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一

生きる力

ｒ川Ⅱ

近来の遊興容を調べて見ると︑統制時代の役人達が命壮筋からの
招待︑税務開係者の招待されたもの︑又個人としては︑弧盗︑泥坊︑

欺侭︑牧賄︑横領︑間屋或は賭事の幅運者等々といったものが最も
る︒今から十五年二十年前︑十脚札一枚あれば相常な飲食が旧来た

多いさうである︒・我々は此の事を聞いてなるほどなアと思はせられ

のに苦しんで居る時に︑何千側といふ宴含に臆面目な吸入者の参加

頃なら兎も角︑今日純食事の一家の生活我が収入の七割八割といふ
出来よう筈がないからである︒

べき率が恰・も日常茶飯事化して︑あはれ閏民の祁輝は擁蝉させられ

今日新聞の三而を日毎に賑はしてゐるものに︑五十閥︑百甑は愚
か一億などと云ふ公金横領の若者怪談があり︑何千両側にも及募強
盗風などといふのが績々と明るみに出てくる︒そして斯様な驚異す
てさへ居る︒然も其等は悉く若者達であるが︑それが一ヶ月或は二
ケ月三ケ月の後に捕えられて見ると︑其の巨額の金が殆んど遊興菱

成る程敗職の不幸と云︑ざ﹂とは︑誠に悲しむべき大きな打準であ

世には此の現焚の世界を否定して生を断つ者もあるが︑さう云ふ
人にも何かの理想や目的といふものがあってのことで︑此の現庇以
外の他の枇界に自分の世界を求めようといったものが︑よし漫然と
し一Ｌでも其の心にあることである︒然るに今日の若人のデカダン達
には此の世彼の世を間はず何物も自己を頼む所がないとあらば︑そ
れで生の否定は出来ない︒罪に追はるＬといった心だけでは決して
死ねるものではないからで︑捕えられたらそれまでのこと︑それま
では逃げ一Ｌ逃げやうとするだけであらう︒既に紡祁は自殺者で︑唯
肉磯だけ遊興のために生きたいのである︒こ上でよく考へて賞ひた
いのである︒生きたいといふのは此の世を肯定してゐることであ
る︒そし一Ｌ生きたいと云ふ欲望があらぱそれは此の世に何かを望み
理想とし目的がある一・﹂とを意味するといふものである︒遊興も勝た
飲食も生きる偽めの方仙でそれは目的となるものである筈がないか
ら︑それは常然遊興ではなく他のものでなければならない︒

る︒併し人間の生きやうとする本来の力はより深く襲いものであ

る︒否何物の外からの力よりも弧力なものである︒そして生きやう
とする力は何物か詮求めてゐることを物語るものであ︒元来政治的
な種々の動きな万一と云ふものは︑此の本来の人間の生きる力が持つ
目的から言へぼ一つの方便のことで︑やれ帝幽主義︑証官主義︑民
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で消えて居るのを見て﹁遊興客はなるほ〆一﹂と説くばかりである︒

主々義といった動きはそれへのアガキの一・つ；ｌ︑に過ぎない︒人間
はより深い力一超以て︑失敗を正ねつょ苦しみつ上人間の平和︑・幸禰

繁柴といったものへの望み詮絶つことなし足自己を侍を人間を

らう︒︵知己庵︶

1

侍んで生きんとするものであることを考へたい︒再建祁幽を双肩に
据ふ今日の若人達は︑此の人川の本来の生きんとする扱い力を考へ
敗職による打躍にも堪へて︑より弧く自己を信じ︑より深く泣を信じ
反省し官吏めて何故に人間は生きやつとする弧い力をもつのか︑
その弧い力は何を鰐さん儒めであらうかを深く考へて見るべきであ

1当

彼等若者達のかく歩む通を見ると︑彼等が不正を敢てして迄欲し
﹂がる金峰一機何の目的のためであるかがよく判る︒彼等は決して
反而日な生活に困るからでもなく︑又瞳面目に人生を考へてその口
標へ急ぐが篤の若気から誤る不正といふのでもない︒それは唯勢少
なくして然も最大の遊興がしたいだけのことで︑一向に人間に理想
も日的も考へないデカダンなのである︒思ふにこれは敗職といふ厳

