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歴史は繰返すか
絡戦後此の方数年といふものは︑正しく其の例を見ない程の混
乱績きで︑世の中はメチャクチャの額があった︒併し今日は多少
なり落着を見せて来たが︑これは此の数年間の一つの決算期にあ
るもののやうである︒といふのは︑今や政黛を中心に官界や財界

︑

其の他のポロが緬々と明るみに出されつつあることが︑今更のや
うに世人を驚かせて居るものの︑これといふのも期する所此のデ
タラメな無秩序の此の数年間の置相が一膳決算されて居ることな
ゞのであって︑驚くには及ばないと思はる上からである︒
思ふに此の決算は︑一膳の人心の落着を語るものではあるが︑
同畔に戦時に術へた物賛の残り物を維戦のドサグサに四散した其
れに喰ひ付ての凱闘︑或は維職による新らしい事業等々といった
ものが一段落して了ったといふやうな祇含の欣態が︑︽常然に一先
づの年末決算となる外ないといふ課なのであらう︒だが誠に悲し
むべき決算であることだけは思はないでは居られない︒
・そこで我々は今此の決算を麺℃て経戦後の一時期を回顧させら
れるのであるが︑昔から歴史は繰返すとか言はれて居るが︑此の
決煉に見る醜も醜なる日本の政黛といふものに及募とき︑何んだ
か繰返すのではないかといふ溌感がされて来ることを寂しく思
ふ︒乃ち明治︑大正︑昭和の三代に亘る今は昔の我が政薫の足跡
を見るとき︑初期の創草常時の政黛なるものには︑兎も角も見る
べき匡面目さがないではなかったが︑大正から昭和に這入ると疑
獄事件といふものが次々と生じ︑何れの藁も甲乙ないものになる
と泥仕合といふものになり︑どうにも手の出しやうがなくなり︑
それは朋薫化し政黛員にあらでは人にあらずといった勝手我侭の
暴君となり︑金と擢力と利慾のからみ合った街の何々組的な政治

事を催れねばならない︒

園と催して了ひ︑篇めに議含政治が心ある園民の信用を失って︑
或は凋裁政治の一面の特長が云持され出したり︑軍部の此の隙に
乗じての革命事件なるものが頻々と起るといふ混乱を招き雨遂に
悲しむ．へき軍図日本の舞台と廻つた課であるが︑敗戦による民主
々義日本︑文化国家日本の誕生となって愈更議含中心の国民の政
治となっての其の出護にして︑今日第一期決算に現はれた政黛の
不始末といふものから見ると︑・奮き日本の政黛の末期の妖態を引
繕いで︑それを第一歩として踏出した識がある︒世は新らしい日
本となったのに︑依然内容はその昔の相績的なものがあるとすれ
ば︑これは容易ならぬ問題であるといへよう︒
奮憲法の時代とて︲も︑勿論幾多の間隙はあったにしても︑其の
目的とする所は民主的立憲政治の理想を打建てることにあったの
に︑憐れむべき単凋裁へ壷展したといふのは︑一に政黛の腐敗堕
落の罪によるものであった︒理想は何虐にあっても︑其の礎が翠
らない時︑思はい方・向を辿らせる危険のあることは歴史の設明す
る所である︒新日本の誕生第一歩からして此の醜状を以てするな
らば︑制度や理想の資が如何にあらうとも︑国民は彼等を信用し
なくなり︑随って制度さへも尊ばずして顧みないのみでなく︑極
端な反動へと国民を走らせる危険なしとは断言できないであらう

我々は過去の失敗を悔いて新しい日本建設に踏み出した筈であ
る︒決して同じ雨を招いてはならない︒心の結集が制度を生かし
目的を途げさせるので︑形式の制度や理想のお題目がよく心の自
畳を無頑して自身を生かすものではない︒国民はよく代表の一撃
一動を監督し︑更に選翠に封しては厳に制裁を加二﹄国民の正し
い心の結集により民主政治の制度を生かすべきである︑金や権力
や名蕃や義理や人情に渦されて居ることは禁物である︑よろしく
他を言ふ前に各自の心に物を言ひ開かすべきである︒危い哉新日
本のスタートよ歴史をして繰返さしむるなかれである︹知己庵︺

