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『白 道』 三

和田重正

彼は剛情者である。自分に納得のゆかぬことは出
来ない質の人間である。その為彼はどの位損をして
いるか知れない。 ――損だと承知していながらどうに
もならないのだ。彼の有名なる貧乏の一つの原因が
その剛情にあることも自他共に認むるところである。
終戦直後に彼は偶然の機会にかなり広い畑を手に
入れて、それによって親子九人が今日まで餓死を免
れて来たのである。その畑からは穀類芋類など主食
は配給の不足分を補うに辛うじて足りる程度である
が、野菜類は時に作り過ぎて自家では消費しきれな
いほど出来ることがある。そういう時に彼はせっせ
と近所隣や知人のところへ持って行ってみんな只で

く
く

あげてきて来てしまうのだ。彼の親しい人たちはそ
れを見て「いつも三十円・五十円の金に困っている
なら野菜を売ればよい。みんなよろこんで買ってく
れるのだから」と売ることをすすめるのである。彼
もたしかにそれに違いないと思うのだが、彼はどう
しても売る気にならない。
今年の夏も茄子を作りすぎて一日起きに二貫目な
いし三貫目の茄子が採れてしまうので彼はそれを無
駄に萎びさせないために骨を折って知り合いの家へ
恐る 持ち込んで貰ってもらったのである。何故恐
る かと言えばこんなに処分に困る程ある茄子だか
ら何処の家でもあまり歓迎されないだろう、或いは
貰ったものを無駄にも出来ないので却って迷惑に感
じられるかも知れないと思ったのである。段々後に
なって判ったのだが、本当はそんな心配は無用だった
らしい。普通の家では矢張り貰えば重宝がったようだ。
それは兎に角、安く売っても二日に二百円位には
なるのにそれを売りもせず、いつも三十円、五十円
の金がなくて困っているのだから実に馬鹿気た話な
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のだ。よろこんで買ってくれる人があるなら売って
その金を配給の足しにでもすればよさそうなもので
あると自分でもそう思うのだが、その気になれない
のである。
何故自分はそういう気楽な道をとろうとしないの
だろうとかんがえてみるが、どうも分からない。物
を売ることを賤しい行為だと信じているせいかと度
々反省してみるが、彼自身はそうは考えていない。
売買という万人に認められている結構な方式を利用
することは少しも賤しいことでもなければ恥ずべき
行為でもないことはよく承知しているのである。ま
た、自分の無欲恬淡ぶりを誇りたいのかと思ってみ
るが、そんな子どもっぽい気持ちが自分にあるとは
どうしても感じられない。実際彼はそれ程の俗っぽ
さは持ち合わせていないのである。
しかし、売ることによって何か非常な損をするよ
うな気が漠然とするのだが、別段損をするものもな
さそうにも思える。
それでは一体どんな理由があるのだろう、と時々

く

考えるが分からない。それで彼は一応仮に「野菜を
作るのは自分が食べる為に作るので売る為に作るの
ではない。売る目的で作ったのでないものを売ると
いうのは最初の趣旨に反する。だから食べきれない
分は無償で他の人に捧げるべきだ」と理屈をつけて
いたのである。しかし、この理屈も屁理屈のように
思えて落ち着きが悪くて困っていたのだ。
ところが或る日彼が自転車で走っているとき俄然
この謎が解けたのである。
「ははあ、なるほど 」
と電車道を走りながらハンドルを叩いてひとり悦に
入ったものである。
「自分が丹精込めて作ったものの値打ちをお金で評
価して限定してしまいたくないのだ。お金も欲しい
が、丹精とお金の交換ではあまりに歩が悪い。丹精
と釣り合いのとれる反対給付は人々の無条件的よろ
こびだ、 ――こう俺は考えていたのだ」
こんな簡単なことが何故今まで自分に分からなか
ったのかと不思議に思われて仕方がなかったが、小
さなことでも自分の本心を遂に探り得たことは愉快
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でたまらなかった。
さて、こう分かってみれば売ろうと売るまいと自
由である。売りたくないという考えから解放された
のだ。彼は自分の分不相応なぜいたくに気がついた
のである。自分と八人の家族を窮乏のドン底に立た
せておいて自分一人が他人の喜びを楽しもうとして
いたのである。随分身勝手な道楽を企てそれに執着
したために自由を失っていたのであることに気がつ
いたのだ。何という馬鹿々々しいことだろう。
心中の謎が解けて数日後葱苗を買わねばならなく
なったのだが、その金がない。四百円ほど入用なの
である。そこで彼は喜び勇んで、新たに獲得した自
由を行使すべく茄子を自転車に積んで売りに出たの
である。金を得るためであるから最も割よく買って
くれるところを狙わねばならぬと考えながら実はな
るべく貧乏そうな家を選んで訪れている自分を発見
したのだ。
そして、こういう弁解を自ら試みたのである。即
ち、第一に貧乏人は人情を重んじ金を粗末にするが、

二四・八・二六

金持ちは金を尊重し人情を粗末にするものだ。第二
に貧乏人は同病相憐れむといった慈悲心を起こして
くれるだろう。そうすれば物を売りながら托鉢をし
ているようなものだ ――と。だが、この弁解を自分に
言い聞かすや否や吐き出したい気持ちがこみ上げて
くるのを感じた。
「嘘つけ！、たとえ一般的にはそれ
は事実であってもお前が金持ちを除けているのはそ
んな理由のためではない！何故もっと正直になれな
いのだ！」愚かさと浅ましさと傲慢とその他あらゆ
る醜悪と金四百円とを懐中に意識しながら泣き出した
い気持ちで夕方の町を家に向かってペダルを踏んだ。

四 男は金儲けの器械

Ｗ氏は多少常人と違う経済観を抱いていると見え
て、
「われこそは無限の富者だ」と確信しているので
ある。ところが実際はポケットの中には勿論家中探
しても十円札一枚出て来ないのを彼の常態とする。
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それはまだよいとして、彼は配給や子ども達の学校
の費用をととのえるのに並々ならぬ苦心をするので
あるから他人が見れば彼の確信と現実とは甚だしい
食い違いを示しているように見える。だがＷ氏にと
ってはそれが感じられないらしい。理屈は兎も角、
富者Ｗ氏は十人の家族の生活のために実に涙ぐまし
い努力をしているのが事実である。
ある時いよ 切羽詰まった彼氏が苦心惨憺の末辛
うじて返却の目安を立てて知人から借用した千円を
持って帰宅したことがある。
「これで当座凌いでくれ」
と言って氏はやや得意の面持ちで細君に百円札の一
束を渡した。ところが細君は受け取るや否や目の前
に札を並べて勘定をしはじめたのである。
「お米とお粉でこれだけ、お味噌が百円、子どもの
給食代が三人分でこれだけ、それでおしまい。薪と
バターの配給はとれないし、電燈料も、新聞代も払
えないわ。ねえ、そうでしょう」と、そばで見てい
た長女を省みて言ってから、Ｗ氏の顔をのぞき込んで
ニヤッと笑ってみせたものである。氏は事の意外に全

く

く

く驚いてしまった。これだけあれば久しぶりで子ど
も達にコッペパンの半分ずつも買ってやる余裕があ
ると思っていたのに刻下の最低必要額の半分にも達
しないとはまことに意外なのである。
それさえあるに、細君のハシタない仕草に会って
彼はつかまりどころのない心の動揺を感じた。その
動揺がみる うちに振幅と頻度を増大して嘗て経験
したことのない不快な興奮状態に陥ってしまった。
結婚以来十五年間些かも易ることなく持ち続けて来
た妻に対する尊敬と信頼と愛情の気持ちが一瞬にし
て消え去っていく不安をさえ感ずるのである。
彼はその晩、一言も言わずに床に入ったが、うと
とすると突然思いもせぬ言葉が胸に浮かんで来
た。
「男は金儲けの器械だと思ってやがる！」はっと
して目覚めた彼はこの言葉の実感が湧き上がってく
るのを切ない思いで見つめねばならなかった。
それから二日間この不思議な言葉に悩まされたが、
流石はＷ氏である。遂に三日目の朝、顔を洗ってい
るとき見事にこの言葉を解決したのである。 ――
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二四・九・三

「そうだ。男は金儲けの器械なのだ。全くその通り
なのだ。ほかのものでもあるが一面金儲けの器械で
も、たしかにあるのだ。この事実を認めまいとする
ところに数日来の不快があったのだ。そして、俺の
ように器械の役目を碌に果たさないものはスクラッ
プにされても文句のいうところはないのだ」 ――
彼の心は晴々とした。そして彼の所有する無限の
富の中から必要の分だけは引き出す手続きを怠らぬ
ことにきめたのである。彼ははじめて、自分が十人
分の払い下げ手続きの責任者であることに気がつい
たのだ。手続きの責任者。そんなものが必要だとは
今まで知らなかった迂闊さを恥じつつも、彼はそれ
以来何か張り合い感じて見違えるほど活動的になっ
たのである。

五 貧乏人の教育
「貧乏は子供の敵である」という誰かの言葉がある。

く

日本中が貧乏になり、その中でもＡ級に属する貧
乏人に自身がなってみてこの言葉の真実さが味わわ
れてきた。貧乏人の子供には夢を抱かせることが困
難である。これが一番の痛手だ。
第二には貧乏は文化人としての教養を与える教育
を不可能にする。文化教育のなされない子供は近代
人にはなり得ない。悲しいことだ。だが現実に今、
我々は貧乏なのである。貧乏でなくなる努力はもち
ろん必要だが、教育は刻下の問題である。この現実
においてわれわれはどんな教育に力を注ぐべきか、
考えてみたい。
人間は文化人である前に先ずただの人間である。
ーーその人間の幅と厚みを育てることだ。それには
必ずしも高度の文化的教育を必要とはしない。高い
旅費をかけて地方からわざ 東京の博物館へ行かな
くとも、あるいは誰も彼もがピアノやバイオリンを
習わなくともよい。それは望ましいことではあるが、
そのために家庭が非常な無理をして暗くなるようだ
ったら馬鹿げたことである。
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基本的人間的教養は骨肉であり、文化的教養は飾
りである。貧乏人の子供にはせめて人間的教養は十
分に得させたいものである。
人間教育と文化教育とが時間的には同時に並行的
である場合でも、論理的には人間教育が前で文化教
育が後と考えられるべきである。
それだのに、お金持ちの家で文化教育をやるのを
見て隣の貧乏人がその真似をしようとして血道を上
げていた日には土台のないところへ飾り物を組み立
てようとするようなものだ。美観も重宝さも出来上
がりはしない。貧乏人は残念ながら土台と飾り物と
同時に作れないのだから、先ず 金のかからない土
台の方をしっかり作っておいて、載せる物はその後
にしよう。
人間教育の方法は金がかからない、時間もかから
ない。親や教師の心がけひとつだ。
「貧乏ではその心
がけになれないのだ」とよく人は弁解するが、われ
われは自分の経験と他の多くの実例からそれを信ず
ることはできない。

