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皇室を敬愛すること︑国法を守

甲号︵個人道徳︶

政治の道義性を高揚すること︑

世界の形勢を察すること︑国家
人類の将来をおもんぱかること

乙号︵社会道徳︶

︵昭五一・一○・三○︶

ること

経済の倫理性を強調すること

日本弘道会綱領

を美しくすることｒ

社会悪に対し世論を高めること

報道言論の公正を求めること︑

教育の適正を期すること︑道義
の一般的関心を促すこと

︐と

と︑資源の保存と開発を図るこ

自然の美と恩沢を尊重するこ

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
学問を勉めること︑職務を励む
こと

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

会祖西村茂樹先生小伝

日本弘道会の会祖・西村

茂樹先生は︑明治六年森有

礼・福沢諭吉・西周︲・加藤

弘之・中村正直らと相図り

﹁明六社﹂を設立︒﹃明六雑

誌﹄を発行して︑開化思想︑自由思想の啓蒙運

その後明治九年三月には︑国民の道義向上を

動を精力的に展開いたしました︒

目指し︑さらに国家社会の基礎を強固にするた

めの道徳教化団体として︑﹁東京修身学社﹂を

創設しました︒これが現在の﹁日本弘道会﹂

の前身であります︒明治十九年には﹃日本道徳

論﹄を公にして︑当時︑西欧の模倣と追随に終

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

西村茂樹先生は︑明治時代における卓越した

道徳学者であり︑同時に偉大な国民道徳の実践

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

脚して社会道徳の高揚に︑一〃身を捧げ︑今日の生

涯教育の先駆的役割を果たされました︒

（1）

︲Ｉ

目次

第九七四号︵平成七年一・二月号︶

表紙裏会祖西村茂樹先生お手植えの松︵秋田市千秋公園内︶
︿泊翁先生訓﹀

匹夫匹婦の諒︵承前︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ ｊ
︻巻頭の言葉︼

平成七年を迎えて⁝⁝⁝⁝⁝・⁝：⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝鈴木勲⁝⁝側

ｌ＊＊＊Ｉ

特集戦後五○年を迎えて⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝㈲

戦後五○年とこれからの世界⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝林健太郎⁝⁝⑥

国破れて山河は残れど⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・・有田一書⁝⁝⑬

武士道の再検証⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝土田園保⁝⁝⑱

水に托して⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝古田紹欽⁝⁝⑮

阪神大震災と戦後五○年の平和ぼけ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝津英武⁝⁝鰯

ｌ＊＊＊Ｉ

日本経済の限界と可能性⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝木屋野正勝⁝⁝⑫
︻随想︼

立身流⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝加藤高⁝⁝的

二

（2）

格言・歳言について
西欧感じたまま
︿北斗星﹀

■●◆

母■●し●●か●●●●●し●ひら●●か◇●●

国連安保理常任理事国の道⁝⁝２
︿熟年からの健康﹀

成人病予防とセルフケア︵六十︶
︻泊翁百話︼

●
や
ｃｃ
●●

岩崎
白鳥

津英武

杉浦昌也

古川哲史

（:3）

泊翁日記︵三十︶

古川哲史編

師松魚編

百

⑪⑲

㈱ 帥

㈱

倒創の㈹㈹燭

慶応四年二月一日より閏四月二十九日まで

弘道歌壇
弘道俳壇
︽本部訪問記︾

佐倉支会︵平山秀樹︑原田郁︑山崎登︑小原清喜美︶

事務局往来
平成六年の主なできごと

告︿即諦吋舗貿瀧剛報細害縮蝿舗財沸好購求︶⁝⁝・⁝

支会だより︵安房支会︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝．
今云

言葉のひろぱ︵倉次重一他一同︑三枝英司︑生山智己︑岩崎晶︶

編集後記

㈹田

正晶

ダ寺．●●︽少︐恥

心︾︑●

ｉ：匹夫匹婦の諒︵承前︶

ｊおよそ道徳上のことについてせまくるしく︑窮屈な法則を立てるのには二つの欠点がある︒第一
︒︲夕●①今Ｑ巳︑●①

に︑その法が余り厳密なので︑普通人以下の者はとても堪えられないと思い︑ついには忠孝の大節
をも一緒に棄ててしまうに至るのであるｐ

第二に︑天性善良な者は︑どんなにきびしい法則にもよろこんで服従する︒きびしい法則にもよ

ろこんで服従するのは善いことであるが︑そのため人間の心のひろさを小さくし︑才能ある人間も
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道徳法則にしばられ︑せっかくの才能を死ぬまで伸ばせない場合がある︒

およそ教育をするには片よらぬ正しさを目ざすのが根本であり︑中間の才能ある人にこの根本を

あろう︒王祥や令女のような人は︑この上なくりっぱな天性をそなえていて︑はなはだ尊敬すべき

であろう︒夫につかえるにも片よらぬ正しい道がある︒鼻を切らなくても十分にその道が踏めるで

考えて承るに︑親につかえるには片よらぬ正しい道があり︑氷上にねなくとも十分に孝はできる

耳鼻を切らしめようとするのは︑これまたできることではない︒

夫には貞節を尽くさなくてはならぬ︒しかし︑すべての婦人に︑ことごとく曹爽の女弟のように

はない︒

ての人をことごとく王祥のように︑ハダカにして氷上にねかせようとするのは決してできることで

．＊

行わしめるようにつとめることが大事である︒親には孝を尽くさなくてはならない︒しかし︑すべ

おっと＊＊

訓

先 生

泊 翁

人であったｏしかし︾その行為を孝貞の模範としようとするのはまちがっている︒

古代には︑日本もシナも共に自国のあることを知って他国のあることを知らなかった︒たとい知

っていても︑政府間の通交︑人民同士の交際がなかったため︑どちらも自国だけの範囲を全世界の

ように象なし︑それで事が済んで支障はなかった︒このような時代には︑自分の一国さえ平和であ

れば︑他国のことを考える必要はなかったので︑ひたすら人民を教えてつつしゑ深く柔順善良であ

らしむれば︑それで十分であった︒けれども︑現在は世界中の交通が自由自在となり︑海に空に四

通発達するようになったので︑人民も衆にすぐれた意気ごみをもち︑知恵もまさっていなければ他

国からのあなどりはずかしめを受け国の体面をけがすおそれがある︒それ故に︑全国人民の自由を

害して小忠・小孝・小信の内に安住せしめるのは︑決して今日とるべき長計ではない︒このごろ朝

廷で国民の道徳に注意を向け︑教育関係の機関で道徳教育をすすめるのはたいへん善いことである

た

がへこれに乗じて世のわからずやどもが古い頑固な説を持ち出して後より来る者の意向・行動を束

縛しようとする者がいないではない︒そうなると︑﹁まがれるを矯めて直に過ぎる﹂という欠陥が

生じないとも限らない︒それで自分はあえてここにこの問題を提出して貴君の疑問に答えることに
したのである︒

＊音︑臨折の人︒字は休徴︒論は元︒継母につかえて篤孝︒冬の日︑母のために鯉を取ろうとしたと

＊＊蕊の曹令女︒文叔の妻で︑夫の死後も他に嫁せず︑遂にその貞節を全うした︒

︲︲き︑氷が自然に割れて鯉を得たという︒二十四孝の一人︒
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︻巻頭の言葉︼

平成七年を迎えて

鈴木勲

平成七年の年が明けて︑一月十七日早朝︑阪神地区を襲った大地震は︑近代都市を一瞬にし

て瓦傑に変え︑五千名を超える人命を奪い︑戦後最大の震災となりました︒

（6）

刻々に映し出される被災地の情況は悪夢の如く︑最近打続いているこの国土の異変︑日本の

繁栄と惨状の余りに大きい落差︑これらは戦後日本のあり方に対する何らかの警告ではなかろ
うかと︑粛然たる思いにとらわれました︒

しかし︑この中にあって︑被災者が助け合いつつ沈着冷静に行動している姿や︑全国各地か

ら数え切れないほどのボランティアが集まり救援活動に黙々と従事している姿は︑忘れられて
いた同胞感が睦えったような感動を与えました︒

犠牲になられた多くの方々の御冥福をお祈り申しあげるとともに︑家族や友人や家を失なわ
れた多くの方々に心からお見舞を申しあげます︒

今回の大震災という国家的非常事態で露呈した政府の危機管理体制の欠落は︑自衛隊の取扱
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いを含め国家存立の基盤にかかわる問題であり︑最高指導者である村山総理の国家観にも深く

かかわる問題であると考えます︒政治体制の根本的な刷新と早急な管理体制の整備を強く望承
ます︒

さて︑本会は︑来年には創立百二十年を迎えます︒

この一月十八日は︑日本弘道会ビルが竣工して十年目に当り︑このビルの設計︑工事︑管理

等関係した有志が集まり些やかな会を催しましたが︑関係者によれば︑このビルは︑今回の如
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き大地震にも大丈夫で百年の風雪にも堪えうるであろうとのことでした︒

当時の西村会長が︑﹁永遠の平和と道義の殿堂﹂と呼び︑本会活動の拠点として今後の発展

を力強く宣言したことを想起し︑このビルに拠って︑百二十年の歴史を刻むことは︑誠に有難

きことであり︑今後さらに決意を新たにして努めなければならないと誓い合った次第です︒

本年は︑懸案の﹃日本弘道会百十年史﹄も完成し︑これによって︑我が国において最も古く

伝統ある道義団体としての本会の歴史が江湖に明らかとなり︑国民道義の振興に寄与するもの

と信じます︒また︑来るべき百二十年に向けて︑﹃西村茂樹全集﹄の追補や支会幹部の研修事
業など新たな記念事業を計画検討したいと考えています︒
会員各位の一層の御支援をお願いいたします︒

︵本会会長・元文化庁長官︶
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特集戦後五○年を迎えて

昭和二○年に︑あの痛まし小戦禍に明け暮れた戦争
が終結してから︑平成七年は丁度五○年目に当りま
す︒廃虚と混迷の中から立上り︑驚くべき経済成長を

一心

８１１
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遂げたわが国は︑現在︑先進国の仲間入りを果して着

で︑戦後五○年という節目を迎えるに当り︑波乱に満

実に国際国家への道を歩承つづけております︒そこ

ちたその歩承を回顧するとともに︑国際的にも主要な

位置を占めつつあるわが国の現状と課題を踏まえなが
ます︒

ら︑来るべき二一世紀の日本を展望してゑたいと思い

し

戦後五○年とこれからの世界

健太郎

本平成七年︵一九九五年︶は第二次世界大戦終結の五○

だけでなく有害であるのは明らかなことである︒しかしそ

ず︑またあらためて謝罪決議などを行うのが無意味である

いはアジア諸民族解放の戦いであったとして称揚し︑兼ね

れに対する反溌の余りか︑逆にあの戦争を日本の自衛ある

てそれを妨げたとしてアメリカを非難する論が現われて来

いるようである︒それは当然のことであるが︑それがどこ
ではそれについての報道が流布してそれが論議を呼び起し

これはしばらく前に現われた石原慎太郎氏の﹁ノーと

たのは問題であると言わなければならない︒

と共に︑近年の﹁日米摩擦﹂の空気を反映しているものと

言える日本﹂論やアメリカ側の﹁修正主義﹂日本異質論

わらないが︑ともかく戦後五○年と今後の世界を考える場

言うことができよう︒私はここではこの議論には深くかか

の中に広島の原爆投下の図柄のものがあることがわかり︑

た︒これは日本政府の申入れによってアメリカ国務省が動

までも長期的︑世界的な視野の下に行われなければならな

合には︑それは短期的︑局所的な見地からではなく︑あく

い０

に関する謝罪決議を行う計画であるという報がなされた︒

き︑原爆の図柄は取り下げられた︒それはよいことであっ

それが日本人の国民感情を傷つけるものとして問題となっ

アメリカでは既に記念切手の発行が決定しているが︑そ

ている︒

で︑どのように行われるのか未だ明らかでない中に︑日本

年に当るので︑それを記念する催しがいろいろ計画されて

他諸条約によって戦争の処理は完了しているにもかかわら

経新聞を舞台として展開されたが︑サンフランシスコ条約

林

たが︑他方日本では︑戦後五○年を期して国会がこの戦争
それがどの程度の確実性を持つものかはわからないが︑こ

れは果然はげしい反対論を惹き起した︒それは主として産
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■■■■■

におけるそれ︑ザイールその他アフリカに生じた諸民族抗

争︑そしてロシア連邦内チェチェン共和国独立の運動に対

に結果した︒そしてその間に敗戦国日本とドイツの経済成

なく共産主義社会体制の崩壊とソ連という連邦国家の解体

がてこの冷戦にソ連が敗北してその衛星国の独立ばかりで

戦後対立して﹁冷戦﹂と称せられる状態を現出したが︑や

民族を超えた︑あるいはそれを連ねた共同体の成立という

しかしこのような民族間の対立と並んで︑そこにはまた

いる以上起るべくして起ったと言えなくもないであろう︒

メリカの貿易赤字の大きな部分が日本との関係から生じて

擦もまたその一つの表われと見ることができる︑それはア

民族間の対立と言えば︑さきに言及した日米間の経済摩

するロシアの討伐等々枚挙に暇がない︒

長が著しく特に日本が一人当りＧＮＰ世界第一の経済大国

現象も存在することを見逃すことはできない︒
一一一

ＥＣ︵ヨーロッパ共同体︶として大いに効力を発揮し︑アメ

戦後復興の組織としてつくられたＥＥＣに始まり︑やがて

含−ロッパ連合︶である︒これはアメリカの援助によって

この点で最も顕著なものは西ヨーロッ︒︿に生れたＥＵ

つて持っていた世界における圧倒的な経済的優位性を失い

しかしアメリカはそれによって益々繁栄するどころか︑か

リカと肩を並べる有力な広域経済圏を形成した︒そしてこ

の統合を志向する﹁ヨーロッ︒︿連合﹂と名を改めたのであ

れが一九九二年のマーストリヒト条約によって︑より多く

してそれは単に経済の面ばかりでなく︑国内の社会状況の
どの退廃現象を生象出している︒そしてまた冷戦の終結が
ておさえられていた局地的民族間紛争がかえって世界各地

を促すこととなった︒北アメリカにおいてはアメリカ合衆

このＥＣの成功はその他の地域にも同様の共同体の形成

る︒

で瀕発するようになった︒ユーゴースラピア連邦が解体し︑

国︑カナダ︑メキシコの間でＮＡＦＴＡ︵北アメリカ自由貿

国際緊張の緩和をもたらした反面︑二大勢力の均衡によっ

中に麻薬︑少年非行︑家庭生活の弛緩︑都市犯罪の増加な

多大の財政赤字︑貿易赤字に悩まざるを得なくなった︒そ

るが︑それがアメリカの勝利であったことはまちがいない︒

一世紀に連続するであろうか︒先ず前者の冷戦の結果であ

このような二十世紀後半の歴史の発展はどのように二十

となったことも顕著な歴史的事実である︒

は第二次世界大戦の戦勝に最も貢献した米ソ両軍事大国が

一九四五年以後五○年の世界の歴史を概観すれば︑それ

■■■■

それによって生じた紛争︑特にポスニア・ヘルッェゴビナ
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■■■■■

易地域︶が生れ︑アジアにおいてもかつては共産主義の進
︵東南アジア諸国連合︶が近年経済的共同体としての機能を発

出に備える政治的な協力機関としてつくられたＡＳＥＡＮ

されている︒
四

う観念がそれに結びついている︒しかしこれはそう簡単に

ではとかく大国アメリカの一哀亡︑あるいは西洋の没落とい

二十一世紀はアジアの世紀であると言われる場合︑そこ

諸民族の結合が成功的な広域経済圏を形成するためには︑

揮し︑顕著な成果を挙げるようになった︒

ＥＣの場合に見られたように︑そこに等質的な経済体制を

言えることであろうか︒

アメリカのナフタの場合には︑合衆国とカナダの結合はと

ない︒それは米ソ冷戦におけるアメリカの勝利であったが

しての共産主義の崩壊の意味を正しく把握しなければなら

我灸はここで︑戦後五○年間の最も大きな歴史的事実と

持つ諸民族が並存し︑その背後に文化的︑歴史的な共同性

もかくとして︑メキシコがそれに加わることにはかなりの

った通りである︒しかしアメリカが勝ったというのはいわ

それにもかかわらずアメリカの衰退を商したことは既に言

が存在することが必要であると考えられた︒そして事実北

無理が伴っている︒ところがアセァンの場合にはシンガポ

ゆる資本主義︵それは社会主義の側が非難的に名付けた名称で︑

もたら

ールとインドネシア︑フィリピン間のような経済発展の相

証明したのである︒たしかにポール・ケネディの﹁大国の

自由市場経済体制とでも言う方が正しいであろう︶の社会体制

興亡﹂が示すように︑世界的な大国はその大国維持の費用

違があり︑また仏教︑イスラム教︑儒教︑キリスト教等異

このような状況から︑最近では二十一世紀はアジアの世

の勝利であって︑共産主義の体制はその存続の不可能性を

紀であるという声がかなり高くなった︒たしかに︑このア

はアメリカにも多大の経済的負担を課したので︑それが財

が嵩むことによって衰退する︒そしてソ連との核兵器競争

った宗教の諸民族が集っているのに︑それがこのような成

セアンの経済成長の以前から︑東アジアにおいては台湾︑

果を挙げているのである︒

韓国︑香港︑シンガポールの諸国がニーズと呼ばれ発展途

アメリカはソ連に勝ったことによって︑以後はこの負担を

政赤字の主要な原因となったことはまちがいない︒しかし

社会体制が社会主義社会体制にとって代られるというおそ

軽減して行くことが可能となった︑そして資本主義という

アジアの端にあって世界一の経済大国になっているのであ
るから︑このような主張も妥当性があるように思われる︒

上国の域を脱した工業国に成長していた︒そして日本は東

しかし同時に︑そこにはなお考えるべきことがいろいろ残
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れが全くなくなったばかりでなく︑資本主義がマルクスの
説いた如く没落するものではないことも︑また︑明らかに

その道を歩承つつあるのである︒

このように言うことは︑歴史を﹁近代化論﹂という経済

五

冷戦の終わる頃アメリカは経済不況のさなかにあり︑そ

なったのである︒

れがアメリカないし資本主義の没落論を裏づけるもののよ

しかにこの近代化論はすべてを﹁搾取﹂によって説明しよ

過程論によって説明することになりそうである︒そしてた

必然論なるものは﹁剰余価値説﹂という非科学的教説のつ

ろがある︒しかしそれにしてもこのような経済的視点の承

うとするマルクス主義よりは事物を正しく把えているとこ

うにも思われた︒しかしマルクスの言った資本主義没落の
くり出した神話であって︑それは技術革新の経済効果を全
く説明し得ないものである︒そして事実この不況はまもな

かつてマックス・ウェーバーはプロテスタント・キリス

ここでは文明論的な歴史の視点が必要となって来る︒

に際してよく語られた日本の技術の優秀性とそれに対して

ト教の倫理が近代が資本主義を生むのに適した精神をつく

によっては歴史を十分に説明することはできない︒そして

のアメリカの技術の劣性化の論は事実に合致せず︑アメリ

く景気の循還によって好況に転じた︒また日米の経済摩擦

カ及びヨーロッパの技術のすぐれた面は依然存在する︒そ

いて言えば︑ここでは儒教倫理が︑資本主義をつくり出し

り出したことを指摘した︒そして東アジアの経済成長につ

たということはなくとも︑それが取り入れられた時にはそ

してアメリカ経済の世界的地位は相対的に低下したとはい
え︑国民生産総額においてアメリカはなお日本をはるかに

れを発展させるのにふさわしい精神を育てたことはたしか

ひるがえって東南アジアにおける近年の経済成長を観察

によって︑中東におけるような原理主義から脱却したこと

である︒アセァンにおいてはイスラム教が他宗教との共存

越える世界一の大国なのである︒

すれば︑それが著しいことはたしかであるが︑それはまた
先進工業国の資本がこの地に投下され︑低廉な労価力を雇

じた病理現象への診断がなされなければならない︒アメリ

それとの対比において︑さきに触れたアメリカ社会に生

ス︾○

によりやはり現世の活動を推進する役割を果したと思われ

あるが︵ニーズ諸国は既にその段階に達している︶︑それまでに

族資本の形成を招来してそこに独自の産業が築かれるので

カは経済体制としては決して没落してはいないのであるが︑

用して産業が発展したという性格が強い︒それはやがて民

は多少の時間がかかる︒しかしともかくアセアン諸国は今
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物質的豊かさの中の精神的自己喪失という文明状況がつく

たらした世俗化の社会的趨勢の中で稀薄化したことにより︑

それを生承出したキリスト教の倫理が︑他方で近代化のも

資本の形成に敵対することによって大きな誤りと失敗を犯

行動によってつくられる︒かつて日本は中国における民族

﹁必然﹂によって決定されるものではなく︑我灸の主体的

我灸は東アジアの経済成長の先頭に立つと共にアジアに

る安全保障の恩恵をとかく忘れようとする︒

おける西洋文明の代表でもある︒そこで我々は東洋文明と

したが︑今日では戦後の繁栄に対するアメリカの武力によ

文明︑その宗教の表現が見られるが︑同時にそれは西洋と

西洋文明の双方に属して両者を媒介するか︑あるいは両者

り出されたのである︒しかしこれはアメリカだけについて

同じ近代化の拡大と言うべき面も存在するので︑それがや

言えることではない︒近年東アジアの撞頭にはこの地域の

がて今日の西洋文明に見られる病弊と同じものを生み出す

一

かず

︵元東京大学総長︶

それぞれの異質者として孤立するかの岐路に立っている︒

有田

原隊から満州の虎林へ︒つづいて︑陸の特攻といわれた菊

池兵団の中隊長を命ぜられ︑敵の上陸地点とされた九州の

っつけるという必死必中の最後の戦法の訓練に明けくれて

敵の戦車の下に飛び込んで︑自分も爆死し同時に戦車もや
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可能性も大きい︒

