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和田重正に学ぶ会

掲示板
以下の『掲示板』は、はじめ塾の塾通信です。
名前の通り塾からのお知らせ等、事務的な内容と
ともに、和田先生が日曜に塾で「日曜の話」として
塾生に話している講話が載っています。
現在私たちの手許にある塾通信に類する資料の中
では『掲示板』という題名のが一番古いものです。
しかしもしかすると、この『掲示板』の前にも他の
名前の塾通信が発行されていたかもしれません。
和田重正先生及びはじめ塾の考え方や活動の経緯
を知る資料の一つとして、以後これまでに収集され
ている『掲示板』ほかの資料を掲載していきます。
事務的な内容も、はじめ塾（和田先生）の活動を
知る一端として参考になるものは載せていきます。
和田重正に学ぶ会

事典類購入

塾関係のある篤志家から図書購入費として三千円
の寄付をいただきましたので先日の父母会からの五
百円と合わせて事典類を求めました。いずれも中学
生用として一応役に立つ程度のものですから、塾生
はあらかじめ実物をよく見ておいて必要な時十分に
利用してもらいたい。
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この度購入したのは左の通りです。
学生の理科事典 一，八〇〇
新世界人名辞典
一九〇
歴史辞典
三八〇
地理辞典
二六〇
政経社辞典
二六〇
文学事典
二五〇
国文法事典
二〇〇
計
三，三四〇
これだけのものを整えただけで、どんなに多くの
人々が学習上に大きな利益を得るかということを経
験して、ますます書籍の必要性を痛感しました。
それこの次には何を措いても平凡社の『世界大百科
事典』を手に入れようと計画しています。これは少
々高い（六万五千円）ので、まず借金をして買って
しまうつもりです。
それから、小学生用の事典類も必要ですが、これ
はたいした金額にならないから近いうちに一通りの

物を整えることができるでしょう。その次にはいろ
、
いろな参考書類がほしい。こんなに考えてくるとき
、がありませんからまず一番利用価値の高い『世界
り
大百科事典』を得ることに全力をあげましょう。
篤志家のご協力があれば幸いです。

図書利用について
塾の図書室にある本を利用するのについての注意
をこの機会に示しておきます。よく読んで実行して
ください。

一．この図書室にはどんな本があるかをよく知って
おくことが第一です。そのためには暇な時によく
見ておかねばなりません。これが図書をよく活用
するための第一の秘訣です。

二．本は大切に扱わなければならない。
１．大きい本は必ず両手で扱うこと。片手で扱う
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とじめ

と本の綴目がいたんで本がすぐにボロボロにな
ります。はじめ塾にある大型の辞典類はみんな
ボロボロになっていますが、あれは、それほど
古いわけでもなく、大きい本の取り扱い方を知
らない人が乱雑に使ったからああなったのです。
恥ずかしいことです。
２．ページをめくるのに親指と人差指または中指
で一枚一枚紙にしわを寄せながらめくる人があ
ります。そういう癖のある人は気をつけなけれ
ばならない。もっとひどい人は鉛筆やペンで大
マル
事なところに線を引いたり○をつけたりするく
せがあります。こんなのは言語道断ですが塾生
の中にも幾人かそういう人がありますから十分
気を付けてください。
三．用が済んだら元のところへ戻しておくこと。そ
の際に、いい加減なところへ置かないよう、例え
ば理科の本を国語の棚にのせたり、左の端にあっ
たものを右の方へおいたりすることなく正確に元

の所へ戻しておかねばなりません。また本を棚に
差すとき、さかさまに入れたり、裏表を逆に入れ
たりして平気な人がありますが、そういう神経で
は何をしてもまともなことはできません。よく気
をつけましょう。

この前の「日曜の話」

みんなはこれからだんだん大人になって行くのだ
が、うまく立派な大人になってくれなければならない。
、ら
、た
、こ
、だ
、もあ
、ま
、もそれからこ
、ろ
、もしっかりと発
か
、ら
、だ
、
達して大人らしくならなければならないが、か
、た
、ま
、については学校や家庭で大へん骨を折って
とあ
、こ
、ろ
、を健全
いるからまずしんぱいはないとして、こ
な大人に育てる特別な工夫は殆どどこでもされてい
、ら
、だ
、
ない。だから実際に世の中の大人を見ると、か
、た
、こ
、ま
、が大人になっているのにこ
、ろ
、がこどもの
とあ
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まま、ひどいのになると赤ん坊のままでそれ以上に
発達していない人がたくさんいる。これは、まこと
にこっけいで、気の毒でもあり困ったことでもある。
、
何故かというと、人間の幸、不幸の大部分はこのこ
、ろ
、が大人になっているか、いないかによってきま
こ
るものだからである。
、ら
、た
、と
、だ
、とあ
、ま
、が幸福のも
、だと思っ
多くの人はか
、こ
、ろ
、にはあまり重きをお
てひどく大切にするが、こ
かない。これは大へんな間違いである。が健全に発
達しているかどうかによって、その人の幸、不幸は
完全に分かれるのである。
、こ
、ろ
、とはどんなで、大人になると
では子どものこ
いうのはどうなることかというと、一口にいってみ
れば、子どものこころというのは、すべてのもの ――
物でも人でも制度でも、自分のためにあるような気
がする。つまり、他のものの身になって考えるとい
うことがなく、いわゆるいい気なもの ――そんな気分
に包まれているものである。
赤ん坊なんて全くいい気なものでしょう。赤ん坊

がかわいいのは、いい気なものだからかわいいのだ
が、ヒゲが生えてまでこんなかわいさがあっては傍
のものはやりきれない。結局そんな人は ――自分には
理由がわからずに ――周囲の人々から迷惑がられ嫌わ
れることになる。
、こ
、ろ
、というのは、そういう「いい気」な
大人のこ
気分を払い除けて、ひとの身になってものを考える
、と
、こ
、り
、のあるこ
、ろ
、のことである。
だけのゆ
、た
、こ
、ま
、とともに、そういうこ
、ろ
、の
はじめ塾ではあ
順調な発達を念願している。
どうか、まじめな気持ちで日曜日にはできるだけ
出席してもらいたい。
そうして、できるだけ度々泊まって一緒に生活し
てもらいたい。大人になるために。
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毎、水曜日午前十時ー午后三時

面会日
教育や宗教など人生の根本に関する問題について、個人
的なお話し合いをする為に毎週この時間をあけて お待ち
しております。
どなたもご遠慮なくおいでください。
○ ただし無意味な世間話や外交辞令はごめん蒙ります。
○ 午前中から来て午後までいらっしゃる方は弁当をご持参
になるか、電話でご自由にそばかおすしでもお取りにな
っていただきます。塾ではお茶を差し上げますがそれ以
上のご接待はいたしません。

父母の会十二月例会

十二月十五日（火） 一時開会 ――三時半閉会

会の規定を作るご相談をしたいと思いますのでご都合お差し

繰りの上是非ご出席をお願いいたします。

年 末 年 始 の 予定

塾の勉強は、冬休み中は午前九時から正午まで

ただし、十二月三十日から一月三日まで休み
新年会 一月四日（火）
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新年会
は三年生の送別会を兼ねて行います

く な差し

送別会には少し早過ぎますが二月、三月になるといろ
支えができるので、
はじめ塾では毎年こうすることになっています。
また、四日には二次会として高校以上の人が集まって、新たに先
輩の仲間入りをする現三年生の歓迎会をします。

か、電話でご自由にそばかおすしでもお取りになっていただき

ます。塾ではお茶を差し上げますがそれ以上のご接待はいたし
ません。

と思います。会費その他の詳しいことは準備委員会から近日発表さ

題 「仏となって仏を超えん」

十二月二十日（日） 午后一時半

月例佛教講演会

れるでしょう。

講師 北大教授 古田紹欽先生

ですから、三年生の人は四日にはみんな是非出席してもらいたい

◇ 新年会の準備係を引き受けてくれる有志はありませんか。

場所 はじめ塾

会を開いています。

の代表者となっている関係上、毎月はじめ塾で講演会や座談

これは、はじめ塾の主催ではありませんが、私がこの分会

どなたでも来聴歓迎

四・五人のグループが適当です。ごちそうを作ったり、飾りつけを

毎、水曜日午前十時ー午后三時

したり遊びの用意をしたりなかなか忙しいけれど楽しい仕事です。

面 会日

教育や宗教など人生の根本に関する問題について、個人的なお話
なたでもご遠慮なくおいでください。

からは突拍子もない誤解を受けていることはまことに残念で

本当の中身がわからなくなってしまっていて、そのため世間

私たちは、佛教というものが今日あまりひどく歪められ、

○ ただし無意味な世間話や外交辞令はごめん蒙ります。

あると思い、一人の人にでも本当の仏教の味わいを知っても

し合いをするために毎週この時間をあけてお待ちしております。ど

○ 午前中から来て午后までいらっしゃる方は弁当をご持参になる
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らいたいと思って、こういう会をやっているのです。
どうか、大海の一滴を舌端にのせてその味わいを味わって
みてください。特に若い人々を歓迎します。

「なんその法」と日曜の話
毎日曜午前九時 ――九時四十分
塾生は万難を排して参加せよ
卒業生その他有縁の人々も
奮って参加せられよ
「なんその法」とはなんだろう？
来てみればわかる。
やってみれば なおよくわかる。
耳を澄ませて 口を結んで
「聞くこと」と、
「坐ること」