悲しむ．●へきこと憐れな．ことである︒︒

J
I

しい現狂によって︑向らを向ら棄てると共に︑人間に頼むべき何物
をも否定するといふ締祁自・殺考となって居るのであって︑然も肉磯
・的に生きる欲望は拾一しられないといふ動物的生涌にあるのであらう
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一

教育史上より見たる

耐含科の性格

ソ聯邦に於いて一初めて杜倉科といふ名糖の現はれたのは新

格の確立は将来の護展に期待すべきであると思ふ︒

雪経済政策時代即ちネップ時代であるや弓である︒千九百二十

三年のソ聯邦の教則に依れば統一努働単校即ち普通教育の全
教材を三つの欄に分かつ芯︒その中央は努働の欄噂其の左

に﹁吐含科と道徳教育︲一と題する大杉教授の極めて有益にし

本誌第五十九巻第六百五十五鏡︵昭和二十五年三・四用雅︶

るコムプレックスを三つに分科せるものである︒コムプレッ

のである︒これは戦時共産主義時代に於ける労働を中心とす

なく︑﹁統一的複的題材の一側面叉は一槻鮎として授けられる

は従来の壌校に於けるが如く各教科を分離濁立せしむること

吉田能へ次
て適切なる論文を拝読致し喪した︒筆者はそれを敷術する意

右に﹁自然︲一と一祉含﹂の二欄を置いた夕而して各欄の教材

味を以て教育史上に現はれたる杜舎科の由来と愛遷とを約叙

クスとは綜合又は復合の義で︑抽象と分解とを避けて具鰐と

法の如く抽象作用に依って分解と綜合とに努め概念と判断と

綜合とを旨とするものである︒此の方法はヘルバルトの教授

豊校科目としての吐曾科は︑最も新しく護生したるもので

を明確にすることに反封して全徽を直概して具磯的に事物を

いと考へる次第である︒

それを採用して居る園も極めて少く︑公式に法規に於いてこ

考察することを旨とするものである︒十九世紀に於ける西洋

して杜禽科の性格を究明し︑将来の健全なる護展に寄輿した

星国だけでないかと恩ばれる︒尤も北米合衆闘の中には第一

れを認めて居るのは我が国以外では恐くはソ聯邦及びその衛

ても奮来の漠然たる直観とか直受とかを棄てて精密に事物を

文化は分化と分業とに依って急速の進歩を遂げ︑畢術に於い

次世界戦争以前から一ゾーシャル・サイェンセスー即ち牡曾

の如きも専門望的に多数の教科に細分せらる上に至った︒従

分析し調査することを旨とするに至った︒かくして畢校科目

せられて居たものが︑文科の中より歴史地理を凋立の教科と

に所為に見られたのである９それが恐くは我が国の現行教育
制度の杜含科の母鵠であるかも知れぬ︒併し現今でも杜曾科
といふ名稚は米国に行はれて居るか何うかは承知して居な

なし︑腰史の中にも政治史と文化史とが分たれ︑との文化史

諸科畢なる名稲は小畢校及びハイスクールなどの教科課程中

い︒尤も壮曾研究といふ名目はあった︒執れにせよ似ソ聯の

の中でも経済史とか文畢史とか雲術史とかが分離して教授せ

来はう言一オーラ即ち文科とレァーリェン即ち資科と二大分

それとは卿か性格矛異にして居るが︑杜含科といふ教授の性

︑

弔凹
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に経湾地理とか商業地理とかに分たれた︒理科の中にも物理