未来は現在からの連続であるが︑それは決して運命的な

国破れて山河は残れど

◇回想

昭和十六年十二月︑繰り上げ卒業させられるとともに初

二キロの黄色爆薬を背中にくくりつけて︑上陸してくる

宮崎海岸に辿りついた︒

年兵として陸軍に入隊︒幹候を経て将校となり︑久留米の

◇陸の特攻

毒：

いた時︑突然の玉音放送︑﹁忍び難ぎを忍び⁝﹂というお

の相当部分を久住山中に隠匿すべし﹂という師団命令が来

数日後︑﹁五年後を期して蜂起する︒そのため武器弾薬

ま並べて数量を報告し︑我々は整列して指示を待った︒久

ープに分乗した米軍が来た︒員数の足りない兵器をそのま

運命の分れ道となる十二月一日︑予定通り︑物をしくジ

◇﹁廃嘘に芽ぐもの﹂の原稿を持って

た︒命令なのでその通り実行した︒ところが︑数日後︑﹁敵

言葉に胸がつまった︒

に兵器引渡しのため﹂ということで︑私は残置隊長を命ぜ

ところが︑実に意外なことが起った︒

少し離れた所で話し合っていた彼らの中から隊長らしい

住に隠した兵器のことは殺されても言う積りはなかった︒

﹁十二月一日に兵器引渡しを受けとるため米軍が来る﹂ｌ

一人がつかっかと来て私の前に立ち︑﹁オーケー﹂と言っ

られ︑二十数名の下士官︑兵とともに残ることになった︒

にすべきか︑いろいろ考えたが︑妙案はない︒﹁いざとい

という通告を受けた︒武器弾薬はぜんぜん足りない︒如何

ったのか﹂という実感だけが胸の奥に残った︒残置隊は解

た︒どういう理由だったのか今でも分らない︒﹁命が助か

の手許に黄色く変色した原稿は残っている︒その内容は︑

に残った印刷所を探して一冊の本として刊行した︒今も私

散し︑私は︑原稿を持って復員した︒北九州小倉の焼け跡

う時は私一人が責任をとればいいのだ︑これも運命だ﹂と
心に決めた時から気持は楽になった︒

九月初めから︑連日連夜一つの原稿を書き始めた︒半ば
遺書のつもりでもあった︒

い批判と私の信じた再建への手だてを述べている︒五十年

道徳︑教育︑政治︑科学︑歴史への過信に対する忌揮のな

たった今でも一宇も訂正しないでいい︑ということだけが

考えては書き︑書いては又考える︒短かくなった鉛筆を

私にとってのささやかな誇りでもある︒以下に述べること

なめながら︑薄暗い電灯の下に坐っている私の姿は︑下士
思った者もいたらしい︒

ととする︒

は︑その内訳のようなことにもなるが率直に書いて承るこ

官︑兵には異様に映ったらしい︒自決するのではないかと
六十数日後に出来あがった︒﹁廃嘘に芽ぐむもの﹂と題
をつけた︒これで思い残すことはないという心境だった︒

（14）

◇将来の目標は〃道徳国家″

○○

人は教育しなければ﹁人﹂にはならない︒放っておけば
○○○

狼少年︑狼少女になる︒生物学的人間にはなっても︑社会

○○○○

◇自由と平等は両立しない

今は日本経済の危機だといわれている︒産業の空洞化︑

価格破壊からやがてリストラという名の首切り︑株式市場

の沈滞ｌ数えたてれば経済不完の要素はいくらでもある．

しかし︑静かに考えて承れば︑自由主義経済は︑いかなる

的人間にはならない︒

自由主義社会は︑自由であるがために︑その社会の構成

がない︒そこから不安が生まれる︒経営者は承なこの不安

時代にも〃自己責任″という原則で運営されてきた︒保証

からのがれたいと願っている︒その為に︑あらゆる方策を

員である一人一人が徳性を備えていなければ︑言いたい放
肉強食の社会になる︒虎と兎が一つの濫の中に一緒に入れ

とり努力をかさねる︒今日のような事態になると︑努力だ

題︑したい放題のことをするようになり︑強い者勝ちの弱
られたようなものだ︒

企業の社会的責任ということはよく分っているが︑企業

○００Ｏ○

は自己責任であるが故に︑最終的にはその企業を存続させ

けではどうにもならないという焦燥感が広がってくる︒

あり過ぎて混乱が起こっているのが現状ではないだろうか︒

思えば︑日本ほど自由があり開かれた国は例を見ない︒

あらゆるスポーツにはルールがあって成り立っている︒現

てゆくためには︑〃目的のためには手段を選ばない〃とい

○○０○

苦しくとも守るべきルールは守り︑社会的責任をつくし

すれば︑再び企業は憎まれっ子になる︒

う企業が出てくる恐れがある︒否︑出てきつつある︒そう

在の社会のルールとは法律と道徳である︒

法律があるからいいではないか︑というかも知れない︒

つつ︑この難局を切り抜けなければならない︒これこそ経

法は︑道徳に裏うちされてはじめて法としての価値が生ま
れる︒法の抜け道ばかり探し︑法律に触れなければ何をし

営者の倫理というものである︒経費を節減し︑低賃金で我

０

てもいい１１という態度は困る︒人は自分を欺そうとして

○○○○○

いるのだという前提に立って人や会社とつき合うから弁護

らない︒乏しきを分つという一体感が必要となる︒

慢してもらうためには︑経営者ゑずからが範を示さねばな

自由社会は︑意欲のある者︑勤勉な者にはよいが︑怠け

わか

士が栄える︒私は︑弁護士の多い社会は堕落した社会だと
護士が居るときいている︒

思っている︒日本は一万五千人︑アメリカは八十万人の弁

（15）

者にはきびしい社会である︒

虚に果たしたいものである︒

戦後五十年たっても︑さらに百年以上たっても誤解して

β由

はならない一事を最後に述べておきたい︒それは学徒兵の

◇死を超ゆるもの

目前の混乱した経済状態︑政治の迷走︑教育の堕落︑こ

Ｉ

の五十年間の戦後体制の中でわれわれ自身が造りだしたの

など一人もいない筈である︒

純粋な死についてである︒侵略しようと意図して死んだ者

︲○の︲
◇日本の未来は明るい

かったのだ︒この強烈な反省の上に立って︑明日の日本を

が今日の様相である︒だれが悪いのでもない︒お互いが悪

だ彼等は︑ほとんど︑学徒出陣の予備学生たちであった︒

太平洋戦争の末期になって︑特攻隊の一員となって死ん

○００００Ｏ

築かねばならない︒自由社会というものは︑良識と自己責
○００００００

任感と道徳意識が底に流れていなければ︑単なる衆愚社会

なお我々の胸にそくそくと迫るものがある︒私は﹁実録太

これらの若い学徒達の愛国の至情は︑五十年たった今日も

る夢も︑すべてを捨てて国民のためと思って死んでいった

家族や友人や恋人たちに対する愛情も︑自分の将来に対す

ている︒ギリシャ︑ローマの例を見ても分るように︑経済

から二︑三のものをここに引用して回想のよすがとしてゑ

平洋戦争﹂︵中央公論社刊全七巻︶に収められている記録の中

日本は経済的な苦況はやがて乗り切るはずだと私は信じ

になる︒日本もその一歩手前まで来ていると思う︒

れるような国になりたい︒つまりは︑﹁道徳国家﹂︑の建設

生きるのは良いものと気付く三日前

前につくった川柳をここにあげて承よう︒

昭和二十年四月︑南方諸島における特攻隊員が︑出撃直

たい︒

的に繁栄しても︑徳のない国は滅びる︒﹁日本から一番輸
入したいものは日本の道徳である﹂ｌと諸外国から言わ

日本にはまだ種火として生きている儒教がある︒即ち︑

を第一の目標にしたい︒経済大国でなくともよい︒

仁へ義︑礼︑智︑信だ︒又︑仏教からくる互譲の精神︑報
な一面的なものの考え方︑権利︑義務的な思考の承では安

雨降って今日一日を生きのびる

恩感謝の念等は残っている︒唯物的な︑合理的な︑科学的
定した社会は絶対生れない︒合理的︑科学的思考と超合理

明日の晩化けて出るぞと友脅し

おど

的︑東洋的な思考との融合を︑日本というルツボの中で謙

（16）

神様と思えばおかしこの寝顔

てからも︑その大部分は何日︑否︑何ケ月︑一般の将兵と

らといって︑直ちに死の突入を行うのではない︒編入され

同じく︑平常の軍務に服しているのである︒しかも死の突

真夜中に遺書を書いてる友の背
諸共と思えばいとしこのしらぷ

うな状況では日之の生存に耐えるには︑一瞬の感激をもっ

入を何時決行するのか︑その時期は誰も知らない︒このよ

てしては足りぬであろう﹂つまり︑毎日食々死と対決しつ

体当りさぞ痛かろうと友は征き

夕食は貴様にやると友は征き

つ数十日を送り︑その最後の日に死を迎えるのである︒そ

アメリカと戦う奴がジャズを聞き
神様が野ぐそたれたり手鼻か承

れている︒

の点は︑戦犯として処刑された若い学徒兵の遺書にも記さ

しる

不精者死にぎわ参までも垢だらけ

いざさらば小さな借りを思い出し

あわて者小便したいままで征き

◇若い力を信じよう

戦後復員してから︑私も例外でなく売り食い生活の連続

従兵は夜毎寝床の数を聞き

で︑学生服も軍隊の将校用長靴も食料に代えた︒住む家が

ｏ

ユーモアに富んだ文字の間から厳粛な死生観がほの見え︑
・気︒畢一グ

私は読んでいて眼頭が熱くなる○今でも︑近くに人が居な

焼けずに残っただけでも幸せであったというべきであろう︒

ある︒校長会に出席すると︑最初の間は代理と間違われ︑

もらった︒三十一才で︑私が全国でも最年少だったようで

二十二年二月︑地元の私立高校︑中学の校長にやとって

一ければ大声を出して泣きたいｐ

死生を越えんとして越え得ざる凡俗の境地の我々にとって︑

学校でも︑校長室が玄関に近かったため︑﹁校長に取次い

若くして︑これ程の超脱の境地に立てるものであろうか︒

この至高の境地唾正に仏教でいう真如の境地であり神の

卓ハレーポール︑ピンポンも自分から先に立って生徒と一

出である︒︐

で下さい﹂と何回となく言われて困ったことも懐しい思い

姿である︒山

インテリなるが故に苦しかったであろう︒人生そのもの

緒にやった︒それまで対外試合などに出たこともなかった

への懐疑と戦争に対する懐疑から抜け出そうと苦慮したで
が言っている心﹁⁝⁝特攻隊員は︑必死隊に編入されたか

あろう︒﹃神風特別攻撃隊﹄の著者の猪口力平元海軍大佐
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のに︑たった一年余りで︑北九州地区では最強のチームに

の横柄さ等には厳しい態度で臨んで︑次の世代の背い手と

う︒暖かく見守りながら︑青年特有の思いあがりや弱者へ

るｐ・

︵本会理事・㈱日本クラウン会長︺

いての歴史的な省察や民族反省が不徹底であるため︑五○

甲︑

土田園保

⁝

して恥じない立派な日本人になってもらいたいと思ってい

なってしまった︒これも若さのお蔭であろう︒

そして四年余り若い校長として力いっぱい勤めさせて頂
き︑次に未知の実業界に一兵卒として入っていった︒今回
なった現在︑若さこそ社会を発展させる原動力であると思

想しても若い時の想い出はなつかしい︒自分自身が老人と

武士道の再検証

日本が無条件降伏したあの大戦を︑当時国民の大多数が

を継承すべきでないのかということについて︑自信を持っ

年を経た現在においても︑戦前の我が国の何を継承し︑何

ｌ戦後五○年を迎えてＩ

り見当らない︒反面︑某元首相が言明したような〃侵略戦

信じていたような〃聖戦″であったという人は︑今日あま

たいのである︒

て答えられない︑一種の思考停止状態があることを指摘し

今日︑商人国家のような様相を呈している日本が︑かつ

元来︑戦いには双方の言い分があり︑それぞれがそれを正
義と称するのが歴史の常であり︑そのいずれが正しいかを

ては〃道義国家″を自称していたその虚構の反省の中から︑

争″であったと断ずることに︑異論のある人も少なくない︒

さばく基準もないから︑〃勝てば官軍″となりがちである︒

真正な〃道義国家・道義国民″として︑世界に自らを示す

その問いに答える一つのよすがとして︑とこに我が国伝

自信を︑如何にすれば持ちうるのであろうか︒

筆者は︑ここで当時の我が国の立場を弁護する心算はな
の中に︑〃何故戦ったのか︑そして何故敗れたのか″につ

い︒むしろ︑未曾有の敗戦を満喫した我が国の戦後の歩象

（
1
8
】
）

来の武士道︑そしてその現代的意義について考えてみたい
と思う︒

日本人の集団主義的体質
ヨーロッパ・インド・中国・ロシア・アメリカその他︑

日本以外の多くの民族に見られる特徴は︑大陸国家そして

この極めて特異な︾地理的︑歴史的︑風土的背景の下で

の多種多様な文化的特色︑勤勉にして吸収力抜群︑その上

頭も良ければ手先も器用という日本人が︑その民族性の長

かち取った原因といえるのであって︑その意味では︑この

所を縦横に発揮したのが︑戦後の経済大国としての繁栄を

〃日本的集団主義川とも称すべき民族的体質は︑大いに評

この日本民族集団主義なるものは︑歴史的に見ると必ずし

左すべきかという国運を賭しての大問題に遭遇した時の︑

しかしながら︑一面︑大にしては国の安危︑右すべきか

価に値するものといえよう︒

地でつながっている以上︑彼等の歴史は〃戦争の歴史″と

多民族国家を形成して来たことである︒他国との国境が陸
もいうべく︑又そこでは強固な宗教的ないしイデオロギー

防衛・治安・教育という国政レベルの領域︑或いは一つの

ても︑国の基本そして全体にかかわる問題︑即ち︑外交・

官庁組織を超えて大きく綜合処理を要する課題をかかえる

もプラスの成果を収めて来たとはいえない︒又平素におい

水︑気候温暖にして四季の変化に富永︑有史以来侵略戦争

人といわず︑その特色をなして来た︒これに対し︑一衣帯
の被害ほとんど無く︑永年にわたる種族の混血を通じて単

を引張る方向に作用しかねないところが散見される︒

際の機能についても︑この集団主義的性向は︑時として足

的武装︑そして〃原則と契約″の尊重が︑国家といわず個

一民族国家を形成して来た日本民族には︑大陸国家の〃原

ないアメリカ社会の方が︑非常時の国家運営・戦争指導の

一人一人の個性がはっきりして︑平素はまとまりのつか

則と契約″の尊重に対比して︑お互いの〃人間関係″を最

面において︑まとまった粘り強さを示して来たとさえいい

優先する体質がある︒又︑外国に見られる深刻な思想も︑

からの文化的インパクトを巧承に受けとめ消化吸収する適

偉大な宗教も︑独裁的権力者も出現しなかった反面︑外国

端的に申して︑強固なる個性の欠如と附和雷同︑甘い運命

それでは︑この日本的集団主義の短所とは何であろうか︒

うるのである︒

き上げる一方︑今日では世界で一番の平等社会を形成し来

観とその裏腹をなす根気・忍耐力の不足︑甘い対外認識︑

は︑その一環として︑平均的には高度の国民教育水準を築

応性にすぐれ︑又多様性を持ちながらの均質性に富む性格

ったのである︒
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︾ｉそしてそれが︑国際的政略・謀略に対する抗堪性に乏し

にいとまがない位である︒

感情の微変飛野郎自大︑過去への反省の欠略等々列挙する

反省を迫られる心境となったのではないかと思われる︒

おのれが立脚すべき歴史的︑文化的伝統について︑改めて

このため︑欧米文明追随に夢中になっていた日本人自ら︑

〃日本人とは如何なる人間か″という関心の対象となった︒

著者新渡戸博士︵註︑当時三八才︶は︑その初版の序文の

く︑素朴な武力行使以外︑賢明なそして忍耐強い外交的手

中で︑概略次のように述懐している︒日く︑〃明治一三年ベ

法を持ちえずして敗北する結果となったのであり︑この民
族的体質に対する自己反省とその克服への実践なぎ限り︑
将来においても別の形で同種の敗北を喫するおそれがある

問われるままに︑〃日本に宗教教育なし″と答うるや︑ラ

ヴレー氏は突然足を止め︑〃宗教教育なし！どうして道

ルギーにおいて︑法学の大家ド・ラヴレー氏と散歩の最中︑

ことを︑遺憾ながら雪認めざるをえないと思う︒

かねない︒インテリめいた表現を借りれば︑日本的部落社

ところで今日︑武士道などと申せば︑時代錯誤といわれ

欧米人には何といってもキリスト教という宗教的基盤が

念を吹き込んだのは︑〃武士道″であったことを悟った〃と︒

んだ道徳の教えは︑学校教育ではなく︑私に正邪善悪の観

ごついて即答しえず︑後日反省の結果︑私が少年時恥代に学

徳教育を授けるのか？″と繰返し反問したことに対し︑ま

会の塊の文化の一形態であるとか︑封建社会における上部

新渡戸博士の〃武士道″

構造の意識形態に過ぎない等と批判される向きもあるであ

クソン元アメリカ大統領は︑その著﹃リーダーズ﹄の中で︑

あり︑キリストの利他の心と厳しい自己規制がある︒故ニ

︑︑︑︑

ろう︒しかし︑日本の伝統文化の中での武士精神の核心を
主体的にとらえるならば︑それは人類古今東西に共通する

イタリーの敗戦直後の首相︶︑マッカーサー︑蒋介石等の世界

彼自ら接触したド・ゴール︑アデナウアー︑ガスペリ︵註︑

的リーダー達が︑いずれも敬虚なるクリスチャンであり︑

人間性の真随︑特に世のリーダーに共通する生活原理・行
動規範の日本版ともいえるのである︒

時として︑国の利害︑政見の相違を超越した友情を相互に

いる︒ちな象に彼等は同じ宗教心を底辺に共有するだけに︑

多くは日曜毎のミサを欠かさぬ人物であったことを記して

日清戦争に勝利して以来︑世界の眼がこの極東の一小国に

を世に問うたのは︑彼がアメリカ滞在中のことであった︒

通い合わせるような存在でもある︒ニクソンによれば︑一

明治三二年︑かの新渡戸稲造博士が︑英文の﹃武士道﹄

注がれ始め︑外国に居た当時の小数の日本のインテリは︑
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あったという︒我が日本にはそれがない︒平成元年四月︑

真先にそれを打ち明けたのはドイツのアデナウァー首相で

ったことを告げられた当時のダレス・アメリカ国務長官が︑

九五九年一二月や最早回復の見込象がない〃ガン川にかか

は知らないが︑﹃弓国同の○口Ｆ○句﹈毎勺シｚ﹄は読んでいる︒

の説得を快諾したという︒彼日く︑〃私は日本をくわしく

ヴェルトは日本をよく知らなかった︒それでいて彼は金子

の細い糸一本に頼って金子に依頼したのであった︒ルーズ

運を賭した戦争の開始に当って︑既にその講和斡旋を︑こ

せていただきたい〃・ルーズヴェルトは︑キリスト教の影

あの偉大な精神文化を持った国なら︑及ばずながら協力さ

西独のシュミット首相は︑一三−ズ・ウィーク誌のインタ
ービューの中で︑〃国際社会において︑日本は真の友人を

在することを︑新渡戸博士の著書によって既に知っていた

響以外にキリスト教に優るとも劣らない道徳を持つ国が存

持っていない川と言明しているが︑この発言の意味は重大
である︒

のである︵註︑﹃魅力あるリーダーとは﹄︵加来耕三著︶日本経済

新渡戸博士の﹃武士道﹄は︑遠く鎌倉時代の坂東武者︑

江戸時代の儒学者達の説き︑実践して来た武士道に源流を

新聞社刊・参照︶︒

となるべきものは何かという命題に対する回答として︑大
武士道のその後

求めつつも︑日本人の生き方は何か︑その人生哲学の基本

したものといってよいと思う︒その証拠には︑原著のタイ

きく拡大した形の〃武士道″を︑改めて欧米人の前に披露

ければならないという試錬に直面している︒我を一人一人

でも日本人とは何かと問われ︑従って又自らに問いかけな

時代はめぐり来て戦後五○年︑今や日本は明治時代とは

日露戦争講和会議の影の立役者は︑当時のセオドァ・ル

が国際人としての真価︑力量を問われているのであり︑そ

トルは﹃弓困同の○口Ｆ○両﹈シ勺シｚ﹄︵註︑大和魂︶であり︑

ーズヴェルトアメリカ大統領であった︒彼に対する日本側

れが日本の国運の盛衰にもつながっているのである︒これ

その日本語版はその後六年を経た明治三八年に初めて日本

の古い友人は︑明治初年ハー録ハード大学の同窓生であった

を解決するのは語学力などの次元の問題ではない︒真の国

ンテリや指導者に止まらず︑国民全体が︑国内でも︑国外

金子堅太郎という人物只一人であった︒その金子を︑日露

際人というのは先ず代表的な〃その国の人″なのである︒

比較にならぬ規模の国際化の波に洗われている︒小教のイ

戦役やむなしと廟議決定のあったその夜︑自邸に招いて︑

国内で公刊されているのである︒

アメリカ行きを説得したのは伊藤博文であるＣ伊藤建国
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それぞれの国の歴史・伝統・文化をしっかりと踏まえ︑そ
の国で培われた物の考え方︑感じ方を自己の心身から発散

た︒所謂昭和の非常時に際会して︑我々の世代に︑︾その武

士道に取って代る精神を与えてくれた思想家はいなかった

ところで新渡戸博士の挙揚した﹃武士道﹄のその後の歴

り抜けて行く形式的精神教育とは別に︑︐それぞれ自己流に

生れの父母の家庭教育が根底にあったにせよ︑頭の上を通

といっても過言ではなかった︒そして我々戦中派は︑明治

史的経過は如何であったか︒思えば︑明治維新の大業は成

しうる確たる個性の持主であるべきである︒

功したとはいえ︑日露戦争頃迄がそのピークであった︒物

武士道の再検証

人生観・国家観・死生観を模索しながら︑戦場におもむい
たのであった︒↑

凄い勢いで襲いかかって来た西欧文明に対して︑富国強兵
策と学術文化の模倣吸収によって対抗していった近代国家
日本の建設に︑いわば息切れが始まったのである︒維新前
後に命を賭した往年の志士達をはじめ︑当時の国民各層は︑

国際化の激流下の今日︑我が国の伝統文化たるこの〃武

士道″は︑その抗堪性を発揮出来るであろうか︒実は︑新

渡戸博士自身︑武士道の将来について既に悲観的であり︑

大正デモクラシーの奔流の中︑むしろキリスト教にその継一

すように︑それが実現されているとはいい難い現在である︒

承の望承を託した如くであった︒しかしその後の経過の示

日本人は所詮エダヤ人でもアラブ人でもないし︑なろう

と思ってもなれない︒国際化の中での日本人のよりどころ

に求められるであろうか︒

は︑結局自らの歴史的源流︑日本人の原点腫民って行く外

筆者は︑この意味において︑今日︑キリ禾卜教に代表さ

れる宗教的基盤のない日本民族として︑今一度︑日本人自

らが創り出して来た武士道的な伝統精神について再吟味し

*

明治天皇崩御に至る頃︑年齢的にも老衰の域となり︑資本
主義の発達に伴う社会主義思想︑アナーキズム・ニヒリズ
ム等の新思潮の撞頭と相侯って︑その精神的拠り所を失い︑

去就に迷う状況に至った︒これは︑日本の歴史的︑風土的︑

民族的体質に潜む非免疫的脆弱性が露呈して︑民族共同体
全体の知力・体力そして道義心迄もが疲れ果て︑その限界
に達したのではないかと考えられるのである︒

少くとも︑日露戦争迄の我が国の指導者︑軍幹部達は︑

概ね武士道精神の実践者であり︑又意外な程自由主義的で

もあった︒その武士道は︑その後形骸化し︑自由主義精神
は旧体制保持︑革新危険視ムードの中で大正・昭和にかけ
て官僚化︑形式化の道を辿り︑これに反溌するインテリ層
の間には︑武士道は時代錯誤︑軽蔑の対象とされるに至っ

ﾛ
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の武士道の無批判的肯定ではなく︑我が民族性の長所と短

をはずしても︑〃士道″として伝えられるべきものを現代

て見るべきであると考えるのである︒武士道は︑その〃武″

の中味が吟味されなければ︑その旗印の下では何をやって

というおとし穴に入る危険もある︒〃誠″といっても︑誠

義は義理となり︑義理人情は浪花節的情緒即ち甘えの構造

についても︑何が〃義″なのかその内容を検討しなければ︑

て検討し︑陥り勝ちな短所の反省と併せて︑可能な限り合

渡戸博士﹃武士道﹄参照︶を︑一つ一つ具体的な情況に即し

義︒勇・仁・誠・名誉・忠義・克己等の精神要素︵註︑新

要は︑日本的武士道精神というものの中に包含される︑

もいい︑ヤクザにも誠があるということになりかねない︒

になお有していると思うのである︒ただし︑それはかつて

ことを不可欠の前提とする︒

所を検討し︑その短所の発見と反省・克服を常に志向する
即ち︑第一に戒心すべきは︑武士道を単にスローガンと

″天に代りて不義を討つ〃から︑〃チャンコロ〃〃鬼畜米英″

大正・昭和期における武士道の形骸化はそこにあったし︑

理性と合目的性に照して判断し︑行動に移さねばならない
と思うし︑それは日頃の自己研鎖の蓄積ｌ修錬の如何に

して掲げ︑観念的︑抽象的に振り廻すことの危険である︒

へ︑更にそのおもむく果ては︑一部とはいえ︑戦場等にお

第二に戒心すべきことは︑現在の日本人には歴史知識は

ける残虐行為に迄堕落したからである○
武士道という名の下に︑過去において日本民族の行って

は︑冒頭に述べた敗戦についての歴史的省察や民族反省の

あっても︑歴史感覚が貧困であるということである︒それ

かかると申すべきである︒

勝ちであった︒例えば廉恥⁝恥を知れ︑名誉⁝名を惜しめ

来た実践の中に︑前述したような日本人の短所が散見され

して執勧に究明し︑再び繰返すことのないよう心掛けてゆ

ら︑謙虚に教訓を学び取るために︑失敗の原因を事実に即

くのが歴史感覚の実践なのである︒日本人は︑その体質的

︽不徹底に端的に示されているところでもある︒失敗の中か

りと根気不足から︑所謂甘い運命観⁝別名〃滅びの美学″

る︒又︑命をかけて⁝必死になれという場合︑日本人の粘

欠陥として︑その失敗の責任を追求したがらず句徹底的究

て反対すべき場合でも同調してしまうことがあり勝ちにな

に酔ってしまうことともなれば︑そのおもむくところ︑徒

という場合︑卑怯者といわれたくないことから︑断乎轟とじ

らなる玉砕︑即ち人命軽視から任務批棄にさえつながりか

によって︑〃和″という概念でゴマ化余といっては過言で

あろうか︒巷間伝えられる議会における謝罪決議の如きも︑

明を怠るというよりは避けて通り︑所謂ｗ人間関係〃重視
と鋤いう徳目

ねない︒アメリカの戦陣訓の示す如く︑捕虜には捕虜とし
ての戦い︑任務があるのである︒更に︑Ｗ義
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洞察力即ち研讃︑そして根気即ち忍耐︑そしてそれらを大

それは︑理性即ち批判力︑自主独立の精神即ち勇気︑先見

には︑〃真の和側を実現する太刀打ちが必要なのである︒

え実現すれば︑それで済むという脆弱面︑それを克服する

く︑徒らに外侮を買うの承と筆者は思うのである︒〃和〃さ

真の民族反省なぎ誤てる〃和Ｉ精神″の対外版とも申すべ

武道︑茶道︑華道︑書画道その他各種芸道等において︑実

伝統文化を媒体とする自己研鎮︑例えば剣道をはじめ各種

というべきであろう︒又︑糾遠云人になってからも︑日本の

現在の家庭・学校教育を補完すべき重要な機能を持つもの

を得れば︑その工夫によって実現不可能ではあるまい︒否︑

いし機会教育︑これはその職種にもよるがベリーダーに人

更に社会人の︑その所属する細厳秘における種々の研修な

︒一

〃︲

︲〃

汀

一

．〃
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夕︑

求されるのは︑この種の精神的ヴァイタリティーなのであ
ｚ︾ ０

以上種を所見を述べて来た次第であるが︑現代における
〃真の武士道″といい︑〃真の和の精神〃といっても︑その

実現は容易なものではあるまい︒何よりも教育であり︑又
自己啓発をまつ外はない︒

先ず基本的には幼時からの家庭教育︑古い言葉を使えば

庭訓である︒これは若き両親の自覚にまつ外はないが︑先
ず肝心の両親が教育されていなければ︑その実現は至難で
ある︒

次に学校教育︒現在のような偏差値重視の中からは︑歴
史知識の暗謂はあっても︑考える歴史⁝歴史感覚は出て来
ない︒賎教育︑機会教育にしても︑往灸にして暴力に走る
ことは厳に戒むくきである︒如何にして教えるかという方
法論についても大いに開拓の余地があるであろう︒
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技と共に特にその精神面への造詣を重視することによって︑

