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︹追悼のことば︺

故西村会長を偲んで

勲

られてからの弘道会の運営には大変な情熱を持たれ︑特に日本弘道会ビルの建設の大構想を提案されて︑時にはやや

お二人で仕上げられた︒この事業は︑わが日本弘道会の歴史に永く遣るものであるが︑この頃から黙契が存したので
はなかろうか︒ともかく︑野口先生が死去されて︑西村先生が第八代会長に就任されたのはすでに八十四歳の御高齢
であった︒野口先生と月こそちがっていたが同年であったから︑異例のことであったと思う︒それだけに︑会長にな

五十一年の創立百周年を期しての日本弘道会の﹁要領﹂の大改正の事業を思い立たれ︑最後は当時監事の西村先生と

長も病ようやく篤く入院を繰り返されており︑すでに後半を西村先生に託されておられたと思う︒野口先生は︑昭和

西村会長に親しく接するようになったのは︑昭和五十四年︑副会長になられる前後の頃からであった︒当時野口会

弘道会のことを気にかけておられたかを思った︒
﹁この夏を何とか越せたらと思っています﹂という幸雄さんに﹁あの気力では大丈夫です︒どうかお大事に﹂と申
しあげて辞去したのであるが︑その翌日︑渡辺事務局長から︑会長の計報をきいたのであった︒

お話では︑今では聞きとれる言葉はたびたび口にされる﹁弘道会﹂という言葉だということで︑いかに︑会長が日本

し︑十分に通ずるものがあったと思っている︒看護婦さんの合図で︑退室したのでその間は︑ほんのわずかの時間で
あったと思うが︑そのお声と力強く握りしめられた手の感触とともに︑永久に忘れ得ない一瞬となった︒幸雄さんの

まれた︒やがて病室の中に案内されたが︑西村会長は︑ベッドの上に半身を起し︑こちらをしっかりと向いて︑右手
をさしのべられた︒一段と痩せて白いヒゲが疎らに生えたお顔に︑いつもの優しい笑みをたたえ︑﹁会いたかった︒﹂
と︑はっきりと二度くりかえして︑強く強く私の手を握りしめた︒私のお見舞の言葉は声にならなかったが︑しか

ばもはっきりしないでしょうと御長男の幸雄さんのお話であった︒ああ︑もっと早くお見舞に伺うのであったと悔や

に︑アイスクリムと花束を持って病室の前で暫く待った︒咽喉に疾が詰って中々とれないで苦しんでいる︑多分こと

西村会長を国立大蔵病院にお見舞に伺ったのは︑暑いさかりの七月二十二日の午後であった︒渡辺事務局長と一緒

木

強引とまで思われるほど強い自信をもってこの計画を進められた︒そのため役員会の運営もたびたび難航し︑時には
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鈴

緊迫した場面もあったが︑私心なき老会長の真情が理解されてまとまっていったのである︒今にして思えば︑西村会

はなかろうか︒その間の心労と負担が大変なものであったろうことは︑深夜拙宅にたびたび掛けてこられた電話のお

長は︑御自分の在世中に何としてもこの事業を完成させたいという悲願を胸中深く秘めておられ︑先を急がれたので

話の中からも察することができた︒今でも︑﹃西村幸二郎です﹄という独特のよく通るお声が受話機の向うから響い

それだ
だけ
けに
に︑
︑こ
この
のビ
ビⅦル建設に賭けた情熱はまさに壮者を凌ぐものがあり︑地鎮祭︑定礎式︑竣工式︑落成式をすべ

てくるように思われる︒

て自ら司宰され︑このビルを﹁日本弘道会ビル﹂と命名し︑社会道義宣揚と世界永遠の平和の殿堂であると性格づ

け︑西神田の一角から日本いな世界をも広く視野に入れた高い気慨を示されたのである︒この﹁世界永遠の平和﹂と

いう言葉は会長式辞の中にもたびたび現われるが︑これは野口先生が最後の総会式辞で弘道会の方向として示された
﹁徒らに尚古に墜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﹂という考え方と軌を一にするものであ

り︑道義の宣揚が究極的には世界の平和へと結びつくものでなければならないとの信念に高まっていったものと思わ
れる︒米ソの対立︑核兵器による人類の破滅を憂慮する発言もしばしばみられた︒第八十二回総会の式辞には︑西村

会長の思想と信念が如実に現われている︒本年五月二十六日の第八十三回総会の式辞は︑これに比べると簡潔な内容

であるが︑推稿された草稿を拝見して︑会長が最後の力をふりしぼって書かれたものとの感を深くした︒そして︑実
際︑この時が︑日本弘道会ビルに西村会長が姿をみせた最後となったのであり︑この式辞が日本弘道会への遺言とな
った︒この式辞において︑西村会長は︑日本弘道会ビルの誕生をよろこび︑この記念すべき年に当り︑﹁私ども会祖
の奮起を訴えている︒

の流れを汲む者は更に志を一にして︑今こそ原点に立って社会道義の振興を高く唱えたいと思います﹂と述べ︑会員

日本弘道会ビルの建設は︑会の活動の拠点であるとともに財政的基盤を確立し︑日本弘道会の永遠の発展を保障し
ようとしたものであり︑この西村会長の宿願は︑一応叶えられたのである︒その意味で︑西村会長は定めしご満足で

あったろうと思われる︒しかし︑このビルを拠点として︑日本弘道会の一層の発展を期そうとした西村会長は志半ば

の進運に対処して︑道義の振興を図り世界永遠の平和に貢献すべく︑努めることが︑残された我々会員の責務である

にして姥れたということもできよう︒この会長の遺志を受けつぎ︑日本弘道会の創立の精神に立ちかえりつつ︑時世

と︑誓を新たにしたのである︒︵本会副会長︶
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故・西村幸二郎会長をしのぶ会
八会長の功績と遺徳を称えるＶ

以上の行事が一通り終った後︑西村会長のご長男幸雄氏

を思い浮べ︑おなつかしぐお元気なお姿をお偲びした︒

が︑ご親族を代表してお礼のことばを表された︒家庭にお

あり内容も充実していたので︑参会者一同は︑当日のこと

する﹁西村会長をしのぶ会﹂が開かれた︒当日は天気よく

うになってからのお心遣いなどを事細かにお話しになった︒

ける西村会長のご生活の様子や日本弘道会に関係されるよ

そのご挨拶のあと︑日本弘道会の石井千明理事の発唱で

外気も暖かい日となった︒開会までに予定通り約五十名ほ

午後一時渡辺薫事務局長の司会の下に︑会がはじめら

参会者一同が西村会長の御霊に対し献杯を行った︒

円卓毎に︑西村先生のありし日の事どもを話し合われた︒

その後は︑懇談の時間に移り会場内に設けられた五つの

約十五分の後︑片山理事が司会となって︑その以後の追

悼スピーチを述べていただくこととなった︒

まず最初に︑故会長のご冥福を祈って︑一同が三十秒間
長より︑西村会長が︑日本弘道会に対して貢献された数々

った経緯から︑その後の交友に及んだが︑西村会長の健康

○大槻文平氏︵本会理事︑日経連会長︶故人と近づきにな

西村会長のご生前の面影を漢詩の一句にまとめ﹁老鶴一

○鈴木一氏︵本会理事︑元侍従次長︶

がなかったことなどを話された︒

法については︑残念ながら︑その実際を教示して頂く機会

のご功績をあげ︑そのご尽力への感謝の意を述べられた︒

の黙祷を捧げた︒つづいて主催者側を代表して鈴木勲副会

式場の雰囲気をかもし出していた︒

かかげ︑その周囲は白と黄の菊花で飾りつけられ︑厳かな

れた︒会場正面には故西村会長のにこやかな笑顔の遺影を

どの参会者が来館された︒

昭和六十年十月二十六日︵土︶午後一時より

清

日本弘道会ビル八階の講堂において︑日本弘道会の主催

山

つづいて︑日本弘道会側より古川哲史理事︑株式会社日
建設計より平井尭設計部長が追悼のことばを述べた︒

そのあと西村会長がご生前日本弘道会ビルの落成式に臨
んで述べられた祝辞の録音を復元して流した︒落成式は三
月二十四日であったが︑その当時はまだお元気で声に力が
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片

声︑山月清﹂と表現された︒

○寺崎隆治氏︵特別会員︑元連合艦隊参謀︶

られたとのことであるが︑私達も見習うべきである︒

心誠意をもって一生を貫かれたことをあげ︑会員一同は会

をもっておられたものと指摘︒九十歳の高齢に至るまで誠

の建設などをあげた後︑これらを通して︑一つの人生哲学

人材の登用②会の財政確立③会員の拡大④日本弘道会ビル

西村会長のご生前のご功績を列挙して︑これを称揚︑①

○堀田正久氏︵本会第五代会長堀田正恒氏のご長男前佐倉
市長︑﹁堀田家三代記﹂の著者︶

西村会長との出会い︑佐倉市に建立した西村泊翁の旧居
○鈴木恭二氏︵元味の素社長︑西村会長の長兄の二男で︑

修静居記念碑をめぐる話などを詳細に披露された︒
先代味の素社長鈴木三郎助の養嗣子︶

長の後に続く決意をもつべしと強調された︒

○加藤嘉三郎氏︵特別会員︑元日清製粉株式会社役員︑西

若い頃︑叔父である西村会長と居を共にした頃があるが︑

同じ京都の育ちであり︑幼少時には家どうしの交際があ

叔父の文学愛好に影響を受けたことが多かった︒叔父は若

ったことを話された後︑西村会長が︑ご生前に作られた漢

村会長と同郷で︑幼少時から近隣の交際があったｏ︶

れた軽金属会社の専務に就任︑ところが︑同年終戦となり

詩を吟詠された︒

い頃からエリートの道を歩んだが晩年満州︑安東に設けら
捕虜となってからは苦難の道をたどった︒しかし生来の明

萩城月落草木幽幽萩城に月落ちて草木幽なり︒

古城吐夜野点古城吐夜ののだて

朗性をもって切り抜けてきた︒薄弱病体であったので︑健
であった︒

康には特に注意を払い︑自らの特有の健康法を案出した程

吟声和優椀舞姫吟声は優椀の舞姫に和す

燭採映淑女点茶燭採映して淑女点茶す

々から追悼のことばをお願いした︒最初に当日欠席であっ

懐古維新傑士業懐古す︑維新傑士の業

ここで約十分間ほど休憩の時間をとり︑つづいて次の方
たが︑追悼の辞を文書で送ってこられた津田久氏︵住友商

会者には︑西村会長が︑雑誌﹁弘道﹂に執筆された原稿の

時間はいつの間にか四時になっていた︒

論文題名一覧・西村会長略歴及び日本弘道会への寄贈図書

事株式会社名誉会長︶の弔文を峨嵯敏職員が代読した︒

西村先生よりご教示いただいたことは︑何事をするのに

最後に︑片山理事が閉会の辞を述べて会が終了した︒参

も︑人の採用が最も大切だということであった︒西村会長

一覧表を一冊にまとめた冊子をお配りした︒︵本会理事︶

○荒井元吉氏︵本会評議員︑老人綜合病院経営者︶

は九十歳に至るご生涯において絶えず命がけで仕事を続け
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西村幸二郎会長のご逝去を悼んで

の病院を開設し︑このさ上やかな開院式典に先生を︑お招

れたお方で常に弘道会の発展に想いをいたされその結晶と

故会長は皆様の方がよくご存じのように人格識見共に優

毎年物価は少しづつ上昇してゆくのに医薬の値段はドンド

をひいており医療産業も今日ほど苦難なときはない而かも

厚生省が健康保健の赤字財政を建て直すべくキピシイ統制

したところ徐に壇上にた坐れ例のお調子で﹁特に今や国が

西村先生を偲んで

次第で今でも先生のご厚誼をありがたく思っております︒

きいたしましたところ︑先生には遠路︑御光来いただいた

してこんな立派な堂をとしたビルも完成されました︒これ

ン下げており︑又病院の医療費は厳しくチェックされて病

何分にもご老令とご疲労を慮り乾杯をお願い申し上げま

は会長が弘道会を心から愛し一切の私利私慾をはなれてお

院の収入ベラシを積極的に実行に移している︑随って今や

荒井元吉

られたからであります︒我々は会長の意を体し現今すたれ

でもどんな業種でも経営上最も大切で又あしを引っ張るの

然し乍ら開設した以上手を供いてはおれない︒いつの世

病院の倒産や銀行管理がふえつ堂けている︒

がちな道徳の高揚につとめるつもりおります︒

私は日頃会長の御人柄を尊敬しておりましたが︑私の従

は人の問題でそれには可成優秀な人的資源を確保し更にこ

兄で平井政之助というかつて住友生命の重鎮がおり︑この
お話が弘道会から会長に及んだとき﹁会長を立派なお方で

人も私が尊敬していた一人でしたがこの人と会うたとき︑

ゆけば道は自から開ける﹂と物腰し柔らかいなかにも歯切

れを育て︑一人一人が努力勉強し全職員一丸となり優秀な

れよく︑我々職員を諌められたお言葉︑骨身に徹し深く感

治療はもとより患者さんに親切にして病院の名声をあげて

扱て私ごとになり恐縮ですが︑去る五十八年六月千葉県

銘し数あるご来賓のなかで一番我々の肝に﹁ジーン﹂と効

りました︒

八千代市十六号線沿いに内科の重患者と寝たきり老人︑そ

自分も亦尊敬している友人の一人です﹂と非常にほめてお

れにリハビリテーションと歯科を併設した約三○○ベット
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いた次第で実にありがたく嬉しく勇気づけられました︒

次に先生の令夫人は山室宗武大将のご令嬢で私が現在住

で﹂と︑数年前︑パシフィック・ホテルで︑お目にかかっ

た︒その時はじめて西村前会長さんが鈴木さんの伯父様に

その時﹁日本弘道会の会長になったことは意外であり︑

当られることを知ったのである︒

自分は︑この伝統ある道徳高揚の会の会長には相応しくな

んでいる千葉県四街道からかつて千葉市の第一高女に通学
されたお方で四街道を非常になつかしく思はれ是非一度御

い﹂としきりにのべられ︑西村家を継承したのでやむなく

時に︑今日の社会事情や︑一般社会人の生きざまを何とか

引受けたと何度も繰返されたことを覚えている︒それと同

したが残念のことです︒

最後に私の好きなイタリアの万能学者で有名な﹁レオナ

二人御同道で拙宅にお出でになられることになっておりま

ルド・ダ・ヴィンチ﹂の名言を御紹介いたします︒即ち

の高揚につとめなければならないと切々と語られたことが

して日本弘道会創立者西村茂樹先生の初心に帰って︑道義

昨日のことのように思い出されるのである︒更に言葉をつ

﹁よく働いた一日はその人に安眠をもたらすように充実し

がれ︑﹁私のような︑そんな運動を興すのには全く相応し

た一生は幸福な死をもたらす﹂と云われましたが︑これは
せな往生をとげられたものと信じて疑いありません︒

の生き甲斐もあると思って会長をお引受けしたので︑よろ

くない人間が敢えて起つ所に︑この運動の意義もあり︑私

将に先生のような一生を言うので先生も必ずやこうした幸

これで簡単ですが︑先生を偲ぶことといたします︒

しくご協力を願たい﹂と申され︑﹁現在の弘道会のビルも

我有も亦先生に肖りたいものと思います︒
︵本会評議員︶

大分古くなっているから︑これを建直して︑弘道会の諸集

会も開かれ︑西村茂樹先生のご著書や︑ご遺墨など展示す

西村前会長にはじめてお会いしたのは︑日本弘道会会長

力者でお役に立つか甚だ疑わしいが︑私でお役に立つこと

られた︒私は﹁ご趣旨は全く賛成であるが︑私のような微

西村前会長を偲ぶ

る部屋や︑事務所も併設いたしたい﹂といわれ︑実業人の

ご就任の直後であった︒日頃ご懇意にしている味の素社の

でその場はお別れしたのであるが︑その時は今日のように

があれば︑できるだけご協力させて頂きます﹂ということ

少ない会なので︑その点よろしく協力願いたいと申し添え

社長や会長をされ︑現在監査役をされている鈴木恭二さん

石井千明

から﹁是非ご紹介をして︑ご協力を願いたい人があるの
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理事を仰せつかり︑等価交換方式によって︑立派な日本弘

日本弘道会に偉大な足跡をのこされ︑更に︑次の会長の人

感じ︑その新ビルの完成という画期的な事業を達成され︑

もって安らかに昇天された西村前会長に心からのご冥福を

事についても深く心にきめ︑今後の弘道会に多大の期待を

道会の建物が出来上がるまで︑多少のお手伝いをするよう
になろうとは思いもかけなかったことである︒等価交換方

石橋香峰

西村幸二郎翁の長寿と健康

祈ってやまない次第である︒︵本会理事︶

式による事業はこれまでも経験はあるが︑西村前会長さん
が︑かつて住友銀行の役員をされていたこともあり︑その
お人柄と︑住友家との関係︑住友グループに於けるご業績
によって︑住友銀行︑住友商事会社の首脳部の方々の絶大
なるご支援︑ご協力によって︑日頃お親しくしている鹿島
建設会社もご声援いただいたことを感謝している︒

財源にも大凡そ見透しができたのを一番喜んでいられたの

この綱領を特別に実行され︑その功績者であり何人も得難

天寿を期すること﹂とあり︑歴代会長では西村幸二郎翁は

日本弘道会の綱領甲号の一節に﹁健康に留意すること︑

は︑西村前会長であられたと思う︒喜んでいられる温和な

い米寿の上の傘寿の九十歳の長命を︑授与されたのであっ

日本弘道会のビルができ︑その本来の使命実現のための

たうえ︑何度も大病を患われ︑健康には人一倍ご留意され

笑顔が見えるようである︒お若い時から蒲柳の質であられ

れ︑底抜けに明るい奥様とご一緒に談笑裡にお食事を共に

訳なく思っている︒ご生前何度か奥様ご同伴で拙宅に来ら

は入院中でご葬儀にも列席出来なかったことを心から申し

かれたことは残念であり︑只々哀惜に堪えない︒生憎︑私

等へ出張されて︑西村式の健康法の百歳会を拡めた等と︑

を実施されて︑遠くは愛知県の半田市や︑岐阜県の羽島市

し︑同好の方々を自宅へ集められ︑折々その独自の健康法

期して百歳会を考案組織され︑独自の健康法を考案し実施

健であり︑早くより健康には特別に御留意を続け︑長命を

翁の会長就任は︑昭和五十四年十一月で︑六年の間御壮

て︑何人も得がたい長寿である︒

した時︑奥様を﹁私の記憶係り﹂と頼り切っていられたこ

て︑それに関する著書も著されている今日︑忽駕として逝

となど思いだす︑その奥様がご主人のご逝去もご存じなく

無病あることを願っての事であった︒

生前にその業績を承った事があり︑多くの人々も皆健康で

翁は精神面と身体面の両面共に健全を期した事により︑

ご病気ご入院中と聞き︑いかにも心痛いことである︒

日本弘道会の新ビルの建設と今後の発展に最後の使命を
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歴代会長中最高の寿命を保ち︑今回は日本弘道会ビルの改

ることを念じてこの稿を終る︒

なり︑健全な生涯となり︑西村翁の様に長寿者が満ち溢れ

一月二十四日で八十一歳で大往生となった︒日本弘道会員

康体であったが︑私を勧誘紹介後二年程で︑大正十四年十

七歳の老人で︑私は二十四歳の青年であった︒青柳翁も健

への入会は︑支会評議員青柳瀬次郎︵元郡会議員︶で七十

た︒会合があるたびにたのし承にして出席していたが︑お

紹介してくれる人があって︑私の次男はこの会に入会し

会﹂という名称の青年男女の交際の場をつくっていられた︒

西村先生は成城の自宅を若い人のために開放し︑﹁四つ葉

私の一家にとっては︑ことに先生ご夫妻は恩人である︒

った︒

んにはごく自然に﹁先生﹂とお呼びしたくなる人格があ

﹁先生﹂という言葉はやたらに使いたくないが︑西村さ

周囲に対し︑春風のあたたかさを感じさせる方であった︒

が強く︑毅然とした筋が一本通っており︑そして人に対し︑

西村さんはじつに立派なお人柄で︑識見が高く︑責任感

入江

西村幸二郎先生を偲ぶ

︵本会評議員・東部支会長︶

築の大事業を完成された事は︑身体の健康が伴はねば困難
であろう︒健康長寿は誠に有難い事である︒

昭和四十七年十月十五日に︑東部支会の創立八十年式典
を催し︑野口明会長の臨席の光栄の例に準じて︑同五十七
年十一月十四日の創立九十年式典に︑西村会長の臨席をお
願いし古川博士御同列で︑田部農村協同館に御来臨され︑

祝辞や講演を終了され︑夕暮れ頃に一泊せずにお帰りにな
られた︒疲れた姿を見せず元気でお帰りになった︒旅館の
予約は断ること異なり︑その健康な御老体に皆驚くばかり
であった︒

生物の生長期は凡年令の五倍と聞く︒人生は二十五歳な

は皆健康で長生きだと思った︒その私が今は八十六歳の毒

かげで良縁を得た︒この会のメンバーのよき女性と結婚し︑

現在二児︵小学三年︑一年︶があり︑横浜市で幸福な家庭
おかげである︒

を営んでいる︒好き伴侶を得られたのは西村先生ご夫妻の

先生のような地位︑お年になると︑たいていの人は︑男

一我一身を善くし︑二我が家を善くし︑三我が郷里を善く

会祖の道義の基本として示されたことに︑五ケ条がある︒

除となり老人扱さる坐身分と変った︒

れば︑百二十五歳が寿命限度と云はれる︒私の日本弘道会

郎

し︑四本国を善くし︑五他国の人民を善くし︑以上が良風
美俗の根元であり︑この実施により平和な村と町の生活と
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徳

