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南摩羽峯先生

八月三日

西村茂樹

秀如此御坐候︒拝具

奉願候︒先者右御案内御願

留守中弘道曾之義何分可然

御添書相用候事二御坐候︒

積り二御坐候︒先年頂戴之

曾津より越後地方巡遊の

被成候︒扱老生義明四日出立

大暑之候折角御大切可

承り候︒此節︿如何二候哉︒

先日来少し御不快之由

初代副会長南摩綱紀︵羽峯︶先生宛会祖の書簡︵日本弘道会所蔵︶
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日本弘道会綱領
甲号︵個人道徳︶
皇室を敬愛すること︑国法を守
ること

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

一善一徳を積むこと︑非理非行．

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
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ｂ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

批判し︑日本道徳の確立を訴えました︒

始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

の前身であります︒明治十九年には﹃日本道徳

創設しました︒これが現在の﹁日本弘道会﹂

めの道徳教化団体として︑﹁東京修身学社﹂を

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

動を精力的に展開いたしました︒

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

﹁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

と︑資源の保存と開発を図るこ

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

曜涯教育の先駆的役割を果たされました︒
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石原太紀
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かまくら道回想

︻特別講演会講演要旨︼

現代の世界情勢と日本

．
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転ばぬ先︵五十七︶

︿熟年からの健康﹀

村山首相変節の怖さ

一●

青く北斗星﹀

戸氏

︑・伸毎︻泊翁百話︼

明治十七年一月一日より一月二十六日まで

泊翁日記︵二十七︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・豊

弘道歌壇心
弘道俳壇．
事務局往来︵抄録︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝：
会告︿批鴎割渚誉離淵肌細鵠︾﹂瀦淵舗諦沸貯購一

編集後記

古田

白目

貴

英武

健太郎

小林鉱治

杉浦

古川哲史

古川哲史編

師松魚編
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或問十五条
その三利益主義について︵つづき︶

勺令や

まど

上にも言ったように︑道徳の教は善悪正邪の区別を明らかにするのが大事である︒いかに議論が

よ

この上なくととのっていても︑善悪正邪の区別がはっきりしていなければ︑人心を惑わし︑正人に

は拠りどころを失わしめ︑邪人には勝手な放言を許すおそれがある︒総じて道を実践しようと思う

者は︑身体を痛めなくてはならぬことがあり︑財産をなげ捨てなくてはならぬことがあり︑飢えや

寒さに耐えなくてはならぬことがあり︑身命を棄てなくてはならぬことがある︒もし利益を目的と

するなら︑これらは皆おこなうことはできない︒それ故︑もし利益だけで説を立てるときは︑衰微

につき

した南朝に忠を尽くした新田や楠の類は︑利益を目的としていないから道徳に合わない者と見なし︑

勢力のあった足利氏に従った仁木︑細川︑高︑上杉の類は︑利益を目的としているから道徳にかな

った者と見るほかはない︒シナの場合を例にとれば︑弱い宋に忠を尽くした文天祥︑張世傑の類は

利益を目的としない者で︑強い元に降参した留夢炎︑趨孟順の類は利益を目的とする者であるから︑

前の二人は道徳にかなわず︑後の二人は道徳にかなう者とするのか︒しかし︑この二例は国家興亡

の大変事の際のことであるから︑ふつうの論理では処理できないとするなら︑漢の郁通が文帝に楯
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びて詞の銅山を手に入れ︑伊勢貞信が足利義政にへつらって諸侯の賄賂をむさぼった類は︑どれも

利益を目的としたものであるから︑これを道徳にかなった者と見てよいか︒

或人が言った︒先生が利益説に反対するのは︑少し極端すぎるきらいがある︒それに︑西洋の人

の主張する利益主義は︑先生の例とされる仁木︑細川以下数名のような人のおこないを指すのでは
ないと思います︒

答えて言う︒あなたの言うとおりだ︒ベンザム︑ミルの利益主義はいま私が言ったような事では

ないのである︒思うに利益主義というのは︑俗見を離れた一等以上の人の言うべき説であって︑俗

人が言うべき説ではない︒それに︑この主義の短所は︑善悪正邪の区別をする力が弱いところに在

って︑利益という名称は小人のいちばん喜ぶものであるから︑その末流になると︑今まで私が言っ

たような甚しい弊害を生むに至るであろう︒ましてや︑日本人の性向には軽燥浮薄なところがあっ

て︑このような病弊に陥り易いからである︒シナの聖人は仁義礼智の四徳をかかげて人を教え︑ギ

リシアの聖人は仁智勇節の四徳をかかげて人を教え︑その言うところは永遠の真理であるといえる︒

利益主義の類は︑その論理は精微であるけれども︑私がこれを排斥する理由は︑四つの欠点がある

からである︒第一は︑善悪邪正の区別を立てる力が弱いこと︒第二は︑末流の弊を生じ易いこと︒

第三に︑意味を誤解し易いこと︒第四に︑日本人の欠点と相応していること︒あなたが私の言うこ

との当否を知りたいなら︑言語の末端にこれを求めず︑実際の上にこれを求めよ︒
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遠くなったふるさと

哲史

稿を書いた前の日は︑甲子園球場での高校野球大会で鹿児島代表の樟南高校が秋田高校に快勝

を楽しんだことぐらいである︒それで︑鹿児島市をふるさととする意識は稀薄であるが︑この

︑︑︑︑

なり大きい島象かんの樹があり︑秋になるとその樹によじのぼって︑小さく甘い実をちぎるの

ので︑側噴火の記憶はまったく無い︒私の記憶にあるのは︑薬師町の屋敷が広く︑庭の一隅にか

やがて薬師町に移って大正三年の桜島大噴火もここで遭遇した︒しかし︑まだ四歳児であった

そのように私は明治男として鹿児島市麿師町で弧々の声をあげたが︑麿師町での生活は短く︑

私は明治の空気は三ヵ月しか吸っていないが︑まぎれもない明治男であると思っている︒

五年︵一九三一︶五月八日で︑明治の年代が終わろうとする三カ月近く前のことである︒それで︑

私は︑今︵平成六年八月︶から八十二年前︑鹿児島市麿師町に生まれた︒生年月日は明治四十

川

し︑さいざきのよいスタートを切ったのを欣んだ︒樟南高校は︑今までは鹿児島商工高校とい
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古

って甲子園の常連であったが︑今年から校名を樟南と改めた︒樟南の﹁樟﹂は鹿児島地方に多

いクスの樹のことで︑この樹は生育が速く︑十年もたつと見あげるような大木となる︒樟南高

校もクスの樹のように甲子園球場で大きく羽ばたいてもらいたいと思う︒

お

しかし︑私が鹿児島市にいたのは五歳までのことで︑父の離職にともなって大隅半島にある

父祖代々の農家に帰り︑そこで小学校六年と中学校五年の業を卒えた︒父祖の地は敷根村とい

う寒村であったが︑のち﹁花は霧島︑タ︒ハコは国分﹂の国分市に編入され︑現在は国分市敷根

と表記する︒しかし国分市に編入される前に︑私は進学のため敷根村を出たので︑国分市敷根
にもなじゑは薄くなっている︒

︑︑︑︑

ところが︑敷根を出て以後の福岡と東京の書生々活六年︑学窓を出てからの東京生活は六十

年を越えたので︑知友は東京や福岡に多く︑鹿児島では少なくなっている︒ふるさととは︑第

一に生まれた土地︑第二に父祖の墓のある土地︑第三に学業をおさめ︑生涯の生計を営んだ土
︑︑︑︑

地と解せられるが︑愛着の度合は人さまざまであろう︒﹁ふるさとは遠きにありて思うもの﹂

とは室生犀星の有名な詩句であるが︑私にとってのふるさとも遠い時期︑遠い土地になってし

まった感が深い︒しかし︑これは私だけのことでなく︑本会の会員多数にも共通する感慨なの

かも知れない︒︵本会理事・東京大学︑国際武道大学名誉教授︶
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特集我がふるさとを語る

私たちを育んでくれた﹁ふるさと﹂には︑人それ

ぞれに︑様々な憶い︑思い入れがありますが︑各地

域ごとに地理的・歴史的環境や生活環境等が異なり

の成り立ちや歴史的変遷︑風物︑民俗︑歴史上の人

ます︒そこで本号では︑執筆者が住んでおられる町

を織り込んで大いに語っていただきました︒

物︑名勝︑遺跡︑文化財など︑我が町の誇れるもの

！§１＄

（8）

！

ふるさと安一房と古式泳法

一︑ふるさと安房とは
私たちのふるさとは安一房である︒千葉県は︑一名一房総半

島という︒その最南端に位置しているのが安房国である︒

安田豊作

安房は︑一房州ともいわれ︑東京湾をはさんで対岸三崎︑

伊豆と相対時しているので良きにつけ悪しきにつけ︑交流

頼朝が石橋山の旗上げに敗れ︑海を渡ってここ房州にの

があったようである︒

産業面でも︑﹁伊豆で稲取︑房州で布良﹂とうたわれて

がれ︑再起を図り︑成功しているのは余りに有名である︒

いるが︑かつて延純漁業の基地として両者が栄えた証左で

日蓮が修業した清澄寺のある清澄山系と︑日本寺のある
鋸山によって上総国と分けられ︑南に向って開かれ︑三方

見氏十代忠義の最後の城となったのが館山城である︒いま︑

中世に︑ここ安房に覇を称えたのは︑里見氏である︒里

ある︒

史跡公園として整備され︑古式天守を模した市立博物館も

ここは︑神武天皇東征の折︑天富命が祖神天太玉命を奉じ︑

を海に囲まれた温暖で海の幸の多いところである︒そして︑

拓したと古語拾遺は伝えている︒

いまは︑東京駅から特急﹁さざな承﹂に乗れば︑丁度二

建設されたので県内外から当城跡を訪れる人も多くなった︒

忌部族を率いて黒潮に乗って渡海して来たり︑この地を開
その祖神を祁ったのが安房一の宮の安房神社であり︑麻

で女性的な内房海岸と黒潮洗う男性的な外房海岸とに分け

時間で館山駅に着く︒三方海に囲まれた安房地域は波静か

をはじめ︑穀物がよく出来たので安房と名づけたといわれ
ているし︑安房神社は殖産の神として崇められ︑往昔は︑

房は岩礁が多く海の幸︑さざえやあわびがよく穫れるので

られる︒内一房は砂浜が多く海水浴や釣に適しているし︑外

安房を中心に上総︑下総と開拓が進められたものと思われ
ス︾ ○
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夏︑都人士が多く入り込んだものである︒
﹁冬も菜種の花が咲く﹂とうたわれる程︑気候が温暖で

あるので冬季の花等栽培が盛んであったが︑近年︑それを
りに行なわれるようになってきている︒

一︑鏡が浦に古式泳法の伝統

館山湾は水がきれいで︑波が静かなことから鏡が浦とい

いる学校と団体がある︒それは県立安房高校泳法部とその

われて来ている︒ここに︑古式泳法の伝統を守りつづけて

泳ぐ位容易なものはなく︑泳ぎ位難しいものはなかろう

卒業生等によって結成された安房泳法会である︒

と私は思う︒五・六歳の子どもでも一週間も手を取って教

えれば︑立派に泳げるようになるが︑泳法の真随を掘りさ
ある︒

げて行けば行く程︑その道の遠いことをつくづく思うので

ここに伝承される泳法は︑神伝流といって中世四国松山

に発生し︑瀬戸内を舞台に発展して来たもので︑旧一高の

水泳寮が館山にあったことから伝えられたものである︒も

いうことであるが︑これは東京高師の寮がやはりここにあ

う一つは︑水府流で発祥は近代になって水戸那珂川が元と

ったから伝えられたといわれている︒共に百年近くなるの

で私たちの先輩によって︑鏡が浦に適合するよう改善され︑

学校では泳法部の部員がクラブ活動として︑プールや海

神伝流︑水府流房中派として伝えられている︒

で練習し︑夏の終りに審査を受けるようになっているが︑
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観光に利用して︑写真の様に花つ象園や︑毎狩りが大がか

安房国の祖神を市日る安房神社（式内社）

水府流は激しい泳ぎ方が特色である︒激流怒号する流れ

を身につけて行ったものと思う︒

を名刀の切れ味さながらに泳ぎ切ったものと思われる︒そ

安房泳法会の会員は︑午後五時過ぎると波静かで夕映の鏡
が浦︑北条桟橋に順次集まり︑相互に研修し合うのが伝統

鏡が浦の波静まり︑夕陽淡く感じつつ姑雌の流るるが如

して武士道として完成されたのである︒

く澄んで海面を煽り︑海を滑る気持は何ともいえない︒私

となっている︒矢張︑夏の終りにはしめくくりとして泳法
を出づ﹂という言葉があるが︑水に馴れ︑水を滑る人間の

研究会を開いて技術の向上を図っている︒﹁格に入り︑格
最適の型︑その型を自分のものにするまで習練し︑その完

は﹁水心一如﹂を心掛け︑泳ぐのを楽しゑにしている︒

で．ある︒

古式泳法はい

四キロメートルを三人一組で協力し合って泳ぎ速さを競う

断遠泳大会があるＯこれは︑船形港から北条桟橋までの約

鏡が浦には︑毎年︑七月最終日確日に行われる鏡が浦横

は武術として生

て︑より水に親しゑ︑自然︵海や川沼︶の中で長い距離を泳

づれも︑発生時
まれ︑工夫され︑

ものである︒速さ︵一秒の百分の一︶を競う近代泳法に対し

実戦にも活用さ

ら海に馴れてもらおうというもので︑毎年関東一円から百

ぎ切ることを目的としたものである︒プールだけの水泳か
のである︒神伝

れて来ているも

日︵日︶に実施した︒今年で三十一回実行したことになる︒

組近い応募があるが︑今年は八○組で打切って七月三十一

︵本会特別会員・千葉県安房支会長︶

評判がよいのでこれからもつづけて実施されるものと思う︒

流は︑静かな泳
ぎで夜陰に乗じ︑

波音一つたてず
に敵陣に近づき
戦果をあげたも
ので︑勿論︑完
全武装し銃や刀
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備の次に各自の個性︑自由性を出すことが泳法の難かしさ

古式泳法・諸手日傘（鏡ガ浦において）

ｐ６ｊ

一︑はじめに

京成上野駅を出たスカイライナーが臼井駅を通過した︒

しばらくすると左側がぐんとひらけた︒目に入った風車︒

西村茂樹中心になる︒茂樹の執筆に使った住い修静居跡の

その他が多い︒それを焦点づければ歴史中心︑堀田藩中心︑

物も資料も豊富である︒全国的にゑても著名な人物や史跡

訪れている︒また︑今は跡形もないが昔は軍都として栄え︑

佐倉はオランダとの交流も深く︑多くの市民がオランダを

た日本︒特に佐倉はオランダ医学の揺藍の地である︒現在

長崎︑東の佐倉︑と言われ︑長崎でオランダと通商のあっ

たらここ一面にチューリップの花が咲き乱れている︒西の

て遠目の大きさだ︒風車がゆるやかに回っている︒春だっ

それはまた牧歌的な風景だった︒線路よりやや距離をおい

ある武家屋敷通り︒茂樹の弟勝三の銅像もある︒国立歴史

佐倉の芋連隊は有名であった︒奇しくもその跡に国立歴史

佐倉は歴史的にゑても︑文化的にゑても内容が濃く︑人

な中で何といっても幕末の日本を方向づけた堀田正睦︑そ

民俗博物館もある︒そんな佐倉のたたずまいである︒こん

民俗博物館が厳然と建っているのも不思議な因縁を感ずる︒

佐倉城である︒天守閣は文化十年に焼失している︒現在天

は家康から築城を命ぜられ︑元和三年に完工した︒これが

佐倉の歴史は古い︒土井利勝が佐倉に移ってきた︒利勝

二︑城のまち佐倉

してその子堀田正倫が大きい︒文化の面ではオランダ医学
の佐藤泰然︑佐藤尚中︒教育面では佐藤志津︑堀田正倫︑

西村茂樹︑特に茂樹は思想家として日本の道徳運動の始祖
計画に共鳴して士族授産に力を尽くした西村勝三︑倉次亨︑

としてこれに一生を捧げている︒産業振興の面では茂樹の
津田仙などあげれば限りがない︒
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念物に指定されている︒近くには悲しい伝説にもなってい

倉城築城当時に植えられたものと言われ︑千葉県の天然記

守閣跡横には夫婦モッコクの大樹が茂っている︒利勝が佐

医学︑西洋流武術︑礼法などを学ばせた︒ここから明治に

院﹂を造り武士に勉学を勧めた︒ここで武術︑洋学︑剛方

世界の進歩に遅れぬために勉学の必要を痛感し︑﹁成徳書

家となった依田学海︑初代砲兵総監大築尚志︑工学博士と

文部省に勤め道徳教育の始祖と言われた西村茂樹︑文筆

なって各分野で活躍する人がたくさんでている︒

かれた︒現在はここに東洋一と言われる国立歴史民俗博物

なった小柴保人など︑あげれば限りがない︒また正睦は︑

る姥ヶ池がある︒その後明治になり︑前述の佐倉連隊が置
館が建設され︑日本民族の長い歴史の姿を再現したり︑ま

佐藤泰然を招いて順天堂を開き︑病人の治療と医学の研究

をすすめた︒ま

た歴史の節為を特集したりしているｐ全国からの見学者は

た︑百姓や町人

毎日後を絶たない状況である︒その周辺一帯は佐倉城壮公
春の桜など見事である︒

る減税︑生活改

彰︑農民に対す

の支給︑善行表

このほか敬老金

るほどである︒

たという話もあ

々にそれを勧め

実験台にして人

ては︑我が子を

﹁種痘﹂につい

いていた︒特に

いつも心をくだ

の幸福のために

園が造成され︑四季折々の市民の憩いの場所となっている︒

三︑堀田藩と佐倉

佐倉を語るためにはまず堀田正陸の藩政を語らなくては
ンダ以外の国々との交流は禁じられていた︒しかし︑他の

ならない︒江戸時代の終り︑日本は鎖国をしており︑オラ
国々が日本近海にしきりに来るようになって日本との交流
を迫ってきた︒その時佐倉藩主堀田正陸は﹁老中首座﹂で
あって︑この日本を開国に導き︑その方向を定めたのであ
る︒

正睦は質素な生活の中で育ち︑成人しても質素倹約を勧
め︑人材を育成登用して善政をしいたので︑佐倉のまちは
一変して実に明るいまちになったと言われている︒また︑

復元）

武家屋敷（ll1但馬家住宅

イ土
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善︑目安箱の設置など︒こうして正睦は次灸と新しい制度

へ遊学をした︒長崎の出島にはオランダ人だけが居住を許

川崎在に生まれ︑天保元年二十七歳の時蘭方医に憧れ長崎

ここで佐藤泰然にちょっとふれてゑると︑泰然は武蔵国

されており︑ニーマンから蘭方医学を学んだ︒そして天保

をつくって佐倉藩のたて直しを図った︒これが天保の改革
暮らしは大いに向上した︒この政治力が認められて幕府の

が高かった︒そこで前述のように正睦に招かれたのである︒

九年に江戸に帰り︑医者を開業したのである︒非常に評判

と言われているものである︒これらの善政によって人々の
要職につき︑日本の開国に大きな役割を果たしたのである︒

らしい効果をあげた︒泰然の次男良順が父をたずねて佐倉

当時天然痘が流行していたが︑泰然は種痘を実施し︑すば

安政六年︑正睦は隠居し︑家督を正倫に譲った︒正倫は僅
って藩の困難を乗り切ったのである︒

中と改名した︒それが佐藤尚中である︒こうして﹁蘭癖﹂

事になった︒泰然は山口舜海を養子とした︒舜海は後に尚

へ来て手伝っている︒しかし︑良順は松本家へ養子に出る

か九歳で佐倉十一︾万石の藩主となり︑よき重臣の助けによ

四︑オランダ医学を育てた佐倉

藤尚中によって開花し︑佐倉順天堂や東京順天堂となって

とまで言われた正睦の蘭方医学への執念は︑佐藤泰然︑佐

実を結び︑その名声を広めていったのである︒

前述のように正睦は西洋の学問に詳しく︑特に蘭学を奨
励した︒成徳書院で育てた藩士西淳甫や鏑木仙安に命じ︑

五︑芸術のまち佐倉

長崎に行ってオランダ医学を学ばせている︒天保十三年に
は医学局を置き︑医学の学習と患者の治療を行わせている︒

江原刑場跡では死刑人の解剖を許し︑医学の研究をすすめ

また︑佐倉で忘れてならないのは浅井忠であり︑香取秀

させている︒しかも︑オランダ医学に優れた知識や技術を
もって江戸で開業していた佐藤泰然を招いて順天堂を開き︑

画家の一人である︒佐倉市役所の前には佐倉市の象徴のよ

うに浅井忠のブロンズ像が建っている︒浅井忠は佐倉藩士

真である︒浅井忠は明治期における日本の洋画を代表する

浅井常明の長男として生まれた︒父常明は正睦に仕え︑藩

医学生の教育と病人の治療にあたらせた︒そこでオランダ
県から一○三人もの門人が来たという︒この中には松本良

主の信頼が厚く成徳書院の校長になっている︒忠は自分も

医学を志す若者が日本全国から集まって来た︒三十二道府

かれたと言っても過言ではない︒

順や佐藤尚中もいた︒日本の医学は佐倉順天堂関係者で開
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正睦のように偉大な人物になり︑立派な画家になろうとい
つも考えていた︒父が亡くなって七歳で浅井家を相続した
藩校を卒業してそこの助手になった︒そして藩士の黒沼枕

を失った︒佐倉県大参事であった西村茂樹は藩士の生活を

明治四年廃藩置県が行われた︒佐倉の武士たちはゑな職

六︑廃藩置県と士族授産

山から絵を習った︒そのほか書や武術︑中国の学問などを

で藩士に仕事を与えるための会社を計画して佐倉相済社を

救うためには産業を興すより他に道はないと考えた︒そこ

忠は身内に助けられてようやく暮らしを立てていた︒忠は

に学んだが︑その後国沢新九郎の彰技堂に入門して洋画の

けて農業をさか

の払い下げを受

つくった︒弟勝二が製靴︑綿織の仕事をやっ
った
た︒
︒一
一方
方土
土地
地

夢中で習った︒明治になって東京へ出た︒そして英語の塾
勉強を始めた︒また工部美術学校に入り︑いろいろ絵の勉
強をした︒そして洋画家として大成したのである︒

そして香取秀真がいる︒秀真は鋳金作家である︒秀真は

んにしようとし

た︒荒地の開墾

は倉次亨を中心

に手をつけたの

の同志であった︒

とする二十数名

上勝田村の土地

て茶の生産を始

払い下げを受け

めた︒佐倉同協

社である︒

これらはゑな

勝三や亨を中心

（15）

明治七年船穂村︵現在の印西町︶に生まれた︒五歳の時佐倉

の麻賀多神社の宮司である叔父の郡司秀綱に引き取られて
佐倉に住んだ︒いったん船穂村に一戻ったが︑また八歳の時

から古代への関心が強かった︒佐倉集成学校に入学してか

あらためて養子となって佐倉に住んだ︒秀真は子供のころ
らも︑古代への関心がいっそう強くなり仏像を自分で造っ
て桑たいと思うようになった︒そこで東京へ出て彫刻家に
なる勉強をしながら鋳造に強い興味をもって勉強した︒そ
して卒業後は金工作家として活雌し有名になった︒浅井忠
も香取秀真も佐倉を代表する芸術家としてあまりにも有名
である︒

オランダとの交流のシンボル・チューリップと風車

とした旧藩士の努力によってすばらしい成果をあげ︑二千

の史跡は多い︒

広い立場で生涯学習に役立つ人間生活の各領域にわたって

学校︒洋学関係の古書一千冊を蔵している︒なお本館は明

県立佐倉高校は佐倉藩校成徳書院の流れをくむ伝統ある

園として美しい︒佐倉市の管理で自由に見学出来る︒

旧堀田邸は堀田藩最後の藩主堀田正倫の邸宅で︑洋風庭

屋敷通り︒

西村茂樹執筆の場所修静居跡を中心とした宮小路の武家

佐倉藩医学発展の拠点佐倉順天堂記念館ｏ

城復元の世論も高まってきている︒

前述の佐倉城は天守閣焼失後復元されていないが︑佐倉

人の藩士やその一族の飢えを救ったのである︒西村勝三の

製靴は日本革靴の草分けである︒佐倉同協社の茶は佐倉茶
として当時アメリカまで輪出している︒

七︑日本道徳と西村茂樹
ここは多くを語る必要はない︒日本弘道会の会祖西村茂
政十一年に江戸の藩邸で生まれた︒佐倉藩やその支藩であ

樹翁は佐倉藩士であり︑佐倉がふるさとである︒茂樹は文
る佐野藩で藩政にあずかりながら漢学︑洋学を学び︑翻訳

は甚大寺にある金毘羅様の縁日でローカル色ゆたかで古き

甚大寺︑ここには堀田氏の歴代藩主が眠っている︒十日

治洋式建築の面影を伝えている︒

華族女学校長︑貴族院議員︑文学博士と八面六管の活躍を

良き時代の佐倉を偲ぶ事が出来る︒

活動︑執筆活動︑大参事︑天皇の侍講︑文部省編集局長︑

して日本のために尽くしているｐ特に日本弘道会をつくっ

后陛下をお迎えしている︒

般の人たちが毎日見学に訪れている︒先日も天皇陛下︑皇

て日本唯一の博物館である︒全国からその道の研究者や一

国立歴史民俗博物館︑歴史︑民俗︑考古三領域にわたっ

もしろい︒

べてうたをうたい詩を吟ずるのも風情がある︒屋形舟がお

印膳沼は佐倉市唯一の水の風景である︒ここに舟を浮か

塚本美術館は刀剣類を展示する美術館︒

て人の道︵道徳︶を説き︑晩年は道徳運動のために全国行
脚まで行った︒地元佐倉支会では本部のご指導ご協力をい
ただいて翁のミニ伝記の出版や︑銅像の建設などを考えて
いる ︒

八︑観光のまち佐倉
佐倉の名勝︑遺跡などは今述べたように多彩である︒し
かし名勝と言ってもいわゆる娯楽中心の名勝は少ないが︑
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大な敷地の中にすばらしい美術館である︒展示作品も世界

評一川村記念美術館︑大日本インキの建設にかかるもので広

シルバーの活躍︑これらの名勝史跡を見学者に案内説明

とした五ヶ国が参加して夏の夜空を美しく色どっている︒

花火大会が毎年八月第一土曜日に行われ︑オランダを中心

している︒

︵本会特別会員・千葉県佐倉支会長︶

習し︑求めに応じまたは積極的にボランティア活動を展開

するために現在シル零ハーセンターの有志が佐倉の歴史を学

的に有名な作品が多く見学者をして久しぶりの充実感にひ
たれる美術館である︒

チューリップと風車︑オランダとの交流のシンボルであ
る︒車窓から眺める四季折々の風情はまさに絶品︒それに
これもオランダとの交流関係行事の一つとして国際印膳沼

芸と︑この三本柱によって地域住民の経済の基礎となって

菅谷栄夫

生活を支えている︒最近工業団地が造成され︑東総道路が

わが郷土の先賢﹁大原幽学﹂

わが町・﹁干潟町﹂は千葉県の北東部に位置し︑成田と銚

この工業団地に直結して近々その完成も見られることにな

り︑進出企業も若干決って起工式が挙行されるなど︑漸く

れている穀倉の豊かな干潟耕地に農業を営む町である︒

農工一体の実現が夢ではなく現実のものとして進行しつつ

子の中間に在る純農村地帯にて古来﹁干潟八万石﹂と言わ

して﹁干潟町﹂と名づけられ明年度は合併四十周年を迎え

恥昭和三十年四月に︑旧︑唖古城︑中和︑万才の三村が合併

有る町です︒

有ります︒昭和二十七年十月十一日附にて国指定文化財と

す︒町民の誇りとしている﹁大原幽学先生史蹟﹂がそれで

この干潟町に近隣市町村の羨望措かざる文化財が有りま

ようとしている痔入口も合併当初︑一万一千七百五十六人
であったもの鋲︑今日では︑八千九百三十一人と減少つ人

口過疎の地域で亀ある︒Ｌ
産業の主たるものは第一が稲作で︑次に︑畜産八施設園
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築した旭市十日市場の名主︑林伊兵衛の住宅を県が買取っ