旺盛なる生活意欲、事実を尊ぶ心。事物の見方考
え方、何にも増して愛すること。こういうことは親
や教師の心がけ一つで育てることができる。
この人間的土台さえあれば機会を得て文化的教養
を取り入れることは比較的容易である。
土台のないところへ文化を押し付けたらばどうな
るだろう。現在多くの青年のオッチョコチョイぶり
を見れば直に明らかなことだ。これは深刻な悲劇で
ある。この悲劇から青年たちを救うことも急務に違
いない。しかし、少年をもその後を追わせようとし
ているが学校や家庭の現状にはさらに心を痛める。
現象は現れてから消すのは骨が折れる。現われな
い先に何とか処置をしなければならない。
政治家は、主に現われてからの手術を考える。教
育家はその前に内服薬で処置するのが任務だ。
文化は人間（人格）によって統一されると美しい。
統一のない文化の散乱はどぎつい色と形の出鱈目の
取り合わせで醜悪の極みだ。

二四・四・二八
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こ と ば
いれもの

白い杖

○ことば は容 器だ 。中身 のない 堅い容 器を投 げ合っ て勝負 を争って
いる のが 世の 中だ 。新 聞雑 誌ラ ジオ を筆 頭に 人の集会 家庭に至 る
まで。 ――ことばほど不快なうるさいものはない。

、の
、ち
、に満ち溢れたこと ばほど貴 いもの はない。 美しい こ
○だが 、い
と ば、 力 強い こと ば。 それ が柔 らか い心 に注がれ たとき 、どんな
に美しい、力強い人柄を生み出すものか。

うみ

―大きな苦しみと深い慰めと ―

母から与えられたもの

2

和田重正
「母」について語ろうとすればど
の母よりもまず自分の母が念頭に
浮かんで来るのは止むを得ません。
しかし私はもう度々自分の母につ
いて語って来ました。しかも早く
母を失った私は母について知って
いることは極めて少ないのです。
ですからこれから述べようと思う
ことも、すでにどこかに書いたこ
とと重複する部分が多いかと思い
ますが、それでも私は母について
語るとき自分の母を省略すること
はできません。それほど私は、心
に残るたしかな記憶をたよりに母を
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13

慕っていると言えるのかも知れま
せん。
まことに不思議なものです。仏
壇の中にある母の写真は恐らく母
の三十歳頃のものでしょう。今の
娘達の年頃の姿です。その写真を
眺めているのは六十五歳になるこ
の自分です。三十歳の若い女性を
六十五歳の老人がわが母と思って
何の不自然さも感じないとはどう
いう仕掛けが母と子の間には仕組
まれているのでしょう。
○
よしや世は底しれずまで濁るとも
千代に清かれ菊の下水
朗子
これは母の辞世の歌です。

父のアメリカ留学中のことです。
われわれ幼い四人の子どもを遺し
て丹毒という熱病のため母は死に
ました。死の直前に母は筆を求め
て書き下したのがこの歌です。
菊の下水とは、南朝の忠臣楠氏
の一門として菊水の紋所に誇をも
つ者、という気持ちでしょう。大
正の初めであり、薩摩武士の娘と
して育った母としては菊水の紋に
崇高な誇りを党えていたのは寧ろ
当然だったでしょう。
この辞世の歌を仰向けに寝たま
ましっかりした手つきで書いたと
きの光景を、五十八年もたった今
でも私はありありと思い浮かべる
ことができます。
母が亡くなった当時は私は幼か
ったし、意味を説明してくれる者

もなかったので、この歌に特別な
関心はもっていませんでした。
「あれは何を言おうとしたのだろ
う」と気になりだしたのが中学に
入った頃でした。その後、年と共
にだんだん意味がわかって来るに
従って、母がわれわれに托した命
がけの願いが骨の髄まで沁み透っ
て来る思いがしました。今でもこ
の歌を静かに味わうと胸がいっぱ
いになって涙が溢れてきます。
「いやしいことは断じて、いけま
せんよ」とメンコの好きな私によ
く言いきかせてくれました。その
時私はいっも「お母さんはどうし
てボクが時々コスイことをするの
を知っているんだろう」と不思議
に思いました。でも、そう思うだ
けでコスイことが悪いことだとは
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あまり思いませんでした。ですか
ら勝負に熱中してきて「あのメン
コはどうしても取るんだ」と闘志
が漲ってくると、相手に少しでも
すきがあればサッと細工をしてし
まいます。これもウデのうちだと
思っていたのです。
ところがある時私がズルをした
のに相手が気がつき、大喧嘩にな
ったことがあります。その時母は
有無を言わさず私のメンコを全部
取り上げてしまいました。
いくらぐずっても、
「いやしいまねをするような人に
はメンコはさせません」
と言って取り合つてくれないので
す。仕方がないので私は仲間から
カリメンをして、それをもとでに
どんどん稼いで忽ちカネモチにな

りました。それを見て母はどう思
ったでしょう。
「困った子だ」と思
ったでしょうか。それとも「なか
なかやるわね」と思ったでしょう
か。恐らく両方思っただろうと思
います。ずっとたってから、
「いやしいことやきたないことを
してはいけませんよ。勝負は正
々堂々とするものです」
というようなことを言いながら、
前に取り上げたメンコを全部かえ
してくれました。
母からことばで教えられたこと
で記憶に残っているのは「いやし
いことはいけません」ということ
だけです。
その母の唯一の遺訓はいつの間
にか私の体のどこかに沁み込んだ
ようです。そしてその沁み込んだ

ものが絶えず私を内側から非難し
ます。
どういうわけか私は、少年時代
からひとに見透かされると恥ずか
しいようないやしいことをしてし
、ち
、なので、いつも自
まい勝ちなた
分自身に不機嫌でいなければなら
なかったのです。十七、八歳の高
校時代になって「自分の生きる道」
を求めはじめると、取り除き難い
自分のこの悪癖が益々目につき、
やり切れないものに思えてきまし
た。
こんなことから私は自分自身と
いうものを執拗に追求しないでい
られなくなったのです。そして、
いやしいことをしたくなる源は自
己中心的なケチな根性にあると突
き止め、それと同時にわれわれ人
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間が惹き起こす不幸の大部分はこ
のケチな根性が原因であること、
また自分をほんとうに生かし切る
ことができない障りの正体もこの
ケチな根性であることがわかりま
した。
それで私は自分をこのケチな根
性から解放するためにいつも気を
配り、その根を断つ工夫をつづけ
て来ました。また、ケチな根性は
自分が自分を生かすのに一番大き
な問題であったのだから、他の人
にもなるべくケチな根性を持って
もらいたくない、
「ケチな根性は自
分を生かすのに妨げになるのだ」
ということを知ってもらいたいの
です。それで私の塾では、ケチな
根性はいけない、というまことに
風采のあがらない文句を第一番に

掲げているのです。この文句を使
いはじめてからもう三十年にもな
りますが、外観が貧相な割に使い
でがあって、私が一生使っても使
い切れない内容をもっているよう
な気がします。
考えてみると、この子ども向き
と言うか、俗人向きというか、ま
ことに手軽な文句を得て、いささ
か自分自身の解放と若い人々の向
上の手がかりとなし得たことは自
分の生涯にとってこの上もない悦
びですが、ここに到る出発点は面
影の記憶もさだかでない母のあの
命がけの願いにあったことがわか
ります。 ――世間がどんなに濁っ
ても、決してあさましい根性を起
こしてわれとわが心を濁らせませ
んように ――と。

、と
、ば
、は
母が私に遺してくれたこ
前に述べたように唯一つでしたが、
ことばを通さずに心から心へ直下
に伝えてくれたものは量ることが
できない程だと思います。中でも
私が一番有難く思うのは自然に親
しみ、自然を見る眼が開かれたこ
とです。
これは恐らく母が特別に意図し
たことではなかったでしょうが、
母自身の自然への親しみと、曇り
ない眼でそれを捉える無我の心と
が短かい年月の間に私に移された
のだと思います。
自然への眼が開かれたのは、ナ
スの初花を見て思わず放った母の
感嘆の声によるのですが、自然へ
の深い親しみはそのような一撃に
よるのではありませんでした。
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春が来ると母は白い足をはだし
にして、広い屋敷の半分を仕切っ
た畑に出て土を踏みました。私も
真似をしてハダシになって土をい
じりました。
母はアリを可愛いがりました。
畑の方にいる大きい黒アリや家の
まわりの小さなロシヤ・アリ（赤
アリのことをそう呼んでいました。
日露戦争の影響です）に時々花見
という茶色の砂糖をやって、アリ
たちがいっぱい集まって来るのを
よろこんで見ていました。私も母
のわきにしゃがんでそれを見てい
ました。
母はズイキという、茎の赤い里
、ね
、二列で
芋を作りました。短いう
すから多分全部で二十株ぐらいだ
ったのでしょう。九月の、今晩は

十五夜だという日に母はその中か
ら三株を掘り起こして丁寧に洗っ
て土を落とし、白い根をとってそ
れを近所に住む母のお友達の家へ
持って行きました。むろん私も後
からついて行き、母とそこのおば
さんとの話のやりとりを聞きまし
た。私は母のズイキの扱い方と、
おばさんとの会話の様子からズイ
キというものがどんなに貴いもの
であるかを知りました。それがも
とになって大根ニンジンなどすべ
ての野菜の貴重さを知り、それを
育てることに言いようのない喜び
を感ずるようになったのです。
母は柿の花を、かわいい、と言
いました。そして柿の実の色づい
たのもきれいだと言いました。し
かし何よりも母を感動させたのは

