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道徳の力
↑﹄Ｌ﹄いえ

およそ道徳のことは︑それがどれほど善美なことでも︑少数では大に行われ難いものである︒孟子の一杯の水

ようとして自身節倹をおこなっても︑世人のすべてが節倹の貴ぶべきことを知らないときは︑かえってその人を

を以て一車の薪の火にそそぐの職は︑きわめて適切である︒たとえば︑今ひとりの人間が世間の著修をいましめ

そしってケチだといい︑ひどい場合には交際する者もなくなるだろう︒もし一郷の人が皆道徳の理に通じている

また︑一郷一村に醜悪な風俗があり︑一︑二の人が奮ってこれを矯正しようとしても︑それを賛助する者がない

ときは︑一人が節倹をおこなえば皆がそれを称賛し︑誰もが一心となって一郷の節倹となるに至るまであろう︒

ときは︑千匹の片目猿が一疋の両目猿を笑うの職のように︑ついに愚論に勝ちを制せられて︑せっかくの矯正も

その効を発せずに終わってしまうであろう︒その他あらゆる善事にそのようなことが非常に多い︒故に弘道会の

むかし︑封建時代︑ある雄藩では全藩の風俗が武勇をたっとんだので︑中に一︑二の怯儒な者がいても︑士人

主意は︑一人でも多く人を会員とし︑初めは一町一村より︑ついには全国に及ぼうとするのである︒

の間で排斥されるため︑自然とみずから奮発して武勇の士とならざるを得なかった︒道徳のこともその通りで︑

もし一郷の人が皆道徳の重んずべきことを知るときは︑一︑二の不道徳な者があっても︑自然に化して道徳者と

なることができるであろう︒そもそも道徳の勢力は︑政治・法律・経済・軍事の四大力にまさる程のものである

である︒たとえば蒸気のようなもので︑抜山の大力があるけれども︑ワットの出ない以前は世人は誰もその力を

が︑世人がそれほどの大勢力のあることを知らないのは︑いまだじゆうぶんにその力を発揮したことがないから

︵明治二十五年六月北越における道徳演説﹁道徳談﹂より︶

の熱心の程度の強いときである︒この二点が兼ね合わされるときは︑道徳の雄大な力は全国を動かすに足り︑世

知らなかった︒道徳も︑この蒸気と同じである︒道徳がその勢力を発揮するのは︑道徳に志す者の多いのと︑そ

人も初めてその勢力の大きなのに驚くであろう︒
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本日社団法人日本弘道会第八十二回総会に当りまして︑不肖私が式辞を述べますことは誠に光栄の至りに存じ

し︑わが国に於ける﹁永遠の平和﹂と道義団体としての主義主張を宣布することを目的とする︑国家主義を中心

とした﹁永遠の平和と道義振興の殿堂﹂とも言うべきものを建設すべく計画を進めて参りましたが︑お蔭様で極
めて順調に工事が進捗し来年一月落成式を挙げる運びとなりました︒
このことを皆様にご報告秀々お喜び載きたいと存じます︒

同時に千載一遇の絶好のチャンスに恵まれたこの際こそ︑近来︑ともすれば衰退勝ちだった本会中興の大事業
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圭李手９０

就任以来︑私は会員の皆様のご指導と役員諸子の御協力を得まして会の運営に老骨を鞭打って︑当って参りま

したが︑何分老齢でもあり︑出来るだけ早い機会に︑副会長に適任者をお願いして補佐して頂きたいと思ってお

りましたが︑幸にしてこの度︑いよノ︑その機が熟しまして︑本会にとって最も適わしいと信ずるお方にご快諾

を得ましたので︑本総会に於いて︑皆様にご紹介労々︑ご審議の上︑ご賛同を頂き度いと存じた次第でございま
○

日本弘道会は先般来︑住友商事株式会社の︑極めて理解深いお力添えを得まして︑﹁日本弘道会ビル﹂を建設

す
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の基礎を新たにしっかり堅め︑これを若い世代に次々と伝え行くことを以て︑吾等の唯一の義務責任と心得て︑

再出発︑今後一層必死の努力を尽して参りたいと決意しております︒新たなるビルの完成を機とし︑名実共に︑

世に誇り得る堂をたる日本弘道会を︑永く後世に伝え︑残し度いと存ずる次第でございます︒

私は今から四年前︑弱年の第汚回総会に於て本会の会長として初めて式辞を述べたのでありますが︑その際︑

会祖が百年に亘って説述された信念の﹁原点に立ち帰るべし﹂と会員一同に訴えたことを想起いたします︒

原点とはいったい何か？会祖ご自身のお言葉によりますと﹁日本弘道会﹂の採るべき教は実証的である儒教

と合理的である哲学との二者を合せて︑その長を採り︑短を捨て去ることである︒偏せず党せず︑常に中道を淵

歩して譲らず︑儒教でいう﹁誠﹂であり﹁誠心﹂であり﹁天地の真理﹂即ちこれである︒凡そ真理の外には︑天

かな

きり知ることも出来把えることも出来る︒この様な真理の基礎は天理に︑合い人情に協い︑至弾至情なものであ

って︑凡そ人間の精神と身体の描造が変らない限りその道理も決して変わるものではない︒

然らばこの教を何んと名づけるかと問れ入ぱ︑別に名のつけようがない︒これを﹁道﹂と言えばよかろう︒こ

の道は﹁天地の道﹂であり﹁人類の道﹂なるが故に私はこれを堅く信じて死ぬまでも誓って変えないのである︑
と極めて通俗的に明瞭に︑説述喝破せられたのであります︒

思えば﹁日本弘道﹂の道たるや︑遥かに遠く険わしい︒言うは易く行うは難い︒しかし責任は今日なお吾等の

双肩にどっしりと重くか上っている︒断じて右顧左踊すべきではないと︑確信致して己まないのでございます︒

前会長・野口明先生は︑本会の第七十七回の総会に際し︑病躯を押して車椅子のま坐式辞を朗読され〃これが
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地間に一として完全無欠なものなく︑三千年に亘る哲学も︑五千巻に上る仏典も︑遠くこれに及ばず︑普通の男

女ならば誰れでも理解出来︑守り行うことが出来︑宗派もなければ学派もなく︑世界到る処で実行し得るのであ
C

﹁真理﹂は形もなく︑音もしないように見えるが︑夢でもなし︑泡のようなものでもなく︑影でもない︒判つ

る

遺言である〃とまで云って一時間余に亘って最後のご決意を披歴なされましたｃ一同襟を正してお聞きしました

が︑そのお言葉の中に﹁現代は一人の聖賢よりも万人の良識の士を持つ社会のほうが望ましい﹂また﹁昨今の世

相に鑑桑︑道義の高揚と教育の必要を第一義とし︑常に新鮮に内外の現実を正視して︑徒らに尚古に堕すること

なく進んで世界永遠の平和を目標とすべきである﹂とわが弘道会今後の進路をご明示されたのでした︒

会祖の流れを汲むわれ等会員は古今東西を貫ぬいて変わらない﹁誠心﹂の一路﹁弘道﹂の真意に徹して︑この

一筋
一
筋一を堅く踏みしめて︑互に手に手をつないで︑いつまでも堂々と︑まつしぐらに潤歩し続けようではありませ

んか︒

（5）

どうか皆様の絶大な御協力と御支援とをお願いいたしまして私の式辞といたします︒

鈴木

日本弘道会副会長就任の挨拶

昭和五十九年五月二十七日

どうか今後とも︑会員の皆様方のご支援ご鞭鮭を心からお願い申上げます︒

佐して︑日本弘道会の発展のために︑誠心誠意︑微力を尽したいと思います︒

甚だ心もとない次第ですが︑お引受けいたしましたからには︑西村会長を袖

ようやく四半世紀︑何分にも浅学非才︑このような重責に堪えうるかどうか

これまで︑前会長・野口先生のご指導を頂いて入会し︑弘道会に関係して

に身に余る光栄に存じます︒

このたび︑図らずも︑山緒ある日本弘道会の副会長に御推ばんを頂き︑誠

勲

一
一
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老若男女の友
小学の時のクラス会もあるし︑中学︑高校の時のもある︒
一年に二回ぐらい開かれる︒今から二︑三十年も前になろ

入江

ことを言い合うのが礼儀であり︑そのために集っているん

この世に生まれてきたような人が死んでしまったのと︑今︑

東大の時のもあったのだが︑まるで幹事をするために︑

だから︒

乱のためもあったろうし︑年頃からいって︑ちょうど働き

東京にいるのは︑たった二人ということになったので︑私

うか︑二十年近く開かなかったことがある︒戦後早々の混
盛りだったので︑みんないそがしかったこともあったろう︒

早クラス会というものではない︒

とその人が会えばそれでおしまいというわけで︑これは最

私には︑血のつながった兄弟もとうてい及ばないような

それが︑いつか六十から七十になり︑さらに七十を過ぎて
ぬかわからない︑あすを知れぬ身としては︑せめて生きて

部長などもつとめたが︑今から十七︑八年も前に亡くなっ

友人が一人あった︒山田康彦といって︑東宮侍従長︑書陵

染ると︑染んなしきりに昔が恋しく︑それに︑互にいつ死
いるうちに︑一度でも多く会っておこうじゃあないかとい

である︒

てしまった︒六十一歳︑このごろとしては早逝というべき

うので︑このごろは︑年に二︑三回ずつ開く︒その上︑下
盛り︒

のクラス会にまでまぎれ込んだりして︑今やクラス会は花

山田とは学習院初等科から高等科までの十七年間ずっと

一緒だった︒その頃の学習院は実によく落第させた︒三︑

そういう席で︑ドアを開け︑襖を開けば︑ただ老翁の集
りに過ぎないのだが︑一言︑二言話しを交せば︑たちまち

る︒およそ同じだけの人数が下へ落ちていった︒高等科を

四十人の少ない人数のうち毎年十人ぐらい上から落ちてく

卒業して東大へ進もうという時︑山田と︑一体初等科から

にを言ってもかまわない︒少年の日から今日まで︑悪口な

ずっと一緒だったのは何人かと数えて拳たら︑たった六人

もう︑八つか九つ︑十六︑七の少年の昔がよみがえる︒な
んか言い尽くしているのだから︑どんなことを言ったって︑

kDノ

政

また言われたって︑どっちもこたえない︒そういうひどい

／ 戸 、

相

ことはあった︒けれども一人が興味を持つことは︑他も必

ず関心のあることだった︒その上毎日二人で二︑三度歌舞

だった︒

二人とも文学部にはいった︒法律にも経済にも興味がな

にいった︒レコードで長唄︑義太夫︑常盤津︑清元︑新内︑

伎を見た︒文楽が上京すれば︑八月の暑さもいとわず聞き

山田が死んだ時﹁入江は気が連やあしないか﹂といった

楽しみだった︒

すべて二人とも︑うつつを抜かした︒相撲も寄席も共通の

く︑文化現象にだけ心を引かれ︑打ち込んでいた二人は︑
父は﹁法学部へ行かないか﹂といった︒そして間もなく︑

文学部へ行くほかなかった︒

父の友人の清水澄博士から︑法律や経済の本が︑五︑六冊
届いてきた︒義理でちょっと読んだが︑とうてい堪えられ

て思い出す︒アイッさえいてくれたらというのは︑しょっ

人がたくさんあった︒気は違わなかったが︑なにかにつけ

も

ない︒こんなこと一生やるんではかなわない︒第一︑大学

友を語るとなれば︑山田以上の友はないし︑山田でなく

ちゅうのことである︒

の三年間だって保たないと思った︒父にあやまった﹁何と
か文学部にやらしてくれ﹂と︒いい親爺だった︒﹁そんな
山田はすでに父親を失っていたから︑そういう手続きを

﹁人見知り﹂をしないから︑なにかにつけて︑さまざまな

ても︑学生時代の友人が一番親しくはあるが︑私は一体

、 イ ノ

に好きなら︑その道を進め﹂と許してくれた︒

経たのかどうか知らないが︑山田だって文学部以外に行く

画家︑書家︑歌人︑俳人︑作家︑俳優︑落語家︑漫画家︑

人との交遊を楽しんでいる︒

ところのない男だった︒二人揃って︑胸を張って︑本郷の
文学部に通った︒

ある︒ふとした縁のふれあいがきっかけで︑交りはこまや

実業人︑相撲の親方と︑実にさまざまな人とのつきあいで

高等科では︑二人とも文乙で︑つまりドイツ語が第一語
学︑英語が第二語学と︑外国語が同じだったので︑明けて

いし︑友人ともいえない︒

なんというのは︑そもそも下の下︑そんなのは交遊でもな

うしようというのではない︒大体︑つきあってどうしよう

毛色の変った人同志ではあるが︑別に互につきあってど

かにつづいている︒

も暮れても一緒だったが︑大学は︑山田が国史︑私は国文
で︑科がちがったから︑毎日のようには会わなかった︒そ
の代り︑共通に講義のない午後とか夜とかには︑輪読をし
た︒栄華物語︑吾妻鑑︑ドイツ語でデュルタイの哲学︒

山田康彦という友人を持ったことは︑私にとって一生の
仕合わせだった︒片方が知っていて︑他は知らないという

r ワ ､

この世に生を受け︑しかもそれが同じ時代に生きている︒
こんな楽しいことはない︒﹁縁﹂というものである︒

会ったのはたった一度なのに︑旅先から絵葉書がきたり
する︒

また︑交遊というものは︑年令には関係がない︒新聞や
雑誌になにか書くと︑全く知らない人から手紙が来る︒若
い高校生から﹁次の随筆集はいつ出ますか﹂と聞いてきた

おもしろく思って書いたことを︑六十歳も若い人たちが読

庫本に入れてください﹂という手紙が届いたりする︒私が誠

んでいてくれるのである︒男の人もいるし︑女の人もいる︒

日常ずいぶんいそがしくて︑ごたごた暮らしているのだが︑

︵侍従長︶

生きていく上の力のもとになってくれるのだもの︒

こういう手紙にはすぐ返事を書く︒

鈴木
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り︑﹁文庫本のほうがやすくていいから︑なるべく早く文

小さな出合い

分の意思で理事長を引退することが出来て︑八十余年の我

Ｔ君は親孝行者で︑大学にも籍があったし︑中々のイン

人の一生には色々の出合がある︒私などは一生農林官僚

テリで写真の大家であり︑特に諸橋先生の有名な﹃大漢和

が人生に初の我が侭が許されたのである︒この十余年の問

であった︒その後内閣︑宮内庁︑外務省︑法務省︑そして

字典﹄十三冊の持主でもある︒人工衛星の宇宙飛行士が︑

としての道を歩む筈であったのに︑二千年に一度という終

農林省と段取を変えること五度︑全く私の意思に何等かか

宇宙の空は真青であったといえば︑直ちに荘子の遁遥遊篇

戦という大事件に遭遇して︑父が終戦処理の責任者に立た

わることなくして行くべき所に行かねばならなくなった︒

の大鵬が三千里を羽ばたいて南に飛んで行く大空は真青だ

てくれたＴ君との出合である︒

その上馬術連盟の会長という優雅な役職の悠を自適の生活

と書いてあったと発言する程の人物である︒自動車の中で

に私には小さな出合があった︒それは毎日自動車を運転し

の理事長を仰せ付かることとなった︒在職十三年初めて自

は︑昭和四十五年晴天の解露のように東京穀物商品取引所

されたばっかりに︑私の人生行路は路線を踏ゑはずしたの

一

と思ったのは︑孔子様がスポーツ精神を説いていられるの

たことがある︒﹁論語﹂とスポーツの関係︑これは私の新

いと︑日本体育協会の雑誌にも載せられて一寸評判になっ

だと︒二千年も前スポーツマンシップを説かれるとは面白

そこで先般出版した随筆集﹃菊の園﹄に載せた﹁殺生は

発見︑恐らく古今東西未だこの新説を出した人はいないに

った︒

の空間を共にしたＴ君との交際は実に愉快であり有益であ

よい︒そこに現れる釣の好きな人とは即ちＴ君のことであ

嫌い﹂との一文は︑正にＴ君のお陰で出来たものといって

違いない︒

話のついでに私は孔子様のような矢で烏を射ったことは

る︒論語が二千年も前にスポーツマンシップを説いている
という大発見は︑正にＴ君との小さな出合からだといって
よい︒

釣のグループ活動もなかなか熱心で︑本当のベテランも何

出すが︑私にはどうも釣や狩猟は苦手である︒取引所では

﹁俺は殺生は嫌えだ﹂とどこかの時代劇のセリフを思い

るではないか︒教わった通り烏の一メートル先を狙って引

た時︑山鳥が山上から谷渡りといって矢のように飛んで来

銃を撃つ間もないほどであったが︑深い谷のこちら側に出

消えかねている山道を行くと足もとから雑が飛び立つ︒猟

中で山鳥を撃ちに親戚の者に誘われたのである︒雪のまだ

ないが︑鉄砲を試象たことはある︒二月の寒い頃栃木の山

人かいるようである︒その中の一人が﹁釣﹂という字が論

ｌ殺生ば嫌いｌ

語にあるかと大変難かしい質問をしたので︑私はちょうど

ていた︒ベテランの先生達はついに一羽も取らぬのに︑初

てくわえて来たのを見ると︑散弾が首筋にあたって血が出

めての私が一番飛びの早いという山鳥を射止めたので︑本

金を引くと︑見事命中して山鳥は谷底に落ちた︒犬がやが

宿﹂の九字を見付けたのである︒﹁子釣︵チョゥ︶して綱

っていると発見したのは︑述而編に﹁子釣而不綱︑七不射

言ウ︶せず︑セョーク︶宿︵シュク︶を射ず﹂と読むの

たのである︒一発必中の記録を汚さぬというより︑撃たれ

当に大得意であったが︑これで狩猟は卒業することに決め

台湾の友人から送られた﹁論語正義﹂という註釈書をめく

であるが︑孔子様は釣はなさるが︑綱に沢山鈎を付けたり

烏といえばかつて霞網を使い玉川原で冬の日小鳥を取っ

た山鳥が哀れに思えたからである︒

はなさらない︒一網打尽ではなくして︑一体釣ということ

たことがある︒友人に誘われて︑掛った小鳥を焚火で焼鳥

である︒七ｓク︶とは矢に紐を付けて飛ばす矢のことだ
し討ちはなさらないということのようだ︒そこで私ははた

そうだが︑宿︵シ﹃一ク︶とは寝ている鳥のことである︒欺
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これとは反対にかつて宮内省で内匠頭をしていた頃︑越

ていると︑殺生はしたくないとつくづく感じた次第である︒

の毛をむしって素裸にし火にあぶってくれるそのさまを見

にして御馳走になったのはうまかったが︑その友人が小鳥

取った鴨は︑いわゆる羽交にしてそこに転がしておいてあ

この説に異を唱え機嫌を損じたのである︒その訳はサデで

夫人は動物愛護協会の日本における会長でもあったらしく︑

式部官は自慢気に話したところ︑英国大使館のガス﹁一イン

で血を見ない狩猟というところが味噌であると︑宮内省の

戦後占領軍の接待に大いに活用されたのであるが︑人前

れるのであるが︑大変喜ばれるものである︒もちろん取っ

優れたスポーツである︒外交使臣などの接待に宮中で使わ

立つところをすくうのである︒これこそ古式による日本の

トの大きいような網で︑溝におびき寄せた鴨の一斉に飛び

が︑反対するわけにもまいらずなだめすかすのに式部官は

きであるというのである︒まことに都合のよい説だと思う

から︑人間の用に供するためにはひと思いに殺してやるべ

いうのである︒神様は人間のために烏を作られたのである

ことは烏を苦しめることになるので︑動物愛護に反すると

とから集めるのであるが︑両翼を交差させて転がしておく

︿ガぞ

こでは鴨を鉄砲では撃たないのである︒サデというラケッ

た鴨はあとで料理していわゆるお狩場焼きという小さい鉄

(10)

