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和田重正に学ぶ会

不合理の世界

『白 道』 八

和田重正

信仰の世界は不合理の世界である。
知覚や思考を頼りにして証明せらるる合理的世界
からは梯子のかからない世界である。
神とか仏とか、それによる救いなどということは
如何にしてもその存在と可能を証明することはでき
ない。奇蹟によって証明せられたと考えることは間
違いである。それはただ信ずる機縁になり得るだけ
である如何なる奇蹟も疑ってみればこれを否定する
理由はいくらでもつくのであるから、奇蹟があるか

ら神があると断定することはできないのである。
また、神の一人子であるとか久遠実成の応身だと
か言ってもそれは単に本人の宣言に過ぎない。而も
そのご本人たちは現代の精神病学による診断によれ
ばいずれも立派な病名をつけられる資格のある人達
だろう。その独断的宣言の真実性の証明が不可能で
あることは勿論である。
更にキリストが十字架により人類の罪を贖ったと
か阿弥陀仏が法蔵菩薩として五劫思惟により極楽浄
土を完成し罪悪深重の一切衆生を迎えられるとかい
うことの真実性に至っては最早手の施しようもない。
或 い は ま た、 弥陀長劫のご苦心は愚禿親鸞一人の
ためとかキリストの十字架の血はこの自分の為に流
されたのだとかいう、およそ信仰のある人ならば必
ず実感する事柄でもその不合理性は否定することは
出来ない。だから、若し合理性なきことを信ずるの
が迷信であるというなら一切の宗教は迷信意外の何
ものでもない。
世の中には宗教と科学の一致を立論することによ
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く

く

って宗教の迷信に非ざることを主張しようとする人
があるがとんでもない企てである。宗教の真実性が
科学的に立証せられたならばそれは宗教ではない。
従って不合理を恐れ嫌う人は宗教には縁なき人だ。
そも 宗教というものは到達せられたところか
ら、その結論を前提として説かれたものである。
これに反して、われ の合理的思考は到達せられ
ぬ立場を前提としているのである。この立場を全く
異にする二つの見解が一致するということはあり得
ないのが当然である。
結局信仰とは理論の正しさを信ずるのではなく到
達したという人の言を信ずることである。ーー自分
の理屈の尺度には合わないけれども、そうだときめ
てかかるのである。
随分馬鹿みたいなことに違いない。確かに信仰ほ
ど馬鹿なことはないのである。利口な合理主義者に
は歯が立たないほど大馬鹿なことなのである。
だが、その馬鹿なことがどれほど多くの人々を助
けてきたか知れないのだから変なものである。

助けられたという最低の意味は人生に生き甲斐を
覚えるようになったということである。
合理主義者は人生の意義について否定的なのが普
通である。若し単なる合理主義者にして人生に意義
を認める人があるなら余程頭の悪い人間に違いない。
世の中には事実こんな人間が沢山いる。そして彼等
は好んで敵を設け、これと戦う興奮によって空虚さ
を胡麻化し辛うじて生きているのだ。大変な近所迷
惑なことである。
兎に角、多少理屈の考えられる合理主義者ならば
悲観論にならざるを得ないのである。
人生を積極的に肯定する者と、肯定出来ない者と
事実の上でどちらが幸福だろう。
人間は正当なる思考によればいずれにしても助か
らないように出来ている。どうせ助からないなら確
証はなくとも助かる道があると聞かされれば「若し
や」という淡い望みをつないでみるのが人情ではな
いだろうか。若しそれが嘘であっても元々なのだか
ら。信仰の緒はこんなところにもあるのだろう。
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こうして合理性を欲する自分を一応飛び越えて「あ
ちら」の立場に立ってみることが出来たらそれは「こ
ちら」から想像していた景色とは全く別のものであ
ることを発見するのである。醜き土塊は光を放ち、
ダイヤモンドは輝きを失い小石の如く。千万里に波
打つ大洋をカラシ粒の中に見る。というようなもの
である。信仰の世界は本質的に不合理の世界である。
不合理に安住出来ないならそれは信仰ではない。
お釈迦様と雖も万人納得出来るように辻褄の合っ
た理屈で説明出来ない世界なのだ。実に残念なこと
である。
しかし、それは合理主義者が想像するような出鱈
目な妄想の世界でもない。実は感覚知覚という部分
的方法によらず、いのち全体で直接に体験し得るも
う一つの合理性ある世界なのである。
だから信仰者と雖も、普通の合理主義者のいう合
理性を無視否定するのではない。例えば科学的事実
やその説明を否定するのではない。しかし、その説
明を以て事実の究明が畢了したものとは考えないで

く

二四・七・八

更に先人の示す玄義を味わい、且つ行うことにより
生活の上で体認してゆこうとするのである。

く

親しい人がしたという自分の噂話を間接に聞か
されてみると、半分は誤解や曲解で半分は本当の
ことである。間違いの方は大して気にはならない
が、本当の方はグーの音も出ないほど痛いところ
を突いていることが多い。われ のような自分
に甘い人間にはいい薬である。
また、誤解だと思って軽く捨てたことでもよく
考えるとヒヤリとさせられることがある。案
外他人というものは正しく評価しているものだ。
見抜かれて恥ずかしい思いを度々するがその度に
少しずつは自分の誤魔化しが整理されてゆく。蔭
で批判してくれる人は意外に有り難い師だ。
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まず信仰を
宗教的信仰は本来個人の運命に関することである。
国家社会をどうしようというものではない。
政治家が人々の信仰を利用して善政を布き或いは
悪政の手段とすることは出来よう。しかし信仰その
ものはあくまで個人の心中の問題であり個人の現当
二世にわたる運命に関わることである。
従って信仰から直接に政治経済等の機構制度を引
き出すことは無理である。だから若い人には宗教に
関心を持ちにくいのだろう。
血気盛んにして気負った人々は自分一個の問題に
かかずらわっているのは如何にもケチ臭い感じがし
て、国を論じ、社会を憂えて悲憤慷慨、東奔西走す
るのを大丈夫の道であるように思っているが、自己
の運命、人生の意義、人間願望の帰結等につき見極
めを持たぬものが他人の救済、指導をしようとする
などは飛んだナンセンスであることを知らねばなら

ない。
世の中は常にこういうあわて者に引っ掻き廻され
て迷惑を蒙ってきたのである。
ケチ臭く、ジレッタク思うだろうが先ず信仰によ
り自己の脚下を明らかにし、その足場に経って救世
済民に赴くべきである。それからでも決しておそく
はない。信仰は本来個人の問題であるが個人に止ま
る問題ではないから自己の殻の中で果ててしまう心
配はない。まず信仰を！

弱者の道

宗教は弱者の逃避所だとはよく言われることであ
る。まことにその通りである。自己を弱者として認
める情けなき人間にのみ開かれた道である。
「俺は宗教に逃げるなど卑怯なことはしない」と威
勢よくタンカをきる人には無用のことなのだ。
だが、弱者がこういう勇者を見ると却って危うく
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二四・九・九

てハラハラさせられる。バネ仕掛けの自働人形が狭
いテーブルの上で盲滅法跳ね上がっているような気
がするのである。何時墜落破滅するか知れない。
弱者の道はこれ以上落ちるところのない大地の道
なのだ。
自己と世界のすがたと運命を正視するのが弱者で、
それに目を背けるのが勇者であるならば、われは敢
えて弱者の道を選ぼう。
弱者は智者であり得るけれども勇者は遂に愚痴で
あるより他はない。

二河白道
たとえ話がある。
血の河と火の河の間に一筋の白道が延々とつづい
ていて時々血の波焔の舌がそれを侵すので道の先の
方には何があるかはっきり見えない。

く

く

く

こちらの岸には人間が鬼や悪獣に追い廻されて息
も絶え になって最早逃げ場もなく最期の悲鳴をあ
げている。そうすると何処からか大きな声がして、
「その白い道を行け、恐くはないぞ、思い切ってそ
の道を行け、大丈夫だよ、向こう岸は安全だ。まご
していると喰い殺されるじゃないか、早く そ
の道を行け！」
おやっと思って白い道を見たとき、血の波焔の渦
、な
、り
、にまじって向こう岸からも微かな声が聞こ
のう
えてくる。
「その道を来ればいいんだ。こっちは安全だ、一目
散に走って来い！ 途中の波や焔を恐れるな。思い
切って走って来い！」
この人間が若し、この道は本当に安全なところへ
つづいているのかしら、途中で駄目になってしまい
はしないかしら、などと疑ってまごまごしていたら
忽ち鬼や獣の餌食になってしまうが、どうせ助から
ぬものならこの道を行ってやろうと決心して脇目も
ふらず走って行ったならば極楽という結構なところ
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へ飛び込むことが出来るのである。
原子爆弾が発明されてから人類は丁度この話の人
のような立場に追い込まれている。もし、第三次大
戦が起こったら人類は殆ど滅んでしまうだろう。殊
に日本人は人類学の資料になるほどにしか残らない
だろうと言われている。
原爆戦の恐ろしさは世界中の誰でも知っている。
それだのに事態は刻一刻と戦争の危険に近寄って
ゆくように見える。
一体人間は戦争が好きなのか、滅亡を欲している
のか。
決してそんなことはない。ただ人類は戦争を避け
られないものと信じているからなのだ。避けられな
いものと考えながら避ける工夫をしてもそれは無駄
である。平和の可能性を信じて行う努力でなければ
何の足しにもならない。
われ 日本人は他に生きる道はないのだ。理屈は
あとでゆっくりつけるとして、先ず平和の可能性を
信ずること。盲信でも迷信でもよい。信じて白道を

く

驀地に猛進するのみだ。白道の先は模糊として見え
ない。果たして極楽があるのやら地獄があるのやら、
しかしまごまごしても地獄なのだ。馬鹿になって信
じて、兎に角彼岸へ走り抜けてみるより仕方はない。
利口ぶって、イズムだ宗派だときいた風な理屈を
捏ね合っている間に原爆の黒雲はわれ の頭上に一
寸ずつ拡がっているのだ。
もうこうなったらイデオロギーや教義などの邪智
悪智を振り廻しても大勢を変えることは出来ない。
、の
、ち
、
最も単純な人間に還り確信して張り上げるい
、
の叫びのみこれを能くする。八千万がみずからのい
、ち
、の叫びをそのままに爆発させるならば、二十億
の
の共鳴を起こし嵐となって忽ちにして黒雲を吹き払
うだろう。国際社会に座席を持たぬ日本人が自らを
救い全人類に貢献し得る唯一の道だ。

