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立教と窮理

︲立教と窮理とは同じからず︑
教を立つるは至平至易を主とす
べし︒何則小にして一家︑大にし
て一園即ち耐含の全耀に至る迄
皆尋常一様の人の相楽りたる者
にして︑其の求むる所は︑安全
幸禰休養生息の如き至卑至近の
事に過ぎず︑何ぞ高妙絶俗の教
を立つることを須びんや︒理を
窮め性を蓋すは之に異にして︑
高崇至妙の地に進弐ざるべ〃から

○泊翁先生訓

︑○巻頭言

副島民雄

○女性の撮醒のために

○農村と弘通山崎延吉

．○漢詩の素読ｅ一︶勝部貝長

○敗戦の跡を櫛みる

日本弘道倉

○俳句の作り方︵中︶能勢旭束子

○夏季三題藤原楚水

ず︒何則造化我に典ふるに至霊
至妙の心を以てす︑之を磨働修養せ
ざれば︑尋常平凡の俗人と烏りて止
む︒之を磨剛修養すれば古今の真理
に通じ︑造化の秘慈を閏明すること
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を得くし︒安んぞ之を修養せずして一一
止むべけんや︒︵泊翁先生訓︶
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不安なる杜含
今日我々の吐曾生活は︑アロハシャツの不良アンチャンと一緒に
暮して居るやうなもので︑・不安そのものの中にある︒姑害ゴッコ︑

若い者に大きな魅力となるものは︑新らしいと云ふことである︒

局に反抗するものも今日の新らしい風であるとする︑右から左へ

哩可岨

るのも亦一っの新らしさである︒三千年の日本を革命して釜く異
たものへ持って行くのも新であるとする︒かうした考へから︑や
らと反抗するらしくあっ見然も彼等は自由を欲するが︑自由を釜
奪ふ共産糞などに利川されるに至っては︑あまりにも皮肉であり
知であり過ぎるといへる︒無知抄いへぱ︑一部の無知の欲の深い︑
手な人間は此の鮎からも共産蕪に利用される︒彼等は共産蕪とい
のは︑供出をしなくもよい︑税金は少し出せばよい︑貧乏人は働
なくとも梁な勝手な生活が出来る世にする政鴬だ位に考へて︑地
で沸に逢ったやうに考へるが︑その俳は審引上手で︑釣にさした
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誰

火遊びゴッコ︑石投げゴッコ︑革命の弧迫ゴッコ等々の中にある毎
日だからであるＰそして腫面目なものは之に封抗する閲結もなし︑
インテリ達は高見の批判といふ有様で︑不安だ︐Ｉ︑と恐れて居る丈
だから︑︐﹁部の悪童に唯押されて居るばかりである︒若し此のやう
にして唯篤すま坐に任せるとすれば︑ほんとうに彼等の烹坐になり
暴力革命の危腫の到来するより外はある京い・
今日の赴曾不安を醸し出してゐるのは︑人偽的で︑多くは二十代︑
三十代の若い人々によってである︒彼等に共通してゐる者は︑敗戦
によるヤケ気分にか︑何んでも常局の事に城一々無反省に唯反抗す
るばかりで︑生活苦を始め︑種々の世の出来事を瀧子忙盾つくにあ
る︒此の風潮は︑或る一部の政治的野心家︑職業革命家に上手に利
川されてゐることにある︒概ねその動きから見れば︑著しく共走蕪
的であるか︑或は或極端に片寄った思想による動きのやうに見える・
だが︑彼等に其等の思想や鴬なるものに深い理解があり︑確信をも
ってゐるとも思へない︒唯其の反抗心を上手に利肘されて居る鮎が
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老で鯛を釣らうとする商賓人である︒一食ひついたら最後︑彼の
中のものとなるのだ︒無茶な好餌の押賓りで︑人を世を困らせる
が術で︑さうして我が野心を浦足させようとする︒敵は否目的は
中にあらで本能寺にある︒これが判らないでは︑無知といふべき
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人間は刺の悪戯か︑額の異ふのと同じやうに︑性格も考方も各々
別である︒此の千差蔑別なものを︑自分ばかりが正しく︑他の考
は悉く邪とし︑是が非でも自分と同じにさせようとする偏した考
の者は︑力で無理に従はせるより外はない︑即ち濁裁にする︒看
ば数に於て多い勢伽階級の味方箕はその獅裁といふのである︒一
のみ立てば他方は立たない︒闘争か屈服かより外はない︑一篭こ
したことで巨の平和や進歩があり︑自由があることであらうか︒
数の異った者を一雁生かし︑話し合って︑比岐的多い所で纏め︑
の統鮎は次々と時の多ゞ数で補ひ︑所有ものを延ばしてゆく︑其所
平和があり︑協力があり︑公平な進歩があり︑自由が生れる︒日
は今や興廃の分岐黙にある︒野心家のためや︑闘争の空費佳許さ
ない︑︐平和と協力で先づ再建︑然る後ジックリ老へるべきだ︒杢
一丸憧に反省の時である︒︵知己庵︶︲

だ
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多い．かにある︒共産薫などに正式入黛の信念を見せて居る者でも︑

のである︒

、

或は不幸に不幸を亜ねて来たとか︑捕気に悩んだとか云ふ不健康な
動機による者が多く︑健康なる動機は至って少ないし︑何の知名の
士などの入黛といふのも︑大鍵鳴物入でお得意の宣惇をするが︑其
の動機は案外に不純な者が多し︑戦後の反抗的風潮に来って︑名盤
を盤得して或隷の収入を計るといふやうな︑・裡済異鍵の自己擁護だ
ったりして︑名利の利己心によるのがあ雲りに目につく︒一般大衆
に於ては︑恰も職時に利用された特攻精祁の倉換のやうに︑珍らし
い流れにワｉシと騒ぎ立てて︑もてあます若さをハカシてゐる傾な
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女性の豊醒のために︲

一一

自然に封してよく人篤が封照される︒そして魁多くの場合︑

前者が讃美され後者が非難され︑自然のままということが人

においては人間は通比較的人間に近い哨乳動物とたいした鐙
︑﹄
りはない︒ところが︑人間は成長するに従って精祁の働が深

する無自畏無意識の反射運動︑衝動運動が存在する︒この鮎

快不快の如き簡単な感情が存在し心行動では内外の刺戟に封

人間の精祁機能の護達をみるとＥすでに新生児において心

なる野蟹の昔に︑↑ただ野性のままの不規放縦の︑低度なる感

には誤解が伴随する︒それは︑自然に締ることを︑無智嬢味

れたままの完全な始めに蹄ることを意味する︒しかし︑これ

自由が意間されている︒それは拙い人間の手を去って典えら

れる場合には必ずそこには人間力の否定︑人間の束縛からの

直なものとされる︒﹁自然に蹄れ﹂とか﹁無侭自然﹂とか云わ

副島民雄

であろうか︒それは人馬の加わらない鯵︑おのずから然る状態

間にとって手本とされる︒とごろで︑自然とは如何なること

化し分化する︒簡単感怖が結合して喜怒の如き複合感怖が現

惰と衝動とのみに支配された原始時代に引戻すことを間える

であって︑人間の手によってけがされ曲められない清らかな

われる︒自らの意識が自兇され︑自兇的に行動するようにな

場合である︒それは人間を動物の域にまで引落すことに外な

らない︒そこでは︑普通に考えられるところによ虹ば︑人為

る︒自意識の護達はとりもなおさず刈性の強達である．すな
／
〆

ているのである︒だから︑古人は人間を他の動物から厘別す

わち︑既に先天的に人間には理性が護達すべく素質づけられ

に十重二十重に縛られて瞬時の自由もないのである︒しかも

と︒ところが︑事賞は︑文明人が夢想でもしない禁忌のため

その束縛は凡て他律的に課せられたものなのである心このよ

は極めて自由で安逸で衝欲するままに食い眠り動けばよい

性の働としてその本性的なものを我麦は思惟と云う︒思惟は

る場合︑人間をホモ・サピェンス︵瑚性人間︶と呼んだ︒理
行偲の形成作用によって顎現する︒との作用が︑すなわち︑

に自らを規正する規律を創造した︒それは︑人間がそのまま

うな不合理な束縛から脱せんがために人間は自律的に自愛的

では人間として人間にふさわしい生活ができないからであっ

技術であるところからまた人間はホモロフア零ヘル︵技術人間︶

である︒ここにおいて︑人間は漸く人間らしい面目を渡邦す

た︒人間の進歩は︑人間の本性護見のための努力︑その絶え

と呼ばれる︒技術人間は従って自畳的自律的形成活動の人間
るに至ったと云うことができる︒

ｌ︲
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ない努力が多くの年月の間績けられて来たその代償として獲
得されたものである．その努力によって人間は動物から︑原
始から脱し︑人間らしい文化の城に自らを進展させ︑真に人
間らし い 生 活 の 形 式 へ と 進 ん だ の で あ る ︒ 今
すなわち心人篤は心その形式力によって︑人間の本然の姿
が開護されてほんとうに人間らしくなるための努力一である︒