その第一は︑私もそれは良かったなあと思ったのですが︑

本日は︑そのいくつかについて申上げたいと存じます︒

その日︑先生は私のところにおいでになって︑﹁今日は

鈴木さんが副会長を引受けて下さった時のことであります︒

女交際の場を提供するようなことはしないだろう︒いろい
いと思うものだが︑先生ご夫妻は︑面倒を冒して交際の場

ろとわずらわしいことも起る︒自分の生活を乱されたくな
をつくり無償で運営して下さった︒若い人がよき家庭をつ

んが副会長を引受けて下さった︒﹂とお変喜んで話されま

本当に良かった︑前から是非この人にと思っていた鈴木さ

した︒

くるために︑できるだけの手助けをしてやりたいと︑人間
次男の結婚式のとき︑ご出席下さった夫妻の笑顔は忘れ

に対するご夫妻の愛情のあらわれであった︒

恐らく︑心からお喜びになっていたのだとお察ししたわ

生産性本部においでになりまして︑﹁実行したいんだがど

もう一つは︑弘道会ビルの建設についてでありますが︑

けでございます︒

いた︒こうした方がいて下さるから地上はあたたかいのだ︒

お顔をはなれた席から︑私も家内も拝むような感謝で見て

られない︒若い二人への祝福のこもった笑みだった︒その

人間の生き方について︑無言のおしえをして下さった気が

そこで住友商事の名誉会長の津田君と親しかったもので

うだろうか﹂というようなご意見をだいぶ聞されました︒

あの温顔は今はない︒多亀子夫人も病床にいられる︒そ

ったらいいでしょう﹂と申上げました︒

すから︑津田君との関係を申上げて︑﹁津田君と相談なさ

する︒

示された人間のやさしさ︑心のあたたかさは︑何分の一か

けです︒

しかし︑お医者さんの本のようでなかなかわからないわ

で読んでみました︒

私は先生の健康法についての御本を頂戴いたしましたの

す︒

これも先生が大変喜んでくさったようなわけでございま

した︒

津田君も本当に親身になって︑向う側をまとめてくれま

ぞろに人生離別の悲しみにたえないが︑西村先生ご夫妻の

︵本会評議員︶

でも学んで︑うけついでゆきたい︑と念じる︒

西村幸二郎さんの思い出

大槻文平
西村幸二郎さんとは家族を含めて御交際をいたい︽いてお
りまして︑数多くの思い出がございます︒
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そこで︑先生に︑﹁先生︑読んでもよくわかりません﹂

と申上げたところ︑﹁それでは今度︑裸になって教えてあ
げよう﹂とおっしゃって約束してくださいました︒

しかし︑とうとう約束を果されないまＬ︑旅立ってしま
われました︒

私は一高同窓会の理事長をしているんですが︑その関係
で同窓会の会合にもよく出席して下さいました︒
本当に有難いことだと思っている次第でございます︒

先生について本当に感心させられますことは︑仕事に対

西村幸二郎君の思い出

岡田辰三

西村幸二郎君は︑明治時代の京都の先覚者田中源太郎氏

の七男であった︒中学時代に上級生の書生が家に居て︑大

勢の兄弟を指導していた︒

私は︑いまの山城高等学校が当時府立五中といっていた

時代に︑中学一年から三年まで同級生として親しくかれと

ってすぐに仲良になった︒かれは三年生のとき︑西村家に

交った︒西村君はとても人なつこい人柄で︑私達は知り合

は一高に進糸︑私は三高に進学した︒

入ることになり︑東京に転校していった︒その後︑西村君

私も八十二歳で相当老骨ですが︑九十歳になっても︑先

する情熱をもっておられたということであります︒

でございます︒

ていた︒しばらくぶりに会えて私達は学問のこと︑人生の

かれは学生時代のひとときをよい環境の下で悠々と過し

避暑している西村君を訪ねた︒

ある年の夏休糸︑私は東上する機会があって︑城ヶ島に

生のような情熱をもてるんだろうかと反省しているところ
また︑先生はよくものをお書きになられました︒

私など︑手紙を書くことすら億劫な状態ですのに︑非常

こと︑青春の悩象のことなど夜の更けるのも忘れて語り合

によくお書きになる︒

本当にすぐれた人だとつくづく思うわけでございます︒

に関する書物を著すことができたのも︑その友人との交流

そのありさまを熱心に話してくれた︒のちに健康法と長寿

かれは︑当時一人の勉強家の良い友人と交友しており︑

った︒

だんだん知人も少くなり︑淋しいことですが︑私も弘道
につくしたいと考えております︒皆さんもどうぞよろしく︒

会の理事として︑理事会にも出席し︑弘道会の発展のため

お願いいたします︒︵本会理事日経連会長︶

の影響によるところが大きかったようだ︒

﹃ 一

１１

︑１／

〆Ｉ︑

西村君には︑人を統括する才能があった︒

かれは巧まずして人を惹きつけてやまない魅力を備えて
いた︒私が中学時代三年間の交友後も︑終生の友として親
しくすることができたのはそのためである︒

晩年に西村君が著した健康法と長寿の本を贈ってくれた
ので︑私はこれに習い︑自分の健康維持に大層役立った︒
今年の四月︑私は西村君にあの著書がなん部か残〃ってい

私はあちこちの友人にも︑この本を参考にするよう奨めた︒

電話口に出たかれは︑なん日か前にある本を探していて

ないか問い合せの電話をした︒

私の脳裏には︑最後になった電話の声と︑あの人なつこ

︵本会評議員︶

い笑顔が︑いまもありありと蘇ってくるのである︒

西村会長を偲ぶ

生平幸立

私が西村さんの害咳に親しく接するようになったのは︑

昭和五十四年に西村さんが弘道会の会長に就任され︑私が

の最晩年の六年間であります︒

その時監事を仰せつかってからでありますから︑西村さん

西村さんは会長就任に当って︑今まで実業界にあって道

書棚から落ちた︑という思いもかけない事故があったこと
を告げた︒

徳とは縁遠い世界に身を置いていたし︑また高令でもある

早く適任者を得てバトンタッチしたいと言われていました︒

ということで︑自分はその任でないとしきりに謙遜され︑

思わず︑
﹁大丈夫か︒﹂

と尋ねると︑

のために︑火のような情熱をもって全身全霊を傾けられ︑

しかし︑ひとたび会長に就任してからは︑弘道会の振興

と︑比較的元気な声が返ってきた︒

次々と成しとげられました︒

僅か六年の短期間に︑弘道会の面目を一新する程の改革を

﹁大丈夫だ︒﹂

そのときの声が︑かれの声の聞きおさめになった︒

発展し︑それまでの会員漸減傾向が︑反転して増勢に向う

した︒この会長の率先期行が︑会全体の会員拡充運動へと

の趣旨を説いてまわり︑多数の会員を勧誘し︑入会させま

その第一は﹁会員の拡充﹂であります︒会長自ら弘道会

西村君が自分の蔵書を寄附したとの記事を弘道会誌で最
近知り︑かれとの出会いや私達の間に起ったさまざまの出
私は幸いにして多くの良い友人に恵まれたが︑西村君は

来事を懐かしく思い出した︒
とりわけ親しい心の友であった︒
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等二は﹁執行態勢の強化﹂であります︒道徳運動は広く

ありまして︑新会館の建設運営によってこの問題を見事に

であります︒この事も西村会長の最も心胆を砕かれた点で

第五は新ビルの建設と関連しますが︑﹁財政基盤の確立﹂

誠に申訳ない気持であります︒

国民的基盤に立脚した実践活動でなければならないとのお

解決されたことは︑弘道会の歴史の中で特筆すべき功績で

契機となりました︒

強化し︑弘道会の新たな発展の原動力となさいました︒

考えから︑役員の増員充実を図ると共に︑事務局も同様に

機関誌﹁弘道﹂の内容を魅力的なものにするため︑多彩な

弘道会の在り方について積極的に役員会に議論を提起し︑

ために︑その特性を最大限に発揮され︑使命達成に向って

ってゑますと︑とかく沈滞がちな弘道会の現状を革新する

以上︑西村会長の在任六年間の実践活動のあとをふり返

あります︒

執筆陣を登場させ︑︒ヘージ数をふやし︑紙面の刷新をはか

第三には﹁活動の積極化﹂を挙げなければなりません︒

られました︒また︑支会の活動を支援するため役員の積極

な人間だと謙遜されたにもかかわらず︑その著﹁天子さま

突進された方であったことが理解されます︒道徳とは疎遠

められ︑会旗の制定その他日本弘道会のＰＲに力を注ぎ︑

﹁道徳を中心とする経営﹂︑﹁人材主義﹂に共鳴したからで

のつつじ﹂を拝見しますと︑若き日住友への就職の動機は︑

的派遣を行い︑あるいは﹁日本道徳論﹂の講読会等をすす
弘道会の活動の活性化に大変つとめられました︒

四○・ヘージ︶ように︑

その天性においてきわめて道義に鋭敏であり︑人間尊重の

あると述べておられる︵同書三九

年を経過し︑甚だしく老朽化した旧会館ビルの改築は︑弘

第四は﹁弘道会ビルの改築﹂であります︒建築以来五十
道会長年の懸案事項であったと思いますが︑これの実行は

て西村会長が登場したことは︑会祖のご養孫ということを

このように見て参りますと︑野口前会長のご指名によっ

精神旺盛な方であったことが偲ばれます︒

でした︒西村会長は︑弘道会の将来の発展の拠点として︑

別にしても︑弘道会にとって︑正に運命的ともいうべき必

一大難事業であり︑容易に踏象切れるものではありません

ギーをふりしぼって遂に今日見るような立派な会館を完成

新ビルを建設することを自分の使命と感じ︑最後のエネル

の基礎の上に立って︑弘道会の活動を盛んにし︑道義の行

私どもは︑西村会長の遺志を継承し︑その築かれた盤石

要最適な人事であったと思われてなりません︒

りますが︑そのご功績を思うにつけ︑このための過労が会

われる社会の実現に向って︑さらに努力を続けていかなけ

いたしました︒西村会長にしてはじめて成し得た壮挙であ
長の死期を早めることになったのではないかとも考えられ︑
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れぱならないと思う次第であります︒
︵本会監事・日本タバコ産業常務取締役︶

西村先生を偲ぶ

寛素彦

わたくしが︑初めて︑西村先生にお目にかかったのは︑

間もなく︑先生は︑野口会長の後を承けて会長に就任さ

れ︑私も︑﹁弘道﹂誌上に少しばかり書かせていただいた

し︑大いに親しみを覚えながら︑ついつい御無沙汰勝ちに

御縁で︑弘道会の集りにも出席し︑其の席上でも誓咳に接

過ぎ︑先般の新築落成の際にも︑よんどころない差支えで

伺うことがができず︑評議員を仰せ付かりながら︑まこと

めをしたということから︑話題が皇室関係のことに及んで

時︑たまたま︑お隣り同志にすわり︑私が︑昔︑宮内庁勤

ところ︑その巧妙な筆致は︑先生が昔から私淑され︑その

したので︑今度は﹁天子さまのつつじ﹂を一挙に読了した

を眼球内に入れる白内障の手術により︑完全に視力を回復

ところが︑私は︑昨年三月︑水晶体に代えて眼内レンズ

次第である︒

に︑申しわけないと存じていた矢先︑先生の計報に接した

先生から︑昭和二十九年四月︑天皇︑皇后両陛下が︑植樹

野口前会長の御葬儀のとぎの︑お通夜の席であった︒その

祭で︑兵庫県下へおいでになった時︑先生が社長をしてお

ることを知り︑はじめて納得が行った次第である︒

著書の悉く読破したと云われる︑里見惇先生がお手本であ

先生は関西の先駆的大実業家で衆議院︑貴族院の議員で

られた︑当時︑住友のホテル・トウキョウの経営下にあっ
ツッジについてこれはミッバッッジだと教えていただいた

里子に出され︑生後一月で生母逝去という淋しい幼年時代

あられた田中源太郎翁の末子として出生されながら︑すぐ

た﹁舞子ヴィラ﹂にお泊りになり︑其の庭に咲いていた山

なったのであったが︑其の後︑西村先生から︑早速︑四十

一高時代には岡田嘉子をめぐるロマンスにも関係され︑住

を過されたが︑十七歳にして西村茂樹先生の分家を再興︒

というお話を伺い︑義の宮さまのことなども共通の話題と

した︒

六年に出版された﹁天子さまのつつじ﹂の御恵送を黍のう

属中学での同級生︑西園寺公一と親交を結んで﹁ダディー﹂

友銀行ロンドン支店時代には︑たまたま留学中の︑私の附

と呼ばれ︑︵書中︑﹁暁星中﹂とあるは誤り︶京都支店長︑

早速拝見すると︑文章がまことに素晴らしい︒拾い読桑
のであったが︑当時︑私は白内障が進行し︑新聞や本を見

京都四条支店長時代には粋筋との交流︑その頃の里見先生

によって︑先生についての知識も得︑大へん興味を覚えた
るのが不自由だったので︑拾い読桑に止まったのであった︒
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との出会い︑満洲では安東軽金属での御活躍と終戦時の大
御苦難︑銃殺寸前の放免︑飢餓︑内地引揚︑経済追放︑次
いで二十五年を共にされた夫人の逝去︒これらを拝見する

西村幸二郎会長をしのんで

しかし︑又一方では︑肺結核︑胃潰傷︑前癌の疑いによ

この一か年間は︑弘道会の事務所は神田淡路町にあったの

西村会長がおなくなりになって︑早くも四か月になる︑

ｌ因縁を重んじた粋人Ｉ

る大手術︑椎間板へルニャ︑坐骨神経痛︑胆嚢結石︑一過

片山清一

性虚血発作︑脳軟化症などを克服された上で齢九十を迎え

ったためか︑今でもまだお元気で︑ひょこり顔を見せられ

で︑弘道会に行っても︑会長にお目にかかる機会が少なか

かつた︒

とき運命の幾変転に対し︑まことに無量の感慨を禁じ得な

られ︑この間に幾多の御経験の結果︑晩年は悟りの境地に
それは又︑お若い時から読書家であったことも大いに与

に忘れられない︒いつも﹁友あり︑遠方より来る︒また楽

も︑にこにことほほえゑながら迎えて下さったお顔が︑今

るのではないか︑と思うことがある︒いつお目にかかって

っていると思うが︑最後は﹁第四の人生﹂と称せられ︑㈲

達せられたようにお見受けする︒

身辺の整理︑口無欲にして地位名誉を願う心なく︑白腹の

いそがしい生活を送っておられたので︑ゆっくりお話を承

る機会が少なかった︒最近になって﹁天子さまのつつじ﹂

しからずや﹂のご心境をおもちであった︒平素は何かとお

への感謝︑感謝の祈りを説いておられることに深い感銘を

という随筆集に接して︑ご生前にもっとご体験やご教訓を

虫をおさめ︑小さい親切を心掛ける︑と申され︑また︑神
覚えたのである︒

﹁傾蓋の友﹂の一章でに漢字の御造詣に感服し︑﹁祖先

そうした数少い機会しかないが︑いつか西村会長と私と

お聞きしておけばよかったと︑今更ながら残念至極である︒

二人の時︑私がかつて飼った犬の話をしたことがあった︒

の顕彰を受けて﹂における︑会祖西村茂樹先生についての
御記述も大いに感心して拝読した︒御生前︑もっとこれら

それは小柄のかわいい柴犬であったが︑私の家に転り込ん

できて︑十二年も生き︑私たち夫婦がヨーロッパ旅行に旅

予備知識をもって先生に接すればよかったと︑今にして︑

つくづく思うのである︒︵本会評議員・元宮内官︶

立つ一時間前に息を引き取った︒という︑ほんの身辺の出

来事についてお話し申し上げたが︑その話に西村会長は︑

ＦＤ
１エ

︑０ノ

／Ｉ匙

心から感激されたらしく︑私の著書の出版記念会のご祝辞

の申されるように︑一つの因縁であり︑何かのゆかりであ

も︑日本弘道会の一員であったからではあるが︑西村会長

鈴木一

西村会長を偲ぶ一句

たいものである︒︵本会理事︶

ったと思う︒それだけに大切に私の心の中にしまっておき

の中で︑このことを長倉とご披露して下さった︒私はむし
ろ恥かしいやら︑途まどったりした次第であったが︑西村
会長は︑ほんとうに︑お若いお気持をおもちになり︑また

ソフト・ハートａｏ津篇胃己の方であることを︑しみじ
みと感じたのであった︒

西村会長は︑昭和五十五年四月に﹁ある古書にまつわる

私は会報﹁弘道﹂に時を雑文を投稿したりして︑西村会

因縁話﹂という思い出記を出されている︒

これは︑その文字通り﹁因縁話﹂であり︑また副題にあ

の者でありますが︑齢九十歳にして尚豊蝶たる西村会長が︑

長から知遇を受け︑遂に最近本会理事を仰付かつたぱかり

べられたのを見て︑私は思わず詩の一句を思い出したので

弘道会ビル竣工式典の段上で︑いともご満足気に祝辞を述

るように﹁ゆかり認﹂である︒﹁人生とは因縁であり︑ゆ
﹁天子さまのつつじ﹂の全篇を通じて︑淡之とそれを物語

かりである﹂と信じられておられたのではないか︑と思う︒
っておられる︒そこには﹁出会いと別れ﹂とがあるが︑そ

あります︒

白髪を頂く長身の会長︑そしてその一声は新館竣工の喜び

まことに会長の風貌を写し得て妙なりと私には思われます︒

老鶴一声山月清

の出会いはいかに苛酷であろうとも憎むべきものもなく︑
受け入れ︑かつ見送る︒これが人生だということである︒

でありました︒弘道会が生れ替っての新しい門出に当り︑

悲しむべきものもなく﹁白雲悠々去りまた来る﹂の心境で

か︑と思う︒

ことをつくづく思い︑ここに一句を呈して追憶の言葉と致

たこんな幸福の人生を持たれた人は︑実に世に稀れである

今回会長の追憶記念号発刊に当り︑老いて名を遂げられ

ありましょう︒

会長のすがすがしい心境は正に﹁山月清﹂であったことで

私と柴犬との遭遇認もそのように受け取られたのではない
西村会長がなくなられてから︑ご生前にとった何枚かの
お写真を拝見したが︑お若い時のきびしい顔付と八十歳を
いう年輪に刻まれた人生の厚味を感じさせられた︒

超えられてからの柔和なお顔とを比較した時に︑九十歳と
私は︑幸にして西村会長のような方にお近付きできたの
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します︒

中で野口明画集の色の校正を病床でやりとげた時の情景を︑

︵本会理事・元侍従次長︶本弘道会を代表して真情溢れる弔辞を頂戴しました︒その

丁度御見舞にいらっしゃった西村先生が御覧になっておら

一とア少創吋砿Ｗ淫謹蕊蕊蚕謹鮭落掌

野口前会長の後を嗣がれました西村会長により私は昭和

五十七年に本会評議員として御推薦いた貰き末席をけがし

一回総会の時にお目にか入る位でございましたが︑いつも

先生を偲ぶております︒約六年という比較的短期間で︑弘道会では年

西村幸二郎先生を偲ぶ

笑顔を湛えて︑母のことをおたずね頂くのでした︒

杉
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成されたことは会祖からの深い因縁が流れており︑﹁廃不

であるが︑会祖が私の大伯父に当るので︑血縁こそつなが

四男西村謙吉の名跡を継いで京都の田中家から入られた方

な

と鮮し︶という会祖のお教えを貫かれた御一生であったと

ずくな

有初鮮克有終﹂︵初め有らざること廃く︑克く終り有るこ

り乍ら直接お話をかわす様になったのは僅か数年前なので

るものではないが︑縁者と云ってよいのだらう︒それであ

の幼時で六○年以上も前のことである︒盆︑暮︑被岸など

よく守って居られる方のあることを何となく知ったのは私

しかしそれが︑どなたであるかは知らないが謙吉の墓を

ある︒

思います︒こ奥に謹んで西村先生の御冥福をお祈り致しま

す︒︵本会評議員・東京都立広尾病院副院長︶

弔詞

津田久

必ず墓参に見える白哲の青年があると︑墓守りの老人から

の墓所の隣地にある︒父に連れられて勝三の墓に参る時は

謙吉の墓地は︑品川東海寺にあって︑私の祖父西村勝三

聞いていたと近年になって姉から聞いたことがある︒

日本弘道会ビルの再構築に格段の熱意を示され︑御熱心な

故会長は︑私にとっては住友に於ける大先輩であられ︑
御下問に預りましたので︑御手伝いを申し上げましたが︑

きに当り︑西村会長の御急逝は誠に重大な損失であり︑哀

日本弘道会精神が日本にとって今︑特に必要とされると

謙吉に後のない方と聞かされていたので︑どなたがこのよ

について幼い私達に語り聞かせることが屡炎であった︒唯

ったのだろう︑その優れた資質や日本工業界に遣した業蹟

私の父谷口辞三郎は︑よほど謙吉に兄事することが篤か

必ず謙吉の墓にも詣ることが慣しであった︒

惜の念を禁じ得ません︒遥かに御霊の御冥福をお祈り申上

た次第です︒

その御事業に対する若をしい御情熱に対し︑心から敬服し

げます︒︵本会理事・住商名誉会長︶

れたことなのである︒

昔の通りに修復されている︒これらの凡てが前会長の為さ

面の塀などを削られたと聞いたが︑今日そのただずまいは︑

謙吉の墓が戦後新幹線の路線にかかって︑わずかだが背

なかった︒

うに墓を守って居られるのだろうと幼い疑問を抱かぬでも

私的な想い出

谷口現吉

前会長は祖先の祁りを大切にされた方であった︒会祖の
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ても︑この前会長の祖先の肥りを大切にされる姿勢に教え