二四・六・一八

平和運動の講演をきいて
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和田 重正

過去、約一ヶ年間にノートや紙片に書き付けてお
いたものの中から拾い出し、推敲も編輯もせずに原
紙に写して来ましたら、こんなものになりました。
筋も骨もない、ただの寄せ集めにすぎません。しか
し、振り返ってみると自分の姿をまざ と見るよう
で淋しくなります。
ボロ自転車で息切らせながら真実への白道を我武
者羅に進もうとしている。われながらいじらしくさ
えなります。
踏んでも 遅々として進まず、間近の道端にある
筈の「よい学校」さえまだ見えてきません。しかし、
自転車は止まれば倒れます。彼岸の声に惹かれて進
むうちに来年は学校の屋根ぐらいは見えて来るかも
知れません。
二四・一〇・一五

『白 道』掲載完了

六十七号から掲載してきた『白道』は以上をもって完
了です。現代の感覚からすると差別言語では、とか、差
別的な考え方が含まれているのではと感じられた部分も
あったかもしれません。ものの捉え方、考え方は時代と
ともに変化していく傾向があります。ということは古い
資料を紐解くと、時代によって捉え方、考え方に違いが
あることを知ることができるということでもあります。

さて、一ページ一ページ原紙を切って謄写版印刷をし
手作業で綴じて作り上げられた書籍は、
『白道』以外に
もあります。手にとるだけで製作の苦労と、何より情熱
が伝わってくる貴重なものです。
ところが約七十年前に書かれたものであるため、漢字
もかなづかいなどの文法も今と異なり、インクのかすれ
や当時の紙質のわるさによる紙の傷みもあって判読でき
ない部分もあります。これも読み易く直してみなさんに
お届けし、
「和田重正に学ぶ会」の資料として活用した
く思いますが、それには時間がかかります。
しばらくのご猶予をお願いします。
編者・註
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手書き未定稿

価値観の多様化を超えて
――役割の自覚へ

如何にして生きるか・
その根本的解決への一路
――非宗教的人間観

（ 題名が定まらず、二つを並列メモ
したと思われる。編集者・註 ）

和田重正
限られた紙幅に膨大な人生問題
を盛ろうとすれば記述が簡潔且つ
抽象的になってわかりにくいとこ
ろができるのは止むを得ませんの
でご容赦願います。
仕事は外に求めても見つからな
いが己れの中にはそれが充満して
いる。価値観の多様化と教育の非
人間性がからみ合って、多くの青
少年の生きる情熱を奪ってきたこ
とは戦後三十年の著しい現象だと
思います。
一、まず生き甲斐という観点から
青少年の実態を概観してみまし
ょう。

く

一類、学問芸術スポーツに没頭
する者、それを業とする者に
は問題はない。学問、芸術は
五感の系列に属する本能に源
泉をもつ欲求の発展したもので、
この欲求に没頭するものは時
代の変化には余り関りなくい
つの時代にも大体一定数は存
在するようだ。
なま
二類、食と性の生の本能に密着
してこれに溺れて恥じぬ者、
なおそれに飽き足らず、命が
けのスリルを求めて辛うじて
その日 を過ごしている者
三類、二類に隣接するのが左右
両極の行動派、非現実的な偏
狭なドグマを単純に信奉し、
これを大義名分として二類の
欲求を遂行しようとする者。
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彼等の性の無秩序と暴力行為
を見れば理解できるだろう。
四類、財物、権力、地位、名誉、
これらを追うこと（立身出世）
に情熱を傾ける者。このエゴ
イスティックな欲望に全人生
をかけることに何等疑いをも
たぬ者は資本主義社会の成長
期には絶対多数だったのでは
ないか。
五類、生き甲斐を模索する者。
しかし戦後社会情勢の変化と
共に前掲の財権地名などの空
しさが感じ取られそれに魅力
を感ずることのできない若者
が無数に生じてきた。彼等は
新たな価値を求め情熱の排け
口を求めて今日も日本全土に
右往左往している。

六類、現実社会の冷酷な要請と
非人間的教育にも拘らず尚人
間的触覚を失わぬ者、その多
くは社会福祉と教育に道を見
出している。
右の分類の二 ―六は欲望進化の
順に並べたのだが各類につき若干
の解説を加えよう。
一類は、 人
〝 間らしさ 〟の、あ
る一面を強調するもので、二類以
下とは分類の基準を異にするから
一応別格としよう。
二類はやはりいつの時代にもい
る最下等の人間。
三類はそれより稍々進化したと
ころ。この二つは目立つから騒が
れるけれどその数は大したもので
はない。

問題は四と五。中年以上の凡俗
大部分は四であるが今の若者は大
勢は五に向かっていると言えよう。
若者全体の八〇％はこれに属する
というのがわれわれの実感である。
六類はまだ多くはないが急激に増
えてきている。しかしその多くは
実行に当たって社会福祉の世界を
支配する非人道性、教育界を支配
する非人間性の現実に圧倒されて
深い懐疑に陥っているのが現状で
ある。
このように若者の大部分が何に
情熱を傾けようかと対象を模索し
思い惑っている。実際われわれに
近づいて来る真面目な若者の殆ど
全部が五か六に属する者である事
実は何を意味するだろう。これは
若者一人々々にとっても社会全体
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にとっても由々しき大問題である。
二、解決への道
年配者はしばしば若者の無気力
無理想を歎き責め、わが若かりし
頃の勤勉努力を誇示しようとする。
しかし若者は、その勤勉努力の目
的が何であったか、それがもたら
した結果がどんな空しいものであ
ったかを知っている。この若者に
年寄りの古い価値観を強い、それ
によって奮い起たせようと試みる
ことは歴史を元へ戻そうとする夢
のような企てである。最近も立志
たいじん
伝中の花形だと自ら気負う大 人
が、五つの何とか、十の何とかと
いう名セリフを吐いて夜の若者か
ら大笑いに笑われたばかりである。

ともかく価値観の多様化と混乱
くら
が若者の生きる目的を眩ませた原
因であることは間違いない。では、
出揃った価値観を比較検討してそ
の優劣を定め価値観の統一を図る
ことが可能であろうか。否である。
今日の現実はそのような中途半
端なことで片づく程生易しい状態
ではない。とすれば、その解決に
は、諸価値観の根源を確かめなけ
ればならず、それは要するに人間
存在の意義を確かめるということ
に他ならない。こう言うと普通の
人には手に負えない高遠な問題の
ように思われるだろうが、決して
そうではなく中学卒業程度の常識
があれば誰にでも理解できる事柄
である。

三、人間とその役割

もしわれわれがこの世に於ける
自己の役割を自覚したらばどうだ
ろう。特攻隊の勇士・世界同時革
命の兵士・ある種の宗教や社会思
想の伝道に挺身する人たち或いは
恋に酔う若者のように興奮した動
悸の高まる手応えはないかもしれ
ないが、平凡な日常生活の中でも
大気から沁み込むような確かな濃
密な生き甲斐を実感することがで
きる。それにはともかく次のこと
を理解しなければならない。

、の
、ち
、について
Ａ、い
、、、
１．い
の
ち
の
唯
一
性
。
単
細
胞
の
、の
、
、ち
、とヒトのい
原始生物のい
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、ち
、はつながっているのでは
の
なく同じものであるというこ
と。生物進化の実相の理解に
よって知る。
、の
、
２．人間を在らしめているい
、の選択力（知恵）の量り知
ち
れぬ大きさについての理解。
Ｂ、個体について
３．人間の欲望についての理解
４．人を人たらしめている大脳
の役割（煩悩、罪の実体）
、の
、ち
、にとってどの
５．個体はい
ような意味を持っているか。
――個体の役割。
６．役割の態様とその果たし方
これらのことはすべて従来宗教
によって扱われてきた。しかし宗
教はこれらの課題を情緒的感情的

納得に任せ或いは跳躍的な体得の
みに委ねようとしたため入る者稀
な狭き門にならざるを得なかった。
もし神仏の知恵・慈悲・救い・
自我意識・迷い・罪などと称せら
れるものの実体、超経験的前提生
物進化の現象の説明の中で解明さ
れ得たならば宗教に無縁の若者も
生物界に於ける己の役割を理解し、
即今只今から活々と己の業務と修
行に励むだろう。筆者は近年その
「非宗教的人間観」を得て身辺の
若者に施し希望と悦びを勝ち取ら
せることができた。
その詳細を述べることはできな
いが人生の問題の根本的解決への
、こ
、に
、も
、あることを知っても
道はこ
らいたいと思って窮屈な紙幅を埋
めた次第。 （一九七四・一二・一）

版画 村木 義一
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『まみず』の 和田重正先生に関する記事について

月刊誌『まみず』は柏樹社社長で、和田重正先生の教え子でもある中山信作さん
の肝いりで世に出たもので、
『ここに帰る』ではこの中から主に和田先生の書かれ
た記事や先生の対談、講演記録などを載せてきました。前号（七十三号）までに、

