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泊翁先生 訓

わが国の道徳
０○

○Ｏ

わが国の道徳は︑初めはシナ︑インドから教えを受けたが︑それを国民固有の資質と合わさして一種の品性を

○○○○○○

造った︒固有の資質とは何か︒日く敬神︑日く忠厚︑日く節義︑これである︒鎌倉時代から徳川氏の初めに至っ

て︑いわゆる武道なるものをその中に加え︑廉恥と忠厚と信義とを重んじ︑剛強不屈の気をもってこれを行動に

移した︒その道徳の主義となるものは極めて簡単な原理で︑近来の哲学者が論ずるような精好な理論ではない︒

しかし︑道を信ずること篤く︑その点キリスト教の殉教者に一歩も譲るところはなかった︒試みにこの時代の歴

史をひもとけば︑その時代の国民道徳の状態が想像される︒徳川の中期に至って士気が衰えたといわれるが︑そ

れでもなお赤穂四十七士の一挙があった︒降って明治維新以前の国民の挙動を見ても︑士気はなはだ盛んであっ

た︒フランス人ジャン・クラッセの日本西教史︑ドイツ人ケンプルの鎖国論等に日本人の道徳と武勇がほめたた

えられているのは︑外人が実際に見て感じたことの表白であろう︒但し︑当時の道徳教育はもっぱら士族のあい

だで行われたもので︑今日の進歩した道理より考えると︑或いは不完全なところもないではなかったが︑ともか

くこの士族の力をもって三百年の太平を維持し︑王政の中興を成しとげ︑外国に対して恥じるところのない風俗

習慣を保持した︒これはわが国古来の道徳と武道との功であって︑もし他の学術・技芸等を措いて道徳だけを比

較するなら︑シナにまさるは無論のこと︑西洋諸国にもまさると私は信ずる︒
○００Ｏ

更にわが国の道徳が西洋諸国にまさる点をあげれば︑西洋諸国の道徳はキリスト教や回教の如き宗教の力をか

りて維持されているのに︑日本の道徳は道理の力によって維持されていることである︒わが中等以上の国民は道

理を知る力をそなえ︑宗教の虚誕にたよらず︑道理を説いてただちに道理を信じ︑死をもってその道を守って変
ずることがないのである︒

︵明治一一十年十一月六日大学生修身連合会講演﹁国民の道徳﹂より︶
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︹巻頭の言葉︺

私の人生哲学

１１
１

幸二郎

と気も軽くなると簡単に子供らしく考えたらしい︒

に正直に謝ってしまえば︑それで済んであとはさっぱり

りをして︑次為と際限がなく︑うそをつくことになる︒
○

ったが︑幸にもその後猛暑襲来︑農家は久し振りの豊作

○○

とし

ところがおよそ八十年もすぎ卒寿にもなって︑過ぎこ

考えてゑると︑前総理の実刑判決や︑学校・病院︑さ

ンの教訓通りに生きられないものだ︑とやっと悟るよう

し方を振返って桑ると︑年のせいか︑なかなかワシント

ては薬業界など︑次々と様ざまな悪徳非行や︑遂には肉

ての人にお目にかかった時には︑好きになることもあり

つの不思議な玉を︑そっと入れておかれたらしい︒初め

頃の末世のさなかでは﹁私の人生哲学﹂などという巻頭

嫌いになることもあり︑また癌にさわることもある︒あ

になった︒どうも天は人間の心の中に善玉と悪玉との二

言を書いてもだれも読んでくれないのではないかと思う

とで浅間しいものだと気がついて恥かしぐなり自分で自

分に対してたまらない程嫌悪感を覚え胸がえぐられるよ

やっとのことで認められた万世一系の天皇は﹁天皇は日

大戦後わが国は主権在民のご時世となった︒列国から

うな思いをすることがある︒

ったとみえ︑子供心にも︑これから以後は決して嘘をつ

本国の象徴であり︑日本国民統合の象徴であって︑その

非を諭された話を聞いたが︑それがよほど強く印象に残

さと

トンが庭の桜の木を切ったために︑父から誇々とその

じゅんじゆん

私は小学生の頃︑修身で子供の時のジご−ジ・ワシン

○○

のであるが︑あえて提示して染た︒

親間の残虐行為すら大手を振って横行している今日この

んをすることになった︒

筆風に書いて若い人々に伝えて欲しい﹂との主旨の編さ

○○

訓を持っているだろうが︑その中で教訓ないし哲学を随

○

さて︑こんど編集部で﹁誰しも長い人生の旅で得た教

○○○

そのためいつも心の奥でいやな思いをする︒ありのま上

きり

︑︑
︑︑シフい
つけば︑そのうそをごまかすためにさらにうその上わ塗

！

と大喜び︑心からお喜び申し上げる︒

今年は七月までは天候も狂ったのか︑寒暖常ならなか

村

くまいと決心したことをほのかに覚えている︒一度嘘を
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西

地位は主権の存する日本国民の総意に基く﹂のである︒

に外ならず︑常に心の中にひそみかくれてこんりんざい

を通じて変らない宇宙の真理に基く自分自身の心の働き

こうかんなにぴと

︵憲法第一条︶海外からの国賓や使節の方点は︑総理との

で使う〃天の声″とも言うべきものこそ即ちこれである

うそが言えない存在なのである︒巷間︑何人も喜び好ん

○○

面接よりも︑天皇陛下から豊明殿の御宴にお招きを受け

遠く百数十年の昔︑本会創立の初めにあたっていち早

畠ノＯ

○○

る栄誉をこの上なく喜ぶ事実に徴しても︑わが国の皇位
皇室への敬意が如何に高いかが偲ばれる︒永遠の世界平

られた会祖西村茂樹先生の︑稀に見る偉大な先覚者とし

て道義徳目・伝道宣布を強調されこれを定款にまで掲げ

く﹁世界永遠の平和﹂をとなえ︑あわせて道義団体とし

わが弘道会は︑西村開祖の不携不屈の精神に基き道義

ての先見明察を想い浮べ︑先人達の残された種食様ざま

することを今や世界も待望しているのである︒

和運動も︑我が国がその中核となって︑その実現に努力

・の純理の研究を学び︑諸外国からも古来常に道義の国と

な限りない恩恵に感謝し︑この志を維持・発展しなけれ

○○

して又日出づる東洋の君子国として敬意を払われ︑各方
つらね

○

面の優れた教えの長を採り短を捨て宇宙永遠の真理に基

に於ける﹁平和の殿堂﹂として︑又﹁道義宣布のメッ

ばならない︒やがて竣工する日本弘道会ビルをして帝都

○

づく古今東西を貫いて変らない﹁誠﹂まごころを偏せず

カ﹂としてわが﹃弘道﹄の宏遠な心の憩︑魂のやすらぎ

の場として永久に維持することを我等の責任・義務を固

○Ｏ

ることに勇往逼進すべきであると確信する︒この度の

党せず︑右せず︑左せず︑あくまで堂々と中道を闇歩す
﹁弘道会ビル建設﹂の仕事の如きも︑我が﹁弘道﹂の目

く信じ︑〃天の声″として皆様と共に若い世代に次つぎ

○○

か︒

︵本会食長︶

とバトンタッチすることを心から祈ろうではありません

○○○Ｏ

指すところの一シに外ならない︒
○○○○○

今後私達は出来るだけ︑日常身近な行為を重んじ︑先
ず家庭の咲けを重視して︑母親の子供に対する過保護の
反省など徐盈に低きより高き理想に近づくのがかえって
ちかみち

社会改良の捷径であると確信する︒﹁宇宙には天と云う
か神と称するか︑いとも崇高な存在の外に︑人の心の中
○○

にも絶対に嘘偽りを言って︑ごまかせない厳然たるもう
一シの尊い動かせない存在がある︒﹂これこそ古今東西
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﹁片手に論語片手にそろばん﹂は︑渋沢栄一翁の言葉

１１Ｊ１１４

いにされていた︒

佐久間

ら︑生徒の信望は厚かったが︑上司同僚からは︑異端者扱

昭和六年学年末の異動で︑父は︑県学務部長から退職を

を志し︑苦学して東京物理学校を出て︑中学校の教師とな

私の父は︑千葉県の片田舎の貧農に生まれたが︑教育者

助力を得て︑細灸と私学経営をはじめた︒

学を興すほかはないと決意し︑私財を投げ出し︑教え子の

した︒結局︑自分の理想とする教育を行うには︑自分で私

って当初辞表提出を拒否し︑請願令による上奏騒ぎまで起

求められたが︑理由のないのにやめるわけにはゆかぬとい

った︒山形県立山形中学校をふり出しにいくつかの中学校︑

えられた︒

と聞いているが︑私は︑中学生の頃︑その言葉を父から教

高等女学校を経て︑最後は︑千葉県立大多喜高等女学校長
父は︑明治以来の日本の教育が知育偏重で徳育を軽視し

など狭い範囲に限られていたが︑父は︑やがて女子も男子

時女子の職業としては︑教員や看護婦のほかは女工・女給

最初の︑全国でもまだ珍しい女子の商業学校であった︒当

父の創立したのは︑千葉女子商業学校といって︑県下で

ていた弊を憂慮し︑徳育の刷新と教授法の改善について独

になった︒

自の方策を案出し︑これを教育会議で発表したり︑一教員

考えた︒

父は︑千葉女子商業学校の校訓として︑﹁片手に論語

と同様に︑社会の各方面で働く時代が到来するであろうと

片手にそろばん﹂を掲げた︒﹁論語﹂は﹁倫理﹂を象徴し︑

の身分でありながら時の文部大臣に建白したりした︒父は︑

かけて各所に起った学校ストライキの際に︑罪過を生徒に

出さない主義であったから︑明治・大正から昭和の初期に

﹁そろばん﹂は﹁経済﹂を象徴する︒聖書の教えるように︑

人の子ひとりも棄つくき者はないという信念で︑退学者を

被らせてこれを処罰し︑校長自らはなんの責任もとろうと

﹁人の生くるはパンの糸によるにあらず﹂であるが︑しか
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しない態度を激しく攻撃していた︒そんなふうであったか

rR、

訓

H

で働いて自活できる知識技術を身につけ︑しかも︑人間と

し︑人間は︑また︑・ハンなくしては生きてゆけない︒自分

長になるには︑東大法学部を出︑高文︵文官高等試験︶に合

父の仇をとってやろうと決心した︒そして︑知事や学務部

私は︑昭和十六年四月に内務省へ入り︑翌年一月任官

った︒そして︑そのとおりの道を歩んだのである︒

︵高等官になることをいう︒︶して︑長崎県労務課長になった︒

格して︑内務省に採用されることが必要だということを知

したがって︑論語といっても︑倫理道徳の基準を儒教に

大学を出てわずか一年足らずで県庁の課長になるというこ

しての倫理道徳をわきまえた人物を育成しようというのが︑

のみ求める趣旨ではなかった︒父は︑儒教の素養が深かっ

とは︑今日では考えられないことである︒戦争が拡大して

校訓の意味するところであった︒

たが︑それのみに偏することを避け︑﹁補うに諸家の長を

ゆき︑同期生には中曾根康弘さんもその一人であるが︑在

から

てゆくという態度であった︒父の自作の歌に︑﹁唐大和ナ

以てする﹂を座右の銘として︑他の聖人の教えも取り入れ

学中に海軍短期現役の主計中尉の試験を受けて入省早を軍

ひじり

役に服した者が多く︑また︑府県庁の課長職にある者で応

じく

る︒儒教もキリスト教も仏教も国学も西洋哲学も︑聖の道

ザレ天竺アテネまで聖の道は一つなりけり﹂というのがあ

召して戦地に行く者もふえてきていた︒そんな関係で︑私

事課長古井喜実さん︵後の厚生大臣︑法務大臣︶は︑﹁君たち

私ども同時に任官した者十数名に対し︑当時の内務省人

どもの期は︑任官がこれまでになく早かったのである︒

はゑなその根本は相通ずるものである︑という意味である︒

父が公立学校を免職となったのは︑私が中学校二年を終

一一

えた春休象であった︒私は︑あれほど教育愛に燃えてひた

いが︑純粋な気持で人の話を聞き︑純粋な気持で判断する

は︑課長になっても︑課の事務についての知識や経験はな

ことができる︒﹂と訓示された︒﹁純粋に﹂というのは︑謙

むきに学校経営に打ち込んでいる父が誠首されたことが︑

の中学校や高等女学校の校長は︑大部分が官学わけても高

子供心にもくやしくてならなかった︒私は︑父から︑公立

私は︑長崎県へ赴任し︑早速年度末の中学校・高等女学

で客観的に物事を判断する︑という意味であろう︒

校の人事異動の原案をつくらなければならなかった︒退職

虚に人の話に耳を傾け︑情実や外部の圧力にとらわれない

たりすると︑いろいろな形で圧迫が加えられるという話を

等師範や帝大の出身者によって占められており︑これらの

聞いた︒私は︑父をくびにした知事や学務部長になり︑学

予定者は既に決まっていたので︑その後任として校長に昇

学閥に属しない私学出身者が校長会議などで意見を発表し

閥にとらわれない公正な人事をやって︑俗な言葉で言えば︑
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談したところ︑教頭会議を招集するのがよかろう︑という