言行が高き理性の線において一貫され︑一方において理論の

係が通るとともに感情も意志も豊かにそれと調和して行く状

態を云うのである︒すなわち︑直に理智的な人は直なる教養

四

人であり道徳人である︒

日本人ほど文明人にして理智や理論を重んじないものは少

い︐男もそうである婆豊にそうである︒蕃は︑Ｈ本の

を備えているという言葉を耳にする︒けれども︑人間の行篤

女が他聞の女に比して︑より道徳的であって特に十分に婦徳

との努力の結果が文化である︒これによって人間の隆盛が招
来された︒そして猶人間の文化の本質をなし︑核心をなし︑

達には自昂的な努力を必要としたＱかくして教養が求められ

理性は人間において最もおそく護達した︒しかも︑その護

比類なき婦徳として讃えられるけれども︑それは反符的進歩

日本の女の貞操と母性愛とにおける自己犠牲の心怖の弧さが

徳はなく︑文化の低いところに高い道徳はないからである︒

すなわち︑文化的でなければならぬ︒文化のないところに道

が十一分に道徳的であるためには︑それが自畳的統一的努力的

且つ文化を推進さ迄人間開護に最も力ある技術が︑すなわ
ち︑道徳である・・

た︒自らその必要を感じてその護達に努力しない者には︑理

は扱いかもしれないけれども︑道徳的高さと脂さとにお堕し

的というよりは通むしろ心習性的本能的である︒力において

一一一

性の護達はただ低度に止まるきりである︒教養ある人の理性

決して他に誇りうるものではない︒というのは︑それは吐含

が感情を純化し統御し︑行動を指導するのに反して︑教養な

いからである︒一般的に云って館日本の女の精祁傾向は多く

的道徳生活の中に女を定位せしめる何等の力にもなっていな

き人の理性ば感情に支配され︑その行動は盲目的である︒
理智的と云う言葉は︑多くの場合︑理窟の多いまた冷やか

また︑日本では女子の教育といえば︑人為は︑畢問や肇理

日本の遁徳の向上と牡禽化とを防害して来たのである︒

る︒理性的に反符され客観的に普通化されないその問陥さが

本能的情緒的である︒従って︑その道徳も情緒的主観的であ

な人の代名詞として用いられる９しかし︑とれほど︑言葉に

封する冒涜はあるまい︒もし人が少しくものを護み︑皐問を
して理窟を云うことが上手になったとしても︑それは決して
理智的ではない︒それは︑むしろ︑理論癖や感情枯渇とは正
反封に︑その人の人格が合理的に統一され︑その人の生活や
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怖操の教青からも遠ざけ︑従って却って溺情的にするのであ

日本の女を一層理智から遠ざけ瞳その結果︑一初めに意岡した

ゆる謹事を習わしめ︑世の男も多くこれを欺迎する︒これが

怖緒教育というものを推稲し︑ただ外面的な肢僻的な︑いわ

の勉弧が女を徒らに毒し贈理窟っぽく不従順にするとして︑

の本性喪失の過程に外ならない︒敢て偉統や男と戦えという

えられることかもしれないけれども︑それは女が真に人間と

を委胞ることは︑日本在来の婦徳の美鮎として一方的には讃

することを誇る安償なる感傷主義的自己犠牲の億道徳に自ら

ならぬ︒死者が作った緋の呪縛に甘んじ︑また︑それに甘ん

にしても︑異質平等のものとしてその地位確保に努力せねば

のではない︒反立は決して協力への反逆ではない︒それはよ

しての道徳的完成を逸し︑従って︑女でさえもなくなる︑そ

り大なる綜合への前提である︒異質のものが一つに融合して

る︒理智の鍛錬を無硯しては情意の教育も成立しないのであ
せるのに有利であるかもしれないけれども︑文通の進展は︑

る︒もつとも︑女の班智に乗ずるととは男の支配慾を満足さ

蕉態依然たる封建的男女開係を維持することの不合理性を露

こそ新しいより高いものが生れるのである︒

しかしやこのような女の解放と完成のためには︑男とそし

て杜含の邪解と協力とが絶封に必要である︒日本では︑女に

１１
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呈し︑男のみの文化の不健全性を深刻に白日の下に暴礁した
の下に留めておくことは文化の罪悪である︒

のである︒男が女を自己の奴隷とし玩弄物として自己の織鎖

或いばそれ以上に男に封して言い杜含に封して言わねばなら

封して何事かを言わうとする場合には脳女に封してと同等に

日本のほんものの文化再建のために睡最も大切にして念を

全に解放されたと︒果してそうであろうか︒家庭においても

ない︒或いは人は言うかもしれない︒新憲法によって女は完

五・

要することは︑日本人の本然性の州護であり︑その地金の逝

らば⑯未だ全くその貴のあがっていないことが分明するはず

牡禽においてもその現賞の生活において具謄的に検討するな

徳的鍛錬である︒云うまでもなく私は道徳で凡ての人生の問
題が解決されるとは思わない︒けれども︑道徳は人間生活の

はと紅までの束縛に封して反抗し自ら自らの自由を獲得せん

経戦後︑日本の女の外面上の愛貌はめざましい︒これを私

である︒

最も根抵的な基調であるから︑ 人 間 活 動 の 凡 て の 始 め に 道 徳
的墨醍が必要である︒．

たものとして︑平等に本然 的道徳的に完成することをこそ想

に彼等と鯛れよく槻察してみると︑期待は殆んど全く裏切ら

とする努力の現れの一つと考えたいのであるけれども︑賞際

今 や 女 も 人 間 と し て ︑ 男 と平等の責任と義務とを賦興され
わ れ ば な ら ぬ ︒ 従 っ て ︑ 女 も︑男と同等に教育され︒同等に

．

待遇され︑その性的相違に おいてその分業捨営の分野は異る

ノ

る︒軍に外装を愛え︑表現や行動の形式を菱えたところで︑

何時でも何虚でも覗察者があるか彼等は多く都含を見て︑農

は裏であるが故に目立ちもせねば人気孝一もよばぬ勝である︒

であるが故に目立ちもすれば人気をよぶものであるが︑農村

れぱ退歩もするものである︒而も表裏にたとへぱ︑都市は表

その内面において何らの革新も向上もないとすれば︑それは

ったり︑誤解に陥るのである．沸蘭西のパリーは世界有名の

都含であり︑世界の流行を産み出す都市であるとされて居る

村を見ずやために都曾を見て其園を卜せんとするので心見損

る︒外部的束縛に封するただ盲目的な反接があるにしても︑

甚だ滑稽である︒よくもその矛盾の上に何らの危倶もなく安

それは女にとって何程の債仙も加えることにばならない︒け

であらう︒然るに何時でも沸蘭西は立ち直り︑同時にパリー

も復活するは︑沸蘭西の農村の力であるとするは︑歴史家で

が︑時に盛衰あり︑時に興亡すらありしは︑蓋し周知のこと

奔るべく女を無智と屈辱に放置してきた日本の男と日本の杜

なくとも知って居り︑心得て居ることであらう︒夫を考へて

我函もごたぶんに漏れす︑都市が花為敷進展蕊達して︑動

の大なることが分る筈である︒

も農村は目立たぬとも力があり︑人気をよばぬでも存在偵値

もすれば農村の存在が認められなかった︒政府も議舎も識者

情に堪へねことでありも気の毒千蔦と見舞の瀞をさ上げすに

ん底に落ち込み︑無残な簸後を見るに至ったことは︑全く同

たので︑都市は哀れにも焼失し︑破壊し︑見るから悲惨のど

が都曾であり︑焼夷弾や爆弾の洗濯を受けたのも都市であっ

夫れに没頭したのである︒而も敗戦の惨澗を直先に受けたの

る︑且つ都含の数を増すことが︑園を盛なちしむことと考へ

を埜麗にせんことに汲為乎として企維れ日も足らぬ有様であ

一

されるならば︑︑日本の女の本性受醒は耐恐らく︑男のそれに

追求の進取性が︑教養によって理智的革新にまで十分に開護

も申合はせたやうに都市計測を建て︑都市を立派にし︑都含

農村と弘道
我農生山

延吉

先立つであろう︒︹協徒曾員︺

るが︑少くともそれだけの賓践に女を勇敢にかりたてる尖端

ただ一係の光明がある︒浅薄且つ無謀にして猪突的ではあ

含に︑その責の大半が存するのである︒

弧ども︑女をのみ責めることは不営である︒このような道に

居されるとすれば︑それは文明人として︑むしろ︑悲惨であ

すなわち︑その内心は依然として本能的情緒的保守的であ

I

一︑農村の重要性

何庭の園ゞ家でも必ず都市と農村との雨脚で立ち︑進歩もす

i
崎
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れる︒︑
1

は居れないのである︒然るに一度眼を農村に向ければ︑山川論より護擦通我国は今食糧不足が叫ばれ脳米国の援助に信頼

を見せて居る︒物こそ云はいが︑我健在せり︑何をか一愛へんにせんやである︒夫は土地の生産力が十分でなく︑農民の努一

草木依然として存在し︑生産力の旺確なる土地は其儀に地肌して居る慰夫は猫立を辱めることであるが︑現責なるを如何

やと︑偉姿を示し︑偉力を恩はしめて居る︒頓母敷い農村で力が行き届かぬことを物語るのである︒故に農民の努力を進

あり︑信頼すべきは田舎であると︑今更感慨を深ふし︑嘆美めて︑一日も早く食糧の充賞をはかるが急務である︒夫は不

云ふ迄もなく農村は食糧の生産地であり︑生活資源でありあらう︒特に農村は容易に愛らね特性があり︑農業は限りなＩ

せすには居れぬのである︒︑可能事に非らずして可能事であるは︑何人も肯定することで
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加ふるに国民の揺鰭であるは︑昔も今も凝らぬことである︒く進展する特徴があり︑農民は正直であり素朴である性格を

昔は一夫耕さざれぱ固飢へ︑一婦繊らざれぱ︑民凍ゆと述べ有って居るものであれば︑其特性を擁護し︑其特徴を伸ばし
させられ︑軍農の政策を採用されたものであるが︑夫ば今日共性格を活用するを得ば︑何虎も丁抹と同じ存在を獲得する
と雌も述はいことであり︑鍵らぬことである︒故に農は園のは︑敢て難事に非らずと主張し得る禅である︒特に戦柵と見

本なりと唱へられ︑農は一切の母なりと謂はるＡも宣なる哉微さる上人心の荒展︑認めらるＡ行動の飢脈を︑一日も早く
であるであらう︒されば今更農村︑農民︑農業の車要性を語平静に導き︑常道に復せしむるは︑急務中の急務であるとな