頌

春

皆様のご家庭が、
ま、
み、
ず
潤う年であります様に

柏樹社

昭和四十一年一月一日

〈まみず〉の条件

松居桃樓

天台小止観を現代語に意訳しよ
『まみず』の昭和四十七年十二月号までを掲載しました。
うと思ってから三十三年になる。
掲載を始めたのは『ここに帰る』三十五号、
『まみず』の昭和四十二年一月号か
らですが、和田重正に学ぶ会事務局の手許には『まみず』は全巻全号までは揃って その頃、死の恐怖のどん底でもが
いないため、掲載できていない号もあります。
いていた私は、宗教家、心理学者、
時々みなさんにおこなってきた「お宅に『まみず』の次のナンバーがありました
医者 ‥ ‥と渡り歩いた末、この本
ら貸してください」のお願いによって、欠けた号も少しずつ充足してきました。
にめぐりあって、やっと人生に一
そこで今回、
未掲載になっている号を最初から一挙に載せたいと思い立ちました。
縷の望みが持てるようになった。
実は『まみず』は当初、月刊誌ではなくて、まみず新書普及のための会報（パン
フレットみたいなもの）でした。すると短時間で多くの会員の応募があったことも ひとくちに言えば、この本は、人
間の幸福とは何か？どうしたら、
あって二つの号ののちには月刊雑誌として再出発し、発展することとなりした。そ
の経緯は以下の掲載でご覧になれます。これから、昭和四十七年末までの未掲載号
その幸福を身につけることができ
（の内、手許にあるもの）を載せてから、昭和四十八年以降の号の掲載に進みます。 るか？ということを、ごくわかり
やすく、具体的に、誰にでも実行
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できるように説いたものだ。
こんな素晴らしい本が、なぜ千
四百年近く世に出なかったか？
それは、仏教用語で書いてある
からだ ――と私は思う。いや、こ
の本ばかりではない。すべての仏
教のお経にしても、キリスト教の
聖書にしても、なんとなく取っつ
きにくいのは、宗教的な色彩やく
さみが強すぎるからだ。
私は、最近、ブリタニカ百科辞
典の少年少女版を読んでいて、ハ
ッとした。 ――人間の生命を保つ
ための〈まみず〉には、色彩や臭
みがあってはならない。もちろん、
健康を害するような不純物がまざ
っていたら大変だ。だからといっ
て、化学の実験などに使う蒸溜水

のように、まったく味がないのも
困る ――という意味のことが書い
てあった。
一体〈まみず〉は、海水の三十
分の一しかない。しかも、その三
分の一は、いつも氷や雪として固
定しており、残りの大部分は、地
の底に探くかくれていたり、いろ
いろの不純物がまざっていたりし
て、
〈まみず〉としての利用価値が
ないそうだ。そういう点も、いわ
ゆる古典と似ているような気がする。
この世の中には、ものの本が、
海の水ほど沢山あるが、本当に心
の糧となる〈まみず〉は、ほんの
少ししかない。しかも、その大部
分が一般の人には利用できないよ
うな難解な状態におかれてあるのだ。
ところで、不思議なこことに、

平均三〇インチの厚さで地球をお
おうほどの水が、毎年きまって蒸
気となって空にのぼり、雨や雪と
して（
〈まみず〉となって）地上に
帰って来てくれる。ただひとつ困
るのは、ある地方には一年に一イ
ンチも降らず、別の地方では、そ
の何百倍も降ることだ。その上、
現代の人間は、ただの飲み水だけ
でなく、農業用や工業用として、
昔の何倍、
、何十倍と水を使う。
そこで、どうしても大きな貯水
池を作ったり、その水を遠方から、
手間をかけて運ばなけれぱならな
い。それが、水道事業だ。
出版界でも、これと同じように、
人類が積みかさねて来た、過去現
在の書物の大海から、純粋なもの
だけを蒸発させて、それを〈まみ
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ず〉にして、貯水池にため、個人
個人の心に送りこむような〈知識
の水道〉が必要なのではあるまい
か？。アメリカのリーダーズ・ダ
イジェストとか、日本や欧米諸国
の有名な出版社で出している文庫
本や新書などは、そういう目的で
作られているものだろう。だが、
残念なことに、大抵のものに、そ
の出版社や編集者特有の色や臭み
がある。本当の〈知識の水道〉は、
無色、無臭、無毒、しかも味のい
い〈命の水〉の水〉であって欲し
いのに ‥‥。
この度柏樹社から出版される
〈ま
みず新書〉こそは、そういう意味
での〈まみず〉を豊富に供給する
であろうことを期待している。
（アリの会顧問）

Ｕ君への手紙
村木義一

Ｕ君、お便りうれしく拝見しま
した。津軽半島の海岸のことだか
ら随分寒いことだろう。とりわけ
偏西風の吹く日の事を想うと東京
はまるで極楽。小柄ながらたくま
しい体と精神を生れつき持ち合わ
せている君が、吹雪と潮風の中で
少年を相手に教育に専心している
姿、しかも日韓条約をめぐる国会
にして国会にあらざる国会に遠く
からフンガイする、子どものころ
からの君の正義感をみて、やはり
自分の生きる道は雪深い津軽の地
こそと、なぜか確信を強固にいた
しました。

都市と地方の格差が益々隔たろ
うとしている今、地方人がわけも
なく中央のものを尊重するという
迷夢を醒まし、自己に自信を持た
せ、環境に熬心な奉仕を捧げさせ、
それ自身の特質を自覚させたい。
誇りをもたせたい。この事は君の
教え子が東京に就職してくる度毎
に「彼らの不安そうな顔つきをみ
て」つくづく感じてきた事です。
在京四年の学生生活で、自分の
専攻学科である政治学よりも切実
に自己の問題となったのは、一口
に言うと本来の自己とは何なのか
ということでした。本業の学業は
棚上して自分なりにあちこちと求
め回り、どうしてよいのかわから
ず、ただ焦っていたようです。そ
ういう暗闇の中で、うっすらと自
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分の姿を見ることかできたのは、
前にもお知らせした、あの和田重
正先生だったのです。先生が五十
数年の尊い生活を賭けて汲み出さ
れた「生命の水」に浴したからで
した。
人間というものは、その素質も
さることながら、僕の性格を考察
してみると、環境の影響もこれま
た実に大きいことが解り、特に同
じ自然的人文的環境に育って来た
郷土の人々の共通の悩みはよく理
解できるつもりです。
産業、経済、教育、交通等あら
ゆる立遅れからの脱却の根本的解
決は、都会の猿真似は止めて津経
人らしさの本来の姿を認識して、
じっくりと腰を据えるより外に名
案はないように思います。日本中

の先覚者の汲み上げられた真水を
雪国に導き、冷たい雪をとかし、
それを呼び水として私達で井戸を
掘ろうではありませんか。Ｕ君！
冬、冬、冬、この言葉をきくと、
イヤな気もせずに極限にまで抵抗
してゆく力の湧くのを覚えるのは
何だろう。
（大学生）

昭和四十一年三月十五日

まみずの言葉
理想は空にえがくものではなく、
自己と対象のなかに発見すべきも
のだ。発見された理想こそ、この
世の生きた宝だ。

『食う』に思う

大橋勝二

和田先生がお示しになる世界は
私にとって常に驚異であります。
このたびの『食う』もその例外で
はありません。『食う』を読むうち、
なんとも知れぬ力あるものに心を
ゆりうごかされて、私は「自分の
生活を根底から改革せねばならな
い」
、 ――ことばにすればまことに
簡単ですが ――と覚悟ができてい
ました。
この私の結論がどうして出てき
たかを筋道だててうまく言えない
のですか、それは和田先生のご生
活の態度と私自身の生活態度に根
本的な違い、高さの違いというの
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か質の違いというものを感じたた
めだと思います。その相違の由っ
てきたるところは一体何であろう
かと考えますと、私が学生生活か
ら社会人の生活に入ろうとする時
の「生きる」ということに対する
態度にあると思われます。
「自分を生かす職業を選びたい！」
という願いは誰しも持つ願いでは
ありますが、私は「自分を生かす」
ということの意味が皆目わかって
いなかったことに気づきます。
私は、クレペリン検査とかＤＯ
ＳＥＦグループテストなどで測定
された適性・指向性にただ頼って
いました。ですから学生時代に屢
々行われたこれらのテストや知能
検査のたびに、学科テストとは違
った緊張におそわれました。それ

に私の人生を賭けていたのです。
それにもかかわらず、
「自分を生か
す」という実感に全く乏しいのは、
適性というものにあぐらをかいて
安楽に食って世を渡ろうという根
性であったからに他ありません。
そこには、利他の世界はおろか、
自利の世界すらも遠いものになっ
ています。
いま私は新しい世界の門口に立
って、しばし茫然の態です。そし
て正しく「食う」ということがい
かに意義の深い、そして人生の問
題に直結したものであるかを思わ
ないではおられません。
（郵便局員・小田原市）

▽後 記△

▼草木の芽の萌えあがるこの月に相応しく、
新生日本のはじける芽ともいうべき、まみ
ず新書の第二巻を感激をこめてお送りしま
す。その書名のように、会員のみな様、い
な全国民と共に、高らかに清らかに「国に
理想を！」と歌いあげよう、そこに貴方と
日本と人類の直結した救いの鍵がある。と
の著者の悲願に読者もまた応えてあげてい
ただきたい。この史上に例のない呼びかけ
に柏樹社も誠意と情熟をこめてお応えした
いと考えています。
▼本会報も、五人の会員の方々からのご寄
稿で、会員の汲みあげる〈まみずの器〉と
しての役割を立派に果たしえました。きっ
と皆様のお心にも、新書とともに、その深
い味わいがしみとおっていくことでしょう。
次号へも多くのご投稿を期待いたしており
ます。尚ご掲載の分には薄謝を呈します。
▼創刊以来、ご入会者も続々とふえ、三月
五日現在で会員数四八六名（総口数五五九
口）となっております。お便りによります
と、皆様にご負担いただいております余部
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一冊はもちろん、ご自身の分まで、何人で
も読んでくださったり、またお勧めいただ
いているご様子、会員数の逐次ふえていま
すのもさこそと存じますと共に、一方すで
に数千の方々が〈まみず〉を味わっておら
れるのだと考えますと、ありがたく、身の
ひきしまる思いです。
▼会員の方々からのおすすめもあり、只今、
まみず新書を学校、会社、駅などの売店で
の一般売り（頒価八〇円・〒一〇円）を計
画し、ディスプレイなども準備いたしてお
ります。ご関係先でご協力いただけるとこ
ろがあればご連絡くださるようお願いいた
します。
▼次巻は内山興正先生の「正しい坐禅のす
すめＩほんもののホトケさまをする仕方」
です。お原稿の下書を拝見して、これほど
『普勧坐禅儀』を今日の言葉で適確に、然
も「家庭にほんもののホトケさまをもちこ
むこと」まで説いた本は他にありません。
先号予告の松居桃楼先生の「今をほほえむ」
は四月上旬に発売されます。共にご期待く
ださい。
（柏樹子）