格させる者をどのようにして選ぶかについて︑視学官に相

は知らなければならない︑という意味である︒

外のことであってもあらゆることについて何がしかのこと

らゆることを勉強しなければならない︑それと同時に専門

私は︑内閣法制局がＧＨＱの指令によって廃止されてか

ことであった︒教頭会議では︑各校で実施している教育の
改善策について十五分間ずつ発表させた︒私は︑それを純

言指導をいただいたが︑なかでも︑古井さんの﹁純粋な気

した︒長い公務員生活の間に︑多くの先輩から︑有益な助

は︑行政局長や消防庁長官をやって︑昭和四十四年に退官

われず純粋に判断して選考したが︑その結果は︑東大・高

持で﹂の訓示と︑宮内さんの目ぐの時胃豆品号○員の○日の︲

ら︑内務省地方局の後身である自治省に勤務した︒同省で

師・専門学校・私立大学・検定と︑それぞれの出身者から

昏旨中の○日２言侭号○目のぐ①ご蚤晶・﹂の教訓とは︑在官

粋な気持でじっと聞いていて候補者を選び出したのだが︑

校長を起用することができ︑新聞で理想的な人事との評を

私の案は視学官の意見と一致していた︒私は︑学閥にとら

得た︒私は︑この異動を発表した後︑父に︑

ても︑処世上適切な人生訓として︑拳を服膳している︒

中の象ならず︑退官後私学経営に携わっている現在におい

｜一一

私は︑退官すると同時に亡父の遺業をついで︑私学の経

営に専念することになった︒

私は︑まず︑建学の精神ともいうべき﹁片手に論語片

k イ ノ

﹁お父さんの仇をとりました︒﹂

私は︑人事異動を発令した直後召集令状を受けて陸軍の

と報告し︑喜んでもらった︒

部隊に入隊し︑三年あまり軍務に服した︒終戦で召集解除
になり︑一時静岡県庁に勤務したが︑昭和二十一年一月に

手にそろばん﹂を︑近年における社会的・経済的・文化的

しつつ︑特色ある学校づくりを進めるかを考えた︒﹁片手

諸条件の変化のなかで︑どのように具体的・実践的に生か

私は第一部に所属したが︑部長は佐藤達夫さん︵後に法

内閣法制局参事官に転任した︒

制局長官︶で︑当書憲法改正の問題にかかっておられて︑

いかもしれないが︑現在の日本において︑ますますその妥

に論語片手にそろばん﹂の校訓は︑その表現は古めかし

部の常務は︑筆頭参事官の宮内乾さんがとりしきっていた︒
宮内さんは︑大蔵省で福田赴夫さんと同期の秀才であった︒

打ち続く経済の高度成長の世の中に馴れて︑国民の間に

当性が主張されてよいと考えた︒

宮内さんは︑私に︑行政官の勉強は︑目ぐ臼智匡侭号○員
の○日①吾言明の○日の牙言い号○貝①ぐのご号旨中でなければな

らない︒﹂と訓えられた︒自分の専門の仕事についてはあ

／ 庁 ､

自分の利益だけでなく人の立場も考えて︑限られた資源を

し︑オイルショック以後の低成長期に入り︑日本人全体が︑

るエコノミック・アーニルの習性が身についてきた︒しか

﹁世の中万事金次第﹂﹁自分さえよければ﹂という︑いわゆ

ことは︑人にもまたそのごとくせよ︒﹂とある︒聖書と論

る︒新約聖書マタイ伝には︑﹁すべて人にせられんと思う

を分りやすく実践的に説いたものと解してよいと思ってい

うたのに対して孔子が答えた言葉であるから︑私は︑﹁仁﹂

にして身を終うるまでこれを行うべきものありや︒﹂と問

そろばんだけで論語を忘れてはならないという深刻な反省

徳律である︒

語とで説き方こそちがうけれども︑これこそ人類普遍の道

分ち合いながら助け合ってゆかなければならない︑いわば︑
を求められることになった︒

いうのである︒人為の生活を豊かにするためには経済の発

たが︑その場合は︑天命とともに語り仁とともに語ったと

という言葉がある︒孔子も︑たまには利益のことを言われ

論語に︑﹁子も牢に利を言う︒命と与にし仁と与にす︒﹂

あてはまる適切な教えである︒二五○○年前の言葉とは思

を教えた言葉であるが︑今日学問する者にとってそのまま

知るなり︒﹂孔子が子路に対し︑﹁知る﹂ということの意味

﹁知れるを知るとなし︑知らざるを知らずとせよ︒これ

まれとも

展が必要であるが︑それは倫理に裏づけられたものでなけ

余が道徳の教の基礎とせんとする者は儒教に非ず︑

感銘を受けた︒先生は︑

ったが︑さきごろ︑﹁日木道徳論﹂をはじめて読んで深い

私は不勉強で︑西村茂樹先生の著作を読んだことがなか

われない新鮮な響をもって胸に迫ってくる︒

れば︑真に人灸を幸福にすることはできない︒

私は︑﹁唐大和ナザレ天竺アテネまで聖の道は一つなり

しかし︑それは儒教を教えるのではなく︑時代を超え国境

生徒たちに︑論語の言葉を引用して話をすることが多い︒

り︑然れども亦儒道を離れず︑哲学を離れず︑仏教耶

哲学に非ず︑況して仏教と耶蘇教とに非ざるは勿論な

けり﹂という︑歌の精神は︑そのとおりだと思う︒私は︑

を超えても変らない普遍的な道徳律を︑日常生活に即して
実践的にわかりやすく説いている︑教材として適切な言葉

の如くなるときは︑諸教の教義錯雑混清して︑胸中に

蘇教の中よりも亦之を採ることあり︒日く︑先生の言

論語の中の私の好きな言葉で︑生徒指導上よく引用し︑

が︑論語の中に多いからである︒

一定の主義なくして妄りに諸教を採るときは︑吾子の

骨董店を列するが如き観を為すべし︑何如ん︒答日く︑

言ふが如きの弊あり︑然らずして一定の主義を確立し

私自身も人生の教訓としているものを︑二︑三挙げておこう︒

﹁己の欲せざる所を人に施すことなかれ︒﹂子貢が．言

（8）

るに足るべし︑︒：⁝吾が一定の主義は二教︵儒教・哲

ども︑皆我主義の註脚となりて益を其本義を明かにす

て後に諸教の説を採るときは︑諸教の説何程多しと雄

は人も知る西田哲学の高弟であった︒私は︑学者ではない

出身で西田幾多郎先生と同窓の親友であったし︑高坂先生

生の影響を強く受けたように思う︒山本先生は京大哲学科

思想的には︑校長の山本良吉先生と哲学担当の高坂正顕先

Ｉ
学︶の精粋を採りて︑其粗雑を棄つるなり⁝⁝

して︑道徳教育が実施されていた︒しかも︑私は︑家庭で

私の育った頃の小学校・中学校では︑教育勅語を基準と

の考え方をつくってきたように思う︒

人生経験を重ねて︑いかに生くべきかについて︑自分なり

村先生の言われたような︑儒教と哲学の基礎的教養の上に

まいぎなことをいうようだが︑私は︑結果的にゑると︑西

し︑学窓を出てからは︑あまり読書もしていないので︑な

は儒教的教養の深い父の感化を受けていた︒旧制高校へ入

と︑その道徳論の立場を述べている︒

ると︑当時誰でもそうであったように︑私も︑自由に多方

︵千葉経済学園理事長・千葉経済短大学長・千葉経済高校長︶
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面にわたる読書をした︒私は︑旧制武蔵高校に学んだが︑

が入ってきた︒彼は中国大陸で宣教していた︒中国が共産

藤田

戦後間もない頃はアコーディオンなど鳴物入りのアメリ

わたしの人生哲学
カ人キリスト教宣教師が大挙来日した︒栃木県北部の私の

カ人宣教師達が彼の伝道をよく助けていた︒しかし︑彼の

宮で伝道している︒

通訳としてきていた︒小平さんは後で教師になり︑現在西

明治大学商学部の学生だった小平照夫さんが無料奉仕の

も伝道につとめた︒大変な瑞息もちだった︒

場合はアメリカ人とちがい金銭がなかった︒食事をさいて

化すると共に国外追放になり来日した︒鳴物入りのアメリ

ルーテル派のスイス人宣教師Ｗ・ブルンシュワイラー師

教の教会になった︒

は戦後を象徴するかのように廃寺を買収し︑寺がキリスト

の教会である︒そこにホーリネス系の教会が出来た︒これ

プロテスタントの教会は戦前からあった︒日本基督教団

田舎町にもいろんな宗派のキリスト教が入ってきた︒

忠

これらプロテスタント宗派に加えて︑カトリック教会が

した五人の子供をすてて︑若い男と失院してしまった︒そ

彼の処刑後︑この良妻賢母だった未亡人は中学生を頭に

行動を痛烈に批判している︒

と言っている︒基督教に立ち︑基督教国アメリカの俗なる

そう言えばカトリック教会になったこの大きな建物は以

の後︑一時︑この若い男にも捨られたとの噂さが町に流れ

出来た︒

前は病院だった︒この院長は日本の労働医学の先駆的第一

たが︑この未亡人の消息は知られていない︒

＊

当地の村井医院の院長は村井正規先生と言った︒大阪帝

＊

小生も青春の不安の時期をここにおくっていた︒

教が一綾の望みを求めて活動していた︒

戦後の日本社会はこのように昏迷していた︒そこに基督

人者であった︒それが米軍惇虜生体実験責任者として処刑
って︑自から責任をとった︒クリスチャンの彼は妻に次の

された︒偽り多い上司の職業武士道に苦笑し︑部下をかば
ように書きおくっている︒
﹁． ： ・ ・ ・ ○

す象ません︑す染ません︒愛する妻子を捨て︑愛する老

戦争中︑巡査が来て︑﹁カミサマとしての天皇陛下とお

大の医学部を出た方であり︑熱心な基督者であった︒

前の神とどちらが偉いのか﹂と尋問した︒村井氏は﹁陛下

泳さお

母を捨てても︑私には捨てられぬ日本人の魂があった︒男
近く仕えて下すった御身ょ︒何年かの後︑いつかそんな日

の操がありました︒永い間優しき妻︑賢き母として私の身
が来ましたら微笑ゑつつ︑五人の子供達に語って下さい︒

カミサマは〃神様″とかく︒漢字のちがいである﹂と説明

もカミサマですが︑これを漢字では〃上様″と書く︒私の

ほほえ

﹃お父さんは多数の部下のために司令に利用されたおどけ

戦時中の苦難な教会をよく村井先生は支えた︒村井先生

たという︒

したという︒この巡査は目を白黒させて︑二度と来なかっ

ものとして笑って死にました﹄と︒﹂
︵近代日本の名著﹁戦争体験﹂︵徳間書店︾︶

宅に賀川豊彦先生の﹁十字架﹂と大害した横額などがある︒

この院長はアメリカ軍事裁判の欺マン性を批判する自由
が今はないと言い切っている︒

点として住んでいた︒そこで英語のバイブル・クラスが始

ブルシシュワイラー師は当初村井医院の離れを伝道の拠

多くの基督教会のリーダーが村井宅に宿泊した︒

そして︑妻への遺書には
しようよう

﹁神ヲ信ジ︑神ノ審判ヲ確信シ︑何時ノ日力勝利ノ来ラン

コトヲ思イ従容トシテ死ニオモムカソトスルモノナリ⁝
⁝﹂︵前掲害︶
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ルンシュワイラー師の英語はすごいものだった︒文章は聖

まった︒小生もそれに参加した︒ドイツ語系のスイス人ブ

ると︑彼は一冊の本を下さった︒それは

古荘さんから電話があり︑是非会いたいと言う︒お会いす

この本を日本航空のＯＢの古荘さんに献呈した︒数日後︑

であった︒しかも著書の柳田先生の小生への恵存と﹁九十

柳田誠二郎著﹃岡田式静坐の道﹄︵地湧社︶

書英語であったが︑その発音が問題だった︒﹁ネーベル！

翁柳田誠二郎﹂のサイン入りの本である︒この本を読んで

ネー簿ヘル！﹂というから︑その単語のス・ヘルリングを聞い
た︒それは︽︽ｚ①ご関忌だったのには驚きだった︒彼の基督

あった︒
＊

本書では静坐の要点をつぎのように言う︒

＊

頂いた﹃岡田式静坐の道﹄は小生にとって大きな衝撃で

亀井氏の仲介があったのである︒

ということで︑柳田氏が岡田式静坐法に接した︒それには

よ﹄と勧めてくれた︒⁝⁝﹂

田虎二郎という人がおられるから︑君一度お会いして染

私の様子を見て︑これはいかんと思ったのであろう︑﹃岡

一郎君︵後に大衆党の代議士となる︒現在住友商事ＫＫ顧問︶が

﹁来年は大学卒業という大正五年の秋︑同級の友人亀井貫

十三︑四歳の時体重はわずか四十キロ前後だったという︒

んやせて行く病気︶のため体重がどんどん減っていった︒二

ても続けていた︒しかし︑禅病︵禅のやり方がまずいとどんど

柳田氏は旧制一高に入学と共に禅をやった︒東大に入っ

古荘さんが小生に持ってきてくれた理由が分った︒

教は力の基督教だった︒迫力があった︒私は彼の所で洗礼
を受けた︒

焦燥感にかられている小生を見ながら彼はよく言った︒
﹁待つことは神の知恵である﹂と︒

これには神学的意味があるが︑小生はこれを日常の処世
訓にしている︒

祈る事を知った小生は水遠の霊的生命に感動した︒基督
教が小生の人生の支柱となった︒
今年の六月に拙著﹃ほめて育てる﹄︵講談社︶を出版した︒

この出版を契機に一つの新しい世界が開けてきた︒

私はこの本に以前インタビューした亀井貫一郎氏を取り
あげた︒そのインタビューは３時間に及んだ︒すでに九十
歳をこえておられる亀井氏が少しも疲れた様子がない︒し
っかりした口調で私の質問に答えて下さる℃椅子の上にき
ちっと正坐している︒

第一に真直に坐るということ︒そうすると本当に安定し

﹁先生の健康法は何ですか﹂とお聞きしたら︑﹁岡田式静
れておいた︒

坐法である﹂という︒この間のやりとりを前掲の拙著でふ
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た姿勢になる︒このように身体が安定してくると初めて安
定した心になってくる︒

第二に長い息をするということ︒これによって吸った息
が肺の細胞の末端までゆく︒吐く息が長いのは不用になっ
た炭酸ガスをゆっくり吐き出すことである︒いわゆる腹式
呼吸である︒

ある﹂と︒

この本を読んで早速︑柳田先生の主催なさっている静坐

会に参席した︒それは毎週土曜十二時半から午後二時まで

京橋区民会館でもたれている︒

私は基督教の信徒である︒この基督教と岡田式静坐の結

復の経営学﹄︵三省堂︶を引用した︒バジールは︑教養とい

拙著﹃ほめて育てる﹄の最後にＪ・バジール著﹃人間回

合が﹁私の人生哲学﹂になって行くだろうと思っている︒

﹁行住坐臥︑お腹の力を寸時も抜いてはいけない︒人間

うのは知識・信仰・行動の調和であるという︒信仰を別な

第三に下腹に力を入れるということ︒

の悪徳の起る時は必ずお腹の力の抜けている時である︒し

語でいうと祈りであり︑膜想である︒バジールは言う︒人

と遠方に目を向け︑自分を鎖の中の一つの環と拳なすのが

っかりお腹に力が入っていれば︑人を恨むとか怒るとか妬

一番いいのではないだろうか︒自分は唯一人きりだと思っ

むとか︑そういういわゆる煩悩は起るものではない﹂とい
これを自分でやって見ると確かに心が安定してくる︒

ている人は苦悶におちいるが︑過去と未来に対する連帯意

々を指導する人は︑膜想によって︑自分の人生よりももっ

﹁静坐は心身不二﹂と言っている︒心身を鍛練するとい

うのである︒

うが︑心身の二分法ではない︒たとえば身体を鍛えるのに

識をもっている人はおだやかな決心をするという︒

︵国際キリスト教大学教授︶

しい膜想の場を見出しつつあると言えるだろう︒

小生は前述のように基督教と岡田式静坐の結合にすばら

橋わたしをするという︒

人格医学の創始者Ｐ・トウル一三は膜想が知識と行動の

スポーツを︑精神を鍛えるのに宗教をという二分法ではな
い︒身体を正すことによって心をも鍛えるのである︒
さらにこの静坐の根本を次のように述べている︒
﹁神を信ずることなくして︑ただ静坐の糸励行してゑても
静坐の真の目的とする所には到達しない﹂

﹁神を信ずる︑これが静坐の根本である﹂と︑岡田氏も
柳田氏もこの静坐は親鴬聖人の思想に近いといっている︒

そして言う﹁静坐は求むる心一切を放下して坐ることで
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物欲文明の将来を憂う

