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さ え きじよ う いん

寺の管長さんの佐伯 定 胤さんと
いう偉いお坊さんが書いてくださ
ったものです。よく人は、あの額
があるから「はじめ塾」というの
かと思うらしいのですがそうでは
ないのです。あれは確かに私のた
めに書いてくださったのですが、
あの字と塾の名とは何の関係もな
いのです。はじめ塾のはじめは一
・二・三 ‥ ‥の一のつもりではな
いし、また定胤さんが書いてくだ
、じ
、め
、のつもりでは
さった一は、は
なかったろうと思います。
そういう面倒なことはどっちで
もよいとして、一ということばは、
時々、
（まるごと）
（全体）の意味に
使われます。私は昔、数学で、
「
円を１とすれば」とか仕事算で「仕
事全体を１とすれば」などと言わ
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が世間がいま何を求めてい
るかを直感しそれに即して
行動する人の生活は柔軟で
豊かで底力がある。世の秀
才の多くがこの直感力と行
動力に著しく欠けているの
は学校教育の歪みの深刻さ
を示すものだ。

、メ
、になる話ばか
さて、いつもタ
りするので少し飽きたかも知れな
いから、今日は何も役に立たない
お話をします。先日の、蛇が互い
に尻尾のほうから呑み合うと、ど
うなるかという話もそうですが、
大体役に立たない話というのは案
外面白いものなのです。夏休みで
もあるからのんびりと聞いてくだ
さい。
塾の黒板の上に、一という字、
一字だけの額がかかっていますが、
あれは今から二十五年位前に法隆

50

れてどうしてもその意味がわかり
ませんでした。 円は 円ではな
いか、どうしてそれを とは無関
係な数の１とするのか、どうして
勝手にそんなことをしてよいのか、
もし１としてよいなら２でも３で
も５でもいいのではないか、など
と考えて全く困り切ったものです。
この頃の子どもは利口になったか
らそんなことで苦しみはしないで
しょうが、昔は私ばかりでなく多
くの少年少女がこの１には悩まさ
れたものです。
ところで、その１と同じもので
あるかどうかわかりませんが、１
という数は不思議な性質をもって
います。それはどんな数でも割り
切ることができる。しかも、商は
割られる数そのままの形で表示さ
50

50 50

れる、ということです、
。
ここまでは普通の話で誰にも通
じると思いますが、これから先は
私の勝手な感想で何のことを言っ
ているのかみんなにはわからない
かも知れませんが、もしかすると
案外わかるかもしれません。
私たち人間は生まれたての頃に
は意識が濃い霧に包まれたような
状態でただ外界の刺戟に対して生
理的な反応をしているだけでした。
それが生長するに従って霧が晴れ
るように意識が明らかになり、外
界の様子がわかって来ると同時に
アタマが発達してきます。はじめ
のころは、それでも主として好悪、
快不快を感ずるだけで、外界と自
分の判断や行動との間にある統一
的な原理とか法則というようなも

のは意識しません。ところがだん
だんアタマが発達し自分というも
のを意識しはじめると、何か外界
の事象（自然や人間の様子）と自
分の判断や行動との関係を整頓し
たくなります。そして、どのよう
な場合にどのように判断し、どの
ように行動したらよいか、という
依りどころをきめておきたいと思
うようになります。それはいろい
ろな場合に下す自分の判断に矛盾
が出てくると、行動に自信がもて
ず従って力強い生き方ができない
からです。
そこで人々はいろいろな依りど
ころを摑まえようとするのですが、
なかなかすっきりとしたものは得
られません。実際人間社会に生活
してみると社会の内容は複雑であ
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、の
、も単
るし、また自分の欲するも
純ではありません。それをどう整
理し、どのような姿勢で生きたら
よいかをきめるのは、容易なこと
ではありません。結局、自分は何
を大切にして生きたらよいかとい
うところになると思いますが、お
となになると人はみな自分の体験
と思索によって、多少あやふやで
あっても、ともかく何かしら依り
どころを持つようになります。む
ろんその依りどころは、一たんき
まったらそれが一生持ち続けられ
るとは限りません。体験と思索を
重ねるにつれ前のものは捨て、新
たな依りどころを得るということ
も多くあります。
はざま
たとえば、 間 貫一（金色夜叉
という小説の主人公）のようにお
金を得するためには、義理も人情
も自分の感情も体裁も一切顧みな
いという、いわばお金の鬼となる
人もあります。現在でもそれに近
いような人もあるようです。
また権力とか名声を行動の依り
どころとする人もあります。この
道の花形としてよく秀吉やヒット
ラーがあげられますが、彼等ほど
智力才能や境遇に恵まれないので、
彼等のように華々しくはできない
けれど、権力や名声を唯一の行動
原理としている人は決して少なく
はありません。大小のクダラナイ
政治家にはそういう人が沢山いる
と思います。
またある人は色情を最大の依り
どころとします。色情のためには
何も彼も犠牲にしても惜しくない

はら

と肚を据えている人です。恋愛中
の多くの人はそういう状態になっ
ているのでしょう。
そのような自分のある欲望を主
人公として、すべての事物の価値
を判断することでは満足できない
人も沢山います。もう少し深く自
分というものを考え、人生の意味
を求めないではいられない人は、
一旦自分というものを離れ、もっ
と公平な立場に立って、自分が最
も有意義にこの世を生きるのには
どうしたらよいのだろう、と考え
ます。そして人間が生きていると
いう現象を細かく観察し、また自
ら反省して整理整頓しなおしてみ
ようとします。
そうして、ある人は要するに、
真善美という価値を実現しようと
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努力するのが最も人間らしい、つ
まり有意義な生き方なのだ、とし、
それを実現するには自ら純真な心
にならなければならないのだ、と
考えるでしょう。
またある人は、人間を最も価値
あらしめる生き方として、守るべ
き基本的条件として幾つかの事項
を挙げます。それは主として道徳
的徳目であることが多いのですが、
例えば忠孝とか、仁義礼智信とい
ったようなものです。
しかし、人が力強く生きるため
に、依りどころとなる条項が複数
であり、あれかこれか、という選
択を必要とするのではいけません。
何か只一つのものを最終的依りど
ころとしなければ落ち着きません。
その点から言えばお金でも権力で

も、ただそれ一つに絞って生きて
いる人は強いものです。むろん強
いのがいいわけではなく、何に強
いかということが善い悪いの岐れ
目なのですが、ともかく迷わず只
一つを依りどころとすれば強い生
き方ができます。
このような強い生き方と、落ち
着きのためには、依りどころが複
数であることは不利であります。
それで例えば忠と孝を両立させる
と「忠ならんと欲すれば孝ならず、
孝ならんとすれば忠ならず」と平
重盛のような嘆きを体験しなけれ
ばならないので、忠孝一本という
理屈を立てての統一を図り、また
仁義礼智信の五つも要約すれば仁
の一つに帰するというように解釈
して一応切り抜けることにします。

さて、少し屁理屈のようになり
ますが、依りどころを持つという
ことは自分の全生活をそれに委ね
るということで自分と依りどころ
とは同体になっている筈です。も
し依りどころが複数ならば自分が
その数だけに分裂しているという
ことになります。
そしてまた、私たちが事物の判
断をするということは自分をその
事物にぶっつけてみるということ
だと思います。そのことを私の感
じでは、
「事物」を「自分」で割る、
と言い表わすことができるような
気がするのです。
この「自分」が先に述べた理屈
で依りどころの数 ――例えば忠孝な
らば二つ、仁義礼智信なら五つ ――
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に分裂していたらばどうしても不
安定を免れません。そして不安定
を脱しようとして理屈がつけられ、
その結果、実践から足が浮いてア
タマの中のやりくりの方に力が入
ってしまいます。
そこで、ようやく言いたいとこ
ろに来たのですが、世の中の強力
な宗教、あるいは社会思想の何々
主義というのは皆、何か、これこ
そが真理であるというものを掲げ
ています。そしてその信奉者たち
はその「真理」なるものを唯一の
依りどころとして人生百般をさば
いて行こうとします。その信奉者
にとってはその「真理」なるもの
は只一つで絶対的価値をもってい
ます。その一で、すべての問題を
割ってしまいます。つまり、すべ

ての問題をその「真理」に照らし
て処理してしまいます。そこに出
てくる答は絶対です。そして、一
で割った答を摑んで離しません。
ですから、どんな怪しげな宗教で
も主義でもおよそ信仰している人
は非常に強いのです。
しかしその「真理」なるものの
内容がそれぞれ異っているために、
一が幾つも出来ることになり、そ
れによって割り出された答が幾つ
も現われることになります。この
答は強い自己主張力を持っている
ので、宗教とか主義とかが盛んに
なればなるほど喧嘩が絶えないと
いうことになります。
もしわれわれが、喧嘩をしない
で調和ある生活を楽しもうとする
ならば、この一さえ無くし てしま