等︶更に昭和六十三年には大原幽学が自ら設計指導して建

弁当所跡︑竜ヶ谷︑教会所跡︑大原幽学先生墓地︑耕地整理地割︑

しての史蹟指定を受けました︒︵大原幽学先生住宅︑改心楼跡︑

分と調査しましたが︑遺憾乍ら未だそうだと言い切る証拠

れを他へ語ったという記録も有りません︒幽学研究者が随

が︑これを確証する文献は何も有りません︒幽学自らもこ

臣︑大道寺玄藩の次男として誕生したと言われて居ります

ない様であります︒幼名を才次郎︑通称を左門と言い︑幼

少年時代は厳しい武士道教育によって族をされた様です︒

が有りませんが︑尾張藩︑武家の生れだと言う事は間違い

門人達が書いた﹁聞書集﹂に幽学少年時代に関して次の様

て幽学史蹟の一隅に復元して千葉県文化財の指定を為し︑

学先生関係文献等四百七点が新に国重要文化財の指定を受

県より干潟町に移管されました︒又︑平成三年四月には幽
けたのです︒これ丈の数多い国重要文化財を保存している

﹁先生御幼少

に書いて居ります︒

化財を完全に保存伝承する為に﹁大原幽学資料館ｌ仮称Ｉ﹂

町は近隣市町村には有りません︒今︑本町ではこの重要文

の御時︑朝七つ

︵午前四時頃︶の

時が鳴ると起き

て六つ︵午前六

時頃︶まで書物

太鼓を聞くと︑

を読象︑御城の

て茶を一杯飲桑︑

我が部屋へ行き

袴︑着物を脱ぎ

て︑剣術の仕度

をして稽古場へ

出ると︑皆揃っ
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の建設に着手し本年度中に完成する予定で頑張って居りま
す︒一九九七年︑即ち平成九年は幽学先生生誕二百年に当
りますので︑それ迄には立派に総ての施設が整備される事
と思います︒従って︑干潟町と言えば﹁大原幽学﹂︑大原
町は語れないと言う昨今の現状で有りますので︑私は不学

幽学と言えば﹁干潟町﹂か︑と言う大原幽学を外して干潟

て見たいと思います︒

未熟なる者でありますが︑﹁大原幽学の生涯﹂に就て語っ

○大原幽学の出自
幽学先生は干潟町で生れた者では有りません︒伝える処
によると︑寛政九年︵一七九七年︶三月十七日︑尾張藩の重

大原幽学先生旧宅（国指定史跡・人物は筆者）

中が休承の時なり︒それから朝御膳なり︒その朝飯を食べ

湯に入るなり︒その湯に入りて︑方灸をふき掃除して居る

た所にて暫くの間︑動かぬまでた上かい︑それより帰りて

二つに折れしを修復して︑平和公園に移転されて︑現存し

寺の墓地もその災難に遇い︑幽学先生の墓石は真中から真

録が有り︑此度の大戦にて名古屋が空襲︑爆弾により万松

し大法要が営まれ大道寺家関係の方たが臨席したと言う記

に︑大道寺家の菩提寺である万松寺に埋葬して墓石を建立

て居りますので如上の事からしても私は幽学先生は大道寺

て居る中に︑もう馬の仕度をして来る故︑それに乗りてこ
もほかの者におくるるを恥と心得︑われもわれもと先へ出

いかと思う一人であります︒

家︵数軒有り︶の生れであると確定してもよろしいのではな

十丁︵約一里︑三千八百米︶あまり遠き馬場まで行き︑いづれ

て待ち居る所にて︑暫く乗りて帰ると昼食となるなり︒こ

幽学は数え年十八歳の時︵文化十一年︑一八一四年︶︑故あ

○幽学の修業時代

れより柔術の稽古となりて︑なげつなげられての稽古︑こ
れが暫くの間なり︒それより弓の稽古なり︒もっとも弓が
先になることもあり︑後になることもあり︒いづれ柔術の

って家を出︑以後長い﹁漂泊﹂︵幽学先生書き置中に自ら言い

稽古をしまへぱ湯に入るなり︒それより茶の稽古︑その間
に手習するなり︒十五歳となると︑槍の稽古がはいりて習

し言葉︶の生活を続けるのであるが︑幽学が何故あって家

そろ

うことみな揃うなり︒その通り稽古はげしき故︑暇という

を出なければならなかったかについても幽学は語って居ら

○○

には︑なんとしても困るという事がない︒誠に大丈夫なり︒

ものが少しもない︒その様に仕込んだ身体故︑有難きこと

に住居が有った事︒私は本年春︑幽学の事蹟を調べに名古

この述懐の中から︑武家育ちである︒と云う事︒城の近く

君主に仕えてはならぬ︒﹂﹁民家に子孫を残してはならぬ︒﹂

る時﹁武士たる者ゑだりに命を捨て上はならぬ︒﹂﹁他国の

ばならなくなったという事であります︒彼の父は︑勘当す

をして︑これを斬ったため勘当の身となり︑家を出なけれ

は十八歳の時ふとした事から︑藩の剣道師範役と果し合い

屋市及知多半島︵東海市︶の細井平洲記念館を尋ねました︒

の三ケ条を教訓され︑愛用の河内守国助の大小二振りと︑

ず又書き遣してもないが︑伝えられるところによると︑彼

その折に名古屋城から程遠からぬ街中に︑名古屋市教育委

金三両を与えて別れたと言うことです︒彼は家を出て︑そ

しまうの外はない︒﹂と︑このように述べられて居ります︒

員会が建てた﹁大原幽学先生を誕之地﹂の立札を発見して

親のおかげだ︒皆︑その様にならなければ︑一生難儀して︑

驚きましたが︑先生の分骨を明治七年︵先生逝去十七年祭︶
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の生涯を終るまで︑この父の教訓を守り︑父から授かった

大小三振と金三両は如何なる事が有らうとも肌身離さず持
って居り︑金三両は彼が自裁する時︑村役人に私の葬儀の

から文政六年までの二年間︑禅や︑程子︑朱子の学︵性理学︶︑

周易観相等を学び再び遊歴の旅に出ますが︑文字通り実地
修行︑事上錬磨の旅であります︒

幽学の行蹟を知る上で幽学が書かれたものに︑日記類が

の書置と金三両は国指定の重要文化財として現存して居り

六年三十歳より書き始めて天保十三年︑四十歳迄の日記で

有ります︒その一つである﹁口まめ草﹂文政九年︑一八二

足し合いにして下さいと書置して逝ったもので︑今でもこ
ます︒幽学の勘当説︑家出説には様々に云われて居ります
が︑事実は今私が申上げたのが正しい様に思われます︒

ります︒従って幽学︑三十歳以前の遊歴については文献が

ありますが︑幽学の行動が書かれている貴重なる文献であ

月︑諸国を遊歴して人間修業を致して長部村に永住の地を

い伝えに依らざるを得ないが三十歳以後は日記類や門人の

無い為に知る由がなく僅かに門人達の書いた聞書集や︑言

幽学は十八歳の時に家を出て以来二十数年と言う長い年
見出したのでありますが︑その遊歴中に彼は︑京都の田島

書いた物の中から察知することが出来る︒その﹁口まめ

﹁伊吹山︑松尾寺に至る︑七ヶ年目に師の安否を問はん

主膳の下で儒教を学び︑︵この京都遊学中に或は石門心学の講

と︑対面して︑互いに無事にありしを喜びしばらく言葉も

席にも出ているのではないかと思われる節が有る︒彼の蔵書中に石

って仏道の修行をしたり︑或は岡山に行って神道を修行し

て居ります︒︵天保元年︑一八三○年︶

て居ります︒又︑彼は︑農家や商家の旧家に入って修身斉

なく︑涙︑心中に満つるの承︒夜に入れば伏床を共にし給

草﹂の中に︑師︑提宗との師弟再会の感激を左の様に書い

家１１子孫永続の仕法を研究したり︑農事の実際を研修

う︒逗留︒僕︑圃灸を遊歴して御伝授を活用したる事など︑

田梅岩の﹁都部問答﹂二冊が有る事で考えられる︒︶高野山に登

︵水稲の正条植等︶して自分のものにして居ります︒遊歴は

語ること終日す︒或は道の微味幽玄︵幽学には主著﹁微味幽

食に明らかに知れる所以を語れば︑師は喜びのあまり︑

○○○○○○

んだ人に︑近江国坂田郡伊吹山松尾寺の住職﹁提宗﹂と云

正に求道の旅と言うべきであろう︒幽学が生涯﹁師﹂と呼

玄考﹂なる幽学の思想︑学問を知る著書がある︒︶の︑月々︑日
ぱく

感涙をつ上承給ひて日く︑汝︑予が如く隠者に陥ることな

う和尚があります︒この松尾寺というのは宇治の黄葉山の
隠居寺︵潮音和尚の開山︶と言われて居ります︒幽学の思想︑

くして︑世に道を伝へくれよかしと︑のたまひける︒師の

その志︑有難くて︑僕︑感涙にたへかねて︑言を出すこと

学問︑人格はこの提宗和尚から学んだものであります︒
幽学はこの提宗について文政四年︵一八二四年︶二十五歳
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あたはず︒たミ伏して︑心中に承受するの承︒師︑怒つ

幽学に自己のすべてを托している︒幽学の胸中が察しやら

くして︑世に道を伝えくれよかし︒﹂と提宗和尚は愛弟子︑

せま

て日く︑汝︑なんぞ迫れるや︒その狭き心もて︑なんぞ世

れる場面で有ります︒かくて幽学は三十四歳︑﹁師の志を

六十にして耳︑従い︑七十にして心の欲する所に従って矩

○

に道を伝ふることのならんや︒との象にて︑言や承けり︒

継いで︑世に道を施す﹂この継志弘道の理想実現の為に而

を践えず﹂と論語の中に申されて居りますが︑幽学は三十

○○○Ｏ

こ上に於て︑僕の心中︑雲の晴れたる如くなりて︑人の心

十にして立ち︑四十にして惑わず︑五十にして天命を知る︒

立したのであります︒孔子が﹁十有五にして学に志し︑三

知り給いて︑大いに喜び給へり︒その夜︑子の刻︵十二時︶

Ｏ

このふし︑僕︑不し言と雛も︑師は︑はや僕が心中を察し

は︑天地の和の如くなる所以︑いよいよ明かにさとれり︒

に至りて︑伏床の中より︑師︑改めて日く︑汝︑明けぬれ

四歳にして自分の為すべき事︑自分の生涯かけて為さねば

︾﹄

ば早く出立して︑世に道を施すべし︒外に語るべき言︑半

立﹂でなくて何でありましょうか︒

ならぬことを明確に覚ったのであります︒之が幽学の﹁而

じ

句もなし︒との承にて︑後は口を閉ぢて︑もの言い給はず︑

着き︑上田の豪商小野沢六左衛門と肝胆相照し︑道を語り︑

勢皇太神宮を参拝して︑中仙道を通りて八月︑信州上田に

幽学は天保元年三月︑伊吹山に師︑提宗と別れて一路伊

○幽学の教化活動

ｈ〃つ

僕︑いよいよ師の志を尊敬して︑いよいよ師の志を継がん
めさるる条へ僕が心中に止る上は︑かつて之を失うことな

と決定しけり︒明くる二十三日︑早旦︑師に対して︑思し

の春﹂この別れ︑物をも言はず︑顔をも見ざる心の中を察

し︑と︑答えて出立しけり︒﹁世を去れば︑なほ美し︑花

師弟の情の濃やかなる姿が目前に見ゆる様である︒今日

する友人あらましぎ事なり︒﹂

の為︑諏訪に連れて行ってその相手を為して辰三郎の病を

知音の仲となりて逗留︑六左衛門の子︑辰三郎を病気療養

癒し︑上田に帰って六左衛門の薦めにて始めて修身斉家の

の世相の中で政治の堕落は論外として教育も又︑人間教育
物言う動物を養成する所謂先生が大勢を占めて真の﹁師﹂

の入門が多く︑翌年一月には小諸にも講席を拡げ多くの入

道を講じます︒入門する者は町人だけでなく武士階級の者

を離れて了って︑知育に重点を置いた︒︵徳育を軽んじて︶

ぬのではないか︒真の教育者﹁師﹂の養成こそ急務である

門者を得て活発に活動した︒上田・小諸︑共に城下町であ

たる教育者が極めて少くなって来て居ることは憂慮に堪え

と思います︒幽学をして﹁汝︑予が如く隠者に陥ることな
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○

人居られるであろうか︑師道の堕落も教育の領廃の大きな

学生﹂にこの姿︑有りや否や︑師と称せられる先生方は何

一因であると思います︒幽学はかくて江戸に出て︑かねて

○○

いつとはなしに幽学の教化活動に圧力が加わる様になり︑

り浪人幽学のもとに多くの人が集まるのを監視する役人が︑

田・小諸︑を去るのであるが︑道友︵幽学は生涯︑門弟のこと

幽学は道友達の真意に引留めるのを振り切る様にして︑上

て︑江戸の名所見物などをしていた︒友人の薦めにて西国

会おうと思って居った知人を訪ねて︑暫らく江戸に滞在し

月︵幽学三十五歳︶浦賀から便船で東京湾を渡り房州︑百子

に帰ろうとしたが鎌倉から相州を見物して︑天保二年十一

を弟子と呼ばずに︑道友と呼んでいる︶達は別れを惜しゑて幽
うすい

学を碓氷峠までも送って涙の挟別をしている︒
天保二年︵一八三一年︶幽学三十五歳︑八月九日附の﹁口

との交友から講鐘の場を作っている︒所謂コ箇半筒を説

て︑儒者︑神宮︑僧侶︑名主︑等々の指導者的立場の方々

で活動する︒幽学は道友の紹介にて夫々の地方では主とし

村に上陸したのは十一月十八日︑これ以降幽学は一房総地方

いに贈られけれど︑ここに略す︒当処の吉兵衛といへる者

﹁上田の友人三十九人︑或は︑歌︑或は︑発句︑思い思

まめ草﹂に次の様に書かれている︒

を一届いて︑江戸まで僕の荷物を持たせ送らる︒友人達︑乙

迂遠なようですが︑真実の道業はこれでなければ興りませ

得する﹂ことから道業を拡充して行って居ります︒これは

ん︒私共としても学ばなければならない事だと思います︒

○○○Ｏ

あり ︒

女川︑或は︑碓氷峠まで︑とどめても︑とどまらず︑送る

千隈川︑流る上水の音にさへ
ぬる上たもとの別れ路ぞうき︒

幽学を慕って別れを惜しゑ︑﹁師﹂を送る道友達の姿が

銚子にて避遁し︑翌︑天保六年八月︑長部村を訪れるので

千葉県香取郡長部村︵現在の干潟町︶の名主︑遠藤伊兵衛と

活動の重点地域になりまして︑天保五年︵一八三四年︶の時︑

幽学の教化活動は一房州から上総︑下総と︑三年余り遊歴

別れても︑心は通へ友人の

伝道の生活を続けていましたが天保四年からは北総地方が

眼前に栃桃する様です︒幽学も︑また︑至醇の情緒の豊か

ありますが︑当時の長部村は︑戸数四十余軒のところ︑半

誠の道の隔てなければ︒﹂

な持主であった︒凡そ﹁人物になくてならぬものは︑この︑

に亡村寸前と言う状態で有りました︒名主︑伊兵衛は何と

分近くも潰れて他出すると言う︑全く疲弊のどん底で︑実

かして村の建て直しをしたいと苦慮していたところ︑偶々

つぶ

かいごう

至醇の情緒である︒﹂と安岡先生は説いて居られますが︑幽

○○○○○

学は生涯︑道友を導くのにこの至醇の情緒を以て接して居
ります︒今日の学校教育を看るに︑﹁先生と生徒﹂﹁教授と
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この人こそ︑わが長部村を再興する指導者であると考え︑

の提唱する性学を学び︑幽学の人物に心身共に打たれて︑

幽学とめぐり合う機会を得て︑伊兵衛はその門人となり彼

の姿が﹁孝﹂に於て最も表現されると言う哲学的な考えの

とから藤樹からの感化から来るものであり︑又︑人間本然

江聖人︑中江藤樹の遺跡を訪ね︑藤樹書院に参じているこ

でありました︒これは幽学が修学時代に数度に亘って︑近

て村の建て直しを指導して欲しい﹂と懇請いたし︑幽学も

ことに依って家の安定を計ったのではないか︑と考える研

離散は激しく︑農村は不安定であったので︑﹁孝﹂を説く

他に︑家の永続という現実論からも︑幕末期︑農民の家の

つぶさ

幽学に村の実状を具に説明して﹁是非︑自分の村に留まっ
伊兵衛の熱意に動かされて︑こ上︵長部村︶に留まって村の

る時︑又家庭の在り方を考える時︑﹁孝﹂を教えない教育

究者も居りますが︑今日の我国︑農業︑農村の実情を考え

Ｏ

建て直しに力を尽そうと決意しました︒時に幽学︑三十八
歳︑伊兵衛四十九歳︑その子︑本蔵︵後の幽学の高弟遠藤良左

一︑これからいよいよ道学けいこの始めなること︒

○

衛門︑二代目を継承する︶二十六歳の時でありました︒

幽学は﹁性学修業の心得﹂として︑

は間違って居ると言はざるを得ない︒

−︑己が心に道を積承上ぐる︑くせ︑を付ること︒

一︑さあまずすんでよかった︒

幽学が長部村に入って教化活動を始めたのが天保六年八

○長部での活動とその実績

月からですが︑その時は遠藤伊兵衛の書院をそのま入幽学

一︑道を以てする事は︑早速は分らぬ事も多いけれども︑

○○○○
いを恐る入事︒

○○○

一︑道に違っても一度は是非がない︑二度はしかたがな

一︑目前の事に︑気をうばはれまじき事︒

後に行く程︑善のあらわること︒

○０

の住居として︑幽学は先づ﹁心田の開拓﹂から︑人の心を

改めることから始めて居ります︒その教学︑人間教育の根
い

本原理を四書の中の一書︑﹁中庸﹂から採って居り︑所謂
﹁天命之を性と謂う︒性に率う之を道と謂う︒道を修むる
之を教と謂う︒﹂の﹁性学﹂﹁性理学﹂が幽学の思想︑学問︑

一︑学びが一日やすゑになるの危き事︒

○○○○

教えの根本を成していると思います︒幽学はこの性学を以

一︑百里行くとも一足づ上でなければ︑行かれぬ事︒
が出る事︒

たびたび

て門人︑道友達を感化して行きました︒幽学が好んで書い

一︑十度や︑二十度はやめるより外︑しかたなき様な気

の害が一番多く︑幽学が最上位に置いた︑実践徳目は﹁孝﹂

て道友達に与えた掛軸の文字は﹁夫孝者徳之本也﹂の一行
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○○

一︑進む時もあり︑ねつから気の入らぬ時もあれども︑
学びは其の内に有ること︒
︵大原幽学には﹁心得集﹂なる著作が有り︑大原幽学全集中に

一︑少し出来ると︑たいそうに思って慢心すること︒
掲載されて居ります︒︶

の実施﹂ｌ今日幽学が指導して実施した耕地整理の現場

が︑︵約十四反歩︶その侭︑国の史跡に指定されて立派に耕

﹁農家の移転﹂ｌ農家を高台の蕊落から二戸宛分散し

作されている︒１１

の奥に﹁山林﹂と言う様厳合理的な配置をしている．ｌ

て︑家の前に自分の耕作する水田を置き︑裏に﹁畑﹂︑そ

￨日林家（大原幽学， 設計指導）

の十一￥条を示して居りますが︑幽学は飽迄も実践を主とし︑

蕊

れているが︑師

中に詳しく書か

洋治郷の研究﹂

兵治先生著﹃東

な集落で︑菅原

設計した模範的

内部落は幽学が

１又︑隣村の宿

年前建築の家︶１

である︒︵百五十

復元されしもの

る唯一の農家の

幽学設計から成

家﹂は現存する

ている︒旧﹁林

化財指定になっ

亙口理的なる農家建築﹂ｌ今︑幽学史蹟の中に千葉県文

蕊

自分の出来ない事は決して人には教えなかったと謂う︒幽
○○

学は疲弊し切った農村︑農民を再建する為に︑先づ第一に
○○

分相応︑器量相応であれ︒貯蓄をしなさい︒︵二宮尊徳の分

○○○○○○○

良く働けＩ勤労１．無駄遣いをするな．Ｉ倹約Ｉ︒
度論に通ずるもの︶と懇切丁寧に教えて居ります︒或時は囲

炉裏端に茶を飲み乍ら家族と話し合い︑或時は︑田圃の畦

誘溌蕊･豊

○○○○

｡,‑ ‑.鐸ﾄｰｰ、,.̲堀,』常.̲

道で語り︒﹁所在道場﹂です︒かくて幽学の誠心は農民の
一人禽々の心を大きく易えて行きました︒﹁この人の為な

らば﹂﹁この人の言う事ならば﹂と言う絶対的な信頼が幽
○○○

学を︑﹁先生様﹂と敬称する様になり︑幽学の後姿を手を
合せて拝んでいる姿も見受ける様になったと故老は伝えて

‑ ‑ , P r ,
報埋鴬二". ‑‑
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繊驚

居ります︒孔子が論語に﹁信無くんぱ立たず﹂と申して居
りますが﹁信義﹂こそは指導者の片時も忘れてはならない
徳目ではないだろうか︒

かくて幽学の仕法は︑﹁先祖株組合の結成﹂より始まり
て︑農作業の計画化をす入める為の﹁仕事割日記﹂の指導︑
﹁田植の正条植﹂︑﹁丹精肥の奨励﹂︒﹁土地改良︑耕地整理

裾 … I

然も領主とか藩とかの支援もなく﹁幽学﹂一人の有徳の賢

弟の絶対的信頼の上でなければ出来得ない至難の仕法を︑

取締出役手先︑常州牛渡村忠左衛門等四人が改心楼に乱入︑

として東総一帯に教化を布こうとする矢先に︑幕吏︑関東

︵一八五○年︶に建設され︑いよいよこれからこの道場を核

○

人の指導で為し得たという事に人灸は驚くのであります︒

囲む社会の風潮は︑かの天保水瀞伝が展開する博徒の横行

所謂﹁牛渡村一件﹂をおこすのですが︑此頃︑長部村を取

て居った︒この博徒仲間から﹁幽学﹂始め性学の人盈は邪

する治安の乱れた状態で良民はたえず苦しい目に合わされ

○○○○

規模は．一宮尊徳﹂の様に大きなものでなく︑藩や幕府の

らない位︑小規模のもので有ります︒然し乍ら︑幽学の農

魔物的存在であった︒そこで彼等は所謂﹁八州様﹂と組ん

○

庇護の下に役人と言う権力の下で行ったものとは比較にな

し遂げたものとして評価すべきではなからうか︑と私は思

村仕法は規模こそ小さいけれども人間信頼の上に見事に成

で︑性学やその他︑種々の事業等に難くせをつけて幕府に

幽学の思想︑学問︑等々もっと詳しく述べるべきでは有

まで六ヶ年の長きに亘り︑長部村の苦難が始まる訳ですが︑

発展し︑嘉永五年︵一八五二年︶から安政四年︵一八五七年︶

謹訴したのであります︒これが幕府の勘定奉行の取調べに

ざんそ

います︒

りますが︑紙数が有りませんので機会が有れば何れ述べて

励ましたか涙なくして聞く事は出来ません︒

江戸滞在費を稼ぐ為に︑どれ丈の苦労をして師をいたわり

道友達はお互に励まし合ってこの苦難に耐えて頑張ります︒

見たいと思います︒今回は省略して﹁幽学の最後﹂を述べ
てこの稿を終わりと致します︒

○幽学の最後

安政四年十月二十三日︑幽学が嫌疑を受けてから六年目︑

﹁大原幽学儀︑漂泊の身を以て︑性理教会を創立し︑多く

ようやく判決が下ったのである︒その判決と言うのは︑

の門生を集め︑一大教堂を建築したるは︑穏かならざるを

幽学の献身的な努力により︑曾ては亡村の危機に及んだ
五十二歳ｌ嘉永元年二月には領主︑清水侯より﹁手本村﹂

長部村も幽学が来村指導して僅かに︑十四年にしてｌ幽学

かに取穀すべき事︒

以て︑一百日︑謹慎すべし︑尚︑改心楼︵性学講堂︶は速や
こわ

なり︑︵通算すると三千人とも言われている︒︶道友達の力で新

安政四年十月二十三日

本多加賀守﹂

として表彰になり︑道友の人数も六百人を超える大世帯に

︵国の史蹟指定︶では手挟になって新に﹁改心楼﹂が嘉永三年

しい住居も自らの設計によって建築︑現在の大原幽学旧宅
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にとっては大きかったと申すべきでしょう︒判決の結果は

と言うのであります︒この判決の結果︑その影響は長部村

たのであります︒その夜の深更︵丑ノ刻︶︑かねてから新調

遠藤良左衛門の家に集めて︑淳々として道を語り︑永別し

と︑安政五年三月八日︵陰暦︶の夜︑彼は愛弟子達を高弟︑

組合も解散させられました︒その上︑幽学の最も心を痛め

の先祖の眠る墓地の中央︑松の木の下に端座して︑国を出

袴の死出装束で︑綿をとした遺書を書き置きして︑長部村

しておいた白絹の下着︑黒絹の上着︑白の帯︑小倉の無地

こわ

改心楼は取設されたばかりでなく︑彼の創設した︑先祖株

の事に迷って親に︑不義︑不孝をする不心得者が出て来た

たのは︑彼が六ヶ年間の留守中︑門人達の中に︑また眼前

る時︑父から譲られた︑河内守国助の大小二振︵此の大小二

Ｏ

事であります︒門弟達の為に心血を注いで﹁師﹂の道を世

かえす返すも残念であります︒︶を傍に置き︑それにこれも国

振は太平洋戦争に供出させられて行方不明の儲になって居ります︒

○Ｏ

に施さんと欲した幽学にとって︑それは文字通り﹁断腸﹂

﹁銘﹂として﹁以レ死諌レ君︑古有二其臣↓以レ死誠レ徒︑今
ニナリトンポクソノコレ
リコノムペナルカナ

島毅︵中洲︶は幽学先生頚徳碑の碑文を撰しその末尾に
テヲイサムヲへリノテヲイマシムヲ

五文字が刻されおります︒︵国の重要文化財に指定される︒︶三

︵幽学自ら刻せしもの︶﹁難し舎者義也﹂舎て難きは義なり︒の

○００○○す０Ｏ

屍体に降りそ上いでいたと言う︒その自刃の短刀の銘に

す︒時に︑幽学︑六十二歳︒折から満開の桜吹雪が幽学の

を副えて︑武士の作法通り︑切腹して相果てたのでありま

自殺に付入用の足し合いにいたし下されたく候・﹂の書置

を出る時に渡された﹁金三両﹂に村役人御中として﹁僕︑

の思いであったと思う︒幽学は百日の謹慎を終って長部に
○０

帰るや︑毎日のように︑それ等の門人を教諭してやまなか
つたと言う︒彼の書き置︑即ち﹁遺書﹂に次の様に書きし
ません︒

るしてあります︒一読︑涙なくしては読承下すことが出来
﹁門人中︑不孝に帰する者︑多く出来候ては︑僕の一身

置き処なく︑又僕が教筋宜しく思ぽしめされ候方灸へ︑猶
以て一分の立つべきなく︑又︑門人中︑之の不孝に帰する
に於ては僕が教をなせし故︑御上様︑御領主様方の御役衆
まで御苦難に相成り︑門人には大金費やさせ候甲斐これな

︵明治四十三年五月︶龍ヶ谷の丘に侭然として吃立している頚

徳碑は︑今日の日本の姿に何を語っているのでしょうか︒

有二斯人︽宜芙遣教︑伝授日新︑風俗敦朴︑蕨里維仁﹂と

正に殉教の真人であります︒私の郷土︑干潟町が世に誇り

く︑弥を僕の不忠不孝の甚だしきなり︒然らばとて過多き

ｌ中略ｌ僕を憐む心ある者は速かに︑心を改めて︑孝

得る先賢﹁大原幽学の生涯﹂について駆け足で申上げまし

分として人を教諭すべき謂なし︒この為に自殺する者なり
を先とし︑修身以て自ら斉家の行の承志し︑必ず必ず︑不

００○０Ｏ

義の富貴を好まざる様︑堅く心得勤め結うべく候ｌ云室
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一︑﹃大原幽学とその周辺﹄木村礎編昭和五十六年刊

