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｢西村茂樹先生記念植樹之碑」裏面の銘板
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島根県大田市大森に建立された
「西村茂樹先生記念植樹之碑」
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西村茂樹先生お手植の松
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会祖西村茂樹先生小伝
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敬悼
高円宮憲仁親王殿下の御急逝を悼み
謹んで哀悼申し上げます

平成十四年十一月二十五日

社団法人日本弘道会

副会長

会長

秋山富一

古川哲史

鈴木勲

伊藤克巳

茂木友三郎

堀田正久
松平直毒

七海隆

富田朝彦

土田健次郎

杉浦昌也

鎌田正

生平幸立
尾田幸雄

理事

監事

小谷隆一
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高円宮憲仁親王殿下のご急逝を悼んで

鈴木勲

十一月二十一日︑木枯らしの吹く寒い夜でしたが︑テレビで高円宮殿下が入院されたという放送を見

て︑御回復を祈っておりました︒翌朝のニュースで昨夜のうちに御急逝きれたことを知り︑驚きと悲し
みに胸の塞がれる思いでした︒

﹁君は春秋に富み﹂という菅公の詩が思い出されるほど︑英明で若々しく︑これからのご活躍が期待

きれておりましただけに︑誠にいたましく︑惜しまれてなりません︒両陛下︑三笠宮同妃両殿下︑久子
妃殿下︑皇族方のお悲しみはいかばかりかと拝察いたします︒

終戦時︑連合国軍総司令部の意向により︑秩父宮︑高松宮︑三笠宮を除く十一宮家は臣籍降下して皇

族の身分を離れ︑皇室の藩昇は極端にその層を減じました︒その後︑常陸宮︑桂宮︑高円宮︑秋篠宮と

四宮家が創設されましたが︑皇室を構成し天皇陛下をお護りする皇室の藩昇の現況は︑戦前に較ぶべく

もありません︒その中にあって︑高円宮殿下は︑自由に行動できる男子皇族として︑各方面において目

覚ましい活躍をきれ︑皇室と国民をつなぐ役割を立派に果たしてこられました︒殿下の御急逝は︑その

意味において︑皇室はもとより︑国民にとりましてもまことに大きな損失であります︒

私は︑芸術文化の交流を目的とする或る会の役員会で︑殿下のお話を伺う機会が度々ありましたが︑

そのたびに芸術文化に造詣の深いお話に感銘に覚えておりました︒昨年の春の園遊会で︑家内と並んで

いる前をシルクハット片手に通られた殿下が笑顔で話しかけられたお姿が︑お目にかかった最後でした︒

皇室の藩昇として活躍され国民に敬愛きれた高円宮憲仁親王殿下の御急逝を惜しみ︑謹んで心から哀
悼の誠を捧げるものであります︒
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半巷ヲ申冊イテ﹇ロノ栢陽クちう忘レシガ

ムフロ目昔世が／狂銚柳ニシーア
むしば
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白身申附ナノレドモ︑心怯陛フニ汁Ｌシヶ／

誰人力此ノ情を知ランャ

︹字解︺少一Ⅱ辞典類に無い泊翁独自の用語か︒多勢に対する無勢の如きか︒書Ⅱ書道

の意らしい︒脚夫Ⅱ配達夫︒黄巻Ⅱ書物をいう︒古代の書物は黄色の紙を用いて

紙魚を防いだ︒害史Ⅱ書物︒また︑経書と史書︒笑殺Ⅱ①甚だしく笑う︒殺は助

辞︒②笑って否定する︒三鯨Ⅱ冬は歳の余︒夜は日の余︒陰雨は時の余︒学問す
るにはこの剰余の時間で足りるとの意︒

︹解説︺字解だけでわかると思うので今回も大意を略す︒
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︻除幕式式辞︺

本日︑安井好尚翁の御遺族︑島根県教育委員長︑大田市長のご来

賓をはじめ地元の方々島根支会の会員多数の御参加を得て︑ここ大

森の地において︑日本弘道会会祖西村茂樹先生の記念植樹の碑の除
幕式を挙行できますことは︑私の無常の慶びであります︒

西村先生は︑明治九年︑国民道徳の衰退を憂え︑一国の文明の基
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﹁西村茂樹先生記念植樹之碑﹂除幕式式辞

︾輿詞︲鎚轄衿

霧︑碗

礎は道徳の振興にあるとの自覚を促すべく東京惰身学社を創設され︑

会の趣旨普及の為全国を巡講されました︒明治三十年には中国地方を巡回し︑島根県大森の地

刊など国民道徳の振興に尽くされ︑晩年は宮中顧問官以外の公職を辞し︑老躯を提て日本弘道

西村先生は文部大書記官︑文部省編集局長として︑修身教科書の編募︑﹃日本道徳論﹄の発

献身的な協力により今日の除幕式を迎えるに至りました︒

の百年忌を期して会祖の足跡を顕彰する一助として島根県大森の地に現存する手植の松の記念
碑を建立する提案が島根支会から起こり︑これを意義ある事業として取り上げ︑地元の方々の

以来日本弘道会として今日まで百二十余年︑その遺訓を体して道徳
運動が続けられております︒昨年は西村先生没後百年忌に当り百年忌法要を営みましたが︑こ

口

（

蚤言室

、

、

に立ち寄られたのは︑丁度百五年前の十月二十七日︑今日の日であります︒
会祖は︑この日の日記に﹁小学校にて講話し畢って学校の庭前に松樹裁植す﹂と記しており

ます︒この時会祖は七十歳であります︒
この松が今日︑百有五年の歳月を経てここに亭々と誉えております︒曽てこの地を訪ね︑こ

の
老樹
樹に
に面
面しし
の老
︑︑
園風雪を刻んだ安井好尚翁建立の石標を目の当たりにした当時の感激を忘れるこ

これもひとえに︑石標を建立された安井好尚翁はじめ地元の方々︑大森小学校の教職員生徒の

とはできません︒

皆様が︑長年に亘りこの樹を守り育てて頂いた賜であり改めて感謝申し上げる次第であります︒
このたびこの石標の傷み損して人々に忘れ去られることを憂えた島根支会の提案により記念
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碑を新たに建立することといたしましたのも︑会祖の足跡を顕彰し︑弘道精神の普及を願うと

ともに︑地元の方々の御温情にもお酬いしようとするものであります︒
わが国社会の世相混迷の今日︑道義国家建設の理想を掲げ生涯を道徳運動に捧げた西村先生
の思想が︑この地を訪ねる人々に理解され︑広く弘道精神の普及に役立つことを希うものであ
ります︒

終りに︑この事業の企画推進に献身的に携わって下さった島根支会の飯塚支会長と幹部の
方々のご労苦と︑大森観光開発協会河村政経会長はじめ地元の方々の温かい御協力に心から感
平成十四年十月二十七日

謝し式辞といたします︒

社団法人日本弘道会

会長鈴木勲

、

特集明治の気概

明治の人といえば︑真っ正直な気骨のある人物像が

浮かびあがってきます︒そして武士道精神を継承して

恥を知り︑名を惜しみ︑何事にも挫けず︑やり通そう

とする強い意志と不羅奔放な気概に充ちた人たちであ

ったように思われます︒そういった人たちが文明開化︑

富国強兵︑殖産興業に努めて新しい時代をきり拓き︑
近代国家建設の偉業を成し遂げました︒

明治の人たちは︑私たちにとっては︑父母︑祖父母

ということになりますが︑幼少時より日ごろ明治の話

を聞き︑明治人の気概に触れながら育ってきました︒

しかし︑年とともに明治人が姿を消すようになり︑明

治人の風格や背骨の通った気概に触れることが少なく

そこで︑本号は︑明治天皇の生誕百五十年に因んで

なり︑明治は遠くなりつつあります︒

きた優れた先人の気概に学ぶこととしました︒

﹁明治の気概﹂のテーマで明治という時代とそこに生
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明治の気概
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安倍能成先生に初めてお目にかかったのは︑昭和十六年
の冬で︑場所は神田の学士会館であった︒当時︑先生は旧

制第一高等学校の校長で︑病気療養中の下田教授の倫理学
の補講を願いたいというのが︑その用件であった︒わたし
は︑昭和十年三月に大学を出て︑その後二年間大学院にい

たあと︑財団法人国際文化振興会で事務的な仕事を四︑五
年していたので︑講義とはまったく縁がなかった︒その初
めての経験が第一高等学校でということになったので︑

0
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Ｉ安倍能成︑阿部次郎両先生と西郷南洲
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た︒下田教授が復帰されたのかどうか知らないが︑講義落

寧な封書が来て︑補講ご苦労さまという挨拶が書いてあっ

三月になって︑試験をすますと︑安倍校長から墨書の丁

席していないようであった︒

令息の重行君などがいた︒もっとも︑重行君の方は余り出

ひところ売りだしていた神島二郎君や︑穂積重遠東大教授

をしゃべったかはよくおぼえていないが︑聴講者の中には

る前しきりと尿意をもよおして困った︒広い倫理講堂で何

５鯉︑Ｉ

4

第の宣告を受けたようで︑余り愉快でなかったので︑この
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んでいる次第である︒

念入りに保存しておくべきであったと︑今にしてホゾをか

家をなした先生からいただいた唯一の封書であったから︑

封書もどこかに片付けてしまったらしい︒書家としても一

書店の方もこの意見に同調したので︑先生の主張は破れた︒

で︑原典主義は必要はないというのがわたしなどの見解で︑

われた︒しかし︑和辻先生の著述はかなり普及しているの

が︑先生は原典主義で︑﹁初めての全集だけは⁝⁝﹂と言

そうして葬儀の当日には︑下落合のお宅にお迎えに行っ

中であったので︑長距離電話でなんども打ち合わせをした︒

った︒葬儀の前日か前々日には︑先生は熱海の惜榛荘滞在

には︑おのずから︑いろいろご連絡をしなくてはならなか

世話役をつとめたので︑葬儀委員長をお願いした安倍先生

和辻哲郎先生が亡くなられた際で︑わたしが葬儀その他の

うちに︑先生は爪立ちするようにして女体を抱かれたので

街頭での一瞬の椿事で︑あれよあれよと目を見はっている

をつかまえて︑キッスか頬ずりをされた︒車の立てこんだ

であったろう︒帰りしなに見送りに出た女中さんのひとり

うして︑これは銀座界隈の浜作が会場であったときのこと

いけない﹂旨を︑夏目家の例をあげて戒めておられた︒そ

令息の夏彦君にむかって︑﹁親爺の全集でぬくぬくしては

しかし︑先生は強いて自説を固執するでもなく︑和辻先生

たが︑朝のラッシュで車が立往生して困った︒しかし︑な

ある︒

次に先生と交渉をもったのは︑二十年近くがたったあと︑

んとか葬儀開始時刻までには青山斎場にこの老委員長を送

三︑金子武蔵︑中村元およびわたしが名前をつらねたので︑

がはじまり︑編集委員として安倍能成︑天野貞祐︑谷川徹

それから一年ばかりがたって︑和辻哲郎全集の編集出版

りであったか︑偶然︑わたしは先生と同車の栄に浴した︒

見えず︑銀髪がことにみごとであった︒この浜作からの帰

骨格はガッシリしておられたようで︑老いても余り衰えは

ら︑先生はもう八十歳まぢかくであられた︒若い時分から

これは︑先生の亡くなられる二︑三年前のことであるか

その編集委員会で数回同席する機会があった︒谷川さんや

その際であったと思うが︑明治以来の偉人傑士は誰かとい

りとどけることができ︑ホッとした︒

わたしは新カナ︑制限漢字で書きなおした全集を主張した

（12）

ったろうし︑そんな気遣いをなさるような先生ではなかっ

ったはずであるから︑むろん︑わたしへのご挨拶ではなか

あげられた︒わたしが鹿児島出身であることはご存知なか

うことが話題になったとき︑先生は文句なしに西郷南洲を

に置く南洲の態度が︑当然のように︑荘内人士を心服せし

さっさと南洲は江戸へ帰ってしまった︒この誠を人の腹中

こんなところに愚図愚図はしておられない﹂︒そう言って︑

いじゃないか︒江戸へ帰れば︑山ほど仕事が待っている︒

まにしてやって来るような腐った奴なら︑恐れるまでもな

め︑﹃南洲遺訓﹄も荘内藩士によって伝えられるような仕

たとわたしは思う︒

それで︑正真正銘の南洲ファンで先生はあったのだとわ

儀となった︒そうして︑﹁私が子供の時分に呼吸した精神

窓記﹄︶と阿部さんをして言わしめるに至っているが︑安

たしは思いこんでいるが︑先生と縁故の深かった仙台の阿

最後まで幕府に忠実で︑官軍の軍門に降ろうとしなかった

倍能成先生は松山の産であるから︑荘内藩のような事情は

的雰囲気の中で︑最も直接に︑濃厚に︑現実的に︑感化力

が︑南洲を総参謀とする攻撃軍のために一敗地にまみれ︑

何もなかったはずである︒にもかかわらず両アベがひとし

部次郎氏も︑知る人ぞ知る︑熱烈な南洲ファンであった︒

白旗をかかげた︒そうして︑まだ兵を収めずに警戒を続け

く南洲ファンであったのは︑これは偶然であろうか︒おそ

が多かったものは何であるか︒かう問われれば私は何の蹟

ていた時分︑ある晩︑みなが焚火をしてあたっているとこ

らく︑ご両人が学生生活を送った明治三︑四十年ごろの教

阿部さんが南洲ファンであったのは︑氏が山形県旧荘内藩

ろに南洲が現れ︑﹁おれはもう江戸へ帰るぜ﹂と言いだし

養社会には︑南洲精神に共鳴するような雰囲気があったの

躍もなく︑それは西郷隆盛であると答えるであらう﹂︵﹃秋

た︒﹁荘内が降参したといっても︑またいつ矛をさかさま

であろう︒そういう雰囲気から芽生えた二つの大木が安倍

の出身であることと関係がある︒維新戊辰の際︑荘内藩は

にして攻め寄せないとも限らない︒今あんたが引き揚げて

能成︑阿部次郎のご両人であったとわたしは考えるのであ
る︒

は困るではないか﹂と一同が反対すると︑南洲がこういっ

たという︒ｌ﹁男が一旦降参していてまた矛をさかさ

13

この随想に与えられた課題は﹁明治の気概﹂ということ

一︑行住坐臥礼法二背カザル事

一︑偽行偽言ヲセザル事荷ニモ偽ヲ言ハザル事但

シ過言ハモトョリ也

一︑百事二勉強シ怠惰ナラザル事

であったが︑わたしは明治末年の生まれで︑明治の気分は
数カ月しか味わっていない︒それで︑﹁明治の気概﹂を学

一︑凡事己ヲ責メテ人ヲ責メザル事

一︑太平ノ御恩沢を念食心頭二置キテ有難ク思上父

問的に述べるように言われても︑とうていその資格はない

しかし︑現在わたしの生活している老人ホームでは︑主

母ノ恩ヲ思上農夫ノ銀苦ヲ思上頃刻モ解怠ス

一︑妄念ヲ裁断シソレガ為メニ奪ハレザル事

として明治の文献に親しんでその日を送っている︒その中

ベカラザル事

と見てよい︒

に岩波文庫の﹃西郷南洲遺訓﹄もあるが︑読み返している

シ二

などを列挙し︑最後に

右之候食堅ク銘二心肝一候テ酔生夢死ノ輩ト均シク相成

内噌に

人を相手にせず

ル事無之様心懸ル事肝要也

キ事也

若シ右ノ篠食砂二相背一ハ現生二神ノ冥イ罰ヲ蒙ルベ

天を相手にせよ
天を相手にして

己れを尽て人を答めず

と念を押している︒南洲と敬宇の右の如き誓訓にわたしは

﹁明治の気概﹂の代表的表現を見出して︑うたた感慨に堪

我が誠の足らざるを尋ぬくし

という一段に出
出会
会っ
った
た︒
︒そ
そうして︑南洲と余り違わない年

えないものがある︒

︵本会副会長・東京大学名誉教授︶

代 に 生 き て い た中 村 正 直 ︵ 号 は 敬 宇 ︶ の 嘉 永 奏 丑 年 八 月 十
七日夜五時にしたためた﹁誓詞﹂に
一︑忠孝ヲ忘レザル事
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ンダは唯一わが国と交流のあった欧州の強国であったが衰

アジアに侵出していたスペイン︑ポルトガルは衰え︑オラ

間に世界の状勢は大きく転回していたのであって︑かって

船舶の燃料や水の補給の必要に︑対岸の日本に接近し始め

すすめ︑北太平洋での捕鯨に力を入れるうち︑そのための

フォルニアに金鉱を発見したのをきっかけに︑西部開発を

米国は一七八三年に独立した新興国にすぎないが︑カリ

●,19F÷‐,l罪'一詞11÷ｮ￨F'一

０りり〜０４０４０←６６１０１０６４６４＄４４１０４０４０１４４０４１０４１１４０４６

刃１０７ＡＶｊ０７も▼Ⅱ一日７毎Ｊ■７４？Ｊ−ＵＪｑｆＱｙＱ７−９ｖＡＴｊ−９ｒ巽甲ｊ０７ｆｖｌ−Ｕｒ︐ＡＶｚ−９ｒムヮｊ−ＱｒＡＴ４ｑ︐ＡＴ４−ＱｒＬ７ｊ−ＱＦｈ；一口ｒ凸甲ｌＧｐＬ？ＪＱｒ４▼Ｊ−９ｖＡ▼２−９７もＩ９ｒＡＴｊ−９︐４▼

販売し︑原料を獲得するためにアジアに進出してきたので

あって︑タイや支那もそうだが︑極東のわが国も︑その余

退の道をたどり︑底力をみせ始めていたのは英・仏・露の

たのである︒目標は支那大陸をめざしていたが︑その中継
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鎖国の夢から醒めて

三国であった︒十七世紀の欧州で近代国家が成立したが︑

地として日本が必要になってきた︒天保八年二八三七︶︑

波をかぶることになった︒

それらは産業革命をなしとげることで国力をつけ︑製品を

わが国は寛永以来︑鎖国の夢をむさぼっていたが︑その

一 己 p 一 令 ÷

モリソン号が漂流民を送って浦賀に来たが︑幕府は外国船

打払令というものを出していたので︑積極的に交流しよう

鼻ｂ︑しい・

当時︑老中首座をつとめていた阿部正弘︵福山藩主︶は

アタマの柔軟な人だったらしい︒事の重大性を察して︑朝

廷にも報告し︑水戸の斉昭︑薩摩の斉彬︑越前の慶永など

としなかったのである︒

嘉永六年︵一八五三︶︑米国のペリー提督ひきいる軍艦

にも知らせて夫々の意見をきいていた︒しかしなかなか衆

翌嘉永七年︵一八五四︶︑ペリーは軍艦九隻をひきいて

四隻が浦賀に現れたのが︑日本人にとっての最初のショッ

たくらい︑ショックであった︒尤も幕府としては︑既に予

再び来たが︑強硬な態度をつらぬくのに︑わが方はついに

議はまとまらず︑決断には至らない︒

期していたとしても︑今さら騒ぐことはなかった︒弘化元

屈服して︑ついに日米和親条約を結んだのであった︒その

クであった︒﹁蒸気船たった四杯で夜も眠れず﹂と歌われ

年︵一八四四︶︑オランダの国王から親書をよこして︑世

条約の細目を打合せに当たった幕府外交係の岩瀬忠震など

という旗本は︑柔軟で明敏なアタマの持主で︑その交渉の

界の大勢を述べてわが国に開国を勧めていたからである︒

ただ幕府の役人のアタマが︑まだ世界情勢を客観的に正

ない︑と見通していたからで﹁慎機論﹂とか﹁戊成夢物

をみる目があって︑先見力もあり︑日本の開国は避けられ

のである︒渡辺畢山とか高野長英などの洋学者は世界情報

づけていきたい︑という横着な考え方を捨てきれずにいた

際情勢と同時に国内情勢に関してもよく観察し︑よく理解

十五代将軍徳川慶喜という人が︑実によく練れた人で︑国

の各藩勢力のバランスをどう処理するかに重点があったが︑

ず︑無難に切り抜けることができ︑問題は外交よりも国内

とにかくこのようにして︑幕末の外交は大きな衝突もせ

理解力のあるのには︑相手方も感心するほどであった︒

語﹂などの本を書いて警告していたが︑そのため洋学者は

するだけのアタマの持主で︑薩摩・長州の反幕勢力に対し

視するところまで行かず︑なんとかゴマ化して︑鎖国をつ

投獄されるという目にあったのである︒役人というものは︑

ても鳥羽・伏見の衝突を︑スラリとかわして︑開陽丸に乗

ぽじゆつ

いつの時代でもアタマが固く︑柔軟な対応をとれないもの

（16）

って江戸へ逃げ帰ってしまったのである︒見事というほか
はない︒

日米和親条約の二年後︑米国からハリスが総領事として

来日︑下田に駐在したが︑わが方の反対を押しきって︑江

きついて一段落するのである︒

坂本龍馬が︑この大政奉還に感動して︑

﹁よくぞ断じ玉へるものかな︒この将軍のためなら︑身

命を捧げても惜しくない﹂

慶応三年︵一八六七︶の兵庫開港勅許は︑一つの大きな

と云ったという︒幕末の日本は︑欧米先進国に取り囲まれ

わが方も︑変動の時代であって︑天保の改革︵一八四

転機であった︒神戸︵兵庫︶という︑京都︵朝廷︶にごく

戸に出て︑将軍との謁見を要求し︑大統領の国書を直接奉

二のあと井伊直弼が大老として日米和親条約を結んだが︑

近い港に︑外国人が船を乗り入れるということは︑当時は

て徳川三百年の︑ひとりよがりの孤立政策の報いを味あわ

安政の大獄︵一八五九︶があり︑桜田門外の変︵一八六

深刻な問題であった︒畏れ多い︑と同時に︑何か間違いが

呈したのである︒時の主席老中堀田正睦に逢ってハリスは

○︶を起し︑坂下門外の変︵一八六二︶がつづくといった︑

起きはせぬか︑といった危機感もあった︒それを孝明天皇

されていたのである︒

一刻も心を許すことのできない緊張の世の中がつづいてい

は﹁それでいいではないか﹂と︑ごく平常心で承認なさっ

世界の大勢をじゅんじゆんと述べた︒

たのであった︒

の外国船との砲撃合戦があり︑蛤御門の変があり︑長州征

ばならないことになり︑その撰夷運動の一つとして長州藩

関係上︑上洛︵一八六三︶して︑撰夷の期日を決めなけれ

御年十六歳の明治天皇が即位され︑わが国の朝野が徐々に

つまり﹁明治維新﹂とよばれる新時代が開けたのである︒

条御誓文が公布され︑江戸城が薩長の手に落ちた年である︒

一八六八年︵明治元年︶は︑鳥羽伏見の戦があり︑五ケ

たのである︒

伐が始まるという︑あわただしい政治の嵐に吹きまくられ

﹁生新の気分﹂に移り変わろうとしていた時期であった︒

そうして将軍家茂が︑病弱の身でありながら︑朝廷との

るのであった︒その結着は︑将軍慶長の﹁大政奉還﹂にゆ
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明治の気概
欧米先進国に圧迫されて︑やむなく国を開いた後進国日
本には︑初めから劣等感もあり︑屈辱感もあった︒しかし
この劣等感︑屈辱感がバネになった﹁明治の気概﹂が噴出
したのである︒なにくそ︑という日本人特有の一種の痩我
慢︵福沢諭吉が指摘したやせ我慢︶が︑はたらき出したの

いま

つノ︑って︑

如今廟堂棟梁の器

多く是れ︑松門受教の人
と認ったのであった︒

西村先生

西村茂樹先生は︑もと佐倉藩の藩士であった︒維新後︑

田松陰の松下村塾の如きがある︒松陰二十七歳で開いたこ

小屋︑稽古所︶の地道な子教育︑一例をあげれば︑萩の吉

︵モデルは昌平坂学問所︶︑として民間の自発的子私塾︵寺

甚大であった︒全国にあまねく普及していた︑各藩の学校

も江戸時代を通じての日本人の︑教育と生活経験の効果は

体験の蓄積による︑智恵と教養とがあった︒なんといって

やせ我慢の奥には︑下部意識として︑徳川三百年の民族

た︒その進歩的姿勢に明治政府は苦々しい想いをし︑明治

あらゆる方面にわたって論評を張り︑啓蒙的役割を果たし

雑誌﹄を出し︑政治・経済・法律・思想・風俗・教育など︑

中で︑西村先生はその中心的人物であって︑機関誌﹃明六

亨二・箕作麟作・神田孝らで︑旧幕時代の開成所にいた連

道・西周・中村正直・加藤弘之・箕作秋坪・福沢諭吉・杉

きに敏感な人であったことがわかる︒集まったのは津田真

りに︑いち早く参加したところをみても︑新しい時代の動

明治六年七月に発足した明六社という︑学者・文化人の集

の塾は︑萩藩の青年︑久坂玄瑞︑高杉晋作︑前原一誠︑山

八年六月に公布した新聞紙条令・誹誇律によって処罰する

である︒

県有朋︑伊藤博文などの秀才を集めて︑山鹿素行の精神を

のであった︒

しかし︑西村先生は︑宮内省の要請で︑天皇侍講となり︑

注入したのである︒これらがみな明治維新を担って︑その
重みに耐えたのである︒だから後年︑木戸孝允が︑漢詩を
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貴族院議員となる︒貴族院に関わるようになって︑当時の

違えば国を滅ぼすことさえある︒

﹁新教育﹂ということは︑人が喜んで飛びつくが︑しか

し教育の根本は︑民族のもつ伝統的価値︑伝統的精神を︑

上流階級の様子をそれとなく聞知すると︑その連中がいか
に頚廃し︑堕落しているか︑を聞かされることになり︑明

正しく後代に伝えるところに在るので︑歴史の底流に深く

歴史を離れて教育はない︑明治・大正・昭和・平成の教

治初年のわが上層階級の状態に暗然とし︑その前途を悲観

この時︑先生は翻然として︑このままでは日本の将来は

育の流れて顧みるとき︑やはり明治天皇が﹁教育勅語﹂を

拝ささなければならない︒

危い︑と気がつかれたようである︒道徳・倫理の面で︑わ

お出しになった明治二十三年十月という時期は︑一つのヤ

的にみるようになったようである︒

が国は前途多難であることを痛感された︒

これはまさに先生にとって︑清水の舞台から飛び降りるほ

りはめ込まれている︒﹁教育基本法﹂には︑それが全くと

﹁教育勅語﹂には︑わが国民の伝統的価値観が︑しっか

マであったと︑つくづく感ぜられる︒

どの︑一大決心であろう︒今のうちに道徳・倫理の運動を

いっていいほど欠落している︒基本法が︑迫力に欠けてい

明治二十年九月十一日︑先生は日本弘道会を設立された︒

起こさなければ︑日本の将来はない︒それも上層階級では

るのは︑その故であろう︒

︵評議員・お茶の水女子大学名誉教授︶

大恩一番︑猛省しなけばなるまい︒

この国の︑教育に携わる者として︑われわれは︑ここで

なく︑一般庶民の階層︑とくに都会よりも地方にひろく手
を伸ばして︑運動を展開しなくてはならない︒

先生が︑弘道会の運動にかけられた熱意は︑以上のよう
な経過の上に︑展開せられたものであることを︑ここに再
認識する必要がある︑と小生は信ずるものである︒

教育の力ほど怖しいものはない︒良くいけば︑その威力
は絶大であり︑悪くいけば︑その弊害も絶大で︑まかり間
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一国を愛するとはどういうことか