一

１１

I

︒これからの家庭

ょにすまっているものにつき︑何代家族であるかを答え

子いっしょにいるもの︵二代家族︶として︑現在いっし

︑る︒一一

︒以上の答だけについて統計をとってみても︑いろいろのこ
とがわかる︒

全国の統計を見ると︑人口総数を世帯総数で割って平均を

大杉謹一

出すと︑一世帯平均五人になるが︑これは賞際の家族数を示

イ︑現在いっしょに住んでいる家族の員数︒

私たちは︑みんなそれぞれの家庭の一員としてくらしてを

一私たちの家庭

り︑家庭は私たちの生活のよりどころである︒したがって家

の世帯に分れていること︑都含などでは家族を疎開させた一

の数がふえているからで︑疎開や擢災・引揚などでいくつも

人者や畢生などの世帯が相営に多いことなどが原因である︒

していない︒それはや戦争中︑また戦後を通じて一般に世帯

不幸は︑やがてまた私たちの牡曾・園家の柴えるか衰えるか

それで東京都の平均駐見ると四人になっている︒農村の最近

庭のしあわせはｎ私たちのしあわせであり︑家庭の不幸は︑

の鍵である︒私たちは︑この家庭の生活を一層よくするため

の世帯平均人口は六人である︒

同時に私たちの不幸である︒そればかりではない︒家庭の幸

に︑いろいろの工夫を亡上るみてみたいとおもう︒それはま

になるが︑これは子供の多い家庭︑三代または四代の家庭な

家族員数十人以上のものは︑一般にまず大家族ということ

ず第一に︑私たちの家庭生活が︑現在どのように誉まれてい
るかを池よくしらべてみることが大切である︒それについて
次のようなことを答えて下さい︒

割合であるから︑大鰐二○家族に一家族の割合である︒そし

どである︒全図の平均では十人以上の家族は千につき四五の

嫁にいったもの︑別居しているものは省いて︑現に自分

・才︑現在いっしょにすまっている人は︑みんなで何人か︒

ロ︑子供の数

五八位になる︒一般

てこのような大家族は︑比較的農家に多い・・

全国の平均は三
って︑差が多い︒

に子供の教は︑親の年齢ｂ職業の種類︑生活の程度などによ

四人︑農家でば四

といっしょにいるものだけで︑同居者や使用人などは数
へない︒

ロ︑子供の数は何人か︒これには嫁にいつたもの嘘別居の
ものも数える︒

↑︿︑親・子・孫までいっしょにいるもの︵三代家族︶︑親︒

（3）

、

︿︑何代家族か︒

４︑兄が結婚していっしょにいるもの︑別居しているもの

こういったようなさまざまの家庭の中で︑

６耐自分たちが同居者であるもの︒

５︑家族以外のものが同居しているもの︒

覗母︵いずれか一︑方のもあみ︶といっしょにいる場合で慰中

一般に二代家族が多い︒三代家族はたいてい父方の覗父・
には母方の粗父母︵いずれか一方のもある︶といっしょにい

ｐも二つ以上の世帯が職一つ家の中でくらしているものな

イ︑一つ世帯でやっているもの

以上のような事情の下にあって︑さまざまの家庭から︑い

どさまざまであろう︒

るものもある・新戸籍法では二代家族だけになったが︑賞際
●

にいっしょに住んでいる場合が多い︒／
次に家庭に同居の人があるかないか︒あるというのについ
ては︑疎開者︵疎開先から蹄って来た者︶︑羅災者︑引揚者︑

︸︵ノＯ

ろいろの問題が起り得ることが＄ただちに想像されるである

或る女皐校の先生が生徒について次のような答を求めた︒

（4）

その他について答えていただきたい︒この調査は︑特に住宅

１︑あなたの家庭は回満ですか︒

＝

問題のやかましい都含地において必要が多いとおもう︒それ
も多くは親類のものとか︑嫁にいったものが子供をつれて来

１︑回流であるというもの︒︵比較的多数︶

この間についての答は︑

あげて下さい︒

３︑家庭に封するあなたの不平や不満があったら魁それを

うか︒

２︑もし回満でないというのならば︑その原因は何でしょ

ているのなどが多い︒他人を置いているのももとより多い︒
住宅については︑戦災の影響︵擢災・疎開︶︑現在の事箭︵自

宅︑借家・間借ｌ同居︑アパートその他の共同住宅ｌ寄宿舎
寮など︶・これもだいたい都含地について必要な事柄である︒

二いろいろの問題
以上の調べによって︑家庭の事情は各人各様であるといっ

２︑園満であり︑時麦回流をかくというもの︒

てよいほど︑さまざまである︒
１心祁父母といっしょにいるもの︒

３︑園満をかくというものの原因は︑

■

ロ︑親がやかましいというもの︒ｉ叱られることが多い

に開運している︒︑

イ︑家族が多いためというものｌ主として経済上のこと

︑︲

２︑父母についても︑必ずしも雨親ともあるものばかりと
はいえない︒不幸な家庭の子もある︒
みしいのもあろう︒子供を亡くした家もあろう︒

心３聯子供が多くて毎日せわしい家庭もあろうし抵少くてさ

︑Ｉ ノ

〃

︵父の方︑母の方いろいろある︶５︑同居者についてもいろいろのむつかしいことがあげら

二︑弟や妹がわがま上であるというもの︒三とれからの家庭

ハ︑兄や姉がいばるというもの︒れる︒

ホ︑同居者があるからというもの︒さて以上のようないろいろの問題は︑それぞれさまざまの
ゆ

以上について考えてみると︑回満をかくことの原因のうち家庭の事情から起って来る事柄であるから︑その家庭の事情

艇ワ

１脳一般に家族数の多いものは︑．をよく知った上で︑これに雁じて解決せられねばならぬとと
イ︑家がせまいとか︵住宅問題︶．が多いとおも鰯︒た野上の例に出一﹂来たような問題は︑極め
ロ︑食糧が足りないとか︵生活問題︶て日常のささい底事柄に鴎することが多いが︑賞際にはこれ

済問題︶はじ家庭や牡曾の習慣上から︑これまで通りでよいもの︑改

からの家庭においては更に一層複雑困難な問題がたくさんに
入︑赤ん坊のお守で︑十↓分に勉弧ができないとか︒
二℃ほしいものが自由に買ってもらえないからとか︵経起２﹂来ることを知っておかなければならぬ︒それについて

２︑親がやかましいというのは︑自分の方にもいけない黙むくきものなど掴いろいろあることであろう︒それでⅨこれ

が相営あるであろうとおもわれるが︑それにしても一般に家らの事柄を解決するにつ堕しは︑更に深い研究・工夫を要す

である︒父については︑きびしすぎるとか︑子供の気持を知か︒﹁新しい家庭の建設﹂ということについて︑次の機倉にこ

庭がまだ封建的であるとか︑大火が時代おくれであるとか︑ることがあることとおもう︒
いつも叱られてばかりいてつまらないとかいったようなことそれについて︑私たちの家庭は︑今後どのようにありたい