親しくして頂き︑格別な親近感も生れていた︒いづれにし

近年私が日本弘道会の評議員を仰せつかってからは急に

を敬愛し︑その遺業をついで下さった弘道会先輩諸賢のご

念が一層尊いものとして理解出来たのである︒併せて会祖

こんな心境に達したので︑前会長の祖先に対する敬愛の

たいへん私的なことだが︑私にとっては忘れられない前

衷情がこの上なく有り難く思われるのである︒

思われるので︑敢て述べさせて頂こうと思う︒

会長との一鮪がある︒前会長のお人柄を語るに相応しいと

日本弘道会ビル新築のことは前会長の全心全霊的情熱な

られることが︑まことに多かった︒

くしては決して成らなかったと思はれるが︑その情熱の根

私の長男は経済史を専攻する一学徒であるが︑己がルー

源は︑この祖先の肥りを大切にされる信念に拠るものであ
ったと私は信じている︒

ツへの関心は深い︒伴って前会長をお訪ねしたことがあっ

たが︑率直にしか物を云うことを知らない若輩で︑会の綱

本年五月︑新装成った講堂で行はれた通常総会を了えて︑
遠くから目礼して先に会場を出たのが︑その曹一咳に接した

例年の如く自ら会祖の墓前に額かづかれるものと思って︑

だがその時の前会長のご応待は見ごとであった︒信ずる

拘らず︑入会を肯じなかった︒

に従って処する君の態度は好い︑いつの日にか会に加って

領について前会長と二︑三あげつらい︑折角のおす上めに

私は幼時から︑奥座敷に座れば︑会祖と勝三とその生母

最後となった︒

らく刀自等の肖像に見おろされるような環境に育ったのだ

欲しいと結ばれて︑午餐を賜ってお別れした︒

その後折にふれて前会長から﹁まだか﹂と間はれること

が︑不肖にして祖先への崇敬の念が︑たしかなものとして
形成されることなく成人して了った︒然し古稀を越え︑晩

である︒他人様がこんなにして下さるのに血縁のつながる

気持ちと︑父祖を敬愛して下さる幾多世人への端的な感謝

がしかの業績を社会に遺したものの末喬としての誇らしい

時に弘道会の将来について話し合うこともあるがその方法

て少い︒勿論道徳教育の大切なことについて異論はなく︑

であり︑屡を海外に赴くなど︑私とも話し合う機会は極め

長男は今専門の途を追って寸暇を惜桑︑余祐の無い日食

った︒

があったが︑未だその機の至らないうちに長逝されてしま

私がこんな気持ちで居って良いのだろうか︑と云う素朴な

に迄及ぶに至ってない︒基礎的知識の足りない私には︑正

くようになった︒それは祖先を崇敬すると云うよりも︑何

年の近いことを自覚する昨今に至って︑些か異る感懐を抱

率直な思いが消し難いものになって来ているのである︒

（19）

面から長男を説く力はないが︑手を供いている許りではな
い︒何時の日にか︑前会長のご期待に添えることを期して

いる︒︵本会評議員︶
あらためて西村会長の急逝を
悼象まつる

新美忠之

筆者が西村会長ご逝去の経緯︑大蔵病院にご入院ご加療

いような心残りの多いことである︒

家族ぐる桑の親しい間柄であった木下広居さんの紹介推

薦で筆者が会員に加えられて以来三十年︑この間多くの人

達と知り合うことが出来折にふれ思い出される人達がある︒

競馬の殿様酒井会長さん︑高校時代の同級生下村富士男君

のご令兄であった下村寿一さん︒筆者を富士男君の先生筋

と勘違いされ鄭重なご挨拶をいた堂き面喰ったことがある︒

剣道の達人で絵筆の噌桑をもって居られた繁多武平さん︒

精力的に反日教組教育論展開に専心された大杉主事さん︒

告別式には役職員ほか会員多数がご参列であったこと︑八

夜は二十四日カトリック成城教会であったこと︑通夜葬儀

干について管見を弘道誌面に発表させていた堂いた︒その

と評したその実状をまざノ︑と知るにつれ教育関係事項若

〃日共は日本の教科書を真赤に染め上げることに成功した〃

れ役の教科書検定作業に従事していた︒知日外人教授が

四十年初めまで︶筆者は左翼から嫌わ

月六日付の副会長の通知の文面を︑見るまで筆者はこれら

都度繁多さんからご自筆絵入り葉書で激励をうけたことで

その頃︵三十年

について何一つ知らないま基であった︒筆者の寓居と成城

中のところ七月二十日三午後九時四分ご逝去のこと︑お通

とは隣接の町︑大蔵病院もそれ程遠い所ではない︒それな

〃正坐して読み返すと結構な意見がわかる〃と笑いながら話

ある︒ご関係の狭山茶献納の由来を聞いたこともあるし︑

された言葉が耳に残る︒筆者の生硬な文章を改めなさいと

のに何も知らないでいた︒人の世にはこんなこともあるの
この夏は当初の予報に反して厳しい暑さ︑眠られぬ熱帯

か︒

筆者が文部省から伊勢にある皇学館大学に移ってから︑

いう忠告であったのであろう︒これらの方灸はすべて故人

弘道会の会合その他兎角ご無沙汰勝ちに過ぎてしまった︒

となりもはや会う術も無い︒

そのため︑いわゆる夏病象で完全にダウン︒私信で知る以

体調極めて良好の時以外︑他出は差しとめられていたため︑

こと上拝察される︒筆者はこの数年来呼吸器疾患が持病︑

外は世間の情報から全く隔離した日食で︑通常ならば当然

夜が続いた︒九十歳のご老体に恐らく大きな負担となった

知り得て世間人並のことは果したであろう思えば申し訳な
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ことである︒この僅かの期間に弘道会発展の基礎づくりと

から八王子にある大学に転じて以後︑それもこの二三年の

はない︒親しくお話しできるようになったのは筆者が伊勢

で拝見した程度で︑お人柄やご生活について語り得るもの

それまでに西村さんのお名前は弘道誌に寄せられたご文章

村家の内情はなかなか複雑で︑端悦するを許さないところ

相は他日︑なんらかの形で公表したいと思っているが︑西

ったので︑発言を多少控え目にした点もないではない︒実

でご冥福を祈った︒ご遺族はじめ関係者多数がお見えであ

かなかご苦労も多かったろうと想像される︒そういう事情

がある︒そういう家へ養子となられた幸二郎先生には︑な

して弘道会館を実現されたが功績は不滅と讃えらるべきこ

の一端は︑偲ぶ会の席で京都の田中家のご一族︑鈴木恭二

それによると︑幸二郎先生には︑戦後満州でなめられた

氏からご披露があった︒

ご苦労もあった︒安東軽金属の最高幹部であられただけに︑

西村さんと最後にお会いしたのは今年度通常総会の日︑

おやつれの様子であったがまだノ︑会のためご尽力下され
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とと思う︒

るご意思であったしそれを念じた︒その時筆者へのご直話

かし︑先生は余りその点には触れず︑わたしが一番聞かさ

敗戦責任の追求はきびしからざるを得なかったらしい︒し

れたのは西村家へ養子としてはいられたいきさつと︑釈然

として会館屋上に日章旗掲揚を決定した始終を話された︒

としない西村家の処遇についてであった︒偲ぶ会における

筆者にとっては無上の知遇である︒感銘をうけるのはた堂
ほ上え染︑握手のぬくもり︑これが最後になろうとは！

ったことを諒とせられたい︒

たが︑幸二郎先生の真情を伝えるには若干のためらいがあ

わたしの蕪辞は︑その点を避けて通るわけにはいかなかっ

交際の長さだけで生まれるのではない︒あの所の穏やかな
糞くは大人在天の霊永く弘道会発展のため冥助を垂れ賜

はらむことを︒︵本会評議員︶

幸二郎先生を偲んで

西村幸二郎先生は︑日本弘道会第八代会長をおつとめに

は︑会祖以来のことでありまして︑その意味では異例なこ

なりましたが︑西村家の一員にして会長となられましたの
﹁日本弘道会第八代会長西村幸二郎先生を偲ぶ会﹂が十

とであったといえます︒会祖泊翁先生には︑会長職を世襲

哲史

月二十六日︑日本弘道会ビル講堂で催されたが︑その席で

にしようというようなお気持ちは全くありませんでしたか

川

わたしはご遺影を前にして次のような蕪辞をつらね︑謹ん

古

います︒

疑義がありました︒そういう声をわたしも聞いたように思

ら︑幸二郎先生が会長になられるについては︑当時多少の

二郎先生が選ばれたわけですが︑その養母となるために︑

の分家を嗣ぐ人間として京都田中家から源太郎氏の六男幸

であります︒そして澄江さんが泊翁未亡人の世話も見られ

して西村姓に復帰し︑謙吉の名跡と財産を継承されたよう

泊翁の三女澄江さんは︑一時︑夫君の神戸寅次郎氏と離別

ましたので︑まだ中学生であった幸二郎先生は泊翁未亡人

しかし︑幸いにしてと申しますか︑幸二郎先生は養子と
のつながりはもっておられません︒すなわち︑京都の田中

して西村家にはいられた方でありまして︑会祖泊翁とは血

亡人は家事には一切手を出さず︑読書や芝居見物にふけっ

ておられ︑幸二郎少年の勉強の面倒もこの未亡人が見られ

と生活を共にされた時期があったと聞いています︒泊翁未

たようであります︒また︑神戸家では幸二郎少年を手取り

家のどこを嗣がれたのかは︑余りハツキリしていません︒
っていましたが︑女遊びにうつつを抜かし︑ために廃嫡さ

西村本家では︑泊翁のあとを二男の一彰氏が嗣ぐ順序にな

与えたと聞いています︒

足取りして厚遇し︑幸二郎少年の欲しいものは何でも買い

家から西村家へ養子となられたのでありますが︑では西村

お子さんがありましたが︑一郎さんは昭和四十三年︑五十

そのことを幸二郎先生はわたしにも何べんも語られまし

なきに到りました︒

養家の忌諒にふれ︑財産の継承権はこれを放棄するのやむ

職されたあと︑いわゆる自由結婚をなさいますが︑これが

しかし︑幸二郎先生は一高・東大を卒えて住友銀行に就

れるに到りました︒一彰氏には竜太郎と一郎という二人の

のようですが︑その消息はハツキリしません︒

三歳で亡くなられました︒竜太郎さんは茅ヶ崎辺にお住い
ところで︑泊翁の四男謙吉氏は︑泊翁の次弟勝三の養子
となりましたが︑勝三に実子が生まれると共に立場が苦し
因になったのか︑精神に異常を来たし︑明治三十七年︑享

くなり︑養家を出て実家に帰りました︒そういうことも原

ましたから︑余り実質のない︑形式的なものに過ぎなかっ

西村家と幸二郎先生との関係は以上のようなものであり

た︒何か釈然としないところがあったようであります︒

の生活であったといいますが︑それを看取ったのは︑のちに

たと見てよいでありましょう︒従って幸二郎先生が日本弘

年三十六歳で亡くなりました︒晩年の三年くらいは座敷牢
古田中家に嫁入った勝三の娘さんであったようであります︒

道会第八代目の会長になられたのは︑世襲的意味は薄く︑

会長自身の実力と熱意が働いたと見てよいと思います︒

さて謙吉氏には︑妻も児もありませんでしたが︑西村の
分家としての名跡はあり︑財産もありました︒それで︑こ
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向であったと思われますが︑天寿はいかんともしがたく︑

永別の日を迎えました︒あとに残されたわたしどもは︑先

主唱者であり︑あと十年は生きて弘道会の面倒を見るご意

生のご遺志を奉じて日本社会の道義化のため︑また世界平

実際︑西村幸二郎先生は︑住友を中心とする財界の力を
離れわざを演じられました︒その功は︑日本弘道会の経済

和の実現のため︑揮心の努力をすることを誓います︒先

活用して西神田の一角に日本弘道会ビルを建設するという

るものではありません︒ただ︑日本弘道会の前途は︑会員

的基礎をつくられた第三代会長松平直亮伯にまさるとも劣

見守って下さい︒おたの糸します︒

生！どうか︑いつまでも日本弘道会の発展をあたたかく

西村幸二郎先生を偲ぶ

︵本会理事・東大名誉教授︶

の高齢化を考えると︑イバラの道でありましょう︒近い将
こんな悲観的予測をすると︑渡辺事務局長に怒られるかも

来︑会員が千名もないという時期が来るかも知れません︒

知れませんが︑強がりを言っていてもはじまりません︒率
直なところ︑日本弘道会の全盛期は明治末年であり︑それ

私が先生の御英姿にはじめて接したのは︑昭和五十四年

堀田正久

日本弘道会の会員数は︑明治二十三年四月頃は約一千人

の五月九日︵水︶であったから︑先生はすでに八十四歳の

情でありましょう︒

以後は古いノレンを守るのに窮々としているというのが実

ほど︒明治二十六年七月頃は三千有余︒明治二十八年五月

高令であられた︒

十五年頃以降は衰退期に向かったと見られますが︑この退

この明治三十二年頃が絶頂で︑泊翁の亡くなられた明治三

二年には一万人ばかりと泊翁先生自身報じておられます︒

武家屋敷の面影を濃く残している宮小路の奥︑鏑木小路の

快晴︑若葉の香が城下町佐倉をとり囲んでいた︒とりわけ

を御引受け下された三日後のことである︒この日は朝から

折柄先生が野口前会長の懇望黙しがたく︑本会の副会長

もだ

頃は六千人︒明治三十年四月頃は七千七七○人︒明治三十

勢にハドメを掛けるべく︑西村幸二郎先生はおおいに勉め

め向いには大聖院といふ佐倉きっての名利もある︒この斎

その又奥の斎藤家の辺りは若葉にむせるほどであった︒斜

したが︑先生のおこころざしが動き出す前に先生が天国へ

祖西村泊翁の﹁修静居跡﹂の記念碑の除幕式が行われた︒

藤邸の簡素な武家門の左傍の一角に於て︑日本弘道会の始

だいしよう

は︑そういう志を達成するための礎石となる事業でありま

られたというべきでありましょう︒日本弘道会ビルの建設

去られたのは遺憾のぎわ承でありました︒先生は百歳会の
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盾から奔る熱意あふれるしかし知性にとぎすまされた言盈

鶴のような痩身の上に輝く白哲の面容を見上げつ上その紅

た︒我々は車も全く通らない閑静な路上から︑西村先生の

生の祝辞兼謝辞を︑更には副会長になられた挨拶を拝聴し

除幕後︑参列者二十名ほどは路上に並んで西村幸二郎先

市役所の玄関前に行った︒

義深い回想の時をすごしてから︑迎えの市バスに乗って︑

情を述べられた︒我灸は︑緑濃い鏑小路に一時間余りの意

ったと述べると共に︑現下日本の青少年の非行を憂ふる心

祖の沈潜こそ︑わが日本弘道会史上極めて重要な基礎であ

幸二郎先生は︑明治四︑五年のこ上︑修静居における始

西村先生︑浅井先生ともに佐倉の誇りとする偉人である︒

等身像の除幕式が行われた︒

こ上ではへ十一時から日本洋画界の先達︑浅井忠先生の

せんだつ

に聞き入った︒

鈴木一理事が西村幸二郎先生を評していぷじくも︑
﹁老鶴一声山月清﹂の一句を以てせられたが︑その時は午
鶴の一声は言々我らの腹に応えた︒

前九時半であったから︑﹁山気澄﹂であったが︑まさに老

千葉県美術館の高橋在久副館長が︑﹁浅井忠の人と芸術﹂

市役所六階において︑祝賀の会が催された︒

という題で二︑三十分説話された後︑日本弘道会理事︑東

先生は八十年に亘る財界の活躍から身をひいて︑最後の

御奉公を心に︑日本弘道会長野口明先生の付託に応えて

大名誉教授古川哲史先生が︑﹁西村茂樹と西郷南洲﹂とい

一度ぴ先生が会長になられるや︑弘道会の面目は一新さ

をとられたが︑まさに藻たる鶴の一声であった︒

この後の祝宴において︑西村幸二郎先生が︑乾盃の音頭

を忘れては文明ではない﹂という御話であった︒

﹁衣食や居館の美に浸るのが文明ではなく︑礼節恩義の道

ひた

う講話を之も凡そ三十分ほど行われた︒

の第一声を放たれたのであった︒

明治四年の七月十四日廃藩置県となったが︑泊翁西村茂
樹はこ上鏑木小路の一角に住まわれていた︒明治三年︑四
治三年先生は佐倉藩大参事として維新後崩壊した藩政の後

年︑五年頃ほど一ヶ年半に亘ってこ入に居住せられた︒明

はこＬにおいて﹁万国史略﹂の編さんと﹁泰西史鑑﹂の翻

仕末と藩士の授産救済策に追われたが︑四年七月の廃藩後

まず一流の人士を理事︑評議員に選任し︑事務局も一新

れた︒

やがて明治六年上京して︑福沢諭吉︑西周らと明六社を

して︑老衰の一途であった弘道会を蘇生せしめられた︒機

釈に沈潜された︒

おこし︑欧米文化の紹介と世の啓蒙に尽し且つ文部省に出

関誌﹁弘道﹂にのる文も清新で充実し︑従って︑会員もふ

あまね

仕して教育界の指導にのり出されることＬなる︒
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之らの根本的功績をわずか数年の中に成しとげられた偉

えはじめた︒住友グループとの協力で確立せられた︒
大さは誰しも感嘆の念を禁じえない︒

西村会長のお側に仕えて

新らしい日本弘道会ピルの工事期間中仮住まいをしてい

渡辺薫

千冊余を︑まさに手あかのついたものも多数︑弘道会に寄

た神田淡路町の事務所から︑新装成った新ビルの八階に移

しかし私は︑先生が死に臨んで︑生涯親しまれた蔵書二
附された事をき上︑それらを親しく拝見するに及び︑しか

待ちに待ったこの日︑西村会長はまだ正午まえというの

ったのは︑珍らしくよく晴れ上ってぽかぽかと暖かな正月

に︑引越し荷物で足のふみ場もないほど散らかつたエレベ

も︑御長男幸雄氏から︑先生が異常な読書家で︑亡くなる

ーター前の廊下を︑うれしそうに段ボールを幾つもまたぎ

二十三日のことでした︒

た︒先生の蔵書は︑なほ三千冊ぐらい西村家に残されてい

その鶴の一声の知性ある内容と思い合せて感銘を新たにし

またぎしながら︑ホャホャの新居にお越しになられました︒

直前まで︑本を買いに家族を走らせたという御話を伺い︑

るという事であるが︑美術全集とか文学全集とか歴史書な

の段ボールの中からようよう手ごろの花瓶をさがし当てて︑

思いもかけなかったこのプレゼントに︑あちこち未開封

この日のための心づくしの花束でした︒

プの束を抱えておられました︒多亀子夫人の︑お目出度い

何時もの温顔を一層ニコニコと︑左脇には赤いチ﹃−−リッ

ど貴重なものが大部分寄贈された︒
私はこの無私の精神に新たに深く感銘した︒キリストも︑
釈迦も孔子も︑つまるところ無私を説いたのである︒

先生がその九十年の輝しい人生を日本道徳の教堂の建設

真新らしい会長用大テーブルのまん中にでんと飾りました︒

と︑それに盛る多数の蔵書の寄附という無私の行為で閉ぢ
こ入に︑副会長鈴木勲理事を中心に本会が益々充実し西村

られたことは︑まことに感嘆と感謝をさ塁げると入もに︑

にわかに︑華やいだテーブルを前に︑西村会長は今こそ初

めて新ビルでの会長の椅子に座られたのでした︒この時︑

︑︑︑

先生の偉業に応えてゆかれんことを祈念する次第でありま

す︒︵本会評議員・前佐倉市長︶

西村会長の大いにはにかんだお顔が︑テーブルの前に並ん
いて見えました︒

だ私ども一同の割れんばかりの拍手で︑一瞬︑桃色に輝や
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ったので︑この日この時の記念すべき晴れ姿のスナップを

そ現実となった会長最高のお喜こびの表情でした︒引っ越

それは永らく胸に描き続けて来られた畢生の夢が︑今こ

糸を感じ︑昨日︑レントゲン検査をして貰った結果︑腰骨

人からお電話を戴きました︒それによると︑会長が腰の痛

そして︑三週間ほどたった日︵二月十三日︶の朝︑多亀子夫

のことで事務所にお顔を見せられない日々がつづきました︒

に複雑骨折が桑とめられるとのことで︑直ちにコルセット

しでてんやわんやの際のこと︑カメラを持参した者がなか

を巻きつけられた︒けれども︑さして重症というほどでは

ないので自宅で療養して自然の癒着を待つことにする︒主

まれることです︒

侍医からは︑二ケ月ほどすれば治るだろうと言われた⁝⁝

撮れなかったのは︑かえすがえすも残念で︑いまでも悔や

﹁なんど眺めても素晴らしいビルだねＩご

造りの手伝いに上らせることにいたしましょうかとの私の

引越しのあの日そのお話しがあった際に︑事務局から荷

かったろうか１．

業中に無理をされたのが或いは直接の原因だったのではな

追加寄贈のお話があった蔵書一︑五○○冊の取りまとめ作

私は思わずハツと胸をつかれました．ｌこれ健︑先日︑

とのことでした︒

﹁注文どおりに国旗掲揚ポールを取り付けて呉れたし︑

窓から流すチャイムもいい音で響き渡るようにして呉れた
し︑すべて万々才︒これで〃永遠の平和と道義の殿堂〃が
立派に出来上ったというものだねＩ．﹂
﹁あとは展示室と講堂がきちんと整ったところを早く見
たいものだ︒﹂

だ家の書斎に沢山あるんだよ︒これまでぽつぽつ運んでお

ども︑矢張りあの時たってお手伝いを約すべきだったので

申し出を︑﹁いや︑いや︒﹂と軽くお断わりになられたけれ

﹁それはそうと︑私が寄贈することにしてる書籍はまだま

いたのが約八○○冊だが︑あと一︑五○○冊ぐらいは充分

の温容をさらに一段と明るくして︑いまこそ本望を遂げた

西村会長は︑ゆったりと肘掛椅子に両腕をのせ︑いつも

から取り出す書籍のずしりとした重みに触れるたびに︑あ

占める霧しい数の﹁西村幸二郎氏寄贈図書﹂コーナーの棚

心を暗くしたのでした︒そして今︑図書室の約三分の一を

ばなかろうか．Ｉなどとあれこれ思いめぐらしてしばし

︑︑︑

あるね︒図書室の書棚のキャ・︿シティは大丈夫かな？﹂

お喜こびの心をあらわにされてあれこれとこんなことを︑

で︑これらの書籍の整理︑箱詰め作業にご苦労されたその

のとき会長が世田谷区成城のお宅の書斎で幾日も唯お一人

いとも弾んだ調子で話されました︒
＊

けれども︑会長はこの日を境に︑体調が思わしくないと
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○○

西村会長は学生時代から読書を最上の趣味とされ︑東

真心のほどが︑しゑじゑと偲ばれるのです︒

西・古今の名著という名著を片はしから読破されたとのこ
とですが︑今回寄贈して下さった図書類は何れも初刊本が
多いのが驚ろきですが︑中でもとくに歴史物がお好きだっ

二・三から︑あれだけは削った方がいいぞ︑なんて真顔で

忠告されているんだよ︒﹂

＊

と河を大笑されたその時のお声がまだ耳の底に残ってい
ます︒

末に鉛筆で刻明に記入しておられますが︑これによると︑

ン好みの背広スタイル﹀に︑晩年はさらに磨きがかかった

務されましたが︑この時すっかり身につけられたくロンド

西村会長は住友銀行時代にロンドン支店に六年間ほど勤

四・五百頁程度のものなら概ね十日ほどの間に目を通され

いつもの茶色のベレー帽に茶色のステッキ姿は︑われらが

たらしく︑これらの一冊々々ごとに読了なさった日付を巻

から︑大変な読書力といえましょう︒

たことが判ります︒日常お勤めの合間をぬってのことです

よく人と握手をかわされるのも英国仕込翠の身についた習

会長の鮮明なトレード・マークとなっていました︒そして︑

0 ノ

これだけの読書歴からすれば︑あの名著﹃天子さまのつ

慣となっておられました︒ときどき︑これはと︑びっくり

させられるようなその強い握力と︑その時の手の平のぬく

つじ﹄が生れたのも︑また︑むくなるかなと言えます︒そ
の各篇ともが︑あまりに流麗︑精級を極めた絶品ばかりな

もりとが︑懐かしく想い出されます︒

思えば私が︑最後に会長とこの握手を交わしたのはお亡

ので︑誠に失礼とは思いましたが或とき私は︑
﹁あれは︑里見惇先生に手を入れて︑頂いたのでしょう

院中の病床︒食慾が殆んどなくなり衰弱が甚だしくブドウ

くなりになる二週間ほど前︵七月五日︶国立大蔵病院にご入

糖点滴の毎日だった時のことでした︒のびきった顎髪と口

か﹂

とお心易いままに︑こんなことをお尋ねしたものでした︒

はよくお判り下され︑半架のベッドの上で明らかにそれと

髭︒お言葉も︑もう不自由になっておられましたが私の顔

その時︑西村会長はニコニコしながら
﹁そんなに評価して貰ってうれしいね︒﹂とのご返事︑
今思っても冷汗ものです︒

おいとまをする際︑会長の方からさしのべられたお別れ

わかるお喜こびの表情を見せて下さいました︒

のご質問に︑即座に﹁女タクシーです︒﹂とお答えしますと︑

の例の握手もしっかりと︑私の手を強く握りかえして下さ

なお︑その時︑どんなのを一番気に入ってくれたかねと
﹁実は僕もあれが気に入っているんだ︒しかしね友人の

rワワ、

、

った時のそのお顔には
﹁まだまだ︑大丈夫だよ︒﹂
︑︑︑︑

とのご意志の表情が︑私にははっきりと感得されました︒

けれども過ぐる日会長が初めて新装の会長室でご自分の
テーブルにつかれたあの時の︑あの桃色に輝やいた表情と
重ね合わせて私は︑内心暗い気持で静かに病室のドアーを
締めて︑廊下で深く頭をたれました︒最後になったこの時
の手の平には何時もの懐かしいぬくもりはさらになく︑た
だひえびえとした冷たさだけが伝わって来たからです︒
九十歳のご生涯は決して短かくはありませんでしたが︑

