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凡そ腫含は平和を以て最も貴しと
す︒然れども俗人は平和を好むこと
度を過ぎて︑人だの間に曲直の零あ
るも傍人専ら事の穏便を謀り︑時に
直者の説を仲ぶるごとを得ざらしめ
以て其事を模糊の間に了せしめんと・
欲す︑是に依り下儒中途に抑制せら

れて上達することを得す︑在上の人
は事賞の員相を知らすして︑直著を
屈し︑曲者を窓にせしむるととあり
宜しく深く戒むべき所なり︒
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凡そ道徳を論じ時事を術ずるに︑
○本・支曾棄報
其の人の地位に因りて其の説同じか一
らす︑荷も其の論の中正ならむとと
を欲ぜぱ︑官民中間の位地に立たざるぺ一
からす︒時事を論する者は言ふに及ばず
︲其の道徳を論赤る者も︑官民によりて其
の論を異にし︑官途に在る者は︑専ら人
民の嬬微不遜︑叉は借上の事を求め︑民
間に在る者は︑専ら官吏の薪修腐敗を答
むるにあり︑倶に公平を失ふの弊は莞る
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吐含の恩
人は﹁パン﹂のみで生きるものでなく︑締祁ある人間として一
面人間らしく生きねばなるまい︒併し﹁衣食足りて濯節﹂という
のも︑半面物質的人間としては又置武で︑何れも古人の言は人を
欺かない︒乃ち日常の生活を少しでも豊かにすることも人間を人
︲間らしくさせる上に忘れてはなるまい︒

いＯ

ため怠らぬ努力により︑若しも作り出されたその物が︑各自に便利
で幸幅な生活をさせてくれるものであるとすれば︑それは営然競
って其の物を人々は買う︒これが即ち生産者に封し世人の感謝で
あり︑報恩というものである︒人の馬めを思ってやった苦心は此
の報いによって始めて敗支も成立し︑儲けも生れる︒自分の努力
と︑炭によい物を作り得た程度に叉報いられて来る︒彼のフォー
ド自動ゞ車の例などは正に好例である︒所が最初から利益で興す産
業は︑世の人を幸羅にする︑便利を輿えるということなど二義で
あるから︑彼等は吐含より報いられようとも考えない︒儲けてや
る︑というのである︒斯く利益ばかりで興す産業は︑嵐に人々の
生活を幸禰にしてはくれない︒寧ろ搾取される方が多く︑各自の
余儲けの私産業となる課である︒これでは自分のための産業で桑
国民が篇めに幸禰を得て稽節を知る人間となることには役立たな

民主国の先輩者達は︑耐含に報じて献含に報じられる︒富も社
含の恩恵として︑又再び祇含に報じて死んで行く︒かくて仕事は
永久に報恩の交換の中に︑愈々人々の幸濡を加えて行くのである
が︑従来の我々のは︑軍なる利益の争いの仕事で︑又利益は牡含
の報いとも考えず︑我が手腕とし︑我が子孫のものとして陣えよ
うとし︑握ったら離さないこととなる︒矯めに特定の人や子孫は
恵まれても︑一般は少しも幸幅とはならない︒又報恩の交換とも
なり僻ない︒走業従事者が祇含の恩を知らないからである︒
これからの再建日本人は︑人々の幸幅のため産業を興し︑報い
て報いられつつお瓦に全盤の人々が幸禰な豊かな生活を管み得る
ようにと心を切換えねば護節人︑文化人と釜彊がなるようになら
ない︒乃ち一身一家のための産業でなく︑祇含のための産業とし

楽しい文化図家はかくして我等のものとなって行くであろう︒．

間らしい生活を促す衣食を足らす産業はある︒平和な︑明るに

て各人立場の如何を間はず︑一致協力・すべきである︒鼓にのみ人

︵知己壱↑ノ

我々は今日新しい図家の再建にスタートを切った︒・文化国家を
目指して︑悉くが文化人になろうと気負い込んで居る︒それには
人間らしい生き方の心構えと共に︑できるだけ衣食も挫かにと努
力せねばならぬ︒所でその衣食を豊かにすると云うことは何んと
しても先ず物を多く作り出す研究と努力にかかるであろう︒所謂
産業の振興である︒何程商人が多くなった所で︑物の取次である
からには︑衣食を豊かにしては呉れない︒やっぱり物を津山にし
て呉れることが第一で︑物あっての商業である︒園の再建は先ず
﹁産業から﹂であって︑閥町人の洪水ではない︒・
共所でその産業であるが︑今日の我が図は人手は除って物の生
産が出来ないと云うのである︒蔦めに彊節が失はれつつあるが︑
衣食足らぬ中でも努力の限りよく窮迫せる物を生めょ殖やせょで
はある︒だが我々はここで︑雄潅の心稚えを先ず反省する要があ
る︒従来の我々の生産の出菱鮎は︑物を作ればこ・れが資れるかど
うか︑何程の生産饗で幾何に資れて何んぽ儲かるかという利益の
糎念からのみ人々は企劃する︒此の考えからの産業であるから封
従業員の問題も此の鮎で術突したし︑従業員も同じく人の鴬め祇
含のためというより先ず自分のためであったといえる︒
ここで欧米の企業家達の心構え如何にと見るに︑先ず儲かる儲
からぬが第一概念でなっ人︑人々の便利幸編のためにこれこれの物
を作ったらと考えるのである︒乃ちどうしたら皆の生活を豊にす
る事が出来るかと工夫して其の見透しがついての産業で︑これが

『

嫁の嘆き
中
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侍があるからだ︒町にいる次男の嫁が︑軽やかな洋装で訪い

