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佐野城吐に建つ会祖西村茂樹先生の
撰文になる「佐野城壌碑」拓影
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日本弘道会綱領
甲号︵個人道徳︶
ること

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

教養を豊かにすること︑見識を
養うこと
財物を負らないこと︑金銭に清
廉なること
家庭の訓育を重んずること︑近
親相親しむこと
一善一徳を積むこと︑非理非行
に屈しないこと
健康に留意すること︑天寿を期
すること

信義を以て交わること︑誠を以
て身を貫くこと

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

︵昭五一・一○・三○︶

乙号︵社会道徳︶

弘之・中村正直らと相図り

脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ︑今日の生

除くすべての官職を辞して野に下り︑全国を行

家でもあります︒明治二十六年︑宮中顧問官を

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

道徳の確立を訴えました︒

会の風潮と政治の在り方を厳しく批判し︑日本

て︑当時︑西欧の模倣と追随に終始していた社

ます︒明治十九年には﹃日本道徳論﹄を公にし

た︒これが現在の﹁日本弘道会﹂の前身であり

化団体として︑﹁東京惰身学社﹂を創設しまし

し︑国家社会の基礎を強固にするための道徳教

明治九年三月には︑国民の道義向上を目指

動を精力的に展開しました︒

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

礼・福沢諭吉・西周・加藤

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

政治の道義性を高揚すること︑

経済の倫理性を強調すること

自然の美と恩沢を尊重するこ
と︑資源の保存と開発を図るこ
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

報道言論の公正を求めること︑

社会悪に対し世論を高めること

涯教育の先駆的役割を果たされました︒
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安政五年の三月朔日から四月二十九日まで⁝：：⁝⁝⁝⁝⁝：古

弘道
弘道
︻教育関係資料︼

川

第十五期中央審議会の第一次答申について︵骨子︶⁝⁝︵解説︶鈴木勲⁝⁝⑫

俳歌

訓
先 生

泊翁はすぐれた思想家︑教育家であるとともに︑和歌や漢詩の作家としても業績

があった︒そのうちの和歌二一三首が全集第一巻の﹁泊翁先生歌集﹂︵原名難肋集︶

川残雪

に出ている︒ここにはその中から二四首を選んで紹介する︒

春雨

︑水の面にちりしく花と見ゆるかな筏に残る去年のしらゆき

名所秋風和

春雨にさむさもけふはうすらぎて雪消えそむる木曾の山里

川時雨

いにしへの関屋はあれて跡もなし秋風さむきしらかはの里

春旅

時雨には濁らさりけり葛飾やすゑた川原の名にしあへれは

閑居春

今朝はまた二股川のふた上ひも旅ゐにけりかへるさむさに

樹陰夏月

心からうき世に遠き草のいぼを又たちかくす春かす承かな
墨田川すゑあらしつる柴の戸も春は承やこの人のとひくる

閑居嵐

花ちりしにはのわか桐露しけゑひかりこほるる春の夜の月

松風秋近

小夜嵐いたくなふきそはやくより浮世の夢はさめし我身そ

五月雨

秋もはやちかの浦わの松風に吹かれていつるゆふ月のかけ
ふきすさふ夕のかせにはら〃Ｉ︑とねふの花ちる五月雨の庭
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残暑
日のかけはのきはに深くさしいりて秋の暑そことに堪うぎ
いちしろく書しるしたる暦をもうたかふはかり暑き秋かな

寄木述懐
下陰に居る身そやすきくらゐ山高きこすゑは風もこそふけ
谷陰に生ふるくまかし我如く花なく実なく世を過こすらん

待月

旅

待宵はことにおそしと思ふかな月は常にはかはらぬものを

古戦場

よもすから峯のこからしふきさわぎ落葉とともに氷る山川

道の辺に立てる古塚うちくつれきつね火青しきちかうか原

朝雪
梅盛

ふれとノ︑踏行く人の多けれは大路の雪はつもるまもなし

古郷松

我宿の軒端ましろにさき承みて梅よりしらむ春のあけほの

伊溌の西牒の途中に石つち山を見て

唐崎の松やしるらんいにしへの志賀の都のはるのけしきは

讃岐の屋島にて

あさかせのふきはらひける五月雨の雲間にたかき石槌の山
夕風は松にこたへてもの上ふのやしまの山に夕日かたふく
越中に赴きし時親不知といふ所を過ぎて

玉鉾の道ある御代に逢ひなから親しらすとは誰か名つけし
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︻巻頭の言葉︼

皇室と国民

朝彦

￨

お受けになられた直後︑﹁思わざる病となりぬ沖維をたづねて果さむつとめありしを﹂とお詠

事への厳しいお気持に粛然とする許りであった︒こうした御晩年の前の年九月末日腸の手術を

﹁やすらけき世を祈りしもいまだならずくやしくもあるかきざしぷゆれど﹂との御歌には国

されて︑那須よりヘリコプターにて日本武道館に臨まれたのである︒

まだき音絶えてさびし移りしならむ﹂と詠まれたお気持は︑摂政御就任以来六十七年︑国民の
幸福を祈り続けられた絶唱であろうか︒この年の八月︑全国戦没者追悼式には是非にと仰せ出

病に伏されるこの年︒初秋を短い乍ら過された那須の御用邸で︑﹁あかげらの叩く音する朝

国民に発表している︒それを考えれば︑天皇の重態を心配した国民の反
応は決して不思議ではない﹂と云った事を紹介している︒

も多かったが︑歌人の岡野弘彦氏は︑知人の米人学者が﹁日本の皇室に
は久しい詩の伝統があり︑天皇は年に何度か自分の思いをその詩の形で

お見舞の記帳の為自然に集った︒不思議がって報道した外国のマスコミ

昭和天皇が︑病に伏されて百十余日︑心痛した多くの国民が宮城前に

田

みになり︑皇室と国民の深い心の通い合いを︑作家の山口瞳氏は﹁昭和期を代表している絶
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唱﹂と一涙している︒

昭和十年前後から昭和二十年の敗戦に至る歳月は先帝にとり誠に御心中苦悩なされた日々で
あった︒昭和七年から八年にかけ皇太子御誕生の朗報があったものの支那事変の拡大︑国際連

盟脱退︑神兵隊事件︑五・一五事件と国外ではヒットラーのナチス政権樹立等があった︒そう
した中に︑昭和八年の歌会始に御題﹁朝海﹂︒﹁天地の神にぞいのる朝なぎの海のごとくに波た
たせぬ世を﹂と︑更に昭和十五年の﹁迎年祈世﹂の御題に︑﹁西ひがしむつ承かはして栄ゆか
む世をこそいのれ年のはじめに﹂と詠まれたのだが︑時の流れは険わしく︑大戦の開戦を止め
ることは出来なかった︒本年物故された作家司馬遼太郎氏は︑先帝崩御の報に︑﹁空に徹しぬ
いた偉大さ﹂と題しコつの時代が去ったのです︒その感覚の震えの中に私どもはいます︒そ

（7）

の生涯は庫身でもって憲法の人でした︒ナマミの感情と肉体を持ちながらゑずからを法に化し

たが如くなしとげられたのです︒そのことを思うとあらたに涙のあふれくる思いがします﹂と
室叩っている︒

現陛下には︑昭和帝の志を継がれ︑二十一世紀に向う日本国民の至福を念ぜられ︑国内外の

多難な課題に対応する為に考え続けておられ︑昨年末の﹁戦後五十年の集い﹂に於て︑﹁日本
国民は︑国内外に於て︑常に他と共存する精神を失うことなく慎承と品位のある国民性を培っ

ていって欲しい﹂と述べておられる︒思い起すに︑西村会祖は︑明治期の青年に他国の中で我

は︑惟沈重乎と︑更に進取の気と忍耐の力とを奮起し逼進せんと説く︒こ上に徒座を許されな

い未来に向って︑徒らに尚古に堕するを避け胸中の玉を磨きつ上立上ろう︒

︵本会理事・前宮内庁長官︶
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特集日本の皇室
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本会は︑皇室を敬愛し国法を守ることを﹁日本弘道

会綱領﹂甲号︵個人道徳︶の第一に挙げており︑国家

の安定が国民道徳の基礎であり︑国民統合の象徴であ

る天皇陛下とともに︑皇室を敬愛することが国民道徳

の最も重要な条目であるとして︑戦前・戦後を通じ一

貫してこの志操を崩さず︑国民道徳の発展に力を尽く

してまいりました︒日本の皇室が︑今後とも︑国民道
ゑません︒

徳の規範たり得て受け継がれていくことを念願してや

国民とともにある日本の皇室について︑先生方から
ご高見をお寄せいただきました︒

八５Ｋ勢ハリ″受ハＵＫ夢ハＵ″竪八ＵＫ以八目″登ハＵ爪夢ハリ〃ｇハＵ︑ヂハ目〃とハリＫヂハリ″鴎ハＵＸ
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﹁日本の神話﹂と﹁昭和天皇﹂

○建国の理念を体現された昭和天皇

出雲井晶

な︑どこまでも国氏のことを国家のことを憂えられて︑は

ては人類すべての幸せを世界の平和を希われて︑はからず

も洩らされるとつとつとしたお言葉に︒︒

また︑ちりほどの私心︑私利︑私欲もおありでない︑最

後にはご自身のおいのちまで国家国民の為にさし出して下

数年来︑わたくしは﹁日本の神話﹂と取りく承︑その一
方で﹁昭和天皇﹂のご聖徳をたどらせていただく仕事をさ

さったご行為に︑感極まって涙がほほを伝うのであったｏ

うな御意識はおありではなかったであろうと拝しあげる︒

畏れながら昭和天皇ご自身はその時々︑まったくそのよ

拳のお方！﹂であった︒

神︑お姿は人間であらせられるが︑お心は神の領域におす

その度に心の底から湧きあがってくる思いは︑﹁まさに

せていただいた︒

一段落して改めて痛感したことは︑﹁日本の神話﹂から
すじ

昭和天皇まで真っすぐ一条の太い光の条で繋がっているこ
とだった︒

昭和天皇について書かれたものを読承あさりながらわた
くしは︑何度も感動の涙を流した︒その︑あまりにも無私
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鰯
1

しかしご聖徳をたどらせていただくと︑それはすべて︑無

ころを得ながらも︑一つ屋根の下の大家族のように仲よく

丸逆のことである︒天の下のすべての人々が︑それぞれと

こうぽう

悲しいことに︑輔弼申しあげる人灸が大承心を心として︑

暮らそうという︑すばらしい大和の言葉なのだ︒

私なる叡智と慈愛と勇気という光芝に包まれてしまうので
ある ︒

天之御中主神︑伊耶那岐神︑伊耶那美神の天地創造の初

ひたすら私心をなくして陛下の仰せを行じていれば事態は

あめのふなかぬしのか承いざなぎのか柔いざな象のか鉱

めの時から︑天照大神︑迩迩芸命︑火遠理命︑鵜葺草葺不

違っていただろう︒しかし天皇さまは誰一人お責めになら

ににぎのみことほをりの象ことうがやふきあえ

合命︑そして神武天皇へとつづく悠久の皇統の光苦である︒

ずの雛こと

それは遠い遠いわたくし達の偉大な先祖の︑澄んだ豊か

この天地の理にのっとった建国の理念をぱ︑事あるごと

よりも深く広いご仁愛の︑ほんの少しを知りえただけだけ

もいえることだまの︑ほんの一端をかじり︑昭和天皇の海

ように思った︒それは﹁日本の神話﹂に盛られた無尽蔵と

の真随だと︑わたくしはおぼろげながら理解させて頂けた

この有難くも勿体ない思召しこそ︑神代からつづく皇道

おぽしめ

くも有難い無限の恕しである︒

ゆきわたらす天照大神のお心である︒無限の慈悲仁愛︑尊

これこそ︑すべてのものをあまねく一視同仁にゑ恵承を

たＯ

ず︑戦争の全責任を終生︑おん身一つに引きうけて下さっ

な感性による創造になるものである︒大宇宙の理法を原点
にすえた︑天孫降臨という世界に例のない壮大な建国の根
幹である︒

大宇宙の理法を内に秘めたかぎりない叡智︑一点の私心
もないすべてのものを一つ命のわけ命として慈しゑはぐく
さん

む慈愛︑まことなる正しい勇気︒これらの象徴としての三
しゆのじんぎ

に体現あそばしたのが昭和天皇であらせられた︒思えば気

れど︒それでも︑そう思わずにはおられなかったのだ︒

種神器を天照大神からくだされての天孫降臨︒

も遠くなるような悠遠なことであるが︑静謡な中に脈灸と
流れつづく大和の理念が﹁八紘一宇﹂である︒
﹁八紘一宇﹂とは︑軍国主義や侵略とはまったく無縁の︑
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Ｏ戦後の占領軍思想戦の真想はこうだ！

感動のあまりわたくしは︑このことを昭和天皇のご聖徳
をある機関紙に連載している人物に思わず話した︒たぶん
心のどこかで共鳴してくれることを期待して︒

ところが返ってきた言葉はひどく私をがっかりさせた︒
﹁そんな︑あったかどうか分からない神話のことなど︑昭和

天皇のご聖徳とは何の関係もないことで︑どうでもよいこ
とだ﹂と︑にべもなかったのだ︒

しかし考えて承ると︑これが敗戦国日本の︑悲しいけれ
ど現実なのだ︒改めてわたくしは認識したのだった︒

戦後半世紀をふりかえって承る時︑間違いなしに昭和二

これが五百年におよぶ有色人種を植民地として支配して

きた欧米人の巧妙なしかし急激な作戦であった︒それは一

九八○年代に入り閲覧可能になった在米占領文書︵高橋史

朗明星大学教授が研究解明された︶で︑より鮮明に裏づけられ
ることになった︒

民主化の美名のもとに全出版物の事前検閲を実施したが︑

これは戦時中の軍部よりきびしい言論の統制弾圧であった
のだ︒

ＧＨＱがまず第一にねらったのは︑世界にたった一つし

かない大和の理念で神武天皇によって建国された日本国の

原点︑建国の理念を抹殺することだった︒その二千六百五

十六年連綿とつづく皇統を中心に縦のきずなを大切にして

きた日本民族のアイデンティティを晦ましてしまうことで

た︒呆然自失してしまっていた︒そこに占領軍︵ＧＨＱ︶が

日本国民は戦いに疲れ果て︑あげくの果ての敗戦であっ

軍による日本に対する徹底した思想戦開始の日であった︒

れる﹂と発言した山崎厳内相を即刻クピにしてＧＨＱの絶

﹁天皇制廃止などというものがおれば治安維持法で逮捕さ

ーであった﹁天皇﹂に関する自由討議をあおりたてた︒

そのために﹁日本民主化指令﹂によって︑これまでタブ

あったのだ︒

さっそく対日管理方針をうちだし﹁新聞言論の自由﹂を指

対権力をゑせつけた︒

十年八月十五日は︑武器による戦はおわった︒しかし占領

令した︒
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で﹁天皇制を打倒して人民の総意に基く人民共和政府を樹

出所したとたんに︑声明文﹁人民に訴う﹂を出し︑その中

府中刑務所から政治犯三千人は即時釈放された︒彼らは

属国扱いにした歴史におきかえてしまったのだ︒

体よい名目で建国理想のない考古学の歴史や隣国が日本を

化論を全歴史教科書の最初にすえた︒ついで︑科学的との

そのかわりにマルクス主義の基礎になるダーウィンの進

神道指令の中で﹁大東亜戦争﹂の呼称さえも使用禁止に

が気づかぬうちに︒

の意図した思想戦は勝利の道をまつしぐらである︒日本人

建物の土台をとりはずしたのと同じ結果である︒占領軍

立しよう﹂とぶちあげた︒中共はその支援をさせるため野
坂参三を帰国させた︒

世の中はなだれをうつように左傾していった︒進歩的文
化人と自称する雨後のたけのこのような人物たちはＧＨＱ
にすりより︑日本人を洗脳することに一役も二役もかつた

した︒ＧＨＱの第二の計画として日本人の心に﹁日本は侵

略をした︑犯罪をおかした﹂という罪悪意識︑その罪を贈

わなければならないという戦争贈罪意識を徹底的に叩きこ
むことであった︒

ＧＨＱは九月十一日には早くも東条英機以下三十八人を

第一次戦犯容疑で逮捕指令を出した︒
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のだ︒

﹁その国を滅ぼさんとすれば︑まずその歴史をたつ﹂と
いうことわざを︑まさに地でいったのであった︒
﹁神道指令﹂を出し︑神道に関するあらゆる祭式︑慣例︑

儀式︑礼式︑信仰︑教え︑神話︑伝説︑哲学︑神社に関す
る物的象徴等すべてを国家から切り離すことを指令したの

国紙すべてに連載させ︑ラジオでも放送させた︒ラジオで

ＧＨＱのスミス企画課長の書いた﹁太平洋戦争史﹂を全

﹁日本の心﹂日本の魂の記された︑ことだまの宝庫である

は﹁真相はこうだ﹂として日本は軍国主義で︑こんな悪い

だ︒

﹁日本の神話﹂を完全抹消したのだ︒﹁三種神器﹂に象徴さ

ことばかりをしたという声で日本中おおわれてしまったｏ一

この中で初めて﹁南京大虐殺﹂も報道されて︑根が善良

れる無私なる叡智︑慈愛︑勇気︒大らかで底ぬけ明るく︑
それでいて清浄な︑建国の理想を示す神話を︒

I

な日本人は非常な驚きだった︒やっぱり日本軍は悪いこと

ばかりしたのだ︑と済まなさでいっぱいになった︒占領軍
の計画通り罪悪意識は日本人の心を傷つけ根づいてしまつ

れぱ多大の戦果をあげえたのである︒

今から四十五年まえ︑昭和二十六年九月八日︑サンフラ

Ｏ美しい日本への回帰を

実に巧承な洗脳工作によってマインド・コントロールさ

ンシスコで対日講和条約が調印された︒翌二十七年四月二

た︒

れた国民の中から．億総ざんげ﹂という言葉までもわき

十八日に同条約が発効して︑連合国と日本の戦争状態はお

それにもかかわらず︑戦後五十一年たった今日︑いまだ

に独立を回復したのである︒

わり六年八か月にわたる占領は解除された︒日本はりつば

あがらせた︒

昭和二十一年五月三日から極東国際軍事裁判の東京公判
︵東京裁判︶が︑東京市ヶ谷の大法廷で開廷された︒ここで

も言論の自由の弾圧で占領軍に都合のわるいことは一切報

この東京裁判自体が︑佐藤和男法学博士︵青山学院大学教

眠術にかかったように自純自縛をぱ解こうとしない︒そし

の呪縛でがんじがらめにしばられたままである︒それも催

にわが国は︑コミンテルン史観︑唯物史観︑東京裁判史観

授︶がのべておられる通り︑国際法に違反した政治的ショ

て悲しいかな︑いまだに負けつづけていると言えるのでは

道させなかった︒

ーであったのである︒このことは東京裁判のインド代表判

ないだろうか︒

歴史教科書は独立回復後四十六年たった今なお︑世界に

事ラダピノード︒．︿−ル博士が︑﹁日本は国際法に照らし

て無罪である﹂と終始主張しつづけて下さったし︑現今︑

はずされた建物はおのずと歪むより仕方がない︒東京裁判

類のない建国の理念︑原点は消されたままである︒土台を

しかし二十三年十二月二十四日︑絞首刑七名の刑は執行

史観︑自虐史観︑亡国史観は改められるどころか︑ますま

世界の良識をもつ人々の常識となっている︒

され︑占領軍のたてた情報宣伝計画どおり︑彼らにして承
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す自虐亡国の色を濃くしているのではないか︒

ほこ

の無私のお心がマヅカーサーを感動させた話など教えれば︾

文部省も︑わが国の真実の建国の原点にふりむくことだ︒

がれた本来の︑美しい日本の姿に回帰する日の一日も早い

﹁日本の神話﹂から昭和天皇へと絶えることなく受けつ

子ども達はどれほど自信をもち誇りをもつことか︒

偉大な先祖からの遺産である﹁日本の神話﹂を子ども達に

ことが待望されてならない︒

一日も早く為政者も国民も︑教科書の執筆者︑出版社︑

教えるべきだ︒

︵作家・日本画家︶

れて一三年目でありました︒ある日のこと︑アメリカ人の
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従軍慰安婦のことなど教科書にのせるまえに︑昭和天皇

日本の皇室

土田国保

二四才位︑大学を出て商

話学院で英語の勉強をしました︒私は当時三六才でしたが︑

三○人のクラスメートは皆二三

既に三八年以前のこととなりましたが︑私は昭和三三年︑

英語講師が壇上にあがりまして︑突然︑〃これより日本の皇

事会社等に入社したばかりの青年でした︒時は︑戦争に敗

外務省の香港総領事館に赴任する前に︑東京四谷の日米会

ある事件

垣

室について英語で議論をします︒皇室賛成の人は右側の席︑

〃賛成ではあるのだが︑なかなか難かしくて思うように言

考えて見れば︑それが外人からであると否とを問わず︑

えないんだ︒とにかく心情的に自分は賛成なんです⁝⁝〃・

側の方が勢いが強いのです︒彼等は次々と︑〃日本の皇室

突然︑〃皇室をどう考えるか″と突き込まれたら︑直ちに

反対の人は左側″と申しました︒三○人の所謂幹部社員の

鍔ｌ

英語から解放されたものですから︑とうとう昼食抜きで議

は不必要である．税金の無駄使いｌ尋箪驚︒︒宮

明快に解答をする用意がありませんし︑そのような教育も

卵が︑三分の一は賛成側に︑三分の二は反対側の席にわか

だ〃と︑まるで斬って捨てんばかりです︒私は賛成側で︑

今日なされてはおりません︒実は︑戦中派と称する我をも︑

論した連中もいました︒

しかも一番年長であります︒〃とにかく皇室は︑我が国の

そういう面の教育で本当に納得したかというと︑必ずしも

れました︒そして英話で開始です︒こうなりますと︑反対

歴史的︑伝統的存在であって︑二○○○年という歴史の重

そうではありませんでした︒

です︒〃僕は反対とは言ったけれども︑この反対にも一三

ったのです︒クラス全体が騒然となって︑休み時間中討論

終りました︒しかし︑議論がそれだけで終ったのではなか

天皇を据えた結果︑時勢の変化と共に︑〃天皇神聖″とい

に際し︑当時の元老の苦心の作として︑国家の基軸として

近代化︑富国強兵という基本国策遂行の下︑明治憲法制定

省ゑますと︑明治維新以降︑欧米列強に伍して︑急速な

戦前・戦中そして戦後

承を考えると︑そう簡単に理屈だけで変えられるものでは
ない〃というような趣旨のことを話しましたが︑なかなか
うまく表現できるものではありません︒

アンスがある︒このニュアンスというものは︑なかなか言

う国家機能上のフィクションが独り歩きをはじめ︑遂には︑

あっという間に一時間経ち︑たどたどしい英語での議論が

うのが難かしい︒したがって︑必ずしも全面反対ではない

日本は神国であり天皇は現人神であられるという一種の固

アラヒトガミ

んだ⁝⁝〃という者があるかと思うと︑一方︑賛成側も︑
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定観念を︑権力によって国民一般に徹底させようというよ

局が急を告げ︑祖国のためには何が何でも戦わなけ雲れぱな

したから︑内心批判的であった者が多かったのですが︑戦

らないという緊迫感︑使命感で割り切って︑戦場に赴いて

うな風潮になりました︒

それが︑何時頃からかは︑つまびらかに致しませんが︑

五年六月一○日付の日誌に︑次のごとく書き記しておりま

た夏目激石が︑明治天皇の崩御される四ヶ月前の︑明治四

は︑最近になって知ったことですが︑大正五年に亡くなっ

○年後の大正中期迄の間にあると指摘する人もいます︒実

流は︑近くは明治後半期︑日露の戦役に辛勝してから約一

昭和二○年完膚なきまでに敗れ去って行くあの昭和史の源

サムシングを抱いているからこそ︑休糸時間返上の大議論

日本人である以上︑潜在意識のなかに︑何かあるものを︑

はしなくも外人講師の前に露呈したものでした︒それでも︑

確な自信を持たないという︑当時のインテリ青年の実態を︑

心の中では何となくうしろめたく︑一方︑肯定する側も明

は︑片や天皇制・皇室というものを否定しきろうとしても︑

そして戦後一三年︒日米会話学院におけるあの皇室論議

行ったのが︑率直に申して当時の姿でありました︒

す︒〃皇室は神の集合にあらず︒近ずき易くして親しゑ易

が起ったのであります︒その後の世の中の推移はどうであ

ある歴史評論家の中には︑昭和七年の満州占領にはじまり

くして我等の同情に訴えて敬愛の念を得らるくし︒夫が一

りましょうか︒世の中が落ちつくにつれ︑天皇制に対する

︑︑︑︑

番堅固なる方法なり︒夫が一番長持のする方法なり：⁝・〃・

世論は︑例えば昭和五三年の朝日新聞のアンケートは八二

皇室観についてｌ義父の教え

︑︑︑︑︑

明治の代表的な文化人であった激石の︑真に人間的な⁝⁝

％︑同じく五八年のそれは八四％天皇制支持となっており

ソレ

現代の日本人にとっても︑いわばホンネとも申してよいこ

ます︒

ソレ

のような天皇・皇室観は︑其の後︑大正から昭和︑そして
昭和の動乱から大戦に突入した当時の我々に対する︑国体
観念鼓吹のタテマエ教育の場には︑その片鱗ものぞかせな
い状況になりました︒我々も︑学生でありインテリの卵で
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トョアシハラチイホアキミズホノクニ

アウミノコキミ

壌無窮の神勅〃として暗請したものであります︒

〃豊葦原︑千五百秋の瑞穂国は是れ吾が子孫の王たるベ

さて︑大和朝廷以来︑皇室は二○○○年も続いて今日に
至りました︒その理由はなんでありましょうか︒私ごとで

ぎ地なり︒爾皇孫就きて治せ︒行突︒宝詐の隆えまさ

勤め︑昭和天皇の侍従もしておりました︒既に故人となり

の開巻第一にも出て参ります︒所謂〃太平記″の時代であ

この思想は︑六○○余年前︑北畠親房の〃神皇正統記″

キワマリナ

ましたが︑戦後︑この義父に随分と感化・薫陶を受けまし

ります︒〃大日本は神国なり︑天祖はじめて基をひらき︑

アメツチ

ナンジスメミマュシラ羊キクマセアマッヒソギサヵ

はありますけれども︑私の岳父にあたるのが元弘道会会長

むこと天壌とともに窮無かるべし〃︒

た︒義父は︑陛下の侍従ですから︑もちろん皇室のことは

日神ながく統を伝給う︒我が国にこの事あり︒異朝には

クニ

野口明で︑昭和の初期から比較的長い間︑当時の宮内省に

良く知っておりましたが︑自分でも皇室というものをどう

このことなし︒これ故に神国と云うなり〃︒更に幕末にな

トウツタエタマ

考えるかについて︑色々と思索した人でありました︒以下

りますと︑水戸の有名な尊王学者である藤田東湖という人

セイダイキスイゼンシンシュウ

ヒノカミ

はその皇室観の受け売りでありますが︑若干蛇足も加えて

の〃正気の歌″の中にも︑この思想が出てきます︒〃天地

リクゴウ

″⁝神州たれか君臨したまう︑寓古天皇を仰ぐ︒皇風六合

パンゴ

正大の気︑粋然として神州にあつまる〃から始まって︑

テンチ

申し述べさせていた堂きたいと思います○

神話的見解

にあまねく︑明徳大陽にひとし⁝〃・中学生時代︑この種の

って︑永遠に続いているのだという思想であります︒その

な見解があります︒それは︑我が国の皇室は神の保護によ

ます︒もとより︑神話は史実として立証さるべくもありま

りまして︑神話︑民族伝統として︑尊重すべきものであり

さて︑この考え方は︑日本民族古来の素朴な考え方であ

詩を暗話することは珍らしいことではありませんでした︒

″天命説側とも称すべき代表的なものは︑日本書記の巻の

せん︒しかし︑神話が存在していたこと︑そして伝承され

まず第一に︑一番素朴なそして歴史的というより神話的

第二に出て参ります〃神勅〃︑我々が子供の時代から〃天
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頭詔書を発せられた昭和天皇も︑御自分自身︑科学者でい