られるに至った︒地理も亦自然地理と人文地理どに分れｂ更

的生活に印して互に連開して教授することを旨とするものと

科にありては杜含生活に開するあらゆる教材を綜合的に具鶴

献含とに綜合して教授するのである︒か上る趣旨に軽く壮含

震頗る複雑多岐となり︑各科の教授にありても専ら抽象と分析

ることを杜含科の任務とする黙は共通であっても︑如何なる

る︒社命生活に開する事資をありのま上に班解し認識せしむ

かくの如き意味の祇含科の中にも自ら幾多の類型が存在す

解すべきである︒

とに依って知識と判断との精密と確資とを期する傾向を生じ

とかの教科も猫立するに至った︒かくして望校の教科課程は

化畢の外に生物豊が起り︑更に地質︑鍍物とか︑動物︑柚物

た︒その結果として教育が具燈的現責と遊離して日常生活に

に依り人に依って其の見解が異なるを免れない︒換言すれば

杜含槻人生観の相違は必然的に吐含科の性格にも種別が出て

牡曾生活を理想とすべきかといふ問題になると図に依り牡曾

来る︒ソ聯邦にありては共産主義に無く吐禽槻人生観を探川

直接に役立たぬ弊害も生じたのである︒かくして豊校教育は
た︒依って教科課程を単純なるものに復師し︑具篭的に綜合

して居るのであるから聴祇含科の頑要任務は共産主義的杜蒋

（2）

壮含及び家庭に於ける資際生活に役立たぬとの非難が起っ
的に賞用に適するものとせねばならぬとの反動論を生じた︒

観を教授することにあった︒ソ聯は革命雷初から共産主義思

ックス法とは元来は自由主義思想に基くもので︑所謂新教育

これ彼の未分科教授などの新教育諭の生じた一原因である︒

運動の間に護生せるものである︒常一初のソ聯邦の代表的教育

十九世紀より二十世紀の初期に流行せる新教育運動の主張も

リヒトなどの流を汲んで生れたものである︒其の極端なるも

畢者プロンスキーの論著が我が国新教育思想家の間に愛護せ

働統一畢校と穂し︑コムプレックス法を旨とした︒コムプレ

のは一切の教科目の分化を塵して児童の生活そのものに即し

られたのはこれが癌めである︒然るに新経済時代に入りて杜

想の喧陣には極力努力したのであるが︑畢校教育としては労

て全一的に未分科的に教授をなすべしと主張するのである︒

此にあったのである︒コムプレックス法も要するにか上る思

所謂生活望校などの名稲もか上る思潮より起ったものであ

せられ︑ピンケヰッチの教育皇読がソ聯邦教育の代表者とな

曾科が︾分離せらる上やブロンスキーは自由主義者として排斥

潮の一流浜であって魁直接には猫逸のゲザンムト︒ウンテル

る︒ソ聯邦一初期の統合勢働畢校とはソ聯邦の見たる努働科を

った︒腫曾科の任務に開しても明瞭に共産主義思想の教化を

以って唯一の教科とせるものなのである︒その中にて自然に

開する事項と就含に開する事項とを分離するにしても︑醤教

旨とすべきことが論かる上に至った︒かくして杜曾科と言へ

千

育の如く細かな教科目を猫立せしめるものではなく︑自然と
／

義を説くものと解せらる里に至ったのもか比る事情に依るの

て科肇的壮含主義と濡した︒杜含科畢と言へぱ直ちに共産主