１１１ｌｌ１１１１ｌｌｌｌＩ１４１１１１１１１

大変に不評である︒その中心は愛国心である︒毎日新聞に

教育基本法の中間答申案が出たが︑一部のマスコミでは

は︑やがては人類愛をそだてる基盤になる︒自分を育てて

する自然な気持ちが酒養されるべき教育的環境を作ること

の基本方針の中に書き加えるべきものであろう︒国家を愛

トートートートトーートトトトーリＬ

は︑国を愛する心というものは︑自然におこるものであっ

くれた国家を愛さない人間に︑どうして人類という認識を

１４も←１１も１

思う︒まさに愛国心は自然的におこるもので︑それを人類

て︑それをさらに人類愛に発展させてゆくものであって

持ち︑それへの愛情と人類の一員である誇りを持つことが

愛にまで拡張してゆくべきものだからこそ︑愛国心は教育

ｌだから愛国心種どということをことさらにいう必要は

できよう︒

そして祖国愛の根源は家族への愛である︒自分を愛し︑

ないｌといった趣旨のことを書いていた．
私は教育基本法に︑毎日新聞の文章を生かしてもよいと
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門

になった子供は︑近くの遊び場でも︑幼稚園などの教育施

睦みあいながら育った同胞への信頼感︑一体感を持つよう

年ほどして︑キリスト教の指導者たちが集まって︑キリス

シャ語で書かれている︒キリストが現世を去ってから︑百

キリスト教の原典である﹁新約聖書﹂は元来が古代ギリ

と︑それを今でいう﹁愛﹂と考えた︒

設でも︑そこの仲間とは︑同胞同士のトラブルのような不

トの教えを編纂した︒これが新約聖書である︒そして彼ら

育ててくれた親︑そして時にはいさかいあい︑しかしまた

和を体験しようとも︑やがては兄弟愛を基盤とした友情を

キリスト教の指導者たちは︑各地から参集したし︑日常さ

まざまな言葉を話していたと思われるが︑当時の知的共通

育ててゆくであろう︒

私はキリスト教徒だが︑その教えの中心となるのは︑

持つようになった人を愛せ︑つまり彼に誠実に対処せよ︑

に住んでいる人︑の意味ではない︒たまたま自分と関係を

物としては︑プラトン︑アリストテレスに代表されるギリ

ったが︑ラテン語を使うローマ人といえども︑思想的な書

ラテン語は当時︑既に国際語としてはもっとも強力であ

語であるギリシャ語で新約聖書は書かれた︒

ということである︒仏教風に言うなら﹁袖ふれあうも他生

シャ哲学に一目おかざるをえなかったから︑キリスト教の

﹁汝の隣人を愛せ﹂ということである︒隣人というのは隣

の縁﹂ということである︒着物の袖が触れ合う︑そのよう

福音書で﹁愛﹂という言葉は︑通常︑ギリシャ語のフィ

原典もギリシャ語で編纂されたのであろう︒

が︑現世を越えた論理につながる︑因縁に結ばれているの

リアとアガペという二つの単語が使われている︒フィリア

な僅かな関係であろうとも︑それも前世か来世か知らない

であって︑そのような人間関係すらもあだおろそかに考え

というのは︑友人や同志の間の愛︑好きな仲間の間の連帯

アガペは理性の愛︒汝の敵を﹁愛せ﹂という場合の愛で︑

使う︒

感を示す愛︒そして肉親関係の愛はストルゲという言葉を

るな︑ということであろう︒

キリスト教の愛という言葉はいかにも生硬であって︑普
通の人に理解しにくかろう︒キリシタン時代の我々の先輩
は﹁お大切﹂と訳していた︒大切にすること︑尊重するこ
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れでも敵にだって︑フィリアやストルゲの感情を持つ︑友

の愛情を持てと言っても︑それはできない相談である︒そ

意味で︑お前は私をフィリアの感情で慕ってくれるのか︑

そうかお前は自分を尊敬する師として愛するのか︑という

最期にキリストのそういうペテロの人間くささを許して︑

を捧げます︑と答える︒

人︑肉親がいるであろうことを思って︑せめて人間同士と

と尋ね︑ペテロは三たび同じくフィリアの愛を捧げます︑

いわば理性の愛である︒自分の子供を殺した敵に︑友人へ

しての︑いわば理性的な愛を持って︑敵が傷ついていれば︑

とこたえるのである︒

ギリシャ語には愛にあたるもう一つの言葉がある︒それ

仲間にするのと同じくいたわれ︑という教え︑それがアガ
ペの愛である︒

はエロスで︑これは通常︑肉の愛︑異性への欲情を伴う愛

である︒それすらもプラトンは異性に欲情を超越した︑愛

を持ちうるとして︑いわゆるプラトニックな愛というもの
を唱えた︒

ィリアの愛を捧げます︑と答える︒キリストはペテロの聞

る︒それに対してペテロはキリストをお慕い申します︑フ

汝は私にむかって︑アガペの愛を持つか︑と尋ねるのであ

場合の﹁愛﹂の単語が違う︒キリストはペテロに向かって︑

と三たび聞くことになるが︑ギリシャ語の原典では︑この

相手の心にも充足感と平和を与えたいと願うようになる︒

ロスの領域を越えて︑自分の欲望を満たすためではなく︑

にも自分と同じ人間としての人格を見いだす時︑それはエ

の執着とそれほど違うものではない︒しかしエロスの対象

執着であって︑基本的には自分が食べたいと思う︑食物へ

である︒これは自分の欲望を満たしたいという︑対象への

われわれが異性を好もしいと思う時︑最初の愛はエロス

き違えを正そうとして︑もう一度︑汝は私にアガペの愛を

こうして恋人にでもなれば︑上役の苦情や親の無理解など︑

﹁汝は吾を愛するか﹂

愛するか︑と三たび聞く場面がある︒日本語の訳では

キリストが十二使徒の指導者であるペテロに︑汝は私を

一

持つかと尋ねる︒それに対してペテロは再びフィリアの愛
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■■■■■■

人の愛はストルゲ︑肉親愛に近いものになるだろう︒子供

ィリアの混在した感情を持つ︒そして結婚でもすれば︑二

どんなことでも打ち明けられるようになる︒エロスからフ

する仲間として︑フィリアの情を持つべきと思う︒

しくない異性に対しても︑同じ職場や学校で共同して生活

たことをわきまえるのである︒いや︑性の対象として好ま

として抱く愛というのは︑精々がこのエロス︑ストルゲ︑

私たちが目に見えるというか︑現実の体験する人間関係

る︒そしてかってはエロスの対象であり︑フィリァの感情

フィリアの段階であろう︑ただ私たちは観念として︑まだ

が生まれれば︑子供への愛はいうまでもなくストルゲであ

を育てた相手と結婚して︑子供を生み育てて︑ストルゲの

見ぬ多くの人類が存在することを知っている︒あるいは日

ような人たちには︑エロスは別としても︑ストルゲもフィ

感情によって成立する家族を作るが︑その異性も︑老いて

私たちが通常︑愛と言う時︑ことに子供に対して愛につ

リアを感ずることはできなくとも︑相手に﹁袖ふれあうも

常接する人間でも︑ライバルもいれば︑同業者として食う

いて教える時︑それは家族愛︑ストルゲを基準にして話す︒

他生の縁﹂というか︑アガペの愛を持たねばならない︒キ

心身共に衰え︑自分の介護でやっと生きられるようになれ

幼稚園で仲の悪い友達とつきあうにしても︑先生に叱られ

リスト教で言えば隣人を愛するのと︑敵を愛するのと愛の

か食われるかの関係にならざるをえない人間もいる︒その

た意味を教えるにも︑兄弟喧嘩や親が子を叱る時は憎くて

概念が違うのである︒

れるようになると︑相手もまた自分と同じ人なので︑単に

化的な国家を建設して︑世界の平和と人類の福祉に貢献し

﹁われらは︑さきに︑日本国憲法を確定し︑民主的で文
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ば︑その時の相手への愛情はアガペであろう︒

叱るのではない︑そこには愛がストルゲがあることを教え
るであろう︒そして友愛というか︑仲間意識ともいうべき
フィリアの感情を子供の心に根付かせる︒

■■■■

現在の教育基本法には︑次のような文言がある︒

ロ■■■■■

欲望の対象としてだけ利用することは許されない︑といつ

そのようにして育った子供がやがて成長して異性にひか

■■■■■■■

ようとする決意を示した︒﹂

がアメリカ国籍を取りアメリカの太平洋岸を日本領にしよ

るような印象を受けるが︑それは古代ギリシャ的の愛とい

は自動式に世界の平和と人類の福祉に貢献する心につなが

帯となる︒われわれの基本的人権も安全も国家が保証し守

ストルゲによって酒養されたフィリアが国家を形成する紐

エロスは一対一の問題だからこの際︑無視するとして︑

うと計画することなど︑アメリカ合衆国が許すはずがない︒

う観点からすると間違っている︒少なくとも正確ではない︒

ってくれるのであって︑国連も﹁平和を愛する諸国民﹂も

ここでは民主的で文化的な国家を建設すると︑その精神

民主的で文化的な国家を建設するには︑まず日本国民相

教育の根源はストルゲにある︒子供のためには︑自分の

守ってはくれない︒

の価値観である︒どういう生活をして︑どういうことを喜

命さえ犠牲にする親の愛を通じて︑人は愛の何たるかに目

互に︑フィリァの感情がなければならない︒文化とは共通

びとし︑どういうことを拒否するか︑といったことは文化

一つの秩序ある組織として構成された国家であることを知

覚める︒そしてそういう家族の平和の延長上にあるもの︑

そういう多くの文化的価値観のある世界の中で︑伝統の

る時︑私たちは家庭を構成する愛との連想︑あるいはそれ

によって違う︒ブタの肉を美味しいとする文化もあれば︑

中で育てられた共通の価値観を通じて︑われわれはフィリ

を止揚することによって︑国家への愛︑フィリアを育てる

われわれの社会を︑漠然とした自然発生的な組織でなく︑

ァの感情を育てることができるし︑そういう信頼関係の上

ことができる︒

それを糞尿よりも不潔とする文化もある︒

に︑民主主義も成立するのである︒

なるとするなら︑彼らの独立宣言にはじまる憲法や︑アメ

日常生活において︑われわれと縁もゆかりもない人でも︑

領域に属する愛である︒それは確かに崇高なものである︒

そして国際社会への貢献というものは︑むしろアガペの

リカ合衆国を成立させている文化的価値を承認しなければ

飢えや病気に苦しんでいる人がいれば︑彼らを助けようと

私がたとえばアメリカの市民権を得て︑アメリカ国民に

ならない︒アメリカ合衆国を破壊する目的で大量の日本人
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いうのはアガペである︒しかしそういう悲惨さを作ってい
るのが︑彼らの国家の政治体制にあるとすれば︑私たちは
どうしたらよいのであろうか︒

そのような政治体制を崩壊させるために助力すべきか︑

体制が援助物資を体制維持のために利用することを覚悟の
上で︑飢えに苦しむ人に︑たとえ一椀でも︑温かい食物が
とどくように努力すべきであろうか︒この段階になると︑

肇道宜麿大精微

凡道を肇ばんと欲する者は近小に安んずべからず︒

疎漏に甘んずべからず︑中庸云致慶大而霊精微︑極高

明而道中庸︑匿大精微の四字は吾道皐の最上方法なり︒

然るに支那の儒書という者は大抵訓誠の篭にして深く

道徳の源を極めたる者少し︒書経と中庸との二書は其

論理較精密なりと錐ども思ひ出し次第に記したる者の

理整然たるを見ること能はず︑漢唐の儒者︑古代の垂

如くにして道徳の全鰐本興を論ずるに︑脈絡貫通の修

しかしいずれにせよ︑愛国心に基づくフィリアがしっか

経を註解する者も只本文の字義と文義とを訓解したる

政治や宗教の問題になってこよう︒つまり対応の仕方につ

りしていれば︑国家として︑またＮＧＯを組織することに

のみにして︑本文の外に別に新たなる護明あるを見ず︑

いては︑個々の意見の別れる結果になる︒

よって︑教育基本法にある世界平和と人類の福祉に貢献す

宋儒に至り︑初めて肇問の麿大精微ならざるべからざ

高妙の説を吐き程末に至りて盆完全に至れり︒

は無極向大極の論を嚢し其他部康郎張横渠などは頗る

に悌書の意を採り道徳の篭用本末を論定し周子の如き

ることを知り︑易書等の中より其精微語を抽出し︑更

ることも可能になるのである︒

人類愛の根幹が祖国愛なのだから︑教育の基本に︑家族
を大切にすることと共に︑国を愛することを教えねばなら
ないのである︒
︵作家・日本芸術文化振興会会長︶

︵曾租偶筆より︶

（25）
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ンサイクロペディア・ブリタニカが︑百科事典の付録とし

明治維新から百年後の一九六七年︑百科事典で有名なエ

根本から変えていこうというのが彼等の考え方であった﹂

だから︑全国に学校をおこし︑教育を普及させて︑日本を

民衆の知識がすすまなくてはならないと考えていた︒⁝⁝

ＧＩ

て毎年出している追補年鑑の巻頭論文の寄稿を︑昭和の宰

と︒財政にゆとりのない政府に代わって︑学校の設立を助

Ｇ７
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明治の教育
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育の普及に力を尽くし人材の育成を図ったことである︒明

相吉田茂に依頼した︒ご少もシｚのロ両Ｑ四く向○両ｚ︲

けたのは地方の地主であり︑一般民衆も徳川時代からの寺

治の指導者たちは︑国家を豊かにし︑強くするのには一般

弓ご両国﹄という表題で書かれたこの論文は︑その直後多

小屋教育の習慣から教育尊重の流れに呼応していったので

﹁寺小屋﹂から﹁義務教育﹂へ

少手を加えられ﹁日本を決定した百年﹂として日本経済新

今は町の公民館と老人の憩いの場として利用されている

ある︒

第三皐﹁明治の創業ｌ冒険と成功︲の中で吉田茂はこ

烏取県岩美町の元小学校校庭の一角に︑明治三十三年八月

聞社より出版された︒

う記している︒﹁とくに注目に値するのは︑明治政府が教

（26）
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って業と為す︒故に文字を解し︑事理を暁る者塞々として

﹁因幡国田後村は北海の部落にして︑村を挙げて漁を以

育者になるため師範学校の門をくぐったのである︒こうし

﹁武士の商法﹂では成功がおぼつかない旧士族の多くが教

こうした教育者を養成するために政府は師範学校をつくり︑

明治末年には就学率は九五％を超えたのである︒そして

農星のごとく︑風俗は野にして朴︑漁の暇さえあればすな

た旧士族は幕藩時代︑少ない収入にも拘らず︑治者として

と署名されている石碑が建っている︒

わち相会して飽飲乱酔し︑噸噸喧こうす︒因習の久しき︑

統治の技術を身に付け︑藩校で﹁実学﹂を学んでいたため︑

さと

常に以って俗を成せり︑明治中興あり︒主︑学校を起こし︑

冒険心に富む指導者を育てる使命感をもっていたのである︒

﹁お一雇い外国人﹂とエリート教育

︵図１︶

田後村も亦校舎を建て︑岬唱の声を聞き︑先生来たりて垂
鐸するを得たり︒時に悌庵の一隅を借り︑設備完たからず︒
僅かに校舎に充てるのみ︒先生詳詳として教えて倦まず︒

生徒群がり集まりて日々に盛んに校舎常に満たり︒是に総

飲乱酔変じて忠孝を談じ節義を論ずるに至る︒卒業の後︑

ことに気をくばったし︑また︑政府に参加しなかった知識

を招いたり︑日本人学生を外国に留学させて学者を育てる

﹁高等教育についても︑政府は高給を払って外国人教師

出身して官吏と為り︑或いは教員と為り︑或いは要人とな

人の多くは私立学校をつくって教育にあたった︒こうして

いてか増築す︒数年の後村中廃然として風を成す︒：：：飽

り︑其の他成立する所有り︒婁々たる一漁村をして文明の

近代化のために教育を重んじたのは︑日本の近代化の大き

情を源了園は﹃明治の原動力﹄︵ＩＤＥ教育選書︶の中で

巷に到らしむるは︑実に先生教育の致す所なり︒誰か其の

田後尋常小学校創立者︑佐々木階定を偲び︑私の祖父︑

詳しく記している︒﹁政府が財政的にもっとも力を入れた

な特徴である﹂と吉田茂は綴っている︒さらにその間の事

高坂景顕が書いた石碑であるが︑恐らく日本中到るところ

のは︑エリートの教育である︒明治になると︑多くの外人

徳を思はざらんや﹂

にこうした教育者が輩出されたのであろう︒
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れらの月給は四︑

あったころ︑か

通で四︑五円で

円か三十円︑普

が︑よくて二十

本人教師の月給

かえられた︒日

教師が高給でむ

ち東京大学医学部︶に教師として招聡されているのである︒

着任︑同じくドイツの医学教師︑ベルッが東京医学校︵の

をはじめとして︑明治九年には︑クラークが札幌農学校に

師範学校教師に就任︑米国小学校の教育方針を紹介するの

このなかから出ている﹂と︒早くも明治五年︑スコットが

教育した︒：：：日本の近代化をすすめた人のおおかたは︑

国から秀才をえらんで︑これを貢進生と称して東京大学で

高価な税金ともいうべきものであった︒また︑政府は︑全

︵図２︶

用も明治政府が

いたが︑その費

生が派遣されて

から多くの留学

幕末いらい諸藩

かった︒また︑

多様性に富んでおり︑広い視野と明確な国家観を持ってい

ある︒その意味では明治の教育制度は︑現在に較べ遥かに

農業︑工業などを専門に教える学校がつくられていくので

制度改革はあるにせよ︑多くの専門学校が設立され︑商業︑

制により学校を設置︶が頒布されている︒その後何回かの

大学を三十二中学区︑一中学を二百十小学校として︑学区

師範学校が設立され︑さらに﹁学制﹂︵全国を八大学︑一
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五百円というこ

肩代わりした︒

たといえよう︒しかしながら︑それは突き詰めていけば︑

明治四年に文部省が置かれると直ぐ︑翌五年には東京に

それは︑日本の

欧米に追いつくための︑西欧化・産業化を目的としたもの

ともまれではな

近代化のための

図1明治時代義務教育の就学率（黒い部分。左側が男子、右側が女子）
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洋才﹂による

であり︑﹁和魂

を憶えた人たちは﹁孔孟の道は既に衰えた﹂と嘆いたので

術だけを﹁和魂洋才﹂という概念で輸入することに違和感

文明の根幹であ

く︑西欧の科学

く思った人も多

西欧化を苦々し

時代の浮ついた

あった︒鹿鳴館

面的西欧化でも

正﹂のための表

て明かであった⁝⁝教育に対する天皇の好みは保守的だっ

皇の変わらぬ関心は︑巡幸の行く先々での学校訪問によっ

皇﹄︵新潮社︶から引用させていただく︒﹁教育に対する天

いいほど学校訪問をされた︒ドナルド・キーンの﹃明治天

のため主体的に国内を巡幸された明治天皇は必ずといって

﹁仁義忠孝﹂の四つの徳目が強調されたという︒国家統一

され︑明治年間︑文明開化政策と釣り合いをとる為にも︑

元田永李は儒教の中心的徳目として﹁忠﹂と﹁義﹂を強調

儒教の経典を︑明治天皇に講義し︑深い信任を得ていた

﹁教育勅語﹂の背景

ある︒

手段であり︑

るヒューマニズ

た︒それは例えば︑天皇の詠んだ次の御製からも窺うこと

﹁不平等条約改

ムやデモクラシ

ができる︒

しかし同時に天皇は︑伝統的な学問だけでは近代世界に不

聖のみよのおきてなりけり

菖代にうごかぬものはいにしえの

ーそしてキリス

ト教という伝統
を持たない日本
で︑法制度や技
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﹁富国強兵﹂の

お雇い外国人の推移（明治5年〜18年）
図2

十分であることに気づいていた︒例えば次の御製である︒

すすみゆく世におくれなばかひあらじ

第二集﹄創文社収録︶しているのである︒

同じく明治天皇の侍講であり︑鹿鳴館時代の欧化主義の

風潮に反抗して﹃日本道徳論﹄を記し︑﹁弘道会﹂を創設

した西村茂樹の思想も儒教の復興を計っているものではな

文の林はわけつくすとも

過去の学問を重んじる天皇の信念にも拘わらず︑新しい教

かった︒高坂正顕の﹃明治思想史﹄︵灯影舎︶によれば︑

﹁例えば彼は従来我が国の道徳の基礎であった儒教に対し︑

育は西洋志向になりがちだった﹂のである︒

﹁本邦固有の道徳を酒養する﹂ことの必要性を主張され

次の五つの欠点を指摘する﹂として︑︵二儒道の理論は

欧の哲学にも︵二知を論ずるに重く行を論ずるに軽い︑

た明治天皇の意向は︑教育勅語というかたちで明治憲法

ののように理解されているが︑その中身︑作成の過程をつ

︵三治心の術がない︑︵三︶古人の上に出でんとしことさ

精繊を欠く︑︵二︶保守に流れ進取の気象を欠く︑︵三︶尊

ぶさにみてみると︑これらの徳目が日本に特殊なものでは

らに異説を立て︑古人の説を排撃する︑︵四︶種々なる流

︵大日本帝国憲法︶に相前後して作られるが︑こうした背

なく︑広く諸外国にも通用する普遍道徳的なものである︒

派ありて帰一するところ見いだし難い︑の四つの欠点を指

族にのみ有利で卑族には不利︑︵四︶男尊女卑である︑

ルーズベルト米大統領とも親しく︑また新渡部稲造の友人

摘しているのである︒このため﹁推度法・折中法・権衡

景からこの起草は元田永字と井上毅によってなされたので

でもあった金子堅太郎は井上毅より相談を受け︑これらの

法・良心判断法・多聞決疑法﹂の五つの方法を併用しなが

︵五︶古を是とし今を非とする︑を挙げている︒しかし西

徳目がわが国固有の倫理の教えに基づきながら︑世界に通

ら﹁天下の真理﹂を求めることになり︑﹁彼が究極の真理

ある︒このため︑ともすれば教育勅語は儒教の教えそのも

用する普遍的なものであることを確認し︑成立の経緯を

として見いだしてくるものは︑誠に帰着するのである﹂
︑﹄﹂◎

﹁世界に輝く教育勅語﹂というかたちで発表︵昭和五年十
一月三日全国向けラジオ放送速記録︑﹃金子堅太郎著作集

30)

力を注ぎ︑経済的には﹁日本の奇跡﹂と呼ばれるような大

さの試練﹂を与えることになったのである︒伝統に基づか

成功をおさめた︒しかしながらこうした成功体験が﹁豊か

明治の思想をかたち創った人々は﹁世界に輝く普遍性を

ない︑主体性のない憲法と教育基本法がその根本的原因か

﹁温故知新﹂

持ち︑かつ本邦固有の道徳﹂を如何にして酒養するかとい

明治の先達は身命を賭して近代化に勤めた︒そこには多

も知れない︒

粋主義ではない︶に対し︑欧化主義を唱えて強い反発をし

くの異なった意見が出され︑国家の統一は至難の事業であ

うことに心血を注いだのであり︑西村茂樹の国家主義︵国

た伊藤博文なども全て欧米の文物を輸入すれば事たれりと

の伝統に基づいたものでなければならない︒もし他国の法

感銘深い見解を習ったという︒．国の法律制度はその国

文はドイツの憲法学者ロレンッ・フォン・シュタインから

日本国憲法制定の為︑欧州に勉強に出かけていた伊藤博

の先覚者が身をもって教えてくれた生き方︑精神︑法をも

て明治の激動期を生き抜こうとした︒こうした数多の明治

などの名前を挙げるまでもなく︑数多の日本人が身をもっ

を遂げた西郷隆盛︑合理主義と独立自尊を唱えた福沢諭吉

野にあって︑﹁武士道﹂を身をもって体現し︑非業の死

った︒

律から借りるべきものがあるとしたら︑まず︑その法律の

う一度振り返り︑今に生かせる伝統を学ぶことの重要性に

（31）

考えたのではなかった︒

存在理由の源泉にまで遡らなければならない︒その沿革を

想いを致したいのである︒

換の時代を迎え︑多くの日本人が飢えと貧困の中で復興に

︵拓殖大学客員教授・元栗田工業㈱会長︶

考え︑しかるのちに自国に適応できるかどうかを判断しな
ければならない﹂︵ドナルド・キーン﹃明治天皇壱のであ
0

第二次大戦に敗れた日本は︑明治維新にも比すべき大転

る

一台湾に生きる明治の心
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しかし︑講演は実現しなかった︒日本政府が李氏訪日へ

学祭で行う予定だった講演原稿の冒頭の部分である︒

達

１１１１１１４１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１

ャ

ながら︑しかし︑即座によいでしょうと返答しました﹂台

講演原稿の全文は︑十一月十九日付産経新聞に掲載された︒

李前総統自身が執筆した講演テーマ﹁日本人の精神﹂の

のビザを拒否したためである︒既に総統ならびに国民党総

＋

﹁この度︑三田祭開催を前にして︑金美齢女史と経済新

0

裁の公職を辞し︑私人となった李氏へのビザを断る理由は

ト

人会の森本代表︑河野先生が十月十五日にわざわざ台湾に

ト

ない︒﹁李登輝は政治的影響力のある人物だから訪日に反

ウ

いらっしゃいました︒そして私に三田祭︑経済新人会主催

、

対だ﹂とする中国の圧力に屈し︑ピザ発給の権限すら中国

ャ

の講演で﹁日本精神﹄について話してもらえないかと招贈

ト

に握られている日本政府のぶざまな姿である︒

b

状をいただきました︒私はこれは難しい題目だなあと知り

﹁日本人の精神﹂ｌ幻の李登輝講演

ト

湾の李登輝前総統が︑十一月二十四日︑慶応義塾大学の大
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誇りと任命感を取り戻してほしい︑との切々たる願いが込

に対して毅然として胸を張った﹁明治人の気概﹂を学び︑

原稿には︑次の世代を担う日本の若者たちに︑かって列強

事あるごとに︑日本及び日本人としての誇りを奪い自信を

全な﹃自己否定﹂傾向がいまだに日本社会に渦巻いており︑

有な指導理念や道徳規範が全否定されました﹂﹁こんな完

年以後の日本において︑このような代え難い日本精神の特

ます﹂と慨嘆している︒

喪失させずにおかないことに心を痛めるものの一人であり

められている︒以下︑その講演原稿の要旨を紹介したい︒

幻の講演は︑﹁私は︑かって日本の植民地・台湾で生ま

れ︑日本の教育を受け︑最近はまた新渡戸稲造の﹃武士

植民地時代を生きた台湾人からの忠告であるだけに︑胸を

それが︑日本の憂国の士などからの警告でなく︑日本の

日本精神についてかなり考える機会を与えられました﹂と

打つ︒講演会が実現していたなら︑学生たちにどれほどの

道﹄︑すなわち日本人の精神について︑その解題を書き︑

述べ︑﹁数千年にわたり積み重ねてきた﹃日本文化﹄の輝

感動を呼び起していたか︑かえすがえすも口惜しい︒

的価値である日本精神でしょう﹂︒それは︑﹁人類社会がい

日本人が最も誇りと思うべき古今東西を通じて誤らぬ普遍

﹁この指導国家の資質と実力とは何でしょう︒これこそは

卒業して︑台湾総督府に土木技師として赴任した︒まず台

とした︒八田は大正時代の初め︑東大工学部土木工学科を

八田輿一を語ることで︑日本精神の真髄を明らかにしよう

李登輝氏は︑台湾の水利事業に一生を捧げた土木技師︑

八田奥一のこと

かしい歴史と伝統が︑六十億人の人類全体に対する強力な

指導国家としての資質と実力を明確に示しており︑世界の

ま直面している恐るべき危機状態を乗り切っていくために︑

北の南の台地に農業用水路工事を行い︑三万五千ヘクター

人々から篤い尊敬と信頼を集めている﹂と指摘︒そして︑

絶対必要不可欠な精神的指針なのではないでしょうか﹂と

ルの潅慨地︑桃園大洲︵たいしゅう︶を完成させた︒

続いて取り組んだのが︑早紘と洪水を繰り返す不毛の大

﹁日本精神﹂に極めて高い倫理的な評価を下している︒

講演原稿は﹁しかるに︑まことに残念なことに一九四五

︲

１
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○年︑十五万ヘクタールにおよぶ東洋一の穀倉地帯﹁嘉南

