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暴力を排すべし
、

︲Ｉ

優れてゐる︒

的な英国人は人間の相場をチャンと定め︑現賞で許される最大の自
由を以て居る彼等は︑決して革命の夢など描かない︑此の手固さは

った︒﹁革命はこり７１＼だＩ一とはフランス人共通の告白である︒現寅

然るに近頃の世相を糊ると︑又々無暗と﹁革命﹂を叫募者があり︑
それを叫悪者達の行動を見るとき︑電車スト︑やれ無人猫車暴走︑
警察占擦︑官磨︑含祇へのデモ行篤︑裁判暴害︑新聞記者︑含祇重
役への暴行等々︑一々が暴力的傾向にあって︑彼等の云ふ革命とは
言ふ所の如何と開係なく︑その目的のための手段は暴力にあること
を思はせる︑所謂赴含不安とは閏民が此の事に関心することによる
といへよう︒今や篇めに自由を尊重すぎへき時代に︑暴力に封する取
締りの法律を作らればといふやうなことが問題になって来たことは
誠に迩峨であるが︑↑﹂れは此の様な枇相を作りっ上ある者の側に大
きな責任のあることを知らねばならぬ︒
由束暴力が横行するやうな祇含といふものは不健釜なものである
と共に︑其等が達成され得て後に来る赴曾なるものも亦必ず不健全
である︒自由を得る矯めに行った彼のフランス革命ではあったが︑
戦ひ取ったものは夢に見た赴曾ではなく︑恩ふことば達せられなか

であった︒

曾て昭和の初頭に昭和革命が叫ばれ人心を不安に導いたことがあ
った︒それは暴力革命を意味するものだったからである︒乃ち二・
二六事件を初めとして︑政界︑財界等の要路の者の暗殺といふこと
が軍人により次から次へと行ほれて行ったのである︒そして︑常時
の軍部なる者は︑暴力の偉力により遥いて自分達の目的を達するこ
とに或鮎成功したといへる︒此の不健全なる暴力行使の横行が︑日
本図今日の悲哀を招く根元で︑満洲事鍵︑日華事鍵︑太平洋戦争と
霊達する芽を︑此の暴力行使によって︑生んだ︑否生む鴬めの手段

〆

暴力なる唯のは︑人間の原始的そして人間の動物性を表する一の
武器である︒人間は何時迄も原始に留まることなく︑稗に奥へられ
た性を以て︑自らの力で自らを開拓し耕して︑今日迄断へず幾億年
かの努力をっ置けて知情意を自畳強達させ︑所謂文化を作って今日
に至り今後も作って行くであらうものである︒そして此の文化は︑
人間はかくあるべきもの︑祇曾ぱかくあるべきものといふことの自
畳に立ち所謂﹁話せば判る︲一人間になって居る筈である︒そして各

自の自由︑思想︑人椛等々の尊重ともなり︑良識と良識︑誠意と誠

もなるのであ．る︒

意の協力で︑多数の良しとする所を行ひつＬ︑歩一歩と革命否進歩
改善の道を油冨舎へきである︒かくしてこそ自由思想や人権の尊重と

といへよう︒

然るに此の各自の自由と思想︑入植の尊重の叫ばれる下に︑我が
思ふことこれのみが唯一の正であり︑他は絶封に耳を傾けい︒若し
従はねば暴力に訴へてもというのが暴力者の考へである︒これは正
しく自ら作り︑自ら尊重する文化を否定して原始の動物性に蹄るこ
とであり︑其の思想は自分のみ認めて他を認めぬ獅断であり︑中正
ならぬ偏狭さを物語る芯ので︑暴力の行使︑さてはその行使によっ
て生れるもの︑共に不健釜であるといふことは﹃こ上に根擦をもつ

何事も人間の作る祇曾といふものに峰﹁これに限る﹂などといふ
絶封なものは定まって居ない︒人間は人間であるという共通なもの
があると共に︑一面には風姿の異る如く一々に理をもつ所の千差寓
別さがある︒そこに公式で押せない複雑さがあり又妙味でもある︒
それを多くの人権や思想や自由を犠牲にして︑暴力行使による革命
を考へる如きは︑正しく暴なのである︒砥曾の革命は︑人間の共通
にして然も千差なるものを悉く尊重して行はるべきである︒それに
は話せば判る人間が︑千差を出し合ひ︑比較的多い賛成ある事を以
て一先づ是として︑之を繰返しっ上次令と峡を補って行くより外は
ない︒即ち民主的方法である︒暴力といふ人間の動物性︑原始性を
絶封に排除し︑人間のもつ一部の紳性を尊重し発展させる︑こ上に
人生があり︑人間証曾の健奈化があるのである︒︵知己庵︶