スに依って主唱せられたもので︑理論主義的吐曾主義に封し

ぱ共産主義を教授する教科と解せられた︒共産主義はマルク

機開と見徹すのであるから特に杜曾科の潟めに多くの時間を

邦にありては畢校教育全鵠が共産主義的イデオロギー資現の

に於いて僅かに毎週一時間を配常するに過ぎない︒蓋しソ聯

・次減少し︑千九百三十六年の教則にては第四第五第六の翠年

ては各二時間を配富して居る︒その後祇曾科の教授時数を漸

北米合衆園に於ける吐禽野の現状は筆者は能く承知して居

配営することを必要と篤さなくなったのである︒

である︒我が園に於いて牡愈科皐の研究とぼ共産主義の研究
と解せらる上ととのあるはこれが篇めである︒併し乍ら我が

閲の単校科目としての杜含科はそれと無開係であることは言
ピンヶヰッチば教授法に閲しても詳細に論評を加へて居る

査ともいふべきものであった︒尤も歴史︑地瑚︑公民︑倫理

に見られたのであるが︑これは地理又は公民に開する礎態調

な賂所謂﹁杜禽研究︲一なる口は先年来往為にして課程表中

が要するに依然としてコンプックス法即ち綜合法を主張して

等を抱括してソーシャル・サイェンセス︵肺脅諸科単︶と稲

科教誇槻も幾分含まれては居るのであるが︑これを一個の教

（3）

を川ひざる所である︒

めて一定の教授時間を配鴬することは排斥して居る︒而して

居る︒ネップ時代の教則も亦佃海の教科を孤立分離猫立せし

する事例は二十世紀の初め甑より或州の単科課税には見られ
た此の脈愈諸科蕊を群して吐命科と呼ぶ場鉾にも綜へ同的未分

織的に典へ得ざる鮎にあった︒果して新経滴政策に即雁する

科と見るのとは鞘趣きを異にして居ると忠ふ︒何故ならばそ

其の映陥はピンヶヰッチも自兇せるが如く締確なる知識を組
教育的故果を繋げ得なかった︒この鮪に淵して国内に咽非難

居るに過ぎないからである︒尤も是等の教科は教育史上執れ

も近作的のもので︑︲それが猫立して一教科となったことも比

れには歴史とか地抑とか公民とか倫理とかの教科が集合して

千九百二十八年以後の五箇年計荊時代に入りては畢校教育の

較的に新しい︒修身と公民とは悌固革命時代に初まり歴史と

の蕊が商まり政府部内にも議論が起り千九百二十七年には新

全般目的を共産主義杜曾の建設者を養成するにあると明示し

教育を溌布して各教科を獅立せしめ一定の時間を配鴬した︒

同時に杜禽科を特設して共産主義イデオロギーを教授するこ

に磯達し特に十九世紀未より一吐曾的﹂といふモットーが思

地理も近代国家と共に起った︒北米合衆閏では吐禽思想が夙

想界の指導原理となり︑政治︐経湾︑教育︑道徳等の問題は

とを其の任務と規定した︒千九百三十二年の改訂教則では斌
禽科の偏めに第一年と第二年にてぱ毎週二時間︑第三肇年に

砦牡舎的即ちソーシャルに解決せらるべきものと老へら氷

１１

ては三時間︑ 第四畢年にては四時間︑第五肇年と第六皐年に

１１
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た︒又そのソーシャルといふのはソーシャル・デモクラシー
の趣旨であるから恰も米国の思想国是と見倣すことも出来る

