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記

長野県松川町 小八郎岳

柏樹子

和田 重正

私は生かされている（瀧久和）―さびしさ
の意味（山脇伸次郎）―自分になる第一歩
（斎藤久子）―大きなお土産（金森加津見）
―超えがたいエゴの壁（渡辺徹二）―私は
恵まれている（大江淑子）―人生に対する
きびしい態度（出雲清子）―すばらしい仲
間たち（古谷仁）―まかせる（安福嘉則）
（山本幹男）
―日常生活を客観的にみられた
―気持ちよく助け合って（羽鳥千代子）―
いのち（和田道子）―心にあたためてゆこ
う（清水康子）―素朴な自然の生活（大野
邦雄）―あたり前に生きる（吉福康郎）―
私は私なりに（清水京子）―愉しかった共
同生活（花畑英司）―やる気（片野保造）
―深い生活（三島範男）―合宿の成果を教
室に（仁木美智子）
「出合うところわがいのち」の実物
後
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題字

和田重正に学ぶ会

まみず学苑合宿というのは
どのような合宿だったのだろう
参加者は どんなことを
学んでいったのだろう

にも写真や感想文を掲載したことがあり

には夏冬の年二回実施されました。当誌

ず学苑合宿は、はじめは年一回夏に、後

昭和四十年代に一心寮で行われたまみ

寄せられた感想文、後記までを再編集し

の段階から合宿の様子、合宿が終わって

いた最初の合宿）に焦点を当てて、募集

宿（
「まみず学苑合宿」という名称の付

とに、資料が比較的残っている一つの合

その一

ますが、合宿の全体像を捉えるには充分

てまとめました。
『ここに帰る』編集担当

ではありませんでした。
そこで今回、表題のようなテーマのも

（
『まみず』昭和四十五年七月号）

まみず学苑夏季合宿 案内

まみず学苑夏季合宿は、次のよ
うに和田重正先生（まみず学苑長）
の全面的ご指導のもとに、内山興
正、佐治守夫両先生には特別セミ

-2-

ナーのご指導をお願いして、一週
間にわたって、自然の生気溢れる
丹沢一心寮で行います。
人生の問題に磑かな道標をもと
め、新しい社会創造を志す、有為
なる青年諸君のご参加を心から期
待します。
・心理学は欲望をどうみるか

講師 佐治守夫東大教授（心理学）

指導 和田重正まみず学苑長

費用 五千円（他に米二升、又は現金

資格 十八～三十五才迄の青年男女

定員 二十名

（三食）で米代とも千円。

で五百円）
。部分参加者は一泊

ご注意

Ｉ十四日～十五日三時迄ー
内山興正先生（禅者・安泰寺）
・仏教は欲望をどうみるか
Ｉ十六日～十七日正午迄ー

①人数が限られています。参加ご希望の

主題の討論．研究を進めますが、主

和田先生著『欲望の教育』をもとに

③お勤めの方で全期間参加出来ない方は

分迄に山北駅前へ集合して下さい。

②初めての方は、十二日午前十一時十五

方はお早目にご連絡ください。

日時 自八月十二日（水）午後一時

題に関係ある文献（たとえば、内山

食事等の用意もありますので、細かに

テキスト・参考文献

至八月十八日（火）午後二時

著『進みと安らい』西田天香著『懺

その期間をお知らせ下さい。

記

場所 西丹沢・一心寮（御殿場線

悔の生活』森田正馬著『生の欲望』

④まみず会員でなくてもご参加できま

山北駅から徒歩で九十分）

佐治著『臨床心理学講座第一巻』
（み

す。お友達をお誘い下さってご参加く

用意ください。

⑤洗面用具、夜衣・シーツ・作業衣をご

ださい。

すず）などもお読み下さって．主題
点などを充分に整理してご参加くだ

「欲望」についての各自の見解・問題

心理学・仏教・そして全人間的な

さい。

主題 欲望について
立場から学習を進めて行きます。
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まみず学苑夏季合宿

記念写真 和田先生の隣は京都・安泰寺 内山興正老師
内山先生の講話と研修は「仏教は欲望をどうみるか」
正坐の後、食事当番以外は寮の上方の神社へ。
↑ 境内の清掃の後は二チームに分かれて箒リレー。

しばらくすると下の方から「朝ご飯が出来たよー」

という合図の板木の音が聞こえてくる

↓ 後押しされながら坂道を登る和田先生
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↑ グループ学習のひとこま

↓ 内山先生の講義に夢中
になって聞き入る

↑ ある日の全体討論

↓ 内山（右）
、和田両先生

（ 全体討論）
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↑ 神社への道（大野山へ通じる）
から眺めた一心寮

第五日目、 各
〝 自が自由に自然を楽し

む時間 〟は、大野山にハイキングに出か

けるメンバーが多かった。

大野山山頂は一心寮から一時間ほど。

山頂一帯は広い牧場となっていて、南東

は足柄平野の先に相模湾、北東には足元

の丹沢湖越しに丹沢の峰々、そして西か

ら南西を望むと富士山と箱根の山々。

四方の景色を味わいながらおにぎりを

いただき、ゲームやフォークダンスに興

じた。

← 大野山へ向けて出発だ

← 山頂広場でフォークダンス
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（
『まみず』昭和四十五年九月号）

素晴しかった
まみず学苑夏季合宿 ！
柏樹社 中山信作
さまざまな思い．さまざまな期
待を懐にして、暑い山道を登って
きた四十数人の若い人たち、この
人たちに「参加して本当によかっ
た」と満足して山をおりてもらえ
るにはどうしたらよいか、まみず
学苑長として今夏の丹沢一心寮で
の夏期合宿に、和田重正先生は精
魂をかたむけて下さいました。
朝五時起床、それからの一日は、
若い人と共に掃除をし、共に坐り、
共に語り合い、そして先頭に立っ
ての畑仕事、そればかりでなく、

内山、佐治両先生のご講義には、
青年たちと一緒に拝聴される和田
先生のお姿は、真実を追求する生
活者の実物見本そのものでした。
とても六十歳をすぎた方とは思え
ないエネルギーにあふれた先生の
動きぶりを前にして、皆が驚嘆す
るばかり。この先生のもとでの夏
季合宿なら成功疑いないはずだっ
たのです。
八月十一日、翌日の開会を前に
して和田先生はじめ、野村邦男君
のほか六人の世話人（大道法玄・
安福嘉則・増田正雄・和田道子・
大江淑子・花畑英司の諸君）
、炊事
係の岡田栄子さん、連絡係の古谷
仁君、野村睦子さん、そして私の
計十二人が集りました。夕食後か
ら十二時すぎまでかかって七日間

の合宿を有効に進めるために、五
つのグループ編成をきめ、受付・
会計・記録の係り、講義の場所、
食事、宿泊の要領、炊事・風呂当
番の編成など、こまごまと話し合
いをしました。
さて十二日朝、花畑君が山北駅
に迎えに行って下さって、まず七
人の方の受付が始まりました。ト
ップは岡山からきた佐野浩君でし
た。開会式が始まり自己紹介がな
されるうちに、大荷物をさげ、汗
一杯になって次々と参加予定者が
現われ、結局夕食時には二十六人
になっておりました。
十二日の晩から十四日朝まで、
和田先生を中心に、
「欲望の教育」
をテキストにグループ討論、全体
討論が進められ、欲望について各
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自の問題点が述べあわれ、同時に
全体としてのまとまり、心のつな
がりが形成されていきました。話
し合われた問題は、やはり一つは
性欲の問題、もう一つは今日の社
会の仕組みの中での生き甲斐論で
した。
作業は第一日から始められまし
た。マキ割り、草とり、畑仕事 ‥
‥中でもジャガイモ掘りには皆が
感激でした。
多くの人が都会育ちで、土の中か
ら見事なジャガイモがコロッコロ
ッと掘りあげられてゆくあの驚き
は初めての体験であったからでし
ょうか。
佐治先生のご講義は十四日の午
後から十五日午後まで、
「心理学は
欲望をどう考えるか」のテーマで

行なわれました。イドの領域（原
始的欲望）
・自我の領域（現実原理）
・超自我の領域（社会的規範）の
三つの領域によって構成されたフ
ロイトの欲望の体系が説明され、
フロイトから始まる古典的欲望理
論が欠乏欲求（満たされない欲求）
を出発点としているのに対し、そ
れでは人間の生き方を問題にでき
ないという考えに立って、存在欲
求・生成欲求を出発点とする実存
哲学に立つフランクルなどの欲望
理論が現代では主流となってきた
ことが解説されました。
先生は更に、食欲の殆どないサ
ボテン好きの中学生と母に無闇に
反抗する不安神経症の女子高校生
との二つのカウンセリングの実例
を話されて、我々の討論の素材を

提供して下さいました。しかし、
殆どといっていいほど心理学には
うとい参加者たちは、これらを素
材として話しあうことは出来ませ
んでした。そして又、参加者が最
も期待していた欲望についての細
かな研究 ――例えば個々の欲望の発
生過程、欲望と情緒との関係、欲
望の発展と制御 ――は未だ心理学で
は殆ど手がつけられていないとい
うこともあって、折角の佐治先生
のご講義は、私たちの問題を解決
するのには実り少ないものとなっ
てしまいました。
しかし、このことは一面、科学
に対する私たちの認識を改めさせ
次の内山先生に対する期待を一層
強くさせることにもなりました。
果たしてそうでした。十六日の
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午後から十七日にかけての内山先
生のご講義は、参加者全員の心を
すっかり奪いとるほどの感動をひ
きおこしました。
内山先生は、テキストの『欲望
の教育』で和田先生が述べられた
欲望論について全く同感であって、
自分はこれを仏教ではどう説明し
ているかを語つて、テキストにつ
いて参加者の理解を一層深める一
助としたいと前置きをされて講義
をはじめられました。
内山先生はテキスト（主として
総論）の一文一句を次々と引用さ
れながら、それを仏教ではこのよ
うに表現し、このように説明する
と話してゆかれます。一点の私心
なく、一字一句もゆるがせにせず、
徹底的に、しかも豊かなご体験に

常に裏打ちされたお話ぶりは、正
しく内山先生自身のお言葉の「出
会うところわが生命」を身をもっ
て示されたものでした。
正坐して受講されている和田先
生の顔は紅潮し、眼は感動でうる
んでいました。若い参加者にとっ
ても、この講義は今夏合宿中の最
大の贈り物でした。
最後の反省会で、滝久和君が、
「自分は来年は卒業なのだが、ど
う生きたらいいのか分からなく
て悩んでいた。それが内山先生
のお話を聞いて、卒業・就職な
ど将来のことを心配する前に、
今ここで自己ぎりの自己を生き
てゆけばいいのだということが
ハッキリ分かりました」
と話された心の底に流れる感動は、

恐らくすべての人のものであった
ことでしょう。
私たちも感動一杯でした。来年
もまたこの合宿を開こう、そして
青年たちとこの喜びを分かち合お
うと決めました。そのために、今
夏合宿の全過程の記録を出来る限
り詳細ににまとめ、来年の資料と
していただこうと思っています。
まみずにつながる人たちが、こ
の資料によって、まみず学苑活動
に参加し、その輪を拡げて下さる
ことを心から期待しています。
最後に、今夏合宿を本当によい
合宿にして下さった先生方、世話
人、全参加者に心から御礼を申し
あげ、この報告を終わります。
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（
『まみず』昭和四十五年十月号）

まみずの若者たち
まみず学苑合宿参加感想文

今夏まみず学苑合宿に参加した
青年たちから寄せられた感想文を、
以下掲載してゆきます。
激しい心の変化、静かな感動の
流れ。ニュアンスは違っても夫々、
私たちの心に深い感動を残してゆ
きます。いま日本に新しい青年像
が誕生しつつある！と思わずにお
られません。
柏樹子

