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第100回通常総会記念写真（平成14年5月25日）

日本弘道会綱領︵昭五一・一○・三○︶

会祖西村茂樹先生小伝

毒轍雑

報道言論の公正を求めること︑
社会悪に対し世論を高めること

教育の通性を期すること︑道義
の一般的関心を促すこと

と

と︑資源の保存と開発を図るこ

自然の美と恩沢を尊重するこ

政治の道義性を高揚すること︑
経済の倫理性を強調すること

世界の形成を察すること︑国家
人類の将来をおもんぱかること

甲号個人道徳︶乙号︵社会道徳︶
ること

皇室を敬愛すること︑国法を守
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︑勤務を励む
こと

教養を豊かにすること︑見識を
養うこと
財物を負らないこと︑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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先 生

斯人棄世

世棄斯人

抱凌雲志

墓門有人

俗吏負位

蕩子貧色

下士争利

上士争名

悠々ダル天翁

斯人世ヲ捨シ

世斯人ヲ棄テナバ

凌雲ノ志ヲ抱ク

墓門人アッテ

俗吏ハ位ヲ負ル

蕩子ハ色ヲ貧り

下士ハ利ヲ争ウ

上士ハ名ヲ争イ

ひつもん

リよううん

むさぽ

悠々天翁

其ノ意ヲ解セズ

シ旨つ︑し

不解其意
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︹字解︺上士Ⅱ徳の高くすぐれた士︒
下士Ⅱ凡夫︒身分の低い者︒
ひつもん

墓門Ⅱいばらで作った門︒貧者の居宅︒

凌雲の志Ⅱ俗塵を離れる望︒高く世外に遊びたいという願い︒
悠々Ⅱ閑暇なさま︒

天翁Ⅱ唐代︑物語上の天の神︒天のあるじ

︹大意︺身分の高い者は名誉を争い︑身分の低い者は利益を争う︒

放蕩者は女色にふけり︑教養のない役人は位階に執着する︒

ところが貧者の家には俗塵を離れようとする高尚な志をいだ

く者があると世間はこの人を棄てて省りみず︑この人も世を
棄てて世外に超出する︒
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第一○○回通常総会式辞

はないかと考えます︒

本日は第百回通常総会を開催いたしましたところ︑会員各位にはご多用中︑また遠路からも
御出席頂きありがとうございました︒
日頃各地に総て弘道精神の実践普及に尽力されていることに対し︑心から感謝申し上げます︒
昨年は会祖西村茂樹先生の百年忌に当たり︑菩提寺養源寺に総て百年忌法要を営み︑会祖に
対する追慕の念と承継の決意を新たにしたことは感銘深いことでした︒
会祖は没年の明治三十五年四月︑病床から総集会の会員に書簡を寄せ︑﹁世間道徳の衰退はそ
の進歩の速かなること本会の進歩の及ぶべきところに非ず﹂と慨嘆しつつ︑﹁今日国民道徳の
振興の任に当るのは弘道会をおいて他に非ざるべし﹂と信念を吐露され︑現在各支会に望むと
ころは次の八か条であると︑具体的な目標を示し全支会が行動に移ることを望んでおります︒
文字通り遺言ともいうべきこの書簡を読み返すたびに︑会祖の思いが側々と伝わり胸の熱く
なるのを覚えます︒この八か条の中でも︑公私の弁を明らかにすること︑廉恥の心を養うこと
の二ケ条は︑特に︑今日の政・官界︑経済・産業界の指導者たる人々には肝に銘じて欲しい頂
門の一針であり︑私共会員もひとしく朗行実践すべき徳目であります︒曾てポール・クロー
デルが戦前の日本人に対し︑貧乏であるが高貴であると称したといわれる日本人の高貴な心︑
私よりも公を優先し廉恥を重んずる生き方を取り戻すことが︑道義国家日本の国民の在り方で

本年三月の弘道シンポジュウムに総て﹁期待される日本人像﹂を取り上げましたのもこのよ
うな趣旨であり︑本会としても今後も継続して考究していく課題であります︒

〆

〆

〆

さて昨今の教育界は四月から実施された新しい教育課程をめぐって子供の学力低下が論議の
的になっておりますが︑これよりもより深刻な道徳心の低下について何故真剣に議論し対策を
考えようとしないのか疑問に思います︒真の学力は︑道徳心の基礎があってこそ社会公共に役
立つ価値あるものと考えます︒学校における道徳教育︑徳育の充実こそ何よりも急務であるこ
とを強く訴えて参りたいと思います︒この意味では︑本会が道徳心の基礎を培うものと評価し
支援しております﹁朝の十分間読書﹂の運動が全国的な拡がりを見せて成果をあげていること
は歓迎すべき現象であり︑本会としても引き続きこの運動をはじめ子供の読書を進める運動を
推進して参りたいと考えておりますので︑会員各位の御協力をお願い申し上げます︒
最後に会祖御手植の松の記念碑の建立に就いて申し上げます︒
会祖が明治三十年中国地方巡講の途次島根県大田市の大森小学校にて講演の際︑校庭の一隅
に植樹された松が見事な老樹となっておりますが︑その由来を誌した石碑を建立し弘道精神の
顕彰に資したいと計画しております︒
これは島根支会の熱心な提案と協力によるものであり︑会祖百年忌の記念事業の一つとした
いと考えます︒このように支会が弘道精神の普及のため提案を頂くことは誠にありがたいこと
であり︑今後とも積極的な提案を寄せられることを期待するものであります︒
申すまでもなく道徳の第一義は実践にあります︒本会綱領に則り実践朗行することと同時に
手近のところから弘道精神の普及に役立つことを実行していくことも大切であります︒
会員各位の一層の御奮励をお願いして式辞といたします︒
平成十四年五月二十五日

会長鈴木

社団法人日本弘道会

勲
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︻巻頭の言葉︺

木屋野正勝

するよりは︑国際協調や国家規制で取り組むのが筋です︒しかし残

らです︒こうした地球的規模の問題には︑個人の自発的行為に期待

す︒地球生命の基盤としての環境の悪化を専門家が警告しているか

現在︑環境問題が国際的にも︑国家的にも︑重大になっておりま

環境問題について

飛騨

念ですが︑国益の対立から国際協調が容易ではなく︑しかも︑政治

や経済の指導者が必ずしも積極的でないように見えます︒

者など︑有力な知的指導者は﹁科学と倫理﹂︑﹁環境と倫理﹂︑﹁経済と倫理﹂というように︑専

つくのではないかと思ってしまう︒それが現状です︒しかし既に︑科学者︑倫理学者︑経済学

駆られます︒日常的にも︑環境破壊の深刻さが目に見える段階にはないため︑まだ取り返しが

者のことですが︑何がしかの影響を与え︑変化が起きるのを期待するしかない︑という思いに

このような状況では︑政治や行政にあまり期待はできそうにありません︒個人に︑特に指導

歴
』

門能力を専門外の題目︵テーマ︶に結び付けて環境問題解決のために努めています︒
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このような時に︑私たち一般の国民にはどのようなことが期待できるのでしょうか︒日常の

こまごまとした課題で精いっぱいの状況では︑なかなか頭が環境問題に向かうことはないでし

ょう︒しかし︑わが身を省みて気づいたことがあります︒目に見えないものに価値を見出すよ

うに努めるということです︒たとえば︑日本では︑自然の中に︑あるいは︑先祖の中に︑神を

感じ取る心情がありますが︑それは習俗とも言えますし︑文化とも言えます︒あるいはまた︑

宗教はそれぞれに︑目には見えないものに価値を見出し︑それに基づいて生き方を整えていく

という大いなる精神生活を作り出すのに役立っています︒こうした心の働きは︑歴史的にみて︑

（9）

私たちの中にあったものであり︑新たに創造する必要はない︒よみがえらすだけです︒

そういう状況が直ちに環境問題を解決するとは思いませんが︑目に見えにくい環境問題に取
組む指導者を励ます効果は期待できそうです︒

目に見えないことを見ることができる想像力︑この能力には︑目に見えないものを見ようと

する意思があれば備わり︑発揮できる性質があります︒大衆とか︑指導者とか︑差別なく誰に

も備わっています︒大衆が想像力を強め︑発揮する事例が増えれば︑指導者もそれに共鳴し︑
励まされ︑想像力を回復できるようになると思います︒

第七代野口会長は︑これからは﹁君子万人の時代﹂と喝破されました︒環境問題に想像力の

働くひとは︑﹁現代の君子﹂に不可欠の要素を備えていると申してもよいと思います︒

︵本会評議員・元日本テレビ文化センター経営計画室長︶

、

、

特集環境倫理

地球は今︑深刻な環境問題を抱えています︒そのた

め早くから多くの識者より問題が提起され︑国をはじ

めとして市民団体など各方面から様々な対策が提唱さ

れております︒しかし︑一向に改善の兆しは見受けら
いるとしか思えません︒

れず︑ますます深刻の度を加え︑解決は先延ばしして

地球の環境悪化の行き先は︑人間生活の破壊であり︑

被害を受けるのは将来の世代です︒これらの問題の解

決は︑法的な規制と人智を結集した環境の破壊防止の

技術開発にまつよりほかに途はありませんが︑最近は

自然と人間の関係を重視し︑正しい世代間の関係につ

本号では︑環境倫理の面からこれらの環境問題を考

いての論議が行なわれるようになってきました︒
え︑論じていただくこととしました︒

(10)
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京都議定言の批准承認案と地球温暖化対策推進法改正案

受諾言をニューョークの国連本部事務局に寄託し︑批准手

日本政府は四日︑地球温暖化防止のための京都議定書の

､一．一.が一・叫墜÷.Ⅱ.÷釧胴一.妙一判P.÷､u･一.,ﾛ鯉一一 ÷ ･ 金 一 , h か ‑ 1 1 F ÷ 餌 ' ' 一 ' 1 1 房 一
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一京都議定害の倫理的意味
←埴国風■：悶召ｊ︑刑咽四画■

１１４︐１＃４１４９１９４９ｊｖ４１０４ｖ１り１０４６４６１９４１︐０

は二○○二年三月二十九日の閣議決定後に第一五四回通常

議定書は批准先進国のＣＯ２排出量の合計が︑一九九○

続きを終えた︒同議定書の締約国・機関はこれで七十三ヵ

参議院本会議は二○○二年五月三十一日︑温室効果ガス

年の先進国全体の五五％以上になる五五カ国以上が加入す

国会に提出され︑同五月二十一日に衆議院本会議で承認・

の削減を各国に義務付ける京都議定書の批准承認案を賛成

るという条件が整ってから九十日後に発効する︵京都議定

国一機関となった︒

策推進法の改正案も全会一致で可決された︒

京都議定書の締結に必要な国内担保法である地球温暖化対

武

可決された︒

｜︑日本の加入が決定

加
二二九︑反対○の全会一致で承認︒またこれに関連して︑
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という条件は満たされたが︑ＣＯ２排出量の合計では約三

き︑日本が締約国になったことで︑すでに五十五カ国以上

書二十五条︶︒三十一日の欧州連合︵ＥＵ︶十五カ国に続

乗り︶の有利さを生かして︑経済競争でも決定的な有利さ

採るだけではなくて︑温暖化対策のフリーライダー︵ただ

いことになる︒アメリカは︑世界に対して軍事独裁体制を

力と加入国との間には︑経済競争の対等の条件が存在しな

﹁排除不可能性﹂というのは︑公共財の成立条件である︒

六％となったが︑五五％に達するには︑ロシアやカナダの

世界の廃棄物の五○％以上をカバーすることが発効条件

たとえば消防活動を市場化して︑加入者の家が火事になる

を得ることになる︒

になっているということは︑世界的でなければ有効ではな

と消防会社が駆けつけてくるが︑非加入者の家は放置する

参加が求められている︒

いというこの国際条約の特質を示している︒アメリカはプ

という原則を採用することはきわめて危険である︒そこで

これと同じことが︑温暖化対策でもなりたつ︒京都議定書

ッシュ政権になってから︑自国への負担が大きいという理

すると短期的には︑問題はロシアやカナダの加入が可能

の加入国による温暖化対策は︑アメリカをその恩恵から除

誰も排除しないで消防活動を行うという制度が必要になる︒

かどうかという発効条件に関わってくるが︑長期的にはア

外することができない︒温暖化対策のシステムは︑排除不

由で︑京都議定書への不加入を表明している︒

メリカが︑京都議定書よりも有効な温暖化対策を提案する

可能性もしは結合供給性をもつから︑国際的な公共財と見

になる︒

イダーとなることの利益が︑他の国を支配するほどの規模

味しているが︑各国の自己決定権を尊重すれば︑フリーラ

もっと一般化すると︑環境問題は地球公共財の存在を意

なされなくてはならない︒

か否かが大きな問題になる︒しかし︑﹁地球白書二○○二

○三﹂の筆者たちは︑アメリカが有効な代案を提出する
可能性を否定している︒

二︑国際的排除不可能性の成立
アメリカ抜きで京都議定書が発効になったとき︑アメリ

（12）

三︑温暖化の﹁加速﹂︵？︶現象
﹁化石燃料の消費が温暖化を招く︒ゆえに︑化石燃料の

消費量に比例した責任量を引き受けなければならない﹂と

に八七％削減されたので︑効果が見られるのは時間の問題

だと言われている︒ところがフロンの代わりに使われるガ

ス︵ハイドロフルオロカーボン︶の温暖化効果が大きい︒

地球温暖化のせいで︑北極や南極などの氷は従来の予想

米海洋大気局︵ＮＯＡＡ︶は二○○一年十月十六日︑紫

新研究によると︑北極海を覆う氷は過去三十五年で平均の

究所が二○○二年三月︑発表した︒同研究所が紹介した最

を超えるスピードで解けつつある︑と米環境の地球政策研

外線による皮膚がん増加などの原因になる南極上空のオゾ

厚さが三・一メートルから一・八メートルに薄くなり︑面

いうのが︑京都議定書の根本前提である︒

ンホールが︑今年も大規模に発達︑ピーク時には北米大陸

積も七十八年以来で六％減った︒この調査を担当したノル

ウェーの研究者は﹁氷の量は半分になった計算で︑今世紀

に匹敵する大きさにまで広がっていた︑と発表した︒

ＮＯＡＡによると︑米航空宇宙局︵ＮＡＳＡ︶の人工衛

半ばにピークに達し︑最大では二千六百万平方キロに達し

オゾンがほとんどなくなるオゾンホールの面積は今年九月

両岸の氷棚で五十年代から九十七年までに失われたのは七

いる︒米英の研究者の報告によると︑南極の大きな半島の

南極では︑海に突き出た﹁氷棚﹂の消失速度が速まって

半ばには︑夏に氷が消えてしまいかねない﹂という︒

た︒二○○○年までの三年間とほぼ同様で︑広さとしては

○○○平方キロだったが︑その後の一年間で三○○○平方

星や︑南極での気球を使った観測から︑成層圏の大気中の

過去最大規模という︒オゾンホールは︑オゾン層破壊の原

キロが消えたとされる︒

前の推定の二倍のペースになるという︒

は︑米アラスカ西海岸と北部カナダの氷河の解け方は︑以

また︑九十年代の新しいデータに基づく米大学の研究で

因となるフロンガスの排出規制が進んだために二○○○年
代初めをピークに縮小に向かうと予測されていたが︑今の
ところ︑この傾向は観測されていない︒

しかし︑フロンガスの生産は一九八七年から九七年の間
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不足が深刻化する︒

よって局地的には寒冷化する地域がある︒また世界的な水

も海面上昇対策の見直しがはじまっている︒地球温暖化に

めに修正する必要がありそうだ﹂と指摘している︒日本で

た︒同研究所は﹁最新の研究成果を総合すると︑予測を高

年までに海面が九〜八八センチ上昇するとの予測を公表し

ル﹂︵ＩＰＣＣ︶は二○○一年一月︑氷が解けて二一○○

各国の科学者でつくる﹁気侯変動に関する政府間パネ

関係だけを︑有罪の根拠とするという考え方である︒つま

るのは︑可能性が認められる範囲のなかで確証された因果

刑事裁判で﹁疑わしきは罰せず﹂という原則が採用され

められる原因を︑なるべく広げて排除しなくてはならない︒

るという主張は危険である︒予防の場合には︑可能性が認

﹁Ａ社の血液製剤を使用してもよい﹂と判断することができ

るとエイズになる﹂という因果関係は︑疑わしい︒ゆえに

予防医学を例にとって見よう︒﹁Ａ社の血液製剤を使用す

り可能性をなるべく縮小して︑判断しなくてはならない︒

する﹂という帰結を認めてもよいが︑しかし﹁石油を燃や

認められるなら︑﹁石油消費量に見合った責任負担が発生

﹁石油を燃やすと温暖化が起こる﹂という因果関係が︑

について﹁有罪﹂という判断を下せば︑将来の犯罪を未然

防止することは不可能だという考えがある︒発生した盗み

方に基づいている︒そこにはさらにすべての犯罪を未然に

め﹂︵一般予防︶の効果を上げることができるという考え

すべての犯罪を有罪にすることができなくても︑﹁みせし

すと温暖化が起こる﹂という因果関係そのものが確定され

に防ぐ効果があるという考え方である︒ここでは﹁盗み﹂

四︑温暖化という一回の出来事の予防

たものではないという反論がある︒

か︒因果関係が責任の根拠となるという原則は︑そのまま

る︒それを予防するには︑﹁みせしめ﹂という方法は使え

温暖化は反復できない︒一回だけの歴史的な出来事であ

は反復される行為であるという前提がある︒

にしても︑疑わしい因果関係は貢任追及の不可能であるこ

ない︒︵本会特別会員・烏取環境大学学長︶

しかも﹁疑わしきは罰せず﹂という原則もあるではない

とを意味するという原則は︑環境問題では適用できない︒
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ら︑湘南といわれる地方のある町に住んでいます︒住みは

私事にわたって恐縮ですが︑私はかれこれ三十年ほど前か
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｜︑生活環境倫理の原点

じめてから今日までの問に︑私の家を中心として生活環境

は文字通り激変しました︒

適度の起伏をもった︑みどり豊かな丘陵地帯は︑無惨に

も削られて宅地に造成され︑そこにコンクリートのかたま

ました︒そしてそこでとれた土で︑月影を映す夜景が美し

りとしか見えない︑殺風景なマンションが何棟も建てられ
﹁桑田変じて清海と成る﹂を思わせるわが家の周辺

かった水田が埋められ︑荷物の集散を目的としただだっ広
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郎

まず︑身近かな生活環境の問題から考えてみましょう︒

わめて広範な問題領域をもっています︒

問題からはじまり︑地球規模の自然破壊にいたるまで︑き

な問題のひとつです︒これはわれわれの身辺の生活環境の

環境問題は︑二十一世紀に人類が直面するもっとも大き

●bぽし･←一一一・砂

い風情のない倉庫とトラックの駐車場が出現しました︒

﹁春の小川﹂という昔の童謡を思わせるようなところも

す︒桑畑があったところが︑大海に変わるということで︑

世の中の移り変わりのはげしいことをたとえたものです︒

すこし大袈裟ですが︑わが家の周辺の激変はこの言葉を思

ョ−ロッパにいくと︑政治や経済の中心である都市は日

あった潅厩用の水路の水は︑パイプを通して流れるように

ました︒その近くを流れる大きな川の両岸には︑私なりに

本と大差はありませんが︑その郊外の住宅地や農村をみる

いおこさせます︒

﹁哲学の道﹂と呼んでいる︑桜並木の美しい散歩道がある

と︑わが物顔に新しく開発されたようなところはあまり見

なり︑その上が道路を広くするための歩道になってしまい

のですが︑数年後には︑このすぐそばを轟音と排気ガスの

当たらず︑いかにも昔ながらの伝統的な雰囲気をただよわ

せ︑祖先伝来の生活を支えている︑安らぎのある景観がみ

高速環状道路ができるということです︒

私の家の前の道は舗装され︑きれいになりましたが︑そ

慢のひとつがなくなりました︒自慢というのは︑私の書斎

印象派の画家の絵を思わせるように︑ひとつひとつの人家

そこでは︑多くの場合︑丘︑森林︑川︑湖︑道などが︑

られます︒

から富士山がみえるということです︒夕方︑読書か執筆に

と調和よく存在しており︑そこに住みなれた人々の安住の

の向うに四階建てのマンションがたちましたので︑私の自

疲れた眼を西の方に向けると︑あかね色の空に暮れ残る富

歴史を物語っているようです︒スイスのある町では︑家を

いては町民の合意を要するとのことです︒美しい町並みが

士の秀嶺がみえ︑憩いのひとときを満喫できたのですが︑

このように開発の推進や利便さの追求のために︑わが家

保持されているのは︑住民相互のこうした配慮がもたらす

改造したり︑新築したりするときには︑外壁の色などにつ

の周辺だけでも︑自然が容赦なく破壊され︑山林や田畑に

ものだと思います︒

いまはそれもなくなりました︒

包まれた町の落ちついたたたずまいがなくなってきていま
す︒中国に﹁桑田変じて槍海と成る﹂という言葉がありま
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農耕民族と狩猟民族のちがい

日本人とョ−ロッパ人の生活環境に対するこのような姿

︐しよシフ︒

このような生活環境に対する感じ方︑考え方のちがいが︑

生活環境の状況のちがいになっているのではないかと思い

と同時に︑﹁選んだところ﹂でもあるわけですから︑日本

勢のちがいは︑民族成生の歩みがもたらした︑それぞれの

日本人の先祖は︑山が多くて平野のすぐないこの島国に

人もこの点に留意して︑生活環境をより住みよいものにす

ます︒今日では︑生活環境は﹁与えられたところ﹂である

住みつき︑農耕で生きてきました︒地震や噴火︑洪水や津

ることを心掛けるべきだと思います︒生活環境を中心とし

国民性からきているのではないかと︑私は思います︒

波︑台風や早紘などの天変地異があっても︑移動する場所

た環境倫理の原点はここにあると考えます︒

しかし︑現在︑環境問題というと︑このように生活者個

二︑地球規模の自然破壊と汚染

がかぎられているので︑この島国の生活環境を﹁与えられ
たところ﹂として受容し︑これを自分たちの生活様式に適
応させるために︑その都度改造してきたのです︒日本人が
比較的容易に生活環境をつぎはぎするやり方はここから生

陸を移動しつつ︑遊牧狩猟の生活をしてきました︒生活の

これに対しョ−ロッパ人の先祖は︑広大なョ−ロッパ大

いてきた大自然の機能に大きな打撃を与えているばかりで

た地球を︑自分たちが造ったもので破壊し︑五十億年も続

が問題となっているわけです︒いま︑人間はその生をうけ

人の心掛けだけでは解決ができない︑地球規模の自然破壊

自然条件がこの生活に適合しなくなると︑さっさとそこを

なく︑人間自身の生活をもおびやかしています︒

まれてきたものではないでしょうか︒

立ちのいて︑ベターな場所を探し︑生活を維持してきまし

﹁選んだところ﹂なのです︒したがって︑これに誇りをも

産業革命後︑人間のエネルギー消費量の大量化︑とくに

二酸化炭素による地球の温暖化

た︒それゆえ︑かれらにとっては生活環境はかれら自身が

ち︑みだりに手を加えようとはしない習性が生まれたので
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急速に増加しています︒この仙は︑短い波長の光を通し︑

化石燃料使用量の増大によって︑二酸化炭素︵似︶の量は

に一挙に対応することはきわめて困難なので︑これが大き

かかわりをもつ農業などの経済システムが︑こうした変化

ことがめずらしくなくなります︒一国の文化的発展と深い

現状のまま推移すると︑二十一世紀の中頃には飢の濃度

長い波長の光を吸収する性質をもっているため︑太陽から

こうして︑地球からの放射熱が飢によって吸収されてし

は︑最悪の場合︑現在の三倍近くになり︑その結果地球の

な社会問題︑延いては民族問題になることは必至であると

まうと︑地球はあたかも毛布でくるまったようになり︑気

気温は確実に二度か三度は上昇し温室効果は︑ますますひ

の短い波長の光は通し︑地球からはね返る波長の長い光は

温が上昇します︒これが温室効果といわれている状態です

どくなると予想されています︒﹁地球温暖化防止会議﹂の

思われます︒

が︑飢の濃度が高くなればなるほど︑放射熱の遮断効果も

﹁京都議定書﹂の一日も早い発効が期待されるところです︒

吸収します︒

大きくなり︑地球は高温につつまれることになります︒

この地球の温暖化によって︑南極や北極の氷が融解する

フロンによるオゾン層の破壊

とんどなかった三十億年ぐらい前の若い地球時代には︑オ

と︑世界の水位が次第に上昇し︑海抜の低い都市や島が水

農耕地の大幅な移動も余儀なくされます︒また︑風︑雨︑

ゾン層はなく︑太陽から容赦なく降りそそぐ紫外線で生物

オゾン層は大気中の酸素からつくられるので︑酸素がほ

海流などは温度差の影響を大きくうけるものですから︑局

は地上で生息できなかったわけです︒紫外線には有害なも

没する危険が生ずるおそれがあるばかりでなく︑居住地や

地的な大雨や洪水︑早紘や森林火災などが︑予想を上回わ

のと無害なものがありますが︑皮層ガンなどの原因になる

してしまいます︒

有害な紫外線を︑オゾン層は地上にくるまでに大部分吸収

る大きな規模で発生するおそれがあります︒

異常気象や降水分布などの変化によって︑肥沃な土地が
砂漠化したり︑荒廃した土地が豊かな農地になったりする
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オゾン層の濃度が一％減少すると︑皮層ガンの発生率が