らないとか︑気が短いとか︒母についても大磯同様のことがれを述べてみたいとおもいます︒景塞局師教授︶︒

３︑兄姉については︑不親切であるとか︑いばるとか︑お農村の文化

あげられる︒

こりやすいとか︑むやみに命令するとか︑どうかするとぶっ

たりなどするとかいったようなものがある︒ノ我農生山崎延吉
４︑弟については︑乱暴で困るとか︑いたずらで困るとか
〃

いったような程度である︒｜至上文化は健康なり﹂とは私の夙に唱導する言葉であり︑

（5）

私が到虚で主張する標語であり心誰にでも鼓吹する信傑でも

ろ︒既に夫を肯定するならば︑吾等は健康の確保と増進の道

保であり職増進であるとするに何人も異存はあるまいと信歩

︑

ある︒

我国の不面目は色盈ある︒他に比して恥すべきことも種為

に健康に悪まる上者は心健康に馴れて動もすれば健康保全の

を知り︑其道を賞践弼行すべきは勿論のことであろう︒然る

研め︑其道を知って筒行うの勇を砿く者多きは︑嘆はしき限

道を峡き︑又た健康に恵まれざる者は︑徒に哀訴して其道を

あるが︑鰐格が貧弱であり︑其上に多病で︑従って短命であ
ることは如何に考えても情けないことであり︑困ったことで

ホベきであろう︒

りである︒之皆健康に付て認識を峡き︑自畳なきが矯めと断ゞ

あるであろう︒それが篇めに如何程不利益を招き︑損をして
居るかは蓋し分らぬ程であるであろう︒

交際の範園が震くなり︑自由になって来た今日︑何虚でも

りではあるまいか︒且つ我国の短命は言語に絶するものであ

痔が悪いとかも宛然病の問屋であるが如きはり肩身の狭Ⅵ限

が悪いとか︑或は歯が悪いとか︑或は胃腸が悪いとか︑或は

にも分ることであろう︒而も健康に完全なるは少く︑或は目

蓋して除りありと謂うべきであろう︒而も一度健康を損えば

如何に我園民が健康に冷淡であり︑それと無関心であるかを

と雌も︑夫に教を仰ぎ︑夫を塁ぶ者少きは驚くばかりである︑

つくして居るが︑世の健康に悪まれし者は勿論恵まれざる者

者は少なからぬのである︒貝原征軒の如き︑・養生訓に委細を

我園の先受者にして其庭に国民指導をなし啓蒙を敢てせし

り︑丁抹のそれに比して二十年の差があるは心除りにも恥か

醤師よ︑蕊ょと叫び︑醤師と蕊とが健康の母であると信じて

他民族と伍する時通鰐格の貧弱なる我民族の見劣りあるは誰

ても︑如何になすべき事が多くても︑短命なれば大をなす能

しぐ︑浦けないことではあるまいか︒↓如何に智能が啓護され

の確保と増進とを望むは所謂木に侍りて魚を求むる類ではあ

居るはじ隙りに大きな錯誤であるまいか︒夫れ如斯して健康

が文化なりとの認識も信傑も出来ないと見る外はあるまい︒

運動場が普及せ赤︑グラウンドも普遍的にならぬのは︑健康

と考うる者があるは不思議ではないのである︒我国には未だ

あると思ったり︑効能の著しき薬剤が出て来れば︑夫が文化

故に堂登たる病院や醤師の門戸を見て︑夫が農村の文化で

るまいか︑蓋し笑止千寓である︒

はざるは言う迄もないことであるであろう︒今や我国は戦敗
の悲惨を味いつ上あるが︑斯くあらしめた原因は︑我国民が
不健康に基因すと断じて誰か異存を唱うち者があるであろう
かＰ誠に不健康は凡ゆる災難を招来し︑万稲の因と認むくき
であろう︒恐るべきは不健康であり︑戒しむべきは不健康に
陥ることである︒

斯く論じ来れば︑我国に於ける文化の先決問題は健康の確

（6）

霊

情けことの限りであり困ったことの極みである︒

③

康状態がよくなろは期待すべきであるであろう︒而して特に

ある︒言う迄もなく︑子を産むも彼であり︑育つるも彼であ

り︑咲けるも亦彼である以上︑我国民の健康向上の鍵は彼に

女子の健康に注意し穆彼の健康状態をよくすることが肝要で

在りと云うは過言ではないのである︒従って健康に封する彼

語に一ｉ云うは易く行うは難し一とあるが砥健康問題の上に
説き︑増進には適営の運動と秘食生活の改善が唱えられ一﹂居

の自兇を促し︑彼の努力を新にし︑而もそれに共鳴し︑援助

特にそれが痛感されるのである︒世に健康の確保には節制を

るのである︒世の開らけ行く功徳によりて知ること︑悟るこ

を敢てする豊悟が男子の義務であるのである︒ｌ

る︒其のいずれもが云うに易いがひ行うには極めて困難であ

とが多くなる︑然し知って行う能わず︑悟って尚且つ行わざ
るが故に︑我国民の不健康は解消されないのである︒故に健

ら歩して可能事であるからである︒今の我国では夫は遠い将

非とも其庭に到達すべきであるのである︒それは不可事に非

健康に恵まれ︑世界一と稲せらる生丁抹は男女の鰐格に差

■︑

康に封する認識が高められ︑健康の慾求が職烈にならざる限
り︑健康の確保と増進とは現賞になるまいと思う︒夫れには

如斯して一︲文化は健康なり︲一を我閏民の賞践によって示し

生き其虎に燃えての精進をせねばならぬのである︒

来と思われるであろうが︑自覚と努力とによりて急速に賞現
を期するは六つ可敷事ではないのである︒我国民は其信念に

別がないと云うが︑其虚に到達するは容易ではない℃然し是

他民族に比しての我健康状態の低劣と︑我民族の負荷する使
命の大なることに目醒めることが大切であるのである︒

今日の我国には不健康に封しての自晃が認めらるＬように
は︑力狸く感ぜられ頓母敷もある︒今日程運動競技が礎なる

し︑やがて世界に重きを置かろ奥に至ろは︑敢て己惚の言に

我国民の調行によって立誇するを得ば︑戦敗の不面目を解消

なり︑従って其確保と増進とに冥塾な努力が沸われつ上ある

って来たことも亦室前のことである︒時を追うて大がかりと

非らずと思う︒云う迄もなく我には二千六百年来の博統に輝

は空前のことであろう︒又たそれに封する世人の開心が高ま

く魂があり︑焼か恥もせず︑くだかれもせず︑今筒我国民の

命に耐されて︑自由の活動が出来ぬために︑魂の存在さえ疑

に堪えないことである︒如斯して我国民の健康は改善され＄

われたことは︑醗儀ないことであった︒然し健康が確保され

なる︑世界的にもなりつ上あるは︑芽出度限りであり︑欣快

軍がつぶれて︑武装は見られ歩になった篇め︑壮丁の身謄

それが増進すれば︑魂の活動は期して待つべきであろう︒語

胸中に生きつ上ある︒身鰐が不健康であり魁病に崇られ︑短

検査は出来なくなった︒然し健康に目醒め︑其確保と増進と

向上するは︑蓋し火を見るよりも明かであろう︒号

を意識し︑其庭に努力を敢てするならば︑やがて我国民の健
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に健康なる身鰐に健康なる精祁が宿るとあるが︑全く其通り
であると肯定せざるを得ぬのである︒故に秘蔵の魂遥玄妙な
る我日本魂の躍動を見るにつけても︑五男は身鵠の健康を認
識し︑それを潅讃せずには居れない鐸である︒

