試験を受け︑
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然るに中村君のこの著は全く蟻の仕事であった︒上代

の学問である︒利益の為めは毛虫か根切虫の学問である︒

この重んずべき労作の著者中村薫さんが︑わが竹柏会

の昭和十二年であった︒中村さんは明治二十二年一月︑

の同人となられたのは︑名歌辞典の完成公刊された翌年

を卒業︑四十年︑文部省の中等教員検定試検に合格︵十

東京の駒込神明町に生まれられた︒府立第三高等女学校

から近代に及ぶわが文学に現れた和歌の引用語句を治く
排列し︑かくて出典準拠の源泉を示し︑委流をあかし︑

探し︑弘く求め︑それ人︑これを原歌のもとに摂取して

って並々のことではない︒幸いにも夫君中村健氏の理解

教育また研究に精進することは︑家庭を持つ女性にと

九歳︶⁝⁝中略：︒⁝

ある援護によって着た研究を進められたのであるが︑そ

瞭然たらしめた︒

又一目のもとにその語句の歴史的価値と変遷の状態とを
零細なる材料の集績︑それがかく姪をなし塔を作すに

ここにこの歌集のために一文を草するは︑一は君の多

至るまでの約七年に至る涙ぐましい︑その労苦と努力と

年の努力を喜ぶと共に︑一はそのよき教子たちの真心を

⁝中略．：．：

君が利口者でなかったお蔭に︑私達は意外にも多大なる

の自らの拓きゆかれた道は険しきものであったろう︒．：

恩恵を蒙ることが出来た︒私が衷心から君に感謝の意を

欣ぶためである︒

はとても世のいわゆる利口者の遣る仕事ではない︒幸に

表する所以は実にここにある︒

を想ひやると︑私は身に摘まされて泣きたくなる︒これ

昭和十一年九月金子元臣

この歌集﹁夢の国原﹂の終りに︑著者の﹁あとがき﹂が

昭和三十二年文化の日佐佐木信綱

それから二十二年余︑昭和三十三年三月︑東京府立第三

熱海西山の山峡にこもって晩年の著述にいそしむ八十

暇︑清少納言の枕の草子を繕き︑その第二十段の︑后の

立第三高等女学校の第五学年の生徒であった︒学習の余

なつかしい名を持った三十八年の春︑当時私は︑東京府

﹁遥かに思いおこせば半世紀の昔︑時はまだ明治のあの

ある︒最初の一節を掲げる︒

六翁の老書生が︑日日欠くことのできぬものは︑くさぐ

宮が︑宣曜殿の女御芳子の御上を御物語りあそばされる

国原﹂を刊行した︒師の佐食木信綱が序を書かれている︒

高等女学校の数多くの旧教え子たちが︑先生の歌集﹁夢の

さの辞書事典のたぐいである︒昭和の初めに出た名歌辞

条を読んで︑少なからず感動した︒﹁さうだ︑自分も一

典も坐右の書の一であって︑しばしばその恩恵を蒙って
いる︒
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所懸命古今集を暗諦しよう﹂かう思ひ立ったのであった︒

とすることにきめた︒

ら︑思い出深い老友と︑私が大徳とあがめる親友とを課題

主役青柳波志米を父に︑母は志ちと云う︒健康児に育つ様

↑Ｌ

︵一︶青柳雛次郎翁
安政六年二月五日生の翁は︑小見川藩の采地田部村の名

だつ

そして本居宣長翁の古今集遠鏡の小冊をもとめて︑学校
の毎日十五分の休み時間を利用して︑一日五首づつ暗諭

にとて︑当時の藩主内田正学から﹁瀬﹂の一宇を頂戴し︑

した︒卒業の頃には︑どうやら千首二十巻の歌が全部暗
調できるやうになった﹂

長男福太郎の早死により︑猟次郎と命名したと︑本人から

カワウソ

わたくしは︑あと五年で百歳になるが︑中村さんは︑わ
たくしより一つ上︑本年九十六歳の筈だが亡くなられた︒

申されたのである︒

長じて町村制施行の明治二十二年春︑自治体の末端は田

部村から田部区と変り︑田部区初代土木員となった︒︵数
ぺ

本当の心の友であった︒いつも私の勉強の助太刀して呉れ
︵特別会員・東京学芸大名誉教授・文博︶

に選任され参事員となり政友会郡内の右翼に属した︒八都

年後には区長と改ったが︶香取郡制の中頃には︑郡会議員

りう

村で洋服着用では第一号で︑羽織袴が役員通例の服装の頃
あ

故珍らしいと云はれた︒早くから俳句に親まれ︑春翠居柳

やりが特に深い老人なれば私などにも︑親切味の言葉をし

たりは祖父対孫でも︑友情の湧く関係となって居た︒思い

、 』 ノ

ていたような気がしていた︒

幸福は良い友による

石橋香峰
ま申す最後だけは︑友の無い只ひとりだが︑生涯は友を得

友関係なれば︑来宅の事も多く︑為めに私とも年齢のへだ

蛙と号し︑私の祖父玉川舎畦光︵安政五年十月十日︶と親

て︑意義ある歳月に処して行く訳である︒幸いに私は多く

ので︑私も入会勧誘をうけた︒申された言葉は﹃雑誌等は

て呉れた︒翁はその頃日本弘道会東部支会の役員であった

此の世に生れて孤為の声を挙げる時と︑この世においと

の良い友に恵まれ︑この友によりよい指導を受け教へられ︑

四月翁の紹介で入会出来︑会員番号三六七七七号の会員の

い︒ぜひ弘道を読む様に︒﹄であった︒そこで大正十四年

どんなものを読んでいるか︒クダラヌ雑誌を見る青年が多

過去八十五年の長期に亘り有難い生活が出来︑感謝で一杯
である︒

古い友は数多く過去に去られたが︑新らしい友も追々と
出来﹁日を好日﹂である︒今回数多くの尊敬する友の中か

r ワ 、

目の長い継続会員の一人となった︒私も昭和二十六年東部

証を頂き︑道徳倫理主眼の会員に仲間入りが出来た︒その

にも友人一号として頂き︑この一幅は家宝としている︒こ

二十五を全紙全面に揮皇されて五十ヶ寺に奉納を完了︑私

を描かれ︑般若心経の写経は無数に︑妙法蓮華経普門品第

の故に翁を生き仏として私は︑真の大徳と尊敬するのであ

会員証は今も大切に保持している︒指折り数へて六十一年
支会評議員︑同四十五年支会長に推されて今日に及ぶ︒

遠祖は源頼朝に臣事した森山城主の東胤頼︑その子木内

とうのたれより

眠し︑生前からの約束に基き入棺や埋葬の労務を果した古

六郎胤朝と考える︒内山家の墓石中︑阿玉川六郎右ヱ門と

る︒

い事が︑思い出となっている︒法号も時の菩提所西雲寺の

刻銘あるに考へ︑後世藤左ヱ門に改め襲名をして帰農の事

翁は昭和十四年十一月十七日早朝︑八十一歳の長寿で永

高晃和尚に頼承︑﹁高揚院宏徳柳蛙居士﹂と︑俳号を加へ

であろう︒亦改築前の草葺の住家は︑元亀天正期のものと

のす上めで二世を襲名したが︑三世春翠居として角田洋圃

俳詰は地方宗匠の第一人者と崇敬され︑俳号は二世菊志園

生れ早くより智能衆にすぐれ︑十四歳より俳句に親しまれ︑

明治三十年八月二十五日︑父勝蔵・母はなの長男として

たれとも

たものとなり︑常にかげ乍ら感謝の気持は続けている訳で

云はれ︑村最古の建物で補修現存せぱ文化財指定候補と思

ゆいしよ

ら許された由緒深いものなれば嗣いで呉れ等と云はれたが︑

ある︒私も翁から云はれた俳句の庵号春翠居は︑春秋庵か

う︒帰農在住以来十八代目と云う︒

氏に譲った︒角田君は私より俳詰道に精通した勉学者であ

未熟を理由に辞退を続けたが︑没後遺族からのお話や友人

ったのである︒

病む事を知らぬ健康な︑内山藤太郎翁のことを良き友と

は襖絵の四季山水・風景・動植物・人物を始め︑条幅迄描

能書家と仰がれては︑碑石や大職の揮皇をし絵画に付て

つる

此の先をどう持って行く豆の蔓小葉

小葉と称す︒今回の米寿に一句あり日く︒

して︑特に挙げること坐する︒翁は私より三歳の年上であ

く腕を持ち︑彫刻では神楽面・仏像・欄間と技巧を幅広く

︵二︶内山藤太郎翁

る︒お釈迦様の誕生日の本年四月八日︑米寿の祝錘を俳人

指導に当られ︑役場吏員や議員としては村政面に参画され︑

若き頃は村の青年団長として農務のかたわら青年の啓発

うたい

関係で開催した︒八十余名の列席者の祝福をうける盛宴は︑

万般の技能を持つ︒其の他謡も得意とする︒

接する者には親切に︑己れに辛錬とは翁の態度と思ふ︒

亦町助役を務め︑退いては農地改革の委員長に選任をうけ︑

翁の人徳を示した訳でもある︒

依頼をうけては︑寺にも個人にも誰彼を間はず︑仏・菩薩
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人クラブ会長等々︑其の他司法保護司となりては香取郡保

社会教育委員︑文化協会の副会長︑文化財審議委員長︑老

私等との旅行は何回かあゞり︑長野県へ出かけたことや︑房

東部支会で翁の中国視察談の講話をお願した事もあった︒

嬢捨山田毎の月見︑俳人小林一茶遺蹟へを主眼に昭和二

州伊勢へ数回であった︒

護とその更生に尽力され︑各種団体より功績表彰状も多く︑

護司会長に︑千葉県保護司会評議員に任ぜられ︑刑余者保

十七年十月二日翁と私と計六人で出発の旅である︒高崎駅

から郊外の観音山に登る︒路傍に建つ芭蕉の句碑・観音の

勲五等の光栄は先年受領している︒

日本弘道会入会は昭和二十七年で︑同二十九年東部支会

寺に参詣︑更に登ってたけ百三十尺の高崎大観音を拝む︒

莞みやりつ花くもりを見五百三十位の長い石段をへて清水

いらか

一名・終身会員三名・普通会員三百七十五名計三百七十九

副会長に就任︑現在に続く︒東部支会の会員数は特別会員

此処に一泊︒十月三日嬢捨駅に下車︑その日は旧暦の八月

尊寺に出迎を受けて登る︒牛に曳かれて善光寺参りの寺で︑

翁の一般人と変った点が二︑三ある︒その一つに洋服ぎ

数多い碓氷のトンネルを過ぎ夕暮小諸駅となり︑布引山釈

らいがある︒在宅普段姿にしては和服だが︑外出しても長

月の出始めとの絶好月見であった︒だが田毎に写る月影は

十五日︑六十年目一度の観月日で︑妓捨山中央鞍部から満

るも︑少しづつでも増加したいなどと語る事もある︒

旅行にしても和服で︑洋服姿を見た者は無い︒四月八日の

名で︑今一段と勧誘して曾っての五百名時代にと考えを語

米寿祝賀にも新調の羽織袴を折目正しく着用出席であった︒

日善光寺に参詣︑更に柏原に行き一茶の旧居の土蔵︑位牌

見られぬ稲刈り前である為で︑田植前なればと考へた︒四

の厳禁で飲むことや吸うのを見たものは無いらしい︒父親

眼下にする景勝の所で︑翁は袴に草しらみをつけ露をぬら

に登った︒虚空蔵菩薩を本尊とする︒相模︑武蔵の連山を

堂を訪ねた︒五日は神奈川県内郷村に至り︑石老山顕鏡寺

いはい

その二つは酒とお茶を飲まず︑煙草を吸はずである︒全く
の死亡が翁のもの心の附かぬ腹這う頃であったので︑其笑

房州伊勢へは県内であり︑宮司岡野正信先生が弘道会員

ふびん

顔は知らぬ︒年頃に生長して亡父の親孝行も出来ぬ不僧さ

しての登山であった︒

の関係から︑支会の移動研修の為め度々参拝ｋ昭和三十

ごせぜんしよ

が︑後世善所の信仰となり︑飲む二点吸ふ一点の断絶とな
ったかと私なりに考えた︒結果として朝の早起き励行と︑

五十二年︑五十五年と都合六回と重ね︑其の都度房州伊勢

八年八月十五日を初度に︑三十九年︑四十年︑四十一年︑

汲桑上げた暁の浦い井戸水一杯は︑長寿と健康の秘訣とな
ったらしい︒

旅行は好んで実施され︑最近飛行機便で中国旅行をなし︑
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一昨年︑何十年ぶりかで︑樺太に行くまでの幼年時代を

ょうな大意であろうか︒この詩︑清の文黙の作である︒

過した岩手の山間の町を訪ね︑幼な友達と久潤を叙したが︑

に御講話をお願い申した︒例の和服姿で︒前主事の渡辺正

社務所広間に宿泊をした︒参加会員の為めに岡野先生と翁

話を頂た事が思い出される︒拙い随筆でお笑い草まで︒

母の三周忌の墓参をかねて久しぶりに郷里成東に帰省し

今見る目には岡も河もよし

久々に家帰り見て故さとの

幕式が行われた︒土屋文明氏の筆になるその歌は︑

化の日に︑国鉄成東駅の構内に︑左千夫の歌碑を建て︑除

町は︑最近︑左千夫の顕彰に力を入れているが︑昨年の文

千葉県成東町は︑歌人伊藤左千夫の生れた土地である︒

た︒

勇先生にも四十一年十一月二十九日迄に︑同宿計六回御講

鈴木勲

︵本会評議員・千葉県東部支会長︶

まことに︑﹁青山故人の如し﹂の感慨を深くしたのであっ

青山故人の如し

﹁青山如故人﹂

私が︑時として︑一筆求められた際など︑断り切れない
場合に︑多く書くのが︑右の句である︒

である︒成東中学校には︑﹁故郷の吾家の森は楠若葉椎の

をこよなく愛した左千夫の﹁愛郷の歌﹂ともいうべきもの

た折の︑左千夫四十三歳の時の作であるという︒生れ故郷

すか﹂と︑きいたのは︑国立民族学博物館の梅悼忠夫館長

若葉に我を待てりけり﹂の碑が建てられている︒

大抵の方は︑黙って見ておられるが︑﹁どういう意味で
であった︒梅悼先生は︑館長室の机上に顔真卿の拓本を置
青山故人の如く

県下の第一号として建設するなど︑地域の文化活動に熱心

思う心が湧くことであろう︒成東町は︑歴史資料館を千葉

自らの生れた土地を見直し︑改めて郷里を大切にしたいと

これらの歌碑を︑朝夕眺めて過ぎる成東の子どもたちは︑

江水美酒に似たり

いて︑暇があると稽古しておられる様子であった︒

今日重ねて相逢う

で︑左千夫のほか︑稲葉黙斎など郷土の生んだ偉人の顕彰

地方の時代とか︑文化の時代という言葉も︑今では︑や

に力を入れている︒

酒を把りて良友に対す
なつかしい故郷の山冷を眺め︑静かな川の流れに舟を浮
べて︑久しぶりに再会した旧友と酒を酌承かわす︑という
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や色あせた感があるが︑一方では︑この成東町の例の如く︑

地域の文化を見直し︑郷土の偉人を掘り起して︑住民の精
神的拠りどころを求め︑子どもたちに地域社会に対する誇
りを持たせようとする動きは︑一時のように派手ではない
が︑地域に着実に根づいてきている︒
イギリスの詩人バーンズは歌う︑

心かえるハイランド
いづこ旅ゆくも
わが心かえりゆき
狩をする
私たちにも︑かつては︑

兎追いしかの山

小鮒釣りしかの川
と歌った時代があった︒時代の変化とともに︑わが国土か

猛き賛の子

堀賢次

昨秋︑私の手許に一冊の本が送られてきた︒

少年飛行兵第十二期生の記録で︑書名を﹁誰に叫ばん﹂

Ｂ５版八五二・ヘージの大冊で︑戦時下の昭和十六年春か

という︒

の空に飛び立っていった少年飛行兵の手記を収めたもので

ら十八年の春まで東京陸軍飛行兵学校に学び︑惨烈な戦場

その前文には︑﹁誰に叫ばん﹂という題名は︑戦没した

ある︒

戦記﹂の原稿が完成したのが昭和五五年︑そして資料の収

この書物が同期生会で正式に企画され︑生存者の﹁印行

る︒

同期生たちの︑祖国への訴えを代弁したものと誌されてい

心のかえるべき故郷もまた失われようとしている︒次代に

集︑年表の作成等を経て︑漸く出版されたのが昨年の五月

ら︑美しい青山や江水が失われつつあるが︑それとともに︑

けついだ文化の遺産であるが︑そのなかには︑自然や故郷

年の歳月が費やされている︒

二二日︒実際に企画が芽生えた時期から算えれば︑優に十

生きる子どもたちに私たちが残すべきものは︑先人から受
も含まれるのである︒今からでもおそくはない︒故郷をと

の連絡︑編集会議の開催等に奔走し︑誰よりも発行を待ち

そしてこの企画の中心人物であり︑原稿の督促︑遺族と

り一戻し︑その良さを見直すための努力を︑次代の子どもた

ちのためにも︑私たちは着実に続けなければならない︒
︵本会副会長・文化庁長官︶

わびていた中込成太郎さんはこの書物を手にすることなく︑
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ち

敗戦間近い昭和二十年六月︑私は薩摩半島の特攻基地知
らん

学徒出身の特攻隊員にまじって︑彼らは一際若く可憐で

覧で︑沖維方面へ特攻する少年飛行兵の何人かをこの眼で

あった︒特攻機の列線に駈けよる彼ら少年兵は︑振武隊と

晴れた日曜日の朝︑二階の書斎から何気なく外を見てい

昭和五六年十一月三日未明逝去された︒

ると︑薬屋の角を急角度に曲った車が滑るように︑直進し
てくる１．

墨書された鉢巻きをしめ︑飛行服の白いマフラーを南国の

見送った︒

オャ︑中込さんかなと思う間もなく︑もう階下で家内や

風になびかせていた︒そのマフラーには︑当時新聞に連載

されていた横山隆一の漫画﹁フクチャン部隊﹂のフクチャ

せいかん

精惇な歩き方︑きびきびした話ぶり︒浅黒い顔の大きな

長女を笑わせている中込さんの明るい声がひびいてくる︒

眼︑濃く太い眉︒そして︑眉は眼尻に向って長く伸びる福

ンの顔が赤い絹糸で縫いとりされている︒轟々とエンジン

かいもんだけ

眉毛１．福眉毛の人憾長生きするといわれるのに︑中込

の音を響かせて特攻機が次々に離陸する︒列機は開聞岳の

年飛行兵﹂を除外することは出来ないのである︒

この印象は強烈であった︒そして中込さんを語る時﹁少

上で編隊を組蕊︑沖縄の海へ向う１．

さんは五五歳の若さでどこにいってしまったのだろう︒

知覧
戦後四十年近い現在︑少年飛行兵といっても知る人は少

もう二十五年も前のことＩ．まだＮＨＫが内幸町にあ

った時期︑私は﹁少飛会﹂の人々の訪問を受けた︒当時︑

ない︒ヒコーキ野郎ですかというのはよい方で︑暴走族の
親類かという人もあれば︑陸軍にも少年非行兵がいたのか

﹁お願いします︒少年飛行兵をドラマにしてください！﹂

そして間髪を入れず

﹁中込です﹂

ると五︑六人の中の一人が進み出て名刺を差し出した︒

私は演劇部のプロデューサーであった︒三階のロビーに出

しかし︑それは断じてちがう︒

と真顔でいう人がいる︒

彼らは日本陸軍航空部隊の中堅として活躍した少年兵で
十期生を算えた︒

あり︑その第一期生は昭和九年二月に入校︑敗戦までに二

﹁フクチャン部隊﹂の白いマフラーと︑恐々と吃る特攻機

真剣な視線であった︒少年飛行兵ときいて私の胸には︑

鍛えられ︑その大半は日本を守るため大空に舞い︑大空に

のエンジンの音が蘇ってきた︒

この少年兵は﹁至誠︑純真︑元気︑周到﹂を校訓として
散っていった︒いわば︑日本陸軍の白虎隊である︒
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﹁いいですよ︒やって染ましょう﹂