もう数十年の昔のことであるが︑私が心学参前舎の門前

田辺

兵工廠の工員で︑時々顔を合わせた︒ある時︑﹁人間は何

役をしておられた一家があった︒その主人公は小石川の砲

重苦しい気持になって心安らかに落着いた気持になれない

間的な行為が絶え間なく発生して胸がしめつけられ︑暗い

はじめた︒毎日のニュースや新聞に報道される犯罪や非人

ところが︑その繁栄の陰に思いがけない暗い鰯りが見え

かげ

らざるを得ない︒まことにありがたいことである︒

のために生まれてきたのだろうか﹂：⁝・と思いがけないめ

非行︑教育の荒廃︑悪質な企業の過当競争︑政治家の利権

毎日である︒自殺︑強盗︑殺人事件︑青少年の集団暴力︑

国内だけの問題ばかりでなく︑国際間の戦力闘争︑中近東

争奪︑テレビ・ラジオの寸暇なき放送・⁝：いやいやそんな

んどうな話にもつれこんだ時︑そのおじさんが︑﹁そりゃ
な服を着て︑好きな娯楽を楽しんで︑一生を楽しく暮らす

の数年間の殺し合い⁝⁝地球上静かな場所はどこにもない︒

これでは人類は将来どうなるのであろうか︒

﹁飽食・暖衣・逸居して教えなき時は禽獣に近し﹂

中国の孟子という賢者は

のことで︑美しい衣類を身にまとって満足していること︒

る︒暖衣とは︑暖かい衣服︑飾りたてた衣類︑流行の衣装

さいごの逸居はさまざまな娯楽や遊びごとである︒今日は

と教えている︒飽食とはごちそうを腹一杯食べることであ

けて世界第二位の経済大国となり︑さらに世界一の長寿国︑

どこへ行っても娯楽は大繁昌︑とくに風俗営業の中にはセ

さて︑このおじさんとの会話から︑約半世紀経過したが︑

となった︒我倉の日常生活は衣・食・住のすべてにわたっ

その間︑我が国は無一物の時代から︑徐徐に経済成長を続

じさんとの会話は今でもはっきり浮んできてなつかしい︒

の参前舎は大東亜戦争の空襲によって灰儀に帰したが︑お

十歳前後︑私は二十三歳頃のアル隷︿イト学生であった︒そ

ことですよ⁝：．﹂といとも簡単に告白した︒おじさんは五

きまってますよ︑おいしいものを腹一杯食べて︑ハイカラ

の小僧として︑同舎の玄関番をしていた頃︑同舎の留守番

洲

て豊かであり︑あらためて日本の努力と賢明さに眼をみは
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肥

て乱用して大繁昌である︒ギャンブルなども︑人欲を利用

ツクス産業というのがあって︑男女が性を遊戯の手段とし

そして是等の心は生れながらに持っていると次のようにい

も欠けていては人間ではない︑と厳しく言い切っている︒

である︒しかも孟子はこの四つの心のうち︑たとえ一つで

気がつかないのだ︒だから教えなければならないと︒

と︑どんな人でも︑このような心は持っているのであるが︑

﹁人々己に貴きものあり︑思わざるのみ﹂

おのれ

っている︒

しての景気振興のための手段として大繁昌である︒逸居即
ち娯楽︑遊芸も人欲の活性剤である︒

このように︑現代は人欲が肥大化し経済成長をなしとげ

さて︑今日のように社会環境が物欲をそそりたてると︑

ているのであるが︑これは現代だけの現象ではなく︑先に
掲げた半世紀前の参前舎のおじさんが持っていた﹁たべて︑

は万引きである︒なぜとった？とたずねると﹁欲しかっ

どうしても欲が深くなる︒小・中学校で一番犯罪が多いの

たからとったのｌなぜわるい﹂と答える︒無理もないこと

しも変っていない︒いやこのことは半世紀や一世紀の問題
ではない︒孟子さんが︑このような教えを遺されたのも二

⁝⁝といってそのまますまされない︒だから是非の心︑差

飾って︑遊ぶ﹂のが一生の願いであるｌという人生と少

われて︑欲望を満たすことに懸命になり一生を終りやすい︒

千年も昔のことである︒だから人間は欲望という悪魔に誘

心﹂が全く失われている︒過ちを犯してもその場を過ぎれ

悪の心を教えなければならない︒特に現代人には﹁蓋悪の

間的世界の展開となる︒そこで孟子は教えが必要であると

一般大衆の心を惑わしているのはまことに悲しいことであ

ば知らぬ顔︑こういう人が︑社会の指導者階級に続出して

しかもそれは単なる動物の本能であって︑その結果は非人
説いたのである︒そしてその教えは人間の本性に備ってい

る︒同じく是非の心も失われている︒たとえば︑自分の物

と他人の物との区別がつかない︒人が見ていなければどん

ると述べている︒

孟子は人間には四端の心があるというその四端の心とは

な悪事も平気でやる︒

そくいん

しゆうお

思う︒すなわち幼稚園・保育園・小学校と家庭が密接に連

あろうか︒私は幼児期・少年期が適当であり大切であると

さて︑これらの心はいつ︑どこで︑だれが教えるべきで

一側隠の心１人の苦し象悲し桑を思いやる心︵仁愛心︶

︵正義心︶

二差悪の心ｌ自分の過ちを恥じ︑人の不義を正す心
じじよう

ことの道理を象わける心︵理性︶

三辞譲の心ｌ相手を尊敬しゆずりあう心︵礼儀心︶
ぜひ

四是非の心
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身につけさせることが大切である︒と同時に学校の先生方

絡協力して︑孟子のいわれる﹁人らしい心﹂は幼少年期に

ならない︒そうすると礼儀や節度はちゃんと守られるｌと

みが流行する︒だから人民の衣食は充分に用意しなければ

ている︒なぜだろうか︒それは﹁人間らしい心﹂が失われ︑

に︑人間の礼節︵道義︶は守られず︑不正な事件が続発し

ところが現代の日本はどうか︒衣食はあり余っているの

いうのである︒

少年達が欲望一点張りにならないで﹁人間らしい心﹂を持

についてくるようにすべきである︒現在の状態では今の青

や家族の人達が常に実践して手本を示し︑その後姿で自然

つようになるかどうか甚だ心配である︒同じく中国に次の

単なる動物的欲望に追いまわされているからである︒

ってすぐ左側だ入れ﹂とのこと︒当時の俗言に﹁校長・小

ていたから校長先生にお会いしたいと言うと︑﹁玄関を入

馬場純一

︵石門心学会参前舎主︶

日本の将来︑いや世界の将来を憂える所以である︒

ような言葉がある︒
﹁衣食足りて礼節を知る﹂

これは︑昔中国には道義の教があって︑民衆はそれを守っ

教の由って生ずる処

たが︑戦争や飢僅などがあって衣類も食糧もなくなると盗

その−

私は︑昭和十九年五月︑重病の母を看るため特に諸うて

言われていたが︑一面の理も無くはない︒小使さんが学校

を大切に思い︑内部のことを世間に洩らさないような学校

使・事務・教員﹂と言うのがあって︑学校での偉い順序と

は引締った学校に違いない︒私は︑この学校の小使さんは

鹿児島師範学校から島根師範学校に転任を許された︒当時
生徒も四学級が工場に動員されており︑残留組は街の建物

威張ったもんだなと思いつつ校長室へ通されて見ると先刻

は︑教官も次々に召集されて国語担任は私一人であったが︑

であった︒私は︑早朝に着任の挨拶のため学校に出頭した

の老人が板倉操平校長であった︒先生日く︑﹁今から生徒

疎開や山の開懇に従事し︑・その間を縫うて授業をする有様

ところ門を入ると一人の老人が作業服で前庭の草取りをし
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と山の開懇に行く︑お前も一緒に行け︒新任式は校庭です

ることであった︒

夜具の敷き布︑掛け布をさっぱりしたものにつけ替えられ

先方で︑荷解きをしてくれる方に汚れたものを見せない

る︒﹂とのことで︑既に半分は畑になっていた校庭で簡単
前任校と変りがなかった︒

な紹介があった︒たくましく日焼けした生徒の厚をしさは

申すまでもないであろう︒先生は︑池田師範︑滋賀大学と︑

深慮と承った︒先生の早朝登校の陰に奥様が在したことは

敗戦後の学校経営に独得の気骨を発揮されたが御退官の後︑

こういう初体験が板倉先生にお仕えする三年間の始まり
であった︒私は︑この先生の言動の中から酌めども尽きぬ

宝塚の雲雀丘学園長として私学の経営にも当られ︑やがて

私が︑昭和八年︑最初に教職に就いた時に父からの訓え

既に在しまさぬ︒先生こそは正に人生の師と申し上げるべ

御晩年を伊勢の津に御退隠なさったが︑先生も奥様も今は

教えを味わった︒

は︑人より三十分早く出勤し︑人より三十分遅れて退出せ
よ︒というのであり︑母からは︑便所の草履は後向きに揃

めの文字の発明が時間と空間を繋ぐ手段として最重要視さ

言葉が意志表示の最有効手段であり︑これを記録するた

その二

き方であった︒

もらった︒これは︑私の一生を貫いた処生訓で︑今までも

れたことは承知の通りである︒

えて出なさい︒風呂の湯垢は掬んで出なさい︒との賎けを

でも至難のことで︑これを応用して勤務校を見守り︑人様

然し︑これらの方法は︑或る集団の人々の間でだけ通用

折ある毎に人にも語ったことであるが︑これだけを守るの

し得ることではない︒

のために便利なれかしと工夫することは︑今になっても果

我が国においても︑仏教の伝来と共に論語が伝えられる

類があり︑音声的な記録性も不充分であった︒

するもので︑しかも異る経過を辿ったので非常に多くの種

に及んで︑古代史はにわかに明るさを持つに至った︒文字

島根師範でも早出には精を出したけれどもこ上には一段
て居られ︑その多くは図書室に入って読書をし︑時には音

上の役者が居られた︒板倉先生は︑私より毎朝早く出勤し

る文体の創出にも成功して今日に至って居る次第である︒

漢字の造語性に依って語棄を多くしたり︑仮名の発明に依

時に儒仏をはじめとする諸典籍に依って思想を豊かにし︑

を持たなかった我々の先人が漢字によって記録性を得︑同

早出によって生じた裕りある生活からは︑他を見る眼が

吐朗々と万葉や古今を詞しておられた︒
開けたかと思う︒

先生が転任された報せを聞かれた奥様の御仕度の第一は︑
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を盛り込もうとし︑志を同じくする人為は︑その選ばれた

言葉の選択に苦心して限られた語句の中に深い思想・情緒

そのような歴史の中で特に優れた才能を有した人々は︑

本歌取りとして自己の詩文に取り入れているのである︒

のは話が逆であろう︒現に古人も中国の諸書の語を逆に活

これらの語を我々が日常普通に使ったら不遜であると廟う

戦後︑米国の教育使節団が来日して︑日本語の表現の中

用し︑詩文の情趣を取り入れたり︑わが国の詩歌の語句を

至った︒二︑三の例を挙げれば︑室町期の能楽師世阿弥元

の漢字の多用や仮名遣いの発音との不一致を警告し改善を

語句を極度に重視し︑旧の語句と区別しようとさえするに
清が完成した能楽の理論の中心思想である﹁花﹂︑﹁初心不

仮名文字論者などは巧糸にこれに便乗したが︑やがて︑

命じた︵英米語のス・へリングのことなど今は言わない︶︒

これらの語は︑彼の発明語ではなく︑従来からある語句を

漢字タイプが現れ︑教育漢字も漸増され︑最近の電子計算

可忘﹂などの語は︑幽玄美を稽古の中心に置いているが︑

用いて文学的心境を説いたものである︒従って今日我々が

ならない有様である︒

私どもは︑あの変革の時代の中で辛うじて古典との隔絶

器盛行の波紋の中からでさえ遂に漢字を打ち出さなければ

を免れ得たが一方では︑漢字の造語性︑音訓の多用性の悪

ノ

、 ▲

これらの語を使用した時にそれを不当視して非難するのは
にも言えることで一般人がこれらの言葉を使えないとした

rl7、

逆に不当であろう︒同じことが茶道に於ける和敬静寂の語
ら不便なことになろう︒芭蕉が生涯を旅に過して多くの旅

るのが現状の一面でもある︒時間をかけての浄化をも期待

用︑外来語の過度の利用による国語の乱れに悩まされてい

︵島根大学名誉教授︶

の記を書き︑連歌連句の伝統の中で七部集を編象︑これら

しつつ正しい発展を祈るのである︒

を貫くところの︑寂・しをり・軽桑等の語も彼の不易流行
であり︑流行とは時代に従って現れる基本の一態である︒

という時々の姿の表現方法であろう︒不易とは俳諸の基本

藤嘉三郎

私は兄五人︑姉六人に次いで第十二子として明治汁五年三月京都市に生れた︒十一子の姉はもうこれで打どめとし

私の生活信条

加

郊の農家に頂けられたが夏の暑い日お宮詣りと共に近所の

ておとめと名付けられた︒年子であったのでお乳のため近

経済の道は﹁入るを計って出るを制する﹂が第一の原則

らなかった為である︒無借金は私の生活信条の第一である︒

会社の営業マンとして東奔西走中で親戚の事業の様子を知

︑︑︑

農家に挨拶のためひっぱり廻されたのでそのあと急に具合
が悪くなり赤ん坊のままで死んだ︒私はそのあと留めても

って景気を振興すると云ふ議員さんがある︒仮りに景気が

である︒従ってサラ金などはもっての外だ︒国債発行によ

れて終ふ︒国債の償還は誰がするのだ︒

出て所得が増え財政が豊かになってもその金は安易に使わ

とまらず第十二子とし生れたわけだ︒従って本来なれば六
男だから嘉六郎と名付くべき処︑姉が早死したので母は実

子孫にやらす様になれば悪い親父といふことになる︒借

家にいた長命のおぢいさんの名を貰って来て嘉三郎と命名
した︒

残す﹂と云ふ字句である︒私は二の文字を毎日寝ながら見

には﹁積善の家に余慶あり﹂二つには﹁徳を積んで子孫に

奥座敷にはなげしの上に横額が二面か上げてあった︒一つ

育ち小学校を終える迄両親の部屋に寝たものである︒その

かりますか﹂と問ふた処言下に叱かられた︒﹁お金は儲け

たのである︒私が養父に﹁おぢいさんどうしたらお金が儲

普通銀行の岡崎銀行をも創立し商工業者に金融の道を開い

来て有志の協力を得て資本金壱万円で貯蓄銀行を始め︑後

畑の少ない貧乏村である︒だから養父は若い時岡崎へ出て

私の養家は徳川家康公を生んだ岡崎市北方の松平村で田

金による繁栄は浮草の楼閣の如きものだ︒

て育ったので徳をつめば積善の家となって子孫には天の恵

そんなことで私は両親の溺愛の的であり︑可愛がられて

象がさずかるものだと両親から学んだ︒後年私が好んで孔

ようと思ふな︒お金は大切だから積むこと︑蓄えることじ

しても安月給に甘んじた︒その代り当時としては稀れに見

るだけの資産で清富に甘んじた︒岡崎銀行頭取ｌ相談役と

や﹂と︒従って養父は大金持にはなれなかった︒食うに足

従って私は借金をしたり︑しかもふみ倒すことなど到底

いＯ

孟の害をよむことになったのもこの縁︵えにし︶かもしれな

出来ない︒一方親切心と云ふか同情心が強く︑養父から譲

る九十八歳の天寿を全うした︒

ったが事業の失敗のため銀行に処分されて大損害をうけた︒

られた多額の株式を親戚の事業の銀行担保として貸してや

の二

三割は必ず預金して金のダムをこしらえると云ふの

株式の配当が入らなくなったので間いた堂して見ると銀行

だ︒この金は過去の蓄積であって︑たまれば銀行から借金

松下電器王には﹁ダム論﹂と云ふのがある︒毎期の利益

にとられたとのことであった︒当時は私は家族と別居して
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ことが出来る︒仮りに失敗しても本社はきずがつかない︒

