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2014.01.19 H.TsubakiNo.41

備忘録小論攷週刊

和漢三才図繪より「九字」

「臨兵闘者皆陣列在前」

No.207参照

【第５回】きょうの断片
)【断片 】本日(火)はわがまちのゴミ回収日◆「人間はゴミをだす動物である（Ａ」とい163 131224

う定義がうかんだ。◆「人間は弱い動物である（Ｂ」というのは定義とはいえない（強いといっても

通じるから）が、Ａは定義である。◆「何々は」というときは、最低でも外形的に定義されるべきだ

と思う。

)【断片 】酒の肴にナマコが好きである◆見た目は悪いが、あのこりこりした食感は何と164 131224

もいえない。◆近所のスーパーの魚屋に、いつもナマコのスライスを売っているところがある。◆ち

と高いがそれを買ってきて、二杯酢で和えて酒の肴にする。妻の顰蹙(ﾋﾝｼｭｸ)もまた肴である。

)【断片 「小論攷備忘録 、忙しかったので後回しにしていたが、きょう３週間分をいっ165 131224】 」

きにアプロード◆「小論攷備忘録 。 ◆「西村民之助先生の思い出 「梁塵秘抄No.35 http://p.tl/FyLT」 」、

より【第 回 」4 】

)【断片 】◆「小論攷備忘録 、きょう３週間分をいっきにアプロード その②◆小論攷備166 131224 」

忘録 をアプロードした。 ◆きょうの断片【第 回】No.36 http://p.tl/qw5n 3

)【断片 】◆「小論攷備忘録 、きょう３週間分をいっきにアプロード その③◆小論攷備167 131224 」

忘録 をアプロードした。 ◆きょうの断片【第 回】No.37 http://p.tl/I1jJ 4

)【断片 】◆「困っているときに助けてあげた友達は、あなたのことを決して忘れない 」168 131227 。

熱き友情と恩義の物語のようだが、◆「あなたのことを決して忘れない」＝「次に困ったときに必ず

あなたのことを思い出してくれる 」。

169 131227 168 If you help a friend in need, he is sure to remember you -- the) 断片 ◆( )を英語で言うと【 】 、