自主自律の精紳

善之助

隅から隅まで自由になった︑といってよいように見える︒

営な離婚を自由ならしめるための謄保のようなものである︒

ところが︑例えば男十八︑女十六にならない人が婚姻しよ

い︒未成年者を養子と丈るには家事審判所の許可を貰わなけ

うとしても許されない︑叔父と姪とが結婚することもできな

ればならない︒というような制限は︑まだ深川ある︒もつと

いうものはありえない︒殺人の自由もない心風俗を乱すよう

大きなところでは︑いくら自由になっても窃漆の自由なんて

な言論にも出版にも自由はない︒しかもそれらの自由制限

は︑必らずしも法律で規定されているとは限らない︒姦通罪

本原理だとした︒これは資に勺家族生活における細くての人
の自由を宣言したものだともいってよかろうｐこのたび一の民

との人の世では︑．どこ

姻や離婚に封する父母の同意椎も隆止された︒戸主の婿姻同

り形の上からいえば︑絶封の自由などというものはないとい

のことである︒その一面というのは外形的の意である︒つま

〜認ば今﹃外からの拘束を感じないで行動する心﹄と︑いっ
た︒しかしこれにば少し説明を加え︑制限を附けなければな

︑

く

法改正は︑ひたすらにこの原理を奉戴賞現せんとしたものに

︲いえば︑絶封の自由などいうものは

意椎も匪止されたからも今や子は正しいと信ずる婚姻や離婚

うことである︒しかし自由ということは心形よりもむしろ心

しかしそれは︑特に私が断わった如く︑一面からいえば︑

にも存在しない︑ということにもなる︒

を自由に自分で鹿理することができるようになった︒戸主権

の問題である︒外からの拘束を感じないで行動する心であ

分典の請求をなしたり砥または子の擁護や親椛について︑夫

らない︒何故かと︲いうに︑拘束を感じないという場合に︑自

る︒この意味では︑自由はいくらでも完全でありうる︒

婦の自由な協議が保障されたりするようになったことも︑正

離婚の際に︑配偶者の一方︵多くは妻︶が他方に向って財産

住の自由を進得した︒

がなくなったから通・戸主の居所指定椎もなくなり︑誰もが居

使用したり︑虎分したりできることになったわけである︒婚

いた夫の財産管理椎もなくなった︒妻は自由に自分の財旋を

新民法では︑妻の無能力もなくなり︑妻の財旋上にもって

外ならない︒

の刑罰規定がなくなったからといって︑姦通自由なんていうｊ
原則が承認されたことには勿論ならない︒だから︑一面から３

新らしい憲法と新らしい民法とは灘山の自由をわれわれに
典えた︒憲法は家族生活について特に第二四峰の規定をお

川

き︑個人の尊厳と雨性の本質的平等とが︐家族生活規範の根

中

由の精紳とは腫別されなければならぬ二つの場合があるから
である︒

かくの如き︑無智が諦観による自由が︑いかに拘束を心に

いことは明らかである︒

感ずるととがないとしても︑正しい意味においての自由でな

それでばいかなる精祁が熟現資には少なからざる秩序の規

その一つは無智である．拘束を拘束と感ずるだけの智能が
ない場合には︑どんな不自由な環境にあっても︑一向に拘束

と感じさせないで︑人を自由にするか︒答は決して面倒では

ない︒人為が自から秩序の主人となることである︒規律を自

律の下に生活する者にとって︑その規律から来る拘束を拘束

分の規律とすることである︒自分に不可峡の秩序を自分が守

を感じないで通る︒こうした人たちは︑自分の生活を自由だ
があるのだけ虹ども︑そうした拘束のない生活というものを

ろうとする精祁の下にあって︑人は初めて他人から拘束され

と思っているのだが︑責は少しも自由ではない︒津山の拘束・

ちっとも知らないから心自分の不自由を自然蒋通のそれ以外

るという苦痛を晩することができるのである︒言葉を換えて

いえば︑秩序を押付けられるのではなく︑自主自律の精川を

には生活のしようのない︑生活だと思っているのである︒農

保持することである︒自分の手でゐ自分のために︑自分を規

山漁村に行けばその賞例はいくらでもある︒

その二は︑無智でばないが︑すっかり諦らめている場合で

律すること︑これが﹃人民のための︑人民による︑人民の政

ある︒従前からの日本女性は大部分この中に入るといっても

治﹄車３２冒甘の曽言尾昏①常呂ざ︾ご司昏の胃Ｃ己①浄巳︑呉

よい︒彼女等は自由ということを知っている︒良いものだと

昏のごｇ豆①︑の員意である︒

家の秩序も︑親子の秩序も︑婚姻の秩序もみな同じであ

いうことも知り︑憧がれてもいる︒しかしそれを求めようと
ているのである︒古来の女子教育は専らこの諦らめを女子に

る︒姦通罪の規定が外部から拘束されなくても︑自分たちの

はしない︒求めても決して得られるものでないと諦らめ切っ

手で自分たちのために自分たちを姦通に封して規整するとこ

われわれは今まで心凡ゆる秩序を上から押しつけられて来

植付け︑諦らめることによって彼女等の苦痛を軽減しようと

た︒今こそそれを自分の手に取戻さなければならない︒結婚一

ろに自由人夫婦の自由がある︒一

ってのみ自由の幻覚を得たのであった︒婦の道は従うにあり

りにも多い拘束の中にあって︑彼女等は︑諦らめることによ

を自分の結婚たらしめ︑家を自分の家たらしめ︑杜含を自分

した︒そしてまた︑責際にも︑従来の女性は︑こうした諦槻

といい︑また女は三界に家なしというのも︑すべてと︐の諦獅

の壮倉たらしめねばならない︒︵法聖博士︑東北大皐教授︶

より外に自分の心境を平静にする道はなかったのである︒鱗

道徳の訓である︒

（4）
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三

さうして人間の意味をも個人としてよりも個人と個人との

日本文単と人間性．開係といふ鮎から老へることも出来る︒たとへ個人であって

も無人島に一人住んで居る場合は別として︑他の人間との開

き久松心潜一聯の中に生存して居るから︑個人と個人との開係といふこと

が人間の生活であるとは言へるであらう︒父母と子との開係

文皐に表現されて居るものぱ人間に外ならない︒この事は夫と妻との開係にしても︑友人との淵係にしても︑同様であ

分りきった事のやうであるが︑作品をよんでいって結局到達ろ︒さうしてこのやうな開係の中に在って砥それぞれの個性

する結論である︒さうして文畢の渡生してから今日に至るまを以て生きる所に︑人間の姿があると言へるであらう︒それ
で作家は人間をあらゆる角度から湖照し︑これを表現して居は人川性の表現とも言へるであらう︒文皐はこのやうな人間

るが︑人間を究めつくすことは出来ない︒文畢が人間とともや人間性の表現である︒

もとより文畢に扱はれて居るのは人間のみならず自然も扱ものもこのやうな人間や人間性である︒近松や西鶴の作品に

に誰きない所以もそこにある︒寓葉集に於て感得されるものも源氏物語に表現されて居る

はれて居ると言へるかも知れない︒殊に和歌や俳句に於てはも人間が表現されて居る︒漸石の坊ちやんにも三四郎にも人

自然のみが扱ばれて居る場合も多いと言へる︒間が表現されて居る︒もとより人間を全僻的に表現するとと

み吉野の象山のはの木ぬれにはと凡だも騒ぐ烏の聾かもあり︑そこに柾だの相違も生じて来る︒文望の中でも人間や

川部赤人の︑が容易でないために人間をある獅鮎からとりあげて居るので

という歌には自然のみが扱はれて居ると言へるであらう︒然人Ⅷ性をありのま里に槻照し表現する場合と人間や人間のあ
しさういふ場合にも自然をとりあげた背後に人間がある︒いらうとする鮎︑あるべき黙を表現する場合とがあり︐篤資主
．〃

は園人間感情が自然を素械として表現されて居ると言へる︒義と理想主義もしくは浪漫主義との相逮が生じて来る︒西鶴

また文畢に於ける自然もしくは風土は人間存在の場として考の好色物や町人物を積むと人間のあるがまＬの姿が罵賞的に
へられるであらう︒ともあれ文畢に於ける自然や風土のこと表現されて居る︒本能のま里に生き行動する人間が描かれて

ばと上でば深く立ち入ることをさけて︑人間の問題を主とし居る︒近松の﹁天の網島﹂や﹁冥土の飛脚﹂を讃んでＬ人間

診て考へる︒のあるがまＬの姿を描いて居る︒弱い人間性のまにまに罪を

へ

ｌ︲

（5）

ざるを得なかった軸を描くことによって演者をして同傭の心

品では罪を犯し︑心中をする人間を扱ってもそれがさうなら

犯し心心中をする人間の姿が表現されて居る︒然し近松の作

れた女性となって居る︒式部はこのやうな感情と理性との調

なって居る︒さうして紫上や明石上ほ理性と感情との調和さ

性であり︑空蝉や極の宮や宇治の大姫承等は理性的な女性と

れた女性の中で夕顔や雌月夜の内侍や浮舟等は感購本位の女

れた性格とがあるであらう︒源氏物語産見てもその中に描か

作家として認められるのである︒いば営文肇に於ける篤賞主

光源氏の教育によってそのやうな性格が形成されて居ると見

理性と感怖とが調和されて居る場合にも紫上は素質とともに

和された性格を理想として居たやうである︒さうして同じく

︑

る︒近松が愛の詩人と言はれる所以があり掴浪漫的な傾向の

を起させる︒いば営弱い人間をも理想化して表現するのであ

か理想化して描くかといふ鮎の相違である︒理想化の場合に

られるに封して︑明石上は明石入道の娘として受領出身の身

義と浪漫主義もしくは理想主義とは人間をありのま上に描く

分の低い女性であり︑而も源氏に愛されてその腹に出来た明

石の姫君は入内するに至るのであるが︑その間に世路の苦み

ぐや姫の如きはそれである︒然しなぼかぐや姫が天に上るに

もありそこから鰐験的に理性と感晴とを調和させるやうな性

も人州を超越した測性として描く場合もある︒竹取物語のか

際して竹取翁姫と別れを悲む場合に人間性が現れて居る︒祁

格となったのである︒それだけに麗世のための手段として︑

ったという趣きがある︒と上に紫上と明石の上との相途も存

自壁的に感情をも理性によって抑へることが自ら習い性とな

〆

光源氏は理想化された人間ではあるが︑然し人間性の上にあ

性は人間の理想化の極致に外ならない︒さうして源氏物語の

いふ基礎の上に立って︑而もと恥を理想化して居ると言へる

くまで立脚して居る︒いば瞥貝賞な人間性を罵賞的に描くと

のタ霧やその友人の柏木などは理想化されない人間として描

小春も術はあるが理性もある︒小春が冶兵術の妻のおさんか

くと興味深いものがある・・近松の天の綱島を見るとおさんも

理性的と感情本位といふ鮎から文皐に現れた人間を見てゆ

するのである︒

かれて居ると言へる︒このやうに交畢に於ける人間や人間性

ら治兵備をあきらめてくれといふ文を貰って︑語さんへの義

のである︒源氏物語の中でも源氏の友人の頭中将や源氏の子

が馬質的にもしくは理想化して表現される所に文畢の相違も

理のために︑治兵衛に愛想づかしをいふ︑おさんも一度さう

ると言へるし︑また智と情と意の三方面があると言へる︑人

んで治兵衛に小春を身うけるやうに進める︑それは義理であ

いふ文を出しながち︑小春のいぢらしい心を知ると我れと進

ｔ一

って相違が生する︒人間の性格にも理性と感性と悟性とがあ

生するとともに︑人間性のどのやうな鮎をどりあげるかによ

間にも理性的な性格と感情的な性格と理性と感情との調和さ

（6）

一

ると言へるがそれだけおさんも小春も感情と理性との調和し
た女性である︒むしろ治兵補の方が理性を忘れた感情本位の

人間となって居る︒冥土の飛脚の場合でも忠兵衛が感情本位
であるに封して梅川は理性と感情との調和した女性である︒

それに封して西鶴の好色五人女の女性は多く感能的な感情本
位の性格である︒︲八百屋お七にしても︑お夏清十郎の為夏に

しても同様である︒近松と西鶴との女性の相違はかういふ鮎

明治文畢の上から見ると樋口一葉の作品に見られる女性は

にもある︒

官能的な女性であり弟橘姫は感情を本位とした女性であると

いへるならば倭伽は感情と理性との調和した女性であるとも

言へるであらうか︒弟橘姫には感情をともに理性的な鮎もな
いではない︒それは義維の愛妾静にも相雁する︒弟橘姫も静

も純情といふ黙を主として居るであらう︒倫理的には貞操を

重んするといふことにもなるであらう︒︑︲

それに謝して常盤御前ば理性的な女性であり簿瑠璃姫は官

の女性や男性を考へてゆけぱ限りがないが︑小説や戯曲と異

能的な女性であるとも言へるであらう︒とのやうに作品の中

ことは大鰐に於て言へるのである︒然しその場合にも寓葉集

L j ノ

なって和歌に表現される人間性が拝情的であり情中心である

のやうな理性的な女性︑額田王や新古今集の式子内親王のや

の茅上娘子のやうな感情本位の女性であるに封して坂上郎女

うな理性と感怖との調和した女性も存するのである︒さうし

て何れの場合に於ても讃者の心を感動させるものは員賞なる

人間性の現れた場合に於てである︒それに文畢の本質がそこ

にあることを示して居るのである︒とのやうな直賓なる人間

性が感情と理性との自ら統一された直心を基調とする熱に人

間の倫理と結びついて来ると恩ふのである︒文畢と倫理との

う︒︵協賛含員︑東大教授︑文筆博士︶

問題も︑この人間や人間性との開聯に於て考へられるであら

／ け 、

・感情のゆたかな女性が多い︒然しま典ならぬ世に生きて種堂
の苦みにあひつ上融とれをあきらめてゆく鮎に理性的な軸が

ある︒十三夜の為開も一度ば離縁を決心して親の家に儲った
が︑父に諌められてあきらめて夫の家に師るのである︒紅葉
の作品を見ると多儲多恨の柳之助にしても妻の死を悲む傭は
人間性の自然ではあるが齢りに女だしい黙に理性よりも感怖

的な性格であるし金色夜叉の貰一にしても感情本位で理性的
でないとも言へる︒多情多恨の柳之助の友人葉山の妻の為種
は感情と理性との調和した女性と言へるが︑金色夜叉のお宮
は感情本位の女性と言へる︑然し後には金は愛よりも弱いこ

