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○泊翁先生・訓
新奇を喜び奮常を厭ふは︑殊
に我邦の人情なり︒故に新奇の
説は︑或は理に合はざる者と雌
○明治文化の封建性に
ども之を信ずる者多く︑奮常の
説は︑其理確然たるも言之を貴
ついて︵二︶吉田熊次
ぶ者少なし︑此人情は一面は画
○杜含的事賞と国民の決意
家の盆を馬し︑一面は国家の害
石坂︑養平
を篇す︑凡そ新護明の畢術器械
を探り︑先進図と並び馳せんと
○我輩はイモである
するの念を起すは︑此情あるに
坪谷水我
由るなり︑奮来の道徳風俗を棄
○文化随想岡崎喜市
榔し︑軽燥浮薄に流るｋも亦此
情あるに由るなり︒若し能く︑
○文苑
着賞堅固の志操ありて︑兼ねて
文明進歩の智あらは︑蓋し世界
○本曾支禽藁報
に秀出するの画民なるべし︒知
ら ず 今 日 の 圃 民 は 此の 如き完全
なる品性を得るの 途 な き か ︒
天下には愚者常 に多くして智者は
常になし︒故に一 時世に用ひらるｋ
は大抵懲者の言友 り︑其勢巳に逼ｂ︑
利害目前に現はる Ｌ に 及 び 始 め て 大
いに驚きて智者の 言の信ずべきを知
る︑然れども事機 既に去り︑其言を
用びんとするも及 ば ず ︑ 是 天 下 に 凱
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・間人生と吐含性

済的革命である︒

境も資現しない課である︒尤もそれなるが故に複雑で遠大で︑理
想境も遥かなるだけに面白味もあるといふものであるかも知れな
いが︑一方から見ると厄介なことに遠ひない︒
何時の世でも人間は絶えず悲劇を除からとする︒そして理想境
天圃の此の世に来ることを望んでや亨なに︲所で人間は精祁慾よ
りも物置的慾望が弧い︑︵民族性による多少の差はあるが︶鮎が
あるので︑物直的即ち経済の革命によって人間の悲劇を無くしよ
うとすることが多いやうである︒世界で最も大き蔵革命は常に経

のを共に持って居る︒こ上で種冷の悲劇も生れるし︑中々に理想

祁性と獣性︑善と悪と云ふ睡別も出来るが︑とにかく相反するも

我々人間には個人性があり︑同辱に叢た吐曾性をもって居る︒
そして其の何れも相営根弱いものがある︒又他の面から言へぱ︑

'
｢

今日我図の若い人為などには︑信じて来たものに次々と裏切ら
れて来たと言って︑何か不動永遠の填理といったものを求むくく︑
しきりに悩んで居る︒果してさらした彼等の望むものが容易に得
られるであらうか︑問題は何時もこの矛盾した入間性に松本があ
ることを忘れてはならない︒

ダ

￨

それから向︑二一軒雨隣の毎日︑我々が経醗する人

人々の多くは糎済革命に最も感心があるらしい︒彼等は縫済革
命によって天図が此の世に来ると考へるかも知れない︒物質面の
天国素より何人も異論はない︒だが制度を如何に改めて見ても︑
決して其の通りに此わ世ば中為ならたに利己と利他の二つの性
質を有っ人間が之を運用するのであるからである︒共産主義も理
想結構である︒併し字書に見る所のｊ解説．に見る所の共産世界の
理想が直ちに此の世に来るものではなく︑二つの矛盾した性質を

、

有つ誰彼の指導

守

う︒長い歴史に見一

一も︑土地や金が軽税されて居た世にも尚違っ

淫の運誉する此の世である以上︑それは又常然でもある筈である︒
よし経済革命で天国が此の世に来たとしても︑此の世の悲劇は
又別な方面から︑性質の違ったものがやって来て絶えないであら

た悲劇は次々と絶えなかったからである︒と考へると︑中々此の
世には経済の革命だけで天図は来ないやらである︒神性な︑善的
な一面のみを働かせて文字の上に天園を夢見て芯︑数塁的な結論一
は此Ｄ枇に注出て来ない︒人間は矛盾した性椛があるから︑金部
を祁様にしての公式は通用しない︒一十一は三にもなり一にも四
にもなるのが此の世であう亀何となれば︑その一なる人間は単な
る物質ではなく︑義理も人情もあり︑悪もあり︑利己も勝手もあ

る一だからであ一夕︒︑．

︑ｂ

今日我々は深刻に此の事を考へねばならぬ時である︒無用な革

である︒

制度のよくなることは勿論よいであらうが︑我為は斯様な革命
や制度に多くの期待をかけると︑他日ガッヵリする円が来る︒我
冷はより心の革命を期して︑それに多くの望みをかけ︑其れによ
って少しづ上なりとも此の世に善いものが来るべきであるとすぺ
きであらう︒それは二つの矛盾したものを内に有つ我為人間が︑
祇倉と自己との雨者の性質を︑程よく交流さすべく努力するァ﹂と
であり︑その調和へ努めるといふことである︒此の世は各自の個
澗の心の程度にしか天幽は来ない︑敏で作った制度の天国は識餅

︑

命による天国主義は排す言へきである︒一貧乏主義が金が間来てよい

気になったり︑民主々義者が家庭でも祉含でも暴君だったり︑階
級打破者が地位につくと階級制を菱揮陰たくなったりするのが此

・の世を馬す人間である︒俄に人間性は捨一︲︸去れるものではない︒
革命ぬ家は出来一︐一も︑住む者はやはり昔の斎上里一つの性質を有
った人間である︒先づ人間の心をより革命へと一歩一歩近づける
︑努力を重んずべきではあらう︒︵知己庵︶

ジ

明治文化の封建性に就いてＰ

吉田熊次
二︑天皇政治と封建性︵占
天皇政治は君主政治の一形態である︒けれども︑雨者は全
く同一のものではない︒君︑王政治といふのは君主が統治権を

有する国家に行は肌るものであるが︑其の中にも専制君主政
治もあり立憲君主政治もある︒又琴制君主政治といふ中にも
所謂暴君政治もあり王道政治即ち聖賢政治もある︒而して明
治時代の我が国の政鰐は立憲君主制で︑しかも立憲王道政治
を理想としたもので︑これが即ち天皇政治の理念なのであ
る︒それが荊主親政である限り︑封建政治と掛立するもので
あり︑王迩政治を理想とする鮎に於いて所調民本政治であっ
て︑賞礎的民主政治と稲すべきものなのである︒

飛主政治といへば直ちに専制政治を聯想し︑しかも暴君政

治の行はる曳図鰐と速断する傾向は耐東西の歴史の産物であ
ると恩ふ︒君主は国家政治の主椛者であり︑君主もまた人間
である所より︑人間性の弱黙を助長せしめ易いことは恥・心理

たのであるがら︑君主政治そのものを暴君政治と同一硯する

欧洲近世の杜含革命は横暴なる君主専制政治の改革を旨とし

傾向を生じたのである︒又専制誰主国家には官僚政治が行は

れ︑官僚政治には官僚猫善の弊風が伴ふ場合が多いので︑君

主政治は封建性のものとせられるに至ったのである︒・

国王︵属官巴即ち君主と暴君︵ご曽昌︶とを最も克明に

歴別したのは希臓の哲皐者プーフトーであった︒︒フラト叶は有

洛なる一画家論︲一目菌国名自画ｇに於いて一国王即ちキン

せられる都市とを比較する一︾と一それ等は反掲の咽極端であ

グに支配せられる我等の都市と暴対︑即ちタィラントに支配

の第九編に説いて居る︒又一暴君政治は最悪の統治形態であ

る︒一は最良の︑ものでありの他は最悪のものである一と︑そ

啓①笥曙①言冨響き境目烏鳴く①昆憧巳①ｇ︾謹旨色・昏の毘巳①具尊

り︑園王の支配は最も幸禰なるものである︲一含罫曽旨昌届

属冒蛎目①旨曾ご宮①醜ごとも言って居る︒プラトーは一︲園家論

目①目鼻旨己︶︑金椛政治︵昌揖胃⑦嵐⑦己︶︑民主政治ａ①冒○⑦畠︲

策九編に園家の政治形態を園王政治曾︵雷ら︑椛勢政治ａ︲

陸⑦己︶︑暴荊政治︵ご曽日骨己︶とに厘別して居る︒叉是等

の政治形態は革命に依って循環的に推移することを第六細よ

り第九編に亙って詳論して居る︒而してプラトーの理想とす

りとたし︑その差別は一人の優者に依って支配せられるか︑

君主政治︵言二墓三・三ｇと資良政治︵︾昌工言喜・費３の二称あ

る哲人政治は君主政治であり︑第四編の末尾には︑それには

はれたる例は頗る多いの供とれが篇めである︒所謂革命運動

↑的必然とも見るべきである︒古来の君主国には暴君政治の行
は︑か坐る暴荊政椛を破壊する露めに起ることが多い︒特に

（3）
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数人の優者に依って支配せられるかにあると説いて居る︒資するに至ったことには︑芯理的井に歴史的に理由も存在する

良政治即ちアリストクラシーは普通には貴族政治と窪されてのではあるが︑今はこの問題に深く立入ることは省略する︒

居るが︑希臓語の意義よりすれば︑アリストースとはベスト部我が国の天皇政治は儒教の王道政治と︾フラトーの哲人政治

ち最良叉は最善といふ意味である︒プラトーの打人政治は︑とその類型を同じうするものである︒しかも我が国僻の特殊

君主政治と暴君政治とを厳格に庭別し︑その償値評儒教の影響を受けてその概念を明確に規定するに至ったとと

員理に基づく正義の賞行せられる政治形態なのである︒執れ性を耀盤とするユニークのものである︒我が園の政治理念が
にせよ

償に於いて両極端に封立するものとせし鮎は最も注目を要すは争うべからざる事賞であらう︒聖徳太子の十七係憲法の中

る所である︒一封建政治といふのは欧洲の中世に護達せるものにも多分に儒教思想の痕跡の存することは何人も認容する所
で︑希鵬時代には未だ蕊達しなかったものであるが︑政治形である︒しかも雄略天皇の勅語に﹁義は君臣にして情は父子﹂

態の性格よりすれば︑プラトーの椛勢政治に出現する政治形と仰せられ︑寓葉時代以来一大君は柿にましまぜば一との信

王道政治は儒教の政治理念であって︑これに封立するもの信仰として天皇を大神の御子孫と崇めまつりしととは︑我が

態である︒仰は一般に行はれて居たのである︒祁話時代よりの我が民族

に反し︑覇道は武力又は椛謀を旨とする暴力政治である︒王︲︑居た誰擦である︒か具る祁活をそのま上史的事賞とするとと

は覇道政治である︒王道は道徳を基準とし︑道義政治を行う民族意識の上よりすれば天皇を祁聖なる民族指導春と考へて

者は天下に君臨する国王の意味もあるが︑同時に天下に君臨には議論の除地が存するのであるが︑寓世一系の天皇が祁聖
するに足る有徳の君子を意味する︒覇者とは各地に割篠するなる原理を大御心となし︑君民一鵠︑一君寓民を政治理念と

諸侯であるが︑同時に武力と椛謀とに依る非道義的政治を行せられることを信じて居たことを講するものと思ふ︒識が国

トーの理想園の政治に近く︑覇道政治は︑プラトーの権勢政しかも歴代大御心を一つにするものと信んじたるが故に︑支

ろものたることを意味する・此の鮎に於て︑王道政治はプラの天皇政治は道義政治であることは王道政治と同一であり︑

でも最悪のものとせられて居るのである︒故に貝の君主政治た天皇政治は天地の公道に基づき宇宙の員理を基本と戒るも

冶︑・暴君政治に相膳するものである︒しかも暴君は覇者の中那に於けるが如く易性革命の除地なからしめたのである︒ま

と暴君政治とは封瞭的開係にあるもので︑両者に決して混同のと信じたる鮎に於いて︑プラトーの哲人政治と範騨を同じ

堂らるべきではないのである︒尤もか坐る概念の混同を誘致うするものである︒歴代の天皇は御聖なる祇宗の御心を心と
耳・

〔坐）

し︑直理と正義とを統治の精祁とせられるものとの信念は我
が国民意識なのである︒換言すれば︑王道政治と打人政治とが

大御心の中に含蓄せられ︑しかもそれが寓世一系の天皇意思

であるとの信仰が我が国に於ける天皇政治なのである︒かふ
る天皇政治と暴謂政治とは雨極端に立つものであって︑封建
したり︑図此の冊に門閥や階級を作って民衆を奴隷呪するが

性の如きはその中に潜入し得ぬのである︒国民の自由を抑厩
如き封建主義は天皇政治の本義に背反するものなのである︒
プラトーの理想園成立には二つの僚件があるｐその一は語