ヶ谷と新浜の二つの御猟場を管理していたのであるが︑こ

板の上で焼きながら食べるのであるが︑美味にしてまこと

苦労した由である︒︵前・東京穀物商品取引所理事長︶

章者の北村西望氏を︑井の頭公園の一角のアトリエにお訪

鈴木

に風雅なものである︒

二人の白寿芸術家との出会い

昨年の暮れと今年の初夏と︑半年の間に︑白寿を迎えた

ねした︒この日︑満九十九歳の誕生日を迎えた芸術家の白

Ｉ北村西望翁と野上弥生子さんＩ

芸術家お二人に続いてお会いするという︑私にとって稀な

十九となり︑﹁白愉一宇となる︒︶九十九歳︒九十九歳の祝﹂

﹃白寿﹄は︑広辞苑によれば︑﹁︵﹁百﹂から一をとれば九

寿を祝う政府からの銀盃をお届けしたのである︒

昨年の十二月十六日の晴れた午後︑彫刻家で文化勲章受

北村西望翁

る出合いの機会があった︒

勲

とある︒千葉県の鹿野山に﹃白渓山荘﹂という名の施設が

永直樹氏らの見守る中で︑銀盃をお渡しした︒北村翁は︑

で︑御子息の彫刻家で芸術院会員の治嬉氏や︑お弟子の富

の説明をされたり︑手を動かして力の要る仕事を続けてい

文字どおり︑かくしゃくとして︑現在とり組んでいる作品

るのが長寿の秘訣なのだろうなどと︑張りのある︑大きな

に九十九谷があり︑これを見下ろす高台にあるをもって名
づけたということであったのを想い出す︒喜寿とか︑米寿

声で話された︒

あり︑私も度々利用させて頂いたが︑その由来は︑南の方

文化に独特の高雅な遊びのようなものであろう︒

この声には︑想い出がある︒私は︑昭和四十二年から四

とか︑この種の字合わせは︑他にも多く見られるが︑漢字
北村翁のように︑現存の文化勲章を受章した方で︑今な

の頃︑県美術会の理事長をしていたのが彫刻家の藤野天光

十六年まで︑四年間ほど千葉県の教育長をしていたが︑そ

氏で︑県立美術館の建設に一緒になって取り組んだ人であ

お︑かくしゃくとして活躍しておられる方に対し︑さらに
から各方面からあったようである︒しかし︑文化勲章は︑

叙勲などで顕彰する方法はないだろうかとの要請は︑以前

る︒藤野氏は︑北村翁の愛弟子であった︒また︑藤野氏の

り︑父子とも市川市に住んでいて︑親子二代のおつき合い

長男の忠士氏は都道府県教育長協議会の事務局長をしてお

であった︒その天光氏が亡くなって︑彼がその完成を待ち

とができないので︑死亡のさいは別として︑生前には叙勲
はしないという閣議決定がなされている︒しかしまた︑百

芸術家にとって最高の栄誉であり︑他の勲等と比較するこ

歳近くまで現役で活躍している芸術家に対し︑なんらかの

しい神式の葬儀であったのと︑その時の北村翁の強い印象

わびていた千葉県立美術館において葬儀が行われた︒珍ら

歳をこえておられたと思うが︑狐為と祭壇の前に歩を運び︑

とで︑今でもよく憶えている︒北村翁は︑当時すでに九十

祝意を表したいというのも︑きわめて自然なことである︒
えて︑銀盃下賜という制度が創設されることとなったも〃の

そこで︑北村翁がちょうど白寿を迎えるという時点をとら
である︒中曾根総理の強い意向もあったときいているが︑

けた︒﹁君はなぜかくも早く逝ったのか︒﹂と恰も生ける人

背筋を伸ばし︑白髭をふるわせて︑﹁藤野君！﹂と呼びか

︑︑︑

芸術文化を尊重する政府の姿勢を示すものとしてみても︑

よび起こしたのであった︒藤野氏も七十歳を過ぎていたの

残り︑今アトリエで聞く声と重なって︑新たな感慨を私に

に対するがごとく語りかけた︒その張りのある声は耳架に

仲をいきなはからいであると思う︒

この制度の適用をうけるのは︑そういうわけで︑北村翁
高い天井の︑大小の彫刻や塑像で埋まったアトリエの隅

がはじめてである︒
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であったが︑北村翁にとっては︑愛弟子の早世と感じられ

老作家といったが︑声は若々しく︑六十代の人という印

お渡しした︒私からは︑カトレアの一鉢を差上げた︒

この頃は︑彫刻よりも︑字を書くのが面白くなった︑と

象であった︒最近白内障を手術したぐらいで︑耳もよく聞

古風な応接間で︑老作家にあいさつし︑総理からの銀盃を

言い︑アトリエの隅の毛託に坐って︑私のためにと︑一︲天

たのであろう︒

地春光一腿﹂の五字を揮皇して下さった︒いかにも北村翁と

白寿というけれども︑いつの間にかそうなっていたとい

うことです︒教えられてわかったというようなことで．⁝：

こえ︑あとはどこも悪いところはないとのことであった︒

書き︑昔流でいえばこれでよいでしょう︑と少々照れたよ

思わせる力強い見事な字であった︒それに︑百一歳西望と
うな調子で言われた︒私は︑いいようのない親しゑを北村

一世紀﹂という特集があり︑野上さんは頁ウム・クウヘ

と淡々と語られた︒雑誌﹁新潮﹂六月号に﹁野上弥生子の

なこと︵クリスマスと︒ハレンタインのことｌ筆者注︶はもとより︑

﹁何事もぼんやりと過す癖のある私は︑それらの季節的

じような意味のことを述べている︒

ンの話﹂という美しい小品を載せているが︑その中に︑同

翁に覚えた︒

その日の夕方︑都内で旧制中学以来の古い友人の長女の
結婚披露があったが︑早速︑この目出たい五字のおすそ分
けをして︑若いカップルの末永い幸せを祝福したのであっ
二﹂○

野上弥生子さん

ユ●ｊ

った︒⁝︒：ところが今年はお正月とともに﹁白寿﹂という

還暦の︑古稀のといったものまで︑とんと忘れたままであ

ことになり︑たいそうお目出度いのだと教えられた︒そう

今年に入って︑五月六日︵日曜日︶の午後︑今度は︑野
上弥生子さんを成城のお宅に訪ねた︒野上さんも︑この日

聞けば︑とぼとぼと遠くも来ぬるもの哉の思いはするが︑

野上邸は︑門標も白い小さい板片に﹃ＮＯＧＡＭＩ﹄と

満九十九歳の誕生日を迎えた文化勲章受章者である︒

しいものであった︒ついでにおうち明けすれば︑私は誕生

正直なところ︑他の年齢的な記念日をよそごとにしたに等

られ︑﹃真知子﹄︑﹃海神丸﹄︑﹃秀吉と利久﹄︑﹃迷路﹄など︑

の廻りへの無関心な作家の眼は︑鋭く︑個人と社会に向け

しかし︑この︑自分の誕生日さえ覚えていないほどの身

日さえきちんとは覚えていない︒﹂

ロー↓︑字で書いてあるだけで︑一見︑別荘のごとく︑邸内

は︑ひときわ高い赤松の老木をはじめ︑木々が繁り︑その
えるというようなたたずまいである︒

間に古い洋館と長男の素一夫妻の住むコテジ風の別棟が見
私は︑素一夫妻の御案内で︑激石の横額のかかっている
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数為の名作を生み出し︑今なお︑いつ完成するか分らない
長篇小説﹃森﹄を書き続けている︒﹃森﹄は︑明治三十三

認識しているだけでもよいと思っています︑と言うのであ

助成や︑今年度から新しく発足した中学校芸術鑑賞教室の

文化庁の仕事についても興味を示し︑芸術文化活動への

ス︾○

にあった明治女学校を舞台にしている︒﹁くぬぎ林の中の

年︑大分県臼杵から上京して六年間学んだ︑単鴨の庚申塚

なさっているとは存じませんでした︒余り面白くもないと

事業などお話しすると︑文化庁がそんな文化の方の仕事を

ころと思っておりましたが︑改めました︒また何か面白い

にあった学校が火事で焼けて移転したところで︑生徒数も

ことがあったら︑来て話して下さい︑といとも卒直に言わ

学校﹂は︑創立者の木村熊二氏の親戚の別荘で︑もと麹町
三︑四十人と少なかった︒﹁一高の裏の弥生町の叔父の家

れた︒この一言で︑私は︑野上さんのファンになった︒

私は︑﹃染ちのくの旅﹄に出てくるＫさんのこととか︑

から片道一時間半を毎日歩いて通いました︒これが体によ
庭学校Ｉ年譜によると︑﹁東京府北豊島郡巣鴨村に土地を購入して︑

盛岡の印象をきいてみた︒明治女学校時代の最も親しかっ

かったかもしれません︒あの辺には︑留岡幸助の学校︵家
家庭学校を創立︒十一月二十三日︑生徒一人を収容﹂とあるｌ筆者

換期で︑書いておかなければと思ってやっておりますが︑

としては分ったつもりでいたが︑実際にその家に泊って︑

向う大地主の家を守って暮しているＫさんのことを︑自分

の物語のごとく挿入されている︒亡兄の幼い孤児と衰運に

れで十和田に行く途中︑何十年ぶりかで再会する話が一つ

妙なことになって：．⁝﹂と︑この小説について︑このよう

そこに充ちている寂璽と空虚に触れて見た今では︑自分は

た級友が盛岡の近くに住んでおり︑淋淡を頼まれて子供連

に触れた︒一日二枚と決めて︑ゆっくりゆっくり書いてい

︵鑑三︶さんも来られたし⁝⁝この時代のことは︑何か転

るという︒悠をとして︑天地の運行に照応し︑恰も樹木の

る︒この小さな旅行記は︑淡々とした叙述の中に︑世相と

何も分っていなかったことを知った⁝⁝というくだりがあ

注︶もあり︑海老名弾正などいろいろおりました︒内村

た風である︒そして︑その結果として︑自づと長寿が得ら

成長するごとく︑確実に︑歴史の年輪を刻んでいるといっ

篇を読むような趣きがある︒

﹁失礼ですが︑貴男様も︑岩手山を眺めて育たれたので

人生を見る作家の眼がキラリと光っていて︑チエホフの短

すか︒︲一ときかれた︒私は岩手の出身ではあるが県南の北

れているということであろうか︒ここまでくると︑高僧の
しかし︑その一方で︑大友宗麟のことに触れて︑自分に

悟り以上の境地のようにも思われる︒

命がもっとあったなら書いておきたい人です︑そのことを

﹁●上

ハ︒

︑可ノ

／ｒ︑

地主︑多額納税者で貴族院議員をつとめたＫ氏のことは︑

かんな創作活動を続けている芸術家お二人にお会いして︑

それにしても︑この半年の間に︑一世紀を生きてなおさ

その結果が届くのを楽しゑにしているところである︒

この話を出して︑調査をお願いした︒

昭和二年とあるから︑大正から昭和の初期の頃の東北の大

ていたのを今でも憶えています︒懐しそうに言われた︒そ

上山系の山の中の村であり︑家内は盛岡の旧家の出であるｃ
ねむ
盛岡は風情のあるいい町です︒合歓花のうす紅い花が咲い

に出張する機会があり︑県教育長の金子さんと会食の折︑

調べれば分るかもしれない︒たまたま︑この後で︑岩手県

った︒

して︑盛岡出の奥様にと︑﹃一隅の一記﹄にサインして下さ

こうして︑一時間半近くがいつの間にか過ぎて︑大分の
実家で新しく作って届いたばかりというソバ焼酎﹁白寿﹂

を頂き︑銘酒﹁宗麟﹂までお土産にと頂いて︑辞去したの
暫くして︑当日のスナ

北村西望氏の制作活動も愈々さかんで︑昨年の第十五回日

造への若々しい意欲である︒野上さんのことは一記したが︑

考えることができた︒お二人に共通しているのは︑芸術創

人間というものの崇高さ︑頼もしさ︑不思議さについて︑

ップをお送りすると︑折

右から二人目野上女史︑左端は筆者でで
ルあ
リっ
つた
上︒

返し返書を頂いた︒サイ

の群像を圧倒している︒お二人とも︑特別の健康法を守っ

展に出した﹁天女の舞﹂も︑その力強さと若々しさで︑他

ておられるわけではなく︑無理をしない生活をしておられ

ン・ヘンで大きな字で書か

るｃそれが︑自然の理法︑摂理に叶っているということで

れていた︒その中で︑前
て︑そのＫ家も現在はそ

述のＫさんのことに触れ

︑あろうＣ

談篇が二巻あり︑野上さんのさかんな知的好奇心︑若々し

﹃野上弥生子全集﹄︵岩波書店︶には別巻として対談・座

のおもかげもなくなった
んとか存在させたいと訴

ので郷士史の意味からな
えがあった旨述べられて

という言葉を見出し︑一世紀を生きた人の心の深い軌跡を

のたった一つの特徴は︑辛抱強いということなんですよ﹂

思ったりしているのである︒︵本会副会長文化庁長官︶

さが随処にうかがわれて面白い読物であるｃその中に﹁私
年譜を見ると︑﹃みち

いた︒

のくの旅﹄を書いたのは
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真一夏の日の回想

松本孝二

一九七六年の秋のことである︒

ライン河の船上から眺めた行き交うドイツ︵西独︶の船

講和条約が結ばれて我国が独立を取り戻して問も無い頃
のこと︑私が勤めて居た会社の社長が財界の米国視察団の

ランスの三色旗に較べて野暮つたい配色の西独の国旗は強

は黒︑赤︑黄の三色旗を翻して居た︒国際河川ライン河を

く私の眼をとらえた︒勿論その国旗はヒトラー時代のハー

航行する船が自国の国旗を掲げることは当然であるが︑フ

向いに新築された新らしい本社ビルの屋上に移されたが︑

の丸の国旗が立てられた︒国旗はその後内幸町の通りの筋
引続き今も毎日高い屋上から眼下の通りの雑踏を見下す様

ブｏＯ

ケンクロイツでは無くカイゼル時代を偲ばせる三色旗であ

突然上空に鋭い轟音を残して三機のジェット戦闘機が飛

び去り︑河畔の高速道路を重装備のＮＡＴＯの駐留米軍の

レライの詩情にひたって居た私はライン河を包む現実の厳

静かなラインの流れと美くしい古城の姿にハイネのロー

機甲部隊の車の列が高速で走り去った︒

しい世界に呼び戻された思いであった︒

第二次大戦の後︑西ドイツは東西ドイツの分割により︑

屋上にも星条旗が翻った︒私を含む国民の多くは日の丸の
と思って居た︒講和条約の締結により長かった占領が終っ

一州の広さにも及ばないが︑今や西ヨーロッパ第一の工業

今はその国士の面積は日本の三分の二︑米国のオレゴン州

国となり︑米国︑日本に次ぐ経済大国としてＮＡＴＯ︑Ｅ

て︑日の丸の国旗が事実上の復権の時を迎えた時︑私には

国旗を掲げることは連合軍の指令によって禁止されたもの

軍に接収された大蔵省の建物も米軍キャンプとなり︑その

当時︑終戦以来東京の街は星条旗の氾濫であった︒連合

天の日も夜間も掛け続けたサングラス姿を連想した︒

めての米国旅行から帰って来た︑さる高名な映画女優が曇

に立てられた日の丸の国旗を見上げた時︑何故かその頃初

に清楚な美しい姿で風に榊って居る︒私は初めてあの屋上

旅から帰国して間も無い日︑本社ビルの屋上に真新しい日

！

何故か日の丸の国旗に対し顔さえも忘れかけた古い知人と
の再会の様なよそよそしい感情があった︒
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山

今は東西ドイツの統一と東西世界の緊張の緩↓和が西ドイ

年十一月十日以降に︑その生命を祖国に捧げた合衆国海兵

中︑海兵隊記念碑を訪れる︒記念碑の台座には．七七五

翌朝ポトマック河の対岸のアーリントン国立墓地への途

ツ国民の心からの悲願であろう︒二度の世界大戦にその国

隊員の名誉と追憶の為に﹂とだけ記され︑その台座の縁を

Ｃ︑国連の有力メンバーである︒

スマルクを連想させる西独の三色旗が再び戦場に翻ること

土と戦場としたドイツが三度国士を戦場とし︑鉄血宰相ビ

年に始まる国の内外の戦の名前と年月が克明に刻ざまれ︑

取り巻いて小さい文字で戦没海兵隊員が参加した一七七五

に近いホテル︑キャピタル・ヒルトンにチェックインする

で︑その足もとの瓦牒は硫黄島の戦場から運ばれたもので

の白兵戦で陣地に星条旗を押し立て様とする海兵隊員の姿

戦う海兵隊員の像は︑硫黄島すり鉢山の壮絶な日米両軍

その中に第二次大戦と硫黄島の名が見える︒

のないことを祈るのは西独の国民だけではない︒
昨年の秋シンシナティとクリーブランドを一所用の為訪ね

と直ぐタクシーを拾ってワシントン記念塔に向った︒なだ

たものであって︑すばらしい迫真力を持つ︒

あろう︒戦う兵士の像は従軍写真班員の写真をモデルにし

た私は︑初めて首都ワシントンを訪ねた︒ホワイトハウス

の美しい記念塔は回りを五十本の小さな星条旗の環にかこ

らかな丘の広大な芝生の上に高さ一六九米の真白い大理石

立一記念碑の戦う兵士の像は恐らくこの海兵隊員の像を参考

数年前クアラルンプールの中央公園で観たマレーシャ独

アメリカを象徴する巨大な白いオ︒へリスクを取り巻く小

にしたものと思われるが︑その迫力は到底この海兵隊の像

まれて立って居た︒

連想させた︒

さな星条旗の環は一瞬小学校の運動会場の万国旗の装飾を

この記念碑の兵士が押し立てようとして居る星条旗は独

に遠く及ばない︒

に語り掛けて居るのであって︑日米の戦の歴史だけを米国

立戦争以来の米国の歴史と海兵隊員の祖国への忠誠を国民

併しこの星条旗の環が象徴し主張して居るものは決して
アメリカ国民の美的感覚ではなくアメリカの歴史である︒

マン氏の家での私の為のホーム・︿−ティーには二十名を超

クリーブランド郊外の緑濃いブレックスビルの知人コー

の国民に訴えて居るのではない︒

ジョージ・ワシントンの建国の時︑十三の星を着けた星条
旗は今は五十の星を着けて︑五十本の星条旗はワシントン
れる世界の人々に強く米国の建国以来の歴史と現在の米国

える同家の親戚知人が集って呉れた︒その席上で私がパー

記念塔を取り囲んで居る︒その姿は米国の国民とこ上を訪
の力と決意を語り掛けて居る︒
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ルハー善ハーのアリゾナ記念館とリメンバー・パールハー雫ハ

日の丸の国旗が翻って居る︒

高いボリュームで軍歌を流し続けて街々を走り廻る車にも

その日の丸の国旗は︑多様化した国民の政治意識の何れ

ーの話に触れた時︑同家のセシル夫人は言葉少なく米国人
は決して何時迄も過去の不幸な出来ごとにこだわって居る

て南京入城の日本軍が掲げた日の丸の旗だけが日の丸の国

にもかたよることのない民主国家日本の国旗である︒かつ

アーリントンの国立墓地の芝生に映える星条旗は美しい︒

旗のイメージであり続けてはならない︒日の丸の国旗の歴

様な国民ではありませんと云った︒

ワシントンの官庁街の建物の屋上には白亜の建物と緑の芝

白地に赤く日の丸染めて

ない︒

史は︑ナチスドイッのハーケンクロイツの国旗と同じでは

あ入美しや日本の旗は

私が戦後初めて私の会社の屋上に翻る日の丸の国旗を見

生と美しいコントラストを見せて星条旗が翻って居る︒

い過去の日のことである︒

てアメリカ帰りの女優のサングラスを連想したのは既に遠

七十年近い昔︑私の小学校一年生の時︑幼なかった私が

日章旗よ永遠に日本の平和を守れ

唱った小学唱歌の一節である︒

︵岩淵金属工業名誉職間︶

武藤コマ

た事が人生第一回目の出会いであり︑あたりの人々犬や猫︑

L上イノ

私もロンの開友ヤスの国で平和な日々を送る中にすっか
りアメリカかぶれして了った様である︒

数寄屋橋の街角に毎日の様にトラックを停めて自分の主
張を説き続ける人の車にも日の丸の旗が掲げられて居る︒

ある出あい

⁝﹂とドラマを放送している︒自分のように自然に生れ︑

植物・⁝：右も左も過去は皆出会︲いの足跡ばかり︒懐かしい

会いでないものは何一つない︒凡ては出会いである︒生れ

自然に育ち︑自然に老いた者には運命を転換するような出

過去！出会いの積み重ね過去とは美しいものである︒

毎日ＮＨＫテレビで﹁あなたと出あい︒あなたを愛す⁝

会い事件は見当らない︒とはいっても世の流転を見れば出

／ 1 房 ､

謡曲との出会い⁝⁝

生れつき無器用な能なしの自分が謡曲の仲間入り出来た
ことはわが人生の不思議の一つである︒
Ｏ

昭和のはじめ友人トクちゃんのお宅に遊びに行った︒そ

たいへんなことになったと思ったが硯の前で︑間遠のない

そして﹁この本を書写ししなさい﹂とその本を渡された︒

譜に相当する記号︶である︒

よう懸命に書いた︒文章の字の側につける記号が大事︵音

書のけいこにもと思って何冊か仕上げた︒と文章の内容

或日のこと害写しの﹁竹生島﹂を歩く途中で落してしま

も解る︑一挙両得か三得かなど︒

った︒惜しくてしばらく探したが見付からなかった︒買っ

○

の友人はお父さんの勧めで謡を習っているとのことで︑羽
に謡い出した︒私は驚いた︒その声の大きいこと︒すぐ目

たものより惜しかった︒

衣を聞かせるということになりお父さんを呼んで父娘一緒

の力の入れようはすばらしい︒その迫力にはど肝を抜かれ︑

嵐の大井山捨つる身になき友の里︒今ぞうき世をはなれ

へ信濃なる浅間の獄に立つ煙︒遠近人の袖寒く︒吹くや

得て︒：⁝︒︵﹁小袖曾我迄

遅参やあらんと︒暇申して帰る山の富士野の御狩の折を

子の契りとｃ思えば涙もつきせぬ名残︒をくかの狩場に

ペ舞のかざしのその隙に︒兄弟目を引きこれや限りの親

る︒七五調のせいもあるが内容がすばらしい︒

謡曲の文章は実に立派なものです︒読む程に味が出て来

の前にいる私に聞かせるには小さくてもい些筈なのに︑そ

これが宝生流の謡曲であると知らされた︒

圧倒された︒

父娘揃って美声である︒謡い終っていともさわやかそう
で︑ある︒

その美声が耳に残っていたのか︑それともあの節が印象
づけられたかは分らないが学校の教科書にあった﹁羽衣﹂

いく月かの後である︒自分もあの謡を習って承ようか？

けり︒⁝⁝︵﹁鉢木﹂︶

坂︒墨の衣の碓氷川︒下す筏の板鼻や佐野の渡につきに

とは全く違う﹁羽衣﹂であったｃ

待て待て︒自分は節のとり方は至ってだめ︒他人様のよう

は映写室に入り﹁声出し﹂練習に何分間かを使ったもので

謡の会には必ず出席して聞かせて貰う︒日直当番の折に

分で書写した本で習うとより熱心になるらしい︒

その他あげれば次々と出て来ます︒美文の連続です︒自

な器用なことなど出来ない︒：⁝・だがあのトク子さんは出

来る︒まあやってみようかと決心した︒
先生から出された本は﹁鶴亀﹂であった︒

友人と一緒に先生のお宅を訪ねた︒

青陽の春になればｌと力んだ．それでよいとのこと．
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あったｃ