により︑一億六千万トンを貯水︑続く潅概工事で︑一九三

地︑南部の嘉南原野の潅溺計画である︒烏山頭ダムの建設

第二は︑八田が伝統と進歩を融合昇華させた点をあげて

本来の精神的価値観である︑と言わなければなりません﹄︒

と思います︒一公に奉ずる﹄精神こそが日本および日本人

生きるべきか﹄という哲学や理念を八田氏は教えてくれた

ャスティス﹄にはいささかも変わるところかありません﹂︒

大洲﹂を完成させた︒その水利事業は﹁世界の土木界に驚

李登輝氏の訴えたかったことは︑八田の人間についてで

そして﹁第三は︑八田夫妻が今でも台湾の人々によって

いる︒﹁新しい方法が取られても︑農民を思いやる心の中

ある︒工事では多くの現地人も一雇われて働いていた︒李氏

尊敬され︑大事にされる理由に︑義を重んじ︑まことを持

嘆と賞賛の声を上げさせ﹂︑八田は﹁嘉南大洲の父﹂とし

は﹁八田輿一氏は技術者として抜群に優れていたばかりで

って率先垂範︑実践弱行する日本的精神が脈々と存在して

には伝統的な価値観︑﹃公議﹄すなわち﹃ソーシャル・ジ

なく︑人間としても優れていました︒肩書や人種︑民族の

いるからです︒日本精神の良さは口先だけじゃなくて実際

て六十万農民の畏敬の的となった︒

違いによって差別しなかったのです﹂と述べて︑いくつか

ということを忘れてはなりません﹂と︒今も嘉南大洲に住

に行う︑真心をもって行うというところにこそあるのだ︑

李登輝氏は講演を次のように結んでいる︒﹁何が日本精

む村人は毎年五月八日の八田の命日に︑烏山頭ダムのほと

のエピソードを紹介している︒

神であるか︒八田氏の持つ多面的な一生の事績を要約する

りにある八田夫妻の墓参を欠かさずその遺徳を偲んでいる︒

決断できない︑日本政府および外務省の姿勢を︑李氏は︑

中国の横槍に脅えて︑私人︑李登輝氏へのピザ発給すら

﹁他策なかりしを信ぜむと欲す﹂

ことによって明瞭になります︒第一のものは︑日本を数千
年の長きにわたって根幹からしっかりと支えてきたのは︑

そのような気高い形而上的価値観や道徳観だったのではな
いでしょうか︒国家百年の大計に基づいて清貧に甘んじな
がら未来を背負って立つべき世代に対して︑﹃人問いかに
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どう考えているだろうか︒

李登輝氏は旧制台北高校から京都帝国大学で学んだ︒大

寒々匪朗経営苦心の存する所深く脳裡に印象して今なお去

らず局中に在て責歴責見を鼓述す﹂と︑当事者としていか

﹁武士道﹂は世界のベストセラーとなった︒日本及び日本

人に日本人の精神文化を紹介する目的で︑英文で書かれた

熟読したのが新渡戸稲造の﹁武士道﹂だったという︒外国

まれ︑日本人として切瑳琢磨の生活を享受した︒とくに︑

られている︒高校時代の青年李登輝は良き師︑良き友に恵

他の有色民族国も欧米諸国との不平等条約関係を改める道

本と対等な条約関係を結ぶに至った︒これが突破口となり︑

で︑他の白人国も次々と日本との条約改定交渉に応じ︑日

後進国に大きな希望を与えた︒日英条約が改定されたこと

人種の国が初めて白人国家との対等性を勝ち取ったとして︑

英国との不平等条約改定交渉を成功させたことは︑有色

に判断し決断したか︑赤裸々に記述している︒

人への偏見を改め︑尊敬を集めるうえで︑﹁武士道﹂の果

が開けたのである︒

東亜戦争のただ中である︒兄君は戦死して︑靖国神社に祭

たした功績は極めて大きい︒そして︑明治の日本人に通底

明治二十七・二十八年の日清戦争を戦ったときの外務大

約改正に結実した︒陸奥には︑そうした国際環境を利用す

あり︑それが英国をして日本支援の必要を生み︑懸案の条

日清戦争はロシアの南下を牽制する︑隠されたねらいが

臣は陸奥宗光だった︒陸奥は︑維新以来の懸案だった不平

る広い視野があった︒

する道徳的規範が﹁武士道﹂の精神であった︒

等条約を︑英国との間で改定し︑日清講和条約を仕上げる

に残した︒二カ月程で一気に書き上げた第一級資料である︒

在任中に手がけた外交をその手記︑﹁秦々︵けんけん︶録﹂

﹁畢寛我に在ては其進むを得べき地に進み其止まらざるを

派の要求を退け︑大局観に立って返還に応じた︒餐々録は

島を清に返還せよ︑との干渉があった︒陸奥は日本の好戦

また︑日清講和条約締結直後︑露仏独三国による遼東半

その緒言で︑陸奥は︑記憶のまま書くので︑誤謬があるか

得ざる所に止まりたるものなり余は営時何人を以て此極に

と︑休暇を取って︑大磯で病気療養生活に入る︒そして︑

もしれないが︑﹁重要問題の記事に至ては営時余が職守上
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富らしむるも亦決して他策なかりしを信ぜむと欲す﹂と述
べている︒国際環境︑有色民族日本の台頭を警戒する欧米

列強との力の差を冷静に勘案しての決断だった︒そして誰
がその衝に当たったとしても︑これ以外の選択の道はなか
ったと信ずる︑でなければ︑﹁百戦百勝の結果を将に失は
むとする﹂結果になったやもしれない︑と述べている︒

同じような例は︑日露戦争を終結させた小村寿太郎と明
治政府の決断に見ることができる︒好戦派とその扇動にの
る国民の声に逆らっての和平の選択だった︒

佐藤栄作首相とニクソン米大統領の間で︑沖縄返還協定
が結ばれた︒若泉敬京都産業大学教授が返還交渉の密使を

務め︑後年その記録を﹁他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス﹂の

○西国の理事は希蝋の時より布位多亜立士徳の諸大

家出て其立論の法初より支那と異にして︑訓誠の篭

よりは︑精剖深造の意多し︑故に最初より支那に比

すれば己に精微といひて可なり︑羅馬の末より久し

く理畢の衰微を致し鼻が︑千六百年の頃より理事再

興し︑諸国に比畢の大家輩出し互に驚して其上に出

んと欲す︑蓋し西国の理事世界には孔孟の如く後世

に推尊せらる鼻の人なし︒布位多亜立斯の二人の如

きは責に古代の碩畢にして聖賢とも構すべき人なれ

ども︑後世の理論家は猶其言の暇漉を指摘して少し

も偶借することなし︑故に其理論近年に至り︑盆精

題名で出版した︑陸奥の自負にあやかってのものである︒

小泉首相も︑さきの臨時国会施政方針演説で︑この句を

微を極め是に希臓の時に比すれば巳に其位を進むる

こと数等の高さに及くり︒

︵曾組偶筆より︶

援用している︑しかし︑残念ながら小泉外交の対中︑対韓︑
対北朝鮮︑対露︑さらに対米姿勢には国家観が希薄である︒

魂が入っているようには見えない︒李登輝前総統の理想と
する﹁日本精神﹂そのものにも及び腰ではないか︒
︵評議員・外交評論家︶
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わたしが出会った明治人は︑二つの気性を確実な遺伝子

ですよ︒国という言葉が無くなったら︑原田はシャボン玉
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のように持っていました︒一つは︑﹁国を思いやる﹂とい

が破裂するように消えてしまうんでしょうね﹂と︑愚痴る
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う心情です︒巷間よく耳にする﹁憂国﹂とか﹁愛国﹂とか

のでも無く苦笑するのでも無く︑縫い物をしながら静かに
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いうありきたりの言葉では表せない︑骨の髄から惨みでる

咳いていたのを思い出します︒

安岡正篇もそうでした︒﹁鍬を握って家を斉へ郷を思い︑

ような激しい﹁わが祖国への思い﹂です︒その倣骨の心情
は︑李白の﹁気岸遥に凌ぐ剛士の前﹂という詩を思い起こ

たのだ︒吉田松陰しかり西郷南洲しかり︑鍬を手にした田

藩を思い国を思いやることの出来た者が︑維新をやり遂げ

近衛文麿や北一輝の若き親友だった原田政治の夫人は︑

舎武士の尊い汗に︑この国が︑吸い寄せられて行ったの

させました︒

﹁原田は︑結婚してから今日まで︑︹この国のありよう︺と
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期明治人の刻骨銘心の信条でありました︒

前期明治人︑江戸末期に生まれ明治初期から中期に活躍

だ﹂と︑淡々と話していました︒また︑﹁人間にとって教

育ほど大切なものはない︒国家の運命も教育の裡に存す

大きく寄与したことは周知の事柄であります︒明六社のメ

した人々も︑﹁国家の運命は教育の裡に存する﹂を朗行推

この二人は︑そして裕福ではありませんでした︒

ンバー福沢諭吉は言います︒﹁園の文明は上政府より起こ

る﹂と︑常々言っていました︒金鶏学院や日本農土学校な

自分の能力︑名声︑人脈を利用して金儲けをしようとは

るべからず︑下小人より生ず可らず︒必ず其中間より興り

進していました︒我が会の会祖西村茂樹をメンバーとする

決してしませんでした︒他人に智恵を授け︑金儲けをけし

て衆庶の向ふ所を示し︑政府と並立って始めて成功を期す

どを開設し︑﹁国家の明日を思いやる﹂人傑の育英に力を

かけることはしても︑おのれの手を汚すことは極端に嫌っ

可きなり﹂︒つまり︑明六社社員である﹁賢智の徒﹂が︑

﹁明六社﹂の人々の啓蒙教学の実践は︑近代日本の発展に

ていました︒単に潔いというだけではなく︑金銭の遣り取

国民を啓発教導することが︑園の精神の豊穣に結び付くと

注いだのも︑彼の国を思いやる深い志に発したものでした︒

りに付きまとう﹁恥・塊﹂に骸まることを虞れていたので

﹁畢道蔵規・十則﹂の第一条︑﹁賢を尊び︑道を慕い恥を知

安岡は︑日本農土学校学生募集要項︵昭和六年四月︶の

れ︶は﹁荷も賢智の徒たらんとする者は先んじて之を救ふ

たるが如し﹂と指弾し︑明六社社員・西周︵にし・あま

さらに︑﹁恰も園は政府の私有にして︑人民は国の食客

自負しているのです︒

る者入るべし︒自負して信ならず︑漸悦する所無きは容

ことなくんば亦世道上に齢いて其罪なしと謂うべからず﹂

す︒

︵ゆる︶さず﹂と︑言い切っています︒原田は︑﹁仰いで天

と言っています︒

燥感をみることができます︒福沢諭吉︵天保五年生まれ︶

その言葉に︑園を思いやる明治人の強い責任感と深い焦

に塊じず︑伏して人に塊じず﹂と︑口癖のように言ってい
ました︒

﹁仰不塊齢天﹂こそ︑彼ら明治三十一・二年生まれの後
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は﹁国を思いやる日本人﹂の理想を︑どのように描いてい
たかは︑彼の次の文章で窺い知れます︒

﹁ああ西郷隆盛をして少しく学問の思想を抱かしめ︑社
会進歩の大勢を解してその力を地方の一遍に用い︑政権を
ば明らかに政府に帰してその行政に便利を与え︑ひとり地
方の治権をとりてこれを地方の人民に分与し︑しかるのち
に民選議院をも設け立憲政体をもつくり︑以て全日本国の

﹁唐く各国の制度を採り開明に進まんとするならば︑先

ず我が国の本篭を居え︑風教を張り︑然して後徐かに彼の
長所を斜酌するものぞ﹂

﹁曾計出納は制度の由って立つ所︑百般の事業皆是れよ

り生じ︑経輪中の枢要なれば︑慎まずばならぬ也﹂

﹁節義廉恥を失て︑園を維持するの道決して有らず︑西
洋各国同然なり﹂

は全かる可からず︒彼の強大に萎縮し︑円滑を主として︑

﹁正道を踏み︑園を以て蕊るるの精神無くば︑外国交際

と称すべきなり﹂と謂い︑あらゆる西郷批判論に反駁して

曲げて彼の意に順従する時は︑軽侮を招き︑好親却って破

（39）

面目を一新するの大目的を定めしなば︑天下未曾聞の美事

います︒そして︑﹁その精神至っては間然すべきものなし﹂

れ︑終に彼の制裁を受るに至らん﹂

︵評議員・㈱遣珠刊行会社長︶

明治人の気概の根底にあった精神と思えるのです︒

郷の純朴な﹁もののふの心﹂こそが︑維新の動機であり︑

田舎武士・西郷隆盛の心髄より発したと思えてきます︒西

西郷南洲の蔵言︵遺訓︶を読むとき︑明治人の気概は︑

己を尽くし人を答めず︑我が誠の足らざるを尋ぬくし﹂

﹁人を相手にせず︑天を相手にせよ︒天を相手にして︑

として︑田舎武士の園を思いやる心を高く評価しているの
です︒

庄内藩士の記録した西郷隆盛の蔵言には︑西紀二千三年
の今日においても︑傾聴すべきものが多くあります︒

﹁廟堂に立ちて大政を為すは天道を行ふものなれば︑些
とも私を挟みては済まぬものなり﹂

﹁事大小と無く︑正道を踏み至誠を推し︑一事の詐謀を

ぞ

用ふ可からず︒作略の煩いきっと生じ︑事必ず敗るるもの
L−−

村晴朗

力を高めることは︑必ずしもそれを取扱う人間そのものの

人を動かすことが巧みになることは︑基本的には動物の飼

向上を意味することにはならない︒人扱いが上手になり︑

しかしこの方面の教育だけで︑教育の目的が達せられた

一

︻特別寄稿︼

一人間をよくするための教育

二種の教育

人間の世の中を住みよいものにするためには︑その生活

このような知識・技能が人間の実際生活において重要で

あり︑その方面の教育訓練がきわめて必要であることはい

育や調教の技能を身につけることと変わりはないであろう︒

うまでもない︒今の社会に適応するためには︑国語や算数

のにする工夫との両側面の努力が要求される︒教育活動に

もこの二方面があって︑外界処理のための能力を増し︑社

の知識技能︑ある程度の自然科学の知識や技術︑社会の仕

環境や外的条件をよくする工夫と︑人間そのものをよいも

ものの内容を向上させ︑人格を高める方向とがある︒

とは言えない︒その教育だけでは人間そのものの中味を上

であろう︒

組みなどを学ぶ必要があることは︑誰しも異論がないこと

会生活を一層能率よく営む能力を高める方向と︑人間その
外界処理の能力を高める目的は︑外界や周囲の人間が自

事物や自然や人間を意のままに変えようとすることに力点

自分の内容を一層よく改善するよりは︑自分が対象とする

等にする方面が欠けているからである︒

分に都合よく動くように処理する方途を増す点にあるので︑

がおかれる︒道具や機械をつくり︑それを使用する能力︑

法律や規則をつくり︑それを守らせたり︑利用したりする

(40)

北

教養の意味

わが国では一般に︑人間を上等にするのは所謂教養であ

中等教育について︑これから大切なこととして︑

要な見方を示しているのは藤原正彦氏である︒氏は初等・

優秀な成績で卒業した学者や高級官僚や作家や企業家など

頭の腕力の増強に相当するもの︑②は堅固な船に相当する

③情緒力を高めること︒
この三点を強調する︒船と船頭とにたとえれば︑佃は船

②きちんとした健全な知識を与えること︒

①論理的思考力を高めること︒

がそれである︒しかし︑このような人びとに人間として上

に重視された︒藤原氏は︑ここ五世紀ほどは︑欧米の近代

もの︑③は船頭の方向感覚に相当する力であるととし︑特

るという考えが強かった︒ひところは教養のある人の代表

等であるという証拠はない︒むしろ今日ではこれらの人び

者としては文化人とか知識階級とかがあげられた︒大学を

とが犯罪をおかしたり︑道徳的指弾の的になることが非常

あるが︑最近になってそういう考え方の限界が現れてきた

的合理主義とか論理的思考が支配的な優位を誇った時期で

と考える︒そして論理的思考は何故破綻するかを吟味し︑

に多い︒そこで新しい意味の﹁教養﹂が改めて吟味される

次の理由をあげる︒

ことになったのである︒その一応の結論は昨年末にまとめ

られた中央教育審議会が教養の概念として示したところに

②重要なことは論理的に説明できないこと︒

①人間の知性に限界があること︒

見られる︒それによると﹁教養とは基礎学力と知識︑これ
らの基盤となる国語の力︑社会規範意識と倫理性︑感性と

側論理は短く結論は対症療法的になりがちであること︒

③論理では出発点を選ぶのは情緒であり︑

美意識︑困難を乗り越えるための体力と精神力など︑
﹃知・徳・体﹄知・情・意といった概念の構成要素やその

それは︑日本人の情緒︑美に感動する力を活用し︑武士

氏は次のように提案する︒

論理でカバーできない点を何で埋めるかについて︑藤原

総体としてとらえることができる︒﹂しかしそれでは鈴木
会長の評にあるように︑あまりに﹁総花的で普通教育とい
いかえてもよい内容﹂である︒

重し︑もののあわれを感知する心を育成することで︑その

道精神を酒養し︑伝統への畏怖︑それにひざまずく心を尊

つまりそこでは人間の中味をよくするという点が明確に

されていないのである︒あるいは普通教育と人間形成の教

中心は日本人に特有な情緒力を高めることである︒

育とが分化していないとも言える︒環境処理の知識技能の
教育が混入しているのである︒この点に関してきわめて重
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しくないものに対する嫌悪︑拒絶︑反発などの心の作用で

を重視する業の考え方からすれば︑貧や腹は感情だけに止

因果性などについての無知︑無明である︒広義の行動傾向

あり︑共に情緒的傾向である︒癖は一切の事物の無常性︑

情緒力を高めることは︑具体的には︑自然や詩歌の美に

まらず︑その衝動傾向を含み︑癖でも愚かな行動やふるま

感情の純化

てることなどであるが︑それはなまの情緒傾向を制御し︑

感動する心︑誠実・勇気・忍耐の心︑卑怯を排する心を育

煩悩を断ずることは普通の人には至難の業で︑分別起の

いると考えねばならない︒

いが注目され︑さらにそれを口にする言語活動も含まれて

妻である恋人を殺し︑俊寛は鬼界ケ島からの赦免を許され

煩悩にせよ︑倶生起の煩悩にせよ︑それを断ずるには︑菩

文覚上人は若い時はげしい恋情に駆られて︑誤って人の

純化する意味をもつことに他ならない︒

ない怨みにより狂態を演じて世人の批判を浴びた︒そこで

薩修業の可なり進んだ段階でなければならないと言われる︒

指導することはできないのである︒世界的数学者岡潔は多

教養教育が人の生涯にわたる営みであることの強調である︒

さて︑中央教育審議会の提言でもっとも首肯される点は︑

生涯にわたる教育︑学習

は自然的な情緒や衝動の抑制が求められるのである︒

仏教的に言えば︑煩悩を絶たなければ情緒は純化されな

変数解析関数論の研究をはじめる前︑一年ほど芭蕉の俳句

世の常の教育論においては︑教育は学校教育で終わりを告

いのであり︑純化されない情緒力は︑論理的思考を正しく

と連歌を研究し︑その後も数学研究に入る前一時間は念仏

げるように言われることが多いが︑本当は生涯の仕事であ

ここで仏教でいう煩悩について簡単に説明したい︒煩悩

をあげたという︒

﹁論語﹂には︑﹁われ十有五にして学に志ざし︑三十にし

り︑従ってそれは自己教育に依るものと考えられる︒

にして耳順う︑七十にして心の欲するところに従って矩を

て立つ︒四十にして惑わず︑五十にして天命を知る︒六十

は大きく分ければ負・腹・癖・慢・疑・悪見の六種となり
随煩悩で二十に分けられる︒煩悩には生後の教えなどによ

己教育に努めた姿がおのずからうかがわれる︒

超えず﹂とある︒孔子が︑五十︑六十︑七十になっても自

細分すれば悪見を五種にし計十種になる︒派生的な煩悩は
って生じた分別起の煩悩と生得的な倶生起のものとがある︒

﹁心の欲するところに従って矩を超えず﹂は︑人間とし

煩悩や随煩悩をさらに大きく分ければ︑負腹凝に帰着する︒

そのうち負は好ましい対象に執着する心の作用︑腹は好ま
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て最高の境地といえるが︑孔子のような大徳にしても七十
晩年に至るまで︑人格の玉成を目ざして努力の日々を過ご

年の努力を必要としたことが知られる︒これはまた孔子の
したことを示唆する言葉でもある︒

昔の教育で見のがせぬことは︑人間形成の教育訓練が比
較的幼時からはじめられたことである︒初学者に課せられ

教育の特長の一つでもある︒

芸能の修業と人格の形成

日本芸術の学習には感情の純化を伴うが︑人格形成が常

に標傍されるとは限らない︒しかし︑芸能の中にはその点

たとえば︑武道の修業では人格の形成が中心で︑武道の

を強調するものも稀ではない︒

絶妙さはその派生的成果であることを主張するものなどで

た古典の素読は主として四書について行われたが︑これは

人間最高の智慧の口調は年少者にもよい影響を及ぼすとみ

はその代表的人物であろう︒﹁射は人格完成の手段であっ

ある︒ドイツの哲学者へリゲルが師事した弓道の阿波師範

て︑正しい射を修行すれば︑一射ごとに人格の向上を図り

る人間観によるのかも知れない︒格言や諺なども年少の時

得る︒而して一箭ごとに完全な自我が宇宙と合体し得る︒﹂

から教えられていたと思われる︒本当の意味は幼時には理

解できなくとも︑後年の深い理解のために用意性を与える

ば射における適中の度が自然と向上すると言われる︒そこ

と説いた︒従って弓道では射における心の態度が身につけ

上では有用性をもつものである︒

日本芸術の特長

も同様な心構えが要求される場合が少なくない︒そこでは︑

体化することが求められるのである︒剣道や柔道の修行で

では︑射における動作の修行と心のもち方の修行が津然一

場に立って日本芸術の特徴を吟味し︑とくに能楽︑南画︑

心理学の千葉胤成は︑感情優位を強調する固有意説の立
俳句および茶道について考察し︑その全体を貫く基本概念

人間形成がまず要求されるのである︒

感情が制御され︑高雅にまで洗練され︑幽玄にまで象徴化

て︑その結果︑旧制高等学校が廃止された︒この意味で教

の教育がエリート教育の趣きをもつということが指摘され

戦後における戦前の教育制度の批判の一つとして︑戦前

エリート教育の一般化

として︑高雅︑象徴性︑力動性をあげた︒その中心はたし
かに感情であるが︑それはなまの感情ではなく︑芸術的に

された感情である︒このような感情の純化は︑和歌︑日本

洗練された感情である︒たとえば︑能における美はなまの

画︑華道等の教育学習でも要求されるところであり︑日本
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の人々に普及させる方向をもっとされ︑それが戦後の教育

育の民主化は︑ともすれば程度は低くても教育を広く一般

人格的接触による謬み込み教育

ゲーテは﹁人はただ人によってのみ形成される︑善い人

びとは善い人びとによってのみ﹂と語った︒この言葉は︑

界の支配的風潮となったように思われる︒しかしもう一つ
の民主化は︑程度の高いものを標準としてそれを一般に及

の本質を言いあてている︒この発言は現職の教員の口から

人間と人間社会についての深い洞察に基づくもので︑教育

能︑南画︑俳句︑茶道の狙いは︑今日でも非常に高度で

は言いにくい言葉であるかも知れないが︑それにも拘らず

ぼすことで︑今日の緊急な課題であると思われる︒

あるが︑その修業者の学習の程度が一般に低いところに止

わが国の教育の独自の特長は師弟が長時間親密な接触を

している︒

保ち︑その間に思想や態度や学問を全身に吸いこむ﹁惨み

大切な点はｌ教育の原点は人格の触れ合いである点を指摘

れているが︑その人々の中には︑可なり程度の高い水準に

込み型﹂の教育であるといわれるが︑人間そのものをよく

に属する人々の数は︑それぞれ千葛をこえるものと推定さ

達している人も稀れではないと思われる︒生け花︑古典芸

する人間形成の教育は主としてこの種の教育によることを

まっていると見ることはできない︒今日俳句や短歌の結社

の教育・学習についても︑ほぼ同じことが言えよう︒

銘記しなければならない︒家庭教育の衰弱を含め︑教育影

能︑書道︑武道やスポーツやその他の伝統工芸や技能など
人間形成の教育・学習でも同じことを要望することは無

術︑技能の専門教育においても︑さらに基礎教育を与える

響の低下は︑何よりも﹁人による惨み込み教育﹂の低下に

まず低学年の子どもに対しては︑具体的徳目では初級の

普通教育においても︑おのずから人格教育︑人間性の向上

理であろうか︒もちろん発達段階による教育︑学習の内容

ものであっても︑その目的は高いものでなければならない︒

の意義をそなえたものになるのではあるまいか︒さらにこ

基くと言えるのではあるまいか︒そしてこの種の教育は学

その学習はまた高等教育にまで継続され︑さらに生涯の課

の主張は児童生徒と教師との接触時間の短縮化を目ざす最

には差異があるだろうが狙いとするところは同じである︒

は︑その教育が教師や先輩との直接的影響または間接的感

題であることを体得させねばならない︒ここで大切なこと

れるのである︒

近の動向に重大な反省を促すものではあるまいかとも思わ

化によることである︒

︵特別会員・東北大学名誉教授︶
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請われて植樹されており︑記念誌の編集にあたり各地を回