時Ｊ所謂〃人間宣言″と俗称された︑天皇の神格否定の年

として適用するわけには参りません︒昭和一二年一月︑当

″天命説″なるものを︑そのまま今日の科学の時代に︑思想

よる︑そしてそれなるが故にこそ永遠であるという︑この

ることは否めないのであります︒但し︑皇室は神の保護に

る以上︑今日なお我灸の血の中に脈をとして伝えられてい

き古来の日本人的世界観︑価値観が︑日本民族の一人であ

中に充ち充ちている︑あの素朴にして素直︑明るく浄く直

て来た事実は︑大切な史実なのであります︒そして︑その

す︒かつて私は︑ギポンの〃ローマ帝国衰亡史″を読んだ

ありました︒その点は外国の君主︑エムペラーとは違いま

り︑対立抗争するのは︑その下にある幕府その他の武門で

すけれども︑永い間日本の皇室は︑むしろ政治の圏外にあ

このように︑時として政治抗争に捲き込まれた例はありま

建武中興の直前には︑後醍醐天皇は隠岐の島に流されます︒

岐に流され︑順徳上皇は佐渡に流されます︒一三三一年の

した︒三三一年の承久の乱︵北条義時︶︑後鳥羽上皇が隠

一五六年の保元の乱の時には︑崇徳上皇は讃岐に流されま

を歴史の中で︑政治斗争に捲き込まれた例はあります︒一

ねられました︒皇室はだんだんと政治圏外に立ちます︒時

外の大多数の皇帝の最期は︑概ね暗殺︑戦死︑自殺︑変死︑

ならば︑畳の上で死んだ皇帝は一○人乃至一五人︑それ以

登場しますｐそしてこの一五○人余の中で︑日本流にいう

すが︑この本の中でローマ帝国の歴代皇帝が一五○人以上

ことがあります︒これは邦訳二五○○頁余の大冊でありま

らっしゃいました︒

権力夕武力と皇室

第二番目に︑それならば︑皇室の権力・政治力・武力が
皇室を守ってきたのか？

都度︑帝位を襲った次の皇帝は︑元老院議員︑宮内大臣︑

追放︵眼刑・鼻刑のうえ︶︑強制退位︵島流し︶であり︑その

たしかに武力を背景として行われたことを示しています︒

侍従︑宣官︑近衛兵隊長︑更には農夫も奴隷ｏ野蛮人など

そうではありませんね︒〃神武東征″というあの伝説は︑

しかし︑武家の拾頭と共に︑実力は次第に武門の手にゆだ
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日本の皇室はといえば︑京都の紫衰殿に見られるように︑

城壁を築き︑内外の敵を防ぐための武備をととのえます︒

す︒戦いに勝てば皇帝となり︑国王となる︒そして大きな

国民の関係は︑おおむね征服者と被征服者の関係にありま

の中で軍人に成り上つた者達でありました︒外国の君主と

な感情の民族性を育くんで来たのではないでしょうか︒

も出なかったのでありますｐそして穏健中正な思想︑平穏

な思想の持主も生まなかった代り︑野放図な独裁的権力者

の風土のお蔭が︑日本では︑偉大な宗教の創始者も︑深刻

ら侵暑されることなく平和な生活を送って今日迄来た︒こ

も海に囲まれたこの島の中で︑同一民族が長い間︑外敵か

皇室の御家風

全くの無防備ですね︒無防備たるが故に︑何千年も続いた
ということが言えるでありましょう︒少くとも︑皇室の権
力・政治力・武力が皇室を守ってきたということではあり
ません︒

第四番目に︑もう一つ問題があります︒それは何か︒皇

室の側で二○○○年間存続するに値するだけの資格があっ

りますが︑名君もおありでしょうし︑凡君もおありであっ

たということであります︒歴代の天皇の中にも︑失礼であ
さて︑第三番目でありますが︑皇室が今日迄来たのは︑

たと思います︒しかし︑例えば︑ローマのネロ皇帝︑中国

国民が守って来た皇室

結局は︑日本の国民が︑代べ皇室を敬愛して来たからで

でいうと︑夏の築王︑股の約王などという︑あのような

力ケッオウインチユウオウ

はありませんか︒

そのように思うのであります︒

もなかったということはないでありましょうが︑全体を通

いません︒勿論︑内政上の失敗あり︑内紛あり︑決して何

暴逆な君主というものは︑日本の歴史の中の皇室にはござ

：日本は温帯に位置し︑自然の恵承も多く︑古くからの農

覧するならば︑大きな失政︑悪政はなく︑国民からするな

要するに︑日本の国民性というのがそうさせたのだと︑

耕民族としての国民性は︑柔軟であって情誼に厚い︒しか
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らぱ叉″怨瑳の的″になったということはなかった︒一口

天皇は裕仁と称せられています︒裕仁の裕は︑明治天皇が

天皇は統仁︑明治天皇は睦仁︑大正天皇は嘉仁そして昭和

オサヒトムッヒトヨシヒト

に言うならば︑二○○○年にわたる皇室の御家風というも

中国の古典︵詩経・書経・易経・濯記︶から採られたものと伺

を忌承︑清浄・簡素・潔白を崇ばれるという︑この神道と

の心は︑常に明るく清く直き心︑〃明・浄・直の心〃︑汚れ

さんという集団が︑長い間皇室の側近にあったということ

にはその存在は一応なくなったわけでありますが︑お公家

それから︑更にもう一つあります︒現在は︑皇室の周辺

上画ヒトヒロ

のが︑ご立派であったがゆえに︑この長い歴史が存続した

っております︒

いうものを基軸とした御生活︑これが一つでありましょう︒

です︒この公家というものは︑今日︑世間ではあまり評判

皇室の藩扉

ヒロヒＱｒ

のだという風に思うのであります︒

それでは︑︾皇室の御家風︑伝統を作った要素は何であろ

うかＱその一つは︑矢張︑皇室の宗教である神道であると

思います︒祖先を神として肥り︑崇拝すると同時に︑自ら

京都の清涼殿などを見ましても︑極めて簡素なものであり

がよくない︒権謀術数だとか︒長袖者流とか︑いろいろと

メイジ画ウチ画ク

ますし︑現在の陛下の御日常も︑決して華美を誇られるよ

のは︑外見は弱そうですけれども︑案外芯が強い︒皇室と

いわれますけれども︑長い歴史を見ますと︑お公家という

もう一つの要素は︑儒教であります︒儒教のエッセンス

常に一心同体で︑島流しという場合でも︑一緒について行

うな雰囲気はないのであります︒

は︑とりも直さず︑〃仁君思想〃であります︒この〃仁君

く︒そして︑いざ非常の際になると︑案外︑この集団の中

上ノスケトモトシモト

思想″というものを︑歴代の天皇家は金科玉条とされて来

から︑相当な傑物が現われる︒日野資朝・俊基という︑太
アキヒト

ました︒又側近も︑これに感化を受けて来ております︒

平記に出て来る︑後醍醐天皇の家臣がいます︒近くは明治

トモミ

今上天皇は︑明仁と申されますが︑歴代の天皇の御名前

維新における三条実美・岩倉具視も公家の出身です︒これ

サネトミ

には︑皆︑〃仁″という字がついております︒例えば孝明
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も一種の輔翼の功労者だと申せましょう︒

その通りであります︒この紙封が︑千釣の重象を発してい

タイムプノシゲヒラ

ます︒正倉院のすぐ近くには︑東大寺があります︒この東

大寺は︑何回か焼け落ちております︒平重衡が奈良に攻

このように︑日本の︑日本人の国民性と︑かたや皇室の

先という所にありますし︑戦国時代には︑それこそ︑夜盗

大仏さんの首が落ちています︒東大寺は正倉院と目と鼻の

非常な権威・大政治力

モラルが合するところ︑ここに不朽の伝統がつくられ︑大

のたぐい︑乞食のたぐいがその辺をうろついていたに違い

め入った時にも焼けました︒また︑松永久秀の乱の時にも︑

変な権威が生じ︑そして︑時として大変な政治力が生まれ

ありません︒しかしながら︑結局︑最後まで︑手を触れら

れずに今日迄来たというのは︑これは大変な権威ではない

るのであります︒

権威というものの例を申し上げましょう︒奈良に正倉院

代の天皇が︑毎年年頭に︑御自分の御名前を書かれて︑そ

枚の紙切れなのです︒その紙切れは何かといいますと︑歴

形で今日まで伝わりました︒これを守ったのは︑たった一

造りとして残った宝庫であります︒しかしこれは︑完全な

れたものではありません︒一二○○年の間︑地表で︑校倉

物で︑〃ツタンカーメン〃のように地下深くから堀り出さ

う︒つまり︑法的︑政治的拘束力を持つような御発言とは

法上における大権発動による命令とは解釈出来ないでしょ

この一言です︒これは︑法律上の観点からしますと︑旧憲

際戦争を止めるべきであると思う〃︒こうおっしゃった︒

なるかという最後の場面に︑陛下が御自分で︑〃自分はこの

は︑敗戦時の昭和天皇の御決断です︒いよいよ日本がどう

もう一つ︑いざという時の大変な政治力というものの例

でしょうか︒

の紙が正倉院の入口に結ばれるわけです︒これは今日でも

とれないでしょう︒しかし︑はっきりとここで︑天皇御自

という建物があります︒一二○○年続いた木造の地上の建

続いています︒私の友人︑富田朝彦氏︵註︑本会理事︶が宮

身のお考えが述べられたことだけは事実であります︒しか

アゼクう

内庁長官を勤められておりましたので︑訊いて見ましたら︑
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意思決定しへ︐一部の不幸な強制的被抑留者は別として︑海

発言であります心このご発言によって︑日本政府は終戦を

づいて︑連合国と国民の意向にゆだねる〃という趣旨のご

一身で引き受ける︒自分の身の処置は︑ポツダム宣言に基

長身の元帥が反り身であるのに対し︑陛下はやや前屈承に

ころまで御案内をし︑↓ここで陛下は元帥と握手をされた︒

お出迎えして︑広い廊下の途中にお待ち受けする元帥のと

を見せず︑副官のフエラーズ准将とパワーズ少佐の二人が

〃⁝⁝連合国の最高司令官であるマ元帥は︑玄関には姿

書き残された記録があります︒以下︑その記事の要点を申

外にあった何百万という陸海軍人ならびに在留邦人を含め︑

お見受けしたので︑いかにも元帥が徹然たる態度の如くに

も︑そのお考えというのは︑″まず国民の安泰を旨とする︒

整灸として復員・帰国を完了し︑かつ占領当初から︑占領

見えて︑敗戦国の悲哀をしふじ承と感ぜざるを得なかっ

し述べます︒

軍との間にも︑見るべき混乱は一つもなかったのは︑大変

た⁝⁝

そして︑政治的にも︑道義的にも︑戦争の全責任は自分が

な奇跡ではないでしょうか︒

．⁝：御会見の予定は︑三○分以内ということであったが︑

三○分を過ぎても何の音沙汰もないので柳か心配になって

それは︑終戦後一ヶ月余を経た昭和二○年九月二七日︑

さて︑ここに一つのエピソードを申し上げましょう︒

あの元帥が︑陛下の斜め御後ろに︑敬虚とも見える態度で

疑う位に驚いた︒何と先頃は徹然と反り返るかに握手した

われの部屋においでになった︒此の一瞬︑私は自分の眼を

幻一 つ の エ ピ ソ ー ド

天皇陛下の︑はじめてのマッカーサー元帥御訪問の時のこ

随従しているように見えたからである︒一体これはどうし

来たＰ四○分程もたった頃︑突如︑陛下がマ陛と共にわれ

とであります︒当時お供をしていた六人の関係者の内︑五

たことであろうか⁝⁝陛下は間もなくお立ちになったが︑

カケヒモト

人が亡くなられた後︑一人残った当時の行幸主務官寛素

元帥は︑はじめの頃とは全く態度が異り︑鞠朗如とでもい

ピコ

彦氏︵註︑故人・元本会理事⁝が︑数年前亡くなられる前に︑
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うょうに︑侍従長のよう
うな
な態
態度
度で玄関の扉の外までお見送

とったのである⁝⁝〃︒

個人の資格においても日本の最上の紳士であることを感じ

私は︑将来においても︑皇室を守るものは日本国民であ

おわりに

りをし︑腰を屈めて町嘩に握手 をしてから︑身をひるがえ
すように扉の内に消えた：⁝・〃︒

この御会見後時を経て刊行された︑マ元帥の回想記に︑

元帥の手によって書かれた一文があるので︑御紹介したい
と思います︒

不安を感じた︒連合国の一部︑ことにソ連と英国からは︑

ないよう︑自分の立場を訴えはじめるのではないかという

国民から尊敬される御資格をもっていただいて︑今後も永

ても︑ご立派であっていた翼きたいと思うものであります︒

皇室も︑過去においてご立派であったように︑将来におい

る︒また日本の国民性であると思います︒それと同時に︑

天皇を戦争犯罪者に含めろという声がかなり強くあがっ

く日本の名誉ある伝統として︑続かれんことを心から願う

〃私︵註︑一元帥︶は︑天皇が︑戦争犯罪者として起訴され

ていた⁝⁝しかしその不安は根拠のないものだった︒﹃私

ものであります︒

絶大であります︒

有史以来二○○○年︒およそ︑〃時″の権威というものは

︵註へ天皇︶は︑国民が戦争遂行にあたって政治軍事両面で

行ったすべての決定と行動に全責任を負うものとして︑私
自身をあなたの代表する諸国の裁定にゆだねるためにおた

事実に照して︑明らかに天皇に帰すべきでない責任を引受

死をもともなうほどの責任︑それも私の知り尽している諸

性々にして︑衆愚となりやすい︒しかし︑大衆というもの

個々の問題について︑同じ時点において着目する場合には︑

これは︑見る時点︑見る立場によって違います︒大衆を︑

元来︑大衆というものを︑衆愚であるか︑衆智と見るか︒

けようとする︑この勇気に満ちた態度は︑私の骨のズイま

を︑〃時″という物差しに着目し︑着眼して見た場合には︑

ずねした﹄︒私︵註︑マ元帥︶は大きな感動でゆさぶられた︒

でもゆり動かした︒私はその瞬間︑私の前にいる天皇が︑
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必ず︑衆智となっています︒例えば︑中国の孔子を世界の
四聖人の一人としてまつり上げたのは︑あるいはインドの
釈迦を仏様としたのは︑〃時″というものを通じての大衆で

ありますし︑権力ではありません︒キリスト又然りであり
ます︒こういった聖人の尊厳︑書物でいえば古典の価値︑

いずれも権力者の手によって決められたのではないのであ
ります︒歴史数千年︑何十億人の大衆によって決められた
ということになるわけです︒

二○○○年にわたって︑絶えて皇室を否認したことのな
い日本民族に︑天皇の否認を要求することは︑日本民族た
ることをやめろというのと同じであります︒天皇制の特殊

︒ロウク

性を強調するあまり︑権力をもって国民に強制すれば︑あ

全員に対して︑要旨以上のような講話を繰り返して来

︵編者注︶筆者はかつて防衛大学校長の折︑毎年その第三学年生

の加筆修正を行ったものとの筆者のお言葉をつけ加え

たといわれる︒本稿は︑現在の時点にあわせて︑若干

ておく︒

■■■■ロ■■■■■旬■●■︒●■●・■■■画■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ロロ■●●■■■■・■■■■■■■●■●●の■●●■●・■■■・■■■■■■■の●●■ロロ●●●■■■■■ロ■■■凸■■■●●■

﹁左偉︑宣公二年篠﹂

あやましかよあらた

一１人誰無し過︒過而能改︑善莫レ大し鳶︒

善駕より大なるは莫し︒

一讃方旭識か遮蕪からん︒過ちて而して能く改むる︑一
ぜんこれだいな

あやまちあ

一解輝旭は謹応ぁ趣が僻からうか︑過が有る︒しかし一
あやまよこれあらたよなかぜんいぜん

過って能く之を改める︑世の中の善と言ふ善は︑これ︾

の戦前のように固随なる国体思想となるおそれがあります

おほな

が︑二○○○年の日本民族の〃縦の民主主義″とも申すべ

ほど大きいものは莫い︒

︵﹁服部宇之吉編﹃儒教要典﹄昭和十二年﹂より︶一

き民衆の英智というものは︑日本において何を大切にする
べきかということを教えてくれると︑かように思うのであ
ります︒
︵本会理事・元警視総監・元防衛大学校長︶

一ロロロ■ロ●｜■■■■■■■■■■■■■■●②■ロ■■●●■■■■■■■■■■■■①●■■■口■ロ■■■■■■■■■■■■■■申●■■●の●●●●■■■■■■■■■■■■ロロ■ロロロロロ●●■■■■画■■■ロ■■■●■●●ロロロロ●●■■■
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たび重なる光栄に感激して

いの言葉を述べられた︒

同︑二十四日には︑皇太子殿下ご夫妻が来有され︑﹁世

平成八年七月十八日は︑磁器発祥の地有田にとって︑特
別の日であった︒日の丸の小旗をもった町民の方々が︑秋

界・級の博覧会﹂の九州陶磁文化館とメイン会場を訪ねら

有田と皇室のかかわりは古く︑寛文年間に︑仙台伊達侯

篠宮殿下ご夫妻の御車がくるのを今か今かとお待ちしてい

よりお買上げを頂き︑宮中へ献上の栄を賜ったことに始ま

れ︑有田地区会場では︑人間国宝の今泉今右ェ門さんのご

午前十時三十分より︑有田のメイン会場において︑ジャ

ります︒弊社におきましては︑明治四十三年に宮内省ご用

た︒町民のふる小旗の中︑あのすばらしいほほえゑと菊の

パンエキスポ佐賀％﹁世界・鋲の博覧会﹂の開会式が行わ

達を拝命以来︑明治︑大正︑昭和︑平成の御代にわたり︑

案内で︑現代陶芸の精華を熱心にご見学され︑名品との出

れ︑秋篠宮さまが﹁わが国の磁器発祥の地で︑古代から引

御下命︑謹製上納の栄に浴しております︒

会いを堪能されました︒

き継いできた焼き物を煤介とした人︑技術︑自然の関係を

かおりを一人ひとりの心に刻んで︑﹁世界・鋲の博覧会﹂

明

会場へと向われました︒

川

振り返り︑未来の地域を創造する意義深い博覧会﹂とお祝
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深

昭和天皇︑皇后両陛下におかせられましては昭和三十六年

昭和天皇陛下におかせられましては昭和二十四年五月に︑

さを再認識致しております︒

ご臨席のもと︑表彰を受け︑従業員一同感激と献血の大切

第三十二回献血運動推進全国大会において︑皇太子ご夫妻

ます︒御皇室のますますのご繁栄を祈念致しますと共に︑

以上のごとく︑御皇室と有田は非常に緊密な関係にあり

四月に︑親しく当社工場へ御巡幸遊ばされ︑当工場ならび
に従業員の作業を天覧賜わり︑先代社長ともども︑大いな
る感激を覚えました︒

り︑従業員にやさしくお声をかけていただいたことが︑昨

びに従業員の作業を台覧賜わり︑ご案内の大役を仰せつか

四十四年十一月に︑当社工場へ行啓遊ばされ︑当工場なら

天皇陛下︵当時は皇太子殿下︶におかせられましては昭和

君子之愛し人也以レ徳︒細人之愛し人也以二姑息毛

一

一

一

一

函く

一

−Ｊ
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一﹁燈記︑檀弓﹂・６

︵本会特別会員・深川製磁株式会社取締役会長︶

ないと気持ちを新たにするものでございます︒

有田人といたしましては︑今後一層業務に精励せねばなら

一皿２

日のように思い出され︑当時を思い︑身の引き締まる思い
が致します︒

一

一讃方君子く
のん
人し
をひ
愛と
すあ
るい
やと
徳く
をも
以つ
てさ
すい
︒じ
細ん
人ひ
のと
人あ
をい
愛する︾

平成二年十一月には︑御大典に際し︑宮内庁より天盃調
進の御下命の栄に浴し︑謹製上納致しております︒平成五

︾や姑息を以てす︒

砂・■■ロロロロ■■・■■■■■■・■■■■ロ■ロ・ロ・●・・■■■■■■■■■■口・●・・●●・●旨■■■一■■■目■■■●●②︒●●ロロ・・画■■■・■■■■■■ｃ・■●ロ■・・●●■■■□■■■・■■■・■■■︒●●３

︵﹁服部宇之吉編﹃儒教要典﹄昭和十二年﹂より︶︾

一姑息即ち一時的である︒

ｏこそくすなはじてき

一解鐸君子即ち人格者の人を愛して情をかける手段は道徳︾
もつさいじんすなはせうじんひとあいなさけしゆだん函
皿を以てする︒細人即ち小人が人を愛して情をかける手段は一

くんしすなはじんかくしやひとあいなさけしゆだんだうとく

こそくもつ

年には︑皇太子殿下御成婚に際し︑宮内庁より賜盃の御下
命の栄に浴しております︒平成七年には︑皇后陛下還暦の
お祝いに際し︑宮内庁より皇后陛下御印の白樺文様の花生

と賜盃の御下命の栄に浴し︑謹製上納し︑たび重なる御光
栄に感激致しております︒

平成八年七月二十五日には︑佐賀市文化会館で開かれた

終戦の詔書と安岡正篤老師

宮崎哲夫

﹁うん︒その関係で八月の中頃の土曜か日曜だったか︑

ふらりと総理官邸に赴いた﹂
﹁うん⁝⁝﹂

﹁そうしたら︑あの無愛想な鈴木貫太郎が﹃先生︑いいと

ころへ来てくださった﹄と大手を広げて自分を止めて︑抱

え込むように隅に引っ張ってゆくンだ﹂
﹁ほう﹂

﹁そうして言うには︑﹃陛下が終戦を決断なされた︒それ

で詔書案を内閣で練っているのだが︑書記官長の迫水が朝

から泣︑いてばかりいて一向に時があかない︒どうか先生︑

手助けしてもらえないだろうか﹄と：．⁝﹂

L ＝ 0 ノ

﹁ところで安さん︑例の終戦の詔書のことなのだが︑迫水

がいろいろと言っているけど︑実際はどうなンだい？﹂

１一
一・：：︒﹂

﹁僕の見たところ︑筆を入れたのはあんただと思うけ
ど⁝⁝﹂

﹁内閣の案だね︒陛下に上奏申し上げる前の素案のこと
だね﹂

﹁うん︑それ﹂

﹁あんたも知っているように︑自分は大東亜省の顧問で
あった﹂；

﹁あと二人いて︑○○と××もそうであった﹂

rワワ、

﹁感激屋の迫水らしいな﹂

﹁それは大変なことだと︑書記官長室に飛び込んだ︒迫

水はドアの方に背を向けて机の上に突っ伏しておった︒
﹃九州男児が何事ぞ！﹄と背中をどやしつけて︑机の上の
詔書案を見ると︑涙で字が鯵んでいるのだな﹂
﹁うんうん⁝⁝﹂

弓こつちに寄越して承る﹄と言って︑引っ手繰るように

断って︑家族にも内緒で書庫に篭もった﹂

﹁食事もせずにか⁝⁝﹂
﹁そうだ﹂

昭和五十六年十月十四日︑私が仕えていた原田政治︵弘

道第九七九号Ｉ平成七年十二月三十一日発行を参照︶から︑﹁久々

に安岡正篤と昼食を共にする約束をした︒ついてはどこか

二人の老齢を考えて︑安岡邸から歩いて五分程の普茶料

適当な処を見繕っておいてくれ﹂という連絡があった︒︲

ちょことやる訳にはいかない︒そこで貫太郎さんに﹃今日

理屋に予約を入れ︑翌朝原田を伴って安岡老師宅に赴いた︒

して詔書案を手にしたンだが︑こんな大事なことをちょこ

一日︑この案を貸して欲しい︒そして夜半に自分の家の裏

昭和五十六年十月十五日は︑﹁あの日﹂とそっくりの大

し出迎えてくれた︒

﹁おう古友達︒古友達だ﹂と身体を揺らして欣びを表現

老師はネクタイをきしつと締めた背広姿で︑

快晴であった︒午前十一時に安岡邸の玄関に入ると︑安岡

木戸に使いの者を寄越してほしい︒とにかく精一杯やって
承る﹄と言って︑家に持ち帰ったのだ﹂
﹁︒︒：：﹂

﹁然かし君︑日本の歴史で曾ってなかった一大事だ︒書
庫の中のあらゆる史料を当たっても︑参考になるものは何

邸の二階の安岡老師の居室に案内されて︑二人の老師は

すぐ歓談に入った︒一頻りの交歓の後に︑原田に向かって︑

も出てこない﹂
﹁そうだろうな﹂

﹁そろそろ安岡先生を普茶料理屋の方へご案内しましょう

か﹂と水を向けると︑安岡老師は︑

﹁約束の夜半近くになっても︑未だ坤吟中だ︒そこで貫
太郎さんに連絡して︑﹃あしたの未明まで時間をくれ﹄と
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﹁自分の方で弁当を用意しておいた︒ それをつつきなが
ら︑ここで話を続けよう︒それがいい﹂ と言った︒
冒頭の安岡老師と原田の遣り取りは︑ このすぐ後に始ま
ったのである︒

﹁具体的には︑どんな朱を入れたのかね﹂

﹁天皇が発せられない文言を︑先ず削った︒国の一大事の

﹃義命の存する所﹄が︑どうして﹃時運の趨く所﹄に替え

られたかが︑どうにもよく分からんな︒臣たちの蒙昧がわ
ざわいしたンだな﹂

ヨ寓世の為に太平を開く﹄というのは︑どうなンだい⁝
：︒﹂

﹁あれは原案に﹃臥薪嘗胆﹄とか﹃将来に期す﹄などと

いう文言があったと思うが︑それは天皇が発するお言葉で

﹁大見得をきらなければならない⁝⁝﹂

はないということで⁝⁝﹂

﹃その通り⁝⁝﹂

﹁構えの問題だ︒天皇が事を他人事のようなお言葉で口

ときこそ︑天皇の尊厳は一層高められなければならない﹂

﹁忘れなければならん事柄だから︑しっかり覚えている

になさることなどあり得んのだよ⁝⁝﹂
﹁そうだな⁝⁝﹂

わけではないが⁝⁝︒﹃人道を無視した兵器の使用を継続
させたら︑日本民族の滅亡を将来する﹄︑そのような事態を

﹁それはそうと︑あの蒋介石が最も評価したのは︑﹃以て

﹁人心の荒廃と復興か⁝⁝︒﹃国体の護持﹄という文言が

入れたと記憶している﹂

そして﹃道遠ぎを念い︑弘毅の志を失はず﹄という文言を

﹁結びの方で終戦の後のことに触れて︑﹃大道を誤るな﹄︑

﹁蒋介石がねえ⁝⁝﹂

寓世の為に太平を開かむと欲す﹄という件だったそうだ﹂

くだり

招いたら﹃何を以てか︑皇祖皇宗の神霊に謝せむや﹄とい
う文言を附加したように思う﹂
﹁それが﹃残虐なる爆弾を使用して頻に無事を殺傷し﹄に

なったわけだな︒それから巷間の説によると︑﹃義命の存
する所﹄という文言を加えたそうだが⁝⁝﹂
﹁その文言にも係わる言葉として︑﹃東亜諸連邦に対し実

に感偲に堪えず﹄ということを加えた︒いま君が言った
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あるが具あれも君の附加したものかい？﹂
﹁そう思う﹂

老師二人の談話の思わぬ展開に︑私は緊張しメモする手

本国土が単なる物質であるならば︑九州を英に割譲しても︑

北海道を露に割取されても︑それは国民の放心か無能の故

として済むかも知れない﹂︑﹁然しながら︑この崇厳な国士

の人格的意義を自覚するなら︑尺士と難も仇に奪はれては

て国難に代わらむ﹂と祈願されたことにも言及し︑国土と

ならない﹂と述べ︑元冠のとき︑亀山天皇が﹁わが身を以

弁当が運ばれてきて向話は途切れた︒

皇室の一元的存在を主張している︒

も震えがちであった︒

﹁どうも塩気が少ない︒甘いと思うが︑宮崎はどうだ﹂

そして︑明治天皇の御製︑

﹃とこしへに民安かれと祈るなる我が世を守れ伊勢の

と安岡老師に尋ねられたが︑私の舌は麻揮状態であった︒
﹁いえ︑味はよいと思います﹂

大神﹄

﹃四方の海象なはらからと思う世になど波風のたち騒

﹁そうかな⁝⁝﹂と言いつつ安岡老師は手を鳴らして︑
次男正泰氏の妻に醤油を注文した︒

︲を挙げ︑﹁天皇の深遠なる御自覚︑大いなる仁︑真の大勇

ぐらん﹄

安岡老師の著作に﹃日本精神の研究﹄がある︒大正十三

いうことがすでに無量の敬畏を感ぜしめる﹂と結んでいる︒

を拝察し︑魂の熱きを覚えるではないか﹂とし︑﹁天皇は

その著作の第十三章に﹁日本と天皇﹂という項がある︒

その論旨に︑終戦の詔書の原案に筆を入れた安岡老師の

年三月十日発行の三百八十三頁の本で︑安岡老師二十六歳︑

そのなかで︑老師は﹁大八洲と皇室の祖天照大神は御兄弟

天皇観︑皇室観が︑すでに確固として表現されていること

最深最奥の日本我を表現して居られ︑此の国に生まれると

である︒同じ親神から先ず大八洲が生まれ︑後天照大神が

を私は識るのである︒︵本会評議員・㈱遺珠刊行会代表取締役︶

原田政治と識り合ってから二年後の著述である︒

生まれられた﹂︑﹁大八洲は決して単なる物質ではない︒日
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︻遣稿︼