人となるのに絶対必要なこと。
しかも今日の教育に一番欠けていること。
それがこれだ！

く く

口をとがらせて
自分の言いたいことだけをわめき立て、
バタ ガサ と立ち騒ぐ
そんな愚か者になってはいけない！

ヒトリデニ ココロガトトノイ
ケチナコンジョウガナクナッテ
リッパナヒトニナル
一〇ジカンベンキョウスルヨリ
一カイスワッテ ハナシヲキクホウガ
セイセキガアガル
ダカラ ベンキョウハヤスンデモ
コレニハデテキナサイ
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日曜の話
十 二月 十 三日

く

今日は大変むずかしい話をするけれど、あなたた
ちならよく聞いていればなんとなくわかる。
この前皆にあげたプリントに「アタマガヨクナリ
じようだん
ビジンニナル」と書いてあったが、あれは冗 談だ
と思った人があるかもしれない。が、決してそうで
はない。本当のことである。
、の
、お
、
しかし、
「アタマガヨクナル」といっても、も
、え
、や理解力がよくなって急に成績が上がって一番
ぼ
になるというのではないし、
「ビジンニナル」といっ
ても低いはなが急に高くなり皮ふが雪のように白く
なるというのではない。
なんそをやってこの話を聞いていると、むろん記
憶力も理解力もよくなることは事実だが、ここでい
う「アタマガヨクナル」というのは、そんなケチな
ことではなく、もっと 素晴らしいことだ。つまり、
、の
、の
、道
、理
、」が分かるようになるということだ。
「も
（そ

く

く

、の
、の
、道
、理
、とはどんなことかということは長い間
のも
かかってだん に話すが、本当に立派な人というの
は、ただものおぼえがいいとか理解力が強いとかい
うのではなく、ものの道理のわかる人のことである。
東大を一番で出るような大秀才でも、ものの道理
のわからない人もたくさんある。こういうのをリコ
ウバカという。こういうのが人に迷惑をかけ自分も
不幸になる、一番厄介な連中である。
その代わり、小学校も出ない無知なおばさんでも
実にものの道理がよくわかっている人もいる。バカ
リコウという。谷間の一軒家でカマドの下を火吹き
竹で吹いているだけでも、世の中のために大いに役
に立って自分も幸福な人である。
また、ビジンになるといっても山本ふじ子やクレ
オパトラのようなビジンではない。そんなケチなビ
ジンではない。もっと 本当に美しい人のことであ
る。はながペチャンコで天井むいていても、目が片
方しかなくても、美しさで人の心を本当にひきつけ
る人がいる。非常に稀ではあるが、そういう人が実
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際世の中にはいるものだ。
ではどうしたらそんな「道理」が分かり、からだ
から温かい美しい光を出す人になれるのだろう。

く

まず、ブラナイことである。スタイルをつくらな
いこと、ワザトしないこと、この辺の方言で言うと
ムリトしないことだ。リコウブラナイ、バカブラナ
イ、ビジンブラナイ、カネモチブラナイ、ビンボウ
ブラナイ、ゴウケツブラナイ、フリョウブラナイ、
聖人ブラナイ、もう一つブラナイブラナイ、これは
むずかしい。世の中には、学生の中にもずいぶんい
ブラナイブツテル
るが、大人の中にもかなりそういうのがいる。これ
は一番鼻持ちならないキタナイ奴だ。――そうなると、
ブラナイということが本当にできるのは実にむずか
しい。昔から本当に何もブラナイようになった最も
高い先輩はお釈迦様だと私は思っている。
それだから私もそうなろうと思って毎日お釈迦様
の意見をきいて、いろ やっているのだ。
以下略

新年会

一次会 ――塾生・卒業生・父兄その他誰でも
一月四日 午前十時半 ――午后三時
会 費 一人 百円と餅三個

二次会 ――塾生・卒業生・父兄その他誰でも
一月四日 午后五時 ――九時
会 費 一人 百五十円

・一次会の昼食・二次会の夕食は当番が腕をふるっ
て作りますからご期待ください。
・準備の都合がありますから出席申込はなるべく今
月中に願います。
・会費はなるべく申込と同時に納めてくだされば好
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く

十 二 月二 十 日

都合ですが、当日ご持参でも結構です。
・カルタ、トランプなどある人は持ってきてくださ
い。
・余興に日本舞踊や独唱をしてくれる人があります。
みんなも、劇でも手品でもなんでも結構ですから
めい 何か練習をしておいて発表してください。
どうぞみなさんお誘い合わせの上おいでください。
新年の一日を楽しくすごしましょう。
当番 中学三年女子有志

日曜の話

立派な人間というのは道理のわかる人のことだと
この前言ったが、その道理とは一体どんなことだろ
う。
一口に言ってしまえば、ものごとの原因結果の正
しい関係のことと言えるけれど、そんなこと言った
ってみんなにはわからないだろう。

例えば、丈夫になりたいと思っている人があって、
いつも、疲労しないように十分寝坊をし、栄養をと
るためにごちそうを食べて、寒いときには風邪をひ
かないようにとコタツにかじりついて背中をまるめ
ていて、そうして年中医者に診てもらってビタミン
の注射をしてもらっているのや、或いは成績をよく
しようと思って、要領のいい勉強の仕方ばかり研究
していたり、えらくなろうと思って「立身出世の近
道」などという本を夢中で研究したり、お金持ちに
なろうと思って「マネービルの秘訣」を研究して少
しも働かないで作戦ばかり練っている。こんなのは
どこかおかしい、と思うでしょう。それから、人に
注目されたりあるいは人に勝ちたいために不良ぶっ
てみたり、不良になったりするのも同じだ。こんな
のは道理にはずれている。だからこんなことをする
人は道理のわからないバカモノだと言われるのだ。
それから、道理がわかるというのに二通りあるこ
とを注意しておかねばならない。
、わ
、し
、く
、知るということ。もう一つ
一つは道理をく
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、し
、く
、わかるということ ――これはもっと正
は道理を正
確に言えば、その事物が、それを取り巻く全体の中
で保つ正しい調和のすがたを知り、それを中心とす
る因果関係を正しく理解する、ということだが ――そ
んなむずかしいことを言ってみてもはじまらないか
、し
、く
、わ
、か
、る
、といっておこう。
らここでは簡単に正
くわしく知る方はあたまで知るので、この訓練は
学校で大いにやっている、 ――これも大切だ。しかし
、こ
、ろ
、で
もっと大切なのは正しく知る方で、これはこ
知るのである。
ものの道理をどんなにくわしく知っても、正しく
知らない人はくだらない人間だ。学者や宗教家や道
徳家などで、どんなにくわしく道理を知っていても
まことにくだらない人がたくさんあるのはそのため
だ。くわしくは知らなくても正しく知っている人は
立派な人だ。くわしく且つ正しくわかっている人は
一番立派だ。
くわしく知るには勉強してあたまを訓練しなけれ
ばならないが、正しく知るのには、こころを正しく

しなければならない。こころが歪んでいるとものご
とが歪んでみえる。ではこころは何によって歪むか
というと「手前勝手」というヒキツレで歪まされる
のだ。幼い子どもは徹底的に自分勝手なものだ。し
かし、
「子供だから」といってみんなが許してくれて
いる。大人になっては、そんな勝手は許されない。
つまり、あいつは道理のわからない奴だと軽蔑され
嫌われる。
安物のガラスを透して見ると丸いお月さまも凸凹
なものに見える。まっすぐな道が曲がって見える、
美人が不美人にみえる。
こころがヒキツレていて正しい道理がみえないの
は丁度そんなものだ。
キチンと坐ってこころのヒキツレをのばし、段々
に道理のわかる立派な大人の人に成長してゆこう。
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◎ みんなにお願い・・・
掃除の手伝い
二十九日の午后 も(し、お天気がわるくて寒かった
ら三十日午前中 な)るべく大勢応援に来てください。
二十人来てくれたら二時間で済むと思います。

六年生のための英語準備コース
一月 ――三月 土曜午后二時 ――三時
講習料 一人千円（塾生は無料）
希望者が多くてもう〆切らなければならないのです
が、塾生の弟妹でやりたい人があればなるべく入れ
てあげたいと思いますから、そういう人は至急申し
込んでください。いずれにしても十二月末日で〆切
ります。

参禅会

毎週水曜 十時

毎月五日夜

――三時

理科の勉強
村岡先生
二十八・二十九・一月七日 午前九時から

面会日

なんその法と日曜の話 日曜 九時半
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日曜の話
十二 月 二十 七 日

立派な人間とは人間らしい人間のことである。
子どもから大人への発達も、人間らしからぬもの
から人間らしいものへの変化である。
私は何年も前から、人間と他の生物との差異はど
こにあるのだろうかと考えている。これに対しては、
どんな偉い人でも「必要にして十分な」答えはでき
ないだろう。しかし部分的に正しい答えは誰にでも
できるだろう。子どもは子どもなりに、賢い人は賢
いように、なんとか答えることができる。だからは
じめ塾では来年の課題をこれにして、みんなで一年

間、おりにふれて考えてみようと思う。そうすると
人間というものがどんなに面白いものであるかがだ
んだんにわかってくる。
さて、人間と他の生物とちがう点として一番よく
あげられるのは言葉である。ことばを持っているの
は人間だけだと言われている。これはどうも本当ら
しい。蜜蜂には言葉があるのではないかと考えてド
イツあたりでは大がかりな研究が行われたが、それ
は身振りによって何かを伝える方法はあるがことば
といえるようなものではないと判断されている。と
もかく、ことばをもっているか否かは人間と他のも
のを区別する一つの大きなよりどころだといえよう。
そしてことばは、人間にだけある文化というものを
創造するための主要な原動力であるとも言われてい
る。
だから、ことばを自由自在に使いこなすことは大
変人間らしいことだと言える。しかし、ことばとい
うものは非常に不思議な性質をもっていてうっかり
いい気になって使っていると、使っている主人公の
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く