りでなく︑地上および水中の動植物に与える被害の大きさ

けでも︑毎年二百万人近くの皮層ガン患者が発生するばか

フロンの大気圏における寿命は数十年に達するとみられ

○・七％から五・○％に増加すると予想されています︒真

絶滅したのは︑なんらかの理由でオゾンが枯渇したためで

ていますから︑いままで生産されただけでも十分に危険で

ははかりしれないということです︒

はないかといわれてもいます︒ともかく︑オゾン層は何十

す︒一刻の猶余もないわけで︑フロン禁止ないし制限の生

偽のほどはわかりませんが︑六千五百万年前に恐竜たちが

億年もかけて︑地球のバリア︵保護膜︶としてつくられて

産技術革命が必要です︒それにはカネがかかるといいます

三︑自然環境倫理の骨格

コロジーコストとして考えるべきです︒

が︑この費用は人類が生存を守るためのコスト︑つまりエ

きたものです︒

ところが︑このオゾン層が︑いまや︑フロンによって破
壊されつつあります︒フロンはわれわれの日常生活に不可
欠のもので︑洗浄剤︑錆止め剤︑潤滑剤︑接着剤︑吸着剤︑

断熱剤など広く使用され︑家庭用電気製品でフロンとかか

ても分解しないため︑次第に濃度が増加し︑それが風など

このフロンは化学的に安定しており︑大気中に放出され

の廃棄物が︑雲に吸収されて雨となる酸性雨の問題︑工場

大量の化石燃料の使用による硫黄酸化物や窒素酸化物など

温暖化とオゾン層の破壊だけを述べましたが︑このほかに︑

紙幅の関係上︑私は地球規模の自然破壊として︑地球の

による空気の撹祥によって対流圏を通りぬけて成層圏に達

排水︑畜産業のし尿廃水︑人々の生活排水︑農薬流入など

わりのないものをさがすのはきわめて困難なくらいです︒

し︑そこで太陽の紫外線によって分解されます︒そのとき

による水質汚濁の問題︑再生困難なほど伐採された森林の

改廃を迫る問題が沢山あります︒

生態系破壊の問題など︑人間に文明生活といわれるものの

放出される塩素がオゾン層を破壊するわけです︒
アメリカのある研究所の予測では︑このままでは二十一

世紀の半ばまでにオゾン層の一○％は失われ︑アメリカだ
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おきたのは︑自然力の範囲内で生きるという人類の伝統に︑

地球と人類を破滅にみちびきかねないこのような問題が

います︒

然環境倫理の骨格として︑次の諸点を提示したいと考えて

エコシステムとエコノシステムの共存をねらって︑私は自

④人間は自然の生態系の維持に配慮し︑廃棄物などで自

自然を利用することにつとめること︒

③人間はその英知で自然の能力を高め︑高めた範囲内で

とをやめること︒

②人間は自然の能力を越えて︑自然を無理に利用するこ

みに感謝すること︒

①人間は自然に対する人間の優位感を払拭し︑自然の恵

主として産業革命以後の人間が配慮せず︑地球のエコシス
テム︵生態系︶と人間のエコノシステム︵経済系︶の調和
を崩してしまったからです︒

つまり︑人間は自然の力を利用して工業はじめ各種の産
業をおこし︑一方的に物質的な豊かさと利便性を求めつつ︑

無数の生産物やサービスを生産しましたが︑その結果︑あ
らゆる生命の母胎である地球を生きるにふさわしくない状
況に追い込んでしまいました︒こうして人間はじめすべて

る人間の優位を盲信し︑科学の力で自然を利用・破壊し続

ム︶と︑それが生んだ経済至上主義のもとで︑自然に対す

の理性にプライオリティをおく近代的合理主義︵モダニズ

﹁われ思う︑ゆえにわれ在り﹂︵デカルト︶として︑人間

倫理をわけて述べてきましたが︑これは別のものではなく︑

と思います︒以上︑私は論述上︑生活環境倫理と自然環境

のは︑それぞれの産業に応じて具体的に実施すべきである

か︑省エネルギーとか︑リサイクル・システムとかいうも

この骨格に対する肉付け︑例えば︑資源の効率的利用と

然に負担をかけることがないようにすること︒

けてきた人間は︑いま自分が生みだしたもので自分自身の

﹁人間と自然の共生﹂という共通の理念に根ざしているも

の生物が共通の脅威にさらされるようになったのです︒

危機に直面しているわけです︒したがって︑これまでとは

のであることはいうまでもありません︒

︵経済学博士・元拓殖大学学長︶

逆に︑﹁われ在り︑ゆえにわれ思う﹂の立場に立って︑人
間と自然の共生を考えるべきです︒このような観点から︑
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スト教を中心とした西洋文明が勝利を続けてきたのであっ

ンについて伝記文学の巨匠ツヴァイクはこう記している︒
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近代の超克

１１︐１

った︒それから五百年︑スペイン・ポルトガルの時代から

いまから十年前の一九九二年︑ローマ法王ョハネ・パウ

た︒それは︑神の似姿をした絶対優位の人間が自然を思い

オランダ︑イギリス︑アメリカと主役は変りながら︑キリ

ロ二世はカリブ海に浮かぶ島︑ドミニカ共和国の首都サン

通り征服し︑利用する﹁科学技術文明﹂発展の時代でもあ

陥落し︑ョ−ロッパが完全にキリスト教支配下になった年

﹁︵今から五百年近く前︶弱々しい孤独な五隻の船は︑世界

コロンブスと並ぶもう一人の大航海時代の偉人︑マゼラ

であり︑またスペイン帝国の大航海時代幕明けの年でもあ

一四九二年はイベリア半島最後のイスラム都市グラナダが

ト・ドミンゴを訪問された︒それはコロンブスのアメリカ

h

ったとも云えよう︒

新大陸発見五百年

L

大陸発見五百年を祝う旅の始まりであった︒その五百年前

一鐸一彦一一詐一陽一や一一訓一一一一÷一一一季一幸一手÷､

しく求められてきた我が地球の周囲の大きさと自分の力の

よってそれを成し遂げた︒︵中略︶全人類は千年前から空

周航という大胆きわまる考えを断行し︑その最後の一隻に

であろうか︒

の時代の終わりを告げる唇気楼のような輝きでもなかった

教の永遠の勝利を祝ったのである︒しかしそれはまた一つ

この同じ年︑同じ新大陸の南の中心︑ブラジルのかって

たが︶史上最大の国際会議が開かれた︒地球サミットと呼

大きさを初めて知った︒︵中略︶一つの理念が天才によっ

それから三百年程後に︑この同じ航路を五年に亘って調

ばれるこの国連環境開発会議では︑このままでは地球全体

の首都リオデジャネイロには一八三カ国の政府代表︑一○

査・探検したダーウィンは︑マゼランが﹁ただ大海原の

としては﹁持続可能な発展﹂は期待できないとして︑﹁気

て翼を与えられ情熱によって断乎として推し進められれば︑

み﹂と記した太平洋に浮かぶガラパゴス諸島でヒントを得︑

候変動枠組み条約﹂と﹁生物多様性条約﹂の署名を要求さ

三カ国の首脳が集まった︵日本の宮沢首相は参加しなかっ

帰国後有名な﹃種の起源﹄を著し︑自然の進化︑進歩の理

れたのである︒﹁科学技術文明﹂こそが︑世界を豊かにし

自然のあらゆる諸力よりも強いことが実証される﹂と︒

念を科学的に証明し︑﹁科学技術文明﹂の加速度的発展の

富と祝福をもたらすものであると考えられてきた五百年は︑

地球温暖化︑資源枯渇の可能性からブトロス・ガリ国連事

理論的根拠を提供したのである︒

ョハネ・パウロ二世を歓迎するドミニカ共和国のホア

西へ西へと発展してきた西洋の近代﹁科学技術文明﹂は

務総長︵当時︶の述べた﹁認識論的転換﹂を必要とする時

た﹁コロンブスの灯台﹂を建設し︑コロンブスの墓もここ

そのフロンテイアを失い︑ケネス・ボールデイングが主張

ン・バラゲル大統領は︑かってコロンブスの息子も住んで

に移すということによって歓迎の意を表したのである︒こ

した如く︑ロマンティックで夢多い﹁カウボーイの経済﹂

代に入ったのである︒

の﹁コロンブスの灯台﹂からサーチライトのように発せら

は︑一つの宇宙船に閉じ込められた経済︑﹁宇宙人の経済﹂

いた総督府のオサマ川をはさんだ真向かいに︑十字を模し

れる光は︑夜空に十字架をくっきりと浮かばせ︑キリスト
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ジェームス・ワットによる蒸気機関の発明︑鉄道の発展な

そして世紀は変り︑﹁科学技術文明﹂の主役は新大陸に

への転換を余儀なくされたのであり︑﹁空間的な共同体ば

共同体﹂﹁子孫との一体性や積極的な未来イメージを失わ

移る︒デトロイド郊外にアイルランド系移民農家の子とし

どがそれである︒

ない社会﹂の建設に︑地球的規模で対応することが要求さ

て生まれたヘンリー・フォードという技術者が︑大衆の手

かりではなく︑過去から未来にわたる広がりを持っている

れる時代となったのである︒

に届く安価な自動車︑Ｔ型車の開発に成功し︑同時に商売

に︑いよいよ火力を必要とし︑燃料を木に頼らざるを得な

した︒︵中略︶いったん始まった冶金工業は︑拡大ととも

いた︶森を切り拓き︑その木材資源を利用することで成立

﹁ョ−ロッパ文明は︑このような︵深く広くひろがって

車の世紀︑石油の世紀としてアメリカにおいてその頂点を

大量生産︑大量消費を誇る近代﹁科学技術文明﹂は︑自動

ことによって︑新大陸の発展は一気に加速されたのである︒

ガソリンを売る﹁スタンダード石油﹂の販売網を確立する

フェラーが︑何処ででも安心して使うことのできる均一な

人の子として厳格な教えを受けたオハイオ州育ちのロック

い︒森林はますます乱伐され︑十八世紀になると危機的な

きわめたのである︒

人間と自然

状況を呈し始める︒ョ−ロッパは裸にされようとしていた︒

その先祖とは︑石炭であった﹂︵森本哲郎著﹃文明の主役

た︒みずからの先祖を提供することで〃自衛″したのだ︒

段としてであれ

動物資源ｌ労働力としてであれ︑食物︑衣服や輸送の手

ならない︒植物界はつねに食物や燃料の供給源だったし︑

﹁人間の文明化とは︑じっさい自然の征服と同義にほか

ｌエネルギーと人間の物語壱．イギリスの発展を確固た

西洋は早くから特異な社会だった︒︵中略︶中国人と同じ

︵中略︶が︑危ういところで︑森はわずかながら生き残っ

るものにした﹁産業革命﹂は正に石炭というエネルギー源

く︑アメリカのアステカ・インカ社会も︑ョ−ロッパの征

に例外的に高度に依存している点で

を蒸気の力に変えるという科学技術の勝利だったのである︒
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ン人だった︒さらにくわえて︑ョ−ロッパ人は︑菜食人種

シ︑ウマ︑ヒツジ︑ブタを新世界に移入したのは︑スペイ

した自然から逆襲を受ける結果を招いたのではなかろうか︒

活を享受する文明を生んだ結果と同時に︑征服されようと

しかもこうした自然征服の歴史は︑素晴らしく快適な生

の意を述べられたのもこうした背景によるものであった︒

の東洋人にくらべると︑特異なまでに肉食を好んだのであ

地球温暖化︑オゾン層の破壊︑資源の不足などがそれでは

服者と比べものにならないほど少数の動物しかもたず︑ウ

る﹂︵キース・トマス著︑山内ひさし監訳﹁人間と自然

なかろうか︒

ひそかに導入される結果となったのである︒有用だが︑抑

自然界の取扱い方と全く同じ流儀が︑人間相互の関係にも

たとも云えよう︒﹁こうして︑人間の優越性の理念から︑

自然を対象として観察し︑分析する科学的精神を育んでき

断し︑利用する思想的背景を形成してきた︒同時にそれは

人間は自然を自らの便宜に帰すかどうかによって全てを判

たと云っても過言ではない︒その中で日本はいち早く近代

洋の近代﹁科学技術文明﹂に支配され︑隷属させられてき

的関係を築いてきたと云ってよいであろう︒それゆえに西

育んできた︒否︑むしろ西洋以外の多くの国は自然と親和

は常に自然に親しみをもち﹁松のことは松に聴く﹂思想を

千年以上も経た今も広く日本人に膳炎されている︒日本人

﹁山川草木国土悉皆成仏﹂︑天台宗の開祖・最澄の言葉は

﹁科学技術文明﹂の時代を超えて

界己︒

西洋で発展した﹁科学技術文明﹂は︑神の似姿として造

圧し︑従順に飼いならすべき獣とみなされた人々もいれば︑

﹁科学技術文明﹂を取り入れ︑西洋に匹敵する科学技術を

られた人間の優位性が︑人間と自然を二元論的に捉えさせ︑

略奪をくりかえす害獣として放逐される人々もいた﹂︵前

近代化の発展は必ずしも全ての国に等しくその恩恵を及

受容し︑近代化に成功したと云えるかも知れない︒

パウロ二世の旅の最初に︑法王が原住民や移民奴隷にたい

ぼしたわけではない︒むしろ︑北と南の格差は広がり︑し

掲書︶のである︒新大陸発見五○○年を祝福するョハネ・

して行なった征服者達の好ましからざる行為に対し︑遺憾
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費による大気中の二酸化炭素含有量の加速度的増加が地球

ードでの人口増大を招き︑資源︑特にエネルギーの大量消

かも近代科学技術の発展︑医療技術の発展は驚くべきスピ

云うまでもないことであるが︑それと同時に自然を征服の

﹁空間的な共同体﹂としての相互協力が欠かせないことは

きたのである︒地球的規模の環境問題解決には︑もとより

進めた結果︑世界の資源の開発︑自然の破壊に力を貸して

対象とせず自然と親和的関係を維持しながら︑科学技術の

の危機を招いているのである︒

﹁ブルクハルトは︑危機とは歴史的進展の速度が加速度

その意味で二十一世紀は危機の世紀であり︑しかもそれは

︵高坂正顕著﹃歴史の意味とその行方﹂︶のかも知れない︒

明確に保証され︑確保されていない状態と規定される﹂

去として否定されんとし︑しかも新たなる未来が必ずしも

それは正しい定義であろう︒︵中略︶論理的には現在が過

はなかったか︒地球環境問題を考える時﹁価値﹂の問題を

用が自然の征服︑それによる自然からの逆襲を招いたので

云うまでも無い︒しかし︑まさにその故に︑自然の有効利

味において科学技術発展には﹁没価値性﹂が必要なことは

る科学的精神には﹁没価値性﹂が必要とされたし︑その意

マックス・ウエーバーは︑事実の客観的分析を必要とす

発展に寄与する方策を考えることが必要になろう︒

自然を思いどおりに支配できると考えた人間の徹慢さにた

ぬきにしては考えられない︒日本思想史の大家︑横井小楠

的に速まって来ている状態であると定義した︒形式的には

いする自然の反抗の世紀でもあろう︒

楠における﹁公共﹂の思想とその公共哲学への寄与﹄

の研究に優れた業績をあげられている源了目氏は﹃横井小

学技術文明﹂取り入れに成功した日本は環境の視点から︑

︵佐々木毅︑金泰昌編﹃日本における公と私﹄所収︶にお

自然に親しみ︑自然に学ぶ歴史を持ち︑同時に近代﹁科

何らかの貢献を果たすことは出来ないであろうか︒勿論︑

﹁われわれに今日問われているのは︑認識過程における

いて︑次のように述べておられる︒

に追いつき追い越せできた日本は︑自らの自然を破壊して

倫理的なあり方を問いつつ︑しかも知的要素と倫理的要素

自然を大切にして来たと云うつもりはない︒むしろ︑西洋

きたのみならず︑それ以上に資源を世界に求めて近代化を
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とを混同することなく︑認識と価値との関係について考え
直すという作業である︒小楠の﹁誠意←致知←誠意﹂とい
う発想は︑われわれが今日直面している学問的課題に対し
て大きな示唆を与えるものといえよう︒それは﹁誠意﹂と
いう道徳的態度を以って事実認識を方向づけ︑しかも﹁致
知﹂という狭義の認識過程においては価値判断が混入しな

いように工夫し︑さらにそこで一応出てきた結論ｌ理諭
的結論と実践的縞論をさらに﹁誠意﹂という道徳的態度を
以って検討してみるという実践の場での社会的認識に必要
な手続きがとられているからである﹂と︒

自然とともに生き︑自然に習う﹁誠意﹂という道徳的態
度による方向づけを行なった上で﹁致知﹂という﹁没価値
性﹂に基づいた理論的判断と実践的結論を求め︑それをも
う一度自然との共生︑循環的社会形成という地球的要請に
かなっているかどうかという﹁誠意﹂に基づいた再検討の
過程を踏むという態度が要請されているのである︒そして︑

それこそが日本が伝統的に育んできた思想的風土と︑西欧
の近代的﹁科学技術文明﹂を止揚させる道ではなかろうか︒
︵拓殖大学客員教授・元栗田工業㈱会長︶

員理

○員理に直接と間接との二あり︑其言説全く員正の

道理に出てて少しも虚僧なき者は︑直接の員理なり︒

其言説は︑或いは虚僧を雑ふといへども之に依

りて人心を正しくし︑教化を普くするの効果ある者

は之を間接の員理と構すべし︒然れども其言虚偶を

雑へて世道人心に盆なく︑只己が教門のみを盛んに

せんとする者は︑道の賊といふくし︒

○世人動もすれば言ふ︒道徳の主義は幸幅に在りと︑

問幸福とはいかなる物ぞ︒

○悌教は地獄極楽因果三世を説き耶蘇は魂塊永世と主

日の審判とを説く其員理は如何︒

○宗教は理教に比すれば妄誕不経甚だし︒

然るに何かの国にも宗教ありて其勢力久ふして衰
へず︒其理如何︒

︵自得録より︶
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十一世紀に求められるもの

る″と嘆き悲しんだ︒農薬︵ＤＤＴ︶撒布は︑生物の生存

｜︑

二十一世紀を迎えた今︑地球上に住む人類は︑危機的状況

を脅かし︑死滅させてしまう︒やがて︑人間の生命さえ危

ぶまれてしまう︑という農薬禍への自然界の生物たちの悲

に至っている︒

それは︑二十世紀の科学技術の異常な発達と人間の欲望

り出してきたからである︒また︑自然界に存在しないもの

国は︑南半球の資源や経済を支配し︑豊かな社会をつくっ

しかも︑十九世紀から二十世紀にかけて︑北半球の先進

痛な叫びを﹃沈黙の春﹄が代弁しているのである︒

を作り出し︑自然生態系のシステムになじまないものが使

てきた︒その結果今日︑発展途上国の経済的疲弊︑貧困︑

によって︑大量生産︑大量消善︵︑大量廃棄の環境世界を作

われたり︑捨てられたりしている︒

／ 〕71
k 白 ． ﾉ
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境に負荷を与えない﹂という︑﹃循環型文明社会﹄を構築

に求められていることは︑﹁自然生態系をこわさない﹂﹁環

二十世紀は︑戦争の世紀ともいわれ︑第一次︑第二次大

することである︒この二十一世紀という循環型文明社会を

そして環境の荒廃をもたらしているのである︒

戦及び︑民族紛争などによって地球環境を破壊の墓域にお

形成していくのに必要な人間的知性を培うにはどうしたら

２

いやった︒同時に高度な経済成長は︑㈹の排出︑廃棄物の

よいだろうか︒

便利で快適な物質文明社会を生きてきた私達は︑いつの

一︑今︑求められる人間的知性

処理が自然浄化能力をはるかに凌ぎ︑温暖化︑酸性雨︑オ
ゾン層の破壊︑熱帯林の減少など地球的規模の環境問題を

この地球上に人類がどれだけ生き続けられるだろうか︒ピ

間にか与えられることに慣れ︑自ら自然や社会に働きかけ︑

生じさせ︑人類の生存基盤を失う要因となった︒はたして︑

ル・マッキペンは︑﹃自然の終馬﹄︵河出書房新社︶で﹁人

困難な事態に挑戦したり︑創造したりする能力を喪失して

生活の身の周りには︑携帯電話︑テレピゲーム︑パソコ

間はなぜこれほどまで地球を傷つけてしまったのか︒その

い﹂と地球の現在と近未来を予測しながら人間の生き方と

ンなど馨しい機器が溢れ︑それに支配され︑動かされてい

しまっている︒

して︑新しい環境への価値観︑倫理観︑生活様式の質的転

る︒これは人間疎外の何ものでもない︒機器には︑それな

深い悲しみと将来への恐れなくして︑われわれの未来はな

換を図ることの意味を示唆的に述べている︒

くことが私達の切実な課題であるからだ︒地球的規模の環

それは︑人類の生存基盤である地域の保全︑回復をしてい

て価値を生産する情報活用をしていかなければならない︒

情報のもつ光と影について理解を深め︑よく考え︑判断し

こともある︒いま︑高度に発達した情報化社会においては︑

りの価値があり︑使い方一つ誤ったら大きなリスクを負う

境危機は︑実に私達の利便性︑快適性を求めてきた二十世

しかし︑現実社会の子どもたちの中には︑知識を豊富に

二十一世紀は︑環境革命︑環境の世紀であるといわれる︒

紀型の物質文明社会の所産である︒二十一世紀の今︑私達
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てイメージを描えたり︑理性を働かせて考えたり︑他人に

持っているが︑実体験が極端に少ないため︑感性を働かせ

とルールが混同され︑価値選択のできない若者が多い︒

いて利己的︑孤立的に非人間化され︑公的と私的︑マナー

ましさ︑他者へのかかわり︑思いやりの心が薄い︒それで

今こそ︑幼児から小・中・高校にかけて︑自然や社会・

対する思いやりをもって行動したりする力が衰退している
のである︒

的ひよわさが目立つようになった︒高校生の発達特性は︑

いるのである︒その結果︑子どもたちの精神的貧困︑身体

ーチャル・リアティ寺寓言巴昂巴匿︶の世界に漂白して

の肥大化のもたらした現象であり︑まさに子ども達は︑バ

が生じさせてしまっている︒これは︑疑似体験︑間接体験

子高齢化﹂という社会的課題を学習テーマとして取り上げ

行うことになった︒それは﹁国際化︑情報化︑地球化︑少

力を育成することを目指し︑教科等横断的・総合的学習を

これは︑現実の社会的課題を直視し︑二十一世紀に生きる

学習の時間﹂︵以下﹁総合的学習﹂という︶が設けられた︒

本年平成十四年度より実施される教育課程に﹁総合的な

文化とのふれ合う活動の場を拓いていく必要がある︒

自我が確立され︑主体的に考え︑判断し︑行動できるはず

られることになった︒総合的学習は︑教師・子ども・ＰＴ

つまり︑﹁知識と実体験とのズレ﹂﹁現実と空想のズレ﹂

である︒にもかかわらず︑﹁将来どんなことをやってみた

Ａ・ＮＧＯ・地域の方々などの協力によって作り出される

総合的学習は︑子どもの興味や問題意識から開らかれ︑

いか﹂と尋ねても︑﹁別に﹂とそっけない返事である︒一

表情をするか︑である︒率直に対応したり︑誠実に対応し

子ども自ら追求し︑考え︑判断するという問題解決型の学

教育課程である︒

たりするふるまいができない︒自立できない生徒が目立つ︒

習である︒与えられ︑教えられるこれまでの教科の知識習

寸注意すると︑﹁ムカック﹂とブッブッ言うか︑無反応な

まさに︑モラトリアム盲目胃日旨日罵筋目︶人間が増え

得型の学習から︑総合的学習は︑自ら動き︑働き︑対象と

かかわり︑知識や学び方能力を獲得︑形成することが重視

てきた︒

このような目的意識︑意欲喪失や逆境にたち向かうたく

（29）

など多くの人とのかかわりの中で学習者自らが二十一世紀

習形態でもある︒総合的学習は地域の方々︑ＮＧＯ︑父母

される教育である︒無関心︑無気力︑無反応を一掃する学

ある︒外国にも同様な諺がある︒今ことわざ辞典﹄岩波書

や知性︑人間の本性は︑幼少児において形成されるもので

要であるかがわかる︒いいかえるならば︑人間らしい感性

きて働く力となる︒この意味で︑如何に︑幼少児教育が重

そこで︑筆者は︑幼児教育に携わる方々に﹁いま︑子ど

﹁ゆりかごの中で覚えたことは一生続く﹂︵コスタリカ︶

カ・スワヒリ語︶

﹁子供の頃に食べた蜜の味はいまだ舌に残る﹂︵アフリ

店︶

に人間らしく生きる資質・能力としての人間的知性である︑

﹁主体性︑思いやり︑創造性︑価値・倫理﹂を啓発するの
である︒︵科学技術庁資源調査会編﹃子ども︑地球別世紀への
旅立ち﹄大蔵省印刷局︶

三︑人間的知性としての環境マインド

球社会︵環境の世紀︶に生きる価値・倫理を仲間とかかわ

もたちに関して︑どのような願いや思いやりをもっている

人間的知性は︑右に述べたように︑二十一世紀という地

り︑共に創造する過程に形成される︒それは︑社会的課題

か﹂尋ねたのである︒以下はその回答である︒

・運動のバランス

・すいみん︑遊び︑規則正しい食生活

・周りの人の愛情

．食べるもののバランス

︑太陽・土︑水

を意欲的に問い続け追求過程に︑仲間と共に﹁人間的信頼︑
思いやり︑主体性︑創造性﹂を啓発しながら︑﹁自己形成﹂
﹁自己実現﹂する営みである︒

このような人間的知性は︑どのようにして育成できるだ
ろうか︒

﹁三つ子の魂百まで﹂

この諺は︑三歳で学んだこと︑体験したことは︑生涯生

30

目立つようになった︒それだけに︑家庭では食のバランス

これらは︑次の三つに要約できるであろう︒

い語らいも表出し子どもの豊かな情操を培うことができる

食の中に︑美味しさも︑安全な食べ方︑食のマナー︑楽し

・父母の愛情

①環境と人間とのふれあい

からである︒

を考え︑家族と共に食事することが望まれる︒一家団薬の

②心とからだのバランス

③は︑子どもを取り巻く人間環境の問題である︒父母の

との半分も重要ではない︒﹂という︒まさに感性を磨くこ

である︒レーチェル・カーソンは︑﹁知ることは感じるこ

①は︑今日危倶されている知識と実体験とのズレの問題

情﹂を学習し﹃人間的信頼﹄を習得していくことである︒

における親とのかかわり︑ふれあいによって﹁社会的愛

に付けていくのである︒エリクソンの発達観には︑乳児期

も大切な人間的知恵や信頼︑倫理といった人間的知性を身

③父母︑周囲の人々の愛情

とが人間形成の基本だからである︒従って︑自然や社会︑

この学習は︑やがて大きくなってから他者とのかかわり方︑

愛情や周りの人々の愛の中で︑子どもは︑人間としての最

文化にかかわる体験を通して︑子どもが本来もっている感

人間関係を豊かにする根源である︑と述べている︒

こうした環境のもとで培われた心くばり︑心構え︑感性

性を培うことが︑人間的知性を啓発する源泉だからである︒

②は︑子どもの食や友達関係の︑好嫌や偏りがある︒と

などを含む人間的知性こそが︑﹁環境マインド﹂なのであ

うである︒

マインド言ヨｅを英語辞典で調べてみると︑次のよ

る︒

いうことである︒今︑子どもたちは︑欲しいものは何でも

手に入れやすい状態にある︒食べものは︑嫌いなものには
手を出さない︒偏った食生活の結果は︑糖尿病や高血圧症︑

肥満など成人病に悩まされている子どもが少なくない︒ま
た︑食事の様子をみると孤食が増え︑朝食抜きの子どもも
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②﹁注意する︑用心する︑従う﹂﹁気にかける︑いやが