活動によりて州来もすれば池昂揚も期せらる且のであれば脳

辱い歩れの園の文化も民族の文化も蓋く国民や民族の心身の
荷くも文化を希望し︑衿持とせんと欲せぱ時と所と民族の如
何を問わす︑健康の確保と其増産をはかるに遺憾なきを期し
其虚に不断の努力＃一輪すべきは言うまでもないことである︒

とのみ考え︑それに雁ずる取扱をするは︑除りにも怖けない

然るに世人健康を夫程に解せず︑単に快き生活を求むる篇め
ことではあるまいか︒而して健康なる人が健康の斎らす大な
る功徳を知らず︑巧妙なる力を鱗えずして︑徒に賓の持ち腐

れに陥るは笑止千寓の事ではあるまいか︒私が特に至上文化
は健康なりと聾を大にし︑敢て絶叫するは物好きに非らず︑

舞を街うものにも非ら赤︑貝に世人をして健康に目醒めしめ
Ｌ

其の功徳と力とを認識せしめんが篇めであるのである︒繰り
かえして云う︑健康に非らざれぱ文化は得られず︑其の確保

１柳

１〜〜順嶋帆︲Ｉ″︲︲〜︲ＩＩ１″︲！︲︑Ｉ︑︐︲Ｉ″値

︵完×農政家︺

と増進とがなければ︑文化の進展向上は望むべくもないと︒

〜︲︲Ｉ︲Ｉ″︲

弘道歌園

割田斧二選

稲劇滋賀螺久保萱堂

す上り泣きとめあへずして俳優の頁似事なるをいつか忘れぬ
祁前角力

すまふやがて勝定まりてときの養どよもし渡るうぶすなの杜

秋夜・大阪府笹川清之助

古松

老いぬれば文よむ心ありながら秋の夜長をかこちがちなる

けり

雲をしのぐ老木の松のすがしさは世交を堪へ経しかたみなり

孤児千葉螺兼坂秀嶺

みなし子となりし悲しさこみあげてとり出しけり母の篇直を

偶成東京都中村徐風

山里は秋風早く身にしみて都鐙しく思ふ夜半かな

人の道歩み？桑古稀に近づきて生活に迷ふ昨日今日かな

○割田斧二

は

ひぞり葉の屋根ころぶ昔ひえノーと肌えにしみて暮れぬ秋日

薄日さす橡の障子に一つ蝿すがりて動かす夕ぐれにけり
ａ
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Ｉ

Ll

●ｌ︲●ｆ⁝祷釧融

一州鶴一糊眺脚騨
◇ｌＩｌＩｌｌＩ◇について感想まじ

りに書いて見たいと考えても﹁杜含展
望﹂とでもしようかしらと思案中︑ふ
とこの見州しに思いつきました︒含員
の皆様から話の泉でもどしどし頂戴で

季のうつり愛りはあることです︒今の

一︲でない人︲一も歩いぶん多いことです

人︲一も勿論多いことであろうが︑また

いか一は問題だとおもいます︒﹁である

だから︑であるではなくて︑にならな

世の目まぐるしい杜含の賞相は︑旅行

ければならないというのだとおもいま

をしている私たちの汽車の窓から︑た
えず愛化した世の有様を︑私たちの前
◆

に透明な鏡のようにうつし出してくれ

す︒人間を他動物からはっきりと厘別

うものです︒

してかＬるのは︑人間のうぬぼれとい

ることでしょう︒
一：世はさまざま一というたとえのよう

自然にいつわりのないごとく︑動物

よい事柄が数多く見られることです︒

心にも︑そこいらの人間様の見習って

の世を鬼ばかりの世の巾と思うのは︑

に︑渡る世開は一様でありません︒今

れるでしう︒よくもこんなに世の中が

自分から世間をせばめているともいわ

杜曾の制度や組織が完全に改まらな

です︒しかしそれと同時に︑﹁個人﹂の

ければ︑世の中はどうにもならないと

改善が出来なければ？世の中はいつに

悪くだったものだと考えさせられつ噂

員な子供の世界はいうにおょぱ歩︑慾

なっても良くなりようがありません︒

いうものがありますがｂ一膳もっとも

でかたまった人間たちの集りばかりが

﹁制度﹂といっても一︲人一がつくりあげ

まんざらないわけではありません︒純

世間でもありますまい︒お互いに︑こ

たものであり︑制度の煙管はもとより

けて来た今の世にも︑うるわしい話が

いたいものとおもいます︒︑含員の皆様

うした明るい面をも世の中に紹介しあ
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きれば幸いとも考えましたが︑それは
私にとって容易ならぬことになりそう
ですから︑行きづまるところまで︑何
とかやってまいりましよう︒
祇倉の窓という﹁窓︲一の意味が二つ