とを知２Ｌ悔悟する所に軍なる感情本位とも言へない鮎があ
の上では封比される場合も多いのである︒

る
︒さ
さう
うし
して
て女
女性性
とい
いふ
ふ卿
鮎と
と巷官能的な黙とが性格
る︒
にに
はは
感感
怜情
岬的
鮎と
古代偉説ではあるが日本武尊の周働の女性として宮賛姫は
一 一 』

考うぺきば自己の能力である魁程度の

費すばかりである︒選揮に就て第一に

︒立てＡ積むでなければ︑徒らに精力を

ろう︒書物の中の分らぬ虚にいつまで

ってば粗請多讃を必要とすることもあ

い︒飢讃は勿論よくないが︑目的によ

物は凡て精讃せねばならぬものでもな

ＩｌｌｌＩ

高過ぎるものは無駄がともなう︒今の

請書の効用と

我等の知識は平

世には或は書物が多過ぎて選揮に迷う

がらも進んで行く間に︑自ら分って来

も引つか上ってをらすに︑疑を存しな

ｌ− 漬 圭 冒

生見たり聞いたり

こともあろう︒専門の知識のため︑一

方法

讃んだりしたものの結晶に外ならぬの

ることもあろう︒

般修養又は趣味消閑のためなど人為に

護書の頁の目的

新設欄としての請書の頁は特に日常

職業的な意味で多忙を重ねてをられる

方為のために脳適常な書物を選んでそう

請書に自ら方法がある︒文字に沼う

一員ノｏ

よって自ら目的を異にする場合もある

ｌであるが︑その中でも見聞の範園は誰
にとっても自ら限りあるものである︒

そこで知識を十分に得ようとするには
どうしても書物に之を求めなければな

て機械的に眼を走らせ心た堂紙片をめ

の内容を解説してお知らせする任務を８

らぬ︒こ人に読書の必要が生じて来
る︒書物は畢竜過去に於ける前人の経

い︒叉一宇一句の意味を明かにしても

くっているだけでは義書とはいわれな

く

駒の結果をまとめた賓庫である︒誠に

しょうが︑大篭新刊の書物を弘道の趣︑

も考えています︒御意見をどしどしお

旨に期したものから選んで行こうかと

果してみたいのです︒御希望は様為で
にせぬ様な讃方も不可である︒書物に
讃まれて頭からすべてを信じてしまう

一節一章心乃至書物至階の意味を明か

カーライルのいえる如く︑・明かに鑑か

れ得る 過 去 の 蕊 は す べ て 書 物 の 中 に 残
存して い る ︒ そ れ 故 ︑ 我 等 は 蒋 来 如 何

よく物の亘意を捉え得る様でなければ

ｗましたが︑請書の頁は小責の宣偉は︑

聞かせ下さい︒

ても︑前人の過去に於ける経験の結果

ならぬ︒バクストンは︑．書を讃み了

致しません︒それとは反封に讃者の方

のも危臓である︒眼光よく紙背に徹し

を出来るだけ多く参考することば︑ど

らざる間は︑決して他書を讃み始める

々から︑此頃出た本で内容を知り度い

なる方面艇知識開拓の鍬を入れるにし

れほど有利なことであるか知れない︒

な﹂といい︑ヨ県によく岨畷したのでな

願いたいのです︒．︑︑

と思われるものを御遠慮なくお知らせ

従来この種の縄は雪新刊紹介﹂があ

るに於ては筒更のことである︒

況んやそれが精祁上の得がたき糧とな

てはならぬ﹂ともいっている︒併し書

ければ︑決して書を涜み了ったと考え

請書に 自 ら 先 後 緩 急 が あ る ︒ 順 序 を

家庭裁判所の話

田中孝子
日本民主化の基準として制定された新憲法が︑個人の尊厳
と男女雨性の本憐的平等を高揚した結果として︑わたくし共
の日常生活に直接開係の深い民法や刑法も︑その線にそって

数十佃所に施設をもってその機能を護揮しております︒

謹足しました︒そして東京を初めとして心全国に亘り︐二百

少年と家事とは切２Ｌもきれぬ開係にあり心それらの封策

はいづれも重要なものですが＄わたくしは家事審判部の仕事

をしておりますので︑この小文にはその方だけを取り上げて
見ます︒

日比谷の交叉鮎から公園を左なＬめに︑花ぞのや運動場を

間にはまだその粘祁を十分禽得することが出来ず︑とんでも

たものの︑そ虹を資生活に適用する段になりますと︑民衆の

い愛化を見るにいたりました岬
さて︑かように法律は民主為義の脚光をあびて出現しまし

振張も婚姻︑離婚等に開する自由や雨性の平等など穆著るし

長子相綻から諸子均分相綾になった遺産の分配︑妻の椛利の

民法だけ見ましても家族制度の解消に伴う戸主椎の巌止︑

るわけではありません︒丸いテーブルを園んで︑非公開︑極

訴訟のように原告被告など上言って勝負を争い︑黒白を定め

いうのが念願であるからです︒裁判といってもこれはほかの

る所であり︑憎める心に憩いを典えるオアシスでありたいと

のという印象をもたせたくない︑暗い生活に光りをさし入れ

た人たちに裁判所というものを恐ろしいもの︑いかめしいも

諜定︶なぜこのような建築にしたかと言いますと︑と上へ来

家庭裁判所の家事審判部です点少年の方はその向ひ側に立つ

い二階建︑外人向のホテルかと間ちがえられる建物が︑東京

抜けて出た庚いアスファルト道のはずれに︑一きわ目立つ白

ない思いちがいをして夫婦や骨肉の間に紛糾を起す者があっ

改正されることになりました︒

たり︑または新しい法の保護をうけることを知らずｎ奮い封

できるだけ常事者双方の幸祁になるようにと︑裁判官も委員

秘で︑いたって和やかに︑論理と人情とを加えて二で割って

判だけで解決出来るものと︑雰判と調停とを兼ね行う必要の

ます︒家族や親戚の問題に開するさまざまの事件のうち︑審

家事審判部の中に︑また審判と調停との二つの仕事があり

も精魂をつくしている側卓曾議ともいうべきものです︒

●

こうした誤謬を是正し︑家庭の明朗をはかるために︑昨年

建的な生活のなかで苦しんでいる人達焔すぐなくないのです
一月家事審判所が作られ埴良好な成績をあげて来ましたが︒︐

して活躍して来た少年審判所と併合され︑新しく家庭裁判所

やがてこの家事審判所が︑ずつと以前から少年の教化機開と
として家事審判部．少年審判部の二つの部門を以て本年一月

（9）

(
一
）

るのです︒

あるものがあり︑さらにまた︑調停だけで庭理する問題があ
第一種︑第二種の事件といいますと︑たとえば未成年者を
の宣告とか︑または不在者の財産管理︑贈興財産管理︑遺言

養子にするための許可とか︑失跨宣告や︑禁治産︑準禁治産

の分別等為およそ五十験種類にのぼっておりますＱ

書の確認検認︑優生手術の許可︑児童委託の許可︑扶養遺産
元の法律では親族含議というものが認められていましたが
そうした開係の事件も津山持ちこまれます︒親を失った子の

新法ではそれを塵し︑家庭裁判所がその代りをしますので︑

一分の方へ移したいとあれば鄭子の氏菱更の審判をうけ心たい
ていの場合許可されます︒

とになります︒

離婚した妻が夫から財産の分配を要求した場合も春判で扱
い譜す︒たとえば糟糠の妻が夫の不行跡から離婚した時など
夫婦で築き上げた財産のうち適営と見徹す額を夫が分典する
よう審判を行い︑妻の生活の保諮をはかって上げます︒
故人の遺産をめぐって兄弟などが相争うことは昔からあり
ましたが︑今は長男が跡目を相綾するのでなく︑今は配偶者
と子供のあった場合砿前者は遺康の三分の一︑後者はそれが
幾人であってもその三分の二を等分に分けるのですし︑子供
がない場合は配偶者と親が半分づ上︑子供も親もないのなら
配偶者が三分の二で兄弟姉妹が三分の一を分けあうという法
律で︑まことに民主的ではありますが︑遺産相縦の間に複雑
な問題も起りがちなので︑そういう場合は審判で解決するこ

今後の法律で姓名を憂えることが容易になったと聞いて砥
自分の気にいらない苗字や名前を持っている人は取りかえた
いと申立る向がかなりあります︒しかし除り簡軍に︑誰れも
彼れも愛名するようになりますと︑いろいろな弊害が生じ杜
含秩序を混乱させる結果になりますので︑裁判所はその人の
生活上止むを得ない場合だけに限って許可します︒たとえば

一︲呑兵衛一などＡいう名では酒のみと思われて困るでしょう
し︑﹁おばか﹂などＡいう娘はお嫁入りの口も遠いというので
同情に償するわけです︒

以上はかいつまんで家庭裁判所に於ける審判事件の一端を
申上げたにすぎませんが︑次回には調停部の仕事について少
しく説明し︑そこに現われた世相を取上げて考えて見たいと
〃〃

思います︒︵東京家庭裁判所参輿︑調停委員︶

（10）

後見人を定めることも親族倉で行ばれたのですが︑今度は群
判に出し︑審判では幾人かの瀞係者を呼び意見をきいた上で
った親戚間の情賞や利害関係から往堂幼い相絞人が犠牲とな

適営と認捗たら許可します︒こうして封建時代にありがちだ
り悪質の後見人に親ゆづりの財産を使われて了ったりした弊
害を除こうとしています・
夫婦が離婚した場合︑その間に出来た子供の虎置について
話し合いがつかない時なども審判部が仲へはいってその事情