本の皇室

ｐＨ

｜皇室永続の原因

Ｐ飢珊﹃

野口明

り﹂云左の神勅が在る如く︑神の保謹によると云う説は嘗

て屡々引用されていた︒然し之は神話であって︑民族伝説

としては尊重すべきであるが︑今日の科学時代には通用し

勤めたので︑その頃此の問題を考えて糸たことがある︒先

たか︒私は大正の末年から終戦前迄︑約二十年間宮内省に

世界史上まことに珍しい事例である︒然らば何がそうさせ

が今日迄続いたことは︑厳然とした歴史的事実であって︑

姿をとったこともあるが︑その場合仏教は神道に屈服した

しなかったか︒尤も仏教も神道と混和して︑我が国独特の

り︑皇室も之を尊重し︑宗教としては此の方が力がありは

えとなったかも知れない︒然し我国には早くから仏教が入

統一していた時代もあったとすれば︑その信仰も一つの支

ない信仰も亦一つの力であるから︑日本神道が民族信仰を

づ第一に天命説とも云うべき︑天照大神が天孫環々杵尊を

のではなく︑寧ろ基盤となったように思われる︒故に古い

日本に大和朝廷ができて以来二千年︑その間当初の皇室

下された時に﹁豊葦原瑞穂国は我が子孫の王たる可き地な
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時代は兎も角︑後に於ても神道信仰が皇室を守ったとは云

以て皇室永続の主因とは考えない︒

の拾頭と共に実力は武家に移り︑天皇自らも遠島に配流と

武天皇が武力で平定し統一したことは確かであるが︑武家

武力が皇室を守ったと云う見方である︒成程︑建国の時神

又海を囲らした島であるために外国の侵略を免れたこと︑

然の恵みを豊かに受け︑国民性が柔軟で情誼に厚いこと︑

そうさせたと見るのである︒我国の位置が温帯にあり︑自

室を敬愛して守ったとするのである︒即ち日本の国民性が

私の見方は︑︑信仰でも皇室自身の力でもなく︑国民が皇

云う如き事件も発生している︒皇室は段々と政治圏外に置

こうした条件によって同一民族が平穏な生活を長く送り得

えない︒第二に考えられることは︑皇室の権力︑政治力︑

かれ︑寧ろ却って邪魔物扱いを免れたとも見られる︒私は

蔭である︒此の温和な気候︑豊かな産物︑

美しい自然︑外敵を寄せつけない位置︑之

等の条件が其処に住む民族の性格を作った︒

従って強力な権力欲も︑深刻な思想も︑偉

大な宗教も生まれなかったが︑穏健中正な

思想と平静な感情の民族性を生んだと思う︒

日本民族の歴史は︑その民族性を醸し出し

た風土的条件をはずれては考え得ない︒私

は皇室を守ったのは日本の国民性にあると

見るのである︒
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原因
因だ
だと
と思
思う
う︒
︒端
端的に云うならば風土のお
たことが主たる原

臨まれる野口明侍従（昭和3年11月10日）

信仰も政治力も全然無力だったとは思わないが︑それらを

昭和天皇即位御大礼の折に、紫哀殿の儀に

ないことに気がついていた︒そしてその由って来たる源は︑

矢張り神道の性格に侯つことが多いと見ていた︒二は古く

考えることができる︒一は皇室の宗教である神道で︑その

であったからである︒私にはその伝統を作った要素を三つ

年に亘る皇室の伝統と云うか︑家風と云うか︑それが立派

怨瑳の的にはならなかった︒之は真に稀有なことで︑二千

れども通覧して大きな失敗や悪政はなかったから︑国民の

い歴史の間には内紛もあったし失政もあったであろう︒け

卒直に云って日本の皇室は立派であったと信ずる︒勿論長

れに値する資格が皇室自身にもあったと云ってよい︒私は

ら︑前に皇室を守ったのは国民であると云ったが︑他方そ

な国民でも反抗せずには措かなかったであろう︒であるか

ったことで︑若しそうした暴君が在ったなら︑如何に温順

は︑他国の歴史に見るような残酷横暴な所謂暴君が出なか

人間の世代として止むを得ない現象である︒然し幸なこと

歴代の天皇の中には名君もあり凡君もあったであろう︒

の皇室に対する扶翼の功を指摘せざるを得ない︒要するに︑

が公卿である︒私は少し賞め過ぎたようでもあるが︑公卿

と一心同体︑皇室と盛衰を共にし乍ら忠勤をぬきんでたの

を持っている︒それに皇室とは血縁も深いから︑全く皇室

た︒外見は静かで弱いように見えるが︑芯は案外強いもの

ったが︑その伝統的な忠純の精神にはひそかに敬意を覚え

した︒私は宮内省に居たので︑公卿出身の同僚を少しく持

送り︑皇室の非常時には必ず傑物が出て難局切抜けに奮闘

っても離れず︑天皇が隠岐や︑佐渡に流されても随行者を

共にあろうが︑常に皇室と体威を共にし︑皇室が式微にな

か云われたりするが︑一方良い面も多をあった︒即ち功罪

権謀術数に長けて勢力を争ったとか︑栄耀栄華に耽ったと

ない︒歴史を見ると皇室の蔭に隠れて勢威を張ったとか︑

大きかった︒三には公卿の集団の存在を見落すことはでき

視され︑天皇自身及びその側近もその感化を受けることが

二皇室の御家風と公卿の集団

汚れを忌承︑清浄簡素潔白を尊ぶ宗風である︒私は皇室に

皇室の伝統の美風の精神的要素は神道と仏教でありか補翼

儒教が入って︑その仁君思想が︑天皇の金科玉条として重

奉仕して︑皇室内の生活が清らかで︑開放的で︑秘密の少
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の功労者は公卿の集団であると云うのが︑私の見方である︒

た多数の漢詩や御筆蹟でうかがうことができる︒私は何時

の日にか︑天皇の真価がわざとらしくなく︑国民に理解さ
れることを期待する︒

代国家の仲間入りをすると共に︑皇室自体も責任が軽くな

政治の運営方法は民主国と大差は無かった︒之で日本は近

とした憲法であったから︑法的には民主国とは云えないが︑

定憲法ではあるが立憲国となった︒ただ主権は天皇に在る

見て︑君主自らも自己の権限に制限を附せられた︒即ち欽

政治の時代では無く︑明治廿二年には早くも憲法の制定を

った政権が久し振りに皇室に一戻った︒然し世界は最早独裁

明治維新は王政復古と云われた如く︑多年武家の手に在

とは喜ばしい︒御趣味として長年御研讃を積まれた生物学

な国難を乗切られて︑国民の敬愛を受けて益を御健在なこ

に感謝と共に忘れないところであろう︒幸にして此の大き

によって日本は救われたのである︒此の一事は国民の永久

中最初にして最後の︑唯一の主権御行使の事例でありへ之

共に認めていたからである︒特に終戦の御裁断は︑御在位

蔭で実質的には政治責任は輔弼の臣に在ったことが︑内外

苦を嘗められたが︑よく国難に堪えられた︒之は憲法のお

養を十分に身につけられている︒不幸にして今次の戦争の

三明治︑大正︑昭和

り︑却って安定性を加えた︒幸に明治天皇と云う偉大な指

の御業績も︑漸く成果を見せて︑学識高い近代的紳士とし

今上天皇は若くして摂政として修練を積まれ︑近代的教

導者が在って︑内治外交を始め諸事宜しきを得て︑日本の

て︑内外から好感を以て見られることは︑天皇御自身の為

四皇室の将来

にも︑又国家の為めにも祝福すべきことである︒

国勢は大きく伸長した︒

次の大正天皇は御病身で御在位期間も短く︑殊に偉大な
先帝の直後であったから︑国民に残された印象は淡く︑時
には語解さえある︒然し皇子方が揃って優秀である如く︑

御自身も御教養が深く︑人間味も豊かでそのことは残され
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るかも知れないが︑実際的には二千年に亘って国民の心底

には慣れない抽象的な概念は︑年数を経れば心に泌ゑてく

に寄せる温い親和の情を嬉しく思う︒豊徴と云う如き我々

ある実質の方が意義が深い︒私は戦後に於ても国民が皇室

が︑国家及び皇室にとっては︑皇室が国民の中心的存在で

変ったとする方が常識である︒天皇は主権者の名は失った

次郎氏の奮闘を思い出させる︒然し法律論としては国体は

時︑政府を代表して︑国体は変らずと陳弁努めた故金森徳

して変らない︒此の問題は︑憲法改正が議会で審議された

に比べると︑法的の性格は一変したが︑実質的の性格はさ

数個の権限を附与されるに過ぎない︒斯くの如く前の憲法

は主権在民を明記し︑天皇は国家の象徴として︑形式的な

皇室の法的地位は憲法の定めるところである︒現行憲法

と︑皇室の持つモラール︵倫理性︶に在ったと確信している︒

日本が一系の皇室を持ち得たことは︑国士の生んだ国民性

から尊敬される資格を持っていただかねばならない︒私は

あっていただきたい︒皇室に生を享けられた方之は︑国民

皇室も過去に於て立派であった如く︑将来に於ても立派で

於ても皇室を守るものは国民性である︒それには同時に︑

過去に於て皇室を守ったのは国民性であった如く︑将来に

番たよりになるものは︑憲法では無くして国民感情である︒

ら憲法は永久に不変だとして安心することはできない︒一

除いて︑天皇の名を憲法から除くこともできる︒であるか

を経れば改正ができるから︑将来に於ては︑象徴の二字を

みを覚えるのは我を国民の至情である︒憲法は一定の手続

化を通じて深く結びついている︒その皇室を尊重し︑親し

室の業績は実に大きかった︒かくの如く皇室と国民とは文

此の二者は今後も長く日本の名誉ある伝統として続かんこ

に焼付けられた皇室の業績の方が︑より力強いであろう︒
日本の歴史を見ると︑前半は皇室は文化の中心的位置に

︵﹃弘道﹄昭和四十二年三・四月号︶

とを︑切に祈念する次第である︒

室無くしては考えられない︒日本古来の文化の保存育成は

︵本会第七代会長︑元侍従︑元お茶の水女子大学学長︶

在り︑後半も猶その余勢を保っていた︒日本の文化史は皇

勿論のこと︑外来文化の摂取同化︑以て日本の文化の発達
に貢献した皇室であった︒学問︑芸術︑宗教等に於ける皇
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一・・︻講話会講話要旨︼

堀田正睦と日本の開国︒

こうして︑遂に十月の七日︿リスは下田の玉泉寺を乗馬

印がついた珍道中であった︒

なったが米国国旗をかざし足軽小者の被布には米国国旗の

かり︑結局二百五十名にも及ぶ大大名級の堂をたる行列と

それから出府の打合せは大変で︑二ヶ月の準備期間がか

ハリスの江戸入府ハリスと堀田の会見

て眠れなかったといふ︒︵頁リス伝﹄による︶

かった︒しかしハリスは吉報が確かと知ってひどく興奮し

いた︒そこでこの吉報を受けても︑はじめは全く信用しな

︾ｈ︑ｑｂｂ■ｑごｂ目︑ｑｂ■ｑｑｑ句句町■■ｑｑｂぢご笥首■ｑｑｂｑ︑ｑ■■■︑句︑ｂ︑ｂ■■吋吋︑町︑ｂ■ｑ︑︑︑ｂ旬ｂ■■︑︑ｂｑｑｂ■ｑＱｂｑＱｂｂ■ｑｑｑｂｑ︑■■ｑｂｑｑｂｂｈ■ｑｂｂｑｂＱｂ■ｑｂＱｂ︑ｑｂ■ｑＵｑｂｂｂｂ■ｑｑｂｂｂｂ■■ｑｑｑｑｂ■■■ｂｑＱｂｂｈ■ｑｑｑｂ︑ｑｂ■ｑｂｂｑｂｂ■■■ｂｈｂＱｂｂ■ｑｂｑｑｑｂ﹄■ｑｑｂｈｑ︑■■ｑｂＱｑｂｂ■■ｑｂｂｂｂｂｂ■ｑｑｂｂｂｂ■■ｑｑｑｑｑｑｂ■ｑｑｂｑｂｂｂ■ｑｑｃ

︵前号より続く︶

ハリスの江戸出府を許すということは︑やがてハリスを

江戸城内に入れて将軍に直接国書を奉呈せしめることを意
この事は殆んどすべての大名諸侯が反対であった︒井伊

味する︒

も不賛成であった︒

直弼の所属する将軍の最高顧問室である溜りの間の大名達
然しこの一事こそ︑米国と対等の国交を開く第一歩であ
る︒之なくしては通商もない︒開国もない︒

堀田正睦首席老中からの招請状が下田玉泉寺のハリスの
もた

で出立した︒︵途中から駕篭に乗る︶︿リス日誌は

﹁十月七日日曜日︑午前八時出立︒江戸に向かう︒予

を一ヶ年間待ち抜いていたのであった︒その間︑日本官吏

下に斉らされたのは八月の六日であった︒ハリスはこの報
は墳末な事にのゑ拘泥して核心にくると逃げをうち嘘をつ

は馬に騎る朝来天気清澄︑予が使命の重大の念と︑予がつ
おも

いてはぐらかしてばかりいた︒ハリスは日本役人を全く信

いに江戸に赴むかんとする目的を達したる成功の感とは︑

の

用しなくなっていて︑完全に懐疑的な人間になりか上って
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予の意気を昂揚せしめた︒

米国の国旗は︑予の先駆をした︒予は実に従来鎖国の日
本に︑我が国旗を翻し示すことの正直なる誇誇を感じた︒

﹁予︵ハリろが茶を喫し了るや否や﹁対面は如何？﹂と

いわれた︒﹁何時でも﹂と答えると︑直ちに襖が開かれ︑

そこに首相堀田が立っていた︒我らは互いに黙礼した︒彼

丁寧に着席の会図をした時︑我々は重ねて会釈し︑我が着

り︑他方に十個の黒漆塗りの腰掛けが並べてある︒首相が

は次の部屋に我を誘った︒そこには一方に二個の椅子があ

この十月七日の︿リスの出立こそ︑わが国の近世史上に

一云灸﹂

おいて最重大な事件であった︒即ち幕府が鎖国政策を棄て︑

行を成しとげたことに多大の嘆賞の言葉を発した︒思ふに︑

首相は丁寧に予の安否を問い︑予が各国を経て長途の旅

席すると︑彼も着席した︒

首相は︑よく西洋から東洋への道︑印度からの陸上行路を

峰はいう︒

開国政策をとったことを国民に顕示したに等しい︒徳富蘇
﹁いわばハリスの出府は︑幕府が開国に向って船を焼き
式︾い

橋を断ったものと認むるの外はない︒幕府はこの一件によ

詳らかに知っていたようだ︒

この開国の殿子を投じたのは勿論時の宰相兼外務相堀田

知っているらしく酒をす上めなかった︒

彼は予が酒は飲まなくてすむ場合は飲まないことを聞き

た︒

首相は予に菓子をす生め︑自分は煙草はすわないと言っ

をのべた︒

予は外交官として江戸を見舞った第一人者となった幸運

って︑すでに最後の般子を投じたのだ︒﹂と︒

十月十四日月曜︑︿リスは日誌にいう︒

備中守正睦その人である︒

﹁本日予は江戸に入らんとす︒これ予の一生に取りて重
要なる時期を画し︑更に日本の歴史において︑より重要な
る時期を画する︒予はこの江戸において接待せられる最初

彼は姑らく中坐することを我に請ふた︒その書付けを翻訳

しば

やがて予は大君に謁見の際述べる書付けの写しを呈した︒

ハリスの宿所は︑九段下の蕃書調所であった︒

の外交代表者である︒云々﹂と︒

十月十八日︑米国総領事タウンゼント・ハリスがはじめ

に示した︒

に極めて満足である旨を告げ︑大君からの答辞の写しを我

やがて小半時の後︑首相は復席し︑予の書付けの演述書

せしめ一読するためである︒

て日本の首相兼外務大臣堀田正睦をその官邸に訪問した︒

この事は世紀の事件であるから︿リス日記からその部分
を抜き書きしよう︒
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首相は︑﹁通訳者は︑大君の前に出ることが出来ないか
ら︑その答辞を前以て渡しておく︒さすれば通訳者の立ち
合う必要はあるまいから﹂といふ︒

之で今日の会見の用務は了った︒予が起つと首相は最初

っても過言ではあるまい︒

この信頼感嘆二人の巨人の象の胸奥に印されたもので

その証拠に︑これより後の堀田の開国通商を進める確固

ある︒

たる態度は︑この時の信頼を根拠にしているとしか考えら

れぬ異常なものであるし︑又ハリスが後年︑堀田老中隠退

Ｏ○００Ｏ

対面した場所まで予を見送り︑そこで再び礼をした︒

の後︑荒れ狂う撰夷旋風の真っ只中で彼の右腕ともいうべ

０００

首相は年令三十五才ばかり︑短躯であるが︑愉快にして

○００○○０００００

直接将軍家定と会見︑米国大統領の国書を呈し挨拶を完了

ると︑続いて予定通り︑二十一日︑ハリスは江戸城に入り

十月十八日のハリス︑堀田会見がかくの如く首尾よく終

さて話を一戻す・

直弼にも会った事はない︒

ハリスは阿部正弘に会った事は勿論なかったし︑又井伊

と解すべきではなかろうか︒

勢に堪えた態度は︑この時の堀田への信頼感に基づくもの

彼ハリスの承は一人麻布の米国公使館に止まって平然と時

官がその時皆江戸から逃げ出して横浜神奈川に潜んでも︑

の国家賠償すら要求しなかった不動の好意︑又他国の外交

フュースケンの母のため一万ドルを要求した以外︑一ドル

き通訳フュースヶンを惨殺された時ですら︑日本を信頼し

聡明なる顔と眼を持ち︑そしてその音声は︑低いけれども
○００Ｏ○
寧ろ音楽的であった︒﹂

この会見はハリスにとっても︑堀田にとっても初めての
世紀の会見である︒︿リスはそれまで多くの日本の官吏や
庶民に会ってきたが︑堀田は外国人に接したことははじめ
ての事であったであろう︒

しかし︑堀田の応接態度はいかにも自然で肩肘張ったと
ころがない︒

之がハリスに大変よい初印象を与えたようで︑聡明な顔
と︑声は低いが音楽的であったとすら言わしめた︒

日本と米国の代表者の間に一目見て信頼が芽生えたよう
後日︑西郷隆盛と勝海舟が一見して信を互いの腹中にお

する︒

である︒

であろう︒

断固たる信念を証している︒

反対した大名たちも全員この儀式に参列したのも堀田の

き︑江戸城を無血のうちに引渡しに成功した例に似るもの
日本の鎖国から開国への転換劇は堀田︑ハリスの第一回
の会見によって芽生えた互いの信頼感によって成ったとい
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りに練った演舌を堀田の官邸を訪い︑堀田首相兼外相の面

次いで十月二十六日︑ハリスはかねてこの日を夢見て練

仏が来った時はその条約を楯として接すれば︑英仏もそれ

国官吏と通商貿易を開くことは得策であるばかりか︑英︑

この会見は︑わが国の開国史上最重要なイベントであっ

と言う趣旨の演舌をぶった︒

せしめることを保証する︒

以上は要求致すまい︒しかも︑アヘン禁輸入の鉄則を厳守

るから言を火の如き熱弁であったであろうが︑何せ︑アメ

下田で一年間溜り溜った鯵屈を一挙に噴き出したのであ

前で酒々と述べたてた︒

リカ語をオランダ語に︑それから日本語に通訳して堀田首

れて︑今やゴールドラッシュの中に米国の富とエネルギー

断鉄道が完成に近く︑カリフォルニアに大金鉱山が発見さ

ハリスは世界の大勢と急速な米国の膨脹︑とくに大陸横

交政治を廟笑し新政府におもねるものであったから︑この

府を郷撤する碑書が氾濫し︑その口調はすべて旧幕府の外

後日幕府の威力が釣瓶落しに衰え明治維新となるや︑幕

たけれど︑ハリスの説くところは堀田の期していた通りで

が膨脹し︑溢れて太平洋へ捕鯨船を浮べ更に中国に多数の

ような顔付きでアメリカ官吏の威嚇の演説の前に為す術も

世紀の会見の際︑日本の暗愚な老中は鳩が豆鉄砲を喰った

あったから︑堀田は終始冷静であった︒

商船を派遣する現状を説き︑米国は日本に何らの領土的野

なくうろたえ︑附添いの幕府官吏が恥ずかしくて見ていら

のとなったことであろう︒

心を持たず︑日本の真の友人であることを強調し︑日本は

れない程であったと見てきたような記事を書き︑幕府外交

相の耳に入るのであるから︑火の如きがぬる湯ぐらいのも

生め︑そのためには︑三条件︑一つは江戸に外交使節の居

国際貿易に加わることで忽ち富を蓄積することとなるとす

ール・クロゥ著︶のいうごとく︑

を廟笑することが一般となるが︑実際は︑貢リス伝﹄︵カ

住を認めること︑二つに幕府役人の介入しない日本人との

﹁堀田もだいたいハリスと同じ結論に到達していた故に︑

彼がハリスの陳述によって初めて啓蒙されたと解するのは

が数ある中で︑彼は私利私欲に動じない︑まことに識見高

当をえたものではあるまい︒日本統治に一役を演じた大名

の必要なことを説いた︒

自由貿易を認めること︑三つには開港場を追加すること︑

今や︑隣国中国ではアヘン戦争が真最中で︑英︑仏両国

楽を色に出さなかったが︑彼のハリスに対する気持は︑友

逼な政治家であった︒その冷厳な表情は︑めったに喜怒哀

は北京を攻めようと北進しつ上あるが︑それが終れば必然
日本に矛を向けることは間違いない︒

よって今︑自分の如き一兵も一銃も身につけていない米
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情に近づいていたことは疑いない︒彼は初対面からすでに
ハリスを日本の親率な友と見なしていたのである﹂といい︑

則の内諾を与えた︒

之を聞いたハリスは目を見張ってよろこんだ︒今までの

港しか開かないといふ堀田首相の回答に対して︑我ら外国

答であったからである︒しかしハリスは︑下田の代りに一

日本外交官僚の暖昧さに比べて︑まことに判っきりした回

﹁⁝⁝大多数の大名たちが開国条約に反対する中で︑さ

では日本といえば日本の本州のことを指す︒函館や長崎は

又︑

のごときは︑時代より十歩も二十歩も先きを歩いていた政

すがに閣老の面灸は目はしが利いていた︒ことに老中堀田

であった︒

目付岩瀬肥後守忠震

その二名とは︑下田奉行井上信濃守清直

るようにと回答した︒

堀田は直ちに全権委員二名を定めて万事はそれと接衝す

再考せられたいと条件をつけるのを忘れなかった︒

港しか開港場を開かないということは余りに少なすぎる︒

本州ではない︑とすれば周囲八○○粁以上もある本州に一
ため

治家であった﹂
と記している︒

さて︑安政四年の十一月は︑堀田老中は︑徳川三家や溜
のまづめ

間詰諸侯その他有力諸侯に開国条約の必要を説き︑通商が

大名達の中でも積極的に賛成に回った人も出てきた︒松

国を富ます道であることを説くのに多忙を極めた︒
平春獄︵越前福井三十万石︶は︑その賢臣橋本左内が福井か

ら江戸に召し呼ばれた九月以来︑忽ちその明快な世界観と

徳富蘇峰はこの決断に対して︑

斉昭を始め︑種を議論が沸騰しつ上ある真只中において︑

﹁いかにハリスに催促せられたとはいえ︑他方には水戸

その談判を進行せしめんとするに至りたるは︑ひとえに堀

し又困った事に卑弱な将軍家定ではこの難局に当れないか
ら水戸斉昭の子一シ橋慶喜を将軍の後継ぎとして西城に入

貿易開国論に傾倒して熱心な開国通商主義者となった︒然

れようとする所謂将軍継嗣問題をも同時に主張して︑政局

と称讃している︒︵﹃近世日本国民史﹄︶

勇ではなく︑まさしく智と明との賜物といわねばならぬ︒﹂

洞察している︒彼がこの果断は︑決してお先き真っ暗の猪

生ず︑堀田は海外の事情に通暁し︑現代世界の趨勢をよく

田その人の力といわねばならぬ︒智は勇を生じ︑明は勇を

十二月二日︑正睦は意を決してハリスを呼び︑︿リスの

を混乱せしめることＬなる︒

即ち︑一つ︑外国官吏代表︵公使︶の江戸居住︑二つ︑自

要望を率直に認める回答をなした︒

由貿易︑三つ︑下田の代りに別の一港を開くこと︑右三原
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堀田の全権に選んだこの二名は最適であった︒井上は下
田奉行としてハリスと最も親しかった︒

岩瀬は橋本左内に比すべき幕府官僚中の最も俊敏な開明
派であった︒

こうして条約審議がほ蟹一ヶ月間夜を日についで行わ

酒類は三割五分の高率な輸入税を認めること坐したので︑

之を以てすれば日本の貿易利益は莫大になったはずであっ

たが︑それより数年後︑文久二年の長州︑薩摩の対外国船

打払い戦争と幕府が撰夷を宣言せしめられるなどの政局混

後日薩長の明治政府が︑条約改正に自ら苦しむこと上なる

れはハリスの好意を無にしてしまったのであった︒この為︑

ことが日本の貿易の利益を著しく阻害したのであって︑そ

乱のため︑この関税を一率一割に引き下げられてしまった

この審議は決してハリスの独演などではなく︑二人の全

れ︑十二月末にほ堂大暑を審議しつくした︒

権の犀利︑級密な論究によって原案が骨なしにされる個所

のである︒

さて︑十二月も末になるや︑条約草案もほ堂纏まったの

も幾つか出来たぐらいで︑後日明治の廟笑流の言ふような
粗末なものではなかった︒

は使節を伺候せしめ他の大名方は十二月廿九日と舟日に分

で︑堀田は在府の大名の総登城を要請した︒即ち御三家へ

けて召集して︑世界の大勢から通商貿易の利益と必要をと

後日︑明治政府は治外法権を認めたことと︑関税自主権
罵りやまないが︑明治政府が漸く憲法を制定し︑国会を開

ぎ︑条約案の骨子の説明をなした︑その説明には目付役岩

を確立しなかった二大欠点を非難中傷して︑幕府の外交を

二十年をすぎてからである︒かく近代法が整備されてこそ

き︑民法︑商法︑国際法︑刑法等の法制を整えたのは明治

むをえない理由と挨拶をなすにとどめて︑岩瀬の快弁に説

瀬忠震が専ら弁舌を振った︒
堀田は元来口下手の方であるので︑年末の非常召集のや

の安政の頃に︑日本には法律もなく︑ために日本の刑罰は

はじめて国際間に平等対等な交際が出来たのであって︑こ

並み居る諸侯も岩瀬の快弁に酔わされ何となく判った如

明を委ねた︒

とりわけ水戸家へ報告と説明に行った外務畑のベテラン川

く︑反対意見や質問もすることなく終ったが︑た堂御三家︑

首︑課けなどの極刑を課する慣習があったから︑到底外国

はりつ

外国のそれに比して野蛮で︑何かといえば追放︑切腹︑斬
人に適用せしむるようなものではないので︑外国人の犯罪

十九日のことである︒老公斉昭は初め使者に会わぬとすね

路左衛門尉と永井玄蕃頭とは散々な目に遭った︒十二月二

人はその外国の領事が裁くこと坐したのは︑徳川家康以来
の慣例であった︒

又課税も︑ハリスは日本の為に平均二割の輸入税を課し
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たが︑やがて会ふや否や︑威丈高に︑堀田備中︑松平伊賀
へと怒鳴り散らして手に負えなかったといふ︒

は腹を切らせ︑ハリスは首を伽ねて然るくし︑切ってしま

向った︒

この時佐倉藩からは重役では平野重久︑お側からは西村

じ︑年明けた元日︑登城するや城中で会った一橋慶喜︵水

二月の堀田の訓示の通りであるが︑それにハリスの申し分

に書かしめ上奏文となした︒その趣旨は前述した安政四年

堀田は︑通商︑開国の必要論を岩瀬に命じて堂々の達文

た︒

茂樹その他十人組の腕利きも従ったが︑ごく小人数であっ

戸斉昭の子息︶に一部始終を語り︑川路︑永井は将軍の御命

も加味したもので︑之を否定すれば戦争となるは必定であ

堀田は両人の報告を聞いて︑さてノ︑困ったお方よと嘆

か坐る暴言を吐かれるとは由をしきこと︑何卒御取成し下

令により︑私に代って水戸邸に参上した御使者であるのに︑

それでも井伊直弼の京都へ派遣したその家臣長野義言が︑

間接的に公卿諸公に伝えてもらうしか手がないとはⅢ

京都では大マイナスだ︒岩瀬も川路も公家の家扶を通じて

堀田の口下手は江戸では同情者もあったかも知れないが︑

った︒従五位以上でなくては上れないのだ︒

つまり宮中へは堀田一人しか上れないといふ身分習慣であ

最も当て外れをしたのは︑堀田以外の者は殿上に上れない︑

所が京都の政情は全く混沌としているばかりか︑堀田が

のことにふれている︒

︵註︶所がこの奏上文は抹殺されて明治文書の中に伝わらなかっ
た︒わずかに前後の文をはぶいた本体の文の承が堀田家文
書に残されている︒﹃西村茂樹全集﹄巻三・往事録にもこ

であろうと考えた︒︵註︶

ざるをえまい︑いわんや岩瀬の舌鋒を以てすれば︑尚容易

るから︑いかに頑迷なりとはいへ京都におかれても勅許せ

慶喜も︑次期将軍と多くの者から言はれる昨今でもあり︑

されるようにと頼む︒

せ︑列将軍の御使者に暴言を吐かれてはこの主上では水戸藩

直ちに正月二日水戸邸に父斉昭を誘い時局大変な折とは申
の進退にも及びましょう︑こ上は堀田に暴言を謝し表沙汰
にせぬようにいたすべきであると言葉をつくして諌めたの
で斉昭も息子の将軍の可能性を言われてはやむなく堀田へ
万事は慶喜へまかせる旨の自筆書を認めて漸く事なきをえ
た︑という︒