あるとおもいます︒窓を通して外部の
様子を知ることができます心外界はこ
の窓を通して私たちの目にうつる︒外
界と私たちとの通路がこの窓でありま

一Ｊ○

に制度と人との問題であるとおもいま

道義の額塵も︑杜曾の悪化も︑とも

人間にあるからであります︒
式︶い０

のこうしたお婆をどしどしお聞かせ下

−Ｊ人は寓物の霊長である﹂と昔から聞

かされていますが︑﹁である﹂か一でな

N

す︒杜曾がこの窓を通してどのように
私たちの目に︑また心にうつるであり
ましょうか︒私たちはこの窓を通して
でしょう︒動かない害療の窓にも︑四

どのような牡含の状景を槻察すること

白

戸

一

れぱ国民の財産を奪うに兇器と法舘を以てするに異なること

無しと断歩るであろう︒是に於て国民は法網をく野り国家は

中より法の裁きをうけねばならぬような幾人か堂ある︑祝ん

人格と修養

刑罰を厳にして臨み︑唯上下相魁闘争という日本を現出し︑

や俸藤に衣食する下僚に於ておやである︒更に一般低生活の

他面噸いて平和日本と呼ぶ︑見よ大臣参議院衆議院の要職者
平和日本の建設途上に在る国民の精祁指導は︑権利義務と

大西良慶
か自由開放斗りではあるまい︒如何なる施設計護も園民各自

して古聖の金言章篭も相違なしと今更に感服する︒繭らぱ如

あらゆる罪悪が断え赤行われて恥ともしない︑此の事賞に照

何にすべきか︑教えて白く︑之を導くに道を以てし之を脅し

民衆に至っては闇行篇は平常の茶飯事︑賭博詐僑掘窺盗等堂

法律畢塾宗教皆此軌道の上に立ったので︑国家至上主義とか

には出ては忠入っては孝と国民精神の基礎が定められ︑制度
皇室中心主義とか云はれたが心兎も角統制されて来た︒これ

る︒道は古今東西を貫て暫くも難る可らざるもの︑離る可き

くするに階を以てせぱ恥あって且つ格しと︑道義の昂揚であ

の人格教養を後にして語ることは本末顛倒である︒明治時代

が今日の状態に成果つる鯛根と成ったことは狗に残念ではあ

ば道に非ず故に君子は凋槙する︑若し道を離脱する者あれば

る︒然るに今日は既に此軌道も自曲開放の蕊におびえて右往
古聖に鑑く︑孔子日く︑之を導くに政を以てし之を脅しくす

左往混沌状態に陥ったま上捨て置かれるかの感がある︒之を

の必要を説く︑蔭は禽獣と選別する所以でぶ敬うと畏れると

服従とを内容とする芯曲稽に日く︑敬せざる勿れ侭として思

堕落者と云ひ︑荏じきは禽獣の群とさえ卑んだ︒是に於て鶴

脅しくすろとは彼是勝手気侭を言わさない様に刑罰を以てす

るに刑を以てすれば民見れて恥無しと︑政とは制令のこと鰯
ること︑斯くすることに由って園民は制令刑罰を兎かる奥こ

である︒儒教渡来より四百年にして十七係憲法が出来たが︑

第四燦に潅を以て本とせよと明示されてあるのみなら歩︑東

うか若くせよ︑幽瀞を安定せよ︑民安する哉とあり︑責に名言

成立する国家は世界に恥曝をするごとに成ると云う意味であ

方穫儀の国と算講されて隣好我国に幸あらしめた︒降って中

とのみ専念して︑恥を感じない︑恥を感ぜない函民によって
ろう︒即今営路者は敗戦の後をうけたとは云え︑制令を朝暮

が︑併し一の礎儀はあった︒戦闘に入るには必赤先ホ錦矢を

世武士の勃興につれ殺伐の気漆り経に骨肉の間にまで及んだ

でも利潤ありと見れば高税を課するに非ざれぱ国家管理に移

放ったとのこと︑又た己人間の立曾にも必ず互に名乗りを上

に護布して国民を謙求する︒織道郵便専責取引高税等々少し
し夫から夫えと国民の膏血を搾取する︒孟子をして言わしむ
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げる然らざれぱ夜盗の類として許されなかったと云う︒茶華

である︒言僻の粗雑を謝して大方の清鑑を仰ぐ︒︵完︶

日月晴明となり国民楽んで其正業に努める様に致し度いもの

︹清水・寺管長︶

移山寺島慶︵千葉︶

○某日篤醗谷節山博士東道︑訪大原幽単先生遺蹟︑次坤士瑞韻︒

弘道詩林奥無謹選

ＩＴＪ

蹴鞠より相撲道更に陣徒の仲間にも仁義ありと蝉えられる︒

斯く綴じ来って員珠湾其他に攻撃を加えた軍部には︑早や人
物は無かったらしい︑武士道は既に日本を離れて居たのでも
あろう︒此行動を獄躍感激して祁雲上に在りと叫んだ狂態は
面目次第も無い︑近頃新聞によると人肉を喰ふた最高皐府の

教官が絞首刑をうけたとあるが︑野鐙と云うか鬼畜と云うか
猛獣性を暴露したことは悲しまざるを得ない︒道義を捨てた
我函は来る可き虚に来たのである︒鱒じて宗教に就て一言す

錐一段章︒

︑︑︑殖

暁畝之間留士魂︒干今郷俗古風存︒春好此日導佳客︒仰見洞

０００○○００００００００○℃︑︑︑℃︑︑︑迫︑

︵評日︶情長意遠︒所謂一郷以一人起者︒於幽塁先生見駕︒

るｐ占領司令官は信教自由の原則により一宗教を弧要しては
ならぬとの指令が日本人の手に渡ると︑省より府牒へ府撫よ

北陸震災聞筒新︒俄然風水稲裁蕪︒不知天道非耶是︒須努復

︑︑芯︑︑Ｅ羽も︑︑℃も︑ｈ︑︑︑︑も︑︑︑︑℃

○災害偶吟恵撫兼坂重︵千雷

︵評臼︶恩先疑才畢︒欽其徳業心情味不壷︒

憶涙潜然︒

℃︑︑︑や︑℃ｂ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑・芯︑℃︑園℃
岡陵賢哲叉詩仙︒弘道経生曾不遜︒秋晩今逢九回忌︒可堪追
︑ｂ︑︑令

○迎翠軒翁九回辰有感紫泉河東田教美︵埼舌

︵評日︺不怨天不尤人︒優勝自適之妖︒宛然如槻︒

○００Ｏ
田三歳秋︒

雨讃晴耕催自由︒幽居於我不幽囚︒地蝦隈芋足吟輔︒正是蹄

香城菅谷敏夫︹千葉︶
○○○００００○○０００００００︐０○○○０００Ｏ

○本官三香老師︑賜詩慰籍余蒙追放幽居︒次端歌以答︒

り畢校へ夫から夫れと末端に来ると生徒を引率して観光に出
かけた激職員は︑壮寺の境内に入っては一大事と門前を避け
て通ることになる︒夫れでは宗教情操もあつだものでば無い︑