は︑日暮れて道遠しの感があるが︑戦後五○年そして日清

︵本会理事・元警視総監・元防衛大学校長︶

﹄︑

て律することはむずかしい︒時には暴風雨をなし︑水量を

の流れる水は様灸の変化をなす︒これを流れの一語をもつ

古田紹欽

戦後五十年という年数は︑自分自身の年齢の上にも辿ら

激増し︑強い風力を受けて急流をなすこともあるかと思え

である︒

改めて〃精神の充電″を自覚すべき節目の年としたいもの

戦争後一○○年を経た今貝〃弘道州の意義正にここにあり︒

国民等しく伝統文化尊重の教育や歴史感覚に目覚めるの

日本人の原点に参入する多くの機会もあると思う︒

はおろか︑政治家︑マスコミ界等が︑日本の歴史的伝統精
神の発展的継承についての実践的意欲を共有するに至るに

水に托して

れる︒時間の上に様々の変化をもったことは︑多くの事象

ば︑干天が続いて流れが渇水し︑辛うじて流れをなすとい

ｌひそかにいうべきをいうＩ

に辿られると共に︑自分自身の人生にあっての数灸の出来

あえて水流に托して云わんとした縁由は︑その戦後五十

うこともまた生ずるｐ

事にも知られる︒

すなわちそうした事象︑出来事は起るべくして起ったそ

年は時の流れに上述した如き変化があったことを︑思い知

れなりの縁由をもつ︒そしてそれが単発的に︑或は連続的
に︑或は直接的に︑或は間接的にその縁由を異にして︑そ

五十年は五十年であるが︑その時の推移には緩と急とがあ

速度を加える︒このことは時間の上にあっても変りはない︒

更に水の流れに托して云えば︑激流をなす場合は流れの

らされることに外ならない︒

曲折をなして上流から下流に至る︒瀬をなす急流もあれば︑

ここに山奥に水源をもつ源流がある︒川の流れは様女の

の起るべくして起ったことに︑様々の変化を見る︒

淀んで流れない淵もある︒水は間断なく流れているが︑そ
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害をもたらすことがある如く︑時間のそれが事象の上に激

ったことを知らなくてはならない︒その急は水流の上に水

水は只だと錯覚してはならない︒地球の資源は限られてい

たらその浄化を責任として極力つとめなくてはならないｐ

を極力出来うる限り大事にしなくてはならない︒この場合

る︒凡そ何事によらず出来るだけ節約だけすることが肝要

この場合︑水の流れを流れるままに放任していてよいか

それをつとめるには︑誠意が不可欠である︒併せてその努

変を惹起することがある︒その激変は多くの事象にあって

どうか︒そこには治水の智慧がなくてはならない︒そして

力がなくてはならない︒若し誠意と努力とを欠いたなら面

である︒それぞれのものはすべて命をもっている︒その命

併せてそのなされた治水が︑効果的なものでなくてはなら

しい︒

倒な︑骨の折れることを永く為し続けることは到底むづか

も災害につながり︑それが被害をなすことが少くない︒

ると︑机上の計算の上だけで行われたりする︑引いては実

ないことは︑いうまでもない︒ところが︑それがどうかす

に顧承る五十年の歳月を経た︑その流れについてである︒

わんとする趣旨は︑時の流れについてのことである︒ここ

くどくどしく水の流れに托して述べて来たが︑ここに云

になる︒水資源は極めて貴重である︒有効にその資源を活

地に即した調査を欠き効果を誤ることになりかねないこと

用しなくてはならない︒流れるままに無益に放任しては少

この時の流れば経るべき時代の推移を辿ってきたが︑そ

こに万全の治水工事即ち政策がなされたかどうか︑それが

くとも経済的には損失である︒

資源の活用については︑水量に併せて水質がまた問われ

ムの建造がなされたか︑そのダムの建造に比せられる懸案

たかどうか︒水の流れを貯めてその有効利用を図るべくダ

が政策上のタンクとして︑果して適正に放流されたかどう

緩急宜しきを得てなされたかどうか︒そして公平になされ

良質のものであることが問われる︒急速に進歩した科学文

なくてはならないｐ水は人間ばかりでなく︑すべての命を

明は水資源を利用する上に︑屡々その利用に伴って水質を

か︒ダムが建造されてその貯水が︑また有効適切に利用さ

もつ動植物が︑生きる上に不可欠である︒しかもその水は

ることは水の命を殺すことであってはならない︒人間は生

混濁することが少くない︒活水を死水となす︒水を利用す

ダムがそのザル洩れの巨大なものに若しなっていたどした

いないかどうか︒ザル法という語を耳にしたことがあるが︑

れたかどうか︒その工事の手抜きがあって水漏れなどして

も避けることは出来ないかも知れない︒ただそれにしても

ら︑有効利用などの話どころではない︒ダムの建造は人間

きる上において何としても水を汚すことを望まないとして
出来る限り汚したり浪費したりしてはならない︒水を汚し
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施設が巨大であればある程︑その被害を最大にもたらすこ

な施設であろうか︒若し建造に欠陥があったりするとその

の智慧による所産であり︑最大量の貯水をなすには効果的

らは創造は起らない︒沈滞は安定を思わすが︑その安定に

がなくてはならない︒五十年という歳月はどうかすると沈

水はすべからく活水であることが望ましい︒政治も活力

は元より進歩はない︒五十年を顧るにそれは水の安定供給

滞に陥る︒沈滞は破潤を伴うことはないが︑ただしそこか

料水にも大きく関わる︒そのためにはその水は清潔である

とにもなりかねない︒ところでダムによる貯水は人間の飲
ことが期せられなくてはならない︒抑々山綴を水源とする

かったろうか︒その水はそれなりの意味をもって役立つに

を目指したダムの或はタンクの貯蔵水のようなものではな

たりする︒その限りにあっては浄化されなくてはならない

水は清潔であるが︑流れ流れて行く程に土砂によって濁っ

は大きくいえばダムのような︑小さく云えばタンクのよう

は役立った︒ここでフト集団のことに想い起す︒その集団

の浄化をしなくてはならないようなことが起る︒水の消費

が︑汚染された水が流れ込むことも考えられ︑ついてはそ

は水を必要するものに対して︑或は必要とすることに対し

て供給することが適切で且つ有効でなくてはならない︒そ

なものに比せられる︒そこに水を貯蔵するが︑貯蔵する水

れる︒このことは水ならぬ政治の上にあっても同じである︒

が拡大すればする程︑比例して浄化が一層不可欠と考えら
政治の組織が拡大化すればする程に︑比例して不浄なもの

でも活水としての命をもたない︒ここで重ねて過ぎた五十

れが適切︑有効でないと水は沈滞︑腐敗をする︒しないま

ると︑自浄作用を失いつつあるようにすら見られる︒この

た︒そして巨大化もした︒どうもあまりの巨大化に需要に

年を顧る︒この間百般の集団が時代の要請の下に形成され

がまた拡大しているように思える︒その拡大化はどうかす
場合時代の経過を永くすると︑流れるままに任せて自浄が

んで初めて水の水たる甘さを経験することがある︒巨大な

でいたものが︑時偶々山獄に深く入り︑その渓流の水を飲

の経過を永く経たようにも考えられる︒水道水ばかり飲ん

ここで五十年という歳月が問われている︒そこには時代

欠陥をもつものが多く出てくる︒小さな水洩れが巨大な設

巨大化は膨脹︑発展を伴うがそれが急速に進むと︑とかく

原因によるものであり︑人為の然らしめたものではない︒

るが︑それは偶々のことであり︑天候によって然らしむる

滞化しているかに窺われる︒尤も渇水をしているダムもあ

供給が余って来た傾向が見られる︒ダムやタンクの水が沈

タンク︑巨大な組織の中にあるものはどうかすると沈滞す

備を破壊に導くことのあることに迂闇であってはならない︒

必要であるという認識をも欠くものがあるかに見られる︒

る︒その沈滞が時に腐敗することにもなりかねないｏ
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ように思える︒成長を急ぐあまり︑何処かで手抜き工事が

水に托して廻りくどいことを述べたが︑過ぎた五十年に

かろうか︒およそ建築して五十年を経過した家建家の修

学的技術をもって効果的に且つ能率的に進めるべきではな

に思えてならない︒ついてはその修復の工事唾最新の科

繕を処灸に亘ってしなくてはならない︒時には改築もしな

托していうならば︑高度成長を追い続けた五十年であった
なくもなかったように考えられる︒このことは物的な面に

くてはならない︒

つい︑水に托して曲りくどい話をなしたが︑あえてあか

︑︑

あってのことに止らず︑心的な面にあっても云い得る︒こ

︑︑︑

は大地から涌出する︒その水を決して︑作意して腐敗さす

らさまにいうことを避けた︒水の如くに時代は流れる︒水

の心的な面によって殊にそれが云い得るのは教育問題に︑

その焦点が絞られるように思えてならない︒教育機関の巨

ことがあってはならない︒このことは一人一人の責任であ

大化は時代の要請に応えてのことであったが︑それが急速
に進められたことから︑突貫工事による欠陥により水洩れ

るが︑行政のもつ責任はより重大である︒

︵本会評議員︒松ヶ岡文庫長︶

が起り始めかけて来たのではなかろうか︒

英武

た︒地震はいつ︑どこで起きるか予知できない︒われわれ

にできることは起きたとき︑被害をいかに少なくするか︑

でしかない︒しかし︑庶民は自分と家族を守ることで精一

杯である︒震災地域における被害限定の最大の責任は政府
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ここで云いたい︒新規工事もさることながら︑既成にな
した工事の欠陥を︑今に急いで修復することが肝要のよう

阪神大震災と戦後五○年の平和ぼけ

自衛隊の足柳

阪神大震災は死者五千人を超える戦後最大の惨事となっ

津

ら︑阪神大震災では死者をずっと少なく︑被災者の苦難を

と政治家にある︒その自覚と準備が政治指導者にあったな

東京大地震と自衛隊

昭和四五年︑防衛庁は東京都の直下型地震を想定して自

ずっと軽く︑立ち直りもずっと早くできたはずである︒

一月十七日午前五時四六分︑淡路島を震源とする震度七

可能と見て︑ヘリコプター輸送を主力とした対策を立てた︒

衛隊の出動に関する調査研究を行った︒自動車の通行は不

校庭や公園広場二百カ所をヘリポートに指定︑そこに貯蔵

の戦後最大の地震が起きた︒震災の中心である神戸が瞬時

害の大きさが見えなかったこともある︒しかし︑道路が損

班を配備する︒

所を設け︑破壊要員︑消火要員︑救出要員︑食糧班︑医療

に潰滅状態になり︑停電︑通信途絶となったため︑当初被

空からも周辺からも観測されていた︒自衛隊は出動態勢を

壊し︑数箇所から火の手が上がるなど︑容易ならぬ事態は

東部方面総監指揮下の第一師団︵練馬︶は都心︑第十二

は都城北地区に︑第十師団︵名古屋︶は都城南地区に配置さ

︵習志野︶は江東地区に展開し︑増援予定の第六師団︵山形︶

師団︵群馬︶は神奈川県または都城西地区︑第一空挺師団

地震︑台風︑噴火など自然災害で︑国民は自衛隊の初期

間もたってからだった︒

整えていたが︑兵庫県から自衛隊に要請があったのは四時

出動の活躍ぶりを知っている︒それは自己完給型で︑宿泊︑

せる︒

救援作戦はまず航空機による空中監視と情勢把握︒写真

食事︑輸送︑障害物除去︑医療など緊急事態処理の一切を

災地の状況を刻を伝達する︒以下︑動員兵力︑艦艇数︑車

撮影︑テレビ映像を東部方面総監と首相官邸に電送し︑被

任せることができ︑その訓練を積んでいるからだ︒

ところが︑自衛隊法第八三条で︑県知事など地方自治体

研究の内容である︒防衛庁はこの計画に基づき︑昭和四六

これは中曾根元首相が産経新聞への寄稿で明らかにした

両数に至るまで詳細に計画が練られている︒

の長が防衛庁長官に要請しないと自衛隊の災害派遣はでき

ないことになっている︒これは自衛隊の存在を拒否する革
く︑として︑法律で自衛隊の行動をがんじがらめに縛った

しようと図ったが︑当時の美濃部都知事が反対して日の目

年の防災訓練に︑江東区と協力して局地的実地訓練を実施

新自治体が優勢だった時代︑自衛隊の導入は強権政治を招

少なくない︒

を見ずに終わった︒この自衛隊アレルギーが阪神大震災に

結果である︒いまでも自衛官募集業務を拒否する自治体が

Ｕ■
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災いしている︒兵庫県では防災訓練にただの一度も自衛隊

それはあった︒神戸ではそうした事件は皆無と言って良か

合ってカバーしているのである︒しかし︑どこでも神戸市

った︒そればかりか︑行政の対応の遅れを住民たちが助け

自衛隊との事前協力の姿勢があれば︑災害規模の早期把

の参加を求めたことはなかったのである︒

握が可能になり︑非常へリポートの指定が行われていれば︑

は行政の甘えであり︑怠慢である︒

もし次なる震災でロサンゼルス並の騒乱が起きたらどう

民と同じだ︑と日本国民への信頼を前提として対策するの

たはずである︒今回︑空き地は避難民で埋まってヘリが使

するのか︒治安部隊にあらかじめ発砲権限を与えておく非

生き埋めの市民救出に︑自衛隊員の大量動員が可能となっ

えず︑マイカー規制もできない道路は渋滞して救援隊の行

常事態法は不可欠だろう︒

危機対策は最悪の事態を想定して策定されていなければ

く手を阻んだ︒

まったのか︒平和ぼけは日本全土を覆い︑その先導者が社

ると思えない︒戦後五○年の間にすっかり平和ぼけしてし

に課された最大の責務である︒村山首相にはその自覚があ

ならない︒国民の生命と財産を守ることは一国のリーダー

中曾根元首相は同じ論文の中で﹁大震災対策は政治の最

危機管理は政治の最高使命

高使命の中枢であり︑危機管理能力を問われる最も重要な

上がったのは発生から一時間半後というお粗末さである︒

たのが発生わずか五分後だった︒一方︑村山首相に報告が

ロサンゼルス地震では第一報がクリントン大統領に届い

会党だった︒

急災害対策本部の設置は必要でないと述べただけでなく︑

ロサンゼルス市長は発生一時間後に非常事態宣言を行い︑

しかし村山首相は国会で︑国民の権利の制限もできる緊

課題﹂と位置付けている︒

自衛隊法の改正も考えていない︑と答弁している︒自衛隊

連邦緊急事態管理庁が全面指揮にあたった︒しかし︑日本

り官僚機構が現場でぶつかり合う︒にもかかわらず︑村山

を出動させないための足柳を外したくないのである︒社会

首相は国会で︑震災対策に対する政府の対応についての質

党委員長の自衛隊アレルギーがこの期におよんでなお尾を
阪神地域の被災者の冷静さと秩序は世界の称賛の的とな

では非常事態に対処できる法整備も組織も存在せず︑縦割

っている︒一年前のロサンゼルス地震で見られた略奪︑暴

問に﹁今回の措置は︑現状に照らして最善の策だった︑と

引いているのは問題であろう︒

動︑発砲八流言飛語は世界の常識であり︑関東大震災にも
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確信を持って申し上げたい﹂と胸を張った︒危機管理にこ
れほどまで鈍感な首相を戴いているというに︑マスコミは
これをあまり問題にもしない︒

第一党の自民党は政権に返り咲くために︑自衛隊を敵視

法の整備にも目を閉ざすことになってしまりたのである︒

してきた社会党委員長を首相にかついだ︒だから︑災害時︑

自衛隊の活動を中心に据えるような非常事態法制定に消極

的な村山首相の姿勢にも八あえて異を唱えようとしない︒

いる︒自民党も﹁安易に法整備にまで触れると︑社会党を

事立法などにつながっていくことへの警戒をあらわにして

自衛隊の本務は国防
自民党が長期政権を誇っていた時代︑有事立法の必要を

追い詰める結果になりかねない﹂との配慮から︑当面は無

社会党外交部会では︑護憲派は大災害への体制作りが有

く︑革新政党とマスコミによって攻撃され︑封じ込められ

理押ししない構えだという︵読売新聞︶︒

説く議員は少なくなかった︒しかし︑その動きはことごと
てしまった︒朝鮮半島有事の際や日本の防衛はどうあるべ
きかを検討した防衛庁内部の﹁三矢研究﹂が外部に漏れた

信じ︑あるいは信じるふりをして︑有事の備えを怠って来

いわゆる平和憲法が日本の平和を守ってきた︑と素朴に

であり︑国防論議を回避した災害対策のための承の非常事

じてほしい︒自然災害への対処は国防の次に位置する有事

マスコミも政治家も改めて真正面から国防と有事立法を論

ことは政権維持とか政治家の保身の次元の問題ではない︒

有事立法で論議を尽くせ

たのが今日の日本の姿である︒自衛隊の本務は外国からの

ろに︑当時の世相がよく示されている︒

事件で関係者の責任が問われ︑研究自体が禁じられたとこ

脅威に備え︑国土・国民を守ることである︒万全の備えが

無責任である︒

態法に論議が限定されるとしたなら︑それは本末転倒かつ

北朝鮮は核兵器と中距離ミサイルの開発に狂奔している

態法が日本に存在しない︒外敵が上陸して来ているのに︑

戦車は赤信号でストップしなければならないという︒これ

している︒中国は︑日本の領士である尖閣諸島を中国領と

疑いが濃厚である︒中国は核実験を継続し︑海軍力を増強

抑止力なのである︒ところがその有事に備えるべき非常事

ほど国民に無責任な政府は世界に例がない︒革新勢力はソ

明記し︑これが犯されるときは武力で排除するとした︑領

連に日本を占領させやすくするため︑有事立法に反対した
のだろうか︒そして有事立法拒否が国内の大災害に備える

(31）

海法を制定した︒南沙諸島ではベトナム︑フィリピン︑台

は地震が起きないとことを信じる以上に無責任である︒な

は自らの判断で対処しなければならない︒諸国民の善意に

ぜなら︑備えあれば︑国家間の紛争は回避できるからだ︒

すがっていれば平和が維持されると信じて国防を怠る政治

国際関係における最悪の事態とそれへの対応が論じられな

湾など東南アジア諸国と領有権争いを行っている︒ロシア

えたわけではないｏ内向きになったクリントン政権は日米

は超大国の座を降りはしたものの︑日本にとって脅威が消

安保条約の日本防衛義務でも消極的な姿勢を示すようにな

い︒それでは阪神大震災の教訓を学んだことにはならない

いなら︑やはり戦後五○年の平和ぼけとしかいいようがな

︵本会特別会員・外交評論家︑元産経新聞編集委員︶

った︒戦後五○年記念切手の﹁原爆きのこ雲﹂の図柄︵日

のだ︒

本の抗議で取り下げたが︶︑十二月七日に東京の米国大使館に

半旗を掲げさせる行為︑とドライな対日姿勢が目立つ︒

木屋野正勝

日本経済の実力が正当に評価された結果であると思い込ん
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戦後五○年に当たり︑日本は米の庇護の下に続けてきた
思考停止の夢から覚めなければならない︒国家間の緊張に

日本経済の限界と可能性

い逃れできるかどうかであるというようなことも言われた

人の理論的欠陥によるものと思われること無く︑うまく言

たことでしたが︑エコノミストの予測がしばしば外れたこ

でいた人もいた程でした︒貿易黒字の急増を背景に米国な

八○年代後半の尋ハプル経済に浮かれて︑株価の高いのも

ものでした︒

とです︒有能なエコノミメトというのは︑その間違いが本

まず思い浮かぶのは︑一九八○年代に入ってから目立っ

感じていること述べさせてもらいます︒

戦後五十年という歴史的節目について︑経済の観点から

−

どで資金運用が増えましたが︑﹁資本輸出大国﹂とか﹁金

認する必要があります︒︲

隆・衰退のダイナミズムがどういうものであったのかを確

その際︑システムという言葉を定義しておかなくてはな

融大国﹂といった自己評価を下すジャーナリズムもありま
した︒﹁経済大国﹂とか﹁生活大国﹂という言葉もはやり
ました︒あげくの果てが︑バブル経済崩壊のあとの﹁産業
しかし︑そういうエコノミストばかりでないことは言う

組織が経済活動の主たる担い手であり︑経済の大部分は企

が経済活動も組織的取り組承が欠かせません︒企業という

りませんが︑国家的意志の実現としての戦争は典型的です

までもありません︒当たりはずれの多い景気予測に経済理

空洞化によるデフレ経済﹂ということになっています︒

論を駆使することになじまないエコノミストも少数ではあ

合な組織原理が働いていなくてはならないし︑その原理を

業活動の成果として具体化しているわけです︒それに好都

経済予測という作業は当然のことですが︑立派なことで

りますが存在していました︒

らないのです︒こうした社会の仕組承を﹁システム﹂と呼

んでいるのです︒国境を越え︑民族を越えて︑文明の原理

的確に具体化する個人の行動様式が確立していなくてはな

の移行というのは︑経済構造の変化という観点からも見直

としても︑原理原則といったことは︑よほどのことがない

す︒ただ︑日本経済が八○年代に経験したような低成長へ

けなくてはならないが︑発展の手段としての﹁成長主義﹂

す必要がなかったか︑ということなのです︒経済発展は続

間︑継続するということにもなります︒

限り変化しませんから︑﹁史的システム﹂として数世紀の

は見直さなくてはならないということで︑構造変化を重視

今後の経済組織がどのような課題を達成していくのか︑

あるいはまた︑そうした課題を解決する上でどのような重

を展望することが欠かせないと思いますが︑Ⅷそのためにも

大な困難に直面しそうなのか︑こうした観点から日本経済

いたのです︒

するエコノミストも︑少数ではありましたが︑努力をして
いずれにしても世界的にまれに承る経済成功物語を現実

済的価値を最優先する事で出来上がり︑今日まで続いてき

史的システムとしての近代は︑近世と一体となって︑経

システムの観点が大変重要であるということになります︒

化させた日本経済ですが︑いま重大な変化の時期を迎えて
いるように思います︒

とが大事なことになっていますが︑そのためには︑この五

たとも言えるのですｐＩ

そして︑私達の生き方の問題としても将来を展望するこ

十年間の経済活動を支えてきた社会システムの誕生・興
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物質文明の大いなる成果を享受出来るようになった今︑

そうした大きい変化が起きようとしているのだと予感し

そのシステムの崩壊が始まったように思うのです︒

が変わるような︑大転換が起きたとは考えられないのです︒

敗戦も戦後の経済的成功物語も︑日本近代システムの歴

転換との関連で︑どのように展望したらよいのか︒経済成

そうであるならば︑日本社会の今後の問題は︑システム

史の一環なのであると考えています︒

断を控えざるを得ないのだというもどかしさを感じながら︑

功物語にしても︑日本社会の特殊性という国内や海外から

ながら︑しかも︑どのような原理が現実化してくるのか判

かないと思っています︒

当面の変化に着目し︑精いっぱい務めて︑展望を試承るし

政府介入により︑日本社会が近代化を効率的に進めたと

ことになるのではないでしょうか︒

の見方にしても︑あまり誇張して思わなくてもよいという

さて︑現代の変化についてですが︑次のように考えてお

いうことも︑日本だけの異常なことでもなく︑程度の違い

って違うのは︑歴史や文化が違うためであり︑システム原

であると考えればよさそうです︒介入の度合いが社会によ

ります︒

第二次世界大戦に敗れて︑日本史は新しくなったという

理的な違いではない︒戦争に負けたぐらいでは︑しかも︑

理が違うためではないと考える︒程度の違いであって︑原

見方をするひとがいます︒それまでと異質の重大な変革が
の骨格には重大な変化はなかったと考えます︒戦後の経済

テム原理が転換するはずはないのです︒日本経済の前後の

勝者も似たような経済システムでいる限りは︑敗者のシス

あったことは確かです︒しかし︑少なくとも経済システム

システムは社会システムの反映なのであり︑したがって︑

成功も失敗も︑実は同じシステムの下で生じたことなので

的成功は︑この成果が花開いた結果なのであり︑その経済

ないのです︒

社会の全体システムが戦前から変わっていないと言うしか

発展の結果として︑．つの競争原理で結ばれるグローバ

考えています︒結論から言わしていただくと︑日本経済の

最後に︑日本経済の現状と課題については︑次のように

と考えるしかないでしょう︒

われているのも︑戦前からのシステムについてなのである

あり︑そして︑今︑日本の経済システムの行き詰まりが言

国家総力を挙げて戦って負けたのですから︑敗戦ととも
に多くの要素が日本社会を揺るがしたことは確かです︒そ
て︑そして︑重大な問題を発生させたからといって︑社会

して︑それまでとは異質の要素が加わってきたからといっ
組織のありようや︑その中での個人や集団の行動様式まで
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としては︑金融市場では﹁デリ簿︿ティブ﹂︵金融派生商品︶