まみずの言葉
理性と感情のくいちがいを、おの
れのアタマで調整しようと努力し
ても無駄である。両方の主張を、
ともに捨ててみれば、調整を必要
としない一本道があらわれる。こ
れを極楽の道という。
何故クロレラの
人体実験をはじめたか
田所静枝

私たちが、蛋白質の給源をクロ
レラだけに求めて、魚肉類・豆類
その他野菜なども一切食べない生

活に入ってから、まる四ヵ月にな
る。
クロレラは、地球上に最初に発
生した生物の一つといわれ、この
単細胞の微小な藻は、光と水と空
気のあるところ驚くべき繁殖力を
見せ、個体の五〇～六〇パーセン
トを占める蛋白質の含有量は、他
に豊富な各種ビタミン類とともに、
七つの栄養価は、今や「宇宙食」「二
十一世紀の食糧」というホープを
になって脚光を浴びていることは、
一般に周知のことである。
しかし、これ程に大きな希望を
託し得るもの ――という学問的証
明は出ていても、これによって、
実際に生活して見るという実験を
した人は、まだ世界になかった。
なぜ、私たちが、敢えてそれをは
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５月号
1966/No.3

じめたか？私たちは、これを、健
康や美容のためとか好奇心の満足
のために始めたのではない。
仏教でいう頭陀とは、十二頭陀
行、即ち、一住阿蘭若処、二常行
乞食、三次第乞食、四一食、五節
量食、六過中不飲食、七着弊納衣、
八伹三衣、九塚間住、十樹下止、
十一露地坐、十二但坐不臥 ――の
ことで、総じて一言すれば、
「衣食
住について心を労することなく、
しかもつつましく生きる生き方」
をいうのであって、これは、あら
ゆる道を行じようとする者にとっ
ての大前提として、仏教が示して
いることであり、キリスト教でも、
空飛ぶ鳥や野の花にたとえて、生
活の資を思いわずらう愚が、断然
と戒められている。

古来、これらの教えを歩もうと
する人々は、自己を、衣食住の執
着から解放しようと努力し、その
人々が集まる所、僧伽 ――寺院、
修道院があって、二千年、三千年
の時の流れに、その信念は大河を
なし、さらに大海のごとく拡がり
深まっているはずであった。
だが、果たしてこの間、祖師の
教示を信ずる人々が、本当に生活
を思いわずらわずに生き得たであ
ろうか？托鉢 ――行乞 ――の生活
に徹し得た人が、各宗教、各宗派
の中に、稀有の聖者として古今に
譖えられていることは、何を意味
しているだろうか？
頭陀のもつ真の目的は、衣食住
の安心そのものではなく、むしろ、
一つちがえば飢え凍えて死ぬかも

しれないという危険性をふんまえ
て、その上で自若として生きつく
す所にある。が、それは、ごくす
ぐれた一部の人にのみ、要求でき
る態度であった。
寺や修道院に住んで、自分の衣
食住の為の生産をも放棄して、人
類の精神水準を高めるために修行
を続ける筈の人々が、結局は、最
低の線にもせよ、生活の為に自ら
労したり、一般の社会人からの金
品の集まることを期待し、また、
何等かの方法で自分たちの毎日の
食糧を「確保」する必要に迫られ
たという事実は、現状までの段階
では、むしろ必然的矛盾だったと
言い得るかもしれない。
だが、光と水と空気さえあれば、
どこにでも培養でき、無限に繁殖
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して、三十億の人口が今後どんな
に末ひろがりに増えていっても、
これを十分に養いきれるという見
通しのあるクロレラの実用化は、
万人易行の「頭陀」の可能性とし
て、天国が、西方浄土が、われわ
れに一歩ちかづいたことを示すも
の ――と信ずることが、私たちを
して、スクラップとして捨てられ
たこわれ自動車を家として住み、
クロレラだけで人間が生きられる
という実証と、これを少しでもよ
り美味に食べる方法の研究に踏み
切らせ、すでにまる四ヵ月を数え
るゆえんである。
（国際蟻の街、飢餓解決実験所）

まみずの言葉
法律を知って法を知らぬ人
教育学を知って教育を知らぬ人
仏教を知って自分を知らぬ人
神を知って人生を知らぬ人
そんな人にはなりたくない

地 球 儀を 前 にし て
藤井かの子

女優の沢村貞子さんが話してい
た。
「わたしは、いつも、大きな地球
儀を部屋に置いている。そのわけ

は ‥ ‥」全く私の考え方と同じで
驚いた。
小さいときから夜空を不思議に
思って眺めていた私は、大きくな
ってからも、天体というものに限
りない不思議な力を感じ、
「太陽を
中心として幾つかの星が回わって
いる。私達の住んでいる地球もそ
の一つで、この宇宙の中の大親分
は太陽である」と何となく思い込
んでいた。
ところがある日、お勝手で夕食
の仕度をしながら何気なく聞いた
テレビの宇宙の話に、大変びっく
りした。
「宇宙とはどこからどこまでとい
う限りの無いもので、私達が住ん
でいる地球は太陽を中心にしてい
るグループの太陽系に属するもの
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７月号
1966/No.5

で、そのようなグループは銀河系
とか何々系とか数限りなくあって、
人間の知らないグループの方が多
いのです。そのようなグループの
存在する宇宙は、どこから始まり
どこで終わるのか、科学の力でも
まだ知り尽し得ない程、文字通り
無限なのです」
私が随分大きなものだと漠然と
思い込んでいた太陽系が、ほんの
小さなＩグループだとは「宇宙は
無限」
。私の体に電流が伝わり、手
にした物を思わず落してしまう程
気が遠くなる思いだった。
それからこの方、それ程の無限
の中に存在する地球の、わずかな
凹凸の陸地のごく一部分の日本、
その中の神奈川県の ‥ ‥と考えた
とき、私一人の存在する所は、電

子顕微鏡でのぞいて見る位の物か
も知れないと考えるようになった。
しかしそれを裏返して考えてみ
たとき、それ程小さな人間が、こ
の世に生を受けて成長し、結婚し
子を生み育て、そして老化して消
えて行く、そのような人間の織り
なす小さな時の流れが結集し連続
して、大河のような人類の歴史を
作り続けているともいえる。
このように考えると、この宇宙
の無限の運行を司る自然の力の偉
大さに目を見張ると同時に、微々
たる人間の力の結集の偉大さにも
驚かずにはいられない。
明治以来、近代国家として立ち
上がり、外国を相手にして現在に
至ったが、いつまで外国を敵視し
ていられることだろうか。

現代はもう既に宇宙時代に入っ
たと見てよいのではなかろうか。
人工衛星やロケットが宇宙を飛ぶ
時代に、地球上の国々は最早手を
つないで地球人として立上がるべ
き時代の流れに入ったと見るべき
でしょう。
このような時代に、アメリカが
どうの、ソ連が、中国がと、小さ
ないざこざのために個人の生命や
自由を人為的に失っていることは、
無限の宇宙に目を向けて見れば重
箱のすみをつっつくようなことで
しょう。
しかし、微々たる個人の力では、
いくらよい考えに達しても、すぐ
に他人や他国に取り入れられる事
はむずかしいものです。私達の人
生何十年かで学び得た大事な宝で
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その宝を理解し、十分に生かし、
伝え続け、価値ある人間として生
きてくれる子どもは、いや自分の
子どもばかりでなく、すべての子
どもは、私達人類の宝であると思
います。
（主婦・山北町）

まみずの言葉
宗教が思想である間
それは人生の重荷である。
それが生活になったとき
解放であり救いである。

月

周郷 博

こよい
つゆ明けの 夕立のあとに

ようやく しずまれる
町の上に

ぼーっとかすめる
はじらいの果実のごとく
四分欠けの 汝月よ

地球の人びとに
そぞろに語る聖人か
処女のごとく

こよい
月を見たり
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も、すぐに役立たぬ事の方が多い
かもしれません。
しかし、「宝」とは何でしょうか。
私はこう考えるのです。
この世でどんなにおいしいもの
を食べても、どんなに高価なもの
を持っても、楽しい思いをし尽し
ても、自分の命が無くなる時には
消えてしまうのです。それに比べ
て私達の人生から学び得た、ある
いはもっと遠い人類の歴史から得
た尊い宝は、その子によって正し
く受けつがれたとき、人生は単に
六十年ではなく、子から孫へ、縦
横のつながりを持って百二十年と
なり百八十年となり得るわけで、
それは無限に生き続けられるのだ
と思います。

８月号
1966/No.6

かすめる あんずの実のごとき
月を見たり
人類ののぼせを さまそう
柳 鷹烈

私がまみず新書によって啓発さ
れた見地から申しますと、今日ま
での民族間の歴史は、自民族の繁
栄のためには他民族を踏みにじっ
てもかまわないような生き方でし
たから、どの民族においても、光
栄な歴史といってほこるべきでも
なく、いやしい歴史といえども恥
ずべきでもないのではないでしょ
うか。しかもこれが今尚続いてい
るのですから、皆で正気を取り戻
して行こうではありませんか、と
いうのが『まみず』の真意である
と思います。そして民族間の関わ
りが、互いに尊重し合い助け合う

関係になってのみ、民族の繁栄も、
個人の生きがいもあるのではない
でしょうか。もともと世界は、す
べてをひっくるめて一つであるべ
きでありますから。
私たちの日常生活をみつめます
れば、悩みの連続、煩悩の連続み
たいなものです。今にも煩悩の海
に吸い込まれてしまうのではない
か、と思われる程です。そしてこ
の煩悩が自分のもの、自分に限ら
れたもののように思い勝ちですが、
よくよく見きわめますと民族の悩
みであり世の悩みであり、人間と
しての悩みであることが分かりま
す。そこでちょっと息を吹き返し
てあわてふためかずに、その正体
をつきとめましょうという気持に
もなれます。
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（お茶の水女子大学）