て来て︑映謡や苦楽倉の話をして聞かせるときにも︑羨やま

しいと思いながら︑なお己れを慰めておれたのは︑この大家

の主婦になるという期待の光明があったからに外ならない︒

もう哲らくすれば︑と思っているうちに昭和二十二年五月

三日という日が来てしまい︑家もなくなれば︑家督相続もな

くなってしまった︒もう夫の父が死んでも︑その遺旋は夫一

てしまった︒町にいていつも夫婦づれで映霊に行っていた１

人のものではなく︑兄弟姉妹一同のものだということになっ

１そんなことは田舎の大きな家の家督の嫁などには夢想も出

来厳いことであるｌ夫の弟も︑夫と同じ分け前を相続川来

るようになってしまつたつ﹃こんな馬鹿げた話があるものか﹄

しかしここでよく考えて見なければならないことは︑父が

と彼女ががっかりしたのも無理はない︒

家督の嫁といっても心貧乏な家の長男に嫁いだ渚などは格
別のこともない︒しかし大きな富んだ家の長男へ嫁いだ妻は

く一人で相績してしまうという相績法が︑次三男や姉妹たち

のが正しいことか︑ということである︒長男が家の財産を悉

︲督が濁り占めにするのが正しいことか︑兄弟みんなで分ける

もっている財産を︑家のため︑分散させないようにして︑家

もともと家督の嫁として苦しいとと辛いことを百も承知で来

の家に封する隷属的地位を決定していたの

だということをよ

く反符して見る必要がある︒そうした隷馬の故に︑家長の椛

とりわけ農家などになると︑朝は誰

の生活は屡々財康を潤占するための威令と︑生活の必要から

よる平静を保ったといえる︒けれども︑そうした威令と恭順

威が生れ︑長幼の序が確立し︑家の中の生活は威令と恭順に

づけて来たわけである︒

何を苦しんでそん蔵嫁になったのか︑また辛抱しているの

ｄＥ︑

風呂へもゆっくり浸らないほどにして来た嫁である︒

よりも早く起き︑夜は誰よりも遅く寝て︑職に顔も洗はす︑

たのであるから︑姑や小姑たちの間に入って随分苦勢をしつ

である︒

或る極の婦人はたしかにがっかりしていろ︒それは家督の嫁

的な事情の賛否は別として︑一般的に槻察しての話であるが

ところぶ民法の改正でがっかりしている婦人もある︒個人

一般の世論でも︑婦人の支持が眼立って多いのである︒

委員はいつも積極的に改正案を推進する役割を果していたし

ってもいい︒従って立法に開する幾つかの委員倉でも︑婦人

しく厚くなったという黙が︑もっとも著しい特色であるとい

今度の民法改正では︑婦人の地位が向上し︑その保謹が著

1．

か︑といえば︑彼女にはやがて大家の主婦になれるという期

〔3'）
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狸制せられた恭順ではなか急だろうか︒人はわが国の美風と

らぬと考えている家といふ共同態は︑一人麦餐を無財産・無

がふくまれている︒つまりそれをいう人が保存しなければな

存しようというのである︒従って家長以外の家族たちの犠牲

権力にしておいて︑どうしても家なり家長なりによりすがら

に於いて家を護ろうという考えであるから︑各人が平等に個

して︑父兄は弟妹を愛撫し︑弟妹は父兄を敬愛し︑上下心を

私もそうした美しい人情の家族結合があることを否定はし

人として尊敬せられるというようなことは初めから考えてい

なければ生活が出来ないようにしておかなければ︑忽ち崩れ

ない︒それだけではなくｂ日本では︑そうした近親相寄り相

一にして家を守麹の風があるといい︑弟妹が父兄に仕えるの
は決して経湾的な打算の結果ではなく︑自然の情愛として然

扶けるといふ情愛が西洋の園より一般的にいって狸いという

ないか︑その犠牲を幸幅と思わせるような一種の道義論から

てしまうものだということを十分認識しながら︑その家を保

ことも認める︒だがそれにも拘わらず︑そうした美しい情愛

はなれたものといわなければならない︒

出護しているもので︑基本的人権の思想などからは凡そかけ

るのであるといわれる︒

の家というものが決して一般的ではないこと︑そして温かい

合ではとかく後者の状態に階りやすいということをも私は認

必然的に起って来ること︑しかも持つ者と持たない者との結

が営然の理となって来た︒だから︑例えば︑農地をあまり細

いものとなった︒父の財産は子供等が平等に分配すべきこと

そこで戸主とか長男の特権は︑今日として到底維持できな

り

情愛が支配しない場合には︑逆に冷たい椛力と服従の開係が

とともある家族制度がｂ今日厳しい批判の的とならなければ

めざるを得ないのである︒ここに魁極めて美しい面をもっと

それでも農家についてだけは従来通りの長子軍猫相綾を許す

から分割相績を非難するのは無理も巌いことだけれどもｌ

分してしまっては農業経誉が成立たなくなるというような鮎

そこで新憲法は︑家の中に於いても︑すべての人が平等に

ならない根本の原因が潜んでいる︒

個人として尊敬されなければならないということを宣言し§

ではなくて︑昔なら自分一人で全財産を相綾することが出来

というよう蔵ことば許されないこと勿論であるがｌ︑そう

いたら︑それは時代の動きに眼をつむつて︑徒らに古い封建

たのにといっていつまでも嘆いたり怒ったりしている長男が

新民法は男女すべての子供が親に封して平等の相績権を有す
べきことを明らかにした︒

その鮎では︑長男の嫁が均分相績を唄うのも同じ意味合い

遺制を懐しがる守奮派というの他はないだろう︒

﹃財産を分けてしまえば︑︐みんな寺ハラ尋ハラになってしまう

さ﹄ということをよく人がいう︒そしてその意味から新民法
の均分相続法を非難する︒しかし︑との見解には大きな背理

（4）
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といってよいのである︒もっとも屡凌ある賞例は輪家督のと

うなことをしていながら︑長男の嫁だけは将来に特別の期待／

でも︑こうした話は幾つもある︒

こへ嫁に行って管だと働総ているうちに魁家督が雁召して心
遂に戦死してしまったという場合である︒私の聞いた例だけ

の辛酸をなめて来たという事賞である︒次三男の嫁と同じよ

になるわけだが︑た野気の毒なことは漣長男の嫁として格別

を抱いていたのが砥新民法の施行によって︑その夢が破れた

いえば孫︶があるなら︑丙は乙に代わって甲を相綾すること

父甲の子乙が︑甲より先きに死んでも︑乙に子丙︵甲から

ないが︑その特別の期待の故に︑特別の苦労をして来たのが

ができる︒とれを代襲相続という︒従って長男が出征して戦

というだけのことであるなら︑さまで深く同情するにも富ら
全く水泡に蹄して︑今までらくな暮し方をして来た次三男や

死しても︑その長男に子があれば︑長男の相続すべき財産だ

けはその子に相続されるから︑長男の妻も子にすがって生き

その嫁たちと同じことになるのだからいかにも気の毒だとい
うことになる︒

て行くことは出来る︒また長男が家督相続人として父の財産

を全部相続することが出来るはずであったのが︑新民法の施︑ノ

だが︑これは諦らめて貰うより仕方があるまい︒財閥解隙
だの古い封建的牡含は新らしい民主為義祇含に移行する一大

とか︑農地解放とか︑その他大小種だの改革が行われて︑吾

しなければならなくなったとしても︑その長男の受けるべきく

行のため共同相続となり︑たとえば次男や三男と平等に相綾５

になる︒杢財産の軍猫相績人の妻だと思って結婚したのに︑

とでだけ相続してしまって︑長男の妻へは何にも来ないこと

男の妻には代襲相続椎がないから︑父の財康は母と次男三男

ところがその長男に子がなかったとするとどうなるか︒長

とになるのだからまだいい︒

相綾分即ち一全財産の何分の一かは長男の子が代襲相綾するこ

文化革命を遂行しつつあるのだから︑そこに幾らかの犠牲者
が州てくることは己むを得ないことといはねばならない︒家
督の嫁などもその犠牲者の一人に他准らないといえるだろ
う︒自分の桃つた努苦と︑これによって得られる筈であった
利益の喪失とを︑悔やむ代わりに︑自分も世紀の大革命に直