声は腹からと云われるが︑声は声帯から出るもの︑その

腹とは如何？分らない︒腹は壮である︒吐となれば精神
的なものか？分らない︒
腹を張り喉しぼらずに口うつる
開合しかと息つきは鼻
と指導された︒

宝生流の謡い方は端正そして厳格︒書道でいえば措書で

分けて上演されるのが普通である︒謡の曲のことについて

﹁音曲とは五音︵宮・商・角・徴・羽︶六調子︵一越・

いんｑきうしようかくちう

は世阿弥の著﹁曲附の次第﹂があるがその冒頭に

て︑軽重・清濁を曲に選び寄するによってこの二三ケ条

平調・双調・黄鐘・雅渉・無︶に達し︑文字の声を正し

よくノ︑学得せずぱ︑うるはしく音曲を知れる人とは申
し︑かたし︒⁝：﹂

ふし

謡い出す頭文字には同声︵平声・上声・去声・入声︶を

命なり︒﹂と︒﹁息を助くる曲附︑これ曲の道なるべし︒﹂

置かないこと︒拍子に合わせること︒そして﹁拍子は曲の

ふしづけ

とはいっても内容には恋もあり嫉妬もある︒

ある︒くづさない謡方︑堂々と壮重に表現する︒

現代の作曲家も勉強苦労は出来ているとは思うが︑世阿

竺鳥こまごまと説いてある︒

髪を手にからまいて︒打つやうつの山の︒夢うつつとも

弥の細心なことには頭が下がる︒﹁声は水︑曲は流なるべ

へいでノ︑命をとらんと︒しもと振り上げうはなりの︒

わかざる浮世に︒因果はめぐり会いたり今更さこそ︒悔

し︒﹂﹁調子をぱ機にこめて声を出すが故に︑一調・二機．

ふし

しかるらめさてこりや思い知れ︒．：⁝︵﹁鉄輪﹂︶

る所に謡曲はあの独特の謡曲らしさが育ったことではない

三声とは定めるなり︒﹂と︒この機は気であり︑気を篭め

○○

そしてこの鉄輪の﹁思い知れ﹂⁝⁝この様な心中を表現

水道橋能楽堂で羽衣・玉葛・狸々の能を舞わせて頂いた︒

でどこ迄行っても極が見えない︒

昭和のはじまりから習いばじめた謡曲の道も奥深く複雑

染られる︒

幽玄なども︑このような根から味として出た雰囲気とも

かと思う︒

する曲︵節︶も︑いかにも嫉妬の思いをぶちまけているの
正月の﹁謡初﹂には﹁高砂﹂︒これは徳川幕府に用いら

うたいぞめ

も面白い︒謡い終ってすっきりする場面でありましょう︒

○○○

れるものとのこと︒家康が三方ヶ原の戦に勝利をおさめた

○○○○○○○○○○○○

﹁幽玄物﹂﹁恋慕物﹂﹁哀傷物﹂﹁蘭曲物﹂五音曲と大別され

時謡ったのが吉例となったといって︑これは﹁祝言物﹂︑

○○○○○

能の番組の組合せにより神男女狂鬼︵天狗︶と

う︒ ○
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羽衣は序の舞・玉葛はカヶリ・狸々は中の舞だが舞台に立
つには年余に亘る練習が必要である︒覚えが悪くて指導の
先生にいたく御迷惑をおかげしたが七歳位からはじめてい
たらぱなあなど上話したことであった︒初めて謡を聴かせ
て頂いた昔を偲び︑あらためて友人トクちゃんと︑今は亡
きトクちゃんのお父さん︵源八氏︶に感謝する次第です︒
明治から大正昭和にかけての名人楽師松本長師︵宝生流︶

面とれば汗の雫の能太夫

の句に

○○○

思やられるその汗の雫！謡曲は他の音曲と違い腹の力

で落ついた声で謡うのが謡の特色と訓えられる︒

何年やっても︑初年者同様︑いつも︑はじめての出会い

と思って︑尚を続けることでしょう︒

︵福島県・長老会員︶

後に従って一歩も遅れじと︑早春の山道を必死に登ったの

この道が何処へ行くのかも知らず︑六歳の私は唯父達の

気とはこのことであろう︒筆舌ではつくし難い大きな感動

きにも似た︑叫けびたいほどの喜びであった︒将に浩然の

しまったほどに素張らしい富士の大観だったのである︒悟

谷口現吉

である︒後に知ったのだが︑そこは箱根の乙女峠であり︑

二つの出合い

その朝︑露を踏んで出立したのは仙石原の一旅舎であった︒

ったのだが︑初心と少しも変らない新鮮さは今日も私の中

いたいと云う気持ちは︑私の側の成長に従って幾変遷があ

とって決して楽なものではなかった︒あそこ迄登ればもう

に生きている︒だがこの出会いが私の生涯にとってどんな

が小さな胸をよぎったのである︒この喜びに再びめぐりあ

登る必要がないと知らされた時には︑心がはやって同行の

知るようになったのである︒

意味を持って居たかは︑むしろずっと後年になって初めて

決して急な坂道ではないが二時間近い登り道は幼い私に

はもうこれ以上登らずにすむと云う倫安の心の他︑何の期

す家のあった私にはむしろなじみ深いものだった︒然しそ

富士山はその時初めて見たわけではない︒大磯に夏を過

大人達を制して︑誰よりも先にそこに登りついた︒その時
待も予期もなく小走りにそこについた︒

ところが︑そこに待っていたものは︑ぱっと声を呑んで
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った︒此処に登り立って見る富士は︑何一つ遮えぎるもの

れは何時も重なり合った前山群の後に舞える姿ばかりであ

二の出会いによって再び︑形を変え︑深く広く又高く育っ

だが私の自然の美しさに惹かれる心は︑図らざるある第

＊

て私とのかかわりあいは生涯変らぬものとなった︒

第二の出合いは︑一冊の本が媒介であった︒少年を了え︑

＊

がなく︑視野の限りが凡て頂に向って走る斜面であり︑ス
の眼に一番安らぎを与える八度 十二度 二十三度の美し

カイラインも亦その一つなのである︒しかもその斜面は人

宗教も亦然りであった︒それでいて漫然と大人達に従うこ

った︒愚鈍な私は哲学は雌解すぎてはねかえされて了った︒

は何ぞや﹂﹁人生如何に生く可きか﹂と思い悩むことがあ

青年に育とうとする頃︑私も世の常の少年の如く︑﹁人と

を超すいくつかの峯頂を眺めたり︑北満に駐屯して小興安

私は後年ネパールに旅してエベレストを始め八○○○米

い拠物の軌跡である︒

嶺のなだらかな山地を騎乗して駈け巡ったこともある︒又

いがあったのである︒

小学校を同じくし︑中学四年から慶応義塾大学に進み︑

とを潔しとせず迷い過して居った時︑こんな図らざる出合

の大観を越す感動に触れたことはない︒それは富士自体の

既に予科二年になって居た友人から慶応山岳部を報〃登高

なみに接するのだが︑この幼い日に私の眼と心を射た富士
美しさもあらうけど︑何の予期も予測もない幼いものの前

行〃第五号が送られて来た︒昭和三年九月十七日のことで

ごく最近はよく安曇野の名もない峠路から北アルプスの山

に突然出現したと云う︑巧まざる自然の演出によるところ

奇しくも私の第十八回誕生日であった︒そしてその日の夜

父は早稲田大学出身であり︑旧制高校の弊衣破帽の蛮か

えて了う決心をした︒

半には︑所謂一浪中であった私は進学志望の進路を凡て変

も大きかったように思われる︒

いづれにしても︑その日から私の幼い心は小高いところ
を見れば︑あそこに立って向うが見たい︑あの向うには何
があるのだろうと︑何回となく大人達について山を歩いた︒

にも強く惹かれ見真似で晴円球を蹴っていた︒その仲間か

まった︒スポーツ万能少年の私はラグビー︑フットボール

らは後の全日本級ラガーが二人も出たのだが︑身体も大き

らぶりにも憧れていた私だが︑その二つ乍らを一郷してし

したり︑大人達の杜撰な計画に吐を立てたりして何時しか

ってばかりいないことを知った︒濃霧の山頂に立って失望
その膝下を離れ︑同年の仲間や︑時には一人で山を歩くよ

く走ることも彼等より早かった私は︑ひそかに私の方がう

しかしやがて︑必ずしも常に私を喜ばせる景観がそこに待

うになった︒
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まくなるだろうと自負もしていた︒だがこれも捨てた︒

夜半にいたって読了した〃登高行〃五号がかくも私の心
を動かしたのは何であったろうか︒これを詳しく述べるこ
とは到底与えられた紙数ではつくし難いところであるから︑
これは他日に譲り一言だけ述べて置こう︒

我が国近代登山の文字通りの大リーダーであった槙さん
も少壮三十余歳の執筆者であり︑これに綴った三田幸夫︑

故大島亮吉両氏等のものされた︑紀行︑研究小論︑随想な
ど︑今日登山文学の古典と云われる優れた名編ばかりであ

可きか﹂などその答えは自ら其処に見出せるに違いない︒

私はこの道の中で︑人類最初の二︑ヘレスト登頂者たらん

私は何も省承ずこの道に突入して行った︒

と志すようになり︑至高に到達しようとするからには︑人

として為し得る最高の努力を続けなくてはならないと観じ

私がこのように志してから大戦を挟んで二十年の歳月が

た︒

私は志を果すことなく終った︒

流れ︑一九五三年英国人ヒラリーがこの大業を成しとげ︑

こんな道を選んだ私は︑社会常識から逸脱した生活を送

って怪促たるものなしとしないのである︒だがその中から

︵元・日本山岳会常務理事︶

得たものを︑侍ゑ誇り︑自らの生涯を決して悔いていない︒

中里幸次

偶然の機会から知り合い︑延々として人生の終着駅まで心

婚にまで発展することもある︒又同性間或は老人同士でも︑

１１

情を吐露し合える仲ともなる︒

終戦後の動乱期を終り︑各界の整備が進象︑平和国家と

糸で結ばれたようでもあり︑又一種の宿命とも云えよう︒

いから相手に魅力を感じ合い意気投合し︑これが恋愛や結

相縁︑奇縁と云う言葉があるが︑若い男女がふとした出会
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ったのだが︑私が惹かれたのはその個々のものではなかっ

た︒その凡ての中に流れる素晴らしい先輩達の精神の風で
よしこれだ︑私はこの中に身を投じて先輩に追いすがり︑

あった︒

い

やがては肩を並べられるように頑張ろう︑﹁我如何に生く

での砺出公云

外

人と人との出会いは︑摩詞不思議なもので︑目に見えぬ

海

して前進し始めた昭和三十四年頃︑私は観光旅行団に参加

予定だが乗客の皆さんはどうぞ平静であって欲しい﹂

﹁当機のエンジン四基の内一基が故障を起し︑不時着する

突然英語でアナンスがあった︒

この放送を聴いて私は日本交通公社の添乗員と思わず渋

し渡米した︒ホノルルで一泊後サンフランシスコへ向い︑
に永年在住の韓国人夫婦も当初より参加しておるので︑日︑

同地のホテルで更に四名の台湾系中国人が参加した︒日本

で騒がれたり︑泣き出されては国辱となるので︑口に手を

面で顔を見合せた︒しかし団員に知らせて機内で大きな声

多少のざわめきはあったが︑知らぬが仏で我が混成旅団は

あて黙っておるよう添乗員へ合図した︒米人の乗客間では

中︑韓三ケ国人混成の奇妙な団体旅行となった︒しかし中︑

た︒二週間も一緒に生活しておると︑各お国柄や各人の性

韓人は何れも日本語が達者なので︑大きな違和感はなかっ
癖が順次表面化し始めたが︑それだけに各個人の赤裸ゐな
四名の台湾人のうちで︑謝さんと云う私と同年輩の方と︑

の旨鳴いたが︑大人は何んとかなるよと泰然として動じな

時着して欲しいと思った︒隣席の謝大人には故障と不時着

出来れば︑この地区で大量に生産される馬鈴著畑にでも不

平静そのものだった︒恐らくオハイオ州の上空であろうが

漸次親交を増し行動を共にするようになった︒謝先生は客

かった︒処が薯畑へ着陸して欲しいと願ったが︑仲々着陸

姿が現われ︑却って親しみを感じるようになった︒

乱等に追われて広東省へ居付いた流民が土着の広東人より︑

家人で通常の中国人とは些か異っておる︒昔︑他省より戦

側に救急車や消防車がずらりと待機しており︑異様な雰囲

る同空港へ順次下降して着陸滑走となったが︑滑走路の両

せずどうした事だろうと案じておったら︑何んの事はない

た後の平家のようなものですと云っておる︒永年に亘り虐

乗機は一豆−ヨークの空港へ引返しておった︒見覚えのあ

待された結果︑自然に発奮努力するためか客家出身者には

サンフランシスコへ到着したと思ったら︑一三−ヨークへ

気だった︒安着と同時に米人乗客より一斉に拍手が起った︒

い︒この虐いたげられた客家人は自分達を︑戦争で敗北し

医者︑エンジニーァ︑学校の教師等他より尊敬を受ける職

お客さん即ち客家人と呼ばれたが︑実際は冷遇されたらし

業に従事する者が多く︑台湾や南方各地で︑隠然たる勢力
米国内各地を観光して漸くニューヨークへ辿りつき︑こ

コへ到着し︑ここで日航機へ乗り移る予定だった︒処が運

ナムの予備機へ乗り換え︑今度はホントにサンフランシス

添乗員が旨い事説明しておった︒予て用意してあった．︿ン

逆一戻りだったので︑怪訊な顔付の我が混成旅団の面々には︑

こから帰路につく事となり︑・ハンナムの乗客となり︑サン

をもっており︑日本にも多数の客家人がおる︒

フランシスコへ向った︒離陸後一時間程経過した頃機内で
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ンャの状態に落ち入った︒この時謝大人は︑いきり立つ日

るか︑早く代替機を準備しろ﹂と云ふ工合で︑テンャ︑ワ

﹁我々重要な位置にある者が修理された変な航空機に乗れ

一部の日本人乗客がいきり立ち﹁早く修繕を終れ﹂とか︑

出発と云う予告もなく︑漫然と待合室に閉じ込められたが︑

するのが精一杯で予備機はなかったらしいｃそして何時に

は世界的に航空椎を確立したとは云え各線に自社機を配備

間待たされる破目となった︒何分二十五年前の事で︑日航

が悪い時は重なるもので︑日航機は修繕中で待合室に長い

娘を預かって呉れと要望があって︑姉娘と同じように自宅

本人会社へ勤務するようになった︒謝先生より今度は次の

力旺盛で自分で手続を済ませ渡米して︑一三−ヨークの日

は私の秘書代わりに会社に勤務させた︒この娘さん︑生活

と依頼を受け︑台湾美人を一年近く自宅に寄宿させ︑昼間

もあった︒しまいには謝さんから︑娘を一人預かって呉れ

けた事もあるし︑先方の御家族が訪日され旧交を暖める事

一家が訪台して謝さん一家より各方面を案内され欺待を受

際にまで発展し現在まで連綿として続いておる︒この間私

さて謝さんとの友情は帰国後も続き︑遂には家族的な交

﹁修繕を急がせ修理不充分のまま︑飛び立ったら途中変な

本人乗客へ柔しく声をかけ

一三−ヨークの取引先へ約一年派遣した︒息子と台湾娘二

一方私の息子を英会話学習と取扱商品の知識習得のため︑

後を追って︑一三−ヨークの某社に勤めるようになった︒

宿泊︑会社勤務と云う事にした︒この娘も半年程して姉の

した︒間もなく修理完了して飛び立ったが︑ケチがつき始

と説得に努めたが︑事の道理にようやく混乱状態は沈静化

ある︒

人は旧知の間柄であり共に米国生活をエンジョイした筈で

事になるよ︑たくさん時間をかけて修理した方がいいよ﹂

で巨大な航空機が上下︑左右に揺れ始め︑その都度機内に

めるとよくもまあ続くもので︑今度は太平洋ど真中の上空

が心の底に不安はあった︒窓外を覗くと下方は勿論上方ま

った︒修理に手間どった日く附きの代物だけに乗客の誰も

て親子二代に亘って目に見えぬ糸で結ばれておる事は不思

も従来通り続く事であろうし︑しかも子供同士も交際をし

謝先生と私との交際は︑あれから二十五年間継続し︑今後

正式な紹介を受けた訳でもないのに︑旅先で知り合った

小さな女性の悲鳴が聞え︑ビニール袋を口に当てる者もお

で雲に閉ざされ︑厚い雲の中の飛行が暫らく続いた︒漸く

︵アメロイド日本サービス社・会長︶

議な出会い︑奇縁と考えざるを得ない︒

動揺が納まり薄日がさし始め︑辛うじて羽田へ安着となっ
うな旅行だった︒

たが︑全く行きはよいよい︑帰りがこわいを地で行ったよ
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出合い・出合わせ

○学校だよりから﹁夏休みは出合いの時﹂

﹁⁝⁝﹃そうだ︒わたしは自分で靴をつくってみよ

渡漫芳子

夏休みは︑今まで気づかなかった身近かなことを改め

こども達に知ってほしいものです︒

です︒決めたことをやり抜く︑働くことの大切さを知る︑

て見直したり︑新しい体験や価値にめぐり合う貴重な時

をいただきたいと存じます︒⁝⁝

ご家庭の方々︑地域の皆様方の温かいご指導とご配慮

念じます︒

ことを基礎として︑心身ともに一だんと伸びてほしいと

時に応じた正しいことばづかいができるなど︑学習した

う﹄・ヘリーヌは︑池のほとりにあしが生えていることを

：・・・・﹂

知っていたので︑あしの茎で靴の底をつくろうと考えた︒
父を失い︑母も亡くした少女・ヘリーヌは︑どんな苦し

桑にも堪えて健気に生きていきます︒その姿の中で︑池
の中の小島の小屋でのくらしの場面は︑四十余年を経た
今でも心に刻桑つけられています︒

以上の文は︑昨年七月の学校だよりの巻頭の一文です︒

主人公︒ヘリーヌの生き方は︑祖父母・父母・五人きょうだ

先日︑図書室で﹁少年少女世界の名作文学﹂の中から︑

探していた〃家なき娘〃を見つけた時は︑懐しさと嬉し

した︒一人で生きるための心身の強靭さの必要を思い知ら

いと大家族の中で育ってきた私には︑たいへんショックで

それは︑自分の知らなかった人間の生き方との﹁出合

の心の通い合いと愛情こそが生きる支えになることもわか

されました︒それと同時に物質の豊かさだけではない︑人

さで︑すぐ読み始めた程でした︒

い﹂でした︒小学校六年の夏休桑だったと思います︒ク

待しています︒

こどもたちにも︑ぜひこうした読書での﹁出合い﹂を期

りました︒

ラスの友達から借りて読んだ〃家なき娘″の感動は︑私
の人生観のひとつの基礎となりました︒

母の教えをしっかり守って︑自分の手で幸せをつかむ
勇気と愛情に満ちた少女の生き方を︑ひとりでも多くの
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I