即座に答えた︒そして戦後ながい間心の隅にあった一人
の少年飛行兵のことを質問してみた︒

﹁知覧から︑沖細へ特攻した椿伍長の消息をご存知です
か？．﹂

中込さんの返事は︑打てば響くようであった︒
﹁椿は塔乗機を撃墜されて生還しました﹂
えシと私は思わず立ち上がった︒

﹁椿は十四期生です︒彼の特攻の手記がありますから差上
げます︒﹂

この時戴いたのが﹁亡き友に捧ぐ﹂という少年飛行兵の
文集であった︒これが中込さんとの初対面で︑以来演劇部
のＵ氏の協力により︑少年飛行兵のラジオ・ドラマは何本
もＮＨＫの電波にのった︒そしてＵさんの執筆演出で少年
飛行兵の戯曲まで完成し︑九段のホールで上演したことも
ある︒この時中込さんは大はりきりで︑同期生の間をまわ
って昔の飛行服を三十着も集めてきた︒飛行服をかかえた︑

中込さんの行動力は天下無類であった︒今日東京で少飛

会全国大会の司会をやっているかと思えば︑明日は横浜の

ライオンズクラブの幹事役︒明後日は甲府まで車を飛ばし

て遺族を慰めにいってくる︒その間にも鶴見区岸谷町内会

の子供達を連れてＮＨＫの見学コースを廻っている︒いや

へいったかと思えば︑午後は宮内庁の侍従長室で入江侍従

それだけではない︒午前中︑地元商店街のため横浜市役所

間にやってのけ︑しかも人前では涼しい顔をしている︒い

長と明るい談笑の時間を送っている︒すべてをあシという

やまだある︒中込さんはそれらの合い間に家業の文房具店

を経営し︑その上お嬢さんの通っているヨゼフ学園のＰＴ
きりがなかった︒

Ａ会長を勤め︑学園の校舎を建てかえ︑プールを作り⁝⁝

まるで︑他人に献身するために生れてきたような人であ
った︒

くしてもらった一人だと思っている︒グラフＮＨＫの編集

私は同じ横浜市の鶴見区に住んでいる縁で︑格別に親し

長時代には︑一挙に一五○○人の購読者を獲得して戴いた

︑︑︑︑︑︑

﹁少年飛行兵というのは︑どやつもこやつも思いきりの悪

し︑グラフの企画で︑入江相政侍従長と伊集院礼子アナウ

内庁まで同行してくれた︒

ンサーの対談︵﹁人間天皇を語る﹂︶の際には︑わざわざ宮

い野郎ばかりですよ︒戦時中の︑虫の食った飛行服をいま

中込さんの言葉を今でも覚えている︒

離

だに大事にもってやがる﹂
大へんな世話好きでもあった︒
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別

そして静寂な宮内庁の一室で対談が始まると︑中込さん

﹁Ｉええ︑侍従長さん砿瑚誹︑伊集院さんば紅茶︑編集

は持参した手提げ袋から伽誹ポットをとり出し︑
長は砂糖なしの伽俳ですナ﹂
の出るような気配りである︒

とまめまめしく湯気の立つお茶をすすめてくれる︒全く涙
その中込さんとの別離の日は︑意外に早く訪れた︒

昭和五六年十一月三日の早暁︑私はけたたましい電話の
ベルで起された︒受話機の向うで︑中込さんのお嬢さんが
泣いている︒

ｌ長く淡い交わりＩ

わが友Ｈ君

出撃

大塚正八郎

それは︑昭和廿年の正月でした︒墓参休暇を了えて着い

た呉軍港の沖合い遥かに︑新しく赴任する空母が静かに浮
んでいました︒

空母に配置が決まったとき︑生還は困難なものと覚悟を

春の海に我は征く﹂と句にならぬ句を書き添えて︑文箱に

し︑遺髪となるべき一束に香を焚きこめ︑﹁すがすがし初

激しい一撃を受けたような気がした︒

﹁ｌい妻︑父が亡くなりました﹂

秘めてきたものでした︒

迎えのランチを待つ間に︑まだ葉書きを一枚残している

ぜんそくの発作が︑彼の五五歳の生命を奪い去ったので

せません︒普通葉書の最後の一枚に︑想いをこめて友のＨ

ある︒

翌る夜の通夜には︑竜泉院の周囲は︑何百という花輪で

いてＩ．

君にあててポストに投じました︒君の健康を祈念する旨書

のを思い出しました︒着任してからでは︑軍事郵便しか出

つくされた︒

Ｈ君は陸軍の軍医︑そしてわたしは海の護りにと︑学徒

おおわれ︑参詣道につづく寺の境内は焼香客の人波で埋め
通夜を盛儀といっては不謹慎になるが︑このように盛大

出陣後の慌しさの中で挟を別って以来︑消息は全く不明︒

やがて戦局は次第に不利となり︑乗組んだ空母海鷹も屡

両親の居られる留守宅の気付で送ったものでした︒

々交戦した後に炎上して大破︒しばらくは錨を下ろし︑力

のが︑少年飛行兵十二期の人びとであった︒

この夜入江相政侍従長から中込夫人に︑弔問の和歌がと

な通夜は見たことがない︒そして通夜の指揮をとっている

どけられた︒︵ＮＨＫサービスセンター・音響効果室長︶
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ムフラージュをして島に見せかけ︑瀬戸内に身をひそめた

彼の普通葉書きの第一報でした︒

日横浜に入港するが是非会いに来て欲しい﹂とのことで︑

再会から何年たったことでしょう︒烏兎勿々︑白駒は隙

学窓

け︑相抱いて互いの無事を祝福したものでした︒

て︑早速横浜に出かけ︑偶然に近い状況のままで彼を見付

難かしい︒しかし︑ゆっくりする間もなく出港するとあっ

れは米軍に管理されていて︑個人が埠頭に入ることは一寸

横浜の波止場といっても︑どこに入港するものやら︑そ

ことがありました︒戦艦大和の出撃の際には随行できず︑
る日為でした︒

多くの士官候補生を引きとり︑以後は特攻訓練に明け暮れ
ま

旬日を侯たないまま沖縄の海に突込む特攻の若者と盃を
そして︑終戦近い夏の日︑敵機の襲来と闘いながら触雷

傾け︑生と死を語りあったのもこの頃でした︒

して澗挫・沈没︒短艇甲板に立っていると︑沈むというよ
り水面が盛り上ってくる感じでしたし︑夕日が大きく見え

年齢になりました︒Ｈ君はいまや医師会の要職にあり︑ラ

を過ぎやすい︒ともに白髪を混え︑互いに孫を膝にのせる

両親はどうしているだろうか︑そしてＨ君はどこの戦場

イオンズの一員としても活躍していますし︑わたしも長く

たものです︒

にいるのやら︒戦傷兵の手当てに忙殺される佳惚の間にあ

Ｈ君とはすでに半生を越える交際となりましたが︑はじ

大学にあって定年を迎えました︒

に乗組んだ軍医で戦死しなかったのは二例ほどであったと

めて声を交けあったのは︑笈を負って慈恵の門を敵いたと

っても︑ふと腺に浮べることがありました︒沈没した空母
か︑横須賀の鎮守府に帰ったときに稀有のことと知らされ

歌を放吟し︑砂とり舟に腰掛けては時の移るいを忘れて人

たた

たものでした︒その頃︑やはりＨ君も戦務の間に月を眺め

はじめた頃でした︒月見草の薫る多摩川くりを遁遥して寮

き︒白線帽にマント姿︑腰に手拭の朴歯でカラコロ通学を

しかし︑酷しい戦局にあっては︑互いの存在を確かめる術

生を論じあった青春の日為でした︒

か

ては小生の無事を祈っていてくれたとは後の日の話でした︒
はありません︒

そのＨ君から葉書きが舞いこんできたのは︑終戦の翌年

きには︑二度とない学生時代の思い出として︑分不相応に

をびくつかせたこともありました︒二人で南紀を旅したと

技大会で厚かましくも弓をひき︑何となく的を射ぬいて鼻

彼は弓道の達人であったので︑その指導を受けて校内競

だったでしょうか︒﹁無事に帰還していると信じて便りを

再会

するが︑現在南方からの復員業務にたづさわっている︒某
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中さんをがっかりさせたことも思い出します︒数学の授業

居宅を訪れる︒そして︑楽しい想いを抱いて帰ってきます︒

りながら︑所用で名古屋に出かけると︑恒例のように彼の

夜遅くまで駄弁を弄することは重々迷惑をかけるとは知

を越えました︒

のときだったか︑彼に代返を頼んでさぼっていたところ︑

などということになりがちです︒

立寄らないときには忘れ物をしたかの思いがし︑つい電話

は目も当てられない貧乏学生二人とあって︑勝浦の宿の女

高級な部屋を予約したため新婚さんと間違えられ︑実際に

わたしが指名され︑やむなく彼が黒板に解答を書いていた

い︒わたしも︑まだ大学生達と語らいをつ壁け︑成人病管

廿一世紀も間近ですが︑原田君︑元気で頑張って戴きた

訪問するものと︑はじめから決めているらしい︒

元気でしたか﹂と必らず訊ねられる︒名古屋に行けば当然

名古屋に出掛けて帰宅すると︑家妻から﹁原田先生はお

Ｈ君とは︑名古屋で活躍中の原田君︒

ところ︑次には彼が指名され︑代返の代返で混乱したこと

もあ っ た と か Ｉ ・
白線帽が角帽に変り︑やがて軍帽となり︑いままた無帽
の老措大に戻りました︒

Ｈ君との思い出はいつも楽しい︒終戦後の苦しい時期も

理の仕事に精を傾けていくつもり︒

淡交

の生活がつ堂きました︒

︵特別会員・筑波大学名誉教授・医博︶

畜藤喜門

して来たことに私は秘かな満足を覚えている︒しかし︑こ

定年を目前に控えて︑好きな国語教育研究の道をやり通

友の諌言

なく︑長い友との淡交の流れを寄せさせて戴いた︒

﹁弘道﹂の﹁わが友を語る﹂の特集に︑トピックなどで

何とか無事に過し︑彼は実地医家として︑わたしは研究医
確かに仲間は多い方が楽しい︒話題も豊富で︑生活も賑
やかになります︒しかし︑手を翻えせぱ雲となり雨となる
世相にあっては︑終生の交りをつづけることは難かしい︒

い人達にもよく出会います︒むかしから︑友情の道に草を

とくにストレスの多い近頃では︑巧言令色・面従腹背に近
生やしてはならない︑しかも君子の交わりは水のように淡
くあるべしと言われます︒Ｈ君とは︑まさに淡いつきあい
れる友人のいることは力強い︒

がつ堂いています︒人生行路で︑オアシスの水を汲んでく
Ｈ君もわたしも︑すでに両親を亡くし︑自らも華寿の齢
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に近い強い忠告がなければ歩めない人生であったかも知れ

れも二人の友のおかげである︒もし二人のそのときの叱責

し︑夢中で一学期を過ごした︒田舎者が東京のど真中の職

校して︑だんノ︑教室はさびしくなる状況であった︒しか

一方︑児童たちは昨日は一人︑今日は二人と疎開先に転

て学校は東京近郊の小平に集団疎開し︑先生方は引率とし

場に慣れるには容易ではなかったのである︒二学期になっ

ない︒それがなければ郷里秋田に帰り︑そして小学校か中
学校の校長︑よくいって高校長になり︑三年前に多くの同

×

経験しながら文理大に学び︑最近結婚なさって︑新妻と借

Ｋといい︑もう一人は０といった︒Ｋは師範学校の教諭も

とんどが勤労奉仕に明けくれる生活を送っていた︒一人は

ある︒二人とも文理科大学の学生で︑当時のことゆえ︑ほ

がいた︒一人は四年先輩なので友人というよりは兄貴分で

東京に出たとき︑親戚とてない私にも心強い二人の友人

てここに宿泊するようになった︒

級生と同じように定年を迎えていたかも知れない︒それは
それなりに意義のある人生であったと思うが︑校長という

×

た学校で過ごす方がずっと幸せだったように思われる︒

管理職はあまり性に合わない私は︑東京の︑研究に恵まれ

×

がけず東京女子高等師範学校訓導に招かれたのは︑昭和十

話は古くなるが︑私が郷里秋田の小学校教師から︑思い
九年の春である︒このとき私は二十四歳を半ば越した独身

とは何でも語り合ったし︑二人で時を先輩のＫを訪ねた︒

するまで私は彼の家に下宿させてもらっていた︒勢い︑彼

兄貴層のＫは気持ちよく私たちを迎え入れるのが常であっ

家住まいをしておられた︒０は師範時代の同級生で︑疎開

女高師附属小学校といえば︑教育の実践研究の殿堂であ

であった︒独り身の軽さで︑承んなが疎開に色めきたって

り︑研究的環境は全国屈指の学校である︒児童も選ばれた

る人たちの中に︑知る人も頼る人も少ない田舎出の者にと

た︒都会人・教育実践研究の第一人者としての気負いのあ

いる東京へと乗りこんで来たのである︒

優秀な者たちだとの評判であった︒若い私は大きな希望と

を帯び︑東京の空襲もたびたびであったし︑疎開地小平の

十一月ごろにもなると︑戦争はいょノ︑本土決戦の様相

あった︒

といっても私には得ることのみで与えることのない交際で

ってこの二人は気強い心安まる存在であった︒しかし友人

期待を持って東京入りし︑そしてその校門を潜ったことは
当然である︒しかし︑来て見れば学校疎開が始まろうとし
ていて︑学校は研究的雰囲気などというものではなかった︒
幾人かの教師は研究も出来ない危い東京にいるよりはと︑

郷里の学校ｌ大方は地方から招かれて来ている先生方で
あったＩへ戻る用意をしていた．
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くと︑燈火管制下︑電燈は黒布ぎれで覆われ︑電燈の傘の

と︑二つ返事で応じた︒もう日は暮れていた︒Ｋの家につ

﹁おう︑行こう︒﹂

もなく︑気軽に

を持ち︑第二国民兵役に編入されてはいたものの︑いつ召

て空襲にさらされるようになって来た︒私もまた︑海軍籍

町は立川の飛行場や田無町の中島飛行機工場が近いとあっ

集されるかわからない︒二人の友人もそれは同様の境遇に

大きさだけの明りがテーブルに落ちていて︑あたりは私た

はその場面がはっきりと焼きついている︒

ちの顔がだれと分かる程度のほの暗さであった︒私の目に

あった︒

すべてに希望が持てず︑その見通しも暗いところから︑

私はいつか︑郷里に帰ってそこの教壇に立ちたいと思うよ

げの考えを話題にし出した︒二人の友は交々私を諌めた︒

しばらく近況を語り合ったが︑突然０は私の東京引き上

は︑郷里の子弟教育がずっと層に合っているし︑私の使命

うになっていた︒都会っ子を教えるよりは田舎生れの私に

それはＫが中心であったが︑ざっと次のような主旨であっ

をそのままは理解しまい︒今の学校の好し悪しが半年や

﹁上京一年で一戻ることは︑敗戦を物語る︒だれも君の心

た︒

はそこにあるような気がして来た︒郷里の子供たちに今ど

の空に消えていくのに刺激されたためであったのかも知れ

変な気負いを感じたのは︑若い人たちが特攻隊員として南

ても象んな立派にやっている︒微りの心だ︒戻るにはさ

そこいらで分かるはずがない︒郷里の教育は君がいなく

う生きるべきかを教えることができるのは自分だなどと︑

ない︒二十五歳になっていた私︑家庭も持たず︑いつまで

↑や︾﹂

生きられるかしれない私にこの時打算はなかった︒この有

へ失せ︑もやノ＼もはれて心がすがすがしくなった︒この

︑︑︑

らに一年後でもよくはないか︒﹂

後︑奥様手製のかぶの漬け物で一杯やったような記憶があ

四十年後の今日︑なお︑このことへの感謝の念がわくし︑

この二人の燈火管制下の諌めがなかったら︑と思うと︑

あったろう︒

私はこの微るなにはつと目覚めた︒気負いの心はどこか

かし︑反対されればされるほど︑友の気安さから私はまた

れに執着する心はなかった︒郷里の教壇に立ちたいという
ようなことを０に打ち明けた︒０はもちろん反対した︒し

る︒おそらくこの夜のことは二人が示し合わせてのことで

名な学校にいることの誇りはないわけではなかったが︑そ

その意義︑私にとっての価値を論じた︒

十二月に入ったころだったろうか︒外套に身を固めない
と寒さがこたえるころになっていたある日︑０は急にＫの
ところに遊びに行こうと私を誘った︒彼の心の内を知る由
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そして友情の有難さ︑美しさが思われる︒その後︑Ｋは学

えられ︑多くを語られるわけではありませんが︑あの堂を

近づき易いお方で︑休日に︑お訪ねすると︑ニョーコと迎

に満ち自慢話など一度もしたことはなく︑少しも偉ぶらず︑

これはすべて自分の体験に基づいたもので︑例えば﹁窮達

少尉候補生に話された奉公十訓というものがありますが︑

鈴木さんが練習艦隊宗谷艦長のとき︑青年士官や乗組の

大きな感化を受けたものであります︒

として︑少しもかざらない温容に接している間に自然に︑

０は国会図書館で主要な地位にまでつかれた︒
︵特別会員・都留文科大学教授︶

位を取られ︑北海道教育大学の分校主事まで勤められたし︑

私の人生観に

影響を与えた師友

を以て節を更ふくからず﹂というのは︑大尉のとき朝鮮警

まんして勉強し︑職務に励んだことなどを踏まえて述べら

級するとき次のクラスの財部彪少佐に追い越されても︑が

備という閑散なポストへ左遷されたり︑少佐から中佐に進
私は︑人生は人と人との出会いであり︑その出会いがそ

寺崎隆治
の人の一生を左右するという人生哲学を持つものでありま

一︑常に徳を修め︑智を磨き︑日常の事を学問とせよ︒

一︑窮達を以て節を更ふくからず︒

います︒その奉公十訓は次の通りです︒

れたもので︑今日の青少年にも通用するものであると︑思

のため︑あたら一生を棒に振った人は沢山あります︒友人

一︑公正無私を旨とし︑名利の心を脱脚すべし︒

昔から朱に交われば赤くなるといわれますが悪友︑悪女

す︒

には先輩︑同僚︑後輩︑恩師︑学友︑職場の友︑書友︑外

一︑易き事は人に譲り︑難き事は自ら之に当るべし︒

一︑自己の力を知れ︑願慢なる可からず︒

を守り︑他人の職分は之を尊重すべし︒

一︑法令を明知し︑誠実に之を守るべし︒自己の職分は厳に之

一︑常に身体を健全に保つことに注意すべし︒

一︑言行一致を旨とし議論より実践を先とすべし︒

一︑共同和諸を旨とし︑常に愛敬の念を存すべし︒

国人︑故人などいろいろありますが︑ここには私の人生観
に影響を与えた数人の師友について記したいと思います︒
○鈴木貫太郎さん︒︵終戦時の総理大臣︶

鈴木さんは私が海軍兵学校へ入校したときの校長で︑私
達純真で正直な若ものに︑強いインプレッションを与えま
した︒鈴木さんは日清︑日露両戦役で勇名を毒かしたお方
でありましたが︑お会いしてゑると︑まことに温顔で慈愛
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一︑常に心を静誰に保ち︑危急に臨ぶては︑尚ほ沈着なる態度
を維持するに注意すべし︒