next time he is in need. p.254「マーフィーの法則」

)【断片 】らーめん◆去年から気になっていた店にきょう妻とはいった。◆西武のパーキ170 131229

ング２階通路からＪＲ駅にむかう角の「無尽蔵」◆柿渋を練りこんだという麺はやや太めでコシがあ



- 2 -

りなめらか。細麺好きにも可。◆汁の味は良。濃すぎないのがおおいによし。

)【断片 】あるところで《 ここでパスするともう二度と論ずる機会はない」と思いつつパ171 131229 「

スするテーマのなんと多いことか 》と書いた。◆人生の残り時間が少なくなってきたことを実感す。

る。◆などと言いながら「１０年日記」を買った。あと３冊ぐらいは書くつもりでいる。

【 】「 」 「 」172 131231 walking No.41 http://p.tl/0mhb) 断片 わがまち ◆きょう をアプロード ◆ あくあぴあ

より東方向をのぞむ 印刷板では と が見開きだがネットでは見開きにならない ◆山片蟠桃 夢（ ） 「p.2 3

ノ代」より「攝津」に言及する部分を引用。

)【断片 「小論攷週刊備忘録」◆きょう をアプロード ◆枕草子より173 131231 No.38 http://p.tl/psSR】

【第４回】◆図版に、①待兼山(｢攝津名所圖繪｣より)、②「与謝の海（阿蘇海 、天橋立 、③「荒） 」

海の障子」

)【断片 】ひょんなことから「富岡鉄齋水墨画カレンダー 」が手に入って、２階のト174 140105 2014

イレに掛けることにした。◆鉄齋の絵は１万点以上あるともいわれ、重文級のものもあれば、オーク

ションで一万円以下で買えるものもある。

)【断片 】大晦日にカメラをもってわがまち をした。◆わがまちから見る北摂山175 140106 Walking

系のパノラマ写真を撮った。◆新名神高槻ＩＣ工事の現状を「演習橋」から撮った。◆一番町の公務

員宿舎跡が更地になった様子も記録した。◆これらを「週刊わがまち 」に編集する。Walking

)【断片 】このまえ「 年日記」を買ったと書いた( )◆私は「日記」を書くつも176 140107 10 2013.12.29

りはない 「日誌」を書くのだ。◆「記録は残る。記憶は消える 」◆だから私は 「 年日記」の表。 。 、 10

紙裏に、買ってきたすぐあとに《 日記」ではなく「日誌 》と書き入れたのである。「 」

)【断片 】 年になって一週間が過ぎた。◆ことしは何を食べたか。食べるつもりか。177 140107 2014

。 。 、 （ 、◆正月といっても雑煮やおせちは食べない 餅も食わない(好きじゃないから) ◆元日は お刺身 鯛

鮪、いか、甘エビ 、もずく(三杯酢)、牛肉野菜炒め。◆２日は、鶏の唐揚げと柳川鍋だった。）

)【断片 】１月３日わが家で新年会◆日吉台四世代があつまった。◆第一世代フロンティ178 140107

ア◆第二世代(私)「大阪からこんな田舎にきたくなかった」◆第三世代「小学校の遠足でポンポン山

」 「 」。 （ ）「 」に登った ◆第四世代最年長 芝谷中学の剣道部でしごかれた 最年少 幼稚園の年小さん へﾂ？

)【断片 】昼食時に「韓国のり」数枚と「らっきょう漬(自家製)」数粒が残った◆らっき179 140110

ょうを刻んでごはんに混ぜて、韓国のりで巻いた。◆らっきょうの甘酢のおかげで酢飯なしでおいし

い巻きずしになる。◆韓国のりのごま油の風味がらっきょうによく合う。

)【断片 】三色卵焼き◆と称して、きざみ生姜と刻みねぎをいれて卵焼きをつくる。◆冷180 140110

蔵庫に「青のり」があったので「ねぎ」の代わりに使ってみた。◆粉っぽくて田舎くさくなるのでや

めた方がいい、ということがわかった。

)【断片 】Ｌ【Ｋ・マルクス】 唯物史観 ◆を書くために「 年 月 日づけのマル181 140110 52 xi 1866 7 7

」 。 。 、クスからエンゲルスへの手紙 をさがす ＭＥ全集第 巻 ◆本棚の前に本を積み上げてあるので31

なかなかたどりつけない。

)【断片 】専門的な知識・技能によって人々の様々ないとなみに関わり、社会的にも一目182 140115

おかれる職業の人でも、その人の言うことが正しくなく、あるいは（かつ）その人の品性が人並み以

上ではないということはままあることだ。◆反論は銀、沈黙は金。

) 断片 名護市長選 稲嶺氏圧勝 安倍政権の強圧はね返す 新基地ノー 揺るがず 今183 140120【 】 、 。「 」 （

朝のヘッドライン ◆午前通院 午後Ｓさんと地域まわり・訪問 ◆ゼンセンＡ労組元委員長さん 名） 。 。 「

護はよかったな。こんどは東京か」◆地域の名士のＧさん宅に。きょうも拡大。

)【断片 】病院の待時間に「利根川図志」を読む◆巻二の「平将門旧 」項に「将門が八184 140120 址

幡の託宣を偽りし事…陳渉(勝)が狐鳴に近し （岩波文庫 ）◆陳勝は秦末農民反乱の先駆者。陣」 p.123

中のある夜、狐の鳴き声をまねて「陳勝が王になる」と偽託宣。軍の結束をはたした（史記 。）
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【 】 「 」 （ ）。185 140121) 断片 鯛の塩焼き◆ 鯛の切り身にまず酒をふる というが私は酒に漬けた 約３分