会祖は︑島根県内の巡講のとき四か所で地元の篤志家に

とができました︒

はじめ松江支会に係わりのある記事など多くを収録するこ

道﹂のバックナンバーから︑会祖の中国地方の巡講日記を

の記事も掘り起こすことができました︒また一方では﹃弘

資料の中から︑当時の模様をくわしく伝える﹃山陰新聞﹂

根県内の各地で講演をしておられます︒県立図書館の保存

彦

って現地調査をしました︒しかし︑何分にも百四年も前の

（45）

1

一﹁会祖西村茂樹先生記念植樹之碑﹂の建立を終えて

６９︐０６００４０４１１１４４１６６︐４１４１４０４１１１１も４６４

会祖の植樹跡を訪ねて

明治三十年には会祖西村茂樹先生が十二日間にわたって島

明治二十六年に松江支会が誕生しており︑その四年後の

起こして記録に留めようという編集方針によるものでした︒

まらず︑その母体となった松江支会の百年近い歴史を掘り

記念誌を発刊しました︒それは島根支会十年の歩みにとど

の一つとして﹁温故弘道﹂と名付けたＢ５版百三十六頁の

島根支会は昨年︑創立十周年を迎えましたので記念事業

一一伊一b今一己陽一←b凸腸一

場所の記録がなくて︑残念ながら﹁これが記念樹﹂と特定

校庭については標識が残っておらず︑また具体的な植栽の

ことです︒松江城の崖下や出雲大社の境内︒大田小学校の

は誠にありがたいことと言わなければなりません︒

す︒松食い虫の被害にも会わず︑今日の日を迎えているの

い思い出の松として︑温かく見守り続けてくださっていま

なっていますが︑地元の皆さんにとっては幼い日の懐かし

られます︒その文中で明らかなように会祖の植樹と特定で

祖手植の松を尋ねて﹂という随想を﹃弘道﹄に寄稿してお

推測されます︒そこで島根支会として︑新しい記念碑を建

したが︑上部が欠損しており今後さらに風化が進むものと

現存する石標は一世紀をこえる歳月と風雪に耐えてきま

あらたな記念碑の設置を

することができませんでした︒

県内でただ一か所︑大森小学校の校庭に植樹された松に

きるのは︑迩摩郡教育委員会長であった安井好尚翁が敬仰

立してくださるよう日本弘道会に要望しました︒本会にお

ついては︑鈴木会長様が平成三年に現地を訪れて﹁西村会

の念から﹁宮中顧問官西村茂樹翁手植松﹂という石標を設

かれては︑その必要性をご認識いただき格別のご配慮によ

り会祖没後百周年の記念事業として︑平成十四年度事業に

置され︑それが現存しているからです︒

明治三十年といえば︑大森代官所跡に建っていた大森小

採択していただきました︒

そこで︑地元の支会として検討委員会を立ち上げて本会

学校が改築された年で︑白ペンキ塗りの堂々たる二階建の
校舎は︑この地方随一のモダンな建築で人々は度肝を抜か

との密接な連携のもとに計画を進め︑計画が具体化した段

ところで︑大田市大森町は︑かって〃石見銀山″として

れたそうです︒会祖は講演のあと安井翁に請われて新校舎

その後︑昭和二十八年に小学校が移転するまで約六十年

栄えたところで︑いま世界遺産登録を目指している歴史と

階で実行委員会と改称して準備作業に取り組みました︒

間にわたって〃西村翁の松″として親しまれ︑児童ととも

伝統のある町です︒大田市伝統的建造物群保存地区保存条

の玄関前の校庭に植樹しておられます︒

に成長したことになります︒現在は大森代官所跡駐車場と
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例によって︑さまざまな規制がなされています︒新たな記
念碑の設置については︑大田市ご当局の許可が必要でした︒

また︑現地は市有地ですが大森観光開発協会が駐車場とし

意義深い除幕式

会祖が植樹された十月二十七日を選んで︑記念碑前で除

光開発協会の河村政経会長様には格別のご理解とご支援を

このような条件の中で︑幸いにも大田市ご当局や大森観

理として大田市教育委員会の松本教育長様はじめ大田市の

族様︑島根県教育委員会の中村教育委員長様︑大田市長代

ご来賓には︑現在の石標を設置された安井好尚翁のご遺

幕式が行われました︒

いただきました︒さらに大田市在住の会員である渡逼晴夫

関係者や地元の小中学校の校長先生︑地元の関係団体や自

て管理されているところです︒

様には計画段階から係わっていただき︑支会との連携のも

治会の会長様など︑ご臨席いただきました︒

おいでくださり︑島根支会の会員や役員など出席し総勢四

本会からは鈴木会長様︑藤下評議員︑七海事務局長様が

とに大田市ご当局や地元関係者各位︑俵石材店との折衝や
調整など献身的にご尽力いただきました︒

記念碑は︑青御影石︵閃緑石︶で台座を含めて高さ約百

当日は︑ときおり小雨のばらつくあいにくの空模様とな

十一名の参集となりました︒

により︑気品溢れる仕上がりとなりました︒題字は島根支

りましたので︑予定を早めて午前十時五十分に七海事務局

三十センチ︒俵石材店の優れた技術と誠実かつ適切な対応

会の飯塚一雄会長が揮墓したもので︑裏面には本会で推鼓

長の司会により始まりました︒式次第は次のとおりです︒

日本弘道会事務局長七海隆

式次第

された説明文を銅版で作成し俵め込んであります︒

除幕式

環境も立派に整えられた記念すべき地に︑会祖が植樹さ
れた経緯と意義を明らかにする碑を建立することができま

開式のことば

除幕

した︒この事業にお力添えを賜りました皆様方に心からお
礼を申し上げる次第です︒
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安井好尚翁玄孫豊田佑吏彩様外4名の方々で除幕

式辞
経過報告

安井好尚翁の玄孫

ゆりあ

豊田惰吏彩様

島根県教育委員会教育委員長 中村俊郎様

鈴木勲

大田市市長 熊谷国彦様

社団法人日本弘道会会長

松本幹彦

鈴木勲

同島根支会会長 飯塚一雄

社団法人日本弘道会会長

記念碑実行委員会委員長島根支会副会長

大森観光開発協会会長 河村政経様

俵嘉夫様

大田市市長熊谷国彦様

島根県教育委員会教育委員長中村俊郎様

日 本 弘 道 会 島 根 支 会 会 員 渡漫晴夫様

有限会社俵石材店代表取締役

感謝状贈呈

祝辞

祝電披露

閉式のことば日本弘道会評議員藤下昌信
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除幕式にあたり各方面から祝電をいただきましたが︑文
部科学大臣からの祝電をご披露いたします︒

この度︑島根県大田市大森の地に日本弘道会会祖西

村茂樹先生記念植樹之碑が建立され︑その式典が挙行
されるにあたり心よりお祝い申し上げます︒

我が省の先達であられる西村先生が生涯を捧げられ
た道徳運動に思いを致すととともに︑日本弘道会が一

（49）

二○有余年にわたりその理想を追求し︑日本道徳の確
立のために尽力されていることに敬意を表し︑これか
らも鈴木会長のもと責会及び島根支会がますますのご
発展を遂げることをお祈り申し上げます︒

文部科学大臣遠山敦子

正午前に除幕式をとどこおりなく終え︑大森会館二階の

大広間を会場に祝賀会︑島根支会の藤木敦幹事の司会で開
会しました︒

はじめに島根支会の飯塚一雄会長が記念碑建立の喜びと

意義をこめて挨拶︒ついで大森観光開発協会の河村政経会

左から中村達郎教育委員長、飯塚一雄支会長、安井三保子、安井好尚翁令孫
夫人、豊田情吏彩玄孫、豊田紳敬曾孫、鈴木勲会長

一面会祖手植松の全景写真にタイトルなど配置

りです︒

存協会の吉岡寛会長様が︑小学校時代の〃西村翁の松″に

二面﹁除幕式の式次第﹂と記念碑︵表裏︶の写真

長様のお祝いの言葉と乾杯の音頭で開宴︒大森町文化財保

まつわる思い出話を披露されるなど︑終始なごやかな雰囲

三面現存する石標の拓本︵縮小︶と﹁大森小学校の思

︵﹃弘道﹄から抜粋︶

記念碑建立を前にした十月二十三日の﹃山陰中央新報﹄

＊＊＊

四面鈴木会長の随筆﹁西村会祖の手植の松を尋ねて﹂

い出﹂

気のひとときとなりました︒最後に日本弘道会を代表して
鈴木勲会長様が﹁めでたく記念碑の建立を終えたことを感
謝します︒今後とも会祖の手植松を温かく見守ってくださ
るようお願いします﹂とお礼とお願いの言葉を述べられて
閉会となりました︒

〃歴史のまち大森″に会祖の事蹟を偲ぶ記念碑が建立さ

であります︒これからも会祖手植の松が︑いきいきと生長

陰中央新報﹄﹁島根ワイド版﹂には除幕式の模様がカラー

が取り上げられました︒除幕式翌日の十月二十八日の﹃山

の一面コラム欄﹁明窓﹂に︑日本弘道会と西村会祖のこと

し続けることを願っております︒そして︑地元の方はもと

刷りで掲載され︑同月三十日の﹃島根日日新聞﹄にも記念

れたことは︑島根支会にとって︑大きな喜びであり︑誇り

より大森を訪れる多くの人々に︑この松を仰ぎ見て日本弘

碑建立のことが報道されました︒

︵記念碑実行委員会委員長・島根支会副会長︶

道会について理解を深めて貰うことができれば︑弘道精神
の普及浸透に役立つことでありましょう︒

付記
〃見る︒読む・知る″をコンセプトに︑Ａ４サイズの
﹁除幕式のしおり﹂を作成しました︒その構成は次のとお
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七海

野を越え山を越え︑川を渡っての島根巡講への旅立ち

｜︑会祖の島根県巡講を偲ぶ

を記させていただくことといたします︒

﹁西村茂樹先生記念植樹之碑﹂建立に想う

﹁西村茂樹先生記念植樹之碑﹂の建立については︑︿会祖

西村茂樹先生百年忌記念事業﹀のひとつとして計画化され︑

会祖西村茂樹先生は︑明治三十年十月二日︑海路により

建立が進められてきましたが︑平成十四年十月完成し︑十
ました︒

県の講演旅行を続けられながら十月二十日︑島根県松江市

横浜港を出航して神戸港に上陸され︑兵庫︑岡山︑鳥取各

月二十七日︑島根県大田市大森において除幕式が挙行され
除幕式には︑明治三十年︑会祖西村茂樹先生が大森小学

会祖は︑当初九月三十日の出発予定だったのですが︑連

に到着されました︒

校で講演されたときに松樹を植えられたのを記念して﹁宮
中顧問官手植松﹂の石標を建てられた安井尚好翁のご遺族

日の雨天のため十月二日に延び︑鉄道が不通のため急遠海

を始め︑中村俊郎島根県教育委員長ほか多数の方々のご参
加をいただいて︑意義深い除幕式を盛大に無事終えること

し︑上・中等切符が売れ切れになっていたので下等切符で

路に変更し︑横浜港を神戸へむけて出航されました︒しか

たが︑はなはだ不快であったとのことです︒

乗船されました︒船室は狭除で不潔を極め︑海は平穏でし

除幕式の次第等の詳細につきましては︑記念碑の建立に

が出来ました︒

告されておりますので︑私よりは︑記念碑の建立に関係し︑

神戸では︑千四︑五百名の聴衆に徳育談を行い︑師範学

当たられた記念碑実行委員会松本幹彦委員長より本号に報
除幕式に参列させていただいた者の一人として所感の一端
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隆

して人力車に乗換え︑加古川では鉄橋破損のため︑渡し舟

ますが︑大雨で鉄道がところどころ破損のため︑途中下車

校長の依頼に応じて生徒に講話を行なって︑岡山に向かい

夜﹂から会祖の島根県下における講演旅行の模様を摘記し

木敦︶に詳しく述べられておりますが︑前掲の﹁泊翁百

せて〜﹂︵﹃弘道﹄第一○一三号︑平成十三年七・八月号藤

ては︑﹁会祖の県内巡講の記念〜島根支会創立十周年に寄

二十七日朝︑大田を出発︒三里で大森︒豪農安井好尚氏

風邪で頭が重い︒

し︑教員の希望で学校に松と桧の二本を植える︒朝から

二十六日朝︑杵築を出発し︑大田に着く︒小学校で講話

晩餐の供応をうける︒

に講演︒大社の境内に松樹を植える︒弘道会員の招きで

二十五日朝七時︑杵築へ出発︒大社参拝︒そのあと公衆

話︒

二十四日汽船で今市に赴く︒午後︑教育会に出席して講

に揮呈︒午後寺院で講話会︒

二十三日朝︑松江城を一周して崖下に楠樹を植え︑諸人

衆に講話︒

二十二日午前高等女学校︑午後県会議事堂で会員及び公

で講話︒午飯後尋常中学で講話︒夕︑知事等と晩餐︒

二十一日朝︑師範学校で講話︑その後私立中学校修道校

十月二十日三保関より中海を渡って夕刻松江に到着︒

ますと次のとおりです︒

で川を渡り︑夜遅く岡山に着くといった強行軍でした︒ま
をきわめ︑山路は牛を一雇って人車を挽かせるといった旅行

た︑津山から烏取への行程では道路破損のため車行は困難
であったことが﹁泊翁百夜﹂︵﹁弘道﹄第九一六号︑昭和六

十年五・六月号︿明治三十年秋十月の旅﹀古川哲史︶に記
当時七十歳のご老体の会祖が︑今では想像することも出

されてます︒

国家道義高揚をの一念で︑ひたすら山陰路を目指して一歩

来ないような言語に絶する交通事情の悪路を︑道徳振興と
一歩と歩を進められたことを思いますと︑感動を覚えずに
はおれません︒

宮中顧問官という高位高官が︑下等船室で一夜をあかし︑

大雨で寸断された山路の悪路を旅行するというようなこと
は︑当時の常識としては考えられないことだったのではな
いでしょうか︒

道徳心を山陰の出雲︑石見の地にひろめようとする会祖
の強い信念が窺がわれ︑その熱い会祖の心に粛然と襟が正
される思いがいたします︒

島根県内の講演旅行会祖の島根県内の講演旅行につい
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演することを決める︒旧家熊谷家に宿泊︒

校の庭前に松樹を植える︒夜︑近村の邑智郡川本より入

迎えられ︑氏と万事話す︒小学校で講話し︑そのあと学

えて山陰の十月の末といえば︑冷気も加わり︑秋霧の時候

どんなに緊張の連続であったことかと想像を絶します︒加

午後︑夜とまさに昼夜兼行の講演を続けるということは︑

を訪れ︑多くの初対面の人々に会って会話を交わし︑午前︑

ことだったろうと思います︒しかし︑日記を緒きますと︑

で︑決して快適な時候でなかったはずで︑さぞやお疲れの

来りて会祖の川本での講演希望あり︑翌日川本に行き講

二十八日出発前︑諸人に揮皇︒安井氏の見送りを受けて

十月二十六日に﹁風邪気味で頭が重い﹂と記されているだけ

川本へ︒険しい上り坂の側路を進み︑郷川を渡船で渡り︑
夕刻川本に達す︒夜村人の家で講話会を開く︒聴衆二︑

で︑疲労を覚えるというような記録はどこにも見当たらな

いのです︒これは︑会祖が人並み外れた体力の持ち主であ

三百人︑数里の遠くより来た者もいたという︒

て肉体の苦痛を精神力で克服されておられたのではないか

られたこともありましょうが︑道徳高揚の意欲に燃えられ

二十九日朝︑諸人のため揮皇をして出発︒郷川を舟で下
に着く︒

石見に向かわれました︒

旅行され︑また風光明娼な山陰の海岸を右手に眺めながら

会祖は︑出雲大社をはじめ出雲神話の謂れのある各地を

と推察いたします︒

る︒両岸は紅葉の最中で眺望非常に佳い︒夕刻︑郷の津

三十日朝︑出発して浜田へ︒午後︑小学校で講話︑夜︑
衆人が来て談ずる︒

三十一日同行の松江支会長︑朝辞去︒諸人のために揮皇

日本の神話にもお詳しい会祖のことですから大社を参拝

されて出雲神話を思い︑出雲風土記の国引き神話や記紀の

し︑そのあと浜田城を見学︒

会祖の島根県下における講演旅行の概要は以上のとおり

べられながら旅行されたことと思います︒しかし︑日記に

八岐大蛇や天叢雲剣などの斐伊川を渡り︑神話を思い浮か

はそういった記録はなく︑ただ杵築に到着し大社を参拝さ

でありますが︑連日朝早くから夜遅くまで︑一日も休むこ
て︑依頼されたら旅行の合間をみて誰にも快く揮墓に応じ︑

の旅行は決して物見遊山を兼ねたものでなく会祖は専ら目

れたの記事のみであり︑講話会に関する記事が大半で︑こ

となく︑講演へ講話の連続であったことが判ります︒そし

じられたのです︒

的である巡講のことに集中しておられたことは明白です︒

山を越え︑川を渡って予定していなかった講演の依頼に応
首都に住み馴れた年老いた会祖が︑見知らぬ不便な地方
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二︑会祖手植の松と石標
会祖手植の松会祖は︑晩年官を辞されて道徳運動に専

うことだったでしょう︒

この校舎は︑昭和二十八年現在の大森小学校に移転する

までの六十年間︑大森町の多くの人材を輩出しました︒

根県教育委員会の中村俊郎教育委員長はじめ︑大森地区の

このたびの除幕式にご参列いただいてご祝辞を賜った島

地を行脚され︑各地で記念の植樹を行なっておられます︒

観光開発に活躍中の河村政経氏︑昭和五十七年の︿くにび

心され︑数多くの著作に力を注がれました︒また︑全国各
島根県の巡講においても前述のように各地で植樹しておら

るのですが︑特定することが困難で︑明確に会祖手植の松

ますが︑その界では世界的に有名な方であり︑一期交代が

なお︑中村俊郎氏は︑義肢装具製作会社を経営しておられ

われた渡逼晴夫氏等は大森小学校の卒業生とのことです︒

き︵島根︶国体﹀で島根県選手団総監督として敏腕を振る

とされているのは︑大田市大森に今なお亭々と誉え立って

の優れた方とのことです︒

普通の教育委員長を請われて二期お勤めというように人望

島根支会では︑記録に基づいて会祖の植樹を調査してい

れます︒

いる松樹のみということになります︒この詳細につきまし

りました︒東の松は東郷元帥の松で︑西の松は西村茂樹先

生︶は︑﹁校庭には︑東と西に二本の大きな立派な松があ

を仰ぎ見ながら勉学に励まれました︒吉岡寛氏︵昭和四年

旧大森小学校の卒業生は︑どなたも会祖のお手植えの松

ては︑︵﹃弘道﹄第九五五号︑平成三年十一・十二月号︿西

道﹄第一○一三号︶に述べられております︒

村会祖手植えの松を尋ねて﹀鈴木勲︶および前述の︵﹃弘
松樹は︑旧大森小学校の校庭の一郭に植えられたのです
が︑﹃大森小学校百年の歩み﹄︵昭和四十七年十二月発行︶

︵昭和十八︑九年頃︶松の木に長い竹を立てかけて登った

戦に使っておりました︒﹂と︑河村政経氏は︑﹁子どもの頃

たことになります︒﹁建坪一五七坪︑建築費二千五百円︑

ものです︒体操の時間や休み時間に足を使わないで上る競

生の松でした︒私たちは東の松︑西の松といって陣取り合

米一升が十銭位の時代である︒白ペンキ塗りの堂々たる二

争をしたのを記憶しております︒松樹の由緒は︑うすうす

によりますと︑大森小学校は︑明治三十年九月完成といい

階建ては︑この地方随一のモダンな建築で︑人々の度胆を

お聞きして深く感銘しました︒この度︑立派な石碑を建て

聞いておりましたが︑西村茂樹先生の偉大なことを改めて

ますから︑竣工したばかりの校舎で︑会祖の講演が行われ

装成った校舎での会祖の講演は︑まさに新築記念講演とい

抜いたのはいうまでもない︒﹂と記されておりますが︑新
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ていただき私たちも弘道を実践していかなければならない
にも当った︒﹂

二十年に私立英和学校を創立し︑初代校主として教育振興

なられた﹃仁摩町史﹄に記録されている﹁大国英和学校学

島根支会幹事の荒木光哉氏︵元県立高校長︶がお調べに

語が大切と英語教育を行ったことは全くの驚きです︒

翁は︑自ら校主となって石見の片田舎で︑これからは英

た先覚者であり︑リーダーであったことが判ります︒

て産業振興をはじめ︑私財を投じてまで教育に力を注がれ

と︑記されており︑維新後の文明開化︑殖産興業に先駆け

と思いをあらたにしました︒﹂と述懐されておられま
す︒

なお︑東郷元帥の松は︑数年前に枯れて︑現在は往時が
偲ばれるほどの大きな切り株のみがが残されてます︒

会祖お手植の松は︑植えられたのは明治三十年でありま
すから︑今年で一○五年で︑五年の苗木を植えられたとす
ことになりますが︑老松とはいえ今なお青々と茂っており

とは当然のことでしょうが︑数学︑化学︑物理なども掲げ

科課程表﹂によりますと︑英語の授業に力を注いでいるこ

れば二○年︑一○年苗木としても二五年の樹齢という
ます︒地元の方々は︑﹁他の松は枯れてしまったのに会祖

ていることには感心いたします︒

られており︑修身︵人倫道徳︑教育学︶も課程の中に入っ

の松だけはどうして生き生きと生き残ったのだろう﹂と言
っておられましたが︑会祖がどうしてもこの大森の地に道

好尚翁が︑西村茂樹先生の島根巡講を見逃す訳にはいかな

このように教育︑道徳に深い意欲をもっておられた安井

徳心を植付けようとの熱い願いが天にも通じて天高く饗え

石標を建てられた安井好尚翁お手植の松が会祖の植え

のことだったでしょうから︑安井氏との出会いを心から楽

かったでしょう︒また︑会祖も安井氏のことは十々ご承知

立っているように思われてなりませんでした︒

られたものであることを特定出来たのは︑何んと言っても

十年第一回内国勧業博覧会に島根県出品人惣代として上京︒

た︒これは全く安井翁のお陰であって︑弘道会員として心

すが︑老朽化したため︑この度新たに石碑が建立されまし

安井翁は︑会祖の植樹を記念して石標を建てられたので

肝胆相照らして話は尽きなかったのではないでしょうか︒

は︑安井氏と﹁万事を話した﹂と記されているのですが︑

しみにしておられたのではないでしょうか︒会祖の日記に

豪農安井好尚翁が建てられた石標がお手植の松の傍らに建
てられていたためでした︒

安井好尚翁は︑﹃島根歴史人名辞典﹄によりますと︑

これを機に農業の近代化の先頭に立つ︒新しい農法の導入︑

﹁迩摩郡大国村︵現仁摩町︶の大地主の家の生まれ︒明治

共進会の開催︑殖牛社の創立など技術指導に当たる︒明治
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から感謝の意を捧げなければならないと思います︒

守﹂といってもよいのではないでしょうか︒

でしょう︒桜守とかいわれますが︑失礼ですが会祖の﹁松

って永年お手植えの松を見守ってこられた方といってよい

身近かな方といってよいのではないかと思います︒したが

孫安井好濫氏令夫人三保子様︑広島市在住の曾孫の夫豊田

除幕式には︑安井好尚翁のご遺族である松江市在住の令
紳敬様︑玄孫豊田惰吏彩様のご参列を頂きました︒心から
なお︑安井好尚翁の顕彰碑は︑大森から仁摩町に通ずる

だった訳です︒石見銀山は︑︑日本最大の貴金属鉱山であ

大森代官所は︑江戸時代に石見銀山を管轄していたお役所

旧大森小学校は︑大森代官所跡に建てられたのですが︑

県道三十一号線の途中右側に建てられております︒題字は

りました︒今では五百人そこそこの過疎の町となっており

厚く御礼申し上げたいと存じます︒

元島根県知事田部長右衛門氏の揮墓によるもので堂々たる

ますが︑当時は二十万人もの人々が働いていたということ

働きかけるなど︑世界遺産の登録を目指して地道な活動を

です︒そこで河村氏等は︑銀山の遺跡を残そうと関係先に

立派な石碑です︒

三︑記念碑の建立に尽くされた方々

島根支会幹部の皆さんの大変なご努力をはじめ︑地元の

熱い心によって建立されたといってよいように思います︒

憩所︑駐車場となっており︑大森観光開発協会では︑今回

がその近辺は︑石見銀山跡の見学︑観光にこられる方の休

お手植の松は︑代官所跡の一郭に植えられているのです

記念碑は︑西村会祖を敬慕する関係された多くの方々の

方々︑旧大森小学校ＯＢの皆様方のお力添えによって完成

の記念碑建立にあたって︑区画の整理︑柵の構築︑つつじ

続けておられます︒

されたものであります︒ここでひとつひとつ申し述べるこ

などの植樹等一方ならぬご配慮と便宜を賜りました︒

大森小学校に学ばれ︑幼少の頃からお手植の松を眺めてお

樹之碑﹂は俵石材店で製作されました︒俵石材店は︑大田

俵石材店と品格ある石碑の製作﹁西村茂樹先生記念植

力を賜り心から御礼を申述べたいと存じます︒

また︑今回の除幕式の開催に当りましても献身的なご尽

とは出来ませんが︑社団法人日本弘道会会長より感謝状を

河村政経氏の献身的なご尽力河村氏は︑現在は大森観

贈呈されたご三方について記させていただこうと思います︒

育ちになられました︒お住まいもお手植の松とすぐお近く

市にあり︑かなり大きな石材店で︑有名な石碑などを数多

光開発協会会長の要職にあられ︑先に触れましたように旧

であることから︑関係者のなかでもお手植の松といちばん
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く手がけてきた石材店とのことです︒

るのでしょう︒上にたつ石碑の大きさ︑色などから大変選

から︑石碑も五十年の後には台座のように黒味を帯びてく

写真のような台石に決定しました︒この台石も閃緑岩です

○センチメートルで形こそ大きくはありませんが︑いかに

黒い大きな台石に決定し︑結果として安定性があっていか

択に迷ったのですが︑皆さんの意見の一致するところ真っ

記念碑は︑口絵の写真をご覧いただくように︑高さ一三

碑です︒

いかと思っています︒

にも台座に相応しい台石を選択することが出来たのではな

も品格を重んじられた会祖の記念碑に相応しい風格ある石
石碑の裏面には︑写真に見られるような会祖の道徳振興
への思いと安井好尚翁の会祖を迎えた意を記した銅板が談

俵石材店のお母さんは︑西村茂樹先生の話を聞いて︑そ

ういう立派な人の碑なのかと︑感動されて損得抜きで︑献

め込まれてます︒

この銅版は︑大田中学校前の土井晩翠作詞・山田耕搾作

長以下製作に当られた工場の皆さんも誠心誠意立派な碑を

身的に記念碑の作成に当っていただきました︒また︑工場

せんでしたら︑このように立派な記念碑を計画どおりに建

渡漫晴夫氏の貢献若し︑渡遇さんが大田市におられま

を申しあげたいと思います︒

製作していただきました︒俵石材店の皆様方に心より御礼

曲の校歌を銅版に刻んだ歌碑にならって富山県高岡市の青
のコントラストが一層の気品を高めてくれています︒

銅版社に依頼して作成したもので︑真っ白な石碑と青銅色
この記念碑の石材について︑俵石材店のお母さんの説明
まれの良い︑縁起の良い石です︒島根県掛合町︵竹下登元

によりますと︑﹁石材は︑青御影石︵花闇閃緑岩︶で︑生

総理の出身地︶の田部長右衛門さんの山からとれた石なの

てることは困難だったのではないかと思います︒

渡逼さんが︑くにびき国体で活躍されたことは︑前述の

で︑川の石と違って風格があります︒石碑は︑切削して︑
磨き上げているので白っぽいですが五十年後︑百年後には︑

ットポールコーチコミッティ顧問やバスケットボール協会

とおりでありますが︑現在は要職を退かれて︑日本バスヶ

会祖の記念植樹之碑建立は︑昨年の全国支会協議会で飯

会員でもありました︒

の役員などスポーツ関係の役職についておられ︑弘道会の

石の中に含まれている鉄分︑モリブデンが溶け出してきて
した目出度い石なのです︒﹂とのことでありました︒

黒づんで来ます︒天叢雲剣もこの石からの砂鉄で作られま
ところで︑台座を選ぶのにお母さんは立派な石を幾つも
準備していてくださって︑選択に困るほどでありましたが︑
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びとなったのですが︑島根支会では︑早速松本幹彦副支会

