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信教は自由なること︑迷信は排
除すること
思考を合理的にすること︑情操
を美しくすること
学問を勉めること︑職務を励む
教養を豊かにすること︑見識を
養うこと
財物を貧らないこと︑金銭に清
廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近
親相親しむこと
一善一徳を積むこと︑非理非行
に屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期
すること
信義を以て交わること︑誠を以
て身を貫くこと
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正と邪とのあいだ

シナ学の欠点は︑人の邪正を余りに分けすぎる点にある︒後漢の党銅露噸切昧か循官榔棚峨峨鋤も蹴

霧穂鵬譲蕊妹蹄溌謹笹雑誌篭謙緋藷溌選︑唐の義の党蕊礁識霧羅率
慧淵瑳蕊誇潔馨懲雌鐙謹︑宋の一語の臭蕊禦蕊韻登琵鋒懲鶏齢瀞鵜議

軌叶必︑明の東林の党︷棚獅噸鳩城逃鵬鵬硝批妨姓噛杜脈協剛離細靴脚剛綜加硫牌に卿鯨剛燃噸や蔚椛謝隙嘩坊吐寸脇獅

雌妙鯛叱匪城沸離娠噸就帥峨荊を︶などは皆︑自分たちと同じ意見の者の承が正しいとし︑少し意見の異

なる者があると︑これを邪だときめつけた︒すでに邪ときめつけた上は︑仇敵のように思って相互

に排斥し合った︒全体として世間には正人は非常に少なく︑邪人もまた少ない︒百人の人口があれ

ば︑正士は四︑五名︑邪人も四︑五名にとどまり︑その他の九十人ばかりは正でもなく︑邪でもな

い人であろう︒人類だけに限らず︑禽獣草木にいたるまで︑善品は非常に少なく︑極悪というのも

また少ない︒たいていは善悪の中間に在るものである︒これを察せず︑自分に異なる者は邪だとし

て排斥し︑彼もまた自分を正となし︑我を邪と見なし︑互に攻撃し合う︒これがシナに党禍の多い

理由で︑わが国の水戸の党派なども︑また同類であった︒近ごろ民間に政党が起こり︑相互に排斥

し合う形勢にある︒もし自分を正とし︑他人を邪とする見解が非常に強くなれば思いがけない禍害
を生承出す怖れがある︒

︵泊翁盾言第二冊︵四十七︶﹁分二別邪正一過二於甚一﹂の全文︶
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訓
泊翁先生

︻巻頭の言葉︼

心のふるさと

石井千明

人間は自ら万物の霊長と称し︑地球上の生物は固より宇宙にまでその欲望を延ばそうとしていま
す︒しかし︑人間は事程左様に優れた存在でしょうか︒所詮は人間といえども宇宙の造物主による
被造物に過ぎません︒それ故︑地球上に存在する何れの国民ももっと謙虚になって︑お互いに他国

民を尊重して生存しなければならないと思います︒
昨年十二月十九日︑ニューヨークの美術品競売商クリスティーズのオークションで︑世界的物理

学者アインシュタイン博士が︑一九三九年八月二日付でルーズベルト米大統領︵当時︶に原爆製造

の研究機関をつくるよう勧告した書簡が︑米経済誌﹁フォーブス﹂発行人マルコム・フォーブス氏

匡一十二万ドル︵約三千五百万円︶の高値で落札されたそうです︒タイプライターで打たれた書簡

陸一十五行と短いが︑博士の署名入り︒結局これがきっかけとなり︑原爆委員会が設立されヨン
ハッタン・プロジェクト﹂に発展し︑広島︑長崎への原爆投下の悲惨事を生んだのであります︒世

界は現在この原子爆弾を戦争には使えず︑その処置にさえも困っております︒今後︑万一戦争に利

用すれば︑人類の存在︑地球の存在すら危ぶまれる状態に至っているのであります︒他国を犠牲に
しても自国だけ安全なよい国にしようと考えることが︑かえって自国の存在はもとより人類︑ひい

ては地球の存在まで危うくするのです︒原子爆弾利用は決して賢い人間の行動とはいえません︒聖
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書に﹁己が生命を救わんと思う者は︑これを失い︑我が為また福音の為に己が生命をうしなう者は︑

之を救わん﹂と録されています︒人間の生き方在り方︑を示している言葉だと思います︒

他方︑己を犠牲にして︑他人の幸福のために捧げる人に対して︑神はそれに相応しい報いを与え

給うと思います︒聖書の他の個所では﹁おのおの己が事の承を顧ゑず︑人の事をも顧承よ﹂と録さ

れています︒己れの在り方をいつも謙虚な立場におき︑多少とも他人に奉仕しようと心掛けて生活
し︑自ら奉ずること勘い人は︑常に平静な心でいられると思います︒

曾って駐日米大使であられたＥ・Ｏ・ライシャワー博士ご夫妻と一夕食事を共にして歓談したこ

とがあります︒その折︑談偶々キッシンジャー博士の事に及び︑同じくハー鐙ハード大学の教授であ
られた頃︑世界平和についてラィシャワー博士はいつも己四一ｇｏの旦厚Ｏｐｏ日邑を主張されるのに

と思います︒

対し︑キッシンジャー博士は必ず田巴目８具も○急のどを力説して論談が尽きなかったと話されま
した︒両博士は多分国家の経済力と軍事力を考えての論争であったと思います︒私は両博士のそれ
ぞれの専門分野やお人柄を思い︑意義深く拝聴したのですが︑私が思いますには︑最も大切なもの
は田号ロ︒①旦巨言呂ではないかと思います︒平静な心こそ地上の各国民に望まれる心のあり方

﹁無門関﹂という書物に﹁平常心是道﹂という言葉があります︒私の好きな言葉ですｏ然し︑ま

ことに無雑作に承えるこの言葉も︑実践するには難中の難でありますが︑これが私の望んでいる心
のふるさとと思っています︒

︵本会理事・フェリス女学院大学理事長︶
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仙台周辺の山々と私

昨年秋︑旧制二高創立百周年の記念式典に仙台に行き︑

仙台の街が前よりも美しくなっているのに気づいた︒青葉
通のケヤキ並木と近代ビルの調和も程よく保たれているし︑

東一番丁も見ちがえるように酒落れた通りになった︒そし
て︑街が美しくなるにつれて︑東北特有のゆったりした山
々に囲まれた仙台のたたずまいは︑その魅力を一そう増し
戦前から仙台は日本のハイデルベルヒなどともいわれて

てくるように思われた︒

いたが︑私には︑この西独の町よりも今の仙台の方が生き
生きとして魅力ある町のように思われる︒

私は︑戦後︑軍の学校から復員して︑旧制高校に入学し︑

鈴木

ハイマＩ卜

それだけに︑仙台周辺の山々は︑想い出と重なりあって︑

意味で︑仙台は︑私の﹁心の故郷﹂である︒

たとえば︑太白山だが︑三百メートルそこそこのシャッ

格別なつかしく眺められる︒

から︑東北線の車窓からこの独特の山の姿が見えると︑ア

ポを伏せたような山で︑昔から航路の目印しとされた山だ

ナウンスがなくても︑仙台に来たなと分るのである︒三神
もある︒

峯の寮の近くだったので︑足駄にマントがけで登ったこと

泉ヶ岳も︑仙台から最も近くに見える稜線の美しい山だ︒

山岳部の歓迎登山がこの山だった︒トラックに乗って︑教

わったばかりのロンサム・ヨーデラーなど山の歌を唄いな

がら山麓に着き︑カャトの原にテントを張った︒自己紹介︑

敗戦直後の三年間をこの地で過ごした︒

正確にいうと︑仙台の街とその周辺の山々ｌこの場合は

命名式︵アダ名︶︑ついで余興と進承︑二年生の高橋盛雄

．いいで

蔵王や飯豊を含めてｌを歩き廻って過ごしたといった方が

氏が︑羽織に扇子をもって︑さんさ時雨を一さし舞った︒

この時だったか︑大東獄の登山の時だったかへ素足にワラ

翌朝︑残雪を踏んで登頂し︑山頂の三吉神社に参拝した︒

よいのかもしれない︒すべてが不足し不自由な時代であっ
たが︑ここで得られた恩師︑先輩︑友人との交誼は今でも
続いており︑私の人生で最も豊かな時代でもあった︒その
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勲

ジ穿きで雪の上を平気で歩いて行く先輩がいた︒凄い人が

かテントが張られ︑焚火が出来︑メシが出てくるというよ

でもなく︑各自が自然に自分の持場を決めて︑いつの間に

の荷物を背負い︑現役がへばると︑先輩が黙ってその荷を

うなのがパーティシップの理想とされたし︑先輩も同じ位

いるなと思ったが︑それが河北新報編集委員長をしている
塩田長和氏である︒

おもしろがんと

担ぐという風であった︒某私大の山岳部の新入部員が重い

山形との県境には︑船形︑北面白︑南面白︑大東︑雁戸
など︑なつかしい山灸が並んでいる︒とりわけ︑雁戸山は

荷を負わされ︑先輩にしごかれて倒れるという事件が起き

入部早々に三年生の部員西田義光氏の遭難事故があり︑

想い出多い山だ︒

たということであり︑最近︑或る山岳部先輩の遺稿を読む

リベラルというのは︑思想の面でも︑自由主義的であっ

る︒

た時︑そんな山岳部もあるのかと︑驚いたことを覚えてい

隈なく歩き廻った沢や谷︒霧の中から見た源頭の石楠花の

機会があり︑深い感慨にうたれたことを︑付記しておきた

この山を遠望すると︑今でも胸の痛むのを覚える︒捜索で
群落︒校長室に持ち込んで野口先生に揮墓して頂いた追悼

い︒

碑の重い木柱を交替で山頂まで担ぎ上げたこと︒翌年春発
見された遺骸を収容して夜の山道を仙台まで帰ったことな

焼け︑物も金もなかったから︑スキー合宿や積雪期の飯豊

の岩登りから蔵王のスキーまで手ほどきを受けた︒部室も

この捜索で︑東北大学の先輩とも親しくなった︒鎌倉山

師であり︑二高山岳部の先輩で山岳部長でもあり︑十年位

誉教授で日本古代史の権威であるが︑私にとって二高の恩

しえて﹂発行︶という本である︒伊東先生は︑東北大学名

送られてきた︑大島正隆氏の﹃東北中世史の旅立ち﹄︵﹁そ

それは︑この四月に逝去された伊東信雄先生のお宅から

登山では︑先輩のスキーや靴︑果ては命の次に大切にして

前まで蔵王にご一緒に登ったりした︒大島正隆氏は︑伊東

ど︑走馬灯のように浮かぶのである︒

のせいもあるが︑佐藤春郎︑葛西森夫︑小林浩一の諸先輩

いる山内東一郎のピッケルまで借用して行ったものだ︒そ

の故をもって治安維持法違反に問われ︑検挙拘束されて二

先生が二高卒業の昭和三年に入学し︑在学中社会主義活動

たが︑五年足らずの研究生活の後︑三十四歳の若さで病没

日本史を専攻し︑卒業後副手となって将来を嘱望されてい

高を退学︑文検をとって東北帝国大学法文学部に入学して

には今でもおせわになっており︑スキーの技侭でも体力で
二高山岳部の気風は伝統的にリベラルといわれている︒

も︑未だにかなわないように思う︒

たとえば︑キャンプサイドに着いたら︑誰が指示するま
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した歴史学者である︒本書は︑伊東先生が天折の後輩の業
績を惜しゑ編集されたもので︑この本に集録されている東
北地方の中世史に関する七編の論文は︑伊東先生によれば
﹁珠玉の輝きをもっている﹂という︒

門外漢の私には評価すべき力もないが︑﹁奥州に於ける
近世大名領成立の一過程ｌ最上義光と伊達政宗ｌ﹂や﹁伊
宗﹂の進行とあわせて興味深いものがある︒その筆力は冴

達政宗の小田原参陣﹂などは︑ＮＨＫテレビの﹁独眼竜政

故里紀行

﹁もともとは﹃二高の山男﹄として知られた強靭な身体

えており︑恰も硬質の歴史小説を読む趣きがある︒

の持ち主であった︒監獄への拘置︑拷問とその後の無理が

死を早めたのであろう﹂と伊東先生は哀惜されている︒泉

ヶ岳に二十回ほども登って︑三吉神社の﹁三吉﹂の異名を

︵本会を長︶

とったという︑この先輩の肖像は︑泉ヶ岳を仰ぐ時に︑こ

の山に一そうの深承を加えるものとなろう︒

たくし達のクラスは︑男女合わせて帥名位であった︒毎年

浅田隆夫

秋には︑竹野谷と称する南北晦粁に点在する３つの学校間

１Ｋ先生の追憶Ｉ

一昨年の岨月末︑喪中につき賀状欠礼の通知をＫ先生の

で陸上競技の対校戦があった︒会場はいつも中間地点の中

御令室から頂いた︒Ｋ先生は︑わたくしの小学校６年生の

ことになっていた︒約５粁の道程を校旗を先頭に︑行進ラ

竹野校であり︑４年生以上の全員がこれに参加︑応援する

担任であった︒

小学校卒業後︑わたくしがＫ先生にお会いしたのは︑昭

徒競争は︑直線の道路で行われ︑応援者はコースの両側に

ッパにつれて整然と４列縦隊で往復する習わしであった︒

ふちのり

和別年８月初旬であった︒それまで︑小学校の友達からの
知らせで︑先生は故郷で自適されていることは知っていた︒

群がって熱狂した︒

当時︑先生は別代後半で︑わたくしの５年の時結婚され︑

たしか︑村長宅の別棟の部屋を借りて住んでおられた︒わ
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ったから︑５︐６年生と連続して川米︑走幅跳︑川米リレ

どういうわけか︑６年生で︑わたくしより速い者はいなか

わたくしは︑５年生の時から尋常科の代表として出場︒

紅の大きな太陽を体一杯に受けながらラッパを手に立つ自

を流れるさわやかな風︑薄暗い水平線の彼方からあがる真

４年生以上の生徒に対して伍長殿が指導されるラッ・︿の

画像が昨日のことのように躍る︒

練習時には︑時折少尉殿︵Ｋ先生︶が笑顔で承に来られて

ーなどは優勝していた︒したがって︑竹野谷ではわたくし
の名前を知らない者はなかった︒母︵卵歳で一昨年ｎ月死

いた︒したがって︑Ｋ先生はラッパの練習や競技会で︑わ

夏・秋も過ぎ師走になると︑中学校へ進学希望者が決定

れた時には先生に一入親近感を抱いていた︒

たくしを早くからご存知であったので︑６年の担任になら

亡︶が小学校の教師をしていた関係もあったと思うが︒

Ｋ先生は︑退役の陸軍少尉であったから︑青年学校の教

するが︑クラスからは私を含め３人が受験することになっ
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官や在郷軍人会の役員もされていた︒兵隊あがりのピチピ
チした先生といえば︑ラッパ手︵伍長︶であったＡ先生も

えのする深夜まで続くことがあった︒この時はじめて令夫

そうであった︒この先生にはいつから習い始めたのか定か

人にお会いしたのだが︑丸顔でやさしい美人の胸に生まれ

た︒３学期に入ると︑Ｋ先生は︑受験生を自宅に呼び︑全

夏休承には︑竹野浜は京阪神の海水浴客で村の人口が倍

教科について個人指導をされた︒それは時に︑積雪で底冷

以上にふくれるが︑これらの人達は海水浴はもちろん︑夕

たばかりの赤ん坊が抱かれていたのが印象深い︒２月初め

でないが︑ラッパを習っていたので︑いつの間にか﹁行進﹂

方になると家の前の道端に床凡を持ち出したり︑浜に出た

に行われる学芸会には︑先生のピアノ伴奏で﹁壇ノ浦﹂の

や﹁起床・消燈﹂ラッパは吹けるようになっていた︒

りして浴衣がけでうちわ片手に夕涼承するのが常であった︒

独唱をしたことなども楽しい思い出である︒

季の自然性が︑今日の自分の心の支柱となっていること︑

自然的風土に子ども達を触れさせ︑素晴らしい日本海の四

利用して︑わたくしを育んでくれた若狭︑山陰海岸一帯の

いつか故里を訪ねてＫ先生にお会いし︑またその機会を

△△

起床ラッパは朝６時︑夜の消燈ラッ・︿は８時に︑６部落を
か柔のてしものて

２人で受け持ち︑街の４つ角に立って伍長先生から教えら
れた通り︑直立姿勢で上手︑下手と１回ずつ︑その場で向
きを変えて吹いて廻ったものだ︒今も耳に残る﹃チッテタ
ト・タタター︵竹野小学校のシンボル前奏曲︶︑タタタタ

タチタテターチテチテタテタトター﹄の消燈ラッパや起
床ラッパの遠く響き渡る音色とともに︑朝の潮騒とその上

△

は︑時に荒をしく怒り︑猛り︑時に静寂でやさしく︑動と

﹁天ノ橋立﹂を含むリアス式の丹後半島︑若狭湾国定公

ひいては︑人間の心性と子どもの頃に自然的風土とのかか

園と山陰海岸国立公園の海岸一帯は︑まさしくこの美の典

静の美の極地を現出する︒

いた︒そして︑この計画は︑子どもが成長し︑また自分の

おき︑肌で親子のアイデンティティを培いたいとも考えて

けに夏は一入人間の心を開放的にし︑くつろいだ気分に浸

型的な象徴である︒日本海一帯はどこでも︑冬が凄絶なだ

わりがいかに大きいかを︑子どもの体を一緒にその空間に

一それは︑モータリングによって︑既述の如く︑昭和別年

﹁天ノ橋立﹂に一泊した後︑翌日は出石町を経てＫ先生

らせてくれる︒

仕事が一区切した時と決めていた︒

夏行われた︒計画の通り︑最初の宿泊地は﹁天の橋立﹂で
あった︒

﹁出石町﹂は︑古雅な白磁の焼物産地として知られてい

のおられる竹野谷に向かう︒

称するテニスのブロック大会が定期的に宮津中学で行われ

るが︑江戸時代は仙石氏５万８千石の城下町で︑かつて但

中学時代には３但若︵但馬・但後・但波・若狭地区︶と
ていたので︑何回か宮津には出向いていたし︑この他︑若

るようになり︑秘蔵していた小西行長の系図︵祖母は小西

馬の中心地であった︒その当時は︑祖父はお城の南門を守

若狭・山陰海岸の冬の日本海は︑鉛色の暗い海に雲が低

家から嫁いできていた︶を２百円で手離したと父が残念が

狭海岸や天の橋立には︑水泳訓練や旅行などでこれまで何

くたれこめ︑北風が海上を鑑をとうなりをあげて吹きすさ

っていた︒祖父は︑わたくしの歳の時に測歳で亡くなった︒

護する筆頭だったそうだが︑廃藩後はその日の暮しにも困

び︑大波が島や岩壁に砕けて散り︑白いしぶきを巻きあげ

今日の出石町は︑山陰からはずれているため︑取り残され

回か訪ねていた︒

子を瀞ハサットと落し︑強い風は音をたてて吹き抜ける︒

る︒海辺の松林は凄絶な横なぐりの吹雪を受けて時に綿帽

午後４時過ぎＫ先生在住の森本部落に到着︒途中で下車

しいたたずまいがある︒

た感があり︑それだけに閑静な小京都といわれるにふさわ

し︑徒歩で谷間の山道を登っていくと部落の入口に先生の

それだけに︑時折風が凪いで松に降り積った雪に陽がさ
なパノラマを呈する︒夏でも風の日は︑白波が立って一見

すと︑周囲の景色と調和して舷しいまでに輝き︑実に見事

家が見つかった︒玄関の右手に池があり︑裏から清水がひ

かれていて︑池の中には別糎位の鯉が２１３匹︑池の淵に

厳しい表情をみせることがある︒

このように︑季節や天候によって変化する日本海の風景
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を贈った︒