私は生かされている
瀧 久和
今回のまみず学苑夏季合宿に私
が携えていった問題は「われいか
に生くべきか」という人生の方向
をどうにかしてつかみたいという
ことでした。合宿前の自分にはこ
の「いかに生きてゆくか」という
こと、さらに具体的な当面の問題
である「いかなる職業に就くべき
か」ということに関しては全く何
の手がかりをもつかむことが出来
ていず、虚空を把む思いがし、た
、せ
、り
、だけが猛烈な勢いで心の
だあ
中に渦巻いていたのです。
「あと一年半で大学を卒業するこ
とになるが、それまでに是非とも
はっきりとした人生の方向を見定

めておかなければならない。だの
に今の俺には皆目見当がつかぬ。
これではいかん。どうにかしなけ
りゃいかん」という思いがいつも
心の中で荒れ狂っておりました。
こういう思いを抱いたまま合宿に
参加したわけですが、参加する前
、と
、ぐ
、ちを見つ
日まで、何らかのい
け出すことが出来るかも知れない
、ら
、は
、ら
、に、自分
という期待とはう
の問題点と今回の合宿のテーマ
（
「欲
望について」
）とはうまくかみ合わ
ず、結局何も得ることが出来ずに
終わってしまうのではないかとい
う不安もかなり強く抱いていたの
です。しかし参加当日になって「い
かに生きるべきか」がわからない
のは結局「自分」というのがわか
っていないからではないのか、ま
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た一方、この「自分」は「欲望の
束」ではないか。だとすれば「欲
望」を深く知るということは自か
ら「自分」を知るということにな
り、それは結局「いかに生きるか」
を知ることに通じるのだというこ
とに気がつき、大いに希望が湧き
ました。
合宿生活が始まり、心の中には
未解決の問題が山積みされてはい
たものの、全国各地から集って来
た実に人間味あふれる多種多様な
人たちが皆それぞれ真面目に人生
を考え、真剣に生きている態度に
ふれることが出来、本当に感動し、
心から「来てよかった」と思いま
した。合宿の前半は、皆と次第に
親密になってゆくことに大きな喜
びを感じながらも、自分の抱いて

いる問題について、はっきりとし
た何ものをもつかむことが出来ぬ
ことに強い不満を覚えていきまし
た。そして佐治先生が来られたわ
けですが、先生のお話は遂に私の
問題について何一つ答えてはくれ
ませんでした。
合宿も後半に至り、内山先生が
来られました。私は今度こそ私の
問題に答えてくれるに違いないと
期待に胸をふくらませて先生の言
葉に耳を傾けました。先生のお話
は実に巧みで面白く、私は知らぬ
間にグイグイと先生の内に引き込
まれてしまっておりました。もの
ごとをズバッ、ズバッと言い切る
先生の話し方にあのように自信に
満ちた力強さを感じ、自分も力強
くありたいものだと切に思いまし

た。いくつかの感動的な言葉が次
々と私の心の奥深くしみ透ってゆ
きました。そして「ぶっつづきの
自己」という言葉を聞いたとたん、
まことにすがすがしい「ありがた
い」とでも言うより仕方のないよ
うな感情が全身に拡がり、思わず
涙があふれ出してしまっておりま
、か
、さ
、れ
、て
、い
、
した。大自然の中に生
、自
、分
、にはっきりと気がつき、今
る
までの思いあがった自分の生き方
がはずかしくなったのです。地中
深くしっかりと根を張った巨木の
一本の枝のそのまた枝のその先に
分かれ出たちっぽけな一本の小枝
に過ぎない自分が、いくら肩をい
からせ「俺は偉いんだ。俺は偉い
んだ」と威張りちらしていても、
、の
、ち
、の
それぐるみ脈々と流れるい
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流れの中に抱かれていたのだとい
うことがわかり、本当にありがた
いという気持で一杯になってしま
いました。するといっぺんに、今
まで背負ってきた肩の荷をストン
とおろしてしまったような軽やか
、み
、
な気分になり、からだの中の力
もなくなって「ただ生きる」こと
の素晴しさをはじめて身にしみて
感じることが出米ました。
「
『出会う
ところわが生命』『ヨイことはする』
ああ、何と素晴しい生き方だろう。
、き
、か
、』などと
『われいかに生くべ
力む必要なんか全然ない。ただ生
きてゆけばよいのだ。
」ということ
をはっきりと自覚することが出来、
今まで色々と思い悩んできたこと
などまるで朧のようにフッ飛んで
しまい、実にすがすがしい気分で

一心寮を後にすることが出来たの
です。山を登る時にはこんな気持
で再び同じ道を下ることができる
とは夢にも思っていなかっただけ
に、今回の合宿の有意義であった
ことがしみじみと感じられ、内山
先生、和田先生はじめ参加された
すべての方々に感謝せずにおれな
い気持で一杯です。どうにか人生
の出発点に立つことが出来た私に
とっては、これからが問題です。「い
かなる職業に就くか」などという
具体的な問題は何一つ解決されて
はいませんがともかくも「今をた
だ生きる」というこの素晴しい人
生の方向を絶対に見失なうことな
く精一杯生きてゆこうと思ってい
ます。
（東京大学経済学部三年）

さびしさの意味

山脇伸次郎
五日間の合宿を解った訳でもな
く、何かめざましい自己変革が成
し遂げられた訳でもない。ただい
、分
、が
、や
、る
、より外
つものとおり、自
にないのだという覚悟をくり返し
ただけである。そうはいっても、
この合宿を通じて楽しく過ごすこ
とができたし、いくつかの感銘深
い体験をもつことができたし、ま
た一つ自己に対する認識を新たに
することができたように思う。こ
こでは最後の一つ、すなわち自己
自身について気づいたささやかな
体験について書き記しながら、そ
の意味を考えてみたいと思う。

- 13 -

合宿の最後の日、この夏期合宿
の総まとめが話し合われた。この
最後の話し合いは、それまでの話
し合いと比較して、どういう訳か
不思議な程、話が深まっていった。
つまり核心に突き進んでいったと
いう印象を持った。後から考えて
みるとみんなの心が一つに集中し
ていたようにも思える。
「人間の持
つさびしさ」がその時の話題の一
つだった。私は自分自身の問題と
してのさびしさや孤独感について
ふり返ってみた。私の場合、さび
しさとは人から承認されないこと
だった。ずいぶん幼い頃から負け
ず嫌いで功名心の強かった私は、
人からほめられ、尊敬されること
を最大の生きがいとしてきたよう
に思う。それ故、逆に人から軽蔑

され、疎んじられ、無視されるこ
とを一番恐れてきた。つまり他人
の思惑を気にかけ、他人の手前を
取り繕い自らの力を超えて高望み
するため、他人に固苦しく、親し
みにくく、味わいのない印象を与
えてきたように思う。また他人と
の関係を対立的にとらえてしまう
ため、対人関係に疎通を欠き、自
分をも周囲の人をも苦しめること
が多かったように思う。大体以上
のようなことを皆の前で述べて、
それからしばらくして、次のよう
なことに気づいた。さびしさには
二通りがあるということ、一つは
他人との関係において感ずる淋し
さ、つまりほめられれば有頂天に
なり、けなされればしょげ返るよ
うな意味での淋しさ、人から承認

され理解され、親しまれたいとい
う欲求の裏返しとしての淋しさの
気分・感情であり、もう一つは、
真に「われあり」の自覚に立った
人間の寂しさ、世の毀誉褒貶を超
えたところにある寂しさである。
このような私の発言に対して、和
、の
、ち
、の一部な
田先生は寂しさはい
のだということを言われた。私は
会津八一が法隆寺夢殿の救世観音
を歌った歌「あめつち に われ
ひとり ゐて たつ ごとき
この さびしさ を きみ は
ほほえむ」の心が解ったような気
がした。
さびしさのみならず愛や喜びや
悲しみも私の場合、
「もの足りよう
の思い」の延長、つまり他との関
係において左右される気分ないし
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感情でしかなかったように思う。
そういう意味での他は、自分の外
側にあるのみでなく、いつのまに
か自分の内側にも入り込んでいて、
自分で自分を喜ばせたり悲しませ
たりするといったこっけいな事態
まである。人にほめられて嬉しさ
を感ずるのが「もの足りようの思
い」から発したものであれば、人
にけなされてしょげ返るのも、そ
の同じ「もの足りようの思い」の
裏返しでしかない。彼女から好か
れているのではないかとホクソ笑
むのも彼女に嫌われたのではない
かと不安になるのも、
「もの足りよ
うの思い」の描いた妄想でしかな
い、としたら自分とは一体何なの
だろうか？
その後、滝さんの話を聞いて感

動し、心が喜びに満たされたが、
閉会式が済んで山を下りる時には、
もうなぜか解らぬ虚しさを感じて
いた。そして今、その喜びも虚し
さも通り過ぎていってしまった私
が机に向かってこれを書いている。
（早稲田大学文学部大学院）

自分になる第一歩
斎藤久子
今回のまみず学苑夏期合宿に参
加して閉会式のときに個人まとめ
で、私は、
「何が問題であったか、何をつか
みとれたか自分でもよくわから
ない。しかし、今後はこの会で
聞いた事をよく味わって実際に

行動してみるより他はない。そ
して、すばらしい人々に会い、
良い面ばかりに触れてこんな良
い事はありませんでした」
といいましたが、後で考えてみる
と、話し合いの場、共同生活の場
に於ける人間同士の交流はじわじ
わと私の心の中に浮び上ってくる。
そして、この味わいは私が自分を
出さない、出せない？と悩み、人
と対して表面的にしか接する事が
できない、どんどん相手の心の中
にも入っていけないし、自分も心
を開かない。これは自分の言った
事や行動が相手に悪い印象や感情
を与えやしないかという事に対す
る警戒心がそうさせる事だとわか
った。これがある程度私の心の中
につまらないつまらないという考
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えを興させていると、今現在、思
い当るのだけれど、この問題は、
こういうことを味わい通していく
うちに新しい面が開けていくよう
な気がする。
内山、和田両先生から聞いた数
々の言葉は大体、本を読めば知っ
たリ理解できると思われることば
かりと思うし、今まで読書して得
た世界、ものの感じ方通りであっ
たし、その点予想外のことではな
かった。しかし、その先生方の生
の人格に触れ、あの本から受けと
る言葉のすがすがしさと同じもの
に触れる感じを受けた。無限な大
きなものに触れて自分を忘れるあ
の印象である。その大きなものに
ふれて自分の問題点も、ああした
ら良い、こうしたら良いという小

さなハカライもついつい忘れてし
まって、何が問題なのか、何がつ
かめたのかわからないといってし
まった気がする。
日常、フトいろいろな考えに頭
の中が左右されてしまっていて我
を忘れている自分を発見すること
がある。そんな時「今、自分は何
をしている」と自問することにし
ている。そうすればスッと気持が
もどるような気がする。そして廻
りを忘れている自分からだんだん
廻りが見えてくる。そういうこと
が頭だけに左右されない何かに通
ずるような気がする。そして、何
かやることを通して自分を発現し
ていく事が自分が自分になる第一
歩だと信じる。
（公務員）

大きなお土産

金森加津見
今は、耳の奥深く、ウォ ――ンと
いう音とも何ともつかないものが
響いているだけです。それは、一
心寮での一週間に起こったさまざ
まの出来事、いろいろな話、笑い
声、時にあげた悲鳴？チャボとセ
ミの声、神社の庭を掃いた時のほ
うきの音、高く舞い上がりすぎて、
ナスの畑に落ちてしまったバレー
ボール ‥‥まだいっぱいあります。
そんなものが、ごちゃごちゃに混
っているから、妙な音になって聞
えてくるのでしょう。
岐阜という小さな町しかしらな
いでいたこの私が、突然、両手に
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かかえきれないほどのおみやげを
持つことができた。よき先生、よ
き先輩、お友達‥‥いっぱいの人、
いろいろな土地の人 ‥ ‥多くの人
を通して、私の目は、右へも左へ
も、前にも後にも向けられるよう
になりました。
三月に、和田先生とお会いした
時には、時間も短かかったせいも
あったのでしょう。緊張している
だけでよくはなじめませんでした。
それに、私自身の中で 〝まみず 〟
に対してあまり積極的でなかった
から深く考えてみることもしませ
んでした。
ところが、この夏休みときたら
ひどくユーウツで、例えば、
「これ
、が
、が
、見つけたもの」
、捜し出
は私
「私
、の
、手
、で
、つかんだもの」
したもの」「私