事業はこのダムから出して投資するのだら大胆に断行する

をしなくてもよいｌ現在は無借金会社である︒しかも新規

んは軽く半杯食べた︒早く寝るので朝は五

小さい一切をとり︑残りは家族に与え八丁みその汁でごは

又︑鰻も好物で井物はとらず蒲焼を注文してその中の一番

学資を出してやり︑その代り一番よい肉をもって来させた︒

てある冷ごはんに牛乳を入れて牛乳粥を自分でこしらえ︑

って寝ておれぬ︒それで食堂は練炭火鉢をおき︑鍋に入れ

六時に腹がへ

銀行管理になることはない︒こ上に松下が他社に一歩先ん
これに反し︑前記した私の親戚は新に進出して来た銀行

じて大発展した根拠がある︒

サラダ︑果物である︒朝の十時と午後三時には来客もある

後にとることはか堅さなかった︒お昼はトースト︑紅茶︑

ので茶室で抹茶を頂いた︒これはビタミン類の補給になっ

併せて玉子の半熟と共にたべた︒なお朝鮮人参の粉末を食

手な生活をしてゐるので一時は信用してひつか坐る︒しか

たろう︒この食生活は一生変らなかった︒また酒︑煙草も

い信用金庫には巧言を以って取引を開始して借金し︑どこ

し最後に裁判による破産決定︑自宅は競売に附され而も暴

にも不仕末を仕出かし世間を狭くする︒大邸宅をかまえ派

力団関係者によって落札されたので︑居すわるわけに行か

殆んど飲まなかった︒九十八歳の死後医者の云ふ処による

ことがあるが︑近年キリンビールの友人のす上めに従いビ

遺憾ながら私は親譲りの酒好きで時に酪凹して失敗する

い﹂と︒

と﹁このおぢいさん位心臓と胃をいたわった老人は知らな

ず︑家内の里の京都で小さいアパート暮しをしている︒
岡崎市は繊維業の斜陽と共に発展はなく地味な街である︒
貯蓄心が旺盛なため金融機関︑生保の進出は盛んである︒

ール党になった︒ビールはアルコール度４．５％であり大

しかし隣りにはトヨタ自動車があって従業員の収入はよく

の預金高をもっている︒家康に学んだ養父の精神が現在生

岡崎信用金庫の如きは東京の城南信用金庫につぎ日本第二

養父は中国の格言から﹁命は食にあり﹂として食べもの

びんで二本飲んだ方が余程有効の様だ︒煙草は学生時代に

びんはつぐたびに炭酸ガスが出て残りはまずくなると︒小

量に呑めない︒それも小瓶でやっている︒友人の話では大・

については質と量に配慮した︒夕食に採る刺身は鯛︑ひら

きているのは嬉しい︒

め等︑白身のもので鰹や鮪の如き赤身のものは蛋白質が純

従って所謂一切のスポーツはやらない︒庭掃除と近所での

私は六十歳頃から変形性脊柱症のため足腰を痛めている︒

稽古しなかったので呑めない︒即ち煙草不能者である︒

良でないとして食べなかった︒又︑牛のステーキも好物で
あり︑町内の牛肉屋の子供が東大や女子大に進学した場合
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買物歩きである︒之は養父も庭園や野菜畑をぶらノ︑する

て真にくしき奇縁と思っている︒尚︑私はこの遺訓にある

道会第四代会長徳川達孝伯の筆になるもであり︑私にとっ

度い︒老人になるととかく短気になり頑固になり︑怒りぼ

﹁怒りは敵と思へ﹂を精神的養生法の第一であると強調し

程度であったのでこれでよいと思っている︒無理して転ぶ
ことは老人には禁物である︒しかし見聞を広めるため旅行
はする︒

でも自分の思ふ通りは行かぬことが多い︒自然腹を立てる︒

くなりがちである︒世の中のことは対人関係でも対物関係

そこで怒りは敵と思って忍ぶべきである︒英語で賢珂○過ぐの

一方頭の体操として老年になって随筆を書くことに努め

画且珂○侭曾ごと云ふ格言がある︒﹁怒りは速かに許して︑

ている︒大脳生理学者の故時実利彦氏は﹁前頭葉を鍛える
教科の一つは作文である﹂．．⁝・と云われた︒作文は前頭葉

め小さな親切︑小さな徳を積んで子孫に残し︑その余慶に

本番はいよノ︑これからだ︒自粛自戒すると共に社会のた

私は傘寿を既に越して卒寿に向って進んでいる︒人生の

の安定が得られる︒

すかっと忘れてしまえ﹂と云うことである︒かくすれば心

をして新皮質の情報を抽出させるに役立つからである︒

東照宮の遺訓は養父が九十八年の長き生涯に於いて遵奉
したものである︒従って私もこの遺訓を拳々服暦して余生
人の一生は重き荷を負ふて遠き道を行くが如し︑急ぐ

より一家の者達に幸せあれかしと望む者である︒
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を送り天寿を全うしたいと思っている︒
べからず︒

︵終身会員︑元日清飼料常務取締役︶

不自由を常と思へぱ不足なし︒

心に望み起らぱ困窮したる時を思い出すべし︒
怒りは敵と思へ︒

堪忍は無事長久の基︒

勝つことばかり知りて負くることを知らざれぱ害その
巳を責めて人を責むるな︒

身に至る︒

及ぱざるは過ぎたるに勝れり︒

そして昭和十一年養父九十一歳の祝寿の時に遺訓碑を岡
崎城前に建立して市に寄附した︒この遺訓の碑文は日本弘

恕

Ｉ
もと部隊長の死を報じた記事が過

その言葉どおり︑モロタイ島で慰

っていた︒

あと死んでもいい﹂と出発前から語

モロタイ島︒ニューギニアとセレベ

日の新聞の一隅に出ていた︒場所は

同時に大内氏は倒れ︑息を引き取っ

霊祭が行われ︑追悼文を読承終ると
た︒老衰している身に現地の日射の

ス島の間にあるモルッカ諸島北端の
もと部隊長とは昭和十九年にこの

島である︒

島にいた歩兵第二一○連隊の連隊長

撫侭計

強さがこたえたらしい︒曾て部下を

だった大内競︵おおうち・きそい︶

氏︒モロタイ島は飛行場があったの
で多数の日本軍将兵が戦死した︒

驚霞

りしぼって︑戦争のあとをたづね︑

老衰した大内氏は︑懸命の力をふ

慰霊文を読んだことだろう︒それが

ると同時に倒れたが心中︑満足であ

生きるただ一つののぞ承である︒終

ったにちがいない︒

モロタイ島はわたしも行ったこと

がある︒戦後︑政府派遣の遺骨収集

慰霊の船の大成丸で訪れたのだが︑

住民も少く︑ただ灼けつくような暑

心情が偲ばれた︒

さの島で︑ここで戦死した人びとの

老人の旧部隊長が昔の戦場で死ん

だ︑ただそれだけのことだと若い人

は思うかもしれないが︑戦争を体験

したわたしたちはこの話に胸をうた

れる︒戦争はいまだに悲痛なドラマ

を無数にひきずっているのである︒
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で米軍反攻の目標とされ︑激戦の中
大内連隊長はその中を生き延び︑

戦後内地に帰還したが︑思いはこの
島の部下から離れなかったのであろ
の部下や遺族に呼びかけ︑慰霊巡拝

う︒モロタイ戦友会々長として当時

この島で失った部隊長は四十年のち

高齢の身を周囲は心配したが︑大内

追ったのである︒

氏は﹁慰霊祭さえすませれば︑その

大内氏はすでに八十六歳である︒

再び島にやってきて︑部下のあとを

h

の士をふんだ︒

#識

団を組織し︑四十年ぶりでモロタイ

元部隊長、旧戦場に死す

入江徳郎

I

て解説をとのお話があり︑少しでも

この度︑編集部より健康法につい

曝されます︒

が多く︑そのため家族全体が危機に

庭ではまだ次の世代の教育中のこと

に達します︒この時期に倒れると家

のためなのです︒

ら護らねばならないのは本人と家族

このように中年期の人為を成人病か

例えば脳卒中の場合は歩行や言語

に貢献し子供も成人した後の老年期

二番目の問題は老人病です︒社会

︑︑

しました︒

お役に立てばと思っておひきうけ致

弘道の読者の皆さんは四十歳以後

から六十四歳までを中年期とすると

一つは成人病の脅威です︒四十歳

は回復もしますが急死も多く︑家族

ようなものであり︑心筋梗塞の場合

一定の期間しか生きられない宣告の

︵筆者紹介は

をお話しました︒

頁参照︶

今回は初回なのでこの分野の概観

緊急課題となっています︒

的に不足しており老人医療と福祉の

ります︒我が国ではか上る施設が量

ームの如き施設での介護が必要とな

いが︑そうでないと特別養護老人ホ

ります︒家族の援助のある場合は良

りの生活が余儀なくされることもあ

動作が困難となり︑いわゆる寝たき

に脳卒中や骨折が加わると日常生活

経過し︑骨・関節の脆弱化や︑こと

むために病気が治りにくく︑慢性に

ます︒しかし次第に全身の老化が進

には成人病で述べた問題はなくなり

︒■凸■■二三重二言■・■・・心

の障害が残り︑ある程度リハビリテ

から癌︑脳卒中︑心臓病などの成人

ーションで回復しても障害の大きさ

杉浦昌也

が大部分と推定しましたが︑この頃
病が増加します︒六十五歳以後を老

前述の三大成人病の死亡数は十一万

に別れる間もないこともあります︒
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人とするとこれらは老人病とも云い

ます︒同じ病気でも年齢の差で症状
が違い︑診断も難しいので成人病と
ます︒

老人病と呼び方を変えることがあり

によっては復職不能︑ねたきりの可

岬執︽岬１Ｊ

た︒これは大変誇らしいしことです

人で︑老年期三十三万人の三分の一

ます︒癌の場合は診断の時点で今後

能性も生じ直接家族に負担がか坐り

成人病と老人病

が︑未解決の難問が二つあります︒

日本は世界一の長寿国となりまし

:年からの健康言

松江支会を訪ねて

松江の生んだ世界的学者の事蹟について︑もう少し積極

鈴木

今年の七月下旬︑出雲の文化財視察のため︑島根県に出

江の人︑旧制二高教授︑東北帝国大学教授を歴任︑この地

的な紹介が必要であると思う︒君山滝川亀太郎先生は︑松

ｌ松平直亮伯と弘道会Ｉ

辺事務局長にきいたところ︑かねてから最近の支会の会員

大著﹁史記会註考証﹄は︑

滝川君山先生の故居碑と筆者︵左端︶に隠棲した︒その生涯の

文化財の方は︑松江では︑県立八雲立つ風土記の丘資料

ている︒なお︑私も文部

究に不可欠の名著とされ

現代の中国でも︑史記研

館︑史跡小雲八雲旧居︑武家屋敷︑田部美術館︑国宝神魂

省研究助成課において︑

これに注目する人は︑きわめて少ないように見うけられた︒

ある︒武家屋敷を見物する人は多いが︑この碑に気づいて

されているが︑その奥庭の一角に︑滝川君山先生故居碑が

の所有となった︒戦後は松江市の所有となり︑一般に公開

で千石の家禄をもつ塩見家の建てたもので︑末期に滝川家

このうち︑松江の武家屋敷は︑江戸中期に松平藩の中老

達美術館︑清水寺などを︑三日間で見て廻った︒

寺古墳︑国宝出雲大社本殿︑日御碕神社を︑安来では︑安

かもす

神社本殿︑安部栄四郎記念館を︑出雲では︑史跡今市大念

弘道会の趣旨の徹底について協力を要請することとした︒

た︒そこでこの機会に︑支会長の中村松江市長に会って︑

の激減状況は憂慮すべき問題と考えているとのことであっ

張する機会があった︒その際︑弘道会松江支会の状況を渡

勲

1
'

これは︑市の表示の方法による点もあるかもしれないが︑

工業高専教授︶の﹃史記会

れる水沢利忠博士︵群馬

滝川先生の後継者と目さ

欝霧;蕊蕊

なかった︒

ながら全く知るところが

の真価については︑遺憾

るが︑当時は︑滝川先生

いておせわしたことがあ

註考証校補﹄の刊行につ

慰灘蕊騨 篭蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊
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￨

を学んだのであり︑二高門下生の代表として︑この碑の除

前会長野口明先生は︑この滝川先生から二高時代に漢文

列し︑同席の南摩網紀翁から初めて弘道会のことを聞いた︒

迷っていた時に︑同郷の人北尾漸一郎氏の催せる晩餐会に

そこで西村会祖に会い︑道徳上の高見をたたいて敬服し︑

直ちに入会したのであった︒因象に︑南摩翁は︑当時弘道

である︒時に西村会祖五十九歳︑松平伯二十二歳であった︒

会の初代副会長であり︑松平伯は翁に漢学を学んでいたの

今から九年前の︑昭和五十年七月二十三日のことである︒

幕式に参列された︒
この間の経緯は︑﹁松江の三日間﹂として︑﹃弘道﹄︵昭和五

松江支会は︑明治二十六年九月一日に結成され︑第二十

十一年一月号︶に載せておられる︒この式の翌日︑野口先生

八号支会となっている︒松平伯の尽力によることはいうま

託し︑後継会長を谷干城子爵とすべきことの相談をうけ︑

は︑むらくも会館で開催された弘道会松江支会の総会の席

同氏を説得して︑第二代の会長に谷干城子を実現した︒そ

に臨み︑翌年の会創立百年を前にしての所懐を吐露されて

たまたま︑私は当時︑島根県教委の学事課長であり︑公

でもない︒その後明治三十六年六月に第二代副会長に就任

舎に数日間お泊り頂いて美保関などを御案内した︒︵この間

して︑明治三十八年十一月︑谷会長が病気のため辞任する

したが︑西村会祖が病篤くなるや伯を枕頭に招いて後事を

のことは︑私にとって忘れ難い想い出であり︑﹃弘道﹄の﹁故野口明

やその後をうけ第三代会長に就任したのである︒明治四十

いる︒なお︑先生は︑その十五年前の昭和三十五年秋にも︑

会長追悼特集﹂に﹁松江の野口先生﹂として追想文を書いている︶

に就任︑没するまで︑実に五十五年間︑弘道会のために物

年八月病のため会長を辞任するが︑大正二年八月から顧問

松江支会の総会に臨席し講演しておられる︒

ところで︑松江支会は︑支会中の有力支会であり︑それ

代︑松江藩主定安公の第三子で︑明治十九年二月︑弘道会

松平直亮伯は︑松江藩の藩祖松平直政公より数えて十三

御自身でまとめた本書は﹁永く学界の参考となる不朽の名

された︒本会評議員であった井上哲次郎博士は︑松平伯が

あるが︑これに加え︑編集刊行に要した費用の総てを寄付

し︑昭和七年十月の刊行に漕ぎつけるまで尽力されたので

画し︑編集委員長となりへ起稿指導から修訂まで自ら担当

特に︑明治四十三年二月﹁伯翁西村茂樹伝﹂の編集を企

心両面にわたる貢献をされたのである︒

は︑ひとえに︑本会第三代会長の松平直亮伯の力に負うと
ころが大きい︒

ここで︑松平直亮伯と弘道会の関係について︑少しく触

に入会した︒氏は︑青年時代から志賢哲にあって初め専ら

れておくこととしたい︒

儒学を学んだが︑これにあきたらず︑西洋哲学にも不満で
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館建設に当り委員会の中心として︑大正三年現在の西神田