この奉公十訓にあるように鈴木さんは実務体得が練習艦

ことは鈴木さんの無欲な人徳︑感化力が如何に大きかった

桑原虎雄中将︵海軍航空育ての親︶など多数の人材をだした

侍従長時代いかに侍従に信頼され尊敬されていたかがよく

第一号に鈴木さんのことを書いておりますが︑鈴木さんが︑

弘道会の前会長・野口明先生は︑その文集の先人追慕の

かを一証するものであります︒

海外へ行ったら︑見聞を広めることが重要であるとし︑石

隊の主任務と考え︑勤務録を書くことなど奨励せず︑また
炭を積染込む作業は内地でもできるとして︑中止を命じ︑

わかります︒一度︑千葉県関宿にある鈴木貫太郎記念館参

︵東武線︑東武動物園下車令ハス関宿ゆき︶

起草の時︑﹁万世の為に太平を開かんと欲す﹂のことばを

先生は東洋哲学の権威でありますが︑特に終戦時の詔勅

○安岡正篤先生

観をおすすめいたします︒

上陸させたこともあった︒遠洋航海の末期︑伊地知司令官
︵日本海々戦の時︑旗艦三笠艦長︶から﹁どうも︑宗谷候補生

は僚艦阿蘇に比べ成績がよくない﹂といわれたので
﹁実務はいかがですか﹂とただしたところ﹁実務はよい﹂

挿入されたことで知られております︒これは宋時代の大学

といわれたので
﹁候補生は実務を練習することが主目的であると思います︒

く思いだされたと思います︒先生はこのことばの枕ことば

教育の成果は十年︑二十年たたないとわかりません︒どう

として︑﹁義命の存する所︑堪へ難きを堪へ忍び難きを忍

者張横渠の格言からとったもので︑あのどさくさの時︑よ

宗谷の青年士官︑候補生は大いに奮起し今次大戦には連

び﹂を挿入するよう強く主張されたのでありますが各閣僚

か将来をぷて下さい﹂といわれた︒

とも元帥︶井上成美大将︵日独伊三国同盟は日米戦争に連がると

︵即ち時勢の流れで︶と修文されたことを終世の恨事とされ

に〃義命〃の意味をわかるものがなく﹁時運の趨く所﹂︑

合艦隊司令長官山本五十六・古賀峯一大将︵戦死されて二人

レイテ海戦の時胆艦隊を率いハルゼー大将の大機動部隊を北方に

して徹底的に反対︶小沢治三郎中将︵日本海軍随一の戦術家︑

﹁信以て義を行い義以て命をなす﹂という春秋左氏伝にで

ていることばで︑人間はどんなにひどい目に遭ってもがま

ておりました︒︵氏は昨年十二月十三日逝去︶︒〃義命″とは︑

んせねばならないことがあり︑それが〃義命″というもの

誘致した世界的名将︑最後の連合艦隊司令長官︶草鹿任一中将

した勇将︶大川内伝七中将︵上海陸戦隊司令官で勇名を獅かし︑

︵ラバゥルを死守した名将︶鮫島具重中将︵ソロモン方面で奮戦

南西方面艦隊司令長官として最後までフィリピンで奮戦した勇将︶
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で大義名分よりも︑重い意味を持つものであるという︒先
なお

生が三十歳の時著述された﹁童心残筆﹂︵王陽明が五十歳の
時作った童心独り猶存すの詩からとる︶には既に﹁万世の為に

太平を開く﹂のことばがでており︑この本を読んで人生観
を一変した青年が沢山あります︒︵全国師友協会発行︶
○内村鑑三先生

私の郷里︵上州︶にクリスチャンで道義を高揚した内村

完成後処刑され︑人柱となった︶

三︑金や事業に縁のないものは本を書け︒病弱のジョンロック

の書いた﹁エッセイ・オン・ヒュマンアンダスタンデン
せたではないか︒

グ﹂は︑フランスの大革命をもたらし︑アメリカを独立さ

四︑金︑事業︑著述に縁のないものは︑教育者になれ︒情熱を

その教え子によって達成することができる︒

若ものの教育につぎ込めば︑十年二十年ののち自分の志を尋

五︑何もできない人は︑毎日︑毎日勇ましく︑清く正しい高尚

の大学︶で例の望月年よ大志を抱け﹂で有名なクラーク博

鑑三先生がおります︒先生は明治の初め︑札幌農学校︵今

その典型の人ではないか﹂と︒

な生涯を送りなさい︒箱根の山麓で生まれた二宮金次郎は

が全くその通りである︒

木下杢太郎先生の詩﹁むかしの仲間﹂に次の一節がある

は少なくなった︒

区を離れて暮しておる者も多いので︑今日交際している者

八十二歳にもなると学友もだん／︑死んで行くし京浜地

加藤嘉三郎

我が学友のこと蜜も

︵特別会員︑元連合艦隊参謀︶

ても読む人に非常な感銘を与えております︒

内村先生の﹁︐後世への最大遺物﹂という本は今日におい

士から植物学の教えを受け︑アメリカに留学︑明治二十七
おくｈくもの

たではないかＱ諸君も世のため人のため何かしなさいと次の五
つをあげられました︒

一︑金儲けをしなさい︒金がなければ︑何もできない︒但し金
儲けのため人を傷けたり殺したりするな︒儲けた金は世の
ため人のために活用しなさい︒

二︑金儲けのできない人は︑何か事業をしなさい︒今から二百
年前大庭源之丞は芦の湖の北口から沼津方面に水が落ちる
ようにトンネルを造り︑今日まで千町歩の水田に水を供給
し︑民生に貢献している︒︵しかも徳川幕府からトンネル
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年︑三十三歳のとぎ︑箱根で青年学徒に︑﹁後世への最大
遺物﹂という熱弁を振い︑非常な感銘を与えた方でありま
︵その要旨︶頼山陽は十三歳にして天地始終無し︑人生生死あ

○

り︑古人に倣い千歳の歴史に残るように仕事をやりたいといっ

す

また日頃顔をあわせねば

むかしの仲間も遠くなれば

の日本対ガン協会賞を受けたと顔写真入りで報道されたの

十歳をお互に越えているので絶えて尋ねる事もなかった︒

で健在な事を知った︒それで早速お祝いの手紙を出し併せ

然るに昨秋九月廿八日付朝日新聞紙上彼が昭和五十八年度

知らぬ昔と変りなき

て是非共一度会って昔話やお互いの人生行路を語り会いた

知らぬ昔と
はかなさよ

いと申送った︒彼から返事が来て十月九日の日曜日昼食時

に会いましょうとの事で彼の会長室で会った︒卒業してか

ら約七十年振りの再会である︒姉同士が仲のよい間柄であ

一︑尋常小学校の友︵大正三年卒︶

私は早生れのセツ上りで︑京都市中京区室町仏光寺の成

った︒長く別れていても顔を合せ話をしていると昔の面影

が雰議として出て来る︒杉本家は八代続く京都きっての素

り︑又︑住宅が近かったので小学校時代には度々遊びに行

会から非常に親しくしていた一人に巡り合うことが出来た︒

継いでいる︒市中の大邸宅であり︑その土蔵は京都市の有

封家であり︑御本家に跡取りがなかったので全君が本家を

し︑又何人生きているのかも知らない︒唯︑昨秋偶然な機
彼は現在千葉駅前にあるニュー・ナラャ百貸店の会長の杉

徳小学校に入った︒同級生が何人卒業したか忘れて終った

本郁太郎君である︒

ル伴奏により令息夫人がピアノ独奏をした︒杉本君︿俳句︑

百人余の来客をもてなす為大ホールで市川の交響楽団のフ

南画︑一謡曲︑ピアノ︑茶の湯と教養の高い文化人であり︑

形文化財として指定を受けている︒先年喜寿の祝いには五

して父祖の業である京呉服商を継いだが三越にいた経験を

令息は京大仏文科出身︑現在京都府立女子大教授である︒

彼は京都一中より大阪高商に進桑︑三越百貨店に勤務し

生かして奈良屋百貨店を創始し︑最近では三越と提携して

たと聞いていたが五年勤務した処で父君の死に会い︑退職

近代的な一三１・ナラャと発展せしめ千葉県流通業界の第

日清精粉ＫＫ︵美智子妃殿下の祖父の創業せられた会社︶に勤務

業界の発展のために尽している︒私は茂木氏とは商大で全

氏であり︑彼は女房役として車の両輪の如く相和し県商工

三郎相談役と仲がよい︑千葉県経営者協会のトップは茂木

然る処全君は当弘道会野田支会長・キッコウマンの茂木啓

し︑事業場を転灸とし︑漸やく六十歳の時非役となって鶴

期であるので是非両氏の力により弘道会の千葉市にも支会

私は京都一商より神戸高商ｌ東京商大と進暴︑卒業後は

一人者となっている︒

見の自宅に帰って来た︒しかし鶴見と千葉と離れて住み八
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が誕生する様願ってやまない︒
二︑商業学校の友︵三十回生大正九年卒︶

京都第一商業の全級生の生存者は今春の調査で七十二名
の卒業生中十三名︵十八％︶に過ぎない︒しかもその中で
元気な者は七︑八名であって︑その他は病気中とか歩行困
難で外出が出来ない︒

現在最も丈夫な男は私と全じく神戸高商に進み︑三井物
産に入社︑テニスのデビス・カップ選手として活躍しかの
有名なチルデンとプレーした鳥羽貞三君である︒彼は在学
中宿敵関西学院との試合に於て大将として只独り残って相

ので尋常高等卒業の時校長がその才を惜み田舎にうもれさ

波氷上郡竹田村の農家の生れである︒彼が余りよく出来た

すに堪えず︑神戸の鈴木商店に丁稚小僧として就職させた︒

れたが向学心があるため夜間商業に通って勉強した︒その

彼は昼間は茶汲み坊主や︑使い走り小僧としてこきつかわ

生として全家に引取られ︑神港商業に入学することを得た︒

勉強振りを一橋出身の支配人西川文蔵氏に認められて︑書

一番で卒業し何なく神戸高商に入学し︑卒業後鈴木商店に

復職した︒然るに鈴木商店は昭和二年四月の恐慌で破綻し

九名と後継会社日商株式会社を造って社運を挽回した︒西

るＨであったがｌ鋤鈴木商店の瓦解後ばえ抜きの社員州

たｏくしくもこの日が彼の結婚式の当日で西川家に入婿す

させた︒学業も優秀でもあり三番の成績で卒業し︑高商入

た︒全業の貿易商社岩井商店との合併にも成功し︑今日は

川君は長らく紐育に駐在して業績をあげ遂に社長に栄進し

手方の五人を全部なぎ倒し︑全校学生及び先生方を大感激
試の難関もテニスのスカウトに頼らずパスした︒満州で終

ール協会長を長く勤めたことである︒先年メキシコオリン

しかし乍ら彼が世界的に知られているのは日本零ハレーポ

の商業活動によってその名声を高く評価されている︒

日商岩井として︑十大商社の一員として上位を占め︑内外

戦に会い帰国したが財閥商社解体のとき︑満州時代の経験
を生かし先輩︑同僚︑友人の応援を得てソ聯材の輸入を主
な住友商事の役員から事業の譲渡を懇請されたので住商と

ピックには女子尋ハレーポール団をひきいて遠征し︑優勝せ

とする相互貿易ＫＫを創立して社長となった︒その後懇意
合併すること坐なり︑相談役︵シ牙常員○国①的この貝︶とし

一ノド卓ハイザツウプレシデソテ

て社長に直属する重要な地位についた︒即ち五十余年商社

しめ︑金メダルを日本に持ち帰ったことで︑本夏の羅府オ

存率型％である︒︵消息不明者は除く︶本年五月には卒業六

神戸高商では卒業生二六五名中生存者は六十四名で︑生

リンピックを省りみて感慨に堪えない︒

の仕事に専念した経験を買われたのである︒
三︑高校の友︵十八回生︑大正十三年卒︶

神戸高商の卒業生中現在八十四歳の高齢乍ら実力相談役
として常勤しておるのは日商岩井の西川政一君である︒丹
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十周年記念大会を白浜温泉で開催することになっているが︑

った︒しかしながら白浜の旅館は両陛下がお泊りになって

夫人全伴組を入れても廿五︑六名の出席にしか過ぎなくな
かわきゅう

有名な川久であり︑若しこの部屋に分宿出来るならば一生
の喜びであろう︒

東京では十八回生の昼食会を毎月十八日に帝劇地下の陵
霜クラブで開催し︑十二︑三名が集る︒こ上での話の主力
は健康談義であり︑その有力な語り手は前一記の烏羽君であ

る︒全君は何回か手術したが︑その病院は築地の聖ロカで
これはゴルフ友達として先生方と大変懇意なためである︒

特に興味のあった話は老人の前立線肥大手術である︒従来
は腹を切ったが︑最新の手術方法はポールの先から尿道に
電気メスを入れて肥大部分をけづり取る方法であり︑時間
もか上らない︑入院せずともすぐ帰宅出来ると云ふ話であ

は二九％で一番良い︒商業教育としては最も歴史の古い名

門であり︑東京に所在するだけ旧財閥系の銀行︑商社︑製

て第二次大戦後も職業の安定した者が多く︑また借金に追

造会社︑損保︑海運等の大会社に就職した者が多く︑従っ

いまくられる様な会社にいないだけに皆長生きしている︒

中小企業の様なきびしい実業界に入らなかった結果であろ

︵大正九年︶だけに入試の競争率は一高よりも高かったか

う︒しかし︑商大への入学試験は︑昇格第一年目であった

ら︑秀才ぞろいであった︒従って外交官試験に︒︿スした者

の者もいる︒大企業の社長から︑会長︑相談役として功な

や大学教授になった者︑弁護士︑公認会計士になって盛業

り名とげた者もおるし︑勲一等受章者も何名かおるが︑今

日では八十歳以上の老人であり︑会へば君︑僕と学生時代

に返って上下のへだたりはない︒しかも母校を思ふ心は深

年一記念募金に於いても壱千万円以上を集めて如水会︵一シ

く︑同窓会の如水会館建設募金に於いても︑一シ橋大学百

西川君と云へば糖尿病の持病があるが︑奥様の強制的命

金を募集したが立ちどころに三百余万円集った︒

橋大同窓会︶中最高額を記録している︒昨年クラス会の基

ｚ︾Ｏ

での食事療法で一時治るが退院すればすぐ宴会やパーティ

とは勿論であるが︑人柄の良さ即ち人徳の致す処で全君に

遥かに突破する好成績をあげた︒之は全君の熱意によるこ

隠退後も相談役として尽力した結果募金は予定額の十億を

コゥマンの茂木君である︒全君は如水会の理事長を勤め︑

現役の相談役として活躍している第一人者は前掲のキッ

令で三月に一度は一ヶ月位新宿の病院に入れられる︒病院
ーにひっぱり出されて︑御馳走を食ふから︑又悪くなって
終ふ︒交際の広い実力相談役の泣き処であろう︒
四︑東京商大の友︵大正十五年卒︶
︾﹂

大正十五年卒であるので一期会と称している︒卒業生二
百九十三名中生存者で音信のあるものは八十六名︑生存率
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頼まれれば﹁無理な金額であっても︑出さねばなるまいと
茂木君︿昨春米国にキッコウマンの第二工場をつくるべ

云ふ﹂ことであろう︒

く渡米して︑自ら交渉に当った︒重要なネゴシエーション
︵商談︶であるので間達があってはいけないと専門の通訳

をつけた︒しかし英語が解るだけに却って神経を悩まし帰
国後約一ヶ月の静養をした程疲れた由︑八十四歳の高齢と
もなれば当然である︒何卒呉々も健康に御留意して頂きた
い︒

次に異色ある人物としてあげられるのは︑勲一等受章の
弁護士松本正雄君である︒全君は東京第二弁護士会長とし

一期会では毎月十五日午餐会を開き二十余名が出席して

いる︒また毎秋一泊の家旅全伴旅行をする︒これによって

奥様方の交遊も深まっておるので未亡人になっても参加す
る方も多い︒

結びとして一言すれば〃よき学友に恵まれた方は一生の

幸福である″と深く感謝している︒

︵特別会員・元日清飼料常務︶

畏友阪本博士を語る

岩崎晶

﹁弘道会誌﹂第九一○号誌上に私の長年の畏友︑阪本捷

て最高裁判事に推薦され︑七十歳の停年迄勤めた︒その後
国家公安委員として八十歳迄勤務した︒爾後は弁護士の本

先づ︑博士の﹁略歴﹂についてご紹介申しますと︑大正

栄とするものであります︒

八年東京市立富士前小学校卒︑大正一二年東京府立第五中

房工学博士について語るチャンスを与えられた事を狗に光

和解にこぎつけて十年振りにホットしたと云っていた︒仏

学校第四学年修了︑大正一五年第一高等学校理科甲類卒業︑

いに輪王寺方弁護士として最高裁で活躍したが︑昨春漸く
教に対する造詣深く昨夏は比叡山延暦寺の夏期講習会に出

昭和四年東京帝国大学電気工学部工学科卒業後︑東大工学

職に専念している︒全君は日光東照宮と輪王寺の細張り争

同級生に配布した︒それによれば強盗等の犯罪件数は紐育

られたのであります︒

部講師︑昭和七年東大工学部助教授︑昭和一七年教授とな

講したがその要旨を﹁犯罪と仏教﹂なる小冊子にまとめて

一人種である事︑ロ仏教徒である事︑白警察機構が整備さ

は全年の横浜生れで共に丙午であり︑奇しくも府立五中で

博士は明治三九年奈良県生駒郡郡山町に出生され︑小生

は東京の百倍も多い︒日本の犯罪数が少ない原因は︑㈲同

れていること︑特に二○番による早期検挙逮捕が頗る多
く︑その効果は世界に冠たるものと云っていた︒
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同級生となったのであります︒阪本氏は中学校時代特に代

実に人生訓として至言でございます︒
○受け身で立つ

︑︑

数と幾何では抜群の成績でありました︒当時の五中の漢文

双葉山という名横綱がいたことがある︒その力士のとり
︑

れに応ずるような手段を講ずるというのである︒これが大

方は常に自ら仕掛けるのではなくて相手の仕掛を待ってそ

︑︑︑︑

の先生は﹁弘道会﹂の故大杉謹一理事が担当でありました︒

博士は旧制一高理科より東大工学部へと︑私は旧制浦高

︵お名前捷一房はとしふさと訓じます︶

にはそれだけの実力と心の構えとがあったからに違いない︒

横綱たる貫録を示して大いに賞讃されたのであるが︑それ

を基として自分から行動をしかけて行くものではなくて相

大人物であるとか指導者であるとか云う人は︑自分の意志

○○○○○Ｏ

は中学のクラス会にて顔をあわせては︑お互の健勝を祝し

経由東大法学部へと別々の途を歩糸ましたが︑大学卒業後
あっているのであります︒

じっくりと﹁指導力﹂を発揮すべきものである︒

手の出方とか気持とかを充分に汲んでそれを理解した後︑

扱︑東大工学部教授を昭和四二年定年退官される迄︑そ
の間に日本電波協会会長︑電気通信学会電気通信技術委員

学術会議会員︑東京電機大学教授︑全理事︑全学長︑ＴＶ

学部長︑東京大学大学院工学系研究科委員会委員長︑日本

学会会長︑ＩＦＭＢＥ会長︑東京大学評議員︑東京大学工

ものの若い頃の﹁修業﹂は幅広く且精力的である事が望ま

出来るようでないといけない︒その意味に於て指導者たる

々の突進を受けとめるだけの力を備えており︑それを批判

指導者は総ての方面に出来るだけの能力を持って若い人

︑︑︑︑︑○Ｏ○

会会長︑電気学会会長︑テレビジョン学会会長︑日本ＭＥ

学会委員会委員長︑エレクトロニクス協議会医用電子技術

れる︒

のである︒このことは教育とは限らず総ての面について云

であり︑真に重要なところを第三者に伝えることが出来る

らの﹁体験﹂によって初めてその奥底が充分に掴めるもの

お．くそこ

教育というのはその事を自ら経験しないと無理である︒自

○○

これを用いれば出来ないことはないＯ併し真に身の入った

︑︑︑︑︑︑︑

教育を行うには一通りの理屈は教科書に書いてあるので

○体験は必要

○○○○○○

部会長︑ＪＥＥＥ東京︑の昌○目理事︑鉄道通信協会会長︑

等その他十指に余る各電気関係委員会の委員として参画・
活躍され︑現在は東京大学名誉教授・東京電機大学名誉教
授として豊錬たるものがあるのであります︒

因に︑昭和五二年春には勲二等旭日重光章を多年に亘る
功績の為に授与されておられるのであります︒

次に阪本工博の人格識見万人に卓越せる人柄を如実に表
現する処の﹁珠玉の言葉﹂の二・三をご披露いたします︒
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えることである︒

