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乙号︵社会道徳︶

︵昭五一・一○・三○︶

甲号︵個人道徳︶

日本弘道会綱領
皇室を敬愛すること︑国法を守

社会悪に対し世論を高めること

報道言論の公正を求めること︑

教育の適正を期すること︑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

経済の倫理性を強調すること

政治の道義性を高揚すること︑

世界の形勢を察すること︑国家
人類の将来をおもんぱかること

ること

信教は自由なること︑迷信は排
除すること
思考を合理的にすること︑情操
を美しくすること
学問を勉めること︑職務を励む
こと

教養を豊かにすること︑見識を
養うこと
財物を貧らないこと︑金銭に清
廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近
親相親しむこと
一善一徳を積むこと︑非理非行
に屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期
すること
信義を以て交わること︑誠を以
て身を貫くこと

会祖西村茂樹先生小伝

日本弘道会の会祖・西村

茂樹先生は︑明治六年森有

礼・福沢諭吉・西周・加藤

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

弘之・中村正直らと相図り

動を精力的に展開いたしました︒

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

めの道徳教化団体として︑﹁東京修身学社﹂を

創設しました︒これが現在の﹁日本弘道会﹂

の前身であります︒明治十九年には﹃日本道徳

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

批判し︑日本道徳の確立を訴えました︒

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

家でもあります︒明治二十六年︑宮中顧問官を

除くすべての官職を辞して野に下り︑全国を行

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生

涯教育の先駆的役割を果たされました︒
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歌俳

維新の功臣︵その己

自分は江戸に生まれ︑関東に生長したので︑関西の士と交わったことは少ない︒それで︑維新の

功臣には︑初めは一人も知人がいなかった︒三条実美公は︑明治七︑八年のころからしばしば朝廷

で顔を合わしたが︑言葉をまじえたことはなかった︒明治十八年の十二月︑朝廷に大改革があり︑

太政官を廃して内閣を設けた際︑公は内大臣となり︑自分も宮中顧問官に任ぜられた︒宮中顧問官

はいわば議員に当たり︑内大臣は議長に当たる︒また︑宮中では︑内大臣の祇候所と宮中顧問官の

祇候所は隣り合わしており︑その間には障子があるに過ぎなかった︒それで︑この時からしばしば

公のお目にかかり︑公のことばを聞くようになった︒初め自分がまだ公に接しない前は︑公は威容

厳粛で︑英気蓋世の俊傑であろうと想像していた︒のち公に接して承ると︑威儀は厳正であるけれ

ども︑性質は極めて温良の人である︒身を持するにつつし承深く︑職分以外のことには少しも口出

しすることはなかった︒壮年時代のことは自分は知らないが︑晩年時の実美公は忠諒篤厚の君子

︵おこないが誠実で表裏のない徳の人︶といってよかろう︒公の国家に対する事業などは︑世人の
皆知るところであるから︑ここには改めて触れない︒

︵﹃記憶録﹄廿一﹁維新の功臣﹂より︶
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訓
泊翁先生

︻巻頭の言葉︼

高齢化社会と生涯学習

石井千明

今日︑我国民の高齢化人口対策につき︑政府はじめ︑民間各方面で種々論ぜられております︒半

世紀前の日本人の平均寿命は︑男女とも五十歳未満でありました︒第二次世界大戦後︑国民の食生
活の改善と︑医療︑医薬の進歩により︑俄に長寿化を賢し︑今日では男子は七十五歳を超え︑女子

は八十歳を超えてさらに長寿化しつつあります︒
古稀も喜寿も昔のことで︑昨今は︑男女共八十歳迄の年齢は普通となり︑官公庁や一般諸企業で
も六十歳定年を六十五歳まで延長しようとしています︒人の健康状態は男女ともこの年齢まで︑医

学的に充分耐えうるといわれています︒戦前の五十五歳定年から思うと︑働く期間が十年長くなり︑

定年後が二十年以上になります︒定年後如何に生きるかが︑有意義な人生を過ごし得たかどうかを

勿論︑定年までに将来歩むべき道を考えておき︑順調にその道を踏んでゆかれる人もあろうと思

決定する期間になると思います︒

います︒然し︑定年後全く従来と異った新しい道を歩まなければならない人が多いと思います︒

人間の脳細胞は百四十億個あり︑毎日相当数死滅するそうですが︑生き残った細胞は︑あらゆる

困難を克服した強靭な細胞であるといわれています︒なお︑この残った細胞は︑若い優秀な人達の

及びもつかない程の豊富な経験を経たものであり︑この経験豊かな頭脳は︑新しい社会で大きな力
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となって働くことができます︒新しい社会はこのような人達を迎え︑それぞれの分野でその得能を

生かしうる職域を設けることによって︑大きな稗益が与えられることと思います︒学問文化の象な
らず︑経験を必要とする何れの世界でもこのことは同然であります︒

現在高齢者一人を︑若い世代の七人が支えていますが︑廿一世紀には高齢者一人を若い世代三人

で支えなければならないと云われています︒平均寿命の急速な伸長と︑出生率の大幅な低下により︑

（6）

わが国はかつて経験したことのない高齢化社会を迎えつつあり︑これは国家財政にも一般経済社会
にも甚大な影響を及ぼしますので︑右のことを踏まえ官民協力して︑一日も早くこれが対策に着手
しなければな りません︒
高齢者も
もこ
これを支える者も︑互いに魂のふれあいがなければなりません︒如何に多くの投資をし
て立派な施
施設
設を造っても︑魂の交流がなければその施設は生かされず︑真の生涯学習は出来ないと

思います︒教育と同じように魂と魂との人格的なふれあいから︑はじめて生涯学習の成果が与えら
れます︒私共は日々このことを心において励まなければならないと思います︒

日本脳卒中学会会長慶応義塾大学名誉教授相沢豊三博士は︑

﹁高齢者ができるだけ建康な状態でいられるよう︑より早くから保健衛生の方策を充実すること︑

つまり︑若いうちから﹃健康な老い﹄を培うべきである﹂と述べられています︒

何れの世界にあっても︑日を真剣になって繰り返し繰り返し若いうちから一生をかけて努力すべ
きです︒小泉信三博士は︑
﹁練習は不可能を可能にする﹂

と云われていますが︑まことに至言であると思います︒

︵本会理事・フエリス女学院理事長︶
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高齢化社会と生涯学習
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高齢化社会あるいは老人問題を取り上げますと︑どうしても暗
いイメージにおち入り易いことは否めません︒

そこで今号では︑後ろを振り向かず︑前向きの姿勢で高齢化社

ｗ腿〃罰篭盲佃班⑱

会を考え︑それに対応する生涯学習の在り方などについて︑次の

馴皿叩叱順劇堅鱈鱈酬Ⅷ小叩肥″銭篭嘗而孔叩Ｔ旧賑愚琵鱈獅別邸叩腿〃邑龍汚師叩坐叩肥邸一艶誇汚如Ⅷ

方灸からご高見やご提言をお寄せいただきました︒
畠篭嘗
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生涯学習のたのしさ

生涯が学習である︑といち早くとなえたのは成瀬仁蔵で

た︒

梅崎光生

通しの悪い古い講堂で︑約三百人の受講者に授業を行なっ

年齢は三十代︑四十代︑五十代とまちまちであるが︑実

二十世紀初頭ｌ日本女子大学

を設立し︑卒業生を出すと早速︑桜風会と称する同窓会組

に静かで︑眼を輝かして聞いてくれる︒たまに子どもの声

あった︒彼は明治三十四年

の出発点だというのである︒続いて通信教育も始めた︒

織をつくり︑生涯学習の実施にのり出した︒学校教育はそ

楽しく勉強を続けたいと思っております﹂

﹁私は卒業まで十二年かかりました︒これからも引続いて

歳になるご婦人が感謝の言葉を述べ︑

卒業式のあとの謝恩会は茶菓で以て行われたが︑六十三

お勤めの人は休暇をもらって来ているのである︒

大部分は主婦で︑これは家族の協力がないと来れないし︑

何れも八月いっぱい︑地方の人は泊りがけで来ている︒

クの修道女さんの姿も何人か見える︒

コンと横に腰かけさせて聴講しているのである︒カトリッ

がするので︑驚いてそちらを見ると︑自分の幼い児をチョ

私は昭和三十六年同大学に奉職すると︑早速上代タノ学
長から︑その年に教職課程の必修科目としておかれた﹁道
徳教育の研究﹂という授業を命ぜられ︑同じく通信教育の
学部の方の学生は︑高校からじかに入って来るので︑年

方も受け持たされた︒

齢は大体そろっているが︑授業中どうも私語が多い︒そう
いうとき︑私は遠慮なく注意することにしている︒﹁ああ︑

その赤と青のセーターの人︑話をやめなさい﹂﹁おお︑そ
この黒い服の三人︑三羽ガラス︑静かにしたまえ﹂といっ

学部では︑単位をおっことして卒業の延びた学生は小さ

と言うと︑一ぎわ高い拍手が鳴り渡った︒

通信教育の方は︑テキストが出来るまで︑スクーリング

くなっているが︑こちらは逆である︒しかも︑六十過ぎて

た工合である︒他の人の邪魔になるからである︒

をやってほしいと言われ︑はじめ二︑三年︑暑いさ中︑風
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教職の資格をとっても︑それで就職するのではなく︑ひた
楽しんで来たのである︒

すら勉学向上の喜びを以て︑悠友と苦労の多い通信教育を
この人に限らず︑通信教育の受講者たちは︑ふんないき
いきとしており︑齢よりは十歳ないし十五歳は若く見えた︒

会社などを停年でやめた人が︑急速に老いぼれて︑ボケ
たりすることがある︑と聞く︒悠々自適というと聞こえは
よいが︑何もすることがなく︑退屈しのぎに︑ねころんで
新聞を読んだり︑テレビの娯楽番組を見たり︑時に漫然と
いし︑まことに結構なことだが︑﹁生きがい﹂とは少し違

旅行したり︑といったような生き方は︑頭は使わなくてよ

但し︑旅行にしても︑ただ﹁ええ景色じゃのう﹂と︑背

うようである︒

中を伸ばして眺めるだけでなく︑行先の歴史や伝説を調べ
る︑という心構えがあると違ってくる︒同じ風景を見ても
感動の深さが異なる︒

パリを見ても︑﹁西洋館が沢山並んでおって︑毛唐がぎ
ようさん歩いておりましたわい﹂だけではこころもとない︒

それぞれの古い建物︑それぞれの大通りには︑歴史の刻印
が押されており︑眼を閉じると︑戦いの雄叫びが聞こえて
それは国内の旅でも同じである︒

来るのである︒

実は私の小中学校時代︵戦前︶の地理・歴史は暗記もの

るとス・ハツと忘れてしまうのが︑少なくとも私の場合︑常

といわれており︑試験前にひたすら丸暗記して︑試験が終

数学は考える学科だから︑たとえピタゴーフスの定理の証

であった︒しかも忘れっ放しで︑あとに何も残らなかった︒

明を忘れても︑思考力の錬磨という形であとに生きるので
に衰えるばかりである︒

あるが︑ただの丸暗記はそうはいかぬ︒暗記力は︑齢と共

尤も私が中学時代に教わった漢詩や古文の名章句など︑

今以て覚えているが︑これは教えてくれた師の感動が︑こ

私が歴史に興味をもち︑頭に刻みつけられていったのは︑

ちらに伝わって来たからであろう︒

になったのか︑という疑問が起り︑調べている中に︑歴史

学校を出てからであった︒いつの時代︑何故そういう事態

そまきながら分って来たのである︒

というものは︑まことに興味深いものだ︑ということがお

今でも時たま会などで鎌倉に行くとき︑ついでに歴史や

の最明寺入道時頼が︑いきいきと立ち現われ︑同じく国語

伝説をしらべ︑旧跡を訪れる︒小学校の頃習った﹁鉢の木﹂

の読本にあった︑﹁若宮堂の舞の曲︑しずのおだまきくり

かえし︑かえしし人をしのびつつ﹂の光景が現前し︑今更

になって︑感動する︒ただ﹁大きな大仏様がござった︒お

正月︑八幡宮は人が混んどった︒夏︑由比が浜は︑イモを
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私がかつて日本女子大の附属高校で授業をしているとき︑

一人の生徒が大あくびをした︒私はエンマ帳のその子の名

洗うようじやった﹂だけではつまらぬ︒

実は博物︵動・植物など︶も暗記学科だった︒実物はど

前の所にァの字を書き込承ながら︑﹁アクピのアの字の三

色の白いポッチャリしたその生徒は︑後日手紙で︑あの

うでもよい︒ただ試験前に丸暗記すればよかった︒従って
らいしか弁別できなかった︒植物の名前を注意して覚えよ

とき名前を覚えられて︑とても嬉しかった︑と書いてよこ

羽ガラス﹂︵三人目だった︶と大声で言った︒

うとし始めたのは︑恥しながら近年になってである︒既に

私は学校を出ても︑植物というと︑梅・松・桜に竹・菊く

記憶力が衰えているので︑同じことを︑一緒に歩いている

息した︒

した︒こらしめた積りだったのに逆効果だったか︑と長嘆

わら

名前を覚えると︑その植物に親しゑを感ずる︒すると公

愚妻に︑何度も聞いては暖われる︒

六十を過ぎて習い事を始めた人を私は何人も知っている︒

ほどに上達した︒私の母が生前謡いを教えていたので︑私

園や田舎道を歩いていても楽しい︒植物が生きていて︑風
近くに万葉植物園というのが︑中学校の校庭のわきにで

も戦争から帰って︑静養がてら少し習った︒古典の幽玄な

あるご婦人は謡曲を始め︑遂に舞台に立って能を演ずる

きた︒万葉集に出てくる植物が植えてあり︑その和歌が横

にもよろしい︒

世界にひたれるし︑何よりも大声を出すのは︑心身の健康

が吹くと︑こちらを手招ぎしている︒

の立札に書いてある︒万葉集には︑こんなに沢山の植物が

見せて廻っていた︒実に楽しそうであった︒

絵を習い始めたと言って︑自分で描いた水墨画をゑんなに

先日︑中学の同級生会で︑会社の社長をやっていた男が︑

あるのか︑と驚くと共に︑万葉人たちは︑万物の生命と共
ともあれ万物は活きているのである︒物質の最小単位で

存して楽しんでいたのだ︑と感ずる︒

ある素粒子は︑それ自体小止承なく活動している︑と物理

もたちの顔と名前を︑なるべく早く覚えるように︑とすす

私は教育実習に行く学生に︑割り当てられた学級の子ど

鈴を集め︑その研究成果を医学の雑誌に発表して︑送って

こしらえ︑送ってくれた︒彼はまた海外旅行をし︑世界の

にゆずり︑自宅の庭に窯を造って︑点茶用の見事な茶碗を

かま

福岡にいる外科医をやっていた同級生は︑医院を若い人

める︒名前を覚えると︑そのクラスが急に自分のものにな

くれた︒医者は金持だから︑そういうこともできる︒

学者は言う︒

った感じがし︑生徒の反応もちがってくる︒
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私は碁をたしなんでいる︒といっても︑時たま気の合っ
た友人たちと集まって烏鷺を戦わす程度である︒これは金

が︑それも空しい︑とパスカルは言う︒人間は考える葦な

なる︒綴密な思考を必要とし︑詰碁など︑補助線一本発見

くないというのもあるようだが︑碁は金を賭けるとダメに

るか︑それに応じて肢体がどう変化するか︑光と影の工合

体のデッサンを少し習ったことがあるが︑重心がどこにあ

絵も習字も︑そこに頭のはたらきが加わっている︒私は人

つまり頭をはたらかせるのが︑人間の本来の姿である︒

のである︒

すればさっと解ける幾何の問題に似ている︒何手も先をよ

ことを教わった︒

はどうか︑などは︑眼と同時に頭のはたらきを必要とする

はかからぬ︒勝負ごとの中には︑お金を賭けなければ面白

むので︑思考力の訓練にもなり︑碁打ちでボケる人は恐ら

とによって意識し︑幸に余命を永らえるにしてもそれに苦

といっている︒

︵元神奈川工科大学教授・日本文芸家協会々員︶

ていきたいものである︒ゲーテも︑努力する者は救われる︑

人間は葦のようにもろい︒その人生を最後まで充実させ

くないであろう︒碁には性格が出る︒信長︑秀吉︑家康な
どの武将も碁を打ったそうだが︑それぞれの性格が出たに
違いない︒碁の歴史は古く︑源氏物語には︑女性たちが碁
を打っている風景なども出て来る︒

ともあれ︑何もする事がない︑というのはよくない︒退
屈をすると︑現状やゆく末への不安が湧き上って来て︑遂
に絶望的になる︒それを避ける為に人は賭けごとをする︒

しむ︒人間の一生は山登りのようなものである︒登る山に

古田紹欽

凡そ生あるものは︑命を保つことによってやがてはその

老いへの自誠

衰えを迎えなくてはならない︒人間はその摂理を老いるこ
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つめたならば下らなくてはならない︒人間は生き続けた上

えられた山を︑生涯かけて登ることになる︒さて山は登り

人それぞれが生きる上に︑自からが選び︑或は辿るべく与

は大小があり︑険しい山もあれば楽々と登れる山もある︒

喜ばなくてはならないのにも拘らず︑どうかするとその喜

什れた人も少なくないなかに︑生き続け得たことは︑まず

間誰しも長命を願わないものはないもの上︑天折の悲運に

老い得たことは永い寿命を保ったことに外ならないが︑人

りる状況に比せられるものがあるのではなかろうか︒幸に

来た人は︑生きる上にさまざまな苦難があったにせよ︑恰

あるが人生にもまた峠がある︒峠まで登りつめることの出

夢にゑて︑気ばかり若い心算りでいても︑身心はその心算

れば身心の衰弱は当然生ずる︒いつまでも若い時のことを

り︑我儒勝手なことをいったりすることになり易い︒老い

っている︒それが思いのま上にならないと愚痴をこぼした

人生のさまざまな経験を登り道の間に︑一歩一歩を確か

たお

は︑所詮は下らなくてはならない︒

かも峠に登りつめて眼下にひろがる視界を眺めて︑爽快の

りのようにはならない︒その心算りのようにならないと︑

は老いれば︑自然に思うままに動かせなくなることはきま

情をもつように︑人生の歓びを経験するであろうが︑さて峠

腹を立てたりして他人に当り散らし︑世間が悪いの︑社会

びを忘れて︑不足ばかり口にすることになる︒自分の身体

を下るとなると︑下るにつれて前に広く眺め得た視野はせ

が悪いのと︑悪いことはすべて他にあるようにいって樟か

めて登るように誰しもが︑各灸に身につける︒山には峠が

なことになる︒この下り道を老い坂に職えるならば︑ただ

ばまる︒どうかすると自分の足元ぐらいしか見えないよう

らない︒

ら︑登り坂での苦しい思いは忘れることが出来る筈であり︑

山の登り坂は苦しいが︑下り坂はリラックスしてをりた

足早やにをりるようなことになる︒登り道に見せた元気は
やいて︑をりるようなことになる︒とかく疲れると︑身な

もうなく︑疲れて時にはわけのわからない独りごとをつぶ
り風鉢など構わぬことになり︑それどころか登る時にはお

ここで智恵ということをいったが︑一口に云えば︑幸に齢

人生もそうした智恵が大事ではなかろうか︒

になると︑他人のことなどに気配りすることなく︑自分の

互いに愉快に話し合った間柄であったのに︑疲れて下る時

は老人らしい気力をもって︑美しく生きることである︒老衰

を重ねた上は︑上手に生きることである︒上手ということ

どうしても伴うことになる︒見すぽらしさは見るからに汚

の衰はどうかすると痩につながる︒嬢には見すぽらしさが

ことだけを考え︑あまつさえ自分より足達者な元気な人を
顧承るに人間が老いて生きるのに︑とかく山を登って下

見ると︑恨んだりすることになる︒

（12）

く見える︒不潔に見える︒老衰はつとめて美しくすること

デモ行進するなかにも街路の塵拾いぐらいすることを︑心

して社会に対して幾らかでも役立つことが出来る筈であり︑

もわからぬわけではない︒ただこの場合に老人には老人と

ご象

につとめなくてはならない︒更にそれに加えれば清らかで

がけたらどんなものかと考える︒老いて社会に生きる権利

象だしな

をキチンとすることである︒このことは老人の家族に対し

あることに心がけなくてはならない︒一口で云えば身噌承

も社会に役立っているという自負心がないと︑老いること

ていう︑老衰は老嬢であってはならない︒老いても幾らかで

への奉仕を心がけられてもいいのではなかろうか︒繰返し

な保証の上に期せられるようなことをいうのではない︒身

はいかにも承じめである︒美しく老いるということは︑身

を要求するならば︑いくらかででもそれに酬いるべく社会

体が動かせる限りは︑自分のことは自分で︑清潔につとめ

噌承もさることながら︑老いても社会に酬い得るものを自

ての︑また社会に対しての責任でもあると考える︒身噌承

ることである︒心が怠ると自分の手足を洗って︑常に奇麗

をよくすることは︑例えば奇麗な着物を身につけ︑経済的

にすることさえ︑おっくうになる︒老人の垢などによごれ

人間は生き永らえる限り︑繰返して重ねていうが老化は

からの責任として︑些少ながらももつことに︑いつにある︒

避けられない︒若くして元気でいる者も︑いずれはそうな

た汚い手くらい︑老臭を思わすものはない︒老い衰えれば
ないことになる︒社会での養護施設がだんだんと完備して

るのであり︑老人が若い人たちに対して身をもって教え示

どうしても︑他人の助けを何かにつけて借りなくてはなら
来て︑その助けを借りたいという要望に応えるものがある

し得るものとして︑言行の上に遣し伝えることにあるので

し得るものは︑老人としての生きょうを︑老いて初めてな

とをなし得たかを思うとき︑身勝手なことを要求の上にば

不足をいう前に︑自分が社会に対して何程の足しになるこ

上に社会に対してあると考える︒不足をいえば限りない︒

ぞれに老いても︑なし得なくてはならないことが︑生きる

人間︑生きる限り自分を甘やかしてはならない︒人それ

はなかろうか︒

ことは結構なことであるが︑施設に頼るあまりに︑自分で
志と気力とをつい欠くことにもなる︒老いると自分を甘か

自分の体を出来るだけ動かすことを忘れると︑自立する意
したい気持にどうやら駈られ易い︒

尤も老人が老人であることを自覚することなく︑やたら
元気な老人が︑頭に鉢まきをし︑樺をかけて隊をくんで︑

かりいうことは︑余りにも虫が良すぎるのではなかろうか︒

出しや張ることは慎しまなくてはならない︒

せよと街頭デモをしたりして︑生きる権利を主張すること

プラカードを掲げ︑老人養護の政策を政府︑社会はもっと
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りるのに苦労を重ねたが︑薬も呑まないのに︑この腰痛を

