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(社)日本弘道会会旗

本会の会旗は，グリーンの地にデザイン化した「弘遡の二文字を白抜き
にした，品格のある爽やかな会旗であり，武蔵野美術大学教授山内障氏に依
頼して作成したものです。

地色のグリーンは平和を，白抜きにした「弘遡の白色は，清廉潔白を表
現しており，弘道精神の具現に相応しい会旗であると言えます。
この会旗は，昭和60年3月24日の「日本弘道会ピル」落成祝賀式当日，初
めて会場に掲げられました。

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

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

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︒

（1）

表紙裏
︵泊翁先生訓︶
故老問答︵二︶
︻巻頭の言葉︼

第九五一号︵平成三年三・四月号︶

高齢者問題を考える

ｌ＊＊＊Ｉ

七十︑八十は鼻たれ小僧

特集

やっと老人風を吹かせるようになった
俳句で老を生きる

老人医療の問題点
﹁高齢者問題﹂のウソと現実

長寿社会における高齢者の学習について

古川哲史

古川哲史

村田惰

杉浦昌也
栗田充治
高松典雄
尾田綾子

（2）

次

高齢者に﹁敬﹂の心を

之

(
4
)

(
6
)

⑲⑭（9）

的⑳

目

一

︻特別講演会講演要旨︼

木一⁝⁝田
張繁⁝⁝勧

権利思想を越えて人間らしい社会をつくるために⁝⁝⁝⁝⁝⁝有田一毒⁝⁝⑨
︻随想︼

昭和の反省⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝鈴

曲阜に孔子像を献じて⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝角

あらためて世の社会倫理を考える⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝森 田康之助⁝⁝
︿北斗星﹀

北方領土の次元⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝津英武⁝⁝⑫

（3）

︿熟年からの健康﹀

哲史⁝⁝例

歩行の障害︵師︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝杉浦昌也⁝⁝⑬
︻泊翁百話︼

泊翁
翁日
日記︵七︶

明治三十二年の六月三日より十二月十八日まで⁝⁝⁝⁝⁝⁝古

編集後記

言葉のひろぱ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝鋤

会告⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⑳

事務局往来：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝鋤

弘道俳壇⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝篠塚しげる選⁝⁝樹

川

訓
先 生

故老問答︵二︶

問い当時将軍家あとつぎ擁立の件は︑外国事務と同様に︑官武の間の一大争論となった︒この

答え官武の間の争論は︑外国事務よりも将軍家あとつぎ擁立のほうが︑一段とはげしかった︒

件の実相はどうであったのか︒

撰夷の件を実行しがたいことは︑水戸でもすでに承知していたが︑将軍家あとつぎ擁立の件はぜひ

実現しようと思っていたようである︒それに将軍家あとつぎ擁立のほうは︑外国事務のほうより一

この事に関連して︑拙者はかるがるしく人に語れない︑極めて秘密のことに出逢った︒拙者が奥勤

段と秘密裡に進められたので︑実相を知ることが極めて困難である︒要するところこの二大件は︑
その本末先後がどちらにあるかわからないが︑その事情が甚だこゑいって乱れに承だれ︑ために遂
には朝廷と幕府の間が大きく割れてしまったが︑その原因は︑おそらく水戸より出たことであろう︒

ロを贈り︑また手紙を送った︒老侯の書は普通と変わっているので︑姉小路はこれを読むことがで

をしていた頃︵小納戸勤めの時であろう︶︑水戸老侯から奥老女姉小路︵当時内廷で勢力があった︶にワイ

きなかった︒それで直接温恭公︵将軍家定︶に差し出した︒温恭公の言われるには︑自分がすぐこれ

を読むのは︑いささか具合が悪い︒それに︑自分にも読承にくいところがある︒朝比奈甲斐︵小納戸

頭取︶か大久保右近︵すなわち一翁︶の中で読んでほしい︑と︒この日︑拙者は当直であったので︑

姉小路はその書を拙者に示し︑将軍の言をも告げた︒拙者は日った︑しばらくこれを貸してもらい

い︑とｏそういうことであったので︑拙者は錠口︵内廷と外廷との間︶にすわり︑姉小路のためにそ

たい︑仮名を付けてお返ししよう︒姉小路が日った︑この書はしばらくも人手に渡すことはできな

の書を読んだ︒その主意は︑一橋慶喜を将軍家のあとつぎに擁立するようにお骨折り願いたいとい
︲１０

うことで︑その文章は全くいくじのないものであった︒この一事によって万事が推知できるである
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問い朝廷と幕府との起伏は︑今日より見れば天意といってよかろう︒が︑当時にあって︑識者

答え拙者はそのとき︑幕府はけつきよく亡びるほかはないと思った︒廷臣の異心︑外藩の離心

の意見はどうであったか︒

は︑世人の皆知るところであるが︑このほかにもう一つ大きな困難があった︒幕府財政の窮迫がこ

れである︒当時内外の消費は多方面で︑どう考えても︑幕府のあつめる租税では︑これを供給しう

る見込承はなかった︒紙幣を発行する意見もあったが︑幕府の当時の威勢では︑それを国中に流通

せしめる見込承はまず無かった︒それで︑たとえ外藩の離反がなくても︑幕府は財政不足のために

自壊を免がれなかった︒拙者は深くこのことを心配し︑徳川氏百年の計をはかるには︑政権を朝廷
に返し︑駿遠参の三国を自己の領地とし︑その他の土地は皆これを朝廷に献上するほかに良策はな
い︒もしその策をとらず︑うやむやで日を送るときは︑幕府は滅亡の禍にかかることもあろうと信

じた︒それでそのことを書面にしるし︑これを建白したところ︑その日のうちにお役ご免となり︑

塾居を仰せ付けられた︒それ以来塾居すること十二年︵この年代には誤りがあるようである︒談話の際た

は閉居中であったが︑ひそかに大坂に上って拝謁したことがある︒将軍の言われることに︑余はこ

またま誤ったものであろう︶にして明治維新を迎えた︒昭徳公︵将軍家茂︶が大坂城にいたとき︑拙者

の頃︑国事のむずかしさに思いを馳せ︑終夜眠らないこともしばしばある︒メシも旨くなく︑心配

に堪えない︒一人は右せよといい一人は左せよといい︑どちらに従ってよいかわからない︒余は好
んで将軍職に就いたのではないのに︑顔色を変えてなげいた︒拙者の見たところ︑将軍の顔もから
だも非常に衰弱している︒私はそのとき覚えず落涙した︒そののち明治元年一月︑拙者はなお閉居

中であったところに︑一友人が突然来て︑将軍は大坂で敗れ︑軍艦で遁げ帰ったと告げた︒

このとき給仕の者が室内に入ったので︑談話は中絶した︒それに出勤の時刻となったので︑後
日を約して大久保氏はただちに元老院へ出勤した︒
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七十︑八十は鼻たれ小僧

古川哲史
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﹁百歳まで働こう﹂という目的をかかげた百働会という団体があることは︑西村幸二郎前会

長からたびたびうかがった記憶がある︒しかし︑それがどういう由来をもち︑どういうメン

バーを擁しているのかは︑さっぱりわからなかった︒また︑わかろうとする意欲も︑私には余
り無かった︒

ところが︑ 今年の三月中旬︑ 百働会の例会が四月八日に開かれるから出席するようにという

案内があった︒︒突然のことで︑ キツネにつままれたような思いもしたが︑一応︑出席する旨の
返事を出した︒

四月八日は朝から雨で︑昨日おこなわれた東京都知事選挙の開票結果も案じられたが︑この

方は開票開始三十分のうちには︑早くも﹁当確﹂の一ニースが出た︒八十歳の老知事が四度目

の任に就くことがほぼ確定的になったわけで︑百働会の例会には朗報といってよい︒そういう
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期待も持って︑原宿の東郷神社の境内にある東郷記念館の会場に入って承ると︑出席予定者は

百二十五名もあり︑福田赴夫︑秦野章︑剣木亨弘︑扇谷正造︑園田天光光︑高橋正雄︑平田敬
一郎など知名の士がズラリ顔をならべている︒

くばられた印刷物を見ると︑百働会はただ長生きするだけでなく身心の健康の続く限り分相

応に働いて社会のお役に立とうと志す者の団体で︑昭和三十一年広島で発足し︑現に三十の支

部と三千人の会員を擁する︑とある︒今日の会合は︑その東京支部の例会で︑三井財閥の総帥

江戸英雄氏の短い講話を中心にして進行した︒江戸さんは明治三十六年の生で︑今年は米寿に
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当たるが︑なお濯蝶としておられる︒四選がきまった鈴木東京都知事の﹁生涯現役﹂という発

言も話題になって席の熱気は一段と盛りあがったが︑昭和四十九年夏の東京支部発会式には︑

﹁働かざる者食うべからず﹂︵元国鉄総裁十河信一亜︶﹁人間︑忙しいうちが花﹂︵元上野動物園長古賀

忠道刊︶﹁百まででは足りない︑百以上も働け﹂︵元法務大臣木村篤太郎的︶などの勇ましい〃トキ
の声″もあがったという︒

︵本会理事・東京大学名誉教授・国際武道大学名誉教授︶
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特集高齢者問題を考える
α弧⑩Ｋ凹曇篭曹

平均寿命の伸びは︑高齢者人口比の急激な増大を

促し︑急速に高齢化社会へと移行しつつあり︑二十

一世紀の初頭には︑高齢者人口が二︑○○○万人を
突破するのは確実であるといわれております︒

豊な社会の建設を達成した我が国に身をおく私ど

り︑高齢化社会が内包し︑今後直面していくであろ

もとしては︑この事実を深刻に受けとめるべきであ

かねばならないと思います︒
Ⅷ小叩陀凹員曽言ｉｘ叩に旧葛鋼塞雲喜創刑恥晋呼愚豊胃

珊仙Ｋ凹昌霞冒

製窪津

Ⅷ狐Ｕ血皿・一望胃〃叉⑩

うさまざまな問題を自分自身の問題として考えてい

屋昌曽虎剰公叩出″昌謡害雷
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哲史

ても年長者ぞろいで︑いきおい︑私が老人風を吹かす余地

り先輩・上司に当たる人に年長者が多かった︒どこへ行っ

ので︑日本弘道会の総会における最後の式辞および遺言と

府プリスベーンに滞在中で︑九月九日の夜読んだ朝日新聞

私はオーストラリアの東北方に在るクインズランド州の首

もなった講話にも耳をかたむけることができた︒それから

で計報を読んでおどろいた︒六月三日にはまだ東京にいた

が在職中の昭和五十六年︵一九八一︶十一月二十六日亡くな

ちょうど三か月あとに野口会長は鬼籍にはいられたわけで︑

和六十年︵一九八五︶七月二十三日の逝去にまで至った︒享

そして私の留守中に︑西村副会長が会長に昇格され︑昭

遥かにそのご冥福を祈った次第であった︒

て五十年三月以後は附属図書館長として仕事をしたわけで

年間︑教養部や経済学部国際関係学科の教授として︑兼ね

行に入り︑各地の支店長や本社東京支店次長を歴任ののち

年九十歳であった︒西村会長は東大法学部を卒業後住友銀

住友化学工業参事に転じ︑戦争中は安東軽金属専務取締役

格はなかった︒

つまり︑私は太田学長の八十三歳から九十一歳までの八

られた︒享年九十一歳であった︒

はなかったのだと思う︒昭和四十八年四月以来つとめた亜

ところが︑野口会長は同年九月三日逝去された︒当時︑

歳︒ここでも私は︑老人風を吹かせる年齢でなかった︒

歳であったが︑野口会長は八十四歳︑西村副会長も八十四

で︑副会長が西村幸二郎先生であった︒当時︑私は六十七

として関係するようになったが︑当時の会長は野口明先生

やっと老人風を吹かせるようになった

私は傘寿︑すなわち八十歳がすぐ眼の前に見えてきたせ
いか︑昨今︑﹁死﹂を思うことが多くなった︒

川

細亜大学では︑八十歳を越えた太田耕造先生が学長で︑私

これは︑以前にはなかったことであるが︑以前には私よ

古

あったが︑先生からすればまだ若造で︑老人風を吹かす資
日本弘道会には︑昭和五十四年︵一九七九︶六月から理事
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I■■■■■■

とめられたが︑昭和二十九年四月︑昭和天皇が皇后陛下と

であった︒戦後はホテルトーキョウの監査役や取締役をつ

わしく触れたので︑次に再録させていただく︒

この母の死については︑﹃白玉楼中の母﹄と題する詩でく

社長であった︑住友のホテルトーキョウの経営下にあった

去年の十二月以来病臥中であった母は

ともに植樹祭で兵庫県下へおいでになった際には︑先生が

舞子ヴィラにお泊りになった︒ヴィラの庭に咲いていた山

かぞえで享年九十七歳

五月三十日午後八時十分さいごの息を引きとった

年齢に不足はなかったが

ツッジをミッバッッジだと天皇から教えられたという逸話
などは︑四十六年に出版された随想集﹃天子さまのつつじ﹄

せめて白寿まで

子どもとしては

できれば百歳までと願っていた

に詳しいが︑その舞子ヴィラを去る三月二十七日︑友人の
ィラは美しい松林にかこまれ︑前面に明石海峡が広がり︑

その願いは

遥か年長の学長・会長がおられて︑私は年齢を意識するス

十二月と正月はまだ入院中で

鹿児島へ帰った
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案内でたずねる機会を得て︑懐旧の情にたえなかった︒ヴ

遠く淡路島を見渡す絶景の位置にある︒もともとは有栖川

あと二年︑あと三年というところで叶えられなかった

た日本料理亭も新館八階にある︒私はその料亭有栖川で明

キが見いだせなかったが︑郷里の鹿児島には九十歳を越え

空港から病院へ直行した

郎会長の三人よりずっと遅れて︑去年︵一九九○︶の五月︑

国分市の家で亡くなった︒数えで享年九十七歳であった︒

が︑四月半ばには四か月を越えた入院生活に堪えきれな

た母が健在で︑この母は太田学長︑野口明会長︑西村幸二

羽田空港を飛びたって

四月に二回

正月になって一回

去年︵一九八九︶の十二月に一回

病床の母を見舞ったのは

宮織仁親王の別荘であったそうで︑その有栖川を店名とし
石鯛の活魚料理に舌つづゑを打つとともに︑亡き幸二郎会
長をしのんだことであった︒
1■■■■

右のように︑勤務先の大学にも︑関係する社団法人にも

■■■■■

弟の電話はただならぬ母の病状を伝えたので
三十日の昼

くなって

母の待つ家に着いたのは午後四時ごろ

妹が耳もとに口を寄せて

ことし四回目の飛行機に乗った

その条件はほとんど実行されなかった

敷根の家に帰った
医師は毎週一回通院することを条件に退院を認めたが

母はすでに昏睡状態で

ある

通院する体力も気力も母にはもう無くなっていたからで

﹁東京から帰って承えた﹂と告げても

反応はかすかであった

父は享年六十七歳であったが

四月半ばに見舞った際

臨終は比較的静かであった

五十年前の父のそれ以来である

同じことだから⁝﹂と言った

私が肉身の最期にたちあうのは

が︑四月の末になって

強靭な心臓を

が︑母の臨終はおだやかとはいえなかった

﹁次回に帰るのは亡くなってからでよい︑なんど帰っても

もう一度会う機会がおとずれた
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別れぎわに母は

家内の妹の主人が傷痩軍人の懇親会で出かけた霧島温泉

もっていたせいか

鞭転反側をさいごまで止めなかった

で急逝したからである
その葬式をすました帰りに

母の妹二人︑子ども三人︑嫁三人︑親類縁者五人が臨終

で

そして永いあいだの親愛を感謝する声が期せずあがる中

の床をとりかこんでいた

二時間ほど敷根の家に寄った
このときは予告なしの帰省であったので

母は一段と喜んだようであった

母は白玉楼中の人となった
■■■■

となんべんも繰り返した

■■■■■

﹁生きてはもう会えないことになっていたのに⁝﹂

それからちょうど一月がたった五月の末

■■■■■

るとかならずといってよいほど︑肉身・縁者にかこまれて

あわせはなかったと思う︒南日本新聞に出る死亡広告を見

にかこまれて息を引きとったのであるから︑これ以上のし

母﹄に付け加えることは何もない︒母は多くの肉親や縁者

兄も仕あわせではなかったことになるが︑東京の病院や老

なかったであろう︒その点︑鹿児島流にいえば︑義弟も義

親類・縁者にかこまれてさいごの息を引きとったとは書か

義弟と義兄の死亡広告は見なかったのでわからないが︑

ていたというのである︒

息を引きとった旨がことわってある︒これは︑東京の新聞

はなかろうか︒私は︑もともと︑賑やかな環境は余り好き

人施設で膜目する人びとは︑多くの場合︑孤独に近いので

母のさいごをめぐる六か月の記録は︑右の﹃白玉楼中の

では見られない記事であるが︑肉身・縁者にかこまれて死

わない︒ただし︑信頼する人︑心の通い合う人ひとりぐら

でない︒それで︑孤独に近い臨終でも︑別に不幸だとは思

ところが︑右の詩にも出ている︑家内の妹の主人の最期

いは側にいてほしい︒まったくのひとりぽっちでは︑やは

ぬのが一番の幸福と認められているからであろう︒

は︑霧島温泉の湯舟の中で︑ただひとりであった︒南方戦

り︑淋しいのではないかと思う︒

もって山に入り猪や兎を打ちとめ︑また釣竿をたずさえて

を戦後四十年余つづけたのであったから︑温泉の湯舟の中

主宰者は若林芳樹氏で︑かつて私の母校︑鹿児島県福山中

紀州の新宮市から﹃播祭﹄という同人雑誌が出ている︒

比丘尼公園でいっしょになる

私の朝の散歩の終点
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線の上陸作戦で重傷を負い︑戦後は傷病軍人として猟銃を

でのさいごは︑あるいは快心のことであったかも知れない︒

海や川に魚をとるのに夢中であった︒そういう孤独の日常

そう思って遺族としては慰めるほかはないが︑この義弟の

の家と姻戚関係に在った︒そういう因縁で︑私も毎号短歌

学校で教えておられた︒夫人も福山出身で︑その実家は私

いた

った︒これは孤独なさいごどころではなかったが︑義弟と

仲間を悼んで﹄と題する私の詩が載っている︒

と詩篇を寄稿しているが︑三月に出た第四十号には﹃老人

なっていた︒起床がいつになくおそいので︑家人が義兄の

山口君は

寝室に入ってゑたところ︑ベッドから落ちたまま息が絶え

義兄は︑鹿児島市に在る自宅で︑家族の知らぬ問に亡く

めの朝忽馬として逝いた︒

母の通夜と葬式に列した家内の兄︵すなわち義兄︶が七月初

死が四月の末であり︑一月たった五月の末に母の臨終があ

四

﹁老人﹂といっても

だんだん高くなってきていました

彼の安否を気遣う声が

その山口君が

老人仲間のひとりでした

老人臭さは余りありませんでした

九月七十歳になったばかりで

世話好きで

私は強いショックを受けました

数日前亡くなったと聞き
胃を切りとって

が︑今年の春

彼が世話役だったからでしょう

ゲイトポールやダンス・︿−ティの話がよく出たのも

なまなましく残っていました

それで葬儀の参列者も多かったそうで
かすれていてもかん高かった

町会長を二十年もつとめたと聞きます

ある朝

彼の声が聞こえてくるような気がします

その傷あとが

いきおいよくシャツを脱いで

腸につなぐ大手術をしたとかで

︵ホラこの通り︶

と背中を見せてくれたのです

そのころの山口君は

ただおろおろするばかりでした

あっ気にとられて

年金受取額が一九五万あるので不足分は年間二六万円︑こ

齢者夫婦の年間生活費を二二一万円︵月間約一八万円︶とし︑

面に挿絵入りで大きく転載されている︒同じ第二面の﹁く

方の新聞のお目にとまったと見え︑三月二十七日付の第二

右のような内容の詩篇だが︑﹃新紀日報﹄という紀州地

調子好さそうに見えましたが

一方労働省では︑ゆとりある老後生活に月間二五万円の収

れを元に老後の必要貯蓄額を六七二万円と試算しています︒

手術とは縁のない私は

秋が深まるとともに

入が必要とすると︑そのための必要貯蓄額は一五○○万円

らしの豆知識﹂という欄に︑﹁経済企画庁では︑現在の高

いつしか姿を見せなくなり
公園にあつまる老人仲間から

（13）

若いうちから生活設計が必要です﹂という解説も載せてい

と試算しました︒いずれにせよ余裕のある老後のためには

という草田男の句が︑ますますせつじつさを加えてきたが︑

間は︑十人を越えることはないが︑だんだん明治生まれは

私はその明治の最後の年︑四十五年五月八日の生である︒

少なくなってきている︒﹁降る雪や明治は遠くなりにけり﹂

ろう︒私の﹃老人仲間を悼んで﹄という詩を転載したのも︑

るから︑第二面は老人のためも思って編集しているのであ

その関係からだとおもわれるが︑まだ新聞社からは何の連

の五月にはいよいよ傘寿の坂を超えることになる︒﹁死﹂

本誌の三

四月号が出るころには︑七十九歳に達し︑来年

絡もない︒いずれ何らかの挨拶はあるものと期待している
が︑詩にうたわれている﹁山口君﹂とは︑散歩先の比丘尼

かろうか︒

を思うことが多くなったとしても︑やむを得ないのではな

︵本会理事・東京大学名誉教授・国際武道大学名誉教授︶

公園でだけの︑ホンの短い期間のつきあいに過ぎなかった︒

しかし︑その後も︑比丘尼公園に行くたびに彼の思い出を

村田
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仲間と交わさないことはない︒比丘尼公園に集まる老人仲

俳句で老を生きる

と考えた︒

事実︑私の周辺にも︑そういう高齢の日々を迎える準備

人生八十年という時代の今は︑高齢者問題は老人の生き
がいの問題となった︒仕事に追われず︑悩承もない日灸が︑

を紹介してゑたいと思う︒

その俳句の性格を説明し︑またいくつか高齢者俳句の実例

俳句はそのような要望に合った性格をもっている︒まず︑

として︑俳句を学びたいという人もふえてきている︒また︑

させている事実のうえに立って︑私はこの問題に答えよう

そういう日食を︑実に多くの高齢者が俳句によって充実

とつの新しい問題となる︒

人にとって夢ではなく人生一般の事実となると︑それがひ

情

世界最短詩型
短かい詩ということは︑難かしぐ考えると難点もあるが︑
は十七音定型で字数ではもっと少ない︒原稿用紙の一行に︑

さしあたり作り易い︒俳句は十七字定型というが︑厳密に

または風雅︑閑寂といった用語で内容を説明しようとして

いる︒要するに︑室町から江戸時代に俳譜師の試ゑた文章

表現の趣味である︒それらに共通するものは︑高尚な文芸

趣味を大衆化する傾きである︒

いる︒芭蕉が中山越えをしたときは︑炎暑の日で苦しかっ

この芭蕉の句には﹁佐夜中山にて﹂という前書がついて

芭蕉

いうことは型から入るということである︒詩になっている

たのであろう︒わずかな笠の下蔭を命と頼んで歩く思いで

命なりわづかの笠の下涼承

かどうかは二の次として︑まず定型にはめた言語表現を試

一句と作者名が書けるのがふつうである︒そして︑定型と

みることであろう︒この俳句入門において︑教養はどちら

季題

身近なところに詩情を感ずる︒それが俳味である︒

の下蔭に感じとろうとしたのが芭蕉の意図であった︒

西行が﹁命なりけり﹂と詠んだ深遠な思いを︑卑近な笠

西行

年たけてまた越ゆくしと思ひきや命なりけりさ夜の中山

ねようとしたに違いない︒

なり﹂としたとき︑西行の次の有名な歌の趣をこの句に重

あったというのである︒芭蕉は︑この句の詠承出しを﹁命

定型があるから入り易いということは︑俳句に影響され

かというとじゃまになることが多い︒

て最近外国でも流行するようになり︑欧米でのハイク︑中
国の漢俳が盛んになっている︒詩が特殊な詩人のものでは
なく大衆のものになってきている︒ただし︑ハイクは十七
の俳句より長い︒

詩︑
︑漢
漢俳
俳は
は︸五言七言五言の十七字詩で︑どちらも日本
音節詩

俳味
俳句はどういうことを詠めばよいかというと︑それは俳
味・俳譜味ということである︒これを辞書で引くと︑いろ
いろな説明が出てくる︒おかし象︑おどけ︑瓢逸︑酒脱︑
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季題を詠む︑俳句には季節を示す語を入れることも︑よ

守武

えている人が多いのも当然であろう︒

落花枝にかへると見れば胡蝶かな

芭蕉

く知られている︒これを俳句の制約と考える向きもあるが︑

これも俳句という詩の近づき易い性質のひとつと考えるこ

草の葉を落つるより飛ぶ蚤かな

守武の蝶の句は︑欧米語に訳されて紹介された俳句で︑

とができる︒

日本語には季節を示す語が多い︒私たちはその季語に託

して思いを述べる習慣を自然に身につけている︒季語を分

人気の高い句である︒

散った花はもとにかえらぬ︑はかない命を惜しむ気持の

類して並べる試承は古くからあり︑﹁歳時記﹂は俳句を作
る必要だけではなく︑座右の書としている人は多い︒﹁歳

逆をついて︑なんだ蝶であったのかと笑わせる表現である︒

現代には︑失われた季節のもの︑季節感のなくなったも

時記﹂には日本人の生活や思いがすべてこめられている︒

現在の大きな歳時記では︑見出しになる季語でも約五○○

は好んで野の草や小さな虫を詠む︒草の花や虫を詠む詩と︑

承は万人共通である︒また︑芭蕉の句の例のように︑俳句

ないと︑文芸としての高さまでは理解できないが︑おかし

散る花と人の死と︑伝統的な日本人の心をも裏に読承とら

○語はある︒それらにはまたさまざまな別名があるので︑

のも多いが︑その反面に新たに加わる季節のものもある︒

季語として使われる用語の数はとても数えきれないほどで

を知ることも多い︒蟹の動きをよくとらえた芭蕉は︑その

もりでも︑外国人による解説から︑あらためてその珍しさ

季題というのは︑その季節のものを主題として詠むこと

小さな虫と一体になっている︒この自然との一体感におい

外国で俳句が紹介されている︒私たちはよく知っているつ

であるから︑五○○○の季語すべてを詠むのは長い生涯で

ある ︒

もほとんど不可能に近いことである︒季題で詠むという俳

佐藤清子

いつしか重ねた齢い︑長寿と自分でも認めざるを得なく

吾亦紅長寿と云ふになりてゐし

われもこう

高齢者ならではの句をいくつか紹介して承よう︒

て︑誰でも詩人である︒

行くことをどうしても必要とする︒

句の習慣は︑日々を新たにし常に外へ外へと関心を広げて

短かい︑庶民的︑外へ外へ関心を広げる︒高齢者が取り
組むのに適切な文芸で︑心身ともに健康な生きかただと考
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なっていたのであろう︒