館

一︑﹃二宮尊徳︑大原幽学﹄岩波日本思想大系昭和四十

たが︑御参考になれば幸甚之に過ぐるものは有りません︒

紙数の都合で書き足りない面が多を有りますので︑幽学先

一︑﹃東洋治郷の研究﹄菅原兵治著昭和十五年刊

八年刊

生を研究される方々の為に︑研究参考文献を紹介致しまし
大原幽学研究参考文献抄

て稿を終ります︒

では悉んどが絶版で古書街で探求するより外有りませんが︑

達也︑大西伍一︑等盈の先生方の著書が有りますが︑今日

以上の外︑正月定夫︑高倉テル︑杉田宏二︑和田博︑菱沼

一︑﹃幽学全書﹄田尻稲次郎著明治四十四年刊

中井信彦著﹃大原幽学﹄は吉川弘文館の人物叢書の新書と

一︑﹃大原幽学全集﹄千葉県教育会昭和十八年刊
一︑﹃大原幽学﹄千葉県内務部明治四十四年刊昭和六十

︵千葉県干潟町支会幹事長︶

︵市︶である︒面積二四五・三二血︒人口五六︑三一九人︑

２

海に臨承︑市の中央を流れる米代川河口に発展したまち

渡部文雄

設委員を勤めている︒

勤められ︑又︑大原幽学先生奉賛会役員と大原幽学資料館の建

筆者は現在干潟町の文化財審議会会長及び干潟町文化協会長を

して現在も出版されて居り︑定評の有る著作であります︒

三年復刻干潟町教委
一︑﹃大原幽学選集﹄鴇田恵吉著昭和十九年刊
一︑﹃大原幽学の事蹟﹄飯田伝一著昭和九年刊
一︑﹃大原幽学言行録﹄中和国民学校編昭和十六年刊
一︑﹃大原幽学研究﹄越川春樹著昭和三十二年刊
一︑﹃大原幽学﹄中井信彦著昭和三十八年刊吉川弘文

ふるさと能代と弘道会とのつながり

ふるさと能代は︑秋田県の北部に位置し︑北に白神山地
︵世界遺産︶を東に出羽丘陵︑南に男鹿の山承えて西は日本
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能代市
至弘前

能代

日本海

名古屋城に型どった七夕灯ろうを作り︑八月一日から七日

には七夕最上段の縦︵しゃち︶を米代川に浮べ火をつけて流

迄勇壮な太鼓と笛の音にあわせてひき回し︑最終日の七日

ことしは私の人権擁護委員として所属する法務局と人権

すのである︒これをねぶり流しと言っている︒

擁護委員協議会で︑啓発活動のために︑その城郭の七夕を

作りその下段四方に﹁思いやりと助けあい﹂﹁年寄りをい

たわろう﹂︒﹁外国人に対する差別をなくそう﹂﹁いじめ・

体罰の根を絶とう﹂の文言を筆太に書き︑これを引き回し

て人権擁護のための道徳高揚に役立たせた︒ふるさとの伝

統行事をそしてイベントの場で大きく道義心を普及高揚で

きることを深く思ったことである︒

◇日本弘道会と能代の関係

明治別年︵一八九七︶︑会祖西村泊翁七○歳の時︑東北へ

ろ︶に上陸したと日本書紀に記されている︒また平安の世︑

部比羅夫が軍船一○八隻を率い︑えぞ征伐のため淳城︵ぬし

風邪気味で能代町に泊まるとある︒どこに宿泊したか書か

とある︒当日午前雨︑東北風強く綿入れを着てもなお寒く︑

手・五城目にて講演をし︑６月７日午後４時能代町に至る

らに千秋公園に松の木をお手植され︵６月６日︶士崎・横

こで物産館等の施設を見学︑師範学校にて講演をなし︑さ

道義高揚の旅で︑山形県酒田より５月釦日秋田に入り︑こ

ている︒このえぞ征伐のおり山野にかくれたえぞを灯ろう

れてないのが残念である︒さらに講話もなく迎えに出た方

西暦八○一年︵延暦加年︶にも坂上田村麿がえぞ征伐にき
に火をつけて︑おびき出したという︒この故事にならって
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芥

首

歴史も古く西暦六五八年︵斎明天皇４年︶の大和時代︑阿

県内第三位の都市である︒

N

ど人力車か徒歩であったようである︒一泊した能代から６

ったことを思う︒ここ迄は鉄道がまだ開通しておらず殆ん

もおらず︒他に立ち寄った町に比べると低調で熱意のなか

りわかった︒

青森に出て鉄道で東京に帰っている︒このことは本会理事

校で講話︑｜記念に校内に松の木を植えたとある︒ここから

年ｎ月喝日には第七代会長の野口明先生が能代に

古川哲史先生の泊翁日一記解読︵平成２年３．４月号掲戦︶によ

けい

昭和

月８日に出発︑米代川に沿って明治天皇ご巡幸の際に通ら
れたきみまち阪を通って大館に向った︒大館では桂城小学

年︑学校植林コンクールにて全国特選

おいでになっている︒これは能代市立桧山中学校︵校長・
畠山哲也氏︶が昭和

の栄誉を得たことにより︑木原営林大和事業財団から全国

る︒米代川流域は藩政時代から秋田杉は︑木曾の柚・青森

ひの蛍︑

表彰状と副賞加万円を野口会長から伝達をされたことによ

のひばと共に全国三大美林の一つに数えられ︑木都能代の

名声を馳せていた︒この伝統から梢山中学校では昭和弘年︑

同

年には木原財団表彰記念に︑同妬年には︑学校植林全

皇太子殿下ご成婚記念に︑同粥年には明治百年を記念して︑

の賊山︵のぼりゃま︶のふもと蟹沢の６地の地に一万九千三

国特選一記念に︑そして秋田県立県百年記念に︑能代市栴山

百五十本の杉苗を植え︑昭年間もの問︑植林と造林︵育て

八本の杉苗をもち︑自作の

る︶の活動をなしてきた︒象どりの旗のもと︵緑の少年団結

成︶３ｍ以上の山道を手に七

地ごしらい・雪起しなど一本一本の苗木を大事に額に汗し

巣箱をかかい︑くわをかつぎ︑下刈り・つる切り・除伐・

て頑張った︒そして自分の植えた杉苗の成長には希望と未

r
ワq
，
、
ぜ ノ

来を思い︑たくましく生きることを植林を通して学んだの

ヨ女史︵八森町︶のことを﹃弘道﹄誌にそれぞれ掲載された︒

創設して愛の奉仕をし︑かたわら道義高揚に努めた工藤ミ

の優勝五回︑全国植林コンクール特選四回の栄光に輝いて

である︒昭和弘年に始まった植林は県学校植林コンクール

会食をしながら次の話をされた︒﹁敗戦後の日本国土は荒

業している院長の淡路恒友先生が宿泊の大原旅館に招かれ︑

前日︑野口会長から私と教え子の能代市で淡路医院を開

村茂樹先生の道義高揚のお話あり茶菓にて懇談を尽して終

役職など決定︑渡辺先生から東京修身学社を創設された西

会員ｎ名出席して能代・山本支会を結成した︒当日会則・

招きし︑柳谷情三郎能代市長︵支会特別会員︶が臨席され︑

所にある能代市中央公民館にて本会主事渡辺正勇先生をお

年ｎ月２日︑明治天皇ご巡幸の折り宿泊された場

地となって緑のない土地となっている︒緑化運動を推進す

昭和

べきであること︒また額に汗して頑張り続けることは大き

ら祝電あり︑また柳谷市長さんからは金一封を頂戴した︒

了︒当日の会には衆議院議員の佐々木義武氏や秋田支会か

いる︒

を語られ感銘を受けたひと晩であった︒桧山中学校は生徒

の故に依って本会より寿昌杯の受彰となった︒

帰国後は能代市市会議員としてとくに道徳高揚を叫び︑こ

満州国在満日本大使館警察署長として治安維持に尽され︑

昭和弘年６月釦日︑本支会顧問藤原義明氏︵開才︶は旧

く顕彰していくべきであること﹂を話され弘道会の進む道
数減少により統合のうきめにあい︑現在能代市立東中学校
の名称のもとに往時の功績の証は厳然と輝いている︒

昭和胡年から渡辺正勇先生が本会主事になられ同年９月
晦日には秋田支会に迎え︑能代山本支会を作るよう要請さ

昭和別年９月別日︑能代市谷地上の交通神社にて︑第二

れた︒渡辺先生とは秋田師範学校入学の時の学年主任で漢

文の講義を受けた恩師である︒弘道会表彰を受けた善行者

とばをはさんで会祖西村泊翁の生涯と弘道会全国の情報を

回の支会を行う︒これには本会主事渡辺正勇先生が来会さ

話され︑情報交換をなして散会した︒当日会員８名の出席

れて支会顧問藤原義明氏に寿昌杯を伝達され︑お祝いのこ

養豚経営日本一で天皇杯受彰の当市杉沢野の渡辺昭氏のこ

で特に会員の宮川佳久氏は交通神社宮司としてひっそり静

た能代港町時代の笹森タカ女史のこと︵昭和３年弘道会受彰︶︑

と︑この方はかつて東京都墨田区本所亀沢町の出身で︑満

紹介の執筆を依頼され︑孝子節婦として一生涯独身で通し

州へ開拓団として渡った方︒さらに自宅に浜千鳥保育園を
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ふさわしく有り難かった︒

まりかえる拝殿を提供され︑支会の講話をお聞きするには

の﹁柔道と人間形成﹂について書かれた斎藤喜門先生のこ

現市ボランティア協議会員︶から会誌﹃弘道﹄九六九号掲載

とについて湖北小学校時代︵八竜町︶の恩師で︑海軍の軍服

昭和師年６月岨日︑第三回の支会総会には能代市松寿園

門先生のようになりたいと海軍気象学校に学び︑その後警

姿で来校された先生にいたく感動︑さらに柔道を習い︑喜

をお招きして開催︑これには婦人４名を含む巧名出席︑渡

保坂福祉会館にて本支会の相談役となられた渡辺正勇先生

た﹁勢力善用・自他共栄﹂のことばは人間形成上大事なこ

剛を制する先生の教えは頭から離れないと言っている︒ま

会のねらうもの個人の身を修め善行を他人に及ぼし︑ひい

とで︑﹃弘道﹄誌との出合いでさらに生きる力が増したと

察官となって柔道の指導官︵五段︶となり︑今でも柔よく

ては暮しよい社会を作ることであると平易に解明︑さらに

言っておられた︒

辺先生から会祖西村茂樹先生の業績について説かれ︑弘道

自分をよくすることは︑心ばかりでなく体を丈夫にと健康

ふるさと能代との身近かなつながりを得て︑個人道徳を
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法にも及び多大の感銘を受けた︒のち︑懇談には会誌の内
た結婚式や会合のことばには道徳のことも入れて若者に訴

容について︑広く会員の声や生きがいについて掲載を︑ま

の心︑これを書きながらさらに湧いたのである︒

承がき︑ひいては道義性高揚の社会道徳の推進に努めねば

︵秋田県能代支会長︶

える機会にしたい等いろいろな意見開陳して活発に終了︒
その後渡辺先生の同行を願って︑会員である養豚日本一

・天皇杯受彰の渡辺昭氏を訪ね︑頭数一千・毎月百頭繁殖

雲

のための横取り生分法や︑糞尿利用の自然循環農業方法等︑

１︐四ｍｗ何︾

３国︑雲瞳

測閥

まさしく世界一と思われる構想で︑その不屈の開拓魂を目
の当りにゑて帰路についた︒
最後に
平成６年の７月新入会員の杉沢富男氏︵前秋田県警察官．

蕊

長良川ぞいの岐阜

岐阜県は面積では全国七位︑人口では十八位︒広くて住

石原太紀

が有名だが︑二十粁ほど上流の小瀬の鵜飼もまた昔ながら

長良川では五月から十月にかけて鵜飼をやる︒岐阜鵜飼

長良川であった︒

さ︑そしてその数の多かったこと︑それが毎年の最盛期の

本アルプス︑南は海抜ゼロメートルの水田地帯︒海はない

承やすいと思う︒北は三千メートル級の高山が立ち並ぶ日
がまことに変化に富んでいる︒筆者はその中で長良川ぞい

の情趣があってよい︒歴史は千年をこえるといい︑鵜匠は

鵜飼はよく絵の題材になるが︑筆者が小学四年の頃︑有

すがにいつ行って見ても見事な群れが見られる︒

うのが決まっており︑そこで捕った鮎を献上している︒さ

宮内庁の職員に任じられていると聞く︒昔から御猟場とい

で生まれ育ったので︑話の中心がそこに行くがご勘弁いた
だきたい︒

刃物の町関とその周辺

昭和二十年頃の長良川の中流では︑地元の人たちはそこを

良かったか悪かったかは神の承ぞ知るである︒ともかく︑

留まって絵など描いておれるとは︑と︑不思議に思えて記

いけないと思っていたのに︑賛沢にそんなところに幾日も

百姓をするか工場へ働きに行くかしなければ︑飯は食って

うだと話してくれた友人がいた︒田舎のことであるから︑

名な絵描きが小瀬の料理旅館に泊まって絵を描いているそ

﹁鮎の瀬﹂と呼んでいたが︑八月ともなれば︑水中眼鏡を

長良川といえばまつ先に河口堰問題が浮かぶが︑これが

かけて瀬を下っていくと︑手の届きそうなところを鮎がい

憶に残っていた︒

和十五︑六年の作とあり︑まさに一致する︒それは普通の

後年︑日本画家川合玉堂の絵にその場面を見出した︒昭

くつもの群をなして泳いでいた︒それはひたすら流れに逆
らって泳ぎ︑人間など全く眼中に無いようで︑少しも向き
を変えて逃げようなどとはしなかった︒その姿︑形の美し
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たところ︑うちの祖父さんがそのモデルだと子供のころよ

面白さである︒幸い鵜飼屋に知り合いがあり︑この話をし

ら舟が下っていく場面である︒これは小瀬鵜飼ならではの

鵜飼図と異なり︑巨巌を背景に波立つ激流を鵜を操りなが

盆ともなれば近郷近在はもとより︑遠く他県からもバス︑

くときは︑雨も降らぬに袖しぼる﹂は︑その代表歌である︒

くる︒知る人ぞ知る踊りの町である︒﹁郡上の八幡出て行

これより上流に二十粁ほど上ると︑郡上八幡という町に

を徹して踊り明かすのである︒最も有名な踊りは川崎とい

車を連らねて踊り客が集まり︑何千何万という人たちが夜

があり︑曲をかえては踊りつぐのである︒

うが︑ほかに春駒︑ヤッチク︑三百など十種もの歌と踊り

この辺りは関市といい︑刃物の産地として昔から有名で

く聞かされたと喜んで語ってくれた︒

ある︒戦前は特に日本刀の生産で名を知られた︒銘を孫六︑

県都岐阜

また兼光︑兼定などという︒江戸時代では大石内蔵助︑土
方歳三の愛刀︑また下っては日露戦争の橘中佐の侃刀とし

遼陽城頭夜はたけて有明月の影すごく

て軍歌に歌いこまれて名をはせた︒

の口﹂といったが︑織田信長によって現在の名に改まった︒

都である︒ファッションが中心産業である︒古い名を﹁井

少し遅れての登場となったが︑岐阜市は何といっても県

という歌い出しで︑以下連綿と続くなかに︑﹁名刀関の兼

中国の故事に依って天下平定の出発点とする意図があった

霧たちこむる高梁の中なる塑壕声たえて

たのが︑たしか関の孫六であったと記憶する︒切れ味がよ

光﹂が登場する︒三島由紀夫が割腹したとき介錯に使われ

らしい︒古来美濃を制する者は天下を制するといわれ︑大

の乱である︒信長もまず美濃を制した︒その後の治世がよ

きな争いは美濃で結着がついた︒壬申の乱であり︑関ヶ原

かったようで︑楽市楽座による当時の繁盛ぶりは︑ポルト

ている︒

関市から四粁ほど上ると美濃市である︒周辺で産する美

い実戦向きの刀であるらしい︒今では美術刀として打たれ

濃紙の集散地として栄えた町である︒美濃紙といえば︑か

ガルの宣教師フロイスの記録に詳しい︒

此のあたり目に見ゆる物は承なすずし

ているが︑

下って松尾芭蕉がこの地を訪れたとき︑多くの句を残し

つては日本紙の代名詞にまでなったほどの紙であるが︑い
までは僅かな人々によって伝統が守られているにすぎない︒

昔日の面影は﹁うだつ﹂の町として︑古い商家のたたずま
いに残るの承である︒
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でくるようである︒・副

の句には︑河辺眺望の題があり︑河畔にそびえる金華山の

なっているが︑その昔大雨が降れば︑三川合流して大洪水

いるのが海津町である︒今では松並木の美しい治水公園に

ずっと下っていくと木曾︑長良心揖斐の三川が集まって

事を行ったところである︒総奉行平田靭負は工事が完了す

ご存知の通り薩摩藩が幕府に命じられて︑宝暦の治水工

をおこし︑農民を苦しめたところである︒

陰に立って︑長良川を見下ろしている翁の姿が目に浮かん
この一帯を岐阜公園と呼ぶが︑なかに名和靖が明治二十
孫に受け継がれて偉容を誇っている︒見上げれば稲葉城︒

ると︑この地で割腹して果てる︒難工事に多くの藩の人命

九年に建てた名和昆虫研究所が︑いまも昆虫学者である子
幾たびの栄枯を見下ろしてきたことか︒

である︒

を犠牲にし︑また巨額の出費を藩に強いた責任を取ったの

子も多かった町である︒生活も豊かで文化のレベルも高か

長良川をやや離れるが︑大垣は芭蕉がたいへん好承︑弟

許された家族は︑何十日をかけてはるばると海津の地に辿

に︑美濃の地に行き靭負の霊を慰めてやりたいと願い出る︒

時に︑主の死を伝えられたのである︒遺族はやがて島津公

国元では︑平田家の人たちは︑工事の竣工の知らせと同

った︒何よりも言葉が優しくて美しい︒鎌倉幕府の執権北

り着く︒霊を弔ったあと︑三川の真中の長良川の上流へと

芭蕉と大垣

条時頼がそう書いている︒芭蕉がここを﹁奥の細道﹂の結

の雨月物語にも登場する龍泰寺という古剰に︑その記録や

上り︑下有知の郷︑現在の関市に住んだという︒上田秋成

︵本会会員・東海女子短期大学教授・岐阜県教育会会長︶

の地までやってきたのは孝である︒

いうまでもないが︑靭負が腹を切ったのは忠︑家族がこ

墓が残っているそうである︒

しもうち

子たちに対する彼の最大の贈り物だったに違いないからだ︒

びの地としたのは決して偶然ではない︒それはこの地の弟
この長旅の終わりに彼は二十五日もここに逗留して旅の
疲れを癒した後︑桑名に向って舟で立つ︒細道結びの句
蛤のふた承にわかれ行秋ぞ
は︑大垣の弟子たちへの強い一体感を示すものである︒

宝暦治水
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望月兼次郎

な駅があった︒初倉駅より大井川を渡り︑焼津の小川駅に

わがまち焼津を語る

私は静岡市の在で生まれたが︑小学校を卒業してから︑

河湾に突出した日本坂峠を越え︑横田駅︵静岡︶に到る官

達し海浜に沿って進承︑現在の焼津市街地を縦貫して︑駿

道であった︒﹃延喜式﹄によれば︑これらの各駅に︑駅馬

鎌倉︑横浜をはじめ︑北海道の旭川など各地を転々とした︒

回に及ぶが︑そのお陰として懐かしい思い出を得ることが

静岡県に帰ってからも︑県内各地を転住し︑引越しは十数

丸子︑手越を経て駿府︵静岡市︶へ達する道となる︒その理

約十キロ北寄りの山間を縫うようにして宇津谷峠を越え︑

由はよくわからないが︑﹃伊勢物語﹄に﹁駿河なるうつの

各十疋があてられていた︒平安中期以後からは︑焼津より

に焼津に家を建て永住の地と定めた︒わが家の二階からは︑

できた︒昭和四十年から三年間を仕事の都合で焼津に住ん

北西の方角にいくつもの山が︑遠く近く折り重なって眺め

の頃から︑この道が使われ︑以後焼津は東海道の幹線から

山辺のうつつにも夢にも人にあはぬなりけり﹂とある︒こ

だ︒その時に︑勧められて敷地を求めたのが縁で︑十年前

稜線も見える︒

はずれることになった︒

られる︒晩秋の晴れた日には︑遥か向こうに南アルプスの
焼津市は静岡県のほぼ中央に位置し︑東京へ約二○○キ
ロ︑名古屋へ一七○キロで︑日本坂トンネルの中央で静岡

やまとたけるの鍬こと

焼津の地名の由来は﹃古事記﹄﹃日本書紀﹄に︑景行天

攻めにあったところが﹁焼津﹂であるとされている︒﹃古事

皇の皇子日本武尊が東征の折︑賊に欺かれて周囲から火

市と境を接する︒街は大井川デルタ地帯の北東部を占め︑

北側に標高五○一メートルの高草山︑西は藤枝市︑北に岡

は﹁故読其虚日焼津﹂とある︒焼津の地名の由来が神話の

記﹄の中巻に﹁於今謂焼遣也﹂とあり︑﹃日本書紀﹄第七に

部町︑南に大井川町と接し︑東は駿河湾に面して焼津漁港

平安初期の九世紀初め頃までは︑焼津には東海道の主要

がある︒
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駅︵焼津︶から日本坂峠を越えて横田駅が一日の行程で︑

深い峠を越えて︑静岡市︵横田駅︶に出る︒奈良時代は小川

きつくの小径﹂と呼んでいる︒海抜三︑四百メートルの草

先は万葉時代の風情を留める山道となる︒土地の人は﹁や

寺がある︒ここまでは車で行くことができるが︑それより

る︒部落の入口に︑行基が開山したと伝えられる古剰法華

定に見えるが︑近づくとなだらかで︑かなり広い丘陵であ

は新茶の香りが道に漂う︒山の斜面に軒を寄せ合って不安

がある︒数十戸の農家が茶の栽培をしている︒八十八夜頃

ったろうか︒また峠の中腹には﹁花沢の里﹂と言う小集落

字を当てているが︑火攻めにされた場所はこの辺ではなか

の登り口に﹁野焼﹂という集落がある︒現在は﹁野秋﹂と漢

時代にあるとは︑極めて興味あるところである︒日本坂峠

しい恋情の持ち主が多かったのであろうか︒

る︒万葉時代︑日本坂峠の狭間に生きた焼津の女性は︑激

しと言也﹂と述べている︒結句は激しい恋情の歌と思われ

本居宣長は﹁鶴を見て羨承︑わが男も毎日︑明日も来れか

歌であろうか︒﹃万葉集﹄第十四にある﹁相聞歌﹂である︒

ともしき君は明日さえもかも﹂と詠じている︒焼津の女の

わむれている鶴を見て﹁坂越えて阿倍の田の面にいる鶴の

を過ぎ峠を越えて︑静岡の平地に入り︑付近の田のもでた

﹃寓葉集全鐸﹄で述べている︒なおまた︑やきつくの小径

を待ちながら朝を迎えた女の歌：．﹂と鴻巣盛匿は︑その著

め﹂がある︒朝早く漕ぎでる舟にかこつけて﹁男の来るの

太浦を朝漕ぐ船はよし無しに漕ぐらめかもょ由こさるら

更に﹃万葉集﹄には︑小川駅近くの海を詠んだ歌に﹁志

﹃万葉集﹄第三に﹁春日蔵首老﹂が詠んだ一首に﹁焼津辺

武尊を欺いて火攻めにした賊を﹃古事記﹄では﹁国造﹂

弥生時代︑古墳時代の遺跡も数多く発見されている︒日本

焼津には︑狩猟採集の細文時代から人が住承︑その後の

官道として多くの旅人が通った道であった︒

にわが行きしかば駿河なる安倍の市ぢに逢ひし児らはも﹂

描かれている︒詠者の﹁老﹂は﹃続日本紀﹄に︑和銅七

か︑古い時代の紀行文には︑峠の狭間に住む遊女が美しく

岡へ運ぶ娘達に遇ったのか︑或は美しい遊女に出会ったの

保年間に本多正短が田中藩四万石の城主となってから︑幕

徳川の戦場となった︒江戸時代初期は天領となったが︑享

争乱の地となった︒守護大名の今川氏が滅んだ後は︑武田︑

が住象着いたものと思われる︒時代がくだり︑中世は豪族

と記している︒肥沃の焼津の土地には︑早くより多くの人

くにの承やつこ

と言う歌がある︒焼津の浜でとれた魚を﹁安倍市﹂今の静

されている︒赴任の途中﹁やきつくの小径﹂の辺で女たち

末まで本多家に支配された︒

︵七一四︶年従五位下に叙せられへ常陸介になったことが記
に遇ったのであろう︒彼の五十歳代初めの頃である︒
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慶応四年五月︑田中藩主本多正納が安房長尾に転封され︑

徳川家達が駿府七十万石で封ぜられて︑焼津もその支配下

る︒

市制の沿革としては︑明治三十四年六月︑人口一万○四

七二人で町制を施行し︑昭和二十六年三月︑人口三万一○

○○人で市制を施行した︒現在の人口は二万五○○○人

に組承込まれ︑明治四年七月の廃藩置県まで続いた︒

現在の焼津は遠洋漁業のまちとして有名であるが︑他の

の極めて保守︑かつ閉鎖的である︒近隣の藤枝市︑岡部町︑

大井川町などは︑積極的に開発造成を行なっているが︑焼

と十万人を超える︒しかし︑まだまちの雰囲気は田舎特有

津市では消極的である︒学校は大正十一年に︑県立焼津水

の誘致には熱心ではなく︑特に多いのは水産加工の中小企
メロン︑パイナップル︑毎などを栽培して︑米作も行なっ

業である︒農家の人口率は︑約十パーセントで︑野菜類︑

これより先私立の女子高校も設立され︑最近になって私立

産学校が設立された︒その後県立の普通科高校が創立し︑

産業については︑某ビール会社が進出している外︑大企業

ている︒スポーツ︑文化面の施設も一応整い︑公認の総合

昭和五年五月焼津に天皇陛下の行幸を拝し鯉の水揚作業︑

の女子短大と看護専門学校ができた︒

運動場︵陸上競技︑野球︶︑総合体育館︑市営プールなどが

料館︑公園と十万台の人口に相応な施設ができている︒

ある︒市民文化会館︵一︑五○○席︶︑図書館︑歴史民俗資

昭和二十九年三月一日︑所属の漁船第五福竜丸が︑ビキニ

鮪船五十隻︑鯖船四十六隻を擁して全盛期を醸した︒戦後︑

環礁近海で水爆実験に遭遇して︑死の灰を受けて帰港する

鰹節製造工程のご視察を賜わった︒昭和十二年頃には︑鯉

の魚直売市場として﹁魚センター﹂を設立した︒遠くは岐

歴代の市長は漁業関係者から出て︑漁港中心の行政が行

阜︑関東方面から︑多くの観光客がバスを連ねて来るよう

事件も起きた︒昭和五十二年二月には︑南方漁業の寄港地

なわれてきたが︑遠洋漁業の不振から︑数年前に観光向け

になった︒なお市の中心部で温泉が掘り当てられ︑近代的

そこに伝わる﹁獅子木遣り﹂は︑江戸深川より影響を受け

市街中央の焼津神社は﹃延喜式﹄に見える神社である︒

どの友好親善訪問の交換が盛んである︒

姉妹都市の提携をした︒市長︑市議会議員︑中・高校生な

を兼ねて︑オーストラリア︑タスマニァ島のホバート市と

気候は温暖で︑冬でも降雪は十年に一度僅かに降る程度

施設のホテルやレジャーセンターなども出現した︒

の常識である︒夏は湿度が高く︑蒸し暑い日が続く︒夕刻

で︑遠くの山に雪を見ると春が来ると言うのが︑この土地
ゆうなぎ

は夕凪となり無風状態で︑耐え難い暑さを感ずることもあ
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事として公開される︒

ぜられた﹁神ころがし﹂と共に︑毎年八月十二︑十三日神

ている︒文化財として県より指定され︑記録作成措置を講

として︑愛知県の明治村へ移築されている︒明治初期の建

焼津で残している︒乙吉の家は現在﹁小泉八雲避暑の家﹂

﹁海辺﹂﹁漂流﹂﹁乙吉の達磨﹂︵﹃日本雑記﹄所収︶の作品を

雲は二階八畳間で執筆していたと伝えている︒その頃と浜

物で︑軒先は低く︑一︑二階とも天井の低い家である︒八
また焼津は意外な人物との関係もある︒小泉八雲Ｐ画言︲

通りの家並は︑今もたいして変わっていないように見える︒

た乙吉の人柄が気に入り︑その後︑明治三十二年より三十

してきたこの地になじゑ︑そして愛して行きたい︒詰る所︑

私はこの後︑何年住めるかわからないが︑少しずつ理解

乙吉宅に一週間滞在したが︑焼津の風情と世話をしてくれ

皇︒困函目︶は明治三十年八月︑焼津を訪れて浜通りの山口

七年まで︑毎年避暑に来て乙吉の家に逗留した︒八月十二︑

︵本会嘱託・元公立高等学校長︶

焼津は私の後半生のふるさとである︒

儀を出している︒八雲は﹁焼津にて﹂︵﹃霊の日本﹄所収︶

正和

とした茨城県水戸市を選ぶ次第であります︒

ふるさとについて筆をとるとなれば︑﹁ふるさとは遠き

電車で一時間余の文字通りの主都圏です︒

月︶と県都としては少い方であります︒しかし上野迄特急

城県の県庁所在地である︒人口二十四万六千余︵平成六年七

水戸市は︑太平洋に面する北関東の重要な一画である茨

にありて想うもの﹂との感懐もあり︑さて何処の地との想
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十三日の焼津神社の祭典には喜んで参加して︑各町内へ祝

