おはようロスアンゼルス

倫理研究所国際部長
新原隆一
南カリフォルニア倫理の会
の皆さん、おはようございま
す。その後もお変わりなく、
お元気でお過ごしのこととお
喜び申し上げます。
日本も厳しい寒さが３月末
まで続いていましたが、よう
やく本格的な春の到来となり
ました。今回は、皆様にとっ
ては懐かしい桜の情報をお届
けしたいと思います。
今年の日本列島で、初めて
桜の開花が伝えられたのは、
三月二十一日、四国・高知市
からでした。東京はそれから
十日遅れて三月三十一日に開
花宣言が行なわれました。そ
して、六日後の四月六日には
満開宣言が発表され、十日の
今日も最高の状態で咲き誇っ
ています。
日本の桜の開花宣言はどの
ようにして行なわれるのかご
存知でしょうか。実は、日本
列島各地の桜の名所に、「標
本木」と指定された桜の木が
あり、その木に開いた桜の花
が五、六個確認されたときに
「開花宣言」が出されるのだ
そうです。東京の標本木は、
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千代田区九段の靖国神社の境
内にあります。今年は三月の
寒さが厳しく、長引いたこと
で平年より三日も遅い開花だ
ったとか。
日本は今週から入学式のシ
ーズンで、開花が遅れたおか
げで満開の桜に囲まれてあち
こちで入学式が行なわれてい
ます。冬の間、枝だけしか見
えなかった木に一斉にピンク
の花が咲き始めると、心がう
きうきしてきます。特に桜の
木が密集して植えてある「桜
並木」を見つけると「ウワ
ー」と声が出るほどの感動を
覚えるのは日本人の証拠だと
思います。
東京の桜が満開になった四
月六日の金曜日、昼食の後倫
理研究所から歩いて十五分の
靖国神社、千鳥が淵、北の丸
公園を散歩してみました。平
日の真昼だというのに、地下
鉄の九段下駅から靖国神社や
千鳥が淵に向かう歩道は人で
いっぱい溢れていました。人
の流れに任せてゆっくり歩い
て進むしかありません。その
三か所を中心に「千代田桜祭
り」が行なわれていたので、
暖かないいお天気に誘われて
多くの見物客が訪れたのでし

ょう。満開の桜も見事でした 倫理文化講演会
が、それに惹きつけられて集
まってきた人の多さには圧倒 テーマ「感動が心
されてしまいました。
の扉を開く」
九段坂を下りて帰りました
日時 五月二十日
が、途中に九段会館（その前
（日）午後四時
は遺族会館と呼ばれていた）
という古い建物があります。 講師 田形健一常任理
四十一年前の今日、四月十日
事
に私たち夫婦が結婚式を挙げ 場所 ホリデーイン・
たところです。その年も桜が
トーレンス
満開でした。ところが今は閉
・ ・・・・・・・
館となっているのです。
昨年三月十一日の東日本大
震災で天井が崩れ落ち、中で
行われていた専門学校の卒業
式に出席していた数名が犠牲
となられました。一年以上経
過した今も重い門が閉ざさ
お誘いしましょう
れ、その会館はひっそりと建
っていました。私たち夫婦の
出発地ですので、感謝の手を
合わせましたが、複雑な気持
ちでした。毎年見事な花を見
せてくれる桜を手本に、私も
毎年新たに生まれ変わって成
長していきたいと思いまし
た。（二〇一二年四月十日）

心を癒すお話しは、機会
がないと、なかなか聞けな
いものです。好きなことを
楽しむのもいいですが、人
間は時々は心の栄養が必要
です。そしてそれは誰かが
情報を教えてあげないと知
らずに過ぎてしまいます。
年に一回のチャンスです。
お友達にお声をかけましょ
う。お誘いしましょう。心
の栄養をたっぷり摂って、
笑顔になってもらいましょ
う。

月刊誌『倫理』の五六一号、
（一九九九年十月号）の《味読
身読》の欄に、今年度の文化講
演会の講師、田形健一先生が書
いていらっしゃいますのでご紹
介します。

唯一不抜の存在
田形 健 一
今から三十三年前、叔母に誘
われて倫理講演会に参加したと
きのことである。当時私は、大
学受験に失敗し浪人生活を送っ
ていた。講演会終了後、叔母は
私の手を引っ張るようにして講
師のＫ研究員の所へ連れてい
き、個人指導をしていただくよ
う願い出た。私は一瞬呆気にと
られたが、大きな劣等感に苛ま
れ、忸怩（じくじ）たる思いで
毎日を過していたので、よい機
会かもしれないと思い、悩みを
打ち明けた。
一通り話し終えると、Ｋ研究
員から「劣等感は怠け者の言い
訳だ。君は自分をダメな人間だ
というが、今までに何か一つで
も最後まで徹底的にやり抜いた
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ことがあるのか。人間、努力せ
ずして上達するわけがないじゃ
ないか」という厳しい言葉が返
ってきた。
初対面の人に叱責されて驚い
たが、Ｋ研究員の言葉は正鵠（せ
いこく）を射ていた。それまで
に何一つとして最後までやり通
したものがなかったのである。
すべてが尻切れとんぼ、竜頭蛇
尾の生活であった。さらにＫ研
究員は、真剣なまなざしで言葉
を継いだ。
「どんな人間でも朝起きひと
つやっていれば必ずものにな
る。朝起きには金も時間も必要
ない。能力、学歴、家柄、身分、
地位など一切関係ない。あれこ
れと悩むひまがあれば、朝起き
に一心不乱に取り組んでみなさ
い。
」
その一言一言が私の心を揺さ
振り、前途が明るく開かれたか
のように思えた。
〈よし、朝起き
に取り組んで劣等感を克服しよ
う〉。そう決心し、さっそく「朝
の集い」に通い始めた。
純粋倫理を学ぶようになり、
さらに私を開眼されてくれたも

