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壊するやうなものを出版する自由ではないと出版界の現状に鈍いメ

スを入れ︑自戒を促した程で︑徒に本能を刺激させ︑読者を本能の

うなことが主流をなしてゐることは︑不健安な碓含といはねばなら

原始性へ引戻す役割を演じつ上あるが如き有様である︒誠に此のや

本能の善導
我を人間には刺から授かって来るもの︑元々から具ってゐる所の

ない︒

試みに現在の雑誌を見るに︑婦人もの︑大衆もの︑娯楽もの︑文
畢ものは素より︑思想ものまで徒に小説読物が多く︑それも肉盤も
のといふ煽情的なものが多く︑競って之を頁物にしてゐるし︑又単
行本︑映譜等々亦同様で︑自術︑自戒の聾など問題にされてはゐな
い︑新聞なども︑壮含面の懸愛︑離婚の無軌迩ものを扱ふの嶋段
抜き初統一擁見出しで興味的誘導的に注意を引く扱ひ方で︑善良な
方而は地味な扱ひ振りである︒本能は共通的であり︑知的に低い者
を相手にすることが数に於て多いから︑勝利的打算から出た方錐と
しては州かるが︑健奈な祇含への影群とか指導面を無刷してゐるこ
との上では何とし一しも寒心に堪へない︒心ある人々は︑健奈な読物
のないことを歎くこと︑今日の如く甚だしい時はないＱ人間の教養
といふ靴で讃物の占める地位は妓も大であり且つ強いものであるこ
とを思ふとき︑此の如き出版界の現状は︑その影稗する所哀しむべ
き日々の祇含面を産む原動力となることを見逃し得ない・
本能は本能なるが故に尊からず︑漁り立てずとも消滅することな
し︑そして本能行偽の絶封向山が湿の自由でもない︒要は之が善導

に文化人の使命がある︒乱倫︑食傷︑口澗等々といふことがあるが
本能の善導を誤るとき︑本能は又大なる罪悪ともなるものと知らね
ばならぬ︒健奈なる肺含建設のために︑世の出版に係ずる者は︑折
角の人間を原始に引戻す如き畢李極固く慎しみ︑その向上進歩に役立
たしめる使命をよく自畳せねばならない︒マてして一方此の弊風に封

して陸読者自らが先づ無覗すると云ふ獣々の制裁に出ると共に︑

噸Ｉ

識者の力弧い叫びをも必要とするであらう︒︵知己庵︶

然るに果し一Ｌ現在の我が図の有様は如何であらうか︒過般インボ

健奈な教育といへよう︒

努力の見られる祇含が健変といふものであり︑か上る努力の指導が

目的に合致させ向上せしむる所になければならない︒而してか上る

は︑その本能なるものを︑︒よく善川し︑よく秩序だてて︑．よりよく

ものでもないことは勿論であって︑人間の文化への努力と云ふもの

勝手に本能自身を働かすことその事が奪い課でもなく︑意義を有つ

加へねば消えるといふものでもないし︑又軍に本能それ自盟を有手ク

けれども本能が詔ふ所の本能である以上︑之は他から術に刺激を

き削的に合致する本能といはれるのである︒．

つとされ︑之は純の保存︑一身の保存︑文化の向上保存といふが如

なるものとし一Ｌ一般に大別されるものは︑性慾︑食慾︑表現慾の三

よる宿命的なものでさへあらう︒だがその巾で鮫も大きなもの︑主

が此の本能によ２Ｌ支配されるものとも言へる程で︑︲人間は本能に

元来本能には多くのもの︑様々のものがあって︑人間活動の悉く

いふものである・から︑尊亜すべきものである・

って働く力ではないが︑それで居一Ｌ善用すれば立派にⅢ的に合ふと

本能といふものは︑それ自身で何のためにかく働くという川的を有

性質の働き︑力といふものがある︒これは即手っ訓う所の本能である

・

なミダラなもの︑煽情的なことを目的とし︑日本の文化的環境を破

ｊ

デン総司令部新聞課長が︑出版の自由とは挑溌的好色的︑淫蕩的
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「

吐含科と道徳教育︲

大杉謹一
一︲︑職含科の反省
絡戦後︑修身及公民が地理︒歴史等と共に一時授業停止に
なり︑その間公民教育が新しい樺想の下に立ち直ろうとして
いるうちに︑﹁吐含研究﹂がカリキュラムの重要地位を得て登

その飛ぱっちりが父兄や役所などにも及

しかしながらその生活は一人間一の生活であり︑その杜含は

含科の新教圭育における重要地位を占めるゆえんであります︒

教育の第一目標でありますから︐その鮎は吐曾研究である砥

ぞれ一綴にならなければならぬということは︑デモクラ︑ンＩ

うことがまず第一に考えられ︑生活と教育︑単校と吐含がそれ

だけではもとより教育になりません︒生活に役立たせるとい

そもそも何でありましょうか︒知識を授け︑知識を得させる

例も乏しくはないことと思います︒それでは杜曾科の目標は

ほど見せつけられて︑教育は逆効果を除儀なくさせられた賢

大人の枇曾を訓べた畢句は︑けがらわしい裏面をいやという

っていてよろしいものでしょうか︒祇含を研究するといって

科というものが単なる杜曾調査に基く杜禽知識だけにと堂ま

るであろうかということも問題なＰごす︒それと同時に壮曾

すが︑果してこのような牡曾科を完全に捨営し得る教師があ

以上は大略祇含科の賀施後に起った一般的な問題でありま

いう疑問が起ってまいったわけであります︒

曾科はこんな難しいことばかりをやらせてこれでよいのかと

それが此の頃は上級皐校の入皐試験問題にもあらわれて︑斌

を生徒に調べさせてそれでよいかと非難の的になりました︒

ぶといったような始末重先生も分りもしないような難問題

に生徒をなやまし

1

﹁人間﹂の枇曾であるということを忘れてはなりません︒と上

Lユノ

戸‐I

に教育の目標を定める一倫理一の重要性と︑杜含科に於ける

／ 1 、

場してまいりました︒それはいうまでもなくアメリカ教育使
節圏の報告書中に示された勧告の趣旨に基き諭倫理及公民︵政

治・経済︒吐命︶に地理及歴史を加えて︑新しく綜合された
皐科として民主主義牡含にふさわしい一⁝杜舎人一の教育をめ

ざして生れたものなのです︒かくて過去三年が程賃地の経験
を経ながら︑小皐校から中畢校乃至高等畢校にいたる諸段階
の間に︑いろいろと困難な問題も数多く経験されたことであ
ります︒わけても最初賞施の頃に連早く問題を起したのは︑
生徒が畢校を離れて康く紅含に川ていろいろの事を調査した
りなどしたことから︑世間で先生は何をしているだろうかと
いったような疑から︑自由放任教育の弊がきびしく非難され
たことでした︒殊に夏休の宿題などになると︑専門家でも容

易に解決できそうもないような難しい問題を出していた水ら

戸

〆

昼

﹁徳育﹂の再確認とを取り立て皇祁じなければならぬ必要にせするところであるということを聞かせられておるではありま

して来たか︑これからの杜含科は何をしなければならぬか︒一旦面目に考えなければなりません︒因果はすでに報いて来て

まられているわけなのであります︒これまでの杜曾科は何をせんか︒私たちはもつと落ちついて国民の教育ということを

それは同時にこれまでの牡命日科は何に重鮎を置いて来たか︑おりますや何という今日の教育の結果でありましょうか︒小

これからの社命画科は何に重黙を置かなければならぬかという皐校・中畢校の不賎けな教育の結果はいかがでありましょう

果と倫理性を峡く杜含科のもたらした必然であるといってょ

とを何と涛明できるでしょう︒これは全く無目的な教育の結

ことであります︒か︒畢校の先生自身が既に困り抜いておられる賞状であるこ
二︑祇含科の倫理性

戦後の教育は︑あながちに吐含科ばかりでなくすべての教ろしいのです︒かく申せば直ちにそれは過去の道徳的教育の

て来ました︒世間が一般に倫理も道徳もあったものではない新時代に即した新しい徳育の方向を見定めなければならない

L 臼 ノ

青が︑下から上まで道徳教育ということを全然やめてしまつ復活であるかのように考えてはなりません．こ型で私たちは
というのと正に呼雁して全然やっておらないのです︒杜倉科のです︒

が州来ました際には︑もとより修身︒公民と地理．︑歴史とを三︑祇含科とピューマ言ブイ

にか修身というのは︑どこかに棄てられて︑地理・歴史乃室一道徳生活ということは︑何も取り立て上特別な私たちの生

打って一丸とした吐曾科が考えられたわけですが︑いつのま

いる内容からいって︑杜曾科の倫理性ということは極めて稀て︑いわゆる政治生活とか経済生活とか文化生活とかいった

は政治︒経湾 ・証含に偏した片輪のは命画科になってしまいま活を意味するわけではないのです︒従来はどうかすると私た
した︒コース・オフ・スタディも︑単元やその中に盛られてちの生活の一部に道徳生活というものがあるように考えられ

薄であるというよ可ほか何の涛解もできなかろうと思いまょうな事柄とは別に道徳的な生活が或る範園を限って存する
す︒それには戦前の修霞身教育の罪過を直ちに筆げてとれに反ように思われていました︒しかしこれは間違っていたので

激を加えることでしょうが︑それだからといって正しい意味す︒生活︑とりも直さす人間の生活︑祇命画︑とりも直さ歩人

︑７

・マナースに開する教育は︑アメリカ教育に於ても最も尊重ろうと︑政治・経済はもとより︑家健・畢校・賦倉・寓般を

の道徳教育が無意味であろう筈はないし︑モーラルやグッド一間の腫金画は︑それが科畢であろうと塾術であろうと宗教であ

Ｆ臣

／ の 、

隙が人間的であるためには必然的に道徳的でなければならな

のです︒特別取り立てＬ道徳的といわなくても︑生活それ自

の全領域にわたって深く浸み込んだものでなければならない

通じて︑あたかもそれは地の聴のごとくに私たちの吐禽生活

の壮含科の中でこういったような内容を心のうちに置いて取

なごやかなものにする精榊的な要素として︑さしあたり下級

人間の生活︑人間の杜禽という意味で︑そうした牡含生活を

うな形式的な事柄ももとよりよいことではありましょうが︑

い行儀︶に開する事項も︑鶴儀︒作法とい上︑濃法というよ

陣︐即今

いというまでであります︒これをヒューマニティと呼べば新

扱っていくということがよいではなかろうかと思うのです︒

一つ事柄なのであります︒との意味において︑ヒューマニ

道徳教育は必ずしも以前のような形式的な徳目の教育であ

社命生活の目的が常に菖人の幸幅を音現するにあるというこ

ティを峡いた祉含科は全くの骨抜きというのほかないので

ってはなりません︒それは資質を伴わない︑生活に即しない
空念俳の教育でありました︒そして上から押しつけられた︑
椎威の押責でありました︒子供の生活からではなくて大人の

