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戒名が送られてきた︒ 私の
イメージにもぴったりである︒
翌五日︑ 松山での歓迎パー
ティで挨拶し︑ 受入先に無
事引き渡して深夜帰山︑ 翌
日の葬儀に備えた︒
当日︑ 早めに起きて本尊
様に前で引導作法の前行法
をじっくりと修法し︑ 身も
心も引導作法へと高めていっ
た︒ 葬儀場で先生のお写真
に対面した︒ 先述のように
何度かお話しした方ではない
か︒ 故人が急に近くなった︒
先日︑ 奥様から︑ 第八
高等学校の校友誌と思われ
る ﹃瑞陵﹄の一ページをお
送りいただいた︒ そこには
曽根興三氏の ﹁伊藤尚夫君
を悼む﹂という追悼文が
あった︒ 門外漢の私は氏を
存じ上げないが︑ 奥様によ
ると日本を屈指の化学者と
の由︒ その文で改めて先生
の偉大さ︑ 教育に対する情
熱︑ 研究者としての業績を
知った︒ 要旨を転載すると︒
伊藤尚夫徳島大学名誉教
授は第八高等学校に昭和二
十年入学︑ 学舎も消失し
た中で旧制高校に学び︑ 大
阪大学理学部を卒業︒ 無
機化学研究室でいくつもの
優れて論文を発表した︒ 徳
島大学に移り︑ 一貫した化
学の研究と教育に対する情
熱の強さ激しさはほとほと
感嘆し敬服した︒ 研究面で
は独自のアイディアで困難な
実験に果敢に挑戦し︑ 巧妙
な工夫を重ねて時には相当
な成果収めながらさまざま
な事情で今一歩のところで
研究をうち切らなければ
ならなければならぬことが
何度もあった︒ 教育面では
戦後の大学生の学力低下︑
思想の貧困化を深く憂慮し
て︑ 独創的な教科書を書
き︑ また︑ 化学のみなら
ずその基礎となる数学や物
理学の分野にもおよぶ大部
の自作テキストを教材とし

て︑ 昔の八高ふうの密度の
高い教育に多年専念していた
ことは知る人ぞ知る︒ かか
るなか学究生活の疲れをい
やすものは登山︑ 身近な草
花のスケッチ︑ 寮歌を歌うこ
とだった︒ そして戒名 ﹁
勧
学院夏山尚堅居士﹂の中に
伊藤君のすべてが物語られて
いる︒ 最後に ﹁
相剋の世の
値なき 名利を去りて一燈
に 同じ思いを相抱く 愛し
き強き力かな﹂という寮歌
の一節を掲げ︑ 伊藤先生を
哀悼されている︒
先述の事情を大先生にお
褒め頂くとは汗顔のいたりで
あるが︑ 副住にとって忘れ
がたい思いでとなることであ
ろう︒ という小生もこの文
を綴りながらこのようなご
経歴の先生に引導がわたせる
ご縁を得たことに感涙ひと
しおなのである︒

中門

先月号に掲載した故麻植
巌翁の家には中門がある︒
中門とは旧家の門を入ると
母屋とのあいだにある小さい
門をいう︒ 当山の総代さん
の家に三軒だけ残っている︒
麻植さんで中門をどのよう
に使うのかが問題になった︒
私は以前︑ 飯谷町の総代︑
松田さんの法事に玄関から
おじゃますると ﹁今日はご
先祖様の法事ですから中門
からお入りください﹂ と亡
くなった先代の大奥様にいわ
れた経験を話した︒ だが︑
それ以外のことはっきりしな
い︒ ちょうど百味供養会の
お願いに八多町の総代︑ 武
内さんに行くと大奥様がご
在宅だった︒ 曰く ﹁最賓客
の出入りに使うもの︒ 御住
さん︑ かしこまった家の行事
のとき︒ 我が家の先代が亡
くなったとき︑ 病院から帰
えるのは玄関から︑ 出棺の
時は中門から出しだしまし
た﹂と明確なお答えいただ