で︑筆者は︑教育現場で教師も︑子どもも学習や生活にお

これらは︑環境倫理学の概念として説明しやすい︒そこ

①心︑精神的状態︑気分︑意向︑知性︑希望

る﹂﹁言うことを聞く﹂﹁心にかける︑気にする︑気が

いて修得し︑日常化されるものにすべきだ︑と考えた︒筆

︵東京学芸大学名誉教授・帝京短期大学教授︶

面から積極的に環境保全行動することである︶

④環境を絶対壊さないようにする︵①〜③をふまえ︑内

働きである︶

境に生きるものや景観︑土︑水などを大切にする心の

③環境の痛みを分ち合う︵環境体験︑調査を通して︑環

る︶

環境へのかかわる心の働き︑実践行動の方向づけをす

②環境への心構え︵環境のしくみ︑働きがよく理解して︑

をもとうとする関心︑意識︑意欲である︶

①環境への心くばり︵まよいながらも環境へのかかわり

てる環境教育﹄教育出版︶を提示した︒

者は︑次の四つの環境マインド︵拙著﹃環境マインドを育

かりである﹂

③決定する︑決断する

①は人間の内面的︑精神的な働き︑つまり︑心の働きを
表わす言葉である

②は︑他人とのかかわりにおける心の働きである
③は︑強い意思の表現である
筆者は︑かって学校教育において環境教育は︑一人ひと
りに環境倫理を修得させることである︑と考えていた︒そ
のよりどころを加藤尚武の﹃環境倫理学のすすめ﹄︵丸善
ライブラリー︶に求めた︒

・自然権︵景観︑文化財︑生物︑空気︑水︶

・未来世代間倫理︵分配︑平等︑抑制︑放射性廃棄物保
管︶

・地球全体主義︵生態系︑宇宙船︑閉鎖︶
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ものです︒

こんな不粋な連想をしなくてよい万葉の情緒を睦らせたい

かすが

ｌ春日の川に黄砂た種びくｌ

中の酸性浮遊ゴミや︑黄砂は今の一％もなかったでしょう︒

漠地帯から飛来してくる黄砂の影響です︒千年の昔︑大気

これは空高く偏西風に乗って︑中国内陸の標高千米の沙

にスコンと澄みきっていません︒

います︒快晴の青空も薄黄色く︑鵠がかかって︑昔のよう

中国沙漠での植林ボランティア活動を通じて

１１

文明の発達と砂漠化を考える

｜︑はじめに

かすみ

げんふうけい

︵万葉集・巻十・一八四八番︶

春日の山に霞たなびく

かすが

冬過ぎて春きたるらし朝日さす

はるかすみ

春霞たなびく日本の山の原風景は清楚で浪漫的です︒

は

しかし︑近頃は街の明りが天空を漂う﹁浮遊ゴミ﹂や
こ﹄っ髪一

、JQノノ

一一一一一ケ一一一一季一一一一一…一つ一一一

h−．‑一一一

忽
斜

﹁黄砂﹂に乱反射して︑山の端の夜空はドス赤茶に焼けて

イqql

郎

一つの環境対策実践記Ｉ
一一手÷霊一一一今一一一一ヶ一一一李一一÷善一‐一一一一÷､

気象条件は︑木の自然更新を許さず︑表土が流れ地力を失

太古の昔から︑遊牧民族は緑を求めて︑西に東に放牧で

した土壌は夏︑紫外線の強い陽光に風化され︑熱せられた

夏は摂氏四十度︑冬は零下三十度と寒暖差激しく︑冬凍結

いました︒標高千米以上で植生を失った内蒙古の地表は︑

生活を支えてきました︒この人達には将来のため自らが木

地表は激しい上昇気流を招き︑強風の発生は今も砂漠化を

一一︑砂漠化は文明発達のツケ

を植えて︑育てることをしませんでした︒

は︑青銅器から鉄器文明へと発展しました︒春秋・戦国・

十年︑五十年︑落葉樹を植えて︑地力を回復させ︑治山治

穀物を作るのは半年︑果実は三年八年︑森を作るのは二

促進しています︒

三国時代へと群雄割拠し︑覇権を争う血なまぐさい戦乱は︑

水を考える暇はなかったでしょう︒孔子様も諸葛孔明も偉

中国有史四千年︑漢民族を中心に︑黄河文明や長江文明

文明の発達を促しました︒夷秋を防ぐ万里の長城を築くた

い人でしたが︑子孫に沙漠の大地を残したのです︒シリア︑

ひま

め︑何百万人の人民が動員され︑煉瓦が焼かれました︒始

レバノン︑エジプト等も同じく木を伐るだけ伐って子孫の

いて弐一

皇帝の兵馬桶の焼物や︑銅や鉄を溶かすエネルギーも︑人

ため植林をしなかった民族の大地は︑惨惜たる沙漠となり

れんが

民の煮炊きは全部﹁木﹂でした︒

ました︒今もアフガンやパレスチナの人が木を植えますか︒

コソボやアフリカの難民に今︑木を植えろと言ってもムリ

中国の大地は幸か不幸か広すぎました︒遊牧民が牧草を
追うように︑植えなくても木は果てしなく自生していまし

な話です︒

遺跡を考えると︑敵が隠れ易い草むらや森は邪魔でした︒

て︑二百年から数万年昔の中国の大地は︑緑に覆われてい

〜三米には石炭・泥炭になっていない草炭層が分布してい

早稲田大学草炭研究会によると中国全土の過半の地下二

た︒人民は目先の生活に追われて収奪的な農耕を繰り返し
のろし

開拓された大地では︑当面の食糧生産が精一杯でした︒不

たと推論しています︒

ました︒中国奥地に広がる各時代築造の長城や︑狼煙台の

幸にして︑年間降雨量三百粍︵日本は約千五百粍︶前後の

（34）

ひまご

三︑孫・曾孫のために

木を植えてくれたご先祖様
三内丸山遺跡の出土品よりわが民族は一万年昔から︑森

例行事として続いています︒因みにこの時発行された記念
●●●●●●●●●●●
切手のテーマは﹁荒れた国土を平和な緑で﹂でした︒

十余年前︑割箸や素麺・ワインの木箱を使わせないとい

う間違い運動が市民の間で展開され︑木は経済価値を失っ

木の辺材︵白太︶は腐り易く︑昔の人は石炭箱やみかん

てゆきました︒

ことが判りました︒江戸時代のその昔から︑わがご先祖達

箱等︑消耗品に利用し︑芯材︵赤太︶は腐り難いので建築

を拓いて集落をつくり︑その周辺には栗の木を植えていた

は食べるもの減らしてでも孫︑曾孫のために木を植えまし

構造材に使いました︒昔の人は樹種や︑木の部位の特性を

ひまご

た︒太閤秀吉は吉野の山に︑酒樽用材として杉の植林を命

東塔は千三百年間︑風雨に曝されて厳然と誓えています︒

そぴ

知って︑使い分けしました︒芯材を使った法隆寺や薬師寺

大東亜戦争中︑石油不足を補うため︑松の木を伐って根

何でも画一的になってしまったのは最近の教育のせいでし

さら

じています︒

から松根油を搾り︑飛行機の油にしました︒荒廃し疲弊し

ょうか︒

り十五本以上を三十年間︑植林を続けたのです︒日本はそ

億本の植林をしました︒年平均十三億本︑日本人一人当た

年の三十年間に︑狭い国土︵中国の二十五分の二に四百

気へと変り︑利便性は向上しました︒反面︑再生可能な生

ました︒生活エネルギーは薪炭から石炭︑石油︑ガス︑電

ック等︑再生不能な地下資源活用が近代文明の華と錯覚し

日本が豊かになったこの三十年︑鉄・アルミ・プラスチ

しぽ

た日本の山々︑戦後まだ貧しかった昭和二十三年〜五十二

のお蔭で今日の緑に恵まれた山河のあることを感謝すべき

物資源の﹁木﹂は時代遅れの材料として︑建築構造体は勿

た︒

論︑家具︑学校机までスチールや化学工業製品になりまし

です︒

昭和二十三年四月︑昭和天皇・皇后両陛下の御臨席の許︑

第二回国土緑化運動が開催されました︒それが今日まで恒

（35）

のかかる間伐や木の手入れはできません︒子供の頃﹁山に

山元の木材価額は四十年昔とほぼ同じです︒これでは費用

十年後の今日︑三万弗へと六十倍も成長しました︒しかし

らして植林をしよう﹂﹁放牧をやめて草原に戻そう﹂と︑

府は﹁退耕還林﹂﹁退牧還草﹂のスローガンで﹁耕地を減

首相は三十年後︑北京は沙漠化すると訴えました︒中国政

毎年北京を襲う黄砂は︑濃度と頻度を高めています︒朱

自動車の国にに変わってきました︒

柴刈り﹂にゆきました︒自然と木々の手入れをして︑これ

深刻に砂漠化を恐れ︑地方人民政府も植林の推進を始めて

昭和三十五年我国の一人当りＧＤＰは五百弗でした︒四

が里山の原点でした︒近頃の放置された山々の木々は生存

います︒

幸いにも︑中国沙漠地帯の日照時間は長く︑風力も強い

のピンチを知り︑子孫づくりの花粉を大量に飛ばすのです︒

いうまでもなく森林は︑国土の保全・水源の酒養等︑公益

森の経済価値復権のためには︑多少利便生は劣っても︑

大開発プロジェクト﹂を﹁大復元プロジェクト﹂に転換し

えて︑無限でクリーンな自然エネルギーを活用し︑﹁西部

ので︑太陽光発電や風力発電に最適です︒水素燃料等も加

化学工業製品から︑循環再生可能な木質材料に回帰するこ

てほしいです︒そのためには基地周辺沙漠の飛砂︑流砂止

的機能をもって生態系を守っているのです︒

とが︑環境汚染を防ぐ︑遠回りのようで︑近道と考えられ

めの植林は急務です︒

四十年間︑木材加工産業に携わってきた私は︑一九九三

関西建井隊実践記

四︑ＮＧＯ緑の協力隊

中両国悠久の繁栄を求めたいと希っています︒

日本列島を黄害から守るためにも︑沙漠植林を通じて日

ます︒

地下資源の乱用で築かれた戦後日本の近代化を︑そのま
ま人口十倍の中国が踏襲すれば︑偏西風の風下に当る日本
列島は︑黄砂にまみれた酸性汚染大気で︑緑の山河は消失
するかも知れません︒中国沙漠地帯の地下には︑石炭︑石
油︑稀少金属等︑大量な資源が埋蔵されています︒中国沿
岸部の重工業︑化学工業は高度成長を続け︑自転車の国が

（36）

した︒帰国後︑鳥取大学遠山正瑛名誉教授に問い合わせ︑

で︑糖度の高い︑たわわに実った葡萄園に出合い感動しま

年夏︑定年を機に中国へ旅行した際︑沙漠のド真中の敦埋

樹︒個人や団体等の寄付金で︑現地の人で二百七十万本︑

林隊︑延六千人が自分の手で約三十万本のポプラ苗木を植

開発示範区に︑この十年間で二百の日本人ボランティア植

沙漠︵二万平方粁︶北辺の恩格貝三百平方粁︶沙漠緑化綜合

オンカクパイ

﹁百間は一見に如かず﹂沙漠植林の現場を体験するよう誘

合計三百万本︑植林されました︒

ぶどう

われました︒また︑私は京都府立大学で小原二郎先生︵現︑

植林時期や土壌選定の試行錯誤︑干害︑虫害等で枯死も

ありますが︑適切に植えたものは九十％活着しています︒

千葉工大常務理事︶の﹁木材利用学一
﹂﹂
をを
専専
攻攻
しし︑
︑会
会社
社で
では
は
﹁木の活用﹂を中心

生長したポプラ樹林の周辺は︑流砂・飛砂が減少し︑草

勇定︑間伐等︑手入れされたものは八〜九年で胸高直径二

﹃た︒青春時代に恩

原化しています︒昆虫が飛び︑トカゲが這い廻る︒烏が実

に高度経済成長期

弄恵をうけた﹁木﹂

をはみ︑糞と共に種蒔きしてくれる︒兎が繁殖し︑新芽を

十糎︑樹高十米以上の見事なポプラ大樹林が沙漠のド真中

姉に対し微力ながら︑

かじり︑害獣化しています︒早々と若いポプラの森は生態

健のモノ造りの第一

酵﹁沙漠緑化﹂﹁木の

系を回復し︑緑が広がっています︒人間はほんの少し手を

に林立しています︒

抑再生﹂を通じて恩

借せばよい︒地球生まれて四十六億年︑岩盤の上に緑がや

両線に立ってきまし

偉返ししたいと活動

ってきたのだから﹁砂漠化力より緑化力が強い﹂のは当た

九十四年から四回現地に入った私は︑九十九年︑友人知

り前です︒

謝しています︒
中国で広さ八番
クプチ

目の内蒙古庫布其
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緑化植林最前線視察勉強隊﹂を編成し︑黄砂発生源沙漠の

人で植林と育林作業を実践しました︒二年夏には︑﹁沙漠

津井隊﹂三十七人︑二千年二次隊二十七人︑三次隊二十八

人を中心にボランティア植林を呼びかけ﹁緑の協力隊関西

嬉しいことです︒

のを見て︑小・中学生達が植林に参加し始めたことは大変

林の周辺は飛砂が止り︑草原が広がり︑生態系が回復する

を植える日本人を珍しがっていました︒しかし生長した樹

をもっていない中国の多くの人々は︑汗と砂でまみれて木

け﹂との郷撤もありますが︑点から線へ︑確かに植林運動

﹁お人好しの日本人はボランティア精神﹂﹁中国人はお金儲

年々増加し︑それぞれのポリシイでロマンを描いています︒

広大な中国の沙漠緑化に挑戦する日本のＮＧＯ団体は

実態と︑日本人隊が推進している最前線︑数ヶ所を巡って
きます︒

五︑むすび
多くの日本人は﹁さばく﹂は水がない︒﹁不耗﹂という

りますが︑人類発祥地帯の多くは︑二百粍以上の降雨があ

の関心も高まってきました︒現場に足を運び実践しての議

環境問題の国際会議や温暖化対策が喧伝されて一般市民

は広がってきました︒

り︑森林や草原のオアシスでした︒文明の発達と共に森が

論は意義があります︒しかし机上論や学問だけの議論百出

イメージをもっています︒年間降雨量百粍以下の沙漠もあ

破壊され︑人口増加は︑過度の放牧や農耕により︑地力を

では何も進まない︒

︵ＮＧＯ緑の協力隊関西津井隊代表・日本沙漠学会会員︶

︵二○○二・四・二○記︶

録の一つを紹介し拙文を終わります︒

﹁ヤレばできる︒ヤラねば出来ない沙漠の緑化﹂遠山語

失わしめ︑表土の流出を招いて砂漠化させてしまいました︒
気象の変化というより︑むしろ人災でしょう︒

ＮＧＯボランティアに参加する人達は︑行動力︑実践力
があり︑ロマンの心の持ち主です︒環境の厳しい現地で︑
寸暇を惜しんで植林労働を楽しまれる姿には頭が下ります︒
﹁木を植えても腹ふくれない﹂と植林するＤＮＡ︵習慣︶
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鐘

蕊識

§

植林ボランティアの人達︒

r

得

植林して十年たって樹高十メートルを超

一年に植林した草月の森︶︒

すように育ったポプラの大樹林︵一九九

（39）

｜本一草のない沙漠の大地に深さ七〜八 植木して五〜六年のポプラの林︒間伐︑
センチの穴を掘り︑ポプラの苗木を一本 枝打ち等︑育林作業に汗をかく日本人の
一本心をこめて植えている︒

小写HJ

︻特別寄稿︺

自信をもって教育を抜本改革しよう

わが国伝統の道徳を世界に誇り

I

１わが国伝統の道徳を教えよう
日本人は元々︑大陸の諸方面から渡来した人々の混成で
あったが︑日本列島が大陸から切り離された一万年の間に︑
諸人種が融合して日本語を話す縄文族を構成した︒

総山孝雄

べてに同一の伝統的道徳を教えればよい︒教育の地方分権

も要らないし︑自由化も要らない︒

２神道は真正の道徳である

日本人は神代の古えにアニミズムという原始宗教から脱

ヨミ

皮し︑真正の道徳を作って来た︒古事記には︑死去された
ミコト

その後今から二千数百年前に︑多分中支の長江付近から

の命が︑妻の腐燭死体を発見して驚き︑悪鬼に追われて逃

妻のイザナギの命を慕って黄泉の国を訪ねられたイザナギ

ヨミ

げ出されたと記されている︒

ミコト

高文化の人々が渡来して混入し︑弥生族を構成した︒そこ
アマテラス・オオミカミ

に天照大神を中核とする社会集団が育って︑大和王朝を
発足し︑全国に連帯を広げて家族的に団結した国を作りつ

あったことは容易に推測される︒だから日本人は︑この頃

この物語の黄泉の国はお墓の中であり︑悪鬼とは悪臭で

従って日本は︑アメリカのような新しい多人種の混合国

の真実を見つめた歴史に遷り始めたものと考えられる︒

からすでに迷信的な宗教のアニミズムを脱して︑現実社会

つ︑今日に至ったのである︒

日本は神武肇国の後にもたくさんの渡来人を迎えたが︑す

家のように︑雑多な思想や道徳を並べて教える必要はない︒

天照大神以降の神話は︑日本人が人間の社会的生存欲求

一…

ー

ゾ

ヘ

へ

−

−

"

I

べてを大和民族に融合させて吸収してしまった︒従ってす
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I

｛

｛

や各種学校を作って神道と仲よく共存しつつ日本社会の福

昔拒否されたキリスト教にも布教が許され︑病院や幼稚園

祉や啓蒙のために大きな貢献をしている︒但し︑神道を異

の本能に従って皇室を中心に纏まり︑天地自然の倫理的規
ている︒そして︑内には和合団結を守るが︑外敵に脅威さ

範を構成しながら︑和合団結して共生し始めたことを示し

端視する教派だけは日本に仇なす邪教である︒

ト・イスラムの三宗教は︑同根の一神教であるにも拘らず︑

今から二千年前後まえに中東に現われたユダヤ・キリス

３キリスト教への評価

れれば個の犠牲を嫌わず全体に奉仕することによって︑世
の荒波を越えて生きて来たことを示している︒これが日本
に自然発生したところの︑祖先崇拝を基軸とする神道とい

その後大陸から伝わった儒教や仏教も歓迎され︑国民道

もとより︑同じ宗教の異教派の間にも血みどろの争いが繰

絶対に他を認めない排他教であったから︑異宗教の間には

う国民道徳である︒

紀に渡来したキリスト教だけは︑日本人を洗脳して征服せ

モタラ

を阻害する教律が最も少なかったので︑西欧諸国の興隆と

返されて来た︒その中でも︑キリスト教は︑人間の実生活

徳である神道の内容はいっそう豊かになった︒但し一六世
んとするものであったから︑拒否されたのは当然である︒
ホンジスイジヤク

い︑その根源が非科学的な空想に基づくものであるから︑

道徳の推進に大きな役割を果した︒しかし日本の神道と違

コンコウ

ところがやがて仏教は本地垂通説を唱えて大いに普及し
ので︑明治維新の際に神仏が分離され︑日本の神道は元の

た︒しかし神仏の混渚が呪術や迷信の導入を満らしていた

自然科学の興隆と共に次第に色槌せて行かざるをえない︒

昨年のローマ法王の進化論に対する降伏宣言はそれを示す

真正の国民道徳に回帰した︒

こうして神道は日本人の精神生活を支える一般的な基盤

まないところの︑生物自然の本能に基づく純粋の倫理的規

ものである︒これに対して神仏分離後の神道は︑仮説を含

西欧諸国では一八世紀の産業革命以来人々の関心が生産

４唯物的イデオロギーの道徳破壊

んで科学が進んでも色槌せることはない︒

範であって︑科学に背馳しないものであるから︑文明が進

になり︑人々に祖先を回想するモニュメントである神社や
持つ連帯感を高めつつ︑神道を団結和合の道標として来た︒

神棚に参拝して各種の祭事を行う事により︑共通の祖先を
しかし同時に明治政府は︑先進国にならって信教の自由
を標傍したので︑各種の宗教が神道と共存するようになっ

た︒そのために︑広く全国に普及していた仏教の祖先崇拝
行事のお盆は︑今では広く日本の国民的行事になっている︒
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しかし両者は同根の唯物論であって︑道徳を科学的に支え

競争に集中され︑左右のイデオロギーを生じて戦って来た︒

の愛情が破壊されてしまう︒だから児童を虐待し︑子殺し

と継子が複雑に混在するステップファミリーを作り︑親子

まう︒そしてまた異性を求めて再婚する︒このために継親

走り︑衝動的に結婚してはすぐに飽き︑簡単に離婚してし

ママオヤ

る生物学を無視するものである︒その証拠に︑夫婦の生物

や親殺しまでが頻発するようになった︒愛情のない幼児生

からの隔離は脳に欠陥を作るので︑成人してからの凶悪犯

活は性格異常児を作り︑特に乳児期の実母のスキンシップ

ママコ

人的な営利活動に向かわせている︒

学的役割を共に否定し︑女性までを育児から切り離して個
地球上に現れた生物は︑やがて動植物に分かれ︑両者に

メリカでも︑それらが次第に教条化されて力を増し︑キリ

デンに始まり︑個人主義自由主義を国是として独立したア

このような傾向は東西の唯物思想の接点であったスエー

罪が続出するようになった︒

雌雄の別をも生じた︒これは異性との交合によって遺伝子
の組み合わせを更新した子孫を生みつつ変異し︑環境に適
することが可能になる︒それ故︑人間も他動物と同様に孤

応してゆくためであって︑これによって永遠に生きて進化
立しては生きられない︒個人主義は架空の妄説である︒男

の一九六○年代にそのピークに達した︒

日本人︑特に女性は︑敗戦以来︑白人国からの外来思想

スト教徒の健実な教律が無視されて道徳が退廃して︑戦後

へのコンプレックスが特別に激しい︒彼女らは日本の世界

じ︑両者がその特性を持ち寄って協力することにより︑初
めて次世代に向かって生命を存続するという︑最も本質的

一合理的な道徳を蔑視して非科学的な外来思想に憧れ︑い

女には結婚出産育児について明瞭な生理的役割の分担を生

な幸福を享受しうることになる︒倫理はこうして人々が共

つまでも机上の勉学を志向して晩婚少子化を来している︒

挙句には結婚や出産育児そのものまでを忌避する者が多く

ある︒

にも拘らず欧米の二つの唯物イデオロギーは︑このよう

しまった︒彼女らは男性と競って社会に出て働いてその成

なり︑今や日本の出生率は世界の超最低の一・三になって

生して永遠に生きる目的を果たすための行動の規範なので

する生産労働の駒にしてしまった︒かれらは男女の交合を

な夫婦の役割分担を否定し︑男女を同等な個人として対立

てくれた大切な生命を一代で喰い潰してしまう罪業の重大

果を誇ろうとしているが︑その成果は︑祖先が育てて伝え

さに較べれば︑全く問題にならないほど小さいものである︒

ザイゴウ

うようになった︒

出産育児という使命のためよりも︑性交の快楽のために行
このために性道徳が乱れて青年男女が節度のない乱交に
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一刻も早く︑明治以来日本を興隆させて来たところの︑

地図の上から消えてしまう外はないであろう︒

ているので弁が立つが︑真実の人生を知らない︒だからこ

結婚育児を経験していない女性は学問の真似事ばかりし
んな女性を要職につけるとピントの狂った法制を作って国

カはレーガン政権以来すでに日本の戦前教育に習い︑教育

教育勅語による修身教育を復活させねばならない︒アメリ

バーチュース︶に道徳々目を掲げて修身教育を始めている

省長官ベネット氏が著した道徳読本︵ザ・ブック・オブ・

を亡ぼしてしまう︒イギリスの救世主である大宰相サッチ
ャー夫人は︑二人の子供を育てた人生のベテランであり︑

明治開国以来日本は西欧の物質文明を熱心に導入して富

５明治以来の日本の国民道徳

のだ︒

専業主婦を高く評価し︑いわゆる女権論者の考え方を激し
く敵視していた︒

日本でも生活用品が便利になって出産育児をしながら仕

国強兵を図り︑徳川時代の鎖国三○○年の遅れを驚くべく

事をする事が楽になったので︑家庭の事情が許す人が︑女
である︒しかし女性本来の出産の任務を果さないで男性の

性本来の使命を果しつつ︑更に社会に貢献するのは大歓迎

上がってしまった︒

短時日の間に取り返して西欧列強に肩を並べる強国にのし

しかし明治天皇は︑西欧の物質文明に舷惑されてわが国

頃も中国の首相が﹁日本なんて国は二○年後には消えてな

固有の精神文明が忘れられるのを恐れ︑教育勅語により道

仕事に介入して曲げられては︑国が亡ぼされてしまう︒先

には一向にピンと来なかったようであるが︑日本はこのま

くなるだろう﹂と放言したという︒能天気な多くの日本人

影響されることなく︑いかなるイデオロギーにも偏ること

のないところの︑天地自然の︑すなわち自然科学に背馳す

徳実践の指針を簡明に示された︒これはいかなる宗教にも

には減少に転じ︑百年後には半減するだけでなく︑老年者

ることのない︑真正な道徳の指針であった︒従ってこれを

最新の厚生省人口予測によると︑日本の総人口は二年後
人口が生産年齢者人口をはるかに越えてしまう︒これでは

各国語に翻訳して頒布すると至る所で絶賛され︑これの普

までは本当に危ないのである︒一体どうなるのであろうか︒

老人福祉を始め老後の生活設計がすべて崩壊する︒そして

遍的な正しさが証明された︒

望を担い︑第一次大戦後の講和会議で人種平等を唱えたが

日本はやがて白人の植民地支配に苦しむアジア各国の輿

頼りにする僅かな生産年齢者の道徳が退廃し︑ゆとりある
教育にあって能力劣悪者ばかりになるとすると︑日本民族
はどうなるであろうか︒古えの地中海のカルタゴのように
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思想が大手をふって日本に入り始めた︒平和条約を結んで