接参加した尊い犠牲として諦らめ︑且つ自らを慰めて貰う他
ぱない︒

ところで︑こうした家督の嫁も奄夫が生きているのだとま

って︑長男も次男も平等になったのでさえ情ないと思うのに

そして家督の嫁として苦勢して来たのに︑新民法の出現によ

・子供もなしに夫が戦死したり魁．一文の相続もないということ

だまだましなのであって︑その夫が父より先きに死んででも
しまえば︑それこそ悲惨なものになってしまう︒しかもそん

になってしまった︒こんな不合理があるか︑と
とい
いう
う嘆
嘆きはま

１

な話は決して珍らしいことではなく心津登浦凌に起っている

／

といえば︑どうにもならない話だというの外はない︒

を心亡夫の父母が温かく勢わってやる思いやり深い交わりも

同時にまた︑還るに家●なく︑凋立するに力のないような寡婦

れを法律上の開係に引直おすと︑途坦にとげとげしい荒ら琴

嬉しいものだと思う９だがこうしたデリケートな開係は︑こ

るものとなって︑必らず弊害を伴うものである︒やはりそれ

妻の保護を主眼とした今度の改正民法が︑何故こんな結果
ためのものでもなく︑夫だけのためのものでもなく︑まして

の良心にまかせておくのが一恭いいことのように思われる︒

らは︑︐法律に別のもの︑もしくは法律以上のものとしも人糞

︵法畢坤士︑東北大祭教授︶︵完︶．

夫の父母や兄弟姉妹のためのものではなく︑夫と妻の二人の
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弘道歌園割田斧二選

○嫁千代子の表彰せられしに幅島螺湯田久毒

千葉螺菅谷正胤

みをしへ︑の庭につくせしいさをこそみをやあらはす始めなり
けれ
︲○二十徐年川南部支命長たりしを退きて

・○年の暮埼玉螺石川奈美子

年ひさに支含のためといたつきぬ師の君偲ぶ我が心にて

なすこともなき老の身もきのふけふ暮れゆく年ぞおしまれに

○︑滋賀螺久保萱堂

ける

やかけ

○厘崎大雄師を送る秋田螺妹尾馬之助

停電に〃光明く窓越に山茶花．円く浮き川でて晩く

○老人山梨聯中津麗水

○割田斧二

かげ・

老ゆるともなほつくさむと世を恩ふ心はあはれ愛らざりけり

雄だしくも対よ別れむ法の筋めと雲の川羽路を西に束に

濃緑の繁葉かくれに光なして茶の花白く寒き類にすむ

よう︒寄る逢なき老人を︑死んだ息子の嫁が︑寡婦のままで
いるにしても︑．再婚しているにしても︑たえず心にかけて見

の父母と妻との間は画すべて道義でまかなって行くことにし

婚姻をどこまでも夫婦二人のものたらしめよう︒そして夫

らないことになる︒

ればならないような︑非運の寡婦を民法は容認しなければな

そうなると若い未亡人が亡夫の父母を抱えて一生苦しまなけ

封する扶養義務にも拘束されなければならないこととなり︑

椛をもたなければならないとしたら︑妻は同時に夫の父母に

る︑と篠えるより他はない︒もし妻が夫の父母に封して相綾

夫の父母に封して妻が相続椎をもとうというのは矛盾であ

から︑妻が夫の財産を相綾する権利は十分弧化するけれども

椛を夫婦共同行使とし︑その他多数の改正を企てたのである

夫の氏を稲しても氏の氏を穂してもよいとし融子に封する親

無能力や妻の財産に封する夫の管理椛を廃止し︑夫婦は共に

ものにしようというのが眼目なのであり︑このために︑妻の

を容認するのかと詰られるなら︑民法としては︑婚姻を家の

ことに無理もない話であるが︑さて新民法下どうにかなるか

匠

舞うというような美しい心持はなくしたくないものである︒
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「

斌含科につ

二︑祇含科の任務

畢校教育法は高等畢校における教育の目標として︑﹁現責の

には慰まず賦愈における相互依存の開係を理解することが最

度や能力を養成することを任務としている︒祇含生活を知る

われわれの生活様式が自然に適雁し自然を利用することによ

圏鰐筋乃至圏鰐と国鵠との間の相互開係にまで及ぶ︒人と人

との相互開係は心個人と個人との開係から更に進んで個人と

】
L

て

大杉謹一

な批判力を具えた個性を確立する﹂ことを峯げている︒この

杜倉について震く深い理解を養い︑正しく理想を追求し健全

目的は専ら壮禽科の賞現によって達成せられなければなら

教育の改革ということは︑形式と賞質と雨方面からなしと

も大切である︒それには一︑人と自然との闘係︒二︑人と人

ぬ︒杜曾科は現責の杜禽生活を理解しその進展に力を致す態

げられなければならぬ︒形式は教育制度の改革であり︑賞質

との開係︒三︑人と杜含との開係をよく知ることから次第に

一︑牡含科の新設

は畢科課程の改造である︒新しい教育制度は六・三・三・四

深められ庚められて来なければならぬ︒人と自然との開係は

の内容が聯それぞれ畢科課程として著るしく改造された︒と

る︒自然科畢の護達がこの間になしとげられて来た︒人と人

を目的とし︑どういう事柄を翠ぶ畢科であろうか︒

との開係を理解するについては︑人間性の理解がともなわな

るわれわれのねがいがひそんでいることを考えないでは︑ほ

ければならぬ︒杜含生活の根本に人間らしい生活を求めてい

んとうの祇含生活を理解し護展させていくことにならないで

の槻鮎から第二の原則として︑畢校は祇曾と密接に開運を保
ったものでなければならぬことが明かとなる︒責賦含からか

あろう︒人間性を理解することは人文科皐の任務とするとこ

ろであり︑匿く杜含生活を理解することは腫倉科畢の目的と

け離れた畢校教育は活きた教育ということができない︒腫含

教育は第一に生活と密接に開運を保ったものでなければな
らぬ︒賞生活から遊離した教育は意味のないものである︒こ

ってその生踊を次第に豊かにして来た事賞のうちに見られ

とにいう吐舎科の新設もその一つである︒吐含科は小畢校・
中皐校・高等畢校を通じて必修科側である︒その吐曾科は何

＼

大事という四段階がこれである︒それと同時に各段階の教育

制で根本のところが定まった︒小皐校・中畢校・高等畢校・

〃

科は責にこのよ うな理想の賞現をめざして生れたものであ
る︒
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ソーシアルスタディ

