家族

た︒ そのときの本誌に選挙
くなる︒ 地方選挙では和歌
区当選議員を一等︑ 比例
山の旅田市長のように知事選
区を二等︑ 選挙区を落選
に出て︑ 違反の結果︑ 知事
し比例区で当選したのを三
選挙への出馬資格を失った︒
等と等級をつけた︒ それ以 が︑ 市長選にはでられると
来︑ この間の定員が二十人
返り咲いた︒ 首長選挙は人
減った以外は何ら変わってい 格を選ぶのではないのか︒ そ
ない︒ 等級をつけたゆえん
れなら知事と市長と人格が
は一等の選挙区は問題ない︒ どうちがうのだ︒ このように
比例区は個人に投票しない
任期が迫った今ではこの選挙
からある党派の基準でそれ
制度への矛盾がたくさん露呈
こそ等級をつけられたもの
している︒
が私たちの総意となる︒ 次
監禁 ・飼育﹂
は私が投票したい政党であっ少女の ﹁
てもその人物はいやだという
一月二十八日午後十一時の
とき他の政党に投票する
ラジオニュースで ﹁精神病で病
か︒ 次に議員さんの仕事の
一つは地元と国会のパイプ役 院に収容された男についてい
た女性がいた︒ 彼女は九年
である︒ 四国の比例区で当
選した議員は四国のパイプ役 前に拉致された少女である︒
両親の問いに間違いないかと
でなくてはならぬ︒ だが︑
いうとウンと答えた﹂ と報じ
現実は四国比例区の某は徳
た︒ それを聞いて私の眠りか
島一区に張りついている︒
かった脳はとたんに目を覚ま
我々も四国の比例区で当選
し︑ テレビを見に行った︒ し
した人を全然知らないから
かし︑ その夜はそれ以上の情
お互いさまだ︒ 三等の第一
報はなかった︒ その後︑ ﹃週
は供託金没収という人が実
際と当選した︒ 選挙におけ 刊文春﹄が独自の見解でこの
る供託金制度は泡沫候補を 拉致男の氏名と顔を公表し
た︒ しばらくして︑ 幼い少
防止するための制度だ︒ な
ら供託金没収は泡沫候補の 女の青春を踏みにじった極悪
犯が逮捕され佐藤宣行が全
証明ではないか︒ それなの
マスコミに公表された︒ 彼の
に当選である︒ しかし︑ こ
経歴は既にマスコミで報じら
の制度で当選した議員は今
れているので略す︒ 発見の事
回中山建設大臣をはじめた
情は佐藤が精神の破綻をき
くさん大臣をしている︒ 地
元がノーといったのにと思う たし母親が精神病院へ通報︑
となんだかいやな気がする︒ 医師等が彼の部屋へ駆け込ん
また︑ 政党がないのにそのと だとき︑ 一人の女性を発見
したという︒ 佐藤の母親は
きの比例名簿のみ生きてい
る︒ 今はなき新進党名簿の 二階にいる少女を知らなかっ
たといい︑ 両者発見後が初
次点である野村サッチーが
対面だという︒ この経緯は
当選するかもというもので
先の ﹃週刊文春﹄によるもの
ある︒ また︑ 比例区は政
だが︑ その後︑ 冒頭のニュー
党を選ぶ︑ それなのに当選
スの内容は新潟県警がねつ造
したら政党をかわる︒ ﹁こ
れが許されるのか﹂ といいた したもの︑ それから発展して