出して︑在来産業の再建が進むとともに︑新しいビジネス

デリバティブやマルチメデァアでも着実に拡大しており︑

発展させようとしています︒また欧州では︑米国と並んで

の急拡大に成功し︑同時に︑ヨルチメデァァ﹂を着実に

ル経済﹂の中に日本社会も組承込まれてしまったのだから︾
くしかないということです︒

国際的に孤立するような事態を招かずに︑この中で生き抜

﹁産業空洞化﹂や﹁金融空洞化﹂を心配する向きもあり

てきて︑景気も回復に転じました︒

しかし日本は︑デリバティブでは新興経済の優等生であ

欧州同盟を背景に在来産業リストラの成果も徐々に上がっ

るシンガポールや香港に取って代わられ︑産業空洞化と合

ますが︑﹁産業空洞化﹂については︑別に日本だけが直面
米国の弱体化とか欧州の停滞といったことが起きていたの

したことではなく︑既に欧米では八○年代から続いていて︑

です︒その意味でも︑﹁産業空洞化﹂によるデフレ・イン

て︑特異な展開となっています︒マルチメデァァでも立ち

わせて金融も空洞化するという．一つの空洞化﹂が進行し

遅れの感があり︑新ビジネスの開拓では総じて︑先進経済

．︿クトは厳しいものと覚悟すべきでしょうが︑それは反面

としての先導役への期待も小さくなってきています︒また

では日本が欧米並承の成熟した経済になったということな
のではないでしょうか︒問題は︑この事態に的確に対応す

問題がなし崩し的に処理されているために機動的な信用創

りません︒さらに︑バブル経済の中で肥大化した不良債権

空洞化する在来産業では︑リストラは必ずしも順調ではあ

るにはどうしたらよいのか︑ということです︒

が主として安い労働力を理由に参入できるようになると︑

造が行われにくく︑新しいビジネスの発展も在来産業の再

先進国の産業が成熟するとともに︑その産業に途上経済

先進国の側で﹁産業空洞化﹂が具体化するわけで︑この結

建も減速することが懸念される状況です︒

しかし︑日本経済の国際的貢献がこれまでにもなかった

果︑発展段階の違う経済が一つの競争原理で結ばれた﹁経
周辺の途上諸国を巻き込んで﹁産業空洞化﹂が生じたとい

せん︒例えば︑日本を含めてアジア地域が﹁グローバル経

わけではないし︑これからも期待できないわけではありま

済のグローバル化﹂が本格化します︒したがって︑日本と

を意味しているのです︒

業をアジア地域の新興・途上国に大した困難もなく移転で

済﹂の中に入ってきた背景を考慮すると︑先進国の主要産

うことは︑文字通りの﹁グローバル経済﹂が実現したこと

既に米国は︑厳しいリストラに伴う長いトンネルを抜け
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〃

一

口︑︑︑企■■﹃ｑ︑好︑︑七■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■■︑︑写︑︑■■ｑ︑︑︑︑︑■■ｑ︑ｑ︑︑︑ｂ■ｑ︑Ｑｂｂｑ■■ｑｑｂＱｂ︑■■二ｑ︑︑︑︑︑一■■ｑｂｑｂｑＱｂ■ｑｂｑｑｑｑｂ■ｑｂｑｑＱ︑ｂ■ｑ︑ｂ︑町︑■■ｑｑｑｑｂ心

一

︵有田支会長・深川製磁㈱社長︶

一深川明殿
︒︒

︑一

一去る一月十日付をもって︑佐賀県・有田商工会議一
一所会頭に就任︒

函︲

一茂木友三郎殿
一︵野田支会長・キッコーマン㈱副社長︶

一去る一一月六日付をもって︑キッコーマン㈱代表取一

一締 役 社 長 に 就 任 ︒

︾に︑今後のご活躍を祈念いたします︒

一両氏のご昇任を心からお慶び申し上げますととも主

平成七年二月吉日

社団法人日本弘道会一

ＦｑｑＱｑｂ■一■ｑｑｂｑｑｂ■■︑ｂｑｂｂＥ■ｑｂｈ︑ｑｂ■■■ｑｑＱｂ§■ｑｂｑｑｂｑｂ■ｑｑｑｈ︑ｑｂ■ｑｂｑｈ︑︑ｂ■■一町︑ｑｂ員ｂ■ｑｂｈＱｑ︑ｂ■■︑ｑｂｑｑｂ■ｑＱｂｑｂｑｂ■ｑ︑︑ｂｎ８■■ｂｑＱ−

きるまでに成熟させた日本産業の役割に思いが及ぶのでは

ないでしょうか︒つまり︑日本経済が米欧先進国を追い上

げ︑成功する過程で︑製造システムが改良され︑操作が簡

なったと考えられる︒これは日本産業界の功績です︒しか

便になり︑簡単な技能習得で高精度の製品が作れるように

も︑﹁日本の抜けたグローバル経済は欠陥システムになる﹂

と確信を持って主張するとともに︑関係各国からも納得し

のリーダーが率先して︑日本産業の積極的役割について明

てもらう必要があります︒そのためには︑まず日本経済界

す︒

解な展望を示すことが車すます緊要になったと考えていま

︵本会特別会員︑読売新聞社調査研究本部︶

ｌ＊＊＊Ｉ
お願い

事務局では︑次の事項に関する所在・所蔵者等の情報を得たい

と考えておりますので︑よろしくご協力をお願いいたします︒お

等々から得た情報をぜひお寄せいただきたいと存じます︒

近くの旧会員のお宅︑または︑お近くの図書館︑博物館︑資料館

２︑西村会祖お手植えの樹木︒

１︑西村会祖ほか歴代会長・役員の扇額︑書軸︑書簡等︒

３︑本会の歴代会長・役員の著書類︒

４︑その他
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︻随想︼

た︲つ桑

立身流
たつ象

の内容は深遠高度な理念に基づいて組織されており︑その

やわら

もの鍬

も重視している︒立身流伝書の道歌に︑

むこうまるい

は﹁先先の先﹂で勝つ業であるが︑先先の先で勝つ事を最

せんせんせんわざせんせんせん

の秘技を基本としている︒﹁向﹂は後の先︑﹁円﹂は先︑又

むこうごせんまるいせん

剣術︑居合︑鎗術共に流祖立身三京独創の﹁向﹂︑﹁円﹂

ｚ句Ｏ

動作は見る者に立体芸術的な動作美を感じさせるものがあ

色を去り︑一見簡素に見えるが極めて実際的であって︑そ

しゆりけん

三段階に分かれている︒いわば﹁序﹂は階書︑﹁破﹂は行

後の先として先先の勝ち
じよはんきゅう
かた
立身流の形は剣術︑居合共に一本が﹁序﹂﹁破﹂﹁急﹂の

ごせんせんせん

先先の先こそあれば後の先も

せんせんせんごせん

め︑上級武士必須の武芸として重視されてきた︒幕末には

書︑﹁急﹂は草書のようなもので︑順序として︑﹁序﹂で基

不出の武術として︑藩士教育の中枢にあり︑堀田藩主はじ

半津成恒︑逸見宗助︑兼松直廉等の名人が輩出し︑明治初
尚︑中津藩にも立身流の分派立身新流があり︑福津諭吉

礎修練を十分にやり︑次に﹁破﹂で実用に十分役だつよう

剣術形には序の形︑表の形︑五合の形があり︑一本が二

かたじよおもてごごうかた

が最も重視され稽古の主体となっている︒

に練度を高め︑﹁急﹂で軽妙な応用動作に入るので︑﹁破﹂

かた

期には警視流の形にも採用され︑現代に至った︒

にまで取ぶ広汎な総合武術で︑下総国佐倉藩に於ける藩外

術︑長刀︑棒︑半棒︑捕縄︑四寸鉄刀︑集団戦闘法︑物見

なぎなた

立身流の表芸は剣術と居合術で之を主軸として︑伽︑鎗

れている︒︵妻山神社は佐賀にあるという︶

を未撃に知る無我の心境を悟り︑立身流を開いたと伝えら

に達せず︑妻山大明神に祈念して諮然として大悟し︑勝機

つまやま

合数知れず︑一度も不覚をとらなかったが未だ武道の真諦

立身流流祖︑立身三京は永正年間の伊予の国の出生とい

高

われ︑今から約五百年前の戦乱時代の武将で︑戦場真剣試

藤

は晩年まで同流の居合を噌承︑自負していたのは有名であ
かた

立身流の形は精神鍛錬を重んじ︑動く禅とも称され︑虚

ヱ句○
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加

しめ︑五合の形で業の起りを撃突する高度な技術を演練す

次に表の形の稽古で気分︑間合︑剣体の運用諸般に熟達せ

つの業で組織されている︒最初序の形を学び基本を習得し︑

﹁怒﹂﹁焦﹂の精神状態に誘導して︑一瞬のうちに小次郎を

る︒佐灸木小次郎との試合の時も︑小次郎に対して武蔵は

宮本武蔵は相手が強敵の場合には屡盈この方法をとってい

之を﹁半月﹂の状態に誘導して撃突すべき事を教えている︒

状態を言うのである︒敵が﹁満月﹂の精神状態にある時は︑

わざかた
るのである︒居合は立合︵立歩抜撃︶が主で居合︵坐抜︶が

打ち倒している︒更に撃突の好機を細分して敵の虚脱を発

とあり︑更に﹁半月之事﹂︑﹁満月之事﹂とあり︑口伝とし

論︑各種武術共通である︒奥義には﹁深夜聞レ霜﹂﹁口伝﹂

された最高度の心の機能の活用であって︑剣術︑居合は勿

免許皆伝に説かれている奥義は︑多年にわたり刻苦練磨

い語句を︑できるだけ理解しやすい現代語になおして表現

門外不出の秘伝とされていた必勝の原理を︑昔の分りにく

立身三京は強調している事である︒以上︑古来から立身流

に活用して︑広く世のため︑人のために貢献すべき事を

死を争う真剣勝負の承にとどめずに︑人生平生の処世万般

特に重要な事は︑﹁深夜聞霜﹂の高度な心の機能を︑生

たちあい

て﹁満月を撃突すべからず﹂︑﹁半月を撃突すべし﹂と教え

した次第である︒立身流歴代宗家系譜は左記の通りである︒

えんしんりよく

かたわざおこ

おもてかたきぶ

従であり︑抜刀法も独自の工夫がなされており︑刀の振り

見した時と︑敵の虚脱を作った時に分けて二十三ケ条をあ

でんらい

は十五巻あって︑その他の古記録と共に完全に伝来されて

方も︑遠心力を応用した独得な太刀筋が多い︒立身流伝書

られている︒﹁深夜聞霜﹂とは︑換言すれば無我の心境︑無

立身三京Ｉ立身石見守ｌ立身数馬佐ｌ三上半之丞ｌ松井琴

げて︑その習練の段階まで説いている︒

念無想の境地に悟入する事をさしているので︑この心境に

古ｌ桑島太左衛門ｌ大石千助ｌ山口七郎左衛門ｌ竹河九兵

いる ︒

到達すると三つの効用があると教えられている︒日敵の意

衛ｌ糟谷団九郎ｌ逸見柳芳ｌ逸見宗八ｌ半津喜兵衛ｌ逸見

こつぞ︑

志がまだ動作に現われない前に察知できる︒ロ敵はこちら

新九郎ｌ半津権右衛門ｌ逸見宗八ｌ逸見忠蔵ｌ半津成恒Ｉ

たつ柔

たつ承

の意志を全く察知する事ができない︒白自分の心身の働き
くう

が自由在になる︒無我の心境とは驚︑催︑疑︑惑︑緩︑怒︑

加藤久ｌ加藤貞雄ｌ加藤高Ｉ加藤紘

とは以上の七つが全く起らない心の活動状態をさし︑﹁半

︵日本古武道振興会会長︶

焦の七つが全く消滅した﹁空﹂の心である︒﹁満月之事﹂

月之事﹂とは︑以上の七つのうちのどれかが発生した心の
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︻随想︼

しんげん

格言・蔵言
ついて

よわい

信奉する格言・金言・歳言は年齢とともに移行・変遷す

かんなん

岩崎

いずこうこく
○燕雀安くんぞ鴻鵠の志を知らんや︒
うが

○銀難汝を玉にする︒

白申

○点滴石を穿つ︒等を心腹に潜めた次第です︒﹁正直の

るものである︒座右の銘も亦同様である︒
私事でまことに恐縮でございますが︑私は︑﹁捲土重来﹂

頭に神宿る﹂﹁正直は一生の宝﹂も金言であります︒﹁三尺

二十代ともなれば︑自覚の言葉が尚ばれます︒

退って師の影を踏まず﹂︒

こシフベ

という言葉に依って何度も勇気づけられた思い出がありま
す︒

り﹂との言葉を唱したものです︒物の考え方も実に素直で

○一寸の光陰軽んずべからず︒要之︑努力︑努力あるの

○蝿れて後巳む︒

○鶏口となるとも牛後となる勿れ︒

○眼光紙背に徹する︒

あり︑人間に対する不信の念も無く︑吸取紙がインクを吸

承です︒弊衣破帽︑前進又前進であります︒﹁読書百篇︑

すなお

先ず小学校の頃︑年頭に当って﹁一年の計は元旦にあ

収するが如くに上長者の言はその侭肯定した時代でした︒

意自ら通ず﹂であり︑旧制高校時代︑コンサイスの英和辞

かる

私共が幼少の折には﹁末は博士か大臣か﹂という心構え

たを

がございましたが︑長ずるに及び︑それが如何に泡末の如

○鹿を逐う者は山を見ず︒

○虎穴に入らずんぱ虎児を得ず︒

こけつ

るに到る︒

三十代は気慨に充ち満ちて﹁唯我独尊的﹂の傾向を帯び

お

典を一頁から暗謂せんとした友ありき︒
いだ

きものかが分明︑﹁天は人の上に人を作らず﹂﹁名誉とは何

か﹂﹁栄爵とは絶対の価値か﹂等々の疑問を懐くに到るの
である︒﹁天爵・人爵﹂の言あり︒

されど十代では将来に光を求めて気負いに満ちたる格言
に飛びつくものであります︒
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に

Ｏ巧言令色鮮し仁︒

○能ある膳は爪を隠す︒

すくなじん

○灯台下暗し︒

もと

○縁なき衆生は度し難し︒

○陰徳あれば陽報あり︒

○勝って兜の緒を締めよ︒
きゅうじんいつきか
○九例の功を一管に暦く︒

六十代︑やや先が見えて来る︒

○良薬は口に苦し︒

自己反省よりは積極的・攻撃的精神を以て事に当る傾向

○日暮れて途遠し︒

象ち

○百聞一見に如かず︒

四十代にしては︑やや分別臭くなる︒

あり ︒

○清濁併せ呑む︒

○学びて思わざれぱ則ち間し︒
ふるたずね︒
○故きを温れて新らしきを知る︒

くら

○三人寄れば文殊の知慧︒

○木に縁って魚を求める︒

○種花一朝の夢︒
したけい
○桃李物言わざれども下自ら腰を成す︒

○昔取った杵柄︒

七十代は回顧的となる︒

もんじゆ

○弘法にも筆の誤り︒

段を心情が落ついて来るものである︒成る様にしか成ら

よ

○立つ鳥後を濁さず︒

○武士は食わねど高揚子︒

○人事を尽して天命を待つ︒

ぬ︒長い航海から帰って︑港に入る気持ちである︒

○段鑑遠からず︒

○禍福は糾える細の如し︒

きんかいつちよう

○袖摺り合うも他生の縁︒

八十代︑焦っても致し方なしと覚る︒
むらくも

あざな

きねづか

何事も自分の計画通りには事は運ばないと云うことです︒

○光陰矢の如し︒

○黄梁一炊の夢︒

こうりょういつすい

○月に叢雲花に風︒

五十代に至ればやや悟る

○衣食足りて礼節を知る︒

世の中は妥協の精神が必要と謂うことを知るに至る︒
○人間万事塞翁が馬︒

○枯木も山の賑い︒

ろう

とうろう

○嬉卿の斧︒

○棺を蓋うて事定まる︒

おお

○賎を得て局を望む︒
な

○泥棒を見て縄を約う︒
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九十代︑百代ともなれば実に仙境に遊ぶ心境となりまし
下一等畠ノ○

舷に戦国時代の三英雄の心中を推測するのも亦一興でご
ざいましょう︒

す︒ひたすらに登りつめた位人臣を極めたる彼にしてこの

︑︑︑︑

如ぎを悟り︑﹁浪華のことは夢の又夢﹂と語ったとありま

っても良しやと感ぜられるのであります︒

言あり︒一体和尚や西行法師の生き方もまた衆人の範であ

家康の言に﹁人の一生は重荷を背負うて遠き途を行くが

︑︑︑︑︑まぼろし

如し﹂﹁急ぐべからず︑焦るべからず﹂とあります︒運・

げてん

﹁人間五十年︑下天のうちをくらぶれぱ夢幻の如くなり︒

鈍・根の中﹁根﹂こそが指針であり︑導きであるのではあ

ひとたび

一度生を得て︑減せぬもののあるべきか﹂と舞い乍ら喝破
ざが

し︑桶狭間に今川義元を討つべく出陣したことは有名なる

るまいかと思惟する昨今でございます︒

︵本会評議員・ＮＨＫ旧友会員︶

お話︒信長は行住坐臥︑人生必滅との哲学を身につけて進
まぎわ

秀吉はその臨終間際に至って︑栄枯盛衰︑春の夜の夢の

白鳥

皆顔見知り︒ガイドは現地在住日本人女性︒

｜︑スイス見たまま

アルプスの素晴しい景色︵一︶
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退・処世の鉄則とした訳であると云えましょう︒

西欧感じたまま

六月下旬︑十日間のヨーロッパ旅行をしました︒この旅

行は︑スイス六日オーストリア三日の二か国だけの小旅行
でしたが︑日数の割にはゆとりある日程で︑参加者は婦人が

多く︑話題も家庭の事に迄及んだ事等が数多くありました︒
︵注︶一行十八名中女性十四名︑趣味のグループで女性は

正

ホテルの前から出るリフトにのる︒ゴンドラ六人乗り二

眺めも美しいもので︑牧草地︑森︑牛の群等のどかな風景

メンヒ︵四○九九︶の嶺を眺めながらのハイキングも素晴し

クライネシャデック迄約一時間半︑アイガー︵三九七○︶︑

でした︒︵以下︑︵︶内の数字は標高︶

ルスト標高一二七一米︒地上とは気温矛Ｃの差︒このレス

いコースでした︒途中岐れ道は標識が実に明瞭に整備され︑

曲折︑約三十分の長丁場︒ヨーロッパ最長の由︑終点フィ
トランの展望には息をのゑました︒ベルンァルプスの最も

保守ぶりに安心と信頼を感じました︒途中三︑四箇所雪解

ヨーロッパの尾根からは好天にはフランスからドイツ迄見

しさは筆舌につくし難く︑他の旅行記に譲るとして︑この

の一面を感じました︒三巨連峰の銀雪に輝く景観のすばら

どれをとってもスイスの観光に対する恐ろしいまでの熱意

けたこと︑地下終点駅に氷河を掘って作られた氷の宮殿に︑

執念ともいえる開通迄の苦心もさる事ながら︑地下二駅設

日本人と外国人と半を位でした︒荒削りのトンネルの由来︑

た︒登山電車は予約客に応じて適宜増結運行していました︒

プスを愛した作家新田二郎の記念碑もあり一同回向しまし

八︶に並ぶ三峰を望むにふさわしい狭い平地でした︒アル

の往来が多いが︑きれいに保たれ︑ユングフラウ︵四一五

クライネシャデック︵二○六己は登山電車の分岐点︒人

大違いと思いました︒

アか本職かわかりませんが︑この種の層の厚さは日本とは

い補修に︑感謝の声をかけて通り過ぎました︒ボランティ

ーザーを使って三人の青年が道直しをしていました︒手早

けの為滑り易く危いと思える所がありました︒簡易ブルト

ホルン等の山の名をテラスの展示盤で子供のように覚えま
した︒峯とい
わず︑グリン
デルワルドの

盆地を眺めお
ろす景色とい
わず︑カメラ

グルンド駅

に収めました︒

に︑広い駐車

傍の狭い谷間

容︶があり︑

場︵三千台収
観光の為の施
ここからメン

策と見ました︒

ー・フ︑ウェイの

リ〆ツヘンのロ
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雄大な景色が・ハノラマの様に拡がり︑アイガー︑マッター

ユングフラウの峰を背にして

碧空を仰ぐとヘリがとんでいる︒ガイドの説明では︑山頂

っている男︑ミニスカートでふるえながらの女性が気の毒︒

が精いっぱい︒日本から軽い装備で来たツァーの革靴で滑

えるというが︑私達は足許に用心して周囲の嶺を眺めるの

人の為にケーブルカーを運行︒無事見学も終り︑午後の予

に懇請して休憩を後に延ばしてもらい︑私共一行その他数

間無為に過したら見学は大狂いになる︒社長は︑先方駅長

くに到着しました︒︵正午

尋ハッハの滝を見に行った時︑ケーブルカー始発駅に正午近

チーズを数個求めました︵秤量も正しく︶︒次のライヒェン

一時間休憩のきまり︶ここで一時

駅の水洗トイレが一ぱいになるとヘリでその汚水を放流可

実な家庭の主婦数名で︑大筋はガイドが︑その他はお互身

地元婦人との交歓も二度程あり︑観光局長夫人その他堅

定も万事上手く進ゑました︒

く頭が下がるばかり︒これでこそアルプスを財産として年

客の安全・環境の維持につとめている︑管理の姿勢には全

りはあり︑愛想よく歓談し︑記念の品を交換したり︑和や

ぶり手ぶりで話し合いました︒服装は地味で︑女らしい飾

こと観光に関しては︑実に細まやかな注意を払って観光

能の地点迄運搬するという︒

入りました︒

間を通じ世界の観光客を迎えるスイス国民の気構かと感じ

一の二少年がアコーデオンを演奏し︑夕食事には民族衣裳

かなものでした︒二回共︑先生について練習中の中三︑中

五泊したグリンデルワルトは︑長野県安曇村と姉妹村と

ニーと合った美声をきかせ︑いい雰囲気でした︒子供達の

を着た少年の親と双子の姉妹がヨーデルを唄い︑ハーモ

素朴な民情︑頑丈な心身︑頼母しい仕事振り
して毎年中学生をホームステイで受入れている人口三五○

分の食糧や薪︵停電に備えて非常備蓄︶をもっていると平然

主婦達の話題も手芸・家庭の事でしたが︑各家毎に一年

です︒

学時代から子供は進む方向をきめ︑専門教育をうけるそう

いました︒この村では大学に進む者は一人位しかなく︑中

になり︑父の業︵リフト操作技師︶をつぐと胸はって答えて

考え方も堅実そのもので︑将来工科系の教育をうけ技術者

○人程の静かな所︒直接間接に地元の人を観察する機会が

ありました︒観光バスの運転手は︑五人共坐席が小さく見
える程の大男︒熟練の技侭︵ガイドが説明︶スポーツマン︵そ
の一例︒チューリッヒ空港から発車間際四人の屈強青年が同乗︒
運転手の友人サッカー選手とのこと︒車の後方に乗込む︶︒三日目

て︑実に堂に入った案内︒助言も積極的でした︒牧草地の

と答え︑各家には必ずシェルターを作り︑現在は物置や洗

は︑何とバス会社の社長︵六八歳の好紳士︶が自分で運転し

に立寄り︵その家の一棟は三百年前の建物︶︑私共は全員その

道走行中昔の製法で作っているチーズ作りの農家の山小屋
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濯干場にしているとの話にも一同感嘆しました︒
のを見る︒道路の補修工事従事の若者︑マウンテンバイク

りした地積に六○戸の昔の農家︑鍛治屋︑薬屋を移築し︑

つ農業野外展示場は五○ヘクタール︵約五○町歩︶のゆった

博物館も一町一館という程各地にありましたが︑その一

をもっているのだと気付きました︒

で坂道を上る何組かの親子︑手堅い仕事ぶりとよく働き︑

牧草刈取の時期の様で︑時折鎌で刈取り︑乾燥している

よくスポーツを楽しむ姿は至る所で見かけました︒

きを知る︒狭い平地を占有して後世に伝えるこの心意気︒

周辺に池あり畑ありで︑若者が手にふれて過去の先祖の働

には糧食薪材を収容︑窓はすべて花を飾るという一定の基

のほか家具内装︑電車の座席迄至る所に活用︑ベルンの市

森林国というだけに材木の利用が盛んで︑木造住宅奨励

ものという凝り様でした︒

そういえば︑各地で喰くるパンも︑これがわが店の独特の

伝統の尊重︑町村に独自の個性︑森林愛護
家の建て方は︑主として︑農村の民家は地下室を備えた

準に従って堅牢︵柱も一段と太い︶に建ててありました︒わ

れた木枠の中の食卓についた時は驚きました︒林業の保護

内食堂で外装不変で一階すべて柱が四寸角の太材で補強さ

二階建で屋根は茶色︑出窓の扉は赤︑地下室のシェルター

坪位あるように見え︑狭い国士といいながらゆったりした

と伝統尊重の協調の姿でしょうか︒

が国の民家と違い一家毎に敷地は二○○坪平均で︑三○○
配置に見えました︒

山国であるのにハイウェーが発達して高架道もありまし

安全と道路と動物思いやり

たが巧く調整された観光ルートとなっていました︒山中の

一方ベルン市では︑旧市街は昔の家並を保持して壮重頑

丈︑中世が目の前に建っている感じ︒室内は模様替しても

狭い道路も退避所あり︑互譲のマナーがよく︑信号も少い

の保有者は年初約二四○○円の料金を納めれば自由通行で

のですが︑料金所は全くなく渋滞を感じませんでした︒車

石造り︑広くない舗道は石畳をその儀︑路上を電車が悠然
と走っている︒見上げると四六○年前の時計が動いている︒

外見は変えてはならない規制があるらしい︒この旧市街は

頑固実直の模範外国傭兵のもともとここ出身の人とききま

とれており︑支障ないと見受けました︒道路際はすべて簡

単な木柵をつくり︑放牧された牛が路上に出ないよう︑林

きるので︑よい制度と感心︒駐車場も車保有とバランスが

縁の木の幹に反射ベルトを捲いた標識が屡を見えましたが︑

ことと忠実性とは共通する所があるのでしょうか︒

国旗と州旗は︑官公庁といわずホテル︑商店︑至る所で

す︒至る所で古めかしさの尊重を感じました︒伝統を尊ぶ

見かけ︑この国の人は旗が好きで︑自分の州に大きな誇り
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その他もろもろ