﹁菖蒲湯の﹂というのであるから︑菖蒲湯をつかってい

るのは母上である︒菖蒲湯といえば︑この九人の子の︑さ

吾亦紅︑このささやかな秋草の花が︑そういう作者の人
柄をよく語っている︒また︑その名も﹁吾もまた紅﹂と︑

るかに遠い︒今はまったく母上をいたわる思いのゑの菖蒲

らに男の子たちを思うのであるが︑もうその子供の日はは

この句の作者もすでに高齢である︒

湯︑菖蒲またこの上なく美しい︒

自らの長寿へのほのかな祝意をこめているようで︑俳譜味

建部歩

ゆっくりとおのが行く道蝿牛

自分の道を行くといった意志が鍋牛にあろうとは思われ

加藤いく子

がある︒

東京の隅っこに住承秋惜しむ

﹁隅っこ﹂というのは︑自分自身を小さくはかなき存在

ない︒それは︑思わずも長い生涯を︑それも大過なく歩承

と思う︑作者の無常感である︒考えれば︑東京人の誰もが
なってしまった東京の︑それゆえの人間不在への嘆きと思

隅っこの住民になってしまっている︒それほどの大都会に

吉田ウメ

梅の量で︑この日のあとに︑梅漬け︑梅干しのつづくこと

永年の知恵︑生活の中の風流である︒自家用にするほどの

そのまま生きるものであろう︒こんなことを考えつくのも

そういえば︑梅漬より梅酒にしたものに︑器量のよさは

器量よき粒は梅酒用となす

そこになにか教えられるものを見たに違いない︒

らしていると︑思いがけない距離を動いている︒作者は︑

なき歩みであるが︑娼牛は着実に前進してうっかり目をそ

きた作者自身の思い入れである︒それにしても︑動くとも
高倉木の実

う︒秋を︑またひたすらなる生命を惜しむ心情がこもる︒

夜桜や独りも楽しささ機嫌

この作者は夫婦して俳句を始め︑句作に励んでいたが︑

ではさまざまの思いを経てきたのであろう︒夜桜といって

夫に先立たれた︒この句の﹁独りも楽し﹂の心境に至るま

西山恒子

もわが家の庭︑いささかの酒をたしなんで﹁楽し﹂という
のも俳譜の境地であるＱ

菖蒲湯の母よ九人の子を育て
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もほのかに伝えている︒

解く家に捨て惜しむもの飯植入
斎藤と承

関東では﹁おはちいれ﹂︑上方では﹁おひついれ﹂と呼
んだようであるが︑もうその容器も見られなくなり︑大き
な歳時記でなければ︑この冬の季題をあげていない︒藁で
防いだ︒かすかに記憶している人はまだ多いと思う︒

編んだ蓋つきの円筒状のもので︑飯植を入れて冷えるのを

民谷嘉治

すいぱ

すかんぽ︑酸葉︑﹁若い茎葉はすっぱく︑子供達がとっ

て食べる﹂と歳時記に説明されているが︑今の子供もそう

その小花にも気づき︑なじゑの人ばかり往来する道を懐

するのであろうか︒

しむのも俳句あってのことと思う︒

どんなに立派な生涯を送った人でも︑寿命は尽きる時が

あり︑その栄誉安楽も終る時がある︒それに対して︑文章

は無窮であると︑古人も述べている︒書き残されたものの

中に︑その人はいつまでも生きるということができる︒

無我夢中で仕事に逼進していた青春の時代よりも︑老齢

において人は生の証しを求める心を抱くように思う︒そう
る︒

した心の要求に応ずる一例として俳句を紹介した次第であ

︵俳人︑月刊俳誌﹁萩﹂主宰︶
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現代では︑電気釜やジャーがその代りを果しているが︑
一年中使われるので季語にはならない︒
すえめし

篭飯を水にすすぎて母ありき

﹁飯霞える﹂は夏だが︑前句と同じに︑御飯に関する季
題で︑もう忘れかけている︒昔は︑炊いた御飯が︑暑さで
すえないように︑旅に盛り布巾をかけて︑涼しいところに
吊したり︑一家の主婦は苦心した︒それでも臭気を発した

中村千秋

作者は︑この季題の中に︑懐しい母親の姿を見つけたの

御飯は水で洗って食べる︒
である︒

すかんぽの路の往来の顔なじゑ

韓

老人医療の問題点

はじめに

杉浦昌也

対象者の年齢の差により病像が異なるからです︒

老人に高頻度に承られる疾患は呼吸器系では肺癌︑肺炎︑

二︑老人の疾患の特徴

千四百万人となり︑全人口の十％を越え︑十年後は十六％︑

では心筋梗塞︑高血圧︑心不全︑神経系では脳梗塞︑脳出

気管支炎︑消化器系では胃癌︑結腸癌︑食道癌︑循環器系

わが国の老年人口は急速に増加し六十五歳以上の老人は
二十年後には二十％と予測されます︒平均寿命は一九八九

釦症状が典型的でない︒

の病気にかかりやすい︒

Ｄ一人で複数の病気をもつ︒

すと︑

老年者疾患の特徴は次のように八項目位にまとめてふま

血等であります︒

年に男七十五・九歳︑女八十一・八歳で︑世界一の長寿国
となり︑世界に例を承ない速度で高齢化社会が到来しつつ

あります︒この群は有病率︑受療率ともに高く︑医療と福
祉の対策の遅れが目立ちます︒
一︑老人病と成人病

日本人の死因順位をゑますと一九八五年以来一位悪性新
生物︵がんや肉腫など︶︑三位心疾患︑三位脳血管疾患とな

①薬剤の副作用が生じやすい︒

の水・電解質代謝異常を起こしやすい︒
①合併症が起こりやすい︒

副日常生活能力の障害を残すことが多い︒

の慢性に経適することが多い︒

成人病は四十歳以後︑老人病は六十五歳以後の年齢層に

ります︒

る疾患群であります︒同じ病気に対して言い方が違うのは

起こる病気で︑どちらも上述の如き死因順位の上位を占め
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すなわち加齢に伴う老化現象はすべての器官に起こので

老人患者の医療体制としては次の如きものが挙げられま

はデイホスピタル︵日中だけ病院で過す︶や外来への通院︑

Ｄ医療を目的とした施設は病院であり︑在宅医療の手段

す︒

かり易く︑病気の症状が教科書通りではないので︑診断が

あちこちに病気が出来易く︑予備力の減少により病気にか

困難となり︑手遅れになることがあります︒老人の体水分

往診があります︒

在宅の手段はショートスティ︑ディサービス等でありま

の福祉を目的とした施設には特別養護老人ホームがあり︑

量は成人より減少しているので︑脱水になり易く︑また電
に増減して正常値を外れることがあります︒或る病気に確

解質のナトリウム︑カリウム︑カルシウム︑塩素等が容易

鋤中間施設︵医療と福祉の︶を目的とした施設は老人保健

す︒

でやすいので︑服薬五原則すなわち簡単な処方︑少量︑短

患中に他の病気を併発し易く︑薬剤の投与により副作用が

施設であり︑在宅老人には通所サービスがあります︒

１︑障害老人の増加

四︑老人の医療・看護の問題点

期とし︑家族への説明︑副作用の症状に注意する必要があ
ります︒老人の疾患は組織の老化を基盤として回復に時間
です︒しかも後遺症として病気そのもの以外に下肢︑腰︑

がかかり︑老人病棟の在院日数の長いのは避けられないの

老人の増加とともに障害を持つ老人すなわち何らかの介

めます︵昭和六十一年︑厚生省︶︒一方痴呆性老人も大きな問

で六十万人と推定され︑六十五歳以上人口の四・六％を占

社会的に大きな問題となっています︒寝たきり老人は全国

助を必要とする︑いわゆる要介護老人が増加しつつあり︑

関節︑筋肉等の運動器の障害が残り︑日常の起居が不自由
になることが多いのです︒

三︑老人の医療体制
老人入院患者の特徴は上述の如くですが︑医療体制はそ
の特徴を理解し対処する配慮が必要です︒すなわち各種疾

計されています︒

題で︑在宅の痴呆性老人は昭和六十年で約五十九万人と推
Ｄ寝たきり老人

患の合併に対し︑各科を揃えた総合診療であり︑慢性病棟
やリハビリテーション施設を備え︑介護施設との連係が取

六十万人の寝たきり老人の介護を受けている場所は病院︑

在宅が各二十五万人︑福祉施設十万人という配分です︒厚

れることが望ましく︑老人医療の特色︑困難さの教育を受
けた指導者の存在することが望ましいのです︒
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生省は﹁ねたきり老人ゼロ作戦﹂を提唱しています︒大袈
裟な表現ですが少しでも寝たきり老人を減少させようと云

老人の痴呆は加齢とともに高率となり︑記憶・知能障害

たいものです︒

を伴うが︑俳個︑排世行動異常︑乱暴︑性的問題︑不潔行

が主であり︑長期間の介護を必要とします︒時に異常行動

為︑食事異常等が挙げられ︑いずれも対応に苦慮する問題

う意味でしょう︒どんなに長命になってもいつかは死を迎
ぬのが自然死に近いのです︒その証拠に高齢になるほど寝

えるのですから︑身体が次第に弱って寝たきりになって死

です︒

２︑リハビリテーションの意義

たきりの割合が高率になります︒

Ｄ寝たきりの予防と治療

寝たきりの原因は多種多様であり︑神経疾患︑運動器疾

疾患の発生時に十分予防することがより重要となります︒

寝たきり老人の治療は大変難しいので︑寝たきりの原因

すなわち脳血管障害や骨折その他の運動器疾患の臥床時に

患︑痴呆がその主要な因子であり︑それぞれ三十％︑二十
占めることが分かっています︒治療よりも予防が大事です

％︑五％を占め︑それ等の複数の組承合わせが約四十％を
が︑いずれもリハビリテーションが重要です︒

リハビリテーションを開始せねばなりません︒

またやむなく寝たきりになった時の治療としては残存機

の日常生活能力の障害
日常生活能力とは食事︑洗面︑排池︑着衣︑歩行︑入浴

ます︒すなわち予防と同様にリハビリテーションによる機

能を生かした日常生活の自立に向けて訓練する必要があり

能の改善ないし維持が大切です︒

等の日常生活の基本動作であり︑寝たきりに至る段階で次
す︒洗面︑排世等は歩行機能と並行して障害されることが

第にその障害により一部または全面的介護が必要となりま

施すれば回復するかの如く思われますが︑そう簡単ではあ

一般に寝たきり状態にはリハビリテーションの訓練を実

鋤老人性痴呆

多く︑食事は最後まで維持される能力です︒

りません︒障害が大きい場合は入院中に即刻訓練を受けた

場合︑知的機能の障害された場合等では期待した程訓練の

上経適した場合︑八十歳以上の高齢者︑訓練の意欲の無い

にも拘らず回復困難な例があります︒また発病後六ヶ月以

わが国の痴呆の原因には脳血管障害︵脳血管性痴呆︶によ

前者の治療というよりも予防が重要で脳梗塞の予防に準じ

効果が上がりません︒回復の限度を診断して貰うことが重

るものが多く︑アルッハイマー型痴呆は欧米より少ない︒

いる分野で今後の進歩が治療面に反映されることを期待し

て行ないます︒一方後者に対しては現在活発に研究されて
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要で︑その限度内で残存する機能を生かす工夫をすること

のでこの十年間にホームヘル︒ハー十万人︑ショートスティ

程度︑⑧家庭の介護力の二項目が必須条件でした︒

て数年前に調査したことがありますが︑⑧残存運動機能の

ところで︑老人の在宅ケアが成立するための条件につい

の在宅ケアの成立条件

センター一万個所を作る計画であります︒

五万床︑デイ・サービスセンター一万個所︑在宅介護支援

の歩行︵移動︶機能の衰退と寝たきり

です︒

自分の体を思う場所へ移動させるということは普段無意
識にやっていますが︑不自由になると一寸した距離も絶望
⑧自力歩行︵杖を使用する場合を含む︶

的な遠距離になるものです︒行動範囲からゑますと

リハビリテーション施行後の退院先は︑退院六十七％︑

転院二十％︑入院中九％︑特別養護老人ホーム三％であり

⑧補助具の利用︵車椅子︑歩行器等︶
○ベッド周囲︵ポータブルトイレの使用︶

ました︒回復の程度別に承ると障害の残存する程自宅退院

は三十三％に過ぎません︒在宅医療︑在宅ケアにとり如何

は減じます︒すなわち寝たきりに留まった患者の自宅退院

⑪寝たきり

にリハビリテーショシの実施︑効果が直接影響するかがよ

の順に次第に制限が厳しくなるのがお分かりでしょう︒リ
ハビリテーションの段階で何処まで回復するかの見通しに

次に重要なのはその老人の退院先の家族の介護力です︒

く分かります︒

より︑利用出来る装具︑補助具がはっきりして来ます︒
３︑老人介護の場︵施設か在宅か︶

介護力とは世話する人の数と続柄︑職業の有無等の要因を

障害老人の増加が老人医療の問題点であるのは︑何処で

含めたものです︒戦後わが国では核家族化が進承︑そのた

め昔のように大家族で病人を看ることが出来なくなってい

誰が介護するのかと云う難問だからです︒すなわち在宅ケ
Ｄ在宅ケア

アか施設ケアかという問題であります︒

ます︒

いことが多く︑嫁︑夫︑娘の順に世話をすることが多いの

で体力が余り期待出来ません︒女の場合は配偶者は既に無

が︑配偶者はやはり老人で︑且つ病気を持つことが多いの

要介護老人が男の場合︑介護者は配偶者︑子供の順です

わが国の社会は老齢人口の増加を廻って家族制度の変革︑

扶養意識の減退︑核家族化の進行︑住宅事情の悪化等の諸
問題は在宅ケアを困難にする要因と云えましょう︒

平成元年に厚生省により策定された﹁高齢者保健福祉推
進十ヶ年戦略﹂の第一︑三項目が在宅福祉対策に関するも

（22）

です︒現在は女性が職場に進出していますし︑共稼ぎの例す︒病気の中でも死因順位の上位を占める各種成人病を予

が多いので日中いないこともあります︒防することが︑老人になっても元気でいられる秘訣です︒

訪問看護︑訪問リハビリテーションなどは在宅を可能に１︑健康診断の意義
する要素ではなく︑上述の必要条件を満たした在宅老人を成人病の予防の為には成人以後の健康診断を毎年かかさ

支える手段にすぎないのです︒ず受診して普段注意すべき点を指導して貰うことが大切で

の施設ケアす︒

ホームに入るには都内では申し込承後一年以上待たねばな的検査︵コレステロール︑血糖︑肝臓︑腎臓機能検査を含む︶︑

健康診断の内容は種々ありますが︑身長︑体重の測定︑
老人の主たる病気が安定し︑機能の低下を伴うとき︑わ
が国の現状では退院を迫られることが多い︒特別養護老人血圧︑打聴診︑胸部Ｘ線写真︑心電図︑尿・血液・生化学

らない︒最近医療を要する要介護老人の為に老人保健施設消化管Ｘ線透視ないし胃内視鏡検査等があります︒異常所
が出来たが︑数が少なく入所は困難であります︒平成元年見が得られたら︑さらに精密検査を実施することになりま
に特別養護老人ホームは施設数約二千︑定員約十五万人です︒
あり︑老人保健施設は平成二年に三百ケ所︑定員約二万人健康診断はとくに症状の無い時に行なって︑病気の早期
であるｏ寝たきり六十万人のうち三分の一の収容能力しか発見を目的としていますので︑症状が出てから疑わしい部
ない︒今後の見通しとしては平成十二年三千年︶に要介護分を中心に診断するのとは異なります︒
老人数は百万人となろう︒この時特養は二十四万床︑老人２︑外来通院の意義
保健施設昼一十八万床の予定で約七十万人の収容を図る計診断の結果︑病名が分かれば定期的に受診して病態のチ

ヒトは生まれた以上どの様に平均寿命が延びても死は不

おわりに

人定員の十ないし三十％しか寝たきりを収容することは出硬化等などであります︒

画と思われる︒しかし現行の介護人員からゑて特別養護老エックをして貰う必要があります︒高血圧︑糖尿病︑動脈
来ないことを考慮しておかねばなりません︒
五︑健やかに老いる

老人となってもなるべく健康に過ごしたいものでありま可避であります︒不可避である以上慢性障害老人は他人ご

（23）

ぶことが出来ないこと︑の成人病で死亡する確立が最も高

の次第に運動器が衰退すること︑鋤誰も自己の死に方を選

あります︒すなわち︑Ｄ長寿となったこと︑したがって︑

とではなく何年か後の自らの姿を考えるのが妥当な理由で

努力︵医学面︶をするの承でなく︑長期臥床老人の対策︵福

きが将来自在に出来るためには︑何処までも寿命を延ばす

し︑時に施設ケアを考えて行くのが良いでしょう︒その動

た寿命は幸福とは云えないでしょうから︒

祉面︶を立てなければなりません︒そうしないと延ばされ

︵本会理事・都立広尾病院院長︶

いことであります︒

老人のケアのあり方として心情的にはなるべく在宅ケア

栗田充治

（24）

の努力をしながら︑経過中に生じてくる諸種の事態に対応

高齢者問題のウソと現実

会生活の中から問題をえぐりとって読者の関心を引こうと

努めるマスコミの土俵に︑知らず知らずのつかって考える

﹁高齢者問題﹂というとたとえば﹁ねたきり老人﹂の問

癖を我々が身に付けているからだろう︒

らない︒新聞を良く読めば︑これらの普通の満ち足りた老

も︑健康で幸せな生活を送っている老人は一三−スにはな

自立を巡る試行錯誤上の諸問題を思い浮かべ︑﹁いじめ問

題とか︑﹁ボケ老人﹂の問題などが取り出される︒そもそ

題﹂というと︑大人の世界ではなく︑子どもの世界での弱

るのだが︑我々はそれらは読承過ごし︑老人の自殺の一三

後を送っている人々の声が投稿欄などあちこちに響いてい

の浮気の問題をイメージする︒﹁青年問題﹂という青年の

い者いじめの問題を思い浮かべる︒これはやはり日々の社

諸問題をイメージするし︑﹁女性問題﹂というと先ず男性

してだろうか︒﹁婦人問題﹂というと婦人の社会進出上の

﹁高齢者問題﹂と聞くと何か暗い感じを受けるのはどう

■■■■■

に引きつけられる︒そんなわけで﹁高齢者﹂という言葉は

−スや︑﹁ねたきり老人﹂の介護の大変さをまとめた記事

いつのまにか﹁鈴木・地方自治﹂対﹁小沢・中央権力﹂と

批判も合わせて︑鈴木氏への風当たりはかなり強かったが︑

なってまだやるつもりかと︑お城のような新都庁ピルへの

いう変な図式が出来上がり︑やり手の若手中央権力者にい

初めから薄暗い沈んだ響きを持たされているのである︒

﹃わがまちグラフィティー鷺宮であいましょう﹄にまとめ

参加し︑討論や調査の成果を三十三頁の大判パンフレット

域センターの呼びかけに応じて︑﹁わが町を語る会議﹂に

宮地域で二○○一年の地域の町づくりを考えようという地

化した︒磯村さんが銭湯に入って︑いくらお年寄りの背中

け込むのはまだ早いわよ﹂と︑お年寄を励ますシンボルと

木さんがああして頑張っているんだから︑おとうさんも老

味方︑老人︒ハワーの代表としてのイメージを獲得し︑﹁鈴

まで別に都民の味方でも何でもなかった鈴木氏が高齢者の

の同情票が地滑り的に集まったということだろうか︒それ

じめられる地域高齢者代表という雰囲気のまま︑鈴木氏へ

たことがあった︒その時九人の住民スタッフの中で一番熱

都知事選の話に脱線してしまったが︑たとえば︑鷺宮地

った︒

を流して承せたところで︑こうなってはもう勝ち目はなか

お年寄りの方灸であったが︑﹁ゲートポールや旅行を楽し

トに過ぎない︵一九八九年四月一日現在︶︒つまり︑大多数の

いる中で︑﹁ねたきり老人﹂は二六人︑二・六パーセン

高齢者は普通の不自由のない生活を送っているのである︒

域を例にとって承ると︑六十五歳以上の老人が四四八○人

心した覚えがある︒このように我々の身の回りにいる﹁高

昨日の東京都知事選で八十歳の鈴木俊一氏が約五十パー

金井市在住の六十五歳以上の老人の約半数三一○四人の日

査がある︒東京都老人総合研究所が一九七七年に東京都小

これは別に鷺宮に限ったことではない︒ここに一つの調

セントの得票率で圧勝し四選を果たした︒当初︑八十にも

いる人の方が多いのではないだろうか︒

齢者﹂は元気でいろいろな趣味的活動や社会的活動をして

えている﹂というような発言をする方が何人かいたのに感

大学﹂参加者を中心に呼びかけたせいで︑出席者の大半が

会Ｉ鷺宮の福祉を考える﹂を開催したときも︑地元の﹁寿

た︒また︑そのパンフレットをもとに﹁グラフィティ勉強

心だったのが七十代のＫさん︵男性︶とＴさん︵女性︶だっ

一九八八年の夏から約一年︑筆者の住んでいる中野区鷺

■■■■

むのもいいが︑何か地域のお役に立つ活動が出来ればと考

三
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常生活動作能力︵諺︒牙震の︑具口画辱Ｆ言侭以下略称ＡＤＬを

いて同様に調べたものである︒︵この調査等については柴田博

用いる︶を調べ︑さらに五年後の一九八二年に同じ人につ
ほか著﹃間違いだらけの老人像﹄川島書店一九八五を参考にした︶

ＡＤＬというのは︑朝起きてから夜寝るまでの日常生活
で必要な活動を一人で出来る能力の程度であり︑普通は主

として移動の能力を指標としてＡＤＬを評価する方法が用
ておく︒

いられている︒ここではＡＤＬを次の三つのレベルに分け

86．1％

れただろうか︒

トである︒この数字について読者はどのような感想を持た

ＡＤＬが一○・七パーセント︑低ＡＤＬが八・九︒ハーセン

65歳以上

考えて承れば︑高齢者の人口が増えれば﹁ねたきり老人﹂
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ルから︑バスや電車を使って外出できるレベ
ルまでをここに入れる︒

り﹂か︑それに近いレベル

高

3，104名

一日のほとんどを寝床の中で過ごす﹁ねたき

1982年
1977年

高ＡＤＬｌ自分の家の中では不自由なく移動できるレベ

低ＡＤＬ

2．0

6.A1

不明

瓢蕊

中ＡＤＬｌ高ＡＤＬと低ＡＤＬの中間のレベルで︑家の
に入れる︒

中で一日中じっとしているような状態をここ

先ず︑一九七七年の第一回目調査と一九八二年の第二回
とめたものが第一図︵前掲書二○頁︶である︒

目調査におけるＡＤＬの三つのレベルの割合をグラフにま
第二回目の調査時点では対象となった老人は七十歳以上
の人々ということになり︑最高齢者は百歳を超えているの
だが︑生存者の中での高ＡＤＬが七六・八パーセント︑中

第一図ADLの分布

会問題としてマスコミが取り上げるのも当然であろう︒し

える家庭の問題︑医療や福祉の問題がこうじてくれば︑社

の中のごく少数の人々であっても︑﹁ねたきり老人﹂を抱

の数も増えていくのは当たり前のことであり︑それが全体

二・○八人を支えていることになるが︑この割合は三十五

とになる︒そうすると︑現在は就業者人口一人が総人口

るのだったら︑総人口を就業者人口で割ればよいというこ

が日本の人口全体を支えているのだから︑素直な計算をす

ことが分かる︒だから︑変な危機感を持つ必要はないし︑

年後の二○二五年になっても変わらないと予測されている

高齢者も変な負い目を感じることはないということになる︒

かし︑そうした問題を考えるとき忘れてならないことは大
会的活動の余力を持った頼りになる人材として生活してい

多数の高齢者は自立した普通の日常生活を送っており︑社

前述の小金井市の調査に一戻ろう︒対象となった人が五年

間でどのように変化したかをまとめたものが第二図︵前掲

るということである︒﹁ねたきり老人﹂が一人増えれば︑
﹁元気な老人﹂は八人増えるという勘定が現実なのである︒

六十五歳以上の高齢者人口一人を支えているのが現在であ

わち︑十五歳から六十四歳までの生産年齢人口五・九人が

その意味では︑いわゆる﹁高齢化社会の危機﹂説︑すな

パーセント︑低ＡＤＬから中ＡＤＬに︑あるいは低ＡＤＬ

きことに︑中ＡＤＬから高ＡＤＬに回復した人が一五︑一

ＤＬや低ＡＤＬの人の死亡率は高いが︑それでも︑驚くべ

立した状態を維持していることが分かる︒さすがに︑中Ａ

これを見ると︑高ＡＤＬの人の大部分は五年後も同じ自

書二二頁︶である︒

るが︑三十年後の二○二○年になると︑生産年齢人口二・

るということは︑逆の見方をすれば︑﹁ねたきり老人﹂は

また︑低ＡＤＬの人の半数以上が五年以内に死亡してい

ントいるのである︒

筆者の勤める大学の教員の定年は七十歳であるし︑鈴木

比較的早くに死亡するので︑地域に﹁ねたきり老人﹂がど

から一挙に高ＡＤＬへと回復した人が合計二・七パーセ

都知事のように八十歳で激務についている人もいる︒逆に︑

どんん増えていくということはありえないのだと言うこと

三人が高齢者人口一人を支えることになり︑大変だという

高校生や大学生はアルバイトは別として普段は働いてはい

が出来る︒このことは総理府の老人対策室が行なった

説はまゆつばものである疑いがある︒

ている人は沢山いるし︑生産年齢人口の中にも経済的に自

弓つい﹄の看取りに関する調査﹂によっても実証されて

ない︒高齢者人口の中にも経済的に自立している人や働い
立していない人は沢山いる︒実質的には︑働いている人口
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四

低ADL

死亡

中ADL

19.6

高ADL

判２
ｒ８

｢高」

最終臥床期間︵最後に床についてから死亡するまでの期間︶を調

一四頁︶である︒

べたもので︑その結果をまとめたものが第三図︵前掲書一

一年以上床についていた人は

わずかに八パーセントに過ぎ

三・二・︿１セントの人は病気

ない︒半年以内で死亡した八

か老衰で寝込んでそのまま死

を迎えた人々と言うのが妥当

であり︑必ずしも﹁ねたきり﹂

とは表現できないであろう︒

家族に負担をかけるのではな

﹁ねたきり﹂になって長期間

いかと心配する人が多いが︑

それも杷憂である場合の方が

多いと言えるだろう︒

−１窯霊室

第三図最終臥床期間

筆者には三人の父がいると

人はもう居ない︒実父は四年前︑享年八十四で死去︒最後

の一年半はボケの世界をさまよった︒義父は二年前︑享年

七十五で死去︒最後の五年は週三日の人工透析の試練と向

十六人の同人の求心力であり続けている︒

き合った︒師父は現在七十八歳︒同人誌の編集長として五

（28）

I

総理府 『つい』の看取りに関する調査1982

』

10.78.88.0

12‑2

17.1

38.2

1年

半年
3か月
1か月

2週間

20.6

｢低」
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これを見ると︑半数近い人が一ヵ月以内に死亡しており︑

五

70.5

￨
蕊
偲

｢中」

死亡

42.2％

』
曇
竺
咋
I
間
不
明
弓
1
66.2％

ー
−

いる︒この調査は七十 八十四歳で死亡した一二四三人の

第二図五年後の状態

よってはそれを先送りにしてごまかしてしまうことが出来

とに行き着かざるを得ない︒死の問題について人は場合に

いま四十三歳の筆者の中に進行中の老いの将来を考えるこ

らの父達の老いの在り方について考えることから出発し︑

する親も多いだろう︒だから︑子は親の老い方を自分のモ

の中に自分のイヤな面を見いだす不思議なイラ立ちを経験

いの元となるのだろうし︑また︑九割は自分に似ている子

九割方似ていると言う︒残りの一割の相違が親子の行き違

ものだ︒親子を共に観察できる人に言わせると︑子は親に

子どもは知らず知らず親の態度・振る舞いを真似て育つ

るかも知れないが︑老いの問題は決して他人事にはできな

いたように︑筆者の娘達は筆者の老い方を見ていることだ

デルにすることになる︒筆者が三人の父達の老い方を見て

高齢者問題を考えるということは︑筆者にとってはこれ

い︒老いの問題は身体の成熟が完了する青年後期から日常

かとか︑あれこれ心配することはよして︑堂々と老いてい

ろう︒ボケるのではないかとか︑﹁ねたきり﹂にならない

の断片として確実に我々の気づきにもたらされる︒おなか
に脂肪がつぎはじめる︒シワやシミが増える︒走ると息切

高松典雄

︵亜細亜大学教授︑学生委員長︶

きたいものだと常々思っている︒

れする︒疲れが残りやすくなる︒記憶力が減退する︒など
いることを思い知らされる︒

などの日常の現象によって我々は加齢が老いにつながって

長寿社会における高齢者の学習について

かつては︑人生の経験者として専ら後進の指導に当たるの

ダーとしてそれらの修了者を活用しているところもある︒

とした講座︑講習等が実施されているし︑地域活動のリー

最近は高齢者の方々の学習活動がと承に盛んになってき

が高齢者のイメージであったが︑現代においては︑後進の

学習活動の活発化とその背景

ている︒市町村の公民館を訪れると︑大抵は高齢者を対象
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指導にプラスして自らも積極的に学び続ける生き方が求め