ふるざと
私には出生の地札幌︑成育の地仙台︑現住の地水戸と三

川

いもありますが︑この度は在職中の本拠地で︑ついの住処

つのふるさとがあります︒

及

ととした文化の中心地としての誇り︑各種産業の隆盛︑文

を養子として綱条に藩主の座を継がせている︒家の相続と

ことに深く思いを寄せ︑伯夷・叔斉の故事を想い︑兄の子

光囲は第一に相続問題で︑三男でありながら家を継いだ

自の識見を有していたためとされます︒

教の盛況等情報化社会のマスメディアに知られるところが

県庁所在地の各都市は︑それぞれに誇れる文化遺産をも

多いと思うが︑ここでは幕末に当り日本を動かした世に云

人道を重んじたものである︒

明の志士朱舜水を招いて師とし︑ひたすら肉親の承なら

本義は﹁人の人たるの道を知ることだ﹂としている︒

第二に学問については︑博学多識を目的とせず︑学問の

う﹁水戸学﹂の前期に相当する﹃大日本史﹄の編纂事業に
ついて初めに記させて頂き︑ついで水戸学後期に相当する︑

我国近代化の礎たらんとした水戸藩校﹁弘道館﹂について
述べさせて頂こうと思います︒

道を究明したのであり︑それを実行しながら︑人にも学問

ず︑上は天皇から将軍・藩士・庶民に至るまで︑なすべき

込の屋敷で史臣を監督して執筆を始めている︒書名を﹁大

第三の修史事業は明暦三年︵一六五七︶三十歳の時から駒

の道をすすめました︒

身の浅学故に主として茨城県教育会編﹃水府精華﹄︑水
弘道館とその教育﹄を参照させて頂きました︒

戸史学会編﹃水戸の道しるべ﹄︑茨城県教師会編﹃水戸藩

大日本史の編纂事業について

諸臣の伝記︶・志︵事項ごとの通史︶・表︵重職の年表︶からなる

同じで︑本紀︵御歴代天皇の御事跡︶・列伝︵皇妃・皇子・皇女・

日本史﹂としたのは光囲の没後であり︑その体裁は史記と

ものであった︒従って我国では最初の事業であり多くの人

テレビドラマ﹁水戸黄門﹂で全国的に知られ︑水戸駅頭
にも助さん︑格さんを従えた水戸黄門の像があり︑毎年八

されますが︑朝廷を尊び︑自らも京都の公卿と交わり︑朝

第四に大義の目ざめである︒言う迄もなく先代の影響と

判断しなければなりませんでした︒

手と年月を要し︑かつ幾つかの大きな疑問について正しく

月初め黄門祭が︑中心街で盛んにとり行われます︒

黄門徳川光聞公は︑徳川幕府親藩御三家の水戸徳川家二

中納言に任ぜられたのにその唐名ｌ黄門と呼ばれるのは光

廷の本願を知ったことによる︒光闘は歴史を学び︑建国以

代目の藩主でした︒十二代迄続いた藩主のうち七人の方が

政治家としても名君︵笠原水道の建設等︶︑学者としても専門

来一統の天皇が君臨してこられたことを最大の誇りとし深

聞一人のように思われています︒これは豊かな個性があり︑

家はだしでありか親藩でありながら幕府に盲従せず︑公独
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く皇室を敬っている︒

この四つが前期水戸学の中核をなしていると言われる︒
﹃大日本史﹄の編纂について

し︑南北朝については︑南朝を正統と断定している︒

この三つが﹃大日本史﹄の三大特筆とされ︑この結論に

達する迄には全国的探訪研究をさせたと云われる︒

によると︑﹁先人十八歳伯夷伝を変染慨然として其高義を

弘道館記はその建学精神を天下に宣言したも
もの
ので
であり︑水

弘道館は第九代藩主烈公︵徳川斉昭︶の創建されたもので︑

弘道館︵藩校︶について

慕ふあり︒巻を撫して歎じて日く︑裁籍あらずんば虞夏の

のを表わすもの

戸学後期そのも

﹃大日本史﹄については︑第三代綱条の﹁大日本史叙﹂

して観感するところあらしめんやと︒是に於て慨駕として

文得て見るべからず︑史籍によらずんば何を以て後の人を

烈公は藩を継

とされます︒
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修史の志を立つ︒﹂とされている︒更に﹁神武より後小松に

いだ頃から藩校

至る歴代二百立てて本紀七十三となすＯ列伝一百七十都べ

を設立し︑人材

打続く天保の

ただけでした︒

数学者が賛成し

対論が多く︑小

論︑延期論︑反

とした時期尚早

し財政難を理由

しました︒しか

を育成しようと

て二百四十五巻名づけて﹃大日本史﹄と日ふ︒敢て昭代の

皇后を歴代天皇から皇后伝に移し︑大友皇子の即位を確認

調査研究を進める中で︑歴史の記載を正し︑中でも神功

目録五巻をあわせ四百二巻の大著述であった︒

百五十年間に亘る大事業であり︑紀・伝・志・表の四部に

︵一六五七︶から明治三十九年に至り完成する迄に︑実に二

﹃大日本史﹄は光囲が史館を設け編修を始めた明暦三年

らず︒亦先人の意を遵奉する所以なり︒﹂とされている︒

となすべきものは悉く直言し︑敢て出入左右するところあ

若しそれ時運の閉塞行事の得失以て勧となすべく︑以て戒

成典と謂ふにあらず︒乃ち後来修史者の採択に備うるの承︒

弘造館IE庁

凶作にもめげず説得につとめ︑藤田東湖に命じて︑神儒合

のが史上未曾有日本一の藩校を興そうとする水戸学派の気

り抜いて︑道義盛んな時代を作り出す端緒となろうという

弘道館は現在の水戸市三の丸の地に︑敷地五万余坪で︑

塊だったとされる︒

藩校としては空前の規模であり︑水戸城大手門に面して正

一・文武一致とする藩校創立の趣意書を起案させたが︑東

と調整して起草したが︑公は幕府儒官・藩の儒者等三名の

湖には烈公の意見とは別に独自の抱負があって︑公の意見
意見を徴して裁定し︑現存の弘道館記となったとされます︒

門を建て︑正庁・文武館・武術調練場を持ち︑中央部広場

これを予測して対策を論じて来た水戸学派の至誠が閣老雄

それは次第に迫りくる西洋列強の勢力にさらされ︑長年

その罪を許し嘉永二年︵一八四九年︶には藩政関与を認めた︒

しかし幕府も事態の真相と︑烈公の誠意を知って次第に

されたのである︒

湖等三名は︑補佐の責任者として役職召放ち塾居を云い渡

命ぜられるという水戸藩未曾有の大難が発生した︒藤田東

本開館までには︑烈公が騎慢の理由で幕府から隠居謹慎を

天保十二年八月︵一八四五年︶仮開館で︑教育が始ったが︑

卦堂を作った︒

に鹿島神宮︵祭神武謹槌命︶・孔子廟及び弘道館記の碑の八

タケミカヅチ

︵一八三八年︶

弘道者何︒人能弘道也︒道者何︒天地之大経而生民不可
須爽離者也：：：以下館記の詳細を記すゆとりはないが︑こ
れを要約すれば︑

一︑道を弘める者は人である︒故に人は道を学び弘める
使命がある︒

二︑日本の道は神皇の道である︒歴代天皇も国民もこの

道を守って来られた︒そして歴史に盛衰はあっても︑断絶
がないのは︑非常の時には非常の人物が出てこの道を死守
したからである︒だから国民はこの恩に感謝し恩に報いな
三︑この恩に報いる為には︑日本の道を奉ずると共に外

れる︒

藩を目ざめざせ︑朝廷の信頼を頂くようになったためとさ

ければならない︒

国の良きをとり︑忠孝二なく︑文武岐れず︑学問事業その

教育・内政・外交・国防等に関してその指導を乞い困難打

なって活躍し︑雄藩の賢侯は競って烈公に交わりを求め︑

藩の有志は真の日本に目ざめ︑国家の運命をになう志士と

水戸藩の改革とその学問に心ひかれ︑水戸に遊学した諸

効を殊にせず︑敬神・崇儒偏党あるなく衆思を集め群力を
宣くなければならない︒それには日夜怠らず努力すること
が必要である︒

これが弘道館に学ぶ者の精神となって燃え上り︑水戸藩
をふるい立たせるならば︑内外の困難に直面した日本を守
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かりでなく︑一歩前進させたものが実施された︒それは一

の射撃や製砲が行われ︑藩士ばかりでなく︑郷士・農民を

開の方策を学ん

前者を代表す

組織して教育する郷校が領内十五校設立され︑弘道館学則︑

に︑国際関係の切迫のため︑国防の気持が強化され︑大砲

るものに真木和

だとされる︒

泉守︑吉田松陰

更に弘道館の学科は︑あく迄有用の人材を育成しようと

に︑寄宿寮等が一段と整備されたのである︒

したため︑約十名づつに別れて経史の講読が行われた︒こ

大学規則等が作られ学生の指導方針が一層強化されると共

は松平慶永︑島

があり︑後者に
津斉彬等があっ

の選択科目があって随意勉学できたのである︒更に武道で

は︑兵学・軍用・射撃・馬術・槍術・剣術・柄太刀術・薙

の外の学科には︑歌学・天文・算学・地図・音楽・諸礼等

刀・居合・砲術・火術・柔術・杖小刀・水術の各種目を希

四・五年︵一八五
一・五二年︶にか
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た︒中でも嘉永

けて水戸に遊学

る︒

後に分け﹁朝文夕武の法﹂と称しこれを日課としたのであ

文武兼備を理想とする弘道館にあって︑毎日を午前・午

望により学ぶことが出来たのである︒
の時日本の国体

した松陰は︑こ
に目を開き﹁皇

更に烈公は館内に一学部として医学館を設けた︒これは

総じて弘道館の教育の根本は︑どんな時代にも必要な人

を治療し救うべきものとしたのである︒

我国風土による病について︑各地の薬草や医法により国民

間の理想を達成しようとする所にあった︒殊に歴史に培わ

いたずらに本能的欲望を充たし︑外国の思想に無批判にま

れた尊い伝統を持つ日本に生れながら︑その自覚を欠いて︑

して行われた儀式は仮開館式を超えた盛大なものであった
本開館式後の弘道館にあっては当初の教育を復興したぱ

といわれる︒

鹿島神社の分祁式と孔子廟の祭典であったが藩士全員参集

てようやく挙行されることとなった︒この日第一の行事は

さて︑弘道館の本開館式も安政四年︵一八五七年︶に至っ

地に立たんや﹂と嘆じたと言われる︒

国に生れて皇国の皇国たる所以を知らざれぱ何を以てか天

弘道館八卦堂

千波湖畔の義烈両公を祭神とする常磐神社の社頭に額づ

た天下に名高い梅林をもつ借楽園︵常磐神社に隣接︶の梅の

き︑また烈公が庶民に至る迄ともに楽しもうとして開設し

ねて堕落することのないよう工夫を重ね創造されたのが弘
道館の教育とされる︒それ故その教育には時代を超えて︑

︵本会特別会員・茨城県茨城支会長︶

﹁故郷は遠くにありて思ふもの﹂といわれるが︑私の故

明治時代のことはあまり憶えていない︒北町にあった愛日

とである︒私は明治四十一年にこの牛込北町に生れたが︑

大正十二年の関東大震災までの東京市牛込区北町界隈のこ

るを得ないのであります︒

それと共に現代に生きる我々のあり方に想いを回らさざ

うた上感なきを得ません︒

材が︑水戸学の思想の流れの中で行動した様が思い浮ばれ︑

業に想を馳せるとぎ︑これをたすけ殉じて行った幾多の人

香の中を散策するとぎ︑更には弘道館正庁に立ち先人の偉

今日も深く反省すべき多くの問題が示されているものとさ
ちお承に︑弘道館の事業は︑仮開館より明治五年の新学

れる︒

なお弘道館は︑明治元年︵一八六八年︶天狗諸生の内戦で

制実施に伴う閉館迄三十二年間の事業であった︒
文館・武館・医学館など焼失︒昭和二十年︵一九四五年︶八
七年国指定特別史跡に指定︒昭和三十八年︵一九六三年︶大

郷は遠いと言えば再び見ることもできないもの︑ましてや
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月の戦災で鹿島神社・孔子廟・八卦堂など焼失︒昭和二十
修理及び一部復元完了を以て現在の姿を保っている︒

盆正月に帰ることなどできぬ故郷である︒しかし近いとい

小学校に入り︑御近所の友達ができ︑お互にそのお宅に伺

泰彦

えば常に私の身中に生きている最も近いものである︒その

い︑その友達を通じてその御家族の方々ともお近付になり︑

心の中︲のふるさと

﹁私の故郷﹂は︑大正初年に私が小学校に入学する頃から

寛

という役職の幕臣は︑旗本の次に位する御目見得以下の身

徒士町・中徒士町・南御徒町の三筋から成っていた︒徒士

三百坪位の比較的狭いものであっ

を飼育する為の馬小屋やその附属施設がいらなかった︒従

分で︑騎乗することができぬところから︑その住宅には馬
って徒士の屋敷は二百

た︒そうした御家人屋敷の上にできていたのが後の北町中
町南町であった︒

幕府が倒れ明治の世になると︑この町に住んでいた旧御

家人も次第にその家屋敷を手放さざるを得なくなり︑そこ

の官員は薩長土肥に関係のない全国各藩出身者であった︒

には新明治政府の官員がとって代って住む様になった︒そ

私の家屋敷も明治十七年頃に︑諏訪高島藩出身の私の祖父

人から譲りうけたもので︑時代物の古い家屋敷であった︒

が︑大蔵省に勤めることとなり上京した際︑旧幕臣の御家

どの家も大体御家人屋敷の旧態を止めていたので昔から

の樹々が繁茂した庭があり︑所々には巨木もあって︑町全

米ほどの真直な通りであったが︑それさえ端から端は見通

体が診叢たる樹海に埋もれていた︒北町の通りは僅か三百

せぬ程であった︒私の生家の屋敷の北側には︑直径一米ほ

まるで我が家の延長の様に振舞い︑毎日この界隈をホーム
い活力をふき込んでくれる私の心の故郷なのである︒

グランドとして活動した︒今もその時と処とは常に新らし

前の辺から見ると︑大きな体躯の上に仏頭の様な梢がこん

どの樫の巨木があった︒この樫は箪笥町通りの牛込区役所
この北町界隈というところは︑幕藩時代には徳川氏に仕
かち

もり茂っていて︑あたかも地蔵様のお姿をしていたので︑

ごけにん

へた御家人のうち徒士の職をもった侍の居住した町で︑北

（44）

山流れ出たので黄金虫や兜虫や立羽蝶のいるノ＼なのが集

の小供が争って拾いに来た︒またその巨幹からは樹液が沢

ったそうである︒その木からは団栗が沢山落ちたので近所

処刑のため千住小塚原に引かれる罪人がこの樫を拝んで行

地蔵樫といわれた︒江戸時代には四谷小伝馬町の牢屋から

名刺を置いてまわっただけである︒どこの家でも門はもと

りをした︒といっても︑一を家人を呼び出しはせず︑父の

けをして︑父の代理として︑お隣り近所にお年賀の挨拶廻

から次へと通って行った︒学校から帰ると︑兄と私は手分

往来へ出ると平素顔見知りの大礼服姿の人が乗った偉が次

の参賀に出かけた︒北町にはそうした家が多かったので︑

この頃にはどこの家も玄関に鍵もせず︑開け放しなのが

より玄関や障子をあけ払い︑立派な小机の上に美しい祇紗

当り前で︑それで盗難があったなどとは聞いたこともなか

この北町という町の自然は一つの森の中にあったが︑全

って来て︑これも小供たちの楽しみの対象であった︒

かしそこには江戸時代からの武士階級に共通した儒教的な

った︒その点では︑一々鎖錠しなければならない今日とは

うやしく一礼して父の多刺をその上に置いて来た︒

精神の土台の上にあった︒そこで下町の様な生活上の共同

大違いであった︒武家町の名残をのこしたこの町には︑人

を敷き︑その上に名刺受が置いてあった︒私はそこでうや

はなかったが︑何とない以心伝心の共同が成り立っていた︒

々が自律心によって行為行動することが多かったので︑小

国各地の藩出身者が集ってできた町であったから︑言葉や

そこには下町と違ったきびしさはあったが︑また人間らし

供さえその感化の下に行動することが多かったと思う︒そ

日常の暮し方などはそれぞれの家々で多少違っていた︒し

い温か味の通った共同があった︒そうした町の共同という

鎮守の赤城神社の御祭礼には一斉に門に〆純を張り造花

こったり︑鎖錠したりしなくても事が済むことが多かった

をもった人間生活があった様に思われる︒そこでは柵でか

こには︑人間に信用があり今日の人たより真の人間の自由

ものは大正十二年の大震災以後急速に失われていった︒

を掲げ︑夜は提燈に火をともして町中が一つ雰囲気につつ

らないというのでは︑濫の中の動物と同様である︒私など

様に思われる︒柵や錠で止められているから︑そこにはい

も︑自ら守るべきところは心得ていた様である︒

も随分気儲に横行し︑遊び呆けていたが︑そうした折々に

まれたし︑正月には各戸の門ごとに門松がたてられ︑〆細
着せられて家内一同打揃って挨拶を交し︑屠蘇をくゑ交し

が張られ︑町の気分が一変した︒私も子供ながら黒紋付を

雑煮を祝った︒そうした新年の祝い事が済むと︑私は学校
の新年祝賀式に出かけた︒私の父は大礼服に着かえて宮中
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神楽坂

↑

袋 町
下駄屋 豆 腐 屋

(開成中
校長）

中町

宇田川
安村

細川

日根野

（侍徒）
詔

榊原(陸軍中将）

武藤

（師範教頭）
福原

（学習院院長）

大草医院

加太

（控訴院判事）

三山

(東京工専
教授）

寛(東大教授）

…

堀内(医師）

町

桑木

箪笥町

(東大教授）

長岡

富谷(大審院長）
杉浦

鳥居

商店街

中町

愛日小学校

矢来町

司

杉浦(陸軍少将）

上野
(東大教授）

松村(海少将）

中町

牛込区役所

下宿屋

栗山(判事）
北

文具商

商店街

納 戸 町
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商店街

偏
称
卿

いたが︑両国で大相撲が行われる時になるとその店頭に勝

に乗ってそれを見に行き︑互に勝敗を当て合ったりして楽

負を連報する掲示板を出した︒私は定連の友達と毎日竹馬

正月には御近所の友達の家へ伺って︑その御家族と百人
一首の歌留多をとったり︑お庭で羽つきをして遊んだが︑

以上述べた様に︑私の故郷である牛込北町堺隈は︑都会

んだものであった︒

凧は樹木にからむので揚げなかった︒しかし凧揚げがした
揚げ︑祖父から大目玉を頂戴したこともあった︒

くてたまらず︑秘かにこれを買い求め自宅の屋根に登って

ねた様に迎えてくれる仲間の子供らが居て︑その頃流行し

宿題もそこそこに往来へととび出す︒するともはや待ちか

態を止めぬ焼野原となり︑往事の姿は江戸御徒町以来の通

ていった︒今日ではその北町さえ戦火にかかって︑全く旧

町の有様は私の心の中にある故郷とは縁のないものになっ

の自然も関東大震災後は急激に失われてゆき︑その後の北

の真中ではあったが︑実に豊かな人情と自然があった︒こ

ていた軍艦遊戯をしたり︑隠れん坊や又独楽まわしなどを

正月が済んで学校が始まると︑家に帰って来るやいなや︑

して︑夕方まで遊ぶのが常であった︒往来はその頃は全く

がなくなってしまったのである︒しかし私の心の中では︑

り筋の承となってしまった︒私の故郷はも早全く見るすべ

夏休になると蝉とりや靖蛤とりに夢中になった︒北町の

のである︒

その見ることも行くこともできぬ故郷が闘明に生きている

子供らの遊びのホームグラウンドだった︒

通りばかりでなく中町︑南町︑時には払方町の辺まで︑蕊

︵本会特別会員・学習院大学名誉教授︶

﹁なつかしきもの皆失せし故郷の昔の空に浮ぶ夏雲﹂

﹁蝉取りに遊び呆けし稚き日のここだも浮ぶ眼閉づれぱ﹂

たり﹂

﹁通り筋は戦火に焼けず残れどもわが生い立ちし町は失せ

竿をかつぎ虫篭をもって歩きまわった︒夕方家にもどると︑

家の庭の蚊柱に集まる靖蛤とりをしたり︑古草履を投げて
嶋幅をつかまえるのに夢中になったりもした︒また逢坂を
下りて牛込見附の濠端に行き︑甲武線の汽車をながめ乍ら
小鮒を掬ったり︑どぶ貝とりをして遊んだ︒その時泥土に
下駄をとられて裸足で家に帰ったこともあった︒今日では
とても考えられないことだが︑当時流行した竹馬に乗って︑
数人の友達と神楽坂などを潤歩横行したりもした︒

神楽坂通りには︑尾津薬局と中西薬店があって競争して

（47）

壱員

ります︒陶器市が明治中期に始まって百年にもなりますが︑

建てられたもので︑毎年五月の陶器市に陶祖祭を行ってお

古田

有田町は︑佐賀県の西部︑長崎県佐世保市に接する人口

やきものの町〃有田〃

およそ一万五千人の小さな町ですが︑住民のおよそ七割が︑

り約六粁にわたり四百余の店が並び︑来市者約八十万人︑

五月のゴールデンウイークの七日間が期間で︑町の中央通
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町の起源は︑有田焼の原料である白磁砿が︑李参平氏に

の市です︒文政年間︵一八二八︶に一度大火に見舞われまし

又売上げも二十億円近い磯況振りでまさに世界一のやきも

陶祖李参平の碑

名産有田焼の生産販売に従事しているやきものの町です︒
よって発見され︑日本白磁の発祥地となった元和二年︵一

︲︲︑３．１︲

六一六︶から始まります︒それまでは山峡の一寒村であっ
たのが︑急激に発展を遂げ︑元禄年間︵一七○○頃︶には窯

元・陶商家を中心に一般従業員の住家が櫛比し︑有田Ⅲ山
千軒と言われており︑今日まで約四百年︑設賑をつづけ︑

現在の年産額およそ三千億円で︑その声価は高く︑国の内
外を問わず著しいものがあります︒
見どころ︵｜︶

町の中央に陶山神社があり︑その小高いところに李参平
これは白磁砿発見三百年を記念して︑大正初期に資を集め

氏の碩徳碑︵写真︶があって町の盛衰を見下しています︒
鑑

に古窯跡が残っており︑裏道にはトンバイ塀︑石仏などが

たが︑伝統ある町家は︑白壁土蔵造が並び町内至るところ

られ︑有田・伊万里・九谷等と韓国・中国・欧米各地との

た壮大な建物︵展示場︶をメインに世界の陶磁器の名品が飾

田ポーセリン︒︿−クは︑ドイツのツヴィンガー宮殿を模し

鞍哩瞬軽詑到

が叩

蕊難織

漆︑

有田ポーセリン（磁器）パーク・ツヴィンガー宮殿

ています︒又陶

名仙を焼き上げ

を競って特異の

元それぞれに技

の窯︑大小の窯

め陶芸作家たち

術院会員︶を始

竜山窯︵日本芸

など︒又︑青木

磁︑岩尾対山窯

香蘭社︑深川製

右ェ門窯を始め︑

柿右ェ門窯︑今

町内に百余あり︑

しいものです︒

窯元巡りも楽

きつけています︒

観光客の目を引

囲気の中で作陶・焼成・ショッピングも楽しめるところで

やきものを通じての交流が企画され︑すばらしい景観と雰

あって︑訪れる人に古窯の里を偲ばせるものがあります︒
見どころ︵二︶

町の東の泉山には大正期に天然記念物として指定された

畠竿偉

謝謝認

唾唖唾鰹

士I

樹齢八百年と調われる大公孫樹がある︒高さ四十数米︑根
回り十数米で︑春には美しい緑︑秋には黄金の葉を散らす
中央部には︑李参平の碑のある陶山神社︒ここの四月の

すばらしい巨木︑附近には磁石場︑歴史民俗資料館も︒
桜︑五月のつつじが見事で︑丁度陶器市の頃が見頃です︒

神社の鳥居や手水鉢や獅子像・手摺などすべて名工たちの
やきもので飾られております︒

見どころ︵三︶

ＪＲ有田駅から東一粁のところに︑県立有田窯業大学校
があり︑次代を担う陶工養成機関で内外の人材を集めて成
果を挙げており︑又南一粁の小高いところには︑県立九州
として斯業発展の助長を促がしている︒

陶磁文化館があり︑内外の陶磁器の展示・保存又研修の場
又南方三粁のところにあって︑平成五年に開場した︑有

f

蕊

驚

＃
爵
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恐

篭
壷

蕊
像

商家は︑一軒一軒が美術館です︒内外の古美術陶器・日用

楽しく夢のある博覧会であります︒

交流・体験を通じて地域の輝かしい未来について語り合う

町者は年中絶えることはありません︒

ハァー有田よいとこ弁天銀杏空に黄金の花が咲く

披露いたします︒

有田を余すところなく表現された名文の﹁有田音頭﹂をご

ここで︑昭和八年︑有田に来遊された詩人野口雨情氏の

有田音頭

食器が並べられ︑年中陶器市と言っても過言ではなく︑来

チャイナ・オンザバーク

町の西部にあるチャイナ・オンザパークは︑深川製磁創
立者・深川忠次氏を偲び︑その百年を記念して造られたも
コレクションは見事で︑有田焼の長い歴史の真髄を見るこ

ので︑広大な敷地に工場と併せ︑忠次館をメインに︑その

ハァー見せてやりたい他国の人に有田石場の露天掘
り露天掘り

花が咲く

ハァー年に一度は有田の町に七日七夜の市が立つ

とが出来ます︒又音楽ホール︑瀞酒な料理店などの施設も

宮内省︵庁︶御用達を拝命︑明治以来︑宮中の諸儀式用の磁

楽しめ︑来場者に喜ばれております︒なお同社は古くから

市が立つ

あり︑四季美しい草花の絶えることなく︑ショッピングも

器の御用命を承わっております︒

ハァー胸の思いと有田の窯は消してくれなきゃ燃え
つづく燃えつづく
すやまれんげし
ハァー陶山神社は蓮花石山の庭に桜の咲くところ

ほのお

世界・漆の博覧会

咲くところ

︵佐賀県有田支会幹事長︶

世界・鋲の博覧会は︑有田地区を中心に平成八年に行わ
れます︒これは﹁ジャパンエキスポ﹂の認定をうけた博覧
との関わりや︑世界との交流の歴史を振り返り︑その未来

会で︑﹁燃えて未来﹂をメインテーマに﹁やきもの﹂と人
に触れ︑また日本各地・世界からの参加者により︑様灸な
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かまくら道回想

私の家の前に創立八十年余の歴史を有する横浜市立桜岡
小学校があり︑校長室に古い風景画がかかっている︒これ
は︑おそらく現在地に校舎ができた昭和十七年頃つまり今
季節は春︒学校の周囲は最戸耕地といわれる田圃で︑菜