○

終戦後流行紳のやうに悉くがトリッヵれたものに﹁民主交義﹂と

ル・デモクラシーの原理に依って説明せらるべきものと解す

れ神になり︑書籍の題でも︑雑誌原稿の見出しにでも︵内容は兎も

る︒所が終戦五年のこの頃ともなると︑あれほどの流行榊も大分陵

いふ言葉があった︒猫も杓子も口渥しないものはなかったものであ

るときは︑これ等を綜合して壮舎豊科と見ることも出来る鐸

角として︶此の民主滝義といふ文字は引込めないと責れゆきが悪い

のである︒歴史とか地理とか公民とか倫理とかば皆ソーシャ

であるが︑その内容は依然として種為なる教科が包含せられ

が切り換へられ︑訓練が身につくものではないのに︑日本では単に

義も蓋み方を畳えた位ですぐと陵れる︒民主掩義はそんなに早く心

結ひ斑へた頃には陵れるといった流行と殆んど同じである︒民主糞

うに︑まだ切れないに次の流行が来る︒婦人の髪の結び方のやっと

人の流行は気短かであって︑日傘の柄やスカートの長短の流行のや

か躍れて別の看板の流行となったことが恩ひ出される︒どうも日本

大正の時代にも民主盈義は大流行をしたことがあったが︑何時し

といふ︒それ程嫌はれ出したさうであるｑ

にして歴史とか地理とか公民とかの教科以外に置かる上ので
あるが通それは渦立の教科といふよりし寧ろ一献命生活に開
する自由研究﹂とも言ふくきもので︑潤立の教科といふこと
ば趣を異にして居ると恩ふ︒その題材も亦地理的のものも公
民的のものもある課である︒而して歴史と地理とを分離して
取扱ふべきか公民と倫理と一燈として取扱ふべきかといふ問
題に開しても教育史上では幾多の愛遷と沿革とがあり魁又そ

モク｜フシー﹂の言は腰れないし︑それを目標に訓練も止まない︑我

言葉の流行であって︑心の革命がない︒欧米では何十年経っても﹁デ

々はこんなことで民主堂義をして一時の流行として総らすわこと勿

の利害に開する議論も種為あるのであるが︑米園式の杜曾科
にありては各方面より牡含生活を考察することを怠ってはな

れ︑そして文化図家も︑永遠の平和も︒

を促すものと老へる次第である︒
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るのである︒﹁祇曾研究﹂を祇含科といふ場合には梢趣きを異

ｔ国

らぬ︒此の惹味に於いて大杉教授の論文は教育界に大に反省
︵四五︑四︑二九×顧問・文畢博士︶

、
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家庭裁判所の話
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七