ここでご注意いただきたいのは︑学習は︑高齢者となり

まれるであろう︒

時間的余裕ができてから始めるのでは︑なかなか入りにく

験を生かすことのできる社会参加の場の拡大が一層強く望

学習活動が盛んになっているのは高齢者だけではない︒

られ︑また︑好まれるようになってきているといえよう︒

成人一般の学習が活発化し︑内容も多様化︑高度化してき

ンティア活動に積極的に参加し︑興味関心やノーハウを身

に付けていると高齢期の学習もやりやすいであろう︒すな

いということである︒若い頃から社会における学習やボラ

わち︑一人一人が生涯にわたって行う﹁生涯学習﹂が高齢

ている︒その背景には︑所得水準が向上するとともに︑週

大︑核家族化・少子化︑家電製品・加工食品の普及等に伴

期の学習生活を豊かにするためにも望まれるわけである︒

休二日制の普及等に伴う勤労者のまとまった自由時間の増
う家庭婦人の自由時間の増大︑高齢者人口の増大など︑生

想され︑各世代を通じ︑学習活動はますます盛んになって

あると考えられる︒こうした社会的背景は今後も続くと予

識・技術を身に付けることが必要になっていることなどが

学習のために︑社会の様灸の教育機能を相互の関連性を考

生涯にわたって行う学習が﹁生涯学習﹂であり︑この生涯

て若干説明しよう︒この二つの言葉の関係は︑一人一人が

ここで︑﹁生涯学習﹂と﹁生涯教育﹂という用語につい

﹁生涯学習﹂と﹁生涯教育﹂

活や時間のゆとりの面において学習を可能とする条件が整
いつつあること︑科学技術の進歩や情報化・国際化の進展

行くものと考えられるが︑高齢者の学習は高齢者人口の増

え方である︒要するに︑学習者の立場から言えば生涯学習︑

慮しつつ総合的に整備しようとするのが﹁生涯教育﹂の考

による生活上や職業上の資質の向上のために︑新たな知

加が続く中で一層その重要性を増すものと考えられる総務

ことであるが︑最近では学習者の視点に立って施策を考え

それを援助する行政や教育機関からいえば生涯教育という

庁の高齢者人口推計によると︑六十五歳以上の高齢者人口
は一千四百八十八万人にのぼり︑総人口の十二パーセント

るということを明らかにするため︑行政等の施策において

を占めている︒厚生省の人口問題研究所によると︑二十年

も﹁生涯学習﹂ということが多い︒

生涯学習には年齢は子どもから高齢者まで︑内容も学問

ントを占めると推計されている︒今後急速に人口の高齢化

的な高度のものから実用的なものあるいは趣味や遊び的な

後の平成二十二年には二千七百万人︑総人口の二十パーセ

るため︑魅力ある学習の場と︑高齢者の持つ優れた知識経

が進む中で︑高齢者の方なの生きがいのある生活を実現す
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要であるの承ならず︑学歴偏重社会の弊害是正の一つの鍵

うな社会の変化に対応した学習需要を満たすものとして重

要素の強いものまで幅広いものが含まれており︑前述のよ

職・就職に役立てるため﹂は十五パーセント︑﹁家庭・日

ことを知るため﹂は三十七パーセント︑﹁現在の仕事や転

府の世論調査では﹁社会の進歩に遅れないよう︑世の中の

ものとして生涯学習は意義を持つものである︒前記の総理

常生活や地域をよりよくするため﹂は二十六パーセントを

ともなるものと期待されている︒

生涯学習が高齢者の学習において有する意義

することが期待されることが多くなろうが︑その際には必

り︑また高齢者が自己の生活に閉じこもらずに社会で活躍

占めている︒今後ますます社会の変化のスピードが早くな

要な学習をしうる場が整備されていることが要請されるも

生涯学習として行う高齢者の学習の意義は︑前述の生涯
もう一度整理して承よう︒

学習の活発化の背景と表裏をなすものでもあるが︑ここで

る︒六十歳以上の高齢者を対象とした総理府の世論調査に

めには多様な学習機会が必要であるということが挙げられ

生涯学習も重要な意義を有する︒ボランティア活動は︑単

極めて有意義なことであり︑そのための実践の場としての

をポランィテァ活動等を通じて社会において生かすことは

第三に︑高齢者が多年にわたって培ってきた能力や人柄

のである︒

よると︑生涯学習の目的として﹁知識・教養を高め︑趣味

に教えたり︑活動したりするだけでなく︑それを通じて自

まず︑高齢期の余暇を充実させ︑心豊かな生活を送るた

を豊かにするため﹂は六十六パーセント︑﹁自由時間を有

らも更に学び向上していくので当人にとっての生涯学習の

む中で高齢者の人材活用の必要性も今後ますます大きくな

場でもある︒高齢者人口の占める割合の増加や少子化が進

六パーセントに上っている︒生涯学習は﹁生きがい楽習﹂
であるといった人がいるが︑楽しく学び︑余暇を充実させ︑

効に活用したり︑老後の人生を有意義にするため﹂は四十

心豊かな生活を送ることは生涯学習の意義の最も大きな部

者の交流の場が少なくなってきているが︑高齢者と若者の

さらに︑現代においては家庭が核家族化し︑高齢者と若

ス︾Ｏ

ることが予想され︑そうした場の整備も望まれるものであ

は不十分な事態が生じがちで︑職業生活や社会活動︑更に

若い頃習得した知識・技術だけでは高齢期にも働くために

交流の場としての生涯学習も双方にとって有意義であるこ

次に︑人生が長くなった一方︑社会の変化が著しくなり︑

分を占めるものといえよう︒

は家庭生活のための学習の場が必要であり︑それを満たす
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の事業を分担してお互いの長所や弱点を十分認識して力を

とも指摘できよう︒高齢者と若者がともに学んだり︑一つ

られる︒こうした要求のすべてを満たすことはもとより不

分化された特殊な内容に興味を抱くことも多いものと考え

よりも狭く深い学習を好む傾向があるといわれており︑細

となるように体系的︑継続的な学習コースを設けるなどの

可能であるが︑講座等を設ける場合には高度の学習が可能

合わせて実施したりすることは︑相互理解の増進を図る上
で大きな効果があろう︒

学習機会を設けているが︑より多くの高齢者に学習に参加

最近は民間も含め︑様々な機関や団体が高齢者のための

かりやすくするなどの工夫が必要である︒教材の活字を大

考えられるが︑高齢者の特質を配慮して︑入りやすくへわ

るために必要な知識・技術を求める場合が増加するものと

さらに︑職業等に関し︑今後高齢者が新しい時代を生き

工夫が必要であろう︒

してもらうために高齢者のための学習機会を設ける上で考

より多くの高齢者の学習参加を図るために

慮に入れておいたほうがよいと思われる事項について付言

を研究されているが︑今後の高齢化社会においては︑種食

徒については︑その発達段階に応じた教育指導の方法が種

んであるが︑内容においても工夫が必要であろう︒児童生

きくするとか︑話し方をゆっくり明快にするなどはもちろ

いる︒各自の歩いた長い人生経験により︑興味・関心︑能

まず︑一口に高齢者といっても実に様灸な人が現実には

しておこう︒

力等の個人差が青少年におけるよりも遥かに大きく︑性別︑

の高齢者の状況に応じた学習内容や方法の研究が十分にな

なお︑学習内容にもよるが︑学習成果を社会における活

される必要があろう︒

動において活用したいと考える人にとっては︑それを客観

一般的に高齢者のための学習機会を整備するに当たっては︑

こうした高齢者の多様性を考慮して︑多様な学習機会を整

的に示す学習歴の証明が必要な場合もある︒今後︑学習の

健康︑経済力︑社会的地位等によっても相当の違いがある︒

備する必要があり︑特定の高齢者を対象とした学習機会を

動機付けを強めるとともに︑学習成果の社会での活用を進

めるためには講座の修了者に修了証書を出したり︑単位の

認する必要があろう︒

次に︑高齢者が長い人生において行ってきた趣味や関心

もあろうが︑その際︑高齢者に対しては︑青少年とは異な

証明書を出すなど︑学習成果を評価することが必要な場合

設ける際にも︑その学習希望がどのようなものかを十分確

のものが求められる︒また︑高齢者は一般に広く浅い学習

事についての学習を希望する場合︑その内容は極めて高度
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った評価方法を工夫するなど︑格別の配慮をすることも必
要であろう︒

学習機会への参加を促すにはまずどこにどんな学習機会

次に︑文部省において講じている高齢者の学習に関する
施策を説明しよう︒

幅広い分野と高度な内容を持つ﹁長寿学園﹂を開設し︑修

府県が︑地域の大学や民間教育事業等と連携を図りながら︑

これは︑平成元年度より実施しているものであり︑都道

︵ア︶﹁長寿学園﹂の開設事業に対する補助制度

める必要がある︒民間においても公的機関と連携協力して

県や市町村の教育委員会は各種の学習情報の収集提供に努

了者を地域の指導者として積極的に活用する事業を助成す

が開かれているかを知らせることが重要であるが︑都道府

ていくことが望まれよう︒

民間教育機関の学習機会についての情報を積極的に提供し

した学習機会を設けるとともに︑学習を通じて︑高齢者の

るものである︒高齢者の学習要求の多様化︑高度化に対応

高齢者の学習を促進するための施策

の構築の必要性が示され︑その中で︑①雇用・所得保障シ

議決定され︑人生八十年時代に相応しい経済社会システム

ス︵専門課程︶で︑単位制であり︑一単位の履修時間数は十

るコース︵基礎課程︶︑地域における指導者を養成するコー

る︒置かれるコースは︑教養を深め︑生きがいの創造を図

ンター︑地域の大学︑短大︑専修学校︑職業訓練校等であ

意義を有する事業である︒開設される場所は八生涯学習セ

仲間づくり︑社会参加の道が開かれることとなり︑大きな

ステム︑②健康・福祉システム︑③学習・社会参加システ

国においては昭和六十一年に﹁長寿社会対策大綱﹂が閣

ム︑④住宅・環境システムを総合的に整備・推進すること

五時間が目安とされている︒二年以上在学し︑二十単位以

上修得した方には修了証書が与えられ︑また︑所定の単位

躍いただこうとするものである︒平成二年度からは︑更に

こうした高齢者にかかわる施策の中で学習にかかる施策

としている︒

社会人とりわけ中高年が高齢期を円滑に迎えるために︑科

を修得した方は︑地域における生涯学習の指導員として認

康の保持に資するための教養講座等や︑退職に備えての学

定し︑人材バンクに登録し︑地域活動の指導者としてご活

習等が重視されてきている︒今後は︑文教行政としても︑

た職業上︑生活上の能力を再開発できる専門的︑体系的な

学技術の高度化︑情報化︑国際化等の社会の変化に対応し

るが︑福祉行政︑労働行政等においても︑老人の心身の健

それらの他の分野の行政施策と相まって効果的に実施する

が近時ウエイトを増しつつある︒教育行政はもちろんであ

よう努めて行く必要があると考えられる︒
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学習機会を提供する社会人の能力再開発コースの開設につ

文化の振興に関し生涯学習に資するための施策に関する重

られた生涯学習審議会において︑学校教育︑社会教育及び

要事項︑社会教育一般に関する事項等について広くご審議

いても助成を行っている︒

また︑生涯学習機関としての学校という観点から︑学校

を頂いている︒

の機能︑施設の開放を促進し〃大学等における社会人の再

︵イ︶高齢者の生きがい促進総合事業

合的に高めるため︑福祉関係部局や老人クラブなど関係団

昭和五十九年度から︑市町村が︑高齢者の生きがいを総
体との連携を図り︑高齢者の生きがい対策を効果的に行う

更に生涯学習の推進における社会教育の果たす役割の重

っている︒

教育機能の向上︑放送大学の整備︑専修学校の振興等を図

要性に鑑承︑前述の長寿対策のほか︑家庭教育の充実︑婦

ている︒この事業では︑高齢者教育促進会議の設置︑高齢
進するセミナー︑高齢者の人材活用︑高齢者と若い世代の

者教室︑ボランティアの養成講座︑高齢者の国際理解を促

人の社会参加の推進ボランティア活動の推進等の社会教育
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﹁高齢者の生きがい促進総合事業﹂に対しても助成を行っ

交流︑若年期から中高年に至る人之に高齢者問題を考えて

の一層の振興をゞ図っている︒

︵文部省生涯学習局社会教育課︑課長補佐︶

もらうシンポジウムの開催︑高齢者の社会参加や生活上の
︵ウ︶その他の生涯学習に関する事業

諸問題に応じる事業などが実施されている︒

高齢者だけを対象にした事業ではないが︑生涯学習の推
進について講じている主な施策について最後に簡単にご紹
国民が生涯学習を容易になしうるように生涯学習の基盤

介する︒

の整備を図る施策として︑学習情報を提供し︑学習に関す
る各種の相談に応じる体制の整備︑指導者の養成確保︑必
要な施設の整備などを行っているほか︑平成二年に新たに
制定された﹁生涯学習の振興のための施策の推進体制等の
整備に関する法律﹂︵いわゆる生涯学習振興法︶によって設け

零

高齢者に﹁敬﹂の心を

しくなってきた︒

にしても︑同窓会などに出席し︑もう悠を自適の生活に入

く︑若い者と競い合って過しているからであろうか︒それ

還暦を迎えたというのに︑一向に﹁老﹂の気分が持てな
いのはどうしたことであろう︒毎日仕事に追われて忙がし

代日本の家族制度の不平等が表面化したことから︑人々は

されたこと︑他方︑女性が嫁入ることで成り立っていた近

流の個人主義こそ自由な民主主義的な在り方であると強制

戦後︑日本の社会は﹁家﹂の解体を迫られた︒アメリカ

尾田綾子

っている面灸を見廻しても︑どなたも戦前の私達が子供の

人口の都市集中化も手伝って︑核家族社会は瞬時にして実

も農業社会から工業・商業社会へと急速な変化が始まり︑

現してしまったのである︒続いて︑富の平等の理念から︑

進んで夫婦単位の核家族化に同意した︒同時に︑経済的に

は派手やかに着飾って︑今時の若者ゑたいに﹁できる時に

頃に日を接していたお年寄達ｌ穏やかな落着きと気品に

したい事をやっておかないと後で悔いが残る﹂など言い言

とし︑今迄は家督を継ぐ者に任せられていた高齢者の生活

遺産相続には莫大な税金が課され︑資産は一代限りを目標

満ちている姿ｌからは程遠い存在である︒元気の良い者

い遊びに夢中になっているし︑病気がちの者は︑これ亦︑

実を多くの人灸が心配しているが︑社会全体の関心・要求

で︑来るべき高齢化社会を目前にして︑この福祉の面の充

ちらの方は今なお過渡期の状態で施設の面でも不充分なの

は︑公の国家・社会が面倒を見ることに肩代りされた︒こ

髪を染め年を忘れ︑病気もすっかり癒れば昔通りに元気に
なる筈とばかり︑病気や医者に対する不満を細灸と述べ合
っている０

高齢者が﹁老﹂を自覚して生きる姿は︑日本古来の美し
い伝統であると無条件に思い込んでいたのが︑自他共に怪
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二

■■■■■

ことであろう︒

の情は望むべくもないと思われる︒

て余程教育しなければ︑かつてのような身内の親しい敬愛

一一一

ポーヴォワール女史の大著﹃老い﹄では︑老年の狗に辛

まこと

が高まれば︑いずれ追々には満足ゆく設備が制度化される
むしろ此の状況にあって気になることは︑高齢者自身の
主体的問題である︒設備・環境が完備されても︑果して核
家族化し孤独に生きる老人達は私を含めて本当に満ち足り

く悲しく汚く見苦しく惨めで見窄しい陰々滅々どう逃れる

個人主義的な生き方は︑人間の生存が時間の中に制約さ

幸福感を持つことができるのであろうか︒

を寿ぐしきたりを受継いで来た私達には一読して何となく

そぐわない気持が残る︒希望は若者の特権︑人生の成功は

すべもない状況が客観的に冷徹に展開されているが︑長命

三世同堂などと言葉は使っていても︑各たが核家族化し︑

中年の経済状態で計られ︑老後は余生の人生を消極的に過

れているという真実を忘れさせる︒今日では二世帯家族・

齢になった者達も爺々・婆盈であるより︑先ず世帯主であ

夫婦単位でそれぞれ別なの生活空間に生きているから︑高

人をも近頃目立ってきてはいるが︑そうだその通りと言い

すだけ︑やがて死に至り万事休す︑と考えるようになった

り主婦であり︑要するにいつまでも市民・町村民の一員で

ある︒これでは現役から離れ︑若い者にすべてを譲り︑隠

戦前までの日本社会の﹁家﹂の中で︑高齢者はどのよう

切れない気持がどうしても残るのである︒

な思いで暮してきたのであろうか︒かつての﹁家﹂の在り

居生活を泰然と過してはいられない︒老夫婦も若夫婦も同
じ条件で暮しているのだから︑経済的にも若者と競って生

方は︑中国数千年の人間の歴史の中から育てられた﹁孝﹂

り楽しむのが当然といった気風が主流になろう︒そこでは

きたり︑文化的には個の意識に徹して享楽生活を可能な限

の深さも加って︑老人にとっては望ましい共同体であった

の思想を範とし︑それに日本民族が自然に培ってきた情愛

と思われる︒個としての人間の自由を制限しすぎた点で批

謙虚・薦揚という意味での老人らしさは培いようもないで
はないか︒しかも︑いくら気張ったところで高齢者の若造

判の余地は多分にあるが︑家という共同体の秩序は年齢に
エスオーニス

りは不自然である︒人口増減の調和が乱れて只でさえ人手

中の者達から尊敬を受けた︒

基いていたから︑男性は勿論のこと女性も高齢になれば家
サービス

不足の今日︑これでは高齢者の身勝手なＳ・Ｏ︒Ｓに若者

﹁孝﹂の思想は論語の中で次のように述べられている︒

達が黙って奉仕してくれるであろうか︒見た目に弱ってい
れば︑いたわりの手は伸ばしてくれるであろうが︑それと
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苑に至ることを願う在り方は︑普通の凡人には︑本来の崇

このように︑人生の目的を快楽・福祉に求めず︑最高の

を求めず︑ひたすら解脱へと向う︒

第四遊行期︒孤独のうちに遊行托鉢し︑死を希わず生

﹁今の世で普通に親孝行と言ったら︑親が暮しに不自由

有養︑不敬︑何以別乎︒︵論語・為政第三

︲子瀞問孝︑子日︑今之孝者︑是謂能養︑至於犬馬︑皆能

しないよう物質的な奉仕をすればよいと思っているよう

に一般に広まっていった︒西国三十三箇所の観音巡礼や四

では死後の浬薬を求めるという形で日常化され︑時代と共

国八十八箇所の弘法大師の霊場巡りもその伝統であろう︒

高さまで至り得ぬとしても︑日本において平安朝貴族社会

仕と︑家畜を養い面倒承るのと︑どうして区別できるの

私達の祖先達は︑桜の花の散るのを潔く美しいと感じ︑自

だが︑それでは︑犬や馬を大切にするのと同じではない

か︒敬虐の情を伴ってこそ孝行と言えるのではないか︒

か︒敬虐の念をもって仕えなければ︑子の親に対する奉

ｌ敬せずんぱ︑何を以って別たんかｌ﹂

分の最期もかくあれかしと願い︑老の日食を生にこだわら

ずに淡左と過し︑死に臨んでは寂かに膜目したいと望采︑

凡そこのような﹁孝﹂の思想に支えられ︑真心をもって

人生を充分に生きた者が︑諸行無常と悟り︑後に続く者

いかにすぐれた思想であっても︑身を以って体験して漸
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大切にされれば︑待遇された老人達の方も家長としての自

にすべてを托し︑隠居し︑余命をもって一族の者を暖く見

った︒

かえって後に残された者の方が悲嘆に暮れ涙する有様であ

そこには又︑仏教を通して︑人生を四期に分けて生きる

であろう︒

覚を深め︑自ら﹁敬﹂に価するよう身を持し振舞ったこと

古代インドの人生観アシュラマの思想も影響を及ぼしてい

守り︑やがて独り自分の死を静かに迎える︑という生涯を

いた余生が在り得たのだと考えられる︒

送る型が常識であった時代には︑高齢者の慎ましい落ち着

たと考えられる︒

し宗教的学習を行う︒

第一学習期︒霊的生活への準備として︑教師と共に過
第二家住期︒実利と性愛にたづさわる家庭生活の時期
第三林棲期︒髪が灰色になり︑子に子息を見るように

てわかたんか﹂と前述した﹁孝﹂ｌ高齢者に対する心構

く納得できるもののようである︒﹁敬せずんぱ︑何を以っ

である︒

生活を行い︑人生を思索・する︒

なったら︑家を出て森に移り住承︑修行と苦行の

四

の思想の素晴しさが本当にわかってきたのは︑やはり年老

えｌという行為には﹁敬﹂の心が大切であるという孔子

手をそのま上認めること︑そこから真の人間関係が始まる

に認めることである︒何を言おうと何をしようと︑先ず相

格﹂として他にゆずれない﹁存在︺であると相手を全面的

らお互い存在を認め合ってゆっくり解決法を考えたらよい

筈である︒困ることが生じたら︑問題が起きたら︑そこか

いた親と共に生きるようになってから後のことであった︒

戦後の荒廃から四十余年︑﹁衣食足りて礼節を知る﹂と

道徳法則として定言命法第二法式で的確に述べている︒

も︑自他の人格に宿る人間性の尊厳を守ることの大切さを︑

近代市民社会の倫理を自覚したと言われる哲学者カント

筈である︒

ばかり︑私達日本人は︑この間少しでも生活を豊かにした
いと願いつつ真面目に働き過ぎたためか﹁役に立つ﹂とい
の結果﹁役立たず﹂の弱者は価値が無い︑従って共に生き

う見地から物事を一辺倒に価値づけてしまったようだ︒そ
る意味の無い存在として切り捨てられる︒どこか遠くの方

翠取扱わぬように行為せよ﹂

に同時に目的として取扱い︑けしてたんに手段としての

私達は普通お互に助け合いながら生きている︒つまり相

﹁汝の人格および他のすべての人格に宿る人間性をつね

関係ない︑など現実が自分の身に迫って来るまで他人事と

互に役立ち役立たれながら生活しているわけだが︑人間関

で︑老人を大切にしましょう︑﹁敬老﹂の日を大切にしま

してぼんやり過して気にならない︒やがて時が立ち︑自分

係はこうして相手を利用したり相手の手段となって利用さ

しょうと言っているのが聞こえるようだが︑目下のところ

の親が﹁老﹂の様相を呈しはじめて︑始めて涙線もゆるむ

れることだけで終ってはいけないと言うのである︒こうい

う間柄の中でも心の奥に損得利害を越えて相手の存在を目

の地は無いものかと探し駆け廻っても⁝⁝時遅しという現

的そのもの１１大切なもの１１と認め合った時︑人間同志

程に愛情に胸をしめつけられ︑何とか﹁老﹂を過ごす安住

心を忘れ︑おおけなくも︑﹁慈﹂という赤児に対する思い

況が殆どである︒こうなると︑私達は親に対して﹁敬﹂の

という思いが開かれる︒人間は誰でも自分を大切だと思っ

ている︒従って自他の人格の中心に在る人間性こそ世の中

を抱いてしまう︒

の念を失なわず︑又︑相手の人格を無視することなく尊敬

で一番大切なものとして︑尊敬し︑どのような時でも自敬

﹁敬﹂とは︑相手の人格を最高のものとして一歩身を引
く思いで慎しんで大切にするという意味であろう︒その人

しなければならない︒

格を支えている肉体がどうであろうと︑心が精神がどうで

あろうと︑社会的立場がどうであるうと︑とにかく﹁人
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分の方は未だ惚けていない︑自分がしっかりして親を介抱

であった︒ところが老い衰えた親の姿を目の前にして︑自

こうしたことを正気の時は正しくわきまえているつもり

っけない︒びっくりして︑でも⁝⁝と更に逆うと﹁いや

識に思い込んでいた︒で︑まあ持ちましょう﹁いい﹂とそ

児のお世話と同じ︑私は何から何まで手を尽くそうと無意

を止める﹂と本気で道の真中で廻れ右しそうな剣幕である︒

だ﹂と荒々しい︒﹁こんな鞄を持てない位なら︑俺は旅行

え入Ⅳ当方はまるで訳が分からない︒まあそれじゃと従

して面倒を見なければなどとおろおろしはじめると︑いつ

いてゆえことにする︒父は右手に愛用のステッキをかっこ

か保護者のような気持になり切ってしまい︑老いたりと雛
も一人の﹁人格﹂として生きている人間の﹁存在﹂を無視

色左と仕度をしていたらしく︑離れて暮している私が迎え

との外出を楽し承にしてくれたらしい︒それで数日前から

も旅のイメージに胸を脹ましながら時間をかけて持参する

て傍目よくすべしという美意識の持主だったから︑あの時

推察できるようになった︒父は日頃︑年寄りは身縞麗にし

後盈になって思い出す度に︑父の老いの心があれこれと

合った︒

は黙って持て﹂やっと善意が認められて私も楽しくて笑い

るの︑思わず目が合う︒父はニャッと笑って﹁こういう時

腕力を使って手摺をたぐるようにして登っていた︒どうす

は線路の上方︑階段を登らなくてはならない︒父はいつも

て従いてゆくものの先行きが案じられる︒駅に着く︒駅舎

ゆっくり歩を運ぶ︒御機嫌を損ねてはつまらないから黙っ

よく突き︑左手に鞄を軽く提げ︑足を少し摺ってゆっくり

親にとっては迷惑千万な

して︑勝手なひとりよがりな

仕儀になってしまうのである︒﹁孝﹂には﹁敬﹂の心
が大切だという反省を︑私は一度ならず︑親と共に生きた
日を迫まられたものである︒

五・
或日︑米寿を越えた父を久なに二泊三日の小旅行に連れ
出すことになった︒若い時から釣や独り旅の好きだった父

に行った時は︑用意万端準備完了という体で︑椅子に坐っ

も︑その頃は︑さすがに足が重くなっていたので︑娘の私

てお茶を塔んでいた︒さあ出発︑手荷物は︑と見ると︑小

も措いて自分で持てる軽さに纏めたに違いないのに主婦業

物の取捨選択をしていたことであろう︒持って行きたい物

にぱたぱた暮しその辺の店に買物に行く位の鈍感な気持の

さな手提げ鞄が一つ︒ささやかな旅行ではあるけれど︑お
して︑何気なく︑お荷物持ちましょうと声をかけると﹁い

娘の一言で︑残り少ない人生の美しい想出をと弾んでいた

やまあこれだけで：．⁝と思いながら︑玄関を出︑戸締りを

いよ﹂と言う︒でも年老いた父のお伴をするからには︑劫
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心情はどれ程傷ついたことか︒しかし︑それ以上に我慢で
きなかったのは︑我が娘の保護者めいた賢しげな振舞いで

あったに違いない︒老いて心身共に弱って︑ひとりでは覚
束なくなり︑周りの者に助けを受けるようになっても︑高
齢者の心は︑幼児が全面的に親に縫っているのとは異るも
のだ︒つい先達ってまで︑独立独歩ひとりで充分生きて来
た記憶と自信が残っているから︑過保護なおせっかいをや
かれるのはうるさいことであろう︒更に言えば︑己れの衰

えを改めて知らされる思いの歯津さとそれを親しい者に識
られる辛さ︑そして迷惑をかける申し訳なさなど︑いずれ
にしても心穏やかならざる思いが去来するに違いない︒

考えて承れば︑私達人間は誰しも人々の間で生きること
を悦びとしている︒できることならこの世に生きる最後ま
で人間らしく生き続けたいと願っている︒老いても親しい
人倉の中での連続した日常生活が過せたら何程か嬉しいこ
とであろう︒老いて何もできないと言っても︑井上靖氏が
﹁親が生きているだけで子は死を考えずに済む﹂と述べら
れたように︑繋累者は生き続けるだけでも意味があるし︑