するところである︒祇曾科はこれらの諸科皐の成果を綜合す史・東洋史・西洋史︶・地理︵人文地理︶が加へられて︑新し

ることによってその任務が達成せられることであり︑その目く職倉研究を目的とした畢科として誕生した︒わが国の教

標は民主主義杜含の建設にふさわしい牡含人を育て上げよう育では最初倫理とならんで法制・経湾が数へられた︒その法
とするのである︒この意味において民主主義吐含の基底に存制・経済が軍なる畢問でなく雁用的︑責際的であるようにと

する諸種の原理について十分な理解を持たなければならぬこいうので公民科となった︒その頃の公民科は専ら政治教育を

とはいうまでもない︒目標としていた︒杜含科は政治︵法律︶・経済・牡倉及び倫理

三︑斌含科の地位︐．一雄銅需搾吐匠睡蓉率華嘩錘蝿雲詫跡塞ぎ法﹄弛僻隼他確麺葬

以上の意味において︑喋斜は自然科阜人文科畢流含り輝鍾蝿塞ィ庫を育て上げようとしているのである︒

に賞施せられて来た︒文事・塾術︵美術︑一音楽︶歴史︑乃至ろ︒われらはそのような祇愈の中に現に生活しているのであ

科皐のすべてにまたがり之を綜合したものとも考えられるが杜曾科はその名の示すごとく杜含研究を目的とする畢科で
その主側的は魔く一般に吐含生活を即解しようという杜含科ある︒これを科畢としてば主として牡倉科畢といってよいの
皐の目的と一致する面が多いことは勿論である︒人文科畢はであるが︑賞際的な壮倉科としては専ら活きた吐含︑動いて
ヒユー︐マニテイ
古く人文主義に起源をもった人文科として夙くから教育の上いる牡含︑一口にいうと現賞の祇禽を知るということであ

宗教・哲畢などがこれである︒その後啓蒙時代を経た上の産るからもそれを知らホにいるなどとは考えられないのである

うながすようになった︒かくて人文科畢と自然科畢及び腫曾必ホしもいえない︒われらはそれを進んで畢習者に皐ぴとら

業主義の到来は︑更に自然科畢とあらゆる杜含科皐の護達をが︑直に匿く深い理解をこれについて十分に持っているとは

科望は︑近代精祁の結晶として人間の一般的教養の一に数へせようとしている︒杜曾畢とか政治翠・法律肇・経湾畢など

らるろにいたった︒かくて人文科︒祇曾科・自然科︒︵理科︶いったような多くの畢問は牡含についてこれを科望的に知る

修めただけでは︑現に動いている祇倉︑そのものをほんとう

が教育に於て一般的人間教養の面に退くうかび上って来た︒うとする企てではあるが︑軍にそれらの猫立分離した畢問を

四︑祇含科の内容

ユニット

．インチグルート

に理解することは困難である︒そこで新しい祇含科は個堂の

祉倉科は従来の倫理・公民︵政治・経済・杜含︶に歴史︵園単元についてこれを綜合的に研究・含得せしめるように工夫
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ｒ

してある︒

五︑教育の方法
その教育の方法は︑教師中心から生徒中心へ︑教授本位か
ら畢習本位へと縛同せしめられ潅ものであり︑肇智者自身の

行逸群人︒

○賛観世一音尊像松堂中津麗水︵山蕃

︵評臼︶稼秀邪潤得賀詩之魁︒

慈悲慶大救生心︒目満吉群観世一昔︒弘誓無逢如海水︒令人法

も︑ｂ℃℃︑︑ｂ︑℃︑︑︑︑○００００○０００Ｏ

○００Ｏ・

悦仰光臨︒
︵評臼︶一讃畳槻吾蹄依之情勃然而起︒

萱堂久保久一郎︵滋賀︶

○霜月念六訪森石山翁薄暮鯖宅作

吟節蹄路傍林端︒鵬影融為夕景寒︒非是主人留客切り何由絡

︑℃℃︑︑︑︑ｂ︑︑℃︑︑︑０００００○○００Ｏ

○００○
日共清欺︒

︵評日︺情深意合知己交歓之朕︒宛然如見︒︑

○・○００００○○○○

○時事偶成東耕石川藤作暴哲
○００Ｏ

戦後迎春易動心︒一憂一喜感殊深ｐ世情混凱何時定︒寂莫朝

昏松柏昔︒︑

○鎌倉新詩香城菅谷敏夫早蓄

︵評日︺憂図之惰溢干紙表︒

○○○ＯＯ００００００００○○ＯＯ○○００Ｏ○Ｏ

客姓香煙︒

常年遺跡有誰燐︒物換星移七百年︒蓋世英雄三尺隅︒稀看行
０○○０６

ｂ︑︑℃︑℃︑℃︑℃︑︑︑︑﹃０ＯＯ○○○○○０Ｏ

蒼苔老木自陰森︒窟室留哀感慨深︒六百除年魂未死︒満山鬼

︹評日︶二首感慨無量︒使人有身・在其境之想︒

０００Ｏ
気迫人心︒

︑︑℃︑︑︑︑○○Ｏ

○新春偶成夏村田中和三郎早葉︶
○○○Ｏ
景満山河︒

人生如夢瞬時過︒既往同頭感慨多︒只喜春光依奮麗︒平和風

︵評日︶坦坦欽来︒不求巧而自巧︒︵十二頁へ績ぐ︶

ノ

自由な通そして塁智者仲間の協同的な研究・調査ならびに溌
表・論議を主要な仕事とした活動的の教育法である︒自由は
転動の根源であり︑創造の源泉である︒そこには新しい知的

構成・謹見創作の喜びがあり︑相互の協力による共同的畢習
の楽しみが鵠験せられるであろう︒景京高等師範教授︶

弘道詩林奥無謹選
○寄懐水哉坪谷翁江東片口安胃ｇ

品水評川筆帯筆︒少年久記水哉君︒齢追米毒気猶壮︒欝欝難

ｏ００００００○○００００００○○○○０．０００Ｏ

０００Ｏ
焚憂国情︒
︵評日︶二十八字能述水錠翁性行︒景慕之惰有自不能己者︒

○謹賦勅題春山禿頭青柳千万吉︵群８
束風頻動退奇寒．北境如今斑雪簿︒遠近翠微震己譲．玲琉晴
旭雨初乾︒撰花治護渓添色︒鴬語飢飛春入閲︒万岳千山陽気
流︒閑雲川仙舞林端︒
︵評日︶｜東風揺蕩︒春山如笑︒能合勅題之旨︒