家畜やカモシカの近接を警戒させる愛護ときき納得しまし
た︒

毎食の食物もおいしく喰くましたが︑三日目の登山昼食

一の貧困国・絶壁によって孤立させられ﹁岩や氷は食えね

え﹂と古老が嘆息した飢えの国が︑何故今日世界を動かす

金融銀行の国︑国民所得が世界第一位になったのか︑とい

に送金し︑全国民の進取性︑順応性︑堅実性︑不毛の地と

国外に市場のすべてを求め︑傭兵により信用を稼ぎ︑故国

喰えない岩︑氷河等を逆手にとって︑彼等は生きる為に

う数行でした︒

目のウィーンでの和食・中華料理︵台湾人が経営︑女社長日

時幕内弁当︵他のツァーの人達は箸付の弁当に驚く︶︑七︑八日

本統治礼讃に又嬉しさも増す︶は懐しさと安心で美味そのも

戦う堅忍性︑粗食欠乏に馴れ切った生活態度︑危険を恐れ

工業も盛んにし︑政治的︑社会的︑安定繁栄をもたらした

のでした︒外地できく日本車の評判のよいのにもうれしく

のではあるまいか︒私が今迄見て感心したスイス所見断片

ぬ胆力それらが混然となって︑時計薬品を始めとする家内

保険・金融については︑断然世界の定評のある所︑ガイ

もその辺に根本があったのではないか︒これは犬養道子著

なりました︒︵故障が少いと︶

たが︑日本の将来もこの傾向が強まるものでしょうか︒

ーロッパの都たるにふさわしい威容ある市街のたたずまい

だとありましたが︑由緒ある建物が至る所にあり︑正にヨ

壮麗な建物の点在︒旅行案内には建築を学ぶ者には宝庫

侭に並記します︒

ほんの一部しか見ないので所感は上滑りですが︑思い出す

は歴史と芸術の勉強をさせられました︒三日の短期間で︑

風光のスイスに酔いながらウィーンに来て︑思わず今度

二︑オーストリア感じたまま

あります︒

の﹃私のスイス﹄を読承︑諮然として思い到ったところで

ドの生活費の中に生命損保等掛金の割合が高いとありまし
帰りの土産と思い︑ベルンや地元の店に立寄りました︒
伝統の時計や小刀その他木工品家内工業の︵広い場所とらぬ

生産様式︶店を見て数点求めましたが︑よく考えますと︑

彼等の密度の高い製品をつくった技侭は︑薬品工業︑高度
一断面をのぞきました︒

の精密兵器工業迄発展しているようで︑スイスの高収入の
スイスを離れて思う

観光の国︑中立の国︑景色の宝庫︑スイスと︑唯心奪わ
アルバム整理の合間に何気なくスイスの本をめくったとこ

れる旅行を終り︑国民が自然を愛する情熱を讃美した私が︑

ろ︑ある一頁に目が釘づけになりました︒それは︑元欧州
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を見せてくれました︒それにドナウ河を挟承︑中世のバロ
ック建築と︑戦後の近代建築地区と明確に区分されている

の保存の努力は見上げたものと思いました︒

森の都ウィーンの言葉通り︑国民公園︑市立公園︑王宮

それに街路に面したカフエテラスで市民が憩い語り︑生活

ウィーンの森と緑の管理は並をならぬ熱意が見られました︒

庭園︑街路樹︑運河沿いの植樹等市内の緑地のほか︑郊外

ハプスプルグ王朝シェンブルン宮殿の数世紀に亘る増改

事も興味深く感じました︒

築︑華美を極める宮廷の生活︑室数一四四○にとりまく宮

を楽しんでいる雰囲気はいいものでした︒

問が先行する︒その他教会が幾つもあり︑宗教画︑説教机

て六︑七○○年も昔にこの塔を建てたかと建築の素人は疑

聖シュテファン大寺院一三七米の尖塔を見て︑どうやっ

廷画家の作品の数を︵その厚い庇護は芸術を擁護したが︶一族

を女王好みの黄色一色で仕上げさせ︑人呼んでマリャテレ

︵精巧なモザイク︶︑仰ぐステンドグラスの色彩の配合︑いずれ

の外国王家との婚姻による勢威の拡大︑広壮な宮殿すべて
ジァイエローという言葉迄出る程で︑威容的君臨の一端が

をゑても寺院建築の立派︑信徒の信仰の強さを感じました︒

ショーウィンドウの至る所に立派な装飾品があり︑精巧

うかがえる︒これに比べてわが皇室の如何に質素かに思い
美術史館を始め各種の博物館や国立オペラ座︑楽友協会︑

がめぐりました︒

なゴプラン織︑見事な刺繍品︑これら高級手芸品も王朝に

ウィーンはヨーロッパの心臓部︑常に周辺諸国から民族

高価に買上げて貰う為に発展したものではないでしょうか︒

的︑政治的︑社会的な潮流がぶつかりあって今日の繁華を

を見ただけで終ったものが大部分でした︒美術史館は欧州
屈指のもの︑ルネッサンス画家作品の収納は世界随一とか︒

ブルク劇場等古来から有名な格式のある建物が多く︑外見

芸術堪能と建物眺めで三日間慌しく過しました︒城門の頑

固な自治精神をもっているのに対し︑すべての好条件に芸

も喰えない中であの様に発展し︑他民族を寄せつけない堅

術を謡歌したこの国が文化的色彩は断然世界の優位にある

造り上げたのでしょう︒資源に恵まれないスイスが岩も氷

市電ルートとした事は実に賢明な策と思いました︒総じて

とは申せ︑昔はよかったと栄光を回顧しているという感じ

丈さ一つ見ても︑誰に対しこの堅固な積上げをしたのかと

道路︵地下鉄含む︶の整備︑公共の財産保守は立派なもの︑

威圧をうけました︒城壁は約一五○年前にすべて取壊され︑

正に百年の長があると感心しました︒大戦には米軍爆撃を

︵本会嘱託︶

を私は独り胸の中にもちました︒

旧市内は少くとも百年前の建物街並の儲に復興させ︑歴史

受け︑今なお建物の一部に弾痕を残した壁もありましたが︑
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える国際連合の安全保障理事会常任

もある︒それは同じく五○周年を迎

ろう︒そんななかで︑誇らしい動き

本も幾つか肩身の狭い思いをするだ

国敗戦国それぞれが行事を組む︒日

今年は終戦五○年とあって︑先勝

には一五・六％五を負担することに

いで第二位の一二・四五％・二年後

増え︑現在︑アメリカの二五％に次

金は経済の発展とともに割り当てが

かった︒ところが︑日本の国連分担

完全に平等の存在というわけではな

常任理事国入りに賛成︑一︑両年内

にアメリカ初め主要国が日独両国の

除も委員会で合意されている︒すで

にはいかなくなった︒敵国条項の削

派の日独両国を蚊帳の外に置くわけ

く戦勝国としての遺産が消滅︑実力

の五カ国︒終戦五○年にしてようや

もこ年後九・○六％の分担を行う︒

行動しているのに︑日本だけが国連

国が︑国連をどう利用するか考えて

だからだ︒それより︑すべての加盟

ないは日本自身で決めれば良いこと

杷憂に過ぎない︒軍事貢献する︑し

というのがその理由である︒それは

軍事貢献を強いられる恐れがある︑

りにはあまり気が進まないようだ︒

ところが村山政権は常任理事国入

に常任理事国入りは実現できよう︒

なっている︒ドイツは三位で︑これ

になってきたことだ︒

理事国に日本とドイツの加盟が濃厚
日本がまだ戦っていた昭和二十年

ちな桑に九七年の分担金はロシアが

を崇高な機関ででもあるかのように

錯覚している点が問題である︒国連

からの要請︑といつたふうに︑受け

身の発想で国連を見ている点が気に

かかるところだ︒
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六月︑米サンフランシスコで開かれ
た連合国会議で国連憲章が調印され

ンドの七カ国が対象となっている︒

四・二七％︑中国に至っては○・七

が安保理常任理事国で︑第二次世界

英 武
津

た︒憲章のなかに敵国条項が明記さ
れており︑連合国が戦った相手︑日
本︑ドイツ︑イタリア︑ルーマニア︑

敵国条項では︑これら敵国が再び侵

四％に過ぎないＯ

ブルガリア︑ハンガリー︑フィンラ

略行為を行った場合︑安保理事会の

日本は五六年︑八十番目に加盟を

大戦の主要戦勝国だった米英仏露中

国連で最高の権力を握っているの

果たした︒しかし︑旧敵国として︑

認められている︒

許可なしに敵国に対する武力行使が

国連安保理常任理事国の道

五治療の主導権

次予防であります︒

危険因子を生じないための手段を

成人病の治療は三度の食生活や運

三成人病の一次予防
成人病の一次予防といいます︒すな

動を含めた生活習慣の変更が必要と

今回は丁度六十回目の節目にあた
のが﹁成人病と老人病﹂という題で

ります︒十年前に最初に取り上げた

により高コレステロール血症を︑低

わち減塩により高血圧を︑低脂肪食

なるので︑その主体は医師の投薬で

ケア︶であります︒

はなく︑皆さんの意志の力︵セルフ

カロリーにより肥満︑糖尿病を予防

をしましょう︒

杉浦昌也

すが︑最近の考え方を中心にお話し

一成人病とは
六十五歳以上の老年期に発病する
とが多く︑老年期に診断しても手遅

その為には次の各項目の正常値を

六セルフケアの方法

の数値を手帳に控えて︑比較して関

記載しましたが︑先ず皆さんは自分
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老人病は実は四十歳位から始まるこ
れのことが多いので︑中年の間に早
期診断︑早期治療しようとの趣旨で
死因の上位を占めるがん︑心臓病︑

×0．9±10％

思います︒

体重（身長‑100）

心を持つことから始めるのが良いと

血糖110以下

あります︒成人病としてはわが国の

します︒

四成人病の二次予防

150以下

脳卒中︑糖尿病などが含まれます︒

二成人病の危険因子

不幸にして危険因子を生じた場合

成人病を生じやすい要因を危険因
子︵リスクファクター︶といいます︒

にも︑上述の予防に治療を加えて危

トリグリセライド

$唾

例えば高血圧高コレステロール血症︑

220以下

綴

糖尿病︑肥満︑喫煙などであります︒

コレステロール

成人病予防とセルフケア

険因子を安全圏内に維持するのが二

血圧140/90以下

縦霧蝉

肥禁索日評
愛応四年二月一日より輩四円

一慶応四年には閏月の四月があったが︑今回はその閏月ま

醐鍋吉

堅﹈士

の戦争がしばしば発生し勝敗は一定していない︒大勢は官

明治が近くなったため︑幕府方を意味する官軍と東征軍と

すなわち︑二月︑三月︑四月︑閏四月の四カ月分だが︑

謀って︑岩倉・中御門の二家に歎願して︑堀田家の朝廷に

許されなかった︒そのため佐治・倉次の二大夫は泊翁にも

総督府の詰責を受け︑入京しても謹慎を命ぜられ︑外出を

旅宿としたが︑この上京は大に時期が遅れたため駿府で大

三月廿九日︑本藩主堀田正倫が着京して妙心寺大法院を

治両大夫と連絡を取り合っている様子がうかがわれる︒

軍方に不利に推移する︒

いきさつは﹃往事録﹄にくわしいが︑本日記にも刻明に描

対し忠誠にして他意のない旨を弁じようとした︒その間の

で含めた四カ月分を収める︒

手たとえば︑四月廿八日の記事によれば︑四月十六日︑十

負式即死の者も有之様子︒乱妨人壱人自殺︑警固の者も

﹁今日英人参朝の途中於四条通乱妨人有之︑英人六人手

二一月晦日の項に

﹁今日英人︑蘭人着京︒明日仏人入京の由﹂

とあるのに始まり︑二月廿八日の項には

﹁異国公使参朝の義被仰出有之﹂：

なおや本回の日記で目新しいのは︑二月十八日の項に

写されている︒

七日︑十八日︑野州小山辺で合戦があり︑官軍が敗北した
との報があった・

同廿二日には会津兵が杉戸辺で津兵と戦ったが︑このと
きは津兵敗北の由が伝わっている︒

閏月十三日の記によれば︑当月三日︑四日の両日下総船
橋辺で合戦があり︑官軍が薩︑津が彦︑大村四藩と戦って
そのような状況下で泊翁の属する佐倉本藩と佐野支藩の︑

敗北したという風聞があった︒

立場は至って微妙で︑重臣であった泊翁は頻繁に倉次・佐
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手負有之候由﹂

など異国人関係の記事がしばしば出てくるようになる点で︑

鎖国をかたくなに守っていた幕末日本にも世界の波が激し
く押しよせて来た混乱が示されている︒

慶応四年
二月朔日雨
二月二日晴
一︑江戸同役え正六御用状相認並家書共飛脚屋え差出︒

一︑今朝又々参与役所え罷出︑前同断一条及談判︒

二月三日晴
一︑今上︑今日太政官代二条御城え御親臨有之候︒
二相成候段御書付差出︒

一︑東征の軍を差向候二付大軍議有之候二付将軍宮御帰洛

二月四日陰

二月七日朝晴午後飛雨頻

賀守出会︒

下候二付︑御暇被仰出次第明朝御宿所より御出立の由︒

一︑北条様御旅宿え罷出候処︑此度河州天領御取締被仰付

したため

二月八日晴時々雨

一︑江戸同役え御用状認正六二て差出ス︒

二月九日薄晴

一︑御親征当月下旬え被仰出有之︒

二月十日雨

一︑御足軽仲七︑孫七江戸より着︑廉八郎召連上京︒

京都繰出の由︒

一︑関東征伐先鋒十七藩え被仰付侯︒明日より十七日迄二

二月十一日風時々飛雪
一︑五時過出宅︒

准后様御殿え罷出同断︒恐悦御使者相勤︑帰掛弁事伝達

出相勤︒夫より

つとむ

御元服二付御献上の御太刀︑馬代︑御使者御奏者所え罷

所え罷出︑御献上無滞相済候段相届候︒着服礎斗目︑半

一︑太政官え諸藩重臣御呼出二付罷出候処︑関東御親征の
義被仰出有之候︒

袴︒

一︑秋元彦八︑此程より不快二付︑内願の通帰郷相許し︑

二月十三日陰

一︑諸藩え貢士の義被仰出候︒

二月十二日陰時々雨

二月五日雨
一︑殿様御病気二付御上京御延引︑重臣御名代の御届参与

二月六日微雨

御役所え差出ス︒

一︑天気御伺御使者参与御役所え相勤︑着服爽斗目半袴︒

一︑金穀御役所え罷出︑御献米御願書持参︑御取次沢村加
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＊

孫七同道二て今朝堅田え出立︒右二付江戸同役え御用状︑
佐倉両大夫え書状井家書相托ス︒

一︑奥村弘哉初て入来︑戸塚奥方の栖遅所申聞候︒右二付
＊遊息の所

同人え相談の上︑今夕当屋え迎取の積︒

村井円三郎上京︒

一︑夜中戸塚奥方の客秀益等来宿︑明後朝堅田え差送の積︒

二月十四日晴風
二月十五日陰
一︑戸塚奥方今日堅田え差送ル︒

一︑今日東征大総督有栖川宮京師御出立︑大津御止宿︒

二月廿一日晴

一︑今日本藩御用人井口宗兵衛着京の由︑大千即申聞候︒

一︑井口宗兵衛来ル︒江戸の模様承候︒

二月廿二日陰夕冠雨
一︑三篠通堀川え転寓︒

二月廿三日晴

一︑出水通智恵光院井口宗兵衛旅宿ヲ訪・

二月廿四日晴

一︑江戸同役井家書共堅田より着︒

二月廿六日雨

一︑本藩御年寄倉次甚太夫︑殿御留守居依田七郎今日着京︒

二月廿八日雨

一︑御親征行幸︑来月五日御治定の旨被仰出候︒

一︑今日英人参朝の途中於四篠通乱妨人有之︑英人六人手

一︑江戸同役︑本藩御年寄え書状差出ス︒

二月十六日薄晴
二月十七日雨夕刻雨看
二月十八日薄晴

三月二日晴風

一︑去月十六日の家書着︑六薮砲一挺来ル︒

一︑午後出水え罷越︑夜二入帰宅︒

一︑依田七郎︑来明日の義及相談︒

三月朔日晴

手負有之候由︒

負︒即死の者も有之様子︒乱妨人壱人自殺︑警固の者も

二月晦日晴風

一︑今日英人︑蘭人着京︒明日仏人入京の由︒

一︑異国公使参朝の義被仰出有之︒
役えも書状差出し候︒

一︑本藩江戸御年寄両人え仕立飛脚正六日限見立て南町同

二月十九日快晴
宮参詣︑夕魁帰宿︒

一︑昼後より円三郎同道二て今宮大徳寺辺散歩︑北野天満

二月二十日薄晴夜雨

一︑今夕又三郎上京︑廉八郎よりの書面弐通差出し候︒
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一︑今朝佐倉？小田原︑上田三藩の御重臣同道二て太政官
役東園中将殿御落手二相成候段︑官掌中川大炊申聞候︒

︽え罷出へ東北諸侯四十三藩の御歎願書差出し候ｐ解事御

・八時前帰宅︒；

三月三日陰午後雨
一︑今日英国公使来朝︒

一候○

青御親征行幸御延引︑御日限︿追て被仰出の旨御達有之

三月四日薄陰

一︑倉次大夫入来︒：！
一︑健次郎１円三郎交代︒

三月五日雨晴
三月六日晴
言江戸同役御用状着︒

⁝； 諺

一七日頃江戸御発駕二て御上京の由︒

罷越︒

︑昼後北篠侯御旅宿え罷出候処御留守二付帰宅の処倉次

一︑今日三月節︒

三月十二日晴

︑夜中帰宅︑過日御歎訴一篠の内話也︒

大夫より急用有之趣申来候二付夕弧より出水同人旅宿二

三月十一日晴

SIわ七

匡報

一

三月七日陰時ミ飛雪寒
一︑江戸同役え御用状︑平野大夫え書状井家書差出ス︒

三月九日晴
一︑天子︑大政官代え御親臨有之︒
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一

一

三月八日晴寒

一︑江戸平野大夫︑佐治大夫よりの書状着︑本藩君侯六日

一︑午後本藩旅宿二罷越︒

一︑福島侯重臣渋川教之助入来︒

‐

一

一

新町旅宿え会合︑小田原以下四藩の御重臣︑総督御陣え

一︑昨日の一傑二付兼て御連名の諸藩の御重臣︑御留守居︑
為歎訴罷越候旨及決着︒

三月十三日晴夕弧過雨
一︑右二付早昼二て三篠堀川旅宿出立︑白川越いたし︑夕

三月十四日晴

弧竪田え着︒

ただちに

一︑今朝東下可致積の処︑朝七時半頃依田七郎より飛脚着
ただちに

一先上京可致旨申来ル︒右二付船二て直上京︑七時頃着

三月十五日晴風

京︒直出水え罷越︑品々及内談︒
一︑今朝又々出水え罷越︑八時頃帰宅︒

一︑昨日より風邪の処︑少し不出来二付半臥︒

三月十六日晴
一︑石束得三郎入来︒歎訴の一篠内々相頼︒

一︑江戸同役︑去月廿六日︑当月六日︑九日の書状井家書︑
戸塚よりの書状共一同到着︒

三月十七日晴
一︑奥村弘哉入来︒

三一月十八日朝晴午後雨
一︑一昨夜御達の義二付舘林侯旅宿迄健次郎差遣ス︒両度
共留守二て不致面会︒

言江戸同役え御用状相認差出し候・

三月十九日晴

一︑午後結髪後出水え罷越候処︑大夫御留守居共外出不在︒

三月廿日朝薄晴午後雨

一︑昨夕木村廉八郎上京︒

一︑御本陣の義二付廉八郎召連出水え罷越︑夕刻帰宅︒

三月廿一日晴
一︑今日四時頃

御出萱無御滞相済︒

天皇大阪え行幸

出水え罷越︒大和や新兵衛案内二て清蓮寺︑両蓮寺の二

一︑早昼二て廉八郎召連太十郎方え罷越︑太十郎同道二て

三月廿二日陰夜雨

寺見分相済︑それより二繰通嵐山一見︑七時前帰寓︒

一︑倉次大夫入来︒
一︑江戸同役十六日付御用状着︑直同役え御用相認飛脚や
え差出し候・

三月廿三日雨
三月廿四日晴

言昼後より倉次大夫同道二て六波羅御屋敷城見分︑清水

寺智恩院等参詣︑夕魁帰︑四篠二て唐宋詩醇相調︒

三月廿五日晴

一︑本藩君侯御着京日限相分ル︒右二付昼後より出水え罷
越内談有之︒
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一︑天皇大坂え御着萱被為在候二付喪斗目半袴着禁中御
仮建井
大宮御所え為伺
天機罷出︒

三月廿六日晴
一︑午後出水え罷越︑昨日の一篠猶及相談︒

四月二日薄晴

内覧二入御加筆相願︒

四月三日晴

一︑摂侯御旅宿麟祥院え罷越︑八太桂三え面会︒

一︑佐治大夫旅宿え罷越︑歎訴下書持参︑倉次大夫来会︑

四月四日陰時々雨

中御門家えの贈物相談︑及取計︒

一︑荒井鉄之助入来︑午後依田七郎入来︑送状の義及相談︒

一︑今朝両大夫︑中御門家え拝謁︒

禁中御仮建井

四月五日陰時を雨

一︑江戸同役廿六日付書状着︒

三月廿七日薄陰時々雨
一︑去十八日立太后宣下被為済候二付為恐悦
大宮御所え罷出︒

会︑同道二て出水え罷越︒

罷越︑相済︑妙心寺え罷越候処︑途中二て倉次大夫え出

一︑昼後直右衛門召連御本陣御下宿御修復出来二付為見分

四月八日晴
四月九日晴

一︑午後出水え罷越御用談︑夕弧帰︒

四月七日雨

一︑中御門家え再度の贈物石束え相頼︒

四月六日陰時々雨

一︑江戸同役え御用状相認︑飛脚え差出︒

今日長量平︑長谷川千例東下︒

一︑昼前より出水え罷超︑倉次大夫同道二て妙心寺え罷越︒

一︑中村直衛門上京︒

三月廿八日薄晴
一︑朝出水え罷越︒

三月廿九日朝雨午後少晴
一︑本藩君侯八時過無滞御京着︑御旅宿妙心寺中大法院︒

三月晦日快晴
一︑朝より佐治大夫旅宿え罷出︑品々及御用談︒倉次大夫
不許一見︒

来会︑帰掛等持院え立寄候処岡藩下陣二相成︑且修復中

到来︒

一︑八太桂三来訪の処︑留守二て不会面︒二月三日付家書

四月朔日晴
一︑本藩御重役歎願書下書石束得二郎二頼︑中御門卿ノ御
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四月十日晴
一︑治部大夫より呼参候二付︑昼後妙心寺え罷越︑夕刺帰︒