的な反省が全く無用であるというのはどうかしています︒と

す︒それではなりません︒しかしそれかといって生活に道徳

が︑これは無理もないこととおもいます︒もとの修身公民科

際︑牡曾科を捨営する先生のまちまちなのに驚いたのでした

杜含科が最初賞施された常時︑各地の資情をしらべて見た

生活を無理に常てはめた準備の篤の教育でしかなかったので

の意味において私はアメリカのモーラル・コード︵道徳法血Ｃ

開係の教官や地理歴史の教官が常っているのが比較的多数で

の教育では︑特にこの黙が上﹃−１マーごアイの意味からいって

ます︒宗教教育が国民の教育から全然看却されているわが国

ものを教育特に下級の畢校教育に探り入れてはどうかと思い

すが︑困ったのは高等皐校です︒コース・オブ・スタディを

した︒ところで中畢桟はそれでもどうにかやって行けたので

生がやむを得ず受持っているというのも相営に見受けられま

教官が受持っているのも目立って多かったし︑他の畢科の先

あったのですが︑中には単科に開係なく校長や教授乃至捨任

とか︑コード・オフ・エシックス︵倫理法典︶とかいったよ
うな︑いわばエブリデイ・エシックス︵酢常倫理︶のような

・四︑臓含科の教師

とを心にとめて︑牡含の改良はまず人間の改善からと一いうこ
とを深くさとらせるように致したいものだと考えます︒

をつなぐ人間愛のきづなというものが存することを忘れ歩︑

さらに上級の祇曾科に於て政治を説き法律を論じ経済を考え
て行く間にも︑絶えすわれわれの杜禽生活の根底に人と人と

しくも響くことでしょうが︑道徳もヒューマニティもそれは

、

も大切なことではないかと思うのです︒グッド・マナース︵よ

（3）

す︒︑

I

職曾科は政治︲経済などを専門に修めたものでなくてはとう

見て︑これではかなわんという蜂がし出して︑少くとも一般

想として資施して来ました︒

はなしに︑いわば人文科的な杜含科といったようなものを理

の必要をみとめまして︑皐科の上にも単なる吐含科望寓能で

かようなわけで︑高等肇校では牡含科の教師は従来の公民

てい持ち切れないというので︑それを婚鴬する教師はなやみ

的なものと地理歴史的なものと二つにわかれているとおもう

はじめました︒大豊で政治や法律乃至経済を専攻したものが

そんなに自由に得られる筈もなし︑いったい高等皐校の祇禽

公民的な要素に峡け︑・さらにそれも杜曾公民的な意味におい

のですが︑中単校はそれが一縄化しておりますので︑多一分に

角

います︒いわんや小肇校の杜含科は︑或る意味では新しい壮

て倫理性つまり修身的なところが無くなって来ておるとおも

ました︒

科の教師はどこで養成するかということが考えられてまいり
責をいうと私共は維戦後いち早くそうした考えのもとに︑

れが前にも述べましたようなわけで︑まるきり道徳教育を忘

倉生活に即した修身であってよいとさえ考えるのですが︑そ

中畢・高校の一般社含科を捲常し得る教員養成のために︑新
たに杜曾科のコースを設け︑上来私の述べましたような理想

れたのか︑それとも扱いてけぎらいしたのか︑その鮎が今後

営局のカリキュラムにもとすいた教員養成課程を鰐系すけた

成を試みました︒もとよりアメリカ教育関係者の指導と文部

おいて私は中堅枝の牡曾科を搭営する教師は︑杜曾公民的な

に吟味してか奥らなければならぬとおもいます︒この意味に

綜合的な牡曾科捨常者の資質的な畢力内容ということを十分

は︑特に杜含科を捨営する教師養成のためのコースとしてば

（4）

の下に︑主として政冶・法律・経済︒杜倉といったような杜

含科皐に︑倫理︒哲単といったような人文科皐的要素をも加

ことは申すまでもありません︒た図高等畢校の吐曾科は︑選

ものと地理歴史的なものと二つの面をはっきりと畢問的に把

したがって小・中畢校の教員を養成する畢塾大畢において

の牡曾科の方向を暗示する焦黙だとおもうのです︒

揮賦含科として別に人文地理ならびに歴史がそれぞれ潤立し

握して行くことと︑同時に杜含科の根底たる倫理性というこ

これに地理・歴史をも探り入れた礎い意味での杜舎科教員養

えて︑従来の修身公民的な教育を主隙とした杜含科を考え︑

ていることでもありますので︑主として一般杜含科と時事問

とを徹底させる意味からいって︑地理・歴史的な考え方より

なければならぬと考えます︒︹東京教育大畢教授︶

は吐曾公民的な考え方の方に倫理的な要素を多分に浸透させ

をそＡぐことにしました︒けれども前にも申しました通り︑
どこまでも祇曾科の倫理性ということに力を入れ︑政治も経

題を取扱う教員養成の目的に重鮎を置き︑政治・経済に主力

済も︑法律や枇含はもとよりその根底に深いヒューマニティ

一 一 一

人閲再建のために
副
一︑風簿病院的風景

島民雄

１Ｕ

るｃとの恐るべき現賞も知ら赤して男女老若やに下がってい

い気になっているとは︑悲惨といおうか滑稽といおうか︑ま

さに風臓病院的風景ではあるまいか︒

二︑凱脈への道︾

食慾と性慾とは︑人間の個騰保存と種族保存のために︑最

に進んだ杜含ほど厳格である︒教養ある人ほど食と性に開す

の上から︑厳しい規定がなされてきた︒それは︑文明が高度

してかつ弧烈である︒従って︑これらに就いては︑吐倉生活

も基礎的な本能である︒それだけに︑これらの本能は常住に

を知った︒エロショー︑エロ小説︑闇の女︑感愛︑離婚︑妻

るたしなみは厳正である︒そこで︑このようなたしなみの程

衣食足って︑古の聖人は確節を知り︑戦後の日本人は怖慾

をひき 起 す も の に し て 性 問 題 に 勝 る も の は な い ︒ ︲

えられる︒日本においてもこれらに封する朕は厳格で︑人為

度がその人の教養の程度を測る尋ハロメーターであるとすら考

妾の手︑心中など︑今日︑新川に雑誌に世を賑せ︑人の興味
十年に亙る戦争政錐は︐日本のあらゆる機能を荒慶に蹄せ

抑雁された︒敗戦は︑国民を窮乏のどん底に解放した︒民主

戦手中は︑国家的統制のために︑個人的なあらゆる慾望が

も相常よくそれを守ってきた︒

しめた︒しかも結果は敗北であった︒ところが︑人々が課期
した苛酷な報復は起らず︑却っていたわられ親切にされた︒
いた唾は今や自らの顔にふりかかろうとしているのである︒

︑人為は安心し︑そして有頂天になった︒しかし天に向って吐
それが如何に峻厳なものであるか︑その一つ一つが現資にわ

し出した︒食本能の狂暴なる凱舞を経験しなかったものは誰

ンドラのはとからの如くに︑あらゆる慾望が臆面もなく奔流

もなかった︒食の闇をめぐって︑取締まられる人民も取締る

主義は︑赤裸の園民を何らの拘束もしなかった︒あたかもパ

ぐけれども︑その内容がどんなものになるか︑その情勢を溌

かつてくるのはむしろこれからである︒講和講和と人海は騒
測することは誰にもできない︒たとえ如何なる苛酷を弧いら

ところが︑平和が来て︑三年四年と時がたつにつれて︑食

た徳目．名誉も蓋恥も︑食本能の前には全く無力であった︒

役人も︑等しく食の餓鬼であった︒日本人があれほど重んじ

る勇気あるものはあるまい︒日本はまさしく︑まな板の上
のせられた魚である︒庖丁は徐為に下さ拠ようとしてい
に

す
／

（5）

詞

れても︑数為の礎虐が身に畳えのある限り︑誰もそれを拒否

｢
−

になった︒人登の心には安心感が日とともに濃くな２しいっ
た︒そればかりではなかった︒将来の生活を楽概させる材料

不足の脅威は徐為と薄らいでいった︒食物は市に溢れるよう

して慾望は悪に愛質する︒保存の篇になる善なるものは悪へ

なる︒これは人間における限度を無硯することである︒かく

望を起させるからである︒本能の慾望が︑必要を超・えて満足

四︑自由と理性

が適度であるかを教えるもの︑これが理性である︒

このような韓化を防ぎ︑善を善として止めるもの︑また何

樽化するのである︒

を享楽しようとする時に︑その慾望を過度に乱用する戸︶とに

が次から次へと出揃ってきた︒インフレは改まる︑物資は下
る︑貿易は再開される︑講和も近い等等︒

敗戦はどんな苛酷な報復の狸制をもたらすかをおびえてい
た園民であった︒今では︑これならたいしたことはない︑よ
かった︑という安堵の胸を凡ての人がなでおろした︒極度の

活は本能によって決定されている︒けれども︑人間の本能は

・動物の．本能は先天的に決定されている︒従って︑動物の生

緊張のうちに極度の弛緩が来たのである︒その時を待ちうけ

ていたのは何であったろうか︒それは性本能の擢頭であっ

に支配されきりではない︒そこに人間の自由がある︒人間を

動揺の匿い幅を持っている︒従つ工︑人間の生活は本能だけ

本能から解放し必然の上に自由を保誰するものが理性であ

（6）

た︒そして︑先に述べたような耽含的乱脈が現出するに至っ
たのである︒
９

の必然に封する︑人間理性の自由獲得の歴史である︒理性は

る︒人間の護達の歴史は人間理性の護達の歴史である︒本能

三︑悪と悪をはばむ力
道徳は人間理性の本性資現である︒慾望は凡て本能に根を

して道徳は理性の輝く創造である︒

に完全に従いうることが完全なる自主にして自由である︒そ

人間の本質であるから︑理性の原理は自己原理である︒それ

持っている︒本能は動物の生存と存績の必要上︑人間に輿え
られたものである︒従って︑それ自身としてみれば決して悪
本能は動物では必要と満足とが一致するようにしくまれて

ではない︒

ものだと思っている︒もしこの意味で言うならば︑野生の動

〃自由と云えば︑ひとは外部的束縛が除去された状態を調う

物の方がはるかに自由である︒人間は︑如何なる自由の人で

いる︒たとえば︑動物においては︑食物を必要量とればその
は必要の度を超える場合が多い︒それは満足に伴う快感の自

本能は満足する︒しかし︑人間では多くの場合︑満足の慾求

も風習︑・法律︑道徳︑宗教など有形無形の束縛の中にある︒

宇一

畳が︑その快感を自畳鈎淀より以上に大きくしようとする慾

Ｐ︑

当／

「

人間らしい自由とは︑意識の自由である︒これは精神の自由
であり︑形ある身鵠に封する形なき霊の自由である︒しかし

らかと云えば︑古来日本人が不得手としかつ遅疑逢巡として

一

三︑理性的忍耐力の養成である︒理性の命令に徹底的に従

いＯ

排斥してきた事柄である︒ととあげせぬとか不言責行とかの

順でありうるように努力することがこれである︒これはどち

ところで︑日本人の住む自由はどの段階なのだろうか︒民

最も完全なるかつ最も高き自由は︑本能よりの自由である︒
主主義は日本人からあらゆる外部的束縛を除き去った︒人︽べ

これらは︑要するに︑理性による人間支配の理想である︒

如き合言葉は︑この努力の僻のいい拒否である︒

れども︑これは自己の無責任と怠慢とを曝露し︑自らの恥を

一

言

は自由を雄たと喜んだ︒けれども︑事賞は︑それだけ内面の

人間が︑直の意味におけるホモ・サピエンス︵Ⅱ理性人間︶

本能の奴隷に成仇下がったのである︒人間は動物に成り下が
った︒いな︑動物の本能は限界を知っている︒しかし人間の

真に自由にすることである︒

さらす以外の何ごとでもないのである︒愛情は忍耐と努力に

とか︑愛を失ったとか云ってそれを正常付けようとする︒け

結婚生活を破壊する理由として︑ひとはよく愛がなかった

ラ︵︾Ｏ

る︒無責任が︑結婚︑離婚︑心中などを軽滝しく敢てせしめ

る︒軽率が︑男女間の交際︑離合集散をほしいままにさせ

破廉恥が︑エロ行嬬に輿味を持たせ︑エロ行嬬をなさしめ

理性的要素の勝った逆徳の養成である︒

卑近なる封策としては︑廉恥心︑慎重︑：責任感と云う如き

になることである︒人を理性の支配下におくことこそ︑人を

本能は限度を知らない︒飽和を知らない︒それだけに人間は
動物以下に成り下がったのである︒理性の喪失！それは何
と云う悲しむべき破滅を人間に結果せしめたのであろうか︒

五︑救涛の途
救済の途は︑一︑云うまでもなく︑理性の回復である︒深
く考え正しく判断する習慣と力を養うことである︒理性を派

蓑し育成することである︒日本人の間には︑理性拒否の偏見
と︑知識への恐怖症とが︑まだ根孤く残っているのである︒
二︑高尚なる情操の陶冶である︒これは言葉としては鉦に

我走はまずこれを破壊せねばならぬ︒

ふるめかしい︒けれども︑事柄としては︑人間永遠の課題で

よって生じかつ持続されるものである︒

一致して教育の振興と人心粛正の政策とに乗出すべきである

篤政者は徒らに黛利黛略を事とすることなく︑敢然として

ある︒情操は人間の情的要素が理性によって練られ沈潜せし
められるときに生れ出るものである︒人間は︑長年月の努力
にもかかわらず︑まだ十分には蹄操の創造には成功していな

（7）

、

文化国鵠は新しき道徳運動を展開すべきである︒一切のエロ

的興行を禁止すべきである︒新聞︑雑誌に封して︑一切の性
にせぬように瞥告す書へきである︒政策と思想とによって︑こ

慾挑護的記事を掲載せぬように︑個人の醜聞を摘褒して責物
の浮薄淫礎なる風潮を一掃し︑大いに良心を畳醒せしめ︑固

民が心を合せて︑人生と国家の大事に参書することができる

⁝︐
咽どひ︑夕らこ〃︑叡︑〃評廼幻どみ足鐸砥Ｎ足げ︑″︑〃︑〃︑一″皇〃乃吊ｙ郡″乱〆３砿〃３足″屯夕ｑ母

（8）

ように導くべきである︒︵完︶︵協賛曾員︶

証含遺徳の枝や葉を演げるのであり︑宗家を尊び本圃を大切にする情
からして︑他園も然るぺしとして他図への愛情となって之に誰を識す
こと上なる世界道徳への成長となる︑根本の糎子や根は常然さうなる
性質で成長するのである︒それが唯自分自身の縦のことしか考へない
で︑否それのみ力を入れて居るとすれば︑それは盆蓑の如く︑勝手に
折曲げて成長させることで︑決して自然にノピノ︑と籾子の性を成長
させることとはならない︒此の無理は必ず弊寄を生ずるであらう︒然
も肥料には洋の東西の種々の特長ある肥料をも施して種子のよりよき
自然な自由にして自畳的成長を促すべきである︒此の成長といふこと
が質問の要旨にふれることで︑之は亜大なこぜで︑此の成長の過程が
時代に膳ずる道徳といふ面なのである︒この意味では常に道徳は新ら
しい時代に腰ずべきものでもあると思ふ︒
西村先生は遺徳の基本たる忠孝道徳等々にのみ拘って︑其の成長を
考へないやうなことを深く警めて居られる︒乃ち古来日本人の一部に
は忠孝道徳といふものを過重した傾がある︒忠孝さへ出来れば︑それ
で政治も糎涛も何んでも上手に出来るもの位に考へて醐能薬化した︒
併しそれ人Ｉの部門には又異ったものも必要であることを知らねばな
らぬ︒唯如何なる方面の成功を見るにも︑忠孝の人たることは望まし
いが︑との意味を以てし︑東西のよき教の長を採三Ｌ偏することなし
に︑種子の性質に基いて飽迄も之を自畳的に成長させんとされたので