戦後︑米国から来た通信方面の指導者たる○○の︵Ｑ三

座が保てる様にはなりたいもの︑そのような人は飲む量は
○○○

少ないのであるから︑それ以上に強制するのはよくないの
○自尊心

で程為にすべきである︒

何事によらず物事を遂行するのに最も重要なことは自信

○○

の設立に努力されたが︑﹁子供を持ったことのない女性は

○○日日匡己ｏ昌○旨静昌○旨︶の巨樹．ぐ 且目爵は鈴鹿学園
︑︑︑︑︑︑︑︑

育児法の講議は出来ない﹂と云っておられたのは一理ある

ことを達成させるのも困難ではない︒従って先づ実力を貯

︑︑

である︒充分の能力を持っていれば自信も出来るし︑その

ゴルフをしたことのない人がその批判をしたり︑酒を飲

えて︑そのことに対して充分な﹁自信﹂を持つことが必要

次第である︒

まない人がその害悪を論じたりすることはうわくの事であ

である︒自信は何でもなく得られるものではなく︑それに

︑︲︑︑

って余り意味がない︒批判をするからには︑自らがその

先立つものは実力である︒実力を得るにはその勉強を予め

○○

﹁体験﹂を持ち如何なるものであるかを充分熟知した後に

しなければならない︒人間誰でも初から何でも知っている

ある︒
︑︑︑

類し︑知っている事を出来るだけ増加させることが必要で

訳ではないから︑先づ知っていることと知らないことを分

○○

なすべきである︒

指導者は多くの﹁経験﹂を積んで広い範囲の能力を持つ
ことが必要である︒
○強制

この場合に自尊心が邪魔になって知っていないことの勉
︑︑

学を妨げること程不幸なことはない︒自尊心だけが先に成

○○○

宴会の席では﹁酒﹂を大いに飲ませる習慣があるがこれ

長すると︑将来への発展を阻害することになるので充分に

︑︑

○

は座をもつ方法として又雰囲気を作り出す手段としてなか

注意する必要がある︒

︑︑

を好まないという考えからこれを排除しようという考えの

なか有効なことである︒ところがこのような席で自分は酒

らであるが︑見方によっては演奏される音に合せて棒を振

︑︑︑︑︑

云う迄もなく指揮者のリードにより各人が演奏しているか

器の演奏とがよく調和のとれているのが眼につく︒これは

︑︑︑

オーケストラを見ていると﹁指揮者﹂の棒のふり方と楽

○表面と中味との違い
︑︑︑

︑︑︑︑︑

人がいる︒その場合に一方では面白がってそのような人に
○Ｏ

せようとして強制するのは問題であると思う反面︑無理に

︑︑︑

無理にでも飲ませようとする面々が出てくる︒無理に飲ま
︑︑︑︑

酒を飲むのも一つの修業であるから他から強制する前に

飲むまいとするのも亦問題である︒
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又︑博士は﹁自琢﹂なる言葉をこよなく愛されて︑数多

︒◎１斗斗乎

っているように見えなくもない︒であるからよく訓練され

くの後輩達に与えられているのであり︑英語の所謂ａ農

︹特別会員︺

○○○○○

たオーケストラなら指揮者は何も知らなくても棒だけ振っ

ことに︑あると主張されております︒

両目ｇａＯｐ︶のことで︑学問とは教わるよりも自ら修める

○○

ていればよいのであると思う人は滅多になかろうが︑指揮

であるが︑将来このような仕事をする現場員が実習に行くのではなくて現場

︵註１︶鈴鹿学園とは電柱工事からケーブル敷設までその実際を体験させるところ

××

者の頭の中には各種の楽器が充満していることを忘れては
ならない︒即ち指揮者は表面的に見えること以外にその内
容は実に豊富である筈である︒

員を使う管理者が行くのである︒現場の体験をしないとそれらの人を充分に

使うことが出来ないという主旨から設けられたものである︒戦後︑米国から

このことは全くオーケストラの指揮者全様野球やフット
ボール其他多くの監督はかつてその経験者であり︑且一流

来た通信方面の指導者によりこの学園が設立せられたので︑正にこのやり方

︑︑︑︑︑︑▽℃︑

来ておられる︒

十代の設計図

木幡村立外木幡尋常高等小学校である︒︵現在は東和町立第

わたくしの卒業した小学校は東北の寒村︑福島県安達郡

丹治思郷

らで︑日本棋院より三段を贈呈され︑趣味の人としても幅広い活躍をされて

連盟より五段の免状を授けられております︒﹁囲碁﹂の方も︑小学生の頃か

︵後の第一四世名人︶に教えを受けられたりした︒昭和四九年には日本将換

︵註３︶阪本工博は︑第一高等学校時代より﹁将棋﹂を始められて︑木村義雄六段

とが多くなるのである︒大学卒業生にはこの事が最も必要なことである︒

いられる︒大学から社会に進むに従って︑学問は教わるよりも自ら修めるこ

︒︒︒︒◎

ことであり︑象がくことである︒これが転じて学徳を承がき修めることに用

○○◎

﹁切瑳琢磨﹂として使われる字であるが︑語源は椎や盤で打って玉を治める

つちの魂

︵註２︶﹁自琢﹂の﹁自﹂は言う迄もなく﹁自ら﹂のことである︒﹁琢﹂というのは

は米国式の実習に徹した方法であると云えよう︒

︑︑︑

のプレーヤーであった人でないと出来ない︒自分の身体に
︑︑︑︑︑Ｏ○

し承ついた体験から若い選手を指揮し︑初めて良い成績を
納めさせるように出来るのである︒

オーケストラの指揮者や運動の監督等は例として挙げた
に過ぎないが︑その表面に現れた行動だけをとってその仕
事の難易を論じたり︑それに批判を加えるのは慎まなけれ
ばならない︒それらに奥深く貯えられた中味までを充分納
ある︒

得してこそ初めてその批判も出来︑価値判断も出来るので
以上は阪本工博著﹁厚承と含桑﹂︵喜寿によせて︶より借

越乍ら私が抜粋したものでありますが︑指導者としての心
︑︑︑︑

構え︑うぬぼれの危険性︑社交上の戒告︑若き時の修業の
であり︑言を句食狗に的を射たものとして敬服いたす処で

と手と

大切さ︑何事も体験より出た指導の重要性を説かれたもの
あります︒
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当時の中学校は︑私共の小学校からは三年に一人か五年

ようようになった︒

に一人︑場合によっては十年間に一人も入学しなかった年

一年の時は海軍機関兵あがりの斎藤庄次郎先生︑二年は

二小学校︶

阿部マッエ先生︑三・四年と複式で一級下のクラスと一緒

もあった程である︒

この中学校受験は︑この村から脱出するためにも︑自分

に福地コウ先生︑五年は師範新卒の清野康夫先生︑六年卒
業時には地元出身の高橋貞蔵先生に担任していただいた︒

夜学で学ぶ彼は︑将来警察官を目指す目的の為か︑実に

の運命をきり拓くためにも︑はたまた貧乏から解放される

すさまじい勉学ぶりであった︒きめられた時間より一時間

ためにも私共にとってさけては通れない関門であった︒

同級に村松貢君といって浅黒い顔色︑おも長な顔形︑い

も早くおしかけ︑ところかまわず大きな声で国語や理科の

この六年間の学校生活で級友を友人と意識し始めたのは四

かにも精惇な体つきの人がいた︒彼は学校の帰りいつもき

本を読拳あげる彼には︑先生の下宿しておられた宿のおば

年生の頃であったように思う︒

慢した︒

さんも相当迷惑を蒙ったほどである︒

まって誇らしげに叔父が三春署の巡査部長であることを自
山の中の村で目につく職業といえば駐在所の巡査さん︑

いわ﹂と言った︒その時の彼の青白い顔と︑言葉︒そんな

﹁水のみ百姓の件の生きる道は︑警察官か鉄道員位きりな

この彼が︑夜学の帰り道︑十五夜の美しい月を見上げ︑

学校の帰り道彼と同行するものは︑いつも大きな木を切

ところのある彼が好きで今にして忘れられずに居る︒彼は︑

学校の先生︑それにお医者さん位のものである︒

目をかがやかせて聞き入ったものである︒

この彼と再び出会ったのは︑七︑八年の空白の歳月をへ

進出の夢にうかされて︑満洲に渡り鉄道員となった︒

二本松の安達中学校を卒業して︑警察官となり︑僕は大陸

り倒して出来た︑切り株に腰をおろして彼の警察官談義を
このように︑友人の前で叔父の人となりを自慢し乍ら︑

人をほんとうに慕い︑職業にあこがれるということはこ

いつしか警察官の世界に彼は踏み入っていったようである︒

のような事実のあることを指すのだということを最近よう

異国の地︑零下四十度の極寒の修業道場︑この時交った

さめの席であった︒

彼の目と僕の目︑お互に握りあった手と手の暖かいぬくも

て︑大陸の北端の街︑チチハルの武徳殿︑柔道の寒稽古お

この彼と︑小学校五年の四月から中学の受験勉強のため

やく知るようになった︒

学校前のお菓子屋に下宿していた先生のところに夜学にか
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忘れることが出来ない︒

り︑道場の板の間に流した感激の涙︑この時のことを私は

ともない︒このような矛盾や︑自己の我侭とから︑精神の

当時︑彼は神奈川県の平塚に一家を構え︑横浜の警察署

け︑助言を得ようとした︒

安定感を失ったある時期に︑私は彼に苦痛の境涯を打ちあ

時に彼は︑柔道三段の黒帯︑中国語の検定一等の取得者
であった︒

あるが︑彼は幼少に抱いた理想の警察官の実現を目指し︑

ることを私は耳にしていた︒彼との再会はチチハル以来︑

係にある親せきの人が︑南米のブラジルに渡り成功してい

に中国担当の刑事として活躍していた︒また︑彼と近い関

満洲にまで渡って修業したとのこと︑一度目指した理想を︑

実に三十年ぶりにあたる︒お互い︑終戦を境として︑他で

終戦後︑郷里に帰り︑彼の実兄から聞いて知ったことで

一貫して変ることなく︑一筋の道に全力投球で進んだ彼の

は経験できない体験をしたことであろうという予想もあり︑

ただ相談ごとに止らず懐しさも伴って︑心せく思いで彼に

姿に全く敬服の念を深めた次第である︒

彼とチチハルの修業道場で再会するまでは将来の方向ど
ころか︑何の目的も目標もないただその日暮らしの私であ

﹁御用は何かね﹂と言う︒

電話をした︒

彼の生きざまに刺戟を受けて︑﹁受験と文験﹂という雑

った︒

いないように受け取れた︒早速︑一︲南米ブラジルに渡って

職業柄ドスのきいた彼の一声は︑寸分も私情がはさまれて

うに記憶する︒

誌に競書を投稿したのはそれから三ケ月もたたなかったよ

と単刀直入︑結論をもち出し︑﹁出来ればこのことについ

書の勉強をしたいので親せきの人を紹介してくれまいか﹂

﹁今さら満洲で夢みたような甘い夢は通用しないよ︒その

て相談に乗ってほしいのだが﹂とつけ足した︒彼は︑

あの時のあの再会がとりもつ縁となり︑この時のこの投
の中に﹁書﹂と共に生きている私である︒偶然と言えば偶

稿が動機となって﹁書﹂に志すようになり︑今日も﹁書﹂

い﹂と言って︑一方的に電話を切った︒

再会を楽しく描いた思い︑何日も何日も考え思案にくれ

ようなことで君に逢う必要も感じないし︑逢いたくもな

然しながら︑この〃害の道〃は誰にでも容易にとりつく

となって作られた人生図でもある︒

ことが出来て︑誰にも容易に窮めつくし難く︑際限のない

となった︒

た心情︒それがただ一回の電話による会話によって幕切れ

然︑必然と言えば必然︑思いがけない一つの出来事が転機

道であり︑角度を変えて象れば︑甚だ未開道と言えないこ

（30）

まさに冷たい雪に顔をとじふせられた思いがした︒⁝⁝
まこと︑当時は理解出来なかった私共の関係も︑年がた
ち︑日が移る中で︑いるノ＼な人生経験をふむことによっ
には烈しささえ加わるものであることを知った今︑むしろ︑

て︑真の友情︑それは厳しくもあり︑冷たさをも含承︑時

とのはたもと

殿と旗本

青柳嘉忠

先ず登場人物を紹介しておきましょう︒

殿とは︑佐倉藩十一万石の領主堀田氏の後喬第十二代正

彼に感謝の気持で一杯で居る︒

今静かに彼との長い交友を顧みる時︑彼は十代に描いた

二︶に神君家康公に召抱えられ︑大番四百七十石直参の後

久さん︒旗本とは︑甲州武田氏の旧臣で天正十年︵一五八

にはじまる︒その当時の模様を﹁殿﹂の筆をお借りすると︑

そもそも︑﹁殿﹂と私の出会いは昭和三十四年十月某日

田さんを﹁殿﹂と呼ばせて頂く︒

喬第十四代︑かくいう筆者である︒以下お許しを願って堀

自分の道をひたすら走り続け︑僕は十代に描けなかったま
十代︑それは恐ろしい程の危険をはらんだ時代であると

ばらの道を︑人の後を追い乍ら歩んでいる︒

それは︑多くの人間が十代に描いた設計図を背負い︑そ

同時に︑かけがえのない貴重な時代でもある︒

れを描き替え︑それを実現する為に精進を重ね努力してい

した︑その頃の事である︒当時︑氏︵筆者︶は私の反対派

⁝．：私が佐倉市長に危くも︑百二十票ぐらいの差で当選

その設計図は自分にも抹消することが出来ないばかりか︑

であって︑選挙においても持ち前の反骨から私に対抗した

る︒︑

其処を根拠にして出入りし︑其処に居城をおいて出したり

闘将であったし︑その後の市議会の質問でも手強い論客で

おんてきすいさん

とったりしている︒それが我有の人生のように思えてなら

ないからである︒︵兵庫教育大学助教授︶

そうです︑﹁殿﹂と私の出会いは正にｌ怨敵推参ｌの関

あった．⁝：︵筆者著﹃研究史佐倉惣五郎﹄序文︶

係であった︒それがどうした風の吹き回しか︑いつの間に

やら市役所の帰りに裏新町の小さな店で升酒をくみかわす

仲になっていた︒そんなある時の出張先きの出来ごとであ

る︒以下拙著﹃いのち再び﹄の記事を紹介しましょう︒
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にとっては︑神ならぬ身のなんとやら！

︿これでも﹁殿﹂はいびきをかきませんか﹀と︑冷やか

さて︑その翌朝私はその録音のいびきを﹁殿﹂に聞かせ︑

⁝⁝さて︑﹁殿﹂のいびきである︒たしか和歌山市で行
われた史跡整備全国大会の時だったと思う︒宿泊は︿新和

報に﹃堀田三代記﹄を連載したほどである︒私も市の嘱託

最近の﹁殿﹂は︑歴史に興味をもちはじめ昨年は千葉日

﹁殿﹂も私も五十代前半の働き盛りのころだった︒

あれから︑かれこれ二十数年︒

健か夢とを脱いだのだったｌ

ところがです︑ムニャムニャが決め手となって遂に﹁殿﹂

なかった︒

︿それは貴殿のいびきではないか﹀と︑象とめようとし

したところ︑

歌浦観光ホテル﹀と云う立派なホテルで︑二人だけの静か
なので︑その晩はアル﹁−−ルが過ぎたと見えて言ヘットに就

な室だった︒ところが︑﹁殿﹂は和歌山市長と懇意な間柄
おんぞうし

くが早いか︑元伯爵の御曹子とは思えぬ大いびき︒それも
○○○○

時には単発︑時には往復と実に変化自在の見事なかきわけ
である︒私は機関車乗務員であるからちょっとやそっとの
雑音で︑寝れぬなんてことはないのだが︑この時ばかりは
閉口してしまった︒翌朝︑私がそのことを話したが︑﹁殿﹂
は涼しい顔で︑

︿僕はいびきなんてかかないよ﹀と︑てんで相手にしな

に御目見えしている︒

このあいだ︑と云っても本年二月頃の話である︒たまた

で郷土史関係の仕事をしているので︑月に何回かは﹁殿﹂

ま奥方が留守だったので﹁殿﹂のお相手に一ぱいご馳走に

かった︒おさまらないのは私の気持である︒よしそれなら

た︒私は心に期するところがあり︑テープレコーダを持っ

市に堀田上野介正信に関することで︑出張することになっ

の焼酎であった︒口あたりが良くて焼酎のほうが喉に入っ

なった︒それが︑百何歳かの長寿な方が愛飲している沖細

ばと︑機会を待つこと数ヶ月︒また︑﹁殿﹂と四国の徳山

てでかけたのである︒そしてその晩︑私は﹁殿﹂のいびき
いよいよ始った︒それつとばかりに私はテープに﹁殿﹂

でおつもりにすれば良かったのだが︑それがそれ旗本の根

てゆくような感じがしたほどである︒で︑ほど良いところ

のど

がはじまるのを︑眠いのをがまんして待った︒

のいびきを録音した︒幸か不幸かその晩も実に見事ないび

家内の話によると︑酔った私は﹁殿﹂の二階からおりら

畳間の我があばら家だった︒

性まる出し︒一ぱいが腹一ぱいとなり︑目覚めて見れば六

た︒

きで︑それにムニャムニャ寝言のおまけまでついたのだっ
してやったりと︑ばかりに私は得意のほくそえぷ︒﹁殿﹂
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れず︑階段の中頃で座ったまま寝入ってしまった︒そこえ

ての思い出に止めることにする︒

々の人々について語るのを避けて︑一般的なジャン友とし

酒と︑ジュースがある場合に︑つい先に︑ジュースの方へ

上達しない︒ゴルフの後とか︑︒︿１ティーなどで︑ビール︑

とに努力をしているつもりであるが︑一向にアルコールが

アルコール類を塔み得ないので︑自分なりに機会があるご

私は︑学生時代は勿論︑実社会に入ってからも︑体質上︑

奥方と若殿がお帰りになり︑私を二人で抱きかかえるよう
に車に乗せ︑送ってこられたとのことであった︒
︿私がいれば⁝⁝﹀と︑奥方が恐縮してもどられたとあ
っては︑身の細る思いがする私であった︒