ご先祖様のお彼岸のご供養に是非お参りください。

し︑ 車椅子であった︒ 両者

﹁三年ぶりにお参りさせてい いずれをとっても多大な家
族の介護を要するものであ
ただきました︒ 体調をくず
る︒ ﹁私は家族に申し訳な
していましたが︑ やっとこの
階段を登ってくることができ い﹂とただ々々感謝した︒
自宅で療養するうち︑ 息
ました﹂とＴさんがみえた︒
Ｔさんは現役時代は元気そ 子さん夫婦に第二子が生ま
れることとなった︒ 元気に
のもの︑ 当山へも本堂まで
なれば上の子の面倒が見て
ではものたりず頂上三十八
やれる︒ そうしたら家族に
社まで一気に登って友人と
いくらかのお礼ができるとＴ
時間を争っていた︒定年を
迎えた頃︑ 何に気なしに人 さんは目標を立てた︒ やが
て車椅子を離れ︑ 近くの
間ドックに入った︒ 腎臓が
悪い︒ それも相当悪化して 浜辺で一歩一歩とトレーニ
ングをはじめた︒ 第二子誕
いるという︒ 元気がわざわ
いしたのか︑ 病気の経験のな 生の頃には上の子供の面倒
いＴさんはより大きいショック が見られるくらいに体力が
ついた︒ 爾来︑ 子供といっ
を受け︑ 落ち込んだ︒ 以
来︑ 酒びたりの生活︒ それ しょに浜辺で遊ぶ︒ 我が子
を目の当たりにしたＴさんの のときには考えられなかっ
たことである︒ 子供は日増
息子さん夫婦が父にない
しょで腎臓の名医を探しはじ しに成長していく︑ それに
ついて行くには益々元気が
めた︒ Ｔさんはいう ﹁若い
ときから︑ 男は働いて︑ お 必要だ︒ ﹁子供のおかげで
だんだん体力が付いてきて︑
金を稼いでくるもの︒ 家族
の面倒は女房が見るものとい 今日︑ この階段が登れまし
た︒ 我が家は息子家族が同
う典型だった﹂と︒ 息子か
居してくれる︒ ありがたい
ら ﹁良い医者がいる︒ だま
されたと思うて行こう﹂と ことですわ︒ この病気にな
らなんだら 家族のありが
いわれたとき︑ 息子がこん
なに親切にしてくれることへ たみを知らんずくにあの世
へ逝くところでした﹂ と元
のとまどいと驚きを感じ
た︒ だが︑ もう腎臓は透析 気に話された︒
を必要とし︑ さらに肝臓 選挙制度の矛盾点
もかなり悪くなっていた︒
ある朝︑ 小松島方面か
息子の行為をＴさんは ﹁息
子が医者へ連れて行ってくれ ら選挙の連呼が聞こえる︒
﹁今︑ 選挙はないはず﹂と
たから︑ 肝臓も分かった︒
耳を澄ますと徳島二区の衆
知らなんだら︑ 酒を飲み
過ぎて︑ もうとうに死んど 議院出馬予定者某である︒
るところだった﹂と考えた︒ 市会議員クラスのアンプの質
半年あまりの入院の末︑ 奥 ではないらしく当山まで語
尾がはっきり聞こえる︒ も
さん︑ 息子さん︑ お嫁さ
んの看護のかいあって退院に う選挙がはじまった様相で
ある︒
こぎつけた︒ しかし︑ Ｔさ
平成八年に現在の選挙制
んの身体は腹膜透析を要
度で衆議院選挙が行われ

１０：
１０
：００〜

お 正 御 影 供
土砂加持法会

３月２１日
（火）

中津峰山如意輪
中津峰山如意
輪寺
徳島市多家良町中津峰
TEL088‑645‑0008FAX645‑0508
http://www.nmt.ne.jp/ nyoirin
阿波三峰
バス便、 ３／１９ ９：
９：３０アミコ前発
nyoirin@nmt.ne.jp
親子の鐘の中津峰
問い合わせい合わせ ：徳島市バス観光課 088- ６５２−２１３３