いた︒ その次の麻植家の七日
にそのことをいうと ﹁そうい
えば私が嫁に行くとき中門
からだったよ﹂と︒
中門は小さくとも手はこん
でいる︒ 最上の材料を集め︑
規矩術の粋を駆使して真っ直
ぐの部分はほとんどない︑ 文
化財級のものばかりである︒
しかし︑ なにも知らない今
様の合理主義から解体され
ることも多い︒ 武内家では
数年前の新築の折︑ 工事中
大事にテントでくるんで保管
しておき同位置に修復して
再建している︒ 建造物という
物は残っても使い方は一軒し
か答えられる方がいない︒ こ
れが文化財保護と言うより
文化の保護 ︵
伝承︶がむず
かしいところ︒ 今様に考えれ
ば玄関から入らず︑ 中門か
ら表の間に直接入るのは不自
然のように見える︒ だが︑
一般的な古い農家では中門
はなくとも︑ 農家の表の間
︵
床の間︶の対面の縁側に大
きい踏み石がある︒ それは中
門ありと感じて最賓客が入る
風習の名残りである︒ 我々
僧侶は表の間の縁側からこの
踏み石をつかって入る︒ こう
した中門のある家は必ず由緒
あるお家である︒ こういう
伝承こそ︑ その家の誇りなの
だ︒ 大切にして欲しい︒
文化財の問題も同じであ
る︒ 世界の仏教遺跡も僧侶
がいて佛教を守っているところ
とそうでないところがある︒
それは中門と同じような問
題を含んでいる︒
余談だが 先述の ﹁葬儀屋
の都合で風習がかわることも
ある﹂ というのはここからも
いえる︒ 中門が何かを知ら
ない葬儀屋が勝手な方法で
葬儀場を設えることをいう
のである︒︑ 偉そうに生臭を
枕元にまつらせたり行列の道
具を省略したり︑ 先の ﹁土
地風﹂を無視する葬儀屋は
二度と呼ぶなと言いたい︒