その翌日︑私は市役所でそのてんまつを室の職員に話を

いのかも知れない︒度々︑海外旅行をしても︑他の方々よ

手が出てしまう︒或は︑アルコールに親しむ努力が足りな

したところ︑

︿先生︑良いご時世になりましたね︑世が世であればお

りも﹁美酒に酔う﹂という楽しみが︑一シ少いことになり︑

手打ちか切腹︑軽くとも閉門はまぬかれないところでした

私の人生に於て︑それだけマイナスになっているかも知れ

ね−﹀と︑来た︒

ない︒然し︑其の雰囲気はすきで︑決してきらいではない︒

等ハーを揃えてくれないか？﹂と電話が︑かかって来ること

﹁マージャンをやりたいんだが︑三人足りないので︑メン

○○

ら︑こちらからお座敷がかかって来る︒時には先輩から︑

夕方︑仕事が終る頃︵土曜半どんの時は十二時前後に︶にあち

たものである︒当時︑社内でのマージャンが盛んな時代で︑

う︒私はマージャンを覚えたのは終戦後で︑一時期熱中し

さて︑堅い話はこれ位にして早速︑マージャンの話に移ろ

親子は一世︑夫婦は二世︑主従は三世とあるが︑﹁殿﹂
︵佐倉支会事務局長︶

と私は四世の中でありたいと願わずにはいられないこの頃
である︒

ジャン友を語る

伊達文蔵

いつもの同好メン・ハーで︑ジャン卓を囲んだことがある︒

今から十六年前の昭和四十三年の︑さる夏の暑い晩に︑

もあったＯ

肩のこらない思い出を書くようにとのご依頼があったので︑

其の日は八月三十一日の土曜日で︑明日は九月一日の関東

今回︑弘道編集部より︑﹁わが友を語る︒︲﹂という題で︑

ャン友を語る﹂という見出しで書くことにする︒但し︑個

どちらかというと悪友に近い方々との交遊について︑﹁ジ

（33）

ということになった︒朝の四時頃︑東の空が明るくなりか

うとなく︑﹁あすは日曜日だから︑このまま続けようや﹂

大震災の記念日である︒三回︑四回と進むうちに︑誰︑言

お足を出して一筆借用というケースもある︒負け越しが大

りに大阪︑名古屋でカモにされて︑はき出すどころか︑な

はき出して来る者もあり︑或は福岡で稼いで来たものを帰

友の①︑ｅを精算することになっている︶ｅが大きくなって︑

けた頃かと記憶しているが︑私はマージャンを始めて二十
﹁九・八・七・⁝八・七・六・ピンズ︑・・・七・六・五一︑ン

体裁が悪いと思う者は期末決済前に︑＄の大きい者と話合

かえが来ることにしてある︵盆︑幕︑年二回︑勧進元でジャン

ズ︑⁝三・二・一・ソウズ﹂⁝⁝である︒マージャンの天

いの上︑＄の一部を譲ってもらう場合もある︒此の場合は

きくなって︑後日︑精算ということで︑勧進元へ精算付け

和は︑ゴルフの﹁ホール・イン・ワン﹂よりも稀であると

期日前決済で幾分の割引︵手形割引のように︶してもらうの

年位になるが︑初めて﹃天和﹄をつもった︒胆を頭に⁝⁝

言われている︒後日︑三人のメン︑ハーに記念品を贈り︑天

が常である︒

ざこ寝をして︑大きな〃いびき″で︑眠れないとぼやく

ジャン卓を囲むのも楽しゑである︒

社内のゴルフコン・への時に︑︵遠出︶前夜祭として︑マー

○○○○

和の記念カップを作って写真に収めてある︒

また時冬土曜半どんの日は︑中食もそこそこにして︑
午後一時頃から︑ジャン卓を囲んで︑時には十一時過ぎま
で︑パイを握り︑新橋駅から終電車近くに乗って帰ること
そんな時には頭の中には︑マージャン．︒︿イの配パイの

あがる者もある︒前夜祭のマージャンで稼いだものを︑ゴ

やハーで︑かっとばした！﹂夢を見て︑大声をあげて︑立ち

ものもあり︑或は寝静まった夜中に︑﹁大三元を︑ドライ

ことで一ぱいで︑各駅毎に降りる人︑乗り込んで来る人︑そ

ルフで負けてはぎ出し︑ゴルフの帰りに︑再度パイをつま

もあった︒

れぞれ男︑女︑三々五々で︑向ひ側の座席を眺めて︑．⁝：

んで﹁かえりうち﹂に会うものもある︒

ハクサイ″にたけた者もあり︑冷静で用心

の動作の早い者もあり︑遅いものもある︒凡そ︑この種の

深く︑且︑慎重過ぎる者もいる︒読象の早い︑パイさばき

ば︑大胆で︑

わかる様な気がする︒熱し易く︑〃せっかち″な人もあれ

マージャンをやっていると︑其の人の癖や性格が或程度

﹁さて︑これでテン・ハイかな？﹂などと考へていて︑下車

するのを忘れて乗越すこともあった︒

社内で名古屋︑大阪︑福岡等の支店へ出張の時に︑社内
各支店でも︑夫々ジャン友がカモの来るのを待ちかまえ

マージャンを楽しむことが多い︒

ている︒往きに大阪で稼いで来て︑福岡でカモになって︑
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ゲームは相手の手の内を早く読み取り︑互に心理作戦を活

いくための努力を重ねるだけで︑多分に利己的である︒つ

︲で塗ったと思う．ｌ人間賦初塗肉体的に誕生する︒こ

いで︑人間は教養を身につけ︑社会に生きるには︑是非と

れは︑自分の意志も何もなく︑あくまで自分一人で生きて

も必要なものは﹁道徳﹂であると気がついた時に︑いわば

用することが大切で︑従って︑互に所謂︑シャミセンで︑

ーフェスを保つことが必要であるが︑時には相手を︑いら

精神的にもう一度生まれるｌというものであ為︒この精

相手の心理を惑わすと同時に︑自分は出来る限り︑ポーヵ

に出ることもある︒

メル者もいる︒何れにしても︑ゲームである以上︑勝ち負

出会い〃社会人として成長していくことになるのであろう︒

人間は︑〃自然を愛し〃︑〃書物に親しみ〃︑〃よき友︵人︶に

間らしく︑又人間たりうるものであり︑この誕生により︑

神的な誕生こそが︑人間が動物と基本的に違う︑人間が人

いらさせる為めに︑態と動作をゆっくりして︑じらし戦法
早くテンパイに持って行って︑リーチをかけ︑テンパイ

けは致し方ないが︑余り勝負にこだわるのは好ましくない︒

い出すものであり︑名著に出会った時の感動は︑色あせる

自然の美しさに感激した時のことは︑歳月が経過しても思

煙草をつけて︑ツモを楽しむ者もあれば︑役満を狙ってガ

ここ五︑六年の間に親しいジャン友︵先輩同僚︶が次から

のである︒人は︑精神的に誕生し︑生命を全うして死する

︵人︶に出会うことは︑人生の貴重な財産となっていくも

ことなく︑自分に語りかけてくるものであり︑又︑よき友

次へと黄泉の客となって行くが︑夫々︑あの世で仲よく卓
を囲んで楽んでいることと思っているが︑こちらでは次第
に相手が少くなって来て淋しい︒月に一 二回位は卓を囲
んで楽しみたいと願っている︒︵元・三機工業役員︶

までの間︑何人の人と接し︑互の人生に影響し合うもので

あろうか︒何万人︑いや何千人︑いやいや何百人足らずか

の他の様狗な機会を通じ︑様々な人達と出会うが︑全世界

もわからない︒血縁を通じ︑学問を通じ︑仕事を通じへそ

いて︑相手がだれであれ︑如何なる職業の人であれ︑老若

人との出会い

四十数億人という数に比べたら︑ほんの数えるに足らない

男女を問わず︑〃出会い〃を貴重なものとして︑大切にし

量であろう︒だからこそ︑かけがえのない自分の人生にお
〃人間は二度生まれる″と言ったのは︑近代的自由教育

山崎隆司
のなんたるかを説いたフランスのジャン・ジャック・ルソ
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あり︑各団体単位での千五百メートル競争が行なわれた︒

私が中学時代︑生徒会の役員をやっている頃︑運動会が

私は︑今でもある体験を鮮明に思いだすことがある︒

れしく思うのである︒私は︑この中学時代の第三者が聞い

手を送る人間のやさしさ︑あたたかさを︑たまらなく︑う

もわず手をたたいてしまう︒精一杯やって敗れた者に︑拍

者に対して︑盛大な拍手を送る情景に出会うと︑私も︑お

当日になって︑生徒会代表の選手が体調をくずし︑休んで

して︑自分の中にしゑ込んでいるのを︑半ば︑自分自身で

たら︑たわいもない体験が〃人のやさしさとの出会い〃と

ていきたいと思うのである︒

しまった︒生徒会が棄権するのはまずいということになり︑

学問を通じて出会ったせいか︑利害のない関係からか︑

急拠︑私が出場することになった︒〃参加することに意義が

離は大のにが手で︑何はともかく完走することだけを心掛

今でも︑久し振りに会えば︑学生時代のお互の〃ふるきず〃

生時代の悪友との出会いも︑大切にしたいものである︒

けたが︑案の定︑後半に人って︑トップランナーに一周抜

をからかったり︑又︑時には真剣に世の中の動向を議論し

も︑驚いているのである︒〃人との出会い〃と言えば︑学

かされる破目になった︒この時のトップランナーは︑同じ

財産である︒

たりで︑朝まで付き合うこともある︒まさに︑私の貴重な

ある〃の精神で出場することにはなったものの︑私は長距

い︑山崎︑頑張れよ〃と言って︑しばらく私と並んで走っ

小学校時代からの親友のＳ君︒彼は︑私に追いつくと︑〃お

仕事を通じての〃出会い〃も︑又︑うれしいものである︒

った時には︑途中での棄権者もいたが︑皆︑ゴールインし

この業務を担当していなければこの人と会えなかったこと

仕事柄︑人と接する機会は多い方であるが︑もし自分が︑

てから︑追い抜いていった︒私がようやく︑最後の周に入
ており︑走っているのは私一人だけ︒はずかしさと疲れで︑
早く走り終えたいという気持でいっぱいだった︒しかし︑

と思うのである︒

を考えると︑〃これもなにかの縁である︒大事にしよう︲

今回の日本弘道会の改築事業についても︑同会が︑パー

私がゴールに近づくと︑競技を見ていた全員が︑一せいに
すごい拍手でむかえてくれた︒私も何か無精に感激して︑
最後の力を振り絞って︑走り終えた︒

私は既に二十五年も経過した今でも︑Ｓ君の一言や皆の

局長や同会の関係者との出会いも︑なかったかも知れませ

道会との出会いもなければ︑西村会長をはじめ︑渡辺事務

の業務を︑私が担当させていただいていなければ︑日本弘

トナーとして住友商事株式会社を起用しなければ︑又︑そ

拍手の音を鮮明に思い出すのである︒時折︑テレビ等で敗
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する機会も︑なかったかも知れないことを考えると︑人が

ん︒ましてや︑世界平和を願う同会の趣旨に感銘し︑入会

う自宅療養ができるようになった︒

リハビリテーション専門の病院に移った︒そして︑とうと

リハビリテーションによる機能回復を計ることになったｃ

一人の人間として︑このようなギリギリの状態にあって

れこれを想うことだけなのである︒

それどころか︑脳中に往来するものは︑人間としてのあ

なかった︒

私自身︑苦しい病中でも死を考えたことも思ったことも

のということである︒

人間というものは一通りのことでは死なない︑死ねないも

私の入院中︑身近に死んだ人はなかった︒感想として︑

は人間は容易に死なぬものである︑ということである︒

何れも必死に生きる営ゑを営んでいた︒そして知ったこと

私には生れてはじめての経験なのであるが同室の患者は

そうというのである︒生きる本能なのである︒

たとえ︑歩けなくも手が萎えても生きているあかしを示

創造である︒

きものと思われる︒それは人生への貢献となる︒生活への

人間は生きている限り︑生命に基づいた創造を心掛くべ

に変らぬ友情である︒私は覚えず涙がこぼれた︒

友人は病院へも自宅へも見舞にはせつけてくれた︒何時

人に出会うことを︑今更に︑厳粛に受けとめて︑大事にし
たいと思うのである︒

〃人との出会い〃これが︑まさに人生であるならば︑私
でも多くのことを語り合いたいと思うのである︒

は一人でも多くの人と出会いたい︒そして︑その人と一つ
︵東京都会員・住友商事・東京ビル事業部課長︶

﹁友情﹂と闘病

日野誠
一年に一回ほどだが旧友の来訪がある︒それは小学校時
代よりもずっと以前幼少時代以来の友人である︒

今年は長い異常の寒気で閉口した︒少し春めいて来た四
来てくれた︒

月初旬︑待構えていたように突然の電話の前触れでやって
予想外の嬉しさは全く何とも言いようがなかった︒
っていたのだが︑突然立つことも歩くこともできなくなっ

ろいろと試みると案外に楽しいし︑嬉しくもある︒

も生きる上の手段方法には様ざまの工夫が生れて来る︒い

実は︑昨年九月のこと︑ずっと知合いの内科で診てもら

で国立佐倉病院へ運び込まれた︒病気は脳コウソクだった︒

てしまいマヒが起こり︑右側半身が不自由になり︑救急車
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それは当然ひとつの創造である︒
である︒

でなければならぬ︒経験では信仰心なしにはその力は発動

に外ならない︒その根本には信仰心がある︒信仰心が強烈

生命力となって力の発揮するものは成心のない無心の力

本来病気と言葉は別々のものだと思う︒

しない︒それにともなうものは真心からの礼拝である︒礼

何とも言えない楽しさすらある︒
表現も病気に関係はない︒

めであった︒長く厳しい冬が過ぎて︑やっと春の息吹がよ

から容易にできることではなかった︒右側半身のマヒのた

うと︑拍手を打って伏し拝む︒それは脳コウソクで倒れて

神前では︑それが神社であろうと自宅の神棚の前であろ

立派なことを言っても役立たない︒

ちを披涯して神の拳前に平伏するのである︒口先でいくら

拝は真心を捧げて神のみ前にひれ伏す動作である︒心のう

従って病気は生命の内容を豊かにするもののようである︒
綱島梁川は﹃病間録﹄を書いている︒

与えられたものは︑自由に基づく言葉ではなかろうか︒

病床にあって和歌をものしたり著作を試承たりした人物
は古来少なくはない︒しかし︑・ヘンを執る手のマヒで何か

人間には絶望ということがあってはならぬ︒たとえ絶望

書いた人がおるかどうかは私は知らない︒

の中にあろうとも人間は生きてゆくものである︒そして生

ある︒脳コウソク後遺症は回復に長期を必要とする︒何箇

どん底へ落ちても神は見捨てられない︒ただ感謝だけで

るようになった︒その嬉しさは何とも言いようがなかった︒

みがえると︑自然に病怠って︑不自由な手での拍手が打て

ではないのだ︒それは想念を越えた実在であろう︒生命の

この人間を生かす生命の根元は人間だけの小さな力だけ

きている今には無駄がない︒必ず生かされている︒

実在である︒それが人間の存在である︒無限の力をそこに

月何年を要するか知ることはできない︒しかしそれもひと

えに神の桑心のままであろう︒焦ったりやけになったりし

見た︒

さて︑私は当年八十七歳である︒

ない限り︑神の承心のままに必ず癒されるに違いない︒私

最初立てず歩けずだったのに︑現在では立つことは勿論

る︒

同じく脳﹃一ウソクでも︑私は幸いにも程度の軽い方であ

はそう確信して疑わない︒

見舞ってくれた友人も同年である︒ただ彼は無病息災で
ある︒私は今ただ無為に過したいとは考えない︒何か人生
に役立つ貢献をと希う︒そして︑それのためには安心立命
心のうちに育むことができる︒これを生かすものは生命力

をと思う︒そのためには真理をと思う︒その真理は無垢の
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歩くこともできる︒つかまる物があれば歩けるのである︒

に話しを述べたてたりされると︑ついその口車に乗って詐

もないではない︒かつての交りの誼の上に︑まことしやか

を落したとか︑スリにすられたとか︑さし詰め汽車賃にも

詐欺に遇うことは自分にも責任がないではない︒旅で金

験をもっている︒

欺に遇ったりすることもある︒自分もそうした苦苦しい経

トイレへも行けなかったのに︑今では十分できるようにな
たとえ少しづつでも日毎に好転している︒もう医者は不

つ尭卜○

要である︒私は努力している︒努力に努力を重ねている︒

困るから何かしの金を寸借したいと泣きつかれたりすると︑

友人として黙っているわけにはいかず︑返してくれるのは

この病体の面倒を看ているのは家内だけである︒
以上が私の闘病記である︒

いって︑自分で自分に被害を招くようなことをすることが

ある︒詐欺に遇うことは︑だます相手に勿論罪があるが︑

いつでもい上からと︑つい体裁のいＬ︑格好のい＆ことを
ステッキたよりの歩行はまだ経験していない︒今のとこ
ろまだ何とも言えないが︑そのうちに︑きっと電車で上京

だまされる自分の側にも責任がないではない︒

ったが︑友益を受けた思出もさることながら︑友損を被っ

顧ゑて七十二年の生涯を重ね︑この間に多くの友人をも

を裏切っても輝らないということになる︒

もなる︒つまり自分の得ようとする欲望のためには︑友達

利益の追求のためには時には手段を選ばないということに

銭の上での利益ということに考えられ易いが︑そうなると

こ上で考えなくてはならないことは︑利益というと︑金

益をいうのではなかろう︒

が別れる︒但し友益ということはそうした損得の上での利

れた方は損をしたことになるが︑友益の益にしても︑それ

損得といえばだました方は得をしたことになり︑だまさ

もできるようになるに違いないと信じている︒それが生き
る上の大きな楽しゑである︒︵千葉県会員・佐倉藩友会員︶

友益ということ

古田紹欽
友益という語がある︒友達から受ける利益のことである︒

友には﹁交わる﹂の字義があり︑友益はその交わりから得
尤もその交りが必らずしも当面の利益とはならないこと

る利益のことを指す︒
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は︑裏返せば相手に幾らかでもプラスするものがあったの

たことが妙に更に強く印象にのこる︒自分が損をしたこと

どうやら︑友益ということを受ける側にぱかり立って考

んなものになってはならないことは︑いうまでもなかろう︒

たり︑離れたりすることに当然なることになる︒友益はそ

益論におちるということになる︒それでは友益を望んでも

らわかつといったことが出来なくては︑とかく利己的な友

えたようだが︑自分が受ける前に相手にそれを自分の方か

小学校︑中学校︑高等学校とその在学した間に多くの友

かノ︑出来ない残念ながら被害意識だけがのこる︒

ではないかと︑そう考えてもいいわけであるが︑それがな

人をもった︒同窓会などそれぞれあって時たまに集って会

得手勝手な望象ということになるのではなかろうか︒

︵石門心学会理事長・文博︶

ったりすると︑旧時を偲んでなつかしい想いをするが︑そ
の想いがすべて友益につながるものがあるかというと︑そ
のつながる例は極めて少ない︒

ただ同年同学で共に机をならべて学んだというだけでは︑
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交渉はあっても心の交わりをもつということには容易には
ならない︒小学校から大学へと進んで︑幸に沢山の友人知
己を得たが︑共々に学んでいても︑心の交りをもつという
ことになるには︑残念ながらむつかしい︒

加えて齢を重ねるにつれて︑心が封鎖的になり︑交りを
深めひろげていくことが︑どうしても億劫ということにな
ことは︑この心友を得るのでなくては︑利益を交りの上に

る︒心友という語があるかどうかしらないが︑友益という
わかち合うということには︑恐らくならないのではないか
と︑そんなことを思うことがある︒利益ということが物的
でしかないものになるように思えてならない︒そうなると

な意味で換算されることになると︑その交りも物的な意味
物的な利益を得るか得ないかによって︑その交りも結ばれ

篭

オリンピックは楽しいスポーツの

祭典だが︑大会のたびにトラブルが
起る︒一九五六年のメルボルン大会
では︑エジプト︑イラク︑レバノン

がスエズ動乱でのイスラエルの動き
でオランダ︑ス・へイン︑スイス︑がソ

に抗議してボイコットすれば︑一方
連のハンガリー侵攻に抗議して不参
加︑中国は台湾の参加に反対して選

村のイスラエル選手団の宿舎がアラどがボイコット︒そのお返しという
ブゲリラに襲われ︑二人の選手が死わけか今年七月のロサンゼルス大会

亡︑九人が人質にされた︒そのあとをソ連以下共産圏の多数の国がポィ
救出作戦に失敗し人質全員が死亡血コット︒このところオリンピックは
塗られたオリンピックとなった︒五輪ならぬ三輪くらいの大会と化し