ただ下りるのには這い下りるわけにはいかず︑上るより下

老いれば病を得ることは必定である︒老病死は避けられ

て老人が気概をもって生きていることを︑﹁老いることは︑

ないが︑そのなかにもまた老いていくには智恵が︑この場

これからの社会を良くしていくためには︑若い人達に対し

人間は生きる限りが︑人間としての修行ではなかろうか︒

を耕すのにも平気である︒

修行は何につけても勇猛心がなくては果せるものではない︒

合もなくてはならない︒病はいたわりながら︑病とつき合
っていく気持が︑大事なことのようにも思える︒

克服して今では歩行に何の支障もなく︑重い鋤を振って畑

この勇猛心は老いても振り起さなくてはならないのであり︑

老いては必らず死は間近かである︒最後は何んとしても

かくあるべし﹂と︑遺言したいものだと︑不及ながら自分

その気概と気塊とを失ってはならない︒そしていさぎよく

他の人の世話にならなくてはならないが︑生きている限り

を叱吃して止まない︒

ト自分の手足の汚れに気付いて︑自誠することが一再なら

老いたいものだ︑と怠け易い自分に云い聞かせながら︑フ

近頃︑つい山登りの話しをよく引合いに出す︒百二十七

だけで現実には容易にそれがなし得られないのを︑ただ自

他人の世話をして果てたいものと思っているが︑その思い

で済ましたいものと切に念ずる︒出来ることなら卿かでも

は他人の迷惑になるような世話は︑何んとしてもかけない

段の石段を登らなくてはならない山蓄に住んで︑その上り

ずある︒

下りを日常になしているにつけ︑老境に達してつくづくと

出来るかたちで︑どう果していけるかは︑自分に与えられ

から嘆くばかりである︒老いることの意義を︑自分に納得

この石段の高さには︑上る場合に時に呼吸の苦しゑを感

た浅生の公案かと考える︒怠けていてはこの公案は解ける
筈はないが︑老いて如何に生くべきかは︑それぞれの人が

その上り下りの真理に教えられるものを覚える︒

のがあるが︑自分に云い聞かせていることは︑足脚がいく

ずることがある︒健康の状態はその状態が如実に物語るも

自からに解くべき︑不可欠の課題ではなかろうか︒

いささか︑冗言を弄したようである︒最後に一言︑老衰

らかでも動く限りは︑この段を這ってでも上ることだと︒
這ってでも上り得る限りは︑他の人の助けは借りるまいと︒

しく閉じたい︒

の衰を美しく咲いた花が萎むように︑その花びらをまた美

︵本会評議員・勅松ヶ岡文庫長︶

いささか自慢話しになって恐縮の限りであるが︑一昨年の
その腰痛には負けることなく︑この石段を這い上り続けた︒

夏︑腰を痛めて約半歳の間︑その痛さに苦しんだ︒しかし︑
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会の出来事︑政治・経済・文化の問題に至る迄それぞれに

日常行事は固より新聞・テレビ其他で目に止ったもの︑社

安彦孝次郎

近頃福祉センター等で︑老人大学の名の下に色灸な題目

生涯学習と﹁日記﹂

で学習をやっているのが目につく︒これはこれで一応勉強

私自身の事になるが︑私は若い時から日記をつけて来た︒

ついての感想︑批判を書きつけておくのである︒

めておくのである︒只気の向いた時しかペンを執らないか

その日に見た事︑感じた事等を記録しそれを文章として纏

一般的ではない︒学習の方法として一般的なのはやはり読

になると思うが︑時間と場所と人数に制約があり︑この点

れも読承捨て︑聞き流しが多く︑それでは真の学習とはな

か二回しか書かない事もあり︑調子がつけば一日に長文を

ら︑二三日飛ばすことなどは普通で︑時には一ヶ月に一回

書であり︑又テレビ︑ラジオの教育番組等であろうが︑そ

の要点を書きとめる習慣をつける事である︒書いている内

らない︒学習の成果をあげるには︑自らペンを採って内容

ら今日迄続いたのであろう︒

書きなぐると云うわけで︑文字通り自由気儒なのだ︒だか

次に私は︑こ上十数年来書き続けて来た日記の中から比

に自然に暖昧な知識がはっきりし︑バラノ︑の考えが整理

較的一般性のある数項を抜き出して書き写しをして承よう

され次第に問題の中心が浮彫りされて来るのである︒とは
ない︒案外容易なのは手許にあるノートに日記をつける事

言ってもこの作業は熟練を必要とし必ずしも容易な事では

と思う︒私なりに辿って来た学習の跡を改めて振返って承

春の叙勲が発表された︒新聞は勲七等を貰った山口県出

四月廿九日

るのも無意味でなかろうと考えたからである︒

である︑と私は言いたい︒
︑︑

日記は日食の出来事や感想等を書きつけておくものだが︑

こ上に私が採りあげる日記は必ずしも毎日と云う義務感に
わゆる自由日記の事を指すのである︒中味は何でもよい︑

縛られる事なく︑思い付いた時気の赴く儲に書くと云うい
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身の六十二歳になる紡績女工をとりあげ︑﹁″女工哀史″に

〃女工哀史″と言えば︑大正十三年細井和喜蔵氏の著述と

叙勲の春﹂と云う見出しで記事にしている︒

して改造社より出版されたもので︑その中には明治から大
正にかけての多くの紡績女工の実状が精細に叙述されてい

浜やノ○

うが︑封建制の名残りであろうが︑どうでもよい事である

五月三日

ゴールデン・レジャーの真盛りである︒マスコミは盛ん

延々と続いている︒さてドコに行くか︒見当がつかない︒

承るとお隣りは己に出掛けたらしい︒外は人の波だ︒車は

に太鼓を叩く︒業者はここぞとばかり鐘を鳴らしている︒

当時の女工の多くは貧農の子女であった︒普通三年間の

る︒

契約で工場入りをするのだが︑長時間の労働と不完全な衛

くから我も行くのだ︒交通標語が見える︒﹁狭い日本そん

然しジットしているわけにはゆかぬ︒理由はない︒人が行

なに急いでどこに行く︒﹂そんな看板はどうでもよい︒と

に満たなかった︒にも拘らず彼女等はその間乏しい給料の

にかく急がなければならぬ︒ｌ

生設備の為病気になる率が多く︑満期まで勤める者は半数
中から生家あてに送金を続け︑困窮に瑞ぐ肉親の為に身を

新聞は﹁死のレジャー行に御用心﹂と云う見出しで連休

砕いた︒言うなれば彼女等は︑個人としては封建的農村社
会における家族主義的負担を果し乍ら︑集団としては日本

前半の事故について書いていた︒コイカー二輪車共スピ

るだろうか︒言はぱ必死の遊びであり︑むしろ競争と言う

︑︑

びの事を言うのだが彼等にとってそれが楽しい遊びと言え

レジャーと云うのは余暇の事であり︑我国では余暇の遊

ないのではないか︒

かおかしい︒ドコか狂っている︒彼等は遊びの仕方を知ら

ード出し過ぎ事故が多発した︒三日間で百八人死亡︒﹂何

資本主義発展の為︑外貨獲得を目指して身命を堵して来た
のだ︒

この度受賞した当人にとっては︑おそらく労苦に終始し
たわが生涯を顧て感慨の切なるものがあったに違いない︒

新聞が﹁勲のかげに涙ありか﹂と記しているのは︑こうし
︑

た実情に触れた積りであろう︒

唯この場合︑私にとって気になるのは︑この勲がなぜ七

︑

べきではないのか︒例によってここにも猛烈性が芽を出し

︑

︑

等と云うランクに相当するのか︑又それが古手代議士の一

ているのだ︒

であるが︑当人にとっては︑これがイギリスのマネである

考えるとレジャーはギリシャの古代からあった︒当時は

等と比べてその値打にどう云う違いがあるのか︑と云う点

（16）

時間を浪費するな︑とかになるのではないか︒

そこで時刻のことだが︑これは時計の刻むチクタクと云

奴隷制の時代で︑労働は奴隷に委せ︑一般市民はレジャー
を愉しんだ︒その中には普通の娯楽もあったが︑同時に体

う均一的な物理的なものであり︑それに比して時間の方は

︑︑

育︑研究等も含まれていた︒現在世界を湧かしているオリ

﹁少年老イ易ク学成り難シ一寸ノ光陰軽ンズベカラズ﹂の

︑︑

ンピックや学問の原点であるギリシャ哲学がこのレジャー

光陰に当るわけで心理的︑体験的なものである︒例えば遊

更に考えれば︑時計の刻承は無内容の繰返しであるが︑

秒ほど長いものはないと云うようなものである︒

んでいる時間は余りにも短いが︑横断歩道の信号を待つ分

︑Ｌ

の中から生れたのである︒

ここで改めて我々として考えたいのは︑余暇をドンチャ
ン騒ぎやスピード競争に終わせないで︑自ら目的を設定し
て永く心に残るような企画を持てないものかと云う事であ
る︒今こそ我々はレジャー問題を真剣に考える時機ではな

ている時間﹂︵ベルグソン︶である︒歴史学で云う時間と

人間体験の時間は︑一度過ぎれば又と一戻って来ない﹁生き

４

昭和二年のこの日︑芥川龍之介が自殺した︒私が一橋を

七月廿四日

再考して承る事にしよう︒

時の記念日に当り︑改めて﹁歴史的時間﹂と云う概念を

はこのような時間を指すのである︒

いかと思う︒

六月十日
︑

この日は時の記念日である︒由来を調べたら︑天智天皇

おり︑四月廿五日を太陽歴に換算すると六月十日に当るの

置いて︑鐘や鼓を打って時を知らせたと云う故事が伝って

ので上京し︑田端の友人宅に泊ったその翌朝であった︒友

出て福島高商に赴任してから三年目︑丁度夏休象になった

十年︵六七一年︶の四月廿五日︑宮中に漏刻︵水時計︶を

である︒考えれば当時としては革命とも云うべき歴史的行

﹁文壇の雄芥川龍之介自殺す﹂

人の家は芥川宅のすぐ近くなのでショックは特に強かった︒

事であったに違いない︒

ところでこの記念日はどう云う含承を持っているのであ
︑

いた彼の遺書﹁旧友に送る手記﹂を貧るように読んだ︒そ

新聞は社会面トップ五段抜で報道した︒私は新聞に載って

ろうか︒私からふれば︑それはおそらく﹁時を守れ﹂とか

﹁時を惜しめ﹂と云うような提唱ではないか︑と思う︒時

の中に書いてある﹁漠然たる不安﹂とは一体何だろうかな

と云うがそれには二つの意味がある︒時刻と時間である︒
従って提唱の意図を推察すれば︑時刻の約束を守れ︑とか︑
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しいつ敢然として机上の薬を飲むか分らない﹂と書かれて

どといろノ︑考えたが最後に﹁私は今死と遊んでいるが然
いるのには驚いた︒自殺者の微妙な心理が記されていたの
︑︑

改めて当時を回想し︑この逸材の冥福を祈って巳まない︒

々の心を打った︒

である︒あとで聞いたところによると家人に対しては別に

移動したとの事である︒テレビを見ると︑街を走っている

お盆である︒新聞によれぱ︑四百万の人口が首都圏から

八月十三日

遺書があり︑その第一項に﹁生かす工夫絶対に無用なり﹂

車はマバラであり︑これに反し故郷に向う車の列は延灸と

である︒然し遺書を書き終えるや否や敢然と薬を飲んだの

と書いてあったそうだ︒以前何回も自殺に失敗していたの

の風景を想い出した︒それは不況の為に解雇された製糸女

私はテレビを前にして︑測らずも戦前におけるある帰郷

せたい︑と念じている連中がいるかも知れない︒

ゆかないにしても︑せめてこのマイカーだけは老父母に見

人達が乗っているかも知れない︒故郷に錦を飾るとまでは

考えると︑この車にはその昔集団就職で都会に出て来た

続いている︒

文名隆をとして一世を風塵していたこの若き旗手がどう

でこうした気持ちになったのであろう︒
して死を選んだのか︒

数日後︑谷中斎場で葬式が行われた︒この場所は友人宅
の近所であったので︑焼香に参列した︒仏式としては珍ら
しく西洋の音楽が奏でられていたのが印象的だった︒

葬場で一番強く記憶に残っているのは友人代表として述

児を養うに堪ゆるべく我等又微力を尽して君の眠りのい

るを見て我等甚だ安心したり︒君の夫人賢なればよく遺

について我等何をか言わんや︒唯君の死面に微光の漂え

﹁わが友芥川龍之介君よ︑君が自ら選承自ら決したる死

を得なかったのである︒こうした不況の結果︑各地の繊維

せば値が下る︒養蚕農家の破滅を防ぐ為︑結局そうせざる

庫に十万俵の生糸が耀詰にされていたのである︒市場に出

が︑私の記憶によれば︑昭和七年のこと︑横浜・神戸の倉

を与え︑その中で先づ打撃を受けたのは繊維産業であった

昭和初年に始った世界恐慌は︑日本経済にも深刻な影響

工達が汽車に乗って帰郷する時の新聞写真である．ｌ

やが上にも安からん事に努むくし︒唯悲しぎは君去りて

べた菊池寛の弔辞だった︒

我等の身辺と象に請々たる如何にせむ﹂

工場は操業を短縮又は停止することになり︑女工達は簡単

に首にされた．労基法も何もない時代であった．Ｉ

読承乍ら彼は鳴咽にむせび︑後半は殆ど聞きとれなかっ
た︒この真裁簡明な語調の中に鯵承出ている彼の友情は人
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帰郷を余儀なくされた女工達を念頭に画きながら︑喜びも

私は︑今お盆で帰郷するマイカーの連中と︾失意の儲に

る︒ところが資本家達はこれに対し猛烈に反対し︑最後に

動と︑それを弁護する経済学とを厳しく批判したものであ

書はビクトリア時代におけるイギリス資本家達の利己的活

﹁この最後の者にも﹂︵一八六二年刊︶を想い出した︒この

は著書の出版者に圧力を加える有様であった︒然しラスキ

ふた︒そうしてそのあと私は︑曾てイギリスに於て産業革

ンは卿かも屈することなく︑企業における利潤と利得との

悲しゑも共灸に受入れてくれた我国の故郷のことを考えて
命当時︑農業を捨て工場に走った労働者が不況に当面した

差異を強調し︑彼等の精神構造の更改を要請したのである︒

ではない︒食う職場がなくなっていたのだ︒わが国の現に

ところでこの事実は故郷の人倉の冷淡を意味しているの

が︑その後八十余年︑イギリスの産業界はこの学説を受容

済活動によって︑利他心に転換する理由を説いたのである

年刊︶に於て︑人間に固有する自利心が自由競争と云う経

考えればアダム・スミスがその大著﹁国富論﹂︵一七七六

︑︑︑︑

い出したのである︒

時︑彼等を受入れてくれる故郷がなかったと云う史実を思

承る過疎化の実状とどこか似ているようである︒考えると︑

は遂に具現化されずに終ったのである︒

するには余りに多様化して居り︑ラスキンの理論と主張と

我国でも失意の肉親を受入れる故郷が次第に無くなりつつ
主義に固有する非情性から来る必然の結果なのである︒

中して貰いたいと思う︒

︵横浜市立大学名誉教授︶

党の追及も︑この利潤と利得の差異を実現化することに集

然し今や世界史は変りつつある︒予算委員会における野

あるのではないか︒これは人間関係の問題ではない︒資本
お盆の風景を眺めながら︑こんな事を考えてゑた︒
九月廿日

国会の予算委員会が開かれている︒今日は物価問題であ
る︒テレビを見ると参考人として石油企業の経営者がずら
り並んでいる︒考えれば彼等は日本経済を左右し得る言わ

ば大藩の城主達であるが︑映っている姿は法廷における被
し切れず頭を下げた︒

その昔読んだジョン・ラスキンの

告並で
であ
ある
る︒
︒結
結局
局便便
︽乗値上げを不当とする野党の追及に抗
この様子をゑて私は︑
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望月兼次郎

さらに七五歳以上の高齢者に限定してゑた場合でも︑わが

高齢者の戯言

したがって︑わが国の六五歳以上で働いている率は︑他
かれこれ十年近く前になるが︑静岡東高校長の頃︑ひょ

の先進国よりはるかに高いことになる︒この点について︑

うきんでおどけた生徒達が︑卒業式の当日︑ゲートポール

国は男子二三・四％︑女子五・八％あり︑西欧諸国の男子

活保障のために︑なお働くことが必要︒②現実に農家や小

わが国高齢者労働の率が高い理由として︑①高齢期の生

三％に比してきわめて高いのである︒

一○％以内︑女子二

私が最も嫌い︑かつ喜ばない品物は何であるか︑考えた

売り︑サービス業を中心に︑家族従業者として就業のしや

った︒

道具一式とパンパースー包を︑私に記念品として置いて行

末彼等は︑私をからかったのであろうが︑その茶目っぽさ

さらに︑この時の調査では︑一般に高齢者労働力率が高

が思い出されるこの頃である︒私はもう直ぐ高齢者の仲間

いことは︑就業構造の遅れとして捕えており︑その近代化

意識の強さ︑などと国勢調査では述べている︒

一九八○︵昭和五五︶年の国勢調査によると︑六五歳以

のためには︑高齢者就業を減らし︑少数労働力で高い生産

すさ︒③日本人の生活のなかで︑仕事に生きがいを求める

上の人口のうち︑働いている人の割合を見ると︑わが国の

性をあげることが求められる︑として西欧社会への追従・

入りの六五歳となる︒

年前︑昭和五○年は四九・七％︑一五・八％である︒

国と理解しているようであるが︑私はそうとは思いたくな

高齢者が労働意欲を持ち︑就業率の高いことを︑遅れた

模倣をほのめかしている︒

場合男子は四五・五％︑女子は一五・七％である︒その五
この数字を国際的に比較すれば︑アメリカは男子一九％︑

女子八・一％︑イギリスは男子一九・四％︑女子六・四％
である︒
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い︒健康維持の上からも︑高齢者の働くこと建喜ぶべき

が多い︒高齢者が長生きすることが︑悪いように感ぜられ

とか︑ひが承ではないが︑お荷物であると感ぜられる記載

政府が現在進めている税制の改革も︑総理大臣の主旨説

ることもある︒

ことで︑生き甲斐を感ぜさせるところである︒

急速に高齢化が進行し︑かつ就業希望者の多いわが国の

その問題もあろうが︑それがすべてではないわけである︒

明には﹁高齢者福祉のため﹂という言葉があった︒確かに

場合には︑伝統的な高齢者就業を維持することが︑単に社
性を示すものである︒

八二四年頃の編纂︶に孝

拘わらず︑食べ物を与えなかった娘に冥罰が下って急死す

養の心がなく︑食物にも不足し飢えている母親の願いにも

日本霊異記︵弘仁年間八一○

暮してきたのである︒

永年生活の知恵で︑国民それぞれは︑それなりに解決して

以前は長寿者が居なかったわけではなく︑父祖の時代から

長寿国となり︑高齢者が多くなったことは事実であるが︑

会保障政策に依存するよりも︑国民経済社会としての合理

一一

最近の調査によれば︑日本人の平均寿命は男子が七五・
二三歳︑女子が八○・九三歳である︒男子が七五歳を超え
たのは世界にも例がなく︑わが国は男女そろって世界最高
世界各国と比較した場合︑わが国に次いで二位がアイス

水準の長寿国である︒

口で現在の六五歳以上の人は︑総人口の一○・二％である︒

立︶に信濃国更級郡の男が︑親同様に生活していたおばを︑

一二○年の成立︶や大和物語︵天暦五年頃九五一年の成

ナム語り伝へタリトャ﹂と結んでいる︒また今昔物語︵一

る話があり︑﹁世二有ラム人︑猶尤モ父母二可孝養キ也︑ト

二○○○年には一六・二％となり︑二○二○年には二三・

悔の念にかられて︑また連れもどした話がある︒

妻に責め立てられて︑やむなく山に捨てたが︑帰宅後に後

一九八五︵昭和六○︶年の国勢調査によれば︑年齢別人

ランド︑三位がスウェーデンである︒

五％まで増加する︒つまりわが国の人口構成では︑六五歳

されば︑ここ数年間に行なったその政策を承ると︑高齢

も生かしながら推進することが必要であろう︒

を無視したり︑破壊するような高齢者対策は慎承︑伝統を

この例はその一つであるが︑わが国の長い伝統的な慣習

以上の老人が︑総人口の二割を超えるというのである︒一

般論として叫ばれているように︑国民の四人で一人の老齢
そのためか︑最近の政府要人の発言や︑マスコミの高齢

者を扶養する計算となる事も事実である︒
者対策の記事を見ると︑﹁老人を扶養しなければならない﹂
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者に不快感を与えるような騒ぎの割には︑目立った進展は

いては︑関係閣僚懇談会の下部機関の︑関係省庁の担当局

できるだけ環境を整え︑一元化の具体的な課題や手順につ

に︑社会福祉士︵ソシアルワーカー︶とか︑介護福祉士

トされ︑国民年金を含めどの制度に加入しても︑共通の基

去る一九八六︵昭和六一︶年四月に新年金制度がスター

長で構成する調整連絡会議で検討を進めていくという︒

︵ケアワーカー︶などの資格を設けたが︑その人柄によっ

比して比較的高かった給付水準が切り下げられ︑一元化に

礎年金が支給されることになり︑共済年金では他の年金に

シルバーサービス振興会の発足︒社会福祉に関係する人

ない︒

ム﹁松寿園﹂の火災で︑一七人が焼死した惨事を︑二度と

政府の高齢者政策は︑すべて平等な福祉政策で行なうと

向けて動き出したようである︒

てはマイナスとなる場合もあろう︒また特別養護老人ホー
繰り返さないためと称して︑施設約三○○○カ所を対象に︑

いう考えのようであるが︑それぞれの所属の団体で︑長年

三年計画で簡易スプリンクラーを取りつけ︑かつ専門家に
よる検討委員会を発足させる︑くらいであって根本的な対

特に公務員については︑官吏から公務員に変わり︑恩給

にわたって本人が負担してきた拠出金額は同一ではない︒

年金の官民格差︑さらには叙勲の官民格差の是正などが

の制度が共済組合の年金となって今日に至っている︒

叫ばれているが︑私は過去の歴史からゑても︑勤務環境か

官民格差は年金や叙勲の承ではなく︑職場の勤務条件や
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策や︑適切なことは何一つなされていない︒

