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新興宗教のこと
〆●

●

人間ば様々の境遇に極かれ︑緬令な運命的支配をもうけ︑誠に複
雑多面の中に生活するものである︒そして一面弱いあはれなもので
もある︒此の事は幾程に文化が進んでも︑一掃することの出来ない
人間の宿命的なものであろう︒鼓に人間が或る絶封的な権威あるも
のに﹁おすがり﹂し一Ｌ︑あきらめと安心を有ちたいとする所謂宗教
的な心が湧き出る所以がある︒

ヲ︵︾Ｏ

敗戦日本の図民我々には︑其の人生の不可解な迩命さへも更に狂
はせ︑既成の考えを次から次へと裏切って行った︒乃ち戦争による
戦死とか或は外地居住者の思はざる一身一家の急鍵︑或は敗職によ
る諸革命の犠牲と云うようなものは︑礎に平時にあっては︑よし迩
命といふものは明日を諜測し僻ぬといっても︑それは除りにも意外
であって正に運命の狂ひである︒そして共等の間にあっても又諏々
な幸不幸もある︒さうでなくてもさへ数知れぬ迩命を負うものを︑
敗戦による諾の運命が除分に課せられたので︑人間は弱味を一層味
ひ︑宗教心は益々湧き上らざるを得ないといふ催件を有つ今日であ

も

維職後その出現が目立つものの一に︑新興宗教がある︒溌局の調
査によると三百四十有除が数へられ︑然もそ稚等が悉く大入漁員で
叉物質的にも全図長者級さへ紗くないといふ︒正に機を見るに敏な
るものが︑需要供給の原則をビッダリと利川したからで︑畑あって
草木は茂亀諜であらう︒所で此等新興宗教の大きな特長は︑既成宗
教と明かに異り︑平易であり︑又未来や死後をのふ説かず︑現在救
済の一鮎張りである竿々である︒こ知は既成宗敦が徒らに高速な理
論を説き︑死後にのみ拘るの虚を突いたもので︑平易簡明︑不幸や
病気や︑糎済的苦悩やなどの救済一鮎張りであるといふ︒これは礎
迩徳が現世に於ける人間良心の自主自律による良心の権威を畳り

によく時代相を描いてゐる︒

ある︒

心の摘鋪療治であるとすれば︑宗教は現仙に未解決の多くを残して
未来永遠の世界に迄拙張し︑絶封者への蹄依と信仰により解決せん
とする心の病の流療であらう︒然るに新興宗敦は︑絶封者による現
在の所有蛎蕪を治し︑商寅を繁昌させ幸禰一切を授けるといふ名鍔
とすればこんな有難いものはあるまい︑思ふこと叶はざるはないと
いふのだからである︒多数を相手にすれば︑常るも八卦︑樹らぬも
八卦︑的中者も出来るであらうし︑又的中しなくとも︑信ずるなら
ば縄て達善意に解樺することもあり得るし︑入替り立ち祷り︑門前
は賑ふ課である︒要するに方便を主とした宗教的楕操の利川なので

ない・

如何なる既成宗教にも方便はある︑方便が方便である以上︑又止
むを得ない所もある︒然し方便が主になることは︵そうなれば方便
ではないが︶許されない︒今日の新興宗教がさうしたものであれば
之ぽ人心を迷はす鮎も多く︑厳密にその不正を突かねば念らないが
同時に一面かく人心が何か権威にすがって︑今日の苦悩から救はれ
たいとする要求がある昨︑既成宗教家も飛大な使命を思はねば液ら

乃ち大衆救済の意を忘れて︑徒らに高速な敦義を弄んで自己流足
をして居たり︑或はよしそれが本旨ではあっても︑死後の生命救済
にのみ捕ばれて︑現査生活の中に於ける心の救済へ時には杜曾事業
的な病気や貧窮に封する愛の救済︑或は新興宗教が金のため熱心で
ある以上に︑丘に人心救済の熱情を以て事に常る等に省るべき多く
のものがあるのではあるまいか︒今日此の敗戦幽民をして︑加州再
建への通を辿らしむくくは︑あらゆる方面から︑それ人︑の分野に
於ける使命を果す．ことが必要であって︑乃ち宗教的情操豊かな者を
導くには︑宗教の力を以てするに如くはなく︑然も叙上の如４迷ひ
悩める者の多き時︑立派な種々の既成宗教は︑軍なる平和斬祷や︑
朝夕や日曜日のお勤めで責任を果すやうな安逸さではなるまい︒我
我は祇含教育の立場から切に之を痛感するものである︒︵知己庵︶

、
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就任の御挨拶

●
副含長↓ｒ

一一吋

Ｆ︷

づ

吉田熊次博士が︑山形聯の疎開先で溌病きれて副命画長の僻意を申出てられてから︑本含としては切に御留

任を懇請されたのである蛾れども︑・健康上の理由から遂には雛意を得るに至らなかった︒その馬本年九月の

臨時総会日に於て︑不肯が園らずもその後任に選畢されることになったのであるが︑元来本含は︑一代の碩畢

鴻儒として時人膿仰の的と在られた西村泊翁先生の創始にかＬｊ︑明治大正昭和の二一代を通じて︑教化史上
燦然たる光輝を放ち︑歴代の命筒長並副命画長は︑何れも畢徳共に高く世の儀表たるに足る方々が︑其の任に就

かれる不文の慣習が成立って居ったｏ其の悩習は尊重せ胆はならぬ︒それ故︑不肯の如き規才非徳の者が︑

其の地位を潰すのは身の程知らずの誹を免れ楓諜で︑折角の御推任であるけれども︑御瀞退をするのが常然

であると考へた︒併し榊って︑人心の荒怠道義の頚雁其の極に達せる現下の世相に顧みるときは︑荷も道義

の振興を念とする有志の剛結たる本命風として︑殊に叉数多い教化関搬の中にあって︑最古い沿革と博統を誇

り︑且比較的庇い基盤を擁する本愈としては︑今日の場合こそ︑人的物的資源の不充分其の他あらゆる悪峰

件を克服して︑道義日本の再建の篤に︑全力を傾注して努力しなければならぬ大切な時機であって︑この際

一史に選畢を繰り返し人選を新にするのは︑徒に時日を遜延すること§なり︑本含の馬に固って却って忠なる

所以にあらずと思料したのと︑一には叉死馬の骨を千金に買ふの故事を想起して︑他日必や識見高迩名賞兼

備の方を其の地位に迎へ得ることを確信したので︑甚借越であるけれども︑敢て其の任に就くことを必請け

致したのである︒右の如き事情を申述べたのは︑決して責任の廻避や負荷の軽減を意園するのではなく︑一

且お請けをした以上︑鴬鈍に鞭打ち奉含の篇に最善の努力を捧げ︑延いては道義日本再建の馬に︑消挨の微

忠諺諾したい所存である︒幸に曹長の御指導と役員倉員諸氏の御協識を得て︑此の重大な負荷を全ふせんこ
とを念願して就任の御挨拶に代へる次第である︒

（＄〕

〃
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新しい濯法の建設

島次郎

経戦後既に五年︑荒れ果てた市街地にも家がたち︑店がな
らび︑街路には電車や自動車が引つきりなしに走っている︒
生活に必要なものもだんノ︑川廻って＄今やすべてが枇前の
状態にかえろうとしている︒しかもこの剛向をよそにみて︑

依然として低調を綾けているのは︑国民の遊義であり︑潅儀
作法である︒わけても媛儀作法は戦前に比較して︑却って低
下しているような感じがする︒
どうして確法はこんなに振わないのか︒

それには色為の原凹があろうが︑戦後の経済状態や杜含不
安が︑人為をして衣食の事にのみ汲糞たらしめたこともその
一つであろう︒古人も﹁衣食足って濯節を知る﹂砦言ってい
るが︑とれは蓋し人間の心理的必然である︒

次に敗戦以来国民が自信を失い︑園民としての誇りを失い
自分から自分を賎しむようになっていることも︑耀法不振の
一因になっていることは疑いない︒更に近年は自由と勝手気
ままとを混同し︑自己の利益のためには他人の迷惑も杜含の