朝念暮念

平成１２年 ３月 １８ 日 発 行
朝 念 暮 念
第２３０号

県警本部長の辞職︒ とど
まらず警察庁のもっと上ま
で飛び火するだろうが︑ 私
はこのことには興味がない︒
当初この事例に心理学︑
精神病医系の人たちがいろ
いろと評論した︒ が︑ その
ような簡単なものではな
い︒ 人間が猿や狼の中で育
てられたアベロンの野生児︑
インドのアマラとカマラの話
がある︒ また︑ 名前を忘
れてしまったが︑ ヨーロッパ
で十八歳まで石牢の中で
育った王族いた︒ 発見当時
白痴の状態であったとい
う︒ しかし︑ 野生児が一
二年後に死んだのに対し︑
この王族は今様にいえば社
会復帰ができたという︒
石牢で外部と一切交流が
ないといっても人間社会で

平成１２年 ３ 月 １８ 日 発 行

昭和の初め︒ 京都︑ 祇
園に売られた少女 ﹁さゆ
り﹂が一流芸者になって︑
渡米するまでの一生の聞き
書きという構成︒ この物語
で祇園に住む人々の生き
様︑ 風習︑ 言葉︑ 長
い々々ロマンス︑ どれをとっ
てもたいへんおもしろい︒
だが︑ この本の著者はアメ
リカ人︒ 日本に何度も来
て調べ上げ十年かかって書
き上げた︒ ﹁将軍﹂に見ら
れるように日本に来た外国
人の眼でという手法が多い
が︑ 本書は ﹁さゆり﹂と
いう日本人娘の一人称︒
一件モデルがあるように思
えるが︑ 全くのフィクショ
ン︒ それを ﹁訳者覚書﹂
としてオランダ系の歴史学
者が老芸者へ聞き書きした

の交流があったことが考えら
れる︒
今回の女性の場合︑ 拉致
されたのは小学校高学年︑
母国語の読み書き︑ 子供と
しての完成度は高かっただろ
う︒ だが︑ 青年期を社会か
ら遮断した状態︑ 精神障害
者との異常な空間のなかでの
約十年間︒ これは先述の野
生児や王子の事例に匹敵す
る︒ 社会復帰させるには世
界の心理学者の英知を結集
し︑ 国家あげてあたって欲
しいものだ︒ 非難を覚悟でい
えばこういう事例は世界で
もめずらしい︒ 人間の能力
限界︑ 本性︑ 児童虐待︑
多重人格︑ 青年期の研究
等々テーマは限りない︒ 県
警本部長はことの重大さ認
識する能力が欠けていた︒

ものを英語の翻訳するところ
からはじまる念の入れよう︒
本当の著者アーサー ・ゴール
デンは ﹁ニューヨークタイム
ズ﹂オーナーの家系︒ 十年
も子供の通学の送り迎え以
外が書斎に閉じこもった︒ そ
の上︑ 完成原稿を三度書き
直しやっと出版したという︒
できばえは日本人の私を一
気に読ませてしまう︒ それ
には本当の日本語訳者小川
高義氏の京都弁を主にした
訳によるものだ︒
私とこの本の出会いは先年
夏︑ ロータリークラブのアメ
リカ︑ ニュージャージーと四
国の学生の短期交換プログラ
ムでニュージャージーの学生を
案内中︑ 心理学専攻の大学
生ブロック ・デイト嬢が原書
の ﹃ Memoris of a Geisya
﹄