わなければなりません。つまり自
分をこの一に委ねること、即ち自
分を一にすることさえやめなけれ
ばなりません。それではどうすれ
ばよいかと言えば、自分を一でも
二でも三でもない、なんでもない
ものとしなければなりません。そ
のなんでもないものとは０です。
自分が０になって事物に対する、
、う
、も
、しな
ということは要するにど
いということです。
それでは赤ん坊のときと同じか
と言えば、同じではありません。
この一とか０とか言うのはアタマ
の整理の状態を表わしているので、
赤ん坊はまだアタマの機能が発達
しないので一も０も何もない、ま
だコントン（混沌）という状態な
ので何の判断もありせん。ところ
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が０で割るというのは、アタマで
何もやりくりをしない、事実あり
のままに受け取るということで、
すどう
それにはこのアタマは素透しでな
ければなりません。判断について
言えば、赤ん坊を無判断とすれば、
０による判断は、完全判断という
こともできるでしょう。
では一で割った答は元の数と同
じだから、割らなかったのと同じ
かといえば、これは全然違います。
数学では
＝ の二つの５は
同じだと言うのでしょうが、いま
話している人間がどんな判断で生
きるか、という問題として考えた
ときには、前の５は無数の答を出
す可能性を含んだだ５であるが、
後の商として出た５は、確定し、
固定した５であって何の可能性も

含まない５であります。数量とい
う点では前の５と後の５とは違わ
ないけれども、その含む可能性と
いう点からは、大へんな違いがあ
ると言わねばなりません。
暑い盛りに、これを読んで、い
くらか涼しくなった人もあること
と思います。
この原稿は塾の機関誌『あしか
び』に載せるつもりで書いたので
すが、気が変わってそのままにな
っていたものです。従って『まみ
ず』にはあまり適当でない部分も
ありますが、書き直す余裕があり
ませんのでこのまま投稿します。
お許し願います。
ま みず第五巻 第九号
昭和四十五年九月号

青少年の教育は常に世の現

状と常識から半歩先んじた

ところに立って考えられな

ければならない。一歩先ん

じては浮いてしまうし、現

状に両足を没していては進

歩がない。世の変遷に引き

摺られるばかりで右往左往

する今日の教育のすがたは

惨めだ。すべての教育関係

者に確固たる教育理念が欠

けているからだ。
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豊かな心
和田重正
先日私はある中学校のＰＴＡ主
催の「家庭教育学級」というのに
よばれて、そこで凡そ次のような
趣旨の話をしました。 ――
三十数年来専ら中学生と接して
来た私が最近特に感ずることの一
つは、少年少女達に心の豊かさが
急激に欠けて来たということです。
それは心と心の深い接触がしにく
くなってきたということでもあり
ます。
アニマルの育成にはこれで
××
もよいかも知れませんが、人間の

教育という観点からすればこれは
何よりも大きな問題であると思い
ます。何故そのような現象が起こ
ってきたかと考えてみると、戦後
の「新教育」という一つの教育思
想 ――それは二十五年の間に外観上
はいろいろに変わって来ています
がその根本に流れる思想には一貫
したものがあると思うのですが ――
その教育思想に養われた結果だと
言えると思います。
ところが教育思想が実際に行わ
れるのにはその社会を支配する政
治思想によってそれが支えられ、
裏打ちされていなければなりません。
では今日の政治思想の底を流れ
るものは何であるか、というとそ
れはかなり徹底した、
「物欲至上の
人生観」だと思います。
「人間の幸

、と
、言
、っ
、て
、も
、物質的豊かさが
福は何
根本である」という考えです。つ
まりもっと豊富に、もっと便利に、
もっと快適に、そして、その先に
幸福が待っている、という考えで
す。
なるほど戦中戦後の数年間のよ
うに文字通り食うや食わずの状態
のときは先ずみんなが生きられる
ように努力するのが政治の役目で
しょう。しかしバカの一つ覚えの
ようにいつまでも同じ方針を続け
ていくのはどんなものでしょうか。
、も
、か
、く
、、便利に快適に ――その
と
為には産業経済の増強 ――これを成
し遂げて行くことが国民の幸福に
つながるのだ、と信じて、その道
をあくまで押し進めているのが今
日の政治ではありませんか。これ
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10

は日本の政治ばかりではありませ
ん。資本主義の国も共産主義の国
も世界中の国々を支配している政
治の実状です。
ところがその政治から何が生み
出されたでしょうか。まず、戦争
の危険、それから核兵器、そして
気がついてみると、空気と水の汚
染による公害。人間の生存の根本
を脅かすそれらの危険が人類をす
っぽりと包み込んでしまっている
ではありませんか。
これは何を意味するのでしょう。
人類は己れの滅亡を賭けて尚、従
来の「物欲至上」の道を盲進する
か、ここで立ち止まって別の道を
探し求めるか、そのいずれかの選
択を強いられているのだと見るこ
とができるでしょう。もし人類が

近い将来に滅びないものとすれば、
必ず政治の上にも反省の色が見え
て来るはずだと思いますし、すで
にいろいろな点でその萌しが見え
はじめていると思います。しかし
日本の現在はまだまだ、産業経済
の高度成長を追う夢はさめそうに
もありません。そして政府は国民
を物欲至上思想にどこまでも引き
ずり、煽って行こうとしています。
この物欲至上思想に支えられる
産業経済最優先の政治のもたらす
ものは、われわれの肉体に及ぼす
公害ばかりではありません。深く
人々のこころを荒廃させることに
なります。
政治は直ちに教育に反映します。
即ち ――
一面には、学校教育における、

大量知識の詰め込みが行われます。
これは、文化的教養の向上などと
言うけれども、その実は、産業文
化の増強に手取り早く利用できる
若者の大量生産が目的であります。
もう一面では単純な立身出世主
、と
、い
、っ
、
義を増長させます。 ――「何
、も物欲の満足こそが人間の幸福
て
、得
、に
だ」という思想によれば、役
よってなるべく多くの収入を得ら
れる地位につくのが幸福への条件
だということになります。その為
にはよい大学に入らなければなら
ない。それにはよい高等学校に入
らなければ、というわけでそれが
順々に幼稚園にまで及んでしまい
ます。そして、このコースをうま
く辿るためには、いつもよい成績
をとらなければならない。それに
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は、前に述べたような膨大な量の
知識を詰め込まなければならない。
そのためには、人間らしい心の豊
かさなどは眼中におくことはでき
ない。いつも追いかけられ、争い、
のぼせて、何かに勝つためにここ
ろを尖らせていなければなりませ
ん。親も先生も、子どもの生活の
バランスなどを気にかけている
いとま
遑 もありません。
このようにして今日の青少年は
教育公害に深く冒されてきたのだ
と思います。
このように「教育」によって若
者たちを計画的に、功利的、利己
的、そして衝動的に育てて来てお
いて今さら躾とか道徳とかいって
若者に心の豊かさを要求するのは
無理というものではないでしょう

か。それとも躾や道徳は形の問題
で心の問題ではないと考えられて
いるのでしょうか。従ってそれは
テ ン
お ど し
、ま
、い
、心ペ理操
何等かのう
作か強制力
かによって押しつけることができ
るものだと考えられているのでし
ょうか。私は躾や道徳は、そのよ
うなものではなく、豊かな心情の
発露として来るべきものだと思い
ます。
さてこのような教育環境の中で、
、
本当に人間らしい、心の豊かなよ
、子
、を育てる道があるだろうかと
い
いうことが問題になります。この
ような物欲至上思想を根底とする
政治と学校教育の中で、尚人間ら
しい豊かな心を失わせない道があ
るだろうか、というのです。物欲
と見栄のためにガツガツと嶮しい

瘠せた心で一生、地位と金を追い
つづける餓鬼のような生き方でな
く、自分自身を本当に生かす心豊
かな生き方のできる人に育てるこ
とができるだろうか、と言うので
す。
それはなかなか容易なことでは
ありません。しかし唯一つだけ道
があると思います。
それはお母さん方の人生観のハ
ッキリした転換であります。物欲
の満足を以て人間幸福の尺度とす
る幼稚な考えを捨て、心の豊かさ
をそれに代えることです。
この転換ができれば子どもの精
神を萎縮し干からびたものにして
まで、点数を稼がせる必要がなく
なるでしょう。子どもの性格や品
性を犠牲にしてまでガラクタ知識
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を詰め込もうとは考えなくなるで
しょう。
要するに産業経済の飽くなき高
度成長を企て、その達成のために
善良素朴な庶民を導いて物欲至上
の悪夢に酔わそうとする今日の政
治、そしてその政治に奉仕する学
校教育者 ――その害悪からわが子を
守り、人間らしい豊かな心を養う
、ん
、と
、言
、っ
、て
、も
、地位とお
のには、
「な
金を獲得しなけりゃ、人間に幸福
、識
、
などはありゃしない」という常
を一人々々のお母さんが「ほんと
だろうか」と疑ってみるところか
ら始めなければなりません。それ
、識
、が正しいと考
でも尚、今日の常
え、それを堅持しようとする人は、
家庭でも点取虫的勉強をどこまで
も奨励して、子どもの心を歪め、

窒息させるより仕様がありません。
つまり親が地位やお金が人生の目
的だという悪夢から醒めないで、
子どもにだけ心の豊かさを求める
のは、それは木に倚って魚を求む
るの類です。またその根本の反省
を抜きにして、躾や道徳を論じて
も、それは結局、
「大人の言いなり
、い
、子を作るにはどうした
になるよ
らよいか」というまことに非人間
的な謀略に堕ちるより他ありませ
ん。
そこで私は家庭教育の主任さん
であるお母さん方に心からお願い
したいのは、
「ここで一度立ち止ま
って、人間の幸福とは何か、物欲
の満足か、心の豊かさか、ガツガ
ツと地位と金を追いかけて一生過
ごすのが望ましい人生か、心豊か