そう言いながら、一つ一つ宝石箱
に入れた輝く石が、ある日突然、
くすんでしまった ‥ ‥ 。一瞬青ざ
めていた私 ‥ ‥ 。ところで、しば
らくしてみると、
「なんだ、今青い
、じやな
顔をして立っているのが私
いか」そう思うと、何かしらユー
ウツでなくなっている自分に気づ
いたのです。
しかし、そうそう青い顔をして
つっ立っているわけにもいきませ
ん。
「何とかしなきや」本棚をひっく
り返したり、日記を読んでみたり
‥ ‥ 。けれども一度くすんでしま
った石から、以前と同じような輝
きを出すことはむずかしいようで
した。
そうこうしているところへ舞い

込んだのが合宿の知らせです。パ
ッと承知して、ポストへ入れたの
はよかったけれど ‥ ‥、さて、当
日までの気持ちは ‥‥行くべきか、
行かざるべきか ‥ ‥結局、気がつ
いたら、毛布をさげて、山北の駅
に立っていました。
私にとって、今度の合宿が何で
あったか、それを知るまでには、
まだ長い時間がかかりそうです。
でも ‥ ‥ 、川の流れが何かの拍子
に向きを変えるように、合宿を終
えた私は、少しずつ向きを変えよ
うとしています。
皆さんの暖かい眼差の中で、私
は、自分の一生にとって、かけが
えのない何かを得ることができま
した。
いつの日にか、また、集まるこ
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とができたら、どんなにか嬉しい
ことでしょう、その時には、もっ
と多くの人が、さらに多くの地域
から集まることでしょう。
（岐阜大学教育学部四年）

超えがたいエゴの壁
渡辺徹二
今年は会社の夏休みとも重なっ
て結局普通より一日遅れた八月十
三日から十六日までの四日間合宿
に参加することが出来ました。
一心寮にはこれまで数回行きま
したが、今回の合宿ほど充実した
感じを味わったことはなかったよ
うに思います。私の参加した四日
間は、まことに早く過ぎました。

しかし、皆との討論、朝の掃除・
作業・食事・自由時間、どの一つ
をとっても、これほど楽しく一日
一日を有意義に過したことは最近
にはなかったことです。
日頃の騒がしい社会から、わず
らわしい仕事から離れ、四日間で
したが自然の中で生活が出来たの
です。それに加え今回は特に遠方
よりの多くのまみずの仲間と接す
ることが出来たのは、非常な感激
でした。我々の仲間はさまざまな
人がいました。会社で働いている
人、先生になっている人、学生、
色々な人と多くの問題について話
しました。意外にも皆同じような
不満をもっているのにおどろきま
した。現在の教育（学校）の中で、
あるいは企業の中でどう自分を生

かして行くかということです。な
かなか問題は大きいし、興味ある
ことが沢山ありました。
ジャガイモほりに鍬をもち畑の
土をほりおこしたのは初めての経
験でした。土と汗にまみれ山の涼
風にふかれながら、回りの雄大な
山々を眺めている時はまったく我
を忘れる気持でした。
四日間の合宿を終えて特に二つ
のことが残りました。その一つは、
小田原駅から電車に乗って思った
ことです。十六日は日曜日でした
ので駅には大勢の競輪帰りの人が
いました。車内には、海水浴帰り
の若者達や、旅行帰りの家族づれ
の人々で一杯でした。山から下り
てみたこれらの人々、それらをと
り囲む環境をとおし、ふと感じた
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ものがあります。
この時に感じたもの、これは合
宿に行く前の自分の生活の大部分
を占めていたものではなかったか、
他人の真似をしないと何か立ち遅
れた感じを持ったり、他人を押し
のけ勝つことで満足していた生活
です。何と落ちつかない、足が地
についてない生活だろうと思いま
した。そこには全く自己というも
のがないのです。
しかし今現在、合宿から帰って
からの自分をふり返ってみると、
元の自分に返っているようでなり
ません。しかし僅かの間でもこの
様な自己のない世界を眺め考える
ことが出来たのは心強い気がしま
す。あの時の自分はきっと本来の
自己に立ちかえっていたのではな

いかと思います。
遊びつかれて帰る時に感じるあ
のむなしさとは違った何か充実し
た気持ちでした。しかしこのよう
に変わるのは自分自身にも問題が
ありますが、囲りの環境にも相当
影響されている様です。現代の青
少年が真に人間らしく成長するの
に、助けとなるものが少なく何と
不利な条件が多いのだろうかと思
います。一人でも多くの人に自然
の中でじっと自己をみつめ考える
場としての一心寮の存在を知らせ
なければならないと思います。
またもう一つのことは合宿を終
えて以来今も心に残っていること
です。
十六日までしかいなかったため、
内山先生のお話の全部を聞くこと

が出来なく、これから核心に入ろ
うとするとき帰らねばならなかっ
たのは誠に残念でした。しかし二
時間、ほんとうに短く感じました
が少しでも先生のお話しを聞けた
のは大変よかったと思います。
今心に残っていることは、先生
のおっしやった「すべてのものと
ぶっ通しの自己」ということです。
和田先生のおっしやっている「い
のち」のことです。我々がケダモ
ノ的欲望しかもてないか、そうで
なく人間らしい欲望をも持つよう
になるかの違いは、すべてのもの
とぶっ通しの自己、いわゆる「い
のち」を実感として受けとれるよ
うになれるかどうかにかかってい
るようです。我々には若さゆえの
楽しみや健康な肉体を通しての満
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足感はあります。しかしこれらの
感情の多くは、刹那的で永続性が
ありません。また確かな存在かど
うかもわかりません。今喜んでい
たかと思ったら次の瞬間には哀し
みの涙にくれていたり、勝ってう
れしがり負けて腹を立てたり、本
当に追いつ追われつの鬼ごっこの
ように思えます。目を大きく開き
物事を正しくみることが出来ない
のです。我々はどうしてこの様な
世界からぬけだせない、というよ
り、ぬけだそうとしないのでしょ
うか、何がそうさせるのかわかり
ません。
先生のおっしゃった「すべての
ものとぶっ通しの自己を発見でき
〝
いのち 〟 を実感として受けとる
ことが出来るなら、人生のすべて

のものが正しく見え無限の広がり
をもった味わい深いものになるだ
ろう」と思います。しかし現在の
自分自身を考えるとき、そこには
どうしても越えられない壁がある
ようでなりません。これはエゴの
壁だろうと思います。利己的なケ
ダモノの世界への執着がどうして
これほど強いのだろうと全く不思
議に思えます。
しかし一心寮での生活はこの壁
も薄く小さくなっていたように思
われました。壁の存在をも忘れて
いたのでしょうか、山の自然やま
みずの仲間がかくしてしまったの
でしょうか、すべてのものとぶっ
通しの自己、いわゆる 〝いのち 〟
の実感を感受することがこれから
の私に課せられた問題となったよ

うです。

私は恵まれている

（会社員）

大江淑子
できうることならば、このどっ
しりとした豊かな気持をこのまま
じっとあたためていきたい。これ
ほどコトバがじゃますることはない。
「私は恵まれている。
」
「恵まれてい
る。
」声をいかに大にして言っても、
書いても、本当にこの私の気持が
伝わってくれるだろうか。
全国各地から多くのいろいろな
人々が、それぞれの問題をかかえ
て一心寮に登ってきた。
・山は私達を喜んでおおらかに迎

- 20 -

えてくれた。
・悩みは安心してこの自然に預け
られた。
「私は恵まれている。
」私のような
中途半端ないいかげんな人間がこ
んなにこだわりのない、ぶらない
素直な人々の仲間として一週間が
過ごせることになったなんて！こ
れは何のお引き合わせなんだろう
か。どっちをむいて頭を下げたら
いいのかな、頭がいくつも欲しい。
欲望についてのいろいろな話し
合い。その時は、感激屋の私は全
身をもってふるえたが、今は、そ
の一コマ、一コマを思い出すとい
うか、明確にとらえられていない。
只、今は、毎朝の三〇分を一心寮
での三〇分より、いやに長く思い
ながらも正坐している。落ち着く

ような気がしている。
「坐禅をしようかな」と思いやっ
てみたが、足が大安売りの大根二
本位の幅があり、チョット組めな
いのでやめた。散歩しながら足を
やわらかくしょうと、コロコロと
動かしている。
「不思議だな」と思うのは考える
ともなく考えながら正座をしてい
て、その考えが少し足の痛さを思
うと、急に痛くない所まで痛くな
る。そして、前のめりに体を動か
したりしながら、
「早く終われ！
終われ！」と思い、正座が終るま
で、頭の中は足の痛さでいっぱい
だ。これが、
「思いをつかむ」って
ことかな。
四回目、五回目と回を重ねるに
つれて、そして、今、この部屋で

している正座。時間は同じ三〇分
でも長く感じる時があるが、ひら
きなおったのか、姿勢を正すこと
だけに心を配り、ただ坐っている
と、足のしびれもすぐなおってし
まうような気がする。増々、大根
足にならないかと心配だ。
私は「自分が悩んでいる」
「悩ん
でいる」と思っていたが、本当に
悩んでいたのだろうか。私の悩み
は、入口があって、出口があって、
道がない。丁度、悲劇の中の主人
公に、自らを被害者顔させ、登場
させ、そこで何んらかの活躍を為
し、用意された出口に向かう。そ
して、そのことを、出口に出られ
たことを評価して欲しい。悩み製
造業のようなものだ。
評価なんてものにこだわるのは
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ケチな根性だけれど、もし評価さ
れるとしたらそれは、道で、道中
でなければならないのではないか。
相手の土俵で組んで話し合うの
でなく、ひとりおしゃべりをし、
夜の静けさの中で、おしゃべりを
後悔するのも、何か、原因が解っ
てきたような気がする。
いいかげんな甘チャン人間なん
だなあ、私は！ 皆のそれぞれの
悩みは真剣そのものであった。自
分の将来をどう生きていくか。こ
の欲望をおさえることが出来ない。
組織の中で自己ぎりの自己をどう
生かすことができるか。
数々の悩みをまるごとひきうけ、
その中で戦っていた。そこに静か
な足どりと落ち着きを見い出した。
この人達の間に、ノコノコと入

れてもらって、私は自己の不真面
目さを思わずにはいられなかった。
こんなぐうたら人間でも、毎日楽
しく、
（正座を除いてですよ。 ‥ ‥
陰の声）掃除も、神社参りも、風
呂たきも、それに食事がとっても
楽しかった？おいしかった。
自然が、一心寮がここに今迄、
集まって来た人に、そして、この
まみず学苑に集まって来ている人
々が助けてくれていたのだろう。
私には何か出来るだろうか。
とりとめのない感想になってし
まったが、そこで討議されたこと
は、今になってみれば、いちいち
思い出せないほど深く底に落ち着
いたのか、ずぼら故か身近かにない。
しかし、
「欲望というものは人間
にとって害のないものだ、むしろ

人間を導くものだ。
」ということを
体全身に知らせてもらった。そう
したらどこへ歩いていけばいいの
か、ほんのりと明かりが見えてき
たような気がする。不安を見つめ
る。恐れを見つめる。自己を直視
する。入口から入って、道中を味
わい、歩き続けよう。
和田先生がおっしやったこと。
内山先生のお話。やさしそうでい
て、難しい。
「ああ、ここまで解り
かけたのになあ」と思ったと思う
と、また解らなくなる。頭の中の
はからいなのかなあ。
が、信ずることが出来る。信仰
というものがあるならこれこそ、
まさに信仰だろう。和田先生のよ
うな正直な人を見たことがない。
その自己にこれほど忠実な先生が、
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今、尚、悩み続けていらっしやる。
真正面からとりくんでいらっしゃ
る。この先生の苦悩の中から生ま
れたご本を、なんと粗末に読んで
いたことだろうか。
正座して深く読み続けなければ‥‥。
知性で知らせることが出来るこ
とは何んとしてでも知性で解く、
内山先生はおっしやった。初めて
お目にかかる先生は私が思ってい
た僧侶のイメージとは大変違い、
人間的魅力のあふれた方であった。
仏教者にありがちな説教くささ等
は少しもなく、あくまで自分はこ
うなんだと強く自然に私達をひき
こみ、全てを包み込んでくださる
ような気がした。
内山先生の生活態度、和田先生
のご日常 ――自己ぎりの自己を生き