社寺の存在は歴史を語る上に如何なる役割を以て居るか︑我
等の湘先が精祁生活を如何に教養されて来たか︑淵故知新の

自由さへ輿えない︒美に懲りてなますを吹く古人の笑い草に
外ならぬ︑進駐軍は至る虎に教含堂を建てて教化を怠らない
に封比して我圃では宗教に燭れぬようにと冷淡極まる者が要

路に在ることは黒雲の晴天に横わるに等し略たとい新日本
の形式丈け成立しても国際道義を無覗し己人としても人格修

養に力を致さない者斗りでは永劫に一等園に列する見込は受
束ない︒志士仁人の奮起に由ってこの満天の黒雲を排除し︑
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司

竜

、

︑ｂ︑ｂ
興資済民︒

ゆ

︵評日︶悲裡之中︒護見一催進路・巨篤常今喫緊事︒

かなしき事思ひ出させる秋となり

厄日過ぎて秋澄む空となりに島稗奈川寂光

庭池の藻草に秋の蟹かな．東京徐風

ぼぎ事の績く我家に菊薫る

にこやかに姉妹並で星迎へ松江形堂

満塑に立ち居る打者や秋晴る上

石た上み走る噺賜や日の盛．滋賀萱・堂

蛎も鳴き止みにけり山の宿

風に揺る土穂先ためらふ婿蛤哉．︲刺奈川寂光

二百十日数を種を並べ見る

来客を気にし乍らも黙を釣る松江形堂

糸瓜棚の下の夕訪の目居かな

晩節を守る案山子や秋更ける

○臨江庵招宴萱堂久保久一郎︵滋菖

︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑恥︑︑︑ｈ︑︑︑︑誼Ｅ︑乃
牌裏隻橋楓樹逢︒懸泉焼屋響相偉︒幽荘不識塵衰事︒主客陶

旬

塞畑やたえず動ける吊案山子滋賀萱堂

︵評日︶雅人詩酒雁酬︒霊一日涜職︒其事可羨︒其詩可諏︒

︑油も︑
然
詩酒症心．

○時局偶感疋田直太郎罵岡︺

０○○００○○００００００○○００００Ｏ
嬬臣蔽聖明︒籍武室祁助︒敗戦苦須堪︒更生安叡慮︒

︵評白︶二十言之中︒貴人顧己又掌君︒足想見作者之平生︒

○古剃互松勝山笹川清之助︹大阪︺

︑ｂ︑︑℃ｎ一
℃︑
︑︑︑︑︑︑︑℃︑１吟心︑守．︑︑や

︑︑︑︑

栗を煮る母を園みて夜長かな・千葉秋羅

石切ってあかるき山や薄紅葉岐阜培風

留守の間に庭を埋めし落葉かな函飴大椿

小春日や濃き色並べ玩具店千葉千望

圃書祭燈火漸く親しめる禰島害山
音立てず流る上川や秋深む
早乙女の赤き露や色めける同膳所

椎拾ふ子等に椎の賞降りしきる東京重治

黍のびてバラック低し天の川岐阜一枝
菊晴れて人間天子おわします祁戸弘芳

◇

汽車過ぎしあとコスモスの揺れやまず旭東子

一兵もなき島圃の稲貧る
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撒北耐宮窪宜松︒龍騰虎輔白雲封︒櫛風泳雨百千歳︒仰硯何
堪意寓重︒

奥無謹

︵評白︺見一株互松︒寓無限感慨之情︒除一昔溺鰯︒

○附某識家

如海若峰姿寓愛︒横天布地色千殊︒動中之静静中

一束子選

柿

動︒雲象一描希贈吾︒

旭

松江形

田

弘道俳壇
◇雑詠
秋の陽の輝き仰ぎ門を出づ
落穂拾ひ夕風塞ぐ戻りけり
秋高しラジオは僅謡ぼがらかに
夕紅葉疲れし足を停車場へ

渓
堂

秋

、

ダ

１１
文単の門

ロロ−１．Ｉ

一 一 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

〔上〕

田斧二

割

の篇めにしようとしまいとそれと開係なく︑

併し丈畢も贋い意味に於ては︑作者が人生

既に本来のものを失ふであらうからである︒

異にして居るのである︒利用してもされても

感動を基礎に情が活躍するといふその根本を

界であって︑美の創造を目指して自由自在に

念から行に頼るのに︑丈挙なるものは情の世

らう︒道徳は意志の世界で自律的に善悪の概

などとしても︑それはそれ自盤既に誤りであ

政治とか証含等庵の方便に文畢を利用しよう

ための方便に文畢があるべきとか︑或は時の

には丈畢の役目があるのであるから︑道徳の

ふもので︑道徳には道徳の役目があり︑丈単

致させようともしたが︑それは勿論無理とい

なくてはならないといって︑遺徳の目的に一

蔦めに一部の人為は文畢も勧善懲悪のためで

昔から寧ろ文畢は遡徳の敵だとも考へられ︑

のは何の役にたつといふものではなからう︒

道徳の世界からいへぱ︑文畢などといふも

ゆ

忠賀に丈畢そのものの役目を果すならば︑何
妙

つ幾人かの人物を︑︒︑その背景となる壮含に作

が強い︑それは作者が︑それ人︑の性格をも

者の描く思想の構岡に随って動曜させ︑そこ
には善もあり悪もあり︑堕落も罪＄あり︑人

又なっても居るのである・・それは何んである

等かの意味で人生の篇めになるべきであり︑

かといふ臆一言にして言へぼ︑美ばしい情

物の性絡によって様々の滋を自由に歩一かせて

の誠﹂ともいふぺきものを知らしめると云ふ

らうか︒

して見ると一面感情の動物としての人間︑
その人間の感情生活にあって︑・その誠に鯛れ
るものとあらば︑又此の意味で丈畢も人生に
意義があると見るべきである︒それは一言に
して言へぱ︑感情を美はく豊かにし︑物のあ
ばれを教へる︑感情を通じて人生に一の誠を
奥へるともいふべき意義と・でも言ふくきであ