から五十年余り前の風景かと思われる︒
の花︑蓮華草が点綴され︑ひばりがさえずっているようだ︒

林鉱治

が関所を設けたところといわれている︒

呼ばれており︑ここはかつて鎌倉時代侍所の別当和田義盛

弘明寺と金沢文庫方面が鎌倉幕府の鬼門とされていたか
らと思われる︒

和田山の通路は︑鎌倉古道として︑﹁いざ鎌倉﹂という

鎌倉古道下の道

丘陵地から眺望したものと思われるｐその自然のたたずま

ときに通る﹁上・中・下道﹂のうち弘明寺からくる下の道

昭和五年に開通した京浜急行電鉄をはさんで︑東側前方の
いが︑今から四百年余前の天正十八年ごろの風景を涛髭さ

往還は︑金沢及び相州鎌倉への捷径なり︑幅は六尺許︵約

で︑﹁村の西方別所より入︑南の方久保村に達する一条の

﹃新編武蔵風土記﹄巻八○久良岐郡の部によると︑﹁最戸

一・八米︶にして︑村内を経ること二丁余︑また西寄に鎌倉

せている︒

古街道と云あり︒﹂とある︒

原城攻め等︑幾多の攻防戦にこの道をそれぞれの時代の武

新田義貞の鎌倉攻め︑畠山重忠の滅亡︑豊臣秀吉の小田

︑︑︑

は大岡川を隔て上大岡村に隣り︑西は別所村︑南は久保村︑

村は︑郡の西方にあり︑古へはししどと称せしならん︒東

にして︑其谷たに田畑を開墾す︒民戸十九軒︑農隙には薪

北は中里村なり︑東西二丁程︑南北七丁許︑村内多くは山

士が︑幾人通ったことかと想像することができる︒

この絵の背後にこんもりとした山が見える﹁和田山﹂と

を伐出して︑生産の助けとす︒﹂とある︒
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小

ながら︑甘酒を飲承︑旅の疲れをいやしたことと想像され

今も清水が湧出しており︑往時の旅人は︑秀麗富士を眺め
餅井坂

ら東国を旅した人︒関白近衛房嗣の第三子道興准后の﹃廻

行きつきて見れども承えずもちゐ坂

国雑記﹄によると︑もちゐ坂にて︑俳譜の歌

る︒しかし︑文明十八年二四八六︶六月︑六十歳で京都か
餅井坂の道標は︑坂下三叉路右に立っており︑正面に南
無阿弥陀仏・百万遍供養塔︑左側に﹁ミなミかまくら道﹂︑

右側に﹁水カミとつか道下くゑやふし道﹂と刻んであるが︑

現在は風化がひどく又︑拓本をとるため︑石に墨をつける

た堂わら屑に足を喰わせて

いる店でもあるかと探したが︑見あたらない︒そこで︑わ

と記されている︒餅井坂というので︑どこかに餅を売って

下の道唯一のおもかげを残しているつまさき上りのこの

心ない者の仕業で判読を困難にしている︒

る︒昔は右側は松林と杉林になっていたと思える︒左側に

いう意味である︒この意味から解釈すれば︑何もないとこ

らじを履きかえて︵せめて足にわらじを食わせ︶坂を上ったと

坂を二百米程上ると︑平坦な甘酒台といわれている所に出
茶店があり︑ここから左へ下る脇道があり︑ふもとには︑

私が甘酒台に茶店があったと想像を拡げたのは︑私の祖

ろであったことが分かる︒

父の先祖が活躍していた天正十八年︵一五九○︶を考えると︑

﹁廻国雑記﹄より百年を経過しているからである︒

ここに立って︑東西南北を偲倣しながら往時を偲べば︑

当時最戸村︵一九︶中里村︵一八︶久保村︵二四︶別所村︵二

八︶上大岡村︵五一︶大岡村︵六八︶の戸数で︑いかに淋し

時代の差こそあれ︑鎌倉古道の餅井坂と東海道保土ケ谷

いところであったかが想像できる︒

の﹁権太坂﹂とを比較して染ると︑何か陰と陽との感があ
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港南区日限山地蔵の栄えた由来など︑いかにもロマンティ

中の面白い由来話や等身大の﹁境木の地蔵﹂の夢の託宣や

し︑衆生を救う﹂とされ︑日本では永承七年︵一○五二︶か

仏法衰え︑世は乱れるが弥勤菩薩が第二の釈迦として再生

たもので︑平安後期に流行した末法思想で﹁末法の世には

これは︑経文を書写して︑土中に埋め︑墳形に土盛りし

塚﹂が散見できた︒

ックなところがあり︑それに比べ︑鎌倉古道は︑昔の神霊

ら末法と信ぜられ︑平安時代に経典を地下に埋蔵保存する

る︒﹁権太坂﹂は︑岡本かの子の﹃東海道五十三次﹄の文

村灸の道近くにたいへん﹁塚﹂が多いというのが︑その

大久保︑最戸の鎮守︒往昔は多灸久之郡六ヶ村の総社で

ヌスドの宮︵青木神社︶

っているのを見た記憶がある︒

私が子供の頃畑の中にこんもりともり上り︑島のように残

事が盛んに行われた︒これが﹁経塚﹂といわれるもので︑

の天降りの示顕形式が残っているクラシックな感じがする︒
証左である︒

塚というと︑何か人や動物の死体などを納めた所を連想
ろな塚の所在と大きさが記されており︑私の住んでいる区

う珍らしい呼び名がある︒

あった︒この神社は我が国神社史の中でも﹁盗人宮﹂とい

しがちであるが︑新編武蔵風土記には︑各村に必ずいろい

などが今でもその痕跡をとどめている︒これらは何れも︑

川を越えて隣村の土地へ移り住んだように見えるが︑私

れ落ち︑他の土地を盗んだ説︒

③昔︑山上にあった宮が︑洪水のため︑他村の土地へ流

ぬえが転誰してぬえの宮︑いすと宮という説︒

②鶴の宮︵ぬえの承や︶きじに似た一種の怪烏が棲む宮︑

大木のほら穴に隠れて助かり住んでいたという説︒

①昔︑金沢方面より盗人が追われ︑この境内に逃げ込承︑

この由来について次のようなものがある︒

内にも︑十三坊塚・児塚・人見塚・鹿島塚・経塚・富士塚

わが国では︑神霊の示顕形式として︑神が山や小高い丘

霊地︑祭場遥拝所などで葬法には関係のないものである︒

を通って︑大空から人里に現われるとされており︑ちょう
ど祭りのとき﹁職﹂を立てる由来と同じである︒

経塚
餅井坂の古道の近くには︑宅地造成されるまでは︑﹁経
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塚

それなら他の地へ落ちたとはならない︒現在川が直行して

ていた︒したがって往時は川が蛇行していたのではないか︑

が子供の頃︑この神社の横に三日月湖のようなものが残っ

︵横浜線小机︶に笠原越前守二代目能登守が居城していた︒

六郎﹂の一節がそれぞれ記録されている︒武州筑郡小机城

の﹁武田勝頼﹂の小説もある︒その中に我が先祖﹁笠原新

閤記︑小田原北条記︑関八州古戦録などがあり︑新田次郎

に取水をするため︑堰を作ったり︑治水工事に私の先祖が

憲秀の嫡子新六郎︵母能登守の娘一ｃを養子に迎えたとある︒

三代目平左衛門に男子なく小田原北条氏の重臣松田尾張守

つづき

いるが︑寛政八年︵一七九六︶両村が氾濫を防ぐ為と︑水田

悲願をかけ︑私財を投じて苦労した︵八代目当主︶の記録が

新六郎は︑武田・豊臣方から注目されていた武将であり︑

の為笠原家内部に争いが生じたとある︒︵詳細略︶

その後︑平左衛門に長男出生し︑新六郎は廃嫡された︒そ

戦国の習いとて︑戦略上いろいろ謀略を駆使することが記

当時は︑田の水引きのトラブルが多く︑争い事の記録が

残っている︒

たらしい︒つまり︑﹁ねずの番をする宮﹂︑これが言語学上

残っている︒これを防ぐため︑堰を守る番人が不寝番をし

ているが︑関八州に君臨している北条氏にして承れば︑松

録されている︒父憲秀も秀吉への対応策について︑進言し

田父子が秀吉に内通しているものと思うのも無理もない︒

の﹁通行説﹂から﹁ぬずの番をする宮﹂となり︑ぬずの宮

憲秀の二男左馬之助が父・兄内通を氏直に密告し︑氏直よ

がいすと宮と転訓されたのではないかという説︒これはあ
名は返上したいものである︒まさしく我田引水かも知れな

た︒記録では父子切腹になっているが︑新六郎は助命され︑

りの感謝状が昭和六一年発見され︑骨肉の争いが露呈され

くまでも私見であり︑神社の祭神の為にも﹁盗人宮﹂の汚

さて︑私たちを育んでくれた﹁ふるさと﹂の地理的・歴

いＯ

士史研究会で︑松田家老の見直し論があることを付記して

松田に逼塞し後︑豊後と称し最戸村へ住承ついた︒現在郷

︵神奈川県会員︶

史的環境の成り立ちや変遷を考えて承ると﹁ふるさと﹂の

おノ︑︒

意義も︑広狭のとり方で浮上してくる歴史上の人物は︑様
々であり︑その多くは人口に謄炎されている︒

今回は鎗夏号であり︑ふるさと自慢ということであるの

小田原北条氏の滅亡に関しての記録として甲陽軍鑑︑太

で︑祖父の先祖について述べることをお許し願いたい︒
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︻特別講演会講演要旨︼々：

現代の世界情勢と日本

︿紳鯛嘩冊岬伽附僻潅州叶除帥糾雌紳州細剛蝿能津洲誕哨︶

健太郎

すが︑クラッシュというのは衝突という意味で︑﹁文明の

この﹃フォーリン・アフェアーズ﹄と日本の﹃中央公

衝突﹂と訳されています︒

れて毎号出ております︒そこでこのハンティントンの﹁文

論﹄が特約を結んでいまして︑ここに出た主な論文は訳さ

本日はまことに由緒ある日本弘道会に参りまして︑皆さ
ま方の前でお話しする機会を得ましたことを︑大変光栄に

ろが︑これが非常に論議を呼びまして︑相当な論争が起こ

明の衝突﹂も去年の﹃中央公論﹄八月号に出ました︒とこ

存じております︒ちょっと偉そうな題を出しておきました
世界情勢︑その将来の展望というふうなことについて若干

て論じられました︒ごく最近は︑﹃ヴォイス﹄という雑誌

これらは日本の総合雑誌などでも︑かなり取り上げられ

のが出ております︒

央公論﹄の去年の八月号︑十一月号︑十二月号にそういう

ハンティントンが答えるといったこともありまして︑﹃中

﹃中央公論﹄に出ております︒そういう批判に対してまた

対する批判の論文がいくつか出まして︑それがまた全部︑

りました︒﹁フォーリン・アフェアーズ﹄にもこの論文に

が︑最近︑読んだものから考えておりますことで︑現代の
お話ししたいと思います︒

共産主義の崩壊とその後の世界
アメリカのハーバード大学の政治学の教授にハンティン
フェアーズ﹄という外交問題で有名なアメリカの雑誌に︑

に山崎正和氏がこれについて書いております︒﹁文明の衝

トンという人がおります︒この学者が︑﹃フォーリン・ア

・クラッシュ・オブ・シビリゼーションズ﹂という原題で

昨年︑﹁文明の衝突﹂という文章を発表いたしました︒﹁ザ
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林

かにもこれを論じた人はたくさんありますが︑この論争を

突論の背景﹂というもので平成六年の三月号です︒そのほ

いますがＩこればちょうど昭和から平成に変わる年でも

申すまでもなく︑一九八九年という年が区切りになると思

最近の世界でいちばん重要な事件は何かといいますと︑

零ハチョフが出ましてから︒ヘレストロイカで︑ソ連の共産主

ありますｌ共産主義が崩壊したことがありました．ゴル

詳しくフォローするのは大変ですので︑ハンティントンの
っているのかということをお話ししようと思います︒

論をまず紹介しまして︑それからどういうふうな問題にな

その兆候が非常に顕著にあらわれてきました︒

義がだいぶ変わってきつつありましたが︑一九八九年には

東ヨーロッパのポーランドとハンガリーで︑それまでは

共産党が一党独裁の政権をとっていましたが︑これが実質

した︒それからこの年の十一月に︑例のベルリンの壁が崩

的に変わって共産主義から離脱するという事件が起こりま

壊しました︒壁を実際に壊したのはそのあとですが︑この

年十一月に東独政府が民衆の圧力によって東西の交通を遮

断していた壁を開けざるを得なくなった︒そういうことか

一九九一年十二月になりますと︑ついにソ連という国が

ら共産主義の崩壊がどんどん進みました︒

のは︑もとの共産主義に戻そうという連中のことですが

なくなってしまいました．この年八月︑保守派ｌという

会体制の崩壊が急速に進み︑ソ連という連邦も解体して︑

ｌのク︲デク︲が失敗したことによって︑共産主義の社

ロシア︑ウクライナ︑白ロシアといった国食が独立国にな

りましたし︑︒ハルト三国はもちろん独立しました︒そして︑

レニングラードという名前をやめてサンクト・ヘテルブルク
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議論になっていますが︑この点でわりと早く出ましたのは︑

アメリカの学者で︑国務省の嘱託のようなことをやってい

ういうふうに解釈すべきかということが︑いま︑いろいろ

た日系のフランシス・フクャマという人の書いた﹃歴史の

なくなってしまったのであります︒

これほど大きな事件は最近なかったと思いますが︑大変

終わり﹄︵デイ・エンド・オブ・ヒストリー︶という論文です︒

という昔の名前に変えるとか︑名実ともにソ連共産主義は

の共産主義が崩壊して︑そのあとどんな社会になったか︒

ますが︒これも相当に評判になりましたので︑皆さんもご

もっともいちばん終わりにクエスチョンマークをつけてい

歓迎すべきことで︑ゑんな喜んだと思います︒では︑ソ連

てもいいと思いますが︑それにもかかわらず︑なかなかよ

共産主義がなくなったのですから世界がよくなったといっ

日本では多国籍軍といいますが︑国連の決議によって国際

を侵略しました︒そこで正規の国連軍ではないけれども︑

戦争です︒イラクのサダム・フセインがお隣のクウェート

民主主義という社会体制が人類の到達する最高の段階であ

ど︑これらの国々がとっているところの︑いわゆる自由な

すと︑いま西ヨーロッ︒︿︑アメリカ︑日本もそうですけれ

フランシス・フクャマの議論はどういうものかといいま

記憶だろうと思います︒

的な軍隊が編成されまして︑といっても主力はアメリカで

るいはドイツのナチズムといったものが出てきて対立した

る︒それに対して︑かつては共産主義とかファシズム︑あ

そのあとで起こったいちばん大きな事件といえば︑湾岸

くなっていません︒

すが︑いわゆる湾岸戦争が起こりました︒しかし︑実際に
ヨーロッ・︿では︑ユーゴスラビアが分解してしまいまし

も︑これもつぶれてしまった︒いわば人類はいま社会体制

の対決といったことで世界を二分して頑張ってきたけれど

戦で負けてなくなってしまったし︑ソ連の共産主義も米ソ

けれども︑結局︑ナチズム︑ファシズムはこの間の世界大

て︑分解しただけではなくて︑ちょうどその真ん中へんに

戦争が始まってふますと簡単に片づきました︒

あるポスニァ・ヘルッェゴビナの中で地域的な対立が起こ

として最高の段階に達したというものです︒

では︑なぜ﹃歴史の終わり﹄と名づけたのか︒フランシ

りまして︑そこでは依然として武力抗争が続いています︒

ヘーゲルの歴史哲学というのは︑世界の歴史は絶対精神の

ス・フクャマという人はヘーゲルの歴史哲学の信奉者です︒

そのほか︑アフリカ︑あるいはアジアではカンボジアなど︑
て世界は平和になっているとはいえません︒

自己発展であるといった観念哲学ですが︑彼の世界史論と

そういうふうなところで国際紛争が続いていまして︑決し
共産主義消滅以後の世界はどうなるのか︑あるいは︑ど

（57）

していく過程であるというものでして︑彼の代表作である

なる世界なんだ︑とヘーゲルはいうわけです︒ヘーゲルは

その次のゲルマン世界というのが︑人間が本当に自由に

として見たら少数者の自由なわけです︒

﹃歴史哲学﹄ｌこれはベルリン大学の講義ですがＩこ

せんが︑プロイセンの︑そのころ新しくできたベルリン大

最後にプロイセンの︑彼は元来プロイセン出身ではありま

いうのは︑世界の歴史の過程は人間の自由がだんだん発展

れには本当に具体的な歴史が書いてあります︒絶対精神の

地位にいましたが︑彼の生きていたプロイセン王国が︑結

学の教授に迎えられて︑ドイツの哲学界を支配するような

自己発展なんていっても︑そんなに抽象的な︑観念的なこ
ていますから︑読んでいて大変おもしろいものです︒

フランシス・フクャマは︑自由に対抗するものと闘い︑

﹃歴史哲学﹄で書いています︒

局︑自由がいちばん発展した形であるといったことをこの

とを論じているのではなくて︑具体的な世界の歴史を論じ
世界の歴史は︑だいたい東洋世界︑ギリシャ世界︑ロー

昔の東洋世界というのは︑たった一人の人間だけが自由

マ世界︑ゲルマン世界というふうに発展してきた︒

であったという社会︒つまり︑その時代は絶対的な専制君

で歴史が終わったんだというヘーゲルの考え方を使って︑

そういうものをすべて克服して勝利を得たんだから︑これ

フランシス・フクャマはヘーゲルの歴史哲学を継承してい

で︑あとの者は全部不自由です︒要するに自由のない社会

主が支配する大帝国でしたから︑その絶対君主だけが自由

ますが︑実は直接にはフランスのコジェーヴという哲学者

では︑歴史が終わった状態とはどういう状態なのか︒この

その次のギリシャおよびローマの世界というのは︑少数

﹃デイ・エンド・オブ・ヒストリー﹄だと論じていますが︑

者が自由で︑多数者が自由でなかった世界です︒普通︑ギ

う死んでいまして︑ちょっと前に活躍した︑やはりヘーゲ

を先生として仰いでいました︒コジェーヴという人は︑も

です︒

ていますし︑現にそういう面もありますが︑そういう社会

リシャからデモクラシーというものが生まれたと考えられ

歴史の終わった状態とはどんな状態かというと︑自由を

ル学者ですｐ

は闘う相手がなくなってしまいましたから︑非常に平凡な︑

圧迫するようなものはなくなったけれども︑同時に︑人間

さい国家の中の市民の間だけのことです︒その市民のほか

ができたのは︑いわゆる昔の都市国家︑アテネのような小
にたくさんの奴隷がいて︑あるいは奴隷ではなくても︑よ

あ在り感激することもない︑だいたい芸術なんかもあまり

その国から来た外来人たちは政治にあずかれません︒結局︑

少数者の間だけでそういう自由が発展しましたから︑全体
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とをフランスのロジェーヴはいっているわけです︒それを

残ってしまった承たいな︑そういう社会だというようなこ

出てこなくなって非常につまらない︑事務的な処理だけが

ショナリズムの対立の時代が来るんだという意見も大変有

とやフランシス・フクヤマの考えとは別に︑これからはナ

始まるのではないか︒こういう見解が︑冷戦の終わったあ

新しいナシヨナリズム︑あるいは︑民族間の対立の時代が

は両仲間同士で争って戦争を起こすなんて︑こんなバカら

ところが︑この二度の大戦によってヨーロッパの諸列強

って世界中の戦争になったわけです︒

︒︿諸列強間の対立︑抗争から起こって︑それが世界に広が

煮第一次世界大戦︑第二次世界大戦はどちらもヨーロッ

それまでだいたいヨーロッパ近代国家は︑お互いに対立し

てはＥＣというものがあって︑それが成功を収めていた︒

いますが︑一方で︑ちょうどそのころ西ヨーロッパにおい

このようにナショナリズムの対立が世界各地で起こって

力です︒

このフランシス・フクャマも採用しまして︑﹃歴史の終わ
り﹄というのは︑そういうおもしろくない世の中がこれか
ら続くゑたいなことを︑そう詳しくは論じていないけれど
も︑いっています︒

ナショナリズムの復活と広域経済
ところが実際に起こったことは︑先ほどいいましたよう

実は︑米ソの冷戦時代には︑世界にいろいろな対立︑抗

な湾岸戦争とか︑各地での民族間の争いです︒

争があっても︑それが下手をすると米ソ両二大勢力の間の

っともいいことはないとわかりまして︑その結果︑ヨーロ

ッパ諸列強の協調が進承まして︑ＥＣ︑ヨーロッパ共同体

しいことはない︒しかも戦勝国になったからといって︑ち

というものをつくりました︒しかも︑そうなることによっ

ように米ソ両国の二大勢力がそういうものを抑えてしまっ
ていたわけです︒世界に存在するたくさんの対立が二大勢

戦争にまで発展してしまうと大変ですから︑そうならない

力の対立のほうに収数して︑しかも︑その二大勢力の間で

ッパではナショナリズムが克服されまして︑超ナショナリ

が薄くなっていました︒しかし︑ＥＣの成立後︑西ヨーロ

て︑西ヨーロッパはいわばアメリカの陰の存在として︑影

ちょうど米ソ対立のときには︑米とソの二大勢力があっ

てヨーロッパ全体の経済が非常によくなりました︒

ないというふうなことで平和が保たれていました︒世界各

均衡が保たれていたものですから︑世界的な戦争が起こら

ところが︑米ソの対立がなくなってしまったものですか

地の紛争も抑えられてきました︒

ら︑本来︑潜在していた民族間の対立が表面に出てきて︑
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アメリカも加わった太平洋の協力体制ができた︒その前に

つとありませんが︑最近になっていわゆるＡＰＥＣという︑

ところが︑それによって西ヨーロッパ全体が非常によく

ズムの広域な経済圏ができたわけです︒

なりました︒米ソ両二大国は︑どちらも軍備を大いに整え

ました○だいたい第三世界は発展途上国といって︑経済が

が実をいうと世界でいちばん経済成長率の高い地域であり

れなくなって︑そのためにソ連のほうが先に頭を下げて終

発展しない国が多かったのですが︑東アジアとＡＳＥＡＮ

東南アジアではＡＳＥＡＮというものがありまして︑これ

わったことになるんですが︑アメリカのほうもそのために

て対立していたものですから︑その負担がだんだん耐えら

力を使いすぎて財政赤字に苦しんでいる︒それだけヨーロ

ら︑それまでヨーロッパの中で後進国といわれていたイタ

とがいわれるようになりました︒現にＥＣができましてか

ヨーロッパ共同体の場合には︑過去のヨーロッパ文明圏を

済圏の背後には︑やはり文化の共通性がありました︒ＥＣ︑

の時代だといわれるような状況が生じたのですが︑その経

このようにナショナリズムの時代ではなくて広域経済圏

では経済成長が著しかったのです︒

リア︑スペインのような国がグンとよくなりまして︑ヨー

そっくり受け継いでいますし︑東アジアでは儒教文化圏と

ッ・︿の地位が非常に向上して︑次はＥＣの時代だなんてこ

ロッパ全体が非常によくなったわけです︒

いわれるようなものがあります︒ただ︑ＡＳＥＡＮの場合

にはそういう宗教的な共通性を指摘することはできません︒

ですから︑冷戦後の世界の特徴としては︑先ほどはナシ
ョナリズムの対立が復活した時代だといいましたけれど︑

変簡単明瞭︑かつ︑かなりセンセーショナルな議論を展開

ところでハンティントンに一戻りますが︑彼はここでは大

広域の利益圏の時代が来るんだという見方もでてきました︒

しています︒それは︑現在の世界はそれぞれの民族が国家

今度は逆に︑ナショナリズムの時代が終わって︑そういう

をつくり︑それがお互いに対立していろいろな問題を起こ

しているけれども︑将来の世界はこういう国家単位ではな

ほうでも︑時期は少し遅れましたが︑アメリカ合衆国とカ
ナダとメキシコが一緒になって経済共同体をつくろうでは

まず︑ヨーロッパでＥＣができました︒そこでアメリカの

ないかというので︑その前から動きはいろいろありました

ではなく︑文明間の対立になっていくという主張です︒そ

くて文明を単位にして動く︒そして対立も︑国家間の対立

後のいろいろな事件です︒

こで彼が例として挙げているのが︑先ほど申しました冷戦

けれども︑昨年になってやっとＮＡＦＴＡというのをつく
りました︒

アジアのほうはＥＣゑたいな具合にまとまることはちよ
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のイスラムあるいはアラブの国々が国連軍に参加してイラ

サゥジァラピァ︑エジプト︑シリア首長国連邦など︑ほか

クウェートもどちらもアラブ・イスラムの国で︑その他︑

の侵略に対して国連が制裁を行ったわけですが︑イラクも

たとえば湾岸戦争は︑イラクがクウェｉトを侵略し︑こ

ましてローマカトリックです︒

す︒ここはキリスト教でもセルビアのキリスト教とは違い

ナも実は二十世紀の初めにオーストリアが併合した領土で

次大戦までは大帝国でしたから︑ポスニァ・ヘルッェゴビ

オーストリアの領土でした︒オーストリアというのは第一

つまり︑アラブ内部の戦いだったのですが︑それにもか

チン帝国が十五世紀にトルコに征服されたものですから︑

ていました︒ところがギリシャ正教の本山のあったビザン

カトリックとギリシャ正教というふうに東西二つに分かれ

だいたい中世のヨーロッパのキリスト教は︑このローマ

かわらず︑アラブ全体の民衆の中にはフセインに対する同

クと戦いました︒

情︑支持がかなり広まっていまして︑これは国連軍︑その

同じキリスト教でも東と西とは少なからず違っています︒

ハンティントンは︑たとえナショナリズムの対立があっ

東の教会の総本山はモスクワのほうに移ったわけですが︑

ハンティントンはそういう点に注目して︑これはアラブ

ても︑それより大きな単位である文明の対立のほうに収赦

承なす空気が生じていたことも見逃せません︒
内の戦争として始まったけれどもへ西欧対イスラムという

されていって︑将来の世界の対立は文明の対立になると論

指導勢力としてのアメリカのアラブに対する侵略のように

いうことを強調するのであります︒

ような︑文明と文明の対立に発展する要素をもっていたと

主張し︑かつ心配しているのは︑将来︑イスラム世界と︑

じたわけです︒ハンティントンが彼の論文の最後に大いに

握って︑彼はこれをイスラム・儒教コネクションといって

彼が儒教世界と呼んでいるところの中国︑この二つが手を

ところが旧ユーゴの紛争でも︑セルビアとクロアチアは
というのはもともとギリシャ正教で︑ギリシャ正教という

宗教が違うのです︒どちらもキリスト教ですが︑セルビア

る恐れがあるということです︒

今日︑イスラム世界と中国が同盟を結んでいるというこ

いますが︑これが西欧文明に対立するという形勢が生まれ

とはないのですが︑それでも中国は目下大いに海軍力を強

のは︑いまでは総本山がモスクワに移ってロシア正教であ
ノーブル︑更にその前にはピザンチウムといったところに

化していますし︑また︑イスラムに対して武器の輸出をや

りますが︑元来いまのイスタンブール︑昔のコンスタンチ

ています︒それに対してクロアチア︑スロベニアは︑昔︑

本山があって︑こちらはギリシャ正教という名前で呼ばれ
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り︑あるいは世界を一つの人類の歴史として見るのが常で

彼は世界の歴史を︑これまでは民族とか国家単位で見た

人です︒

スラム・儒教コネクション︑それが西欧文明に対立するこ

っています︒こういう点に注目して︑彼は将来におけるイ
とがいちばん恐ろしいといっていますが︑この点に関して

十二巻ですが︑その後一九六一年に二巻を出していますか

それから第二次世界大戦のあと一九五四年に六巻︑これで

この本は︑一九三四年に三巻出し︑一九三九年に三巻︑

いう全十二巻のものすごく大きな本を書きました︒

の文明の集まりだといいまして︑そこで﹃歴史の研究﹄と

あったけれども︑そうではなくて︑世界の歴史はたくさん

なお︑こういったハンティントンの議論の背後には︑新

も批判が出ています︒

しい世界はそれを見るのにふさわしい新しいパラダイムが
ろはやりの言葉ですが︑元来はパラディグマというギリシ

必要だという主張があります︒︒︿ラダイムというのは近ご

ャ語からつくられた新造語です︒クーンという学者がつく

ーは大変有名で︑日本に来たこともありますし︑さかんに

い︒しかし︑ハンティントンはこのトインビーの文明史観

もてはやされた時代もありましたが︑今はそれほどでもな

ら︑ずいぶん長い間かかって書いています︒このトインピ

やりのパラダイムというのは︑ものを考えるときの考え方

をそっくり継承しているわけです︒

ったのですが︑パラディグマというのは︑ギリシャ語で

の基本的な枠組承というような意味できかんにいわれるよ

﹁仮説﹂というような意味の言葉でありましたが︑いまは

うになりました︒ハンティントンがいっているのも︑いま

っているといっていますが︑トインビーは︑世界の歴史に

初の説のおおまかな筋ですが︑それにもかかわらず昔の文

文明ができていると述べています︒これがトインピーの最

ったけれども︑最後に西洋文明が世界を征服して︑今日の

ハンティントンは︑現在の世界は八つの文明から成り立

ラダイムをもたなければいけないということであります︒

までの国家単位とか民族単位で歴史を見るのは古いパラダ
イム言これからは文明単位に歴史を見るという新しいパ

は二十一の文明があって︑そのうちの大部分は滅びてしま

ハンティントンとトインビーの文明史観

を数えるのかあまりはっきりしませんが︑ハンティントン

明で残っているのもあって︑現在の世界ではいくつの文明

はそれを八つとしているわけです︒

ところがこの見方は︑実をいうと新しい見方ではありま
インビー︑アールノド︒Ｔ︾・トインビーというイギリスの

せんで︑世界史をたくさんの文明の集まりと見たのは︑ト
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宗教があるということで︑文明よりも宗教が大事なんだと