秩序も幸幅も︑全然問題としないようなぶまちがった自由主
義が描行し︑そのために潅法が職おされているごとも事賞で

ある︒一
一一

しかし今日の確法の不振の原因は単に以上に止まらない︒

外にもっと深い理山のあることを兇のがしてはならない︒と．

れば極めて亜要な根本的の問題であるが︑それは要するに︑
いうことである︒

今日の潅法は魁その中に幾多の矛盾や不合理を含んでいると

稽法は生活の川であり︑言語勤作の方式であるが︑それは

一定の杜含に於いて＄長い年月の間に成りたったものであ

る︒その成立の営鰐に鉛いてば︑よく吐曾の賞情に即し︑杜

禽の要求に合致したものであったが︑一日一成立した法則や方

式は︑一般の風習と同様に︑容易に鍵化しがたいものである︒

それで杜曾は時代と共に移っても︑腔法は依然として古い形

を留めることがある︒壮含の鍵化が急速であればある程︑鶴

法ば取り蕊され易い︒こうして取り窪された曜法が︑十分に

・杜脅生活の期としての機能を護批しがたいのは営然である︒

それで︑ある時代には︑確法にかかわらないことこそ︑新し

い生活の道だ等と考えられた事もあった︒今日の確法につい

一一一℃

てもこうした感じがないでもない︒

従来濃法と言えば︑︑小笠原流とか︑伊勢流とか一種の流派

階式を連想した︒こうした流眠曜式も︑曾ては生活に直結し

て︑重要な役目を果たしていたものである︒例えば小笠原礎

（4）

川

］

I

私は以上の所説を︑更に明らかにするために︑一例をあげ↑

一五

だった︒それで幕府に仕える者はもとより諸大名も︑幕府で

て見たいと思う︒﹁挨拶﹂は日廷何人によっても行われてい

法は江戸時代には﹁お留め礎法﹂と呼ぱ鯉︑幕府専用のもの
はこれに従わなければならないので︑膿式専門の職さえでき

る最も一般的の確法である︒しかも固の東西と︑時の古今と

え︑凡そ人間の生存するところに︑挨拶の行われないところ

た程である︒之に封して︑各蒲は夫糞各藩の確法を定め︑家

はない︒この挨拶の起原について︑一鵬方書には次のように

を問わず︑又文化の程度の如何にかかわらす脳方式こそちが

こうした耀法が封建吐含に於て︑その制度を保持するため

碗いている︒

臣一同をしてこれに従わしめた︒・
に︑重要なものであったことは言うまでもない︒端的に言え

の者に封して︑争闘の愈志の厳いことｌ彼等と平和に暮

未開の人盈にとって︑岐一初に亜要なことの一つは他の部落

ば岱時の瞭法は封建制度のためのものだったのである︒どれ
かかる封建制度は既に八十年の背に滅びた︒世の進展と共

部竹で盃表した﹁鵬法要項﹂についてもいえる事で﹁鵬法要

いものはその杢慨主義的の匂いである︒これは昭和十三年文

による︒︶

的の必要から誰生したものである︵扇出ｏ烏島国武名忠就︺

するようになった︒今Ｈの挨拶は原姑時代に於ける匝接

り︑未川人もこれらを平和及び蕃意のしるしとして班解

に︑だんノ︑平和的の儀式や合間が確立されるようにな

活にとっては大切な事だったのである︒しかし︑その内

︲常に弊戒の眼を兄はっていた︒こうすることが彼等の生

これは神燕容易の事ではない︒未開の人は常に疑い深く

らしていこうとするのだということを示す方法だった︒

は少しく糊時の礁法について訓盗すれば極めて明瞭である︒
に澱法も鍵革した︒しかし細かに見ればまだ封建的色彩の茂
っている所が少くない︒贈法は現代的に十分検討されなけれ
ばならぬ︒
四

現﹂が︑既に使川を蕊止されている﹁園僻の本義﹂や﹁臣民

鵬法の封建的色彩と同時に︑この際沸拭しなければならな

の道﹂と同時代に川比され︑それらと表裏して魔く行われた

との事はわが函の古い記録等によっても立誰するととができ

延いて入れまつった︒と見えているが︑この﹁舜む﹂という

わだつみ

事を考えても︑その現代生祈の則として適切五ないことは祭

蝶に︑海紳は尊が大祁の孫にましますことを聞き迎え﹁邦み﹂

る︒例えば祁代記Ｑ彦炎出見尊が海洲の宮をたずねられた

●一

らない︒民主主義の生活原理は︑民主主義の擢法を要求する

することができる︒新しい時代には新しい耀法がなければな
ことが切である︒〃

（5）

』

直の行︑貝の草︑行の貝︑行の行聴行の草︑草の直︐草の行

今

のはも﹁折れかがむ﹂の菱で︑綴を屈して恭順の意を表したも

挨拶ｌバウ

どこまでも善意の表徴であり親和協力のしるしとして人と人

まり師資際には行われなかったかも知れないが︑こういう風

この煩雑さば職営時に於いても結局概念的のものたるに止

極めたものである︒

革の草の九段とし醜夫々それに雁する方式を設け睡煩戦を

と

にわける事それ自身が既に問題であるｃ人格を重んじ個性を

挨拶のこの起原は︑挨拶の本質を暗示するもので︑挨拶は

のと考えられる︒

にしても握手にしても︑寧ろ年長者や地位の上のものや杜含

をつけるのは正しくない︒

尊ぶ吐愈に於いて︑身分や地位によって︑人と人との隔たり

間庭かわ逢れるものである．そこで欧米

いる︒握手に営って︑男子と姉人との場合はまづ婦人が握手

さきに掲げた挨拶の先後の問題は時と場合にもよる事であ

七

的に亜く見られている者の方から先きにする習わしになって
を求めるので︑男子から先きに手を州してはならないという

こともあるのだから︑弧いて上のもの地位の高いものから挨

り︑又人怖の自然は︑尊亜者に封して︑進んで敬意を表する

事等は︑わが園でも一般に知られていることである︒
これに封してわが国の智わしは全く反封である︒促上から

拶をすべきものだとは言えないが︑人によって僻に鄭亜にし

先きに挨拶をするという事はきかない︑教師から先きに挨拶

をすれば教師の威偏が傷つけられるかのように考える︒仰統

たり︑人によってはろくノ︑頭も下げないというようなのは

︵協賛菅員︶．．

挨拶の形にしても同様の事がいえる︒長上に逢えば︑道路
ならわきへよけ︑階段なら︑下りて直立し﹃恭しく頭を下げ
通過をまって自分も歩きだすと 教えて来た︒ そして専ら頭の
高さＩ換言すれば ︑自分の身を低くすると とに心を向けた︒
欧米のバウはわが固の﹁おじぎ﹂に似た形であるが︑乱昏騨
唾ｇ堂①と特に注意している︒厳粛な動作の中に︑親しみがな
いことはない︒しかし︑挨拶の本義はどういう形を生みだす
ものだろうかｃ十分研究すべきである︒とにかく新しい確法
現代の生活に部する耀法の建設こそ今日の急務である︒︵完︶

少くも民主主義的な生活原理とは相容れないものである︒

″

的に︑挨拶は身分の下のもの︑地位の低いも釦年の弱い者が
年上の者や煙上に封して行うべきものとされて衆た︒そして
確法としての挨拶はその何れがよいものだろうかｃどちら

言葉も挨拶より︑﹁敬鵬﹂乃至﹁鶴﹂という方が多く使われたｃ

が挨拶の本菱にかなっているものだろうか︒

︷︿１

な蕊わが鰯の挨拶ｌ敬耀について考えられる事はその階
級性である︒最敬濯のことは暫くおいて︑蒋通の鰐には三段
の匠別を設け︑上輩に封する曙︑等輩に封する膿︑下輩に封
する潅にわけている︒右はこれを更に細かくわけて直の貝︑
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「

善風良﹄俗
大杉謹一
支禽準則第一係に︑﹁支含は日本弘道倉の主旨に避ひ︑徴地
方人士の道徳を商くし︑善良なる風俗を造るを以て目的とす﹂

とあります︒この﹁善良なる風俗﹂ということについて聯い
さふか所見を述べてみることにいたします︒

行偏とか品性とかいうことを論じますのぱ︑倫班蕊の初歩

準のようなものに考えられて行こうとする心もとより壮禽の

ある風俗・智慣がとりも直さすその杜含の一般的な迩徳の標

な経過をたどってそれが推大する︒そしてこの賦含的習慣で

杜曾的左風習を造りあげて行く︑善いにしる悪いにしる同様

るかのように礎く感染・体染して行く︒こうしてたちまちに

棋倣されて行く︒それはあたかも本能的なはたらきででもあ

らきを他の者の上におし及ぼして︑それが多くの者によって

川に有意的・無意的に行われた事柄が︑一称の陪示的なはた

或る肺命の或る時代の︑その中の多くの人糞の川で︑・祁彼の

の人心との開係に於て︑肺愈的に形成されて行くものです︒

で習慣ができ上るというわけのものではないので︑必ずや他

・およそ人だの習慣が形成されるというのも︑ただ一人だけ

難だという原因は何でありましょうか︒

ん︒しかし事蜜は極めて困難な事柄であります︒ではその困

れば︑通を弘めることもいと易いといわなければなりませ︲

すれば何でもない事柄であり︑しかく容易にできることであ

した︒皿浦は極めて簡蹴であって§嘉賞そのようにできさえ

牡禽の改良という事柄であるというように説かれてまいりま

にしなければならぬ︑それが個人の修蓑というものであり︑

いように︑つとめて良習慣︑善風良俗を造り上げて行くよう

あります︒そこで一般にこうした悪習慣︑悪風卑俗に陥らな

償︑推剛風災俗と北ハに悪風卑俗も世にしばしば見られることで

i

●

慣脅がそのま上道徳の標準となるわけではなくて︑そうなる

〆 丙 、
Ld−ノ

でもあり︑また中心的な或要問題でもありますが掴要するに

習慣的な行嬬と申しますか︑行偏の習慣的なものと巾します
か職畢尭は同じ事柄かと存じますが︑いわゆる﹁習慣は第二
の天性﹂というわけで︑私達のＨ常の習慣というものが︑と