塚島根支会長から記念碑建立の要望が寄せられて今回の運

予定にしたがって滞りなく意義ある除幕式を無事終えるこ

早めて開会しましたが︑その後風雨は弱まり︑除幕式は︑

の間は六十伽もあり︑さらに大森の問は二十伽と遠隔の地

考えてみますと︑お参りのとき神主さんは始めに大きな太

が︑二︑三回鳴り響いただけで鳴り止み安堵しました︒今

開始前の雷鳴で︑一体どうなるのかと大変心配しました

とが出来ました︒

にあり︑計画を進める上においての障害がありました︒し

かなどと思ったりしました︒また︑秋深い季節の漁で︑海

鼓をたたきますが︑なんか神様をお呼びする雷鳴だったの

めることとしました︒しかし︑支会のある松江市と大田市

長を委員長とする記念碑実行委員会を発足して具体策を進

っても︑まことに頼りがいのある適役の方がおられた訳で

かし︑幸い大田市には渡遥晴夫氏がおられ︑ご経歴からい

この除幕式は︑安井翁の玄孫豊田様︑中村教育委員長︑

ますが︑神がかりなことを考えたりもしました︒

松本陽三大田市長代理︑鈴木勲会長︑飯塚一雄支会長の五

が荒れに荒れたほうが豊漁を呼ぶというようなことをきき

されて︑困難とされていた計画はすべて順調に進められ︑

た︒渡逼さんのお人柄は申すまでもなく︑手腕力量を尽く
記念碑の建立はもちろんのこと︑除幕式も盛大に無事終え

名によって行われましたが︑なんといってもはるばる広島

す︒島根支会からの要請をうけて︑東奔西走が始まりまし

べきことと考えます︒

ることが出来ました︒この渡逼さんのご功績は永く記さる

に除幕に加っていただいたことでありました︒私たち弘道

市からお父様とご一緒にお出いでいただいた豊田惰吏彩様

四︑盛大な除幕式と心のこもった祝賀会

がれていることが示されたのです︒

う︒翁︑会祖の精神が百年後の今日においても厳然と受継

西村会祖もどんなにかお喜びになられたことでありましょ

会の者は勿論のことでありますが︑地下の安井翁︑そして

の天気予報は︑雨︑風の予報で主催者側として心配でなり

安井翁の玄孫ほか四名の方々によって除幕除幕式当日
ませんでした︒朝方は︑お日様も見えて何とかもちそうか
パラパラ降雨をまじえた突風が吹き出して︑雷鳴まで響き

思いを致すとともに⁝⁝﹂という温かいお言葉の内容の祝

達であられる西村茂樹先生が生涯を捧げられた道徳運動に

祝電を頂戴致しました︒とくに大臣よりは︑﹁わが省の先

除幕式には︑遠山敦子文部科学大臣ほか多数の方々より

わたり︑開会が危ぶまれるくらいの状況でしたが︑除幕式

と思っておりましたが︑開始予定時刻近くになるにつれ︑

を中止するほどでもありませんでしたので︑予定より十分
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状をいただき︑御礼を申し述べます︒西村先生の記念植樹

地元として本来やるべきことをこんなに立派な石碑を建て

之碑がこの大森の地に建立され心からお祝い申し上げます︒

ていただいて感謝している︒会祖の松は大切に管理してい

電をいただき︑安房︑佐倉︑干潟町︑有田などの各支会か

和気藷々の心のこもった祝賀会除幕式を滞りなく終了

らもお祝いの言葉をいただき厚く御礼を申しあげます︒

して祝賀会は︑代官所跡敷地の一画にある石見銀山資料館

くので︑これからもよろしくお願いいたします︒﹂とのご

をお聞きし︑お手伝いすることとなり︑河村さんや俵石材

祝宴中︑渡逼晴夫氏より︑﹁支会から記念碑建立の話し

挨拶の後乾杯が行われ︑祝宴が開かれました︒

前の大森会館で開かれました︒

ことで︑梁材などは今の建築ではみられない大きながっし

店と相談しながらやって来た︒俵のお母さんが西村先生の

この大森会館は︑豪商熊谷家の酒蔵を移築したものとの

いう家に宿した︒当主まで十四代連続した旧家⁝⁝﹂とあ

らないといっておられたことが忘れられない︒本日感謝状

話をしたらすごい人の記念碑だ︑一生懸命やらなければな

りした材料で往時が偲ばれます︒会祖の日記には﹁熊谷と

て︑この酒蔵を目にとめられたことに違いないなどと考え

した︒

をいただいて感激しております︒﹂との謝辞が延くられま

りますが︑会祖も百五年前の本日︑熊谷家にお泊りになっ

の上から︑あれが九代の鈴木会長か︑島根支会長の飯塚君

よりは︑﹁大森に文化財が出来︑心から喜んでおります︒

また︑地元を代表して大森文化財保存会会長の吉岡寛氏

ますと感無量というところでした︒会祖の霊は︑天井の梁

はないかなどと思い巡らしました︒

かなどと︑本日の記念碑建立を喜んでいただいているので

弘道会にお世話になりました︒松の木は生の木ですから何

時まで元気でいてくれるか心配ですが︑お世話させていた

祝賀会は︑藤木敦幹事の名司会によって進められました︒

先ず︑飯塚一雄支会長より﹁永年会祖の松を守ってきてく

たします︒﹂とご挨拶をいただきました︒

だきますので︑今後ともよろしくご援助のほどをお願いい

祝宴は︑和気藷々のうちに進められ︑どなたのお顔にも

ださった大森の皆さんに感謝申しあげます︒島根支会とし
一にして記念碑の建立に当った︒この地に弘道の精神を広

ていました︒料理は︑大森会館心づくしの小鯛など十品の

記念碑が建立されて本当に良かったと喜びの笑顔が画かれ

て立派な財産を残していただいた︒島根支会としては心を
めようと決意を新にしている︒これからも地元の皆さんに

菜が半月膳に並べられ︑各人に配られた日本酒の二合瓶に

は︑会祖の松の管理をよろしくお願いいたします︒﹂との
ご挨拶があり︑つづいて河村政経会長より︑﹁本日︑感謝
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あったろうとかと思い浮べました︒

や安井翁がおってくださったらどんなに素晴らしい祝宴で

並べられ︑昔ながらのお祝いの雰囲気でした︒ここに会祖

お膳の前にはお赤飯の折り詰めと地元特製の紅白の鰻頭が

の皆さんはおもわず顔を見合わせて微笑みました︒そして

は︑会祖の松のデザインのレッテルが貼られており︑一堂

冨吉事務局長から﹁天の利︑地の利︑人の和の三位一体の

最後に︑車椅子を使いながら石碑建設に奔走された狩野

された皆様に心からお礼申しあげます︒﹂と述べられました︒

ができましたことは︑望外の喜びとするところです︒関係

らないことが沢山あります︒本日こういう会を設けること

こうして短日月のうちに﹁西村茂樹先生記念植樹之碑﹂

しました︒

﹁西村茂樹先生記念植樹之碑﹂除幕式は目出度く無事終了

成果が今日の成功の基とした﹂としめくくりの言葉があり︑

かくして宴は進められましたが︑最後に鈴木勲会長が立

たれて︑﹁昭和三十四年に島根に転勤して三年勤務しまし
たが︑大森に脚を入れたことはありませんでした︒私は十

そして大森観光開発協会始め地元関係の皆様方のご支援ご

が支会長以下一体となって︑島根県教育委員会︑大田市︑

協力によって建立されたものです︒今この一年を振り返っ

を建てることができました︒これは島根支会幹部の皆さん

て立派な思い出に残る事業に参画することが出来たと相と

一年前にはじめてこの大森に参りまして︑会祖の手植の松

りました︒昨年は︑会祖の百年忌法要が行われましたが︑

が建てられた石標のあることを見定め︑安井翁のことを知

もども喜んでおります︒

を見ることが出来ました︒そして松樹の傍らに安井好尚翁

して記念植樹之碑を建立することとしました︒本部は︑何

島根支会から石碑建立の提案があり︑百年忌の記念事業と

これから大森の石見銀山には世界遺産登録を前に全国︑

う︒そして﹁西村茂樹先生記念植樹之碑﹂を見︑百年の昔

いや世界の各地より多くの人たちが訪れてまいります︒そ

日本弘道会は︑小さな団体ではありますが︑除々にでは

に西村茂樹がこの地を訪れて道徳の振興を唱えたことに思

も出来ませんで︑実際は支会の皆さんにすっかりお世話に

ありますが力をつけてきております︒最近の島根支会の躍

いを致し︑人の心を善くし︑品格のある国づくりに役立つ

なりました︒お陰さまをもちまして本部ｌ支会ｌ大森と心

進は顕著なものがあり︑心強く思っております︒そのひと

ことが出来得ましたら日本弘道会としてこの上もない喜び

して訪れた人たちは必ず会祖お手植の松を仰ぐことでしょ

つの現われがこの記念碑の建立です︒弘道会としてはシン

とするところです︒︵本会理事・事務局長︶

の通う立派な仕事が出来たと喜んでおります︒

ポジウムの開催︑西村茂樹全集の発刊などやらなければな
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︻泊翁百話︼

解読白鳥正

義に非ず︒然るに暴虐に非ざる者亡びて︑仁義に非ざる者

﹁自得録﹂︵その一︶

○真理に直接と間接との二あり︑其言説全く真正の道理に

○人類は或る一面に齢ては智あるが如くに見ゆれども︑或

興るは其故如何︒

る一面に総ては甚愚なる者なり︒何則宗教の如きは何れも

出て︑少しも虚仮なき者は直接の真理なり︒其言説は或は

れども基言虚暇を雑へて世道人心に益なく︑只己が教門の

を普くするの功果ある者は之を間接の真理と称すべし︒然

くして今日に至るも猶消滅の状を見ず︒独り無学の者のみ

妄誕不経にあらざるなきも︑昔より世人の之を信ずる者多

虚仮を雑ふといへども︑之に依りて人心を正しくし︑教化

みを威にせんとする者は︑道の賊といふくし︒

○宗教の是非正邪は今之を言はず︒是が為めに古より数千

きに非ずして︑人類の愚なるなり︒

万の人命を害し︑数千万の財産を費し数千万の人を欺く︒

ならず学問知識ある者も亦之を信ずる者あり︑是宗教の貴

○悌教は地獄極楽三世を説き耶蘇は魂塊永世と主日の審判

○世人動もすれば言ふ︑道徳の主義は幸福に在りと︒問幸

とを説く︑其真理は如何︒

に善道に赴くこと能はざるか︒宗教なぐれば人道は禽獣に

人類たる者に此の如き妄誕不経なる教の力を仮らざるは寛

福とはいかなる物ぞ︒

○宗教は理教に比すれば妄誕不経甚し︒然るに何れの国に

として活動的に教育することを知らず︒生活せる人類を以

○当時の教育家は教育のことを学理的器械的にのみ行はん

して万物の霊たるの位格なみ者なり︒

同じかるくきか・若し果して然りとせば人類は実に愚衆に

を

︵ママ︶

も宗教ありて其勢力久ふして衰えず︑其理は如何︒
年五・六月号︶二六頁下段に収載され重複するが︑﹃自得

注第一行から第十行までは︑﹁弘道﹄一○一八号︵平成十四
録﹄全文の構成を考慮し掲載することとした︒

○亡国の君臣必しも皆暴虐に非ず︒興国の君臣必しも皆仁
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○奥日教倍氏の治心の問に答ふ︒

て器械の如く扱はんと欲す︒

余が治心の法を学びしは大概支那の書に依れり︒然かれ

先づ書籍に依りて我心の知識と力とを増し︑後他人の心

と世間の事とを経験して之を視察し以て天下の理に通ずる

其一平静其二不畏怖

目大要左の如し︒

なり︒夫より我心を鍛煉して治心の学を為すなり︒治心の

は其何の書より得たるといふことを明言すること能はざる

ども種々の書を見たる中に漸良に之を得たる者にて︑今日

其五矯丞気質之編

其三不盆怒其四不憂怒不促迫

其六去私心其七制欲
其八不動心其九知楽

と定むること能はず︒然れども其尤も力を得たる害は儒書

なり︒善へば蜂の蜜を作るが如く何れの花より之を採れり

子荷子韓非子の類なり︒又本邦の書にては熊沢了介の集義

其十拡度量其十一安天命心麿体畔

問室鳩巣の駿台雑話など平易にして却て了解し易し︒又悌

○明治十一二年の比京都府︵槙村正直府知事たりしか︶芸

此十一ケ条を為し得れば自然に自得の地位に至るなり︒

にて四書近思録性理大全伝習録の書諸子にて老子荘子列
和書︑貝原益軒の慎思録大和俗訓︑楽訓︑伊藤仁斉の童子

娼妓の教育を始め為めに学校を立たりしより諸府県争いて

之に倣ひ県令以下大に之に尽くせし良民の教育よりは却て

ことを記したる者少なからず︒余が知る所を以てするに傍

芸娼妓の教育を先にするの勢あり︒全国の府県中過半は芸

書の治心は儒道の治心と同しからざれども︑其書中見性の

は皆視るべき所あり︒西洋哲学の書には却て治心の道を説

りたれば之を論ずるは無用なるに似たれども姑く之を記し

娼妓の教育場を開けり︒今日は全く此愚を為す者なきに至

伽経梧厳経円覚経維摩経唯織編起信論の類及び禅家の語録

にして是又参考すべきの価あり︒

○古は邪人は常に邪言を吐き正人は常に正言を言ふとなり

て当年の官吏の組織を察するの一編と為さんとす︒

きたる者少なし︒論理学の諸害は心の活動法を説きたる者
○凡そ治心の学は惟書を読みたるのみにては決して之を得

居れども近年は人皆大に進み邪人も亦邪言の世に容れざる

ること能はず︒必ず我心と読書の知識と︑世間の事物及び
人情とを経験視察して後之を心に自得し︑其上にて我心を

を以知りて故らは正言を飾りて人を欺く︒

するのみ︒故に学問は我物とならずして常に書物の奴隷と

○西学を為す者は己に求むることを知らず︒誰彼者に依頼

殿煉して初め治心の道を得るなり︒

世間の事

書八他峨州心Ｖ経験ｌ観書ｌ修煉ｌ自得
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○文学の開くに従ひ︑人食古人の道に従ふことを欲せず

は可なり︒

なるなり︒併し宗教家が其学の奴隷となるに比すれば少し

但し二十年以前の洋学者は公然として彼に心服するの言を

一洋学者が西洋の学説に迷溺するは珍しからぬことなり︒

本の女工は一日十五銭一ヶ月四円五十銭︶

一世の直接の真理︑間接の真理といふことあり

為したりし︑今日の洋学者は表面は彼を畏敬するの侃なき

一書へば人を検査するに︑哲理論は之を赤裸にするを輝ら

人§皆新説を出して古人に勝せんと欲す︒故に改善の如き

○人に道義を教ふるに変に逢ふことのみを引て例とするは

ることなし︒

宜しからず︒平生の事を以て教ふくしといふ説今日に流行

ざるも︑法理論は何処までも之を以て衣裳を着けし者と認

も内心は全く彼に敬服し︑其論する所は全く彼の範囲を出

せり︒是は一理あるが如くなれども平生のことは人の心を

めざるべからざるが如し︑衣裳は幾何か真を隠匿する所あ

を為めすこと多し︒

感ぜしむるに足るほどのことなし︒人の心を感ぜしめざれ

り︑然かれども賓客の列座する広間に総ては十分に着飾を

事実に施さんとする者は︑種々の新工夫の為に無益の煩労

ば人の教となること能はず︒是人の大昂は必ず時変に総て

乙は四分強︑填国は七分強︑西班は三四分間︑和蘭は十一

一英海軍費は総歳出百分の十五強︑伊太利は六分の強︑独

分余︑我日本は十三分強︑其軍艦の数は和蘭に半す︑一考

さるべからず︒社交的のこと概ね此の如し︒三宅雪嶺

其節を失ふときは平日の善行は見るに足らず︒忠僕貞婦皆

はざれば平日には少食不足あるも恕すべし︒時変に際して

然り︒故に余は此教訓を以て否なりとせざるなり︒只天祥

一古の世を乱す者常に無学無知の者にあり︒今の世を乱る

を要することなり︒

顕はる禽者なり所謂歳寒然後知移１時変に際して大節失

して訓と為すべからざるなり︒

一凡そ学術技芸に実用以内と実用以外とあり︑書学美術及

者は文学あり知ある者に在り︒

が沙上に明れ︑同女の鼻を載るが如きは中道を失へる者に
一ショペンハワーハルトマンの如きは︑美術の教育の主義

び小学校教育の類は実用以内の度甚小なり︒工芸技術殊に

と背馳せざる限りは許して居るなれども︑既に教育の主義
一馬関の条約にて支那の内地に開港場を開かせたるは最恵

の相撞着してより先はゆるさずといへり︒

其度も高し︒先尋常は実用以内にて事足ることなれども︑

軍事上の技術︵海陸軍︶にありては実用内の範囲広くして

実用以外に進むるときは其学術高上秀美となる︒実用以外

国の条約に留り有力国の利益となるべし︒現に英人は大紡
績場を開くの計画ありと︵支那の女工は一月三ドル半︑日
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以外に進みて不熟練なる者に勝れり︒

用以内にて足れり︒又実用以内にて能く熟練せる者は実用

に進むを以て無益と為すべからずといえども一般の人は実

日凡そ今時の人情を見るに︑一見識を建て人を偶ひ︑文章

其人を賞せざれども︑陰に其恵を受ること少きに非ず︑又

○閑散齢録に︑宇都宮由的を論じて其以来の学者も陽には

の人之に応えて︑以て自然の数に勝なり︒

孝なる者が事変のときにのみ忠孝を行ふべき理なし︒故に

べからず︑九原起すべくは紀士別に質すべし︒

京極黄門の歌は西良体なり︒其範囲の中にあるの人に語る

○常山楼筆除に万葉集は古楽府なり古今集は盛唐の場なり︒

を著せる学者はあながち豪傑に非れども外人の穀誉に関り

一人を教ふるには其事を以てすべくして其変を以てすべか

事変に際して忠孝なる者は其平日の忠孝は問はずして知る

○目前の理のみを究めて後来禍の生ずる所を覚らず此の如

らずといへるは近代洋学家の皆唱ふる所なり︒其言は理あ

べし︒是人を教ふるは人を感動せしむるに非ざれば其教訓

て名を揚るもの多し︒毅らるぁは誉らる員に比すれば好ま

の功は奏すること能はず平日の親に事へ君に事る家常茶飯

○麗徳公が誤は貧賎の安きのみを知りて貧賎も亦安き者に

きを識者といふべからざるなり︒

ざることなし︒凡名を揚るの一助とはなることあり︒

のことを以て人を教ふるも決して人を感動せしむること能

の如き︑其節を失ふは常に異変のときにあり︒平生不忠不

はず︒楠公の如き曽我兄弟の如き赤穂浪士の如き其人を感

○歴史は唯事迩を記するを以て宜しとすべし︒理者妄りに

非ざることを知らず︒要するに一偏の真理といふくし︒

るが如しと錐も亦実際に疎きの説なり︒能く人の忠孝貞節

に由るなり︒近日政府より賞与ある民間孝弟の行状の如き

不可なり︒千万人数万年の人事は極めて繁多謀綜せる者な

己が意を以て治乱の原因結果を端測して之を記するは大に

ぜしむるは全く其事変に処して益忠孝の大節を顕はしたる

○邦人の長処

○人多勝災に定復勝人といふは頗る真理に合へるの語なり︒

の如き体裁のあるは甚不可なり︒朱子の網目一人の見を以

り︒此の如くなれば歴史の用少なし︒殊に学校課業本に此

きは︑千万人の多きを棄公迩を棄て一十人の私見を見るな

益あり︒然るに一十人の見を以て其因果邪正を判別すると

れば︑之を看て千万人数千年間のことを知るは大に学問の

は未た人を動かすに足らざるなり︒

敏捷怜荊勇壮義烈
其短処

余又謂へらく︑努力能勝天は努力は其初めは必しも多数の

て千古の是非を判断す︒世人の其専断を誹る︒朱子の学識

堅忍剛毅克己沈重

人に起せずして却て少数の人に起る︒己に発する後は多数
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○凡そ事の善悪を知らんと欲せば︑表裏の両面より之を見

あるすら猶然り︒況や其学識朱子に及ばざる者をや︒

して他の動物は進化せざるや︒数千万の動物中只猿類のみ

物は幾千万あるを知るべからず︒何故に猿の種類のみ進化

若し再度の変化あれば人は何に変化すべきか︒又世上の動

進化して其他の動物は一も進化する者なしといへるは何の

るべし︒之を行はずして不善なる者は︑之を行へば必善な

人は亦西人の学説を尊奉して自ら其真偽を究むるの智に乏

り︒之を行はずして不善ならざる者は之を行ふうも必しも

し︒是其説の大に行はれたる故ならん︒然れども大因の

せんとするよりして此の如き奇説を出したる者ならん︒邦

○東波詩云不レ見二虜山真面目一但縁三身在二此山中一と真理に

論中には奇創の新説中に古人の発見せざる真理亦少なから

理ありて然るや︒蓋し西人は常に新説を出して前人を圧倒

協ふの言といふくし︒凡学術にても︑技芸にても︑其専門

善に非ざるなり︒男子にして世に棄て山に入り︑婦人にし

家なる者は他人も是を許し︑自身も之に任じ︑此学術技芸

慎言二其除一寡し尤と︑我大因の説に鯵ても亦云ふ︒

ず︒一概に之を抹殺すべきに非ず︒論語に日く︑多間し疑︑

て生涯人に嫁せざる者の如き是なり︒

に付きては己れ独特する所ありて︑其妙処は門外漢の知る

中産以上の悪徳とすべくして︑貧人に取りては悪徳といふ

○杏沓といふことは因より美徳に非ず︒然れども音沓は只

ダーウヰン

所に非ずとせり︒然れども専門家は︑特に其学術技芸の内
部こぐ詳にして︑其外部の全体のいかんを知るの智に乏し︑

︵ママ︶

是自然の理なり︒故に其学術技芸の全体に齢ては傍観の地

れば夫にて足れり︑たとひ苔音ならざるも他人に乞求し︑

べからず︒貧は害音にても何にてもよるし︑只自力にして

政府の厄介者とならば其罪は音沓よりも重し︒

自己の生計を立て他人の世話にならず政府の厄介にならざ

温泉あり︑何れの谷に何の岩石ありといふことは之知るべ

○今日世間の小学校には皆小学読本といふ者あり︒其文を

の山中に入る者は︑何処に何の樹木あり︒何れの谷に何の

きも箱根山全体の山勢峯繕の状は知ること能はず山外に在

位に立つ者却て専門家より詳なること多し︒たとえば箱根

りて望む者に及ぶこと能はず︒是東波の詩の意なり︒湯浅

甚無益のものなり︑余り無益には非ざれども是が為に僅

る時は何の用を為ざる者多し︒

かなる就学年限の半分を費すことなれば得失相償はざるな

読むに大抵小児の談話にして︑生涯後生長して社会に出た

○ダーウヰン人類の始祖を論じて猿の類せる者の進化し

といへり︒至極道理あることなり︒

たる者といひ︑洋学者大抵之を信ぜり︒然れども進化の理

り︒是は亜米利加にリーダーといふものあるに由り其真似

常山の和歌を論じて其範囲の内にある人には語るべからず

といふ者は一回の変化を探れば再度に変化せざる者なるか︑

（65）

知らざれども︑本邦にては必用にあらず︑是其文を読むに

をして作りたるなり︒亜米利加には必用のことありしかも

きはなし︒悪を為す者は悪報を得るを好むに非ざるも悪報

大数を棄っ︑天下此の如き論法なきなり︒善を為すは固よ

いひて善を棄て︑悪を為さんか其応報は果たしていかん︒

を得ること是より近きはなし︒若し善を為すも善報なしと

り善報を求むるの意に非ざるも善報を得るの道は是より近

の脳に無益の労を与ふるなり︒亜国には必リーダーあれど

初めは俗語を以て記し︑中比より雅文に変ぜり︒是等小児
も欧州諸国の小学には読本のあるもあり︒なきもありしが︑

は其の自ら信ずる所を行ひ福禍利害をば其心を動ざるなり︒

ども猶常人の為めに之を言ふのみ︒真に道を得んとする人

賢者はよく不平の後をして愚者一年の□に及ぶこと能はず︒

此の如く観察するときは︑善悪の理は明白なるべし︒然れ

サンブルト・チュール︑小学読本の類も︑尽く学術の初歩

○智者は能く百里の外を見て鮒蔀は叶跡の外に及ぶこと能

て用ふるが如き無用のことは之を記せざるなり︒又仏国の

を記せる者なり︒是等の書は其読書を学ぶの外に齢て他学

はず︒故に智者の言は愚者常之を信ぜず︒天下に愚者多く

地理歴史物理化学博物等の幼諸学のみを記して方今本邦に

て読本の体を得たる者なり︒本邦にては寺小屋にては商売

国家旦扶を受くる︒

して智者少なし︒是古より名備の時に行はれざる所以なり︒

科の初歩を知り別に地理歴史等科を設くるに及ばず︑極め

宜しく此の如く改むくし︒

往来消息往来の類を学ばせしも此意なり︒本邦の読本にも

○人を教導するは︑猶夜中灯を執りて人を導くが如し︒其

十歩の先に立つときは︑其人我教導を受くること能はずし

人に前先行くこと常に二三歩の前にあるべし︑若し十歩二

○善を為すも必しも善報を得ず︒悪事を為すも必しも悪報

て︑終に溝渠泥途の中に陥るべし︒故に人を教導せんと欲

の演説を載すべし︒

を得ず︒善人禍に逢ふことあり︑悪人幸を得ることあり︑

せば︑被教者に智愚の度を量りて之を為すべし︒己を学識

○学齢を以て六年より十三年までとするの非口菖滅教育令

古今の実迩に照らして疑なきことなり︒然らばいかにせば

○議員の議より常に多数を以て之を決す︒議員は其国の俊

ことを得ざるなり︒

才なりといふといへども︑猶智者少なくして愚者多し︒愚

ありとて高妙の説を立つるときは︑寛の教導の功を奏する

の編者の言を聞くに未だ其真理に達せざる者あり︒蓋し善

可ならん︑善は為すべからざるか︒悪は為すべきか悪のみ

人中禍に逢ふ者あるは夫は善人の中の少数なり︒悪人中に

者は名論の名論たることを知らざれば名論に賛成する者少

心掛けて少しの善をも心掛けざるべきか︒是に付きて古今

禍を得る者あれども悪人中の少数なり︒其少数を有りて其
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○戦捷後償金の為に物価昂貴す︒農工商は一方にて苦めど

