折々の言葉 その４、

2020 年

（梅津寿一編）

＊ 七つの社会的大罪 （マハトマ・ガンジー）
原則なき政治
道徳なき商業
労働なき富
人格なき教育
人間性なき科学
良心なき快楽
犠牲なき信仰

(1998.01.18.)

＊ 使命のほうが我々を探しているのであって、我々の方が使命を探しているのではない。
ダグ・ハマーショルド「道しるべ、p118（1955 年）
」

(1992.03)

注： 1953 年から 1961 年死亡するまで国連事務総長を務める。
1961 年 9 月 18 日、コンゴ問題の使命実行中に飛行機事故で死亡。
＊ 事いまだ成らず 小心翼々
事まさに成らんとす 大胆不敵
事すでに成る 油断大敵
勝海舟
＊ やらないで後悔するよりも

(1990.05.14.)

やって後悔する方がずっとよい。
ニコロ・マキャベッリ
塩野七生「日本人へ、危機からの脱出編」

＊ 人は、憎悪されても軽蔑だけはされてはならない。
政治では、愛されるよりも怖れられるほうを選ぶべきだ。
なぜなら、人は自分を愛してくれる人は簡単に捨てるのに、怖れている相手からは
容易に離れられない。

ニコロ・マキャベッリ
塩野七生「ローマ無き後の地中海（下）」

＊ ああ！ 知っているということは なんという恐ろしいことであろうか―――
知っても何の益もないときには

ティレシアス（盲目の預言者）の言葉
ソポクレス「オイディプス王」
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＊ ひとは 汝をとおして 我となる―――――――マルチン・ブーバー
＊ 人生とは タマネギのようなものである。
すなわち あなたは一皮一皮むきながら 時には泣くことになるだろう。
カール・サンドバーグ「自己実現への道」
＊ 人生とは歯医者にかかっているようなものだ。
すなわち これからが本物になると思っている間に

もう済んでしまうのだ。

ビスマルク
＊ 紳士の家には三つのものが必要だ。徳高き婦人、椅子の上の座布団、それからよく調律
されたハープ。

ブルターニュ公オエルの言葉（920 年）
ロラン・マニュエル「音楽の楽しみ I」

＊ 親であることは一つの重要な職業だ。しかしいまだかって、子供のためにこの職業の適
性検査が行われたことはない。

バーナードショー「池見：続心療内科」

＊ 三十歳未満で、社会体制に関する知識を持っていながら革命的でない者は、
すべて無能力者（minus habens）だ。

バーナードショーの言葉

ロマン・ロラン「政治論 p645」 (2015.07.06)
＊ もし民衆の知恵が言うように、平和にあって戦争を準備しなければならないなら、戦争
の中においても平和を準備しなければならない。
ロマン・ロラン「私を非難する人々への手紙」
「政治論、戦いを超えて p57」 (2016.12.06.)
＊ 過去と呼ばれるものが消滅することはない。実際には過ぎ去ることさえないのに、
私たちは過去を切り離し赤の他人のような顔をする。
クリスタ・ヴォルフ「子ども期」
「ウェンディー・ローワー・ヒトラーの娘たち」(2017.12.17.)
＊ もめ事が避けられないとするならば、私の時代にそれを片付けて、子供には平和な暮ら
しをさせてやりたい。

トーマス・ペイン（米国独立運動時の思想家、1776 年）

「アメリカの危機、小松春雄訳」 朝日・折々の言葉（2019.12.27.）
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＊ 真実が勝つのではない。あらゆるその他の真実ならざるものが消えうせた後に、真実が
残るのである。
ヴァ―ツラフ・ハベル「プラハの春・二千語宣言」
＊ 空虚な言葉や約束は、沈黙より悪い―――グレタ・トゥンベリ
2020 年ダボス会議(01.21-01.24)での発言（2020.02.03.）
＊ 良い子にしてても地獄行き――警告したよ！ 聞いてなかったなんて言わないでね。
ビリー・アイリッシュの歌詞（18 歳で今年のグラミー賞 4 部門制覇した米国の歌手）
(2020.02.11.)
＊ 地球は非常に大きなダメージを受けていて、今こそ行動を変えるべきです。

（中略）

この星とこの星にいる生き物すべてについて、考え直す時期が来ていると思います。
”クイーン“のギタリスト、ブライアン・メイの言葉

朝日新聞
（2020.01.24.)