︑

間杜禽には望み得ない所であるから︑封建時代の習俗と心術

ないが︑君民共に聖人の教を賞践するが如きことば普通の人

のである︒明治維新はかくの如き封建性を菱除することを目

とは︑専ら外面的なる階級本位となす弊風が行はれるに至る

的としたものではあるが︑その惰性は容易に除去せられるこ

となく︑各般の文化の上に礎在したのである︒︵っ堂く︶

就含的事責と圃民の決意

毎日新聞の杜含面を物要くにぎやかにしているのは︑物資

L、ノ

石坂養平

て事物の員相を認識し︑客削的事資に即して正義を賛現する
ことを政論の要諦とする︒他の一は︑一般圃民は各自その性︽

である︒これが職原因としては敗戦図にまぬかれがたいイン

の横流しや弧窃盗殺人事件やストによる波状的勢働攻勢など

／ 声 、

主たるものは理性に依って情意を完全に統制し︑叡知に依っ

格に雁じて自己の本性を渡扮すると共に︑理性の慨仙を理解

フレの昂進︑生活不安︑人心の動揺並に荒怠︑道義の額展な

し︑その統御に心服することである︒然るに君主たるものが

しかしながら私はことに．ひとつ︑大いに考えてみなけ虹ぱ

理性の力を矢ひ︑勝手な欲望と快楽とに支配せられ︑人民も

ならない先決催件があると信ずる︒それは︑物凄い吐禽的事

みて挺喚息を禁じえない︒

くも力と金とに依ってその地位に居ることＬなり︑図民も単

責を眺めて長嘆息する春︑いな私自身が︑この杜倉的事賞を

どをあげうるであろう︒心ある人は︑こういう吐含的事賞を

なる外面的地位を︑名琴易規範とも椛利の源泉とも考へ℃所

ある︒かくして吐命の指導肴ば︑人格の価値に因るのではな

謂封建性なるものが勘吐含生活を支配するに至るのである︒

はなら底いという事である︒

いかに受取っているか︑受取るべきかを︑自らに問わなくて

また同様に瞳落す為時に椛勢政滞や金椛政治の世となるので

る︒支那にありても我が国にありても所謂名君賢講の出現す

一鰐枇倉曲事賞とは何であるか︒軽そつ蕨或る人は︑この

王道政治が覇道政治に堕落するも略同様︑過程茅一経るのであ

る場合には封建諸侯の開に唯王迩政猿が行はれた例は少くば

四
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杜含に側夜主垂する出来事は何﹃︾もかで恕杜禽的事賞だと簡

﹃皇

的根擦ば︑次の引珊文によつイぽぽ明か−︲催される口

私が私の図・秘︑階級↓〆﹂無頑した服装をす一真叫︽らば毒私Ｄ招く

あるが︑本来の意味の刑罰と同一の諸効果を生ずる︒

職芙︑人が私に向ける嫌悪は︑かなり緩和された形におど﹂では

軍に考えているかも知れない︒それよりも︑も少し考えの深
い人でも︑牡含的事賞という名糖を︑不明確に︑不用意に使

私は︑私Ｄ側国人に封してフランス語で話すようにも︑東た法

用して︑吐曾の内部に生じ若干の普通性をもって︑何らかの
杜含的利害開係を表示する現象であるならば︑そのぼとんど

ことをすること郡できない︒もし私が︑ァ﹂の必然から逸腕しよう

定貨幣を胴えるようにも義務ずけられていないが︑これに反した

右に引用した事例︹法律規定や道徳規定︑宗教敦義︑令融制変

ヲつ巽つＯ

しない︑しかも︑もし私がそれをすれ厳︑私は糊然破産するであ

でも︑私が他心世紀わ諸手績及び諸方法で働くことを何物も禁止

とするならば︑その企ては凄めに失敗するであろう︒潅業わ場合

全部を指すために︑吐禽的事賞という名前を使っているよう
一二

であるＰもしかかる意味においてならば︑人間に開係する出
来事で︑壮含的と呼びえないようなものは︑ほとんどないこ
とになろう︒人はみな炊み聯食い︑眠り︑考えるが︑しかも
吐含はこれらの機能の規則正しく行われることに封して非常
に利害淵係をも２しいるからだ︒だが︑戸︸れらの出来事は︑

火し滝杜愈的事賞と呼ぶに慨しないのである︒

畢者エミル︑デュル・ダム︵馬畠ｌ岳昌︶の著一祉含畢的方法

かも吋嫌の容棚性と同様の個人に湖する擬勢とをもつ諸事変があ

い︒しかし以上心外に︑古のよう注瑚宝した形をとらないで︑し

存するところ以外に︑砥曾的事武が存しないと考えるかもしれな

ために︑前述したところから推して︑人は或は︑雁定的な組織の

竿︺は︑いずれも構成された譜信念典び諸撹行から成立している

の規準一目遥毒利課︶において極め一 一有益な概念規定をして

・為︒人が託含的潮流と呼ぶところ必ものがそれだ︒すなわち︑一

〆

杜愈的事蜜とは何かということに附してばフランスの吐愈

いる︒脚く︑吐含的事賛とは︑個人に封して外部的拘束力を

己を示現する︒

卓

がそれら浜封して抗争しょ弓とするやいなや︑この睡力は猛然自

の上に勘らかす睡力を感じたいようなこと鴫あⅡうる︒しかし私

ある︒もちろん私がその巾に完奈に没入するならば︑それらが私

々各人屡堆て︑我々わ意志に拘わらず我為を引き入れうるもので

その起因駐いずれの個人意識にも溌しない︒それらは外部から我

つり渠含において醸成される熱誠︑憤怒︑燐澗などの大衝動は︑

行いうるところの︑且つそれの個人的諸表現に封して猫立す
るところの︑固定した︑或ば固定しない一切の作焦様式であ
る︑と︒戸一れを通拝的にいえば︑普通吐愈の出来蕊として考
えられ一︸しいる焔のの中︑その内に含ま名る行篇︑思惟︑感得

の様式に︑仙人牡して︑・服従同化せしむろ拘束力を布する特
殊の出来事を指していうのである・↓

戸一の概念規定に達するまでに︑デュルケムの駆使した理論
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一

︑二

私ば残念ながら︑このくらいで引用をうち切ることにする︒

デュルケムの考えは︑フランス牡含畢者の通有性として吐含
本位になっており︑個人意識を極硯して牡曾集園意識を偏重
し︑延いて人間の自由意志を顧みない傾向が担いけれども︑
そこを割引しても︑個人に封する拘束力をもつ出来事が︑一紅

愈的事責であること︑それは間定しない一切の作篤様式まで

含んでいることを喝破したところ馬すぐれた見解を示して
いるといわなくてはならない︒

私はとのへんで︑現に私達の周園に生起しつつある就曾的
事賞の｜分析に戻ることとする︒今日所謂ヤミ屋と稲職一られる

人達は︑軍放出物資の一つたる兵験服などを身につけて胴
巻あたりに百回札をうんと無造作に押しこんでいる︑みる人
がみれば︑一見してそれを槻破しうるそうである︒彼等は︑
ヤミをやるのが何故悪いんだ︑やらない︑いな︑やれない奴
生活の様式を

が意気地がないんだ︑といきまく︒彼等は一つのグループと
して彼等に特有な思惟︑感怖︑言葉︑考え方

もっている︒これを見聞しこれに接鯛する知識人やサラリー
マンなどのうちには︑自分達もヤミをやりたいが︑立場上身
分上や奴ないとこぼしたり︑やるだけの等フルータな生活力が

乏しいと︑恨めしそうにいっているのが見える︒夕
｜弧窃盗はいつの世でも絶えぬが︑一千歳前後の青少年犯罪
う犯罪動機の特有性とが︑著しく眼につく︒田舎でみている

者の激増と︑生活難のためというよりも︑享楽慾のためとい

１１

と︑親達の目をぬすんで米萎大豆や読菜などを持ち出し︑高

い値で手放す︑それで飲む耐遊ぶ︑享楽の毒味を畳える︒そ

行動蔵いし生活様式赤かあり︑提というものがある︒一日一入れ

うし一﹄所謂不良の仲間入りをする︒この連中にばそれ相膳の

ば面白くてなかなか抜けられないし︑抜けようとすれば無謀

次雁力が加わるという醗梅であるらしい︒︑

こんな調子で分析をつづけると際限もない︒が︑要するに

私達の周園に日夜生起しつつある諏舞の社命周的事質感迩凡べ

ての人をそれに捲き込まねばならぬほどの弧い拘束力をもつ

．ている︑これを仙人の側からいえば︑これに封しイー︑除程確

乎とした反溌感をもたないかぎり︑﹄不知不識勾裡に︑その周

逢に立たせられ︑︒やがてその員只中に捲き込まれて了うとい

弓／危険が多いのである︒

道徳はそれ自らの権威をもっていろ︑またもつべき病ある

が︑間より人間のための存在である︒だから︑国民の幸禰と

・八類吐曾の進歩のための︑理念︑技術が鍵つイーゆけばよし

道徳の本質は鐙らぬにせよ︑何が道徳であり︑何が道徳に倖

るかという方法論の範閣内において︑道徳的事物の鍵ってゆ

くのば常然である︒いまや︑新憲法の下︑幾多法律の改腰並

︲に蕊布が行われた滴果︑従来道徳的行篇として貴ばれたもの

が封建的として斥けられ︑曾ては或ぱ行き過ぎとされ心或は

好ましからぬ行篇とされていたものにして新道徳行篇として

許されるに至ったなど︑その賞例は一之数え切れない︒私は︑
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、

』

或る時の腫曾状態が要求する道徳以外の他の道徳は決して望
まれない︑という考え方を全部承認する者ではない︒しかし
或る時の牡含状態がそれにふさわしい新らしい道徳を要求す
信ずる︒

Ｑ

るという考え方は︑何人もこれを承認しなくてはならないと

年の毒昌者は︑宇野哲人︑太田秀穂︑大給近孝︽高梨兵左常門︑

それより議事に入り︑定款一部改正の件を附議Ｌ︑割田主事趣旨

結城豊太郎︑榎本善兵衛︑長井文蔵︑菅野三郎治︑妹尾馬之助︑
江幡辰三郎の十氏獲りき・

説明の後満場一致可決︑︵侭決議す︶それより昭和二十二年度決算

現今の我社含状態は＄員に新らしい道徳を要求し既にその

一端休憩の後本郷養源寺に曾租の法要を管み︑縞いて墓参を行

ひ︑第四十六回線倉の報告をなし︑簡軍ながら第四十六回定期総

︑何二士二年度課算案及事業の概要を割田主事より報告︑異議なく
終了︒之を以て議事を雑る︒

事賞を注硯し桧討して掴その中に潜んでいる犯罪行篇︑不道

一掃にのり出すと同時に︑時代の潮流の要求する︑国民の幸

︵定款饗更案は追て倉告することとせり︒︶

近詠

圏謄の貸切議ハスや汐干茶屋

世の事は忘れて暫し花の下

干蒲園光擢み込む春日向

墨の香や散り込む花を摺り交堂︲一

坪谷水哉

せり︒依って認可の手績を約し︑午後二時半閉含せり︒

・附議し︑議長賛否を諮りしに︑満場一致賛成︑鼓に原案通り可決

定款第五十四催に基き︑定款一部鍵更案決議のため六月士一一日
午後二時より本曾為館にて臨時縄含を開く︑堀田魯長儀長席につ
き︑割田︑王事より定期穂含にて恨決議せる定款一部鍵更案を説明

臨時線含

曾を維了︒今日の情勢下にては︑惇統ある縄曾を充分に果し得ざ
るは常然ながら淋しきことでもあった︒

んでは︑法律の禁止事項に背きさいしなければ何をしてもい

徳行篇の排撃絶滅につとむべきは申すまでもないが︑更に進

賞現に向っている︒私達国民は︑刻を生起する諸種の杜舎的

〜

買ひ足して汐干の滝蝿網袋
塞ぎたる矩健に営座未練ありグ
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いとする︑良識の存在を疑わしむるような似而非道徳行篤の