も︑占領政策のしがらみから抜け出す勇気のない日本の政

独立を回復してからすでに五○年以上を経た今日になって

治家たちによって︑男女共同参画基本法という言語同断の

国の日本潰しの謀略に抗してアジア開放戦を戦った︒

しかし白人諸国の連合の前にはやはり衆寡敵せず︑一敗

白人諸国によって否決され︑第二次大戦ではさらに白人諸

地にまみれてしまった︒にも拘らずその緒戦では︑驚異的

正が叫ばれ出したが︑いくらそのための会議を開いても有

この頃になると︑日本でもやっと憲法や教育基本法の改

亡国法が作られ︑日本の滅亡に一層の拍車をかけている︒

効な結論は出て来ない︒会議には敗戦時に強烈に洗脳され

し︑原住民に自信を持たせて歴史の新しい流れを作った︒

な戦力を発揮して東南アジアのすべての国々を一挙に解放

て人種平等の新時代を開いてしまったのである︒

れる人々でさえも︑戦後の日本弱体化策の中に片足を残し

た年代の人々ばかりが集まるので︑その中の良識派と目さ

これにより世界中の植民地が次々に独立し︑人類史に初め
日本のような小国がこのように偉大な戦力を発揮しえた

たままの弥縫策しか提案しない︒こんな意見のいわゆる民

のは︑明治以来の富国強兵の努力の結果であるとともに︑

何をさておいても︑日本弱体化の主役を担う個人主義の

主的多数決では︑有効な改革案ができる筈がない︒

占領憲法をきっぱり廃棄した上で出直さねばならない︒教

皇室を中心として団結した世界に比類ない精神文化として
日本を占領すると何はさておいても神道指令を出し︑歴史

の道徳の力であった︒それ故︑戦勝国はこれを最も恐れ︑

と道徳の教育を禁止してしまった︒そして自国ではキリス

すべきである︒

育基本法もきっぱりと全廃し︑世界に誇る教育勅語を復活

教育勅語は朗唱しやすい美文であるから︑これを節目節

ト教の支えによって辛うじて秩序を保っていた矛盾にみち
図った︒倫理とは人々が個人の我欲を抑制して和合共生す

かせ︑子供自身にも繰返し朗唱させて体の中へ刷りこんで

目の出来るだけ多くの機会に朗唱して子供にも父兄にも聞

た個人主義を占領憲法によって押しつけ︑日本の弱体化を

であり︑このために︑日本のように愛国と団結を禁止して

るための規範であるから︑個人主義は倫理に背反するもの

しまうのが一番やり易い道徳再建法である︒道徳の時間の

読書百遍意おのずから通ずという諺に従って︑先生にも

例話による修身教育がこれを助ける︒

親にも子供にも︑道徳は自然に身についてしまうであろう︒

骨を抜かされた所では︑道徳が止め度なく荒廃してしまっ
そして最近では︑徹底した個人主義によって家族を解体

たのである︒

するところの︑ジェンダーフリーという生物学を無視した
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徳川時代の道徳教育はこのようなやり方で偉功を奏してい

が唱えているゆとりある教育は諸悪の根源である︒子供の

進歩的自由主義教育が行なわれたからである︒今文部官僚

人権を尊重したいのなら︑国語数学理科地歴のような基礎

たのである︒哲学的な裏付けは高校段階で教える︒

ち︑またこのような教育の問に個性が発見されて子供たち

きである︒個性はこのような基礎が作られた上に初めて育

科目はすべての子供に一律強制的に学ばせて競争させるべ

戦前教育の余嬬が残っていた終戦後の日本人は世界一優

６学力向上のための諸方策

秀な学力を発揮していた︒日本からアメリカヘ留学した多

ない救いようのない落ちこぼれが出来て社会の害虫になっ

が適職に就きうるのである︒これをしないと個性も常識も

てしまう︒だからアメリカはレーガンの時代に日本へ教育

くの学生は︑語学のハンディーを克服して常に一二一を争
や教員に教育を支配されて五○年を経た今日になると︑日

めてしまった︒何故日本人はこのような事実に注目しない

視察団を送って日本の戦前教育に学び︑進歩主義教育を止

う成績を納めていた︒ところが戦後思想に染まった文部省

た︒教育の生物学的意義に遡って科学的な学力再建法を提

本の子供の学力は今や世界の文明国の最低になってしまっ

が持つ言語文字というコミュニケーション手段の活用のお

人類だけが際立った急速な進歩を遂げて来たのは︑人類

低くしたり︑少人数クラスを作ったりするのは︑学力を低

のスローガンの下に︑授業日数を減らしたり︑授業内容を

近頃文部省が急に言い出したところの︑ゆとりある教育

のであろうか︒

蔭である︒教育とは︑これを駆使して先人が蓄積した知識

るために極端に教育費負担を増やして少子化を促進する︒

下するだけでなく︑父兄が止むをえず塾や私立校志向に走

案しよう︒

を︑まとめて子供に刷込むことである︒子供はそれを踏み

ゆとりを得てリストラを免れる制度である︒今や日本では︑

それだけでなく︑徒らに国費を浪費し︑怠惰な教員だけが

台にして飛躍する︒初めから経験もない子供の発意に頼ろ
うとするところの︑ジョン・デューイらのいわゆる進歩的

スーパーなどが土・日も開店し︑遅くまで働いて必死にな

てこんなに甘やかされるのか︒文部省の中の誰がこんな亡

子供に刷り込むには︑準備された強制的反復教育が要る︒

自由主義教育は︑馬鹿の考え休むに似たりそのものである︒

国的指針を打ち出しているのか︒中教審に日教組代表が入

って不況を乗り越えようとしている時︑教員だけがどうし

教育の荒廃や学力の低下は︑日本でもアメリカでも戦後

これが教育であり︑それをしないのなら教師は要らない︒

の公立学校に起こった︒それは政府の介入の下に徹底した
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るまではなかったことであるように思う︒

きじっくりと落ち着いた実のある学習をさせねばならない︒

を高めるために︑最も大切な教育であるから︑全課目につ

格を決めるのは︑中・高校の最終学年に全課目を一年かけ

そしてイギリスでもやっているように︑大学への入学資

六・三・三制は占領軍の強制ではなく︑当時の日本の大

７大学への進歩制度を抜本改正せよ

学の最高指導者の米軍への売国的迎合の産物だったと伝え

の成績を総合して決めるべきではなかろうか︒そうすれば︑

てゆっくり試験し︑進学希望大学に必要なすべての科目で

年中受験勉強ばかりで落ち着いた実質的な学習が出来なく

るし︑全国民の教養が高まるであろう︒

中・高校の教師はじっくりと︑使命感に燃えた教育が出来

られている︒こんな制度を採用したために︑日本の子供は

なってしまった︒その上︑入試に出ない科目の高校の先生

初めて︑大学は華々しい尖端的研究の殿堂となりうるであ

こうして十分な教養を身につけた学生が入る事によって

その後日本では受験競争の負担から子供を救うためと称

して来た一人である︒

ろう︒私自身も私の専門領域で世界の先頭に立ってリード

は努力して教える気がなくなってしまった︒

して︑突然共通一時試験制度を始めたが︑実施してみても

て︑昔日の興隆の姿に戻しうるや否や︑それは私たちが︑

本再建の抜本的方策を提案した︒日本民族の滅亡を阻止し

れを救うために︑一切の右顧左晒を止めて︑思い切った日

日本民族は今や確実に衰滅への道を進んでいる︒私はこ

むすび

問題は少しも改善されず︑塾はますます繁盛するので︑そ
いる︒多くの試験科目が選択制になっているので︑子供は

のためにひっきりなしに手直しを繰り返して改悪を重ねて

ます荒廃した︒

それ以外の科目を勉強する気がなくなり︑高校教育がます
特に昨今の少子化に応じて私立大学が募集競争のために︑

敵性国につながっている日本の左翼勢力の妨害を排除して︑

試験課目を極端に減らして受験生を誘い始めたので︑その
度を根本的に改める事が急務である︒

弊害はさらに増大している︒わが国でも︑大学への進学制

手堂云特別会員・東京医科歯科大学名誉教授・日本学士院会員︶

断呼このような改革を実行しうるや否やに懸かっている︒

最近になって公立校にも︑イギリス式の中高一貫制の学
校が作られようとしているが︑これだけは望ましい動きだ︒

中・高校年齢における教育は︑日本人の民族的教養レベル
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はじめに

に︽覗壬Ｊ腫胆・￥﹄欲

会祖西村茂樹先生の著作類︑訳述書︑書簡︑日記︑

口吾口Ｉ

主屋列

二二

当時本会嘱託であった古垣光一現東京薬科大学教授

の手によって︑﹃日本弘道会百十年史﹄の資料収集

内﹁五倫説﹂﹁自省録﹂﹁自得録﹂﹁偶筆﹂の四点を

で陽の目を見ることのなかった︑それらの手稿類の

このたび︑鈴木勲会長からのご指示があり︑今ま

の段階で明らかになりました︒

それらの大部分は︑現在準備を進めている﹃増補・

論説等が膨大な数に上ることは周知の通りであり︑

改訂西村茂樹全集﹄に収載すべく︑同書刊行委員

たいと思います︒四点とも会祖の手書き原稿であり︑

ら︶していくことになりましたのでご期待いただき

手控え︑覚え書き的な要素を持ち︑一書を成す前の

連載という形で︑﹃弘道﹄誌上へ逐次掲載︵本号か

稿類があります︒その中で﹃泊翁日記﹄︵原本は国

り組んでおりますが︑著書類のほかに会祖直筆の手
会図書館所蔵︶﹁泊翁書簡﹂合西村先生書簡写﹄を

れていたものでありますが︑内容は極めて高次元で

下書きの段階と見受けられ︑﹁雑録﹂として一括さ

会︑編集部会を中心に具体的な発刊計画の準備に取

の手によって解読され︑既に﹃弘道﹄誌上に発表さ

あり︑高逼な理想を追い求める会祖の情熱がひしひ

本会が所蔵︶につきましては︑副会長古川哲史博士
れておりますので︑大方の会員諸賢には既にお目通

しと伝わってくる貴重な玉稿であります︒

幸いにも︑本会嘱託の白鳥正氏が︑これら手稿類

しいただいているものと思います︒そのほかにも会
祖の手稿類が国会図書館に所蔵されていることが︑
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表字が混交して難読文字が連続するという状況で︑

お使いになっており︑中には︑裏文字︵逆さ字︶と

加筆︑注記等がとくに多く︑また︑殆んどが裏紙を

前述のごとく手控え的なものですので︑欠字︑訂正︑

の判読を数年前から進めておりました︒四点とも︑

非るなり︒其中に適する者と這せざる者あるなり︑諸ふ試

知らざれども︑吾日本には適せざるなり︑悉く適せざるに

如きは︑古に適して今に適せず︑支那には適するや否やは

美なれども︑其事は未だ謹さ蜜るなり︑彼忠孝五倫の教の

或は五倫の教を推算して之を行はしめんと言ふ︑其意は甚

︵頭注︶﹁此道徳の肇といふは老子の道徳経にもあらず︑

に之を論ぜん︑

宋儒の道事にもあらず︑西語の﹁モラル﹂又﹁エチック

古文書に精通している研究者でも簡単には判読出来
り強さで判読を続けられ現在半数以上の判読を終え

ないようなものもありましたが︑熱血漢白烏氏の粘

ス﹂と云ふ語を課したる者なり﹂

なお︑末尾にあたり︑今回の手稿四点を連載する

目を説かず︑左博文公十八年に肇二八一工使レ布二五教子四

徒︑敬敷二五教一在し寛とあるを始とす︑然れども其五教の

経の舜典に︑舜日︑契︑百姓不し親︑五品不レ遜︑汝作二司

五倫麺附竜脂称馴蝿碑伽噸紳誰詑鐙は又五教と言ひて︑其始は書

ました︒改めて白鳥氏のご労苦に対し敬意を表し感

に当たっては︑以前に﹁泊翁書簡﹂﹁泊翁日記﹂を

方一父義母慈兄友弟共子孝︑内卒外成とあり︑是れ五教の

謝いたしたいと思います︒

百話﹂という表題を使わせていただくことにいたし︑

連載した際に︑古川哲史博士が名付けられた﹁泊翁

親︑君臣有し義︑夫婦有し別︑長幼有し序︑朋友有し信と馬す︑

解の最も古き者なり︑然るに孟子はこれを改め︑父子有し

て書経の文を解せり︑然れば五教の目は左博の文を正しと

孔安国の害経の註︑孔穎達の書経の疎は猶左博の語に擦り

先生のご了解を頂戴したことを付記しておきたいと

西村茂樹

思います︒︵本会評議員・藤下昌信記︶

五倫説

説を用ゆ︑蓋し左博に言ふ所は唯一家内のみに止まりて︑

ことなり︑宋儒に至り︑全く左博の解を廃して専ら孟子の

すべきか︑孟子の説を正しとすべきか︑責は明白ならざる

近年以来︑道徳の肇︑大に廃れ︑政治民風に影響を馬す

農く吐曾報棚和嶋の事に及ばず︑孟子の言は君臣もあり︑夫

おお

婦もあり︑朋友もありて︑其及ぶ所麿きが故に︑宋儒専ら

こと湊勘からず︑有志の士奮って之を起こさんとする者衆
く︑其言ふ所を聞くに︑或は忠孝の道を重んぜんと言ひ︑
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−９比迅々ウノ

陵野一円崖

｢五輪説』の原本の一部（コピー）

之を採用尊重したりし者なるべし︑是より後︑支那にて教

に別に肇問は無きことと謂ひ︑以て今日至れり︑

︵に脱︶

化と云えば必ず孟子の五倫を表章し︑五倫の道を翠ぶの外

本邦にても慢嵩︑羅山の雨先生宋肇を唱へしより︑孟子の

五倫を以て肇問の至極の目的と篇すことは支那に異ならず

して以て王政復古の初に至れり︑
︾﹂し﹄︸﹂し﹂

○

は︑先づ第一に父子有し親と云ふは父といへば母も其内に

○

借此五倫の教︑霊くは今日の日本の民に適せずと言ふ課

篭めて説きたる者として見れば︑此個候は少しも差支なし︑

◎

其次に君臣有し義と云ふことは頗る今日には不適常となれ

Ｏ

◎

り︑今日の有様にて︑上御一人は君と稲するも可なれども︑

．◎

すべきなり︑既に民と稲する時は君民有義とは言ひ難かる
０

全国三千五百葛の民をば臣とは稲しがたし︑惟之を民と稀

べし︑畢寛君臣有義の教は封建世禄の世に行うべくして︑

郡懸の世には行ひ難きの教なり︑蓋し孟子戦国の世に生れ︑

の後世に至りては蝕程時勢に駁り悪き教となりたり︑故に

其時の有様に適合せんが馬に此教を立たる者にして︑支那

本邦にても封建時代には誠に宜しき教なりしかども︑王政

維新となりては︑時勢に合はざるの教となりたり︑第三夫

０００

．

婦有し別は何れの園何れの代にも差支なき怪目なれども︑

０Ｏ

有別の別の字意味落着せず︑趨岐の孟子の註には別の字の
そんせき

解なし︑孫爽の疏に夫婦有二交別一と説けり︑何の義なるや

︒

明白ならず︑朱子の孟子の註にも別の字の解なし︑後世宋
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事を奉ずる者の解には︑男治レ外︑女治レ内︑又夫唱婦随等

の古今地の東西に依りて皆多少の差異を生ずる者にて︑道

もあれ︑法律にもあれ︑畢術にもあれ︑工塾にもあれ︑代

て善悪邪正を異にする者なきに非ず︑其三一を筆ぐれば︑

徳の教の如きは其差異甚少しと雌ども︑亦古今東西に依り

◎

を言ふなり︑父子有し親︑君臣有し義の如きは徳誼に就きて

︒

の別を云ふと説けり︑然れば別は夫婦の間の仕業に就て之
之を言ひ︑夫婦のみは仕業に就て之を言ふも前後不揃のこ

西国にては一男敷婦に配するを以て邪悪となせども︑東国

◎

となり︑宋の陳裏が其民に諭せる候目には夫婦有恩とあり︑

にては之を禁ぜず︑亜刺伯人は豚肉を食ふを以て過悪とす

◎

恩の字を以て別の字に易へたるは面白き趣向なり︑故に余

れども︑其他の国にては之を禁ぜず︑是れ土地の異なるに

︒

は夫婦有恩ならば今日奉守すべきの訓謁となるべけれども︑

◎

夫婦有別にては︑少々不満足に思ふなり︑第四の長幼有序

としたれども︑近年は之を罪悪とせり︑往昔は士人の商業

依りて善悪を異にせるなり︑往古は復讐を以て士人の名誉

を管むを以て破廉恥のこととしたれども︑今日は衆人皆之

◎

は別に言ふべきことなし︑第五朋友有信は今日の時勢には

少々不都合なるべし︑蓋吾身は牡曾中の一人なれば牡曾に

を管めり︑是れ時代の異なるに依りて善悪を異にせる者な
り︑

封して行ふべき職分を講求せざるべからず︑其事は論孟中

西国の道肇は古今に依りて其教肇の法を異にす︑古希蝋の

虚々に散見すれども︑却て五倫中には是を脱せり︑朋友は
るべけれども︑朋友を言いて牡曾を其中に篭むること能は

即ち吐曾中の一分にして︑社曾を言へぱ朋友は其中に篭も

四徳と馬し︑是を衆徳の冠として尊重すること支那にて管

時は仁食罫恭−︶智今刈窄Ｉ︶忍分封帆ど節︵一鉦むを以て

る所の五倫の教を其侭今日の日本に用いんとするは能はざ

狭きに似たり︑右等の次第あるに由り世の道徳家の主張す

合せて二徳と篤し︑濁り仁智のみを掲げて之を教ゆる者あ

此四徳を以て︑智︑義︑忍︑節と篇す者あり︑又は四徳を

子が薩儀廉恥を説き︑孟子が仁義謄智を説くが如し︑或は

○◎

ず︑且つ有信の語を単に朋友にのみ言ふは︑其用ふる所甚

る所なるべし︑其他儒家の書には猶義すべきの牒目甚多し

り︑近世に至りては此法を改め︑我身の賞際に遭遇するの

場合に随ひて其教を立っは即ち第一は吾身に行ふべき職分

０Ｏ

一々枚筆するに逼あらざるなり︑

︵頭注︶﹁又朋友と朋友に非ざる者との区別は何れの虚

す︑我身を教養す等なり︑第二は牡曾の公衆に封して務む

にして︑其目は我身を供給す︑我身を保護す︑我身を制抑

右の如く支那︑日本にて古代より雲崇せる五倫の教の今日

くきの職分にして︑其目は︑他人の性命に付き︑他人の権

に在るか︑甚不分明のことなるべし﹂

に用ひ難き所以は如何にとなれば︑凡そ天下の事︑政治に
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の約束に付き行ふべきの道あるなり︑第三は家族に謝して

理に付き︑他人の財産に付き︑他人の柴響に付き︑他人と

む︑故に今日の道徳の肇を以て二千年以前の肇に比すれば︑

る毎に必古人の説を改正増冊して盆完備に至らんことを求

し且つ衆肇士の考究推論を経たるに如かざるなり︑夫れ道

其精粗湊深固より同日の論に非ざるなり︑支那の聖賢の事

徳の教は︑人類たる者一日も鉄くべからざるの肇にして︑

行ふべきの職分にして︑其目は婚姻の道︑父子の道︑兄弟

種類を説き︑次に国民の政府に封する職分を説き︑次に政

此道を失ふ時は︑小にして一身一家︑大にして一洲一国︑

にし地を異にす︑西国の道肇の地を異にすれども時を同ふ

府の国民に封する職分を説き︑次に此政府より彼政府に封

渚凱混濁して︑禽獣と相近きの地位に降るべし︑所謂道は

は至善なりと錐ども︑今日我国に用いんとするに︑時を異

する職分を説けり︑第五は上帝に封して行ふべき職分にし

須嬰も離るべからざる者なり︑世の有志者の道豊の衰嬢を

姉妹の道︑主僕の道等なり︑第四は政府に封して行ふべき

て︑其目は戻信恭敬服従感恩等を教ゆるに在り︑近年英国

起さんとするは︑其志誠に嘉尚すべきことなれば︑何卒至

職分にして︑其目は先づ初めに政府の性質を説き︑政府の

の翠士毛里斯此外に全世界の太平と云へる候目を加へて道

善至良の法を得て︑道畢に就ての弊害を世に残さ賀らん事

マウリス

肇法を折中して記したる者にして︑其部門の立て方綱目の

徳事の目的の至極を示せり︑右は西国の近代の道徳望の教

其国勢人心に合はざる者あるは土地を異にするの故なれば︑

興さんと欲せば︑宜く西国の道皐を以て準縄模範と篤し︑

更に鹿く古今東西の道肇を通観し︑又之を其身の閲歴に験

を願ふなり︑余が考ふる所にては︑今日道徳の筆を我国に

比較する時は︑大なる精粗浅深なきが如く︑或は支那の筆︑

西国の希臓の時の道徳の教と︑支那の周末の道徳の教と相

是れ我惰道に志す者の任なるべし︑

し︑以て之を裁成損盆し︑其完全を得んことを求むくし︑

大綱に至りては此外に出ることなし︑

西国の筆に一等を蹴るも未だ知るべからず︑唯支那人は古

分け方等に至り︑人々の定むる所各同じからざれども︑其

人を敬重すること過甚にし︑聖賢と云ふ者は凡人の企て及
ぶべからざる者と馬し︑古人の説を改正修補して益其道を
善美ならしめんことを求めず︑畢生古人の床下に屈して︑

るため︑平仮名漢字混交文とし︑句読点は︑原拠に忠

原本は︑片仮名漢字混交文であるが︑読者の便に供す

編集部

実に付すよう努めたことをお断りしておきたい︒

古人と並び立たんとするの気なし︑彼五倫の教の如きも孟
子の一言したるより︑二千年後の今日に至るまで︑一語も

之を改めんことを欲する者なし︑西国の道肇は︑一大家出
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I

鈴木

がけた烏山頭ダムの視察は︑旅の重要な目的の一つであっ

特に司馬遼太郎の﹃台湾紀行﹄に出てくる八田興一の手

機会となったことが収穫であった︒

での日本語学科の学生への日本文学の講義︑日本統治下の

国立故宮博物院長との文化交流についての会談︑東呉大学

行した総督府の壮大な気宇︑それに応え寝食を忘れて取組

せて︑総督府予算の半分を注ぎこむ大工事を十年かけて敢

東京帝大卒後の三十歳をこえたばかりの技師に全権を委

たが︑現地で受けた感銘は︑予想以上であった︒

あったが︑李登輝氏との会見が氏の入院のため実現しなか

成吉氏の墓参︑それに李登輝前総統との会見と盛り沢山で

その墓や銅像を建てた土地の人々が今でも八田氏の命日に

で︑その努力の足跡を見た︒八田氏を現代の大男と尊敬し

んで難工事を完成させた八田技師の努力︒記念館のビデオ

ージを伝え︑日台の民間の文化交流を盛んにすることが大

思いを深くしたのである︒

戦前の日本︑そして日本人もたしかに偉大であったとの

た︒

行っている追悼慰霊祭の様子を見て︑感涙を禁じ得なかっ

文学の講義では学生の聴講態度が立派なことに感銘を受け

切と話し合った︒浅野晃共立女子大学名誉教授による日本

故宮博物院の杜正勝院長には︑河合文化庁長官のメッセ

ったほかは︑ほぼ目的を達して帰国した︒

状況の視察︑旧制高校先輩で国民党の弾圧で銃殺された葉

治績の一つである烏山頭ダムの視察︑旧台南州庁舎の修復

三月末︑旧制高校同窓の仲間と台湾を訪問した︒目的は︑

台湾で学んだこと

想

であったことを反省し︑日本という国家の在り方を考える

（｡乙ノ

〉

一

一

一

〜

へ

一

た︒この旅を通じて︑これまで余りにも台湾について無知

／「−ハ、

勲

随

で、

一

生︑交通︑産業の各分野に及び︑本土と同じ水準に近づけ

た条件を生かしきれないでいるが︑信念と衿持を取り戻す

こと﹂として︑日本は︑その蓄積された深い文化︑恵まれ

李登輝さんにお会いできなかったが︑﹁いま日本に望む

燦の言葉となろう弓台湾人と日本精神﹄小学館文庫︶︒

ようと︑一流の人材と巨費を投じた成果であり︑今日の台

日本の台湾統治五十年の治績は︑このほかにも教育︑衛

湾の発展の基礎となっている︒収奪を中心とする西欧諸国

ことだ︑という忠告を有がたく受けとめたい︵﹁台湾の主

︵本会会長・元文化庁長官︶

すこと︒これが台湾で学んだことである︒

張﹄︶︒日本の歴史を深く学び︑民族の誇りと自信を取り戻

の植民地政策とは根本的に異なるものがある︒

金美齢氏が﹁弘道シンポジウム的﹂で日本精神という言
葉が台湾に生き残っている︑と述べたが︑これも日本統治
用があること︑真面目であること︑勤勉であること︑向学

下の日本人の遺した文化であろう︒ルールを守ること︑信
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ンチェンシン︶という︒今

八田興一技師の銅像と筆者。その後に地元の
人々が建てた八田夫妻の墓が見える。

心︑滅私奉公の精神︑これ ら を 総 括 し て 日 本 精 神 ︵ リ ッ プ
日の日本では語られない言
葉がこの台湾で生き残って
いる︒現地でもしばしばこ
一回の敗戦により民族の