をた堂し︑その子供が父親に引取られた方がよく養育される
か．あるいは母親の側へ置いた方が仕合せに成長するかをよ
く考え︑適営とみとめた方にその子の監護をさせ親権を行使
させることにし毒す︒昔は妻が夫の許を去れば︑子供はその
家に馬するので自然父だけが親として絶封の権利をもつので
したが︑今は前述のようなわけで母親が親権者となり籍も自
、

道の人塚原翁
〃

一麓して鍵ることがないならば︑短い人

る︒我が塚原翁が本含の曾員となったのは︑

うことをしみ人︑と考へさせられるのであ

えず︑これこそ不死の人生といふものであら

ら身に備はり︑徳備って行ふことは後世に消

人の踏むべきは逝であり︑遡を形みて徳は自

見て我々仕宜なり︑先賢の言は後人を欺かず

小山町の塚原善四郎翁其の人の人生の在方を

今本含現存の曾員中長老株である︑栃木螺

らばあたら惜しむべき人生と瞳るであらう︒

生も悔いないものとなり︑其の出溌を誤るな

め︑

きでないこと︑此の目的を先づしつかりと決

ぺく︑決して徒らに名利の篤に生命を勢すべ

る︒乃ち道を尊び徳を積むことに目的を冠く

／

人生を送るべきかを定めてかふる必要があ

お互は先づ此の世に出たからには︑どう云ふ

されないといふ︑誠に尊いものである︒故に

各自にとって二度と其のま坐繰返すことの許

人の一生は永遠の時の一鮎であり︑そして

〜

であったが︒純撞なる此の塚原少年は本含の

のである︒

目的とする人間は先づ迩徳を尊んで之を身に
つけることが第一の目的︑そして幽民奈部の
道徳が高くなってこそ度に圃家の基礎は鐙固
になる︑との泊翁先生の言に深く師事され︑
早くも自身の一生の目的を定められたのであ
った︒そして今日迄六十有七年︑八十二歳の
今日迄一貫して本含の倉員であり︑依然とし
て信ずる逆に人間の極楽境を味って居らる上

翁は若くして其の人物を認められ︑居町小
山町の町曾議員︑或は町長︑農首長︑居町外
五ケ村の耕地繋理協含長︑螺の耕地整理協曾
副曾長︑釜図耕地協含顧問︑或は叉螺含議員
等々︑地方に於て儲すべき公共の策職には︑
悉く歴任し︑驚くべき功続を翠げ︑焔行者と
して幾度か表彰もされ︑聖上に軍獅奔調の光
柴にも浴しても居るという耀かしい存在であ
る︒翁は今八十有除年の過去を顧みて︑私は
泊翁先生の数訓を磯し︑幾多の公共の職につ
き︑大衆と常に接鵬する機倉があるのを利し
て︑泊翁先生或は其の後の諸先生の教訓を身
につけると共に︑人にも其の世を以て接し︑
其の粘祁によって事に従事して来た︒私の人
生は︑微力ながらも公平無私︑誤らざる人生
として悔いる所がない︑これ全く泊翁先生及
び其の他の弘遡衝の諸先生の御蔭として今日
深く感激して居ります﹂と翁は獣々として通
の識践射行者であり︑一代の事業の上に日常
坐臥之を生かして活用した人である︒敢て本
曾の役員といふにあらず︑又派手に滋の人と
して道のために旗を立て上活躍したといふで

もない︒一心に身を修めよく業に生きた地味
な焚践型である︒鼓にも翁その人が現はれて

殊に翁の不朽の事業Ｌ吐して翠ぐ等へきは︑小

居る︒

山町外五ケ村の大正七年十二月以来三十ヶ年
間の努力により完成きせし耕地整理事業であ
る︒翁が其長として一貫毒力し︑筆舌に識せ
ぬ世稀に見る此の大事業を完成したこと︑こ
れは釜く翁の徳望と至誠の賜で︑町村民一同
を感激させてのことである︒此の地一帯が今
や美田と化し︑米産地栃木として地方の開拓

二局／○

と︑食料漕産に国家的な大貢献ぱ文字通り不
朽の事業である︒かくして町村民の感激は︑
翁を永遠に偲夢べく︑銅像建設となり︑その
巨大なる英姿は本年の五月二十二日盛大なる
除幕式を塁げ︑此の地に足を踏む者︑知るも
知らぬも等しく其の徳を仰ぐこととなった︒
﹁これも泊翁先生の御指導の賜で﹂とばかり言
ふつ上ましやかな翁こそ高く仰ぐべきであら

世には名利に去る者が鮭りにも多い︑併し
名利と宰相の名も不朽の業なくしては死と共
に消え巨額の篇も子孫三代の維持は困難︑ま
して世の鍵遥は我が一代否明日も期し得られ
ずといふ釜くうたかたに等しい︒唯永久に消
えぬものは此の燕の徳と事業とである︒今逝
の人翁を思ふとき︑深く人生の在り方を変例
もて教へられるのである︒仁者は長蒜とか翁
今日八十有二歳︑猶拙者を凌ぐの元熟さであ
る︑せめて世の生きた師表として自愛あれと
耐るのみ︒一

I

、

者

明治十六年であって︑︲時に俺か十六歳の少年
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平和か争闘

太田秀穂
日本人の多数は一日も早く米圃人の如く衣食し得るやう︑

以上の如くアメリカに塁んでその員髄を含得することは容

易なら歩︑さりとて日本陣統の精祁も段糞理解し得ざる人多

き虚に︑更にソビエットより影響を受け然も何れも充分に消

ことであらうか︒私は日本が米国といふ教師を多分にひかへ

化し得ざるが如きことあらば︑日本の前途は如何になりゆく

居る虚に︑今ソビエットなる教師にも教へを懇いられつつあ

我が国は過去に終て中園が中毒我が国の主張に同意せず︑

又同一様の思想を得るやうにと教へられて居るが心地理や陣統

とて︑多くは唯外部だけ模倣するに止り易いし︑時にはアメ

英米の力を借りて日本の進路を妨げるものなりとし魁支那事

ることを考へ︑善き判断を加へ自主的精神を培養することが

リカ風に伴ふ映黙も墨ぶであらう︒又よしアメリカの長所を

愛を起し．続いて世界大戦零まで起したるが潟め︑遂に今日

切に大切なことと思ふ︒

塁ぴ得るとしても直ちに責行し得ぬ場合もあらうし︑奮式の

の有史以来の惨事を見るに至りも現に苦難の途中にある次第

アメリカ民の思想や開拓精祁を充分含得することは猶更困難

日本中保存すべき長所を忘れて保存すべからざる短所にこび

であるが︑先づ第一番に武力撤慶平和国家を提唱しつつ︑産

を異にして居る日本が急にアメリカ同様になることは難しく

りついて離れ得ざることもあらう︒探長補短と一口に言ふも

して武備なくして一国を維持し得るや︑中立を維持し得るや

業や文化を以て列園の間に立たんとしたのであるが︑将来果

近頃はソビエットの勢が中国にも朝鮮にも影響を及ぼし魁

否や︑既に平和国家を旨とすると云ふ以上融除程固民の畳悟

のの責際上には中衛難しいことである︒

日本も段々距離が近づき︑その影響を受けることであらう︒

を要すべく︑我が国民は一家内であっても国内にあっても国

いへぱ殆んど季ふが篇めに生れ来りしが如くに思はしむる者

一家より大は政府に至るまで平和を旨とすべきである︒然る
に現在の国家の状況は争闘につぐに争闘を以てし︑日本人と

る場合に澱ても成るべく公明正大を旨とすべきであるｐ小は

争闘は頁に止むを得ざる場合に限ることとし︑たとへ争闘す

外にあっても成るべく平和裡に事物を虚理するを第一とし︑

シベリヤ地方よりの引揚者などの中には︑ソビエットの共産
精祁に同化した者もあるらしく︑然らざる迄もソビエットの

考の如きも亦一の考方なりと恩ふ人の漸く増加するであらう
ことも考へられる︒私共ば引揚者が殿堂に日本現在の事情を
理解すると共に︑ソビエットの考への如きはソピ子一ツトの如

き虚にして行はれ得べく︑日本には行はれ難き事情あること
を段為と了得せらる型ことを望むものである︒
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か