一冊の本 ﹃
さゆり﹄文藝春秋社 上下二巻
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い︒ また︑ 標高が高いカル
再度スオミ大学紹介
米国ミシガン州ハンコックのス ユーメットは最盛期はブロー
オミ大学を再紹介する︒ ス ドウエイより先に上演され
たという文化財の劇場を中
ペリオル湖南岸地方のアッ
心に町並み保存地区があ
パーミシガンにある︒ この地
方は地球のえくぼ五大湖と る︒ この地方に一番多く移
住したのはこの地方の気候 ・
ともに氷河期の氷河の爪痕
風土が似るフィンランド人で
の湖が多い︒ スペリオル湖南
あった︒ スオミそれは森と
岸のほぼ中央に突きだした
湖の国︑ フィンランドの別
島がキウナー島︒ といって
称︑ 千湖国の意である︒ 彼
もハンコックとホートンを切
り離す海峡に橋が架かってい らはルーテル派のキリスト教
徒︒ マルチン・ルッターは門
る︒ ここも氷河の爪痕で狭
扉に数箇条の抗議文を掲げ
いが深く︑ 外海が荒れたと
カトリックに抗議した︒ プロ
きの通行につかうよう橋は
テスタントとは抗議に由来す
今でも上下する︒ キウイ
ナー島は第一次世界大戦頃 る︒ そのなかで聖書に直接
というのが第一だった︒ 当
までは世界一の銅山であっ
た︒ 百年余り前ここに移民 時の聖書はラテン語︑ それ
を各国語翻訳する一方︑
が来た︒ ハンコック︑ ホート
聖書を読むためには教育を
ンの町はその頃の建物が多
行った︒ この地方に移民し
たフィンランド人たちもかか
る理由でスオミカレッジを
各１︐６００円
創った︒ 一八九六年のこと
である︒ オールドメインとし
て残る寮だ︒ 歴史的建造物
を大切にしながら近代的施
設設備が充実している︒
全米大学の三〇％しか認
定されていない ﹁全米教育
基準認定協議会 (Copa)
﹂の
認定を受けている︒ 結果︑
ここでの取得単位は全米の
大学で通用する︒ トランス
ファーのもとだ︒ また︑
ホートンにあるミシガン州立
︵国立︶のミシガン工科大学
とは姉妹校︑ テックの留学
生の英語教育を担当してい
る︒ 逆にミシガンテックとス
オミの単位は通用する︒
ある縁でスオミ大学と母校
高野山大学とで教育に関す
るシンポジウムを開催した︒
その企画運営を行ったことで
総長ロバートユビロード ︵ボ
なる本を読んでいた︒ その内
容をを話してくれ︑ 今アメ
リカのベストセラーズという︒
それにしても原書は一冊版
ずいぶん重いものを持ってき
たものだと思った︒ ﹁帰りお
いていけ﹂といっていたのだ
が︑ 手にせずじまい︒ その
後︑ 雑誌 ﹁フォーサイト﹂
に昔の ﹃将軍﹄以来のでき
と紹介された︒ 欲しくなっ
た︒ でも︑ あんな大部の英
語は読めるわけがないと思っ
た矢先︒ こんどは雑誌 ﹁文
藝春秋﹂に載って近日出版
という︒ かかる次第でこれ
ほどワクワクして待った︒ 手
にしてみると︑ 先述の聞き
書きの文体できれいな京都
弁︒ やや外国人への解説が
めんどくさいが斜め読みには
好都合︑ これが外人のもの
とは思えない︒