ると恩ふ︒

且

郵唖舗醒恥趣誕酵唾活錘銅睡識塑職椛軸誼恥や誰確娠叱雄津暴痴可ぞ︾
れは随迄も根本道徳の成長の指針としてである︒
今日民主図日本となり︑平和・文化・自由を弧詞する国家と移った
此の時︑忠孝のみに止まる道徳の斑践では︑役立つ筈はない︒世の成
長と共に逝徳律も成長させて今日に適常した道を身につけることを使
命とするのである︒質問の趣旨は此の鮎から誠に中心を握ってゐると
思ふ︒唯併し︑かくいふことは︑忠孝道徳の基本法を捨て上それと開
係なく︑根を持たない所の勝手な道を立てて時代に役立てるといふこ
とではない︒砲迄も人間性に根ざした基本法を諏子にそれを戒長さ寺﹂
て時代に役立てろというのである︒今日でも忠孝道徳の精神は無用な
のではない︑無償値なのでもなく捨てるものでもない︑・それは最早何
人も卒業して︑もつと大人になるべきことなのである︒併し卒業と云
っても︑忘れ去るべき故郷ではない︑限りなく愛しつ典身に備った︑
敢へて狸調するを必要としたいまでの大人に成長させることなのであ

、〆

弘道質疑︵下︶割田斧二
︵問︶前回の答で本曾要領甲雅の初めに掲げてあるものが︑遺徳の自
然法的基本としての順序のものであり︑︑移りゆく時代より見て新奮の
封象でない順序の基本だといふごとは一睡諒承したが︑然らば基本の
忠孝道徳さへ守れば︑如何なる時代にもそれで事足るとするのである
か︑それとも根本的に何かを附加してゆくべきなのであるか︑道徳は
時代と共に︑何等移るべきものはないかどうか伺ひたい・
︵答︶常然な疑問と思ふ︒忠孝道徳は如何にも自然的順序の基本法で
時代と共に全く消えたり無償値になったりするものではない永久的根
本法ではあるが︑それだからといって︑それさへ守れば如何なる時代
にも事が足りて︑・何等加へたりすることはないといへば︑之は正しく
奮い糎念であり︑奮い道徳とさへなる危織がある︒何となれば根本道
徳といふのは︑植物でいへば生きてゐる種子であり根である︒若し之
を播いて成長させずに種子や根を何時迄もそのま上で置くとすれば︑
それは枯れて了って︑それは古物となるであらうからである︒乃ち根
本法はよろしく成長さすべきである︒↑自分の子の可愛さ︑子は親を慕
うあまり之に報ずることからして︑之が成長すれば︑﹁雪の日やあれも
人の子樽拾ひ﹂となって人の子を思ひゃ叉我が親を思へば他人もその
親を思ふであらうことから︑他の親をも愛してゆくといふ風に横への

骨

「

欧米の婦人と家庭教育

よく働いてくれたのを感謝してお菓子を出しました︒すると

一も

るというのです︑然も私に三日間をその掃除についてチャン

と監督をして頂きたいとのことでした︒所がその子供さんは

一生懸命にいとも直面目に働きました︒それが制裁でなしに

子供さんは一︲今日はこれを頂くことは出来ません︑叉の折に

松平信子
私達日本人と致しましてば︑欧米の風習の何も彼もという

頂きます岬一とキッパリと断わって齢りました︒すると夫人が

けるのですが︑此の場合はそれも頂けないのです︒併し私は

働くのでしたら︑あちらの風習として必赤幾何かの報酬も頂

ます鯛には製ぶべきものがあるやうに恩はれます︒従来も映

ますので︑﹁賃によくお働きになりました︑お菓子を上げます

見えて一︲如何でしたろう︑よくやったでせうか一と尋ねられ

窪には参りませんが︑兎も角私達が今後民主国民として進み
誰などを通じて影響されても参りましたし︑今日では多数の

られました﹂と申しますと︑﹁お菓子を食べませんでしたかそ

と︑私はこれを頂くことは出来ませんからとそれも食べず綿

兵隊さん達が進駐されて居りますので︑此等に蕊ぶ所も少く
ないやうでありますが︑併し其等を直ちに教養として私達の

ことにして居りましたが︑或朝忘れて言はないことがありま

子供に毎朝一︲グヅドモーニングトーと朝の挨拶を必水言わせる

又これはその以前に英国に居りました時ですが︑私共幼い

れはよかった︲一と安心されるのでした︒

活や子女の家庭教育などについて︑私の外園生活から親しく

様の御参考にもならぱと存じまして︑私は欧米婦人の日常生

したので︑資行させようとするのですが︑子供の方も意地に

相を知ることに努めたいものと思います︒そこで多少なり皆

畢ぶべき賦米の風習と考へることなく︑もつと彼の園為の直

感じました二三のことを申上げて見たいと思います︒

いのあちらの者は｜そんな明日からなんて言うことはいけま

○訓育の徹底賦米の婦人達が子供を唯けることは中為厳重︲

せん一と承知しないので困って了いました︒かういつた風に

は明日からは必す言いなさい一とこちらが折れますと︑附添

て米国に居りました時のこと︑或夏田舎に家を借りました所

物事を決してウャムャに経らせないで巌しく致しますから︑

なって中さ言はないで困り抜いたので︑致し方なく一︲それで

で隣家の夫人が﹁此の子に貴女のお宅のポーチを三日間掃除

で︑決して中途半端にウャムャで事を済ますということがな

をさせて下さい一ということでした︒何かその子供さんに叱

子供の方も遂に言はれたことは必ず資行するようになりま

く︑必寺ノ篇すべきことは賞行する習慣をつけて居ります︒嘗

るべきことがあったらしく︑制裁として私の所の掃除をさせ

（9）

す︒

なかった人は手を上げなさい−と言いますと︑何人かの者が

で参った折のこと︑先生は男の生徒に向って一今週針を持た

て居った皇校で或日そのクラスを参観に来てくれということ

ンのポトマックの樫の木などにも︑木札に種登と注意書きが

という風に言って聞かせます︑日本から移し植えたワシント

に喰はせたり戒をつけたりしてはよい人間にはなれません︲一

たり疲をつけたりしてはいけません︑人間も同じことで︑虫

一との草木をよく可愛がってやりなさい︑決して虫に喰はせ

訓しますのに︑人間と同じ愛情を以て子供さん達に教へます

○植物への愛情庭や公園などで草木など大切にすることを

上げました︒すると一Ｉどうしてですか︲一と尋ぬると︑その生

してありまして︑この撰は日本でば然毒の方法で手入をして

○自分のことは自分でアメリカに居りました時︑娘を入れ

徒は一︲時間がなかった﹂とかいふて種為と理由を述ぺるので

居る︑我がアメリカでも日本の地味に合うやうに非常に骨を

るのはよいが何人も掴れたり折ったりしてはいけません−と

折って斯麦の手入をして大切にして居るのです︑皆さんが見

は理由にならない︑靴下にしるワイシャツやネクタイ等菊
子であってはいけない︑それはまだ生徒だからと言って見逃

しても皆愛情を捧げ︑虫に喰はせたり︑誰一人として庇つけ

言って教えます︑ですから外国から移し植えた此の植物に封

男の子が多数の女達を前にして︑汚ならしいダラシのない様

て男の子には針を持つことなどさう厳しく申しませんので不

すべきでないと叱るのでした︒日本では女の子は兎も角とし

たりする者はありません︒そして中麦珍らしいものがありま

欝金の樫など私達はと典で初めて見たこと で あ り ま し

思議に思って種為聞いて見ると︑男の子は十幾つともなれば
猫立して生活せぬぱ港らいが︑女の子より男の方が兎もする
芯芯︑︑︑

と身の廻りのことなど︑母や姉達に頼ったりし勝ちになるの
仕込まねばならないからということでした︒あちらでは女の

えられ勝ちですが︑決してそうではなく︑子供の時からよく

○長上への濃儀兎もすると欧米では自由平等の観念から長
幼の序というようなことは行はれていないのではないかと考

ょうにして草木へ の愛情が子供に養はれて参るのです︒

子ばかりでなく男の子であっても︑縦令粗末な物でも立派に

分だけ居る時は︑勝手な風もして居りますが︑誰かが這入っ

仕込まれそれが行はれて居ります︒子供達は自分の部屋に自

は日本の風習からは誠に愛なようですが︑身だしなみという

は︑直ちに起って椅子をす奥めることを忘れません︑かうし

て来ると︑それが両親だけでなく自分より年長の人である時

︑Ｅ︑

洗濯し︑キチンと服装を薬へ・て出ますと︑皆が集って・一︲マア

ことに子供の時から注意を桃うからだと思はれます︒

︑おもおも

！︑スマートだ︑立派だ−と心からほめるのです︑これなど

で︑自分の身だしなみを自分で注意することは女の子以上に

力
；
て

一

Ｉ
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す︑すると﹁他の人為は皆が賞行して居るのにさうしたこと

▲

たし

｢−一

たことは普通のことで︑若しこんなことが出来ないならば一
人前の者として扱はれないことになります︒

○用件はテキ︒ハキと言うこと日本の子供さんは何かものを
尋いても︑恥づかしいやうな風をして中為答えないが︑あれ
はどういうことでしょう︑恥づかしがるのを美しいとでも思
うのかも知れないが︑私達から見ると何んだか馬鹿みたいに

見えるが︑というようなことをよくあちらの人は申されます
なるほど娘さんなど家庭にあっては勝手に振舞って居り︑お
友達などとは遠慮のないお喋りも致しますが︑他人から話し

向ってハヅキリ答えます︒また日本の子供達は︑外国人など

見ますと︑特別な開心を以て眺めたりするものですが︑あち

らの子供は私達東洋人など見ても特に注目して眺めなど致し
ません︒

○男女の交際日本でも近頃は男女の自巾な交際が行はれる
ようになりましたが︑欧米では日本のように親の目を盗んで

スパーティなど致します場合などでも︑主催者はそれぞれの

ダンスをするというようなことは決して致しません︑叉ダン

相手を決めるには非常な苦心を挑うという風で︑親達の厳重

互に親の前に出て恥づるような友人は作ら准いだけの心得が

な慌督の下に交際し︑世間も槙車に扱います︒そして男女が

は決して致しません︒私達が英図一で使って居った女中の所に

あり︑結婚ということにも確たる老へがあつて︑軽率なこと

一週二度づつ訪ねる男があってずつと交際して居るので︑結

婚することになって居るのかと思って居りましたが︑必ホし

に財庵がないと紬婚するということは重ｗ責任を感ずるので

もさうではないのです︒女の方に聞いて見ますと︑女は自分

日を待つという風に確たる考えをもって居るのです︒そして

軽詩には出来ないと申します︒叉男の方は今の薄給では縮婚
などは川来ない︑一生懸命働いてそれだけの牧入が得られる

お互にその日を待っても思うようにならなければ清く別れる

近頃日本では男女同権で自由なんだとか申しまして︑娘さ

といった風であります︒
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掛けられたのでは物が言えない風があります︒あちらの子供
達は何か間はれますと︑テキ・ハキと答えます︑さう出来るよ

うに︑出来なければ操返して何逢でも訓練致します︒嘗てケ
ンブリヅチで或るプロフエッサーから家庭的な夕食に招かれ
た時︑その席に二人子供さんが居られたので︑﹁私達容姿の

鍵つた日本人をお覧になると皆さん何か奇異にお感じのこと
も御座いましょう︑どんな風に御感じです！︲一と申しました

ら︑一人の子供さんは一私は日本の古いお金があったら見せ
て頂きたい︑それについて種糞研究したいと思います一と言

はれます︑すると他の子供さんは−私は日本の景色を知りた
い一と云うのでした︒すると夫人は二人の孫は幸に日本につ
いて興味をもって居てくれるので楽しみにして居りますとい
って居られました︒爾来これが縁で今日まで交際が続いて居

りますが︑とにかくあちらの子供さん達は思うことを他人に

‐

ん達が自分で働いて牧入を得たりすれば︑何をしようと自由
だ勝手だなどと考えたりする人もありますが︑私はよく娘さ
ん達に申すのですが︑男は畢問などでも兎も角一般に上なの
ですから︑先ず女は一雁男に従うべきである︑そして女は立

派な正しい行動をして男を従はせることである︒これがぼん
とうの民主皇零自由主義であり男女同権だと思います︒
男女の交際の上でも︑女はもつと︑ンツカリして腹をもつこ

とが大切で︑さうすれば決して間違いはありません︒叉男も
頁面目に責任をもって接するようにありたいものです︒それ
につけても日本の姉人方は︑倣米の婦人に比して日常の生活
が複雑であり忙しいので︐教養を得る時間に乏しいことは何
としてもお気の毒に思いますが︑園情や文化の黙など種滝の

相違もありますので︑俄に之はどうとはならないでも︑努め
て真の民主為義を理解し︑男子と共々に日本のよき偉統を失
うことなく︑そして欧米の美黙をもよく畢んで︑祇園の健全
なる護展を心掛けたいものと存じます︒
︹談要旨︶︵故松卒参議院議長夫人︶