種蹄瞬唖鐸蓉卦副詩訂誹誌蓋歴準錘霊斗蝿が呼奔元峠茸唇︾汁誕怖釧症一

爵識
鈎司討恥騨
鋤§熱海一画郎その平和がいまや〃片肺飛行″の状

き会も気勢のあがらぬものになろう︒
驚オリンピックは平和のシンボルだが

徳態にあることを世界に告げている︒
江古代オリンピックにはコーヶヶイリ

入ア﹂という習わしが︑あった︒﹁オリ

ポリス︵小国家︶がその期間︑抗争を

ンｉｉンビック休戦﹂の意味で︑対立する
リ

示し︑ＩＯＣから資格停止処分を受

しを突き上げブラック・パワーを誇

上選手が表彰式の国歌演奏中にこぶ

はソ連のアフガニスタン侵攻に抗議争を助長する場に変ってはオリンポ

コット︒つづく帥年のモスクワ大会た時代から︑逆にオリンピックが紛

タンザニアなどアフリカ諸国がポイ紛争の解消にオリンピックが役立つ

流をした一三−ジーランドを大会かしているが︑いま各国ともこの古代
ら締め出さなかったことに抗議してオリンピックの知恵に学ぶべきだ︒

やめ︑これが平和回復に大きく貢献

オ︾〃！︾／／ノー臨昌︑．γ〃ｊ／し１１︲１１坐ミー

けた︒悲惨な事件が起ったのは花年
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手派遣中止など︑国際情勢の悪化を
そのまま持ちこんだ大会となった︒

年の東京大会も︑ＧＡＮＥＦＯ
︵新興国スポーツ大会︶に出場した選手

の参加を国際競技連盟が認めなかっ
たためインドネシアと北朝鮮︵朝鮮民

蕊識蕊
騨
§識
手遜

して米国︑西ドイツ︑日本︑中国なスの神今も驚き嘆くにちがいない︒

主主義人民共和国︶が引揚げている︒

識

のミュンヘン大会だ︒オリンピック

銘年のメキシコ大会では米国の陸

ポスの神々

』
I

生れて来るのではない︒自分では少し
も知らずにこの世に顔を晒らされて︑

まった︒

西村幸二郎

１１

僅か二十日余りであの世に旅立ってし
わが子の将来の不幸が気になったの
か︑男五人の末シ子であるにも拘らず
﹄ぐふつ

〃幸あれかし″と神仏に祈りをこめて
﹁幸二郎﹂と名づけただろと竪く信じ
里に︵大文字山の麓︑浄土寺村といい︑足

ている︒予ねて準備してあった白川の
利義満銀閣寺所在の農家︶早くもその翌
シＣＤこ︾﹄

日に︑雪のチラノく︑降る中を里子にや

る〃おぱあさま″から涙ながらに聞か

られたのだと︑ずっと後年になってあ
どう

しくもある︒前生からの業と言うのか︑

神仏のお指図と諦めるしか仕方がある
まい︒

わず

私など︑今までの永い自分の前半生
の最中︑やっと私を生み落として︵明

を振り返えると母はひどい胸の患らい

ど真ん中に厭やいや連れ帰されたが︑

七つの時幼稚園に入れるため京の都の

か︑貧しい百姓の生活が幸いしたのか︑

ならされてしまった︶の乳が良かったの

里親︵方言で〃おかアノー″と一生呼び

されたのだった︒

が現れて来るのだ︒考えてみると恐ろ

って様だの﹁友だち﹂と名づけるもの

途中で次々と出くわす環境の如何によ

○○

人生行路を辿って行くのである︒その

つた環境の変化を受けながら︑﹁死﹂
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
に向けて︑二度とやり直しの利かない
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

○○

旦母親の体外に出てからは︑夫々の異

生ぶ声をあげるのが︑通例である︒デ

I

一

一

人より遥かに烈しい友情を求める心と

てゆく友達に対し︑反比例的な普通の

くにつれ︑環境の変わるままに結ばれ

には極めて薄かったため︑成長して行

こんな次第で︑生れてすぐ肉親の縁

なったのであった︒

縛がりの全くなかった西村家の養子と

て︑親や兄の勧めるままに︑肉親的な

中学二年を終えた頃になって縁あっ

を押されていたほどだった︒

廿歳迄は持つまい﹂と︑いつも大鼓判

ハタチ

として︑どの医者も﹁この子はとても

少年期になっても︑青白くヒョロノ︑

こうした前半生を振りかへると幼・

親の懐に喜び勇んで行くのだった︒

となって独り寂しく伯住居している里

糸ともなると私だけ皆と別れて︑後家

族一同に︑なかなか馴染承きれず︑休

親兄弟その他多勢の召し使のいた大家

て初めて父母の家に引き取られたが︑

○○○○

た︒その後高等尋常小学校の頃︑生れ

﹁おばさま﹂の家に預けられてしまっ

これもまた︑わが住いならず︑その

！
｛

一

I
I
I
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︿随筆﹀不思議なわが友との﹁山彦物語﹂

』

〈

！

凡そ人間は自分が生れたいと思って

I

犯・皿・通︶そのまま苦しみながら︑

（42）

ー

く﹁君といつまでも時を忘れて駄くっ

したのだった︒気の置けない奴らがよ

みとなり家を外にして若い人生を過ご

作り︑これらと語り合うのが唯一の娯

厭いの余りない性格のまにノ︑友垣を

コトン迄交わりを深めたり︑また好き

拡げていった︒人生意気に感じて︑ト

めて飛び交う蝶のように交遊の範囲を

も思われる心とが入り混って︑花を求

あくまでも亡き母を恋い慕う本能的と

ている次第である︒私はこの度︑本誌

のつ貰く限りこれに酬いたいと念願し

れているのだと肌身を以て感じ︑生命

うしたすぐれた友だちによって助けら

わが身の幸せな生き甲斐ある生活がこ

謝感激に満ちているのである︒現在の

れ︑学ぶところ測り知れず︑今なお感

何れも良い方々ばかりが多く︑教えら

つた︒しかもこれら友だちが幸にして

し出来るのではないかと思うようにな

人の為め国のためまた世の為めにお尽

為らしく心のこもったものばかりで︑

衣着せぬ批評や反対論など︑親しい方

珍らしい自分の身の上話︑さては歯に

話や注意︑お互の出会いの不思議さ︑

容も様々で有益な批判や議論︑面白い

たくさんの読後感を頂載した︒その内

たいと贈呈したところ︑思いもよらず

偽らない私の経歴の片鱗を知って頂き

その時︑諸先輩や親しい友人にも︑

頂いて自費出版した︒

のつつじ﹂と題して里見先生の序文を

文の一部を烏涜がましくも﹁天子さま

一画﹄﹂

ていると︑春風に頬っぺたを撫でられ

の特集号﹁わが友を語る﹂に答えて新

胸打たれたのだった︒

思わずその並をならぬご厚意にひどく

お礼に替えようと決心したのだ︒とこ

○○○

たり︑春の日に飴が蕩けるような気が

たに山彦物語りと題して数多い親しい

私は一々のお礼状を出すのを差し控え

ろが丁度その頃偶然にも私の永い間の

て︑後日これらを一括して本にまとめ

私は今から十一年前︵昭妬・哩︶七

親友内貴平三郎君︵ホトトギス同人・俳

○○○

してくる﹂と弥次られるがこれこそ本

友だちの中から世にも珍らしい不思議

○○○

もの上い坐友達︑頼りになると︑こち

な一つの例を選んでご披露させて頂く

その数が余りに多かったので︑当時

らは嬉しくて仕方がない︒しかし︑ど

こととした︒

わせおくて

うやら生来の早生でなく晩生と承えて

十七の喜寿を迎えたのでｌ永い人生の

名白羊︶が亡くなった日︵昭妬・４．羽︶

﹁山彦物語﹂のこと

一つの節として自祝もかねまた子孫の

より前の昭和

どうした幸せか︑後半生となってから

ために︑変化の多い経験を善悪ともそ

郁子未亡人の手によってひょっこり発

は︑様女の珍しいそれこそ波潤万丈と

るまいが︶今日では兎も角人間として

のままに書き遣しておくのも何かの役

次第に心機一転︵﹁君子は豹変す﹂ではぁ
○○○○○

も云い得る環境の大変化に遭遇して︑

真に生き甲斐のある人生を送っている

に立とうかと︑折に触れ書き溜めた雑

・皿・妬日付の日記が︑

のではあるまいかと自覚し︑多少とも

（43）

後として彼と私は惜しくも幽明境を異

ばかりで埋められ︑しかもその日を最

思議にも私個人に関した想い出の記事

が彼の病床を見舞った当日の日記で不

見されたのである︒これがなんと︑私

ている私でも老化現象がソロノ︑ひど

頃になって承ると︑いくら健康を誇っ

にしまい込んでしまったのだ︒さて近

から実に十年の長い間︑そのまま匡底

禍して疲れきってしまい︑到頭その時

ところが︑私のいつものズボラ癖が

され︑なんと美しく妙なるものかと想

で一連の交響楽のような趣きが醸し出

次から次へと響き返えして来て︑まる

の山から︑或いは大きくまた小さく︑

のお答えとも思われるように遠ち近ち

すると︑対面に当って餅して︑神さま

とですが︑山や谷などで大きな声を発

はご承知のように︑山の神︑山霊のこ

なぞ

かも

つつじ″の読後感集﹄の編纂を思い立

でかねて目論んでいた﹃〃天子さまの

れているような気がしたので︑大急ぎ

引き金となって︑なんだか催促でもさ

だけに私の眼にもクッキリと浮び上っ

い夫婦愛の姿が︑いつも見なれていた

の世にも珍らしい闘病生活に伴う美し

を段々と辿って承ると︑主人公ご夫妻

貴君の死に先立つ前の〃日記″の後日

さて︑いよいよ手をつけて染て︑内

立ちたいとの私の予々の念願の一つを

目を少しでもお返えししてあの世に旅

る﹂と思えば︑生前受けた有難い負い

厚意やご指導ご支援の積み重ねであ

の一生は凡てこれ多くの他人さまのご

○○○００

にして了ったので︑後日になって解っ

くなり殊に昨今親しい友人が次々とあ

像されるので︑それに擬らえたのでし

こだま

たのだが︑神の糸ぞ知る悲しゑの日で

の世へ急いで往かれるので︑寿命と健

った︒誰れの手も借らず私一人で数百

果たせることも出来︑気も晴有とする

私はこんど遅れ走せながら拙著の読

通の手紙やハガキ全部を原稿紙に一枚

て来たので親友のためにもその美しい

ことでしょうし︑また︑薄すかつた肉

○○

あったわけで︑未亡人も驚いてすぐさ

康とは全く別のもの︑私とていつ何時

おこ

ま私の許へ送って下さったのであった︒

お迎えが来るかも知れんと甚だ心細く

ぱ

早速読んで承ると︑まるで既に亡く

なって︑急に火のついたように焦り出

た︒

なっていた彼から逆に生き残っている

満腔の感謝の心をこめてこの﹁山彦﹂

後感をわざわざ書いて下さった方々に

一枚たんねんに浄書し直したうえ︑そ

ご両人の様子を見たま上伝えて︑前に

あせ

私への追悼文のような内容なので私も

と夜を日についで発刊を急いだ︒

し︑この際こそ当初の目的を貫ぬこう

の中で読後感らしい部分だけを選んで︑

述べたように﹃山彦﹄と題した一冊に

親の縁の替りに近頃は宝のように大切

がね・

○○○

ビックリした︒彼のこの日記が恰かも

彼の〃日記″を添え一応完了し︑やっ

まとめたのでした︒﹃山彦﹄というの

○

○○

こんなことを考え出したのも︑｜︲人

をお贈りしたいと思い立ったのでした︒

と印刷屋に手渡すまでに漕ぎつけた︒

（44）

にしていた友人知己の墓参りをしたり︑
していなかったのである︒

集などを出版するなどとは夢にも予期

ろうし︑また︑私がその数年後に随筆

き残っている者への︑世の常の慣例を

死んでいった者が︑あの世から逆に生

のだった︒考えて拳れぱこれば先きに

は妙なことだが︑全然知りもしない見

破った逆追悼文とも見倣されるし︑或

に会って︑心の中では︑これが最後の
ありし日の内貴夫妻

また︑暇があれば出来るだけ多くの方
〃一期一会″だと心得てお別れを告げ︑

たことすらない私の本を︑黄泉におけ

ものだった︒私はこの珍らしい彼の日

一と滴までもいとおしんで︑残りの長

そのうえこの掛け替えのない貴い命を

記を未亡人のお許しを得て︑在りし日

る霊感で覚ってわざわざ書き送ってく

﹁天子さまのつつじ読後感集﹂のこと

の彼の懐しい面影を偲びつつ︑その限

れたとも取れた全く不思議でならない

次の一篇は親友白羊・内貴平三郎君

りない友情に涙しながらこの読後感集

きたいと祈ってのことでした︒

が︑奇病筋ジストロフィ−で永年に亘

の冒頭に収録させて貰うこととした︒

年ｎ月お

る地獄図のような闘病生活の末︑終に

︿故内貴白羊君の昭和

日附日記﹀

西村幸二郎入洛︒恒例ゑたいになって

いる京都ホテルでの会食の集りも︑この

っての見舞を受ける︒何時に変らぬ友情

足では覚束なく辞退すると︑菓子折を持

の暖さを泌々と味った︒家内も同座して

私は彼の日記を読桑ながら︑彼の深

色々の話が尽きない︒例の出世無価値論

た︒当時は彼も未だ病気が初期のこと

い温かい友情に胸の引き緊る思いをし

を後世に伝えるためわが子を生んだとい

も出たが︑之に付いては﹁祖先からの血

私はこれを読むや否や全く悟然とし

である︒

ら︑図らずも発見された彼の死ぬ前の
昭和四十四年十一月二十六日付の日誌

○○

整理しておられた彼の生前の日記帳か

いったあと︑郁子未亡人が涙とともに

もに灯の消えるようにこの世を去って

昭和四十六年四月二十三日︑春風とと

寿を生き甲斐あるように護りぬいてゆ

鋒説師承嘘騨理騨一解

とて︑自分の病気の悪化は勿論︑呪ん

たが反面︑何となく奇異の感を懐いた

や死の予想など考えてもいなかっただ

（45）

きな目で見れば別に大した事もない等の

によって働くだけのことであっては︑大

するに大きな組織の一環としてその背景

し自分が枢要な地位に就いたとしても要

う事丈でも生れた意義があるのだ︒しか

も云うのだろう︒親切で利口で何か人に

ら不思議だ︒此人の持つ魅力と人徳とで

勇気付けられ励まされ心が明るくなるか

ると何ともいわれない暖さ快さを感じ︑

なかった︒が兎角この人の話を聞いて居

て誠に心許せる好を爺であり︑何でも云

を恵まれなかったが︑人間として磨かれ

ある︒しかし人は練れていて主流的地位

来なかった物足りなさは察するに余りが

の役員となったが︑其実力を十分発揮出

やホテル・トウキョウ等の社長他二︑三

専務に抜擢されたのが不運で︑終戦と思

古田住友総理事の引立で安東軽金属の

同じ基盤に在ることがどれ丈け親し承を

雲の上人となるより常に市井の人として

るくする万人に慕われる人である︒人間

偉大な苦労人︒常に微笑を湛え周囲を明

える親し象が暖く接する者に感ぜられる

い友達である︒

固苦しくなく活力を与えられる誠に得難

い︒呪んや其子孫が優秀なら免も角︑も

い掛けない出来事の為め共産党員に捕え

○○

ら生物凡てが之を行い自然作用に過ぎな

話があった︒子孫を次代に伝える役目な

し凡俗な子を生んだとしたら︑子供は生

られ死刑の宣告まで受けた︒真暗なせま

位を占め︑その組織を利用して世の進展

親がもし組織の背景がありその枢要な地

を免れ︑その後生死をかけての引揚げを

会社従業員の一致嘆願により奇蹟的に刑

で壇上に立たされたのだった︒けれども

い部屋に投獄されて一ヶ月後︑人民裁判

田中家の従弟妹会が国際観光ホテルで催

吾

り所謂偉くなって欲しくないと思うのは

感ぜさせられる事か︒其意味で此人は余

○○

ても果して世に誇り得ることだろうか︒

れて来た意義があるのだろうか︒親とし

に尽すことが出来れば︑子としても立派

敢行︑故国に辿りついたものの︑最愛の

してこれから出掛けると云って辞去さ

される由で︑生き残りの唯一人の叔父と

の我侭だろうか︒きょうもこれから

に生れて来た甲斐があったと云えるので

夫人は苦難がつのっての長逝の悲運に遭

た︒︵彼の日記はここで終っている︶

れた︒二時間程心温る楽しい会見であっ

はあるまいか︒

しかし地位や名誉は問題ではない︒た

ージに会って役職からも追放︑其問に時

遇︑更に間もなく進駐軍の指令によるパ

乗り越えて幸福の世界に没入し悟りの

を嘗めつくしたか︑そして終にそれを

病生活に於て︑死に勝る数十倍の苦悩

私は次に彼内貴君と夫人が如何に闘

﹁内貴君闘病生活中の夫妻﹂のこと

とえ市井にひっそりと住む人であっても

代は急変し住友の主要地位は同氏の次代

世の為めに一歩を前進さす事を努め果し
た者は立派に生れた甲斐があったと称し

に許す立派な人が運命の逆又逆に押流さ

の人々に依って占められ主流からは遠ざ

れた結果になった訳だ︒パージ解除後は

けられると云う始末︒全く実力は自他共

感ぜずには居られなかったのだ︒と︑私

住友としては副業的な住友ベークライト

の何れにも属さないから︑いつも失望を
︵内貴︶にはどうもぴったりと心に触れ

得る人である︒自分︵西村︶の過去はそ

ない平行線的な憾みをどうする事も出来
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彼は不治の病に伏してからも句会を

お二人の悌を偲びたいと思うのである︒

彼岸に達したかを詳述して永遠に彼等

つに待たなければならなかったのであ

が文楽人形のように︑妻の手の操り一

しも変らないのに︑その一挙一動凡て

見るにつけ︑また意識意欲は常人と少

語に絶する昼夜の別ない看病の労苦を

境地に自由に遊ぶことを得たのであっ

い糟糠の妻の助けを借りてこそ︑この

く淑やかで︑かつ純情極まりない美し

し得たのだ︒しかも日盈夜々︑やさし

すらも忘れ去って俳句の三昧境に没入

その口その唇の徴かな動きだけを見て︑

人は手も動かせず声も出ない彼から︑

れ︑その都度︑眼をギラギラと光らせ︑

一と言も他人に伝える手段を全く奪わ

って︑彼自身は心に思うことをただの

は二つにして一つであり︑また一にし

水も漏らさない貴い姿であった︒夫妻

あやつ

まなかった︒その作句に当っては︑夫

催し病を忘れて女性の弟子を教えて倦

夫を思う鋭い勘と直感とによりそれを

て二であったと言い得る︒彼に取って

も血の惨むような努力を払い︑一句を

かったかと︒病んでののち初めて彼の

彼はこの病を得てかえって幸福ではな

しかし今にして思えば逆説めくが︑

にいょノ︑死の覚悟をきめて清澄な心

彼ら夫妻がこうした境涯に入って更

易に到達し得ない境涯ではなかったか︒

人生の生き甲斐であり︑何人と雌も容

彼の顧象るところではない︒これこそ

った歳月ではなかったか︒功名富貴は

二人はぴったりと寄り添って一滴の

た︒

察して句を書き取り︑更に幾度も彼の

を眺めるにつけ︑これこそ﹁生ける屍﹂

もどかしそうに焦ら立つ哀れ極まる姿

は恐らく生涯中真の意味の最も幸福だ

のであった︒その間はただもどかしさ

修正を繰り返えして初めて一句を得る

﹁地獄図絵﹂に他ならないとさえ感じ

成すにも長い苦しぷの刻を要するので

心は秋の空の如く澄糸切ったのではあ

となってから死の数日前︑つぎの二句

潜然と涙したのであった︒

あった︒その情景を想像するさえ涙な

るまいか︒永い難病の床に伏して初め

と︑忍耐の相弧であり︑一語を得るに

き能わないが︑一芸に徹するに悲し象

て一種の悟りを開いて真の幸福をかち

とき

うべきであった︒

妻かざす鏡一杯紫木蓮

る︒

をのこして別れを告げていったのであ
ことが出来た︑俳句の天地に思う存分

かざさるる鏡一面の紫木蓮

彼は病んで後︑俳句一筋に徹し切る

取ったのではあるまいか︒

を越えて崇高の域にまで到達したとい
畢寛するに公生活において栄達を得
に苛まれた彼は︑よそ眼には一見如何

遁遥することが出来た︒凡ゆるものを

られなかった彼︑長い年月不治の難病
にも不幸不運そのものと映じた︒私も

放榔して何ものも忘れ︑わが身の難病

︵本会を長︶

夫人の長い間の看護︑ことに末期の言
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津︵唾︶をつけたように艶やかなので