ぬこうとなさる立派な人格に何故
か巡り合わせていただいたことを
感謝するとともに、いたずらに偶
像視することなく、毎日の出来事
に一つ一つ地道に接していきたい。
「私は恵まれている。
」先生方が人
生六十年をかけて歩いて来た道を、
私もその何倍かの年をかけ、結果
はどうあろうと誠実に処していき
たい。
（共立女子大学研究室）

人生に対するきびしい態度
出雲清子
初めて参加した 〝まみず 〟 の夏
期合宿 ――たいへん楽しく、有意義
な一週間でした。

山の美しさもさることながら、
人の集いの美しさにも感動させら
れる日々でした。
それにしても、かくも若い人々
が真摯に道を求めて、人生の諸問
題に取り組もうとしておられます
こと、たいへん心強く、希望湧く
思いでした。
このような若人がいて下さる限
り、日本はほろびないとさえ思え
るほどでした。
戦後教育の弊害も云々され、高
度経済成長の裏にかくされていた
種々の公害が、目に見えて暴露さ
れてくる昨今、弊害や矛盾に満ち
満ちた世の中と悲しい思いも致し
ますが、でもやっぱり、人の心は
善を求めているのだなあと、しみ
じみ感じさせられる合宿でした。
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ほんとうにすばらしい青年の方
々に接して、改めて人間に対する
希望と信頼を強められる思いでした。
和田先生や内山先生からは、日
頃書物を通じて教えを頂き、それ
だけでもありがたいことに思って
おりましたが、実際にお目にかか
って、そのお人柄からにじみ出る
人間愛の深さに、いっそう深い教
えを頂いたような気がしておりま
す。そして、先生方が、それぞれ
に人生に対するきびしい姿勢を持
っておられます反面、それぞれに、
ひじょうにおやさしい方々であっ
たこと、何か暗黙のうちに教えら
れる思いが致しました。そして、
そのやさしさは、やはり、ほんと
うの生命を見つめて日々を歩んで
おられる人生態度からにじみ出て

くるものなのだろうなあと、考え
させられたり致しました。
ふり返って、私自身はどうかと
いえば、教職にありながら、この
ような態度と愛を持って子供達に
接していたかどうか、甚だ心許な
く、ともすれば自分の研鑚は棚に
あげて 不平不満を洩らしがちな
自分であったこと、たいへん恥ず
かしく、反省させられました。
ほんとうに、他を云々するより
も、先ず自分自身をふり返らなけ
ればならないこと、どんなに微細
なことであっても、何よりも今、
自分にできる最善を尽して生きな
ければならないこと、改めて痛感
させられました。
「出合うところ、すべてわが生命」
、い
、よりも今、
「何はともあれ、思

自分が目の前にしていることを
、る
、」
す
と言われた内山先生や和田先生の
お言葉が、深く心に残っておりま
す。
いろいろと教えられ、学ぶこと
多い合宿であったことを心より感
謝致しております。
（小学校教諭）

すばらしい仲間たち

古谷 仁
合宿が終わり、ふり返って整理
して見て、つくづくと合宿に参加
してよかったなあと思っています。
あいにくと体の調子が悪く、おお
せつかった役割も十分に果せず、

- 24 -

また参加した人達とフルに活動を
共に出来なかったのはとても残念
でしたが、最後まで残って、内山
先生や佐治先生のお話しを聞く事
が出来て、ほんとうに良かったと
思っています。
なんといっても内山興正先生の
お話しは、圧巻でした。和田先生
の「欲望の教育」をあれ程深くお
読みになられているのはさすがだ
と思いました。はずかしい話では
ありますが、僕は欲望というもの
について、そんなに深く考えたこ
とはなかったし、まして欲望が一
個の人間としての存在にまでつき
進むという事も深く考えたことは
ありませんでした。
「欲望の教育」
を読んだ時に、なる程そうかと単
にうなづいただけでした。もっと

もどれだけ理解していたかは、は
なはだ不明ではありますがしかし
内山先生の欲望の教育に対する仏
教の面からの解釈をお聞きして、
僕としての欲望に対する理解が、
また自分というものへの考えがい
っそう深まったと思います。さら
に内山先生のお話しの中で印象深
く残っている事は、
「自己が世界と
ぶっつづきである」という事と、「自
己ぎりの自己を生きる」という事
の二つです。これら内山先生のお
話しをお聞きして思った事は、堂
々と、自信をもって、体験的自覚
をもって生きていけばよいのだと
いうことです。もっともそれをも
って、どの様な道を歩んでいくべ
きかという事が問題ではあります
が、しかし今僕がいえるのは、自

分自身の心構えに、はりが出来た
というのでしょうか、自信が湧い
たとでもいうのでしょうか、とに
かくいっしょうけんめい自分の道
を歩んでいけば良いのだというこ
とです。さらによりいっそう自己
ぎりの自己になる為に坐禅のお話
をなさいました。坐禅というもの
は、大変にがてではありますが、
大変不思議な事に、今では、よし
近いうちに安泰寺へいって坐禅の
まね事でも良いからやってやろう
などと思っています。また以前に
読んだ先生の著書『進みと安らい』
を、その時には、非常にむずかし
く感じ、分らない所もずい分と多
かったのですが、こうして先生の
お話しをお聞きした後でもう一度
読んで見たら、まえよりもいっそ
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う理解出来るんではないかと思っ
ています。今の本が読み終えたら、
すぐに読んで見る積りです。
佐治先生の心理学のお話しも大
変興味深いものでした。ただ現代
心理学が、僕らの期待していたも
のと少し違っていた様ですが、そ
れはそれなりに心理学またカウン
セラーというものを少しのぞいた
様な気がします。たしかに我々の
求めていた欲望というテーマとは
少し内容が違っていましたが、そ
れは心理学という学問の方向が、
僕らの求めていたものと違うとい
うことだったのでしょう。しかし
心理学に関連しカウンセラーとい
うものの重要な役目を知り、その
内容を少しのぞかせていただいた
のは大変勉強になりました。そし

て実例をもってカウンセラーにつ
いてお話し下さいましたがそうし
た中で、人間の心理の深さ、現代
の心理学ではとうてい計り知り得
ぬ人間の心理、またそれは、いか
に欲望や、真理を追求した仏教で
あっても同じ事がいえるのではな
いでしょうか。後の討論の中で、
心理学には人生観や世界観がない
ということが出ていましたが、生
命観や人生観をもつ仏教であって
も、佐治先生のお話しの中の実例
の様に特にカウンセラーを受ける
様な人達の心理などは、とうてい
計り知り得ぬのではないかと思い
ます。そうした人間心理の複雑さ、
微妙さ、深さを知り得たという点
では、すばらしい佐治先生のお話
であったと思います。

こうして和田先生はじめ、内山、
佐治両先生のお話をお聞きしなが
らの一週間、まことにすばらしい
ものであったと思います。
また先生方のお話だけでなく、
合宿の参加者との討論などもすば
らしいものでした。今から思うと
一週間がほんとうに短かかった様
な気がします。はじめはどんな合
宿なのだろうか、どんな人達が集
まるのかなあと思ったりしました
が、皆すばらしい人達ばかりでし
た。そんな人達と一週間いっしよ
に生活できてほんとうにうれしく
思います。特に合宿最後の盛り上
りぶりなどは、青年の合宿以外の
なにものでもなかった様に思いま
す。まことにすばらしい合宿でした。
（専修大学法学部三年）
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まかせる
安福嘉則
一心寮での生活は、草いきれと
澄んだ空気がまずうれしい。朝夕
に鳴くひぐらしの声は大垣ではき
かれない。いろいろな人が集まっ
、
て来た。あまり知られていないま
、ず
、の存在が、こういう人々の内
み
に、実際に重みを得て息づいてい
ると思うと心強く感じられた。
「世の中に、どんなにささやかな
ものでも真実の生き方をする人
がいれば、社会が悪くなっても、
人類が崩れてゆくのを防ぐこと
ができるものだ。
」
と、和田先生が言われた。本当に
そう思えてきた。ささやかな一燈

でもやがて社会の新しい息吹きを
呼び起こす。この一心寮がそうで
はないだろうか。普段、何を言わ
れても、まだ学生の囲いを払いき
れないでいた私も、ああしていろ
いろの人々とうちとけられた事が
本当にうれしかった。多くの心あ
る人々との出会いは、この夏一番
の大切な出来事となった。
大学に入ったばかりの頃、芥川
の「侏儒の言葉」を読んだ。その
中の「好悪」という項の一節にこ
う書かれてあった。
「なぜ我々は極寒の天にも、将に
溺れんとする幼児を見る時、進ん
で水に入るのであるか？救うこと
を快とするからである。では水に
入る不快を避け、幼児を救う快を
取るのは何の尺度に依ったのであ

ろう？ より大きい快を選んだの
である。
」私は個人的な快、不快感
によって自分が行動しているとい
う見方の新寄さに引かれながらも、
何か割り切れない不快を感じた。
おそらく快、不快という感情に直
接している欲望に対して、悪いイ
メージしか持ってなかったことも
原因している。けだし、快、不快
という抽象的な感情で行為のすべ
てを律することはできない。それ
は行為の水平面にのみ光をあてた
見方だと思う。を動かす欲望の内
容を抜いては行為を語り得ないと
思う。そしてここに、生命の発展、
自己の無限の拡大という方向があ
てられる。縦糸。だから、人の行
動はすべて快、不快によるという、
水平面に動めく快楽説には同感で

- 27 -

きない。自分自身について言うな
ら、より高次の欲望に快を感ずる
人でありたい。
確かな方向を感じていながら、
自分で自分の気持がわからなくな
ることがある。私をつき動かして
いたものは何だったろうか。しば
らく考えるとケチな根性につきあ
たる。自分で自分の気持がわから
ないほど巧妙におおわれている。
欲望の追求は手をかえ品をかえて
続けられていたのに気づく。あら
がいようもない事実と、思いとの
断層を理屈で埋めようとする。ケ
チな欲望は思いの中で事実をゆが
めてゆく。どんなにゆがめたとこ
ろで、ありのままの姿はかわりよ
うもないのに。こんな果のない因
果の鎖を切るものが智慧だという。

智慧とは勇気にちがいない。そし
て、事実と思いの姿をありのまま
に内におさめることは、時に悲し
む心につながる。ある人は悲しみ
の心に素直な時、絶唱を生んだ。
節「鍼の如く」
、秀雄「玉すだれ」
、
そして会津八一の「山鳩」もそう
だ。絶唱すなわち天地の間をゆる
がし、やがて、透きとおって生命
の消息を伝える。まこと悲しめる
人々にあって、いつわりのたくみ
はさらにない。
いつも大きな生命の中にいるは
ずなのに、透きとおった心で通せ
ない。だから、じりじりして困っ
た時、どうしてよいかわからなく
なった時せめて「今の自分は、大
きな生命をみうしなっているのだ」
といいきかせたい。そして、近く

の川や林で心を静めたい。まわり
の景色が生き生きしてきたら、も
う一度出てゆこう。机の前にいる
時は、澄んだ心を持った人の本を
ひらきたい。本に書いてあること
が、よくわかってきたらよい。そ
の時、アリ一匹でも楽しい生きが
いと言われた。アリに親しむ事に
損得カンジョウは入らない。自然
に親しめる程度でケチな根性の大
いさを計れる。そして、心が澄め
ば、この自然も、山川ばかりでな
く、本当は人の生活そのものも含
むのだと思う。こんな風に生活で
きたら「ただ生きることがどんな
に充実した」ものかわかるのだろ
う。私にとって、普段の生活が行
に感じられる。アテを気にせず、
生命にまかせる修業と思う。生命
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の中にいるのに、生命にまかせる
とは奇妙なこと。だけど、これよ
りしかたがない。信仰の深さとは、
まかせきることの深さのことと思
う。そして、その深さを養うのが
行だと思う。けだし、まかせるこ
とも忘れて、まかせきった時、何
かが起っている時なのだろう。
（岐阜大学医学部五年）