堀田首席老中自ら京都へ

大名たちは︑異議は余り唱えなくなったが︑天皇に奏上
してその勅許を得くしといふ論が多数となったので︑堀田
は岩瀬とベテラン川路を従えて一月の下旬江戸を発し京へ
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に開国通商を説き︑遂にそれまで開国通商反対の巨頭であ

井伊家の姻戚九条関白の家職島田左近と泥懇なため︑大い

あるから︑混乱混迷するのも無理はなかった︒

するという三百年に一度の重大問題の判断を迫られたので

解き︑在来夷秋とか悪魔か獣と聞かされていた異人と交際

題ではなく将軍継嗣問題にすり変ってしまった︒開国通商

そのうちに京都政局の焦点がいつの間にか条約︑開国問

った九条関白を通商賛成派となすことが出来たため︑遂に
田に下されることに決った︒

三月十四日を以て条約の事は関東へ御一任という勅許が堀

なりあきら

の急先鋒に変身した越前福井侯松平春獄の賢臣橋本左内も︑

同じく通商開国大賛成の島津斉彬の腹臣西郷隆盛も︑夫を

ところが︑その二日前十二日になって︑急変した︒とい

うのは今まで賛成派の頭目であった隠司政通太閣が突然意

京都にいて︑一︑一月頃は堀田老中の勅許申鋪唯積極的な
賛成に動いたが︑やがて井伊直弼︵当時は幕府溜間詰︑無地

のではない︒本来そのような問題は将軍家の内部問題で︑

い身を京都に運んだのである︒何も将軍の継嗣問題で来た

えば亡国の危機ともなると思ったからこそ︑首席老中の重

下の急務︑しかも︑三百年来の大問題であり︑まかり間違

堀田は︑日本開国通商貿易条約の草案を携げて之こそ現

彬は慶喜派であったからである︒

るようになる︒即ち井伊は︑反慶喜派で松平春獄や島津斉

であろう条約勅許運動から手を引き慶喜擁立運動に専心す

極的運動を展開したと知るや︑橋本も西郷も主命によって

位︶の臣長野主膳が九条関白に取り入って︑条約勅許に積

を翻し︑九条関白が孤立してしまった︒しかも岩倉具視や

関白邸に押しかけ︑勅許の逆転に成功し︑堀田が十四日参

青蓮院宮の陰媒や圧力があって︑八十八人の公卿達が九条
上すると再議せよとの︑不勅許回答となった︒

条約不勅許︑将軍継嗣問題重視

勅許成功と思って参内した堀田は︑予期に反する百八十
度逆転不勅許の勅答を受領して呆然とした︒

この頃の公卿衆の複雑怪奇な動きは堀田ならずとも理解
然し当時はまだ幕府を倒そうといふ空気や陰謀もなかっ

の外にあった︒

しかるに︑京都の公卿諸公間の問題は︑今や逆に条約問

各大名や朝廷が介入するなど以ての外のことＬ考えていた︒

題をそっちのけにして将軍の後嗣ぎ問題となってしまった︒

た︒又幕府を困らせてその権威を失墜せしめてやろうとい
見物や政治の噂すら知らされなかった堂上公卿たちが︑一

その上公卿間の勢力争いに諸侯の閏閥争いが重なったか︑

うようなことでもなく︑今まで政治の塔外にあって高見の

挙に世界の緊迫した情勢を聞かされ二百数十年来の鎖国を
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○○○○○○○Ｏ

歎息仕りぃ︒此の上はとくと御談判︑時勢至当の御所置御

○００○○

分隠かならず︑勇心迩血か加沙函飾伽伽沖抄脚榊敬い細飾詮

堀田はハリスとの約束の期限もとうにすぎて気が気では

心配仕り昨云を﹂と言っている︒

座なく昨ては︑容易ならざることにも相成るべきやと甚だ

京都の政情は複雑怪奇の一語につきることとなった︒

て︑朝廷の真意をさぐろうとする︒

進言はしていない︒内心無理とは思いつ上も︑調印の延期

この時︑堀田は勅許なくとも調印すべしとまでは将軍に

報告を行った︒

堀田は四月廿日江戸に帰り︑翌廿一日直ちに将軍家定に

井伊大老の出現︑条約の調印と堀田退任

三︑井伊時代

ないが︑このま上引き下るわけにもゆかず︑尚京に止まっ
そのようなうちに︑兵庫開港の一項だけを削除するなれ
ば︑条約勅許もありうるとの朝廷側の譲歩がさ上やかれた︒

この時堀田がそれを呑承︑兵庫開港の文字を棚上げする
ことにしたならばよかったのであるが︑堀田は︑ハリスの

兵庫開港の願望の強さをよく知っているため︑この事は出
は世界的に知られた貿易港であって︑横浜のような︑全く

来ないと朝廷に回答する︒織田︑豊臣以前から︑境︑兵庫
名も知れぬところとは比較にならない知名度が高かったか

局に当ってよろしかろうと考える旨を申し添えた︒

ので︑将軍の継嗣には一橋慶喜をたてられるのが︑この難

しかし︑この時別に︑之も京都の大勢として事実である

と諸侯の意見取纏めを進言した︒

には外国人を近づけぬ事に約しているので︑之を以て戦争

いか堂思召すや︑兵庫開港といっても︑京都から十里の間

らである︒そして︑不勅許なれば戦争となるかも知れぬが

回避の壁となして勅許されるように︑と最後まで朝廷に交

之を聞いた将軍家定は万止むなしと慶喜を継嗣すること

この事を聞いた生母本寿院は自殺するとまで言って慶喜

に半ば意を定めた︒

に反対するので家定将軍も困ったところ︑お側を通じて徒

しかし︑遂に天皇の御意志は戦争止むなしとの結論を明

渉して踏承止まる︒

示されたので︑堀田は万事休すと天を仰いで嘆息し︑かく

かち

なる上は幕府独自を以て条約締約︑開国断行も止むなしと

頭薬師寺元真が井伊直弼を大老につければ紀伊の慶福様を

将軍家定は欣んで翌廿二日の夜︑井伊を大老となすことと

御世嗣ぎとなすことが出来ましょうと言っていると聞き︑

心を決めて京都を後にした︒︵四月五日発︑廿日江戸着︶

それより前︑堀田は江戸の閣僚に書を送り
︵候︶○○○○○○

○○○○Ｏ

﹁籾て︑京都の模様︑過日申上昨通り︑追を差し鍵れ︑何
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本寿院の慶喜嫌いの理由には︑水戸老公への恐怖があっ

決めた︒

たようで︑﹁水戸老公には陰謀があり︑当将軍家定様を押
しこめ︑一橋様を立て︑御自身が権威をお振るいなさるの
だ﹂という噂が大奥に支配的であった︒

この様にして︑堀田帰府後三日にして井伊の大老が出現
した︒

以後︑堀田の勢力は衰える一方であるが︑対ハリス折衝

一面倒が生じたならば︑調停の労を辞さない旨の一書を堀

約以上のことを要求はせぬこと上信ずる︒しかし︑もし万

た︒

田老中らに向って与える﹂と約束せしめその書翰を受取っ

こ上で︑二十一発の祝砲が横浜沖にと壁ろき渡ったので

この六月十八日︑即ち日本が開国条約に調印した時︑堀

あった︒

平は元々勅許不要論者であったし︑堀田は幕府が独断実行

僚の老中松平忠固︵上田城主︶と共に老中を免ぜられた︒松

しかしそれより五日後安政五年六月二十三日︑堀田は同

田は尚老中として外務の担当者であった︒

スと折衝して調印を七月二十七日まで延期することに成功

には堀田を老中からはずすわけにはゆかない︒堀田はハリ
していたが︑六月十三日突如︑ハリスは︑横浜沖に来り︑

二人は違勅の罪を負わざれ京都への弁解の具に供された︒

止むなしの結論に達していたから︑井伊大老によってこの

はくが

最近の情報として︑英国が︑インドに於ける叛乱を平定し︑

さて正睦が老中を退くと︑後は井伊大老の独壇場である︒

反井伊の一掃︑安政の大獄

英仏聯合軍は今や清兵をも破り︑白河の砲台を占領し︑清
て︑聯合艦隊は今や日本に向かいつ上ある︑と幕府に報告

国に対し優越した講和条約を獲得したからその余威をかつ

こ上に於て幕府は井上清直︑岩瀬忠震の二人をハリスの

し来り堀田老中に会見を求めて来た︒

日米通商条約調印は奉書を以て京都所司代から朝廷に報

のような動きを探査し︑反幕府・反井伊の人物を網羅釣に

折から京都に派遣せられていた井伊の腹心長野主膳はそ

しめ︑不隠の空気が天下に流れた︒

この処置は水戸は︑勿論︑朝野の撰夷論を一挙に沸騰せ

告したの承である︒

乗船米国汽船ポーハッタンヘ派遣した︒二人は堀田の腹は
充分承知しているが︑出発に当り井伊直弼大老に対して止
むなき時は条約の調印することの許可をとった︒ハリスと
接衝の結果︑十八日の午后三時調印を断行した︒
た壁し︑ハリスから︑

﹁予は英国︑仏国が来たりたる時英仏両国もこの日米条
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報告してきた︒

之から世に所謂安政の大獄がはじまる︒

井伊大老の政治は幕権の確立の外の何物でもなかった︒

幕権の確立ということはそれでよいとしても︑幕権といっ
てもこの場合井伊大老の意思ということである︒即ち︑そ

日本開国の三功労者

国内の大乱は大老自ら桜田門外の花と散る結果となり世

は水戸党の撰夷が復活する︒

第一に通商条約の強行︒尊皇撰夷の排除︒

︵一八六二︶正月自ら又登城の際に襲撃されて危ふく井伊大

一時安藤老中が幕府外交を立て直さんとするが文久二年

第二︑徳川十四代将軍に紀伊慶福を擁立︑慶喜派を排除︒

中はやめると以後は水戸と薩長による撰夷の実行となる︒

老の二の舞いとなるところを傷を負った程度で助かるが老

の要点をあげれば

そしてその二点に照して︑反対の者は極刑に処し︑幕府

イギリス公使館襲撃

生麦事件で薩人によるイギリス人殺傷

権力を確立する︒

之が安政の大獄であり︑井伊の政治であった︒

ハリスの秘書ヒュースヶン殺害

従って水戸徳川外撰夷の気のかかった諸大名や公卿及び

夫灸の家臣︑徳川慶喜をかついだ公卿も諸侯や幕臣も全滅

長州の下関外国軍艦との交戦

以上は文久二・三年のことである︒

薩州の鹿児島湾内での英国軍艦との交戦

である︒

このため︑堀田をはじめ開国通商の第一線にあった岩瀬
忠震︑川路聖漠等の︑かつて貿易調査委員であった人たち
も殆んど慶喜派であった生め︑皆左遷︑浪人又は塾居せし

之では折角︑国を開き通商条約を実行せんとしても外交

没した︑享年六十五歳︑明治元年の四年前であった︒この

正睦は元治元年三月廿一日︵一八六四︶に佐倉城中に於て

に当る要員がなくなったので日本に外交などありえないこ

たから堀田正睦は開国の首謀者として罪をとわれ塾居とい

頃は撰夷が天下を風廃し薩英戦争︑長州戦争の翌年であっ

められた入め外交要員はほとんどなくなってしまふ︒

と坐なる︒

ふ刑に服していた︒一室から外へ出てはならぬということ

は極刑に近い︒ハリスはこの撰夷旋風の最中︑文久二年
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五年と九ヶ月に及んだが︑﹀米国からは給料もと堂かず︑幕

の七年前である︒

二年弱︑文久元年︵一六六一︶七月十一日に死去した︒明治

開国の功労者といえるものと考えている︒

筆者は以前よりこの岩瀬と︑︿リスと堀田の三人が日本

︵一六六二︶四月一日に一三−ヨークへ帰った︒日本滞在は

府から経費の先借りをして︑しかも︑フュースケンとたっ
た二人で日本の開国をなしとげた︑その不屈の功業は万世
不滅と言わねばならぬ︒

稗史もそれに阿って︑特に幕府宰相の地位にあった堀田の

て幕府政治の功を雁することに急であった︒民間の言論︑

後年明治政府は︑日本の開国は薩長政府によるものとし

まい︒岩瀬の主張と努力によって日米通商条約と横浜の開

功を無視するばかりか︑之を噸笑し︑あまつさへ芝居の惣

日本の開国劇にはもう一人︑岩瀬忠震を特筆せねばなる
港は成ったと言えるであろう︒岩瀬は早くから下田に代る

おもね

港として横浜を第一に押した︒横浜開港の恩人は岩瀬であ

で︑明治中期の言論の雄であったことは万人の認むるとこ

のがわが西村泊翁と依田学海とであった︒共に旧佐倉藩士

この時流に逆って︑正睦の功を唱え濡衣を乾さんとした

ほ

五郎劇などにも拍手喝采を惜しまなかった︒

やめさせたくて仕方なくとも︵井伊が最も嫌った官僚は川路と

岩瀬は外交にはなくてならぬ人物であったので︑井伊も

ることは明らかである︒

岩瀬だった︶安政五年九月三日︑日仏通商条約の仕事が終る

ろである︒両先生は東京に毎年集会された史談会に堀田正

十二月二十四日に漸く正睦の位一級を進め従三位が追贈せ

しかし︑明治期には遂にその功が認められず︑大正四年

しりぞ

堀田が京都へ勅許を得るために上京した時︑川路と岩瀬

られ︑大正天皇によって初めて認められることになった︒

睦顕称贈位の論文を発表されつ堂けた︒

を伴ったが︑井伊はこの二人を最も嫌って︑川路は早速罷

千葉県内務部が公然と堀田正睦伝を編纂発行したのは︑大

閑職に遷した︒

島〆つ

や否や︑九月五日︑外交の舞台から退け︑作事奉行という

一切取り上げられ︑永塾居を命じた︒官吏にとっては最高

免し︑次いで︑翌年の安政六年八月二十七日︑官職身分を

正十一年十一月であった︒
にその通りかと思う︒

︵本会理事・元千葉県佐倉市長︶

政治家の功罪は没後五十年にして定まるときくがまこと

の重刑で一切の交際・文通も厳禁︑一室から外出禁止であ

る︒従って︑塾居の刑を蒙ると皆運動不足から一︑二年ぐ
らいで死にいたることが多かった︒

岩瀬は︑向島に所有していた別宅﹁岐雲園﹂に塾居して

（47）

︻論説︼

教育の蘇りを願って

はじめに
オウム真理教がひき起した忌まわしい一連の事件はわれ

村晴朗

高度の科学技術の習得が︑無差別的殺人のような非人間的

行為を抑止することに無力であったことに衝撃を受け︑不

審を覚えたのは多くの人びとにとり︑当然のことと思われ

つ人びとは︑人間愛や道徳的品性も十分に開発され︑酒養Ｊ
されていると承るのが大方の人の考えであるからである︒妃
実際はこの考えは現状では︑一種の思いこゑにすぎないく

る︒というのは︑令名のある大学の教育や明噺な頭悩をも

する疑問であり︑もう一つは知識と知的能力についての疑

のであるが︑しかし︑教育のあるべき姿から承れば︑その

と宗教の名に値しないもので︑その所業から宗教に対する

易に解消するものであった︒つまりオウム真理教はもとも

除き︑魂を解放するという宗教の本質を確認することで容

そのうち︑宗教に対する疑問唾慈悲を旨とし︑恐怖を

界にも少くないので︑高度の知的能力やその教育の価値や

指弾されたり︑責任回避を非難される例は政界や財界︑官

その上一流大学を優れた成績で卒業した人びとが道徳的に

ような思いこゑがあるのは︑むしろ当然のこととも言える︒

のである︒

吟味し︑当面する問題に一通りの見通しをつけたいと思う

こで︑知的教育と道徳的教育のあり方やその関係について

意義についての不信もさらに強まったように思われる︒そ

最高の教育を受けた人灸が多かったことから︑高等教育や

オウム真理教の幹部にはいわゆる一流大学で専門領域で

には解消されない︒

ところが︑知識や知的才能に対する疑問はそれほど簡単

疑問や不信を抱くのは︑正しくないとするのである︒

には二つの疑問が生じたように思われる︒一つは宗教に対
問である︒

われにさまざまな問題を提起したが︑それをめぐって世間

北

過去におけるわが国の教育事情①

たからと言われる︒例えば渋沢栄一の父は富裕ではあった

が一農民にすぎないのに四書五経は立派に読め︑かたわら

用したという︒また︑私事になるが︑旧厚木市在の没落農

俳諾をたしなゑ︑子弟を訓戒する際には︑論語や易経を引

に死去した後に知友によって刊行された追慕録︵三六頁︶に

家の出身であった私の母の父が明治二十三年︑不遇のうち

わが国が幕末開国以来︑アジア・アフリカのすべての国
女の先頭を切って僅かの期間に欧米の水準に近いところま

は︑漢文︑和文︑漢詩︑和歌︑今様︑連歌︑俳句の類が収

で発展したのは︑当時の日本人が力をつくして先進国の科

学や知識文化を学びとったからである︒幕末から明治の先

められている︒寄稿者の多くはいわゆる民権家で︑富農の

かなりの教養をもっていたと考えられる︒そして︑それを

人達がどんなに熱心に勤勉に欧米に学んだかを語る事例や
しかしそれとともに注目されることは︑一つにはそれら

育てるさまざまな公私の教育・教養の施設や場が明治以前

出や読書人もあったが︑いずれも地方の庶民でありながら︑

の人びとの多くが経世済民の志をもち︑あるいは知識人の

逸話はどの領域にも数多く承られる︒

社会的責任を感じて︑道徳的品位をけがさぬようつとめた

このように︑江戸末期では︑武士階級だけではなく︑一

ることである︒

代化に成功しながらも伝統的な文化と秩序を維持してきた

般庶民のなかにも高い程度の学問を身につけていた人びと

にも各地にいろいろな形で存在したことは容易に推定でき

ことである︒知識人の道義性と固有文化の保持とが明治の

ことであり︑二つには︑﹁智識を世界に求め﹂て急速な近

時代でも十分であったと言えるかどうかには疑問もあるが︑

の有力な基盤になったことは疑いをいれない︒たとえば漢

が少くなかったという事実が︑西洋の文物を習得するため

れば︑当時の日本の歩承はやはりは驚異的であったと認め

っては︑ヨーロッ︒︿の言語を学ぶことにそれほどの困難は

字・漢文を学んで達意の詩文を書けるようになった者にと

しかし戦後のわが国や戦後に独立した諸国の有様と比較す
られるであろう︒

ところで大切なことは︑これらの人達が︑はじめに学ん

なかったであろう︒

くことができたのは︑当時の日本人の知的水準が比較的高

だのは︑四書五経など儒教の古典であったことである︒先

日本が開国以来︑僅かの年月で︑欧米の文化水準に近づ
く︑先進国の文物を摂取し活用するだけの素地が備ってい
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の中心が仁であり︑恕であり︑人の美質を助成しようとす

義的なところもあるが︑その核心である論語を見れば︑そ

意義があったと思われる︒儒教には名分を重んずる形式主

に学んだ内容が仁義道徳の教えであったことには︑大きい

入主となると言われるように︑当時の有志の年少児が最初

と道徳教育が行われ︑それが後の学業や職業生活の土台と

での人達にとっては︑本来の知的教育の前に︑漢字の習得

れるのである︒何よりも大切なのは︑少くとも明治中期ま

の意義が明かになり︑なるほどと納得されることが期待さ

熟しているので青年期以降には︑事にふれ折に応じて︑そ

年期になって高等の専門的教育を受ける際にも︑その後の

なり︑また規範の意味をになったことである︒すなわち青

孔子は︑川のほとりで﹁逝く者は斯くの如きか︑昼夜を

な心意が︑意識的・無意識的に勉学と生活の礎石となり︑

職業生活においても︑漢字漢文で開発された知能と道徳的

ることにあった︒

やめず﹂と詠嘆し︑詩や楽を一方ならず尊重し︑﹁父は子の

過去におけるわが国の教育事情③

道標となり得たのである︒

為に隠し︑子は父の隠す﹂ことをたたえるような人であり︑

全体として人の至情を中心に道徳を説いた︒もともと論理
的思考よりは情趣的直観にすぐれていた日本人が︑論語を
したと考えても大きい誤りはないであろう︒

はじめ儒教全体を︑その人情中心的な側面に傾倒して受容

やがては自然に理解されて心性を養うことになるという発

れば︑それを︑論理的思考の未発達な年少者に与えても︑

﹁家貧しくして孝子顕わる﹂といわれるように︑彼等は︑

高める必要に迫られた情況にあったからだと考えられる︒

の上さらに非力な後進国である日本の国力を増強し民度を

較的道徳的であり︑社会的責任を引き受けていたのは︑そ

過去のある期間︑日本の知識人や高学歴の人びとが︑比

想がおのずから生まれる︒四端の心が誰にもあるのだから︑

新しい統一日本誕生のために挺身した多くの先人の犠牲を

儒教の説くところが︑人間の本性に根ざすものととらえ

じめに必要な漢字をおぼえさせて素読をくりかえせば︑や

それを助長るすことは︑どんな人にも可能であり︑まずは

ためおのずから利己的に走る傾向も抑制されたのではない

知るだけに︑幼弱な日本の育成を使命として志向し︑その

だろうか︒昭和の大戦後︑死を免れて帰還した人びとのな

がて仁義の心が成長し樹立されるであうろと考えられるわ
もちろん素読にはげんでも︑すべての子どもに︑教えが

かにも︑そのような使命感や責任感を持って残る生涯を過

けである︒

十分に理解されるとは思われないが︑それらの言葉は耳に
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そうとした例は決して少なくなかったのである︒

い志や必要がなければ︑努力をさけ︑安易や物欲に走り遊

困難であることを間接的に示唆するものでもある︒人に高

れはまた︑今日の教育を考えるときにも見のがし得ないこ

惰に陥いるのは︑自然の傾向であるといえるのである︒こ

さきに述べたように︑明治時代の知的指導者の多くは︑

きわめて勤勉であった︒遥かにおくれてスタートした走者

とである︒

が先頭群に追いつくためには︑先頭群よりも速い足取りで
ったのは︑基礎となる知的訓練と先頭集団に追いつこうと

たゆゑなく走りつづける他に道はない︒その際に頼りとな

言われ︑江戸末期の蘭学をになったのは︑多くは小藩の出

で蘭学勉強で︑ものになったのは勝海舟ぐらいであったと

多くの実例から明かである︒たとえば︑江戸の直参の子弟

遊惰な生活が︑きびしい学習や訓練になじまないことは︑

算数ではアメリカよりも遥かに上位にあり︑台湾よりも幾

小学生の国語の成績はアメリカと台湾とほぼ同等であり︑

いえる︒われわれが行った国際的な調査研究においても︑

との比較の上では︑十分に評価できる成果をあげていると

問題はあるが︑学業成績という面では︑少くとも他の諸国

わが国の初等中等教育においては︑個性尊重などの点で

最近の教育の問題点

身者であり︑また維新前後に活躍した人物は︑上級の藩士

分すぐれていた︒高校生の数学の成績でも大体同じような

労苦に耐える力であったと思われる︒

する熱意と使命感とともに当時の窮乏生活にきたえられた

である︒

では稀れで︑その多くは軽輩で︑士分に入らぬ人もいたの

さらに教師の授業や指導の仕方も︑わが国や台湾の教師

結果であった︒

の上︑児童の学業成績に対する父母の熱意や協力的態度で

はアメリカと比べて明らかに優れていると認められる︒そ

かつて荻生狙来は︑総じて人の才智はさまざまの﹁難儀
のなので︑太平が久しく続くと﹁よき人は下より出で︑上

く貢献していると見られる︒

も︑日本と台湾の父母はアメリカの親よりも︑遥かに大き

困究﹂によってもまれ︑心を使うことによって発達するも
の人はおろかになりゆくもの﹂と説いた︵政談︶︒この文章

弱点は少くなく︑なおこの上も︑努力の必要はあるが︑他

理想に照して見ればわが国の児童︑生徒の学業成績にも

では才智が実際の社会生活で困難な諸問題を解決する実践
のなかで磨かれ︑発達することに重点が置かれているが︑

苦労なく成育した者には︑苦しい努力を長く続けることが
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であるｐ

の国と比較して象れぱ︑一応は立派な成果を収めているの

日本の高等教育が︑初等教育と同じように高い評価を受

けることは︑まずない︒外国のある大学の教授︵日本人︶は︑

は授業には怠慢だ﹄と公言する︵朝日新聞一月七日社説︶︒も

わが国の﹃大学生は外国に比べて勉強しないし︑大学教授

ちろん日本の大学生にも︑よく勉強する者はあり︑授業に

一方︑道徳的な教育の側面では︑どうであろうか︒これ

熱心な教授もあるが︑大体の傾向としては︑あながち見当

は︑われわれの調査対象にはならなかったが︑校内暴力の
であると思われる︒しかし︑いじめなどに見られるように︑

点では︑アメリカの場合︑問題はわが国よりも格段に深刻

研究業績については︑アメリカの水準に近いという意見

違いの意見とは言えないであろう︒

はなく︑根本的に改善を必要とすると言わなければならな

道徳的教育訓練となると︑わが国にも学業成績ほどの成果

例えばいじめには︑ある程度社会の反映であるという一

増している事実は︑何よりも雄弁に︑わが国の大学教員の

ること︑自己評価や外部評価を導入した大学も次第に数を

導入し︑大学教員にも任期制を採用しようという提案があ

さえもないであろう︒研究者の世界にも︑競争原理を強く

面があり︑父母の家庭教育の責任も少くなく︑学校側や教

いＯ

師の態度にも大きな関係があると考えられる︒一部のジャ

弱点を物語っている︒

しく戒め︑思いやりを何よりも重視する傾向が強いとは決

てきたと見ることはできないであろう︒道徳的心情は︑高

高等教育が︑学生の人格の完成や道徳心の酒養に力を尽し

における道義性や人間性や責任感をかえり承れば︑戦後の

それと同時に︑一流大学を卒業した指導的階層の人びと

ーナリズムは︑批判の名を借りて︑紙面をいじめの場とし

して認められない︒学校について言えば︑授業としての道

等教育の過程において自然に酒養されるべきであるという

ているし︑家庭において︑自己中心や弱い者いじめをきび

のかも知れない︒しかし︑児童に思いやりの心情を養ない︑

の側に道徳性や教育者としての責任感や情熱が生動してい

意見は︑一応は当を得ているが︑その意見の前提が︑教師

徳教育はおそらく︑他の教科の授業と同じように優れたも

にも増して︑教師の児童に接する態度であろう︒ここでも

て︑おのずから学生に影響感化を及ぼしているとの想定で

﹁いじめ﹂を嫌う心を身につけさせるものは︑教師の言葉

ることになる︒

また︑教師が教師になる前に受けた教育のあり方が問われ

大学関係者には謙虚な反省が望まれるのではないだろうか︒

あることを忘れてはなるまい︒そしてこの側面についても
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高等教育の担当者としての責任感はまた教育の面だけでな

く︑研究活動にも一層の熱意と大きな効果をもたらすに違
いないのである︒

こういう社会では︑思いやりを中心とする道徳的な心情

リカに一眉を並べようとしているのではないだろうか︒

やたゆまぬ努力の態度を養うには特別の工夫が必要である

道徳や倫理の研究はもとより十分に価値のある仕事であ

に違いない︒

大学教育の低調さを改めるために︑競争原理をとり入れ︑

理解を期待することはきわめて困難である︒それだけでな

望ましい教育の姿を希求して

任期性を採用するという提案は︑傾聴すべき意義をもつが︑

でもない︒思いやりという道徳的心情を養うのに最も適切

く︑その理解がそのまま道徳的心情や実践を保証するもの

る︒しかしそれは高度の知的作業であり︑多くの人にその

安易な点数かせぎや利己的態度に導びく危険もあるので︑

その運用には十分慎重でなければならない︒競争というよ

いをしっかりと認めないところには﹁正しい生活も正しい

かろうか︒人が事にふれ折にふれて感じる自然で切実な思

学問も成り立たぬ﹂という本居宣長の考えには︑深い意義

なものは︑むしろ﹁物のあわれ﹂を感じる心の開発ではな

学や研究機関の間の競争が一番望ましいとも考えられよう︒

りも切瑳琢磨をすすめたいという意見もあろう︒また︑大

必要については言うまでもない︒

内部評価と外部評価の妥当な方法を求める努力をつづける

もののあわれと感じ知る心は︑仏教によって助長されて

が含まれているように思われる︵本誌９７６号拙稿︶︒

るかと思う︒論語や儒教のとらえ方にも︑もののあはれを

きたが︑この心が仏典を自分によそえて読承とった面もあ

菜根謹には︑﹁若し言々耳を悦ばせ︑事々心に快ければ︑

がある︒物質的に豊かで︑好むもの欲するものが︑容易に

人間の至情を共感的に知ることが︑人間の生活や学問の

知る心がある影響を及ぼしたと考えられる︒

すなわちこの生をとって嶋毒の中に埋在せん﹂という言葉

え忍ぶような経験をしたことがなくて︑しかも心に願りが

手に入り︑不快なもの苦しいものに直面したり︑困苦を耐

しないので︑もののあわれの感得を内容とする教材を︑初

基本であるとすれば︑その理解はとくに知的発達を必要と

等教育の段階からとり入れることが望ましいのではあるま

のことと言えよう︒豊かな社会の中で人間の悲しゑに触れ
る機会が少いのが︑アメリカにおける人心の荒廃の原因だ

いか︒短歌や俳句や詩だけでなく︑論語のなかのいくつか

なく︑人に思いやりがあり︑努力を惜まないことは︑至難

とする見解がある︵藤原正彦氏︶が︑この点では日本もアメ
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のためにも望しいことである︒