に自分自身を本当に生かしきるの
、い
、人生か、ということを静か
がよ
に考え直してみてもらいたい」と
いうことです。そしてもし、今ま
で何となく浸み込まされてきた物
欲至上の価値観或いは人生観が、
とんでもない誤りであることに気
がついて下さったら、
「人間」を犠
牲にしてまでむやみに点数を稼が
、い
、学校へ入れようなどとい
せてい
うバカげたことは考えなくなるで
しょう。そして勉強も子どもの生
活の一部であるということを正し
く認めて生活全体の中でよいバラ
ンスを保つことができるようにな
るでしょう。そうなってこそ子ど
もは自らの若々しいいのちのはた
らきによって、自然のすばらしさ、
人間の心の美しさ、を感じ取り、

- 11 -

自分自身についても考え味わって、
人間らしい豊かな心が育てられ、
勉強にも必要と能力に応じて積極
的に努力するようになるのだと思
います。私の塾では、むろんそう
いう考えで、心を養うことを最も
大事なこととし、むやみになんで
も詰め込むような勉強はさせませ
んが、それでも結果としては進学
においても別段おくれをとる者は
ありません。不思議に思われるか
も知れませんが、豊かな心からは
あらゆることが生じて来るのです。
ガツガツと追われるような息苦し
い心で勉強するより豊かな心で積
極的にする方が時間は半分で能率
は倍になるということも実現され
るのです。
でもそういう結果は問わず、と

もかくここで立ち止まって静かに
考えてみていただきたいのが子ど
もたちの将来の幸福につながるも
のかどうか。ゆとりのある、そし
てバランスのとれた勉強と生活に
よって人間らしい心の豊かさを育
てようとするのが正しい人間教育
の道ではないのかと。 ――
二時間たっぷり一人でしゃべっ
たのですからもっともっと念入り
に話したのですが、大体の趣旨は
右の通りのことでした。
話し終わって質問という段にな
りました。一番前にいた奥さんが
早速言われるのには、
「でも、やっぱり点を取らなけれ
ば、ましな学校に入れませんね」
私はこれを聞いて目を廻しました。

「そうです、点を取らなけりゃ入
れませんね。だからやっぱり一
点でも多く取れるように専ら工
夫するんだ、と仰るなら、それ
はご自由に、と申し上げるより
仕方がありませんね」
と答えましたが、口の中がザラザ
ラする思いでした。
ところが司会をしている校長先
生がとりなすつもりで仰ったので
しょうが、
「まことに結構なお話なのですが
現実は、やはり進学のこともあ
りなかなかむずかしいところで
す。理想と現実をどう調和させ
るかというところが教育の実際
問題なのですが ‥‥」
私はこの御挨拶を聞いていよい
よ驚きました。
「百の説法屁一つ」
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と言いますが、二時間条理をつく
して説いて来た最後に、話の振り
出しに戻らされた気持です。つま
り二時間のおしゃべりの後に、何
も話さなかった時と同じ理解の程
度を明示されたのですから只唯、
驚くより他ありません。二時間も
かかって、そのいわゆる「理想と
現実」の問題を説いてきたつもり
です。そして、いわゆる「現実」
、識
、がど
と称するものを是認する常
、間
、
んなに教育を歪め、子どもの人
、し
、さ
、を奪っているか、を語り、
ら
その常識の誤りに気付かない限り、
、間
、回
、復
、はあり得ないと強調した
人
のです。簡単に言えば、その「現
実」なるものに引き廻わされてい
るところには人間の教育はあり得
ない、と言っているのです。とこ

ろがあの奥さんも、校長先生まで
も ――言葉のかぎりでは ――話の振
り出しから一歩も出ないで、そこ
に立ったまま問題の内容を理想と
現実、ということばの概念にふり
分けて、公式的な思考方法によっ
て、その調和を企てるべきだと片
付けてしまったのです。正に今日
的思考の典型を見せられた思いが
しました。四、五十人もいたお母
さん方の中には賛成不賛成は別と
して、問題の内容そのものを理解
してくださった方も多少はあった
かと思いますが、恐らく大部分の
方々はこのお二人と同じように、
常識的な先入観で自分の心に蓋を
して実質的には何も聞かなかった
のではないかと思いました。嗚呼。
でもこれはいったい理想と現実

ま みず第五巻 第十号

の問題なのだろうか。また、この
人たちが現実と考えていることの
実体は何であるのか。正しい教育
のためへの自己矛盾的条件なのか、
それともその正体は、実は物欲至
上や親の虚栄などの極めて次元の
低い自己中心的欲望の是認なのか。
そしてその現実なるものの要請が
事実それほど否定し難い力を持っ
ているものか、もう一度検討し直
してみてもらいたいものだと言う
のです。この辺のところが明らか
にされない限り、どんな小細工を
してみても教育の改善進歩はあり
得ません。

昭和四十五年十月号
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静岡まみず会でのお話
静岡市菜流寺にて

ケチな根性はいけない
和田重正
教育の方向を
はっきりと持とう
今、私は四十年も、教育一途に
やって来たと紹介されましたが、
実は私が大学を卒業した時、よし
自分は一生教育をやりましょう、
教育者として本当にいい教育者に
なりましょうと思ったんです。
それで、いい教育者になるため
には一体どうしたらいいのだろう
と考えてみると、教育者というの

は、つまり人をだんだん良い方へ
導いていくのが商売です。すると
導いていく「方向」がちゃんと判
ってないと、でたらめに何処かに
引っぱっていくと、ドブかなんか
に落っことしてしまう恐れがあり
ます。
果たして人間というのは一体ど
っちの方へ行くのが進歩なんだろ
う、どういう方向へ行くのがいい
んだろう、と考えはじめたらわか
らなくなりました。何年も何年も
そんなことばかり考えていたので、
今日いうノイローゼじゃないかと
思われて、病院なんかに入れられ
たこともあります。
そうこうしていろいろやったけ
ど、結局わからない。しかしいく
ら馬鹿でも十年位考えていたら何

かしら答えみたいなものが出るも
のです。何もしないでそんなこと
ばかり考えていたら、とうとうし
まいで、人間というのは大体こう
いう方向へ行くのがいいんだなあ、
とぼんやりとわかったような気が
したんです。
そこで、さあ一つ教育をやりま
しようというわけで、相手は中学
の下級生で十二歳位から十五歳位
までの子供です。昔の中学は五年
ですから五年生と四年生だけが威
張っていて、一・二年の下級生は
まるっきりミソッカスになってい
たのです。
こんなことでは駄目だなあと思
っていたこともありますし、その
当時もう一つ考えたのは、十代の
初めの頃、何か、ああ成る程なあ、
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と一つの方向に引きつけられると、
その人は一生その方向へ伸びてい
くもののように、いろいろな人の
経験だとか自分自身のことを考え
て、そんなことを思ったのです。
そういう年齢にある中学の下級生
を教育しましょうと考えたのです。
その考え方としては、人間が一
番大事なのは何かというと、日々
どんなことを考えて、どんな方向
へ向かって努力していくか、つま
り生活ということです。だから人
間は、こういうふうに生きていく
のがいいんだなあと、自分でなん
となくわかりかけた様なことがあ
ったから、皆がそういうことを気
にして生活していくようになって
もらいたいなあと思っていました。
その時分は東京でしたが、寮に

中学生をいつも十人位預かって、
一緒に寝起きして教育しようと思
ったんです。そこでさて教育する
というのは一体どうすればいいん
だろう、一生懸命考えたわけです。
うまく教育できる
方法はない
ところがそれから十年位たった
時、よくよく考えてみたら、教育
なんて出来るもんじゃあないなあ
と思ってしまったんです。じゃあ
どうしたらいいんだろう、どうも
こうもする必要はない。自分が自
分の生活を一生懸命やるよりしょ
うがない。口でああしろ、こうし
ろとうまいこと言っても、うまく
いきゃあしない。子供をどんなふ

うに扱ったらうまく育つだろうか、
そんなこと思ったって、どうにも
ならないと思ったんです。
特別に才能のある人だったら子
供をゴマ化す位のことは出来るか
もしれないけど、本当は子供とい
うのはそうたやすくゴマ化されな
いもんだと、自分が本当にこうだ
と思っていることでなかったら駄
目なんだということが、だんだん
わかって来たんです。
というのは自分の子供が次つぎ
と七人もできて、この子供達を教
育しなければならないことになっ
たんですが ‥ ‥。大体、私は学校
を卒業してすぐの時から、自分は
教育をやろうと思っていたんです。
だから自分の子供だったら理想的
に教育できると思っていたわけで
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す。おなかにいる時から、教育を
するんだと思っていました。
恐らく普通の生活をしている人
より、私は自分の子供の教育とい
うことを気にして来ました。それ
でやってみたら結局うまくいかな
かったんです。もう七人の子供は
皆大人になっています。そこで振
り返ってみて、どれ位立派な教育
が出来たかというと誠に驚くべき
ことが起こって来たわけです。
ちっとも立派な教育もへちまも
ないんです。親の値打ちだけのも
のしか出て来てない。ということ
がハッキリしてるんです。自分の
子供には欲があります。この子は
もう少し立派な人間になるのでは
ないかとか、いろいろなことを何
となく思っているんです。少なく

とも自分よりましな人間になるだ
ろう位に思っている。恐らくどこ
の親でも皆そうだろうと思います。
ところが大人になってみた時に、
ああそうか、こんなものかと思う
んです。うちでも全くそうで、あ
まり立派にもならないし、いらい
らする様な欠点をどの子も何かし
ら持っているんです。しょうがな
いなあと思って、よくよく考えて
みると、自分がその位の時はもっ
とひどかったような気がします。
今から三十年位前、とにかく教
育をやろうと思ってから十年位た
って気がついたんです。教育なん
て出来るもんじゃないなあと思っ
たんです。
つまり、どうしたらうまく教育
が出来るか、そんなことを考えた