のであるからであ↓る︒

方から見れば︑それは事変でなく戯れである
遊びのものであっても︑その中に表すべきも
のは︑作者の止むに止まれぬ心の巾から湧き
出る誠を以てするものであり︑この作者の感
の誠に燭れるといふものである︒だから文畢
なるものは︑之が作を禁じて見ても禁じられ
るものでもなく︑読むことを禁じやうとして
見ても︑それは出来ない︒心の誠に潤れるも

誠︲一にふれるものそれである︒これを作者の

程の拙りをさへ感ぜられて来るのである︒
このやうに丈畢の生命といふものは﹁心の

へさせられるものがあるのである︒又詩歌俳
句といふものも︑作品から感動を受ける︑そ
して徐融除儒として一篇の物語にも比すぺき

たれ︑時に涙し︑時に溜息し︑．時に思深く考

居るが︑そして其所には一向に何等の説教の
訓言はないが︑其等人物の人生に深く心を打

を油じて心に受入れられる所の丘寅⁝⁝﹁情
ことである︒我々はそれが佳いものである限
り小説といひ戯曲といひ︑或は詩や和歌俳句︽

る感動をもたないでは居られない︒それが即

等々の何れを讃んで見ても︑必ず心にしみ入
ち丈畢の生命であって︑これは内容が逝徳的
よし悪のもの︑醜の応のであっても︑何かし

であるとかないとかの問題ではなく︑それが
ら美しい感動となるのである︒﹁心の誠にふれ

る﹂これが文畢の生命であるとすれば︑丈畢
も亦我々の人生に何物かを加へ教へることを
何もこ坐で丈畢論を害からとするものでは

思吐ねばならない・

文畢は﹁物のあはれ﹂を知ることとか﹃心の誠﹂

ないが︑我為の日本文事に於ても︑先達方は
であるとか︑﹁虚に居て震を行︾どものである
とか︑﹁貴族の心を以て平民の辿を行尼どもの
であるとか竿々言はれ︑丈畢の生命を教へて
居るのであるが︑その表現法や槻方は極々で
あっても︑蹄する所寓人偲りなく心を打たれ
るもののあるそれを指して居るといへよう︒
例へば我々が一つの小説を誠むと︑それが
傑作であればあるほど或る感動を受けること
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丘 ＝ − ＝ 一 ■ P

寺

１︲△堀田酋長令息渡米堀田含長令息正昭君は
１本奮１
重報今回マサチューセッツ州のミルトン大皐から
ニーネル大畢に進むべく渡米することとなり

△鐸川小杉両氏の芳志静岡聯曾員井川鹿長し由︑慶賀︒

急鍵劉論諭這冨凧謝繍霧繍電鍵蝿職雷卿吋僻ｌ︲

花開きて必らずしも毒風雨ならず︑連日和

鯛︒二時茶舗に財図法人豊岡積善含評議員含

開催︑繁田理事長挨拶︑田代含計係報告の積

善含二十二年度決算承認︑二十三年度溌算決

度決算︑．二十三年度溌算を肯可︒常含腫支含

田四郎雨氏新任︶ほ全留︒尚ほ支含二十二年

定︒理事︑蹴事︑評議員︵井ヶ田酉之助︑繁

員河原文敏氏の防犯誉劇上演二時間︒自描の

ネ氏は金参拾回を寄附さる・共に御芳情を支曹童報
今ョ″
感謝す︒

第百六十五回常含を秋田市仰信寺に

て活躍を期することとなり︑新に幹事とし子一徴支僑

△京都支言新幹事京都支含﹂い陣容を新にし○秋田支曾報告

氏は用具を負ひ一Ｌ東京大森に蹄らるる由︑重

劇費秀腕也︑演委口言亦た入祁也ｐこれより

△五月二十一日︑堀田酋長殿︑割田主事を伴

さ八貧もあるべし︑感謝筆につくし得んや︒

川崎徳卒︑下ノ村国助両氏就任さる・此の適任九月十九日午後二時より開催せり︑先づ本含

△霞開支含埼玉蛎霞ケ闘支倉に於ては新に保証に就いての蛮地指導についての劉駿談を

ひ支曾長邸に御来訪︒繁田一門の醸造場︒保

者を得たることは慶賀に堪へない︒要領鰯請︑それより講師照井隆善師より少年
陣容を整へ弘道運動に活躍すべく︑役員曾を蕊砿する所あり︑次で平揮四子男氏の過般金

域に墓参し婦京さる︒二十年前︑翠軒先生は

育尉︑製茶場を御規察ののち︑同家累代の埜

本含々鮪建築黄金募集副委員長︑堀田閣下は

同市の文化施設等を聴く︑大に得る所あり︑

△下村理事本含理事下村喜一氏は九月上旬．髭れより座談曾に入り︑茶菓の間に各自意見

も︑いかばりぞ︒・

同委員長たりき︒地下に翠軒先生の感懐︑そ

近く決定の諜定︒

開き︑支含長その他を改選することとなり︑嘩市民生委員大曾に出席せる其の瓶察欣況及

△本酋談話倉六月以来休含中の曾員談話倉血て歓談︑曾員多数出席和気露々裡に五時散

小口山松氏の﹁通信事業の常識﹂及西多摩保

催︑講師として営支曾名春曾員青梅郵便局長

八月七日戒木中畢校に於て常支含常曾を開

Ｏ成木支含報告

山形地方に出張さる・・を交換し同寺の御厚意に預り時の移るのも忘
を九月二十五日本含鯨に開き︑前駐米大使堀含せり︑因に本年の作物は天候に恵まれて．良

内謙介氏の講演を聴き︑含員各自の意見を交好なることは何よりである︒

換する所あり︑堀内氏は本年道徳再武装含○塁岡支曾報告
誌に出席のため訪米へ序に彼地の維職後の事△四月廿九日積善含評議員曾並びに支曾二五

る講話を聴き︑曾衆に深き感銘を輿へる所が

健所長長尾先生の﹁公衆衛生と道徳﹂と題す

あり︑有意義な一日を過ごした︒．

情を頑察されて婦朝し︑訪米所感と題して其一一回常曾︒出席︵繁田理事長︑︑抜荘諸井︑

．鈴木︑河原丈敏︒

等につき講演され︑得る所多大なるものあり西津︑四郎氏田代︒︶割田︑古谷︑高篠︑松崎
告二︒
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含員便り
中村芳三郎