人間をいつの間にか台なしにしてしまうことがある。
そのかわりいい気にならないで気を付けて使うとま
ことに重宝なもので、主人公である人間をどこまで
も立派にしてくれる ――この言葉の不思議な力につい
てはもっと 話したいが、今日私が言いたいことは
別にあるので、これは他の機会にしよう。
私は今、人間に独特なものの一つとして忍耐努力
をあげてみたいと思っている。
犬や猫やライオンや蛇やミミズなどでも餌を得る
ためや、叱られたり罰せられたりしないためには随
分忍耐努力をしているように見えることがある。け
れどもあれは要するに人や環境にそうさせられてい
るだけで自分が、これはこうしなければならないと
判断し、その判断を実行しようとして頑張っている
のではない。本当の忍耐努力というのは人間にしか
できないことだと思う。だから人間らしくなるため
、ん
、と
、しなければならない。大体、
には忍耐努力をう

子どもは忍耐や努力をすることが少ない。 ――それは
まだ人間のヒヨコだからで、大人になるとだんだん
本当の人間らしい努力をするようになってくる。と
、ら
、た
、だ
、やあ
、ま
、は大人になっても
ころが世の中にはか
、こ
、ろ
、の力がまるでなくて子どものままのような人
こ
がある。あなたたちはそんな片ちんばな大人になっ
ては困る。これからの数年間で大人にならなければ
ならないのだから忍耐努力ということがどんなに大
切かを今知ってもらわねばならない。
はじめ塾の三つのカギの一つに「いやなことはさ
けないで」というのがある。
「お使いに行って来なさい」
「いやだ」
「どうして」
「かったるいもん」
「庭の掃除をしなさい」
「いやだ」
「どうして」
「寒いもん」
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「君はどうして英語を勉強しないの」
「英語嫌いだもん」
「どうしてご飯食べる時間もないほど寝坊するの。
いくら起こしても起きないで」
「だって眠いもん」
「かったるい」や「きらい」や「寒い」や「ねむい」
ことがいいわけになると思っているようでは人間ら
しくならない。そんなことは犬や猫と共通のこと。
人間は、かったるくてもきらいでもともかくしなけ
ればならないことはじっとがまんしてやるものだ。
私たちが子どものときも、子どもだから忍耐努力
は少なかった。しかし、その必要なことは非常に強
く教えられた。ところが、日本が戦争に敗れてアメ
リカの兵隊がガムを噛みながら街を歩くようになる
と、忍耐や努力などする奴は野蛮人のように言いふ
らされる時代が来てしまった。今はそれほどでもな
いけれどまだそういう気分は消えてはいない。おか
げで体が大きくて、口先の理屈は達者なくせに忍耐

努力という人間の特徴をまるで具えていない青年が
街に溢れている。チンピラとかグレン隊とかいうの
は、そういう大人になり損なった敗残者の代表であ
る。
、や
、き
、い
、や
、で
、も
、、泣
、な
、
「いやなことはさけないで」い
、ら
、っ
、で
、も
、、じ
、と
、や
、り
、遂
、げ
、る
、‥‥これが立派な大人に
が
なる道だ。
最後に注意を一つ。
例えば、秀才が大した努力もせず百点をとった。
そして、あたまのわるい人が徹夜の勉強をして三十
点とったとしよう。
百点と三十点と比べると百点の方が値打ちがある。
しかしその七十点の差は人間の値打ちの大小にはそ
れほど大きな影響はない。それは計ることができな
いほど僅かな差でしかない。それよりその二人の努
力の大小の方がはるかに人間の値打ちに大きな影響
を与える。
また上手いことをやって百万円もうけた人とコツ
努力して一万円もうけた人とがある。

く
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百万円と一万円とでは百万円の方に値打ちがある。
しかし人間の値打ちについて言えば、百万円もうけ
た人の方が余計に値打ちがあるとはいえない。それ
を得た努力の大小の方が重要問題だ。 ――そんなこと
がなぜ言えるかということはちょっとむずかしいけ
れど、要するに、どっちの方が人間らしさ（大人ら
しさ）を多く発揮したかを比較してみれば分かるこ
とだ。
つまり結果より、忍耐努力そのものに値打ちがあ
るのだと言おうとしているのである。わかったかな？

部屋に出入りするときの作法が少し乱れてきた。
一月から引き締めて行こう。
なんその法と日曜の話
一月十日から一月三日は休み）
父母の会一月例会
一月二十日 午后一時

六年生のための英語準備コース
一月十日より三月二十六日まで
毎土曜午后二時 ――三時
面会日 教育と人生について
毎週水曜 午前十時 ――午后三時
参禅会 毎月五日夜
月例佛教講演会 期日・講師 未定

会館が出来た記念すべき昭和三十四年もまさに流れ
去って行こうとしています。
今日（二十九日）は午前中、今年最後の勉強をし
て、午後は大勢の塾生が来てこの建物の隅から隅ま
できれいに掃除してくれた。そして、いま一段落つ
いて一同居間に集まり茶を飲みながら新年会の計画
を話し合っている。
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あ、このチャチな本」と感嘆詞を
発したのは、私ばかりでなく、ま
みず会のみなさん方もみなそうで
あられたと思います。消費文化と
いい、すばらしい豪華本も続出し
ているいまの世のなかに、これは
また、タバコ一つ分の値段とはい
え、戦時体制版みたいな本を、中
山さんはつくりだしました。
「もう少しなんとかならないものか」
と、第一に私は不平をならしたわ
けですが、郵便料金が何グラムま
でいくら、その郵送グラム範囲内
でつくるとすれば、結局これがぎ
りぎりだとのことをきかされて、
そういうものかとひきさがりまし
たが、郵便料金もかわったりして、
来年からはまた新値段、新装幀の
本がつくられるそうです。

とにかくそれにしても外形だけ
からみれぱ ――そして郵送料もく
わえればいよいよ ――日本で一番
高い本なのでないかと思います。
――とすれば「せめて中味だけは
精一杯良心的に、執筆者のかたが
たにもいいものを書いていただい
て、この日本で一番高価な本にふ
さわしいものにしなければ、これ
はまったく罪悪ですよ」と、わた
しは中山さんに出逢うといつもあ
たまからハッパをかけます。
しかしわたしは根本的には中山
さんのやり方を気にいっているの
です。そして何とかして、中山さ
んの仕事が順調にのびてゆくこと
を祈り、わたし自身およぱずなが
らお手伝いできるならさせてもら

- 18 -

まみずの言葉
思いは幻影
行為は現実
結果は化けてでる
内山興正

中山さんと私
内山興正
「月刊まみず」および「まみず新
書」
をはじめて手にされたとき、「わ

１１月号
1966/No.9

おうと思っています。それはなぜか？
わたしが中山さんと知り合った
のは、昭和三十五年ごろ、わたし
の折り紙の本を出すために和田先
生が紹介してくださってからです。
中山さんはそのころ国土社の編集
長をしていました。中山さんは一
ッ橋の商大を出、兵隊で苦労し、
戦争から帰って以来、和田先生の
ドン底生活時代に、そのまた居候
をしていたのだそうです。そして
そのころすでに和田先生の書かれ
たものをみて感激し、これを世に
出したいと、先生の原稿をもって
方々の出版社へ歩きまわりました。
ところがどこの出版社も、なんの
肩書ももたぬ先生の本を出そうと
いうものはありません。
それで中山さんは、
「よし。そん

ならおれが出す」と決心し、その
ためには、まず出版の仕事を学ば
なければというので国土社へ入社。
それから十数年、国土社編集長時
代に、私は折り紙の本を出すため
に中山さんに面倒をみてもらうよ
うになったという因縁です。
ところでそれから三年ばかりし
て中山さんは国土社を退社、柏樹
社を創立して、はじめの念願通り
まず和田先生の本を世に出しまし
た。どうもこのやり方は、防風林
をつくるために松の実をまくこと
からはじめるようなやり方ですが、
私はとても気にいりました。
和田先生は中山さんを評して
「牛
のような」といわれましたが、本
当に私もナルホドと思います。
しかも国土社を退き、柏樹社を

創設するにあたっても、国土社に
あと足で砂をふっかけるようなこ
とをせず、反対に国土社社長を後
援者にもってくるなどというやり
方は、私をして中山さんに全幅の
信頼をよせました。
私のもっともキライなことは人
の信義を裏切るようなやり方です
が、中山さんはそんなことをする
人でないことを喜びます。
また出版という仕事は、一つ売
れる本をつくると俄かに膨張し、
しかしそのためやりすぎて、すぐ
泡の如く消えてゆくものです。そ
んな泡沫出版社の多い世の中にあ
って、中山さんのやり方は、資本
がなけれぱないなりに、まずチャ
チな本から出発し、これをじっと
あたため育ててゆこうというので
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あって、私はこの出発も気に入っ
ています。派手に売り出す力がな
いならないなりに、じっと自分の
ペースを守りながら、しかしより
よき仕事をしてゆけば、自分の内
容も磨かれると同時に、いつか多
くのひとも買ってくれる時期がく
ると信ずるからです。
まみず会の皆さんにも、中山さ
んのこのような人格、このような
歩みぶりを、私とともに気に入っ
ていただければ幸いに存じます。
派手な仕事をするために、世に媚
びるような出版社の多い現代にお
いて、中山さんのような地道なが
ら、真実の仕事をしようという歩
みのために、この上ともご後援を
惜しまれないようお願いいたしま
す。わたしはいつか中山さんの堅