多きは果して如何なる原因によるか︒

︑園家妓高椛力を代表する帝閣議禽の如きも各政黛とも零ば

んが魚めに争って居るが如き状況である︒多数蕪は如何にし
て絶封多数蕊たらしむるかに苦心するば勿論︑内部的には幹

る上人もなきにしもあらずである︒簡易なる家事裁判の如き

は一方には手ひつＬも︑他方には出来るだけ調和すべき一致

黙を求むくきであるが︑資際上には徹頭徹尾喧嘩しに来た事

かと恩はるＬ申立人又は相手方がある︑更に調停又は判決が

上には無法者が威張って居ることがある︒

や道徳を主張する者に封しては随分困難を感ずるので︑責際

決っても︑その通り執行するに手数を要すること多く︑法律

張せる政策の資行に力を用ゐることに専心出来ない︒而して

○努働争議の如きは既に法律で許されたる範園内に於て︑交

部は幹部政府員在野員との折合に苦心して居るので耐日頃主
在野薫は政策を主張しつ上政府を督働したり︑民心を開拓し

渉したり訴訟したり或はストライキをしたりして随分椛利を

認められて居るが︑始めより憲法に従ひ通園禽が決議し︑法

とするに急にして︑時機を静かに待つことが出来ない︒特に

律となりたる事項に封し︑議倉に運動せずして事務官臆と争

たりするよりも︑政府を倒して一日も早く政権にありつかん

するの除り職事賞上同時に成立し得ざるが如き題目を掲げ︑︑

共産蕊に至りては心如何なる手段を用いても政府を倒さんと

闘を綴くるが如きは慰我等の理解し得ざる所である︒共龍黛

幹部が︑若し労似争議を煽動して居ないと主張するならば︑彼

甘言を以て民衆を煽動し居るが如きは悲しむべきことであ
ワ︵︾Ｏ

を礁詰にしたり議員を郷るが如きは齢り見られないといふ︒

ランス︲一の国曾は時には随分騒ぐこともあるといふが︑議長

せんとする態度の如きは︑米英にも例少きことであらう︒﹁フ

に封しては黒を白とし︑他黛員のことは如何なる事でも反封

黛となり得ずして恐飢られる政黛となり行くであらう︒勿論

して︑世間に恐怖の念を典へしむるが如きは結局愛される政

ることを妨げんとし︑何よりも先づ暴力を窓にせんとしたり

することは勿論であるが︑今日の如く他の行過ぎとその信ず

詔むる所で︑その主張も人間の心中にある或程度の根擦を有

共康蕊も軍閥や官僚の横器を制するに効果あることは我等も

と主張し居る者に封して正しき方法にて注意すべきである︒

○裁判所は人権を重んじ聯如何なる微力者と雌も不営に権利

共碓黛綱領の中にも若干同意すべき事項あり︑黛員の中にも

等は先づ自己の黛員中勢働争議を資力行使によりて解決せん

を犯されないや弓に保護すべく︑癖護士は判事検事と共に事

○議曾は素より言論の府であるから通言論を以て零ふのは営

賞の員相を明瞭ならしめんと努むくきであるが︑今日の涛護

幹部となる人の中には信念あり︑見識あり︑その私行の如き

然であるが︑明白なる事資と知１ながら︑自己の黛員の非行

士及び被告中には︑争闘せんが婦め出廷し居るが如くに見ら
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得ざる所であるが︑他人の意見は成るべく尊重すべく︑之を

り︑貧富貴賎境遇を異にするに従ひ魁考への異るのば止むを

迫するが如き人あることは遺憾の至りである︒人各皇思見あ

に恐怖心を利用し壷復讐心や敵煽心を盛んならしめ︑他を雁

も極めて正しき人もあるのであるが︑末流黛員の中には徒ら

まる行嬬ありとしても︑之に封し抗議するが如きことば普通

弊察署は取上げて呉れない︑況んやその他の外国人で目にあ

朝鮮人の不法行潟に封しても︑適確な誇擦を提出せざる限り

出るが如きは︑至て難しいことである︒第三園人たる中園人

易ではない︒更に共庵黛員や右翼規分等の睡迫に封して訴へ

○人間は色食二慾が根本慾で︑その上に優越慾とも云ばんか

も狐い者が威張って一般は泣寝入である︒

のの︑或方面から見れば極めて不自由である︒何時になって

ざる所なりとすれば芯他人の上に威張ったり︑厭力を加へた

争闘と言ばんか︑兎も角天然を征服し耐叉は他人を征服した

人にば出来得べくもない︒従て今日の時代ぱ自由とはいふも

りするととは通共潅黛自らの先づ避くべきことと恩はれる︒

厭伏するが如きは︑共潅黛の本旨にあらざるくしと恩ふ︒他

然るに戦災後地方に住んで最も感ずることは︑地方都市にあ

がったりする慾望がある︒之を善用すれば人間は益乏進化も

人より威張られたり︑自由を侵されたりするは共産裳の好ま

りては共庵黛員を恐る上者の多いことである︒二三の人の言

国威護揚の名の下に外国と腕力で零ふととばなくなったが︑

するであらうし聴之を悪剛すれば人間は益為堕落もする︑兎

勝負を求むる人心は止むべくもないから︑何等かの形に於て

角勝負事は色為の形で現はれる所で人間の好むところであ

勝負事は益盈礁んである︒角力を始め各種の遊戯の如きも自

をきくに︑共産黛員に金を貸したら催促が出来ない︑家を貸

に封して挨拶しなかったとかにて噸鳴り込まれたとかいふ話

依頼に雁じなかったりすると︑非常に怨まるＡとか脳輝放者

己のレコードを作る丈では興味がなく勝負に屈託している︒

したら立退いて貰ふことが出来ない︒土地を貸したら再び自

もきいたのである︒叉共産黛員中には︑脆税の密告その他悪

叉賭博的に廃倖を求むる心が益麦磯んになり︑競馬を始め賓

を設けて威張ったり心威張られたりすることは少くなり︑叉

事摘溌に熱心になる人も多いが︑彼等の不法行篤逢密告する

鍍や何堂銭の如きが繁昌であり︑商寅も懸賞附のものが流行

／る︒今や兵隊といふものは我日本にはなく︑他人の上に階級

者に封してば恐ろしき報復をするとの話もきいている︒

である︒新聞雑誌書籍等も刺激性の文字を弄することが目前

何かと助けられることもある代りに︑選畢等の場合に内奏の

Ｃ日本は今憲法や法律を以て各自自由を保護せられている︑

には成功し易い︒大言壮語せず静かに潅節を守りつ上談笑す

分のものとならないと言って居る︒近隣に共康薫員があると

一般の大衆は官公署其の他に封し自由に謹言するが如きは容

総司令部も常に﹁人民の自由を主張せよ﹂と奨働して居るが︑
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は︑自分で自分の頭を打つやうなものではないか︒

今日の如く互に零うて居る間に元も子もなくして了ったなど

○特に愚中の愚と恩はるＡのは︑

るが如き室気にはなれないものであらうか︒

ふ︒騒ぐことは教員のためにも世の中のためにもならない︒

畢生ストライキであると思

り︑他の方面に於てはよし同心協力少なくとも互に打段しを

損する者は畢生それ自身と親達に過ぎない︒畢生がいくら同

○筒又一方には争論しつ上も争論の局面をその問題のみに限
しない丈の詮裕を持つことは出来ないであらうか︒極右と極

盟休業しても︑杜禽は直接には困らない︒自分等が恩ふ様に

左蕊と喧嘩しても五に遊戯を共にするとか︑役人と人民と争
っても新聞を交換しては請け合ふとか︑法華と阿捕陀と争っ

様に御馳走しないから食べてやらないと云ふに同じである︒

文部省や大望教授がならないと騒いで居るのは︑雨親が思ふ

斯る我催者に封しては大畢はそのまＬ放任して熱のさめるの

ても歌の宮では一虚になるとか︑金持と貧乏人は争っても月
か︑図に百年の仇もなく叉百年の味方もない︑一個人として

見の倉では共に踊るとか云ふことは出来ないものであらう

ある所は静かに述べて私営局の顧慮を乞ふくく︑Ⅱ常の肇習

を待つがよろしい︒畢生にして貝に考があるならば︑苦悩の

米国の援助によりて生活して居る様な姿で一人前ではない︒

今日本は占領下であり︑監視付きの身である︒叉主として

たらよいではないか︒

分らず崖で︑相手になれぬと云ふならば︑何も好んで不信肘
の教授などに御世話に蔵ることを止めて℃さっぱりと退肇し

はそのま上継統すべきではないか︒又どうしても躍校常局が

もその時の状勢で敵役ともなり味方にもなるもので︑何も始
りが人間の能でもあるまいと恩ふ︒

めより共に天を戴かずと決めてか上るに及ぶまい︒唯争ふ許
私共が闘威蛮揚の軍国堂家を総て平和協調の園家と篇す心
算ならば聴我等日本人が個人的にも家族的にも杜倉的にも国
ふと云ふ風に︑叉争ふ時には心公明正大にして︑最後の目的

家的にもも少し平和本位となり︑唯︲此むを得ざる場合に相手

は平和を求むるにありと云ふ風にしたいと恩ふ︒﹁菖園の労

何れの方面より考へても騒いで居っては園が立つ筈がない︒
多年の戦争の結果砥国力②減退したるに係らず︑やりくり算

努働者協力せよ﹂といふのも正しい︒否更に勝働者︑資本家

働者共に協力せよ﹂と云ふととも正しいが︑同時に﹁園内の

てはならぬ立場に迫られている︒相営工夫して見ても一時は

段で生活して来た結果は︑どうしても経済を本筋に通さなく

若干の経済的苦難に接すべきことは免れない︒されば唯騒い

協調せよといふのも正しい︒家族は家族と協調し︑郷蕊は郷
鮎少なからざると恩ひて協調すべきで︑何も始めより使用者

で居ったり︑騒ぎを煽動して居るやうな人は国力の恢復を妨

黛と協調すべく︑又同一の官一公署にあっては利害を同うする

階級︑被使用者階級と渥別してか上るにも及ぶまいと恩ふ︒
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◇