国際精祁の潤養

岡崎喜市
愛国心と国家主権の溌念は︑戦前迄恰も両面を有するャ

ヌスの祁像の如く︑或者には愛国心を︑他者には園家主権の

︑

湖念を象徴して雨者は不可分の一鵠をなすものだとする論が

最も有力であった︒又これで間に合って居たのである︒但し

今でも此の説を固執する限り国民の大多数はその見解が益為

狭く左り︑今日の園際生活の現資にそぐわぬものが次第に増

して来るのは止むを得ない︒この主義が我園の軍国主義と同

様︑戦前ナ壬ス凋乙に於て如何に執揃に行われたか︑その戦
ある︒

争の結果が如何に悲惨な咽のであったか︑既に試験湾の筈で

圃際間の平和雌約が如何に蕊術されても︑各図各圃民の一

致した心からなる支持が得られない限り︑一片の反古に経っ

たことは︑俳蘭西革命以後幾多の国際経約が破棄されて戦争

の憂目を見たことで除りにも分明である︒︐此の資請は過去に

於て然ろが如く︑現在蒋来に於ても恐らく同様であろう︒こ

の事資とそは頁の世界平和は︑若くは平和僚約が失敗に移ら

ないためには︑それが何うしても人類の知的道徳的連帯性の

上に建設されねばならないことを端的に物語２しいる︒ここ

〃

に於てかこれからの愛国心には国際精肺の裏付けが絶封に必

要になって来ることは益登明白だ︒

愛園心と国際的糖祁との間には根本的に相反する何物も

ない筈である︒個人に基本的人椛が大切なれば国家にも国家

としての自主権が大切な声︶とは云う迄もない︒自国の自主権

が大切なれば他国の自主権の尊重すべきことはこれ叉営然で
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堅

I

ってはならない︒然らざれぱ人間は常に無益にして恐るべき

ある︒我糞は此の間の愛化に封雁して国民としての進路を誤

だけが教育と科単の恩恵を意のままに受け入れていて︑因民

をここに見出そうとするものである︒現在の如く一部の人為

資蚊を期する見透しさえむづかしいと思う︒私は文化の土嘉

大衆の大部分が世界的事情に文盲であっては直の杜曾的平和

聞手に没頭して︑その結果は不幸と猫裁と野鐙とを将来する
に過ぎないことに蔵るであろう︒

各闘民が自国の文化だけの孤城に立龍って他国の文化を

最後に︑園民大衆を指導誘披するのに直接現在︑役立つ道

争誘溌の危険物はあり得ないからである︒

は期待されまい︒園民大衆の文盲程牡含的爆護物としての戦

の交流が是非必要である︒文化の交流とは文化の劃一性とい

されないであろう︒言換えれば世界平和の確立には先づ文化

ェロや怪奇的なものが多く︑後者に於てはその大部分が肉総

具に映書と大衆文畢がある︒所が前者にありては相も鍵らホ

排し合ったり歪め合ったりして居る間は直の世界平和は謝ら

うことではない︒文化は園に依って風俗︑習慣︑言語等の如

では徒らに人心を不良化するのに役立つだけで世道人心に何

文畢か煽情文字の羅列に過ぎず︑単に牧益を目的とするだけ

叉世界平和への脅威となることは︑今更吹為を要しない︒し

世界の食糧や物資が不均等に分配されていたならば︑これ

えば闘際精祁の鼓吹に役立つものを織込んで︑文化思想の向

民が如何に多大の損害を蒙っているかと云った︑手短かにい

に人川を毒するか︐他図の生活事怖に無知なために自図の国

等抑益する所がない︒せめて出し物の幾割かは︑文盲が如何

ノ

の素因とならないことは勿論である︒

かし世界の食糧や物費の交流が回滑を峡くということには︑

上に役立つよう︑経管者側は勿論︑所帖官聴とも少しは闘心
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く多種多様である︒文化の多種多様は必ずしも園際間の葛藤

いが︑結局根本原因は物資交流の不回滑それ自総が既に各図

消磨するのみが政治家の能でもあるまい︒︵完︶︵評議員︶

を持ったら如何なものか︒徒らに自黛内の派閥闘争に精根を

国際間に於ける特殊の事情や理由の存する事は想像に難くな

それが取りも直さず平和への大きな脅威となり︑戦争の温床

民間に於ける圃際的精祁の低調さを意味するものではないか

われわれが再建せねばならぬものは︑紬局文化の土豪であ

となることが極めて多い︒

る︒それには交流だとか︑生活水準の向上だとか︑いろんな
精祁を普及徹底せしめる教育計誰が伴わない限り到底これが

〜

一計書も必要だが︑結局人間の媛性︑道義心の向上︑特に画際

．−可

一 手 ･ 晶 勺 旬 匡 琴

１．Ｊ４１■

一蓄害の頁一

三十年後の今日に︑この書物が叉しても多く憂愁はこの孤濁に育てられこの孤燭を故郷と

の讃者を得るというのには︑戦後の日本に於した︒孤濁を欲する心は孤濁に堪えぬ心より

の彼がエレンの思索と生活のあとを︑ひとしっているこの躯さが︑彼の制作と生活とに偉

けるいわゆる不安時代が︑詩人哲畢者としても遥かに弧い︒憂愁と悲哀とに充ちた心の持

く時代の苦悩としてその情熱にうたれるもの大性を輿えたのであった﹂と著者は述べてい

ニーチェよりは三十一年早く生れているとの一の宿命であります︒キエルケゴオルは父が五

五月五日丁抹のコペンハァゲンに生れましたことのできないのはその父とこの子の血液上

ゼェレン・キェルヶゴオルは︑一八一三年次にこの思想家の生い立ちについて見逃す

が多いからだと思います︒ます︒

哲畢に開通したものはどうであろうかという

ます︒賞存主義は︑キェルヶゴオルからニー

なると考えますので︑取上げてみることにし

悩みを悩んでいたその情熱に深い開心をもつ老年の時の子であった故に賑弱でまた早熟で

しての現代に︑孤濁の思想家が一人で時代のとを受け繕いだ︒﹂﹁キエルケゴオルは雨親が

ますが︑時代は正に常時のロマンティクの時を嘆いているが︑丁度ゲエテにおいてもそう
︑︑＄︑︑︑
代から別種の様相を帯びた世界の不安時代とであったように︑彼は母より快活と生の識ぴ

ことです︒それにしてもニーチェが明治時代十七歳の時に生れた第六子︑母アンナはゼエ

チェ︑ハイデッガー︑ヤスペルスを経てサル

からでありましょう︒あった︒生れた時既に老人であった︒私は子

から有名になったことを思うと︑キェルヶゴレンを生んだ時四十五歳でした︒﹁キエルケ

トルに至る一聯の思想鵠系であるといわれて

たかとも思いますが︑確かに現代の重要な思

いますので︑この哲畢を理解するのには︑何

﹁人の気質は風土や気候と密接に聯開する︒供でも少年でもなかった︒無邪気な子供の心

オルを知らなかったことは全く不思議であり一ゴオル自身は父が彼に輿えた憂鯵な性質のみ

としても最初のキエルヶゴオルを理解するこ

もし気質がその人の思想に根本的な特質を輿も︑悩みのない朗らかな少年の心も彼は知ら

とは︑同時に現代を正しく理解することにも

とから出裳しなければなりませんが︑それに

ゼエレン・キエルケゴオル和辻哲郎著

がすを許さないほどの痕を残してる﹂﹁キエの生れ出ることがある︒キェルヶゴオルにお

抹に生れたことは︑彼の人格と思想とに見逃し癒し難い憂愁⁝苦悶の底から皮肉と譜誰と

ルヶゴオルはその顕著な場合である︒彼が丁いつも暗い憂鯵な気持に包まれていた︒しか

密接に聯閲すると云わなくてはならぬ︒キ一一のように浦足や愉悦を感ずることが出来ず︑

えるものならば︑思想もやがて風土や気候となかった︒遊戯に我を忘れている健康な子供

この書物は︑著者が三十齢年前に出したも

ルヶゴオルは森林の孤濁を好んだ︒彼の魂のいてもそうであった︒幼い時から既に彼の子

のを改一訂の上新版として杜に逢ったものであ

ましょう︒

はまず第一に︑次の書物を塞げることができ

想の一つでもあり︑これを正しく理解するこ

向きもありますので︑近頃は少し下火になっ

戦後に大きな反響を呼び起した資存主義の

劃
嘩

ります︒いうまでもなく︑奮著を出してから

（］4）

戸 司

I

供らしい我侭は︑請誰や皮肉の形で現われた

﹁生の職ぴは彼の憂愁の苦漉のうちにあった

であります︒

もっと深く知らなくては︒

ました︒資存主義を誤解してはなりません︒

．こ上まで一気に讃んで来て︑私はほっとし

全であった︒﹂

かれの心は蝕ぱまれていたが︑彼の本能は健

たが︑しかし同時に握烈で力に充ちていた︒

ぬ︒﹂﹁キエルケゴオルは弱だしく無力であっ

ない︒思索は永生を築くことでなくてはなら

は永遠の生を誉むことのほかに虞理の認識は

て耐の内に生きることであった︒彼にとって

あった︒彼の努力を鞭つた理想は自己を深め

力は自己の生を永遠の生に一まで高めることで

︑︑℃や

力となった︒﹂﹁彼の生涯を通じての人格的努

なかった︒﹂﹁こうして憂鯵と悲哀とはかれの

を飲み乾して不思議にも微喜に酔わざるを得

しなければならなかった︒かれは苦い生の盃

熱烈な愛が湧き上って来る︒かれは憂愁を愛

せた︒かれの憂鯵な心の底からは︑不随意に

キエルケゴオルを賑ってその本来の道を歩か

のである︒﹂﹁何ともわからない力が憂醗の塊

彼は畢校の教師にもそれを浴びせかけた︒腕
力を以て迫三﹂来る朋輩に封してはそれが彼
の唯一の武器であった﹂

﹁この様にして不幸にされた子供も︑もし優

５．不幸は減じはしないがそのために生活は

れた人物であるならば渦を頑に鱒ずろである

た﹂﹁ゼエレンは父の厳格な熱心によって壁

一局められる︒キエルヶゴオルはそれであっ

省み︑悔い︑怖れた︒物静かで︑歩くにも一昔

鯵な敬虚な子供に仕上げられた︒彼は斬り︑
を立てず︑ますｊ︑孤獅な兇になった︒﹂﹁憂

愁は父の遥停であり︑また父の教育の結果で
もあったが︑さらに青年キェルヶゴォル自身
の生活でもあつた︒このことは︑彼の製作と
密接に開係する︒﹂﹁キエルヶゴォルは少ゞ年と︶

しては責に敬度であった︒しかし二十歳を超
えた彼は︑敬虚でないとはいえないにしても
もはや単純に敬虚ではなかった︒彼の心には
追為に絶望の方へ近づいて行った︒﹂﹁生活の

懐疑が萌した︒それが彼を恐れさせた︒｜彼は

あらゆる魅力は消えてしまった︒あらゆる生
の力が彼から去った︒それだのにどうして彼
弧い生の力は何であったか︒﹂こ入が問題なの

は生きることができたか︒彼の内にひそむ根

１１

西村先生闘係園書

〒八五固

上下︑三○○回

一冊七○同
〒六五岡

・○泊翁西村茂樹博

○泊翁修養訓

！

〒六五同

一冊・五○側

〒六五同一

一冊七○同

○通徳教育講話

○国民訓

一︑
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これからの農業
崎
延

吉

等の必要に目醒め︑更に進んで脂肪並に油の故果を知るに至

るのである︒西洋人の食事を槍討すれば︑彼等は全然米の飯

を食わぬのである︒多くはパンに尋︿夕を塗２﹂食って居る︒

お茶は一分量を少くして︑誉養に富んだものを食って居るＺと

を見もすれば︑感じもするにつれて︑蛋白質や脂肪並に油の

必要に目醒るは常然の鯖決であるであろう︒近来目醒めし地

る︒此に我農業は米萎作なりと解樺され︑農民は米萎の耕作

とれるように考えたのは︑濁り農民だけではなかったのであ

東より西にかけ︑土地を拓けば米萎が出来るように︑米萎が

有者は米変の作者であると見倣されたのである︒北より南︑

る︒故に米変を作らねば百姓に非ら歩と思い︑水田や畑の所

を牧僅せんとし︑畑は出来るだけ姿を作らんとしたものであ

に依存して居った︒無理をしても水を引いて水田を作って米

今までの日本農業は除りに米変本位であり︑農家は米姿作

て居り︑一分間に全身を二回まわると云うが︑其中に凡ゆる

雨得であるのである︒更に顧みれば我等の鰐内には血が流れ

し︑根部は地にすき込めば地力を補うことが州来︑所謂一畢

の碧海郡では紫雲英を作り出して居る︒共に輩葉は飼料に供

ある・・島根螺の出雲地方では首稽を作って居るが︑愛知螺

飼料作物を作るようにな２Ｌ来たことは驚くの外はないので

作り︑裏作には妻を作ったものだが︑今では薬種を作ったり

隔世の感に堪えないことである︒作物にしても水田には米を

者は山羊を飼ったり︑脈や鶏を飼うようになって来たことは

方に酪農が盛になり︑川来るならば乳牛︑夫に手が伸びない

るに時勢が鍵って日本は日本の日本に非らすなり︑今や国際

業と見倣されたことは︑無理からぬことであるであろう︒然

共に影響を受けることになって来た︒加之生活改善が叫ばれ

が野菜を食蜘夫を必要とするは︑鎖物質を得んが鯛めであ

れば︑燐酸や加里もあるが︑夫等は獣え赤補給がある︒我等

食生活の改善が理想でなくて現資になって来れば︑従来の食

ことであり︑閑却してならぬのである︒以上述べたものを食

時も血色よく元気にみちた働きも出来る窪であるが︑古来人

用すれば生命を維持し︑生長と活動とを遺憾なくし︑且つ何

るので︑何時でも何虚でも︑誰でも食生活には忘れてならぬ

肇の進歩につれ︑合理的食生活に目醒めて来れば︑澱粉質米

生活が塗って束るは︑鮭りにも常然のことであろう．而も科

間の日本になった篇めに︑自他開係を持つことになり︑自他

識物質を含んで居る︒域もあれば︑骨や歯を作る布次分もあ

一般的に私の所信を述べて見度いと思う︒

所により︑農業の規模により︑一概には云えぬが︑極めて

山
萎藷類に依存することの愚なるを知り︑蛋向質豆類肉類乳卵
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1