って本当の意味での教育は出来な
いということです。
（ここで言う教
育は、家庭教育のことで、学校教
育とは多少違うと思います）
たとえば、人に嘘をついてはい
けないとよく言います。子供が嘘
ついたら烈火のごとく怒っている
親が、フッと後をみたら誰かに嘘
をついていることなんか、しょっ
ちゅうです。それから、勇気を出
さなきゃ駄目だと言います。私は
非常に勇気がない人間で誠に気が
小さい。自分の子供が何かびくび
くしていると、しっかりしなさい
と言う。それじゃ自分がそんなに
しっかり出来たかというと、一つ
もしっかりしていない。子供はそ
んなこと言われたって無理なんで
す。子供を教育するなんて、偉そ
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うなことを考えるもんじゃないと
思うんです。実際のところ、そん
な偉い人はいやしません。私はそ
う思います。
つまり、どう扱ったらいいかと
いう意味で、教育することは出来
ないということです。
自分がちゃんとした生活をして
いけば、子供にああだの、こうだ
のと言わなくても何となく、わか
って来るものです。根本的には、
子供というものは、親の気持をい
つの間にか受け取っているものだ
と思います。
ケチな根性
私の塾では、人間一番悪いこと
は何かというと、自分も人も不幸

にすることだと思っているのです。
何が自分も人も不幸にするかとい
うと、ケチな根性だと思うんです。
ケチくさい根性が人類のあらゆる
不幸をつくっているんだと思いま
す。小さい処では、親子喧嘩、夫
婦喧嘩、それから国と国の戦争、
ケチな根性がいろんな形で出て来
て人殺しを平気でやっている。こ
れは実に不幸な事です。ケチくさ
い根性、何しろこれが一番いけな
いことだと思っているわけです。
羊羹を薄く切るなんて誰でもケ
チだと思うでしょう。しかし、そ
ういうふうなのだけじゃなくて、
自分だけがかわいい、いわば「利
己主義」と非常に近い意味です。
先ず自分がよけりゃいいという
考えは、隣り近所の付合いなどの

日々の生活の中で、いろいろな処
に現われてくる。どういうのがケ
チな根性だろうというのは、いろ
いろな実例を自分自分について考
えてみていただいたら判ると思い
ます。意外な処にみなケチな根性
を持っているものです。
嫉妬心、これだって実にケチな
根性です。出しおしみ、金でも物
でも、これはすぐにケチな根性だ
と判るけど、労力でも、人から何
か知恵を求められても知恵を出さ
ない、これもケチなことです。そ
ういうケチな根性が一番いけない
ということです。
躾というのは大事に違いないの
だけど、たとえば親の言うことに
口答えしちゃいけないといったよ
うな、こうしちゃいけない、ああ
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しなけりゃいけないというもう一
つ前に、豊かな心持ちが出来てこ
なけりゃならないのだと思います。
その豊かでないのがケチな根性と
いうことです。
親の生き方と願いが
一番大切だ
家庭での教育で一番大事なのは、
特別にああしたらいい、こうした
らいいと言う前に銘々が何か決ま
った方向に向かって進歩して行き
ましょうという一つの大きな方向
を持つということが非常に大事だ
と思います。
人間は自分の心の中に、こうな
りたい、こういう事をしたいとい
う大きな願いを何時も持っている

と、その願いがちゃんと満足され
るようにその方向に、段々行くも
んだと思うんです。私が思うだけ
でなく、事実がそうなんです。
たとえば、お金が欲しいな、生
きている間に百億円だけはどうし
ても儲けてやろうと、本気に思う
んです。本当に本気でそう思えた
ら一生のうちに、そっちの方向へ
近づいていく、これは確かにそう
なると思うんです。
世の中で偉くなってやろう、道
を歩いていると会う人、会う人が
お辞儀する位な人になりましょう
と思っているとします。そういう
ことを腹の中に何時も持っている
と段々そういうふうになれる様に
ひとりでに、いろいろな事が身に
ついて来るわけです。

私は、コンピューターというの
をよく知らないんですが、人間の
心というのは、それのもっともっ
とうまく出来ているものだと思い
ます。だから、こうでありたいと
思うと丁度磁石を呑みこんでいる
ようなもんで、それに何か縁があ
るようなものがあると、引きつけ
られていく。私は何となくそんな
感じがしています。人間の心とい
うのは、そんなふうに出来ている
のだと思うんです。
そうすると、どんな願いをその
人が持っているかということで、
その人の運命が決まって来るんだ
と思います。人が持つような念願
としては、いろいろなことが考え
られます。
お金を百億円儲けてやろうと思
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うことがいいだろうかとか、若い
男だと女の人にもてたいなあ、女
の人だと何とかして男にもてたい
なあと、そういうふうな心を持っ
て生きている人もあります。政治
家の中には、一生かかって権力を
持とうと思っている人もあります。
そういういろいろな念願がありま
すが、私の塾では皆にどういう念
願を持ってもらいたいかというと、
「ケチな根性を無くしていこう」
という願いをもってもらいたいと
思っているのです。
ケチな根性が無いということは、
素晴らしいことだと思います。ケ
チな根性が段々なくなっていくよ
うに、ということを何時も腹の中
に持ってもらえるようにと思って
います。
イヤなことはさけないで
生活の中でケチな根性さえ無く
なれば、後のことは解決がつくん
ですけど、もう一つは、いやなこ
とでも「いやだ」と思ってもいい
から、泣きながらでもいいからや
れと言うのです。いやなことを「い
やだと思うな」とは決して言わな
い。
私は子供の頃に非常に苦い経験
があるのです。学校へ行くのが大
嫌いで小学校から大学を卒業する
まで恐らく学校へいっていたのは
最低です。小学校の時から学校へ
行くのはいやだと門の処で泣いて
いると、その前を女の先生が通り、
その先生に引きずられて連れてい

かれた。高等学校に入ると、三分
の一以上休むと落第なんです。と
ころが私は、三ヵ年間三分の一だ
けぴしっと休みました。大学に入
ったらひどいもんで、出席とらな
いから安心して休みました。昔の
大学は三年間でしたけど、私はた
った百時間しか出なかった。だか
ら学校には殆ど行ったことはない
ようなもんです。
ところが私の親は、学校へ行き
たくても行けない人がいるんです
よ、だから学校へ行くのは有難い
んだから、喜んで行かなくてはな
らない、と言うんです。
なるほどそうだと理屈では思う
けど、学校のことを考えただけで
いやなんです。中学や高校になっ
ても、喜んで行けと言われるが、
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私は喜んで行けないんです。自分
ではどう思っていたかというと、
学校という処は喜んで行かなくて
はいけない、ところが、喜べない
から益々いかなかったらしいんで
す。
こう思えと言ったって、思えな
いものは、思えない。だから私の
塾であずかっている子供達でも、
自分がいやだなあと感じたらそれ
でいい。いいも悪いもない、それ
をゴマ化してはいけない。いやだ
と思っちゃいけない、何とかして
思うまいとしたって、そんなうま
いこといかない。
しかし、俺はいやだからやらな
いんだと言って、やらなかったら
零なんで、いやだと思ってブウブ
ウ言いながらでもやれば、零では

ない。能率は悪いかもしれないが
少しはましです。人間というのは
妙なもんで、いやだなあと思って
も、手を出してやり始めたら、そ
ういう思いは三分も続かないもん
です。やりかけると何となく一生
懸命にやってしまうもんなんです。
だから私は自分の経験から、皆
にそう言うんです。いやだなあと
思っても、そんなこと思っても思
わなくてもどっちでもよい。喜ん
でやれればそれに越したことはな
いが、喜んでやらなきゃいけない
と言ったってしかたがない。いや
だなあと思っている自分はくだら
ない人間だ。でもしょうがない。
やっぱりしなければと思ってやる、
やりさえすればいいと、子供達に
話すんです。

ケチな根性が無くなれば、ひと
りでにいやだと思いながらでも、
やるようになるはずですがね。

ヨイことはする

もう一つあるんです。私が子供
達に何時も言うことは「ヨイこと
はする」ということです。このヨ
イことはするということは、聞い
てみれば簡単なことですが、子供
には難しく説明のしようがないん
で言いません。本当に私が思うこ
とは、子供達が大きくなってから
話しますけど、そのヒントを言い
ますとね、今この目の前でしなけ
ればならないことは何か、という
ことです。
たとえば誰かがお茶を出してく
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ださったら、有難うございますと
言ってこれを飲むことです。これ
は今することですね。また今、私
はここへ来てこんなに大勢の人が
いる、困ったなあ逃げるわけにも
いかない、どうしようかなあと思
いました。実は私は、大勢の人に
話すのは毛虫より嫌いなんで嫌い
だけどしょうがないからこうして
やる。
ヨイことはするということは、
今私は何か言わなけりゃあならな
い。言うのがこの場合の義務です
ね。だから一生懸命ない知恵をし
ぼって、何か言おうと喋っている
わけです。女の人は、台所でたく
わんを切ったり、ご飯を炊いたり．
その人が今しなければならないこ
とは、よく目を開いてみれば皆順

序が決まっています。
若い大学生なんかは、よくおか
しなことをやりますね。順序もへ
ちまもなしに、これが正義である
とどこか遠くにあることを、自分
は今何をするかという事の順序を
飛び越してしまって妙なことをや
る。これは泥棒と同じだと思うん
です。
世の中にいいこととか、悪いこ
ととかいうものが、何処かにころ
がっていると思う人は、これが正
義である、この正義に命をかけて
やる、これがヨイことだと思って
いますね。
そうすると．実際によいこと、
悪いことが固まりみたいにあるだ
ろうかということになると、いろ
いろな理屈を通してじゃなくては