、 。 。 、 、◆ペーパータオルで水分をしっかりふき取って 塩をふる ◆オーブンで焼く 身を４分 皮を３分

側面Ａ３分、側面Ｂ３分、身を４分焼く。◆大葉を敷きレモンを添える。◆妻が「おいしい」と言っ

た。

)【断片 「利根川図志」巻三の「奥山」の項に 『常総軍記』の「行方（なめかた）の合186 140123】 、

戦」の引用があり、そのなかに「常陸の龍ヶ崎」がでてくる。◆水戸地裁竜ヶ崎支部での法廷闘争を

思いだした。◆不当労働行為・不当解雇とたたかった日々のことを思い出した。

)【断片 】プリンターが不調、もう寿命か。仕方なしに妻のプリンターで 。なんとか187 140123 output

今日の印刷に間にあった。◆ で新しいプリンターを購入（エプソンの 。早い！妻のJoshin EP-706A）

プリンターでも早いと思ったが、その何倍も早い。

)【断片 】銘々鍋◆寒い！湯豆腐が食べたい！◆で、夕飯には湯豆腐を準備。スーパーに188 140123

行ったら、鱈の切り身が特売。椎茸も安売り。◆二人分の湯豆腐だが、なんだか鱈鍋になってしまっ

た。◆小さな土鍋二つで銘々鍋にして、妻と差し向かいで夕食。

【 】 、 （「 」） 。189 140124) 断片 昨年 天皇８０歳誕生日の談話 お言葉 の次の部分をＮＨＫはカットした

「戦後･･･日本は、平和と民主主義を、守るべき大切なものとして、日本国憲法を作り、様々な改革

を行って、今日の日本を築きました。･･･」◆ＮＨＫは安倍に媚びて、天皇の談話も検閲したのか。

Tw itterでは字数の関係でかなり削ったが、2013.12.23天皇８０歳誕生日の談話（「お言葉」）の

該当部分は、以下のとおり。

「戦後、連合国軍の占領下にあった日本は、平和と民主主義を、守るべき大切なもの

として、日本国憲法を作り、様々な改革を行って、今日の日本を築きました。戦争で荒

廃した国土を立て直し、かつ、改善していくために当時の我が国の人々の払った努力に

対し、深い感謝の気持ちを抱いています。また、当時の知日派の米国人の協力も忘れて

はならないことと思います」

)【断片 「わがまち 」◆きょう をアプロード ◆「わがまち」190 140125 walking No.42 http://p.tl/ynFJ】

より北を望む◆国土地理院 万分の 地形図で「わがまち」をながめる。1 1

)【断片 「小論攷週刊備忘録」◆きょう をアプロード ◆日本史論メモ190 140125 No.39 http://p.tl/af37】

【第４回】◆「利根川図志」にすこしふれた。◆ＮＨＫが安倍に媚びて天皇の談話を検閲・削除して

報道したことにもふれた。

)【断片 】牛スジを買ってくる。３時間ぐらいじっくりと煮込む （圧力釜ならすぐできる191 140126 。

が、本当のうまみがでないし、できあがりの感動が味わえない）◆大半は牛スジコンニャクに使う。

◆残りに味付け←醤油、砂糖、豆板醤、オイスターソース、鷹の爪、その他◆半日おいて、グリルで

焼く。

)【断片 】２月９日、わがまち後援会の「 年総会､新春のつどい」◆おおさか市民ネッ192 140126 2014

トワーク代表藤永のぶよさんの講演「原発と自然エネルギー…そして高槻」◆会員さんの「南京玉す

だれ 。ミニバザーもあり。◆会員を増やして新しい年の総会を。」

)【断片 】さくら、おとといカットに行き、きのう抗癌剤（エンドキサン）を投与。◆昨193 140202

日の晩は元気だったが、今朝から元気がない。◆朝ごはんを食べず、ずっとねている。◆一過性の症

状ならいいのだが。

)【断片 】カバヤのグミで 「ピュアラルグミ 味わい苺」というのがある。近くの店で偶194 140202 、

、 、 。然見つけて買って帰ったら グミ好きの妻がおいしいというので いろいろ探し回ったが売ってない

◆やむなくネットで大人買いした。

)【断片 「わがまち 」◆きょう をアプロード ◆わがまちの標195 140203 walking No.43 http://p.tl/ukmi】

高（海抜）１０１メートルの小山（丘）◆演習橋周辺をとりあげた。
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)【断片 「わがまち 」◆あわせて もアプロード ◆新名神高速196 140203 walking No.44 http://p.tl/ZBVS】