りも直さずその人の品性であり人柄であることは申すまでも
ありません︒このような佃人的な桝悩というものを︑旗く肺
愈的にひろげて見ますと︑杜含の多くの人麦が総じて行動し
ている脅慣的な一種のならわしが︑つまりその杜含の慣習と
いったようなもので︑それが一時的なはやりであると流行と
いうことになり︑少しく固定してくると慣習とか風習とかい

ったように呼ばれ︑やがてその牡含︑またはその時代の風僻
乃至は習俗といったような言葉で説明される場合もあるので
す︒それが個人的な習慣の場合も︑壮禽的な風脅の場合も︑

いずれも善悪雨方面のものがあるわけで︑善習慣と共に悪習

5

、

ためには慣習の合理化ということが先決問題なのではあるがめ﹄ということを申し度いのですが︑同時に﹁子供はしつけ

どうかすると韮恨につけ悪いにつけ︑その吐金︑の人為の間に§よ﹂と小したい︒御悩は杵塑一の天性と巾して︑韮ｕ良なる︑叩性

行われている慣習自総がそのま上に人堂の道徳的判断の標準というものは︐一朝にしてできるもの言ではないのでありまし

的な杜含の中に︑瑚性の麻坪したそしていたく感怖にひきす絶えざる教塞脚の大切であることは巾すまでもありません︒今

になってしまっているようなことが多い︒殊に吐含の鍵革期て︑それは良い行篤をたえず繰り返して行く間に自然と築き
動揺期には︑人為の精榊が正常な判断力を峡いて一種の群衆上げられたのが品性ということになりますから心その間には

られた鍵態的な心理状態を示して︑肥常な判断の行われない一日の子供の集まっている状態を見ますと．全く野放しといお

場合が多い︒そうした杜含には韮凶悪良否にかよわらずそれがうか放任といおうか︐正に逸居して教雌しとい弓有様であり

吐令叫的な雁力浄一以てわれわれにのぞみ︑一稼の流行を生みいます︒禽獣に近いというも愚かなことで︑禽獣の間にも見ら

だす一一﹂とになる︒れないようなあさましい行動砥それは犯罪といわんよりは非

今川の世州を兄わたしますと︑一全くこうした行きあたりぱ人間といったようなまことになげかわしい修羅場を呈し川し

ったりの破行的な流行の時代であります︒それは服装やそのたのです︒そこで念に﹁しつけ﹂だの﹁袖導﹂だのと駁き立
他形の上の事柄ばかりでなく︑世の多くの犯罪の事貸の上にてるようですが︑またそんなにあわてｋ︑角を矯めて牛を殺
も多言分に兇ら昨る特殊な現象でありま封︒少年不良化の問題す↑愚を繰り返してもならないと思います︒それには︑とくと

が鼓も私達の心を暗くいたしますが︑辛くよく考えてみるとゞ子供の心理や吐命国人の心理状態というものをもよく心得た上

ことをそのま上に棋倣しているに過ぎないのです︒イソップ要はこれをだまって見逃がしているという砥脅自髄がいよ

それば大人の世界の丸罵しであります︒大人達のやっているで善虚するところがなければ友らぬと川償ます︒

物語の蟹の親子の話がありますが︑﹁重刷はなんでそんなに横７１とれを擬大させる力となるのです︒これを防止する逆は

にはってぃるの︑見ぐるしいよ﹂というその親蟹が御自分でただ献金回の健全なる批判であり︑正を正とし邪を邪とする杜
は子蟹同様横にはっているというのです︒況んや子供にとつ曾的な制裁力であります︒別の一言葉を以てすれば︑いわゆる

ての暗示力は︑それが冒隙的・英雄的要素を帯びたような際輿論であります︒それは健全にして正常なる世の良識であり

には一きわ弧烈なものとなって税倣・感染の度が一層ひどく世論であります︒それについて私はよいことを剛ぎました︒

なってくるものだと申します︒この黙に於て︑﹁大人はつ上しそれはいつぞやの週刊朝日に掲載されていたズリウッド今
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I

昔﹂という早川雲洲氏の土龍話です︒﹁十六年ぶりに締つたく

リウッドは︑何もか恕ずつか︐鍵っていた．ｌ鍵ってしま
ったのは街の様子ばかりではない︒映護界の気風そのものが

まるで昔とは違っている︒私が昔スターで活躍していた三十
年前の︿リウッドの映諜俳優といえば︑賀に不礁奔放な生活
をしたものだ︒一州に一庇は必ず順恭に︑仲側の俳優の家へ

みんなおしかけていってはパーティをやる神悩になっていた
し︑撮影が経ったといってはまた・ハーティをやる︒それがワ
イルド・・ハーテイといわれるだけあって︑大へんな乱痴気騒

といって魁シヤーリイ・テンプル︑ベティ︒グレープルをは

じめ︑若い美しい女優たちがぐるつと潤を取り剛み︑手を組

み合わせ︑膝まずいて脳資に員刺な表情だったのにはすっか

り驚いてしまった︒しかも︑簡問が︑ポイントをついたもの

ばかりでウッカリした返覗は号﹂きない︒ハリウッドの人たち

シ噴私生新は排斥されている．Ｉここには︑雛然柾杢

は︑遊徳的にも非常にやかましく︑侭その連中のようなダラ

僻を統轄する協含があって︑質に弧力な統制椎を握っている

うな立派な吐禽になった︒﹂というのです︒

Ｉこうした自蝋通勤のおかげでメリゥッドは昆誉るよ

私達は考えなければなり蛍せん︒私達の今の吐哲にこれだ

けの良識の支配がどこに兄られるでしょう︒善良なる風俗を

そしてこのことは正に各地支愈のⅡ的とするところであり︑

造ることは︑正に私逢の第一の仕事でなければなりません︒

迩徳の復興は︑賞にこの善瓜良俗を造ることを措いて他に求

教育大畢教授︶

て︑研究に着手してゐます︑曾祁の精祁を属に生かすことで

す︑御期待を願ふと共に︑↑各位の具魁的御意見をも伺ひたい
と恩ひます︒
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ぎ︒大いに飲み︑大いに伽って夜明しをやる︒とにかく︑ぶ
つ倒れるまで存に飲ませなければ︑招待した主人側の而側な
しとあって︑やりたい放題のことをやっても︑誰も何とも云

わない︒ｌとにかく州崎の艇蝿映難昨代の俳優という鴫の
は︑教養も低ければ︑迩徳槻念も乏しい一和のヤクザ家業と

むくくもない事柄であります︒ｃろ

東

本官は︑新しい時代に於ける︑新らしい弘むくき逆につい

京

みられていたものだ︒ところが今度ハリウッドに来てみると
昔のおもかげはさらになくなっている︒鴬時の浮わついた雰
圃気は全く見られず通俳優はみな虞面目で上ｎｍな人ばかり︒

ｌ立派旗皐校を出て教養もある良家の子女が大部分で︑
吐交も洗練され︑知的で豊富な話題をもった人でなければ︑
ハリウッドでは相手にされなくなっている︒パーティを附い

ても︑馬鹿騒ぎなどはやらず︑宗教とか︑形而上塁方面のこ
とが好んで話題になり︑討論なども員面目なものだ︒私が招
待された妓初の．ハーテイでは︑沸教の話をハャヵワに盤こう