言えないことですが、そんなもの
は固まりみたいに転がっているも
のじゃないと思うんです。誰が何
時したらいいか、誰が何時したら
悪いかという事で、いいとか、悪
いとか固まりみたいに転がってい
るんじゃないと思う。
ヨイことがあるとすれば、各々
の人が人の話ではなく、この自分
が今何をしたらいいか、何をする
のが順序になっているかというこ
とです。朝起きたら顔を洗うとも
う順序が決まっているんです。そ
ういうふうに、男の人でも女の人
でも、子供でも大人でも皆その時
その時に、自分がしなけりゃいけ
ない物事の順序というものがある
と思うんです。空想でなくて今何
をしたらよいかということ、それ
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をするということが、ヨイことは
するということです。
これだけの説明では物足りない
んですけど、私は子供達に「ケチ
な根性はいけない」ということ、
それから「イヤなことは避けない
で」
「ヨイことはする」という物事
の順序に従って自分の目の前に現
われたすべきことを、どんどんや
っていくと、何時の間にかちゃん
とした道に、はいっているという
事です。
子供達にそういう事を言います
けど、それはけっして教えている
というんじゃない。本当は、若い
頃からの自分を反省してみると、
それが一番かけていたわけです。
全くケチくさい根性しか持ってな
かった。いやなことは出来るだけ

避けて、何とかかんとか理屈をつ
けては、やらないように、やらな
いようにと逃げ廻っていた。今し
なければならないことを放って、
空想を描いたり屁理屈をつけたり
したことをよくやっていた。その
三つは、私自身の一番大きな問題
なんです。自分はそう思うんだと
いうことを子供達にいろいろな機
会に話すんです。
いつも心の宿題にして
そういう事は、私ばかりでなく、
大抵の人に共通にあるものらしい
んです。だから何となく腹の中に
その三つを、人生の宝庫を開く鍵
として何時も持っていて、いろい
ろな場合に当てはめてみ、自分の

運命を大きく開いていこうと言い
ます。
ここに来て一つだけお話したい
と思ったことは、何か宿題を持っ
て生活するということです。 ――特
に子供が幸せに育っていってくれ
るようにと念願されるなら、ケチ
な根性はいけない、ケチな根性を
無くしていこう ――そういう宿題を
持ってていると、自分が何か問題
にぶっつかった時もう一段高い所
からそれをみることが出来る。
隣り近所の人とか、親類同士、
あるいは夫婦、親子間でいろいろ
な問題が起きた時、これはケチな
根性から出ているんじゃないかと
反省してみる。そうするとガツン
ガツンとぶっつかりあって、両方
とも不幸になるような場合でも、
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もう一つ大きなところで問題を解
決していくことが出来る。そうい
う意味で出来ることならば、そう
いう宿題を懐に入れていただきた
いなあと思います。
ケチな根性というのは、誰が聞
いてもやさしいようですが、意外
に難しいことなんです。それを味
わってくださればいいのです。
家庭教育は、子供は褒めたらい
いか、叱ったらいいか、こうやっ
たらいい、ああやったらいいとい
う技術的な問題ではないんです。
それ以前の問題です。しかし実際
うまくいかないんです。いかない
けど、ああ駄目だなあと思いなが
らも、一生懸命にそっちの方へ努
力していくことで、子供はやっぱ
り育っていくもんです。自分が本

当にそういう方向が判るとひとり
でに方法なんていうのは出て来ま
す。
その時、ヒッパタキたくなった
らヒッパタけばいいのです。ヒッ
パタくのがいいか、なでるのがい
いか、ではないのです。そういう
「どうしたらいいか」という以前
の問題として、自分の生活をどう
したらいいかという時の一つの基
準として、ケチな根性を無くそう
という事を、一応腹の中にしまっ
ておいていただきたい。
この一つのことをお話しようと
思って、今日、小田原からやって
来たんです。
△ 文責編集部 ▽
まみ ず第六巻 第四号
昭和四十六年四月号

生活座談会

内山興正先生を囲んで

アテと方向

出席者

内山・住職

清水・大学生

田中・主婦

外岡・精神技術研究

永杉・新聞社職員

吉福・大学院生

和田・家事

編集部 「クオーヴァデイス」と
いう小説の題名のように、私たち
は、どこへ向かって生きているん
だろうか、と深い途惑いを感じざ
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るをえない今日の社会であり、国
際情勢です。幸い内山先生がご上
京されましたので、何人かの方々
にお集まりいただき、この問題に
ついて、お話をうかがってみたい
と思います。
まず一番若い清水さんから、
ための生活 〟

〝

清水 この頃、わたし、理想とか
向上発展とかの意味がわからなく
なってきたんです。そんなもの捨
ててしまったほうが、かえって伸
びるような気もするし、反面、捨
ててしまった後の人間らしさなん
て堕落ではないかと思ったり、や
はり意志的に努力しなくては、落
とされてしまうのではないかと不

安になったりして、真の理想とか
人間らしさがわからなくなってし
まったのです。
編集部 何かが自分を縛っている、
向上しなくはならないと強制され
ている感じなのね。
清水 そうです。小学生や中学生
の時代に、親や先生から教えられ
た道徳律みたいなものに縛られて
いるような気がするんです。
編集部 どうして自由になれない
のかしら。
清水 やはり、自分がよく思われ
たいという意識があるからなんで
す。と言って早起きしようと思っ
ても何日と続かなくなるんです。
吉福 僕は、予備校時代から朝六
時に起きるときめたら、それをや
り通してきたんです。ところが、

それはいつも「何の為に」という
但し書きがあって、例えば、予備
校は大学入試のため、大学の教養
学部の二年間は自分の専攻コース
物理学を選ぶため、学部の二年間
は大学院に入るため、修士課程の
二年間は博士課程のため ‥ ‥と全
部「ため」が入っていて自分のや
りたいこともできず、やらずにや
って来て、とうとうダウンして、
ノイローゼになってしまったわけ
です。
それは、若し失敗したら、
「ため、
ため」とやってきたことが全部無
意味になってしまうからなんで、
必死になって「ために」から逃げ
ようとしたんです。
編集部 まったくね。でも、実際
の生活で「ため」のない行動って
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あるんでしょうか、永杉さん。
永杉 私自身もその「ために、た
めに」を追いかけた生活でしたし、
それを捨てようと思って捨てたら、
また何かの「ため」であったりし
て ‥‥
編集部 何でそんなに「ため」が
いやだったのですか。
永杉 なんといいますかね。内心
の声、内心の要求を殺した形で出
てくるんです。会社のため、家の
ため、自分のため ‥ ‥と何におき
かえてみても、みんな嘘に思える
んです。
和田 私も、そうなんです。何々
のためというと、純粋でないよう
に思うんです。去年の夏まで小学
校の教師をしていたんですが、
「た
め」と考えて行動しても、何か、

その裏にエゴイズムを感じてしま
って ‥‥。
永杉 一時は、その「ために」と
いう行動を一切やるまい、その逆
をゆこうとしたり、好きなことだ
けしかやるまいとしたこともあり
ました。が、結局好きなことだけ
やっても気持が安まらないですね。
まったく清水さんと同じなんです。
でも最近は、その縛られている感
じが特に苦痛でなくなったのです
が、さてそれが人間の向上した姿
かどうか、自分では全然分からな
いのです。
編集部 田中さんはどうですか、
この間、ある奥さんが、今まで主
人のため、子どものため ‥ ‥で身
を粉にして働いてきたが、その「た
め」は、一体何のためであったろ

うか思うと絶望的な空しさを感じ
る、と言っておられましたが。
田中 私はまだ、子どものことで
一杯なんで、清水さんや吉福さん
達のお話をうかがって、うちの子
も同じように神経質で、とてもよ
く似ているんです。私はまあ今の
世の中ではしょうがないんだから、
目をつぶって大学へお入りなさい
（笑い）と言うんですけど。子ど
もの方からは「何のためというの
が嫌になった」と言いましてね。
とても悩んでいるようなんで、何
か解決の緒をつかまえたいと思っ
て今日はまいりましたんです。
編集部 お宅のお子さんが特別変
わっていらっしゃる訳ではないの
でしょうが、母親としては悩みで
すね。
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田中 私としてはご馳走を作って
やることぐらいしかできず、ハラ
ハラしながら見ているだけなんで
す。年配の奥様から、もう離れる
時期なんだから、ドライになって
今度は自分のことを考えなさいな
んて言われ ‥‥
内山 学校ね、いいところへ行か
れなかったら行かない方がいいと
思うな。学校というものはくだら
ん処だと良く知っとかなくてはな
らない。遊ぶことしか憶えてこな
い。いま安泰寺に坊さんになりた
い奴が一杯いる。今時、十何人も
いるというのは多すぎる。坊さん
になるというのは普通の職選びと
は一寸違うんだ。妙な現象じゃあ
ない？ しかし、これは学校がく
だらないということを知った連中

ばかりだ。
大学も行く気になって行くんだ
ったら、それだけのことはあるか
も知れん。ところがね、ふつうは、
親がね、子どもは勉強はいやだと
言っているのに、頼むから行って
おくれと言うから、もう負け戦な
んだね。
田中 もう親は見透かされていて
‥‥