て政権を争はんとするは愚なりといふくし︒

も又一方に膝て利益あり︒独り小給の官吏学校教員巡査の

なくしては侭識を賛成する者多し︒故に名論は大抵議院に
のみなるか︒日く未だ必ずしも然らず︒名論中にも識見高

は何れも物価の貴きを苦しむ者なり︒独乙の先証歴度たり︒

類の売る物なくして買物のみなり︒又小作人労力者の如き

行はれざるを常とす︒然らば議院を通過する者は常に俗論
く意味深遠の者あり︒論旨明白の者あり︑論旨明白の者は
理会領会すること能はず︒故に議院を通過する論は︑一分

○禍を避け福を求むるは智にありて徳に非ず︒徳は惟其人

為政者は此注意必要用なり︒

ママ

愚人も之を賛成すれども︑識見高く深遠の者は愚人は之を
は俗論にして一分は名論中の論旨明白なる者なり︒識見高

を免かれざることあり︒然れども有徳者其禍を禍とせず︑

其禍に由りて己が徳を改むることなし︒若しよく徳ありて

品を高崇にするのみなり︒故に徳ありて智なき者は或は禍

○道徳は大気の如し︒人民日に其中に呼吸し自ら以てす︒

とを得くし︒然れども義を視て避くべからざるずときは自

又智ある者は其身の尊栄を夫はずして︑又禍実を避くるこ

遠なる名論は到底議院を通過すること能はず︒又此外に党

然れども大気も亦腐敗するときは悪疫を発す︒道徳腐敗す

議といふ者あり︒

れば国家混乱するが如し︒

○公娼廃すべからずといふ人は︑其人必ず娼婦を好む者な

ら進んで禍に赴くことあり︒是又知らざるべからず︒

の人なり︒蓄妾許すべしといふは其人必ず蓄妾を好む人な

り︒博変の禁を寛にすべしといふは︑其人必ず博変を好む

○いかなる凶悪の者にても己に悪事を行ひたるときは不断
立つこと能はず︒此時に方り︑良心勝れては過を悔いて善

の念を生じ良心の詰責を蒙らざることなし︒良心物欲並び
に迫り︑欲心勝てば雛て良心を煙して自ら其苦痛を逃る︒

なり︒大学に有し所二好楽一則不レ得二其正一とは道に是をいふ

なり︒然れども其人自ら巳れ之を好むとはいはず︑種食の

り︒相場会所廃すべからずといふは其人必ず投機を好む人

道理を付会して具現を文飾す︒然るに知者よりして見れば

所謂毒を食は買皿までといふ者是なり︒

る者あり︒明治の憲法政治の如きは其名甚美なり︒然れど

其本意のある所明白にして其道理は只其個托たることを知

○名美にして実美ならざる者あり︒実美にして名美ならざ
も実は昔日の専制政治と甚だ異なること︑其故は何ぞや︒

る︒

西国の憲法は多く民力に依る︒故に民に便なること多し︒

本邦の憲法は行政者の作る所の者なり︒決して己等に不便
なる法を作ることなし︒人民参集せず︒此憲法に依りて以
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︻論語講座側︼

一貫の道

はしがき
．貫の道﹂は︑孔子の思想の根幹となってものである

鎌田

一言︵仁︶でもってあらゆる場合を通している﹂と答えて

いる︒これは．貫の道﹂という言葉の最初に見えるもの

であり︑その﹁ことは﹁仁﹂︵諸徳の総称︶を指すもの

で︑聡明な子貢にはもちろん理解できたものであろう︒

この問答の後日のことと思われるが︑子貢は孔子に︑

もつしゆうしんこれおこなものあ

が︑孔子の高弟である子貢に対し︑あるいはと曽一子によっ

．言にして以て修身之を行ふべき者有りや﹂と尋ねてい

ノルセカレスコトニ

其恕乎︒己所し不し欲︑勿レ施二砂人圭︵衛霊公︶

レ

る︒生涯行うべき一字の教えである︒孔子は︑

いちげん

て︑どのように展開されているかについて論及してみよう︒

一︑子貢と恕

そじよおのれほっ
ところひとほどこ
な
﹁其れ恕か︒己の欲せざる所︑人に施すこと勿かれ﹂Ⅱ

たんぽくしあざな

子貢は︑姓は端木︑名は賜︑子貢は字︑衛の人で︑孔子

からされたくないと思うことは︑人に対してもしないこと
な

しなんぢ

﹁それは恕︵思いやり︶というものであろうか︒自分が人
これし

より三十一歳年少であった︒孔子は︑子貢の博識多弁で実
われ

われいつもつこれつらぬ

﹁己の欲せざる所︑人に施すこと勿かれ﹂と説明している

やり﹂を意味する﹁恕﹂と答え︑しかもその内容として

ち﹁仁﹂と答えずに︑それに到達するに最も適切な﹁思い

孔子は︑平素の持論である﹁一貫の道﹂の﹁一﹂すなわ

である﹂と答えている︒

行に欠ける性癖を反省させる考えであろうか︑﹁賜や︑女

しかひ

は予を以て多く学びて之を識る︵記憶する︶者と為すか﹂

と問いかけると︑子貢は︑﹁然り︒非なるかⅡ﹁その通り

ハテクヲ

です︒間違っておりましょうか﹂と答えた︒すると孔子は︑
ひ

非也︒予一以貫し之︒︵衛霊公︶

﹁非なり︒予は一以て之を貫く﹂Ⅱ﹁間違っている︒私は
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正

のは︑懇切を極めたものというべきである︒

思うに︑この恕という言葉は︑孔子以前の文献には見え
﹁仁﹂への到達を説いた一大名言である︒

ないもので︑孔子の独創であり︑人間愛を中心とする
要するに︑孔子の説く﹁一貫の道﹂すなわち﹁仁﹂は︑

その到達内容として︑孔子から子貢へ﹁恕﹂として展開し
たことは注目すべきことである︒

二︑曽子と忠恕
しんあざなしよろ
曽子は︑名は参︑字は子輿︑魯の人︑孔子より四十六歳

年下︒孔子の道を体得し︑孔子の孫︑子思に伝えている︒

ガハテクトヲ

ハクト

ヅ

この曽子にかかわる次の章は︑．貢の道﹂を説くもの
ハク

として最も有名である︒

ハ

子日︑﹁参乎︑吾道一以貫し之﹂︒曽子日︑﹁唯﹂︒子出︒
ハク
ヒテハクノヒゾト

門人問日︑﹁何謂也﹂︒曽子日︑﹁夫子之道︑忠恕而
卜

巳芙﹂︒︵里仁︶

い

た︒孔子が退席した後︑他の門人たちは︑﹁あれはどうい

う意味ですか﹂と曽子に尋ねると︑曽子は︑﹁先生の道は︑

真心からの思いやりだけである﹂と答えた︒

忠恕とは︑忠は真心︵誠︶︑恕は︑思いやりで︑真心か

曽子が．頁の道﹂は﹁仁﹂であると答えずに︑﹁忠恕﹂

ら発する思いやりをいう︒

と言いかえているのは︑孔子が子貢に説いた﹁恕﹂の上に

﹁忠﹂を加えたものであるが︑曽子は何故に﹁恕﹂と言わ

結論的にいえば︑﹁恕﹂という思いやりは︑名利から発

ずに﹁忠﹂を加えて﹁忠恕﹂と称したものであろうか︒

する打算的功利的なものではなく︑真心から発する純粋な

ものであるべきという曽子の見解に基づいたものと考えら

れる︒ここに孔子の教えを着実に伝えようとする︑曽子の

要するに︑孔子の説く．貢の道﹂は︑その到達内容と

伝道的精神の一端を見ることができる︒

して︑孔子から恕として子貢に展開し︑更に曽子によって

これ

今日︑学校と言わず︑社会と言わず︑﹁思いやり﹂が大

さ

﹁恕﹂から﹁忠恕﹂へと展開して後世に伝わり︑﹁中庸﹂に

も︑﹁忠恕︑道を違ること遠からず︒諸を己に施して願は

い

ずんば︑亦た人に施すこと勿れ﹂と見えている︒

ふうしみちちゆうじょ

そうし
しんわみちいつもつこれつらぬ
︑しい
子日はく︑﹁参や︑吾が道は一以て之を貫く﹂と︒曽子
なん
しいもんじんと
は日はく︑﹁唯﹂と︒子出づ︒門人問ひて日はく︑﹁何の
い

謂ひぞや﹂と︒曽子日く︑﹁夫子の道は忠恕のみ﹂と︒
りじん
しん

事な教えとして説かれているが︑それは﹁恕﹂であり︑

︵里仁︶

孔子は︑曽子に向かって︑﹁参よ︑私の道は︑一言でも

﹁忠恕﹂であるということが確認されているであろうか︒

︵本会理事・文学博士・東京教育大学名誉教授︶

って万事を貫いている﹂と言うと︑曽子はそれが﹁仁﹂で

あることを察したので︑ためらうことなく﹁ハイ﹂と答え
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︻随 想 ︼

Ｉ

題である︒道徳教育における人間類型は︑善人と悪人であ

又色

近年︑文部科学省は︑心の教育︑癒し︑命の尊さなどを

る︒健常者と異常者の区分とは次元を異にする︒善人︑悪

︐Ｉ

強調しており︑マスコミもこれには好意的である︒私も反

人を通じてその行為の責任が問われる︒宗教の立場からは︑

｜｜

対ではないが︑一方道徳教育︑宗教的情操教育といったこ

悪人はもとより︑善人も罪を免れない︒罪業︑原罪の観念

心の教育︑癒し︵よく知らないので書きにくいが︶など

とについての言及の少ないことに些か不安を感じている︒

の救済は︑神仏の慈悲や恩寵による︒公教育においては︑

である︒悪人正機という考え方さえある︒宗教における魂

特定の宗教を弘めることはできないから︑宗教的情操の酒

という場合の人間類型は︑健常者と異常者であって︑その
対象はどちらかといえば後者であろう︒従ってその治療・

心の教育が元来異常者を対象とするものであるのに対し

のである︒

て︑道徳教育や宗教教育は︑万人の︑また心理の異常な部

養が大切だとされる︒それは医学的︑心理的手法とは別も

も用いている︶︒従って異常者の行為は免責の対象となる︒

分だけではなく︑魂の全体を対象としている︒﹁心の教育﹂

スコミは︑﹁癒し﹂をやすらぎ︑くつろぎのような広義に

刑法の心神喪失者︑心神耗弱者の扱いと同様である︒異常

癒しは︑元来は医学の分野であろう︵もっともこの頃のマ

者は︑あえていえば︑治療の対象であって教育の対象では

事を内外教育編集長小池幹夫氏並びに執筆者の転載許可をい

︵本稿は︑平成十四年八月二十七日発行の﹃内外教育﹄の記

︵修養団理事長︶

は︑生命を越えた価値との関連においてのみ︑明らかにな

に留意すべきであろう︒

といった視点ではカヴァーしきれない精神部分のあること

る︒単に命があるということではなく︑いかに生きるかが

ただいて収載したものであります︒︵編集部︶︶

次に生命の尊いことは当然であるが︑しかし生命の尊さ

ない ︒

問題である︒命の尊さは︑価値観の問題であり︑道徳の問
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とがある︒自らの国を実力以上に見

北朝鮮の外交姿勢を見て︑思うこ
にあって︑エリマキトカゲのように

姿勢だった︒欧米流弱肉強食の世界

明治の日本外交は︑やはり背伸び

よれば︑日本政府との約束で︑泣致

謝罪した︒そして︑北側の言い分に

週間という期限付きで一時帰国させ

被害者のうち︑生存者五人を一︑二

相との会談で︑日本人位致を認め︑

せようと︑虚勢を張る︑涙ぐましい

きのびるための動物的本能でもあっ

の引き渡しを要求した︒戦後の日本

残してきた子供達家族全員の日本へ

の北への送還を拒否したうえ︑北に

の後押しもあって︑日本政府は五人

た︒しかし︑被害者家族と日本国民

自らを大きく見せかけることは︑生

大東亜戦争に破れたあとの日本は

たろう︒

んでも米国と交渉して︑対等性を主

津 英 武

努力である︒その現れが︑なにがな
張する姿となる︒クリントン前政権
との交渉では︑そのはったりが成功
した︒北が出してきたカードは︑ス
ペードのエース︒つまり︑米国は︑

の例である︒

外交が毅然とした態度を見せた希有

北は︑約束違反と日本政府をなじ

り︑予定されていた安全保障協議を

キャンセルした︒日本の姿勢が竜頭

蛇尾にならないことを祈るばかりで

ある︒従来︑このような場合︑交渉

はつねに日本の側だった︒現に田中

再会をあせって︑立場を弱くしたの

アジア大洋州局長は北京に飛んで︑

豚着状態の日朝交渉打開工作を行っ

ている︒余計なことである︒
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﹁核兵器開発という北の脅し﹂をゲ
ンナマ︑すなわち﹁年間五○万トン
の燃料用重油と軽水炉二基供与﹂で
中国も同じ︒江沢民は中国主席と

買い取ったのである︒

して訪米したときと︑同じ条件での
に信頼して︑われらの安全と生存を

﹁平和を愛する諸国民の公正と信義

法︶﹂︒かくして︑戦後の日本人は国

保持しようと決意した︵日本国憲

に要求した︒すなわち九日間の中国
ち寄らない︑というものだった︒ク

きる習性を身につけてしまった︒

際社会にあって︑自ら身を縮めて生

北朝鮮の金正日総書記は︑小泉首

るという︑米国にとって前代未聞の
屈辱的条件を呑んだのである︒

リントンは︑一国に九日間も滞在す

滞在と︑往復に際し︑どの国にも立

中国を答礼訪問することを米大統領

背を縮める日本外交

成立の年代は︑さすがに孔子の時代

当てきた刀である︒かくて﹃老子﹂

てきたかについても解説があり︑そ

ならず︑後世﹃老子﹄がどう読まれ

また本書には︑﹃老子﹂の原像のみ

を持つ啓蒙害と言えるものである︒

﹃老子﹂は深遠な﹁無﹂の哲学を

説く害として︑今でも多くの人を引

までは遡らないが︑紀元前三○○年

ちりばめられている︒

こには著者長年の穂蓄がさりげなく

よりは前ということになった︒また
これら最古のテキストは現行本と字

い現代の生活のストレスに疲れた時︑

句が異なっている箇所も少なくない︒

きつけてやまない︒行き先が見えな

あらゆるこだわりを捨て心の真の自

研究は今新たな段階に入りつつあ

ところが近年相継いで新資料が現れ

うのが︑学界で有力な説となった︒

内容を取り入れていないものが多い︒

のものか︑発見以後であってもその

の解説書は︑これらの資料発見以前

思想の権威である︒

八○歳を迎えられた中国古代・中世

著者は早稲田大学名誉教授︒本年

ろう︒

まれれば︑かなりの﹃老子﹄通にな

梓される︒これらの書をあわせて読

﹁入門老子﹄︵講談社学術文庫︶を上

書︶もある︒また著者は年末には

された﹁老子の人と思想﹂︵汲古新

を御希望なら著者が同じく本年出版

であるが︑もっと専門家向けのもの

容になっている︒筆致は極めて平易

が収められ﹃老子﹄全般がわかる内

それに﹁老子﹂の各章の訳注と解説

礎知識︵作者︑成立︑思想など︶︑

本書には︑﹁老子﹂についての基

が魅力的に見えるのは当然と言える︒

由を獲得しようとするこの書の内容
その﹁老子﹄の解説書で読みやすく

た︒湖南省馬王堆の前漢初期の墓か

その中で本書は︑かかる新資料の研

土田健次郎

究成果をふまえ︑学界最前線の内容

イヮワ、

譲議認識識塗

副
l
唇
,

内容もよいものを挙げろと言われれ
昔は﹁老子﹄の著者は︑紀元前六

PHP文庫
PHP研究所

しかし巷で売られている﹁老子﹂

る︒

楠山春樹著

ら﹃老子﹄が発見され︑更に湖北省

11＝ノ

ば︑私は跨踏無くこの書を推す︒

会見した人物だと見なされてきた︒

世紀半ばに生まれた孔子が若いとき
しかし明治以来︑﹃老子﹂の研究は

格段に進んだ︒厳密な文献考証の結
果﹃老子﹄は紀元前三○○年から前

「老子」を読む

郭店の紀元前三○○年頃の墓からも

漢中期にかけて作られていったとい

読書案内

帰国迫りて岐阜県桐山五一
長くわが心に持ちし長白山天地見下ろす頂きに立つ

白樺の並木の道が一筋にみどり田走る朝日に映えて

めて

ベランダの手すりにたまる雨つゆのつらなり光る日のさしそ

ベランダの鉢の草花ハチの来て蜜吸ふ今日も昨日に変らず

九月十一日夕

アメリカのイラク攻撃はじまらぱわれら日本はいかにするらむ

軽鴨の去りてさびしき池のくれの夕ぞら高く三ヶ月の影

うす青く晴れわたりたる夕空を飛機光りつつしづかに渡る

テロその他非常事態のわが国におこらずとしも誰か信ぜむ

ものなくて常のごときに戦乱は各地におこりてみ国あやふし

まなご

位致の報所沢斎藤知正

いとけなき愛児さらはれし親の日日九千百日の日日夜の明くる
なき日日

待ち待ちてつひに帰らぬ愛し子はあはれ自ら命絶ちしか

いたましくいきどほろしく未つひに悲しきかなや位致の報聞く

人類ののがれあたはい底ひなき宿業を思ふ秋の夜更けに

つかさ

心病み医者通ひする学生が帰国迫りしわれを訪ひ来ぬ

積りたる怨恨の語と引換へに位致解放を認めし司

いとし子の帰らざる親帰りたる子を再びは帰さざる親

子をおもふ親の心にまさりたる誠はあらじこの人の世に

大いなる忘却に似し忍といふ教へありけり愛足りぬ身に

初日さす富士を望みつつ吾はよく米寿の坂を越へしと思ふ

藤沢市絵鳩毅

冬うらら繭のごとくに眠りたし伴虜記綴りて心惑へば

冬ごっらら

きえざりけり

ミンミンの声は聞きしがツクックオーシ・オーシンックック聞

耳なりの朝よりひどし蝉の声虫の声とも似かよふものの

九月九日朝

歌日記抄武蔵野市夜久正雄

日本に帰る日となりわが汽車の窓より眺む広き山野を

沿線の草が日増しに伸びて来て過ぎゆく汽車が見えずなりたり

巣立ちせしつばめなるらし電線に群れてしきりに羽ばたきをする

キャンパスは楓の林松林涼しき風の通ふ日盛り

日本軍による虐殺を示す写真張学良の旧居跡には

われを見て逃げる仔山羊を庇はんと親がすぐさまそばに寄りゆく

古川哲史編

台風の名残りの雷雨夜半にして熱帯夜の苦はまぬがれにけり

（73）

弘道歌壇

魂の時にさすらふ日向ぼこ老いにて知れる老いの楽しみ

五十余年悲喜こもごもの人生を夫と静かに祝う記念日︵結婚︶

敬老の祝ことほぐ花束の孫のこころに華やぎにけり

愛染の色さながらの寒茜わが世の春は去りて還らず

初島へ航く船を見る梅日和妻とふたりの昼舗のどけし

屋根の犬を追いはらわんと鴨五羽いっせいに鳴き叫びては勝つ

秋冷のなかに一輪バラ開き冴え極まりて小庭明るし

迎へたまひし戦ふ島の陳副司令日やけせし面にやさしまなざし

金門島上板橋古川哲史

喜寿祝知事より届き勿体なし社会奉仕をささやかにして

漸くに松を離れし冬日うけ心はほのぼの﹃銀の匙﹄読む
春遠く風にさからふ傘重し妻に請はれて米買ひに行く

久冨町長五十回忌佐賀有田町古田責

牛を追ふ田園風景うっっかや砲撃はなし偶数日けふは

すえまち

若輩のわれをみちびき陶町の繁栄にこころ砕かれし町長なりき
ぬか

名町長逝きてはや五十年知る人の在せぬ墓前に独り額づく

砲声の今日はとだえしトーチカをおほひて咲けり昼顔の花

おわ

議員らの暴言などは気にとめず和顔絶やさぬきみの明け暮れ

菖光楼のベランダに件ちてかなしみぬ﹁還我山河﹂は夢なるべしや

た

議員たちの質問に答える町長の横顔見つめ安かりし日よ

芳醇のきわみかこれの高梁酒地下要塞の光る灯の下

欄で私の近況を報じたところ︑間もなくオーストラリアから反

︿小感﹀六月末から七月の初めまでの日誌本誌一○一九号の本

もと

中の原にわれらを招き高砂のうま酒しこたま飲みし思ひ出
八十七歳の元収入役も侍り居り町長さんの五十年忌に

おりおりの歌別府市椛田信吾

であるプリスベーンのセーグ照子夫人からのお見舞い状である︒

響があって︑驚ろいた︒オーストラリア在住の唯一の本会々員

これに味をしめ︑今回も日記の断片を書き移して︑﹁小感﹂に

敬老の花束とどき孫達の青春のかおりをはるかに偲ぶ
限りある生命の故にせかるるは戦後の処理のなお残ること

生まれしは大正七年その故に銃とらざりし身をぱ気に病む
俗界に一滴投ず浄土にもうまる種子ともなるを信じて

調にその原因があったのだろうと想像される︒斎藤君の哀悼歌

雑誌﹃葉隠研究﹄が久しく送って来なくなったが︑古賀君の不

う﹂︒これによって古賀君の逝去を知り︑その死を悲しんだ︒

待っていた斎藤君の歌稿が来た︒内容は﹁故古賀秀男君を思

六月二十六日︵水︶

代えさせていただく︒

久しぶり恩師の著作ひもとけば懐しさと悔いこもごも出で来
退職し不言実行清掃に二十五年はやたちにけり
秋の日

別府市椛田英子
野ボタンの咲き盛りたる紫のひと日の命惜しむ秋の日
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あひ別かれしが一昨年再会を果たせり君と我とは﹂に始まり︑

は十二首とも佳作で︑両者の友情を偲ぶに足る︒﹁五十七年前

シンポジウム実行委員会通知︵七月二十六日十四時より︶︒雑

の利益配当金計算書︵一株四円で一○○○株︶︒日本弘道会の

三旨弓○国門輿Ｑ号のギフトカード一千円券十三枚︑三菱商事

ホームに来てから一番多くの郵便物を受けとった︒中に

よろづよ

やまい

﹁再会の喜びの後病得て君身まかりぬ老い我をおきて﹂﹁人の
六月二十七日︵木︶

誌﹁武道七月号﹂︑﹁広報アジア六一七号﹂など︒

世はうつるひゆけど菖世に匂ひ変わらぬ山桜花﹂などに続く︒

とで︑今日は調子が善い証拠だろう︒カラオケの合唱があって︑

八重は﹁甘いコーヒーをたくさん﹂と書いて応じた︒珍しいこ

の短尺に願いごとを書いた︒ぼくが﹁甘いコーヒー﹂と書くと︑

その代わりに七夕祭りの予行演習のような行事があって︑手製

うに過ぎてしまう︒夜八時からワールド・カップ決勝のブラジ

⁝⁝など︑おっくうがらずにつき合っていると︑一日が夢のよ

曜と金曜の入浴︒絵を描き︑墨で字を書き︑歌を唱うつどい

お茶︒これで完全に一日四つに分けられるのである︒それに火

ホームの一日は︑まことにあわただしい︒クセモノは三時の

六月三十日︵日︶

三時のお茶の時間が過ぎた︒今日の郵便は岩波の﹁図書七月

には日本人が二百万近くいるというから︑なんとなく嬉しい︒

ル対ドイツで二時間余︒二対○でブラジルが勝った︒ブラジル

たな ぱ た

六月生まれの人がいないので今日は恒例の誕生祝いはなく︑

号﹂だけ︑古田氏などからの歌稿を待っていたが︑空しかった︒

を持って行った︒そのあと天野才八君が立派な枕をミャゲにし

昼過ぎ霧林君が﹁人生行道七月号﹂を持参︒﹁壷﹂への詩稿

七月一日︵月︶

してやったりという気分︒

六月末というのに肌寒く︑冬に着るシャシ二枚をかさねて﹃諸
家評定﹄を読んだ︒

十時風呂︑郵便物は一通もなく日が暮れた︒収穫は﹁Ｈナー

六月二十八日︵金︶

スイングホーム余話﹂のなかに﹁日章旗とサッカー・ワールド

への反響が多く︑お礼として岡山の水密桃を送ることにしたと

て来訪︒村田君からハガキで﹁萩六月号﹂に載ったぼくの文章

いう通知︒夜︑この村田君と石田一良︑宮里兼子︑小吉信子へ

カップ戦﹂を副題とする一篇ができたこと︒夕食後めずらしく

宛てたハガキを書く︒いずれもナースイングホームひまわり板

通じた電話で︑霧林君から月曜日にこちらに来る予定であるの
三月号数冊も持って来るように頼んだ︒六月はあと二日だけ︒

を知らされた︒﹁人生行道七月号﹂をとどけるためであるが︑

の状態が思わしくない旨も書き添えた︒今日は朝・昼・三時の

橋へ本拠を変えたので今後の連絡はこちらへという通知︒八重

お茶・夕の四度とも自分で食べなかった︒

七月が近いというのに︑気温はあがらない︒喜ぶべきか︑悲し

六月二十九日︵土︶

むべきか︑わからない︒
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千葉県干潟町花香幸作
この途で逢へる気のする野菊晴

日溜りに深呼吸する秋の蝶

初嵐ポプラ並木の奏でゐる

段段の畑に綿敷くそばの花

酒ついで君の阿吾が畔虫時雨

豊島区川崎鋸南

武蔵野市三枝武双

校塔を袈裟懸けに切る秋つばめ

◎源氏読む膝にショールの女旅

杉並区加藤志偶夫

︵註︶﹁源氏読む﹂で上品なひと︑それなりに上品な句︒

ためらひてゆく片陰に救はるる

中野区小牧幸雄
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新涼や出仕途中の皿女に逢ふ

川崎市小林三郎

そぞろ寒素気なきことば返り来し

三笠とふ旗艦は小さし雲の峰

勤勉の微動だにせず蟻の道

大日如来椎の実の音許さるる

るる老
日

日を返す潮になだるる花芭

やすみ

燈火親し父の遺影を身ほとりに

和苦出
讃かす
のき顔
声分や
透く敬

松魚編
師

千葉県白井市田中敬子
つんつんと塁珠沙華の芽かたまれり

時を経て気付くやさしき走馬燈
◎山霧や袖口で拭く老眼鏡
︵註︶﹁袖口で拭く﹂という仕草が見事な句作！

色白画
変銀用
への紙
ぬ海を
松なは

弘道俳壇

徒然に立ち寄りし寺塁珠沙華

訪ねしは太郎兵衛の宿紅葉狩

奥出雲石原みちを
津軽路のりんご狩る娘の親に似て

道標の横曲りして塁珠沙華

里囲むコスモスの花遠筑波

携へて償ひとせん彼岸花

堀田家の当主の白眉秋の風

大田区鏑木雲州

武蔵野市川口里人

横浜市尾俣セツ子

佐倉市菅谷

もｏＤｐｇ

生自

千葉県干潟町木内和

茄子の花清潔好きの祖母なりし

朝顔の庭隣りまだ奔放に

大き笑みこぼしっ鼻咲く白百合は

丸ビルや世はこともなし秋日和

米植の渋柿今日もまだ熟れず

ぴつ

庭澄乾きし後の暑さかな

谷渡る色烏水を弾きをり

十和田湖の秋のはしりの湯ぶれかな
◎ななかまど撫はや紅葉岩木山
う︑その岩木山！

ばん

多摩市鳩沢黄猿

佐倉市櫛部正直

葛飾区今井ただし

︵註︶父上が岩木山神社勤務の頃に作者が生まれたとい

ひらきっ蛍手渡す傘や秋時雨
秋まつり酒家の杉玉深庇
◎虫絶えて老いの七曜水のごと
︵註︶﹁水のごと﹂とは絶妙！

百万石の加賀の秋かな同期会
忘れたし逃ぐる百足の赤きこと
秋愁やタオルの町で栄えしに

かす

秋の暮波打ち際の花火津

行く秋や赤き航燈波けぶる
行く秋や送別会の締め噺子
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茎折れし苫もありて川堤