２０００年を観音さまと迎え
年を観音さまと迎えましょう
ましょう。
。

帳

年の終わりに
毎年末には人生の終わりの
ことを書いている︒ 今年も
いろいろの体験をした︒ その
一つは人生末期になった場
合お寺が決まっていないのは
大変不安なものだそうだ︒
伊藤さんもその一人︑ 奥
様が女房の知り合いで二月
頃ご主人の容態が悪いので
お寺をとの話があった︒ 私
は ﹁私が責任を持ちますか
らそういうことで心配しな
いで看病してください﹂ と
お伝えした︒
聞けばお父上は私どもの
高野山大学恩師で英文学の
伊藤教授であるとの由︑ 芥
川龍之介と東大同期とか
で︑ 含蓄のある英文学の講
義の上に単位がもらえやす
いという名物教授であった︒
また︑ ご本人は徳島大学
名誉教授︑ 国立大学で最
年少で教授になられた方で
ある︒ 当山にもたびたび
登ってこられ︑ 何度かこと
ばを交わしたことは後にわ
かった︒ 目に見えない縁に
思いをふけりながらどうぞ
病気が回復しますようにと
本尊様にお願いしていた︒
二月三月は夜中に電話が鳴
るたびドキとしていたが︑ 連
絡がないのをよいことにだん
だん回復していることだろう
と思っていた︒
七月四日私は米国から来
た学生たち二十九名の引率
責任者として京都から広島
へ移動中︒ 副住から電話で
訃報を知った︒
副住にご経歴︑お人柄等々
取材して大教授に失礼のない
よう誦誦文をつくるようにいっ
た︒そして広島のホテルにまず
第一稿のファックスが送られて
きた︒ 添削して返送︑再校と
繰り返えして誦誦文ができあ
がった︒
次に戒名︑ 副住職に思う
まま考えさせた︒ 後述する
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この結果︑徳島の火葬場など
Ｓさんへの手紙
してバラバラなってしまうま
で抱き続けるといいます︒ は休みです︒ これが香川の西
徳島出身で東海地方に住む︒ 同 じ 佛 教 圏 で も チ ベットで 讃地方に行くと全く無視し
友引に葬儀が行われていま
Ｓ さ ん か ら 手 紙 が 来 た ︒ は最後の布施として自分の
す︒
先般︑ 子供の友人の父上が 身を切り刻んで禿鷹に喰わ
おわかりのように葬儀とは
亡くなられ葬儀に参列し
せる風葬︑ヒンディ教徒は火
佛教で執り行われていても︑
た︒ そのとき手渡されて
葬の後ガンジスに流すのを最
実は神道や日本の古くから
リーフが同封されていた︒
上とします等々奇妙な儀式
の風習を伴っているのです︒
それは ﹃葬儀式について﹄
とも思える風習が世界各地
最近︑ 無宗教の葬儀が時々
とあり︑ 内容は ﹁清め塩﹂ にはあるわけです︒
報道されます︒ 沢村貞子の
は必要ない︒ ﹁友引﹂にと
そのようなものの一つに塩
旦那がそうでした︒ 何かの時
らわれるべきでない︒ それ
で清めることがあります︒
或
に彼女の書いたものには ︵
らは迷信だ︒ というもの︒
これは相撲の作法で見られ
︵このリーフは文責者かかれ
るように万物は塩によって清 いは津川雅彦かも知れませ
ていない︶
められるというのは古くから ん︶では佛教式に一周忌︑
三回忌とやっているようです︒
Ｓさんは ﹃
小さい頃︑ 父
の日本の風習です︒ また︑
ここでは無宗教といえども
母より ﹁
清め塩﹂とは霊が
大安︑ 友引というのは江戸
葬送の儀式はあるということ
間違ってついてこないように︒ 時代に定着した風習です︒
﹁友引﹂にお葬式しないの
は︑ 再び悲しい別離であ
鳥たちのいる風景﹄
る︒ お葬式を出すことのな 一冊の本 ﹃
日下守︶定価二千円
草薙ひろし ︵
いようにと願ってのことと記
憶しています︒ この地では
著者は佐那河内村の出身︑ まった︒
紙片に書いてあることが常
先生の人間性がほとばし
識のようです︒ が︑ ご住職 長年城南高校で英語の教鞭