○賀詩人石川東耕翁古稀︑
㎡雪慶野庄作髪哲
℃︑︑︑︑ｈ︑

堪欽東老古稀春︒身是健全心亦新︒焼膝児孫暁翁毒︒賀斯徳
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回

１１

他力本願より自力濁往へ

大田秀穂
小生は自宅借宅ともに案襲焼失︑子息中に着の身着の侭の
引揚者あり︑戦病者あり︑失職者ありしため︑インフレ景気
の今日苦難の生活を続けて居る︑世の中には一家族より兵隊
も川さ赤︑格別の納税もせす︑然も戦争によりてそのままに
俄分限となりつつある者少からざるを見て自分の不幸を思い
しが是は浅ましき人箭と自から抑制したる上︑世間の庚き我
等よりも一層悲境にある者を思いつつ何事も運命なりとあき
らめ居る次第である︒

然しながら弦にあきらめ兼ぬることは︑戦中戦後のどさく
さ紛れに乗じ心不穏営不正富の行篤ありたる者に封し︑政府
及民間の取締方行届かざりし篇め︑今となりても闇行篇の減
少せざりしことである︒闇行篇の止まざる限りは生産は振は
ないし．又生産の進まざる限は闇行篇はなかなか絶滅するこ
とは出来ない︒

斯かる事情の下に生赤る現象として︑規則通りに政府の説
示を守って居っては生活する能わざる人が少くない︒生きん
とすれば法律に問われざる限り成るべく少く働き︑成るべく
多く得んとするか︑若くは現に居る所の地位を利用して役得

によりて生活する気風を助長して居るのである︒基だしきば

法律を無硯して種奏の方法を識ホるので︑公吏の涜職行篇の

増加は固より．民間も詐欺︑霜盗等の事件非常に多きことば

日為新聞紙に見る通りである︒正直一偏では生きて居られな

い弱気の者は最も馬鹿者なりとは常識とならんとして居る︒

然し私は信歩る政治の第一歩は獣として質面目に働いて居る

者ばどうかして暮らし得る様にしてやることで︑それが出来

ないで不正行篤者が威張ったり︑無能力者が得意の境遇にあ
る様では立憲政治も何もあったものではないと︒

段堂寒気となるに従い食料と等しく燃料問題や昭明問題

も益麦重要となりつつある︒単に都市電力調整の一事につき

ても︑今日の如く停電につぐる停電を以てしては仕事も出来
ず︑暗やみの篇に気分が憂欝となるばかりである︒桁炭の供

給を多くしたり︑護電所の修理をしたりして電力増加を固っ

て居るのであろうが︑それがなかなかむづかしいから︑差し

営りでは政府や電力含吐の注文通り自熊する外はないが︑是

はなかなか出来ない︒自分丈は注意書の通りメートル制限を

守って居るが心近所の家では罰金を出しても濫費して居るし

更に他の家では巧妙なる方法を考えて盗電をして居る︒或る

所ではどう云うものか権力ある人が住んで居るので赫交とし

て明るく︑停電などはあったことがない皇言う︒含赴も充分

取締り得歩民間でも除程の護擦を握らざる限りどうとも致し

難いとの談である︒自分の不謹慎によりて自分が損するのは

（10）
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営然至極のことなるが︑他人の不正や不嚇榊によりて自分が停
電せらるるのではやりきれないと思う︒

以上は単に停電のみにつきてさえ然るのであるが︑その他
の事項につきても同様の事怖が多い︒詐らざる地方心理より
云えば︑同村内につきても他人は成るべく規定通り供出して
貰い︑Ｉ自分は成るべく供出を少くするか遅らせるとか川来飢

ばそこに自公の利益が伴うのである︒府蛎知事も町村長も割
り富てられたる分は成るべく早く供出したいのであるが耐上
司より割出額は成るべく少く袖給品は成るべく得たいと云う
のが立場に伴う心理であって際と聯との間では割篠的になり
我日本は戦敗後立憲民主国になったと云う識であるが︑民

易い︒

主の貝意義はなかなか徹底しない︒民主となればなる程人民
は椛利と共に義務あり︑自利を固るには同時に他を利せざる
べからす︑自己を尊ぶと共に他人を尊ばざるべからす掴自分
の働作は自己自から責任を負うべく園家も市町村も自分の延

長なりとの老になるべき筈であるが︑責際より見れば多数者
は自治とは自分勝手のことなり︑自由とは自分の利慾を先に
することなり︑民主とは役人を威張らせぬことなり位に考え
て居る人が少くないのである︒斯くて各自の利己的感情が主

になりて上下交友利を征して遂には国家も人民も共に困却す

少くとも指導階級丈はそうなって貰いたいのである︒然も今

つ他をして耐乏生活を露すや弓することや︑自分の名利を抑

の最高指導者たる議員諸公などさえ自分が耐乏生活を篇しつ

えて一般勢務員の値上要求を抑えんとする意気などは北淀乏
しい︒

現状を以て見れば我等園民の大多数は自分の責任を充分果

さずして何事も他に依頼せんとする風があまりに弧い︑一家

ことが立憲的なることを忘れ︑成年以上の男女すら父母に依

内にしても成るべく夫婦親子協議的に一家経済を維持すべき

頼するばかりで然も勝手なることを主張して居る家が少く
ない︒民衆は民衆で各凌園喪や蝶斐に依頼し過ぎて居るから︑ノ

ー方に官僚横暴などと唱えつつ常に官僚に依存して居るので︑

更に我日本至鰐として今日列国の好意に待つこと多い・ので

ある︒

う︒食糧の一事につきても我日本は一方に生産増加と節約と

あるが筋是とてもあまりに依頼し過ぐるのではないがと思

を行いつつどうしても足らざる分はアメリカに責って貰うべ

きであるが︑アメリカと雌も不作の時は責ってくれない︑日

本が節約せざれば費り惜みするは耕然の人情である︒誕易餐

金の融通を求むるにつきても叉然り︒平和傑約締結ば喜ぱし

国の同情を得るためにも財政行政の整理をせざるを得ないな

きことなれども︑叉同時に厳湘にして苦しいことである︒列

ら日本自から進んで自主的に整理を行うべきである︒

、

ると写ワ有様である︒尤も多数の人糞が畢者の述塁るが如き
立憲的思想感情に到達することは何虎の園でもむづかしいが

連

一

可

日かげれば俄にさむし梅の花

旭東子

鳳人信人子村生城星

之を要するに我等は自から生きるため沙又自函を生かさん

紙鳶の糸皆たぐり居り暮色来て

焼跡も人来ずなりて日常の霜

凧の塞ぐんノー揚がる凧のあり

店ははや直暗がりなる歌留多哉

幾すぢも湯煙のぼる春の山︲

元日の庭土黒く光りけり

松葉杖立てかけてあり初詣
◇

今日も又風出で来るや枇杷嘆ける

某子入院重態

つぎノー︑に庭に集り来ぬ寒雀

死魔のぞく直夜の今ヘットの寒さかな

舟角

凄
尚在
在目
目腿
腿之
之間
間︑
︑日
日本
本弘
弘遊
道命
命︑
︑掻
掻縦
縦翁遺業頃介坪谷
凌惨之状︑今尚
氏︑螺
蛎余以含誌弘通
通詩
詩湖
湖之
之選
逃謡
謡余
余非
非才
才錐
錐知
知非
非其
其任︑私思有輿翁

