F

ﾉ

一

｜■

常時を貴ぶ

一天下の事常より貴きはなしｐ
異常の事は必ず害あり︑暴風大
雨盆ｋ異常なれば害を儲すこと
滋ｋ甚し︒英雄豪傑は人の尊重

一吋鐸諦極岬越録〆蝿鱈や癖地軸

一家昇平にして寓民幸禰を得んと
欲せば︑英雄豪傑は是なきに如
かず︑然れども英雄亦一様なら

一騨盤裁繊呼欝蝋

１１

・目次

○泊翁先生訓

○愈貝便り

○文苑〃．

○漢詩に就いて︵占奥無
○文望の門︵中︶割田斧

○私の言葉

○ユネスコ運動を活かせ

．岡崎毒

○牡倉の窓

○脱帽看書石坂養

ついて︵四︶吉田熊

○明治文化の封建性に

○巻頭言︒

｜

日本弘道

護

︑

I

I

破壊の英雄は治世を蕊じて凱世
○本書・支含棄報
となすものにして︑其事業は所
謂一蒋功成寓骨枯にあり︑建設の英
雄は凱世を鍵じて治世と総す者にし
て︑其の事業は百年の禰凱を平げて
圃民の鮮血を浄洗するなりｏ一は悪↓
魔の如く一は天使の如し︑筆者之を
訓︶

巾

I

混清せざらんことを要す︒︵泊翁先生

平次

−0−

二蕊

一

行含

−

−

第五十七巻

Ｉ

弘1
￨

第六百四十七髄

ｉ︲Ｉ

k

一一1

『

競月二十．一十、
〆

一︶

可

1

1

好餌
商店などで登録が近づく頃になると急にお世辞がよくなる︑所が

登録が絡るとその次の登録までは又お客をお客ともしない例の質っ
てやるの態度になる︑これは誰しも総り現金だ吟暖ふが︑あながち
肢だ︑寒中見舞だなどと云ふのが︑数十年の知己かのやうに舞込ん

商人ばかりではない︒例へぱ思ひがけない人から暑中見舞だ︑年始
で来ることがある︒又やれ税金が不常だからとか︑給料値上げに骨
ここ上に始まる︑﹁鍵なこと﹂と思ふと︑議員の避翠が近く見越され

折るとか︑・何んだ彼んだとさも国民のため顔をして相壱談含だのがそ

﹁やれｊＩ︑さうか﹂と正直な人為は始めてうなづく︒といふ有様で

る︑やがて御意人﹁不肯計らずも各位の御推薦を恭うし﹂と来る︒
ある︒どうも世の中は大侭似たり寄ったりなものである︒
何時も選塞．が済むと︑恰も仲違ひをしたかのやらに︑御自分濁り

で議員になつたかのやうに︑全く昔信不通であり︑たまｊ︑口にす
れば﹁選翠民どもが﹂位の見下した馬鹿鬼ら扱ひの彼等が︑登録が
近くなると﹁よくも恥も外聞も忘れて︑ゲンナマや︑ヱピや︑クモ
や︑ミ︑ズや︑メシップ等の好餌を下げ︑御自身も虚女の如く︑否
出されるやライオンの如く︑選翠前には乞食の如くである︒彼等は

乞食の如くピョコノ︑︑アャッリ人形のやうに﹂お願ひの百寓遍︑選

．隣えた魚︑馬鹿な魚は︑死んだ海老生きた海老の見境もなく毒又

正に千雨役者で何と扮装自在であることょ︒
餌の中に針のあること否︑少し位針が出て居ても︑︑棚から﹁ボタモ

のはよく判断して危きには近よらない︒釣人の下げる餌が悪いか︑

チ﹂と喰ひつく︒そこでたち・蚕ち釣り上げられて了ふが︽怜捌なも

Ｃ

一．

ＯＯ

食ひつく魚が悪いのか︒誰も食ひつく者がなければ釣人も物好きに
餌は下げ・なくならうといふもの︑魚どもこそ反省すべきである︒
一落二常とか云︑ぺ百寓落選︑二百蕊営選のことであると︑玄るで
逃畢は金費ひ競走である︒そんな金を今日湯水と費ふことの出来る

奴は今まで歩であったのが俄に飛びこんで俄余に成ったやうな手合
ひでゴマにかけては剛の者かしらいが︑目に一字ないばかりか︑天
下国家など皆目判る連中ではな蝿剣るのは目先きの自分の金儲け
位といふもの︑世は四等図日本だからたれに雁はしい四等議員は常
然といはる生のはこ上に原因がある︒反面目な者は彼等と肩を並べ
て見るためにそんな金を賀ひたくはない︑名乗りを塞げないのは営
然といふものだ︑四等民が支配するから四等園︑事はハツキリして
居る︒此のやうな連中の中には一・度でもよいから議員になって︑墓

標に記るしたいといふ可燐な名響？心のもあるが︑金を我つたら
出たら埋合せるといふ︑悪銭働きには腕のあるのが多いからかく考一

へる︒こ上に疑獄も生ずるといふものだ︒図民は出た議員の不正を
云々するより︑自分等がか坐る者を田した不明を恥づくきである︒
やれ供出を軽くする︑税を軽くする︑配給を多くするとか︑何為と
海老餌を出して︑自分濁りで何んとでも出来るやうな口好餌に引か
かり又金を賞つたりして出して置いて︑．今更その人の不正を言へた
義理ではない︒心すべきは没に選畢の厳正と其の後の監督である︒
一鐙議員なるものは︑我為の代りに用をして呉れるものであるか
ら︑信篭べき人を皆で頼んでお願ひすべきものである︒一となれば︑

︵知己庵︶

喪用も皆で持ち︑手鉾常で暇もかくべきで決して常人に頼烹れて選
ぶものではない︒何の役員でも︑世に誰か俺を選んで呉れと言ひ出
すものがあらう︒それを議員選畢の場合は平気でやって居る︒頼ま
れるんだから只ではとなる︒皆で心・から頼み︑皆で持出しで働くと
なるとヘンな者は頼めない︑これがほんとうに到らなくては議曾政
治の基礎は出来て来ない︒正しく選び︑．常に監覗することである︒
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明治文化の封建性について卿

吉田能へ次
一四︑忠孝道徳と封建性

ン一アグラ・ル︒パートとして説かれるのである︒併し乍ら畢究

的抽象的考察よりする時には︑忠孝道徳そのものの本質とｂ

それの偶然的場性たる封建性とは誹別せらるべきものであ
一

る︒換言すれば忠孝道徳にも封建的解樺と立憲的乃至民主的

解鐸とが成立する︑その本質に於いては同じく忠孝観念塗基

に教育勅語に示されたる徳教に開して依然として封建的道徳

それとは︑全然性格を異にすべきは論理の営然である︒然る

同じく忠孝道徳といっても︑明治時代のそれと︑徳川時代の

その徳教が封建性に基くものであるべき道理はあり得ない︒

である︒併し乍ら明治時代の園是が封建打破にあった以上は

明治時代の徳教も亦封建性を有するものと︑速断され易いの

して忠孝道徳の教は徳川時代より存在せしものである所より

・・勅語に示されたる徳教は要するに忠孝道徳に外ならない︒而

ことの切賛なるに比して忠君を論くことは極めて漠然として

ととは知られるが︑儒教の元租と見るべき孔子ば孝道を説く

記してあるから︑可成り古４から勤畢のモットーとせられた

諸生に告げて一︲凡畢者︑所二以畢杉嬬二忠典渥孝也怖一と言ったと

れは後世の作に過ぎない︒尤も小畢には唐の陽城が園子臆の

て鍵遷して居る︒孝経に封して忠経といふものもあるが＄こ

常に重硯せられて居るが忠に開しては其の見解が時代に依っ

には軽重の差が世かれてある︒﹁孝は徳の本﹂として最初より

忠孝は儒教道徳の骨子と考へられて居るが︑忠と孝との間

ある︒

本とするが職具鰐的には全く様相を異にする徳教となるので

と同一硯せんとするのは︑解樺者の誤謬に依るのであって︑

居る︒論語の中には忠に言及せる場所は敷箇あるが︑その忠

．明治時代の徳教は教育勅語を恭本として居るのであるが︑

明治時代の徳教そのものの罪ではない︒而してか上る誤謬を

の概念は忠孝道徳の忠とは全く趣を異にして居る︒八借第三

はない︒公冶長第五に一子張問月令子文三仕篤二令調一無二

謀而不ン忠乎﹂とある９これは決して忠君を意味するもので

てば誠と解すべきである︒畢而第一に曾子の言として﹁鯛降人

以レ忠﹂とあるが︑その忠といふのは忠誠の意味で︑徳目とし

に櫛の妃公に封へた孔子の言として﹁君使レ臣以レ畷︑臣事し君

誘導せるものは心徳川時代の徳教の基本たる儒教に於ける忠
孝解樺に淵源するものと考へられるのである︒

元来東洋思想の特質は直獅的である︒道徳思想にありても
同様であって︑忠孝の解繰の如きも具僻的生活に即して直観

〃的綜合的に説示することを旨とする︒故に封建的杜含鱗造を
基盤とする時代の生活訓としての忠孝道徳は自ら封建性をイ

可
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喜色雪二巳し之無二偲色↓善令勢之政︑必以告二新令調﹃何如︑
子日︑忠芙﹂︲とある場合の忠も忠君の忠と同意義ではない︒
顔淵第十二に一子張問レ政︑子同居し之無し催︑行し之以レ忠﹂

といふのも忠とは忠誠の義であらう︒子路第十三に一奨遅間
し仁︑子日︑居虚恭愈執し事敬︑典し人忠一の場合も同様であ
る︒尤も孝経には一︲君子之事ｖ親孝︑故忠可ｖ移二於君ごとあ

る︒水戸畢派の忠孝一本論などもか上る考方であるが心此の

場合にありても忠の本質を誠と解す冨所より︑誠を以て親に
仕へれば孝︑君に仕へれば忠となすのであって︑其の本とな
るのは誠である︒若しも忠を誠と解する時には燭り忠孝一本
となるのみでなく︑一切の道徳は杵孝に齢するのであって︑