さらに︑弘道会にとって忘れてならないことは︑弘道会

び奉りて﹂として︑右のような郷土のため精神的誘導と物

五年十月︶のさいの支会長石倉俊寛氏は︑﹁松平簡堂伯を偲

郷土への奉仕は多大のものがあった︒松平伯逝去︵昭和十

め窯元長岡氏に土地住宅窯場を無償譲渡されるなど︑その

円︑松江市立図書館に図書数千冊を寄付︑楽山焼奨励のた

の敷地購入に貢献されたことである︒この時の弘道会館は

著である﹂と激賞している︒

木造二階建で︑大正十二年の関東大震災で焼失したが︑こ

が松江支会が格別の御懲通を恭くいたしました御高恩に報

質的援助を惜しまれなかった伯の事蹟を綾を述べて︑﹁我

ゆる為め︑其の発展に努力いたし度く覚悟を新たにする次

の敷地が確保されていたため︑その後の弘道会の発展に役
のである︒まことに︑松平伯こそ︑日本弘道会の中興の祖

立ち︑さらに今回の弘道会ビル建設の大構想が実現し得た

第であります︒﹂と︑決意を披涯している︒

四月合併号の﹃弘道﹄の﹁支

会棄報﹂をゑると︑松江支会報告で占められており︑昭和

例えば︑昭和二十三年一月

実際に︑その後の松江支会の活動も活発であったようで︑

というべきであり︑西村会祖が生前︑﹁我が百年の後に此
の人あり﹂とされたのも宜なるかなである︒

ことがあり︑明治三十年から三十三年の間に十か所で植樹

氏を支会長として選挙して︑戦後の建直しをはかっている︒

二十年十二月には︑早くも講演会を開き︑松江市長熊野英

なお︑会祖は他方遊説の際︑乞われて記念の植樹をする
を行っているが︑そのうちの四か所は島根県内であった︒

︵祥月命日は十月七日であるが︑一月おくれで行ったものか︶︑西

また︑昭和二十一年十一月七日には︑松平直亮伯の七周忌

もって松江支会との関係の緊密なるを知ることができる︒

明治三十年十月に松江公園内に樟一株を植えたとの記録が
あるので︑今回︑私もその後を見たいと思ったが︑時間の

照寺において施行したことなどが記されている︒なお︑松

村会祖︑支会物故者二十名の慰霊祭を︑松平家の菩提寺月

は︑ピーク時は昭和三十六年の二三四人であり︑野口先生

激に減少している︒渡辺事務局長に調べてもらった資料で

このような由緒ある有力支会において︑最近︑会員が急

っておられる︒

平伯の次子直国氏は︑現在本会評議員として長く関係を保

都合で果たし得なかった︒︵他の三か所の植樹は︑出雲大社に

さて︑松平伯は︑島根県や松江市にとっても忘れてはな

松︑大田小学校に松・桧︑迩摩郡大森小学校に松︑となっている︶

らない人である︒大正十一年旧制松江高校の設備費資金三
町九段余を松江市に寄付︑昭和三年島根県庁用地として一

万円を寄付︑昭和二年国宝千鳥城を含む松江公園用地十八
町七段余の土地を寄付︑その他松江市公会堂建設資金一千
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り変化なく昭和五十七年は二○名であったが︑昭和五十

時の講演会には四十名位の人が集まっている︒その後は余

が二回目に行かれた昭和五十年は一三七名であった︒この

再び支会長としての決意を示された︒その故か︑その場で

を求め︑入会を窓通したのであった︒同席の中村市長も︑

狩野富吉氏︵私の学事課時代の係長で︑現在は島根県町村議会議

七︑八名の入会申込があったのである︒これには︑会員の

長会事務局長︶があらかじめ熱心に説明して下さっていたこ

八年には四八名と急減し︑昭和五十九年︵三月未日現在︶に

は二九名となっている︒余りに急激な減少であるため︑本

その後︑中村市長や狩野氏らのお力添もあってか︑島根

とも︑あづかって力があったと思う︒

せわする者がなくなったため︑との返事があった︒それに

県下の新規入会者が目立って増えていることは︑有がたい

部から支会に照会したところ︑幹部職員が老令死去してお
しても︑松平伯が精魂こめて作った松江支会のかかる状況

ことである︒

前述の昭和二十一年の支会報告にも︑会費徴収の困難︑

時代に即応した組織としていくことを検討する必要がある︒

この際︑弘道会本部においても︑支会のあり方を見直し︑

はまことに遺憾である︒もとより︑本部の連絡やおせわが
この建て直しを図るには︑松江の人々に︑松平伯の松江と

十分でなかった点も大いに反省の要があるかもしれないが︑

弘道会に対する貢献を改めて想起して頂き︑弘道会の趣旨
を理解して頂く必要があり︑そのためには︑支会長の中村

国民学校所属区を一自治区とし︑各二名の地方委員を委嘱

て自治制を以てすることとしたと記されている︒すなわち︑

である︒そこで︑旧知の中村市長を市役所にお訪ねし︑松

し︑任期一年で︑会員全部が交代でこれに当り︑会費の徴

文書の遅延など会員の不満があるため︑支会機構を一新し

平伯と松江支会のことを説明し︑支会の会員の減少の数字

ととし︑母衣︑北堀︑中原︑朝日︑白潟︑雑賀︑川津の七

収︑吉凶慶弔より修養娯楽に至るまで遺憾なきを期するこ

松江市長に協力を要請することが緊要であると判断したの

を卒直に示して︑協力をお願いした︒その際︑今後の弘道

区に分け︑松江市会計主任が会費の取まとめや本会への送

会の発展充実の方向についても力説し︑理解を求めたので
ろき︑﹁不敏ですが︑できるだけの努力をいたしましょう﹂

ある︒中村市長も︑このような事態になっていることに驚

このような機構の改正も︑これを推進する熱心な人為の

るのである︒

最後の支会再建にとりくんだ清新な意気ご象が感じられ

金の件を引うけることとなったことが報告されている︒

その夜︑私を囲む歓迎会の席上︑弘道会のことを話題と

と約束して下さった︒

し︑私自身このたび副会長を拝命したことを披露し︑理解
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存在がなければ︑形ばかりになってしまう︒そのためには︑

支会の歴史を見直し︑日本弘道会の精神を再確認し︑本部
さいわい︑会員の中には︑島根県の指導的立場におられ

と支会が十分な連携をとりながら進めていく必要があろう︒

る方々も少くないし︑熱心な会員もふえているので︑会員
の増強と組織の建て直しは十分可能であると思う︒

今回の松江訪問でも︑七︑八名の新入会員の申込があっ
たことはすでに述べたが︑新たに︑足立真重氏︵松江相互銀

行会長︶をお訪ねして︑本会の特別会員に推挙し快諾を得
たことも付記したい︒足立氏は︑私の友人で不二紙工株式
会社副社長庄司臭明氏が私の松江訪問をきいてぜひ会うよ
わだち

う勧めてくれた人である︒氏から頂いた随想集﹃轍﹄は︑

企業経営者が同時に道徳的信念の人でなければならないこ
とを示した好箇の文章である︒松江の特別会員は︑斎藤強
氏︵前支会長︑前松江市長︑元県教育長︶と中村芳二郎氏︵現支

会長︑松江市長︑元県教育長︶のお二人であったが︑新たに足

立氏を加えることができたのである︒

松江支会が︑再び新しい活力を取り戻し︑松平伯が生涯
かけた日本弘道会の精神が山陰の地に睡えることを祈って

やまない次第である︒︵本会副会長︶
﹃弘道﹄︵故前会長顧問故松平直亮伯追悼号︶

︵注︶松平伯の事蹟については次の文献を参照した︒
﹃簡堂松平伯爵文抄﹄日本弘道会

薮フ蟻﹁熟年からの健康﹂の執筆者

医博杉浦昌也先生紹介

目下好評・連載中のコラム﹁北斗星﹂とならんで︑今

月から︑新たに﹁熟年からの健康﹂欄を設けることとい
ととなりました︒

たしまして︑執筆者として杉浦昌也先生にお願いするこ

先生は東大医学部を昭和調年に卒業され︑現在東京都

養育院附属病院副院長の要職に就かれ︑また母校・東大

医学部の講師として俊秀医学徒の育成にも貢献しておら

れます︒その永い臨床のご経歴は︑先生のお人柄ととも

に益々円熟の境地に達して居ります︒

なお先生は︑昭和師年から本会の評議員として会の運

営にもご尽力下され︑前会長・野口明先生の女婿︵ご令

は旧制・二高の同級生で︑共に在学当時の野口校長から

閏が︑野口先生の次女であられます︶で︑鈴木副会長と

本年五十五歳︑今後しばらくこのコラムをご担当いた

最も属望された愛弟子でもありました︒

︵渡辺︶

だけることとなりましたことは︑まことに本会の幸いと

一するところでございます︒

ワ

ワー

︑１ノ

／９︑

は当時の警視総監であられた町村金五先生も参加されたが︑

る者は安倍先生と松谷誠秘書官と私の三人であった︒昨年

ソードがある︒一昨年迄この会に出席されていた文部大臣

太田耕造先生︵亜細亜大学学長︶の命名によるものである︒

父・貫太郎の座談の中で︑海軍次官を拝命する際︑自分は

待合政治は真っ平ご免を蒙りたいと断っていたという︒鈴

で︑﹁政﹂という字は正しい文と書く通り︑正直者が勤ま

木は正直者だから政治家には向かないと友達にいわれたの

らないような政治は︑政治の方が間違っているのだと答え

たという故事があるので︑かくは正文会と名付けというこ

とである︒実に当時は何でも待合でなければ重要事は決定

出来なかった風習があったようである︒現在はどうであろ

今年の正文会では色々の思い出話や現代批判など出たの

うか︒

であるが︑最後に私の詩をご披露してお開きとなった︒
詩に日く

分命運廟議之日

爽竹桃不映隻眼

命運を分ける廟議の日

爽竹桃は墜眼に映らず

炎天再迎終戦日炎天再び迎う終戦の日
遂得免一億玉砕遂に免れ得たり一億玉砕
是実御聖断所決是実に御聖断の決する所
詔為万世開太平詔して万世の為めに太平を開かんと

ろう︒武道館で催される戦没者慰霊祭として永遠に語り継

遂に聖断を煩わして玉砕を免る

であるが︑終戦記念日は日本歴史の続く限り存続するであ

今年はご不在であった︒年禽淋しくなるのは仕方ないこと

がれて行く筈である︒げに終戦は現代日本の原点であるか

遂煩聖断免玉砕

弦に厳たり肇国二千年

らである︒

舷厳肇国二千年

さてこの正文会という昼食会の名前について面白いエビ
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一︹泊翁百話︺一
一西村泊翁の健康

古川哲史﹄

をも苦もなく見分けた︒それで︑経書を読んでその奥深い

もしなかった︒はげた毛のさきをも清写し︑蝿の小さな頭

を見透すことができた︒そして多くの言を読破することを

意味をさぐり︑史書を読んで文章の奥底にある真実の意味

しの

誓い︑なめし皮のとじめがきれるとまた綴じなおすという

いだき︑つとめて勉励をかさねた︒それで︑何ものにも妨

ぐあいで︑頻繁に閲読をくりかえした︒青天を凌ぐ狂志を

■■■■｜■■目胃呂邑曽．■■｜■■｜■■呂呂二三里■且垂■■亜■■呂言二三三一■■■■■■■■言・呂呂昌冨■■一・Ｐｐｑ目目目一■．■■画■■呂呂呂嘩弓︒｜■■■■■■・二言百一三■日﹄■且■且呂呂目呂呂■■二■■一■■司

泊翁は︑日記以外では自分の健康について語る場合はは

ｌ右のような意味の一段にばじまり︑次いで発病のい

げられることはなかったのである︒

なはだ少なかったが︑ただ﹃往事録﹄の中で眼病について
一言している︒それによると︑泊翁は弘化元年甲辰︵一八四

きさつに移る︒すなわち︑両眼がポーッとしてうすくなり︑

で︑もはや眼はその光を失い︑害燈にはクモのすが張り︑

いで左眼の黒晴より瞳孔にかけて白点を生じ︑視力があき

四︑十七歳︶の春のころ眼病にかかり︑それが連日痛象︑つ

本箱はシミによって喰われるていたらくであった︒歳月は

るような︑眼にくさびのように堅い釘がささっている感じ

せわしく移って︑流水の逝くよりも速く︑回顧すれば発病

本を開いて読もうとしても︑ひと重ねのおおいを隔ててい

らは︑いずれも都下の有名な眼科医であったが︑はかばか

生︑戸塚静海等の治療を受けたが︑効果はなかった︒これ

以来すでに四年がたった︒腕をさすっていきどおり︑なげ

らかでなかった︒そこで全く読書を廃し︑四方に奔走して

しい結果を見ないうちに三︑四年が経過した︒その後少し

医治をもとめた︒初め土生玄圭︑ついで鮎沢周貞︑樋口三

づつ快方に向かったが︑視力は大いに衰え︑遠隔のものを

くほかはない︒

しかし︑泊翁はいきどおり︑なげいて︑それで手をこま

見ると皆両形を現じた︒読書が数︒ヘージに渉ると︑或は姪

痛を発し︑或は霧に掩われるがごとき状態であった︒そこ

ねいているのではない︒苦痛を天帝に訴えて造物主の非を

ぬかれない道理を説き︑この道理のゆえに才に恵まれた泊

鳴らすが︑造物主は冷然として古来富貴の者はたたりをま

翁にも眼疾を与えてその力をじゅうぶんに発揮できないよ

で年来の宿志の成りがたいのを知り︑慨歎にたえず︑眼病
眼病詩というのは︑年少にして経書や史書を読むことを

うにしたといい︑もし病の治癒を願うならほこさきを折り︑

詩を作って桑ずから慰めた︒

たのし象︑視力の強いのを侍桑にした︒徹夜して書を読翠︑

たの

夜明けになって消えのこりのともしびがくらいのもものと

（29）

人のいうままになり︑時代の移り変りにそのまま順応して︑

月十六日の項には

五日と二十九日に甲野眼科への通院をかさねているが︑九

底治療し難きものなりと判定す﹂

たる処︑今日甲野へ参り診察を受たる処︑左眼の雲竪到

﹁旧冬より眼病二て久々困却︒此間より目薬相用ひ居り

こせこせしない生涯を終われ︑とすすめた︒この忠告にし
であったが︑泊翁は一笑してそれをことわり︑かりに自分

たがえば︑あるいは眼疾もなおるかも知れないということ
が盲になったら︑暗黒の世界に我慢はできないであろう︒

の項に

という悲しむべき判定を記している︒しかし︑十一月一日

﹁戸塚文海氏来ル︑眼病二付同人工夫の点眼薬をもら

たる闘病心もさいわいしたのか︑泊翁は盲目の悲運に陥る

ふ﹂

ｌそう言いはなって眼病詩一篇を終わっているが︑烈蕊
ことはなく︑嘉永二年︵一八四九︑二十二歳︶の春になってほ

以て夕勉悪感強く︑堪難きを以て持参のキニーネ丸を服

﹁昨日来風邪を確りたる処両日寒風を冒して旅行せるを

とあり︑越えて明治二十五年四月二十六日の項には

﹁今日ハ風邪漸快﹂

二十五日の項に

﹁風邪二付平臥﹂

翌二十二日の項に

﹁今朝より風邪二て甚不快﹂

十一歳︶閏月二十一日の項に

多いのは風邪の記事である︒早くは慶応四年︵一八六八︑四

右のように︑眼病は泊翁生涯の持病であったが︑日記に

である︒

とあるように︑なお視力回復への望象は捨てなかったよう

ぼ癒えた︒しかし︑それが全治でなかった事実は︑明治二
﹁右眼二弐個の黒点を生じたるを以て眼科相淵医師二診

十七年︵一八九四︑六十七歳︶四月七日の日記に
察治療を受く﹂

﹁眼病兎角不出来二付︑今日甲野相招診察を受る処︑頗

明治三十一年一月十一日の項に
る重症の趣二て締帯を施し昼夜共不脱之﹂
同十五日の項に
﹁背痛少食宜敷二付︑今日より甲野へ通ひ治療を受く﹂
同三十一日の項に
﹁今日より繍帯を脱す﹂