ｲ
ｰ
、

ー

まかに述べられています︒最後の交際

はじまって︑交通・公衆の道徳︑命介．

そこで今度木曾でも現代の新しい稽

のところでは︑人格の尊重︑純潔︑慎

とりもどすのでなければならぬとおも

主大谷光暢氏智子

法といったものを研究する運びになっ

京都東本願寺法

｜一 頭 垂 目
先般羽田着で齢園

っています︒

重︑身噌みと言語動作︑道路交通機開︑

含食の心得や男女の交際にわたり︑と

の頁一
されたが︑記者園

たのですが︑育員の川島さんが新たに
曜法の書物を書かれたというので︑早

訪問︑通信といったような項例にわた

います︒

との曾見で裏方は﹁教養あるアメリカ

速奔見しました︒

裏方一行四名は︑

人は︑しとやかで謙一談です︒日本で考

たちが思いちがえをしている黙も多堂

が︑風俗や生活の一般にわたって︑私

にくわしく報告されることと思います

になるにつれて︑あちらの様子も次第

ました︒最近アメリカとの往復が頻繁

でした﹂と語られた話が︑載っており

で︑ことに東部では黒の服装が大部分

し鱒統は奔易に愛化し難い性絡をもっ

その中には偉統的な要素が多い︒しか

つ牡含の規範であります︒したが２Ｌ

一つの風脅であって︑長い間に成り立

る濯法を述べられたものです︒澱法は

性のために︑主として吐称生活に閑す

上め造詣の深い同氏が︑現代の若い女

という書物で︑年来との道に研究をす

法﹂ですが︑引きつ営いてどうか﹁新

とでしょう︒これは﹁新しい女子の鵬

の本は︑私たちのよい参考書となるこ

の拷様も︑いるノ︑とお気付の鮎をお

舎も多いことと思いますが︑何卒含員

研究討議した結果を誌上で渡表する機

私たちはこれからだんノ︑研究愈で

あり︑殊に教育の面で︑自由のはきち

ているので︑潅法も従来の形が偉承さ

新しい女子の曜法

がえをしている鮎は︑大いに反符を要

れて必ずしもその時代にふさわしくな

しい男子の礎法﹂もお出し下さるよう

えられている婦人と異り︑服装は地味

する事柄であります︒それが子供のし

いものが行われている場合が紗くあり

定債百二十回

︑弘道龍

千代田腫榊保町この川○

謹行所

にねがいます︒

目を通される意味から︑この川島さん

つけても一通り新時代の膿法について

知らせねがいたいと思います︒それに

つけという黙で︑あちらの教育のほん

ません︒しかし世は移り時代は塗って

い濯法は容姿・服装・挨拶・食事から

するところは一つだと思います︒新し

外見的な愛化は見られても内容的に蹄

とうのところを知り︑こちらの現状の
でたらめな鮎を深く反省し︑今のうち
に改むべきととは改めて︑始末にいか
なくなった六・三制の教育を︑正道に
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､

、

田中孝子

家庭裁判所の話︵二︶
！

る障碍を除くための方法を考えても上げます︒同を承れた紡

果︑裁判所が﹁時の氏仰﹂となって︑蚊初反日し合ってはい

って来た人為が手をつないで出て行くというぽ昌笑ましい光

景も見られます︒しかし︑裁判所へ来るまでには親戚知人哨

ーエンドになる事件ばかりはありません︒そうした場合は致

仲にはい２し相常もみぬいた後ですから︐そう簡易はハッピ

し方ありませんから︑せめてはより多一く不幸になっている人

家庭裁判所であつかっている調停の仕事については前擁に
として地方裁判所の祷幣で始まったもので︑それが護展して

巾上げたかと思いますが︑これは昭和十四年の夏︑人事調停

の努力をします︒たとえば親と子が思想の相述からどうして

の方が特川上の慰安や生活の保諦の得られるよう川来るだけ

も一緒に住めない場合は︑双方の信頼する税額をきふ出し
て︑そういう人に一身を托するとか︑通常な施設を探して上

一つとなったわけです︒

げるとかします︒生漸に困る人糞は︑特に民生委興や職業安

昨年家事群判所となり︑さらに叉今年から家庭裁判所機能の

と︑いわゆる血で血を洗うような醜い争いを公附の法廷で取

調停の目的として親子兄弟︑夫婦などの間に起ったもめご
扱いたくないというので︑離僻その他︑家庭の紛糾覗件は︑

定所へ紹介もします︒又経済的の解決に︑お金が出せないと
いう人に碓音な方法で川賦で支挑わせるよう研究したりしま

言わす委員稗とい上ます︶へ廻すことになっております︒と

ニ十三年度の統計より見た事件膿理紬果はどうかと言いま

す︒

︵訓停巾双方が歩みより裁判所の手を経ず解決する︶三一︑

すと︑成立︵話合がつき調書を作成したもの︶五七％︑取下

ダ

初め糊事者が訴訟に持ち川したものでも︑まず調停︵裁判と
上で一雁什を折って見た後︑葛やむを得ない時のほか︑訴訟
には取り上げないたて前です︒

調停委員称では脊騰服の判事を員中に男女の訓停委員が左

％で︲不成立は極くすぐないことが知られます︒

四％︑不成立︵大てい訴訟になる︶五︑五％︑その他川︑五

右に座し︑申立人や机手方と座談的に事を逆ぴ︑双方の言分
を冷静に︑公平な立場できいて上げます︒誰れもが悪人では

左の通りです︒

また︑調停中立の祁類︑性別等についての調べを見ますと

ないのです︒た営弱いために良心が麻陣したり職自己本位の

ために他人を虐げたりするのです︒それを力づけ︑眼を附け
て正しい生活にはいるよう︒自分もひとも幸耐になるようと

助言をしたり︑略示を典えたりします︒またよい解決を妨げ
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幻

三

破った方の都合ばかり主とし︑それが新１煩思想のように考
えて︑愛がたいから別れた方がよいと言い︑被害者の感情を
全然考慮に入れないのは︑除りに偏頗な見方であります︒

調停は川来る限り営事者の反省を促し︑間逮つた思想を是
眠し︑雌しく︑明るい家庭を作りたいと念じていますが︑世
川の方埼もこういう川越に無開心でなく︑協力していたどき
たいものです︒耽含の批判というものは個人の行動を支配す
る大きな力をもっております︒

一二の例をあげますと︑ある大きな商家の一人息子がその

嫁とむつまじく暮しているうちに雌がさして近所の人妻と懇

世の小が愛り︑道徳も昔のま上では通用されなくなりまし

たが︑そ恥だからと言２ｉ一虚無的な雌態でいては大愛です︒

夫婦の開係も従来のような夫主婦従であったり︑堕力的に同

棲するに過ぎないというのはいけませんが︑この頃のように

愁怖の赴くま上に一緒になったり別れたりするのでは秩序も

しへ州手の幸禰を傷けない限りにおいて自分の自由を主張し

剛れ︑人間の幸耐も祖害されます︒互いの人格と椛利を尊砿

大きな愛怖をもって協同生活をはぐんで行くことを基本とし
ません︒

た新しい夫婦の道徳がこの新しい時代には生れなくてはなり

なお洲伸のことに鮒しては東京家庭裁判所上勝判事佐辿俊

一二氏著﹁人生の唯方葵﹂︵日南書房︶が極めて鞭妙な筆致を以

て興味深く書かれてありますから御一讃をおす上めします︒

︵絶︺二四︑八︑二八︑正丸峠にて

すみ苧屯査・ＬＬｒ〃私２〃あく″︑夕恥存月毎沸く〃乃足β司冗今頗叫矧Ｋ″５Ｆ︑２〃けり足ｙ３ロ３Ｋβ刃″︑厚︑仔生β﹄
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ろになり︑手が付けられなくなって了いました︒ところがその

附税は怒って恩子を迫川しますし取引先でも相手にしない︒

親戚知人も兄離してしまったので生活には窮し︑終に怖姉と
も別れて雨祝や妻に詫を入れ︑心を入れかえて働くようにな
りました︒も一つの事件では妻子ある男が同じ含壮の女事務
員に夢中になり妻を離別しようとしたのを含吐の人に知られ

三○○Ｍ

八五側

〆

泊翁西村茂樹像

偵I側

そのうち素行の鮎で人蘭繋瑚には貝つ先きにか氏るだろうと

五○

同僚からつまはぢきされるやら︑あてこすりを言われるやら

五五

側胸I

泊翁先唯群

道徳教育講話

ーハ

一ユ

プく七

いう噸が立ったので︑色感のさたどころでなくなり︑反有し

民

泊翁先生著

瑚
値

、

〒i間

〒償

〒償

て家庭本位の生活に立かえりました︒これらは主として維溝
的雁迫の紡果反省をよぎなくされた功利的なものですが︑世
間が夫婦間の危機を救ってくれたものです︒但しそれまで良
い妻であったからでもありましょう︒