校では︑東西の主な古典について良質の読書案内をして︑

の章句を素読的に教えるのもよいと思われる︒また高等学

をもつことは繁栄している国民を退廃から守るおそらく唯

では明らかに例外的である︒人生の一時期にこういう経験

この種の奉仕活動を青年に全く求めない国は︑今日の世界

男子だけでなく︑女子も兵役に服することになっている︒

将来の教育改革においては︑青年期の一定期間を︵兵役

一の道ではあるまいか︒

やがて直接にこれに学ぶ動機づけをすることは︑真の知育
理数科の教育に一言触れておきたい︒藤原正彦氏によれ
ば︑数学教育の目ざすところは︑﹁数感覚﹂﹁考える喜び﹂

人間にとって最も大切な仁愛の心を養ない︑無償の行いの

いものである︒援助や支援を必要とする人びとへの奉仕は︑

価値を体得させ︑かねてまた︑自分の生き方を考えさせ︑

を除く︶奉仕活動に当らせるような施策を是非考えてほし

数学嫌いを少くし︑理数方面の創造性の開発にもつながる

﹁数学美への感受性﹂の三つである︒この考え方は︑数学

ものである︒それは歪められた受験数学の是正を志向する

う︒各種の学校の教師の多くがこのような心で職務にあた

恵まれた自分の社会的責任を感じさせることになるであろ

的処理技能と論理的思考を強調する旧来の考え方に反して︑

ものでもあるが︑さらに数学教育にも全人教育の意味があ

国民道徳の興隆を熱願する人びとは︑いつの時代でも少数

かれるようになった︒しかしながら国の前途を憂いたり︑

幸いにも最近は道徳・モラルの高揚を説く声も方々で聞

れば︑その効果は割目して待つべきものになるであろう︒

ることを示唆する点でも注目すべき見解であろう︒﹁もの
のあわれ﹂を感じ知る心の教育は︑この意味で理科系の生

徒や学生にも必要なことがわかる︒そのような配慮により
平和と安全と豊かさの続く社会で道徳的退廃を防ぐこと

人が︑時には清風慈雨のように︑時には疾風雷雨また寒風

派であり︑またしばしば在野の人びとであった︒そういう

授業も研究も生気に満ちたものになろう︒

はたしかに困難なことではあるが道徳的退廃を防がなけれ

是正し革新する道を拓いてきたのである︒この意味で︑

情を超脱させ︑志気を鼓舞し︑さらには︑社会を改善し︑

氷雪のように多くの人びとを蘇らせ︑健全にし︑物欲と俗

大戦後︑わが国とほぼ同じような情況におかれたドイツ

防ぐこともできないのである︒

ば︑真の学問研究や技術開発のための熱意や志気の低下を

では︑十八歳の男子には一年間の兵役の義務があり︑拒否

︵本会特別会員・東北大学名誉教授︶

﹁弘道会﹂の活動に︑さらに期待を新たにする次第である︒

なっており︑イスラエルではやはり十八歳から十九歳まで︑

する者は十五ヵ月内外の福祉現場で奉仕活動をすることに
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︻随想︼

鈴木

出雲の会員の吉田貞男さんから︑次のような書簡と写真

碑文も植木が邪魔で読めない状態であったので︑市長に手

世界的な漢学者滝川君山先生の事跡に全くふれていない︒

武家屋敷と滝川先生碑について

を頂いた︒なお︑吉田さんは︑出雲市の中校長会長などを

写真を承ると植木の方は除去されてよくなったようだが︑

紙でこのことの改善をお願いしたことがある︒吉田さんの

くんざん

植の松を訪ねて写真を送って下さった方である︒この写真

なお除幕式に野口会長が行かれて挨拶されたのは︑日本

案内書は前のままのようだ︒

務めた熱心な会員で︑大森銀山の馬場跡にある西村会祖手
は︑﹃図説日本弘道会二○年﹄を飾っている︵五三頁︶︒

あった︵滝川先生が二高の教授だった︶︒

弘道会というよりも旧制二高の門下生を代表しての挨拶で

野口先生は︑この時のことを﹁松江の三日間﹂と題して

暑中お見舞申し上げます︒

誌し︑﹁松江は新しく偉大な学者を世に紹介し︑郷党の誇り

先日久しぶりに武家屋敷へ行きました︒パンフレット
には滝川先生の事蹟には全くふれられていません︒

を一つ加えたことは慶賀に堪えない﹂と述べ︑さらに︑吉

川幸次郎博士の碑に刻んだ撰文を引いて︑﹁万代の書︑万

その前の案内板によって知ることができるのみです︒

邦の書︑我国儒者としては牢に見る所﹂と断じられたこと

庭の一隅に弘道会によって建立された記念碑があり︑

た石碑に弘道会の名が記されていない床しさを感じま

文化都市を標傍する松江市の対応のあり方と建立され

に臨み︑所懐を吐露され︑集まった会員も四十名ほどで喜

でおられる︒翌日野口先生は︑日本弘道会松江支会の総会

碑の意味を十分に理解されんことをひそかに祈る﹂と結ん

は至言であり︑﹁願くぱ松江市民も︑遠来の観光客も︑此の

吉田貞男

した︒

たしかに︑武家屋敷の案内書には︑この屋敷の住人で︑
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勲

旧松江城のお濠端の武家屋敷内にある滝川亀太郎（君山）先生の顕彰碑
（島根県松江市）

ぱしかったと述べておられる︵﹃弘道﹄昭和五一年一・二月号︶︒

私もその後︑昭和五十九年七月下旬︑出雲の文化財視察

のため松江に行き︑武家屋敷も訪ねて︑﹁武家屋敷を見物

する人は多いが︑この碑に気づいてこれに注目する人は︑

きわめて少ないように見うけられた︒これは︑市の表示の

学者の事跡について︑もう少し積極的な紹介が必要である

方法による点があるかもしれないが︑松江の生んだ世界的

滝川亀太郎先生は︑松江市中原に生まれ︑松江中学から

と思う﹂と書いた︵﹁弘道﹂昭和五九年九・一○月号︶︒

東京大学文学部に進桑︑旧制二高教授を三十年務めた︒空

kDbノ

襲が激しくなった昭和二十年四月松江に疎開し︑二十一年

松江にとっては︑きわめて縁の深い方である︒

二月二十三日︑塩見畷の自宅で八十二歳で没した︒

先生の名を不朽ならしめたのは﹁史一記会註考一証﹂百三十

巻であり︑中国では司馬遷生誕二千百年を一記念して︑この

はその学問的後継者で︑博士の﹁史記会註考証校補﹂の出

大著を覆刻したほどである︒本会の特別会員水沢利忠博士

みを感じている︒

版に御手伝いしたこともあって︑滝川先生には特別の親し

吉田さんのいうように︑文化都市松江としては︑ヘルン

の紹介にも︑もっと意を用いてほしいものだ︒

だけではなく︑世界的な史記学者滝川先生の事跡について

︵本会会長・元文化庁長官︶

／ 戸 八 、

原性大腸菌Ｏｌｌ５７によるものと

岡山県で起きた学童集団中毒が病

た︒Ｏｌｌ５７菌による食中毒は︑

れるものの︑その特定はできなかっ

ｌｌ５７汚染食品があったと推定さ

給食センターが扱う食材の中に︑Ｏ

食制度見直し論が聞こえてこないの

で︑集団食中毒発生源である学校給

このような︑全国的な騒ぎのなか

かった︒続いて大阪・堺市の小学校

に数日長の潜伏期間がある︒中毒騒

他の菌の場合と異なって︑発症まで

は戦後の飢餓の時代︑せめて学童だ

はなんとも不思議である︒学校給食

る心配は少ない︒

はそれが持つ深刻さを理解できな

わかった時点では︑日本国民の多く

で七月中旬︑六千人以上の学童か集

を持たせれば学童の集団中毒の危険

熱するだけで死滅する︒母親が弁当

Ｏｌｌ５７菌は七五度で一分間加

いのだろう︒

愛情の表現を自ら封じ︑手抜きした

が子に弁当を作って持たせるという

猛烈な反対運動を展開してきた︒わ

給食制度廃止の声があがるたびに︑

は終えている︒しかし︑母親たちは

て発足させた制度︒とうにその使命

けには公平に食事をさせたい︑とし

団中毒にかかった︒学童に死者︑重
体・重症患者を出す︑未曾有の食中
毒事件に発展した︒Ｏｌｌ５７菌が
中毒の犯人だった︒

Ｏｌｌ５７菌中赤は︑その菌が出

である︒

すでに廃棄されてしまっていたから

は大幅に減る︒わが子の安全のため

にも︑給食を断って弁当を持たせて

て現れないのだろう︒手抜きで育て

やりたい︑という母親たちがどうし

られる子供の将来が思いやられる︒
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ぎが起きた時には︑献立サンプルは

英 武
津

すべロ毒素によって︑尿毒症など合
併症を起こす危険が高く︑この菌に
は恐ろしい病気である︒

対する抵抗力の弱い児童︑乳幼児に
この菌による食中毒発症は七月末
までに四十三都府県に広がり︑いま

給食システムを監督する文部省は
ンプルの保存期間延長など︑緊急対

加熱励行︑設備の衛生点検︑献立サ

堺市の場合︑給食センターから市

入ったので︑学童の集団中毒が広が

策を指示した︒さいわい︑夏休桑に

ゞ毎に調理する仕組象となっている︒

内各学校に献立と食材を供給︑学校

な事態である︒

や国の危機管理体制が問われる深刻

0‑157中毒と学校給食

潰痛性大腸炎も難病の中では割合を伴い重篤なものです︒
に高頻度の疾患の一つです︒

三診断ないし検査所見
一潰傷性大腸炎とは
慢性の粘血︑血便などがあり︑本
原原
因因
不不症が疑われる場合には︑細菌学的︑
これは
は大
大腸
腸︑
︑と
とく
くに
に直
直腸
腸のの
でで
すす
︒︒
三三
十十
歳歳
以以寄生虫学的検査を行なって感染性大
明の
の非
非特
特異
異的
的な
な炎
炎症症
下
小小
児児
やや
五五
十十
歳歳
以以腸炎を除外し︑大腸の内視鏡検査に
卜の
の成
成人
人に
に多
多い
いが
が︑︑
上の者にも翠られますＯ原因として
免疫病理学的なものや心理学的要因

状態のないものもあります︒再燃寛

のもあるが︑軽症や寛解期には全身

発熱︑貧血︑栄養障害などを伴うも

ますが︑その程度はさまざまです︒

査などを行なって︑腸病変の性質や

断が可能ですが︑さらに注腸Ｘ線検

します︒これだけの検査で多くは診

︵組織の一部を顕微鏡で調べる︶を併用

があります︒このさいなるべく生検

より特徴的な腸病変を確認する必要

に他の疾患を除外するのです︒

四診断基準

下記１の他２のうちの一つがあれ

ばよい︒

便またはその既往がある︒

１．持続性または反復性の粘血︑血

２．内視鏡検査︑生検︑注腸Ｘ線検

所見を認める︒

査︑手術による切除部分で特有な

五治療

大腸の安静︑栄養の維持︑貧血や

電解質の修正︑感染の除去︑精神的

ストレスの軽減などに注意するが︑

の必要なこともある︒

内科的治療では解決せずに外科治療

長期療養を要しますので︑難病の

局︵部︑課︶等で手続きを聞いて下さ

助成は主治医を通じ都道府県の衛生

い○

一
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の関与が考えられていますＯ通常血
です︒

性下痢と種々の全身症状を示すもの

二潰傷性大腸炎の症状

解型︑慢性持続型という経過が多い︒

慢性の下痢︑粘血便を主症状とし

急性電撃型はまれですが︑発熱︑大

＝ 幸 … 可

程度︑擢患範囲などを検査し︑同時

潰傷性大腸炎

量出血︑穿孔︑中毒性結腸拡張など

毎準逼

杉浦昌也

︹泊翁百話︺

泊翁日記︵三十九︶

鯛古

哲史

いる︒また︑紙に認められた﹁弁慶の制札﹂︑絹地の﹁敦盛

物として青葉の笠など八種があるが︑﹁暇托多し﹂と見て

一の谷に近い須磨寺には敦盛着具の像が建っており︑宝

それを見て︑泊翁は﹁妄随可笑﹂と一笑に付している︒

墓前に蕎麦を売る店があって︑﹁敦盛蕎麦﹂と称していた︒

安政五年の三月一日から四月二十九日まで

三月の京都は花の季節で︑泊翁は祇園の夜桜を見物した
り︑壬生狂言に出かけたりして優雅な日々をすごしていた
へ帰ることになり︑その行列を見送るために大津駅まで行

り﹂と問題にしていない︒

るものを売る店が多いが︑これも﹁敦盛蕎麦と同日の談な

西須磨の﹁関屋の跡﹂のある辺では﹁賎別味噌﹂を称す

の像﹂は︑﹁共に疑ふくし﹂としりぞけている︒

六日限ヲ以浅井方造差遣候﹂とあるのは︑その成果を示し

ーギュスト・コント流の実護主義哲学を信奉したのとその

史上の真実を追求する姿勢をくずしていないが︑これはオ

そのように︑泊翁は世間ふつうの俗説にとらわれず︑歴

かるが︑﹁醍醐家上書内見﹂︵四月十九日︶︑﹁諸侯上書内写﹂

まま合致する︒

そして四月廿三日からは京都を出て大坂︑兵庫︑明石な三月朔日晴

われる︒

︵四月廿一日︶などとあるのも﹁風聞探査﹂の一部かとおも

各方面の人士と会って﹁風聞探査﹂につとめたことがわ

すなわち︑泊翁は殿様の不在中にも市内諸所をたずね︑

ているのであろう︒

っているが︑四月十五日の項に﹁今朝風聞探査書一通相認︑

その後は市内見物を続けるいつぽう︑いろいろの人と会

き︑一泊して京都へ帰った︒

が︑四月に入ると﹁殿様﹂の堀田正睦が休暇をとって江戸

川

どの諸地方へ出かけている︒摂州に入り︑三ノ谷の敦盛の一︑此間中より不快の処︑兎角同扇二て今日北都又三郎三
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暑解

用︒

条堀川の宅借用︑内々同所二て養生致ス︒神保艮斎薬服

三月二日雨風
一︑江戸え書状差出す︒

三月三日曇時々風雨

一︑今朝又三郎堅田え帰・

三月四日晴

一︑此節嵐山花候盛の由︒
一︑艮斎来︒

一︑江戸飛脚着︒

三月六日朝雨午後晴

三月五日晴
三月七日晴
三月八日晴
一︑今夕近江や源兵衛方え転寓︒
一︑北村清十郎︑堅田より来︒

三月八日晴
一︑神保︑大森二氏来訪︑夜祇園夜桜見物︒

三月九日晴
一︑三好︑佐治︑三宅諸子来訪︒
一︑今夕本能寺え帰寓︒

一︑明日御用召の切紙到来︒病気二付引込届差出︒

三月十日晴

一︑岩崎金十郎名代二て御帰の節御道中御宿割仰付候︒

三月十一日晴
三月十二日雨
三月十三日晴
三月十四日晴
三月十五日陰夕勉雨
三月十六日晴

付及相談︒北村又三郎又来︒

一︑木村六左門堅田より来︑御領分円成寺住僧不時の義二

一︑午後地震︒

一︑昨日より風邪︒

三月十七日晴
三月十八日晴

三月廿二日晴

一︑今日出勤︒

四月朔日雨

一︑依田︑神保同道︑壬生狂言見物︒

手塚旅宿え立寄一酌︒夜五時帰︒

一︑津田以下数人同道︑園山安養寺二て弁天会見物︒帰路

四月三日晴

一︑殿様江戸えの御暇被仰出御参内︑御拝領物有之︒

四月四日晴

一︑大森丁西都図書君え罷越︑七時帰︒
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四月五日雨
一︑今朝六時過御発駕︑大津駅造御供致し︑御出立御見送︑
木村六左門同道二て当駅止宿︒

四月六日晴
一︑六左門同道二て三井寺参詣︑観音開帳せり︒山上の景
宅え着︒

宜し︒夫より小関城蹴上二て昼飯︒八時頃三篠堀川北村

四月七日折々雨夕刻雷
一︑又三郎同道二て加納繁三郎方え罷越︑夜四時頃帰︒

四月八日晴

四月十三日晴

夜話井補叙三則借用一覧︒

一︑吉岡氏同道二て安藤桂洲え初て面会︒同人著述の茶友

四月十四日晴

一︑午前より安藤え参り︑同人案内二て醍醐中納言殿え初
て拝謁︒

一︑夕弧加納繁三郎え参り︑夜分帰︒

四月十五日晴夕曇

一︑今朝風聞探査書一通相認︑六日限ヲ以浅井方造差遣候︒

四月十六日朝雨夕晴

一︑空也寺二て力持見物︒

一︑夕刺寺町辺買物罷越︒

一︑賀茂葵祭見物として可罷越処逢雨不果︒

一︑午後西郷図書君ヲ訪︑酒飯馳走相成︑諸侯上書内写願

一︑永田太十郎来︒

四月廿一日間陰晴

四月廿日雨冷気

一︑午前安藤桂州ヲ訪︑醍醐家上書内見︒

四月十九日晴

初て面会︒

一︑広瀬元恭ヲ訪︑同人宅二て勧修寺宮侍藤二松治部卿え

四月十八日薄晴時々雨

一︑夕弧広瀬元恭ヲ訪︑留守不逢︒二条辺買物相調︒

四月十七日晴

一︑夕刻山田省三郎方え罷越候処留守二て不面会︒

四月九日晴
一︑夕刻山田省三郎宅え罷越︑同人え面会︒吉岡鉄二郎又
来︒

四月十日晴風
夕弧帰︒

一︑伏見稲荷祭礼二付又三郎同道二て東寺辺え見物罷越︑

四月十一日晴
一︑俳人梅庵宅の古画幅種ミ一覧︒

四月十二日晴

一︑吉岡鉄二郎来︒

一︑因幡薬師参詣︒
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帰︒

四月廿二日快晴
一︑朝寺丁辺買物相調︒

直行︑九篠辺二て漸左折︑即竹田街道なり︒田畝平祷無

一︑午後僕茂吉を携へ北都氏を辞し三条油小路通を南え真

て小憩︒夫より左折︑伏見市中を左右曲折して夕七時前︑

他奇観且洛外四山徴翠供人指魂田畝多拙藍草︒竹田村二

四月廿三日薄晴夜雨

京橋に旅舎○○屋え宿︒

過ぐ︒澄大橋は先年の洪水二て破損し︑其侭也︒水車の

（62）

一︑四時頃伏水出船︑大坂八軒家舟二て下り︑淀ノ城下を

山愛宕山見ゆ︒山崎の前を過れハ︑天王山︿正面なり︒

側を過ぎ︑橋本の辺に到れ︿八幡山近く見ゆ︒後に比叡

口に致れ︿︑雲際遥に金剛山を見る︒夫より樋ノロ︑按

枚方二到れハ生駒山遥に見ゆ︒岸の南方︿河内国也︒森

より今橋を渡り︑高麗橋通︑安治川上二丁目ニ到る︒渡

宮等の前を通︑八半時頃八軒家着︒此処二て午飯し︑夫

場ありといふ︒因て旧跡に復し︑湊橋を渡る︒果して渡

海の船を尋れとも無し︒是を士人に問ふに︑湊橋二渡海
口あり︒阿波屋に憩息し︑舟を訪・夜二入雨来︒舟不出︑
即宿阿波や︒

四月廿四日晴
一︑朝五時頃渡口に到ル︒五半時頃出船︑安治川を下り︑

ｰ

に入る︒左ハ連山相連り︑右︿海水浩然として道々青松

の間を行︑風景佳極︒三ノ谷︑敦盛の墓あり︒墓前二蕎

辺鮪魚極て多し︒垂水を過れは塩屋村︒界川を過て摂州

麦を売る店あり︒敦盛蕎麦といふ︒妄随可笑︒一ノ谷の

一里許にして天保山に到ル︒甚不高といへ共樹木林立︑
︿即海上也︒南に和泉︑河内の山を見る︒金剛山も見ゆ︒

渡海の目標となるといふ︒山前茶店多く見ゆ︒山を離れ
紀州の山︿霧の中に在て見へず︒北︿箕面山過て六甲山

不堪懐古の情︒後に連山あり︒繊楊峯︿其陰にありて見

へずといふ︒前路に復し︑一ノ谷より須磨寺の道に入る︒

側内裏跡の道あり︒細道を華て登る︒平蕪広活田変荘々︑

漢に沿ふて上り︑道に迷ふて松林に入り︑辛うじて道を

走ル︒紀州漸遠く︑連山歴々可弁︒北︿六甲山過て磨耶
山又来︒巳に午時を過て西風益勤︑波涛揚強僕夫失色︒

来ル︒四半時頃風西に転ず︒帆をひらきに掛て沖に向て

加に潮時不宜︑舟動揺不進︒因て和田岬に入て暫時待風︒

の像あり︒本寺の宝物青葉の笛等八種あり︒暇托多し︒

青葉の笛︿菅に梅あり︒弁慶の制札︿紙に認あり︒熊谷

求め松林間を屈曲して須磨寺に到る︒本堂の右敦盛着具

佳港也︒八半時過風北東に転ず︒即又揚帆而走︒風快舟

ら認しといふ︒敦盛の像︿絹地なり︒共に疑ふくし︒堂

和田岬︿兵庫港の南東に斗出する岬にして古松林立︑眺

飛︑暫時風止︑舟遅行如生︒淡路島巳近︑須磨一︑二︑

須磨なり︒浜須磨︿漸西の方二て︑関屋の跡のある処あ

前︑若木の桜あり︒枯て根而巳を存す︒寺門を出れ︿西

望甚佳︒兵庫港︿人家櫛比︑鱗次舟舶頼湊︑大坂以西の

三ノ谷相次て来・此際眺望最佳︒阿波の山雲際二見ゆ︒
岬も斗出す︒是を過れ︿右ハ舞妓浜︑左︿淡路嶋なり︒

り︒此辺儀別味噌を売家多し︒敦盛蕎麦と同日の談なり︒

のみ

舟に桂掻︑或挽舟て進︒塩屋村の岬梢南に出づ︒垂見の

もあらす︒行事一里許︑右に武蔵守知章君の墓あり︒高

松風︑村雨の堂︿道路の右にあり︒墓にもあらす︑洞に
ゆく

り海漸諮︑夜五時明石浦着︒上陸して篭屋なる旅舎二宿︒

嶋︿東西十三里︑南北七里といふ︒既に日漸没︒此辺よ

息に堪へす︒漸行︑右の方村落を駒の林といふ︒無程兵

す︒知章︿孝子にして︑其墓に人の侍する事を見ず︑歎

さ三尺許︒鳴呼敦盛の墓︿︑近人皆是を知り︑香火絶へ

中を通過す︒市中を過れ︿松林なり︒漸行て舞妓浜に至

一︑五時頃族舎を発︑明石川を渡り︑前路に復し︑明石市

にして︑人家数万︑繁盛なり︒右の方経ノ島︑清盛塔の

庫に到る︒兵庫入口に惣門あり︒兵庫︿関西の一大酒所

四月二十五日晴

る︒青松白沙︑右に淡路嶋を見る︒風穏波平︑明楯の景

道あり︒漸行︑湊川︿左右青松林をなして海にいたる川

筆に尽しにくし︒此辺陶器を売家多し︒是を舞子焼とい
ふ︒是を過れ︿垂見村なり︒此処仲哀天皇の陵あり︒此
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堂ありて墓を覆ふ︒鳴呼二子年来の精忠人臣たるもの跡

ひとし・碑石︿墨摺するを以て墨にて染たるがごとし︒

十石の酒桶を置といふ○棟の松原の道の左にあり︑住吉

ぶ︒酒桶の大サ四斗樽九十石の酒を容るべし︒一庫凡五

大サ︑大なるもの︿間口二十間に及び︑高さ五六間に及

村の外しより西宮駅造四里許の間皆酒造家なり︒酒庫の

に此墓に謁して涙を酒がさらんや︒墳前に桂類して去ル︒

川︑夫より萱屋川を渡り西宮駅に到る︒此辺左に六甲山︑

一︑五時頃発足・村中を右折して名田街道に到ル︒凡神戸

夫より神戸村を通れ︿左右両道あり︒右︿名田へ左︿本

武庫山近く見ゆ︒西宮︿大酒所にて︑盛繁兵庫に次ぐべ

を通五六丁行く︒路の左二丁許に楠公の墓あり︒即水府

街道なり︒本街に至る︑左に生田社あり︒即生田明神の

し︒是にて舟に乗んとて︑駅中を右折して海浜に出◎寺

義公の所謂鳴呼忠臣楠氏の墓なり︒墓石の高サ人の長に

洞にして︑往昔所謂一ノ谷城の大手なり︒洞前に鯨の梅︑

崎屋なるものに小憩して舟を訪︑午後舟出︒是より浪華

そそ

梶原井あり︒是亦暇托なるべし︒此辺より布引瀧え十三

川口に入て舟漸遅緩︑八半時頃雑魚場に着岸︑夫より上

軒屋大和屋着︒夜神明宮え詣ず︒貴賎参集す︒

え五里也︒風順帆快︑連山如走︒八時頃天保山下に着︒

り︒細道を盤曲して登ル︒左に折て又右に転すれ︿雌爆

丁ありといふ︒因て迂路一覧せんと欲し︑一篠道を行く︒
左に折て山路を指して上る事十除丁︑果して①○を得た

陸して薩摩堀︑新町一覧︑東本願寺を経過して七時頃八

あり︒高サ十丈許︑能の白練を曳らすとし︒風致頗佳︒

一︑早起︑雨罪々として下︒八軒屋を発し︑御城の側を︑通

四月廿七日雨今日入梅

十五六丈︑五層となりて落つ︒其姿態風致奇絶極ル︒雄

己造通大和橋を過て奈良街道二出・此辺四面庚田︑一村

又山路を盤曲して上る事数丁にして雄爆を得たり︒高サ

壮︿箕面爆に如ずといへ共︑風致︿却て其上に出づ︒夫

落を通れこ田畝に逢ふ︒四山皆雲中に没して︑繕東面

しか

より山を下り︑田畝間を迂回して本街に出づ︒此間右に

伊駒山を顕すのみ・菱江村に小憩す︒雨滋急風又○吹︒松

あらわ

方て大庫多く見ゆ︒皆名物の酒造庫なり︒夫より数十丁

原駅を過れ︿漸阪路に赴く︒夫より暗がり嶺なり︒此嶺︑

地あれ︿開墾して田畠とす︒土地の沃士なるを知るべし︒

︵たる︶

田公苦戦の地︑小山田高家忠死の処なり︒丘上︑紀州人

行︑右に乙女墳あり︒彼大和物語の乙女の墳にして︑新

上り三十試町︑中腹より上︿極て険岨なり︒然れ共漸平

弁腿尺︒下路比前路梢平夷︒下ル事五十町にして平地二

山嶺の茶店に憩ふて午飯す︒時に風雨益暴︑油雲四起不

の立し和文の碑あり︒夫より前路に復し︑薄暮住吉村に
宿す︒村に住吉の神洞あり︒

四月二十六日晴
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出︒此処二て初て杜鴎を聞︒夫より一村落を過れ︿直に
室ノ木峠なり︒上り十八町といふ︒暗嶺に比すれ︿甚平