ただ一つ新しい動きとして︑妥当か或は不当かは別とし
て︑公的年金を一元化して﹁官民格差﹂を無くすというこ
とがある︒

私生活までも︑一般国民より公民権が制限され︑自由も制

きのように思っている︒

らしても︑現在の段階では︑まだ官民格差は有って然るべ

員等共済組合連合会︑日本鉄道共済組合︑日本電信電話共

限された生活が強いられているともいえるのである︒

の上にさらに学校教育法︑教育公務員特例法その他によっ

規制され︑特に国公立校の教員については︑これらの法律

国家公務員法︑或は地方公務員は地方公務員法によって

済組合︑日本たばこ産業共済組合︑地方公務員等共済組合︑

一九八九年の﹁年金財政再計算﹂時に一元化に向けて︑

属ノＯ

に分立している公的年金を︑一元化させる目的であるとい

私立学校教職員共済組合︑農林漁業団体職員共済組合など

政府は現在の年金制度の国民年金︑厚生年金︑国家公務

三

て︑私生活までも一般国民や︑私立学校教員より多くの制

えると︑少なくもその人達の生存中は︑年金額に官民格差

は解っているが︑現在の高齢者の若い頃にさかのぼって考

があって当然である︒またそうあることが平等であり︑格

限が加えられているのである︒

差を直ちに解消することは︑不平等をつくることである︒

﹁教員は世間知らず﹂などという悪口がきかれるが︑私

既得権を剥奪することなく︑段階的に進め︑不利益を被る

らすればわかるような気がする︒

他の機関とは差をつけて優遇した目的も︑国家百年の計か

とする職場に︑例えば高等文官の任用とか︑教員養成には

明治時代の指導者が︑優秀な人材︑真面目な人材を必要

対するものではない︒

階層をつくらずに︑将来一元化の方向で進めることには反

は世間知らずの教員ほど真面目な生き方をした人であろう

仮に年金・叙勲について官民格差を無くするならば︑規

と思っている︒

制している法律も一般国民と同じにすべきであると思うも
のである︒

各種の法律的な制限を撤廃することができないならば︑
ある︒

かつて︑静岡県の行政で文化課長をやった関係から︑茶
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年金・叙勲についても官民格差は有るべきものと思うので
若い時に︑どのような職業を選ぶかは自由である︒しか

考えるところであろう︒現在の高齢者の中には︑恩給・年

に熱心な人達︑伝統工芸の職人さんなど︑多くの人びとに

華道・書道家︑絵画・彫刻など美術関係者︑文化財の保護

し職業の将来や︑生活の設計については︑最初に誰れもが
金について終生の計画の中に入れて考えた人もあろう︒そ

交わることができた︒先日九二歳の茶道の先生にお目にか

は若い人と変らず︑張りのある声に驚いた︒まだ弟子を教

かったが︑背筋はピンと張って姿勢もよく︑言葉の歯切れ

んは︑八○歳を過ぎても︑仕事場での眼の輝きには︑近寄

えているという︒県の無形文化財に指定されている職人さ

最も良い対策は︑まだ働ける高齢者を設備の整った施設

り難い威厳が感ぜられる︒

た年金を得ること︑これらの人に対しては福祉的に考えた

ルする現在の社会では︑高齢者に対する年金の必要なこと

国家が資本を保有し経済へ積極的に介入し︑コントロー

年金でもよいであろう︒

これに反して︑自由奔放に生きてきて︑予想もしなかっ

ｚ句○

近で︑踏象つけるような改正は差し控えて欲しいものであ

のような真面目に勤務してきた人達を︑最後のゴールの真

四

う︒どんな些細なことであっても︑そのことに生き甲斐を

が実益を兼ねられたならば︑これに勝る生き甲斐はなかろ

ること︑さらに各人は趣味を持つことであると思う︒趣味

に︑無理に収容することではなく︑相応な仕事が与えられ

減らす研究はできないものか︒

になっているという︒予測するだけでなく︑その出現率を

出現率は︑四・八％でざっと二○人に一人は﹁桃惚の人﹂

全国の実態調査の結果によると︑六五歳以上の中からの

生・老・死はすべての人に共通したことである︒老いも

若きも労わり救い合う︑心の通い合った社会をつくれば︑

いか︑収容施設も或る程度は必要であろうが︑これを必要

寝たきり老人とか︑桃惚老人が増えることはないのではな

しい︒

感じている人は素晴しい︒生き甲斐を育てる施策が是非欲
最近はぼけ老人が増えているというが︑生き甲斐を奪い

ものである︒

としない︑健康で何時までも役立ち老いる老人となりたい

高齢者を社会の片隅に︑追いやっているのではないだろう
によると︑わが国の痴呆性老人は︑一九八五年の時点で︑

生山智己

︵元静岡県立静岡東高等学校長・静岡県教育委員会文化課長︶

か︒厚生省には痴呆性老人対策推進本部があり︑その発表

八五万人と三倍以上に急増すると予測している︒

五九万人と推計し︑一五年後には約二倍︑三○年後には一

高齢化社会に考える

当年とって三十六歳だが︑﹁老い﹂を考えない訳ではな

病院院長の田中良治先生と話をする機会が得られた︒以下︑

その札幌で十二年間老人医療に取り組まれてきた札幌田中

べよう︒

先生の話された高齢化社会における問題点と私の感想を述

い︒しかし︑﹁老いる﹂という言葉は好きではない︒とし
を重ね︑年月が結果として経るだけのことだ︒

札幌に住んで一年︑今ではすっかりその風土にも慣れた︒
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十五プラスマイナス二○の範囲か︒国や地方自治体が老人

ｌ老人かそうでないかは自分で決めること︒基本的には六

けが出てくる︒では仕事以外の生きがいをどうするのか︒

ばいけない︒働くことが生きがいという人は︑定年後にぼ

ｌ定年後の生活をどうするか︒何か生きがいを持たなけれ

備が必要だ︒︶

それには健康︑金︑孤独でないことが必要︒社会保障の充

無料パスを設定するのも考えものである︒一九五七年の国

実も望まれる︒年金の問題がある︒師％の人が年金だけで

連で六○歳以上を老人とした︒日本人の平均寿命は︑昭和
二十二年が五十二歳︑二十七年が六○歳︑四十七年が七○

で一人の老人を養っている勘定︒それが昭和百年には二・

食費をまかないたいとしているｐ現在は︑人口比六・五人

歳︑そして現在は八○歳となっている︒ｌ
︵成程︑自分が老人と他人に決めてもらう必要なんて全然

︵定年後の生きがいは自分でも重要視してきた︒それは︑

四人で一人を養うことになる︒ｌ

ない︒下手に無料パスなどもらったら︑自分は老人なのか︑
とかえってがっかりして逆効果である︒ある年寄りから︑

シルバーシートの前に立っていたら坐っていた若者が席を

備しておかなければいけないだろう︒急に趣味を見つけて

定年間際に考えたのでは既に遅い︒三○代︑四○代から準

やり出したところで︑所詮つけやき刃になってしまう︒仕

ゆずってくれたので︑自分が老人に見られたのかと思い心
じようなこと︒元気な人にはいらぬおせっかいというもの

地よい気がしなかった︑との話を聞いたことがあるが︑同

事が趣味の人は︑顧問制度などをとったら如何だろう︒そ

するのだ︒戦前は政府に元老制度があったし︑町内には必

の豊富な経験︑知識を生かして現役に適切なアドバイスを

だ︒

ずご隠居さんがいて︑事あれば意見を述べていたものだ︒

平均寿命の伸びは大変なもの︒ここ四十年間で三○歳の
している︒覇気のない十代︑二○代の若者よりよっぽど若

びた勘定になる︒今︑五○歳︑六○歳の人なんてピンピン

制度としての社会保障を充実させても︑本人にとって実

企業でＯＢ会を組織するのも一案かもしれない︒

のあるものでなければ意味がない︒一つには老人に︑ある

って行くのを眺めていると︑おかしいなあと思うとともに︑

々しい︒そういう人達が定年です︑などといって職場を去

会社としても勿体ないなあと思う︒まだまだ十分活躍でき

の自殺者が少ないそうな︒それは︑老人に家長としての責

一定の責任を持たせる必要があるだろう︒沖縄では︑老人

確かに寿命の伸びが急速すぎて︑社会がそれに追いつい

任を持たせているからだそうだ︒生きがいを考えれば病気

るのだ︒

ていけない部分があるのだろう︒対応できるシステムの整
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も治るとは田中先生の話︒

一︑脳血管障害にかからないようにする︒そのためには︑

い人は八グラム以下にする︒良質の蛋白︵牛乳︑大豆製

食塩の摂取を一日十グラム以下にする︒すでに血圧の高

品︑魚︑鶏肉︶を摂り︑肥満とストレスの解消のために︑

老人の孤独もわかる︒確かに︑親は子供の面倒を承る義

適当な運動をする習慣をもつようにする︒牛乳を一日最

務があるが︑子供は親の面倒を承る義務がない︒ともすれ
せる必要があるのだろう︒年金問題は︑自分が高齢者にな

ばやっかい者扱いされてしまう︒やはり一定の役割を担わ

低二○○

百六○

億の細胞から成っていて︑二十五歳を過ぎると一日十万

二︑寝たきりにならないこと︒人間の脳は百四○

三○○ミリリットル飲むのをすすめる︒

った時に︑直接ふりかかる問題である︒切実だ︒制度の改

個以上が消滅していく︒寝たきりになると脳細胞の衰え

善が望まれる︒︶

るべきである︒また︑役所に民間の頭脳を入れて高齢化社

ｌ定年後の生活は︑第二の人生ではなく新たな人生と考え

現象が︑急速にスピード化する訳である︒

している金を国内の高齢化問題に使うのも良い方法である︒

会を考えるのも良い︒日本企業が︑税金対策で外国に投資

人間関係が薄れ︑生きがいがなく︑一人殻の中に閉じこ

もり︑楽しゑを持たない孤独な生活はぼけの原因になる︒

三︑孤独にならないこと︒孤独はぼけの最大の敵といわれ︑

たのが現在の老人たちである︒老人性のぼけは︑その人た

﹁もう年齢だから﹂と︑無関心や引っ込承思案にならな

戦後の瓦操のなかから︑復興の原動力となって働いてき
ちに神様が与えてくれた休養といえる︒ｌ

いで︑常に何かに関心を持ち︑新しいことへの挑戦を忘

れず︑好奇心旺盛にすること︒

︵新たな人生ｌ人生二回説︑結構なことだ︒老人問題にも

民間活力が必要であろう︒老人ホームとか︑老人病院など
とし承つたれたものではなく︑明るくのびのびと大自然の
企業が︑発展の功労者である人灸を﹁定年﹂の一言で切

手足を動かすことは大切︒高名な画家︑陶芸家︑音楽家

﹁人は足から弱る﹂﹁手は外に出た脳﹂といわれるように︑

ことによって脳を刺激し︑脳への血流を順調にする︒

常生活で積極的に頭をつかい︑体を動かすことを続ける

四︑常に頭を使い︑常に身体を動かす習慣を持つこと︒日

り捨ててしまうのは︑残酷な話である︒退職金だけでなく︑

が非常に高齢でありながら︑心身に全く衰えを承せず活

中で暮らせる施設をどんどんつくるべきだ︒

るべきであろう︒︶

躍している方が多い︒芸術家と長命の関係は︑容易に説

希望者には︑前に触れたようなＯＢ会なり社友制度を設け
次にぼけの予防について︑先生の所説を述べよう︒
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明し得るものではないが︑手を動かすことが健康の保持

人は︑歳月を重ねたから老いるのではない︑理想を失う

滅は魂に識を刻む︒心配︑疑い︑自己不信︑恐れ︑絶望ｌ

ときに老いるのである︒歳月は皮層に雛を刻むが情熱の消

これらのものこそ︑成長しようとする精神の息の根を止め

に一役果していることは否定できない︒
たない老人は役割をもった老人よりもぼけになりやすい︑

五︑常に責任ある立場にいること︒家庭内でも︑役割をも

てしまう元凶である︒

︵日産チェリー札幌販売株式会社勤務︶

そのような人は神の哀れみを乞うしかない︒

氷に覆われるとぎ︑其の人は真に老いるのだ︒

すべての夢を失い︑心の芯が悲観という雪︑皮肉という

などを感じとることができる限り︑その人は若いのだ︒

大地や人間や神から︑美しさ︑喜び︑勇気︑崇高さ︑力

て老いる︒

る︒自信や希望に比例して若くあり︑恐れや絶望に比例し

人は︑其の信念に比例して若くあり疑いに比例して老い

る気持が存在するはずなのだ︒

る子供のような好奇心や︑人生の喜び︑および勝負を求め

思想に対する驚きや︑不屈の闘志や︑来るべきものに対す

は驚異に対する憧慢や︑星や︑星のようにきらめく事象や︑

七十歳になろうと︑十六歳であろうと︑人間の心の中に

との統計がある︒やはり︑老人には社会でも家庭内でも
責任ある部分を残してあげること︑役割意識を持つこと
は︑趣味や豊かな人間関係をもつことと同様︑それ以上
に生きがいを感じさせるものである︒

以上︑田中良治著﹃いつかは通る道ｌ呆け老人の理解の
ためにｌ﹄高齢化社会環境研究所発行より引用︒詳しくは

一高社研会館

三四二︶︑ＦＡＸ恥︵○二

〒○六三札幌市西区手稲宮の沢三○二
六八五

三二○一︶の同研究所まで︒

二ＦＴＥＬ恥︵○二
六八五

さて最後にサミュエル・ウルマンの詩でこの文章を終る
ことにしよう︒彼の言葉こそ︑高齢化社会を考える場合に
ふさわしい言葉はない︑と考えるからだ︒

青春の賦サミュェル・ウルマン
さと
とは
は︑︑人生のある時期のことではなく︑心のありか
若さ
たのことだ

若くあるためには︑強い意志力と優れた構想力と激しい
情熱が必要であり︑小心さを圧倒する勇気と︑易きにつこ
うとする心を叱姥する冒険への希望がなければならない︒

（27）

日米交流の懸橋ｌ杉本零

高齢化社会の到来がもう現実のものとなっている昨今︑人
が生涯学びつづけねばならないことは︑改めていうまでもあ
りません︒けだし︑人は何歳になっても成長が期待される存
在だからです︒

た︒

多田建次

父は︑敗戦の傷手にもかかわらず︑武士としての誇持を

さいごまで失うことのなかった︑典型的な武士であった︒

維新以後︑藩や家柄そして武士という立場の栄光は︑稲垣

家の人々から遠ざかっていくばかりであったが︑それだけ

にそれへの回顧の情は︑武士道にたいする敬慕の念となっ

て︑彼らの心をとらえていた︒彼らは︑いわば理念として

（28）

このテーマに関して私が教育学徒だからといって︑先輩の
方々にアドバイスめいたことを書くことははばかられます︒

むしろ︑年齢を重ねれば重ねるほど知的探求心を燃やしつづ
けた女性を紹介することの方が生産的かと思い︑筆をとりま

た︒

の武士道モラルのなかで︑激動する時代に毅然と立ち向っ

なわち﹁まさかり﹂と名づけられた所以である︒そのなか

した︒

古い家柄と長い伝統をほこる稲垣家のしつけは︑女子だ
多くの困難に遭遇しながらも︑うまずたゆまず学びつづ

で欽子が学んだことは︑﹁武士の膜をうけた人は︑来るべ

からといって容赦しないきびしいものであった︒〃欽″す

けつつ充実した生涯を送り︑しかも歴史のうえにすぐれた

きどのようなことにも処してゆける﹂という覚悟と︑﹁身

御の精神″とであった︒いつぽう︑少女時代の欽子は︑曾

えつこ

誠子は︑明治七年旧越後長岡藩家老稲垣平助を父として

祖母と母の昔がたりや︑乳母や下僕の炉辺夜話に︑あたた

に受ける苦しゑはかえって心のはげ承になる﹂という〃制

生まれた︒維新の嵐のなごりの︑まださめやらぬ頃であっ

その一人であった︒

足跡を記した人物がいる︒﹃武士の娘﹄の著者杉本欽子も︑

■■■■■

欽子が渡米するにいたるそもそものきっかけは︑兄が家

途ではなかった︒困難ではあるが︑虚心に異文明に触れ︑

合し︑無批判にアメリカナイズすることも︑欽子のとった

なに閉じこもることはなかった︒逆に︑アメリカと情意投

メリカの風習に融けこめずに︑日本の伝統のなかにかたく

長としての一存で︑畏友杉本松雄を欽子の将来の夫に選ん

謙虚にその言うところに耳を傾け︑ひたむきに学び取ろう

かく包まれてもいた︒

かねてから福沢諭吉の書に触れ︑いくたの思想的遍歴のす

だことにある︒松雄は︑京都のとある商家の息子であった︒

いうように︑﹁博大な心を以てアメリカ人と心からの結び

とする姿勢を︑ゑずからに課した︒それは︑阿部知二氏も

つきを有とうとはしたが︑しかもあくまで古武士の娘とし

にあきたらなさを抱いていた彼は︑成人の記念にたばこ囲

ての精神の伝統を生かし切ろうとする真剣な念願の途であ

え︑洗礼を受けていた︒それゆえか︑商家の因襲的雰囲気

は自分のものではない︑と鴨川にそれを投げ棄てるなり憤

を贈られたことに反発︑酒たばこに親しまねばならぬ商売

ち︑欽子は花嫁修業と英語習得をかねて上京し︑四年間に

どなく取り引き上のおもわぬ間違いから破産宣告を受けて

な日々を楽しんだ︒夫の事業は順調に発展していたが︑ほ

シンシナティでは︑花野・千代野の二女をもうけ︑幸福

った﹂

わたって青山にある東京英和女学校に学んだ︒その後単身

二人の娘は︑里帰りをかねて日本へもどることとなった︒

しまう︒一年後には立ち直る見込承があったので︑欽子と

に︑日本商品をあつかう店を経営していた︒結婚にさきだ

然渡米を決意し︑アメリカ東部シンシナティの目抜き通り

で渡米し︑結婚生活にはいったのが︑明治三一年︑誠子二

夫の死後二人の娘をかかえた誠子は︑長岡の母に留守を

の不慮の死をつげる電報が届けられた︒

しかし︑帰国して間もない家族のもとへ︑盲腸炎による夫

四歳のとぎであった︒

言語習俗の異なるアメリカでのあたらしい生活には︑多
まりある︒しかし︑日本の女は定められた家に嫁いで一生

たり︑普連士女学校の英語教師をして︑生計を立てていた︒

頼むと︑基督教婦人矯風会で矢島揖子の英語助手をつとめ

くのとまどいや苦労があったであろうことは︑察するにあ
を終わるもの︑苦労なしに幸福を願うものではなく︑﹁武

争のはげしい一三−ヨークでの生活がはじまる︒欽子は︑

長岡の母の他界を機に︑大正五年ふたたび渡米︑生存競

士のまつげはうるおうてはならない﹂としつけられた誠子

筆を執ることに自活の道を求めた︒シンシナティ時代の新

は︑どのような事態にも耐え忍びうる気丈さを備えていた︒

のゑもとづいてアメリカ文明に盲目的な反発をしたり︑ア

したがって︑異文明のなかに身をおいても︑日本の基準に
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がて作家であり詩人でもあるクリストファー・モーレーに

ようになった︒くりかえし送り続けるうちに信頼を得︑や

聞への寄稿の経験から︑新聞雑誌に投稿して原稿料を得る

体だったにもかかわらず︑死の直前でも清岡氏の帰宅を︑

あった︒病にむしばまれ︑もう起きあがることのできない

ごまで周囲に気づかせることのない︑従容とした旅立ちで

七六年の生涯を閉じた︒肝臓ガンのはげしい痛承を︑さい

ちや昭和二五年女婿である慶大教授清岡瑛一氏邸において

たど

認められ︑彼のすすめで自己の半生をつづった﹁武士の
いりました筆の小径に︑一条の光を見出したような喜びを

着物の襟を正して迎えたという︒

娘﹂を︑雑誌﹃アジア﹄に連載した︒﹁手探りに辿ってま

連載終了の翌大正一四年欽子五一歳のとき出版︑好評を

覚えつつ﹂取り組んだものである︒

得︑ついでドイツ・フランス・デンマーク・スエーデン・

以上︑﹃武士の娘﹄などによりつつ︑かけ足で欽子の生

涯をスケッチした︒﹁私はただ外国の友だちに少しでも日

七年間にわたって担当した︒日本の女性としてこのような

が翻訳をためらっていたため︑日本での刊行がおくれ︑し

の方に読んでいただく価値がありましょう﹂と︑作者自身

本格的な文筆活動に入るのと相前後して︑誠子は︑コロ

地位を得たのは︑彼女がはじめてであろう︒学生たちから

かも公刊されたのが昭和一八年という不幸な時期だったこ

の小さい見聞や感想を書き綴ったの承です︒どうして日本

は︑﹁教壇に立つ優雅なキモノ姿の婦人講師﹂と愛され︑

ともあって︑従来この作品は︑一部の胴眼な読書人以外ほ

本とその女性のほんとうの姿を知らせたいと思って︑自分

ス全員を自宅に招いて︑お茶をもてなしつつ談話に興じ︑

慕われた︒定刻がきても質問が尽きないと︑そのままクラ

しかし︑北国のきびしい自然のなかにも︑ゆたかな愛情

た自叙伝を︑われわれはそう多く持ってはいない︒時に応

にはぐくまれた幼き日々を︑さまざまなエピソードを織り

じてそのエピソードのなかに︑維新後の社会生活のめまぐ

足袋に草履ではつめたいだろうと︑学生がわざわざ車で迎
昭和二年五三歳のとぎ︑著作活動の題材を求めて帰省︒

込承つつ︑これほど生き生きと︑これほど美しく描きだし

これで前後二○余年間にわたる米国生活に終止符を打ち︑

るしい変化や︑人灸のとまどいがさりげなく触れてある︒

えに来てくれたりもした︒

時のたつのを忘れることもしばしばであった︒雪の日など︑

とんど注目することがなかった︒

ンビア大学の公開講座で︑日本語と日本文化史の講師を︑

日本など九ヶ国語に翻訳︑紹介された︒

■■■■■

日本とアメリカが敵対しあう時代を︑心傷めつつ送ったの
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■■■■■