の言葉を聞いた︒

誇りを忘れ︑戦前の日本の
植民地政策の負の部分のみ
に目を向けて謝罪をくり返
している日本という国家の
在り方を︑台湾人の目を通
してみると︑﹁日本人よ胸
を張りなさい﹂という察煽

蕊鳶織

︻論語講座Ｈ︼

論語の第一章

はしがき
こ﹄つＩし

ぎようえつ

もうし

鎌田

の書として推奨し︑今日なお古典として尊重されている︒

論語の第一章

﹃論語﹄は全部で四九九章であるが︑これを編集するに

がくじ

﹃論語﹄は︑孔子︵前五五二ｌ前四七九︶やその門人な

どの言行録で︑学而編から尭日編まで二十編あり︑孟子

に論議されたものと想像される︒そこで先ず︑その第一章

当たって︑その第一章として掲げるものについては︑慎重

じゆんし

︵前三七二ｌ前二八九︶萄子︵前三一三ｌ前二三八？︶の

夕シカラリノリ

を読んで︑その内容を玩味することにしよう︒

後︑戦国時代︵前四○三ｌ前三二︶の末期ころに︑孔子
の後学者たちによって編集されたものと言われる︒

ハクピテニフヲ

タシカラ

シーアラ

ーフ

タナラ卜

子日︑﹁肇而時雪し之︒不二亦説一乎︒有下朋自二遠方一
タル

﹃論語﹄という名称について言えば︑﹁論﹂とは︑孔子が

来上︒不二亦楽一乎︒人不レ知而不し塩︒不二亦君子一乎﹂︒
︵肇而︶

しいはまなときこれならまよるこぱ

子日く︑﹁望びて時に之を雪ふ︒亦た説しからずや︒朋
えんぽうきあまたのひとし

とも

人間や政治のあり方などを論述したもの︑﹁語﹂とは︑孔
くだら

子がその門人や当時の人々と論議問答した言葉と言われる︒

豆聖聖は︑応神天皇の十六年︵五世紀の初頭︶︑百済の
わに

がくじ

最初の子日の子は︑先生の美称︒孔子の門人たちが孔子

まくんし

王仁博士が﹃千字文﹄と併せて献上して以来︑わが国に広

て侭らず︒亦た君子ならずや﹂と︒︵畢而︶

の遠方より来たる有り︒亦た楽しからずや︒人知らずし

を尊んで先生と呼んだもの︒﹁先生が言われた﹂という意︒

いきどほ

く読まれるようになり︑わが国の言語や思想︑特に徳教に
一七○五︶は︑﹃論語﹄を宇宙第一

伊藤仁斎︵一六二七

与えた影響は︑測り知れないものがある︒江戸時代の儒者
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正

ことではないか﹂と︑学問する喜びを述べている︒習とは︑

と︑その内容が十分に理解される︒それはなんとうれしい

﹁学んだことを機会あるごとに幾度も復習したり練習する

この章で︑孔子は三つのことを述べている︒その第一は︑

して．そして﹂という順接の接続詞︒編名の学而は︑この

いう逆接の接続詞であり︑﹁肇而時習し之﹂の而は︑﹁しか

間像である︒﹁人不レ知而不し偶﹂の而は︑﹁しかれども﹂と

は︑聖人に次ぐ学徳の修まった人格者で孔子の期待する人

か﹂と述べている︒恨は︑むつと腹を立てること︑君子と

エツ

ひな鳥が巣だちする前に幾度も羽ばたいて飛ぶ練習をする

章の最初の句の二字を取ったもので︑三字の編名もある︒

第三で述べていることも︑孔子自身のことである︒孔子

ことが原義︒説は音エッで︑同音の悦に通用し︑心中に深

く喜ぶこと︒不亦⁝乎は︑﹁なんと⁝ではないか﹂と︑感

から︑前後十四か年の長期に亘り︑生命の危険をも顧みず︑

世を救済することを自己の使命と考え︑魯の役人を退いて

は学問によって自己の修養に努めると共に︑人を教化し乱

孔子は十五歳の時から本格的に学問し︑生涯学問を続け

嘆の意を表す反語の形︒

ているから︑この喜びは︑孔子自身の体験から発したもの

東奔西走したが︑孔子を認めて任用する者がなく︑空しく

魯に帰らざるを得なかった︒孔子はかかる逆境にありなが

であろう︒

第二は︑﹁自分を慕って学問に志す学友が︑︵近い所は言

らも﹁天を怨まず︑人を尤めず︵憲問︶と言っている︒こ

は孔子の学問が進み︑門人を教育した実感であろう︒孔子

うとして学問する︶﹂︵憲問︶と慨嘆しているが︑現代の

に学問する︶︑今の学ぶ者は人の為にす︵人に認められよ

孔子は︑﹁古の学ぶ者は己の為にし︵自己の修養のため

おのれため

とが

うに及ばず︶遠方からまでも集まって来て一緒に学問する︒

こが第三に言う﹁人知らずして協らず﹂の心境である︒

は前後三千人という多くの門人を教育し︑特にすぐれた人

我々は︑いかなる目的をもって学問しているであろうか︒

ちつ上り

それはなんと楽しいことではないか﹂と述べている︒これ

英才を得て之を教育するは︑三の楽しみなり﹂︵尽心下︶

物が七十余人もあったと伝えられている︒孟子が﹁天下の

味し︑学問をもって生涯を貫いた孔子を理解すると共に︑

第一章に掲げる学問の喜びと楽しさ︑またその目的を玩

今日における我々の学問についても学ぶところがあるでは

と言っているが︑孔子こそ育英の楽しみを味わったもので

第三は︑学問の目的を述べたものである︒﹁世間の人が

︵本会理事・文学博士・東京教育大学名誉教授︶

ないでしょうか︒

あろう︒楽とは︑喜びが顔などの外面に表れることをいう︒

それこそなんと学徳の修まった君子と言うべきではない

自分の学徳を認めないとしても︑腹を立てたりはしない︒
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五月八日︑亡命を求めて藩陽の日
本総領事館に逃げ込んだ幼児を含む

はメンツの国だから﹂と日本側が落

んな書き方ならＯＤＡ︵政府開発援

修正を図らせたという︒ＯＤＡ削減

んだ﹂と︑悲観的な見通しも入れて

る︒政治家の目に触れたらどうする

助︶がなくてもいいということにな

れる一派によるところが大きい︒と

外務省のチャイナ・スクールと呼ば

二十八日付の読売新聞が報じた︒

の動きを警戒したのでは？と五月

対中弱腰外交は自民党の親中派と

としどころを模索する始末である︒

に送られ︑人道問題はひとまず解決

くに阿南惟茂中国大使にその傾向が

北朝鮮人一家五人は二週間後︑韓国
した︒残るは︑中国武装警察が不法

顕著である︒大使は︑藩陽事件発生

しい︒

東海という人であるだけに︑恥ずか

の激励である︒投書の主が台湾の察

本国民の皆さま︑胸を張りなさい﹂

その結びは﹁日本政府よ︑そして日

の主権を守るべきだと思います﹂と︑

ある︑﹁今こそ挙国一致で最低限度

府開発援助︶停止など打つ手は多々

述べて︑中国大使召還︑ＯＤＡ︵政

なく︑世界の物笑いになります﹂と

﹁一歩誤れば︑国益を損ねるだけで

産経新聞﹃アピール﹂柵︶がある︒

叱畦する厳しい声︵五月二十七日付

立たされている︑とその軟弱外交を

日本政府は外交上の重要な岐路に

に総領事館に入り︑五人を連行した

津 英 武

ウィーン条約違反の問題である︒

日本政府は五人の総領事館への引
き渡しと︑武装警察の無断立ち入り

経済担当がまとめた中国経済の分析
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について謝罪を要求した︒しかし︑

中国側は︑総領事館側の同意を得て

館内から五人を連行した︑との強弁
を譲らない︒副領事などの対応の不
手際もあって︑巧みな中国外交に翻

せ︑との方針を訓示した︑と多くの

命希望者を館内に入れるな︑追い返

の四時間前︑大使館員を集めて︑亡

当初︑国家主権の侵害事件であり︑

と中国首脳にクギをさされると︑日

が楽観的だとして︑阿南大使は﹁こ

同大使館で四月開かれた会議で︑

報道が伝えている︒

本政府はもう突っ張れない︒﹁中国

周年だから波風を立てないように︑

いた政府だが︑今年は日中国交三十

毅然として対応する︑と胸を張って

に追い込まれてしまった︒

弄され︑日本側はいつのまにか守勢

溶陽亡命事件と弱虫外交

筆者は︑最近﹁林泰輔﹂という

骨文字﹂研究の世界的先駆者でもあ

だけではなく︑中国文化の真髄﹁甲
ったのだ︒

学者に興味をひかれている︒安政元

ところが不思議なことに︑﹁林

年に生まれ︑大正十一年に亡くなっ

泰輔﹂の名は︑コンサイス人名辞典

その悔悟を前提に︑﹁隣国音痴﹂

ないかと反省させられる︒

の解消を手助けしてくれる︿新書

平成十三年八月に出版された文春

本﹀を紹介したいと思う︒

は︑田中明氏︒大正十五年生まれ︑

新書﹁物語韓国人﹂である︒著者

た考証学的手法を執る史学者である︒

に載っていないのである︒周囲の︑

明治二十五年に﹁朝鮮史﹂︑三十
四年に﹁朝鮮近世史﹂︑大正元年に

多分︑その原因は﹁林泰輔﹂の

書籍であることは間違いない︒

﹁隣国音痴﹂の解消に欠かせない

て鋭く解明している︒

た韓国人の伝統﹂を︑平易に︑そし

せ︑バーチュアルな世界に生きてき

治論とおぞましい権力闘争を共存さ

の姿勢はなくなり︑観念的な道学政

華夷思想にどっぷりつかり︑外向き

を尊信する文化人の支配が飴まると︑

か武を軽視するようになり︑朱子学

い抜いてきた韓国人が︑いつの間に

﹁古代には困難な現実と必死に戦

る︒

束大国文科卒の元朝日新聞記者であ

東洋史に造詣の深い友人たちに尋ね

宮崎哲夫

﹁朝鮮通史﹂を著した︑我が国の朝
鮮史研究の開拓者である︒

筆者が︑﹁林泰輔﹂に関心をも

の遺跡を実地踏査した﹁林泰輔﹂

たことに帰するかと思われる︒筆者
も同列だが︑日本人の﹁朝鮮軽視﹂

学問的フィールドが﹁朝鮮﹂であっ

字﹂として出版し︑当時の中国の考

輔﹂の業績を軽んじせしめたのでは

若しくは﹁隣国音痴﹂が︑﹁林泰

は︑甲骨文字の解読研究の成果を︑

﹁林泰輔﹂は︑朝鮮史の開拓者

証学者たちを驚憎させたのであった︒
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ったのは︑西紀一八九八年︵明治三

十二に劉鉄雲が発見した﹁甲骨文
字﹂を︑いち早く考証学研究を押し
進めた学者として︑中国側の学者か
ら高い評価を受けている事実を知っ
たからである︒

「物語韓国人」

ても︑﹁？﹂という反応である︒

田中明著・文春新書

一九二一年︵大正十︶﹁亀甲獣骨文

閥紀一九一八年︵大正八︶︑般嘘

読書案内

ひとごと

靖国神社に詣でて
やしろ

所沢斎藤知正
是非をいふ人言むなしこの夕べ靖国社頭ひとり額づく
つわもの

われ死なば再び会はむ靖国の社にと言ひ征きし友はも

莞爾たり兵四人特攻機出撃の前さいごの遺影
作戦の責任を負ひ腹切りて果てにし隊長敗戦の後
特攻を暴走車族の名となせしマスコミ無残無形の暴力

歌日記抄武蔵野市夜久正雄

大みそか宵の明星仰がれぬ西北の空にひとり輝く

雲もなく晴れわたりたる朝空に初日輝く平成十四年

︵以下一月二日︶

ひくくたれし雲の下ぴの東空くれなゐにもゆ一月二日朝

︵三浦朱門氏︶

地球市民グローバリズム現実の国を忘るるまぼろしと説く

○

初詣で足なゑわれは妻子らと子の車にて不二ををがみに

いただきに雲くるぐろとただよひて雪白き不二の姿きびしき

︵以下二首︶

思はぬに登りし二日の不二五合寒さきびしく気も凍りけり

藤沢絵鳩毅

︵一月六日︶

うなかぶしをがむうなじのあたたかし光り輝く朝の光りに

浮虜われは

伴虜われは夜毎の夢に壁り苦役五年を耐えて生きたり

ふと想ふシベリア送りとなる貨車の三日二夜のわれ虫の息

かばね

戦争もシベリアも経てながらへしわが過去よ夢と惨し

すぎゆき

霧雪をぱ天変地変の兆かと懐き仔しシベリア遥か

たち

シベリアにまたもや倖虜となる夢に妻が揺さぶり今日も醒めたり

倖虜われら百個のトマト食べし日よ体揮れし国営農場想ふ

ソホーズ

蕊粥腹に満つればシベリアの丘また親し暫しまどろむ

あかざ

戦友の記念の植樹を目にとめて社殿の裏の森陰を行く

物を建つべし﹂との論あるを見て

朝日新聞の社説に﹁靖国神社を措きて新たに記念の建

飢餓ゆえに犬を殺して食ひし伴虜﹁犬畜生﹂の罵言に勝てざり

つ潮も

﹁止めなさい﹂と一国の首相に命じたる隣国の役人ありと聞き

古川哲史編

なにごとも偽りの世に死ぬのみぞまことと言ひつ葉隠武士は

たま

亡き魂の帰り居まさぬ建物を建てて祭るも空しからずや
敗れたる無力の民はその恨み無抗の屍を打ちてはらすや
参拝は公人としてか個人かと問はれれば答えむ人間として
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弘道歌壇

兵士︑伴虜︑戦犯たりし十五年平和を探る牛歩なりしか

上海・蘇州・無錫・杭州岐阜県桐山五一
外灘の黄浦江には高層の建物ばかりが映り光れり

短歌詠むも心せかるる世の動き新しき世になすよしもがな

短歌詠めど暗きが多し起ちあがれ今日という日は二度となけ
れば

新春の香りゆかしき水仙の純白情し光の中に

春のおもい別府市椛田英子

張継の﹁楓橋夜泊﹂で知られたる寒山寺の庭春待つ気配

ふと見れば土筆つんつん芽生えおり幼な日のおもいおさえがた

蕗のとうにがみは春の旬の味つんと五臓へ恥みて豊けし

寒山寺のながき回廊渡りつつ詩人の世界にしばし遊くり
日本語のうまきガイドが旅心さそふ無錫の太湖めぐりに

虫メガネ役せずなりて四苦八苦おしいただきぬ年始のはがき

夜半めざめ処置なきままにかたわらの賀状の山に手をのばし読む

目覚めしは夜半の一時起きるにはまだ早過ぎるとまた床に入る

風邪も引かぬ四年続きの冬を越し九十歳の五月近づく

寒中お見舞練馬区古川哲史

放送用録音盤の搬送はマットの下にて校閲くぐる

寛素彦氏の講演

停戦に方向づけし貫太郎この関宿に眠る宰相

墓参

安らかに眠り給へと靖国に玉串捧ぐ小さな榊

全員昇殿参拝

支会研修旅行袖ヶ浦市永谷源一

玄関に生けしヒヤシンス花開き豊醇な香りひそやかに満つ

しも

無錫なる太湖をめぐる遊覧船大きなジャンクが近づきて来る
この寺の長き参道のぼり坂並ぶ石仏ながめつつ行く︵霊隠寺︶

大束の線香たきて正月の祈りささぐる人々の波
白居易の築きしといふ白堤は西湖の中を真直ぐに走る
訪ね来し西湖は深き曇り空蘇堤を歩き蘇東波しのぶ

生かされて佐賀県有田古田責
とも

この孫の行末およそ見るなきも墓処のあらくさ語りつつ引く
にが

昆明の彼方にあらむ戦友逝きし騰越山野白雲去来す
今日一日妻が留守する家空し旨酒も今宵いささか苦し
三百年つづきし赤絵屋伝来の品を分けたり三人の子に

いつよりか長老と呼ばれ上席に据えられ挨拶や乾盃の音頭
凡愚ながら生かされる身の仕合せをかみしめかみしめ米寿迎えぬ

短歌詠別府市椛田信吾
皇太子妃に内親王あれたまい国の象徴みごと開花す
生かされて生きるこの身と知りもせば努めざらめや報徳のみち

（59）

りらし

﹁私も七十歳になりました﹂と書き添えし賀状のぬしはまだ独

右は今年さし上げた﹁寒中見舞﹂の文面︒今は﹁立
春﹂も過ぎて初夏が近づきつつありますが︑恥ずかし
乍ら﹁シビン﹂の歌数首を書き添えてお目にかけます︒
小水がシャワーの如き音たててシビンにあふるるここち快きかな
も箸取る

ナースウイングホームはこの世の天国とありがたかりつつ今日

ナか

お昼より三時のお茶はまたたく間今日のおやつは和菓子かバナ
一夜にてシピン溢れて驚天す卒寿翁にも初めてなれば
︿小感﹀明治天皇御製

明治神宮と明治神宮崇敬会が出している月刊﹃代々木﹄に
﹁わが仰ぎまつる明治天皇御製﹂と題する諸家の文章が連載さ
れたのは昭和四十九年からのことであったが︑五十五年の三月︑

神宮鎮座六十年を記念する意味もあって︑百篇の文章が収録さ
れて﹁わが仰ぎまつる明治天皇御製﹂という書名で出版された︒

あさみどり澄みわたりたる大空の広きをおのが心ともがな

で︑これが八人によって選ばれている︒第二位は︑

けり

さしのぼる朝日のごとくさはやかにもたまほしきはこころなり

で︑これが五人︑次に︑

ょもの海みなはらからと思う世になど波風のたちさわぐらむ

たかどのの窓てふ窓をあけさせて四方の桜のさかりをぞみる
が三人ずつ︑

篭のうちにさへづる烏の声きけば放たまほしく思ひなりぬる

たらちねのにはの教はせばけれどひろき世にたつもとゐとぞなる

年々におもひやれども山水を汲みて遊ぱむ夏なかりけり

が二人ずつで︑重複して選ばれたのは右の八首︑他の七十三首

御製は余りポピュラーではないが︑味わいの深いものが多く︑

はすべて一人だけの選になっている︒この一人だけの選になる

るが︑明治天皇の御製は九万三千三十二首もあるというから︑

かし︑常人にまねられないおおらかな帝王調が御製の独壇場で︑

中には専門歌人の作と申しあげても過褒でない佳作もある︒し

百篇の文章は御製の一首︵稀に二首︶ずつを表題にかかげてい

文字どおり九牛の一毛にすぎない︒しかも︑とりあげられた百

ポピューラーな作ほどこの特質が豊かである︒

首のうちの八首は数人によって重複していて︑けつきよく総数
八十一首をかぞえるが︑一番重複してとりあげられているのは︑
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はふり

鳴りものもなく古里の花の宮
こぐぞう

老梅や葬の列の国造館

に独りで神楽を舞う︒

切りとりてひらひら重き花菖蒲

奥出雲石原みちを

石まろくかげろうとんぼ渓に生る

新宮市若林芳樹

男尊祐氏が後継国造に就任︑新国造が桜をバック

︵註︶出雲大社八十三代出雲国造千家尊祁氏が死去︑長

◎国造を継ぎてひとりの花神楽

松魚編
師

千葉県干潟町花香幸作

花菖蒲あとしざりして蜂が出る

花冷えや母の形見の盲縞
◎青田越し風運びくる遠会釈

川崎市小林三郎

杉並区加藤志偶夫

︵註︶第二句〃風運びくる遠会釈″は妙！

雲水の襟足あおく夏めけり

左右の指土筆となりて菩薩像

動かざる山の端より春耕す

雁帰り帽子をぬぎて胸に持つ

牧開く牛の耳札新しく

◎青年の気概に似たり青嵐

豊島区川崎鋸南

中野区小牧幸雄

︵註︶第一句﹁青年の気概﹂こそ現代の青年に望みた

死に時は賜るものや麦の秋

いＩ．

小面のかすかなる笑み春灯

焼酎に竹馬の友と春惜しむ

葉桜や千鳥ヶ洲の深き黙

妻を呼ぶ間に消え失せり春の虹
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弘道俳壇

渦巻きっ出棺を追ふ桜かな
雲一つぼつかりとあり花菜畑

仏生会紅の花びら飛びて来し

いし︶

愛しさや観音堂の夏白菊

大田区

けものみちわけ入りくれば藤の花

武蔵野市三枝武双

白樺も撫林もみな青嵐

ぷなりん

谷若葉櫓歌朗々と川下り

鏑木雲州

千葉県干潟町木内和

ひと雨の置き残してや春愁

懐に達治の詩集春の雲

水田の波打つばかり五月晴

山吹の風入り来たり旅支度

◎雀らと子らの遊くり五月園

千葉県白井町田中敬子
夏つばめ鉄橋くぐり東京へ

初鰹家計簿に書き入れもして

佐倉市菅谷

もＣ〃口

生口

中野区石川良子

︵註︶雀と子供が遊んでいると見た俳人″

我が心傭いてをりえどの花
◎行く春やかたすみに焼く過去のもの
︵註︶﹁過去のもの﹂の表現も佳︒

葛飾区今井ただし

園の内藤より藤へ車椅子

白藤の松にか蛍りて重たげに

吹雪く花の真下に在れば吾も花

一散にちりゆく花を浴びにけり

メーデーの振替となる時勢かな

そのかみの市電通りやつつじ燃ゅ

横浜市尾俣セツ子

烏雲に空の深さを計りっ鼻

葉ざくらの蒼き黄昏無縁仏

蛙の子迷ひて私の子となりぬ
青嵐少年群れて服を買ふ
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武蔵野市川口里人
ナースらのおしゃべり静か春の午後
◎梅の実の日々太りゆく力欲し

惜春の御眉重き虐舎那仏
編者吟

頑健といふ倖せや初鰹

乾坤へ放っ心に草矢吹く

たにぷける

見舞ひ人多し窓辺のバラの鉢

渓深の一流の山女釣りにけり

の第二句﹁力欲し﹂は実感の句！

︵註︶作者は駅で転んだが流石︑もう回復して句作︑そ

なる省略ではなく︑その背後にはある余韻を包含して

︵小感︶日本の俳句はいわば省略の文学であるが只単

菊亭の料理流石や初鰹

いる省略である︒従って余韻のない省略は詩ではない︒

杉並区阿部清
物干しの何かがとびぬ青嵐
◎回転寿司の器新たに初鰹

その背景にはそれなりの感懐が抱かれている︒単なる

﹁余韻﹂には隠れた︑秘められた光景や事象︑しかも

の句ではあるが﹁三々五々の列﹂はまあ当たり前とい

えば〃青嵐園児三々五々の列″という風に作れば一応

省略は報告調や平面的な写生になり奥行きが浅い︒例

︵註︶﹁器新たに﹂が佳！

文京区高橋伽元

ほしい︒そこで現代の俳句としてさらに新しい想念や

う感じ︑従ってこれに代わるもっと何か新しい表現が

○年賀状届かぬ人を思ひをり
電話する友も少なく春の雨

もっと何かがあっていいと感じている︒︵師松魚︶

春の雨とていちにちを篭りをり
︵註︶第一︑二句とも高齢社会の大きな現実︒

※次号平成十四年七・八月号には七月上旬迄に︑

二三

船橋市河内朝生

芽柳に風の見えたる聖橋

三四一四

︵特別寄稿︶

︵ＦＡＸ︶○三

世田谷区北沢二

五五八九

一二師松魚宛
神木の下枝に呼ぶ巣立烏
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第一○○回通常総会報告

五月二十五日㈹午前十一時から︑平成十四年度の通常総
会が日本弘道会ピル八階講堂において開催された︒開会に
先立って本年度逝去された茨城支会長及川正和氏︑野口元
特別会員︑山岡俊明特別会員他物故会員の御霊に黙祷を捧
げ︑ご冥福をお祈りした︒

総会は︑七海隆事務局次長の進行によって進められ︑日
程案内のあと︑鈴木勲会長から格調の高い式辞が述べられ
そのあと︑恒例の寿昌式が行われた︒本年度の寿昌者は

た︒︵六頁に収載︶

昌記念杯﹂が贈呈された︒

別記のとおりであるが︑鈴木勲会長から﹁寿昌状﹂と﹁寿
つづいて会長から︑永年にわたる本会へのご尽力に対す

る謝意と︑今後ますますご健康に留意され︑お元気な生活
をお続け下さいますように︑という祝辞を述べられた︒
そのあと︑寿昌者を代表して仲尾卓二氏が︑

﹁本日は︑第一○○回の記念すべき通常総会において︑た

だいま会長様より寿昌状と寿昌記念杯を賜わり︑まことに

有難うございました︒

会長様よりいただきましたご祝辞のように︑弘道精神に

りますが︑家族︑社会のためにも尽くしてまいりたいと考

則った日々の生活をこれからも行いまして︑力不足ではあ

てお礼の言葉といたします︒﹂

えております︒日本弘道会のますますの発展を祈念しまし

と謝辞を述べられて寿昌式を終了した︒

平成十四年度寿昌記念杯贈呈者芳名︵年齢順︶

︵元保護司︑民生委員︑市民憲章推進委員︶

長竿民子殿帥歳佐倉支会理事千葉県

︵元小中学教諭・南総地区教育センター長︶

仲尾卓二殿帥歳安房支会副支会長千葉県

︵元小中学教諭・銚子市教育委員︶

高橋弘殿門歳銚子支会顧問千葉県

︵元住友銀行支配人・東京総合信用㈱社長︑会長︶

西村幸雄殿刀歳評議員東京都

阪谷芳信殿祁歳評議員神奈川県

︵学校法人白梅学園理事︑阪谷朗虐曾孫︶

︵武蔵大学名誉教授︶

今井淳殿乃歳評議員神奈川県

︵千葉県農業共済組合連合団体史編集長・県植物防疫

飯田昭二殿乃歳木更津支会理事千葉県
協会幹事長︶
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続いて︑鈴木勲会長が定款十四条の規定により議長とな
り︑議案の審議に入った︒