夕茜秋のひと日の暮れんとす

烏鷺戦で時を忘るる小春人

秋空に白球の飛ぶゴルフかな

︵特別寄稿︶船橋市河内朝生

十六夜の藷を大きく長屋門

宮城県田尻町佐藤憲夫
陶工の真似ても出来ぬ柿の色

城吐晴れ菊人形の眼澄む

葉書や︵ＦＡＸ︶○三

三四一四

五五八九にて

世田谷区北沢二 二三 一二師松魚宛

※次号には十五年一月十日迄に︑

た作者の感動︒︵師松魚︶

び立ち︑夕方沼に帰って睡り︑越冬する︒それを躯っ

一句︑雁などが群棲する有名な蕪栗沼︑日の出前に飛

︵小感︶各位の力作にはいつも感動！佐藤憲夫氏の

長十郎梨の風貌武骨とも

みちのくに集ひぬさんさ時雨どき

人撞ひ無残や鳴子鳴り止まず

編者吟

︵註︶﹁半僧坊﹂は鎌倉建長寺内の一堂︒

燈の日に半僧坊の穴惑

握取る子等の袋は空のまま
◎朝夕に雁送迎の案山子かな
かぷくりいま

︵註︶雁など数万羽が越冬する﹁蕪栗沼﹂を背景に季重

中野区石川賀代

なりながらの描写︑この沼はすぐ近くにある︒

走り行く早き子遅き子散る紅葉
聖堂に青き空あり黄もみぢ
老いの身に口紅少し紅葉狩

杉並区阿部清

文京区高橋加元

木の実落っ手と手取りあふごとくにも
柿二つ落ちて坪庭ゆたかにも
散策の川辺ふとあり柿の種

山登る下る紅秋ふかし

（78）

育課玉井英司・野田昭彦各係長殿

益法人実地検査﹂を受ける︒検査員Ⅱ文部科学省社会教

＊藤下昌信評議員は︑本年三月に逝去された元事務局長故
渡辺薫氏宅を訪れ︑御仏前に香を捧げる︒

Ⅷ月Ⅲ日︵土︶

＊住商ピルマネージメント㈱山崎隆司社長が講演されたセ
ミナーに七海隆事務局長︑田測敏夫職員が出席︒

Ⅷ月朋日︵火︶

﹁最近の国際情勢と日本外交﹂︒聴講者八十八名︒

＊午後２時より︑８階講堂において特別講演会を開催︒講
師は外交評論家︑元駐タイ大使の岡崎久彦先生︒演題は︑

Ⅲ月Ⅷ日︵月︶

＊午後３時より︑千代田区東条会館において平成十四年度
社会教育功労者表彰式が行われ︑松平直書理事が文部科
学大臣表彰の栄に浴された︒

Ⅲ月佃日︵火︶

Ⅷ月７〜８日
＊神田税務署より税務調査を受ける︒調査官Ⅱ関矢範子殿

る﹂のテーマで意見の交換が行われた︒出席者三十名︒

＊午前Ⅱ時刈半より︑第ｕ回全国支会協議会を開催︒本部
より本年度後半の主要行事について説明の後︑島根支会
より﹁西村茂樹先生記念植樹之碑﹂除幕式の経過につい
ての報告があり︑その後各支会より支会活動の活性化に
ついての意見が述べられ︑午後は︑﹁父性と母性を考え

Ⅲ月１日︵金︶

朝鞘胡刺和測覗鞘胡晶劫加盟背ＴＴＴ守十寺

︵抄録︶

十令令牛牛牛牛牛十令令十十十牛牛令寺
牛今牛今令令十牛寺今牛今牛令寺令寺牛

韓篇什麓什篇什韓什蕊韓
十牛寺令寺令十寺寺牛寺寺寺牛十牛十十
令令十十牛十令令十十今十今十十十牛令
Ⅲ月川日︵金︶

＊午後２時より弓西村茂樹全集﹄刊行委員会﹂を開催し︑
編集の基本的事項︑編集要領︑各巻の内容構成等につい
て協議︒

出席者Ⅱ鈴木勲会長︑古川哲史副会長︑尾田幸雄編集長︑
生平幸立・松平直毒・高橋昌郎・多田建次・古垣光一各
刊行委員︑藤下昌信・白鳥正・七海隆各編集員
Ⅲ月仰日︵木︶

＊午後２時よりシンポジウム実行委員会を開催し︑メイン
テーマを﹁父性と母性を考える﹂︑基調講演講師は林道
義先生に︑パネリストはテーマにそって適任の講師先生
に依頼することとした︒

出席者Ⅱ鈴木勲会長︑古川哲史副会長︑生平幸立・尾田
幸雄・松平直毒・淫英武・山崎隆司各委員︑七海隆事務
局長︑田測敏夫職員
Ⅲ月幻日︵日︶

＊﹁西村茂樹先生記念植樹之碑﹂除幕式を島根県大田で開
催︒安井好尚翁のご遺族ほか四十一名の方々が参会︒
川月加日︵水︶

＊午後２時より︑本会の業務及び財産の状況について﹁公

（79）

一宮止巨
鯵図書ご寄贈者芳名
︵平成皿年加月〜Ⅱ月︶

﹃時事ニュースワードご言﹄

鈴木勲殿

編著㈱時事通信社
発行㈱時事通信社
﹃宗務時報恥１０７﹄

文部科学省殿

文化庁文化部宗務課
発編著行
文化庁
﹃児童・生徒の性﹄

日本性教育協会殿

京都幼稚園・小・中・高
編著心障東性
教育研究所
発行学校図書株式会社

﹃東洋文化﹄

側無窮曾殿

編集財無窮曾
発行財無窮曾
﹃女子教育恥妬﹄

編集真仁田昭

発行

目白大学短期大学部

真仁田昭殿

女子教育研究所

﹃道徳を基礎づける﹄

●購求図書

著者フランソワ・ジュリアン

発行講談社現代新書

﹃男女共同参画社会をつくる﹄

著書大沢真理

︵鎚秤賊皿斡皿朋皿朋︶

発行日本放送出版協会

◎会費領収報告

ただきます︒

１︑この報告をもって領収書に代えさせてい

終年度です︒

２︑お名前の上の○印は新入会員の方です︒
３︑お名前の下の括弧内の数字は会費納入最

４︑ご不明の点は本部事務局会員会費の係ま
でご連絡下さい︒
︹岩手県︺

○佐藤孝夫⑭
︹秋田県︺

近藤七郎⑭
安部利平⑭⑮

︹埼玉県︺

︹千葉県︺

○木村浩側

︹東京都︺

長戸元三郎⑭

○熱海則夫⑭ ○元津弘幸⑭
○麿田史郎⑭ ○竹野日出雄⑭
○高岡浩二⑭ ○山口晃側

藤田豊側

○今田年⑭

中島英輔⑰⑭ 山口真弘⑭

︹神奈川県︺

︵平成皿年加月〜平成皿年ｎ月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

東京都熱海則夫鈴木勲
″元淫弘幸山崎隆司
″麿田史郎伊田和身
″竹野日出雄七海陸

岩手県佐藤孝夫石川喜一
東京都高岡浩二熱海則夫

″山口
晃山崎隆司
こんだみのる

″今田年七海隆

千葉県木村浩鈴木勲
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︵紹介者︶

宗政秀治

飯田光

荒木光哉
狩野冨吉
荒木光哉
渡辺晴夫

倉次重一
倉次重一
倉次重一
倉次重一
倉次重一
倉次重一
倉次重一
倉次重一
倉次重一
倉次重一

倉次重一
倉次重一
倉次重一
倉次重一

︵平成Ｍ年叩月〜平成皿年ｎ月︶

︵入会者︶

佐久間孝幸

まさのり

池田敏雄
山崎裕二
河村政経

西尾栄一

勝部義夫
田辺和之

田辺タツ子

桧垣和子
佐藤光江
藤富初枝

福田美佐子

今井康之
荒井光治
田中育子
清津胴子
黒沢安恵
葛原利生
葛原千真

土井仁

倉 根 川 壱

◎新入会員芳名︵敬称略︶

佐 島 平 受
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 会

八

行方正夫

斉藤千江子

田辺まさ子

篠丸郁子
岩測成子

黒岡美枝子

金子きち乃

倉次和也
佐久間昭

田辺一房
志田八重

渡部八重子

佐野わか子

久保勇夫
藤崎正雄
桜井静子
小川弘子
渡逼綱義
木村恵子
渡過一世
仙福克禎
高梨賢次
三橋洋子

東英夫

〃〃〃〃〃千〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
代

大大大大大大倉倉倉倉倉倉倉倉倉倉倉倉倉倉倉倉倉倉
石石石石石石次次次次次次次次次次次次次次次次次次
忠忠忠忠忠忠重重重重重重重重重重重重重重重重重重
弘弘弘弘弘弘一一一一一一一一一一一一一一一一一一

銚
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

子

岡外中真宮渡吉荒小向浅石中堀上八村麻小相東森
野口西久内逼松野池後見川村杉木上生泉馬金田

俊 正 孝 敏 和 憲 光 正 彰 修 政 善 秀 晴 克
昭芳麿昭隆夫勝子孝男子誠人人二則司樹美剛強司

忠弘

忠弘

忠弘

忠弘

忠弘

忠弘

忠弘

忠弘

忠弘

忠弘
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忠弘

忠弘

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

光二

寛之

光二

伊金金金金金金金金金大大大大大大大大大大大大
藤杉杉杉杉杉杉杉杉杉石石石石石石石石石石石石

言葉の
ひろば

爽やかな秋空の季節となりました︒

拝啓

げます︒

時下益々御清祥のこととお慶び申し上

存ですので︑一層の御指導御支援をお

後とも職務に全力を尽くしてまいる所

先ずは略儀ながら書中をもって御礼

願い申し上げます︒

申し上げます︒敬具

平成十四年十月吉日

文部科学大臣遠山敦子

会長鈴木勲様

入の寒さが加わってきたように思われ

謹啓凧一号が吹き去って列島には一

ます︒

先生には日夜国政に尽捧され御活躍

す︒

の御様子を拝し︑心から敬意を表しま

されれば幸いです︒誤れる男女共同参

ｊ性﹂を特集いたしましたので御高覧下

このたび﹃弘道﹄にて﹁父性と母
この度︑わざわざ御来省いただきな

冠省

がら公務不在中にて︑お目にかかれず

壊させることの恐れがあると指摘され

画の思想が日本の伝統である家庭を崩

今後とも︑文部科学行政の推進に全

大変失礼致しました︒

ております︒教育基本法の改正にこの

さて︑この度の内閣改造に際しまし
て︑引き続き文部科学大臣の職を務め

ので︑一層のご指導ご鞭捷を賜ります

力を尽くしてまいる所存でございます

平成十四年十一月八日

御侍史

森喜朗先生

ご丁重なるご書状と資料を拝受いた

拝復

鈴木勲拝

っております︒啓白

項目が入れられることのないように願

ては︑ご丁寧なご祝意など心暖まるお

とり急ぎお詫び方々御礼の気持ちま

じ上げます︒

時節柄︑ご自愛の上ご活躍のほど念

ようお願い申し上げます︒

ることとなりました︒留任に際しまし
心遣いをいただき︑誠にありがとうご
ざいました︒厚く御礼申し上げます︒

担当いたします教育︑科学技術・学
術︑スポーツ︑文化は︑人の知力︑心

平成十四年十月二十二日

で︒

切な分野であると思います︒それだけ

の豊かさや未来への希望につながる大
に国民の関心や期待も大きく︑日々責

文部科学副大臣河村建夫
社団法人日本弘道会
任の重さを痛感いたしております︒今
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零つも鞭

しました︒日頃からのお取り組みに敬

務局長様他各位によろしくご鶴声の程

まして有難度存じました︒何卒七海事

いたしました︒種々な面でご高配賜り

したいと思っております︒

たが︑過誤を生じないよう慎重に対処

松江支会飯塚一雄

御机下

松江市安井好燈
豊田紳敬

た︒ご厚情の程有難く厚く御礼申し上

ました事は感無量の極みでございまし

祖父に対する大変暖かいお言葉を賜り

に存じました︒その上鈴木会長様より

幕させて頂きました事は身に余る光栄

り子孫三代で出席させて頂き孫娘が序

尚のご縁によりご丁重なるご案内を賜

除幕式に当たり思いがけなくも祖父好

此度は西村茂樹先生植樹記念の碑の

謹啓

鈴木勲様

平成十四年十一月五日

つつ御礼まで︒頓首

向寒の折りから益々のご健勝を祈り

ます︒

つい冗文となりました︒ご寛容願い

意を表します︒寒くなってきました︒

慮頂いたことを耳にして家内は会長様

時に眼鏡拭紙やインスリン注射にご配

に此度の様子を話しましたところ晩餐

私事になりますが︑家内の問うまま

お願い致します︒

ご自愛されて︑益々ご活躍下さい︒

森喜朗

敬具

海外出張のため延引ながら御礼まで︒

十一月吉日

鈴木勲様

ひとの上に立つ者は強いばかりが能じ

のお心配り︑ご人格にいたく感銘し︑

ゃありませんねと一本やられてしまい

高校の創立四十周年と全校舎新改築祝

お認め頂き剰え過分な御歓待に接しま

会祖の植樹記念碑が予想以上に環境

賀行事に終日付き合い︑知事をはじめ

謹啓此度は当支会から多数の出席を

に適合して老松も一段と映えかつ銅版

数多の高友・旧知とゆっくり懇談し︑

ました︒無言垂範に改めて感謝し︑ま

によって銀山を訪れる人々に日本弘道

日本弘道会のことにも言及しておきま

してまことに恐縮仕りました︒ここに

会の存在感を明示することになりまし

した︒翌日︵三日︶と次の日︵四日︶

た帰省の翌日︵十一月二日︶は松江南

たので︑同慶の至りに存じます︒この

は木次町の文化祭行事に付き合わされ

謹んで衷心から御礼申し上げます︒

上は地元として老松の管理に一層留意

ましたが︑折り悪しくも木枯らしの連

吉田貞男氏から再度便りを頂きまし

ました︒

日でしたので九十一歳の老躯を痛感し

するよう話合っております︒

今回の協議会においては経過報告に
ついて充分な時間を与えて頂きました
ので︑発言者はそれぞれに喜んで帰県
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向寒の刷切に御自愛の程をお祈り申

げます︒

おかげ様で只今石見銀山も世界遺産
に向かって再び光が注がれようとして

翌支会協議会にも十分に報告申し上

から御礼を申し上げます︒

会長様より宿題をいただき帰郷後直

ちに大森の河村政経氏にお逢いし︑新

げられず︑申し訳ございません

指導賜りますようにお願い申し上げま

しい史跡として皆さんに弘道会の趣旨

おりますが︑今後とも何卒よろしくご

乍末筆愚妻よりも山々厚く御礼申

す︒早速にご丁重なお礼状を賜りまし

し上げます︒

敬白

し出でました︒

をお伝え下さるようお願いいたしまし

いきたいと申しておられました︒

して記載し︑ガイドの方々と勉強して

の大森の観光マップに重点的な名跡と

たところ︑心よく了解しておられ︑次

日本弘道会

石見銀山中村俊郎
鈴木勲会長様

十一月三日

げます︒敬具

て恐縮いたしました︒厚く御礼申し上

︵安井好尚翁令孫・曾孫の夫︶

鈴木勲先生

早いもので︑西村茂樹先生お植樹記

拝啓

念の碑建立式典の日から︑丸一週間が

次々と国の現状にマッチしたテーマ

協議会中途退場いたしましたことお

八年前に記録出版したものです︒ご笑

を設定され︑勉学不足の私にとりまし

渡辺晴夫拝

︵島根支会・元島根県教委体育課長︶

鈴木会長様

十一月三日

提唱下さいませ︒敬具

会長様益々ご健勝にて日本の心をご

将来の見通しに感心しております︒

詫び申し上げます︒

日本弘道会の会長様はじめとする会

要しました︒地元アマチュアカメラマ

納下されれば幸いです︒撮影に二十年

追伸同封の写真集は︑私が個人で十

員のみな様の熱い想いで︑旧大森小学

経ちました︒

校跡地に立派に記念碑が建立されまし

て︑残念ながら意見がございませんが

設けていただき大変な御馳走を頂き恐

先日は会長様自ら親しく懇談の場を

相成りました︒

謹啓にわかに木枯らしが吹く天候と

︵島根県教育委員会教育委員長︶

ンの苦心作です︒

で一杯でございます︒ありがとうござ

たことは︑私共地元の者としても喜び

鈴木会長様には︑ご遠路をお越しい

いました︒

ただきまして︑誠に光栄に存じました︒

縮に存じますと共に温かいご高配に心

また︑地元にあって︑安井好尚氏とい
るところでございます︒

うすばらしい先達に心から感謝してお
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紅葉より早く初冠雪の便りが届きまし

冬型の気圧配置が続き︑大山からは

うに思います︒人として誇りを持って

た善悪の区別に欠けた者が多すぎるよ

すと︑人々への気遣い︑思いやり︑ま

昨今若者︑いや日本人を見ておりま

た︒お変わりなく御活躍の事と存じま

いかに生きるべきか︑時代や国籍を超

拝啓

す︒先般は︑コラムの駄文に丁重なる

の活動はその意味で大変意義深いもの

えて考えていかねばならない課題であ

亡き父が弘道会に関係しておりまし

があります︒今後とも一層の御発展を

お礼状までいただき︑ありがとうござ

たのは承知しておりましたが︑松江支

おいのりいたしております︒日ごとに

ろう︑と思っております︒日本弘道会

会会長だったこと︑同支会を発展的に

寒さがっのってくる季節でございます︒

いました︒厚くお礼申し上げます︒

解消して結成された島根支会の初代会

げます︒

御健勝にて御活躍のほどお祈り申し上
乱筆御容赦くださいませ︒

長に就任しておりましたことなどは︑

日本弘道会の西村茂樹会祖のことも初

今回の取材で初めて知りました︒また

藤原秀晶拝

十月二十九日

＊＊＊

︵前島根支会長藤原恭一氏御子息︶

鈴木勲様

めて勉強させていただきました︒機会
をお与え下さいました松本幹彦先生に
感謝申し上げている次第です︒

島根県立図書館には日本道徳論の蔵
書がなく︑コラムが内容的に薄くなっ
てしまった点どうか御容赦ください︒
松本先生より日本道徳論︑人物叢書︑
これから勉強したいと思っております︒

西村茂樹の二冊をいただきましたので︑

社会教育功労者表彰

松平直書殿刀歳

松平直書氏は︑昭和六十三年五

月本会理事に就任以来︑十四年余

の永きにわたって︑本会の健全な

運営に尽力するとともに︑道徳の

振興に勤めたことに対し︑十一月

十二日㈹千代田区東条会館におい

した︒

て︑文部科学大臣より表彰されま

衷心より御慶びを申し上げます︒

﹁弘道﹄誌の保管に用いるバイ

○﹃弘道﹄バインダー頒布について

ンダーの在庫があります︒代金無

料でお分けいたします︒

支会の方は︑支会事務所にお申

込下さい︒
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山崎隆司渡貫博孝

会長 鈴 木 勲

永野健

長谷川茂郎

長谷川治一

金子ゆかり

岡時雄

市原雄忍
内田武文

若師水古深服戸菅斎北加市
鍋沢田川部辺谷藤村藤原
尚勝利忠好栄知晴尚正
志夫忠賞明蔵郎夫正朗武夫

京野正樹
坂尾正巳
白井健蔵
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特別会員朝倉治彦 飯塚一雄 石渡敬
市村真一
大塚正八郎 加地伸行
金杉光二 金子政次 狩野冨吉
木村治美 クライン孝子 倉次重一
佐久間彊 佐藤俊夫 下村敬造
高橋史朗 高橋誉富 丹治久

副会長古川哲史

終身会員相川孝夫 安藤太郎 飯田寅次郎
稲村勝美 今井千代田郎 宇田川正照
榎本匡吉 大兼利之 大坪承
岡本通 片野嘉雄 片山芳子
金田文夫 川村千寿子 亀山基恵生
国吉市義 久保田精一 河野卓男
笹森時雄 篠田惣治 清水常一

山本哲生

森田康之助

東園基文
古川清彦
松永信雄

顧問瀬島龍三林健太郎
理事秋山冨一 生平幸立 尾田幸雄 鎌田
杉浦昌也 土田健次郎 富田朝彦 七海
堀田正久 松平直書 茂木友三郎

監事 伊 藤 克 巳 小 谷 隆 一

評議員今井淳 入江孝一郎 小野健知
菊間健夫 木屋野正勝 黒羽一見一
淫英武 菅谷敏夫 高橋昌郎
西村幸雄 宮崎哲夫 藤下昌信

渡部弘

春山宇平 馬場菖夫
総山孝雄 古垣光一
堀賢次 松平永芳
宗政秀治 森隆夫
安田豊作 山室勇臣
渡辺正唐
隆正

勝
部
真
長
阪
谷
芳
信
多
田
建
次
藤
原
正
彦

松本才
鎗田寿

松本真一

吉田文男

三ケ田金弥

仁茂田茂 積田義男 高石景一 武部良久
内藤義行
鶴岡寛三郎 常泉健一 戸村良
仲村和夫 仲村正和 長沢俊雄 韮塚一三郎
根本一郎 野平佐匡 繁田四郎 繁田良一
福間信彦 古滝賢次郎 古滝達男 細田吉蔵
松崎美代子
望月兼次郎 山口武夫
吉田政博 渡辺敬雄

の国．国匡穴房嗣醇三吋シｚ○

冨吊．自画天国穴︒︻傍両目ｚ

巨拭宍営８三○口シ⑦シｚ回

ｐＨ国両耐ｇ面呉角１国巴一日︶

三厨い目の昌穴○のＰ目⑦ご︾

三岳．三閉巨目﹈国．︺シ○尻の○三

海外会員冨試目８寓言嵐昌○の国三シ⑦シ・

｜般会員

北海道今井兼一 大月武志 斎藤元護 高島秀雄
高橋兼夫 高原利好 富田辿夫 永井輝
中村浩一 花田俊勝 早水憲 安田勲
安田俊明 山下忠行

青森県一戸竹治

稲垣キッ子因幡重雄植村長吉江六前安巳

岩手県芦文八郎石川喜一伊藤正吉伊藤博

及川邦夫及川柴雄近江昭大崎弘一
大淫弘毅小嶋久人菊池啓佐々木竹夫

佐々木初朗佐瀬書朗佐藤重利高橋克喜
高橋繁高橋勇三田口勇之進千田久迩治
土川三郎中村兵衛門西井信弘畠山淳吉

村井研一郎横田誠喜矢羽々昭夫八巻恒雄

馬場英彦早川広徳古川守人鱒沢昇

後藤宗一郎驚藤正美佐々木拓雄佐藤憲夫

横田忠司吉田省三米川腫夫鷲盛瑞良
宮城県安曇謙三新井清之菅野多利雄菊地昇

鈴木康弘高野十高橋善幸高橋延一
手島典男中山師治七海正武西淫啓文

野村浩司堀田正一郎松坂英明水野貞男

目黒芳昭茂泉窃佐毛利平谷津律子

渡辺博

秋田県近藤七郎斎藤藻田口大師戸濯正男

畠山東太郎藤肥正三直井田善悦山田角助
渡部文雄

山形県相津長治板井角也百瀬慶雄山川徳助

福島県熊谷三四代斎藤浩哉佐藤保文柴田司郎
田久孝翁丹治幸吉米沢茂美
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伊藤義輝須賀淳

茨城県 貝塚茂樹鈴木良一 関五郎関口英夫
野口正之半田啓二
栃木県

木下操櫛部正直河内朝夫越川重

小林孝雄小林信夫五代吉彦小藤計
駒沢幸三郎斎藤明斎藤情笹本武雄

石渡伸幸伊田和身出井猛伊藤幸七郎

石川忠久石川松太郎石川良子石橋義弘

天畠一郎安西英太郎飯島清池田順二
池野和己砂金俊夫石井武子石川正郎

群馬県 荒木健一稲塚勇 氏家実前田勇
佐藤吉男白鳥千鶴子菅谷一夫鈴木英司
埼玉県 浅田俊夫新井慎一
安
藤
優
一
郎
安
部
利
平
鈴
木亨鈴木仲秋鈴木普二男鈴木豊
飯島正美市村セイ 井上信子江川豊太郎
関益太郎雑賀富雄祖父江昭一高木義雄
加藤正吉川口京子
神
成
裕
北
田
浩
一
高柳善男滝口松蔵田中敬子谷本茂雄
木村良平久保庭信一 小菅峻道小林靖昌
筑後則津嶋捷志辻幸蔵槌谷一彦
小柳光春斎藤勝美 五月女善一佐々木聖使
寺本彬飛ヶ谷定一中川卓志中村喜司
鈴木勝雄鈴木茂夫 須田勉高橋哲夫
鍋谷欣市並木昭靖根岸亮介根本淳祐
高橋勝竹村富子 田村和凡寺田秀穂
野口昇野沢登美男野平栄次信岡武
土橋隆信中田和夫 西内一郎橋口通夫
萩原勝長谷川達雄長谷川充必子畑中治
長谷川勲平井一夫 平野正光発智秀雄
花香情平井尭平野泰伸藤田たか子
真下博孝増田一郎 宮崎みつ子矢吹中
古橋登松浦成子村田新司柳瀬秀雄
山下直樹山辺知行 吉住龍雄
山崎侃山下孝子山田喜昭吉田俊男
千葉県 赤木博司天野才八 天宮満安藤隆弘
吉田徳二米田耕司若狭雪雄渡辺文男
五十嵐一郎池田太郎 石長川博伊藤信光
和田昭通
井上武宇井貞文 卯月幸鵜之津康雄
東
京
都
青戸陸子赤松豪赤松乾六浅井しげ
大岩好昭大祁利夫 大津一郎大島千代子
浅田隆夫渥美和也阿部情阿部光夫