「

えられて居ることは︑全く感謝感激に堪えないことである︒

居り︑我国の如き中庸を得・たる所には色々様為の果賃が典

気にたえる果資を授け︑暖地には其庭に出来るものを典えて

を常用する習慣を得ねばならぬのである︒祁は寒い所には寒

のである︒夫には果賞の必要を知り︑果資を食物に加え︑夫

のを知って︑誰でも病気と絶縁し︑病気を隔離せねばならぬ

適用され︑雁川されねばならぬのである︒そうなれば野菜に

い︒夫は濁り彼等だけの問題でなく︑人生を幸にすることに

には飼料を豊富にし︑科肇的に申分なき飼料を得ねばなるま

やり方では駄目で何虚でも酪農にせいばなるまい︒そうする

ないことであろう︒即ち従来の米萎や藷類に全力を傾注した

うと思えば︑農業の維管が夫に伴わねばならいは言弓を待た

そうした合理的食事をなすには︑科皐的食事を常時としよ

畳悟をもたねばならぬのである︒

夫を悟らず︑其庭に目醒めずして︑果賞を子供のおやつ位に

にせねばなるまい︒考えて見れば︑野菜は多く季節的であり︑

事映かホ︑何所でも何時でも欲するまま果資が得られるよう

は病の器てな諺がある位で︑病気にかかり易く︑冒され易い

り︑恩知らずとも云うべきであろう︒西洋人は夙に夫を知っ

考えたり︑とりあつかったりして居るは︑恥赤べきことであ

ひ加工に待つ外はないのである︒之れ何庭でも農業は多角形

果賃も亦同様であれば︑三百六十五日常用しようとすれば勢

維誉となり︑色麦の仕事が組み合ったものとなるが︑従来農

であり︑鯛めに彼等が何時も健康に恵まれて届るは︑単ぶべ

村に見ざりし加工が艦になり︑盛になるべき傾向を示す所以

て日に三度の食事をする場合︑果資を味いつつあるのは賢明

きことであり︑単ばればならぬことである︒今日は加工が進

なれば勢個人経管と共同経誉に分つが便利であり︑夫が正営

既に農民が原料の生産に止まらず︑加工に進歩するように

を知るべきであろう︒

て来れば︑ヴタミンの必要を知り︑之が撮取にっとむるので

あるであろう︒近来柴養畢が進んで来︑人だが柴養に目醒め

であるとするに至るは︑時と所とを論ぜぬことであるＰ仮定

有難いと鵬賛すべきで

んで野菜でも果資でも加工されて︑時と所とを論ぜず味うこ

ある︒ヴタミンには種類が多く︑蚊果も種類によりて異なる

るがよいのである︒甘藷を作るは個人経管が都合よいが︑製

菜種の栽培は個人経管がよく︑採油は共同の施設で共同でや

とが出来るようになって来たことは

であり︑・敷果も亦其虚に在るのである︒食生活に我等より前

をそろえ増産も出来るのである︒夫故に目醒めし所で︑加工

粉にしたり︑澱粉にするは共同でやるが経済的であり︑品質

が︑我等は夫を果資に仰ぐのである︒果責の必要は夫が篇め
に目醒め︑一歩を進めて居る西洋人は三度の食事に果責を忘

に進出せる所に於ては︑町村本位の共同経管をするようにな

れず︑好んで果賞を食う所以は其虎にあるのである︒故に我
等も食生活の改善と︑同時に果資を愛用し︑果賞に事狭かぬ
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ヨ

夕

畠

の座右の銘ともすべきである︒

利を見て走り︑儲套けを求むるは蓋し人情であろう︒豚が儲

とあるが︑農民に接する者の心すべき言であり︑農民指導者

かると評判が立てば豚を飼い︑鶏が有利なると聞けば鶏を飼

る碧海郡安城町碧海郡の高岡村は昔は大根の栽培を見ざりし
所であったが︑以来礎に大根を作り︑夫を津庵にして京坂に

り︑愛知蝶碧海郡矢作町或は大字単位に共同施設によるもあ

撤出して居る︒故に共同経管は確に個人の経管を刺戟して業

る積りで損をし︑有利であるべきに不利に陥るが常である︒

今後の農業経管は組織的にせいばならず︑やらねばならぬと

う者多きは︑今に始ったことではない︒斯る連中は大低儲け

悟りて︑養豚養鶏を組織に入れてやれば︑米萎が引合わぬで

績を大にし︑生産を盛にするものと解すべきであろう︒碧海
の牛乳を底理して居る︒我等はそうした各地の業績を鑑みて

も有蓄で利益を上げ︑豚や鶏で損を掛けば野菜や果賞でとり

郡の安城町には今や牛乳の加工もして居り︑此頃毎日五十石

きであるであろう︒

勉めて共同経管に進んで︑以て個人維管を鞭維し刺戟を典べ

危機を突破する︒之を融通自在︑鍾縛自在と云うのである︒

かえし︑野菜や果貴が恐らく値下りをすれば︑加工によりて

は︑昔よりの定義であろう︒故に我国の各地を見て︑個人経

ることを主唱して置く︒︵完︶︵協賛倉員︶

而もそ弓した農業経誉に到達せねばならホ︑達成すべきであ
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かくすれば︑かくなるものと︑思えども︑︑賞行に困難なる

管に見るもの甚だ多きに係わらず︑共同経管に於て見るべき

終戦五年の陽春・ゞ

もの甚だ少きは︑何よりも雄涛に物語って居ると思わねばな

居り︑道理では解って居るが︑夫を責現するに勇気と努力と

弁一峡くが多いのである︒故に農民を導き︑農民も共同的に活○冷戦もそるＪ１︑温くなる陽気講和話も花の如散る
︑

動せしむべき指導者は恩を此虚に輪たし︑不断の工夫と努力○一二月の危機は自ら攻めたて上作るとあれば確かなるもの

と︑信念とをささげねばならぬのである︒行われざる場合農○四等国の春は生臭し親殺し妾殺しに一家心中

民が愚なりと呼び︑資現を見ない時︑百姓は頑迷なりと唱う○代表の議決何んぞとストに入る絡戦五年犀王々義が泣く

〆︒

○七人の差は差のま入か日本の議員だったら動き止まいを

○中小企業死ぬなら死ねとま入親のお里出したり池田暴言

る連中は︑農民の誘導者にもあらず︑又た指導者でもないと○食ふ話下火となるや税々延瑞息やみの喉のどと鳴る
目にみせて︑口で話して︑して見せて︑やらせてほめな︑

私は断言する者である︒常に
出来はせぬなり︑

P

「

食生活の改善

三︑便所が甚しく非衛生である事

入手には困難で︑私共の日常生活の大半は︑

れて居ります︑従って此の山村ですら薪炭の

食糧と燃料で苦心して居ります︒営局も食糧

四︑役人が兎角閣民に親切でない事
五︑酒の飲み方が垢ぬけて居らぬ事

と燃料の珊産には大いに心配して居りますが

困難になりましたので︑此の際之れが解決の

パンの委託加工店が出来て︑朝食や群営にパ

都曾では主食に粉の配給が多くなった結果

一朝一夕には解決出来ません︒

以上の事柄は残念ながら欧米人に比して︑

篇に大いに蛎産を奨働して居りますが︑之れ

甚しく遜色があります︒敗戦の結果食生活が
私は住宅の研究に没頭して居った闘係で︑

ンを用ゆる家庭がありますが︑大鍵に結構な

古子
閲脚

第一次世界戦零の直後︑欧米人の生活状況を

と併行して一方食生活の改善が極めて重要な
欧米人は御承知の様にパンが大鵬主食とな

●■●●●●

硯察して見て︑色堂感じた事が津山あります
する必要があると信じて︑敬同新聞雑誌に護

ヒーを入る坐篤に︑毎朝一瓶の湯をわかすだ

って居りますので︑彼等の朝食は紅茶かコー

私共の食生活を根本的に改善する罰は急に

る主食とすべきだと似います︒

事です︑将来は何とか工夫して粉食を主要な

事と思います︒

て農村の生活を六年間ほど膿験して︑つくづ

す︑饗深な家庭でまれに小量のペーコンや耀

ジャムは用意して居りますので︑噸る簡雌で

善の第一歩だと思います︒同時に叉カマドや

雑穀鎖を本格的に主食にする事が︑食生活改

粉の類は︑大鴨間食にして居りますが︑此の

活をみますと︑雑穀即ちモロコシや粟や小姿

って進行する昂悟が肝要です︒農村民の食生

ヶ間の人為と糟葉書の交換を始めて︑外剛人

詩を出す虚もありますが︑夫れにしても私共

燃料の改良にも大いに留意し︑更に雑穀の料

は出来ませんが︑どうしても此の際改善に向

に多数懇意なものが出来ましたので︑此れ等

の様にめしをたき︑味噌汁を作り︑涜物を出

けで︑パンは︒︿ン屋から配給を受け︑バタや

の人々の家を泊り廻って親しく彼等の生活を

と茶碗だけであと始末が頗る簡脳で︑しかも

す様な手数をかけません︒加らろに食器は肌

がありました︒

欧米人は私共より非常に大きな儲格であり

ながら︑三度の食事は非常に小量で︑十分に

代にはうら山に猪が居りましたが︑凱伐の結

最初の三四ヶ月間は彼等と同量では︑とても

もあり長寿です︒歌米人の家に寄寓してみて

カロリーを噸って居るので︑健康でしかも力

果今日全郡に一疋の猪も居らぬと磯師が云わ

獄地の一部を除腰﹂は山叉山で︑私の少年時

私は今秩父盆地の北端に居住して居ります

年一ナノ︒

らる聖様にすべきだと思います︒

見聞して︑大鍵に獄待を受け又非常に辞ろ嘘
その際私共の日常生活と彼等の生活とを比
較してみて︑無論お江に一長一短はあります
が︑

一︑日本人は公衆道徳の訓練が出来て居ら

ぬ事／

燃料が大鍵に経済で︑其の上時間も節約出来

理法も簡便化し︑小量で津山にカロリーを得

私は日露戦争の直前︑偶然な磯曾から十五

く其の必要を痛感して居ります︒

表土たことがありますが︑最近郷里に蹄農し

●⑤●

が︑其の中で私共の食生活は︑根本的に改良

田

二︑私共の食生活は繁雑で不糎済である事
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山

、

がへシたら清水を飲むと︑四ヶ月目には鐙の

腹がへｚＬ安眠出来ぬ晩がありましたが︑腹

大鴨日本人ほ米を常食とする開係上︑大食

調子も整い肉付きがよくなります︒

の習慣がありますが︑小量で科皐的にカロリ
ーを撤収し得る様に工夫すべきだと思います
モロコシは米の何倍かの築養償値があります
ので︑モロコシ粉のスープ即ち栂乙で有名な

ズンケル・スープの如きは非常に美味で︑其
の量も米の何分の一かで十分です︒私は近年
モロコンのあらびきの粉に︑二︑三割の小姿

粉を入れてパンを造り︑イーストのない時は
小量の鴎と重曹を混入して︑フライパンに完
全な蓋をして︑夕食時にパンを造り︑翌日の．

朝真として居りますが大鍵に便利です︒

私の居村には水田が少ないので︑私共農民
は牛ケ年以上米の配給を受けませんので︑一

主食で︑しかも魚類の配輪はなく︑自由販責

年の四分の三は︑姿と雑穀と馬鈴薯と甘藷が
の蕊緋と法華位ですが︑雑穀の料理法を工夫

して居りますので︑米の闇買に苦心を要しま
せんが︑然し秋から春にかけて甘藷を主食と
したので︑胃を悪くして閉口して居ります︒
出来得る限り雑穀類を多く作って居ります︒

夫れ故甘藷は供出に不都合なき程度にして︑

我函には馬鈴薯を主食とする風習がありま
せんが︑私はシエークスピャーの生地で有名
に宿泊した時︑大きな二個の崖馬鈴薯と小量

なストラスホード︒オン︒アポンの古い旅館
の肉入の野菜料理一皿と︑パンが四分の一斤
と︑菓子と林檎と紅茶の晩食を出された事が
て居るとは云え︑私共の米の主食とは大いに

ありましたが︑大鵠欧米人はパンを主食とし
其の趣を異にし︑むしろパンを副食扱いにし
夫れから農村では燃料の不足時代に︑連日

て居る職は︑大いに考えねばならぬ事でず︒

通夜イロリで薪炭を盛んに使用して居ります
りよき部屋を作り︑夜の暖房及湯わかしには

が︑之れは家の設計を改良して︑日中は日噛
隷淡を使用し︑能率よき練溌を管案すべきだ
と思います︑同時に叉現在使用して居る様な

不経演なカマドも改善して︑之れをもつと能
する事が大切です心

率よきものとして︑大いに燃料の節約を考慮
かくして食糧と燃料とが完全に節約出来る
と︑所謂衣食足２Ｌ謄節を知るで︑道義の溌
事が出来ましょう︒

頚も回復し︑明朗なる生活をエンジョイする
尚又我圃の農家の主婦のように︑朝から晩
迄多忙な生活をして居るものはありません︑
従２Ｌほとんど修養の時間などなく︑新聞や

ｒ

うふンオすゑ造言陰Ｌ蓋む暇も聞く暇もなぐ︑

思います︒

農繁期には台騨仕事のあいまに︑耕作にも従
事するので︑誠に気の毒な状況です︒
どうＬＬも食生活を簡便化し︑同時に叉農
耕法も改良し︑生活と耕作の改善なくと﹂︑
せまくなった世界を相手に太刀打ちは悶難と