訓

〆

）

「

−

吉田熊次

題

宿屋に参拾袋の宿泊料を桃ったら︑ガマグチは全く案になっ

た︒営時は米洋と祁品との通路が二本あった︒その一は今Ｈ

汽車の通って居る板谷線に浩うて米津を川で︑板谷より川越

をして庭坂に出るのである︒他の一は有名なる三島螺令の改

修に成る図道で栗子トンネルを通過するものである︒私は常

時の一般旅行者と同じく︑板谷経由に依ったのであるが︑一

度は栗子トンネルを通って見たいと思って︑此の時は其の方

私は貧書生ではあったが苦畢生ではなかった︒今側のアル

の往来もある︒愈トンネルを過ぎて坂路を下って来ると私の

を選んだ︒型数は少し優いがさすがは剛道で遊帆も旗く巾賜

五ヶ年程貸災を受け︑又大皐生時代に伊東忠太先生方に害

軒の茶屋があったので︑新しいのを買うとした︑ガマグチに

履いて居た草鮭は遂に切れて仕末つた︒折好く智らくして一

より賛って︑楽だと許通の書生生活を続け得たのである︒

で︑事情を話して︑それで革職を蘭って呉れと主人に熱伽し

ノー

居た馬子は︑私の苦境に同附して︑私の郵便切手を現金に換

も年︒

一Ｆ圧

低限度の畢生生活に洲足して居たのである︒

私の書生時代には東北方面の汽車は東京から耐島を通って

疲れた足を蓮んで無事に米洋を過ぎ︑糠の川村の恩師中里販

ｒｌ

ればならなかった︒夏休みの締郷の際には︑冬許や夏蕃の

＋﹄

濯補綴のために灘山の荷物を背負って此の間を歩行したの
って蹄りたいので︑諜算の許す限りギリノー一杯の所まで

穴﹂

ある︒蹄有の際には貧書生であっても土産物は出来るだけ

金を使ひ果すのである︒高等畢校時代の或夏に脈晶瞬前の

１．可

私は川人の姉の次に生れた末子で︑男子としては猫り兇で
あった偏めに加父から僻に礎愛を受けた様である︒加父は私

二︑旭父の墓碑を建つる弐で

て感謝して居る︒

吉校涯の宅に者いた︒此の賜子の糾切は今でも時凌蝋ひ起し

えて災れた︒人怖は恩はね人の方が厚いことを感心し乍ら︑

たが︽店主に一言で断られた︒然るに折好く其庭に休息して

家は蒋通の自作農であり︑豊費は父母や義兄等の苦擁の紬
であることを自畳して居たから︑出来得る限り冗費を省き

は一文の銭もない︒併し郵便切手が薪干使ひ残してあったの

様な生活経験は持たない︒尤も上杉家州資の米深教育含か

〃

や︑

イト畢生の如く︑アルバイトしながら除暇に畢窓に顔を川

一︑忘れられぬ馬子の親切

億

蕊止まりであったので︑東京往復には細烏まで徒歩で鯛な

■Ｉ︑ｒ全

弧も足
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1
.
r
−
r
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酬として寄食したことはある︒併し其の他の嬢査は全部厳
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の数へ歳で十二歳の時に高齢で他界したが︑幼少の折には夜

墓地に埋葬されたので︑墓碑もまた其庭に建てた︒私の父の

此の度も墓碑は全部東京の打工に托して造った︒禰父は沓

の五十回忌の際であった︒

あった︒晩年には健康を害して就縛することが常であったが

明けに澗父の痕床に潜り込んで黒砂糖などを貰ふととが腿鋳

曾祁父までの分は其鹿に並んで居り猫り耐父母の墓碑だけが

正面に堀り込み︑仙人為糞の墓碑は建てぬこととした︒併し

峡けて居た︒それが此の峯に依って袖充されたのである︒私

代に所謂菖年塔なるものを造り吉田家代・為之墓として家紋を

とか混ぜ合せて数拾個あった︒その畷の子供心には別に深く

は此の時一初めて租父の御恩に幾分か報い得た様な気がして︑

或日の事︑悌壇の前に私を呼び出し︑無言で一包の何物かを

感謝も篤なかったが︑大切に保持して居た︒然るに東京で貧

渡された︒それを附いて見ると蕗貨幣で︑一分銀とか二分銀

書生生活を綾けて居る間に︑是非燐ひたい参考害があったの

大なる満足と幸幅とを感じたのであった︒

明治三十七年の春︑文部省留畢生として欧洲に向ひ︑猫逸

三︑人情に東西の差なし

で︑途にそれを古金屋に持って往って新貨幣に換えて使川し
て仕まった︒後になって後悔したが如何とも仕方がないので

何とかして加父に御詑も致し︑謝恩の微衷をも表したいと考

トンネルを通過し︑スヰスを経て︑渦逸のストラスブルグに

汽船ローン雑にてイタリヤのゲノアに上陸し︑寺コットハルト・

へ来つたのである︒

私の地方は曹洞宗に馬して居り︑土葬が蒋通であるが︑次

蕊く傍︑固立固害館を利川して大豊院の卒業論文﹁カント及

着いた︒此虎で三里期︵一個年半︶を過ごし︑大畢の識義を

第に問題が八釜敷くなり︑小字の三部落の蕊地を一個庭に集
めることとなった︒苔墓地は永雲寺といふ菩提寺の後の丘腹

びカント以前の道徳教育﹂を脱稿した︒此の間︑出来るだけ

にあって東正面に蔵王山嶺を眺め風景絶佳の高墓である︒新
墓地は東南に数丁離れた山麓にあって︑職王山嶺を仰ぎ見る

ンションに起居した︒書食に集まって来るのは多くは猫逸の

から︑態と日本人の集まって居る合宿舎を離れて猫迎人のパ

地なので︑其の中に十坪許の地を拓いて共虐に父母の墓碑を

大畢生でぶ年齢も狸よりは遥かに若かった︒その中には歴史

凋逸人と多く接脳して其の人幡風俗をも蕊ぴ探らうとの考へ

建てた︒これは昭和九年のことで︑東京で全部仕上げて︑そ

墨専攻の新ドクトルで︑国家試験︵高等教員稔定試馳︶の受

ことも出来る閑静の地ではあるが︑地域が至って狭く︑一糞

れを貨車で運搬したのである︒その時に刷父の鯛めにも是非

験準備をして居る皿飛と︑経済壁でドクトル試験に通過した

墓碑を建てる除地はない心幸に周圃の山林は私の資家の所有

墓碑をと誓ったが︑それが愈資現したのは昭和十八年︑測父

CU‑)

I

ノ

シダといふ者が出席したといふ記事があったのを兇て︑若し

畢の事務室に行き畢生の宿所を見て来たといふのである︒別

Ｎ対とも居った︒此の二人とは話しも割合に合うので親交を

れてから約一個年の間︑全く言信を絶って居た一外園人に封

かしたら私が営地の大単に来て居るのではないかと恩ひ︑大

Ｎ君は諜備将校であった︒大畢生活より軍隊に入り︑軍人

重ねて居たが︑特にＮ君とは意気の投合するものがあった︒

として世に立つ考であったが︑健康を害したので再び皐窓に

して忘れ得ざる友怖には東西の差は無かったのである︒

Ｎ君の郷里はライプチヒで︑老母はなぼ猫りで蕉宅に残っ

戻り︑論文を書いてドクトル試験を受けるのである︒夏皐期

て居るのである︒私はＮ誰に封して︑何故に母君を任地に連︑

も愈糞畢り︑皿調は除り良い成績ではなかった様子だが砿高
等教育試験にも合格し耐Ｎ君もクナップ教授に提出した論文

願ふのであるが︑母はそれを好まぬ︒営地に居れば昔からの

れて行かぬのかと奪れた︒Ｎ君は︑自分は左様に偏ることを

りたくはないといふのである︒然らばＮ承に兄弟は無いのか

友達や知人もあるが︑速く異郷の地に行って孤猫の生活を送

一

も芽出度く通過し︑それぞ飢蹄郷することとなったので︑三
ス式のレストランに入って葡萄酒を飲み︑再び公園の入口に
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人手を携へて公園オランジエリー内を散策し︑古風なエルサ
川でアウス１．ヰーダーゼーヘン︵再含を期す︶と言ひ交して