て蕊ノ橋を渡り︑旧路に復し旅舎に帰る︒夜大雨如潟︒

四月二十八日朝雨午後陰風

行く事五十町にして木津村に到る︒村口の川︿即木津川

前を行過し︑奈良坂を上り︑夫より山間の道を経過して

也︒昨夜の大雨にて川水脹︑渡舟不通︒不得己木津堤上

一︑五時頃旅舎を発す︒路を奉行邸の門前に取り︑景法門

分に到る︒奈良郡山の追分也︒是より奈良ハニ里也︒一

を西に迂回して行淀域に到んと欲し淀街道に出︑川即木

夷なり︒左右皆松林なり︒嶺に茶店あり︒下は眺望開諮︑

里除行︑右に蓬莱と云へる処あり︒池水四面を霊りて︑

津川の西岸にして︑伏水道と川を爽んて相対す︒午時︑

快晴の日︿遠望佳なるべし︒山を下る事十数町にして追

中に小丘あり︒武烈天皇の陵なりといふ︒○○○．漸行︑

天神森林二午飯す︒奈良より此処まで五里也︒是より淀

いたら

左に菅原道︑右に西ノ京道あり︒是より奈良えハー篠の

え三里といふ︒此辺堤にて︑或︿下り或︿上り︑田畝間

愛宕︑叡山等半腹以下堂間に見ゆ︒木津川堤を行て渓の

ゆき

直路なり︒前面に山あり︒其麓︿奈良にして人家櫛比︑

村落間を経行して無他奇観︒漸行︑左に八幡山近く見ゆ︒

到る大橋長サ百三十間斗︑即木津川に架するもの也︒孫

めぐ

の入口に惣門あり︒是より正面の直路を三篠通りといふ︒

当今ノ浮屠想定して大仏の殿宇街市を圧して見ゆ︒奈良

屋に投宿す︒時に日猶未ノ下にあり︒再発旅店小坂を上

七十間除宇治川に架するもの也︒城︿街道の左にあり︒

橋長サ三十間斗︑巨椋湖の末流に架するもの︒小橋長サ

右左に支街多し︒行当り右の方樽井町︑旅店多し︒小刀
ル︒右に猿津ノ池︑采女の宮等あり︒小坂ノ上左ノ方興

小橋の外三嶋や二宿す︒

小橋の前後に旅店あり︒小橋の普請中二て︑舟渡し也︒

福寺本堂︿焼失して仮堂也︒南門堂︑北目堂︑五層浮屠
を得たり︒鳥居を過て又行事十数町︑左に石確を見る︒

四月二十九日薄晴

其他堂宇数多あり︒門を出て東行すれ︿春日社一ノ鳥居
是より石燈篭左右鱗次して本社ニ到る︒其数をしらず︒

野鹿所々に掌遊し人を畏れず︒ニノ鳥居を過ぎ小坂を上

是なる事をしらず︒何れも路右にあり︒○烈の巨魁︿此

恋塚寺ハニ寺あり︒何れも袈裟御前の石塔あり︑何しか

婦人なるべし︒淀より京都迫三里といふ︒岡塚より東寺

一︑五時頃出立︒鳥羽堤︿即桂川堤也︒烏羽村︿長き村也︒

入て大仏の像を観る︒銅仏︑高サ五丈有除︑壮大可敬︒

穿て西に出れ︿︑右に大仏殿の惣門を見る︒是より内二

を経過して大宮通︑四時過北村氏え着︒︵本会副会長︶

り春日明神に詣ず︒古奥幽遼︑致敬礼而去︒帰路林中を

所謂天下第一の大仏像也︒是より市中に出︑雲井坂を望
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師・判Ｊ；応０勺・・・︲．︐・・ころも

やい遥

平和といふやさしき衣にかくれつつ子を背かしむるはからひな
きや
こころなふ

子をおもふ親の心に忍びざる刃の教へいづこより来し

親と子のまことの情蔑したる正義あやふし地獄への門

ひじりもだ

子が親を告発するを正義とせし隣れる革命は昨日のことなりき

武蔵野夜久正雄

﹁善悪は時なり﹂といひしいにしへの聖をおもひ黙す夏の日

カッコウ

やがてわが家ちかくにも鳴かむかと待つかひおぽゆゑうたうれ

しと

待ちに待つカッコウ鳴くとの友のうたうれしかりけり影さへ見

しも

カッコウの二声三声あなうれし暁空を鳴きすぎにけり

カッコウの鳴きすぎにけり宿るらむ行手の森のおもかげに立つ

暁のしじまとよもし寝間のうへ鳴きすぎにけり影は見ざれど

しわざ

カッコウの二声三声︑声たかく鳴きすぎにけりわが家の上を

めすおす

有田古田実

一︑二年来長くを待ちしカッコウの声聞きにつついのちのぶか

町中の森のしげ承に鳴きとよむカッコウうれし聞きあかなくに

に

鈴虫

おお来たかのひとこと聴きて兄の手に触れて来にしが別れとな

訪う人の慰めなりし鈴虫は雌雄を食い今朝はや鳴かず
おや

父祖の罪負へと教ふるや祖との縁断てと迫るや平和主義教育

あくごう

カッコウは今年もつひに来なかずと友につげむと思ひしあさけ

家跡の未だあつき地に老い一人何すともなしバケツを下げて

教科書に書かれしといふ従軍慰安婦どう教へてよきか少年少女

戦後教育を思ふ所沢斎藤知正

空襲のなき八月の暑き午後死を免れし思ひひそけし

首都防衛の成増飛行場に機影なく米艦載機日を飛びめぐる

焼跡をうるほし一夜の雨降ればはやものの芽の萌え出でむとす

赤き火に影の動きて人を焼く臭ひと煙と風にただょふ

黒こげの猫がかすかの声になき池袋五叉路夕暮れ近し

古川哲史編

身寄りなき死者を集めしトラックは夕べのもやの焼原に消ゆ

電柱のたふれ煉る焼跡のいづれの街と知るよしもなく

くずぶ

怪鳥のごとくに低くもゆる火の上飛びゆけり大き翼は

五十年練馬原田清

諺

悪業のかくのごときは汝らの父祖の仕業と言ひて聞かすや
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弘道歌壇
進駐軍本土上陸を前にしてまづ備へしは慰安婦なりし

に

長梅雨島根石倉初

長梅雨の山田に拡がる稲熱病胞子生殖さかんなるくし

茶褐色に変色したる稲の葉を手に取りなげくこの長梅雨を

りぬ

生涯現役小雨の中を集金に出で行くわれの脊なに妻の眼

稲熱病菌の胞子うようよとびをらん斑点多き山田の稲株

改札口出ずれば木犀いま盛り跨線橋まで匂い追い来ぬ
金婚と傘寿祝ぎくれし子等と卓囲み思うは老残われの終末

水に触れし刃先が宙に溌ねあがり稲株切りぬ手もと狂ひて

低温と日照不足の山田にて穂肥は遅らせ量減らし撒く

いだ

十五違いの姉をしきりに恋うる夜はわれを抱きし写真とり出す

御点前を演ずる孫の美しき手ぶりに見入る学園まつり
山車を引く孫らの列に菓子盛りて掴ます嫁の横顔したし

思し召のままに山口中村チヨノ

御聖体を授けたまひし神父さま先だち召されぬ神の承園へ︵ア

生死をも人のこととし思ひゐし⁝明日をも知らぬわが運命かな

さだめ

逝きたるは去って帰らずさりながらわが思ひ出は限りあらずも

青き山コーヒー薫る峠道霧に浮かび来ぬキングストンは

ランダ神父逝去︶

ジャマイカにて厚木室伏武
雲海の石庭見ゆる雲の上神の創りし遊びかこれは

神父八十︑われは九十︑お互ひに年齢に不足なし思し召のまま

わが植ゑしカサプランカの初の花開くを間なしと聞くぞ楽しき

に

とし

日が沈み水平線に茜さすカリブ海を帆前船がゆく

炎帝の住承かなるかやカリブ海水平線に紺碧に冴ゆ
たそがれの海辺に立ちてラム酒手に友と語りて尽きることなし

はつ

飲むほどにピースと叫ぶイスラエルから来た友は独りさびしく

湯煙りにゆらぐ雪山眺めつつ温泉三昧二日間の旅

許さるる賛沢に酔い温泉に入りて眺むる雪の山やま

電柱の高きに鴨声からし雨のあがるをよろこびゐるも

声もなく道に出てくる雀らよ雨のさびしさ知りてゐるらし

花南天おびただしくも雨に散り小さきが広く道を占めをり

激しくも雨降りしきるひと夜さへ開きしぽゑし月見草の花

雨狛江村田傭

日本の安全神話すでになく希有の犯罪相次ぎ起こる

立葵大きく傾きこの夏の亡びの姿早も見せたり

温泉札幌山下忠行

クーラーの下で育ちし子供らよ汗かくことも思いみるべし

七十の坂をとぼとぼ暮らしおり倹約しても足らぬ年金
早く寝て遅く起きるを信条に退職あとを健やかに生く
春陽をなつかしみつつ来し岬岩打ちて立つ波にたじろぐ
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大泉学園古川哲史
﹃槻の木﹄の歌人で︑﹃私説会津八こという近著のある原

の歌が一番いいかね﹂という赤松月船の問いに答えて︑﹁これ

名歌百人一首のナンバー・ワンであれば︑日本一の名歌と見

だ︑これだ﹂と右の歌を指差したそうである︒

てよかろうが︑その理由について赤松が戸惑っていると︑横光

い︑更にことばを継いで︑﹁良寛和尚の慈悲を通じてわが民族

は﹁この歌には良寛和尚の慈悲がよくあらわれている﹂とい

ったので︑今回はそのうちの八首を紹介する︒

田清氏が小生の歌集﹃肥前路﹄から四十八首を選んで下さ
五百種もあると聞かされ朝宵の路に親しむユーカリの樹々

良寛禅師の慈悲といえば︑草庵の床の下から生い出した笛の

員ノ○

の心の流れがおのずからに表現されている﹂と解説したとい

八日目に会ひし電気のストライキ上海製なるランプをともす
春の来るあかしか蝶の舞ふを見つ冬八月の尽きむころほひ
は

黒雲のおほへる下に狭き空ほのあかるゑて海につづけり

ために床板をはぐって笥の生長を妨げないようにしたという逸

東京の暮の雑踏おもひつつスイカ食みをり裸になりて
淀承たる運河の流れデカルトの住ゑし屋形の影ひたしつつ

話が思い出される︒禅師の慈悲は人間関係を超えて︑動植物に

いひ

一番なつかしんだのは︑やはり︑子供であり︑古い友達であっ

という二首からは︑それがうかがい知られる︒しかし︑禅師が

雪の夜にねざめて聞けば雁がねも天つゑ空をたづ承つつゆく

飯乞ふとわが来しかども春の野に董つゑつつ時を経にけり

まで及んでいたのであろう︒

日本より運びし笹の群落が像をかこゑて今も茂れる

歌人良寛の慈悲

起きぬけにシャワーを浴びてここちよし今日はたずねむスピノ
−ザの家

︻小感︼

歌人としても一流の域に達していた良寛禅師の作に

霞立つながき春日に子供らと手越つきつつこの日暮しつ

たにちがいない︒

手を折りて昔の友を数ふればなきは多くぞなりにけるかも

月読の光りをまちて帰りませ山路は栗のいがの多きに

かりにくいところは一つもない︒しかも︑これ以上に表現のす

という一首がある︒なんと平明で︑透徹した歌であろう︒わか

呼びかけている相手も︑親友の阿部定珍であった︒

などの秀歌もそれゆえに生まれた︒﹁月読の光りをまちて・⁝．．﹂

べはないと思われるほどに充実している︒一字のムダもないの
である︒斎藤茂吉の選んだ名歌百人一首にもこの一首は採られ

さだよし

ているが︑新感覚派の暁将・横光利一は︑﹁百人一首の中でど
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松魚編
師

ざ︶！

︵註︶浜離宮から吾妻橋への遊覧船を詠う俳句の技︵わ

︑浅草へいくつくぐりし梅雨の橋

夏帽や波の狭間に消えし旅

地下道にホームレス棲む梅雨の冷え

ひと想ふときもありけり冷酒酌承

中野区小牧幸雄

︵註︶〃蜘妹の狩仕度″こそは俳句的表現！

︑是非もなく戸口に蜘妹の狩仕度

抱卵の禽と目の合ふ麦の秋

安穏に暮らす十戸の椎の花

早笛饗の牛に振舞ひ館子餅

千葉県干潟町花香幸作

鍵
豊島区川崎鋸南

線香の匂ひ残して梅雨の客

この道の尽きたるあたり梅雨晴間

◎谷若葉重くゆらして風渡る

杉並区加藤志偶夫

︵註︶﹁重くゆらして﹂は︑﹁谷若葉﹂なるが故の表現︒

蝿牛家があるとふ安堵かな

雷落ちて地軸の深さひびきけり

︵註︶〃あらはなこと″は︑どんなことか︑それが蟹の闇

◎蛍飛ぶあらはなことは闇の中

札幌市山下忠行

の中に隠れているとの句意︑余韻鰯々！

︵註︶この繊細さが︑即俳句Ⅱ

︑紫陽花の花の重さに触れて見し

雨の池紫陽花色の水溢れ

鉄線花雨の一日の暗き色

都下日の出町吉田ウメ

しらじらと七本仏梅雨晴間

たまさかに来る子を待ちて蕗を煮る

︵註︶﹁七本仏﹂︵しちほんぽとけ︶は七つの如来の名を誌
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弘道俳壇

ｒ■６
匹Ⅱ０

した塔婆︑これを新墓の上に立てる風習が地方にあ
る︒

十薬の花供華となす墓一基

葛飾区今井ただし

︵註︶原句下五﹁墓もあり﹂を〃墓一基″に︒

兵たりし花火師拝む火伏寺
鉄骨を宙にさらしぬ夏の雲
背負ひ来し胡瓜を見せて朝の市
︵註︶胡瓜を出す仕草も朝の市らしい︒

いつまでも釣糸みつむ秋の人

つゆ寒に端の声の掠れがち

千年の滴り洞に窃しぬ

麦秋や蝿と猫の守る家

︵註︶単純・明快な一句！

︑若葉光新車を染むるばかりなり

多摩市鳩沢黄猿

杉並区阿部清

もたれつ上いま紫陽花の咲き初めし

くちなしを隣りのひとも好きといふ

いつの間に庭の一隅草いきれ

大田区鏑木雲州
鬼灯市女の連れの笑ひ声

ろう︒

︵註︶草いきれを庭の一隅に感じる︑これは俳人の心であ

見ん事に張りたる枝の若葉蔭

炎帝のほしいま上なる雲形ち

︑苗代に山影どかと映りをり

を句に書きとったのは流石︒

︵註︶笛代に山が映っているただそれだ けなのだが︑これ

三鷹市三枝武双

ひまわりのそれぞれに向きあふことも
︑青瓜の二つ生りたる四つ目垣
︵註︶﹁四つ目垣﹂は竹を縦横に組承四角の目を表わした
垣︒二つと四つ︑これも一つの俳譜！

凡を立てば頬にふれたり落し文

武蔵野市川口里人

ｌ︲
︵註︶﹁落し文﹂は虫が葉を巻いて産卵しているもの︑この

語だけで俳句！
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夏涼し世のうつるひを嘆く夜

世田谷区山本真之助
夫婦して夏らしからぬと語る夜
蓮の花清楚な眺め他にありや
る︒或いは俳句を超越しているかとも思う︒

︵註︶この三句︑極めて単純︑卒直なものを感じさせられ

中野区石川良子

案山子にも呼びかけるかにバスガイド

︵註︶老人クラブ会長の忙しい日食の中でのほほえましい

香水の少女に席を譲られし
︲情景︒

梅雨寒の手に馴染まざる有馬筆

︵特別寄稿︶船橋市河内朝生

形が出るものなどの有馬名産︒

︵註︶﹁有馬筆﹂は色々な絹糸で軸を飾ったり︑軸から人

短夜の十字架低き小江戸町

写楽顔出づる下谷や釣忍

洋館に明治の静寂夏落葉

碧眼の手足さゑしぎ白耕
編者吟

靖蛤が来てをり卒寿生きてをり

日常の実態から生まれる短詩形︑それが俳句であるが︑一

︵小感︶

一二編者宛︒︵ＦＡＸ○三

五五八九︶
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紫陽花の影を映して露天風呂
吐出して鬼灯市を娘ら行きい
梅雨晴や雑事の一つ片付けし

豊中市小林三郎

︵註︶経営のトップだけに仕事を一つづつ片付けて行く心
境がよくわかる！

天幕の弥撒に紛るる夏の蝶
咳ける舵手やさしかり熱帯魚︑︲

︑喝采の弾けて灯る大文字

ない︒御健吟を祈る︒︵師松魚︶

読して難解な句がある︒しかし︑奥行きが深いということは

二三

三四一四

※次号︵九・十月号︶は九月二十日〆切︑世田谷区北沢二

二
'

︵註︶百米がの送火を喝采でいい止めた句︑苦心の佳句！

千葉県干潟町木内

￨

︻教育関係資料︼

いう基本的方向は︑大筋として国民的合意を得られる

﹁ゆとり﹂の中で子どもの﹁生きる力﹂をはぐくむと

制を完全実施して︑家庭や地域の連携協力を期待して︑

からゑて︑学校をスリム化するとともに︑学校週五日

第十五期中央教育審議会の第一次答申︵骨子︶

皿世紀を展望した我が国の教育の在り方について

解説
さる七月十九日︑第十五期中央教育審議会は︑﹁二十

ものであろう︒

なお︑今後の検討課題として︑大学・高校の入学者

ほしい︒

局的見地から議論を深め中教審答申の趣旨を実現して

今後の課題は︑教育内容の厳選を検討する教育課程

︑︑

一世紀を展望した我が国の教育の在り方について﹂約
一か年かけて行った審議の結果をまとめ﹁第一次答

審議会の審議能力にかかっている︒教科エゴを排し大

この答申は︑初等中等教育を中心に教育の質的転換

申﹂として奥田文部大臣に提出した︒

を指向したもので︑新しい教育理念として﹁生きる

上の例外措置など︑制度改革を含む内容そのものが残

選抜制度の改善︑いわゆる中高一貫教育の導入︑教育

力﹂を掲げ︑これを育てるための学校・家庭・地域社
ことを基本としている︒そのために︑学校の教育内容

いと思う︒

︵鈴木勲︶

とは思われないが︑中教審の精力的な審議に期待した

いずれも困難な課題で︑容易に合意が得られるもの

されている︒

会における子どもたちの生活に﹁ゆとり﹂をもたせる
を厳選して︑家庭や地域社会における教育力の再生を
期待している︒具体的には︑二十一世紀初頭を目途に︑

学校週五日制の完全実施をめざさすことを提言してい
学校教育が過大な期待と責務を負わされている現状

る︒
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︿抜華﹀

ｌ子どもに﹁生きる力﹂と﹁ゆとり﹂をＩ
はじめに

などが一層進展︒変化の激しい時代︑先行き不透明な時代︒

○家庭や地域社会の教育力は低下の傾向
○これからの社会は︑国際化︑情報化︑科学技術の発展

﹇今後の教育の基本的方向﹈

ものを大切にするとともに︑社会の変化に的確かつ迅速に

○豊かな人間性など時代を超えて変わらない価値のある
対応する教育が必要︒

中央教育審議会は︑平成七年四月︑文部大臣から標題の
め﹂の公表を経て︑ここに第一次答申をとりまとめた︒第

諮問を受け︑検討を行ってきた︒本年六月の﹁審議のまと

○これから求められる資質や能力は︑変化の激しい社会

感動する心など豊かな人間性とたくましく生きるための健

●自らを律しつつ︑他人と協調し︑他人を思いやる心や

判断し︑行動し︑よりよく問題を解決する能力

●自分で課題を見つけ︑自ら学び︑自ら考え︑主体的に

を﹇生きる力﹈︒

一次答申の構成は︑次のとおり︒

第一部今後における教育の在り方
第二部学校・家庭・地域社会の役割と連携の在り方
第三部国際化︑情報化︑科学技術の発展等社会の変化
に対応する教育の在り方

康や体力
○今後の教育では学校・家庭・地域社会全体を通して︑

今後︑中央教育審議会は︑．人一人の能力・適性に応じ
た教育と学校間の接続の改善﹂を中心に審議を行う予定︒

﹇生きる力﹈をはぐくむことを重視︒﹇生きる力﹈をはぐく

むためにも︑個性尊重の考え方は一層推進されるべき︒

第一部今後における教育の在り方

●学校・家庭・地域社会の連携とこれらの蕊ハランスのと

︽﹇生きる力﹈をはぐくむ視点︾

●子どもたちの生活体験・自然体験等の機会の増加

れた教育の推進︑家庭や地域社会における教育の充実

﹇子どもたちの生活の現状等﹈

○積極面もある一方︑ゆとりのない生活︑社会性の不足

●﹇生きる力﹈の育成を重視した学校教育の展開

や倫理観の問題︑自立の遅れ︑健康・体力の問題などの問
題が存在︒
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●子どもと社会全体の﹇ゆとり﹈の確保︵子どもに﹇生き
る力をはぐくむためには︑子どもたちをはじめ︑社会全体に﹇ゆと

り﹈をもたせることが必要︶：
﹇特に重要な課題﹈

○過度の受験戦争の緩和︵今後︑本審議会において引き続き
検討︶

○いじめ・登校拒否の問題
●いじめ・登校拒否の問題は︑深く現代社会の在り方に
かかわる︑社会全体に投げかけられた課題︒その背景につ
いての一つの見方として我々の社会が﹁同質にとらわれる
社会﹂であるということ︒

●同質志向を排除して︑個を大切にし︑個性を尊重する
態度や︑その基礎となる価値観の育成
●家庭・学校・地域社会が緊密に連携した取組

︽取組︾

●家庭での基本的倫理観の酒養︑地域ぐる承の子どもの
育成

●存在感や自己実現の喜びを実感できるような一人一人
を大切にした学校づくり
④学校の一丸と︾なった対応︑いじめは絶対に許さないと

●専門家の協力を得た学校の教育相談体制の充実と学校

いう毅然とした姿勢の確立

外の教育相談体制の整備

●家庭等と連携した開かれた学校運営︵子どもの﹁転学﹂

の一層の弾力化︑適応指導教室の積極的活用︑登校拒否の子どもの

ついて検討など︶

ための︒ハイ・ハスとして﹁中学校卒業程度認定試験﹂の有効活用に

●登校拒否の子どもの指導に当たっては︑もとの仲間や

生活逗民ることの承にこだわることなく︑子どもが登校拒

否を克服する過程でどのように個性を伸ばし︑成長してい

くかという視点を重視し︑ゆっくり時間をかけて取り組む
ことも重要

第二部学校・家庭・地域社会の役割と連携の在
り方

第一章これからの学校教育の在り方

なりがちであった教育から︑自ら学び︑自ら考える教育へ

○﹇生きる力﹈の育成を基本とし︑知識を教え込むことに

の転換を目指す︒学校はその実現のため︑﹇ゆとり﹈のある

教育環境で︑一人一人の子どもを大切にした﹇ゆとり﹈の
ある教育活動を展開︒

︻次の教育課程の改訂に当たって﹈
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●教育内容を基礎・基本に厳選し︑授業時数を縮減する

○教育内容の厳選と基礎・基本の徹底
︵単なる知識や暗記に陥りがちな内容︑学校段階︑学年間・教科間
で重複する内容などを精選︶︒

●新たな社会的要請に対応する内容を学校教育で扱うこ
ととすることについては︑その必要性を十分吟味し︑新た
な内容を取り入れる場合には︑必要性が相対的に低下した
内容を厳選︒
の弾力化︑指導方法の改善︑特色ある学校づくりの一層の推進︶

○一人一人の個性を生かすための教育の推進︵教育課程
●中学校１各教科等の授業時数の選択幅の拡大など︒

●高等学校Ｉ必修教科・科目の内容及びその単位数の削

減︑生徒の選択の一層の拡大︒ボランティア︑大学の単位
などについて︑各校の措置により︑単位認定の道を開くこ
とを積極的に検討︒総合学科を当面通学範囲に必ず用意さ
れるよう整備を推進するなど︒

○豊かな人間性とたくましい体をはぐくむための教育の
改善
●道徳教育︑特別活動や各教科などあらゆる教育活動を

通じて豊かな人間性をはぐくむための教育を一層充実︒そ
の際︑特にボランティア活動︑自然体験︑職場体験などの
●身心の健康増進活動や日常的スポーツ活動の実践を促

体験活動を充実︒

し︑生涯にわたり健康な生活を送るための基盤を培う︒

○横断的・総合的な指導を一層推進するため︑各教科の

とまった時間含総合的な学習の時間﹂︶を設ける︒この時間に

教育内容を厳選することにより時間を生承出し︑一定のま

ティア︑自然体験などについての総合的な学習や課題学習︑

おける学習活動としては︑国際理解︑情報︑環境︑ボラン

体験的な学習等が考えられるが︑子どもたちの発達段階や

より︑その創意工夫を生かして展開︒その際︑試験の成績

学校段階︑学校や地域の実態等に応じて︑各学校の判断に

によって数値的に評価は行わない︒

﹇将来における教育課程の改訂のために﹈

方について︑早急に検討に着手することが必要ｏこのため︑

○教科の再編・統合を含めた将来の教科等の構成の在り

教育課程審議会にそれらの在り方を継続的に調査審議する

常設の委員会を設け︑その審議の成果を施策に反映する︒

﹇新しい学校教育の実現のための条件整備﹈

新しい学校教育の実現のため︑種々の条件整備を図る︒

水準に近づける︶

○教員配置の改善︵教員一人当たりの児童生徒数を欧米並の

○教員の資質・能力の向上︵教員養成・研修の改善充実︑教

員採用の改善︑特に︑教員養成については︑教育相談を含めた教職
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科目の履修の在り方︑教育実習の在り方︑修士課程を活用した養成
の在り方等︑その改善充実について検討することが必要︒また︑教
員養成大学の教育・研究の改善を図る︶

○学校外の社会人の活用︵特別非常勤講師制度の活用︑ＡＬ
Ｔ︑ＳＥの増員等︶

○学校施設など教育環境の整備︵ゆとりと潤いのある環境︑
情報ネットワーク環境の整備等︶

○関係機関や専門家︵スクールヵゥンセラー等︶との連携︑

スクールカゥンセラーの配置の一層の充実・促進
○幼児教育の充実︵幼稚園の地域における幼児教育センター
としての機能の充実など幼児期の教育について幅広い観点から検
討することが必要︶

○障害等に配慮した教育の充実︵障害のある子どもに﹇生
に立った︑教育内容・方法の改善充実︑教育条件の整備︑交流教育

きる力﹈を培い︑可能な限りの社会的自立や参加を実現させる観点

の推進︑幼稚部・高等部の整備︑職業教育の充実︑教員の養成・研
修の 充 実 等 ︶

第二章これからの家庭教育の在り方
○子どもの教育や人格形成に対し︑最終的な責任を負う
のは家庭︒家庭教育は︑家族との触れ合いを通じ︑﹇生きる

力﹈の基礎的な資質・能力を育成する︑すべての教育の出

発点︒

○家族が一緒に過ごす時間を確保することが重要︒この

ため︑社会全体における﹇ゆとり﹈を確保するための条件
整備を推進︒

○父親の家庭教育に対する責任と企業へ協力を呼びかけ︒

﹇家庭教育の充実方策﹈

用した学習機能の提供など︶

○家庭教育に関する学習機会の充実︵新しいメディアを活

りの推進

○日常的な生活圏の中での子育て支援ネットワークづく

○親子の共同体験︵ボランティア活動：⁝・︶の機会の充実
育の学習機会の提供など︶

○父親の家庭教育参加の支援・促進︵職場における家庭教

方

第三章これからの地域社会における教育の在り

○子どもたちに﹇生きる力﹈を育成するため︑地域にお

ける様々な生活体験︑社会体験︑自然体験を活発化︒

﹇地域社会における教育の充実方策﹈

○社会全体に﹇ゆとり﹈を確保し︑地域社会の主体的︒
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自主的活動を活発にするという視点に立って条件整備を推

り︑地域の様々な機関が参加して連絡・協議を行う︶や﹁地域教

業を実施︶の設置を提唱︒

育活性化センター﹂︵公益法人等として︑連絡・協議のほか︑事

○国・都道府県・市町村の連携・協力の下︑体系的な施

進︒

育・文化施設の整備充実と新たな事業展開︑新たなスポーツ環境の

指導などは︑家庭や地域社会が担っていく︶︒

る現状の改善︵日常生活におけるしつけや︑学校外での巡回補導

②本来家庭や地域社会で担うべきものを学校が担ってい

○学校のスリム化

室の活用︑学校と社会教育施設等との複合化についての検討等︶︒

しての参加の促進︑学校施設の開放と管理運営体制の整備︑余裕教

た学校運営︑地域の人々や父母の非常勤講師・学校ボランティアと

○学校・家庭・地域社会相互の連携の一層の促進︒
○社会に対して﹁開かれた学校づくり﹂の推進︵開かれ

第四章学校・家庭・地域社会の連携

との連携の推進︒

策を推進︒民間教育事業者による文化・スポーツ等の活動

○活動の場の充実︵遊び場の確保︑学校施設の活用︑社会教

創造 ︶

○活動の機会の充実
●地域ぐる承の活動の促進︑ 祭りや伝統芸能の継承・復

●ボランティア活動の促進

活など

︑都市部と過疎地域等の交流活動の推進
●長期間の自然体験活動の充実

○青少年団体等の活動の振興
○指 導 者 の 養 成 ・ 確 保
○情報提供の充実
○﹁第四の領域﹂の育成︵地縁的な結びつきによるものだけ
でなく︑同じ目的や興味・関心に応じて結びつき︑子どもたちを育
てる教育の場の積極的な育成︶

市町村教育委員会の活性化︒

○日常生活圏における子どもたちの教育の充実のため︑

社会にゆだねることが適切かつ可能なものはゆだねていく

善を図る必要︒また︑学校や地域の実態を踏まえて︑地域

つことは評価しつつ︑勝利至上主義の一部の行き過ぎは改

●部活動については︑教育活動の一環としての意義を持

○地域社会における教育の充実を地域ぐるみで行う方策

ことも必要︒

﹇地域社会における教育を充実させるための体制の整備﹈

として︑﹁地域教育連絡協議会﹂︵市町村教育委員会等が核とな
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作成し︑それを参考に市町村教育委員会が実施プランを作