かげと心から感謝した︒先生と奥様にはささやかな記念品

わさび

はとりたての山葵が数本漬っていた︒一間の玄関の引戸は
むしろ

あいたまま︑がらんとした土間の蓬の上には南瓜や茄子︑

この村にも地方文化を支えてくれる若者がひとりもいなく

子︵３人のご子息は京阪神に在住とか︶はいうに及ばず︑

先生は︑この時和代後半であったと思うが︑﹁自分の息

けるが返事がない︒仕方なく玄関わきに腰を下ろして待つ

なった﹂と歎いておられたことが︑今も耳栗に鮮やかに残

トマトが無造作におかれていた︒再三﹁今日は﹂と声をか
こと暫し︒間もなく山の手から老夫婦の姿が見えた︒まさ
しわ

しくＫ先生だ︒日焼した雛の深い顔︑横に広い顔に細い眼

っている︒

て頂いた浅田です﹂と告げると︑直ぐ気づかれて︑早速座

弱年目の出遭いであり︑これがまた永遠のお別れとなった

で丹精して育てられた山葵を頂いた︒これがＫ先生との

の待つ故里に向った︒別れにのぞんで先生からは︑ご自分

ぶら下っている︒﹁Ｋ先生︑わたくし６年生の時︑担任をし

敷に招じ入れられ︑奥様も加わってはや頭の中は︑弱年前

︵このあと故里には数日滞在して︑山陰海岸・第２の旅に

わたくしは離れ難い心を抱きながら︑６時過ぎ辞し︑母

が笑っている︒肩に右手で鍬を担ぎ︑左手には山葵が数本

の子どもの頃の情景にタイムスリップしていくのであった︒

安彦孝次郎

︵本会々員・目白学園女子短大付属図書館長︶

移っていったことであった︶︒

わたくしは︑一通り家族の紹介をした後︑今日までのわ
たくしの歩承の経緯を手短かに説明し︑ご無沙汰してきた
ことをお詫びした︒そして︑自分の今日あるのも先生のお

旧制中学時代の想出

一たので開けて承ると︑先ず目についたのは︑旧制中学の卒

この間書斎の整理をしていたら︑昔のアル今ハムが出て来業写真であった︒級友八十余名と先生達がズラリ並んでい
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学校の名称は︑山形県立米沢中学校︑大正七年の卒業だ

た︒

お蔭であるが︑その解き方の見事さにうっとりするのが屡

う︒私が︑数学特に幾何が好きになったのは︑この先生の

ドドの地理の時間は愉しかった︒教科書以外の知識や体

●●

々だった︒

るとそれでも級友の名前が次々に浮んで来たし︑先生達の

験が豊富であって︑その中からの引例が我々を惹きつけた

から数えると七十年前になる︒大分古びていたが︑よく見
顔もはっきりしたが︑先ず口を突いて出て来たのがその紳

のである︒私は今でも地図を描く事が好きだが︑それはお

宿でその家の夫妻︑女中とお茶をのみ乍ら︑日本からドイ

後年︑私がドイツに留学した時の事だが︑ベルリンの下

そらくドドの影響に依るものであろう︒

●●

名であった︒
●●

数学の先生の緯名はカニだった︒顔色が赤いからだ︒地
●●

はダンゴ︑顔が円かったからである︒

●●●

理の先生はドド︑田舎のおやぢのような風采だから︒国語

ンダバー﹂︵君屋且日宮門︶と言って目を丸くしたのを覚え

ている︒其後女中が私の部屋を掃除し乍ら﹁あなたは学が

ツに着く迄の地図を何気なく描いてみせたら三人共を﹁ウ

あるのね﹂と言っていたが︑それは地図の一件からであり︑

考えて承ると︑紳名と云うものは本人の容貌や習癖を誇
ってよいが︑その中には︑愛称から潮笑を含んだものまで

張して表現したものであって︑言わば言葉による漫画と云
色をある︒これらの先生の紳名は見て分る通り︑何れも単

苦笑せざるを得なかった︒

呑んだものである︒ここで想い出すのは彼の朗読した高山

声で抑揚をつけ乍ら朗読されると︑皆うっとりとして息を

国語のダンゴは国文の朗読が得意だった︒きれいな透る

●●●

純で無邪気なものばかりであった︒生徒の性格の現われと
ゑてよいだろう︒
＊現在は山形県立米沢興譲舘高等学校︒興譲舘と云うのは︑旧
藩主上杉麗山が創設した藩校の名称である︒

海の波に績を解きて七千余人行方の空は分れども身に恥

﹁あ上昨日は東関の下に轡を並べて十万余騎今日は西

くつわ

樗牛の﹁平家雑感﹂の中の一節である︒

さて︑中学時代の学習は︑生涯に亘る教養の基礎となる

一一

もので︑この時期に良い先生に出逢うかどうかは本人の将

む秋は欺かれず挟に宿る月の影渚に寄する波の音何れか

ともづな

来に影響するところが少なくない︒こうした意味でこの三

心を傷めしめざる毛の無き﹂

この文章を私が今でも暗話しているのは︑まさにダンゴ

●●●

人は忘れる事の出来ない先生である︒
●●

カニの教え方は実にうまかった︒実力があったのである

（11）

たのであろう︑何にも言わなかった︒我々はひたすらには

体操の時間には一斉にはだしで外に出た︒先生もあきれ

いる﹂︒

考えれば教え方には色灸の方法があると思うが︑教師と

の朗読に魅了された結果であった︒

生徒と︑その呼吸の一致がその要点であろう︒ダンゴはこ

四

靴の教頭が去ったあとに赴任して来た先生は︑教科書な

た︒

が如何に健康に良いかを意識している者は一人もいなかっ

だし天国を謡歌した︒然し︑足裏をヂカに土につけること

一一一

の機微を心得ていたのかも知れない︒

思うにこれ等の先生は︑言わば身内のような存在であっ
であった︒彼等の多くは︑授業だけに終始して生徒の心情

たが︑単なるサラリーマンとして赴任して来る先生が一般

かせる教師だった︑話の中で特に印象に残ったのは︑ユー

ゴーの﹁あ上無情﹂であり︑我麦は︑早速彼にジャンバル

どはそっちのけで︑はじめから西洋の小説などを語ってき

ジャンと云う緯名をつけた︒当時我灸が︑いかに彼に魅力

の一人と云ってよい︒

彼は赴任と同時に学校の規則についてやかましい事を言

を感じていたかを察して貰えるかと思う︒

などには殆ど無関心であった︒西洋史担当の教頭などもそ

っていたが︑ある一日生徒一般に向って靴ぱき励行を命令

こんな風で︑西洋史の授業は一向に進まなかったし︑従

したのである︒

って受験目的の生徒は困ったらしいが︑多くはまたとない

想い出になるが︑ある一日︑彼は授業のあと黒板を拭い

その頃︑我麦の多くは下駄で通学していた︒教科書を風

ている私に向って﹁君にこれをやるよ﹂と言って︑机におい

破格の先生として歓迎した︒

当時米沢には貧乏士族の家庭が多く︑頑固で理屈が好き

てあった一冊の本を呉れた︒﹁クオバディス﹂︵ｐ屋︒く且尉︶

ている一派もいた︒

と来ているから︑子弟もいつとはなくその気風を受け︑学

と云う英書であるＱそれはネロを描いた小説であって︑ロ

呂敷に包んでこれを襟首にく入りつけ︑下駄音高く潤歩し

きの命令が完全に無視されたのは言うまでもない︒

彼の名は藤原正と云った︒阿部次郎と山形中学から東大

ーマ時代の暴政を教える為に持って来た彼の蔵書であった︒

校の命令などはどこ吹く風かと云った調子であった︒靴ぱ
その為ばかりではなかったろうが︑教頭は間もなく他県

哲学科まで一緒の親友だと聞かされたのは数年後だったが︑

に転任するようになった︒転任先から寄越した手紙にこん
な文句があった︒ｌ﹁こんどの学校ではゑんな靴をはいて
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当時阿部次郎の﹁三太郎の日記﹂を愛読していた私にとっ
て︑彼が尊敬するこの書の著者と同格である事を知った時
の驚きと感動はすばらしいものだった︒同時にそれは︑彼
の風格に対する曾ての評価を裏付ける事にもなったのであ
る︒

昭和のはじめ︑私は東京の学会で測らずも彼に逢った︒

北海道大学教授予科長と云う肩書であった︒想えば二十年
振りの避遁であり感慨の切なるものがあった︒

たと記憶する○

私の剣道は中学だけで終ったが︑寒稽古三年間の皆勤賞

として貰ったメダルが当時の体験を語ってくれているよう
な気がする︒
一ハ

卒業してから何年経ったかある年の秋︑東京でクラス会

た︒海軍少佐勝見基と陸軍少佐の鈴木卓爾である︒鈴木の

が開かれた︒集った二十余名の中で珍らしい顔が二つ見え

さて話をアル︑ハムに一戻そう︒こんどは剣道部仲間の写真

てサイパンで自決した︒この鈴木がクラス会の終ったあと︑

中駆遂艦長としてマニラ沖で戦死し︑鈴木は大佐参謀とし

胸には陸大出の徽章が光っていた︒ところで︑勝見は大戦

である︒部員一同︑胴と垂れと袴をつけて並んでいる姿は︑

酒に酔った私の肩を抱いて︑﹁大丈夫か﹂と繰返し乍ら有

五

句も の ら し い ︒

端然として見事であった︒寒稽古明けの記念として写した

さと

︵本会々員・横浜市立大学名誉教授︶

として余生を活かして行きたいものと思っている︒

ているが︑私としては今後このような想い出を〃心のふる

時折手作りの会誌を出しては︑米寿同志の消息を伝え合っ

さてクラスの中で︑現在生きている者は一割に満たない︒

今に至るまで身に池ゑて忘れられない︒

楽町駅まで送ってくれたのだが︑真実の篭ったこの友情が

冬の米沢は厳しい︒吹雪の朝など︑﹁休んだら﹂と心配
向うのである︒

する母の言葉を聞き流し︑背丈に近い積雪を踏んで道場に
想い出になるが︑ある朝の稽古で︑相手の喉元目掛けて
一本突込んで行ったら︑何オッ！とめった打ちの逆襲を受

けた事があったが︑この相手と云うのは︑岸田劉生に弟子
入りする前の椿三郎であった︒
彼は絵がうまかったが︑外の成績は問題にならず︑やが
て退学となり︑親には勘当されて郷里を飛出したのである
が︑一流画家として世に出たのはそれから十数年後であっ
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﹁葉隠の里﹂追慕記

この里は昔クスノキがたくさん茂って栄えたという事で
サカ

ハガクレ

﹁栄ノ国﹂と云う︒と肥前風土記にあり︑九州の北西部に
位置する方面を﹁葉隠ノ里﹂とも云っている︒この地方で

上野明義

五宮家の御来佐﹂という見出しで︑各宮様方の御来佐日定

曾って︑私は目黒に住んでいた事があった︒三笠宮家の

と予定時間が報ぜられていたのである︒

の一時期を過ごした事があった︒通学の途次には宮様家の

近くで︑東伏見家の隣家が私設学生寮であって︑学生時代
シノプ

成った﹁葉隠﹂という書は︑鍋島藩士山本定朝の口述を田
ツラモト

代甚基が記したもの︑世に亨楽的風潮た堂よう元禄年間に

門左側に宮様の愛犬が︑朝夕通る私の姿と臭いを知ってか︑

門前を軽くお辞儀をし乍ら通ったものであった︒宮家の正

られた武士道訓で︑鍋島論語として知られたものである︒

っていた事が印象に残っている︒さすが︑そんじょそこら

チョイと首をかしげていたり︑尻尾を振り乍らグル人︑廻

武士のたしなみ︑質素と倹約を旨として忍の意も含め戒め
私がこの地に或る会社の調査取材で赴任して来たのは︑

されていたものであった︒私は︑この県をあげての大祭典

ノキにあやかって﹁楠国体﹂と云われ︑大いに世間に喧伝

記事からおこ方の行事予定をメモした私は︑早急に空港迄

られる内親王様のおこ方がお出かけとの由であった︒新聞

ぎわとやらで︑代って御令息︑ヒゲの殿下とその妹君であ

この度の御来佐で宮様は︑イギリス長期滞在から帰国ま

の犬とは違って︑人を見る目が養われていたのだろう︑滅

偶然とは云え必然事でもあったのであろう︒十年以上も前

に一観客として参加出来た事は︑当時としては無上の幸い

一般送迎客として出かけてみる事にしたのである︒県下の

多に吠えるような事はなかった︒

であった︒新聞の一面と三面記事には︑連日のように写真

名士︑関係者︑報道陣の人達が胸飾りをつけて威儀を正し

に遡る話ではあるが⁝⁝その年の夏の国体は﹁さわやか

入りで国体一三−スが報ぜられていた︒そのある日︑思い

に！すこやかに！大らかに！﹂をスローガンに︑県木クス

がけない記事が目に止ったのである︒それは︑﹁県国体に
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たお出迎えの後列の方︑一般送迎数百人の中に私も日の丸

いと思い︑更に︑早馬のようであって欲しいと願ってもゑ

りつ上も︑この時は︑この列車に兎のようになって貰い度

た︒途中︑運悪く踏切事故があって︑時間は情容赦なく長

の旗を持ってお待ち申し上げたのである︒お二様方は︑タ

ぴいてしまった︒座席の横にいた一見して国体選手とわか

る人が︑私のイライラした気持を察してくれてか︑気軽に

ラップを降りて空港通路からエスカレーターへ︑笑顔で手
今正に︑県下の各市町村では国体競技が盛況であった︒

のウエルター級選手で︑﹁三回戦迄進んだのですが及ばず

話しかけられた︒その人は︑福島県出身でありレスリング

をあげられて︑特別送迎車で目的の会場へ向われた︒

天皇陛下も︑皇太子様御夫妻も︑秩父宮妃殿下も︑高松宮

のははじめてや﹂と云っていた︒そして︑﹁皇太子さんの弟

度拝んだ事があったんやけど︑手をあげて笑って下さった

も随分お年をとられましたなあ−︑わしや二十年も前に一

歩を踏承入れた途端︑ジェットエンジンの音が耳をつんざ

つばかりの飛行場に着いたが︑案のじよう︑送迎屋上に一

した︒車の中では腕時計の秒速に心ももどかしく︑飛び立

時間を待ち切れず︑そこからタクシーで空港迄飛ばす事に

私は︑諌早で大村線に乗り変えようとしたが少しの接続

立寄ってから帰ります︒﹂と云って別れた︒

三言話したが︑彼は最後に︑﹁これから長崎の友人の所へ

マンらしいいさぎよい話に︑私の心持も少しなごんで二言

でした︒でも︑力一杯闘いました︒﹂と︑さすがスポーツ

様も︑三笠宮様御夫妻も︑それぞれの特別会場へお出かけ
なされ︑その町角︑辻々︑両道には日の丸の旗を持つ観客
が︑この道の︑こ上を︑何時頃お通りになるかと︑胸をと
きめかせていたのであった︒

さんはどうして来ないんやろ﹂とも云っていた︒私は﹁い

私の隣りにいた七十歳位のお婆さんが︑﹁天皇陛下さん

やお婆さん︑常陸宮様は学会の御研究で別の予定があるそ

は数十人の人達がお見送りしていた︒一瞬︑私はその人達

がちょっと羨やましく思われてならなかった︒私は咽瑳に

くように聞えて︑今︑正に離陸した直後であった︒屋上に

手をあげて﹁サョーナラーッ﹂と云っていた︒薄暮の中に

うで︑後日になると聞いています︑あとで又お出になりま
宮様おこ方が御帰京されるという日︑私は仕事を終える

すよ﹂と答えてあげた︒

と︑急拠空港迄お送りして承たくなった︒出航時刻迄何と

飛影は流れる星のようになって︑次第に消えていった︒

宮御所︵赤坂御所︶清掃の折に︑団体一員として末列で︑

後年︑修養団で皇居勤労奉仕に参加した私は︑皇居と東

か間に合いそうであったが︑長崎空港迄の時間は︑寸秒も
せいか亀のようにのろく︑児戯のような思いではあると知

惜しく気が気でなかった︒私が飛び乗った急行列車は気の
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天皇陛下︑そして︑皇太子様御夫妻のお言葉を拝する事が
出来た︒私はあの葉隠の里での事が思い出されて︑胸から

ジーンとこゑあげてくる感激をどうしようもなかった︒

血縁で結ばれた小社会であった︒冠婚葬祭も専門業者はな

︵本会々員︶

六十歳も半ばを過ぎた今もなお心に深く刻承込まれ︑わ

く︑皆家庭を中心として近隣の助け合いで実施していた︒

岡本省吾

が心のふるさととなっているのは︑青少年期に生活体験し

結婚式の料理作りは︑調理の上手な人がリーダーとなり主

司ふるさと﹂情操教育考

たことがらである︒

日本弘道会綱領の個人道徳の部に﹁情操を美しくするこ

穴番という輪番制の当番がこれに当った︒部落の道路や橋

婦達がゑんなで作った︒葬式は土葬で山の墓地の穴掘りも

の改修も﹁寄り合い﹂という会議で協議し︑皆村人達の共

と︒﹂という一項目がある︒私は︑これからの道徳教育で
は世界に通用する豊かな人間形成を目ざすことが重要なテ

同作業で行なわれた︒

田植えの時は︑一戸ごとにやるよりも能率的なので︑近

れなりに農事の手伝いをした︒

農繁期には︑学校も一週間ぐらい休承になり︑子供もそ

ーマだと考えているので︑この甲号の一項目には特に深い
関心を持っている︒

私個人の人間形成に多くの影響を与えた﹁わが心のふる
さと﹂となっていることがらのいくつかを述べ︑さらに今

所の人達が多勢寄って共同で持ち廻りにやっていた︒田植

一近隣社会の思い出

日的課題とも関連しつつ私見を述べてふたい︒

お茶をたんぽ迄運ぶのが子どもの仕事になっていた︒当時

六人ぐらいの子どもがいたので︑

えは重労働なので︑十時︑三時の休憩時には︑おにぎりや
は︑どこの家も平均五

私の生家は秩父山麓の山あいの部落に在った︒小学校入
学前の私のコミュニティは︑この村落を中心とし︑地縁︑
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上の子が小さな弟妹の子守をさせられた︒

迎えお盆の日の夕刻には︑風呂に入って体をきれいにし︑

する︒

部の位牌を取り出し︑きれいにして飾り三日間おまつりを

同居が普通で︑多人数の共同生活が生活様式の中心であっ

衣服を改め︑山の墓地までゑんなで先祖の霊をお迎えに行

どの家も祖父母︑子夫婦︑孫といった二世代︑三世代の
た︒近所のおじいさんから︑日露戦争の時のお話しをきか

ご案内し︑たくさんのご馳走を作って供養した︒先祖の霊

く︒麦わらで作ったたいまつをたき︑道を明るくして家に

村には︑勿論幼稚園も保育園もなかった︒子ども時代の

が年一回里帰りする行事は︑子どもなりにたいへんうれし

せてもらったり︑いたずらをして怒られたこともある︒

へかぶと虫をとりに行ったりかくれんぼしたり︑すること

遊びは︑近隣の仲間と原っぱや小川で遊んだり︑近くの山

私は︑東京で独立して新世帯をもったので仏壇はなかっ

いことであったし︑宗教的な情操も自然に身についた︒

で明け暮れていた︒家にとじこもって一人遊びするような
おもちゃもなく︑友だちづき合いが中心になっていたので︑

で︑それを契機にして仏壇を求め︑毎朝手を合わせるよう

た︒戦後昭和二十六年に父を︑三十三年に母をなくしたの

った︒あの世で静かに眠っている父母や先祖にまで︑これ

母には︑いろいろと心配をかけたり目いっぱいお世話にな

するがあれこれとお願いはしないことにしている︒亡き父

毎朝仏壇におまいりするとき︑一家の出来事など報告は

になったのも子どもの頃の感化からである︒

人間関係の大切さや︑つぎ合いの技術︵自己中心のわがま
まは通らない︶も自然に身についていった︒

大人どうしの社会生活も︑近隣による相互扶助が中心で
あり︑これに外れることは村八分に通じていた︒

以上お願い事などして安眠を妨げたくないからである︒

一家の中でも家父長中心の家族制度が実にはっきりして

いた︒長幼の序はきびしく︑父はこわい存在であった︒母

私が小学校に入学する迄に︑近隣のコミュニティから培

しさに感動する心である︒人々との共同生活における暖か

われたことは︑輝く太陽や四季の変化を通じて︑自然の美

いう印象が今でも消えていない︒

については︑ひたすらに従順で︑よく働く慈母であったと
家庭内の宗教的風習として︑毎朝父は︑家の神棚に拝礼

との大切さが身についた︒他人を思いやり人に迷惑をかけ

い不便な貧しい生活環境の中で︑耐えることと労働するこ

い心の交流や連帯意識の大切さも学んだ︒ガスも水道もな

し︑母は仏壇に一番先にお茶やごはんを供え︑その後に家
お盆の行事などは盛大なもので︑座敷に臨時の盆棚を作

族が食膳についたことを覚えている︒

り︑竹や里芋の葉︑庭に咲いた花などを飾って仏壇から全
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ないようにすることも学んだ９・
大自然に対する畏敬の念︑敬神崇祖の心も理屈ぬぎで身