の各ポイントを地形図とともに見てみた。◆高槻ＪＴＮ、成合高架橋、楊梅山高架橋～～原萩谷トン

ネル、茨木北ＩＣ。

) 断片 小論攷週刊備忘録 ◆きょう をアプロード ◆レーニンの カ197 140203 No.40 http://p.tl/gxCf【 】「 」 『

ール・マルクス』のつづき。弁証法～唯物史観。◆徒然草より【第６回】第 段の「高野の證空上106

人」とは。～第 段。109

)【断片 】西村民乃助先生のこと◆私（ 同大（商）学籍番号 「西村（教授）ゼ198 140207 19xx-xx9「 」、

ミ学部 回」の私）が、こんなことを書くのはおこがましいが、もう５０年もたったから、許されるx

か。◆先生は実学の人であった。

)【断片 「わがまち 」◆きょう をアプロード ◆①新名神高199 140213 walking No.45 http://p.tl/7OGK】

槻ＪＣ工事 地図と写真、②攝津國に隣接する四カ国の古地図----

) 断片 道徳①◆ 道徳という言葉がイヤ という方がいた ◆自民党政府の反動的 道200 140214【 】 「 」 。 「

徳」教育をみればそう思うのも無理はない。◆だが日本共産党規約第５条「党員の権利と義務」の第

１項は「市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす」と明記している。

)【断片 】道徳②◆レーニンは「青年同盟の任務」のなかで 「道徳とは、旧い搾取者の社201 140214 、

会の破壊に役立ち、新しい共産主義社会を創造しようとするプロレタリアートを中心に、その周りに

」 。（ ）すべての勤労者を団結させることに役立つものである とのべている 全集第 巻日本語版31 p.290

202 140214 Morality is what)【断片 】道徳③◆道徳は旧い搾取者の社会の破壊に役立つものである◆

（全集第 巻英語語版 ）serves to destroy the old exploiting society 31 p.293

)【断片 】道徳④◆道徳はプロレタリアートを中心に、その周りにすべての勤労者を団結203 140214

させることに役立つ。◆ (同)Morality is what serves to unite all the working people around the proletariat

)【断片 】きょう 回大会の 見る会。全部で４時間◆休憩の昼ご飯は「すき家」で204 140217 26 DVD

◆昼休みにブックオフに行き、とんでもない掘り出し物を見つけた。◆韓国民衆書林刊「韓日辞典」

と「日韓辞典 。なんと１冊 円。◆２冊 円で買った。」 105 210

)【断片 】 …◆「アヤオイェオヨウユユイ…」と、必死にハング205 140217 a,ya,eo,yeo,o,yo,u,yu,eu,i,gg

ルを覚えた。◆父は「英語を勉強しろ、ドイツ語を勉強しろ、欧州の国際語はフランス語だ」と言っ

ていたが◆私は隣家のおじさんやおばさんが話す言葉が知りたかった。

)【断片 】韓国の人たちに、私は言いたい。◆漢字を大切にしましょう。◆日本国憲法を205 140217

全文ひらかな（韓国でいえば「ハングル ）で書いたら、読めた物じゃありません。◆「にほんこく」

みんはせいとうにせんきょされたこっかいにおけるだいひょうしゃをつうじてこうどうしわれらとわ

れらの…」

)【断片 】日本国憲法前文はみんなが知っているから「ひらがな」書きしても理解できる206 140217

◆「しゅうぎいんとさんぎいんがことなったしめいのけつぎをしたばあいにほうりつのさだめるとこ

ろによりりょうぎいんのきょうぎかいを… （日本国憲法第 条第 項）◆ひらがなだけの日本語な」 67 2

てイヤだ。

)【断片 】臨兵闘者皆陣列在前◆これは「九字（くじ 」といって、道家により呪力を持つ207 140218 ）

とされた つの漢字群のひとつ。◆葛洪が著した『抱朴子』にあるという。◆ウィキペディアには十9

http://p.tl/42WPばかりの「九字」が紹介されている。