ご生前︑健康体操実践の﹁百歳会﹂を主宰︑事実︑百歳ま
でのご長寿を固く信じておられたとお見うけし︑私どもま
たその通り思い込んでいた丈けに︑七月二十三日ご家族か
らの悲報には︑ただただ驚ろくばかりでした︒

その磨きぬかれた明哲な頭脳と︑誰からも親しまれた円
満なそのお人柄とで︑日本弘道会第八代会長の重責を充分
に全うされ︑そのうえにもなお︑逝去のその瞬間まで会の
将来を想われたというご遺族のご報告には私ども永らくお
京都の名家にお生れになり︑多彩にして且つ輝やかしい

側にお仕えした者にとってまことに胸迫る思いです︒

九十年のご生涯を立派に終えられたアゥグスチノ西村幸二
郎先生のご冥福を︑いまはただ︑心からお祈りするばかり

です ︒ ︵ 本 会 理 事 ・ 事 務 局 長 ︶

西村幸二郎先生

﹁私の人生哲学﹂より

わが弘道会は︑西村開祖の不携不屈の精神に基き道

義の純理の研究を学び︑諸外国からも古来常に道義の

○○

国として又日出づる東洋の君子国として敬意を払わ

○Ｏ

つらぬ

れ︑各方面の優れた教えの長を採り短を捨て宇宙永遠

の真理に基づく古今東西を貫いて変らない﹁誠﹂まご

○○

ころを偏せず党せず︑右せず︑左せず︑あくまで堂を

と中道を闇歩することに勇往逼進すべきであると確信

する︒この度の﹁弘道会ビル建設﹂の仕事の如きも︑

我が﹁弘道﹂の目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

ちかみち

護の反省など徐々に低きより高き理想に近づくのがか

えって社会改良の捷径であると確信する︒
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り名遂げて身退くは天の道なり﹂の範を自ら身を以て示さ

なく安らかに旅立たれたであろうと︒これまさに︑﹁功成

立派な遺産を後継者に譲られ︑ご本人はさぞ思い残すこと

思うに︑本会に携われて以来十年余の今日︑このような

面影が一瞬頭の中を閃光の如くよぎったのである︒

西村幸二郎会長のありし日を偲んで

追悼号に寄せて

荒木敏鎌
本年三月二十四日︑日本弘道会ビルの落成式にお招きを

量なものがあった︒式典に際しての故西村会長の力のこも

たる格調の高い﹁平和の殿堂﹂が出来上ったものだと感無

ではあるまい︒

学を貫かれ教えられるところが極めて多かったのは私一人

どの情熱とし．︿トリーの広いご識見の中に︑独自の人間哲

いをさせていた翼いたが︑こＬ数年あのご齢とは思えぬほ

西村さんと私とは特別なご縁があって︑長い間お際き合

れたような気がしてならない︒

った喜びのご挨拶が終って︑まず会長としての一方ならぬ

ていた貰いたが旧会館とは打って変ってよくもこんな堂々

受け︑新装成った最上八階の本会専用フロアーをご案内し

ご苦労に対し︑私は心からの敬意とお祝いの言葉を申し述

ら︑また弘道会誌に寄せられた文面などから読拳とられる

今こ上に︑西村さんが出版された二・三の書物のなかか

ところが︑続いて五月の通常総会でお目にか上ったとき

びすることとしたい︒

事柄やご持論の一端をもう一度振り返って西村さんをお偲

べたのである︒

には一転ご樵梓の色濃く︑式辞を読まれるのが精一杯だっ

トの社長時代に︑︑天皇皇后両陛下がホテル・トウキョウ経

この本は昭和二十九年の春︑西村さんが日本ベークライ

○天子さまのつＬじ

たご様子を拝見して︑どうされたのかと案じたのがついに
享年︑九十歳というお目出度い卒寿の賀を迎えられ重ね

最期のお別れになってしまった︒

ての喜びの年でもあっただけに淘に残念なことをしたと云
うよりほかない︒私は西村さんの計報に接するや︑・在りし

Ｉ
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書かれた随筆集で︑喜寿のお祝いを記念して処女出版され

営の﹁舞子ヴィラ﹂にご宿泊になったときのことを主題に

多い欠陥を残存しながらも︑老人としては珍らしいほどの

体質に生れ︑漸く成長後も度重なる大病をして︑今なお数

に出されたのである︒その冒頭は﹁私は元来宿命的に虚弱

健康法を編み出されるまでには夜を徹して難しい医学の専

快適な健康状態で傘寿の賀を迎えるのも全くこの健康法の

門書を緒き︑丹念に勉強され玄人も践と云うほどの自信を

たご自慢の珠玉である︒この序文を天下の文豪里見淳先生

ろどころにユーモアを織りまぜた話術の展開は読者を魅き︑

持っておられた︒西村さんご自身の体質向上を慮って︑鉢

お蔭であります﹂と書いておられる︒しかし︑この西村式

一気珂成に吸い込まれてしまうほどの魔力を持っておられ

の構造を支える各器官が担当する機能を分析された結果︑

ルを貼られた位である︒文章の流麗潤連なのに加え︑とこ

た︒後日出版された﹁山彦﹂と題する書物には︑西村さん

健康維持の原点は体のバランスをよくすることである︒そ

が書いておられるが︑西村さんを一流作家としてのレッテ

がとくにご親交の深かった一二○名を越える方倉の﹁天子

れには身体全余の細胞を活性化する運動を毎日継続して実

れていたのがつい昨日のように想い出される︒

はだし

さまのつ上じ﹂の読後感を生のま入収録されているが︑こ

行することだと強調され︑皆さんの前で得々と発表実演さ

こ

れこそ西村さん個人に多くの人から寄せられたほんとうに
平素︑西村さんが﹁死後発表される追悼録なるものは︑

心のこもった追悼録になってしまったのである︒

西村さんは︑人生のクライマックスとも云うべき八十歳

一一

て︑云わば遺族を慰めるお座なりの儀礼にすぎない︒お互

レッシュな感覚と理路整然とした思考力はますます冴え円

台の登り坂に差しか上っても︑衰えや老いを感じさせぬフ

当たらず触らずの紋切り型の内容空疎な讃辞の羅列であっ
いが元気で生きている間に同じ土俵の中で頂戴しておいた

老の妙薬であったのではあるまいか︒

熟味を増して行かれた︒これが前述の健康法と相侯って不

方が有難いのだ﹂と云うご趣旨から昭和五十七年に自らの
手によ・って纏め上げられ大変ご満足だったようである︒

○縁の糸について

私どもの仲間の中にも︑自分の弔辞を目の黒い間に頼ん
で聞いておき度いという人がいるが︑その心理は尤もなよ

﹁思うに人生の大抵の出来事は何れも俗に云う因縁の繋

○健康法と長寿について

の積み重ねかも知れない︒だとすればこれらは自分の力で

りではないだろうか︑仏教の云う前生からの数々の﹁業﹂

ごう

うな気もする︒

この本は︑昭和五○年九月の傘寿を迎えられた敬老の日
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ち人誰しも目に見えない縁の糸の繋りによって運命が操ら

村さんのいつもの持論であり随所に見受けられる︒すなわ

一号︑﹁今もなお忘れ得ぬことども﹂より︶というのは西

はどうにも変えられない受動的なものである﹂︵弘道九○

されて見えるようになった︒耳に聞こえない音声も電磁波

く科学が発達している︒極微の世界も優秀なレンズで拡大

てこれを延ばす工夫はないものだろうか？現代は恐ろし

﹁年老いるに伴れあと何年と云えば甚だ心細いが︑果し

れている宿命的な制約を担っていることを説いておられた︒

出来るだけ有効に使えば⁝⁝十年を二十年にすることが可

いだろうか︒与えられた時間を︑豊富に有意義に︑量的に

で増幅される時代だ︒﹁時﹂というのも同じく増幅されな

﹁宇宙には天と云うか神と称するか︑いとも崇高な存在

○天の声について

の外に︑人の心の中にも絶対に嘘偽りを云って︑ごまかせ

また短くすることが出来るのであって︑裏を返えすと﹁楽

えられた枠内の同量の時間を使い方によっては質的に長く︑

間︑何人も喜び好んで使う﹁天の声﹂とも云うべきものこ

しい時間は短く﹂﹁苦痛な時間は長く﹂感ずるのであるか

能な訳である﹂と︒要するに︑人の心の持ち方によって与

そ即ちこれであらう﹂︵弘道九一二号︑﹁私の人生哲学﹂よ

ない厳然たるもう一つの尊い動かせない存在がある．．⁝・巷

り︶と書かれているが︑よく考えて染ると︑宇宙には天・

かかったのでご紹介することとした︒

ら︑﹁須く人生は楽しく﹂ということだが︑着想が興味深

さから

ておられる間に読んでいた堂きたかったのである︒

願いたいと思う︒だが実は︑前述した通り西村さんが生き

もを断片的に想い起こして拙い追悼文としたことをお許し

私なりに在りし故西村会長を偲び︑印象に残ったことど

スペカラ

神と名付けられる存在と︑もう一つの人間の心の中に尊い
良心の存在があるとする二シの存在があるのではなく︑人
間の心の中に神を感じさせる外部からの働きが〃天の声〃
したが

であって︑人類道徳の本源は天に在りということであろう︒

孟子の﹁天に順う者は存し︑天に逆う者は亡ぶ﹂はこの辺
のことを指すのではあるまいか︒

き﹁時間﹂について大変興味を持たれていたので︑再び

私が弘道会ビルの建設中︑偶を西村さんをお訪ねしたと

病で何度か死に直面された傷々しいお話しをよく伺ったの

銃殺という憂き目に遭われたこととか︑その後度重なる大

住友本社から大平洋戦争末期に旧満州で抑留され︑あわや

おわりに︑つ入しんで西村さんのご経歴を拝見すると︑

﹁健康法と長寿に就て﹂の書物から引用させていただくこ

であるが︑天は奇跡によって西村さんを捨てることなく︑

○時間について

ととした︒
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による擢災者を含む大変多くの世帯者が︑入居していて︑

又︑会館隣りの附属宿舎︵昭和四九年解体︶には︑空襲

すに及ばず︑九十年という長いご生涯を思う存分歩んで来

人の一人に︑当時の人気万才﹃一ソビのリーガル千太万吉の

朝夕の一刻などは︑暗一操そのものでありました︒そこの住

立派に天寿を全うされた異例の幸運児であられたことは申
られたことは狗に幸福な方であったと羨しく思うのである︒

会長さんは︑まちがいなく私達の仲人さんでんですょ︒そ

Ｍ社長︒﹁そうですか︑世の中は狭いものですね︑西村

社長も成城でしたね︒﹂

私︒﹁世田谷の成城と聞いておりますが︑そういえば︑

は︑どちらですか︒﹂

Ｍ社長︒﹁こちらの日本弘道会の西村会長さんのお住い

た︒

西村先生の思い出といえば︑このようなことがありまし

して就任されたのです︒

西村幸二郎先生が︑昭和五十四年十一月に︑第八代会長と

稿の主題となります︑私の知ってる三人目の会長さんに︑

月は過ぎて︑第七代の野口明会長の後を受け︑この依頼原

イントロが大変長くなりましたが︑戦後の波乱万丈の歳

く姿がありました︒

立ててウガイをしては︑寄席や放送局廻りに飛びだしてゆ

万吉さんがおりまして︑出勤の前には︑必らず大きな声を

こＬに生前に賜ったご鴻恩に感謝しつ鼻︑心からご冥福

をお祈り申し上げる次第である︒合掌︵本会会員︶

私の知ってる三人目の会長さん

東信一郎
顧みまするに︑私が日本弘道会︵旧館︶のテナントとし
て︑直接係わりをもつようになったのが︑当時の世相とし
て︑戦後と云う言葉が︑まだ生食しく通用する時代の昭和
二十六年でありました︒

それから︑今日まで三十有余年︑この間︑日本弘道会の
深みのある庫し銀のような歴史の歩みとともに︑現在も︑
その伝統の道を伴走させていただいております︒
﹁光陰矢の如し﹂といわれますが︑つい先日の如く感じ
る当時のことを思いおこせば︑第六代の酒井忠正会長が︑

県中之条出身︶と書記には北田さん︵埼玉県出身︶のお二

就任まもない頃で︑事務局には︑主事の割田斧二氏︵群馬

の節は︑家内共々大変お世話になりました︒﹂

Ｍ社長の話によれば︑西村家は使用人に対して︑家族的

この会話は︑私の関与先の社長と雑談の中の一駒ですが︑

人が︑日常生活の物資が欠乏していた折だけに︑短い鉛筆
を大切に補足しながら︑夜遅くまで事務室で︑〃弘道″の
編集・発送に没頭されているのをよく見かけました︒
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ムードを重んじる中で︑常識的な族には︑大変厳格であっ

たそうです︒このような環境とＭ社長の奥さんの人柄を見
込んで配偶者に選んだ︑社長は︑西村先生に︑その仲介の
労をお願いしたところ︑先生は︑吾がことのように︑喜ば
れ自から媒酌人の役を買って出る程の力の入れようであっ
このように︑人情家である一面と︑ものごとに律義な方

たと当時のことを考え深げに語り感謝をしていました︒

使命に生きた人

﹁弘道﹂の器をつくった

入江孝一郎

五年も歳月がたってしまった︒忘れがちな会費を近所な

っても︑一階の受付のある場所に事務局があった︒そこで

かつての日本弘道会の盛時とは違い︑建物の所有者であ

ので納めにいった︒古いが風格のある建物のときである︒

それは︑日本弘道会創立百周年記念の﹁弘道﹂の中の寄

会費を納めたが︑丁度︑西村幸二郎会長がいられるという

とお見うけしました︒

稿文に﹁人は誰でも︑何事も初めは兎も角手をつけてやっ

ので招じられるまま︑お会いすることができた︒

事務局の小さな部屋につづく部屋が︑会長室であり︑応

て見るが︑それが終りまで全うして︑有終の美をなすもの
は少い︒﹂と云う意味の漢詩句を年少の頃から︑座右の銘
として︑齢八十路の峠を越したことを記しておられました

以前には総会に二︑三回出席したことがあったが︑それ

糸一時間余もお話をした︒

以来︑ずうっとご無沙汰をしてしまい︑会誌だけの会員で

接間である︒そこで︑初めてお会いしたのだが︑話がはず

ぬけ︑見事初心をまっとうして︑完遂されたのも︑前述の

が︑今度の︑新ビル建設にあたっても幾多の難関をくぐり
座右銘を地でゆくかの如く︑﹁克く終り有らしめ﹂﹁有終の

あった︒

七

八月号を開いて︑ご逝去の知らせにびっくりした︒お

る︒それ以来︑お目にか入る機会はなかったが︑﹃弘道﹄

れてしまったのに︑何か私の頭の中に強い印象が残ってい

西村会長とお会いしたときのことだが︑話したことは忘

美﹂を現実に結びつけた︑その人となりを如実に表わした
ものではないでしょうか︒

西村先生の情理を尽した人生と愛会精神を称え︑ここに︑
ご冥福をお祈り申し上げるしだいであります︒
︵東京税理士会理事︶

西村茂樹先生の精神の具現が生きて︑それが︑近代的ビル

年からみれば不思議はない年齢であるが︑驚ろいたのは︑
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因縁というと︑仏教の原理であるが︑西村会長はキリス

として建て直されることの因縁である︒

に青天の震壷と電撃を受けたるが如くに心より驚悟いたし

刻を経ずして弘道会事務局より電話によるご連絡あり︑正
ました︒

故アウグスチノ西村前会長は白哲にして嬰躯︑鶴の如く

ト教徒であるから︑ご存知ないかも知れない︒しかし︑西

万人に超越したる聖者のご心境にて吾等会員一同の崇敬の

○○

というより︑伝える〃場〃をつくるために最後のお仕事を

村会長の略歴をゑると︑西村茂樹先生の道を現代に生かす

○Ｏ

的でありました︒七月廿五日文京区関口町の東京カテドラ

ル大聖堂にてキリスト教による葬儀は︑実に厳粛そのもの

まと

されのである︒

ご存知ないなど失礼なことを書いたが︑それは仏教のこ

れたのであります︒

にて︑堂に集る千余の参会者の賛美歌に送られて帰天せら

並ぶ下﹁勉強会﹂に於て肥尺の間に前会長の藻とした喜咳

扱︑私は旧弘道会館の会議室にて︑歴代会長の肖像画の

衷心より哀悼の意を表したのであります︒

不肖私も参会者の一人として末席より深く頭を垂れて︑

○Ｏ

むけられ︑見事その完成をゑて昇天されたのである︒

とで︑西村会長は︑神からの使命とうけとられ︑精魂を傾
人は︑それぞれの使命によって生かされている︒人はそ
の因から発する︒それをよくするのは︑その人の行動によ

に接し︑数回に亘り﹃弘道会綱領﹄の甲号︑乙号の成立の

れを知らないだけであるが︑よい因縁も︑悪い因縁も︑そ
る︒他にあるのではなく︑己にある︒私が初めて西村会長

由来︑その神随を謹々纏為としてのご解説を拝聴したもの

︑︑︑︑︑︑

とお会いして︑忘れられない印象をもったのは︑西村茂樹

○○

先生との因縁により︑それを神の使命と受けとられて老齢

です︒

に触れては読桑返しております︒百歳迄はご長命と推測し

の著書の寄贈を享けて︑今に至るまで常に坐右に置いて折

○○

又︑私は﹁健康法と長寿について﹂なる貴重なる前会長

︑︑︑︑︑︑

れ︑為に会する者粛然として襟を正したのであります︒

る事を止めて頂いて退会を申し渡すものである﹂と宣告さ

︑︑︑︑︑︑○○

として﹁この綱領に不服ある者は何人たりとも弘道会員た

○○

前会長はお優しい反面︑実に強靭なる意思を持たれ毅然

○○

にかかわらず︑その道を歩こうとしていられる姿が︑言葉
以上に体から発輝されていたのではないだろうか︑ご冥福

臼申

を祈ります︒︵社団法人日本移動教室協会理事長会員︶︶

故西村幸二郎前会長を偲ぶ

岩崎

去る七月廿三日前会長午後九時四分ご逝去の報を同日数
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尚︑旧会館は古色蒼然であったとは云い過ぎかも知れま

ておりましたのに洞に残念の極でございます︒

は献身的努力をお尽しになられたのは会員皆様ご存じの通

せんが︑永年の懸案たる新弘道会ビルの建設に就きまして

○

前に紹介の手紙を出して頂いて︑私一人で成城の御宅に御

邪魔いたし︑二度は先生と共に体操会に参加︑つぶさに実

会長の御宅の応接間と奥の居間と二部屋ぶつ通しの約二

技を拝見させて頂いた様な次第です︒

十畳位の部屋が会場で︑参加者も十五・六名で女性の方が

約三分の二を占めていたと記憶しております︒大変なごや

○○○○︑︑氏︑

かな雰囲気でしたが︑女性の方灸は一見して上流家庭の奥

りで︑今更申も迄もございません︒

会長にご就任以来︑正に無欲括淡︑清きこと神に近き奉
○○○Ｏ

仕の精神に徹せられたご境地であったと改めて追憶し︑並

が︑会長は終始にこやかに応対され︑私の緊張をほごす様

ある会でした︒当時私は少々気おくれした様に思ってます

弁護士等々の名士の集りで︑一寸としたサロン的ムードの

様風の皆様で︑男性の人々も元大使とか元陸軍参謀︑或は

合掌︵特別会員︶

に謹んでご冥福を︑お祈り申し上げる次第でございます︒

思い出の西村体操

しばらくして会長は体操服に着替え︑部屋の中央に敷か

につとめて頂いたことが深く印象に残っております︒

って頭のてつぺんから︑足の爪先︑土踏まずまで残る隈な

れた布団の上に仰臥・手先からはじまって順次︑全身に亘

岡本通

私と西村会長との出会いは︑私の軍隊以来半生の恩師福

されましたが︑とても八十歳半ばを過ぎた御老人とは思え

それぞれ説明を入れ乍ら約三・四十分に亘って一通り実演

く・摩擦・指圧・操む︑押す︑叩く等を実に綿密にしかも

福島先生と会長とは岸元首相等旧第一高等学校の同期生

ことにはじまります︒

島熊男先生の御紹介で︑西村体操の会に出席させて頂いた

の会︑譲蕊会のメン︑ハーとして交遊があった間柄と伺って

そもそもこの体操会に誘はれたのは︑今から約五年前頃

る該博な知識︑説明資料として︑医学用の人体模型まで用

中でも感銘深かったのは︑人体解剖学・細胞学等に関す

ない柔軟さ︑活溌さには驚かされました︒

で︑福島先生から﹃吾を医者の立場からみても︑大変︑理

と云われていたことが充分うなづけるのでした︒

意せられていたことで︑福島先生が医学的に見ても立派だ

います︒

ないか君も行って柔ないか﹄と云はれ︑最初は先生から事

屈にあった体操なので是非一度その実技を拝見しようでは
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を知った︒四十七年十月︑その御高著を︑直盈に拝領して︑