四月十一日雨
四月十二日薄晴

四月十三日晴

一︑昨日直衛門帰郷︒

四月十八日晴

四月十九日晴熱

﹃江戸同役十二日付書状着︒

一︑山城屋勘介初て来︑西洋歴史翻訳相願度段申出候冒

言佐治代次郎入来︑長量平よりの書状一見○

四月廿日晴熱

一︑午後荒井鉄之助入来︑鹿肉持参︒

趣相談︑早速罷出相伺候様申聞候︒

一︑依田七郎入来︑石束得二郎相招︑長量平よりの書状の

一︑夜中得二郎来︑今日の模様相咽し候・

城︒

一︑江戸同役六日付御用状着︒去四日勅使江戸西丸え御入

徳川御家御処置の儀御仰渡有之候由申越被仰渡︒別紙二

四月廿一日晴夜雨

手加勢被仰付候由︒

四月廿二日雨

一︑神保良爾よりの書状到来︑菓子来ル︒

四月廿三日晴

一︑江戸同役十六日御用状着︒

一︑佐治大夫え書状差出し候︒長量平相招候処即弧入来︑
例の一篠内話候︒

一︑鏑木仙安入来︑仙安二月下旬東都出立︑雲州母里え罷

＊鎮撫使

於彼地御達書の写借来︒

一︑午後健次郎︑吹上侯御留守居方え造ス︒東山道鎮扶使

＊

一︑会藩人数越後え出張︑右二付加州・土州の両藩より討

認候︒

一︑昼後より郡上御本陣え罷越︑今井謬吉え面会︒
し候︒

一︑当夜戊弧江戸同役え御用状相認︑四日限仕立飛脚差出

四月十四日晴
一︑昼より佐治︑倉次両大夫同道二て東旧院御園場一見︑
夫より東福寺大俳参詣︑夕勉帰宅︒

四月十五日晴
一︑午後より妙心寺え罷越︑夕刺帰︒

四月十六日快晴
二付即弧出水え書状差遣候返事参︑石束え遣ス︒

一︑石束得二郎入来︑尾州家御歎願書差出候義申述候︒右

四月十七日晴
一︑倉次大夫早朝入来︒
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四月廿四日晴

一越︑帰掛の由︒

↑殿様御上京の義二付伺書差出ス︒

一︑今朝無事御役所え

四月廿五日晴
四月廿六日陰

閏月二日晴

一︑去月十九日会兵宇都宮城を攻む︒城兵城を自焼して退

戸

去すといふ︒

禦被命︒

一︑会兵信州路え入候風聞二付尾州侯其外信濃の諸侯右防

閏月三日薄晴

一︑飯村武兵衛昨日着京の趣二て午後入来︒

︐兵敗北の由︒

一︑壬生開城の由︑廿二日会兵杉戸辺二て津兵と戦ふ︒津

一︑今朝弁事御役所より御呼出二付健次郎罷出候処︑先日
の伺書え御付札済二相成︒右二付健次郎直支度為致堅田

七日

一︑徳川氏の事二付非常至仁の御処置被仰出候趣二て︑明

一︑八太桂三来︑江戸えの届物被相頼︒

言倉次大夫同道二て午後より妙心寺え罷越︑夕弧帰︒

︲閏月六日晴

一︑山城や勘介来︑寓国史略の草稿相託︒

開城の由︒局張大納言様︑東山道為追討御下向︒

一︑壬生︿去月廿二日落城︑信州飯山︑越後高田︑何れも

罷越君侯え拝謁︑午後帰宿︒

一︑明朝出立の積の処本藩御用有之候て御差留︑妙心寺え

閏月五日晴

罷越︒留守二て不逢︒

一︑午後より三篠え罷越︑夫より富小路通御池奥村弘哉え

閏月四日薄晴

え差遣候︒明朝愈々中山道東下の積○

四月廿七日雨
一︑夜亥弧過同役嶺荘蔵為交替到着︒

四月廿八日晴
一︑江戸同役廿一日付廿四日限仕立飛脚川支二て延着︑佐
小山辺二て合戦有之︑官軍敗北の趣申来ル︒

倉同役御用状も到来︑当月十六日︑十七日︑十八日野州

四月廿九日晴

一︑江戸同役え御用状相認飛脚屋え差出し候・
一︑今朝出水大和屋新兵衛方え引移︒

一︑午後妙心寺え罷越︑八太桂三︑稲葉侯御同役被仰付候
由二て大法院二て面会︒

閏四月朔日晴
一︑昼前倉次大夫同道二て妙心寺え罷越︒
一︑今井謬吉入来︒
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天子大坂え還幸の義被仰出︒

閏月七日晴
一︑朝より妙心寺え罷越︑帰掛龍安寺え立寄見物︒

一︑松代︑飯山の兵信州二於て作兵と戦ひ作兵敗走︑越後

閏月八日晴夜大雨

え引退候由︒

天皇従浪華遷御︒

一︑九時過

閏月九日雨
一︑又三郎来︑石塚よりの咽申通り候︒

閏月十日晴
一︑五時過出水出立︑堅田え罷越︒山科より小関越︑三井

寺観音前二て昼飯︑夫より大津川口二て乗船︑八半時過
堅田着︒

閏月十一日雨午後霧雨
一︑堅田郡奉行︑郡方等追々罷越種ミ御用向取斗有之︒

閏月十二日薄晴
一︑昨日同断︒

閏月十三日快晴
息︒八時頃出立︑夕七時頃京出水着︒

一︑朝五半時頃堅田出立︑九半時過大津着︒船御蔵二て休

彦︑大村四藩と斗敗北の由風聞有之候︒

一︑当月三日︑四日両日下総船橋辺合戦有之︑官軍薩︑津︑

閏月十四日陰

一︑朝又三郎来︑夫より倉次大夫同道二て妙心寺え罷越︑
昼時帰宅︒

一︑江戸開板中外新聞十一号迄初て一覧︒

一︑三篠大納言殿関東為鎮撫昨日浪華より大輪船二て御下︒

閏月十五日雨
一︑今日入梅︒

一︑朝大塚え罷越︑夫より三篠旧寓え立寄ｐ

閏月十六日晴

一︑午後倉大夫同道二て妙心寺え罷越︒

一︑午後仙安入来︑去月廿四日佐倉出立の阿州人二面会致

閏月十七日晴

候由︒

一︑朝荘蔵より江戸同役御用状相達ス︒閏月四日︑於佐野

表御武器不残御預出立且御謹慎被仰付候段申来ル︒右二

付午後三篠え罷越及相談︒

一︑夜中江戸同役十二日付別仕立書状着︒

閏月十八日雨

一︑昼前又三郎来︑岩倉家周旋の義申談︒

一︑午後妙心寺え罷越両大夫え面会︑佐野表の事情申述︒

閏月十九日薄晴

一︑午後より妙心寺え罷出両大夫え面会︑佐治大夫取扱二

一︑朝三像え罷越同役え面会︑種々申談︒
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て金五両被下候︒夫より両大夫同道二て御目通︑品々申

帰府も同様の事となし宮川侯御家来分二相成度義御同家

今日同人江州え帰国の処大津二て抑留せらる︒依て拙子
え相頼︒

上候︒相済於御小納戸御紋付御上下御椎ら被下候︒夕魁
代次郎来︒

閏月廿六日雨

一︑宮川侯二て御承知相成・

閏月廿日終日大雨
一︑明日出立の積二て朝三篠え罷越︑同役え品々申送り候・

一︑午後より妙心寺え罷越︒佐倉より去十九日付御用状到

閏月廿九日風雨

一︑江戸表より本藩御用状着︒

一︑太政官より御印鑑御召二付弥明廿九日出立の積︒

閏月廿八日雨

一︑路用三分の一金七雨試分本藩より頂戴︒

定︑先鯛の義御勝手二相願︒

付午後又々妙心寺え罷越︑本藩御家来二て通行の事御治

一︑宮川侯二て一旦御承知の処又々程能御断二相成︒右二

閏月廿七日雨

来︑彼地の模様委敷相分ル︒

一︑午後廉八郎堅田より来︒

一︑明朝出立先見合の事︑日限未定︒

閏月廿一日薄晴
一︑武兵衛︑廉八郎来︑又三郎又来︒

一︑今朝より風邪二て甚不快︒

閏月廿二日雨
一︑風邪二付平臥︒

一︑廉八郎帰国︒

一︑江戸同役え御用状相認飛脚屋え差出し候︒

閏月廿三日雨
一︑武兵衛来︑鉄之助又来︒

一︑朝六半時頃出水出立︑三篠堀川え立寄︑五時過出立︑

山科辺より風雨と相成・此処二て仙安と逢︑夫より同行︑

閏月廿四日晴
一︑又三郎来︒

︵本会理事・東京大学名誉教授︶

大津石場より乗船︑草津二て午飯︑薄暮石部駅着︑今日

申魁より横田川支の由︒

一︑岩倉卿︑中山大納言殿当職

閏月廿五日雨

御免︑以思召日々御前参謁被仰出候︒
一︑今日︿風邪漸快︒

一︑暁
暁木
木村
村健
健次
次郎
郎野
野州
州より帰ル︒彼地の模様委細承り候︒
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所沢斎藤知正

古川哲史編

うつ

︵救援三首︶

家にゐてみるテレビには寒き夜の露天に宿る難民うつる

人類の希望のごとく犬つれしレスキュー隊飛び来ぬまづスイス

命令を待たずに動くボランティア難民急場の救ひ手となる

地ふるひ裂けし中より涌き出でし菩薩ぞ憐は嘉したまへり

︵法華経従地涌出品︶

繁栄に承うしなはれし世のまこと蔵に目覚めぬ危難にあひて

より

つちよみ

急難のさ中に時を失ひしことなかりしや平和に馴れて

有田古田賓

陽だまりに老い二人坐し山茶花のはな数えおり孫の居ぬ午後

うつり香

静かなる大地の底に潜承たる限りもあらぬ荒ぶる力

母を知るものは遠住承知らぬ子等読経に聴き入る母五十回忌

利き腕を折りたる妻の点眼に手をかす吾を子等の見つむる

東西の寺から打ち出す鐘の音が朝日おるがむ老いを包めり

新しき腹掛けつけし六地蔵ほほえむごとし春寒の中

哀浪の九千余首の一首一首読承つぐ午後の日差しさやけし

幾重にも雲厚くして入り日見えずただ中空にうすき残照

遊び場のあらくさおおかた引き終えて腰延ばし見る空に雲なし

東京湾いま引潮がエル型の洲をしらとりの埋めつくす見ゆ

トランプの神経衰弱に四歳の孫に翻弄さるる老残

点々と桜の花弁浮かびいる水面に白鷺影うつしゆく

なすすべもなきままに見てゐたりけりおのれ罪あるもののごと

う

なにものか拾ふと見しがくやしげに投げうちにけり瓦喋の山に

︵一夜明けて三首︶

焼け跡に息つめて立つ人ありてたちまち吐きつ白き長き息

照明の消えたる都市の暗闇に大いなる火はひとり猛りぬ

くに

生き埋めの人残るまま燃ゆる火は謀反のごとき焔をあぐる

︵火災四首︶

人間の手をはなれたる時の間のほしいままなる火のさまを見つ

万物の主とおもへる人間を越えし力を現しくぞ見つ

ぬし

脚もとを顧承せよといふごとく大地震ひぬ年のはじめに

だいちふる

忘れたころ来るといはれし天災がまこと来りぬ思はぬときに

天災

諺

持ちし物なくて失すればそを持ちしわれも空しと嘆きゐるらし

(59）

弘道歌壇

白き空に技張りひろげしは桜らしその芽ひとつひとつに雨粒ひ

中庭は水たまりゐてなほ雨の承なわのしげくたちつづけをり
かる

札幌山下忠行

ブロックの鋪道のくぼ承につまずきし吾を起こせし人のうつり

藤沢絵鳩毅

後方に富士が見ゆとのアナウンスいま機は中空を北に向いぬ

鯉

香

挽歌

個灸の鯉区別つくがに思ほえて遊泳する群あかず見つめぬ

あや

茶毘に付す丘の炎の火溜りに消えつ織りつ舞ひし風花
黒︒ハンを枕にしたしと言ひし友夢を抱きつつシベリアに果つ

中国で殺めし捕虜の亡霊か行く手遮る大き夏雲

時たまに伝令のごと急ぎゆく大きな鯉に注目もしつ

哲史

死の淵にわれを追いやりしソ連邦わが生命より脆く滅びぬ

練馬古

神戸震災と寝たきり老人と

約束せし講演せまり病床に日食にたかまる圧すべなしや

（60）

冬波の荒ぶる海に立ち向かひ寮歌競ひし友逝きにけり
若き日のわれらが星のディートリッヒ語り合ひたる友も逝きた
り

東灘区住吉山手は震災の中心地と聞きただおろおろといつ

学問の道を寂しみ通ひたる﹁落第横丁﹂友また逝けり
停虜の夜々夢に訪れおはぎなど恵象給ひし母いまは亡し

いまここで肺炎起こさばイチコロとつぶやく男のなげきも聴き

電話線の復旧待ちて十日経つ雲煙標紗遠し神戸は
とわ

幽明を結ぶ調べや手鞠歌わが亡き姉の歌声ぞ澄む
花冷えに風音伝ふる夕まぐれさきごろ会ひし友の計を聞く

テレビ見ず新聞読まず二週間ねたきりでいて長し冬日は

阪神に大震災ありしその夜より突如襲いしからだの異変

連載をついにあきらむ六年余やすむことなく書きつづけしが

狛江村田俺

とし

医院にていただく薬五種を超ゆ何にぎくかの区別も知らに

骨折の手術受くべく入院す平成の初春ここに始まる

や象どこ

看護する妻も年齢老い時折りはカゼを引くなと声もかけつつ

自転車とともにころびて肘折りしわれの大事の何かはかなし

入院手術を前に

ぬ

葬儀など要らぬと言ひし友なれど供花に埋もれて永遠に微笑む

川

ながや

くろぐろとしたる数発永病めるわれにも春のくるきざしかや
永病みの癒ゆるしるしか町に出て呑みしコーヒー甘露の如し
感

井

器

つめている︒なんとも︑この上なくなごやかな情景ではあるま
いか︒

右の稿を綴ったあと︑校正の段階で﹁空き﹂が二十行分ぐら

いあるとわかったので︑取りあえず︑紀州新宮市で出ている文

の他﹂十首を転載して間に合わせることにする︒

芸誌﹃播祭﹄の最近号︵第姐号︶に出た編者の作﹁敬老の会そ

クスリにも赤にもならぬ挨拶がながながと続き余興に移る
０レヰつ呂了ど

た︒それで︑斎藤知正君の﹁天災十七首﹂は災害当時の状況を

よせ

敬老の会に招かれ素人のうたに耳寄す駄菓子つまみつつ

敬老の会につらなる悦びもあと幾回かと思いはかなし

出前寄席の名にふさわしき芸人の奇術の妙に拍手惜しまず

て肋骨にヒビが入ったのにはじまり︑そのため一時身体の自由

うつし身のふるさと破れ魂の故里勝ちぬ甲子園の夏

百年に一度の夏と記事にあり八十二翁のわれもうなずく

たましい

を失なった︒トイレにも立ちあがれなくなって困ったが︑この

広島は連勝巨人連敗しわずか三差で夏逝かんとす

り︑歯までガタガタになった︒しかも︑ほとんど同時に風邪で

オランダにいる思いにてシャワーの湯満封に浴ぶ仕事すまして

英辞書の．ヘージを千切り引きちぎり峠を越えし中学の頃

需烏に下界の菌がふえしというゴシップに似て笑えざる記事

作者の妻であるおばあさんの点眼に手をかす作者をかこんで見

上﹂に会ったことはない︒そのお孫さんたちが利き腕を折った

年︑五十回忌の読経を聞くお孫さんたちは︑むろん︑その﹁母

で︑読む者の心をなごませる︒母上は亡くなってすでに五十

天災や病気の歌と対照的に︑古田さんの世界は平和そのもの

た︒

のため歌稿の整理もままならず︑編集局に迷惑をかけてしまっ

のご厄介にもなったが︑さいわい︑現在は小康状態にある︒こ

商熱を発し︑肺炎の危険を医者はクチにした︒そのため急救車

が︑老骨のこととて余病が発生し︑目はかす染︑耳は遠くな

方は医師の手当てで大事には至らなくて済んだ︒

編者の健康というのは︑去年の年末電車のドアーにはさまれ

適確に写し出し︑とくに感銘が深かった︒

生じ︑二週間近くテレビや新聞のニュースと絶縁状態にあっ

た︒しかし︑それと時を合わせるように︑編者には健康異変が

神戸地方を中心とする大震災があり︑その惨状は言語に絶し

小

︵ｂ

引●Ｌ

︑Ｊ〆

／１︐

たていと

松魚編

船橋市河内朝生

師

百幹の杉それぞれの淑気かな

黒板のメモ一行り去年今年

くだ

俳人的！で感動︒

︵註︶﹁人間﹂の句の卒直・素直でズバリといふところが︑

︑人間といふ愚かさの師走騒

千葉県香取郡花香幸作

︵註︶﹁初茜﹂﹁経糸﹂美人画を句で表現︑流石！

︑経糸に佳ぎ紅や機始め

小豆炊く香を松過ぎの鬼子母神

鳶の輪に漁場の恵方のありにけり

︑初茜耳美しき渚の娘

娘汗や節目に初日美しき

愛

粗架鎌の研ぎ揃ひをる山始め

光りつ坐篭りつ枯園寂寛と

葛飾区今井ただし

︵註︶﹁露地﹂は茶室などの庭園︑﹁路地﹂は人家の狭い道

鎌倉や露地に寺ある冬日和

大田区鏑木雲州

豊島区川崎鋸南

るのが︑いかにも〃鎌倉″らしい！

路と広辞苑で区別してもいるが︑﹁露地﹂としてい

寒空に弥陀の美貌をさゑしとも

拘置所の在所間はるる雪解道

薮椿戦後も生きて幹太し

落椿踏まれて色を失へり

一斉に水鳥とばす救急車

浮雲の動く入江に浮寝烏

寺の屋根金色の紋冬光る

初御空二筋白し飛行機雲

出初式深空に赤くヘリコプター

︑お目出度う老僧杉の蔭より現れ

ったが︑些か明確でないので︑〃杉の蔭より現れ″

︵註︶﹁お目出度ふＩＩＬは原句﹁老僧の顔杉並木﹂とあ
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弘道俳壇

と添削︒しかしこの句︑年が明けて和尚様への挨拶

杉並区加藤志偶夫

いう丈で新年を意味してもいる︒

句でもあり︑この表現は新しい︒〃お目出度う″と

︑大切なときに咳してしまひけり
むずかしい︒〃大切なとき″といういい方もいい得

︵註︶日常の生活句をこういう風にサラリと表現するのは

て妙︒

たとふれば煙のごとく年逝けり
︵註︶原句﹁たとへればけむりＩＩＬとあったが︑掲句の
ように添削︒

去年今年叱姥激励して来たる

千葉県香取郡鈴木とよ女
笠の緒をきり入と締むる子遍路も
︵註︶原句﹁遍路笠きり入としめて子も立ちい﹂でしたが︑
掲句のように添削︒

祈りゆくお遍路の背を見送りぬ
豆撒きの階より起こる幼な声

都下西多摩郡吉田ウメ

︑初鏡温の紅のほんのりと

ちを整へての添削︒作者自身の正月の姿を自画像の

︵註︶原句﹁初鏡紅ほんのりと蝿たり﹂でしたが︑句の形

如く句にした素直さがいい︒

黄八丈に帯〆きりと年新た

山並承の晴れわたりをり初句会

重なりを避けての添削︒

中野区石川良子

︵註︶原句﹁冴え渡る山なゑはるか初句会﹂でしたが︑季

初孫のお宮参りが初詣

駅伝の駆け去りし後富士の峯

︵註︶問題は﹁駅伝﹂である︒正月に行なわれる大学箱根

武蔵野市川口里人

ように作って承てもいいと思う︒

駅伝は余りにも有名︑新年のものとして︑この句の

初詣箱根の杜の賑々し

︑歎異抄披くや独り居の矩健

静かな心境で読もうとしているのである︒

︵註︶﹁独り居﹂といっても︑留守居して愛読の歎異抄を

︵註︶原句﹁佳き話矩健の膝を正しけり﹂だったが︑句の

とっておきの佳き話とて矩健かな
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形ちを整えたもの︒

︵註︶原句﹁憂きこともうれしきことも除夜の鐘﹂だった︒

哀歓も流る入如し去年今年

かと感じ︑掲句のようにあえて添削︒

これで結構だが︑〃除夜の鐘″とのつき合せが如何

世田谷区山本真太
ライターでばつと燃えたり枯松葉
紅のもゑじなりしが此の落葉

図らずも賀状百八つ参りけり
させる︒

多摩市鵜沢黄猿

︵註︶賀状百八つ⁝⁝などという表現は苦労入ぶりを感じ

初出勤とふものもなぎ句作かな

恵方指す駅長の手ありにけり

なりを避けての添削︒ｉ

︵註︶﹁原句﹁駅長の白き手袋恵方指す﹂だったが︑季重

男手の家事の気侭や十二月

自分で家事をこなして居られる︒しかも︑十二月と

︵註︶原句﹁家事はきままに﹂でしたが︑掲句のように︒

浅草で年越しそばを食うべけり
に達している！と敬意を表したい︒句の上手︑下

す︒

田谷区北沢二

二三

一二師松魚先生宛にお願いしま

※次号︵三・四月号︶への投句〆切は三月十五日︑世

のは避けたいと思います︒︵師松魚︶

︵◎︶としたいと思います︒季重なり︑無季︑つき過ぎな

︵小感︶感動的︑本格的などと感じた句には﹁感吟﹂

蕉門に不易流行なづな粥

編者吟

は感心せざるを得ない︒

いうのに〃気儒に″と俳句にまとめられているのに

︵註︶二句とも実に淡白で︑微塵も街いがない︒脱俗の境

札幌市山下忠行

手を超越しているのであろう︒

冬銀河なだるるままに獄研
︵註︶原句﹁冬銀河なだれて樹氷研せり﹂だったが︑﹁冬

杉並区阿部清

銀河﹂と﹁樹氷﹂との季重なりを避けた︒

荘洋の海群青に寒晴るる
寒月に神杉寂と影正す

亥年とふ殊に新たに志
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本部訪問記︵千葉県佐倉支会︶
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門前さんは語る

平山秀樹
西村茂樹の菩提寺︑文京区養源寺の門前さんのおじさん

だので︒ヘンキを塗られましたｏ﹂

﹁子孫のかたも年一回くらいは見えます︒﹂

十一月四日︑森鴎外記念館見学後︑郷士佐倉の先覚者西

村茂樹の墓を訪ねたときのことである︒茂樹の墓の近くを

清掃しているおじさんがいた︒まさか門前さんだとは思わ

ず︑一般の人が自分の墓のそうじをしているのだとばかり

配を始めたようなので︑このお寺の関係者である門前さん

思っていた︒そうこうしているうちに︑お花やお線香の心

えてくれたのが冒頭の話である︒

だとわかった︒養源寺を辞去するまでの短時間の質問に答

茂樹の墓は東京都の史跡に指定されているので︑われわ

れのような訪問見学者が折灸に見えるのであろう︒

印で﹁西村茂樹の墓﹂を示し︑右の矢印で﹁稲葉正勝公の

もなく筆書きの真新しい板の方向指示板があった︒左の矢

ここには︑三つの史跡指定墓地がある︒墓地に入ると間

﹁日本弘道会の皆さんは︑ほんとうに感心です︒西村翁

墓﹂と﹁安井息軒の墓﹂を示しているところを見ると見学

が︑あわただしい中でもしゑじ承と語ってくれた︒

のお墓をだいじにします︒この墓地にもたくさんのお墓が

西村家の菩提寺ではなくこの養源寺に眠っているというの

そして︑碩学の儒者安井息軒は茂樹の師であった︒茂樹が︑

は︑局の寄進した厨子入りの千手観音が寺宝となっている︒

また︑佐倉藩主士井利勝が創建した市内弥勤町の杉林寺に

正勝の母は春日局であり佐倉堀田氏とはゆかりが深く︑

者も多いのだろうと思われる︒

ありますが︑どこよりもたいせつにしていることがわかり
ます︒﹂

﹁毎年︑命日の八月十八日には本部の人たちが必ず墓参
して丁重に回向なさいます︒﹂

﹁弘道会の例年五月の総会終了後には︑大ぜい連れ立っ
てお見えになります︒﹂

﹁お墓の管理整備にも常に配慮され︑最近も鉄柵が傷ん
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本部訪問の佐倉支会ご一行（平成6年11月7日）

であろうと推測している人もいる︒

は︑敬慕して止まない師安井息軒の傍らを本人が望んだの

茂樹は︑幕末︑老中首座であった佐倉藩主堀田正睦に重

り︑次いで青年藩主正倫を扶けて︑戊辰戦争前後の困難な

臣の一人として仕え︑わが国の歴史的変革期に大きく関わ

局面に誤りなく対応した︒廃藩置県により佐倉県に移行す
の安定に努めた︒

るやその大参事として士族授産などの方策を具現して民生

さらに︑明治新政府の初期の文教行政に参画し︑﹁小学

修身訓﹂を刊行するなど︑日本の近代教育・道徳教育の推

進に中心的な役割を果たした︒そして明治九年には︑国民

の道義向上を目指し︑国家社会の基礎を強固にするための

社会教育団体として﹁東京修身学社﹂を創設した︒

これが現在の﹁日本弘道会﹂の前身であり︑一二○年に

なんなんとする年月を経てなお︑茂樹の思想は脈灸と伝え

このようにわが郷土佐倉の先覚者・指導者であり︑同時

られ︑活動は続いているのである︒

べき存在である︒

に日本の先覚者・リーダーとして活躍した西村茂樹は誇る

日本弘道会佐倉支会の一員として︑今回︑初めて会祖の

墓参の機会に恵まれ︑改めてその偉大さの一端に触れるこ

感謝申し上げる次第である︒

とができたのも︑﹁博物館セミナー﹂の好企画のおかげと
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なお︑茂樹は明治五年︵一八七二︶︑市内宮小路町に居を

構えて﹁修静居﹂と名付け︑心静かに﹁校正菖国史略﹂十
巻を編さんした︒翌明治六年には新政府に登用され︑東京
へ出たので短期間の居住であったが︑現在︑そこには﹁修
静居跡﹂の大きな石柱が建てられて往時を偲ぶことができ

車中でも︑泊翁公の年譜について概要をうかがい︑先見

をもって参加させていただきました︒

幕末︑鎖国の中にあって︑蘭学・英学を学ばれ︑日米修

の明と卓越された見識と行動力には頭の下る思いでした︒

ことは︑いかに世界情勢に精通しておられたかを物語るも

なお︑その国防論に於いて﹁浮城築造論﹂を提言された

好条約の調印を成功させた功績は偉大でありますＯ

︵追記︶

る︒

のと存じます︒

今更ながら︑泊翁公の国を思う心と︑積極的な態度に心

ます︒

そのために渡欧を願い出たのが二六歳だったときいてい

四日に墓参した直後の七日︑再度墓参した︒佐倉支会の
本年度の行事として本部の見学と会祖の墓参が組まれてお
り︑私はたまたま︑旅行委員の一員を仰せつかっていたか

を打たれた次第です︒

Ｌ凡
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らである︒この日は時間的に余裕があったので記録写真を
撮ることができた︒会祖の墓は︑四日の日よりもいっそう
掃き清められており︑花や線香もいちだんと映えていた︒