実な歩みが反対に日本の出版界を
圧倒し、リードする日のくること
を期待し信じているものです。
（京都・安泰寺）

昭和四十二年度

まみず新書・月刊まみず
刊行ご案内

筆くださる六人の先生方は皆様とは殆

どおなじみの方々ばかり、夫々、人生

と社会に、新しい息吹きを与える「価

値ある本」にして下さることと信じます。

また、月刊まみず誌は、Ｂ６判三十

二頁に増頁して質量ともに充実した雑

誌になります。まず、和田先生が、
「よ

い学校」のほかに、
「あしかび談話」を

設けて、自然・人生・教育について滋

味ふかい随筆や時評を連載してくださ
本年度まみず新書も、今度の桜木先生

典座教訓 〟 を現代に生かす」と題し人

正先生の「人生料理 ――道元禅師の

います。さらに五月号からは、内山興
のご著書をもって全巻の刊行を終わり

生百般への処し方を説かれる講座が始

七百余人の会員と多くの読者の皆様、

ましたが、一年間のご愛読を心から感

まりますし、詩歌などの趣味欄、読者

また、来年度は、まみず会活動を一

〝

謝申しあげます。
重正先生のご指導の下に皆様のよせら

層活発にし、七月末の京都での大会、

のページ等も充実します。
れたご希望も十分にとりいれまして、

あるいは各地での読者会、読書会活動

さて、来四十二年度の計画は、和田

別紙のように決定いたしました。ご執
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などを、会員の皆様のご協力をえて具
体化したいと考え、月刊まみず誌は新
書と形影相伴い、名実ともに、まみず
溢れる雑誌をめざしております。
刊行の形式は、新書と雑誌を別々に
ご送付する他は今年と同じですが、郵
便料金の非常な値上りと月刊まみず誌
の増頁などにより、会費の大分の値上
げが余儀なくなりました。小社の真情
ご明察の上、来年もまたお知合いお誘
いあわせの上、ご入会賜り、共にまみ
ず溢れる国土の建設にご協力賜ります
よう、以下刊行計画内容、ご購読の栞
などを付して、お願い申しあげる次第
です。

まみず会について
まみず会とは、広くは柏樹社の刊行す
る図書の著者と読者、具体的には、
「まみず新書」もしくは「月刊まみず誌」
の定期ご購読者とご執筆下さる先生方と
の心の広場です。互いに励ましあって、
己れの本来の姿を求め、そこから湧きで
る生命の泉によって国土を潤そうとする
人々の集いです。
まだ本や雑誌を通しての心の通い合い
が主で、東京や小田原で、隔月交互に先
生方のお話を聞く会を開いているにすぎ
ませんか、逐次、会員の方々のご協力を
えて、読者会、読書会、講演会などを各
地で開きたいと考えております。尚、こ
れらの会の様子や予定その他のご連絡は、
月刊まみず誌を通していたしますのでご
了承下さい。

十一月 まみず会
久方ぶりに、和田重正先生を囲み東京
まみず会を左記によっていたします。お
誘い合わせご参加ください。
日時 十一月廿日（日）
一・三〇～五・〇〇
場所 東京・お茶の水 湯島聖堂

十二月 まみず討論会
十二月十八日（日）には、小田原はじ
め塾に桜木健古先生をお招きし和田先生
とも共、
「日本の将来」というテーマで討
論会を催す予定です。和田先生の「国に
理想を」に始まり桜木先生の「人間を生
かす社会創造」
「祖国愛と自己創造」など
の名著を徹底的に私どもの血肉にしたい
との趣旨です。多くの方、特に若い方々
のご参加をお待ちしています。
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まみずの言葉 〈十二月〉
幸福は儚い、不幸も儚い
儚いものを追い
儚いものを避けようと
儚いものばかりに
目をつけて
生きる一生ほど
儚いものはない

人類同悲運動の願い
ー『死に勝つまでの三十日』
を読んでくださった方へー

松居桃楼
このあいだ、私は今まで大事に
保存して来た本や書類のすべてを
焼き捨てた。その中には、
「いつの
日か、本にまとめて発表しよう」
と思いながら、青年時代から書き
ためて来た原稿や、粒々辛苦して
集めた資料などもあった。それら
のものは、私にとって必要がなく
なったから焼いたのではない。む
しろ、私自身の体よりも、命より
も大事なものばかりだったから、
思い切って焼き捨てたのだ。言い

かえれば、私自身の、過去に対す
る執着と、未来に対する欲望を焼
いたのだ。
元来、私は、たった一枚の紙屑
でも、燃さない主義である。この
地球上の資源は、できるかぎり、
何度でも活かして使い、それによ
って生まれてくる財貨を、少しで
も多く、世の中のために役だてる
べきだと信じているからだ。しか
し、今回ばかりは、あえて、日ご
ろの主義に反することを断行した。
ことのおこりは、私の三十年来
の宿願だった天台小止観の現代語
訳《死に勝つまでの三十日》が柏
樹社から出版されたことにある。
思えば、私は、初めて天台小止観
を読んだ時以来、なんとかして、
その中で説いているとおりの修行

- 22 -

１２月号
1966/No.10

を実践したいと、明けても暮れて
も、心に念じて来た。だが、残念
ながら、いつもくだらない世俗の
雑事に追いまくられて、自分の理
想とは、およモ縁の遠い毎日をく
りかえしながら、ついに今日に至
ってしまった。そんな私が、天台
小止観の現代語訳をするなどとい
うことは、まことにおこがましい
話である。それだのに、あえて《死
に勝つまでの三十日》を世に送っ
たのは、そのことによって、どう
しても、なまけてはいられなくな
るように背水の陣をしいて、自分
で自分を鞭うとうと決心したから
だった。
天台小止観の具縁第一（練習を
始める前の用意）には、持戒清浄、
衣食具足、閑居静処、息諸縁務、

得善知識という五つの条件があげ
てある。その中の息諸縁務（今ま
でのモノの考え方を白紙にかえそ
う）は、簡単に言えば、過去の一
切を忘れて、いっぺん頭の中をカ
ラッポにすることである。だから
こそ、まず、過去の思い出を全部
焼き捨てたのだ。もっとも、私は、
これまでに三回も、
「息諸縁務」を
せざるをえない破目に自分を追い
こんでいる。最初は、戦時中に、
死ぬ決心で台湾に渡った時。その
次は、終戦後、裸一貫で内地に帰
って来た時。三回目は、なにもか
も捨てて蟻の街の住民になった時
である。そして、今度の「書類の
焼き捨て」が四回目だが、これか
ら後も、命のあるかぎりは、まだ
まだ何度でも、
「息諸縁務」をくり

かえす必要があるかも知れない。
ところで、衣食具足（キモノと
タベモノに対する感謝の心をもっ
て、最低の生活にあまんじる）の
は、そう難かしくない。どんな晴
れの場所にも、南京袋で作ったキ
モノしか着て行かないことは、数
年前から実行しているし、昨年の
七月十四日（亡父の三十三回忌）
以来、肉も魚も卵も一切ロにしな
いことにしている。そのうえ昨年
のクリスマスから、クロレラ（淡
水藻）の一種を主とする食糧の人
体実験を始めて、もうかれこれ一
年になる。誰からも生活費を保証
してもらわないですむ。徹底的な
頭陀生活の確立と、全人類の飢餓
問題解決策を探求するためである。
住居費を最低にするためには、
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ポンコツ乗合自動車の車体を一台
手にいれた。どんなに粗末な掘っ
立て小屋よりも、ぼろテントより
も、これが一番安あがりであるこ
とがわかったからだ。ただ、その
ポンコツ自動車の置き場所として、
閑居静処（なるべく感情を波だた
せないような生活の場）を、四、
五十坪ほど、目下物色中だが、こ
れも、きっと、近いうちに天から
さずかるだろうと期待している。
これまでの体験によると、一番
やさしそうで、実は一番難かしい
のが、持戒清浄（いつもニコニコ）
である。天台小止観の第一行目の
言葉、
「諸悪莫作、諸善奉行」を、
私は『ひとつぶでも、まくまい、
ほほえめなくなるタネは。どんな
に小さくても、大事に育てようほ

ほえみの芽は』と訳し、
『天台小止
観を、一言にせんじつめれば、
「今
をほほえむ」だ』と、いつも主張
しているが、それを真剱になって
実行しようと思えば思うほど、そ
の難しさが、しみじみとわかって
来る。なぜならば、人間は、自分
ひとりでニコニコしようと努力し
ても、決して本当の心の平安はえ
られないからだ。では、どうした
ら、いつでも、どこでも、何もの
にもほほえめるような人間になれ
るだろうか？それには、
「全人類を
ひとり残らず幸福にしよう」とい
う大決心が必要なのだ。
その角度から考えなおして見る
と、私がこれまで関係してきた《蟻
の会〉などは、少数のバタヤの自
力更生だけを目標とする、まこと

に小乗的な団体にすぎなかったこ
とを恥ずかしく思う。だが、問題
は《蟻の会》だけではない。今の
日本国民の大半が、個人の幸福や、
特種なグループの幸福、あるいは、
日本国民の幸福だけを追求するこ
とを当然のように思っている。こ
んなことで、人類は、いつの日に
世界平和を樹立することができる
だろうか？
私が、強くこの疑問をいだきは
じめた時に、偶然にも、韓国の首
府ソウル（もとの京城）に、
「韓国
蟻の街」が誕生した。十六年前の
朝鮮動乱によって孤児となった青
年バタヤばかりの集団ではあるが、
彼らの理想は、自分たちだけの自
力更生ではない。徹底的な最低生
活にあまんじながら、模範的な協
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同社会を組織することによって、
全世界のモデルケースになろうと
念願しているのだ。私は、その実
情を視察するため、今年の二月か
ら三月にかけて韓国に旅行した。
そして、心から感動した。終戦後、
多くの日本人が忘れかけている
「全
人類をひとり残らず幸福にしよう」
という理念を、
「韓国儀の街」の青
年バタヤたちが、はっきり把握し
ていたからだ。
私は、今、日韓両国ばかりでな
く、全人類が苦しみや悲しみを平
等にわかちあって、互いに助けあ
う運動を全世界に推進することを
計画している。そのためには、さ
しあたり一千万円、そして、一年
後には二億の基金が必要である。
でも私は驚かない。かりに、東京