守論者は常に老人多くして気力盛んならず﹂という一句に

私は︑故郷の変革を見ていたずらに昔は良かった等と安

は常に自戒して勉強に努力している︒

展をとげて︑人灸は物質的な豊かさの中で生活を楽しむ事

易に考えたくはない︒戦後の日本が有史以来の経済的大発

についたと思っている︒

最近故郷を訪れてゑた︒昔の小川は砂防工事で四角四面

由に通れるようになった︒どこの家にもオート今ハイや自家

しさが失われつつあることは︑気にかかることである︒青

戦前の農村の人達の特色であった情操の豊かさや人間ら

である︒

ができるようになったことはほんとうに喜ばしいことなの

にコンクリートで固められ︑石垣も土手もなくなってしま
った︒小魚や蟹も住めなくなった︒

用車がある︒昔通った分校は廃止されて子ども達は︑ス

か﹂﹁楽なことか︑つらいことか﹂といったようなことが

少年の行動の基準も︑﹁面白いかつまらないか﹂﹁損かとく

道路はきれいに舗装されて道幅も広くなり︑自動車が自

クールバスで統合された本校に通学している︒水道も引け

弘道会で発行した資料︵続自識録八四章︶によれば︑開

動植物との接触を大切にし︑情操教育に力を入れているこ

ンの地方都市の幼稚園の見学をして感じたことは︑自然や

西ドイツとスペインの教育を視察する機会を得た︒スペイ

数年前︑文部省教員海外派遣団の一員として一か月ほど

児童期に︑豊かな情操教育の推進に期待をかけている︒

私は︑家庭教育と初等教育の中で可塑性の高い幼児期︑

え直してふる必要性を感じている︒

綱領に示されているような数左の徳目の酒養について︑考

畏敬の念や非行︑非理に屈しない強い心︑謙虚さ等弘道会

優雅な心情に欠けてはいないだろうか︒神や自然に対する

行為の基準になっているように思われる︒思いやりとか︑

た︒燃料も︑山から切ってきたたきぎを使う家などなくな
って︑皆プロ︒︿ンガスである︒結婚式も町の会館や料亭を

利用するようになった︒土葬も廃止されて火葬になった︒

三人が普

農業も近代化され若い者は皆勤めに出て専業農家は減って
しまった︒子どもの数も都会並で︑一家に︑二

通である︒何もかもが都市化されて平均的文化の恩恵に浴
している︒

大きな社会的変化の中で︑住民の知的水準や情操も都市

祖西村先生も︑﹁保守と進歩の争いは保守常に敗れ︑進歩

とであった︒また︑教師の質の高いことにも感心した︒園

と大差はなく女性も強くなった︒

者は自ら敗るるもの多し﹂とも警告されている︒私も﹁保

常に勝つ﹂と述べておられる︒ただし︑﹁軽繰なる改進論
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育の段階で︑こうしたすぐれた指導者を配置しているのは︑

も力を入れているということであった︒幼児教育や初等教

り︑幼児教育に対しての見識も高く︑所属職員の指導に最

長は文学︑心理学︑政治学に関して二つの学位を持ってお

に早出したり遅くまで学校に残って活動することは許され

なるので登校時刻や下校時刻には厳しい制限があり︑勝手

午後四時ごろには退勤する者も多い︒児童の管理が問題に

始業ぎりぎりに出勤し︑教師に昼休みはないと主張して︑

て︑学校行事等に使用することを否定する者もいる︒朝は

の勤務を求めることは勿論不可能である︒しかし︑人の心

教師といえども現代社会では︑聖職者扱いにして無定量

ない︒管理主義である︒

分の子他人の子の区別もなく︑社会生活の中で公衆道徳の

社会教育の一端と見ることができると思うが︑大人が自

すばらしいことである︒

ルールやエチケットを子供に教え守らせることに積極的で

持っている︒

を育てる者としては労働者と割り切るには何か一つ疑問を

教師は︑子どもに感動を与えることのできる情熱と愛情

あるように見受けた︒たとえば︑交通規則や交通機関内で

が資質の原点であろう︒採用試験に際してもテストの点数

のエチケットを守らせることについてである︒日本では︑

他人がうっかりよその子に注意でもしようものなら︑親か

ン期間を設定して本採用したらどうだろうか︒校長や教頭

力や見識の高さに重点をおいて選考し︑一年位のインター

よりも︑学生時代の課外活動歴や人物の評価︑教育の技術

ら﹁大きなお世話﹂と嫌味の一つも言われるのがおちであ

については︑所属職員の指導を通じて︑質の高い教育を推

るＯ

小学校の時お世話になった先生方は概して強く印象に残

二すぱらしい先生との出会い

進できる人物を登用する必要性を強く感じる︒

わが心のふるさととなっている事を懐古する時忘れるこ

っている︒朝は早く出勤して︑校庭で子どもと一緒になっ

とのできないのは︑善や美に対して感動する心であった︒

て遊んでくれた︒教室のお掃除当番の時もいっしょにやっ
は分らない子に補習もして下さった︒単なる知識や技術の

て︑いろいろと掃除のしかたも教えてくれたし︑放課後に

豊かな教養や見識に支えられた知的情操︑道徳的情操︑

する現代社会の重要な課題であると痛感している︒

宗教的な情操を培うことは︑物質文明の急速な発展に対応

美的情操︑それから神仏に対する畏敬の念や自然に対する

伝達だけではなく︑人格移行の教育とでもいった方が適切
であったと思っている︒

最近の教育を承ると︑一部の教師は教育労働者であると
自称し︑日の丸の旗や君が代を軍国主義の象徴であるとし
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弘道会の事業として︑幼児の保育や教育を担当している
先生方に︑夏休承を利用して夏期大学講座の開設を検討し

わが心のふるさと

横浜で生まれ育った私にとって︑事実上のふるさとは横
浜である︒

ていただければありがたいと思っている︒

︵本会を員・元東京都公立学校長︶

生山智己

定期バスが砂ぼこりをたててかけぬけていく︒

見渡せば一面のたんぼである︒

道行く人は殆んどいない︒

母と私は︑その道をトポトポと歩いていた︒

夏の暑い日であった︒

浜ではなく︑幼い頃よく訪れた母の田舎が︑いわば私の原

しかし︑﹁わが心のふるさと﹂というと︑都会である横

と呼ぶにふさわしい︒

風景として脳裏に焼きついていて︑﹁わが心のふるさと﹂

母の足どりが速くなる︒

目指す年寄り夫婦の住む家だ︒

はるかかなたに︑雑木林に囲まれた寺が見える︒そこが︑

せゑの声がやかましい︒

かえるが泣いている︒

母の田舎は群馬県の太田である︒

私が幼い頃︑母は時を我々子供達を連れて実家へ帰って
いた︒

そんな折︑ある日︑母の乳母だった人が住んでいる郊外
の寺を訪ねて承ようということになった︒

承︑お茶を飲承ながら︑昔話にはなが咲いた︒

寺へ着くと︑老夫婦が暖かく迎えてくれた︒いろりを囲

幼い私はついていくのがやっとだ︒

いる ︒

私はそれをだまって聴いていた︒

たんぽの中を︑どこまでも続く真直ぐな一本道が走って
でこぽこで舗装もされていないその道を︑時折おんぼろの

C20)

︵母にも幼い頃があったのだｏ︶

いろりの火が弱くなった︒まきをくくる︒

天井には太い梁︑窓にはすだれ︒

小一時間の話で︑おいとますることとなった︒

奥の部屋とは障子で仕切られている︒

私達は︑もと来た道を一戻る︒

老夫婦が門まで見送りに出る︒

パチパチと音がする︒炎が出る︒
間近かに見る火・⁝：︒

ある夜︑深夜迄勉強していた私は︑おそってくる睡魔に

していた時のことである︒

櫛部正直

︵本会々員・日本ペンクラブ会員︶

明日からは︑都会の生活が待っている︒

私はじっとそれを見る︒
︵不思議だ︑生きているようだ︒︶

その広い土間には︑ござ︑古びた茶箪笥︑柱時計︑そし
て仏壇︒

ミヤちゃんのこと

先月︑如年振りで幼馴染承のミヤちゃんが︑お孫さんの

は横着をして︑襖の向うに寝ているミヤちゃんのふとんに

克てず︑いつもは自分でふとんを敷いて寝るのを︑その夜

手をひいて拙宅を訪ねてくれた︒一別以来のつもる話に花
なので三人の話は初めからすっかり松山弁であった︒

ぷり頂戴したのは当然であった︒ミヤちゃんは︑その家の

された私は︑裏庭で母から滅多になかったお叱言を︑たっ

彼女の一家も焼け出された口であった︒翌朝早くゆり起

もぐり込んでそのまま眠ってしまった︒

が咲いて夜の更けるのも忘れた︒私の家内も同じ松山出身
あれは終戦間もなくの事であった︒戦争の終り近くにな
先に身を寄せていた母の許へ︑士官学校から復員した私は︑

って︑住承慣れた今治の家を焼け出され︑松山の娘の嫁ぎ
これも焼失した旧制松高の仮校舎である石手寺へ毎日通学

（21）

主婦である私の姉の主人の妹の娘という︑私からすれば遠

印象深い出来事だったらしく︑事細かく憶えていた︒当時

ま走って来る電車を︑スローダウンさせてよろこんでいた︒

私は︑余程のイタズラ坊主であったらしく︑松山の路面を

或る時︑ついに業を煮やした運転手が︑電車を止めるなり

走っていた所謂チンチン電車を︑線路の上に突っ立ったま

此の間︑その夜の一件を家内共を彼女に話をしたのであ

ない年でもあったせいか︑よく一緒に遊んだ仲であった︒

るが︑彼女は全く記憶にないとの事であった︒一寸拍子抜

しまった︒それを見ていたミヤちゃんは︑私の母の処へと

走り出て来て︑私を横抱きにして電車に乗せて連れ去って

縁ともいえない程遠い間柄ではあるが︑唯小さい時からお

なくとも無邪気な青春の一こまであった︒

けでもあったが︑思えば不安と混乱の当時の事とて︑はか

いアメリカ兵に追っかけられて︑家の中へ逃げ帰って来た

見送っていた︒ミヤちゃんが年頃の美人であった為か︑若

まだ軍服と戦闘帽姿の私は︑人垣の後から溢れる涙越しに

停留所で電車から解放された︒道後近くの﹁札の辻﹂迄の

人から﹁もうおろしておやりや﹂の声に助けられて︑次の

いう子供なりの計算があったと思う︒その為か︑乗客の一

これ声にして泣きわめいた︒そうすればおろして貰えると

の止まる思いであったそうな︒私の方は︑電車の中で全身

一息ついたその時︑母は〃榛かれた″のかと思って一瞬息

事があった︒彼女を後ろにかばい乍らそのＧＩの前に立ち

短かい間であったが︑私の記憶ではとても永い時間のよう

んでいくなり﹁正直チャンがな−︑電車にな−﹂と言って

はだかって話した英語が︑思えば私にとって外人と話した

終戦後日浅くして︑松山へも米軍が進駐して来た︒楽し

最初であった︒幸い中学時代︑２年間程英語で日記をつけ

あの電車は今ものどかな松山の町を走っている︒

に思えた︒まだ４シかそこらの頃の出来事であった︒

げな行進曲と共にジープを交えた米軍の市中行進を︑当時

ていた私は︑意外と言いたい事を英語で話す事が出来た︒

︵本会々員・住商ビルマネージメント㈱専務取締役︶

彼は私より少し年上らしくて︑一途に彼女と友達になりた
いとの紳士的な申し出であったが︑兎に角おことわりして
帰って貰
貰っ
った
た︒
︒家
家中
中の
の者
者ふ
から︑一寸尊敬の眼で承られたよ
ミヤちゃんと小さい時一 緒に遊んでいた頃の想い出にこ

うな気がしたものである︒

これも先夜の話題の一つであったが︑二人にとって余程

んなのもある︒
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おおらかな心

玉光

なえに流れているであろう︒国民ひとりひとりの心を培っ

であろうか︒それはわが国士︑歴史︑文化となってとこし

な年のようである︒近頃のテレビ・新聞の報道によれば︑

めのよすがに国風文化の一つである俳句を学んでいる︒俳

た心のふるさとなのである︒私はこの美しい心に触れるた

人久保田万太郎の句を通して︑日本人わけても庶民の美し

世界は今や経済戦争への危機に直面し︑なかでも日米両国
ま時が流れるとすれば二十一世紀の世界︑わが国︑われわ

い情を味わってゑたいと思う︒

ゆく春や見かけはただの田舎町

山陰線沿線の人口八万の町である︒学生の頃休暇毎に帰省

上野は芭蕉の生まれた町である︒私の生まれた﹁出雲﹂は

この句には︑二十五日伊賀上野に入るという前書がある︒

で何も人さまのために役立つことが出来ないのである︒人

るからこそ私にはかけがえのない町である︒私につながる

でも旅行者の目にうつるのはただの田舎町であろう︒であ

因縁を思えば果しない︒芭蕉にとっても上野は心のふるさ

した折︑駅頭で接した町はまさにただの田舎であった︒今

ある︒ひとりひとりの心が集まれば国風をつくる︒美しい

とであったのである︒

の私に応ずる分であるかも知れない︒然し︑ただ生命なが

国風を願う者は自らの心を美しくととのえねばならない︒

らえることが人間の生活ではない筈である︒生命には心が

さまに迷惑を出来るだけかけないで生活することが︑現在

までくらしをたてている私は︑憂いをもち願いをもつだけ

らない︒とは言へ︑世間の一線を退き︑年金によりお陰さ

る︒人類そして民族の破滅ということは絶対に避けねばな

れ国民はどうなるのかという不安が日灸にのしかかってく

の間においては︑まさに〃太平洋波高し〃である︒このま

昭和の六十三年という年はわが国にとってまことに大変

郎

私も国風をつくるひとりであるとすれば︑ここにも私の分
があるようである︒美しい国風︑美しい心とは具体的に何

（23）

小

はほっとするひと時である︒これでいいのかな︑日頃の生

鉄びんがわが家から姿を消してから何年経ったであろう

教えに背き︑身体をこわし︑大きな声を出して人さまに迷

間煙草を喫承︑酒を飲んで﹁身体髪膚父母に受く⁝⁝﹂の

教職何れもいい加減であり世間をうろうろとわたり︑その

活態度を省ゑる︒自省はさらにさかのぼる︒学問︑軍務︑

か︒昭和の初期わが青春の頃は見るもの聞くもの︑すべて

惑をかけてきただけではないか︒その私に端居の安らぎを

枯萩の宿鉄びんのたぎりけり

て生きることの意味を考えねばならなかった︒そうした日

軍国調一色であった︒私はやがてくるであろう死を前にし

与えられるとは以て膜すべきである︒

教職にあった頃のある日︑Ｙ高校の卒業式参列のため︒ハ

時雨傘さしかけられしだけの縁

々寒い部屋で暗い灯のもとで独り坐り︑傍の鉄びんのたぎ
り鳴る音を聞いていた︒その音は独生独死という孤独とと
もに人間らしいぬくもりを伝えてくれるのであった︒笛吹
きケットルでは鉄びんの代役は果せない︒

スで出かけた︒乗継ぎ近くなって定期券を︑また金入を探

平均寿命がまた延びたらしい︒高齢者が問題にされぬ日

真向いの婦人が立ちあがり︑何がしかの小銭を掌の上にく

話し︑善処を願った︒その時﹁あら先生︑いくら要りますの﹂

したが無い︒上着を更めていたのである︒その旨を車掌に

のないご時勢では︑うれしいようなはずかしいような複雑

い︒その後百方手を尽したが今だに返済できないでいる︒

ださった︒顔見知りの方ではあるがお名前を承知していな

花疲おいてきほりにされにけり

これほどありがたいものはない︒一方何か世の中の流れに

私は思い出すたびに︑婦人への感謝はもとより︑親愛の情

な気持である︒定年退職によって与えられた精神の自由︑

おいてきぽりにされたという空しさと苛立ちを覚えること

に結ばれた故郷を賛嘆し︑自らの愚かさに恥入るのである︒

れてある︒恐らく余生のある限りあるであろう︒この煮豆

が家の食卓には常にこの煮豆が春夏秋冬を通して器に盛ら

大豆の煮たもの︑北海道特産と称する大豆なら上食わ

湯豆腐やいのちのはてのうすあかり

もある︒だが自分の体力才能を直視すれば︑定年とはよい
機会ではなかったか︒お先に老年になり︑福祉を受けてい
るということは有難いことである︒
｜生を悔いてせんなき端居かな

端居の季節である︒これという勤めのない身にも夏の宵
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自然のめぐゑ︑ここにとどけるまでの入念のサービス︑ま

淋しい︒この淋しさの中で食べる煮豆の味は格別である︒

と私との縁は何時の日まで続くであろうか︒ふと思うのは

かな心こそ故郷の心であり︑俳句の心であり︑日本人の美

おしんでくれる︒この心をおおらかな心と呼べば︑おおら

まく故郷の山河もいかなる時でも私の愚かさを許し︑いと

これからは富を貯える時代ではなく︑快適さを求める時

しい心のふるさとである︒

代であるとも謂われる︒考え方は多様化するであろうけれ

たほどよき味を伝承した人灸の情を思う時︑煮豆の味には
気持に引きこまれる︒万太郎にとって人生は淋しきもので

大自然のもつおおらかさが加わってくる︒自然との一如の

である︒その国家の安泰︑国民の福祉のためには︑われわ

ども︑いずれにせよ︑日本の国が安泰であることが大前提

ここに引出した万太郎の六句をよゑ︑わが身に引当てた

ありながら有難いものであったであろう︒

であることが肝要ではあるまいか︒役立つ心はおおらかな

心に培われる︒われわれはおおらかな心をふるさとの心と

れ日本人が人のために役立つ人間︑世界の人に役立つ人間

し︑たくましく現実を処理して︑美しい国風を後世に伝え

かがある︒その何かが私の情の中に入りこ承︑自分の哀歓
をあたかも他人の哀歓を見るが如きゆとりとなってはたら

士に育ち︑半農小商いの家に嫁ぎました︒これからお話い

た︒小鳥の声を聞きつつ︑春はワラビ・ゼンマイを摘ゑ︑

家に帰ってからは︑近くの愛宕様の神苑や森が遊び場でし
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身勝手な味わいをのべたのであるが︑万太郎の背後には何