国立大蔵病院で御逝去され︑三月三日御葬儀の折そのこと

五年二月二十八日に︑西村さんと漢詩の交遊をされていた︒

強の結果あ染出されたものだけに︑吾々一般人にも素直に

この体操は会長の永い間の闘病生活の中から種灸と御勉
受入れ易いものですが︑時間が少々長くか坐る確実にやれ

山先生を﹁傾蓋の友﹂として列子の言う﹁管飽の交り﹂を

病気御療養中に作詩された漢詩を拝読し︑西村さんが︑景

結ばれ︑荘子の﹁莫逆の友﹂となられたことに対して感に

いこともない様に思いますが︑最大の長所は寝たまＬで出

耐えなかった︒そして当時の御感懐として︑﹁思へぼ奇し

ば約一時間位はか上るでしょうことが欠点と云えば云えな

いていることではないかと思います︒細胞の活性化から自

来ること︑理論的には細胞の活性化を計ることに重点を置

玉の如き貴重な経験であったと云うべきである﹂と結んで

て︑共に語るを得ないが︑人生またと得難い至幸至福︑珠

おられるが︑その西村さんも御齢九十歳にして遂に帰天さ

き前世の縁の契りでもあろうか︑今ははや幽明境を異にし

私も会長がよく云われていた︑西村体操の奥の院に当る︑

れたのである︒限り無い御恩顧を受けた後輩の一人として︑

プされてきます︒

脊髄の体操は毎日か坐さず実行しておりますが︑姿勢を正

その遺された佳文佳詩を︑再び三度拝調しつ上故人への追

然に呼吸の大切さ︑食べ物の選択の重要性がクローズアッ

すには大変効果があります︒体操の御縁が今もって私の身

昭和四︑五年の頃︑東京商科大学︵現一橋大学︶附属校の

幾年か経たのでこの秋のお彼岸の頃にはと思い︑七月二十

で︑墓参に西村さんを︑御案内することを約し乍ら︑荏蒋

﹁傾蓋の友﹂景山先生は︑多摩墓地に眠っていられるの

に浴したのである︒

え︑御高話を承る機会を持ち︑﹁会員﹂に列せられる光栄

職後屡を﹁弘道会﹂へより︑西村さんと︑共通の話題を交

長であられた時のことである︒それ等の縁由もあって︑退

大学の職員となったが︑﹁弘道会﹂会長の野口明先生が学

更には︑私が︑縁あって︑昭和二十九年にお茶の水女子

慕しきりである︒

体に脈々と流れ︑毎日健康で過させて頂いており心から感

謝いたしております︒︵本会会員︶
﹁傾蓋の友﹂のこと

上山定治
故西村さんの遺された︑幸雅庵閑話﹁天子さまのつ上じ﹂

一生徒であった時の恩師である︒西村さんとの出合は︑そ

の中の﹁傾蓋の友﹂の佳章の友︑景山栄志先生は︑私が︑

の恩師の御逝去を通じてのことであった︒先生は昭和四十
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とを翌日知り︑御案内いたすことを約束し乍ら︑遂に果し

院中とのことで帰ったが︑その二十三日に亡くなられたこ

て御造営の弘道会ビルへ上ったのであるが︑御病気でご入

三日︑お打合せに︑新装成る︑西村さんが精魂を傾けられ

と草して︑無為に過した過去を悔まれ︑現在病後の心境

将漣衰朽報天恩将に衰朽に縫って天恩に報いん

未不遂名偲無為未だ名を遂げず無為を伽づ

清流濁水入碧漂清流濁水碧漂に入る

得ず︑お別れすることになってしまったことは︑まことに︑

星霜七十在乾坤星霜七十にして乾坤に在り

を述べられて︑将来の抱負を語られたのであった︒また

人生百年不嘆短人生百年短きを嘆ぜず

生涯の痛恨事であって︑申訳の無い仕儀となり心残りであ

実学研鎖対万機実学研讃して万機に対す

と御述懐にもなられた︒景山先生の詩篇の掲記は省略す

る︒その日渡辺事務局長さんの御案内で会長室へ上り︑西

るが︑西村さんには︑退院の日を延期までされて作詩にい

村さんの座られた︑会長席に座らせていた堂きその面影を
こ上にあの﹁傾蓋の友﹂に書き残された︑漢詩のいくつ

そしまれたと謂う︒その御心境をまとめられたのが次の句

日全二省感神意日々三省して神意に感ず

かを掲記して故人を偲びたい︒その多くを長老の景山先生

偲んで来られたことは︑まことに思い出である︒

が添削加筆修正されたと誌されているが︑西村さんの漢詩

で︑これに対して︑景山先生も絶讃されたとのことである︒

白髪新傾蓋似故白髪になるまで新たにし蓋を傾けて故

離合集散幾星霜離合集散すること幾星霜

の御造詣の深かったことも知ることができる︒
最初に御心境の一端として︑

きに似たり

依神慮避反感極神慮に依って友に避い感極まる

余生幾許管鞄交余生幾許か管鞄の交わり

である︒︵本会会員︶

なるが︑残念乍ら割愛させていた堂き︑御冥福を祈る次第

と︑尚幾多の佳詩があり︑故人の詩情を偲ぶに︑よい縁と

よすが

四度却二豊諮然四度二竪を却けて諮然たり
通碧落心機一転碧落に通じ心機一転す
依神意語妻自爽神意によって妻と語れば自ら爽やかに
して

避遁心友遊神園心友に迩遁して神園に遊ぶ
と作詩され︑この佳詩を得たことが︑いよいよ詩作への
そして︑

意欲を燃やされたとのことである︒

生食流転幾変遷生を流転幾変遷

（37）

西村先生と私

金子作．造

うな表情を示されました︒私は︑そうした先生の言動の端

々に︑先生がいつも御自身のおかれた御立場に思いを致さ

れ︑折ある毎に厳しく御自身をチェックしつつ右事業にと

私は先生と接する度に︑先生がひたすら本会の維持︑発

りくんでおられることを︑いたく感じとりました︒

たる本会と営利法人の住友商事株式会社とが︑本会設立の

展を願ってこの事業を思いたたれたこと︑そして公益法人

私が西村先生に初めて御目にかかったのは︑平素大変御
世話になっている本会の理事石井千明先生の御紹介で︑本

ことができるよう心底から願っておられることを窺い知り

趣旨を損うことなく︑将来に亘って共同事業を続けてゆく

会が住友商事株式会社と共同で日本弘道会ビルを建設し︑

これを運営するという事業をされるについて︑法律的な面

こうして私は︑住友商事株式会社の深い御理解と御協力

とかしておかなければと思いました︒

生の心願が叶えられるよう︑︑私の担当した仕事を通じ︑何

ました︒そこで私は︑時が移り人が変っても︑こうした先

で本会から色々御相談に与ることになり︑その御挨拶に伺
ったときのことでした︒

その頃の先生はとても御元気で︑本会の歴史や右事業の
運びに至るまでの経緯・事業の概要等を詳しく話して下さ
いました︒

ものであるという趣旨の基本的理念を示すとともに︑その

本会の﹁定款第四条に定める精神を尊重し﹂つつ行われる

を得︑右共同事業に関する基本覚書の冒頭に︑同事業は︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

ループの御出身であられたことから︑住友商事株式会社と

先生の御話を伺っていますと︑先生は御自身が住友グ
の共同事業が成功することを堅く信じておられ乍らも︑反

﹁前文の趣旨と﹂信義に則り︑解決するものであることを

最終条項に︑本事業を行うについて疑義が生じたときは

日本弘道会ビル完成祝賀会の席で先生に御目にかかった

明記して︑これに応えることとしました︒

︑︑︑︑︑︑

であることからか同社との共同事業を進めるについては︑

面︑御自身が本会の会長であると同時に住友グループの出

もきいて承ようとしておられるように窺えました︒

何かとお気をつかっておられたようで︑私如き者の意見を

しめられ︑先生に初めて御目にかかった時︑私が申上げた

際︑先生は両手で私の手をいつまでもいつまでも堅く握り

例の俗で端的な言葉を引用され︑あの一言がとても自分を

先生の御話を伺い︑右事業が本会にとって願ってもない
を表しますと︑先生はとても喜ばれ︑又何かホッとしたよ

結構なことと思えた私は︑甚だ俗で端的な表現を使い賛意
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勇気づけてくれた︑基本覚書にも自分の気持をそのまま入

に於いて元事務局長故吉岡良信君を介して渡辺正勇主事か

西村幸二郎会長を知ったのは渋沢翁記念財団竜門社の総会

四翁︶は﹁人生は出合いである﹂と申されている︒私が故

ら会長の﹁健康法と長寿に就て﹂なる著書を送って頂いた

れてくれたし︑ほんとに有難うといって大変喜んで下さい
の温りが︑今もなお深い感銘となって︑私の心の奥に宿っ

ました︒あの時の先生の御喜び下さった面影や先生のお手

も平素何かと御健康に留意され︑格別御丈夫であられた先

帰途案内して貰ってお宅にお伺いした︒偶々生れ故郷の話

で住銀の浮田君が成城の近くに住んでいるのでクラス会の

それで会長が住銀出身者であることを知り︑商大同級生

ことによる︒

生︒本来でしたらまだまだ御元気でおられたにちがいない

われる︒私が中京だと云ふと僕も中京だと云われる︒それ

が出て私が京都生れだと云ふと西村会長も京都生れだと云

いつも私の健康にまで気を配って下さった先生︒御自身

ております︒

と思います︒大事業にとりくまれた故の精神的・肉体的御

先生との告別の日︑私は先生の御霊前に合掌し︑その御

申上げた︒すると会長は﹁自分の家は新町通四条上ル田中

加藤家へ婿養子に行って姓が変ったが板倉家の件です﹂と

と云ふ乾物問屋があったはずだと云われる︒私が﹁岡崎の

で私が四条通室町角だとハッキリ云ふと会長はそこに板倉

負担や︑これを成就された安堵感が︑先生の御健康に響か

冥福をお祈りするとともに︑本会と御縁のある限り︑微力

が生家だ︑僕も養子に行って西村と改姓したのでお互にす

なかった筈はないと思われます︒

を尽くして基本覚書に示された先生の御遺志即ち右共同事

ぐ判らなかったが不思議な出合いだね︒﹂と申された︒会

上った︑Ⅷ私は株主たる母の代理として父と共に出席しお士

物会社の社長をしておられたので株主総会の席上お目にか

長の父上の田中源太郎翁を知っている︑それは翁が京都織

申された︒これが昭和五十年六月頃のことである︒私は会

えて下さった﹁小さい色白の可愛いお母さんだったね﹂と

れて毎朝私の家に兄をよびに寄られたので私の母をよく覚

長は私の兄と筒井筒の幼な友達であり︑同じ幼稚園に通わ

業運営上の基本理念がいささかも損われずに︑事業が繁栄
どうぞ先生安らかにお眠り下さい︒そして日本弘道会を︑

し続けるよう専心努めることを先生にお誓いしました︒

いつまでも見守って下さい︒︵本会顧問弁護士︶

出合と縁の糸

加藤嘉三郎
東京帰一教会々長の今岡信一良先生︵当会特別会員︑百
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着て白い髭をはやした立派なおぢいさん田中源太郎社長の

小学生時代のことで何も判らなかったが真中に黒の紋服を

産に出る二重箱の立派な京菓子を貰って帰ったものである︑

御交誼に酬ゆること上とした︒

の﹁会長を偲ぶ会﹂に於て私はつたない吟詠をして御厚情

興至るにまかせて作られた漢詩があるので去る十月廿六日

私の兄は長じて日本画家となり特に舞妓の画が得意で日

燭揺映淑女点茶

萩城月落草木幽

古城吐夜野点

展で特選の賞を二度受けた︒会長︿幼な馴染の友情から後

吟声和優椀舞姫

姿は今でもまぶたに浮び忘れない︒

援者となり自らも買上げたり又知人にも推薦下され色々と

懐古維新傑士業

かすか

萩城の月落ちて草木幽なり

が

お世話下さった︒兄の画は目黒雅叙園に板倉星光の間とし

訓承下し

昭和五十五年五月三日の十七回忌には伴二人が上京し︑会

吟声優椀たる舞姫に和し

燭揺れて淑女の点茶に映ず

宇野善信君である︒同君は会長が京都支店次長時代に貸付

″このお方はきっと銀のスプーンしか持ったことがないの

す︒

ではないかしら″と︑いう印象を受けたことを想い出しま

訪れ︑初めて西村会長にお目にかかった時のことです︒

最後に前記萩市の古城吐の野点に於いて会長が感極まり︑

のだて

む会Ｉ交心会の世話役を長く勤めた︒
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て天井︑壁面には花鳥画を以ってうめ︑立派に残っている︒

は鯉の画を︑私は節句にちなみ八幡太郎の武者を持参して

西村会長さんの想い出

千寿子

︵岡崎倉庫八丁味噌役員・元日清飼料常務・本会特別会員︶

懐古す維新傑士の業

長は夫妻をお招きして兄の画業を偲んで頂いた︒当日会長
床の間にかけて鑑賞した︒

その後会長宅に持参した一枚の古写真︵大正九年写す︶

から計らずも私の神戸高商の同級生二人が住銀に於いて会
長の部下であったことが判明した︒一人は同行の東京支店
のつ入じの二○六頁﹁古城靴の野点﹂に出ている︶︑もう

のだて

長から住友重機の社長になった市川恒君であり︵天子さま

4−『、

昭和五五年の初夏のある日︑私が面接のために弘道会を

ｲ
､
1

課長をした男であって︑同君は京都にある幸ちゃんをかこ

一人は自民党中曾根派の会長宇野宗助代議士の分家に当る

川

お教えや︑印象深いお言葉などが懐しく次々に想い出され

て五年という僅かな歳月ではございましたが︑有形無形の

い雰囲気をお持ちでいらっしゃいました︒会長にお仕えし

らは︑そのようなご苦労のかげなど︑ゑじんも感じられな

ようでございます︒平素の蒲酒なお姿とにこやかな温容か

には想像も出来ないそれこそ波潤万丈の人生行路であった

しかしその後︑折麦にお話しになることどもは謡私ども

は家内がいなかったら一日だって生きていられないんだ

そして急にまじめに﹁ねえ︑川村さん︑ほんとのところ僕

ないんだよ﹂などと︑例の底ぬけに明るい調子で云われ︑

だよ︒おれの自由にはしてくれないんだ︒うるさくて仕方

まるで着せ替え人形のように︑じ−つとしているだけなん

よ︒今日はこれにこれを合せて．：といった具合にね︒僕は

ノ︲︑これは染んな家内が見つくろって着せてくれるんだ

ソスがおよるしいんですね﹂と親しく申上げると﹁いや

四・五年前の会長はまだノ︑お元気で毎日お昼頃になる

ご様子は︑可愛らしい︑おじいちゃまだナアーと︑ほ上え

よ﹂と︑おのろけをおつしやり︑心から感謝しておられた

しょうしゃ

ます︒

道会に出勤しておられました︒

と﹁ヤアー・オハョー・オハョー﹂とおっしゃっては︑弘

会長が頼り切っておられたその奥様が︑会長晩年のご活

ましく感じられました︒

その頃に何冊かご本を頂戴いたしましたが︑そのうちで
も殊に感銘深く読ませて頂きましたのが﹃山彦﹂でござい

配りの程は大変なものであったようでした︒

動上の日程のやりくりなどにお尽しになられたかげのお心

いのち

と︑．：⁝し象じみとした口調で仰せられたことがございま

しかし︑それとは別な意味で﹁僕は本当に幸せだよ︒﹂

めぐまれるのも幸せなことに相違ないと思われます︒

このように︑多くのよいお友達や︑素晴らしいご家族に

ました︒その中には利害関係のない友達同士の交際がまこ
とに美しくて︑互に尊敬し合い︑こだまし合う様子がよく
綴られておりました︒永い人生を通して沢山の友達を大切
た︒

になされた会長のお人柄の一端をしのぶことができまし

した︒

それは﹁弘道会のために生命の続く限り尽すのだ︒﹂と

あるときは︑ご家族のことに触れられて︑﹁子供達はゑ
んな私の廻り︵世田谷の成城地区︶に住んでいてくれるし︑

いう使命感と強い信念をお持ちでいらしたことと私は理解

いのち

ことに今度は長男夫婦がすぐ目と鼻の近くに来てくれたん

いたしました︒そのために神から与えられた尊い生命の最

後の一滴まで︑いとおし承︑その努力の程は︑はたからも

ひとしづく

だよ︒﹂と︑目を細めておられました︒

又或る日︑私が﹁会長はいつも素敵に装っていらしてセ
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お察し出来る程でした︒九十歳近くのご高齢の上に殊のほ
とも多ゐおありのこととお察しいたしておりました︒

かお体がお弱かつために︑人知れずどんなにかおつらいこ

西村会長さんと私の触れ合い

り︑年をとってから︑いかに幸せで充実した人生を︑まっ

柄の痩型の上品な老紳士が︑すれちがいに軽く私に会釈し

口先生宅をお約束せしお時間に︑木戸を開いた処︑少し小

秋の終りか︑初冬の候であったかと思う︒四谷番町の野

清塚十三郎

とうできたかで︑人間の幸︑不幸が決まるのだと私は信じ

乍ら出てゆかれた︒

シ一一１クスピアの﹁終りよければすべてよし﹂のとお

ております︒会長が︑晩年を〃弘道会の為に生命の続く限
一杯に過しておられたことは真に生き甲斐のある日食であ

で西村幸二郎さんという方を御存知ないか﹄とお尋ねにな

先生のお部屋に通りますと︑早速﹃あなた︑住友の先輩

いのち

り持てる力を尽す〃︒という一つの目的を持って毎日を精
ったのではないかと思われて︑私も心から﹁本当に会長は

丁度︑その頃︑野口先生は弘道会の綱領改訂に心を打込ん

西村会長さんのお名前に接した始めての出遇いであった︒

り︑﹃今︑お帰りになったばかりだ﹄と仰言られた︒私が

惜しむらくは新ビルも出来て︑財政も安定されたことで

たようなお話であった︒以前に伊庭貞剛さんの伝記﹃幽翁﹄

でおられ︑それにつき西村さんの御意見をお聞きになられ

た︒

お幸せでございます﹂と︑率直に申上げることができまし

すし︑もうしばらくがんばって︑ご自身の心に描かれた道

よく知らなかったと先生が言はれたので先代住友家長さん

を進呈︒大変喜ばれ︑それ迄縁がなくて住友というものを

義の昂揚と世界平和の青写真を実行なさることが出来たな
ら︑なお一層﹁僕は︑しあわせだナァー﹂と充実感を噛象

食の人物で︑さすがに徳大寺家に生を享けられただけのこ

じ任せられ︑その力量を十二分に発揮させられたのは︑仲

幽翁も素晴しい達人だが︑吉左衛門という方も︑幽翁を信

口先生は︑住友に関するこの二著をを読まれた後︑私に︑

の伝記﹁住友春翠﹂をさしあげて間もない頃であった︒野

しめて頂けたのではないかしら⁝と︑そんな悲しい追想を
いだいているこの頃でございます︒

ただ今は︑ご生前の悌を偲びながら心からご冥福をお祈
り申上げるのみでございます︒
︵本会事務局職員︶

とはあると︑感想を洩らされたのに︑私は強い印象を受け
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た︒

ついで西村会長のお名前を野口先生のお口からお聞きし
たのは︑筑波の病院より帰宅され︑板橋の病院に移られる
前で︑その頃既に先生は死を覚悟してをられたおようすで︑
何を思はれたのか︑私如き者に︑﹃弘道会盈長の後任に︑
よ︒﹄仰言られた時であった︒

ハーフ

私より一歳年上だが︑西村さんにお願する事に吐をきめた

弘道会会長西村幸二郎先生を偲ぶ

近藤保

西村幸二郎会長のご計報に接しご生前度重なる死線を乗

り越えられ︑ご自身独得の合理的な健康法を実行後はすっ

の力強いお言葉を伺って居りましただけに唯々呆然と致し︑

かりご健康になられ︑常々百歳まで第一線にて奉仕すると

敬申し上げ公私共多大のご厚情を賜っておりました︒

言葉も出ませんでした︒私自身自分の心のよりどころを尊

そして私が︑西村会長のお姿とお声に接したのは︑野口
時の住友マンそのもの坐ようなお姿であった︒

として種套﹂指導いただきそれより次々とお繋りが増して

昭和十二年京都住友ピル建設直後の住友銀行四条支店長

先生の葬儀の席上︑弔辞を拝読された時で︑いかにも︑往
その後は︑旧弘道会の渡辺局長の机の傍ら︑歴代会長の
しよう

肖像画の掲げてある会議室︑又は神田の仮事務所の会長室︑

深い間柄となりました︒

大東亜戦争の敗戦という初めての経験を満洲の地にて遭

さらに住友老壮会の席上等々で数多くの回数お目にか坐り︑
最後は︑落成式の席上であった︒

れ︑小生は満洲住友工具工業創設建設のため渡満︑八月十

遇致し︑西村会長は安東軽金属創設のため日夜ご活躍なさ

○○○○○○

私には︑西村会長のお姿を思い浮べるたびに︑その背後

異境の地にて仰留生活を送り明日の運命もはかり知れない

五日を迎へた事は︑年令︑身分には大差がありましたが︑

に︑いつも住友と野口先生のお姿が重なって見えるのが常
であった︒

最後に深く御冥福を祈りつつ筆をおく︒︵本会会員︶

似点がありました︒西村会長には新会社のトップとしての

引揚者としては最も悲惨な状況にありました事はお互に類

立場から常に文字通り死線を幾度か越えられ地獄絵の逃避

お互に似た運命を辿って来ただけに会長のご苦労の程は体︑

引揚行で︑私共一行より四ケ月後に故国の土地を踏まれ︑
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験した者同志でないと理解出来ない点ばかりです︒