ンッバキとは区別している︒

は︑文字どおり唐椿といって︑ニッポ

ャと呼ぶ︒そして山茶のことを日本で

早春︑西武百貨池袋店七階で︑折か

ので︑牧野植物図鑑にも登載されてい

ンチンは︑このシャンチンが転じたも

の略称ともいえる︒日本語名でのチャ

チュンと読まれ︑香梼︵シャンチン︶

中国本来の漢字椿は︑チンあるいは

の植物とされたからである︒

たるが︑﹁海﹂を加えてあるのは︑海彼

ロ︵→ジャクル→シャクリュウ︶に当

櫓などと呼ばれる︒石摺は日本のザク

みではカイセキリュウ︶︑あるいは海

ニッポンッバキは海石摺︵日本語読

少︾うつ今は彰宮

こへ国字の椿が登場した︒

津葉木と呼ばれたことに由来する︒そ

らのツバキ展覧会を観た︒会場を廻っ

るが︑ツバキ科ではなく︑センダン科

るしかないので︑内外の辞書や図鑑の

り要領を得ない︒やはり自分で解明す

てきた︒係員らに訊ねてみたがさっぱ

句から採られた醜名と聞いていたが︑

を意味する︒日下開山双葉山は︑この

センダンとは白檀の異称としての栴檀

芳し﹂のセンダンではない︒この句の

と出ている︒しかも﹁栴檀は双葉より

はサンサカの音を倒置させてサザンカ

でのサンサカ︶を当てているが︑これ

サザンカに漢字の山茶花︵日本語読み

語読桑ではサバイ︶という︒日本では

と同じく冬に開花するので茶梅︵日本

日本でいうサザンカを中国では︑梅

かいひ

ている文字に︑筆者なりの疑問が湧い

て説明板などを読承進むうち︑使われ

類︵一々書名など挙げなくても周知範

念願に応え︑やがて天下無双の横綱と

と読ませているせいである︒錯覚的誤

しこな

ひのしたかいさん

びゃくだん

囲内︶に当たって調べた︒

なった︒

以下はその結果と︑同時に連想され
たことなどについての談義である︒

ちんじしゆったい

ば中国の商務印害館発行﹁中英辞典︲一

説弓張月﹂が有名︶などの熟語に見ら

説︵珍説の意で︑馬琴作・北斎画﹁椿

中国本来漢字の椿については︑例え
にも音はチュン︑意味は︑チャイニー

ろう︒

が違うことはいうまでもないことであ

れる椿は︑字は同じでもそれぞれ意味

序でにいうと︑一大椿事出来とか椿

和製漢字である︒ニッポンッバキは春

ズ・トゥーン︑すなわち中国産のセン

りの好例といえよう︒

に開花するので春の木とされ︑二つの

目椿ツバキは椿と書かれるが︑

漢字を一つに合わせて椿とした︒全く

呼ぶか︒山茶︑日本語読みでのサンチ

逆に︑ツバキのことを中国では何と

ダン科と出ている︒

和名のシ︑ハキは︑葉が厚いので厚葉

の国字である︒

木︵︹ア︺シ〒ハキ︶︑葉の表面がいつも
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ア派イエズス会所属の伝道師・旅行家

でカメリァと総称するのは︑モラヴィ

ロカメリアッバキ類を欧米諸語

アタ﹂︵迷える女︶に仕上げたことは

︹作詞︺作曲して歌劇﹁ラ・トラヴィ

ディ︹他︺が︑この戯曲をテーマに︑

た︒翌年には早くもイタリアのヴェル

リサンセマムのように︑合成前綴りの

クリサンタは︑日本国花の菊の学名ク

雲南省や広西省に自生する金花茶︵日

白カメリア・クリサンタ中国の

旧大陸諸国よりは少し遅れたが︑新

ｓｑｍ︵９︶で始まる︒クリスはラテン

本語読みでキンカチャ︶の学名である︒

のゲオルク・ジョゼフ・カーメル︵一
周知のとおりである︒

一七○六︶に由来する︒

カーメルは日本へ渡米して︑初めて

し︑﹁黄金色の﹂を意味する形容語な

語綴りだが︑やはりギリシャ語源に発

六六一

ら大西洋岸経由で輸入された︒現在︑

︵アンセマム︶﹂︑カメリア・クリサン

ので︑クリサンセマムは﹁黄金色の花

大陸アメリカへも︑やはりイギリスか
アメリカでは農務省の音頭取りで︑日

この珍︵椿︶花に接し︑物珍しさのあ

本や中国のツバキと交配させて数々の

まり︑離日の祭︑その種子や苗木をも
ツバキは打首のように︑ぽとりと花

ツバキを作りあげたとのことである︒

名花を生み︑またアメリカ独自の香り
スウェーデンの著名な植物学名名付

茶という文字などには︑例えば︑松竹

皇室のご紋章でもある植物の菊とか︑

け親カルル・フォン・リンネ︵一七○

らい受けてイギリスまで運んだ︒

が落ちるので︑武家屋敷などでは禁樹

タは﹁黄金色のツバキ﹂の意となる︒

とされたようだが︑彼の滞日当時はど
うであったろうか︒こんな迷信などま

や柿︵シ・かき︶のように音・訓二様

の読染方がない︒諸外国の学者や研究

七八︶は︑カーメルがもたらした
ニッポソッバキに彼の姓を採ってカメ

という諸橋轍次﹁大漢和辞典﹂全一三

者間に﹁モロハシ﹂の略称で識られる

巻の索引巻を見ても︑字音索引にはキ

ルはとうに亡くなっていた︒

山茶は中国にも古くから原産してい

リア・ジャポニカと命名した︒カーメ

七

梅︵ショゥチクバイ・まつたけうめ︶

の中にも誠首に通じるといって嫌がる

だなかったろうと思う︒当今︑勤め人
向きがあると聞く︒

イギリスからフランスへ渡ったカメ
︵文豪大ジュマ息︶作の小説﹁椿姫﹂

リアは︑やがて一八四八年︑小ジュマ

やと出ている︒念のため︑サは唐音︑

チャは慣用音であることを附記する︒

ク︑チャ︵サ︶︑字訓索引にもきく︑ち

植物の菊や茶は︑一つの読み方だけで

たので︑旅行家でもあったカーメルが︑

者との悲恋物語︶によって一躍その名

リンネはおそらくカメリア︒シネンシ

もしも支那からもたらしていたなら︑

が知られるようになり︑四年後には更

スと命名していたに違いない︒

︵ラ・ダム・オ・カメリァ︒娼婦と若

に同人によって五幕物のドラマとなっ
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事足りたからであり︑見方によっては

表意文字と表音文字︵アルうてヘッ

されると︑音は徐為に日本語化した音

さて︑カメリア・クリサンタは門外

での訓となった︒

字である漢字の数が途方もなく多くな

の名花であった︒この金花茶を特産す

不出であったため︑日本にとっては幻

に変移し︑義のほうは日常的な日本語

っていくのは当然で︑﹁諸橋大漢和﹂

る雲南省の首都昆明は別名が︑雲南︑

トや仮名文字︶とを比べた場合︵比べ

全くの偶然である︒

には国字をも含めて何と五万字も収容

美称が﹁花城﹂︒台北同様︑北緯二五

ること自体無理なはなしだが︶表意文

一七七八年五月八日︵金︶︑﹁英語大

され︑これらが作る熟語群は実に五○

ような植物名が二つも現れているのは

辞典﹂の編者で︑当時イギリス文壇の

万といわれる︒日本語の書写は︑難解

音︒訓同一ともいえる︒拙文中にこの

八四︶は︑年少の友人ジ

〃彼らはアルファベットを全く知らな

から漢字についての感想を求められ

ェイムズ・ポズウェル︵一七四○

九五︶

とする主張などが︑今猶我が国に絶え

ら同じく表音文字の仮名書きが至当だ

どうかとか︑ローマ字綴りにする位な

な漢字などに頼らずローマ字にしては

の名に恥じないという︒

て温暖︑年中花が咲き乱れていて花城

の雲南高原に位するので︑四季を通じ

度の亜熱帯だが︑約一九○○メートル

ン︵一七○九

大御所であったサミ﹁王ル・ジョンソ

い︒彼らは他のすべての国民が作りあ

言語が粗雑だから難解であるに過ぎな

と考えているらしいが︑それは彼らの

る学問は他の国々に劣らず豊かな筈だ

古くから見られる略字︵この中には常

用漢字から追放しつつある︒我が国に

従来の漢字を繁体字と称して︑日常使

の伝統を揚棄して簡体字運動が起こり︑

本家の中国においてすら︑何千年来

園﹂︑﹁熱川バナナ・ワニ園﹂などで︑

や静岡県東伊豆町の﹁熱帯系動植物

最近では︑埼玉県新座市の吉沢椿園

交流が盛んになったとのことである︒

園には山茶園があり︑日本の椿園とも

科学院所属の昆明植物研究所附属植物

雲南省は山茶のふる里とされ︑中国
ないのは︑宿命的現象ともいえよう︒

い︒木を伐るのに斧を使うより石を使

用漢字として正式に認められたものも

この幻の名花が観られるようになった

途方もない多さから︑彼らの言語によ

げたものを作れなかった︒君は漢字の

うと一層の労力が要るのと同じだ″と

あるが︶などとの比ではなく︑現代に

とのことである︒

義一体の表意文字である︒漢字が輸入

漢字は﹁一物一語﹂といって︑音・

︵本会会員・日本図書館協会顧問︶

あたかわ

答えている︒︹ポズゥェル著・中野好之訳

即応しての一大文字革命といえよう︒

中国人に言わせたら︑不見識もはな

﹁ジョンソン博士伝﹂からの要約︺

はだしいといいたいところであろう︒
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↑︹泊翁百話︺

南洲と泊翁
古川哲史一

︸！︑︑︑︑！⁝︑！︑ミ︑！︑︑︑︑Ｉ︑︑鴬︑︑！⁝︑Ｉ︑ミ︑︑Ｉ⁝︑ｉ︑︑︑︑︑！⁝！︑⁝！︑︑︑ｉ⁝︑Ｉ︑ミ︑︑︑

南洲西郷隆盛と泊翁西村茂樹とは︑ほぼ同時代人であっ

いう意味である︒南洲の側にもそれに反する発言はないか

ら︑両者が未見の間柄で終わったことはたしかである︒

しかし︑面は識らなくても︑人柄や思想を識り合うこと

は可能である︒実際︑泊翁はつねに南洲の言動に注目した

証拠が多い︒﹃泊翁盾言﹄第一冊の﹁︵廿一︶事の成否﹂に

は︑﹁凡そ事に善悪なし︑成就すれば悪事も善となり︑成

の語﹂というべきである︒自分︵泊翁︶の考えるに︑成就

あるか知らない︒真理を害することも多いが︑また﹁豪傑

就せざれぱ善事も悪となる﹂という語があるが︑誰の語で

すなわち︑南洲は文政十年︵一八二七︶の生であるが︑

するときは愚事も善事となるのでなく︑﹁人皆其悪事を忘

た︒

ったわけである︒これが︑わたしが両者を同時代人とする

るる﹂のである︒成就しなければ善事も悪事となるのでな

／『−ィ、

泊翁はその翌文政十一年に生まれた︒たった一つ違いであ

く︑﹁人皆其敗績の通の象を見て︑其事の義と不義とを考﹂

えないのである︒明治十年︑西郷隆盛の叛するや︑その兵

九月二十四日︑西南戦争に敗れて鹿児島の城山で死んだが︑

士は﹁勝てば官軍︑負ければ賊よ﹂と謡ったが︑﹁亦此理

理由であるが︑残年になるとだいぶ違う︒南洲は明治十年

した︒この点からいうと︑南洲は泊翁より四半世紀も早く

泊翁はそれより二十五年あとの明治三十五年八月十八日喪

に通ぜる者と云うべし﹂と論じている︒

て忠臣なし︑国の亡ぶるときは忠臣ありて功臣なし﹂と自

また﹁︵舟九︶功臣忠臣では︑﹁国の興るときは功臣あり

世を辞した先輩であった︒それで︑莫然とした印象からは

分はかつて考えたが︑これは国の興ろうとする際に関与す

泊翁が南洲の同時代人であるとはなつとくできないが︑両
ある︒

主を助けて創業の功を立てることができても︑もし少しで

ていても︑心中に道義の念をもつ者は少ない︒それで︑興

る者はたいてい功名富貴を念願するもので︑智勇はすぐれ

者は約五十年間おなじ日本の空気を吸って生きていたので

しかし︑両者はついに相会う機会はなかった︒泊翁は

も意に反することがあれば忽ち謀反を起こしてその主に叛

﹃記憶録﹄の﹁︵廿一︶維新の功臣﹂の中で

﹁西郷隆盛︑江藤新平︑横井平四郎︑大村益二郎︑広沢

く︒亡国のときの忠臣はこれに反し︑その胸中は君国を保

兵助のごとぎは︑余何れも其面を識らず﹂

と言っている︒﹁面を識らず﹂とは︑会ったことがないと

kO上ノ

全する念しかなく︑その智勇は人後に立つものでなくても︑

て民選議院設立の事を政府に建言す︒政府是を用ひず︒

の五参議其職を辞し︑明年一月︑西郷以下の五人連署し

西郷隆盛︑副島種臣︑後藤象二郎︑板垣退助︑江藤新平

に建白す﹂

余も亦是を聞きて旧参議の建言を採用あらんことを左院

﹁身を以て国に殉じて後己む者﹂である︒明治維新の際の

薩長等の藩士は功臣ではあったが︑忠臣ではなかった︒そ

気運すでに傾き大勢は如何ともすることができず︑ついに

の証拠に︑．旦志を失ふ時は︑恨を政府に報ぜんと欲し

論肯定派であったといえよう︒

とあるから︑泊翁は西南の乱以前から西郷党であり︑征韓

そのように︑もし征韓論が妄論でなく正論であったとす

て或は謀反し︑或は民権を主張して政府に反抗﹂した︑﹁西

の民党の首領たるが如き皆是﹂であった︑と論じている︒

郷隆盛︑江藤新平︑前原一誠の謀反︑大隈重信︑板垣退助

の戦いではなかったことになるが︑泊翁の言論全体に西郷

の﹃南洲遺訓﹄の論旨によく似るものが多い点もわれわれ

れば︑この論を直接的動機として起こった西南の乱は不義

の注目を惹く︒たとえば︑﹃泊翁届言﹄第一冊の﹁︵四十

さらに︑﹃泊翁庖言﹄第三冊の﹁︵二十︶謀反有二種﹂で

るのがふつうの形であるが︑権臣の所為をにくぷ︑その権

は︑謀反とはその君家あるいは政府を顛覆破壊しようとす
臣を除くために起こす場合もある︒この反乱は権臣のため

七︶本末先後﹂には

﹁野蛮の境界を脱して文明の域に入らんとするは︑今日

に起こったのであるから︑官軍は権臣のためにその身を棄
てたわけであり︑﹁明治十年西南の乱の如きも亦此類﹂で

ず︒然れども野蛮の賎しむべきは︑衣食家屋の粗随なる

在上者が専ら尽力をする所なり︒其意決して悪しきに非

すなわち︑西南の乱は権臣対謀叛家の抗争であったと泊

あった︑とそう泊翁は見ている︒

ぶべき︑衣食家屋の美麗なるに在らずして︑道徳礼儀の

に在らずして︑道徳礼儀の備はらざるに在り︒文明の貴

燦然たるに在り︒然らば世の文明の民たらんと欲する者

しもなかった︒否︑西南の乱の直接的原因となった﹁明治
七年西郷隆盛以下諸人の征韓論の如き﹂も︑﹁当時は失敗に

は︑務めて道徳礼儀の完美を講ずるを宜しとすべし︒衣

翁は見たわけで︑西郷には天皇や国家に反抗する意図は少

帰したれども︑今日に至りて見れば其妄論に非ざりしこと

食家屋の如きは求めずして自然に美麗に赴くべし︒方今

﹃往事録﹄にも

屋の美麗と風俗の箸修とを学び︑其本を棄てて其末に趨

文明を学ぶ者は之に反し︑道徳礼儀を棄てて専ら衣食家

を知る﹂︵﹃国家道徳論﹄︶というのが泊翁の見解であった︒

﹁：・此年︵明治七︶十月廿四日︑征韓論の破裂よりして
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る︒識者の深く憂ふる所なり﹂

箸を戒め︑節倹を勉め︑職事に勤労して人民の標準とな

の壮厳︑衣服の美一腿︑外観の浮華を言ふには非ず︒世人

﹁文明とは道の普く行はるるを賛称せる言にして︑宮室

私を営みたる姿に成り行き︑天下に対し戦死者に対して

は遂げられ間敷也︒今と成りては︑戊辰の義戦も偏へに

衣服を文り︑美妾を抱へ︑蓄財を謀りなぱ︑維新の功業

はれ難し︒然るに草創の始に立ちながら︑家屋を飾り︑

り︑下民其の勤労を気の毒に思ふ様ならでは︑政令は行

の唱ふる所︑何が文明やら何が野蛮やら些とも分らぬぞ︒

とあるが︑これは﹃南洲遺訓﹄における

予嘗て或人と議論せしこと有り︑西洋は野蛮ぢゃと云ひ

面目無きぞとて︑頻りに涙を催されける﹂

という一章にぶちまけられている懐慨の情と少しも変らな

かざ

しかば︑否な文明ぞと争ふ︒否な野蛮ぢゃと畳糸かけし
に︑何とて夫れ程に申すにやと推せしゆゑ︑実に文明な

え

いのは誰の眼にもあきらかであろう︒泊翁には︑なお︑

欺編獲巨利欺賑シテ巨利ヲ渡
てんゆ
諮訣得好官諮訣シテ好官ヲ得

髪﹄へん

らば︑未開の国に対しなぱ︑慈愛を本とし︑銀算説諭し
て開明に導く可きに︑左は無くして未開隙昧の国に対す
つぼ

る程むごく残忍の事を致し己れを利するは野蛮ぢゃと申
せしかば︑其人口を苔めて言無かりきと笑はれける﹂

﹁近年顕官貴族の中其内行修まらずして識者の畷笑と為

また︑泊翁は明治八年三月の明六社演説で

世間ははなはだ心がゆるやかで広く︑この種の悪がしこく

を得︑こびへつらって好い官職につく者がある︒ところが

という五言絶句がある︒これは︑人をだまして莫大な利益

天地太寛弘天地ハハナハダ寛弘
こうこつかんい
容此較淵漢コノ較猪漢ヲ容ル

る者あり︒⁝⁝官員貴族の内行遂に修まらざるときは︑

という一段とウリ二つである︒

仮令国富み兵強く雄を海外に奮ふと雌も︑猶文明の国と

の意味の詩で︑南洲よりもやや冷静に客観しているおもむ

ずるい男をも別段とがめずに見のがしている︑というほど

ちの陸軍大将元帥大山巌︶へ宛てて

が強い︒南洲は明治七年十二月十一日︑在京の大山弥助︵の

なく明六雑誌に公表されたから︑南洲の目にふれた可能性

右の中でも︑ことに明治八年三月の明六社演説は︑間も

きがあるが︑両者の志向に隔りはなかったであろう︒

称すること能ざるべし︒⁝⁝吾僑偏に願ふ︑高官貴族の
て其行を改め︑言て天下の則と為り行て天下の法と為ら

輩深く修身は治国の本たることを知り︑今より読然とし
んことを︒⁝⁝
﹁万民の上に位する者︑己れを慎み︑品行を正くし︑願

と説いているが︑これが﹃南洲遺訓﹄における
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共福沢の右に出候もの有し之間敷と奉レ存候︒何卒珍書丈