政治にも種麦の形態の存することば前節に論述せる通りであ

夕

る︒故に忠君道徳にも君主乃至園篭の如何に依って差等の存

すべきは営然である︒我が国の国僻がユニークのものであり︑

明治時代の国是が封建打破にあった以上は︑我が国の忠君の

本義は断じて封建的のものであってはならぬのである︒教育

である︒我が国にありては︑忠とは大御心を奉篭することであ

勅語の解鐸も封建的忠君観念を以てすべきでないことは明白

る︒明治天皇の詔勅に示されたる大御心ば国運の護展と人民

の慶幅とにある︒国民の間に階級を設け︑一般民衆の幸禰を

犠牲にする封建性は大御心に叶ひ奉る所以ではあり得ない︒

函民としては国家杢総の興隆を旨とし︑園民各自の幸禰を念

自が自褒的に園家団民の向上護展と国民自他の安寧幸編とに

る理念を隙現することにある︒所謂民主︑べ義に基き︑国民各

とする行偏は大御心に叶ひ奉る所以であって︑忠君とばか上

﹁君臣有し義﹂と説いて居るが︑韓非子の巻一千忠孝篇に﹁尭

働むととが即ち忠君なのである︒治者が横暴に行動したり被

に於ける忠の本義に合する所以ではない︒唯︑明治初年にあ

治者が機械的に屈従したりする封建的態度は断じて明治時代

ら少数の沿畳者が指導の地位に即き︑是等の人達も封建的治

りては固民の自畳も乏しく︑民衆の教養も低かったので︑自

軸となすべきである︒

に遂行する民主麦義的忠君こそ直に我が国に於ける忠道の極

民全篭の人格が平等に尊重せられ︑平等にその責務を自護的

者の悪風に感染するの蛎習を脱却し得なかったのである︒園．

君は本源的の︑ものでもないことは明である︒忠這の叫︵底寧
ろ名刑家即ち法家の側に盛んであり︑後世に至って儒教もと

する︒故に君主政治乃至君主画家を前提とする︒然るに君主

忠孝道徳の忠は軍なる誠ではなく︑君主に封する誠を意味

封建性が永く残存したのである︒

的忠君説に昇華したのであるが︑忠君道徳に閲する解樺には

虹を取り入れたに過ぎない︒かくして覇道的忠君説より王道

澱熱睡雲縦灘就燕繊溌喝雛鵬鶴誹

舜湯武︑或反二君臣之義一飢二後世之教一者也﹂として儒教の理

其の中に封建性などはあり得ない︒孟子は五倫の中に於いて

、

（4）
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儒教の根本経典の一に孝維がある︒これは孔子の箸とも穂︲ある︒これ孝徳の哲畢的解樺であって孝を宇宙の根本原理た

一と一士之孝﹄と﹁庶る︒併し乍ら本鰐論的哲畢の見地よりすれば︑猫り孝徳のみ

せら雌︑儒教が孝道を重覗せることが知られる︒孝継には﹁天る﹁未護の中︲一とか﹁大虚の祁道一とかの瓢現と見るのであ
子之孝︲一と一諸侯之孝﹂と一︲郷大夫之孝

︒︑

人之孝﹂とを歴別して説いて居る︒これは封建的牡含織造にでなく︑あらゆる道徳は悉く本鴎即ち絶封の原理の頴現に外

即して具総的に孝道を読示せるものである︒併し孝道そのも蔵らぬ︒従ってこれに依って孝そのものの説明原理となすこ
のが封建的のものであるとか︑封建性を本具するとかを立読とは出来ぬ︒

するものではな聡叉一″夫孝始二於事痘親脳中二於事穆君︑絡二孝の徳を天地の原理と説くことは芯孝経の本文にも見られ

於立杉身一と説かれて居るが︑これも煮に事ふるに非ざれぱる︒即ち一︲子日︑夫孝天之経也︑地之義也︑民之行也︑天地

すべきではない︒唯封建制度が支那に於いて古くから行はれ施してある︒﹁経義行は︑天地人の三極の道の象なり︑其外は

孝でないとか︑所謂立身川世のみが孝の目的であるとかと解之維︑而民是則し之︲一とある︒蕃山はこれに次の如き註解を

儒教がその間に護生せる所より封建肱含に於ける孝道の細節孝の一理なり魁天に在ては天の道となり︑地に在ては地の道Ｊ

く

を椀示せるに過ぎない︒孝維に﹁夫孝徳之本也︑教之所二曲となり︑人にありては人の道となる︑一理︑三極の道となり５

生一也一と孔子が曾子に答へたと記してある︒然らば孝の本たる所以なり﹂︒又一︲天地の大徳を生と云︑人は天地の心を以

質は何ぞといふととが窮明せられねばならぬ黙である︒て心とす︒孝は生理の至賞にして天地人の心なり﹂とある︒

である︒其の弟子たる熊津蕃山もまた孝道に開する哲畢的解とそは科単的態度であって︑単としての道徳論の立場でなけ・

備考の巾で最も孝道を弧洲するのは藤樹畢派であらう︒中かくの如きはカントの用語に従へぱ本僻的即ち賞在的解樺で
江藤樹は孝道の有名なる賞行家であると共に卓越せる理論家あって︑此の外に現象的即ち経駿的解鐸もあると恩ふ︒後者

の理にして︑至誠興賞の心なり︲｜と述べて居る︒又一︲夫孝徳る︒孝経の﹁自二天子一己下至二子庶人﹃孝無二維始↓而患不し及

樺を試みて居る︒其の蕃孝維小解の中に﹁夫稲孝は天地生﹃々れぱならぬ︒蕃山も亦此の立場より孝道の原理を説いても居

之本也﹂を解して︑﹁孝は大虚の祁道にして︑造化の含徳なり︑・者︑未二之有一也一の註に次の如く述べて居る︒﹁孝は愛敬の心
﹄

人に有ては寓善の淵源︑百行の源なり︑故に徳の本なり﹂となり︑孝の字飽愛敬の象なり︑上より見れば︑老者の子をい〃
Ｊ

可

述べてある︒次に一︲教之所二山生一也←一の註に一︲人の心に︑天だける象なり心下より見れば︑子の老者をいだける象にて愛

F1

より得たる孝徳有とと︑穀の種に生意をふくめるが如し﹂となり︑︑下より見れば︑子の老者にしたがへる象にして敬也︑
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賃にかくの如き論擦の上に立つものと恩ばれる︒而してその

燦とそば儒教の孝道理論と見倣すべきである︒孔子の孝道は

故に孝心・経始なしとは︑愛敬の心亡びたる賎なり

忠︲一と言って居る︒孔子の孝道は卑近なる賃践道徳であるが

の大夫季康の問に答へて︑﹁子日蝋臨レ之以レ砿則敬熟孝慈則

は仁であり愛であるとするにあると恩はれる︒︑矯政第二に魯

要道ともなすのである︒而してか比る見解の根擦は孝の本質

一か上る解

中には封建性なるものば決して本質的要素ではないのであ

であって︑子としては親を敬愛し︑親としてば子を愛撫する

奴隷的屈従と意味するものでなく秘人性の本能的自渡的溌頴

所の人倫の至怖を根本とするものである︒孝経に天子之孝を

る︒

論語の畢而第一に﹁子日弟子入則孝︑出則弟﹂とある︒叉

説き︑﹁愛し親者︑不二敢悪二於人﹃敬レ親者︑不二敢慢二於人二

とあるのも︑天子自身が孝逝を賞賎する間に仁慈愛敬の徳が

一︲子日も父布槻二其志﹃父没槻二其行﹃三年無し改二於父之道司

て言はれたのか不明ではあるが︑孔子時代の治者階級者の生

下を治める一とか一聖人之徳︑叉何以加二於孝一乎︲一とかの立

訓致せられることを説けるものである︒孝経に｜孝を以て天

可ン謂レ孝芙一とある︒是等は如何なる身分の生活を封象とし

活を念頭に群頑ての教訓であると恩ふ︒叉篤政第二に孝に開

まるが故に親子間の規範は家族道徳の根本であって︑孝は子

要するに孝は家族道徳ｏ枢軸である︒家族は親と子とに始

言の間にも此の趣旨が現れて居ると恩ふ︒

して孟謎子心孟武伯︑子勝睡子夏の問に答へられて居るが︑
諭せるものと見るべきである︒執れ拝せょ是等は日常生活に

の秘に封する家族的道徳規範なのである︒同時に親の子に封

執れも同様の吐曾的背景を前提とし︑間者の個性に雁じて訓

親と子との人倫の蝿範として孝道を把握せるものである︒尤

る︒家族生活に於ける親と子とは︑客観的には本然的秩序で

する道徳規範としての慈は孝と共に家族道徳の枢軸なのであ

印して卑近なる事例を塞げて孝道を解読せるものであって︑↑

篤ソ仁之本典︲一といひ︑一．其篤ソ人也孝弟︑而好し犯し上者鮮芙﹂

等があるのであるが︑主観的観戦よりする時には人性の至情

である︒故に客観的槻鮎よりすれば︑親子の間には天地の差

ある︒これ恰も自然界に天と地との秩序の作するが如きもの

も畢而第一に孔子の弟子たる有子の詞として一︲孝弟也者︑其

と言って居るのを兄ると︑孔子が孝を以て単なる父子の間の

より護する愛に依って一・賞されて居る︒これが子よりすれば

徳目と見るのみではなく︑其の内に更に深い一般的道徳原理
の含有することを教へたものと恩はれる︒篤政第二に﹁或謂二

人間の本性の自然的溌露であり︑客瀬的には宇宙の秩序を象

孝となり︑親よりすれば慈となるのである︒孝は主観的にぱ

孔子一口︑子笑不し傭し政へ子口︑書云し孝乎︑惟孝友二子兄弟﹃

施二於有政↓是亦篇し政一とある所よりすれば孝は友の本で︑

孝も悌も相通歩るものであり︑叉家族道徳たる孝弟を治国の
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﹁．

a

谷汲

徴するものとせられるのはこれが篇めである︒藤樹畢派の孝
論は前者に馬し芯本鰐論的解説であり︑易の薬僻偉などは後
者に馬し現象論的説明である︒一般に儒教の本義にありては
父父たり子子たりと説き孝と慈とを併せ説くのであるが諺封