き︑そしてつかの間ではあるが安らぎのひと時を恵む︒わ

︵本会灸員︶

たしますのは︑今から六十五・六年前の出来事です︒

その頃の私は︑府馬尋常高等小学校に通っておりました︒

鈴木とよ

たいものである︒

出

が身の愚かさに笑いすらこぼれるのである︒また私をとり

い

私は︑この町の鎮守旧郷社愛宕神社下部落の農家に生れ

想

おそれ多い方だったと覚えています︶と十人程の先生方が︑

そして︑いよノ︑県視学の先生︵当時︑先生方も生徒達も

くわ

夏は山桑の実を食べ︑口の廻りの紫色は洗っても洗っても

私達のクラスの算数の授業を視察される日が来たのです︒

しか

落ちず︑母に叱られた事がなつかしく思い出されます︒大

分数の授業でした︒最後に県視学の先生は︑私達に向い質

しい

きい椎の木肌がつるつるになる程皆で登り︑木の上での涼
のど

在スーパーやデパート等の食品売場で見られる高原水と称

の葉を折って水を汲んで飲むのです︒その味は最高で︑現

ました︒そして︑授業の後に先生方が教室を出られてから︑

と答えました︒すると︑まわりの先生方から拍手がおこり

私は﹁実際に物を使って実験してみればよいと思います︒﹂

か﹂四・五人が手を挙げて︑その中から私が指されました︒

﹁１｜銘と１−２の大小を決めるには︑どうしたらよいです

問されたのです︒

しい風の快さは今でも忘れられません︒

清水の湧き出る所で︑汗だくで遊んだ後の喉の渇きをい

して︑・ハック売りしておりますが︑あの味を身近で常に味

やそうと︑友達グループが一緒になる場所でした︒大き目

わっていたのです︒秋には台風の後などは競って森に入り︑

由教育に力を入れ指導してこられた行川先生は︑県視学先

心の授業で︑教え込む授業が普通であった中にあって︑自

代の方には理解出来ないかも知れませんが︑当時︑教師中

ってゆく︑現在見直されつつある教育の原点を︑幸いなこ

生の質問に対して自分達で実験して答を導こうという発表

行川先生は涙を流して喜んで下さったのです︒この涙は現

とに自分達は自然に経験できたのです︒学校生活はと言い

が出たということで︑日頃の自分の教育の成果が現れたと

椎の実︑栗の実拾いをよくしたものです︒自然の中での自

ますと︑その頃の授業形態は教師中心で︑生徒を中心に考

然の遊び場であり遊具もまた自然の中から自分達の手で作

え︑子供達の発表を主に展開していく自由教育︵このよう

しての喜びの涙だったのです︒

をかつぎ︑笛や太鼓に合せて村中を練って歩くのです︒小

今年も七月十五日に盛大に行われました︒揃衣裳で神輿

り︑愛宕神社の祇園祭についてお話し致しましょう︒

最後に︑今も昔も変らず子供達が待ちに待っている夏祭

でも深く刻まれています︒

きざ

この授業の思い出は︑クラスメートの一人一人の胸に今

な教え方を当時はこのように呼んだのです︒︶は大変珍ら
しいことでした︒

私が通っていた府馬尋常高等小学校五年生の時の忘れら
れない授業があります︒私達四年と五年の担任をして下さ
私達の級は県の自由教育のモデルクラスとなったのです︒

いました行川徳先生は︑その自由教育に大変力を入れられ︑

隣村の先生方が毎日のように授業を参観に来ていました︒
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さい子供達は︑手に手に綿菓子やら出店で買ってもらった

品公を持ち︑浴衣姿もかわゆく祭りの列に加わります︒祭
輿が登って行く様子は素晴らしいものです︒小さなあかり

春の雪児等合戦に惜しゑつ上

初雀社殿にこぽる餌を拾う

福を念じて私の想い出を閉じ度いと思います︒

の固まりが右に左に揺れながら︑高い愛宕の森に消えてゆ

りのクライマックスは︑夜も十時過ぎ急な神社の石段を神

き︑まるで神話の世界を見ているようです︒私は︑この七

プール中遊ぶ子見守る夏帽子

記念碑の文字をかくして苔の花
↓も

月十五日を迎える度にほっとします︒私が幼ない頃と何も

森の道薮の老鴬声馴れて

す

変っていないのです︒生活も遊びも違ってはいるものの︑

神米を捧ぐ神主声清めり

青田風入れて投句の文字走る

朝顔の明日の雷に色を秘め
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祭りに参加している大人も子供も︑少しも変っていない事
子供達の良き遊び場であり︑愛宕神社の春夏のお祭りは︑

が唯一の喜びです︒そして︑私が育った愛宕の森は︑今も

題

︵東部支会々員︶

が始まってから凡そ半年あまりたった或る日のことだった︒

そしてこれは︑何時終るとも知れぬ過酷な重労働の日々

ァの強制収容所に入れられた︒

渡逼

秋めきて肌に触る風竹篇

一

大東亜戦争が終って︑私は︑ソ連の抑留者としてシベリ

薫

故郷の想い出となるのです︒六十五・六年前に一緒に学び

一

遊んだ友も三分の一となりました︒あの世にいます友の冥

郷

一神宮球場の早慶戦実況放送

望

さっきから︑晴れた空の上を︑トンビがその長い尾と翼
をゆうゆうと拡げ︑或は近く或は遠くなりながら︑いとも
昔から〃一衣帯水伽と言われる狭い日本海のことだ︒恐

のんびりと同じような輪を描いていた︒

らくこのトンビの目には︑沿海州の向うがわ︑遥かな雲煙
を隔てて日本本土の山河が︑思いのほかくっきりと映って
いるにちがいない︒夜ごと夢に見るふるさと日本の︑あの

たよ﹂

などとも大声で言った︒

日本の家族からは勿論︑日本の本国からも終戦後の情報

は全く隔絶されていた我灸にとって︑素晴らしくもまたシ

﹁よかった！よかった！日本の戦後復興も思いのほ

ョッキングな情報だった︒

私どもは︑誰かれの区別なしに肩をたたき合い︑手を握

か早かったんだなァ⁝⁝﹂

おのが身をすっかり忘れて︑生きて帰えれないかも知れな

り合って︑しばし捕虜という極限の環境下におかれていた

懐かしい山河のたたずまいが⁝⁝︒
こんなことをいま言うと︑いかにも気障に思われようが︑

い祖国の復興の順調さを心から喜び合ったｐこれでいいん

﹁あ上︑オレはトンビになりたい﹂
しんそこ

だ︑これでいいんだ︒そして仲間で噂されているように︑

に評価されて国民の負担が幾らかでも軽くなるというなら︑

我々抑留者の労働の成果が︑戦勝国に対する賠償金の一部

収容所にも休日があって︑恰度この日はその息抜きの日

これはこの時の真底からの実感だった︒

て外出していた仲間が︑息せき切って帰って来ての情報に︑

明日から我々はもっともっと頑張ろう︒

だった︒近くのソ連人宅にラヂオの修理作業に駆り出され

﹁おいシ︑おいシ１内地では︑もう早慶戦が始まつとる

休日の収容所内は俄かに沸きかえった︒

遥か東の空を眺めながら︑私は︑心の中で︑こんなことを

ゑた︒むろん︑件のトンビはもう姿はなかった︒けれども︑

くだん

しばしの興奮から醒めて︑私は︑一人︑収容所前に出て

聞けば︑彼が修理中のラヂオのダイヤルを︑そっと廻し

ぞ！﹂

ていたら︑突然︑Ｎ・Ｈ・Ｋの電波がキャッチされ︑それ

の山河を眺めたい﹂

祖国日本に飛んで行き︑一目だけでもいい︑この目で祖国

﹁あ上︑オレはトンビになりたい︒そして平和が戻った

繰りかえしていた︒

た︒

がまた︑たまたま早慶戦の実況放送中だったというのだっ
﹁かけ合い万才が︑兜町の〃株″の値段より︑八百屋の
蕪の〃値″段のほうが︑ず−つと高いなんてことも喋って
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昭和二十一年︑シベリアの春まだあさいある日のことだ
った ︒

二﹁シベリア出兵﹂の夢のあと

日本から遠く離れたシベリアの地で︑日本の大工の手で

かしいなどというより︑われとわが眼を疑がったと言った

書き込まれた墨の跡に出合うとは．⁝・・・私にとっては︑懐

それはせいぜい一○坪ほどの︑言うなれば掘っ立て小屋風

或る木造農家の取り壊し作業をさせられたことがあった︒

れ孤立化した日本の居留民︑領事館員の老若男女が︑冷た

江ぞいのニコラいエフスク市で︑ロシア人過激派に包囲さ

の共産革命に対する世界各国の干渉に騒然としていた黒竜

その昔︵たぶん大正七年から九年ごろにかけて︶ロシア

方がいいほどの大きな衝撃だった︒

の一軒家だった︒その取り壊し作業の段取りといえば︑屋

私のシベリア抑留生活も︑まる三年ほどたった頃のこと︑

根のてつぺんに︑中ぐらいの穴をあけて︑そこから顔を承

な出来事が︑あったという記憶が︑まざまざと想い出され

く降り積る雪の獄舎の中で︑次々と虐殺されたという悲惨

含まれていて︑その長女のマサさんが当時小学生だった私

た︒このことは︑惨殺された犠牲者のうちに諏訪副領事が

︑︑︑

せたたるぎに太いロープを結びつければ︑これで万事Ｏ・

Ｋだった︒ゑんなでそのロープに取りついて︑諸に引き倒

もろ

すだけのことだった︒その通り五・六人が交替で掛け声を

たちのクラスメートだったということがあって︑幼時なが

この建物は︑恐らく︑その当時居留民救助のため動員さ

らも殊のほか忘れ難く印象深いものがあったからだった︒

れて日本内地から派遣された軍隊の手で施工されたものに

さきに呆気なく手前に倒れ込んで来た︒

こんな建屋でも︑幾日か前まではどうやら人が住んでた

合せて引っぱると︑それは土けむりを立てながら屋根から

らしく︑ほんの四・五坪ぐらいの畑とも花壇ともつかない

相違なかった︒
︑︑︑

あれこれ回想︑暫し荘然と立ちつくした私にはおかまい

前庭には︑うら成りの青い実を二シ三シづつ付けたトマト
の株が一ならびと︑真っ赤な花を一輪つけたダリヤの株が

なしに︑くだんの柱は仲間の手でトラックに拠り上げられ︑

倒した建物の解体・整理にとりかかったところ︑驚いた

一本ぽつんと立っていたので︑それと知れた︒

ひそかな感傷など仲間たちに判って貰うには︑余りにも時

間にきびしいノルマ作業の一鮪だった︒かつては︑世界平

他の廃材とともにどこかに運ばれていってしまった︒私の

〃東ノー〃とか〃西ノ三〃とか墨壷で書かれたと思われる

和の為を調って歩武堂々とこの地に進駐して来たであろう

ことにつぶされた屋根の下から掘り出された数本の角柱に
符牒がはっきりと読承とれたのである︒
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日本軍部隊の誰かが雀躍手がけた記念すべきこの．軒

た日本人たちではあったが︑夫灸の心の中は全く同じ︒⁝

全くちがった環境のもとに遥るけくもこの僻地にすごし

抑留の身となって入ソした日本人１．

制労働のノルマの一環として土けむりの中いとも無造作に︑

日本にダモイしたい︒．⁝・・このことだけを毎日夢見つづけ

⁝一刻も早くこの国を脱出して愛する家族が待つ母なる国

家﹂を︑今日は︑ソ連に抑留の身となった日本人捕虜が強
いとも無感動のうちに瞬時にして抹殺してしまうという誠

．歩だけでもよい︑平和がょ承がえったふるさとの士

眺めながら︑心の中でこう繰りかえしていた︒

ていたことだったろう１．
このような回想から醒めた私はあらためて遥か東の空を

に皮肉なめぐり合せを憶い︑私はひとり荘然として︑ガタ
ガタ音をたてながら去ってゆく中古トラックを見送ったの
だった︒

想えば︑この三十年の間にここシ書へリァの辺地に相前後

して爪跡を残した二組の日本人Ｉ︒﹁あの一軒毒を建

︵本会理事・事務局長︶

をもう一度︑この足でしっかりと踏承しめたい﹂
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てた今を去る三十年昔の一組は行進ラッパを高らかに吹き
た三十年あとの一組は毎日過酷なノルマ作業に泣きながら

ならしながら入ソした日本人１．﹁あの一軒毒を壊し

渡逼

では︑これこそ自己の天命とさえ確信するようになってし

入学した昭和十一年当時の商業学校は戦時体制化されつ

まったと想えてなりません︒

顕彰の道にかかわり捧げる結果となり︑還暦を過ぎた今日

ようでしたが︑その意に背き︑一生を幼童愛育と郷土先哲

車で五ヶ年間通学しました︒親は商人としての道を願った

酒造家の四男として生れた私は︑親の希望に沿って県下

宏

唯一の商業学校へ入学し︑約三十一羊ロも離れた水戸へ汽

少年時代の軌道と三ヅ児の魂

〃
。

し︑二・二六事件について試問された時には︑事件を起

陸軍の政治への発言が強まった頃でした︒入学試験で﹁若

るクーデターいわゆる二・二六事件が起こり︑それ以後は

上ありました︒二月二十六日雪の朝︑東京で陸軍将校によ

生が受持ち︑非常に熱の込もった楽しく感動的で︑いよい

東北遊歴の時に訪れた森田桜園という碩学を祖父に持つ先

ます︒漢文の授業は︑笠間藩校時習館教授で︑吉田松陰が

を感銘深く説明案内され︑今日でも記憶新しく思い出され

よ漢文に親しむようになりました︒

上は畝傍山神武天皇御陵造営の勤労奉仕でしたから︑服装

五年生の夏︑関西方面へ修学旅行がありましたが︑表面

した軍人の精神は良いかも知れないが︑その行動のとり方

も通学同様に背嚢巻脚紳姿でした︒京都大阪見物の他︑神

には賛成できません﹂と答えるように︑引率の小学校先生
から指導を受けたのでした︒そして試験が済んだ日には︑

た﹃鳴呼忠臣楠子之墓﹄の自筆碑︑碑陰は義公の賓師朱舜

数百米の所にある藤田東湖の墓を初め︑明治維新の志士の

水賛︒かねて︑この碑が︑明治維新志士の魂を振い興し︑

川神社では︑義公が大楠公顕彰のため天下に魁けて建立し

には挙手の敬礼をすることが厳しくきめられていました︒

戸︑奈良︑吉野︑橿原︑伊勢と巡りました︒神戸駅近い湊

講堂の正面には﹁徳川光闇︵水戸黄門義公︶斉昭︵烈公︶

学していましたし︑父が大楠公崇拝者で︑家の襖は全部楠

後世多大な影響を与えた事は歴史で学び︑既に彰考館を見

共同墓地を参拝して帰宅しました︒通学の服装は軍国化で︑

の肖像と水戸藩校弘道舘記﹂の原寸大の拓本が掲げられて

毎月背嚢を背負い巻脚紳をつけて登下校し︑先生や上級生

いました︒

した︒その夜は吉野に泊り︑仏法僧の暗き声を聴きながら

公に関する漢詩で埋め尽されていましたので特に感激しま

床に就きましたが︑日中に見学した楠正行ゆかりの如意輪

翌十二年七月には日支事変が勃発し︑いよいよ戦争に突
列し小旗を振って見送りました︒又興亜奉公日と称し︑毎

ソッと床を離れて︑平素愛吟している藤井竹外や河野鉄兜

堂や︑後醍醐天皇延元御陵参拝の感動で興奮し眠られず︑

入し︑毎日のように水戸二連隊の出征兵士を︑校門前に整

の藤田東湖︑会沢正志斎等の墓地へ参詣して戦勝を祈願し

の﹃吉野﹄を口吟んだ純情多感な少年時代の思い深い一夜

月一日には︑義烈両公を祁った常磐神社や︑招魂社︑前記
ました︒公民の時間には︑弘道舘や大日本史編纂所彰考館

でした︒

した︒剣道の稽古が済んで正坐黙想した私が突然指名され︑

武道の時間に︑偶を文部省督学官が査察に来られた時で

等も見学し︑大日本史の原稿や版木︑中国明の遺臣朱舜水
が本国の孔子廟の摸型︵これは︑お茶ノ水昌平髪の大成殿
の手本になった︶︑筆で丹念に書かれたオランダ語辞典等

（31）

詩吟を命ぜられました︒東湖の正気歌では長過ぎるので
﹃男児志を立てて郷関を出ず﹄の詩を吟じた事がありまし
て︑正気歌や弘道館詩等毎日毎晩大声で吟味することを日

た︒私は︑郷土先哲の詩歌を吟ずる事を無上の楽し染にし

去年︑友人の参議院事務総長の栄進祝いをかねて︑東京

課にしていました︒顧承ますとその思い出は尽きません︒

で同窓会がありました︒卒業後四十五年ぶりの旧友のうち
戦没した数多い中での生き残りで︑互に再会を喜び︑昔の
話に花を咲かせました︒しかし︑各自少年時代の軌道は時
世に応じ適当に修正変化し︑停年後の人生をゴルフ仲間を

由ｊ・話

ず︲

︲．・４︐Ｊゴ︲●︲●︲●︲

︲ｑ︲●︲●︲●︲●叫０︲●︲●︲●

砧●︲︒．測寺
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本会では︑永い間岩波文庫版として多くの方々にご利用

をいただいてきた﹃日本道徳論一を︑拡大︵クラシックス

四三一七紛日本弘道会
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つくる等で閑に暮しているようでした︒当時受けた教育の
影響は全く忘れ去り︑私独りだけが︑昔のままに人生のす
べてをかけ執念を燃やし続けていることにハツとしました︒

それは﹃三シ児の魂百まで﹄の諺の通り︑幼児の家庭教育

不便をおかげしましたが︑今度は活字も大きくなり︑読み

版に︶して出版いたしました︒今までは活字も小さく︑ご

振替口座・東京四

頒価．五○○円︵送料は当会で負担︶

申込先・日本弘道会事務局

易くなりました︒ぜひご活用下さい︒

と生活環境と妻の協力がその要因と考えられます︒益々幼
た私の道と信ずる次第です︒
︵本会を貝︑常陸郷土資料館々主︶

童愛育と先賢の道を探求実践することが︑弘道会員になっ

軌道の差異はどこにあるのか泌誤じゑ考えさせられました︒

I

‐￨

Iｲヴ

土屋好重

至人の同郷人としての万物

Ａ︑泊翁による高崇な真正な楽
私が日本弘道会の会員にして貰ったのは︑会祖西村泊翁

に我が身に品格の高崇さを来らすためなのであった︒先生

のこの精神は︑次の文章によってより確固たるものにせら

れる︒〃余日く︒快楽には身内のものあり外来のものあり︒

．⁝：身内の楽は高崇秀美なる真正の楽にして︑道を得たる

一二︶︒先生は︑道徳を真正な楽しゑと感ずることが出来る

者に非ざれぱ之を知ること能わず︒︵泊翁全集上︑続自識録七

そこで次のように記している︒〃其心を治めて至人の地位

高崇な存在を︑至人とか君子とかと呼ぶことにしている︒

重要な文献であるかを教えられた︒そしてその原典を更に

掲載せられた︒それによって︑私は﹁道徳問答﹂が如何に

山清一先生の論文〃西村泊翁晩年の著作﹁道徳問答﹂″が

またま昨年発刊された﹃弘道﹄︵九二四号︶誌上に︑理事片

るものに置いて︑左の如く綴っている︒〃凡そ道徳なる者

て道徳そのものの基礎を︑人の性とか良心とか呼ばれてい

〃道徳とは己を修め徳を積むこと〃︒︵続自識録七一二︶︒そし

泊翁は道徳が何であるかを次の如く簡潔に記述している︒

Ｂ︑良心を知・情・意から区別する

に進ましむること︒″︵道徳問答五︶︒

研究することによって︑万物一体とか天地万物主義とかの

先生が偉大なる大思想家であると確信したためである︒た

精神が泊翁の究極的な信念であることを確信した︒

問題に関して︑左の如くに述べている︒〃何故に道徳は人

ものにせられる︒泊翁先生は﹁何のために善をなすか﹂の

うことを何処までも追求して行くことによって︑確固たる

ているものとされる︒それは心理学などの行き方であって︑

般に心あるいは意識が︑知︒情・意の三方面から構成され

厳然と分けられる︒外面的な自然科学的な立場からは︑一

が区分できる︒人の心の研究も二つの異った立場のものが

研究方法には物事を外から見る方法と内から見る方法と

によりて其教を異にするの理なし〃︒︵道徳問答四︶︒

は人の性︵良心︶に基きて立てたる者なれば︑土地の東西

類のために切要なるかと言うに︑其一は︑我身の位格高崇

知・情・意の外には別に︑何の意識も区別しようとするこ

すべての徹底した哲学的な研究は︑﹁何のために﹂と言

為す︒︵泊翁伝上七七二︶︒先生によれば︑道徳の目的は第一

となる︒其二は︑安心立命を得︒其三は︑一国の大利益を
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か性または本性とか言う︑知・情・意以外の︑別の次元の