の一人はライプチヒ市外に一家を緋えて居る︒しかも母と同

居せぬ禅は︑母は嫁と同居して気鞭することを欲しない︒故

と問ふと︑その答はかうである︒Ｎ君の兄は二人も居り︑そ

それから私はベルリンに出て冬畢期を過ごし︑次の夏畢期

に母の意の向くま上に女中を付けて住み憤れた沓宅に猫居さ

扶を分った︒私は目に涙の湧き来るのを禁じ得なかったが︑

にはライプチヒ大畢に移った︒此虚でもフラウ︑ザイフェル

雨君の眼にも露が浮んで居た︒

トといふ潤逸姉人方に下柄したＰ婦人は未亡人で︑十二歳許

う︒併し母の意に従ふが傭めと総かば︑西洋人とて決して孝

心が無い鐸でないことを悟るであらう︒節子も︑孝子之養レ老

せて世くといふととであった︒高齢の老母を澗居させて世く
といふと東洋人には如何にも親不幸の様に恩はれるであら

也︑楽一其心↓不し遼二共志一と言って居る︒人怖に東西の差

の娘を育てながら間貸をして渡世して居たのである．或日の
と︑それは前のＮ君なのである︒私は且つ驚き且つ怪んで︑

が無い︒唯風俗習慣に従ひ其の外形を異にするに過ぎないの

こと︑突然私を載れる一人の凋逸人があったや含って見る
何うして私の居所が分ったのかと間ひ札すと︑Ｎ君は次の様

である︒︵完︶︵顧問︺

に説明した︒Ｎ君はライン下流地方に勤務して居るが︑老母
が少し健康を害したといふので遥糞見舞に来たのである︒然

るに新聞にアイゼナハで開催された寓園倫理同照に日本人ョ

『
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作歌
ノート︵１︶

割田斧二

︒○まへがき沙

○短歌といふもの

等かの御参考にもなれば幸であります︒

私達は日常生活で見るもの聞くものにつけ

じを何とか表して見たい︵描く︑Ⅲふ︑書く

達には︑表魂慾といふ本能があって︑その感

種々と感じをもたされるものです︒そして私

共の作法といふやうなことを幾何言はう

るものです︑こ上に短歌といふものも生れる

とか云ふ何かの姿にして見る︶Ｌ﹂思はせられ

ての文蕊がさうであるやうに︑私龍の短

て見た所で︑充分言へるものでもなし︑

は設計されたものを建築するといった仕

歌が作れるといふものではありません︒

に︑生きとして能きるもの︑虫であり墾烏であ

課です︒古今集の序で貫之が言って居るやう

詠むといふことば決して特別の人︑特殊のも

が皆表現して居るといへませう︒だか︑し歌を

のの専有するものではなく何人も雌きては感

り皆歌あらざるはなｌでへ恩ふ川をそれぞれ

きとか︑綜合力とかいふものが土吉にな

はなく︑設計そのものの仕事であるから

︑その人々のそれぞれの心の働きによる

る日本人凋特に蕊達した短い芯であります︒

じ感．じては表はさずには居られない所に生れ

歌の初まりとされてゐますが︑記紀以来種々
の形式があり︑・或は種々の形式を試みたもの
ですが︑悉くが腹れたのです︒要するに今日
の形式は︑何人かが勝手に一つの形式を作つ

五節三十一字を以て成って居ります︒此の形
式ぱ提ぃ歴史を輝て︑種々の鍵化があって落
着く所に落着いたものであります︒大慨素圭
鳴尊の﹁八雲たつ出雲八重垣つまごめに八束
垣つくるその八重垣を﹂の歌が和歌史上短

短歌の形式は大磯五喉Ｌ﹂七字とを細介ぜた

︾○短歌の形式

ふものであるからです︒併しそれだから

を作って見ようと云ふやうな人々に︑何

要項にと蜜めますが︑若い人や︑これか

には︑相常の頁を必要としますから︑ほ

いて思ふ瞳を述べて見まぜう︒充分意を

こんな心得でありたいといふ二・三の鮎

短歌といふものは斯うあるべきもの︑作

ものもある筈です︒そんな意味から︑こ

るとか︑理解を助けるといふ様な鮎で役

ではなく︑その人の知識を多少とも豊か

といふやうなものは必ずしも不要だと言

人の尊い笹験とか︑思想とか︑鈍い感疑

■や

れを聞いて見てもう直ちにそれによって

らん壷に歌上立にふ作とつの作猫そ佳又と歌
歌のすつはにつす諜法v、て鋤るでれいそしもi砿

てさうさせたと云ふものではなく︑私達の感

情が調子の中に一息に言って大磯事足る所の

事は一亜大な鮎で︑作歌をする場合︑形式の三

長短不足のないと云毎内部的に共通した一
致鮎によって誰もが承認し︑途に此の形成と
なったものなのであります︑近．采に至っても
人々が或ぱより長くして見たり︑句節を勝手今
にして見たりして︑新短歌とか言ってやって
見ましたが︑それでは所謂短歌としての味か
らソレたものとなって了ふことになり︑根の
ない草と枯れて了ふ結果を見た誰です︒此の

十一文字に心を峡めこむと云ふことでばなく
内部から︑胤分の感情を一息に調子を以て突
き出す︑それが大慨その形に吹奏って心足る

ものと云ふ此の心掛けを忘れてはならぬのでヘノ
す︒ですから内から心持よく歌ひ出して蛎足喝

のであって︑＃形︽と気にしない心持になるべき

一

り自然に絶って了ってそれが一首となる︑何ｒ﹄
よりも先づ自分の言ばんとすることが根本な

破って少しは外に出さ｜へする程であるべきで

です︒そして今日の私達の感情は相嵩に昔か
ら見れば複雑になって居りますから︑私達の
その感情は狐の一杯に︑いや時に溢れて剛を

は意味があってのことで︑｜戸一うしてもさうで

す︑蔦めに無分で押し出し︑所謂三十二字三
字ともなる短歌も少なくありませんが︑これ

なくては心の浦足がわかない場合です︒兎に
角大彊として今日の忍達の気持からすれば︑
秘の中に一杯にはり切るべきで︑染たと感怖
が敗るとか︑或は寧ろ感情が不足して遊び字
で埋めるといふことば少い筈です︒

弘道詩林

奥無謹選

︹自謹︶仙瀧山龍禰寺在東絶海上郡瀧里邑惇弘法之開基境域幽遮

○夏日遊仙瀧山得三首再次本官三香河宗詩碑蔦謂
中職数十催飛溌地方稀有蒋剰也

香城菅谷敏夫︵千葉︶
︑ｂｂＢｂ℃︑ももＤｂｂ︑︑ｌ

謹諜松瀧川自深︒千年聖蹟古祁林や．
○００○○︲○○○○○○０ＣＯ
翠崖懸爆夏猫冷︒祷気気魚感俳心︒
︹評日︶荘重典雅︒自有太古之一音︒

東耕石川藤作︹茨城︶

○偶成・如雪慶野庄作累城︶

ｂＤｂＵｂ︑︑ｂｂｂＢ︑ｂ︑

老来豊蝶一身全︒拷道此翁如地仙︒

六評白︶梁翁心事︒叙得無遺憾︒．

避世悠悠擬陶氏︒庭前養菊築除年︒

○仙布原即事浦瓜明打照男笑嘩

︑ｂも℃︑℃︑︑℃ｂ︑℃ロ︑

︵評白︶感慨無量︒一読有凄恰之怖︒

函川迄迩諜洲州︒不二峰頭一審浩流︒
︑︑▽もｂｂ︑
回顧常年勝遊跡︒↑雛群間且使人愁︒

○鰐口石︵浦瀬十勝豊◇千鳥波多良介︵新も

℃口︑︑℃︑︑︑℃もも︑ｂ℃
烏道通高津谷城︒路逢凍夜有妖鴫︒
○○○○０︒︸︒○○○○００
付Ⅲ此鹿敵車淡︒怪獅猫仰鰐口名︒

︵評臼︶奇想天外︒足以篤十勝之一・

○愛剛惜菊賦悪癖波坂正字葉︶

西風吹葉響腿腿︒芳菊花萎惹陪愁︒
○○○○○○○○００○○○Ｏ
偏愛庭前石蘭秀︒人生行楽復何求︒

無搾奥忠・彦

︹評日︶蘭菊雄美︒一盛一裳亦是自然之数︒行楽干此間︒
作者幸禰可想也︒

○槻菊

十月西風瀬︒苑開千百珍︒

堂堂王者星︒細細美人屑︒

山鳥街芳去︒仙翁伴鹿蕊︒

長欽君子操︒誰識菊精祁︒
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○蒙招臨干三妻村功努慰安舎︒賊道謝︒