秋に落ちるあの柿の葉のツヤと色
だったようです。幾枚かを拾って
きて縁側に並べて眺めていました。
そして何か言ったのでしょう。私
は柿の落葉がそんなに値打のある
ものなのかと、その時以来色づい
た柿の葉に特別な関心をもつよう
になりました。
夏の夕方、月見草の開くのを毋
はどんなに深い感動を以って眺め
たことでしょう。私は幼い頃から
今日まで、この感動は少しも衰え
ません。母の感動がそのまま私の
心に続いているのに違いないので
す。
私は今でも草木を見、月を見、
雲を見、川の流れをみつめ、蜘蛛
の働きや蛙の動作を眺めることは
この上もなく好きです。それらに
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限りない親しみを覚えるからです。
親しみというのは、自分自身の何
ものかを相手の中に見出すときに
生まれる感情だと思います。
しかし自然のあらゆるものに感
ずる深い親しみの情は、私自身が
成長の途中で自ら修得したものは
一つもなく、幼い頃、母によって
伝えられたものをそっくりそのま
ま持ち続けて来たに過ぎないよう
な気がします。
これは或いは私の錯覚かも知れ
ません。自然への親しみの感情が
母へのなつかしみの情と私の心の
中で分かち難くなっているために
親しみを覚えると、それの淵源が
母にあるような気がするのかも知
れません。しかしいずれにしても
自分がこれほど深く自然に親しむ

ことのできるのはあの母の子とし
て生まれたおかげであることには
間違いありません。
私は「いやしいことはいけませ
ん」という教訓によって苦しみの
深淵に導かれました。そして一面
自然への限りない親しみを伝える
ことによってこの上もない慰めを
与えられました。
大きな苦しみと深い慰めを与え
てくれた母は私にとって何だった
のでしょう。私はようやくそれが
わかって来たような気がします。

まみず第七巻 第二号
昭和四十七年 二月号
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自分を生かす

白い杖

自 分を 生か した い、 無駄 にし たく ない と誰 でも思 う。それ にも拘 わ
らず自分を思いきり生かしている人はめったにいない。何故だろう。
一つ には 生か す とい うこ との 誤解 が原 因で はないだ ろうか 。お金を
生か すと はお 金を 働か せる とい う こと だ。 才能を生 かすとは 才能を
活動 させ るこ とだ 。そ れに よっ て更 に儲 け、 地位を かせぐこ とでは
ない 。自 分を 生か すこ とは 自分 の能 力の すべ てを働か せるこ とだ。

、い
、肉を蓄え るの
何で も出 し惜 しみ し、 取り 込む こと ばか り考 えてぜ
は自分を生かしているのではない。死蔵しているのだ。

うみ

―喪われつつある母性 ―

母性と文化

3

和田重正
大論文のような題になりました
が、実はそれほど大袈裟な話では
ないのです。
この正月のテレビで、動物園に
長く飼われたチンパンジーやオラ
ンウータンなどは自分の子どもを
自分で育てなくなる、という話を
している人があったそうです。私
は直接聞かなかったので幾分間違
いもあるかも知れませんが、とも
かく人間に近い動物はあまり何か
ら何まで世話を焼かれる癖がつく
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14

と自分では何もしなくなるという
ことらしいのです。同じような話
を数年前にも何処かで聞いたこと
があるので、恐らくそれは事実だ
ろうと思いました。そしてそれが
緒になって「母性と文化」につい
て時々考えるようになりました。
母性について私は特別に研究し
たこともないし、取り立てて考え
たこともないのですが、なんとな
く母性の尊さや有難さはその無我
の慈愛とそれを貫き通そうとする
精神の強靭さにあると思っていま
す。その慈愛と強さによって子ど
もらは身心共に健全に育てられる
のだと思うのです。
先日うちの長男の嫁が生まれて
二ヶ月ばかりの赤ん坊を連れて来
て、おむつを取り替えながら言い

ました。
「赤ちゃんというものは絶対的な
力を持っているものですね。夜
中に、わたしがどんなに疲れて
眠っているときでも、赤ちゃん
の一ト泣きで起こされるし、お
むつが汚れると面倒臭いとも言
っていられないで取り替えてあ
げなければならないし ‥ ‥ほん
とに赤ちゃんていうものは大し
たものですね」
「全くだ」と私は思いました。
そう言えば自分の子どもたちが
赤ん坊だったとき私の妻がどうし
たか覚えがありませんが、お嫁に
行った娘たちが赤ん坊をつれて来
ておむつを取り替えるとき「きた
ないわネ」とか「面倒臭いわね」
などと言っていやな顔をしたのを

く

見たことはありません。おむつを
替えるときはどんな母親でもとて
も嬉しそうに見えます。口では「ク
チャイ 」と言いながら、わざ
わざウンチの臭を嗅いだりしてい
ます。
それより、オッパイを飲ませる
ときのお母さんの姿ほど安らぎに
満ちたものはありません。一日に
四、五回、二、三十分ずつもジッ
として飲ませるのですから大変な
辛抱だろうと思いますが、そんな
ことに本気で腹を立てているのは
見たことがありません。どんな理
屈をつけて納得しているのか知り
ませんが、みんなまことに満ち足
りた様子で飲ませています。
こういうことはむろん深い慈愛
の心があってこそできるに違いあ
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りませんが、その上に「わたしが
しなければ、誰に代わってもらう
ことができるか」という覚悟が力
になって実行させられるのだと思
います。そして、その実行によっ
て更に慈愛の念が一層深まるので
しょう。
覚悟といえば、お産ほどのっぴ
きならぬものはありません。泣い
ても喚いても、逃げ出してもこれ
ばかりは他人に代わってもらうこ
とができません。どんな意気地な
しでもどうにかして自分でやり遂
げなければなりません。覚悟がで
きてもできなくても、結局追い詰
められれば覚悟を決めざるを得な
いでしょう。
私は自分の娘達や身近な女の人
つ ぶさ
の、お産の前後の様子を 具 に観

察していつも感嘆するのです。そ
して母性の慈愛と強靭性は、母と
なるにはどうしても通過しなけれ
ばならないこの関門の体験から自
然に身についたものだと思わされ
るのです。お産の後も、先に述べ
たような余人に代わることのでき
ない母親のつとめを重ねることに
よって、母性の慈愛と強靭性は益
々高められ、それによって人の子
は、身心共に円満な発達を遂げさ
せられるのだと思います。
、っ
、ぴ
、き
、なら
そこでもしこれらの
ぬ母親の役目を、文明の進歩と文
化の偏向によって免除されること
になったらどういう現象が起こる
でしよう。
当然母親の慈愛の深さと強靭性
の度合に大きな変化が起こるに違

いないと思います。その変化は子
どもの、特にその心の発達に影響
を及ぼさないではおかないでしょう。
近頃母乳の出のわるい人がだん
だん多くなっているそうですが、
母親の栄養がわるくなったせいだ
とは思われません。恐らく、ミル
クが手に入り易くなり、それを飲
ませる道具も便利にできていて母
親の体を与えなくても済むという
、っ
、ぴ
、き
、な
文明の進歩が、母親のの
らぬという精神の緊張を緩めたお
かげだと思います。つまり文明に
よって母性が怠けさせられたのだ
と言えると思います。
なおおむつの件も、アカの他人
が合理的にそして能率的に処理し
てくれる仕掛もだんだん発達して
くるでしょう。すでにその気配は
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チラホラと世間に現われてきてい
るのではないでしょうか。
文明がこの方向にどんどん進ん
でいくと遂に母性の起原であるお
産まで自分でしなくて済むことに
ならぬとは限りません。その時代
には、女の人が姙娠して一ヶ月ほ
どたつと病院に行って出来かけの
赤ん坊を取り外してもらいます。
それを人工子宮という袋みたいな
ものに入れ、どこの病院にもある
子宮室に預けておきます。まあ人
間の孵卵器みたいな装置ですね。
そして十ヶ月たって充分成熟した
ら、袋から出してこれを親元へ配
達してきます。すると親は自分の
子どもの顔を覚えるまで数日間ぐ
らい手元に置きますが、間もなく
公の乳児預かり所に預けて育てて

もらうことになります。もう少し
大きくなると保育所に入れて科学
的な完全保育をしてもらいます。
こうして母親はせっせと生産に携
わってお金を儲け豊かな物質生活
を確保します。
文明というものはまことに結構
なもののように見えます。しかし
本当にこうなったらどうでしょう。
母性はどうなるでしょう。そして
子どもはどうなるでしょう。
まさか人工子宮までは行きませ
んが、文明社会は大体その方向に
進んでいるのではないでしょうか。
日本も遅れ馳せながらその方向目
指して懸命に努力しているところ
です。社会の仕組みとして資本主
義国より進歩していると思われて
いる共産国の実状は、正にその方

向に一歩も二歩も先んじているの
ではありませんか。
それらの先進国？の子どもたち
は、どんなに育っているのでしょ
うか。事実を知らないのでなんと
も言いようがありませんが、本当
に豊かな人間性を具えたものが出
来るのでしょうか。疑わざるを得
ないのです。
文明によって母性の特質を矮小
化し、科学的合理性に頼って、能
率的に育った子がどのような性格
を獲得するかは、われわれの身辺
の誰れ彼れの例から類推すること
はさほど困難ではないような気が
します。それが徹底すると小賢い、
しかし情の乏しい恐るべき人間の
集団が出来るのではないでしょうか。
、
大体今日の文化の主流は生産量
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を競う社会の要求に沿って発達し
て来たものです。科学も専らその
文化の方向に奉仕するように活用
されてきました。このような、生
産量を上げることを進歩だと考え
る社会では、子どもをその目的に
沿うように育てるのがよい育児で
あり、よい教育だと言えるでしょ
う。その意味で共産主義国で着々
実行されているという、生まれて
何日目かの赤ん坊を国立の大乳児
園に収容してベテランの乳母さん
と小児科医と心理学者が付き添っ
て育てるという理想的なやり方は
進歩したものだと言うことができ
るでしょう。むろん速かにそうす
ることによってその母親たちが労
働戦線に速やかに復帰することが
できるというところに、この思い