都民が、一世帯あたり、一ヵ月に
新聞紙四口分と週刊誌四冊を屑屋
に売って、その代金を、この運動
に寄付してくれたとすれば、一年
で、ゆうに二億円を突破する勘定
だからである。もちろん、
「その金
が簡単に集まるだろう」などとい
う甘い考え方はしていない。私は、
日本国中を行脚し、一紙半銭をも
らい歩く決心である。また、今後
は、私自身の「身」
「命」
「財」を
ことごとく、この運動に投入する
つもりでいる。
それにしても、私は、自分を誇
るために、今、こんなことをここ
に書いているのではない。こうい
う決心をしたおかげで、やっと、
このごろ、
「今をほほえむ」ことが
少しばかりできるようになって来

た ――という事実を、皆さんにご
報告したいのだ。私は、この喜び
を、日本中に、いや全世界に伝え
たい気持ちで一杯だ。
「あなたも、
一度ためしてごらんなさい」と声
を大にして叫びたい。
天台小止観の具縁（練習を始め
る前の用意）の最後は、得善知識
（純粋な人間関係だけを）である。
つまり、「こういう気持ちを理解し、
励ましあえるグループを作れ」と
いうことだと思う。日本には、三
千三百四十余の市町村があるそう
だ。私は、その市町村の一つ一つ
に、
「全人類をひとり残らず幸福に
しよう」と祈りあう同志の集いを
持ちたいと願っている。このこと
を、日本国中の人々にアッピール
するために、
「まみず新書」の第七
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巻（昭和四十二年一月発行）に、『屑
を活かす』という題で書かせて頂
くことにした。
「屑を活かす」とは、
「いつでも、
どこでも、何ものにも、ほほえめ
る人になる」ことである。どうか、
一人でも多くの方が、読んでくだ
さるように、切に切にお願い申し
あげる。
（東京・蟻の会）

昭和四十二年
一月号

自分の冷たいこころに
気づいたときときほど
悲しいことはない
どうかいつも、あたた
かいこころでありたい
ものだ
この世に生きる己れの
すがたを静かに省みさ
えすれば、あたたかい
こころが甦えるのだが

やぶこうじ １

は じ め

和田重正
年のはじめに当たりますし、こ
の欄の書き出しでもありますので、
まず「はじめ談義」からはじめま
しょう。
私は自分の生活をふり返ってみ
ると「いまがはじめだ」というと
ころに腰を据えているときには、
たとえ客観的にはどんなまずい状
態にあるときでも溌剌としていま
すし、そうでなくなっているとき
はモヤモヤしたり、イライラした
り、沈滞したりしていることに気
がつきます。
だいたい、この世における生活
の主体であるこの自分 ――たいへ
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ん長たらしい形容詞づきの自分に
なって恐縮ですが ――はどんな瞬
間にも常に無限の未来につながる
はじめに立って将に新たな第一歩
を踏み出そうとしているのだとい
うのが事実であります。いつも元
旦の夜明けみたいなものだ、とい
うこの事実をそのままに生きたな
らば焦燥や沈滞は起こり得ません。
しかし現実のわれわれの日常生活
は、この事実を無視する世間の約
束に従って運営されています。例
えば一月十三日は一月になってか
ら第十三番目の日だということに
なっていて、この日は、はじめで
はないことになっています。いま
私の時計は午後四時十分を示して
います。これもはじめではありま
せん。

しかしよく考えてみれば十三日
とか四時十分というのは社会生活
上の便宜のためにきめられている
だけで、そんな呼び名は、その日
や時刻がはじめであるという事実
を否定するものではありません。
一月十三日には私は満六十歳にな
ります。これもただ世間の約束に
過ぎないので、事実としては満六
十歳の私などはどこにもいません。
生まれ、生まれて、またその日に
も生まれつづけているこの人間が
いるだけなのであります。
何しろ、この世のあらゆる事物
が少しの休みもなく移り変わって
いるというのが真実ならば、自分
を含めて、この世のすべての事物
はいつもはじめに立っているとい
うことも真実であります。

さて、われわれが、いまはじめ
に立つ、という事実を見失わなか
ったら何故生活が明るく溌刺とし
てくるのでしょう。それは説明す
るまでもありませんが要するに自
由を得ているからです。新たな自
分を創造する一歩をどっちへ踏み
出すかの決定は完全にわが自由で
あることを感ずるからです。自分
を明るい尊いものに仕上げて行く
か、暗いくだらないものに造って
行くか、向上発展に向かうか、沈
滞破滅に向かうか、その方向をき
めるのは、あらゆる瞬間にわれわ
れの自由であります。そうだとい
うことになれば現状がどうであっ
ても意気銷沈などしているひまは
ありません。われわれはさわやか
に積極的にならざるを得ません。
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これは間違いない事実なのです。
そして私はその事実を体験的によ
くよく承知しているのです。それ
にもかかわらず、私は病気だとい
ってはイライラし、仕事が思うよ
うにできないといっては悲観する
というようなことがしばしばあり
ます。しかもその時には自分がど
んなバカバカしい誤りを犯してい
るのかを知っているのです。それ
でも一度そういう状態に入ると、
どう思い直そうとしても成功しま
せん。自分の心の中のやりくりで、
自分自身をいまのはじめに置き直
そうと努力しても一人角力みたい
に、自分で自分にからんでしまっ
てますます自由を失って行くばか
りです。
それほどきわだった事情はなく

とも、われわれの日常生活はすべ
て「世間の約束」の方の感覚で行
なわれているので、つい「本当の
事実」の方を見失って精彩のない
惰性的な生活になり勝ちです。そ
して、それが徐々に緩慢な形で来
るので大して苦にもならず、その
ような生活をいつまでも続けるこ
とになりやすいのです。
それでは、平生「世間の約束」
の方の感覚によって根拠のない興
奮や沈滞に浮き沈みして生きてい
るわれわれが、
「いまがはじめだ」
という「本当の事実」に帰るのに
は、どうしたらよいのでしようか。
そんな道があるものでしょうか。
われわれはまず、はじめという
のは動きのはじめであることを知
らなければなりません。動きのな

いはじめはあり得ません。ですか
ら、そのはじめに立つためには一
度はじめの前（時間的順序ではあ
やりくりなし
りません）つまり作為ゼロになら
なければなりません。 ――まわり
くどい言い方を避けてズバリと言
えば、力みのないありのままの自
分に帰ればよいのだし、それより
他に道はありません。
恐らく達人とか聖者といわれる
人は何をしていても、どんな時に
も真実の自分という座から腰を浮
かせるようなことはなく、それと
同時に、生活は常にはじめに立っ
ているのでしょう。それだからこ
そその人たちの生活は死に至るま
で清々しく活力に満ちているので
しょう。
ところが私のような俗界の凡人
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はそうはいきません。時々はわれ
に帰っても、世間づき合いの感覚
でやっているうちに、いつの間に
か自分の本来の座から腰が浮いて
フラフラとさ迷い歩いてしまいま
す。 ――「いまがはじめだ、自分
ははじめに立っているのだ」とい
うことは記憶としてはあっても、
生活はその事実から離れ去って勝
手なところへうろつき、行き詰っ
てしまいます。ですからわれわれ
凡俗はしょっちゅう、力みのない
ありのままの自分に帰り帰りしな
ければなりません。今がはじめだ
と考えたり理解したりするのでは
なく、自分を実地にゼロに置いて
みるのです。そうすれば自然には
じめに立つ、という自己の真実に
即した生活になってくるわけです。

そこで、では本来の自分に帰る
のには、どうしたらよいかという
問題になりますが、それには昔か
らいろいろな聖賢方がいろいろな
道を教えてくれています。各々に、
凡俗には忖度できない深い仔細が
あるのかも知れませんが、少なく
とも心を本来あるべき正しい姿勢、
充実したゼロの姿にする点では同
じかと思います。その中でわれわ
れ近代日本人に最も身近なのは、
称名念仏（必ずしもナムアミダブ
ツだけを言っているのではありま
せん。いわゆる他力的な教えの多
くはこの類に入れてよいと思いま
す）と、からだの姿勢を正してそ
れに一切をまかせる行き方（その
最も純粋なのが坐禅でしょう）の
二つだと思います。

しかし私はそのどちらにも十分
な体験がありませんので、それら
によってどんな超人間的な体験が
なされるのかは窺い知ることはで
きません。ただ私は私なりの体験
で知り得た範囲では、この異なる
ように見える二つの道の行く先は
同じであり、そこまで行くために
通らなければならない関門も全く
同じであります。しかし自分の体
験によると、世間の常識に反して、
からだの姿勢を正してそれに一切
を打ちまかせる道の方が、称名念
仏よりはるかに一般凡人向きであ
るように思います。この意見には
強硬な反対のあることは百も承知
ですが、それは自ら本当の体験を
もたない人が頭で考えた意見に過
ぎないのだと私は思います。です
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から私は時々自分もただキチンと
坐り、塾に来る子どもたちもなる
べく機会を作ってはただキチンと
坐らせて、自分をゼロにし、ハッ
キリとはじめに立たせるように指
導をします。
ところが、私は昨年から脚や腰
が痛くて、長く体の姿勢を正しく
していることができなくなりまし
たので、専ら称名念仏の方をやっ
ています。そして気がついたので
すが、称名念仏というのは実は坐
るべき脚や腰がなくなったときの
正坐ではないのでしょうか。そう
だとすると脚腰なしで正しく坐れ
というのですからホントの称名念
仏は易しそうで至難なのだと思い
ます。
ともかく、幸に脚も腰もある人