交︑連日大雨︑墨水篤汎濫︑本所向島忽化一面泥海︑偶博文館名
員︑西村泊翁︑幸田露伴等諸名流︑亦在
審賛助員
︑
西
村
泊
公
認
︑
幸
田
露
伴
等
諸
名
流
︑
亦
在向
向島︑篤水鯛之所
罪 露 榊 率 溌 認唖
誰
蝿 畑 誌鐸
舜 瑞読
誌 鞭 錘 率霊
塞孟
一 露秘
鋤 蝿藷
華蚕吟泌峨蜂癖歴尭
二室耳︑余自艇中見階上翁︑呈慰問之群︑翁温容 有所答之︑常時

漣︑大橋乙廻
廻柳
柳井
井綱
銅癖
癖等
等諾
諸先
先輩
謂友
友人
人︑
︑日
日夜
夜角
角逐此歳夏秋之

明
十二
九一
年・
︑ブ
余４
在割
坤￥
丈伯
舘伺
編曳韓術局
⁝治
．二
γ︲
統︑
瓶興
信坪
輿谷
坪水
谷哉
水︑
哉︑岸上哲軒︑腰谷

︵九頁より績く︺

奏茅暢素鎧睦竹浮苦

無謹奥忠彦

Ⅱ

Ⅲために他力本願の廃陣主義をすて︑自︑王猫立の決心を以て勇
往迩進するが結局最も近道なりと思う︒小生は不心不徳を篇
ずだけの方鉾もなく︑又悪度胸もないから今後も餓死一歩前
迄も成るべく良心的生活を縫績したい通それと共に世の不正

行鰯に封してば之を除去する方法を取りたい︒到底賞行し得
ざる甘言を弄する候補者に封しては投票しない通↓公益事業を

名とし自分の衣食のみをはかり居る者に封してば寄附をしな

︵二十一軍十一月二十日記本含評議員︺

旭東子選
山

京

宿縁之存者
逢途
諾諾
之之
︑︑ 鼓 銭 其 由 来 ︑ 係
者︑
︑件
併想
想到
到今
今年
年之
之水
水禰
禰︑
︑有
有所
所感感
以一詩︑鴛記念云︑
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いし︑我等の︑王義︑王張を行って被下る人々に封しては無報酬
で労力を提供せんと決意して居る︒

弘道俳壇

◇雑詠

禰島吾

司

同．雁一所

山梨松堂
滋賀萱堂

同同同同同同同同東

曾慰水災逢泊翁︒温容雲霊在墜瞳︒今扶這業敦微力︒
誰識宿縁存此中︒

勺

故郷の冬山の温泉にひたりけり
塵挨沈めて秋の川澄める
木枯の夜もすがらなる淵泉の宿
消え窪る雪まだらなり春の山
明け初めて磐梯山の初霞
箸置きて聞くや師走の長電話
病む恩師いたはり侍る雪の夜
短日や一本つ世の移植変
萎踏の首の寒さや比良両

ノ

、

1

本曾童報
◇豊岡支倉講演倉十月二十九日︵水︶埼玉
蝶挫岡支含に於ては支含後援にて挫岡町公曾
堂に輝済講演倉を開催︑日本賀易工業含理事
長経済畢陣士開末代策氏出張︑我筑画経済と
商工業者の進むべき道と題し講演さる・
本含創立七十周年記念の五十年以上の含員な