連携し︑学校外活動を提供する体制整備についての指針を

●完全学校週五日制の実施に向け︑文部省が関係省庁と

○学校外活動を学校においても評価する方法などを検討︒

成︒その際に︑幼稚園や小学校低学年で土曜日に保護者が

●行事や会議等の精選

加・協力等︶

必要︒

家庭にいない子ども︑障害等のある子どもに対する配慮が

○ＰＴＡ活動の活性化︵夜間・休日での開催︑ＯＢ・ＯＧの参

村教委の体制充実等について検討︶

ある行動を要望︒

●土曜日の塾通いについて︑親の理解や塾関係者の節度

議会において引き続き検討︒

●過度の受験競争の緩和のための方策については︑本審

○過度の受験競争の緩和と﹇ゆとり﹈の確保

○教育委員会の活性化︵教育長への適材の確保︑小規模市町

○マスメディアや企業に対し子どもたちの育成に積極的
に協力していくことを要請︒

第五章完全学校週五日制の実施について

適切な指導を要望︒

●土曜日などの部活動について︑行き過ぎのないよう︑

きる力﹈をはぐくむという今後の教育の在り方と軌を一に

○国公私立の各学校種について︑全国的に統一して実施

○学校週五日制は︑子どもに﹇ゆとり﹈を確保し︑﹇生

目途に完全実施を目指す︒

するものであり︑教育改革の一環として二十一世紀初頭を

学校に対して強く要望︶︒

することが望ましい︵国公立学校と歩調を合わせた導入を私立

︵﹃週刊教育資料﹄より︶

の変化に対応する教育の在り方︵略︶

第三部国際化︑情報化︑科学技術の発展等社会

○教育内容を厳選するなど学習指導要領を改訂する際に
は︑学校週五日制の円滑な実施に資するよう︑全体として
授業時数の縮減を図る︒

る力﹈を身に付けているかどうかによってとらえる︒

○学力の評価は︑単なる知識の量の多少でなく︑﹇生き

﹇完全実施に当たって特に留意すべき事項﹈

○学校外活動の充実と家庭や地域社会の教育力の充実
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６月即日︵木︶

営について打合︒

︵抄録︶

＊午後３時︑野田支会戸辺好郎幹事長来会︑支会業務運

教育庁文化課長鈴木道之助氏来会︑鈴木勲会長と懇談︒

＊午後３時帥分︑長崎大学名誉教授松本慶蔵氏来会︒鈴

７月相日︵火︶

木勲会長と懇談︒
７月〃日︵水︶

に︑鈴木勲会長の代理として出席︒

＊午後０時藤下昌信事務局長︑㈱修養団ビル竣工祝賀会

＊午後１時︑鈴木勲会長︑上野において開催の教科書供

給協会主催講演会に講師として出席︒
７月鴎日︵火︶

昌信事務局長︑七海隆職員の両名が︑青山墓地に赴き︑

＊午後５時︑故西村幸二郎前会長のご命日に当り︑藤下

鈴木勲会長︑文化財保護審議会会長として︑東北維文

６月塑日︵土︶

跡を視察︑その模様は同日の午後七時五十分頃にＮＨ

＊午後１時別分︑松平直書理事︑事務打合のため来会︒

７月即日︵火︶

理事長として岐阜市で講演︒

＊鈴木勲会長︑財学習ソフト・ウェア情報研究センター

７月〃日︵土︶

ーに招かれ岡山市で講演︒

＊鈴木勲会長︑岡山日日新聞主催の経営者トップセミナ

７月弱日︵木︶

墓参を行う︒

時代の貴重な遺跡として話題となっている三内丸山遺
Ｋで全国放送された︒
６月朗日︵金︶

出席者Ⅱ古川哲史︑堀田正久各理事︑斎藤知正︑加瀬

＊午後１時刈分より︑﹁泊翁日記を読む会﹂を開催︒

正治郎︑鈴木寛一氏と藤下昌信事務局長︒

＊午後２時別分︑干潟町支会幹事長菅谷栄夫氏︑同町に
新規オープンした大原幽学記念館館長遠藤良一氏来会︑
鈴木勲会長と懇談︒
７月朽日︵月︶

元千葉県立中央図書館館長大岩好昭氏︵会員︶︑千葉県

＊午後２時︑元千葉県立美術館長市原正夫氏︵特別会員︶︑
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島根支会第三回総会
︵幹事長狩野冨吉記︶

・・罪︽

守轟
一へ一画孟

睡

︾

講師の津英武先生（中央）を囲んで記念撮影

とき：平成八年六月三十日︵日︶午後一時三十分から

︽四 今云︾

や.焔私 齢̲患蕪頴．..:．;･鶴凝

ところ：松江市殿町サンラポーむらくも︵二階彩雲の間︶

日程
言ｊｌ！⁝言ｉ１岬●互礼︵起立︶

岬り／塞偏恥紳会葬いさつ会長飯塚一雄
平成七年度会務報告

笈

鞭︾一︾一

（80）

幅︑よ倉訓

木敦氏を選任

﹄獣雛役罰補欠選跨計癖蓋誉癖唾塞隼後任に藤

﹄支舗ｏ講演

﹁戦後半世紀と日本外交﹂

外交評論家津英武先生
閉会のことば副会長目次安茂
︽閉会︾

互礼︵起立︶

平成七年度会務報告
平成七年四月ｌ平成八年三月

識蕊溌蕊

灘

画 帝 一 罫

鍵

平成七年
５月四日
銘日

日

如月２日

藤原恭一会長ご逝去

″ご葬儀︵松江市外中原町・清光院︶
正副会長︑役員︑事務局等参列

本会から鈴木勲会長の代理として藤下昌信事
務局長参列
︵社︶日本弘道会第九十三回通常総会︵東京・日
本弘道会︶

出席飯塚・目次副会長︑狩野事務局長
役員会︵サンラポーむらくも︶

高橋定一氏が﹁寿昌記念杯﹂を受領

出席飯塚・目次副会長︑松本幹事︑狩野
事務局長

総会の開催計画協議

出席飯塚副会長︑松本幹事︑狩野事務局

日第六回支会全国協議会︵東京・日本弘道会︶
長

各支会の活動状況報告と意見交換

六年度会計監査

出席高橋・三好監事︑狩野事務局長

ｎ月 辿 日 監 査 ︵ 京 ら ぎ ︶
平成三年度

出衿席飯塚ｐ目次副会長︑松本幹事︑狩野

岨日役員会

事務局長

総会の運営協議

ｎ月妬日第二回島根支会総会余テル白鳥︶

来賓︵社︶日本弘道会鈴木勲会長

出席会員三十九名

年度︶

議事会務および会計報告︵平成三年度

会則の改正審議

役員選任

六

︵社︶日本弘道会会長鈴木勲先生

記念講演﹁日本の教育の課題﹂

＊会員外の聴講者十二名

︿記念撮影﹀

︵副支会長石渡敬記︶

︑佐倉支会総会︵平成八年五月十八日︶

会議次第

一︑開会石渡副支会長

二︑支会長挨拶倉次支会長

三︑議事

①平成七年度事業報告について

②平成七年度決算並びに監査報告について

③平成八年度事業計画について
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④平成八年度予算について
⑤規約の一部改正について
平成七年度・日本事業報告

平成７年５月朗日本部第九十三回通常総会に五名参加
野本幹事寿昌杯受賞︑倉次支会長︑石
渡副支会長︑服部幹事長

６月１日平成六年度会計監査︑役員会
６月別日平成七年度総会

堀田顧問倉次支会長石渡副支会長
服部幹事長野本幹事平山幹事粟
山幹事宍戸監査員会計松戸
７月Ⅳ日泊翁講演会実施準備委員会
７月肥日市長・支会長・幹事長本部訪問
７月型日泊翁講演会実施準備役員会
９月加日泊翁講演会実施実行委員会

堀田顧問倉次支会長石渡副支会長

松戸

加月１日泊翁講演会実施実行小委員会

参加

加月〃日全国支会協議会
倉次支会長石渡副支会長栗原幹事

ｎ月ｎ日泊翁講演会実施役員会
堀田顧問倉次支会長石渡副支会長

ｎ月飢日講演会事後処理実行委員会

く

﹁泊翁西村茂樹について﹂八十九名参Ｊ

幹事田辺監査員会計田測・松戸
ｎ月岨日泊翁講演会︑講師鈴木勲会長︑演題

平山幹事栗原幹事野本幹事粟生

加脇

倉次支会長石渡副支会長服部幹事

長平山幹事円道寺幹事会計松戸

堀田顧問倉次支会長石渡副支会長

岨月賂日泊翁講演会実施反省役員会

服部幹事長平山幹事栗原幹事野
本幹事粟生幹事宍戸監査員会計

平成８年１月班日役員会
堀田願間倉次支会長石渡副支会長

松戸

９月別日泊翁講演会実施実行委員会
︽倉次支会長石渡副支会長服部幹事

服部幹事長平山幹事栗原幹事松

服部幹事長平山幹事栗原幹事野
本幹事粟生幹事松裏幹事円道寺
幹事宍戸監査員会計松戸

長円道寺幹事平山幹事粟生幹事

裏幹事会計松戸
員原田会員参加︶

３月凹日本部特別講演会︵石渡副支会長山崎会

平成八年度事業計画

一︑運動
⑩日の丸掲揚の励行
②社会道徳の高揚
③会員の増強

八年度総会を兼ねて︑佐野方面に︑泊翁の功績を学ぶ研修

仕えて︑功績をあげておられるということで︑﹁泊翁を知る

会を実施いたしました︒泊翁父子三代にわたって佐野藩に

ためには︑佐野を知るべし﹂という堀田正久先生︵本会理

堀田先生は︑事前に佐野を訪れて︑佐野郷士博物館長石

事︶の肝入りで計画されたものです︒

京成佐倉駅北口を出発したのが午前七時三十分︑往路の

田正己先生と下見をされるという熱の入れようでした︒

車中で︑予め配布しておきました平成八年度総会資料に基

づいて︑厳かに︑総会行事を進行してまいりました︒

Ｂ倉次支会長挨拶のあと

二︑事業計画
②栃木県佐野方面日帰り研修旅行の実施︵五月十八日︶

⑩泊翁ミニ伝記の出版推進

目平成八年度の業務と予算

ロ平成七年度業務と決算報告

えを受け︑早速一階の講堂で︑約一時間にわたって﹁西村

午前十時︑佐野郷土博物館石田館長さんの手厚いお出迎

話をいただきました︒

○佐野における堀田陣屋︑堀田稲荷のこと等︑詳細なご講

○佐野藩主堀田正頚と後見人西村茂樹の功績

○佐倉藩と佐野堀田藩の関係

正久先生から︑約二時間にわたって

総会行事を終了︑本日の講師をお願いしてありました堀田

その意義について︑説明を行いました︒全員賛成のうちに

とくに︑本年度は佐野方面への研修を実施することと︑

⑧泊翁西村茂樹研究会の開催
︵泊翁日記を読む講師堀田正久先生年三回予定︶

三︑その他
に代表参加

④日本弘道会一二○周年記念事業式典︵十一月九日︶

佐倉支会の平成八年度総会と
泊翁の功績を学ぶ佐野方面研修会

佐倉副支会長石渡敬
ｒ：去ｉ平成八年五月十八日︑私たち佐倉支会一行は︑平成
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西村茂樹先生の撰文になる「佐野城嘘碑」の前で

車中での堀田先生のご講話を拝聴しており︑石田館長さ

茂樹と堀田佐野藩﹂について︑ご講話をいた箕きました︒

二階の﹁西村茂樹に関する諸展示﹂では︑石田館長さん

んのお話で︑より明確に脳裡に刻むことができました︒

自らのご説明をいた翼き︑泊翁のご真筆をはじめ︑数々の

特別展示に︑いたく感動いたしました︒栗田美術館で︑昼

記念碑を中心に︑堀田陣屋跡を訪れ︑史跡保存会の皆様方

食見学の後︑再度︑石田館長さんのご案内で︑西村茂樹の

の説明を受け︑とくに堀田稲荷神社の境内社務所で︑心温

まるご接待を受け︑一同感激いたしました︒

今回の研修会で︑学んだことは︑

績を︑実地見聞することによって学習できたこと︒

一︑西村茂樹父子三代にわたって︑佐野藩に残されたご功

堀田正頚の養育係として︑遣された功績は偉大であった

二︑西村茂樹は︑わずか十三歳で藩主になられた佐野藩主

こと︑とくに︑幕末に於ける佐野藩の対応には︑泊翁の

先見の明と洞察の鋭さを学ばせていた堂きました︒

三︑現在なお︑保存会の方煮のご熱心な活動によって︑当

時の遺跡が︑立派に整備保存されていることに対しては︑

文句なしに︑頭の下がる思いでした︒

なお︑今回︑研修への参加者三十九名︑内訳として︑弘

た方全でした︒この方々は︑市のカレッジに於いて歴史専

道会員二四名に対して︑十五名は︑特に希望して参加され
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攻された方灸と︑シルバーセンターに於いて︑観光ガイド

なりに解明できたような気がしている次第です︒

られるお姿を拝見し︑かつて抱いていた疑問の一端が︑私

泊翁茂樹の記念碑のある佐野城跡を大切に保存整備してお

ませんでした︒茂樹は佐野藩を代表して佐倉藩の代表平野

茂樹が主君の上京を促したにも拘らず︑藩主正頚は上京し

佐幕を志していました︒慶応四年︵一八六八︶の大政奉還後︑

ていました︒佐野藩は譜代として幕府を支える立場にあり︑

なった佐野正頚の養育係をつとめ︑藩の仕事にも精をだし

まさつぐ

年︵一八五四︶正衡が亡くなり︑茂樹は僅か十三歳で藩主に

まさひら

の命により支藩佐野藩に仕えることになりました︒安政元

西村家は代々佐倉藩主堀田家に仕えていましたが︑藩主

一し︑藩の力とした西村茂樹の偉大さを知りました︒

佐幕であったはずの佐野藩が︑幕末の混乱期に藩論を統

㈲疑問一に対する解答

を担当している方々であったことは︑今後︑支会組織拡大
参加された方々の声として︑来年度も︑是非このような

に大きな希望がもてることになります︒

画した一人として︑心ひそかに喜んでいる次第です︒

研修会を望むものが圧倒的に多かったことは︑研修会を企

二つの疑問を懐いて参加した佐野研修

佐倉支会渡過良志雄
私は新潟県長岡市で生れ︑佐倉市に移り住んで十五年に
なりました︒
つぐのすけ

長岡藩といえば譜代で︑七万四千石の城下北越戦争で有

重久と一緒に︑京都・大阪に宿を同じくし︑平野が佐倉に

名な河井継之助︵後の軍事総督︶等が出ています︒

私は日頃︑故郷長岡藩と佐倉藩・佐野藩がともに譜代で

た東征軍により︑藩主が謹慎を命ぜられてしまいました︒

官軍の命令に従わなかった佐野藩は︑その後関東入りし

しげひさ

あり︑藩の大勢は佐幕であったはず︑それがどのようにし

の情況を見聞してきました︒

帰った後も五ヶ月にわたって京都に滞在して︑つぶさに京

いま一つの疑問は︑鎖国の時代にあって︑いち早く世界

しげき

いていたかという疑問を持ち続けていました︒

て藩論を統一していったのか︑なお西村茂樹の陰の力が働

に眼を向けた佐倉藩主堀田正睦の開国精神は︑どこで培わ

茂樹は京都での見聞を生かし掻れ動く藩論の説得に全力を

たまたま︑この度の佐野研修に参加させて頂きまして︑

持たれないように︑関東の諸藩と同様に︑大勢に順応して

傾注いたしました︒佐野藩がその結果官軍に一層の疑惑を

まさよし

れてきたのかということでした︒

堀田正久先生の車中でのご講話と︑佐野市郷土博物館長石

新政府に恭順し︑上野国・下野国で旧幕府脱走兵の追討や

まさ熟

まさひさ

田正己先生のご講話をおききし︑更に佐野保存会の方々が
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三国峠の戦争に出兵し︑越後六日町や会津へと交戦して事

まさひろ

として仕事をしてゆくには︑相談相手が必要だったのです︒

正睦︵正篤︶は十五歳で第九代藩主になりましたが︑藩主

幕府も外様大名に対しては︑取締りも寛大のところがあ

その後見人が支藩の佐野藩主堀田正敦でした︒

は︑くわしかったようです︒︵例︑支倉常長のメキシコーロー

はぜくらつねなが

り︑外様大名は西洋との交易を行い︑西洋の情勢について

正敦は︑西洋の学問が盛んな仙台伊達藩から養子に来た

マ︶

ついて話されたことでしょう︒正睦は後の天保七年︵一八

人ですから︑正睦に外国の様子や︑日本の将来展望などに

三六︶に成徳書院や佐倉洋学所で藩士に蘭学や英学を奨励
たいぜん

し︑自らも﹁蘭癖﹂とか﹁西洋狂﹂と言われる程西洋のこ

による医学生の教育と病人の治療に当らせました︒

とに詳しく︑佐藤泰然を招いて順天堂を開かせ︑蘭方医学

．ヘリーで日米和親条約︵神奈川条約︶を締結調印いたしまし

そ近代化の道であると確信し︑安政元年︵一八五四︶幕府と

正睦は科学文明の遅れを知り︑貿易立国を志し︑開国こ

佐野藩を救ったのは︑実に西村茂樹の先見の明にあった

なきを得たのでした︒

のでした︒そして︑その説得の原動力は茂樹が京にあって︑

やがて﹁開国の父﹂と言われるように︑鎖国をやめて︑

を承認していた﹂と記載がありました︒

報復として琉球の占領を計画しており︑本国政府も︑それ

日米和親条約を結ぶのを幕府が拒否していたら︑ペリーは

ここで朝日新聞︵平成七年十一月四日︶天声人語に﹁もし

た︒

でした︒
まさよし

混乱していた京の情勢をつぶさに見聞したことによるもの

ロ第二の疑問の解答は
まさあつ

﹁開国の父﹂佐倉藩主堀田正睦の︑世界への眼は佐野藩
まさちか

主堀田正敦の影響を受けていたことが解りました︒
文政七年︵一八二四︶佐倉藩主正愛が二十五歳で亡くなり
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した︒正敦の正睦に対する影響の大きかったことと︑その

外国と交流する第一歩をきり開く政治を行うことになりま

用人上席として藩政に参与され︑特に合力七人扶持を給与

より︑佐野藩主堀田正碩公の附人として派遣されました︑

正衡公は芳郁生前の貢献に対し茂樹の弟三平︵後の勝三︶を

三年前父芳郁は四十八歳で亡くなったが︑時の佐野藩主

になります︒

されました︑これで︑祖父以来三代の遺業を継承したこと

に述べたように︑佐野藩主堀田正頚とその後見人としての

佐野藩は佐倉藩の支藩ということは聞いていました︒先

偉大さを強く感じた次第でした︒

西村茂樹︑更に佐倉藩主堀田正睦とその後見人としての佐

出仕させ藩士にとり立て上います︒

た洞察眼でありましょう︒

であります︒この努力の成果こそ佐野藩の救世主となり得

軍太郎に説得され蘭学修学等︑余人には及ばぬ修学の内容

洋砲術の免許取得︑温故堂都講︑手塚律蔵より英学︑木村

ほかなりません︑即ち眼病との戦い︑東西兵法の勉学︑西

茂樹の洞察眼は修学期に培われた知力︑気力の総合力に

眼

二︑幕末の混乱期に佐野藩の救世主となった茂樹の洞察

野藩主堀田正敦との事実ひとつをとってぷても︑もちつも
たれつの親交の深い両藩であったことを知ったことがこの
研修での収穫でした︒

泊翁公の佐野藩に於ける功績
日本公道会佐倉支会藤崎一
一︑幼少の佐野藩主堀田正頚の附人としての西村茂樹
祖父は西村芳高︑父芳郁︑通称平右衛門︑禄高二百石︑

嘉永六年こそ茂樹の真価を見て頂く人生のスタートの年

三月︑佐倉藩主正睦公の命により佐野藩主正頚公の附人

でした︒

となり︑六月米艦隊浦賀入港︑米国に対する意見書並びに

文政十一年︵一八二八︶江戸辰ノロの佐野藩邸で生れ︵佐

母を楽と云い代々堀田家に仕えていました︒

りは藩校の三太郎と称され︑即ち西村平太郎︑木村軍太郎︑

倉藩の支藩︶幼名平太郎︑藩校成徳書院で学び︑その秀才ぶ

藩主︑佐倉藩主に上申されておられます︒

安政二年︵一八五三︶の大地震には江戸藩邸にありて大活

外国貿易に関する意見書の提出︑又海防策を作成して佐野

躍されております︒元治元年︵一八六四︶の四月には大平山

し名声を挙げております︒

嘉永六年︵一八五三︶茂樹二十五歳のとき︑同藩士奥年寄

依田十太郎の三名でした︑後に幕末から明治にかけて活躍

鈴木光尚の女千賀と結婚︑同年三月佐倉藩主正睦公の命に
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きく揺れ動きましたが茂樹の穏便にして良き施策により事

事件︑水戸浪士の天狗党二千百人が山に居すわり︑世情大
なきを得ました︒

又慶応四年︵一八六八︶大政奉還後︑茂樹が藩主の上京を

促したにも拘わらず正頚公の上京はありませんでした︒

堀田摂津守正敦

文政七年︵一八二四︶十二月佐倉藩主正愛公が二十五歳で

亡くなり︑正篤十五歳で佐倉藩主となり︑若年でしたので

幕閣の若年寄佐野藩主堀田摂津守正敦公が後見人として相

ました︒そこで茂樹の再度にわたる助言により︑官軍に一

の武器すべてを没収され︑藩主が謹慎を命ぜられてしまい

後年の正睦公が洋学を取り入れ︑教育に政治にその思想を

躍されており︑年若き正睦公には当を得た後見人であり︑

易等も自由に出来て︑海外の知織が豊富で対露政策にも活

正敦公は伊達陸奥守宗村の八男︑外藩ですので比較的交

談相手となりました︒

層の疑惑を持たれないように出兵を願い出て許され︑武器

せられて大成したのも︑この良き後見人でありました佐野

も活用し﹁西洋堀田﹂﹁蘭癖﹂等と云われ︑開国の父と称

朝廷の命令に従わなかった佐野藩は東征軍により︑城内

の返還をして頂き︑三国峠の戦に出兵して幕府軍と交戦し

大恩人佐野藩主正敦公の姉君は︑世に茶人不昧公として

藩主正敦公の影響が大きかったのではないでしょうか︒

た為︑勧皇の意志ありと認められて藩主謹慎の身を解かれ
たのでした︒これ一重に︑機を見るに敏︑大局に立っての

公の先代佐倉藩主正愛公の奥方です︑正睦公は正時公の季

高名な松江藩主松平治郷公の奥方で︑その女幾千姫は正睦

茂樹の適切な対処によるものでした︒

茂樹は︑たまたま京にあって佐倉藩士平野重久と共に︑

君でありました︒

子で正愛公の義弟ですので佐野藩主︑松江藩主は共に叔父

鳥羽伏見の戦を目の辺りに見ていたのです︑平野と別れて
から近江国堅田︵佐野藩領︶に難を逃れて更に天下の情勢を

泊翁公の功績の一端を求めて佐野研修会に参加致し︑同

四︑佐野城祉と保存会の活躍

見究めていたのでした︒

かねてより大局を卓観していた茂樹の洞察眼がこ上で鋭

己先生の御講話を頂き︑地元保存会の皆様方の御接待や時

行された堀田正久先生︵本部理事︶︑佐野郷土館を長石田正

くひらめいたのだと思います︒先に述べたように︑幼少の
る茂樹の適切なる判断対応こそ︑佐野藩の救世主に価する

謝致しております︒

折りの会話等により︑多くの史実を把握出来ましたこと感

佐野藩主正頚公の附人としての功績に加えて︑幕末に於け
偉大な功績であったと思います︒

三︑佐倉藩主堀田備中守正睦の後見人としての佐野藩主
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I

下野園安蘇郡佐野城成於文政十一年照於明治四年其間歴年僅四十三而這民懐之不巳者雄因故君徳政之入人深抑亦

民心忠厚之所致也按堀田侯正敦君為幕府少老輔少賂白川侯致寛政之治以功賜佐野地始築此城嗣子正衡君亦為幕府

亦屡爾来二十除年城模塑塁鍵為黍離変秀之野里中故老恐這迩遂婦浬滅相謀立石於城嘘以余有縁於佐野請文刻其面

少老有功於天保之政二君皆忠誠奉上慈仁鳳下嫡孫正頚君襲封年尚少明治革新王師東征藩士従軍有功尋康藩置懸城

間続いたことになります︒城跡中央部にある佐野城嘘碑の

文政十一年に築城され︑明治四年に至るまでの四十三年

り︑植下町大原地内にありました︒

︵佐野高雲堂鶴皐錆︶

宮中顧問官正四位勤三等西村茂樹撰

侍従正五位勤五等子爵北篠氏恭募額

夫溌藩之畢固園家之偉業然這民之情有不堪感槍番後之讃此碑者亦膳有感乎時世之鍵芙
明治二十五年三月

とくに︑堀田稲荷様に於いての佐野保存会の方々の御厚

撰文は︑旧年寄西村茂樹のもので︑歴代藩主を中心に譜代

情溢れる御接待と︑城祉保存の将来への展望をお間かせ頂
き︑その熱意は保存会のみでなく︑最早市民運動にもなっ

としての活躍を格調の高い文で刻まれています︒明治二十

ている感がありました︒

保存会の皆様方は︑足軽の子孫ですと云われておりまし

へ道徳講演行脚の旅に出る二か月前に︑佐野を訪れたこと

五年二月といえば泊翁が︑一さいの位階を返上して︑全国

になります︒父子三代にわたって歴代藩主を扶け︑佐野藩

たが︑ざにあらず︑現在の行為と思策は家老職の感があり
の垣根一本ノ︑にお名前が刻まれていることにも心打たれ

ました︒又城祉石碑の拓本とりは大変でしたでしょう︑石

のと思われます︒﹁宮中顧問官﹂は︑泊翁が︑明治八年︑

を安泰に導いた旧懐の念がこの格調の高い碑文となったも

天皇の先生である待講を命ぜられていたからでしょうし︑

されて行くとのこと︑よろしくお願いします︒

佐野城嘘碑願書を北条侍従にお願いしてあることも︑宮中

ました︒残されているお池も手入れをして公園化し︑保存
五︑泊翁撰文になる佐野城嘘記念碑

顧問官であったことによるものと思われます︒

佐野城は︑東西五四○メートル︑南北三六○メートル︑

周囲約一・八キロメートル植野馬門街道両側一帯にひろが
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碑嘘城野佐

︵平成８年７月︶

鯵ご寄付者芳名

金三千円也
庄司臭明殿︵東京都︶

７月︶

鯵図書ご寄贈者芳名
︵平成９年６月

﹃佐倉と文学ｌ文学作品に描かれた佐
倉﹄

著者佐倉市立中央公民館

発行シンソー印刷
佐倉市立中央公民館殿

﹃道徳と教育恥測・恥捌﹄

編集日本道徳教育学会
発行日本道徳教育学会事務局
日本道徳教育学会殿
﹃修復文化財建造物写真集﹄

編集︵財︶文化財建造物保存技術協会
発行︵財︶文化財建造物保存技術協会

鈴木勲殿
﹃戦後民主主義の解剖﹄

著者

︵社︶国民曾館

勝田吉太郎

中山昌一

小田金清

︵社︶国民曾館殿

高田賢

伊藤幸七郎

吉富政夫

菅原喜代治

川口重雄
細谷政弘
庄司臭明

嶋沢孝

阿部光夫

今井正

細谷士武谷

下山敏郎
小川徳松

発行

◎会費領収報告
︿鎚秤賊躯斡祁朋郵叩︸

ただきます︒

１この報告をっもて領収書に代えさせてい
２お名前の上の○印は新入会員の方です︒
３お名前の下の括弧内の数字は会費納入最
終年度です︒

でご連絡下さい︒

４ご不明の点は本部事務局会員会費の係ま

︹東京都︺

中田貴志男㈲岡田年弘⑧

嶋田晋吾㈲広田滋⑥

中根一夫

吉原須美子

安西英太郎

武田武雄

加瀬正治郎⑥小測守男⑥

木村健一⑥渡辺芳子⑧

山崎吉彦
木下久雄
松原正憲
下中直也

三輪田芳子⑧赤松豪⑥

金井勇⑧神戸照雄⑥

荒木敏鎌⑧角張繁⑥
水田武⑨石井武子⑥
阿部清働片平善二⑥

光谷巌

長戸元三郎

森下千寿子⑥田熊り州⑥

池田太郎⑥夜久正雄⑥

古屋豊

小川雅一郎

鏑木義之

石川松太郎

辻清二郎

小津民三郎

浜中満和

遠藤林太郎

三枝武

大洞陽一

菱山幸一

鳥羽貞三

塩沢光利
久田龍二
讃岐和家
田中万吉
石川良子
石川忠久
高橋新平
浅田隆夫
松本孝二
関口輝三
加藤茂男
小牧幸雄
石川借男
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吉富多寿夫⑧
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遠藤惇伺
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鈴木正一⑥
佐伯豊一⑥
鈴木格禅⑫
吉田忠一⑧

佐灸井典比古㈲

小原高子⑥

阪谷芳信⑥

野沢浩⑥
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沢林部野藤辺川田吹田玉

水乙足渡矢赤矢

勇
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治昌平花美行郎勉中郎
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セ好幸峻善俊秀和