又︑後に続く者達を見守るという齢を重ねて始めてできる
こともある︒暖い眼で見守られる後輩達は幸せである︒

﹁孝﹂を﹁敬﹂と捉えた古代中国人の知恵に習って︑私
達は①高齢の方々に心底からの敬虐な思いを捧げることを
実践し︑②天寿を自敬の念をもって全うすることを︑高齢

者社会の新しい秩序の基としたいものである︒

︵千葉敬愛短期大学講師︶

鈴木貫太郎元総理遺徳顕彰の集い

４月〃日︵水︶学士会館にて開催

昭和天皇陛下とともに︑身をもって太平洋戦争を

終結に導いた鈴木貫太郎元総理の遺徳を称える集い

が︑御命日に当る四月十七日︑三○○名の参会者を

神式によって厳粛に執り行われた鎮魂祭のあと︑

得て開催された︒

入江孝一郎氏︵実行委員長︶の経過報告︑発起人を代

表して鈴木俊一東京都知事︑沼田武千葉県知事の挨

木一氏︵本会理事︶と︑﹃聖断﹄の著者半藤一利氏の

拶があり︑そのあと︑鈴木元総理の御長男である鈴

裡に遺徳顕彰の集いを終了した︒

講演が行われ︑参会者に多大の感銘を与えて盛会の

︵次号にて詳記する予定︶
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︻特別講演会講演要旨︼

権利思想を越えて

人間らしい社会をつくるために
この前鈴木さんからお話があって︑いろいろお話したと
きに︑今日の演題のことも話に出て︑これを題にするとい
うことでした︒﹁どうぞ結構です﹂と言いはしたものの︑

だきたいと思います︒

に捕まえられて︑裸馬に乗せられて︑五条河原での打ち首

変な話から始めさせていただきます︒石田三成が家康方

有田一毒

んぜん分からなくなってきました︒やはり矛盾︑撞着︑そ

互譲互助

ういう考えが山積して⁝⁝︒私はメモをつくらないし︑原

の先につるし柿を吊して︑﹁これを食え﹂といって差し出

に連れていかれる途中︑刑場の少し手前で大衆の中から樟

それから﹁あつ﹂とちょっと考え始めたら︑自分自身もぜ

かりはメモですけれど︑いちおう書いてゑました︒しかし

忘れましたが︑その時は三成はちょっと感謝の意を表して︑

すところがあります︒あれは映画だったかテレビだったか

稿を書いてお話することはほとんどないのですが︑今度ば
ここからお見受けしたところ︑若い方よりも︑三分の二か

とこちらのほうから︑﹁胆に悪いといっても今すぐに切ら

﹁柿は胆の毒だから許されよ﹂と言ってそれを断る︒する

四分の三は年を取られた方が多いようですので︑私と同じ
ただけそうです︒

ようにお考えをお持ちだろうと︑安心してお話しさせてい

れるのではないか﹂と言うのですが︑それにも丁重に会釈

て︑河原で打ち首にされるのです︒

を返して何も言わず︑やはり背筋を正して馬に乗っていっ

題は堅いのですが︑あまり堅い話をしても︑この頃は情
したがって事新しく﹁国家と人権思想﹂と言って理屈を並

石田三成に関してはいろんな批判がありますが︑そのこ

報化時代であらゆる本も出ているし︑雑誌も出ています︒

べるつもりはさらさらございません︒その点はお許しいた
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いに死を遂げるということはやはり大事なことです︒これ

というのは失うことが分かっていても︑その失う最後の瞬

ょっと私などとは違うなあと思わせられました︒結局生命

とを︑私は私なりにやはりあれほどになる人物だから︑ち

て打つ︒それから一緒に食事をしていても︑懐中電灯で照

に乗ってからも旗は見えないので︑キャディさんを立たせ

リーンかと聞いて︑そっちへ向いて打つのです︒グリーン

フのときも双眼鏡のようなものを下げていて︑どちらがグ

見ると男ぶりがいいぜ﹂とひやかすのです︒ですからゴル

らしながら食べていました︒どれが刺身か煮物か区別がつ

間まで立派に堂灸と生命を維持し︑体力を充実させてきれ
は武士道だけではなくて︑誰にとっても必要なことでしょ

十六だったと思いますが亡くなられた︒私は本当にかわい

かないからだと思うのですが︑それほど悪かった出光さん

がられましたが︑﹁出光さんこそ本当の日本人だ﹂という

ですが︑慶応病院で両眼を手術して非常によくなって︑九

﹁権利﹂ということが最近私の頭の中にこびりついて離

としたことですが︑そう感じさせられました︒

れないのです︒鈴木さんにも申し上げたのですが︑いつも

ことを感じさせられました︒

う︒ただ難しいということだけのことではないか︒ちょっ

これは亡くなられた出光佐三店主が私を子供のようにかわ

Ｊ

いがってくれて︑遊びに来いと言って︑行くと何か食べき

いろいろあるが︑しかし自分は商人だから安いものを消費

を入れて赤い石油を入れたといって新聞でたたかれたりと

者に提供すればいいのだろう︒どこの国から入れようと︑

出光さんがときどき言うのは﹁実はうちはイランから石蛇
油を入れたり︑アメリカから金を借りたり︑ソ連から石油く

どうしようと︑誰が何と言おうと︑自分は相手にしないよ︒

せてくれるものですから︑店主の部屋によく行きました︒

は確立したのだから︑これをそろそろ超える時代に入らな

和は来ないよ︑もう二百年も権利︑権利できて︑権利思想

ただ外国人と話しているときに︑ここまでは分かる︑九九

そのときよく言っておられたのは﹁権利︑権利で人類に平

はないか﹂ということを大きな声を出して私に言うので︑

％は分かるが最後のところが分からないんだよ︒分かり合

ければ自己主張ばかりだ︒それでは世界に平和は来ないで

うか﹂と言う︒

私は﹁店主︑あなたと同じですよ﹂と言うと︑﹁ああ︑そ

それは結局︑権利思想の問題です︒出光さんはこう言っ

れました︒

えないんだよ﹂ということを何回となくおっしゃっておら

ておられました︒﹁モラル︑モラルと言うが︑モラルとい

あの方は目が見えなかったですから︑八十歳のときに白
いだなあ﹂と言って︑それから私に﹁有田君︑君はそばで

内障の手術をして︑そして﹁ここから見る宮城の緑はきれ

うのは最初明治時代に訳すときに︑訳し違いではないか︒
東洋の道︑道徳というのはモラルとは違うのだ︒モーフルと

いうのは自分もお前の権利を侵さない︑お前も俺の権利を
侵すな︒それぞれの権利を守るんだ︒これを道徳と訳した
のです︒それはもっとはっきり言うと︑権利思想というの

している︒これは徳の原理ではない︒だから早く言えば世

界の平和は絶対にアメリカ主導型では来ないのだよ﹂と︑

私も同じような考えですが︑出光さんがそう言っておられ
た︒

それでその権利ということをいうのなら︑生きる権利が

ある反面︑人間には死ぬ権利もあるはずです︒自分の生命︑

れならば生きる権利も大切だろうが︑死ぬ権利も医者任せ

それから﹁生命は地球より重い﹂とこの頃言いますが︑そ

は中世から近世︑近代へ移るときに︑あまりに暗黒時代で
あって︑人の権利が認められなかったから︑個人の人権宣

ょう︒それがこの頃の日本尊厳死協会の運動だと思います︒

ではなくて︑自分で死を選ぶ権利があってしかるべきでし

言というものがあって個人の尊さというのを力説し︑それ
によって近代の文明が築かれてきたので︑今の文明はもち

が私にも分からないのですが︑例えば痴呆性の老人になっ

それほど個人の権利が大事で絶対なものかどうか︒そこ

教育は人間学である

ろん近代思想というか︑権利思想に基づいてできたものだ
と思うが︑しかしこれは人を疑う思想で人を信ずる思想で
はない︒

だから自分は最終的なものが何だと聞かれたら︑互譲互
の思想でなければ人類が一つになって救われることはない︒

ルパーがついてやります︒ところがヘルパーは三交替です

て養護特別老人ホームに入れば話はまた別です︒これはヘ

助だと答えるよ︒互いに譲る︑互いに助ける互譲互助︒こ
その﹁互譲互助﹂を外国人に言うと︑それは権利の放棄で

私も身近に実例を知っていますが︑そうなって家族を泣

が済んだと思えば︑﹁なぜ飯を食わせないのだ﹂と言う︒

うにどんどん出歩くし︑大小便は垂れ流し︑そして今ご飯

が︑ちょうど有吉佐和子さんが書かれた﹃快惚の人﹄のよ

しかも家族の顔の識別がつけば︑それはそれでいいのです

から八時間看る︒ところが家族は二十四時間看るのです︒

はないかとすぐ言う︒しかしアメリカを見て承たまえ︒弁
護士の数はどんどん増える︒口で約束したことはお互いに

違反するのではないかと思うから文書に書いて︑しかも専
門の弁護士を立てて書くから︑ちょっとした約束をするに
も書類交換で︑弁護士は増えるばかりだ︒そしてアメリカ
の社会は本当に爽やかな社会になりつつあるのかと言えば︑

ますます反対の方向に行っている︒そして力の原理を信奉
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かし︑うっかりすると家族のほうが疲れて死んでいきます︒

そうまでして本人には生きる権利があるのか︒その人の権

利というのは何だ︒そこで家族の立場から言うと︑家族が

すすんで﹁この母を守る︑この父を守る﹂ということであ

れば︑また話は別で︑それも結構です︒他人が容隊すべき

ことではありません︒そうでない場合は家族の権利はどう

なるのだ︒権利と権利の衝突︒これは外部からは何とも言

えない面があるので︑そこをいろいろと考えたのですが︑

あとでご意見を伺いたいと思うのです︒

これも受け売りで︑何かの本に書いてあったものをメモ

してきました︒痴呆性老人ですが︑アメリカが七十四︑五

年前からこの問題を取り上げて︑活字に現れ始めました︒

フランスは百十四年前です︒日本は最近急にその問題が取

り上げられるようになった︒これからますます高齢化社会

になっていきますが︑この痴呆性老人の問題だけを考えて

も︑権利ということはよほど深い意味で考えて象ないと︑

それで個人と個人の間に権利があるように︑個人と国の

簡単に権利︑権利では済まないのではないかと思うのです︒

からこの頃はあらゆることが訴訟︑訴訟で︑訴訟に持ち込

問にも︑個人と自治体の間にも権利関係があるのです︒だ

につまづいて転んでもこの道路を作った地方自治体が悪い

まれる︒アメリカ社会的になったのかも分かりません︒石

のだから何百万円弁償せよ︒これが日常茶飯事のようにな
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りました︒そこまで行かなければならないのか疑問なので

民主主義というのは突き詰めていくと︑多数決の原理な

思っている︒誰が偉いか誰が決めるのだ︒決めようがない

のですね︒ゑんな自分が一番偉いと思って︑また絶対だと

それで個人と個人の権利︑あるいは個人と国家との権利

から︑多数決になる︒多数決というのはだから次善の策で

す︒

あって︑最高の策であるとは思いません︒それで今日本の

一つはその多数決に参加する者は︑参加する能力をもっ

は倫理学の問題だろうと思います︒ところが少し角度を変

ていなくてはならない︒それから決を取ろうとする問題を

えて︑その国家が自由主義国家であるか︑社会主義国家か

と聞かれると︑私はこれは教育哲学の問題だろうと考えて

熟知していなければならない︒それから多数者は少数者の

そのときには守るべき四つの原則があるべきです︒

いますし︑またそこから発想するのが一番正しいのではな

国会も地方自治体も問題の処理は︑全部多数決で決める︒

いか︒政治哲学も倫理学も︑そのいずれをも含んで人間の

配慮がなければならない︒お前は少数だからだめなのだと

意見もできる限り汲承取れるものは汲象取ってやるという

共産主義国家かということになってくると︑これはやはり

生存︑生命の尊さということを基本に置いて考えれば︑ま

政治学の問題になります︒私がお前はどう考えているのか

ず教育哲学の問題であろう︒したがって私は︑教育という

に入ってくるのですが︑そうでなくてはだめなのです︒そ

いうのではなく︑配慮をしてやる︒これは倫理思想の分野

西洋でいう人権思想は今後変わってこなくてはならない

多数決は成立しない︒

れから少数者は喜んで多数者に従うという潔さがなければ︑

のは人間学であると考えているのです︒

だろう︒それをどういうふうに変えるかというのが今後の

ところが今はそうではなくて︑多数決絶対主義が行われ

お互いの問題ではないかと私は考えています︒今までのよ
うに権利権利といっている間はだめでしょう︒人類は平和

ている︒ということは正しい民主主義が行われてはいない

ライシャワーさんは生命維持装置を外してもらって亡く

ということではなかろうかと思います︒

なりました︒私も二︑三回お会いしたことがあるのですが︑

にならないと思うのです︒民主主義社会では︑個人の権利

です︒自由とは弱肉強食です︒それが悪ければ共産主義社

う︒しかし自由と平等は両立しません︒自由社会は不平等

という本を最後に出していらっしゃいます︒たまたまそれ

徹底した立派な方だったと思います︒﹃地球社会の教育﹄

というものから出発していますから︑自由だ︑平等だとい

があります︒どれを選択するかという問題だと思うのです︒

会にもっていったほうがいいので︑少なくとも最低の保証
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するものは︑世界連邦の思想です︒

つも聞き慣れない言葉が何回か出てきました︒それを一貫

を読んで︑世界市民だとか︑地球社会といったちょっとい

大石内蔵助にすればちょうど恰好もいいということで﹁忠

も平均以上の視聴率は稼げるというのです︒里見浩太郎を

それから﹁白虎隊﹂それから﹁田原坂﹂︑﹁五稜郭﹂︑﹁奇

臣蔵﹂をつくり成功しました︒

これは湾岸戦争だとかいろいろありますが︑世界統一の
テクニックとして考えれば︑日本の幕末から明治維新への

んし︑私も理解できない一人なのですが︑頭を二つ持った

めだと思ったのです︒勝海舟は日本人には理解ができませ

男ですから︑日本人離れしていました︒たまたまおととい

兵隊﹂それから昨年は﹁勝海舟﹂でゆきました︒たぶんだ

だということで︑君というのは藩主のことを君といい︑国

移行です︒あの頃︑薩摩藩だ長州藩だ︑黒田藩だ︑会津藩
君といった︒国というのは日本の国ではなくて︑藩のこと

の晩に下痢して寝ている時に︑ずっとビデオで見直して承

それと色模様がなさすぎる︒色模様がない︒勝海舟は自

たら︑確かに難しいです︒

のときに進歩派と称された坂本竜馬であったのです︒だい

分のところの女中に何人も手をつけて︑奥さんから怒りあ

の国があるのだと言ったのは勝海舟であるし︑その他︑そ
たい殺されました︒勝さんは殺されなかったが︑多くは殺

げられるのですが︑そういうのは色模様ではなくて︑本当

を国といっていた︒それをそうではない︑藩を超えて日本

されました︒やがて︑廃藩置県︑武力の中央集中等により︑

の命を賭けた恋がなければならない︒その点は﹁忠臣蔵﹂

それから﹁五稜郭﹂にもないのです︒だから失敗すると

加するのですが︑結局死にました︒

あの主人公には恋人があって︑それと別れて西南戦争に参

たっては︑なおありました︒﹁馬上豊かな美少年﹂という

はありました︒﹁白虎隊﹂にもありました︒﹁田原坂﹂にい

戦争のない日本国が出来上りました︒

幸福には演技が要る
余談ですが︑私がちょうど二十二年前にユニオン映画と
いうのを︑一億三千万円で作りました︒年末時代劇という

というのです︒あの人はテレビで社会教育をやろうという

思っていたのですが︑日本テレビの小林会長さんがこれで

気持ちの強い人です︒ところがテレビというのは娯楽なの

のを紅白歌合戦の裏番組として紅白をぶつつぶせというく
とですから︒うちのベテランが最初は﹁忠臣蔵﹂でいきま

です︒だから社会教育も大事なのですが︑娯楽性を抜きに

らいの意気込承でやろうということになった︒私はしろう
しょう︒これなら日本人で嫌という者はいない︒少なくと
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して視聴率を論じられると︑私のほうは商売ですから︑そ

いいか︒癌の例は諸外国いろいろで極端ですが︑たとえば︑

ことになる︒例えば癌の告知にしても︑癌だと言うことが

させないように嘘を言うのです︒﹁傷は浅いぞ︑しっかり

怪我をしたら﹁お前はもう深手だ︒お前はもう助からない

の接点をいかなくてはならない︒それで渡哲也に十朱幸代

せよ﹂と言う︒これは昔から言われた﹁嘘も方便﹂という

だろう﹂と言ったらたぶん死ぬでしょう︒だから気落ちを

す︒ああいう人間がいるのです︒新撰組にいたのですが︑

嘘ですね︒それによって本人が助かる︒そうすると嘘を言

という架空の恋人をつくって︑それが函館までずっと行く︒

京都から会津に行ってあの戦争にも参加しています︒それ

渡哲也扮する土方歳三は︑死のうとしても死なないので

でもまだ死なない︒それから榎本武揚が威臨丸をもって函

うことが善であって︑本当のことを言うことが悪なので
す︒

館に行く︒そのときも付いて行くのですが︑また死なない

だからそのときの物差しは何だというと︑これは和辻哲

のです︒とうとう最後に馬に乗って敵方に堂灸と独りで行
くものですから︑ゑんながあっけにとられてあれは何だと

せにする言動が善だ︑周囲を不幸にするのが悪だ﹂といわ

郎先生が﹃倫理学﹄の中巻で説いていまして︑﹁周囲を幸

れます︒和辻先生は公という言葉を使っておられます︒お

言っているところへ︑本人のほうから﹁俺は土方歳三だ﹂

読承になった方もいると思います︒公のためになる言動か

というものですから︑﹁何だ土方か︑それなら討て﹂で矢
ですが︑そのときに本当に好きだった十朱扮する未亡人で

裳のようにバーンと討たれるのです︒だからそこで死ぬの

のではない︒それから︑もっと言えば︑幸福には﹁演技﹂

どうか︑それが物差しで︑ただ事実を言えばいいというも

いってもいいし︑多少の嘘といってもいい︒

が要る︒演技がない幸せなどはあるものではない︒演技と

すが︑いまだに土方歳三とイノウエという女の墓︑死に場
のです︒おそらくたぶんその死体をもって︑彼女がどこか

所が分からない︑どこに埋めたか分からないということな
に行ったのだと思うのです︒それは余談ですが︑運の強い

は全部自信があるが︑鼻が低いのだけは言われたくない﹂

それは自分の家内が﹁一番言われたくない︑ほかのこと

それから善と悪ということをよく言いますが︑何がいい

者はどこまでいっても強いのですね︒

ったら︑﹁お前鼻が低いよ﹂と言ったら︑それはもうだめ

と思っているのに︑正直がいいというので﹁私どう﹂と言

です︒うっかりすると離婚にまでつながるだろうと思いま

のか︑何が悪いのか︑小学校の子供には﹁嘘を言ってはい
やがて大人になってくると︑真実を語ることは善かという

けない︒親に孝行するのはいいことだ︒﹂と言いますが︑
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っておく必要があるのではないかと私はそう思っています︒

る人間はやはりそうではない︒しっかりと﹁物差し﹂をも

本当のことを常に言うというのは馬鹿のすることで︑心あ

す︒だから本当のことを言えばいいというわけではない︒

とも思いませんでした︒しかし私はあえて出た︑というこ

いました︒それでまた一生懸命になるような自民党である

政治史上一回もないのです︒初めからだめになると思って

んなちっぽけな芥子粒のような政党が成功した例は世界の

六年間一生懸命に文教政策に取り組もう︒それだけでいい

とは二度参議院に出るというつもりはなかったのですから︒

を出ていた︒ご主人のほうは高等学校を出ていた︒学校は

という覚悟でしたから︑私は微動もしなかったのです︒西

例えば若い新婚夫婦がテレビを見てる︒奥さんは女子大

つ︑八つそんな奥さんが﹁あれよ︑あなた分からないの︒

どうでもいいのですが︑クイズ番組で十の問題があって七

そこはヒントで﹁ああ︑あれは京都に近いから⁝⁝︒でも

三分の二︑ほとんど全部らしいのですが︑まだ残っている

うとう入院しました︒胃の三分の二を除去し︑十二指腸の

しかし年を忘れてあまりにちょっと動き過ぎまして︑と

気はするのですが︒

岡さんなどを引っ張ったのはちょっと悪かったかなという

分からないわ﹂と言うと﹁お前あれはアレだよ﹂と言えば

ところがあるというので︑三分の二だろうと思います︒胆

これはこうよ﹂と言ったら男はたまったものではないです︒

わね﹂︒これは演技です︒幸せには演技が要る︒演技のな

堂左とご主人がそこで正解者になる︒﹁あんたよく当てた

を両方しました︒安倍さんの入っている順天堂でです︒そ

のうは全部除去しました︒それからおととし白内障の手術

私はもう四年も前に家内が乳癌で死にましたから︑あま

した︒普通あれは部分麻酔でする方法があるのです︒女性

れから前立腺肥大も若干あったので︑左右とも手術をしま

い結婚生活などは絶対にないと思うのです︒

りました︒たぶん家内も私に劣らず演技をやったと思うの

つぎに去年九段坂病院でヘルニアの手術を両方しました︒

うとう全身麻酔で腹を開いて︑前立腺の除去をしました︒

という連絡が︑前の晩に泌尿科のほうに届いたそうで︑と

私には不整脈があるというので︑全身麻酔でやってくれ

天は公平につくってあります︒

はかかりませんが︑その代わりに勝眺炎にはかかるように

り夫婦のことを語る資格はないのですが︑大いに演技をや
です︒それでどうやら四十五年ももったのでしょう︒

医の倫理

これも余談ついでに話しますと︑実は私も先ほどご紹介
いただいたように新自由クラブを六人でつくりました︒こ
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やかされる位です︒しかし大自然はやはり元に一戻してやろ

もうお前切るところが残っていないではないかと言って冷

かもしれない︑自動車で衝突するときのこともあるから︑

死協会﹂という団体があります︒私はいつ飛行機で落ちる

前は安楽死協会といっていたのですが︑今は﹁日本尊厳

入会して終身会員証をいつも持っているのです︒﹁日本尊

ています︒それからボケ老人になったときに家族の顔が識

は︑どうやらご覧のように︑内臓を切り刻んだ体のように

うとする力︑動きをもっているのではないかと私が思うの

別できなくなったときは︑いかなる処置をとろうとも結構

んと実印を押して︑家族が一通︑本部が一通それぞれ持っ

それに関係してくるのですが︑医者の倫理ということで

です︒なるべくならそれ以上生かせていただかないことを

厳死協会の会員証﹂として番号も付いています︒私がちゃ

す︒これは医科大学の会報に．患者の立場からとしてあ

希望しますということを書いて︑それを入れてあります︒

は見えないでしょう︒強いほうではありませんが︑大丈夫︑

なたが考えることがあれば書いてくれ﹂というので︑﹁考

人に負けずに動いています︒

えることといえば︑今の医者︑医療に対する批判です﹂と

分かってくれています︒

ところが一般には︑家族がおやじを虐待というか︑いじ

子供たちも全部判を押してくれました︒よく私の気持ちを

めているというか︑良心が誉めるからつい判を押さないの

言うと︑﹁それで結構なのです﹂と言う︒﹁ずいぶんたくさ

一人も書いてもらえませんでした﹂と言う︒それはそうで

です︒ですがそれは要らないことです︒親の希望を達して

んいろんな人がいるでしょう﹂﹁ずいぶん頼ゑましたが︑

しょう︒これは書いたらその病院に行けません︒今度行っ

やるのですから︒というのは︑それが親孝行ですよね︒

たときに仇を取られるだろうと思うから︒

ここでは︑はっきり言っておいたほうがいいと思います

私は﹁引き受けました﹂と言って書きました︒それは

という森繁久弥が扮するお医者さんがいる︒これが今の順

．患者の立場から﹂ということで書きました︒医者は医

天堂の創始者です︒﹁だからその縁があったところにたま

ン映画でつくった﹁五稜郭﹂のとぎに出てきます佐藤泰然

うから見たら︑たいがい苦しめるのは止めて︑よくなる見

たまご紹介を受けて入院をし︑いろいろ手術をしてもらっ

が︑順天堂病院なのです︒ということは私の会社の三一オ

込承がこれから先でもあれば別ですが︑まずないというこ

た︒したがって親近感があるから歯に衣を着せず︑私は述

でも長く命をもたせようと努力するでしょう︒が患者のほ

とが分かっていたら︑生命維持の処置は止めてもらいたい

者の職権というか︑職務観︑使命感として最後まで一秒間

という気持ちです︒そのことを書きました︒
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することにもなると思いますから﹂と理屈がましいのです

べたいことを述べさせてもらう︒それが当病院が長く発展

な対応を迫られることになる﹂と︑ずっと書いてあります︒

将来必死の苦痛もあるでしょうから︑医療はきわめて多様

精神的なものもあるでしょう︒現在ただ今の苦痛も︑近い

ここにお医者さんがいらっしゃるかもしれませんが︑い

さいわいそれを引用させてもらって書いたのです︒

が︑ちょっとそういうことを冒頭に書きました︒

ところが︑ちょうどいいことに︑私の文章が三十五号に

いう限りは︑その患者さんを助けること︑先ほどの苦しめ

らっしゃったらこらえてください︒やはり﹁命の尊さ﹂と

載りました︒三十三号を開いて見ていると︑ある先生が︑
させてもらいますと︑

験でも︑医学部の講義の中でも患者さんの存在や︑医療に

な実態について詳しく述べられています︒﹁自分自身の経

す﹂という書き出しで︑医学に偏し︑医療が軽視されがち

から絶対にこういう人が医者になってはいけない︑間違っ

医者にふさわしい方だというのが一割いるそうです︒それ

にこの人はお医者さんになっていただきたい︑または最も

そういうことで早く言えば︑今のお医者さんの中で絶対

ともお分かり願えると思います︒

ながらでも一秒でも延ばすことかと言えば︑意味が違うこ

順天堂のお医者さんですが︑こう書いてあるのです︒引用
﹁お恥ずかしい話ですが︑医学部を卒業して二十四年を

ついて考えさせられたことはほとんどありません︒極論す

ているという医者が一割いるそうです︒ですから上と下の

経た今頃になって︑医学と医療の異同について考えていま

いての講義はないに等しいということができます︒

れば医学部では医学についての講義はあっても︑医療につ

それで極端な例をいうと︑私はもう一つの国立大学病院

間はまあまあというところなのでしょう︒

ろいろと見聞きし︑長期入院ですからよく分かっています︒

と九段坂病院と順天堂病院と三つ入っていましたので︑い

したがって医療について学ぶのは大部分が医者になって
からであります︒したがって患者さんから教えていただく

実地の臨床の場で患者さんや医療を実践している先輩たち

婦さん以下︑あわてて当直の先生が走ってくる︒もちろん

レに行ったときに下から動脈出血が始まって︑それで看護

教授もいませんし︑手術室もありません︒麻酔の先生もい

こんなこともありました︒前立腺の手術をした翌日にトイ

とのないままになってしまう可能性があります︒医療とは

心構えがなく︑医療を実践している先輩に恵まれなかった

患者さんの苦痛を取り除くための行為と解釈すべきではな

ない︒それでベッドに寝たまま︑﹁辛抱して頑張って下さ

人や︑初めから医療に関心のない人は医療について学ぶこ

いでしょうか︒患者さんの苦痛といっても肉体的なものも︑
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もう一回全身麻酔をかけてすぐにやり直しました︒そして