大竹博大森敏夫 大八木正子岡川宏道
岡本親宣尾形伊之吉 小 川 成 義 小 沢 岐
小津深尾田綾子 落合高省小山光泰
糟谷正彦加藤員一 川村優木内重夫

（88）

伊藤文稔井上弘毅今井 正今尾知義
植田康久上田幸夫上野明義江渡成幸

大内保治大門隆大賀寛二大木文雄
小川雅一郎奥田員丈長村幸雄小津民三郎

大越章弘大淫幸夫大杉利彦太田克彦
大洞陽一岡本智博岡本信子小川徳松

小洲守男梶村昇片平進一片平善二
金子義徳加納岳鏑木義之神守隆一

葛麻紀加藤茂男金井肇金丸謙次
川口ふみ子川口重男川崎修川副幹夫
神田直樹菊池敏夫喜田安信木村健一

木山高美鯉川英一小坂巌小林秀樹

菱山幸一日野文麿平林智司麿漂節三

長戸元三郎奈良威野島信明長谷昇
浜中満和嶋沢孝東内一明久田龍二

藤田豊保坂徹夫細谷士武弥細谷政弘

麿田滋吹浦忠正藤井陽光藤岡知夫

堀内政三前津員夫松原正憲松本幸三郎

宮崎正彦宮本繁雄三輪田芳子武藤信夫

松本忠史真辺将之三浦良雄水田武

村田惰森下千寿子師俊紀諸津正道
夜久正雄山口康助山口豊山崎吉彦
山中道男山本剛史山本毅横山正木ｊ
横山安宏吉岡信吉田幸治吉永俊之的

渡辺武渡部武

脇屋哲夫渡辺八洲男渡逼輿五郎渡辺芳子く

柵倫理研究所・図書室

小牧幸雄古宮道世牛来義成畜藤健一

塩沢光利柴田昌弘島田四郎清水美彦

下山良新沢憲生菅原道照助川秀和

小林鉱治小林三郎佐々井典比古貞慶長昭

金谷宇造川久保孝雄小谷昌後藤寛

太田節子岡本文男小笠原峯男落合徹
小原高子尾俣セツ子加藤一雄金井勇

植原和浩内海静雄有働義彦遠藤惇

神奈川県赤司博之足立隆有川武勲生山智己
石川唯夫石毛慎一石沢彰文市村サト

三枝武坂口和男相良憲昭佐藤孝
下条進一郎下中直也下山敏郎庄司臭明

杉田正司鈴木寛一鈴木重雄鈴木延雄
首藤尊良関岡孝義関口清臣関口輝三

曽野洋高田賢高橋柴治郎高橋恭介
高橋新平田熊り州田口和巳田中孝
田中万吉田中治男千田芳彦鳥羽貞三

冨田武忠中川環中里良男中嶋将人
中田貴志男永松慶也中村伸之助中山幸諾

高倉弘 一局間勇
千田洗 豊嶋転三
長谷川雲郎 浜田史雄
藤田芙美 藤本茂夫
堀田修平 堀口恭宣
山口貢弘

沖明

武末隆夫 龍口健一
内藤宏 中島英輔
播戸正臣 福田好貢
藤本道夫 船山裕幸
水谷妙子 水野実
和歌山県

大谷嘉男

兵庫県 北村敏夫木村マサ福田太加志矢野恭克
奈良県 金森茂一郎

秋山勝正安部晃泉道典大西洋一

高橋文博
坂本幸治

房安一信吉田順一郎綿慣由章

涜口豊明日比徳子福島猛夫福永昌徳

土井康稔永井伸和長石肇西尾邑次

国岡靖夫小谷久雄清水昭允高多彬臣
武田勝文田中昭文田中宏明徳田章人

鳥取県

媛川山

支会

鹿児島県

熊本県 坂本果冨嶋宗雄
大分県 椛田信吾
宮崎県 後藤俊彦
吉富政夫

高知県 植村利夫山崎善正
福岡県 大庭茂美古川清光
佐賀県 古賀秀男小柳治道末次祐司
長崎県 中津保夫松本慶蔵

制宇和郷土文化保存会

ｊ

く

赤松泰伸有間重喜西田春善正木啓介帥

県県県

室伏武
新潟県 今成卓而
唐川正昭
富山県 浦林寛英 清水美晴
福井県 稲木孝二郎
長野県
岐阜 県

静岡 県

愛知 県

青木安弘 赤麿正男 小林元亨
浅野弘光 石井新太郎 石原太紀 伊藤雲
今井春昭 岩手達夫 江崎力 岡崎久
桐山五一
久保田正剛 小邑政明 佐藤正明
清水治 西脇幸夫 村山鐸司
天野恭作 池田正三 大塚洋次郎 小林情
田内龍治 長瀬省吾 野村里江 平井千代
松下貌三 渡部正義
梅村張男 王暁葵 大河原唯視 小田博一
加藤秀正 加藤十八 金丸和義 小木曽照行
桜井正一 鈴木保責 高田敬子 平井員一
宮田力松 山内司 山田哲史
内貴章雄 大内正夫 淫井敏郎
長谷紀雄
京 都 府 植田清宏
大阪府 石田光

愛香岡

島根支会

奥原省一郎尾崎安男小津秀多小田繁俊

岡嘉昭岡正岡本修治小川正道

小見夏生小村悦子小村孝志景山明彦

支会長 飯塚一雄

目次安茂松本幹彦

景山郁夫景山高行景山寛景山繁光
揖野妃都水春日光男荊尾俊勝田稔

副支会長

加藤悦司加藤菜穂子兼折右慈上谷慎二

後藤美利才木雅伸佐伯厚坂井弘数

吉川哲夫吉城聖顕木下秀樹規家文雄
清原茂治久保田治三倉井正喜鞍口昭二
黒崎行雄桑原克夫古浦義己高麗賀美
河原一朗小島博野小谷繁正後藤院一

河角静川谷定保川津啓義川原良一
川村淳川本忠俊神田義克北野静男

加村征子加本良治鞍嶋弘明川角尊慈

勝部克己勝部和承勝部次雄加藤武行

藤木敦山本直治吉長義親
狩野冨吉
木佐由延

顧問 浅野俊雄古瀬禦丸磐根
監事 熊谷正行三好和男
幹事 荒木光哉石倉識雄岩成秀彦加納勇一

事務局次長

事務局長

会員 青戸宏明青戸良臣赤江美穂芦田龍雄

石原信夫石原肇石原道夫泉和夫

安達伸次安部登安部正哉安部正哉
有馬毅一郎飯塚勝飯塚隆一飯田光
池添清見石倉初石倉国男石飛隆雄
井谷幸平伊藤英一伊藤健吉伊藤進二

佐々木宣之佐々田一博佐藤健治佐藤隆幸

坂本諭司桜内強佐々木茂佐々木孝賢

庄司肇杉原隆杉原有須藤隆英

佐堂博佐藤誠佐藤睦也真田直幸
佐貫泰則佐原亘佐原通司濯弘吉
柴田博島崎美徳島田雅治清水寛

上田業就宇治原貞夫内田栄梅木祥司
江口博晴江角郁夫江角仁江角比呂志

須藤文義須藤昌幸陶山吉朗須山彰
須山春雄須山守諏訪秀富高尾保行

伊藤博敏伊藤操糸原次之稲田保夫
稲田悦朗井上勝博井原孝夫今井靖
今岡健次今岡実入江勝仁岩浅宏志
岩井省悟岩崎亨岩田渥男岩田正樹
大石武博大坂武大崎能国太田源六
大津義文大畑実秀大森広子岡賑悟
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高梨光男高橋能範高橋英二高橋和男

高見武男竹崎康次竹谷強田壷勉
田中達夫田中信道田中久隆田中瑞夫
土谷和生鍔木篤↑坪内邦至寺本夏雄
中奥雅士中川政樹中筋弘充中西秀夫

藤間元康塔間武友森勉内藤章一

中野吟子中村倹三中村栄長井悟
永岡達朗長島聡永瀬哲子長瀬豊美

錦織靖雄西島正敏仁田準野津栄

浪花俊雄奈良井混西治西智文

野津哲野津満野々村恒夫橋本辰生

橋本敏雄畑勉秦征治花谷耕三
花田栄治早川求林充也原周弘

森山祐次森脇賢安江英彦安田和彦

三宅喜保宮廻俊盛村尾亘彦森泰

安田達司山岡清志山口浩明山崎悠雄
山田和彦山根憲昭山根林山本慶一
山本泰三山本弘正横路仁朗横山統農
吉田貞男米山克正若槻士郎若槻慎二
渡逼克彦渡辺晴夫渡部昭久和田惇子

和田秀穂和田弥生和田由美子和田淑彦
干潟町支会

支会長菅谷栄夫

顧問菅谷敏夫越川膳男高木豊

副支会長上代光祐浅井和泉

幹事柴田小左衛門井上洋一大湊忠文菅谷治兵衛

原敏原洋二原野敏雄平山明 監事越川昭花香博木内和
引野健蔵平木栄広江朝夫広江千年

栗栖精一林修一伊藤嘉平小林隆

高山寛一小久保昭治菅谷定雄塚本隆

広江文彦唐津将城広沢卓嗣広原啓視
福島律子福田和夫福田浩三福田政隆

大級博大根敏夫加瀬馨金杉清

内田葦衣鳩和夫遠藤良一大級一彦

伊藤銭岩崎五右衛門宇井芳夫内島福治

庶務会計古橋謙寿菅谷治兵衛塚本隆
福田充雄藤波稔藤原徹知舟木征一
古瀬章細貝篤志細木保興細田博史 会 員 熱 田 淳 熱 田 正 雄 穴 沢 輝 一 飯 田 明
石井勝也石川武石毛春雄伊藤龍芳

間田浩彬松浦修六松浦正敬松浦幸年

堀尾虎雄本田幸忠前島泰前田徹

三浦正樹三賀森晃三島房夫三原治夫

松田夏夫松本功松本敏雄松本淑子
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野田支会

支会長
副支会長
事務局長

会員

金杉佐久治

鏑木淳一

菅谷源兵衛

作佐部寛守

林静

高木利治 高木治富 高野基二
長谷川国雄 花香幸作
堀江信慶 道願繁 宮負博光
宮崎精二 宮崎善一 宮崎敏夫
山田常衛 米本新治 若梅力

菅谷昌澄 菅谷菖歳 菅谷陽一

菅谷健一

柴田正義 菅佐原滋之
菅谷勝雄 菅谷喜作

佐伯伸太郎

木内清夫 栗栖良平
小林克己 斎藤好郎

金杉祐次 金杉国照
上代章造 木内郁夫
越川進 越川正次
斎藤良知 斎藤喜代治
椎名嘉衛 篠塚五郎
菅谷一詞 菅谷英一郎
菅谷匡義 菅谷顕
高木喜兵衛

菅谷誠一

杉崎久 鈴木寛 高木徹
高木武雄
高山俊彦
古橋重雄
宮崎昇英
宮沢敏雄
渡逼信綱

茂木友三郎

永瀬好邦
戸辺好郎
秋田誠二 麻場美彦 朝比奈豊治 石川英一
石原法重 石引芳樹 石見涼二 井出克芳
上原哲哉 上林忠生 大石俊昭

岩田勉

佐倉支会

名誉会長

顧問

佐々木小次郎

大関健道 大滝伝大塚博昭 岡田功
岡田直四郎 柿崎秀子角谷一夫 勝田三男
加藤保夫 北島義己木村亨 日下部寛太郎
日下部哲好 倉持又彦栗林達雄 栗林真人
桑原時夫小林健二郎 小松原昇
近田孝夫 近藤勝洋需藤てる 畜藤吉巳

黒川浩

境博照 坂倉良助坂牧光義

千葉義行塚本豊 土屋栄

佐漂秀夫 佐藤茂佐藤裕 佐原紀雄
下山知久 白井英雄鈴木和夫 関根三郎
田中幸一
高梨孝雄 高橋保高橋宏
田中元一

林輝

本田洋治郎

戸辺明良 戸辺一夫戸辺勝恵 戸辺光政
戸辺慶成 中津喜久子中村富士夫 沼田兼
野本真治 初見良昭涜谷広司

原田勉 平塚ヒロ子藤井浩

松尾情 松田武松村英正 宮内好雄
宮本清一 茂木国子茂木佐登子 茂木七左衛門
茂木七郎治 茂木長三郎山口稔男 山崎和枝
山崎義二 大和崎純山中武彦 横田賢次
横山正樹 吉岡輝雄若林貢一
渡貫博孝

堀田正久菊間健夫
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副支会長

石渡敬

支会 長 倉 次 重 一

監事 服部忠蔵 宍戸宏
理事 平山秀樹 粟生喜三男 円道寺茂山崎登
石橋実 佐藤金作 倉田彰夫長竿民子
芦谷妙子 原田郁
事 務 局 長 松戸正利
会計 田淵良和
会貝 秋葉二郎 荒井光治 行方正夫 石井和夫
石渡菊枝 伊藤貞夫 井上公平 井原重之
今井康之 岩淵好弘 岩洲成子 鵜沢卓也
臼井尚之 内田儀久 浦野喜代子 円城寺信夫
大川徹夫 大川靖男 太田勲 大友喜代
小川弘子 加藤高 香取博 金子きち乃
川越源蔵 川辺敏 京増博 清津胴子
葛原千真 葛原利生 小出行雄 久保勇夫
倉次和也 黒岡美恵子 黒沢安恵 斉藤千江子
坂井昌司 相野栄子 佐久間昭 桜井静子
佐治洋之助 佐藤強
佐藤光江 佐野わか子
椎名翼 志田八重 篠丸郁子 菅谷浩
鈴木清 鈴木忠 高山孝雄 立田責
田中育子 田辺和之 田辺タツ子 田辺一房
田辺幸男 寺田辰夫 土井仁
田辺まさ子

松平喜美代

中村克凡 幡鎌嘉男 桧貝信一郎 桧貝和子
東英夫 平野昭雄 比留間尚 福田美佐子
福山昭 藤江徳也 藤崎正雄 藤富初枝
本田タミ子
松
戸光男 真野好則
安川政好 山口正夫

福原修

黒川邦保

庄司厚安田豊作

渡部八重子

路野照雄 森栄一

渡辺美智恵

仲尾卓二

安房支会

支会長

柴山斉

長谷川治一

副支会長

顧問

幹事長

小田喜明子

畑俊一高梨哲朗

幹事 吉田幸昌 金木賢三 渡辺上 村田武唐
安西信雄 永井幸彦 鈴木亭 兵藤恵美子
坂口まさ子 北浦実
佐久間秀子 青木紀夫
吉田豊子
地区員 岩本和 富田明 青木嘉男 佐野義男
土橋保夫 渡辺裕 大沢千丈 小藤敏夫
渡辺重雄 鈴木好雄 加瀬俊次 本橋仁
宮沢治海 生貫敬子 錦織恵美子 武田金市郎
榎本春光 高橋博夫
監事

渡逼一義

事務局 庄司艶子
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篠原啓一郎鈴山啓副島利孝手塚信雄
徳川道郎土井博及永尾光義西村員夫

松尾裕司松本信幸水辺絃治宮田清登

深川一太深川巌深川聡深川剛

西山徳西山清治西山義久腹巻文雄
原田隆男久富桃太郎秀昇樋渡俊秀

金丸謙一鎌田久子川上賢爾川名直治

山口隆敏山口博行武登渡辺陣一郎
平川支会

顧問吉堀慶一郎金子政次

小谷秀子小林進小林安生小松雄光

武田愛雄角田陽子出山恒男花田卓治

樋口宏平島守道平野徳蔵福岡和徳

星谷悌二増田昭増田基彦三平勉

本橋亮一 安田耕太吉田久雄吉見貞男
渡辺嘉助渡辺祐典

会貝伊藤義彦井上正夫宇田川武夫内海茂
宇野乙吉江沢国夫大野健二小倉久
片山保吉金子昭次川津勇切替正房

事務局長伊藤典夫斉藤哲夫

監事筑紫静男東平喜久雄

石井恭雄杉山晃

９

ｊ

鈴木光男須田芳郎高梨政道高橋修 会長宗政秀治
副
会長鈴木茂興５
理事篠崎弘切替正藤崎岩夫高橋信夫く

庄司徹代田浩二鈴木宗平鈴木誠

真田三郎真田隆久佐野哲男佐野妙子
佐野正夫佐野りっ子島和弘島津晴久

小宮忠小宮義夫坂本美江子佐久間邦彦

尾形弘道加瀬みつ角田迫夫金房保

磯部和子今宮靖雅岩波正夫江口暢俊
大島精一大田文枝大溝好子岡本三郎

員安西雅行石井忠雄石井敏子石井秀

有田支会

鈴木幾久鈴木六郎関政彦関喜一
高橋幸雄武田篤大地勇常澄英雄

切替良寛近藤仁一近藤繁雄佐久間蝿

員出雲悠司岩永正太浦川正徳岡本正春

鶴岡満長島靖司仲野勝蔵永谷源一

支会長深川
事古田
査坂井勝也

梶原貞信金ケ江重綱鴨打邦行川口武彦

賞明

会

会監幹

根本鎮夫
薮内昭太郎

山中晃
八千代支会

会長萩原康正
副会長佐藤孝光
川崎昭男

幹事酒井英勝
会計 監 査 半 津 洋 次

会計山口和徳

会員 相 淫 康
井内秀敏
石村博彦
伊藤道子

内山民恵

猪俣昇
遠藤隆
大島千明
岡本秀衛
風戸成夫
川崎覚治
工藤雪雄

葉岡部秀夫

平戸裏古沢厚良

山崎克巳 山田博光山田恵春
若林道郎

宮原英二
高橋正彦 飯島好美薬師寺修
高谷節隆
浅見幸彦
三浦信武
青木千三男 秋山泰彦 浅野陽一
池田博人 池田順一 石川潔
磯貝謹吾 市村順一郎 伊東稔雄
伊藤泰彦 稲毛英三 井上滋
今井幸男 浮貝公雄 歌川好夫
海野鉄太郎 梅津友彦 江田浩昭
及川健一 大石忠弘 大熊正男
太田公昭 岡部永 岡本知也
海賓伸一 加賀谷孝 赫多幸男
加藤孝明 金子勲武 狩野公太郎
岸平和久 木伏一彦 曲沼三七夫
越川久治 越坂公一
黒田富士男

佐々木秀一

横尾邦光若松竜二
木村恵子渡逼一世
三橋洋子森田克司

山野員一郎湯浅修光

藤森牧男細川覚史
松本光弘三浦幸子
三橋勝則三原義秋
宮野勝男深山春雄
八木康行矢口逸子

蜂谷美子林孝

長津哲彦奈良泰敬
沼里親一長谷川優

田村貢豊田正昭
中村二郎中村淳

須尭福美添田秀和
高宮昭裕瀧淫昭彦
武森公夫田中典夫

敷地淳一島弘幸

小菅知三 小林伸夫 小林政明斎藤昭夫
佐伯莞夫 佐生滋彦 酒井一浩坂井誠一
坂本仁 坂元昭文 棲井一彦佐々木温
佐藤雅英佐藤秀和
佐々木和子

鮫田信夫 塩田孝弘
志村幸男 杉浦征生
高田義之 高橋忠和
滝瀬久子 武田栄三
田逼雅三 田村重喜
内藤俊夫 中嶋健
永井元博 長岡勉
仁井山久夫 西山芳郎
畠山博明 蜂谷昭夫
平山宣尚 麿川実
升野嘉久 増本幸夫
三浦芳義彦 峯岸貴人
三間芳弘 宮崎芳雄
守屋幸雄
森
矢口孝 山崎晶司
湯浅敏和 湯原啓夫
渡逼昌子 渡逼綱義
仙福克禎 高梨賢次

東金強 相馬剛 小泉晴美麻生秀樹
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吉田功
郡司勝美平戸敬一

村上善司八木政則上杉修二堀彰人
中村正人石川誠浅見光子
支会 長

川又銀蔵

茨城支会

副支会長

船橋卓
岡崎宗一郎

幹事 長

以後崎孝
一色史彦

大久保紀夫

岡本重男
賀沢一朗
川崎正之
菊池弘道
小池利惰
後藤善一

佐藤正夫
鈴木重宣
高橋能久

繊正治
西谷隆義
平野拓也

麿瀬文男 藤村乙丸
本間隆雄 牧原丘
森木尚史 矢口豪
山野隆夫 渡逼基一
渡逼幹雄 綿引道典
木更津支会

顧問石川昌
副支会長沖津三郎

支会長若鍋尚志

三枝英司

斉藤儀平

堀江信一

本田行

村上貞夫 村上義光
山口幸雄 山崎光雄
渡逼ふみ 渡辺高司
和田俊次

理事渡辺文子 渡辺朱美西賀善蔵滝口敏夫
幹事長斉藤善作

監事荒井弘導

安藤小平

卯月睦彦

副幹事長伊藤克巳

会貝安藤範夫
池田良
伊藤勝

鹿島冨士夫

石井純一

荻野一男

細井系太郎

長谷川勝由

安藤泉 飯田昭二
石渡七郎 井出雄二郎
宇山美代子 岡崎源恵
加藤良二 河野一郎
白石澄枝
田中修穫

後藤敷人 佐久間朗 重田実
鈴鹿錠 武内清 竹村清
仁平晃 野口秀実 野中徹
榛淫敦子 平野明 藤浪英子
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渡辺宏

関昇

磯畑宗之 押鴨自平
石井定輔 石川馨 市毛宏知
大熊定男 大島柴二 大山義男
小倉利三郎 小沼良忠 小野瀬怜子
加瀬征雄 金井正 川井昭子
川又正行 菊田宏 菊池成男
菊池庄重 木村欣司 熊田宏之
粉川健 小林稔夫 小林幸夫
斎藤貞 桜井作左衛門 佐藤哲雄
篠原光 鈴木一好 鈴木俊雄
鈴木秀満 鈴木冨士郎
滝田昌生 竹村広治 手代木英夫
土岐良典 冨田正一 生田目篤
西宮能信 沼尻信雄 白田肇
員査

幹事
会監

銚子支会

堀内正一本多正一村田勝己村松正秀

榊原久良子

神原靖夫

石毛弘二

小嶋昭三
中嶋桂一

宮内正一

林重和
山本明

宮内隆夫

酢谷伊知郎 高野朝一

加藤隆

石毛俊蔵三

村山康太安田英雄八剣隆山中彰

大木衛

石神義蔵
加瀬公毅
向後三郎
鈴木粂雄
成毛春夫
松浦光善

篠田庄太郎

房州陽一

百川東一

七海隆
田測敏夫
藤下昌信

秦きい代堤佳子
白鳥正

弥勅院満

古川秀臣
淡路需嘉
押田和彦
来栖亮吉
柴崎孝市
田中啓康

願問 飯岡四郎 阿部明高橋弘
支会長 金杉光二
副支会長 白土四郎 猿田正城
幹事長 鈴木章裕
幹事 飯塚藤三郎 伊藤寛之 島田良介
佐藤米吉 西谷倫子
庶務会計

監事
会貝

事務局
事務局長

職員
嘱託

夫婦鼻

水天菖里曙光開

千葉香城菅谷敏夫
春自東方海上回

巌構夫婦銚崎隈

かい

ちようきくま

ひん

最是寅賓初日虚

めおとはな

読み方
夫婦鼻

春は東方海上より回る
心もつし﹄こつつ・し

水天万里曙光開く
いわおめおと

最も是れ寅みて初日を賓する処

巌は夫婦と称す銚崎の隈

○国の文化祭が︑県単位主催で交代で行われるようにな

った︒群馬県は︑平成十三年であったが︑その前年︑

関東地方の名山︑湖水︑河川︑海岸等を題に限定して
漢詩の募集があった︒

それに募集したものが二百九十八あり︑そのうちで十

一首が入賞作品に選ばれた︒わたしも左記の詩を募集

したら図らずもその中に入った︒

題は︑﹁銚子半島夫婦鼻﹂というのである︒
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編集後記

した︒

﹁青年と読書﹂と題して講演されまし
た︒立志式の厳粛な雰囲気と生徒達の
模々しい挙措に感銘されたとのことで

鯵島根支会の協力を得て進めておりま
した懸案の﹁会祖西村茂樹先生記念植
日︑除幕式を挙行いたしました︒除幕

しております︒しかし︑ワールドカップ

鯵昨年は︑同時テロ︑狂牛病などで世
間を賑わしましたが︑この年も位致に
関連する北朝鮮の問題をはじめとして
政治︑経済︑教育と大きな問題が山積

樹之碑﹂が漸く完成し︑十月二十七

した︒これを記念してカラー写真で口

式には鈴木勲会長はじめ多数の関係
者が参集されて盛大に執り行われま

ます︒

お年をお迎えください︒︵七︶

や小柴昌俊さん︑田中耕一さんのノー
ベル賞のダフル受賞等明るいニュース
もありました︒明年は決して平坦なも
のではないでしょうが最善を尽して参
りたいと念じております︒一層のご支
援を賜わりたい存じます︒どうぞ良い

絵を飾りました︒碑が建てられた大森
の地は︑世界遺産申請中の石見銀山が
あったところで︑これから沢山の人々
が訪れて会祖手植えの松を仰ぎ︑会祖
の遺徳を偲んでいただけるものと思い
鯵去る十一月十八日︑元駐タイ大使の
岡崎久彦先生をお招きして﹁最近の国

振椿剛座○○一四○

一

四三一七

ＦＡＸ○三︵三二八八︶○九五六

ＴＥＬ○三︵三二六二○○○九

発行所鮒咽日本弘道会

東京都千代田区西神田三︲一︲六

印刷所︵株︶共立社印刷所

東京都千代田区神田神保町三ノー○

郵便番号三一︲ｇ歪

鈴木勲

平成茜年主且一壬日発行︵年会費二︑○○○︶
編集兼
発行人

平成西年士一月二姦日印刷

際情勢と日本外交﹂の演題で特別講
演会を開催いたしました︒いま問題に
なっている位致を巡る北朝鮮の問題︑
イラク問題をはじめ集団的自衛権等に
も触れるなど︑懇篤なご講演をいただ
き︑大変有意義でした︒この講演の記
録は︑次号に掲載の予定ですのでお楽

鯵高円宮様の突然のご急逝は︑深い悲
しみであり︑これからの皇室と国民の
橋渡し役として︑ひとしくご期待申し
あげておりましたのにと哀惜に堪えま
せん︒鈴木勲会長は︑十二月二十五日
宮邸に記帳に参り︑弔意を表されまし
た︒本号では︑慶弔の欄を設け︑謹ん
で哀悼申しあげることとしました︒
鯵本号は︑明治天皇生誕百五十年に因
み﹁明治の気概﹂のテーマの特集を組
みました︒古川哲史先生はじめ︑六名
の先生から明治人の気概について論じ
ていただきました︒ご繁忙のところご
執筆をいただきました各先生に厚く御
礼申し上げます︒明治が終って百年後
の平成の現今は︑政治の混乱︑経済の
不振︑倫理衰退と混迷の色濃く︑様々
な問題を抱えていますが︑あの背骨の

通った強い意志と意欲にもえた明治

の総会に出席され︑中学校の立志式で

しみにお待ちください︒

鯵鈴木会長は︑十二月一日有田支会

す︒

人の気概に学んで困難を克服し︑生き
抜いていかなければならないと考えま

基調講演

一般頒価六○○円

﹁期待される日本人像﹂小堀桂一郎先生︵東京大学名誉教授︶
シンポジウム

パネリスト木村治美先生︵共立女子大学教授・随筆家︶

高坂節三先生︵拓殖大学客員教授・元栗田工業㈱会長︶
ビル・トッテン先生︵㈱アシスト社長︑評論家︶
小野健知先生︵道都大学教授・日本道徳教育学会会長︶

コーディネーター尾田幸雄先生︿認姻雑都罰鉢睡道会理事・お茶の水女︶
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発行者︵社︶日本弘道会会長鈴木勲

方を考えることとしました︒

このシンポジウムにおいて変動する国際社会にあって異なる文化︑宗教を理解し︑尊重しながら相ともに平和
な世界を築くために期待される日本人像について︑基調講演の小堀桂一郎先生をはじめ︑教育︑経済界の第一線
で活躍されておられるパネリスト︑コーティネータＩの先生方の熱意あふれる有意義なご提言のすべてを収録し
てあります︒心ある方々のご高覧をおすすめいたします︒︵お申し込みの方は下記の日本弘道会へどうぞ︶

(発行所）

編集弘道シンポジウム実行委員会

﹁期待される日本人像﹂

１１

骨冨

鶴

羅謬識鱗瀞韮難〆診慰畿溌︑．

Ｉ弘道シンポジウム二○○二の記録Ｉ

弘逼シン．本ジウムニ︒︒茎の屋創

岬顎切計訂醇罵斗恥自牟誤さ鞘皐

赴堂隼人日本弘通会一

心評︾己今︒逢尭十心一幸

蕊期待されるＲ本人像識鋼塞
−

本書は︑平成十四年三月十六日神田錦町の学士会館において︑﹁期待されるＨ本人像﹂のテーマで実施したシ
ンポジウムの経過を記録したものであります︒
Ⅱ本弘道会では︑平成九年以来﹁心の教育﹂﹁Ⅱ本人の忘れたもの﹂﹁家庭の訓育を考える﹂のテーマでシンポ
ジウムを開催し︑広く世人に訴えてきましたが︑議論の経過を通じて︑日本人としてのあるべき姿を明示するこ
となしに︑ただ豊かな生活を求めてきた日本人の生き方が浮かびあがってきました︒そこで本年は︑﹁期待され
る日本人像﹂のテーマでこれからの激動する時代にあって︑日本人としての理想像を求め︑Ｈ本人としての在り
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