まみずの言葉
食うためにするのは凡医
責任感のためにするのは中医
患者のために手をつくすのは上医
教育者・宗教家についても同じ

９月号
1966/No.7

盤珪さんはこういっておられます。
「以前より悪みつけ、愛しつけ、
恚りつけたくせなれば、我も覚え
ず、時々に起こるに似たれども、
此の心本より自性なきことを知れ
ば、起るに似たる瞋恚貪欲、そだ
てもせず、悪みもせず、取りもせ
ず、捨てもせず、只親しく自ら知
てくらまさねば、起こるに似たる
貪欲瞋恚、其の儘吾本智、不生不
滅の仏心なり。なぜと云うに、貪
欲瞋恚の性指を付て知て見よ、其
の儘なにもない、実際真源なり。
」
このお言葉をいただいて、ほっ
と助かるのです。
和田先生は、
「自分の思わくなどどうでもいい、
ただ、やるべきことはどんなに小
さくつまらないように見えてもや

ればよい」
とおっしゃいます。
私たちは日常生活においても根
本的な大きい、そしてすばらしい
何かをしようとし勝ちです。しか
し実際には、私たちがなし得るこ
とは、みな具体的なことしかあり
ません。この具体的な事に没我し
た時に自他のない事実の世界にい
るのを発見します。その事が人の
迷惑になったり、所謂悪しきこと
でない限りにおいてです。
ここで、少し視野を広くしてみ
なおす時、具体的なその事が、幾
人かの営利や我執に対する充足を
来たすだけであったり、国是に対
する奉公であることで満足しなけ
ればならないのか。ここが問題で
あります。

今まで達道の先覚、先哲の方々
は具体的な事に没入することに依
って、真実の世界、事実の世界に
遊戯三昧し、これをまた後進に伝
えて来ました。そして真人を殖や
すことによって、地上天国を建設
しようとして来たのです。この境
地においては天を戴き地を踏んで、
一人おれば一人楽しみ、二人おれ
ば二人楽しみ、石ころも草木も風
月も共に楽しんで更に求めず不足
せざる境界であります。この境地
を得ることもできず、得ようと努
力もしない人は、縁なき衆生かも
知れません。昔はこんな行き方で
もよかったのですが、しかし今日
の国家社会においては、この行き
方はもう既に行き詰りであります。
地上天国建設は百年河清を待つこ
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とでしかありません。
さき程、和田先生はまみず新書
の『みんなで国に理想を』の中で
このことをずばりと断ち切って新
しく提案なさったのです。一個の
人間が生きる道と、国是と、人類
が栄える道を一つに貫き通して新
生の道を提示されたのです。もと
もと先覚、先哲が発見し生きられ
た境地は、一つの世界なのです。
人間が安心するには対立や分裂の
世界においては、あり得ないこと
なのです。すべてのすべてが、一
つである世界と過不足なき境地に
おいてのみあり得ることなのです。
その世界、その境地を現代的な方
法によって共に栄える平和な世界
を建設しましょうというのです。
先生はまたこんなことを断って

おられます。こんな世界体制がで
き上つたといって、すぐ地上天国
とはならない、やはり小さなきし
り合いもあり、悩みもあるであろ
うと。これも全くその通りだと思
います。しかし人間は、初歩から
の正しい教育や訓練によって、
（物
の見方考え方等）雄々しく天を目
指してのびて行く樹木のように、
育て上げられるものだと思います。
人間が皆正しい生き方をして居れ
ば、たとえ根本義は知り得なくと
も生きがいを感ずるでしょう。大
人でも従来の閉鎖されたちっぽけ
な世界から開放された、大らかな
のびのびとした世界に移されて退
屈する様な人はいないと思います。
がこれまた根本義は知らなくても、
聖凡異ならずであります。

諸法は本来自性無く無明に因る
のみ、何んぞ嫌ふべき底の法かあ
らん、壊わすべき底の法なく、一
指だも触れず、真実が真実に落ち
着くのみ。まみずの流れは、徐々
に世の中を潤おして止まないでし
ょう。皆々自分が先に立って。そ
うすれば世の人は、のぼせた自分
に気がつき、まみずを飲んで、正
気を取り戻すでしょう。

（韓国・京城・教師）

（柳鷹烈さんは和田先生の教え子です。

編集担当・註）
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まみずの言葉
絶望することに絶望し
絶望のはてに
絶望もなく
いのちをそのままに
生きるのを知恵というべきか
気を取り戻すでしょう。

教育座談会

家庭教育で何が
一番大切でしょう
―先輩お母さんにきく ―

出席者
太田よし子（主婦）
和田純子（和田先生夫人）
増田紀子（和田先生長女）
和田重正先生

１ 教育ママ
太田 このごろの「教育ママ」っ
て凄いですね。どういうんでし
ょう。育児や家庭教育の本もど
うかと思いますよ。
増田 何歳までに何と何とかでき
なくてはいけない、こういう事
をしなくてはいけない ‥ ‥いろ
んな細かいことか沢山でていて
お母さんたちはそれに追いかけ
られて、この子をこういう風に

育てて行こうという、ハッキリ
した大きな目標を見失っちゃっ
ている感じね。ただカッカして
しまうんですよ。
先生 教育ママというのは、どう
してああいうバカげたことが気
になるのですかね。人間はどう
生きるのが一体大切なのか、そ
の本筋を何にも考えないで、知
能テストとか学科試験とか、目
の前のちっぽけなトクなことば
かり追っかけてゆこうという、
そういうケチな根性しかないか
らだと私は思うのです。
和田 トクになるようにと考えて
やることは決してトクにはなら
ないのにね。人の一生というよ
うなことから考えれば当然そう
だと思うのに、若いお母さんた
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10 月 号
1966/No.8

ちには分かりにくいのかしら。
増田 そうでもないの。結構、私
たち若い者同上では、そういう
世問のことを批判はしているの。
だけどね、それがハッキリ 子
供を育ててゆく目標になってい
かないの。 ‥ ‥仕様がないと思
っているのよ。
太田 躾ということでも、その躾
に人間が使われているみたいで
ね。形式的な恰好をつけること
ばかりで、肝心なところが摑ま
えられてないみたい ‥ ‥そんな
気がするんですよ。
増田 でもね、前に小学校の先生
をしていた時、このお母さん、
偉そうなことをいつも言ってい
るけど、家庭教育で何してるん
でしょう ‥ ‥などと思っていた

けど、自分で実際に子供をもっ
てみると手も足も出ませんね。
和田 ほんとにそうですよね。
太田 こんな恐しいこと、とりつ
きようがありませんね。子供に
はすっかり油断して、そのまま
ぶちまけるでしょ。本性出して
ますから、他の方から御覧にな
ったらもう ‥‥。
和田 この間、うちの末の子が紀
子のところへ四、五日行って帰
って来てね、
「お姉さんのところは、なんでも
うちを小さくしてそのまま持っ
て行ったのと同じだ」
と言ってるんですよ。
増田 自分では、随分改良してい
るつもりだけど、そうかしら。
太田 私のところでもね、
「お姉さ

んは、お母さんの通りにダラシ
ないよ」と弟が笑ってるんです。
それには参ってね ‥‥

２ よい子、力づよい子

先生 そこで、太田さんや純子の
ように、子供を育てあげ、一応
お母さん役を卒業し、今度は自
分の子供がお母さんをやってい
るのを見ている ‥ ‥という人た
ちが自分の長い経験から、家庭
教育の中でどういうことが一番
だいじか、や、こういうことが
一番だいじだったんだ、あるい
は若い時には解った解ったみた
いでわからなかったが、やって
みてこれはよかったとかまずか
ったとかいうことを話し合って
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もらうとね。
増田 そうすると現役の人はとっ
ても助かっちゃう。漠然と思っ
ていたことがそうだったかとハ
ッキリするでしょ。
先生 うちでは、
「よい志をもつ」
「よいことを志す」
、そういう子供
であり、人間でなきゃならない
と思ってきたわけです。大体、
その点では意識的に子供たちに
年中、働きかけていた訳です。
ところが実際に育ってみてから
反省すると、この点では失敗で
はなかったかもしれないが、そ
の「よい志を為しとげてゆく力」
が欠けているような気がします。
そういう力をどうやって養って
いったらいいかという工夫がな
かったためだろうけど。だから

これからの子供には、そうして
やりたいなあと思うけど、今度
はもう孫の代だ。
和田 ところが、孫となるとおば
あちゃんやおじいちゃんは、ウ
ッカリロ出しできませんものね。
太田 私なんか迂かつですから根
本的人間造りとは程遠く、枝葉
のことですが ‥ ‥、たった二つ
だけ「子供の前で他人の悪口だ
けは言いますまい」
「子供の前で
グチを言いますまい」その二つ
だけは主人と二人で思ってきた
んです。ですから子供は小さい
ときに、人の悪口を言うのを嫌
がりましたね。よその人のこと
を何か言いますと、
「そんなこと言うもんじゃない」
「あの人、いい人だよ」とか言い

ました。でもそろそろ自分の判
断力ができるくらいの、小学四、
五年生になると通用しませんが
ね、心のきれいな小さいうちだ
けでもそうと思って、それだけ
思ってきました。
和田 大事なことですね。
先生 そういうことは我々も知っ
てたけど、なかなか実行できな
かったね。
増田 グチを言わないということ
もね。
太田 主人は小学校の先生でしょ。
貧乏の代表みたいなものですよ。
「貧乏が嫌になっちゃう」とか、
「こんなものしかなくって」 ‥ ‥
つい出かかりますよね。また外
から帰ってくるとこどもたちが
ゴチャゴチャ留守番してますね。
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その時に「ありがとう、よくお
留守番してくれたね」と言おう
と思ってきたんです。それがど
んな効果を現わしたかわかりま
せんが ‥‥
先生 太田さんと言ったらこれは
もう、小田原では「いい人だ」
と定評のある方ですがね。やっ
ぱりそういう「悪口を言わない」
というところが、誰にでも感じ
られるのですね。宏君（太田さ
んのご次男）なんかでもそうで
すよ。ほんとに人の悪口を言わ
ない。あまり悪口を言わないか
ら「これは人の悪い所がわから
ないのかなあ」と思うくらい ‥
‥