ればならない︒Ｑ巴︵協賛命員︑評論家︶

禰と人類の進歩に貢献しうる新道徳の育成培養に傾倒しなけ

ＴＩＪＩ

第四十六個定期細含並
臨時総曾の記
日本弘道曾第四十六回定期は五月十六日午後一時より本命々鮒
・〆

に開官︑先例により故正副酋長並物故含員年祭畢行︑祭主堀田曹
長祭文︑全図麦倉代表繁田武平氏の祭文︑堀田酋長︑遺族縄代山

品の授輿あり︑受賞者総代として宇野哲人氏の答僻あり︒因に本

田醇︑曾負代表下村専一の諸氏の玉串捧糞を以て総る︒次で本酋
役員及功努者の毒昌祝賀式に入り︑堀田酋長の覗誹朗請︑及記念

１

ＦＬ

〃

〉

I

、

我輩はイ一七である

けの皮を剥いだのは懲悪だが︑同じ大岡越前守が興力の推峯

で八代将軍に上申し︑一平民のイモ先生をイモの研究の功に

依り幕臣に取り立て︑其れが後年柳に祭らる具に至ったのは

に依て世に紹介せられ︑其の推畢に依り︑政府の命令で開東

られなかった︒然るに我輩の親一分イモ先生こと青木昆陽先生

更に薩摩へ移って琉球イモと言はれた後も︑未だ除り世に知

我輩はイモである︒遠い先覗は支那だが︑琉球へ移住し︑

用の皐間へ方今の科畢︶に恩ひを潜め︑業成って江戸へ蹄り︑

の漢望書生の様に詩や文章を作ることに力を用ゐず︑専ら責

都に赴き︑其頃名高き射河の儒者伊藤東涯の門に入たが︑他

二日に生れたが︑長じて魚商を好説ず︑父母の許可を得て京

江戸日本橋魚河岸の魚商佃屋の息子として元藤十一年五月十

抑もイモ先生の姓は青木︑名は文職︑昆陽は其続である︒

る︒

軸善にて︑諦談ほど興味が少なくとも︑此方は全く事賞であ

地方に移されて薩摩イモと呼ばれてから︑我輩の効能が大い

八丁堀の典力加藤枝画︵抽稚又兵術有名なる歌人橘枝直︑其の子も

坪谷水哉

に現ばれ︑我輩を推薦した昆陽先生は童に肺に祭らる上に至

また母が死亡し︑再び前の通り喪に服したので︑家主の典力

に服し︑門を閉ぢて粥のみ畷って居り︑父の喪が漸ぐ了ると︑

るに享保十一年に父が死亡すると︑儒者の教の通り三年間喪

有名なる歌人橘千蔭︶の邸内の惜屋に住み︑門弟に教えた︒然

った︒其れは凶作で米穀不足の年には︑我輩のイモの鴬に多
くの人問が餓死を兎かる曳様に篤つた故である︒
葉抑杜と並んで昆陽神壮といぶが︑雫ハラーノ︑松の間に鋲座し︑

が頗る其の孝心に感激した︒其砿の興力の役口は方今の粋察

房細線織遁幕張牒の傍なる幕張町役場の隣の丘の上に︑秋

吐にて︑共祁杜の前に昆賜先生甘諮試作之地と刻した記念碑

署長に類似し︑其の上役の町奉行は︑方今の弊覗細監と都知

注意すれば電車中からも見える︒其れがイモ先生を祁つた祁

事を絞れた様な者ゆゑ︑典力の加藤枝直が町奉行大岡越前守

大岡は︑唯だ孝行だけでは取立て兼ねるが︒他に何か無いか

には耐背面に享保二十年五月十二日栽培︑大正八年五月建之と

と云うと︑其頃先生が薩摩イモに就て研究し︑藩薯考といふ

刻してある夕文字通り此所が開東に始めてイモを栽培した護
講談や浪花離しで有名意る徳川天一坊が︑八代将軍吉崇公

へ︑．青木文蔵の孝心に就て役人に取立てる様に椎畢すると︑

の御落胤と講して出て来るのを町奉行大岡越前守忠和が此奴

本を著はしてゐるとて其の稿本を提川した︒

群の地で︑今年五月千葉際知事は自ら臨んで祭典を行ろたＰ

怪しいと脱んで配下の興力に命じて素生を調べさせ︑党に牝
﹄

(､9〕

●

を贈られた︒また東京のイモ問屋が護起で︑贈位に際し＄高

り︑元文四年に幕府へ召し脚されて評定所の儒者となり︑累

さ約三間幅約九尺の大石碑に昆陽青木先生碑と題し職其功績

其頃の制度で︐最も重き罪人ば死刑に庭し︑一段軽い者は

る︒五穀の戦穫に代る作物を以一﹄非命の餓死者塗救ひ度いと

を詳記したるを目黒不動倉の境内に立て︑更に官に諸ひ︑許

七・士一歳で浸し︑後に明治四十四年に生前の功隆依り正四位

て︑持ち前の賞川の畢問上から︑童に我輩のイモに就て考へ︑

進して極葉山文庫の書物奉行となり︑明和六年十月十二日に

栽嬬が容易で収樫多く︑且つ味噌美味いから︑其れを以て︑

されて昆陽卿杜を幕張に創建したのである︒斯くて魚河岸の

不足で餓死する者が多いことを失生が聞き︑其れは不潤であ

蛾死者を救ふべきことを述べたのが蕃薯考である︒其時まで

遠島とて︑八丈島︑三宅島等へ逢ったのだが︑凶年には食糧

棚東奥羽にイモの事を知った者が無かったから︑大岡越前守

モを世に紹介した篇であるから我輩も甚だ肩身が魔く︑賞に

兄さんに生れたイモ先生が榊様に祭られた︒それが我輩のイ

岡崎毒市

夕食を了へ机にもたれ乍ら︲かう考へた︒

子

文化随︑想

感謝に堪えぬのである︒︵前大橋剛書館長︶︒

は大いに蕊著考を賞し︐之を吉宗将軍に上申すると︑将軍も
名飛だから︑之を賞し︑雑薯考は幕府の官板で出板し︑イモ
の靴は薩摩から取り寄せ︑栽培地の撰搾を先生に任せ︑︵汎
前に栽培したのだ︒

く地質を研究して︶渚は下総国千葉郡幕張村の今の昆陽祁壮
栽培して見ると果して耕作は容易で︑其味ば栗より九里四
か平年にも盛んに賞味せられ︑其の紹介者の先生の顔が大痘

国亡びて山河ありと云ふ︒園は亡びても山河は依然として

里旨いとて其の煙ィ毛産十三里丸焼など氏平ぴ︑凶年ばかり

でもあるから︑世間で青木昆陽をイモ先生と呼ぶ様になった︒

痕にて︑痘痕を浴にイモと云ひ︑また︑先生ば甘薯の大恩人

太の宗教︑園に幾度かの確衰興亡はあっても︑今に至る迄燦

が云へるのではないか︒古くは希蝋の謹術︑羅馬の法律︑猶

鍵って居ると云ふ意味であらう︒文化に於ても同じ様なこと

背後なる自身の別旋の傍に立て其面に自ら甘薯先生之菓と題

として其の光を放って居るのは事賞である︒敗戦後の租園日

すると自身でもイモ先生と呼び︑生前に墓石を目黒不動電の

したのが︑今は史蹟名勝天然記念物保存法に依て史蹟と指定

本は今文化国家として再建を目指し一﹃﹄蕃進して居る︒これは

負惜しみと取られては困るが︑考へ様に依っては世界史上大

せられてある︒

其前にイモ先生はヘイモの推薦と西洋の畢問研究の功に依

（10）

、

いに意義あることでもあれば愉快なことでもある︒
・身に寸徴を帯びないからと云って人としては何の弱味もな
い如く︑国に軍備がないからと云つ〒｜園の憤値が下がる謹粥
あるまい・・白耳義は最爾たる一小国である︒然しベー︿タロッ

チの教育指導原理ば国境を超えて脈為として各国民の血の中
に流れ込んで居る︒丁抹とても御多分に洩れぬ︒然しグルン

ドビーの教育指導精祁は過去に於て然るが如く現在蒋来に於
てもその光を減せぬであらう︒和脳の如きは欧洲で殆どその
一令

存在すら認められて居ない一小闘だが︑例のシーポルトが渡
逢室山一派の志士に典へた精洲的感化の偉大なるを恩へば
文化図家︑文牝園民の使命︑前途賞に洋食たるものがある︒
其の然る所以は文化の力︑其の指導陳理の慨値に依るもので
ある︒そこで私は軍備なき湘図日本から一人でもよい︒汎ゅ
る部門の偉人就中偉大なる徳行家教育家が出現して世界文化
に貢献せんことを庶幾して巳まい︒云ふ迄もなくｒ一れらの偉

人特に偉大なる徳行家︑教育家は世界人類の篤めに存在すべ
きものである︒︸ｒ−れが鳥めには勿論一図の政治とか︑民族的

園魂だとか云ふものすら超越してもかまはね︒繰迦︑孔子︑
キリ﹁︿トば既にこれが範を示して居る︒

人生長途の如しと云ふ︒此の長途こそば既に古来幾多の先
人に依ママ﹄魔く且つ弧く踏み馴されて来て居る︒ジョン§ス
一ｉ科挙の集えたる時代は今日迄過去の時代を調服して束たつ公私生活

チュアルト︑ミルは嘗て一︲格言集︲一とも云ふべき小著に於て

に迩瑚さる上迩蕊〃鮎より槻れぱ︑現在は殆ど一定した迩義の分賦を

持三﹂圏ごと云ったことがある︒人生長途︑軌道は現在︑人

種言語風僻習慣等堂を超︾越して︑各園共に承認する定理とな

蓋し道義の本質は古今東西鍵りのあらう筈ばない︒恐らく

らんとして居るの二だ︒楚︒

塗るものありとせぱそは唯表現の形式であら︾Ｚ思ふに人生

と云ふ所以は人生最上の道徳は世界共通の経繊一の結申葵﹂ある

に於ける逆義の本質は何虚迄もあり濁れたものに遠ひない︒

れの国家に於ても員理とし︾一章重されて今日に至２Ｌ居るも

からである︒道義の一般的にして大切なる定理ぱ古今東西何

文化園家の特異性は宗教丈畢葵術教育等を各部門からの槻

のに途ひないからである︒

軸に依って︲夫を異るものがあるであらう︒然し私は文化国

ると確信する︒敗戦後の我国情は部分的に観れば幾多悲湖す

家は道義国家たることに於て最もその特色を護擁すべきであ

べき雌鮎枚畢に連がない︒就中道義の額磨は目に除るものが

ある︒日だの新聞紙上の記事は弧講盗︑殺人︑詐備等交で大

して云ふ︒文化国家の再建は先づ道義園家からであらねばな

半を埋め蓋して見るに耐えないものがある︒そこで私は操返

らぬ︒東洋の君子国今果して何虚にある︒道義国家の復興は

一人で忠よい︒先づ偉大なる徳行家教育家の出現が何より器

望ましい︒︵昭和一三︑四︑一八︑稿︶︵評議員︶
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一

言

一礼

弘道詩林奥無謹選
○詠筑波及富喬如雪慶野庄作︵茨城︶
︑︑ ｂ ︑ ︑ ︑ 増 ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑

筑波富士聾千秋︒欽仰風光冠八州︒
均是祁州存正気︒徹哉蓑宇美名留︒

︑︑ ︑ ︑ ︑ ℃ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑

︵評臼︶井詠盤獄︒足以耀幽光︒

多

東耕石川藤作︵茨城︶

○欽慶野翁毒康︒並育英勧業︒賦呈︒
︑︑︑︑︑︑︑︑咽︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑Ⅱ︑︑

育英徳業老蝿築︒況叉仙姿鰹耐驚︒
古聖有言仁春毒︒感恩寓衆仰先生︒
︵評日︶引川聖譜︒畳殊有趣︒

も

度山裡︒鰭沸壷泉膝俗腸︒

○

○ｃ・

︹前雅正誤︶一二頁上欄第八行︒不可然︿不可無︒一七行貧盤多

割田斧二選

ハ食虚名︒下欄五行︑尤畳ノ下有味脱漏︒九行蕩然云々一句悶獣
脆漏

弘道歌園

○折にふれて千葉螺乗坂秀嶺

○︲東京都野田長卒

人皆の私心もつなくなくほた野なごやかにあらむ世にか

の馨

かも

その死聞きて重臣たりし思出もぱるかなり世は移りける

米内ら

過ぎし日のみな非なるま奥忘れられて死にゆく人か鈴木

○．割田斧二

草に木にゆらぐと唯せぬ日盛りを我が頭にしみて席く蝉

○静岡螺三村夏

世の悪事見聞のしげく馴れゆくかあはれ歎きもうすらぐ

○老後書懐恵孫兼坂重早著
如
し
皇

︑︑︑︒︑︑︑︑︑︑心︑︑︑ｈ・
古稀迎得幾同頭︒水稲早災員耐憂ｃ

一日△︑︑︑１︑宮Ⅲ△ｂ串も己も一○０﹄︑﹂も﹂町﹄も

世相屡額無所極︒老躯崖可事優遊︒

︵評昌︶際幽難︒腫誠述老懐︒可欽︒

○農事振興同人
大量増産読循術︒道是巨資圏湾民︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑︑

︵評ヨ︶函策入詩︒興詠尋常風月者異其撰︒

努力同心最篤念︒農夫款獣誓提身︒

憶函山奮勝奥無謹
想到蒋漉夢一場︒探奇尋勝楽洋洋︒朝看富漏倒涌影︒暮望
麓湖斜放光︒無意詩成騒僑輩︒不求酒美笑脅梁︒何営短褐
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■｡