日常生活を客観的にみられた
山本幹男
まず何故私がまみず学宛合宿に
参加したか、あるいはそれ程積極
的な理由はなかったかもしれない
が少なくとも参加する気持になっ
たかということを考えてみなけれ

ばならないと思います。近頃、我
々をとりまく社会は一言でいって
強度の刺激に満ちています。そし
て人々は応々にしてその刺激に翻
弄され、あるいは逆にそれらを求
めて人よりはやく進むことが価値
があることだと考えがちでありま
す。しかしそういったやり方で生
活して行くことは、絶えず不安が
つきまとい、他人の目をひどく気
にし、結局、根の無き浮き草とい
った様相で暮らすことになります。
そして今日の新聞、雑誌、テレビ、
ラジオ ‥ ‥どれを見ても、そのよ
うな暮らし方（生き方）のあらわ
れで満載となっています。私はこ
れではいけない、どこか間違って
いるとは思いながらも、皆その方
向にひたすら進んでいる、まごま

ごしていると自分は遅れをとるの
ではないか、あるいは、もう遅れ
てしまったのではないか、等々そ
の方向にひきずられ勝になります。
その結果ただ優を数多く並べる為
に勉強をしたり、就職にあたって
は人の評価に動揺したり、その他
の行動すべてにおいて地に足がつ
いていないということになります。
この様な混沌とした気持でいたと
ころ、欲望というテーマでまみず
学苑が一心寮で開催されるという
ことで、何かしら参考になるもの
が得られるだろうと参加した次第
でした。
では参加して、その中での生活
に焦点をしぼって感想を述べてみ
たいと思います。まず第一に述べ
なければならないことは、私は事
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情で二目遅れて参加した訳ですが、
一日一日と暮して行くうちに、参
、い
、人たち
加者の皆さんが本当によ
だなあと感じたことです。これは
我々が日常生活においては他人を
敵とまではいかなくとも競争相手
位には考えてしまうことに関係が
あると思います。二日遅れて参加
したのが惜しく思われました。日
常作業においても、今まで、家庭
ではそういった仕事をしたことが
あるし、それによる喜びも知らな
い訳ではありませんが、合宿での
作業ではその喜びを純粋に感じる
ことが出来たと思います。それだ
けに我々の日常生活は作業の喜び
を喜びとして純粋に喜べない程に、
複雑な剌激にとり囲まれているの
だなあと痛感いたしました。佐治

先生の講演については、あれはあ
れで十分おもしろかったと思いま
す。物事を一面的でなく多方面か
ら見るということは重要なことだ
と思います。その点においてこの
企画はよかったと思います。内山
先生の講演については、まさに生
き方についての問題でありました。
参考になること数多く、期待以上
でした。
この合宿に参加した効果につい
て最後に考えて見たいと思います。
一言で言ってしまえば「効果は未
定」というところだと思います。
いや、むしろ「効果はこれからだ」
という気がします。内山先生では
ありませんが、屁一発貸し借りで
きぬ自己の生命を自覚して、日常
生活における仕事を地道にこなし

て行くところに、この効果の方向
があるような気がします。
（都立大学四年）

気持ちよく助け合って

羽鳥千代子
一心寮においての一週間の生活、
そこには夢のような現実があった。
まみず会に入会して数ヶ月、まみ
ず会に出席したのもはじめての私
にとって、この一週間はすばらし
いものでした。
主題、欲望についてはあまり勉
強もしないでただ『欲望の教育』
を読んで、人間とは欲望の束であ
って、それが自己拡大のものであ
るならば決して悪いものではない
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ということを知り、ホッとし、ま
た高い欲望をもつのが結局人間の
進歩といえる。この程度の理解で
合宿に出席してしまったので、合
宿において中心となった無欲欲に
ついては理解できなかったことが
多かったようです。また全体とし
て欲望というものは、これこれこ
ういうものだという結論は自分自
身出せなかったようです。そのこ
とよりも次のことの方が印象に残
りました。
みんな一諸に起き、そうじをし
て、おいしいごはんを食べるとい
うことは、とても気持のよいこと
でした。私の家庭、学校などでは、
こうして気持よく助け合ってする
ことなど、なかったようです。そ
れが実際まみず会ではできている

のですから、実社会ではできない
というのが不思議だと思いました。
しかしこれらのことを、どうして
できないとか、ああすればよいと
か考えても、いつまでたってもだ
めで、和田先生がたばこをおやめ
になったように、よいことと思っ
たら、ただすればよいことも知り
ました。
今までこれ程、人生について深
く考えたことはありませんでした。
またこれほど人生というものを真
剣に考えている人々にお会いした
のもはじめてでした。
宗教というものについても、む
ずかしいものだと思っていた私に
とって、内山先生のおはなしを聞
いて、宗教というものも決して理
解できないものでなく、現実に即

したものであることを知りました。
合宿の最後の日、どなたかが、
ここにこうして参加できた私達は
幸福者だ、ということをおっしゃ
ったことを聞き、ほんとうにそう
だと思いました。全国にはこのま
みず会を知らない人がほとんどで
す。そんな人達にこのまみず会を
知ってもらい、まみずの輪を大き
くできたらと思います。
合宿から帰って私の生活も少し
変わりました。それはつまらない
と思っていた仕事が、それほど抵
抗なくできるようになりました。
またお金についての考えも変わり
ました。今まではお金がなくては、
この世は生きていけないというこ
とばかり聞いていましたが、そう
でもなさそうです。
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合宿において学んだこと、それ
がすぐ実行できなくても、心にあ
たためて、これからの毎日をおく
ろうと思います。
（群馬県立福祉大学）

いのち
和田道子
感想を書くのにこんな苦心をし
たことはありません。それは、自
分の立場が中途半端な所にあるか
らだと思うのですが ‥ ‥ 。今、私
の選んだ道について完全にこれで
よかったと思えていないからです。
一週間 ‥ ‥どの方向から考えてみ
てもみんなまとまりません。
先ず「合宿に参加してよかった

か？」これを考えてみることにし
ました。私自身には、はっきりと
した形で収穫はなかったように思
います。私の頭がボンヤリしてい
るせいでしょう。これからの生活
に何かの形で大きく影響してくる
と思いますが。
しかし、私は参加してよかった
と思っています。
「何故か？」楽し
かったこと、それから一週間もの
間、まじめに考える仲間の方たち
と、まじめに考え、話し合えたと
いうこと、それからもうひとつ最
後の反省会の時に、全員の方が、
参加出来たことを喜んでいらした。
その感激の中に自分もいた。とい
うことかもしれません。
「欲望」という、ことばとして、
よく考えてみたこともなく、
「欲望

の教育」を読んでもどの本を読む
時もそうであったように、ボンヤ
リと読んだと思います。
内山先生のお話を伺いながら、
ボンヤリ読んでいたことが、ハッ
キリとした形になって、私の頭の
中に、心の中に入って來たという
ことは、私にとっては大きな収穫
だったと思うのです。
いのちについては、私は、育っ
た環境からか、何となく小さい時
から、ことばとして、また考え方
としても知っていることが多いの
です。そして、私なりに、一つ一
つ解決（？）しながらここまで来
たように思うのです。
生活全体としての生きる方向は、
その大きな流れの中で、自分が歩
いてきたその方向で間違ってはい
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ないらしい？という感じがしてい
ます。しかし何かの問題にぶつか
った時、その流れ（いのち）の方
向を見失い、そこにエゴが出てく
るのだと思うのです。
その時には、ただ考えても考え
ても自分の進むべき道は見つから
なくなってしまうのです。そして、
なりゆきに任せるより仕方がなく
なってしまうのですが、その中に
も、自分の自分勝手なエゴが入り
こんでいるのではないか ‥ ‥と全
く自分の力ではどうにも分からな
くなってしまいます。
これは何なのか？
グループ討論では、それは鏡が
くもっているからだ。いつも鏡を
磨かなければならない。その方法
は、ある人は坐禅であり、ある人

には、他の方法もあるはずだとい
う意見も出ました。
本当のいのち（いのち的いのち）
を生きていれば、どんな場合にも
進むべき道は自ずと定まってくる
ものだと思うのです。
やはりもう一歩のところが、私
には体験出来ていないのだと思う
のです。断がいから飛び込まなけ
れば出来ないものか？ 内山先生
は、とびこまなくても出来るとお
っしやいました。私のいう、もう
一歩というところは、欲を全部す
てきることが出来た時ということ
だと思うのです。しかしそこまで
来た時、やはりすべて捨てきれな
い自分があるのです。
自分にはそこまで行く力がない
のか？ そんなところでまだモタ

モタしています。
今度の合宿中、
「ハッ」と目が覚
めた滝さんやその他の方が羨まし
く、また自分のことのように嬉し
いことでした。
すばらしい会だったと思います。

（
『まみず』昭和四十五年十一月号）

心にあたためてゆこう

清水康子
板木の音を合図に一日がはじま
る生活を一週間。自然のふところ
に抱かれて日頃味う事が出来ぬ充
実感を堪能することが出来ました。
和田先生はじめ諸先生の講話、
全体討論、グループ討論と皆さん
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の真剣な態度と深い知性に、日ご
ろ怠け者の私には自分の意見を言
う前に相手の話を聞くのに精一杯
でした。
劣等感と自惚れとを併せて持ち
合わせている私には「普通自分と
いうものは、偶然のよせ集めを自
分だと思っている。自己は宇宙と
ぶっつづき、手ばなしの自分、生
かされているのだ」と聞いた時、
はっとさせられました。あまりに
も思いに振り廻されて生命的に生
きる事を忘れてしまっている、と
いうより、気が付かなかったので
す。そういうものなのかなと思っ
てみますと、はっきりは判りませ
んがそんな気がします。
朝三時過ぎになると、にわとり
の鳴き声で目をさまされる。はじ

めはウルサイな早くやめないかな
と言いながら起床合図があるまで
うつらうつらしているのですが、
もう合宿も終わろうとする明け方、
にわとりの鳴き声が言葉に聞こえ
てきました。
「じことうちゅう、じ
ことうちゅう」と鳴いているよう
に思われて、それが頭にこびりつ
いてしまいました。
どういう事かわからずに下山し
てしまいましたが、自分の小さな
思いの中で停滞しないで、宇宙と
ぶっつづき、自己ぎりの自己で生
きなさいということではなかろう
かと自分勝手に解釈しています。
メモした言葉は私なりに一つ一
つ心を打つことばかりです。
「出会
うところ我が生命」と言い切れる
くらい、広い心と深い知性を身に

つけたいと欲ばってみようと思っ
ています。和田先生がおっしやっ
たように心の宿題として切瑳琢磨
してゆこうと思っています。
風呂当番、食事当番、作業 ‥ ‥
普段家でもやる事なのに、気分が
違い頭の中に入れる前に手が動き
体が動いている。こんな風に何事
も出来たらなんてすばらしいこと
でしょう。
大野山のハイキング、夜景、フ
ォークダンス、ほうき競争、思い
出しても楽しくなります。多勢の
人達に会うことが出来、知ること
が出来ましたことは、本当によか
ったと思っています。

（会社員）
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素朴な自然の生活
大野邦雄
主題の討論、研究に関しての日
課表を見ると、全体的な傾向とし
て前半の第二日迄は、班別・全体
討論で各自が討論し易い雰囲気を
作り出すと共に、意見の交換を図
り、各自の、また全体の問題点を
より鮮明化した後、第三日午後か
ら第四日まで、佐治先生に欲望の
構造を心理学という学問上の見地
から解明してもらい、我々の理解
を深めようとするものだった。
後半の五日午後からは、内山先
生が宗教的見地から、和田先生と
気心知れたまみず同人の一人とし
て「欲望の教育」を多面的に解釈