太田 いえ、今は言いますよ、大
きくなれば、自分の考えでいう

のですから仕方のないことで、
そこまではおいかけてきれませ
んもの ‥‥
増田 小さいときのこういう心の
問題って大切ね。
太田 私は両親が早く亡くなりま
したし、姉や妹はないでしょ。
だから子供をもって嬉しくて嬉
しくて仕様がないんです。いた
ずらをすればするでうれしくな
るし ‥ ‥。それで他よりちょっ
と甘やかしたかもしれません。
それで意気地がない子というの
かダラシのないものになったん
でしょうね。
和田 俊郎さんなんか、随分やる
方じゃありませんか。
先生 うちの子たちなんか、とに
かく「こういうことはいいこと

だ」ということは分かるんだけ
ど、
「チャンと実現してゆこう」
というファイトが湧かないと、
今度はだんだんいいことも考え
つかなくなってくるんですね。
。
ごくありきたりのことをやって
いることになってしまうんです
ね。自分の創造力というか、オ
リジナリティを発揮して、それ
を追求してゆこうという積極的
な気持がうすれてくる。ただ能
力のない善人というか、悪いこ
とをしない善人になってしまう
ね。
太田 それは私のことですよ。そ
の見本みたいなもんだわ。それ
に、そういうことというのは、
一般的なことじゃないですか、
ほんとに難しいですよね。
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先生 ハッキリした具体的な道は
ないものかと思うんですよ。家
庭の中で「なしとげる力」をつ
ける道がね。なしとげる力と一
ロにいうけど、それにはいろい
ろの要素があると思うんです。
形ばかり瀑打ちか坐禅でもやっ
て意志の力ができるかというも
のでもないでしょうし、一般の
家庭でそういう指導ができるこ
とでもありません。やはり、興
味とか好奇心とか、よいことに
対する積極的な気持ちを持続し
ていくいろんな要件があると思
うんです。ハッキリ分からない
けれども。
増田 特別なそのための方法とい
うものがあるのかしら。
和田 結局、子供たちには、志を

正しくしていけば、その志をや
りとげる力というものは、自然
に出てくるものだと思いこんで
いたんですよ、うちでは。
先生 そこに間違いがあったんだね。
和田 そうなんですよ。
先生 我々はね、小さい時からや
り遂げる力というものを、どう
したわけか知らないけれど、す
ごく持っていたんですね。才能
が特にあるわけでもないし、頭
もよくないのに、私の兄弟は、
やりとげる力を持っていたんだ
ね。だから、そういう力は必要
になったら誰にでも出てくるん
だと思いこんでいた。ところが
いよいよになってみると一つも
発揮されない、ビックリしてし
まったわけだ。

太田 ひとつは時勢、電気洗濯機
や掃除機なんかができて、だん
だん便利に安直に生活できるよ
うになると、とくに楽をしよう
というわけではなくても、生活
が受身になってしまうんじゃな
いでょうか、学校でも昔から考
えると勉強もすごく楽にできて
堪えてでもやってく必要がない
ですものね。私なども母が亡く
なり、男兄弟ばかりですから、
誰も助けてくれない。勝手気ま
まなことをやっていながら、と
にかく自分で解決しゆくという
力がついたのかもしれません。
増田 あたしたち七人兄弟でもね
上の四人と下の三人とでは、そ
ういう点ではとても違いがある
んです。今になって考えてみる
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と、余りセワをやきすぎたり保
護されすぎるとそういうことに
なってしまう。
和田 今朝も話したんだけれど、
兄弟が大勢ですと、下の子は上
の子から世話されるし、親の方
も甘くなってますしどうもそう
いうところが余計に出てくるん
ではないかという気がしますね。
増田 親にも余ゆうがでてきてね。
和田 ですから、物事をやりとげ
る力ということについては、余
り境遇が良すぎてはいけないん
ですね。今の丗の中が何でも便
利に出来ているということ、兄
や姉が多いということ、親が経
済的に余ゆうがあるとか ‥ ‥み
んな境遇がよすぎるということ
ね ‥‥。

先生 教育的にいきとどきすぎる
ということもその一つだよ。こ
の人たちの小さいころはね、お
じいさんがまだ元気でいて、そ
の教え子の方がここの校長先生
や教頭先生であったしね。それ
に、私が一応教育者だというこ
とで、担任の先生はいくらか気
になるのでしょう。そういうこ
とを子供たちはいつのまにか意
識しているんですね。ともかく
家でも学校でも大人から気を配
られすぎて育ったので子供たち
は、自分で苦労したという経験
をもたずに育ってしまったんだ
ね。
和田 すなおに育ちましたけどね。
太田 その方が人間としていいん
じゃないですか。若いうちの子

供は、親は無我夢中でただマゴ
マゴしているうちに、子供の方
で勝手にひとりでに大きくなっ
てくれた感じですよね。でも親
が不自由しながらも、何も分か
らなくてもただ一生懸命に子供
をそだててあげたいというキビ
シサが、子供の「何かをなしと
げる力」をひきだしているよう
にも思えますが。
先生 のんびりやれる時には、ど
うしたってのんびりしちゃうか
らね。でも、お金もあるし、実
に恵まれた家庭の中で育ったも
ので、すごいファイトと活動力
をもっている人もたくさんいま
すね。
太田 それは一番幸福ですね。
和田 昔のお母さんで、何かをな
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しとげる力のある子供さんを育
てた方に聞いてみると、何か、
一つの信念を持っておられたよ
うですね。私なんか実にボンヤ
リと、ザーと育ててきちゃった
でしょ。だからこれはお母さん
としての私の責任ですよ。
一つのものを貫くだけの人間に
したいという気持をお母さんが
ハッキリと持っておられたら、
方法は、その時その時、事にぶ
つかった時に出てくるのではな
いかと思うんですけど。それを、
私たちはただ漠然と「そういう
子供に育つだろう」と思って ‥‥。
先生 それはホントに真実だね。
ただハッキリとしたものをもつ
といっても、幅の狭いものでは
いけないんでね。幅の広い方向

をもって、それをなしとげる力
をつけようとハッキリ意識して
やっていくことが必要なんだね。
和田 幅の狭いものだと教育ママ
になっちゃうんですね。
太田 局部的になっちゃってね。
増田 それでは持たない方がいい
わ。
先生 大きな一つの方向をという
と、やっぱり親の人生観でしょ
うから。人生観としてどういう
ところに重点をおいてどういう
意味をもつと考えるかというこ
となんですね。
和田 「どういう意味をもつか」
ということが大切ね。
「なしとげ
る力」ということについて、私
たちは正しい意味、正しい理解
をもっていなかったのですね。

ほんとに、ただひとりでにと思
っていたんですから ‥‥。

３ 祈りつつ、考えつつ

先生 我々は非常に宗教的な考え
方をもっているわけですね。そ
の宗教的な考え方というのは、
どうしても他力的な考え方に傾
きやすい訳ですが、いい志をも
っていさえすれば必ず道は開か
れる、導かれるというように、
かたく信じているわけです。こ
れも勿論事実なんだけど、その
事実の裏を、裏返した反面をも
う一遍考えてみなくてはいけな
かったんだね。他力を裏返した
反面というのは、自分がその方
向に向かって、個の立場で一所
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懸命全力を尽くしてやるんだと
いうことで、それはもう単純な
自力ではなく、絶対他力という
ところかもしれません。
お釈迦様が亡くなられる時に、
要するに努力することなんだ、
これよりほかにない（すべての
事物は移り変わる、怠らず精進
努力せよ）と最後の教えを説か
れたね。宗教のギリギリのとこ
ろはやはり頼んでいるんじゃな
いんだ。
「どうかしてくれるんだ
ろう、神さまやアミダ様を一所
懸命念じていさえすればいいん
だ」というところで止まってい
やすいんですね。我々若い時か
ら、どうもそれが非常に強かっ
た気がする。そこに間違いがあ
ったんだなあという気がするね。

十年ぐらい前になってから 漸
て下さると思って、見栄をはら
く「ああ、そうじゃない、その
ずに、親の満足でなしに、メチ
自力のごとく見えるその事をね、
ャクチャに育ててきた、そんな
自力なんてこの世界になんも無
でしかないんです。
いんだ。すべてが大きな 力に 和田 でも私、いつも太田さんの
よって行わされているんだ」と分
お話うかがっていて、チャンと
かった。それまで知らなかった
一本おもちになっていらしたん
わけではないけど、ハッキリと
だなあと思いますよ。
そこヘグッと力がはいっていな 太田 三男の正矩の結婚の時に、
かったんだね。そして、その自
親らしいことを何にもしてやれ
覚を教育のほうへ考え直してみ
なくて、
「これで我慢してもらう
ると、やりとげる力を子供のう
んだね」と言ったらね、
「お母さ
ちに養ってゆきたいということ
ん、何にも言うことないね。う
になってきたわけですが ‥ ‥。
ちぐらいの家庭で大学にやって
ただどういう風に具体的な道が
もらうというのは、
家庭争議だ」
、
あるか、今のところまだ分から
それが、どの子もどの子も当然
ないというだけのことです。
大学へ行くもんだとそんな雰囲
太田 私は、自分自身が意志が弱
気の中で「僕自身も、当たり前
くてどうにか神様が良い方にし
みたいに思って育ってきたこと
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を感謝する」そして「だから、
僕はもう大学を卒業さしてもら
っただけで沢山だ」というんで
す。私は結構無理して、しかも
ダラシなくやってきたんですが、
こんな風に子供が受取ってくれ
たのかなあと、却ってジーンと
しちゃったんです。
和田 子供をチャンと育てあげな
ければという、それだけのもの
をもっていらっしたんですよ、
きっと。
太田 私自身、祈りしかなくて。
マゴマゴしてばかりいるもので
すから、そこに持ってくるしか
ないんですよ。
増田 きっとそれが母親として一
番大切なことですね。
先生 祈るということは、宗教的

な根拠がなくては祈れと言って
も祈るわけにはゆかないしね。
ただ、たとえこれという宗教で
はなくても、人間の一番最後の
より所となるものを持っていな
くては、ホントのいいことなん
て出てこないな。
太田 ホントの祈りというのが又
むずかしいわね。その人から出
るホントのものがなくてはいけ
ないでしょうからね。
先生 我々実際に生活してゆくと
欲ばる祈り、子どもが病気で、
助けてくれ ――というような祈
りが、どうしてもでてくる。こ
の祈り、あの祈りと一つ一つみ
てゆくと随分おかしな祈りがあ
るかもしれないけど、どれも平
等にホントなのではないでしょ