后

弘道俳壇
◇雑詠
春の脊児の眠る間をミシン踏む
若葉風町の地域の横がりし
ぴつとひく女巡濯花の雨
仔めば足もとに巻く花吹零
春の祥悦いだ時者も袖たｋみ
眠り足りし族篭の朝や春の雨
月未だし梅はひそかに薫りゐて
花散るや人影絶えし寺の道
古里はもとのま坐なる田柚哉
締還子の健やかな顔五月晴

梅雨の 道 花 緒 し め り し 桐 の 下 駄

束子盤
禰烏吾．山
つ

松江形堂
梨松堂
寂光
一幅島五回

梨松堂

松江形堂

薫風や朝の牧場に乳しぼる

高くゆくテニスポールや桐の花

◇↑

勢働祭果て︑風出し農場かな

メーデーの列蹴奴初め街灯る

圭醐一洲

旭束子

在庫園書目録︵含員新割引煩債︶

○泊翁西村茂樹博上製上下二冊非細野緬垂↑岬

○哲人西村泊翁上製一伽諮殿が八輪恥
一・

○泊翁修養訓上製一冊諦碑が五認鯛

上型一冊

佃令参拾五脚

○道徳教育講話上製一冊諦銀唯唾岬

○図民

金四拾蹴

Ⅱ

墓に詣で遺徳偲ぶや泊翁忌
傘借りて寺門く賀るや五月雨
古帽子か謀り工初の胡瓜もぐ

雁所

」
l
L
奈美子．

三・雄

苦角星
八重子
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山

山

同同同東埼禰

同

〒特

奥含津栴雨の晴れ間の鮎を釣る

氷玉島

青我

訓

五川雨に水満ふえし小池かな
大瀧のしぶきは白し雲の峯
起軍機に牛吊りあげぬ雲の巣︲

花桐に明るき朝の雨晴る入

[I

蔑切や洲草にあまる船の波

旭

＝

本書重報
全票部支書講演宮四月十一日︵日︶午後一
時より千葉螺香取郡東部支曾にては︑東城村
小畢校に於て春季講演倉を開き︑本含より講
師として出張せる醗谷淵博士︵孔夫子と現代﹀

割田主事︵道徳の不易と流行︶と題する講演
あり︒盛曾︒

△木村幹事芳志幅烏支曾幹事木村範一氏は
先考新太郎氏の一周忌に際し︑本曾に金参百

を開き︑本決議とせり︒

より六月十三日午後二時より本含に臨時総曾

せる定款一部墾更の件は︑定款第五十四像に

△臨時穂酋第四十六回定期縮含に一Ｌ恨決議

曾の事業等につき協議せりｃ︵

史文献等の研究を︑誠栖なパンフレットに刷

てゐる︒をりｊ︑や碑砺︑焚錐︑先史梁︑膳

くし︑陶器焼の技境は玄人も跳足の腕前と来

し方もない︒而も︑俳可︑短歌︑僅謡等を克

もなく︑頭脳裡に詰めこんであるのだから致

きて去る︒有名氏︑無名氏の墓︑寸分の狂ひ

この寺の何十歩右三尺です︒﹄その通り︒人驚

ｎ

々餌にて含員談話命を開き︑熱護士大島正義

△倉員談話倉六月十三日午後三時より本含

ノ八七三︒

り詞知己同好に頒男住所︑千葉螺稲毛町一

手︑鈴木︑山岸初子︑北田・︶

庵︒︵支含長緑割田主事︑諸井︑四郎氏︑井

△七月廿七日一時︑二百四拍武同常含︑渓露

氏の﹁シンガポールより蹄りて﹂と題する講

た〃︒

演を聞き︑後含員各自意見を交換する所あり

○豊岡支倉報告

成︒

諸井氏より︑豊岡大挙再開の提議あり︑賛

今八月汁一日一時︑二百四拾参回常曾︑茶舗︒

五月廿四日一時︑二百四○回常曾︑茶舗︒
出席者支含長︑繁田秀次︑鈴木︑中島︵武卒︶︑

圃の御附寄あり︑御芳情を感謝す︒

△太東支書芳志千葉螺太東支含代表石橋英

経済界の動向を蕊くことは必要で︑豊岡大畢

こんにち︑費金調達難は生産の妨害となる︒

には︑偶然からもあり︑悪意からもあるが︑

諸井﹃日本は生産第一主義で行くべし︒間

雄︑古谷︑山岸フミ子︑四郎氏︑田代︑北田︶

︵支曾長︑割田︑抜井︑誌井︑松崎︑石川信

高根︑四郎氏︑・田代︑装知︑北田︒

繁田園盛岡支店長繁田秀夫氏の追憶談﹃翠

三郎氏よりは同支含の基金より百五十側を寄

四時削曾︒

軒翁の感化﹄と聴く︑熱話に感涙を催ふす︒

附さる・感謝︒

△紳戸氏芳志倉員祁戸光子氏︹西村先生外

特別講座．﹃碑謁探調︑趣味﹄磯ヶ谷紫江先

館︒︑

△六月廿九日一時︑二百四十一間常含︒群雲

孫︶は総含の年祭に供物料として金百間を寄
附さる・感謝︒

△第四十六回定期縄曾五月十六日︵日︶午
後一時より本曾館に於て第四十六同定期総宮

△九月二十日正午︑二百四拾四回常曾︑群雲

れば︑廿六回ですよ︒﹄

願ってばどうか︒舎一四郎氏﹃賛成です︑開講す

を再興し︑金原博士か︑石橋湛山氏に講話を

内外所在墓石の冊除年の探訪調査の結果は︑

紫江先生は珍癖多能の蔭君子である︒東都

生

先生を大家の域に迫ひこんだ︒﹃誰氏の墓は︑

含祇墓参等をなせす︒

△評議員雪↓五月十六日午前十時より本含に

件︑決算︑溌算の報告

を開き︑年祭︑寿昌祝賀式︑定款一部愛更の

於て評議員倉を開き︑決算︑諜算の審議︑本
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高篠︑繁田正一︑繁田登輿︑繁田くら子︑｜繁の渦が︽ラハラと流れた︒立含って︑雛剣︑

舗Ｐ

△廿三年一月十八日一時︑二四八回常含︑↓茶

筈なりしも︑先生所用にて郷里長野螺松代に

正夫教諭の﹃朝鮮を語一畠と題する鰭話ある

公州女子師範梁校長にして︑支↑曾貝たる藤本

前朝鮮黄海道沙里院女畢校長︑．同忠浦南道

全一月二十二日二時︑二四九回常含︑茶舗︒

山岸フミ︑北田・︶

︵支含長︑抜井︑西灘︑古谷︑鈴木︑田代

古谷喜代次氏に︑・経済界の模様を聴く︒

館︵支含長︑抜井︑割田︑松崎︑諸井︑中島︑通の決勝を待つてゐるんです︒私の頬を感激

︑フミ子︑山岸フミ子︑四郎氏︑田代︑北隅接する間に謙譲の精祁が端はれる︒武道の

割田﹃早くも︑翠軒先生の八個忌となった℃又あす勝負を︒﹄トー武士の奥床しい風懐では

田・︶極致はここにある︒﹃今日は日が森れた氷ら︑

ただけに︑心に浮募ことも多い︒先生峰・湖△十一月冊日︑二四六回常曾︑東金子村小谷

私は︑十数年州︑先生と︑直接︑交渉を持つないか︒
義翁隠退のゆゑ︑十八の時東京遊畢から屍ら田東光寺に︑十一時半より附く︑新井政快氏

赴きて果たさず︑各自意見溌表ありて散含︒

れ︑廿歳で名門を剛ぎ︑茶業︑自治︑銀行︑斡旋厩る努む︒感荷︒同氏巳く︑この寺の開

教化と活躍された︒日本再建は︑先生を手本墓は六百年以前なりと︒︒

﹃如何なる時代でも︑祇命は新しき要求で︑

よくも歩み綴けて来たものと感無量である︒

背き今習慣を改造し︑奮琴標準で︑新らしき方

の朽溌を防ぐと同時に︑その活動の散逸を制

針を統一することによって︒︑始めて其の生命

してゐるのである︒俗に︑保守的︑進歩的と

厘別されてゐる状態と雛も︑到底︑是幻範曝︲

の外に出ることは出来ない﹄とは田中王堂祭

人わ言葉である

I

︑

倉の蒋来に封し熱心なる意見出づ︒

△三月廿八日二時︑二五○常含︑茶舗︒

も統一ある経管をされ︑菅ゆ蒋来に封し繰る
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とすべきである︒﹄特別講座﹃クナドのカミ﹂
三時半︑松崎正迩師の朗々たる諭糎に︑墓武職野史蹟研究所長︲寺島裕先生

虚多大です﹄と挨拶︑繁田四郎氏より﹃文化

同想すれば︑常曾も二百五十回となった︒

前追胴式を執行︒日の極っにつれ︑益と翁の千葉松郷村棚性寺の山王大権現︑群馬︐不田
町の大権現︑小岩井︑江ノ島の雨裸排天︑浅
伸太さが偲ばれる︒

△拾月廿六日︑三日四拾五回常含︑茶舗︒︵吉草の老女排財天等につき︑踏査の湖蒋を披露︑

鈴木︑四郎氏︑鋼釜︑井手︑田代︑山岸フ窯九場見畢︒︵鍵見一寿橘氏参加︶

一川輿一︑支愈這割田︑諸井︑古谷︑佐崎︑絵って︑同所豊来兵吉氏・万裏の奈良朝時代の

ミ︑森あや子︑北川︶−０豊岡支書報告
″特別講座﹃武逝の極致﹄△士一月二十八日一時︑二四七回常曾︑茶舗︒
入間郡町村長曾為長吉川異一先生松崎氏より大阿闇梨となられし婦郷土産
︑入入
青半
半圃園長と勤め︑談︑鈴木氏より河閤梨の意義読明︑匡割田主事
州州
郡郡
一意
一善教壇生活三 十九年︑
淀は遺憾の鮎が多い︒閉亀式常で残るのは優

曾の活動方針﹄につき頚葱するところあり︒

連 動 倉 で 競 技 刺 迩 柔 通を同日に催すと︑競技より﹃歯支曾長は熱心に活動され︑又役員方

剣道透士は自分の方が総ると︑正坐して︑柔

勝選手ぐらゐのものである︒断然分離した︒

〆

●

編輯後記
○華に青葉清々しい好期︑五・六月蕊を各位
に贈ることとなり・語した︒遅刊を取戻すべく
努．刀して居りますが︑編輯部だけではどうに

もならず︑各方面が今日は恩ふやうにならぬ
ので︑困難して居る課です︒御諒承を願ひま
す︒

○吉田副酋長の明治の封建性検討は︑各項挺
亘って連載される議定です︒制度と国民の在
方の開係は︑今後の民主化にも考慮さるべき
重大事で︑図民の努力如何が結果を生み出す
ことを思へぱ︑我々の責任は責に重大です︒
かすことをしなかった図民︑これを恩へば︑

勅語が云々されるより︑其の精祁を如喪に生
制度が出来て事が了ったのではたく︑制痩は
事の始室りで︑之を殺すも生かすも我為の責
任といへ叢せう︒石坂先生の論文は︑祇含的
事賞といふものを如何に認識すぺきかを教へ
られた尊きものです︒

ひます︒同好者の御利用を願って居ります︒

○文謹欄も以前のことを恩へぱ梢淋しいと恩

弘道費債一珊金拾園︑也一

１１１Ｊ

弘道童入曾手硬

一ヶ年含費金六拾園を排込み入曾の手績を

とること︒↑簿員には雑誌弘道を無料配布す

る外に種々の特典あり︑規則書は郵券五回

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︑

昭和二十三年五月廿八日印刷納雪本

昭和二十三年六月一日嚢行

東京都千代田堅西祁田ニノ一

︑東京都千代田厘禰田神保町三ノ十

癖噸峰割田斧二

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田匿西祁田二ノー

ゞ東京都千代田厘神田紳保町三ノ十
印刷所︵東京空言共立証印刷所

確認理日本弘道曾

電話九段九番

振替口座東京皇宅番
日本出版協曾曾員番錠Ｂ二君茜

い︲﹄勺凸１ｌｂ今ｒＩ今ク■︐凸凸一Ｊｂ︽や﹄伊０↓〃ｂＬＱ−ＰＩ６ｂＨ■０の◆Ⅱｌ■９凸誹ＰＪ

り︑混沌期に際し御指導遊園家のため念じて

○初夏気候の鍵更期︑・皆様⑳御自愛と切に所

i

会冒牛口
金百回也︹年祭供物料睡

紳奈川蝶神戸光子

金参拾園也︵寄附︶市川市石・原勘一郎
○・

○含変一ヶ年金六拾回︒︵昭和二十三年
度より改正することとなれり︒︶弦に

含告して倉員各位の御諒承を乞ふ次

第である︒・
第四拾六回定期綿曾に於て︑定款第
四十一催を左の如く改正暇決議し︑
更に第二同の細含に於て之を本決議
・し︑徴局の認可を得て之を賞施する
ことと滝れり︒大正八年以来︑物償
騰貴にも拘らず今日に至れるも︑本
脅の財政嗣難なるに鑑み︑約三十年
間参凶なりしを遂に値上げすること
となれり︒︵尚雑誌は年六同溌行議定︶