は︑知・情・意だけでは満足することが出来ない︒良心と

とが無い︒これに対して内面的な哲学や価値論の立場から

されることになる︒天地の語と万物の語は︑共に宇宙と同

万物主義とは結局において︑天地の万物主義であると解釈

んずるものであると推測されるのである︒そうすると天地︑

の同胞性よりも︑もっと根源的な宇宙や自然の同胞性を重

義語として使用され易い︒けれども両者を区別すると︑天

るために︑小生は次のような概念図を作成して見た︒それ

泊翁は︑心理学の一般傾向には従がわないで︑次のよう

意識の存在も提唱せられるのである︒

が試案であって︑修正を必要とすることは言うまでもない︒

るとされるであろう︒いづれにしても泊翁の用語を整理す

如し︶︑概して之を見れば良心・欲情・智の三者に過ぎず︒

地の方が万物よりも上位の概念︑または全体的な概念であ

良心︵即ち道心︶能く一身の主となりて欲情を管理する時

この概念図に従がうことにすると︑天とか地とかの語が︑

に自身の立場を明確に述べている︒〃人間の能力は分ちて

は︑欲情は一に良心の命を聴き⁝⁝智も亦良心の為にその

意味され︑存在物の一種であると考えられる︒そして地と

宇宙の語の下部概念にせられる︒天とは常識的には大空が

心

｜
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之を見れば数十類を下らずと錐も︵西洋の心理学に言うが

用を為す︒此の如き者を君子と言う︒是に反して欲情一身

智欲
情

は地面とか地球とかの提案に解され易い︒しかし乍ら︑図

の主となる時は︑良心は隠れて其の力を現わさず〃︒︵続自

性 性 ｜
良

表に示されるように︑天を理想とか観念とかであると見︑

｜｜｜

識録七○八︶︒泊翁の偉業は各方面に見出されることであろ

（界在実）（界想理）

う︒けれども私には先生の良心哲学ほどに大きな業績は無

非 本 非 本
本 性 本 性

いものと思われる︒先生が如何に良心を神の如くに崇敬し

誠

たかは︑次の語にも表明せられている︒〃人類の最も貴き

会
（
楽
の
正
真
）

物万
(界外）（界内）

涯を為して無窮に継承するなり〃︒︵自識録六二五︶︒

天
地

は良心であるが為なり︒是あるが為に卓然として高崇の生
泊翁の天地万物主義︵道徳問答一九および二○︶の語は︑英

語のどんな語に相当するのか不明である︒けれどもその本
旨は万物一体主義または万物主義そのものと判断される︒

そしてその重要部分がコスモポリタニズムに合致するもの
と想像される︒いづれにしても泊翁の考え方は人類や世界

宙宇
I

地だけを存在とか実在とかと見ることも可能とされるであ

物の非本性とはどんなものであろうか︒それは︑触覚とか

それは︑親和力と呼ばれる性能ではあるまいか︒また︑万

の存在の本性とは具体的にはどんな能力なのであろうか︒

自分の心が内側から観られたものが︑直接経験であると

Ｃ︑万物を一体と為す同僚精神

運動とかの能力であろう︒

ろう︒もしも︑天を理想界の別語であると考えると︑それ
そして︑それは真正の楽の世界にも合致することになる︒

は誠とか真実とか呼ばれる価値の世界に合致する︒

場合もあり得るであろう︒けれども地を我の立場に立って︑

言えよう︒自分で自から直接に意識すると言うことが︑一

さて︑実在界としての地は︑そのまま万物と同一視し得る

合︑万物は狭義の地と解され︑我が万物と相対立する存在

内界的と外界的との分野に区分することも出来る︒その場

観することが出来るであろうか︒それに関して泊翁先生は︑

次の如く解説している︒〃心には良心あり︑欲心あり︑情

切の知識の根底である︒それでは︑どんな意識が直接に内

あり︑智あり︒此等は⁝⁝之を天与と言い︑又先天と言

であるものと理解される︒泊翁によると︑性とは厳密には
て︑我や人間の本性が良心であることは言うまでもない︒

う〃︒︵自識録六二四︶︒ここに天与とか先天とかの語は︑自

本性のことであり︑天性とか霊性とかとも称される︒そし

我には良心の活動を妨害したり︑或いは補完したりする能

分が生れながらに持っている︒と言う意味にとらるべきも

は︑兎も角としても泊翁が︑知・情・意を認めると共に︑

のであろう︒あるいは直接経験されたことであろう︒それ

られる︒非本性は知・情・意の分野であって︑泊翁はそれ
を欲情と智とに区別している︒それでは一切の万物の能力

力もある︒良心そのものでない所の活動は非本性と名付け

はどのように分析さるべきものであろうか︒それには次の

を真けざる者あらず︒其少分を真けたるは禽獣にして︑其

する価値は何であろうか︒純とか誠とかあるいは聖と呼ば

においては利益とか善とかであろう︒それでは良心に対応

う︒そして︑情においては快楽とか美とかであろうし︑意

に対応する価値は︑知においては事実とか真理とかであろ

多分を真けたるは人類なり︒︵全集一巻泊翁盾言五九八︶︒泊

れている所のものであると判断される︒恐らく普通の人間

同時に良心を認めていることが理解される︒これらの意識

翁は︑人間も人間以外の存在も本性や天性を持っていると

が考えている真・善・美の価値の上に︑誠と言う神的な価

語が参考になるものと思う︒〃人民の天性は天賦に非ずし

しているのである︒ただ人間は他の存在よりも本性をより

て何ぞや︒⁝⁝凡そ天地に生ずるものは何れも天理の幾分

十分に具備するものと考えられている︒それでは人間以外
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値を置くことにするのが先生の精神である︒このことは︑
我とか人間に関してだけ通用する非万物的な論理ではない︒

人間と同様に本性を天与として持っている万物にも貫通す
る論理なのである︒もしも︑我や人間から︑鉱物・植物・

動物にまでも本性や天性の概念を拡大すると︑どうなるで
り︑同僚であると言うことになる︒一切の万物が高崇な本

あろうか︒そこにおいては︑万物が同志であり︑仲間であ

ご覧に入れたい手紙

Ｉ今関六也先生からのお便りＩ

々は良心や本性の持主である万物を友人としているのであ

我々は本性と言う故里を共に持つ同郷人なのである︒我

だき恐縮いたしましたが︑その中で︑野口明元会長の

たしましたところ︑各方面から御懇篤なお便りをいた

この程︑小著﹃今上陛下と母宮貞明皇后﹄を出版い

寛素彦

る︒泊翁の良心哲学は〃道は天地万物を以て一体と為す〃

ご次弟で︑﹁菌学界﹂の泰斗である今関六也先生から

性を共通に持っている存在だからである︒

︵道徳問答一七︶の語を道徳の教えとして残している︒私も

文中︑私に関する部分は省略すべきかと存じました

につき快諾を得ました︒

局へ照会いたしましたところ︑﹃弘道﹄誌上への掲載

ひ会員各位にもお見せしたいと存じ︑日本弘道会事務

重な御体験をお書き下さっておりますので︑これをぜ

のお便りは︑私の書いたことを裏書きされて︑更に貴

︵本会々員・横浜市立大学名誉教授︶

先生に続いて︑〃天地の万物を同郷人と考えることにした
いと思う︒

ざ．０

が︑あとの部分とも関連しておりますので︑敢えて︑

すべてをそのまま転載することといたしました︒
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寛素彦様

今関六也

︵一九八七・五・一八︶

少々不順でしたが爽快な季節です︒益々御健勝賀し上げ

相変らず少しも日本は良くならないので︑敗戦も︑日本の

らです︒だから農村の若い人たちに力を落すなと話しかけ

将来のためにむしろ良かったことかも知れないと考えたか

たものです︒ですから︑もしも︑あの放送に邪魔が入った

らどうなったか︑御本を拝見して身の毛がよだつ思いがし

いません︒この頃目が少々不自由になり︑読書能力が低下

謝にたえません︒それにも拘らず御礼が遅くなり申訳ござ

な崇高な御人格には感伽するばかりです︒また︑陛下の御

陛下の御信念と︑それを貫かれた強靭な御性格︑このよう

めに御一身を犠牲になさることを︑全く意に介さぬという

そににしても︑平和を愛するだけでなく︑平和を守るた

ました︒本当に有難うございました︒

したことと同封のきのこ図鑑の仕事に追われ︑精神的にも

をよせられたマッカーカー元帥も︑さすがに立派な人柄で

人格を極めて短い時間の御会見で感得され︑全幅の信頼感

ます︒さて過日は大変有難い御本を御恵与下さいまして感

でした︒そんな訳で︑失礼を承知しながら日を過ごしてし

さて︑私ごとにかかわりますが︑わたしも幾度か陛下に

新たに致しました︒厚く御礼申上げます︒

貞明皇后様の女性の鑑みとなるような御人柄にも感銘を

あったと改めて感じました︒

肉体的にも余裕がなく︑一気に拝読することができません

戦争末期から終戦に至るまでの概要は聞き及んでおりま

まいました︒御海容下さいませ︒

したが︑さらに︑御詔勅︑録音放送までの数日間の緊迫し

させていただきます︒

接する光栄を経験しております︒余談ですが少を書き加え

た状況を︑直接その衝に当たられた貴台御自身の筆で詳し
た︒あの御放送を︑わたし達は群馬県の田舎で拝聴しまし

わたしは︑戦前国立の科学博物館に勤め︑キノコの研究

く︑併せお書き下され︑冷汗が流れる思いで拝読致しまし
た︒田舎とは︑当時勤めていた国立科学博物館の植物標本

︵明︶が那須にお伴をした時︑土地産のモミタヶという立

をしておりました︒そのことは陛下はよく御存知で︑兄

その標本は今も博物館に保存されている筈です︒また陛下

派なキノコを弟に送ってやれと仰せられたこともあります︒

ましたが︑間もなく平和の到来を心から喜んだものです︒

やはりあんな状態で勝ったとしたら︑疲弊にあえぐ農村の

と図書との疎開先だったのです︒半日ほどは荘然としてい

生活は旧態依然︑また下積承におかれていた自然科学は︑
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と申ましたが︑これは旧著の改訂版のことです︒旧著は三

さきに︑私は今キノコの図鑑作製の仕事に追われている

かつたことは︑申訳なく考えております︒

キノコも画いて承ないか〃と︑タマゴタヶという大形で華

は︑兄に〃いつも花や景色ばかり画いているが︑たまには

そうですが︑この絵は今わたしの室にかけてあります︒

麗なキノコを示されたとか︒兄はさっそく油絵で写生した

後︑侍従職から電話がありました︒本の一冊は︑直ちに出

育社から一冊が届けられました︒ところが︑それから二日

て忘れ得ぬ想い出があります︒本が出版されて出版社の保

十年前の昭和三十二年に出版したものですが︑これについ

いました︒○四のの胃の画は〆臼の①Ｈの意味︑即ち学名は帝王

タマゴタヶは︑当時学名をシ日自営○月切胃８厚．とい
のシ目画旨言︵テングタヶ属︶の意味です︒真紅の傘と濃

覧になり︑﹁少し疑問があるので︑今関に訊ねるように﹂

版社から陛下に献上されたのですが︑陛下は早速これを御

との仰せだそうです︒驚いて御指摘いただいた箇所を見ま

王者の風格をそなえています︒欧州ではきわめて有名なキ
ノコです︒︵当時は日本のタマゴタケは欧州のものと同じ

すと︑正しく私の誤りだったのです︒つまり︑私の図鑑の

黄色の柄とひだを持つ大形で華麗な食用キノコで︑まさに

種と考えていましたが︑今はそれは誤りで︑東南アジアと

ミスプリントの最初の発見者が陛下だったのです︒恐擢感

間違いの場所は︑本文とは関係がない所なので安堵はし

共通する別のキノコと考えられ︑学名も変りました︒︶陛

ましたが︑御指摘いただいた所は︑本のカバーと表紙裏を

激の至りです︒

戦後︑わたしは農林省の林業試験場に転じました︒那須

下が︑この辺のことを御存知かどうかは存じ上げません︒

のキノコ︑皇居内でおとりになったキノコを︑屡々使いの

無地にしないで︑ポンヤリとシイタケとマッシュルームの

りちがえてしまったのでした︒印刷の途中で順序を変更し

発生状態をうつした写真を印刷したのですが︑その名をと

たのに︑説明を訂正しないままにしたからでした︒もちろ

また一度︑那須にお招きをいただき︑キノコのお対手をし
たこともあります︒その時は夏でキノコが一番少ない時で

方が試験場まで持参され︑名を知りたいということでした︒

したので︑改めて秋にお訪ねしたことがあります︒その時

です︒

ん︑一般の読者も︑著者のわたしも見逃してしまうところ

こんな些細なところまで気がおつきになる陛下︑一言一

は陛下は御不在でした︒陛下は︑一般の植物には大変お詳
然し︑日本のキノコ学はたいへんおくれているので︑お答

句もゆるがせになさらない陛下の御誠実そのものともいう

しいのですが︑その他のキノコにも御関心をお持ちでした︒

えすることができないものが多く︑陛下の御期待に添えな
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べき御人柄には︑ただただ頭がさがるばかり︑心から感動
陛下の御慈愛が寓民寓人だけでなく︑自然界の一木一草

致した次第です︒

にも及ぶという類なき御人格は︑自然に対する御態度から
もうかがえます︒

貴著の中に︑陛下が︑﹁雑草というものはない︒すべて
名がある︒﹂と仰せられることは︑まさに一視同仁の御心
そのものです︒

毎秋︵十一月︶多摩陵御参拝のあと︑隣接する林業試験

一昨年の暮には︑皇太子様御夫妻が拙宅においで下さる

という思いもかけぬ光栄に浴しました︒昨年の十二月二十

六日夜には︑葉山在住の動物学者桑原万寿太郎博士と私共

皇太子様も美智子妃殿下もそのお人柄は素晴らしく︑本

とでお招きをいただき︑御用邸に参上致しました︒

当に嬉しく有難いことです︒浩宮様も益を御立派になられ

わたしは︑自然界で日の当らぬ所で黙女と︑しかし無く

ました︒世界に誇れる方凌であると思います︒

常でした︒試験場の植物学者の御案内で山をひとまわりな

に属し︑三つの生物の共同生活︵生態系︶によっての承生

の生物は︑植物・動物・菌類の三つの基礎生物群の何れか

この菌類の生活を通して自然を学んできましたが︑すべて

てはならない役割を果している菌類を研究してきました︒

さるのです︒私も常にお伴致しました︒御採集になりたい

物は︑常に自己中心の生活目標を持つものです︒つまり︑

きられるためであることを知りました︒しかし︑個々の生

場分室︵旧帝室林野局林業試験場︶に御立寄り下さるのが

植物がお目にとまっても︑その植物が浅川の山に数多く自

一員ですから︑この自然界の法則からはずれることはでき

が農林業でいう病虫害という社会現象です︒人間も生物の

だから自然界には争いが絶えません︒それを代表するの

は自己本位であるという矛盾を本質的に抱えているのです︒

互いに共調し合わなければ生きられないというのに︑現実

生することをお確かめになられてから︑始めて一本を持ち
帰りたいと仰せられるのでした︒

心から自然を愛し︑だいじにし︑文字通り博愛一木一草
天皇様こそ︑日本人が煩悩多き人間として︑人はかくも

に及ぶという大御心でした︒

ありたいと願う理想的人間像を如実に具現された方である

のは当然ですが︑これをできるだけ抑制するのが人間の知

ません︒人と他の生物との争い︑人間同志の争いがおこる

って争いは大きくなります︒科学と技術は似て非なるもの

恵であり︑科学でしょう︒しかし︑兎角技術に走るので却

というように思われます︒そして︑そのような御方を天皇
ん︒これが私の心の中に次第に育ってきた私の皇室観とい

としていただく日本民族の幸福を考えないではいられませ
えましょう︒
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です︒

どのようにして病気や争いを防ぎ避けるか︒それは自然
々の人が聖人君子に一歩でも近づくように努力することに

に対しても人間社会に対しても良い政治をしくことと︑個

努力にあるといえましょうか︒

あると思います︒理想的社会と理想的個の建設に向っての
理想的個︑理想的人間像への願望に対して︑天皇様は美
事にこたえて下さっていると思います︒だからこそ︑日本
人は天皇と皇室を愛し︑敬し︑そして誇りとすべきである
と︑私は考えております︒

尚先生が︑このたび三十年ぶりに改訂出版されます御
著書は︑保育社発行の﹃原色日本新菌類図鑑﹄で︑元日
本菌学会を長今関六也︑日本菌学会を長本郷次雄編著の
由につき︑御参考までに申添えます︒
︵本会評議員・元宮内省総務課長︶

今後の教育評論のあり方

ｌ教育のプロの意義を問う１

片山清一

アマチュア︵アマと略︶とは︑﹁職業としてでなく︑趣味

として物事を行なう人﹂であり︑プロフェッショナル︵プ

ロと略︶とは︑﹁あるものごとを生計の手段として行なう

人﹂または﹁自分の職業であるとの強い自覚をもって︑そ
による︶

れに打ち込む人﹂であると定義されている︒︵﹃国語大辞典﹄

このようなことはわざわざ字引を引かないでも︑今日で

の中の実際において︑明確にしにくくなってきている︒た

は誰でも知っていることである︒ところが︑この区別は世

らないとする原則は︑かなり以前から守られなくなってき

とえば︑オリンピックに出場する選手はアマでなくてはな

て︑次回からはプロの参加もＯＫということになった︒そ

れは︑単にスポーツの世界だけでなく︑芸能界その他でも

さて︑このような傾向は︑教育界ではどうなっているの

同じような現象が生じてきている︒

であろうか︒教育のプロといえば︑何よりも現に教職にあ
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る方をであり︑教育のアマとは︑子どもを持つ父母︑その

きく教育界を動かしたものである︒したがって昭和ヒトケ

育評論家協会の全員が文相主催の夕食会に招待され︑率直

タ時代から昭和三十年台まで文部大臣が交代する毎に︑教

ところが︑昭和五十九年に設けられ︑第二十一世紀のた

他教育への関心をもつ人びとと考えられる︒

かに三名︵大学教授は八名いるがプロに数えるわけにはい

承ると︑教育のプロといわれる人が総員二十五名中︑わず

って︑教育者や教育界を論じはじめた︒．億総教育評論

育ママたちは︑すべてといってよい程﹁教育評論家﹂とな

てくるようになった︒大宅壮一氏ではないが︑こうした教

この頃から後︑いわゆる﹁教育マごが教育界に登場し

な意見の開陳を行ったものであった︒

かない︶に過ぎない︒国家の教育の︑しかも︑二十一世紀

めの教育を構想する臨時教育審議会︵臨教審と略︶の委員を

という複雑な前途を見通すようなことは︑教育のプロには

もたちの教育に関心を持ってくれることは国家のためには

有難いことであるが︑自分の子ども中心の考え方や︑教師

家化﹂の時代になった︒国民が次代を背負ってくれる子ど

軽視の傾向が生じてくると︑教育の現場を混乱させること

の研究会などでは︑最近︑講演会に招く講師には教育畑の
人でなく実業界などで活躍している人を選ぶようである︒

任せられない︒というわけであろうか︒そういえば︑教育

教育のプロたちは︑同じ畑のプロのいうことに聞きあきた︒

そのためにも︑今後の教育評論はアマ評論家の及ばない

になりかねない︒

プロがプロとして尊敬されないということは︑プロの身

とでも考えるべきか︒

らなくてはならない︒つまり今やプロの教育評論が切に要

高さと︑全世界を見通すような遠望をもつようなものにな

︵本会理事・目白学園女子短大教授︶

になって承ると︑まことに悲しく︑つらいことである︒こ

望される時である︒

れも︑いわゆる﹁デモ・シカ﹂時代に教職に就いたため︑
アマのままで居残ってきたせいかも知れない︒

本腰をいれて教職に取り組まなかったために︑いつまでも
教育のプロというのは︑教師のほかに︑教育学研究をし
た学者や教育評論家がある︒ここでは教育学者への論及を
さけて︑教育評論家に限って考えることにする︒