三月一日の項に
﹁眼気少食宜敷様なれども︑干今眼嘉ありて視力不明に
寄り両国眼医甲野二通ふ﹂

などとあるのでうかがえる︒泊翁は五月になっても︑二十
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して寝に就く﹂

四月二十七日の項に
﹁昨夜︿余程発汗したれども今日︿熱気減ぜず︑終日臥
裾﹂

四月二十八日の項に
﹁今日熱気漸減したれども心下つかへ食物進まず﹂

四月二十九日の項に

二月二十八日風邪兎角宜しからざるに付打合欠席︒

三月二日風邪追為快方なれども欠席︒

四月九日秩父二て風邪二感じ夫故今日学士会院︿欠席
す︒

四月十三日又を風邪二付会欠席︒

五月八日今朝より風邪︒

五月九日風邪二付出勤見合︒

九月十四日今日も出勤見合︒

九月十三日昨夜より風邪二付出勤見合︒

十月二日風邪二付出勤見合︒

﹁病気兎角同届なるを以て当地の医師岩本隆準を招きて
診察を乞ふ﹂

十一月二日今日も風邪二て途中甚苦悶︒

十一月一日今日途中にて風邪ニ確り︑気分甚不快︒

十月三日今日も同届二付見合︒

四月三十日の項に

と︑それぞれ出ている︒右の二十五年四月の場合は︑四月

十一月三日昨夜アンチヘブリン丸を多量服用したるを

rQ1、

﹁熱気大二減ず︒食物猶進まず﹂

して巡回した大旅行で︑徒歩ないし人力車に頼ることが多

十八日より五月十五日まで︑丹波・丹後・播磨地方を主と

以て発汗し︑朝︿大に軽快︒

十一月二十三日新嘗祭なれども風気二付参拝せず︒

かったので︑寒風や冷雨にさらされる危険が稀でなかった︒

そのため︑とかく泊翁は風邪をひきがちであったが︑二十

右の記録によれば︑泊翁は毎月のように風邪を引き︑し

かもそれがなおりきるまでに時間がかかっている場合が多

い︒二十七年三月十四日夜より風邪のため臥床したが︑三

邪に弱かったらしい︒

六年の左記のような記録に徴すれば︑ふつうでも泊翁は風
一月三日風邪二付元始祭閥席︒

健に診察相頼︑同人薬﹂を服したＣしかし︑﹁風邪快方二

月十七日になっても﹁熱気去兼︑且食物不進二付︑森永交

までには二十二日もかかっている︒

付︑今日より出勤﹂したのは四月五日のことで︑快癒する

一月五日新年宴会の処風邪二付参内せず︒

二月十九日弘道会常集会ありたれども風邪二付欠席︒

二月十七日昨夜より風邪二付出勤都合見合︒
二月二十日風邪二付今日も見合︒

、 J エ ノ

泊翁日記には︑腹痛・腹潟・腸カタルも記録されている︒

臓異常なしといふ︒全く湯中りと見えたり﹂︒それでも﹁心

臓呼吸兎角不十分二付﹂︑二十六日﹁順天堂︵佐藤進︶へ診

二十五年八月八日の﹁夜より腹潟気味﹂であったが︑九月

り同人薬服用﹂を開始した︒

﹁先日より腹潟の処兎角不快なり︒依て今日二宮氏を招

三十二年九月八日の項には

察を受く︒心臓力弱し︑病後の衰弱未復といへり︒今日よ

日急性腸カタルということで﹁森永氏薬服用﹂した︒その

十日になっても﹁午後より腹痛・腹潟﹂があり︑九月十一

ためか︑九月十四日になると﹁熱気大二減じ︑下痢も大に

せず﹂︑同二十三日は﹁秋季皇霊祭なれども病気二付不参

とあり︑同十七日は﹁弘道会常集会なれども病気二付出席

きて治療を乞ふ﹂

十四日︑﹁先月より少し腸カタルの気味の処︑今日午後よ

拝﹂︑同二十六日には﹁下痢兎角同様二付洗腸法相始﹂︑十

宜し﹂くなった︒が︑﹁肝臓病を発﹂した︒越えて十月二

せた︒

り腹痛・下痢﹂があり︑翌二十五日も﹁腹潟二付出勤見合﹂

今日同入来り診察す︒薬法︿従前の通二宮氏引請﹂けたな

月十四日には﹁下痢兎角同肩二付青山胤通氏の来診を乞ふ︒

師二ノ宮誠一郎に診察相願﹂つたところ︑﹁軽症の腸チフ

﹁病気久しく癒ざる二付︑第一高等学校倫理科講師の解任

どの記事がつづいている︒そして十月二十七日になると︑

二十九年二月十一日には﹁風邪同様二付︑浅草三筋町医
ス﹂という見立てであった︒しかし︑﹁発病より三週間を

泊翁はそれより先︑八月二十六日にも︑﹁病気二付弘道

を請願す﹂るに至っている︒

経過﹂してようやく﹁熱気全く去り︑体温︿常温より四︑
五度程降﹂った︵二月二十六日︶︒そして四月一日︑﹁今日床

揚し︑赤飯を夫を二造﹂したが︑全快までに五十日近くか
二十九年四月十二日の項には︑﹁兼て慎麻質二て難義﹂

齢であり︑多病ながら平均人以上の長寿を誇ってよい資格

相談に及﹂んでいるが︑三十二年にはすでに七十二歳の老

会の事務を人に暫く委托せんと欲し︑事務所へ出席幹事へ

していたので︑﹁今日千葉県下稲毛海水浴に為療養罷越﹂

であったのも事実で︑その点では豊後日田に威宜園を開い

をじゅうぶんに備えていた︒それでも︑人並象以上に多病

かった︒

したとある︒ところがその十五日夕から﹁胸部呼吸不宜︑

︵三十七頁へつづく︶

て多くの子弟を養成した広瀬淡窓と双壁であった︒淡窓も︑

肺二間断を生じたるを以て千葉病院へ罷越︑診察を受﹂け
た︒十七日になっても﹁胸部の病同様なるを以て朝九時の
汽車二て帰宅﹂し︑十九日﹁二宮に診察を受けに行く︒心
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安藤隆弘
︵本会会員・文部省専門職員︶

①内容の背景となっている状況の理解︑

件として︑

る文字の崩し方が極端な場合が多い︑

②私信では︑両者の間で了解し合ってい

③書簡用の慣用句の理解︑

④思い違いによる崩し方︑

意味の取り違えをする︑

⑤誤字であることに気付かず読翠進桑︑

うどからんだ糸のようなもので︑それを解

等が挙げられます︒このような困難はちょ

なりません︒

きほぐすような気持で読象進んでいかねば

皇典
講究所にて相開き候ことに取極め

熟し候当月第三の日雁午後一時半

相開き度き志願の処漸く其の機

兼て弘道会中に別に婦人会

明治一三年四月九日付Ｉ

ｌ南摩綱紀先生宛

西村茂樹先生の御書簡

はじめに

八月半ば︑文化庁長官室において︑鈴木
長官︵本会副会長︶より︑大そう達筆な西
村茂樹先生の御書簡読解の御依頼がありま

何卒ぞ御出席の︵義︶相願い候野生茂も

申し候右の︵事︶に御答等無用に候
多分其頃は出席も出来申す可く存ぜ被れ

ける様にし︑筆跡に慣れることから始め︑

墨書の読解︑特に私信はなかなかむずか

した︒

候間押しても出席致し度く存じ居り候

読解できた文字を記入していきました︒

まず第一に︑御書簡をコピーし︑持ち歩

のものです︒釈文︑読恐下し等に不安定な

しく︑浅学の私には最も苦手とするところ

此の度ぴ下総匝瑳郡辺にて有志相会し

追て会員御世話下被れ有り難く存じ奉り候

の支会に御坐候早々頓首

弘道会支会相開き申し候是れにて第三

人部があることを︑事前に御教示いただい

先生は副会長であられること︑弘道会に婦

鈴木長官より︑西村先生が会長で︑南摩

ていらっしゃるる方の御教示がいただけれ

佃所があり︑西村先生の御筆跡を読み慣れ
ば幸です︒

﹁皇典講究所﹂が有ることを知らなければ

たことが︑読解に大いに役立ちました︒又

おわし吉

南摩羽峯様

四月九日西村茂樹

｜読み下しと読解

呈す御安泰の御歳に御坐し恐賀奉り

﹁究﹂や﹁所﹂の読解に苦労するでしょう︒

候野 生 茂 先 月 常 会 の 翌
日より軽き風邪に感じ候処

①郊て

に

﹁にて﹂と読む所が四個所ありますが

を確定せねばなりませんが︑本書簡は御自

読解の前に︑西村先生の御自筆かどうか

と相成り候処幸に此の節は大いに快く

存外に手間取り候一時は腸胃の熱

となり﹁亭﹂の略し方が特殊です︒

②ｌ④一二号．
古文書や書簡類を読解する上で困難な条

筆と推定して読解に着手しました︒

申し︵与︶存じ候

此分にては遠からざる内出初相成る可く
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I

﹁出﹂も四個所ありますが︑やはり略し

ました︒

方が特殊で︑文脈をたどることで読解でき

の夜返事を書き終ったとの控えと思われま

明治一六年には︑同一市内料金を一銭か

八番目であること︒

﹁匝瑳郡﹂の﹁瑳﹂の﹁玉﹂届は﹁旧﹂

ささか慾張りでしょうか︒しかし︑御多忙

西村先生の自筆であったらと思うのは︑い

構成し︑なかなか興味のあるものだそうで

消し印研究は︑それだけで一つの領域を

めが行われた︒﹂

ら二銭にした見返りとして一九回も取集

扇のように見えますが︑当時その様に書い

かと思われますが︑他の書簡の場合はどう

なので事前にまとめて押されたのではない

裏は︑印で済まされていますが︑これが

す︒

たのかも知れません︒﹁匝瑳﹂とは玉︵瑳︶

そうさ

を巡︵匝︶らすの意です︒美しい地名です︒

通常は︑切手への消し印は取集め局の印

であり︑配達局の印を捨て印の様に押し︑

せて︑現在の速達便の形式であり︑往時の

るのだそうです︒前記の取集め回数と合わ

二個で完結するものだそうですが︑同一局

この切手への消し印は極めて鮮明で︑外

区内で集配が行われた場合は一個で済ませ

側の直径は二・四センチです︒この型のも

では同一市内は一銭だったそうです︒

すが︑文学作品︵小栗風葉︶に﹁風邪を感

治三二年三月までの料金で︑明治一五年ま

切手は﹁二銭﹂ですが︑明治六年から明

なのでしょうか︒

す︒

﹁存﹂は五字ありますが︑何れも︑下の

筆から返って一点を加えているので戸惑い
ましたが︑これは書き癖と思われます︒

く﹂の﹁感く﹂を﹁ひく﹂と訓ませていま

に﹁武蔵﹂とあり︑旧時代の国名が公に通

のは﹁丸こと称されていますが︑最上部

﹁風邪に感じる﹂とは特殊な言い回しで

すので︑その系統の用語と考えます︒

寸法は︑縦一八・○センチ︑横六・五セ

の︑取集め局の﹁東京﹂と︑年月日︵廿三

用していたことに微笑を感じます︒印の中

郵便の蒐集に関しては︑郵送された状態の

英語で︑そっくり揃っているの意ですが︑

︵エンタイヤ︶

サービス振りがしのばれます︒

二封筒について
ンチで︑現在通用しているもの︵二○・五

ています︒西村先生の御書簡は︑料紙も封

ままの使用済承封筒・はがきのことを指し

筒︑切手︑消し印等すべて完好︵完全で良

の意味がどうしてもつかめません︒そこで︑

切手著作家木村勝先生︵元郵政技芸官︶に

態です︒

好︶であり︑エンタイヤの見本のような状

年四月九日︶までは分かりますが﹁チ便﹂

表の宛名の右肩に︑朱で五センチほどの

お尋ねしたところ︑郵政研究家田辺卓朗先

×九・○センチ︶と比べると︑ひとまわり

ゆるやかな線が右斜下へ向けて引かれてあ

した︒要約すると次のとおりです︒

生を御紹介下され︑疑問は一挙に氷解しま

小さいものです︒

ります︒これは︑宛名の左側に︑やはり朱
で︑南摩先生のお手によるものと推察され

ルヲ便と一二便迄あり︑チ便とはその第

﹁取集め号便のことで︑当時はイロハ⁝

の習字教育について触れさせて頂きますと︑

ついでに私の専門の立場から︑西村先生

三西村先生の習字教育への御尽力

で﹁四月十日ノ夜返事了﹂とあるのと同筆
ます︒西村先生の御書簡に対し︑四月十日
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はならない功績があります︒