○第 四 十 一 僚 正 含 員 ︿ 舎 費 一 ヶ 年 六
拾回ヲ納付スルモノトス
一時金宣肝凶以上ヲ納付
シタルモノハ終身含斐ヲ
要セズ

其の他の定款改正は次競に護表すべ
し︒

○

○過般の評議員曾にて左の如く理事を

止みせん︒

１倉．︒﹂皇：．︑．．．︲︑ｌＩｌｌ︲︲−︲Ｉ︐→︐

日本弘道含理事下村毒一

選畢し就任さる・

ロコ司旦・口画コニ弓﹃１

l
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目次

○泊翁先生訓

｜

︵明治三宝一年︶︵泊翁訓︶

○巻頭言

往昔は官尊民卑にして︑官民
の間大いに隔離す︑其の隔離す
○明治文化の封建性について
るよ沙して︑互に憎悪の念あり
吉田熊次
●き︑近年世運の進むに従ひ︑官
民の隔離は大いに其度を減じた
○生活と教養副島民雄
れども︑叉富民と貧民との隔離
○チョコレートの思出
を生じたり︒富民は官と密接し
藤原楚水
て︑貧民濁り諸方より隔離せら
る︑夫れ唯人民の自由に任すと
○西村命祁を億ふ江幡辰三郎
きは︑民智の香しからざるより
○文苑
して︑勢ひ富者は盆上富み︑貧
者は盆ｌ貧となるの傾を生ず︑
況んや風家の法令は︑毎に富民
○本︑支含棄報
に利にして貧民に不利なる者多
きをや︑是西風に於て祇含薫︑共産掌一
の起る所以にして︑彼圃の智者も之
を調和するに苦しむ所以なり︒本邦
の富民貧民の懸隔︑未だ西洋の如く
甚しきに至らず︑良政治家今日に及
んで早く方法を立つるときは︑能く
鯛を未然に防ぐことを得べきなり︒

貧富の隔雛

司
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多数といふ乙と

■一

相談しても多数に従って見ても︑それは必ずしも反の民主的でも正

である︒各個人が先づ此の様な僚件を術へることなくして︑物事を

らに責任と義務を有ち合ふといふことである︒さうして此の様な主
人同志であって始めてお互に相談し合ひ︑そして多数のものの﹁よ
し﹂とする所に落着いて先づ大過なき目標も定められるといふもの

図民全部が皆主人となって行動をして行く場合︑其の主人は先づ
道義的であＩよく常識を術へ︑正しい批判力を有つことが常然の
陳件とされるが︑これは即ち子心親心を兼ね術へることで自らが自

既に卒業して来た子心︑親心を兼ね有っ程の親であるべきである︒

全部が﹁主人﹂になることである︒そして此の主人とは子供の立場も

ねばならぬことは︑民主的と云ふことである︒今後我々は民主的に
縄てをやって行かねばならぬが︑其の民主的と云ふことは︑我々園民

と云ふ様にあらゆる方面で皆同じことであるが︑と入で我々の考へ

勿論かくして繰返して行くことによって︑徐々として進歩の跡を
辿る鮎はあるが︑お互に人間の考へには身勝手のあることを識る蒜
である︒此の事は或は民間人は政府を︑政府は民間を常に云々する

のを歎人やうになり︑又其の子供や使用人からは課の州らない親や
雇主にされ勝ちなものである場合が多いのを見ても判るであらう︒

なり︑雇主になると︑今庇は大概は子供や使川人達が課が判らない

といふものが含まれて居る事が多いものであるｐと言ふのは︑子供
や使用人の立場の人々が斯く物判りがよい様であるのに︑擁て親に

・子供とか或は使用人の立場にある者は︑ともすると﹁家の親は︑
家の主人は課が判らなくて困る﹂と言ふ様な言を云ふ︑共の場合共
等の入念の考への中には︑卜意識しないで立場の相遠から来る身勝手

Iタ

しかるべき多数決でもないことが生ずるのである︒﹂
①

・ともすると︑何んでも相談し合って多数でさへあればそれが﹁正

しい﹂と恩ひたがる者があるが︑道義心なく︑常識も批判力もない
者が︑他からの力や甘言でどうにでもなって多数が出来てもやそれ

で多数が正しいものとはならない︒元来多数と云ふことと︑正不正

といふことは別なものなのであって︑例へぼ革命の時或皇帝を投票
の結果五票とか六票とかの差で死刑にしたといふ様な場合︑其の五
六票の多数なることが︑脚の群判から見て果して正しいか正しくな

﹁納得のいくやり方﹂として多一くの人々が﹁よからう﹂と判断した

いか︑それは俄には決められないのであって︑場合によれば︑十封
．一でも一の方が腫に正しい事もないとは言へないのである︒唯所謂

ことに従ふといふのが先づ無難に近砿とする丈のことなのである︒

斯く多数といふものの意味を考へないで︑何でも彼んでも多数で
さへあれば正しいか四やうに考へ︑或は力や甘言を弄してまで狸得

し︑﹁多数﹂を作ってその多数が正しいかの如く得冷とするやうなの

は慎しまねばならぬ︒之は釜く形式だけであって︑其の形式には内

容が術はって始めて﹁多数﹂が瞳に生きて来ることを思ふべきであ

て﹁多数﹂の中にその内容の件はないのが多いことを見るのは誠に

る︒我々は近頃政治の上でも吐含の種々な動きの上にも︑往奄にし

我々が今後﹁多数﹂を瞳に多数として垂んずるに建各人が主人

↑残念とするものである︒

であることを知り︑迩義と常識と批判の力を菱ひ︑之を磨いて行く
ことで︑之が充箕することによって多数亦生きることを知らねばな
らぬ︒軍なる形式に廿んずる時︑所謂衆愚の暴露となり︑鵬ては獅
裁の乗ず逼危肢も生ずるであらう︒我たは内容によって形式や制度
を生かすことの責任を思はねばならぬ︒民主的文化国家の前途は徒
に他に依存して安逸の中に夢見ることは出来ない︒︵知己庵︶

〆

『
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吉田能押次

明治文化の封建性に就いて㈲

一︑概⁝説
昨今の世評よりすると明治以後の日本文化は封建的性格の
もので民主為義に合致せぬものであるから︑これを根本的に
ある︒けれども明治以来の新日本の図是を歴史的に考察する

愛革することが民主日本の急務であるとせられて居るやうで
時にはじこれ程不思議な議論はないと恩はれる︒何故なれば
からである︒此のことは五箇峰の御誓文に示されたる固是が

明治維新の改革の主目的は賞に封建日本を打破するにあった
論明するからである︒其の第一催の﹁礎ク称議ヲ起シ寓機公
論二決スヘシ﹂は果して封建的性格のものとせらるべきであ
らうか︒第二膝の一︲上下心ヲ一ニシテ礎弓維紛ヲ行フヘシー

の何虚に封建性があるのであらうか︒第四係の﹁奮来ノ胴習

両９

と勢力とを容易に脱却することが出来得ない︒これ祇含は道

個の人格が連績的統一鰐であるが如くｐ牡曾も亦過去の偉統

理に依って動くにあらずして︑感情に支配せられるからであ

る︒衣食住の如き外部的風俗習慣に於いてもそうであるが︑

国の文化は︑その由来に於いて頗る古く︑又その構造に閲し

精川的生活の如き内面的習俗に閲しても亦然りである︒我が

ても極めて複雑であるが︑三百年に近き江戸時代の封建的習

俗は深く一般文化に潅透して居る︒故に明治時代に入りてチ

ョン需は切り棄てても︑脳裏の切り換へは容易には出来得な︑

かつた︒〃洋服は上下に普及しても和装も亦決して其の影を潜

めた禅ではなく︑洋館が勢能く都含に其の威容を現しても︑

Ｊ

国民の大多数は封建時代そのま其の居住を綾けて居たのであ３
る戸固民の思想感情も亦迩無意識的ではあったが︑封建的噸く

性として非難抗繋せらる其ものは︑費に此鹿に存するのであ・一

瀞が奔易に洗准し去られなかったのである︒明治文化の封建︐

る︒併し乍ら︑明治文化の本慨と貝の性格とが果して封建的︒

なるや否やは別問題であって︑佃凌の事象に就いて冷静なる

畢的械討の上に決定せられなければならぬのである︒

先づ教育面に就いて考察するに︑明治以後の教育の基盤を

ヲ破り天地ノ公道二基クヘシ︲一と示されてあるのは︑主とし

て︑封建性の打破を意味して居ることは︑御誓文の公示の日

を基調とせるものであって︑封建主義を全的に排斥せるもの

確立せる明治五年の一畢制﹂の根本精祁は徹底せる民主掩護

である︒その誰篠の一は園氏皆教育主義を宣言せることで︑

︵明治元年三月十四日︶に御溌布になった御親諭に依って明

太政官布告に−１邑に不皐の戸なく家に不畢の人なからしめん

瞭である︒かｋる槻鮎よりする時は明治文化の中には封建性
なるものが存在してはならない筈であるのである︒けれども

b

献禽は歴史的生命鰐であって持綾と護展とを本質とする︒一
／
ィ

政治及び経済に開しても同様のことが言ばれると恩ふ︒明

と言はねば底らぬ︒

﹁華士族卒農工商及び婦女子ｉ一との註を附して鉾教育主義を

ととを期す一と明記して居るのである︒しかもその中には︑
宣言して居る︒江戸時代に於いては︑︑徳川幕府の直轄畢校た

に代る立憲政治の大憲章である︒尤も民度や時代思想の影響

治憲法は御誓文第一像の護展と解すべきであって︑封建政治

を受けて選畢椎などに幾多の制限があって倒普通選畢ではな

る月平校は原則として族本の子弟のみが入単することを許可
せられ︑各藩の官立畢校たる藩校はその藩士即ち士分以上の
の熱心家に入畢を許可された場合もあり︑坊間には私塾や寺

子弟のみの教育機開であったのである︒尤も例外的には特殊
子屋があって市民の子弟にも就畢の機曾を奥へられたのであ
るが︑教育は原則として特殊の階級者にのみに専有せられ︑封
建主義の典型的教育制度であったのである︒これを﹁皐制ｈ一

と封照する時はその性格の全然相反するとと極めて明白であ
る︒叉その教科課程に開しても欧米の近代的教育を模倣して

作られ︑教授法に開しても欧米の畢者及び教育者を鴫して陣
捜せられたのである︒明治時代の教育を封建的性格の典型で
せる臆説に外ならぬのである︒唯︑明治時代の皐徒の間に幕末

もあるかの如く悪蕊を渡するものは︑一全く歴史的貝賞を無澗
より偉来せる一書生気質﹂とか︑望校卒業者の間に一︲畢閥︲一

とかにはむ多分に封建的順習の礎影が見られる︒是等は明治

︒〃

の御批判を請ばんとするものである︒︵文皐博志

せらるべきものは︑徳教の本質に存するのでなく︑封建時代
に形成せられたる精祁的偉統の除弊に外ならぬのである︒此
等の黙に開して以下節を改めて柳か卑見を開陳し︑含員各位

かったが︑所謂四民平等主義が根抵となって居る民主糞義が
根幹となって居たのである︒これを封建時代に於ける官職や
職業の世襲制や治者と被治者とを身分に依って︑先天的に決
定せる階級性に比較すれば︑封疏的に背馳するものである︒
法の前には国民は平等であり︑言論︑居住心職業等に開して
は人椛の自由は原則的に承認せられて居る︒封建制に代るに
立憲制を布き︑自由民椛の立憲国家を建設することが一心賞に
明治時代の政治理念であったのである︒唯耐これの行施に際
して国民の間に窪存せる︑封建的習俗がその本質を歪曲して
幾多の塊態を現出したのである．是等の封建性を打破するこ
とは賞に立憲政治を完成することであって︑明治時代の政治
理念を頴揚する所以に外ならぬのである︒政界に於けるボス
の横行や経済界に於ける財閥の専横等の如き︑役人やボスの
横柄と専悉との如きは皆封建的習俗の残骸であって︑明治時
代の政治理念とは全くその性格を異にするものなのである
道徳の生活に閲しても全く同様であって︑封建的として非議