第一号議案平成十三年度事業報告並びに決算報告の件
本議案については︑議長の指名により︑七海隆事務局長

﹁西村茂樹先生百年忌特集﹂︵平成田年７／８月号︶

﹁公共と奉仕﹂︵平成昭年９／刑月号︶

﹁宗教と道徳教育﹂︵平成昭年Ⅱ／ｎ月号︶

﹁道義国家を目指して﹂︵平成Ｍ年１／２月号︶

本会では︑平成九年以降﹁心の教育﹂﹁日本人の忘れた

三︑﹁弘道シンポジウム二○○二﹂の開催

もの﹂﹁家庭の訓育を考える﹂などのテーマでシンポジウ

より説明が行われた︒平成十三年度事業報告では︑道義団
体として次ぎの諸事業を推進するとともに︑弘道精神の高

ムを開催し︑心の教育︑日本人の在り方などについて広く

シンポジウムの記録については︑会誌﹃弘道﹄一○一七

容で︑多大な成果を収めることが出来た︒

師先生の核心をついた提言は︑極めて充実した有意義な内

生が説かれた道理にふれられ︑またシンポジウムでの各講

基調講演に立たれた小堀桂一郎先生は︑会祖西村茂樹先

ーマを設定し︿日本人の在り方﹀を考えることとした︒

世人に訴えてきたが︑本年は﹁期待される日本人像﹂のテ

揚と普及に努めた︑と報告があった︒
︽平成十三年度事業報告︾

一︑第九十九回通常総会の開催

二︑会誌﹃弘道﹄の発行

号に収載したが︑別冊に編冊して公刊し︑関係機関︑大学︑

会誌は︑君子万人の時代を目指す本会と会員を結ぶパイ
プであり︑内容の充実は最大の課題である︒編集委員会に

主要図書館に贈呈し︑一般への頒布も行う予定である︒

の第一線で活躍されている方々に執筆を依頼し︑会祖が究

各支会の支会長︑副支会長︑幹事長が参集し︑本部より

Ｈ第十一回全国支会協議会の開催

四︑支会活動への積極的な支援

﹁家庭の訓育を考える﹂︵平成昭年３／４月号︶朋頁

がけ︑下記のとおり隔月に発行した︒

極の理想とした道徳団体として︑密度の濃い内容構成に心

﹁日本人の教養﹂︵平成田年５／６月号︶Ⅲ頁
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9810096110

おいては︑時宜に適した年間の特集テーマを設定し︑各界

頁頁頁頁

鈴木勲会長から「寿昌状」と「寿昌記念杯」を贈られる五氏

仲尾卓二氏

長竿民子氏
一 、 灘 噛 ､

諺 … …

‑‑‑"雷睡屑津一§

今井淳氏

義 課 一 一 一

・噂鐸…､､､鮒 ー 一一顎電学ざ.講一御麺琵緯画.
強凸

詮･…噸…・謬蓋･¥‐

阪谷芳信氏
亨

謝辞を述べる仲尾卓二氏

飯田昭二氏
／ か 戸 、

（00ノ

主要事業の説明のあと各支会の現況報告などが行われ︑午

支会独自の活動を展開した︒

特に︑島根支会においては︑会員数は︑二百四十名を超

え︑五百名を目指して活発な支会活動を展開している︒ま

を︑行っている︒

会シンポジウムを開催して︑好評を博するなど着実な運動

行なわれた︒当日の日程は次のとおりである︒

後からは﹁期待される日本人像﹂のテーマで意見の交換が

イ日時平成昭年皿月妬日附
ロ会場本会ビル８階講堂

た︑安房支会においても︑前年に引き続いて支会独自の支

ハ内容

目支会主催講演会の主催

・開会︵Ⅱ皿Ⅱ〜︶

．会長挨拶

・講師堀田正久氏︵本会理事︑元佐倉市長︶

・日時平成昭年帥月６日

二︑佐倉支会

・演題﹁いまの子どもたちに何が足りないのか﹂

・講師古葉竹識氏︵プロ野球評論家︶

・日時平成昭年８月塊日

ハ︑野田支会

・演題﹁期待される日本人の教育﹂

・講師鈴木勲会長︵元文化庁長官︶

・日時平成昭年６月陥日

ロ︑島根支会

・演題﹁明治時代の日本と海舟﹂

・講師勝部真長氏︵お茶の水女子大学名誉教授︶

・日時平成通年５月別日

イ︑木更津支会

︒﹁朝の読書運動﹂について︵松平直書理事︶

・本年度の主要事業について︵七海隆事務局長︶
・出席者紹介︑支会の現況報告︵各支会長︶

ｌ昼食・休憩Ｉ
・意見交換﹁期待される日本人像﹂

ｌ記念写真撮影Ｉ
・解散︵妬亜刈︶

目支会活動支援体制の確立
近年︑各支会の支会長はじめ役員・会員各位のご努力に
より︑支会活動が地域の中に定着して活発化してきており︑

本会を支える態勢が一段と強化されている︒平成十三年度
各支会においても講演会や研修会等を開き︑自己の修養

も本会躍進の基盤が形成している支会の振興に力を注いだ︒

と研鎖に努めるとともに︑あらゆる場で弘道精神の普及と
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治お
にけ
おる
け道
る一
道徳の危機と西村茂樹の日
・演題﹁明﹁治明に
本弘道会﹂

ホ︑八千代支会

・日時平成過年Ⅲ月Ⅲ日
・講師淫英武氏︵本会評議員︑外交評論家︶
・演題﹁二十一世紀の日本外交五つの課題﹂

・日時平成田年如月路日

国支会活動への助成

支会活動の活性化を促進するため︑活動実績をもとに各

支会に対して総額一︑九○○︑○○○円の助成を行った︒

五︑特別講演会の開催

日本画家︑ユネスコ親善大使として広く活躍中の平山郁

夫先生をお招きして平成十四年度の特別講演会を実施した︒

・講師平山郁夫先生︵日本画家︑財文化財保護振

・日時平成過年Ⅱ月茄日側皿時〜賜時帥分
・会場本会ピル八階講堂

へ︑安房支会

・講師木村治美先生︵共立女子大学教授︶

七︑道徳教育団体への助成

・論文表題﹁西村茂樹の漢文教育における中庸﹂

︵早稲田大学大学院教育学研究科後期博士課程︶

・所属神奈川県立神奈川工業高校教諭

・論文提出者石毛慎一

論文と決定された︒

平成十三年度の論文応募は︑下記のとおりであり︑佳作

六︑﹁西村茂樹研究論文﹂の募集

・演題﹁文化による平和について﹂

英会会長︶

興財団理事長︑ユネスコ親善大使︑日本育

・演題﹁豊かさの中の忘れ物﹂

・日時平成昭年Ⅱ月皿日

卜︑銚子支会

・講師木村治美先生︵共立女子大学教授︶

・演題﹁今日本の子どもたちに求められるもの﹂

・日時平成過年岨月Ⅱ日

チ︑有田支会

・演題﹁有田地区の現状と諸事業﹂

・講師山口隆敏氏︵佐賀県会議員︶

卿﹁朝の読書﹂推進運動への支援
支会活動の一環として︑松平直書理事の指導のもと︑地
全国的な進展をみている︒

域内の各学校及び教育関係者に対し運動の推進を働きかけ︑
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全国的に活動を展開している道徳教育団体に対し︑平成

・助成団体日本道徳教育学会︵代表小野健知氏︶

十三年度も引き続き左記団体に助成金を贈呈した︒

・助成金五十万円
八︑﹃西村茂樹全集﹄の増刊準備作業

平成十三年度収支決算報告については︑﹁平成十三年度

決算報告﹂をもとに︑収支計算の部を説明報告が行われた︒

このあと︑鈴木勲議長は︑伊藤克巳監事に︑平成十三年

﹁ただいま報告のあった決算内容について︑関係書類と照

度の事業と決算についての監査報告を求めた︒

合して監査を行った結果︑いずれも正確適正であり︑証拠

書類等も適正に処理されていた﹂旨の監査報告があり︑第

一号議案は︑原案のとおり全会一致をもって承認された︒

著作類︑訳述害︑論説︑詩歌︑日記︑書簡の収集︑整理
をほぼ終了し︑現在手稿類の解読作業を行っている︒

第二号議案平成十四年度事業計画並びに収支予算計画の件

｜︑第一○○回通常総会の開催

︽平成十四年度事業計画︾

九︑﹁会祖西村茂樹先生百年忌法要﹂の実施
本年は︑西村茂樹先生の百年忌に当たり︑会祖の曾孫︑

役員が会祖の菩提寺である文京区の養源寺に参集して法要
を行った︒また︑会誌﹃弘道﹄第一○一三号を﹁西村茂樹
員からの会祖西村茂樹先生のご遺徳を偲ぶ論説︑所感等を

先生百年忌記念特集号﹂とし︑本会役員を始め各支会︑会

編集委員会を軸に︑伝統的なスタイルとハイレベルな内

二︑会誌﹃弘道﹄の発行

なお︑昭和六十一年以降行っている﹁西村茂樹研究論

面の刷新を図っていく︒

容を崩さず︑時宜に適した内容構成に心がけ︑品格ある紙

掲載した︒

文﹂は︑今までに十七点の論文が寄せられており︑西村茂

﹁環境倫理﹂己天号︵平成Ｍ年５／６月号︶

﹁期待される日本人像﹂己毛号︵平成Ｍ年３／４月号︶

＊特集テーマ及び発行︵予定︶

樹に関する研究がすすめられているので︑会祖西村茂樹先
村茂樹研究論文集﹂の発刊を目指して現在作業中である︒

生の百年忌に当たり︑それらの研究論文をとりまとめ﹁西

︽平成十三年度決算報告︾
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平成13年度決算
収入の部

（単位円）

事業収入
会費収入
その他の収入

100,286,744

当期収入合計

104,202,805

3,098,000

818，061

前期繰越収支差額

21，616，467

収入合計

125,819,272

支出の部

事 業 費

31,820,515

管 理 費
その他の支出
予 備 費

62,933,397
0

521，766

当期支出合計

95，275，678

次期繰越収支差額

30,543,594

支出合計

125,819,272

剰余金合計

90,201,019

平成14年度予算
収入の部

事業収入
会費収入
その他の収入

89,255,224
3,000,000
2,100,000

当期収入合計

94，355，224

前期繰越収支差額

30，543，594

収入合計

124,898,818

支出の部

事 業 費
管 理 費
その他の支出
予 備 費

37，848，400

当期支出合計

113,110,400

74,762,000
0

500,000

次期繰越収支差額

11，788，418

支 出 合 計

124,898,818
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﹁緑陰特集ｌ私の好きな人物﹂己禿号︵平成Ｍ年７／８月号︶

招きして実施する︒

会祖没後百年を記念して建立する︒

講演された記念に植樹された﹁お手植えの松﹂の石碑を︑

会祖西村茂樹先生が明治三十年︑島根県大田市において

九︑﹁会祖お手植えの松石碑﹂の建立

育関係団体に対し︑活動資金を助成する︒

全国に会員を持ち︑積極的な活動を展開している道徳教

八︑道徳教育団体への助成

容構成の試案作成の準備に入る︒

等の資料収集にとりかかる︒また︑編集部会による巻別内

手稿類の解読作業を進めるとともに︑年譜︑家譜︑族譜

七︑﹃西村茂樹全集﹄の増刊

を刊行する︒

環として︑前年から発刊作業中の﹃西村茂樹研究論文集﹄

掘に努める︒また︑会祖西村茂樹先生百年忌記念事業の一

本年度も引き続いて論文の募集を行い︑若手研究者の発

六︑﹁西村茂樹研究論文﹂の募集

﹁日本国家の在り方﹂一三一号︵平成略年１／２月号︶

﹁エリート教育﹂己舌号︵平成Ｍ年９／川月号︶
﹁明治の気概﹂己三号︵平成Ｍ年Ⅱ／ｕ月号︶
﹁ゆとり教育を考える﹂己二号︵平成昭年３／４月号︶
三︑﹁弘道シンポジウム二○○三﹂の開催

過去の実績をベースに︑国民道徳の振興︑道徳教育の推
進等にかかわるテーマを設定して計画の策定に当たり︑具
て実施していく︒

はは
︑︑実行委員会の十分な審議を経
体的な
な実
実施
施要
要領
領に
につ
つい
いてて

◎実施予定平成
︿３月明日出
平巧
成年
巧年

・開催場所学士会館
四︑支会活動への支援

②支会活動支援体制の確立

①第十二回全国支会協議会の開催
③支会主催講演会への講師派遣
④支会活動への助成
⑤﹁朝の読書運動﹂推進に関する支援
五︑特別講演会の開催

社会︑道徳︑倫理等 を専門領域とされている学識者をお︽平成十四年度収支予算計画︾
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三︑特別会員委嘱の件

高橋昌郎氏宮崎哲夫氏︵以上重任︶

去る二月二十八日に開催された定例理事会において︑次

﹁平成十四年度収支予算書﹂をもとに﹁収入の部﹂﹁支出

の部﹂の順に説明︒本年度も財政事情はきわめて厳しい事

昭和６年７月別日生

・森隆夫氏

国際東アジア研究センター所長︑京都大学名誉教授

大阪府茨木市南春日丘在住

大正Ｍ年３月帥日生

・市村真一氏

銚子支会長︑元公立小学校長

千葉県銚子市愛宕町在住

大正昭年ｎ月Ⅲ日生︵万歳︶

・金杉光二氏

︵特別会員略歴︶

金杉光二氏市村真一氏森隆夫氏

の三氏が特別会員に委嘱された︒

情下にあるので︑支出を切り詰め健全運営の基本方針にそ
って予算を立てたとの説明が行われ︑第二号議案は原案通
り全員一致をもって承認された︒

以上をもって議事を終わり︑次いで報告事項に入り︑次
の報告が行われた︒

︽報告事項︾

一︑任期満了に伴う理事並びに監事選任の件

さる五月十三日に開催された評議員会において次の各氏
が選任された︒

㈲理事茂木友三郎氏︵重任︶

︒監事小谷隆一氏︵重任︶
二︑任期満了に伴う評議員選任の件
去る五月十三日に開催された理事会において次の十一氏

﹁弘道シンポジウム二○○○﹂パネリスト

東京都練馬区貫井在住

お茶の水女子大学名誉教授

が選任された︒

入江孝一郎氏勝部真長氏木屋野正勝氏

古川哲史氏伊藤克巳氏小谷隆一氏

黒羽亮一氏濯英武氏菅谷敏夫氏
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四︑﹁朝の読書運動﹂実施状況

﹁別表﹂︵Ⅷ頁参照︶

以上をもって総会における議案の審議及び報告を終え︑

十二時鈴木勲議長は︑﹁第一○○回通常総会﹂の閉会を宣
１し提上０

そのあと︑恒例の意見発表の部に入り︑飯塚一雄氏他三

畔・癖

﹄ね吟︑／◎

とき︑旧職員に体制強化を要請され︑それに応えて新たに

全県一本の支会を発足させました︒それから十年というこ
とでございます︒

そこで︑十年を記念して過去に遡って資料を集め︑会員を

増員することに活動を集中することとしました︒

鈴木会長が十年前にお出でになり︑かって西村会祖が遊

説された跡の県内各所を尋ねられました︒そして︑大川市

の大森小学校に会祖が植樹された松の木が現存しているこ

支会でもいろいろ調査しましたが︑松江城や出雲大社に

とが明らかにされました︒

ある松の所在は不明でした︒そこで大森小学校の松だけは︑

ぜひ後世に残したいということです︒

たところ︑心よく修復を引き受けて下さいました︒

ておりますので︑十周年記念事業として本部に相談しまし

また︑記念碑の上部の﹁宮中顧問官﹂という文面が欠け

支会長︶

ご尽力を頂いた会長さん︑役員の方々に厚く御礼申し上げ

飯塚一雄氏より︵島根

記念を催しました︒新生

ませんので宜しくお願い申し上げます︒

ます︒地元の方でも総力を挙げて建立のため力を仙しみ

島根支会は︑昨年十周年
十周年でございます︒古

なお︑完成の暁には︑全員がお手植えの松に集まり︑記念

くは明治の初めから弘道
会に関係があったのです

式典を挙げようと考えております︒

吉田功氏より︵茨城支会長代行︶

今後とも宜しくお願いいたします︒︵拍手︶

が︑現在の鈴木会長にな
られてから︑島根の会員
が減少していることに気
づかれ︑島根に来られた
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名の方から左記のようなスピーチを頂いた︒要旨は次のと
蕊
再編巾罰︾

露驚

＝ 鳶 息雰弄：
…

ノ

１９

;
鼻
息

：
蟻
,
；

均撰

︾必懸垂藤蕨鎚対

偶一

月及川正和支会長が逝去

茨城支会では︑この二

と考えて準備を進めているところでございます︒どうぞ宜

にし︑鈴木会長をお迎えして盛大に記念行事をしたいもの

来年は︑十周年を迎えることになり︑会員も百名を目標

よろしくお願いいたしたいと思います︒

今回特別会員に推薦を頂きまして有難うございました︒

金杉光一一氏より︵銚子支会長︶

しくお願い申し上げます︒︵拍手︶

されるという痛恨事があ
及川支会長は︑昨年秋

りました︒

以降体調を崩され︑一月
はじめ水戸の病院に入院
して治療に当たっておら

私は︑特別な能力や専門特技をもっている訳ではなく︑

︐●！

．ｑ７解

記︲ピＬＬ

瀞出鳳馴

ちであり︑家庭や地域と

であり︑がんばった人た

中学校に在職した者同志

会員の多くは銚子の小︑

幸いにも︑銚子支会の

ます︒

まいりたいと考えており

の振興について努力して

目標であります国民道徳

れを機会に日本弘道会の

で力はありませんが︑こ

います︒そういったこと

た経験があるのみでござ

ただ︑長い年月公立の小︑中学校︑
︑養
養護
護学
学校
校等
等に
に勤
勤め
めて
て恥
い

、

鴎ｊ

雛蜂一』

逝去されました︒

蝉唾

聾

れましたが︑二月十七日
二月二十一日に葬儀が

行われましたが︑本部よ
りは鈴木勲会長︑藤下昌

及川支会長は︑鈴木会長とは旧制二高のクラスメートで

いました︒

ありまして︑平成五年に鈴木会長から茨城にも支会設立の
要請がありました︒実は茨城にも古くから支会はあったの
ですが︑ほとんど休眠状態であったのです︒そこで茨城を
一本にした支会をつくろうということで設立に至ったので

n1，秒訴都､h曙

ＦＦｊ︒ザ軸痴馳ロ

密認

﹃凡金砥

：

淵隆識；聴鱒騨備蕊

乱

ございます︒当初二十数名の会員でしたが︑及川支会長
ました︒
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3
鴬

信前事務局長がご遠方より会葬くだされ︑ありがとうござ

I

の熱心な会員増強の奨めもあって︑現在は五十八名になり

議
ゴ

獄…面

か︑青少年健全育成等の団体の方々とは︑近い距離にあり︑

のテーマのシンポジウム

生方が並んでおられ圧倒

大講堂には鐸々たる先

有意義でありました︒

いただきましたが︑大変

あとでじっくり読ませて

なのでびっくりしました︒

を頂きまして︑会費無料

受付でたくさんの資料

に向かいました︒

を躍らせながら学士会館

を行うということで︑心

轟灘騨購

密接な繋がりをもっております︒そういう意味からも地の
利とか︑人の和とかを生かしながらこれからの支会活動を

銚子支会は四年目という若い支会で会員四十二名で︑特

進めていきたいと思っております︒

に現職の校長さんが加入してまいりましたが︑女性会員が

学習会︵読書会︶を年三回実施しておりますが︑参加者

少ないです︒

いうことで︑現在の学校の様子がよく判り︑新しい知識が

も多く︑活発であります︒また︑現職の校長が加わったと

１−

教職員経験者または現役の教職員でありまして︑そのうち

されました︒そしてこの

本当に内容のあるよいお話であったと心から痛感しており

非常に難解でしたが︑あとで資料を読ませていただいて︑

つづいて︑東大名誉教授小堀桂一郎先生の基調講演は︑

ました︒

き姿を求めるお気持ちに心を打たれました︒本当に感動し

ンに溢れる道徳教育への期待︑今日の状態を憂い︑あるべ

一番の感想は︑鈴木勲会長さんの静かな中にもパッショ

貴重なシンポジウムに一言一句耳を傾けました︒

侭

そして︑シンポジウムでは四人の先生がそれぞれ本音で

ます︒
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鴬

蕊

注入され︑よき判断材料となっております︒会員全員が

一般会員や女性会員の増加を考えていかなければならない

八十パーセントが校長経験者というところが問題で︑今後

た内容に焦点を当てたものを取り上げたいと思います︒

と考えております︒研修では︑西村茂樹翁と関りをもっ
以上銚子支会の状況を申しあげましたが︑どうぞよろし

くお願いいたします︒︵拍手︶

ご指名を頂きましたのでお礼を兼ねまして申しあげます︒

内海静雄氏より︵全国小学校校長会事務局長︶
私は︑これまで﹁期待される日本人像﹂というテーマで話
し合っておりましたが︑去る三月十六日︑日本弘道会でそ

F準

鰹冴労り＃恥部碓鍬鋤却洲郷抄悲殿か舟予繊雛準雛雑

懇懇癖職繋率漉潅溌職恥酢

語られておりまして︑特に﹁期待される人間像﹂をおまと

めになられました高坂正顕先生のご子息の方がお話なさっ

たのには︑非常に明快に今日のあるべきことをお示しにな

また︑その他の三人のパネリストの方々も明快︑的確に

られたのではないかと思います︒大変感動いたしました︒

ました︒コーディネーターの尾田幸雄先生の司会も見事な

指摘され︑そのとおりと胸を打つものを感じながら拝聴し

シンポジウムを記録した﹁弘道﹂一○一七号は︑素晴らし

もので全体の流れは︑まことにスムーズなものでした︒

私は︑昭和二十九年学校を卒業して教員になり︑小学校

い特集号であったと思います︒

に赴任しましたが︑当時はまだ道徳の学科はなく︑三十三

年に道徳の学科に飛びつきました︒三十六年に古川哲史先

けていますが︑日本のよさ︑特に鎌倉時代の武士の事を書

生の﹃日本道徳教育史﹂を求め︑いつも所持してやや古ぼ

いてある箇所は感銘深く︑日本の家族はどうあるべきかな

り︑この初版本は私の宝物にしております︒

ど考えさせられました︒就職六年目にしてこの本が手に入

以後鈴木勲会長先生にはいろいろな所でお世話になって

おりますが︑勝部真長先生︑尾田幸雄先生︑石川先生とは

いろんな意味において弘道会に関る先生方に感謝とお礼

一緒に研究をしてまいりました︒

の感想を申しあげました︒︵拍手︶

（76）
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｢台湾で考えたこと」を講演される達英武先生

このあと昼食に入り︑午後一時より︑本会評議員︑外交
評論家の津英武先生より﹁台湾で考えたこと﹂の演題でご
講演のあと︑記念写真を撮影して第一○○回通常総会は

講話をいただいた︒︵講演の記録は次号に掲載の予定です︶

総会終了後︑会祖の墓参のため三十一名の有志の方々が

順不同・敬称略

阪谷芳信
尾田幸雄
土田健次郎

勝部真長
高橋昌郎
宮崎哲夫

師勝夫

内海静雄
小沢民三郎

金井肇

佐々木聖使

鈴木寛一
森下千寿子

支会

秦きい代
三枝英司
計七十名

篠田庄太郎

西賀善三

塚本隆

田口和巳藤田豊

菅谷治兵衛

有田支会 古 田 責
島根支会 飯塚一雄
野田支会 戸辺好郎
佐倉支会 倉次重一
八千代支会 川崎昭男
平川支会 宗政秀治
安房支会 安田豊作
菅谷栄夫
干潟町支会

大木衛

田測敏夫

沖津三郎

茨城支会 吉田功
木更津支会 若鍋尚志
銚子支会 金杉光二

白鳥正

事務局

七海隆
堤佳子

和 光 一 和 稔 冨
泉祐義晃徳敬男吉

滞りなく全日程を終了した︒

マイクロバスで文京区千駄木の養源寺に向かった︒

養源寺では︑会祖の年忌法要を営んで焼香を行い︑会祖

仲尾卓二
飯田昭二
生平幸立
杉浦昌也
入江孝一郎

淫英武

藤下昌信
総山孝雄
上野明義
大杉俊彦

金井勇

坂口和男

（77）

の御冥福をお祈り申しあげた︒︵七海隆記︶
総会出席者

長竿民子

今井淳
鈴木勲
鎌田正
伊藤克巳
木屋野正勝

多田建次
斎藤知正
上田幸夫
大賀佐恰子

片山芳子
畜藤元護

浅上渡杉山石山狩
井代辺山口渡口野

匠

｢朝の読書」都道府県別実施一覧

調査年月
北海道
青 森
岩 手
宮 城

H1．7． 4 H 2．9．20 H12．12.I
55

55

56

88

90

91

H 3．3．
77
'21

H13．9．28 H 4．2．

H 4．5．7

131

'33

'38

121

'22

203

'15

'5

'5

115

'16

116

209

95

'05

'05

105

'05

'45

'46

秋 田
山 形

117

'17

117

117

'92

'92

192

117

'17

117

117

'63

'63

163

福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神奈川
山 梨
長 野
新 潟
富 山

148

175

195

195

336

341

341

35

'97

206

207

208

208

208

'51

215

219

219

224

224

石 川

福
岐
静
愛

井
阜
岡
知

'51
49

49

49

56

'17

117

117

'23

123

'24

124

261

282

346

161

'61

161

161

306

351

359

50

50

50

76

'0

'10

'1

'7

'8

73

162

'63

'63

164

90

'33

'37

137

136

'36

'69

'79

'79

'79

'79

'79

299

300

93

i54

208

211

211

211

211

73

73

73

'20

159

'61

164

91

91

91

'25

212

227

227

79

79

79

93

'32

132

'32

93

93

97

'05

'60

'60

'60

214

236

236

237

281

281

348

95

95

96

96

￨｜I

270

343

重

68

69

69

69

'36

'36

137

滋 賀
京 都
大 阪
庫
奈 良
和歌山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島

23

23

23

23

61

67

108

23

23

23

50

51

65

'8

'8

53

'01

'03

'03

'03
280

23

91

95

'83

'93

223

235

37

40

40

40

40

40

65

1
1

52

52

54

98

98

'05

139

'39

139

163

205

210

216

'15

'5

116

208

265

265

265

'08

'7

122

'45

'44

'44

235

79

98

99

99

'65

256

256

山 口

29

29

29

30

徳 島

91

91

91

91

香 川
愛 媛

32

34

34

58

59

59

59

66

68

73

73

125

'25

'25

120

'20

'24

'24

'38

160

171

56

57

57

'35

135

135

'38

105

'09

'09

'09

'08

'09

'09

61

61

61

61

61

'65

'65

25

44

44

'60

160

'60

160

57

71

71

71

71

71

75

85

88

89

89

'60

'69

169

232

高
福
佐
長

知
岡
賀
崎
本
大 分
宮 崎
鹿児島
沖 縄
合 計

88

'44

99

'3

258

'2

79

79

79

79

100

223

147

'47

'47

'47

'47

'47

185

4,003

4,443

4,797

5,500

7,084

7,863

8,607
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茨城支会

島根支会

本誌は︑Ａ３判の大きさで︑創刊に当っての飯塚一雄支会

島根支会では︑支会の機関誌﹃弘道しまれ﹄を創刊した︒

﹁弘道しまれ﹂を創刊

１１１１Ｊ平成五年九月に茨城支会が設立されてから

長のご挨拶と鈴木勲会長のお祝いのお言葉を冒頭に﹁創立

及川正和支会長急逝

一今日まで︑支会長としてご尽力された及川正

十周年記念総会点描﹂﹁新会員の紹介﹂﹁会員のひろば﹂

一Ⅱソ一和殿が二月十七日逝去されました︒この上な

と親睦のために大いに役立つものと大きな期待がかけられ

（79）

﹁会務日誌﹂などの内容となっており︑支会員相互の理解
ていプつ○

年金を︒笈９を帥糾ＬＬ別．埠い・に良・叩隅癒１寺恥没

︾︾︾︾却叫一睡制︽︾︾︾一︾︾一軒班一一︾︾一部一︾︾

謡謁蕊駕溌

｢弘道しまれ」創刊号の表紙

一よ一ぃ溌埋醐坤唯瞬撫織＃を
一だ一洲榊越蝿嵯癖皆韮眼略鮮皿鋤許軸維
一︽云一跡部信罪諺郡嘩恥卦録小垂瞬悔跡鋤維醒堪鍛
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一支一ま諜鳶の吉田功氏が友人代表として次の
君は関連会社の社長をやめてから︑二高のクラスメート