腕帽看害

とするに至ったのである︒孟子が中に父子有し親と説いて居︲

入し︑子たる者にのみ絶封的服従を狸制し心とれを孝の本質

あるけ鯉ども︑修養といえば道義的倫理的の郷が狸く︑教養

う︒修養でも教養でもその語義に明確な隠別は存せぬようで

私の青壮年時代には修養といったが︑今では多く教養とい

石坂養平

るが︑それには慈と愛とを含むべきものなのであるが︑子の

といえば識見を高迩にするという具合に︑よほど杜含的畢術

建的社含組織の影響に依って親と子の間にも階級的観念を移

である︒子の立場よりすれば秘父父たら歩とも子は子たる道

孝を力説するの除り︑次第に父の慈が忘れられるに至ったの

道は立憲的乃至民主的杜曾に迩川すべからざることは常然で

族生活の本質であり家族道徳の本義なのである︒封建的家族
や屯
制度が立憲的乃至民主的祇禽に適合せざるが如く︑封建的孝

ら歩とも父は父たるの道を怠ってはならぬのである︒これ家

壮方では︑とかく淵室育ちになり勝ちで︑一旦善悪美醜の混

僻などで行われた︑所謂美事善行のみを吹込むような修養の

てるという自主的態度となろう︒往年青年圏や各諏の修養圏

たものを選ぶことになり︑教養を中心としての讃害といえば

しては︑なるべく左右胴極に偏しない倦健中正な内容を礎つ

的包括的な面が加わってくる︒で︑所謂修養のための讃書と

あるが︑これが篇めに孝道そのものの倫理的慨値を忘る良こ
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を忘れては巌らぬりであるが︑父の立場よりすれば︑子子た

とば︑断じて道徳上の置理に背くものである︒吾人は既に封

年の護書指導方針としては︑思想不安︑↑経沸雁迫︑階級闘争

沌塊たる耐含に川ると通その毒素に感染し易い︒だから︑青

評した書物を資料として典え︑それを間遠なく讃みこなす力
をつけることを主眼としなければならない︒

等牡含の現賞を︑包みかくさず︑誠質の心をもって記述し論

いかなる書物でも讃破してその中からよきをとり悪しぎを捨

建的家族制度の嬢棄せらるべきことを説いた︒封建的孝逝も
亦︑今日の吐含に通川せざることは勿論である︒併し乍ら脳
世界湖人生観の根本原理として家族主義が亘理と認めらる上

限り︑孝道の道徳的価値は永遠に鍵動するものではないと信

良書の椎砿ということがよく云われる︒それはもちろん必

要なことであろうけれども︑責行きのいい書物必ずしも良書

可

んずる︒︵完×文畢祁さ

才

一

1
涜後の感味如何が良書決定の基準になると無常に答える︒讃

のまま常てはまらぬふしもあるけれども︑精調熟慮主義を喝

博士は非常に高い境地に住しているので︑一般請書人にはそ

一書を讃了せざれぱ︑他書をとらず︲一と記してあったそうだ︑

みつつある間に︑ないし︑読み経ったあとで︑たましいを震

破して適切であるように思われる︒特に注意すべきは︑﹁護書

の法は讃︑考︑書︒崖︲一事を考へ経らざれぱ他事に移ら歩︑

憾され自己粘祁が昂揚したという緊張感を典えてくれるよう

の法は讃職考心書一とある︒書ということである︒害とは書

ではない︒良書を決定するものは︑結局讃者自らでなければ

な書物は良書だ︑と断言していいと思う︒人間の獣性のみを

きとっておくという意味であろう︒忙しい世の中でも︑直に

ならない︒私は良書とはいかなるものかと問われたときに︑

鰐什に前面に押し出して墓も抑性とつながりのないような人

かんじんかなめなことは池筆寓しておくぐらいの心がけがな

○

間形成を意圏して輝らない︑現文壇の一部に流行している小

ければ一書を精讃したとはいえない︒

ず︑︑︑︑︑︑︑

説類は︑よんでいるうちは面白いかも知れないが︑讃了後の

私達の吐曾生活においては教養の深さ叉は高さと同時にそ

楽によめるような書物は︑大抵教養のたしにならない︒苦

先ず深さを求めて匿さに及ぶのがいいか︑その逆に︑先ず庚

知って置かなければいけないということになる︒その場合︑

の庚さが要請される︒自己の専門事業以外のこともひと通り

心努力して書かれた良書は︑これをよむにも苦心努力が要る

さを漁って深さに徹して行くのがいいかは︑教養獲得法上の

杜含生活において教養の厳さが要請されることからして︑

わけだ︑書かれている事賞︑事賞間の連開︑諸事資の包蔵する

敢えて精讃主義に限界を設けるというぼどではないけれども

〃課題であろう︒私は一事はその根源において寓事に通ずと信

どに開する思索的な書物においては特に熟読熱慰を亜ねなけ

書物の種類によっては︑その大意を了解して置けばよろしい

意義をよく考え︑深く究めて砥それが賛人生︑自己の生活に

ればならない︒最近我国の脳最も哲畢者らしい哲肇者といわ

て深さを求め深さに徹すべきだと勧奨したいのである︒

ぬれた西田幾多郎博士の残した一日記一の見返しに︑﹁他人の書

という部面も考えなくてはならない︒例えば自己の職業に直

じている︒そういう立場に立って︑私は先ず青年時代におい

をよまんよりは自ら顧みて深く考察するを第一とす︒書は必

りしかない事柄の書いてある書物は大鰐にと営めて置くとい

接つながる書物は熱讃してマスターするが︑間接的なつなが

施してどうなるかというところまで突き進まなければならな

を精読す︒﹂｜第一の思想家は多く書を讃まざる人なり︑請書

赤多を貧らず︒﹂一古今に卓絶せる大家の書をとりて縦横に之

︑い︒そうならなければ精讃したとはいえない︒倫理や哲皐な

一種の嫌忌すべき感じが残るだけであろう︒

︑感味としては︑夜ふかしをした翌日のだらけ切った気分同様

ロ

F可
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盲

一 ニ ー

う類である︒陶淵明に一︲五柳先生億﹂という文章がある︒百

Ｆモムヲメ︒ヲ

五字から成る短いものだが︑私ぐらいの年ぽいの者はみな讃
んでいる︒その中に一︲好し讃し書不し求二甚解ごという句があ

い程度に判ればいいとするというのである︒大意を理解すれ

る︒本を讃むのは好きだけれども心甚解を求め歩で︑ほどよ
ばよろしいというのである︒淵明は主として詩文類を指して
云っているのであろうが︑とにかく大意含得主義ということ
も讃書法上可なり大切なことである︒

私は壮年時代にｂ脱帽看書という四書を自ら書いて書斎に

著者を尊敬することは︑調書人の守るべき態度でなけぃぱな
〃

ど︑見出したり考へたり出来るやらにもなりまぜうし︑ここから生れ
るのが︑ほんとうの我為自身にふきはしい民主園家︑文化画家といふ

ん︒これなどは︑虚女の夢のやうな＄ので︑一同も天下を取ったこと

ものである筈です︒けれどもまだ思想方面などでは動揺があって︑共
産薫などに熱中するといふ者が少くなく︑心が定まっては居りませ

もないので︑何か大鐸新鮮な感亡がして︑ローマシチックな心を誘は
れるとか︑またこれまでのものが悪かったから︑とんなことになった

んだ︑こんどは新らしいもの︑革新的なものでなくてはといった︑反

動的初物喰ひの一部の本能に支配されたりするからです︒

人間のまだ知らぬ世界といふものは大愛美しい夢のあるもので︑興
味があるし︑又理屈は勝手に組立てられるので︑思ふ世界が結論に出

員ノＯ

るが︑きてそれは庭女の夢といふもので︑人の妻になって見ると︑美
しい夢も案外といふ悲哀も生れようし︑理屈の通りにならないのが現
黄といふ＄ので あんなに美しかった虚女︑それは女祁かとさへ考へ
られたものなのに︑結婚して見ると︑獄人に種為の妖鮎が出て来る︑
こんな筈ではなかったが︑やれやれといふのが現賓といふものでせ

一度責任ある地位について︑仕事をすれば必ず﹁よしあし﹂の批評
が出ます︑そじてことにほんとうの善悪が決まるのですが︑一度亀地
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かかげたことがある︒汽車電車のなかで︑また寸時を倫んで
書をみることは妨げないが︐脱帽の精祁をもって書物に封し
るまい︒︵十二月九日記×協賛命員︶

○

はない︑それは併しほんとうの﹁立派﹂といふものではありません︒

位につかないでは︑何を言っても責任がないと共嶋是非のありやう

か︒︵Ａ記者︶

して盛り立ててゆくことです︒抑ならぬ人間ですから難が誰もある︑
難腫進歩のためで︑その者を殺すためであってはならないでせう︒も
つと落着て冷静に私達は行動を慎しまねばならぬのではないでせう

ありません︒理論をぱ常に知識の糧にして︑現賞の良い所を皆で協力

ものではあり主せん︒私達は現賀を尊重上是非の評を恐るぺきでは

それは夢といふもので︑賞際やって見ればどうなるか︑現資は判った

絡戦後の一二年から見ると︑今日此の頃は大鍵に人為の心も落着い
り︑又絡職常時は︑一燈これからの我々︑日本はどうなるんだらう︑

て来ました︒これには食料事情も少しは良くなったといふとともあ
といふ心配も大鍵なものでしたが︑どらやら其の鮎も見常がついて来
たやうでもあるし︽種々な事情が﹁まづまづ﹂といふ所に追ひ込んだ
此めやうに落着いて来たことは何よりで︑段々とほんとうの自分と