教育そのもの典本質の頴現ではなく︑寧ろそれに背反するも
ので︑非難の封象となるは勿論常然であり︑これを除去する
ことは明治文化を浄化する所以でもあるが︑これが篇めに明
治教育杢篭を封建的として攻華するのは不営であると共に︑

文化の健全なる進運に防害を輿へることを至れぬ謬論である

●
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ローＦ１

ヘ

生活と教養ｌ文化論序ｌ

副島民雄
一︑教養の意味
ラテン語のクルトウラという言葉からきたクルトウール︑
カルテュアという言葉は︑もともと耕作︑培養︑というよう
な意味を持っている︒そこからしてそれは︑心の耕作︑培養︑

る船の底に貝類が附着するように︑人間が生き経るにつれて

んでおれば感受性が鋭敏で︑印象を鮮明に受容する︒航海す

固まってしまう︒かくて心は何も感受せず︑感じてもそれ一を

知らず知らずのうちに先入主が蓄積して行ってその篇に心が

正常に受けることが出来なくなる︒

感受が鋭敏であるということは感受の正確ということであ

る︒感受が正確であることは判断の正確さと行動の適宜さの

基である︒正確な感受によって形成される内容が良識であ

のような知識の蓄積が人間を善美なものにしその行動を善美

る︒これが本常の教養として所謂身についた姉識である︒こ

要するに︑教養とは自然のまＬの自己を耕して自己の登質

なものにする︒．

を豊富にすることである︒即ち人間本性の開護である︒自己

の自己たる所以の開稜である︒開溌された自己にして始めて

自己は自己として確立する︒そしてこのような開渡は自己の

費質の新しい形成に外ならない︒即ち新しい自己の刺造であ
る︒

二︑教養と知識

教養は畢習とか陶冶とか教育とかいう過程に於いて成立す

公一
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心の啓渡︑開溌︑心の陶冶︑教養というような意味を持って
いる︒またこの言葉は文化とも課される︒

文化は自然に封する言葉として川いられる︒即ちそれは︑

人間が自然に人篤を加えて何ものかを形成することを意味す
る︒それは耕作ということが脳自然物である土地に︑人冊が

人篤を加えることであるからである︒従って教養ということ
は︑文化活動によって形成される文化財や文化価値を雄得す
ることであり︑また新しい文化慨値を創造することである︒

土地を耕すということはどんな意味があるだろうか︒それ
虫を除去し︑作物が根を張り養分を吸牧するのを容易にする

にされる︒それは一つには︑生活に除裕がなければ教養を受

る︒所でこのような教養活動と所謂生活との開係が峻良間迦

は自然のま＆の土地を耕して土を細かく軟かにし不純物や害
ことである︒心を耕すのも同様である︒心を耕すことは心を

ノ

けることが出来ないということ︑二つには︑知識や畢問は賞

反有し処直すことである︒そして心からあらゆる不純物を除

ｊＩグ

ト

去して心を柔軟にしておくことである︒心が柔軟で弾力の富
報

﹁ｌｌＩＩ

も

あろうか︒

うのであるが︑それは一鴨どの範悶の知識をさして云うので

生活に縁遠い知識とか賞用にならぬ知識とか云われるもの・

でしかも本常の意味では︑賞用であり必須であるものがいく

畢問は知識の畷系である︒鴨系の中にはいろいろの畢問が

時巾に於ける政府の科皐政策の誤謬とその結末とを想起すれ

養が開係する︒旗頭を続く判定が如何に危険であるかは︑戦

うことの判定は決して簡単に伏州来ない︒その判定自磯に教

らもある︒何が本営に賃用的であり何が賞用的でないかとい

互いに有機的開係を保つで繋がり合っている︒一つの畢問は

ば︑自然に解明するであろう︒︑

修めることはそれを基礎とする専門の畢問を修める等の手段

る︒畢間の深さはその推盤の庚さに依存する︒墓礎的皐問を

達することは︑同時に雄礎的畢問や知識が庚いととを意味す

いように見えても︑それは知識の鵬系の中の一要素である限

ないものである︒たといそれが自分からみて自分に開係がな

頁に望問である限り︑箪敬に値する文化債値たることを失は一く

味と努力とによって生れたものであり︑それは人間多年の経Ｊ
聡組織の努力の結資である︒どんな畢問でも︑少くもそれが．６

皐問は知識の磯系である︒どんな知識でもそれは人間の興

であるけれども︑それはそれ自慨が専門単科への逝である︒

に必須なものであっても︑それが生活の中に生かされない限

見えないものを生活の中に生かす働なのである︒如何に生活一

即ち︑教養活動は︑生活から遊離していて︑一見賞用的に

ことの読明でもある︒

とが教養人の誇りであり幸禰であり︑それがまた教養人たる

それを受容しうる程に感昂が鋭敏であり硯野が匿いというと︲

一度人間の興味をひいたことならば何事にでも興味を畳え

り︑自分に封して必ず何らかの意味を持つものである︒

知識とか賞用的な知識とかというものを畢ばればならぬと言

情は同じである︒教養を論ずる人が︑よく︑宮生活に役立つ

を新たに見出しつ上ある︒知識と知識との開係に於いても事

見えて︑しかも微妙に開聯している︒皐問の進歩はその開係

自然や人間に開する出来事の各女は一見して全く無開係に

ある︒

である︒道は一つである︒基礎畢科は専門畢科の組織の中に

麓の逝を歩くことは頂上に達する篤の手段であると共に︑的

の装礎となる畢問や知識の範園は贋い︒即ち或る皐問に深く

得することが必要である︒畢間が深いものであればある稗そ

てその事間を窮める篤には先ずその基礎的な望問や知識を召

戸︒

1

その基礎となるべき里問や知識をその下に持っている︒従っ

後者 から論を進めてみようと思う︒

る知識や畢問の側から考えて行く途とがある︒先ずここでは

生活とは何かとい弓問題を考えて行く途と︑教養の素材であ

いうことである︒・との問題を解明する篇には生活の側から︑︑

際の生活に役立つものでなければそれを受ける傭値がないと

も

ｊ鴎

一

り︑それはやはり生活に賞用にもならず生きても来ない無縁
︑ｖ︑︑︑︑︑

のものである︒賞川であるか否かということは畢問や知識の
側にあることではなくて︑専ら人間の側にあることである︒

知識を生活に生かすのも︑無縁に殺すのも︑凡て人間の側の
ことである︒そして教養が︑知識を獲得してそれを生活に生
かす働なのである︒ことに於いて知識は始めて人間に意味の

あるものとなる︒か奥るものとして知識を受容することによ

農村には死考や年齢の支配力があまりに担いので︑農村の青

年がそれに絶望して︑安易な所謂文化運動に奔るのも全く無

理からねと今である︒しかもそれはやはり的外れであり逃避

教養や文化を深めるとか高めるとかいう場合に︑何か逃避

である︒

ある︒成程︑文化の受容には除暇が必要である︒しかし文化

的眼想的なものや有閑的貴族的なものを恩ふのがひとの常で

人間生命の躍動は瞬時も停滞を許さない︒生命の躍進によ

の受容は文化活動の半面にすぎない︒

って文化は常に新たに創造されて行かねばならない︒生ける

って人冊に新たなる賓賃が加えられることになる℃教養が新
しい自己の創造と云われる所以はとこにある︒皐校教育を受

にとってよきものであらしめる篤にはその文化を常に推進さ

ものは常に文化の創造を忘れてはならない︒文化を常に人間

せねばならない︒ひとは徒らに文化を受容し享楽する代りに

除暇がなかったり貧しかったりする蔦に教養を深めること

術に新しい創造への賞践に努力せねばならない︒︐

が川来ないという欺きを我為はよく耳にする︒十分に教育が

が不十分なことである︒教養の進歩の馬には受容の幽曇風さが

受けられないとか本が読めないとかいうことは︑文化の受容

にも生活に或る程度の除裕がなければならない︒ところが生

必要なことは云うまでもない︒その鯛には有形的にも無形的

はその除裕がないのが世の常である︒即ち如何に生活に除裕

活に除裕がある人は却って教養を求めず︒教養に憧れる人に

があってもそれがそのま奥教養活動になるとは限らない︒寧
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けた人が必ずしも教養人でないことも以上の事からして明か
であろう︒

三︑教養と生活
生活とは︑人間の意慾が提起した課題の解決過程のことで

ある︒そして本営に人冊らしい生活というのは人間生活の中
心課題の解決過程である︒そしてこの解決を助ける力が教養
である︒教養はかくして生活と直接に紬付くものである︒近

来農付人の間に文皐を読み減劇を行い脊梁を蕊くことが流行
して︑これを穂して人為は農村の文化運動と云っている︒し
かし農村人の衣食住や耕作法や土地やの改良とか改善とかい

う問題に閥して科畢的な共同研究や共同努力が行われないと
すれば︑それは本営の意味では決して文化運動とは云われな
い︒た堂との事は決してたやすいことではなく心・現在の日本

』

﹃ＦｒＬ

』

ろ︑教養の篤の除裕は︑教養に憧れて教養を求める人によって
︑︑︑︑︑︑︑ｈ

の仕事によって統一されている︒その人の意識は常にその仕

事の上にある︒向上の篤の工夫と努力の精祁は︑どの職場で

っている︒か上る生活こそが文化創造の生活であるＣＯ三︑

も︑往復の電車の中でも︑夕べの床の中でも︑大きく脈打

三︑三一口︵前長野女専教授︶．

Ｉ

忘れて青年と語ったソクラテス︑枕する所もなく漂泊したク

成はきっとその人を賞践に馳りたてるであらう︒食や眠りを

てそれは反有され組織されて行くであろう︒そして新しい形

なかはり方である︒従ってそれに通雁する篇めには思想や政

によって護生した思想である︒その後一百年間︑世界は非常

るか︒共産主義や杜含主義は常時の欧羅巴や英国の杜含状勢

としてその主上信奉してゐる人の多いのはどうしたことであ

︵九頁よりつ蜜く︶

リスト︑陳察の野に飢えた孔子慰彼等の生活の原始性の何と

治上の主義においても︑それ相常に世の中の鍵化に雁じて根
本的な桧討が加へられなくてはならない︒

人は噸笑した︒しかしそこには宇猫とまともに取組む人間の

用できぬものと考えてゐる︒そこでお互にチョコレートの銀

とのすべては︑今日の世の中ではいづれもそのま氏では通

や︑費本主義と同様︑それ相常の価価を世くものであるが︑

私は共康主義に封しても砥杜愈主義に封しても︑自由主義

なかったであろう︒その物質生活の乏しさは原始に近かった

つ一つ味って見たいと恩ふのである︒︵完︺三省堂編韓顧問︶

〒金拾回

・定償金参拾回

紙をはがして︑中は︿シカがあるか生クリームであるか︑一

泊翁修養

であろう︒しかし小なる人間が宇宙の大と取組むところ魁と
貧しくして除暇がないから教養や文化に興れないという敷
きは全く無意味である︒貧しくとも管登として直筆に除暇も
なく働くそのこと自鰐が文化創造である︒その人の生活はそ

