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４月例会ご案内 
  
日時  ： ４月１０日 水曜日 

  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：「 鎮守の森の植生」 
場所  ： 港区立商工会館 
参加費 ： 1000円 
担当  ：石田 金次郎  

 

鎮守の森の「鎮守」は、国語辞典（学研）に

よると「その土地を守る神、またその神をまつ

った神社」と記
しる

されています。鎮守の森は鎮守

の社
やしろ

にある森のことなのです。 

 日本人は,古来より地震、津波、噴火、台風

などの自然災害が頻発する災害列島に住み、自

然も猛威を前に,あらゆる森羅万象に八百万の

神の存在を感知して,身近に神々をまつってき

ました。 

 鎮守の森は、神が降りてくる聖なる場所であ

り、そこに屋舎を造り,神社としたのです。昔

から、森は神のいるところ,降臨するところ,荒

らせば罰があたるなど,信仰的な聖域とされて

きました。地域の人々がそこを信仰し尊敬して

大切にしてきた人の入らない場所なのです。 

このため人間活動の影響をあまり受けず,自然

のまま維持されてきたとされています。 

現在、鎮守の森が自然植生の見地から日本の持

つ優れた資産として世界から注目を集めてき

ています。経済が発展し,土地が開発され、あ

ちこちで都市化が進み、多くの森や雑木林は伐

採されても,小さな鎮守の森は生き残っていま

す。 

今回は、杉並の鎮守の森として生き残ってい

る杉並の鎮守の森の例から、現在の植生の姿を

とらえ、将来への展望についてまとめてみまし

た。 

（１） 鎮守の森の樹木を調査し,その基礎デ

ータを整備すること 

（２） 昔の文献や関係者の証言からこれまで

の植生の変遷を見てみること 

（３） 都市の鎮守の森の機能…地球温暖化防

止への貢献、二酸化炭素（CO２）の吸

収など森の持つ機能についてまとめて

みること 

その調査・研究の成果を、拙いながらまと

めてみましたので、みどりを大切にし、鎮守

の森の理解のお役に立てればと思います。 
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２月例会報告 
日時  ： ２月１３日 水曜日 

  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：「中国に関わる不思議な勉強会」 
場所  ： 港区立商工会館 
参加費 ： 1000円 
担当  ： 平井 兵治 

 

中国文化の再入門 

 中学、高校と何の考えもなく六年間漢文を学

んだが、何年かして漢方を学ぶことになった

時に、始めて、漢文式では中文読解は無理と

考え始め、中国人に学んだ。 

孫子について 

 孫子と云えば日本人の皆が知っている位で

――常識と考えていた。 

知り合いの中国人Ｃ先生に、孫子をお教え願

いたしと願い出た。ところがどの程度知って

いるか――テストをしようと答えが返って

来た。五項目にまとめる様に求められ、教室

は大混乱になって、知っている積りが何も知

らなかった日本人の常識の判明から勉強が

始まった。結論は下記の通りだった。 

孫子の要約 

 三つの道と水と食料 だった事を教わった。

その深さに感心した。 

要約 三つの道 

① 逃げ道 

② 侵入の道 

③ 戦いの道 

④ 水 

⑤ 食料 

以上の要約が頭に入った上で孫子の字句を

教わって行った。まるきり孫子に対する知っ

たかぶりがすっかり消えた。この時のショッ

クは今でも思い出す。 

論語 

 まず質問したのが、こんな立派な本がどうし

て、中国で生まれたかと云う問いをすると、 

 Ｃ先生曰く 

 生まれなければならない位に世の中が荒れ

ていたんだ―― 

 それを聞いて又ショックを受けた。 

 中国人社会の変わらなさを思い知らされた。 

 そこにくると日本人の受け止めのまじめさ

が異常である。 

孫子と論語を学んで来て見ると 

 何となく、島国の日本人の学び方が、問題に

対する態度が狭すぎる。融通のなさすぎを感

ずる。逆に真面目すぎが災いになっていると

感じる。 

 又、中文に対する漢文式の学び方が自分勝手

な文化として離れて行く歴史を歩んだ気が

する。 

 今こそ、英語と同じ様に外国語を学ぶ方式に
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戻るべきです。 