つきの主眼があるのでしょう。
、を競うという
しかしこの生産量
文化の性格について疑いを持った
ならばこのような育児や教育にも
疑問を持たざるを得ません。もし
．
われわれの信ずるように生産の質
に重点を置く文化こそ価値ある人
間の文化であるということが正し
ければ、その質は個性の豊かさを
軸とした、味わい深さを具えてい
なければなりません。そしてその
ような質の生産はそれに対応する
人間によってのみ実現されます。
そのような人間はどのようにして
育てられるかということになれば、
当然、慈愛と強さをもった母性の
真価が再び大きくクローズアップ
されて来るでしょう。
今や生産量を競う文化が人間に

幸福をもたらすものではなく、生
産の質こそ厳しく顧みられなけれ
ばならないということが多くの人
によって認められてきました。そ
れならば、この偏った文化によっ
て犠牲にされかかっている母性を、
取り戻さなければならないという
主張も同時に顧みられなければな
らないと思うのです。
柄になく小うるさい理屈を述べ
ましたが、要するに ――若いお母
さんが赤ん坊をアカの他人に預け
て生産労働に参ずるのが 進
〝 歩的 〟
、代
、お
、く
、れ
、の宣伝に
であるという時
惑わされることなく、なるべく自
分でオッパイを与え、おむつを取
り替えデンデン太鼓と子守歌で赤
ん坊のご機嫌をとって本来の「母
性」を回復してもらいたいと願う
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のです。
これは母性に対する歪んだ文化
の害だと思われるのですが、生活
が文化的になればなるほど母親の、
子どもをよく育てようという熱意
が低くなって来るように感じられ
ます。三、四十年前と今日とを比
べると、昔は一般に母親の教養も
低く子どもの数も多かったのに、
自分の子どもをよく育てようとい
う熱意と、どこまでも投げ出さず
にねばり抜く強靭さとは今日の母
親の比ではなかったような気がし
ます。近頃の母親はいわゆる極端
な教育ママを別としても、子ども
の幸福を願う気持とわが身を思う
気持との混り工合がかなり違って
きているように見えます。つまり
母性の純度が下がってきていると

思うのです。そのせいもあって近
頃の母親は大きくなった子どもの
教育に手こずると、すぐに誰かに
助けを求めようとします。
「わたし
がやる」という母性の特性を喪失
しているのです。
その場合母親のアタマでは、自
分の無知無力などいろいろ尤もら
しい理由が考えられているのでし
ょうが、本当の母性はあらゆる言
い訳を超えて「わたしがやる」と
叫んでいる筈ですし、そして二つ
に曲げてもポキリと折れない柳の
ような強靭さを発揮するものだと
思います。それが少なくなったの
は前にも言う通り、動物園のチン
パンジーと同じように現代の母親
が人工によって母性から解放？さ
れたためでしょう。

昭和四十七年 三月号

このような傾向の強い母親に育
てられた現代っ子に情性の発達の
極めて低い、冷たい性格のものが
非常に多くなってきているのは当
然かと思われます。
人間が健全な発達を愉しみ幸福
を失わないためには生活の中で、
手を省いてよい部分と省いてはい
けない部分とがあることを知らな
ければなりません。洗濯を機械に
してもらうのはよいが、赤ん坊を
育てるのを科学や施設に委ねて母
親の手を省いては罰が当ります。
物質的繁栄を幸福とする安直な
思想に欺され省いてはいけないこ
とを省いてしまって、人間にとっ
て最も大事な母性を捨てさせられ
ては取り返しのつかない悲惨事を
招いてしまいます。 まみず第七巻 第三号
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以下のルポルタージュ
記事は日蓮宗の機関誌
に載ったものですが、
切り抜きのため、誌名、
執筆者名、掲載年月日
等不明です。内容から、
昭和五十七年かそれ以
後に記事にされたもの
と思われます。

ルポルタージュ

「母の時代」の夜明け
一心寮に和田重正さんを訪ねて
あし

和田重正さんといえば、
『葦か
も
びの萌えいずるごとく』という人

間教育の古典的名著によって、ご
存じの方が多いかと思う。
遅まきながらこのたびようやく
和田さんの取材ができることにな
ったので、これを機に、数多い著
書のなかから特に『葦かびの萌え
いずるごとく』
（一九六四刊）
、
『も
う一つの人間観』（一九七五刊）
、『母
の時代』（一九八二刊）をえらんで、
ゆっくり読ませていただいた。
『葦かびの萌えいずるごとく』は、
著者の五十歳代のころに上梓され
た随筆集だが、若々しい詩情にあ
ふれ、ささやかな日常の出来事を
材料として細かな観察と対象への
愛情が行き届いて、まことに豊か
な世界がくりひろげられている。
和田さんとしては、もっとも楽し
みながら、のびのびと書いたもの

ではないかと思う。感覚の新鮮さ、
世界の豊かさという点では、とに
かく群を抜いている。
それからおよそ十年を経てかか
れた『もう一つの人間観』は、少
なくとも形式上はうって変わった
作品で、純理論篇ともいうべきも
、の
、ち
、の体験の上に立
のである。い
ってきわめて独自な人間観が、生
物進化の流れのなかに位置づけて
説き明かされており、練りに練ら
れた思索と凝縮された叙述が水際
だった緊迫感を与える。
方法の独創性からいっても、と
りあげられている問題の重大さか
らいっても、また解答のあざやか
さからいっても、和田さんの代表
作品であり、一番の衝撃作である
ことはまちがいないであろう。
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そしてこのあと数年を経て書か
れた『母の時代』は、著者の文明
、命
、の内容
論であり革命論（この革
についてはあとでふれよう）であ
り、またその実践論である。人々
になんとか仲良く楽しく生きてほ
しい、という願いから生まれた大
慈悲の書ともいえよう。目下の和
田さんは、この著書に説いた実践
のために一身を挺しているように
みえる。
このように見てくると、長い間
に一つの壮大な世界観がおのずと、
しかも着実に体系づけられてきて
いるのを感ぜざるをえないが（こ
、系
、などという言葉は和田さ
んな体
んの大キライな言葉であろう）ひと
りの人間の生の歩みとしてみたと
きに、このような人生を送りえた

、ね
、う
、ね
、の山道を車で登り、ほ
う

人のあることに何とも羨望と憧憬 行事件を報じていた。仲間をリン
を禁じえない。老成する、という チするのに、油を掛けて火をつけ
のか、熟する、というのか、長い たという。被害者の中学生は、む
長い時間をかけて一つのおそろし ろん火ダルマとなり、重傷。死な
く透明な物質が結晶してゆく、そ なかったのが不幸中の幸いであっ
んな美しさを感ずるのである。こ た。
ういう人生を送りたいものと思う。 「ひでえなぁ」
それが、人間である、ということ 「エライことするなぁ」
ではないだろうか。
と若い男の客が二人、声をあげて
いた。素手や、せいぜいチェーン
※
を巻いて殴る、蹴る、といった人
間臭いやり方はもはや時代遅れな
のであろうか。リンチもどんどん
新手の手段が現われるので、受け
る方もどんどん新手の防御法を考
案しなければ命がもつまい。凄じ
い時代である。
神奈川県丹沢山中にある和田さ
んのお宅「一心寮」を訪問したの
は、二月中旬で、関東地方はさん
ざん雪にたたられていた日々の谷
間の、比較的気温の上がった曇り
模様の午後であった。
おひるにふもとの町の食堂で坐
っていると、テレビが中学生の暴
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んとうにこの道でよかったのかと
不安になりかけた頃、一心寮の姿
が現われた。思ったよりだいぶ山
奥であった。日陰になった庭に融
けのこった雪がまだ深くつもって
いた。建物が幾つかに分かれ、そ
のなかからようやく和田さんの住
居を探し出した。
奥様が出てこられ、和田さんの
書斎へ通していただいた。初めて
お会いした和田さんは、お歳より
もかなり若く、身軽そうにみえた。
書斎の次の間に、小さい白い観音
菩薩像が安置してあり、そのこと
を問うと、
どう
「ああ、あれは私の知人に小沢道
ゆう
雄（
「足無し禅師」として著名）
という人がおりましたが、かれ
が死ぬ前に『これを和田にやっ

てくれ』と言い遺しまして、そ
れでこの家へきたんです」
と、説明された。
奥様が写経をされているそうで、
きれいな字でかかれた「般若心経」
が像の前に捧げられていた。
それから、和田さんと一緒に掘
りゴタツに入り、奥様の持ってこ
られたお茶をのみながら、さきほ
どのニュースの中学生のことを話
すと、
「そうなんです。春休みや夏休み
にこの一心寮にやってくる子供
たちも、ここ十年の聞に急激に
悪くなってきました。まったく
急激な変化です。笑い話か嘘み
たいなことが毎日、現実に起こ
ります」
と、少し暗い顔をされた。

去年は、全国の中学生のうち二
千余校で、卒業式の際に警察官の
出動があったと報道されたが、現
在の日本の教育界はかつてない混
沌状態を呈しているといえる。大
人も子供も、何をどうしてよいの
かわけがわからないようである。
これに対して、中曽根内閣は教育
改革なるものを唱えて、
「道徳教育
を行え」と、誠に単純明解といお
うか、おそろしいほど短絡的な方
、ん
、と
、
針をうちだした。それで、ほ
、に子供たちが救われるものであ
う
ろうか？ 「ノー」と、それに対
して強力に反対の声をあげている
一人が、和田さんなのである。
それは、五十年にわたる教育の現
場での地道な体験の積みかさねか
らでた重い深い「ノー」である。
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※
和田さんの略歴を簡単に紹介し
ておこう。明治四十年生まれ。キ
リスト教の家庭に育った。幼い頃
に母親を亡くし、その淋しさが自
分の人生の方向を決定したのでは
ないか、と和田さんはいう。旧制
浦和高校を経て、東大法学部に学
ぶ。ちなみに福田元総理とは同期
生であった。この高校から大学卒
業へかけての十年間に、死への恐
怖感を契機として、
「自分とは何
か？」という問題に激しく煩悶。
真宗信者の友人の影響で、これを
念仏によって解決しようとしたが、
必死の努力にもかかわらず解決の
きざしはなかった。身心ともに力
尽き、自殺を決行しようとした寸