スで穴があいたのです︒これは予定にない行動で︑メスの

逢い合わせたのですが︑胃を切ったときに縫った糸はその

やり損ないです︒それですい臓液が出始めたというので︑

﹁いいですよ︒先生︒存分にやって下さい︒私は辛抱し

ままです︒そうするとすい臓液というのは腹に四カ所穴を

い︒われわれも頑張ります﹂と言うのは経験のない人です︒

ます﹂と言って︑たった三十分かそこらのことですが︑麻

十年後くらいに初めてメスを握る方だと思うのです︒

酔なしでまた腹を開いてやり直しましたが痛いです︒昔や

すい液というものが惨承出るのです︒これは私は知らなか

あけて外に出したのですが︑それが胃を縫った紐の間から

ったのですが︑すい臓液というのは空気に触れると硫酸の

れから戦争のときは弾を抜くときに切り抜いて弾を取った

ようになって︑肉を溶かすのです︒一時間半くらい待たせ

くざが切られたときに焼酎か何かをぶつかけて切った︒そ

いですが︑終わったときに指が離れませんでした︒看護婦

りしたのと同じ︑あれよりもちょっとひどいかも分からな

られて︑塗り薬をつくって︑そしてへらで塗り込んで︑押

真っ赤な血の海です︒その中で切り刻まれ︑私は心臓に不

いう言葉では表わせません︒前立腺の動脈の出血のときも

え込んでしまいました︒それだけの話です︒これも痛いと

さんに頼んで離してもらいました︒

手術はこれでいいのです︒うちの若い奴をほめてやって下

翌日教授が来て︑﹁有田さんよく頑張った︒しかしこの
さい︒よくやりました﹂とこう言いました︒詳しい説明は

整脈がありますし︑冠動脈不全症もありますから︑心臓が

私事にわたりましたが︑結局医術にも医学にもミスはあ

たのです︒

たのではないのですが︑しかたがありませんからそう思っ

にはなった︒決して死生観などというしゃれたものができ

わりだが︑ここまで生きたのだからしかたないという気持

やられるなあという感じはしました︒やられればこれで終

女性がいますのでいたしませんが︑ちょっと変わった手術
でした︒それは痛いどころの話ではないのです︒筒の先の
ほうにしぼんだ風船を二個入れて︑これをグーッと腹の中
で膨らませるのです︒ですから動脈の出口をキュッとふさ

ぐのです︒それだけでは足りませんから︑その紐の先に鉄
の重りをつけてある︒それでガーと引っ張るから密着して
しまって︑動脈の血も出られなくなる︒それでこのまま一

いのですが︑そのときに正直でなくてはならない︒その先

ります︒あっていいのです︒人間のすることですから︒い

生は村上という先生です︒十六年間植物人間で休んでおら

日放っておくとくっつくのです︒そういう理屈はあとで知
もう一つは国立病院でのことですが︑すい臓に二カ所メ

りました︒
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です︒私は助教授がなさるものと思っていたら︑前の晩に

手術をして︑その何時間後にブラジルの学会に行かれたの

れます︒それは私の手術をした第二外科の教授です︒私の

んと書いて絶対に生命維持装置は外せと書いたと思うので

もしその方が︑そうなるということが予想できたら︑ちゃ

す︒ですから私は家族の方が大変だと思うのです︒だから

﹁私が執刀させてもらいます﹂と言ってご挨拶に見えた︒

はっきりしているときに講じるべき処置は全部講じておい

す︒老人は案外突然倒れるものなのです︒ですから意識が

死は生に通じる

たほうがいいのではないでしょうか︒

こちらも﹁よろしくお願いします﹂と言ったのですが︑教

授は先ほどのように論文を書いたりするのに一生懸命です
から︑助教授のほうがうまいのです︒その代わり助教授は
教授にはなかなかなれません︒一種の職人芸ですから︒

ただ私は村上先生に頭が下がったのは︑一週間か十日で

ちがしませんでした︒お許し下さい︒未熟でした﹂︒しか

ません︒わたしは学会でその話を聞いて本当に生きた気持

深々と頭を下げて﹁私が未熟でございました︒申し訳あり

に婦長以下何人かの看護婦を連れてベッドの横に見えて︑

い︒お前も乳癌だし︑俺もいつ死ぬか分からない︒どちら

れもこれだけいろいろ手術をしたし︑いつ死ぬか分からな

の勘です︒一月に亡くなったのですが︑八月に家内に﹁お

助からないという感じがしました︒医者は言いません︒私

をつけてもらったのです︒家内が乳癌で入院したときに︑

わたしの個人のことになって恐縮ですが︑実は私は戒名

も二回来ました︒その翌を日もまた私のところへ来た︒普

が先に死ぬにしても︑どうせ一緒のところに行くのだ︒戒

帰ってきてから担当のお医者さんを三︑四人連れて︑さら

から﹁あんたのすい臓がちょっと曲がっていたものだから︑

通ごまかしておけばいいのです︒私のほうはしろうとです

それで家内の戒名のほうがいいようなのですが︑それを

と言ったら家内は喜びました︒

名だけは同じお寺で︑同じ時に作ってもらっておこうよ﹂

のですが︑﹁自分が未熟でした﹂と言う︒私はこういう人

私もつくってもらって﹁一道院宏徳寿山日高大居士﹂とい

メスの先がちょっと触れた﹂とか何とか言えばそれでいい

いう方が入っていると思うのです︒

は医者になるべき方だと思うのです︒その一割の中にこう

ものです︒今はお墓にも刻んでありまして︑家内のは二字

です︒家内のほうは﹁正道院妙徳香花日貞清大姉﹂という

うものです︒コウトクといっても高い徳ではなく広める徳

それから半年後に自宅で倒れられて︑担ぎ込まれて今は
意識がありません︒植物人間です︒もう十六年間になりま
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ます︒死んだらすぐに黒を入れるようになっています︒そ

だけ赤にしていたのを黒にした︒私のはまだ赤で残ってい

るとその人の思想というものはだいたい分かりますね︒

です︒人の話というのは環境はどうかということをよく承

から︑そう言うのです︒それはうちが全部女性だったから

です︒それで私は興信所で調査したら︑ろくな男ではない︒

婚です︒女の子はいったんこうなったら何と言ってもだめ

長女は十九で結婚したのです︒反対したのですが恋愛結

うしないと今は戒名は高いのです︒だから私が払える間に
ょう︒それでこれを作ったのです︒それで家内が喜んでく

払ってやっておけば︑うちは女の子ばかりですから楽でし
れた︒ただし生きているとぎにつけてもらうのは逆修とい

して﹁結婚式を挙げよう﹂ということになりオークラで結

も一緒になるという︒娘が十九の時です︒それで妻と話を

しかしそれを見せたらやめるかというと見せたら家出して

これはなぜそういうことになったかというとこれも権利

って普通よりは五割ほど高いのです︒

と義務に関係のない話なので恐縮なのですが︑実は私を生

い日記が見つかったので︑それを読んで分かったことです

婚式を挙げたら︑一年経ってすべて分かった︒あとで詳し

種は自分で刈らねばならないということを︑お父さんから

が︑男の子を一人残して結局死にました︒﹁自分が播いた

つのときです︒それから父は三十八で死にました︒四日間
とぎは父が新義州の小役人をして回っていましたから︑内

患って死にました︒私は十一で小学校五年です︒私はその

し切って恋愛結婚に入った者がと失敗したからといって︑

何回も小さい時から言われてきた︒いまさら親の反対を押

んだ父母が死にまして︑母は二十四で死にました︒私が五

郡という漁村におじがいて︑そこに私は預けられたのです︒

おめおめ家に帰れません﹂ということが書いてあるのです︒

地に引き取られてこちらに帰ってきまして︑福岡県の筑上
それから二つ上の姉が小倉のおじの家に預けられて︑そこ

それからこういうのがありました︒﹁たとえお嫌であろ

うとも私が死んだら︑お父さんお母さんの入る墓に一緒に

でばらばらになりました︒

そして私が大学を出る直前に︑私が家庭教師で教えてい

の男の子がいた︒墓が九州ですから︑九州では子供が参れ

に埋めて下さい﹂と書いてありました︒ということは一人

ないだろうと思ってそう書いたのだろうかと思いましたが︑

埋めて下さい︒それからもう一つは富士山の見えるところ

五人女の子ばかりです︒ですからいつでも私は女の晶眉を

っていました︒その養父母も死にました︒それからうちは

するのです︒結婚式に呼ばれても﹁奥さんを大事にして下

何も言いませんから分かりません︒

たその学生の縁から有田姓になったのです︒元は井上とい

さい﹂と言うのです︒男は放っておいてもわがまま者です
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に帰り︑あとは結核専門の中野の病院です︒最後に入院す

それは四年四カ月の闘病生活でした︒その間に四回自宅

ません︒結局死にました︒五つ飲んだときに︒五つ飲んで

今はどうか分りませんが︑それでもまだ難しいかも分かり

言った︒昭和四十六年ですからあの当時はできないのです︒

ました︒だから電話があって私が病院に駆けつけたとぎ︑

死ぬなら︑九つまで飲ませてやりたかったと私はそう思い

涙も出ませんでした︒﹁これで楽になったね︑倶子よかっ

て下さい﹂と言う︒また病院に行けとは言いにくいのです︒

最後だと私も思いましたから︑仕方がないので前の晩に予

るときに副院長に私が頼承ましたが︑﹁お父さんから言っ

行演習をして一生懸命に考えてこう言えばいいか︑入院し

た︒これで楽になったろう﹂その言葉しかなかったです︒

個人のことばかりで悪いのですが︑﹁死は生に通じる﹂

悲しいも何もなかったです︒

と思って我慢してお聞き下さい︒それから一つは家内がや

てくれるかと考えた︒そうしたら﹁お父さんそんなに心配
うだい﹂ということで︑車を呼んで私も一緒に行きました︒

しなくてもいい︒私は入院する︒明日の朝車を呼んでちょ
死にました︒肋骨六本除き︑肺活量八○○になっていまし

けになるかも分らないと思って作ったのです︒﹁夢追いて

はり亡くなる前に私がへぼ歌を作りました︒家内の勇気づ

それで私が安楽死だとか日本尊厳死協会とかという気持

のを色紙に書いてやったことがある︒私には何も言いませ

ひた走り来しわれを支え力尽きてか病む妻癒えよ﹂という

た︒

の中にはその娘のことも一つの原因があるのです︒肺を切

いう錠剤があるのです︒ただしこれでもう終わりです︒錠

ら︑あの袋にはいったものを持って来て︑ペッドの下に入

その病院で死ぬ前の日に︑娘に﹁どこどこに何があるか

んでしたが︑娘達には喜んでいたそうです︒

っているから息苦しいのです︒肺が心臓を引っ張るのです︒

剤は九錠飲んだらもうそれ以上は一粒も飲めませんと言わ

っている︒燃えないからお棺の中でばらばらにして燃やし

れてくれ﹂というのでそのとおりにした︒﹁これは紙が入

そして呼吸が苦しい︒それを一日に九錠まで飲んでいいと

です︒次に何時になったら次が飲めるか︒飲むと楽になる

て﹂ということを娘たちに頼んだそうです︒それと入れ歯

れる︒麻薬だったと思うのです︒時計をじっと見ているの

を入れて︑ほお紅をつけてちょうだいと頼んだ︒それで息

象を開けて象たら︑結婚の前後から︑満州から出したのも

を引き取ってから︑そのとおりにしました︒その風呂敷包

を見て︑私は安楽死の話を副院長にしました︒
﹁それは分かるのですができないのです﹂︒それは立派な

からです︒それだけを頼りに時計をじっと見ているあの姿

副院長で︑それができないのですと苦渋に満ちた顔でそう
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で︑読承ませんでした︒ですからそれをばらばらにして娘

手紙を全部とってあるのです︒私は読む気はしなかったの

あるし︑学生時代から軍隊のときから私が出した葉書から

ために国をといえば︑これは個人主義です︒

国家のために個人を犠牲にするといえば国家主義︑個人の

れば﹁全﹂と﹁個﹂の関係です︒全と個の関係について︑

しいと思います︒国家主義といい個人主義という言い換え

ない︒言い換えれば︑個人があるかと思って︑個人をずっ

ところが絶対の個人主義もなければ︑絶対の国家主義も

たちは下に敷きまして︑上に色紙を抱かせて︑送ってやり

だから自分の身辺のものがそうやって死んでいくと︑死

であるか︑どこかの民族かであり︑どこかの血を受けた国

と追求していくと︑その個人は日本人であるかアメリカ人

ました︒

生観というのか︑死ぬということはどういうことなのか︒

もう私は遺言状も書いてちゃんと家に置いてありますが︑

絶対なのだ︒個ではないのだと思ってずっと国にいくと︑

本人なら日本人として生きているということ︒ではこれが

それでは個人は民族から生命を与えられ︑そして世に日

民です︒だからホモサピエンスというものはないのです︒

人間に生きる権利があると同様に死ぬ権利もあるはずだ︒

そうすると権利と権利との言い争いになったときに︑どっ

遺産を争うほどぶざまなことはない︑姉妹仲良く︑お互い

ったよという︒それでも国はあります︒しかし国民が一人

まだ国民が一人でも生きている間は国民がたった一人にな

ちを立てるんだということを考えます︒

が譲り合うような気持ちでやってもらいたい︒これが最後

もいなくなったら︑昔こういう国があったよ︒しかし今は

れば国は個人にかかっているのです︒分かりやすく言えば

その国はなくなったということを言うでしょう︒言い換え

いてありますから︑争うことはないと思います︒

の頼承だということで全部不公平のないようにちゃんと書

くだらないことを言いましたが︑そういうことで何をお

ですから国は個人を否定し︑個人は国を否定する︒﹁個

個人がなければ国はない︒国は個人によって成立する︒

前は言いたいのだということは何とか曲がりなりにもお分
かり下さったと思うのです︒

人だ︑個人だ﹂と言います︒国は﹁国だ︑国だ﹂と言う︒

すが先生は二重否定の構造とこれに名をつけています︒も

ではなく︑和辻先生の論ですからご意見もあると思うので

ところが和辻流に言うといずれも違う︒これは私が言うの

二つだけ申し述べさせていただきたいのです︒一つは国

国家と個人

家と個人です︒これは釈迦に説法です︒先生方のほうが詳
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法﹂ともいっておられましたが︑その動きの承が実態であ

く︒この運動が無限に続くのです︒だから﹁絶対還元の理

するに否定し︑否定される︒こちらに行って︑あちらに行

う一つは絶対還元の理法という名をつけておられます︒要

とを教授にも全部言ってある︒だから私は行かないのです

算を作ったり︑いやな楽屋当番長が理事長であるというこ

生徒の夢を崩す必要はない︒理事会というのは楽屋だ︒予

なことを言うのです︒説教です︒それはおかしい︒学生や

というのは座れないのでしょう︒そうすると理事長が大き

が︑今度だけ国立の九州工業大学から来ていただいている

り実存である︒

これが国だとか個人だとか言ったとき︑個人主義だとか

そのときにかねがね頼んでおいたことをよくできてると

私は先週の金曜日に参りました︒

思って嬉しかったのは︑正面に国旗の日の丸を掲げている︒

学長から︑とにかく卒業式にいつぺん来てくれというから︑

いうのが︑私に言わせると和辻先生の論です︒大学のとき

卒業した学生はちょうど約五百人です︒四年制大学で電気︑

のは存在しない︒存在するのは動的構造の承が存在すると

に私は講義のときだけは前のほうに行って︑じっと顔を見

機械︑情報︑土木もあるのですが︑それが君が代を大きな

国家主義と︑それは言って承ることは自由だが︑そんなも

ます︒

ながら聞きました︒いろいろ苦しんだ方の顔は深承があり

声で一斉に斉唱しました︒それで私も挨拶に立ったときに︑

長談議をする気がありませんから︑﹁諸君よく君が代を歌

それからちょうどこれは二十三年前に多くの人の力を借

人一枚ずつ配ると思うが︑二枚ずつだ﹂と言ったらゑんな

表がもらった卒業書はあとで教室で配られるだろうが︑一

そうでない学校が多いから言う︒ありがとう︒さらに今代

今の物差と社会の物差し

りて作った工業大学があります︒西日本工業大学というの

ってくれた︑ありがとう︑と理事長が言うのはおかしいが︑

があります︒お陰様で順調に育っていますが︑そこを二十

﹁二枚ずつだと思え︒一枚は君たちの卒業証書︑もう一

が変な顔をしている︒

たことがないのです︒卒業式というのは高等学校では校長

枚くっついてはいないが︑陰がちゃんとそこにあると思え︑

三年間理事長を勤めています︒卒業式というものに実は出

なら学長が一番偉い︒偉いと言うと語弊がありますが︒

が一番偉いのだと生徒はゑな思っています︒それから大学

日の日までそれこそ雨の日も風の日も一生懸命に早起きし

それは十六年あるいは幼稚園を入れれば一七︑八年間︑今
それで卒業式のときだけ理事長が学長の上に座る︒下に
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ないだろう︒それはいい︒言葉はどんな言葉でもいい︒お

ありがとう﹂と一言言ってくれ︒たぶん照れ臭いから言え

て通わせてくれたお母さん︒これから帰ったら﹁お母さん

かも分りません︒

すが︑果してどうなのかは分かりません︒期待感に終わる

れを心に留めてもらったものと自分なりに確信をしていま

以上のようなことを言ってきたのですが︑私はつよくそ

私は︑アメリカをはじめとして西欧の先進国が金科玉条

徳を輸出する国をめざして

母さん出たよそれでもいい︒それで十何年の苦労はいっぺ
んにでも言ってくれ︑お礼を言ってくれ︒できるかな﹂と

んに消し飛ぶ︒お母さんのいない者はお父さんでもおじさ

割くらいは言ってくれたのでないかと私は思っています︒

たくないのです︒正義だとか人道だとかをいかにもその実

としている﹁力の原理﹂﹁物質主義﹂﹁権利思想﹂に同調し

言ったら深くうなずいてくれていましたから︑だいたい九
やはり自分一人の力で卒業したと思う思い上がりがその

践者であるが如き顔で持ち出してきますね︒広島︑長崎の

人をだめにします︒そこでこう言いました︒﹁今日優等賞
とか特別な賞をもらった人︑僕は﹁ビリとトップがよく伸

日本はあと一︑二ケ月で手をあげたでしょう︒

﹁日本から輸入したいものは︑電卓や半導体もあるが︑

原爆はアメリカの実験だと思っています︒放っておいても

それにもまして一番輸入したいものは︑日本の道徳だ﹂１

の考えなのだが︑君たちは三十年後に今日いい成績で出た
ったり︑それぞれ社会のリーダーになっているか︑ピリに

人が社会的に活躍していたり︑あるいは専門的な学者にな

として世界平和を実現したいもの︑と願っています︒

１と言われるような国になりたい︒それを国家の最終目的

びる﹂という本を書いたことがある︒これは理事長として

なっているかそれは分からない︒これは今の物差しと社会

︵日本クラウン株式会社会長・元臨教審第三部会長︶

ございました︒

言いたいことはほとんど申し上げました︒御静聴有難う

の物差しはぜんぜん違うのだからトップはトップで頑張っ
てくれ︒しかしビリはビリで自信喪失することはない︒大
ととして︑あとは誠実に責任感をもって仕事に取り組め︑

威張りで出ていけ︒ただし必要なことは︑健康は当然のこ
そして世の中のためになるんだという覚悟を今この瞬間に
胸にたたき込んでほしい︒ビリ振りのよいピリになってく
れよ﹂
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︻随想︼

昭和の反省

世界平和と国民の福祉
昭和四十八年であったか昭和天皇が皇后陛下とお揃いで

欧洲に御出発になるというので︑私は羽田空港で生放送す
ることになった︒その時読売新聞の御手洗辰雄記者と同席

鈴木

は張作課事件という大事件が発生し︑やがて満洲事変とな

り︑日支事変となり︑第二次世界大戦と二十年間の戦争状

態に入るのであるが︑正しく陛下の世界平和と国民の福祉

との御信念に悉く逆らう事件の連続であったのである︒

ここで張作霧爆死事件は如何に重大な意味をもつか少し

張作霧事件の重要性その−

においでになった時の随行者であったというので︑色だと

を失って内閣総辞職の上︑自ら狭心症で一生を終えたので

く考えて見たい︒第一に田中義一総理大臣は陛下の御信任

したのであるが︑彼は昭和天皇が摂政殿下当時初めて欧洲

ことを学ばれた︒一つは巴里の地下鉄に御自分で切符を買

臣が直に陛下に言上したのは﹁どうも関東軍の河本大佐の

あった︒何故この様になったか︑事件発生と同時に総理大

当時の話が出たのである︒彼はあの御旅行で陛下は二つの

ことになり︑もう一つはヴェルダン要塞の第一次世界大戦

作謀であるようだ︑軍法会議にかけて厳しく処断する考え

われて乗られたこと︑これは庶民生活を初めて体験された

のではないとの確信を得られたことだと話してくれた︒

の直後の惨状を目のあたり御覧になって︑戦争はすべきも

の福祉ということであったが︑この若き摂政殿下の胸に刻

臣から報告を受けて陛下は﹁そうか﹂とお答えになったが︑

に関係なしと内外に声明することになったと︑白川陸軍大

の昭和四年になり︑陸軍は総意として︑この事件は関東軍

である﹂と確信の程を申上げたのである︒しかるに半年後

まれたのはこの時であったかも知れない︒その陛下が御即

さて田中総理が御前に現れるや断乎として総理の前言をお

昭和天皇の御一生を通ずる御信念は︑世界の平和と国民

位になった昭和三年のことである︒ところがその年満洲に
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答めになり︑先般﹁陛下の独白録﹂として発表されたとこ
ろによれば︑陛下は田中総理に辞表を出したらどうか︑と

波風の立ち騒ぐらむ﹂を二度迄もお唱えになったことはよ

ターが起きて大混乱となる旨を予想された由﹁独白録﹂に

く知られているが︑あの時ビトーの権を発動すればクーデ

ある通りであるが︑どんなに胸の内はお苦しかったであろ

仰せられた由である︒又父の自伝には﹁田中には再度会い

たくない﹂と仰せられた由であるが︑正直な陛下の御心境

うか︒実際はあの時海軍が総理に一任をせず毅然たる意思

には載っていないが︑満洲事変の中に朝鮮軍が満洲に応援

陛下の陸軍の暴走に対する御心痛の例として﹁独白録﹂

わしい語り草ではないか︒

る日にいぐさをぱとどめしいさを思ひいでけり﹂実にうる

賜ったことが陛下自ら語られている︒﹁乙女らのひなまつ

彼の不慮の爆死を心からいたまれ︑陸軍に秘密裡にお歌を

停戦を敢行したのである︒陛下はいたくお喜びであったが

白川陸軍大臣である︒彼は陛下の御意を体して上海事変の

召を体して世界平和の道を歩いた将軍がいた︒それは前の

れているが︑あの暴走ばかりの陸軍の中で唯一人陛下の思

の外自分の意思を政治に反映したことはないと何度もいわ

陛下は︑あの﹁独白録﹂の中で一三六事件と終戦の聖断

いたことを思い出す︒

いで自らの生命を断ったのではないかと︑私の父は話して

たということで︑国際裁判からの呼出しを前にして薬を仰

は︑終戦時のあの御聖断方式のあることを思い付かなかっ

かも知れない状態であったと思われる︒果たして近衛総理

を表明していれば︑近衛総理の優柔不断の決意を翻し得た

を思うとどんなにお腹立ちであったか想像に余りある︒し
かし︑後日私の父に﹁あの時は自分も若かったからいい過
ぎであった﹂とお漏らしになっている︒ここに事件の第二
の重大な点があるのである︒

張作霧事件の重要性その二
恐らく︑西園寺元老から親しく御忠言申上げたに違いな
い︒憲法第三条の﹁天皇は神聖にして犯すべからず﹂の意

味する所は立憲君主は輔弼機関の決定に対しては拒否は出
来ないのである︒若し拒否権言トー︶を敢てすればそれは
高使命に従わざるを得ないことである︒そこで昭和天皇は

専制君主の道を開くことになるので︑憲法を守るという最
この事件を契機として積極的に御指示になることは一切な

さらないことになったのである︒勿論政府について御意あ

ればその都度総理其の他にサジェストされていることは
﹁独白録﹂に明らかであるが︑陛下の御意思が明らかであ
るに拘らず実現を見なかったことは屡々であり︑特に昭和
に明治陛下の御製﹁よもの海ゑなはらからと思う世になど

十六年九月六日の対米戦の準備に入るかどうかの御前会議
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派兵した事件がある︒本来なら林朝鮮軍司令官は大本営の

命令なしに外国出兵を敢行したのであるから︑軍法会議も
のである︒陛下は大権干犯として心隠かではいらせられな
かったと思われる︒陛下の御心境を拝察して時の侍従長た
る父はひそかに侍従武官にこの点を指摘したに違いない︒

そこで南陸軍大臣と父との問答となるのである︒陸軍大臣
は大権干犯という言葉にいたく激昂したようであるが︑例
によって父はおだやかに﹁独断専行には二つの意味がある︑

独断専行をしてよろしいとの命令のある場合と然らざる場
合があるが︑第二の場合はその責任者自らが責任を負わね
ばならない︑果して林司令官はその点について如何なる処
置をしたか﹂と質問したようである︒南陸軍大臣はおそれ
いって︑陸軍としては初めて林司令官より始末書を出させ
る事で解決したのである︒

張作霧事件の重要性その三
張作寮事件の第三の重大点とは大本営が関東軍に異動し
たといってもよいことである︒軍は如何なることをしても

責任なしとの判例をここに確立したことになり︑参謀本部
及大本営は正に関東軍にあったのだとの感がする︒その例
として私は二二六事件をあげたい︒陸軍の最高権力者たる
本庄関東軍司令官があの時侍従武官長として陛下の側近に