文明の数にはこだわらない︑重要なことは文明の基礎には

はっきりしないところが多いのですが︑ただ終わり頃には︑

後で︑だいぶ思想に変化があったので︑その理論にも結局

実は︑トインピーは﹃歴史の研究﹄を出した当初とその

あって︑これには理由があるように思われます︒

ーがそれをビザンチン文明の続きと見るのに通ずるものが

せん︒ただスラブを一つの文明に数えているのはトインビ

っていません︒少なくとも儒教文明の中にはいれておりま

を独立の文明と数えますが︑その宗教的基礎については行

おかしいという批判も出ています︒ハンティントンは日本

う立場ですから︑彼の言い方ではヒンズー︑つまりインド

イスラム文明︑それから彼は宗教を基礎において見るとい

といいますが︑アメリカを含んだ西ヨーロッパです︒次に

明とは何かというと︑一つは西洋文明︑ひと口でウエスト

いでいるといえます︒ところで︑彼のいう現代の八つの文

ただ︑ハンティントンはこの点でもトインビーを受け継

いはインテリの中に︑そちらのほうに同調する動きがあっ

と戦っているほかのアラブ諸国の中には民衆の中に︑ある

アラブ諸国の民衆を自分の味方につけようとし︑フセイン

るアラブ︑イスラム教の神聖な戦いなんだということで︑

倒的にアメリカですから︑やはりアメリカ帝国主義に対す

こうとしていました︒国連軍といいましても武力的には圧

はイスラム教の聖戦を唱え︑またそういうふうにもってい

先ほどの湾岸戦争にしても︑たしかにサダム・フセイン

ついての諸論にも批判がでています︒

以上は︑彼の理論全般への批判ですが︑彼の現実問題に

いうことを強調するようになりました︒そこに文明中心史
観から宗教中心史観へとトインビーの変化があるわけです

文明です︒そして︑彼が中国の文明︑シナ文明のことを儒

たことは事実です︒

が︑これについての詳しい説明はここではいたしません︒

教文明という名前で呼んでいるのは先にいったところです︒

のほか︑スラブ︑ラテンアメリカ︑そしてアフリカも一つ

ラビアとかエジプトのようなイスラムの中の有力な国がイ

戦争だったというのは︑やはりいいすぎで︑現にサウジア

しかし︑それにもかかわらず︑これがイスラム対西欧の

さき

それから彼は日本も一つの文明として数えていまして︑そ
の文明に数えるべきかもしれないといっていまして︑これ

それから︑彼の主張の結論的なところの︑イスラム・儒

戦いとはいえないと思います︒

ラクと戦っているわけですから︑とてもイスラム対西欧の

で八つの文明になるわけです︒

実はこれに対してもいろいろ批判がでています︒アフリ
カを一つの文明として数えるのは︑彼も仮定的な言い方を
していますが︑ラテンアメリカを一つの文明に数えるのも
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教コネクションというのも大げさであるといわれます︒中
スラム世界に武器を売っているのはなにも中国だけではな

国がイスラム世界に武器を売ったことはたしかですが︑イ

イツがイラクに武器を売ったということがあって︑ドイツ

くて︑西欧諸国のほうでもさかんに武器を売っている︒ド

ラビアなどに対しては︑主にアメリカが武器を売っている

が西側で非難されたこともありました︒あるいはサウジア

いって︑儒教とイスラムだけがくっついている︑しかも中

わけですから︑なにも儒教・イスラムコネクションなんて
国だけがイスラムに武器を供給しているといったことでは
それから︑先ほどの山崎正和氏ですが︑︿ソティントン

ありません︒

はトインビーの説を継承して八つの文明を数えているけれ
ど︑だいたいハンティントンは物事を簡単に考えすぎてい
て文明と文化の区別をしていない︑その点がおかしなとこ
ろだと山崎氏は批判しています︒もっともこの議論に入る
化は違うんだという考え方は前からあります︒

とちょっと厄介なのでいまはやめておきますが︑文明と文
ごく普通には︑いわゆる精神文化のことを文化といいま
して︑物質文明のことを文明という場合が多いですね︒ド
イツでは特にそういうことをいう傾向があります︒そうい
ものだというわけです︒ところが産業が発達したり︑：交通

う場合︑文化というのは高級なもので︑文明はもっと低い
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うのは文化のほうに入ります︒こういう分け方もあります

うのは文明のほうに入ります︒芸術とか哲学とか︑そうい

が便利になったり︑精巧な機械ができたりすると︑そうい

すから︑英語の普通の使い方に従っただけだといってもい

のは必ずしもあたらないというか︑彼はアメリカの学者で

ハンティントンが区別していないと山崎氏が非難している

言葉を文化と文明を含めた意味で使うことが多いですから︑

ランスでは︑シビリゼーションとかシビリザシオンという

いと思います︒トインビーなどもシビリゼーションという

一逆に文化人類学なんていう学問では︑人間が自然にはた

言葉で︑文化も含めた文明をいっています︒

が︑またそう決まっているわけではありません︒

の素朴な部分︑ｉこれは農耕のようなものから始まっていま

ハンティントンに対する批判としてもう一つ︑だいたい

らきかけて行う営ゑをすべて文化といいます︒人間の営承

中国をただ儒教文明という形でくくってしまうのが正しい

倫理を規定したのは儒教ですから︑儒教文明といってもい

すから︑これは文化の始まりと承なします︒だいたい文化︑

いわけです︒現に︑これはハンティントンではなくて︑よ

のかどうか︒儒教文明というなら︑日本などは日本の社会

ところがやがて︑昔のエ．ジプトとかバビロニアのような

くいわれていることですけれど︑日本と韓国︑それから台

カルチャーというのはカルティベイト︑耕すという意味か

段階に発達しますと︑立派な建築物ができたり︑天文学が

湾︑シンガポールなど︑こういう経済成長の著しいところ

ら起こっているわけです︒

て文明という名前をつけることが行われました︒文化人類

のように見られることもあるわけですが︑ハンティントン

は儒教文化圏とよばれることがあり︑日本などはその代表

発達したり八文学が生まれたりして︑そういうものに対し

のを文明といっています︒

ハンティントンの論文はこのようにいろいろな批判を浴

文明史観と社会史観

西欧化した文明のように扱っているところもあります︒

は日本文明は別の文明として扱っていまして︑むしろ半ば

学のほうでは︑むしろ素朴な段階を文化といい︑発達した
この議論はちょっと厄介ですからやめておきますが︑一
般にシビリゼーションというのは英語ですし︑／カルチャー

も英語です︒カルチャーと使うときは普通︑カルチャーセ
ンターとかのように教養といつたこと重慨うほうが多いの

びていますけれども？私の見るところ︑文明中心の見方に

で︑むしろクルトゥアというドイツ語のほうが文化という
るの砿瞥つちかというとドイツの汎闇坤浴すｐイギリスやう

言葉と処て使われていますＰそして︑〃ルトゥアを強調す
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が︑やはり一つの欠点があるように思います︒というのは︑

ついて︑彼は新しい︒ハラダイムだとさかんにいっています

て次の違った文明の中に生き続けます︒たとえばギリシャ

民族が滅びたりしても︑のちにほかに伝播して受け継がれ

において生まれた文明は他に伝えられて︑それをつくった

くりましたが︑それにもかかわらず︑あの建築様式とか︑

文明は︑昔のオリエントの文明とは違った新しい文明をつ

科学︑天文学といったものはエジプトで発達したものがギ

いろな文明の集まりと見る見方そのものは決して間違いで
はありません︒われわれ歴史家も︑たとえば世界の歴史を

リシャに受け継がれています︒それからイスラム文明とい

これはトインピーの見方の欠点ですが︑世界の歴史をいろ

メソポタミア地方︑エジプト︑インドのインダス河流域へ

述べるときに︑世界文明の四大発祥地なんていいまして︑

このイスラム文明が中世において大変栄えたとき︑昔のギ

うのは︑マホメットによって新しい宗教ができましたが︑

ヨーロッパに伝えられて︑ヨーロッパルネッサンスの先駆

リシャの哲学はむしろイスラムにおいて保存され︑それが

このようにわれわれはエジプト文明︑メソポタミア文明︑

中国の黄河流域を掲げます︒

それぞれが一つの単位として︑一つのまとまった世界をつ

支那文明︑インド文明を一つの文明として数えていますし︑

けで一つの民族とは必ずしもかぎりません︒いろいろな民

の歴史の単位になることは間違いありません︒そういうわ

ルシャも︑一つの文明という単位でくくれるような︑人間

新しい展開を示す︒これが歴史の姿になるわけです︒ただ

違う文明に伝えられ︑それがまた新しい地盤のうえでまた

体として時間の経過の中にいろいろ連なって︑ある文明が

けゑたいなことになりました
このようにそれぞれの文明があちこちにでき︑それが全

くっていることは間違いありません︒昔のギリシャとかペ

族が集まってつくる場合もあれば︑ことに西洋文明といわ

ての人間社会の発展を見ないわけにいきません︒トインピ

ーの歴史はそういう点をまったく見ていません︒いわゆる

し︑そのような文明の変遷︑発展を見ながらも︑全体とし

社会史といったものはまったく度外視して文明の数を数え

れるものはヨーロッ・︿で︑のちにその中からたくさんの民

できて︑しかも文明としてはヨーロッパとアメリカを一つ

ています︒

族国家が出てきますし︑アメリカなどは大西洋の向こうに
のウエストとして数えるというふうに千差万別です︒とに

ギリシャとローマを一緒にしてギリシャ文明と呼んでいま

トインピーがいちばん関心をもったのは︑だいたい昔の

かく多くの文明があって︑世界の歴史ができていることは
間違いありません︒

しかも︑これもまた大事なことですが︑それぞれの地域
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すが︑このローマが没落したのと同じように︑今日の西洋

これに代わる世界全体の発展の理論は何かといいますと︑

ったといっていいと思います︒

マルクス主義に対抗して出てきた議論のようにも思われま

近代化論という一つの理論があります︒これはある意味で

文明が没落するのではないかという考え方でして︑これは
それで第一次大戦後にはやった本に︑ドイツ人のシュペン

え方はありました︒

すが︑必ずしもそればかりではなくて︑前からこういう考

第一次大戦のあとのヨーロッパ人が非常に抱いたものです︒

グラーという人の書いた﹃西洋の没落﹄という大変有名な

大ざっぱにいって人間の社会は伝統社会と近代社会の二つ

近代化論︑あるいは工業化論という名前で呼ばれますが︑

本があります︒トインピーもそれにヒントを得て︑﹃歴史

の大きな部分に区分されます︒

の研究﹄を書いたわけですが︑こういう見方は︑人類の歴
地から人類の歴史全体を見るという見地が欠けているわけ

史全体を一つの社会の発展であれ何であれ︑社会史的な見

のが唯物史観です︒これはご承知のように︑ヘーゲルの歴

その点で社会史として人類の歴史を一体としてとらえた

にはもちろん遊牧の社会もありまして︑その遊牧民族が農

すが︑だいたいにおいて農業を主とする社会です︒その中

もあるし︑古い時代には狩猟とか︑そういうものもありま

伝統社会と呼ばれるものは主として農業社会です︒牧畜

史観を継承して︑奴隷社会︑封建社会︑その次は近代資本

本的には農業を主とするのが近代以前の社会です︒

業社会を征服するとか︑いろいろなことはあるけれど︑基

です ︒

主義社会というふうに発展していくという説を立てまして︑

その後︑商工業が盛んになってきて︑それを主とする社

その資本主義社会がやがて社会主義社会になるんだという
歴史の理論体系ですが︑これは今では力を失ってしまいま

つの区分が人類全体に通じる大きな区分でして︑それに応

会が新しく生まれてきて︑これが近代社会ですが︑この二

いくわけです︒もし人類全体を通じての社会史の理論を立

じて人間の社会組織から心的状態から︑いろいろ変わって

社会主義社会なんていうのは︑資本主義社会を克服して

した ︒

ン象たいな︑ああいう自由を圧殺した全体主義であったわ

てるとすれば︑そのぐらいしか立てられませんが︑これも

より高い段階に達したものでもなんでもなくて︑スターリ

民生産性も低くて問題になりません︒というわけでマルク

けです︒経済的にいっても︑生産は停滞してしまうし︑国

ところで︑先ほど︑ハンティントンを批判した論文がた

また非常に重要であると言えます︒

ス主義は︑共産主義とともにあの歴史理論も崩壊してしま
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いにおいて批判Ｉ基準にしているのは︑やはりこの近代化

§さん出ているといいましたが︑そういう人たちがだいた

ンブスだけの話ではなくて︑当時の西洋文明から出てきた

年というのでいろいろな催しがありましたが︑これはコロ

ところが︑その中で︑日本という国は非常に特殊な地位

な状況になりました︒

を占めていまして︑征服されなかったわけです︒西洋から

運動は地球上に広がって︑西洋諸国が世界を支配するよう

味ではありませんでしたし︑・共産主義やナチスのような逆

起こってきた近代を大いに学んで輸入しましたが︑決して

理論との関連においてです︒結局︑近代化は世界全体の傾

行現象もありましたが︑だいたいにおいて農業的なものを

征服されなかったし︑同時に学ぶことによって︑ゑずから

向で︑たしかにマルクスの唯物史観がいっているような意

た︒←それに対し︑商工業が発達してきますと︑その中から

べ︑あるいは部分によってそれを凌駕するような文明をつ

自主的に近代化しました︒そして︑やがてはこれと肩を並

主とし︑それに応じた伝統的な社会制度がずっと続いてい

それまでの社会制度にもいろいろな変化が起こってきます︒

人間の個人の自由︑人権︑民主主義の要求が生まれてきて︑

これは世界史の中での非常に顕著な事実です︒それでは

くり︑また︑そういう民族国家として発展していきました︒

ほかのアジアの︑たとえばインドにしても︑中国にしても︑

れが︑大ざっぱですが︑社会の発達の基本的なパターンで

イスラムにしてもそうですが︑それらの国はどうだったの

そして結局︑自由主義︑民主主義の社会になっていく︒こ

ゞところがここで非常におもしろいのは︑では︑その商工

ました︒そのうちに︑二十世紀の後半になってそれぞれ独

いずれも一時はヨーロッ・︿勢力に植民地化されてしまい

かＯ

あるといえます︒

業が発達する近代社会はどこから生まれてきたかというと︑

パから生まれてきたことだけは間違いありません︒ちょう

立して︑それでも役割を演じておりますが︑こういう世界

世界史的に文明の数をいくつ数えられるにせよ︑ヨーロッ
ど十五︑六世紀ごろからヨーロッパにおいて商工業がさか

史の形をどのように把握するかです︒

す︒京都大学の梅悼忠夫氏︑大阪の千里にある民族学博物

ここでわれわれはちょっとおもしろい現象に気がつきま

んになってくることによって︑そこでいわゆる近代社会が
承出し︑それを担った諸国がヨーロッパから外へ大いに勢

昭和四十年ごろではなかったかと思いますけれど︑﹁文明

館の館長を長くやっておられた方ですが︑この梅悼さんが

生まれてきた︒そして︑その工業化が人間の非常な力を生

まからちょうど五百年前にあって︑去年はコロンブス五百

力を拡大していきました︒コロンブスのアメリカ発見がい
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の生態史観﹂という理論を﹃中央公論﹄に発表しました︒

ユーラシア大陸の大陸部分の大陸国家と︑その周辺部分

近代化の文明史観

なぜ大陸型の国と︑ユーラシア大陸の両端に︑そうでな

の国家との間には︑歴史の発展に非常に顕著な相違がある
ことです︒西のほうは西ヨーロッパで︑東のほうは日本で

という理論ですが︑その周辺というのは東と西の端っこの

は商業を発達させるものですから︑そういうものが社会に

い海洋国家という違った国ができたのか︒やはり海洋国家

ラシア大陸のいちばん東のほうにある日本と︑いちばん西

陸国家ではそれとは逆に︑非常に強力な専制帝国ができま

染み込んでいきまして︑そこに柔軟な社会ができます︒大

す︒日本は島国でちょっと離れていますが︑とにかくユー
にある西ヨーロッパの二つには実は共通性があり︑真の中

した︒とはいいましても︑古い時代にはどうしても人間の

ことがありました︒ところがそうやってできた専制帝国は︑

真ん中のいわゆる大陸型国家におきましては︑古代にお

の地域とはむしろ共通性がないという説を唱えました︒

そこで固定してしまって︑その中から新しいものを生承出

ないし︑また︑つくることによって文明が発達したという

す力が出てきませんでした︒もちろん商業は発達しますが︑

力を結成するために強大な専制帝国をつくらなければいけ

かし︑やがて西ヨーロッ︒︿に新しい近代国家が生まれて︑

的な大帝国がそのままずっと固定して長く続きました︒し

そういうものが社会を内部から変えていって新しい社会を

いて非常に優れた文明を生みましたが︑そこにできた専制

国たは植民地になってしまいました︒

この梅悼史観はなかなかおもしろいものと思います︒し

と大陸国家の区別となります︒

つくるというふうな要素にはなりません︒これが海洋国家

それが波及してくると︑それに対抗できなくて︑そういう
ところが日本だけがそうならなかったのは︑日本の社会

かし実は︑これとはちょっと違った見方ながら︑やはり結

の発展の中に︑いわゆる大陸型とは違って︑西ヨーロッパ
す︒日本は西ヨーロッパにちょっと遅れをとりましたから︑

と共通のものが前からあったからではないかというわけで

制度という制度は専制帝国ではなくて地方分権です︒唯物

世界の歴史には封建制度という制度がありまして︑封建

果的には同じような理論があります︒

史観などですと︑封建制から資本主義社会へというのを歴

それにもかかわらず︑それをすぐに自分のものにして︑こ

近代文化を西ヨーロッパから学んだことはたしかですが︑

あります︒

れに対抗して近代社会をゑずからつくることができたので
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いところは奴隷制ですが︑同じ専制帝国でも封建制に変わ

った︑古代の専制帝国も封建制だといいます︒あるいは古

史の必然の法則ゑたいにいいまして︑どこでも封建制があ

代の文化にしてもこれまた非常に共通性があります︒

まして︑西洋のルネッサンスにしても︑日本の安土桃山時

の中から市民層が成長してきて︑そで新しい文化が生まれ

やがて都市が発達したり︑商工業が興ってきますと︑そ

かつてヘーゲルは︑東洋世界では歴史が停滞してしまっ

っていったとか︑いろいろな理屈をいいますけれど︑これ
は明らかに違います︒権力の集中と分散というのははっき
そこで欧米の社会史では︑封建制度が発達したところで

では︑過去に優れた文明を産んで︑その文明がほかに伝え

しい社会が生まれてきたけれども︑専制帝国が続いた地域

しかし︑ヨーロッパと日本では︑伝統的な社会の中から新

ているといい︑それに対しての批判もいろいろありました︒

は︑そこから近代社会が生まれてくるけれども︑封建制度

り違います︒

が発達しなかったところでは︑ゑずからの力で近代社会を

かわらず︑そこから新しい社会を生承出すことができなか

ったというのは明らかに事実です︒そしてそのため西洋の

られていくという形で生き続けてきましたが︑それにもか

国によって植民地化されてしまうということになったわけ

つくり出すことができなかったということがかなりいわれ
そうしますと︑封建制度が歴史上で生まれて発展したのは︑

ています︒梅悼史観より前からそういう見方がありました︒

簡単にいうと日本とヨーロッパだけなのです︒この二つは

であります︒

にむずかしく︑そこに共産主義という新しい全体主義がで

の専制帝国で︑そこではその帝国を倒しても近代化が非常

ロシアとか中国とかいう社会主義になった国々はかつて

非常に似ています︒

中国の専制帝国をそっくりまねたようですが︑それにもか

てきてしまった︒ところがそれを自由化しようとするとそ

日本の歴史を見ますと︑奈良朝から平安朝というのは︑

にあるような官官の制度とか︑専制帝国につきものの制度

かわらず︑中国のような専制帝国ではなくて︑しかも中国

れがなかなかむずかしいというのが実情であります︒

でき︑しかもこの封建制度の形はヨーロッ・︿の封建制度と

大衆民主主義という状態が著しくなってきますと︑そこで

自由民主主義の社会をつくっていますが︑これがいわゆる

ところが︑先進社会のほうはどうかというと︑こちらは

は日本に入ってきませんでした︒やがて鎌倉時代になりま

同じです︒恩貸地制度と主従制という二つの柱がありまし

は元来自由民主主義を支えてきた精神が失われて︑そこか

すと︑地方の武士が台頭してくることによって封建制度が

て︑これが西洋と日本に非常に共通しています︒
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中国の時代が来るだろう︑という人はアメリカなんかにも

しかし︑現実に十何億の人間が一つの国家をつくるとい

ら社会的混乱が起こってくる︒結局後進国における近代化

そこで︑湾岸戦争を見てゑますと︑サダム・フセインは

うのが非常に難しいことは︑これまでの例でもわかります︒

かなりいるのであって︑その可能性に対してある意味で期

イスラムの聖戦だゑたいなことをいっているけれども︑彼

国家というのはとにかく統治機構ですから︑どうしても非

待している人と︑恐れている人がいるわけです︒

はちょっと前に︑同︺じイスラム教のイランに対してまった

の困難と先進国における大衆民主主義現象︑この二つが現

く理由なしに戦争を仕掛けまして︑戦争は八年間続きまし

めることはできません︒一方において自由への要求がすで

常な専制国家にならなければそんなにたくさんの人間を治

在の世界の問題を形づくっているといえます︒

た︒これは同じイスラムの中のシーア派とスンニ派という

少なくとも中国ゑたいに人口ばかりがどんどん増えてし

これについてはわからないというほかありません︒

まって︑一方で自由化することによって︑海岸地域に資本

に強くなっていますから︑この間の問題をどうするのか︒

ょうするにフセインの戦いは後進地域の専制国家体制の独

主義化した地域ができ︑そこで非常な金持ちが出てきたり

て︑イスラム対西洋の戦いでも何でもありませんでした︒

裁者が︑自分の権力を高めるために︑近隣に豊富な資源を

何かすれば︑資本主義の成功といえなくないかもしれませ

差はありましたが︑少なくともイスラム内部の戦いであっ

したのであって︑イスラムの聖戦とか︑アラブの団結とい

もっているところがあれば︑自分のところに併合しようと

このように後進地域における近代化の難しさはあります

が顕著な形で出ることになりますので︑そういうものを抱

意味するわけですから︑かつて批判された資本主義の弊害

ん︒でも︑それは片方において貧しい人間が増えることを

が︑中国の問題となると本当によくわからないのであって︑

つの整然たる国家をつくれるかどうかは非常に問題だと私

えて︑なおかつ︑あの膨大な地域に︑十何億の国民で︑一

ったことではないわけです︒

ロシア象たいにならなくて︑うまい具合に近代化に成功し

は見ています︒

世界の人間が非常に興味をもっているところです︒中国は
そうだという意見もありますが︑もし本当にそうなって︑

あの十何億だかの国が一つのネイションとして近代社会を
つくることになったならば︑恐るべき強大な国家になると

考えられます︒そうなるだろう︑したがって二十一世紀は
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巳①

これが現代の先進社会の最大の問題ですが︑では︑それ

きます︒

をどう克服するかです︒これについての議論もすでに大い

スパースという人がいます︒この人は﹃歴史の起源と目

に行われています︒私の大変好きな思想家で︑ドイツにヤ

ヤスバースの﹁枢軸時代﹂

しかし︑一方において大衆民主主義というのが︑発達し

本語訳もあります︒

標﹄という本を第二次大戦後︑書きましたが︑この本は日

た資本主義国において非常に進んでいます︒ひと口でいえ
のです︒これが第一次大戦後あたりから先進諸国に顕著に

言い方をしていますが︑そのとき世界で一斉に︑優れた大

いまから紀元前五百年ぐらいを前後とする数世紀という

が世界史の枢軸時代というものでした︒

いかに克服するかを説いた本です︒ここで彼が提出したの

て︑大衆社会の中における人間精神の空虚化というものを

ここでは今日の時代を技術と大衆の時代というふうに見

ばデモクラシーの集団化です︒コレクティビズムというも

と思います︒

出てきて︑第二次大戦後︑さらに広がったといってもいい
デモクラシーが集団化しますと︑かつてデモクラシーを

が集団の要求として表れてきますと︑もっとも単純な︑物

支えていた個人の自立が失われますＯデモクラシーの要求
資的な︑目前の利害の要求としてしかデモクラシーが表れ

迦と孔子︑ヨーロッ・︿ではギリシャ哲学︑ペルシャではゾ

ロアスターという人が出たり︑またユダヤ人の間ではその

思想家が出たことに非常に注目しています︒アジアでは釈

ころいろいろな予言者が出まして︑その最後の人間として

てきません︒デモクラシーが結局︑利益集団の対立となり
ったものが︑それが失われてしまって︑同時に人間の生活

キリストが出ました︒その紀元前五世紀ぐらいを中心にし

ます︒デモクラシーという︑元来︑秩序のための手段であ

人個人としては立派なことを考えていても︑それが集団的

関心が物質的欲望のほうにぱかり向くようになります︒個

んでいます︒枢軸というのは︑英語でいうとアクシス︑ド

た数世紀の時代を︑彼は世界史の枢軸時代という名前で呼

イツ語でアクセ︑枢軸時代はアクセンッァイトで︑人間精

かあらわれません︒やがてそれが政治を動かすとなります

神の軸になる大思想の生まれた時といういう意味です︒

な行動としてあらわれるときには︑目前の利益の要求でし

うところから来る人間精神の浅薄化から︑政治的には混乱

ここで生まれた大宗教が︑人間の本性︑そして人間の限

と︑いわゆる衆愚政治が発達しています︒そして︑そうい
が起こるし︑個人の生活としても精神の空洞化が起こって
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した︒今日の大衆民主主義の精神の空洞化とか社会の混乱

界というものに対する本当に正しい深い思索を生承出しま

リスト教でもカトリックとプロテスタントは仲良くなかっ

そのための行動を行っています︒ついこの間まで︑同じキ

入りますから︑決して手を結ぶことはなかった︒しかし︑

たわけですし︑イギリスの国教もプロテスタントのほうに

ローマ教皇はこの両者と仲良くすることにして︑その上︑

を救うのは︑それぞれの民族がそれぞれの基礎にもってい
これによっての承それが可能だということをヤスパースは

る宗教というものに︑その根源の精神に基づいて立ち返る︒

のと根本においては共通なものがあるとして提携しようと

東洋の優れた宗教︑日本の神道もそうですが︑そういうも

て︑共通のものを求める機運が起こっており︑世界宗教家

しています︒そこで︑互いに理解し合うという努力を通じ

いままでも宗教に返れといっている人はたくさんいます︒

いうのであります︒

しかし︑それぞれの宗教は少なくともお互いに排撃すると

どうも東西に分かれている宗教について︑違うところを強

私はあまり宗教について勉強したことはないのですが︑

会議というようなものが開かれています︒

いう傾向をもっていまして︑むしろそのほうが強かったわ
いる宗教は︑根源に立ち返ることによって初めて共通性が

けです︒ただし︑ヤス︒︿−スは︑それぞれの文明のもって

生まれるといっていまして︑このことは私も本当だと思っ

してとらえられていまして︑宗教ととらえられていません︒

りと見︑そのそれぞれの文明の基礎に宗教があるという見

いると思います︒わたしは世界史をいくつかの文明の集ま

ながっているところがあり︑それが次第に自覚されてきて

調すれば差が目立ちますけれど︑根本においてはやはりつ

そしてこれは大変現世的な性質を持っていますが︑やはり

しかし︑そこからハンティントンのような文明の衝突とい

方は︑今日大いに再認識されるべき正しい史観と思います︒

儒教というのは︑西村茂樹先生によっては︑社会倫理と

ています︒

教は︑ユダヤ教︑キリスト教︑イスラム教という一系列の

にあるそれぞれの宗教の根源に立ち帰ることによって︑か

う議論を引き出すのは正しくなく︑それぞれの文明の基礎

世界の大宗教の一つであることはまちがいありません︒仏
一神論的な宗教とは非常に相違があるように思われていま

わたしは思うのであります︒︵終︶

えって︑その相互理解による世界の一体性が達成されると

すが︑根本的な点においてはやはり共通性があると私は思

す︒

︵元東京大学総長︶

っておりまして︑専門の学者でそれを指摘する人もありま
近年ローマ教皇が︑世界的宗教ということを唱えていて︑
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席の自民党員がわずか七十議席しか