○卒業前の授業から〃雨ニモマケズ〃
という詩はとてもいい詩だと思います︒

﹁校長先生︒今日はどうもありがとうございました︒
〃雨ニモ一︑ケズ

直しは許されません︒一人ひとりの顔を桑つめ︑その表情

の動きを読桑とりながら進めました︒かすかなつぶやきも

見逃せません︒張りつめた四十五分間でした︒以下も授業

あります︒美しい心にみにくい心︒だれでも持っていま

たか︑心の底からよくわかりました︒人には二つの心が

⑨﹁校長先生がなぜ宮沢賢治のことについてお話しされ

後のこども達の感想です︒

ウニイレズニ〃という所が好きです︒ここを読んだ時︑

す︒僕はこの詩の〃アラュルコトヲ︑ジブンヲカンジョ

校長先生が好きだといわれるのもわかるような気がしま

体がぶるぶるとするような気がしました︒⁝⁝﹂

す︒私はみにくい心の方が多いです︒自分で自分をおさ

心を見抜くほどに︑人のことを思っているのですね︒こ

の気持なんて考えてもいません︒でも︑賢治さんは人の

え切れなくて︑勝手なことをいったりして︑もちろん人

今年の三月︑卒業前の六年生に一時間ずつ授業をした時
とかく自分本位に物事を考え処理する傾向の強い世の中

の詩にはとても深い意味があるように思えます︒一つの

の感想文です︒

の実状を見るにつけ︑宮沢賢治の生き方にふれさせたいと

文の中に賢治さんのそのままの心がこもっているような

●●●●

方に出合わせたかったからです︒

と木彫りの人形を用意しました︒主題は．つの詩から︑

い立ちをまとめたプリントと︑玄米四合︵かわりに白米︶

考えました︒資料として〃雨ニモマヶズ〃の詩と賢治の生

う気持ちが出ているような気がしたからです︒．⁝：﹂

しさ︑つまらないことで争いはおこしてはいけないとい

シズカニワラッテイル〃のところです︒賢治さんのやさ

るんだなぁと思いました︒私が気に入った所は〃イッモ

翠終って賢治さんは自分のことより人の幸せを願ってい

●﹁私は側雨ニモマケズ〃の詩は初めて読ゑました︒読

気がするのです︒⁝略⁝

思いました︒〃雨ニモマヶズ〃の詩を通して︑一つの生き
一時間︵妬分︶の授業の中でどうしたら︑こどもの心に

一つの生き方をさぐろう﹂です︒一緒に読象進めながら︑

深くくい込み︑こども自身の生き方を見直せるだろうかと

わからないことば︑気にいったところにそれぞれ線をひき

ざったのは﹃人の生き方﹄について考えてほしいと思っ

●﹁校長先生が︑ぼくたちに宮沢賢治についてお話しく

間もなく中学へ進学し大人への仲間入りをしていくこど

たからだと思います︒それは︑ぼくたちが成長していく

ました︒

も達にとって︑この授業は一生に一度の出会いです︒やり
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願いがふくまれていると思います︒⁝⁝﹂

時に︑いろいろな人につくせる人間になってほしいとの
このほか殆んど全員のこども達か︑それぞれ表現の違い
はあっても︑自分の身はさしおいても人の為に尽くす賢治
のやさしさとその生き方を読永とり︑自分をふりかえって
いました︒﹁わたしも先生のように︑わかり易く授業ので
きる先生になりたいと思います﹂と結んだことばのあるの
も嬉しいことでした︒

ある書物との出合い
人生における出合について書くということは自己の精神
形成史の一・ヘージを客観化することになります︒できるな
らば︑その思い出は胸の中に納め︑誰にも語りたくない︑

ソットしておきたいという気持ちを持っている場合もあり

○ねがい

限られた時間と場所の中で︑如何にこどもに有効な体験

これは︑教育課程編成の際は勿論︑その実施に際して常に

をさせ︑心身ともに健やかに伸ばして行くことができるか︒
考え悩むことです︒

教師と出合い︑友だちと出合い︑教材と出合いながら育

霊員

︵魁島区立高南小学校長︶

って行くこども達です︒この出合いをより高め︑深めてい
きたいと思います︒

高田

この前おきをもとに︑ある書物との出合いについて以下

昭和二十九年というと今から三十年も前になります︒当

雷くことにします︒

しないとしたいところですが︑往時の手控えを見ました︶に︑中

時私は大学に通っていました︒この年の二月六日︵忘れも

この書店の包装紙は︑京は栂ノ尾・高山寺に伝わる︑かの

央線・荻窪駅南口前の古書店にて二冊の本を求めました︒

ます︒いわば恥部を公表するうしろめたさのようなものが
私にはあります︒特にそれ程︑他人様にとって有益なしか

た書を︑紙袋に入れて客に渡すところが多くなり︑こうい

鳥獣戯画を印刷したものでした︒最近の書店では︑購求し

も感激的な出合いを経験していない故にとり分けそう思う
のかも知れません︒自叙伝を書き残し︑公にする人は︑よ

う何かほのぼのとした心持ちを抱かせる包み紙が少くなっ

ほどの自信家か︑何らかの意味で数奇な人生を送った方の
ように思います︒
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らしいものであろうと思います︒早速この両書を読み始め

装一訂・印刷等の外観は劣るかも知れませんが︑内実はすば

が七十円︑後者が百三十円でした︒何れも現在と比べると

学概説﹄東海書房︑昭和二十二年です︒因柔に値段は前者

︵赤版・新書︶︑昭和十五年︑そして和歌森太郎著﹃日本民俗

さてその二冊の害とは︑柳田国男著﹃伝説﹄岩波書店

めには︑初めに古書店を一巡りし︑どこにどの本がいくら

は読桑切るようにしました︒限られた金額を有効に使うた

け多く柳田さんの本や民俗学関係の書を求め︑翌月までに

古書店街へ赴き︑できるだけ安いものを︑つまりできるだ

学金でした︒月に一度︑千四百円也を頂くと神田神保町の

どしていなかったので︑頼桑の綱は︑日本育英会からの奨

また貧しく︑手持ちの金はごく少額でした︒アルバイトな

といっても当時は多くの日本人がそうだたように︑私も

ました︒もち論︑理解できたのはそのほんの僅かだったで

たように感じるのも何か淋しく思います︒

しょう︒しかし少し大袈裟に言えば目から鱗が落ちると言

にしましたｃ手持ちの金が底をつくと︑止むなくあきらめ

であるのか頭に入れ︑再び︑廻って低廉なものを買うよう

ったらｌ売れてない限りｌ入手するというようにした

る代りに目を付けた本のありかを記憶しておき︑一ケ月た

うのでしょうか︒日本民族の歴史的な伝承の世界のもつ魅
込まれていまきした︒

に︑柳田さんの書物の主一妾なものは手にし︑わからないな

この努力︵？︶の甲斐あってか︑その後︑卒業するまで

のです︒

力と柳田国男の文章のもつ魔力とが入り混ったものに引き
そのためか︑その後次々と柳田国男の著作を買い求め︑

がらも読み通しました︒むろん神田以外の中央線沿線︑渋

読桑進んでいきました︒百冊もある著作の内容や系統︑関
から読んだと言った方が当っているでしょう︒柳田さんの

連を考えてというより︑手当り次第︑差当り入手できる本

谷︑池袋等の古書店で求めたものもあります︒

後に出版されたものは︑リストの余白に記入し︑入手した

の巻末に掲げられてある参考文献のリストです︒この書以

はあげませんが︑その手がかりは︑前掲の和歌森さんの本

の他﹂︑﹁木思石語﹄︑﹃日本の伝説﹄等々です︒なぜ私の心

伝説関係のものでした︒前掲﹃伝説﹄の他ヨシ目小僧そ

すが︑柳田さんの著作の中で私の心を把えたものの一つが

とに出入りしていた方で︑この先生のご指導もあったので

幸いにも︑私の通っていた大学のＨ先生は柳田さんのも

言は当時︑創元文庫や角川文庫で数冊出ていましたし︑昭

ものにはチェックをしていきましたが︑その印がふえ︑無

を把えたのかということは︑うまく説明できませんが︑歴

和十年代に出た創元選害にも沢山はいっていました︒書名

印が減じていくのも隠れた楽みだったのです︒
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史的事象の口碑１伝承的なものの面白さということでしょ

して母校の大学に派遣させていただき︑柳田さんの研究や

初めの出合いから約二十年後の昭和五十年︑私は︑希望

柳田さんの文章を読み返えしました︒

た拙文に対し︑伝説は話の内容を検討することよりも︑伝

うか︒Ｈ先生からは︑実地調査を基に庇理屈をつけて書い
説を支えてきた人々の信仰の問題だから︑そこを掘り下げ

んと教育︵とくに社会科教育︶について研究する機会に恵ま

日本民俗学の第一人者と目されるＭ先生のもとで︑柳田さ

これにこりずに︑私は卒業論文に伝説を取り上げ︑文献

るようにとのご指導を頂きました︒

一冊の書物がきっかけとなって︑人生の運命を変えたと

れ︑拙い報告書を作成しました︒

たが︑所詮今から染れば噴飯ものでしかありません︒それ

までになるということは︑何か不思議な気がしますし︑見

迄は言い切れませんが︑私の考え方に一つの指針を与える

と調査によって︑いくつかの視点から解明しようとしまし
でも当時︑先行論文を調べたり︑江戸時代よりの随筆︑紀
行︑地誌類に当ったり︑現地へ赴いたり︑多少の努力は払

柳田さんから学んだものについては︑別の機会にゆずる

えぬ糸で結ばれ︑操られているようにも思います︒

としても︑以上記したことが﹁ある出合い﹂ということに

ら惨み出た人生観というものをとくに興味深く読んで必ず

さて︑これらの人たちの誰もが採りあげている究極の課

読後感を寄せることにしている︒

題は︑人間が生きることにおいて一体﹁人間の在る姿とは
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い︑やっとの思いで仕上げ︑期日までに提出しました︒

その後卒業︑就職し︑都内の学校に勤めるようになりま

なるのでしょうか︒︵保谷市束保谷小教頭︶

か随想を綴った著書を贈られる機会が多くなった︒私はそ
の中で職業にまつわる一記録的なものにはあまり関心はない

が︑その人それぞれの人生を振り返って自分なりの体験か

荒木敏鎌

した︒昭和三十七年︵死の年︶の筑摩書房より﹃定本柳田国

男集﹄が出た時も月給をもらう身だったので求め︑改めて

ｌ息子の死が招いた信仰との出合いＩ

生と運命

人

最近︑年をとるにつれて思いがけない友人から回顧録と

｜

ほど深淵にして神秘なのであろう︒ついには自分が現に生

いについてである︒人間の映像をじっくり考えれば考える

どのようなものであるか﹂また一︲人の一生とは﹂などの問

いが．本の考える葦﹂であると︒このような言葉は人間

︒︿スカルのいっているように︑人間は自然のうちで最も弱

糸れぱ一瞬の人生︑果敢ない生涯であるし︑しかも科学者

去った時間を顧象るとき︑まことに短かく悠久の歴史から

一生を歩むうえで生涯絶えずつきまとう心すべき教えであ

あし

きている事実すら解らなくなってくるようだ︒

る︒ただ若いうち唯判らないでもなかったが︑明治生れの

私は︑ここで副題となっている息子の死が招いた信仰と
の出会いについての体験を語る前に︑こうした人生の中で

私もこの頃になって漸く実感として切実に感ずるようにな

平素忙しいわれわれは日常の生活において︑それほどつ

︿自己の存在と意識の働き﹀

染よう︒

次に︑も少しミクロ的な内なる﹁自己﹂について考えて

った○

の人間像や．身辺に起る心理現象の背景について探って染よ
うと思うのである︒

︿旅する人生﹀

人は誰でも両親から生れ最後の死に至るまで一つの旅を
続け︑日々人と人との出会いの連続であるというが︑人生

あり︑やがては︑子や後輩に引継いでゆかねばならぬ﹁自

現にある一自己﹂は両親︑先輩︑仲間があっての一︲自己﹂で

に日灸を送っている︒だが一歩踏み入れて考えると︑いま

ず横路に反れたり︑逆一戻りさえする場合があるかと思うと

己﹂であって︑人生は﹁自己﹂のためだけのものではない︒

きつめて自分というものを思索することなくただ赴くまま

突然速度が速くなり思わぬフ戸ツクが出ることもある︒こ

その﹁自己﹂は共存する運命共同体のなかでの﹁他者﹂の

け︑不慮の出来ごとが機縁となって︑目的通りの舵がとれ

れが人生ままならぬ所以である︒だから人生あくせくして

航路は決して順調平穏な前進一路ではない︒偶然のきっか

も所詮なるようにしかならないと諦観するのはこの辺のこ

ためにもあるのであり︑人間の在り方は和辻哲郎先生の云

また︑前述した通り人間は思考する偉大な存在である︒

の自己の存在である︒

にまた第三者に対しても係わりをもつのが即ち人間として

われた﹁間柄﹂という相対関係においてあるとともにさら

あいだがら

とをいうのでは︑あるまいかｃ

人の一生を時間的角度から捉えれば︑﹁光陰矢の如し﹂

︿果敢ない人生﹀

は誰もが知っている名言である︒流れる時間のなかで過ぎ

一︲時は金なり﹂﹁あしたに紅顔の美少年︑夕べに白骨と化す﹂
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するが︑目標選択の自山は判断する人がもっている︒とこ

通常︑人は行動を起こす前に理性の働きによって価値判断

づかる機会に巡り合えなかった︒

そかに覚悟はしていたが︑ついに今日まで神の思召しにあ

礼﹂を受けさせられるときがやってくるに違いないと心ひ

ほど元気で活動家であり商社マンとしてこれからだとわれ

周辺の桜が満開の峠を越し路面に散り始めていた頃︑あれ

忘れもしない昨年春のことであった︒時しもあれ︑教会

ろが︑理性に基く判断ではなく︑自己意識が外からの力に
迫られる場合が少くない︒これは意識のなかの無意識の領

よって働き︑川嵯の直感や本能的な衝動に駈られて決断に
域であって︑人間心理の深層部にある潜在意識でありそれ

まま超音波探知器で発見された肉腫一つのために開腹手術

われが希望と期待をかけていた三男坊が︑自覚症状がない

も効なく︑小さい子供二人を残して突然この世を去った︒

たましひ

が突然顕現化し人の運命を左右させる引き金ともなるのだ︒

齢︑前途洋左の三十五歳︑まさに男として人生華の時期で

あらやしき

この無意識の領域がキリスト教では﹁魂﹂また仏教で言つ

ている﹁阿順耶識﹂に該当するのではあるまいか︒また有

一体︑これが神の摂理であり人間の運命として片付けら

あっただけにわが子ながら惜しまれてならない︒

れるであろうか︒息子の入院先︑順天堂病院に毎日面会時

名な心理学者フロイトの唱えるリビドー︵すべての本能のエ

も大切な場である︒宗教の世界にあって天の声ｌ神霊の働

の必然であったにせよ︑子供に先立たれた逆縁のショック

、 ロ 入 ノ

ネルギの−本体︶も人間の心を揺さぶる本源とも云うべき最

きｌを聞くのはこの無意識のなかにある直観力ｌ信仰の力

間前から待機し︑病室に入るや﹁今日の調子はどうだ︒頑

はあまりにも無惨であると云うべく︑一瞬この世からすべ

に出会うとは夢にも想わぬことであり︑これがたとえ運命

たのである︒両親にとって︑今頃になってこのような悲運

たむきな祈りを続たのも空しくついに奇蹟は起こらなかっ

家族全員が﹁神様︑お願いします︒助けて下さい︒﹂とひ

張れよ！子供達は元気にしている︒﹂と︑家にあっては

ｌによるのであって︑知識とか理性ではないのである︒
一一

︿息子の死と親の心﹀

さて︑前置きが長くなったが一体息子の死がどのように
私に受け止められたかを順を追ってお伝えしたいと思う︒

で皆カトリックの洗礼を受けているが︑私は今日に至るま

てを失ったのである︒

私どもの家庭では私を除いて妻をはじめ︑子供や孫達ま
で一つの宗教を信ずることに屡々自己中心的な妄想によっ

だがへ不思議なことにたとえ幽明界を異にしようとも日

て疑念を抱き続けてきたのである︒だが︑人生七○年を超

えボッボッ先きが見えてくるにつけ︑いずれは﹁臨終洗

rql、

が経つにつれ息子の霊は生前にも増して私の中に生き続け︑

の秘跡にあづかり︑息子の身代りを果した今︑何時いかな

して昨年八月洗礼を受け︑十月には堅信へと駈け足で二つ

るところにおいても信仰の力によって安らかに眠る息子の

語りかけ︑心の奥底に映る面影はより鮮烈に焼けつくよう
になった︒と同時に親の子に対する愛というか子を憶う心

霊を慰めることができるようになった︒
四

うたかた

人間の人生は泡沫で呆気ないものであるにしても︑運命

︿むすび﹀

はますます募り︑生前親として十分してやれなかった力不
足が悔まれる一方︑その責任が問われているかの如き恐怖
の念にさえ駆られたのである︒
一一一

︿生命は永遠・信仰との出会い﹀

おい﹁オヤジ︑オレの身代りになれよ！﹂との声なき天の

何処からともなく︑ふと私に霊的な閃きが訪れたのであるｃ

て︑できるだけ気宇平穏に禍も幸せにする努力のほかあり

ますよ︒すでに七十路を越えた私どもはすべてを乗り越え

らない︒ある友人が﹁長い人生にはいろいろなことが起り

に忍従することなく︑むしろこれを拓いていかなければな

とはこんなに意地悪いものだらうか︒私はこのような運命

声は︑神の審判によって洗礼の秘跡へ導く運命の扉を開い

有難かった︒

ませんね！﹂とさりげなく慰めてくれた言葉は身に染ゑて

ところがこの落胆と苦し象のどん底に端いでいるとき︑

いや︑おそらく家族のなかで私ただ一人が未信者として取

は跡を絶たないと思う︒しかしここに思うことは︑一人々

この世の多くの人々も私と同じような事例に出会うこと

た青天の騨歴であったとはまさにこのことを云うのだらう︒

り残されていたオヤジを幸せにするための戒めであり︑ま
はなむけ

た神の子であった息子の父親に対する愛情の賎であった
私は息子が入院する直前まで家族ともども元気で教会に

到る処にころがっていることをよく知るべきである︒文明

自然の法則やか弱い人間の力ではどうにもならないことが

々の人間が一つの生を享け︑かけがえのない命であっても

来ていたのにと想い出すにつけ︑この呼びかけには一点の

社会がいかに進み高度化しようとも限られた生命の神秘は

のかも知れない︒

疑いを挟む余地もなく︑この霊との触れ合いを神の救いの
承言葉として︑一︲天地の創造主︑全能の︑神である父を信

とこそ最高の喜びとしなければならないと思う︒人生はた

永久に不可解なのだ︒それ故にこそ人命は貴く︑生きるこ

だ一度︒繰り返えすことはできない︒私の人生訓の一つで

じます︒﹂と堅く約束したのもこの苦しゑから一日も早く
脱け出したいとの祈念にほかならなかったと云えよう︒そ
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ある