昭和二年﹁教育評論家協会﹂の誕生した頃は︑教育評論
という語は重味をもっていた︒教育評論家の一言一文は大
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遺稿

〃ものく准煎八八
第七代会長野口明
１﹁ぶちのく﹂礼讃
ゑちのくは︑東北は︑私の第二の故郷である︒もしそれ︑気
持の承からすれば︑第一の故郷︑心のふるさとである︒

四十年前︑私は東京で中学を卒業する直前に︑父は仙台に転

も田園も旧趣を止めていた︒東北各県も一巡し︑隣県へはしば

に強く結んだのはけだし当然である︒

しば行く機会があった︒前後通算九年の仙台生活は︑私を東北

東北では仙台人は人が悪いと言うそうだが︑私も私の家族達

もそんな事は絶対にないと語り合っている︒私達は終戦前後の

父祖の郷国は尾張であり︑私は東京で育った︒これらの地方の

苦しい生活に︑幾度か仙台の人の親情に感激したことか︒私の

人と比べると︑仙台の人々の情誼は厚い︒仙台のごとぎ大都会

言う︒私は表日本は決して暗いと思わない︒初冬の頃︑ちょっ

東北の自然は私の特に好むところである︒人は東北を暗いと

において然り︑他の東北地方は凡そ推察できる︒

とそんな感じのする季節もあるようだが︑その他は関東と少し

任となった︒祖父母︑母︑弟達は︑上野以北を知らなかったの
で︑皆心を暗くした︒かくて四月に一家を挙げて都落ちをした︒

ない︒燃料さえ欠乏しなければ東北の冬は楽しい︒

へ行くと一層面白い︒私は東北の夏も好きだが︑冬も亦嫌いで

東北の風俗も亦私は好む︒冬になると俄然面白くなる︒雪国

な︑エキゾチックな詩情を感ずる場合がしばしばあった︒

川は悠食と流れる︒こうした風景には寧ろ洋画的で︑ハイカラ

伸びとして︑大きな空を支える︒原野はひろぴろと展開され︑

山には日本アルプスのような彫刻的の美はない︒稜線は伸び

も違わない︒

私は二高に入り︑弟達は中学に小学に転じた︒三年の仙台生
活は今でも兄弟間の話題に上る位で︑時世もよかったが︑過去
での最も楽しい生活となった︒学校の外はスポーツと遠足だけ
の単純な︑然し自然に親しんだ清純な生活であった︒

仙台の土地と人とは青春の心に深い感銘を与えてくれた︒東
北から集まった学友達の強い体力と︑旺盛な読書力に最も驚か
された︒今も親しい心の友は殆どこの時に出来たものである︒

昭和十八年︑私は思いもかけない母校を預る身となった︒不

東北は民俗学の宝庫である︒古いものがよく保存されている︒

いる︒この東北のふるさと的過去は大切にしなければならない︒

年中行事も︑民謡も︑民芸も︑風俗も︑風土とよく結びついて

を覚えたからである︒昔とちがって︑仙台の生活も厳しかった

徳をも顔ゑずこの大役をお受けしたのは︑心のふるさとに郷愁
が︑感激は多かった︒勤労動員で仙南仙北の農村に親しんだの

︵後略︶︵野口明箸﹃思い出の記﹄より抜すい︶

も嬉しい思い出である︒仙台の旧知旧友は昔と変らずに親切で
あり︑市内の様子は大分変っていたが︑一歩外へ出ると丘も川
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会﹂を皆で住象良くする発想が乏し

いＯ

公共道徳が遅れているために社会

い︒盗むよりは︑一時的に勝手に無

生活に不愉快なことが多くなる︒ひ

む︒駅のまわりで自転車の盗難が多
断借用して︑とんでもないところに

東京多摩ニュータウンにある多摩

乗り捨ての場合が多いという︒ひと

市の市立図書館で︑約四十三万冊の
まま返ってこない︒督促状を六千五

蔵書のうち︑貸出した八万冊がその

ス︾○

くるか︑つくづく心配になってく

育つ子らは︑この先どんな社会をつ

だ︒いまのおとなのやり方のもとで

いったが︑ことは簡単ではないよう

﹁衣食足って礼節を知る﹂と先哲は

ス︾○

たちの税金で賄ってやっているん
だ﹂といった倣慢ささえ感じられ

図書館の本を返さず﹁どうせおれ

がなかなか向上しない︒

トリを生じたはずなのに︑公共道徳

げて︑一億中流などと生活面にもユ

り︑日本は驚くほどの経済変化をと

んいわれた︒戦後四十何年にもな

ところ﹁自由のはき違え﹂がずいぶ

ぶてという︒

美点も持つ日本人だが︑残念なが

の迷惑を全く考えない︒

入 江 徳 郎

百通も出したが︑ほとんどナシのつ
日本人の公共観念の貧しさを見せ
つけられたような話でガッカリする

が︑周囲にこのような例はいくつも
にわか雨で通勤者が困らないよう

先進国に比べてＨ立って落ちる︒

ら公共道徳︑社会的マナーでは欧米

タテの服従関係が永く続いたため︑

よくいわれることだが︑日本では

横の連帯が育たず︑﹁われわれの社
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転がっている︒

にと︑商店街がカサを寄付して︑駅
に無料の貸し出しボックスを設け
い︒結局︑貸し出しはやめてしまっ

た︒ところがそのカサが返ってこな
た︒こんな例は全国いたるところに
ある︒

借りたまま︑ズポラをきめこんで

はわかっていながら横着をきめこ

ばそれがまた他の人の役に立つこと

返さない︒書物でもカサでも︑返せ

｢われわれ感覚」の欠除

日本人の平均寿命は昭和六十一年
で男七五・二三歳︑女八○・九三歳で
享けている国民といえます︒そこで︑

世界の上位です︒我灸は最も長寿を
長寿の究極にある百歳老人について
その秘訣を探してみましょう︒昭和
三十八年に一五三名だった百歳老人
は︑昭和六十一年九月で一︑八五一
人に達しました︒男三六一人︑女一︑

四九○人で︑最高は一一○歳です︒

○％という高率でした︒

三健康状態
六○歳以前に医者にかかったこと
のないものは七割で︑現在よりも各
種の感染症の盛んな時代を考えると
驚くべき健康水準と言えます︒一方
大病の経験者が一割あることも注目

ます︒

更に六○歳以後も約三分の二は羅患
せずに百歳に達したことを示してい

人は成人期に多発する病気を避け︑

に値します︒また六○歳以後の擢患
率は三五％と低い︒すなわち百歳老

百歳老人
血圧は平均値で一六四／八三位

で︑手足の麻癖︑脳卒中の既往は少

ない︒コレステロールは届？儲冒﹈奥

性格は外向型が多く︑明るく︑一

︹二と正常です︒

方仕事熱心︑負けず嫌い︑真面目な
性格も多くみられる特色です︒百歳

四遺伝的な傾向

ともなると︑知的機能のうち記憶︑
記銘力の低下はさけられません︒

家系調査をし宣すと︑両親共に七
○歳以上まで生きたものは約四分の
一︑少なくとも片親が八○歳以上の
人は四割︑また八○歳以上の兄弟の
ある人も四割あります︒このことか
ら︑遺伝が大きな影響力を有するこ

五健康法

とは確実です︒

両親が短命な場合も︑死因が既に
克服された伝染病などの場合は︑必

す︒

ずしも悲観する必要はない︒また︑
食事は重要な要素です︒十分健康管
理を行ない︑自分の弱いところに注
意して生活することが大切でありま
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一気候・風土の条件
百歳老人は南西地方に多く︑東北
地方に少ない︒特に多いのは沖維︑

一方少ない方からは大阪︑埼玉︑栃

島根︑高知︑香川︑鹿児島などで︑

二食生活上の特色

木︑秋田︑青森︑岩手などの順です︒

高蛋白食としては魚︑卵︑牛乳な
どの良質の蛋白源を好む人が多く︑
また塩分を好む人は少ない︒酒は若
い時から飲まない人が過半数で︑晩
酌の習慣は二割です︒百歳の今も毎
日飲む人は男の二五％でした︒煙草
は六○歳以前にすわなかった人が八

党識毒蛾

杉浦昌也

︹泊翁百話︺

泊翁書簡四
平尾光子宛の十七通

泊翁書簡は︑年次の明記してないものが多いが︑今回紹
介する平尾光子宛もその例に洩れない︒しかし︑さいわい

哲史

﹁その十七﹂は﹁その十四﹂﹁その十五﹂に先立つことにな

それによると︑書簡﹁そのご﹁その二﹂﹁その三﹂﹁その

る︶があるから︑それを疑わないかぎり︑迷うことはない︒

等御書送被下度︑乍御面倒此段奉願候︵手続は無之とも

員数名御紹介被下︑是又難有奉存候︒右は何卒属籍住所

昨日はお琴上り種々御厄介相成難有奉存候︒先日弘道会

︹平尾光子宛その一︺

四﹂﹁その五﹂は明治二十二年︑書簡﹁その六﹂﹁その七﹂

った︒

﹁その八﹂﹁その九﹂﹁その十﹂﹁その十こは明治二十三年︑

西村茂樹

を頓首

︵二十二年︶十月七日

よろし︶︒別紙規則書差上置候間︑猶又宜敷相願候︒匁

治二十五年︑書簡﹁その十四﹂は明治二十七年︑書簡﹁そ

平尾光子様

書簡﹁その十二﹂は明治二十四年︑書簡﹁その十三﹂は明

なことに︑二通以外には年次の注記︵多分︑泊翁自身によ

川

西村茂樹

先般は御校御規則頂載相願候処︑早速御遣し被下難有奉

︹平尾光子宛その二︺

の十五﹂は明治二十九年のものと見られるが︑ただ書簡
﹁その十六﹂と﹁その十七﹂の二通には﹁年次不詳﹂とい
う注記しかなく︑この二通については自力で推定するほか
ない︒ところが︑案外たやすく︑書簡﹁その十六﹂は明治

︵二十二年︶十月廿六日

存候︒右御受取造匁略不宣

と推定することができた︒その次第を明らかにしなくては

平尾光子様

二十五年のもの︑書簡﹁その十七﹂は明治二十六年のもの
ならないが︑まず最初に平尾光子宛泊翁書簡の全部を年次
順に紹介しておこう︒年次順にしたため︑﹁その十六﹂と
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古

︹平尾光子宛その三︺

同志御申合被下度此段相願候︒且又集会場所之義︑是又

へ共︑多数の同志は六ヶ敷容子二御座候︒何分御霊力致

乍御面倒御工夫被下度此段も相願候︒棚橋へも申通置候

西村茂樹

へ共︑未だ弥々出席とまでに︿治定二相成不申候由︑左

其後棚橋氏参り︑同人より四五名の婦人江相はなし置候

恭賀新穂旧冬は御来車被下候処留守二て御失敬仕候︒

︹平尾光子宛その六︺

平尾光子様

︵二十二年︶十二月廿二日

希望候︒早々頓首

先日は娘参上仕候処︑御丁寧御馳走相成︑毎灸御厚意難

西村茂樹

有奉存候︒右御礼︑先日拝面の節可申上之処︑混雑致し
前後相成候段御海容可被下候︒早を敬具
︵二十二年︶十月廿七日

平尾光子様
︹平尾光子宛その四︺
先日御出被下候後老生義風邪に感し久を閉篭り罷在︑漸

一昨日棚橋氏を相尋ね申候︒同人も右の趣意は至極之賛
成にて︑乍微力壷力可致旨申居候︒依て同氏江も同志の

候で︿当月中旬の一会︿六ヶ敷可有之と存候間︑同志の

人五六名乃至七八名出来候上二て一会可致と存候︒右二

者を相集め候義依頼致置候︒右の次第故同志の婦人十四
五名乃至二十名も出来候は入︑先何れの場所にて鰍一会

付集会場所の義もし御心当りも御座候は上何卒御周旋相

西村茂樹

多用の御中種を御周旋被下候趣難有奉謝候︒先日佐野常

一昨日は御来車被下候処︑折悪敷他行二て失敬仕候︒御

︹平尾光子宛その七︺

平尾光子様

︵二十三年︶一月四日

日面会相談可致と存居候︒先は此段申上度︑匁略頓首

谷中将は旧冬帰郷︑佐野氏江も未た面会不致︑しかし近

願候︒

相開き候方可然と被存候︒其上にて種々相談可致と存候︒

当年の間に︿合ひ申間敷︑いづれ来年の事に可有之と存
候︒夫までに可然人物御相談なし置かれ候様相願候︒其

西村茂樹

内にて年若く幹事の任を引受候者尤必要と存候間︑よろ
︵二十二年︶十二月三日

しく御心掛被下度候︒先は用事造勿略不宣
平尾光子様
︹平尾光子宛その五︺

過般来御相談致置候一篠︑一月中旬頃一会致度候間︑御
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民子江も及相談候処︑無論同意を表し申候︒但し集会之

女子部と相認め有之候︒又一昨日弘道会評議員江及相談

いか上哉心得不申︶二て巳二同人演説の草稿にも弘道会

老生より御咽申上候次第︿全く老生の不行届といたし幾

候処︑御考の通二てく何分一同折合不申候︒就てく先日

重にも謝罪可致候へ共︑右二て︿此後何分にも運動付き

生より相談いたし︑其上二て御一会願度候︒委細︿其節
相伺申度候︒当月学士会院︿殊に寄差支出席不致哉も難

義︿谷干城子帰京の上二可致と存候間︑同人帰京次第老

斗奉存候︒先は一昨日之御詫秀如此御座候︒勿を頓首

不申候︒是造段々御壷力被下候義故何卒都合よく進行い

たし度候間宜敷御勘考被下度候︒

西村茂樹

︵二十三年︶二月四日

平尾光子様

堂け被下度候︒草々

︵二十三年︶五月二日

西村茂樹

四書摘代価別紙の通二御座候間︑御序の節老生方造御と
来月婦人会二付御宅拝借の義相願置候処︑猶相考候に十

平尾光子様

︹平尾光子宛その八︺

数人の婦人一度二混入いたし候てハ御迷惑二も可有之ト
相察申候︒やはり皇典講究所借用の事二致候都合二幹事

︹平尾光子宛その十︺

拝啓先般老生病気の節は度々御尋被下殊に何寄の御品御

と相談相整申候︒未だ講究所より返事︿無之候得共︑多
分承知の事と被存候︒返事参り次第御報道可仕候︒先は

愈御安康被成御座奉賀候︒然ぱ先般お琴縁談御世話被下

西村茂樹

会女子部云凌の義二付棚橋江承り候処︑同人︿やはり弘

有之候間︑折角之御世話二候へ共先此度︿御断申上候︒

難有奉存候︒段々山妻とも相談致候処︑少を不安心之廉

︹平尾光子宛その十一︺

平尾光子様

︵二十三年︶五月四日

呈上仕候︒御笑納被下候ハ︑本懐の至に御座候︒早々巳上

恵投被下難有奉存候︒此品甚乍軽少床揚之内祝の印造二
西村茂樹

此段申上度︑勿を頓首
︵二十三年︶三月十九日

平尾光子様
︹平尾光子宛その九︺

道会女子部之事二心得居︑夫々江も其趣二て御通知いた

兎角不勝之天気二て困り申候︒籾先日御内話有之候弘道

し居候由︑又谷干城氏も同様二心得居候趣︵但し夫人︿
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尤本人之学術地位給料等二付て︿至極十分にて少しも申

置候︒猶拝面の節委細御噺可申上候︒勿を拝具

候︒同人義二付て︿是迄種々御配慮被下候二付先以申上

西村茂樹

御蔭を以て本日首尾よく結納相済侯間乍揮御安心被下度︑

拝啓然は先日来おとせ之義二付段々御心配に預り居候処︑

︹平尾光子宛その十六︺

平尾光子様

︵二十五年︶七月十四日

分は無之事二御座候間︑此段御含被下度候︒此後も相応

西村茂樹

の口有之候は上御世話相願候︒先︿乍延引此殿御答申上
度如此御座候︒草を不宣
︵二十三年︶十一月廿九日

平尾光子様
︹平尾光子宛その十二︺

先日和同会の義二付貴答差上候処︑右文面の中幹事と有

礼造如此御座候︒勿略不具

西村

委細ハ拝面之上菖々可申上候︒先︿乍略義書中を以て御

︵二十五年︶九月七日

之候は神田良邦一人のことにて︑山田安栄は其内に包容
不致候間︑此殿御承知被下度侯︒右老生より差上候書面

平尾光子様

平尾光子様

︵二十六年︶九月三十日

西郡

三十五日致法事候二付粗末之茶井蒸物呈上仕候︒拝具

西村琴死去之節︿霊前へ御丁寧之御備物被下難有奉存侯︒

︹平尾光子宛その十七︺

二幹事云々と有之候二付︑山田氏大二迷惑致候趣相聞候
西村茂樹

間御断井老生疎漏の謝罪秀如此御座候︒早々不宣
︵二十四年︶四月廿三日

平尾光子様

追て山田氏︿和同会設立二不賛成の意は無之事二付此
段よろしく御承知被下度候︒草を
仕候也○

尚を山田氏へ御造し候御葉書山田氏より相廻され一見

︹平尾光子宛その十四︺

御葉書拝見︑去十一日本郷御宅放火の為御焼失二相成候

大暑相成候処愈御安泰被成御座奉賀候︒然は於琴義此度

無之事と存じ致安心候︒定て御混雑之御事と御察申候︒

趣驚入侯次第二御座候ｏ乍併御移転後の事にて御怪我も

︹平尾光子宛その十三︺

高知県人吉永孝策方江縁談相整候間此段一寸御風聴申上
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三日引篭候へ共為差事も無之︑十七日一天出勤之心得二

老生儀も去十日致帰京候途中より少々風邪の気味にて両

場へ為見送罷越﹂などとあるから︑書簡﹁その十六﹂が明

日の項に﹁今日おとせ夫婦秋田へ出立二付おちか上野停車

明治二十五年六月五日の項に﹁高知県人高田正英来問︑同

内をその内容としているが︑西村琴の名は﹃泊翁日記﹄の

備物をしてもらったお礼と︑三十五日法事の粗品呈上の案

次に書簡﹁その十七﹂は︑西村琴死去の節霊前へ丁寧な

治二十六年のものであるのはこれを疑う余地はない︒

西村茂樹

御座候︒先︿貴答御見舞秀草略如此御座候︒拝具
︵二十七年︶六月十四日

平尾光子殿
︹平尾光子宛その十五︺

ている︒

県人吉永知道より姪お琴縁組申込有之﹂という記事中に出

すなわち︑お琴は泊翁の姪であったことが知られるが︑

越縁組可致旨及返答︒但実家︿東京府平民西村竜之助なる

西村茂樹

水災御尋被下何寄之御品御恵投被下御厚意之段恭奉存候︒

右御礼申述度乍略儀如此御座候︒拝具
︵二十九年︶九月廿三日

ついで七月十日の項に﹁先日来より高知県士族吉永知道よ

以上が平尾光子宛泊翁書簡の全部であるが︑まず書簡

こと︑嫁装︿少しも出来ざること︑世間並の交際︿出来ざ

平尾光子殿

﹁その十六﹂を明治二十五年のもの︑書簡﹁その十七﹂を

ること︑右何れも先方二て承知也﹂とあるのによって高知

りお琴縁談申込有之︑今日右世話人同県人高田正英方に罷

明治二十六年のものと推定した理由は何か︒

せたという報告であるが︑﹃泊翁日記﹄︵未刊︶の明治二十

をかけていたが︑首尾よく相手が見つかり︑結納まで済ま

書簡﹁その十六﹂の内容は︑おとせの縁談について世話

たことなどが知られる︒にもかかわらず︑高知県士族吉永

の父は西村竜之助であったこと︑実家は余り豊かでなかっ

県士族吉永家よりの縁談を承知する旨を答えたこと︑お琴

︑︑︑

五年九月六日の項に﹁おとせ義福岡県士族曾我佑保︵秋田

じ七月十日付の右の記事のすぐあとに﹁お琴先日より病気

家と西村琴との縁談は着々と進行したように見えるが︑同

方に罷越﹂︑九月十二日の項に﹁今日おとせ曾我方に嫁入︑

収税長︑法学士︶縁談相整︑右二付今日同人伯父曾我祐準

この突発事のその後の経過は日記には見あたらないが︑

の処︑腸チフスと相成﹂という突発事が報ぜられている︒

超えて明治二十六年になると︑一月十二日の項に﹁お琴旧冬

星岡茶寮にて祝盃を行ふ︒おちか罷越﹂︑九月十三日の項
に﹁今日おとせ里帰︑曾我佑保同道にて来る﹂︑九月十六
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四月十一日には﹁お琴病気不出来﹂で︑医師から﹁大磯に