して我々の理解を深め、かつ、こ
の合宿の締めくくりをつけようと
するものであった。
日課表を今思い返してみると、
この様に運営されたかと思います。
これだけを見ると非常によく練ら
れた日課表である事は分かります
が、結果的に見て、私の個人的な
意見としては、凡てうまく行きま
したとは言い難い所があります。
なぜならば、この日課表は、班・
全体討論研究及び先生方の講話が
凡てうまく調和して初めて効果が
あり、どれか一つだけがうまく行
く、例えば内山先生の講話があっ
たとしても、他の討論研究で躓け
ば全体としてはチグハグになって
しまうからです。
私なりに感じたチグハグな面と

は、班別討論をどの様に全体討論
や講話に活かすか、また生意気な
言い方ですが、先生方の意見を教
条主義にしてしまっていいのか。
先生方と直接または全体討論の中
で発言するには、かなりの力量が
ないと出来ぬが、それは全員に可
能か。参加者が多くの場合相互に
初顔で、その出入りが激しい時、
三十人近くでの全体討論に効果が
あるか。初めて先生方に会い、感
激して個人的に聞きたい問題があ
る場合、その時間と場所は保障さ
れているか。また私は終始次の二
つの問題にぶつかった。合宿を構
成する中心は参加者か、先生か。
即ち前者に主眼を置くならば、参
加者自身が問題を提出・討論し、
それに対して先生方に種々の角度
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から話しをしてもらい、我々の理
解を深めて行く。後者ならば、先
生方に問題の提出講話をしてもら
い、それに対して我々がいかに考
え方を進めて行くかという事であ
る。以上の様な問題が個人的に発
せられるのは、私自身の合宿参加
の仕方にも問題がある事は認めます。
討論・研究以外に関しては、全
面的に興味あるものでした。朝五
時、木槌の音と共に起床。洗面を
終えると直ぐに三十分間の正坐。
二十分を過ぎた頃から、足の感覚
がなくなる。次に拷問を受けてい
る様な苦しみ。足を崩そうか。立
てばこの苦しみはなくなるという
のに。でも皆が坐しているのに自
分だけが ‥ ‥カッコ悪い。ウーン

痛い痛い。この数限りない繰り返
しの後に、一声、
「ハイ静かに止め
て」
、ああ助かった。シビレがもど
る迄のどうしようもない一、二分。
そして五分もすれば、三十分間の
苦悶もなかった様な顔をして、今
日も一日始まるのだと思う。
神社清掃参拝。静かな山道を登
る。一歩一歩踏みしめる様にして。
朝露が運動靴に浸む。上りは急だ。
肩の竹箒が邪魔になる。ハーハー
言いながらやっと平坦な道に出る。
下を見ると皆がモコモコしている。
向こうの山々と肩を並べる千二百
メートル。大自然の中に生きてい
る。境内一面多くはないが、落葉
が広がっている。よくこうも散る
ものだと頭を上げるが、別に枯葉
は見あたらぬ。

午後四時、作業。ジャガ芋掘り
と決定。数人連れだって出発。畑
仕事は一度も経験がないので、不
安と期待が入り混じる。サツマ芋
畑以外は多く雑草がボウボウで、
ジャガ芋畑がどこにあるのか分か
らぬ。一人がここを掘れという。
誰かが掘り出す。私は冗談だと思
った。なにしろその畑が、一番草
ボウボウだからである。私は正直
に掘っている人が馬鹿に見えた。
一鍬そして一鍬。
「あった」という
声と共に大きな拳程もあるジャガ
芋が飛び出して来た。初め一瞬、
彼も私も驚いたが、黒い土の上に
彼はすまして、今日を待っていた
かのようにして座している。
参加された人々皆がいい人ばか
りで本当に楽しかった。特に仕事
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分担では、ボサーッとしていると
自分の仕事がなくなる程だ。こん
な例は、余り世間では見た事ない。
（岐阜大学工学部三年）

あたり前に生きる
吉福康郎
京都の安泰寺で二十日間ほど内
山先生のご指導を受けておりまし
たが、安泰寺を出たその足で一心
寮へと向かいました。重いカバン
を両手でかかえて、あえぎあえぎ
登って行きますと、寮のすぐ下の
急な坂道のところに、何人かの方
達が落ち葉など掃いておられまし
た。一息ついてやれやれと思うと
同時に、安泰寺とは随分違う雰囲

気だなと感じました。若い女の方
も何人かおられて、全体に何とな
く華やかなのです。
話し合いの時間になって、ます
ます安泰寺の雲水さん達との差を
強く感じました。それまで二十日
間、言葉は必要なことだけにしか
使わず、実行ばかりの生活を送っ
ていましたので、言葉を正面に押
し出すやり方にすっかりとまどっ
てしまいました。何事もすぐ現実
から浮き上がった抽象的な議論に
陥りやすい自分だけに、発言する
たびに言葉の遊びに走ってはいな
かったかと冷や汗をかく思いでした。
それでも、和田先生や内山先生の
おっしゃることをかみしめかみし
め考えたり、先生方の一挙一動の
気合いに触れているうちに、安泰

寺にいる時からもやもやしていた
ものが次第に整理されて、自分の
問題がかなりはっきり浮き彫りに
なったように思われます。今まで
自分のことを何か特別の人物でで
もあるかのごとく錯覚し、平凡に
当たり前に生きることの大切さに
あまり気がついていなかったよう
に思います。
和田先生が平凡に徹して生きて
おられる姿、内山先生が「生きる
気で生き」ておられる姿に接する
ことができたのは、大きな幸せで
した。一心寮から故郷の伊勢に帰
ってみると、伊勢神宮の山並みを
見ても、家の庭を眺めても、今ま
でになかった生き生きとしたもの
を感じます。また心の中に突っ張
っていたものがひとつ取れたよう
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な楽な気持ちです。この合宿を計
画し、準備や運営に骨を折って下
さった方々、本当にありがとうご
ざいました。
一心寮にいて一番楽しいのは、
何と言っても空気がおいしいこと
と山が見られることでしょう。お
いしい空気を吸いながらバレーボ
ールのコートに立って毎日山を眺
めているうち、すっかり山と仲良
くなってしまいました。図画の大
苦手な私も、この時ばかりは、お
そるおそる山のスケッチでもして
みようかなという気になったほど
でした。今度の合宿では、残念な
がら機会を逃してしまいましたが、
この次はきっと描いてみようと心
づもりしております。食事の準備
も、こきつかわれているようでい

てまた楽しいものでした。幼い頃
のドロンコ遊びを思い出しながら
コロッケをつくったこと、掌に食
い込むような筋をつけながら大き
なカボチャを切ったこと、キュウ
リの輪切りを女の人に負けまいと
して一生懸命やったけれどどうし
てもかなわなかったことなど、ひ
とつひとつが懐しい思い出です。
それから風呂番になったときの
ことです。排水バルブがゆるんだ
まま焚き始めたため、湯が少しし
かなく、あわてて水を足したりし
ているうちにすっかり遅くなって
しまいました。ところが、まだぬ
るいうちに和田先生が入ってしま
われたのです。風邪をひかれては
大変だと、安福さんと二人がかり
でよく燃えるように細い薪をナタ

で割りながらどんどんくべて、ウ
チワで懸命に風を送りました。
「アアいい湯だった。ぬるい時に
下から熱いのが涌き上がってく
るのはいい気持ちだネェ」
と先生に言われて、汗まみれの顔
でホッとしたのも楽しい失敗談で
した。
この一週間を通じて、いつの間
にか、何か生き生きした生命の躍
動とでもいうようなものが、胸の
中に育まれたような気がいたしま
す。長かった学生生活にもそろそ
ろ別れを告げて社会人として働か
なければならない過渡期に差しか
かっている私にとって、この一週
間の合宿は、貴重な種を心に植え
付けてくれたように思われます。
（東京大学理学部大学院）
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私は私なりに
清水京子
十八才という若さが目を射る。
しかも世界的ベストセラーだと言
う。おまけに女流作家ときたひに
ゃ本を手にせずにはいられない。
映画館に入る。
男が横に座る。
男の腕が私の腕にすりよせられる。
男のひざが私のひざにすりよせ
られる。 ‥‥
というような一節が目に止まる。
私は思った。ふふＩん、こんな風
な肉体描写と情事関係とを複雑に
ナメラカに書けばベストセラーに
なれるのね。一躍有名な女流小説
家になれるのねと。そして私は買

い求めてあった下村湖人の『論語
物語』とショーペンハウエルの『自
ら考えること』という二冊の本を
かかえて最早ギラギラした情念の
火を感じながらデパートを出た。
合宿へ参加する前の私は、性欲と
も、勝ちたい欲とも思われるよう
な、どちらかと言えば獣的な情欲
でギラギラしている自分を感じま
した。その反面、
・どうして生きている価値がある
のか
・生まれてしまったから生きてい
るのか
・どうして自殺してはいけないのか
・世の中には苦が多すぎる
・苦はどこから生ずるのか
・どうしてこんなちっぽけな人間
が生きている必要があるのか

・何故成長発展する必要があるのか
・みんな何をしているんだろう
そりゃ知らぬより知った方がよ
いけれど、だけどどうせ死ぬんじ
ゃないか、というようなすてばち
的な、観念的な思いがいつも根底
にあった。そしてこれらはすべて
妄想であると人は言う。しかし我
の強い私にとって妄想であろうが
なんであろうが、このモヤモヤは
何なのか、私が求めているのは一
体何なのか、一応探し当てなけれ
ば気がすまない思いがあった。
そんな時フト手にした『論語物
語』を語んで「ああ、私の求めて
いたものは、
『道を求める』と言う
ことではなかったかしら」と考え
ました。
・おまえはいまだおまえの正体が
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つかめずあがいている
・おまえは欲の深い人間だ
・おまえは勝気な人間だ
・そしておまえは愛憎の激しい人
間だ
・勉強さえ出来れば良いという母
をおまえは段々憎むようになった
・自分でなにもかもしなければ気
のすまぬ母をおまえは憎むよう
になった
・掃除も炊事も、果ては私の宿題
でさえ母の手を経ずしては完成
されない運命にあった
・私の生の欲望はこうして母の抑
圧によってゆがんでいった
私はいらいらとこんな思いにフ
テクサレて、それでも欲望に引き
ずられて無量寺へ褝をしに行きま
した。そして思いました。結局大

切な事は 〝命の姿 〟 に感じ入り、
そして我が命をすべての命に溶か
し流すことなのではないかと。し
かし何と物申そうとそれらはすべ
て理屈。
唯今フツフツと思う事、それは
命の姿、それをみせつけられる時
自分もまた生きてみようと思う。
ケチな根性＝骨おしみを度外視し
て精一杯の力を無心に出している
時、そういう姿はきっと他人をも
生かし得る美しい姿なのだろうと
思う。そういう姿に触れ、自分も
命をキラキラ輝かせてみようと思
う。両親にも兄弟にも我を張るだ
けで自分を出るなどということは
とても出来ぬ私。そんな子供の私
だけれど、だけど子供の命がある。
その命をみつめそれを大切にしよ

うと思う。なんだかんだと言って
も私の苦しみはすべてぜいたく病。
全く恵まれすぎている私。私を生
かして下さるものすべてに対する
感謝と、それなのになおわがまま
を言い、我を張り、不遜な心を絶
対にぬぐいきれぬ私。そんな私を
謝罪してペンを置かせていただき
ます。

（山梨大学教育学部二年）

愉しかった共同生活

花畑英司
静かさと、一心寮でのまみずの
合宿生活が終わって、早もう幾日
も経ってしまった。まみずの合宿
生活から遠ざかって日常生活に戻
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り過ごしていると、せっかくまみ
ずの合宿生活でいろいろと体得し
えた筈の事柄も、段々に忘却し、
或いは何かのためにボカされくも
らされてくるように思われるが、
もう一度、まみずの合宿生活を思
い浮べたとき、とっても和気靄々、
なごやかな、いまだかつてボクが
体験したことがない、素晴らしい
共同生活の連続だったと、すばや
く思い返ってくる。それ程、充実
した愉しい一週間であったのかな
アと、我ながら不思議にさえ思え
て、適当なことばがない。あの静
かな、なんとも言いがたい静かさ
のあった一心寮での、みんなと、
アレコレ真剣に、ともに考え、と
もに働き、ともに寝起きをした一
週間という、短かくも充実した愉