前、ひらきかけた桃の花をみて一
切の疑問が氷解した。二十七歳の
時である。以後、このときに悟り
、の
、ち
、の真実を、若い世代に
えたい
伝えることを念願して、「はじめ塾」
をひらき、英語、数学など学科の
講義のかたわら、人間と人生の真
理を説きつづけてきた。また、そ
の間に丹沢山中に生活道場「一心
寮」をひらき、大人から子供まで
幅広い人々をうけいれて、本当に
人間的な生活を送るための理念と
場を提供してきた。これまでの和
田さんの活動は、その著書がそう
、の
、ち
、の体
であるように、すぺてい
験から発しており、世に向かって
、の
、ち
、の尊厳を訴えること
はそのい
で一貫してきているといえる。単
、の
、ち
、の生
なる教育家ではなく、い

、の
、ち
、の言葉を語る
活者であり、い
現代の預言者という方がむしろふ
さわしい。
※

、の
、ち
、とは一体何で
さて、そのい
あろうか？ 和田さんに会って、
一ばんお聞きしたかったことでも
ある。
「それは私たちを在らしめている
、で、大きさも形も色も何もな
力
いものですから、本当をいえば
譬え話でもしてはいけないんで
す。しかし、そうばかり言って
いても何が何やら分かりません
ので、あえて譬えますと、それ
は大きな流れのようなものであ
る、といえば一面の説明にはな
るかと思います。で、その流れ
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は大小無数の渦巻きからできて
いる、というよりも渦巻き自体
が流れをなしていて、その渦巻
きはまた大小無数の渦巻きから
できているんです。この渦巻き
からできている流れの方向が生
物の進化の方向でもあります。
そして、この流れに乗ることが
、ク
、なん
善であり、また絶対のト
です。反対に、流れに逆らうこ
、ン
、
とが悪であり、また絶対のソ
なんです。これは道徳的な善悪
や、目先の損得といったレベル
の問題ではありません。私は五
十年間、寺子屋のようなことを
やってきて、その間に一度も子
供たちに、道徳的な善を行なえ、
と言ったことがないんです。ト
クになることをやれ、とだけ言

ってきました。トクをトクと分
かるのが利口な人間で、ソンを
トクだと思っている者は馬鹿で
す。馬鹿は小さな視野で利害を
考えます。だから、不幸になる。
私は子供たちには幸福になって
もらいたい、そして子供たちを
幸福にするのが教育だとおもっ
ていますから、かれらには利口
な人間になってほしいんです。
利口になれば、無限大の視野で
損得を考えますから、そうする
とソンなんてない、トクしかな
いんだというこの世界の仕組み
が分かって、そこではじめて安
心した生活を送れるようになる
んです。
」
、、、
い
の
ち
そ
の
も
の
を
言
葉
で
説
明
し
、
尽すことはできないようだが、い

、ち
、と人間の関係、人間にとって
の
、の
、ち
、の意味は、これで漠然と
のい
でもお分かりいただけたと思う。
それから、いうまでもないが、和
、の
、ち
、は、生物学的
田さんのいうい
な生命をも包括しているが、しか
しそれとは一応別のものである。
和田さんはまた、
、の
、ち
、という無色の太陽光線が
「い
人間の五官というプリズムを通
すと、いま目の前に現われてい
るような世界になる」
とも説明された。
和田さんは、かつて死を目前に
、の
、ち
、を
した状態で奇跡的にこのい
つかんだわけだが、そうした奇跡
的な道ではない道によって、もう
、の
、ち
、に達するこ
少しすんなりとい
とはできないものなのであろうか？
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これについては和田さん自身、数
十年考えつづけてこられたようで、
一心寮ではその一つの答えとして、
「手足を動かして行動する」こと
をやっている。何の変哲もないみ
たいだが、アタマ偏重の学校教育
によってすっかり感受性を鈍らさ
れ、無感動になってしまっている
青少年たちに、この一心寮で、た
とえばゴミを拾って捨てるような
ことでも、とにかく手足を使って
慟くことをやらせていると、しだ
いに感受性を取りもどし、物事に
感動するようになってくるという。
「私はこれは坐禅や念仏に近いも
のだとおもっています。しかも、
それは何かのための手段ではな
く、その行動自体に意味がある

んです」
福の芽を摘みとる所、家庭はそれ
ということであった。そして、い に追い打ちをかける所、というの
ま、一心寮には三人の青年が住み が和田さんの忌憚のない感想のよ
こんで、
「手足を動かして」働いて うだ。
いるが、そのなかの一人がごく最 「人間にとって一ぱん大事なもの
近になって、どうやらいのちの世
は何か？。このことは、本来な
界を会得したらしいのである。し
ら子供でも分かる簡単なことで
かし、そこまで徹底したところへ
す。ところが、みな分かってい
行ったのは、さすがに「私のこう
ない。こんな簡単なことを分か
いう五十年の生活のなかでも初め
らなくしているのが、学校教育
てのことです」と、和田さんはは
だからです。これは実は、明治
にかみながら嬉しそうに話された。
以来の教育がそうなんで、子供
たちに物質的な幸せのみが幸せ
※
だと教え、そのためにお互いに
競争させる。他人を押しのけて
余計に物を奪った者が勝ちだ、
という発想ですから、こんな考
えを植え付けられた人間が幸福
になぞなりようがありません。
、の
、ち
、に根ざした眼
このようない
には、現状の学校や家庭での教育
活動がどのように映っているので
あろうか？。
一口にいえば、学校は子供の幸
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、の
、ち
、は、すべて
というのも、い
の人がそれぞれ固有の能力を発
揮して、一緒に仲良く楽しく生
きていくことを教えているのに
それに全く逆行しているからで
す。しかも、家庭の親は親で（浅
薄な価値観しかもっておらず、
その上学校からは競争をあおら
れるから、反省する機会もない
有様です。かりにも教育をしよ
うとする者なら、
『人間とはどう
いうものなのか？』を考え、人
間らしい生き方に向かって努力
していなければならないのにそ
んなことを思ったこともない者
が先生や人の親になっているか
ら、いま、日本中の子供たちが
ひどい目に遭っています。
」
「人間とはどういう存在か？」と
いう根本的な問いをもたない大人
たち。したがって、その答えもな
、え
、
いままに、子供たちに何かを教
、や
、ろ
、う
、とし、あるいは自分の望
て
む通りの人間に育てあげようとし
て、あれこれの方法や技術をひね
り出して、子供たちを鋳型に嵌め
こもうとする。これから実施され
ようとしている「道徳教育」は、
その最たるものであろう。こうし
た、人間についても、人生につい
ても、何にも考えたことのない大
人たちの醜悪なエゴイズムの犠牲
に供されているのが、日本全国の
子供たちなのである。
登校拒否、学校・家庭内の暴力
の問題が取沙汰されてすでに久し
、題
、児
、について、
いが、そうした問
和田さんは「その多くは知能的に

も性格的にも上等な部類の子供」
だという。
「つまり、先生や親から言われた
通りのことをやっている者は、
みなイイ子で、それに対して人
間らしい感覚で反応する者は、
おかしい奴、ダメな奴と見られ
るんです。そうして問題を起こ
す子供たちは、表面の事情はみ
なちがっていますが、根本には
『先生も親も自分のことを何も分
かってくれていないじゃないか』
という悲哀をもっているんです。
その悲哀が問題の本質だろうと
思います。
そういう子供たちが一心寮へく
ると、ここでは規則も命令も監
督もなしで、外からの精神的な
圧力を与えませんから、だんだ
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ん自分を取りもどして、その子
本来のあるべき姿に落ち着いて
いくんです。ところが、可哀そ
うなのは、そうして良くなって
学校へ帰ってゆくときに、学校
側ではその子供を受け付けない
んです。校長なぞはありとあら
ゆる屁理屈を言って、受け入れ
まいとします。それはひどいも
のです。また、形のうえでは受
け入れても、
『あの子供はこうい
う奴だ』というレッテルが貼ら
れてしまって、そのために子供
は非常に苦しまなければならな
い。こんなことを何度も何度も
経験させられると、私は、学校
の先生というのはあれは一体な
にをやっているのだろうか、と
思いますねえ。
」

これは、和田さんの心底からの
憤りのようであった。
※
それでは、これから私たちはど
うすればよいのであろうか？ 正
しい人間教育が世に行われるため
に、どのような具体案が考えられ
るのであろうか？。
和田さんによれば、現在の教育
の行き詰まりは実は教育だけの問
題ではなく、文明自体の行き詰ま
りという普遍的な問題を背景にも
っている。すなわち、近代以後発
達してきた科学技術文明そのもの
の行き詰まりから、教育をはじめ
人口問題、公害問題、平和問題な
どあらゆる問題が派生しているの
である。したがつて、この文明自

体が別のものへと質を変えない限
り、どんな問題も根本から解決さ
れることはない。
近代科学は、人間は物質の集ま
りであり、社会はバラバラな人間
の寄り集まりであるという観念を、
、
地球的規模で普及させた。このバ
、バ
、ラ
、人
、間
、観
、が諸悪の根源にほか
ラ
ならないと、和田さんは指摘する。
そこからは、競争と闘争以外には
何も出てくるはずがないのである。
、ソ
、な
「このバラバラ人間観は、ウ
んです。事実とちがっているん
です。では何が真実かといえば、
人間をはじめあらゆるものは本
来一つのもので、不可分一体な
んです。この不可分一体である
という事実に立てば、そこから
は調和と平和しか出てこないん
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、可
、分
、一
、
です。ですから、まず不
、の
、人
、間
、観
、を確立する、これが
体
根本的にやらなければいけない
ことで、もしそれができなかっ
たならぱ、冗談でなく人類は近
い将来に滅びることになるでし
ょう。
」
とはいうものの、人間観の転換
などということがそう容易にでき
るものではあるまい。それは全く
新たな文明の創造を意味するのだ
、が
、そんな大事業を
から。一体、誰
なしとげることができるのであろ
うか？
和田さんは、この大事業の荷い
手は、従来のような少数の偉大な
革命家たちではないという。
「次の時代をひらく革命は、これ
までのように、力と力のぶつか
り合いによるものではありえま
せん。そんなことをすれば、世
界はぶっ壊れてしまうでしょう。
こんどの革命はそのような力の
革命でなく、庶民の意識がじわ
じわと変わることによって、知
らず知らずのうちに産業や政治
も変化して、気がついてみたら
全く別の世界になっていた、と
いうような性質のものです。そ
して、そうした革命の荷い手で
ある庶民のなかでも、一ぱん中
心的な役割りを果たすのが、お
母さんたちなんです。というの
は、お母さんたちは子供を産む
ということを通して、自分と他
者とが一体であることを実感で
もって知っているんです。実際、
母親が自分の子供に対して感じ