冬よりの病気﹂は腸チフス以外の余病の発生を想わせるが︑

より病気の処少し快き方﹂という記事が見える︒この﹁旧

その十七︺の二通は︑お琴とおとせが結婚話の世話になっ

いずれにせよ︑︹平尾光子宛その十六︺と︹平尾光子宛

尾光子宛その十七︺に﹁西村琴﹂とある理由がわかるが︑

ところで右の二人は︑結婚話以前にも平尾光子の世話に

たことを平尾光子に感謝している手紙である︒

お千賀義お琴召連大磯に出立﹂したと報じている︒

転地の義﹂が申し出られたとあり︑四月十七日には﹁今朝︑

転せず︑五月十五日﹁大磯より帰宅﹂した︒が︑八月二十

が︑平尾光子は日本弘道会内に女子部︵ともいうべき団体︶

その二︺︹平尾光子宛その三︺の三通によって知られる

なっていたことが︹平尾光子宛その一︺︹平尾光子宛

八日になって﹁お琴春来肺病の処︑種を療養すれども無其

を設ける案を建て︑それを熱心に推進したらしい︒その消
息が︹平尾光子宛その四︺︹平尾光子宛その五︺︹平尾

お琴の大磯転地は五月十四日までつづいたが︑病勢は好

効︑追全辰弱し今日午後四時二十五分頃遂に死去す﹂るに

翁および弘道会幹部と平尾光子とのあいだに意図のくいち

光子宛その六︺︹平尾光子宛その七︺︹平尾光子宛そ
の八︺︹平尾光子宛その九︺などにうかがわれるが︑泊

右の記事によって︑お琴の病気が肺病であったことが知
であったことが確定し︑平尾光子宛泊翁書簡の年次全部が

られるが︑同時に書簡﹁その十七﹂は明治二十六年のもの

出ている︒﹁弘道会評議員江及相談候処︑御考の通二て︿

がいがあったらしく︑それが﹁その九﹂にはことに露骨に

いたっている︒

判明したわけである︒さきに紹介した泊翁書簡の配列は︑

いてはあとで触れるが︑とにかく︑両者の見解がくい違っ

では︑どこに両者の見解の違いはあったのか︒それにつ

何分一同折合不申﹂という結果になったというのである︒

すなわちこの判明した年次順によっているのである︒
※

たままで︑日本弘道会では明治二十三年三月女子部を創設

さて︹平尾光子宛その十七︺によってお琴は西村姓の
ままで死んだことが知られるが︑高知県士族吉永某との縁

に高田正英がおとずれ︑お琴と婚約した吉永孝策︵知道の

その中で泊翁は︑﹁女子の教育は本邦にては新設の事なる

四月十二日︑泊翁は右講堂で婦人会開会演説をしている︒

し︑飯田町五丁目皇典講究所講堂に隔月集会することにし︑

養子？︶は借財のため養家の相続ができなくなり︑それを

を以て︑或は其方法を誤れるやの疑ある者亦少からず︑是

明治二十六年三月二十八日付の﹃泊翁日記﹄は︑留守宅

談はどうなったのであろうか︒

理由に婚約を破棄した旨を報じている︒これによって︹平
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に由り昨年来会員棚橋︑平尾の両女史と謀り︑弘道会中に

にて婦人会も一進歩を致候様被存候︒

り御礼可申出候処却て御尋を蒙り恐縮の至奉存候︒御蔭

に雑誌発行致候︿至極宜敷事と奉存候︒猶会計係︑幹事

令夫人様も乍御迷惑一時御煩労奉願度候︒婦人部にて別

別に女子部を設け︑本邦婦女の為めに道徳を講究し︑一方
に於ては良善なる女子の徳育を更に高進し︑一方に於ては

奉存候︒

七月三日

先︿御礼貴答労如此御座候︒早々拝具
松平伯爵殿﹂

︵本会理事・東京大学名誉教授︶

解説する機会があるであろう︒

なお︑右の松平伯爵宛泊翁書簡については︑あらためて

西村茂樹

平尾光子退会届差出申候︒乍併猶一応説諭いたし可申と

にも相談いたし何と哉都合之付候様仕度候︒

邪路に迷へる女子を救ひて︑其本然の良性に復せしめんと
る︒

欲し﹂て︑女子の集会を開くに至ったいきさつを述べてい
この演述によっても︑弘道会女子部設置の議に平尾光子
があずかった事実が知られ︑棚橋女史をはじめ谷干城︑佐

野常民など弘道会関係者もそれに同意した旨が︹平尾光子

宛その四︺以下に記されているが︑ただ平尾光子の初志
はそれとはいささか相違があった模様で︑︹平尾光子宛そ
すなわち︑泊翁以下棚橋女史︑谷子城などはゑな弘道会

の九︺はことにその問の事情にくわしく触れている︒

尾女史の初志は弘道会とは一応くつの組織であったらしく︑

内部の組織たる﹁弘道会女子部﹂をめざしているのに︑平
これでは﹁御考の通二て︿何分一同折合不申﹂という事態
になると泊翁には憂えられた︒そこで︑﹁是迄段々御議力
下度﹂と平尾
尾女
女史
史の
の再
再考
考を
を崖
うながすまでにいたっている︒

被下候義故何卒都合よく進行いたし度候間︑宜敷御勘考被
その結果はどうなったか︒

平尾女史が弘道会退会を決意するに至った次第は︑松平
直亮宛の次の泊翁書簡が明らかにしている︒

．昨々日は参館毎を御厚遇を蒙り難有奉存候︒老生よ
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千葉県鈴木とよ女

︑派手を気にしつつも単衣出して着る

は余り気にしない︒似た者夫婦という言葉はあるが︑

︵評︶女の作者はいくつになっても単衣の柄を気にする︒男

事着物のことになればこの言葉は当てはまらない︒

︵原句は﹁派手を気に単衣今年も出して着る﹂︶

︑青田風入れて写経の筆軽し

︵評︶戸をあけっぱなして涼しい青田風を部屋に入れて写経

○朝夕の露に足濡らし農に生く

︵原句は﹁干す濯野良着ばかりや桐の花﹂︶

○濯ぎ干す野良着ばかりや桐の花

る作者︒

︵評︶木馬が影を曳いている写生は誰でもできるが︑﹁眠る﹂

○花冷や石仏の顔向き向きに

○葉桜や婦警着替へて母となる

脱している所以である︒

する︒農家に生れた仕合せをしゑじゑとか承しめてい

千葉県田村隆二郎

篠塚しげる選

とまではなかなかに詠めない︒そこがこの句の月並を

︑葉桜や木馬が影を曳き眠る

；

︵原句は﹁石仏の顔向き向きに花冷ゆる﹂︶
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弘道俳壇

︵原句は﹁朝夕の露を踏ゑて農に生く﹂︶

○少年に希望ふくらむ雲の峰
ふり向けど誰も来ぬ道青田風
研ぎすまし夏草を刈る細き腕

島根県小玉光
︑夏帽をあゑだに書建をのぞきけり
︵評︶夏帽をあゑだにかむって本屋をのぞく︒立読みだけを
して買わないで去る人の姿が目にうつる︒面白い︒

◎ひとり居の夜やことさら火取虫
︵評︶夜ひとり静かに本を読んだり考へごとをしていると︑
措辞面白し︒

火取虫が来て邪魔をする︒憎らしい︒﹁ことさら﹂の

薫風や卓に四枚の小座布団

梅雨寒の煮もの覗けり何となく

あとつけし日傘の角を曲りけり
選者近詠

何を以て閤魔の怒鎮めんや

あせもこ

鼻汗疹恥ずる娘ハンカチ当てどうし
からむし

苧や山の地蔵さま雨ざらし
きくらげ

木耳の手摺あやうぐ露天湯へ急

無用の書書架に緯めぎ蝉暑し
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会告
懲ご寄付者芳名

金壱万円也小倉正高殿宇葉県︶
金五千円也神戸光子殿︵神奈川県︶
◎会費領収報告書
︵頚珊柳伽斡閥朋Ⅲ叩︶

だきます︒

１︑この報告を以て領収書に代えさせていた
２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数字は会費最終年度です︒
︹支 会 関 係 ︺

千葉県東部支会︵古城地区二十三名分︶⑫
千葉県野田支会︵十四名分︶㈱
千葉県八千代市﹁教育を語る会﹂︵百十二

名分︺⑫

○辻清二郎働
○柳沢立三御

島根県松江支会︵二十二名分︶③
︹東京都︺

○安 達 武 彦 ⑫
○高 田 敬 子 倒

○本田克己⑫

佐を木省吉⑨

田中豊吉鰯高橋元雄働

岡本省吾倒
︹神 奈 川 県 ︺

○安彦洋一郎倒

︹千葉県︺

小倉正高勧
鈴木仲秋
○松井安次⑫
︹埼玉県︺

︹茨城県︺

○三細四郎倒

︹福島県︺

○貝塚徳衛働

武藤義康
︹岐阜県︺

○石原太紀御
︹兵庫県︺

吉岡篤三⑫
︹和歌山県︺

○片山智子⑫

７月

五代吉彦鋤
星谷悌二

◎新入会員芳名︵敬称略︶

昭和他年６月

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

東京安達武彦小沢民三郎

″高田敬子高田豊寿
″辻清二郎土田健次郎

″柳沢立三石井千明

安彦洋一郎

本田克己
中村克凡
松井安次
三縄四郎
貝塚徳衛
石原太紀
片山智子

お詫び

安彦孝次郎

石井千明

安彦孝次郎

服部忠三
上山定治

渡辺宏
鈴木勲
片山茂

一先号︵五・六月号︶の中で︑お名前一

一ただきます︒

一の誤りがありましたので訂正させてい一

−１︑﹁第八十五回通常総会︵報告︶﹂の一

一うち︑寿昌者名で

〃永谷源一〃の誤り︒

〃永谷源一郎″とあるは︑

〃奈良県山岡栄一〃とあるは︑一

−２︑﹁言葉のひろぱ﹂のうち︑

︵敬称略︶

〃奈良県山岡栄市″の誤り︒

一謹んでお詫びいたします︒
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和 岐 茨 埼 千 神
歌 〃 〃 奈
山 阜 城 玉 葉 川

︹新書紹介︺

﹃愛国心と教育﹄

悲しいかな︑学校において特に然り

る︑ということである︒だから︑西村

徳を強調したのでなく︑日本人の道徳

の説く愛国心は︑決して昭和十年代の

を高めることが︑愛国心の教育ともな

排外的な国家主義となったり︑日本の

で︑何かの亡霊におびえているかの

と述べている︒しかし︑今や﹁世界の

勝利の象に専念する軍国主義に陥った

ようですらある︒

ていかねばならなくなった日本人を育

い愛国心教育の基本条件だ︑と小堀論

りする恐れはなかった︒これが︑新し

中の日本﹂として新しい時代に存立し

欠となったとして︑同会で研究討議し

成するためには︑愛国心の教育が不可

月末に表記のような編著を公刊した︒

社団法人・日本教育会が︑今年の五

桂一郎氏の﹁愛国心教育の基本条件﹂

成り︑総説には︑東京大学教授の小堀

内容は︑総説︑本篇及び資料篇より

解説︑そして︑最終的に小・中．高の

しての家庭と郷土ならびに国家防衛の

愛国心とは何か︑愛国心を培う基底と

る執筆で﹁愛国心と教育﹂と題され︑

本篇は︑日本教育会所属の会員によ

文が説くのである︒

昭和二十年の終戦以後わが国では︑愛

という論文だけが収載されている︒こ

各学校における愛国心の教育について

て公刊に至ったものである︒

国心に関する著書︑論文の発行は極め

徳論に拠って﹂と付されている︒

れには副題として﹁西村茂樹・日本道

分けて収録されている︒︵片山清一︶

／r−F−、

日本教育会研修事業委員会編著

て少くなり︑これを強調する者は軍国

この論文は﹁日本道徳論﹂講演の西

さわ

主義者だとさえ指弾される始末であつ

村茂樹の道徳振興の意図がどこにあっ

資料③日本国内の教育資料︑の三つに

指令と関連資料﹂②外国の愛国心教育

破する唯一の道は︑道徳振興より他に

Ｂ６版︑二四八頁定価一︑五○○円
発行日昭和六十二年五月二十七日
発行所千代田区霞ヶ関三 二 三

最後の資料篇には①﹁占領下の教育

ぬ神に崇りなし﹂ということで︑心あ

た︒したがって教育の現場でも﹁触ら

たかを適確に指摘したものである︒西

述べられている︒

る教師まで︑愛国心を表立って子ども

国の危機としてとらえ︑その危機を突

村は︑明治十九年末という時期を日本

愛国心は戦後の日本社会では︑と

ないことを強調したのである︒したが

たた

った︒本書の冒頭に

たちに教えようとする姿勢をとらなか

かく回避され︑口外をはばかり︑し

って西村は︑愛国心の高揚のために道

国立教育会館内日本教育会

ばしば否定的にさえ扱われてきた︒

to、ノ

言葉の
ひろぱ
﹃羅針盤﹄

若しも﹁羅針盤﹂を無くして航海を

割されている︒

ぼ南北を指すことを利用して︑簡単に

百科辞典に依れば﹁羅針盤﹂とはほ
方角を知る為に考案されたる装置であ

てぱ﹁日本丸﹂は直ちに方角を見失い

すれば果して如何？ひとたび舵を誤

で︑十一世紀末中国では南北を認知す

り︑特に海洋航海上必要不可欠の器具

りである︒

て︑暗礁に乗り上げる事は明々白々た

の船を進めることも︑退ぞかすことも

如何に優秀なる船長たりと雌も︑そ

る家相を視ることに使われ︑磁針を軽
かせたとある︒

い木または革の類にくっつけて水に浮

位に分割することを始めたのである︒

り︑又は一処を堂を巡りして挙句の果

の輝きも無くして無駄なる迂回をした

国以来幾度かの危機に直面し︑台風の

此れを船に善えれば﹁日本丸﹂は創

であると︑私なりに理念を懐いたので

道標としての﹁羅針盤﹂を制定するの

僅か二十二才でグラスゴー大学教授と

の一三−トンと云われた程の大秀才で

ギリスの代表的物理学者で︑当時第二

したものが広く使われている︒彼はイ

Ｐｏａ宍の三目︶︵届澄︲岳Ｓ︶が考案

十九世紀後半にロード・ケルヴィン

並に於てか即ち﹁日本弘道会﹂の綱

のである︒

は羅針盤としての道標の存在が必要な

り︑一国の進路﹁日本丸﹂の進む為に

ことは何人たりとも否定出来ぬ処であ

は羅針盤が不可欠の器具であると云う

以上を要約するに︑艦船が航海上に

に依るの外なかるくく︑暗夜には星座

嘗て故西村幸二郎前会長と弘道会員

航海に磁針を使用するのはやや遅れた

には座礁するの愚かさを来すと謂うこ

侭ならずして只をひたすら勘︑第六感

有志とが﹁日本弘道会綱領﹂甲号︵個

が︑これがアラビアの航海者によって

とになるのである︒

さらに方角を詳しく知る為に廿四方

人道徳︶乙号︵社会道徳︶に就いて再

ヨーロッパに伝えられたとする説は︑

目に遭遇したのであるが︑その度毎に

なり︑届認にはジャイロコン・ハスの発

領甲号︵個人道徳︶と乙号︵社会道徳︶

︑︑

検討をする会を持ったことがあります︒

現在でも尚有力である︒

沈没を免れて今や世界各国から注目の

明を成し遂げたのである︒現在︑一般

あります︒

的になる迄に発展︑良き航海を続ける

とが光彩陸離としてその輝きを四海に

みちしるべ

それは我が日本国を道徳的に良導する

東京都岩崎晶

総

に利用されているものは舟二方位に分

ことが出来たのである︒
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一=〜ヘヘーヘーーへハーーーヘハー‐

︵本会評議員︶

放つことになると思惟いたします︒

強さとやさしさ

東京都松下貞子
科学文化の栄える世の中で一番足り
ないのは心の面であり︑正しい事には
あくまで強く闘う力︑又他人の幸福を
願う思いやりのあるやさしい心を持ち

一人一人が人として愛情あふれる家
によき社会︑よき国家が生まれる事を

庭をもって欲いと熱望し︑それがもと
かたく信じて居ります︒︵本会々員︶

﹁近頃思うこと﹂

横浜市藤田三郎
１︑アメリカの圧力
異人種の合衆国は日本の

底力をぱやつかんでいる

絶対反対せざるを得まい

人だまは見たこと無いが弱々しく

５︑人だまに対する電気やの解答

電気火花はエネルギー次第

スパークはあぶないですよそのため

に電源を切る継電器あり

︵卒寿のかぞえ歌︶

一つとや︑人人憲法第一に第一に

まもれや象徴敬愛し敬愛し

二つとや︑二人の親御を大切に大切に

三つとや︑ゑんなの信教自由だが自由

たいと思います︒

この力を養う所は︑家庭に於ける正

どんどん出して仲良く行こうよ

只乗りは良くありません出すべきは

しい︑今の兵器は恐ろしい恐ろしい

七つとや︑何より平和が望ましい望ま

学びの光身につけよ身につけよ

六つとや︑昔を尋ね今を知り今を知り

なり

ぬものょ︑宇宙熱への帰一なり帰一

五つとや︑いつかは生物死ぬものよ死

合い

らせない︑相象互いの助け合い助け

四つとや︑世の中一人で暮らせない暮

家庭円満望ましい望ましい

しい膜とあたたかさです︒学令前に善

だが︑迷信排除を忘れるな忘れるな

悪に対する判断は両親がよく教え︑父

長生きしょうとわれは思わず

人様の臓器入れかえまでもして

３︑脳死臓器入れ換

小兵大物を出したりなげたり

体重を無視したすもう面白い

２︑大相撲︵千代の富士の優勝値千金︶

る事が大切です︒私は︑十人の兄弟姉

母も身をもって手本をしめす様心がけ
妹の中で厳格な父の賎とやさしい母の
愛情の中に育ちました︒現在五人の子
十三人の孫二人の曾孫にかこまれ︑少
しでも世の中が温かい住承よい所にな

ケースバイケースに因るべきで

人様の臓器とるのは問題よ
しょう

る様祈りつつ毎日努力して居ります︒

根本になる事は家庭教育︑いつになっ

４︑原爆問題

原爆は民族絶滅の恐あり

ても心のふるさとは自分の育った家庭
であり︑又現在の我が家です︒
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と言う︑飲食物に気をつけよ過ぎる