ｒＩＩｉ１﹄ような弔辞を述べられました︒
で文化庁長官をやった鈴木勲君が会長をしている日本弘道
れも君の真面目な一面を示すものであった︒

会の茨城支会長として︑道徳を弘めるために尽力した︒こ

︵茨城支会幹事長船橋卓︶

改めてご冥福をお祈り申し上げます︒

浬返2−14胃q

先遣し州②
塁壁鰹

佐倉支会
石渡敬著﹃現代に生きる西村茂樹﹄

出版記念特別講演会開催

り︑職員にもその教えを説いている︒

○私はっねづね西村茂樹先生の道徳の考え方に共鳴してお

その記念事業の一環として出版した︒

○たまたま佐倉市は︑市政施行四十五周年を迎えており︑

本書出版に至るまでの鈴木勲会長のご助言︒ご指導に深

えていました︒弘道会始まって以来の盛況でした︒佐倉支

﹁今回の佐倉の講演会は︑参加者三百の大台を遥かに超

佐倉支会長倉次重一
去る十月六日山︑佐倉市中央公民館において会場あふれ

日本弘道会藤下前事務局長のお言葉

く感謝申し上げる次第である︒来賓としてお出いただいた

る聴衆約四百人に迎えれらて講師堀田正久先生が登壇︑演

会︑役員︑会員はじめ佐倉市民皆々様の熱意のあらわれで

数年前からパソコン時代になったといえましょうか︑ド

西村茂樹の日本弘道会﹂

﹁明治における道徳の危機と

︻堀田正久理事講演の要旨︼

す︒︒⁝．．﹂

題﹁明治における道徳の危機と西村茂樹の日本弘道会﹂の

もと︑八十五歳とは思えない若々しいしかも格調の高い長
講一時間半︑満場の聴衆を魅了した︒

堀田正久先生は今度の出版に当たって終始監修の大役を
果たされ︑佐倉市名誉市民︑日本弘道会理事を長く務めら
れておられ︑旧佐倉藩主堀田十一万三千石の第十二代目で

ッグイヤーとかいって︑一年が十年の速さで変化する時代

ある︒

当日来賓としてご臨席の鈴木勲日本弘道会長ご挨拶の要旨

ります︒

なくなり︑いわんや道徳など少年の心に入るはずもなくな

こうなっては子供の我侭はつのるばかりですから教育が

しまい︑小・中学校で学級崩壊が出現しつつあります︒

年たちは︑パソコンにかじりついて学校に行かなくなって

昨今はＩＴ革命といわれますが︑とりわけ変化に敏な少

びん

となりました︒

に意義深い︒

○渡貫市長が︑本書を佐倉市で出版されたことは︑まこと
○執筆を石渡敬副支会長︑堀田正久理事が︑それを監修指
導されたことは見事な調和である︒

○内容では西村先生の国民訓をドイツで出版したことに合
わせての出版まことに当を得ている︒

なお来賓としての渡貫博孝市長のご挨拶要旨
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会場を埋めつくした聴講者を前に熱弁をふるう堀田正久理事

少年たちは︑早く会計士とか司法資格とか︑医師資格な

どをとることを目指して︑人を押しのけ︑人と交際するこ

昨今のマスコミの報ずる十五歳から十七歳ぐらいの少年

とを嫌い︑利己主義のガリー︑になってゆきます︒

の人殺しの犯罪の多発︑異常さは亡国の幻影すら感じさせ

従って今や︑文部科学省も少年教育に力を注ぎわが弘道

られる程です︒

会も︑しばしば諮問されております︒

というのは日本弘道会の創始者︑西村茂樹翁は︑日本道

徳論︑国民訓などの著書の巾で︑とくに家庭教育︑つまり

父母による幼児教育の重要性をのべており︑従って日本弘

識者の卓見を披露しております︒

道会では十年も前から少年教育問題の座談会を屡々開いて︑

なかでも︑クライン孝子先生のドイツの幼児教育論は︑

子育ては二︑三歳の幼時が最も重要であるとし︑まず第一

には抱き癖をつけてはいけない︑第二に授乳は日に三度な

ら三度︑四回なら四回と︑時間をキチンときめて行うべし︑

第三におむつは出来る限り早くやめにせよ︒即ち第一は我

ることが大切であるとしているのです︒

慢を︑第二は規律を︑第三は清潔を︑幼時のうち体得させ

このような基礎があれば小・中学校における孝とか愛と

か公徳心とか誠とか犠牲といった道徳教育も自然に受け入

日本のお母さん方大いに参考にしていただきたいと思い

れることとなりましょう︒
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そしてその発行する弘道誌が広く朝野名士の道徳に関す

一人が西村精神の普及につとめつつあります︒

る識見を紹介していますが︑この事こそ西村先生の期待に

さて︑西村先生が日本国民の頚廃に亡国の危機感を抱か

ます︒

れたのは︑明治十七︑八年︑朝野をあげて西欧に心酔し据

たとへ︑世はＩ︒Ｔ時代︑機械文明分野の代となっても︑

努力が必要なのであります︒

国民道徳は一挙に事の成るものではなく︑地味に息長い

応えるものでありましょう︒

著﹃日本道徳論﹄︑﹃国民訓﹄を著わし︑日本弘道会を興し

態を呈するに至った鹿鳴館時代でありました︒このため大
て国民道徳の覚醒につとめられたのでありましたが更に晩

せん︒

人間の世である以上︑人間の道に変りのあるはずもありま

年の数年間は︑貴族院議員︑華族女学校長などの栄位を捨
て︑天皇の師父たりし先生が︑田夫野人に姿をかえ︑全国

果せるかな日本は明治三十七︑八年に興亡の危機日露大

功をもたらせられた支会長︑副支会長の二老のお力に心か

いろいろと準備に御苦労のあったことと思いますが︑成

ったと思います︒

ある態度も感動的で︑支会再生のきっかけとなる大会であ

た︒堀田先生のお話も︑それを拝聴する会員の敬意と熱意

鈴木勲会長のご書翰
前略佐倉支会の講演会にはお招き頂き有難う存じまし

津々浦々まで道徳講演の行脚を続けられました︒
戦に遭遇しました︒日本は国力︑軍事力すべて劣勢ながら︑

世界最強のロシアを駆逐し︑日本滅亡の危機を脱したので
す︒

この勝利は︑日本国民大衆が武士道精神と道徳心に徹し

西村先生は明治三十五年にこの世を去られましたが︑先

て︑協力一致した賜物に外なりません︒

と言うべきです︒

生の晩年のかの大行脚の成果がかかる亡国の危機を救った

取り急ぎお礼まで

平成十三年十月八日

倉次重一様

佐倉支会長

鈴木勲拝

ら敬意を表します︒

西村先生は又︑﹁余の百年の後に聖賢現はれて︑この国
を救ふであらう﹂と予言せられました︒

しかし現代は聖賢一人が出現するという時代ではなく︑

多くの人々の西村思想の普及が亡国の危機を救うようにな

今や︑上に鈴木勲会長を戴き︑日本弘道会の会員の一人

るのです︒
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佐倉藩主土井利勝がつくった

家康ゆかりの﹁お成り街道﹂バスの旅

佐倉支会理事平山秀樹
佐倉支会では︑平成十三年度の行事として十月十四日日︑

とにしました︒

正応二年︵一二八九︶創建という金光院の境内には︑か

って家康がここで休息した時︑境内の桜の木の見事さをた

たえて手を掛けたという﹃家康お手掛けの桜﹄がありまし

た︒と︑言っても今は︑新しい木の根方に根元の残骸が残

を移築したもので︑材木は佐倉市の岩富城から鹿島川を経

るだけ︒講師の話では︑﹃この山門は︑お茶屋御殿の裏門

倉次支会長以下の三十五名は晴天に恵まれ︑佐倉市老人

﹁家康ゆかりの御成街道バスの旅﹂を行いました︒

なのでヨ夜街道﹄とか﹃提灯街道﹄とも呼ばれています︒

井利勝に命じ︑約一か月と言う短期間のうちに造った道路

形の敷地で︑内部に埋蔵文化財調査をした杭が立ててあり

街道からすこし入った所に在り︑約三千六百坪のほぼ正方

宿泊所として造営されたお茶屋御殿がありました︒ここは

金光院を出て︑街道が若葉区御殿町に入ると︑家康の休息︑

実はこの寺に泊まったとも伝えられているそうです︒

家康公は︑用心のためお茶屋御殿に泊まると見せかけて︑

石渡氏の御本家の山の木だそうです︒﹂

て運んだものです︒そしてその木材は︑佐倉支会の副会長

た︒

福祉センターの大型バスを借りて佐倉を九時に出発しまし
御成街道というのは︑現在の千葉県船橋市を起点とし︑
千葉市︑八街市を通って︑東金市に至る直線的な道路です︒

講師に︑﹃御成街道史跡探訪﹄の著者︑本保弘文氏をお

がそのまま残っていました・構内は︑思っていたより規模が

ました︒杉の木立に包まれた空掘り︑土塁など御殿の遺構

徳川家康の表向きは︑麿狩を目的として︑当時佐倉藩主土

いました︒

願いしました︒千葉市の金親付近から案内をはじめてもら

施されているのは︑房総武士団や当時力をもっていた外様

もに︑街道造成と同時に造られたもので︑防衛上の設備が

講師の話のなかの一節に︑﹃この御殿は︑東金御殿とと

大きくて︑休息︑宿泊所というより館か本陣のようでした︒

御成街道の両側に松や椎の古木が茂り︑昔ながらの街道

金光院とお茶屋御殿佐倉支会理事佐藤金作
のたたずまいが残っています︒名主を務めたという石井家

大名の里見氏の動静を探るという鷹狩りのもう一つの理由

恐らく房総大名の監視や農民たちの様子を調べ︑いざと

と関わっている﹄と話されたことが印象的でした︒

の長屋門のなかの当時の告知版を見せてもらいました︒

金親町辺りは︑街道が出来る以前から金光院の門前町だ
った所で︑その寺も家康ゆかりの場所というので訪れるこ
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いう時に食料を運ぶ為の軍用道路としての役割をこの御成

おける自主性︑自由と責任に議論が集中する︒

育における規則と責任ｌ﹄加藤十八著︒自由とは︑日本に

０

弘道会本部の計らいで︑﹃共立女子大学教授・元臨時教育

十一月十日出教育講演会一二名参加

題字碑を海上町で発見し︑参加した会員一同感動を覚える︒

城吐跡や玉崎神社の宮司の講話︑本会会祖の西村茂樹翁の

十月二十六日鯛近隣市町の史蹟︑文化財探訪の学習会︒

げている報告があった︒

読書﹂の時間を教育課程︑学校経営に位置づけ︑成果を上

現場の学校長が今回の読書会に参加して︑終了後﹁朝の

自由と自己規律の原理に議論が集中する︒

﹃カントに学ぶ自由と規律﹄尾田幸雄著︒成人とは何か︑

街道は持っていたと言う歴史を秘める街道のようでした︒

午後の講演は︑御成街道筋の千葉市立更科公民館で講師
の講演とビデオを聞いて︑観て︑改めて地元佐倉藩主土井
の掌中に収める手段であったと⁝：：：⁝

利勝と徳川家康の計画的な道路造りは房総をくまなく自ら

銚子支会
平成十三年の活動報告
銚子支会も旗上げしてまだ三年目ですが︑道徳教育の振
興︑道義の高揚等︑地域社会のために教育現場を支援し役

審議会委員木村治美先生﹄をお迎えして︑﹃今日本の子
ども達に求められるものｌ我慢強く︑人の痛みの分かる子

どもｌ﹄と題して︑ご講演を拝聴することが出来た︒本会々

・五月十日附支会総会︑懇親会

に立ちたいと考えています︒

員の他に︑学校関係者︵含むＰＴＡ会員︶一般市民も多数

聴講し︑先生が力説された﹁教育の中で︑日々の生活の中で︑

本年度の活動方針︑行事等を決定する︒

﹃弘道﹄第一○二号﹃人間を創るもの﹄曽野綾子著︒家

かということ︒技術改新︑技術文明︑機械文明で大切なもの

今一番問われているのは︑目に見えない部分をどう評価する

・六月九日㈹第一回読書会十六名参加

﹃弘道﹄第一○○八号﹃今︑求められる学校と校長﹄上

た︒今はスイッチを入れればポンと結果が出る世の中だ﹂

が目に見えなくなった︒昔は手間暇をかけて何かを作り出し

庭教育︑奉仕活動の義務化をめぐる問題に議論が集中する︒
田幸夫著︒校長の学校づくりと生きがいの中での校長のリー

ことができました︒︵文責鈴木章裕︶

笑い中に領くことの多かったご講演︑大好評の中で終了する

具体的な例を引用して︑受講者にわかりやすくお話をされ︑

ダーシップ︑地域に開かれた学校運営のあり方等に議論が集
中する︒

九月八日㈹第二回読書会十九名参加
﹃弘道﹄第一○一○号﹃自由とは選択であるｌ学校教
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牛十今寺牛十令十到和罰瑚守牛牛今寺十十十牛
中心寺十牛牛令寺寺十牛牛今十寺牛十令牛今
十十牛十牛十令今十十今牛牛令十寺十寺牛十

韓什篇什瀧付篇什韓什蕊韓村
中守十牛令牛令寺十令寺令十寺寺寺牛今十十
牛牛寺牛十等十十十中心牛牛令寺寺十十寺十
十十十寺十十十今や十十十十十や寺や芋十や
４月９日︵火︶

︵抄録︶

＊午後２時より︑シンポジウム実行委員会・﹃弘道﹄編集
委員会合同会議を開催し︑弘道シンポジウム２００２の
総括︑同２００３の開催︑﹃弘道﹄発行状況及び特集テ
ーマについて協議︒

出席者Ⅱ鈴木勲会長︑松平直書・生平幸立・尾田幸雄・淫
英武・木屋野正勝・土田健次郎・山崎隆司・宮崎哲夫各
委員︑七海隆事務局長︑田洲敏夫事務局員︒
４月羽日︵火︶

＊鈴木勲会長は︑午後１時より赤坂御苑において開催され
た天皇︑皇后両陛下主催の﹁春の園遊会﹂に夫人同伴で
お招きをうけ出席された︒
５月９日︵木︶

出席者Ⅱ鈴木勲会長︑尾田幸雄・高橋昌郎審査委員︒七

論文に内定した︒
海隆事務局長︒
５月旧日︵月︶

＊午前ｎ時より︑本会講堂において︑理事会・評議員会合

同会議を開催︒議事の内容は︑次のとおり︒

１︐１００回通常総会運営方針２︑平成過年度事業報
告︑決算報告３︑平成Ｍ年度事業計画︑予算計画４︑
理事・監事の選任５︑評議員の選任６︑寿昌者の選

考７︑﹁西村茂樹研究論文﹂入選論文の選考
出席者Ⅱ鈴木勲会長︑生平幸立・尾田幸雄・鎌田正・七
海隆・松平直書各理事︑今井淳︑入江孝一郎︑阪谷芳
信・津英武・高橋昌郎・多田建次・宮崎哲夫・藤下昌

信・山崎隆司各評議員
５月Ｍ日︵火︶

＊七海隆事務局長は事務打合せのため文部科学省に出張︒
５月西日︵土︶

︵総会の記録は六○ページに掲載︶

＊午前ｎ時より︑第１００回通常総会を開催︒出席者川名︒

５月加日︵木︶

＊午後２時より︑伊藤克巳監事より監査を受ける︒
５月Ⅲ日︵月︶

氏に授与︒

＊﹁西村茂樹研究論文﹂奨励金を鈴木勲会長から石毛慎一
︿西村茂樹の漢文教育における中庸Ⅱ石毛慎一﹀を佳作

＊午後２時より︑﹁西村茂樹研究論文﹂審査会を開催し︑
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︵平成皿年４月〜平成Ｍ年５月︶

鯵ご寄付者芳名

金五葛円也野口麗子殿︵東京都︶
金三千円也庄司異明殿︵東京都︶
金二千円也田沢一心殿︵神奈川県︶
鯵図書ご寄贈者芳名
︵平成ｕ年４月〜平成Ｍ年６月︶
﹃家族のかたち﹄

編集京都ノートルダム女子大学

発行㈱金子書房

﹃大東亜戦争を考える
上巻／中巻／下巻﹄

著者中村一男

鈴木勲殿

発行㈱未来文化社

﹃東洋文化復刊第朋号﹄

︵財︶無窮曾殿

編集︵財︶無窮曾
発行︵財︶無窮曾
﹃中央史学第妬号﹄

中央史学会殿

編集中央史学会
発行中央史学会
﹃道徳教育推進資料集﹄

編集全国連合小学校長会
発行全国連合小学校長会
鈴木勲殿

﹃基礎・基本の人間教育を﹄

﹃日本文化と感性教育ｌ

全国連合小学校長会殿

発行㈱金子書房

著者梶田叡一

﹃おじいちゃん日本のことを教えて﹄

鈴木勲殿

﹃皇室典範と女帝問題の再検討﹄

︵財︶モラロジー研究所殿

歴史教科書問題の本質﹄

著者高橋史朗
著者中牒高徳 発 行 高 橋 史 朗
鈴木勲殿

発行致知出版社

著者所功

︵社︶国民曾館殿

発行︵社︶国民曾館

﹃北京大学元総長察元培﹄

著者中目威博

鈴木勲殿

発行㈱里文出版

著者永井道雄／山岸駿介︵編︶

﹃未完の大学改革﹄

鈴木勲殿

発行中央公論社

編集江川攻成／高橋勝／

﹃最新教育キーワード−３７﹄

葉養正明／望月重信

鈴木勲殿

発行時事通信社

﹃小山やす子かな書展﹄

鈴木勲殿

著者小山やす子

﹃文化財保護法五十年史﹄

編集文化財保護法則年史顧問会議

発行文化庁

鈴木勲殿
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善
￨

教育功労

﹃これでいいのか！日本の政治家﹄

高原

今井

高島

山下

中村

永井

高橋

兵 前 木 勇

小淫民三郎殿

兼 浩
夫輝一

(14(14(14

重
恒衛柴弘忠弘喜安省久英竹之
雄昇雄門雄毅司一一巳三人彦夫進
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4
)
(
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)
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1
4
)
(
1
4
)
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)
(
1
4
)
(
1
4
)

著者小淫民三郎
発行Ｍ企画出版

夫夫徳朗郎良弘吉郎吉子繁夫三治

忠秀兼利
行雄一好

(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
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)
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(14(14)0414

七海正武側毛利平⑭

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

﹃諸国一の宮﹄

﹃日中戦争知られざる真実﹄

戸

︹宮城県︺

因鱒八中及大横大石江吉小馬佐田
幡沢巻村川津田崎川六田嶋場々口

著者入江孝一郎
入江孝一郎殿

発行㈱移動教室出版事業局
鯵購求図書

︵鎚秤賊皿斡別朋皿叩︶

邦腫広初八瑞信正三長ツ昭勇迩

及米早佐芹鷲西伊土植稲高矢高千手
川川川々盛井藤川村垣橋羽橋田県
木 文 キ 々 久 、 − ′

晴の叙勲受章者

勲四等瑞宝章

石原太紀殿
七十歳岐阜県

著
者黄文雄
発行㈱光文社
◎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

でご連絡下さい︒

花田俊勝⑭
富田辿夫側

４︑ご不明の点は本部事務局会員会費の係ま

︹北海道︺

安田俊明⑭
大月武志⑭
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元公立高等学校長

文化財保護功労

勲六等単光旭日章

山岡俊明殿
七十四歳千葉県
千葉県文化財保護審議会委員
この春の叙勲において︑永年に

わたる功労が実り︑叙勲の栄に輝
きました︒ここにその栄を讃え︑
謹んでお慶び申し上げます︒

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 岩

︹茨城県︺

真平新中高小吉山寺久山河玉
下野井田橋林住辺田保下野県

後藤宗一郎⑭

戸

谷津律子側
貝塚茂樹側

関五郎⑭

︹栃木県︺

野口正之側
半田啓二⑭

伊藤義輝⑭須賀淳側

0
5
)

手島典男側
水野貞男側
西達啓文⑭
新井清之側
高野十⑰⑰側
野村浩司⑭
高橋延一側

み 女 豊

勇伽荒木健一

1
4

浩光秀つ隆善正一富太俊
一春雄子信一吉中郎子郎夫
040404(1404(1404(14(140404(14

稲塚

北小発宮土五加矢増竹江浅
田柳智崎橋月藤吹田村川田

︹群馬県︺

実側〜側

0
5
）

菅野多利雄側
氏家

庭 一

博正慎和哲靖龍知秀信直幸
孝光一夫夫昌雄行穂一樹枝
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)

佐々木拓雄側

畠山東太郎側

田村和凡側

︹千葉県︺

○米田耕司⑭
佐倉支会別名分⑰

鈴木英司⑭椎名健司側

石長川博側鵜之沢康雄側
河内朝夫⑭白鳥千鶴子⑭

宇井貞文⑭大島千代子⑭

筑後則側萩原勝側側

大八木正子⑬側小田金清側

落合高省⑭櫛部正直側

雑賀富雄⑭鈴木亨側

辻幸蔵⑭寺本彬伽

畑中治側平野泰信側
古橋登仙吉田俊男⑭

長谷川充必方⑭柳瀬秀雄⑭

若狭雪雄⑭天宮満⑭

高柳善男側⑭根本淳祐⑭

伊藤信光側池田太郎⑭
小川成義⑭糟谷正彦⑭
小林信夫⑭佐藤吉男⑭

野沢登美男側花香清側
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目黒芳昭⑭
茂泉弱佐側
安曇謙三側
松坂英明⑭
中山師治側
高橋善幸⑭
鈴木康弘側
佐藤憲夫⑭

真井田善悦側

戸淫正男⑭
山田角助⑭

︹秋田県︺

田口大師⑭
藤肥正三⑭
渡部文雄側

柴田司郎⑭
米沢茂美側

百瀬麿雄⑭相淫長治側

︹山形県︺

板井角也⑭
︹福島県︺

斎藤浩哉側
田久孝翁⑭

○ 埼

慶弔
及川正和殿︵茨城県︶

享年七十四歳
茨城支会長

元常陽銀行常務取締役
常陽クレジット代表取締役

︹東京都︺

鈴木寛一⑬○山本毅伽

下中直也側嶋沢孝側

○藤岡知夫側○菊池敏夫伽

石沢彰文⑭
小林鍍治側
藤田芙美側
内海静雄側

○岡本智博⑭佐藤孝側
︹神奈川県︺

○下山

金井

佐々井典比古伽

小笠原峯男側

勇側

小林三郎側
菅原道照⑭
高問

福田好貢伽

︹富山県︺

清水美晴側

稲木孝二郎⑭

︹福井県︺

︹長野県︺

赤麿正男側
小林元亨⑭

︹岐阜県︺

西脇幸夫⑭

︹静岡県︺

青木安弘側

久保田正剛側

石原太紀側
桐山五一側

清水治⑭

松下貌三⑭野村里江側
田内龍治側平井千代⑭
天野恭作⑭渡部正義側

0404(1404

池田正三側⑭大塚洋次郎側
長瀬省吾側
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遠藤惇側
岡本文男⑭
金谷宇造側
貞麿長昭側

高倉弘側
藤本茂夫側

播戸正臣側

徹側

有働義彦⑭

小原高子側側龍口健一Ⅲ

生山智己側

今成卓而側

春
力久誇和

平成十四年二月十七日逝去

享年九十歳

野口元殿︵東京都︶
特別会員医師
平成十四年二月十七日逝去

享年七十四歳

04(14

(
1
4
)
(
1
4
)
(
1
4
)