しい合宿生活。そしてまた、自然
、と
、こ
、ろ
、で
、ともに考え、ともに
のふ
働き、ともに寝起きし、知らず知
らずのうちに、自然の自からなる
、ぶ
、き
、に、朝に夕に親しみ馴じん
い
で、どんなにすこやかな心地にな
ったことか。などなど、すべてが
走馬灯を眺めるように、次々に思
い浮んでくる ‥‥。
ところで、ある偉大な哲人は叫
んで言った。人々よ、自然に帰れ、
と。その自然に帰るということが、
どんなに人間にとって生きてゆく
上で大切なことかを、初めてこの
一週間のまみずの合宿生活を通じ
て、直にわが目で、耳で、鼻で、
手で、足で、ありとあらゆる身体
全体の肌で、そっとふれた土くれ
などの徴妙な感触によって、教え

られた。それが、どんなに人間ら
しい、本来の姿に添っているかと
いうことを何か秘かにも暗示して
くれているようである。
自然がありのままにあったとき、
ほんとうに素晴らしく、美しい。
だから、自然はできるだけありの
ままに放っぽっておきたいもの。
、ば
、や
、やか
、などを生やし
無造作にし
ておきたいもの。せめてながら、
このような方針で、一心寮あたり
だけでも残してゆけるようにした
いものと、希い願ってやまない。
そんな雰囲気の一杯あふれてい
る一心寮で、一週間も愉しかった
共同生活をできたということが、
いまは一番の喜びとして生きてい
る。そしてまた、そこに集まって
来た、一人一人の人が、どんなに
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素晴らしい心の一人一人であった
かを、もう一度思い浮かべざるを
えない。しかも、そんな人々とと
もに、短かかったけれど、一緒に
生活するめぐりあわせがあったと
いうことに、何かしら感謝しない
ではいられないこの頃である。
（会社員）

やる気
片野保造
私は神経質で完全欲が強く、反
面非常に劣等感が強く．それを自
分の弱さだと思い、その弱さをな
んとか強いものにしたいと思って、
これまで自分なりに本を読んだり、
お話を聞いたり、坐禅のまねごと

などをして、強くなる方法を見つ
けようと思ってきましたが、その
方法が見つからず、反対に年と共
に神経質の傾向が強くなってきて、
どうにかしなければならないと思
いながら今日まできた者です。
今回の合宿に参加するまでに、
なんとか問題点を整理しようと思
いましたが、なにせ夏は私達駅の
出札担当者にとりましては、一番
忙しい季節ですので、和田先生の
「欲望の教育」と内山先生の「進
みと安らい」を読みなおしてみる
ことだけしか出来ませんでした。
合宿のとき、内山先生から本の読
み方についてお話がありましたと
きには、逃げだしたくなりました。
合宿には一日遅れて十三日から
十八日まで参加させていただきま

した。十三日に一心寮に着いて、
受付で「まみず」の八月号をもら
いました。自由時間にまみずを読
んでみましたら、六十四ページに
和田先生の「夕バコを止めた話 ――
欲望をそらす」というお話があっ
てその中に、
「欲望の桎梏を脱れて
自由を得るのに方法はない」
、「ただ、
やればいい ――やる方法はない、や
るより仕方がない」
、
「やる方法を求
めているのは本当はやる気がない
のです。
」という文章を読んだとき、
ハッとさせられました。今まで私
が私なりにやってきたことは全部
見当違いであったことを思い知ら
されてしまいました。事実、私は
これまで方法ばかり探し、とにか
く、とことんまでやってみるとい
うことはほとんど出来ませんでし
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た。私は、完全に道具立てが出来
ないと行動を起さないという人生
態度しか、これまではとれません
でした。和田先生のこういった意
味のお言葉は、これまで何回かお
聞きしたり、読んだりしてきたと
思いますが、今回のように腹の底
まで響いたことはありませんでした。
一週間の合宿が終わって家に帰
り、合宿で学んだことを振り返り、
また「欲望の教育」を読み返して、
私は、自分をもう一度初めから考
えなおしてみなければいけないと
思って、私がこの世の中に人間と
して生まれてきた最初にもどって
考えなおしてみました。
私が人間としてこの世の中に生
まれたとき、そこには何があった
か、また、何か人生の目的のよう

なものを持って生まれてきたのか
ということを考えてみました。
私が人間として、母の胎内から
この世の中に生まれてきたときに
は、ただ本能的に泣くこと、呼吸
をすること、母の乳を吸うこと、
大・小便を排泄することだけで、
その赤ん坊は、母から乳を与えら
れると大きく成長する力を持って
いるということしかない、まさに
その状態は、生きている（いのち
を持った）赤ん坊がいるというこ
とだけでした。そうして、人間の
一生をずっと見渡して見ると、人
間には、
「誕生ー赤ん坊ー子供ー青
年ー壮年ー老年ー死」という行程
があるだけであり、この間には、
非常に複雑な事柄がからみあって
人間の一生というものを形造って

いることがわかりますが、その人
間の一生の行程をジッと見ると、
その一生を一貫して変わらずに根
底を流れているものがありました。
それは、
「生きる（いのち）
」という
事実です。いのちが、生きるとい
う力によって生きているという流
れがあるということがわかりました。
これまで私は、自分の人生には
他に何かバラ色の世界があるもの
と思いこんできましたが、そんな
ものは何んにもなく、あるのは、
「た
だ生きる」ということがあるだけ
であるということがわかりました。
和田先生は人間が存在するという
ことは、何んの理屈のつけようも
なく、ただ、あるべくしてあるん
だということを話されましたが、
そのお言葉の意味がよくわかった
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ように思いました。
以上が合宿から帰って私なりに
考えついたことです。
これは、まだ人間として誕生し
た第一歩がわかりかけたことに過
ぎないと思います。これからそう
いう私が、どう実生活を生きてい
くかということが大へんな問題で
あると思っております。
私にとって一つのテーマによっ
て合宿による一週間の学習活動を
するということはかつてありませ
んでしたので、非常に有意義な合
宿でありました。これからもこの
ような計画がありましたら、是非
参加いたしたいと思います。
和田・内山両先生というすばら
しい指導者に恵まれ、参加された
人達はみな真剣に人生を考えてお
（国鉄職員）

られる人達ばかりで、大変楽しく、
合宿の一日の生活時間もまことに
うまく計画され、楽しく学ばせて
いただきました。

深い生活
三島範男
丹沢の一心寮での私の参加した
五日間の合宿生活の一番の収穫は
何といっても、あたたかい人間味
あふれた日々を味わったことです。
新鮮な空気、静かな山間での生活
は日ごろ味わえない人間のあたた
かみ、かざりけのない素朴な人間
の本質にも、山々、草木と同じよ
うにふれたように感じました．

騒音も排気ガスもゴミゴミした
人家や車もなく、ゆったりした山
なみを見わたし、野の花も自由に
あちこちにはえ、またチャボの早
朝のなき声は子供の頃母の実家へ
いったことを思い出しました。朝
もやをつんざくチャボのなき声は、
ほんとうに人間のふるさとに立ち
帰ったようなすがすがしいもので
ありました。朝五時の板木打ちの
音もよく響きわたったのですが、
チャボのなき声にはかなわないよ
うな気がします。
起きた後、正坐までのいそがし
さはまるで下山したようであり、
追いたてられるような感じであり
ました。毎朝の正坐、今から思え
ばいたかったなあという気持と、
きもちよかったなあといったさわ
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やかな感じがのこっています。
和田先生のゆったりした静かな
一語一語をきいていると、自然に
体がそなわってきて、静かあな落
ちついた気持ちになってきたもの
でした。それからの十数分間はな
んともいえない気持のすがすがし
さ、まだ薄暗い室全体にはりつめ
たシーンとした緊張感ともいうべ
きものが感じられました。胸をい
くぶんか張り、腹をどっしりと落
とした自分の姿を思うと古武士に
でもなったかのような気にさえな
りました。
しかし後半の十数分間というも
のはまったく落ちつかないもので
あって「まだかな、まだかなあ」
とそればかり気になり、古武士な
どと気どった気分にひたっている

ゆとりもなく足のしびれに 〝うん
うん 〟 いっていました。
テーマの欲望については色々話
題が出、討論し合いましたが、
〝
欲望について 〟 というよりお互
い自由に自分で思っていることを
いい合う中に、人間そのものにつ
いて理解することが多かったよう
に思います。自分自身すべて欲望
にかられて生きていると思います
が、その欲望とは何かとなると、
食いたい・寝たいというような自
分の安楽さ・ここちよさを満たし
たいからただするだけのことであ
って、理由などないと感ずるだけ
です。最近読んだ本で「欲望を満
たす事は幸福で、すべて幸・不幸
は欲望を中心にして起こり展開さ
れる」というようなことと「人間

の窮極の欲望は変わることのない
安定した楽な状態と、本当のもの
（真実）とを求めている」と書か
れてあり、何かしら欲望の求めて
いる方向が感じられました。結局
欲望についてハッキリしたものは
見いだせなかったのですけれども、
欲望が人間の行動の中心になって
いるのだなという事は感じ取られ
たような気がします。
私の属していた二班は、わりと
話が主題からそれ、森田療法の話
が出たり坐禅の話が出たり学校教
育の実情について話したりし、欲
望について具体的な話が出たのは
性欲について話し合ったぐらいで
した。性についてはふだんあまり
大っぴらに話せないものでありま
すが、まじめに話し合うことがで
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き、性に対する悩みなどお互いに
共感がもてるものでした。
一心寮での思い出はほんとうに
楽しいことばかりでありました。
作業もみんなと共にやると楽しく
ジャガいもほりもコロッケづくり
も楽しい思い出です。三日目の夕
食、コロッケづくりでは分厚いの、
細長いの、色黒のものとさまざま
なのができ、食べるのに抵抗を感
ずるような外見なのができてしま
いました。が、味がよくてみんな
ほとんど食べてなくなってしまい
ました。岡田さんの味つけがよか
ったのでたすかりました。
また思い出深いのに、フォーク
ダンスがあります。 〝百万ドルの
夜景 〟 を見に行った時の神社での
フォークダンス、朝の神社掃除の

あとのフォークダンス、ハイキン
グに行った時のフォークダンスと
思いきり足をあげ手を広げてやり
ました。高校時代には『葦かびの
萌えいずるごとく（正）
』一八七頁
に書かれてあるのとまったく同じ
で、体裁がさきにたち、内心では、
いつも体育はフォークダンスがい
いなあと思っていながら、やると
なると、てれくさくてわざとギコ
チなくへ夕くそぶってみたり、あ
まりやりたくはないがしかたなし
にやっているんだという風に消極
的にしかしていなかったのです。
しかし『葦かびの萌えいずるごと
く』にも書かれているように、ま
ったくそういう心理は見やぶられ
ているのだと思い、今度は思いき
ってやりました。本当にたのしい

ものでした。あんまり上手におど
ったので、
「上手ですねえ」なんて
いわれてとまどってしまいました。
大野山へのハイキングの朝の、
にぎり飯作りも楽しかった。神社
でのホウキ競争、ハンカチ取りと
楽しい思い出ばかり湧いてきます。
五分問の風呂のはいり方も体の
どこを要領よく洗うか最少限度の
洗い方もわかり、よい体験になり
ました。
佐治先生の心理学からの講演で
は、欲望についてははっきりはわ
からなかったけれども、人間につ
いて「イド」
、
「自我」
、
「超自我」に
ついて説明をきき、人間を心理学
の面ではどういうとらえ方をして
いるか少しわかりました。僕はそ
の「イド」と呼ばれる無意識的に
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おこなっている行動に関心を憶え
ました。人間が意識しないでおこ
なっている世界、自分では気づい
ていない自分とはいったいどうい
う自分なのか、いわゆる他人から
見た所の自分、いったい自分（と
いう人間）は他人にどう映ってい
るのだろうかが気になります。
内山先生の話は一回しか聞けず
残念でしたが、いのちについて、
根源的ないのちと、うずとしてで
きたいのちという見方が図によっ
てかかれ、ボヤッとしたものなが
らなにかしら感じるものがありま
した。
合宿の後万博に行って帰りまし
たが、一心寮での五日間は万博に
行った経験よりずっと深いものに
なっています。万博では人、人、