は今のうちにそれを用いて正しい
姿勢を行い、それに親しむべきだ
と思います。
お正月ははじめに立つ自分を自
覚するのに絶好のチャンスですか
ら、ともかく誰れも彼も姿勢を正
してキチンと坐ってみましょう。
子どもたちにもキチンと坐らせま
しょう。正しい姿勢は教育のベー
スです。
総理大臣も国会議員も新年宴会
で酔払う前にまずキチンと坐って
みてくれれば昨年のような醜態を
演じないで済むでしょう。襟だけ
いくら正しても腰が崩れていては
ダメです。腰を据えて姿勢全体を
正さなければよい政治ができるわ
けがありません。
ともかく、世間のことではおそ

すぎることもありますが、
「本当の
事実」の方では、いつでもはじめ
なのですから早すぎることもない
し、死ぬ一日前でも決しておそす
ぎるということはありません。い
まがはじめです。
正月早々思いがけなく理屈っぽ
い話になってしまいました。

この記事の頭の「露地・自分の冷たいこ

ころに・・・」は、以前『ここに帰る』三

十五号に載せましたが、他の号の「やぶこ

当誌『ここに帰る』では、
『まみず』の

うじ」との抱き合わせでした。

和田先生の記事をより系列立てて読んでい

ただけるよう編集を変えてきております。

そこでこの号では以前掲載の「露地」を再

録して、
「露地・自分の冷たいこころに・

・・」と「やぶこうじ１」がセットになっ

た『まみず 昭和四十二年一月号』として

読んでいただけるようにしました。
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昭和四十二年
二月号

自分の感情を甘や
かさない心の姿勢
をいつも失わなか
ったら、私の生活
はもっとすがすが
しく、私のまわり
はもっと明るくな
るだろうに

やぶこうじ ２

人の値打ち
和田重正
昨日（一月十七日）は近江学園
の糸賀一雄先生と「アリの町」の
松居桃樓先生の会談を傍聴させて
いただきました。
この会談は糸賀先生が松居先生
の「屑を活かす」をお読みになっ
て、そこに提唱されている「人類
同悲運動」に大へん感動共鳴され
たので、朝日賞受賞のための御上
京を機会に、松居先生と直接その
運動の実践方法などにつき、お話
し合いをなさろうというのが趣旨
のようでした。私もこの運動の具
体的実行の手懸かりを求めていま

したので、飛び入りで傍聴させて
いただいたわけです。
お二人分お話の内容の豊富さは、
私のようなフトコロ手人種には全
くの驚異でした。正味四時間半の
間、切れ目なく繰り出される独創
的なお考えの活発な交換に、回転
の鈍い私は唯只感動と共鳴の漠然
とした感情にウロウロするだけで、
勿体ないことながら内容の一つ一
つについては殆んど覚えていませ
ん。録音しておかなかったのを残
念に思います。何しろ項目として
挙げたらば数十にも上るであろう
と思われるほど多方面にわたる事
がらの一つ一つについて、われわ
れ凡俗の意表に出る独自のお考え
が飛び出してくるのですから、文
字通り応接に遑なしといった有様
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でした。
それでもどうにか、「屑を活かす」
ということは本当は「屑はない」
という意味であり、「人類同悲運動」
が私の念願とする「日本の大乗菩
薩国への脱皮」
（
「みんなで国に理
想を」
）と、どうつながるかという
こともわかり一層ファイトをかき
立てられました。
しかしこのお二人のお話をうか
がっているうちに、私はつくづく
、ら
、い
、人があるものだ、
世の中にはえ
と感じ入ってしまいました。とこ
ろが、糸賀先生が朝日賞受賞者の
一人一人のお仕事について簡単に、
しかし感銘深い説明をされたあと、
、ら
、い
、人があるもの
「世の中にはえ
だとつくづく感じた。そしてその
人たちの間にいると劣等感にとら

われそうな気がした」と感想を述
べられたのには、こちらは目をま
わしてしまいました。全く上には
上があるものです。
概して言えば、松居先生のお話
は痛快無比なもので、先生のお話
を綴って「桃樓語録」でも作った
らどんなに面白く且つ有益なもの
ふできるだろうと思いました。そ
の主張の現実性は「毛沢東語録」
の比ではないでしょう。
先に言いましたように折角のお
話をまるで覚えていませんが、唯
一つだけはっきり残っていること
があります。それは糸賀先生のお
話ですが、ケネディさんが一九六
〇年に議会に送った教書に「アメ
リカにおいては精神薄弱児の問題
が未来を開く鍵になるだろう」と

いうことばがあるのです。一九六
〇年といえば米ソ関係がベルリン
を中心にして緊迫を告げ、東西ベ
ルリンの境界線で両陣営が機関銃
を構えて睨み合っていた時だそう
です。そのような時期にケネディ
さんがどういうつもりで、精薄児
．来
．を
．開
．く
．鍵だとして
の問題を、未
持ち出したのかは、大統領自身の
説明がついていないので明らかで
なく、世間ではいろいろな憶測が
行われたのだそうです。しかし間
もなく、この問題を検討するため
の委員会が発足し活発に活勣しは
じめたのだということです。
この話は私に大きな悦びを与え
ました。私はケネディさんが教育
というもの全体を考えてこのよう
なことを言い出したように思えた
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のです。ということは、国家の将
来の運命を決するものは教育であ
り、その教育の大方針が現状のま
まで行けばアメリカの繁栄と民生
の安定は、頭打ちより急速な崩壊
に至るだろうということを憂えた
のではないかと感じたのです。も
ちろん精薄児問題（原因の追求と
教育の両面を含む）そのものが差
し当たっての問題ではありますが、
ただそれだけのことであれば表現
が稍々オーバーに感じられはしな
いでしょうか。ですからケネディ
さんはもっと広い視野の中でこの
問題を取り上げたのだろうと思う
のです。
糸賀先生は「精薄児の教育の正
道は、彼等の能力を普通児のそれ
に追いつかせようと努力すること

ではない。つまり相対的にはたと
えどんなに低くとも、のろくとも
彼等は彼等そのものとして何等か
の面に於ける可能性を発掘し伸張
させることにある」と言われます。
これだけのことを世の人々に知っ
てもらうのに二十年かかったとも
言われましたが、この考えは精薄
児についてもそのままに適用され
るべき教育の大原則だと言わねば
なりません。
しかし現状はどうでしょう。量
とスピードの社会の要求に、より
多く応じ得るものが勝者として時
めき、その勝者であることが幸福
への唯一つの道であるかのように
思わせ、誰れにも彼れにも同じ標
準を与えて競争させます。これが
教育の邪道であることは心ある人

々には広く知られています。この
誤った教育を続けて行く限り、人
心の安定と国家の末長き繁栄は望
むことはできません。この教育に
よって非行青少年の大量生産が行
われているのも見のがすことので
きない事実です。アメリカはこの
誤った方向への先進国として、ど
この国よりも早く極限に近づいて
いることをケネディさんは感じ取
ったのではないでしょうか。そし
て精薄児の教育を支点として教育
全体の転換を企てたのではなかろ
うかと思います。
それはまた人間の価値観の転換
を求める遠大な提案の一端である
とも考えられます。現代では数学
のテストで五十点の者よりも百点
とる者の方が値打があると考えら
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れます。民芸の小さな藁人形を作
るものよりも電子計算機を作るこ
とのできる人の方が値打があると
思われています。しかも、そうい
う人間の価値の計り方に疑問を起
こさせないほど現代の教育は知能
偏重能率主義に徹し、人間を機械
の一種として評価することになっ
ていると言えます。従って精薄児
は勿論非行少年などは世の中の役
に立たないもの、即ち「屑」とし
て見捨てられているわけです。非
行少年や精薄児対策は我が国でも
いくらか問題として取り上げられ
てはいますが、その取り上げ方の
多くは［どうしたら世の中の邪魔
にならないようにできるか］とい
う厄介者の処置の問題として考え
られているのではありませんか。

それではこの問題は永久に解決に
は向かいません。
そもそも人間を誰れかのための
都合のよし悪しで値打をきめると
いうのはおかしいことでしょう。
機械ならば誰れかの何かの目的に
適しているか否かで値打がきめら
れ、価値がなくなればスクラップ
として融かしてしまいますが、人
間は誰れかが何かの目的で作った
ものではなく、また自分の意図に
よって生まれて来たものでもあり
、い
、でもなく生ま
ません。誰れのせ
れてきたものが、屑だときめられ
るほど不合理なことはありません。
そのような不合理な人間価値のき
め方が厳しくなればなるほど非行
少年はどんどんふえて行きます。
精薄児や非行少年の身になってみ

なくとも、特別なエリートを除い
ては大ていの大人は、この現代に
行われる人間観の不合理のために
多かれ少なかれ悩んだことと思い
ます。私は欲張りな性質であるた
めに、自分の頭のわるさ、才能の
乏しさ、性格の弱さに長く苦しみ
ました。これは人間の価値という
ものについて全く誤った考えをも
っていたからだと後にわかったの
ですが、恐らく多くの普通人は同
じような嘆きと悩みを経験し、遂
、き
、ら
、め
、に陥って灰色の人生を
にあ
送っているのではないでしょうか。
これは誤った人間価値観に基く現
代教育によってもたらされた悲劇
です。
人間は生まれた以上、そのもっ
ている可能性を ――それがどんな
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に低くても、のろくても ――でき
るだけ鄭重に育てられ、各自に相
ふさわしい創造的生活を愉しむ権
利が与えられているはずです。国
家社会は国民のすべてにその権利
を実現させるために全力をつくす
べきであります。しかし現状はア
メリカを先頭にしてどこの国でも
いくらかの対症療法的施策は行わ
れてはいますが、教育全体、政策
全体としてみれば、全く逆の方向
に進んでいます。
ケネディさんがこの辺のことを
洞察して、まず精薄児の問題を提
出したのだとしたら、この上もな
く敬服せざるを得ないと同時に、
今日の教育を心から憂える人類の
一員として大きな悦びを覚えるの
は当然でしょう。