内山 口先きだけじゃ駄目なんで、
本気にね。中学だけ出ればいいの
ですよ。高校いったら三年余計い
っているんだと、ね。
編集部 親としては、子どもに何
か期待と不足感をもつんですね、
清水 それが辛いわけです。
内山 大学を出ていない、高校を
出ていないとマイナスばかり考え

るんじゃなくて、高校行ったら三
年余計勉強さした、大学に行った
ら七年も余計に勉強さしたと、プ
ラスしてゆくんですよ。

ヤル気でヤル

編集部 内山先生が先ほどヤル気
でヤルという言葉をお使いになり
ましたが、若い時代は、何をやっ
たらヤル気になるかと考えている
んじゃないですか。若い時代とは
限りませんがね。本気でやれるも
のがないという悩みですね。
内山 だから、やらなければいい
んだ。学校へ行きたくないものを、
やられるんだからね。ますます、
そうなる。
編集部 親も子どももヤル気を出
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させよう。出そうとして悩んでい
るわけですが、 ‥‥
内山 吉福さんの二月号の原稿の
中の「状況」という言葉、非常に
気に入ったから使わせてもらうが、
今の状況、ナスビがなるんだった
ら、ナスビがなるような状況をね、
親の方は準備してやる。子どもの
方も一生懸命やる。私はね、カン
ニングと裏口入学、ツケ届と、何
というか悪い歩みをしてきたけど、
今となっちゃこいつがまた資本で
もある。それで勉強したくないと
いうのがくるとね、そりゃ沢山く
るもんね。もう半年、一年で卒業
なんだが、止めますと言ってくる。
そんなの、カンニングでもつけ届
けでも何でもいいから、卒業しろ。
社会へ出てからつまんないぞ、そ

の辺をはっきり割り切ってやっち
ゃえ。自分の体験としても言える
ことだし、何だったらカンニング
の仕方を教えようか ‥‥（笑）
清水 前に、先生にそう言われて、
すごく勉強する気になりました。
カンニングでも何でもやって適当
に大学だけは出ろと言われてから、
気が楽になったんです。適当に出
ればいいという気になって ‥ ‥
（笑）
内山 本当にこの世の中というの
はバカらしい処なんだから、学校
もそうだ。バカらしいことに大マ
ジメで取りくむ奴は、大バカだ。
バカバカしい処ということをよく
知っておくべきだよ。
編集部 大マジメにやらなきゃな
らないこともあるんじゃないですか。

内山 マジメにやらなきゃならな
いことは、マジメにやらなきゃな
らん。
編集部 そういうマジメに、本気
でやることがないんですね。
和田さん、何故、小学校の先生
を止められたんですか。
和田 内山先生が、学校はクダラ
ナイ処とおっしゃったけど、本当
に教育の理想を考えると、全く矛
盾したことが余りに多いんです ‥
‥

編集部 大へんな問題ですね。
和田 しかし、学校がクダラナイ
処であってよいとは決して思わな
いんです。私の力不足なんです。
編集部 外岡先生は、向上心とい
うのは、どうお考えですか。
外岡 僕はお話を聞いていて向上

- 27 -

心欠如者みたいに思えてね ‥ ‥。
ただ僕の考え方として、比較的に
〝
生理的 〟 に近い方、近い方で考
えるクセはあるんです。というこ
とは、例えば、胃なら胃がわるい
時は、心理的にもわるくて現実と
自分のギャップを感じやすいんで
すね。ということは、逆にいうと、
現実にどうにもならないギャップ
を心理的に何か解決しようという
ことを、我々は考えやすいのでは
ないかと思うんです。
編集部 肯定できない状態で肯定
したい、肯定したいと思う訳ですね。
外岡 そうなんです。だから、ア
タマで肯定したら、現実も肯定さ
れる状態になっていると思っちゃ
っているわけです。
編集部 では、そういう間違いを

しないためにはどうしたらよいの
か ‥‥
外岡 二月号でしたか 〝まみず 〟
の「白い杖」のように、心をカメ
一杯にはった水のように、静かに
平らに保つ工夫をすること ‥ ‥。
それから、考えるというのは余裕
があることでしょう。暇があるこ
とです。困った困ったと言ってい
るうちは、心に一寸余裕がある、
これは見逃しやすいが大切なこと
だと思うんです。
編集部 困った、困ったと言って
いるうちは、本当は困っていない
ということですかね。
外岡 さっき内山さんがいった、
ヤル気ということも、こんなとこ
ろに鍵があるんじゃないかと思う
んです。考えごとしているうちは

解決が出てこない、行動が出てこ
ないのではないかと思うのです。
永杉 行動ということで、内山先
生に、ぜひお聞きしたいことがあ
るんです。それは、内山先生は二
十一世紀は安泰寺から始まるとお
っしゃっているんですが、それは、
坐禅というものが、真の行動の起
爆剤になるという意味なんでしょ
うか。
というのは、少なくとも二十一
世紀を始めるためには、何らかの
行動がなければならないと思うの
です。そうであるのに、坐禅はい
わば行動の真反対、いわば静の状
態なんです。とすると坐禅は、全
き静の状態に沈潜し、行動の起爆
剤的な役割を果たすのではないか
なＩと思うんですが ‥ ‥ 。沢木老
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師や内山先生にしても、非常に沈
潜した状態をつくられていながら、
結果的には非常に動きまわられた
姿が目にうつるわけです。
起爆剤というとおかしいですが、
何か、坐禅に秘められた生き方、
動き方があるのではないかと思う
んですが。
内山 早い話が要するに、動くと
か、静止とかはまあ、比較の話で
しょう。そっちが動いていりゃ、
こっちが静止している訳だ。そっ
ちが静止していりゃ、こっちが大
きな動きをしているんで、比較の
問題じゃないですか。大切なのは、
動に対して動くまいと頑張ってい
るのではなく、動と静と分かれる
以前の処に坐っていること、それ
が坐禅でね。二十一世紀をつくる

といっても、これはアテじゃあな
くて、方向なんだから、作れるか
どうか分かりゃあしないですよ。
だけど、まあ、僕がつくると思っ
ているほうが気持がいいもんね。
（笑）二十一世紀になっても、出
来なけりゃあ、
「まだだ」と言って
りゃあいい。
（笑）
永杉 なるほど、分かれる以前な
んですね。外岡先生が言われた水
がカメに一杯はってある状態とい
うんですか。そこから、動と静が
出てくるんでしようね。内山先生
は、向上心をどうお考えなんです
か。
アテと向上心
内山 向上ということね、そこが。

私なんかも坊主になって一番の悩
みだったんですよ。
『自己』にも書
いたけれど、修行者というかぎり
ね、ちょっとでも向上しようと思
えばこそ修行するんでね。何にも
向上しようと思わずに修行しよう
と思うやつはいないわけでしょう。
それで向上しようと修行生活に飛
びこむでしょう。ところが、この
時にもう問違ってしまっている。「人
はじめて法を求むるとき、はるか
に法の辺際を離却せり」と道元禅
師の『現成公案』の中に書いてあ
る。法を求めて修行しようと思っ
たその時は、遙かに間違った道を
歩んでいるわけね。私自身も修行
生活の中で、その矛盾を、理屈で
なく、肌身に感じ、どうしたらい
いのか、訳が分からなくなって七
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転八倒して苦しんだわけです。
編集部 向上の目標が現実には考
えられた世界だからでしょうね。
内山 そうなんです。大切なのは、
われわれ向上するといっても、ア
ぎよう
テを描いて 行 ずるんではだめだ。
修行というのは何のためにするか
というと俺の生命力、一つの生命
力がこう修行することだけであっ
てね。早い話が、人間が仏道を求
めるなんて、これは思いもつかな
い話なんだ。本当は、人間が思い
つく話といえば、何か面白いこと
とか、欲望が満足することだけで
すよ。それだのに仏道修行を志す
というのは何故か、 ――
編集部 無常観なんでしようか。
内山 やっぱり、人間は何時かは
死ぬんだということ、それも、た

った一人で死んでいかなくちゃな
らないんだということ。もっと根
本的に言えば、いつでも誰でも、
一人だ、一人ぎりの一人で生きて
いる、生きなきゃあならないのだ
ということ ――それあればこそ、仏
道修行みたいな妙なことを思いつ
くわけでね。
普段の我々やっている生活とい
うのは、他とのかね合いだけだも
ん。他人がほめてくれるとか、報
酬を沢山くれるとか ‥ ‥そんな話
ばかりだ。ところが本当の真実は、
一人でいつも生きてゆかなければ
ならないと言う事実があればこそ、
それだけの寂しさも感じて、これ
だけじゃいけないと感じさせるわ
けだね。
永杉 そうすると。修行生活は真

実を求めるということになるんで
すか。
内山 本当は真実の中に生きてい
るわけだ。ところが、その真実を
見失っただけ分、寂しさを感じて
修行生活をしようという気になる
わけね。だから、修行生活をして
それで何かなろうとすると、それ
は「アテ」になる。ところがそう
じゃあない。今、事実、真実の中
にズンブリつかっているんだ。思
っても思わなくても、一人で生き
ているんだし、いつか一人で死ん
で行かなくちゃあならないという
あれがね、実物としてあるんだも
の。それをただ見失っているだけ
なんだ。
永杉 ないものを探しているわけ
ではないんですね。
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内山 そう。見失っていても、深
いところにそれがあって、動いて
いるんだ。それだけが寂しさを感
じてこれじゃいけないんだなＩと
いう気分になってゆく。それが生
命のあり方なんだ。生命力として
そのまま発現すれば、これ、修行
生活にとびこむわけだ。
編集部 いくら向上しようと思っ
てもそういうアテを求めているか
ぎりダメだ、空しさが残るという
ことが、分かったように思うんです。
清水 逆に言うと、そんな向上心
なんか捨ててしまっても大丈夫と
いうことですね。捨ててしまった
方が、自由になれるわけですね。
内山 道元禅師の「証上の修」だ
――なんかのために修行するんじゃ
ない、初っぱなに「証」がある。