＊ 行く言葉が美しくてこそ 返る言葉も美しい―――茨木のり子「ハングルへの旅」
天声人語（2020.01.26.）
＊ 助けを必要とする命がある限り、私は働き続ける。
(I can’t stop while there are lives to be saved.)
イーディス・キャヴェル（Edith Louisa Cavell） 第一次世界大戦時、独軍により
銃殺された英国看護婦（1915.10.12.死亡 49 歳）

(2020.02.22.)

＊ 文化は時代が好調な時にだけ許される贅沢品ではない。それを欠く生活がいかに味気な
いかを、私たちは今、目のあたりにしている。
モニカ・グリュッタース、ドイツ文化メディア担当相（2020.03.11.公報での発言）
(2020.03.30.)
＊ 人間が人間として生き、活動することのできる世界を保障することこそが、「人間の権
利」の実質でなければならない―――――ハンナ・アーレント
精読アーレント「全体主義の起源」p157 (2019.05.02.)
＊ 差別はホコリのようなもの。光を当てると、あたり一面にあると気づく。
カリーム・アブドゥルジャバ―（米国バスケットボール選手）
朝日・天声人語
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（2020.06.02.）

＊ すべて乱暴狼藉は、はたらいた者だけでなく、止めなかった者にも責任がある。
ケストナー「飛ぶ教室」 朝日・天声人語(2020.07.10.)
＊ 自由とは、つねに異なる考えを持つ自由である――ローザ・ルクセンブルグ
クラウス・コルドン「ベルリン 1919（下）
」
（2020.07.19.）
＊ 茨木のり子の二つの詩
＊ わたしが一番きれいだったとき
わたしが一番きれいだったとき
街々はがらがら崩れていって
とんでもないところから
青空なんかが見えたりした
わたしが一番きれいだったとき
まわりの人達が沢山死んだ
工場で 海で 名もない島で
わたしはおしゃれのきっかけを落としてしまった
（中４節省略）
わたしが一番きれいだったとき
わたしはとてもふしあわせ
わたしはとてもとんちんかん
わたしはめっぽうさびしかった
だから決めた できれば長生きすることに
年とってから凄く美しい絵を描いた
フランスのルオー爺さんのように
ね
＊ 灯
人の身に起こることは
わが身にも起りうること
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よその国に吹き荒れる嵐は
この国にも吹き荒れるかもしれないもの
けれど想像力はちっぽけなので
なかなか遠くまで羽ばたいてはゆけない
（中３節省略）
どこか遠くにかすかにまたたく灯が見えたら
それが少しづつ近づいてくるように見えたら
どんなにうれしくみつめるだろう
たとえそれが小さな小さな灯であっても
よしんば
目をつむってしまったあとであっても
（1993 年 12 月・アムネスティ人権報告）
（2019.11.24.）

折々のうた

2020 年

（梅津寿一編）

＊ 桜三題
仏には桜の花をたてまつれ
わが後の世を 人とぶらはば

西行

手折りきし花の色香はうすくとも
あはれみたまへ 心ばかりは

良寛

さまざまのこと思いだす 桜かな

はせを

＊ 古歌二首
心こそ心まどはす心なれ
心に心 こころゆるすな
身を思ふこころぞ身をばくるしむる
身をおもはぬは 身こそやすけれ
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＊ 京極派和歌三首
梅の花 紅匂ふ夕暮れに
柳なびきて春雨ぞ降る

京極為兼（玉葉、巻十）

花の上にしばしうつろふ夕づく日
入るともなしに影消えにけり

永福門院（風雅 199）

真萩ちる庭の秋風身にしみて
夕日の影ぞ 壁に消えゆく

永福門院（風雅 478）

＊ 美智子上皇后―――分去れ（わかされ）
かの時に我がとらざりし分去れの
片への道はいづこ行きけむ
＊ ざれうた二首
・いま死んだどこへもゆかぬここにおる
たずねはするな ものはいわぬぞ
・世の中に人の来るこそ

一休禅師

嬉しけれ

とはいふものの お前ではなし

内田百閒

＊ アフガニスタン民謡「ランダイ」――二行定型民謡（森亮訳詩集・晩国仙果）
・
「こころ」が「まなこ」にゆふことにゃ 眼（まなこ）見る役、わしゃ悩む役
・心が始めた色恋を わたしゃ涙で後始末。
1990.08.11

(2020.11.15.)梅津寿一記
(2020.11.22.) 了
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朝日・折々のうた（大岡信）