ている一体感というものは、男
性ではとても分からないほどの
ものです。お母さんたちが、そ
の一体感を反省しながら拡大し
ていったときには、母子一体と
いう領域を超えて、自他一体と
いう実感に達しうると、私は思
うんです。こうした自他一体の
実感をもったお母さんたちが何
人か現われて、それを助ける男
性が出てくると、時代は急速度
で変わっていきます。この危機
の時代をのり超える道は、これ
以外にないと私は思います。
しかし、これを本当にやろうと
すれば、その苦労は大へんなも
のです。苦労からいったら、軍
備をするどころのもんじゃあり
ません。けれども、そういう苦
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労をしても、滅びないで次の時
代をひらいていきたい、という
のが人間の本心だろうと思うん
です。人間の生きることへの気
持は、本来それほど強いもので
す。
」
この来たるべき新しい時代を、
和田さんは、
「母の時代」とも、ま
た「自覚の時代」とも呼ぶ。そし
て、その到来はすでにきざしてい
るとも言う。
母の時代は、不可分一体の人間
、の
、ち
、
観に立脚した時代であり、い
の流れに乗った平和と調和の時代
である。そして、和田さんは言わ
れる。
「こういう世界が本当にあること
をわれわれに教えてくれたのが
お釈迦さまなんです。
」
※
和田さんは雄弁家タイプではない。
一時すぎから暗くなる頃まで、こ
ちらが勝手な質問をするままに、
もの静かにそして率直に答えられた。
お会いする前、和田さんの悟り
は禅に近いんじゃないかと勝手に
思って、禅僧夕イプを想像して行
ったのだが、近くに坐ってお話を
伺っているうちに、むしろ親鸞的
な雰囲気を強く感じた。親鸞が説
いた「南無阿弥陀仏」の中味を、
南無阿弥陀仏という言葉を使わな
いで言うとすると、和田さんのよ
うな表現になるのではなかろうか
と思ったりした。が、これは和田
さんにとっては迷惑な妄想かもし
れぬ。

昭和四十九年十二月二十日発行

『西湘まみず会通信』第一号より

願いは高く

人間は願いを持たなければなら
ないと思います。何も願いを持た
ず、ただ丈夫で食べ物をおいしく
いただいていればそれで結構だ、
というようなのは大変悟り澄まし
ているようですが、そんなのは昆
虫かそれ以下だと思います。なぜ
かといえば、昆虫はそれで不平も
不満もありませんが、人間は幸か
不幸か知能が発達しそれだけ高級
な欲望を持っているので、ただ食
って寝られればそれでいいという
のはそれはウソで、ウソでないと
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すれば、徹底的な無理無気力者か
もしれません。
高級な知能と欲望を持っている
人間は、もし正常であれば、必ず
向上の願いを持っています。ただ
多くの人々は、その願いがぼんや
りと纏まりがなく捉えどころがな
いというだけなのだと思います。
しかし中にはハッキリと願いを持
っている人もあります。そしてそ
の願いにはいろいろな種類がある
と思います。はっきり言えば願い
にも上等と下等があると思います。
何を以て上等と下等の区別をする
かと言えば ――これにはいろいろ
な答え方があります。どう言って
みても同じことになりますが、例
えば、どこまで行ってもボロの出
ないのが上等、すぐボロが出るの

が下等、自己中心的なのが下等、
、
そうでないのが上等。深く深くい
、ち
、の流れに根差しているのが上
の
等、安っぽい目前の欲望に発して
いるのが下等 ――こんなことを挙
げていったらきりがありませんが
ともかく人間の願いには上等と下
等とあります。
願いのない人間はただ目前の快
苦によって左右されて行き先が定
まりませんが、願いを持っている
人はそれを目指し、その方向に適
する選択をして生きるわけです。
つまり生きる方針が決まっている
ということになります。ですから
願いを持つということはしっかり
した生き方ができるということに
なります。
さて私たちは自分の子どもの教

育を考えるとき結局何を目安に指
導するでしょう。要するに自分の
価値観によって、より高い価値の
選択をさせようとするに違いあり
ません。その各自の価値観は何か
ら出たものでしょう、むろんその
人の究極的に求めるもの ――その
人の願いがどんなものであるかに
よって異なってくるのだと思いま
す。より高い願いはより確かな価
値観を生ずる ――もしかすると関
係は逆かもしれません。より確か
な価値観からより上等な願いが生
ずるのかもしれません。いずれに
しても価値観と願いとは切り離せ
ないもののようです。
少し屁理屈が過ぎたようですが、
要するに人間はどうせ持つなら最
上等の願いを持ちたいものだ、ど
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んな高級な願いにも税金はかから
ないのですから。いや、そんな呑
気な話ではなく、子を持つお母さ
んには是非とも最高の願いを持っ
てもらいたい、と切望するのです。
それでなかったら人類は近いうち
にダメになってしまう、その前に
日本という国家社会はメチャメチ
ャになってしまう、と思うのです。
これは決して私の妄想ではありま
せん。もしそれが妄想であるにし
ても、あなたのお子さんがマトモ
な人間に育つことができないこと
は何よりも確かなことです。
われわれ人間は男も女もよい願
いを持たなければならないのはも
ちろんですが、次の時代に直接の
責任を持つ母である女はその点で
は一層洗練されなければならない

と思うのです。
何百年来、男からバカにされて
きた女は今でも私は女だ、女はバ
カだ、こんなバカな女が聖人君子
のようなことを考えるなんて、と
んでもない身の程知らずだ、と心
得ている人が大部分です。これは
決してケンソンではありません、
卑下です、自己侮辱です。それで
はいけないのです。
バカと言えば男も女もバカです。
しかしバカでなくなろうとしなけ
れば永久にバカで終わりです。自
分がバカで終わるぐらいはその人
の勝手ですが、その子にも馬鹿が
遺ります。これは重大なことです。
若いお母さん方はお子さんを人
間らしく育てようと思うなら、区
区たる教育の方法や技術を研究す

るより、まして一流校へ入れる無
理な算段に憂き身をやつすことよ
り、まず人間にとって何が一番大
事なのかを知ってもらわなければ
なりません。端的に言って人生論
は高級な男性ばかりに可能なこと
ではありません。どんな人でも真
剣に生きようとする人にとっては
決してむずかしいことではないの
です。人間である自分が、人間ら
しい人間とは何かということを考
えるのは、本気になりさえすれば
誰にでもできることです。
どうせ持つなら、ケチな願いで
なく最高の願いを持ちましょう。
その願いを子に伝えても後悔のな
いほどの立派な願いを持ちましょ
う。どんなに立派でも高級でも過
ぎるということはありません。実
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持っている人は小さな視野でゴソ
とあさましく生きているのが
実情です。
「人に使われる身でなく、人を使
う身になるように」と子どもに教
えている親も案外少なくありませ
ん。それではその子に使われる人
はどうなるのだろう。なんという
自分勝手なクダラナイ考えでしょ
う。こういう人は子どもを社長や
大臣にしようと思ってエリートコ
ースに追いやります。そして精神
かたわ
的不具の秀才青年に仕上げます。
どうかそんなケチな中途半端な
願いでなく、神や仏の前にも堂々
と胸を張って宣言できるほどの願
いを持ちたいものです。その願い
こそが、人間のための教育の基盤
なのです。それでは、お前自身の

く

は人間の値打ちはその願いの程度
によってきまると言えるかもしれ
ません。子どもをして人間最高の
値打ちを実現させようと思うなら
親はケチな願いに止まっていては
いけません。
「ひとさまの厄介にならずに生き
られる人になってもらいたい」と
わが子の教育目標を設定している
親があります。それは親自身の生
活モットーなのでしょう。大変つ
つましやかなモットーに見えます。
しかしこれほど傲慢な考えはあり
ません。ひとさまの厄介にならず
に生きられる人間がこの世の中に
あるでしょうか。朝から晩までひ
とさまの厄介にならずに一分でも
生きていられるでしょうか。こう
いう、事実を無視したモットーを

願いはどんなことなのか、と質問
されるでしょう。よろしい、次号
でそれに答えましょう。
（和田重正稿）
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私の提言

「世界政府」をつくろう
註
( ①
)

ー人類福祉の実現のためにー
横浜市立大学名誉教授

だ。実際、その温暖化によって引
き起こされている、と言われてい
る砂漠化の広がり、水不足や水質
の汚染、異常気象 （いわゆる気
候変動） 、食糧不足、主として
エネルギーになる各種資源の減少、
さらには動物・植物の絶滅種の増
加などが深刻になっている。
地球温暖化で特に注目されてい
るのは、それによって南極・北極
圏の永久凍土が溶かされ、流れ出
した海水が急に膨れ上がり、小さ
な島々を埋没させ、また大陸低地
帯への水害を引き起こすことであ
る。ある専門家によると、永久凍
土の氷解によって、何億年も姿を
現さなかった夥しい数の大型生物
の死骸が露呈し、その死骸に群が
っていたウィルスなどの微生物が

大量に排出される、という。そし
て、その微生物は人びとに感染し、
人類がこれまで経験したことのな
い、新型の病気を地球上に蔓延さ
せる、そうなれば、一国や二国で
は、とても対応できなくなろう。
先のグレタ・トゥーンベリさん
の悲痛な告訴は、決して大袈裟で
はなく、人類の存続の危うさを予
告したもの、と言えるのである。

註( ①)「福祉」は人間のみではなく、地
球上の生態系を支える生きとし生ける
もの （動物・植物） にも深く関係し
ていることを見逃してはならない。し
かし、今回は残念ながら、そこまで筆
を進めることができなかった。

○

地球温暖化の直接・間接の誘因
を探っていくと、世界のいくつか
の先進国が「国益」という名の自
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伊藤隆二
「あなたたち大人が私たちの未来
を壊している」 ――これは、
スウェーデンに住む少女グレタ・
トゥーンベリさん （ ） の告訴
である。
「大人たちが壊している」とは地
球環境の破壊を指している。具体
的には、例えば先進国の二酸化炭
素 （ＣＯ２）の排出の拡大によ
る地球温暖化を問題にしているの
17