日本の習字については︑西村先生は忘れて

ノ日用親切ノ文ヲ教フヘシ・

︿日用ノ往復文受取書送状証文願届等

シ﹂となりました︒﹁行書先習﹂は明治三

の小学中等科に至って﹁桔害ヲ習ハシムヘ

県︶を巡視されました︒その大部の報告書

第二大学区︵現愛知・静岡・岐阜・三重四

明治一○年四月に文部省の大書記官として︑

明治一九年には﹁片仮名先習﹂が︑次のよ

は寡聞ながら目にして居ません︒しかし︑

すが︑明確に﹁平仮名先習﹂を調ったもの

て︑平仮名が先に教えられてはいたようで

仮名のことです︒当時の教科書から推察し

明治一四年五月九日より開申制︵届出制︶

ました︒御在任中の教科書制度は︑

教科書行政につき責任ある立場に立たされ

一九年三月二日まで文部省編輯局長として︑

②その次は︑明治一四年一○月二四日から

キハナシ而ルー片仮名ハ概ネ直線ヨリ

キヲ先ニシテ難キヲ後ニスルョリハ善

一読ミ害キヲ併セ授ケンース其文字モ易

明治一六年九種明治一七年六種

れば

書は︑教科書総合目録︵小宮山書店︶によ

でした︒その期間に発行された習字の教科

明治一九年四月一○・より検定制

﹁槽書先習﹂となるまで続きました︒

中に﹁五十音・単語問答・害取・羅馬数字．

明治一六年七月三一日より認可制

三年の﹁小学校令施行規則﹂が定められ︑

習字・色図・形体線度図・暗算外﹂教育全

うに打ち出されました︒

﹁五十音﹂とは片仮名︑﹁伊呂波﹂とは平

般のことが記されています︒その中で習字

﹁読書入門文部省編輯局

①我が国の近代学校教育が発足した当初︑

関係は次のとおりです︒

︵その改正案として︶

成リテ学ピ易ク平仮名︿悉ク曲線ヨリ

教師須知

︹五十音︺入学ノ生徒二五十音ヲ学ハシ

成リテ写シ難シ是本書二片仮名ヲ先ニ

明治一八年三種

となっており︑これ等の教科書は︑局長と

ヘキ者ニシテ⁝⁝其故︿⁝⁝

ムル可ヲ止メ伊呂波ヲ学ハシムヘシ

シテ平仮名ヲ後ニスル所以ナリ⁝：．﹂

︹五十音︺五十音ロ文法学ノ初歩二学フ

︹習字︺方今習字ノ法ハ椿害ヲ先キトシ

その後﹁片仮名先習﹂は戦後の昭和二一

以上甚だ不十分ですが︑西村先生の御書

しての西村先生の管轄下にあったものです︒

明治一四年一○種明治一五年一六種

二基ク所ナルヘヶレトモ甚タ実用二通

テ行草ヲ後ニス是︿支那ノ書家ノ理論

習字について．﹁学制﹂︵明治五年︶以

年度迄続いたことは︑御存知のとおりです︒

させていただいたことは︑私にとっても近

簡を機縁として︑習字教育についても勉強

セス故二小学二入ル可二三年ニシテ受

来﹁桔書先習﹂となっていましたが﹁行書

取書一ツヲモ害得ル可能ハス迂潤ナル
授業法ト云フヘシ

来にない勉強になったことを付記します︒

この場合は﹁小学校教則綱領﹂︵明治一四

先習﹂を実用の立場から述べられました︒

﹁行書︑草書ヲ習ハシメ﹂桔書は︑その上

年五月四日︶によって小学初等科の三年間

︵その改正案として︶

ヲ教へ最後二階書ヲ教フヘシ或︿槽書

︹習字︺習字︿先シ行書ヲ教へ次二草書

ヲ廃スルセ可ナルヘシ習字手本ノ文

（35）

市原市加藤巳之

古川哲史選

ひとひ

つつましき賛とや言はむ年に一度旅のバスにて酢ひて歌
ふは

はる

不用意のことば放てぱすぐさまに身に返りきて一日こだ

千葉県石橋佐寿

生来の蛇嫌いにて来しわれは八十五歳の今も恐るる

裏山に妙見宮の石洞ありてゆかりの蛇を折々に見る

みなづきの九日わが宮に参詣す蘇峰会佐藤大人ほか十七

埼玉県鷲宮葛人

休猟の区域となりて錐も増え蛇は餌となり少なくなりぬ

行きゆきて山径遠く辿りきて蕨ぜんまい許多つ桑たり

千葉県山田町宇津木一直

ず

千葉県伊藤修

文学部名誉教授のトップにてゐませしこともわれは忘れ

とく

山門に入るべからざる董酒をもきみは愛しぬ異教徒のご

靖国の御魂の前に額づきて詑言まをす中曾根おとどは

選者詠

源氏池平家池には一面に蓮生ひ茂り花盛りなり

神門の大前に出ぬ詣でむと六十余の石段かぞへ昇れば

埼玉県相沢正直

一行は親しく拝桑喜びいわしの宮境内の蘇峰害の五碑を

名の諸氏は

しぬ

ずゆらげる

あからひく日にむき立てる日まわりの風吹くごとに絶え

葉も花も実も紫の茄子畑に靴までぬらし今茄子をもぐ

飛ぶ

衰えて橡に止まれる赤トンボ子らに追われてようやくに

かな

橡に居て雲を眺めているほどにいつか夕べとなりにける

口

いつよりか鳩こずなりてわが庭にまきし豆粒小さき芽出

あまた

降る雨に色変りゆく草紅葉遠きこの径ひと稀にして

目

蝉

信濃路の旅も終ると家苗に妻の好める漬物買ひぬ
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弘道歌壇

俳号を香雪といひ承ほとけの慈悲をたたへし作多かりき

づき︒俳号を香雪といわれたことは九一○号でも紹介した︒年

︵三十二頁よりつづく︶

あった︒もうそれも見られないと思うと︑淋しい︒

賀状には毎年みほとけの慈悲をたたえた句が二十ばかり添えて

り

元朝にとどくハガキに先生の発句を読むをたのしみとせ

寸評
加藤氏のＢの第一首目は﹁人まれなれど﹂で終っていたが︑

﹁ひと稀にして﹂になおした︒そのほうが自然に響くからであ
口の第四首目﹁あからひく﹂は日︑月︑子︑君︑朝などにか

る︒歌は理屈めかないのが佳いと思う︒

にはある︒枕詞のある歌は珍らしいが︑この作ではよく生きて

かる枕詞︒明るく光る︑あるいは赤象を帯びる意と﹃広辞苑﹄

宇津木氏の三首はほとんど原作のまま︒第一首目の結句は︑

な日常を送ったが︑七十五歳で世を辞した点まで両者は

若いときから眼病に苦しんだほか︑万病の問い屋のよう

一致していた︒人生観でも︑泊翁が敬天愛民をモットー

としたのに先きだって︑淡窓の基本思想は敬天にあっ

た︒わが国における敬天思想は︑広瀬淡窓によって豊か

な始動をはじめ︑それが中村正直や西村泊翁など明六社

がったと見てよく︑そのような意味でも淡窓と泊翁のつ

同人によって中継され︑西郷南洲において大きく盛りあ

︵本会理事東大名誉教授︶

ながりは深く︑これをおろそかに取りあつかうことは許
されないのである︒

／ F 1 庁 、

いる︒

﹁波物を買ふ﹂とあった︒

石橋氏の第一首目﹁石洞あり﹂と切れていたのを﹁て﹂をお
ぎなってつないだ︒

第二首目の原作は﹁生れつき蛇嫌にて直られず八十五歳へび
を恐れて﹂︒少しごたついているので整理して象た︒﹁今も恐る

る﹂では舌足らずかも知れないが︑恐れているのが蛇であるの
は自明だと思う︒
︑︑︑

鷲宮氏の第一首目﹁は﹂を︑第二首目﹁を﹂を結句におぎな
った︒その方がすわりがよいと思う︒

伊藤氏の一首にも﹁は﹂を結句におぎなった︒氏は﹁総理の
選者の四首は︑九一○号に出した宮本正尊博士への挽歌のつ

参拝は当然で︑文句を言う人の気が知れない﹂と言っている︒

kひ／ノ

1

○新涼の顔に乳液なめらかに
○立話風が割入る夜の秋

千葉県鈴木とよ女

という今年の夏至の日は意外に低温で寒凌とした天気

であった︒稲の育ちに一抹の不安を感じた作者の心情

がこの句を生んだものと察せられる︒

東京都景山譲衛

○トンネルを出づれぱ一望青田の景

○漸くに祭り太鼓もあちこちに

○星空や掛声の承の登山道

＠面影を険の裏に門火消ゆ

し︒又迎へ火と送り火と二度ともに含めてもよい︒と

︵評︶この句の場合の門火は︑迎へ火でも送り火だけでもよ

にかく身内の承霊をまつり慰める行事と考へてよい︒

亡くなった方の悌をまぶたにはっきりと浮べながら門

千葉県田村隆祁

ぶたに残っていて消えない︒さういった余韻のある佳

火を焚くのであるが︑門火が消えたあともまだ悌がま

句となっている︒

○遠花火消えて空しき老の夢

○無人駅終車の尾燈月見草

鯛や孫の寝息を背に聞く
ざえ

づかしい︒蝕ばんだ木為の葉に風が吹いて起る音に秋

︵評︶俳句で秋の声という季語をこなすことはなかノく︑にむ

︑蝕める木々の葉騒も秋の声
子で丁度今年に当る︒百二十歳以上生きる人は極めて

の声を感じとった作者の腕を評価したい︒

︵評︶六十年目にめぐりくる最初の年は干支︵えと︶では甲

︑寒む人︑と浮かぬ顔の象甲子夏至

千葉県石橋香峰

○帯解けぬいらだち炎暑を一戻りきて

がふかい︒

ではあるが．⁝：︒﹁水を飲ませる﹂という措辞は感動

被害を最小限にくいとめるしかない︒わづか三坪の畑

いて作物は被害がひどい︒出来るだけ配水を多くして

暑さが幾日もつ堂きいわゆる秋早がきびしいと畑が乾

︵評︶今年のように暦の上ではとうに秋なのに真夏のような

＠三坪畑水を飲ませる秋早り

篠塚しげる選
稀で一般的にいへぱ一生涯に一度あへるかあへないか
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弘道俳壇

○白雲のちぎれて淡し秋の風
秋の声叢暗き放水路

日本弘道会ビル新築工事経過報告︵第四号︶

▽七月三十日８階立上りコー▽九月一日三階より天井の

ンクリートを打つ︑打設量４−下地軽鉄組立てに入る︒此の

千葉県野平英一
○稲舟の垂穂映して水の郷

▽八月十三日より︑十六日迄︾︵日建設計監理部吉田記︶

のコンクリート打設︒一掛けの賜物です︒感謝多多︒

エター機械室及ゴンドラ基礎一ＪＶ職員︑協力業者全員の心

▽八月十一日屋上のエレ・へ一施主の工事に対する心巡い︑

関係者全員集い︑慰労会︒︾り早目に進捗していることは︑

場内で︑施主出席の下に工事一問題なく順調に推移︒計画よ

願に参拝する︒終って夕刻現一無事故︑無災害︒近隣関係も

力業者代表者同行し︑上棟祈一て︑早一年︑延人員一万余人︑

友建設ＪＶ︵共同企業体︶及協一▽昨年九月に工事に着工し

住友商事伊藤部長︑鹿島・住一日に完了する︒

︿施主日本弘道会渡辺局長︑一ト防水作業を始め︑九月三十

▽八月一日氏神三崎神社一準備に入り︑十日アスファル

する︒一▽九月五日屋上防水工事の

主なコンクリート工事は完了一事︑ボード貼工事を開始︒

百立米︑此の打設で屋上迄の一時点より各仕上下地の左官工

ゆきき

栃木県渡辺清香

千葉県飯田萌堤

○水郷や舟で往来の田植衆
○般若寺に南朝史を聴く古簾
○稲雀利根田の果ての筑波澄む
○爽頼や長袖さがす箪笥引く
○短夜や明日に持越す未完の句
○万緑に灯のともりたる城下町
○雷雲のはるかにすわる遠筑波

選者近詠

歳月の意外に早し走馬燈
こもぬ

隠り沼の濁り易さよ葛の雨
轡なき貸馬やさし葛の花
葛山の葛がくれなる札所寺
河原陽は峡人のもの葛の花
一羅漢花葛かぶり洪笑す

全員夏期休暇︒
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参ご寄付者芳名

◎会費領収報告書

金三千五百円也渡辺正殿︵武蔵野市︶

︿宰岬和群蓉叩朋皿印敬称略一
１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
だきます︒

２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数は会費最終月です︒
︹東京都︺

中里良男︵帥三４︶竹内一平︵調一ｍ︶
松本秀夫︵帥−５︶奥村好恭︵帥−３︶
田中克己︵釦／３︶村重嘉勝︵釦／３︶

野田哲造︵帥−３︶古谷喜代治︵㈹三３︶

Ｏ大木鏡一︵釦三７︶中島英輔︵釦−１︶
伊藤幸七郎︵釦−７︶ｏ田隅秀一︵㈹三７︶
湯川忠夫︵帥−４︶ｏ浜田頼三︵帥三８︶

修治︵釦一ｍ︶

荘一︵師管︒︶

恒三一︵帥−３︶

市村サト︵釦−８︶

古波津英隆︵釦一皿︶

庄司藤太郎︵釦−９︶

︵以上一︑五○○円︶

︵以上三︑○○○円︶

中︵㈹三９︶

太田邦夫︵印−６︶

︵以上六︑○○○円︶

筒井七三男︵

Ｏ室谷勇︵帥−７︶○羽金光之︵帥−８︶

岡埜谷純夫︵鑓／２︶

−３︶

四︑五○○円

Ｏ大川芳雄︵帥−８︶︵以上一︑五○○円︶

竹内豊文︵㈹三ｍ︶

嵯峨俊一︵釦−１︶

︵以上一︑五○○円︶

増田一郎︵帥−３︶

田内龍治︵帥−１︶
大槻義行︵帥−３︶

︹千葉県︺

笹本武雄︵釦−３︶
関谷正一︵釦−３︶

中村克己︵釦ぢ ︶
戸田八蔵︵釦−３︶
滝口松蔵︵帥ざＪ︶
長谷川伸︵釦−３︶
湯浅晃一︵釦三３︶

党英夫︵帥−３︶

市原増吉︵帥イ上︶
岡野清信︵釦−３︶

三︑○○○円

一︑五○○円

三︑○○○円

一︑五○○円

︵以上三︑○○○円︶

矢島伊兵︵帥−８︶

関口晃︵帥／１︶

小沢忠吉︵釦−７︶
高橋善男︵帥−７︶
山辺和行︵帥三３︶

田中勝子︵釦−３︶

︹栃木県︺

大木善平︵田三３︶
ｏ市村一義︵団−８︶

市村式︵㈹三３︶

︹埼玉県︺

大木直正︵例−３︶景山譲衛︵釦−７︶
大庭忠夫︵㈹三ｍ︶桑原安治︵帥−８︶
波多野釣一︵帥一ｍ︶梅崎光生︵帥一ｍ︶
藤瀬英二郎︵帥／４︶白井万寿雄︵帥−９︶

菅原喜代治︵帥−８︶柴田孝︵帥一︑︶

田中実︵田−４︶丹治弘昌︵帥三９︶

松本啓三︵帥−１︶内村三郎︵帥−５︶
安瀬忠寿︵帥−８︶高橋吉隆︵帥／６︶
渡辺芳子︵田／３︶有政孝英︵帥一︑︶
宮川喜幸︵㈹三８︶米沢俊一︵釦一加︶
橋本英一︵釦一ｍ︶奥村貞子︵釦三７︶

泉実︵帥三９︶高安規玖次︵帥−５︶

野沢正勇︵釦一也︶

︹茨城県︺

伊東林之助︵帥−１︶宮崎勇蔵︵釦−２︶
和田平太郎︵釦−４︶池田梅世︵弱言哩︶

森村武雄︵帥−９︶田中正雄︵飢三３︶
○高橋秀雄︵田−８︶花山腸子︵田−３︶

石井敏子︵釦−３︶

︹静岡県︺

向野達児︵帥−６︶鳥羽貞三︵帥−６︶
河野幸枝︵釦−５︶坂本義鑑︵印−３︶

︵以上三︑○○○円︶

大森吉次郎︵帥一︑︶高田賢︵帥−３︶
坂口侃︵㈹三７︶長戸元三郎︵帥−６︶
岡本正治︵帥−３︶佐藤多一︵釦−３︶

安西英太郎︵帥−２︶国府田悦︵帥−５︶

小川雅一郎︵釦−５︶

橋本正枝︵帥ノー︶佐伯孝︵帥／３︶

千葉保次︵釦三３︶

小関正︵帥三７︶

緑川修司︵釦三３︶

久保田武男︵帥−７︶

前沢大資︵帥−３︶柳沢隆夫︵弱一哩︶
古岩井佳勝︵帥−３︶児玉忠雄︵帥／４︶
宇都宮美房︵釦−７︶○内堀徹︵釦−７︶

吉田忠一︵㈹三３︶和田収︵調一旭︶

︹神奈川県︺

笹川義孝︵弱一吃︶一○︑○○○円

河野清︵弱三吃︶細田武夫︵卵三︑︶

沢沢訪田

横山正木︵帥三３︶杉山慎︵弱一吃︶
平野弘道︵帥−４︶花岡博︵釦−３︶

吉岡信︵帥／３︶渡辺正︵帥−３︶
北村信男︵弱一也︶後藤芳雄︵帥三３︶
小藤新一︵弱一也︶青山つや︵㈹三３︶
野口宗光︵帥−６︶山崎隆司︵帥乏６︶
小出廉二︵帥−３︶讃岐和家︵釦−４︶
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滝尾諏武