もも︑℃ｂｂ︑︑ｂもＢ︑ｂ︑

曾参村政側無功︒報雲今朝感不窮︒
世態雌移人間雌︒談新話醤笑批中︒
︵評日︶彰功敬老︒笑語瀧堂︒良風美俗ｐ可以仰後仙︒

の﹈

○晩秋小景夏村田中和三郎︵千葉︶
もｂも ℃ む ︑ ℃ ｂ も も も ｂ ｂ ︑

経雨松杉翠欝葱︒帯霜楓葉似花紅︒
桝溝︒一群瀞軒ポ︒疋稀河無断誇祁︒
．︵評日︺瀬酒淡蕩︒晩秋光景篇符妙︒

○臨戦病死者慰霊祭有感霞軒鵬野英治︹千葉︶
︑ｂも ｂ ｂ ︑ ︑ ｂ ｂ Ｕ ｂ ｂ Ｕ ︑

戦後英霊何虎尋︒祭壇厳粛一傷心︒
ＤもＢ℃ももや︑ｂも︲︑弓︑︑
読経朗朗所冥幅︒含衆呑馨涙浦襟︒
ノ

︵評日︶生者可慰︒死者不可遁︒無限情緒溢構干表︒

垂

l

〜

弘道歌
秀逸

割田斧二選

○新米︑埼玉聯石川奈美子

新わらの沓但立つ俵結ひしめて米の供出まづ果しゆり

○茨城螺田口控雄

︵新わらの香に立つ俵結ひ云々は言ひ得たり︑良農のこ上ろ現はる︶

おさな兄の文讃む側に我と妻目にて物言ふ冬の使牛かな
ら︑冬の夜の田舎家の景目に浮募︶

○

割田斧二

茶の道の奥きばめむと教子の慕ひよる対たふとかりけり

○柳島刀自へ新潟螺土田朝男

老が身を稀全︲︑連つる石ふみをはづらく仰けり村人たふごく

○建碑答謄／茨城螺慶野庄作

我が姉の木の芽煮る香は教子の袖にも匂ふ心地こそすれ

閣のため命さ里げし益良雄の御魂もけふは天測るらむ

○山口螺柳島静子

○戦病死者慰蕊祭千葉螺鵜野秀春

●

ひぞり葉の屋根ころぶ一昔ひえびえと肌えにしみて暮れぬ秋日は

東子選

１
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︵文積む子をいたはる雨親の心持目に物言ふ所に表現す︑地味なが

弘道俳填

秋田柿

戸｣て

佳作○白菊幅島懸湯田久毒

○寛島根螺平井常清

銀杏散る門をく堂りて旅に立つ

秀逸◇雑詠
白き雲流れて丘の柿赤し

庭落葉かそけき香に明けにけり

曾葬の・纏えて秋雨到りけり
紅葉茶屋優賞馬の一繋がれて

佳作◇新米︑雑詠

大根垂難に輿へて今朝の秋

旭

松江形

寂形柿吾徐

F

川江田島京

我が部屋をあかるくなして窓の外に霜かとまがふ白菊の花

○氏神遷宮東京都中村徐風

散る落葉いや散りつぎて山蔭のかけひの水は一昔絶えにけり

○闇新潟螺波多良介

さやかにも宮に脱詞の麓すみて神うつりますたふとかりけり

闇の中のやみ値もあはれ闇ながら闇に程よきやみのありとは

○人員轄理§千葉螺兼坂秀嶺

間引かねば秋の賃りの難しとは繁る大根のあばれなりける

〃

○埼玉螺藤野政子
Ｃ晩秋新潟螺石川勝治

たまさかの我が訪れに心足る母におはせば愚痴は語らず

飛灘散りし枝豆難のあさる秋
金年米積みし俵に見入りけり
新米の粥を病母にす上めけり

奉

園

雨風の降りしく中をとく縫ひてあ︑られ手走る秋の夕暮

光堂漢山風

漢

堂

刷り松秋漏東

、

卓Ｆ

新米を仰に供へ夕伽かな
・積み上げし俵たのもし今年米

・茨城斌
４

新米の お は ぎ に 集 ふ 書 の 子 等

旭東″子

寂朝勝良静雨寂春柿形徐稀雨春

新米の俵を積みて運びけり

埼玉奈美子

蝿

新米の車止まりし検問所
新米を俵に入れて供出す

l
l
i

刺I同同新茨秋刺i千秋松東茨秋千
奈 奈
川潟城Ml川葉田江京城田葉

郎

雄

光男治介甫山光村漢堂風甫山村

'
;
,
;