のでありませう︒

いふもの︑日本といふもの︑これまでのこと︑これからといふものな

凸

1
ー

画

汚いが極き奴いな話︑

跡を耕す町の人の思い付で︑うれしい

もあり不便でもあったとの事柄が︑焼

んなにのろのろしているのではありま

いらいらしている通勤人の椎もが︑そ

器の聾︒さうでなくてもこの大混雑に

石橋を渡るとすぐ左側に迩誰やらん焼

けで通一つ一つがよくなって行けばも

のでもありませんが︑一人一人の心が

かに願います︲一とでもいってもらった

かりです︒﹁みなさん砥乗り降りはお静

都舎人にとってはた園いらいらするば

ぐずせずにお早くもよいでしょうが︑

耐含一
弘道曾の曾合を移え

跡の畑の隅に．私設便所を作って︑通

．どんなに住みよい枇禽が兄られるよう

せん︒山から出たての人だなら︑ぐず

杜曾施設となりました︒

行人の便に供すると同時に︑自家肘の

になることか知れません︒それもた野

いでしょうか︒人間の心理というもの

方が︑かえって混雑が避けられはしな

一世の中のことは一畢に改善できるも

肥料の足しにしているのを見ました︒

人の篤杜倉の篇とばかり滅私奉調公を説

いて師ります途中︑

て︑飯田橋の方へ歩

一畢雨得というか︑公共の問題を解く

いても︑容易に出来ることではありま

せっかちで落つきのないところが多一分

日本人は元来が気短かな国民です︒

れてばたまらないです︒

は妙なもので齢あんなに騨為でせかさ

重要な鍵を溌見したように︑嬉しく感

せん︒それと反封に︑各自が自分のこ
の中はますます悪くなるばかりです︒

に国民性の映陥であると思われます︒

こんなにせかせてみたところでダイヤ

の狂いをもどすことには大して役立ち

もせ歩や相も鍵らぬ混雑ぶり︒もつと

頭を働かさなければ駄目だと思いま

す︒た画しこれは東京のお話です︒地

方の賞例や御意見をお聞かせ下さい︒
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じました︒

それが杜含の映陥を補う公共の施設と

手近い話が︑こうした人の篇にもなり

とばかり考えて︑慾をかくのでは︑世

もなる極めて些細なこの企てが︑いか

自分の篤にもなるといったようなこと

人の篤と自分の篤と︑そして同時に

にもよい思い付だと思いました︒

うかと思うのです︒汚い話をいたしま

で︑割合に出来易いことが工夫されよ

りましたが︑文明園の都市としては︑

したが︑どうか美しい話︑きれいな話

東京は近頃は大分街路がきれいにな
まことにおばすかしい次第です︒殊に

平素考えていて︑いつか言ってみた

におとり下さるように願います︒︲
いと思っていた話︒毎日のように省線

こうした設備の不完全なことはお話に
ならす︑通行人にとっても多くの不便

の電車で聞かされる麓︒それは一語は

＊

があることです︒ちょっとした心がけ

畷やく願います﹂という騨員の畢鐸や擬︾鐸

＊

で脳賦含のみんなの篇にもなり同時に

自分 の 篇 に も な る と い う ︑ と か く 汚 く

＊

一Ｉ

ー

ユネスコ運動を活かせ︒

岡崎毒市
一は人も知る如く︑

許戸

べきものが期待される窪であ員然も事賞は譲期に反してそ

の活動頗る遅常たるものである︒否それ所か︑ユネスコはそ

の力を一度として試みない前にましく天折しなければならぬ

原因は大鰐二つある︒

破目に立ち至るのではないかとの危倶すらある︒その主たる

︐第一は︑第一流の入材が音頭を取って居ないことはユネスコ

故米国大統領ゥイルソンの提唱にか比り︑世界平和の確保と

いっても此の割期的仕事を成就するに不便だからである︒

の非常な弱味とされる︒手駒だけで仕事をすることば何と

第一次世界大戦の所産たる一園際聯盟

いふ理想賞現の篤めに作られたものである︒これが事賞失敗
に経ったのは何故であらうか︒その主たる原閃はその活動の

雨固が封立する政策を飽迄遡行し度い決意らしいこと心従

第二は心米ソ雨閏の間に少しも協力がないこと︑別言すれば

の苦い経険に鑑みて同じ目的貫徹の偏め︑固速の一機開とし

ではないかとの危倶である︒

って米ソ雨国民が国連を利川しようとしないことになるの

重鮎を政治の方面に世き過ぎたからである︒国際連合団は此
てユネスコを特設するに至ったのである︒第一次世界大戦は

なる希望が少しも衰へて居ないことはパールバックの園連本

それにも拘ら水︑連合諸園民がユネスコに封して抱く切資

だといへる︒ユネスコは果して蒋来如何なる運命を辿るだら

部参観記ａ昌昌量島目劃︒篤屋︶によってよく之を誰す

一︲国際聯照︲一を生み︑第二次世界大戦は一︲ユネスコ︲一を生ん

ぅか︒ユネスコの蓮命如何は悲惨なる戦争を防止し︑世界平
和の確保を念願する図際連合固並に之を支持する国家剛民の

る我日本が切角の此好機を取逃してならないことは今更いふ

ることが川来る︒且亦︑文化圃家︑平和鰯家の再建に藩進す

ユネスコのねらいは教育︑科畢︑文化等人間の緒川活動の

迩命を左右する意味に於て蚊も正大なる意義がある︒

に就て敢て諜為する要を認めないが︑唯ユネスコのねらいが

迄もないｑ我等は今日の世界情勢に於てユネスコの持つ役荊

圃境を超へて各園民間の心の犀を．抑鮒ひて︑相互理解を深め

分野から国境を取挑ふととによって抵各図民間の相互理解を
深め︑これに依りて世界平和を確保せんとするに在る︒従っ

これに依りて世界平和を確保せんとするに在る以上︑ユネスー

求めて努力する以外に明るい途がないととだけば明かに畳悟

︑︑︑︑︑︑︑心
．運動も唯求めて得らるべをも︽鴬：｜なくして︑各固各国民が
℃︑︑︑︑ｂ︑

てユネスコは政治運動と異り活動の分野が精祁方面に在るだ
けに︑其の活動も極めて容易蔵所がある︒且つ連合国間の輿
論公議に依って生れたものだけにその将来性も別目して見る
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ー

すべきであらうと思ふ︒と肌恰も人格の教養がこれを人に求
むくきでなくして先づ自らを教養するに在ると其の規を一に
して居る︒嘗て青年時代ナザ一三ル︑ホーソンの一グレート︑
ストン︑フエースーーといふ道話を讃んだ時︑世を救ふ偉人は

アーネスト自身が自らこのグレート︑ストン︑フェースたる

博読のグレート︑ストン︑フェースでなくして小説の主人公
ことにあるを教へ・た如く︑世界に於ける文化国家平和国家の

率先垂範は先づ租図日本が打って一丸となり︑此の精紳運動

珍らしいもの

岩崎禰太・郎が病床に居て︑何彼れと恩ひをこらして食物を作っても

つた︒遂に窮して︑食べさせるものがなくなり︑おかずに﹁シンコ﹂

．︑︑︑︑

美食には飽きて︑﹁まづいｊ︑﹂といって︑側の者はほどほど困って了

を出じた研︑大鍵気に入り︑﹁こんな甘いものがあるのに何故出さない

近頃某元公爵夫人が三子を置いて街の治療師と結婚して二子を早く

のだ﹂と叱ったといふ︒

も産む︑某元伯欝夫人は三子を連れてとかくの噂の中に別居する︒自

何時堂で飽きずに居られるか︑何れは馴るれば昔が珍らしくならぬと

下界をと︑これ何れもまだ知らぬ珍らしい世界だからであらう︒併し

由になったら先づ珍らしくて飛び込む所は下界？下は上界を︑上は

劃期的なる粘川運動に各図各幽民を参加せしめる位の熱力を

限らない︒至る所嵐が吹き破る︒これも自由の罪疋はた功？何れ
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に乗出す意須がなければならぬ︒斯くして園境を超へて此の

して蓮かに一本にまとめ︑如何なる有機的組織に依って︑・ユ

持つことが必要である︒問題はこの劃期的なる企萱を如何に

月日が審判して呉れるであらう︒

○画民訓一冊蕊鮮蝿

○道徳教育講話羅鋒鮮群

○泊↓翁修養訓一冊鐸鮮群鯛

○哲人西村泊翁一冊蓉金唖十銅

窪五十二回

○泊翁西村茂樹俸上下二冊頒償金参百回冒員割引︶

本含護刊固書

ネスコ精紳を日本幽民全鰐の精祁たらしむるかと云ふに在
る︒どんな高尚な理想も精祁も一部有志の専有物となって大
衆から遊離しては全く無意義であるからである︒現在の如く
一部有志がＧＨＱ高官の意を迎ふるに急で耐唯御機嫌取りに
ユネスコ協曾の設置を溌議して満足して居る程度では全くも
のにならぬ︒ユネスコは第二次世界大戦の所産である︒我等
再び繰返し度くないものである︒︵評議員︶

は前米大統領ウィルソンの提唱にかＡる国際聯盟失敗の轍を

4

三
一
−

一？

写

一

﹄

｜私の言葉一
○己に求むる
世の中には人に求むることのみ厳絡で︑自

分に求めることは極めて寛大な者淡ある︒人
間は御同様いくら努めても自分で自分のこと
がま叢にならない所に幾多の斌鮎があるもの
で祁ではない︑これは凡非凡を越えて大小は
あっても必ず共通する︒だからお互に他を一言
ふとなるという︑らも言ふことのあるものだ︒

自分で思ふととを人にのみ厳重に求め合って
つけ合ふばかりであり︑単なる議論といふも

各自が自分に求めようとしないなら︑人を傷
のとなる︒こうした議論はよし物の考へ︑人
燕の努力に多少なり役立つ所はあるにしても

変際に直ちに各自のものとはならない︑私は
を努めたく思ふ︒かくすれば︑人に求めても

各自人に求める以上に自分に求めて行くこと

た各自のものになってゆく︒今日議論ばかり

其の人を生かすこととなるし︑議論も一歩な

多くて世が一向に黄際良人ならないのは︑自
分に求めることが寛大であるからで︑各自は
各自︑議論は談論と別々なものとなって了ふ
︹東京都心笹山一木︶

のである︒身につかない議論の流行は遊戯だ︒

○勤静とょである︒・

人の勤勢は︑生活の花である︒だから夢中人間はよろしく香ふくきである︒文化は人

になって口も利かず︑汗塗れになって働く時間のものであり︑寓物の長として誇るが︑備

こそ︑本常に反刺で美しい︒例へぱ農業者がりを虞に助けず︑知識を間迷ったものへ導く

を賓行すれば︑やがて大きな希望も笈現する機械を作り︑薬を作って見ても︑人間の備り

農場で自然を相手に︑正直な欺きのない勤努総めに自滅へと向はせることもある︒如何に

分で作ったもので自分達を亡すこととなる︒

であらう︒︵千葉螺・鈴木仙松︶を生かさず︑刺を恐れず︑逆を思はぬ時︑自

○自然に智ふ

私の家に毎年燕が巣を作って子供を育てる知識の働きが人間を威張らせるが︑知識が誤

るべき頃には無事に子供が育って送ってやるどと誇らず喉もつと自然に塁びたい︒︵栃木螺

ので︑今では彼等が来る頃には心持たれ︑送る時自分の知識で亡びる︒私達は寓物の長な

さうして一安心する七いふ有様である︒所で椿正夫︶

今日のドサクサの世では︑正しい者は何時

其の子育て募りを見ると︑子遼は糞を決して○正は永久
菓にはせず︑巣の外にする︒教育では人間に

嘩翰諦識佃癖匪糾野渉稚舞誰州確抽︾疏岬娠唾癖認鵡碓嘩銅誕奉捧一浄症細諦蝿唾埋極罪総評糾

私の性分がどうしてもさせない︒そして馬鹿
ばかり見て居る︑けれども正のみが永久のも
のだとの信念は︑此の馬鹿を見て居ることを

覗をする︒雌は専念餌運びである︒男女の使して居るが︑やりたいと苦しい時は思っても
命が判然して争ふこともなく︑立派である︒
一餌をやる時は巣の縁に並ぶ子に順だと奥へ︑