現われることになる︒あのクーデターは陸軍主脳部は誰も

承知していた事件であったが︑その裏面は陛下は侍従武官

は疑いないところである︒何となれば叛乱軍の隊長達はか

長の進言を必ずお呑承になるであろうとの予想があったの

く信じて我が事なれりと思っていたのであるが︑しかし陛

下の一声﹁叛乱軍を討伐せよ﹂との御命令に事件は一挙に
解決したのである︒

ここで私は古くからの疑問が頭をもたげて来るのである︒

それは軍の意向は絶対である︑仮令陛下の御命令であって

も軍の意向通り推進することを確信していたのではないか

ということである︒陸軍の創設者山県有朋元帥は︑明治十

五年憲法発布に先立って軍人勅諭を創案し︑憲法の天皇大

権の中に不動の軍令の位置を築き上げたのである︒何時で

あったか参謀本部条例の極秘文書としてこのことを書いた

ものがあったと記憶する︒憲法第三条ですら陛下はベトー

の権はお持ちにならぬとすれば︑憲法の軍令大権も参謀本

部のいう通りになるものということである︒この山県元帥

のお濡れる考え方は遂に脈をとして陸軍首脳部の伝統的考

え方となっていたのではないか︒私の父はかつて海軍軍務

局在勤当時参謀本部創設に当り海軍軍令部も参謀本部条例

中に入れてあったので︑海軍側は猛反対してやっと軍令部

の独立を得た旨父は話していたのを思い出す︒かくて父は

山県元帥をにくむこと−通りではなかったのである︒軍人

勅諭には第一に﹁軍人は政治に関与すべからず﹂とあるが︑

（60）

それを守られなかったことが︑敗戦の主たる原因であると

は陛下と侍従長とは或は君臣水魚の交りといい︑又父は︑

にこの御決意が浮かばれたように私には思われる︒世間に

陛下とは親子のようなお年柄であるのでいつも特別の親愛

いうべきではないかと思われる︒大元帥であられた昭和天
皇はまことに正直な鏡の如きお人柄であられただけに︑事

感が流れたと申して居ったのである︒

老子のことば

毎に針の鳶におすわらせした下克上の考え方こそ猛反省す
くぎではなかろうか︒

思えば戦争も愈大詰めとなった昭和十八年でしたか︑父

が喜寿を迎えて久々に陛下に一軸を奉呈したのである︒父

侍従長としての父

思うに昭和史に於ける初めの二十年間は陛下御心痛の連

の好きな老子の第七十八章の一節であったが︑それは﹁夫

に之を救はんとす慈をもって之を守ればなり︒﹂というの

れ慈をもって戦えば則ち勝ち以って守れは則ち固し︒天正

である︒私の所にはその副本があるが父は読承方を教えて

ても醒めてもこのことばかりという状態であったと思われ
る︒この時期父は侍従長としての父陛下のお相手となりお

続で︑あの軍の暴走を如何にして止められるかそれこそ寝

慰めせねばならなかったことは︑自分では少しも話してい

は話してくれなかったのである︒昭和十八年頃といえば私

は大阪営林局長であったが二度目の応召を金沢に受け︑一

くれただけで︑何のために陛下に奉呈したのかその意味を

ケ月位で山崎農林大臣のお計らいで除隊となった頃である

ないのであるが想像以上のものがあったと思われる︒昭和
鈴木侍従長の印象などをお尋ねした所︑陛下は﹁鈴木とは

が︑思えば毎日のように台湾海峡を渡ってフィリピンに行

二十五年九月那須の御用邸の記者との座談の際︑記者から︑

た﹂とのお言葉があった︒私は七時のテレビ一三−スでこ

苦楽を共にした︑鈴木がいてくれたので終戦はうまく行っ

ず救ってくれるという意味と思われるが︑陛下は﹁慈﹂の

詩をどう読むか慈︵いつくし承︶の心に徹して居れば天は必

ことであった︒最早先の見えた戦争であったその時︑この

にしたことの一つとして︑特に一三六事件のことを御説明

く訓練をしていたのである︒当時は十隻に八隻は撃沈との

されたようであるが︑実に﹁叛乱軍を討伐せよ﹂との御発

上げたのかも知れないのである︒﹁身はいかになるともい

極地のお人柄でありどうかご安心下さいと陛下をお慰め申

れを伺い本当に息の止まる程驚いたのである︒陛下が父に

言は︑侍従長の眉間︑心臓︑畢丸の三急所を打たれた血に

対する歴史上の証言をして下さったからである︒苦楽を共

染った惨状を宮内大臣からつぶさに報告あったので︑即座

（61）

日本は救われ今日あるわけであるが︑老子の予言は正に適

御心境は︑民草に対する慈しゑの極承である︒この為めに

くさとどめけりただたふれゆく民をおもひて﹂の御聖断の

信致すものである︒即ち﹁慈﹂という字は私にとっては昭

ことに対して詫びたいとの御心境であられたことを私は確

いので諺国民一人一人に手を差延べて戦争の災害を受けた

和天皇のお姿とさえ思われるのである︒

のである︒それはあの御病中でも沖縄御訪問を念願し通し

陛下の御苦衷は完全に晴れ渡るということは出来なかった

下は御即位に当り昭和天皇の御心を心として世界の平和と

年であったことはまことにおめでたい極承である︒今上陛

なりベルリンの壁はなくなり正に世界平和の梨明を告げる

思うに今上陛下御即位の平成二年という年は︑昭和と異

平成の御即位

中したと申す外はない︒唯陛下の戦争責任を云々する向も
あるが︑陛下は身を以って責任に応えられたのである︒法

であられたことはまことにおいたましいことであった︒昭

国民の福祉につくしたいと仰せられて居ることは有がたい

律上の御責任はあり得ないとしても道義的御責任について

の時期に全国御巡行で唯一つ残った沖純御訪問は可能であ

︵本会理事・元侍従次長︶

（62）

和六十三年一月梢御回復のきざしが見えたのであるが︑そ

ことである︒

角張

を大学に学び︑関東軍参謀から仙台の連隊長に来られた石

満州事変後の大陸に対する関心の深かった昭和八年前後

千の知識を得た︒

ったと思われるがその判断の出来ない宮内庁を私は残念に

思うのである︒陛下の御巡行は単なる御旅行では決してな

︻随想︼

曲阜に孔子像を献じて

私は子供の頃から︑家の襖に画かれている︑中国の山水
画を見て育ち︑いつしか中国の風景に憧れをもつに至った︒

中学での漢文素読︑高等学校では︑四書五経に対する若

繁

原莞爾大佐に︑たまたま学生の身でありながら︑知遇を得

強くえぐったのであった︒

あるではないか︒それらの文字の一字一字が私の目と魂を

従来︑県としては格別に﹁五常﹂の意義について強調さ

て︑同氏が提唱し始めた︑﹁世界最終戦論﹂研究グループ
に連なることができた︒

て﹁五常﹂について詳しく説いた︒そしてこの﹁五常﹂を

我が県の﹁誓いの辞﹂としようと提言をした︒翌日の地元

れていなかったことを知った私は︑翌日の就任式の席に於

の新聞には︑その内容が︑賛辞と共に︑大々的に掲載され︑

大学三年のとき︑参謀本部第一部長であった石原氏の指
本青年連盟を結成し︑関東軍︑満鉄の支援で︑一カ月余に

その後の度重なる県民との対話で次第に﹁五常﹂の精神が

導と協力とで︑昭和十年︑全国大学からなる︑大亜細亜日

地第一線で活躍している若い満州国官吏が︑牧民官として︑

亘り︑治安未だ定まらぬ満蒙地区を視察した︒そうした現

惨透し︑色灸な分野でその運動が展開された︒

後も︑郷愁の念や承がたく︑漸く昭和六十二年五常県を訪

終戦と共に︑やむなく八年間の満州国勤務を閉じて帰国

民族協和︑王道楽土建設に身を挺している姿に感銘を受け︑

渡満後三年余りにして︑ハルビン東南の﹁五常県﹂副県

大学卒業と同時に︑満州国官吏を志したのであった︒
長︵県長は中国人︶に任命された︒

この五常県に何か役立つことをしたい思いにかられた︒種

ね︑若い県長はじめ県民の心暖まる歓迎を受け︑私は再び

を検討の結果︑県民の衛生向上の見地から︑巡回医療を兼

大学を卒えて三年︑突然の副県長発令にいささか戸惑い︑

先ず以て︑就任の挨拶で何を述べるべきかと困惑したので

感謝の印として寄贈した︒その後再度訪問の折は完全に県

ねたた頑強な﹁医療救急車﹂を私の五常県に対する友好と

ふと想い浮かんだのは︑明日赴任する五常県のその﹁五

してくれた︒

民医療の足として利用されており︑県民一同心から感謝を

あった︒

日そのすばらしい名の県に赴任するのだ︑と思い到った途

常﹂という文字であった︒﹁仁義礼智信﹂を想い出し︑明

れ︑幸い天津よりの留学生の縁もあって中国各地に多くの

度重なる其後の中国訪問に︑国情も漸く理解されるにつ
知己を得るに至った︒

端︑胸が高鳴った︒

いよいよ五常県に着くや︑五常には五つの城門があり︑

よしっ！﹁五常﹂の精神で行こう！と決意をした︒

各門には夫べ仁︑義︑礼︑智︑信の文字が深く刻まれて

（63）

私の提唱した﹁草の根運動﹂が幸いに中国側の共感を得︑
遂には山東省の﹁勝利油田﹂の中心地である﹁東営市﹂と︑

民衆が直接生産ししかも輸出製品となる土産工芸品を生産

であることがわかった︒

う言葉が出て︑しかも孔子を讃えたことへの意外さと驚き

の反面︑精神文明は空虚であり︑このまま推移せんか︑や

私は︑常々現代の世相は︑余りにも物質的に傾き︑そ

この会社設立祝賀の席上︑私がたまたま︑合弁会社を設

ずして人類は衰退することを催れている︒

がては︑人間相互の不信と︑自然環境の破壊を招き︑闘わ

販売する中日合弁会社を設立することができた︒

けたこの東営市が︑孔子の生誕地曲阜と同じ山東省にある
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国に於いては︑古来の東洋的な考え方が余りに失われつつ

あることを痛感するに至ったのである︒今にしてこの弊害
つかぬ事態となろう︒

を除去して︑人間性の本質を取り戻さなければ取り返しの

それが為には︑既に二千五百年も前に︑人間性の本質を

た聖人︑孔子がこの中国︑東洋にいるではないか︑この原

深く究明し︑その実生活に於て︑具体的に﹁道﹂を説かれ

点を再び解明し︑現代的解釈によって蘇らせることこそ︑

中国を救い︑日本を正し︑アジアを発展させ︑世界に︑自
に至った０

然と人生との調和をもたらす所以ではなかろうかと考える

時宛かも︑天安門事件以来︑中国に対する国際環境はも

とより︑日中関係に於ても︑経済的︑政治的に低迷を続け

（64）

ご縁の喜びを述べたところ︑場内が一斉にざわめいた︒さ

唖

中国の国民生活の一端にふれるに従い︑世界の風潮にも

灘iI

ては︑﹁孔子﹂という言葉が禁句であったかと懸念したの
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わづらわされたとはいえ︑文革の後遺症と共に︑現在の中
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#

ることこそ緊要と考え︑私は意を決して︑天津の同志に対

ているこのときに於て︑﹁草の根運動﹂的文化交流を深め

らになく︑むしろ孔子尊崇の空気すら感じられた由である︒

設現場を活気づけたばかりか︑嘗ての批孔時代の面影はさ

多勢の生徒が︑教師の指導のもとに︑勤労奉仕に励承︑建

かくて一九九○年九月十一日︑暁天に瑞雲がたなびき︑

し︑孔子顕彰の緊急性を説き︑私自身それが為に微力を致

岡原昌男・元最高裁判所長官︑瀬戸内寂聴・天台寺住職・

め︑関係者︑一般大衆︑小学生︑幼稚園児等︑日本側より︑

やがてからりと晴れた碧空のもと︑曲阜市政府要人をはじ

れている中国の同志だけに︑直ちに︑而も極めて前向きに

日頃私の物の考え方︑そしてその行動に理解を示してく

したい旨を申し入れたのであった︒

受け止めてくれた︒間髪を入れずに︑天津南開大学に事務

田弘︑都竹武年雄︑蘇蓋氏等多数参列のもとに︑除幕式が

敦賀女子短期大学学長︑をはじめ野口元︑桜井保之助︑植

厳かにしかも盛大に執り行われたのであった︒

局を置く実行委員会を設けて検討に入った︒現地曲阜市政
結果︑孔子生誕二千五百年を記念して︑﹁孔子記念像﹂を︑

府︑特に青年層から強い希望が述べられ︑それらを検討の

関係機関︑及び権威者による︑本格的活動が開始される

顕彰運動を一層広く深く展開し︑ひいては二十一世紀の世

れた如く︑希わくぱ︑日中両国の心ある人食とともに孔子

設は︑中国歴史の新しい礎になるにちがいない﹂と述べら

楊曲阜副市長がい承じくも式辞に於て﹁この孔子像の建
や︑その行動は︑従来考えられぬ程の迅さで展開した︒先

界に新しい精神文明の復興への足がかりにしたいと念願す

曲阜に建設することに決定した︒

より︑旧正月もものかわ︑寒気を冒して遠く雲南省の奥地

ず︑中国一の貴重な素材である漠白玉石が︑担当教授等に

るものである︒

︵本会食員︶

私の﹁孔子像寄贈﹂の趣意は︑まさにここにある︒

より切り出された︒著名画家︑黄道女史の設計に基づき︑

天安門広場の毛沢東像の彫刻者として高名な孫微女史によ
り︑未だ他に例を見ない︑﹁今正に聴衆に語りかけようと
する﹂やさしいまなざしの︑高さ三・五米の純白の白玉石
の孔子像が︑わづか数カ月の間に︑承ごとに完成され︑高
しかも︑これに先立っての基礎工事には︑地元小学校の

さ二米の黒大理石の台座の上に安置されたのである︒

（65）

あらためて世の

社会倫理を考える

一︑世のありさま

森田康之助

犯人のその一人だに逮捕することができない︒両陛下の皇

ビ番組に登場させ︑その所信を語らしめたのである︒社会

その場でとり抑えられたものの︑釈放されるや直ちにテレ

居からのパレードを︑爆竹をもって騒がせた者があった︒

的制裁はそこにはひとかけらも見ることができない︒

世には不可解なことがあまりにも多い︒己がかけた生命
は妻をあやめたという記事が新聞紙面におどり︑週刊誌は

保険を目あてに︑親は子を︑子は親を殺し︑妻は夫を︑夫

ので学校の教師が︑教育長に刃傷に及ぶ︒世の師表ともな

らに眼をそらしているのか︒その裂け目の一つとして臓器

だが世間はこの裂け目に気づかないのか︑それともことさ

のがある︒不安な裂け目が眼前に大きく口をあけている︒

今日の時勢︑漫然と慶祝の心を頒ちあってはいられぬも

るべき政治家には汚職がつきまとう︒政治家はこう聴く︑

その追跡と検証にいとまがない︒己の昇進が遅れたという

政治家に倫理を求めるのは︑八百屋の店さきで魚をくれと

移植の問題から︑考えてゑたい︒

二︑脳死と臓器移植

いうのと同じ︑見当違いも甚だしいと︒世はまたこの言を
よしとしてか︑きびしくたしなめる声は聞くことができな
い︒世は道義地をはらい︑乱倫と離乱のきざしを︑いゑじ

を以てこれまで人の死ときめてきた︒近来医療の長足の進

呼吸の停止︑瞳孔の拡大︑それに心臓の停止︑この三つ

昨秋の御大典︑それにひきつづく大嘗祭と︑わが歴史と

できなくなってきた︒心拍の停止を様々の手段により元に

歩から︑この三つを以ては必ずしも人の死をきめることが

くも示している︒

へ︑心なぎ不逼の跳梁と駁虐を眼のあたりにしながら︑た

一戻すことが︑数多く経験できるようになっている︒そこで

伝統とが確認されたことは恭賀にたえぬことであるとは云
とえば神社を焼き︑人灸の心の拠りどころを踏承にじった
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人の死をきめるものとして脳死︑すなはち脳機能の廃絶を

およそ人間の承が思惟し思考する能力をもっていて︑動物

該患者の心臓はおよそ二週間で停止するという︒この間の

あるに対し︑脳死はいかなる国手扇鵠の妙手を以てしても︑

物状態とは人工の補助手段により︑年単位の延命が可能で

共に︑科学技術発達のための単なる素材にすぎぬ︑とされ

た思考が脈灸と流れている︒そこで動植物は他の無機物と

傾向が強い︒西洋近代科学技術の発展の根抵には︑こうし

るという思考である︒西洋の人をの間には別けてこうした

に使用してよいのであり︑またそうすることが正しいとす

している︒欠如しているが故に人はこれを手段として有効

や植物をはじめすべての無機物には︑そうした能力を欠如

医療費は一日に最低二三十万円を要するにかかわらず︑患

脳死は人間が植物状態となったということではない︒植

以てするのが最も妥当ではないか︑というのである︒

者は回復に向うということなく︑すべての医療は無駄に終

てきたのである︒

たとえばここに号︒Ｈ喧口のの︵土着人︶という言葉がある︒

る︒医師とすれば︑すでに死んでいる患者に懸命な努力を
強いられることとなるので︑苦痛以外の何ものでもないと

によれば︑歴史の梨明以前に乃至は西欧植民家が︑その土

このアポリジニーズとはコンサイス・オクスフォード辞典

そこで二つのことが考えられてきた︒一はその医療費の

しての承その眼にはうつるのであり︑吾人同様の感情を有

地で偶然に見うけた歩む樹木であり︑乃至は自然の動物と

いう︒さもあるであろう︒

すべてを保健からはづし︑患者家族の自己負担とするとい

わす言葉である︒彼らは人間圏外のものにすぎぬと見られ

する人間とは︑見られることがなかったということをあら

うことである︒こうすれば脳死を以て人の死と納得し認め
る人は必ず増加するであろうというのである︒その二は︑

たことによって︑かつてアフリカの土着人は人格を有つこ

この脳死者の臓器を他の病患者に速やかに移植し︑この患
者をして当該病患を克服して社会復帰の機会を与える︑と

トインビーはこれを彼ら白人の行動の実践領域に属するこ

となき動物として︑アメリカでは売買されていたのである︒

とであるとした︒彼らはこう解することが有効であり︑社

いうことである︒このことはいかにも人道的で且つ合理的
こうした考え方の基礎には︑およそ人のはたらきで社会

というので︑賛同する人もまた少くはない︒

ーはこれを﹁行動計画の先行的正当化である﹂といった︒

会的に便利であるとしたということなのである︒トインピ

脳死者の遺骸をそのまま墓地に搬ぶことは︑心臓や肝臓

的に有効な結果をもたらすものはすべて正しい︑よい事で
のようなことと深く結びあっているように思われる︒即ち︑

あるとする思考がはたらいているのであって︑これには次
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いる医師すべてに共通する声であろう︒医の聖職に真筆で

これはひとり執刀医の承の意見ではなく患者に日を接して

我々実践部隊は困る︵平成元年一二・六朝日新聞︶といった︒

繰り返す必要はない︒総論的な議論は終ってもらわないと︑

間に適用されて四半世紀︑二十年前の欧米であった議論を

したことがあった︒執刀の助教授は欧米では移植治療が人

ある︒先年島根医大で父親の肝臓を病む幼児のために移植

うことは︑医師の人間愛として当然かつ自然の心の動きで

から︑これを移植できたらと思い︑移植してあげたいと願

ッタイナイと思われよう︒脳死者の内臓は健全なのである

等の重病患者に日々接している医師にとってはいかにもモ

能であったのではないか︑という疑問であり疑惑である︒

受益者の心臓病は移植によらずとも︑他の方法で治療が可

出する前にはたして十分な蘇生措置が講ぜられていたのか︑

つきまとった︒提供者は溺死者であるというが︑心臓を摘

別の意識がそこに見え隠れする︒札幌のそれにも黒い噂が

者であって︑白人から黒人へではなかったという︒人種差

れたのであり︑次いでの九例のすべては黒人が心臓の提供

ところが南アフリカのそれでは黒人の心臓が白人に与えら

た功名心がいかに強く支配しているかを知ることができる︒

が行われた︒日次を追ってこのように見てくると︑こうし

手術がなされた︒翌四十三年には札幌医大で俄にこの手術

臓器移植という医療で予め意を致すべき第二の問題は︑

あればあるほど︑こうした思いは厚いものがあるに違いな
目をして慣れさせ︑そのヒュマニズムを触発させ︑こうし

移植を求める患者や医師が︑臓器の提供できる脳死者の︑

たのでなければ幸いである︒

た臓器移植という既成事実をいくつも積承かさね︑世の批

一刻も速やかなる出現を待望するようになる︑ということ

執刀医の功名心競争心から︑あたら二人の青年の命を断っ

判の眼をつぶそうとする意図がもし多少なりとも有るとす

である︒病む人︑その治療にあたる人の心がこのようにな

い︒ではあるが︑こうした医師の熱意が奔騰して世間の耳

るならば︑その前に大いに考えてもらわねばならぬものが

るというのは︑自然であるかもしれぬ︒しかし吾人は人の

脳死を︑人の不幸を︑ひたすらに希求する心というものに︑

あるのである︒

云いたくはないがその第一は医師の功名心である︒実績
をあげることにより︑世間的に己が名を売り斯界にその人

つ祈るのであり︑ここに人の美しさがあり︑貴さがあると

ろうか︒人面夜叉の心にはなりたくない︒

いうべく︑人の不幸をひたすらに待ち望んでよいものであ

疑問をもつ︒人は自己の承ならず︑他の人の幸せを念Ｅ且

フリカで最初の心臓移植が行われた︒この一三−スが世界

ありと知られようとする名誉心である︒昭和四十二年南ア
に流れるとその三日後にはすぐにアメリカで︑心臓移植の
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臓器の提供がその人に残された唯一の社会的貢献の機会

して進歩なのか︒センターに求められる臓器にはそれまで

てくるままにその身体は切りさかれることとなる︒医学の

の保存管理の経費もあることであるから︑当然代価を支払

進歩であると云えるかもしれない︒ではあるがこれがはた

した善意の提供の美しさを讃えこそすれ︑批判する気もち

として成り立つこととなれば︑焦る受益者はそのために多

うこととなろう︒提供者と受益者とを結ぶセンターは企業

であるというので︑脳死者の家族が進んで提供に同意する

は墓もない︒ではあるが︑功を焦る心が医師にいささかな

ということは︑好意愛を越えた美しい人間愛である︒こう

りとも蔭をおとすそのとき︑医師による脳死者の家族に対

との関係で臓器代金の不当なる奔騰ということも十分に考

は少く受益を希望する者が多いのであるから︑需要と供給

えられる︒神からさづけられ︑親から与えられた臓器が売

額の金銭を積承︑新鮮な臓器をあさり求める︒提供者の数

名にからむときは︑別して強い圧力とそれはなるであろう︒

買の対象となる︒かくては社会倫理の上から容認しがたい

する臓器提供の勧奨助言が︑拒否しがたい圧力となる憧れ

厚生省の﹁脳死に関する研究班﹂が昭和五十九年の三月か

結果をもたらしかねない︒医学は進歩したが︑社会倫理が

がなしとしない︒疾患に苦しむ者への人間愛という美しい

た脳死者﹂の報告例は七一八︑うち三○二例はいまだ脳死

のであるか︒

破壊されて︑これで人間社会の幸福は増進されたと云える

ら八月までの間︑﹁全国の主要大学や病院に照会して集め
に至らざるに脳死と判定されていたという︵立花隆﹃脳死﹄

ても困難な課題として残ることであろう︒

な対症療法を見出すことができないでいる︒将来にわたっ

応の克服ということについては︑今日の医学はいまだ的確

人間の臓器で︑角膜と腎臓とを措いて︑移植後の拒絶反

三三五頁︶︑医師の功名心がそこに覗いていると云っては︑

云い過ぎであるかもしれぬが︑戒心し寒心すべき数値であ

臓器を提供すべき脳死者がどこにいるのか︑受益希望者

る︒

も医師も︑これを的確に掴むことはむづかしい︒こうした

が身体は生きつづけている状態を確保する技術は︑早晩開

との反省の資として以下に保元平治の乱を見ることにした

社会倫理が崩れると︑世はどうなることか︒こうしたこ

三︑名行の破れ

発されてくるであろう︒となれば脳は死んだがなお体温を

い︒歴史は世の鏡である︒

ターの設置がおのづと要請されてくる︒他方︑脳は死んだ

切実な問題を解決するため︑相互の情報を交換すべきセン

保ち︑呼吸も脈拍も正常のまま保存され︑移植の要求の出
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ぞれ五︑六百の武士のおよそ四︑五時間の闘争であったが︑

幾多の史実がある︒別して歎かはしいのは保元平治の乱で

していたわけではない︒そこには遺憾と歎息とを禁じ得ぬ

長い日本の歴史である︒その間いつも栄光と繁栄に終始

七歳といういまだわけもわからぬ幼少の弟たちの首を伽ね

の頼賢以下の斬を命ずる︒かくて十三歳に十一歳︑九歳に

斬らしめる︒清盛の従兄弟たちである︒義朝には為義の子

朝命はさらにきびしく︑清盛には忠正の子の長盛と忠綱を

斬らせ︑忠正の斬には忠正からすれば甥の清盛に命じた︒

るのは実の兄義朝︑天下はこの破倫背徳に目を掩い耳を塞

あり︑京洛の巷を震憾したこの二つの争乱は︑敵身方それ
二年と半ばかりの間をおいて起ったこの保元と平治という

の信頼はこれを繋ぎとめんとして繋ぎとめ得ず︑信頼は根

いだ︒おそらくは当時朝議を牛耳っていた藤原通憲のさし

抵から喪われてしまう︒﹁名行かけはてにければ︑いかで

二つの争乱のもたらしたものはといえば︑当時眼のあたり

と︑言及を忌承揮らざるを得ぬものがあった︒やはりこの

か終にその身を全くすべき︒ほろびぬることは天下のこと

このような非常乱倫のことを行わしめたとなると︑朝廷へ

争乱を体験した天台座主慈円の﹃愚管抄﹄は︑このときか

わりなり﹂と︑北畠親房の﹃神皇正統記﹄はきびしい批判

がねの致すところであろうが︑斬らしめたのは朝廷である︒

ら世はむげに劣りて︑この十︑廿年はつやつやとあらぬこ

を投げかけている︒この乱後の処置の背徳乱倫が︑民心の

に体験した﹃今鏡﹄の作者は﹁かくて今の世の事を申しつ

とになりにけるこそといって歎き︑保元の乱起りてより公

離反と世の失望︑そして世の変革とをもたらしたことを歎

づけ侍る︑いとかしこく︑かたはらいたく侍るべきかな﹂

てしまったと歎くのである︒今日の史家もまた上代と中世

家一統の世は終りを告げ︑世はひたぶるに武家の世となっ

くのである︒

直系または配偶者の尊属を害することは︑昔も今も世人

との替りの継ぎ目として︑この保元平治の乱を挙げる︒世
は公家政治への信頼音をたてて崩壊し去り︑明治維新に至
何を以て公家の政治は民心を喪ったのか︒乱後の処理を

年︑世に死刑ということは全く行われなかった︒世界の歴

んでも悔や承きれぬ失政であった︒桓武天皇このかた四百

の最も嫌悪するところ︑これをあえて為さしめたことは悔

誤まったからである︒崇徳院方に参じて官軍すなはち後白

ったというのは︑わが平安朝を措いて世界の歴史上他にど

史を通じてかくも長い年月を︑死刑を全く見ることがなか

るまで七百年の武家政治の世と推移するのである︒

して斬に処した︒法規に照らしてこのことはやむなしとす

こにもこれを見ることができない︒世はまさに平安の世で

河天皇方と戦ったのは源為義と平忠正︑この二人を朝議と
るも︑こともあろうに命じて為義の子義朝には父の為義を
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あった︒こうした長いしきたりを破ったのがこの乱後の措
置を命じた朝命である︒尊属殺害がかくも当然のこととし

心の背徳領廃から発する事実なのである︒

三堅氷も霜を踏むより

股鑑は遠からず︑夏后の世にありという︒前車の覆轍に

て行われたとなれば︑秩序は保たんとして保つ能わざるに
至る︒父の為義を斬った義朝は平治の乱に敗れ︑東国に落

代の天下を得るや仁を以てし︑其の天下を失うや不仁を以

鑑ゑよということである︒道墜一つ︑仁と不仁との承︑三

てすと︒これともに孟子の教えるところである︒この小篇︑

ちゆくその途次︑立ち寄った知多の長田忠致の邸の風呂場
鎌田政家︑政家にとっては忠致は妻の実家である︒ここな

聖代の長久を祈るが故に︑また祈ればこそ︑臓器移植の問

御大典奉祝の意から遠いという批判も有ろう︒ではあるが︑

で暗殺される︒長田のもとに案内したのは義朝腹心の家人

に眼がくらんだ忠致これを討ちとる︒ただならぬ風呂場の

ら安心と政家の導きのまま長田の家に着いた義朝を︑恩賞

を信じてよいかわからぬ︑地獄を見たりといって政家の妻

その眼前で実の父がわが夫を殺害したのである︒もはや何

ずしらずの間に︑何を世にもたらすかということを︑歴史

いることに思いを致さねばならぬ︒乱倫と背徳とは︑しら

きにもかかわらず︑深く考うべき問題をそのうちに蔵して

臓器移植︑これにともなうところの甘美なる人道主義の響

に光をあててみたのである︒堅き氷も霜を踏むより至る︒

はその場で我と我が胸に刃をつきたて自害する︒名行の承

題を反省の素材として採りあげ︑その胎む容易ならぬ問題

だれである︒社会の倫理と秩序は墜ちに墜ちてと翼まると

の擢整を買うであろうが︑一般的に云って︑最新先端の医

は教訓として語っているのである︒いやしい言葉として世

となく忠致は一刀を浴びせかける︒哀れなるは政家が妻︑

ころを知らぬ︒かくてのち承久の変をもたらす︒三上皇を

物音に立ちあがらんとする政家︑この政家に︑ためらうこ

遠島に遷し︑天皇の廃位をはかる︒指揮をとったのは北条

供者と受益者の︑双方の患者家族の利益を優先して考える

べきでありまたそのように常に考えているとは云え︑とか

療にはとかくデータ欲がともなうのである︒担当医師は提

くこれを別箇の問題として意識し︑すり替えがちな心の誘

義時︑この義時ものちに己が妻女に毒を盛られて死ぬので
わが国びとは昔から尊皇の心が頗る厚いという︒はたし

ある︒藤原定家の日記﹁明月記﹂の記すところである︒

てその通りであるか︒三上皇を遠い島に遷して再びは都に

︵本会特別会員・国学院大学栃木短期大学教授︶

惑の陥併が︑そのわきで口をあけているのでなければ幸で
ある︒

迎えることをしなかったのは誰か︒吉野の山深くに天皇を

追いやったのは誰か︒こうした不祥の数灸はすべて世道人
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四月十六日︑ゴルバチョフ・ソ連