るは野暴の骨頂︑馬鹿げたことでもあるであらう︒るは︑誰にも異存のないことであらうと︑私は敢て唱導する

〃云ふ迄もなく︑農村は業と人とによって進展もすれば︑柴従って私は其鮎に開し︑農民の自兇と努力とを要望すると

︲︲︲ｂ︲︲︐︲ｒ

I

二︑農村のあり方／者である︒

へもする︒よく人為の口に出る丁抹は︑今文化によって最高同時に︑農民の自重と奮働とを切望する者である︒然るに何

峰の所と認められ︑文明によって最上の園と仰がれて居るが虚を見ても自受の人少く︑自己の文化建設に努力する者も亦

夫は農業の護達と農民の向上によるのである︒世に農業園と少い憾あるは︑情なきことの限りである．彼等の多くは都曾

と速き悩みがあるは職如何したことであらうか︒正座に云へ居るではないか︒昔も今も園の礎表は道義に在るの員理は愛

認めらる上が何虚にもあるが︑どれも之も丁抹に及ばざるとの風俗に憧慢し︑市民の生活を棋似せんことに汲糞乎として

ば農康物が振はす︑其庭には土地の生産力に筒開溌の蝕地がはるべくもないのに︑嘘を云っても損せぬやうに︑だまして

ｌ

あり︑農民の折動にも幾多の不行届が指摘さる上のである︒も儲けねばならぬてふ軽薄なる思想に囚はれ︑夫によりて行

ノ

ー
戸

ー

へ動するが︑賢いと解鐸するが如きは沙汰の限りであるが︑而

に求むくきであり︑其産に置くべきであると唱導する者であ

心と行動は最も大切であるであらう︒私は農村の特徴を其虚

る︒或は夫は昔のことであり︑今日は農民も悪化せり︑油断

も農村にそうした民風が流布し心流行するぽ掩ふくくもない
事賞であるであらう︒斯る民風を打破し︑民心を排蕊して︑
６
道義尊重の民風を作興し︑民心を向上せしむるととこそ︑農

多いのに徴しても分ると思ふのである︒不幸にして今日は宗

愛らすであり︑頓母敷さを持２Ｌ居るは︑信仰に生きる者の

識家の活動を見聞せずと雌も︑宗教が衰へざるは︑主として

のならぬ民衆になったと云ふもあらうが心然し貝ゆ農民は相

世界列国に伍し職．封等の交際をなすは時の問題であるに鑑み

民の意気であり︑力でなけねばならぬのである︒今や我国が
私は︑我農民の自畳と努力とを促進せんことを切望し︑所願

になり︑我国民の間に浸潤しつ上あるが︑夫は都市に見るべ

農民の信仰によると槻すべきであるまいか︒今日基督教が盛

した例ぱあるが︑九牛の一毛に過ぎないのである︒農民の沸

くして︑農村ではないのである︒勿論農村として筆って陣宗

三︑農村の特徴

農村とは容易に鍵らね特性があるも︑限りなき進展を特徴

することに於て︑敢て人後に落ちぬ受悟を告白する者である．

に有つ農業を︑正直にして素朴なる農民が行ふ所であるが故

に封する伝仰は生活と職業との関係に於て得たるものであり

の道義は宗教を基礎として活動し職宗教は道義によって花も

得ねばならぬで︑根抵は深く且つ狸いものである︒故に農村

嘆き責も結ぶ課である︒農村の道義由来する所遠く︑活躍の

に︑漸を追ふて進歩もあれば進展もする所であり︑同時に進

ねばならぬのである︒土地を耕し︑施肥をし管理を周到とす

業であれば︑農民は感謝報恩の心に燃へ︑報徳の行者でなけ

範圃亦大なる哉であるであらう︒

歩と溌展を現資とすべき所でもある︒而も天恵地慈に依る農

に報ゆる行動でなけねばならぬのである︒語に其義を正ふし

るは︑慾得の潟めでなく︑射利の篇めでもなくＵ天地の恩悪

今主なるものを列筆して兄やう︒

弘むべき道は色為あり︑弘めねばならぬ道も敷変あるが︑

四︑弘道は農村の使命

１︑正直農業は絶封に虚億を許さす︑欺術を認めぬので︑

て其利を計らず︑其道を明にして其功を謀らずとあるば︑農
民の心得と畳悟とを説けるものと翻すべきである︒畢世渦登

農業を亘剣にやる農民は︑正直でなけねばならいは云ふ迄

乎として利に馳せ︑利を追ふ今日魁農村とそうした功利超越
の行動を見るは︑一掬の清原割として珍重すべきであり︑歓

もないことである︒

２︑順序農業は順序を重んすべきであり︑耕転︑播種︑施

迎せぬぱならぬことであらう︒勿論食糧の確保も大切であり︑

其他の生活費材の増産も必要であるが︑堅責なる道義尊重の
﹄

（8）

肥︑除草心病虫害防除︑牧碓Ｅ調製の手数をつくすべきで

すべきであり︑経を全ふすべくやり抜かねばならぬのに心

之亦情けなきことであり︑困ったものであるが︑夫れが今

或は途中で頓挫したり︑或は半ばにして挫折するがあるは

３砿勤労勤努は一切の基本であり心母であるが故に朝には

尚此虚彼庭に見受けらる上のである︒之も農民の根気強さ

あり︑而も順序を誤ってはならぬのである︒

であらう︒八時間や七時間乃至六時間と制限しても︑天候

星を戴いて出て︑夕には月を踏むで師るは農業努働の特徴

ある︒︹農政家︺

を示して心弱き連中を矯正すべしと主張せざるを得ぬので

の特徴と畳悟すべきである︒

勝部直長

ｌ古典的毅餐の必要Ｉ

漢籍の素護国

に支配さる典以上︑時間制を守る識に行かぬが︑農業拶働

４︑計劃心ある農民は農家暦をつくり︑或は年中行事表で
著になり︑成績が優秀になるのである︒

●

庭造りといひ造園術といふのはそもノー如何なる性質の技

術・葵術であるであらうか︒櫓謡とか彫刻とかの塾術とこの

にはやってよいと知りながら断行せす︑やってやれること

統も認めぬので︑動もすれば断行の勇を峡く憾がある︒中

材料とし︑彫刻は木材︒金鵬・漆喰・土等を材料とする︒こ

う︒たとへぱ繕諜は総其・油・墨・泥・カンバス・絹・紙を

るべきであらうか︒恩ふにその履別は主としてその材料が死
︑Ｅ︑証
んだものを取扱ふのと生きものを扱ふとの逮ひにあるであら

造園術とは同じく謹術と云ひながらもいかなる鮎で厘別せら

が分って居るのに断行が出来ぬのは︑農民の意気を疑はし

れらの材料は一膳死物であって動かないものである︒諜家が

（9）

仕事を計劃的にする︒其庭に能率の塀進があり︑効果が頴

５︑用意雨降らざるに傘の刷意をし︑照らぬ前に日恭を準
備するは︑農民平時の心得である℃若し夫れ改良改善に志
す者は︑課め必要の資料を整備すべきは勿論のことであ
うつ︒

６︑断行年中行事は何虚でも滞りなく行はれ︑誰でも員華

むることであるが︑夫が改められぬのは情けないことであ

油総を描きあげてそこに一つの美と調和とを創造すれば︑そ

にやるが常であるも︑改良改善と蔵れば奮態を許さす︑仰〃

るので︑鼓に断行の肝要を切言し︑農民の奮起を要望する

の萱はもはや固定して美と訓和とを崩すことなく後世に陣へ

るであらう︒尤も総具が乾くにつれて色彩が冷たくなった

鐸である︒

７︑綾行目的を達するまで︑何年か上らうと不撲不倦絞行
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L五

叩Ｉ
り︑除りに古くなれば愛色したり剥脆したりすることはある

ティブな眼力が造園術には不可峡の要素とされる所以であ

せ有しなくてはならないのである︒蒋来を見透すパース・ヘク

その像のもつ均勢と調和の美はそこに固定されてもはや時と

べき深い心術を心得てゐた人物であったと云はなくてばなる

すれば︑庭造りの名人と稲せられた山嬬といふ人は責に驚く

庭造りといふものに右の如き材能と心術とが要求されると

室︾Ｏ

が而し全艦として大鍾化を来すといふ事はないやうである︒

共に鍵化するといふ倶れはないであらう︒しかるに庭造りの

又彫刻も木材なら木材に一旦ある像を刻み出してしまへぱ︑

↑むづかしさは賞に一日一創造した所の均勢と調和の美が絶えず

の統制は蹴恥す上下の秩序は維持せられてゐた︒しかるに川

まい︒果せる哉山蝶が峠軍の元老として目の黒いうちは︑軍

布世し山あり谷あり丘あり川あり瀧あり岩ある美しき庭園を

樫・竹・草・芝・石などを材料に使ってこれらを適宜に按配

方向に枝を伸ばして騒ぎ出し︑逆に将軍連を動かして軍規を

尉官佐官級︑韮しきは少尉候補生や陸士の生徒までが勝手な

とを矢ひ︑大正末年より昭和にかけて所謂青年将校と稲する

蛎といふ亜い石がなくなった後の陸軍はやうやく調和と均衡

︑︑︑℃猫

の材料となるものは生きものだからである︒たとへば松・梅．

造り出したとせよ︒その結織の雅致あり︑調和と均勢のとれ

して︑それらが将来どのやうに愛化護展するかといふことを

木一草一石に至るまで夫だの個性を見抜き適材を適所に按配

である︒と上に於てか庭造りに常る者はその材料について一

の如き人はたとへ軍人として忘れられても詩人としてその名

憶からやがて消えてゆくのであらう︒しかしながら乃木将軍

て軍人といふものも跡を断ち過去の蒋軍提督たちも世人の記

戦争権を放棄した日本には今後軍部といふものも無く従っ

Cio)