一方叉現在の洋服と和服の並用も何とか早
く解決をなし︑同じ様にメートル法と尺貫法
の並用も繁雑な事です︒農家のみならず一般
家庭に︑従来の尺貫法の計器はあります承︑
メーｈル計器が無いので供出には貫目で︑配
給には庇である篇に︑兎角トラ尋ブルが生じや
すく︑殊に叉大工の裏金を考案してやらぬ篇
に︑従来の木造建築に非常な故障があります
尚又此の頃の夏時間は農家には何等の効果も
なく︑多肥多勢の我幽の農耕法では︑農民は
目の見える限り士と取組み︑夏時間の午後九
時ならでは夕食にありつけぬ状況です︒
ロンドンの夏は夜の九時迄戸外で一て一スが

に生活し度いものです︒︵評議員︶

出来︑エジンバラでは夜の十一時に街頭で新
聞がよめて︑しかも日本の冬着で夏が過せて
曝気がありません︑か榛な気候の土地では夏
時間は誠に結構ですが︑都曾居住者は兎に角
農村で早朝通勤又は迩畢者のある家庭の主婦
は︑夏時間と云う麓に甑えて居りますが︑一
番電車の四時四十五分に乗るには︑一二時半頃
に起床するので賞に悲惨な事です︒
食生活の改善と同時に︑此の際此れ等の不
都合も一日も早く是正して︑無駄な苦勢なし
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作歌ノート︵３︶
１

夕〆

寂しい嬉しい︑といくら言って見ても︑一

って居る如く﹁心は新らしきを求め︑詞は古

きをしたう﹂ではありますが︑古人に如何に

なく徐々とながら移り行くばかりです︑言葉
は誠に時代の徴しです︒歌も藤原定家卿が言

勝れた歌があっても︑昭和の今日︑奈良朝や

首から言葉以上のものとなって感じられなく

上でその感じを出せばより結構なのです︑前

し左様な言葉を用いなくとも︑一首の調べの

平安朝やの用語をのみ徒匡県似して用ゆべき

ては説明し一Ｌ人に弧いて見ても無駄です︑よ

に明治の子規の作を引きましたから︑相封す
る直交の一首を引くと﹁父君よ今日は如何に

僻です︑古人の用語も常時の日用語を主慨と

割田斧二
香川景樹が言って居るように︑短歌は調べ
るものであ２Ｌ︑言葉で説明するものではな

と手をつきて問ふ子を見れば死なれざりけ

Ｏ調べ

いのです︒﹄﹂れは又拝怖詩であるということ

すが︑此所にいう調べというば車なる句調の
●

ことではなく︑一首を貫いて或は弧く弱く︑

或は高く低く︑心持よく除訓徐情がスッキリ

呉々も忘れたくないものと思います︒

は貴族の如く︑行いは平民の如く﹂で︑気取
りのない平裕の態度と言葉で表現する︾﹂とは

と固執すべきではないでしょう︒ですが﹁心

撰の上用いるのも止むを得ないことで︑何れ

のが多い弊もあるのであります︒故に原則は
原則として︑寅際には古語も文語も通常に選

は兎角長たらしくなったり︑多く極調子の低
い張りのないものが多くて短歌に向かないも

いものです︒乃ち今日の言葉に通常なものの
ない場合は文語も止むを得ません︑又口語に

いう事から︑止むを得ない場合が変際には多

ととなるばかりでなく︑調子で一首を貫くと

ならないのであります︒

旨とすべきことは論としては問題はありませ
ん︑故に原則としては常然此の事を忘れては

したものとすれば︑今日も口語盤たることを

ではありません︑又今日は文鵠も大燈に口語

で︑調子でものを言うということなのであり

併し風情の新しさは勿論ですが︑言葉は極
を制約があります︒短歌は限られた小詩形で

ます︒俗に﹁句訓がよい﹂などとよく言いま

り﹂と払うのがあります︒それを暇りに﹁父
君よ今日の気分は如何にとて問ふ子を見れば
死ぬに死なれず﹂と作ったとする︒所で﹁今
日は如何にと手をつきて町ふ子﹂これは説明
ではなく子供の動作の描篤で︑子そのものを
よく表現して居るのですｋ又﹁死なれざり

あり︑従って多くの技術もその中に要するこ

をもたせて居るのですが︑今日の気分は如何
にと間ふ子﹂では︑単に子供の言葉を説明し
て居る丈で︑一向に子俳が姿となって現れて
来ない︑又死ぬに死なれずでは︑作者の心の

けり﹂は調子で弧く言い切って︑無限の深み

と通ることと焔言うべく︑一句専々をよく助
け合い︑上句は下句の諺下句は上句のためと

それ卜︑因は果となり采は因とな２Ｌ心に感
じがふれて来るようにすることなのです︒言
面をコロガシたもの︑すべｊ︑︑と流れる調子

う所の句調とは一句が中心で︑ともすれば表

ものです︒

説明で︑只それだけのもので︑深く子を思う
作者心心を窺うことになりません︑拙い例で
すが︑こんなことで片鱗を窺って見てほしい

と言った鮎にあるようですがへ勿論句訓も調
べに開係はありますが︑必ずしも表面を調子
みじみとするものがなくては駄目ですし︑複

の遊具ですが︑恰も私達の着物の如く時代と
共に移り行くものです︑そして多くの流行は
又昔に返りもしますが︑大鐙に言葉はその事

言葉といらものは︑私達の心を表わす一つ

Ｏ言葉

よく流しても︑それが上滑りで一首奈慨にし

雑の単純化でなく︑単なる単純さしかないよ
うでは︑ほんとうの調べではありません︑此
の事．は言説に講し難い所ですが︑よく味って
畳るべきものです︒

言葉で説明するというのは︑例へば悲しい

１１
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悌教の将来を想ふて

大西良慶
杜曾協同生活の理念は平和︑自由︑安心︑悦楽︑に外なら
ぬ︒然るに之を阻需し挑壊するものは必ず少数の横暴務であ
る︑．之に封し制度法律を以て秩序安寧を保持するものは政治

であり︑叉た之を理解と反省に由って領納態勢を調べしむる

考察すると︑先づ悌教のことを法蕊とも︑膳病興薬とも︑桃

は皇漢蕊の所謂家簿の妙薬というもの︑よって其店舗の榊迭

・は磐王の如しともいうより︑蕊を以て嫁えよう︑悌教各宗派

といひ店には結界の中から番頭が眼鏡越しに顧客を眺め︑丁

稚は小倉帯前垂掛けて品物を出し入れする︑叉蕊の包装内容

間一日に三同ということになる︑勿論根治の妙薬には相違な

自から古風であり︑用法に於ても一合半を一合に煎じて一週

いが︑寓事繁忙の時代要求にそわない︒洋蕊の方は一本の注

いる︒更に面白きことは寺院に封する見方が信心より遊覧観

射で即効を見せ︑雰器内葬縛裁常に身逢携帯の便利に出来て

こと現在の通りである︑況んや一般大衆は道徳宗教も無開心

った︒今の寺院を訪弓人も信仰を語る信心の集りよりも︑建

買わない者は本筋の客で無いのみならず御迷惑千菖な客であ

をうけて蹄つたが︑大僻遊廓であって私の様な大夫も郵者も

島原の遊廓に角屋という固壷的の建物があるのを見物した︑

となれば︑弱考は事資上生存の意義を失うこととなる︒此思

築総諜沸像彫刻などを云隔して平気なのは︑寺院本来の側的

賞の封象となって来た︒これにも一例を物語ろう︑此間京都

想善導の責任地位に在る各宗教徒の動向は只其人に放任すべ

ものが宗教である︒宗教心が足りなければ理解と反打力に不

きことなく︑画家が監督策働すべきである︑日本が枇界に示

又建立の鰯主からいえば不屈千寓で︑本年正月に大和法隆寺

二各宝説明芦一れて後に︑主人中川氏の御手前で茶菓の饗雁

すべき唯一の国賓と呼ぱるる萎術品の最大多数が悌教思想の

いかとさえ恩はるる︑新聞によれば五飛塔中心柱の底に納め

金堂が焼失したのは︑本願聖徳太子が卸許容なったのでは無

返し︑相互の信川失堕し︑政治家自鰐も集散合離に没頭する

ことは園蜜の川現を不可能ならしむることになるであらう︒

の難を兎れたとの事で乍隠喜んだ次第である︒日本人のある

られた物さえ公開させようと考えた者も有ったが︑幸に冒涜

階級では信仰心がなく︑信仰なき外園人が物質扱することを

境地が無くなり︑憎悪と闘争雁迫恐怖の世相となることは新
聞の報道によっても明白である︑ここに日本悌教至鰐に就て

即ち国民の精紳に員善美の要意なければ平和︑自由︑安楽の

蛮露結晶である巳上︑其思想の源泉たる沸教を個渇せしむる

足するから︑制令法度の蓮管が回滑ならすして朝令暮改を繰

Ｐ

）

（

鵜春に頁似ている窪で境間数限りである︒そこで寺院側は敢
然として斯る者を一蹴し去って古風一難張りに行くか︑それ
は気前は見上げたものなれども相続者がつつかず自滅の外は
無い︑例えば幕末の慈雲尊者の如き正法律を再興され︑常代の

か︑遠く云はるよ博識大師の高尚なる教化よりも日蓮法然親

明星と仰かれたが︑今日其徳化がどれだけ民衆に働いている．

鴬の教化が六百年の今日大衆に側ているのを見ても︑古法の
みでは宗教の任務は完遂されたといえないであろう︒果た又
た時流に順雁するか︑それには除りにも貧弱である︑殊に今
日は少だの洞堂田は失い︑納税の加砿は世間一列であり︑子

アユ

材を宗派自鰐が教養して巡廻を正確に資行する︒次に寺院の

遺産を有意義に運用することを了解して貰う︒次に有馬の人

賞行出来なければ︑政府をして有名無賃の寺院を削除し︐其

宗派寺院を可及的併合して経費を縮少すること︑若し宗派が

デー

方法はあるが何としても資行力のある新人の登場を待ての事

法式を改良して時機に適する様にせねばならぬ︑其他幾多の

であるから︑此際有識者の御智恵を御願いすることを再言ま

る次第である︒︵清水寺大僧正︶

○・

春ともなれば又々スポーツの時期である︒野球なども既にリーグ

成話はスポーツ粘紳何虚にありやと大分疑はしむるものがある︒

戦が始まって︑同好者達の関心を迎へてゐるが︑冬期の各球圏の編

スポーツは言ふ迄もなく正を堂々さを尊導︑それは日常生活に於

ても之が選手達の身につくことを期せねばならぬも然るに︑球剛も

唯勝つことがスポーツ＠本艦であるが如く︑又選手達も金でアレコ

レと動いて居るかの混剛が長くＪｉ︑尾を引・いてゐるかに外目には感

ぜられる︒どらも正々堂々さがない︒運動は正々堂々と力の限咋を

動はやがて不良の喧嘩と逃夢所がなくなるであらう︒そして又何百

毒す事で︑必ずしも勝つことのみではない︒此の事を失ふ時に︑運

闘倒の契約金が云々されるといふやうな野球選手の動きを聞くが如

きは︑スポーツ粘祁を向上させる所以ではあるまい︒
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弟教養の資源は無く︑檀家の移動礎衰も刺しくて頓よりにす
る灘にも行かず︑給極今日の沈滞に陥って徒らに世間より無
能の潮をうければならぬ︒之れに反し新興の宗教は希望に満
てる青年暦に新鮮なる案気を呼吸せしめ︑壮含事業にも著し
き進展を見せ︑共費源と宜仰の工夫を擬することは彼の新薬・
の宜偉に劣らない．牡倉事業の面にしても︑専門の研究考に
よって施設完備さるるに比し︑沸教側は有合せの建物を利用
し計管頗る貧弱である︒斯る局面を打開するには何としても

識者の指導を仰がねばならぬ︒要するに古風の人達の習癖
は︑進取の気象に乏しふ︑時機を洞察する所なく︑又賞行力
もないから︑明治維新の鍾化の如く︑新日本建設の今は一雁！
落人は退陣して新人の縦横なる活躍を期待することである︒

I

若し果して左様な時節が到来すると蝦定して進言せば︑先づ

国

○祝清宮翁八十塞戸

弘道詩林
夏村田中和三郎︵千葉︺

奥無謹選

︑℃殖︑︑︑︑︑︑︑＄心︑︑︑︑︑︑℃︑℃︑︑Ｅ
︑︑︑︑

先考遺蔑敬似卿︒導入益世且修身︒童顔不老員多幸︒迎得平

和八十春
︵評日︶述其徳︒頚其毒︒奄無遺憾︒

○黒川良安先生六十年祭恭莫江東片口安太郎︹宮巴

も︑芯︑︑︑︑︑︑︑︑︑砥︑︑︑︑ｂ八︑︑︑︑Ｌ

遠尋蘭法事崎陽︒醤圃醤人勲業光︒一峡詩書職作賓︒百年手

︑︑も︑

除十二春︒

︵評日︶斯翁毒幅並至︒功績願著︒請須自重達期頃︒

登高眼下見長岡︒祁剣霊峰天一方︒遠近風光宛如護︒越州集

○春日同友人登高津谷城既千鳥波多良介︹新潟︶
や︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑○○○○○００００Ｏ