金甑無妖を誇りし我が図も︑敗戦により祁先
以来の領土を失ひ︑最愛の父を︑子を︑夫を

兄弟を失渉たるもの大凡百繭︑外地に於て辛
苦粒々蓄稜した財券一失ひ着の身着のまＬにて

引揚た者幾百高︑亦内地に於ても戦災により

封に不可能なりと言ふも敢て過言ではあるま
い︒此秋此際侭に率和な文化祁閏の建設は我
が成木より壷足すとの深き感銘を曾員諸氏に

告げむとするものである︒常村上成木小峯校
長故田遥常右衛門先生の十三回忌に常り︑営
支曾幹事村曾議員井上正之助氏︑成木青年園
長加藤秀雄氏其他の壷起により︑九月二十五

表し︑更に大和の精祁を以て一致協力故先生

一Ｐ

の御遺徳の願彰と御遺業の達成嬉而て平和

な丈化成木の建設に逼進せられむ︷﹂とを希望

する挨拶を述べた︒今や眼前に在る恩師恩人

にすら濯を失する亀の多き世相の中に︑十三

年前物故されたる恩師のために追善法曾を管

廷同窓一堂に含し深く追憶︑語り合︑童言葉

の華は秋の野の花︑庭の菊よりも美しき行事

として︑私は弘道念員として︑含員の外にこ

先生の教を受けられた青︑批男女曾するもの

日上戒木延命寺に於て追善法倉が管烹れ︑故

るもの等今は食綴の配給すら受けられぬ者あ

八十名︑午後二時開曾︑躍起人代表井上氏の

とを光築とするものである︒

生命財産を失ひ︑悲惨な生活をつづけつ坐在

り︑その反而維職時の火事泥により︑亦間責

挨拶に次で︑金子正憲師の懇篤な讃控あり︒

華の香は風に逆はすた営風に順て薫するのみ

自由主義を唱へながら︑知らず知らず利己主

等の影響として︑一般幽民も口には民主々義︑

後四時半頃に至り今後毎年慰露祭を執り行ふ

・賓の挨拶あり︑次で一同の追憶談に入り︑午

濯拝︑本堂に戻り茶話念に移行︑開係者及来

定慣二一百目〒七十二回一

泊翁西村茂樹惇二冊一

すとは黄に反理なるかな

徳の香は風に逆ひ蚕た風に順ひ遍く天下に薫

一・

心事として亦美談として本含に報告し得るこ

の多数の同志を得たることを欣ぴ︑近来の含

り間プロｈ力により敗職成金生じ︑更に弧窃

遺族︑蕊起人代表︑来賓︑一般参列者の順序

義に又圃魁主義に流れ︑道義は倍々額腰︑思

ことを申合せ閉含︑一同合掌濯拝散曾す︒私

１１
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夕

盗集剛の横行あり︑荘しきは上層部の悪徳打

想は日に日に混乱し︑昨夜は電産に脅かされ︑

﹁中村﹂も招きにより参列香を焼て冥想すれ

一Ｌ

で焼香︑縞て境内の墓前に香を焼き一同合掌

今朝は圃織に脅かされ︑霊には釜涯に脅かさ

ば︑先生の温容祐俳として吾人の心眼に映じ︑

篤が毎日のラジオと新聞により藍表され︑是

れ︑善良なる一般園民の生活は一日の安定を

その高風を仰ぎ襟を正し謹みて敬意を捧げ︑

亦参列者の至誠と美徳に感激深く感謝の意を

得ない有様である︒如斯しては平和な文化日
﹄

本の建設は木に寄って魚藍求むるの類にて絶

F

金冒牟口

ｌ

鈴木仙松

千葉際東部支含副支倉長︵新ｇ

千葉嫌東部支曾長︵新任︺高木泰三

選畢ノ結果左ノ如ク新任サル

千葉螺東部支含長寺本篤二郎氏逝去ノ鴬後任

金百回也参千葉螺木内左代治

金六拾回也多榊奈川螺谷口僻三郎

金参拾回也参東京都小杉ヨネ

金百回也︵寄附︺静岡螺井川鹿長次

ｰ

、

、

Ⅲ

○諸物債高鵬雑誌の謹行亀困難が加ほるばか

ひます︑御協力によってのみよい雑誌となる

も所有面からの御意見をお寄せ願ひたいと恩

資話がありますならば︑どし人︑御寄せを願

の明るい鮎もあると思ひ玄す︑かうした面で

に御同様なりがちですが︽半面就含には幾多

今日兎角価曾悪の面のみ弧調されて︑暗い心

す︒本雅に加へた﹁祇含の窓﹂の如き︑皆様

乏しい中を充漉したいものと努力して居りま

○追々と編輯委員方の御誰力を煩はして誌面

を合併して鼓に御送り致します︒

○遅刊つ萱きで申謹ないが︑兎に角九・・十月

編韓後記

h
四画酌抑一↓﹂

一 二 匿 偏 一 レ ー 日 タ ー コ ヨ 踊雪丁

ｌ

︲ｌｌ

１−今︑§

振替口座東京皇三番
日本出版協曾曾員番貌Ｂ二琶窒

︐電話九段九番

癖翫噸日本弘道曾

東京都千代田厘西神田ニノーー

印刷所︵東京豊ｅ共立鮭印刷所

東京都千代田厘祁田祁保町三ノ十

・印刷人春山治部左衛門

東京都千代田歴紳田榔保町三ノ十
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