ります。
芳子が同級生からもらった三匹
の猫も一緒です。初めての飛行機
に驚いたのか、まるで借りて来た
猫のように一言も発しません。乗
り換えの度に、猫たちの乗車券も
買って高田馬場駅までたどり着き
ました。通りかかった女子校生が
猫たちを見つけて可愛い可愛いと
声をあげるので、三匹達はゲージ
の奥にひとかたまりになって緊張
の極みです。家に着いてもなかな
かゲージから出てきませんでした
が、そろりそろりと出て来てゆっ
くりと回りを見渡して大丈夫と思
ったのかほっとした顔つきでした。
猫たちがおとなしかったのはこ
の日だけで、我が家と分かってか
らはあちこちカリカリと爪とぎを
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なお、ケネディさんのことばに
ついての私のこの感想は、糸賀先
生のその時のお話も混っているか
も知れません。そのけじめがつか
ないほどの共感をもって、先生の
お話を受け取ったのです。

「まみず」に出会って

あっという間に北海道から羽田
空港に着きました。ここから住ま
いの小平まで結構長い時間がかか

北海道から東京へ

山中真知子

28

するので新しい家の柱も壁もささ
くれてしまいました。
翌々日に引っ越しの荷物が届き、
深川駅で忘れたあのスポーツバッ
グも洋志の友人が送ってくれました。
そしてその翌日、三月三十一日
東京に雪が降りました。おおきな
ボタン雪です。庭にぽっぽっと降
る水気を含んだ雪を不思議な気持
ちで眺めていました。数日前に雪
の残る北海道から帰って来たばか
りです。しばらくは雪を見る事は
ないと思っていましたから、気持
ちが一瞬深川へとワープしてしま
いました。しかし東京の家の中は
寒くて、あの暖かさはありません
から急いで暖房を入れました。
雪の降った翌日が四月です。近
くの公園の桜が満開になりました。

この季節の変わりように驚いてい
る自分がいました。まだ自然のリ
ズムが深川を引きずっていました。
さて、私達四人が深川から戻っ
た時、小平で過ごしていた大学生
の三人の子ども達は、すでに長女
は大学を卒業して新聞関係のシス
テムエンジニアとして働き始めて
いました。職場まで通勤時間がか
かるので一人暮らしを始めています。
一学年下の大学四年生の長男は、
就職活動を初めすぐに内定が取れ
て最後の学生生活をのんびりと過
ごしていました。卒業前にアメリ
カに一か月ホームステイ。帰国す
ると勤務先の独身寮への入寮も決
まって私達が小平へ戻った翌日に
都内へ引っ越しをしました。
次男は大学三年生。将来は青年

海外協力隊でバスケットの指導を
したい希望をもっていました。久
しぶりに家族七人で暮らせると思
っていましたが、小平の家は次男
を含む五人暮らしとなりました。
二年間の短い北海道転勤でした
が、この間に子ども達は社会へ出
ていく年齢になっていました。
芳子は三つ目の小学校、小平第
七小学校へ転入しました。久しぶ
りにランドセルを背負っての登校
です。北海道出身の先生が担任で
した。洋志も家から歩いて十分ほ
どの私立錦城高校へ通い始めまし
た。その後、二人の学校生活に様
々な出来事がありました。また上
の子ども達にも思いもかけない様
々な出来事がおこりました。この
頃のことはまたべつの機会にお話
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しするとします。
末っ子の芳子の事は度々上の子
ども達の話の中に登場しますが、
面白いエピソードがまだたくさん
あり、時間をさかのぼってみます。
浜松から東京に転勤が決まった
時にはすでにつわりが始まってい
ました。体調の悪い私を見て、当
時幼稚園に通っていた洋志が子ど
も心に心配だったのでしょう。お
友達に、
「うちのお母さん、病気なんだ」
と言ったようです。
「洋志君のおかあさんが病気だっ
て」
と、そのお友達はお母さんに伝え
たようで、そのお母さんから、
「山中さん大丈夫？どこかお悪い

の？」
と心配されてしまいました。私は
「実はつわりで気持ちが悪くて、
それを見て、きっと洋志が病気と
思ったようです」
と言うと、またまた伝言ゲームの
ように広まって、会う人会う人に
おめでとうを言われました。
五人目とはいえ四十歳になろう
としていましたから、安定期に入
るまでは周りの人には黙っていよ
うと思っていたのですが、洋志の
小さな心配の一言からあっという
間に広がってしまいました。
東京へ転勤後に、虎ノ門病院で
健診を受けました。新しい環境の
中で四人の子ども達と忙しい毎日
を送っていましたから、夜になる
とかなりぐったりと疲れる日々で

した。洋志の幼稚園の送り迎えを
する合間に、横になって体力を温
存しながら一日を過ごしていました。
夏休みに入って定期健診に行くと、
「妊娠中毒症ですね。入院です」
と言われてしまいました。洋志を
連れて来ていましたから、
「先生、一度家に帰って用意をし
てから伺います」
と伝えて帰ってきました。四谷駅
のスーパーで入院に必要な物を買
いそろえて、麹町の宿舎へ戻りま
した。この頃はまだ土曜日の勤務
があり、午後に仕事から戻った喜
代志さんに入院の事を言うと驚き
ましたが、一緒に病院へ付き添っ
てくれました。手続きを済ませて
病棟のベッドへ横になると、
「絶対安静です」
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と言われました。
この日から出産までの二ヵ月余
り、長い入院生活を送ることとな
りました。
病室は六人部屋。予定日がまだ
先なのにお腹の張りが出て点滴で
押さえている人、双子のお子さん
を妊娠している人、高齢で初めて
のお産の人、お腹の赤ちゃんに病
気が見つかって入院している人達
もいます。みんな赤ちゃんを無事
に産むためにその日までをここで
過ごします。
入院の人たちと親しく話すよう
になってそれぞれの入院理由が分
かったのは、同室の一人の方が、
「ねぇ。みんなカーテンを開けま
せんか」
この一言がきっかけでした。そ

れまでは一人一人がベッドの周り
をカーテンで囲まれていて話もす
ることもなく過ごしていました。
最初はなんとなく寝ている姿は見
られたくないなぁと思いましたが
「陰気臭いから開けるよ ――」
の明るい声に押されて全員がオー
プンしました。それからは顔を見
ながら話をするようになって一気
に打ち解けました。その人の一言
がなければきっと退院するまでカ
ーテンに囲まれたままで過ごした
と思います。
私達は前から知っていたかのよ
うに話が弾んで、時には大きな声
で笑うので、検温などで回ってく
る看護婦さんに、
「ここの部屋が一番うるさいですよ」
とたびたび言われました。

入院の一日は朝早くに容赦なく
部屋の電気がパッとつけられてス
タートします。私は起床後毎朝、
地下にある検査室に行きます。冷
房が効いているせいばかりではな
いような、ひんやりとした部屋。
お腹にベルトを巻かれ、それが赤
ちゃんの心音などの機械につなが
っています。私は手に縄跳びの持
ち手のようなスイッチを持たされて、
「胎動があったらボタンをそのつ
ど押してください」
と言われ、そこで一時間ほど過ご
します。時々看護婦さんが、
「山中さーん、赤ちゃん動いてい
ますか。何回？」
と聞きます。
「あまり動かないです」
と答えると、
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「困ったわね」
食べました。検温の看護師さんに、
と言いながら、大きなお腹を両手 「今日からごはんが増えたんですね」
で右へ左へと、大胆に動かし始め と言うと、
ます。内心こんなに動かしても大 「えっ！」
丈夫かしら、と思うような動かし と驚かれてしまいました。どうも
方でしたが、しばらくするとぐる 間違いだったようで、夕飯では調
っと赤ちゃんが動き始めます。時 節されて、またほんの一口になっ
に機械から聞こえてくる独特なリ ていました。
ズムの赤ちゃんの心音を聞いてい
この妊娠中毒症は血圧が急に上
ると眠くなってきます。自分のお がると弛緩といって母子ともに危
腹にいる自分の子どもの心音が子 険な状態になります。命にかかわ
守唄になる不思議な気持ちでした。 ることなので入院して毎日チェッ
食事も厳しく制限されます。塩 クをされているわけですから、ご
分の制限は特に厳しくてほとんど 飯が減ってがっかりしている場合
味のしないメニューです。ご飯も ではありませんでした。
ほんの少しです。ある日、いつも
入院したのが八月でしたから子
よりお茶碗にご飯がたくさん入っ ども達は夏休み。実家の母が手伝
ていました。私はカロリー制限が いに来てくれるのが九月からなの
緩くなったのだと思ってパクパク で、それまでは喜代志さんが子ど