訓

れを高大な文化とどうして云えないであろうか︒

直筆にして巌崩な生活がある︒そこには映霊も苦楽も美味も

測に愛身をやつした畢者や星を仰いで井戸に落ちた哲人を世

文化性の何という尊さであろうか︒戦争も知らないで緯度槻

いう惨めさであったであろうか︒しかしまた︑彼等の生活の

擁まない努力はきっと受容を豊富にすることであらう︒そし

になり受容の機含を巧みに捕捉することが出来るであろう︒

熱怖がまだ冷たいのである︒思いあるところに︑感礎は鋭敏

意識のうちに涛護しているのではあるまいか︒教養に封する

教養の篤の除裕がないと歎く人は教養に封する塀怠の心を無

ば︑在るのではなくして創り出されるものではあるまいか︒

産み出されるものではあるまいか︒即ち文化受容の篤の齢裕

ー
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ＦｂＥ■

房

チョコレートの思び出を

も

‐

らうか︒自由といふものは自分に自由なら︑他人にも自由で

なくてはならぬ︒自分一人の自由を通して他人の自由は燥蛎

してかまはないといふ如き自由はない筈だ︒私どもは皐校で

椛利といふもの入諦義を総いたが聴椛利は義務によって裏付

けらるべきものだと教へられた︒椛利を主張するとともに義

の槻念が伴はねばならぬ︒それは祇含的にいへぱ公徳を守る

務をも厳正に履行せよといばれた︒自曲といふものにも責任

藤原楚水
数年前︑世話をしてゐた畢生の父兄がたづねて来た︒一人

自由は行篤ばかりではない︒思想においてもまた自由でな

こと︑個人としては自己を正しくすることであらう︒

くてはならぬ︒ことに今日の世界は︑有史以来未曾有の愛革

共産蕊など新らしいものＡ如く考えられてゐるが︑共産蕪

雑誌社に入る早く外図肺りの奥さんを訪問させられた︒そ

宣言は︑今から百年前︑我国の嘉永元年であり︑杜含黛の奉

ってゐるととは東京騨頭の電車のこみ方以上である︒・

が︑どうぞ召しあがれといばれるところから見るとお菓子ら

期に鷲ってゐるので︑思想上においてもいろＩＩな混乱が起

しい︒しかしとうとう私は手をつけなかった︒そしてきらい

組織的な政治通勤が始ったものであるといふから︑古い軸か

する枇命主義もマルクスやエンゲルスの共滝蕊宣言からその

のとき川されたのが銀紙の如きものに包まれた栗の形をした

かといばれたので︑さうですと嘘をいった︒賞はその銀紙よ

らいふと費本主義と少しもかばらない︒即ち資本主義者の奉

今日ジョン・スチュアート・ミルの論をそのま上信奉する

にも共走蕊宣言と年を同じくしてゐるのである︒

するジョン・スチュアート・ミルの経済原論の出たのも皮肉

であらうか︒私の住む逗子のさる畢校では︑若い教師などは

い︒ところが︑マルクスやエンゲルスを今日尚ほも金科玉傑

ものがありとすれば︑世間はその迂愚や︑笑はざるはあるま
●︲

︵八頁へつ蛍く︶今

校長に朝あっても挨拶もしないそうだ︒電車などではどこで

もないものを典へられたｑさてこれをどうして食べたらよい

われノーはこんど自由といふあまり見たことも食ったとと

よいのか知らなかったのである︒

うのものを食うのか︑それともまたそれをどうして食べたら

ものや︑棒のようなものであった︒むろん何だかわからない

のできごとである︒これは叉何十年かの昔であるｂ私はさる

を出すと︑中堅の先生いきなり頭からガブリとやった︒珊睦

は僧侶噛一︑人は中皐の先生であった︒お書の食事に伊勢海老

︑

も見かけることであるが︑自分さへ乗れば他人はどうでもよ
いといった風である︒これは果して自由の正しい食ひ方であ
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而粁含耐を憶うや切芙

江幡︿辰三郎
先生を地下より起し︑今日の現状を覗せしめたならば︑果
して如何の感を生するであらうか︒先生は常時世相の額腰日
︑を追うて基だしきを慨し︑次の如き弊告を下された︒﹃元来邦

て遠大の識に乏しく︑雷同の風ありて自立の志弱し︑近来西

人は典天資敏捷怜刑なるもの多しと雌も︑また思慮浅薄にし
洋の事とさへいへぱ︑其醜陥の風をもこれを棋倣し︑優劣を
排するの眼なく漫りにこれに心群するもの多し﹄といひゐ又

典へなかったことば吾れ等の常に嘆じていたことである︒し壷

たのであるが︑教育より修身科を腰し︑世また修養を口にす．

ニｂ

かし︑とれ無きに優るで浸潤の間に幾分かの効力を持ってい

に瞳落せる非人道非正義の人心を何ものを以て匡救すること

るもの少き今日にありて︑法網の密と雌も免れて恥なきまで

が出来るであらうか︒・

何をよりどころとし主すか﹂という髄問を生徒に出したところ﹁

先頃毎日新聞の除録欄に﹃東京都立某巾畢で﹁教育勅語にもよら
−ず︑修身科もない今日︑胤分の行ひを規律しまた徳性を錐らのに︑

ものが六分︑以下穂々雑多で校則をというものが一分にすぎなか

良心をよりどころをするものが一割五分︑宗教をといらものが一
割三分︑父母・先生・先輩の教えというものが八分︑理性という

至誠正直を主とし︑博愛税切を旨とするには︑祁明の加謹を

った﹄と︑とある︒ｒ

若し今日先生の如き偉人の奮起して︑鴬年叫ばれし如く道

受くる宗教の力である︒慨の悪徳に染まい少年畢徒の如きは

﹃布も道徳の力を以てこれを維持せざれぱ砥奔逸流蕩其至る

徳の振興を唱へられたならば︑狂潤を既倒に回す如きことも

良心も比較的鋭敏一ごあらうが︑闇行篇を日常茶飯とする良心

良心を至り鋭くし︑より力弧くするものは逝徳の力であり

出来るであらうが︑今やその人なく︑或は人あるであらうが

肺輝者にありては︑道徳の制裁も何等の効がない︒此に人間

所を知らず﹄と述べられている︒

こまれて居る有様である︒

杏としてその蕊を聞くことなく︑渦糞として世は濁流にまき

以上の威力を有する祁明の力＄即ち宗教に依らなければ祉道
人心を救ふととが出来ないと信ずるものである︒︽

併し私は道徳の力だけでは其の効果の薄きを慨して居るも

私は此に西村含租の言に耳を傾けたい︒

も輔今日の大衆が耳を傾くるであらうかを疑ふものであみ︒

り︑我等の形は宇宙に充満せる洪大無限なる形の一小分な

一我等人類の心は宇宙に充瀧せる洪大無限なる雲の一小分な

のである︒たとえ聖人孔子を起して︑仁孝の徳を説かしむる
彼の畢校の修身科講義が生徒を居眠らしむる以外何物を典へ

す︑名士の修養談が単に一畦の興味を惹く以外何等の感銘を

一一

り︑故に我等の心は直に宇宙の雲に通じ︑我等の形は日月

（1(））

「

山河と共に其質を同くす︑身死する時は心は宇悔の大蕊に

商等の知識あるものには賞理を談じ︑中等の知識あるものに

段の階級ありと︒
現代に於ても宗教に封して三段の階級あるは明かである︒

は塞理を説き︑下等の民には迷信に陥るもの多きば賓際であ

に雁じて善導し道徳化することは︑極めて必要と信ずる︒彼

還り︑形は宇宙の火質に蹄す﹂言叉口く
宇宙間唯一の元気あるのみ︑元気は自然なり︑自然を篇す

の澗世一昔菩薩が︑長者には長考わ身を現じ︑居士には居士の

ものは何か︑祁明なり︑上帝なり︑祁明は至貴至尊︑至雲

とを得くし︑祁明に多くの名あり︑上帝といひ︑天とい

身を現じ︑婦女身には婦女身を現じ︑・人非人には人非人の身

る︒しかし宗教が個人の安心立命を典へ︑之を善良化して其

ひ︑天道といふ︑其賞は拷一なりや我等人類はとの天道の

杜含生活を側瀧ならしむるにありとすれば︑其の人糞の階級

下に在りて︑生死柵一耐．吉凶柴辱︑拷之が管理を受け︑こ

の階級に向っても其の階級に身を現じて道を論くことが︑頁

を現じて︑之を得度せしむくく論法するといふ如く︑いづれ

、

至妙︑至大至微︑至正正公︑全智全能の如くなれども︑我

の天道の外に逸川せんとするも︑決して能はざる所なり︒

（11）

蕊性は天地に通批するを以て︑明かに祁明の存在を知るこ

況やこの天道は善に稲し︑悪に柵するの形迩あるに於てお

あらゆる階級に入りて逆を就いた︒畢者に封し︑敦育家に濁

含租は槻世昔菩薩蚕あった︒鴬時世相の額陵を救済すべく

・の道徳を宗教化せしむる所以であると信ずる︒

し︑婦人に封し︑大衆に封し︑淳糞と説いて倦むことを知ら

や．凡そ人類が城も尊ぶべく︑最敬すべく︑最哨畏るべき
はもこの天道に及ぶものなし︒故に天道は繭物の根源にし
て︑叉道徳の根源なり︑古語に所蝋一道之本原川於天﹂と

なかった︒我等愈祁を崇拝し噂先生として景慕するもの︑斯

いふ是なり︒

注がなければならぬと信じ︑現下の世相に鑑み︑含耐西村翁

・道を弘め︑・斯教を徳へんが偽に︑道徳の宗教化に深く熱意を

吾等は宇備と一僻であり︑祁明とまた一贈たることを信ず
るにより⑥天道の畏敬すべきことを知るのである︒真に天道

を億ふの賞に切なるものがある︒︹本倉誹り

を畏敬するものは棚りを慎むことが出来︑人を欺くことが出
来ない︒即ち逝徳の賞行者となり得るのである︒
私はこれを道徳の宗教化といふ︑愈加の宗教槻にいう︒
宗教には荒誕の部あり愈員理の部あり︑余は其の荒誕の部．
を信ぜす︑員理の部は間より之を信ず︑宗教に迷信︑案理︑
賞理の三時代あり︑同時代にて︑も知識の高下によりてこの三

ノ

弘道詩林奥無謹選
︑心︑︑︑

○００のＯ

次西村泊翁慨世之詩韻謙需江幡辰三郎︵水戸︶
︑℃℃︑

巳いい︲ｂ︑︑︑

℃︑︑ｂ︑ｂｂ

︵評臼︶隣毒域而身健︒能成此詠︒足以興春山争其柴︒

︑ＢｂＧ︑︑︑

戦敗人心概失常︒鞍悲世柵獅荒涼︒回天偉業果誰毎や

℃ｂも・℃︑℃Ｅ

○世相︐勝山笹川清之助︵大阪︶

︵評臼︶奥徒吃喋貧霊名︒不若守分自適︒隠士生涯可欽︒〃

守分優鱗・目迩身︒

︑︑もも︑︑︑

世上紛紛悉染塵︒老来猫我梁清貧︒済民救国請休説︒

迎古稀夏村田中和三郎早蕃

還迎八十叉・三春︒

Ｂｂｂもや︑︑

︑︑︑ ︑ ︑ ︑ 心 ︑ 心 ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑
︑ｂ℃Ｄｂ︑︑
蓬莱山色瑞雲新︒寓古千秋不受塵︒頑健身講聖恩渥︒

勅題春山松堂中津一麗水圃蕃

不可︒此作未及此︒殊篤可惜︒

力結之︒現時不可然之文字︒唯欲頼利明力︒非図民畢篤之先駆則

︹評日︺叙道義類慶︒読良俗崩壊︒句句躍動︒一線不素︒維以祁明

ＣＯ○○００００Ｏ○○○００

渦狂側涯︒濁浪何時休︒覚名噸道義︒
○００ＯＯ００○○○○○○Ｏ
利伍盗倫︒美俗順水逝︒良風縁木求︒一
○ＯＯ００○○００００．．０○○
模他家醜︒己忘覗園優︒封獄仰不楽︒
花附潤憂︒非頓川明力︒誰敢同清流︒
看o徒 o射o酒、

もｂもｂ︑︑︑
想到風霜感慨長︒︒

︑℃ｂＵ︑︒︑︑

︑ｂ︑ｎｂもも

︑

︒

〆

︵評日︶回天事業登共容易哉︒一在図民自畳努力耳︒

︑ｂもｂＤｂＤ

瞳／
○冬萱堂久
保久一郎︵滋賀︶
もＤＢｂ︑︑︑

老夫喜此小春階一︒猫坐南軒忘世煩︒放課望童隣室集︒

︵評日︶冬間間通之朕如見︒弄洲孫三字尤畳︒

昭叩緩罷弄猫孫︒

○石塚鈴木雨先生謝恩含謹賦

如雪慶野庄作︵茨城︶

もｂもｂも℃℃・

温良誠賃附先生︒二十除年事育英︒門弟欣開謝恩倉︒

︒

︵評日︶近時師弟之誼︒漸勝近狸減︒此篇能述謝恩含盛事︒可以貧

謁然和気子親情︒
世迩人心復興も

Ｏ

︵正誤︶○前々雛片口江東氏作中︑︵少年久記水哉君︶の君は名の
Ｏ

鐙は青燈の説︒

ダ

誤︶○前洗片口氏作中︑第一首第一句廉奮は廉筈︑第三首第四句青

○賎春・奥無謹

暁起寮棲望︒春光去莫追︒落花埋温湖︒芳草満隈岐︒把酒

訣青帝︒裁詩糞故師︒低個獄無語︒愁思有誰知︒

弘道歌園割田斧二選

１偶成山梨螺中津一麗水

怠らず磨蚕そ行かむ固のため太刀うち捨て上筆の力を
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１１１