のご意見を﹄という要旨の
︒
た
れ
ら
と
年のおつき るように野鳥と人間の関係
を
長
を歌でまとめあげている︒
丁重な手紙である︒
だが︑ 歌人
る
あ
で
私
の
い
あ
私はすぐ以下の手紙を書
日本野鳥の それも万葉集︑ 古今集を
であること︑ ﹁
いた︒ Ｓさんには失礼だが
会﹂の古い会員であることは はじめとして歴史をこえ︑
読者のみなさんも関心があ
︒ 先生を一口 さらにご専門の英米文学の
た
っ
か
な
ら
知
り︑ かつ賛否両論ありそう
やさしい先生﹂ 分野で空間をこえ︑ 言語
で言えば ﹁
なので本誌に掲載させて頂
である︒ そのやさしい人の自 をこえ︑ 短歌に俳句︑ 自
くことにした︒
然︑ ことに野鳥たちとのふ 由詩とにひろがる︒ なかで
拝復︒ ご家族一同お元気の
れあいが本書編纂の基本と も中西悟道が詳しく紹介さ
れている︒ この道の人にはよ
ご様子︑お歓び申し上げます︒ なっているように思う︒
さて︑ おたずねの件︑ お
ジを開くと口絵の写真 く知っているかも知れない
ー
ペ
日本野鳥の会﹂のこ
答えになりますかどうか︒
日本野鳥の会﹂徳島県 が︑ ﹁
に﹁
純佛教的に考えるならこの
支部長︑ 曽良寛武氏のホト とと︑ 歌心のない私は教科
リーフは正しいことです︒し
トギスの写真がある︒ 実は 書だけの記述しか知らな
かし現代の日本人が脳死を
ホトトギスの声がやかましく かった︒ もちろん先生の短
死として受け入れがたいよう て眠れないほどの環境のなか 歌もすばらしいが︑ 著者訳
に理屈どおりには行かないの で住んでいて︑ この年になる の英文詩も新鮮である︒
こつこつと︑いく冊もの本
が人の生死に関わる問題です︒ まで木の枝に止まっているホ
を自費出版されている︒ 先
友が死んでも自分は連れて トトギスを見たのは︑ 逆光
いかないでというのが心情で
線で一回だけである︒ した 生に敬意を表する︒ 本書
はないでしょうか︒ また︑
がってホトトギスの毛色を知 購入希望の方は電話０８８ー
猿は死を認められないのか
らなかった︒ まず︑ それに ６３１ー７９４０まで直接連
猿の子供が死んでも白骨化
驚かされて一気に読んでし 絡されたい︒
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をもう一度確認ください︒
次に︑ これでは物足りな
いので︑ 或いは土地風のあわ
ないのでと葬儀をやり直す
場合があります︒ これが理
屈通りに行かないという証
明です︒ 香川県出身の大平
総理は東京ではキリスト教
で︑ 地元では佛教 ︵
真言
宗︶で執り行われました︒
純粋の考えると教理の上で
はどうなるのでしょうと私で
も問いたくなることです︒
難しくなりましたが︑ これ
が葬儀の現状です︒
別の面から見ると葬儀は亡
き人を偲び︑ 悲しむという
要素︑ これを精神的面とし
ますとと遺体をどうするか
という︑ できれば︑ やりた
くない現実︑物質的的要素
があります︒それらをうま
く噛み合わせているのが︑
土地風というものです︒
では︑ 真言宗の私が導師
をして引導をわたすとき︑
厳格に真言宗の教義に則って
行います︒ が︑ その周辺︑
近所の手伝い︑ 出棺︑ お話
の清めの塩︑葬送の行列な
どは土地風に従います︒ お
そらくこのリーフを出したのは
真言宗以外の宗派だろうと思
います︒
また︑ 葬儀屋の都合で風
習が変わることも目の当た
りにしております︒
私ども僧侶は別の問題です
が︑ 一般の人が見てどの葬儀
に正しいというもはありませ
ん︒ 要は亡き人を偲ぶこと
が第一︒ それとともにのこ
された方々のやすらぎが得
られるかどうかということで
す︒ 昔からの風習はその意味
の経験則といえましょう︒
向寒の折からご自愛のほどを
合掌︒