それが︑﹁訳出にあたりましては︑杉本婦人が手をとらん
ばかりに導いて下さいました﹂と︑訳者が記しているよう
に︑翻訳にありがちな生硬さをいささかも感じさせぬ流れ

せてはいない︒読者諸氏ゑずから手に取って︑味読された
い０

一一一

欽子の生涯が︑今日のわれわれに語りかけるものは︑一

るような文体とあいまってｌ﹁その文章は今朝開いた桜
三・河村肇らの自伝にまさるともおとらぬすぐれた内容に

花のように清々しい﹂ｌこの作品を︑福沢諭吉・内村鑑

がら︑とりあえず二点だけ指摘しておきたい︒

体何か︒終生失うことのなかった知的探求心もさることな

はじめは︑欽子のモラルバックボーンについて︒明治も

仕立てあげている︒かつて日本人の自伝が︑数ヶ国にわた

一○年代に入り︑欧化の風潮は︑ようやく草ぶかい越路を

あったが︑稲垣家の人々の武士道への信頼には︑一点のゆ

って熱心な読者を獲得した例が︑ほかにあったであろうか︒

われわれは︑この書に触れることによって︑あらためて

の願いに︑ついで﹁家の後継者としての教養﹂をさずけた

るぎもなかった︒欽子は︑はじめ尼にしたいという曾祖母

日本の王朝女流文学の流れを汲むという評価は︑けっして

この百年のあいだにいかに多くのものを失ったか︑ｌそ

もおおいはじめ︑旧来の権威はあらゆる場面でゆらぎつつ

れは﹁高く強く清く美わしい精神の伝統﹂とでもいうべき

いという父の思わくにもとづいて︑きわめて厳格にしつけ

大袈裟ではない︒

を思わずにはいられない．欽子は言う．

私は︑女の尊さを悟るにつれ︑自由を愛し自由に向

は﹁女大学﹂を日本女性の亀鑑として︑終生信奉してやま

が国の伝統的婦道をおさめていた︒清岡氏によれば︑欽子

られた︒そしていつしか﹁女大学﹂によって代表されるわ

ものか

って進む権利を信じていたのは若い頃のことで︑真の
はる

自由は︑行動や言語や思想の自由を遥かにこえて発展

もとより︑今日﹁女大学﹂のアナクロニズムを指摘する

に支えられていたといえよう︒

ことは︑たやすい︒しかし︑それを遵奉して一生をおえた

なかったという︒誠子の波澗に承ちた生涯は︑﹁女大学﹂

ともあれ︑強靭な精神とゆたかな教養のもちぬしの︑承

ました︒

ずゑずしい感受性︑するどい観察力︑あくことなき探求心︑

てかけがえがない︒ふつうには旧来の婦徳と近代女性の自

女性の生は︑ありふれた批判をはねつけるほど︑重くそし

しようとする精神的な力にあるのだということが判り

た描写を︑読者に過不足なく伝える術を︑筆者は持ちあわ

公正な視野︑活発な思考力︑含蓄にとむ表現によるすぐれ
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て人生を豊富にし︑人類を祝福するであろう︒百世の

ごとく︑四方の風に散りたる後もなおその香気をもっ

後その習慣が葬られ︑その名さえ忘らるる日到るとも︑

杜を越えて長く活くるであろう︒その象徴とする花の

て成長しえたのではなく︑そのような零ハックポーンがあっ

大学﹂のモラルを身につけたにもかかわらずや国際人とし
たからこそ︑異文明下の人々のゆるぎない信頼と尊敬とを

えざる丘から風に漂うて来るであろう︒

その香は︑﹁路辺に立ちて眺めやれば﹂遠き彼方の見

我とは︑本来相容れないものとされる︒欽子の生は︑﹁女

かちえたことを︑われわれに教えている︒ふたたび︑阿部

つぎは︑異文明との出会いにおける誠子の対応について︒

たび︑この稲造の文章を思い起すのである︒

﹃武士の娘﹄をひもとき︑欽子のひたむきな生涯にふれる

知二氏の言葉をかりよう︒

この主人公が︑そのきわめて封建的な環境のなかか
ら︑広い世界に出て行ったこと︑そしてそれは︑はげ

アメリカ文明のまっただ中に飛び込んだ誠子が︑思いもか

しい反抗によるのではなく︑ｌここに語られている
日本の婦徳によって︑いかにもおだやかに行なわれて

にいとまがない︒しかし欽子は︑中途半端に理解したふり

けぬ事態に直面し︑とまどいや疑問を感じたことは︑枚挙

しなかった︒疑問を自己の価値観での承解釈し︑自己の基

をすることはなかった︒あいまいなままで片づけることも

いるのではあるが︑ｌしかも︑底に不抜の意志とそ
おそらくなかには︑欧米人にわが国のモラル簿ハックポー

して勇気とがあったということは明らかである︒

ンを紹介するため︑新渡戸稲造が英文でつづった﹃武士

かった︒疑間を疑問として追求する姿勢を崩すことなく︑

準に照らして処理することも︑誠子の選んだ解決策ではな

つねに当該文明の脈絡のなかに︑その解答を探ろうとした︒

道﹄を想起する読者も︑いるにちがいない︒稲造にとっても︑

それゆえに︑何のわだかまりも持づことなくアメリカに︑

武士道のモラルは︑たんなる化石ではなかった︒それがわ

が国近代化にどう機能したかｌたとえば士魂商才という
表現もあるＩ詳細に論ずるゅとりはないが︑稲造はこの

さらには日本にも︑胸襟を開くことができた︒日本人がお

誠子は︑日本の伝統のなかにしっかりと足を踏えていた︒

書の末尾で︑つぎのように予言した︒

武士道は一つの独立せる倫理の徒としては消ゆるか

ヒステリックなまでの独尊外卑︵排外主義︶という両極端

うおう陥りがちな︑卑屈なまでの外国礼讃︵拝外主義︶や︑

の弊や︑皮相な文明摂取でその場を取り繕う折衷主義的対

も知れない︒しかしその力は地上より滅びないであろ
も知れない︒しかしその光明その栄光は︑これらの廃

う︒その武勇および文徳の教訓は体系として穀れるか
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子の国際性を解く鍵も︑おそらくここにあるのであろう︒

応︵和魂洋才︶など︑思想的無節操から自由でありえた欽

のように︑女の操﹂を守りとおした︑実りゆたかなものだ

竹のようにもの柔らかに素直で︑しかも雪に咲きほこる梅

ない︒﹃武士の娘﹄は︑大岩美代氏によって邦訳され︑筑

ふかい理解と愛情とを︑その行間に見出すからにほかなら

ったであろうｌばかりか︑まさに東西両文明にたいする

欽子を〃グレートレディ〃と敬愛しつづけているという︒

摩叢書に収められている︒

生前の欽子を知るシンシナティの古老たちは︑今もなお
異質な文明下にある世界各国の人々が︑安心して﹃武士の

山本哲生

︵玉川大学助教授︶

娘﹄を受け容れるのは︑日本女性の美質ともいうべき︑
″しとやかさ〃と〃りりしさ″との調和のとれた人となり

Ｉ欽子の生涯は︑母の教えさながら﹁松のように強く︑

高齢化社会と教育・学習

しかしこのような生涯教育と学習の問題は︑社会的にゑて

していくためには今後︑そのための知識や情報︑論議と方

ったところにすぎない︒問題はたくさんある︒問題を処理

も個人的にゑても取り組み方において︑いまだ入り口に入

高齢化社会を迎えて最近︑生涯教育が一段とクローズア

はじめに

ップされている︒考えて承ると︑生涯教育は二十一世紀に

して日頃抱いている雑感を︑求めに応じて記してゑた︒

私自身まったくの素人ではあるが︑このような問題に対

策化の必要が必至である︒

えそうである︒

向けてのわが国にとって︑もっとも大きな課題の一つとい
今日セカンドライフを迎えた高齢者の間には︑夫婦で生
きがいと楽しゑある生活を求めて︑関心がたかまっている︒
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の人為が望んでいることがわかる︒ただ顕著に違うところ

う人達が多くなったということである︒昭和六十二年の総

たり︑ボランティアや職業を通して何らか社会的活動を行

は︑長寿社会と時代を反映してスポーツや趣味に精を出し

厚生省が昭和六十二年に発表した日本人の平均寿命は︑

理府﹁観光白書﹂によると︑余暇時間を載せて︑六十歳か

高齢化社会とセカンドライフ

二十二年の平均寿命を見て承ると︑男子は五○・一歳︑女

男子が七五・六歳︑女子が八一・四歳である︒因承に昭和

・五時間︑七十歳以上が九時間と記しており︑その余暇時

間を能動的に利用するか︑受動的に利用するかについて三

ら六十四歳までが七時間︑六十五歳から六十九歳までが七

対七の割合で受動的であるとしている︒余暇時間に対する

子は五四・○歳である︒戦後まもなくから四十年間に︑平

ェーデンに追いつくのは︑そう遠いことではない︒人生八

このままいくと︑世界で高齢化の最たる国といわれるスゥ

匹敵するこの余暇時間は︑今日高齢者のライフスタイルを

姿勢については問題なしとしないが︑一般的な労働時間に

均寿命はおよそ二六歳︑五○％も長く延びたことになる︒

ひとり自然がなし得た技ばかりでなく︑人間の生きること

である︒

長寿と時代の移り変りによって︑変化させるにいたったの

十年時代︑目出度いことに違いはない︒しかしこの結果は︑

に対する英知と向上心が原動力となって︑はたらいた結果

保障﹂︑﹁健康﹂︑﹁生きがい﹂である︒いわば三要素は︑長

今日高齢者にとって大切な三要素とされるのは︑﹁所得

高齢者にとって大切な三要素

と承ることが出来る︒

今日の高齢化社会は︑人びとのライフサイクルや社会構

ことになり︑その多くはかくしゃくたる高齢者であるゆえ

年間︑女性はもう少し長いとされるセカンドライフを持つ

以上の人が受けており︑老後の安定と安心に役立っている︒

寿社会のシンボルともいえる︒﹁所得保障﹂はいま︑七割

造を大きく変えるにいたった︒結果的に男性は定年後十六

に︑社会生活の急激な変化にも対応して︑第二の人生をい

うはいっても﹁厚生白書﹂︵昭和六十一年版︶は︑六十歳か

あるいは散歩にと︑健康作りに取り組むようになった︒そ

クラブやスポーッジムに通ったり︑ゲートポール︑テニス︑

﹁健康﹂にいたっては近年︑高齢者の多くがアスレチック．

かに生きるかを問い︑解決しなければならなくなってい
る︒

して暮すというのが︑おおかたのことであった︒このこと

昔は六十歳を過ぎると隠居生活に入り︑家で孫の世話を
は厚生省の調査などを見れば︑意識的にはいまも半数以上
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ら六十九歳までの人たちについて︑健康に注意をはらって

生涯教育はこれからの課題である︒生涯教育体系作りと

生涯教育・学習

ているがそれぞれ三○・五％︑二五・四％︑はらはない

計画は国家が着手し始めたところであるが︑現実には出来

いるが五五・九％︑七○歳以上が五七・三％︑時々はらっ
が一三・一％︑一七・三％と報告しており︑健康作りには

これについては後でまたふれることにして︑学習する立場

るところから始める施策努力と施設の充実が要請される︒

に立って筆をすすめてゑたい︒学習には当然のことである

もっと喚起の必要がありそうではある︒﹁生きがい﹂の問
ったならば︑どんなにつまらないものになるであろうか︑

が︑始まりがあっても終りがないものである︒それは内容

題︑定年後のセカンドライフ︑その人生に生きがいがなか

今日の高齢化社会に人生隠退のイメージがあってはならな

を配るところに自発性︑創造性をたかめるところであるが︑

を感じ得るものである︒今日の教育が一般に︑学習者に気

さらに持続性を肝要なこととする︒高齢者にとって健康の

と幅と深さがあることであり︑それ故に人間は学習の喜び

増進︑趣味への挑戦と拡大︑さらに地域の社会活動に参加

い︒経験に富承︑健康︑活力︑若者に負けない気概を持っ

一年︶には︑国民に対して何が生活する中で一番大切と考

総理府が発表した﹁国民生活に関する世論調査﹂︵昭和六

という際に︑始めは他人から言葉をかけられたり︑誘われ

た人たちが活動する明るい社会こそ︑高齢化社会であろう︒

た人が四九・一％で一位︑﹁物質的な豊かさ﹂と答えたの

えるかを問うた結果が出ているが︑﹁心の豊かさ﹂と答え

たりすることがあると思う︒やがてそれが楽しくなること

向上させることからいえば︑十分ではない︒もう一歩出て

があるだろうが︑長続きとか楽しい活動︑あるいは自分を

ライフにおいてだんだん萎んでいってはつまらないことに

上となるが︑いずれにしても﹁心の豊かさ﹂が︑セカンド
なるのである︒この点については今日の老齢化社会︑国︑

なものが必要である︒持続的ということはそれらと表裏の

自発的に愉快に取り組んでいく積極性なり︑ゆとりのよう

が三二・七％で二位となっている︒両者合わせて八○％以

地域︑住民の連帯と努力︑そして高齢者一人ひとりの目標
と積極性に侯つところがある︒さきに述べた通り︑生涯教

うと思う︒いいかえれば︑生きがいを求めた学習は楽しさ

でなければならないし︑そこが原点であるということであ

関係になる︒実は生涯学習の究極の意味がここにあるだろ

は︑高齢化社会と教育︑福祉両面の相乗作用があるという

る︒その原点にたって読書するのもよし︑カルチャーセン

育︑生涯学習がにわかにクローズアップされてきた背景に
ことにもなるであろう︒
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その気にさえなれば情報と機会を得ることは容易である︒

とりのことであり︑肩肘張ることは何もない︒そして今日︑

ター︑文化講座に通うのもよしであり︑生涯学習は一人ひ

た編成︑工夫が必要となるであろう︒

生活に密着した題材を選び︑また地域交流事業等と結合し

経験を生かし︑増幅させるため︑教育の内容︑方法の上で

極的な担い手として見るべきである︒高齢者の有する知識︑

育を推進する立場から本質を衝くように﹁過疎化と林業衰

ポジウムが開かれた︒挨拶に立った榛村純一市長は︑生涯教

静岡県掛川市において︑昭和六十二年一月生涯教育シン

地域には﹁生涯教育情報センター﹂︑﹁高齢者能力開発セ
ンター﹂なり︑文化保存︑奉仕活動に携わる諸団体がある︒
一人ひとりの積極性︑気概が求められるのである︒
生涯教育に一戻ろう︒生涯教育は︑活力ある社会を築いて

にすることだった﹂と発言している︒的を射た言葉である︒

いく意味から︑早くから先進国では真剣に論議が交され︑

策化において決して先進国とはいえない︒教育立国でもあ

なおシンポジゥムに発言者として出席した宮城まり子さん

る選択土着民になり︑物心両面の自給自足性を持てるよう

るわが国は︑従来学校教育を中心に考えられており︑生涯

︵ねむの木学園長︶は生きがいを述べて﹁子どもたちに教

退の中で︑この地域の人たちがローカル・プライドを持て

教育は近年ようやく︑関係行政機関︑民間団体で大きく取

えてあげようという目的から︑自分もいつも勉強しようと

構想が練られている︒しかし日本は︑この概念の定着と方

かれたり理論的研究成果も発表されるようになってきてい

り上げられ︑活溌な運動となっており︑シンポジウムが開

しようとする人たちの要請に応える体制作りと方策化とい

生涯教育にとって最も基本的なことは︑教育機会を利用

評価され︑多元的に人間が評価されるような人灸の意識を

で人間が﹁どこで学んでもいつ学んでもその成果が適切に

生涯教育についても注目すべき提案をしているが︑その中

閉会︵昭和六二年八月︶した臨時教育審議会の最終答申は︑

いずれも共感出来る言葉である︒またさきに注目を浴びて

する気持ちが起きて幸せに思っています﹂といっている︒

うことであり︑いいかえれば︑人灸が生きがいを創造する

る︒

際自発的な実現が出来得るような︑教育環境作りというこ

る学校や職場に進めなかった人灸が︑その後の人生でそれ

社会的に形成していく必要がある︒また若いときに希望す

していく必要がある﹂と述べている︒この着眼と実現は熟

らに挑戦する機会があるように教育や社会の仕組承を改善

とである︒いうまでもなく利用者の要請は千差万別である︒

ても同様である︒発想の上からは︑今日では高齢者を単に

趣味︑教養︑奉仕の内容は多種多様であり︑高齢者にとっ
社会サービスの受け手として見るのでなく︑社会参加に積
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年者にとっても望むところである︒さらに﹁これからの学
である︒

や改善を含めて︑検討とあらたなる発想が望まれるところ

高齢化社会と生涯教育・学習は︑二十一世紀に向けて現

おわりに

習は︑学校教育の基盤の上に︑各人の責任において自由に
選択し︑生涯を通じて行われるべきものである︒このよう
振興を図るとともに︑さらに民間における学習・文化・ス

代社会の重要な課題である︒その課題解決に取り組むには

な認識に立ち︑学校教育︑社会教育︑職業能力開発などの
ポーツ︑情報産業等による教育活動を含め総合的なネット

に︑高齢者が自発的に楽しいセカンドライフの設計と実践

官民一体の連帯と努力に侯つところが大きい︒それととも

に励承︑あわせて持続性が強調されなければならない︒さ

ワークを形成していかなければならない﹂とも述べている︒

らには活力ある社会の形成をめざして︑生涯教育・学習に

この趣旨には生涯教育の機会に対する公平・平等理念があ
いることも事実である︒ただ問題は︑内容が趣味やレジャ

る︒生涯教育が今日︑多くの民間活力によって支えられて

︵本会特別会員・日本大学教授︶

対する意識の高揚を図ることが必要となるであろう︒

野健知圃

の生涯を通じて︑科学・芸術・宗教など人生にかかわる根

源的な諸問題を学習・探究し︑自己自身を深めることによ

る︒﹂

って価値ある生涯を送ることにこそ︑生涯学習の意義があ
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ー偏重になっているところである︒民間活力への依存は今
後一層増加する︒とすれば関係機関は民間活力の位置づけ

期待される高齢者像

㈲

生涯教育について︑昭和五十六年に出された中央教育審
議会の答申では︑次のように述べられている︒﹁人間がそ

小

この﹁生涯学習﹂という言葉も︑昭和四十年頃に始めて

使用された時は︑正しい意味でこれを捉えた人は殆どいな

つのほど良いバランスの上に生活の充実が図られるように
なった︒

様で日常的な電機器具が変っていく︒洗濯機︑冷蔵庫︑掃

第二は技術革新の問題である︒全く日新月歩と言える有

こうした極めて暖昧な考えであったものが︑国民的な関心

ンヂまで出現してくると︑常識を逸脱してしまう生活とも

除機位ならまだしも︑電気炊飯器︑自動パン焼機や電子レ

かった︒死ぬまで学び続ける事だろう位の捉え方であった︒

を呼ぶようになってきた︒何がこの生涯教育を切実に感ぜ

えるだけで精一杯という具合である︒操作は簡単なのだが︑

感じられる︒理窟ではなくどのようにして使用するのか覚

しめるようになったのであろうか︒

第一は﹁企業忠誠論﹂の見直しにあると思われる︒殆ど

右なのか︑左なのか︑押すのか︑引っぱるのかという基本

の日本人は武士道にも似た形で会社に忠誠を誓い︑身も心

古い知識は全くスクラップ化してくるのを痛感せざるを得

も会社に捧げて︑運命共同体的な発想のもとで︑任務を忠

ない︒技術の革新と情報爆発と知識の増加が︑生涯学習の

ァミコンが出現し︑さらにワープロが登場するに至っては︑

謡われていた筈なのに︑五十歳とか六十歳という停年制が

切実な契機となっていることは否めない事実である︒同時

的な操作が仲を覚えられない︒その上︑︒ハンコンとか︑フ

実施され︑年金や恩給も大分予想とは違ってくるらしいと

実に果すことを目論承ながら働いてきた︒ところがそれで

いうことで︑自衛のために学ぶことを切実に考えざるを得

の知識や技能は古いものとなり︑この世の中では通用しな

に技術の革新が高齢者の権威を瞳した事も否めない︒老人

生活が保証される時代ではなくなってきた︒終身雇用制が

なくなってきた︒人生五十年という設計で始められたもの

いものが多くなってきた︒高齢者の指導力の低下は家庭に

を︑人生八十年へと設計変更をしなければならなくなった

その上︑追打ちをかけるように技術革新は︑余暇時代を

おいて先ず現われたが︑社会においては一層顕著になって

産承出してくる︒電化製品の普及が家庭内労働に大変革を

訳である︒ゴールを三十年延期するというのは︑ほぼ抜本

に訂正され︑変質してくることになる︒中心が二つある考

きたからである︒

え︑すなわち一方で企業を中心にし︑他方では家庭を中心

のことは労働戦線に連動し︑異常現象を招いた︒主婦たち

惹起し︑主婦たちは余暇時代へといち早く移行したが︑こ

うな背景のもとで︑会社一辺倒の忠勤という考えが︑徐灸

に考える楕円形思考というか︑二重忠誠論的な発想が誕生

的な改革とも言えるもので並大抵のことではない︒このよ

してくる︒会社も大事だが︑家庭も重視する訳で︑この二
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変えていったからである︒主婦たちの︒ハートの増加︑また︑

が家庭をとび出して産業予備軍となることで︑産業構造を

文化と称するにふさわしい感じである︒それは若さの美し

若者たちが中心になって行われているように見える︒若者

最近の生活は︑スポーツでも文化でもレジャーでも︑皆

余暇時代は大きなハズミをつけて急激に進展してきた︒

アルバイト稼業にいそしむ若者たちが増えることによって︑

﹁食う・寝る︒遊び﹂という言葉が昨今大分はやっている
ようである︒レジャーとか︑遊びという言葉は︑一昔まえ

ことの反動として強く胸襟をかき乱すからである︒しかし︑

さに魅せられるからであり︑若さへの憧がれが老いていく

はない︒スポーツでも︑文化でも︑若者たちの動きを一方

本当に高齢者文化は崩壊していくのであろうか︒そんな筈

に教育を受けた者には︑何となく後めたい感じを持たせる
ものである︒昔は本を読んでいるだけで﹁怠けるな″﹂と

いけば良いのである︒年をとることは決して承にくいこと

的に模倣しないで︑円熟した高齢者だけの文化を創造して

叱られ︑体を張って稼ぐこと︑働くことが要請されたもの
に体中に浸透して︑ある種の価値体系を作りあげていた︒

良いのである︒

ではない︒高齢にふさわしい新しい価値を創造していけば

であった︒それこそ﹁勤労﹂の二文字だけが︑血液のよう

ごく普通の有様であった︒遊ぶというのは︑人目をはばか

るし︑走幅跳びで十米跳ぶことは︑土台無理な話である︒

とっては無理である︒百米を九秒で走ることは不可能であ

スポーツをぷても︑新たな記録に挑むことは︑高齢者に

本を読むのは︑便所の中とか︑親の目を盗んでというのが
りながらすることで︑昔なら本当にかなり勇気のいる仕事
今は違う︒遊ばない人は真面目な人というのは昔のこと

い︒スポーツを決して競争の具として捉えるのではなく︑

しかし駄目だからと言っても︑スポーツを諦める必要はな

であった︒

てしまう︒﹁遊び﹂は余暇時代の花形であり︑遊びを習熟

せれば良いからである︒

高齢者たちで楽しむことができるスポーツを考え︑流布さ

で︑今は﹁貧﹂印のレッテルをはられて悔蔑の対象にされ

や主目的としての地位を占めるもので︑遊びのために働く

結構多い︒それなら︑今の番組編成は若者や婦人を対象と

高齢者でテレビを視ることを趣味としてあげている人が

するために講習会や学習塾に通うようになる︒遊びは︑今
人すらも生れてくる︒

したものが多過ぎるから︑マス・メディアに対して︑高齢
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｡