錘融睡珍獅鐸秘皿磁索蓉搾渇識準唖池

れである︒不正者の心は不安の連績だ︒遂に

決して子供への愛を差別しない︒又巣立つ日こよなく慰めてくれる︒不正は必ず何時かは
には︑一族同胞が集って︑賑かに間出をして現はれる︒今日ポロが津山出つつあるのはそ
一人立ちを税ふ︑立ち後れの子もあるので︑

皆が釜部巣立ちの練習を維る四︑五日は集に︑↑︾

戻り︑然る後サョウナラをして来年又訪ねてのである正の信念こそと望んでゐる︒︵新潟螺

くる︒教育より伽りの力は何と偉大であるこ瀧津三吉︶

（13）

■

を用ゆることになった︒

右にいふ漢詩は何時頃出来たもので

り得るのである︒

右に云ふ作り方及味はい方を書く前

あるかといふことば︑はっきり分って

が︑出来るだけ簡単明瞭に一雁の所見

く︑ホンの梗概に過ぎざるくしと恩ふ

面では到底詳細を講すとと能はざるべ

＃一諾したのであるが︑何分限りある紙

すべきことであると恩ふ︒私は欣然之

を喚起せんと努めらるることば一層庭

方並に味ぱい方に付︑一般演者の注意

ふが︑問不肯の私に嘱して遊詩の作り

云ふくく︑大に銑仰に仙することと恩

つつあることばや誠に泰谷の遷言とも

林棚を設けて斯道の鼓吹に努力せられ

寵詩壇寂実の今日一︲弘道一が渦り詩

ととになり︑和歌ともつかす砥俳句と

に従ひ新騰の二字を削り軍に詩といふ

付したのが始まりで︑爾来年月を経る

風のものを作り︑之に新磯詩の名榊を

ポエムを窪して我邦古来の七五調長歌

等の諸名士が︑西洋のポエトリー又ぱ

る外山正一︑矢田部良吉︑井上杯次郎

明治十四︑五年頃時の文畢界の始輩た

あって漢詩とば云ばなかった︒それが

は勿論我邦でも元ば唯詩といふだけで

へぱ︑今でこそ漢詩といふが︑支那で

とにする︒都合上先づ来歴の方から云

我邦では雁祁天皇の御宇︑論語千字文

文単の基礎をなして居るの湾ある︒叉

部分は我邦にも早くから仰はって我邦

周秦以下唐宋元明清を経て大家名家が
続出し︑多数の製作を礎﹄たものの大

だといふととになって居る︒それから

ふようなものが支那に於ける諦の始め

之時分︒可言一以阜二吾民之財一分とかい

之薫分．︒可三以解二吾民之慨一分︒南風

我一殻︒とか舜時代の南風の排︑南風

盤し井而飲︒俳咳田而食︒帝力何有二於

時代の華壌の歌︑日出而作︒日入而息︒

ろものば尭舜時代に遡のぼる︒即ち尭

ば居ないが慾文献として今に礎つ一︲一居

を述べて見たいと恩ふ︒尤も作り方︑

ふ詩集が出来追埼凌雲集︑文華秀麗集

の渡来以後四六五年を経て孝謙天皇の

にして二︑互に相開聯して離れないの

辰別する篤め詩の稲呼を改めて瀧詩と

等が蕊行せられて以来益作詩の気運が

のが詩の名砺を凋占することになり︑

で砥雲賞者が若し作り方を知らぬ時は

したのである︒漢詩人間では今筒軍に

勃興し心殊に徳川時代に至って多数の

もつかぬ一燕無韻の随意句を並べたも

直に詩の無限の妙味を翫索することは

詩と云って居るが︑それでは一般に通

従づて従来単に詩と言ひ采つたものと

到底出来ないのであって︑矢張良匠一

作家出で来り心尋で明治大正昭和に至

容二

じないので彼等も亦時には漢詩の名糖

味はい方といふが賛は二にして一︑一

叉其来歴は如何といふ概念を述べるこ

に一雁漢詩とは如何なるものであるか

●

天平勝賓三年に至り始めて懐風藻とい

奥無馨

漢詩に就いて㈲

里

宇の苦 心 は 自 か ら 作 っ て こ そ 初 め て 知
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〃

一一

1

って最も隆盛を極めたのであるがへ近

を起さしめることは中為容易でないが

詩の概念を典へ進んで自から試みる考

開する一般の智識が乏しく鴨従って漢

いふものには平灰を合はさぬことがあ

んば詩を成さぬと云って良い︒古詩と

平灰韻字が漢詩の特徴であって之なく

套

て漸次衰微の傾向を来しつつあること

っても談字は必永合せてある︒而して

来漢字制限並に外国文事の輸入に従っ

のではない︒

やって見れば漢詩はそれほど難しいも

うといふことば我邦に取って非常の損・

特異の興味を有する詩を弛棄してしま

でも霞んで和歌俳句等とは愛つた一種

我国 詩 と も 思 は る る ま で に 護 達 し ︑ 誰

り千二百齢年を経過し︑一時は殆んど

みならホも折角我邦に輸入せられてよ

固共通の詩は是非共展すべからざるの

るのであるから︑此方面から見ても雨

は寧ろ西洋のポェトリーと共通するも

之あるば即ち漢詩であって此鮎に於て

が平灰韻字の如き一音律譜調が無い︒其

には国語の性質上ｂ一種の調子はある

俳句と異なる所がない︒唯我和歌俳句

ものであって愈其鮎に於ては何等和歌

居る志即ち思想感情を員賞に護表する

又思無し邪といって人為胸中に有って

を簡単に述べて見ると古来詩言し志脳

が之に共鳴するといふことになれば必

脱した雄大俊逸なる詩を作り得て一般

ら若し一大詩人があって平灰韻字を無

排列するに過ぎないのである︒併し乍

言ひ得ないのであって唯一種の字句を．

いが︑斯かるものは詩若くは漢詩とは

私は之を飽くまで排斥するものではな

無平灰の川たらめ詩を作るものがある

日本人には其必要がないと言って無韻

那人には平灰韻字の必要があらうが︑

一

民国との交通ｂ文化の交換は益頻繁に

・は基遺憾の至りである︒併し今後中華

人に依っては︑漢詩を棒読みにする支

失たるのみならず通又我為の快楽を殺〃

のがある︒我邦では狂句叉は駄酒蕗風

今までの所では此等の作品は除情も興

そこで漢詩は如何なるものであるか

ぐことになり︑何としても此催放任し

のものには一河豚は食ひたし︑命は借

味もなく唯一般から冷笑されて移るに

なって来る必要もあり︑叉可能性もあ

置くことは許されないのである︒其篤

しし﹂とか一坂は照る照るへ鈴鹿はく

止まって居るのである︒そこで我盈が

○

．

○

ずしも之を答むくきではない・・併し現

め私は不肯を顧み赤偏へに作詩に努む

ぎ︑人は武し﹂﹁族は道づれ︑世はなさ

もる︑あいの土山雨が降る﹂﹁花は樫

○

ると共に叉後進を誘導して斯道に入ら

せることを前提とせねばならぬ︒筒之

布くも詩を始める以上は平灰韻字を合
○

Ｏ

しめ少くとも詩全盛時代を再現するま

け一とかいふような所謂韻を合せたと

ので以下一雁此鮎に就いて説明する︒？

︑には四蕊といふものを知られ剛ぱならぬ

○

での詩の命脈を維持し且出来るだけ向

いふくきものはあるが︑和歌俳句には

０

上せんことを期しつつあるのである︒

そんなもののないのが普通である︒此

０

唯遺憾なることは現今は漢字及漢籍に

一ｕ．
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Lヨ

1

文事の門
割田斧二

文事を味って私達の心に迫って来るもの︑
その誠といふものは︑錦する所それは作者そ
の人が日夜生活を通じて己の心に求めて止ま
ないものの現れなのである︒作者なる者は︑

常に鰻い自信を以て︑此の世界︑此の壮曾︑
此の人生といふものを︑かくもありたい︑か
み自身を苦しめて︑自身探し求めてゆく︑そ

くもしたい︑かくして満たされたいと自身悩
れは恰度心の旋人のやうなものであらう︒牧
む風ぞ今日も我がゆく﹂といった心のそれで

水の﹁幾山河越えさりゆかば淋しきの果てな
あって︑心常に貧しく︑心常に淋しくして︑
よりよいものを永遠に求めてゆく︑此の心の
描く世界︑祇曾︑人生が文畢の誠であって︑
であるから︑作者の心は純であり︑貴営を

私達にこれが訴へるものとなるのである︒

守り︑飽迄も自身の信ずる所に忠喪でなけれ
ばならない︒だからその作品は其の人々の個
す方法も種々であっても︑必ずその中には作

性によって︑或は題材も様燕であり︑描き出

かの姿である筈であり︑それは又どのやうな

者の頼り求むる世界証曾人生といふものが何

一
ものであっても︑作者の誠がよく描かれる限
り人の心を打つものであって︑此のことを深
く味はねばならない︒さうでなくして︑た蛍
作品の中の表面的なもの︑部分的のものの場
しては文皐を味ふこととならないし︑文皐か

面に興味をもったり︑道義的にのみ考へたり

例へぱ作中に︑妻を捨てて他の女と通ずる

ら教へられるものもない課である︒

とか︑夜の女の正盤を描くとか︑親の意に添
はい不孝をして勝手に女や男が好き同志で結
婚するとか︑家庭や︑祇曾にむやみと反抗す
るやうな主人公等々色々な人物が描かれて居
る場合︑だから不道徳であると表面的に見る
ことなしに︑これまでの習慣や惇統等の悪い
と考へる部分に堪へられないで︑反賓に生き
むとする人間︑或は祇曾悪の犠牲となって堕
落する弱い人間のあはれさ︑心に忠賀に生き
ようとして︑その行く先為は不幸で一生を遂
に雑るとしても︑その心にふれては何か心を
打たれるといふそとに襟を正すといふその事
を味ふのでなくてはならない︒ミダラに懸を
する︑酒を飲む︑親の意に徒はない︑といふ
それを見るのでなく︑それ等の行篤が何か誠
を求めて行動する場合の一つの筋として或は
あはれとしてその人物の心を見ることを忘れ
又作者そり者についての考へも︑やれ妻あ