る︒さらに言えば︑ゴルバチョフ大

合は日本の降伏二週間後に行われた

れる〃踏采絵″でありそれはソ連に

ソ連を国際社会の一員として受け入

であろう︒無条件の返還実現こそが

異なる問題であることを認識すべき

る︒しかし︑これは取引とは次元の

連に対する経済援助が論じられてい

北方領土返還と抱き合わせで︑ソ

重大事だということだろう︒

ほどの︑国家国民の尊厳にかかわる

その奪回のための戦争の動機になる

ば︑不当に領土を奪われることは︑

性を著しく減少させた︒逆に言え

くとも西側先進諸国間の戦争の可能

争防止に大きな役割を果たし︑少な

戦後定着した領土不拠大原則は戦

されなければならない︒

国の併合︵一九四○年︶も同様に非難

力回復運動を弾圧している職︿ルト三

ソ連もその順守を誓約しているＯ

昨年九月︑東京で行われた日ソ外

に連合国は領土不拡大原則を宣言︑

トを通じて︑初めての国家元首を迎

大統領が来日する︒ロシアーソビエ

えるという意味で︑画期的な出来事

相会談後︑湾岸に関する日ソ共同声
明が発表された︒声明はイラクのク
ゥェート侵攻とその自国への併合

統領が軍事力まで行使して︑その独

ちょうど百年前の明治二十四年︑

は︑国連憲章および国際法規に背く

である︒

ロシア皇太子︑後の皇帝一百ライニ
世が来日した︒大津で巡査に切りつ

けられて重傷を負うという不祥事が

ものであり︑イラクのクウェート併

もプラスになるはずである︒

とって︑そして世界の平和にとって
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あった︒以来︑日露戦争︑第二次世
界大戦と︑両国は二回戦った︒そし

この四島はサンフランシス﹁一平和

英 武
津

て︑第二次大戦後︑ソ連は北方領土
を占領︑現在に至っている︒
不幸な過去を持つ隣国関係だが︑

ゴルバチョフ来日が善き友好関係に

行為であるとして︑クウェートから

転換する第一歩となることを願う︒

日ソ善隣を妨げるもの︑それは言う

の即時全面撤退を要求している︒

条約で日本が放棄した千島列島に入

合と変わらぬ国際法規違反行動であ

ソ連軍による北方四島の占領・併

らない︑固有の領土である︒戦争中

捉の北方四島問題である︒

までもなく︑歯舞︑色丹︑国後︑択

北方領土の次元

云います︒またそこに栄養を運ぶの

関節などが直接歩く器官で運動器と

しています︒下肢の筋肉︑礎︑骨︑

多い︒

動脈硬化﹂や﹁零ハージャー病﹂等が

云うのです︒病気としては﹁閉塞性

うもので︑これを﹁間欠性破行﹂と

り︑しばらく休むとまた歩けるとい

はしばらく歩くと痛くて歩けなくな

パーキンソン病は身体が硬く前屈承

ら下ろすという歩き方になります︒

先が垂れていて︑高く振り上げてか

れます︒一方弛緩性麻輝の場合は足

ずりながら歩く座性歩行が多く見ら

です︒足の先が突っ張るようで引き

歩行の障害には色灸な組織が関与

が血管であり︑筋肉を動かす指令は

脳の病気があるのかもしれません︒

た歩行が左右どちらかに偏るのは小

まり難いという特色があります︒ま

となり歩幅が小さく︑歩き出すと止

脳から神経を経て伝達されます︒

一運動器の病気
骨折︑捻挫︑関節痛︑肉離れ等は

四︑歩行障害の診断

原因が色々あるので︑専門医の診

察を受けた方がよく︑神経系の検査

ＣＴ︑下肢の脈拍の有無︑血管造影

法などを使って診断します︒

五︑歩行障害の治療

運動器の場合は手術︑安静︑湿布

等︑血管の場合は血管拡張薬︑バイ

パス手術等︑神経の場合はリハビリ

子︑床上生活等に落ち着くでしょう︒

テーションにより杖︑歩行器︑車椅
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若い人でもスポーツの時によく起こ
ります︒高齢女性にとくに多いのは

大腿骨の骨折で︑歩行障害どころか
歩行不能のため手術が必要です︒

二︑血管の病気

下肢へ行く血管は大動脈が左右に

程度は全く動かない完全麻庫から︑

分岐してから大腿動脈以下︑次第に

力は弱いが動く不完全麻蝉まで色々

三︑神経の病気

ーゼ︑潰揚を生ずる︒下肢痛の特色

に狭窄する時は下肢の痛承︑チアノ

脳卒中は片麻蝉を伴うことはよく

§

分かれて行きますこれら動脈が急に

蕊

の手足が不自由になりますが︑その

,､頚茎識鞍溌溌霊弱齢識譲鐸癖ﾐ黙>蕊

知られています︒例えば右麻輝で右

帥

から組織の壊死を来たします︒徐々

歩行の障害

閉塞した時にはその下流の酸素欠乏

続鍵蝿

杉浦昌也

︹泊翁百話︺

泊翁日記︵七︶

棚臓古

哲史

しかし︑十二月五日になると﹁病気後初て高等学校へ出

一高等学校倫理科講師の解任を請願した︒

明治三十二年の六月三日より十二月十八日まで

明治三十二年の前半における泊翁は比較的健康であった
が︑六月以降は異常を訴え︑医師の世話になる度数が増し

贈りし人たえ夫を礼物出す﹂までに回復した︒下痢のため

講﹂し︑翌六日には﹁床揚し︑内祝を為し︑病中見舞物を

すなわち︑山形県を中心とする奥州旅行中の六月三十日

半年近く苦しんだわけであるが︑その間にも六月二十日以

ている︒

降七月六日まで十七日に及ぶ奥羽地方への出張旅行︑八月

十日から全十八日までの八日間にわたった三河地方での講

の教員講習に出講中の八月十五日の午後より頭痛が起こり︑

習出演がおこなわれている︒私などからすれば︑常識を超

夜︑腸カタルを起こし腹潟したのを手はじめに︑三河国で

日︑舟をやとって三輪川を下り︑昼頃着いた新城でも医師

昧樽に欺滞を生じたので︑村医の診察を乞うた︒そして翌

あろうか︒

えた強行スヶジュールのように見えるが︑どういうもので

なお︑七月十九日には︑泊翁の第二女澄子と静岡県出身

診察の結果︑たいしたことはないと判明したが︑帰京す

を呼んで診察を受けている︒

ると掛りつけの医師の診察を受け︑弘道会事務を他人へ委

の慶応義塾教師神戸寅次郎との婚儀がとどこおりなく挙行

後の挙式はあわただしかったが︑新郎は八月ドイツ留学に

托しようとする気になって︑そのことを会の幹事に相談し

旅立つことがきまっていたので︑こんなことになったのだ

された︒この縁談が整ったのは七月十六日︑それから三日

六月三十日夜はじまった腹潟は九月になっても治癒せず︑

ている︒

九月二十六日には洗腸法を始めたが︑十月十四日には﹁下

という︒

そのように﹁病気久しく癒ざる二付﹂︑十月二十七日︑第

痢兎角同扇二付青山胤通氏の来診を乞﹂うにいたっている︒
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川

六月三日曇時々雨
一︑中条精一郎居宅売却致したるに付霞江共に当分同居︒
一︑弘道会事務所二て商議員会を開く︒

六月四日晴夕雨

鶴

一︑日本橋倶楽部二於て婦人部懇親会を開く︒

竺
=
皇
雪
婆

六月十一日晴入梅日曜

一︑弘道会事務所へ出席︒

六月十三日薄陰

一︑越前敦賀郡東郷小学校長余慶三郎の需に応じて同校の

六月十七日晴

校訓を作る︒

席請求し来る︒右は先般より同地弘道会員より依頼有し

一︑山形県知事関義臣より同県鶴岡二て教育会開設二付出

事二付直承諾の返事遣す︒依て宮内

六月十八日薄晴日曜

省へ日数二十日の御暇願差出即日済︒

席の依頼申述︒

一︑鶴岡人駒井広運来り︑右教育会出

六月二十日晴夕雨

一︑午前九時の汽車二て上野出発︑郡

︵欠字︶

山駅二て戸城伝七郎二出会︑夕弧福

島着︑松葉や支店二止宿︑夜中

福嶋会員数名来訪︒

六月廿一日雨

一︑六時発の汽車二て出立︑板屋の鉄

道此度開通す︒隆道の数十九あり︒

其内第十八最長し︒米沢より人車に

乗じ︑赤湯二て午飯し︑夕弧山形二
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六月八日曇時々雨
六月十日晴

噸溝ノ

シ

一︑中条精一郎札幌へ出立︒

凹U・色。
曹・

着︑後藤二止宿︑同家二て安倍彦助ら二面会︒

六月廿二日朝晴夕冠雨夜大雨
一︑八時頃出立︑栃岡にて午食し︑尾花沢より雨降る︒舟
形駅伊藤に止宿︒

六月廿三日雨
一︑七時出立︑雨甚し︒古口にて午飯︑是より舟に乗じて

最上川を下り︑清川ニ至れ︿教育会より出迎あり︒同行

Ｌて鶴岡に至る︒弘道会員数名大橋造出迎ふ︒上肴町常
磐楼二止宿︑弘道会員井教育会員数名来訪︒

六月廿四日陰時々雨夜大雨
一︑朝九時より会場へ出席︒会場入仮小屋の新築なり︒聴

衆︿千人余あり︒余︿午前に講話し︑中学校二て弁当を
吃し︑午後ハ嘉納治五郎講話す︒

六月廿五日晴
一︑今日も午前九時より開会︑肝付兼行の演説あり︒午後
︿討論会を開き︑四時過終る︒夫より常磐楼二て懇親会
を開く︒出席者百名斗ありたり︒

六月廿六日晴
一︑弘道会鶴岡支会総会を郡会議事堂に於て開く︒出席弐
百名斗︒畢て常磐楼二て懇親会を開く︒出席七︑八十名︒

六月廿七日晴
一︑七時頃鶴岡出立︑新堀村阿部弥左衛門宅へ立寄︑村人

数十名の為に講話し︑夫より十一時頃酒田着︑弘道会員

にて支会惣会を開く︒聴衆六︑七百人あり︒嘉納治五郎

十数名出迎ひ︑敬海楼を以て旅宿とす︒午後郡会議事堂

六月廿八日晴暑

氏も来会す︒夕刻職海楼にて会員の饗応を受く︒

に行く︒構造頗る美なれども︑彼の財産に比すれ︵猶甚

はなはだ

一︑朝会員一同撮影をなす︒午前十時頃より本間氏の別荘

人︿来らず︒午後諸人の望に応じて揮墓す︒夕刻帰宿︒

質素なり︒嗣子某︑其他子供二︑三人来りて待遇す︒主

六月廿九日晴夕刻雨

一︑朝六時半頃出立︑土方氏案内にて松嶺に赴く︒酒田よ

り四里許︑酒田氏の城跡あり︒小学校にて公衆の為に講

話す︒畢て孝子両人出て見ゆ︒此所にて午飯の馳走を受

に別れ︑古口︑本合海を経て︑夕刻丸山峠に至りし頃雷

け︑一里程行︑最上川を渡り︑清川に出で︑是にて送者

はず︒舟形町伊藤幸三氏に宿す︒︲

気起り暴雨に成らんとす︒幸に雷雲は他に転じて雨に逢

六月三十日陰

頃楯岡に着す︒安部彦四郎︑平田竜助来間す︒午後郡会

一︑六時過出立︑猿羽根峠を越え︑尾花沢を過ぎ︑十一時

議事堂の控所にて公衆の為に道徳の講話をなす︒

す︒

一︑夜中腸カタル起り腹潟す︒鶴岡にてもらひし粉薬を服

七月一日晴
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吉其他両三の知人来訪︒神作氏の案内にて三時頃より一

一︑朝七時出立︑十二時前山形着︑後藤に止宿す︒神作庸

茶話会を開く︒楼︿阿武隈川に臨象︑眺望甚佳なり︒

市中の人︿見えず︒畢て夕勉より商業倶楽部にて会員の

二て公衆の為二講話をなす︒会員及師範生徒のみにて︑

七月六日晴

一︑弐番汽車にて福嶋出立︑午後三十分上野に着す︒

七月七日晴

一︑弘道会事務所え出席︒

＊

の割烹店︵其名を忘る︶に至り千葉県出身にて当地在留の

人々六十名来会︒又北島︑勅使河原の二判事︵共に弘道会
員︶も来会︑小宴を張る︒夜二入て帰宿︒

七月十五日晴

七月二日雨
一︑七時頃出立︑神作外一人上の山造送来︒同地会員両人

七月廿日陰時々雨

いたし︑小幡馬次郎夫婦を媒酌とし諸事無滞相済︒

とどこおりなく

一︑今日於すゑ結婚式を新大橋万千楼にて挙行することに

七月十九日薄晴

商議す︒

一︑弘道会商議員会を開き︑本会を法人になすことに付き

七月十七日晴

れた泊翁書簡五通については弘道第九二六号を参照のこと︒

大学法学部教授︑同学部長などをつとめた︒滞独中の彼へ送ら

＊かんべとらじろう静岡県の出身で︑慶応義塾に学び︑慶応

の趣二付︑取急ぎ来ル十九日結婚式を行ふことに約束す︒

談相整の処︑同人義同県より独逸へ修行被申付来月出立

一︑此度於すゑ事慶懸義塾教師静岡県平民神戸寅次郎へ縁

七月十六日晴

一︑朝麟祥院墓参︒夫より市川兼恭病気を訪ふ︒

途中造出迎︒午前上ノ山着︒午後同地小学校にて公衆の
為に講話す︒会員高橋宗猛︑池田良盛︑横沢弥太郎の三

七月三日朝晴夕弧雨

氏へ支会設立の事を委嘱す︒

一︑七時頃出立︑赤湯にて午飯す︒丸屋といへるハ近来新

築し家屋壮大なり︒米沢支会長綱島哲糠ノ目造出迎︑其
外追々出迎の入来ル︒米沢入口にて急雨に逢ひ︑四時頃
同地止宿︵旅店の名を記せず︶︒

七月四日朝晴午後雷雨
為め講話をなす︒午後米沢公園内松岬館にて公衆の為に

一︑午前校長迫氏の需に応じて高等女学校へ出席︑生徒の

む︒

講話をなす︒中頃にて雷雨大に起り︑二時間程にして止

七月五日晴
一︑二番汽車にて米沢出立︑十二時頃福嶋着︒会員数名停

車場へ出迎居︑福陽館へ案内す︒午飯の後同地師範学校
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一︑今日土用入︒

七月廿二日雨
一︑土用入二付宮中へ参上︑奉伺天機︒
七月廿四日
一︑暁来大雨︑風又強し︒午後晴︒

七月廿九日晴
一︑弘道会事務所へ出席︒

八日一日晴
八月三日雨

下吉田

；

え

風強く煤姻車窓中に入る︒五時頃豊橋に着す︒田辺井柳

太郎停車場へ出迎︑案内して坪屋に止宿す︒

八月十一日晴時々飛雨

一︑八時の汽車二て豊橋出立︑九時頃新城着︑八名郡長宮

崎鼎其外停車場へ出迎︒新城にて暫時休息し︑是より人

飛雨に逢ふ︒小学教員の講習会に出しもの処食にて出迎

力車二て八名郡下吉田村に赴く︒四里許あり︒途中にて

ふ︒南設楽郡長宇佐美治香も此地にありて出迎ふ︒満光

寺といへる禅寺を以て旅宿とす︒

一︑愛知県師範校教師弘瀬時治といふものも亦教員講習と

八月十二日晴

して此寺に寄宿す︒

るノ︑出席す︒書記本多述︿始終詰切︒

一︑今朝より講鐘を開く︒聴講者弐百名許︒三郡の郡長代

八月十三日晴
一︑講鐘昨日の通り︒

一︑教員の内鈴木今良︑安藤充男︑鈴木栄の三名尤熱心に
氏︿日々出席聴講︒

見ゆ︒又土地の老人豊田良平︵八十才︶︑豊田成景等の諸

八月十四日曇夜中風雨

八月十五日晴

一︑今日限にて講症を閉づ︒

一︑午後より頭痛起り︑又昧樽に歌滞を生ず︒因て村医豊
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八月十日晴南風熱
一︑兼て約束二付今朝新橋弐番汽車二て三河国へ赴く︒南

(長篠）
鳳来

八月十六日脚晴

田成景に診察を乞ふ︒
︵欠字︶

九月一日晴

一︑二百十日なれども静穏︒

九日三日晴

讃岐︑備前甚敷︑伊予別子銅山︿六︑七百人の死亡︒讃

今日の報道によれ︿四国︑中国甚敷︑其内の土佐︑伊予︑

一︑去年廿八日の風災諸国共電報不通にて分らざりしが︑

医師を招きて診察を請く︒別二考案なし︑脂肪沈滞の為

流以下を豊川といふ︒昼頃新城着︒郡長以下出迎︒直に

の死亡︑兵庫県も百人許の死亡ありしといふ︒

岐ハ三百人余の死亡︑土佐は死亡少なし︒備前︿百人余

る︒此川と寒狭川と合流する処︑長篠の城迩なり︒此合

｜︑今朝駕篭にて出立︒村より舟を蹴ひて三輪川を下

なるべしといふ︒夕弧の汽車にて豊橋に向ふ︒本多述︑

九月二十日雨

一︑八十嶋親経来ル︒

一︑弘道会常集会なれども病気二付出席せず︒

九月十七日晴日曜

一︑南摩羽峯来ル︒

九月十一日晴

れハ被害少なし︒

諸県及び丹波辺暴風出水あり︒併し廿八日の風雨に比す

一︑七日の風雨︿岐阜︑福井︑群馬︑高知︑三重︑富山の

九月十日晴

招きて治療を乞ふ︒

一︑先日より腹潟の処︑兎角不快なり︒依て今日二宮氏を

九月八日晴

一︑今日又々風雨あり︒被害甚しからず︒

九月七日

岡本正安︵医師︶の弐人同行す︒

八月十七日晴大雨風
夕三時頃沼津停車場前の旅亭に宿す︒

一︑八時豊橋出発︒岡本は是より帰り︑本多の承同行す︒

八月十八日朝曇午後晴
一︑七時の汽車にて沼津出立︑午十二時新橋着︒夫より出

八月二十日晴

迎の人力車にて帰宅︒

て調剤を乞ふ︒序に腰痛の薬をも乞ひ帰る︒

一︑二宮氏へ参り診察を受く︒格別の事︿なしといふ︒依

八月廿六日晴
一︑病気二付弘道会事務を後人に委托せんと欲し事務所へ
出席幹事へ相談二及ぶ︒

八月廿八日
一︑此間より日ミ天候不穏の処︑今日夕弧より風雨となり︑
天明に至りて止む︒大なる破損なし︒
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一

九月二十一日雨

一︑発智庄平来ル︒

ゆ︒

一︑一昨日来諸国に警報を発す︒今日︑当地も雨に風を交

九月廿三日晴

一︑秋季皇霊祭なれども病気二付不参拝︒

五月廿四日晴日曜

一︑三輪田真佐子︑中条省吾来ル︒
一︑亀井まき子来ル︒

九月廿五日雨
九月廿六日薄晴

一︑松平直亮伯︑赤坂発庵来ル︒

一︑下痢兎角同様二付洗腸法相始︒

九月三十日雨
十月二日晴

一︑鳥取県人藤岡吉平来ル︒

十月七日

天候不穏︑三時後より風雨となり︑初︿東南風なりしが︑

一︑一昨日より雨天の処︑今日午後より晴雨計大に下降し

む︒

四時過西北に変じて風雨共猛烈になり︑五時に至りて止

十月八日晴

一︑昨日の風雨︿諸国に損害あり︒殊に東北鉄道矢板野崎
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ｉ令震
一 一

す︒死傷未詳︒

学び︑一八八七︵明治二○︶帰国して東大医学部教授となり︑青

＊あおやまたねゑち東大卒業後ドイツ留学︑ベルリン大学に

一︑松平直亮伯及増村度次来ル︒直亮伯︿弘道会の義二付

＊

一︑山香他我一来ル︒

一︑神嘗祭の処病気二付参拝せず

十月十七日晴

こして会長となった︒︵一私垂妙

山内科を主宰︒付属病院長︑医科大学長を歴任︒癌研究会を起

間の帯川鉄橋上二て汽車の客車八輔風の為に川中に顛墜
一︑樋田魯一来ル︒

十月九日晴
一︑帯川の死傷︿︑死者十人余︑傷者三十人余見出したれ
ども︑行衛不知者甚多し︒

一︑東海道線鈴川駅近傍に海嘱起り︑鉄道を破損し海水を
打揚︑死傷百人余あるよし︒
一︑小具貞子来ル︒

＊ますむらたくじ新潟県の教育家︒有恒学舎を私財を投じて

二︑三の意見を述ぶ︒

設立︒これが現在の県立有恒高等学校の前身である︒有恒学舎

十月十日晴
一︑昨夜武州権現野村ノ内順礼堤といへるもの︑過日の出

し︑遺墨が多い︒

には早稲田大学卒業直後の会津八一が教鞭をとった︒書を良く

一︑渡辺久道来訪︒

十月廿九日晴夕刺雷雨

を請願す︒

一︑病気久しく癒ざる二付第一高等学校倫理科講師の解任

十月廿七日晴

して勅語奉読式を行はんとの相談あり︒

一︑来三十日神田臨鮮館二於て弘道会と同主義の会員相会

十月廿五日晴

一︑硝酸銀脂腸相用ひし以来下痢少々快し︒

十月二十日

る由︒

十月十一日晴

水にて十間程破壊し︑近辺一天非常の尽力にて防ぎ留た

す︒

一︑西四辻侍従葬送二付代人として新十郎を染井墓地へ遣

十月十二日朝時々雨

一︑伏見初之助来ル︒

りに一雇入︒

＊

一︑執事木村新十郎暇を取る二付︑千葉県人星野峯吉を代

十月十四日晴
一︑下痢兎角同扇二付青山胤通氏の来診を乞ふ︒今日同入
来り診察す︒薬方︿従前の通二宮氏引請︒
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十月三十日晴
一︑四谷部会二て勅語奉読式あり︒

十一月三日晴
一︑天長節病気二付参内せず︒

十一月四日晴
一︑丸山正彦の紹介二て肥州人山崎亀之助来訪︒

十一月六日晴
一︑松平直亮伯来訪︒

十一月十七日晴
＊

一︑今日より休業︒
︵欠字︶

十一月

一︑去ル日神戸葺合村二て初めて黒死病発生す︒

十一月廿二日晴

＊珍しく日付がない︒

一︑於千賀︑二宮へ礼として参る︒薬代の外謝礼五十円遣
し候・

一︑一彰大阪より来ル︒

一︑神戸寅次郎去月十三日独乙国二着す︒

十一月廿六日晴
一︑謙吉独逸国より帰朝︒

十二月三日晴
十二月五日晴

一︑勝三来ル︒

一︑病気後初て高等学校へ出講︒

十二月六日晴
夫々礼物出す︒

＊

一︑今日床揚し︑内祝を為し︑病中見舞物を贈りし人きえ

十二月九日晴

一︑弘道会事務所へ出席︒

十二月十二日晴
一︑高等学校へ出講︒

て来一日出立︑支那朝鮮へ漫遊す生む︒

一︑小具貞子来ル︒近衛公爵の嘱二より奥村五百子同道二

＊おくむらいおこ愛国婦人会の創立者︒佐賀県唐津の出身︒
はじめ浄土真宗の寺に嫁したが死別し︑水戸藩士鯉淵彦五郎と
再婚︑兄円心とともに高杉晋作︑野村望東尼らに交り尊王擬夷
運動に加わる︒維新後︑江藤新平を支持して征韓論を主張し︑
西南戦争では西郷を支持した︒そのため夫と別れ︑行商などを

二十九︶年光州に実業学校を設立した︒一九○○年北清事変が

して公共事業に当たった︒ついで朝鮮に渡り︑一八九六︵明治

おこると東本願寺を説いて出征慰問使を派遣させ︑自らも慰問

使に加わった︒その体験から︑一九○一年対露主戦派の近衛篤

十二月十四日晴風

麿とともに愛国婦人会を創立した︒︵戒躯埋

十二月十八日

一︑磯部武者五郎来ル︒

︵本会理事・東京大学名誉教授・国際武道大学名誉教授︶

一︑今日初雪
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島根県小玉光

篠塚しげる選

たいくらいである︒

まま詠んで貰ったような気がして︑作者にお礼を言い

︵評︶田舎生れで大根の好きな選者の心持を︑そっくりその

︑薄味の厚切り煮大根が好き

句︒

の鉢がいかにも遠慮しているように思われて面白い

鉢がかくれるようにしておいてあるのであろう︒小菊

︵評︶大輪の花の咲いている菊の鉢のうしろの方に︑小菊の

︑大輪の鉢のうしろの小菊かな

篭
養

のぬく承を味っているさまが目にうつるようだ︒

＠年上は二三となりし賀状かな

︵評︶俳句の特徴である簡潔を旨とするものであることを︑

より年上の知人がどんどん亡くなって︑今や二︑三人

充分に心得ている作者は立派である︒句意は︑﹁自分

しか生き残っていない︒淋しいと同時に自分もそのう

ち亡き数に入るかもしれない﹂との心細い感じがよく

詠まれている佳句︒

ゆきもよい

︑切れてゐしくす師の薬雪催

ったのを忘れていたことに気がついたというのである

︵評︶病気がよくなったせいか医者がくれた薬がもうなくな

雪もよいという季語もふさわしい︒なかなかに面白い
句︒

︑早春の芝に雨脚ひとしきり

ているある︒日ふと︑芝生に冷たい雨がひとしきり降

︵評︶時あたかも早春の頃で︑春とは言えどまだ寒さが残つ

ってきたというのである︒早春の感じがよく汲承とれ
る佳句︒

︑番茶の茶碗両掌につ上承年惜む
︵評︶行く年を惜しむ作者︒両掌にっ生むように番茶の茶碗○白菊やいつしか張りのゆるゑをり
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弘道俳壇

○秋惜承暦一枚めくりけり
○立冬や爪を切りをる文机
○二度三度膝の枯芝払ひ立つ

○湯ざめしてあかあか点しゐたりけり

︑神木に昔ながらの注連飾り

︵評︶﹁昔ながら﹂の言葉がこの句の命
しののめ

︑東雲の空いちはやく淑気満つ

︵評︶東雲︵しののめ︶は︑明けがたの空をいう︒﹁淑気﹂

いが伝わる佳句︒

とは︑新春のめでたい気分をいう︒思わず襟を正す思

○二人ゐて部屋のどこかの隙間風
○ととせ経し革手袋の匂かな

○故里の風に親しゑ青ぎ踏む

○神の鈴鳴らし初東風身にまとい

○松過ぎて留守居に一人パンを焼く

○整わぬ句を生甲斐に初句会

○狛犬の二つの影引く初明かり

○数の子の苦もよるし小盃

○年賀状文字に重なる幼顔

○家中に玩具広げて秋麗

○初鴨の棲承つく入江月のぼる

○初鴨の親子水輪を消し合えり

○新米を炊き神仏に供えけり

は︑何となく花曇の感じがふかい︒

︵評︶﹁花曇﹂の季語の句はむつかしい︒にも拘らずこの句

︑指細り指輪抜けさう花曇り

○着ぶくれて読承さしの本開きけり
○雨がちの秋の日つづく灯火かな
○北の間のめくり忘れし古暦
諦はたち︲

○消しゴムをはや汚しけり今朝の春
○読初や二十も若き著者の本
○一口をあますコップや寒の水
○いつの間に雪になりしや宵の雨
○立春の風通しけり小書斎
○茜蕩の煮しめの湯気や寒明くる
○さし向ひくらす二人や梅開く
○チョコレート貰うてすこし春めけり

千葉県鈴木とよ女
︑逃げ易き冬陽を夜具にた上承込む
込んだ﹂との措辞は更に立派である︒

︵評︶逃げ易い冬陽という表現も新しいが︑﹁夜具にた上み
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○風寒く彼岸桜はまだ固く