鯵戦後一二一年のドサグサ頃は︑世人の多くは好景気だと言った︒そ

ぐる者といふべきである︒政府も度菟蜂明書等を出すより
も︑一度謹明した上は固き決心を以て現賞に主張を賞行して

して樋く一部の闇屋連は︑小謹ながら︑﹁此の調子だと職争は時奄あっ

所で妙な事には︑所謂このやうな好景気といふ時は︑貯金などと云

見せるがよいと恩ふ︒幾何議論しても無いものは無いのであ
い事はきっぱりと断るやうにしたい︑やりくりやごまかした

ふものは︑誰もが考へても見なかったし︑人間は好景菜と反比例にい

た方がよい﹂などと云ふ不心得の言さへ放った︒

りでば永績きすろものではない︒運動などして多額の費朋を

ょ１

るから︑議員や府嬬知事︑市町村長等が運動しても︑出来な

使ふよりも脳各自治綴などは自力で相雁に仕事を自らやるべ

て考へ︑資を畢ぐべきだ︒

落したことであらう︒侭面目になった上でこそ︑他の諸問題は︑始め

気だった日をこよなく憎む︒あの日のあった鴬めに日本はどんなに下

の傾向を︑言ふ不景気を人心建直りとしては喜夢︑そしてドサグサ景

人間になれねばそれは一巻の否逢の絶りであらう︒が我々は此の今日

敗職国民の来るべき︑居るべき所に段々戻るのである︒此時員に賃

に人間が少しづ上なり人間らしくなりつ皇あるのだ︒

る︑怠れば縦でも落後者となるからであらう︒そして不景莱の鐸と共

加しっ生あるといふ︒そして人間も徐々ながら昼面目になる傾向があ

景気だかも知れない︒不景気だといふと︑各方面で不思議に貯金が増

去って︑世の中が落着いて束っＡある︑彼が好景気ならば︑今日は不

も所有者のない天地で︑物の奪い合ひをやったやうな無秩序的景気は

し初めつ上ある昨今だ︑之を世は和して金詰り︑不景鎮だといふ︒恰

ものではない︒天の岩戸も段々明け初めて︑開の世に明るい光りがさ

だが世の中は日に月に移ってゆく︑何時も柳の下にドジョウは居る

０−

︑悪るくなってゆくのである︒世界の劣等図民だと言はれたる

きである︒我等日本人は除りに他に依頼したり︑叉は攻撃し

も︑この頃が一番の代表時代であった︒

たりするは︑民主的と云ふより民主的自主的でないからであ
る︒酒を飲みたい人は自ら働き自らの金で酒を飲むべく︑人
に飲ませて貰ひたいど恩つり︑飲ませないかちとて苦情を並
べたりするのは︑責につまらぬことである︒︵完・評議員︶

泊翁先生闘係圃書冒員割引︶

定価七○回
犀定償七○回

定償五○脚

〒六五回

〒六五回

千六五脚

○襲 羽 西 村 茂 樹 陣 ︵ 上 下 二 冊 ︶ 霊 退 一 電 銅

○泊翁修養訓︹さ
○道徳教育講話︵合

○国民訓︵垂︶

（16〕

私の言葉
責践出来る道徳
道徳と言ふと︑何か封建時代の﹁武士は食
はれど高楊枝﹂的な︑経済を無覗した道義の
如く今日でも恩ふ人が多く︑．従て不自由な今

日の我奄が目術生活の下にあって︑道徳の愛
践は不可能であると言はる上人が多い︒然し
私は最高の迩徳を縄てが直ちに稜極的に淀賎
することは出来ないにしても︑一般征含共通
の遡徳を変賎することは︑心掛け次第で誰に
でも出来ると恩ふ︒常識的に人として篤すま
じきことは固く慎しみ︑鰯すべきことは怠ら

ず勤めること︑具磯的に二三の例を翠げれぱ
篤すこととして先づ他人の人絡を尊重し︑信
義を重んじ︑約束を守り︑時Ⅲ産守り︑人に
同情し︑人に親切にする︑傭すまじきととと
して︑他人の自闘と権利を妨げぬこと︑他人