幸稚庵第三集﹁安東転金属物語﹂を幾度か拝読しました
が涙無くしては読めません︒

引揚後は住友関係のお仕事にて私共の会社との緊りは益
々深く各所にてお世話になって居りました︒

喜寿のお祝いの記念として﹃天子さまのつＬじ﹄を上梓
拝読させていただき各節食夫々会長ならではの人柄のあら
われとして心暖まる言動︑若い人達とのつながり︑しつけ︑

私共建設に関係する全員が弘道会綱領を十分体得認識し︑

にあたり︑合理性・経済性を追求した弘道会ビルらしい心

世界永遠の平和・道義の高揚にふさわしいビルを建設する

の程を発表されました︒

のこもった建物を完成する事を全員肝に銘じ迩進する覚悟

西ドイツロマンチック街道の中枢地区ローテンブルグの

﹃歩象入る者にやすらぎを︑去り行く人にしあわせを﹄

城門に刻んだ言葉が脳裡にあり日本語にて

工事斯間中も極めて順調にテナントも全部決定要求通り

の言葉通りに完工する目標を設定致しました︒

味のある祇園夜話等今⁝：私の人生勉強のよき糧として人

た︒之偏へに西村会長陣頭指揮と︑住友商事株式会社担当

無事故︑無災害にて当初予定通り一月十八日竣工致しまし

気くばり︑ほほえましく楽しい国内外の旅行情景︑艶ぽい

ませんでしたが大いに啓発されました︒

心身共に疲労困態なされた事は余人にては想像出来ない事

西村会長には企画から完成までの長期間のご心労の程︑

りがたく厚く感謝申し上げます︒

者との和のとれたコンビにて温いご指導︒ご鞭鍵の賜とあ

生かくありたいと願いましたが凡人の悲しさ到底遂行出来
さて日本弘道会会長在任六年余の斯間中弘道会導来の発
たれ住友商事株式会社と共同事業のご計画に私共の会社に

展のため新らしい殿堂建設の企画を会長ご自身が先頭に立
設計監理部門を担当させていただくチャンスを与へられ︑

もし出す雰囲気を味はい八階事務所に参上する度に前述の

による玄関ホールに配置されたアモール︵愛︶の彫刻がか

竣工後弘道会ビルを訪れる度に会長からの特別のご所望

と存じます︒

建築界の大御所中条精一郎先生設計による格調高い弘道会

に進捗致し︑五十有余年弘道会の発展に大きく貢献出来た︑

昭和五十八年二月から企画設計を開始以来極めてスムース

館の解体を八月から初め十二月二十日住友商事株式会社の

した︒

言葉の通りによく出来たとの過分のお言葉をいただきま

九十年の永いご生涯を思う存分歩まれた各界に多大のご

土地と一緒に更地として地鎮祭挙行︑工事安全︑無事竣行
お祝いの詞の一部を披露させていただきます︒

を祈願致し工事が開始されました︒当日を思い出しその節
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された会長はイエス様のよきブレーンとして残された我禽
ません︒

私の眼に焼き付いています︒私は︑生涯︑この御顔を忘れ

西村様にお会いしましたのは︑これが最後でした︒

貢献とご業績を実らせました事は周知の事実です︒天に召
を暖かく見守っていただき弘道会の使命を益有発揚発展に

弘道第九一六号︵昭和六○年五

その総務課職員でした︒西村様は個室に居られまして︑直

りました︒西村様は株式会社住友本社東京支社次長︑私は

昭和一八年一○月︒この時に︑西村様と私との関係が始

私の心には︑ポッカリと大きな穴が明いてしまいました︒

と︑云われて居りますなら︑この御他界も了解出来ます︒

オイ︑五味︑ポッポッ俺も逝くよ︒

現在︑西村様と御別れした気持が致しませんからです︒

の長男の三人で出席しました︒然し︑納得が参りません︒

昭和六○年七月二五日一四時の告別式には︑私︑妻︑私

それが︑突然の︑この御逝去です︒

と︑云われました︒これを聞いて︑安心して居りました︒

章を載せます︒

軽い風邪気味です︑別状ありません︑次号に西村様の文

になりまして日本弘道会へ尋ねました︒事務の方は︑

したが︑その中に︑西村様の文章がありませんでした︒気

六月号︶が配達されま

ご指示賜る事を信じ︑偲び草と致します︒
アーメン︵日建設計・本会会員︶

何卒︑御許し下さい

五味篤義
昭和六○年三月二四日一二時︒これは︑日本弘道会ビル
落成式の日時です︒

ビル落成式挙行を知りまして︑何を置いても出席し︑西
村様にお祝いを申し上げねばならぬ︑と︑思いました︒西
村様最後の御仕事だ︑と︑思ったからです︒
日本弘道会え出席通知を出し︑西村様へも︑出席の旨︑

を︑電話しました︒何時もなら︑西村様は︑私の体を御心
配なされまして︑来なくてもよいよ︑

と︑伝われたものですが︑この時は︑その様なことを云わ
れませんでした︒

落成式の始まる少し前に︑会長室に入って︑西村様に︑

西村様が個室から出て来られて︑他の職員とお話しなされ

接︑私などと御話しする機会はありませんでした︒ただ︑

て︑固く私の手を握り︑何時までも︑何時までも︑離しま

然し︑西村様は︑色左と︑私を御心配していて下さいま

ているのを見聞していただけでした︒

お祝いの言葉を申し上げました︒西村様は︑非常に喜ばれ
せんでした︒その時の西村様の嬉しそうな御顔は︑今でも︑
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した︒その中の①は︑昭和一九年二月に︑

早く住友を知る為め︑新居浜と別子とを見て来い︑

長男の結婚披露宴には︑西村様には主賓として御出席頂

部摘出手術を受けました︒その前日︵一○月一○日︶︑西

昭和四九年一○月二日に︑私は︑胃癌のため︑胃の全

りました︒

き︑御祝詞を頂く予定で居りました︒それが︑出来なくな

れました︒②は︑その後︑間もなく︑調査課兼務を命ぜら

村様は︑病室に︑私を御見舞い下さいました︒この御見舞

と︑現地一週間︑往復を入れて一○日間の出張を命じて呉

恩を忘れてはならぬ︑と肝に銘じました︒

れました︒この二つは︑私を大いに感激させ︑終生この御

を受け乍ら︑私は︑西村様の御逝去前に︑大恩ある西村様

を御見舞いしませんでした︒狗に︑術偲に堪えません︒西

その後︑私は︑第二回目の召集を受け︑終戦後︑復員し︑

帰社しました時には︑西村様は東京支社に居られませんで

村様に謝っても謝り切れない処です︒

志賀千賀

西村幸二郎先生の思い出

︵住友ベークライト・本会会員︶

何卒︑御許し下さいますよう︒お願い申し上げます︒

した︒安東へ行かれた︑と︑聞きました︒
東京で︑西村様と御会いしましたのは︑それから大分︑

後ちのこ
こと
とで
でし
した
た︒
︒一
一方
方な
な谷
らぬ御苦労をなされて︑東京に
御帰えりなられた模様です︒

西村様の御帰京を聞き︑私は︑西村様を御訪ねしました︒
西村様にお会いして︑私は︑やっと安心しました︒だが︑

西村様の為めに︑私は何も出来ませんでした︒却って︑時

みをなされて来られた方点に敬意と尊敬の念でテレビに見

お姿を見まして︑明治の方々の気骨ある素晴しい人生の歩

菊花薫る文化の日の今日︑御高令の方々の宮中御参内の

最近︑私如き者の家にも嫁に来て下さる娘さんが見つか

入り︑益々の御健在と御多幸を御祈り申し上げて居りま

冬お会いして︑私自身を慰め力づけて参りました︒
りました︒私の長男に嫁が決ったのです︒西村様は︑私の

いて︑モダンで︑英国紳士の様な感じのする御方様でござ

れた気骨のある︑ピリッとした中に慈愛に溢れた︑そして

かえり見ますれば︑西村会長様も明治の時代を生き抜か

１レ坐胆○

長男にもお目を掛けて下さっていました︒その娘さんに︑

西村様に紹介する旨︑を話しました︒それが昭和六○年七
月一二日のことです︒

それから間もなく︑七月二三日西村様御逝去︑七月二五
日告別式です︒
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￨−

いました︑五十七年六月に久々振りに︑お目に掛らせて頂
き︑弘道会の入会をさせて頂き︑その節﹁元気な内に弘道
会館を立派な建物に致し度い︑これが最後の僕の念願だ﹂

と申されて居りました事を昨日の様に思い出し︑御高令に
も係らず︑大望を抱いて︑日を精を出されておられる大姿
に接し︑ほんとうに素晴しい御生活振りだと感じ入ったも

西村幸二郎叔父の思い出

鈴木恭二

西村幸二郎さんは私の叔父であります︒

叔父は京都の田中源太郎の末子として生れました︒七男

四女十一人の兄弟姉妹でありました︒私の父が長子であり

ましたが︑本年幸二郎叔父が亡くなった事によって︑父を

のでございます︑又︑書斎の御本の整理をなさるのを︑一

寸お手伝ひさせて頂きました事︑本棚の移動を致します時

幸二郎叔父は大正十年に東大を卒業して住友銀行に入行

初め叔父叔母全部が他界したことになりました︒

心優しく労って下さり︑手伝って頂いた時にはほんとうに︑

も︑﹁ちかさん︑決して無理をしない様にと﹂ほんとうに

父の住居が阪神間の住吉︵現在は神戸市内︶にありまし

し︑大阪の本店に勤務することになりました︒私は其の当

悟りが開けた時なのだなあ⁝﹂と言ふ意味の事をおっしゃ

たので︑叔父はここから通勤することになりました︒斯様

時中学生でありました︒

った事を思い出します︑お話しをさせて頂いて居りました

にして当分叔父は私共家族の一員として同じ屋根の下に住

いました︑又その節﹁ちかさん︑物に執着が亡くなれば︑

ら︑ほんとうに︑いるノ＼な事が勉強になりました︒明治

敬意と︑尊敬と︑温かいお心に接し︑とても︑嬉しうござ

時代の素晴しい人物が又御一人亡くなり︑残念でございま

は末子でありましたので父と叔父とは親子程年の差があり

う事になっ．たのであります︒父は十一人兄弟の長子︑叔父

て暮しました︒叔父の室をのぞいて見ますと本棚がありま

従って私は叔父と云うより兄のような感じで親しみ慕っ

まして察ろ叔父と私の方が年が近かったと思います︒

す︑早く明治時代の気骨のある素晴しい人生の生きざまを
学び取って行かねばと︑つく人︑感じました︒心より御冥
福をお祈り申し上げ︑御家族の労為の御健康と御多幸をお

祈り申し上げて居ります︒︵本会会員︶

して︑其の頃の私には目新しい書籍が並んで居ました︒私

は初めは好奇心で無断拝読を初めました︒その内段をと興

味を覚え︑手当り次第に読み耽けるようになりました︒夏
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思います︒

々な目に遭われ其の後暫くは生活の御苦労が続いたものと

しかし叔父はこの様に苦労をしながらも決して届するこ

目激石を初めとして谷崎︑芥川︑菊池と云った文豪の書に
叔父は麻布中学︑一高︑東大︑住友銀行と表面上の履歴

接したのは其時が初めて貸した︒叔父のお蔭であります︒

この様なお人柄でありましたので誰からも愛され親しま

として居られました︒

れ尊敬されておられました︒人の面倒見のよい事は此上も

となく︑苦労を表に現わさず常に明るく人に接し春風飴蕩

心ついて間もない頃に京都を離れ大勢の家族とも別れて︑

なく︑自分自身苦労が多いにもか上わらず人の御世話をよ

を見ますと極めて順調な道をあゆんで来られた様に見えま

田中家から西村家に養子に行かれた事は先づ第一のショッ

くして居られました︒余り面倒見がよすぎて飛ぱっちりを

すが︑実はなかノ︑御苦労をして来られたと思います︒物

クであったと思います︒この事については其後も人知れず

晩年はとかく御病気がちでありましたが︑それにも屈す

た様に聞いて居ります︒

よく集いよく飲みよく語らい人材の育成にも努めて居られ

又銀行に居られた頃には住友関係の若い有為な秀才達と

あります︒

受けられたような事もあったのではないかと思うくらいで

思い悩まれる日上が続いたのではないでしょうか︒

しかし何んと言っても安東軽金属の代表者として旧満州
の安東に赴任し遂に終戦に遭われた時の御苦労は筆舌に絶
するものがあったでしょう︒

会社の代表者として何日か獄舎に入れられ酷寒に堪えら
れました︒私も当時満州奉天に居りまして終戦を迎え苦労

一言で言えば叔父は生来のオプティミストであったと思

ることなくいつも朗らかに自ら健康体操などを工夫し︑生

致しましたが︑奉天と安東とでは比較になりません︒引揚

います︒オプティミストであったれぱこそ苦労を苦労とも

活をエンジョイして居られました︒

ありますから大変な困難であったでしょう︒安東から奉天

思わず苦難に打勝ち道を招いて行けたのであろうと思い

げの時も奉天から溺蔵島までは大したことはありませんが︑

までは山また山の遠い道程であります︒途中鉄道も戦後の

叔父は家族を伴って安東から奉天まで一たん来られたので

混乱の為まＬならず︑重い荷物を持ちながら徒歩でとぽ

ます︒

皆様方の御協力も得て立派な新ビルが落成致しました︒叔

弘道会の会長の仕事は叔父の最後の仕事でありましたが︑

ノ︑と行かれたこともあったでしょう︒その御心労肉体的
しかも引揚げて見ればパーヂの網に引っか上ると云う惨

苦痛は察するに余りあります︒
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天命を全うした立派な御生涯であったと思います︒

父も本望を遂げたと申すべきでありましょう︒
︵本会特別会員・味の素㈱元社長︶

西村幸二郎先生の思い出

田辺徹

由緒ある建物のなかでおめにかかる西村幸二郎先生は背

分の人生の最後の一日まで働きづめに働いてゑたところで︑

備わるはずのないものに思えたのだ︒

そういう幸二郎先生が亡くなって︑日本弘道会から﹁日

本道徳論﹂をいただいた︒申しわけないことだが︑西村茂

樹の思想について解説を読んだことはあっても︑この本を

きちんと読んだのは初めてで︑一読︑の後ほんとうにいい

本を頂戴したと思った︒改めて八階の屋示室も見せていた

も屈折し︑こういうのを感慨無量というのかと思った︒

だき︑ついては下中弥三郎の生涯も考えて︑思いは幾重に

代西洋の文明を真似る﹂ことが多いが︑弊害が多いといい︑

段のなかの﹁会飲の風﹂がある︒親睦会︑送別会など﹁近

﹁日本道徳論﹂のなかでことさら印象深い一節に︑第五

かったのは︑ほんの五年前のことだし︑廊下で出合っても︑
ことこと
ほんの二言︑三言へ御挨拶の言葉をかわすだけだった︒し

が高く︑まるで鶴のように気品があった︒始めておめにか

かし︑若いとき平凡社の先代社長下中弥三郎の下で働いた

その故か幸二郎先生にお会いすると︑それだけで何か嬉し

もその先達のひとりに数えなければいけないと思っていた︒

と書いてある︒これは公娼の廃止など︑たくさんある進歩

会合をするときは西洋料理を楽しんで礼儀を正しくせよ︑

と相戯れ︑娼言醜語を吐て恥とせず﹂という有様なので︑

互いに酒を強い﹂：．⁝﹁芸妓其他の婦人席上に俳個し︑客

度なく︑夜半に至るも止まず﹂︑杯は畳の上に散り︑﹁主客

かった︒当時︑自分の周囲の雰囲気を一変し︑明るく︑活

親睦会の現状として︑日本料理の席で﹁飲食酔飽するに定

動的なものにする機会を辛抱しながら待っていた私は︑幸

話だが︑実は私たちにとっても決して過去のことではない︒

的な提案のなかの一例にすぎない︒ことは明治の開化期の

私は︑かねて下中は理想家肌の教育者であり︑社会改造に

二郎先生のお顔をみると︑開明期の啓蒙主義者︑西村茂樹

執心した社会思想家であって︑この二つの点では西村茂樹

の情熱を思い︑瞬間に下中弥三郎を連想し︑無言の励まし

まされた経験は誰にもあるはずだ︒また︑このあたりは︑

右の痛烈な描写そのもの︑あるいはこれに類したことで悩

婦人解放運動をおおいに応援した下中もよく似ていると思

を受けるような気がした︒と同時に︑正直にいえば︑幸二
った地下道を歩くような気持でいた私は︑これから先︑自

郎先生の老齢の気品をうらやましく思った︒当時︑暗く湿
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るか︑絶版にするかの騒ぎになる経過が文庫本の解説に書

いに推賞したが︑総理大臣伊藤博文の怒りに触れ︑改一訂す

広く知人に配ったものという︒文部大臣森有礼がこれを大

う︒ともあれ︑この書は明治十九年の講演の草稿を印刷し︑

百名会員を二千四百人に増大ひられました︒︵一万人会員

特に次代を担う若い会員の増加に揮身の努力をせられ千八

し︑また財政の確立︑機関誌﹁弘道﹂の改善︑会勢の拡充︑

会のために︑優れた人材を登用され︑そのご指導をお願い

｜︑先生は各界各層に多くの立派な心友を持っておられ本

いまこういう優れた先覚者に御縁のある新築の建物のな

達孝氏︑建築の権威中条精一郎博士等のご尽力で建設され︑

二︑また昭和七年︑三代会長︑松平直亮氏︑四代会長徳川

○○

いてある︒伊藤博文がこの書を政府攻撃の書ととったとこ

にすることが念願でありました︒︶

かで働きながら︑利益の追及のためなら恥を恥としないよ

壮麗を誇った弘道会ビルが五十二年の歳月を経た今日︑老
○○○○○○○○○Ｏ
朽したので︑その伝統ある跡地に平和の殿堂︑道義宣揚の

○○○Ｏ○○○○○

ろが興味深い︒

うに拳える昨今の出版界のなかで学問と芸術を敬愛する風

道場新ビルを再建し︑この道義頚廃の世に絶えず︑警鐘を

集︑一年四ケ月かかって︑六十年一月十八日︑地上八階︑
○○○○○○○○○○
千五百三十五坪のユニークなビルを再建︑三月二十四日︑

と支援を得て︑昭和五十八年十月一日着工︑先端技術を結

同志の住友商事︑日建設計︑鹿島︑住友両建設会社の理解

と世界平和に貢献したいと決意され︑総会の賛同を得て︑

打ち鳴らし︑弘道精神を次の世代に伝え︑国家百年の安泰

○○○○○○○○
︵本会会員︶

を堅持する道を護る手だてはないものかと思っている︒

故西村幸二郎先生を偲ぶ

寺崎隆治

厳粛盛大な落成式を挙行︑西村会長の当日の式辞及び五月

まこと

自分は生命のある限り︑誠心誠意ただひと条に本会の使命

すじ

達成に逼進し︑世のため人のため世界平和のために貢献し

に大きな喜びと感動を与えました︒

二十六日総会の挨拶は︑言灸真に肺鵬よりいで︑全参会者

先生は︑日本道徳の根基は︑天地の真理即ち誠であり︑

す︒

たいとの輩固な一貫した信念を持ち実践された方でありま

三︑先生の人生哲学

㈲人生は二度と繰り迄すことはできない︒また長くもない︒

私は本会の各種会合︑行事の際親しく先生の善一咳に接し︑

また先生自らご執筆の四十三冊の機関誌﹁弘道﹂を熟読し︑

常に誠を以て使命を実践し︑世のため人のため尽したい︒

まこと

先生の高潔なご人格と偉大なる業績を偲びたいと思います︒
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ロ年輪の古さと重み︒

しつ士

先生は会祖の影響もあってか青少年の教育には極めて熱

心であり︑特に家庭における朕教育︵正直︑礼儀︑愛と鞭︑

○

わが皇室は二千数百年の年輪と万世一系の天皇を戴き︑

辛抱等︶を重視された︒弘道会においては常に青少年層へ

五︑先生は稀にぷる読書家︑思想家で内外の歴史︑人物文

の会勢拡充に努力されていた︒

全国民から敬愛されている︒住友は創業以来三百年︑﹁以レ
○○○

は明治九年三月十九日︵一八七六︶創立以来百九年の伝統

学︵ノーベル文学を含む︶美術等に関する良書を購読︑多

徳招レ利﹂︵﹁徳を以て利を招く﹂︶の社是がある︒弘道会に

原点に立ち帰り道義の振興を図りたい︒

がある︒新ビル建設を契機とし全会員︑一致協力︑創立の

な意見をしばしば﹁弘道﹂に発表︑また世界唯一の被原爆

くの良友と交流され︑ものごとの真相を深く究明その明快

ていた︒新ビル建設記念として貴重な蔵書二︑二八五冊を

国の体験から︑核軍縮︵究極廃絶︶と世界平和を唱道され

白養祖父︵泊翁Ｉ西村茂樹先生︶の遺訓﹁扉し不し有し初︑
すぐな

出典詩経︶を忘れずに実践する︒

弘道会に寄贈されたことは感激に堪えません︒

ルギーを燃焼し尽され九十歳で大往生されたのであります︒
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鮮二克有レ終一﹂︵初めあらざるなく︑克く終り有ること鮮し

る以外の言葉はださない︒︵四十年の親友里見弾の言葉︶

四心にもないことを言わない︒本当に腹の底から出してく

に健康管理に努められ健康の重要性について五回も﹁弘

六︑先生は毎月一回自宅で百歳会を開催︑九十五歳を目標

田﹁借り方﹂﹁貸し方﹂﹁総決算﹂

必ず返礼する﹂﹁借りた金は必ず返す﹂﹁人生の総決算をす

正に弘道会中興の祖であり︑その業績は永久不滅でありま

道﹂に執筆されましたが︑前述のように本会のため全エネ

るに当って人に対し社会に対し肩の重みを軽くし負い目を

す︒私達は先生のご遺志を継承︑発展させようではありま

﹁手紙をもらったら必ず返事をする﹂﹁ご馳走になれば

残さない﹂

せんか︒︵本会特別会員・元連合艦隊参謀︶

世間には各種団体が無数にある︒日く学会︑春秋会︑同

野口

故西村幸二郎先生の功績

○○○○○○○

㈲人の一生は凡て多くの人さまのご厚意やご指導︑ご支援
の積承重ねである︒生前受けた有難い負い目を少しでも多
くお返して︑あの世に旅立ちたい︒友人知己の墓参りをな
○○○○

はこれが最後の一斯一会と心得てお別を告げたい︒

し︑暇があれば︑できるだけ多くの方為に会って心の中で
四︑教育家としての先生

元

窓会︑校友会︑合名会社︑合資会社︑政友会︑研究会等⁝

然かも毎年数千︑数万の団体が新しく結成され又解散す

て清潔な君子の交が続いたものと思う︒

更に重要なことは本会に経済的基盤があってしっかりと

この中短かいものは一年︑或いは数年にして大部分は消

とすれば︑震災戦災に羅災焼失したとすれば会の存続は非

は見逃せない︒若し会の本拠がピルの一部を間借していた

大地に根を下ろしていたことも大切な要素であったことと

滅する︒百年の長き寿命を保つものは暁天の星の如き観が

したかも知れない︒幸い本部は戦災には焼失を免かれその

常に困難であったのではないか︑或いは︑その時点で解散

る︒

ある︒曾ては未来永劫に続くものと思われた私の学校の如

に天佑であった︒即ち恒産があったからこそ恒心を維持出

後︑会の存続再建に非常に役立ったことは御承知の通り正

きものでも僅か六十五年で解体されその後同窓会が存続し
ているがそれでも来年創立百周年記念を迎へることになっ

る︒世間の会がうたかたの如く結んでは消える理由を考へ

る︑営利を目的としない道義団体としては珍しい存在であ

は本会の今後の発展に寄与すること頗る大で本会の目的遂

建築され本会の経済的基磯を盤石の重きに安定させたこと

第八代西村幸二郎会長は大英断を以て日本弘道会ビルを

来たとも言える︒

ると創業者は確かに立派でその在世中は天下にその名が調

であると感謝している次第である︒︵本会会員︶

行の為め一路迩進出来ることになった︒実に本会中興の祖

弘道会は会祖西村茂樹先生が創立してから百十余年にな

ているその後何年続くか判らないが大したことはない︒

われていてもご本人が残すると忽にして雲散霧消するもの

長谷川惣平

温顔に接したことが走馬燈のように私の心に映りつつおり

目を閉じて毎年の総会の席に思いを馳せれば西村先生の

悼西村幸二郎先生

日本弘道会会員として

もある︒又後継者があっても段々と尻つぼ象になって三代
以上続くものは稀である︒又スローガンは立派でも時代の
変遷について行けず何時とはなしに消滅したり或いは権力
﹁守成難し﹂とでも謂ふべきか︒