養源寺門前に立つ「都史跡」の

墓守の心意気が読糸とることができ︑感銘をより深くした︒

会祖泊翁公の墓参りと
日本弘道会本部の見学

原田

聞きしていましたので︑この度の本部訪問は︑大きな期待

泊翁公の偉大さについては︑折にふれ石渡敬先生からお

郁

やがて︑弘道会本部に到着︑講堂の正面に泊翁公の物静
かな︑しかも︑威厳のあるお写真に心をこめて礼拝を捧げ
ました︒

泊翁公の逝かれる二日前に︑書かれた﹁絶筆﹂には︑感
た︒

動のあまり胸のつまるのをどうすることもできませんでし

養源寺では︑安井息軒先生の墓にもお詣りしました︒泊
翁公祖先の菩提寺は︑本郷の麟祥院と聞いておりましただ
じが致しました︒

けに︑なぜ泊翁公の墓地が養源寺に⁝⁝と疑問が解けた感
泊翁公は﹁安井息軒先生の傍に︑自分の墓を﹂と︑遺言
なさったに違いないと思われます︒今日の自分があるのは︑

安井先生のお陰である︒十四歳のとぎ︑はじめて自分の才
能を認め︑励ましてくれた安井先生を︑お慕いしていたに

安井先生は︑教育者として︑こんなすばらしい弟子を得

ちがいありません︒

て︑どんなにか喜んでおられることでしょう︒私も︑教育
者のはしくれとして︑教育の仕事が︑どんなに大事である
かつくづく考えさせられました︒

今︑日本の教育者は︑子どもの芽を摘むようなことをし
てはいないだろうか︒

限りなく伸びるであろう子どもの才能の芽を認めて︑充
分のばしてやることが教育の基本であることを更めて教え

られました︒︑

泊翁公の弘道精神は︑今︑これから先︑どんな時代にな

っても人間としての進むべき指針であることを固く信じて

墓前にたむけた線香の煙とともに︑いつまでも︑日本の

います︒

国を守って下さいと静かに︑お祈りを捧げました︒

偉大なる道徳学者・思想家・

教育者︑西村茂樹先生を偲ぶ

山崎登

墓参に参加してＩ

１１日本弘道会本部訪問並に

﹁修静居﹂跡の碑に想う

私が宮小路町の武家屋敷の一角に立つ︑西村茂樹旧宅

﹁修静居﹂跡の碑を訪ねて写生したのは昨年の春だったと

佐倉のこの地に於いて﹁校正寓国史略﹂十巻を編纂したこ

思う１．近くに立てられている標識板を見ると︑先生は︑
とが印されている︒
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先生唾その後東京に出て文部省に籍を置き︑教科書の
を刊行
行す
する
るな
など
ど︑
︑近
近代代控教育︑道徳教育の推進に中心的な役

編纂のかたわら修身科設置の必要性を説き﹁小学惰身訓﹂
割りを果たされました︒

なお︑明治六年︵一八七三︶には︑福沢諭吉ら数人の学者

・教育者ｂ思想家と共に明六社を設立し︑学術等について
研究しあったり啓蒙活動を行ったりしました︒又先生自身︑
東京修身社︵現︑日本弘道会︶を設立して啓蒙思想運動を展

開致しました︒特に晩年の十有余年は全国遊説の行脚を続
け︑社会道徳の一層の振興に努められました︒

その姿は︑正に偉大なる道徳学者・思想家・教育者とし
ての姿であり︑限りない敬慕の念にかられる次第です︒
日本弘道会本部訪問

私は去る十一月七日︑佐倉支会の役員の皆様にお世話に
事に参加致しました︒

なりながら︑日本弘道会本部訪問と会祖泊翁公の墓参の行

※展示室︵会祖西村茂樹先生の著書・書軸・日記等展示︶

ｌその見学の折に感動を受けて手帳に書き印したこと
四点

三西村茂樹先生の胸像︵スケッチ︶

二︑色紙短歌

︵第四代徳川達孝先生ｌ会長・明治四○年ｌ昭和十六年︶

︵会祖西村茂樹先生ｌ会長・明治十三年Ｉ明治三五年︶

︵す︶

時事ににしの海とょゑて寄る白波に

一三七首の遣︷詠ありと⁝︶

感じて沈むもしらぬ人もありとか茂樹
︵添書

第四代明治四○年ｌ昭和一六年までの三五年間︶

︵き︶︵く︶︵ち︶︵び︶

喜よ久落くる瀧のひ上きは達孝

水戸世の人の心のにごり洗ふらし
︵添書

常身ヲ以テ常事⁝虚ス

死モ亦常事

生ハ固ヨリ常事

︵九代に亘る立派なお姿のお写真に感動する︶

三︑歴代会長名と在職年の記録

絶筆無韻

四︑西村茂樹先生の絶筆

生固常事

事務局の皆様のあたたかいお出迎えを戴きながら︑弘道
会ビル八階の事務局に御案内を戴きました︒最初に藤下事

死亦常事
一以常身虚常事

務局長さんから︑社団法人弘道会ビル建設に関することや︑

西村先生の弘道会設立のことなどの御講話を戴き︑そのあ
と展示室を見学致しました︒
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晴空雲無ク湾

感動のぎわ承であった︒

くりなくも弘道会本部でその夢が実現しようとは⁝⁝正に

又

明六雑誌に論陣を張った人々︑それは当時の日本を代表

る明六社員について調べたことがあった︒

私は以前に︑明治の歴史の中で大きくとりあげられてい

水波ナシ

七十五年

孜々トシテ道ヲ求メ

する学者︑思想家︑教育家の諸公であった︒即ち森有礼・

融ち柔つくりあきひら承つくりりんしよう

ま

西周・西村茂樹・加藤弘之・福沢諭吉・中村正直・津田真

ありのり

聯力尊ヲ得ル有り

道・箕作秋坪・箕作麟祥らが主要社員として活躍したので

ひろゆき

魂ャ何クニ之ク

ある︒

にしあまね

上天下地

定所有ル無ク

森有礼朔淵拡粋

︵弘化四年

一八四七生︶

正に若い新進気鋭の学者の集りであった︒

にしあまね

●明治六年︑明六社員となった人々の年令を調べて見ると

ではないかとも推察される︒

この素晴らしい知人・友人・同志を得たことにもあったの

●西村茂樹翁のその後の活躍は正にこの明六社に端を発し

月︑政府の言論統制により廃刊となりその使命を閉じた︒

に努めたのである︒この雑誌は一八七五年︵明治八年︶十一

﹃明六雑誌﹄と公開公演によって︑欧米思想の紹介︑普及

之・福沢諭吉・中村正直らを主要社員として成立︑機関誌

六︶森有礼の発起により︑翌年︑西村茂樹・西周・加藤弘

ありのり

●明六社は明治初期の思想団体であり︑一八七三年︵明治
泊翁茂樹

自在二潤歩ス

︵展示室の解説より︶

※孜為として道を求め道に生きた七十五年ｌ今浬薬に
入る先生の姿に感動⁝⁝合掌
明六社

私は展示室を出て広間に入った︒正面のテーブルの上に
れもなく明治七年に創刊された﹃明六雑誌﹄の初版本であ

置かれてあった部厚い一冊の図書を手にした︒それはまぎ
った︒私は何時の日か手にしたいと思っていたやさき︑ゆ
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人間二遁遥スルコト

/
霊
鰯
雲

一八七三年︵明治六年︶明六社創立︑一八八五年伊藤博文

一八二八年生︶

内閣の文相ｏドイツの教育思想をとり入れ学制の整備に尽
力︒

西村茂樹恥怖誌群︵文政十一年

道徳思想家・下総佐倉藩士︒明六社の一員として活躍︒

﹁東京修身学社﹂︵のち﹁講道会﹂﹁日本弘道会﹂と改称︶を設

稲奉拝︵文政十二年

一八二九年生︶

立︒儒教的倫理思想に基づく国民道徳の鼓吹に努めた︒
西周

明治時代の思想家︒津和野藩医の子︵島根県亀井城下町︶

洋学を志してオランダに留学︒開成所教授︒明治政府に使
界の紹介に努める︒

一八三六年生︶

え軍人勅諭などの起草にあたる︒明六社に参加︑近代思想

加藤弘之到鈴砺拝︵天保七年

国法学者︒但馬国出石藩士︒維新後啓蒙思想家として活

福沢諭吉晒描猫年︵天保五年

一八三四年生︶

躍︒東京大学綜理︒枢密顧問官などを歴任︒

思想家︑教育家︑慶応義塾の創立者︑豊前中津藩士︒幕

府の使節に随行し三度欧米に渡る︒一八六八年塾を慶応義

塾と命名︒一八七三年︵明治六年︶明六社の創立に参加︒一

八八二年︵明治十五年︶﹁時事新報創刊﹂︒個人及び国家の独

立自尊︑社会の実利実益の尊重を主張︒

ｌ私健昭和四十九年諭吉翁四代目の衝亮孜一郎氏

に﹁独立自尊﹂の書を成田観光社長︵高柳正平氏︶と依頼に
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領したことを思一い出す︒︵ＣＴＣ放映︶︵長沼の農漁民は福沢諭

行き︑成田市長沼公民館に於いて孜一郎氏よりその書を受

湯島天神下に土地を拝領して創建︒のち現在地に移ったと

寺は元和二年三六一六︶老中稲葉正勝が二代将軍秀忠から

いわれる︒境内には︑先生が十四才の時に教えを受けた儒

者安井息軒先生︵庵越執日向の人・昌平坂学問所の教授Ｉ考証

吉氏により助けられた唯一の地域である︶

中村正直剛梢酬稗︵天保三年

一八三二年生︶

教育家︒啓蒙思想家︒江戸の人︒昌平坂学問所に学びイ

いる︒

学を主とする︶の墓もある︒いずれも都の史跡に指定されて

ギリスに留学︒私塾同人社経営︒明六社にも参加する︒

井息軒先生と同じ墓地に︑一緒にあの世に眠れる幸福を感

途中の篭ハスの中で私は︑西村先生は十四才の時の恩師安

明治時代の官僚︒法学者︑岡山県津山の人︒一八六二年

じたであろう︑と語ったが︑正にめぐまれた人であると思

一八二九年生︶

西周と共にオランダ留学︒維新後司法省に出仕︒明治政府

う︒それも一重に︑先生自身が国のため社会の人のために

津田真道剛陥献稗︵文政十二年

の法律整備に尽力︒明六社に参加︒啓蒙活動に従事︒貴族

教化指導に努力なされた賜と信じます︒
一八二五年生︶

去る十一月十九日︑私は佐原市に伊能忠敬先生の記念館

院議員︒

箕作秋坪剛梢航稗︵文政三年

洋学者︑幕府天文方で翻訳に従事︒ロシアと樺太境界交
箕作麟祥測梢肱稗︵弘化三年

没したが︑先生の遺言により︑遺体は浅草源空寺︵上野六

年︵一八一八︶七十三才で東京八丁堀亀島町にあった自宅で

を訪ね︑伊能家の墓参等を行ったが︑忠敬先生も︑文政元

法学者︒江戸の人︒蘭学を学び幕臣としてフランスに留

丁目︶の墓地にあって︑恩師の高橋至時の墓と並べて葬ら

渉に参加︑維新後明六社員︒東京師範学校摂理

学︒フランス法などヨーロッ・︿法に通じ︑日本の民法編纂

一八四六年生︶

に尽力︒行政裁判所長官︑明六社にも参加︒和仏法律学校

わずにはいられない．Ｉ合掌︒

残された人たちの︑恩師と共に同寺に眠れるよろこびを思

葬られたことの理由は詳らかではないが︑偉大なる業蹟を

さて︑西村茂樹先生が恩師安井息軒先生と同じ養源寺に

った︒

れている︒又爪髪は佐原の観福寺に葬られていることを知

︵現法政大学︶の校長も務めた︒

会祖西村茂樹先生の墓参
西村茂樹先生の墓は駒込学園の北隣﹁養源寺﹂にある︒
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泊翁公の墓参会に参加して

はらせきみ

原清喜美

十一月七日﹁日本弘道会本部の見学と会祖泊翁公の墓

さもあって︑家に落ちつく時間が少なく︑それだけになか

十年近くになります︒その間勤務が都内であった事や忙し

会社を定年になり︑時間の余裕も出来ましたｏ残された

なか地域にとけこめませんでした︒

る事︑地域のお役に立つことをこれからの生活の目標にい

人生を価値あるものにするため︑まず第二の故郷佐倉を知

ついて学びました︒他県出身の私には︑明治の偉大な思想

たので入学しました︒授業の中で郷土の先覚者西村茂樹に

たまたま佐倉市で四年制の市民カレッジが開設されまし

たしました︒

た︒心配された

家としての翁の存在をはじめて知りました︒

ていただきまし

参﹂に参加させ

で楽しく︑非常

天候もまずまず

今回日頃尊敬して居ります石渡副支会長からの熱心なお

ご説明により今まで知らなかったいろんなことを教えられ

弘道会本部訪問︑墓参︑藤下事務局長︑石渡副支会長の

すすめにより﹁墓参会﹂に参加させていただきました︒
お世話下さった

でした︒企画︑

に有意義な一日

倉次支会長︑支

ました︒

●﹁明六社﹂﹁洋を社﹂をつくったｐ

②佐倉に産業をおこした︒

︑佐野藩︑佐倉藩の政治に尽力した︒

本の将来に影響を与えた︒

⑤漢学は勿論洋学を学び︑これが堀田正陸を動かし日

翁のすばらしい業績

会役員の皆さん︑

弘道会本部の藤
め局の皆さんに

下事務局長はじ
心からお礼申上
さて佐倉の地

げます︒

に居を構えて二
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小こ
会祖西村茂樹先生の墓前に香華を手向ける佐倉支会の皆さん

一知ロロロ■■ロロ■●■●■■■■■■■■■・■■■い■の■●■■■■●・■■■■■■■・■■■●●●●●●●■■■■■■■■■■■■■■■●■●●■■●●●①﹄■■■・■■■■■■■●●●●●●●●●●■■■■■■■｜■﹄■■■●ロロロロ●

説明板
都史跡西村茂樹墓
養源寺墓地内

所在文京区千駄木五丁目三八番三号

指定昭和三十九年四月二十八日

そして︑その思想の全国普及に努力して居られる日本弘

て大いに反省させられました︒

道会の存在と活動︒はじめて知る事も多く︑佐倉市民とし

翁は卓越した先見性と共に︑西洋化の波に流されようと

のために捧げられています︒現代の私達には道徳教育とい

する日本を憂慮され︑生涯の後半を社会道徳の推進と実践

当時の日本と相通ずるものがあり︑欠けているのは﹁弘道

えば古くさく︑保守︑反動というイメージが浮んでまいり

一西村茂樹は文政十一年︵一八二八︶三月十二日に江戸辰ノー
一口︵現在︑千代田区大手町和田倉門外︶の佐倉藩邸に生まれ垂
一た︒儒学を安井息軒︑松崎僚堂らに︑洋学・砲術を佐久間象一

精神﹂であると痛感いたしました︒

今回の企画本当に有難うございました︒

部見学と泊翁公墓参﹂を計画して居ります︒

一つの方法として明春早々有志をつのり再度﹁弘道会本

に共鳴する愛郷の同志の拡張に努めるべきだと思いました︒

そして翁を誇りに思うと共に︑その遺志を継ぎ︑弘道精神

これらのことをもつと知り︑学ぶべきではないでしょうか︒

私達は﹁西村思想﹂﹁弘道精神﹂﹁弘道会の目的と活動﹂

民は大いに誇りにすべきです︒

こんなすばらしい郷土の先覚者を生んだ佐倉の地に住む市

人の生き方﹂を教えられることに一生を捧げられた西村翁︒

全国講演の行脚等︑ただ﹁これからの日本の進路﹂︑﹁日本

権力に屈せず︑栄達をのぞまず︑その信念の実現のため

ます︒然し物︑金に汚染された今の日本は翁が心配された

一山らに学んだ︒かれは佐野藩および堀田藩に仕え藩政に参画一
︶した︒明治六年︵一八七三︶森有礼︑福沢諭吉らと明六社を一
一起し︑啓蒙思想運動を展開して多大の影響を与えた︒明治九一
一年東京修身学舎を創立︑以来伝統的な日本道徳論を強調して一
一﹁日本道徳論﹂﹁婦女鑑﹂などを著わし︑皇室中心の修身倫理一
一観の基礎を築き︑戦前の学抄教育に根深く浸透させた︒なお一
一﹁古事類苑﹂の編集事業を指導︒明治三十五年︵一九○二︶一
一八月十八日︑年七五で残した︒

一昭和四十三年十月一日建設

東京都教育委員会一
︾︑■■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑■■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑七︑︑ｂ■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑︑ｂ︑︑ｂＢｑ︑︑︑︑︑■■ｑ︑︑︑︑︑ｂ■ｑ︑ｑｑｑｑｂ■ｑ︑ｂ︑︑︑ｂ■ｑ︑︑︾

●明治天皇の侍講をつとめた︒

●道徳講演のため全国行脚を行った︒

平成六年十一月十四日
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︵抄録︶

＊午前︑時如分︑鈴木勲会長︑事務打合せのため来会︒

枢月２日︵金︶

＊午後１時帥分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

出席者Ｉ古川哲史︑堀田正久理事︑斎藤知正︑加瀬正
治郎︑望月兼次郎︑鈴木寛一の各氏と藤下昌信︒
但月５日︵月︶

＊午後１時︑特別会員松平永芳氏︵旧福井藩主松平春獄公

ご令孫︶来会︒藤下昌信事務局長と懇談︒松平春獄公
の著であり︑橘曙覧の詠める﹃たのしめる歌﹄︵復刻本︶
を受贈︒

掴月９日︵金︶

＊午後３時︑鈴木勲会長と事務打合せのため︑藤下昌信
事務局長日本育英会へ出張︒
枢月他日︵月︶

＊午前ｎ時別分︑鈴木勲会長︑事務打合せのため来会︒
＊午後１時刈分︑本会ピル−Ｆ屋外駐車場竣工検査︒

＊午後４時︑ビル竣工加年目綜合調査の一部として︑８

階各室の木造部分を調査︒
但月脚日︵水︶

昌信事務局長︑日本育英会へ出張︒

＊午後４時別分︑鈴木勲会長と事務打合せのため︑藤下

＊午後１時別分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

枢月陥日︵金︶

出席者Ｉ古川哲史︑堀田正久理事︑加瀬正次郎︑望月

兼次郎︑鈴木寛一の各氏と藤下昌信︒

＊午後０時より︑学士会館において役員会を開催︒席上︑

旭月即日︵火︶

上田浩氏︵関西大学大学院博士課程終了︶に﹁西村茂樹論

文奨励金﹂を贈呈︒論文名﹁明治時代における儒教の

役割ｌ西村茂樹の場合ｌ﹂

＊午後１時刈分︑鈴木勲会長事務打合せのため︑藤下昌

枢月創日︵水︶

信事務局長日本育英会へ出張︒
掴月配日︵月︶

＊午後５時部分︑鈴木勲会長︑事務打合せのため来会︒
但月幻日︵火︶

＊午前ｎ時別分︑鈴木勲会長︑事務打合せのため来会︒

＊仕事納め︒

旧月朋日︵水︶

平成七年︵一九九五︶
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蕊

＊仕事初め︒

１月９日︵月︶

参加︑当時建設にかかわった方灸から︑当時の苦労話

建設㈱︑住友建設㈱︑東京レイピ㈱の関係者約如名が

克巳社長︑日建設計平井尭常務取締役︑その他︑鹿島

巾■●︽■

＊午後３時︑師松魚氏︑編集用務のため来会︒

１月別日︵火︶

やエピソードなどが披露された︒

＊鈴木勲会長︑昨年末日をもって日本育英会理事長を退
任され︑本日より本会会長を専任されることとなった︒
１月Ⅲ日︵水︶

例の昇殿参拝を行う︒住友商事㈱東京ピル事業部山崎

＊午前ｎ時︑千代田区神田三崎町の三崎稲荷神社にて恒

＊午後１時別分より︑﹁泊翁の日記を読む会﹂を開催︒

１月刀日︵金︶

社長ほか関係者各位︑本会からは藤下昌信事務局長︑

隆司部長︑住商ビルマネージメント株式会社伊藤克巳

兼次郎︑鈴木寛一の各氏と藤下昌信︒

出席者Ｉ堀田正久理事︑斎藤知正︑加瀬正治郎︑望月

一じて贈呈いたしました︒

平成七年二月六日

■■■■■■の︒︒②ロロロロロ■■■■■■■■■■や

■■ロ﹄一一句②ロ●一一■■口■■■■■■一一一一一一一一一一■■■■■■一■■■﹄一一一一一口ロ・■■■■■■口■■■口一一一ロロ字口﹄の■■■■■■②■■一一一一一口凸一一幸■■■■■■ロ｜■■口ロ一一一口一つロ﹃■｜■■■■■■■■一一一一一一一︾一一ｍ■■口■■■■■●ロ﹄口﹄・己争ロー■■■■■■■｜■■Ｐ

社団法人日本弘道会

︲対し︑義援金として金三○万円を日本赤十字社を通一

今回の阪神大震災に際して︑被災なされた方々に州

合云生ロ

■｜■■■■■■■■つつ○ロロローロロ毎■■■一■■■■■一一一や今年苧ロロロ■■■■｜■■■■■②●口勾ロロロロロ・■■■■｜■■一■■■やロロ守口ロロ一一一■■■口■■■■■ロロロロロロロロロロ■｜■■■■■■■■ロロロ一一一一一一一■■■口■■■■■ロロロロロロロロロロ■■

ントラル美術館︶に藤下昌信事務局長出席︒

﹁日本の書展﹂プレビューレセプション︵銀座・東京セ

＊午後４時訓分︑全国書美術振興会︵鈴木勲会長︶主催の

１月別日︵月︶

風間一彦職員が参加︑︵総勢ｎ名︶﹁日本弘道会ビル﹂

管理業務の安全を祈願した︒

＊午後４時︑千葉県八千代支会長木川茂氏︑立井信也幹
を行う︒

事長来会︒支会主催講演会︑その他の件につき打合せ
１月杷日︵水︶

＊午後３時より︑﹁日本弘道会ビル竣工皿年目綜合検査
を実施﹂設計︑施工︑管理関係専門技術者諸氏によっ
て全館の細部にわたり検査を実施︒終了後会議室にお

説いて検査報告を中心に設備の改修︑補習の概要︑将来
一問題等につき検討会を行った︒

＊午後５時別分より︑講堂において︑ビル竣工加周年記

念懇親会を開催︒鈴木勲会長︑住友商事㈱東京ビル事
了業部有馬慎吾本部長︽住商ビルマネージメント㈱伊藤
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八平成六年の主なできごとＶ

前回︑第一回の入選者は︑多田建次氏︵本会会員・現玉川大

＊﹃西村茂樹研究論文﹄の第二回入選者が八年ぶりに決定︒

社会と日本の政治﹂︵三月十九日︶茨城支会では︑土田国保理

は︑堀田正久理事により﹁幕末と佐倉藩﹂︵五月二十日︶野田

事により﹁愛国的心情の葛藤﹂︵四月二十三日︶干潟町支会で

支会では︑筑波大学教授下村哲夫氏により﹁教職員の法律学﹂

いで行われた︒

︵八月十九日︶と題する演題で︑支会主催による講演会が相次

また︑佐倉支会では︑倉次重一支会長をはじめ︑支会会員計

学助教授︶論文のテーマは百本教育史の誕生と西村茂樹ｌ
今回の入賞者は上田浩史氏︵関西大学大学院博士課程修了︶︑

日本教育史資料との関連をめぐって﹂であった︒

三八名が本部を訪問︒館内を見学したあと千駄木の養源寺へ向

報告︑平成六年度の事業並びに予算計画の審議︑役員の選任を

念杯を贈呈した後︑議事に入り︑平成五年度の事業並びに決算

先ず︑開会に先立ち寿昌式を行い︑五名の方々に寿昌状と記

＊第九十二回通常総会を開催した︒

い︑会祖西村茂樹先生の墓参を行った︒︵十一月七日︶

論文テ︲マは﹁明治時代における儒教の役割ｌ西村茂樹の場
この論文は︑古川哲史氏︵本会理事・東京大学名誉教授︶︑

合﹂

尾田幸雄氏︵本会評議員・お茶の水女子大学教授︶︑小野健知
氏︵本会特別会員・日本大学教授︶による所見に基づき︑去る
お︑奨励金贈呈式は︑本日の定例役員会において行った︒︵十