うか。これこそホントの祈りだ
と思っても、それは意識の上で
そう思っているだけで、他のと
大して変りはないんですよ。問
題は祈りの根拠なのではないで
しょうかね。とにかく、両手を
あげて祈るような根拠を持って
なければ ‥ ‥どういう形で答え
られるかは別問題です。
太田 そうですね。私なんか意地
の悪い方ですから、いろんな憎
しみ、恨みが湧きます。そして、
どうにも仕様がなくてぶちまけ
ちゃうんです。そして、結局ど
うにかおさまるわけです。そう
なると祈りの種類もなにもない
ですね。
先生 子供の教育についても、ア
ッチ向ケ、コッチ向ケといじく
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っててもよくなるものではない
な。人間にどう生きるべきか、
広く大きな方向の中で、そして
その意味を考えつつ、じ ――っ
と祈っている、その祈りはどこ
かに、何かの形で出てくるもん
だから、チャンと子供に必要な
何かを与えてゆけると思うんです。
山中真知子

「まみず」に出会って

北海道生活 ４

北国 の 冬
ふと目が覚めた。外から大きな
機械の音が聞こえる。除雪車が家
の前をちょうど通過しているらし
い。時計をみるとまだ夜明け前。
かなり大きな機械音に混じって人
の声が低く聞こえてくる。何を言
っているのかよくは分からないが
耳を澄ますと、
「 ‥‥へ ――、 ‥‥へ ――」
とゆっくりした声。何回も聞いて
いるうちに

「前へ ――、前へ ――」
と言っているらしい。てきぱきと
したリズムではなく、
「ま ――え ――へ ――、ま ――え
――へ ――」
といった感じで太くて沈んだよう
な声なので、暗闇の中、布団に包
まって聞いているとちょっと不気味。
朝、玄関を開けると、きれいに
道路が除雪されていた。道路の雪
を全部は除雪しきれず端っこは少
しずつ積み上げられていき、歩道
と車道の間が私の背丈ぐらいの雪
壁になっている。

歩道と家の前に積もった雪は各
家の敷地内に積み上げないといけ
ないルールのようで、これを守ら
ないと隣近所でのトラブルになる
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27

と友人が教えてくれた。
雪かきはこちらでは雪かきとは
言わずに雪投げと言う。確かに毎
日毎日降り積もる雪の掃除は投げ
るという言葉がぴったりだ。
向かいの大きなお宅は小さな除
雪機があるようでいつもきれいに
除雪されていた。除雪機でなくと
も、ママさんダンプという面白い
ネーミングの、一気に除雪できる
大きな手押しのスコップもこちら
にはあった。
玄関先の除雪の仕方は家々によ
って様々だった。人ひとりが通れ
るだけの幅の雪がどけてある家も
あれば、家の間口の幅に合わせて
まるで雪など降ってなかったかの
ように、真四角にきっちりと除雪
してある家もあった。

我が家では洋志と喜代志さんが を見た。テレビでは見たことがあ
スコップで雪投げをしてくれた。 っても目の前で見るのは初めて。
二人とも毎回汗だくになっての作
除雪車で集めた雪は大きな長い
業だった。最初の年は雪をうまく 筒から吐き出され、勢いよくトラ
積み上げられなくて玄関が狭くな ックの荷台に積まれていく。
った。ある夜、車を入れようと喜
その雪が荷台に偏ったりあふれ
代志さんが何度も試みたけれど、 落ちたりしないように、トラック
あと少しのところで入れない。
はゆっくりと前進する。そのとき
すると戸惑う私たちの様子を察 の掛け声が、
知した筋向かいのアパートの方が、 「前へ ――、前へ ――」
スコップを持って来て雪をどけて だった。
くださった。その方は何度もお礼
除雪車とトラック、それぞれの
を言う私たちに笑いながら足早に 運転手の阿吽の呼吸。
アパートへ帰って行かれた。本当
雪がいっぱいになったトラック
にありがたいできごとだった。
は雪捨て場へ。待ち構えていた次
のトラックがすかさず同じ作業に
入る。
私は飽かずに眺めていた。
家の前の道路は四車線だけれど、
雪の降る日が続くと昼間でも除
雪車が来る。その音を聞いた私は
急いで外へ飛び出して除雪の様子
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冬の間は両脇に除雪しきれない雪
が壁になるので、車が走れるのは
二車線になってしまう。
道路はいつもきれいに除雪され、
生活に困ることはなかった。
子どもたちにとっても初めての
雪の生活。
小学生の芳子は、
「軒下を通ってはいけない。つら
らや、屋根に積もった雪が落ちて
くると危険」
と先生からの注意があったと話し
てくれた。
洋志は、
「今日○○君が登校前に、雪の中
にはまっているおばあさんを助け
たんだよ」
と話してくれた。そんなことがあ

るなんてと驚いていると、
「似たような雪の事故は度々ある
んだよと、その友人も言っていたよ」
と教えてくれた。友人は後日、警
察から表彰されたそう。
芳子の登校スタイルは、手袋、
マフラー、帽子。特に耳当ては必
須。スキーウェアを着て、長靴を
履いての登校。
学校の子どもの靴入れはとても
大きい。普通は運動靴と上履きの
スペースが上下に分かれているだ
けだが、こちらは長靴をいれるス
ペースも大きくある。
登校時は寒くても、学校に着い
てしまえば校内は完全暖房だから
寒さ知らず。広い体育館も暖房が
効いているので、子どもたちはＴ
シャツ姿。

「冬にお風呂上りに食べるアイス
は最高だよ」
よく友人が言っていたことを、
懐かしく思い出す。外は吹雪いて
いても家の中は暖房が効いている
から、冬にアイスもあり得ると納
得した。北海道ならではの生活の
一端です。

雪が降り始めた頃にスーパーマ
ーケットの入り口に、漬け物用の
樽が山積みに並びました。それを
見て私は焦りました。
「みんな冬支度に漬物をたくさん
漬けるんだ」
私はまたまた友人に聞きました。
そしてキャベツと鮭の麹漬けなど
を教えてもらい、作ってみました。
でも上手には作れませんでした。
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「漬物の樽を家の外へ出して、雪
の中に埋めて保存するといいよ」
と教えてもらったりもしました。
友人宅で出された大根のぜいた
く漬けが美味しくて、箸が止まら
なくなりました。これも分量を聞
いて作りました。
喜代志さんが、まみずの仲間の
林さんの実家である北海道へ伺っ
た時、カニや鮭のルイベをご馳走
になったことや、青森の村木さん
のお宅ではお母さま手作りの大根
のなた割漬けをご馳走になったこ
となどを聞いて羨ましかったこと
を思い出します。冬の厳しい北国
ならではの美味しい保存食です。
子どもたちの冬休みは長くて、
一月二十日過ぎまでお休みです。

私たちは四人共スキーをしたこと
がなかったので、深川スキー場で
一日スクール入門をしました。
芳子も洋志もあっという間に滑
れるようになりました。喜代志さ
んもお手本のような滑りです。
私はリフトから降りるタイミン
グが悪くて転び、恐る恐る滑って
は転び、うまく立ち上がれずにイ
ンストラクターの方に起こしても
らうという有り様でした。
子ども達は冬の体育の授業はス
キーでしたから、二人とも嬉々と
して楽しんでいました。
厳しい寒さで零下二十度になる
日もありました。そんな日に外へ
出ると息をするたびに鼻がくっつ
いたり離れたりします。こんな体
験は初めてなので、面白くて一人

で鼻をぴくぴくさせました。
新聞の天気予報図には吹雪で雪
だるまが傾いている日が多くなり
ます。

お休みの日に喜代志さんと二人
で日帰り温泉に出かけました。
家を出る時にはそれほど雪は降
っていなくて、目的地まで難なく
行くことが出来ました。温泉に入
って食事をして、帰ろうと表に出
たら、ものすごい吹雪でした。こ
の雪の中でも帰らなければ ‥ ‥
吹雪の中を日本海に沿って走るオ
ロロンラインを南下して深川まで。
目の前は舞い上がる雪で何も見
えず、前を走る車のテールランプ
もはっきりとは見えない状態です。
ワイパーを最速にしても雪の速さ
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と多さに追い付けない程です。喜
代志さんの運転に不安はないけれ
ど、隣の席でずっと息をつめて緊
張のまま座っていました。
「このま
ま日本海に落っこちたらどうしよ
う ‥ ‥ 。でも帰り道だから、海は
反対車線の向こう側、落っこちる
はずがない」と自分を安心させま
した。吹雪の怖さを身をもって感
じた日でした。
家の中にいて雪を眺めるのは大
好きでした。雪が降っていても空
は明るくて青空が見えている日も
多くありました。
積もった雪が生活音を吸収して
しまうのか街はとても静かです。
積もった雪は木々や建物の角をみ
な丸くします。庭に積もった雪も

ふんわりと柔らかい布団のようで
す。街路樹のナナカマドの木を見て、
「おかあさん見て。氷イチゴみたい」
と芳子が言います。ナナカマドの
赤い実が上を向いて房のようにな
っているところに雪がこんもりと
積もっています。それがまるでか
き氷のイチゴのようです。このナ
ナカマドの実は鳥が食べる様子が
ありません。ずっと赤い実をつけ
たままですから冬の間じゅうこの
可愛い氷イチゴを見ることができ
ました。
やはり零下二十度の晴れた朝な
どは庭を見ると空からキラキラと
光るものが落ちてきます。
「これが
ダイヤモンドダストかしら」と思
って、窓に顔を近づけて飽きるこ
とがありませんでした。

子ども達も学校へ出かけ、喜代
志さんも職場へ出かけ、雪を眺め
ながら一人暖房の効いた部屋の中
にいると、なんだか自分が童話の
中のくまのお母さんになったよう
な気分、くまが冬眠するってこん
な気持ちかなぁなどと想像してし
まいます。