動き愛化し崩れてゆくといふ所にある︒何故かならば庭造り

たる風趣はまことに一幅の名書を観る如く︑又身はさながら

星たちに山嬬の如き統率の呪みを利かすだけの人物がゐなか

削り政治干興に狂奔したのであった︒換言すれば上に立つ蒋

然りとするも︑さり乍ら半年も経たすして思はい方に樹木の

ったのであらう︒といふ事は又山蝶の如き和歌や造庭術など

深山幽谷の仙境にある想ひありとせよ︒今︑・現在はまことに

枝を張りⅢ草芝の繁茂してこの均勢と調和とは忽ちにして砿

でもあるのである︒

の人文的教養の幅をもった将軍がもばや跡を断ったといふ事

も凡そ見透すだけの用意がなくてはならず︑か上る深謀遠慮

ば永久に残るのではなからうか︒﹁山川草木輔荒涼﹂とか﹁王

︑︑︑︑

て不断に生為護展ししばらくも現状に止まることがないから

らる上倶れは免れがたい︒樹木も花草も石苔も生きものにし

の上に立って全騰の調和と均勢の美を久しきに亘って維持す

師百寓征狸虜﹂とかの漢詩だけでも優に日本文畢史の一頁を

℃ｂもｂ︑

るだけのダイナミック︵動的︶な経誉の手腕と零識力とを併

】

星

「

飾るべき人ではなからうか︒そのやうな詩情︵ポェヂイ︶を

きやむを得ずして降るのである︒シンガポール在住二十五蕊

これを怪しまなかったもの比やうである︒恩ふに一軍の将と

の英吉利人非戦闘員の生命を救はんが馬に向旗を掲げるので

して誰か喜んで敵の門に降るものがあらう︒全く刀折れ矢つ

ある︒いやしくも大英帝固の一方の司令官ともある将軍を迎

解する優にやさしい牌軍なればこそ又かの旅順開城の時にお

ふるにはそれ相営の稽儀があって然るべきであらう︒同じ軍

ける降蒋ステッセルに謝する折衝に確誕と友誼とを示しえた
のであった︒勝って微らす敵将を迎へるに曜節を以てするは

人同志として明日は我が身にめぐり来らね運命でないと誰が

詩情のうちにある︒西郷南洲や乃木将軍の如き日本陸単の先

あってよいではないか︒直の謄量の大きさはむしろ優しさや

保諦しえよう︒そこには恩ひやりが︑所謂ヒューマニズムが

蓋し偉統的な日本武士の道であっておそらく特軍のうけた
︑︑︒
教養からすれば常然のやり方であった︒例へぱ明治維新の江
さを見よ︒

戸開城の談判のとき西郷と勝との間における鵬節の折口正し

此時おれが殊に感心したのは︑西郷がおれに封して︑蕊府の重臣
たるだけの敬濃を失はず︑談判の時にも始維坐を正して手を膝の上

輩がまだ遠くない過去に前例を示してくれてゐたではない
か︒だがこのやうな古武士の情操や人文的教養は士官畢校や

に載せ︑少しも戦勝の威光で以て︑敗軍の婚を謹蔑するといふやう
な風が見えなかった事だ︒その臓量の大きいことは︑所謂天空海淵

陸大などの教育の敢て顧る所のものでなかった如くである︒

大や高等文官試験などに於てもこの事は全く無覗されてゐ
た︒法律の催文解輝やその技術と多少の外国語の畢習とを以

古典的人文的教養の映如と軽覗とは軍人ばかりでない︒帝

で︑見識ぶる琴などいふことは固より少しもなかった︒︵海舟翁﹁氷川

清話乞

かくの如きが幕末における武士の教養であり心ある人士の心

て足れりとしたのである︒大正昭和の大臣級の人物で多少と

術であった︒そ戸︶には儒教のヒューマニズムとでも云ふべき

ものがあった︒然るに昭和の軍人は如何︒例へぱ今次大戦の

も詩操豊かなものは稀ではないか︒伊藤公が七絶︑

の如きも今の大臣・諸公には夢にも企て及ぶことのできぬ詩

高楼傾霊三杯酒天下英雄在二眼中一

豪気堂々横二大室一日東誰使二帝威隆一

一初めシンガポール陥落の際に日本軍人が敵将に濁して探った

態度ば如何︒白旗を掲げてチャンギーの丘の小屋に談判に来

境であらう︒

るパーシバル将軍を迎へた山下奉文将軍は︑威丈高になって
これを脱みつけ︑卓を叩き大瀧を以て﹁イエスかノーか﹂と

詩は志であり思無邪である︒志なく抱負なく夢をもたぬ者

咽喝的に即答を辿ったとの事である︒この事件は常時日本の
新聞がデ力ｊ︑と報道してそのやり方に讃し園民もまた敢て

〔11〕
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Ｆ■

に詩想は宿らぬのである︒明治維新の志士たちにはとにかく
青雲の志があり新日本建設の夢が抱負があった︒若年にして
勤皇倒幕の運動に東奔西走して席の暖まる暇とてなく︑今日
の六三制の如く机に向って正規の皐問をうけるやうな除裕も

なかった︒特別にこれと云った肇問をした謹でなく聯唯彼等
が暇糞に単んだのば全く﹁漢籍の素請﹂と漢詩や和歌を作る
ことであった︒いば賀古典的教養と怖操の陶冶とであった︒
︵尤も副島芳海伯の如きはその少年時代すでに漢書二繭何千巻を讃破
しその内容をも一々暗んじてゐたと云ふ︒これなぞは今の小・中畢生

の勉遥とは比較にならない︒︶さうして志士たちは人物ありと聞

的要素を失念した︒漢籍の如き東洋古典の教養を捨てたと同

︑︑

時に西洋古典たる希臓・羅馬の哲皐・宗教・文肇の書を深川

︒︑︑

する事をも怠った︒凡そ古典的なるものは根幹にして近代的

なものはその枝葉にすぎぬ︒枝葉にのみ着目してその根幹に

塔ふ事を忘れたのである︒近代日本はその枝葉としての科肇

技術の文明すらもその根幹へ道徳的精力︶が枯渇するにつれ

て一定の限度以上に繁茂できなかったのである︒古典に綿
れ！そして心術を磨け！是が私の銘である︒︵完︶

前弱正誤

○吉田博士看護三題中︑十一頁上段雑りより七行目﹁機械的に行

Ⅵソ○

はる奉仕を目して﹂は﹁機械的に行はれる︒奉仕を目して﹂の謀

○

○

○同維りより六行目︑﹁前者を眼中に置いてのこと﹂は﹁後者を眼

○

中に置いてのこと﹂の誤り︒

○同維りより五行目﹁後者にありては一は︑﹁前者にありては﹂の
謀り︒

右訂正し玄す︒︵係︺

﹁つ

〔12）

けば千里を遠しとせすして行きて面倉しその意見を叩き能く
議論︵ディスカッション︶を諾した︒夜を徹して議論した︒

諸は堂今日のディスカッション︒メソッドが彼等の勉弧の仕
方毎謬った︒叉勤皇倒幕の政治運動の貴賎の中から人間を殿
へ上げたのであった︒

教育墨とは人間を倫理的たらしめる技術である︵ヘーゲと︒
教育の第一眼目は道徳的脊骨亀Ｉラルバックボーン︶ぞ人間に

持たせる事にある︒幕末儒教の教育では﹁漢籍の素請﹂が自
らにしてその役を果した︒伊藤春畝のいふ﹁如今廟堂棟梁器
多是松門受教人﹂は即ち大皐出の秀才でもなく高文合格者
でもなくして﹁講孟剖記﹂や﹁産語﹂で殿へられた人物であ