＊
倫理研究所に入所して今年
で二十九年目を迎えた。若い
頃は何事も中途半端で、最後
までやり通すことができなか
った。そんな私が今日まで無
事に務めることができたの
は、純粋倫理の教えによると
ころが大きい。
無論、順風満帆であったわ
けではない。壁にぶつかり、
挫折しかけたことも幾度かあ
った。特に入所まもない頃は、
この仕事は自分には向いてい
ないとか、能力がないなどと
自分の努力不足を棚に上げて
言い訳ばかり考えていた。何
と脆弱であったことか。今は、
〈できない理由を言う前に先
ずやってみることだ。あとで
後悔しないように徹底的にや
り抜こう〉と、気持ちを奮い
起たせて取り組んでいる。
「人間は畏敬されるようで
なければだめである。人と対
していて、一つの圧迫を感じ

のがある。それは、『青春の倫理』 必ず世の中の役立つ人間にな
（丸山敏雄著）の次の一節であ れるのだ）と、希望に胸が大
った。
きくふくらんだ。
「まことに、人に優劣がある
のではない。上下尊卑があるの
ではない。またその能力にも、
技芸にも、甲乙があり品評され
るようなものではない。人がそ
の正常心にあって、その全に生
き、その満に働くとき、その人
は常に唯一不抜の存在である。
花にツバキ・ウメ・サクラ・
モモがあり、
（中略）ボタン・ユ
リ・アサガオがある。大きなヒ
マワリ・小さなコゴメ花、まこ
とに百花繚乱、どれをとり、ど
れを捨てるすべもない。（中略）
衣類に、シャツあり、キモノ
あり、チョッキあり、ズボンあ
り、上着あり、外套あり、マフ
ラーがある。一つを他と取りか
えることはできぬ。これを思う
と、人もまた、その己の真に生
きるとき、捨つべき一人もなく、
絶対存在でない一人もないので
ある。
」（七一～七二頁）
この文章を目にした私はえも
言われぬ感動を覚え、（私も唯一
不抜の存在なのだ。努力すれば

『信じる力』
戸田徹男常任理事の著作。著
者は〈ひきこもり〉を生涯研
究課題としている。
―全編に共通するひきこも
り解決のプロセスは、
「子供に
向けられていた親の関心を、
自分自身の親との未解決問題
や夫婦関係の改善に向けてい
くことで、親の熱い視線から
解放された子供がやがて自ら
動き出し、将来を模索し始め
る」という流れです。（中略）
親の意識が変わるだけで子供
は変るのです。―
〈百七十二頁〉

そんな人間でありますように
ああ 大空の 虹よ
そんな一生でありますように
私たちが
いつまでも いつまでも
笑顔を保ち続けることが
でき ますように
〈〔青春の章〕より〉

泣いてくれるだろう
推薦図書
そんな愛に いつも燃えてい
『大丈夫』
たい
山口健次理事の著作です。〈青春 空よ 山よ 雲たちよ
の章〉
〈朱夏の章〉
〈 白秋の章〉
〈玄冬の章〉と、人生を四つの
年代に分け、それぞれに感謝と
報恩に満ちた言葉が詰まってい
ます。
笑顔のねがい
あなたの笑顔は
澄みきった水のようだ
どんな宝石より 美しい
あなたの笑顔が
あなたの大切な人たちと
あなたが出会うすべての人たち
に
心のうるおいと 安らぎと
そして 希望をもたらすのだ
自分がつらいときほど
笑ってあげられたら
その笑顔は
あの虹よりも美しい
悲しいときほど微笑んであげら
れたら
空も雲も 山も草木も
いっしょに微笑み
虹といっしょに

実践報告

一斑 草野律子
夫の店を手伝い始めて 年半
近くになります。一日中一緒に
居て、彼のこれまでの大変さが
良く分かります。でも主婦をし
ていた時には感謝できていたこ
とが、私自身が疲れてくると、
「ちょっとこうしてくれれば嬉
しいのにあ・・・」と悲しくな
る時があります。
先日、仕事を早く終え、夫に
誘われるまま、ゴルフの打ちっ
放しに行きました。海の向こう
に沈んでゆく夕日と、刻々と変
わりゆく空を眺めながらボール
を打ち込んでいきます。いつも
なら断ってしまうゴルフでした
が、いつの間にかゆったりとし
ている自分に気づきました。が、
それよりも夫がとても喜んでく
れていることに驚きました。こ
んなに喜んでくれるなら、また
来てもいいかなあ・・と、思い
ました。
相手を喜ばせることも、実は
自分の為に相手がしてくれてい
ることも、自分本位でいては見
えないのかもしれません。