きく支配される弱き者︑それは人間本来の姿なのである︒

によっても左右されるし︑また無意識や偶然によっても大

は大きな力︑人生にあっては﹁自己﹂のみでなく﹁他者﹂
破鏡再び照さず

︵アゼ産業㈱社長︶

落花枝に帰えらず
の職えが現実の教えとなった今日︑運命とは自然にあって

関田健二

Ｉ

ッと息を詰めて伺うと︑確かに人声である︒草を踏む音で

長い時間が経った︒フト︑人声を聞いたように思った︒ジ

から二人の間は叔父・甥の如き関係にあったらしい︒

土居純橘は私の祖父のいとこの息子であったが︑年令差
﹁小山と大山の鞍部に巾四尺八寸の山路がある︒これが高

と思ったが︑人数が判らぬ︒臆病者と笑われるのも癌だ︒

ある︒とうノく︑やって来た︒すぐ引き返えして報告しょう

た︒段々近づいて来る︒これは大変︒十人二十人ではない︒

しゃく

の国民党︵政府党︶の連中が攻めて来るという情報でお前の

知の町へ行く往還︵主道︶ぢやった︒介良ｌ今は高知市ｌ

もう少し近づくまで見てみよう︒路傍の草むらに身を潜め

家には村人が詰めかけ︑門前には大きなかがり火を焚き︑

長脇差しや竹槍で武装して屯していた︒日はとっぷり悪れ

の大勢なら道一杯になって来るかも知れぬ︒そうしたら路

三十人も五十人もいるかも知れぬ︒これは困った︒これ程

鳴き声も気味が悪い︒不意に襲われたらどうしよう︒段々

た︒風の音も人の声のように聞こえる︒﹁ギャース﹂烏の

い︒鞍部の手前で立ち止った︒立ち止ると急に淋しくなっ

七八百米先の山の鞍部へ急いだ︒来るなら此処を通る他な

めようとしても歯がガタノ︑と大きな音を立てる︒もう恐

五十メートル︒恐怖感が急に全身を襲う︒ジつと息をひそ

物具のすれ合う音も聞こえだした︒遂に鞍部迄来た︒もう

どうしょう︒迷っている中に敵はどんどん近づいて来る︒

逃げようか︒だが︑今逃げたら見付かってやられる︒さあ

傍にひそむ自分も見つけられる危険性は多い︒どうしよう︒

わし

た︒﹃純︑物見に行って来い﹄催は長脇差しをひっさげて︑

して物音一つ聞き洩らすまいと全神経を耳に集める︒長い

〔doノ

士

恐ろしくなって︑ブルブル身体が震えだした︒草むらに伏

／ 、 、 、

壮

るびつ逃げ去った︒これが催の初陣ぢやった︒十六歳の時

怒号がワシと起ると︑慌てふためいて今来た路を転けつま

が居はしないかと︑ビクビクものであっただろう︒悲鳴と

こえたかも知れぬ︒敵は大驚ろきに驚ろいた︒彼等も伏兵

った︒催の声は両方の山にこだまして︑何十人もの声に聞

からない︒催は敵勢の真正面に大声を上げて飛び出して行

ろしくて恐ろしくて︑自分でもどうしてそうしたのかはわ

祖父は︑政治力を発揮して純橘を上海に逃亡させる︒時

党壮士と警察は犬猿の間柄︒純橘に対する好意はなかった︒

だが︑純橘は殺人を犯したことになった︒その時迄︑自由

いう警察官に加勢して純橘が斬った︒警察官が斬れば手柄

与える︒その夜︑腕利きの犯人に追いつめられ︑あわやと

この事件は︑無聯をかこっていた純橘に格好の活躍舞台を

案の定誠間もなく彼は失業武士にピストルで撃たれる︒

して十年後︑日露の戦が勃発する︒純橘は一つぱしの大陸

効成立まで帰る事は出来ない︒やがて日清戦役となる︒そ

らぬが︑馬賊の頭目何人かとも親しい間柄を作っていた︒

浪人にまで成長していた︒満洲に移ったのはいつの頃か判

ちらの戦いに出掛けた︒

東京では︑保安条例にひっかかった︒お前のぢいさんは

よ・それからずっと︑お前のぢいさんについて︑あちらこ

何と言っても土佐の代表︒横浜の旅館軟禁ですんだが︑催
第二回総選挙では︑土佐自由党に対する弾圧と選挙干渉

︵これは満鉄駅舎︑兵舎造営を目的とした半官半民︶重役株を与

め論功行賞は表立たなかった︒営口に建設する練瓦会社

日露役は勝つ︒純橘は民間人かつ裏面での活躍であったた

この男︑軍が放っておく訳はない︒特務機関に協力する︒

は言語に絶した︒予め警察署長以下巡査部長に至るまで薩

らは監獄にプチ込まれた︒︲一純橘の話を綜合すれば．⁝：

摩人に代えた︒遂に民心は︑警察の権威を否定する︒自由

﹁セキダヶーダイジスグカエレ﹂彼は︑営口練瓦重役の

橘の許へ︑発信人不明の電報が立てつづけにもたらされた︒

椅子を捨てて帰国する︒当時︑黒光りのする大型拳銃を磨

えられる︒大正十三年︑私の家にお家騒動が持ち上る︒純

兵隊は公正であった︒﹁委細の事は憲兵さんが知つちよる﹂

いて膿暑光蒙倉幾座

党壮士は仕込杖を持って︑官憲の干渉に反抗した︒大阪か

とうたわれた︒自由党壮士であった純橘も︑有名な斗賀野

ら多数の憲兵が派遣されて︑やっと治安が維持される︒憲

事件では警察官と斬り結んだ︒この間壮士の中には︑不平

奥に焼きついて離れない︒

日衆議院議長となった富田幸次郎の選挙参謀となるが︑連

時代は昭和に入る︒純橘は政界裏方に引き出される︒後

見た輿ｌ小学三率難廻職心鵬心

のはけ口をここに見出した失業元武士も居た︒選挙が終る
と仕事もなくなった︒彼等の面倒を見る終戦処理の采配を
振ったのは祖父の弟︒恨象を残した︒
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犯容疑で検挙されるｃ戦前の拷問はそれは激烈であったｃ

そかに隠されていた︒三輔目には警備兵︒列車はソ満国境

いたが︑その中に移しい金の延棒と高級砺璃の美術品がひ

れも束の間︒主だった駅ではゆっくり停車する︒其処には

一．ンチユリ

された︒｜︲流石に明治自山党壮士﹂と取調べ官憲は感嘆し

純橘は一切口を割らず︑晴せ衰え︑ヨロョロになって釈放

満洲里に向って発車する︒私はヤレャレとホッとしたがそ

たという︒富田は無事であった︒純橘邸のある田舎の狭い
道に︑顕官の車がひしめき合う事は珍らしくなかった︒六

は一人々々を招じ入れて茶を供し︑金の延棒を土産に手渡

近辺の馬賊の頭目達が馬占山を迎えて待っていた︒馬占山

い扇風機と蚊取線香の匂いの中で︑純橘の追憶談は︑短い

これでは関東軍は歯が立たない︒軍はけんめいに馬占山の

した︒頭目達は三拝九拝して退出する︒私は心底吃った︒

十歳を越した純橘の家へ︑私は皿々ご機嫌伺いに行く︒黒

農蝋夜蝿更け畠麹櫓忘歳さ鑑旋風ｌ慰灘中掌三雲凶

認した︒北満一帯︑頭目達は馬占山に惚れこんでいる︒馬

居所を探してきたが︑偽の情報にふり回された理由を今確

祖父は︑第一回の県議会から︑そして日清戦役前後には

を学んでいない︒読象書きの出来ない彼を新政府の高官に

占山は︑緑林の王者となったが︑その生い立ちから︑文字

年の頃のことであった︒

の私の心に深い刻印を残したのは︑陽の目を見ることには

貴族院に︑議席を持ち︑華麗なる陽の目を見たが︑十六歳

のではなく︑新満洲国を成立させるには彼を除外してでは

つけようとする関東軍の魂胆は︑馬占山を尊重するという

おもて

その﹁生きざま﹂であった︒﹁志士の心﹂を私は彼に見出

頓薪せず︑獣難と表を支えることを生き甲斐とした純橘の

不可能と考えたからであ．る︒馬占山にとっては何の利益に

彼は新政府を去る︒そして元の北満緑林の王者に還った

もならず︑いたずらに窮屈さと屈辱を味わうだけである︒

していた︒

昭和四五年秋︑沖維は石垣島︑まだ日本に復帰してない

他方︑参謀本部の方針は︑馬占山は殺させない︒シベリヤ

が︑関東軍としては叛旗を綴がえす者と映った︒かくて今︑

﹁静かに茶を立てた後︑馬占山は悠揚迫らず彼の特別列

経由でヨーロッパに逃れさせようとするものだった︒参謀

馬占山討伐の軍用列車がこの地を指して器進して来ている︒

車に歩を運んだ︒機関車︑客車一輔︑貨物車二輔︑客車は

本部付陸軍中尉の私は︑密命を帯びてここに潜入した︒ソ

けるのも忘れていた︒

馬占山の個室と従者二三十人分の席があった︒二輔目の貨

満国境まで私は馬占山を守り通さねばならない︒

頃︑ホテルの一室︑私は老人清岡元陸軍少将の話に夜の更

物車には︑食糧︑衣類調度品︑それに武器弾薬が積まれて
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貨物車は猛スピードで機関車に衝突するだろう︒この作戦

はかって第三輔目貨車を切って落す︒勾配の落差によって︑

かなりの高度に達した時︑我々は悟然とした︒遥か下方に

は数時間後に実施され危機を脱する︒！一

列車は興安嶺のゆるい坂にかかり︑速度はグンと落ちた︒

白煙を吐いて追尾して来る列車がある︒前後に機関車が見

いいお話を聞かせていただきました︒清岡老人に深く頭

くない︒そのような人に近づこうとする傾向が私にはある︒

六十有余年︑私の身にはこのような話題を持つ人が少な

を下げて私は退き下った︒

えた︒短かった生涯が走馬燈のように想い出される︒﹁俺

汗ばむ手に懐中の拳銃を握って私は︑最後の近づくのを覚

では説明つかないように思われるのである︒

どうやら︑私の生き方は︑純橘ぢいとのかかわり合いなし

らかに速度の差がある︒追いつかれるのは時間の問題だ︒

える︒関東軍討伐隊の列車である︒前後二輔の機関車︑明

もここで消えてゆくのか︒俺が参謀本部付中尉である事を︑

︵高知学園短期大学教授︶

関東軍の誰一人とて知るわけはないのだから﹂

片山
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作戦会議の末︑討伐軍列車が追いついてくれば︑距離を

諸葛孔明との出会い
八﹁七縦七桧﹂の教に思うＶ

比島に派遣されることとなった︒憲兵の実務については︑

から︑いきなり憲兵に転科させられ︑戦火なお納まらない

は︑学生のとき︑たしか東洋史か漢文かの授業で習ったこ

ら︑毎日何をどうしてよいのか︑全く途方に暮れるばかり

全くの無知の素人に過ぎなかった私は︑向うに着任してか

であると考えられた︒比島は平和の時でさえ︑治安状態が

外地に出ると︑住民の生殺与奪の権力をもつ恐るべき存在

る﹂と言われて恐れられたのであるが︑それが︑ひとたび

であった︒国内にあっても︑憲兵を見ると﹁泣く子もだま

かったものの︑そんなことが実際にやれるものかどうかに

昭和十六年末︑太平洋戦争が起るや︑私は歩兵の予備役

生命をかけて試染る時が訪れることになった︒

ところが︑計らずも︑この金言と真剣に取り組み︑私の

ついては疑うこともなく︑打ち過していた︒

とがあるような気がするが︑その時には︑意味が一通りわ

この﹁七縦七檎﹂︵しちしよう・しちきん︶という金言に

キー
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いよ悪化して︑連日連夜︑事件が頻発し︑憲兵は︑昼夜を

悪く︑ゲリラやテロが頻発していたが︑戦時となるといよ
分たず動き廻らねばならなかった︒

私は憲兵実務は何も知らないというので︑マニラに着く

このことばは︑平穏な時代において考えると︑何でもな

て遂に我が方の味方と化する方法を教えたものである︒

い容易なことだと受け取られるかも知れないが︑戦争中︑

に敵であって︑微減すべき存在であり︑抹殺すべき相手な

まる冒険といっても過言ではない︒なぜなら︑敵とはまさ

は︑それこそ至難な試桑であった︒それは︑むしろ危険極

とくに激烈な戦いの続いている時に︑これを実行すること

いわば実務見習をすることになった︒この時の憲兵隊は満

と︑ベテラン憲兵の集中していたマニラ西分隊附となり︑

洲で編成された野戦憲兵隊であって︑隊長は︑西郷隆盛を

日露戦役の旅順開城に際して︑わが軍門に降伏したステ

のである︒

ッセル将軍なら︑乃木大将のしたように︑紳士として厚く

の軍人であったが︑上陸直後の占領地工作に当ったため︑

これを遇することもできようが︑敵意をいだいたままの敵

rQ7、

崇拝してやまない薩摩人︑太田清一大佐であった︒太っ腹

は上一記の隊附を半年ほど勤めて︑鉄道警乗憲兵分隊長に任

敗戦となるや︑山下奉文大将と同日に絞首刑となった︒私

とくに外地憲兵ともなると︑住民に対して生殺与奪の力

らかであるが︑それを敢てやれというのがこの教訓である︒

を釈放することは︑戦いの目的にも背くことになるのは明

昭和十七年八月︑憲兵の増員がおこなわれ︑大きく編成

よむつかしくなる︒しかも防牒謀略に関する情報まで担当

をもつと自任しているだけに︑この教訓の実行は︑いよい

×××

ぜられ︑いよいよ実務に取り組むこととなった︒

替えとなった︒そして前隊長は内地に転勤し︑新しく長浜

どうしてもきびしいものになる︒そうなると︑一応の取調

させられている憲兵は︑捕えてきた被疑者に対する取調が︑

彰︵あきら︶大佐が隊長となった︒新隊長は︑シベリヤや
た︒

満洲などの外地の憲兵勤務が長がかったということであっ

は無実な住民をつかまえてきて拷問にかけて︑有罪者とし

べが終っても︑釈放することをためらうことも多い︒中に

てしまうことも起りかねない︒こういうことになると︑い

長浜大佐は︑赴任後間もなく比島内の全憲兵将校を招集
ち﹁七縦七檎﹂という格言である︒これは三国志に記され

して︑外地憲兵勤務の心がけを訓示した︒それが︑すなわ
ている諸葛孔明に関する故事で︑孔明は︑敵将孟獲を七度

この憲兵にとって至難な業を︑長浜大佐は︑敢えて比島

よいよ七縦七檎の実践ができにくくなってくる︒

とらえ︑七度これを釈放したという内容であるが︑敵をし

、 い り ノ

の全憲兵に要求されたのである︒比島憲兵隊の編成に当っ

とくに憲兵は戦局の進展につれ比島民衆から鬼のように恐

におかれたが︑それは昔から比島にとって地獄のように恐

イン占領時代の総督の役所であったフォート・サンチャゴ

れられていた場所であった︒ところがそれがそのまままた

れられる存在となってきていた︒憲兵隊本部は︑昔のスペ

この格言を提示されたのである︒思うに︑長浜大佐の久し

ては︑中国各地で転戦した憲兵のヴェテランたちが起用さ

い外地憲兵としての体験と︑そこで得られた教訓とに基づ

憲兵の代称にもなった︒わたしは︑このような憲兵隊にな

れた︑その憲兵の古つわものたちに︑長浜大佐は︑敢えて

かれた信念によるものと考えられるが︑大佐の心底に人間

ってしまっては︑情報も入ってこないし︑したがって活動

も制限されたものにならざるを得ないのではないかと考え

に対する深い愛情が秘められていたためであると信じる︒

この長浜司令官の憲兵執務方針が示されると︑憲兵将校
間に︑これに反対する側と︑これに賛成する側との二つに

こうした矢先に長浜大佐の﹁七縦七檎﹂に出会うことに

るようになった︒

いうことよりも︑それでは仕事が進められないという不平

分れた︒もちろん︑上官の指示であるから︑表面で反対と

に従って仕事をしたいものと決意した︒せめてもの自分の

なったのである︒私は︑これに全面的に賛成し︑この方針

×××

として現れてきた︒

してもらいたいと思い︑いろいろの方法を考えた︒憲兵実

あずかっている警乗分隊の隊員たちに︑この方針で仕事を

なく毎朝の招集時に論語の講義をおこなった︒｜︲友あり遠

務については全く何も知らない分隊長であったから︑止む

私は︑昭和十七年に比島にきて以来︑しばらく憲兵隊は
なり批判的になりはじめていた︒わたしのように複雑な考

流で解釈して話をした︒ほんの数分間のことであったが︑

方より来る﹂とか﹁我日に三度省る﹂といったことを︒我

何をするのかを見る立場におかれたため︑そのやり方にか
え方のできない初心者にとっては︑太平洋戦争とは︑長い

との話合をスムーズにさせるために英語とタガログ語の習

隊員の心にある種のゆとりを与えたものと思う︒次に民衆

間の欧米の帝国主義的侵略の下に植民地化された東南アジ
アの民衆を︑その束縛から解放して︑皇軍の恩沢に浴せし

からである︒その上︑わたしは隊員たちの容疑者に対する

得を奨励した︒ことばの不可解は思わない誤解を生糸出す

め︑自由と平和生活をなさしめるために敢行された正義の
戦であると思っていた︒そうした理想の故に︑いよいよ占

態度︑とくに取調に対して︑きびしく監督した︒もちろん

伽地に行って眼のあたりに軍のやり方や被占領地民衆の生
活に接すると︑いわゆる幻滅の感をもたざるを得なかった︒

●
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可否をきめることとした︒

ろうと考えたからであった︒もしも有罪の容疑で送検しよ

く隊に出入りするようになれば︑大人たちの心もなどむだ

た︒大人たちは恐れて近づかなくても︑子どもたちが気易

舎近傍の子どもたちにできるだけ仲よくなるように努力し

拷問はきびしくこれを禁じた︒またわたし自身は︑隊の庁

おこなわれた︒そしてやがて下される処刑の日を待つ覚悟

なかった︒もちろん︑私も戦犯として収容されて取調べが

私も︑やがて来るであろうわが生命の最後を考えざるを得

はじめ︑主な将校を矢つぎ早に処刑して行った︒もちろん

となった︒そして米軍は降伏直後︑まつ先に憲兵を逮捕し

ったＯ比島の日本軍も無条件降伏となり︑全軍が捕虜の身

昭和二十年八月十五日︑ついにわが軍が敗れて終戦とな

しかし不思議なことに起訴もされずにやがて戦犯収容所

をきめる他はなかった︒

うとする被疑者に対しては︑必ず私自身が面接して︑その
こうしたことも実は︑長浜司令官の﹁七縦七檎﹂の教に
基づいたからであった︒他の分隊の長が︑私のやり方に対
して非難したり︑攻撃したりするようなこともあったが︑

から一般捕虜収容所に移された︒処刑されて行った上官や

放されたかは今もって不明である︒しかし思うに︑私が長

司令官の方針ということで︑私の隊は余裕をもって仕事を

浜大佐の示された﹁七縦七檎﹂によって椛此を遇したため

同僚に対して中しわけなく考えるばかりで︑何故に私が釈

しかし昭和十九年に入ると︑太平洋戦争が苛烈さを加え︑

すすめることができた︒

しかも我が軍に不利な戦局となりはじめた︒マニラは南方

であったと言っても決して過りではないだろう︒

︵本会理事︒Ⅱ白学附女子教育研究所長︶

の大基地として重要さを加えると共に︑憲兵の仕事も繁忙
をきわめるに至った︒﹁もはや七縦七檎などとのんきなこ
とを言っている時期ではない﹂と叫ぶ憲兵将校も現われて︑

隊長の方針を否定し︑手荒な処置をとりはじめるものもあ
った︒しかし私は︑こういう時こそ理性を失ってはならな
いと自粛自戒をした︒﹁自分たちはどうせ死ぬのだから︑
一蓮托生で住民も共に死ね﹂というのでは︑皇軍の名誉も

×××

誇もなくなるのではないか︑と私は考えた︒
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私の・死との出会い
ｌ父の死によるＩ
ゆきき