八つとや︑病は口より入ると言う入る

化しておりますが︑皆様ご健勝にてご

きびしく︑また内外情勢は︑急激に変

三段の会員拡充に微力をいたしたいと

す︒今度の成果をゑて︑更に第二︑第

右︑ご報告かたがたお詫び申上げま

存じます︒︵本会評議員︶

活躍のことと存じます︒

満ち︑心的荒廃が目を覆う今日︵精神

物心両面のうち︑物・物欲の永世に

東京都石橋義弘

一段のご貢献をしなければならない︒

精神の支柱として貴重な﹃弘道﹄の一

員たるもの会員の拡大︑道徳の振興に

の使命は愈々増大しており︑私共評議

内外に失いつつあるとき︑日本弘道会

さて︑わが国の道徳が低下し信頼を

なよ

九つとや︑心は脳の働きょ働きょ︑脳
ゑそ研究願います願います
十とや︑遠い祖先は同じもの同じもの︑
︵本会堂員︶

生物殺傷無駄にせず無駄にせず

去る六月﹃弘道﹄三・四月号二十部︑

層の充実︑発展をお祈りいたします︒

的ポート・ピープル︑世界の孤児化︶

七月︑五・六月号十部御贈与︵会勢拡

と日夜念願いたしております︒

充のため︶をお願いいたしましたとこ

も利用させて頂いております︒時節柄︑

として︑各企業︑自治体の幹部研修に

東京都野浬正文
明治以来︑道義立国を綱領として来

ろ︑特別にやりくりしてお送り下され

︵本会々員︶

皆様方のご自愛を祈り上げます︒

経営コンサルタント︵日本能率協会︶

た二○年もの永い歴史を持つ﹁日本

感謝に堪えません︒

折角貴重なる各種資料をいただき︑

て展開していく為にも︑会員相互への

一部と雛も無駄にしてはならないと思

弘道会﹂の活動状況を︑国民運動とし

地域別又はテーマ別の分科会を作り︑

機関誌発行の他に︑もっと細分化した

長野県には支部がありますでしょう

長野県赤匿正男

か︒若しこれからでしたら︑小生微力

い︑勧誘状と各種資料を併せ︑八月三

内外真に多難︑このままでは日本は

を持って︑会員相互の親睦関係を強化

信を内外に失い︑エコノミック・アニ

ですが使い走りぐらい致す所存です︒

月一回ぐらい研究会︑意見発表会の場

マルに転落すると思いますので︑日本

︵本会々員︶

﹃弘道﹄の御発展を祈り上げます︒
ん︒

弘道会のご活躍をご期待してやゑませ

日までに三十一冊発送いたしました︒
︵本会々員︶

していくことは如何なものですか︒

東京都寺崎隆治
本年の暑さと気候の変化はまことに
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会員名簿︵９︶

氏名一職業一住
熊代三四代

福島県福島市丸子字石名田二四

福島県福島市大明神九

福島県二本松市郭内二
二

二三六

所

佐々木トク

○福島県：：．．︵昭和舵．７．焔現在︶

佐藤 文 子
一四

米沢茂美

福島県福島市泉乙天堂一○

福島県いわき市郷ヶ丘三

四

五 六

四

六

栃木県足利市葉鹿町六九ｌ一

六

栃木県那須郡西那須野町新南郷屋

四

磯田藤一郎

栃木県宇都宮市西川田町一︑○六

四

二五

二九九

伊藤義輝

栃木県宇都宮市中戸祭町八六三ｌ

一六三

佐藤宏

三

鈴木為作

○栃木県・・⁝．︵昭和陀・７．焔現在︶

群馬県前橋市岩神町三

群馬県高崎市中大類町五○一

群馬県前橋市岩神町三

群馬県高崎市相生町五二

○群馬県⁝⁝︵昭和舵・７．焔現在︶

丑込ヨネ子

｜｜氏名一職業一住

七

福島県安達郡安達町油井字八軒町
福島県福島市伏拝字畑田三四

佐藤 保 文

柴田司郎

福島県相馬市中村新町一四二

所

五 二
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一一一

柴田 愛 障

福島県安達郡東和町本幡外本幡

六

丹治 幸 吉

福島県福島市泉字川原前一七

永田 慶 信

福島県田村郡小野町荒町二四

柴山クニョ

長谷川寿郎

榎下二四ｌ一

九

福島県福島市春日町三 一四
福島県伊達郡桑折町大字南半田字
福島県福島市山ノ下二一

半沢 正
三国チヨ

福島県福島市中角二ｌ一

栃木県宇都宮市材木町二

宮口 文 枝

田中勝子

四

二二九冠

武藤 義 康

栃木県黒磯市小結八八

福島県二本松市本町二
木四

外山伊都子

福島県郡山市上亀田四

七

六

安濃 徳 雄

一三

栃木県大田原市新富町二

福島県郡山市本町一

慧
享
隼
奏
渡辺梅子

山田 洋 子

奈憲袈墨｜

六

五一

茨城県結城市上小塙三︑七○三
茨城県稲敷郡茎崎村下岩崎五○九
三四
茨城県筑波郡筑波町地牒五︑○三
○
茨城県水海道市森下町四︑四九四

茨城県石岡市東石岡一

ｌ一二

茨城県石岡市大字石岡二︑二○五

○茨城県⁝⁝︵昭和舵・７．賂現在︶

押鴨 自 平
貝塚 徳 衛

鈴木仙舟
野沢 正 勇
堀田乾次郎
山崎美智子
ｌ一

茨城県石岡市泉町白久台二︑○九
一一

︵昭和腿・７．略現在︶

平間一郎一一新潟県村上市田端町一○

石川県小松市加賀八幡

一五

大松直吉

石川県金沢市桂町ほ一︑二四一

○石川県⁝⁝︵昭和舵・７．焔現在︶

辻吉幸

佐野健三

井原正則

富山県富山市堀川天山町

富山県中新川郡上市町柿沢

富山県富山市城川原町一

富山県中新川郡上市町黒川六○七

○富山県⁝⁝︵昭和舵・７．賂現在︶

清水美晴

二七

須垣久作

二二
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渡遥

○新潟県

二

富山県富山市弥生町一

四二

富山県中新川郡上市町折戸一︑一

三一

富山県中新川郡上市町鍵町四六

福井県福井市文京三

○福井県：⁝．︵昭和舵・７．猫現在︶

稲木孝二郎

九

高田秀男

富山県高田市守山町三三

新潟県村上市大欠三ｌ一

中条承す壁

八

富山県下新川郡朝日町平柳二五八

新潟県白根市大字山崎興野

三

新田紀久

富山県中新川郡上市町本町

新潟県村上市緑町四

水野勝信
二二

五

一

新潟県新潟市小針上山三

三三

新潟県白根市大字根岸五一

吉永善亮

山本信吉

一

新潟県岩船郡神林村大字桃川九七
一一一

新潟県村上市肴町一○

竹内竹四郎

新潟県白根市高井興野

新潟県長岡市上条町一○六

長谷川松太郎

杉浦勉

佐藤成一

小林健一

剣持直樹

小笠原正男

大滝徳蔵

岩田孝二

宏

福井県鯖江市水落町二

八

奥田節子
八

中野珪三

福井県福井市坂井郡三国町山王四
五 三○

古畑光一

丸山泰

五

長野県木曾郡木祖村薮原一︑○二

八

四四五

長野県塩尻市大字塩尻町一四○

丸山康美

長野県松本市北深志三

長野県長野市若槻団地一
若槻寮二○六号

四

安坂幸夫

風間久四郎

山梨県甲府市武田三

八

四

二一

三三

山梨県塩山市下於曾九一○

一五

興水正信

山梨県甲府市屋形三

二

五味篤義

長野県松本市中央二

渡辺幾太郎

五

長野県松本市城東二

○山梨県⁝⁝︵昭和陀・７．坊現在︶

一

長野県松本市横田二○ 一○
長野県松本市元町一 八 四ア

○長野県⁝⁝︵昭和他・７．賂現在︶

青木安弘

青柳哲
赤広正男

長野県小県郡青木村夫神六九九

ルピナ元町三○五号

石井清次郎

長野県松本市大手四

六

石曾根清見

長野県北佐久郡立科町芦田字野方

山梨県甲府市青沼二 一三

二七

二

斎藤兵一

山梨県甲府市屋形町二

三ｌ一静

一

一六
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六

今井正子

長野県上田市上野二︑四六三

清水安則

山梨県山梨市三ヶ所四五○

二

静岡県静岡市上洗足三
今池ハイッニ○六号

八

静岡県清水市草薙一︑三五七 一

難鰯灘議湯ヶ島町中外

一

岡宿舎三 一五六号
静岡県田方郡土肥町土肥二︑○六

静岡県静岡市小鹿三

四

長野県小県郡青木村役場

堀内熊男

一︑六八四

小林元亨
青木村教育長

長野県塩尻市広丘新田三一三 二
長野県松本市寿豊丘一︑一八○

塩沢久延
清水忠和

長野県下高井郡山ノ内湯田中

治雄夫男正

島田宗明
城下和夫

長野県長野市北条町一九

龍行秀幸隆

○静岡県⁝⁝︵昭和腿・７．舶現在︶

関谷一郎

長野県松本市浅間温泉八一三

田 白 飾 河 池

七

中村潤

一八

二

中村鉄哉

二

八
長野県松本市芳川平田六六八

長野県松本市中央一
一一

長野県松本市蟻ヶ崎五

六

平野和仁
深沢賢一郎

内石磨野田

高橋
仲嶺
三浦
水口

渡部

三宅正洲

三重県阿山郡伊賀町愛田

三重県伊勢市勢田町六五六

二

服部節夫

二

静岡県静岡市上沓谷町二○
八九八

滋賀県大津市中庄一

○滋賀県⁝⁝︵昭和舵・７．賂現在︶

小林善信

Ｏ大阪府⁝⁝︵昭和腿・７．肥現在︶

一四

静岡県田方郡天城湯ヶ島町湯ヶ島

静岡県田方郡天城湯ヶ島町中外
静岡県田方郡土肥町土肥水口

鉱業㈱持越鉱業所

一

静岡県田方郡韮山町四日町六八四

○愛知県⁝⁝︵昭和舵・７．賂現在︶

一四

大阪府枚方市宮ノ阪町三

一九

大島信正

五

愛知県名古屋市中村区大正町三

大島荘助

一二一ハ

四

一七○六号

愛知県名古屋市瑞穂区南山町一九

志賀千賀

七

二

六

三四 二

大阪府豊中市北桜塚二 四 一○
大阪府吹田市千里山竹園町二 二

一ベルシャトウ南山四階
愛知県瀬戸市原山町一 二待機

大阪府吹田市千里山一

大阪府豊中市新千里南町三
︐一 八○二号

中尾忠雄
深田枠次男

大阪府大阪市石橋二
愛知県半田市山崎町八

八

村岡元一

宿舎ＡＩ四○四
愛知県尾張旭市旭台三 二一 一
○
愛知県名古屋市千種区姫池通一

山内義雄

大阪府大阪市都島区中野町三
一○
大阪府四条畷市岡山東三 八
○

八

愛知県半田市成岩本町三

山下はるひ

有馬弘毅

京都府京都市伏見区醍醐古道町七

京都府京都市左京区北白川西町七

七

四

糸川宗之

○京都府⁝⁝︵昭和駆・７．通現在︶

一○

大阪府大阪市天王寺区味原町四

六

愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺三
七七

吉田英一

七五

愛知県小牧市南外山一六三
一ハ

愛知県名古屋市昭和区藤成通三

津下正章一一三重県伊勢市宇治浦田町六○三
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正為良盛長
義和雄基博

長 丈 秀 佐 亮 康 近 基
昌男雄一三寿二功夫守

○三重県⁝⁝︵昭和舵・７．陥現在︶

村 堀 烏 竹 鈴 近 金 井 伊 安
木 井 居 内 木 藤 田 上 東 達

大内正夫

内貴章雄
川崎徳平

小池弘
佐々木哲
辰巳忠一

田中秀雄
田中初子

松下進
松村米次郎
由本洋太郎

京都府向日市寺戸町里垣内二九
一一一

瑚都府京都市中京区西ノ京円町一

京都府京都市左京区石掛町六 四
修学院
京都府京都市東山区大和大路新門
前門一九八

京都府京都市東山区川端四条下ル

京都府京都市左京区下鴨東塚本町
一四

京都府京都市左京区下鴨北園町一
○九
京都府京都市西京区松室庄田町六
一三
京都府京都市西京区山田庄田三
三九
京都府京都市左京区北白川上池田
町八

京都府京都市右京区鳴滝桐ケ測町
一五

京都府京都市下京区室町通綾小路
下ル白楽天町五○二
京都府京都市左京区吉田上安達町
三○
京都府京都市中京区高倉通六角上
ル丸屋町一七一

京都府京都市左京区北白川東瀬ノ
内町四六

田中

敦

修平

浄造
幹一

兵庫県芦屋市六麓荘一○

二

兵庫県神戸市東灘区岡本三

九

兵庫県宝塚市小林字西山二三宝

三五六○一号

兵庫県西宮市殿山町二

兵庫県神戸市東灘区御影中町四
三 一七

二○

塚エデンの園Ａ二○六
兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町八ｌ七
山ノ手アーバンライフ三○四

篤三

兵庫県西宮市丸橋一

乙彦

厳
吉岡

三
和田

︵昭和舵・７．賂現在︶

奈良県奈良市忍辰山町一︑二七三

○奈良県

田畑賢住

焔現在︶

当麻徳夫

︵昭和舵・７

奈良県奈良市大和高田市三和町一
○ｌ六
奈良県西登美ヶ丘八 一八 一七

山岡栄市
○和歌山県

和歌山県和歌山市新通六

和歌山県有田郡湯浅町湯浅八六一

岩橋勝

和歌山県和歌山市南休賀町七

浅井喜代子

大谷嘉男

和歌山県有田郡湯浅町二︑九五一

和歌山県有田郡湯浅町七五○

二○

岡田建二郎

入山静子

三

和歌山県和歌山市新通六

一三

一七

兵庫県西宮市神楽町三
○六

小川栄二

︵昭和陀・７．焔現在︶

青木俊雄

兵庫県西宮市天道町四

三

○兵庫県

甲斐清一

兵庫県芦屋市山芦屋四

四

光藤林田
谷 塚 中

呉安雄

（63）

角田米一郎

富田秀雄
彦

福井秀一

原

朴歌山県有田郡湯浅町道肘

島根県松江市東奥谷町八

四

島根県松江市内中原町三二○

一四

一八

島根県出雲市平野町一九○ｌ一

島根県出雲市荻拝町五二○

四

島根県松江市上乃木町二︑○四五

鳩湖県八束郡宍道町上来待二︑一

鴨顎謡蕊郡三刀屋町八九

島根県松江市菅田町一六六

一○

島根県簸川郡斐川町直江町四︑三

島根県大原郡木次町木次八日市

島根県出雲市今市町二七一ｌ七

島根県安来市矢田町三八四

島根県八束郡八雲町大字西岩板一︑
七○三

島根県松江市砂子町一九九ｌ二

島根県大原郡木次町木次三五九

○島根県⁝⁝︵昭和腿・７・賂現在︶

美 照 光 通 克 由 芳 富 道 義 鉄 悦 健 力 雄 一
利雄郎夫巳延郎吉彦格憲造朗吉夫初晃雄

科歌山県有田市港町七一の
祁歌山県有田郡金尾町士ロ原

刺歌山県日高郡日高町嵩

科歌山県有田郡吉備町小鳥

八

一

猟歌山県那賀郡貴志川町神戸四四

杯巧脚狛
利歌山県有田郡湯浅町湯浅

鳥取県鳥取市有富二六一

島根県出雲市小山町七二四

島根県大原郡大東町一︑八九○ｌ

島根県松山市山代町三一八

（64）

吟野壬

三
岡山県岡山市築港ひかり町五

二○四

岡山県岡山市津島中一

○岡山県⁝⁝︵昭和腿・７・焔現在︶

高橋文博
継国問克己胆

木下龍太郎

鳥取県鳥取市中町七

○鳥取県⁝⁝︵昭和腿・７・陥現在︶

渋谷健三郎

後児小木岸木蒲狩狩大大江稲伊井石池飯
藤 玉 玉 次 佐 生 野 野 場 野 角 田 藤 塚 倉 田 塚

のです︒会祖泊翁の書簡については︑

他の一通は中島逐波宛︵年不明︶のも

﹃言海﹄の編者で名高い大槻文彦宛︒

り来局されました︒そのうちの一通は︑

が︑会祖直筆の書簡二通をお持ちにな

ました︒青春のすべてを賭け︑激闘を

鰯今年も︑〃甲子園の夏″がやってき

しいものです︒

かけ︑明確な対応策を国民に示して欲

の日本をしっかりと見据えて︑時間を

編集後記

日が続きます︒皆様方いかがお過しで

鯵立秋とはいえ︑残暑ひとしお厳しい

承いただければと思います︒

風の吹き抜ける緑陰でゆっくりとお読

位に厚く御礼申上げます︒どうぞ︑涼

ご繁忙の中をご執筆いただきました各

相応しい爽やかな内容となりました︒

は︑それぞれに味わい深く︑鉛夏号に

していただきました︒寄せられた玉稿

異なったアングルからふるさとを懐旧

会長はじめ十一名の方灸に︑それぞれ

点が︑改めて強調されております︒こ

体系への移行﹂﹁時代への対応﹂の三

として︑﹁個性重視の原則﹂﹁生涯学習

内容を公表いたしました︒改革の視点

る最終答申︵第四次︶をまとめ︑その

二十一世紀に向けての教育改革に関す

鯵臨時教育審議会は︑八月の七日に︑

げる次第であります︒

下さったおこ方に︑記して謝意を申上

下さるものと思います︒資料をお寄せ

おりますが︑この書簡も後日お取上げ

マを掲げて︑特集を組む予定でおりま

時代とその生き方﹂というメインテー

ります︒そこで次号では︑﹁豊かさの

を考えるとぎ︑誠に憂うべきものがあ

を忘れている人の多い日本社会の現況

鯵〃物の豊かさ〃に溺れ︑〃心の豊かさ〃

す︒

見ていると︑胸が熱くなってまいりま

鯵去る七月六日︑本会灸員の水津利忠

の答申内容については︑次号の資料編

繰り展げている球児たちの真華な姿を

氏︵文教大学教授︶が来局︒会祖が明

にてご紹介いたしたいと考えておりま

にて︑解説を含めてご紹介いただいて

治二十二年︑日本書籍会社発行の﹃肇

現在古川哲史先生により﹃弘道﹄紙上

謹の府﹄に執筆された論文﹁日本道徳

す︒なお十八日には︑教育改革推進閣

しょうか︒本号︵鎗夏号︶では︑﹁わが

論﹂その他のコピーをお持ち下さいま

るということですが︑願わくぱ︑将来

僚会議を開催して︑その対応を協議す

心のふるさと﹂をテーマに特集を組承︑

した︒なお︑七月三十一日には本会灸

四三一七
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︵本会評議員︶

本書は︑終戦当時︑宮内省総務課長の要職にあって︑

昭和二十年八月の玉音盤奪取事件では︑一夜皇居に

歴史的な諸事件に直接関った著者の回想録である︒

監禁された後︑単身日本放送協会︵ＮＨＫ︶に玉音盤

Ｊ

は現在唯一人の生き証人であり︑地方御巡幸では行幸行

を届け︑陛下のマッカーサー御訪問では︑随員として所

の模様を迫力ある筆致で描いている︒

主務官として中心的役割を果たす等︑激動の終戦直後

四六判約二七六頁

活のエピソードの数々をも紹介している︒

のお側にも仕えており︑貞明皇后のお人柄と御日常生

また︑著者は皇太后宮職事務主管として︑貞明皇后
定価一四○０円〒剛

Ｂ５判定価二︑○○○円

佐倉藩士西村茂樹が明治九年三月に﹁日本弘道会﹂
の前身である﹁東京修身学社﹂を興してから︑百十年
になる︒本書はこれを記念して発行されたもので︑会
の沿革︑会祖西村茂樹等について写真を中心にして編
集されている︒
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今上陛下と
母宮貞明皇后

司

︵昭和六十一年十一月︵社︶日本弘道会編︶

ロ
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本『 説

道会二○年﹄

西村茂樹は︑明治政府高官として︑明治天皇の侍講︑
文部大書記官︑華族女学校長︑宮中顧問官︑貴族院議
員等を歴任した他︑﹁明六社﹂同人︑東京学士院会員
等として幅広い活動をした人物である︒
晩年︑﹁弘道会﹂の推進に情熱を注いだ様子は︑本
書に収録の日記や書簡等がよくそれを伝えている︒
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