 何故かと言うに文字作りのルールブックを

（六書がある）漢文式では利用出来ない事を

知ったからです。 

 例えば年号平成について、中国式には平和で

はなくバランスを取るハカリの意味で、平成

とは不景気を意味する事を採用してしまっ

たからです。 

佛教についての素朴な質問 

 Ｃ先生曰く、日本人は何故に死ぬと漢民族に

なるのか、 

 初めて聞いた時には、先生、何を云っている

のだろうと思った―― 

 そうだろう――戒名になるだろうと問い返

された。 

 まさしく、その通りで高額な金額を有難くお

支払いしているではないか、中国にはないよ

と教えてもらった。 

 これは頭の良い坊さんの利巧さに感憤した。 

 宗教家は今からでも良いから改めるべきで

近代的収入口に変更すべきであると思われ、

それで日本語でお経を唱えたいものです。 

 漢文お経は漢民族のために、王様がローラン

にわざわざ研究所を作った事を考えるに努

力の跡がお経に感ずる。 

 それもＣ先生に教えられては、日本人ならだ

れもが宗教界の明治維新を感じてならない。 

 中文読みをそのままにして日本人には意味

不明を良い事にしてワル乗りとしか思えて

ならない。 

Ｃ先生への質問 

 世界の中で中文の意味を正確に伝えた例を

教えてください。 

 例、 

 孫子に関しては佛文が良い。 

 佛文孫子を訳すべきです。との事でした。 

 老子に関しては米国訳が良い。 

 これに関しては、米国がベトナム敗戦後に老

子研究が非常に盛んで研究が進んだ。お陰で

米国訳が非常に良いとの事。 

四柱推命 

 四柱推命にまで研究が及んで来ると生徒の

交代が始まった。 

 実は日本では中文を習うのに文系の先生に

教えてもらうのが普通なのに、 

実はＣ先生は工程師で理系だったので微積

分、行列が飛び出した―― 

でも理系のお陰でひと味しっかりとした四

柱推命を教え受けたのには得した気持ちで

ある。 

                 以上 
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  例会予定  
 
2013年 
5月8日 水曜日  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：未定 
担当  ：未定 

 
6月12日 水曜日  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：未定 
担当  ：未定 

 
原則として第二水曜日となります。 
開催場所：港区立商工会館 

（都立産業貿易センター浜松町館 ６階） 

 
 

分科会活動 ご案内 
 

古川彰久が事務局長に就任しているサトルエネル

ギー学会の行事をご紹介します。 

サトルサロン 

講演テーマ： 

「出口王仁三郎の三千世界宇宙論 ～霊界・霊魂

の真実と、神の目から見た宇宙の姿」 

講師：飯塚 弘明 様 (いいづか ひろあき) 

（王仁三郎・霊界物語研究家、王仁魂復活プロジェ

クト事務局長、王仁三郎ドット・ジェイピー主宰） 

日時：2013年4月4日（木）18:30～20:30 

場所：港区立商工会館  

会費：3000円 

 

サトルエネルギー学会春の大会 

開催日時：2012年4月15日（日） 

開場9時45分、開演10時15分～閉会18時30分 

会場：代々木ＳＹＤホール 渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 

テーマ；2013年ついに歴史上初、 

伊勢・出雲同時式年遷宮の年を迎えた  

    ～今こそ知りたい、隠された歴史の真実と 

これから果たすべき日本の天命～ 

詳しくは↓ 

http://www.subtle-eng.com/2012spring.html 

＜入場券＞ 

（事前申込価格）協賛団体会員：6000円、一般：7000円 

（当日価格）協賛団体会員：7000円、一般：8000円 

(有)イキイキライフへお申込あれば協賛団体会員扱と致

します。ご連絡あれば、パンフレット及び申込書をお送

り致します。 

 
 
窓口・申込：㈲イキイキライフ 古川彰久 
   ＴＥＬ：０３―３４３２―０５８４ 
   ＦＡＸ：０３―３４３２―０５８２ 
 
港区立商工会館へのご案内地図 

東京都港区海岸1-7-8都立産業貿易センター 
浜松町館6階  TEL03-3433-0862 
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩３分 
ＪＲ浜松町駅北口より竹芝桟橋方向へ徒歩7分  
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅より 
浜松町駅方向へ徒歩10分    
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
※ 会誌発送は、E-mail です。 
※ 年会費はありません。 
※ 「じょうはん」発送のお申込は、 
E-mail： info@iki2life.com 

まで、Mailでご連絡下さい。 
※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ

げて下さい。 
※ ホームページもご確認下さい。 
   http://www.jouhan.com 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
編集後記 
４月の例会では、石田氏から今後の人類生存のた

めに重要な課題である自然環境の保存に関わるお

話をしていただきます。 
２月の例会でお話があった平井氏の、これまで見

落とされてきた、日本と中国との関係を見つめ直す

ことに関わる重要なお話を整理していただきまし

た。                                         

(古川) 