浅田隆夫

る南北巧粁︑東西５粁の山あいを竹野川と時に交叉し時に

今年は例年になく寒かったせいか︑私の身辺でしかも随までを往復した︒この道は竹野川をはさんだ竹野谷と称す
分とお世話になった方々が亡くなった︒新聞の死亡らんに

平行になりながら日本海岸へと通じている︒私はこの巧粁

今︑車で父と一緒に走るこの山あいの景色の記憶は︑私

の山あいの中で幼少年時代を過したのである︒

も︑知った人の名前に時を出会う︒
そんな一記事に出会うと︑私の記憶は父が病象終えた日之

のことが鮮明に想い出される︒それはひどく底冷えのする
冬の寒い夜半であった︒病院の霊安室から霊枢車に乗せ︑

ガンであった︒終りの何カ月かは︑母も殆ど付ききりの看

をなしていた１１．５米を越す積雪があったから︑この

竹野谷に点在する小学校︵小学校が３つｌ村憾一学校区

それは父が竹野鉱山︵金銀銅鉱︶の分析課にいて︑母が

いくのである︒

をして帥年以上昔のふるさとの光景にタイムスリップして

病だった︒その頃になると︑父は手足のあちこちに点滴や

父は半年余の入院生活で乃歳で亡くなった︒手遅れの肺

住象慣れたわが家まで母と二人で運んだ︒

輸血の針を何本か刺されていたが︑それをも嫌ってしきり

その中のいくつかを拾ってみると︑父は子どもの頃︑裸馬

父は自分の子どもの頃のことを折に触れてよく話した︒

浜へと転勤していた頃のことであった︒

他に分校が３つあった︶の教師として奥から中へ︑中から

すべてを医者に頼桑自分は神仏に加護を懸命に祈った︒亡

に乗って小犬を盗象に行き着物の懐に入れた小犬が途中で

母は栄養のことも治療のことも全く疎い方だったから︑

に家に帰りたがった︒

くなってゑると︑生前に一日でも連れ戻すべきだったとも

泣き出し︑馬はこれに驚き父は馬から振り落された︒父は

蹴られて痛む腰を泣く泣く川で冷やしやっとのこと家にた

ばだか

体力も限界だったに違いない︒

思うが︑住桑慣れた家は最早母と二人暮しだったから母の
だぴ

通夜・告別式を無事に済ませ︑茶毘に付すために火葬場
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I

時は︑何枚もの黄ばんだ日本紙に画かれた水彩絵を象せて︑

員は竹野谷のあちこちの部落に住んでいた︒部落には必ず

父は山や村では重宝かられ人気があった︒鉱山の坑夫や職

と焼酎で処理したこともあった︒こんな状態であったから︑

ことがある︒これを見た父は直ぐさまそれの治療を木綿針

子どもの頃は絵描︵画家︶になろうと夢中になったことも

神社があり︑特に山の手の部落は秋祭りが盛んであった︒

どりつくといったほどの腕白小僧であったとか︑またある

あるとか︑中学生の頃は医者になりたいと考え︑東京に出

祭りになると父はよく喚ばれていった︒

えかき

て独逸語を勉強していたとかいって赤鉛筆で線の入った単

よ

語帳を見せてくれたりした︒

父は子煩悩で︑私を何かというと一緒に連れ歩いた︒春

ぼんのう

は森林浴をしながらかなり山奥までうどやわらび︑ふきや

また︑仲々の器用人で今日のスポーツ︑レクリエーショ
ンといわれる種類の活動はかなりこなしうるような技能を

山根などの山菜採りに出かけた︒６月の解禁時になると浅

たまつきば

もっていた︒例えば︑鉱山の社宅には撞球場があったが︑

瀬での巻き網による鮎採り︑初夏には蛙の賑かな声を背に

たまつき

撞球も剛点位は撞いていたし︑魚釣りや狩猟はお手のもの

水辺での蛍狩り︑夜更けて眠る弟を背負って帰る父の姿は

き﹄プリ

で︑採ってきた獲物は大もの小ものの別なく自分で料理す

やす

入ったことがあった︒当時としてはそれは大金であった︒

桑ははれものに効くとか：⁝いろいろ薬草を見かけては指

にすると︑げんのしょうこは下痢止めの薬だとか︑どくだ

心得があるばかりでなく︑草いきれのする夏山歩きを一緒

また父はかつて医者を志しただけあって︑病気の治療の

どに父と共に夢中になった︒

夏は磯釣りや磯見の眼鏡と箱でのさざえやあわび採りな

いつものことであった︒

るといった具合︒家庭園芸なども玄人はだしで茄子や胡瓜︑
かぼちゃとうがらしすいか

トマトや南瓜︑唐辛子をはじめ西瓜などは毎夏買わずに用

が足りるほどだった︒

父はまた大のお人好しで︑人から仏様のような人だとい

母は金の指輪でも買って貰えると楽しみにしていたらしい

さしながら教えてくれたものだ︒今でいうと漢方薬の知識

われていた︒私が五歳頃︑父は何かで畑円余の思わぬ金が

のに︑母の知らぬ問にこの金は自分の課の職員３人の自転

なども折に触れて仕入れていたのだろう︒だから子どもの

︑︑︑

車にさま代わりしたり︑また可愛がっている若い職員が結

頃は︑腹が痛くなっても熱が出ても家に帰れば父がいると

︑︑︑︑︑︑︑

婚するというのでそのための仕度金を自分で都合して使い

いうことで安心感があった︒

︑

果してしまったりした︒またある坑夫が酒を飲んでの帰途︑
けが

崖から川へ転落して頭部裂傷の大怪我をして運ばれてきた
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遊具ｌ例えば竹馬腫どもその時期になって近所の子ど
もが乗っていたりすると父は何も言わずに早やばやと作っ
てくれたし︑秋の終り頃になると凧あげが始まるが︑日本
海の風は強いので特製の頑丈なものを作ってくれたりもし
かぶと

た︒それは甲を着た荒武者が採色豊かに画かれている縦・

横和糎×卯糎もある大凧であった︒８歳や９歳の子どもで
はとてもあげられないので︑父が浜に出向いてあげてくれ
たものだ︒

父の死は賜年前の哩月６日・夕刻であった︒山陰の遠く
柔ぞれ

の山々には既に雪牝粧が翠られ︑この日も朝から垂が降っ
ゆきかえり
ていた・８日の茶毘のための往復には上述のようにして父
に寂しく哀しかった︒

つ

と共に遊んだ山・川を端から端に貫き抜けて走った︒本当
まさに私が子どもの頃に経験したこの山あいは豊かな瑞
なぐ

々しい奥深い夢の園であった︒それが今は凄絶な横から殴

りつける吹雪をうけて︑ずっと向うまで透けて見える荒涼
たる荒地さながらの風景であった︒私の心を賑かにし︑い
つでも素朴さと真心で温かく迎え容れてくれたこの山あい
りよ

フ

の山・川は︑父の死とともに一瞬にしてまことに荒室とし
た姿に変ってしまった︒と同時に父の死が私をして私自身
の死について考えさせることになった︒

思うに︑私は幸か不幸か比較的健康に恵まれて過してき

いうことには誠に無関心であったｃ

た︒そのためか父の死に出会うまで自分の病気とか死とか

曾野綾子が﹁健康で病気知らずの人間は思考力や思いや

りに欠けることが多︲い﹂とか︑﹁何かを失う時は何かを必

で述べていたと思うが︑私は父の死後︑何かにつけて死を

ず得るものである﹂とかいうようなことを﹃戒老録﹄の中

いつも意識するようになった︒そして器用貧乏で︑お人好

しで︑真面目に生きた父のように︑生きたいと思うように

これは私の生きる姿勢を一変させることなった︒まさに

なった︒

の精神をもって苦し承ながら生きることでもある︒そして

生きるとは人のために生きることであり︑それはまた自律

ある．：⁝などのことを教えてくれたように思うのである︒

最も大切なことは何事にも感謝の心をもって生きることで

︵目白女子短大教授︶
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史の中での大きな出来事である︒

活動性をおびやかしている高齢化現

長寿日本のシンボルは百十九歳の

世界各国は日本の平均寿命の伸び

朝刊の計報欄を見ると︑亡くなっ

鹿児島県大島郡伊仙川︑泉重千代さ

に蹄きの目を見張ると同時に︑長寿

このことは︑日本の保健︑衛生︑

げていた︒﹁人類の最長老﹂泉さん

の誕生日紹介と重ね合わせてとりあ

■︒１酢

本当の戦いが始まろうとしている︒

康を守る施設の拡充など︑長寿国の

まで働けるようにする︒高齢者の健

延ばし︑働く意志のある人は七十歳

い︒定年も六十歳でなく六十五歳に

仕組みを変えてゆかなければならな

高齢者でも働けるよう職場や社会の

﹁人生八十年﹂の時代に向けて︑

だ︒

国﹂となる︒これは大きな社会変化

二○二○年には五人に一人の﹁老人

は七人に一人が六十五歳以上になり

入しつつある︒二○○○年の日本で

は前例のない速さで高齢化社会に突

長寿化と出生率の低下で︑日本社会

う対処してゆくかに注目している︒

によって生じてくる課題に日本がど

いる︒

た人の年令がほとんど八十歳台とい

ん︒ギネスブックでも﹁確証ある長

象加速化の現れでもあると指摘して

った場合が多い︒六十や五十台の人

寿世界こと折り紙がつけられてい

医療がすぐれ︑生活環境もよいこと

は日本民族の︑バイタリティの象徴

日︑日本社会の高齢化現象を果さん

スの日刊紙﹁リ需ヘラシオン﹂が︑先

蕊駕醗

学生や知識層に読者をもつフラン

ス︾○

だと天折といった感じさえ受ける︒

月現在で満百歳を越えた長寿者は千
三百五十四人︑十三年続けて史上最
多記録を更新した︒

高齢者名簿が発表されはじめたの
は一九六三年で︑その時はわずか百
の急増ぶりである︒

五十三人だった︒二十年間で約九倍
日本人の平均寿命の伸び方は驚異
的だ︒去る六月三十日発表された
二○歳︑女七九・七八歳で︑女性は

﹁五十八年簡揚生命表﹂では男七四．

アイスランドを抜いてついに男女と

を示す︒長寿はその国の文化度の反

だとし︑同時に︑それは日本経済の

も世界一になった︒

世界一長寿国のたたかい

映だ︒世界一になったのは日本の歴

■曲二ｆｑｄＫｈｐｒ則Ｉ■１町Ｆ︑や

１１
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厚生省の集計によると八十三年九

入江徳郎
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一佐倉の﹁国立歴史民俗
一博物館﹂誘致の話

堀田正久一
私が佐倉市長を勤めたのは︑昭和三十四年十月四日から

頃から歴史博物館の必要が叫ばれていた︒とくに最近の歴

しかも︑先史時代の発掘調査が多くなり上野の博物館のみ

史学は国民の生活史︑経済史︑風俗史の分野が盛んになり︑

担当官庁は当時文化庁で︑今日出海先生が長官をしてお

では到底足りなくなっていたのである︒

られ︑候補地を捜しておられた︒千葉県からも四︑五ヶ所

昭和四十三年は明治維新から丸百年である︒その十月二

的因縁のある便利なところという条件だから行き悩承の状

の候補地が出されたが︑何せ︑十万坪の無償の土地と歴史

十三日には︑武道館で式があげられた︒佐倉市でも十月二

の三月ごろ︑習志野の吉野市長から偶然耳にした︒私は跨

況であったらしい︒私がこのことを聞いたのは︑四十四年

同五十年十月三日までである︒

十六日に式を行った︒県下では他には見られないことであ

かれた︒事実︑佐倉城祉は都市計画上いわく附きのところ

あそこは都市計画公園になっているが︑大丈夫かと念をつ

踏なく友納千葉県知事に佐倉城祉を推挙した︒知事は私に︑

佐藤栄作内閣は之より先き昭和四十一年十一月の閣議で︑

った︒

明治百年記念事業の一つとして国立歴史民俗博物館の建設

計画公園の指定を県を通じ建設省に申請した︒その後一年︑

で︑市では四年前に一切の書類を整え︑測量もして︑都市

世界の先進各国は︑その国の特色ある歴史と文化を顕示

を決めていた︒

の補助金がついて公園事業の実施に着手したばかりのとこ

漸く昨四十三年認可となり︑今年四十四年度には第一年目

認可の下りる直前に︑佐倉東高等学校に一部をしたいから

日本では在来︑上野公園の中の一角にあるのが代表的な

ろであった︒こ入に博物館誘致となると又々都市計画公園

するために美しく拡大な環境の中にその国の誇る博物館を

ものであるが︑世界各国のと比べて︑いかにも狭くるしい

の変更︑事業費の返上ということとなるのは当然で之は大

ということで計画変更を申請し︑それがため又一年ずれて

感がある︒即ち上野公園内には余りにも色々な施設が雑居

変困難な事で官僚の最も嫌がることである︒

持っている︒

の上︑こ上は︑昭和十三年に新館が役立された時︑歴史部

しかし私は︑知事の言下に︑大丈夫ですと決然と言い放

しているために︑国立博物館の重さが薄められている︒そ
門をはずし︑美術品のみを展示すること坐した上め︑その
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調査視察するとの返事を伝えられた︒

島先生は又その場で︑今文化庁長官と打合せられ︑直ちに

眼の前で川島正次郎自民党副総裁に電話された︒すると川

ったので︑その強い決意を汲みとられた知事は即座に私の

と種々構想を承まわったことであった︒この旅行は勿論別

に完成するといわれ︑資料室や研究室も広くとりたいなど

っきりと佐倉城祉にきめたと語られ︑且つ四︑五年のうち

トーベンの家などに御伴する機会をえた︒この時長官はは

長をしておられた鈴木勲氏︵現文化庁長官︑日本弘道会副会長︶

に視察に来られた︒千葉県からは知事に代って当時県教育

であった︒この今長官とのウィーンでの一泊でいょノ︑歴

のため日本の青年二十名を連れてルー冨一ャに行った帰路

モスコーなどの各国博物館視察旅行︑私のは︑青少年交流

為のものであって︑長官は︑ウィーン︑プラハ︑パリー︑

も立会われたが︑長官は一も二もなく気に入ってしまわれ

は︑之からが大変な努力が要ったことであった︒

博の佐倉城吐建設は決定的になったとはいうものの︑事実

それから十日程の後︑四月二日に︑今長官自ら佐倉城吐

たｃ私は︑鹿島川が城北の裾を巡って印幅沼に注ぐ風景を

本的に変更しなければならない︒

公園としてその第一期工事に着工していた︒この計画を抜

というのは︑前にもふれたよおにすでに城祉は都市計画

指して︑

﹁長官︑ベルサイユ宮からの風景に似ておりませう？﹂
﹁あの向うの縁︵飯野台︶は残してもらいたいね﹂

と冗談を言ったところ︑長官も完爾とうなずいて︑

このことが一つ︒更に︑城祉の本丸︑二の丸を占領して

いる国立佐倉療養所に移転願わなければならない︒之は厚

として︑運輸省の手持ちの印膳沼を見下ろす一級地︑江原

生省の所管である︒之は又大難事である︒そのため代替地

﹁ええ︑この景色は必ず残します﹂

と語りかけられた︒私は︑

といった︒その後︑この飯野地区から城城にかけて︑自然

蔵省の管財でも之ら各省の土地の交換振替えの仕事は大変

台の一万坪を割愛していた堂かなければならなかった︒大

休養村と縁地保存の地域に指定した︒従って今でもその展
国の博物館とか美術館には︑この様な環境えの配慮が最

望は少しも変っていない○

面倒で嫌われるが︑一番手を焼いたのは︑佐倉城祉の厚生

面積とが中々合わないので︑之を担当した佐倉市の吏員は

省所管地及文部省所管地の面積測定であって︑実測と台帳

も必要であろう︒

この年の夏︑私はウィーン︵オーストリア︶で偶々今長官

まことに大変であった︒何分にも空濠や絶壁の傾斜がまち

とイン︒ヘリアルホテルに同宿し︑日本大使館さし廻しの高

級車に便乗させて頂いて︑ウィーンの森や夏離宮︑ヴェー
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けである︒その上︑県と市に多大な財政負担がかかるので︑

／︑で何百年来はじめて測量するところもあるといったわ

の傍に直ちに自筆で賛成署名を下された︵この事も稀有のこ

たこと︑そのため読売新聞の社主正力松太郎氏が吉田元老

な愛妾こりんさんの御給仕で昼食を共にいた堂く事が出来

﹁堀田市長︑もう之以上はつき合えない︒投げ出してしま

友納知事は業を煮やして︑ある時︑

ス也○

とである︶ことを知事は知っておられたであろうからであ

所で私が︑このような大困難を犯してまでもあえて国立

おうか﹂

とこぼされたこともあった︒私が黙っていると︑

博物館の誘致に私の政治生命を堵した︵事実この博物館の完

のため私は昭和五十年秋の第五回目の市長戦に敗れたのである︶

成は今長官が私にゥイーンで語ったこと坐比べて十年おくれた︑こ

﹁どうだね︑天主閣は県で造ってあげるから﹂
つ上あった頃であった︒

その一つは︑佐倉市民に︑さらには︑世の人に佐倉城祉

理由には二つある︒

とも云われた︒当時︑大多喜の天主閣が県の手で出来上り
然し私は沈黙して返事をしなかった︒
この話は︑決して友納知事を難ずる言葉でも何でもない︒

佐倉城は成田層といって︑三十米ばかりの馬の背の様な

の本来の姿を知らしめたかったことである︒

日本の官庁行政でいかに困難で面倒であるかは知る人ぞ知

尾根のとシ先きにある︑大蛇の鎌首のよおに幡居している︒

事業が数省に跨がることは︑縦割行政で横の連繋の困難な
るである︒その難事を黙々と処理した県及び市の職員の労

びている︒この町の人たち旧佐倉町民は︑御城内は﹁入れ

この尾根の両側は田んぼで︑尾根の上に長細く城下町が延

所で知事が天王閣を造ってあげるからといわれたのには

ないところ︑おそろしいところ﹂という意識を三百年来持

苦には今でも頭の下がる思いがする︒

いわれがある︒というのは︑未だこの博物館問題がはじま

ち続けてきた︒お天守の下の池︵お三階の池と呼び︑内濠のこ

説が語られ︑｜︲入ることの出来ないところ﹂とされてきたｏ

る坂は蛇坂であり︑昼なほ暗い魔所である︑等々様々な伝

うぱ

らない昭和舟九年の晩秋のことであった︒私は高知県指毛

が出るとか︑椎の木輪曲︵今の博物館のある所︶から東へ下

とである︶には大蛇がいるか︑姥ヶ池には夜なノ︑姥の幽霊

の前で御署名下された上︑大勲位受領記念写真に之亦署名

情書の第一番の賛成御署名を願いその御快諾をえて私の目

そのことは江戸時代は当然であったが︑明治になっても︑

くる︑わ

田茂元老を大磯の邸に訪れて︑直々に佐倉城天主閣復元陳

︵すぐも︶の旧領主という伊賀氏広様御夫妻の御肝入りで吉

入り且つ私の名も書いて之を下され︑その上︑元老の有名

（46）

一度の招︐魂祭の日に練兵場︵今の県立東高校のところ︶に入る

軍隊屯所︑即ち佐倉第五十七連隊となったから︑町民は年

あったことは否めない︒

を世人に見せたかった︒この事が歴博誘致の重要な要因で

私は︑この佐倉城耽を解放して︑その四百年の栄枯の姿

一般町民にはこわくて入れないところであった︒結核が死

て︑昭和二十年の終戦後は結核の療養所となったから之又

況んや︑城の奥処︑本丸及び二の丸は︑軍の病院であっ

今後︵未だ当時は空港ははじまっていなかった︶空港が開かれ

よいから佐倉に引きとめたいという事であった︒ましてや

みは︑年々一千万人を下らぬ成田詣での観光客の一割でも

策であった︒そもノ︑佐倉の人々の長年にわたる切ない望

第二の理由は︑国際空港︵成田︶に対する対抗乃至対応

いな

ことが許されたぐらいであった︒

病であったのはつい最近までのことである︒佐倉城内の療

るとなると成田の客は世界から来るし今までの何倍となり

泊翁西村茂樹は︑明治三十五年八月世を去ったので︑三

伏せ字事件が証明する︒この伏せ字事件というのは︑もと

いと受けとった︒その事実は︑第一に﹃続国家道徳論﹄の

泊翁は日清戦争を伊藤博文が苦しまぎれに企てた不義の戦

知れないが︑実はそうでなかった︒もっとハッキリ言えば︑

泊翁は積極的にこれを支持したと予想する人が多いかも

か︒

が︑この戦争に対する泊翁の対応はどのようであったろう

た︒︵当会評議員・前佐倉市長︶

こそは何にもまして好適なものであると考えたからであっ

歴史︑文化の中心地であった佐倉にとって︑国立博物館

にも浴さぬばかりか被害ばかり蒙ることとなる︒

将来はますノ︑ふえる一方であるのに︑佐倉は何らの恩恵

あったのもつい先年までのことであった︒

一

養所に入れられるということは死を宣告されるのと同一で
従って︑本来の佐倉町民ですら佐倉城というものを全く
知らなかった︒況んや新市民にいたっては︑旧堀田邸︵佐
のことは千葉県民︑東京都民でも然りで︑た壁名の象は有

倉厚生園︑二万坪︶を城耽だと思っている人も多かった︒こ

名で︑千葉県一の大藩の城であると聞き知るの柔であった︒

一︹泊翁百話︺

一泊翁と日清戦争

古川哲史一
十七︑八年の日露戦争は知らなかった︒日本の対外戦争で

の泊翁叢書版でも︑新しい全集版でも︑﹃続国家道徳論﹄

一Ｊ１毎︑︑垢判もｂ■ｑ︑ｈｂｑｈｂ■則Ｕ︑︑旧吋ｂ■■︑︑︑︑ｑＢ■ｑｑ︑門︑財ＬⅡｑｈ︑同いいｂⅡｑ︑ミ句︑画■■ｑｈ蛤︑︑︑畠■■ｈ︑︑︑町哩ｈＨ母︑︑兜︒︲︑﹂Ⅱｑｈ吋町町Ｎｂ■町︑︑七︑︑七■ｑ﹂︑︑角９ｈ日ｑも︑句肖

泊翁の経験したのは︑二十七︑八年の日清戦争だけである
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ージに至る部分の十五行であるが︑これを国会図書館にあ