人で長い列と押し合いとでクタク
タになっただけで、一度見ておい
たという体験をしただけでした。
（中央大学経済学部）

合宿の成果を教室に
仁木美智子
今回のまみず合宿に参加させて
いただき、そのテーマ「欲望につ
いて」まとめなければと思いまし
たが、漠然とした問題意識のまま
合宿に臨んでしまいましたので、
主題と無関係に感じたことなど思
い出すまま記します。
どちらかというと人みしりで引
込思案の私が参加してみようとし
た動機は、

（１）特殊教育を離れてから生活
学習的合宿の機会もなくなり、
グルＩプでの施設見学旅行など
を通してお互いに学び合う切瑳
琢磨の場が乏しいこと。普通教
育に帰ってみて教師側も生徒も、
そうした 〝からだで学ぶ 〟 とい
うことが現在あまりにも無視さ
れているように思われ、まず自
分自身そういう機会をとらえて
いきたかったこと。
（２）年令や仕事のちがいを越え
てふだん接することの少ない人
たちの考え方や行動を知りたい。
殊に二十歳前後の方々がどんな
方向を求め進もうとしているの
か。私自身の感じ方考え方とど
んな点でずれるのか。
（３）
「欲望の教育」についても自
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分の内部の問題というより、悲
しい職業意識かもしれないが、
低次の生物としての本能的欲望
に低迷する子どもたちに対し、
高次の精神活動こそ人間として
のあるべき姿だというような説
得力になるものはないか、その
辺の日常的課題の解決がほしか
った。
たとえば、紙くずが落ちている。
拾うのが道徳的に正しいと子ども
に教えたって実行させられなけれ
ば無意味だ。そんな時私自身の意
識をふりかえってみると、自分は
道徳的人間だからとか、教師は生
徒の模範たるべきだからなどとい
う考えで拾っているわけではない。
紙くず、不快、手がのびる、条件
反射的行動のようだ。そういう自

分の体験から割り出すと、態度で
示そうよってな傾向で、説得力を
もった裏づけがないのだ。
さて一週間の合宿を経験して、
内山先生、和田先生、佐治先生の
お話をうかがいながら、今まで自
分の理想としてきたところ、こう
ありたいと思ってきたことは、素
朴な、何ら理論的裏づけもないけ
れども、矢張りまちがいではなか
ったように思え、内山先生のおこ
とば「正しい姿勢で生きる（正し
い姿勢とは人類全体、宇宙全体か
ら見ても矛盾がない）
。出合うとこ
ろわがいのち」など、感銘深くう
かがいました。さてそれを日常の
種々な課題に対処する時どう具体
化するかがむずかしいのですが。
そうい点では合宿で今少し現実の

実際に即した話し合いができたら
と思われました。
さが
それからこれも悲しき性ですが
あの美しい山なみの開けた、せみ
しぐれと野鳥の声の中で子どもた
ちを思う存分遊ばせ、心の糧とな
るような本をみっちり読ませるこ
とができたら、と、そんなことば
かり夢みてしまいます。
でもきまじめな人生態度であり
ながら親しみのある暖かな三先生
との邂逅は大きな励ましとなり、
若い方々の同志もたくさんあるこ
とを知り、本当に心強く思います。
思い通りに進まないとすぐ焦立つ
自分の生活態度を反省させられ、
和田先生のような大らかさと暖か
さを体得したいものです。
終わりに、この合宿は「欲望に
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特別寄稿

ことにしました。欲望を調べることに

っとわかりやすい欲望をテーマにとる

の企画には相応しくないと思って、も
「出会うところわがいのち」

よって、当然いのちなるものが浮かび

ですが、ジャガイモ掘りがどんなだっ

まみず学苑夏の合宿の感想を書くの

のについて更に深く詳しくそしてでき

タタキ台としてみんなで欲望というも

教育」が出た折でありますのでこれを

の実物

上がって来る筈だと考えたのです。

たか、ホーキリレーや、バレーボール

ることなら体系的に理解して行きたい

偶々まみず新書として私の「欲望の

がどんなに面白かったか、夜の神社で

と思ったのでした。

和田重正

まみず学苑合宿参加感想文は

のフォークダンスがどんなに楽しかっ

ついて」の学習会という意味が大
きかったからでしょうが、私とし
ては作業的なものを通しての人間
形成といった面に重点をおいた合
宿も意義あるものと思います。そ
れから何か建設するとか奉仕活動
とかもおもしろいように思われます。
（中学校教諭）

次号（五十九号）に続きます。

その方法としては、私はこの「欲望

専門家に批判してもらうことを考えた

たか、などについては他の誰かが書く

まみずの勉強会という以上、純粋い

のでした。むろん私は心理学には全く

の教育」の内容が心理学の領域と宗教

のちについての勉強をしなければなら

の門外漢であるし、宗教に於てもその

でしょうから、私は自分だけのことに

ないと考えましたが、いのちという超

知識は極めて乏しく体験は浅はかなも

の領域に跨がっているのでその両域の

感覚的なものを問題の正面に持って来

のでありますので、専門の方から見れ

ついて書いてみます。

ることは、われわれ力量不足の凡庸人
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であります。

いに学ぶことができると期待したわけ

ことによって若い参会者と共に私も大

素人らしい誤りを指摘是正してもらう

いないと思っていました。しかしその

ばまことに見当違いの所説が多いに違

かとわが身の幸運を沁々と思いながら

けることができるとは何という果報者

いたものを教材として直々に教えを受

しかし大先達の内山先生から自分の書

という事実も隠すことはできません。

おごとになった」という重圧を感じた

戸惑いました。大きな喜びと共に、
「お

うかがいました。

学は欲望をどうみるか」というお話を

十四日と十五日は佐治先生の「心理

っております。

あれだけの予備期間は必要だったと思

理なく自然に一つの軌道に乗るのには

います。しかし私は全体から見て、無

このように考えて心理学者と宗教者

中山さんから突然、内山先生が御自身

そんなことをボンヤリ思っているとき

てはどうかと内心考えておりました。

スト教と仏教の方を一人ずつお願いし

いましたが、宗教者としては私はキリ

な方を推薦していただくことになって

から東大の三木先生にお願いして適当

しました。心理学者としては中山さん

るための準備期間に充てました。この

この生活と勉強方式に馴染んでくださ

三日は互いに未知の人々の集団が、こ

宿生活が始まりました。十二日と翌十

い、それに引き続き予定表に従って合

人員の集結が終わったとき開会式を行

と一心寮の庭に登って来ました。予定

背負いカバンを提げた若い人々が続々

八月十二日午後二時頃、リュックを

に、私のこの期待が現代の心理学とい

しかしだんだんうかがっているうち

待しておりました。

あるかを指摘していただけるものと期

の所説はどんなに見当違いの素人論で

の学問的見地からすれば「欲望の教育」

はどのように説明しているか、またそ

と欲望の関係などにつき現代の心理学

助長作用についての法則、情緒や感情

発展の様相、各種欲望相互間の抑制と

私はこの講話の中で、欲望の発生、

で御出馬下さることになったと知らせ

二日は参加者の中には生ぬるく、まど

うものについての自分の無知から出た

その日を待ちました。

て来ました。あまりに思いがけない知

ろこしく感じた人もあるだろうと思

を講師として招きたいと中山さんに話

らせに私はどう判断してよいか一瞬、
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学問も、修行の体験もなく、而も論

もない感動と感謝の念に満たされたの

さて十五日はいよいよ内山先生の日

理的思考やその表現に弱い私の幼稚な

加者の皆様に対しても重大な責任を感

画した者は皆、心理学について何も知

です。土曜、日曜のせいもあってこの

「感想綴方」のようなものを真向から

全く無理なものであることがわかって

らないので、いわば「欲望論」とでも

日からの部分参加者で急に人員が膨れ

受け取って、これに注釈を加えながら

でした。

言うべき分野が心理学の中では相当重

上がり一心寮は超満員の盛況を呈しま

全体の筋を通すその過程の中で「仏教

ぜずにはいられませんでした。

要な位置を占めているのだろうと想像
した。

きました。私は、はじめこの合宿を企

していたのです。ところが意外にも今

内山先生がこの講話のためにどんな

指摘いただいたそれぞれの箇所につい

ページをあげ、行を算えて丹念に御

は欲望をどう見るか」という課題にあ

ば聴講者も張合いがなく物足りない感

に周到な準備をして来て下さったか、

てはすべての聴講者と共に私も大いに

二時からお話がはじまりました。そ

じになるのは止むを得ませんでした。

「欲望の教育」をどんなに注意深く読

学ぶところがありましたが、それより

日の心理学はそのような形で欲望を対

佐治先生も折角苦心をして下さって

み、その至らぬところ、訂正すべきと

私の心に絶大な力を以って迫ったこと

ますところなく答えていただいたこと

も、われわれの求むるところと何か噛

ころをどのように扱ったらよいか、ま

は内山先生の事物に対する満々たる姿

して私を唯、唯驚嘆させる光景がここ

み合わないものをお感じになり、場違

た認めるべきところはどのように強調

勢であります。一見些細に見えるこの

象とすることには全然関心がないらし

いのところに連れて来られたような気

し生かしたらよいか、などについてど

度の講話に対しこれほどの準備を以っ

に寧ろ不思議の感を抱いた次第です。

がなさったのではないかと大変申訳な

んなによく考えて下さったかというこ

、ん
、気さ、事の大
て臨んで下さるそのほ

に展開されたのです。

く思いました。これは全くわれわれ企

とを知ったとき私はまことに言いよう

いとわかってきたのでした。こうなれ

画者の不勉強のせいで佐治先生にも参
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小に拘らず真向からお受け止めになる

、ご
、こ
、ろ
、とは
その腰の据わり。ひとのま
こういうものか、と深く教えられ、自
ら省みて自分の姿勢の崩れを痛感させ
られました。
「甘い！甘い！もう一度
坐り直して己れの姿勢を正さなけれ
ば」と腹の底から自分白身に叫びつづ

後 記（まみず）

柏樹子

▼まみず学苑の今夏合宿に参加された青年
諸君から次々と体験記が寄せられています。
当初は、合宿の全記録と共に紀要にして皆
様にご覧いただこうと思っていたのですが、
この水々しい生命に溢れた体験記を又数か
月もしまっておくのは如何にも惜しく、二、
三回に分けて先ず本誌に掲載することにい
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けました。

http://wadashigemasa.com/

たしました。どうぞ皆様も、共に、この生
命の芽ばえを喜んで下さいませ！
▲和田先生の感想文は丁度十四番目にいた
だいたもの。学苑長として全体的ご指導を
と、お願いしていた私共の思わくと違って、
先生は最初から一参加者としてこの合宿を
過ごされ、最後迄その姿勢を崩されません
でした。その結晶がこの感想文です。余り
に見事な姿勢で、先生の意に反するかも知
れませんが、敢て特別寄稿といたしました。

郵便振替口座 00200-2-0044305
加入者名
和田重正に学ぶ会

和田重正に学ぶ会ホームページ

「出会うところわがいのち」の実物が
蝉と鶯の一心寮に展開せられて、集ま
る人々の心に和らぎと共に快い勇気が
湧き起こってこの一週間の合宿を最高
のものにしました。
「出会うところわ
がいのち」が実践せられるとき、 ――
それは「自己ぎりの自己」が生るとき
と言ってもよいでしょうが、 ――その
ときこそ、はからわずして慈悲が実現
しているのだと、慈悲に浴した大衆の
中の私は確信させられたことでした。
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