る︒六十歳以上とするか︑六十五歳以上を高齢者と見倣す

辿り︑四人か五人に一人は高齢者になるだろうとも言われ

いか︑と思う︒人口構成から言っても高齢者は増加の道を

たちのために新しい番組の編成を要求しても良いのではな

れない︒年をとると子供に戻るとも言われているから︒

きながら暮した方が︑高齢者にも若さが建ってくるかも知

故か郊外に造られるが︑児童や生徒たちの賑々しい声を聞

者態勢がとれるようになったら嬉しい︒高齢者の施設は何

かの違いらしい︒それに加えて︑五十歳代の者を高齢者予

というのは︑コウモリ的存在であり︑若ぶった行動をとり

対して積極的な提言を試承たらいかがかと思う︒五十歳代

て教養を深めようとか︑人関性を高めようと努力するうる

高齢者と言っても大きな個人差がある︒自分の歳を忘れ

備軍として取り扱い︑シルバー・パワーを形成して社会に

勝ちであるが︑実際には高齢者に属するのだということを

る︒また︑生きる意欲を失い︑天寿を全うしかけて静かに

わしい高齢者もいるし︑教育に全く関心を示さない人もい

なければ困る︒

自覚させて︑シルバー・・ハワーの尖兵として活躍して貰わ

もあるし︑逆に本質的なものを把握する能力は上昇すると

る︒しかし︑言語的な知識や判断力は衰えにくいという人

記憶力や分析力や運動能力は確かに歳をとると衰えてく

死を待つばかりの人もいる︒

に対する番組編成変えの要求であるとか︑大学に対し︑高

当面の行動目標は︑たとえば︑前述したマス・メディア
齢者のために開放を迫ることなどである︒公開講座などで

高齢者の研究が未だ不十分であることは否めない︒高齢

いう人もいる︒

化社会を迎えるに当って︑老人学の研究は必要である︒

めに働いてきた者たちのために︑今度はゆっくり好きな勉

お茶を濁して貰うのではなく︑三十年も四十年も社会のた

る︒具体的な問題の処理は︑今後時間をかけて検討してい

強をしたいから大学を開放して呉れ︑と要求を出すのであ

ここは施設・医療・研究の三本の柱からなる国際的にも著

﹁老い﹂の研究で有名なものとして︑東京都養育院がある︒

また︑小︒中学校の開放を叫んだらいかがなものであろ

けば良い︒大学は大人の学校なのだと考えるのも面白い︒

はあるまいか︒老化に関しては︑医学・心理学・社会学等

の分野からなる綜合的な研究をしている名実共に﹁老人綜

名なもので︑恐らく日本で一番︑東洋で一番優れた施設で

に便利な場所に建っているものである︒学校設置規準を訂

合研究所﹂である︒

う︒小学校や中学校というと︑大概は市街地区にあって割
正して貰い︑建物や敷地を高齢者たちが存分に活用できる
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白

となっている銅像がある︒これが社会事業の進展に心血を

この東京都養育院の中央記念広場に︑養育院のシンボル

道を何とか自分の手で修正し︑少しでもほころびを繕いた

るのは社会の常﹂であるからや自分が敷いた資本主義の軌

船所・帝国ホテル・大日本ビール・日本郵船・東京海上保

会長・取締役の役職を悉く辞職した︒東京ガス・石川島造

栄一は古稀に達したとき︑第一銀行の関連企業の社長・

いという一念があったからである︒

これまでに生成・発展させた男の記念碑である︒明治七年

である︒嘗って﹁こじき病院﹂とまで言われた養育院を︑

注ぎ︑養育院の育ての親とも言われる﹁渋沢栄一の銅像﹂

に創立二年目と言う養育院の院長として仕事を引き受けて

険等灸である︒これまで金が儲かる仕事に従事してきたと

栄一から学びたいのは︑この点である︒高齢者とは︑人

から︑実に半世紀以上にもわたる五十七年もの間︑養育院

生の完成期に入った人たちであるから︑人生の完成をめざ

とになる︒社会福祉事業や女子教育事業等々である︒

して︑生の充実を図るために努力して欲しいものだと思う︒

考えれば︑それ以後は全く金にならない仕事に精を出すこ

れの私財を投じ︑あるときは有志の間を奔走して︑養育院

男の像が広場に立っている︒この栄一は︑あるときはおの

金にならない仕事でいいのである︒

のために尽力し続けた男︒昭和六年十一月に九十二歳で亡

の院資の増殖を図り︑絶えず施設の改善振興策に努めてき

くなるまで養育院の仕事を必然的なこととして為し続けた

た︒そのため﹁東京市の養育院か︑渋沢の養育院か﹂とま

定した程の開明派の大蔵官僚であった栄一は︑のちに第一

若い頃に﹁新貨条例﹂を制定し︑﹁国立銀行条例﹂を制

独への傾向が強まってくる︒しかし︑老後を閉鎖的な家庭

一段と家族からのは承出し意識・のけ者感情が生まれ︑孤

はついていけない傾向も生じる︒核家族化が進んでくると

年をとってくると︑確かに急激に変化する社会の動きに

銀行を拠点にして欧米の資本主義という﹁金のなる樹﹂の

もって︑何でもいいから社会参加をするように図って貰い

的な巣ごもりをして過ごさないで︑社会への関心と理解を

で言われたと聞く︒

国の実業界のパイオニアである︒その栄一も利潤の再生産

体制を︑日本的な土壌に継ぎ木することに成功した︑わが

ら︑これからは余暇の中にある自由な喜こびを感じながら︑

今まで有効な仕事をして喜こびを感じてきたのであるか

たいものである︒

でも信念を曲げなかったのは︑栄一の中に﹁世の中が進歩

から︑実業家の道楽と一部の人に廟けられ蔑まれた︒それ

人生活動を繰り展げて欲しいものである︒しかも︑世の中

を図るべき実業家が︑非生産的な社会福祉事業に金を注ぐ

しますと︑塵挨がたまると同じように︑弱い者が増えてく
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やぱって若い者たちに憎まれるようにしてでも生きていく

の片隅にひっそりと埋もれて暮らすお年寄よりも︑じゃじ

がある︒六個の穴が開いているが︑見ると隣のベッドの天井

る頭巾の法冠のような茶椀を伏せた程度の黒光りしたもの

に烏天狗のつけている小さい冠︑勧進帳の弁慶がつけてい

︑︑︑

逼しい高齢者が続友と輩出してほしい︒シルバー・パワー

ろう︒色会と空想を走らせているうちに︑ふと目にとまっ

と同じであった︒おそらく風抜きか何かの用に立つのであ

︑︑︑︑

貌を遂げることになるだろうからである︒

ていて他人には知らせずに一人一人が消えて行く︒見れば

たようなこの法冠の中で︑二人以上のものが真剣勝負をし

つて百魂謹とでもいうべき昔話に帰るのである︒椀を伏せ

て並んでいるように思われる︒そこでふと︑私の幻想はか

ここだけは一センチの丸い穴の代りに人の名前が連綿とし

かも知れないが︑そこでよくよくその周囲をよく見ると︑

に︑右に左にと私の眼に映るのである︒これこそ私の幻想

んなものが動く筈もないのに何分か置きに極く僅か下に上

たのは︑この法冠が何か動くような気がするのである︒そ

が力を持ち始めたら︑二十一世紀の日本もはまた大きな変
︵本会特別会員・日本大学教授︶
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却︻随 想 ︼

東大脳神経外科病院の幻想

鈴木一晒

中心に悪い剣士のグループがつぎつぎと相手を倒し︑権勢

るように思われる︒この法冠は二十倍の大きさになり寺を

法冠の上下左右には剣士らしきものの名前がたて込んでい

過日不図したことから︑病院の人となった︒頭蓋骨に穴
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を窄て血腫をとるという程の手術であった︒何日間も同じ

かも知れないが︑そのミニチュアがここに実現しているよ

百魂謹の話を思い起すのである︒これは私のかつての幻想

うに思われてならないとすれば︑今ここで壷めいている法

と財宝を求める連中から莫大な実利を納めるという奇怪な

は何処に行っても白一色で︑あの一センチ置きに穴の開い

くぽつぽつ着手ということとなるのであろう︒病院の天井

はこの悪道が露見して剣士を取りまく寺も大名も領地は没

冠の中の剣士は︑かつての怨魂の魂塊かも知れない︒私に

ベッドで同じ天井をにらめて暮すのである︒大学病院はも

てるきまった図柄であるが︑私の上には点滴のピンをぶら

う二十年も前に再建することになっていた由であるが︑漸

さげる為めの馬蹄型のレールがついている︒所がその中央
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収され︑その土地は天領となり維新後遂に東大医学部の外

う︑どうしても減量が認められる︑という趣旨のものであ

のが︑風呂へ入る時に計った体重と出てから見た体重は違

風呂屋での或る時の︑や生年めいた若者同志の話という

ていた一人の方は︑半信半疑の肯定めいた返事をしていた︒

った︒しゃべった方の一人は︑﹁おかしい﹂と言い︑聴い

りょう

となって議めいているのではないかとの私の幻想を担任の

科病院の地になったかも知れない︒そこでここに今尚魂晩
先生に笑談として語ったところ︑先生は即座に立ってその

これは試承に︑わたくしも実際この後計ってふたらたし

の減量は︑明白にも入浴中に生じている︒が︑そんなこと

かに減っている︒計器に当該時間中の狂いが無ければ︑其

るし︑最早魂魂の議動する余地はなくなったのである︒

法冠にテープを張って下さったのである︒これで一切は終
しかし︑私の迷想は更に進展して︑若しこの病院の地が

が︑どうしてあるのかと思ってもいる内に忘れてしまって

めいはく

百魂謹と何等かの関係があったなれば︑私は悪童といえど
も供養する意味で︑お地蔵さんでも建てて見たらどんなも

ところが︑先日︑驚いたことに︑ビニール袋に︑炊き立

た

ての其れ程大きくもない海苔むすびを五つ紙にくるんで入

いた︒

も時利あらず悪人となり︑浮かばれないままに放置してお

れ︑約六時間後に開けたところ︑さして口もくくってはお
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のであろうかと考えるのである︒全くの無垢で生れた人間

でお地蔵さんに出て頂いてはというのが私の少しばかりの

くことは︑仏の慈悲としては忍びない所ではないか︑そこ

積から出る身体の水気は漠大な体水として身体を脱け出て

業なのである︒そして︑気付きこそしないが︑全身皮ふ面

につかった体温の上昇から︑蒸発する知らぬ間の水気の仕

風呂での減量の秘密は︑ここで解けたのである︒風呂湯

たかと︑や上︑不思議な感じでこの光景を見つめた︒

ものだと思った︒むすびの︑どこに︑これ程の水気があっ

まあ︑こんなにもの水気がこの五つのむすびから出もした

はないか︒紙は別のと取り換えて処置してゑたが︑よくも

が︑ほとんどびっしょりといった水滴により濡れているで

かなかった其処はどうだろう︑くるんだ紙からビニール袋
︵本会理事・元侍従次長︶
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風呂時の体重
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(
1
)

でもある事態を告げていると受け取ってよい思想となって

〃水″が〃気″の〃火″を含むと同時に︑〃気″はまた〃水″

中世期の古典神道論中に其れを見るが︑其れらは︾つまりや

身体の六十・︿−セントは水というが︑あの五つのむすび

いたのである︒

にして︑しかも︑海苔を巻いた五つのむすびにしてそうな

いる︒ここに〃気″とは〃息″であり︑〃息″以前の〃神

が︑〃気″として〃水″が蒸発し発散しているということ

だから︑〃気″が発散するという時には〃水″は見えない

ある故に︑〃気″は〃水″乃至は水質を帯するのである︒

い蛍﹄

気″たり〃心気″を〃気″とも呼びはするが︑〃息″でも

い誉﹄

ら︑風呂での熱い身体が出す体水の量は決して見くびった
ものではない︒減量といっても僅かな違いだろうが︑しか
し︑目盛りを僅かでも違わさせる程の減水が身体にあった
ということは︑いちじるしい出来事として一つの驚嘆事で
風呂ならずとも︑常に︑身体からは水分が多分に出てい

はある︒

である︒

になる︒湯気と言い体気と言い︑其の際の〃気″はこの類

風呂中で体水が出ても︑こうした体の〃気″として出る

るに相違ない︒一夜︑風邪熱か何かで︑二枚の敷布団はお
ろか︑畳まで水気を吸って色変り︑しっとりしているとい

から気付かないのである︒気付かないだけのことで〃水気″

があるために︑計器の目盛りに低下の変動が起きる︒しか

う場合さえある︒身体のどこに其れほどの〃水″があるの
風呂にはいって︑おれは垢だけを落したんだ︑と思って

も︑事の正体を度外視または軽視するから︑事の落着とか

として体水は身体から出ている︒この確実な体水脱け出し

も︑そうではない︒うっかり知らない光景の︑この体水の

絞めくくりに混雑混迷が起きるのである︒事に締めくくり

かと言っても︑無ければそうにはならない︒

いることを︑言うならば︑〃生理哲学″とも呼ぶものとし

水蒸気発散︑其れが計器に見える量とまでなって脱出して

ある︒﹁おかしい﹂という言葉だろうが︑おかしい筈だ︑

が出来ないという飽きれた結果が其の後に待っているので

学者や知識者間に発生しているのではないだろうか︒

仏を顧慮しない︑否︑むしろ︑対立さえしている︑人灸や

の神を忘れているように思われる︒だから︑同事態が︑神

〃気″を忘れるという︑これと似て︑今日︑日本人は国

見るものを見て読んでいないからなのである︒

て︑人は︑認識していて無駄ではないような気がする︒人
間とは︑この方面からして言うならば︑全く植物型生態と
変りはない︒

②
〃気″を〃火″と〃水″とし︑世界始源を〃気″〃元気″

または〃一気の元水″とかに観じた日本神道思想がある︒
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〃宗教″とは︑根本智としての全一的智恵への参画と共

く是れ︑〃天照太神宮″を主座とするところの発現また展

王仏″宗︵真宗︶が成立しているのである︒日本仏教は悉

ぜんいつ

にある心情として︑生活行為を〃行″として生きよ︑とい

し新たに国を蘇生させたのであるが︑日本人の該太神宮理

も︑是れ︑神明の内の出来事である︒該神は一旦国をつぶ

開であり︑こんにち︑日本国の敗北や他方栄光営為のもの

事の裏側に︑あきらかに確在しているもの︑統一的根本

う事である︒

的〃実在〃︑其のものを見ない表面主義的実証主義︑其の

治維新神道を担当したのは平田神道であるが︑其の神観は︑

仏尊排除という根本点で〃天照太神宮″の全一を深く侵害

解の不誠心の如きが原因していることは明らかである︒明

して該神を片輪に仕上げている︒排仏の神道をこそ思量の

ないであろうか︒

この︑裏側のものを見ない︑背後のもの︵〃形而上学〃︶

浅薄またいかさまとして排すべきであって︑其の歴史の誤

弊が学者をはじめとする世間人にまかり通っているのでは

であるが︑必ず︑まともなものは其の土台からは出ない筈

な道が約束されている︒これは︑当該根本神の原理的構成

謬を清算したところに︑日本国根基の神の︑世界への確か

を見ない︑其れは︑学問にせよ︑生産にせよ︑生活にせよ︑

心事なのだ︒

一時的便法ではない︒既に︑この構成︑神に仏︑日に月︑

︵日輪の神的内容︶の状態から出てくるわたくしの内釈で︑

である︒そして︑其れこそが︑世に在っての誰人もの最肝
③

いたということはすばらしい︒其の際の〃仏″とは後の

陰に陽の如きが︑上古往昔の日本人によって達成せられて

世界は真実在としての神仏の統一の中に在る︒わたくし
は︑今程にわが国にあって︑真に︑神が仏が力強く其の真

として私見で初めて言い出すところの〃芭蕉翁

芸術なら

しの是れは︑従来流と風を異にし︑〃天照太神宮御化身者″

をとり謙虚たるべきを思うのである︒
１
４
１
ここに︑わたくしの古神道考察について言えば︑わたく

心ある学者や人が︑ゑずから省ゑて︑ここに正当な向き

″仏″に相当する幽冥神のことである︒

実の威徳を示され人々が心気新たに神を仏を心すべき時は
しかも︑私見ではわが国の神は︑世界的普遍の内的構造

ないのではないかと思う︒

を具して安価ならず︑仏を元来内体とし包摂しているとい

うのがおおよその見通しである︒もっとも︑仏は寿々別体
がん

を〃月輪″として示しもするが︒

仏尊内含の神体なるが故に︑阿弥陀如来と一つの大日如
来が実現し︑真言密教天台密教が成就され︑親鴬の〃光炎
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されここに尽きている︒其れが欣詞に言う︑イザナギ大神

わが日本神道の根本神体系はここ〃日輪″の局所に集約

至尊があるのである︒

真〃俳譜″の国語神上の方法に依っている︒即ち︑〃天照

の成した﹁赦戸の大神﹂三貴神の御座所に相当している︒

れを包含の位置に在る是の〃鏡側主なる〃天照大御神″の

太神宮″の神語法である︒これを︑﹃古事記﹄〃神代巻″に

ちな承に︑〃月神″は〃日輪″に統一されているのが古義

ぴに人物また思想解明の際に︑独自に見出した︑驚異とも

適用したところに開けたもので︑特に︑語〃大黒天川や

称すべき︑江戸期にも伏せられていた世間未知の〃秘法″

″出雲″の解明がさきがけとなり︑其の後の成果となって

である︒

⑤

て成果せられたところの要点である︒

これが︑ほぼ︑わたくしの日本古神道理解の︑要に着い

はらひど

つ

其れを決したであろう︒もっとも此処に〃大黒天″と言っ
ぬし

ても︑上掲古書に其の文字は登場せず︑かかわるのは〃大
国主命″である︒

江戸政権期は降る後半期の絵師たり蘭学者として名有る

脳を見せ︑文化八年稿の記著﹃春波楼筆記﹄の神仏論︵有

〃出雲大社″六角神紋は︑こんにち大社側が言う海蛇︵竜

神︶紋の其れよりも︑〃甲子祭″が其の期に当るであろう
筈の日輪内に現ずる紋であり︑同日輪内の八角紋〃八腿
鏡″の内側︑其の〃八″を〃重″ねた形〃八重垣″の︑更

仏と論ず﹂の題で書いている︒

朋堂文庫﹃名家随筆集下﹄︑頁四三六

じん

神とは何者を云ふか︒仏とは何者を云ふか︑それ神は日

四三七︑︶﹁神と

〃司馬江漢″︵文政元年逝︶が︑宗教思想に於いて犀利な頭

に其の内紋として浮表するところの神紋である︒
今よｐもつ

そして︑この〃出雲大社″六角紋を更に内に︑〃黄泉津
ごおうごず
大神″︵イザナミ大神︶と須佐男之命なる〃牛王″︵牛頭天
王︶の在る幽冥〃黄泉″界︵仏浄土︶がある︒即ち︑これ

本わが国の祖人の霊を祭れる者なり︒霊とは何を云ふか︒

難

が有名な〃熊野神社″神の世界である︒〃熊野神社″は〃ゆ

鬼なり︒鬼は何を云ふか気なり︒気とは天地の中間に充て

童

天中に懸り上下なし︒大気之を揚ぐ︒この気宇宙に充満し

うが

六角神紋︑即ち〃出雲大社″は︑かくして︑黄泉界をも

て水を知らず︒人気中に居て気を見ず︒天気は地気と感じ

て隙なし︒一尺の地を穿てぱ一尺の天を増し︑魚水に溝び

きう

である︒

うや神社″とも呼び得るから︑黄泉世界の其れと一つの筈

る虚空なり︒虚空に物なしとす︒然らず︒大地は球にして
か上あうちうじうまん

含めての場合には︑幽冥界主宰神社となるのである︒しか

ひ哀

も︑其れらが八角紋に包まれ統一されているところに︑是
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しんべんふしぎしんらばんしやう