､腸

脱ぎ捨て上あり経しものを破衣繕ひて着む今日ととり出す

＃小畢生埼玉蝶石川奈美子
一年の業をぱ柊へて進みゆくのぞみか営やく翠ぴやの子ら

皐童を連れて登るや春の山

梅咲くや畢校道の丘の宮

山かげの炊姻かすむ今朝の春

埼玉石

滋賀萱堂

刀司

遺骨迎ふ電車遅れて畷まし
遺骨抱く幼き遺児に隈散る

菜の花に鮒釣りあげし池の子よ

︑〃春宵や灯るホテルへ歩をはこぶ

春風や窓に差したる世手紙

入畢の子にうすき本ありにけり

旭束子

潟 京 葉 木 川 岡 京 阪

唐津の撰喰かねど土手の茶屋木の芽豆腐に客よぴて居り

春大阪府笹川清之助
世を憂ふ心もいつか忘られて日ざしに匂ふ梅の花見る
頼みなき老が心も競ふごとし草木萌え川る春の日ざしに

春脊や祁図へひそと着きし艦

花寺の籍に遠し陰陽 師
春雨や頬冠りして木挽衆

池の面を埋めつくして襖散る

雪解水一すぢすみて流れけり

雨雲の去来しきりに山若葉

一雪垢によごれし屋根や陽炎へる
．◇︑

雨後の陽にぽかと浮き咲く木蘭花

朝なノー鴬の来てすぐ去りね
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○︾・割田斧二

一つ雲雀下りしと見るに蕊絶えて寄方なき野としらけたり
けり

大阪勝山

弘道俳園旭東子選
◇雑詠
鐘の鳴る彼岸の書や京の街

﹃﹃

埼玉奈美子

同新同東千栃祁脈同東大

女

等希星子峯無村石志子'住

川

角平

、

霜よけをと れ ば 牡 丹 の 芽 ぐ み を り

松江形堂
山梨松堂

玉一苦三金寂漢雄翼昨無

⑯

彼岸倉や行き交ふ群の寺の町

梅日和岸川し渡舟ゆれてゐる

電灯に雛の瞳か鷲やけり
今聞いた鴬いづこ朝の庭
かすみつ上明けて静かや春の山

フペ

〆︼

可

ロ
−

本曹章報
△成木村支曾創立東京都西多摩郡成木村に
の設立の準備成り︑中村氏は二月二十四日打

︐評議員中村芳三郎氏の斡旋誰力にて本含支曾

△吉田副酋長離京吉田一博士は評議員曾及成

である︒御霊力を謝し潜来を斬る︒

を見るものと︑大なる期待をかけて居る次第

御生前の御霊力多大なりしを︒謹で哀悼す︒

年七十六歳︒本誌弘道にも屡瑳︑執錐もされ︑

氏は四月二日疎開先群馬際にて逝去さる・享

木支曾溌含式に臨み︑﹁再起日本と国民の道

︑支曹章報

第四十六回定期継含は︑前．○秋田支酋報告・・

れ︑三月九日上野装疎開地山形に蹄られた

徳﹂なる講演をなされ︑無事燕定の用を果さ．
洞ソ︒

雛蕊表の如く︑五月十六日︵日︶本含にて翠昭和二十三年二月十一日午後二時より︑市

△本酋縛曾本金

△岡崎氏芳志評議員岡崎毒市氏は本曾に余

行する七ととなれり︒振て御出席のことを金内寺町妙提寺に於て支含第百六十三回の常曾〃

曾員諸氏に御願ひする次第である︒︑︑を開く︑妹尾支含長本含要領朗讃後挨拶あり︑
Ｉ
！
△吉田肇吉氏飯能支含副支含是吉田筆吉氏それより座談倉に入り︑談話大に賑ひ大に活

逝去︒門弟達の主催にて四月四日飯能町にて気を呼くり︒含員平津四子男氏の提案にて︑

々より税祭日の討議ある今日︑之を金図に呼

・追悼倉あり︑本含よりは弔跡を贈りて弔意を青年に丁年式を行ふべきこと︑更には他の人

本含の模範支曾を期し︑新日本再建設の線に

る所だけに︑同地指導者の心よりの熱誠にて

ｌに負ふ所多大であり︑又教育成木村の謹望あ

せり︒此の支含は評議員中村芳三郎氏の表力

の疎開地より特に出張され︑割田主事も出席

長代理として︑又講師として吉田副曾握山形

酢世に白く﹁世の中はどこまで来ても夢路な内不安問題の出る如き深憂に堪へずとせり︒

日逝去︒享年七十八歳︒謹んで弔意を表す︒の畢動には殊に注刷の要ありとし︑幽含に幽

△三土氏逝去特別含貝三土忠造氏は四月一代となり︑人心の不安此の上なく︑又青少年

新と共に活躍さるることは感謝に堪へず︒意見を開陳する所あり︑進んで今日は弧漆時

促し︑又休刊中なりし支含報も︑本年一月第痛切に感ずるものありとて意見を陳ぺられ︑
三十一雛より蕊行する所あ１陣容の整備一加藤定識︑加藤義恵雨氏︑鯨岡逸郎君等交為

講座を各地に開催︑存建日本の国民に自畳をあり︑宮野吉松氏は婦人の力は民主化に一層

△松江支曾の活躍松江支含に於ては︑文化ぴかけ︑成案を常局に具申しては如何との叢

表す︒・

とに出謹せり︒恐らく本含縮祁の図家再建に

△山口博士逝去協賛含員文堅博士山口察常︵註︶新祇祭日設定の事は常支念少批含員の

添って︑新らしい意気込みと施設と抱負のも
虎する初の試みとして︑何等かの暗示と指導

りこのあたりにて御免蒙る﹂とあり︒かくて午後五時散含せり︒

七日︵日︶其の震含式を塞行︒本含よびは酋

て︑東京都西多嘩郡成木支含創設され︑三月

△成木支曾溌曾式経戦後初の本含支倉とし

ノ件︑本曾の方針等につき協議せり︒

議員宮を開き︑定款一部改正ノ件︑理事補充

△本曾評議員倉は三月六日本曾館に於て評

壷百回の御寄附を恭うせり︒御芳惰を謝す︒

Ⅵソ︒

合せのため本曾訪問︑種為協議する所ありた

＝
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、

ﾛ■

提案にて熱心なりき・又青年丁年式のことは︑

古来十五歳にして元服し青年を自畳せしめた

成木支含四月常含は︑四月十四日午後二時

を作り上げるために︑子に﹃男女は養質は異

を置かねばなり玄せん︒親は︑結婚の新理念

︵田中先生は︑溌津先生の令姪︑千葉牌に

教へこむことが必要です︒

る落慨値に於き︑権利に於て︑同等だ﹄と

より成木中畢校に於て開催︑先づ支看成立の

如・く︑再建日本は我等の任務なる自畳を促す

附直一郎氏の﹁改正民法と祇念道徳﹂と題す

経過報告の後︑講演に入り︑青梅裁判所長木

盛含裡に閉含す︒

る講演あり︑後各自価間や意見の交換あり︑

べき一方法として考へらる上ことで︑青年に
ことともならう︒

と倶に渡米︑留まりて︑シカゴ大祭にて牡

生る︒女子大を趣て︑明治四十三年︑子爵

田中王堂氏と結婚︒王堂氏の母堂は︑挫岡

攻︑大正八年︑入間郡富岡村出身早大教授

含畢︑スタンフォード大畢にて英文筆を専

△廿武年四月廿七日一時︑二百州九回常含︑

町扇町屋栗原氏に出今２故をもって欣然来

講さる︒︲側みに︑石橋湛山︑杉森孝次郎雨

一氏は︑哲畢者王堂氏の最高弟たり︒︶・

太︑祁林花蝶や炎智克三︑繁川四郎︑田代

島重職︑千葉誠一︑諸井宗ぞ西津昇三郎︿
古谷再代次︑松崎正迩︑鈴木栖開︑小柴富

出席者︵繁剛武平︑割川主事︑抜井半内︑中

田中﹃今日は日本のルネッサンスで︑男も
ることのできる時代です︒まづ︑婦人は︑男

野村正子︑繁田敦子︑河合静子︑鈴木峰子︑

子︑小案腫里子︑千葉とみ子︑古谷梅乃︑

東三郎︑繁川識奥︑繁田くら子︑繁川きみ

繁田ふみ子︑繁川あい子︑山築とり子︑山

子から尊敬される人とならねばならない︒職
良人の益友雲︑協力者たりうる力丑が欲しい︒

子︑繁田輝子︑森あや子︑北田伊典︶

岸フミ子︑山岸初子︑繁田貴美︑粕谷責久

含に出ては︑一個の文化人︑家庭に花つ一Ｌは

母

女も︑憧喪のもと︑間然な開係のうちに交は

東京都結僻相談所長・田中孝子先生

新らしき結婚

．︲新日本婦人同盟長瀬タキヱ女史

女性のあけぼの

特別講座

茶舗︒︑

一

○豊岡支曾報告

同情し︑若き力を以てし︑賊含に寄輿させる
又秋田市は畢唾ご一変行中︑更に日時を定
め全市に及夢準備中である︒秋田支含は道徳
運動と見るべきものは︑相常に他と協力すべ
き意向である︒
＄

一常地は四十六年振りの暖かさで︑梅の季節
を偲ばせ︑街路には殆んど雪なし︒

Ｏ松江支曾報告・
常支曾に於て︑藤て準術中なりし文化講座
は︑其の第一同を矢田鶴之助を講師として︑
昭和二十二年十一月中︑新賀︑北堀フ中原︑

母衣︑蝶瞥青雲寮︑松操女畢校の六佃所にて
開講︑何れも盛愈︒第二同は曾て旭川の松平
農園の功努者伊藤椎一郎氏遊煩はし開講の溌
十三年一月より溌刊︑漸く再出溌の軌道に乗

定なり︒猫休刊中なりし松江支愈報も昭和二

ふ智俄をやめて︑向分と同格なのだ﹄と考ふ

男も認識を改め﹃女の癖に︑なにをシ﹄とい
べきですお結婚の新目標としては︑身分や財

産よりも︑相手の愛椿と性格の一致とに重鮎

宅 一

り来れるの糊あり︒

○成木支倉報告

〔15）

︑△Ｊ〃

｜編輯・後記一

します︒狸刊績きで申諜あり京せんが︑追々

○日本弘道倉第二同総含々告一○蕊に昭和二十三年度初めの弘遡を御送り致
六月十三日く日︶午後二時︑と追ひつきたいと努めて居ります︒

日本弘道舎館にて○本年度から含饗も六拾脚ですが︑大正八年
一︑議題第一同細曾にて︑定款改訂の参回が︑二千年後の今日一千倍の六拾

一郷改正案膿淡零為が走款／饗哩諏灘鰐蕊灘繊詰
て抑出席の程御願ひ致します︒○何としても常局限定の十六頁︑これをどう

第五十四係により本決議とする冊の課定︒理認承を願ひます︒一冊大篭縄経
ため第二同細曾を開く︒是非振讃拾間以上を要する今日ですから︒

これでは何としても思ふやらには編稗も出来
誰せふが︑努めて無駄をなくし︑短捕物数穂

○含員談話倉六月十三日︵日︶一することも出来ない現下の図状です︒併し︑
午後三時︑日本弘道含館にて

○此の世の激鍵期に虚しては︑定めし皆様種

弘・這賓債︑一冊金拾回也一

弘道倉入含手綱

一ケ年含費金六拾回を排込み入曾の手綱を

とること︒曾員には雑誌弘道を無料配布す

る外に種為の特典あり︑規則書は郵券宣回

式拾錠封入の方に送付す︒︐

○本誌麿告の件については︑

本含編輯部へ御相談を乞ふ︒

昭和二十三年四月一日護一行

｜昭和二十三年三月廿八日印刷納本

割田斧二

東京都千代田匡西祁田ニノー

東京都千代田直祁田神保町三ノ十

凌行乗
編幌人

叫刷ｊ人春山治部左衛門

ＦＬ

右細含維了後三時より同所にて含員を集め︑心の糧にいさ上かでもなるやうにと
︑談話含を久為にて開き︲左の談話を拝心掛けて居り叢す︒
鶏し︑それより含員各位の意見交換を々御感想もあることＡ恩ひます︒本誌は同志
なすことｋなれり︒菖障御繰合せ御来の心の交換誌です︒どうぞ寸感を御寄せ下さ

印刷所︵東京空言共立祇印刷所

振替口座東京皇三番
日本出版協曾曾員番貌Ｂ二ｇ茜

電話九段九番

癖麺廻日本弘道曾

東京都千代田厘西抑田二ノー

東京都千代田歴神田祁保町三ノ十

倉をお願ひします︒・仙鍍鋤癖癖舜弛蓉咋韮奔維嘩醗繊奉篭確悲諜
○ジャワより鯖りて
必要はなく︑地味に各々同志の修養に貧する
世

含雅も出せますまい︒ほんの消息で御許し願
ふとと入思ひます︒又第二総曾が六月十三日
です︒御来含下さい︒．

本命青年部幹事窪大島正義氏所あれば足りる課ですから︒
癖
護○五月十六日は縄含ですが︑従来のやうに縄
金参百回也︵識崖華細︶而島際木村範一

金百五 拾 回 也 ︵ 寄 附 ︶ 千 葉 際 太 東 支 含

Ｐ

〆

一含坐ロ

、