国第一主義 （国家エゴイズム）
を強め、自国の経済力（いわゆる
国力）のみの向上に努めてきたこ
とに辿り着く。日本も例外ではな
い。そうした先進国はさらに国力
を強め、逆に、弱小国は反比例的
に極貧化していく。
ところが、それら先進国間では
一層、相互不信が募り、また疑心
暗鬼が生じ、かくして軍拡競争が
進められていくことになる。そし
て到達したのが核兵器の大量製造
である。
現在、ロシア、米国、中国、フ
ランス、英国などが所有している
核弾頭は一三、四〇〇発以上だ、
と推定されている。
「核兵器は戦争を抑制し、大国間
のバランスを保っている。それ

で良いではないか」
と言う人もいるが、核兵器を所有
している国は他国へ睨みを利かし、
脅威と恐怖心を煽っているのだ。
例えば一九六〇年代のこと、米
国は「中国が日本に対して核兵器
で攻撃するならば、日本国民の１
／６に当たる、一、八〇〇万人が
即死する」と、警告してきたこと
があった、という 『(朝日新聞』
二〇二〇年八月三日付 。)
○
ところで現在、この地球上には
七十七億人が住んでいる 今(世紀
末には百億人になる と)、言われ
ているが、その一人一人の生き方
は違っていても、
「生命」を有して
、じ
、である。
いるという点ではみな同

今、産声を上げたばかりの赤ん坊
も大地を元気よく駆け回っている
少年・少女も、スポーツに励む選
手たちも、また、重いハンディキ
ャップを負う寝たきりの人も、瀕
死の状態にある病人も「生命」の
、じ
、である。
面から見ると、みな同
それを「人間平等」という。つま
り、人はだれでも「生命」という
同じ価値を有している、というこ
とであり、それが人類福祉の原点
になっているのである。
もし健康な人、裕福な人、地位
の高い人のみが価値があるのだ、
という人たちがいるならば、その
人間観は明らかに歪んでいる。
これを人類福祉の観点から言え
ば、国力の高い、裕福な国は価値
があり、極貧国は価値がない、と
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いった決め付けは論外になる。し その目的に背いているのである。
かるに今の国連を見ると、米国、 世界平和は未だ実現しそうもない
英国、フランス、ロシア、それに し、また、気候温暖化対策につい
中国 以(上は太平洋戦争の勝利国 ) て見ても、一九九二年の地球サミ
のみが常任理事国として君臨し、 ットで「気候変動枠組み条約」が
安全保障理事会を牛耳り、それ以 採択されたのに、罰則がないのを
外の国には何らかの決定権も与え 良いことに、ＣＯ２を大量に排出
られていない。それどころか、今、 しつづけている大国はその条約を
六百万人以上が飢餓状態にある、 無視している。
と言われている発展途上国につい
今、
地球上には約二〇〇ヵ国 ア(
て、裕福な国は見て見ぬ振りをし ラブ首長国連邦を含む が)あるが、
ている。それは反人類福祉である。 全てが「平等である」ことを軸に
このままで良いわけがない。
して、これまでの各国の政策決定
権を超える強い国際機関、すなわち
○
「世界政府」を構想すべきときが
来ているのである。
以下、拙いが、私の構想を粗描
してみる。
「世界政府」は二〇〇ヵ国の各三
今から七十五年前に創設された
国連は、国際平和と安全の維持、
経済・社会・文化面の国際協力の
達成を目的としていたが、内実は

註
( ②
)

人の代議員 計(六〇〇人 に)よって
民主的に運営される（代議員は二、
三年で交代する 。
) その六〇〇人
の代議員によって選出される代議
員長は全体会議 地(球会議 の)議長
になる。政策決定は代議員の多数
決による。なお、議長の任期は三
年とする。

○

地球会議で取り上げられる議題
は多岐にわたるが、主要なのは「地
球憲法」の制定である。その憲法
の理念としては「人類福祉の実現」
があげられる。具体的には、次の
ような条項を決定する。
一、恒久的平和の樹立を目指し、
核兵器を含む武力及び国際間
の交戦権を永久に放棄する。
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二、地球温暖化につながる研究、
技術開発及び実施の全面禁止
を促進する。
三、地震・洪水・津波・台風に代
表される自然災害の発生のメ
カニズムの解明の研究・技術
を推進する。
四、自然災害が発生した際の全面
的救援体制を確立する。
五、疫病のメカニズムの解明の研
究・技術を推進する。
六、疫病が流行した際の全面的救
援体制を確立する。
七、世界の食糧増産を促進する。
八、後進支援のプロジェクトを打
ち上げ、貧富の格差を是正す
る。
九、砂漠を含む地球上の緑化活動
を推進する。

十、エネルギーになる資源を開発
する。
十一、寛容の心と博愛精神の育成
を目指す教育を奨励する。
十二、世界の芸術・スポーツ・平
和活動を推進する。
註( ②)「持続可能な開発目標」 Ｓ(ＤＧｓ )
も参考にすべきであろう。

○
「世界政府」には次の省が設置さ
れる （順不同）
。 註( ③)
人類福祉省、世界平和省、世界
教育省、地球環境省、資源開発省、
健康・保健省、食糧省、科学・技
術省、防災・救援省、芸術省、ス
ポーツ省など。
各省の長 省(長 は)、議長によっ
て任命される。任期は三年である。

各省の行政職員は世界中から公募
する。
肝心の財源をどうするか。各国
の国力 な(いしはＧＤＰ に)応じて
負担金を捻出する。
各国の、特に先進国の軍事費 人(
件費、兵器の製造、開発費、軍事
用地代、その他の軍事に関する一
切の費用 は)不要になるので、そ
れらは全て「世界政府」の財源に
なる。ちなみに、これまでの軍関
係者は全員、解雇されるが、希望
に応じて前述の各省、特に防災・
救援省に採用されることもある。
また、
「地球債」を発行する。そ
して世界中の富裕者はじめ、広く
一般人から寄付を求める。なお、
代議員の手当は原則として無償と
する。
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註( ③)「平和省」については「平和省を
つくろう」 伊(藤隆二 を)インターネッ
トで検索されたし。

○
次に、代議員長 地(球会議の議
ふさわ
長 に)はどういう人物が相応しい
か。私見では、深い洞察力と広い
視野をもつ、人徳の厚い人が望ま
れる。一例としてウルグアイの第
四十代大統領のホセ・ムヒカさん
があげられる。同氏は自分の収入
の半分を貧しい人たちに寄付し、
「国民に選ばれた者は国民と同じ
暮らしをすべきだ」という理由か
ら質素に徹し、心豊かな暮らしを
実践している。毎日トラクターで
畑を耕しながら、こう呟いている。
「人類に必要なのは命を愛するた
めの投資だ」と。また、こうも語

っている。
「限られた地域の利益に に踏み切るべきだった。しかし、
目を向けた行動がいかに無力か。 米国を中心とした、いくつかの国
人類全体が取り組まなければなら 々との単独講和の道を採択してし
ない課題の解決に向け、互いの違 まった そ(のため、ロシアや中国
いを認め、多様性を尊重し、様々 を中心とした社会主義国とは距離
な知恵を出し合って協働していく。 をとってしまった 。)ボタンの掛
これが最善だ。
」 （ＴＶ放送）
け違いであった。
今こそ日本は初心に帰って、永
○
世中立国として諸外国に対し、人
類福祉のために戦力の放棄を求め
る「世界政府」樹立の立役者の役
割 ミッション を果たすべきなのだ。
(
)
ちなみに、
「世界政府」
（地球会
議場）はどこに設置するか。広島、
もしくは長崎が最適地であろう。
――この「私の提言 註
( ④
)
は理想かも知れない。特に、自国
第一主義に凝り固まっている人び
とにとっては戯言に映るに違いな
最後に、日本の役割について考
えてみる。太平洋戦争で敗北した
日本は直ちに“世界一”と高く評
価されている「日本国憲法」を公
布した。この憲法は、基本的人権
を確立し、恒久平和を樹立するた
めに武力と交戦権を永久に放棄した。
その際、日本は当然、非武装中
立国として、いずれの国とも等間
隔の外交を進めるために全面講和
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い。しかし、
「
『世界政府』なんか
どうせ出来っこないさ」と嘲笑し、
諦めてしまったならば、グレタ・
トゥーンベリさんは決して納得し
ないだろう。
地球上では、さらに弱肉強食の
争い 食(糧、水、資源を求めての
奪い合い）が激化し、人類福祉の
実現は永遠に不可能になっていく。
それどころか、この世は修羅場と
化し、やがて七十七億の人びとは
自滅の道へと堕ちていくだろう。
註( ④)この「私の提言」は、もとより「叩
き台」に過ぎない。そこで拙文への多
くの読者からのご感想を是非、恵の園
宛にお寄せいただきたいと思う。共々、
地球の未来に輝かしい希望を抱いて、
知恵を出し合っていきたい、と願う。

※
超高齢に達した私は、若い人た
ち、特に社会福祉や教育に熱心に
取り組んでいる人たち、政治家を
志望している人たちに期待したい。
最も心配しているのは、地球の
行く末に無関心で、自分がこの地
球上に誕生したことの自覚も、果
たすべき責任感も持たない若い人
たちが増加していくことである。
無関心は罪悪である。
私は残り少ない余命が尽きるま
で「世界政府」の樹立を願い、訴
え続けていく。
（二〇二〇年八月）

《プロフィール》

一九五八年、東京大学教育学部卒業。

一九六三年、東京大学大学院修了。

教育学博士。神戸大学教授、

米国カリフォルニア大学（ UCLA
）
客員教授、横浜市立大学教授、

弘前学院大学名誉教授を経る。

人間形成論を専攻。

著書は『愛の社会をつくる』
（恵の

園出版部）
、
『人間形成の臨床教育心

理学研究』正・続二冊（風間書房）

ほか多数。
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山中真知子

「まみず」に出会って

北海道生活
北海道の春は、どこを見てもく
っきりカラーです。らっぱ水仙の
黄、チューリップの赤や白がクレ
ヨンで描いた子どもの絵のように
鮮やかです。ふきのとうの大きさ
にも驚きました。大地からえいっ
と勢いよく出てきます。田植えが
終わったばかりの田んぼが水鏡に
なって山々や空を映しています。
白い雲が広い田んぼの水に写って
流れていきます。これら全ての景
色が新鮮で、心身ともにゆっくり
と解放されていくようでした。ふ