◇中里喜三郎氏埼玉聯含員中里喜三郎氏は
りしが︑遺漏せし矯め︑追加感謝肢を贈れり

他にも遺漏者あるやも知れず︒該常者は御申
出でを乞う︒本官は調査の上確賞なる時は追
加すべし︒

◇東部支酋講演倉十一月二日︹日︺千葉螺
東部支含に於ては︑秋季総曾を兼ねて講演倉
を開催︑講師として評議員文畢博士荻原按氏

及割田主事出張︑荻原博士は﹁民主主義の倫
理的債値﹂と題して熱舞を振われ︑割田主事
は道を死守せんと挨拶する所あり︒

◇荻原博士東北地方出張十月中青森︑秋田
山形地方を講演旅行︑十一月中旬再び岩手︑

宮城︑胴島の各地を講演行脚さる︒序を以て
特別曾員西村幸二郎氏

吉田副含長を疎開先に訪問さる◎

◇西村年子夫人逝去

夫人年子氏十一月五日逝去︑十一月八日上智
大畢濯拝堂にて告別式翠行︑哀悼︒割田主事
本念を代表して琴蔓列せり︒

それより挨拶あり︑次で富日の講師たる日本／

基督致圃秋田楢山教曹牧師土合竹次郎氏より

それより茶話倉に移り︑時局柄宗教概念を

教義の根率にふれし講読を聴くこととせり︒

べきこと︑又本曾の迩徳通勤を起して日本再

お互に新たにして各教各宗平和運動に協力す

◇神戸氏芳志特別含員故祁戸澄子氏七七忌
に際し︑令嬢祁戸光子氏より本曾に封し全参

暁加藤義甚老師︑木内商含主人木内隆一氏︑

々意見を交し︑四時散含せり︒出席者は一乗

建に努むくき所以を種々語り合う虚あり︒種

百岡を寄附さる・御芳情を感謝す︒猫抑戸光
子氏は今回母堂の遺志詮総承本含含員となら

萩原土工所主人萩原易治氏︑秋田同書館東山

マつ︒

回本曾に金五拾同を寄附さる・御芳志を感謝

豊岡支倉報告

調なれと航るや切なり︒過

二十二年九月二十四日一時より豊岡公曾堂

く

田に秋田初めての降雪あり︑今後の苅上げ好︑ノ

藤悦氏等を初め曾員多数出席せり︒︑此の日秋

◇木村範一氏禰島支曾幹事木村範一氏は今

す︒

◇山岡女史特別含員山岡千珂子氏は︑壮者
慶賀︒尚此の内覗にとて本含に封し今参拾脚

を凌ぐの御元気の中に喜毒を迎えられたり︒

に︑豊岡支曾主催︑豊岡町及生活文化研究含

◎豊岡大畢再興

◇高木氏逝去千葉螺東部支曾評議員高木雄

後援にて︑豊岡大畢第二十六回講座を再開し

の御寄附を恭らせり︒御芳志を感謝す︒

治の功努者なりを︒

支援倶に絶大︑特筆すべし︒

う︒田代幹事の再開努力︑井ヶ田町長の州講

し︑美髪をしごいて︑ほほえんだことであろ

の下︑翠軒翁も﹃ホウ︑やったか﹄と︑定め

招待客二百十除名来聴︑盛況をきわむ︒九呆

四年開講よりは二十三年夢りである︒碧晴に

た︒昭和十四年十一月維講以来八年︑大正十

之助氏十一月二十日逝去︒哀悼︑氏は地方自

常曾を開く︑妹尾支含長本含要領を朗讃し︑

田市内間書館階上に於て支含第百六十二回の

昭和二十二年十月二十四日午後一時より秋

Ｏ秋田支曾報告

支曾重報

｜

ｑ︑

ノ

1

演題一画貿易再開とインフレの前途﹄

嘩雁蹄畢識済蝉部塞金原賢之助先生
油貨が膨脹して物償が高くなるたあ篤替
ｉ相場が下落する︒これがインフレの現象であ
る︒一九一八年︵大正七年︺ドイツの物価は八

倍に︑翌年は十五倍に︑三年月は三十五傭に

保合朕態︑十一月からが三期で通貨の膨脹と

五月へかけて急速調を露わし︑物憤の上昇が

物償の騰貴も平衡開係となったが︑二二一四

を加える︒第二原材料の輸入を主とすれば︑

出を急速に接大すれば圏内物資の不足に拍車

それが製品となって内地で消投され︑もしく

は再輸出を油じて︑消費財が輸入されるまで
には︑和柑の日数を必要とし︑その川にイン

通貨の膨脹を追越した︒この期の絡りに片山

レの進行を阻止する力はあるが︑︑誕済復興

フレの進行する危臓性を妊む︒第三足もし

に持績的な力を有ち得ぬのである︒とんにち

内閣が出現四期に入ったのである︒新内閣は

らしいが私は疑問と申上げておく︒間違って

最も必要な途は︑外国のクレヂットを盤得す

輪入品が食料品中心であるなら︑園内インフ

いると考えるのである︒主食︑運賃︑石炭な

こぽこを均さら︑インフレを抑えようと思う

した︒前期三年は順調︑後期二年は劇愛であ

どの公債を三倍にあげ︑働く人の賃銀を千八

七月に新物個磯系を樹てた︑これで物個ので

る︒会を物に換える︒原料を持っておっても

百側に引上げ︑流通秩序確立の効果を三ヶ月

るにあり︑と考えられたが︑八月十四日︑五
憶弗に達する基金を許可されたことは︑暗夜
の光明を︑箸るしく遥力にしたものといはね

四年には千五百倍に︑五年には一兆倍と昂騰

責らん︒機械は遊募︒生産は減る︒収入は這

以内に現わすといったが︑まだ表われておら
ん︒理論的に云って六月に賃銀を決めたので

ばならぬ︒貿易基金は原則として︑再捻出向
けの原材料の翰入に使われるが︑その結果︑
国内消費用の物蚕の供給はただちに殖えない
の幅輸出品の加工賃は国内に撒かれるので
あるから︑図民臓買力の嬉握を商らし︑イン
フレを刺戟する傾向さえも起り得る︒貿易再
開や基金設極があっても︑インフレ防止の速
効薬とはならない︒ポンプの呼び水となるく

に引換えて整理した︒

進行はするが︑アメリカの好意ある管理下に

る︒崩れれば第五の段階に突入する︒よしや

ある以上︑私はドイツの轍は覆まいと確信し

らいのものであろう︒前途をいかにすべき
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入らぬ︒一日のうち何回も物償が縦る︒一杯
のビールを飯み︑二杯目を注文したら︑もう
高くなっていたという︒一ヶ月の物個指数か
ら割出し給料を上げると︑先廻りして物償が

であろう︒今日はその境界線にいるのであ

昭和二十年八月十五日︑日本のインラレは

ている︒鼓に新たな局面を加えたのは箕易の

が金を貰う︑妻が受取る︑子がパン買いに奔

ドイツの三年日の雑りの少し前のところまで

再開である︒従求︑我が国獅自の無済力でイ
ンフレを克服することに難鮎があったが︑局

は駄目である︒やがて新物償隈系は崩壊する

勝っている︑十日でも不可︑日給にした︒夫

進んでいた︒東京や大阪の蜜際相場が一○Ⅱ

面輔換により国際経済連開を得畜ことは︑問

のでない︒まだまだ・インフレは進んで行く︒

三○倍であったからそう判噺するのである︒

題解決に新たな希望を輿える︒が︑目先きの

巧く行ったとしても新物債彊系は永く縞くも

職争中︑既に進行したのだ︒扱て︑インフレ

インフレを解消まるものでない第一︑貿易

る︒マラソン競走そのままであった︒遂に︑

のプロセスは四期に分けられる︒一期は維職

乎︒それは︑手放しで︑悪い方え向けてはな
らぬ︒ブレーキをかけながら︑物黄が零える
ところまで持って行けば︑やがて解消して来
よう︒日本のインフレは慢性である︒二年や
三年で癒るものでない︒好蝉するところまで
︲持って行くのが︑日本紹済指導者の任務であ

ドイヅは一兆マルクを︑デンデンマアク一枚

から昨年三月までで油貨物償並昇︑縞く十月

量の相柑の鍛大は必要であるが︑そのため輪

る︒︵拍手︶︵文責在速記者︶

までの二期は物償は通貨の榊加を離れて横這
＝

一○貿岡支曾報告れが新劇と稲せられてゐるが︑軍なる昔日の
△廿二年一月廿六日︒第三臼冊六回常金国︒一再現に過ぎない︒峻巌なる自己批判がなく︑

時︒茶舗に︒﹃劇的美﹄の新らしき表現に苦悶の摸索もな
海外の舞蕊に耳を傾け︑回収新の演劇を生まな

生活文化研究倉と合同開催︒繁山幹事の創い︒われｊ︑健あらゆる迩床を喚ぎわけ︑
を績けることとす︒出席︑繁田武弔抜井半ければならぬ︒劇といふ魅惑的な女祁の化身

意にて︑常分のあひだ︑名士の誹演を聴く命

内︑千葉趣︑高篠彦雫西鶴塁一節︑古柊ｌ︑こ侃界に於ての塗われＩ〜は漣快

在庫圃害

︵上下二巻・最上製︶

○泊翁西村茂樹惇

子︑森あや子︑北田伊典︒若人は︑生活のうちに感激を蓄へ︑はにかみ

定債金武百同

喜代次︑鈴木栖闘︑石川克巳︑繁田四郎︑田な羽衣を輿へられて︑一つの天使として自由
代東三郎︑千葉とみ子︑繁田薙輿︑山岸フミに天翻けることを許される︒劇は形象葵術だ︒
演題﹁美術の鑑賞について﹂鈴木栖開喪伯の中に大脂に唄ひ︑︑而も純反な粘祁の輝きを