も達の世話をしてくれました。
職場から昼休みに戻って食事の
用意などをしていましたから、忙
しかったと思います。病院へも顔
を出してくれました。
中学二年生だった長女は部活の
帰りに洗濯物を届けてくれていま
した。あとでわかった事ですが、
この洗濯物を入れた絵柄のついた
バッグが校則違反と言われて学校
で叱られたそうです。何度も、
「母が入院しているのでその着替
えです」
と言っても聞いてもらえずに校則
違反の一点張りだったそうです。
学校の融通のなさはひたすら我慢
するしかないのが現状ですが、娘
の困ったであろうその時の気持ち
を考えると今でも胸が痛みます。
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十月に入って無事にお産を終え、
芳子を抱いて帰宅しました。長い
入院生活でしたが家族の支えのお
陰で元気に帰ってこられました。
芳子は母乳を飲んですくすくと育
ちました。
私は毎日、眠気と戦いながら五
人の子育てに奮闘する日々が始ま
りました。芳子は年の離れた兄弟
と常に一緒でしたから、言葉も赤
ちゃん言葉が少なかったように思
います。だっこして表通りであや
しながら、
「ブーブいっぱい行くねぇ」
と言うと、
「くんま、くんま」
と言っていました。ある日、芳子
が聞きなれない言葉をなにやら言
っています。最初は何を言ってい

るのか分からなかったのですが
「む
かしむかしおきなというものあり
て ‥‥」
とたどたどしく言っていました。
長男が高校入学前に出された古文
の宿題「竹取物語」を読んでいる
のを耳で聞いて覚えてしまったよ
うです。二歳半ごろのことです。
またこれもまだ三歳頃だと思う
のですが、
「なみだはこころといっしょにで
るんだね」
と言いました。わたしはこの言葉
を聞いてびっくりしました。親ば
か承知で言えば、天才だ！うちの
子は、となりますが。いまだにこ
の言葉を思い出しては「いやぁ本
当にその通り。楽しい時は楽しい
涙、悲しい時は悲しい涙」と感心

しています。
またこんなことも ‥‥
「かぁかん。兄弟船は前に進まな
い。兄がこっちに弟はあっちに。
」
と。兄弟船という演歌があって、
たぶんそのことを言ったのだと思
います。本来は仲良く船で働く兄
弟の歌です。もう家族で大笑いを
しました。

ユーモアのセンスはどの子も持
っていましたが、思うにこのセン
スは喜代志さんから自然と受け継
がれたものだと思います。結婚し
て初めて聞いたギャグは「このコ
ップはドイツんだ」です。わたし
は大笑いしまいた。子ども達も毎
日のように父親のウィットに富ん
だギャグを聞いて育つわけですか
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ら、センスが磨かれないはずはあ
りません。
その後大学生になった芳子がお
笑いサークルに入って、漫才の台
本を書き、コンビを組んで漫才を
披露するとは、この時には思いも
よらない事でした。上の子ども達
は芳子が可愛くて仕方のない様子
で、出かける時も、
「よっちゃんが行くなら一緒に行く」
といってついて来ます。
かき氷を全員で食べに行った時
のことでした。四谷駅から歩いて
十分くらいの所に「わかば」とい
う有名なたい焼き屋さんがありま
した。小さなお店ですが、あんこ
がしっぽまで入っていて美味しい
ので、いつ行っても人が並んでい
ました。サラリーマン風の人は箱

入りで買っていきます。
道で待っている間も、たい焼き
を焼いているのを見ることが出来
るので飽きません。一度に何匹も
焼く鉄板ではなくて、鯛の型をし
た鋳物の焼き機で一匹ずつ焼きま
す。長い持ち手をガチャガチャと
回す音がリズミカルでした。お店
の中はこじんまりとしていますか
ら私達は一つのテーブルにぎゅっ
と詰めて座りました。
注文を聞きにきた方が私達を見て、
「えーっ！みんな奥さんの子ども
？！」
と一言。私はその驚きように驚い
てしまいました。が、
「はい」と答
えました。五人の子どもを見ての
驚きが、そのまま言葉に出てしま
ったような声と表情でした。

子どもが五人いますと言うと、
大抵の人は
「えっ！五人も！」
「たいへんですね」
とはよく言われます。全員が自分
の子ども？と聞かれたのはその時
が初めてでした。
かき氷とたい焼きを食べて帰っ
てきました。

市役所の広報誌に作家の椎名誠
さんの講演会のお知らせが載って
いました。保育もあるようなので
思い切って九段下まで出かけまし
た。今まで子どもを預けて何かを
することはほとんどありませんで
したが、この時はお話を聞きたい
気持ちが勝っていました。会場に
着いて保育の方に芳子を預けると
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やっぱり大泣きでした。後悔も湧
いてその場を立ち去りがたくして
いると、
「大丈夫。お母さん行って大丈夫」
と送り出して下さいました。
二時間の講演のお話が終わると
直ぐに芳子を受け取りに保育室へ
向かいました。保育の方がニコニ
コしながら、
「おりこうさんでしたよ。
」
と、芳子を渡して下さいました。
そして、
「よしこちゃんに『よしこちゃん
は何が好き？』って聞いたら、
『かぁかん』って」
「ねっ、よしこちゃんはお母さん
が好きなのね」
と笑顔で話して下さいました。保
育の方は、返ってきた言葉が好き

な食べ物ではなく「かぁかん」だ
ったことに微笑ましく思われたよ
うでした。
芳子が三歳を過ぎたある日、南
足柄の父から電話がありました。
母の具合が良くないとの事。私と
喜代志さんは南足柄の家に直ぐ飛
んでいきました。母は寝込んでい
ました。
「入院しよう」という喜代
志さんに母は頑なに入院を嫌がり
ました。大きな声で嫌がる母を見
ていたら、無理やり入院させるこ
とはできませんでした。子ども達
が南足柄で小さい時によく診察を
して下さった奥津医院の先生に相
談をしました。在宅で介護ができ
るようにしてもらえました。
空気の入ったエアーベッドなど

も手配をしてもらえたので床ずれ
の心配もありませんでした。
普段は父が世話をしてくれてい
ましたが、私は芳子を連れて日帰
りで南足柄の家に通いました。朝、
上の子ども達を学校へ送り出して
から出かけます。小田急線に乗っ
て小田原へ、それから大雄山線に
乗り換えて富士フイルム前駅で下
車。駅前のお店で食事の買物をし
て家まで歩きます。
大泉河原橋を渡ると富士山や明
神ヶ岳の山々が見えます。芳子に
とっては初めての景色です。私に
とっては結婚して浜松へ転勤にな
るまでの九年間を両親と暮らした
懐かしく見慣れた景色です。家に
着くと目の前に矢倉岳が大きく見
えます。富士山はその右端に隠れ
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るように小さく半分だけ見えまし
た。毎朝この山を見ながら、大雄
山線に乗って仕事に出かける喜代
志さんを見送っていました。芳子
は、家が近づくと飼っている犬が
吠えるのが怖くて「抱っこ」と言
いました。荷物を持つ手で芳子を
抱くので、なかなか思うようにさ
っさと歩けません。
食事は、母が食べやすいように
色々工夫をして作ります。お豆腐
と茹でたささ身をミキサーにかけ
て母の口に運ぶと美味しいといっ
て食べてくれます。なにより傍に
いる芳子が可愛くて仕方がない様
子でした。私が母のおむつ替えを
すると、いつの間にか芳子が大き
な大人用の紙おしめを持って手渡
してくれるようになりました。小

さな手の芳子と私の、二人三脚の
母の世話でした。
冬に近い季節でしたから帰る時
はもう暗くなっていました。母に、
「また来るね」
と言うと、
「ありがとう」
と、いつも言ってくれました。父
も帰る私と芳子を見送ってくれま
した。
大泉河原橋にかかると、暗くて
も、うっすらと明神と富士山がシ
ルエットで見えます。ゆっくり走
る大雄山線に乗っていると気持ち
ものんびりとしてほっとしました。
家に帰りつくとさすがに疲れが
出ますが、その後も介護とよべる
ほどの世話はできなくても、芳子
と二人で頑張りました。喜代志さ

んも休みの日に母の世話をしました。
一番大変だったのは、母を家の
お風呂に入れる時でした。母は小
柄な人でしたが、母を抱いて風呂
へ行く時も、風呂から上げる時も
その重さに驚いていました。母は、
自分の力を全部喜代志さんに預け
ているので重かったと思います。
母は翌年の五月に亡くなりまし
た。腹水が溜まって家で看るのは
無理になり、奥津先生が入院先を
決めて下さいました。五月の連休
中は病院へ喜代志さんが付き添っ
てくれました。環境が変わると、
せん妄という症状が出て大きな声
を出したりするようになります。
喜代志さんも困ったようでした。
十八日の夕方、病院から電話が
麹町の家に入りました。芳子を子
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ども達に頼んで、急いで家を出ま
した。新幹線で小田原まで行き病
院へ駆けつけました。病室に行く
とベッドに母はいないので、治療
室かと思い看護師さんに聞くと
「こ
ちらです」と足早に案内をされま
した。看護師さんが大きなドアを
開けた先は外でした。
「えっ！」驚いている私、母は葬
儀社の車の中でした。すでに来てい
た父が、車に乗って先に帰ってく
れと言います。白衣を着た人がい
ましたが、病院の先生かと思って
いたら葬儀社の人でした。
母の死に目には間に合いません
でした。
その夜、葬儀の方が母の亡骸を
きれいに整えてくれました。
疲れた父には部屋で休んでもら

い、私はその夜、一人で母の傍で
お線香を絶やさず寝ずの番をしま
した。
翌日、喜代志さんが子ども達を
連れて南足柄へ来てくれました。
無事に葬儀を終え、小田原の久
野にある火葬場へ向かう車中から
は、新緑が眩しく目に入ってきま
した。母を送る日が明るい日でよ
かったと思いました。 つづく

記
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今後の当誌『ここに帰る』の編集方
針を次のように考えました。
前半は、はじめ塾、一心寮などに於
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