てはならない︒

る身で情人を作った︑とか︑心中をしたとか︑

花柳の街に出入のみするとか︑種為の非常や
奇行︑さうしたことが兎角道義的には攻翠さ

いであらう︒

ノ

れ︑それが文畢作品そのものにも随分影等さ．
れる場合が多いものである︒道義的に人間の
生活の在り方として見れば︑行篤そのものは
攻拳さるべく尤であって︑決して教訓とはな
らない︒困ったことに蓮ひない︒けれども人
間なるものは︑一誠にあはれな弱いもので自分
の求めてやまないものに遂に疲れ︑迷ったと
き︑猶求めずぱ堪へられないといふやうな時
行詰って死を求めるのも人間のあはれであり
女を道づれにするのも亦︑死ぬものの侭らぬ︽
人間的なこと種あるかも知れない︑又何をか
求めつつ猶求め得ざる場合の心の行動として
妻ある身の女から女へと渡り歩るくといふ不
道義的なことも心のせつなさの一つの姿であ
るべく︑更には作者が人の心を知る一つの修
養過程の場合もあらうし︑要はその様為な逆
を選べる人々に何か心を打たれるものがある
限り︑それを味へぱ足るもので︑行篤そのも
のだけの批判に陥ることは文筆への道ではな

かくして文皐を味ふことは人の心を味ふこ
とであり︑それに恩ひをよせて︑あはれを感
ずることである︒私達が花を見︑月を見︑虫
︑を見︑山川草木を見たりしても︑何かを感じ
心を寄せるといふのも︑皆同じことで︑理窟
でなしに︑美しいもの︑弱いもの︑醜なるも
．の︑あはれなもの等々に私達の喜怒哀楽の感
情がふれ︑心らたれずには居られないものか
らやがて何物かを考へさせられること︑此の
心あって人の世も又美しくうるほひもあり血

︒と涙のあるものとなるのであらう︒
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〔中）

弘道詩
もｂもｂｂもも一℃ｂｂじじ︑ｂ

℃ＵｂＵｂ℃９

ｂも℃・も・℃Ｔ︽ｂ望

℃︑℃ｂ少ももも

９℃もも宮も℃︑

℃ｂもｂｂｂも

℃もりｂｂｂひ︐

奥無諜選
︑もりＤｂ︑℃・

℃９℃ｂ︑℃℃

℃ｂもｂ︲℃︑℃・

ｖｂＤＤＢｂＵ・

八町潟鋤成美田︒遠肝近陥緑芋芋︒一行落雁夕陽外︒

もＤもじじ︑℃

○八町潟︵浦瀬十勝之こ波多良介︹越後︶

℃℃ｂｂｂｂｂ
寓古松風玉笛吹︒︒
︹評日︶搭公世蹟︒有使人肖低頭者︒

茅屋柴刈自醐規︒清幽簡素憶営時︒仰欽先群隠棲地︒

○西山荘如雪慶野庄作︵茨城︶

〃︵評日︶卒淡有味︒足以細斯翁面目︒

︑︑Ｄｂｂも℃
小酌陶然温奮情︒

不嘆人生有枯柴︒古稀加一剛莱岬蝶︒雲老来只喜多親友︒

︑︑︑■︑℃℃

○新年所感夏村・田中和三郎︵千葉︶

四界燈燈唯一色︒旭光輝虎起吟詩︒

ｂ℃もも℃℃℃

溌悩額屋玉参差や翁欣豊瑞祝杯酒︒重出中庭窓戯嬉︒

００００００００○○００００ＯＯ○○○○Ｏ

夜来大雪暁初知Ｐ急遼排窓驚景奇︒遠岳近林花蝿漫︒

○００００○○

○謹賦朝雲禿堂青柳千万吉癖馬︶

︵評白︶清爽之気︒溢干桁表︒

℃℃もりｂ℃■
闇固密欣瑞兆来︒

茅舎鶏鳴院景州︒山河一様絶嬉挨︒今朝積雪未曾有︒

○恭賦勅題朝雪東耕石川膝作︵茨城︶

林

︹評日︶兵火悪夢去︒而農耕変相束︒緊禅一番︒奮築興国之礎︒

もｂもｂＤｈｂ○○○○○○Ｏ

○観現世相有感悪癖乗坂重︵千葉︶
もＢ℃９℃︑ｂ

○０ＯＯ００Ｏ
失業溢街人粟肌︒

世路紛紛累卵危︒道額義展不堪悲︒誰防物憤昂騰勢︒

○新春雑感勝山笹川清之助︵大阪︶

︹評臼︶鬼気襲人︒常路者須三省︒

℃ｂ℃ｂＤｂ℃．もももりＧ℃℃⑯Ｏ○ＯＯ００Ｏ
暦改山河未改装︒巌霜蔽地輔荒涼︒人忘道義唯争利︒

︵評日︶幽破山河在︒人多迩義無︒

○○００○○Ｏ
堪嘆東方沿子郷︒

○己丑新年戯賦奥無謹

○拾遺記日︑周王時︑牛化篤虎︑

零跳梁燕鼠去何選︒文角花蹄揮尾旋︒
一歳遅遅牛歩後︒化馬猛虎繍春天︒

弘道歌園割田斧二選

○含貝各位の出詠を望みて千葉蝶菅谷義太郎

秀逸

悪なき人を知るべき言の葉の玉藻よせなむ和歌の浦波

○祁圃の復興を念じて東京都岡崎毒市

︵題詠・姿欝けれども達者なり︶

今日ノ︑を今日限りなる命とも思ひ果さな人の世の道

︹上句に見る作者の深営思ひ感あり︶

○埼玉螺宮内︑純
︹述懐素直なり︺

かへり見るその来し方のけばしさに我となぐさむ老の心に

■

無復常年兵火煙︒

一コ
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一

一﹂

−

､

子

1

大阪府笹川清之助一初難の雛に目篭めて邪念なし

刺奈川螺寂光時雨一過公園の木為を裸にす

松江

寂．Ｅ

幅島一昔

︑フ

堂

佳作○

東京都↑中村徐風茶屋近く舟とまりけり月の湖

すさびたる世の醜草にまじるとも匂ひすがしき白菊の花突風にもまる上庭の菊を・見る
○

新潟螺波多良介多木立光り鋭き月懸る

インフレの波猛りつ呉越えゅかむすべもすべなき年の瀬にかも．秋の灯を身近くよせて積み飽かホ

朝雪

○

朝晴れて眼路た営清く世の寵を埋めつくしたり越の向雪クリスマス指折りて待つ幼な孫

夕日ざししみいる山の寺庭に童女の墓標白く建ちたり約となりじほの似顔・や冬灯

○農業共済組合千葉蝶兼坂秀嶺幕近く姿踏む背に風冷ゅる

割田斧二暖耀燃ゆ向髪の父と封座して

備あれば患なしとか農作の共湾の道ひらけけるかも蒋葉焚くや難遠く遊び︑居り

旭束子

祁奈川寂光

（18〕

．○

ＪＪ罰皿而而ｉＩ而Ｊ而Ｊ鵬削：Ｊ侭血繍綴鞭諭雌雛麿

物蔭の雪の解けつぐ萱さがり雫する一音こ上を占めゐる大凧の糸伸びきりしうなりかな

弘道俳壇旭東子選居待月冷酒酌みて居眠りぬ

．門前の畑に姿蒔くひとりかな

元日や子と居て矩健あた上かき東京晶史ゞ映書劇マントの中に子を包む

初詣昔は鳩のあまた居し同研也︲ひっそりと閉めし小門や秋の雨

◇雑〃詠
新暦掛けて嘘に集る一家か・な秋田柿渓夜寒の灯崖して友の汽車稜ちね↑ 同 紅 城 子
元日一や硝子人形灯にむけて静岡洋雨子こな煙草あつめて寒七年の暮 同青嵐子
参賀記帳一初日あふれし砂利の一昔東京雲底一人来て石に憩ひし枯野かな 佐賀愚石
川蒔繕
初雪や敗れし山河そのまた静岡吐秋鶴紬罷瀕鮮卿種謂 石
福島一荷水
松江形堂

し、

一

歌留多とり指の太さを恥ぢっ山も．同健治山羊つなぐ難揺らぎて春めき函
生き延びて古稀を迎へる雑煮哉埼玉江面庵姿踏むや秩父嵐を背に受けて

､ 亀

川

京阜馬玉阜城田

山

風衣子子漢也漢

形

徐晴兎よ楓晴柿

‐稗

東岐・群,埼岐．茨秋

弐

ー

画す

私財を投じ︑三度の食事その恥のの如く︑世

含貝便︐︐のため人の矯めにこれ怠らないといふ今時正

産主義なり位に恩込むといふ有様なれば昼あ

教等に封してば全く無縁没交渉といふ有様︑

るといふが如き者日に多きを加へ︑道徳や宗

共龍思想なるものとは別に共産主義に需動す・

斯くの如き環境に在って︑正義人道を穂へ︑

に泥中に咲き出した蓮花であらう︒

一家の美談を生んだ︒即ち氏は

泥中花一輪長嶺俊之肋︵秋田︶其の萩原氏が此の間夫人を喪はれたが︑又

倫理迩徳を礎行することは最も必要且不可妖

今の世の中は見るもの開くもの︑悪い方面．之を巡って

ばかりが多く︑兎角人心を暗くさせる︑確に供養にと公益事業へ多額の寄附をしたばかり

の重要問題に候へぱ︑同志相携へて少数なが

︒一毎

そうした世の中だとは思ふが︑併しいくら今でなく︑養子の源治君婦遼後家業を励んで居

ら歩一歩前進の艶悟に御座侯︒

猶美はしい花も其の多くが咲いて居ないもの養子ありの噂近隣の語り草であるが︑養母の

日本教育の妖焔は物哲だけに偏し縮刷文明

街頭の一鐸．平山一二談︵千葉︶

日で直よしんぱ目立たないかは知らないがつたが︑養母に孝養深く︑此の父にして此の
でもあるまい︒唯人為は之を見ようとしない病篤琶を見て輸血を申出でて之を果したとい

り︑五十年小我の生活に迷ふ勿れ︑永遠不滅

教育正しければ天地の化育に参加する溌磯な

の大我に生きよ︑霊眼開け天地一一髄の中心に

三次世界職の警報頻々︑民主々義教育の徹底

●

一
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を趣覗せるにあり︑人は永遠不滅の魂あｙ︑

じ自らを慰め得られようといふもの︑．悪い半師範をしてゐるとい︑ベ其の一家の催しさ︑

で︑悪の半面のみをとやかく言ひたがる所がふ︒氏の長男時治君は南方に職死するの不幸
あるのではあるまいか︒かく考へて自分を信を見たが︑他に娘一人あり︑高女卒業後茶の