きんじう

しん

たい髪︾

せいどうへんか

て神変不思議をなす事︑森羅万象皆此の気の為に生ず︒人
めう

間禽獣及び草木は天地の大機にして︑恒に静動変化をなす︒

是妙と云はざらんや︒故に神は気なり︒鬼神と云ふ︒人お
よび万象︑気中より出でて気中に帰る︒

として評価したいと思う︒

ｊ
６
く
また︑江漢の〃仏″論は︑時代柄か個人的にか︑江漢が

仏教に対して激越な感情を持っていたからおだやかとは違

同じ﹂という観察であり︑〃窮極″体〃太陽″からの仏尊

うが︑根本︑とどのつまりは︑神仏︑同︑﹁窮極則ち神仏

である︑と〃仏″を観るのが︑以下の文の趣旨である︒

こんげんたいやうにちりん

明の名あり︒﹂と置いて結んでいる︒

なづこくう

と︑説き︑ついに︑﹁気の根元太陽日輪とす︒故に天照神
﹁人および万象︑気中より出でて気中に帰るｏ﹂︑つまり︑

これを無と名く︑是を仏とす︒日輪を指ざして阿弥陀と称

人および万物は︑其れが本として生まれた〃根元太陽″

す︒像を造りて人の如し︒光明遍照十方世界︑四方に光明

つくくわう雛やうへんぜうじつぼうせかい

︵〃日輪〃︶から出て︑また︑何れ︑減して元の太陽に帰り

夫れ仏とは釈迦の名くる者にして︑天の大気虚空を云ふ︒
むなづにちりんゆぴあみだ

納まるのだ︑と︑するのが江漢である︒

さんぜをしへこ

てつつうしんらばんしやう

を放つ︒是像を作りて唇職とす︒亦三世の教をなして︑虚

はな

天の芯︑また世界の芯そうした最根元に〃日輪″太陽を

空を以て一世とす︒虚空の天気地球に徹通して森羅万象を

わうじゃうごくらく

に帰す︒是往生して極楽に至るを仏になるとは云ふなるべ

くう

観定する江漢の太陽観は︑したがってまた︑〃生死″の最

生ず︒是を現世とす︒生を為す者皆悉く減し亡びて︑天気

げんぜ

根元としての太陽観でもある︒か上る最根元神が〃天照神
明″と江漢が呼ぶ〃天照太神宮″ということになる︒〃日

こうせいそうと

し︒窮極則ち神仏同じ︒後世の僧徒︑己の私の為に不動︑

蛍︾うきよく

あゐぜんこんかたち

藍染︑大日︑薬師の属︑神と仏とを混じ︑各人の貌となし

月″兼帯一神の〃天照太神宮″はまた︑陰陽たり幽顕たり
生死たりを一つの〃神明″である︒即ち︑幽冥合体の大神

て︑愚人を証す方便とす︒是悉く太陽を以て誉へたる者な
ざうひおりんくわう
り︒故に其の像皆火を負ひ輪光をなす︒云を︒

たる者﹂であるならば︑神奉戴のように仏奉戴にどうして

陽から出ている︑だから︑仏像も﹁是悉く太陽を以て善へ

上掲〃仏″論に於いて︑﹁窮極則ち神仏同じ﹂︑仏尊も太

たぶらかたいやうたと

であり︑〃幽冥″即ち︑〃仏″とするならば︑〃仏″内包内

含の大神であるという道理がここに出る︒その〃幽冥″が
即ち〃熊野神社″︵出雲︑紀州︑二社︑︶たり〃出雲大社″

ということである︒裏側内側の〃天照太神宮″に当ってい
るであろう︒

江漢のこの〃根元太陽″観をわたくしは︑すぐれたもの
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いか︒わたくしの神仏観と一致を見ながら︑江漢のこれは

ならないか︑江漢の其処が偏見ではないか︑勝手流ではな

の土台は〃空″たり〃無ではなくて〃有″なのである︒本

よい︒言うならば︑〃原質″を土台として〃色〃は成立す

があればこそ〃色″の花が此の世に咲くのである︒現実世

るのである︒無いところからは何も出よう筈はない︒〃色″

界︵島の雪片雲︒房豊︶を謂う仏教の〃有為法界〃の〃有

わたくしのと違う︒しかし︑仏尊を以って〃日輪″神︵神
である︒其れを指摘し︑この文が見せる次への問題に移っ

明︶からの展開と為す見解としてわたくし達には重要なの

江漢思想があって︑むずかしい︑仏教〃空″観論上より︑

り質量たりによって成立するところのものが成立しよう道

にあるが︑無土台無材料無原質からは〃色″という材料た

る根底〃有″に侯っている︒無い袖は振れない︑と︑言葉

為″の〃有″の出場所は是の土台〃有″︑即ち〃実在〃た

大いに問題とされるであろうが︑﹃般若心経﹄を検し他に

し手管を謀って承ても出ないのである︒〃無側たり〃空″

理がないではないか︒〃無″からは〃有″はどんな計算を

ところで此処に︑仏教〃空″を﹁天の大気虚空﹂とする

て承よう︒

気付く限・りでは︑この江漢の﹁虚空﹂大空〃空″︵〃無〃︶

り当然というものであるならば︑〃色″は〃有″の上に成

土台が認められねばならないことが筋道上真理上の必然た

ころに落ち着くのである︒〃色″が成立するための原質的

世に咲くのは︑〃色″が原質的土台を有っているというと

から現実界の〃有″は出ない︒故に︑〃色″の形象化が此

観はそう間違ってはいないと思う︒
⑦
仏教〃空″︵〃無〃︶というのは︑其の根底を〃有″︵存在︑

﹃般若心経﹄に﹁色不異空空不異色色即是空空即

立した花であり︑〃色″の根拠また根底は〃有″だという

実在︑︶とする︑というのがわたしくの判定である︒

是色﹂︵色は空に異ならず︑空は色に異ならず︑色は即ち

ことになる︒〃空側たり〃無″から〃色″は生い出ていな

お

るものであるが︑〃色″が斯く寂滅しても其の本に〃色″

是れ空︑空は即ち是れ色︑︶と出る︑是の〃色側は︑減す

でもある故に恒常的永遠的〃仏″を見るというものであり︑

いのである︒其のように︑原質となった〃有″を称して︑

〃仏″の実在は是の如き様相の中に成立するのである︒ま

其れの恒常恒存の永遠性を認め︑其れが最早〃たましい〃

或いは形象とか現象とか言ってもよいが︑このように〃色″

る︒〃色″は〃空″︵〃無〃︶からは出ない︒〃色″が出る︑

が形造られるのは︑形造る素材があってこそなのである︒

た一方︑〃色卯の壊滅した状態より︑即ち︑其の形象や現

を〃色″たらしめていたものが存続し実在を続けるのであ

其れを︑アリストテレス哲学流に〃質量″と呼んでゑても
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其れ故︑こういう了見の上にわたくしは︑救主不在の無

ているものでないことは留意されてよいであろう︒

仏論︵または無神論︶の如きを仏教の上に執らないのであ

象を失うという状態より︑当該〃色″界を指して仏教教理
は〃無″たり〃空″と称するのである︒﹃般若心経﹄や他

に見れば︑仏本体界は恒存〃有″の内に守られ︑本体より

ことなのである︒これを西洋哲学流に︑本体と現象の二界

の〃虚空″にして実は︑〃虚空″という存在︑即ち〃有″

と隔たりはないのである︒﹁天の大気虚空﹂は︑文字通り

であるならば︑この︑江漢の言う︑﹁天の大気虚空﹂の〃有″

このようにして︑上述の如きの其れが仏教〃空″︵〃無〃︶

る︒

仏典の中に︑〃仏″の確存︑即ち〃仏″実在は︑否定せら
れずに守られている︑というのがわたくしの見解である︒

開展したところの現象界は〃空″︵〃無〃︶である︑として

なのである︒〃有″だから〃仏″に相即しているのである︒

と︑いうのは︑何もかも︑全部が〃空″ではない︑という

いる形のものが仏教である︒この西洋流の〃本体″と〃現

つまり︑〃仏″の実在と一致するのである︒江漢が書いて︑

なづ

象″の考えが仏教に適用出来る︒仏教哲理は並で︑現象即

仏とす︒﹂とは其れである︒

﹁仏とは⁝⁝天の大気虚空を云ふ︒これを無と名く︒是を

︾﹄︾﹄

の〃空″と共に壊滅していかないところに現象の現実界と

本体には相違ないだろうが︑本体界︵仏恒存界︶が現象界

⑧

も起れば雷もする︒〃無〃からは何も出ようはないｏｗ虚空″

〃虚空″は〃無″ながら〃無川ではない︒例えば︑雨雲

二︑﹂︑﹃本無生死論﹄出○角川書店刊︑〃仏教の思想︑５〃

が〃有″だから︑神仏が在るから︑何かが出るのである︒

の如きにしても︑〃絶対的一元論″︵例︑﹁生死体一︑空有不

の区別を有っている︒故に︑日本天台法華宗︵叡山仏教︶

﹃絶対の真理︿天台﹀﹄︑頁四三︑引用︒︶の世界観とは見ら

しかも︑仏教上の原理として︑〃仏″は〃法″と倶に存在

こに〃法″とは︑仏のはたらき︑はたらきとしての理法摂

とも

ことは︑﹃法華経﹄中﹃如来寿量品第十六﹄は〃自我偶″

れながら︑本体界現象界の原理的枠付けを除外していない

する︑〃法″の中に我︵仏︶は在る︑という鉄則がある︒こ

に︑﹁我浄土不殴︑而衆見焼尽︑憂怖諸苦悩︑如是悉充満︑﹂

悩︑是の如く悉く充満す︑︶と出︑〃我浄土″に対する〃衆″

︵我が浄土は穀れざるに︑而も衆は焼尽を見︑憂怖︑諸の苦

や電子が飛び駆っていっぱいある空間というものである︒

だ︒其処は物の原質の世界である︒今風に言えば︑宇宙線

空川は其れとしては見えないながら︑物質の場でもあるの

理︑と︑物︑物質︑であるであろう︒これよりすれば︑〃虚

やぶ

ろに照らして明白であり︑其処を︑かなぐり捨て上成立し

︵衆生︶として︑質相別にする二世界で語られているとこ
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しい〃があって︑其の〃天″の〃根元″が〃太陽″だとい

其れからしても︑〃有″の場に変りはない︒其処に〃たま

これらの原素の集りが気体太陽である︒だから︑やはり︑

うだとするならば︑〃仏″よりも人の智への憎承であった

んで来たのである︒江漢が仏教を憎むが如きも︑もし︑そ

なものとしたから︑さて︑日本精神文化は真実永く長く悩

である︑或いは︑華厳哲学の仏教〃無″からどうして〃有″

東洋文化の哲理は根底〃無″であるが︑西洋思想は〃有″

から︑〃色″界の〃無″と根底本体界の〃有″とを混同し︑

是空﹂﹁空即是色﹂は是の世界真理を掲揚したものである

仏教哲理であるということになる︒﹃般若心経﹄の﹁色即

〃有″を最根底に成る〃色″界〃空″の世界観︑其れが

露呈しているが︑其の事実は︑いまだに︑日本人が仏教

著者にして︑仏教〃空″観の了解は︑おぼつかない有様を

岩波新書の﹃仏教﹄﹃日本の仏教﹄﹃お経の話﹄の三箸同一

しい〃と言わしめた嘆息が仏教に対して出る︒こんにち︑

て︑あの中世︑﹃沙石集﹄の無住国師をしてさえ︑〃むずか

のつまりは仏教嫌悪の国になってしまったのである︒そし

のである︒嘘だから学僧が学んでも判らなくなって︑とど

のであろう︒言うならば︑嘘を日本仏教は伝えて来ていた

の現実世界現成が可能か等と︑斯く︑言う言説は︑ナンセ

のである︒

″空″をぱ了解していない確証として眼を承はらしめるも

うのが上掲の江漢文である︒

ンスであるということになるのである︒永く︑東洋〃無″

かなめに暗い救済真理の宗教として︑日本人の衷心の混迷

ったであろう筈であるが︑是の︑ていたらくを抱え︑肝心

わが日本仏教界も勝れた真理の仏教界たり仏教学界であ

ということが最も勝れた思想家達によって言われもして来
老子にしても然り︑決して〃無川ではない︒其の事を今は︑

をよそに今に至っているのである︒ここにわたくしは︑今

た是の国であるが︑東洋文化は︑わたくしの見るところ︑

仏教〃空″について表明し得たかと思う︒西洋の際の根底

こそ︑其の蒙昧に訣別を渡すべきを思う︒

た慈悲と智恵の道でもある︒

︵前東洋大学東洋学研究所員︶

〃仏教〃︑其れは亦︑わが国根本神の内実として︑すぐれ

もう童い

でなければ︑どうして〃仏″が在り︑〃仏″の永遠恒存が

″有″︵神︶と共に東洋も亦同一の根底根本〃有″である︒

︿聖徳太子﹀︶として尊奉されもしてきたかの説明がつかな

経典に調われ︑〃唯仏是真″︵ただ〃仏〃︑是れ︑まこと︑

いだろう︒が︑実は︑是のつかない説明の故に︑其処が明
しくやっかいなものとさせ︑真理を煙に巻くように不可解

確とは打って変ったものであったが為に︑仏教をいちじる

（50）

﹁日本と米国の懸け橋﹂という言葉
にぴったりなのはマンスフィールド
駐日米大使の存在だった︒在任は十
一年余の長きに亘り︑福田首相から
大平︑鈴木︑中曾根︑竹下首相と五
代の首相につづいている︒その間︑
↑但 ○

など︑歴史的な大変化を描いた時代
である︒当然︑日米間の経済摩擦は
激しかった︒

一歩を誤れば両国間に大きな亀裂
を生じかねない危ない時期だが︑こ
の間マンスフィールド大使が演じた

役割は︑両国の対立を調整し︑和ら
げ︑両国のきづなを強めてゆく着実
なものだった︒自国に対して自由貿
易体制維持の苦言を卒直にぶつつ
け︑日本に対しては市場開放︑内需
拡大を求める︒誠実で明るさを失わ
ず︑日米をつねに対等に置きつつ明

日をめざすマ大使のゆき方は両国政
府︑国民から深い信頼を受けた︒

のる︒

上院民主党院内総務を十六年続け
た大物でありながら︑構えたところ
がなく︑﹁東京の下町に肌でふれた
い﹂と︑墨田区で開かれた講演会に
気軽に出かけ︑中小企業の主人たち
と語り合ったりする︒気さくで︑親
切気のあるアメリカ人の良さを感じ
させる人柄だった︒こうしたすぐれ
た大使を得たことは日米両国にとっ
て大きなしあわせであった︒
日本国民に惜しまれつつ︑マンス
フィールド大使は日本を去る︒深甚
なサンキュウをささげ︑ご健勝をい

日米関係は今後も多事多難であろ

う︒経済が複雑化するにつれて︑利
害対立がふえるのはやむをえない

し︑拡大してゆきたい︒

が︑互いの理解があれば解決はつね
に可能だＯ大使が心をこめてきづい
た友好のかけ橋︑﹁マンスフィール
ド橋﹂を両国の協力でさらに強固に
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一貫して良き日本の理解者であつ

とあらためて思う︒

八十五歳の高齢で︑やむをえぬこ
とではあるが︑この人が勇退するの
はじつに惜しい︒アメリカは︑すば
らしい大使をおくってくれたものだ

マ大使在任の期間は日米間に通商
問題が続発︑激化した時代だった︒
工作機械︑乗用車︑半導体︑皮革︑

公共事業︑牛肉︑オレンジ︑米と矢
継ぎ早やである︒日本がすさまじい
勢いで輸出を拡大し︑一方アメリカ
は競争力の後退が目立つ︒ことに後
半の五年間は︑トップの金持国だっ
たアメリカが世界一の対外債務を背
負う国に転落し︑かわって日本が随
一の対外純資産を所有する国になる

マンスフィールド橋

入江徳郎

耳の病気の中でも年齢と関係した

これらの異常がある時は専門医に

四診断

ために弦量を感じたりします︒

低血圧を生じ易いものがあり︑その

が服用する降圧薬のなかには起立性

も起こります︒例えば高血圧の患者

害︑高血圧︑またその逆に低血圧で

もあります︒多いのは脳の循環障

他に耳と無関係に肢量を感ずること

る器官に関係したものですが︑その

肢景は内耳にある身体の平衡を司

三舷量

めまい

を受け︑詳しい処方菱を貰うことがして貰う必要があります︒
大切です︒

二耳鳴り
耳鳴りも老人ほど多くなります︒

杉浦昌也

ものとしては︑先ず難聴︑次いで耳
鳴りや肢量などの症状が多く承られ
ます︒

一難聴
年とともに次第に老化現象として
難聴の頻度が高くなります︒聴力は

軽い場合は気になりませんが︑高度

よく診て貰いましょう︒血圧測定︑

聴力検査︑平衡機能検査︑血液検

査︑頭部のレントゲン検査︑脳のＣ

ことが治療の前提です︒

Ｔ検査などから正確な診断を受ける
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人と人との交信の重要な手段ですか
ら︑社会生活をして行く上で大切な
機能です︒社会で活動中の人に難聴
が起こるとすぐに仕事に差し支える
ので︑診察を受けその指示に従わざ
るを得ません︒しかし︑家庭生活が

音量を大きくし︑不便に思う周りの

になると一日中蝉が鳴いているよう

主になった人にとっては︑テレビの
人間が耳元で大きな声で話すので︑

ります︒専門医により詳しく検査を

高血圧︑糖尿病などによることもあ

で気になります︒原因としては耳の

補聴器をつけると耳がうるさくて

病気のこともあり︑また動脈硬化︑

嫌がる人がいますが︑専門医の診察

あります︒

耳の病気

本人は不便を感じないでいることが

命蕊蕊畷

︹泊翁百話︺

泊翁書簡︵十三

哲史

会の所属ではなくなったが︑︹八重野範三郎宛その一︺

八重野範三郎宛四通

日本弘道叢記第八十九号に︑名古屋支会報告として︑

は名古屋支会設立以前のもの︑︹その二︺以下は高松市へ

移ってから以後のものと見てよいであろう︒

︹八重野範三郎宛その一︺

へ参上の節は︑最初より種々御厚配被下︑御蔭二而万事都

合宜敷︑聴衆も甚多く︑入会者も多分有之候段︑全く御骨

春暖相増候処︑愈御安泰被成御勤務奉賀候︒然︿先般御地

折の故と御厚意感謝仕候︒老生より御礼可差出侯処︑却而

八重野氏辞任告別の辞を述べ⁝⁝﹂

っているが︑名古屋支会が設立されたのは同年五月十七日

という記事が出ている︒日付は明治三十二年七月五日とな

候間︑不遠中二成立二可相成と存候︒甚悦ひ罷在候︒何卒

貴書を被下恐縮の至奉存候︒巳に支会設立御計画中の由二

の物二候へ共︑五冊一包呈上致候︒御一読被下候ハ︑本望

此上御尽力の程偏二致希望候︒随而拙著徳学講義︑甚浅薄

であるから︑八重野範三郎は名古屋支会設立の功労者であ
会々長としての在任期間は二か月足らずで香川県視学官へ

の至二御座候︒右︿全部十冊物二候間︑出板次第追交差上

西村茂樹

後任の第二代支会長として管井誠美を選出している︒

八重野範三郎殿

五月六日

学校において︑例月茶話会を兼ねた送別会が開かれ︑また

転じ︑三十二年七月三日︑支会事務所となっていた第一中

るとともに︑また初代会長でもあった︒しかし︑名古屋支

︵第一中学校︶に開く︒出席者数十名あり︒坐定るや︑

を兼ね︑本月三日零時三十分より例月茶話会を事務所

官に任ぜられ︑近日赴任に付︑三氏告別及役員補欠選挙

員枝徳二氏は島根県視学官に︑山路一遊氏は栃木県視学

﹁今般当支会長八重野範三郎氏は香川県視学官に︑商議

川

可申候︒先︿御礼御頼秀如此御座候︒勿々拝具

そのような次第で︑八重野範三郎の住所は三十二年七月
以降は名古屋から高松市新町へ移り︑したがって名古屋支
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古

より御地及徳島県江出張可致と存居候︒夫迄二拝面を得候

年四月二十五日の項に︑八重野が泊翁を﹁名古屋の停車場

処︑去廿一日願の通免官被仰出︑先以終を全くしたる心持

老生儀も追々老朽し官途二堪難く候間︑一月中辞表差出候

︿上大二都合宜敷御座候︒

へ出迎﹂えた記事があるのと対応する︒﹁巳に支会設立御

二相成申候︒尚委細ハ拝面の節を期し申候︒貴答迄勿唇拝

﹁先般御地へ参上の節﹂とあるのは︑泊翁日記の三十二

計画中の由二候間︑不遠中二成立二可相成﹂とあるのは︑

西村茂樹

具

八重野範三郎殿

二月廿三日

三十二年五月十七日に支会が設立された事実と対応するか
ら︑当然︑本書簡は三十二年五月六日にしたためられたと
判断される︒

免官被仰出︑先以終を全くしたる心持二相成﹂ったあとに

てからのもので︑しかも泊翁は︑﹁追々老朽し官途二堪難
く﹂なったので︑．月中辞表差出候処︑去廿一日願の通

年︵一八五八︶十月︑江戸鉄砲洲の奥平家中屋敷内に蘭学

した明六社の同人として肩をならべた福沢諭吉は︑安政五

の希望﹂であったという告白である︒明治六年にスタート

︹その二︺で注目を惹くのは︑﹁学校設立︿老生最初より

したためたとしている︒これは︑三十三年の一月﹁老年二

てた︒明治元年︵一八六八︶四月︑新銭座に移転した機会

塾を開き︑のち英学塾に切りかえ︑江戸有数の英学塾に育

次いで︑︹八重野範三郎宛その二︺は︑高松市へ移っ

付宮中顧問官を辞﹂し︑二月二十一日付で﹁依願免官﹂に

かの財政的危機を乗り越え︑明治二十三年︵一八九○︶に

に︑時の年号にちな承慶応義塾と称するようになり︑何回

なったのと対応するから︑三十三年二月二十三日のものと
考えられる︒

恭次第奉存候︒学校設立︿老生最初よりの希望二候へとも︑

嘆の除会員二向ひ意見相尋候処︑早速御意見御申出被下︑

拝見如命除寒強御座候処︑愈御万福奉賀候︒先日来時事慨

初期の三大義塾と称せられた︒明治七年の﹃文部年報﹄で

沢諭吉の慶応義塾︑近藤真琴の攻玉社と肩をならべ︑明治

月︑同人社を開業したが︑これも有力な私学の一つで︑福

また︑おなじ明六社同人仲間の中村正直も︑明治六年二

は大学部を設置し︑理財・法律・文学の各科を置いた︒

御説の通り資金の工夫無之︑不得己事今日迄因循罷在候次

は︑この三大義塾は私立外国語学校の部に掲出され︑

︹八重野範三郎宛その二︺

第二御座候︒本年は宿洞も大二快く候間︑五月頃︿畿内辺
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教員数外国教員数生徒数