証というのは実物ですＩ―たった
一人で、いつかは必ず死んで行か
ねばならない ――これが実物として
あるわけです。これを見失ってい
る。見失っているけど、実際には、
それが動いているから、それに従
ってやろうというのが修行ですよ。
編集部 そうすると別にお寺に行
って頭をまるめなくたって、修行
は可能ですね。
内山 そうです。誰だって実物な
んで、実物を生きているんだ。そ
れにもかかわらず実物を見失って
いる。そして何かの思いで幻影を
描いて、それに引きずりまわされ
る ――いわゆるアテの世界に引きず
りまわされている。実物どおりに
生きようということを出来るだけ
やったらいい。

方向のある生活

編集部 それでは実物どおりに生
きてゆこうとするのが「方向」を
もつと言うことなんですか。
内山 今の状況で、どうあるべき
かということは一目瞭然でしょう。
自動車がきたら、よけるだけです。
編集部 それは一目瞭然だけど、
もう複雑な事態になると ‥‥
内山 大学はクダラナイ、これも
一目瞭然。世の中クダラナイ、こ
れも一目瞭然。そういうことに引
きずりまわされるのも尚クダラナ
イ、これも一目瞭然 ‥‥。
（笑）
和田 わたしが小学校に勤めてい
た時は、真実を見失っているよう
な気がして、それを見つけよう、
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見つけようとして、逆にふりまわ
されていたんです。それが辞めて
から、そういう真実がかえって見
えやすくなったと思うんです。今
のところ別にこういう生活で困ら
ないし、真実というものから見る
と、とても楽なんです。こういう
生き方はどうなんでしょう。
内山 なるべくね、世の中は働ら
かない方がいいんです。いや、早
起きはいいというけれど、朝早く
起きてかけ足でタイムレコーダー
を押し、一日中ボーとして、仕事
しているなんて ‥ ‥だから社会と
いうのはクグラナイ、本当の実物
じゃないんだ。
編集部 先生。一日中ボーとして
いるのは早起きのせいではなくて、
夜ふかしのせいですよ。

内山 そうね、若いうちは出来る
だけ早起きをすること。私みたい
に、若い時から昼のサイレン前に
起きるとだめ、もう日は西に傾む
いていないと気分がわるかったけ
れど、そんな生活をすると、やっ
ぱり体に悪いもん。その辺かみあ
わせて考えなければならない。 ‥
‥だが、早起きだけいいと決めて
かかると、これまた大間違いだ。
早起きして人間一体、何をしてい
るか、大抵クダラナイことしてい
るんだから。その点、安泰寺なん
か冬眠しているようなもんだ。昔
はよく学生が来て、何故あんた方
は社会に出て働かないんだと、す
ぐ言ったもん。学生という奴はね、
何でもガヤガヤ言っていれば働い
ていると思っているからね。

今の社会では、こう動きまわっ
ているその中で、じっとしている
奴が一番大きな働きをしているん
だ ‥‥
編集部 それは、よく分かります。
騒々しい動きと一緒に動いていて
はろくな働きはできませんから。
でもそういう中で働かなきゃあな
らない人が大多数なんで、そうい
う人に、クダランと言うだけでは
冷酷ではないですか。
内山 だから、みんな、やめちゃ
えばいいんだ（笑）
。私は、誰も困
らないと思う。事実、今時、食う
ことぐらい簡単だもんね。アメリ
カのヒッピーを見てると、一寸だ
けアルバイトして食っているもん
ね。日本もだいたいアメリカ並に
なってきたからね。なるべく働か
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ないようにしてじっとして坐禅で
もしてりゃあいいんだ。米と味噌
と野菜、野菜がなけりゃあ、山菜
ね。私なんか、そんな生活を理想
としているんだけど ‥‥
編集部 食うことの不安を、社会
全体が煽っているみたいですね。
そして、それで益々、実物から遠
ざかってゆく、だから益々方向を
失ってゆくのですね。
内山 よくうちの澤木老師が、や
らなきゃあならないことは、どう
してもやる。出さなきゃあなんな
いものは首でも出せ。しかし、出
してならないものは舌でも出しち
ゃあならないと、よく言った。自
分の思いで、好きだからやる、嫌
いだからやらない ――そんなもんじ
ゃあない。今の状況として、必然

的なことにしたがって行動するこ
とが大切ですね。
清水 そういう場合、自分がやり
たいことを力一杯やってゆけば、
それが悪いことでも何でも、だん
だん良くなって、
「やりたいこと」
が「やるべきこと」になってくる
んじゃないかと思うんです ‥ ‥。
ところが、先生は、何もしない方
がいいとおっしゃるんだけど、私
は、自分のやりたいことを力一杯
やっている時に、満足感があるん
ですけど ‥‥。
内山 それでいいと思う。いやね、
若いうちは、出来るだけ、いろい
ろなことをやったがいいよ。しか
しながら、いくらやりたい事であ
ってもクダラないことをやっちゃ
あいけない。人に迷惑をかけちゃ

いけない。これも割切って考える
ことだね。
吉福 先生が、あんまり世の中は
クダラン、クダランと仰るから、
清水さんが、向上心とか理想とか
は、何処へ行ってしまうのだろう
と思うんじゃないですか。僕も以
前は、私の向上心、私の好きなも
の私が選ぶんだとか、考えていた
んですが、この頃、考えようとし
てもなかなか、そう考えられない。
それとも逆に、まわりに必要なこ
とが、どんどん出てくるようにな
ったからかも知れない。そして、
それをどんどんやってゆくうちに、
ふと考えると、昔考えた以上に向
上心はチャンと働いているんです。
編集部 私の向上心、私の何とか

‥ ‥という「私の」が、いつの間
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にか見えなくなったのでしょうね。
吉福 なるほどね。
「私の」がまつ
わっていると、忽ち、行きづまっ
てしまうんです。だから、そんな
こと考えないで、そのもの、その
ままにまかせ切って生きていると、
一番、楽だし、うまく行くような
気がしているんです。
清水 私も、この頃、あんまり気
をまわさないで、やりたくなかっ
たらやらないで、他のことをして
しまうんです。そうしているうち
に、そのことも出来るようになっ
て ‥ ‥。何か、まわりをポウと見
ていて結構、やっていけるんじゃ
あないかと思うようになったんで
す。ハタ迷惑なこともあるかも知
れないけど、でも、だんだん、許
されるような気持なんです。適当

にやろうかなＩという気持なんで
す。
（笑）
外岡 頭だけでしたいと思うこと、
肉体的 ――感覚的にしたいと思うこ
と、そして頭と体で全部でしたい
と思うことの三つに分けると、僕
はこの頃、頭と体全部でしたいこ
とは、そんなに悪いことは思いつ
かないように思うのです。うれし
さという点でも、この三つはそれ
ぞれ違うんです。確かに、頭と体
全部でしたあとの嬉しさは、感覚
でいい気持とは全然違うんですね。
編集部 外岡先生がおっしゃる、
頭だけ、感覚だけというのが、吉
福君が言った「私の」がまつわり
ついたものなんでしょうね。お話
が、大分煮つまってきました。も
う少し、アテと方向ということの

違いをうかがいましようか。

生命の声

内山
〝
アテと方向 〟 というのは
ね早い話が、北へ向かって行こう
という、あちらの松の木がある方
だというので行くのが 〝アテ 〟 。
これに対して今こうして、磁石を
見て、ああ、こっちだと磁石の指
す方向へただ一歩一歩いて行く。
これが 〝方向 〟 です。磁石はいつ
でも、今ここ〈ふところ〉にある。
今ここの状況では、どうい方向に
行くかというだけで ‥‥
編集部 生命がちゃんと分かるん
ですか。
内山 ええ、今の状況 ――刻々に景
が変わってゆくんだから、今自分
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の生命の風景も刻々に変わってい
る。しかしながら、行くべき方向
は、磁石（生命）がちゃんと知っ
ているわけなんで ‥ ‥。到達点を
描くとしたらそれはアテになって
しまう。磁石を見ているのが方向
でしょう。
清水 一歩一歩が他人に迷惑をか
けているのは、方向が間違ってい
るんでしょうか。それが、自分の
やりたいなＩと思っていることと
一致していないのは、また間違っ
ていることになるんでしょうか。
内山 だから、自分という根本の
にもどるんで。私が、自分自分と
言っているのは、本当の自分では
なく、単なる個体なんだ。私を生
かしている力とあなたを生かして
いる力と不二の生命、個体的な俺

であると同時に、この個体的な俺
は、不二の力とぶっつづいている
――これが本当の自己なんだ。
編集部 思いは幻影である、と先
生は言われるでしょう。そうする
と、将来のことについて、考え、
予想し計画をたてる ‥ ‥というこ
とも幻影であり、アテで無意味な
んですか。
内山 そうじゃあないですよ。明
日のご飯の仕度は、今日のうちに
やって準備をしておく、これは方
向ですよね。未来という奴は、現
在の向こう側にあると思うのが間
違っているんでね。向こう側にあ
ると思うと、アテになってしまう。
そうじゃあない。未来は、現在の
頭の中に考えられてこそあるとい
うわけでね。結局今の風景でしか