面を見ると共贋美はしい鮎も見たいもので変に模範とされ︑兎角自由平等の行過ぎが交

目的天地の化育に参加する︑之を民主々義の

利あり︑寓物化育の震相を諦槻する時教育の

に衣食あり︑徳は本なり財は末なり︑今や全

教育といふ︑衣食の中に道心なし︑道心の中

其所で鼓にその一つを紹介して見たい︒そとなって居る︒人能く逝を弘む︑道が人を弘

ある︒・流して風波も荒き今日の世相に一服の清涼州

れは本含の含員で秋田市の萩原易治君及其のむるにあらずか︑敢て其の薫りを紙上に僻へ

育の抜本的封策を唱ふる者なきは何の政ぞ︑

国の刑務所大臣級を主とじて超浦員︑而も教

人の一家である︒氏は二十年来の本愈々員でて頒布しよう︒｜

あり︑其の六十年の生涯は又立志美談の持主○河東田敦美︹埼玉︶

を望むや早天に慈雨の如し︒

９

でもある︒即ち氏は桑く無一物から出溌し長時代の趨勢に鑑み適切なる逝徳通勤を展附
のもので此の道の我秋田螺の権威であり又財聞を讃みて正解するの程度にも達せざるもの

じて木工業に従ひ︑不倒不屈︑努力の結晶そ可致候︒営地一般農民の知識程度は日々の新

掌升︑発

券

を成したといふ人︑本含に入って道徳震践と多く︑此の間迷信は流行し︑赤化思想の何た
普及に毒した灰は誠に大きく︑秋田支含の中るかも知らず︑唯税金の値下げ運動とか・︑或
枢の一人であるが︑他の公益事業にも多大の／は配給等の不正を擢装するとかいふことが共

／

ノ

1

本書童報
△土屋氏逝去宇都宮支命幹事土屋幅蔵氏十
月逝去︒哀悼︑氏は五十年以上の含貝にして

︑功努者たりしを惜しむ︒

△谷口氏芳志維身愈貝︑谷口跡三郎氏は本
曾へ金六拾回寄附きる︒感謝︒

△割田一三事出張割田主事は十月二十四日豊

△寺本東部支曾長逝去千葉蝶東部支含長︑

岡支酋常曾に出張懇談する所あり︒

本含評議員寺本篤二郎氏は藻て胃癌のため今
春来静養中の所︑十月二十四日遂に逝去︒哀
悼に堪へず︑氏は同地教育界の元老にて人格
︲者として信任篤く本曾支含中最大の支含をよ
く指導さ・れ功勢多大なりしに︑十月三十日葬