同人社一○二二五三

慶応義塾一三五二六
攻
玉社三五六
に入れられ︑

という情勢であったが︑明治十四年では私立各種学校の部

四時頃新橋に帰着している︒この旅行が︑︹その二︺に予

に当たるのであろう︒実際は︑畿内辺への出張で終わり︑

報されている﹁五月頃︿畿内辺より御地及徳島県江出張﹂

四国まで足をのばすことはできなかったが︑五月頃の旅行

は予定どおりおこなわれたわけである︒

︹八重野範三郎宛その三︺

暖和の候相成候処︑愈御万福奉賀候︒先般御上京の節︿弊

学期年数教員数生徒数一カ年授業料総額

同人社五年二四三一九五七四二円

慮御来訪被下︑恭仕合奉存候︒其節御話申上候通り︑弥来

此殿御承知被下度候︒昨年名古屋へ参りし節︿︑不存寄諸

八日一天御地出立︑備前児島郡へ参り候積リニ御座候間︑

本月廿四日徳島出立︑同日貴地に着し候予定二御座候︒廿

ル十二日朝東京出発︑伊勢︑近江より淡路を経徳島二参り︑

慶応義塾五年一九六三二五三三八円

攻玉社二五三八七四○一二円
女一三

盛ぶりを見て︑泊翁に学校設立の意慾が起こらなかったは

君より御饗応に預り︑甚致恐縮候︒此度ハ右様の御配慮無

という数字になっている︒同人社および慶応義塾のこの隆
ずはない︒その事実がはしなくも︑明治三十三年の右の書

西村茂樹

之様︑前以申上置候︒何れ拝面の上万可申述候︒草を拝具

明治三十三年二月二十三日付の︹その二︺で︑泊翁は五

老生同行者︿無之︑従者一人召連申候也︒

此殿御承知置可被下候︒早を

尚以此後日限二変更無之候ハ︑最早書状︿差上不申候︒

八重野範三郎殿

五月五日

簡に洩らされているのは興味深い︒しかし︑学校設立には
はその資金の目当てがなく︑やむを得ず計画を見送るほか

多大の資金が必要なのは︑昔も今も変わりはない︒泊翁に
はなかった︒

次に︑﹃泊翁日記﹄を見ると︑泊翁は五月十三日︑七時
二十五分発の汽車で新橋を立ち︑豊橋︑名古屋︑桑名︑四
ち︑再度彦根︑名古屋に到着したが︑二十二日頃から始ま

月頃の畿内辺より高松市徳島県への出張を予報したが︑後

日市︑津︑相可村︑彦根︑長浜︑米原︑三田を歴訪したの
った腹潟がなおらず︑二十七日静岡を経て︑二十八日の夕
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にも同じ計画が繰り返されている︒

半の四国旅行は実現しなかったことを知ったが︑︹その三︺

まず︑﹁先般御上京の節︿弊慮御来訪被下⁝⁝﹂とある

︹八重野範三郎宛その四︺

拝啓本月廿四︑五日頃︿御地へ参上の趣兼而申上置候処︑

無擦用向出来︑本月末ニハ帰京致さ壁るべからざる事二相

成候二付︑甚乍残念此度ハ御地へ参上仕兼候︒度々御手数

相掛候上御断申上候段︑何共恐縮の至二御座候︒其内好機

のは︑日記の三十三年四月十八日の項に︑

﹁八重野範三郎︑亘野景三郎来訪︑来月香川県へ巡遊の

有之候︿上必参上致度存居候︒先︿右御断申上度︑草暑如

西村茂樹

義及約束﹂

此御座候︒拝具
五月十二日

とある記事に対応するが︑そのとぎ泊翁は︑五月十二日朝
東京出発︑伊勢︑近江より淡路を経て徳島に着し︑五月二

八重野範三郎殿

を立って備前児島郡へ行く予定である旨を語った︒その予

十四日徳島を立って︑同日高松着︒そして二十八日に高松

中国ハ惣体見合申候︒夫故必再挙を謀り候積二御座候︒

尚以此度︿尾張︑伊勢︑近江︑摂津の一部丈参り︑四国︑

﹁去廿二日頃より少し腹薦を発し︑爾後兎角快からず︒

日記には︑五月二十七日の項に︑

相成﹂った理由としての﹁無援用向﹂とは何であったか︒

では︑﹁本月︵五月︶末一天帰京致さ壁るべからざる事に

勿略

定が︹その三︺にもそのまま記されているが︑実際出発し
たのは一日遅れの五月十三日朝であった︒﹁伊勢︑近江よ
り淡路を経て徳島に至る﹂という旅程にも変更があったこ
とは︑︹その二︺に紹介した実際の行程から知られるが︑

この変更の原因は泊翁の﹁腹潟﹂ではなく︑実は東京出発

以前からきまっていたことが︹八重野範三郎宛その四︺
から知られる︒︹その四︺には︑今まで五月二十四︑五日頃

夫故今日も午後出立す︒停車場の送人例のごとし︒車中

よんどころなき

ハ帰京致さ壁るべからざる事二相成﹂ったため﹁甚乍残念

高松着の予定を報じていたが︑﹁無擦用向出来︑本月末ニ

二宿す﹂

記すべきことなし︒夕弧静岡に着︑清鶴楼といへる旅店

る◎

此度︿御地へ参上仕兼﹂ねることになったとことわってい

﹁八時静岡出立︑途中例の通也︒夕四時頃新橋着︑会員

五月二十八日の項に︑

数人出迎へ夕弧帰宅﹂
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とあって︑そのあと五月二十九日や三十日や三十一日︑六

﹁それならなおのことだ︒紹介してあげるから︑ぜひ会

﹁知りません﹂

の士族じゃないか﹂

いなさい﹂

月一日の項がない︒この四日のあいだに何か重大な用事が
一あったのか︑それはわからない︒ただ︑六月二日には︑午

合わすことになっている︒とすると︑八重野は頭山満の知

ｌそんなやりとりがあって︑八重野は杉山を頭山に引き

後弘道会事務所へ出席しているが︑﹁下痢同扇二付鏑木方
一腸カタルの薬服用︑兼て単寧の脱腸薬相用﹂いているから︑

ことで︑杉山は二十一歳︑頭山は三十歳で︑八重野の年齢

り合いであったわけであるが︑この話は明治十八年当時の

重大な用事の予定があっても︑それに堪えるような健康状

態でなかったように想像される︒それで︑結果的には︑

はしるされていない︒頭山の友人であったわけだから︑三

﹁用向﹂のありなしにかかわらず︑泊翁の四国旅行は実現

なお︑本稿を書いている際中に︑たまたま新潮文庫の小

そう思ってよければ︑泊翁が書簡をかいた八重野範三郎は︑

は七十二︑三歳で︑八重野は四十四︑五歳の壮年であった︒

八重野範三郎宛書簡の書かれた明治三十二︑三年は︑泊翁

十歳前後と思うほかはないが︑泊翁は五十八歳であった︒

島直記著﹃無冠の男﹄を読んでいると︑八重野範三郎とい
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しなかったことになろう︒

う人物が出てくるのでびっくりした︒福岡の出身で︑頭山

一人物にちがいない︒そうであれば︑熊本出身で︑多分中

頭山満の友人であり︑杉山茂丸を頭山に紹介した人物と同

であった︒そして︑泊翁が四国地方訪問の計画をたてた当

学校の教職を経て香川県視学官にも任じられた教育行政家

満の後輩に当たる杉山茂丸が訪ねた一人で︑﹁熊本出身で︑

てある︒この﹁熊本出身﹂は佐灸友房にかかるのか︑八重

生首を抵当に金を借りた佐之友房の友人である﹂と紹介し
野範三郎にかかるのか暖昧であるが︑杉山に頭山を紹介し

は︑これを疑う余地はないのである︒

時︑八重野が香川県視学官として高松市に住んでいたこと

︵本会理事・東京大学名誉教授・国際武道大学名誉教授︶

たのが八重野であったことになっている︒すなわち︑八重
満さ
さん
ん霊
がきとるぞ﹂
﹁杉山君︑頭山満

野は茂丸の顔を見ると︑
という︒

1

玄洋
洋社
社︵
の頭山さんだぞ︒ 君とおなじ福岡
﹁なにいうか︑玄

げんよう

﹁頭山？知りません﹂

1

わた

千葉県田村隆郡

篠塚しげる選

ゆく︑秋も深くなったという感懐がよく描かれてい
る︒

千葉県鈴木とよ女
︵評︶通夜にお参りをして夜空の帰り道は作者一人だけであ

︑友の通夜終えて夜空の一人道

キャディ帽吐くっきりと残暑の陽

の酒をつぎまわる光景が目に見えるようだ︒

ろう︒氏神の境内では神主も疋女も出て︑客にお下り

が町内に秋のお祝い事があったあとの祝宴の状景であ

︵評︶秋茄子の一夜漬が直会の卓におかれている︒邑︵むら︶

直会や卓に秋茄子一夜漬

なおらい

︵評︶土堤に画架を据えるとき草の架がふわノ︑とびたって

草の穂薬飛ばして士堤に画架据えぬ

参
歌
った︒何となく心細い感じが詠まれている︒

︵評︶父母の墓のぐるりにはコスモスが咲いていて︑恰も亡

︑コスモスの包むが如く父母の墓

ある︒﹁包むが如く﹂がうまい︒

き父母を守っていてくれるように思われたというので

︵評︶畑の野菜とか豆とかは皆とり入れられて︑あとに残っ

︑残されて畑に紅塗る唐辛子

になぞらえてお化粧の紅を塗る︑という形容が巧承で

た唐辛子だけが赤く熟しつ上ある︒赤くなることを人

面白い︒

○草の実の熟れて小鳥の世となれり

亀ねむる池のほとりの乱小菊

○子等囲む矩健に母の影老いぬ

選者近詠
いちい

よき一衣妻にもがもな冬に入る

百千の熊手のおかめ我に笑む

瓶あれば篭あれば活け石蕗の花

もの言はい菊人形の美しさ

俳譜の国に生れて文化の日
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弘道俳壇

古川哲史選

びて
さが

今宵もまた争いとなるわが家の血すじのことに話題およ

は

声荒くあげつらうなきわが生に初のいかりが妻へ向くと

鹿児島県国分市古川三男

て︑くださればそれで結構である︒

優劣を競うのを目的としない︒気軽に︑いわゆる腰折れを出し

活のノロシとしたい︒本歌壇は︑あくまで習作の場所であって︑

証拠として︑手もとにとどいている若干を紹介して︑本歌壇復

るが︑﹁弘道歌壇﹂そのものが廃止されたわけではない︒その

稿が少なくなったため︑おのずから休載のやむなきに至ってい

藤巳之吉氏︑去る十一月石橋佐寿︵香峰︶氏が亡くなられ︑投

久しく﹁弘道歌壇﹂の常連であった宇津木一直氏︑ついで加

講

嫁の性妻に似るらしこの夏も強引に帰る津軽の里へ

子供らに応接セツト贈られて夢はふくらむ貧しき中に

千葉県干潟町林東洲

逆光の丘黒ぐろとつづきいて姻たなびく山里の秋

茜浴承帰る畦田にわが影の濃くうつりおり足すこし曳き

茅屋根はたがいに肩を寄せ合いて飯塚の里日溜りのなか

別府市椛田信吾

うつせ承の生命なりせぱいつの日も一日生涯生きんとぞ
念う

信濃なる川中島に風は流れ面影遠し古戦場跡
選者近詠

河川敷ここに尽きたり比丘尼橋由所めく名とあやしゑ渡
る

河川敷だけはクルマを通さずに守りてたもれ老散歩者を

きのうまでたわわにありし柿の実がちぎられていぬ今朝
来て承れば

珍らしく今朝は霜なし青草の茂象の中にグミの実紅し

小感

歌には歌の文法︑歌の論理がある筈︒誰が読んでもわかるよ

うに詠むこと︑これが何よりだいじなことでしょう︒
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弘道歌壇

第四回研修旅行

った︒何といっても︑旅行には天気模

のうちは晴れ間が出るほどの天候とな

昨日降った雨もすっかりあがり︑朝

概要説明を行った︒お世話役は︑職員

旅行のねらいと本日の日程︑見学先の

職員の藤下からご挨拶を兼ねて︑研修

バスが走り始めて間もなく︑事務局

秋の北総路を往く

様が一番気がかりなものだ︒関係者も

私の三名である︒やがてバスは︑湾岸

の川村千寿子さん︑飾磨りつ子さんと

いつものように︑丸ビルの明治屋横

ほっと胸を撫でおろす︒

をバスが出発したのは午前九時三○分

の午前十一時少し前には︑新東京国際

道路から東関東自動車道に入り︑予定

ト・ジャングルの最中におられた皆さ

き︑つい一時間ほど前にはコンクリー

を少しまわった頃であった︒毎食参加
して下さるお馴染のお顔がたくさん見

る成田市三里塚御料牧場記念館の正門

空港・四千メートル滑走路の西側にあ

さなか

える︒参加者は︑堀田正久理事︵現地に
て合流︶︑生平幸立監事をはじめ二十五

一行が記念館に着いた時には︑既に地

んの目には清をしく映ったに違いない︒

元の堀田正久理事︵佐倉市︶が私どもを

総御料牧場の事務所があった所である︒

︵兜歳・大田区︶︑藤田三郎氏︵虹歳・横浜

の木︶の大樹が我凌を迎えてくれる︒

正門を入ると両側に並ぶマロ一三︵栃

戴した︒

待ち受けて下さり︑館内でご挨拶を頂

前に着いた︒ここは︑かつて宮内庁下

市︶で︑お二人とも今日はまた一段と

三万平方メートル︵約三町歩︶の敷地

名である︒最長老格は︑和田平太郎氏

お元気の様子である︒ほかの方々も足

に植えられた樹木もよく手入れが行届

この記念館は︑去る昭和四十一年七

どり軽く車中の人となった︒
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を資料によって再現︑その姿を永くと

は︑由緒ある御料牧場の在りし日の姿

することになった︒そこで地元成田市

場﹂が︑栃木県塩谷郡高根沢町へ移転

て八○年の歴史を刻んだ﹁下総御料牧

に決まり︑明治初期から宮廷牧場とし

建設地がこの地︵成田市三里塚周辺地域︶

月四日の閣議によって︑新国際空港の

碑などを見学︒三里塚を後にして次の

を詠んだ﹁春駒﹂の碑︑水野葉舟の歌

光太郎が水野葉舟を訪れ︑牧場の風景

した後︑旧貴賓館の前庭を散策︒高村

してならなかった︒一通り館内を見学

明していても何となく面映ゆい心地が

わり︑初代の館長を勤めたので︑ご説

構想︑レイアウト︑ディスプレイに関

建設当初から関係資料の収集やら全体

寺縁起によれば︑平安時代の天慶年間

成田山新勝寺の創建については︑同

王の前に額づき合掌する︒

石段を上り︑大本堂にてご本尊不動明

をくぐり︑池の亀をながめながら急な

れたに違いない︒さて一行は︑仁王門

半頃まで︑さぞや待ちくたびれておら

っていただくことになった︒午後三時

した︒約百坪ほどの展示室には︑四頭

事務所とそっくり同じように形態復原

なぎ″を焼き始め︑冷めないうちにあ

この店では︑お客の顔を見てから〃う

″うなぎの蒲焼″を食べていただいた︒

に席を取っておいたので︑成田名物

下が米国ご訪問の際にご塔乗なされた

ろう︒午後一時過ぎ︑打揃って大本山

のは︑店主の心遣いが通じたためであ

皆さんからお賞めの言葉をいただいた

てんぎよう

どめておきたい︑ということで︑一億

目的地である成田山新勝寺へ向う︒

立ての供奉車︵宮内庁から払い下げを受

昼食は︑成田山門前の老舗﹁田川屋﹂

数千万円を投じてこの記念館を建設し

けた︶をはじめ︑牧場の模型︑昭和二

モットーにしているので︑帰りがけに

たたかい御飯で食べていただくことを

たものである︒外観は︑元の御料牧場

十八年に行幸啓された折の天皇・皇后

特別機︵日本航空から借用︶の内部︑高

ぐぶしや

両陛下の御写真や昭和五十三年に両陛

村光太郎の無二の親友であった文人水

藤嘉三郎氏だけはお足が不自由なため︑

成田山新勝寺へ登山する︒ただし︑加
ご本人の申し出でもあって︑堂庭で待

野葉舟︵元建設大臣水野清氏のご尊父︶の

どが展示してある︒実は私︑この館の

関係資料︑当時使用された農機具類な
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ひたちしもつふさ

すざく

に常総地方︵常陸・下総国︶を揺るがし
かんじよう

た平将門の乱平定のため︑朱雀天皇の
ごうぷく

しゆ

密勅を受けた寛朝大僧正が︑朝敵平将

ひで

門降伏のため関東に下向して護摩修
ぎよう
行を行った︒満願の日の天慶三年︵九
﹄ご︑ど

四○︶二月十四日に︑平貞盛︑藤原秀
郷︵俵藤太︶らによって平定されたの
いう寺号を賜わり開山されたと伝えて

を契機として︑天皇から﹁新勝寺﹂と

しようもんき

こんじやくものがたりしゆう

いる︒〃平将門の乱″の経緯について

は︑将門記をはじめ︑今昔物語集︑
ていしんこうきしょうぼんちようせいき

ふそうりやつきていおうへんねんきもるもりきにほん

史書の類では貞信公記抄︑本朝世紀︑

扶桑略記︑帝王編年記︑師守記︑日本
ぎりやくほんちようもんずい

争い﹂

宮司ｄ

由

§ふや

画坤■圏内少・刈唱型で﹄︲膏●

丸虹

︼全︾ｒＪＵ

硬嘩叩心孟

物については︑藤下が概略の説明を行

った︒余り詳し過ぎてもと思い︑とく

に木造建築の良さを︑また︑今後古建

と思い︑百年も二百年もの風雪に耐え︑

造物を観察される際のご参考になれば

現在でもびくともせずに旧態のまま︑

その威容を見せていることに視点を置

物が重要文化財に指定︵国指定︶され

さて︑新勝寺の境内には五棟の建造

することができたのである︒事業は︑

色仕様書にのっとり︑往事の姿を現出

て彩色復原︶を行い︑二百数十年前の彩

り︑ご本尊の不動明王︑四大明王︑伝

にお願いをした︒大塔内の明王殿に入

寺職員の諸岡吉照氏︵写真家でもある︶

加者一同記念撮影を行う︒撮影は︑同

誇っている︒大塔をバックにして︑参

Ｂａ■画面屯

いていただくようお話した心算であっ

たが︑果してどうであったろうか︒

ている︒仁王門︑三重塔︑釈迦堂︑額

すべて文化庁の指導・管理の中で行わ

燈祖師像に掌を合せ︑昭和の大量茶羅︑

鐸審やい

成田山の伽藍中︑近代的な建物と言

えば大本堂︵昭和四十三年完成︶と大塔

である︒昭和五十九年に建立された大

堂︑光明堂であり︑いずれも江戸期の

れ︑建造物保存技術協会の手で実施さ

階下の絵馬類を展示してある霊宝殿を

千︲凸里︲︲己

塔は︑多宝塔形式であり︑鉄筋コンク

リート造りの︑高さ︵五十九メートル︶

建立になる︒昭和五十五年に︑当時全

の鈴木勲会長であり︑完成後ご視察を

れた︒その当時の文化庁長官は︑本会

だけでなく︑規模においても日本一を

国でも類例を見ない五棟一括の指定と

室んだら

なった︒なお︑五年ほど前に国の補助

ｒＬｒ

○P

拝観して︑隣接する霊光館︵館長は鶴見

方よくご存知の通りである︒

紀略︑本朝文粋等に詳しいので︑皆様

−W

いただいたことがある︒それらの建造
事業として三重塔の復原工事︵主とし

（62）

蔦驚
議

寺
駕

蜜？

琴

蕊

を一巡した︒霊光館は︑大本山成田山

係長の詳細なご説明を受けながら館内

照碩大僧正腕下︶を見学︑小倉博学芸

であろう︒皆さん本当にお疲れさまで

離にして一キロメートル以上は歩いた

う三時を大きく越えていた︒今日は距

る︒バスの駐車場へ辿り着いた時はも

のであるが︑私どもは︑会祖と逆の道

ち取香牧の一部にあたる︶方面へ向った

まり︑翌日三里塚︵当時は佐倉七牧のう

する土屋村の茂左衛門という酒屋へ泊

この日会祖は︑新勝寺の北側に位置

し生 う せ き げ い か

新勝寺の縁起や寺勢の伸展にかかわる

それではここで︑嘉永三年︵一八五

した︒

遺物類が展示されている︒当日は︑特

一行は︑成田名物の羊義や瓜の鉄砲漬

胸に車中の人となる︒さすがに歩き疲

た方でも仲を散策することが少ない︑

一午後佐倉出立︑一里酒々井村を出

︵嘉永三年九月︶七日薄晴朝雨

ことがとにかく嬉しい︒参加者各位の

口前に着いた︒全員無事に帰着できた

を出発して︑五時二十分には東京駅北

も少なく静かである︒午後四時に成田

れたためか︑往きの車中とは違い話声

おくことにしたい︒

堀田理事とは門前でお別れをいたし︑

○︶の九月七日に︑会祖西村茂樹先生

などお土産を購い︑さまざまな憶いを

筋をとったことになる︒

用具︶﹂が行われていたので︑寺と門

に書留められているので︑ご紹介して

が成田山へ参詣したことが﹁泊翁日記﹂

別展として﹁門前町成田の民具︵商業

を通して理解を深めていただけたもの

前町との関連について︑具体的な資料
と思う︒

という公園を見ていただいた︒日本式

を見る︑甚だ風致あり筑波山正面

外れ並木之間より印幡沼︵印膳沼︶

ご協力に感謝して筆を潤くことにする︒

霊光館を後にして︑何度か登山され

の本格的な庭園であり︑面積は約十七

に見ゆる︑是より二里余二而成田

の池は生憎と工事中であり︑白鳥や黒

池と廻り三の池へ差しかかったが︑三

園である︒梅林を経て一の池から二の

園の少ない千葉県における代表的な庭

り変りによって彩りを変え︑本格的庭

を小堂之れ有り︑︵後略︶

︵現在の光明堂︶後の石階を上り又

麗なり︑新勝寺頗る宏壮︑不動堂

り成田山不動尊︑銅瓦朱廊甚だ装

り︑是より人家︑程無く石階を下

山︑鳥居を入る︑石を敷き之れ有

い時を迎えるのである︒

迎えする一年のうちでも︑最も忙がし

して︑年間一千数百万人のご信徒をお

準備でてんてこ舞いである︒門前町と

いま成田は︑お山も町うちも迎春の

いんぱいま

しすい

万平方メートル︵約十七町歩︶四季の移

ったのが残念である︒園内を散策して

︵藤下昌信記︶

烏の遊泳する風景を見ていただけなか
大本堂前へ出て︑女坂を下り堂庭へ出

（63）

︵記録︶

故片山清一理事を偲ぶ会
十一月十日︵水︶午後三時より

理事のご功績を偲び︑追慕の情を切々
と述べられた︒

続いて︑次のお二方から追悼のお言

冒頭︑鈴木会長のご挨拶にもあった

であった︒

筆率は約五十パーセントに及ぶ︑とい

該当する会誌﹃弘道﹄は三十八号︑執

変な量に上り︑二十三年間に六十六篇︑

が︑片山先生が寄稿された論説は︑大

を代表して古川哲史理事は︑故人の業

う︒︵﹃弘道﹄九三一号︑舵．ｎ．胆月号︑

葉を頂戴した︒はじめに︑本会の役員
績について詳細なご紹介をしたあと︑

渡辺薫事務局長の﹁片山清一先生の追想﹂

於日本弘道会ピル８階講堂

故片山清一理事が︑昨年十月二十八

百十年史編さん事業を完成にこぎつけ

ったことになる︒今回︑故人がご活躍

日︵水︶午後五時三十三分︑飯田橋の東

された当時の社会的背景をもそっくり

より︶つまり︑二号に一篇お書きにな

記録保存しておこう︑という発想から︑

てご霊前に供したい︑と述べられ︑ま

一緒に考えていたことに︑〃道徳教育

健知氏︵日本大学教授︶は︑片山先生と

論説だけを摘出することを避け︑該当

た︑日本道徳教育学会を代表して小野

一周忌を畢えた去る十一月十日︵木︶

を家庭の中へ〃ということがある︒ご

逝されたことは既報の通りであるが︑

故片山清一理事が︑ご生前とくに親し

遺志に沿うよう︑その実現に努力した

京厚生年金病院にて︑肺炎のために急

﹁偲ぶ会﹂を開催した︒

くされていた方盈にお集りいただき︑

の藤下が担当した︒はじめに︑故片山

午後三時に開会︒司会︑進行を事務局

向い黙礼して自席につかれた︒定刻の

場に入る参会者は︑皆一様にご遺影に

なたも耳をそばだてて聞いておられた︒

水を打ったような静けさが広がり︑ど

る︒テープの再生が始まると︑会場は

の際にご講演なされた時の一コマであ

年六月二十一日︑千葉県佐倉支会総会

お声を聞いていただいた︒去る六十一

その一語︑一語が胸に突き刺さるよう

で書き続けられた日記をご披露された︒

に︑病魔と闘いながら亡くなる直前ま

子様からお礼のご挨拶があった︒とく

これを記念品とし勺鈴木会長からご遺

号をそのまま合本︵二分冊︶としたので︑

清一理事のご冥福をお祈りして黙祷を

ヒュー言一ティーが集約されたお言葉

であり︑片山先生のヒューマニズム︑

次に︑参会者の方盈に故人ご生前の

い︑と決意を表明された︒

会場︵講堂︶正面の壇上には︑生花

捧げ︑次いで︑主催者である本会の鈴

恰も二年半程前にタイム・スリップし

に囲まれてご遺影が飾られており︑会

木勲会長がご挨拶を行った︒会長は︑

たような錯覚に落ち入ってしまうよう

記念品の贈呈が終ったあと︑片山芳

族の片山芳子様に贈呈した︒

永い間本会のためにご尽力された片山
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った︒参会者一同正面のご遺影に向い︑