余録

コンピューターの二千年問題
るとは月日の過客に驚く︒
は
遠
く
の
問
題
で
は
な
い
︒
当
山
翁平
は成
六
腔ム
ガを
ン再
が
では
五月
年頃
に︑
シ口
ステ
構築
題学
対部
見
つし
かた
っと
てき
徳二
島千
大年
学問
歯
応という指示を出したつもり
付属病院に入院したが現は
代
で
い
た
︒
と
こ
ろ
が
今
回
一
番
じ
とで
ころ
がた
平成
のめ
治の
療
完だ
治け
し
︒で
そは
の
なく西暦下二桁になってい
後︑転院したものの九月十
た︒ それに郵便番号の七桁
五行
日で
敬シ
老
自修
らし
退て
院
移
スの
テ日
ムに
を改
もを
らう
余談
はて
宣
言︒
して
︑だ
自が
宅︑
でこ
過れ
ごに
し
郵政省に損害賠償したい︒
いう
たい
︒う
そと
の
族の
のト
暖
こ
き間
そ家
の他
ラか
ブい
ル
が
も中
の︑
︒自
ちら
ょっ
た欠
こけ
看つ
護き
の
もと
迷し
惑
とか
ー五
が日
生じ
ぬ
まら
まエ
十ラ
月
未る
明︒
天六
寿年
を
前と違うところはＥメールで
全っ
うて
さも
れ
往生
をで
とプ
げ
れ
送
ら大
い︑
それ
ロら
グラ
ム
たを
︒改修できるらしい︒ 私の
ようなおっさんにはとうてい
じっと私を見守ってくと
れ
無理
な
世
界
︒
技
師
と
息
子
たや
翁り
︑と
願り
わす
くる
ば
土
で
︒浄そ
うよ
しり
て当
来山
分り
以く
下だ
でさ
山
の願
発う
展こ
をと
おが
見半
守
すむ︒ 便利な時代になった︒
いで
︒も︑ もし︑ なんらかの
問題があるときはすぐご一
報ください︒ どこかで一行
パキスタンのクーデター
のプログラムの違いがとんでも
クこ
ーと
デを
タし
ー
流コ
血
ない
てと
くい
れえ
るば
のが
ンピ
ーに
タな
ーる
です
︒れ
私な
どの
もに
の
騒ュ
ぎ
︒そ
も二十日頃にコンピュターの
今回は無血クーデター︑首
日
付
を
だ
ま
し
て
一
足
先
に
新
年
こ総
んな
をを
切迎
らえ
れる
た︒
参謀
長と
はこ
旅ろ
客
にも
機
の二
上千
か年
ら問
軍題
にが
命あ
令る
を︒
出
みなさんのお宅では予約
型のビデオ︑ 洗濯機︑ 炊飯
器などひょっとしたら時分か
らなくなるかも知れない︒
年末セールでは電気製品を
買うのはやめておいた方がよ
いのではないか︒ でも︑ 二
千年の元旦を期して︑ ミサ
イルが飛んだり︑ 停電した
り︑ 発電所が爆発したり︑
飛行機が墜落することはま
ずあるまい︒ 当山も年末か
らの行事はかわらない︒
本堂と護摩堂の間の渡り
廊下を修理した︒ 昭和二

十二年秋に修復して以来五
十二年ぶり当時は物不足の
とき屋根の銅板が不足して
いた︒ このたびの修理でまた
五十年は大丈夫だろう︒ こ
の年はいろいろあったようだ︑
先月号に昭和二十三年と
あった小松島への出開帳が行
われたのはこの年が正しい︒
詳しくは昭和二十二年四月
五日から十日間であったと
いう︒ 学齢前の子供の記憶
ゆえお許し願いたい︒
ある友人のお嬢さんはロス
アンジェルスのある大学で勉
強している︒ 入学には英語
の力をはかるトーフル六五〇
点で入学した︒ 普通むこう
の短大へは四五〇点︑ 学部へ
は五五〇点ぐらいで入学で
きる︒ この点は満点に近い
成績である︑ 徳島の高校で
は不可能な点であろう︒ ま
ず︑ これに驚いた︒ それで
も先方の大学では宿題が多
くついていくのがたいへんだと
いう︒ 奥さんが英語に堪能
なのでＥメールを駆使して家
族あげて支援しているとい
う︒ 第二の驚きである︒ こ
うしてアメリカの大学に正式
入学するとその日からいき
なり大学英語の講義︒ 一時
間に三時間ぐらいの予習復
習が前提で宿題が課せられ
る︒ それが向こうの大学で
ある︒ 知り合いの学生が留
学しても二三ヶ月間は手紙
も来ないのが普通である︒
先般︑ 基礎学力で述べたり
なかったが日本の大学生とだ
いぶ差がある︒ 因みに我が
スオミ大学は ﹁厳しいアメリ
カの大学とのんびり型の日本
の高校をつなぐトレーニング
機関としてちょうど良い﹂
とは二年在学してアリゾナ
大学で宇宙工学をやろう
という在学生の弁︒