幅島鵬ゞ所

P

新米を先づさＡげけり伊勢の宮

新米や衆に先がけ供出す
・二分掲の新米くろく炊きに︷けり

・新米の 匂 へ る 今 日 の 夕 帥 か な
新米を炊く煙のゆるやかに
湖しづか舟に人届て黙の竿
秋祭御輿の渡御をおるがみて
屋根茸の見つけ出したり踊り花

しみじ み と 亡 き 親 偲 ぶ 暮 の 秋
塞の月 浪 に く だ け て 流 れ け り
山茶花の散りて小鳥の飛び去りぬ作

人の息白く見えそめ今朝の霜︲
初雰や先づいそがせる多閏

初等や梢に残る紅葉あり
こほろぎのふと鳴き出でぬ庭の萱
○

遠足の子等今日も来て積熱るＬ

︲大輪の菊競ひ咲き庭募る槌

ｌ︲１１

民主いろはかるた︹抄︶古田二介作

い︑一日一ぜん米の飯Ｑろ︑ロングスカート靴ばかり︒・

は︑﹄裸なりやこそ人．蝋スダー︒に︑人間見にゆく勤夢物罰︒

へ︑ヘイと呼夢のはアメリカ兵︒ち︑朝鮮アメの我が世か

な︒り︑輪タク運チャン昔の閣下︒る︑留守番したら未亡︲

人︒を︑女は度胸男は愛きょう︒っ︑月は無情とトイチの

利息︒な︑なくてもょいもの有り除り︒う︑産まず殖やさ

一ず避姫蕊︒の︑乗った堆車は降りられず︒く︑首切られる

一 も関のため︒と︑こんな白衣に誰がした︒て︑天を恐れぬ
ゞ天斌溌報︒き︑着たキリ雀のリーゼント︒み︑右を遡って

○歳末風景・白眼子〆

も狭い道︒ゑ︑緒にも描けない法隆寺︒せ︑先生は赤の生
一一一．徒なり︒

断食をすれば出て来るその金を人のうらやむ旗の瀬あは

一一れ
我がお腹さすれば可愛いく稚明も親も裏切劉女代議士

倒閣とあほりや御苦勢とばかりの近い選翠が御禰待って

一る

余あれば物なく物の出てくれば金なくて同じ年の幕かな一
年取るも一つ若くはなる年のとれぬは二つ若くなれかも
年の瀬に寒きふところねらっての雑誌は早も誕捜新年

一に一たしていくつと知らぬ子もエロとハ舜力の文字は

百蔑胤常らぬ費くじ買ってせめて画家へ御奉公する

畳えて．
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︑新米を産土祁に供へけり

｢−−−

一

〆

者の誌力を斯迩のため多謝︑尚十一月十三日

﹃先日︑豊岡公民館で思想封策を討議した︒

氷人の役をつとめてはどうですか︒﹄四郎氏

人遡上︑良くない︒弘道曾などや率先︑月下

ｊ同

支含蕊含式畢行︑本含より割田主事︑講師と

ところを採って行く零きです︒﹄古谷﹃町民は

想を卒業することだ︒弘遊念は︑日本のいい

本書蕊報

！
︲
含に壷千脚寄附さる・御芳志感謝︒

弘道命員としてはいかにすべきや︒﹄栖開﹃思

△石川氏芳志埼玉螺曾員石川奈美子氏は此

△松平氏逝去時別曾員︑参議院議長松卒恒

のですな﹄西津﹃思想問題は︑部落部落で封

もつと民主的に．．⁝．︒﹄諸井﹃潔白な道を歩む

雄氏は十一月十四日急逝さる◎享年七十有一二

●

の度金壷百脚を寄附さる・御芳惰を感謝す︒

⑪謹んで哀悼す︒

含並がに支含二六三回常含︵四月分︶を開く︑

△五Ⅱ五日一時より︑茶伽に︑税蕃命定期総

防せねばならぬ︒汽出●席十二名︶

にて愈々支愈が設立さるることとな．り︑明赤

積善含二三年度決算承認︑二四年度諜算可決

の協賛を経て顧問に推薦す︒故松平直亮伯僻
以来の厭問である︒

△若槻氏逝去特別曾員︑若槻潅次郎氏は狭

溌含式翠行の目標にて準備中︒慶侭︒

豊岡はいま考古趣味横溢である︒三輪善之助

らは七千年前の石器時代人住居雌が溌見され

支曾長﹃高倉畷一音堂は幽喪に︑中畢校庭か

鈴木︑小峰︑繁山くら︑田代︑北田︒

餅︒磯ケ谷︑割田︑繁田︑抜井︑高篠︑古谷︑

△五月汁九日一時牛︑二六四回常含︒於群雲

報告︑微談裡に四時閉含︒

告あり︑中島垂裁氏恭しく本含総曾の模様を

三郎︑山畑武七諸氏が毒昌杯を戴きし旨の報

西津昇一二郎︑祁田光平︑中島政治郎︑中里喜

含に於て︑支曾員︑中島亜織︑繁田席三郎︑

常含に入る︑支愈長より︑本命四七回定期縄

︑

支含一三年度決算承諾︑二四年度諜算碓定︒

が一封十︑日本は一封四といふ︒結嫉難をか

中島︵武平︶﹃戦後︑男女の比率は︑ドイツ

△三月廿七日一時︑二六二回常含︒茶舗に︒

Ｏ豊岡支曾報告

支曾童報

年八十四歳︑謹んで哀悼す︒

心症にて十一月二十日伊東別邸にて逝去︑享

の二理事輔充として︑お茶水女子大塁長野口
明氏︑前東京美術票校長︑前東亜同文含理事
たりし津田源一氏︑評議員倉の協賛を経て理
事に就任︒慶賀︒

△神戸氏芳志命貝祁戸光子氏には母堂三凹
忌記念にとて余五百回を寄附さる・御芳情を
感謝す︒

△波多野博士の名著本含協賛含員文畢陣士
波多野精一氏の釜集は︑今岡舞日出版文化賞
を授奥さる︒慶賀︒

△新川支雪設立寓山蝶滑川町の含員斎藤一

たといふが︑いたづらに空閏に置くことは︑

特殊な方法により︑未亡人の愛慾を満足させ

こつ若い女性の悩悶は深刻である︒英国では
立認可申請し末り︑之を承認せり︒現在念員百

二氏外代表者は日本弘通含富山蝶新川麦含設

Ｉ

△理事補充吉田前刑含長及故吉田静致博士

△江名支曹設立禰島聯江名町の太氏の志力

△顧問推薦多年本含副含長として誰力され

△飛見氏芳志嵩山螺含員飛見丈繁氏はっ本

して東京教育大皐教授大杉謹三氏出張せり︒

〆

し文筆博士吉田熊次氏の功努に報い︑評議員

〆

五十名︑近く二百名に達する溌定なり︒常事
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ｰ

「

の張項につき報告あり︑それより各役員それ

告の後︑鈴木副支含遮より含計事務及其の他
人︑倉の事業について希望及変行事項につき

氏によると︑文化年間︑籾昔堂に奉納された

意見を交換しっ入協議する所あり︑本年は秋

四代目中村歌右術門丈扮戯の掲緬は貴重品な
んですと︒﹄紫紅氏﹃演劇史上有益な文献と恩

︑の天候悪しや農家も不手廻りのこととて︑秋

誰肌斯迩更期新燕育冊年風化津門下三香翁

尚在干今畢徳縦媒抑緋湯

育園も牒下一となりました︒よく﹁宗教には

つき祇々懇談を皿ね︑午後二時半閉宮せり︒

とを叩脅せ︑念食の後︑支命今後の活動等に

季網含並に誰演含は十二月四日に開倉するこ

古松が枝にかかる弦月水

白菊に黄菊に庭の明るさょ風

即景連句

集ひ来て師恩を和ふ菊の庵洪水
白菊に添て捧げん吾が誠蕪風

いっておられて？﹂と訓かれますが︑汁五年

囚に本年支命員の死亡者五名︑新入称者二十

弔

う︒﹄繁田くら子︵園長︶﹃お蔭さまで︑豊岡保

ふ︒久保田万太郎さんと相談︑検攻しまぜ

わたしば弘逝を中心にして進んできまし

⑤

間︑

一名︑現在命員三百九十一名なり︒

○松江支曾報告

下略

ひさし潜るは三十三才かも渡避

報練りの柿は柿になり下り林

塾すり流す縁の冷か後

漸寒の床に六書の整然と青柳

た︒ひところ︑冊の折れたとき︑相談するルー

に三十年︑先生が徳化を偲び先生の霊を慰め

Ｑ

翠軒老人は﹁男性迦進﹂と揮華された︒︲老人

んと︑現支含顧問菅佐原翁の潅起により︑十

松江支含の事業たる﹁松江支含報﹂は︑十

︑

グ

Ｏ東部支雪報告

うな老人の激励に侯ちしことも多い︒老人に

一月一日早天より醤無逸熟舎に有志相衝し︑

支含第一代の支曾長存軒渡遜操先生逝て鼓

酬いるのは支含員を掴すのがよいと考え︑婦

法要の後卒塔婆及香花を捧げて先生の墓前に

一月二十三日その第二十四擁を蕊行した︒巻

r231

残後十年にして昨前の情態を得たのは︑町民

人倉員︹猟撫十名Ｊ蓬五十名としたい．﹄ｌ

再拝し︑甜主渡泌正雄君の心からなる微待に

頭に青山・服支含長の﹁雑感﹂︒﹁疑間に柊へ

て﹂割剛日本弘道倉主事︒﹁教育家森潔益太郎

氏の偉績﹂正井城山︒倉員丈葵︒支含報告等

を以て一内容として居る︒

器

芳

升碁
井
器

にb

の理解と協力とにょるは勿論ですが︑火のや

門の仕覗には︑茶業︑耕則︑銀行︑醗造等あ

奮を談じ︑新を語り持油交々故人を偲び︑薄

環坐みな感涙あり︒支愈長﹃亡父は﹁繁川一
るが︑将来︑蕊展性あり︑国家に貢献するの

募散含せり︒席上即興の吟抄錐
いにしへを忘れさりけん此の庵に教をうけ

は︑保育罪業一つであらう︒﹂といって居た︒

し恩師のおもかげ・菅佐原源

園長叔母は︑一人息子善一君戦死の報に接し
たとき︑一度落謄はしたが︑Ｌつかりものだ

存軒居士聞稿久無逸模中教義分天満洞頭松

朋教何以報之文字恩三香

来訪青山凹虚村祇佃先叩蕉師門畢而無逸奉

鍍寂丘前空糎祷茅屋香浦

けに二ケ月ほどで元気に戻った﹂五時や附曾
Ｏ東部支曾報告

十月二十三日蝿里小畢校に於て︑支称役員
懇談倉を附き︑先づ高木支含長より曾務の報

一

Ｐｆ４

〆

金己
牛ロ

三金五百園也︹母堂一同忌寄附︺

脚奈川癖祁戸光子
○左の諸氏を本曾評議員に委嶋す

藤本寓治聯野口明︑瀧川源一
一○左の諸氏を本含特別含貝及協徒曾員に
推薦す

協養命員︒

特別命員下村百世
｜中川善之助︑川崎延吉︑藤本禽治︑
野口明︑藤原楚水脳瀧川源一︑太田
︑秀穂

設立︵脈荊匪詩姻恋叶一︶

○日本弘道倉富山際新川支含

筒新川支曾にては︑十一月十三日細
含を 開 き 選 畢 の 結 果 左 の 如 く 役 員 の 決
定を見たり︒

︑富山際新川支含長斎藤一二

同副支含長成瀬章二
ノ富山螺飛見丈繁

一．一金宣千園也︵寄附︺

Ｉ

編輯後記
○鼓に本年歳末瀧を編輯致しました︒どうや

らやっと定期日に菱行といふ所へ漕ぎつけま
した︒

○本娠は最も資鎧的な問題を主Ｌ︲一しました︒

一先づ川島先生から憩法に淵する玉稿を頂きま
Ｌた︑濯法は逝徳の形の上からの変践として

尊募べきですが︑これも逝義心の混飢時代と
て︑今日非常に乱れて了ひましたので︑時代
に膳じた新しさをも加へて各方面に改訂を加
へると共に︑之が変践普及に逝徳剛盤とＬて

大いに努めたい︑本含にも作法の研究含壁設
けることになりました︒又大杉先生よりは良
風美俗の問題について御高説を頂きました︒一
一串率準潅咳轄識蝿錐耀韮誰峠準函嘩鍛葎↑蝿一一

俗の美化︑悪習の打破が行はれるでせう︒新一
一らしい文化日本となるには︑此の面からも是一
一非我々は研究して︑王力を其の愛現に注ぎたい

弘道言慣一冊金拾園也

弘道倉入書手掴

一ヶ年曾費金六拾月を排込み入曾の手績を

とること︒曾員には雑誌弘道を無料配布す

る外に種痔の特典あり︑規則書は郵券八岡

封入の方に送付す︒

○本誌庚告の件については︑

本曾編輯部へ御相談を乞ふ︒

昭和二十四年十一月廿八日印刷納本

東京都エｆ代田厘西神田二ノー

昭和二十四年十二月一日・壷行

燕蝿嘩割田斧二

東京都千代田厘稗田神保町三ノ十

東京都千代田塵神田紳保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

印刷所︵東京豊ｅ共立祇印刷所

・東京都千代田厘西禰田ニノー

ものです︒

○吉田顧問からは︑美はしい回顧談を頂きま

〃羅認蝿日本弘道含

振替口座東京雲言番
日本出版協曾曾員番読Ｂ二邑茜

電話九段九番

したい畢者としての先生の論文を読む上にも
先生の此のやうな一面を知ることは不可鉄で
せう︒．
す︑来るべき年のために︒︵編者︶

○首員諸氏の御自愛とよき御越年を斬りま

ｎＦｂＰ．

一