る裏切りであるうえに︑二百二十議

現実性は知りながら︑宗教的とも言

の気安さもあって︑社会党綱領の非

勿論︑それまでの社会党は万年野党

綱領を改めることになりそうである︒

るどころか︑その発言に沿って︑党

違反した村山委員長の発言を問責す

義のルールを無視している︒

党議違反を不問に付す社会は民主主

逆立ちしている︒結果オーライで︑

を経ることが鉄則であり︑この場合︑

線の変更はまず党の正式機関の決定

の根幹に関わる手続きにある︒党路

｜墨叶碓︾︾︾哩缶詮乱︾缶︾恥︾︾

ない社会党の村山委員長を首相に推

える絶対平和主義の太鼓をたたいて

な論証が要求されているのである︒

て合憲なのか︒それについても明確

反だとしてきた自衛隊が今︑どうし

明したことになる︒昨日まで憲法違

かっていないことを日本人自らが証

日本の政治に民主主義の歯止めがか

ということは独裁政治に外ならず︑

線違反発言に合わせて綱領を変える

外国から見れば︑党委員長の党路

が民主主義社会の手続きである︒

十年後に政権を雄得している︒これ

政党へと路線を変える綱領を採択︒

ス主義と決別して階級政党から国民

トゴーデスベルク党大会で︑マルク

西ドイツの社民党は五九年のパー

戴してしまったのだ︒政治理念を捨
てたさもしい政権亡者の野合としか
いいようがない︒

英 武
零年

きた︒だから︑村山発言で内心ほっ

間違いない︒しかし︑問題の本質は

（74）

村山首相の所信表明演説を受けて
の臨時国会討論で︑首相は︑自衛隊
は合憲︑日米安保は日本外交の基盤︑

非武装・中立の社会党理念はその役
割を終えた︑日の丸・君が代は国旗．

などと答弁︑社会党綱領の主張をこ

とした党員が少なくなかったのも事

国歌として定着しており︑尊重する︑
とごとくひっくり返してしまった︒

実である︒

そして︑社会党の現実路線転換が

これには社会党員も度肝を抜かれ

方向の善し悪しではなく︑民主主義

多くの国民に歓迎されていることも

た︒しかし︑奇妙なことに︑党議に

路線に乗つかったのだ︒

ら突かれないよう︑あっさり自民党

連立与党間の政策の不一致を野党か

村山首相変節の怖さ

今回は予防について申し上げます︒

ついては１．２月号に述べたので︑

くなります︒転倒による各種骨折に

ります︒年とともにヒトは転倒し易

﹁転ばぬ先の杖﹂という言葉があ

す︒特に老人には白内障が多く︑視

覚等が関係していることが分かりま

る筋力︑足や各関節覚︑平衡覚や視

が︑バランスには片足で体重を支え

で立てる時間が年とともに短くなる

くても老人では明暗の順応が悪いの

の運動靴が最適です︒また視力は良

とがあり危険です︒散歩にはズック

またスリッ︒︿は自分で自分を踏むこ

履き物としては滑り易い靴底の場合︑

ずかの段差でも蹟くことがあります︒

り易い場合︑床の濡れている場合︑

浴室などが多いのです︒床材料が滑

日常の生活空間である居間︑廊下︑

ッキの方が良いという人もいます︒

符等買う時には腕にかけられるステ

す︒Ｔ字杖がよく使われますが︑切

って麻蝉を克服する気構えが大切で

から︑十分リハビリテーションをや

を恐れていては寝たきりになります

となります︒脳血管障害の後︑転倒

を探して取り除くことが見えない杖

りますので︑皆さんに該当する要因

ると︑内的︑外的に多くの要因があ

杖で象徴される注意事項を整理す

四転ばぬ先の杖とは

意です︒

で夜間や照明の不充分な場合は要注

野が暗くなります︒

｜転倒の要因
何故転び易いかといいますと︑こ

れには身体的要因と周囲の状況が関
係します︒すなわち前者には神経系
の障害︑平衡感覚の障害︑筋力低下
等があり︑後者には環境︵床など︶︑

履き物などが考えられます︒

二転倒の身体的要因

た一般に年とともに筋力が低下して

なので︑平衡の回復が困難です︒ま

床に邪魔物のある時︑紋越の端やわ

三転倒の外的要因

脳血管障害のために片側の運動麻

弱くなります︒また目を閉じて片足

転びそうな時に踏みとどまる脚力が

老人は何処で転び易いかというと︑

杉 浦 昌 也

蝉があるとその側に転び易くなりま

縁
風
先

す︒パーキンソン病では動作が緩慢

党議毒蛾

︑︐ノ

ＦＤ

︑

両ｊ

／

︹泊翁百話︺

泊翁日記三十七︶

す︒

瀬古

一月二日晴

哲史

一︑病中無事︒早速袴を着け遥に皇居を拝し井家祖を拝

一月第一日薄晴

明治十七年

った︒

一両日鞘港に逼留し︑明後朝の汽船で帰京するはこびにな

明治十七年一月一日より一月二十六日まで

泊翁の学事視察の旅は︑明治十七年に入り︑元旦は広島
の能美回乗氏の別宅で迎えた︒十六年の年末より体調をく

ずし︑学事視察も中止していたが︑一月八日には病気全快
して視察を再開している︒

しかし︑冬の最中で︑雪がしきりに降り︑寒気は強かっ
える旅が多かった︒

た︒その雪の中を草畦をはき︑輿や人力に乗り︑山坂を越
かご

一月二十三日にも輿で出立したが︑雨中道路が悪く︑輿

夫がしばしば倒れた︒それで︑途中より輿を捨て︑徒歩に

ことなし︒但し家の多く簾を垂れ︑又︿模を張りて表向

ていたが︑荷車による運送が多く︑そのため道路の破壊が

一月五日晴温

一︑主人目乗法師の為に二葉を揮革す︒

一月四日晴午後より雨

一︑朝病院え参り診察を受く︒薬方少々加減す︒

一月三日晴温

く商売を休むの体をなすもの多し︒

一︑終日無事︒午後近辺散歩︒市中の景東京と大に異なる

か録一

川

移っている︒府中市から福山までの五里の道路は車が通じ
ひどかった︒そういう道中のためもあって︑一月二十四日
以来感昌にかかり︑去年十二月末と同様︑随行員の堀田鑑
しかし︑一月二十六日の鞘町での視察をもって山口︑広

に名代をたのむ始末になっている︒

嶋両県の学事巡視を完了した︒風邪はまだ全快しないので︑
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署解

一月六日晴

一︑大森敬二其外数人来訪︒

一︑衆人の需に応じて数紙を揮墓す︒

広嶋より海田市へ二里
海田市より矢野へ一里
一月九日雪

一︑朝起︑雪罪々として降る︒草畦を穿ち結束して出づ︒

り一里余の峠なり︒此時雪や承四山如銀︑風景甚佳︒峠

矢野村の中より段々上り坂なり︒是を矢野峠といふ︒上

一月七日晴

を下ること半里許にして焼山村なり︒正面に灰ヶ峯見ゆ

せるものなり︒

一︑留守宅より電報到来︒別に異事なし︒病気を案じて発

一︑家書相認郵便局へ出す︒

れ︿又小き峠あり︑呉峠といふ︒上り︿半里に足らず︒

る︒此節西風強く起り︑雪を飛し寒気甚し︒焼山村を出

とぱ

一︑文部卿へ電報井郵書相認︑夫々を︿出す︒

ハ尚強し︒郡長津原氏の家を以て旅宿とす︒午飯後庄山

美景なり︒是より庄山田迄一里程︑全く下り阪なり︒風

峠に至れ︿芸州の内海眼下に見え︑島喚の布置︿極めて

クレ

一︑本県大書記官平山氏来ル︒中学校長の義及依頼︒
一︑明朝出立二付︑夫々支度いたす︒

田小学校を見る︒海面甚暗く︑雪将に来らんとするの状

一月八日時々雪
一︑病気全快二付今朝更二残り諸郡為巡視出立︒広嶋区長

あり︒

がけ

栗原幹︑学務課長大森敬三其外随行︒出立掛県令千田氏

そ

復し本海道に出て船越村に至り安芸師範校を見る︒是よ

る︒庄山田より家続きなり︒是より原路に復し︑東に向

て出で南方海浜に赴くこと十五町許にして宮原小学を見

一︑今朝郡長沢原氏の為に数紙を揮皇す︒十時頃輿に乗じ

矢野より焼山村へ一里半強
焼山より庄山田へ一里半弱
一月十日晴風

宅え立寄︒夫より車を走らして広嶋街を過ぎ︑岩鼻とい
へる処より安芸郡に入り︑間道を径て伊保の嶋に至る︒

一当時︿島に非ず︒地続きなり︒浅海中に牡蛎及海苔の鹿
だ

り海田市駅︿家続きなり︒海田小学を一見し︑是より南

架を多く堅つ︒此村にて向滝小学を一見し︑更に旧路に

方の閑道に入りて矢野村に至り矢野小学を見︑畢りて此

ひて小山を越え︑賀茂郡に入る︒是より海浜なり︒阿賀

見︑是より歩行し田間を経︑広ノ大川に傍ひて上り広村

村ハ海辺の漁村なり︒此村にて午飯し︑阿賀中央小学を

村に止宿す︒

鴫より見れ︵恰も馬耳の如し︒

一︑今日乍晴乍雪寒気強し︒馬耳山︿伊保の島に在り︒広

（77）

易

三沢

庄原

吉舎1.20

甲奴

広島県

1．8

︵ぬ卜︶

広島湾

腿擁

筈島，8

う甲山1.19
西条

1:9匹

1.23

府中厄

●

難

1

1．13
田万里

安浦

新市
1
4

捜

氏城跡

畳里

1.17
道
尾道

◎

16

後地
懲腕顎
j
芦 田川

洲榊

ゾ生口島

藤〃

高根島

1.26

口

，
(
川
南
）

a

◎上川偶
〆３市〒

忠海イ

大三島
大
※

ノ神辺

1.24

三 原 1､17

島
､因島

備

O

勢

えて長浜村に至る︒学務委員宇都宮を以て旅宿とす︒此

の小学校を見︑大川を渡り堤上を南方に下り︑小山を越

の河堤に在りて︑や上開けた山間也︑四日市までは始終

一見︒又車に乗じて四日市駅に至る︒今日の道路︿広川

是より又車に乗じて宗近村にて午飯︒同村の長通小学を

見るのみなり︒

上りなり︒途中別に記すべきことなし︒唯禿山を四方に

村の豪家なり︒

庄山田より宮原へ十五町

一︑東京九鬼文部少輔よりの書状︑広嶋県庁より到来︒

菅田より四日市迄五里

宮原より阿賀へ一里半

阿賀より広へ二十五町

便にすといふ︒旧路を尾根坂峠といひて険阻なりとて改

飯し︑是より歩行す︒旧冬此辺に新道を開き︑旧路より

復し広村を過ぎ大川に傍ひて上る︒石打といふ処にて午

治辺に相対し︑眺望よるし︒是より輿に乗じ昨日の路に

一見し︑又此校の新築を一見す︒此浜︿伊譲の松山︑今

一︑朝起︑為主人一葉を揮皇し︑畢て出宅︑長浜小学校を

此村の小学校にて午時の弁当を喫し︑又同村の小学校を

より又々下り阪なり︒下り畢りたる処︿田万里村なり︒

年造成せる石造の門のごとき者あり︑其下を通過す︒是

此処の小学校を見る︒此節西風大に起る︒此村外れに近

山中にて︑土地衰痩て見ゆ︒阪を下りて上三泉村なり︒

り坂なり︒上ること丸一里程にして下阪となる︒此辺︿

南に向ひて行く︒昨夜の雨にて道路悪し︒道路︿漸ぐ上

一︑九時過出立︒四日市小学一見し︑夫より車に乗じて東

一月十三日晴温

めてや入平坦にすといふ︒新路の高処より大川の爆布を

長浜へ二十町余
広より
一月十一日晴

見る︒仏性の瀧といふ︒是より下り阪なり︒此辺の道路

夜月良清朗︒

見︑三時過此村の近藤といへる家に投宿す︒旅店なり︒

庄小学を一見し︑戸長の家にて午飯を喫し︑是より山路

南に折れ竹原道に入り︑西野村を過ぎて新庄村に至り新

一︑九時頃歩行にて出立︑此辺大抵下り路なり︒国道より

一月十四日晴温

四日市より田万里へ三里

やせ

︿すべて野呂山の西北麓なり︒四時頃菅田村の小学を一
を首唱せし人なりといふ︒

見し︑畢て当村の平賀氏に投宿す︒此人︿瀧見峠の開路

長浜より石打へ一里半
石打より菅田へ弐里
一月十二日薄晴夕雨
一︑十時前車に乗じて出発︑二十町程にして大多学校を見︑
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ントー里許にして国道に出づ︒是より車に乗じて行く︒

にか入る︒此処加茂・豊田の郡界︑山路を上下する問殆

一月十六日晴

松江より中海へ二里

舟を雇ひて忠海港を発す︒海上正面に伊藤の大三嶋を望

一︑朝起︑天晴なるを以て生口島︑因島を巡視せんと欲し

承︑左に高根嶋︑其後に生口島あり︒瀬戸田町︿島中の

り︒下北方村を過ぎ入沼田川の仮橋を渡る︒橋より上の

南辺に在り︑人家多く︑家屋も頗る立派なり︒学校の建

道路︿山間に在りて高低多し︒然れども大抵︿下り阪な

といひ︑左なるを新高山といふ︒古高山︿小早川氏の城

方に川を挟ゑて両山の奇秀なる者あり︒右なるを古高山

り︑是より因嶋に渡らんとせしが︑明日の都合に依りて

築も亦相応に実なり︒瀬戸田学校︑津麓小学を一見し了

︵欠字︶

跡なりといふ︒橋を渡れ︿本郷駅なり︒学校︿駅外の寺

野氏の家老浅野乳の居所なりしが︑今ハ廃城とはなれど

て夕刻三原に着し︑金丸氏を以て旅宿とす︒三原城︿浅

因嶋を見合せ三原に向ふ︒高根島と佐木嶋との間を過ぎ

院を仮用す︒畢りて駅中の氏に投宿す︒学務委員を
勤むる人なり︒

田万里より新庄へ一里半

７１Ｊ１７も″６砿啄肌
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新庄より本郷へ二里半
一月十五日晴風
行き半里程にして松江村に至り松江小学を見︑夫より南

一︑：九時頃出立︒駅中を元路に復し︑川を渡り河堤上ル︒

ＩＩ１ｊ座麗〃順﹀さ〃ん﹂５︲§ぬ．で拳小

：

に向ひて山間の道路を経過し︑忠海に近き処に小き峠あ
り︒右の方に高き山あり︑耳山といふ︒俗に平家の城と
いふ︒山勢奇抜なり︒峠を下れ︿忠海也︒豊田郡役所あ
り︒此村にて午飯し︑忠海小学校を見る︒畢て此村の商
の産物を売る家多し︒南方の海面に塩田あり︒其南に伊

家に投宿す︒忠海︿小港にして可也繁華に見ゆ︒北海道

槌山見ゆ︒

議の大三島其他の諸島見へて風景よし︒雲外又伊諜の石

本郷より松江へ十八町

−

も︑城櫓等︿旧のごとし︒町︿城を界として東町︑西町

忠海より瀬戸田町へ三里

に分つ○此地︿小早川氏退隠の地なり︒

︾難ならず︒此道︿尾道より三須に通ずるの途なりといふ︒

にして市村に着す︒戸長氏の家を以て旅宿とす︒此

︵欠字︶

市原坂︑畑村坂︑や上高し︒畑村を過ぐれ︿下り坂の承

家にて午飯し︑市村小学を一見し帰宿︒

一月十九日雪風

尾道より市村へ三里半

瀬戸田より三原へ三里
九時過出立︒三原小学を一見す︒旧城内の家屋を以て

一月十七日雨

路なり︒公文村より全く阪路となり︑是を公文阪といふ︒

一︑八時頃歩行にて出立︒西北風にて寒し︒道路︿始終登

一︑

の高山より城材を移して作る処なりといふｏ城小なれど

の︑小学校教育の義二付歎願の義申出︒輿中預り置・此

此時飛雪降り来る此処にて市村礼民︑田岡太郎といふも

学校とす︒此城︿小早川隆景氏の築く処にして︑本郷駅
も海に臨象要地を占めたりｐ畢りて乗車して松浜に至り

づ︒是より又登り阪となり︑峠に至る頃風雪大に至る︒

阪を下れ︿無程宇津戸村なり︒此村の学校を一見して出

松浜小学を一見し︑此村にて弁当を喫し︑車を馳せて尾
一道に赴く︒雨頻りに降り︑風亦至る︒海上の諸島隠現し

いへる旅店に着し午飯を吃し︑学校を見る︒今高野とい

四面白模糊たり︒十二時四十分頃甲山町に至る︒田村と

て眺望至てよるし︒午後一時頃尾道に着す︒著名の地に
してや家屋櫛比へ市街繁盛なり︒尾道東小学を一見し︑

へる寺中の一寺を仮用するものなり︒風雪時々来ル︒

一月二十日雪

市村より申山へ三里半

三原より〆尾道へ三里廿町ｉ

畢りて市中の鳥居氏を以て旅宿とす︒
一︑本月鋤七日付の家書到来・

︷て本郷小学を一見し︑更に小き峠を越ゆ○此辺昨日来の

一︑今朝猶微雪降る︒九時に輿にて出立︒半里程本郷村に

一︑此市街の後山︿寺院多し︒皆美麓なり︒千光寺︿著名
なれども︑﹃見せずｐ↓

抵下り坂なり︒三時過三渓郡吉舎村に至り吉舎小学を一

坂を越ゆる時風雪大に至り︑天地皆雪なり︒是より︿大

至り戸長の宅にて午飯を喫し︑是より徒行するに︑戸張

最高地なるべし︒是より下り阪にて︑十二時過戸張村に

一︑市中塩魚の建甚盛んなり︒

一月十八日晴風
途中に定村民の多く炭︑薪︑其他多く物品を負指して尾

一︑九時頃案内にて出立︑市中より北に折れて山路に入る︒

道に出るものに逢ふ︒道路︿高低多けれども︑さして険
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見す︒今日︿終日雪中を旅行し

甲山より戸張へ二里半

飽まて雪景を眺望す︒

甚雑沓なり

といへる旅店を宿所に定め︑是より大

︵欠字︶

府小学︑出口小学等を一見し︑夕刻帰宿︒

く︒道路半は解けて路次悪し︒二時頃甲奴郡上下村に着

一居るを以て果さず︒此村にて午飯し︑是より徒行して行

りｐ十二時に本郷村に達す︒此学校を見る積の処閉校し

一︑今朝寒気甚強しｐ九時頃輿にて出立︑途中雪景極佳な

行く︒三時頃川南学校を一見し︑畢り車を走らせて福山

新市村にて午食す︒是より猶車に乗じ東南の方に向ひて

するを以て甚破壊せり︒町村︑広谷の二小学を一見し︑

︿五里にして皆車を通ずべし︒但道路︿荷車を多く運送

一︑朝霧深し︒九時頃薄晴︒乗車して出ず︒是より福山迫

一月二十四日晴

高蓋より府中市へ四里

す︒今日此村︿歳暮の市にて甚混雑す︒上下学校を一見

に赴く︒此間小阪あれども道路ハ大抵平坦なり︒今日の

一月二十一日晴

一戸張より吉舎︿二里ふ・

し︑畢りて投宿す︒此地︿吉舎よりハ地勢や上高し︒

福山府中町松村弥助方に止宿す︒

道路︿芦田︑品治︑安那の三郡を経て深津郡に達せり︒

一︑今朝旅亭主人及び戸長の為に数紙を揮皇す︒十時頃歩

府中市より新市造一り半

吉舎より上下え三里

して出立す︒道路︿皆山間に在り︒残雪猶宿の日に映じ

新市より川南迫こり半
川南より福山造一り半

此辺両山開諮︑満目平田へ此県内に於て甚竿なる所なり︒

て目を舷す︒途中別に記すべきことなし︒一時頃神名郡

一︑昨日来感冒にて︑今日甚不快なり︒

一月二十二日晴

して帰宿す︒今朝も寒気甚し︒蓋し二十四・五度なるべ

一︑深津学校へ︿堀田鑑を名代として遣はす︒

て弁当を喫し︑西町小学校を見︑畢りて帰宿︒

の案内にて福山小学校及び福山中学校を一見し︑同校に

をやめ︑今日も深津学校を見ることをやむ︒九時頃郡長

一︑今朝も風邪にて甚不快なり︒依て明日山南に往くこと

一月二十五日晴

高蓋村に着し︑戸長の家を旅宿とす︒高蓋小学校を一見
し︒

上下より高蓋へ三里
一月廿三日小雨
一︑九時頃輿にて出立︑雨中道路甚悪し︒輿夫屡々倒る︒

山撤阪︑火打阪より輿を捨て徒歩す︒是より府中市まで
下り坂なり︒府中市︿歳暮に近きとて田舎人数多集合し
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一︑福山城︿水野勝成の築く所なり︒天主桜︑櫓等甚堅壮

に見ゆ︒当時︿公園地となり︑建物︿人民にて保護すと

一月二十六日薄晴

いふ︒

て南に赴く︒此辺背後を回顧すれく山遠し︒田野広し︒

一︑今朝風邪未癒︑九時過出立︒芦田川三流あり︶を渡り

左に箕島見ゆ︒水呑村にて学校を一見し︑同村戸長の宅

にて午飯し︑又車を馳せて行く︒途中に小き岡阜あり︒

夫を越ゆれ︿無程海浜なり︒納浦︿海辺斗出せる処に在

り︒前に仙酔島其外の小嶋ありて風景甚よし︒学校︿高

︵欠字︶

みの処にあり︑眺望殊に佳なり︒是より後地の学校を見

に投宿す︒今日にて山口︑広嶋両県の学事巡視全く畢る︒

る︒後地︿鞘の背後を擁するの村なり︒夕荊鞘町

然るに風邪未全快せざるを以て︑明一日当港に逗留︑明

後朝の汽船にて帰京の積︒

一︑当港︿至て繁昌の地なりしが︑近来尾道に繁華を奪は

れ頗る衰微の色を現はしたる由︒又当港には鍛工試百戸

程ありて多く釘を造りしが︑近来洋釘の輸入せしより大

に其業を失いし由なり︒

一︑今日巡回済二付大来文部卿へ電報差出候︒但当港へ電

︵本会理事・東京大学名誉授︶

信分局なきに付︑尾道まで為持遣す︒

福山より鞘造三里
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武蔵野夜久正雄

古川哲史編

いつか来る日まで

佐賀古田実

買うこともなく立ち寄りし本屋なり一巡十分心やすらぐ

さ

震軍馬には凱旋なしとう隊長の涙の訓辞うけて帰りぬ

動けなくなりし鍬形甲虫生かしてくれと孫は泣き顔

かぶとむし

喜寿祝う孫の寄せ書きとどきおり小遣割きしか小為替も添え

あざ

再びは訪うこともなき長城の角楼に立ち白雲承つむ
おだ

一道の辺の野仏に掛けし前だれの赤鮮やかに楓に対す

いつか来る日までは穏しくゆこうねと妻ソッと来て山茶花に見
入る

いささいささ

小雪降る中を集金にいでてゆくわれをいぶかる妻の眼を背に

老竜に入りしと妻のからかいぬ些か肯定些か否定

黄承どりの山の斜面にうす絹を覆いしごとく霞の流るる

岐阜桐山五一

学校の老いし桜に根を張りて育ちはじめし黄楊のひともと

つげ

若き日の山中湖畔のひと夏のあけくれ聞きしカッコウの声

生徒らの日々投げ捨つる紙くずが雨に打たれて形変れる

学校の裏の山より現れし鹿を見つめて生徒らとをり

学校の日々

いづこより来りていづこへかへるらむ知らず高なくいまのまさ

無言のまま遅刻届を差し出せる生徒にまづは苦言を呈す

習ひたる国語の文を児童らは身体動かし表現してゐる

からだ

児童らは口をそろへて大きなるあいさつ返す廊下を行けば

えさほ

かを

学校に住承つきし猫餌欲りて今日も見あげぬ生徒の方を

思ひきや東京ぐらし八十年老いてわが家にカッコウ聞くとは

家近くなきわたりゆくカッコウのすがたさへ見つ今朝は今年は

けさ

年灸に来るカッコウの声まちて夏をむかふるならひとなりぬ

けり

年ごとのならひとなりしカッコウのおとづれうれしいのちなり

に

カッコウのしきりなく声あかつきの寝ざめの床に聞きあかなく

カッコウのたかなく声の聞えけりうつともなき夜明けの床に

カッコウの歌

諺

たまゆらのいまのまさかのまいのちを高なく声か聞きあかなく
に
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弘道歌壇

川に沿ふ桜並木の下ゆけば耳痛きまで蝉の痛きたつ

狛江村田惰

夢に来し父は外車を運転し見知らぬ家の庭にとまりぬ

黒部立山アルペンルート
うが

山を穿ち進めしダムの建設にささげしいのち百柱を越ゆ
立山へけふも万余の客はこぶ黒部貫通大陸道は
や熟

遊覧の安全もとめ今もなお暗闇に振られをり信号燈は
足に踏む岩も小石もなんとなく山深きけはひもてる不思議さ

労もなく来しわが頬を打つ風はまぎれもなしに山上の風

島根石倉初

雪渓も人影去りて夕づけば山は孤愁を深めゆくかも

猛暑

ふくら雀

北海道山下忠行

毎日を日暮れとなるや軒に来て羽ばたく雀の音を聞きおり

ちいちいと呼びあうさまも哀れにて幼き二羽の雀寄り添う

練馬古川哲史

ウグイスの初音を聞きし舞鶴の海軍墓地へ向う坂道

着ぶくれし翁の如く並びいるふくら雀が夕光のなかに

折りおりの歌
勝浦の駅

ポンタンアメニ箱買うを習いとす震ｏ鼻ならぬ駅売店にて

南洲に倍する偉容優勝のあとの武蔵丸テレビに観れば

南洲に似たるはく︒盲目①か顔貌か気のやさしさも共通せるや

二子山総力戦もものならずハワイ・パワーの爆発のまえ

鹿児島に出来たると聞く後援会南洲崇拝の展開かこれ

戦争に負けて脈抜けとなりけらしやまと心の行方知らずも

綱張るは弟よりも兄がさき倫理にあらぬ自然の理法

一筆ごとに僅かなる水引き入れて稲田に朝あさ穂肥を撒きぬ

早朝よりはや三十度近き田の畦に全身汗にま承れて草刈る
溜池の水は水路を突っ走り干割れし稲田におどりつつ入る

講演の約束やぶり陳謝する相手はたしか和辻先生らし

頼まれし講演の時間すぎ車さがしてさまよえる夢

揚水ポンプのエンジン音あちこちに響きて今朝も雲ひとつなし
甲子園の高校球児の熱戦を聞きつつ溜池の水を田に引く
う

田面は白く乾きて亀裂あり枯死寸前のしおれし稲の葉
谷川の水かれきしは荒廃せし山田に貯水力失せたる故か
ひまわり

うだる如き暑さ続けば凶作の去年の冷夏ふともなつかし
転作田の道路に沿ひて向日葵の花いっせいに東向きに咲く
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ハソ