イ之晃枝敏道一一雄己

生山智己⑧
小林三郎⑥
武末隆夫⑧

村中口野田菅月峨智野

古波津英隆⑥

坂口恭宣伺
加藤一雄⑧

金沢芳平⑧

市田関河岩小五嵯発池
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佐通泰二⑧
渡辺梅子⑥

︹茨城県︺

○野口正之⑧

︹静岡県︺

大塚洋次郎⑧

長島松尾⑧

長瀬省吾⑧
池田正三㈲
平井千代⑧
○天野恭作⑧

︹富山県︺

吉永善亮⑨
佐野健三⑥

︹石川県︺

辻幸吉⑧

正

哲男

︹長野県︺

青赤
柳慶

(
8
)
（
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）

伊藤義輝⑧

八木嘉七⑧

小林清⑧

永野春夫⑧
渡部正義⑧
田内龍治⑥

清水美晴⑧

青木安弘⑧
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︹新潟県︺

沖明⑥
︹愛知県︺

許為⑧
高田敬子⑧

井上長英⑧
︹愛媛県︺

佃宇和郷士文化保存会㈲

宇都宮象一⑧西田春善⑥

︹福岡県︺

古川清光⑧

︹鹿児島県︺

︹宮崎県︺

谷山安弘⑧

後藤俊彦⑥

菊池提⑥栗林忠男⑥
︹広島県︺

鳥居秀雄⑧

上川繁人⑧

安濃徳雄㈲
米沢茂美⑧

︹和歌山県︺

渡辺

士厚氷

一郎⑧

松下兼文⑧

佐藤保文⑧

丹治幸吉⑥

山川徳助⑧

柏倉真一
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大谷嘉男⑧

︹岡山県︺

高橋文博⑧
︹山口県︺

宮本勝義⑧

直市⑧

︹山形県︺

相津長治⑧

︹青森県︺

川三

五十嵐徳雄⑧

○清水治⑧
田畑賢住⑧

︹大分県︺

椛田信吾⑥

勲

末次祐司⑧
高柳久登⑧

孝寿四佐
翁郎代中

︹福島県︺

︹京都府︺

大内正夫⑧

小池弘⑧

︹佐賀県︺

古賀秀男⑧
小柳治道⑥

田長熊石
久谷谷川

︹兵庫県︺

石原太紀⑧
小邑政明⑥
佐藤正明⑧
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8
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矢野恭克⑧
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︹岐阜県︺

︹奈良県︺

五

金森茂一郎⑥
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津藤田

堀
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桐岡伊江
山崎藤崎

一戸竹治

畠山東太郎

︹秋田県︺

野上鯛一

渡部文雄

佐藤艶子
宮川佳久

平沢四子男

山田角助
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村田新一

飯田寅次郎

渡辺広志
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畑中治

加藤隆

大佐和健
板橋義夫
石長川博
高柳善男
関益太郎
宇井貞文
小林雅雄
雑賀富雄

辻幸蔵
平井尭

池田竹夫

萩原勝
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鈴木亨
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三雄夫昭平博夫男子
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今筒敬三

大八木正子

伊藤英雄

鈴木豊

岩井喜久術

成毛武夫
河内朝夫
松浦成子

柳瀬秀雄

︵平成８年６月ｌ平成８年７月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

神奈川落合徹宮崎哲夫

東京長村幸雄師勝夫

茨城野口正之生平幸立

岐阜清水治石原太紀
静岡天野恭作小林清

◎新入会員芳名︵敬称略︶

︵平成８年６月ｌ平成８年７月︶

︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

島根石原道夫内田栄

″上田業就〃

国笹近大竹大木四白
友本藤岩蓋竹内宮鳥
輿 真 千
省武士好良重佐鶴

(8)⑧（8）（8）⑧（9）（8）（8）（8）
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I
I
I
幕

エJ

景山寛松本幹彦

岩田正樹〃

畑勉佐藤隆幸
米山克正〃
江角郁夫〃
林禎紘黒川浩
仁木忠昭〃

塚本豊〃
高橋宏〃
佐沢秀夫〃
栗林真人〃

岩田勉〃
佐灸木小次郎〃

椎原紘一〃
高橋康雄〃

麦島工〃

加藤保夫〃
鈴木光男〃
石川英一〃
柿崎秀子〃

根房川

佐藤隆幸

鈴木良治

黒川浩

座います︒

して︑光栄且つ恐縮に存ずる次第で御

重任に決定した旨御通知を頂戴致しま

然る処五月三十一日付を以て評議員

年齢は争えないもので一年増しに老

愈の度が加わってお役に立たない様に

申上ぐべき処で御座いますが︑現在は

なってまいりました︒本来なら御辞退
″

公職を整理致しまして神社寺院の外は

日の評議員会及び廿五日の総会に欠席

慶至極に存じます︒陳者去る五月十四
致しまして申訳御座いません︒

鈴木勲先生

恐慢頓首

東京都石黒ミナ

﹁弘道﹄第九八二号ならびに弘道誌

拝謝

平成八年六月十四日

したが︑御挨拶迄如斯に御座います︒

受をさしていただきます︒大変遅れま

の御推薦で御座いますので難し有御引

同の勝手な申し様になりますが︑折角

ることになるかも知れないと︑公私混

在ることが心身の衰えに歯止めをかけ

弘道会の糸になりました︒この栄職に

″

若鍋尚志

″

″

柴山斉

良善武邦弘和岩
清二蔵男也司弘夫治

千葉県菅谷敏夫

竹加西高有吾島藤倉
村藤賀見富郷崎持

謹啓梅天不勝の候愈々御清安の段大

″

″

木更津

″

島安平

麻場美彦対比地勇
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〃
〃

佐原紀雄〃

河合章男飯野貞夫

ー

一
一

田

の整理表紙をお送りくださいましてあ
りがとうございます︒当方︑貴会の︑

社会教化学院に学びました者︒現港区
立麻布小学校になっている当時︑弘道
よりふち

会会長徳川頼倫邸の中の一棟が︑関東
大震災のあとの教場でした︒この徳川
邸には日本で第一番のパイプオルガン
が︑徳川頼貞氏によって購入されたよ
うに記憶しております︒

す︒

不一

鈴木会長様によろしくとご芳声頂け
ますれば幸甚と存じます︒

平成八年七月十四日

余談
東京都岩崎晶

遇に一驚いたしました︒﹁今後とも何

卒よろしく﹂とご挨拶申し上げた次第

︵昭瓢卒︶︵昭
尚︑同席︑隣席の宮崎哲夫氏と木屋

でございます︒

瓢卒︶

野正勝氏も共に同窓なる事が判明︑驚

次︑更には理事松平直寿氏は︑評議

きを更に深めました︒

務した経験があるのですよ︑岩崎さん

員会の折︑隣席にて﹁私はＮＨＫに勤

去る五月廿五日︵士︶の第九十四回総

か﹂との事にて﹁私は昭和九年愛宕山

はいつ頃ＮＨＫに入局されたのです

の編成局に入社しました﹂とお答えし︑

会に於ける休憩時間に際しまして︑理
事堀田正久氏が︑歩をわざノ︑小生の

之れ亦奇遇に驚きし次第にて︑重ね重

埼玉県平野正光
冠省先日は︑弘道会機関誌平成七年

元気で結構ですね﹂とお言葉を掛けら

飯塚一雄

不尽拝記

席迄運ばれて︑親しく﹁岩崎先輩︑お
れました︒小生︑突然のこととて戸惑

九・十月号について身勝手なお願いを
きまことに有がたく厚く御礼申し上げ

いましたが︑﹁どこで私が先輩でした

冠省

ねのことでありました︒

ます︒なお︑その節泊翁の﹃日本道徳

か﹂とお訊ねしましたる処﹁東京府立

申し上げましたところ︑早速ご恵送戴

論﹄までお送り頂き恐縮の至りに存じ

当地方は連日の降雨でございますが︑

運にも梅雨晴間となり参加者の出足も

先日の弘道会島根支会総会当日は︑幸

は東京府立第五中の第一回卒業生︵東
京大学法学部・昭和六年卒業︶なので︑大

第五中学校ですよ﹂とのお話︒実は私

抵の方は後輩に当る訳です︒よくよく

津先生の信念にみちられた御講演で一

上食特に御高配を賜りました講演も

ます︒﹃弘道﹄にはいつも教えられる

盛夏の候を控え︑事務局ご一同様の

お聴きすると︑氏は五中の第九回卒業

ばかりで︑塾生のつもりで勉強させて

ご多幸と会の発展を祈念し一筆︑取り

生にて東京大学法学部卒業と判明︑奇

頂いているものでございます︒

急ぎお礼のことばにかえさせて頂きま
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改めて先生をはじめ藤下さんの御厚情

同いたく感動した次第でございます︒

をご高配を賜りまして︑誠に有り難う

文部省及び日本育英会御在職中は種

ます︒

たことを心から感謝しお礼申し上げ

会理事長として国連大学のさらなる

今後は︑財団法人・国連大学協力

また︑この度は︑御手紙及び西村先

発展の一助となるべく専念する所存

ございました︒

当方過般の役員会以後︑諸彦の尽力

ました︒有難く利用させて頂きます︒

生の御著書等をお送り頂き︑恐縮致し

に深く御礼申し上げます︒

で会員も二十余名増加し︑なおその傾

敬具

敬具

島根県狩野冨吉

︵本会特別委員・元文部大臣︶

鈴木勲様

平成八年七月吉日

ろしくお願い申し上げます︒

従前に増してご支援のほどを︑よ

向にありますので︽快い百二十周年記

平成八年七月十六日
鈴木勲様

暑中お見舞い申し上げます︒

ます︒いかがお過ごしでいらっしゃい

毎日うだるような暑さが続いており

謹啓時下ますますご清祥のことと

あまりの暑さに﹁うだる﹂とは︑何

ますか︒お伺い申し上げます︒

﹃茄だる︒暑さに弱ること︒﹄

なるほどと納得しました︒それにして

じゃ？と辞典を引いて見ましたら

様のご助力︑ご指導を得て無事︑会

も﹁夏は暑いものだ﹂などと強がりを

ました︒八年に及んだ在職中は︑皆
館の職務を全うすることができまし

国際文化会館の理事長を辞任いたし

平成八年六月末をもって財団法人・

お慶び申し上げます︒さて︑私儀︑

永井道雄

つつ︑とりあえず御礼申し上げます︒

鈴木先生の一層のご健勝をお祈りし

第でございます︒

えず︑鈴木先生のご活躍を期待する次

最近の教科書の状況は誠に憂慮に耐

でございます︒

念になると共左によろこんでおります︒

先夜︑ＮＨＫテレビで御姿に接し
︵今話題の維文遺跡三内丸山遺跡ご視察の

感じました︒

折︶御活躍の程をも推察できて心強く
何卒不順な時節でございますから益
をご自愛の程を念じてやゑません︒

末筆ながら藤下局長殿にも宜敷く御
鶴声願い上げます︒
不一

東京都渡辺昇一

鈴木勲会長殿

平成八年七月五日

拝復

向暑の候︑益をご清栄の段お慶び申
し上げます︒
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敬弔
篠塚繁殿︵評議員・東京都︶
元国税庁次長︑元日本銀行監事
平成八年八月十日逝去︵享年八十六歳︶

永年にわたり︑﹃弘道﹄俳壇選者
としてご尽力をいただきました︒謹
しんでご冥福をお祈りいたします︒

アングロサクソン・ラテン・蒙古等を

に人類が誕生して以来の根本的なもの︑

の帰結と謂えましょう︒

になって来ている事は︑まことに自然

任理事国入りを強く支持している趨勢

世界が争いなき一国となることは︑

初めとして世界には白人・黒人・黄色
人種と皮層の色が違っていることが事

れませんが︑一歩一歩と世界の願望は

針の針孔に酪舵を通す程の難事かも知

めど

毎に摩擦の種になっております︒仲よ

くしであります︒

その目標に向って進行中であると云う

︑︑︑

く行ってる時は何事も起きませんが︑

一度うまく行かなくなりますと大衝突

我国の清潔なる政治家であった尾崎

です︒東欧や印度や南アフリカ︑アメ
○○

リカにその例を見ます︒

物であり︑世界連邦建設の提唱者︑ア

署堂︵行雄・扇詔Ｉご窪︶は反軍的な人
○○○○○○

メリカ・ワシントンのポトマック河

第五には制度の問題Ｉ世界には夫々
君主制︑共和制︑多頭制︑独裁制︑資

畔にある桜並木は署堂が寄贈したるも

の︑毎年﹁桜祭り﹂が盛大に行われる

互に同調すること仲之に難しでありま

次第︑日米親善を促進したことに多大

本主義制︑共産主義制等の国ありて︑

強い陽射しの中で畑の野菜は︑元気

す︒が︑近時︑Ｇ７・Ｇ８・Ｇ９のト

の貢献を為し︑米国よりは約四十本の

言っていたのは︑今は遠い昔の話︒

一杯︒ミニトマトは鈴成りで毎日の収

ップ会談が盛んになりましたことは︑

﹁花承ずき﹂Ｓｏｏ三○○口︶が返礼とし

○○

穫が楽し象です︒暑さ厳しき折り︑ど

大変結構なることと考える次第であり

にｏ

うぞご自愛くださいますよう︒お大事

の常任理事国になることは当然のこと

も云うべき名木をお互いに交換し合う

世界中の国々がその国のシンボルと

て贈られて来ております︒

であり︑結論としましてロシア・中国

のではあるまいかと奨励したき事ども

ことは︑地球を小さくすることになる

でございます︒

入を許容したくない様子ですが︑世界
はアメリカを初めとして日本・独の常

が︑やや日独について理事国として加

ともあれ︑実力ある日本・独が国連

ます︒

盛夏
﹁反響﹂

東京都岩崎晶
第四には人種の問題Ｉこれは地球上

︹前号より続く︺
○Ｏ
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︵一︶

﹁弘道﹂第九八一号拝読いたしまし

度を不鮮明にして以降︑欧米諸国の姪

日本はこれよりは各国間の自由化と規

︑︑︑︑

夜︑奮起・奮斗したるその尽力・努力

桔下に畔吟したのであります︒さて︑

︑

制緩和︑それに環境問題を提起・促進︑

時移りて︑一九九六年の現在は如

には特筆大書に値するものがある︒

解決化せればと存じます︒

た︒﹃特集・アジアと日本﹄時宜を得

展の現状を観るにつけても︑驚異的な

何？アジアに於ける経済の奇跡的発

私事で乍恐縮︑戦時中︑スマトラに

つとめ

ジアの一員としての﹁務﹂を果すべき

たるテーマにて日本は今後ますノ︑ア

新放送局を建設の為にＮＨＫより派遣

かつ

て永年に亘りて欧米諸国に隷属したる

るものありと認められております︒嘗

スマトラは首都のメダンに︑又︑北端

︵軍嘱託・奏任官待遇︶されて︑約四年間

るＡＰＥＣ︵アジア太平洋経済協力会議︶

在しました︒時々は︑アンダマン島の

のコタラジャ︵現ハンダ・アチ己に駐

泊翁会祖の言に白く﹃我日本国の長

ＡＮ︵東南アジア諸国連合︶を基盤とした

アジア諸国は︑挙って独立し︑ＡＳＥ

でありましょう︒

にその短処は軽繰に在るなり︒事功を

処は勇敢と節義とに在りて︑其を観る
急ぎ﹁国力﹂を顧承ざるは在官者の軽

や︑ＷＴＯ︵世界貿易機関︶の下に発展

方角より英国軍用機が飛来して機銃掃
もと

０００００Ｏ○
○
射されたり︑終戦後は百日間の重労働︑

○００

しつ上あるのであります︒︵蓋し︑各新

けだ

繰なり︒己が戦力を量らず一挙万金の

聞紙上に掲載されたる各国首脳のＡＰＥＣ

︑︑︑

なり︒十年の利を棄て一年の益を﹁求﹂

﹁もうけ﹂を得んとするは商買の軽燥

やっとスマトラから引揚げましたがト

ラックにて南下中︑町々︑村之を通過

に於ける記念写真は壮観でした︒︶

アジアは実にこれ迄にない安定と繁

えて並列し︑﹁ムルデカ︵独立︶！ム

する毎に現地人の若者達が道々に出迎

○ＯＯ

むるは農夫の軽繰なり︒⁝⁝云今：
⁝﹂とあります︒﹃又︑亜細亜は亜弗利

の繁栄を一時的なものでなくアジア諸

栄とを享受しておるのであります︒こ

は︑アジア諸国のたゆゑなぎ協力・協

国の明るい未来を確かなものとするに

様に想起される次第であります︒四・

雀躍して見送ってくれたことが昨日の

ルデカ︵独立︶！﹂と大声に叫んで欣喜

○

巴州に比すれば短処多くして︑其長処

加洲に比すれば長処多しと雛も︑欧羅
なる者も亦寛に彼に及ばざるに似たり︒

調が不可欠なものである︒

︑︑︑︑︑

耐の力﹂に乏しきことなり︒﹄と喝破せ

亜細亜人の短処は﹁進取の気﹂と﹁忍

ール︶を訪れましたが︑その昔半ヶ月

五年前︑当時の昭南市︵現在のシンガポ

日本は開国を決意し︑近代化に成功し

程宿泊したラッフルス・ホテルも健在

江戸幕府の末期に黒船が襲来した時︑

明治大正時代の我国の政治家が︑そ

たのである︒その他のアジア諸国は態

られております︒

の﹁不平等条約﹂を改正せんとして日
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閑話休題︒去る五月廿日︑ボン発の

化しておりました︒

は一掃されて︑立派な﹁百貨店街﹂と

ものでした︒ゴミノ︑した﹁中華街﹂

に見習った由︑その躍進ぶりは大変な

事には一驚しました︒交番制度は日本

なったこと︑煙草の吸殻一つだになき

でした︒特筆すべきは︑街並の奇麗に

栄の中心的重要性を持っている日本と

アジア太平洋地域の平和︑安定及び繁

紀への挑戦の要旨﹁我々同盟の関係は︑

国民に対するメッセージでは﹃廿一世

しての米国クリントン大統領の日米両

最後に今年四月の日米首脳会談に際

志向し︑専心すべきでありましょう︒

互恵の精神で政治協力︑平和と安定に

将来の展望としては︑アジア各国は

次︑﹁泊翁百話﹂泊翁日記︵三十八︶

を吐かれたことＬ存じます︒

政界の浄化︑民心の一新︑世界に正論

泊翁にして現代の日本にあらしめば︑

﹁そのものずばり﹂であります︒若し

泊翁先生のご教訓は︑正しく直裁

修の民は必ず国を亡ぼすと断言されて

倹の民は必ず国を起こすのであり︑箸

まちなみ

﹁日経﹂の伝える処によれば︑﹃日本の

米国との強い紳であり︑ひとりひとり

頁上段３行目︑戸塚の辺芙蓉峰の景絶

おります︒

︑︑︑

︑︑︑︑︑

古今東西の歴史をかえり承るに︑勤

ます︒

外相とドイツのキンヶル外相は﹁日独

の日本人とアメリカ人が︑友情と心の

︒︑︑◎

両国が協力して世界平和・安全保障や

交流を育むことは︑信頼感と理解とを

佳︒程ヶ谷︑戸塚︑藤沢の間云をとの

がら

経済発展に貢献する日独パートナーシ

深め︑両国を更に前進させるものであ

旅のご様子手に取るが如し︒私事にて

チャイナタウン

ップのための行動計画﹂で合意文書を

る﹄と高唱されておるのであります︒

脈を突くものがございました︒日清戦

安逸﹂は︑言々句々烈火の如く私の肺

た︒開巻第四頁の泊翁先生訓﹁騎漫と

﹁弘道﹂第九八二号拝読いたしまし

をしておりました伯父がおりまして︑

菓子製造ＡＢＣラスク株式会社の社長

ったことがございます︒実は戸塚に洋

浜在住のこととて︑戸塚には遊びに行

まことに乍恐縮︑私小学生の頃よく横

世界は日毎に躍進しつ上あるのであ

争の大勝利に酔える我国を民が漫心を

て壁ありますが︑その頃は戸塚は駅を

その子供達︵従弟︑従姉妹︶と騒ぎたく

︵一一︶

る︒前進しつ壁けて止まる処なしであ

生じ︑世界に恐るべきものなしとの気

一面田圃の連続にて︑夏は稲穂がまだ

降りると︵勿論︑蒸気機関車です︶すぐに

きずな○○○○○○

交換したのである﹄とあります︒国連
安保理事国を窺う両国が︑連携して影

る︒フィリッピンのラモス大統領の日

を起こし︑安逸の心を醸成させた事を

響力を強める狙いとあるのは当然のこ

し︑安保対話の緊密化に貢献すること

く﹁日本の国連常任理事国入りを支持

教訓︑戒告されておられるのでござい

とである︒

を推進するｏ﹂とのことであります︒

（99）

さざな熟

出ず︑青い小波が立っておりました︒

＠

ばかり︒副食は沢庵三切レと︑朝は承

○

食事は三食共︑朝・昼・夕と皆お粥

そ汁一碗︑昼・夕は﹁かぼちゃ﹂か﹁大

なり︒云を

私は東大二年生の折︑当時の革新派

根﹂の煮たもの少食です︒腹がすいて

○

の﹁新人会﹂と争った﹁七生社﹂︵故上

閉口しました︒これが血気壮んな若者

︑︑︑

杉慣吉先生の楠公の七たび生れ替りて世の

七・八月の夜ともなると夕暮より
○００００Ｏ
﹁蛍﹂の大群舞︑大乱湖でありまして︑

為に殿さんとの趣旨の会︶に所属してお

した者は皆無︒

の一週間続きの生活でした︒勿論間食

︑もの

見寺に同輩連二十名程と語らって﹁参
参禅して先ず驚いたことは︑入堂︑

一人対一人の坐禅問答！これが真剣

長い廊下伝いにご住職の部屋に参り︑

て無念無想三昧でした︒最終日︑暗い

二・三日すると﹁公案﹂を授けられ

が半紙に墨痕鮮かに書かれて鋲止めし

参禅室の壁には︑参禅する者共の姓名

禅﹂しました︒

りまして︑夏休象に入るや興津の清

かわ

団扇片手に畔道を行きますると︑顔に
蟹がぶつかる程でありました︒⁝⁝
柏尾川で生息していた幼虫が一勢に
羽化して飛び出した訳︒約八十年前︑

私は柏尾川ではよく泳いだものであり
ます︒﹃蚊張の中に蚤を放つのも愉快
でし た ｏ ﹄

戦時中︑私はスマトラに進駐してお

たか﹂は︑記憶に全然なしでございま

勝負でして﹁今だに小生は何を問答し

は不明であります︒同輩皆々﹁居士﹂

○○

会祖泊翁が清見寺にて坐禅されたか

︑︑

てあり︑その前に礼儀正しく坐禅する
＠

訳ですが︑生きた名でなく﹁岩崎晶居

︑︑︑︑

りましたが︑舟米程の繁った樹に蛍の

す︒

︑

士﹂と亡者扱いになっていたことです︒

︑︑︑

していたのを﹁壮観だなあ﹂とあかず

大群がピッシリとぶら下り︑光を明滅

００Ｏ

から解放されて﹁ホッ﹂とした顔を見

同輩も皆同様︒

既に亡き人と認知された訳でありま

看とれていた思い出がございます︒

す︒これで浮き世の事は一先ず忘れ

したかの如くでした︒⁝⁝

合せて︑少しは魂がすがノ︑しく前進

てよるしきものでございます︒

︑︑︑︑

ました︒朝は午前四時起床︒本堂の大

﹁夏の蚤﹂は何んとも云えぬ風情あり
次︑全第必頁下段所載の︑正月廿五

前庭の﹁お掃除﹂です︒催か巨大なる
い上加減に掃き清めるのではなくて︑

たし

日︑薄晴︑時を小雪︒今暁七時御発駕︒

﹁蘇鉄﹂の樹がありしたが︑唯︑竹篇で

砂地の庭に波型をつけ乍ら造成する訳

︵本会評議員︑ＮＨＫ旧友会員︶

ます︒お奨め申します︒

ともあれ﹁参禅は良き哉﹂でござい

⁝⁝︵中略︶

海上の朝残月映ずる景佳絶なり︒薩
○

唾の嶺に至れば天明︑：：：興津駅︑清

であります︒

○Ｏ

見寺庭前に梅花甚よし︒紅梅にて重弁
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英語で行った﹁日本の皇室﹂に関する

する前に通った日米会話学院において︑

田国保理事は︑香港総領事として赴任

寄稿いただきました︒元警視総監の土

寄稿として︑作家の出雲井晶氏からご

マで特集いたしました︒今回は︑特別

鯵本号は︑﹁日本の皇室﹂というテー

育関係資料として収載いたしました︒

長に解説していただき︑その一部を教

発表されました︒本号には︑鈴木勲会

という中央教育審議会の第一次答申が

初頭には︑完全学校週五日制を目指す︑

﹁ゆとり﹂が必要であり︑二十一世紀

や能力﹂であり︑それを育てるには︑

ら学び︑考え︑主体的に判断する資質

鯵いま︑子供に求められるのは︑﹁自

り︑再掲させていただきました︒

にとって記念すべき年を迎えました︒

鯵本年は︑創立百二十周年という本会

と祝福を受けております︒

︵本会佐倉支会顧問︶に挨拶を行い︑激励

出場前と帰国後に︑綿貫博孝佐倉市長

ある佐倉市の市民です︑オリンピック

は︑所属するリクルート社の選手寮が

の爽やかな笑顔が印象的でした︒彼女

の声援を受けて活躍した有森裕子さん

ナ大会に続きメダルを獲得し︑全国民

編集後記

論議についてのエピソードなどを︑深

し︑記念論文のほかに︑役員をはじめ
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鯵夏休承が終って二学期が始まりまし

教育不信が言われている昨今︑子供を

に︑安岡︑原田老師の﹁終戦詔書﹂を

たが︑Ｏｌｌ５７の影響で学校給食に

川製磁︵株︶会長の深川明氏は︑明治

めぐる秘話を通して︑日本の皇室を語

支障が出ています︒子供達のためにも

めぐる教育の問題は︑国民全体が自ら

っていただきました︒また︑昭和天皇

一日も早い解決が望まれます︒

時代以来皇室のご用達としての関わり

御大礼という世紀の盛典に︑侍従とし

鯵全世界の人々に多くの感動を与えた

います︒

て奉仕された本会第七代会長野口明先

第二十六回夏期オリンピック・アトラ

の問題として考えていくべきものと思

生の皇室論は︑悠久二千年の長い歴史

ンタ大会︵アメリカ︶が︑日本時間で八

を︑安岡正篤︑原田政治両先生の信頼

の中で︑日本民族の文化と道徳的核で

手団では︑女子マラソンで︑バルセロ

月五日に幕を閉じました︒我が国の選

を得ていた遣珠刊行会の宮崎哲夫社長

く論じた︑情理を尽くした名論文であ

あり続けた日本の皇室の意義を香り高
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かなめ

著者が︑﹁だれもが大切だと思いながらいざ実践
となるとしり込象してしまい勝ちな道徳教育を︑も
つと気軽に︑だれもが取り組めるものにしたいとい
う思いから︑本書を企画した﹂と述べている通り︑
本書は︑道徳教育研究一筋に歩承︑新しい道徳教育
の展開を願う著者が︑悩承ながら心の教育を進めて
いる現場の先生方におくる福音の書である︒教育の

れる現場の先生方必携の書である︒

(発行所）
鰯102東京都千代田区五番町14

文部省教科調査官

押谷由夫著

広島大学助手
高松短期大学
高知女子大学
日本道徳教育

心を育てる学校教育の創造

山形県 教育センター所長
東海大 学 山 形 高 校 校 長
一橋ゼ ミナール校長
山形大 学講師

基盤をつくるのが心の教育であり︑その要となるの
が道徳の授業である︑という教育観に立ち︑指導計
⁝新しい道徳教育の具体的展開⁝
画の作成から資料づくり︑授業の活性化︑評価の問
題等々初任者が明日から授業に取り組めるほど論述
Ａ５判２２３頁
は詳細を極めている︒この書ほど教師の思いに迫る
定価２４００円︵税込︶書は少ない︒全篇を通じて著者の息づかいが感じら

板井角也著
●子ども鰯一の学校のつくり方

いま校長に

求めら華腐るもの

本書は︑四三年間にわたり︑﹁学校教育とは何か﹂
を問い続けながら︑自己の教育理念の具現化に取組
んでこられた著者の実践的な教育論であり︑学校教
育における原点と主体は子どもにある︑という信念
をもって終始地域の教育を推進した著者の体験的な
教師論とも言うべき書である︒﹁校長も生徒の前で
は一人の教師である︒﹂という考え方をもとに︑子
ども第一主義の学校経営の中で発生したいろいろな
出来事に触れ︑著者の教育観や理念をまじえて回顧
録風にまとめたものである︒その中で︑﹁いじめ問
題に特効薬はない﹂という見出しの記事がある︒い

Ｂ６版２１１頁じめについては﹁心の教育﹂が基本であり︑﹁いじ

定価２３００円︵税込︶めはある﹂という認識の上に立って指導することこ
そ︑賢明な対応であるという考え方に共感を覚える︒
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