涙

った︒明治政府は文部省をして近代墜校教育の制度を我が国
に移植せしめたがその際近代的なものにのみ執らはれて古典

４

＝

「−−

凸

牡含
の窓

した︒そしてその間に私は二つの事賞

窓を通して外界すなわち世間のことを

ろための義務を完全に果してゆくので

よく知らなければならぬということで

︵１︶公共の禰征ｐ民

自治の生活は責任の自畳と義務の遂

を事ぴました︒一つは︑私たちはこの

行から生れて来るものであって湿各自

なければなりません︒

すべて国民を個人と

す︒つまり一︲知識の窓一を開かなけれ

主主義の根本原則は
して尊重することで

がよく共同の規約を守りこれを責行し

自巾及び椛利は︑どこまでも公共の禰

いってをります︒しかしながら︑この

といいや憲法にはこれを基本的人椛と

及び権利を保障することを人椛の尊重

べきであります︒杜含連帯の思想は︑

ることを深く理解することから州護す

相互の連帯によって成り立つものであ

それ故︑私たちの共同生活は︑杜含が

てこそ共同の幸幅が得られるのです︒

なって行くものと思われます︒吐含は

ってはじめて私たちの吐含はよりよく

この内外二つの窓が附けることによ

一︲良心の窓﹂を開かなければならぬと

一つは職私たちは同時に内界すなわち

ばならぬということです︒それからも

あって︑個人の自由

祉に反しない限りに於て許される事柄

ついたものであって殖公共の幅祉ば相

各自の義務心と責任感とが密接に結び

人為の集まりです︒人と人との相互依

１１１

であり蹴園民はこれを濫用してはなら

存の開係が私たちの祇愈なのです︒住

いうことです︒

ないばかりでなく︑更に各自は共同の

ら賃を結ぶものであることを忘れては

互に友愛の精川を渡擁してゆくことか

みよくするもしないも︑お互に私たち

との意味で︑私たちの共同生活の中

共同生活の根本となしりお五に譲り合

他人を尊敬し︑相五間の敬愛をもって

私たちは︑自己を魚軍すると同時に

ればなりませんが︑蒔いた種子が︑ど

生を修了しました︒もつと生長しなけ

﹁吐含の窓︲一はこれで都合六回︑一年

でしょうか︒

杵の者の心がけ次第に依るのではない

の自由というのは︑決して無制限な勝

い助け合い許し合って︑楽しい私たち

／

ｚ

ればならないことは︑同じく憲法に規

幸禰を坤進するように常に心がけなけ

ならないと思います︒

手気侭を許すことではなく︑まず第一

の生活を一致協力ます／︑美しいもの

定してある通りであります︒

でば他人のためにするように協力して

に他人に迷惑をかけること︑更に進ん

︵経︶

こかで芽を出してくれるでしょう︒

窓を通して世の中をながめてまいりま

︵１︶二つの窓︒これまで私は一つの

に育て上げてゆきたいと思います︒

す︒そ れ に は 先 ず お 互 い が 自 己 の 責 任

ゆくことが何よりも大切なのでありま
をよく自兇して︑共同の生活を全うす

Ｉ
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敗戦の跡を省みる

敗戦は悲しむべし︒又大いに此の際反省すべきを反省すべ

しである︒然し同時に敗戦国民たる日本人が恐らく何百蔦に

上る程の人間の群が直接身を以て海外の事情を槻得したとい

ふ一大事資は古来我国史の何庭にあったらうか︒之は全く今

観の材料たらざろばない︒そこで私は文化園民の一員として

活の浮浪化︑道義の顔廃を如賃に展開して︑何一つとして悲

ろ国民の重大責務であるに拘らず︑吐含事象は到る所閣民生

経戦後満四年︑今や班園復興の大業は須典も難るべからざ

亘って其の地方地方の人情風俗︑制度に至る迄具に身を以て

園の奥深く︑或者はシベリヤから欧米に至る迄︑相営長期に

命の我同胞が或は寓里の波涛を越えて︑南方の烏麦や或は中

い︒本来なら狭い国土の片隅で碓為として一生を経るべき迩

が羅馬に使ひしたとかいふ史賞などとは比べものにならな

度の戦争の御蔭で阿部仲睦が随帝に閲兄したとか︑支倉常長

今度の敗戦が斎らした︑もっと明るい方面に着眼して少しで

隈験し得たといふととは︑敗戦の狸い反脊と共に叉と得られ

に一大時期を割したことは季へない事賞である︒具鶴的にい

いものではない︒それは東亜丈に限定して見ても民族の開放

の様な世界大戦になるとその寄典貢献は今迄の様な生やさし

の護達を促進したとかいふ類である．然し同じ戦争でも今度

明を促したとか︑或は手形法の濫蛎をなしたとか心活版印刷

が欧亜文化の支流に役立ったとか︑十字軍の遠征が火器の溌

又彼等の運動を遵法運動の美名の下に簡単に片附けることも

ては之亦文化国家文化国民の椛威が何庭にあるといへよう︒

等の綴験を活用してこれを合理化するための文化運動を忘れ

れて︑彼等を冷遇し敬遠することを知って︑彼等を善導し彼

あらう︒然し何人も徒にこの非合法赤化連動に恐催し幻惑さ

法赤化運動の洗確迄受けて来た一連の引揚者達も相常在るで

勿論此の牧獲者の中には暴力とか革命とか︑いわゆる非合

〔14〕
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も園民生活にゆとりを輿へ光明を投げかける何ものかを探求

ぬ牧獲といばればならぬ︒従ってこの鵠験を活用し善用して

覗函復興に役立て︑更に世界文化の護展に貢献してこそ始め

して見度いと恩ふ︒

古来史家は戦争が知識の撰大︑文化の偉播︑吐禽の進歩に

へぱ印度︑フィリッピン︑朝鮮︑印度ネシヤ等奏の猫立は今

て文化国家文化国民としての擢威があるといへるであらう．

度の戦争が起きなかったとしたら︑恐らく想像だも出来なか

一皮むけば赤く血ぬられた暴力性がのたうって居るからであ

極めて危険である︒何となれば︑一口に遵法運動と云っても

貢献した次第を好んで記述する︒例へぼ歴山大帝の印度攻略

った所であらう︒

9
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共産主義の革命運動に封抗して民主為義の反共運動も亦次
第に織烈化せんとして居る︒武人に武士道が必要であった如
く︑文化国民の文化運動に大切なるは文化魂である︒蓋し貝

○

犬でさへ三日養はるれぱ三年の恩を忘れないといふ︒よしソ聯が

はそれとして︑生きて踊る人令にすれば何にしる養はれたといへる︒

協約を無税して何年も抑留者を蹄さず︑然も重努働に使役したこと

う︒破れた祁幽の犠牲者として︑﹁御苦努様﹂と心から感謝もしよ

よい︑やはり故図はよくて引揚げて来る同胞をぱ愛撫の心で迎へよ

祁園ソ聯を唱へて同胞達が引揚げるといって︑美ひの恩とも思へぱ

ふと不朽の正義が貝の文化には伴ふからである︒文化の生命

う︒待ち斬って迎へる家族達︑同胞︑故図に決してソッポを向け縞

の文化には永遠の生命がある︒なぜ生命が永遠であるかとい

を永遠にそれによってつないでゆくからである︒不朽の正義

けられるものではないだらうから︒

落ちないものがある︒八月だ︑九月だといふその攻勢Ｉ何か大革

だがこれを利用しようとする共産薫の諸君の心情にはどうも肺に

は言換れぱ正義の不朽性である︒いば堂寓古減らざる道とい
ふ意味である︒それは又淡為として水の流れの様なものであ

る︒末逐に大海に落行く水の流れが途中の邪臓物に遇ふとあ

と見せかける今日の馬鹿化た暴力的破壊抵抗振り︑祇園がほんとう

命でもと思はせるやうな︑人を不安に駆り立てる戦術︑其の前哨戦

にソ聯なのかしらと偲ばせる︒そうなら其の祇園彼地に引揚げたら

ちこちとまどいすることがあっても決して落ち行く先を誤ら
ないと同じである︒東城が嘗て荷卿諭の一節に一＃小人の不善

どうだらう︒自分の考への外誰にも協力せず︑否困るやらにｊ＼に

だから︑議院外で物を言はうとする︒闘家不安は彼等の作りっ上あ

祇含窯であらうが誰でも困らせる手一方！議曾政治を認めないの

と一為しかける︒困れば我が天下といふ野心？民自黛であらうが

を働くも猫必ず顧忌する所がある︒梁討の残暴なるも遂に先
王の潅楽刑政を絶滅せしむるに至らないのは︑梁討と雄猫聖
道を敢て毒く展するに至らなかった誰擦である一といへるも

事に拘る暇がない︒種平御免である︒

園が逮ふのなら引揚げて貰うに如かず︑我等は再建に忙しく︑齢の

るもので︑自然でもなければ︑他の誰も作ってゐる課ではない︒祇

天下の六経を焚き棄てＬも六経は今に至るも亡びない︒明や

の中糞に味ふべき言である︒如何に秦の李斯が自信力を以て

清が亡びても漢民族特有の文化が滅び底いのは漢民族に特有
なる文化の精粋が不朽の正義を矢はないからである︒文化連
動に大切なるはこの文化の不朽の正義を十分に把握すること
であると確信する︒︵昭和二四︑七︑一五縞×評議員︺

（15）

私の言葉

間にほしいものである︒︵東京都︑成田勝吉︺

つ資けるぺきではないか︒右へ左への旋行こがら戦争賛成といふものであらう︒我々は職
れでは同胞はいつになっても立つ機曾はな争は園内でも垣平だ︒お互にこのこｉとはよう

すると定め︑これからは平和主義でゆくんだ敗戦日本は雑って︑新しい文化日本が生れ

しい﹂と言はれたのはそのためです︒

戦争はこりｉ︲＼だと皆んなが言ふ︑そうしることも︑控へ目で︑やたらに口にしたり態
てこの誤った戦争を憎む︑憲法に軍備をなく度に見せなかったりしたものでした︒﹁つ当烹

闘争日本の昔からの婦人は︑ちゃんと心得て居

○知ったかふり

い・もつと同胞の血と心のつながりが個々のての唯平和である︒︵幅島嬬・竹内道夫︶一

く考へたい︒希望することは国の内外を通じ

友抗◇
竿をした者とか︑温順な性質の者達でも︑

維職直後の混乱期には一時は興奮した︒併し
段々年月を経ると冷静になって乗っ上ある︒

等の人々は︑其の落着きの安心︑自然と昔の

．そして悪い意味で保守といはれるやうに︑此

とである︒Ｑ

と誰もが言ふ︒文化国家︑平和閣家でこれかたことではありますが︑といって日本人がさ︑
らの日本はゆくんのだと一幸省﹂とは結構なこう簡単に生れ愛ることはどうかと思はれるん

ですが︑表面から見ると︑どうも人川・雷です

しい元来の委に反るのだといふ風にも一面は

姿に反りつ上ある︒これは日本人が日本人ら

それなのに︑それなのに︑そのことは外図陸諦劃蕊迄唯封や倖諺睡鐘峠誇調麺噸弘諸確

との戦争のことで︑園内では﹁その儀にあらな日本人がありましたかネー﹂と言ったふう

ず﹂とでも言ふのであらうか︒といふのは︑に︑振舞ってゐます︒﹁出シャバリ﹂が日本婦
明けても暮れても闘争ばかりの世の中が今日人よ⁝⁝と︑喋るは喋るは︑何んでも知らぬ
ものはなく︑自分は何んにも解らないものは
ではないか︒闘争本部といふものさへ至る所︲なく︑人は皆んな知らない者ばかりといった

態度なんです︒果してそんなに刑巧なのでせ
お互に議論し合って︑よりよいことへと進うか︒﹁シ︑マシ﹂過ぎるのも︑﹁出シャバリ﹂

に出来る︒

らで︑婦人を見ると時代の風は一番よく解り

ダ

まうといふのは闘争とは遠ふ︒それは自分を過ぎるのも程度問題！軽撃の尖端は婦人か

うと云ふ図に盛んになるといふのは︑一燈ど︾

識電賑嘩旬匪椎獅蝿雑永砿跨癖標錘権却

認めると共に他も認めての話合だからだ︒そ叢す︒パーマにロング︑スカート︑七色白粉
れが︑他は釜く容れないで︑しかも暴力の革に異臭香水︑血を呑んで来たやうな唇で︑サ
命を本来の目的とする者が平和を目的としよツソー？と自在澗歩︑眼中何物もない︑貞

ぅ云ふものであらうか︑然もそれに共鳴するつた﹂と反省する日は何時？待ち遠うくて
者が多くなるといふこと陸これぢあ閏内ななりません︒︵東京都︑篠崎繁︶
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言へるので︑その鮎は頼母しいが︑世の中は
兎にも角にも大きく移り鍵りっ上あることは
ると︑起立した身を椅子にその堂上下したの