ほうふつ

東京都安井採果

︵評︶大嘗祭は新天皇が即位の後初めて大嘗宮に行う新嘗祭

︑幽玄の神代佑桃大嘗祭
で︑皇室で行う最も大事な祭である︒昨年この様子を
知った作者が︑神代のことに思ひをはせた一句︒岱桃
の措辞が素晴しい︒

︵評︶年を送るに際して一年を顧みて悔がない︑という作者

︑顧ゑて悔なき年を送る幸
は羨ましい限りである︒

◎湾岸危機解消祈願初詣
避けるよう祈願する初詣となったときの感懐を叙した

︵評︶漢字ばかりで仮名は一字も使わずに今回の中東戦争を
感動のふかい一句︒

︑大寒や湾岸戦争果知らず

○カレンダー年毎趣向あらたまる

○小正月過ぎて多国籍軍火蓋切る

千葉県田村隆郡

○冬の夜空閃光不気味のミサイルよ

○新米を炊き神仏に供えけり

○初鴨の親子水輪を消し合えり

おく

︑小鳥来る庭山茶花の晩れ咲き

が︑山茶花は︑例年の十一月よりはや上遅れて︑十二

︵評︶去年の秋小鳥のやってきたのは例年と変らなかった

の私の家の山茶花も相当おくれて咲いたの承ならず︑

月にずれ込んで咲く地方が多かったようである︒選者

かであった︒

年を越えてもまだ咲いていて︑例年とちがう現象が明

◎金賞の札まだ槌せず菊枯る上

二月ともなると︑色も槌せ︑枯れ姿となる︒しかし︑

︵評︶菊の展覧会で金賞を得た菊も︑秋の末から十一月︑十

︵以上︶

光っているというのである︒新鮮で面白い一句︒

金賞の札の黄金色は少しも槌せることなく︑ピカノ︑

○久闇を謝して恩師へ賀状書く

○刈込んで庭木整のう冬支度

︵評︶﹁湾岸戦争果知らず﹂の言葉は︑作者以外の日本人は

句︒

皆心配した気持であった︒国民を代表した愛慮の一

○冬の陽を部屋一杯の楽土かな
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平成２年
掴月４日︵火︶

︵抄録︶

祐の両氏︑支会主催講演会の講師依頼の件につき︑打

＊午前十一時︑千葉県干潟町支会役員菅谷栄夫︑上代光
合せのため来会︒
但月５日︵水︶

︵於会議室︶

＊午後一時三十分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

の諸氏と藤下昌信︒

出席者Ｉ古川哲史︑士屋好重︑望月兼次郎︑鈴木寛一
但月６日︵木︶

信︑風間一彦日本育英会へ出張︒

＊午後四時三十分︑鈴木会長と事務打合せのため藤下昌

＊午前十一時三十分より︑学士会館会議室において定例

但月枢日︵水︶

つき協議と報告を行った︒

役員会を開催︒鈴木勲会長が議長となり︑次の事項に

協議事項

長谷川治一氏︵前鴨川市長︶

㈹特別会員の推せんについて

山岡俊明氏︵元千葉県立安房博物館長︶

木屋野正勝氏︵読売新聞調査研究本部主任調査研究員︶

藤原恭一氏︵元島根県教育委員会教育長︶

以上四氏の推せんが承認された︒
報告事項

鈴木勲会長より︑年内に実施した主要事業の実施状

⑩平成２年内実施の主要事業について︒

況について︑概要報告を行った︒

②その他

以上をもって協議と報告を終り︑午後一時三十分︑

会長が閉会を宣した︒

＊午前十時・多田建次氏︵会員・玉川大学助教授︶．一○

枢月旧日︵水︶

年史﹂関係資料収集のため来会︒

＊午前十一時︑小林雅雄氏︵会員・故小林栄一郎氏の御長

子︶所用のため来会︒

＊午後︑大嘗宮の拝観及び取材のため︑藤下昌信︑金子

旧月叫日︵金︶

ゆかり皇居内東御苑へ︒
枢月汀日︵金︶
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灘

＊午前十一時︑評議員入江孝一郎氏Ｑ所用のため来会︒
枢月弱日︵火︶

＊午前十時五十分︑鈴木一理事来会︒﹃弘道﹄３．４月
号の原稿持参︒
＊午後三時︑加瀬正治郎氏来会︒︵会員・アポロン社社長︶

図書３冊受贈
＊午後四時・渡辺宏氏︵会員・石岡市︶所用のため来会︒
枢月邪日︵金︶

＊仕事納め︒午後︑事務局職員が会長を囲承忘年懇談︒

平成３年
１月７日︵月︶

午前十一時︑鈴木勲会長より訓話をいただく︒

＊本日より仕事始め︒

＊午前十一時二十分︑住友商事株式会社ピル事業本部長
松岡邦彦氏︵常務取締役︶︑伊藤克巳部長︑中田貴志男

課長︑新年の挨拶のため来会︒鈴木会長と懇談︒
１月８日︵火︶

＊午後十二時十五分︑古川哲史理事︵東京大学名誉教授︶

来会︒．一○年史﹂の執筆原稿持参︒
１月９日︵水︶

＊午後三時三十分︑住商ピルマネージメント株式会社取

締役社長大野善庚氏︑専務取締役櫛部正直氏︑営業部

課長森田勝彦氏︑畠幹雄氏︑小松克徳氏︑新年の挨拶
のため来会︒

１月加日︵木︶

充・進展︑ピル管理の安全祈願のため午前十一時より

＊千代田区三崎町の三崎神社へ︑会の発展︑事業の拡

昇殿参拝︒住友商事株式会社事業部長伊藤克巳氏︑住

ほか担当者諸氏︑本会から藤下昌信︑風間一彦が参加︒

商ピルマネージメント株式会社取締役社長大野善庚氏

＊午前十一時︑渡辺薫理事︑﹁二○年史﹂関係資料収

１月Ⅲ日︵金︶

集・整理のため来会︒︵終日︶

＊午前十一時三十分︑評議員岩崎晶氏来会︒﹃弘道竺・

二月号の原稿持参︒

１月朽日︵火︶成人の日

＊午前十時三十分︑嘱託望月兼次郎︑古垣光一両氏︑．

１月旧日︵水︶

一○年史﹂関係資料収集・整理のため来会︒︵終日︶

＊午後一時︑文化庁記念物課文化財調査官須田勉氏︵会

員︶所用のため来会︒

＊午前十一時︑渡辺薫理事︑﹁二○年史﹂関係資料収

１月旧日︵金︶

集・整理のため来会︒︵終日︶

１月躯日︵火︶
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＊午後三時︑住友商事株式会社事業部課長中田貴志男氏
︵会員︶ピル管理業務事務連絡のため来会︒
１月配日︵水︶

＊午後︑共同通信社へ︑﹃弘道﹄一・二月号掲載の﹁御
大礼﹂関係写真借用のため︑藤下昌信︑金子ゆかり出
張︒

＊午後︑文部省生涯学習局社会教育課へ︑﹁二○年史﹂

１月弱日︵金︶

関係資料調査収集のため︑嘱託古垣光一氏︑藤下昌信
出張︒

１月邪日︵土︶

＊午後二時より︑干潟町支会︵千葉県香取郡︶主催講演会
話﹂藤下昌信が随行︒

が開催される︒講師は︑寛素彦理事︑演題は﹁終戦秘

＊午後︑﹁御大礼﹂関係写真受取りのため︑金子ゆかり

１月別日︵火︶

共同通信社へ出張︒
２月１日︵金︶

年史﹂関係史料収集・整理のため来会︒︵終日︶

＊午前十一時︑渡辺薫理事︑嘱託古垣光一氏︑﹁二○
なんまつなのり

＊午後︑本会初代副会長南摩綱紀先生関係資料︵一七点︶

返却のため︑藤下昌信が港区高輪の南摩文綱氏︵綱紀先

生の愛孫︶宅を訪問︒先生の事績等について種々ご教

示を受ける︒

２月８日︵金︶

料収集のため来会︒︵終日︶

＊午前十時三十分︑渡辺薫理事︑．一○年史﹂関係資

＊午後︑病気のため中央区虎の門病院に入院中の本会顧

問税理士松崎港氏を︑藤下昌信︑川村千寿子がお見舞︒
２月但日︵火︶

２月Ⅲ日︵月︶建国記念の日

＊午前十時三十分︑士屋好重氏︵元横浜市立大学教授︶来会︒

﹁二○年史﹂執筆原稿持参︒

＊午後︑藤下昌信︑宮内庁長官官房総務課へ︒﹃弘道﹄

一・二月号に掲載する天皇皇后両陛下の御肖像写真ネ

ガ拝領のため出張︒
２月禍日︵水︶

＊午後︑金子ゆかり︑全国書美術振興会事務局へ出張︒

図録受取りのため︒

﹁天皇陛下御即位記念・歴代天皇御製皇后御歌謹書展﹂
２月側日︵木︶

＊午前十一時︑評議員入江孝一郎氏来会︒四月十七日

の協力依頼のため︒

︵水︶に開催の﹁鈴木貫太郎元総理遺徳顕彰の集い﹂
２月帽日︵土︶

＊本会顧問税理士松崎港氏逝去︒
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２月相日︵火︶

藤下昌信︑川村千寿子参列︒

＊本会顧問税理士故松崎港氏葬儀︵川崎市麻生区常念寺︶

＊午後二時三十分︑寛素彦理事︑所用のため来会︒
２月四日︵木︶

＊川村千寿子︑公益法人協会主催の経理事務講習会に参
加︒

２月塑日︵金︶

＊前日に引続き︑川村千寿子講習会に参加︒

＊午後一時︑渡辺薫理事︑﹁二○年史﹂関係資料収集・
整理のため来会︒

２月邪日︵土︶皇太子徳仁親王殿下立太子の挙行︒

＊午前十時三十分︑嘱託望月兼次郎氏︑﹁二○年史﹂

３月１日︵金︶

関係資料収集・整理のため来会︒︵終日︶

＊午前十一時︑会祖の系累に当る高浜智司氏︑会祖の伯
母孟考刀自関係資料調査のため来会︒

＊午後二時︑会議室において︑自衛消防訓練打合せ会を
開催︵本会ビル内テナント各社参加︶本会より藤下昌信・
風間一彦参加︒
３月５日︵火︶

一・二月号ゲラ校正にご協力をいただく︒

＊午前十時三十分︑加瀬正治郎氏︵会員︶来会︒﹃弘道﹄

３月６日︵水︶

号ゲラ校正にご協力をいただく︒

＊午前十一時︑加瀬正治郎氏来会︒﹃弘道﹄一・二月

＊午後五時三十分より︑﹁鈴木貫太郎元総理遺徳顕彰の

３月７日︵木︶

集い﹂実行委員会が学士会館において開催され︑藤下
昌信が参加︒

３月８日︵金︶

料収集・調査のため来会︒

＊午前十一時三十分︑渡辺薫理事﹁二○年史﹂関係資

所用のため来会︒

＊午後二時︑斎藤知正氏︵会員︑愛知学院大学客員教授︶

＊午後一時三十分︑本会顧問弁護士金子作造︑伊田若江

３月Ⅱ日︵月︶

両氏︑所用のため来会︒

＊午後二時より︑本会ピル自衛消防訓練実施︒本会事務

３月旧日︵水︶

田消防署員の指導を受ける︒︵午後三時二十分終了︶

局職員及びピル内テナント各社より約四○名参加︒神

用のため来会︒

＊午後三時三十分︑金子法律事務所伊田若江弁護士︑所

育英会へ出張︒

＊午後四時︑藤下昌信︑会長への事務連絡のため︑日本
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３月側日︵木︶

関係史料収集・整理のため来会︒︵終日︶

＊午前十時三十分︑嘱託望月兼次郎氏︑﹁二○年史﹂

＊午後零時より︑三月次定例役員会を開催︵於会議室︶鈴

３月旧日︵金︶

木勲会長が議長となり旬次の事項につき協議と報告を
行った︒

協議事項

⑥特別講演会︒ｎ月下旬︒

⑦﹁西村茂樹研究論文﹂の募集︒

⑧泊翁研究会﹁泊翁の日記を読む会﹂

毎月１回︒

⑨道徳教育団体への助成︒その他︒

⑧会誌﹃弘道﹄各号テーマについて

高齢者問題︑家族︑家庭の問題︑交通道徳︑車社

一会の問題等が提示された︒

⑩﹁西村茂樹研究論文﹂の応募状況について︒

報告事項

②﹁鈴木貫太郎元総理の遺徳顕彰の集い﹂の協賛につ

①当面の主要行事に関する件︵平成２年度︶

①特別講演会について

出席者Ｉ鈴木勲会長︑寛素彦︑古川哲史︑堀田正久︑

が閉会を宣した︒

以上で協議と報告を終り︑午後一時三十分︑会長

⑧その他

いて

④３月邪日︵火︶午後二時より︵於本会講堂︶

講師有田一書先生︵日本クラウン株式会社会長︶

演題﹁国家と人権思想﹂
①月例役員会︵年間５回︶

渡辺薫各理事︑生平幸立監事︒事務局︵藤下昌信︑風

②平成３年度主要事業に関する件
②第的回通常総会

＊午後一時三十分より︑泊翁の日記を読む会を開催︵於

間一彦︶

●５月妬日︵土︶

評議員会ｎ時より

出席者Ｉ古川哲史︑土屋好重︑福地重孝︑斎藤知正︑

会議室︶

望月兼次郎︑鈴木寛一の諸氏と藤下昌信︒

終了後意見交換会︑会祖の墓参を行う︒

総会ｕ時期分より

④研修旅行如月初旬︑行先未定︒

＊午後三時四十分︑古川清彦氏︵特別会員︶所用のため来

③道徳教育座談会８月
⑤第２回全国支会協議会︒如月中旬︒
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総会のご案内

第八十九回通常総会
日時平成三年五月二十五日︵士︶

一

午前十一時四十分より

場所東京都千代田区西神田三

六

○○○九︵代︶

会︒

３月相日︵火︶

＊午前十一時︑荒木敏鎌氏︵会員︶所用のため来会︒
３月盟日︵金︶

＊午前十一時︑渡辺薫理事︑﹁二○年史﹂関係資料収

集・整理のため来会︵終日︶
３月邪日︵火︶

●講師有田一書氏︵日本クラゥン株式会社会長︑元臨教

＊午後二時より︑特別講演会開催︒︵於講堂︶

審第三部会長︶

●演題﹁国家と人権思想﹂ｌ人間らしい社会をつく
るためにＩ
３月朋日︵木︶

会員の拡充に特に力を尽された木本初蔵氏︵山梨県︶の

＊午後三時や静岡県富士市在住加藤善夫氏︑昭和初期︑

事績について︑資料の収集・調査のため来会︒
３月四日︵金︶

集・整理のため来会︒

＊午前十一時︑渡辺薫理事︑．一○年史﹂関係資料収
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電話︵○三︶三二六一

日本弘道会ピル・８階講堂

１平成二年度決算

一平成二年度事業報告
−２僻賊賑僻度事業計画

一溌蕊蕊潅瀧繊馨躍

一Ｉ儀馴埼概
一

繍ご寄付者芳名

金壱万五千円也片山芳子殿︵東京都︶

金壱万円也山口寿恵殿︵東京都︶
金壱万円也小林雅雄殿︵千葉県︶
︵平成２年吃月ｌ平成３年３月︶

鱗図書ご寄贈者芳名

﹃教育の正常化を願って﹄

加瀬正治郎殿︵東京都︶

﹃随筆とスケッチ

目呂二抄﹄

発行所︵株︶アポロン社

著者河村目呂二

加瀬正治郎殿︵東京都︶

﹃歌集とぎじく﹄

加瀬正治郎殿︵東京都︶

発行片山敏彦歌集刊行会

著者片山敏彦

﹃元言集﹄

著者元木素風

著者市村真一

発行所︵株︶創文社

発行所日の本教壇

著者神津惣一郎

発行所︵株︶アポロン社

加瀬正治郎殿︵東京都︶

﹃詩洋五十年史中巻⑤﹄

発行所︵株︶アポロン社

著者田中規久雄

加瀬正治郎殿︵東京都︶

読承物シリーズ

ヨ房総伝記

西村茂樹﹄

千葉県学校教育教材研究委員会

編集

発行所

千葉県書籍教材株会社

藤下昌信殿︵事務局長︶

読承物シリーズ

﹃一房総伝記

発行所︵株︶アポロン社

加瀬正治郎殿︵東京都︶

藤下昌信殿︵事務局長︶

千葉県書籍教材株式会社

発行所

千葉県学校教育教材研究委員会

編集

佐藤舜海﹄

﹃歌集峠﹄

発行所︵株︶アポロン社

著者馬測登美

﹃歌集ゆめ﹄

加瀬正治郎殿︵東京都︶

著者菊池くに子

﹃歌集若むらさぎ﹄

加瀬正治郎殿︵東京都︶

市村真一殿︵大阪府︶

﹃続・漢詩への招待﹄

著者鈴木一

鈴木一殿︵理事︶
﹃江戸醤油・酢問屋
伊勢屋宇兵衛の研究﹄

著者鈴木普二男
鈴木普二男殿︵千葉県︶

﹃愛と美のノート﹄

著者山本蘭村
発行所アポロン社
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:
￨

﹃一房総伝記

読承物シリーズ

堀田正睦﹄
編集

千葉県学校教育教材研究委員会
発行所
藤下昌信殿︵事務局長︶

千葉県書籍教材株式会社
﹃房総伝記

読み物シリーズ

編集

津田梅子﹄

発行所

千葉県学校教育教材研究委員会
千葉県書籍教材株式会社
藤下昌信殿︵事務局長︶
﹃物語文の指導﹄

著者海老原登

海老原登殿︵千葉県︶
今上天皇御即位記念
﹃歴代天皇御製皇后御歌謹書展﹄図録

発行︵財︶全国書美術振興会
︵財︶全国書美術振興会殿︵東京都︶

﹃反省随想﹄

著者寛素彦
寛素彦殿︵理事︶

発行者︵財︶報公会
◎会費領収報告
︵朝秤賊翠斡麺朋皿叩︶

ただきます︒

１この報告を以って領収書に代えさせてい

最終年度です︒

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の
︹東京都︺

小藤新一③野沢隆一②

景山正三②永井武②
能島清春③福井透②

石川松太郎②○堀川まさい⑧

○杉浦千恵子⑥栗田充治⑧

持塵正二㈲中根一夫②
○吉永俊之⑥伊藤賢治㈲

︹神奈川県︺

乙丸正之③○井口承つえ⑧
︹千葉県︺

渡辺亨②北原正一②

辻村喜一郎②大塚一雄②
中村光伸②○海老原登③

小林孝雄③

木内勝美⑥可瀬治⑧

干潟町支会︵Ⅷ名分︶②

佐倉支会︵剛名分︶②

野田支会︵㈹名分︶③

平川支会︵銘名分︶②

︹秋田県︺

︹岩手県︺

○若狭潅一郎⑧

鈴木ユキョ③

︹茨城県︺

︹福島県︺

○上野栄一⑧

︹埼玉県︺

佐藤文子③

市村父⑥

佐藤文夫②川口京子⑥

︹京都府︺

︹島根県︺

糸川崇之②

野竹啓爾②林充也⑥

松江支会︵岨名分︶②

︹岡山県︺

︹大分県︺

高橋文博㈲
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︹福岡県︺

○原義典⑧
○吉永一郎⑧
︹沖細県︺

沖細支会︵別名分︶②
ジャクソン増美③

︹オーストラリア在住︺

◎新入会員芳名︵敬称略︶
︵平成２年旭月ｌ平成３年３月︶

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

・支嘉入会員芳名輸瞬謬︶
︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

沖縄平安名盛宏金城幸信

有田深川一太深川明

″松尾博次〃
″松尾裕司〃
″徳川道郎〃
″坂井勝也〃

松江菅原正三藤原恭一

″石倉利雄〃

″内田勇〃

″柿丸賢吉〃

″井原泰松本幹彦

″大島至良″

″原敏〃

″内田栄飯塚一雄

″松井整司〃

坂口まさ子

佐野妙子
佐野正夫
角田陽子
山田常衛
高木正系
伊藤貞夫
秋田幸雄
飯塚孝典

遠藤毒夫

磯部栄
江津貢

遠藤譲一

大野真

大椙平八郎

岡田光

金子光男
川岸延好
菅崎規矩
粂川茂美

小林健

斎藤和光
坂倉良助
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東京吉永俊之鈴木勲
″堀川まさい永谷源一

″杉浦千恵子〃
神奈川井口承つえ持塵正二

千葉海老原登鈴木普二男

茨城上野栄一渡辺宏

秋田若狭燈一郎渡部文雄

福岡吉永一郎鈴木勲
大分原義典岸野晋一

″三好和男狩野冨吉
安房磯部和子羽山精二

″生貫敬子〃

″小沢登志枝〃

″鎌田久子〃

野 佐 干
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 潟 〃 〃 〃 〃
田 倉 町

茂 倉 菅
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃木次〃谷〃〃〃〃
啓
三 重 栄
郎 一 夫

︾眉目

呂弓呂呂目呂呂ｇｑｇ呂胃冒目目冨言言呂呂呂言呂目ｇ胃男呂昌邑呂目呂胃目■呂言呂昌胃邑言吟目言

目冒呂呂︾

晴れの叙勲受章者芳名︾
勲三等瑞宝章

唖増 田 一 郎 殿 ︵ 埼 玉 県 ︶
めいま
本会会員・元妻沼町町長岬
︾勲四等旭日小綬章

歯

■■

唖画碑目呂陣目旨辱呂呂・胃嘩口陣呂

画

呂口・目

画

画ロロ呂目邑冒目

ｇｇｇ言呂﹃一︽ぬや画呂口和

口争冒麺■

桜田ヤエ子

田中経郎
掛比地勇
戸辺慶成
永妻雅之
西之原一豊

野呂徳則
箱森東英
秦野芳郎
染谷光雄
藤井昭八

吉岡清春

山崎潔

朝比奈豊治

秋田誠二

大滝伝

田中元一

大竹啓蔵
北島義己
神宮勇三
菅野重美

谷崎一郎

藤井浩

沼田兼〃︾

松田武〃

渡辺計渡．〃

岡田直四郎戸辺↑好郎
日下部寛太郎〃

栗林達雄〃
高橋一夫〃

戸辺五右衛門〃

戸辺雅子〃
野本真治〃
山崎和枝〃
山中武彦〃
原田勉戸辺慶成

○○○

架空の伝承の所産ｌ所伝
用頁下段７行目

．．○○

いにしえの人の守り来し
●水沢利忠氏稿
布頁下段４行目

ＯＯ
室も

いにしえの人の守り来し

も

●夜久正雄氏稿
弘頁下段１行目

第九五○号︵﹁御大礼奉祝記念号﹂︶

訂正

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

﹁大鏡に﹂⁝⁝﹁大鏡﹂に

（95）

唖藤原恭一殿︵島根県︶
島根支会長島根県公安委岬
員長・元島根県教育長

恥勲 四 等 瑞 宝 章
州三輪田芳子殿︵東京都︶
学園理事長

本会会員・学校法人三輪田岬

岬三氏とも︑去る四月二十九日唖
岬︵みどりの日︶永年にわたるご功州

口口嘩呂働印画■写

岬労が実り︑叙勲の栄に輝きまし岬
州た︒衷心よりお慶び申し上げま血
毎画弓■

す︒
伽苦言

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

〃〃〃〃〃〃〃〃〃倉〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
坂

良
助

云々⁝⁝﹂と節をつけて暗調し︑どこ

仁・景行・成務・仲哀・応神・仁徳・

孝安・孝霊・孝元・開化・崇神・垂

長が云われた時︑瞬時の跨躍もなく即

殿の御役で心配して居る﹂と野口明会

帥は云われたのである︒これは﹁紫哀

小なる失敗は心配せぬでもよい﹂と元

︑︑︑︑︑︑︑

迄つ壁けられるかを友達と競ったこと

坐の元帥のご返答であった由︒これに

のであります︒正に﹁人事を尽して天

依りまして野口侍従は諮然大悟された

︑︑︑︑

を懐しく思い出しております︒

天皇皇后両陛下のお歌についての御

私はこの一文を拝読して︑衷心より

命を待つ﹂の象であります︒

詳解︑歴代天皇御製皇后御歌謹書展に
拝見いたしました︒

於ける出品作よりの写真は襟を正して

服部宇之吉博士︵第四代副会長︶の奉

﹁反響﹂

賀の辞は国体の尊厳を説き給いしもの︑

肝に銘じたのでございます︒

々は︑鈴木会長の﹁平成の御大礼に列

渡辺武助翁の漢詩は︑清麗にして雅味

奉祝御大礼Ｉ諸氏の﹁奉賀文﹂の数
して﹂を初めとして︑全て格調高き玉

岩崎晶
第九五○号﹁御大礼奉祝記念号﹂拝

稿︑縞羅星の如くにして実に輝いてお

︑︑︑︑︑

重厚味あり︑開巻冒頭の口絵写真１両

読︒先づ手にして装丁は︑荘厳にして

︵本会評議員・ＮＨＫ旧友会員︶

心より祝するものであります︒

弦に﹁御大礼奉祝記念号﹂の出版を

横溢︑秀逸そのものでございます︒

昭和の御大礼Ⅱ︵遺稿︶三篇︑就中

ります︒

嘗祭関係の数々の写真はまことに鮮明

︑︑︑︑

陛下の御姿を初めとして即位の礼︑大

野口明第七代会長の東京駅御発萱より
東京駅還幸まで侍従としての御供奉印

京都に於ける一連の御儀式が終了して
象記は︑迫力ありて緊張の連続︑詳細

おります︒

天皇家の御系譜︑御年譜︑即位の

にして華一麗如実︑錦上更に花を添えて

礼・大嘗祭堂報︑歴代天皇践詐・即位

れております︒

を究めて正に手に取るが如くに描写さ

事に当らぱ︑陛下もまた御嘉納下さる︒

東郷元帥訪問の折の会話﹁熱誠以て

・大嘗祭一覧は資料として極めて貴重

私は︑小学上級生の頃歴代天皇御名

であります︒

を﹁神武・緩靖・安寧・誌徳・孝昭．
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者の生きがいや生涯学習問題等をにつ

高齢化社会の抱えている諸問題︑高齢

をはじめ︑諸先生方から︑老人医療︑

哲史先生の﹁七十︑八十は鼻たれ小僧﹂

しました︒巻頭を飾って下さった古川

に焦点を当て︑特集を組むことにいた

ります︒そこで本号では︑高齢者問題

れていることは︑ご承知のとおりであ

問題が新しい課題として解決を求めら

それに伴って︑いわゆる高齢化社会の

鯵我が国が世界有数の長寿国となり︑

本部から鈴木勲会長と藤下が出席いた

会の総会が開催され︑お招きにより︑

鯵去る四月二十七日︵士︶島根県松江支

す︒

で︑是非ご一読いただきたいと思いま

演要旨は︑本号に収載してありますの

を感銘深く拝聴しておられました︒講

人は目に涙を浮べ︑心に残る一語一語

れた六十余名の聴講者の方をも︑ある

感動的にお話し下さいました︒参加さ

て︑平易にわかり易く︑体験を交えて

いたしました︒権利思想の問題につい

を講師にお招きして特別講演会を開催

鯵去る三月二十六日︵火︶有田一書先生

する予定であります︒︵藤下記︶

教について︑先学諸賢のご高見を頂戴

時空を超えて普遍性をもっており︑儒

もって人の道を歩む﹂という教えは︑

め︑一家を斉えて︑誠意や致知の心を

儒教の説く︑﹁心を正し︑我が身を修

する特集テーマを設定いたしました︒

鯵次号は︑﹁儒教の現代的意義﹂と題

のご発展を心からお祈りいたします︒

ちで耳を傾けておりました︒島根支会

演が行われ︑参会者は︑感銘深い面持

﹁弘道精神の現代的意義﹂と題する講

会終了後︑鈴木勲会長が講師となり︑

を飾る画期的な出来事であります︒総

ことになりました︒本会の歴史の一頁

作り上げて下さった方灸です︒それに

を︑﹁経済大国日本﹂にまで引き上げ︑

る方灸こそ︑戦後の廃嘘と化した日本

て下さっていますが︑高齢者と呼ばれ

者の全員が積極的に活動し︑会を支え

県教育長︶が選出され︑伝統ある支会に

江支会から引続き藤原恭一氏完島根

再発足いたしました︒支会長には︑松

会員を一本化して︑島根支会と改称︑

の組織を拡充し︑県内各地におられる

爵が力を入れられた由緒ある松江支会

の歴史をもち︑第三代会長松平直亮伯

平成三年四月一雲日印刷塞仙二五○円

編集後記

いて︑極めて具体的に︑しかも密度の

しました︒今回の総会は︑約一○○年

報ゆる心をペースに置いて︑この問題

相応しい強力な体制により運営される

ととの

めてお礼を申し上げます︒本会も高齢

濃い論稿をお寄せいただきました︒改

を考えていくべきであろうと思います
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