なっているのを指す︒全集版の二二六︒ヘージから二二七・ヘ

の巻頭を占める﹁日清戦争﹂という章の三六六字分が○に

に転ぜしむるは︑古来より政治家の慣用手段なれば︑我

事甚だ困難となりし時︑事を外国に興して国内の気を外

徳法三国の干渉に遇して忽ち狙喪せり︑然れども国内の

蓋し此戦争は其初め動くに正を以てせざりしが故に︑魯

此挙を以て敢て伊藤侯を責めざるなり︑惟其義戦の名は

る泊翁自筆の原文につき合わせてゑると︑

﹁初め伊藤侯爵︵博文︶は明治廿五年より其内閣を組織

能はざりしは︑衆人の知る事なり﹂

というのが伏せ字になっている全文である︒この部分は︑

之を仮托したる者にして︑其仮托も党に久しきを保つを

一読して明瞭であるように︑日清戦争が不義の動機にもと

してより数議会の攻撃を受け︑或は議会を解散し︑或は
年︵廿七年︶に至り︑人心の離叛益甚しく︑到底内閣の

づくことを批判しおり︑｜︲義戦と云ふも我自称﹂に過ぎず︑

聖勅を請願し︑辛くも其命脈を維持し来れり︑然るに今

の乱起りたるを聞き︑機乗すべしと為し︑急に兵を朝鮮

つまり︑日清戦争は不義の戦いであったと泊翁は見たわ

﹁義戦の名は之を仮托したる者﹂ときめつけている︒

瓦解を免がれざるの兆を現せり︑幸にして朝鮮に東学党
に送りしに︑果して支那兵と衝突を起し︑遂に支那に対
を支那の圧制より救ふと云ふにありて︑義戦を以て自ら

反をまねき︑その弥縫策として兵を朝鮮に送って﹁国内の

けで︑その理由は︑伊藤博文が内政につまずいて人心の離

して宣戦の大詔を発するに至れり︑其名義は朝鮮の弱小
居ると雌も︑朝鮮が支那の属邦となり︑支那の正朔を奉

しないというのであって︑同様の見解は﹃往事録﹄にも︑

﹁西隣の大国と︑此のごとく容易に戦端を開きたるは其

気を外に転ぜしめた﹂もので︑とうてい義戦の名にあたい

じて敢て不平を懐く者なし︑然るに我政府にては︑強て

故あることなり︑是より先き︑伊藤内閣は︑数を議会の

じ︑支那が冊封を受けて支那人の庇護に因りて其国を保

朝鮮を以て独立国と為し︑支那の関係を絶たしめんとす︑

反対に逢ひ︑頗る危殆に陥りしが︑種々の術策を用いて

全すること三百余年に至り︑上下倶に属邦の地位に安ん

る所なり︑其義戦と云ふも我自称の義戦にして︑朝鮮人

是支那人の大に不快とする一にして︑朝鮮人も亦悼ばざ

ど顛覆を免かれざらんとす︑伊藤氏の機智ある︑古来政

此時のことなり︶︑本年に至り攻撃の勢益々強く︑殆ん

辛く其位地を保ち居たり︵衰竜の御袖の下に隠れたるも

柔儒なる︑我之に全勝を占めたるを以て︑強て義戦の名

事家の鍾に倣いて︑人心を他国の戦争に転せんと欲す︑

は敢て之を義戦なりと思はざるなり︑幸にして支那人の
を立てたれども︑万一敗軍したらば是を何とか言はん︑
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を開くに至れり﹂

偶々東学党の乱あるを見︑機乗ずべしと為し︑急に戦端

船二逢ひ合戦す︒操江を降し︑運送船を破壊沈没せしめ︑

秋津洲の三隻清国軍艦靖遠︑操江︑広乙の三号及び運送

と披歴されている︒

が伊藤の計はまんまと﹁図に中り﹂︑﹁国人皆内事を忘れて︑

って事態の解決をごまかしたという意味であるが︑ところ

欽の戦に我兵死傷︿将校五人︑士卒七十人︒清兵死傷五

抜き︑勢に乗じて牙山に逼る︒清兵戦はずして走る︒成

清兵塁を成欽に構えて是を固守す︒我兵奮戦して成欽を

一︑同廿九日陸軍を以て牙山に在る清兵を掃蕩せんとす︒

靖遠︑広乙の弐船を走らす︒我艦何れも無事︒

専ら外戦に熱心﹂する結果となった︒そして﹁天皇陛下の

﹁衰竜の御袖の下に隠れ﹂るとは︑天皇のご威光にすが

御稜威と海陸軍人の忠勇とによりて︑十倍の大国に勝利を

一︑今一日清国と宣戦の勅語出づ﹂

百人許︒将校中松崎大尉最も勇戦︑敵丸に中りて死す︒

あったと泊翁は祝福している︒

得﹂る侠倖にめぐまれたが︑これは﹁実に国家の大幸﹂で

尤も︑泊翁は四月二十六日に東京を出て︑それより六月

には少しも触れていない︒

という記事から始まっていて︑開戦に至るまでのいきさつ

たが︑天皇陛下の御稜威と海陸軍人の忠勇による戦闘の展

けつきよく︑伊藤博文が戦争に訴えた動機は不義であっ
開は申し分がなかったというのが泊翁の綜合的日清戦争観

﹁西隣の大国とへ此のことく容易に戦端を開きたるは其故

かは判断しかねるが︑﹃往事録﹄の方にはさきに引用した

前の空気は少しもわからない︒これが意図的のものかどう

十日分しか日記の記事がない︒それで︑日記からは開戦直

そして六月十日帰京した以降は︑八月一日までのあいだに

本弘道会支会の開設と道徳演説を目的とする旅行であった︒

十日まで九州の各地と岡山・京都地方を巡回していた︒日

であったわけで︑従って戦闘経過の叙述は︑﹃往事録﹄で
も未刊の泊翁日記でも︑懐疑の雲はかかっていないように
見える︒

※

泊翁日記における日清戦争についての記事は︑八月一日
付の

を駆逐す︒大島公使朝鮮王に見へて国の大改革を説く︒

ること能はず︑兵を支那に乞ふ︒六月支那の直隷総督葉

﹁此年五月朝鮮に東学党の乱起るｐ朝鮮政府是を討滅す

あることなり云を﹂に先立って

大院君参内して摂政に任じ︑大改革を行ふ︒

子超其兵を率ゐ︑朝鮮に入り牙山に営す︒我邦にて是を

．︑去月廿三日本邦の軍兵朝鮮の王城に入りて其兵士

一︑同廿五日朝鮮豊鴫近辺に於て我軍艦浪速︑八重山︑
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をすすめたもので二︲閣下若し世の論者と同く︾北京を陥

わたしは︑泊翁の文章は何百と読んだが︑この﹃伊藤内

聞き︑混成旅団を作り︑陸軍少将大島義昌を以て旅団長

閣総理大臣へ建言﹄ほど情理を尽しくた名文はないと思ら︒

か言はん﹂と言って﹁浅慮の言﹂を強くいましめている︒

日支両国の兵の来るを間て漬散す︒是より両国撤兵の事

明治二十八年三月︑﹁清国力屈し︑蟻和使ヲ我二送﹂ろう

れざれぱ和議は結ぱじと断言せらるＬときは︑茂樹亦何を

に付意見合はず︑遂に朝鮮国王より︑清兵斥撰の事を我

としていた︒わが論者の中には︑﹁王師は必ず北京を陥れ

とし︑同月十四日を以て朝鮮に入る︒此のごときは往年

兵に依頼す︒七月廿九日我兵成欽を破り︑進んで牙山に

支那と締結せし︑天津条約に拠るものなり︒東学党は︑

逼る︒清兵尽く守を棄て上遁る﹂

る者なり﹂と強がる者があった︒また︑衆議院議員の或る

ざるべからず︑未だ北京を陥れずして和するは軽逼に失す

者は︑一︲北京を抜くが為めに︑此上軍費を要することあら

という一項をさしはさんでいる︒この一項は︑﹁西隣の大

ば︑幾億万にても之を供給せん﹂と大言壮語した︒

国と︑此のことく容易に戦端を開きたる﹂事由を説明した
もので︑このあとで泊翁は﹁其故あること﹂の内容として

衆議院議員に対しては︑﹁何ぞ其言の狂妄なるや﹂とな

論している︒

万の国帯を錆費するのをあえて顧みないでいる︑とそう反

呼するのみで︑このために忠勇な将士の命を犠牲にし︑幾

は深く戦争の利害を考えず︑捷報の至るごとにただ狂喜歓

はなかった︒以上三つを反省すべきであるのに︑浅識の士

鮮の弱小を助くるに在って︑シナの土地を侵奪することに

用フ﹂の語に学ばなくてはならぬ︒第三︑宣戦の勅旨は朝

である︒第二︑﹁夫レ兵︿凶器︑聖人ヤムヲ得ズシテ之ヲ

日本国の畏るべきを感ぜしめ︑武威を世界に輝かすに十分

対して連戦連勝︑すでに清人だけでなく欧州の諸強国をも

しかし︑泊翁は︑論者に対しては︑第一︑十倍の大国に

伊藤内閣の失政と︑この失政をごまかすため外国との戦争
をかまえた﹁伊藤氏の機智﹂を挙げているのである︒

ところが︑﹁伊藤氏の機智﹂は功を奏して日本は日清戦
び彰湖島を日本に割与し︑また軍費賠償金として庫平銀二

争の勝利者となった︒清国は奉天省南部の地︑台湾全島及
億両を支払う約束をした︒この和好条約の成らない前︑国
中の志士は過挙のあるのを恐れて伊藤陸奥の二氏に忠告す
る者が多かった︒しかし二氏は聴かなかった︒泊翁も一言
を伊藤に贈ったが︑返書も来なかった︒泊翁の一書は︑
﹃伊藤内閣総理大臣へ建言﹄として﹃建言稿﹄におさめら

れているから︑容易にこれを読むことができるが︑﹁我軍
にあった際︑﹁早く兵を識めて前後の策に着手﹂すること

おさ

連戦連勝︑将二日ヲ期シテ北京ヲ衝カントス﹂るいきおい
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ない︒たとい代議士が幾億万の軍費を出そうと欲しても︑

じり︑国家の財産は国家の所有であって代議士の所有では

より事端を生じて国家の大害を起すも計り難﹂かつた︒そ

してこれを鎮定することはむずかしかった︒かえって﹁是

わが国辱には相違ないが︑遼東半島の地はわが国力を以て

﹃往事録﹄には﹁余謂へらく﹂として︑遼東還付のことは

おも

国民がその負担に堪えず︑出費を拒んだら代議士は﹁之を

威を損せざる限りは︑努めて彼の請求を容れ︑以て此大戦

そして︑﹁近日若し再び購和使の来ることあらば︑我国

戦争における勝利につながったのは歴史的事実で︑この点

国民的悲願がこの一挫屈より起こり︑それが十年後の日露

るべし﹂と思った︑と告白している︒﹁臥薪嘗胆﹂という

れゆえこの一挫屈は﹁却て将来の志気を養ふが為に利益あ

れに︑今回の大勝の結果︑国民には蛎慢の心が生じた︒そ

何と為すや﹂と詰問している︒

の局を結ばれんことを願ふ﹂というのが右建言の結論とな

は︑他日の禍甚畏るべき者あり︒況んや欧州人が我邦の

の心を生じ︑或は著修に流れ︑或は他国を軽蔑するとき

﹁縦令莫大の償金を取り莫大の土地を得るも︑国民騎慢

事件では泊翁が苦汗を呑まされたが︑日清戦争事件では泊

翁の名勝負は︑どちらに軍配をあぐべきか︒華族女学校長

見とどける三年前に泊翁は世を辞した︒伊藤総理対西村泊

でも泊翁はすぐれた預言者であった︒しかし預言の実現を

がしんしようたんＩ︑ｉ

っているが︑この部分における

戦捷を妬忌し居ることなれば︑如何なる所より意外の変

翁の有勢勝ちというのがわたしの判定である︒

で︑アクセントは﹁亦義を以て戦めざるべからず﹂とい

の伏せ字とは矛盾しているが︑これはオモテムキの挨拶

らず﹂とある︒﹁義を以て動きたる﹂は﹃続国家道徳論﹂

義を以て動きたることなれば︑亦義を以て蛾めざるべか

なお︑﹃伊藤総理大臣へ建言﹄には﹁今回の本邦の戦は

起るも測り難し﹂

というくだりは︑預言者として泊翁の面目を遺憾なくあら
わしている︒

月であったが︑五月になってロシア︑ドイツ︑フランスの

﹃伊藤総理大臣へ建言﹄が書かれたのは明治二十八年三

三政府から東洋の平和を保全するためという名目で遼島半

う部分にあることを疑う人はあるまい︒

︵本会理事・東大名誉教授︶

島の還付を求めて来た︒いわゆる﹁三国干渉﹂で︑﹁如何
なる所より意外の変起るも測り難し﹂とする泊翁の預言は︑
早くも現実となってあらわれたのである︒
泊翁預言の適中は賀すべきことか︑悲しむべきことか︒
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○星空や掛声の承の登山道
つ

千葉県石橋香峰

○夜店の荷曳き来て灯ともす老夫婦

る︑翌朝そのむくろを掃く︒火とり虫羽蟻のあわれさ︒

︵評︶羽蟻は夜灯をとりに集まり狂い疲れて死ぬものもい

○よべの灯に潟かれ落ちたる羽蟻掃く

千葉県鈴木とよ女

○蝉の声ひたすら待たる上昨日今日

一安堵︒

︵評︶暗いトンネルを出た瞬間見渡す限りの青田︑頼もしと

○トンネル出て満目青田とは頼もしき

︵評︶夏至というのにこの寒さ︑身も世も滅入る思い︒

○夏至の日の寒きに滅入る悲しけれ

めい

篠塚しげる選
婦の悲しさ︒

︵評︶夜店のしがないたつき︒老いてなお働かねばならぬ夫

むなしさやふと柿の花落ちし時

千葉県飯田崩堤

○庭いっぱい濯ぎもの干す梅雨晴間

を干すのに妻君は苦労する︒

栃木県渡辺清香

︵評︶一寸晴れてまたもふり出す梅雨どき︒たまった濯ぎ物

笠の緒赤き娘船頭花菖蒲

○羅や見え透く嘘を聞き流す

○瀬音にも清濁ありて猫柳

︵評︶瀬音に清濁ありとは面白い︒

○ふる里の青田道踏象たくて来し

で踏んで染たくてとうノ︑やって来たといふ︒地縁血

︵評︶日常は遠く離れていてもやはりふる里の道を自らの足

千葉県野平英一

縁は一生涯捨てるわけにはゆかない︒
ゆきき

千葉県田村隆郁

︵評︶水郷潮来の田植時の光景か目にうつる︒

○水郷や田植の往来も舟でする

○般若寺に南朝史聴く古簾

退職の身を持て余す夏衣

○薫風や初孫抱いて退院す

○産近ぎ豚舎見廻り蚊を叩く

︵評︶お産の近い雌豚のいる豚舎を見廻り蚊を叩く︒豚の飼
育に苦労の多いことがよくわかる︒
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弘道俳壇

１

千葉県市原市加藤巳之

あたた

新ばりの畠に作りし里芋のみずみずしきを笈にもりたる

わが宿の門の小川の夕暮にやさしく咲ける月見草の花

暫らくを炉傍におれば炉挨に膝も汚れて体温まる

千葉県山田町宇津木一直

検間のたびに鳴るなり老母が腰のばすとてつけしギブス
の

通勤の電車の窓ゆ見る土手に今日は来たりて電車眺めつ

千葉県山田町石橋佐寿

いっせいに芽吹きし中に色槌せし一枝のありきやらの樹
見れば

ほたるぷくろ

方言にトッコウバナといへる花彦らに教ふ初夏の日曜

裏山の崖一面に自生せし蛍袋はいま盛りなり

埼玉県鷲宮葛人

神仏拝撃まつらむ信仰は世のみちびきと言ふを悟りて

かみほとけ

すむ

なま

を忘れずに

健康に身をぱ保たむことわざの﹁冷は万病のもと﹂なる

選者詠︐

あさごとに電話すれどもいらへなしこの世にはゐぬきゑ

夢かともけさは驚く送り来し冬の桜の花の紅きに

斐なしと

古稀すぎて老いびとさびずゐるわれを衿めたまふな年甲

友達と土いじりいし幼子のどこにゆきしか庭に見えずも

３

かとも思ふ

も

ある限り命生きんと願えども余りに老いていたく呆けつ

秋空の鏡にうつり大烏東より西へ鳴きてとびゆく

れる

いくばくの生の落葉のまじりしか今朝の焚火のいたく煉

２

わが庭に一本ほしと思い居し松の木多しこの寺庭は

昔よりかくし変らず寄する波これぞ定めともえば寂しも

薮かげの田氷のとけしひとところ水わきおりて小さき魚

山独活と桜の花が浸しあり岩清水をし厨に引きて

やまうど

古川哲史選

朝戸出の心のよさを覚えつつ妻と歩めば物思いなし
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弘道歌壇

寸評
加藤氏の㈹の第一首目は﹁岩清水厨にひきて山独活と桜の花
を浸してありし﹂というのが原作︒山独活と桜の花が主役と思
うのでこれを先に出し︑﹁岩清水厨にひきて﹂を下の句とした︒
なま

第四首目と同じ手法だが︑このほうが印象が強くなると思う︒

も眺めつ﹂﹁裏山の崖を仰いで日毎見る雀袋の花は如何にと﹂

﹁自生する蟹袋は今盛り飽かず眺める此の頃の朝﹂とあった三

第二首目は﹁方言はトッコウバナと云い伝う彦らに教へる初

首の原作を材料に換骨脱胎したもの︒

ざの冷は万病のもと忘れずに﹂とあったが︑下の句は﹁ことわ

鷲宮氏の第二首目︑原作では﹁健康の身をぱ保持せむことわ

夏の日曜﹂というのが原作︒

のいたく煉れる﹂とあったが︑﹁いくらかの﹂は口語的なのを

②の第一首目は﹁いくらかの生の落葉の混りけん今朝の焚火

う推量の
の語
語を
を﹁
﹁ま
まじ
じ恥
りしか﹂と疑問の語に換えた︒

きらって文語的表現に改めた︒それに従って﹁混りけん﹂とい

選者の三首は老いの繰りごと︒今回の出詠者四名の内︑選者

から︑﹁⁝⁝万病のもと忘れずに﹂では舌足らずであろう︒

ざの冷は万病のもとというのを忘れずに﹂という意味であろう

勘の第二
②
二首
首目
目︑
︑﹁
罪秋空の鏡にうつし﹂とあったのを﹁秋空の
鏡にうつり﹂とした︒

の先輩である︒にもかかわらず老いの繰りごとが少なく︑前向

より若いのは宇津木氏だけで︑他の三氏は選者より遥か年上え

った︒作者は車のなかにいて︑交通巡査の検問を受けているの

に﹃〃老い

きに生きておられる姿勢は尊い︒去る五月二十四日の世界日報

宇津木氏の第一首目の﹁検問﹂は何のことかよくわからなか
であろうか︒﹁検問のたび﹂とあるから︑それも一度二度では

テー一︑が加わったこと︑その老いの歌にはとかく哀れな作品が

と﹁旅﹂を主なテーマとして来た短歌に最近は﹁老い﹂という

の歌﹄というエッセイを書いたが︑﹁愛﹂と﹁死﹂

ないらしいから︑犯罪事件でもあったあとかも知れない︒

第二首目の原作は﹁通勤の電車の窓ゆ見し土手に今日は来た

なっている︒弘道歌壇における﹁老いの歌﹂は︑今のところ︑

多いが︑時に明るく前向きな作品もあるというのがその内容と

りて電車眺むる﹂︒上の句の﹁見し﹂を﹁見る﹂に︑下の句の
﹁眺むる﹂を﹁眺めつ﹂に改めた︒

右の後者に属するものが多いように思う︒

Ｉ

︲︲Ｉ

第三首目は﹁きやらの樹のどっと芽吹くを芽吹かざるままに
﹁どっと﹂いう表現が適切でないように思う︒

色槌す一枝のあり﹂というのが原作だが︑大幅に手を入れた︒

石橋氏の第一首目は︑﹁裏山に蛍袋の見事なり崖一面を今朝
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日本弘道会一

に理事七名以内︑監事二名以内をおく﹂と

日評議員会︶

３︑堀田庄三氏の顧問新任のこと︒

２︑小谷隆一氏の監事新任のこと︒

︵的年５月

び大槻文平氏の理事新任のこと︒

１︑任期満了の西村幸二郎氏の理事再任及

を行った︒

ついで西村議長から次の四件につき報告

議なく承認可決︒

以内をおく﹄と変更したいと提案︑全員異

○○

の賜物と痛感しているなど︑父君に対する

あるを﹃本会に理事十五名以内︑監事二名

両案件とも西村議長及び渡辺事務局長か

年度事業計画の件

二︑昭和五十八年度事業報告並に五十九

予算の件

｜︑昭和五十八年度決算並に五十九年度

あと議事に入り次の案件を群議した︒

ついで西村会長の総会式辞︵３頁参照︶の

感謝の気持を切左と述べられた︒

第八十二回通常総会
五月二十七日︵日︶午前十一時から第八
の間﹂︵神田淡路町︶にて開催︒出席者は

十二回通常総会を東京グリーンホテル﹁蔦
三十九名︒恒例により議事に先だって寿昌
式を挙行し︑次の通り坂本義鑑氏ら三名の
贈呈︒寿昌者を代表して坂本義鑑氏から謝

方々に西村会長から寿昌状と寿昌記念杯を

辞があった︒

因象に︑氏は亡父と二代に亘る会員で︑

４︑評議員に次の五名を委嘱したこと︒

ら重点的に説明︑全員異議なく了承︒

三︑副会長選任の件

任期満了者の荒井元吉︑鈴木一︑茂木啓

しかも氏の本会入会は傘寿を越えた父君の

西村議長から昭和五十四年十一月以降副

三郎︑小谷隆一の諸氏及び新任者小林宏治

﹁ステッキ﹂代りとなって弘道会本部まで

案内したことがキッカヶとなったこと︑そ

雅︑漸く選征の機運が熟したとして鈴木勲

だの出席会員の貴重な意見︑熱意溢れる卓

を共にしながらの懇談会に移った︒多士済

以上で盛んな拍手裡に総会を終り︑昼食

会長職を空席のまま今日まできた経緯を披

氏

つづいて同氏から決意表明の挨拶︵５頁参

説に時のたつのを忘れるほどであった︒こ

のマイクロ︒ハスで総勢二十九名会場を出発︑

のあと恒例の記念撮影︑次いで特別仕立て

途中西神田の弘道会ビル建築現場の周囲を

四︑定款一部変更の件
化するため︑定款第十一条第一項の﹃本会

本件はビル完成をめどに役員の陣容を強

照︶があった︒

り︑ついで全員に諮り異議なく承認可決︒

員石橋香峰氏から最適任との賛成発言があ

理事の副会長就任を提案したところ︑評議

して今回の栄誉も総て父の子に対する愛情

昭和五十九年
寿昌記念杯贈呈者芳名

芳名年齢現職本籍

坂本義鑑錨歳正会員東京都
︵元海軍大佐︶

森六郎配歳正会員富山県
︵元富山県立ろう学校長︶
︵元台東区立下谷小学校長︶

田中正雄万歳正会員東京都
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ひと廻りし︑車中なごやかな談笑の裡に文