1

この一節は、私が自らに言い
聞かせ、また講演会で聴衆に何
度も繰り返し訴えてきた言葉で
ある。
他人と比較することなく、他
人の目を気にすることなく、自
らを磨き高める努力を怠らず、
畏敬される人間をめざして、さ
らに精進を重ねていきたい。

『０の誕生』二〇七頁）

ゼロ

させるような強さが、なければ
ならぬ。単なるお人よしでは、
つまらぬ。正しい人だからとい
っても、悪人から、なめてかか
られるような人ではならぬ。あ
くまで、やってやってやり通す。
その気魄が、身体に充実して、
周囲の人も、これに打たれるよ
うでなくては物の役にはたたな
い。それには、朝のおきかたか
ら、まず、しゃんとし、りっぱ
に飯をくい、しごとにはげみ、
夜はぐっすり眠る、こうして緊
張した生活をしなくてはなら
ぬ。
」 （丸山竹秋著
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おめでとうございます

七席 前田グレース 一般部 行書
入選 羽島照子
一般部 草書
入選 竹内康子
一般部 楷書
入選 トイフェル佳江 一般部 楷書

と二時間の活力のもと

長谷川伀子
塩出笑子
橘高比呂美
伊澤潤子

チョコひとつほおばる午後の休憩時間あ

のちあらわすこどく

刻々と夕やけ色が変わり行くこの世のい

風のプレゼント

庭仕事暑い最中をやり終えれば頬に体に

る絆尊し

避難所で肩を寄せ合う人々の試練に堪え

しきなみ短歌

年末に吾娘が届けたアマリリス
いのちいっぱい咲きてほこりぬ
山内洋一
遠く離れた異国で暮らす娘さんよ
り、アマリリスの球根の鉢が届けられ
ました。土しか見えていなかった鉢か
らは、やがて小さな芽が顔を出します。
三本の茎からは各々が四つの大きな花
を咲かせてくれたそうです。アマリリ
スに元気付けられながらその成長を見
守る山内さんの中で、いつしか娘さん
とアマリリスが重なっていたのではな
いでしょうか。いのちいっぱいに咲き
ほこっている大きな赤い花々が、父と
娘の心をひとつに繋いでくれました。

短歌のできた境地（ ）
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『秋津書道四月号 新年競書
一席 滝川政和
芸術部（人の部）
力強い筆線が躍動する、生命感あふれる書。
一席 梅本豊造
高等部（東京）
墨色良く勢いがあります。余白も生きており、
素晴らしい作品です。
三席 長谷川伀子 高等部（東京）
一所懸命に書かれた線が澄んでいます。日頃の
姿勢でしょう。
六席 堀井幸江
高等部（東京）
二席 咲田静子
一般部 行書（東京）
筆力のある素晴らしい作品です。伸びやかな
線に惹かれた。

『しきなみ』四月号
三 席 松永典子
群蛍集（東京）
目に見えぬ菌に冒され病む夫の心臓内臓一度
にくずれる
入選 梅本豊造
群蛍集（東京）
入選 ホン史子
群蛍集（東京）
一席 草野律子
真砂集（西東京・海外）
我が子らに何度もせがまれ読みし本セピア色
した親子の時間
入選 松元依子
飛雲集（日東京・海外）
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梅本豊造

オリビアは停止作動を如何するか解らず急

に「ストップ」と叫ぶ

梅本和子

姑の部屋 孫のクラ フト 壁一面温み溢 るるミ
ニ展示会

門園美枝子

のびをして落葉ふみつつ虎ねこはのっそり

のっそり庭を横ぎる

ホン史子

介護職死を見せくれし老人に感謝をこめて
合掌をする

松永典子

「歩ける」を常と思いし日は過去にリハビ
リの夫の姿悲しも

「あなたの胴どうしてくびれていないの」と

うタイトル目にし雑誌を買いにき草野律子

摺木洋子

深き溝恐れをなしてすくむ犬細き板見て身
を丸くする

山内洋一

月あかり異国の吾娘を思いつつ散歩の友は
わがかげひとつ

松元依子

まだ明けぬ有明の空にひっそりと優しく光
る月は消えゆく

大川敏子

ひとひらの赤い花びら舞い込んで春の香り
す朝のドラ イ ブ

滝川歌子

静かなる夫の書きたる半切に三文字の漢字
が雄々しく走る

奥本洋子

大寒の朝日をあびて寒椿みどり葉の濃し明
るく光る

杉野和子

爆竹の音を聞きつつそばを食べ家族揃いて
ゆく年惜しむ

伊勢田豊

ジャングルを拓き農園とせし人の語る言葉
に力溢るる

中村正生

波に抱かれ静かな夜に安らえる養殖の牡蠣
今を生きおり