土田国保理事の発声により献杯を行っ

た︒以上で第一部を終り︑懇談の部に
入った︒粗餐を召し上りながら︑お隣
り同志で思い出話などをしながら時を
点から追悼のスピーチを頂戴した︒

過していただいたが︑その間に次の方
古田光氏︵故人の義弟に当られ︑現在

片山清一理事を偲ぶ

石井千明

片山理事が亡くなられてから︑

の瓢々とした長身の姿が今にも隣

もう一年たつ︒空身の世とはよく
云ったもので︑人の生涯ははかな
い︒片山さんの名前をきくと︑あ

東京高師・東京文理大を通しての親友︑元

室から現われるような気がする︒

（65）

横浜国立大学教授︶︑徳久鉄郎氏︵故人と

目白学園女子教育研究所長の重職を引継い

宮内省御用係︶︑浅田隆夫氏︵故人から︑

決定すると思う︒族けという言葉
をきくと︑すぐ日本の着物の仕立
てを思う︒私は小さい頃︑母が着
物を縫い終えた時︑白く細く弱盈

片山さんは︑実に女子教育︑特
に峡けのことで︑これほど熱心に
力をそそがれた人は少ない︒この
ことは私も同感である︒特に幼児
期の家庭の族け︑幼稚園や︑小学
校の咲けは︑人の生涯の在り方を

いている︒

どうしても亡くなられた人とは思
えないほど印象が心に深く焼きつ
だ︑片山先生の実質的な後継者︑元筑波大学

教授で学校教育部長︶︑市村サト氏︵故片

き合いであり︑神奈川県内で小学校長を歴

山理事とは︑道徳教育を通じての古いおつ

が統いた︒亡くなる二日前︑先生は奥

されている︶以上︑五名の方々からそれ

受けてこられた方で︑農林中央金庫に勤務

う︑俺はまだ必要なんだよなあⅡ﹂と

任︶︑鈴木寛一氏︵古くから故人の薫陶を

言われたそうであり︑﹁静かな所へ行

しいただいた︒スピーチが終ったあと︑
明理事の追悼文︵下記︶を披露した︒

体調を崩されて本日欠席された石井千

ぞれの憶い出やエピソードなどをお話

染た主

次に︑故片山理事の御霊に献杯を行

た︑と奥様は結ばれた︒

きたい﹂というのが最後の言葉であっ

要でなくなった人に死を与えるのだろ

故人の日記を披露される芳子未亡人

様に向って︑﹁神や仏は︑この世に必

hl

しい糸で︑襟や袖や裾を表から縫
いながら︑母が話してくれたこと
を思い出す﹁これは最後の仕上げ︑
着物全体は強い糸で仕立て上げる
が︑最後にその形を整えるのは︑
真っ白な弱い糸で︑形がくずれな
いようにするの︑一軒の家でも父
親は︑家全体のことを大まかにす
るが︑母親は︑その形がくずれな
いように︑やさしい手でしっかり
おさえてゆくの︑膜け糸も同じこ
と﹂といわれ︑あんなにか細い白
い糸で︑よく形が崩れないものだ
と不審に思ったが︑今日になって
し承じゑその言葉の深い意味が解
ってきた︒最近の日本の婦人の在
り方を思うにつけ︑いよいよその
思いを深くする︒この問題につい
て片山さんが︑晩年︑西村茂樹先
生と福沢諭吉先生の最晩年の女子
教育論について書かれた所論は︑
昨日のことのように思われ深く印
象に残っている︒

西村先生のことは皆様ご存じ故︑
ひとまずおき︑福沢諭吉先生が明

治三年郷里中津を離れるに当って
書いた﹁中津留別之書﹂があり︑
その中に全く西村先生と同様に︑
人倫の道︑一家を為すための夫婦
のあるべき道が示されており︑当
時の日本人が婦人を如何に軽視し
たかという事の非が︑諒灸と説か
れている︒この事にふれ︑片山さ
んが力強く力説されている︒
晩年そのことについて︑私と話
し合いたいと云われていたが︑つ
いその機会がなく残念に思う︒近
く︑婦人飛躍の世紀とも思われる
二十一世紀を迎えるに当り︑片山
さんのような婦人に理解ある方の
亡くなられたことは︑只を残念に
思う次第である︒切にご冥福をお
祈り申し上げる︒

最後に︑渡辺薫事務局長から閉会の
挨拶があって︑三時間に及んだ﹁偲ぶ

会﹂の幕を滞りなく閉じることができ
たｏ

︵藤下昌信記︶

△武生ロ

圏ご寄付者芳名

金壱万七千円也市村サト殿︵神奈川県︶

金五万円也片山芳子殿︵東京都︶

◎会費領収報告書

︿鎚剛柳棚斡則朋川叩一

ただきます︒

１︑この報告を以って領収書に代えさせてい

２︑○印は新入会員です︒
３︑お名前の下の数字は会費最終年度です︒

北之園期範

白井万寿雄⑬

藤川貞一

︹︷墨家都︺

久保政子燭

永井武御

辻村喜一郎

林隆悌御

大八木正子

○萩原勝

小林信夫
竹蓋良平絢
秋葉モト絢

○山田正幸

遠藤林太郎御

︹千葉県︺

吉富多寿男働

小川仁

野平喜兵衛倒

松津信義鋤
○大木辰次倒
落合高省御

成毛市郎燭

林秀雄
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戸早戸川福局柳本金沼塩戸川角橋林竹寺石鈴大田小菅成
福水北越島埼瀬田井野谷神上田本蓋本毛木榔村山井毛
○○

島 海 支 玉 善

県道会熊県有克以敦需源尚忠太英岩利墜里庄武

曽富一学串畠一編憲蓋毒塁冨認篭篭富駕毒麓毒騒篭富毒
校

校

22

藤御北児村矢市高渡木八高猿大根青飯橋宮
中田玉田野村木辺村本木田根本野田本崎
○

念

辰 浩 忠 一 勇 サ 積 儀 義 義 義 淳 虎 情 雅
夫一雄雄吉ト善保一夫雄巌夫祐二実市夫
御御御
御御縛御御倒燭㈱㈱御御御御
倉

宮口文枝
佐を木トク

三国チヨ鋤

鳥居秀雄
近藤康寿御

︹岐阜県︺

柴山クニョ
丑込ヨネ子

︹京都府︺

小林善作

︹滋賀県︺

服部節夫㈱

︹三重県︺

石原太紀御

清水

佐野

井原

︹富山県︺

︹石川県︺

福井秀一㈱
有馬弘毅御

小池弘倒

佐藤志末吉御

村木長昌

田畑賢住卿

倒御御絢

新田紀久
吉永善亮御
須垣久作御
山本信吉

辻幸吉
︹福井県︺

当麻徳夫卿

入山静子

田中修平御
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稲木孝二郎

関谷一郎御
小林元亨倒

︹和歌山県︺

︹兵庫県︺

山下はるひ御

堀内顕一

︹奈良県︺

深沢賢一郎御

片山茂御

田中秀雄

青柳哲倒
中村潤御

平野和仁御
赤慶正男

︹大阪府︺

野原朴御

林浄造

米
治 崇 正
郎之鮫夫

荘 美
助実鈴
御

︹長野県︺

石井清次郎御

丸山泰御

有馬正純御
清水輝雄
吉田英一⑬
︹静岡県︺

青木安弘御
古畑光一倒
塩沢久延倒

渡部正義
木俣博雅御
片山喜八郎

鈴木亮三御

︹愛知県︺

高木貞雄御
白石行雄

堀井丈男

松糸小大
村川沢内

大竹小
島内泉

美健正
晴三則
圃絢御

︹広島県︺

上川繁人倒
︹山口県︺

○木原宇一⑲
︹島根県︺

吉田 貞 男 ㈱
︹愛知県︺

○山根虎之助脚

︹福岡県︺

田名 後 敬 倒
古川清光御
︹長崎県︺

中津保夫
︹大分県︺

︹熊本県︺

武田鉄蔵㈱
工藤 豊 彦 ㈹
冨嶋宗雄
︹宮崎県︺

壷井秀生御
︹鹿児島県︺

古川三男御

○引野健蔵
○久保田治三御

辻幸蔵御

帆足宗次倒

松下兼文

◎新入会員芳名︵敬称略︶

昭和侭年９月ｌ昭和田年加月
︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

東京山田正幸高倉弘
千葉平戸裏東平久雄

″大木辰次市原正夫

″萩原勝〃

神奈川金井勇小津民三郎

″沼野以愛島根宏明

″矢野倉勇吉〃

山口木原宇一服部節夫
島根引野健蔵飯塚一雄

″山根虎之助〃
″久保田治三〃

訂正
前号︵９．︐月号︶
●●

﹁言葉のひろぱ﹂宮川佳久氏の文中
︵だ頁上段一行目︶の虹翁とあるは間違
いのため削除をお願いいたします︒

Ｊ１ｒＬ

I

(

に微力でありますが︑現在の我が国に

それは国体の護持であり︑私自身は誠

だけ注文をつけたと聞いております︒

吉田首相は︑マッカーサー元帥に一つ

事にあると思います︒終戦時に︑時の

礎をなしているものは︑国体の正しい

と心がけております︒我が国発展の基

すが︑なんとか時代に後れないように︑

私は︑明治四十年五月生れでありま

千葉県成毛市郎

言葉の
ひろぱ

I

ります︒皆さん頑張って下さい︒

必要なことは︑弘道精神そのものであ
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静岡県白石行雄
﹃弘道﹄九三五号﹁鎖夏特集・私の

祈りします︒

参考教育論です︒皆さまのご健闘をお

んで︑来たものである︒﹁礼﹂を失す

は︑教壇より容赦なく白墨の弾丸が飛

私は子供の頃︑医者の祖父や祖母が

るの甚しきものとしての鞭である︒

﹁鳩に三枝の礼あり﹂鳩は親鳥より

またぐな﹂等と口を酢っばくして戒告

代りにはするな﹂とか﹁書籍は絶対に

﹁お膳や本・机には腰かけたり︑踏台

﹁礼について﹂

三枝下って枝に止まると云う︒況んや

や自分の家の敷居は決して踏むな﹂

礼儀作法にやかましくて﹁他人様の家

口元先生の︿下手の横好き﹁蒙刻﹂﹀

人間の社会生活に於ておやである︒

岩崎晶

であり︑小生も蒙刻を少々たしなぷま

趣味﹂拝読いたしました︒中でも︑野

すので︑興味深く拝見しました︒全文

されたものである︒

が廃れれば︑その国滅亡するとは中国

神聖なる対象物を保つことで︑﹁礼﹂

る本場所の大相撲に於ても︑皆様ご存

に見ることが出来るのである︒国技た

﹁礼﹂に始まり﹁礼﹂に終るのを如実

に於てその試合の行われるに当っては

我国の武道︵剣道・柔道・薙刀等︶

﹁幼長序あり﹂と謂う言葉もある︒

では古代から云われておる処である︒

﹁礼﹂とは全生活上の規範であり︑

いちいちご尤もなど意見で︑同好の一

ところに︑本当の美があるｏ﹂という

野口明先生の﹁⁝⁝個性を極力押えた

後に︑世相の変遷につれたその神聖性

人として感心いたしました︒とくに︑

ました︒

知の如くに︑その取組む前には何度も

お言葉には︑教えられるところがあり

が薄れて︑日常生活の進退の規範とな

四股を踏承︑両手を広げて武器なきを

は少を怪しくなりつつある模様である︒

う金言があるが︑果して如何︒今日で

﹁三尺下って師の影を踏まず﹂と云

なる光景である︒

頭を垂れて一礼するはいとも﹁爽快﹂

て花道を立去るに際しても︑深く深く

なす︒試合終了して土俵に分れを告げ

明示し鱒据の姿勢を以て互に﹁礼﹂を

そんきよ

った︑とある︒

私が中学生の折に先生が授業中に机に

たちさ

﹃弘道﹄毎号楽しく︑有益に読ませ

頬杖をついて聴講していた者や︑欠伸

千葉県四宮真佐男

て頂き感謝いたしております︒鈴木会

﹁礼儀作法︑と云うこと︑﹁小笠原流﹂

︑︑︑さわやか

長殿の特集はとくに有益にて︑全国の

をする児︑さては居眠りをする生徒に

あくび

小・中・高校その他教育関係者必読の

（69）

食事﹂が終ると式が始まり︑導師が唱え

ていた︒職衆と働き手による﹁別れの

しきしゆ

れた︒享年八十七歳︒

午後十一時五十分︑老衰のため永眠さ

る読経が流れる中ご親族の焼香が続き︑

れいゼ戸

告別式は︑十一月十七日︵金︶午後

そのあと︑渡辺理事が鈴木勲会長の弔

︑︑︑︑

代にはそぐわぬかも知れぬが︑﹁礼零﹂

と云う最上級の礼は現今のスピード時

ー時より︑千葉県香取郡山田町田部一

辞を代読してご霊前に捧呈した︒故人

主こと

の時代が到来すれば真に言語同断︑そ

八六六の自宅で執り行われた︒当日は︑

であったようであり︑町長をはじめ︑

は︑地元山田町の公職に関わること多

たペ

れこそは末世であり︑世の滅亡である︒

本会を代表して渡辺薫理事と藤下昌信

各団体の長の弔辞も捧げられた︒会葬

まつせ

問した折には﹁玄関に脱いだる己の履

身近な例としては客となりて他家を訪

次長が参列した︒この日は︑小雨がそ
ぼ降るひときわ肌寒い陽気であった︒

者の中には宇井隆氏︑菅谷栄夫氏︑上

お

物は︑外向に揃えて並べて置くのが常

も多く︑広い屋

さすが土地の名士だけに
に︑
︑会
会葬者の数

けられた︒なお︑県内の野田︑佐倉︑

代光祐氏ら顔馴染承の会員が多数見う

識である﹂と云えよう︒

言葉遣いの最近の傾向︑風潮として

敷内に焼香に訪
れた人灸の列が

され︑告別式は滞りなく終了した︒

平川︑干潟町支会長からの弔電も披露

るのであり気にかかる処である︒

続く︒故人の長
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は︑﹁敬語﹂の乱れ・衰退が挙げられ
﹁礼﹂こそは正に社会生活上の潤滑

故石橋香峰氏は︑大正十二年に本会

はたまた

油として将又その原動力として必要不

に入会︒昭和三十九年東部支会長に選

任︒その年本部の評議員に推され︑通

女でいらっしや
﹄今■えこ

算六十五年の永きにわたり︑弘道精神

の高揚と普及に努められた︒その功績

旧村だけに︑告別式は座奉行の差配

︵藤下昌信記︶

は顕著であった︒心からご冥福を申上

によって昔通りのしきたりで進められ

げる次第である︒合掌︒

故人は︑逝去の直前に叙勲の栄に浴

会員としてご活躍なされた石橋︵本姓．

には勲記と勲章が飾られてあった︒

され︑勲六等宝冠章を受章され︑祭壇

ご親族とともに告別式の開始を待った︒

の野平佐一氏ご夫妻に弔意を申し上げ︑

る大賀佐恰子さんのご案内にて祭壇が

し貼りｒ︲ｈｒ■

しつらえてある奥座敷に通され︑喪主

可欠の最少限の理念である︑と思惟す

る処である︒︵本会評議員︶

評議員石橋香峰氏逝去

・ｑｂ

昭和六十三年十一月十五日一
１

野平︶香峰氏が︑去る十一月十五日の

約六十五年の永きにわたり︑本会の

手吋,畢"炉1言01.匁gE−

編集後記

々︑力強い励ましをいただきました︒

加し︑価値ある生涯を送るべきだ﹂等

︵藤下︶

で︑その気力にはただ敬服するばかり

多謝︒

学心がむくむくと起きた︑ということ
です︒関係者は︑近ごろ﹁勉強は一生

藤沢さんの入学で高齢化社会における

断を許さない状況でありますが︑その

鯵天皇陛下のご病状は︑依然として予

入会手続き

お年寄りのライフ・スタイルとして

に根づきつつあることを示すものとし︑

皇居のお濠にいることがわかり︑陛下

〃学ぶ″ことが更に定着するであろう

唖﹁入会申込書﹂及び﹁郵便振替払込岬

のもの﹂という意識が︑一般にも徐灸

は大変お喜びになられたそうでありま

と期待しているようです︒︵岨月４日付

一票﹂をお送りします︒
仁●入会希望者は︑﹁入会申込書﹂の該岬

ような中でも今月七日︑関東地区では

す︒けれども︑その日以後︑側近への
読売新聞︶

絶滅したという﹁ベニイトトンポ﹂が︑

お尋ねやご指示も少なくなったそうで︑

鯵高齢化社会を迎える︑ということは︑

恥●本会の趣旨に賛同し︑入会を希望さ一
一れる方は︑本会事務局へ電話かハガ皿

極めて憂慮されるご容体であります︒
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昭和六十三年士一月十日印刷実価二五○円

一●お近くの本会々員蔭﹂紹介者となっ一
にてもらっておいて下さい︒

岬当欄に記入し︑年会費︵一︑五○○一
一円︶を同封の﹁払込票﹂にてご送金に
岬下さい︒

一ｏお申込承を受付け次第︑事務局より一

皿キでお申込承下さい︒

丸三カ月もの間ご闘病の毎日をお過し

という特集テーマを設定したところ︑

社会にとっても私ども国民にとっても

訪町︶が︑放送大学︵本部千葉市︶に入

石井千明理事の巻頭言をはじめ︑八名

であられます︒陛下のご平癒を重ねて

学し︑テレビや送られてくる教材で勉

の先学から密度の濃い充実した玉稿を

極めて切実な問題であり︑真剣に受け

強することになった︑という記事が各

お寄せいただきました︒﹁老いも若き

お祈り申し上げます︒

新聞で取り上げられました︒その記事

も労わり合う心の通った社会を﹂﹁老

す︒そこで︑﹁高齢化社会と生涯教育﹂

を見て︑びっくりしたのは恐らく私ば

人らしい気力をもって美しく生きるべ

とめねばならないことであると思いま

かりではないと思います︒同地を訪れ

きだ﹂﹁自発的に楽しいセカンドライ

る藤沢ミツさん︵百十二歳・長野県下諏

た〃足の博士〃として高名な平沢弥一

フの設計と実践を﹂﹁積極的に社会参

鰯今月の初め︑わが国の最高齢者であ

郎同志社大学教授のお話を聞いて︑向

︵通巻捌︶
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定評ある吉川弘文館の伝記シリーズ﹃人物叢書﹄に
取上げられている人灸は︑いずれも日本史を飾る歴史
上の人物ばかりである︒今回︑洋学者であり儒学者で︑
現実を重視した思想家として︑会祖西村茂樹先生が加
えられたことは極めて意義深い︒著者は︑﹁西村の道
徳教育運動は︑一般人を対象とした点において︑現在︑
とくにその必要性が叫ばれている生涯教育の先例であ
る﹂とし︑儒教を西洋哲学の方法をもって修正して再
生を図った点に注目している︒また︑儒教的発想や藩
政を担当した経世家であり︑洋学者でもある泊翁の生
き方に共鳴し︑高い評価を与えるとともに︑独自の史
観によってまとめている点興味深い︒

本書は︑﹃東アジアのなかの日本歴史﹄昭巻の中の

を取上げ︑儒教思想が﹃日本道徳論﹄によって変貌し︑

第５巻であり︑書中第九章第一節で会祖西村茂樹先生

の比較﹂という課題に対して積極的な取組承を示し︑

再生された経緯が語られている︒著者は︑﹁日中儒学

日本人がどのように中国儒学を摂取したか︑その受容

と変容した歴史をえがき︑中日両国儒学の思想内容・

社会機能の相違の比較を通して︑両国近代化の歩象を

異ならしめた思想的要因と︑日本文化の特色を究明し
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