負債総額一︑二六九︑六○○円

資産総額八五五︑一二八︑七五一円

︵五十八年度末現在資産負債︶

剰余金合計八四七︑三○八︑一七五円

厳かな会祖の法要のあと︑引きつづき墓前

京区千駄木の養源寺に到着︑直ちに本堂で
に香を献じてその偉徳を偲び︑予定の日程

正味財産合計額八五三︑八五九︑一五一円

昭和五十九年度予算報告

を滞りなく終了して午後四時半和気需灸の

昭和五十八年度決算報告

うちに解散した︒

収入計二○五︑七三○︑○○○円

その他の収入一九四︑五三○︑○○○円

事業収入八︑九六○︑○○○円
会費収入二︑二四○︑○○○円

その他の収入八六二︑一五一︑○九○円

事業収入六︑二一九︑○○○円
会費収入二︑二七四︑八七五円

八五八︑五○○︑○○○円︶

事業費六︑九四○︑○○○円

収入合計九四二︑四七○︑五七○円

七三六︑七四○︑五七○円

前期繰越収支差額

収入計八七○︑六四四︑九六五円

︵内︑土地売却収入

前期繰越収支差額二五︑七○三︑四○三円

管理費三四︑四○○︑○○○円
その他の支出一四︑九一○︑○○○円
特別支出六二○︑○○○︑○○○円
支出計六七六︑二五○︑○○○円

収入合計八九六︑三四八︑三六八円

事業費四︑四九一︑一○五円
その他の支出一二九︑七九三︑八三五円

管理費二五︑三二二︑八五八円

次期繰越収支差額
二六六︑二二九︑五七○円

︵内︑建設関係支出
一二六︑七八五︑四二四円︶

以上

支出合計九四二︑四七九︑五七○円

日本弘道会ビル新築工事経過報告

配管工事の施工開始︒

▽六月一日六階床の配筋工事及び電気

省略︒︶

▽六月六日五月上旬打設した三階コン
クリートを︑都認定の複合材料研究所で
強度試験を行う︒設計強度は三割以上う
わまわり良好︒︵以下︑各階の強度試験
を逐次実施︑何れも問題なきにつき記事

▽六月七日日本弘道会渡辺局長︑住友
商事山崎課長︑日建設計担当部課長同

ルの製品検査を行う︒検査成績良好︒

行︑愛知県常滑市の伊奈製陶で外装タイ

張強度︑曲げ試験異常なし︒

▽六月八日六階の柱︑屋上階の梁の鉄
筋圧接検査を複合材料研究所で行う︒引

う︒成績良好︒

▽六月二十五日一階の﹃一ンクリート面
に外壁タイルを仮貼し︑引張試験を行

▽七月六日アルミサッシの製品検査を

長同行︒

富山県高岡市の三協アルミエ業で行う︒
住友商事岸田部長及び日建設計担当部課

始︒

▽七月十日アルミサッシ類の取付を開

▽七月二十日︵現在︶八階の型枠︑鉄

筋組立中︒．⁝⁝七月三十日に八階立上り
コンクーリー打設の予定︒

１１１

吉田一記︶

︵昭和弱年７月即日⁝・日建設計監理部

１Ｊ

支出計一五九︑六○七︑七九八円
次期繰越収支差額
七三六︑七四○︑五七○・

次期繰越増減差額

二○︑五六七︑六○五円
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第八十二回総会で

坂本義鑑

坂本義鑑

森六郎

出来たかについて一言させて頂きます︒

それは亡父満次郎は佐賀県唐津の小笠

原藩の貧乏武家に生れ︑明治十八年佐

度の受賞は思いもよらぬ頂門の一針と

られるばかりでありました︒然しこの

減退し︑弘道誌も徒らに机上に積上げ

とでありますが︑近頃年と共に視力が

道会に入会したのは昭和三十一年のこ

何と御礼の言葉も有りません︒私が弘

翌五月二十八日附で今岡信一郎先生の

っくばらんにお話をして頂きました上︑

十年の知己の様な感じでいろいろとざ

たが︑加藤さんは初っぱなからまるで

西村会長以外の方は皆さん初対面でし

加藤嘉三郎さんであった事であります︒

月二十七日︶私の隣りに居らした方が

少年の族け教育には格段の熱意を燃し

昭和十九年十月迄約二十年間勤務︑青

された西松浦郡教育会会頭に就任し︑

年迄勤務しましたが︑大正十五年設立

り︑町立図書館館長に就任︑昭和廿一

後︑伊万里町︵現在市に昇格︶長をした

三年有田小学校長として約十年勤めた

校の先生となって三十年︑次いで大正

賀師範学校を卒業後︑伊万里尋常小学

なり︑八十六歳の今になって漸く真の

﹁我が人生観﹂や加藤さん御自身の随

主義であり︑教育は所謂ス・ハルタ式で

第二番に嬉しかった事は︑当日︵五

ればならぬと痛感致しました︒

寿昌杯を受けて
寿昌杯受賞の感激
この度は図らずも︑寿昌杯拝受の光

弘道会員とは何かを悟らせて頂いた様

想のリコピーをお送り下さる等格別に

極めて厳しく私共兄弟はビンタを喰ら

栄に浴しました事は誠に恐縮に不堪︑

に思います︒受賞に当り感じました事

心の友が又一人増えた事は何よりの喜

親切なお心遣いを頂きましたことです︒

りつけられたこともありました︒徹底

わせられたり︑時には庭の松の木に縛
つぎに私がどうして弘道会と御縁が

びであります︒

父は資性質実剛健で︑特に皇室中心

て居りました︒

一番は会長の西村幸二郎先生が一高の

を若干述べさせて頂きますと︑その第
大先輩である事が判り︑弘道会が身近
な特に大切な会であり一層精進しなけ

（57）

実に偉大な教育家であったと思います

した国粋主義者であったこの父を私は

り頂いたものと存じまして︑五月二十

度の寿昌杯は私でなく父満次郎に御贈

何とも感謝の言葉も有りませんｃこの

このたび寿昌状ならびに寿昌杯を頂

森六郎

寿昌杯を戴いて

第であります︒

に先祖の霊に報告感謝を致しました次

七日帰宅の上早速仏壇に供え︑亡父並

が︑今日の荒廃した教育を見たら何ん
なにか歎くだろうかと思います︒

傘寿を越えてから︑予ての計画だっ

たのか昭和二十六年十月住み馴れた伊
万里を出て長男の私の家に同居する事
になったのであります︒上京後間もな
く︑父が弘道会に案内せよと申します
のが︑私の最初の弘道会との御縁でし

戴し︑身に余る光栄と只々感謝感激い

ので﹁ステッキ﹂代りをして案内した

た︒後戻り致しますが︑私は大正五年

今云生巨

Ｉ
Ｉ

蟻ご寄付者芳名

金弐万円也匿名氏殿案京都︶

金五千円也工藤英美殿︵秋田県︶

︵幸恥和露蓉砺朋皿叩敬称略︶

◎会費領収報告書

だきます︒

１︑この報告を以て領収菩に代えさせていた

２︑○印は新会員です︒

３︑お名前の下の数字は会費最終月です︒

︹東京都︺

○柳田梅︵釦客Ｏ︶○石渡直吉︵釦−６︶

たしております︒私は陛下と同じ年齢
お蔭様で健康に恵まれ三十七年間に

○角張繁︵帥−５︶○伊藤貞子︵帥三６︶

佐賀中学を卒業し︑平素から憧れの一

ました︒男の児五人の教育は小学校の

及んだ教職も一日も休むことなく勤め

の八十三歳になりました︒

先生に取っては大変な重荷であったと

あげ︑定年後あるご縁から入会し︑以

高を受験致しました処︑幸に合格致し

思います︒父は黙って私の一高進学を

○多田建次︵釦−６︶○香積京子︵釦−６︶

○渡辺亨︵印章６︶○市村サト︵帥−６︶

︹神奈川県︺

向井昌治︵釦−３︶︵三︑○○○円︶

○古山仁恵︵帥−６︶︵以上一︑五○○円︶

○呑積昭子︵帥−６︶村川文男︵釦−３︶

○北田義光︵帥−６︶○岡本省吾︵帥−６︶

○石川松太郎︵帥／６︶○尾崎広子︵帥−５︶

許して呉れました︒処が私はポートに

ております︒これからも町の老人クラ

の有益な記事を拝読しつ上今日に至っ

又︑父には大変な迷惑をかけましたが︑

ブ会長として当地の社会福祉活動に尽

来﹃弘道﹄のお世話になり毎号諸先生

この大失敗にも父は何も云はず東大進

ざいます︒

力し今回の寿昌の栄に答える所存でご

熱中して一年落第し︑母には泣かれ︑

ますのは︑只をこの父の愛に外ならず︑

学を許してくれました︒私が今日あり
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○富島一夫︵帥三６︶○浅川裕子︵釦−６︶

であることを誇りとしながら︑これか

でまいりました︒今では一番古い支会

思います︒

ったので是非実施することにしたいと

らも歩み続ける所存です︒因みに現在
当支会の最近の模様を列記して便り

の会員総数は三九四名です︒

とします︒

○６月７日支会評議員鈴木重世氏が

︵会員の増強について考える︶

辞任されたので︑その後任には金杉朝

第八十二回総会において私は石橋︑服部

横浜市加藤嘉三郎

︵以上一︑五○○円︶
︹千葉県︺

○佐藤賢治︵釦−３︶○鈴木普二男︵帥−６︶

−６︶○落合玲子︵帥言６︶

○山岡俊明︵鉛−６︶○菅原俊一︵帥−５︶
○薩摩三郎輔︵

○大畑節子︵帥−６︶︵以上一︑五○○円︶
︹埼玉県︺

光氏が選出され就任しまた︒

の両氏と共に過去五カ年間の会員増強につ

○福島男児︵帥三５︶○田中弥五郎︵帥三６︶

○６月叩日当支会の評議員会を支会

いて貢献があったとの事で感謝状と共に記

○村田珠枝︵帥−６︶︵以上一︑五○○円︶

長宅に於て開催︒五十八年度の事業報

念品を頂き︑いたく感謝感激しました︒今

︹山梨県︺

堀内熊男︵帥−３︶︵三︑○○○円︶

告や︑来年一月竣工落成の日本弘道ビ

て十七名の純減となりました︒これは歴史

の哀へ等によって四六○名近い退会者が出

ましたが︑会員の老齢化による死亡︑視力

会員紹介運動の結果四四○名の新会員を得

同じような教養団体Ｒ社においては熱心な

二十名の純増となりました︒然るに本会と

死亡その他による退会者約七十名で差引百

当会では昨年度の新入会者は約百九十名︑

言私見をここに述べます︒

と思っております︒それで之に関連して一

後共そのご芳情に訓ゆるため一層努めたい

︹栃木県︺

内宗吾の霊堂や佐倉の国立博物館等を

実施した研修の旅⁝不動尊新勝寺︑木

雨季には珍しい好天に恵れる︒前年度

合同役員会を支会長宅に於て開催︒梅

○７月１日当支会の青年部︑婦人部

会で解散となりました︒

ルに関して話がはずんだが︑酒無しの

○佐藤宏︵㈹三６︶︵一︑五○○円︶
︹愛媛県︺

○田名後敬︵田三５︶︵三︑○○○円︶
︹佐賀県︺

有田支会︵十九名︶︵二八︑五○○円︶
７︑Ｊ１いｊｙ１︑〃Ｉ１Ｉ″〃ｌ︑″八Ｍ●

支会だより
Ｉ
ｉ０

見学した効果など話し合いました︒

蹟に出来た館山城やその往復沿線の史

なお︑本年中には里見氏ゆかりの遺

私どもの支会は︑明治坊年ｎ月に創

蹟文化財の研修を希望する意見が多か

支会長石橋香峰

千葉県東部支会

立したので実に九十二年の歳月を歩ん
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の古い当会として大いに反省すべき点であ

にも替えがたいものでありました︒学窓を

薦に蕊いて曇心﹃全寮制噸堂濡一躍何も過血Ｉ皿ｉｌｉＩＩＩＩｉ＃冊蝋豚Ｉ悩仙

○０・りまづめうと

を声を大にして提唱したいのであります︒

並において私は﹃寮生活﹄の復活のこと石女と疎まれ冷麦暖りをり

しあったのであります︒

高校生時代の友人は兄弟より肉親以上に励篠塚しげる先生近詠

出てから後︑社会にて活動する上において弘道俳壇選者

りますので︑私は絃に左一記の提案を致した

日毎号週刊朝日の﹁名医に聞く﹂の如く

いと思います︒

雌雄に関する忠言︑相談の欄を設けること︑

又︑長寿者の経験談等を載せて会員の参考

即ち︑各都道府県に必ず一校は﹁寮﹂を設爽竹桃眼帯とれし目に痛し

置する案が是です︒自治の精神︑自律の意人住まぬ島に立つ虹美しき

口年会費は当分の間千五百円に据置くこ

に供すること︒

と︒これは新会館の竣工により貸室収入が

︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲１︲︲︲１１︲︲︲︲︲︲︐︲︲

︐ｆ︐

︲に

︲

︐︐︐

噸ｒ︲︲︲︐

︲︐

︲︲

︐

︲︐︐

︲︲︐

︲︲︲

戦争懐古

︐︐︲︲

︲

︐ｒ︲︲︲

︐︐

︐︲︐︐︲︲︲︲︲︲︲︲︐

︐︐︐

︐腰

︐︲

︲︲︲︲

０○○○○

︲

１︲︐︲

江戸時代の識見衆にすぐれたる大儒学者安

折︑養源寺︵臨済宗︶門前にある﹃都史跡﹄︒

１︐︲

上の写真は︑昭和弱
朗年５月 日
日弘
弘道
道会
会総
総一
会後︑有志による会祖西村先生法要墓参の

︲ｒ︲︲

ありません︒︵特別会員︶ノ⁝くくくくくくくく〜︑く〜〜１くくく〜〜くくく〜ｊ〜〜〜

現唖率雛学奉恥地嘩の御津挿恥栂睡諦誕崖行水や幡鱈といふも黍の中

ます︒

報恩への反省等自ら体得されるものであり岩窪に海月浮べる忘れ潮

志︑膜想の習慣︑互助の友情︑進取の気鋭︑くらげ

しておいて新入会者を勧誘するに便ならし

増加し︑経営が安定するから︑会費を安く
むためである︒

日毎年度新会員紹介に功績のあった会員
には微意を表するため︑簡単な記念品を贈

世田谷区岩崎晶

って頂くこと︒︵特別会員︶
第九一○号洞に出色の特集号にて有益に
拝見しました︒

扱︑政府自民党は教育改革を提唱してお
りますが些か舷に私見を申したく︑筆を執

名を刻んである墓碑︵高さ約三米︶であり︑

井息軒と肩を並べた本会々祖西村茂樹翁の

本会地方の会員皆様に初めてご紹介するも

○○○Ｏ

りました次第です︒戦前の﹁旧制高校﹂は
実に我国独特のものであり︑青年時代の精

のであります︒︵横に侍立するはステッキ
をつく加藤嘉三郎氏と岩崎陥各特別会員で

︒Ｕ１８８０１８２日■１０口Ｉ＃０日Ｉ９ｊ１ＩＯｊｑⅡ凸■ⅡＩＩｆＩ１１９ＢｌＢ０６ＩⅡ４Ｊ１１０３日Ｏｐ９０ＩＩＩ１Ｉ０９０９０００１０ｊｊ１９１■Ｏｊｌ０Ｄ０Ｉ■１Ｊ■

す︶ｌ岩崎晶記Ｉ

神育成上︑実に重要なる関門であつのであ
ります︒即ち︑自治の精神︑友人同志の切
瑳琢磨︑勉励︑浩然の気︑青雲の志を養う
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︻書評︼

片山清一著
﹃近代日本の女子教育﹄を読んで

渋川久子

︵国立音楽大学教授︶

る︒すぐれた労作である︒

予教育が巾広く展望できる特色をもってい

拾い方がこまかく︑丹念に行われ︑近代女

とり上げられていることはあるが︑史料の

諸論文をまとめたため︑福沢諭吉︑森有礼︑
﹁女学雑誌﹂など︑人物︑史料が重複して

い︒筆者自身ことわっておられるように︑

教育をめぐる教育思想史としての性格が強

本の女予教育思想﹂﹁第二編女予道徳の
変遷﹂﹁第三編男女共学問題と女予教育﹂
の三編から成っているが︑全体的には女子

育﹄は︑カツチリした教育史書である︒筆
者の片山清一氏は永年女子大で教鞭をとら
れ︑その間書き続けられた諸論文を集大成
されたのが本書である︒﹁第一編近代日

このたび出版された﹃近代日本の女予教

盈が色とりどりの女性論を書いている︒

としていない家庭婦人まで︑さまざまな人

もちろん︑作家︑評論家︑書くことを職業

つてなかったのではなかろうか︒研究者は

今ほど﹁女性﹂論がさかんな時代は︑か

一

編集後記
○気象庁の冷夏予想がはづれて︑今年はた
いへん暑い夏になりました︒すこしでも︑
連日のこの猛暑をしのんで頂けたらと願っ
て︑本号は﹁錆夏特集号﹂といたしました︒
ご覧のとおり鐸々たる顔触れによる珠玉の
随筆で充たすことができました︒
○先ず︑入江相政氏の流石に軽妙なタッチ
の文章をはじめとして︑学者運転手さんと
楽しく古典を語り合う鈴木一氏のお人柄︒
つづいて︑鈴木勲氏による僅かここ数ヶ月
の間に感動を以て接した二人の白寿・芸術
家との香り高い出会いの話︑などのほか︑
最後の浅田隆夫氏の亡父との愛別離苦から
一諦観までの軌跡を語る心境にいたるまで︑

りです︒

掲載された十二篇の一つ一つが︑それぞれ
側をとして胸をうち深く心に残る絶品ばか
○さらに論考の部では︑佐倉市の﹁国立歴
史民族博物館誘致の話﹂を寄せられた堀田
正久・前市長の手記は貴重な文献として永
く残さるべきもの︒また古川哲史氏の連載
﹁泊翁百話﹂では︑西村会祖が日清戦争に

関連して︑当時の絶対的権力者伊藤博文
︵昭和のワンマン首相と恐れられた吉田茂
の比ではありません︒︶を痛烈に批判した
その勇気と正義感は︑まことにわが会祖・
西村泊翁その人の真骨頂が今更のように偲
ばれます︒

○さて︑この暑さ︒昔は︑﹁我慢しようよ︒
てんとさま

イネのためには何よりのお天道様なんだか
らね︒﹂などと︑ぷんながお互いに納得し合
って来たものでした︒⁝⁝ところがどうも︑

にして貰いたいものです︒

近頃このシーズンになると︑きまって米価
審議会場の入口で三千人を超すといはれる
例の鉢巻姿の農協代表に加えて︑この時と
ばかり票田作りに血道を上げるコメ議員た
ちの報道写真が毎夏の﹁風物詩﹂ゑたいに
なってしまった感があります︒そのせいか︑
近頃私たちはお天道様の陽射しがもろに身
にこたえ我慢できなくなってしまったよう
です︒﹁夏の風物詩﹂は隅田川の花火だけ

です︒

○本号をお届けする頃には︑もうロス・オ
リンピックでのメダル争奪戦がおおむね片
がついて︑マラソンの瀬古も︑柔道の山下
も︑体操の具志堅も︑ゑんな重かった肩の
荷をおろしてほっとしていることでしょう︒
明か暗か︒正直のところ︑参加するからに
は日の丸の旗をどんどん揚げて欲しいもの

○先般の総会で選任された役員の新陣容は︑
本誌・表紙裏の﹁暑中お見舞﹂に記載の通
りです︒何卒︑よろしくお願い申し上げま
す︒では︑どうぞこの夏をご機嫌ようお過

ごし下さい︒︵渡辺薫︶
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