うっと息を吐ききったあとに新し
い空気が一気に身体じゅうに入っ
てくるような心地よさでした。
振り返ってみれば、東京で暮ら
した九年間はどこか知らず知らず
のうちに気を張って毎日を過ごし
ていたように思います。赤ん坊の
芳子を育てながら、次から次へと
思春期を迎える上の子ども達から
は問題Ａ、問題Ｂというように様
々なボールが飛んできます。簡単
に受け止められるボールもあれば、
デッドボールもあり、思わずこち
らもかっとなって暴投ありのまさ
に毎日が真剣勝負。基本を押さえ
ての答えが出ることもありますが、
時には難問もあって解けずに悩む
こともありました。子どもから飛
んでくるあらゆるボールは、親の

力試しの応用問題だったように思
います。もしこの頃の様子を定点
カメラで一部始終撮ったものがあ
れば、どんなに面白いだろかと思
います。きっと懐かしさと恥ずか
しさが一緒になってよみがえって
くるでしょう。
必死に子育てをしていたつもり
でしたが、実は親として成長して
いくためには、この子どもたちか
らのボールを受けなければ成長し
ない仕組みになっていたことに気
付かされます。投げられた子ども
のボールの問いの中には、既に答
えが潜んでいたようにも思います。
親育ての見事なシステムだなぁと、
過ぎ去ってみるとつくづくと感心
します。
五人の子どもの力は偉大です。
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上の三人の子ども達の高校受験、
大学受験を次々と終えて、こうし
て離れて暮らし始めると、そんな
思いがわいてきました。
北海道の雄大な景色が心を解放
してくれたことも大きかったです
が、もう一つ大きな理由もありま
した。それは、北海道の言葉です。
こちらで親しくなった友人に何か
をしてもらった時にお礼を言うと、
必ず返ってくる言葉があります。
「いやぁー。山中さん、なんもさ
ぁー」
です。この「なんもさぁー」を聞
いた時に、身体中の力が抜けてい
くような、温かいお湯を飲んだ時
のほっとするような、そんな気持
ちをいつも感じました。
「なんもさぁー」は、言う人によ

って様々でした。
「なんもさっ」と短く言う人。
「なんもさ、なんもさ」と早口に
言う人。言い方は違っても優しい
気持が伝わってきました。どの人
からも「お互い様、お互い様」と
言われているような温かさをいつ
も感じていました。
自分もこの言葉を使ってみたく
て思い切って言ってみたことがあ
りました。でも友人に大笑いされ
ました。なつかしい言葉です。
四月も終わりになったころ、小
高い丘の上にある「桜山レジャ―
ランド」が開くと聞いて出かけま
した。アーチをくぐって中に入る
とコーヒーカップの乗り物があっ
たり、ポーズをつけた大きなウル

トラマンが立っていたりしました。
近くに寄ってみると、多くの乗り
物に「乗れません」と張り紙がし
てあります。よくみると随分と古
くて、錆も出ていました。
公園の木立の中を歩いていると、
ガタゴトガタゴトと音が聞こえて
きました。上を向くと紅白の幕を
つけたモノレールが現われました。
「あれ？これは動くのかな」と不
思議に思っていると、そのモノレ
ールから餅まきがはじまりました。
春を迎えて公園開きを祝っての行
事のようでした。今では子ども達
は飛行機に乗って東京ディズニー
ランドへ遊びにいくと聞き、寂し
気なこの公園も昔は子どもの歓声
で賑わっていた時もあったのだろ
うなと想像しました。
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この広い公園は、散歩好きの私
と喜代志さんにとってはうってつ
けの場所でした。
歩いていると耳慣れない鳴き声
がしてきました。自分の声ではな
んとも真似ができないような不思
議な鳴き声。喜代志さんが、
「これだよ」
と指さす先に鳴き声の主がいまし
た。小さな蝉です。ちょうどこの
連休の頃から鳴き始める「エゾハ
ルゼミ」とわかりました。初めて
見る蝉でした。今も夏になってミ
ンミンゼミの鳴き声を聞くと、き
まってこの北海道のエゾハルゼミ
のことも思い出します。足もとに
はカタクリの花が所々に咲いてい
ました。
別の公園にカタクリの群生地が

あることを知り、翌年の春、昼休
みに喜代志さんとお弁当を持って
出かけました。林の中の目の届く
限り、いっぱい咲いています。ピ
ンク色というより少し紫がかった
きれいな色です。想像していたよ
りも葉が大きいのも発見でした。
観光客のいない静かな森の中で、
飽きることなく花園をひとりじめ
したひと時でした。
深川の名物は「うろこだんご」
です。板状の三角形のお餅が、白、
抹茶、黒糖と三色並んでいます。
その三角形の周りは、ギザギザ。
説明を読むと、このギザギザはニ
シンのうろこを表しているようで
す。ニシン漁盛んな留萌や増毛か
ら、日本海で捕れたニシンが溢れ

んばかりに貨車に積まれて深川駅
に入って来た頃があったのでしょ
う。飛び散るそのうろこの形が名
物になったようです。
この味、この食感には、一口食
べてびっくり！、これはまさしく
「ういろう」
、子どもの頃から慣れ
親しんだ名古屋のういろうと一緒
でした。
この味には好き嫌いがはっきり
分かれるようで、 東京にいたこ
ろ、私が名古屋生まれと知らない
人にこのういろうの話をすると、
「羊かんなのか、おまんじゅうな
のかわからない食べ物だよね」
と、よく言われました。私は好き
ですから、少し残念な気持ちにな
りました。三角形の形で姿は違え
ども、ふるさとの味に出会えて懐
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かしい気持になっていくつも食べ
ました。転勤で来ることがなけれ
ば知ることがなかったこの地で、
生まれ育った名古屋と同じ食べ物
に出会ってますます深川が好きに
なりました。
「今日の夕飯は何にしようかな」
と考えながら家の近くのスーパー
マーケットへでかけます。鮮魚コ
ーナーをのぞくと、ホタテ貝の身
が十個ぐらいパック詰めになって
売っています。貝から外して丸ご
と入っていますからホタテのヒモ
もついています。ホタテの貝柱だ
けになったものは買ったことがあ
りますが、丸ごとは初めてです。
食べられる部分とヒモの食べ方な
どを聞いて、家で処理します。出

荷するには規格外のサイズなのか、
時々大きなホタテも入っています。
厚みを半分に切ってもまだ食べ応
えがあります。ヒモは塩でもんで、
包丁の背でぬめりを取って刺身で
食べます。コリコリした歯ごたえ
はやみつきになる味です。いつ行
っても買えましたから、今思えば
ずいぶんと贅沢なことでした。
イクラも筋子として売っていま
した。イクラの醤油漬けを作りた
いと思いましたが、筋子から卵を
バラバラにする方法が分かりませ
んでした。思い切って傍にいる知
らない人に声をかけて聞いてみま
した。
「ぬるま湯にいれて網などでしご
くと、一粒一粒バラバラになり
ますよ」

と、教えてくれました。さらに醤
油漬けの作り方も聞きました。う
なずきながら、質問もしたりしな
がら作り方を聞いていると、私の
周りに人が集まってきました。そ
して面白い事に、みんなが口々に
「うちでは酒をいれるよ」
「みりんも入れる」
などと各家庭の味を教えてくれま
した。初めて会った人たちばかり
なのに、一生懸命に教えてくれて、
優しさに触れた出来事でした。
最初は、失敗して上手には作れ
ませんでしたが、何回も作るうち
に我が家の味を作れるようになり
ました。そして冷蔵庫にはいつも
イクラの醤油漬けがストックされ
るようになりました。
芳子はご飯にのせたお手製イク
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ラ丼を、毎朝美味しい美味しいと
言いながら食べ続けるうちに少々
ふっくらとした体形になりました。
夏休みになって久しぶりに東京か
ら遊びにきた兄や姉が空港に着い
た時にすぐには芳子を見つけられ
ずにいました。
お店に行って初めて見るお魚が
あると、名前を聞いて食べ方を聞
きます。
生のホッケがありました。普通
は干物にして売っていますから北
海道ならではの一品です。三枚に
下してもらいフライにしました。
釧路でとれたサンマも一箱単位
で売っています。最近サンマは不
漁で、一匹千円！の値が付くとテ
レビでみますから驚きます。焼い
たり、味噌と一緒に叩いてなめろ

うにしたりと腕をふるいました。
「かすべ」といって、エイのヒレ
も初めてでした。三角形の形をし
ていて透き通って細い骨が見えて
いました。
「甘辛く煮付けると美味
しい」といわれ挑戦。軟骨がこり
こりとして不思議な食感でした。
お魚好きの私は毎日食べても飽
きないので、お魚屋さん巡りは楽
しい時間でした。
初めて見て驚いたものに、お赤
飯があります。中に入っている豆
が小豆やささげ豆ではなく金時豆
の甘納豆が入っています。食べて
みると豆が甘くて後を引く美味し
さでした。黒飯もあると友人から
聞き、黒いお赤飯？と頭が混乱。
お赤飯はお祝い事に食べるもので、
黒飯は豆が黒豆で不祝儀に食べる

記

ものと教えてもらいました。
「とこ
ろ変われば」とはこういう事なの
だと、食の違いの面白さを感じな
がら過ごす日々でした。
つづく

後

平澤

核兵器の開発、保有、使用を禁じる
核兵器禁止条約が、この一月二十二日、
遂に発効しました。核兵器に関しては
多くの人々の関心が薄くなっている中
で、実はその開発は進み、実戦により
使い易い兵器への道を歩んでいます。
そんなときに眼に触れることができた、
伊藤先生からの提言「世界政府」をつ
くろうは、大変重みを感じます。
□
□
日蓮宗関連機関誌に載ったルポ「母
の時代」の夜明け、は事前準備と取材
のされ方、和田先生への質問や先生の
お話の捉え方の深さに敬服、お名前は
分かりませんが 〝さすが宗教界で修行
された方 〟 と思いました。和田先生の
話された母性重視の平和革命は、世界
政府論と相まって現在の人類に説かれ
ていると受け止めることができます。
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ある日の一心寮

探

険

子ども達との探険で、一心寮
の裏の谷をくだっていくと迫力
のある滝の上に行き当たった。
この滝の脇を、如何に安全に
くだるか、各自の勇気と冷静な
判断が試されることとなった。
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