世は鼠皇雲皇から戒；っ．蕊糎闘は忘れてはた畠・鳶噌︑鷺瑛乙とＩ〃

透︒料金拾五回

I

るのは美である︒而して︑いかなる美術とい青春の悦びの消えやらぬうちにこそ︑蕊術の．

︵前雅百脚︑〒拾参ゞ間ハ課︶

○道徳教育講話

︵債金試拾五回〒金五同︶

○画

訓
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〃

︵償金拾五回〒金五回︶一

民

へども︑宗敏を離噌憾鍵霊し蔭︒西鰍アー女祁の微笑参に鯉吏曹で識らぅ︒ｌ

テネ祁殿の裸催像ヴィーナスは︑最も却想的山門先能は入間郡太田村出身︑繁田麦含長
な盤型とされ︑かのオリンピヤ祭典で優勝を夫人の令甥である︑京大詮卒へるや︑劇剛凋
得たわかものは︑このヴイーナェ像を親拝す立劇場を主宰︑しばｊ︑帝劇に上演して︑良
る餐格を奥へられた︒裸艦憲崇拝の濫鵬はこ心的な最新劇運動に挺身されつつある︒まづ︑
こにあるのである︒東洋は濯誰を尊重する︒演劇の定義蓮説き︑西洋演劇史及び日本古衆
空謝ける天女は羽衣を樫ふが︑やがて︑それの芝居の綴過を述べて︑かく理想と抱負とを
が︑お姫さま︑皇尻の宮の服装となって溌展開陳された︒一語一語が︑校正不川の大美文
するが︑これが︑美なりとして賞翫される揺であって︑聴明な菰臓の持主なることを甑か
藍となった︒西洋も︑東洋も︑生活の中からせた︒
美を装見し︑これを珍重する気持にかわりは出席︑繁田武平︑割田主蕊・抜井半内︑千．

△二月廿三日︑鋪二百三十七回常会圏︒茶舗古谷喜代次︑繁川槙一郎︑繁︑正一︑松崎正

I

ない︒葉誠一︑西津昇三郎︑諸井宗卒︑繁川四郎︑

講師濁立座主幹山田剛太郎先生小警哩里子︑河原春子︑繁田貴美士山岸フ

ノ

に︒生活文化研究倉と共催︒一時開会回︒︑道︑鈴木栖闘︑吉崎亮一︑溌知克弓井出敬
特別講座﹃劇の鑑賞について﹄二一︑田代東二一郎︑繁田識典子︑・千葉とみ子︑

新劇の成誕はわれｊ︑若人の手に委躯られミ子︑古俗梅乃︑粕谷喜久子︑北円伊典︒こ
てゐる︒現代にはまだ既製の残沖があり︑そ十五余︒

』

"

します︒

編輯後記

所︑知らねばならぬ多くのものを裁示された
ことは誠に難有いことです︒先生に封して御
厚意を謝すと共に︑諸氏の御味讃を御願い致

本含創立七十周年記念に五十年の令凹員影鞭することの一つです︒本雅には東北帝大

に感謝状を贈呈せるが︑遺漏あり︑左

中里喜三郎

○埼玉嬬含員︒へ五十年以上縫績︶

含告す︒

左の諸氏は本曾維身含員となられたり︒
埼玉際︒繁田四郎？中村芳五郎︑田代東

○畢校より公民科も修身科も消えて了ったが
今度新らしく祇含科というものが設けられま
した︒此の成果は︑民主的︑文化的日本人を
作る上に狩来大きな期待をかけられて居ると

三郎︑桑田愛三︑中島幸太郎︑高篠彦とである︒本誌に東京高等師範祇含科主任大
平砥井ヶ田酉之助℃石川奈美子︑中里杉教授より之についての玉稿を頂きました︒

とと信じます︒

も今後の子弟の教育上参考になる所が多いと

喜三郎︒これは教職にある人のみでなく︑家庭の父兄
金参百回也︹本含に寄附︶

○文葵欄を頁の都合のつく範悶内で設けるこ

茅ヶ崎市祁戸光子ととなり︑前雅より試みたことであるが︑同
金五拾回也采曾に寄惣木村範一一好諸氏の振って御投稿をと御願いします．

分な奮束の如き弘道溌行は望めないかと思い

禰島支含の左の諸氏は維身曾員となら一記癖雌率粋鍬嘩幽錘峠嬬に唾唾碕祁嘩︾乱謡
れたり︒

油井ちか油井賢太郎−ますが︑公明正犬に出束るだけのことは致す

畳悟です︒さらば昭和二十二年︑よき御越年
御自愛を切に所りまして編輯便と致します︒
一

〆

弘道賓債一珊金五圃也

弘道曾入曾手讃

１１︲・︲︲●

一ヶ年官費金参圏を御挑込み入倉の手績を

とること︒曾員には雑誌弘道を無料配布す

る外に種盈の特典あり︑規則書は郵券壷胤

式拾銭封入の方に送付す︒

本曾編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌麿告の件については︑

昭和二十二年十一月廿八日印刷納本

Ｉ

昭和二十二年十二月一日壷行

割田斧二

東京都千代田厘西抑田二ノー

菱行兼
編韓人

春山治部左衛門

東京都千代田厘祁田神保町三ノ十

東京都千代田厘神田神保町三ノ十

印刷人

印刷所︵東京雲一巳共立証印刷所

東京都千代田厘西祁田ニノ一

癖蔀廻日本弘道曾

鑑識恥︾東討皇一や鑑一

日本出版協曾曾員番銃Ｂ二邑茜

今︒Ｐ０︐唾ｒ・︲Ｐ︲︲．

』

一

1

一一﹄二○闇削一Ｅ０一芸に︲一日・こり﹄ｌ１Ｊｐ雨画１■侭３１．今：︒．︲：︒Ｉ．．！︐︐﹄︑凸Ｉ︲しＰ︲か．

金参拾回︒全附︺鎌倉市山岡千珂子
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