や難

︵改︶遊覧の安全もとめ今もなほ暗闇に振られをり信号燈は

はい

︵原︶溜池の水は水路を突っ走り干割れし稲田におどりて入
る

る

︵改︶溜池の水は水路を突っ走り干割れし稲田におどりつ入

ゆうひ

︵原︶着ぶくれて翁の如く並びいるふくら雀が夕光のなか

︵改︶着ぶくれし翁の如く並びいるふくら雀は夕光のなかに

いつも言う通り︑改作かならずしも﹁改善﹂でなく︑﹁改悪﹂

になることもある︒しかし︑改作しようとしたのは厳然たる事

︵原︶動けなくなった鍬形甲虫生かしてくれとう孫の泣き顔

短歌︑﹁ましらはによき風承てて月の夜をよすがらこゆる洞庭

聞く時はいにしへの聖のごとく我は寂しむ﹂という斎藤茂吉の

光帖﹄という名の書画帖を贈られたが︑この中に﹁松風のおと

実で︑どこかに欠陥があるからにちがいない︒先般編者は﹃秋

︵改︶動けなくなりし鍬形甲虫生かしてくれと孫は泣き顔

のうゑ﹂という佐佐木信綱の短歌も揮牽されている︒作も書も

絶品というべく︑文句の付けようはないが︑こんな名作にむき

えさほ

︵改︶学校に住承つきし猫餌欲りて今日も見あげぬ生徒の方

する︒けつきよく︑作歌一番の勉強法は︑先進の名作に親しん

うが

遊覧の安全のため今もなほ暗闇に信号燈を振れる人あ

せっさたくま

︵古川哲史︶

あっていると︑自作の至らなさがおのずからわかるような気が
﹁日稔見上げゐる﹂というように一般化せずに特殊化し

で切瑳琢磨するほかはないのであろう︒

を

た方が迫力が出る︒

らの方を

︵原︶学校に住承つきし猫は餌を欲りて日々見上げゐる生徒

くとは

︵改︶思ひきや東京ぐらし八十年老いてわが家にカッコウ聞

むと

︵原︶思ひきや東京生れ八十年老いてわが家にカッコウ聞か

例示するから︑ご批正を乞う︒

したいと思う︒いつもの通り︑改作を試ゑた作品のいくつかを

詠が少し減った︒それでも編集に支障はなく︑出詠者の労を謝

今年の夏は猛暑つづきで︑歌どころではなかったと見え︑出

感

︵改︶山を穿ち進めしダムの建設にささげしいのち百柱を越

屋ゅ壁厘

（86）

小

︵原︶山貫き進めしダムの建設に殉じたる人は百柱にも
へ
へ

へ

文机と西日追われ座を変る

西日深山に届かず鳥の声

岸に舞ふ大取虫の釣夜舟

息つまる程の万緑真唯中

水打ちて夕暮の風招きけり

葉桜や下りし児が押す乳母車

昼顔や触れゐて想ふ乙女の日

つばくらめ夕暮時をまだかせぐ

夜桜の霊きてたちまち道暗し

街で読む句碑薄暑中顔ぬらす

松魚編
師

千葉県鈴木とよ女
父母ねむる墓前は余花の雨けぶる

鋪

魚やの捨水匂ふ街薄暑

半袖の制服とおす道薄暑

峰雲に傘を使わず返す梅雨

通り鴨時に子を負い山の沼

梅雨寒や余分の着物持ち歩く

古沼も夢の如くに合歓閉ざす

草刈女声かけられて人去れり

夏木立想出なりし道なりし

人去りて晩夏の浜に舟一つ

蝉取りの子の息つめし竿の先

蝉時雨一日の命の読経とも

空蝉や衣を古木にあづけおく

蛎をきけば古里引寄せる

蝉時雨浴びて緑の波の山

明易し今一刻の深ねむり

雑布の乾く板の間夜の暑さ

夏やせと言うて病名きけず去る

滴りやかたむくま上の石仏

夏やせて炎ゆる事なき八十路ぶり

草いきれ石仏の供花しほれゐる

山の湯に触れそうな星夜の秋

貸車つなぐ音の響きや草いきれ

清楚なる崖の山百合人恋へり
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弘道俳壇

風鈴にあるなしの風涼味増す

風鈴の短冊変えて今日の音

蝿が出てた上いて晴れる胸の中

母縫ひＬ大正の浴衣捨てきれず

蟻の道真実一路すすゑけり

蟻の道気性のふれしもの見えず

蟻の道多忙か急ぐものばかり

偉大なる雷を蹴落し虹架くる

かたつむり妻子を忘れ渦の家

妙齢のすまし顔なる蛙かな

割れぬなど思ひもしれず栗青し

遠蛙闇引きづって終車︵・ス

ぼうふらの浮きつ沈象つ寺古りる
古城杜の花の重さや濃紫陽花
若き肌見えて符の土深し
さしたる蚊逃がし別の蚊をた上く
夏木立ぬけてたのしき灯に帰る
狛犬の体をつ上む苔の花

妻帰る滑走路長し鰯雲

捨てられし硝子戸にある鰯雲

逝く友よ留まるわれも炎天下

水郷の没陽を惜しむ遠蛙
水郷の水に影おく花あやめ

炎天に郵便投げてバイク去る

東京都川崎鋸南

乙女らは差恥なきまで御輿かつぐ

ひ

薬湯の香り浴衣につ上承けり

灯蛾虫部屋の灯を恋ひ破璃た上く

宅配の桃は故郷の太陽を放つ

川つぼめ急転飛来橋くぐる

浮き動く波紋に秋思一人ゐし

墓参して清をしたり足洗ふ

亡き母に似し石仏の秋思かな

たくましき腕の献血青葉光

︒〃〃●巳︲●塁●ロ
恥
草︑︲︲︾

⁝：〆言東京都加藤志偶夫
６●ＦＱｏ０．や︐﹃一二一

べ．︐﹂芋０．．︲．︲︲〆︽〃▽︐

︒︲恥■ｉ舎参．じ０．

水打って海から揚げ乍鳩親どする旦

燕の子すぐにつばめのかほとなる
直線に飛ぶ羽の美し黒揚羽
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編者吟
山鯛谷鯛の鳴き交はし

夕映に鯛さらならいふ如く
新涼の書建文芸の盛んなる
かなかなの透きとほりゆく安房上総
新涼や大言海を座右におき
わかものの街の明るさ涼新た
ふたりして永らへて来し菊脂

松魚

川崎鋸南氏は句歴も長く︑流石練りに練られた句と感心︒私

様な気がしました︒如何なものでしょうか？

く感じが出ますが︑ここは﹁虹架くる﹂とでもした方が素直な

方が好いと思います．﹁偉大なるｌ﹂の﹁虹の餐己もすご

ｌ﹂の句の﹁羽うれし﹂は︑むしろ﹁羽の美し﹂とでもした

は

が︑それなりに皆練られていると感じました︒ただ︑﹁直線に

加藤志偶夫氏は︑鈴木さんにくらべ句数が少なかったのです

が︑念のため︒

た︒また私共︑〃多作多捨″ということを考えたりしています

もありましたが︑それはそれなりに出来ているのだと思いまし

がありますが︑如何？また五・七・五調に一字足らない句

ほとんどその必要がない様です︒二︑三句私の好翠で直した処

せられる︒所有にルビを振って居られましたが︑今回の句では

感心︑﹁葉桜や﹂も﹁水打ちて﹂なども特にその感じを深くさ

毎号拝見している鈴木とよ女さんの句︑飾り気のない句風に

小
感

の﹁わかものの街﹂は︑毎月句会を開いている原宿の一風景で

す︒︵師松魚︶

お一人８句までとしますので︑ご協

次号の投句〆切日は十月五日︵水︶

力下さい︒編集部

一

（89）

下町の新涼路地を伝はりぬ
何もなしとて菊謄供さるる

口配眼

画画岨

0
､

何もかも打揚げてゐる大花火

、

師

６月６日︵月︶

６月迦日︵水︶

祝賀会︵於千葉市︶藤下昌信事務局長出席︒

︵抄録︶

＊午後６時︑鈴木仲秋氏︵会員︶の出版合東国の古代文化﹄︶

６月創日︵火︶

＊午後１時︑評議員入江孝一郎氏︑所用のため来会︒

６月即日︵月︶

へ出張︒

＊午後２時︑藤下昌信事務局長︑事務連絡のため文部省

６月側日︵火︶

せのため日本育英会へ出張︒

＊午後３時︑藤下昌信事務局長︑鈴木勲会長と事務打合

６月加日︵金︶

＊午前ｎ時如分︑鈴木勲会長事務打合せのため来会︒

蕊灘
繍

寿理事︑特別会員古川清彦氏︑所用のため来会︒鈴木

＊午後２時︑鈴木勲会長事務打合せのため来会︒松平直
勲会長と懇談︒

６月鍋日︵木︶

＊午後４時︑鈴木勲会長︑事務打合せのため来会︒
６月別日︵金︶

のため来会︒

＊午前ｎ時刈分︑野田支会幹事長戸辺好郎氏︑支会用務

出席者Ｉ古川哲史︑堀田正久理事︑福地重孝︑斎藤知

＊午後１時訓分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

昌信︒

正︑加瀬正治郎︑望月兼次郎︑鈴木寛一の各氏と藤下

田支会長に就任されたキッコーマン株式会社副社長茂

＊午後２時︑藤下昌信事務局長︑戸辺好郎氏とともに野

ッコーマン㈱本社︵神田錦町一

二五︶に訪ねて懇談︒

木友三郎氏︵特別会員・故茂木啓三郎氏のご長男︶を︑キ

沼本裏二氏︑代表取締役辞任のため︑同社副社長伊藤

＊午後３時別分︑住商ビルマネージメント株式会社社長

克巳氏︵特別会員︶代表取締役就任のご挨拶に来会︒
６月朋日︵火︶

＊午後３時︑住友商事株式会社東京ピル事業部部長山崎
のため来会︒

隆司氏︵会員︶︑同小田金清課長︵会員︶ピル管理用務

＊午後２時︑藤下昌信事務局長︑鈴木勲会長と事務打合

７月１日︵金︶

せのため日本育英会へ出張︒
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蕊

７月５日︵火︶

＊午後吃時別分︑鈴木勲会長︑事務打合せのため来会︒
７月例日︵月︶

＊午前ｎ時︑干潟町支会幹事長菅谷栄夫氏︑支会用務の
ため来会︒

７月但日︵火︶

所用のため来会︒

＊午前ｎ時︑本会顧問弁護士伊田若江氏︵金子法律事務所︶

＊午前ｎ時刈分︑鈴木勲会長来会︒事務打合せの後︑千

７月Ｍ日︵木︶

葉県博物館協会会長市原正夫氏︵会員︶︑千葉県教育庁

文化課長森成吉氏︑同課係長関口善一氏と懇談︒
＊午後０時︑鈴木勲会長事務打合せのため来会︒

７月相日︵火︶
７月盟日︵金︶

＊午後４時︑前会長西村幸二郎先生のご命日を明日にひ
山墓地︶

かえ︑藤下昌信︑金子ゆかりの両名が墓参を行う︒︵青
７月弼日︵土︶

＊前会長西村幸二郎先生祥月ご命日︒
７月弱日︵月︶

﹁日本の女流書展﹂のプレヴュウ・パーティーに藤下

＊午後４時釦分︑㈱全国書美術振興会︵鈴木勲会長︶主催

昌信事務局長出席︒

＊午前ｎ時︑住商ビルマネージメント㈱小松克徳氏︑生

７月刀日︵水︶

方功氏︑千代田区防災訓練打合せのため来会︒

＊午後１時釦分より︑﹁泊翁日記を読む会﹂を開催︒

７月四日︵金︶

次郎︑加瀬正治郎︑鈴木寛一の各氏と藤下昌信︒

出席者Ｉ古川哲史︑堀田正久理事︑斎藤知正︑望月兼

今後の主な行事予定

定例役員会

千代田区総合防災訓練
肥日︵水︶

９月１日︵木︶

研修旅行︵川越方面︶

泊翁の日記を読む会

泊翁の日記を読む会

別日︵金︶

幻日︵金︶

ｎ月７日︵金︶

全国支会協議会

泊翁の日記を読む会

定例役員会

泊翁の日記を読む会

横浜市教育会講演会︵講師・鈴木勲会長︶

佐倉支会本部訪問

〃日︵木︶

ｎ月７日︵月︶

妬日︵金︶

四日︵士︶

朋日︵金︶

岨月週日︵火︶
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︵平成６年６月ｌ平成６年７月︶

鯵ご寄付者芳名

金三千円也庄司異明殿︵東京都︶
鰯図書ご寄贈者芳名︒

発行者︵社︶国民曾館
︵社︶国民曾館殿︵大阪府︶

﹃武藤山治の経営革新﹄

ｌ現場主義的経営の形成ｌ

著者桑原哲也

発行者︵社︶国民曾館
︵社︶国民曾館殿︵大阪府︶

著者上杉千年

﹃従軍慰安婦問題の経緯﹄

◎会費領収報告

︷鎚秤賊師斡祁朋麺朋一

ただきます︒

１この報告を以って領収書に代えさせてい

終年度です︒

新田浩
古屋豊
梶村昇

加瀬正治郎

伊藤幸七郎

吉永俊之
山崎隆司
村川文男
田中万吉
中根一夫

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

︹東京都︺

阿部光夫
井上弘毅
岡田年弘

遠藤林太郎

浅井義勝
夜久正雄
小田金清

中山昌一

高橋新平

菅原喜代治

安西英太郎

堀越松太郎

木村健一

徳川宗英
丸山照雄
久保俊夫
門野正二
鳥羽貞三
岡本省吾

角張繁

(
6
)
（
6
）
（
6
）
（
6
）
（
6
）
（
6
）
（
6
）
（
6
）
（
6
）
（
6
）
（
7
）
（
6
）
（
6
）
（
6
）
(
6
)
(
6
)
（
8
）

︵平成６年６月Ｉ平成６年７月︶

︵社︶国民曾館殿︵大阪府︶

発行者︵社︶国民曾館

﹃道徳教育推進状況調査報告書﹄

文部省初等中等教育局長殿︵東京都︶

﹃戦争責任の宿題﹄

ｌ真の和平を求めてｌ

︵社︶国民曾館殿︵大阪府︶

発行者︵社︶国民曾館

著者新堀通也

◎購求図書
︵平成６年６月ｌ平成６年７月︶

小坂巌

石渡伸幸

編者漢学の里・諸橋轍次記念館

﹃諸橋轍次博士の生涯﹄

発行所新潟県南蒲原郡下田村役場

松下貞子
小津秀吉
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編集・発行文部省初等中等教育局
﹃皇国の華﹄Ｊ

編者佐藤柴祐
青年部出版部

溌行所日本弘道曾有志
戸辺好郎殿︵特別会員︶

博文館創業二十週年紀念太陽増刊
﹃明治名著集﹄︵第十三巻第九銃︶

編輯人鳥谷部銑太郎

護行所博文館

高橋能範殿︵島根県︶

﹃武藤山治の思想と実践﹄

著者植松忠博

(
6
)
（
6
）
（
6
）
（
6
）
(
6
)
（
6
）
（
6
）
（
6
）
（
6
）
（
6
）
（
6
）
(
6
)
(
6
)
（
6
）
(
6
)
(
6
)
（
6
）

倉
￨

中広池鈴嶋上細相久謡塩辻荒三大吉関堀松加庄平池森下
田沢田木田篠谷川田口沢木宅賀冨口内本藤司林田下山
責
士
清
千
志節良晋武政龍光二敏寛政輝政孝茂臭智太寿敏
男三八稔吾豊弥司二明利郎鎌孝二夫三三二男明司郎子郎

(6)(6)（7）（6）（6）(6)(6)(6)（6）（6）（6）（6）（6）（6）(7)（6）⑦（6）（6）（6）（6）(6)(6)（6）（6）

大泉村木細浜長三中高武小関 下十竹高渡栗田浅中石小山
洞田下谷田戸輪野田田川岡 中重内木辺田中田里川津本
元田
田 民 真
陽 久 政 頼 三 芳 泰 武 徳 孝 直益征正芳充豊隆良忠三之
一実惰雄弘三郎子雄賢雄松義 也代男一子治吉夫男久郎助

(6)（6）（6）（6）（6）（6）（6）(6)（6）（6）（6）（6）（6） (6)（7）（6）（6）（6）（6）（6）（6）(6)(6)（6）（6）

戸

渡矢生小吉椎大浜加高小金室河田武杉小佐神
辺部山笠田野内田藤橋出井伏合中田本林伯奈
新哲智峯忠忠嘉静一央修民修恒桃鉱豊県
一男己男一助雄亮雄尚己勇武助吾三代治一冒

平小吉
賀川津
雅
忠一正
雄郎博

(6)（6）(6)（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）⑧（6）（6）(6)(7)(6)（6）

(
6
)
（
6
）
（
6
）
（
6
）

原

川

正

木

吉原須美子⑥

田中悟郎⑥

日野七郎⑥

小広堀武乙古小和菅赤鈴神伊田水本佐小遠
谷瀬口末丸波川田野司木戸能沢野田藤原藤
津
悦恭隆正英増惣博格照文一克茂高
昌己宣夫之隆蔵収治之禅雄雄心実巳教子惇

横
山

(6)（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）⑦（6）

6
)
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（
6
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6
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（
6
） (
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藤井

(6)（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）⑩

女

野沢

幸勝利善 好 四
枝美平一 之勉中郎

江川豊太郎⑥

河斎安五 田須矢高
野藤部月 中田吹橋

浩

(
6
)

6
)
(6)（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6） (

国宇安畑滝鈴小辻池橋
友井藤中口木川田本
普
省 貞 隆 松 二 幸 竹 忠
三文弘治蔵男仁蔵夫雄

︹埼玉県︺

斎藤知正⑥

和知慶秀端一
晃誠己行治雄昌郎

嵯峨俊一

︹千葉県︺

小林孝雄⑦
渡辺広志⑥

市原正夫⑥

斎藤明⑥

小久保義松⑥

吉田徳二⑥

高橋瑛伺

岩井喜久衛⑦

青野進伺

落合一男⑥

関平池山棚発小増
口野野辺沢智林田

隆

(
6
)

千野大小大宇大鈴雑寺林木高小野落櫛大竹根青村平飛笹
潟平岩津竹井八木賀本内木林口合部木蓋本野田井ケ本
町
木
か
谷
支 栄 好 藤 正 富 秀 重 義 信 を 高 正 淳 虎 新 定 武
会次昭鮫博司子亨雄彬雄夫雄夫る省直衛豊祐二一尭一雄
1
2
9

名（6）（6）（6）（7）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）(6)(6)（6）(6)⑥（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）

(
6
)

高柳善男

萩原勝

飯田寅次郎

松浦成子
柳瀬秀雄

尾形伊之吉

鈴木とよ
今筒敬三

宮崎正平
成毛市郎
板橋義夫

猿田巌

伊藤信光
竹蓋良平
関益太郎
佐藤賢治

藤田たか子

永地正直
成毛武夫

近藤輿士夫

大岩真五

上憲治

大佐和健

(6)（6）（6）（6）（6）（6）(6)(6)（7）（6）(6)(6)(7)(6)(6)（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）（6）

斎藤武二
(
6
)
大塚洋次郎

(
6
)
（
6
）

加藤義博

(
6
)
（
6
）
（
6
）

渡部正義

高田

村木

讃岐

和長敬
家昌子

︹愛知県︺

鈴木亮三

野原朴

(
6
)
（
6
）
（
6
）
（
6
）

︹群馬県︺

金津芳平

︹茨城県︺

半田雄三

(
6
)

堀井丈男
鳥居秀雄

（94）

(
6
)

⑧

佐通泰二

寿

太紀

和男

五一

⑥（6）（6）（6）

︹岐阜県︺

石井新太郎

鳥居甚吾

江崎力

小邑政明

鈴木進

福井秀一

桐今伊石
山井藤原

︹栃木県︺

中野珪三
(
6
)
（
6
）
（
6
）
（
6
）
（
6
）

伊藤義輝

︹石川県︺

辻吉幸

︹福井県︺

稲木孝三郎

岡崎久

(
6
)

(
6
)

(
7
)

⑧
︹三重県︺

伊藤彰彦

(
6
)

⑧

奥田節子

井原正則
︹大阪府︺

長谷紀雄

︹京都府︺

内貴章弘

小池弘
(
6
)

(
6
)
（
6
）

(
6
)

(
6
)
（
6
）

(
6
)
（
6
）

︹富山県︺

石井清次郎

赤庚正男

永野春夫
(
6
)

清水美晴

︹長野県︺

青柳哲

︹静岡県︺

青木安弘

小林清

(
6
)

(
6
)
（
6
）

(
6
)

(
6
)

︹奈良県︺ｉ︲Ｉ

田畑賢住⑥

︹熊本県︺

有田文雄⑥
︹佐賀県︺

金森茂一郎⑥
︹和歌山県︺

︹大分県︺

中津保夫⑥

︹長崎県︺

古川清光⑥

︹福岡県︺

中西包夫⑥

宮本勝義⑥

小柳治道⑥
古賀秀男⑥

︹兵庫県︺

光谷巌⑥
︹広島県︺

上川繁人⑥
︹山口県︺

中村チョノ⑥

椛田信吾⑥

冨嶋宗雄⑥

高柳久登⑥
末次祐司⑥

谷山安弘⑥

五十嵐徳雄⑥

斎藤浩哉⑥

佐藤保文㈲
鈴木美雄仙

半沢正⑦

熊谷三四代⑥

︹宮城県︺

中山師治⑦

︹岩手県︺

遠藤栄一⑥

鈴木ユキョ㈲

内田三郎伺
芦文八郎⑥

杉浦

渡辺文雄⑥

真井田善悦⑥

平沢四子男⑥

伊藤鉄雄⑥

５
９

Ｊ

志田峯三⑥

山川徳助⑥く

近藤七郎㈲
戸津正男⑥

畠山東太郎伺
伊藤多喜雄⑥

︹秋田県︺

沖明⑥

竹内竹四郎⑥

︹新潟県︺

︹山形県︺

柏倉真一⑥

田安丹柴
久濃治田

堀直市伺

(
6
)
（
6
）
（
6
）
（
6
）

(
6
)

渡辺勲⑥

︹宮崎県︺

米沢茂美⑥
石川佐中⑥

︹福島県︺

松下兼文⑥

︹岡山県︺

菊池

後藤俊彦⑥

鋸本和男⑥

高橋文博⑥

宇都宮象一⑥

︹鹿児島県︺

栗林忠男⑥
︹高知県︺

井上長英⑥

孝徳幸司
翁雄吉郎

勉

矢野恭克⑥

(
6
)

︹愛媛県︺

提

研修旅行のご案内

野中和郎
宮川佳久
︹北海道︺

今野庸二
気境公男
藤中辰夫

若狭礼一郎

憲

武志

忠行

山田角助

″大椙平八郎〃

野田荻原晃黒川浩
″倉持又彦〃

平川鈴木六郎宗政秀治

″越川藤衛木内和

干潟町金杉祐次木内和
″井上洋一菅谷栄夫

″藤崎一〃

佐倉大中福太郎石渡敬

野田遠藤琴夫黒川浩
島根平木栄松本幹彦

︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

︵平成６年６月ｌ平成６年７月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

早大山
水月下

″戸辺一夫〃

(
6
)
＄
）

(
6
)
（
6
）
（
6
）

一︑日時
十月七日︵金︶小雨決行
一﹁見窪学先
川越方面
喜多院︑蔵造り散策と資料
館︑菓子屋横町
三︑交通機関
大型バス一台︵はと︑ハろ

四へ集合場所と時間
東京駅丸の内側
：︵旧丸ビル明治屋横︶

午前八時五十分︵時間厳守︶
︵午前九時出発︶

五︑帰着予定時間
が午後五時︵東京駅八重洲口︶

六︑参加費
︵昼食は︑本会にて用意︶

一名につき一︑○○○円
七︑申蔦込象
ハガキに住所︑氏名︑電話番号

を記入してお申込承下さい︒
︵電話可︶十月一日︵士︶しめきり

＊多数のご参加をお待ちしてお
ります︒

野

平塚ヒロ子

近田孝夫

谷田健美
高橋典郎

田中幸一

石見涼二

細田澄

田

黒
〃〃〃〃〃〃川

浩

︵以上︶

３︑本会の歴代会長・役員の著書類ｐ

２︑西村会祖お手植えの樹木︒

書軸︑書簡等︒

１︑西村会祖ほか歴代会長・役員の扇額︑

をぜひお寄せいただきたいと存じます︒

図書館︑博物館︑資料館等灸から得た情報

お近くの旧会員のお宅︑または︑お近くの

で︑よろしくご協力をお願いいたします︒

蔵者等の情報を得たいと考えておりますの

事務局では︑次の事項に関する所在・所

お願い

〃 〃 〃 〃 〃 〃

４︑その他

（96）

(
6
)
（
6
）
(
6
)
（
6
）
（
6
）

︵藤下随行︶野口明先生の御位牌に額づ

代田区六番町の杉浦昌也先生宅を訪問

育座談会を開催いたしました︒当日は︑

鯵八月三十一日︵水︶第三回目の道徳教

てお礼を申し上げます︒

編集後記

き︑本会の現状を報告され︑ご焼香い

﹁道徳教育の今日的課題﹂というテー

この内容につきましては︑十一・十二

鯵今年は近年にない異常気象であり︑

月号にてご紹介する予定です︒

マを設定︑七名の先生方から率直︑か

には︑石井千明先生ご逝去一周年を迎

席されました︒なお︑九月十二日︵月︶

ると︑日本の将来が憂慮されます︒最

鯵目まぐるしく変転する政情を見てい

たしました︒鈴木勲会長は︑このあと︑

え︑品川のホテルメリディアン・・ハン

近は︑自衛隊のルワンダ派遣や国連の

関東地方では︑八月末日で真夏日が五

っていて︑例年は敬遠される台風の襲

生活や企業の活動にも大きな支障が起

フィック東京において︑﹁追想記念会︲一

常任理事国入りなど︑国際的に日本の

つ先見的なご高見を拝聴いたしました︒

来が期待されるという異常事態ですが︑

が開催され藤下が出席する予定です︒

政治の在り方が内外の関心を呼んでい

開催された大槻文平先生の三回忌に出

秋台風や秋雨によって︑この事態が一

鯵本号には︑去る三月十一日︵金︶に︑

午後六時から日本工業倶楽部において

日も早く解消されることを祈ります︒

元東京大学総長の林健太郎先生をお招

ます︒次号は︑﹁日本の政治を考える﹂

りました︒九州や四国では︑水不足で

鯵本号は錯夏特集号とし︑古川哲史理

と題して特集いたします︒︵藤下︶

十三日も続くという記録的な猛暑とな

事をはじめ︑各支会の支会長さん方を

代の世界情勢と日本﹂︶の講演要旨を収載

きして開催した特別講演会︵演題﹁現

鯵鈴木勲会長は︑九月二日︵金︶午後三

感銘を受けました︒

さとが深く結びついていることを知り

まざまであり︑その人の生き方とふる

るさと〃に対する愛着︑思い入れもさ

いただきました︒お−人お一人の〃ふ

な示唆を与えていただきました︒改め

今後の世界の動向を考える上での有益

透徹した先生の史観をお示しいただき︑

見解なども広くご紹介下さったうえ︑

えたらよいか︑とくに︑最新の学者の

とした世界情勢に対応して︑いかに考

てしまい大変申訳ございません︒混沌

いたしました︒諸般の事情により遅れ

０○○０

町︑心に残るふるさとについてご紹介

時過ぎ︑例年の通り第七代会長野口明
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発行人
東京都千代田区神田神保町三ノー○

鈴木勲

平成六年八月一壬日発行︵年会費二︑○○○円︶
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中心に︑今住んでいる町や生れ育った

先生の祥月ご命日を翌日にひかえ︑千

元千葉県鴨川市長
現千葉県生涯学習審議会会長

編・著長谷川治一
︵本会特別会員・安房支会顧問︶

名工

波の伊八

ここにまとめたものは︑実に遅々たる歩承の中での

る︒⁝︵略︶⁝三百年近く風雨にさらされながら︑それ

彫物師五代にわたる﹁波の伊八﹂の足跡調査の概要であ

代までも伝えたいものである︒︵本書あとがきより︶

ぞれの時代の人炎の心を引きつける至芸は︑何時の時

筆者は幼いころ菩提寺で今にも飛びかかりそうな竜

虎の彫物に会う︒それは﹁東では波を彫るな﹂と噂され

た名工初代伊八の作であった︒本書は教育長︑助役を

経て鴨川市長をつとめた筆者が︑公務の傍ら﹁伊八﹂の

作品を追った集大成といえる︒後の五代目との偶然の

避遁など因縁浅からぬ筆者の熱い想いが伝わってくる︒

オーストラリア東北部クィンズランド州の州都ブリ

ス︒ヘーンにある州立クィンズランド大学に招かれた著

者半歳の記録︒その間にシドニー︑キャン︒ヘラ︑メル

ボルンなどの各地を旅行したほか︑二万一千トンのシ

一三︲・へ

フリディス︑一三−・カレドニア︑フィジー群島を周

︲・プリシセス号で南太平洋の島じま

遊︒太平洋戦争で令弟が海に沈んだあたりでは鎮魂の

花束を投じた︒プリス今ヘーンはマッカーサー将軍が反

攻の砦としたところで︑現在も経済的・文化的に深く

つながっている︒オーストラリア旅行がブームとなっ

ている現在︑示唆するところが大きいといえよう︒

TEL03‑3966‑8106振替東京4‑126326

TEL0422‑52‑1606振替京東3‑175105
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