に目を覚し申候︒先年より諸賢の海防策過分に御座候へ

﹁福沢著述の言難し有御礼申上候︒篤と拝読仕候処︑実

るべき﹃南洲遺訓﹄は︑明治二十二年︑南洲の賊名が解か

翁に影響があったとは考えにくい︒南洲精神のエキスと見

ろうか︒南洲は著述家ではなかったから︑著作を通じて泊

知れない︒福沢は泊翁とともに明六社の有力な同人であっ

実は疑えないが︑﹁珍書﹂の中には明六雑誌もあったかも

と書いている︒これによって︑西郷が福沢著述に接した事

は無関係であったと判断するほかはない︒

てさきに紹介した泊翁の発言の大部分は︑﹃南洲遺訓﹄と

れる﹃泊翁届言﹄第一冊などよりあとのことである︒従っ

めから明治十四︑五年までのあいだに起草されたと推定さ

年に広く有志者に頒布されたもので︑これは明治維新の初

れ︑贈位の恩典があった機会に初めて印刷され︑翌二十三

たから︑西郷が明六雑誌を愛読したとしても少しもおかし

けは御恵投奉レ願候﹂

くない︒西郷は明六雑誌の桑ならず︑泊翁著述にもふれた

思想の開陳が見られる︒明治二年に草した﹃郡県議﹄には︑

ただ泊翁には︑敬天愛民という語︑もしくはそれに当たる

﹃経済要旨﹄﹃求諸己斎講義雑身﹄﹃教育史﹄﹃天文学碩蓉誰書﹄

かも知れない︒明治十年以前に﹃万国史略﹄擢鍾家中経済﹄

人臣たる者能く其君を導きて天を敬し民を愛せしむ︒是

﹁人君の職は何ぞや︒天を敬するなり︒民を愛するなり︒

の西郷書簡にある﹁珍書﹂にはいらなかったとは︑誰も明

など数種の著述ないし訳述が泊翁にはあった︒それらが右

を真の尊王と云ふくし﹂

と言い︑のち﹁敬天愛民﹂と熟せしめているが︑これは南

それに先立って︑﹁敬天愛民﹂を説いているから︑そう判断

それで︑わたしは南洲は思想的に泊翁に負うところが大

言はできない筈である︒

される︒ところが中村敬字は明治元年に﹁敬天愛人ノ説﹂

洲とは関係がない︒南洲が﹁敬天愛人﹂という四文字を揮

ことが今では決定である︒従って南洲は敬宇からこの四文

を発表しているから︑泊翁の﹁敬天愛民﹂も敬宇の示唆に

皇しはじめたのは明治七年からだとされているが︑泊翁は

字を示唆されたといえるが︑敬宇も福沢や泊翁とならんで

もとづいたのかも知れない︒南洲の﹁敬天愛人﹂と泊翁の﹁敬

ーとしたが︑この四文字は敬宇中村正直が初めて使用した

六明社の同人であった︒して承ると︑南洲は明六社同人か

天愛民﹂とは︑中村敬宇の示唆にもとづく兄弟のごときモ

きかったと推理する︒南洲は﹁敬天愛人﹂を生涯のモット

であったと断言してよい︒

ットーであったとわたしは解するのである︒︵本会理事︶

ら多くの教訓を得たと考えられ︑泊翁もその恩人のひとり
では︑逆に︑南洲が泊翁を感化した場面はなかったであ
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古川哲史選

宮崎県清武町壷井秀生

蝉
やしる

おり

る

日を

かみ

し

祖父逝きてはや三十年死顔に剃刀あて剃りしは昨日の如

えに

尋つ

三千五百年経にし土居の深きよりただ黒ぐろと丸木舟出

ぬ

伝来の土地は売られてわが町にゴルフ場の数四つとなり

千葉県山田町石橋佐寿

わが家は伴︑孫︑彦の四世代数少なしと珍らしがらるる

いつしかに年寄り古りて指折れば八十五翌と数へ得るな

本殿は昔の寺でありしあと格天井に花の絵を見る

たらちねの母にまず盛り睦まじく食う飯うまし朝の厨は

り

米俵土間につまれて壁色も今朝は明るく初日かがやく

かすかにも谷間にひびく水の音を山深く来てわれは聞き

あさ庭に手洗いおれば背戸近く鴬の声さやかにきこゆ

山裾にならぶわら屋の日当りに蕗の円芽はや春を呼ぶ

千葉県市原市加藤己之

頼義が壷埋めしとう壷の井は幾世経し今も湧く水絶えず

稲妻と雷雨の中をいにしえの河内源氏の武士も馳せしか

伏す

たえまなく社殿震わす雷鳴に神意あるやと疑いも湧く

千葉県山田町宇津木一直

いわし雲見るにつけても思い出す若かりし日の或る秋の

この日頃懐旧の念とめがたし故国離れて三十年たてば

師の君に会えぱなつかしその昔の桜並樹の学舎のこと

属ノ

ふるさとに帰りて嬉し師の君は色紙たずさえ吾を待ち給

あ

オーストラリア・ブリスベーン西宮照子

道らしき道にようやく辿り着き心おちつきひとやすみす

￨
いかづちに打たれ死すとも縁しある御名の社と思いつつ

承なやしろ

尋ね得し壷井八幡は人気なく荒れし社に夕立を避く

河内路に壷井の里をもとめつつ夕立近き野面を急ぐ

天と地を結ぶ火柱山に増え南河内に雨降らむとす

二上の峰の黒雲葛城の山な承覆えば鳴神わたる

弘道歌壇

ＦＤ

ＦＤ

︑Ｉノ

／Ｉ︑

選者詠
ハワイにて共にすごせし五十日たのしかりけり追憶にて
も

卒寿にて逝きませること今日知れど長者にてましきハワ
イの日々も

加藤氏の第六首の原作は﹁道らしき道に漸く辿りきて心おち

西宮氏の第一首目﹁師の君の色紙たずさえ﹂を−１師の君は色

つき一休みせり﹂︒このままでもよいが：⁝．︒

紙たずさえ﹂とした︒前者なら﹁師の君の書いた色紙﹂とも解

宇津木氏の第二首は﹁三千五百年経にし士層の黒黒と底深き

せられ︑たずさえた人は師の君でなくてもよいからである︒

より丸木舟出づ﹂が原作︒﹃黒黒と﹂は何にかかるのかはっき

りしない︒土層のようでも︑丸木舟のようでもあるので︑その

位置を換えてみた︒第三首目﹁わが町の﹂とあったのを﹁わが

石橋氏の第二首目は﹁吾が家は倖︑孫︑彦四世代数少しと珍

町に﹂となおした︒

選者の五首は昨年の暮に亡くなられた仏教学の権威宮本正尊

しがられて﹂が原作︒

イ大学で開かれた第四回東西哲学者会議のパネルメンバーとし

博士︵俳号香雪︶への挽歌︒一九六四年の夏︑ホノルルのハワ

て五十日間生活を共にした︒会議の議長であったＧ・Ｅ・ムア

教授は六七年に亡くなり︑わたしが六八年に再度ホノルルをた

二十年を経て香雪博士の計報を聞かなくてはならなかった︒享

ずねたときはむなしく遺影を仰ぐだけであったが︑それから約

年九十︒謹しんでそのご冥福を祈る︒

／f−ハ、

二十年前となりにしハワイの日半ばはすでに亡き数の人
サンライズドミトリーなる八階にたむろしてゐし仲間ぞ
き象も

会果てしハワイの夜に杯あげて慰め合ひききみを囲承て

寸感
久しぶり登場した壷井氏の八首は万葉調の豪壮雄大な作で︑

たい︒加藤氏も老来ますます創作力旺盛なのは慶賀の至り︒弘

歌品も高い︒近来の佳作ぞろいで︑歌作のお手本として推薦し
道歌壇は両歌人の健在によって光彩を放っているといえる︒そ
壷井氏の第七首目﹁武士は﹂を﹁武士も﹂︑第八首目﹁幾世

れで手を入れる余地はほとんどないが︑

経しいま﹂を﹁幾世経し今も﹂としてみた︒

Labノ

美しき手袋前に日向ぽこ

○梅の縁借りて縁談ひそひそと

︑仁王門蝶とくぐれる日和かな

市原市加藤刀水

ふのである︒あた上かいおだやかな春の日和と仁王の

王門をたまたまとんできた蝶々と一緒にくぎったとい

︵評︶大きな寺院の山門に仁王さんが祁られている︒その仁

千葉県飯田萌堤

○いく世経し梁が光りて炉火の燃ゆ

○人去れば一咳きて寒さを撒きちらす

も又美しい一句︒

る︒庭の梅が匂ってくる︒花嫁が匂ふかに︒芽出度く

︵評︶嫁ぎ先の家に花嫁の荷物が届き︑日が暮れて灯がとも

︑花嫁の荷に灯がともり梅の宿

篠塚しげる選
いかめしい威容とが不思議にも溶け合った心よい春の
感じがよく詠まれている︒

○燃え盛る絵の緋牡丹や床の軸

○草餅や快眠快食志なく

○葉桜やポート貸し初む湖畔亭

観梅や水戸借楽に美酒に酔ふ・

大朝寝夢のつ堂きをたのしゑつ

東京都桑原小汀子

こうさぢん

︑モンゴル孤児の母国日本も黄沙塵

ンゴルとは一衣帯水︵いちいたいすい︶ゆえ海を渡っ

︵評︶モンゴルで孤児となった人が恋しく思う母国日本もモ

てモンゴルの黄塵が日本にもやってくる︒両親︑兄弟

その他の縁者が何とかして見つけてあげたいものだとゞ

つけた佳句︒

願ふ︒複雑な人間関係と黄塵といふ季語を巧みに結び

千葉県鈴木とよ女

○雛の絵に句を書き添へて娘に送る

︑わらべいじ

○今宵また祖母手作りの雛あられ

銀座うら目刺しと酎の店ありぬ

ちゅう

○陽に動く地虫童に苛められ

︑抱く孫の日毎に重く日脚伸ぶ

らみ︒日脚も次第に伸びてゆく︒

︵評︶幼ない孫を抱く重さが日毎にふえてゆく祖母の心ふく

○場雲雀持株上る今朝の記事
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弘道俳壇

○橋桁の藻屑の中の芦の角
○春風の庭を園児等ほしいま些

○神木の年輪重ねし春落葉
＠万緑に王座の地位を紅楓

千葉県石橋香峰
︵評︶見渡す限り緑一色の中に僅かに紅楓だけが際立って美
しい点景となっている︒恰かも王座の地位をがっちり
に力強い一句である︒

守っているかに⁝⁝︒紅楓を王座と見立てたところ狗

○辛夷咲き小諸の旅をふと思う
いろ

○思ひ出もつい間達へし四月馬鹿
○犬ふぐりの群落彩澄む今日の晴

大田原市渡辺清香
や愚ぞ

○れんげ咲く田のひろがりや遠八溝
○丸木橋潜る水音猫柳

ふりかへるゆとりもほしや春の雪
八風をまともに受けて柳の芽
禅館八汐つつじの花明り

選者近詠
きづな

長子てふ紳は今も葱坊主

高らかに俳諸日本の亀ょ泣け

一人の碩徳現れよ釈尊

いちにんせきとくあおきまつり

︵註︶釈尊は孔子祭と同意

吹かれ舞ふはづれ馬券も春の塵

花曇目かくしされて貨車の馬
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処ＦＬ０﹄

鯵ご寄付者芳名

秋山正三︵㈹一ｍ︶三︑○○○円
︹神奈川県︺

伊達文蔵︵弱一︑︶○束地香一郎︵㈹−２︶

○坂田正之︵帥−４︶○後藤幸子︵帥−４︶

○足立隆︵釦−４︶︵以上一︑五○○円︶

日本弘道会ビル新築工事経過報告

し完了︒

▽二月十日一月末に打設した地中梁のコ
ンクリート型枠を取り外し︑地中に埋設す
る給排水設備の配管取付け及び土砂の埋戻

▽二月十三日基礎を造る為に建家の周川

る︒

に打設したＨ型鋼杭を無騒音工法で抜き取

▽二月二十日第一回鉄骨搬入組立を開

金弐万円也匿名氏殿︵東京都︶

池川竹夫︵帥−３︶○樋口栄︵帥−４︶

︹千葉県︺

︵昭和弱年５月狐日⁝⁝日建設計監理部吉田記︶

▽工事着手後八ヶ月︑永年にわたり日本弘一
道会が近隣との友好関係を続けていたため
工事公害などの苦情全くなし︒工事現場は
無事故︑無災害にて万事順調に進捗中︒

＄っ冨幅打設︑五月九日三階立上りコンクリ
ート＄Ｃ自画打没︑五月二十三日四階立上り一
コンクリート韻・巨砲打設︑五月末現在五階ゞ
の型枠及鉄筋組立中︒

△四月二十三日二階立上りコンクリート

打設︒

骨搬入に休日が二回ロスしたが︑木日鉄骨
工事総て完了︒これにて建物全体の外観が
外部より望見される様になる︒
▽四月六日一階立上りコンクリートあ︵︶
巨画をコンクリートポンプ叩二台を使って

▽三月二十五日今年の異常気象の為︑鉄

を打設する︒

▽三月十三日一階床コンクリート弓︑三画

は三月十八日︶

▽三月四日第二回鉄骨搬入組立︒但し︑
二回目からは鉄骨の組立に伽トンのクレー
ン車を使用する際︑前而道路の三分の二を
占める事となり︑交通規制にかかるため︑
日眺祭日の糸の作業となる︒︵第三回組立

を併行︒

金五千円也神戸光子殿︵神奈川県︶

︵以上三︑○○○円︶

松江支会︵三十二名分︶四八︑○○○円

︹島根県︺

志賀千賀︵弱−６︶一︑五○○円

︹大阪府︺

宮野吉松︵釦−３︶三︑○○○円

︹秋田県︺

○堀田乾次郎︵帥乏４︶一︑五○○円

︹茨城県︺〃

伊藤直介︵舵／３︶伊藤政志︵刷育ｊ︶

︹山形県︺

川越支会︵五十八校分︶七九︑五○○円

柳瀬友禅︵帥三３︶三︑○○○円

︹埼玉県︺

○若林正寧︵帥−４︶︵以上一︑五○○円︶

始︒組立てた鉄骨柱の元に神酒を注ぎ︑現一
場内での今後の工事安全を祈願︒鉄筋工那一

︵休伐県︶

金壱万円也金ヶ江三郎雅綱殿
◎会費領収報告書
︿郵鵬和甥癖認朋皿服敬称略︶

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

２︑○印は新会員です︒

３︑お名前の下の数字は会費蝦終月です︒
︹東京都︺

土屋晴義︵弱−１︶大木善朗︵帥−４︶
赤広正男︵釦−２︶遠藤りう︵帥−３︶
○四宮正雄︵帥乏４︶○小林勝衛︵帥−４︶
○伊藤尊和子︵帥−４︶○十重田益代︵帥−４︶

○河原一郎︵㈹三４︶○遠藤貞子︵㈹三４︶

○久田勝清︵帥三４︶○遠藤勝︵帥−４︶
︵以上一︑五○○円︶

○飾磨秀夫︵帥三４︶○平井美代子︵帥／４︶

（59）

◇会員増強貢献者に
感謝状贈呈
○本会の最近における入会者数は皆様のご
協力で︑追々増加しつ坐ありますが︑反面︑
会員の老齢化による自然減が目立ちます︒

これをカバーするため︑有志の方々からは
日頃非常なお骨折りを頂いており感謝にた

−敬弔一一

有益なるお話を読ませて頂き︑誠に勿体な

平和で有難い国でございます︒ほんとうに

陛下様が︑いらせられるからこそ︑日本は

ております︒私達日本人は天皇︑皇后︑両

く︑何時も感謝の気持で︑拝読させて頂い

日本人であることが幸せでございます︒一

工藤ミヨ氏︵能代支会々員・元家庭裁判
め率先会員の増強︑道義の昂揚に尽力され

所調停委員︶高齢でありながら︑本会のた

人で暮しております老いた身には大切なご

報告いたします︒︶

総会の詳細については陥月号に掲載ご

のと大いに期待されます︒︵なお右の

て今後の本会の発展にご貢献下さるも

極めてご堪能︒よぐ西村会長を補佐し

政にたずさわれ︑且つ実務面に於ても

とおり︑鈴木新副会長は︑永年教育行

ちに就任を快諾されました︒ご承知の

が満場一致を以て副会長に選出され直

総会に於て鈴木勲理事︵現文化庁長官︶

五月二十七日開催の第八十二回通常

鈴木勲理事が副会長に就任

二心生ロノ．

祈り申上げております︒

弘道会の皆々様の︑御健勝と御多幸をお

ります︒

本でございます︒有難く読ませて頂いて居

ンのため逝去しました︒享年八十五歳︒

〈
̲

た氏は︑四月三日午後五時四八分︑大腸ガ
多くの社会事業につくされた功労で四十
三年には藍綬褒章をうけ︑また厚生大臣︑

ご冥福をお祈りします︒

法務大臣表彰を受けられました︒
︵ご遺族は秋田県山本郡八森町浜田工藤英
美氏です︒︶

吹田市志賀千賀
毎月︑﹃弘道﹄を御送付頂き有難うござ
います︒本日一ヶ年分︵五月から来年の四
ほんとうに一ヶ年千五百円でおよるしいの

月まで︶御本代を送金させて頂きました︒

せんのに︒それに︑御高名の先生方様の︑

でしょうか︒御送付もして頂かねばなりま
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えません︒この度︑過去五ヶ年間の実績を
もとに左記の三氏に﹁感謝状﹂と﹁記念品﹂

を贈呈いたし︑その御功績を永く本会の記
録にとどめることといたしました︒こ上に
ご報告申し上げます︒

千葉県佐倉支会幹事服部忠三氏

横浜市特別会員加藤嘉三郎氏

千葉県東部支会長石橋香峰氏

記

編集後記
○﹁人間︑一人一人はみんな孤独だ﹂と言
われます︒近頃流行りのカルチュア・セン
ターが何処も満員なのは︑その本当の目当
てはカルチュアそのものの履修にあるので
はなくて︑実は︑そこでの人間関係を求め
て集まるのだという噂もあります︒︵日本
経済新聞︶と︑いうことは︑日常友を選び友
と交わることがどれほどむずかしいことの
現われとも解されましょう︒良い友が欲し
い︑心からの友と交わりたい：⁝・という願

望は歳を取るにつれて一層強くなるようで

ると︑イラン・イラク間の調停にわが国が
本腰を入れる構えのようです︒これに対し︑
一部の評論家は﹁軍事力も持たぬ日本など
が出る幕ではなかろうが⁝⁝﹂などと頭か
ら郷撤し去ろうとしています︒けれどもそ
れはとんでもない誤りで︑言うまでもなく︑
産油国イラン・イラクの双方と貿易を通じ
て最も関係が深く︑しかも歴史的に両国に
全く負い目を持たない我が国こそ︑打解仲
介の朕り役というものです︒世界の平和は︑
最早や米ソ両大国の支配者たちのあぶなげ
な危機管理能力だけに頼るのはまことに危
険です︒日本の政治家の﹁英智﹂が今こそ
試めさるべき秋が来たと言えましょう︒外
務当局の不退転の頑張りを期待します︒
○弘道会ビル建設工事は︑その後も引き続
き順調です︒いま各階庄面のコンクリート
打ち作業中です︒この調子ですと︑来年一
月二十日までの竣工予定達成はまづ大丈夫
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○本号﹁わが友を語る﹂の特集によります
と︑ご執筆下さった方炎にとって︑まこと
の知友や畏敬する先輩たちの生き方やら︑
或る時の心のこもった一言やらが︑どれ丈
け永い人生航路での尊い道標ともなり︑生
涯の営みの上でのこの上ない刺激となって
来たさまざまのご体験にふれ︑深い感動を
禁じえません︒

それが︑同じ生れ故郷で共に遊び共に学
んだというような生涯の友であるならば︑
それこそ人生最高の仕合わせですし︑たと
え︑それが一期一会の友だったとしてもふ
と通い合った心の交流の思い出が︑永く脳
裏に明るい灯をともしつづけることも︑人
生最高の幸運というものでしょう︒
○ところで︑・ヘルシャ湾危機がますます緊
迫の度を加えて参りました︒新聞報道によ
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