渡辺広志︵釦−３︶風戸博晶︵帥−３︶

額賀大成品−３︶松浦成子品三４︶
久我数馬︵釦−３︶Ｏ土屋五六︵釦−７︶
ｏ藤代弘一︵帥−７︶・久我正義︵帥−８︶

ｏ宇野克彰︵帥−７︶ｏ矢島敏︵帥−８︶
︵以上一︑五○○円︶

落合一男︵釦−３︶寺崎太一郎︵釦−９︶

若菜源次郎︵帥−７︶二︑○○○円
岡本勝︵釦−３︶藤田たか子︵田−３︶

山口武夫︵釦一︑︶井上武︵舵一ｍ︶
︹福島県︺

ｏ市原正夫︵田−７︶︵以上三︑○○○円︶
五十嵐徳雄︵帥−３︶米沢茂美︵釦−３︶

阿部晴男︵㈹三１︶石幡悦子︵帥−３︶
斎藤浩哉︵帥−５︶︵以上一︑五○○円︶

安濃徳雄︵田−１︶石川佐中︵釦−３︶
柴田司郎︵釦−９︶熊谷三四代︵帥−８︶
︵以上三︑○○○円︶

佐藤保文︵帥三５︶四︑五○○円

井ヶ田徳治︵帥−３︶一︑五○○円
︹新潟県︺

竹内竹四郎︵帥−７︶一︑五○○円

清水美晴︵釦−３︶︵以上三︑○○○円︶

須垣久作︵釦−９︶新田紀久︵帥−３︶

○加茂川幸夫︵帥淳７︶ｏ徳重真光︵帥−９︶

︹島根県︺

︵以上一︑五○○円︶

○岡磯吉︵帥−９︶ｏ飯塚一雄︵釦−９︶

︹愛知県︺

金田近二︵弱一理︶美濃本卯一︵釦−６︶

︵以上三︑○○○円︶

︑雲ｆｌＪＩ︑ノーＩｆ１Ｊｆ︑〃ｔ︑Ｊｆ︑ノー凸

十四名分二一︑○○○円

︹沖縄支会︺

谷山安弘︵釦−６︶一︑五○○円

︹鹿児島県︺

菊池博慶︵伍三９︶三︑○○○円

︹宮崎県︺

白水蝿︵釦−３︶辻幸蔵︵帥−９︶

米田光︵帥−８︶一︑五○○円

︹福岡県︺

目次安茂︵帥三理︶三︑○○○円

︵以上一︑五○○円︶
︵以上三︑○○○円︶

鈴木亮三︵帥一ｍ︶中埜又左ェ門︵釦一ｍ︶
︹京都府︺

大内正夫︵帥三３︶小池弘︵帥−３︶
田中秀雄︵釦−３︶松下進︵釦−３︶
︵以上一︑五○○円︶

川崎徳平︵帥／３︶重城良一︵㈹三４︶

︵以上三︑○○○円︶

原彦三︵㈹一ｍ︶福井秀一︵釦一哩︶
︹奈良県︺

田畑賢住︵帥−３︶一︑五○○円

大島荘助︵釦一皿︶三︑○○○円

︹大阪府︺

︹兵庫県︺

︵以上一︑五○○円︶

田中敦︵帥−３︶西村熊市︵帥−２︶
林浄造︵帥三５︶和田乙彦︵釦／６︶

菅原藤五郎︵帥−３︶百瀬忠雄︵帥−３︶

︹山形県︺

︵以上一︑五○○円︶

︵以上三︑○○○円︶

︵以上一︑五○○円︶

佐野健三︵帥−３︶山本信吉︵帥−３︶

︹宮山県︺

高橋文博︵㈹一ｍ︶三︑○○○円

︹岡山県︺

光谷巌︵帥三３︶甲斐清一︵帥一理︶

佐久間栄義︵釦一︑︶藤塚幹一︵帥−８︶

志田峯三︵釦−３︶山形県心友会︵釦−３︶

堀直市︵釦−７︶︵以上三︑○○○円︶
︹秋田県︺

梅津正雄︵帥−３︶半田雄三︵帥−３︶
刈田文雄︵釦−３︶藤肥正三︵釦−３︶

田村 唯 志 ︵ ㈹ 一 ⑫ ︶ 三 ︑ ○ ○ ○ 円

Ｏ山本直道︵帥−６︶︵以上一︑五○○円︶

真井田善悦︵㈹三３︶四︑五○○円
︹宮城県︺
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◎新入会員芳名︵敬称略︶

昭和弱年４月以降８月まで
︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

東京小林勝衛西村幸二郎

〃十重田益代丹治思郷

″平井美代子
神奈川坂田正之

″市村サト
〃多田建次

〃渡辺亨
〃高橋亨
〃香積昭子
〃浅田裕子

〃内堀徹
″足立隆

千葉樋口栄

〃

西村幸二郎

片山清一

古川哲史
〃

渡辺蕪

″

丹治思郷
加藤嘉三郎

〃

西村幸二郎

菅原哲治

鈴木
″

″
″

丹治思郷
″

渡辺薫
井上武
〃
〃

宇井隆
〃

石橋香峰
″

″

″

高岡武治
橋本忠雄
山本秀夫
長嶋嘉助
菅谷長蔵
花香貞雄
宮崎雅夫
大根義夫

〃

〃

〃

〃

〃

菅谷万蔵

″

″

服部忠三

田中弥五郎

丹治思郷
菅原哲治

岡本通

菅原哲治

″

〃

″

″

″

庭田孜

〃

桜井洋子
小倉政男

長竿弘

志田京子

塩野いち代

芦谷妙子

菅原俊一

福島男児
村田珠枝

片山清一

〃

″

高橋亘
鈴木勲

〃

渡部文雄

西村幸二郎

市村一義

渡辺蕪

堀田乾次郎

佐藤宏

富樫孝子
山本直道
高橋秀雄

加茂川幸夫

徳重真光

岡磯吉
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″伊藤尊和子〃

″河原一郎〃
〃遠藤貞子〃
″香積昭子〃
″古山仁恵〃
″角張繁鈴木勲

″若林正寧
〃飯合大助
″久我正義

〃鈴木普二男
〃︲市原正夫

″藤代弘一

″大畑節子
″落合玲子
″矢島・敏
〃土屋五六
〃宇野克彰

″赤塚次郎
″高木重信
〃高野秋三
″大郷利夫
″菅谷亥之吉

〃西谷功

根 田 木 城 玉

″石川松太郎古川哲史

〃北田義光渡辺薫

″大川芳雄〃
″羽金光之〃
″四宮正雄〃
〃田隅秀一加藤嘉三郎
″大木鏡一〃
″室谷勇〃
″浜田頼三〃
″柳田梅岡本通
″石渡真吉〃
″伊藤貞子〃
″久田勝清菅原哲治

″飾磨秀夫〃

″遠藤勝〃

勲

〃〃島〃〃秋栃茨〃〃〃埼〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

飯塚一雄

野津栄

和田守玄昭

大野義憲
児玉照雄
井塚力夫
坪内忠弘
池田雄晃

田名後敬
川上真弘

Ｉ

日は阪東札所の末番那古寺の多宝塔︑戦後教育のあやまり等につき話しをお

州伊勢宮を巡り︑天津に一泊した︒翌生をおたつねし︑日本弘道会のことや

最近落成した博物館の館山城に︑里見き上したことどもを思い出し︑また富

″

″

の岡野清信先生には絶大な便宜を頂いします︒

泊の旅行に当り︑古くからの弘道会員︵昭和釦年代でした︶℃会の発展をお祈り

生寺に至り夕刻に解散した︒今回の一されていたことを改めて思い出します

八犬伝関係の棟列に興味を得︑更に誕山県での支部結成等についても御心配

狩野冨吉

″

″

″

・″

″

古川哲史

鈴木勲

た事を改めて感謝する次第です︒千葉県算英夫
−１１１１１帝崎曜霞担﹀山宜灘織鶴離職擁瀧溺

一いり文章が豊富多彩でいつも家内と共

一言篭概蕊謎蕊溌

︶していることは︑慨嘆に堪えない︒教

郎・青年部長宇津木一直両氏指導のも

いただき︑誠にありがとうございます︒詔年︑科学の著しい進歩と︑経済面の

毎号立派なお方の玉稿を拝見させて果が︑今日の世相となっている︒戦後

！！！Ｉ拙論⁝熱ｉ謡⁝育勅語も画餅に帰した戦後の教育の結

と︑二十四名参加︒炎暑の八月廿九日

しい折柄︑皆様ご自愛下さいますよう︒るが︑精神面︵道徳︶衰退して︑人間

心洗われる思いでおります︒お暑さ厳進展とは︑世界にほこるべきものがあ

富山県佐野健三関係が乱れてきた︒今回誕生した臨教

三十日に︑宮谷県庁跡の本国寺・八幡
内社︶橘神社・藻原寺・笠森寺・西願

郷土の先輩︑片口安太郎︵江東︶先審が果して︑道徳教育面の改革をどれ

宮・日本武尊の皇妃弟橘姫を祁る︵式

の地を自動車便により︑監事山田勝治

史蹟︑文化財等の研修に︑上総安房

支会長石橋香峰

千葉県東部支会

支会だより

I

寺の阿弥陀堂・大多喜城︒清澄寺・房
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￨麓"……〃

だけ重視するかは知らないが︑道徳教﹁弘道﹂の綱領は甲号・乙号ともに︑亡すると推定されているのでありますｏ

人道を重視する教育者即百余年前の標であると感銘を深めております︒普ねく全世界に拡散し︑長期的に人類

育なくして教育はない︒日本人としての健実︑公正︑適確な道○地球の凍結Ｉ核戦争による死の灰が

マルクヌ・レーニン思想に支配されて︑昆里梅老人︶や動植物の生態系に大きな影響を及ぽ
Ｏ
一般の労働者か神聖教育者か何れか分世田谷区岩崎晶すこと坐なる核爆発による厳冬○に
襲わ

らないような教師は一掃して︑真に国今年は殊の他の猛暑でございましたれるのであります︒それは核爆発によ

を思い︑人倫を重んずる国民を養成しが︑会員の皆様には夫々ご活躍のことる大火災から立登る煙が成層圏迄上昇

さえ

て人倫に於ても︑日本は世界一であると存じ上げます︒し︑九九％太陽光線は遮ぎられる︑即︑

○○○

ょぅ臨教審の成果を期待する︒扱︑去八月五日と六日と連続にてＮ大気の循環が破壊される結果︑地上の
︵九十六翁︶ＨＫより放映されました﹁核戦争後の平均温度が四○度も低下して地球は東
ひとたび
福島県石幡悦子地球﹂について︑核戦争が一度勃発し結して仕舞うのであります︒灼熱の印

︑︑︑︑

︑︑︑︑

今年の残暑は︑例年になく︑ここ盆たならば地球と人類の運命は果してど度でさえも氷点下となり︑植物・穀類
○Ｏ
地の福島市の蒸し暑さには︑さすがにうなるか実に驚樗そのものでありますｏは全滅します︒

参ってしまいましたが：⁝血号の鉛夏︵これは企画してから三年の力作でありま人類はもとより地球上のあらゆる生

特集﹁ある出会い﹂には大いにさわやす︒︶物は﹃絶滅の運命﹄を辿るより他あり

特に片山清一先生の﹁諸葛孔明との映像を使い︑世界の主要都市に一メガは相当なる危険性を苧んでいると謂え

かなものを感じました︒○地球炎上Ⅱ特殊撮影方式で撮影したません︒米・ソの核による抑止力云々

出会と 七縦七檎の教えｌに峰トンの核が使用されたらどうなるかを霞しよう︒
︑︑
只交感銘深く︑それによって得られた科学的データに基き全面核戦争から二真の世界平和の為︑核を保有してい

今日の御生存の意義は筆舌に尽しがた週間後の地球の惨状︑世界が保有するる大・中・小国は︑政治家は︑心の歯

いものであることを痛感した一人でご核の二割が使われたと仮定された場合︑車を狂わさぬ様︑声高く絃に叫ぶもの
○○○○

ざいます︒熱線・放射線そして高熱火炎により地であります︒

秋田県梅津正雄球は炎上︑約二五億の人々が直後に死○理想論としてⅡ日本の如くに全世界

）

（

００

の国女が﹁平和憲法﹂を制定し︑遵守
することが唯一の人類救助の道かと思
惟いたします︒
︵ＮＨＫ旧友会員・本会特別会員︶

福岡県米田光

唖八名増の十五名︶について︑文部省に変
加

郷

睡

軸

曜冨冨冒冒言冒言冨冒菖緋９．９§昌獣ハ⁝冒冒昌昌ｇｇ言昌冒愚急冒冨冒・言言冒

竺︑理事増員の定款変更の件認可岬
さる︒

去る五月二十七日開催の総会に於て決岬

岬更認可の申請をいたしておりましたとこ岬

加

岬議された理事の定員増︵七名のところ︑岬

精撰された内容ぎっしりで有難く読ま

岬ろ︑八月二十八日付を以て理事の定員は岬

８月のお盆を過ぎて舷に第川号落手︒

せて頂きました︒編集から発行までの

叩

皿

叩

型垂呂呂邑呂冨弓言邑医呂邑Ｐｇ旨呂呂宮言邑９房邑呂呂呂呂邑旨目蓋呂菖ｇｇｇ呂呂昌男呂呂呂呂呂言ｇｇｇ邑呂邑邑弓筈画

皿

州れます︒

皿

岬発展に大いにご貢献下さるものと期待さ

岬れた方盈でありますので︑今後の本会の恥

岬申すまでもなく︑ともに人格識見に優岬

州に就任を承諾されました︒

皿

帥氏が満場一致を以て理事に選出され直ち岬

州土田国保氏︵現・防衛大学校校長︶の両岬

岬ン取締役相談役・日経連常任理事︶及び岬

岬員会に於て︑茂木啓三郎氏︵キッコーマ岬

岬右を承けて︑九月二十九日開催の評議州

岬二︑新理事二名選任さる・

皿十三名とすることで認可されました︒皿

叩

お手数を思いまして毎度の事ながら感
謝の外ございません︒
︵希望︶

１三種郵便の認可をうけたら送料助
かると思います︒

２八十の老眼では活字をもう一型大
きくして下さい︒折角の記事が読
承づらくて残念です︒

３むづかしい論文調のものよりも︑

に・・⁝．︒

くだけた体験談の方が肩がこらず
何か原稿の一つでも送りたいとは思
いながらこんなわがま上お許し下さい︒

編集後記

︵渡辺薫︶

○内も外も︑何かとあわただしかったこの
夏が終ったかと思うと︑あっという間に秋
の気配が濃くなってしまいました︒まさに
物想う秋︒﹁わたしの人生哲学﹂をテーマ
に特集を試ゑた次第です︒
○お寄せ頂いた随筆五篇に共通している点
は︑人生を生きる指針として〃先哲の訓え〃
に負うところが大であったことです︒秋の
夜長︑一段と灯火をあかるくして︑永遠に
新鮮な東西の古典をひもといて︑人生観・
世界観を想って承たくなります︒
○本号から︑杉浦博士のコラム﹁熟年から
の健康﹂を連載します︒八熟年Ｖの語が︑
コラム﹁北斗星﹂の執筆者・入江氏その人
の造語であることは面白いと思います︒す
こやかに生きるため︑どうぞご愛読下さい︒
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日本弘道会理事であり︑目白学園女子教 育研究所長
代表理事の著者がわが国の風土と伝統と ︑に基づく
において︑いかに近代化されて来たかの 過程を克明
亘る豊富な教育現場の体験を通じて集大成された所
とする珠玉篇！

論に女。

目白学園女子教育研究所長

片山清一著

近代日本の女子教育

︵⁝⁝以下第八章︶
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と保守主義
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んに本会
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