︵評日︶一気甑成︒好景迫子目礎之間︒

○００Ｏ
粋是吾郷︒

○松耕陽大塚規ス千葉︶

○００○○００○○○○００○○○○００Ｏ

︵評日︶自是古意︒格調亦高︒

懸蕊枝藩澗︒抱石幹横琴︒瀕堀催天績︒洗篤龍一吟︒

○途恩師望月校長﹄松堂中津寅松︵山梨︶

︑℃︑︑℃︑︑ｂ︑︑︑もも℃も心︑︑︑心︑︑︑︑

︹評臼︶一峡至賓︒名士遺詠︒可以惇後昆︒可以輝雷代︒余亦清聞

︑︑℃︑
淫有遺芳︒

聴逢斯人︒

育英多歳不思身︒精働格勤無比倫︒文化更風功績大︒惜今築

奔閏之情切美︒

号︵評白︶奇事入詩︒紳韻標紗︒追懐情深︒

零津塞懇︵率藷愛紳蝿僻鋸諏潅鑑鯛識僻察準窄︶

嘉果奇談梯徳尊︒輝林蒼古寂光存︒白華山上彩雲族︒愛瓢特

○寄平良文一公一千年祭香城菅谷敏夫︵千葉︶
○○○００○○○○○○○○００００００○○○０Ｏ

︹評白︺短詩能識組合之必要典功績︒

︑︑︑心
欣兎歳飢︒

五穀豊凶難預知︒規成共済蕊全期︒農民働業密安堵︒畢園侃

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑心︑

○詠農業共済組合恵斎兼坂重︵千葉︶

︵昌評︶一般教育界気品低下今日︒見如此之正人︒足以亜人意︒

○立峰斎藤一二︵富山︶
も︑︑︑℃︑埴︑︑︑℃︑︑︑︑ｂ︑︑︑心︑℃埴︑

負笈崎陽多所期︒研修醤肇苦堪思．叉交志士勤王事︒業績長

︑︑︑︑
輝一片碑︒

︵評日︶不獅秀子畢術︒又有志士之面目︒敬仰不己︒

○悼宇井宕陰翁遠逝霞軒鵜野英治︹千葉︶
浄身揮麗筆︒執賓獄郷祁︒玉折今安在︒蕊林欽至仁︒

︑℃︑ｎ℃︑１︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑℃︑遇︑口

︵評白︶簡古能使想故翁生涯︒

○米寿自賀如雪慶野庄作︵茨城︶
八十八齢狸健身︒詩歌馬友意途新︒同思往事荘如夢︒百歳猫

︑殖︑︑︑︑殖︑︑︑︑︑や︑℃︑︑︑︑︑℃もも︑

Ｊ″
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○聞水素爆弾護明有戚無聾奥
震震一一謹驚人耳︒水素爆弾端始啓︒

忠彦

きこりする斧のひびきのこだましてかすみながるる春の遠山

佳作○龍山本未争議和解山梨螺中津松堂

．︵よく盤をなせり︑こだまに春を徴象す︺

山河千里一繋頼︒人畜葛生蓋爆死︒

．○未錦遼者を田隙て禰島螺菅野三郎治

いとかたく凍りしものを里川の長閑けき春に逢いて流るる

割田斧二選

○千葉嬬兼坂秀嶺

皐ぴやに入りえし孫のしらせよむまどにのどけき鴬のこゑ

○↑割田斧二

○折にふれて松江市平井常清

しるべする大人の恵みに高嶺までのぼりてしかな歌の中山

○波多良介ぬしに山口螺柳烏静子

岩の中に貝ある見れば上の代は浦瀬の里も海逢なりけむ

○浦瀬の里をよめる新潟聯波多良介

老の身も園のゆく末思うかなそのおりおりのラジオ聞きつつ

○千葉蝶菅谷義太郎

日の光りとどかぬ隅のある世よしと闇に働く人のあわれさ

り

家の子のつとに手折らむ春の山まかごまじりにもゆるいたど

︑？○いたどり新潟螺波多松二

正道を歩み疲飢てなぼ遠し米代も日にうち迫りつつ

幾歳をいや待ちに待つはらからになさけたぴませ異固の仁

○東京都中村徐風

列弧各自提之雫︒一瞬世界滅亡在︒
天公霊速垂慈心︒一伸紳手救危殆︒
天意或恐減世界︒篤蹟人間汗濁罪︒
大藍問天天不瞥︒只任楓蝿松競起︒

弘道歌園

秀逸○ 折 に ふ れ て 千 葉 蝶 鵜 野 秀 春
おのがじしつとめはげみて日の本をたちかえらせむ我が日の
︵この意気をこそ！力喪く現はる︺

本を

○蛙新潟螺石川勝治

雨もよいしたる夕べを垣の田にあたり占めては唯なくなり
︹初夏の夜の田園・印象的なり︺

○春〃山埼玉螺石川なみ子

︹よくまとまりたり︶

（25〕

〉

式磯野はかすみにきえて仰ぎみる空に浮き立つふじの榊山

裳に能る雲雀の鐸は野の道をゆきゆけど我が頭の上にして

P

I

○春の山禰島螺湯田久毒
、

弘道
秀逗○雑詠

風邪の子の今日も寝て居り灯せる

春の山炭焼く煙り白常と

静かなる孫の寝息や春の雪

嫁ぐ娘の毛麓に桃を挿しにけり

春山の麓に沼ひて養魚場

萎踏や後ろを向ひて手鼻かむ

水の面に映る光りや猫柳

ぼんぼりにきらめく顔の内裏雛

夜撰や空を仰けば星光る

こだまする斧の響や春の山

斧の柄の朽ちて捨てあり春の川

遠足の子等つ質きけり春の山
春の川眺めて居れば眠くなる

佳作○雑詠

幼な子に母もまじりて雛祭

請書やめて障子あければ山笑ふ

春の山若人夢を語り合ふ．

春泥に汚れし下駄の新らしき

壇

早喚の桃を活けり雛祭
ＩＩＪ

東子選

秋埼松東リ1，}

田玉江京烏

柿奈形徐吾
美

禰島吾

松江形堂

東京徐風

刺奈川寂光

頑島畦

山梨松堂

旭

埼玉奈美子

つぎノーに子等登りけり春の山山形不徹

水温むお城の壕や蛙の子福島棒翁
淡雲や癖に臥して幾日か秋田柿漢

瀧柱立ちて朝日に光りをり茨城晴也
花の下酒を汲みをり春の山新潟良介
花幾日はや散りそめぬ春の山同松二

鴬の鳴き去りにけり春の漢同勝治
春雨の瞬前何の人だかり東京水鳥

ふくらめる木交の芽濡らす雨細か高知志秋草

野火焚くや相模の原をこたところ︲紳奈川まとと

木の芽晴れ朝の食事の箸を割る東京愉喜男

遠汽笛一と畝踏て書とする同茂穂
盛り場の灯おとろへ蛙鳴く同菊光
母の傘借り春雨の町に出る同翠棲
塞明の子等道に出て聾高く同秋蟹

春塞や白髪の母により添ひて．同青凡

○旭東子

春↑燈や聖母の像に向以座す・

木の芽垣入試のベルが鳴りわたる

﹃
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本含量報
△薩法溺究雪二月九日︵木︶午後二時・去り
出席者下村剛曾長を始め︑徳川委圃長︑松卒︑

徳川義親氏邸にて節二間瀧法研究念を開催︑

川島︑大杉︑徳山︑小川︑山口︑割州の秀員
一同の際の曲

合せにより︑先づ小畢初畢年よ

出席︑研究念の規約及委員の鈴衡を決定︑第
り高等畢校に至る順序を以て︑川島委員の原

七十九旗︑兎は本含に謹力さる入こと多年其
の功勢大なりしを︒謹んで哀悼の意を表す︒

△護法研究念三月十六日へ木︶徳川委員長
邸にて午後三時より開催︑山口︑徳山三委員
絞席の七増出席︒原案につき審議︑次回より
は小委員を翠げで群議を進めることとし︑七
時削念︒