ない状況なんだ。
編集部 そうすると、思いも、事
実ではないんでしょうか。
内山 思いも結局、生命力の発現
なんで、思いという事実には違い
ない。しかし、思いの中で思って
いることは実物ではない。例えば
ね、頭で火を考えたって、頭は燃
えないでしょう。考えを止めれば、
火は消えてしまう。ところが、実
物の火は、手を出せば焼けるんで、
これは分けないといかん。分けな
いから、頭の中の出来事に引きず
りまわされる。
もう少し言うと、ここに食べも
のがある。それを食いたいという
のは思いでしょ。しかし、食って
はならない時に、食いたいという
思いにふりまわされれば、これは
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大変だ。この時、食いたいという
のは、事実であっても、真実では
ない。生命の全体を生かしてゆく
のが真実なんだから。生命の全体、
生命の真実として ――生命は、全体
としてしか存在しない ――食うべき
時には食わねばならないし、食っ
てならん時は食ってはならん。そ
れが真実なのだ。食いたいという
事実と、生命全体としての真実と
は区別しないとね。
思いというものを否定してはい
けないが、また、それに引きずり
まわされてもならない。
外岡 今ここの状況の中で何をす
べきか？ それは、考えなくたっ
て出てくるでしょう。
内山 野菜でも、肥料や水をやり
すぎて葉っぱだけ茂らしても、足

らなくてもいけない。全体がよく
ならなけりゃならない。それじゃ
どうするか。それは、よく見てい
れば、すぐ分かることですよ。
編集部 何を見ているんですか。
内山 折り紙でもね、例えば何か、
馬なら馬でも、それを作ろう作ろ
うと思ってね、頭や耳はどうか、
足はどうか、胴はどうなっている
か ‥ ‥と考えて作ると、似ても似
つかぬものになってしまいますよ。
本当のものを作ろうと思ったらね、
外をキョロキョロみないで、自分
だけ見ていなきゃあ。無限に創造
する領域というのは、自己の生命
だけですよ。
編集部 自分というのは、ぶっつ
づきの生命としての自己ですね。
内山 生命というのは、全体でな

けりゃならない。宗教でも、今の
時に合わせた宗教なんて、そんな
もの考えていたって、どうせ世の
中をひっぱっていきゃしない。永
遠だけを追求していればいいんで
すよ。そしてこそ、はじめて世の
中を引っぱってゆく力になるんで
ね。
編集部 生命が磁石なんですね。
そして「生命の全体としての声を
聞く」という生活が方向をもった
生活であるということが、大変よ
く分かりました。
内山先生はじめ、皆様、本当に
ありがとうございました。

△ 文責編集部 ▽

ま みず第六巻 第三号

昭和四十六年三月号
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手書き未定稿

家庭教育は
学校教育の土台

家庭は苗床

和田重正

草花によい花を咲かせるのには
まずよい苗床で育てなければなら
ない。痩せていてはいけないが、
肥えすぎた土に生えた苗は葉が茂
りすぎてその割に根張りがわるい
から、移植の時の植えいたみがひ
どい。日当たりが充分でなくて水

分ばかり多いところで育った苗は
ヒョロヒョロで、花壇に出しても
丈夫になるまでに日数がかかって
立派な花を見ることはむずかしい。
子どもにとって家庭は苗床のよ
うなものである。ここで十分に根
を張り、葉を作り、将来の健全な
発達に備えなければならない。
苗が出来損ないだったら学校と
いう花壇に植え出したとき、そこ
で施される濃厚な肥料分を消化吸
収することはむずかしい。
花を咲かせることにばかり心を
奪われ、幼いうちから花の養分ば
かりを与えて、根を張り、葉を茂
らせることを怠ったとき、植え出
された草は腰が立たなくて、ただ
生きているだけという有り様にな
る。幼な子に知識や技術を仕込む

ことに家庭が熱中したらば、その
子は長じて足腰の立たぬ登校拒否
青年となることは間違いない。
もし親の支えによってどうにか
大学を卒業するまで持ちこたえた
としても、三十歳四十歳という人
生の花を咲かせるべき時期に至っ
て、突然生きることの虚しさに襲
われ救いようのない状態に陥るで
あろう。いわゆるエリートコース
を進んだ中堅サラリーマンにその
例をいくらでも見ることができる。
それが今日の実情である。
そうなってからどんなに嘆いて
も詮ないことである。

家庭は安息の巣である

小鳥も人も安らぎの場を持たな
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ければ狂ってしまう。外に出れば
危険が迫るかもしれない。自分の
役割をおろそかにしては食を失う
かもしれない。
その用心と行動のために心身の
調子を崩すこともやむを得ないだ
ろう。そしてもしそれを調整する
ための安らぎの場所がなかったら、
小鳥も人の子も心が常に焦りと不
安に攻められて正常には育たない。
家庭は安らぎの場、身心調整の
場でなければならない。
それなのに、親と共に家にいて
なお監視の目を感じ、手足をこわ
ばらせ、肩に力を入れていなけれ
ばならなかったら人の子はどうな
るだろう。その子の息は浅く小刻
みになって首は硬直し、いつも頭
に血が上がって、腰はかがみ、腹

が凹み、目はうつろに、そして十
二歳で近眼鏡、三十歳で老眼鏡を
必要とするかもしれない。
家庭は安らぎの場でなければな
らないのに、親の監視や強制は子
どもから安らぎを奪って家庭を整
えの場でなくしてしまう。
では教育は
どうしてするのか
監視や命令なしで教育ができる
のだろうか、いぶかる人もあるか
もしれない。いや実際は学生や家
庭の親たちの中には、教育を監視
や命令によって子どもを動かす操
縦術だと心得る人がどんなに多い
ことか。
しかしこれほど大きな見当違い

はない。
教育は愛情に満ちた奨励と助言
によって行われるので、警察のよ
うな冷たい監視の目とおどしによ
って行い得るものではない。親は
子どもの絶対的味方として、家庭
を子どもにとって正しい安らぎの
場にしてあげなければならない。
それを心がけない親は第一条件を
欠くと言わねばならない。

安らぎの場とは ？

先日ひとりの青年が山の生活道
場へやってきて、
「自分はＹと言う
錬成道場にいたのだが、そこは自
分の性格に合わなくて、精神的に
疲れ果てたので、ここに安らぎを
求めてきた」と言う。見ていると、
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一日中寝転んでタバコを吸ってい
るので、私は、
「何もせずにゴロゴロしていても
頭がボーッとするだけで精神は
休まりはしない。むしろ規律あ
る生活の中で適度の労働をする
ことによって精神の疲労の回復
は順調に得られるものだ。
」
と言ってやったら早速荷物を纏め
て逃げるようにして出ていった。
安らぎというものをこの青年の
ように思っている人が案外世間に
は多いようだ。
家庭を本当の安らぎの場として
生活できるようにするのには規律
が必要である。その規律を維持す
るのには、親が自らの生活姿勢を
正しくする。と同時に子どもには
助言と指導を与えねばならない。

それによってよい家庭生活が実現
すれば子どもは自然に意欲に満ち
何事にも興味を持つことになる。
そしてその意欲はむろん学習にも
向けられ、この面でも大いに発展
するものだ。
功を焦って勉強を奨励強制する
よりも家庭を安らぎの場とし、意
欲の噴出を促す方が、単に勉学と
いう面だけを取り上げても遙かに
早道で効果的であることを知って
もらいたい。

本年度の研修会

当会の宿泊研修会を
９月２２（日）～２３日
（祝）に小田原 尊徳記
念館にて行うべく準備中
です。当誌６２号同封で
ご 案 内 を お 届 け 後 、短
期間でお申し込みを締
め切りますので、参加ご
希望の方はその旨お心
づもりをお願いします。

後

記

和田先生の講演稿「ケチな根

性はいけない」を読んで改めて

自分の中にあるケチな根性を見

つめ直しました。座談会 アテと

方向の記録では、内山興正先生

のずばりと核心を突いた辯舌や、

質問に対する的を得た応答ぶり

を思い出しました。

いずれもケチな根性について、

生きる姿勢、方向について解り

やすく説かれており、若い人の

中にはこのようなお話に接する

ことを願っている人も少なくな

いのではないかと思います。当

誌が少しでも多くの方々のお目

に触れることを願う次第です。

・
「まみず」に出会っては今回は

お休みします。
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ある日の一心寮

食事風景。合宿中にもお客様が登ってこられる。食事はお客様も合
じか
宿者と共にとるので、お客様は合宿生活の中に直に投げ込まれた
感じになる。活気溢れる雰囲気を堪能するひととき。この日のお客
様はガラス工芸作家で「カガミクリスタル」創設者の各務鑛三さん
（和田先生の隣）と、ガラス工芸作家の吉田丈夫さん（左端）

和田重正に学ぶ会機関誌
第６１号
平成３１年４月１日
発行
発行
〒399-3301 長野県下伊那郡松川町上片桐１３５２
和田重正に学ぶ会
平澤 正義
和田重正に学ぶ会ホームページ

郵便振替口座 00200-2-0044305
加入者名
和田重正に学ぶ会

http://wadashigemasa.com/
和田重正に学ぶ会 会費は 年二千円

機関誌『ここに帰る』の別売は ・６０号以前は一冊二百円（〒別） ・６１号以降は一冊四百円（〒別）
◇◇
当会活動資金へのご寄付 大歓迎
◇◇

- 40 -