に迷惑をかけぬやうに心掛け︑常に反省自粛
何事も良心の指示により言行共に嬬すべきで
は︑文化函家間に於て︑最下位にありと言は

あると思ふ︒現時に於ける我が国の証含迩徳
る坐ことば︑度に遺憾至極である︒我々は今

後平和な文化図民として世界の文化人と接鯛

とも我々日本弘道含員は︑範を世に示すべく

世界の水準に引上げねばならぬと恩ふ︒紗く

らぬのであるから︑殊に祇含道徳の面に於て

し文化卿縫に参加し︑彼我歩調を合せねばな

ようとならば︑一生懸命に死んだ心算になっ

うした悔心の者にあって︑置に一家を再興し

す﹂と言ってゐるのが︑日本の現状です．︒こ

﹁今度こそ︑心を入れ換へて一生懸命やりま

絶命︑やつと遅蒔ながら目畳めてのドラ息子

家の一切を費ひ果し︑信用を悉く失ひ︑維封

心晶

徳も︑時代の流れとはいへ︑これで良いであ

迩蛙しようではないか︒尚家庭内に於ける迩

て︑ポロを着て︑マヅイものを食って︑無駄

用もつくやうにし︑少しづつなり借金も返し

常の行ひは人一倍立派にやってのけ︑人の信

こっちは十時間︑十二時間と除計に働き︑日

費を一切しないで︑他人が八時間働くなら︑

らうか︒︵東京都︑中村徐風︶
○

偶別室には茶の湯の曾がありまして︑我冷が

●此の間常支脅の常含を御寺に照きました際

散含に方り︑お手並拝見といふ好意に接しま

ない︒﹁奴も今度は賃面目になったやうだ﹂と

自分の働きでどうやら食へるやうにやる外は

徐々となり他人から折紙をつけられるやうに

日本弘遡含の主張にも趣味の養成に努むる

した︒

こと︑一は以て生活の没趣味に焔るを防ぎ︑

﹁憎い奴だったが︑厚生したらしいから心配

なる︑かうなれぱ今迄迷惑をうけたものも︑

もしてやらう﹂となる︒ぷツヂ︑ショップ雨

一は以て粘祁生活の向上護展に菱すべしと︒

角最近は感心せぬことばかり多く開かされて

て︑これより外逝のある筈はない︒若しこれ

氏の忠言を待つまでもなく︑古今東西を通じ

斯くありたいと思ったことでありました︒兎

の鮎に心をして賃ひ︑良習慣詮つけてほしい

ゐるのですが︑青仙年諸需の如き︑大いに此
敢て茶華の日本趣味とのみは言はないが︑何

ラ息子︑生れ愛らずぱ頼りにならぬと︑親兄

︵茨城螺・飯田春吉︶

奴になった﹂となれよ︑ならう︽日本人我等︒

ぐと境面目に働き︑人の道を行って﹁感心な

弟︑親戚︑知友も相手にしないであらう︒獣

を怠って勝手なことを依然するやうでは︑ド
とが望ましいと恩ひます︒︵秋田市︑妹尾腸之

なりと良き趣味により︑一の品位をつけるこ

助︺

破産者の心掛け

文字通り不心得なる孫が出て︑惇統ある菅

ＤＪ

／タ

〔 ユ7）

卓

俳句の手

ｈ℃弔乃︑℃︑℃︑

たる特質上その表現が象徴的であり︑

師表たる中心人物の選句と作句とが含

ふととが特色の一つである︒尤もその

を排斥して作者︑即選・者たる互選とい

従って技巧や省略法や或ば語の韓置な

衆の目標となることは言ふ迄もない︒

俳句の味ひ方の修行俳句は最短詩

どが行われる結果︑一寸句の意味が分

︑も

その句倉は多人数一堂に集って宿題又

や︑

りにくい場合もあぅ︑句の意味が分っ
ても︑その良さがどこにあるか味ひ得

の蓮を経てこれを披講する︒また吟行

は席題によった詞詠を含衆の互選と師

〆

ない場合もある︒そこでその修行の道

るが︑小説の作家は少数である︑創作

どにつき一旬一句の解説や批評を讃ん

鐸書例へぱ芭蕉句集蕪村句集評輝書な

︵其己俳句評騨書謹讃むこと薪名の評

吟行に参加するときは︑多人数の俳句

てこれを披講するのである︒この句含

る蝿目楓詠を含衆の互選と師の選を経

して目的の含場に集まり各自の牧穫た

数の俳人が謹定の風光明蛸の地に行歩

は高涜虚子翁が往年唱導されたもので

家と愛護者との外に専門の批評家が存

でゆくと今まで解し兼ねた句の意味や

に志す人のために最も良い道しるべを

在する︑ところが俳句を讃むのは好き

句の妙所が容易に呑み込め︑初めて成

を一時に讃み︑味ひ選評する機含を雄

旅行と句含とを乗ねた方法で︑即ち多

で︑句を作ら左いといふ人は稀である

程と合鮎がゆき︑それだけ俳句に封す

示して置きたい︒

んど無い︒否俳句を作る人で左ければ

て自作句及び自選句と他人の作句及び

如何に含衆のそれと異るかを注意して

る眼が開け知らす／Ｉの間に俳句の味
る所が多いものである︒庭れ﹁つとめ

比較研究するなどにより大いに教へら

選句との異同就中師の作句及び選句が

俳句の作り方と味ひ方とは︑相表裏を

て評樺書を読め﹂とは錬達の先進作家

れ︑自ら畢ぶ所︑得る所が多い︒殊に

がよく解り︑自分の作句上にも啓稜す

なすもので切離し得ない︑句作に上達

の異口同音に初畢者に奨める所以であ

同時に批評家であり︑愛好者である︒

すれば営然句の味ひ方にも上達するも

る︒ゞ
︵其己句露吟行に参加すること正岡

技法を磨き得る等の効能があり︑句の

察する心眼が一層開けてゆき︑描馬の

吟行の興味と利益とは格別で自然を観

のであるが︑妻者の老婆心からと上に

句の貝の味を解し難い︒俳句の作家は

俳句のわかる人で句を作らない人は殆

とは別である︒小説の愛護者は多数あ

でばない糟を書く八と諭を愛好する人

を愛職する人の多くは自ら繕を震く人

俳事句の作り方と味ひ方世間で精霊

︑︑︑︑︑や恥︑０︑胆

三俳句の味ひ方

能勢旭東子

(
下
）

味ひ方につき若干の注意︵作り方の注

子規革新以後の句曾は脳昔の宗匠制度

（18）

引

意ともなる︶︑を述べやう︒

可

吟行は先輩俳人が誰でも経験し且つ現

る一段階となるものである︒この句含

作り方︑また味ひ方の技術が一進歩す

ない︒これは畢寛するにまととの心が

香気も底く︑上すべりして軽くて力が

飾ってあっても︑風哉を峡き新鮮さも

酒脆な言ひ廻し︑締麗な言葉で巧みに

の判断がつくであらう︒

と比較すれば何人にも容易に是非優劣

て軽蔑し排斥した所以である︒次に掲

織︵くろがね︶の秋の風鈴鳴りにけり

春水にうつりて飛べる煙かた泊月
白樺を脳かに霧のゆく昔か秋裡子

月さして一ト間の家でありにけり鬼城

いくたびも雲の深さをたづねけり子規

桐一葉日常りながら落穆たけ︐虚子

切株に鴬とまる二月か︑磁石鼎

に資行しつ上ある俳句修行の常道であ

選評す る こ と は 創 作 の 難 き よ り 以 上 に

げる例は頭で椿へた句の数例である︒

らである︒これ子規が月並調の句とし

蔵い句Ｉ所請うその句でＩあるか

咽︑︑℃︑

る︒初畢者の活用をお奨めする︒

難いことは句含の五選の例に見ても解

蛇筋

︵附言︶本稿は﹁俳句の手引﹂として意を

流氷や宗谷の門波荒れや裳誓子

に梱筆する︑何れ他日補正の機曾があると

謡さない所が多いが誌面の都合上一膳こ上

思ふ︒

■

︵正読︶弘通五十八貌賜頁下段四行目枯

枝に鵜とまりけりは鵠のとまりけりの誤

（19〕

俳句の選評他人の俳句を味ひ之を

るやう に 各 作 考 の 技 価 や そ の 修 行 の 程

むっとして戻れば門に柳かな雲太

朝顔に釣瓶とられて貰ひ水千代
わが雪と恩へぱ種し傘の上其角

ら︑篤 と 一 句 一 句 を 味 ひ ︑ そ の 憤 仙 を

百合いける人や小首迄ゅ以の花梅室

度如何によりそれ卜︑差違あるを莞れ

判断する凋自の見識をもち︑荷も処句

鴬の鹿相や笹葉踏みはづし蒼虹

ない︒しかし迩一初畢者と雌も句含では

の姿の美しさや言ひ廻しの巧みさに魅

まことの句作者の心にまことを湛
へた御ｉ所謂うそがない句Ｉは︑

露ちるやあすは各麦御川心号茶

せられて心のまととのない︑単に頭で

何事ぞ花見る人の長刀去来

作った所謂うその句に証かさ虹てはな

を呼び起させる除韻の深さがあり︑或

言葉は平易単純であるが︑讃者の聯想

先輩と伍して選者となるのであるか

ら底い︒所謂うその句とまことの句と

は魂を揺り動かされるほどの感動を典

︑︑︑殖︑

を鑑別する識見を養ふととが最も肝心

である︒／

へるものさへある︒左に掲げる俳句は

座右の俳書から拾ひ出した数例に過ぎ

I

一ｂ︑︑︑心︑

なく軍に頭で椿へた句感じだけで作っ

ないが︑これを前掲の﹁頭で椿へた句﹂

（

頭で捲へた句純粋な感怖の護露で

た句所謂観念的な句はいかに形が塾ひ

甲
『

弘道詩林
︸

奥無謹選

○夜訪唐招提寺途上菱披寺田英一郎︹大阪︶
月白南都郊外路︒夜深唯総草翌晴︒

℃もり ｂ ｂ じ じ Ｄ も ｂ ︑ Ｕ ｂ ｂ
薬師北去訪招提︒雨剃探幽一杖蕊︒
○０○ ︒ ０ ０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｏ ○
︵評臼︶深夜月明下之蛋蕊︒身親歴者而始可知共妙味︒

○初秋述懐束排石川藤作︵茨蕃

夏去秋来感最深︒古稀竿過惜光陰ｃ

清幽隠逸陶儀家菊︒澗柾前庭慰老心︒

Ｂいも Ｕ も や ℃ ︑ ︑ ｂ ｂ ︑ ︑ ｂ
︹評日︶二十八字腐無限感慨︒

○暮春偶成霞軒鵜野英治︵千夢

℃９℃ｂも︑℃ｂ℃Ｕ︑ｂｂ℃・
齢垂七十毒而康︒維日幽居吟意長︒
Ｄｎｂｂ吟もＢ・ｂｂｂも︑口ｂ
紫散紅飛春欲暮︒哨哨燕子語彫梁︒
︵評臼︶老来間適之状歴歴如見︒

．○中尾山山芋千鳥波多良介︵新§
碧塑凌霜別作裳︒一渓堆満水塀援︒
ももｂｂ︑︑︑︑りむｂ︑℃℃︑
里民争訪探芳芋︒狐堀金風中尾山︒

○秋日閑居一桃山人︵栃木︶

︵評日︶芳芋篤十勝之一・頗可珍︒・使讃者垂誕三尺︒

もｂもｂもｂｂ・℃Ｕ︑︑もも︑℃︑

馳風一過冷侵肌︒天淵気清宜案詩︒
Ｕ︑ｂｂ︑℃ｂもＵｂｂ︑ｂもＤ
窓外遥看黄稲波︒可知刷園復興基︒
︵評白︶軽軽著筆︒維及祇園復興︒所謂小題大倣者ｃ

○偶成小郷紀一郎同巴

逢泰心胃暢︒蕊浄派瞭決︒迩好秀行礎︒疋問俺喜蕊︒

︹評白︺知命者之言︒滋味津を不壷︒

○悼某℃氏令嬢飯田雄茄異城︶

もｂＤｂｂｂもｂもじじＵ℃ｂ・

好豊働精才藻豊︑温良従業億丹衷︒
℃ＵＢももｂ︑一℃ｂ９ｂも℃Ｄ・
一朝意折恨無限︑塚上秋風落葉紅︒

︵評日︺悲酸浦切復不知所言︒

○億猪瀬束寧蓋伯霊殿端蝿郡︶如雲慶野庄作︵茨城﹀

妙齢十九出郷開︒墨書京師師封山︑

ももＤｂ︑℃ｂｂももｂｂｂｂ

筆技入刺誰識得︒妙存不語不言間︒

︵評白︺郷里出此俊窒︒足以誇耀他︒

○讃友人遺稿立峯驚藤一二︵富８

金玉遣篇異彩生︒千吟味得故人情︒
ｂＵＤＣＤも℃︲ｂｂｂｂｂｂｂ・
追懐往事無量感︒忍総蒼室哀雁謹︒

︵詳日︺一讃凄憶︒雁嘩亦有断腸思︒

○祝岩淵穂翁八十年夏村田中和三郎早葉︶

豊鍵童顔八十年︒悠悠忘老酒中仙︒

擢翁仁徳兼康毒︒〃脆却室煩似古賢︒

ｂ℃℃■Ｕｂ℃︒もむ℃︑ロ℃︑

︵評昌︶少批負気者︒所不能夢想︒

／○贈某店主婦悪寮乗坂・重︹千蕃

商事委身名遠聞︒長昏映掌見華撫︒
ＤＵ■も℃箔ｂ・もも℃巳ｂもｂ
笑迎顧客叉無詔︒四季店頭蘭康薫ｃ
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］

︵評白︺不州不詔︒誠心接客︒自得商業秘訣︒

香城菅谷敏夫︵千葉︶

○岩岡翁以圃風和我詩即賦道謝
︑ｂｂ一■℃も℃卦︑℃ｂｂ・〆℃℃︑０

園風老手見岩翁︒三十一言成句工︒
ｂもｂｂＵｂｂ︲ｂｂ９℃︑Ｕ℃
楓詠自存和漢別︒扇情即是本来同︒

○遊深大寺無聾奥忠彦

︵評白︺確言不磨︒

割田斧二選

千年古悌暗職光︒泉麓幽庭宜抽韻︒詩興開時須畢鵬︒

来尋深大海門郷︒酸郁従風菌菖香︒一代祁僧親説法︒
半日優勝忘暑熱︒蝿鵜黙鮎映斜陽︒

弘道歌園

秀逸か 塁 し 島 根 蝶 平 井 常 清
︹境地言ひ古りたれど︑とにもかくにも表現し得たり︶緩

た賀一つ立てるか上しにさびしさをそへて雨降る秋の夕ぐれ

○千葉螺菅谷義太郎

闇買の人もとだえて照る月のひかりやどせる野路の露はら

○幅島螺湯田久喜

︵農村の現時を採って風流に生きたり︶

蚊やりたく畑流れて夕顔の花いぶせくも暮れゆかむとす
︵農家の．夕景︑夕顔のあはれに寡されたり︺

乏しくも足ると恩へぱ足らいま其心もはるＬ秋の空か薩

引揚げて家なき人やいかならむ夜ごとに風も冷えまさりつつ

○茨城螺田口賛雄
○東京都中村徐風
○千葉牒兼坂秀嶺

柳烏静子刀自へ新潟聯波多良介

闇の中に働く人のみにくさは照されて知るあはれなりけり

四葛温泉にて埼玉厩石川奈美子

刀自が名は静子といへどにぎはしくかたる話のおもしろくし
て

たへがたき暑さのなくて四寓山のいでゆの宿を忘れ兼ねたり

○東京都今井定彦
○山口螺柳烏静子

あきらめの心もさわに晴れし朝嵐の跡の屋根をつくらふ

のどかにも世をやわたらな身につける生花の技人に教へつつ

○千葉螺鵜野秀春〃

をりにふれて新潟螺士田朝男

事のなく厄日もすぎて里人の豊年祝ふ鐸のどかなり

人のため恩ひばかりてこ上だくの外国ぶりのいぼもたてばや

足利公園にて割田斧二

＃

小鳥らの鳴き乱すとも虫の一音の書をと絶えず澄みかえりつつ
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弘道俳壇一
秀逸
音もなく夜船下りぬ虫時雨
破案山子 あ ち こ ち に 見 え 稽 熱 る 上