△定款改正審議三月二十二日午前十時より
本命に於て︑下村剛含提︑野口理事︑割田主
正要項に就き協議せり︒

事及大杉︑勝部雨評議員等出席︑定款一部改

〆

△松平元倉長霊像本愈元含長松卒直亮氏︵

支含第百七十回の常酋を開催せり︑先ず本含

Ｏ豊岡寅酋報告

一知らる︑一曾員

を咲かせ︑午後五時散含せり︒

あり︑何れも疫際の鵠職を以ての話題にて花

覗察旅行の資妖を種々と語り一同感動する所

畢募べきであるとて︑最近九州︑四画地方の

は秋田人は苦努が足らぬ︑大いに他の地方に

校長の外函人の用意の到れる鮎︑又繁田理事

て一Ｍ従成︑次で西田氏の農事経験談︑小野

諸事の押建も繁築も望むことは困難であると

何事にも今日此の精祁に依る所なくしては

弧調す︒

それは換言すれば弘道精祁の鼓吹である﹂と

職工の心構えを徹底的に指導せねばならぬ︑

それにつけても問題なのは恥工である︑即ち

が大なる賓源地であるから蒋来有望であるが

縄てが之を利川せぬ者なし︑幸に淵秋田は之

萩原氏は﹁今日は正にブナ材時代であって︑

富地木工業者の有力者とし一

其の他出席︒

田︑寺田︑宮野︑萩原︑平津︑平山の各含員

事︑敬愛畢園小野校長︑矢田︑照井各師︑西

日の出席者は︑妹尾支含長︑繁田︑屍時雨理

､

⑨八月廿八日二時︒式六七間常育︒於群雲鮪

三輪善之助先生

特別講座﹃豊岡地方の文化﹂一

〔27〕

案に埜き討議︑尚次回の際各委員の研究を柴

に寄附さる・御芳志を感謝す︒

石橋和訓書伯錐︶肯傑を嗣子直図氏より本含

△高瀬博士逝去協賛含員文畢坤士商瀬武次

△定期縄曾本愈第四十八回定期綱曾は別項

めて︑着々決定するこどとし︑五時散念せり︒

郎氏は二〃九日念逝︑享年八十有三歳︑伽に

含告の如く決定︒振て含員諸君の御来含を待
つ︒

○秋鐘支曾報告

支含薫報

哀悼に不堪︑支那哲畢の擢威者︑唯大輪粋教
多大なりき◎本念は謹んで弔意を表せり︒

授たりき・本愈弘辿誌上に多年執繁され功鋳

△入江氏逝去佐倉支含幹事として多年霊力
されし入江昨氏は急性肺炎にて容臓八日逝去

今刺副飼認銅懐評議員太田秀穂氏ば脳溢血に

さる◎御生前の功努を感謝し謹んで哀悼す︒

要領朗読︑次で含員各自の座談倉に入る︒常

二月十八月午後一時より市内仰信寺に於て

△国府氏逝去評議員協焚曾員犀東国府種徳

て静養中なりしが追々糎快︒快癒を瓶る︒

氏は二月二十七日老衰のため逝去さる・享年

１１
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時代の武士邸の持俳堂が︑寺院に韓遥したも

は大古墳の上に在る︒黒須の蓮華院は︑鎌倉

化は三千年前から飴まる︒扇町屋の愛宕祁祇

器の散乱しているのに一驚した︒この地の文

と︑豊岡町最初の踏査の時︑高蕊に︑土器石

一夫正拾壷年や鳥居龍燕博士の武蔵野倉一行

は注目すべきである︒﹂滑全一時間の講演︑曾

風を折る﹄とあり︑斬るでなく︑折るとある

空たるを︑珍亜す大元三尺の刺︑電光影裏春

坤孤筑を卓するに地なし︑只喜ぷ人空法も亦

三年創立の板碑には︑有名な祁元禰師の﹃乾

この誰を支持したい︒元加治村目照寺の元弘

ｅ拾蓋月廿七日一時︑爺七○回常曾︑支酋長

栖闘氏︑古谷氏より弘通官に封する要望あり

曾員三十除名に及ぶとの報告あり︑四郎氏︑

つき講演あり︑繁田くら先生より婦人部新入

割田主事より日本人の祇含性と道徳教ゞ育に

出席者︑繁田支曾長︑抜井副支含長︑繁田く

てう子先生は居村の婦人五名を入含︒感荷︒

⑧九月二○日一時︑式六八四常含︑於群雲館

ら子︑繁田登輿子︑山岸とり子︑津田てう子

邸に第一同婦人部含合を催す︒藤津村の津田

抜井副支命長﹁本日は速くも翠軒先生の拾

者十八名︑有益な講座だった︒

のと想う︒ホゥ︑蓮華院周悶には土墾があり

ますか︒土型の存在は︑武士の居館によく見
られ︑例は翠げて︑埼玉牒史第三巻に詳しい
御地郷土史家の参照研疑をのぞむ︒高倉邑は

やう子︑繁田きみ子︑繁田千代子︑諸井宗卒

吉原たつ子︑田中ちか子︑繁田ぶん︑営麻り

郎︑北田伊典︒

西津昇三郎︑高篠彦卒︑繁田四郎︑田代東三

で︑感激を新たにＬたが︑先生の功業はあれ
以上であったと思う︒至誠至孝なる現支含長

同忌となった︒私︑先生の追悼雛を昨晩読ん

るが︑俄かには従いがたい︒人物だけをいへ

奈良時代︑商倉祁信居住地かとの考誰家もい

ば︑禰信四十八歳のをりへ天平勝賓八年七月

は︑翠軒先生に劣らざる熱意をもって︑毎月

材であったろう︒ 中島利一郎氏は武鏡野誌上

意味である︒幅 信は才識雨っ乍ら卓越せる偉

とは︑高職に就くべきを特に低職に居るとの

階の人が高職に就く際は﹃守﹂と書く︒﹁行﹂

﹁行﹂とは高位の人が底役に就↓く時に記し︑低

上行紫微少弼︑雑武蔵守互寓禰信﹂とあり︑

は観昔経を信仰したが︑人に読いては︑必ら

闘﹁翁の常食は萎飯だ︒敬服した︒晩年︑翁

があって︑翁の一生は登龍鮎備となった﹂栖

動時代︑第三は信仰内省の時代︑との第三期

となるや第一は家政復興時代︑第二は祇曾活

て一言⁝⁝︒﹂割田主事﹁翠軒翁の生涯は三期

附して私も努力したいと考える︒司含者とし

鹿鳴鎗の夜の女よ﹂と書き立てた前来の誕筆

盛況裡に総了した︒翌日︑新聞は﹁姪婦よ︑

二時間鮭の北海道教育夏期講習倉は︑かくて

子でございます．⁝：﹂轄衆はシーンとなった

略い歯がチラと露われるｏ﹁わたくし︑下田歌

た︒明膝である︒笑みをたたえた唇が綻び︑

﹁麗人講師は︑ひとわたり︑場内を見まわし︑

講演﹃これからの婦人﹄割田主事殿

八日︶・署名した﹁法隆寺献物帳﹂に﹃従四位

遺志を縫績さるる︒感謝に堪えない︒瞳尾に

に﹁高麗は原義員Ｃｌ尽冒う三吋

は﹁外腎あらしめば綱理大臣たるべＬ−惜し

を陳謝した︒明治の世の話である︒下田先生

︵二四年四月読︶

︵大郡︑大
落︶
︶で︑ 改姓の高倉も︑朝鮮語を
大部落

のである︒﹂三畔半︑松崎正迩︑清水亮昇雨師
の司宰にて追編式を行い︑墓参後散菅した︒

んにち︑酒席にはんくって醜聞を流す婦人代

美︒﹂といわれたほどの才色兼備の女傑で︑こ

ず︑道徳を先きにし宗教を後にした︒豪いも

⑥拾月汁日一時︑二六九常曾︑亦た群雲館に

もｚＬすれば属︵−１冒再︹大函︑大部落︶であ

る︒日本語の倉も︑朝鮮語嵐§属目︵倉︑
蔵︶と︑同語原である﹂と述べられた︑私も
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議士などと逢い︑人心牧撹の才能に秀でていばかりの新年呪賀含を開き︑寒風︑肌を鯵く

は口より出づるといふこと︑要約すれば﹁君

●自ら口震を求む﹂とぱふのです︒山は虎︑頃

同権といっても︑法律が定めたのは基本的の在の支含婦人部曾員次名は︑つぎのとほりで

の象になれば︑い上んだが︑大勢からすれば

て身を養亡との善めである︒これが︑津臨

子は言語をつつしんで徳を高め︑飲食を節し

〃

たのである︒これからの婦人は︑︒第一︑男女夕景︑挟を分った︒なほ︑二五年三月末日現
ものに過ぎず︑婦人には︑婦人としての天職ある︒︹五十一音ｐ入倉順︶

行路難の歳ですね︒﹄栖開氏﹃国家再建に︑外

使命のあることを忘れてはならぬ︒第二に︑浅見ふみ子︹黒須︺大竹郁子︵高萩︺飯塚しな
教義を高め︑良人のよき協力者たりうるだけ子︵扇町屋︶井ヶ田いね子︹黒須︺宇田川道子

は︑月図の長所をもって︑自圃の短所を征服

図の思想を借りるもよいが︑最も肝要なこと

するにある︒耳には︑トンネル耳︑飾耳︑金

の文化人となることが必要である︒﹂︵拍手︺︵町屋︶小林かく子︵黒須︺近藤記代子︵同︶小室

夜来の雨露れ︑春のような日和︑支曾長よ︲︵藤津︶斎藤よし子︹黒須︺孫藤たれ子︵町屋︺津

⑨拾誠月廿四日︑式七一回常曾︑茶舗に︒みち代子︵同︶蒲藤美代子︹所津︶津田てう子

困るし︑残ったものが粕ばかりでも弱る︒叡

掘り耳とあごＬ︑右から聞堕Ｌ左へ筒抜けも

曾した︒

いものである︒﹄曾者十五名︒盛命裡に四時閉

智をもって︑庭理を把握する全掘り耳が欲し

げ噺し﹂︑割田主事より一︲本曾濯法研究官の組︵町屋︶鈴木すゑょ子︵同︶鈴木キミ子︹黒須︺田

︵町屋︺吉原だつ子︹同︶横田てる子︵同︶吉野忠

（29）

り一年間の慰努あり︑栖開氏より﹁婦郷みや田こう子︵藤津︶粥藤たけ子︹同︶鈴木たか子
縦と目的と理想﹂とにつき高話あり︑微をつ一中孝子︹東京都結婚相談所長︶田中ちか子︹町

くして四時散脅した︒屋︶常墜姦美子︹黒須︶中村しげ子︵同︶野村は
三月五日府馬町小畢校に支曾役員倉を開催くま子︹同︶繁田輝子︵同︶繁田貴美子︹同︶繁田

Ｏ東部支曾報告る子︹同︺繁田笠典子︵同︺繁田くら子︵同︺繁川

して︑曾員死亡者の曾葬︑災害等に開する慰たけの︹藤津︺橋本とみ子︹同︺繁田きみ子︹無

春季支含総含井に講演倉に閲する件を主題とふさ子︵同︶繁田夢ん︵同︺繁田ふみ子︹同︶橋本

間︑善行署の表彰等に付ての没行方法に就き須︶前野絹子︵藤津︺水村しま子︹黒須︶宮岡り
協議をなし︑謹食を共にして後支曾の事業共やう子︵同︶森あや子︹薦刈場︶山岸とり子︹黒

○遭岡支含報告

他に付て懇談を重ねたり︒ゞ領︶山岸フミ子︹同︺山畑よし子︵同︶横田まん

一時︑繁田園茶舗に開く︒割田主事殿臨席︑●式七参同常含︑武月廿六日一時半︑於茶舗︒

○第謙七式間常曾︒昭和誠拾五年壷月廿九日子︵同︶

〆

毎回ながら有益なる講話︑一時間徐にわたる︒高篠﹃例により︑今年の易象について申上
ついで︑鈴木栖開氏より新春の所感あり︒形げる︒今年の易は﹁山雷︑貞吉にして頭を観︑

ｰ

Ｐ﹄

●

髭孝行のうた

○

いろは四十八首

山岡千珂子

親を敬ふ道はをしへよ

に西東まだわきまへぬ幼子に

つくすが孝の道とこそしれ

ぼ骨を折り身を粉にしても親の馬

守るが孝の道にぞありける

へへだてなき親子の仲も彊節を

やわらかきものえらぶべきかな

と年老いて歯もよわりゆく親のため

ち父母はわが子の馬に辛さをも

わすれて粉骨砕心をする
ｈ変律義なる親の教を守る子は
世の人々のか営みなりけり

この戦争中より経戦後に亘って︑若き人の中には︑あまりにも親
しく老人の歎き寒心に堪へぬものがあります︒

を忘れ︑親をないがしろにし︑親を侮辱し︑見るに見かぬる事移

子の上をのみ親は案じて

（30）

ぬいば玉の夜もねむり得ず蹄り遅き

つ夢さに告げて心安めよ

る留守まもる老たる親に行先を

ものをいふとも心せよ子ら

馬を老先のみじかくなりしおやのため

死しても悔のなからむ事を﹃

わ忘るなょ親のあるまに孝行し

かかほ色を先づ・和げてものいへょ
子にも遠慮を親はするなり

おやの守りをわするなよ子ら

よ世にたちて人の信用うくるとも

おやの誠ははてなかりけり

たたとへ世はかはりゅくとも子を思ふ

ねがへる親ぞ掌とかりける

れ廉潔を信僚として世にたてと

I

尤昔もその事多かりしとか︑考恕といふ書物にも︑上は皇帝より
下は庶人にいたるまで︑孝悌の逆を審かに訓されてあります︒
世の中進むにつれて︑知能を重く賞讃し︑知能ある人を以て︑

最上とせし傾向となりましたため︑一層この弊に階りたるものの
この比思ふ鹿あり︑いろは四十八文字によそへて︑この歌をつ

やうに考へられます︒

○

くって見た課であります︒．

い色々の善行あれど人として
おや孝行をするが第一

ろ論よりも護振なりけり親孝行
する人の上に仕合せは采る

親孝行の一つなりけり

ははらからが仲むつまじくするもまた

■ｆｇ

、

祁先をば大切にして祭るこそ

え笑顔して親に物いふ人はまた

こ子をおもふ其の心もておやの上に

さ上げて笑める顔見たきかな

すすのものを好みたまへる父上に

とどこほりなくすましさ上げむ

せせんたくも叶はぬまでになりし母

をしへ給へり固く守らん
可もものいへばゑみてうけかふたらちぬの
親のよろこび見るぞうれしき

ひ聖より孝行の逆つはらかに

つらき思ひをさせぬ子は孝

ゑ遠慮勝の親にはことに心して

そ賞ろ歩きも子らはつきそふ
し死して後何手．向けてもめさぬなり
息あるうちに参らせょ好物

み耳もはや速くなりにし親なれば

かならずすなと娘いふなり

めめにかすみか上れる母に縫物は

湯くみ脊あらひよくと画く嫁

ゆゅあみとを下りたつ親につきそひて

俄に呼吸のとまることあり

ききをつけよ老いにし親はともすれば

こ上ろをくばる我が子嬉しや

ささむからむ暑からむとて老いし親に

老いたる親をあなどるな子よ

ああ上せうと働く事も出来ぬとて

いたはれよ子らいたはれよ子ら

其の子も親にやさしかりけり

及ぽさむかな親のある人

親孝行の基なりけれ
杖とすがり柱と頼む老し親を

て手も足も叶はいまで親は老ゆ

︾あはれとは見ょ朝夕に

いたはらずしてすむべきや子ら
年々に老いの加はる親なれば
なみｊ︑の苦努にあらず手一つに
子をぱ育て入世にたてし母
らくといふらくはのぞまで我をかく
育てくれたる親ぞ尊き
むりいふも大慈の露を我はうけ
薫育せられし有難き親
鵜の毛ほどいつはりのなき二親に
にた喉と人のいふぞ嬉しき

もつ子は殊に仕合せに・して

亥の如き勢ひありし父ながら
老いては起居も苦しげに見ゆ
法の道に深き信仰ある親を

敬ふべきは常然のこと．

おしものの足はい批にもその忠ひ
親にはいはい孝行の子は
ぐろうして育てくれたる親の上は
露の千いまも忘るべしゃば
やから皆心あはせて祁父父母を
まどころは親に通ずるものぞかし
口にはよしやいたさユリとも
けなげにも歩めぬ母を脊負ひつ火
花見せたりき山陽先生
夫婦仲むつまじくして蕪を揃へ
おやに仕へょ家策ゅなり
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含告
○日本弘道含第四十八同定期総曾
や告
一︑日時昭和二十五年四月三十日
︵日︶午前十時

一︑場所東京都千代田厘西祁田二丁

目一番地日本弘道倉館

回祭事
○本曾故正副含長及物故含員年祭
︵曾長祭丈︑支曾長代表祭丈︑含長︑遺族︑
含員代表玉串奉糞︶

園祇賀式
○本倉役員及功勢者毒昌祝賀式
︵酋長祁鮮︑記念品贈呈︑毒昌者代表答餅︶

回書一食︵鉾富を呈す︶︲

回定期総曹
○定款一部改正の件
○昭和二十四年度決算報告
○昭和二十五年度諜算報告
○昭和二十四年度事業報告
○記念講演︵講師未定︶︵午後一時半︺
○含員感想護表
○泊翁先生墓参︹午後三時半︶
︹文京睡駒込林町莞源寺にて︺
︹排詩の用意がありますので︑四四
一月二十五日

編輯後記

○新年度第一統の編韓を雑りました︒・先づ本

年度は表紙をつけ︑増頁して︑多少なり雑誌
らしい催裁を術へることと致します︒併し我
々の事業は趣済上からも容易ならぬものがあ
りますので︑本年は一苦努を畳悟して居りま
す︒官費も六拾回といふ巻煙草一個代の低額
ではとてもどうにもなりませんので︑評議員
倉の議な漣て値上げさせて頂きます︑お互に

容易ならぬ今日ですが︑賞状を御諒承下さっ
て御協力をお願ひ致します︒

先生や御芳志で見るべき内容を備へ・・堤ことは

○本瀧には大杉教授の祇含科の道徳教育の問
題︑これは先生方のよき指針であります︑又
副島先生のは現代の悪風潮たるエロについて
如何に反省し竜如何に進むぺきかについて親
切に説かれたものです︑それから︑松卒夫人
の談話は︑欧米の蜜朕を我々が理解するに尊
いもので︑自由放縦に流るる子女︑放任にあ
る母の子供の教育の上に何を登ればならぬか
が考へられます︑山崎︑山田雨先生の食生活
問題︑これも重大な今後の課題です︑我奄は
深く考へたいものです︑ともかく今胤詫は諸

ｌ︲︲︲︲Ｉ

何よりでした︑今後皆様の一層の御指導をお
願ひ致します︒四月三十日には第四拾八回定
期細曾を開きます︑多数御出席下さって︑教
化の上に愈令協力を書ひたいと思ひます︒
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編輯人
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昭和二十五年四月一日蕊行
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本曾編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌麿告の件については奇

園封入の方に塗付す︒

する外に種為の特典あり︑規則詩は郵券八

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

一ヶ年含費金百載拾圏を排込み入曾の手績

弘道曾入含手織

弘道責債一筋金威拾園也

I

〆
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内曾道弘本日
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