事賃であり︑又そうでなくては竃らないとす
では困る︒

所が一方若い人や︑新を好む者は︑やたら
にいょ１︑熱情を燃やし︑事々に反抗するぽ
やみと珍らしいこと︑従来の是といふものに

かりで︑自分を見詰めることを全く忘れ︑む

と反動の二つに益々別れるばかりである︒今

悉く反抗するといふ風があるので︑世は守奮
少しく一方は心の熱を持績し︑一方は冷静に

なって︑日本人としての自分を考へながら慎
重に堅資に世界に通ずる範厘の進展に歩みを

』

ー

夏季三題
﹃今日の重大問題

１

原↓楚水

今日の我図にとって何が重大であるかといへぱ︑人口問題
即食綴問題に過ぐるはない︒その解決には三つの方法が考え
られる︒第一ば︑人口の自然輔加を抑歴することであり︑第
二ば園内の工業を盛んにし貿易によって食糧を輸入する所謂
工賃生活であり︑第三は︑海外移民である︒第一の解決策に
ついては宗教家その他の方面に於て狸師反封があり︑第三の
方法もまた今のところ念には資現が望みがたい︒比較的無難
なのは第二の解決策であるが︑これにもまたいろいろな脇路
がある︒その第・一は船賃の高いことである︒戦前は自画の船
舶によって商品を輸出することができたが︑今では船もなく
・またその航海も許されない︒運賃は戦前の比率からいへば二
三倍にもなってゐる︒叉︑商品の寅捌は全部が外商の手によ
って行はれ︑値段は先方で資れる二分の一乃至三分の一まで
叩かれるといった状態で︑俗にいふところのめくら留易であ
るといふ︒これでば我国の工賃生活も容易ではない︒この賞
状は園民一般が充分に認識し︑真剣に考えなくてはならぬこ
とであり︑徒に鍔働争議が政争に没頭すべきときではないの
である︒イヤ闘争することも悪くはないであらう︒けれども
その闘争に歯ってば︑その基本槻念の中に遮以上の如き現賞
を充分に考慮に入れ︑その珪盤の上に闘争理念を確立するこ
とでなければ︑結局は自己破滅の外の何物でもあり得ないと

○Ｐ

いふことを充分に認識する必要があるであらう︒

二︑農地の買牧

０

︒Ｆ

いちど都含の生活をした人は︑再び地方の村に錦ることが
ない︒これは成功者にありては勿論聴世に落伍者と稲せらる
及人でも例外なしにそのやうに見受けられる︒ひとり薩摩の
人のみはその例外で聯大将とか高官になった人も耐老後は故
山に婦臥する人が多いといばれる︒事資の如何は知らぬが︑
比較的その傾向のあることは直相らしいｐ私などもこの鹿児
島の先輩のやり方は貝似てよいとふるくから考今ぞゐたｂで
きることなら老後は郷里に錦って地方の青年の指導にあたり
たいと︒かうした考から大正五六年の頃︑所謂負郭二頃の田
を郷里に於て求めた︒そして今日に至るまで︑ずっと殆んど
小作料なしに縁故者に耕作させて来た︒作りどり同様かうし
た寛大なやり方は却って耕作者を怠農化させ︑結果は非常に
悪かったが︑それは兎も角として︑この田畑が今回の農地法
とかで︑不在地主として直先に買牧せられ︑数日前︑その代
金として一町歩あたり農地誰券︑五千凶︑現金二千回足らず
の荊合を以て交附になった︒この金額は︑開米にすると︑ま
さに川斗宣依の慨にも足りないのである︒私の地方では水田
一町歩からはよくできれば︑百俵︑稗通作にしても五十俵は
とれる︒それに多くは二毛作噂萎や小姿もよくできる︒ズ
ッと少なく見積って一反歩五俵二石とし︑池田職相のいふ如
く︑石五千側といふことにでもなれば通その金額はまさに一
反歩から一寓回．一町歩から十寓剛の米がとれるといふ計算
になるのである︒況や闇値に於てをや︑肥料科手間を差引で

：
4

も農家の手取りは決して少ないものとはいへない︒
私どもは農家がいくら儲けやうと︑また今度の農地改革が
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藤

よいとか悪いとかいふ批評をするものではない︒しかし一部
で考えてゐる如く地主は悉く悪地主であり︑小作人は悉く善
良であったといふ如き考え方は︑物を公平に判断する所以の
ものでない︒従って殆んど浸牧か刑罰にも均しい土地の買牧
贋格については︑一膳考え直す必要はありはせぬか︒私自身
の所管地の如きは壷ことに微糞たるもので︑物のかすではな
いが︑世にはこれによって致命的な悲惨なる運命に陥ったも
のも少なくあるまい︒しかも私の見るところでば︑これらの
人為の中には教養のある善良な人が少なくないのである︒し
かるにそれを悪地主のかうむつた営然の天罰でもあるかの如
く︑何等の同怖もなくもザマを見ろといったやうな軽蔑の眼
を以て後姿を見送る如きものが少なくないといふ︒若し果し
てさうだとすれば︑除りにも心なきわざといはねばならぬ︒

三︑財産税と老人
石橋湛山君がまだ蔵相にならぬ以前︑私は横須賀線の電車
で乗合せ営時問題になってゐた財産税について︑私達老人に
ついては何か特別の考慮が桃はれるであらうかと零れたこと
がある︒これに封して石橋君は︑そのことは考えてゐないが
それもさうだねといふことであった︒資業界その他︑民間の
事業に従事するものには停年制度といふものがある︒その年
齢は必すしも一様ではないが心大鰐五十五歳から六十歳見営
であるらしい︒この人達は退腫のとき舎祇工場などから貰ふ
退職金掴此の民間の退職金なるものは︑官公吏の恩給に該営
すべき性質のものであるが︑これと以前から衣食を節し刻苦
して貯蓄したなにがしかの貯金なり株券により老後の生活を
誉むものである︒との人達の老後の計霊といふもの峰財産
税によって全く破壊せられるのである︒然るにそれについて

は常時一流の評論家であり東洋経湾吐長の石橋君も︑大蔵大
臣も︑誰も彼も一人として考慮を梯ふものがなく︑土地家屋
などの不動産をも含めて一律に細額十菖脚以上には各比率に
雁じて課税したのである︒これから働くもの︑働けるものは
兎も角︑働けもせす︑また使ってくれる人も底い老人に取っ
てはまさに死の宣告にもひとしかったのである︒或はいふで
あらう︑．かくの如き人はその子︑その孫の扶養を受けたがよ
いではないかと︒然らば此の如き子や孫の扶養者なきものに
は特別の考慮が桃はれてゐるか︒若しあったとしても︑牡禽
の救助を受くるなどは欲するところではないであらう︒
勿論これらの老人連の所有してゐた財産は︑財産税を取ら
れずとも今日となっては最早や老を養ふには足りない︒彼等
の老後の計叢は心物償が今日より百催も安いときの計算であ
るから︑営時の十年の生活喪は今の一ヶ年の生活費にも足り
ないことは事資であるが︑であればあるほど︑との事は益女
不合理といばればならぬ︒私は少年のころ准南子といふ本を
讃んだことがある︒その中の主術訓に
夫れ天地の大計は職三年耕して一年の食を除し︑おぼむね
九年にして三年の畜へあり︒十八年にして六年の積あり︒二
十七年にして九年の儲あり︒湾早災害の狭ありと雌も︑民︑
困窮流亡する莫し︒故に園に九年の畜へなきは︑之を不足と
いひ轍六年の種なきは之を潤念といひ︒三年の畜なきは之を
窮乏といふと︒

との一節は私の鵬裡に深く刻せられ︑忘れ得ない教訓であ
った︒然るに昔は三年の畜へなきを貧乏といひ︑今は一年の
貯へにも足らぬものに財産税を課するといふ皮肉の結果とな
ったのである︒叢桂︑宮裡の人︑これを聞ぱ果して何と評す

るであらうか︒︵元寅業之日本証編輯長︶
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ー

〆
．

俳句の手引︵中︶

能勢旭束子
二℃俳句の作り方
︑ｂＵ︑

俳句の特徴俳句を作るには︑俳句

︑℃℃︑︑

色の一つである︒

俳句の形式俳句は＄短歌の五・七．
五・七・七調三十一言の前半から樹立
して護達したことは前に述べた通りで
ある︒即ち俳句は五・七︒五調十七昔
の定型とする︒これ俗に十七字詩と言
はれる所以であり︑他の文謹と異る特
しかも耐俳句は︑十七香が齢た度つな

古池や︑雌飛び込む︽水の昔芭蕉

がってゐるだけではなく︑

尤も︑五・七・五調十七言が必ずし

も︑絶封不動のものとは言へない︑五︒
七・五の格調をもちながら︑時に︑．

｜枯枝に鴨とまりけり秋の暮一︵芭蕉︶
の如き五・九・五の十九一音︑﹁芭蕉野分
して盟に雨をきく夜かな﹂︵芭蕉︶の八・

る︒一初単考が奇を求めて一初歩の頃から

七︒五の二十昔等の所謂字除り︑或は
五・六︒五の十六昔の字足らず竿の鍵
例の句が名吟として体へられてゐる例
も乏しくない︑これらは畢尭作者の感
情が昂ぶるあまり己むに己まれぬ要求
に出たものであるから句に練達した人
の場合にのみ容認さるべきも︑壱あ

破格鍵訓の句に手をつけることば旗む

く耀み透ってゐるからであらう︒
世間には五・七︒五調十七一音の定型

特色の一つである︒
日本の文皐殊に詩歌は﹁季﹂と密接に

を澗詠するに在る︒即ち四季の鍵遷に
作２﹂起る同然界の現象及びその影響
の下にある入間界の事物現象を詠ふ詩
である︒これ俳句が他の文謹と異なる

俳句の内容俳句の内容は季感︵自然︶

Ｌ︑︑︑︑

べきである︒

に拘泥せすに︑長短勝手に自由な句を
作ればよいではないかと主張する新ら

結びついてゐるところに一つの特色を
もってゐる︒これは︑日本の園土の自
然が︑地勢上季節の推移を微妙に表現
する風物に富んでをり︑またわれノ︑
の覗先がその生活上鋭敏に季節の愛化