儀翠行︑本酋より割田主蝦出張酋長の弔跡及
一霊前に供物をなし感謝の意を表せり︒

△東部麦倉講演富十一月七日︵日︶千葉螺東

部支含に於ては︑支含秋季縄含を蕪れて時局
講演倉を開催︑本含より協賛曾員経済塁博士
閥・未代策氏出張﹁我が園経済の方向と道徳性﹂

と題し講演︑多大の感動を輿へらる︒尚割田

△木内氏芳志千葉螺東部支含の長老木内左

主事も出張挨拶せり︒

一

○豊岡支含報告
五月三十日一時︑二五二回常曾︑群雲儲︵繁

げ

・問題につき協議︑収めの理事念とせり︒

年最後の本含理事含を本含館に附き︑営面の

△理事倉十二月十八日︵士︶午後二時より本

新任︒

泰平氏酔任︑副支含長河東田敦美氏支曾曇に

△霞開支曹長新任埼玉螺霞ヶ関支念長鈴木

情を感謝す︒

本一官に封し金百脚の御寄附を泰らせり︑御芳

△星野氏芳志祇岡螺愈員晶野房子女史は︑

見川町本願寺に鮒催︑法要及遁憶談あり︒

聯東部支含長寺本鴬二郎氏追悼念を香取郡小

△寺本支酋長追悼酋十一月二十八日故千葉

五拾側を寄附きる︒御厚情を感謝す︒

△山田氏芳志評議員山田醇氏は今回金壷百

仙松氏営選せり︒

氏支倫長に就紙︑副支含長には含計主任鈴木

き︑支曾縄含選畢の結果︑副支酋長高木泰三

△東部支禽長副支曹長寺本支曾長逝去につ

情を感謝す︒

代治氏は本曾に余毒百閲を寄附せらる︒御芳

、

８

割田︑鈴木︑井出︑田代︑

日癖の雷雨なく︑珍らしき快雲︒流石に弘

△七月二十五日二時︑二五四回常曾︒茶舗︒

からざるは姫よ︒

ぢやから︑そりや︑惚れるはいいが︑鯛るべ

愛の道に国境はあり︑蚕せんナ︒かわいいもの

して驚いたのはェ直ゆ氾濫ですよ︒陰陽ｌ

松崎師の哲畢槻に白く﹃こんど︑四図に蹄郷

業界とインフレ﹄等︑有益なる鎧験談あり︒

談﹄︑抜井氏の﹃徳育の重要性﹄︑諸井氏の﹃事

鈴木栖開氏の﹃近江祁宮﹁時の記念日﹂参加

松崎正道師の﹃蹄郷談四国金刀比羅みやげ﹄

谷︑四郎氏︑井出︑田代︑北田︶

︵繁田︑割田︑抜井︑諸井︑松崎︑鈴木︑古

△六月二十七日一時︑二五三問常含︑茶舗︒

代︑北田諸氏五名出席しました︒﹄・

含長﹃本含の縄含には︑私と換井︑鈴木︑田

るから弾ねあがる︒高く︑まつすぐにね︒﹄支

ごらんなさい︑固くて︑堅くて︑張切ってゐ

性の豊かなのは美徳ですね︒﹄鈴木コム麹を

井﹃虞情の護露で自然だ︒﹄抜井﹃純反な感激

時ば咽喉が塞がり︑言葉が出んので困る︒﹄諸

た有難くてね︑︑剣道なら元気だが︑ああいふ

支曾長﹃先日や堀田曾長御来邸ゆ際は泣け

北田︶

田︑抜井︑諸井︑

●

、
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講あり︒傾蕊︒刻博なる知見︑いつもながら

近の地球物理事﹄につき三十分間にわたる長

道日和なり︒鈴木栖開氏の﹃秩父地震説と最

へられたり︒

亘りて御講演なされて曾員に多大の感銘を奥

望す可き経済と道徳性につき懇冷二時間徐に

世界の大勢より説き起し現下我図人の最も要

文化運動と歩調をそろえて進みたいものであ

る︑時宜を得たものである︒本支含は之等の

立して全村の文化運動に乗り出さうとしてい

常時村長として復興に壷力せられた壷智金次

本支含復興以来早くも十年に垂んとする︒

水村常太郎︑祁田晴三郎︑中島勝造︑吉田茂︑

荒井瀧造諺︵村含議員︶野口春雄︵村含議員︶

た︒原田豊作︵霞︑中校長︶岸田小畢校長︑

氏の来含を得て本支含の将来について協議し

○尚先般震ケ開小事枝に役員貧を開催室の諸

る︒

驚く︑驚く︒割田主事﹃金融事情と投菱﹄と

郎氏麦倉長となり支含の鴬めに劃策されたの

Ｏ霞ケ開支曾報

フェピャン協曾の組織と理念とにつき説明︒

益多し︒績いて栖闘氏はその開係さるる日本

であったが途ひに病魔のために蕊るるに至り

題し︑複雑なる糎涛界の動向を綾述さる︑稗

最後に繁田幹事より豊岡積善曾振興策に開し

次いで鈴木泰平氏支曹長に推されたが氏も亦

窪田三吉︵村含議長︶水村蝿七︵農地委員︶

盛曾裡に四時半閉づ︒

其の他数氏︒

川町本願寺に開催す︑常日午後一時三十分本

鮪二郎先生の追悼含を寺本家菩提寺なる小見

昭和二十一二年十一月二十八日故支酋長・寺本

Ｏ東部支倉報告

づ

一身上の都合によって先般辞任を申出でられ

抱負を開陳︒共鳴︒深く考究することとして
Ｏ東部支曾報告

止むなく副支含長たる私が支含長代りに責任
顧れば復興常時と比して世相は一愛した︑

堂に参集︑衆僧の調経法要の後︑高木支含長

（21）

十一月七日千葉螺香取郡東部支曾縄含井に

時総含開含諸般の報告の後︑支含長及其他役

職塵の巷に右往左往した敗戦国民の惨たんた

追悼の僻︑堀田首長追悼の酢︑小堀晃三氏の

を負ふこととなった︒

員の改選あり︑支曾長には数十年来評議員及

る姿も次第に消えて開成金といふ新興財閥が

誰演曾を脚里村協同組合階上に開く︑午前十

副支含長として熱心認捧せられたる高木泰三

朗讃の後︑遺族及曾員の焼香を以て式を閉ぢ

逼悼演説︑平山三識字井太三郎雨氏の追悼吟

別室に於て茶話官を催して追懐談に故人を偲

いっても世道人心の鍵化には及ばない︒

この一大鍵化を束した人心を捉へて正しい

び午後四時散含せり︒参念者三十六名猶常日

登場するまでに世の中が鍵った︑しかし何と

の自由論や少しも身にあはい科皐的祇含主義

民主国家の建設を儒きうといふには通り一遍

本倉より含長閣下の追悼の酔及供物料を賜は

氏を涌揚一致を以て推薦し︑役員又若干の交

午後一時より講演含︑支曾長挨拶︑本部主事

開催の件︑溌算修正の件を可決し霊食休憩︑

理論などではどうにもなるものではない︒静

りし事を深謝す︒

迭あり︑雑りて含員の意見溌表ありて後寺本

割田先生弘道の使命につき講演あり︑夫れよ

い民主主義を建設しなければならない︒

かに過去をふりかえって日本人は日本人らし

前支含長追悼倉の件︑来春季縄含を山倉村に

り本部協賛員日本貿易工業含理事長経済馨博

△八月二十九日一時︒二五五回常含︒茶舗に

Ｏ豊岡支酋報告

士開未代策先生の﹁我が国誕済の方向と造徳

●

霞ヶ闘支含員の中呼は︑霞ヶ開文化倉を創

両

性﹂と題する講演あり︑先生は熱癖を振はれ

句

1
凸

嘗者十三名︒

蕊識﹃探墓除筆﹄磯ヶ谷紫江先生

ひで参るのだらう︑・日本人が覗先崇拝だとい

るのでね︒五分そこそこで戻るのは︑義理合

去りかねる︒その人と冥語を交はす気分にな

十除年を経過した︒行くと一二二時間は碑前を

もがな︑といふのが探墓の動機だが︑もう五

篭前でやった︒踏査記録が︑世の中の一助に

いつも︑青山墓地の浪子さん︵不如婦の︶の

井君は吹き出した︒翌日︑新井君と筆者と︑

のである︒﹄翁の信念は動かぬ︒感服して︑新

れわれは豊岡大畢自盤での速記を刊行するも

で⁝．：︒﹄翠軒樽載其版権便害であらう︑わ

ゑ︑他の講演から輔載を︑と菅原氏より返稿

︒農道﹂速記録は︑前半閲了︑後半ば多忙ゆ

つ綻びた︒支曾幹事新井政快氏は報告する

Ｉ昭和拾三年Ｉ霞鍵庵に紅梅が五つ三

農繁期のため︑出席者少なけれど︑談論風装︑

於いく世界を悩殺することが出来る︒﹄ｌ

ん︒かうして︑始めて︑音楽に於て︑蕊術に

る程度にまで︑鑑賞眼を引上げねばなりませ

裸催萱を看て︑セックスを感ぜず︑美を感ず

三千年の惇統はものをいふ︒わたくしどもも︑

○成木支雪報告

常るべからず︒

を偉しとするものである琶割田﹃われわれの

ふととには疑がある︒畢者に三代連績は稀で

自動車で︑菅谷の農士畢校へ飛んだ︒そして

木小畢校に於て第七同常含﹁新年茶話含﹂開

農繁季中休曾久しぶりに一月七日午後一時成

〆

猫は書けない１１と︑娘を前にして泣いた︒

総塗葺いて泣いた︑ｌ俺憾昆鐘腫奮げたが

だ﹄三時も松崎師の熱誠の朗経に追善式執行

私は︑これを︑ラッフアイロと比較し︑北斎

情勢に封鹿し勺俳譲噸大衆化は喫緊の要事

微雨落つ︑四時︑墓参︒

すな．鵡嬢︑羅盗ｌ生豊方が躯いがら世に

その信念途活かした︒ｌ翁は︑文字鐙︐︑

催秋恰も本部評議員支曾幹事中材芳三郎氏古

﹃麻布中畢生時代︑塞食は︑畢校で喰くず︑

名が残る︒奉行︑輿力︑蕊妓等︑系統調査を

△昭和二十三年十月二十四日一時︑二五七回

暴獣熱行の亘人だったＩ︒

いのですよ︒

すると︑征酋に隼を成す者は必らず父母が偉

稀の毒を迎へられたるに付萩原支曾長開倉Ｑ
支含長﹃小いさくは村︑大きくは図迄︑人

封し中村氏町重に感謝の意を表し更に同氏よ

酢に次で賀僻渥述べ績て数氏の祇餅あり之に

常曾︒茶舗︒︲

出席者︵柴田常恵坤士︑割田主事︑河東田敦

格者が議員に推選せられるのでなくてはなら

り古稀記念にと開祁泊翁先生仰記上下二巻と

△九月二十日二時︑二五六回常曾︑群雲館︑

美︑繁田支曾長︑抜井半内︑松崎正道師︑中

ぬ︒金がなければ雷選しないなどとは嘘の骨

成木の春

︑

の齢興に一同拍手初笑ひ賑はしく午後四時閉

含す↓︑

年度の事業計豊に付懇談協議決定最後に禰引

承敬意を表し襟を正して順次奔見総て二十四

了

島重燕︑諸井宗卒︑西樺昇三郎︑高篠彦卒︑

頂だ︒﹄栖開氏﹃楠公や松蔭が︑後世に及ぽじ

泊翁先生御反筆額一面寄贈せられ一同之を

古谷喜代次︑繁田くら子︑繁田登輿子︑見玉

た影響の根元ば人格の然らしむるところであ
ない︒度が過ぎるところまで行けば︑生地も

政義︑新井政快︑繁田四郎︑田代束三郎︑北

翠軒先生の九回忌である︒生前︑愛顧庇蔭

出よう︒﹄四郎氏﹃自負心とは？﹄割田﹃歴史

る︒﹄割田主事﹃自負心を喪っては復興は望め

を受けし知己同人参集︒常曾席上︑柴田博士

の中に流れてゐるもの︒﹄栖闘氏﹃葛飾北需は

田伊典︶

﹃玄開︑書院︑ともに俳教闘係の言葉だ︒新

し

）

（

一

ー

梅に魁け文化のかおり高く平和な成木村・軌道に乗り形勢好韓の感あるは︑我等の衷心
枕感し初鶏鳴て村は明るく希望の碑︹五十嵐感謝する所なり︑而して一面世相を見れば人

先生の撰書の碑あり︶心の悪化道義の頚慶寒心に堪えざるものあり
明けて元旦今年のプヲン立てて覗く屠蘇の酔祁幽再建の大業は我等に課せられたる責任あ

ひる重大問題なり︑夫人は善悪の定性なし教育

徐風老生今の良否によりて向上悪化す︑今日家庭証含宗

Ｏ秋田支酋報告教教育の現状は如何︑他に貧困なる小畢教育
一月二十九日午後二時より第百六十六同支に托し曇如たるは何ぞ誤れるの甚しきや︑更
含常曾を市内妙畳寺に閑４︑営日吹雪にて寒に他面第↑一戦巨頭の虚刑あり宇之を以て責任
気巌しかりき︒本年初の常曾とて曾員振て参解除と錨髭する勿れ︑上は皇旭皇宗の抑鍵に
集︑本含要領朗讃︑次で座談念に入り種存意下は幾百寓罪なき忠魂に殆ど無開心の状態に

「

ざらん能はざるに非ず︑篤さざるなり︒

千葉蝶東部支曾平山三蔵

紅梅を遥にみとめ犬とゆく

ゆげ

朝の水蒸気溝にしたがひ土手は霜

塞丘の白聖に蹴歩みつＬ

凍床に大いなる魚横へし

愚剛博士寄︶

冬淵くし登坂の袖や変の青︲

Ｆ一一
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見を交換し歓談せり︒而して前年の含計報告あるは人道上宥すべからざるに非ずや︑抑衣
を承認し理事補峡に員崎常槻師を推薦し和気・食足りて魁節を知るパンあるのみ︑指導階級

調々樫に●午後五時散曾せりＰに俗論遊喝る者多し︑之其一を知りて其二を
因に厳寒に入れど街頭に雪なし秋田には珍知らざる論︑敦なき人は財を得れば牡曾の詳
らし︒

風良俗を乱し︑得ざれぱ危臓思想に趨る精祁

！街頭の一躍︹国民の進路︺Ｉ鮮し︑之を要するに全図民諮然として祇園復
絡戦後四年︑図蓮消長に閥する意義最深き新興の重大問題を自畳し︑官民協力猛然精祁畳
に所信を憩えんとす︑静に世界の形勢を諦糎徒に消火防犯の末節に囚れ根本問題を逸する

春を迎るに富り︑︑憂図の同志政府常路の諸公醒運動を起す事焦眉の緊急問題なりと信ず︑

する尼西欧にベルリン問題あり︑東亜に民は智者の興せざる所なり︑特に米軍司令部の
園内職問題あり雨共に根抵深く容易に楽籾を深甚なる厚意努力に封し忘るべからざる報恩
許さざるものあり︑此秋我幽欣如何︑幸に米の要路なりと信ず︑夫人は二足尊頭は夫に接
軍司部の員華なる指導協力により諸般の改革し脚に交るもの︑大義に感奮せば何事か成ら

[
r
】

Ｉ
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含告
本含第四十六同定期綴含に於て可決
せる本含定款一部の愛更は其の後常局
に認可申請中の虚︑左の如く認可さる・

認可書

社函法人日本弘道倉

教祇牧第七一○競

昭和二十三年七月二十七日附申請の
定款一部愛更の件はこれを認可する

東京都知事安井誠一郎

昭和二十三年十月二十日
○

一金萱百五拾凶也︹本含へ寄附︶

埼玉際山田醇
禰岡際星野湧子

一金宣百回也︹本曾へ寄附︺

○

夕︐〃

埼玉嬬霞開支禽長︵新任︶河東田敦美＃

︽︲

凸巳

編輯後記
○本年の最絡雅十一十二月を合併誌としてや
っと纏めました︒思へぱ遅刊領き︑合併績き
誠に申課ない事と恩ひます︒これも努力の足
の心のみあせれど物力の件はざるに錦すると

らざること勿論ですが︑混乱期に虚して本含
も申上げませうか︒来るべき年は少くもより
よくと心掛けます︒其の意気で本雅は婚頁致
しました︒

○吉田博士の論文は本流を以て完結です︒明
治時代の封建性を指摘批判された緊要なもの
です︒我為は其の明治の跡に鑑みて︑制度と
之を生かすぺき国民努力の箕如何を考へ︑今

日の革命をして興に生かすべき方途を深く思
ふのみであります︒之は時を得て一冊に纏め
たいと思ひます︒｜

釜図に請書倉の興りを見ますが︑之に魂を入

○石坂先生よりは請書の指導を頂きました︒
れるには︑こよなきものです︒｜

○弘道文葵の讃者のため漢詩︑和歌︑俳句に
ついての指導・解読を試みたらと思ひ︑先づ
手始めに奥無毒先生より玉稿を頂きました︒
又含員便︑私の言葉欄を設けました︒振って
の葉書投書を希望致します︒御協力下さい︒

○
はの
含た
員め
諸に
氏さ
︑ら
御ぱ
自︒愛よきお年越しを来る一
べで
き年

振替口座東京皇宅番
日本出版協含曾員番読Ｂ二ｇ茜

︐電話九段九番

︾諏廻日本弘道倉

東京都千代田厘西祁田二ノー

．︲印刷所︵東京空言共立証印刷所

東京都千代田厩神田紳保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田厘紳田紳ゞ保町三ノ十

躍噸峰割田斧二

東京都千代田匿西紳田ニノ一

昭和二十三年主月一日護行

昭和二十三年主月廿八日↑印刷納本

本官編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌慶告の件については︑

封入の方に送付す︒

る外に種々の特典あり︑規則書は郵券五目

とること︒曾員には雑誌弘道を無料配布す

一ヶ年含費金六拾回遼挑込み入曾の手綱を

弘道曾入曾手讃

弘道責便一冊金拾園也

田
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