ブ︶とは友人になり︑ 日本 入寮時の生活用品購入費︑
留学事務局長の山本晃博士 お小遣い︒ 最初の入校時一
る推
と挙
はに
月よ
日っの
の
て過
入客
学に
面驚
接く
委︒ 週間程度アメリカを見せて
員を
︒ンが 入校させる旅行と渡航費が
翁す
はる
六こ
月と
頃に
︑な
口っ
腔た
ガ
大島
学大
は学
入歯
学制
見ア
つメ
かリ
っカ
ての
徳
学度
部 二十八万円程度︒ あとの帰
が日本と異なる︒ 普通アメ 国は向こうで航空券を買っ
付属病院に入院したが現
リ
カ
の
大
学
へ
は
英
語
力
︑
手代 て往復千ドルを割ったとか︒
続
し治
いし
とた
敬遠
のき
治等
療が
で難完
︒す
そ の だと東京の学生が年数回帰
る︒
だ院
が︑
スオ
の正
後
︑転
した
もミ
のへ
の
九式
月入
十 ることを考えると差はない︒
学は入学面接委員の私との トランスファー後の授業料は
五接
日で
敬決
老ま
のる
日︒
にそ
自の
ら後
退︑
院ベ
を 大学によって差違があり︑
面
テ
務
局宅
長で
山過
本Ｐ
宣ラ
言ン
しの
て事
︑
自
ごＨ
しＤ
て 名門大学は相当高い︒
がカ
リ間
ン家
グ族
︑の
入暖
国か
手い 私と面接して一度チャンスを
い
たウ
︒ン
そセ
の
続 ︵ビザ申請︶︑ そして八
試してみては︒ 四月いっぱい
看護の中︑自らも迷惑欠学
け ぐらい可能︒
月
に
現
地
へ
引
率
す
る
︒
入
後
英天
語寿
教を
ぬは
ま特
ま別
十な
月ク
五ラ
日ス
未で
明
育を行う︒ 一方で英語によ余録
全
う
さ
れ
大
往
生
を
と
げ
ら
れ
る大学教育を履修させる︒
二月二十四日︑ メール開
た年
︒経って所定の単位が取
二
設以来はじめて私にに面会
れた
他て
のく
大れ
学 を求めるメールが入った︒
じら
っ成
と績
私に
をよ
見っ
守て
っ
へ乗翁り︑換
︵ト
ラ浄
ン土
スより当 今までは私の余技やボラン
た
願え
わく
ば
ファー︑ 編入︶できる︒ も ティア︑ 遊びのメールが主
山ろ
のん
発三
展年
を︑
お四
見年
守の
り課
く程
だを
さ だった︒ 信者さんからの記念
ち
卒
い業
︒しても良い︒ だが︑ ア すべきメールがなんと ﹁助石
メリカの大学では入学した大 屋﹂さんからだった︒ もち
学をそのまま卒業するもの
ろん ﹁この電子時代に不思
パな
キい
ス︒
タ徳
ン島
の出
ク身
ー
デ
は少
は
Ａタ
︑ー 議なことですね﹂と返事を
ウク
エス
ミー
シと
ガい
ン大
卒血 送った︒
ータ
デン
タ
え学
ばを
流
業して現在徳島市で就職︒
中学時代のグレゴリオ暦の
の
騒
ぎ
に
な
る
︒
そ
れ
な
の
に
Ｂ︑ ニューヨークの大学でデ
記憶︒ 百で割り切れる年の
今イ
回ン
はを
無学
血び
ク今ー
ザ
年デ
卒タ
業ー
の︑
予首 内︑ 四で割り切れる年は平
定
︒ら
Ｃ︑
ニュ
ー謀
ヨ総
ー長
クは
で音
を切
れた
参
旅楽
客 年と︒ 今年の暦を見て閏年
を︒ 女性のＤはアリゾナでバ になっている︒ どこで間違っ
機
の
上
か
ら
軍
に
命
令
を
出
イオテクノロジーを︒ 在学
たのかと疑問でだった︒ とこ
中のＥは宇宙工学希望でト
ろが百で割り切れる年は本
ランスファー準備中と枚挙に 来閏年であるが︑ 平年︒ そ
いとまない︒ もちろん二年
のうち四で割り切れる年が
短大卒業資格を取って帰っ 閏年であったことが︑ 二月
た学生も十人ほど︒
二十九日になってやっとわ
学費は入学納付金七四〇
かった︒ 今度百と四での割
〇＄ ︵入学から卒業までプ り切れる年は二千四百年こ
ログラム総経費︶授業料 ︵い ういった問題が話題になるの
わゆる授業料︑ 寮費︑ 三
だろうか︒ 絶対確認できな
度の食費但し日曜は二食を
いと思うとむなしくなる︒
含む︶一五四六〇＄ ︵八
それにしても記憶は当てに
月︑ 十月︑ 一月︑ 三月に
ならぬもの︒
分納可︶が基本︒ その他︑