桔梗手に乙女の早も出勤す
栗拾ひ手拭かたくく上りけり

稲の室既に秋来ぬ千切雲
佳作
朝露に光る稲穂のうねりかた

東子選・
東山柿漢
湯田雁所
伊藤吾山

内田静甫

原形堂

秋田柿渓
禰島雁

抑奈川寂光
松江形

◇

父老ひて菊の大輪嘆き誇る東京修・

供米に雁べ山茶花咲きつ画け．岡山青

穂

一初霜や祁橋ぎぽしかたむけて千葉草丘

鰯雲赤城の山は夕焼けて同董生

瓦斯タンクタ焼けて居て雁高し東京坐乗葉

秋の山トンネルの口ぽつかりと岐阜初子

秋冷や金器にしぼる山羊の乳熊本一舟
大川や織るやうに飛ぶ赤とんぼ熊本竹堂
秋の水小川にはやく流れけり東京菊女

酒汲みて一昔ばかり聞く花火かな東京徐・風

朝顔にサンマータィム経りけ〃

日の落ちし粟畑にはや虫の麓茨城晴也

トタン屋根タール塗る日の暑さ哉・

秋立つや皇童競ひ固書館に編島吾山

一

秋燈下降り末し雨に耳澄す旭束子

◇課題新米︑雑詠十一月二十日限

芭蕉慶葉裂けし音し阻秋夜明

（22）

打ちつ堂く稽田々為に夕日落つ

野天風呂ひたりて仰ぐ流れ星

稲妻や沖に漂ふ夜釣舟
湧き出づる雲の白さや夏の富士

霧の海遠き潮騒聞く夜かな

萩の嘆く皐苑に朝の鐘ひ野く

稽雀落ちて暫く立たざりき

薮入の母驚かす身丈かな

＊

丸篭の姿透き見ゆ青雛

＊

城江島島田

東京徐風
茨城静甫

二 コ

旭

埼玉奈美子

＊

立つ秋の風にこぽる上葉露かな
板塀にひそとつめよる靖蛤とり

山百合を提げて蹄ろや湯治客
四寓の湯に湯操の歌はなかりけり

＊

所
'音

茨松霜禰秋

−

一凸
戸﹂

耐る︒

本奮童報

△紀平博士逝去協賛曾員丈阜博壬紀平正美
氏は老衰のため九月二十日七拾六歳を以て逝
去さる◎九月二十六日文京睡蓮莱町置瀞寺に
於ける告別式に際し︑本命よりは割田主事参

蕊︑鮫間逸郎︑東山藤逸の諸氏を初め多数の

萩原易治︑寺田楽吉︑津光寺矢田正寛︑小野

出席者あり︑筒三名の新入命者ありたり︒︲

ｏ成木支曾報告

九月六日午後八時より成木小畢校に於て九一

月の支曾常曾を附く︑萩原含長開含の挨拶を

△臨時総禽課て含告の如く︑九月二十四日

列弔意をせり︒︑

午後二時より本含館に臨時網曾を開き︑吉田

述べ︑次で中村氏より成木支含の賓践要領を

含員の披露あり︑それより除興として田中校

或は明月鑑賞の和歌︑俳句︑或仕僅謡などの

■︑

可決せり︒こ上に於て少時休憩喫茶の間に︑

ではないかと提唱するや︑一同異義なく之を

より平和なる文化村の建設に杢力を捧げよう

したる支曾変鎧要領を寅践Ｌ︑先づ手近な所

の意味に於て我々支含員は弘道縮刷を基調と

徳の昂揚である﹂と︑大磯の趣旨を述べ︑此

とである︒此の糎念を搬起するものは即ち逆

に同情し︑自己亦文化人なりの瀞りを以っこ

民の協力を要する︑協力を固るには先づ他人

ばならぬが︑再建の究現を期するには︑奈幽

我々の責任に於て︑敗戦祁幽の再建を岡らね

〆

副含長病気のため辞任せられしため副酋長の
選翠を行へり︑理勢にして︑前女子皐習院長
たりし下村蒜一氏常迩さる︒

ての講話を聴取せり︒

△雷員談話酋九月含員談話倉は︑九月一二十
四日午後三時より本曾餓に於て開催︑外務次
常太田一郎氏より﹁現下の図際状勢﹂につい

Ｏ秋田室酋報告

昭和二十四年九月十八日午後二時より支曾
第百六十九回例曾を︑秋田市寺町妙礎寺に附
く︑例により本曾要領の朗讃あり︑次で常日
の読師たる敬愛畢尉長小野源燕先生の道徳に

就いての講話あり︑絡って坐談含に移り︑宗

あり︑午後十時停電のため閉曾せり︒

長の幻燈﹁ロピンソー・クルーソ可﹂の映篤

○停電も除興に月の一座哉

・︑○月の今脊を心の友が集ひ弘むる人の造

一 ％

△雷藤氏活躍富山牒含員滑川町教育委員長
斎藤一二氏は︑現下の状勢を憂慮され︑滑川
町に本曾支曾を創設すべく目下活躍中であ
る︒幽家のため感謝に堪へない︒其の蜜現を
△太氏の壷力禰島螺江名町の有力者︑曾員
太清右術門氏も又現闘状を憂へられ︑同地に
本含員描張に壷力中である︒感謝す︒
△本曾研究事業道義の一つの宜践として濯
法は極めて必要なものであるが︑今日之が著
しく乱れたることは憂慮に堪へない︒然も新
時代には幾多の改善さるべきものもある霞へき

を以て︑新時代の図民濯法を委員を設けて研
究すると共に︑濯法の変賎普及に費すべく肝
究曾を設けることとなり︑近く着手の識定で
ある︒而して其の成果は誌上に蕊表する機曾
あるべし︒

△姉嶋博士逝去協賛含員文畢博士潮風姉崎
正治氏は︑脳溢血のため七月二十三日熱海市
氷口中山別邸にて逝去︑享年七十四鼓︑謹ん
で哀悼す︑陣士は宗教塁の権威者であり︑曾
ては樗牛と共に文壇の雄でもあった︒

△石原氏芳志雷員石原勘一郎氏は本含に金
百園寄附さる◎御芳情を感謝す︒

の佐藤慶太郎︑騨臨の花田繁雄︑平津四子男︑

することを申合せ散含せり︒常日は三和銀行

教と道徳の闘係にき各自の意見遊交瞳し誠に
有意義なる含合となった︒かくして坐談容易

△岸田氏芳志東京都倉員岸田三治氏は本含
に封して金百回を寄附さる・御芳惰を感謝す
△理事酋九月十四日午後二時より本含に理

に霊くるともなく或各・嗣本倉使命瀧成に努力

事曾を開き︑重要事項につき協議せり︒
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＝

−

金日
牟ロ

去る九月二十四日の臨時総曾に於
て吉田副含長僻任に伴ふ後任本含
副含長選畢の結果︑左の如く寓場
一致を以て富選せり蕊に含告す︒
日本弘道含副含長念女鐸畢蕊院蓉

下村専一
前副酋長吉田博士は評議員含の
協賛を経て堀田倉長より顧問に推
薦きる︒

日本弘道含顧問

文峯博士吉田熊次
左の二氏評議員倉にて理事に選
翠さる︒

野口明津田源一／

編輯後記
◇新秋九・十月鑑の編韓を維りました︒やっ
と規定の月に謹行が叶うやうになって一息つ

きました︒これから遅刊なしにと努力致しま
せう︒

◇本擁には中川︑久松雨憾士の玉稿を頂くこ
ヒットだと自負して居ります︒又田中女史よ

とが出来て︑巻頭を飾り得ました︒新秋雅の

り家庭裁邦についての玉稿︑これ亦現代の世
相を知る上にこの上ないもので︑本誌に膳は
しいものです︒御味讃をお願ひ致します︒
◇編韓委員念の多大なる御指導で︑本誌も︑
面目を一新しっ上あることを何よりと思ひま

す︒諸方面からその御言葉も頂いて居ります
一層努力したいと恩ひます︒新らしい企蓋も
種々とありますが︑頁の闘係上思ふにまかせ
ませんが︑本雛より読書の頁を掲げます︑尚

来雛あたりには︑今一︑二を溌定して居りま
す︒今少し何とかなって︑輔頁の来る日をと

一金百園也︵本含へ寄幽

努力して居りますが︑現在の曾費では年三冊

ります︒

の秋︑請書の秋︑皆様の御自愛と御指導を斬

の代やっとといふ有様︑中奇苦心し一︲一居りま

す︑御賢察願ひます︒終りに豊年の秋︑努力

一金百回也参埼玉際石川奈美子

市川市石原勘一郎
一金百園也傷東京都岸田三治

︲

一

弓

弘道費慣一冊金拾園也

弘道曾入曾手績

一ヶ年愈費金六拾園を擁込み入倉の手績を

とること︒曾員には雑誌弘道を無料配布す

る外に穂為の特典あり︑規則書は郵券八園

封入の方に送付す︒

本官編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌唐告の件については︑︑

昭和二十四年九月廿八日印醐納本

・・東京都千代田厘西紳田二ノー

昭和二十四年十月一日壷行

雑緬嘩・割田斧二

東京都千代田厘稗田神保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田塵祁田神保町三ノ＋

東京都千代田歴西神田ニノ一

印刷所︵東京空言共立駐印刷所

癖録廻日本弘道曾

電話九段九番

︲卜Ｉ

振替口座東京皇君番
日本出版協曾曾員番読Ｂ二ｇ茜
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