江岡伊今
崎崎藤井

勇良
ツ 武
子洗勲

慶川正昭側

︹新潟県︺

セ

沖明⑭

落
合

山岡俊明殿︵千葉県︶
特別会員

元千葉県立安房博物館館長
平成十四年三月二十三日逝去
謹んでご冥福をお祈りいたします︒

尾千有
俣田川

︹愛知県︺

宮田

鈴木
小田

加藤
金丸
一局田

︹京都府︺

04(1404040404

︹岡山県︺

涜口豊明⑭

吉田順一郎⑭

土井康稔⑭
福島猛夫⑭
田中昭文⑭
小谷久雄側

︹鳥取県︺

福田太加志

︹兵庫県︺

⑭

有間重喜⑭⑮西田春善伽

︹愛媛県︺

加藤十八Ｍ

田日西高園長
中比尾多岡石

宏徳邑彬靖
明子次臣夫肇

松本慶蔵⑭

︹長崎県︺

︹熊本県︺

冨嶋宗雄⑭側⑯
︹大分県︺

椛田信吾側
︹宮崎県︺

後藤俊彦⑭
︹鹿児島県︺

吉富政夫⑭

坂本果側

末次祐司側小柳治道⑭

︹佐賀県︺

山崎善正側植村利夫⑭

︹高知県︺

赤松泰伸⑭

制宇和郷土文化保存会⑭

0404(14⑭⑭側

小木曽照行⑭

山内司側
平井負一Ｍ
桜井正一側
大河原浩視側

大内正夫側植田清宏側

敬和秀博保力

高橋文博⑭

︵平成皿年２月〜平成Ｍ年５月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

東京都飯嶋清
″鯉川英一

山崎隆司
山崎隆司

︵紹介者︶

″永松慶也

松平直毒

鈴木勲
鈴木勲

︵府県名︶︵入会者︶

神奈川県新漂憲生

″川村優

藤下昌信

鈴木勲
師勝夫

千葉県小藤計

神奈川県後藤寛
千葉県岡川宏道

″

東京都太田克彦 師勝夫
天畠一郎 筑後則
師勝夫
師勝夫

″片平進一

神奈川県助川秀和

石川喜一

鈴木勲

ひるむ

岩手県菊池啓

″村井研一郎
″千田久迩治

石川喜一

石川喜一

石川喜一

田口勇之進

″高橋勇三

佐々木初朗

石川喜一

″

″佐々木竹夫
″矢羽々昭夫

石川喜一

″馬場英彦

90)

子義正一責松

おじまひさと

″高橋繁
佐々木初朗

石川喜一

石川喜一
石川喜一

小嶋久人

″稲垣キッ子

〃

″吉田省三
江六前安巳

えるくまえ

千葉県米田耕司
岩手県植村長吉
″

小堀桂一郎

藤下昌信
土川三郎
士川三郎
小野健知
武藤信夫

東京都佐藤孝
山本毅
″藤岡知夫
畠山淳吉

″

岩手県大淫弘毅
佐々木初朗

石川喜一
石川喜一

藤岡知夫

八巻恒雄

″

神奈川県下山良
岩手県及川邦夫
因幡重雄

山崎隆司

小藤計
津英武

ぽうしゆう

房州洋一

光二

光二

章裕

秀彦

鈴木

金杉

金杉

岩成

秀彦

光

光哉

秀彦

岩成

飯田

荒木

岩成

佐々田一博

石毛弘二
田中啓康
木下英樹
黒崎行雄
佐々木茂

山岡清志

○十三頁上段十一行

﹁以二其存一レ心也﹂

テノスルヲヲ

テスルヲノヲ
﹁以レ存二其心一也﹂

○九頁下段十一行

弓弘道﹂第一○一

訂正

島 銚

﹁老子も慈愛を﹂は
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根 子

﹁老子も慈を﹂に︑

六

悦 光 直 光 直
直 秀 美 直 秀 直 光 秀 美 一

〃 〃 〃 〃 〃 〃

訂正いたします︒

号

には

″

東京都菊池敏夫
埼玉県山下直樹
東京都岡本智博
◎新入会員芳名︵敬称略︶

荒木光哉

︵紹介者︶

︵平成Ｍ年２月〜平成皿年５月︶

︵支会名︶︵入会者︶

島根古浦義己

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

川小小三芦神勝森岩竹永加真伊今安平友山杉岩和山西
原林島浦田田部山井谷瀬村田藤井部山森崎原崎田本島

良孝博正龍義和祐省篇豊柾苫直英悠：た
惇弘正
一志野樹雄克承2次
悟ご強美子こ幸一靖登明勉雄お有:亨子正敏
山岩島藤山岩山荒岩島飯小荒山荒飯飯藤藤藤飯飯山藤
本成崎木本成本木成崎塚村木本木田田木木木田田本木

治彦穂敦治彦治哉彦穂雄子哉治哉光光敦敦敦光光治敦

言葉の
ひろば

せていただいております︒弘道ビルの

同時多発テロとそれに続く報復攻撃

賜物と︑厚くお礼申し上げます︒

たのだろう︒芸術は無力だったのかと︑

以来︑これまでの自分の仕事は何だっ

傍を折ふし散歩しながら︑この大きな
ピルは明治期の思想家と一体全体どん

しかし︑異なる宗教や文化の相互理

虚無感に襲われることもありました︒

な関係があるのか気にしながら︑通り
の中興者に触れた一文を読んで︑なる

過ぎていたところ︑今般の会話で財政

いくためにも︑映画は有効な手段であ

解を通じて友情を深め︑平和を築いて

ると再確認をしたときにこのような章

ほどそういうこともあったのかと合点

をいただきました︒本当にうれしいこ

した訳であります︒野口先生と私が機
が今になって考えると弘道会におられ

会あるごとにお目にかかっていた当時

とでした︒

神奈川県中野好之

た時分ではなかったかと思います︒土

拝啓

突然お便りする非礼をお許し下さい︒

田総監宅の悲劇の頃でした︒意を尽く

平素はご無沙汰しておりますのに︑

実は先だって︵ちょうどニューョーク

しませんが︑杉浦さんにもおついでの

十一月吉日︵岩波ホール︶

一にと︑念じあげております︒

向寒のみぎり︑なにとぞご自愛ご専

お願い申し上げる次第でございます︒

今後ともご指導くださいますよう︑

人生を歩んでまいります︒

この受章を励みに︑これからも映画

のテロの時に︶私の三十年来の知友の

折よろしくお伝え下さい︒敬具
平成十三年十月二十二日

一人である今井淳氏と十何年ぶりかで

旅行の機会を持った折に︑弘道会のお

東京都高野悦子

話になって︑近く資料を送ると言われ︑

今般︑今年の記念号の会誌を偶然に拝
あげます︒

お変わりなくお過ごしのことと存じ

が載っているので︑懐かしさの余り︑

読した末に︑各々の方の会長への便り

過日は第十一回支会協議会の記念写

安房支会兵庫恵美子
際しましては︑お心のこもったご祝意

真︑スナップ写真をお送りいただきま

拝啓

今井氏の他に私が存じ上げている研

た︒これもひとえに皆さまのご支援の

を頂戴し︑誠にありがとうございまし

このたびの私の勲三等瑞宝章受章に

究者には高橋昌郎氏がおられます︒私

お便りしました︒

どもの研究仲間のお一人として交際さ
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事つむ術

して誠にありがとうございました︒厚
けないお互いの理解と尊重と言う問題

て生きる上で一番大切にしなければい

てしまうため︑私たち人間が人間とし

これまでの自国の社会活動の在り方と

いこの時期︑私たち日本人はもう一度︑

な問題を解決していかなければならな

立派な諸先生方とご一緒に会議に出

要があるように思われます︒そして︑

言うものについて︑考え直してみる必

く御礼申し上げます︒

は︑いつも後回しになってしまってい

この役割を担いますのが︑文化に他な

席させていただきましたこと︑貴重な

はお互いの文化を吸収する事によって︑

るように思われます︒本当にこれから

事務局の皆様方のゆきとどいたご配

体験でございました︒

り︑ＵＮＨＣＲから難民問題のための

さまざまな資料をいただいております

らないと思います︒私も一九八七年よ

が︑これからはこれまで以上に難民の

ならないと思います︒

二十世紀︑我が国は産業面ですばら

理解を深め︑平和な世界にしなければ

しい技術進歩をとげる事ができ︑世界

の人々と共に考えさせていただきたい

保護と援助の問題について︑より多く

でございます︒

末筆になりましたが弘道会の益々の

唯一の経済大国になる事ができたもの

慮と共に︑重ねて感謝申し上げる次第

発展をお祈り申し上げます︒敬具

と思います︒しかし︑この国民的努力

おいて︑﹁世界に国境はなくなり︑こ

さいたま市田村和凡

とする経済活動のみに終始していたた

ＵＮＥＳＣＯの五十周年記念式典に

と思います︒

め︑いつしか日本は国際社会から財源

の地球が一つになる時代が到来する︒﹂

が一日も早く戦後の経済復興を図ろう

この度は平山郁夫先生の文化に関す

と表明されましてから六年の歳月が経

拝復
る貴重なご講演を拝聴させていただき︑

になってしまいました︒

はあるが文化がない国と思われるよう

ず次の発展につながるものだと思いま

え問題が生じようとも︑その問題は必

ましても相互理解が出来ますなら︑例

私たち人間と言うものは︑何事におき

が︑これからの時代︑日本が率先して

に通用しない事はないものと思います

発展させる事によりまして︑国際社会

く︑確かにこれからも我が国は経済を

このような国際社会の情勢はともか

と尊重を深めなければならないと思い

たち人間は文化を通してお互いの理解

この新たな時代に生かすためにも︑私

過いたしましたが︑二十世紀の誤ちを

平山先生のお話ではありませんが︑

本当にどうもありがとうございました︒

す︒しかし︑この現実社会は︑とかく︑

地球環境問題をはじめとするさまざま

平山郁夫先生のご講演は︑これから

ます︒

私たち人間が単なる利害のみに終始し
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の日本の新しい時代の道を切り開き︑
ん感激いたしております︒

思いもかけないご祝電を賜り︑たいへ

滋賀県柳原太郎

私は父祖の業を継ぎ︑栃木の地にお

日本の国際社会での役割と対応を示唆

きまして私学の経営に当たっておりま

ができ︑大変幸せに思っております︒

なりました今日も︑毎日元気に四千余

えようとしておりますが︑七十七歳に

四十六年から五十一年まで教育行政に

関係者の寄る会に出席しますが︑昭和

大性に驚きました︒私はいまでも教育

お手紙並びに弘道拝見し︑ことの重

折にぜひ私の学園をご視察いただき︑

んだ︒あれしか戦いようなかったでは

ません︒一方あの時はあれでよかった

及んだ影響につき責任を感ぜざるを得

携つた者として︑その期間はもちろん︑

いへん光栄に存じます︒

ないか︑という思いもあります︒しか

亮先生ではありませんが意識するしな

先生のご健勝を心からお祈り申し上
平成十四年一月

いは別にして︑冷戦構造の代理戦争を

し︑よく考えてみると︑奈良の奥野誠
鈴木勲様

げ︑お礼のことばといたします︒敬具

ご指導を賜ることができますならばた

先生におかれましては︑おついでの

名の若い学生生徒と一緒に過ごすこと

過日はお手紙並びに弘道第一○一五

された︑大変すばらしいお話だったと

有り難う存じました︒

号〃宗教と道徳教育特集″ご恵送頂き

拝復

思います︒この度は本当にありがとう

す︒これから私学もきびしい時代を迎

ございました︒

今後共よろしくご指導の程︑お願い
末筆ながら︑貴会の更なるご繁栄を

申し上げます︒

お祈りいたしまして︑御礼のご挨拶に
十一月二日

宇都宮市須賀淳

代えさせていただきます︒敬具

拝啓

先生にはますますお元気にご活躍の
こととおよろこび申し上げます︒

さて︑昨年十一月の秋の叙勲に際し

ます︒そこに昭和四十一年〃﹁期待さ

行っていたのではないかと思いが致し

追伸弘道誌上で御健勝の御様子を拝

れる人間像﹂が教育基本法を日本人の

ましては︑文部省の先輩︑同輩︑後輩
の皆様方からのあたたかいお祝いのお

見しております︒

ました︒

精神的風土に定着させるため〃提言さ

れたのですが︑とたんに戦前にバック

勲二等旭日重光章お芽でとうござい

とか軍国主義の後ずさりとかの批判で

ます︒

︵須賀学園理事長・会員︶

ことばをいただき︑ありがとうござい

文部省を三十数年前に退職いたしま
した私を覚えていてくださいまして︑
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像﹂も以来棚ざらしであったのでない

で話になりません︒﹁期待される人間

した︒自分の気に入らない言論は封殺
る︑そしてあるべき姿を考えるスター

迷の二十一世紀における日本のありう

〃期待される人間像″を読み返し︑混

者が入院をすすめましたので︑大事を

みにしていたのですが︑軽い発熱で医

方と胸を開いてご教示を伺えると楽し

私は中国大陸問題研討に出席し︑津

に出られる事を期待しております︒

す︒来週にでも全快し︑このオフィス

今は︑快癒して自宅で静養していま

とって入院したのです︒

三月十六日の会合が実り多いもので

謝申しあげるばかりです︒

トラインに立たして頂けましたこと感

ですか︒

ところが︑〃文明と文明との衝突″

が云々される現代ではそうはゆきませ
ん︒日本文明とは？に答を出さねばな

とともに一日も早く健康を取り戻し︑

英武先生に拝眉し︑このたびの会見が

ありますことをお念じ申し上げます︒

と念願致しております︒

余生の全力をこの問題にぶつつけたい

りません︒先生がいち早く﹁期待され
の思いです︒こうして日本的視点から

日本弘道会会長鈴木勲様

二○○二年三月二十九日

敬具

ますますのご健勝を祈念致します︒

さるようお願い申し上げます︒

今後も相変わらずご鞭健︑ご教示下

しました︒

る人間像﹂を取り上げられたのは流石

寒さなお厳しい折︑先生のご健勝を

流れざるを得なくなったことをお詫び

基本法そのものを見るときに色々問題

二月十四日

心からお念じ申し上げます︒敬具
鈴木勲先生

点が考えられます︒たとえば第一条
〃真理と正義とを愛し．⁝・・″とありま

︵元滋賀県教育長︶

台北鍾振宏

︵李登輝前総統秘書︶

拝見し︑秘書の私にくれぐれも御礼す

李登輝閣下は三月二十日付け貴信を

ので︑お手数をおかけしますが宜しく

さて︑赴任先の住所が決まりました

いつも大変御世話になっております︒

さいたま市河野幸枝

るようにとお言葉がありました︒先生

お慶び申し上げます︒

春暖の候︑ますますご清祥のことと

拝啓

すが﹁美﹂の視点はどうなるのかです︒

第九条宗教教育︑宗教の尊重を神道の
復活を恐れる余りひねっていて︑いま
の条文にないのでしょうが︑私は怪我
の功名だと思います︒現行条文ではイ
スラムとユダ教の調停をやらなければ

るのかも知れません︒また︑そういう

なりません︒やがて︑そういう日が来
国にしたいと思います︒

以上︑甚だ粗雑な思考で恐縮ですが︑
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平成十四年四月二十七日

し上げます︒

鈴木勲様

大学生の長女は日本において︑高校

お願いいたします︒

な事もありますが前向きに考えて行き

敬具

愈苔員︶

東京都岩崎袈裟男

そば選手権大会﹂の報道に接し︑盛岡

市というよりも岩手県のイメージダウ

全国で﹁早ぐい大会﹂や﹁大食い大

ンにつながるものと心配になりました︒

会﹂がＴＶの視聴率を高めるとして流

行しているようですが︑中学生が急死

したりの実害も出ており︑何よりも日

本人の品格をおとす愚行です︒

アフガンやパレスチナで貧困と飢餓

コミの良識を疑いますが︑このような

で︑大食い大会を放映することはマス

で子どもたちが苦しんでいる同じＴＶ

さて︑今の度﹃弘道﹄を送付いただ

画されていることに疑問を感じます︒

愚行が自治体などの町起こしとして企

省すべき頂門の一針ではないかと思い

投書のとおりで︑大人が恥ずべき︑反

手権の愚行は︑同封の小２の少女の

純真な子どもの眼に映じた大食い選

と願うものであります︒

こしの健全な企画に指導して頂きたい

にする施策からみても︑自治体の町起

間・余裕と安らぎ・自然環境﹂を大事

知事が各所で発言されている﹁時

ポジウム﹁期待される日本人像﹂は現

岩手県知事増田寛也様

大食い大会はやめて

過日盛岡市で行われた﹁全国わんこ

鈴木勲

会のご発展を祈念致します︒敬具

に役立てたいと念じております︒

るものと思います︒私の日本人像確立

在の日本人誰もが︑模索し︑求めてい

きありがとうございました︒このシン

ます︒

新緑の候ご清祥のことと拝察いたし

拝啓

生の息子は連れて行きますので︑不安

みにしております︒

たいと思います︒弘道が届くのを楽し
息子が卒業した中学校でも朝の川分

間読書がはじまりました︒一日の始
まりを静かに過ごし︑読書に興味を持
つ子が増え︑先生方との会話も増えて

岐阜県石原太紀

きたようです︒︵会員︶

拝啓

新緑の候︑先生にはますますご清祥
のこととお慶び申し上げます︒私こと

このたび春の受章にあたり早速に会長
ます︒先生のお骨折りが無くてはこの

先生から祝電を賜り︑恐悦至極に存じ
栄誉は受けられなかったものでござい
ます︒感謝の気持ちは筆舌に尽くしえ
ないものでございます︒ご厚恩に重ね
て感謝し取り敢えず寸椿を以てお礼申
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は古くから地域に伝わる﹁そば振る

ることと思います︒

香頂き︑主人も厚く感謝申し上げてい

の中を会長様︑藤下様︑生平様とお焼

ます︒

テレビ放映の﹁大食い大会﹂とは異な

野口明先生におすすめ頂いて入会し

舞﹂の風習を起源としたもので昨年の

ていろいろと文化的な生涯教育を生涯

知事の賢明な御指導を今後の施策に

るとの回答があったが︑その趣旨を説

その後テレビ関係者問でも自粛の機

いますが︑腰痛のため失礼して︑お礼

上げます︒お礼にお伺いしたらとは思

賜りましたことを心から厚く感謝申し

明しないと﹁大食い大会﹂と混同され

反映させて頂きたく提言する次第です︒

︵注︶少女の投書︵平成Ｍ・３．岨
朝日﹁はがき通信﹂︶

運があるようだが︑理由が中学生の急

の気持ちばかりご寄付させて頂きたく

し︲きう︒

んなんて︑やめてください︒わたしは︑

同封致しますのでお納め下さいませ︒

大食いはやめて︑大食いせんしゆけ
ごはんはゆっくりあじわって︑ありが

いる︒本来は︑日本人の品格を艇しめ

死などの事件の影響のように書かれて

おります︒かしこ

弘道会のご発展をお祈り申し上げて

と思います︒よの中には食べものがな

での措置であってほしいと思う︒この

るような行為であることを自覚した上

たく思いながら食べなくてはいけない

のです︒番組でそんなお金があるのな

鈴木勲会長様

五月十六日

︵故野口元特別会員夫人︶

東京都野口麗子

さいし︑寿昌の栄に浴し︑まことに光

このたびは百回という記念の総会に

神奈川県今井淳
季節の移り変わりが早く青葉の候と

ものがございます︒

らの寿昌ということで︑一入感慨深い

人の創設されました﹁日本弘道会﹂か

栄に存じております︒特に尊敬する偉

又︑先日の御通夜︑告別式とご多忙

ましてありがとうございました︒

生前は本当に長い間大変お世話になり

なりました︒野口元

︵本会会長︶

一針として受け止めてほしいものだ︒

コミの売らんかな主義に対する頂門の

種のイベントだけでなく︑日本のマス

くて︑こまっている人がたくさんいる

︵横浜市・太田夏美・小２．８歳︶

ら︑あげたほうがいいと思います︒

日本人の品格をおとす
放映はやめよう
私は︑岩手県知事から﹁銀河系いわ
て大使﹂の委嘱を受けて︑県勢全般に
対する提言を行っているが︑今回は︑

盛岡在住の会員の示唆もあり︑以上の
岩手県からは︑﹁わんこそぱ大会﹂

ような提言を行った︒
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記念特集﹂号の冒頭に掲載された﹁絶

ただ︑昨年の﹁西村茂樹先生百年忌

新緑の候ますますご清栄のことと

東京都秋山富一

これもひとえに貴台はじめ皆様方の

さて︑この度はからずも叙勲の栄

鈴木勲様

敬具

︵東京電力相談役︶

東京都志賀節

︵元衆議院議員︶

二○○二年五月二十九日

といった顔触れです︒敬具

一人が阿部光夫︑下級生に小堀桂一郎

私の小学校は本郷の誠之︒同級生の

ぬものかと考えています︒

りがたく存じます︒何とか具体化でき

した︒私見に御共鳴頂き︑うれしくあ

○一七号が届いており︑恐縮いたしま

事務所に御懇書と併せて﹁弘道﹂第一

岩手から東京に戻りましたところ︑

拝復

平成十四年五月吉日

て︑御礼方々ご挨拶申し上げます︒

まずは︑略儀ながら書中をもちまし

礼申し上げます︒

多年にわたるご指導ご厚誼の賜物と御

はじまり﹁上天下地自在潤歩﹂に終る

に浴しましたところ早速ご鄭重なるご

お慶び申し上げます︒

御心境には故先生と同年となりながら

筆二首﹂の﹁生固常事死亦常事﹂から

もとても至らず︑汗顔の思いをますま

身に余るこの光栄は偏に皆様の永年
にわたるご支援ご高導の賜と厚く御礼

祝意を賜り誠に有り難うございました︒

申し上げます︒

す強くしております︒昨年先生にお願
いし︑同誌を沢山お贈りいただき︑い

︵住友商事株式会社相談役︶

東京都那須鰯

さて︑このたび叙勲の栄に浴しまし

び申し上げます︒

薫風の候益々ご清祥のこととお慶

拝啓

平成十四年五月吉日

拶を申し上げます︒敬具

略儀ながら書中をもって御礼のご挨

くお願い致します︒

今後とも引き続きご厚誼の程よろし

ろいろな分野の知人に配らせていただ
きましたが︑こんな偉い人がいたのか
という大方の反響で︑特にこの﹁絶筆
二首﹂についての感想が多く寄せられ
たことを思い出しました︒

お世話いただきました事務局の皆様
にくれぐれもよろしくお伝え下さい︒
会のますますの御発展を祈念しつつ︑

御礼申し上げます︒草々
鈴木勲先生

五月二十七日

︵本会評議員︶

たところ早速鄭重なご祝意を賜り誠に
有り難うございました︒
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論議が行われるようになってきました︒

のご提言を受けて︑検討していたので

は︑会誌に哲学とか論語︑宗教のよう

すが︑幸い鎌田正先生のご尽力により

な修養講座を設けてはという読者から

講座を開設する運びとなりました︒先

鯵そこで本号では︑環境倫理のテーマ
ました︒経済学者の石津芳次郎先生よ

生は申すまでもなく﹃大漢和﹄を完成

編集後記
鯵二十一世紀は﹁環境の世紀﹂とも言わ

から︑経済界で活躍されている高坂節

りは︑生態環境と経済の共存という面

されたわが国第一の大漢学者です︒ご

で環境問題を論じていただくこととし
れてますように︑今地球は環境の悪化

三先生よりは︑自然とともに生き︑自

みにしております︒

好評をいただけるものといまから楽し

という極めて深刻な問題を抱えており
ます︒近代科学の進歩は︑効率面で高

然に習う﹁誠意﹂を︑佐島群巳先生よ

されました︒﹃弘道﹄の一層の内容充

度な人間生活をもたらしました︒しか

運動のご報告など︑それぞれのお立場

推進など力を注いで参りますので︑本

実︑シンポジウムの開催︑支会活動の

りは︑環境マインドを育てる環境教育

から環境倫理についての玉稿をお寄せ

し地球温暖化をはじめとしてオゾンホ

ぞれの立場から防止策を提言しており

いただきました︒各先生の論考は︑こ

を開催し︑各議案は原案のとおり承認

ますが︑一向にその改善の効果は見ら

れからの環境問題を考える上で貴重な

鯵去る五月二十五日︑第百回通常総会

れず︑悪化するばかりです︒このまま

について︑津井敏郎先生よりは︑中国

推移すれば︑気がついたときは﹁ゆで

ものであり︑弘道会の会員ばかりでな

沙漠での植林ボランティアによる緑化

蛙﹂になっていたということにもなり

く︑心ある方々にも広くお読みいただ

編集兼
発行人

のため各国の識者は危機を訴え︑それ

かねません︒今私たちは︑暖かいお湯

きたい内容のものと考えます︒

郵便番号三︲呂至

ール︑ごみなどの問題は深刻です︒そ

につかっていますが︑私たちの後代︑

鯵本号より新たに﹁泊翁百話﹂と﹁論

振替口座○○一四○
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年もよろしくお願いします︒︵七海︶

その後代の人たちはどうなるのか︑考

しました︒﹁泊翁百話﹂は︑未公開の

語講座﹂の二つの連載を設けることと

会祖の手記であり︑今後の西村茂樹研

最近︑地球上の限られた資源は自分

えただけでも恐ろしいことです︒

だけの利便を考えないで大切に利用し︑

究のために貴重な資料となるものと思
われます︒﹁論語講座﹂につきまして
理の面から環境問題を考えようとする
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本書は︑平成十三年三月十二日神田錦町の学士会館において︑﹁家庭の訓育を考える﹂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︒
日本弘道会では︑平成九年以来﹁心の教育﹂﹁日本人の忘れたもの﹂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︑それらの問睡の根源は︑家庭の教育にあることを大きくとりあ
げてきました︒近年︑家庭の教育力が低下していると言われております︒それが雌近の青少年によるＨを渡う
ような事件につながっているように思われます︒親が親としての向覚を欠き︑黄任を放棄し︑子供の訓育を怠っ
ているところに︑今Ⅱの家庭崩壊や悲惨な事件の要因があるものと考えます︒
このシンポジウムは︑家庭の教育力の川復を目指して︑家庭の訓育の本質︑訓育の場としての家庭の在り方に
ついて︑基調講演の牌野綾子先生をはじめ︑教育︑言論の第一線で活雌されておられるコーティネーター︑パネ
リストの先碓方の熱窓あふれる有意義なご提言のすべてを収録してあります︒
心ある方々のご尚覧をおすすめいたします︒︵お巾し込みの方は︑下記のＨ本弘道会事務局へどうぞ︶
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