の如く︑五・七︒五の調子を整へた十
七昔詩でなければならない︒然らば俳
句の十七青が何故に五・七︒五を基調
とするか︑之に開する専門的心議論は
こ上では符くが︑つまり感情の動きを
日本語で表現するには︑五・七︒五の
韻律が自然的に響きがよく︑聞き手に
も快よい感じを典へる︒それは偉統に
塀は鯉た感斑も加って風民的性格に深

しがりやの一派もあるが︑それはもは
や純正な俳句の堀を外れた別のものと
言ふの外ない︑初畢者は︑須らく五・
七︒五訓十七昔を茶調とする俳句の約
束を忠賛に守るを要する︒
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の特徴を充分に呑み込んで置くことが
肝要である︒俳句の特徴は︑前莱で述
べた俳句護生の歴史で分る通り︑第一
に俳句は妓も短い詩であること︑第二
に俳句の形式は︑五︒七・五調十七昔
を定型とすること︑第三に俳句の内容
は︑季感︵自然︶を菰詠するにあること
である︒
︑︑や︑︑︑︑

俳句は最短の詩短歌は三十一青を定
型とするが︑俳句はそれよりも短い十
七昔を定型とするや世界にその類例の
ない本邦特有の蚊も短い詩である︒こ
の短い詩の五・七・五調の中に人間の
自由な情緒を緊縮して牧めやうとする
のであるから︑ 外界の事象をよく観察↑

ノノイー

や

し理解して職その詠はんとする封象の
中心所謂急所を狙ひ︑その表現には蛾
も洗練された言葉と技巧とを擬すこと
必が要である︒そのためには先人の句
を味って︑その作句上の苦心の跡に大
いに墨ぶととも上達の道であらう︒

、

可

／

徴しての語である︒芭蕉翁の語に一見
る所花にあらすといふことなく︑恩ふ
所月にあらすといふことなし一とある
のも自然を熱愛する心を掻く現はした
ものに外ならない︒大いに味ふべき語

Ｉ

を感受する習性を馴致し末つたからで
ある︒その結果自然の風物を現はす語
Ｉ季題ｌを籍りて季節の感じを現はす
例が︑短歌︑連歌等に護達して俳句に
及び︑殊に俳句には季の問題が重要硯
である︒

古俳書のやかましい因習に囚はれず︑
自由に切字を使って差支ない︑た図俳
句の意味を︿シキリさすため︑一句の

皆切字なり﹂と語ってゐる︒一初肇者は

な︑けりだけに限られた鐸ではない︒
芭蕉翁も一切字に用ふる時は四十八字

ｂ︑℃

一部の人が受へてゐるやうに︑や︑か

︑︑

ことを意味するものであるがも世間の

切字切字は本来そこで意が切れる

︑︑

備へて置くがょからう℃

てゐる︒便宜も何れかの一冊を坐右に

たものが一︲季寄せ︲一と名づけ刊行され

︹註︶季題を集めて多少の説明を加へ
たものが﹁歳時記﹂で︑季題のみを集め

含むものとなってゐる︒

一般の認識によって決定され︑古来慣
州され来つた結果自ら一種の聯想をも

たもので︑自然を●象徴する季語として

人事︑動植物等を取り上げて題目とし

﹃季題﹂とは︑四季の移り蕊りの自然
界︑人間界の現象中妓も意義ある風物︑

され︑季題︵又は季語︺ば聯俳句の内容

ある︒

の必須要素とされて来たのである︒彼
の川柳や︑狂句などは︑俳句と同じく
十七を定型とするが耐季感を必須要素
としないことが俳句と異なるところで

て世くを要する︒

世間には俳句も季に拘束される必要
はないと主張する一派もあるが︑それ
は所謂無季の俳句であって︑もはや︑
純正な俳句とは言へないことは︑俳句
護生の 歴 史 か ら 見 て 明 か で あ ら う ︒ 要
するに︑初畢者は︑俳句は人間の感情
を季題を通じて詠ふ五・七︒五調十七
昔の詩であるといふことをしかと受え
℃︑

季題俳句は季感を詠ふ詩であり勘
季題を通じて季感を詠ふところから期
季題調詠詩とも言はれる︒高演虚子翁
は俳句は花鳥調詠詩であると高唱され
て居るｂ花鳥とは花鳥風月の略語であ
るが︑単に花と烏といふ意味でばなく
四季の移り愛りの下にある自然界︑人
間界のあらゆる現象を花鳥の二字に象

︒

中に切字一つだけ使ふと昂えて置くが

よろしい︒︵○印が切字︶︲

︲雪の穴馳せ出つ入りつ遊ぶ子よ
白水郎

■●

瞭下親しかすかに雨の言しつつ

○

拐童

鬼城

里︑聾酒や静かに飲んで弓まかつし

︑ｂ︑︑︑︑︑ｊ
先づ罵生句から初畢者は俳句の理論
や表現の技巧などに頭を穿つ込む前に
Ｉ初めからう霞い句を作らう厳どと
考へ歩にｌともかくも︑十七青を並

一季寄せ︲一或は一︲歳時記一によって題

べた句を可成数多く作ること︑それに
ぱ季題を一つ入れること︑出来上った
句を反覆椎散した後更に先輩の批評を
乞ふととが入門第一歩である︒しかし

に出かけ︑自然界における事物︑現象︑

を探して作ると魁とかく砥頭で作った
句所謂槻念的な句となる弊に陥り易い
から︑子規その他の先輩が試みたやう
に︑手帳と鉛筆を用意して郊外へ散歩

＃一お奨めする︒

鍵化など見たま具感じたま上を素直に
明快に詠ふ篇生句か箇手を許けること
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ー

、

弘道詩林〃奥無謹選
○首夏客舎香城菅谷敏夫早蓄
も︑︑ ︑ ℃ ℃ ︑ ｂ ︑ ︑ ︑ ℃ ℃ ︑ ・
江山雨霧緑清新︒野客幽情亦自伸︒
０．︒︒○０○０︒︒Ｏ○００
向晩更佳熊外月︒夜深猶有按詩人︒