争いや派閥闘争が起こり内部分裂に終ることもある誠に
ひるがえって吾が弘道会を見るに歴代の会長は夫々斯界
的に奉仕して今−日に至ったのではないか︒そこには名利

ます︒

の指導的人格者であり会員一同もこれに協力輔佐して献身
を離れて尽力され微塵も金︑権が作用しなかったので極め
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にこやかな表情をどなた様にも与えられて下さいました

たのもこの除幕式の日からでした︒

の御努力により漸く発会したのだし︑私は佐倉藩支会の事

たが︑会祖西村茂樹泊翁の出身地である佐倉支会が有識者

会員と同時に会計係という大任を命ぜられとまどいまし

また弘道会会長としては戦後の世相に対処をなされての

務局をおあずかりしている関係もありまして及ばずながら

のです︒

に努めていただきましたことを思う時に︑﹁天は先生にも

道徳運動の旗手となられましては︑伝統のある指導と責務

席させていた壁きました時︑西村幸二郎先生が会長に就任

翌五十五年五月第七八回日本弘道会通常総会に初めて出

お引受けさせていた型きました︒

併し︑念願の本会新ビルの建築を成功なられましたこと︑

っともっと余命を﹂と願わずにはおられません︒

将来にむかって本運動の発展に光明を与えられていただき

されておりました︒

会計係をお引受けしている関係で︑毎年会費納入のため

おられまして︑今でもそのお姿が目に浮びます︒

よく︑腰も曲らず︑とても八十五歳には見えず豊蝶として

西村幸二郎先生は︑白髪ではありますが︑お顔の色艶は

ましたことども有難く感じつつ︑会員の一同が今後の責任
︵本会会員︶

を全とうすべきことをお誓い申し上げます︒合掌

西村幸二郎先生の思い出

に一度は本部事務局に伺い︑通常総会にも何度か出席させ

数えるほどしかお目にかかれない西村幸二郎先生は︑私

ていた翼きました︒

私が西村幸二郎先生に初めてお目にかかったのは︑昭和

のごとき新会員をも忘れずに︑いつも笑顔で迎えて下さい

服部忠三
五十四年四月九日のこと︑会祖西村茂樹泊翁がお住まいに

こんなすばらしい会長が御指導下さる日本弘道会︑特に

ました︒

私はすこしでも多くの人に会員になっていただき﹁弘

会誌﹁弘道﹂でのお教えは︑すばらしいものがありました︒

立され︑その除幕式が行なわれた日と記憶しております︒

なられた佐倉市宮小路町六八番地に﹁修静居跡﹂の碑が建
当時西村幸二郎先生は︑日本弘道会の副会長であられ︑

募りました︒

道﹂を愛読していた堂かなければ⁝⁝と︑一生懸命会員を

会長の野口明先生が健康を害されておりましたので会長代
理をおつとめいただいていたと思います︒

私が日本弘道会の一員としてお仲間入りさせていただい
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おかげ様で昨年一○○名を超す支会となり︑西村会長よ
り感謝状を頂戴いたし誠に身にあまる光栄に存じておりま
会長のお仕事の中で何よりも大変であったと思われるの

す︒

は︑新日本弘道会ビルの建設であったと思います︒
本当に命がけの立派な大事業をなしとげて下さいました︒
有難うございました︒

もっともっと書きたいことが沢山ありますが︑うまく書

ったときのような輝きがあったのです︒握手された手から

は意外なほどの暖たたかさを感じました︒

この二年間︑日本弘道会ビルの建設事業のお手伝いを務

めさせていただいたのですが︑折りにふれ︑懇談の場を設

けていただいて︑私共を力づけて下さいました︒時に︑話

建築の話から︑京都の話へ︑そして若き学生時代へと限

は深夜まで︑貴重な人生論にまで及ぶようになりました︒

りなく続き︑人生の奥深さを︑自らの実体験を︑青年のよ

うな情熱をもって語られたのです︒願ってもない機会に︑

の興奮を感ぜずには居られませんでした︒

私はいつも一冊の大河小説のさわりの部分を読むときのあ

きあらわすことができません︒
お許しください︒

ない人生の精級な設計図を見たような気がしました︒そし

西村会長のお人柄に接して︑私は︑いまだ︑柔たことの

西村幸二郎先生の御冥福を心よりお祈り申上げまして御

挨拶といたします︒︵本会会員・佐倉支会会計︶

故西村幸二郎会長に謹んで追悼のことばを申し上げます︒

は設計されていきますが︑人生の哲学まで変えるようなこ

築く作業を続けているのです︒時の流れに応じて︑設計図

その人のための設計図があり︑誰もが毎日︑少しずつ家を

追悼の言葉

りました︒

て︑この人は人生の偉大なる建築士なのだと思うようにな

七月九日の夕刻︑御家族の方のお知らせをいただいて︑

とは普通はあり得ないのです︒おそらく︑ディテールが変

設計図がないと家が建てられないのと同様に︑人生には︑

私は︑大蔵病院へ御見舞に駆けつけました︒病室では︑少

ってゆくのだと思います︒

平井尭

し具合の良くなった西村会長が︑やっと意識をとり戻され

台がしっかりしてくるような不思議な構造が記るされてい

西村会長の設計図には︑不幸な嵐が吹けば吹くほどに屋

て︑にっこり笑われたのですが︑そのときの顔が今も忘れ
そこには︑昼寝をしていた坊やが︑目覚めて︑母親に会

ることができません︒
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るのです︒幾度となく変更されて︑その毎に︑強度を増し︑

西村会長は︑あらかじめ計算されたように︑人生の最終

美しさに輝くディテールになっているのです︒

西村先生の思い出

私が弘道会に入ったのは数年前ヨーロッパ寮歌の旅で仲

藤田三郎

われた実業家としての手腕を見事に発揮されたのでした︒

プログラムを︑設計函どうりに実行され︑若き日から培か

で当時の会長は野口明さんで旧制高校一年前の先輩だった

ので会に親近感を覚えうれしくなりました︒しかし野口会

良しになった岩崎晶︑加藤嘉三郎両氏の御紹介によるもの

ろでありますが︑残された貴重な遺産︑すなわち︑この日

先生は随筆が頗る達者なお方なので敬服致し居りました︒

長は間も無く亡くなられ西村さんが後を継がれたのですが

このような時斯に︑貴重な記念すべき仕事に参画させて

本弘道会ビルの行末を理事者の方々と︑パートナーとして

いただいたことは︑私の人生経験としても誇りとするとこ

組まれた住友商事の方々と末長く見守っていきたいと考え

なくなりました︒懇談会の思い出だけが︑脈々と︑新鮮に︑

今となっては︑直接に︑人生哲学を拝聴することはでき

りで長たらしい返事を差上げた処題名を改え﹁明治人の生

るようなものを手がけたことのない私はおことわりのつも

て何か書くようにとのお達しをいた壁きましたが活字にな

今から三年前でしたか︑その会長から﹁私の信条﹂につい

私の眼下に焼付いてまいります︒最後に病院でお会いでき

しいやらでした︒

き甲斐﹂として弘道第八九九号に発表され恥しいやらうれ

ております︒

一でも︑これからの︑私の人生に生かしてゆきたいと考え

のと共鳴を感じました︒その里見翁の追悼文を西村先生が

平穏：．﹂を読んで白樺派まどころ哲学の先生はさすがなも

その巻頭で里見惇先生の﹁ごらんの通り信条ぬきで万事

た︑あのときの手のぬくもりと︑眼の輝きのたとえ十分の

︵本会会員・日建設計㈱設計部長︶

御霊のとこしえに安らかならんことをお祈り申し上げて

ております︒

お別れのことばとします︒

す︒

弘道九○三号に発表されていますが実に良く書かれていま

これは無宗教者の葬儀の一例でしょうが今日の無宗教者

の少ない世の中で宗教ぬきの葬儀のあり方が確立されてい

ＦＤ

ＦＯ

︑０ノ

／０︑

ないのが残念に思われます︒時を偉いお方の国葬が宗教ぬ

が向いているそうです︒

は老人の寿命を延ばすことより健康な老人を作る方に研究

そして﹁直角型﹂と称して精いっぱい生きてバタッと死

きで盛大に行われますがあれを出来るだけ簡素化したなら
それが即ち個人葬になりそうに思われますがいか堂なもの

わからないとしつこく言って西村さんに笑われたものです

ぬのがよいと云われています︒前の勉強会で迷信の定義が

旧館の狭い会議室で﹁勉強会﹂なるものが行われたこと

は立派な﹁直角型﹂と申し上ぐべきでないでしょうか︒

が﹁直角型﹂の定義も私にははっきりしませんが西村先生

でしょうか︒

がありますが私はあの会が楽し象で毎回出席致しました︒

仙台二高の私の学友︑東北大学の名誉教授で伝熱工学の

その会長の御努力で新会館が立派に完成されたのですから
そこでもあの温顔をいつまでも見せていた堂きたかったで

良いことを伺った﹁人間は精いっぱい働いて︑死ぬ時が来

受賞した抜山四郎君は数年前新幹線の車中で禅坊さんから

ノーベル賞とも云うべきマックスャコブ賞を日本で初めて

さて私事で恐縮ですが私もかぞへ年九十なので五人のせ

たらストンと死ねば良い︒﹂と申されたが全く同感さもあ

す誠に残念でなりません︒

私のおはこ三十一文字の落書とスナップを渡した後で机の

がれ共夫妻が卒寿の祝をしてくれたのでそのお礼の意味で

りたいものと彼の随筆にも載せていました︒

かったから﹁どうしたのか﹂と電話したら﹁いやあすまん

りの出来るクラス会に出席の返事を出しながら顔を見せな

そして昭和五十三年五月末逗子の海風荘で二泊の寝物語

引出しからいつぞや明治神宮でいた堂いたかぞへ歌が出て
わごとばかりでないまじめ事を考えることもあるよと子供

来ましたそれをまねて私なりのかぞへ歌が出来たので︑た
達にそれを配りました︒これには弘道会の綱領も無断借用

たので﹁それは結構︑速かに実行されたし︒﹂と電話を切

すまんすっかり忘れてしまった︒しかし近々仙台の家を片

りました︒それから四十数日後の新聞で脳溢血で死亡を知

付けて子供達の居る都心の方へ引越すつもりだ﹂と申され

去る九月の敬老の日には帰一教会に出向き今岡信一郎先

りびっくりせざるを得ませんでした︒彼も立派な﹁直角型﹂

きたい所存です︒

生に百五才のお祝を申し上げ会の皆さんに﹁卒寿のかぞへ

と申すべきでしょう︒知人が相ついで亡くなり淋しい限り

してますから会長はじめ会のお歴々の方の御批判をいた堂

に真先に見ていた堂きたかったものですが残念至極です︒

ですが次は自分の番と覚悟致し居ります︒

歌﹂の御批判をもお願致しました︒これはむしろ西村先生
最近の朝日新聞の夕刊によると東京都老人総合研究所で
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精いっぱい生きてストンと死ねたなら
云うことなしと云うべかるらん

師の思い出

︵本会会員︶

松本孝二

は強く私の記憶に残って居た中学校一年生の頃︑私は少年

雑誌の中で題名も筆者も今は全く記憶に無いが︑西村先生

も思い出の記に書かれた一高生の新渡部校長御見送りの美

やかに私の記憶に残って居る︒

しい情景の記事を読象その感動は六十余年を経た今もあざ

西村先生が新渡部先生の思い出の中にこの美しい師弟の

のことを書かれたのも新渡部先生を深く敬愛された西村先

交情のこと奥その後新渡部先生御自宅での﹁アゼリア会﹂

であろう︒

生の同じく人を愛し人々からも愛されたお人柄によるもの

私が西村先生から教えを受けたのは比較的短い斯間であ
る︒私が先輩のす上めで弘道会に入会させて頂いたのは三

私には西村先生の思い出には私の大学での恩師穂積重遠

年ばかり前のことで︑西村先生に始めてお目にか入ったの
はその後時を出席させて頂いた弘道会の勉強会の席であっ

の中で少しでも前の席を占める為私は何時も七時半には教

先生の思い出が二重写しの影像の様に重なって来るのであ

室に入った︒先生は何時も健康の為牛込払方町の御自宅か

た︒先生は何時も人なつこい温顔で私達に接し会の司会の

一年前先生は本誌に﹁新渡部先生の想い出﹂を寄せられ

に近い三十一番教室であった︒何時も大教室を埋める学生

たその中で先生は恩師新渡部先生一高校長の職を退かれた

ら徒歩で小石川の坂を上って大学へ通われた︒民法の講義

る︒穂積先生の民法の講義は何時も早朝八時から安田講堂

時︑新渡部校長を慕う一高の全生徒が別れを惜んで新渡部

の途中でも先生は時を意識的に雑談をお始めになり或時は

御長寿への数々の貴重な体験談を話されるのが常であった︒

校長の車︵人力車に従って小石川小日向台町の御自宅迄御

英国留学中のこと︑御家族での歌舞伎見物のことをお話し

間には時を幼少の頃病弱であった御自分の体験から現在の

つじの鉢を贈った美しい話を書いて居られる︶︒

見送りし先生のメリー夫人にもお別れの挨拶をし記念のつ

して話されたことは卒業直前の数名の学生の評験場での不

ことを教えられたその中でも先生が最も心を痛めたことと

になり︑その中からも私達は道義や教養についても数々の

る新渡部姓の友人を持ったことの外新渡部先生とは全く面

正行為に対する除名処分と︑皇室に最も近い方の入学試験

私は高等学校での同級生に新渡部先生の令妹の孫にあた
識の機会も無かったが︑少年の時から新渡部先生の御名前
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の点数の不足により志望が容れられなかった問題で法学部

合を持って旧交を温め︑懐旧談に花を咲かせていた︒西村

に帰国した人達によって安軽会という会が作られ︑時折会

この二つの会社に勤務していた役員︑従業員で戦後無事

先生はあるとき私共に向かって︑﹁われわれは何とか無

会員となりその中心的存在であった︒

幸二郎先生も安東軽金属の役員であった関係からこの会の

長であった先生に対し各方面から厳しい批判の声が寄せら
私が西村先生と穂積先生のお二人の思い出を一緒にして

れたことであった︒

こ入にとり上げたのはお二人の温容の思い出からだけでは
ないお二人の先生は共に温厚篤実な英国型紳士の典型とも

後抑留中に異境の土と化したり︑引揚船が難波して海底に

るが︑旧同僚や家族の中には戦場や職場で散華したり︑戦

事に帰還できたので︑お互いの健康を祝い合うこともでき

消えたり︑ようやく故国の土を踏象ながら病魔に倒れた方

去る七月二十五日東京カテドラル聖マリヤ大聖堂で私は

申し上げるべき方でいらっしゃった︒

あ坐主よわれをしておんみの平和の

西村先生の遺影を仰いでお別れを告げた︒

毒に耐えず︑胸の痛桑を感ずることしきりである︒ついて

達が多数ある︒これらの方食の身上を思うと︑真にお気の

は戦後三十数年を経た今日︑甚だ遅まきではあるが︑この

われをして憎しみのあるところに愛を

際旧同僚や遺族の方々に参集を頂いて追善の供養を行い︑

道具とならしめたまえ

西村先生の温容は終生私に語り掛けて下さるであろう︒

京近辺の在住者はもとより全国各地から馳せ参じた方が多

この企ては多くの旧同僚や遺族の共感を呼び︑当日は東

同追悼会を施行することにした︒

えしぎよう

五月八日同寺の大本殿において前記二会社関係物故者の合

兼ねておられた鶴岡衛氏にご斡旋を願って︑昭和五十七年

あつ

ちに準備に取り掛かり︑本弘道会の理事で増上寺の役員を

私共も全く同感であったので︑安軽会を主催者として直

ではなかろうか︑﹂との感懐をもらされたのである︒

亡き方々の御霊を鎮めるのが︑生き残ったわれわれの務め

もたらしめたまえ
︵本会会員・岩淵金属工業㈱名誉顧問︶

追悼会の施行

光谷巌

終戦の一年半ほど前に︑元満州︵現中国東北地区︶の安
東市にアルミニウムの製造を目的とする安東軽金属㈱が設

立され︑またその工場を建設するために満州鉄鋼工務㈱
︵後に満州製鉄㈱安東支局に改組︶が設けられた︒
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追悼会は導師の外六名の衆僧の列座の下に開始され︑ま

く︑総数七十名に及んだ︒
じゆ

心え

でしょう﹂とか︑﹁今日の法要に参列して永年の胸のつか

御堂で盛大な追悼会を勤めて頂いて故人もさぞ喜んでいる

えがとれた︒本当にありがたかって﹂というような感想が

ぴやく

ず諸仏を御堂に迎える開経が読謂され︑次いで法会の越旨

数多く寄せられた︒

られ︑成功のうちに終了したことは偏えに先生のご人徳の

大変喜ばれた︒それにしてもこのように立派な法要が企て

先生はこれを聞かれて︑法要のしがいがあったと言って

を説く導師の表白︑西村先生の追悼の言葉︑衆僧の読経︑

参列者の焼香︑導師の法話という順序で︑荘重厳粛に進め
先生は追悼の言葉の中で︑終戦前にわれわれ同僚が砕心

られた︒

追悼の辞に述べられたように︑先生はこの後三年余にし

て彼の世の先人達の仲間入りをされた︒先生ご本人のお気

致すところであり︑改めて尊敬の念を深くしたことである︒

持はどうであれ︑安軽会の支柱を失った私共の悲しみは深

苦闘した状況と︑戦後恐怖を窮乏に明け暮れた抑留生活と
には帰郷早為に不帰の客となった方が多数あり︑これらの

だされたことでございます︒その後︑何度かお会いし︑西
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を追想し︑その戦中と抑留中に︑または引揚の途中で︑更
方有に対して深い哀悼の意を表するとともに︑ここに旧同

い︒︵本会会員・元安東軽金属㈱勤務︶

ぎよう

この後参列者全員が祭壇の前に進んで焼香し︑導師の懇

村会長の語る人生観︑道徳観等をお聞かせいただき︑その

私のような若輩者に対しても︑誠に丁寧な態度で接してく

最初の印象は︑ご高齢にもかかわらず︑非常にお若く︑

に協力させていただくことになった時でございます︒

ビルを新築するにあたり︑住友商事の担当者として︑これ

私が西村会長に初めてお会いしましたのは︑日本弘道会

西村会長との思い出

隆司

僚︑遺族相寄って誠心追善の供養を行じているので︑どう
かこれを照覧あって御霊を鎮められんことを祈る旨を述べ︑

最後に自分も近い将来皆様の前に出るであろうから︑その
ばれた︒

節はお仲間に入れて欲しいとの願望をひれきして言葉を結
この悼詞を聴いた参列者はいたく感動し︑目をしばたた
く者も少なくなかった︒

右に続いて読経とともに物故者全員百二十八名の姓名が
衆僧によって呼び上げられたので︑参列者はひとしく唱名

崎

切な法話があって式を閉じたが︑式後参列者から﹁壮厳な

に耳を傾け︑合掌祈念するのであった︒

山

だいたことを︑何とも︑今ではなつかしく思い出しており

かわし︑波乱に富んだ人生の貴重な体験談をお聞かせいた

の新郎のように︑誰よりもお喜びになられていたお顔︑ｌ

の︑照れておられたお顔︑Ｉ竣工式当日の︑まるで結婚式

ｌ日本弘道会ビルの﹁定礎﹂の字をご披露いただいた時

より︑ご冥福をお祈り申し上げます︒

ます︒お会いして︑何度目かの時に︑﹁君に僕の書いた本

の手を握られて︑ちょっとさゑしそうになされていたお顔︑

ご自宅に︑奥様のご様のご病気のお見舞に出向いた時︑私

造詣の深さに感銘したり︑又︑時にはご一緒にお酒を汲拳

をあげよう﹂と︑数冊の書物をいただきました︒独特な健

為の西村会長のお顔を︑今︑しみじ象と思い出しておりま

ｌお亡くなりになった時の︑本当に穏やかなお顔︑その時

康法をお書きになった﹁建康法と長寿に就て﹂や︑﹁安東
軽金属物語﹂等のほかに︑﹁天子さまのつつじ﹂という随

西村先生の想い出

米田光

します︒︵本会会員・住友商事東京ピル事業部課長︶

人生の交わりをお持ちの皆を様に︑謹んで︑哀悼の意を表

最後に︑ご遺族の皆食様をはじめ︑ご生前に西村会長と

す︒

筆集をいただきましたが︑これが非常におもしろく︑熱心
に読ませていたきました︒この本の中に︑学生時代の恩師
と西村会長との〃やりとり″が次の様に書かれております︒

卒業の時︑恩師が︑自分の教え子が皆卒業して︑去って
いってしまうことを心なしか悲しまれて︑﹁渡し守︑人を
になったのに対し︑西村会長が︑﹁渡された旅人は︑人生

渡せとおのが身は︑水悼取りつつ世を終るかな﹂とお詠み

天子さまのつつじ！面白い題だな！書棚から引き出

行路︑幾山河越えて旅するが︑いつも︑後ろを振り返し︑

渡し守の恩は︑終世忘れるものではありません﹂という意

毛筆で﹃贈伊藤様﹄とある︒挿絵の写真が幾枚もある︒

立ちながら二枚三枚とめくっていく︒兎に角面白そうなの

うか御家庭の様子までざっくばらんに掲げてある︒店頭に

素晴しい御先祖︑皇族方との接触の模様など門戸開放とい

して手に取った︒えび茶色の布に装されている︒表紙裏に

味の返歌を贈ったというものです．ｌ
この世の中︑本人︵渡し守︶は気がつかなくとも︑相手
︵旅人︶に大きな影響を与えることが多食あると思います︒

ず︑物事に真剣に立ちむかう姿勢に感銘をうけた一人でご

で求めて帰った︒

私も西村会長にお会いし︑会長のいつまでも向上心を失わ
ざいます︒突然の悲報に接し︑誠に残念でなりません︒心
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もう幾年前の事だったのか︒久々に小倉に出た時古書店
教養堂での事である︒帰りの列事の中で次々にめくってい
った︒兎に角ひきつけられて読んでしまった︒これは著者