毎日毎日、半年近く降り続く雪
の生活も慣れてきた三月、洋志の
卒業式です。体育館へ入ると演壇
の後ろの壁全面に、卒業生たち一
人一人が描いた絵が飾られていま
した。子ども達の旅立ちを心から
祝う温かい卒業式でした。
そして四月。洋志の高校の入学
式です。中学の同級生のほとんど
が進学をした道立の深川西高校。
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雪解けも始まって少しぬかるんだ
道を歩いて学校まで向かいました。
式が始まるまで教室で待機して
いるとみるみるうちに吹雪いてき
て、窓の外の景色が一変しました。
「さっきまであんなにいいお天気
だったのに」まだまだ春は先です。
席に着いて式が始まると新入生
が一列に並んで体育館へ入ってき
ました。男子は詰襟の制服、女子
は色々な制服です。セーラー服も
あればブレーザーの制服もありま
す。セーラー服も襟の形が違った
ものありました。女子は好きな制
服を選ぶことが出来るのだなあと
見ていました。この制服を選べる
事を同級生のお母さんにしたとこ
ろ、
「違うのよ。制服は中学校の時の

制服なのよ。みんなそれぞれの中
学校の制服で通学してもいいから
色々な形があるのよ」
と話してくれました。わたしはこ
の話を聞いた時に、深川小学校の
先生から「持ち物は何でもいいで
すよ」と言われた転校時のことを
思い出しました。
最初は何でもいいですと言われ
て戸惑った私でしたが、学校の持
ち物はこうでなければならないと
いう考えに囚われていた自分に気
付いてふっと解放された気持にな
ったことを思い出しました。
この 〝なんでもいい 〟 という
柔らかな考えがここでは当たり前
のようにあるのだとストンと腑に
落ちました。この優しい合理性は
いったいどこから来るものなので

しょうか。知らなかったとはいえ、
自由に制服が選べていいなあと思
っていた自分の上滑りな気持ちが
恥ずかしくなったことを覚えてい
ます。
自由な雰囲気は芳子の四年生の
学習発表会でも感じました。学習
発表会は創作ダンスでした。
いくつかのグループに分かれて
思い思いのダンスを発表します。
その後に全員で踊ったダンスが
「パ
ラパラ」というダンスでした。若
い人達の流行りの踊りのようです。
子ども達は思い思いの自由な服装
です。髪も好きな色のスプレーで
染めて流行りのダンスを生き生き
と踊っていました。担任の先生も
一緒に踊っていました。我が家の
五人の子どもたちの学芸会や学習
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発表会をいくつか見てきましたが、
この踊りは圧巻でした。
親の私は自由な雰囲気だった印
象が強い深川での生活でしたが、
意外にもその中で過ごした二人は
それをあまり意識したことはなか
ったようです。転勤のたびに学校
の違いを強く感じたのは、むしろ
親の私だったようです。
深 川 との お 別れ
二年間勤務した深川から東京へ
の転勤が決まると忙しくなりまし
た。今までは子ども達が転校にな
っても義務教育の年齢で動いてい
ましたから転勤先の公立の学校へ
すぐに転入できました。洋志はこ

ちらで高校生になっていましたか
ら、小平で通学する高校を決めな
ければいけません。都立高校の空
きを問い合わせたところ、追加募
集が新聞で発表されるのでそれを
見てくださいとのこと。追加募集
がある高校は少なく募集人数も各
校一名ほどです。募集がない学年
もあります。
小平から通える都立高校の選択
肢は非常に狭く、
「さてどうしよう
か」と悩みました。この時に助け
舟を出してくれたのが長男でした。
上の三人の子ども達は小平から大
学へ通っていましたからこちらの
様子が二年間のうちに少しずつ分
かって来ていたようです。深川へ
直行した私たち四人は新しい家で
は生活をしていませんから、全く

小平については白紙状態でした。
「家の近くに私立高校があって小
平駅で学生たちを見るけど、いい
感じだよ」
と、長男が言います。喜代志さん
が直接その高校へ電話をしてくれ
て編入試験を受けることになりま
した。私と洋志は東京へ飛び、翌
日試験を受けるために学校へ出向
きました。長男が喜代志さんの代
わりに一緒に付き添ってくれ、別
室で試験を受けました。
何とか合格ラインだったようで
入学が許可されました。その日の
うちに受験料、入学金などを納入
し、体操服や柔道着、上履きから
諸々学校指定の必要なものを注文
しました。持ちものすべてが学校
指定でした。制服の注文のため、
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池袋まで出かけて採寸もしてきま
した。
ひと息ついて三人で住んでいる
小平の家を眺めると、子どもたち
の住み分けがわかって面白いと思
いました。三人とも学んでいる分
野が違うので「ああ、ここは覚の
スペース。ここは一だ」と積まれ
ている本で分かる面白さがありま
した。
ゆっくりする間もなく翌日夕方
の飛行機で深川まで戻りました。
その数日後には三学期の修了式。
引っ越しの荷作りを慌ただしく始
めました。
私はこちらに来て町内の係もし
ていました。役員さんがいらした
時に、
「来年は引っ越してしまうので、

途中までしかできませんが ‥ ‥」
という私に、それでも持ち回りで
みんなやっているので断る理由に
はならないと言われ、引き受けま
した。今までの赴任された方は単
身が多く、そのお役も断ってきた
ようです。町内を一軒一軒回って
会費を集めたり回覧板を回したり
しました。が、それも任期途中で
の引っ越しですから、次の方へ直
接お願いにいって引継もすませま
した。
荷物を詰めながら、引っ越しの
度にどうしてこんなに荷物が増え
るのかと悩みます。捨てるものは
喜代志さんが車で何度も集積場所
まで運んでくれました。
来た時より増えた大きな荷物が

一つありました。それは大きなテ
レビです。このテレビは抽選で当
たったものです。それも全国であ
たる八台のうちの一台です。北海
道地区では一台。その一台が当た
ってしまいました。
これはちょうど二千年から二千
一年になり、世紀が新しくなる記
念にＮＨＫのイベントが家の近く
の生きがい文化センターでありま
した。図書館やホールもある市の
施設で、喜代志さんが何かの講演
会が終わってから書いたＮＨＫの
アンケートが当選したのです。書
いた本人はまさかそのアンケート
が抽選になっていることは知らず
にいましたから、当選の電話を受
けて、
「ああ、あの時に書いたアンケー
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トが ‥‥」
と驚いていました。そのテレビが
やってきました。今でこそ薄型の
テレビが主流ですが、届いたテレ
ビは厚みも横幅もびっくりする大
きさでした。商店街のくじ引きで
も当たったことはなく、いつも残
念賞でしたから、くじ運をこの時
に使い果たしたねと後々まで笑い
話となりました。
このテレビの梱包には引っ越し
の業者さんも手こずっていました。
三月二十八日、とうとう深川を
離れる日が来てしまいました。
春休みの時でしたから、芳子の
クラスのみんなが担任の先生と一
緒に家までお別れを言いに来てく
れました。皆さんにお礼を言って
家を出ました。

深川駅に着くと、洋志の同級生
たちが駅の待合室で大勢待ってい
てくれました。小さな駅が人でい
っぱいになっています。女の子た
ちも、
「ひろし。また遊びにおいでよ。
絶対だよ」
と、口々に言っています。たった
二年しか過ごさなかったこの深川
で、多くの友人に恵まれた子ども
たちでした。
駅舎の中は冬の間じゅうストー
ブが焚かれていて暖かく、電車が
来る時刻まではいつもここで座っ
て待ちます。
「札幌行きを改札します」の駅員
さんの声で改札が開けられてホー
ムへ出ました。見送りに来てくれ
た子どもたちもホームへ一緒につ

いてきました。ドアが閉まって電
車が走り出すと、子どもたちも追
い掛けるように走って手を振って
くれました。電車の窓に顔をつけ
て私たちも必死に手を振りました。
ホームの端に高く積まれた雪の上
を駆け上って手を振ってくれた男
の子もいました。
洋志も芳子も目を真っ赤にして
いました。暖かい見送りに去りが
たい思いで四人共座席にしばらく
黙って座っていました。窓の外に
雪景色が流れていきます。
しばらくすると、
「お知らせします。深川駅からご
乗車の山中さま、車掌室までお越
しください」
のアナウンス。なんだろうかと思
っていると、車掌室から喜代志さ
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んが笑いながら戻ってきました。
「スポーツバッグが深川駅にひと
つ忘れてあったらしいよ」
「あっ！俺のだ」
と洋志。待合室に戻った友人が荷
物に気が付いて駅員さんに言って
くれたのでした。

後

□

記

□
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http://wadashigemasa.com/

和田重正に学ぶ会ホームページ

『まみず』が登場した最初の三つの号
に松居桃樓さんと田所静枝さんの記事
が載っていた。松居さんは『まみず』
への期待を寄せ、田所さんはクロレラ
についての執筆。今でこそ有効性が注
目されるクロレラ。その実用化を目指
しての人体実験を行ったのが松居さん
と田所さんだった。もう半世紀以上前
だが、恐らく世界で初めてではなかっ
たか。先見の明と実行力に脱帽です。

和田重正に学ぶ会 会費は 年二千円

『ここに帰る』バックナンバーお分けします（有 料）
大歓迎
◇◇

当会活動資金へのご寄付

◇◇

あの日からもう二十年が過ぎま
す。二年間過ごした深川での思い
出は懐かしいものばかりです。そ
してきまって、駅舎に忘れた荷物
のことを思い出しては笑えてきま
す。
（つづく）

平澤

冬の北海道で山中さんが 零
〝 下二十
度になった日に外へ出ると、息をする
たびに鼻がくっついたり離れたりする 〟
と書かれているのを拝読して懐かしく
思い出した。
わたしの現在居る標高七百メートル
でもここまでは凍みない。若いとき、
スケートが楽しみの一つで時々白樺湖
まで滑りに行った。白樺湖では朝、ス
ケート靴を持って湖面に下りたら、手
がかじかんでしまわないうちに靴を履
いて紐を締めないと滑れなくなる。息
を弾ませながら紐を締めるそのときに
鼻がくっついたり離れたりした。滑っ
て少しすると鼻は安定してきた。その
かわりまつ毛や眉毛が白くなった。
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