○幽居雑吟〃束耕石川藤作︹茨城︶

︵評日︶祁然玉成︒詩趣殊深︒

老隔人震笑我頑︒詩書自梁白雲間︒

︑︑︑ ︑ ︑ ℃ ︑ ︑ ︑ ︑ も む ︑ ︑

従心所欲如無事︒誰識聞翁亦不間︒

○賦寄青蒲譲伯白雲片野嘉雄要城︶

︵評白︶聞翁不間虚︒可以見詩人面目︒

も℃︑ ℃ ℃ ︑ ℃ ︑ ︑ ℃ ︑ Ｅ ︑ ℃

もＤＵ・も８℃ｂｂＵＤもり︻℃ｂ℃

青山緑水匠心新︒筆勢魁奇宛似祁︒︲
描者篤誰客如間︒我郷善書見伊人︒︒

○間居偶成明石照男︹大磯﹀

︵評臼︺稀揚恐得営︒使人想謹伯筆力意匠︒

老躯協逐客︒猫念奉公員︒道徳余経済．津融期共仲︒

℃℃もＤもひ℃Ｄ・℃︑︑もや９︑︑℃９℃︑
際︒二十言悉得明石翁所信︒

︹評白︶身矯逐客︒心響奉公患碓守青淵先生迩誠︒期透徹之干宜

○挿狭如雲慶野庄作︹茨城︶
︑︑℃℃ｂｂＤＢ℃もＵ℃もも

︑もも＄ＱＱＧ︑℃℃ｂＵｂ℃・
春去夏来炎日加︒挿狭街起蔑農家︒
水田忽化青誕去︒畢毒囲蕊笑語謹︒
○湯谷鍍泉︵浦瀬十勝之吾

︹評日︺想青謹再化黄勝之日︒宜突笑馨之洩於外︒

治病多功湯谷湯︒憶曾捌建

（21）

水鶏なく麓もあしまにくれはてて光目に願つ蜜かなしき

○︾千葉螺菅谷義太

垂﹄

争杢

早乙女の唄はづみたる田植かな

古鍵蓑につくりて田植かな
境の田馬いななく田緬かな

早苗取る手許を逃刷Ｕ蛙かな

若人と並びて翁の偶植かな

よべの雨晴れたる今朝の田植かな

里童によき仕事あり田植時

萎刈を絵りて風呂の人となる
糟日傘やお濠端行く異人の兇

ちぎれ雲映りて動く金魚鉢

追ひｊ︑︑て河岸に見透る蟹かな

山路来て背につきたる毛虫かな

心ゆくま上の午睡や梅雨上り

過い抜いて叉追い抜かる藍かな

雲の峰湖心に浮ぶ白帆かな
蛍狩白粉の香のふと過ぎし

田草坂維ひて夕帥のたにし汁

築韓の友を見還る暑さかな

一室の店子住ひの夏の月

波しぶき脚下にあがる夕涼み

晩凍や踊りの人はちらほらと
繕日傘や今日も踊りに隣の娘
日向氷ぬるむ夕顔咲きにけり

Ｌ幅島

愛静千京同同同同東同禰同束松頑同束松茨禰松河東

︵除情に富む︑幕景描きて達者なり︶

︵敗戦の民の心情︑流星に見る感あはれなり︶

築えてはまた表ふる世のならひしらせ顔にも流星とぶ

○述懐東京郁今井定

佳作・
あぢきなき世やと暮して思はる上若き世代の怠りを我は

○千葉蝶兼坂秀

怠りの隙に塵はも積るなり努め沸はな塵の心を

○夏日．埼玉媒石川なみ

てりかへす日かげの中に笠二つみゆるは田草とるいもせにか

○茨城蝶蕗田一

田植維へて晴路をかへる身のだるし杜の森か備烏の鳴く

郎
嶺 彦

風 美 治 誠
一一

汗馬にぶつかけ水や雲の峯
葵の花びらまじる乾飯かな
梅雨晴や傘干す庭の溜り水

形堂
克己
徐風
稀翁
形堂

桃城子
三平子

稔椛形克徐鵬

鬼子

豆︑圃

口官．＋化

政次郎

同

吾山
草雨
素人
葺人
笠雪
笑山

知岡,葉都京島京江島京江城島江京

旭東子

Ｉ

）

○某螺議の喜毒を祇ひて祇島市菅野三郎

揚水の香をしきけばこの頃の暑さ忘る上こ上ちこそすれ

積り束し高き勤を慨ぎて長き命を稗や輿へしｆＬ

Ｏ千葉豚鵜野秀
ノ○東京都中村徐

○渡遥竹山翁を訪ひ鉢の松をみて新潟蝶波多良

待ちわびし人は復員れど妻子には兄向かずもた貸赤き旗ふる

ｒ・卜ｒｌ

深霧のはれゆくま上に暗く蝉の元気づく崖朝暑く聞く

千代かけてむつみ合ふらむ鉢植のこの二本のいとし小松は

・○箱根弧羅にて割田斧
１
Ｊ

一束子選

◇

見草

さす

水鐘砲沈みて．ありぬ日向水
百合白く揺れゐる
暮れそめて土手う

月日

弘道俳壇

埼玉奈美子

茨城一人

や朝

◇田植・雑詠

︲早乙女の笠とれば計緋知る隣家の娘

小やみ 雨 菱 脱 い で 田 植 急 ぎ け り

浪に

』
旭

（

￨

畢童の休み手博ふ田植かな

つ崖

I

介

１１

星

翁堂己風所

ー

Ｏ豊岡支含報告
△拾式月拾九日一時︑二五九回附宙︒茶舗︒
出席者︑割田︑支命長︑抜井︑諸井︑高篠︑
古谷︑鈴木︑小峰寓太︑小川信太郎︑田代︑

支奮童報

北田︒

△堀田曹長久しく病気静養中なりしが︑六

念に於て理事念を開き︑常面の問題につき協

△臨時舗曾含告の如く︑九月二十四日︵土︶
午後二時より本官に於て臨時総愈を開き︑副

念員吉田雪子氏は識て病筑療養中六日三十二
日逝去さる・ 七月十日東京駒込吉群寺に松芋
告別式暴行︑ 本 含 よ り 割 田 主 戦 列 席 弔 意 を 表
せり︒尚中陰に際し吉剛副愈提より本脅に金
参千側を寄附さる・御芳情を感謝す︒

△吉田副曹長夫人逝去吉田訓含長夫人特別

拾脚を寄附さる・御芳情感謝︒

△小杉氏芳志念員小杉ヨネ氏は本含に金毒

本含に金参百脚を寄附きる︒御芳惰感謝︒

銅野罰評り却確毒呼準窯︶午前十時より本

△本間氏芳志山形螺酒田市の本川元也氏は

識せり︒

高篠﹃本年一月︑村の有志と聖典研究命を
創結︑毎月︑二時間づ坐集合︑一人で話すの
はよくないから誰でも話をする︒私は︑安岡
正篤先生面惇の易のことか︑弘逝の泊翁訓を
講義してゐる︒松平伯編の泊翁修養訓に﹃凡
そ遡を行ふに︑勇をもってこれを率ゐざれば
何事も成るこ・と能ぱず﹄とあるを談み感服し
た︒これからは︑大いに塊を技し︑弘通統帥
の礎揚に努めたい︒﹄割田﹃百齢の支含巾︑常
含遊附いてゐるは︑豊岡と秋田だけである︒
仕覗はくさ人︑に岐れても︑道は一に通じて
ゐる︒同士の結合を謡くするうへに結権だと
信ずる︒修養上︑経梼上︑有益なので︑毎回
お邪厳してゐるしだいです︒西村先生もいば
るるやうに︑西洋の梁間は科畢的で細密で︑

久しぶりにて命員談話命を開き︑命員各脚意
見を交換すると共に︑外務次宵太川一郎氏の
﹁現下の幽際情勢﹂なる講演を聴く溌定なり

△倉員談話書九月二十四日臨時総合維了後

東洋の梁間は直籾的で粗雑である︒けれども
人間の大きな信念を作ることに於て︑東洋は
西洋を遥かに凌ぐ︒説くことと生活とに隔り

含長の選畢を行ふこととなれり︑含員諸君の
振て御来含を切望する次第である︒

△奥氏芳志無盤奥忠彦氏は今回本曾に封し
金参一百側の寄附を辱ふせり︒御芳怖を感謝す

次いで︑諸井氏より﹃新春早々支曾役員の新
陣容蕊備に迩遜したい﹄と謹言︑抜井副支念

がないからである︒﹁大徳も色慾を感ずるやう
にて仕末だし﹂と︑股に錐を刺したなんどば
自分と単問とが一緒になってゐるのである︒﹄

△松崎氏芳志故特別命員松崎紙三郎氏七七
嗣子喜久治氏より本曾に封し金壷
忌に際し︑

千回を寄附さる・御芳情を感謝す︒

４．Ｊ
、

に於て︒

長これに賛し︑四時半散含︒
全一四年一月冊日︑第二六○回常含︒繁田園

支含長﹃従来︑私は消極に過ぎた︒ことし
は︑道徳弘宣のため︑積極的に進むつもりで
ある︒高篠︑旦の字は地平線上に日が現はれ
た形を示す︒別の言葉でいふと太極である︒
さて︑今年の罫は水雷沈で︑水の下に務むる
悩みの年である︒併し︑努力いかんでは︑一
継の光明が噸いでも厳い．﹃１文種擬よりの
饗宴あり︒折りしも栖開氏夫入来たる︒辞言
嬬語沸く︒出席︑支曾長︑抜井︑割田︑高篠
古谷︑鈴木︑四郎氏︑田代︑峯子︒北田︒
△二月廿七日︒第二六一回常含︒於茶舗︒
かにかくに物は恩はず飛騨人の
うつ鵜緬のただ一遡に︵闘葉集巻十己
簡葉の女流歌人が︑いぢらしくも︑遼る瀬

ない懐ひを︑三十一文字にかづけた噸ほひ︑．

の由来記に︑﹃高麗郡白子村長念寺に瀬音堂が

既に︑飛騨の匠の建築技術は高く評慨されし
と見ゆる︒昭和二十三年・十二月竹五日︑文部
省から図賓の指定を受けた豊岡町高倉の光昌
山高倉祁寺の槻昔堂ば︑六百二十年前の飛騨
の内匠の作︑吉野朝時代の代表的建築物で︑
様式は唐様︑宋代における祁宗の建築を代表
する開東妓古のものである︒堂宇は三川半四
方︑ただ一本の大木を割り貫いて川材し︑釘
は桑く使はず︒園賓巾講後︑十一月十四日に
文部省技宵乾兼松氏︑十八日には東大教授工
畢博士藤島亥次郎氏がう夢さに覗察された︑
大正十一年四月修種のとき︑屋根裏より装見

新築され︑奮堂を譲受けて移築したのが︑こ
の古殿で︑善謹くせり美︑美塞ぐせり夷﹄と

讃歎してある︒
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I

会戸牛ロ
○日本弘道倉臨時総含

○講師﹁現下の国際状勢﹂

︵同︶鎌倉市松崎喜久治

一金宣千回也

周︶東京都奥忠彦

一金参百園也︲

︵同︶山形螺吉田熊次

一金参千園也

︹寄附︺東京都小杉ヨネ

一金参拾園也

︵寄附︶酒田市本間元也

特別倉員吉田雪子氏︵副含長夫人︶六月
二十二日逝去︒敬弔す︒
一金参百回也

．外務次官太田一郎氏

午後三時︐︵臨時細曾後︶︲
○場 所 日 本 弘 道 含 館 地 階

○日時昭和二十四年九月二十四日︵土︶

○倉員談話倉︲

含員諸君ノ振テ御出席ノコト御待チ致
シマス０．

○目的副曹長選畢

日本弘道舎館地階

○場所東京都千代田唾西祁田二ノー

︵土︶午後二時

○日 時 昭 和 二 十 四 年 九 月 二 十 凹 日

定款第四十九懐ニョ以左ノ如ク本愈臨
時細含ヲ開催致シマス

、

I

匡豊

⑯

編輯後記
○七・八月擁を漸く編斡致しました︒これで
遅れた謹行日も取戻せることとなりました︒

弘道責債一班金拾圃也

とる惇と︒曾員には雑誌弘道を無料配布す

一ヶ年含費金六拾回を桃込み入倉の手掴詮

弘道曾入曾手襖

論文を頂きました︒男女は同潅︑女性の飛躍

る外に種為の特典あり︑規則書は郵券八側

○本賑には副島先生の女性の畳性についての

が民主幽家には躯く要望されますが︑この基

封入の方に送付す︒

割田斧二

春山治部左術門

振替口座東京皇室番
日本出版協曾曾員番銃Ｂ二ｇ茜

電話九段九番

癖蔀廻日本弘道含

東京都千代田厘西神田ニノー

印刷所︵東京空言共立牡印刷所

東京都千代田厘紳田神保町三ノ十

印刷人

東京都千代田麗祁田神保町三ノ十

．編輯人

︑溌行兼

東京都千代田厘西神田一アー

昭和二十四年八月一日菱行

昭和二十四年七月廿八日印刷納本

本含編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌庚告の件については︑

本的なことが︑変現する億めには︑先づ女性
を願ひます︒又山崎先生からは例によって農
村と弘道を頂きました︒農村の思想も大分混
乱し︑純朴性を失って来ましたが︑其の自ら
の地位を顧み︑在方をほんとうに自畳する所

がなくては︑新日本の建設は出来ません︒農

聖の言に耳を傾けませう︒︒
○勝部先生のものは︑本雅を以て好評の中に
結末致しました︒岡崎評議員も久し募りで︑

戦後反省の熱怖を吐露されました︑藤原先生
の夏三題の随筆︑経済通の先生の御読は︑経
○豊年型が惇へられてますことは︑何として

済上の痛い問題を突いて居られます︒
も再建国家途上の朗報です︒其の寅現と瓶り
つ上︑術事者に感謝しつ上我々も酷暑を克服
して自愛し謀らざる逝の普及に努力致しませ

員ノ○︑

一

自らの自畳なくしてはなり索すまい︒御味請

一

一

I