の外でござりません︒

したのは唯ひとえに先生の人柄に引つけられたということ

先生の計報を私に知らせて下さったのは平尾様︵書道

の自費出版のようである︒相当なお家柄の著者であろう︒

呼止んゆる哉・この西村先生も卒然として帰幽せられたの

家︶からでございました︒毎日紙には報ぜられました︒鳴

であろうか︒人生九十年！世の為︒国の復興のために！

﹃若しかお手許に残品ござりましたら一部お恵承下さい﹄

と日ならずして二冊の新書が贈り下されたのである︒爾来

弘道！これぞ我が道ぞと！奮迅の御生涯であったと︒

ス︾Ｏ

だき︑私は弘道会に入会致しました︒あのように元気で清

昭和五十七年六月十一日加藤嘉三郎先生の御紹介をいた

和田平太郎

西村幸二郎先生感謝の思出

き思いで一杯でございます︒はるかに御冥福お祈り申上ま

す︒︵本会会員︶

ござりましたが傘寿の今日︑惜しい西村先生何かやるせな

筆まめな西村先生！私としましては弦十年位のお導きで

一度の御面接もないま坐に此度の永の別れとなったのであ

先生は筆まめなお方であったが︒お年老いて後︑体力自
ることそのものが命がけではなかったでしょうか︒何事に

彊法を考案せられて著書を出版された︒日を之を励行され
つけても真筆で一介の古手教員にさへ毛筆で鄭重なお返事
を下さった︒これは名流の仁に出来る業ではありませぬ︒

文芸春秋を一度お贈り下さいました︒帝大同窓生の集いの

大きな写真！中に前首相岸信介︒並んだ先生のお顔は幾
分やつれて見えましたが！住金の使いで英京ロンドンに
働かれ︑終戦間際に安東にそれこそ処刑されるかの際まで︑
やっとの復員︒

生の惨い思いが心の底から湧いて来るのを覚えます︒誠に

昔から生者必滅会者定離と言われ︑人生灯火の如しと人

万感胸に迫り沈思黙考あるの象で言葉もありません︒

純温厚の西村幸二郎先生がもう此世におられないと思うと

西村茂樹の大業！同姓であるからという簡単なことで会

先生は引揚げられて新しい弘道の分野に立たれました︒

長をお引受けなされたのではございますまい︒最後の御奉

惜別の念に耐えず︑ただ合掌するばかりで御座います︒

先生より拝受しました健康法と長寿についての御本は有

公終戦で亡き命と思へぱ！この御決心ではなかったでし
ょうか︒私をしてこの弘道の一員として加入させて頂きま
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難い形見となりました︒

ものであります︒

︵本会会員︶

の意を表し︑謹んで御冥福を御祈り申し上げます︒合掌

先生との尊い御縁出会の幸運もか象しめ︑深甚なる感謝

部分の細胞に外部より強い刺戟を与えこれに活力を賦与し

健康法の中で先生のお言葉に私の健康法は︑両身凡ゆる
病的な弱体の細胞を速かに活力旺盛な細胞に入れ替え︑以
って凡ての機能の働きも活発にして健康体を作ろうとする
ものであり︑その目的の為め頭のテッ︒ヘンから脚の爪先足
い刺戟を与えるのである︒

の裏土踏まずに至るまで全身余す処なく各部分の細胞に強
言わば細胞刺戟運動による健康法と言うようなものであ
ると︑説かれているのであります︒私は子供の頃身体が弱
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かったので健康体になりたいと思って大正元年頃から冷水
摩擦を行ってきましたが昭和の始め頃になってもっと強力
ワトビ運動も実行し数十年来休まず実行してをります︒西

な健康法を求めて全身摩擦とナワトビを組合せ全身摩擦ナ

ることが解りましたので大いに気を良くし活気を得て先生

村幸二郎先生の健康法を学びまして︑私の健康法と相通ず
を思いながら快適に毎日励行してをります︒

九十歳の今日もナワトビ運動の出来るのはそのおかげと
思って喜んでおります一︒

拝受の健康法と長寿についての御本は︑常時座右に備え
私の人生読本として心身の糧とし活用し人々にもお勧めし
この貴い教訓を生かし厚恩に報ゆるべく一属精進を誓う

たいシ︸思います０
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印象派の巨匠たち 小学館

日本現代画家選

明治６年政変

有斐閣

Ｗ・チャーチル

光文社

大川周明

早川書唖房
大俳．次郎

早川書房

歴史のつくるもの 南 原 繁

明治６年政変・の研究

隆日
糸

新一の本
幕末
の
日
本
天皇の世紀

日本．２千６百年史

第２次大戦回顧録

終・戦直後

4q

著者又は発行所

岩波書店

冊数

書籍名

｜著者又は発行所一 冊数

アサヒ芸能出版

中央公論社

塩谷賛
誌談社

坪内遁遥
吉川英治

井・上靖文庫 新 潮 社
日本詩人全集 新 潮 社
ト ル ス ト イ 全 集 河出書房新社
トルストイ全集 春 秋 社
新潮社

シエイクスビア全集
シエイクスビア全集

私本大平記
幸
田
露
伴
宮
本
武
蔵
宮
本
武
蔵

五味川純平
芹沢光治良

吉川英治
角川害店

2，285 231 2，054 2 0 4 4 1 1 1 4 1 3 1 4 6 5 3 1 3 3 8 1 5 3 1 9 1 5 2 6

書籍名

激石全集
激石文学全集 集英社
志賀直哉全集 中央公論社
谷崎潤一郎全集 中央公論社
谷崎潤一郎全集︵文庫︶ 中央公論社
武者小路実篤全集 芸術社
新渡戸稲造全集 教文館
岩波書店

中央公論社
文芸春秋社

三国志

西郷隆盛
戦
争
と
人
間
人
間
の
運
命
人生論読本

河出書一房

講談社
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川端康成全集 新潮社

″

筑摩書房
岩波書店
岩波害店
文芸春秋

世界の文化・地理
世
界の旅

その他

合計

上

新潮社

岩波書店
岩波書店

講談社
改造社
新潮社
誌談社

以

芥川龍之介全集
菊
池
寛
全
集

里見
集
露
伴弾
全全集
山本有三全集
小泉信三全集
秋
聾
鏡
花全
全集
集
荷
風
全
集
真山青果全集
横光利一全集
山本周五郎全集
吉川英治全集

5633911282842710441010961316113028151113

｢−−

向にあります︒糖尿病の重要性は動

五︑受療率は十万対一二四と増加傾

五と低いですが︑有病率は千対四・

率は昭和五十八年で人口十万対七・

糖尿病も成人病の一つです︒死亡

るか︑朝食前値が一四○以上であれ

に測った値が二○○日廻昌以上であ

ります︒高血糖の程度としては任意

と血糖値の上昇を証明する必要があ

もので︑診断には以上のような症状

です︒その他各種の動脈硬化を合併

︵蛋白症や腎孟腎炎︶が有名なもの

げられるほどのこともある︶︑腎症

とくに執勧な神経痛のため睡眠が妨

る︶︑神経症︵下肢の感覚障害で︑

により種々の程度の視力障害を生ず

要します︒

︵治療は次号に続く︶

意識障害を来たすこともあり注意を

逆に血糖が下りすぎて低血糖となり

す︒薬物を使って治療中の患者では

とがあり︑糖尿病性昏睡と云いま

は高血糖が続き意識障害をおこすこ

治療が不十分であったり重症例で

などを来たします︒

脈がつまって下肢の壊死を生ずる︶

二シ

閉塞性動脈硬化症︵両下肢を養う動

し︑心筋梗塞︑脳梗塞︑大動脈硬化︑

ば糖尿病と診断されます︒より詳し

害︑心臓病︑腎臓病の原因となり︑

脈硬化を促進することで︑脳血管障

は脳・心臓の死因に寄与している可

死因としては比較的低くとも︑実際

目原因

くはブドー糖負荷試験と云う検査を

で︑その診断も大切です︒とくに網
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能性があります︒

牌臓から分泌されるホルモンであ
るインスリンは食物中の糖分を処理
し︑筋肉や肝臓にグリコーゲンとし
て貯え︑血液中のブドウ糖の濃度を
このインスリンが不足すると血糖が

適正に保つように調節しています︒

白合併症

糖尿病の症状は口渇︑多飲︑多尿

膜症︵網膜の小出血︑網膜剥離など

糖尿病では種々の合併症を伴うの

倦怠感視力障害などがよく拳られる

ロ症状と診断

は尿中に糖が出てゆきます︒

行って診断いたします︒

糖尿病（その一）

利用されずに高濃度となり︑ひいて

党議蕊峨

杉 浦 昌 也

︑疲れたる田植の夢見て居眠りぬ

稲妻に貧しき暮し見られけり

東京都加藤刀水

峡の路にさしかかり枢に手をかけし

かの人の手をかけしごと秋ぬくし

にわかる︒﹁先がけて﹂がいい︒

︵評︶背山の木だがごう人︑と鳴る︒あれは野分の音とすぐ

︑先がけて鳴る山の木々野分ふく

篠塚しげる選

静岡県渡部翠

︵評︶田植に余程疲れたとみえ居眠る夢も田植であったとい
う真実がこもっている︒

乱礁に鵜の羽乾く秋の雲

○丸ビルはむかしの高さ鰯雲

＠水子すがる地蔵の裾や露浄土

○楠大樹しかと石抱き神無月

千葉県鈴木とよ女

︵評︶露浄土という措辞が水子のあはれをそ入る︒

供出の新米妻と俵にする

なすび

流星や祖母が語りし里民話

︵評︶﹁嫁に食はすな﹂といわれるほど甘くおいしい秋なす

︑味噌汁の甘き香りや秋茄子
びの味噌汁︒

紫蘇こきて手の渋気にする齢でなし

石階を紅葉が老を引き上げる

○文化の日晴れて筆のすべりよく

選者近詠

大阪万博跡の庭園にて

園のこ上魁夷が竹の春の彩

京都大徳寺内瑞峯院にて︵枯山水の庭︶

くさめ

冷まじや巌に迫る石の波

朝寒や屋根師が落す大庭
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弘道俳壇

市原市加藤己之

古川哲史選

る

り秋もまだ暑さを残すわが庭の椎の葉かげになく蝉の声

所沢市斎藤知正

野の烏もいまだ目覚めぬあかときの闇まに咲ける朝顔の
花

天つ星ひとり醒めゐてまばたけるあかとき闇に咲ける朝
顔

見え分かぬあかとき闇にまどかなる大き瞳を開く朝顔

もろぼし

朝あけに消えゆく星のささやきを潜み間くらし朝顔の花

千葉県山田町宇津木一直一

ひと朝のいのちをかぎり朝顔はひと日ノ︑を咲き継ぎて

朝明に消えにし空の衆星を恋ひてやあらむ凋む朝顔
あり

いぶか

たんぽもて敵く板碑の表より徳の一字まず浮かび出ず

き

語りし提灯の文字二年経て今日気づきたりそのミスなる一
に

三年の時日かけたる原稿を祈るが如く見守りている

印刷にいままわすとて整えし町史原稿机にうずたかし

る

自転車の三里の道も遠からず今日の歌会に満ち足り帰え

わが町もこぞりて祝う年老いし人ら招きて敬老の日を

埼玉相沢正直

る

招かれて福寿金たまわる妻も我も目出たく迎えし敬老の

朝なさな愛しと見たるわが庭の柿は甥がれて秋さなかな

食べ物に群がる蝿も遠のきて日影こいしき冬去りにけり

︒

かわいさにそと承つむれぱ雨蛙なき声止めてただに静も

月かげにゑればかそけし雨蛙二つ並びて代る代る鳴く

つめたし

ややありてぬくとき便器手にとれば半身不随の片手重く

もち

手にさわる冷たき捜瓶ぬくもりて便意しだいに遠のく気

朝おきて尿を捜瓶におくる音夢の如くにいともかすかに

う
ｆ

蝉

いつしかに秋のけわいも濃くなりて笹の尾花風になびけ
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弘道歌壇

日に

敬老の日に招かれし人びととひさびさに会い語るも楽し
いきのかぎり日を働きて世界一長寿国日本を共に守らむ

選者詠

加藤︑斎藤両氏の作は︑ほとんど手を入れずにいただいた︒

加藤さんの旺盛な作歌意欲︑斎藤氏の写生とはちがったロマン

小生の四首は︑旧作あり︑新作あり︑題材にも統一はない︒

精神には敬意を表したい︒

も出来たてのホヤホヤである︒それに対して大相撲の二首はい

目は作者の住む大泉地区の敬老会︵九月十八日︶の作︒どちら

第一首目は今年の日本シリーズ最終日︵十一月二日︶︑第四首

今日は

ずれも旧作︒高見山はすでに引退して年寄りになっている︒同
じ高砂部屋の朝潮は現役の．ハリパリだが︑相撲は相変らずの気

冬めける木枯し吹きいひれもすを西武ライオンズ破れし
朝潮を晶員すれどもその強さあてにならずと今日もはか

ら︵八二年三月作︶

投げられて悲しき顔の高見山土俵おり行くうつむきなが

か︒﹁しっかりせよ﹂と言いたい︒

めてしまいそうな気がする︒朝潮よ︑いつまで気を操ませる気

分相撲で︑強いのか弱いのか︑さっぱりわからない︒そこが魅
力でもあろうが︑後輩の大乃国や北尾の方がひと足速く綱をし

なむ

昨年の敬老会に会ひし顔けふもゐるやと左右見まわす

寸感
タリしなかったが︑今回の作はすなおで︑これならどこでも通

今回の投稿で目だったのは︑相沢さんの歌がりっぱなことで
あった︒今までは︑道歌めいた作があったりして︑どうもピッ
用すると思う︒但し︑一首目﹁年老えし﹂を﹁年老いし﹂に︑

宇都木さんの一首目は︑﹁浮びたり﹂を﹁浮かび出ず﹂とし

二首目﹁目出たく迎う﹂を﹁目出たく迎えし﹂になおした︒

た︒その方が動きが出ると思う︒二首目の原作は﹁桃燈の文字

﹁自転車の三里の道も遠からじ今日の歌会を満ち足りて帰え

語りつ二年経て今日桃燈のミスを知りたり﹂︒五首目の原作は
る﹂︒二首目は﹁提灯﹂という文字が重出するのを避けたいし︑
した方がよいと思う︒

五首目の﹁遠からじ﹂は歯切れが悪い︒堂灸と﹁遠からず﹂と
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公云庄口
鯵ご寄付者芳名

朋皿叩一

金壱万円也北村博学殿︵埼玉県︶
金壱 万 円 也 関 口 正 雄 殿 ︵ 埼 玉 県 ︶
◎会費領改報告書
一幸蹄押蜘︾

和田耕一︵帥︶星野志朗︵帥︶
望月幸義︵帥︶
︹京都府︺

松下進︵釦︶内貴イク︵蛇︶

高橋長博︵帥︶

︹静岡県︺

佐藤信︵舵︶

︹秋田県︺

市村繁幸︵帥︶

︹埼玉県︺

◎新入会員芳名︵敬称略︶
︵紹介者︶

忠薫

だきます︒

︵入会者︶

利

祐 光 峰

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた

︵府県名︶

光 朝 香

昭和帥年９月１︐月

水沢
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

高木泰一郎

高木正一

雑賀富雄
藤下昌信
市村繁幸

越川昭

川 玉 葉

″

上代光祐

加藤嘉三郎

″

鈴木勲
渡辺蕪

東京都千代田区西神田三Ｉ−Ｉ六

印刷所共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

編集人片山清一
発
行人鈴木勲

昭和六十年十二月三日発行年会費一︑五○○円

昭和六十年十二月十日印刷実価二五○円

埼 千
￨神
奈〃〃〃

発行所蝿掴日本弘道会

四三一七

電話○三︵二六一︶○○○九番

振替口座東京四

郵便番号一○一
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渡辺

代 杉 橋

２︑ｏ印は新入会員です︒

東京

印南貞男
細谷政弘
堀内政三
須藤いま子

加藤仁平

木村儀一

菅谷英一郎

平野忠二
鏑木太郎
古橋謙寿

菅谷武雄
菅谷定雄

木内情夫
宮沢敏雄
石毛春雄

高木徹
高木豊

葉

３︑溝名前は下の数は会淡最終年度です︒
︹東京都︺

○印南貞男︵仇︶○堀内政三︵帥︶

○細谷政弘︵帥︶広沢節三︵釦︶

群馬
千

池西一夫︵釦︶渡辺与五郎︵帥︶

浮田孝家︵帥︶古山仁恵︵帥︶

遠藤尚︵帥︶河野幸枝︵帥︶
中村弘道︵釦︶福井透︵帥︶

久武雅夫︵帥︶平塚教子︵帥︶
高木外夫︵帥︶
︹神奈川県︺

○高木正一︵帥︶斎藤熊三郎︵釦︶
多田建次︵釦︶
︹群馬県︺

︹千葉県︺

○加藤仁平︵田︶○須藤いま子︵帥︶

○藤下昌信︵鉦︶○雑賀富雄︵田︶
加藤実之吉︵帥︶鈴木三郎︵帥︶

上 金 石

〃
〃
〃

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

１Ｊ

っていたかも知れません︒赤坂に反乱

かったら日本はもっと大混乱におち入

あります︒若し︑当時ＲＡＤＩＯが無

る﹁兵につぐ﹂なる放送が生れたので

下えの大騒となりました︒彼の有名な

遼予定番組を全て急変︑放送局は上を

ＡＫ編成部に勤務しておりまして︑急

私は二・二六事件当時愛宕山のＪＯ

した︒全く同感でございます︒⁝⁝

った﹂のご感想︑私も聴取しておりま

六日の三時間ドラマ↑﹁そして戦争が終

四七頁の渡辺薫氏のＴＢＳの八月二十

弘道第九一八号一読いたしました︒

岩崎晶

二︑二六事件など

I

軍が立て篭り︑遠く近くに銃声しきり

でした︒陸軍はたしか佐倉聯隊︑海軍
は品川沖に軍艦を浮べているのが山か

私は局の同僚の二・三人と雪道を踏

ら望見されました︒

んで赤坂迄出かけて事態を見届けまし
た︒﹁日本軍同士が打ち合って︑東京
中が銃撃戦になるのは困った事になっ

鈴木侍従長官邸にて鈴木大将が難を

たもの哉﹂と心から憂慮しました︒

まぬがれたのは文字通りの奇跡中の奇
跡であり︑九死に一生を得られたばか
のであるといえましょう︒

りに﹁終戦時の運命が﹂天祐となった

︒＠

ゞ即ち︑終戦時の陛下のご聖断は︑鈴
木宰相との阿畔の呼吸によったものと
︵特別会員︶

正に拝察される次第でございます︒

しました︒

とよせられまして︑あらためて先生の
お人柄やその業績の偉大さに感服いた

いものがございました︒

○多くの御業績の中でも︑弘道会の財
政的基盤を確立するための︑日本弘道
会ビルの建設についての西村幸二郎会
長のご活動に対する感謝の気持ちは︑
限られた文章ではとうていつくしがた

はありませんか︒

そのために︑西村幸二郎会長のお命
をちぢめたのではあるまいか︑とのご
意見もあったほどであります︒
○日本弘道会ビルを拠点として︑いよ
いよ発展を目ざすべきときに︑西村幸
二郎会長を失ったことは惜染てもあま
りあることですが︑残された私たちは︑
西村幸二郎会長のお心を体して一層の
努力をいたすべきであろうと考えます
○時あたかも︑道義の振興が臨教審を
はじめ︑国民各層から声高くさけばれ
ています︒弘道会をあげて︑このこと
に逼進し︑国民の期待にこたえようで

すようおねがいいたします︒︵嵯峨敏︶

西村幸二郎会長の御冥福を祈ります
と共に︑いつまでも見守って下さいま

編集後記
○西村幸二郎会長がご逝去になって︑
はやくも四ケ月になろうとしています︒

上げる声は︑︑各界各層の方々から続為

弘道会の会勢の振興に大きな貢献を
なさった西村幸二郎先生をおしたい申
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堀田正久著

堀田家三代記
三八一頁定価一︑六○○円

片山清一著

目白学園女子教育研究所長

著者は日本弘道会第五代会長堀田正恒氏の嫡男として大正四年生︒昭和一
三十四年から十六年間佐倉市長として市政に貢献︒現在︑関係各社役員の一
ほか︑日本弘道会の評議員並びに佐倉支会の顧問を兼ねる︒
旧佐倉藩主・堀田家十二代目の後喬にあたる著者が︑五代将軍綱吉幕下一
の大老堀田正俊の殿中での暗殺事件の謎︑その子・正仲が﹁扇の小箱﹂に一
封じた秘密文書から浮かぶ堀田家の人為の無念の涙を︑切々たる愛情の念記

広尾下屋敷⁝一陽来復⁝堀田家のルーツ：．若駒たちの周辺⁝飯田の正信⁝酒井家のこ

をこめてすくいあげる〃わが家のルーツ〃︒
︻目次︼双葉の哀歓江戸城近辺⁝双児誕生⁝傾き者の登場⁝安中二万石⁝渋谷行

綱吉新政第二年⁝黄金の年⁝正仲の結婚⁝箸修制限令⁝世嗣徳松君発病⁝妖僧亮賢の

となど⁝太平流転︒：双葉の哀歓⁝浜の中屋敷昇龍と降龍青春残照⁝下馬将軍と暁
正俊⁝若殿の領国入り⁝五代将軍綱吉⁝幽囚の正信天和の治延宝八年の正仲⁝

説法暗雲綱吉将軍の変貌⁝正俊の襖悩⁝天和三年逝く⁝天和四年正月．：松姫の
死大老暗殺月見の宴⁝悲劇の日⁝秋風落莫：・暗殺の謎⁝明暗の後⁝鶴姫降嫁⁝

目次

第二縄女子道徳の変遷
第一章朗治前期の小学校修身書にみる女子道徳の 変遷
れた女子道徳の変遷
第二章明治・大正期の小学校国定修身書に現われ
第三章大正・昭和前期の小学修身害にみる女子道 徳の 変遷
第三縄男女共学問題と女子教育
第一章女学開始と男女別学への道
第二章女子教育における進歩主義と保守主義
第三章教育改革と男女共学への道

︵⁝⁝以下第八章︶

第一編近代日本の女子教育思想
第一章文明開化と女子就学の開始
第二章女子教育の伝統と近代化
第三章国家主義の拾頭と女子教育論
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三五二頁頒価五︑○○○円華謝○円

城将軍︑牧野邸へ⁝柳沢のクーデタ！：賜暇帰郷⁝琴女消ゆ⁝元禄文化台風の眼

羽州山形北国の春再会⁝江戸参勤⁝松の内の引越し⁝福島行き元禄の江戸

Ａ５版

近代日本の女子教育
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