九月二十八日開催の定例役員会において慎重に審議された︒な

行い閉会︒

省が実施した﹁道徳教育推進状況調査﹂の結果をもとに︑七名

今回は﹁道徳教育の今日的課題﹂というテーマを設定︒文部

＊第三回道徳教育座談会を開催︒

日︶

に行われた墓参には有志三二名の参加があった︒︵五月二十八

なお︑総会出席者は過去最高の七二名を記録︒講演会終了後

氏︵本会理事︶︒演題は﹁宗教と人生﹂

総会終了後講話会を開催︒講師は︑東京大学名誉教授中村元

二月二十日︶

元東京大学総長林健太郎氏を講師にお招きして︑﹁現代の世

＊第七回特別講演会を開催︒

界情勢と日本﹂と題する講演会を開催した︒最近の混沌とした
あった︒︵三月十一日︶

世界情勢について︑学 者の見解なども織り込承有意義な講演で

安房支会では︑読売新聞社政治部長老川祥一氏により﹁国際

＊支会主催による行事が各地で行われる︒
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の先生方のご高見を拝聴した︒︵八月三十一日︶

本年度は︑埼玉県川越市を訪ね︑喜多院︑五百羅漢を見学︒

＊第十回研修旅行を実施︒

午後は川越市蔵造り資料館を見学ののち︑市街を自由散策し
た︒参加者三五名︒毎回同様大変好評であった︒︵十月七日︶

＊第五回全国支会協議会を開催︒

鈴木勲会長︑生平幸立監事をはじめ︑各支会長および支会の
代表者三○名が出席︒各支会の活動状況報告のあと︑会誌﹃弘
とめたビデオの作製︑支会幹部研修会の開催等の提言もあり︑

道﹄の改善︑日本弘道会の普及活動や歴史的変遷などをとりま
活発な意見交換が行われ︑支会相互の交流を深めることができ
た︒︵十月二十七日︶

現在︑本文の校正作業をほぼ終了し︑口絵︑凡例︑序文︑監

＊﹃日本弘道会百十年史﹄編さん事業が最終段階を迎える︒

進めている︒

修のことば等の執筆準備に入り︑本年春の刊行を期して作業を

＊泊翁研究会が通算開催回数七六回を数える︒

現在︑古川哲史理事︑堀田正久理事をはじめ有志により︑

︵七六回目は平成六年十二月十六日に開催︶

﹃泊翁日記﹄の解読を行っている︒︵今年は計一○回実施︶
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みなとまち横浜の探訪
平成六年八月二十六日︵金︶午前五時四十五分鴨川市役

五○米の海上を歩くことの出来る美事な施設である︒ＵＦ

Ｏをイメージしたと云う外径三十二米︑円型の展望室から︑

正に港のパノラマが展開され︑変貌した横浜港は眼下に︑

次いで︑第二視察地のキリン横浜ビァビレッジに移動︒

眺望されて近代建築の素晴しさに驚嘆するばかりであった︒

更に﹁ゑなと承らい﹂二十一地区計画の完成された一部も

にない最多の参加で盛況な研修旅行となった︒昨年は台風

工場見学は五十分︑美人ガイドの自慢げな説明案内を聞き

所前を出発︑参加者二十六名︵内女性七名︶となる︒今まで

下の実施であったが︑今回は水不足が深刻さ

工場内を一巡する︒横浜が日本ビール発祥の地であること

パスは市街を順調に運行し︑十二時二十分頃昼食予定の

味で会員一同満喫して工場を退出した︒

に感銘し︑最後のコーナーでのジョッキ一杯は実に新鮮美

の姿を見ない全く無人化された清潔な近代化した工場施設

イン︑自動搬送ロボット︑コントロール・ルームなど人間

ーでの試飲等あり︑フルオートメーション化されたびんラ

や工場の製造能力を聞き︑原料コーナー︑味の体験コーナ

鰹●ｉ︲⁝豊昌●・●ｉ糾を増す情況下に︑快晴の好天気に恵れ︑安田

州いノー支会長さんはじめ事務局の綿密・周到なプラ
ー会岬ンに沿って夏期研修が展開された︒
峠トー厳一金谷発七時五十五分︑フェリーは波静かな
︽だ安岬海上を航行︵士一 三節位︶偶然にも大型船舶

︾会雪の出入の頻繁さを増すところ︑海難事故︑安
一支千一服剛噸畑鮒鯛剛肌離畑助剛麺硝剛北紺臓眺雌

ってか沢山の客で賑わっていた︒中華街大通りから中山路

中華街駐車場へ到着した︒中華街には一四○軒もの中国風

に入った順海閣︵広東料理︶で昼食︒席上︑前鴨川市長長谷

！⁝ｉ︲９冨恥理に明るい鎌田ドライ尋︿−さんによって交通

りで透明感のあるタワーからスカイプロムナードに出る︒

川治一︵特別会員︶さん︑元海外日本人学校長︵アブダビ︶

々の製品が店頭狭しと独特の商売を競って居り︑昼時もあ

入口前に横浜市政百周年︑開港百三十周年記念カプセルが

安西信雄さん等から中国大陸や中近東の民族風習や生活︑

の各種商店が軒を連ね︑中国産の承でなく東南アジアの諸

設置され︑横浜の歴史をアピールしている︒遊歩道は橋の

文化環境等の貴重な体験が語られ意義深い一刻であった︒

渋滞もなく︑予定より早く第一視察地の横浜

両側で片道三二○米︑巾二・五米で途中に休憩所があり︑

ベイブリッジ︑スカイウォークに到着︒直ちに︑ガラス張

望遠鏡で景色を楽しむことやベンチでくつろぎながら高さ
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食後の短時間を活用し混雑する中華街で特産の土産品や

聖武天皇が建てた京都燈明寺にあったもの︒一八︑旧東慶寺

に移築した民家︑十︑旧燈明寺本堂︑燈明寺から移築した

九︑旧矢箆家住宅︵合掌造︶岐阜県白川郷から昭和三十五年

もの︒室町時代初期の建築︒最後に三渓記念館を見学︑三

仏殿駈込承寺として名高い鎌倉東慶寺にあった仏殿︒

十分ばかりで市街地から急に山間地を思わせる三渓園に到

え︑本牧に位置する最後の視察地三渓園に向う︒バスは二

着︑直ちに参観に入る︒正門脇に神奈川景勝五○選の小さ

美術品を展示︒

渓園の創設者原三渓の業績紹介と翁自筆の書画や収集した

堀り出しものを漁る一瞬もあって中華街の忙しい散策を終

一七五万平方米の日本庭園で︑山谷の自然をそのま上に生

以上のごとぎ重要文化財の古建築物のほかにも︑独自の

な石碑が目につく︒三渓園は︑ハマの名園といわれ︑広さ
かされた美しい中に︑内外苑に関西や鎌倉から集められた

三渓園を最後に帰路につき︑久里浜発一六時二五分発の

山幽谷を散策する雰囲気を味わうことができた︒

フェリーに乗船が可能となった︒車中で事務局の柴山斉さ

建物が配置され︑生い茂った樹木の間に程よく調和して深

太郎︵号三渓︶により明治三十九年に公開された公園である︒

んから︑来春予定の婦人部の観劇への参加案内と︑黒川邦

歴史的建造物が巧承に自然と調和するよう配置され︑園内

正門を過ぎて左に大池︑右に蓮池︑睡蓮池︑正面に旧燈

保さんから︑弘道会読書会へどうぞ︑西村翁の日記を読もう

には国指定重要文化財が十棟あり︑実業家︵生糸貿易︶原富

の広場で記念撮影を済ませて自由行動となり︑内苑から順

︵古文書研究︶︑﹃弘道﹄を読承合おうと︑﹃弘道﹄︵六年五 六

明寺三重塔を眺めた風景は奈良京都を想わしめる︒内苑前

路に沿って参観する︒一︑臨春閣慶安二年紀州徳川家初

のコピーが会員に配布され︑感銘した内容の解説と読書会

月号︶の﹁ありし日の夫亡︵故鈴木一先生ご令室鈴木布美さん︶

上げたい︒１︵川上一男記︶

渡辺一義さん︑女子会員の皆さん方のご苦労に感謝を申し

終了した︒終りに支会長さんはじめ事務局の柴山斉さん︑

金谷に一七時五分着︒多大な収穫を得て夏季研修旅行を

に昂揚するのを感じた︒

への参加を強く呼びかける案内もあって︑研修の実がと承

はじめ

代頼宣が紀の川沿いに建てた数寄屋風書院造りの別荘︑第
ひかえ

一屋は来客如室︑第二屋は面会所︑第三屋は奥方の居間︒

二︑旧天瑞寺寿塔覆堂豊臣秀吉が母大政所の長寿を祝っ
て京都の天瑞寺に建てたもの︒三︑月華殿伏見城中に

建てられた大名伺候時の拍室︒四︑天授院鎌倉・心平寺
︵廃寺︶の禅宗様建築︒五︑聴秋闇徳川家光が京都二条城

内に建て春日局に与えた楼閣建築︒六︑春草庵織田有楽
斎︵信長の弟︶が建てたと伝える茶室︒七︑旧燈明寺三重塔
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鯵ご寄付者芳名
︵平成６年姻月ｌ平成７年１月︶

金三万円也松平永芳殿︵特別会員︶

金一万円也吉田ウメ殿︵東京都︶
鯵図書ご寄贈者芳名
︵平成６年岨月ｌ平成７年１月︶

﹃日本﹄十二月号

編集兼発行者︵財︶日本学協会
松平永芳殿︵特別会員︶
﹃たのしめる奇﹄

撰者松平春獄

校注並に解説篇著者山田誠一

発行︵財︶積善会

松平永芳殿︵特別会員︶
﹃加年のあゆゑ﹄

編集・発行︵財︶東京都文化振興会

鈴木勲殿︵会長︶
﹃昭和天皇のご仁徳﹄

かなじ

著者金治勇
鈴木勲殿︵会長︶

発行所花王︵株︶

︺著者岩上進

福岡県立大学阿部洋
鈴木勲殿︵会長︶

﹃中近東ｄイスラーム社会における

編者︲川床睦夫

族的結合﹄

鈴木勲殿︵会長︶

発行︵財︶中近東文化センター

﹃幕末武州の青年群像﹄

鈴木勲殿︵会長︶

編集ｉ︑花塚和子

﹃如在﹄︵いますがごとし︶

著者萩原宏

押谷由夫殿︵文部省︶

発行所︵株︶国土社

著者押谷由夫

生きる喜びを子どもたちに

﹃道徳教育新時代﹄

鈴木勲殿︵会長︶

東京都写真美術館

発行︵財︶東京都文化振興会

編集東京都写真美術館

﹃日本近代写真の成立と展開﹄

鈴木勲殿︵会長︶

編集・発行文化庁

﹃宗教年鑑平成６年版﹂

発行所︵株︶さきたま出版会
﹃昭和天皇と戦争責任﹄

印刷︵株︶北進社

謹記藤井政美

鈴木勲殿︵会長︶
﹃総力戦下における﹁満州国﹂の

教育︑科学・技術政策の研究﹄

洋文化研究所

編集・発行学習院大学東
鈴木勲殿︵会長︶
﹃アジア宗教儀礼の比較研究﹄

編集・発行学習院大学東
洋文化研究所

鈴木勲殿︵会長︶
﹃戦前日本の植民地教育政

策に関する総合的研究﹄！

：研究代表者
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善
￨

萩原幸代殿︵千葉県︶

発行人ｆ萩原幸代
﹃政治と詩歌﹄

著者神津惣一郎

加瀬正治郎殿︵東京都︶

発行所ライブ
︑購求図書
︵平成６年吻月ｌ平成７年１月︶

﹃草書の字典﹄

著者園道祐之

︹山形県︺

名⑥

山形県心友会⑥

︹北海道︺

斎藤善次
︹千葉県︺

平川支会

︹群馬県︺

菅原藤五郎

○富田辿夫⑦
■申

︵支会名︶︵入会者︶︵紹介者︶

︵平成６年岨月Ｉ平成７年１月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

北海道富田辿夫富田朝彦

︵府県名︶︵入会者︶︵紹介者︶

︵平成６年吻月ｌ平成７年１月︶

◎新入会員芳名︵敬称略︶

前田勇

(
6
)
⑥

安房佐藤義満安田豊作
平川荒井弘導三枝英司

″沖津三郎〃
″渡辺文子〃

″伊藤；克己〃

″重田実〃
″鈴鹿錠〃
″河辺満〃

佐倉小原清喜美倉次重一

″桧貝信一郎〃

″原田郁〃

″佐藤金作〃

訂正とお詫び

第九七三号︵平成６年ｎ・岨月号︶

﹁事務局往来﹂

●伽頁下段︑ｎ月７日︵月︶の佐倉

支会会員の本部訪問の記事中︑

まいました︒訂正しお詫びします︒

倉次重一支会長のお名前を落してし
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発行所︵株︶講談社
◎会費領収報告
︷鎚秤賊祁斡唖朋廻叩︶

１この報告を以って領収書に代えさせてい
ただきます︒

終度です︒

吉田ウメ⑦

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
︹神奈川県︺

川久保孝雄㈲
︹東京都︺

鈴木寛一
持塵正二

(
6
)
（
6
）

(
6
)

言葉の
ひろぱ

他一同

佐倉支会倉沢重一
拝呈立冬の剛会長様愈々ご健勝のこ

鈴木会長様

どうぞ宜しくご指導の程お願い申しあ

をかけてみたいと考えておりますので︑

いさせていただき︑藤下局長さんはじ

過日ご出張中のところ会員多数お伺

役員に申し込み連絡をしたのですが︑

さに仰天してしまいました︒早速地区

て︑熟読いたしましてその内容の偉大

鈴木勲先生

ていきたいと思います︒

ますが︑それを楽し象に日々を頑張っ

近をお会いしたいものと考えており

式﹂い○

す︒お風邪などひかぬようご自愛くだ

すね︑心身共に引き締る朝夕でありま

暖冬と言われておりますが寒入りで

げます︒

導をお願い申し上げます︒不一

袖ヶ浦市三枝英司
明けましておめでとうございます︒

貴先生にはご健勝にて新しい年をお
迎えされたことと拝察いたします︒御
無沙汰ばかりいたしまして︑言い訳け
がありませんが元気で仕事をしており
ます︒

め皆々様の破格のご処遇を賜わり一同

そのままになってしまい︑貴先生のご

ガス自動車等の開発が進められていま

横浜市生山智己

感動いたしました︒とくに初心の者に

配慮だと思いますが︑本部に入会金を

すｐ当方がその業務の一罪端に加わるよ

昨年︑日本弘道会の資料を戴きまし

とっては講堂正面の会祖のご真影を拝

送りまして︑手続きをとらせて戴きま

うになりはや一年︑ようやくその輪郭

とお慶び申し上げます︒

し︑歴代会長さんのご功績に感慨ひと

して︑その後資料を多数戴きまして︑

員の集まりがあり︑席上鈴木勲会長の

昨年末︑横浜で神奈川在住弘道会会

がつかめるようになりました︒

その回答の一つとして︑電気・天然

います︒

自動車産業にもその対応が求められて

環境問題への関心が高まるにつれ︑

しほでございました︒

ありがとうございました︒

また墓参のことまでご高配を賜わり

たいと思いますし︑︲また︑旧友にも声

事には万難を排して参加をして︑学び

今後の生き方の指針として︑会の行

紙上にて誠に失礼ながら厚くお礼申

万謝申し上げます︒

し上ます︒何卒今後ともよろしくご指
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！

講演を拝聴しましたｐ
︵会員・日産自動車業務課︶

往時ｆ活躍したる大久保利通・西郷

れるのであります︒今や社会党は内部

反・規律違反と叱陀・謹責されておら

あり︑又︑社会党の路線転換は公約違

ねが

の如き政治家の輩出を待望し翼うもの

隆盛・板垣退助︒大隈重信・尾崎署堂

尚︑続いて日本は世界のＧＮＰ︵国

るとも喝破されております︒

混迷ｋ民主主義のルール破壊者であ

民総生産︶の一五％を占め︑アメリカ

﹁反響﹂
であります︒・

依れば︑懸案の改正選挙法成立次第一

に次ぐ経済超大国に成長したその国力

林健太郎氏︵元東大総長︶のご意見に

刻も早く国会を解散し︑各党がそれぞ

にふさわしい外交を行うよう︑とりわ

岩崎晶

れ政策を明らかにして論争を展開し︑

れております︒双手を挙げ大賛成︑こ

ていることに思いを致さなければなら

け東アジアの新興工業地帯から望まれ

○Ｏ

第九七二号﹁日本の政治を考る﹂に

国民の審判を仰ぐべきであると指摘さ
れぞ正しく正論と申せましょう︒

︑︑︑︑︑００

ました︒

就いての読後感申し述べたく筆を執り
現下の日本の政局は混乱・低迷中で
あり︑前途尚不透明にして極めて憂慮

勝部真長氏︵本会特別会員︶一・一ラ

よんかた︑︑︑︑

に堪えませんが︑由来我邦は今に劣ら

インは狐と狸のばかし合いとのご卓説︑

︵本会評議員・ＮＨＫ旧友会員︶

かじとり

時の政界混乱期を充分に監視し︑その

﹁的﹂を射たものと謂うべく我等は近

まと

以上︑お四方の所論は言をまことに

ぬ幾多の難関に遭遇してもその渦中よ

何事にも代議士連の中には票集めに血

趨勢についての梶取として︑言論を通

ないと結ばれておられます︒

り抜け出して更に前進︑より飛翻した

眼になっている恥知らずの者もあり︑

ち

のであり︑事態は早晩正常化するであ

まったお話の外︑国民の信頼を裏切る

であります︒

じて訴え続けなければと思惟するもの

まなこ

りましょう︒

者多くありと︑烈をたるご批判を開陳
どを

津英武氏︵本会特別会員︶村山富市首

私はこの年︵数え八九才︶になる迄︑

︑︑

有田一寿氏︵本会理事︶のお説の如く

通り全く御同感至極であります︒

されておられるのでございます︒文字

相は果して誠実な人物かと疑問を呈し

不肖にして﹁君が代﹂に第二番のある

︑︑

によい政治家・普通の政治家︒悪い政
割・三割・六割となり六割の政治家は

ておられるのであります︒実は海千・

︑︑

治家の三段階に区別したる比率は一
国政を任せるには不適当の三流という

山千のした坐かさのある姿を示しつ上

とし

０００

＠﹁君が代﹂に第二番あり︒

︹追記︺

ことになるとのこと︑狗に首肯する次

︑︑︑︑︑

第でございますｐｉ
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第九七三号拝見いたしましたｐ特集

ほご

除いて︑審判を開始した事件につき︑

決定をもって︑次に掲げる保護処分を

ことを知りませんでした︒

座談会﹁道徳教育の課題﹂各氏による

一保護観察に付すること︒

しなければならない℃

次︑﹁いじめ問題﹂について些か所

とありまして︑暫くは一般社会より隔

○○

この程︑ＮＨＫ旧友会報第五四号を

まことに真筆なるご卓見の数々︑さて

︑︑︑しんし

入手いたましたる処︑第六頁に左記の

は忌揮なきご提案には正に感服心脱帽

見を申述べたいと存じます︒六頁の

離して矯正の道を歩ませるべきである
○Ｏ

三少年院に送致すること︒

しｅ○

﹁巻頭の言葉﹂責任を罪について鈴木

が反省更生してからは社会の一員とし

○Ｏ○ゞ

○○・

通り歴然として第二番が掲載されてお
いたしました︒

勲会長のお言葉の如くにや上ともすれ

二教護院又は養護施設に送致するこ

りまして一驚いたしましたる次第︒殆
ので弦にご参考迄にお屈け︑ご紹介い

んどの方が乍失礼︑初耳かと存じます

ぱ﹁いじめる側の子供﹂の責任を従来

て活躍の場を再び与えるべきでありま

︑︑︑︑

此等をきびしく当局は実行し︑且つ

しょう︒

は家庭内の咲けと学校側の日頃の教化︑

我国六法全書の少年法の部を緩きま
に︑この法律は少年の健全な育生を期

すると︑この法律の目的として第一条

存じます︒

訓育も重要なる役目を負っているかと

尚︑﹁記事の掲載の禁止﹂として第

し︑非行のある少年に対して性格の矯

害する成人の刑事事件について特別の

行うとともに︑少年及び少年の福祉を

れるのであります︒．

五章第六一条は大切なことかと思惟さ

即ち﹁家庭裁判所の審判に付された

年齢戸職業︑住居心容ぼう等によりそ

訴を提起された者については︑氏名︑

少年又は少年のとき犯した罪により公
飛んで第二四条に︵保護処分の決定︶

︑︑

として①家庭裁判所はへ前条の場合を

︵中間略︶

明文があります︒

措置を講ずることを目的とする︒との

正及び環境の調整に関する保護処分を

ひもと

︑︑︑︑

たします︒

等閑に付して参ったる様であります︒

一︑君が代はちよにやちよに
いわお
さざれ石の巌となりて
こけのむすまでうごきなく
ちひろ

常盤かきわにかざりもあらじ
一︑きふがょは千尋の底の
さざれいしの鵜のいる礎と
あらはるるまでかぎりなき
象よの栄をほぎたてまつる
明治十四年十一月に出版された﹁小
学唱歌集﹂初篇に収められていたとの
由であります︒︵さらには︑実は三番迄
ったとする説もあるが夫は定かならずとあ
あります︒︶
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特別講演会のご案内
外交評論家の津英武先生をお迎え

知することができるような記事又は写

おった悪童が肘で私の横っ腹を突くの

②運動会の折︑私の左隣りを走って

したがひどい目に遇いました︶・

真を新聞紙その他の出版物に掲載して

です︒それも私が少し前に出ると強く

の者が当該事件の本火であることを推

はならない︒とあり︑当然のことであ

ですｐ遂に彼に破れて等外着となり涙

尚︑この法律が出来た頃には電波に

③放課後︑校内を出たる瞬間︑後ろ

りましょう︒

開催いたします︒激動する国際社会

よる社会通知は未だ発祥間もなくの時

より走って来た腕白奴が私の被りし帽

して？左記日程により特別講演会を
において展開されているわが国の外

子を取り上げて︑学校前の文房具屋の

わんぱくめ

を呑んだ次第︒：

交問題に鋭いメスを入れ︑その背景

んが︑出版物より現時に於てはその及

代︑勿論︑ＴＶには触れてはおりませ

屋根の上に遠く投げ上げてしまったの

彼等は大抵の場合に︑先生の目の届

０００００Ｏ

かむ

や問題点︑課題等についてご講演い

ぼす処強烈でありますので取扱方には

一ただきます︒・

で私は途方に暮れたことがあります○

私事でありまことに恐縮でございま

かぬ処で行動するのであり︑先生や家．

①雪が降って体操の時間が﹁雪合戦﹂

ない為︑益々窮地に落ち入ってしまう

いじめられっ子は決し沌他には漏らさ

︑︑︑︑︑︑︑

になったことがありました︒二群に分

︵本会評議員・ＮＨＫ旧友会員︶

いたす次第でございます︒

仲倉にむずかしき問題であると思考

︑︑︑︑︑

結果となる訳であります︒
︑︑︑

つめてありま．した℃︵結局犯人は不明で

︑︑︑

く点検しますと雪弾丸の中に小砂利が

頬に当りまして目がくらゑました︒よ

︑︑︑

が飛んで来るのですｐ馬鹿に堅いのが

に向って集中的に相手方より雪の弾丸

れていざ戦斗開始となりましたが︑私

︑︑ぐち

すが︑私は小学生の頃︑﹁いじめ﹂に

人に告げれば﹁つぐ口したな﹄とばか

○○○

より迷惑した事は何度も経験いたして

りに倍になって報復されてしまうので︑

Ｏ

おります︒

︑︑︑

充分に慎重を要する処でありましょう︒

知人︑ご友人等お誘い合わせの上
ぜひご聴講下さい︒

︽記

一︑日時
三月十日︵金︶

午後二時三○分より午後四時まで

二︑会場
日本弘道会ビル・八階講堂

三︑講師

津英武先生
四︑演題

甲も

﹁最近の日本外交の座標﹂
︒◆
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五○年の我が国の歩みを回顧して︑我

を歩みつつあります︒本号では︑戦後

入りを果して︑着実に国際国家への道

を遂げた我が国は︑現在先進国の仲間

迷の中から立上り︑驚くべき経済成長

ら今年で五○年になります︒廃虚と混

爪跡を残して︑あの戦争が終結してか

鯵昭和二○年八月︑第二次大戦の深い

二○︑二九八人︑避難所一︑二四七カ所︑

二人︑負傷者三四︑五六八人︑避難者三

べによれば︑死者五︑三七三人︑不明者

が締めつけられます︒読売新聞社の調

々のお姿を見るたびに︑言葉を失い胸

侍み︑悲痛な憶いを訴える被災者の方

放心状態で瓦喋と化した我が家の前に

惨状︑震度七という激震の恐怖に耐え︑

の脅威をダイレクトに受けた被災地の

ア︑とくにＴＶの映像を通して︑自然

見舞いを申し上げます︒マス・メディ

だ余寒厳しい昨今です︒どうぞ皆様方

鯵春の気配は感じられるものの︑いま

いただきたいと思います︒

く立直られ︑復興を目指して頑張って

たが︑どうか被災者の方左が一日も早

本赤十字社を通じてお届けいたしまし

した︒本会も些かですが︑義援金を日

してこられたことに深い感銘を覚えま

で被災地の生活秩序をしっかりと維持

道陣にも賞讃されたように︑自らの手

にして黙ゐと災害に立向い︑外国の報

編集後記

が国のかかえる課題や未来への展望に

︵藤下記︶
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して瓦喋の山に変容させた大震災が発

しかし︑この悲惨な情況の中で︑被災

たしました︒おかげさまで︑充実した

生︵一月十七日︵火︶午前五時四十六分︶し

者の方女が互いに手を取り合い︑励ま
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