そもそも一︲家一とは何かといえば心民法では︑戸主と家族

とをもって構成された親族の一国を申します︒これを一番具

りますと︑まずその筆頭に戸主というのがあり︑その次に妻

織化しているのが心例の戸籍です︒以前の戸籍をごらんにな

長男池二男︑長女掴二女など多数の家嫉が名を列ねておりま

す︒あの親族の一風ｌあれが呈蚕なのです．

﹁家ｉ−には必ず戸主があります︒戸主は家族を統率しそれを

支配するものであり︑家族は戸主に従鴎してその支配に服す

であり︑家族制度と稲するものであります︒家族が結婚しよ

るものであります︒この支配服従の開係がすなわち家の制度

少年︑剛方のお話をしなければならぬわけですが︑時間の都合もあ

た︒もしその同意を得ないで結婿すると︑離籍されてしまう

うとする場合は︑ま水戸主の同意を得なければならなかっ

また戸主には家族に封して居所を指定する椛利があり︑もし

戸主の指定した居所に住まわないと職これまた離籍されてし

ところの民法も︑この憲法の大精祁に則って制定されねばな

ぬとしております︒そこでわれわれの家庭生活の規範である

にあって︑一方には権力を以て他を支配するものがあり︑他

家族の上に臨んでいたのですが︑このようにして一つ家の中

かように戸主にはかなり弧い椛利があり︑この椛力を以て

まう︒

らぬわけでありまして脳その紬果︑古い体統をもち︑かなり

ずからなくなるわけであり︑﹁家﹂の腰止もしくは家の制度の

を否認してしまったのです︒戸主がなくなれば家の制度も自

ることになりますから︑新民法は︑ますこの戸主というもの

認めるということは︑憲法のいわゆる人間平等の原則に反す

方にはその権力に服するものがあるという権力服従の関係を

の制度を溌止したことでありましょう︒

改正の第一に筆げられるのは︑何といっても奮来の一︲家﹂

一家﹂の制度の康止

なくなりました︒

封建的色彩の強かった明治民法も聯大幅の改正を見ざるを得

の尊厳と雨性の本質的平等とに立脚して管まれなければなら

ご承知のように︑新憲法は︑われわれの家庭生活は恥個人

民法︑改正一

けを申し上げることにいたしたいと存じます︒

りますから︑ここでは家庭問題を取扱う場合の家庭裁判所のお話だ

のが家庭裁判所で︑従って家庭裁判所の話をするとなると︑家事と

扱う裁判所です︒従来あった家事審判所と少年器判所とを合一した

家庭裁判所は家庭事件を取扱うだけでなく︑少年の保護事件をも取

庭丙のいざこざを解決するだけの裁判所という風に考えがちですが

家庭裁判一所と申しますと︑その持つ名櫛の樽から︑人は直ぐに家

常
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山

外ならぬのであります︒

︑

慶止ということば︑いわば︑戸主の制度の腰止ということに
家督相績の塵止

戸主の制度がなくなりますと︑家督相綾というものも︑自

ました︒すなわち第一順位の子供がある場合には︑子供とと

偶者はどんな場合でも相続樫を失わないということにいたし

もに︒第二順位の祝が財産を相綾する場合ぱ膨税とともに︒

その柏線分は子供と共にする場合は︑全財産の三分の一筋

綾するのです︒

第三順位の兄弟姉妹が相綾する場合は︑兄弟姉妹とともに相

税と共にする場合は二分の一︑兄弟姉妹と共にする場合は三

然あり得ないことになります︒何となれば︑家督相続とは︑
つまり戸︑王権の相談を意味するに姓ならぬのであり︑家督相

もつとも︑被相統人が︑別段の通言をすれば話は別になり

姉妹もなければ︑配偶者は全財産を相続するわけです︒

分の二︑ということになっております︒もし子供も親も兄弟

綾人が戸主の座につくことを意味するに外ならぬからであり
ます︒

均分相績

るような遺言をしてはなりません︒遺留分というのは︑相綾

ます︒しかしその場合でも被相綾人ぱ相綾人の遥留分を害す

人が相絞の際に取得することを法律上保読されている最小限

度の財産額をいうのでありまして︑兄弟姉妹には遺留分ほ認

められておりませんが︑直系卑蹄及び直系卑馬と配偶春が相

続人である場合は全財産の二分の一︑直系尊馬及び直系尊馬

と配偶者が和綾人の場合は三分の一︵配偶考だけが相綾人の

場合も同じ︶・これが遺留分として相績人のために法律が保誰

している財康の最小限です︒だから遺言者はこの額だけば除

外して造言しなければならぬわけです︒

新憲法では︑僻姻は雨性の合意のみによって成立するとさ

婚姻の自由

れておりますから︑新憲法でもこれを原則とし︐ただ未成年

司可

従来は︑家督相綴人たる長男が︑家督を相続して戸主の所
有していた全財産を承耀してしまうというのが多くの場合の

事例であり︑二男三男などは少しも分け前に預ることができ
なかった︒均しく税の子でありながら一全財産を紺綾するもの

あり通相綴し得ないものあり︑相続することができたとして
も︑その︾分量に甚しい差等があるということは︑これまた人

間平等の原則に反する︒そこで新民法では︑遺産は︑これを
相綾し得るものの間で均等に分配するということにいたしま
した︒そして相綾の順位は脳第一番には子供︵世系卑馬︲｜で
す︒子供のない場合は第二順位として親︵直系軍馬︶︑や供も

親もない場合は第三順位として死者の兄弟姉妹ということに
ところで配偶者︵例えば妻︶は従来は︑優先的には財産を

なっております︒

和綴する権利がなかったのでありますが︑今度の民法では配
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I

来は男が満三十歳︑女が浦二十五歳に達しない限り︑婚姻に

者が婚姻する場合だけ親の同意を要することにしました︒従

いいなどという趣旨では決してありません︒

だからであります︒しかし親を無税し︑嘘手気儀にやって唯

ぎであるばかりでぼく︑個人の尊厳と人間の自由を侵すもの

れがいわゆる一結婚の︑自油一ということの謂です︒これによ

というものではありますまい︒法律は道徳の最小限のもので

さえ側れなければ︑道徳上どんなⅢ逢ったことをしてもよい

りますが︑同時に迩徳の世界にも生きているのです︒法律に

元来やわれわれば法律の世界に生きていることは無論であ

は常に鋭の同意を必要としました︒それが今度は未成年者で

って若人達は︑婚約の場合における税の雁力からのがれて︑

ない限り︑結婚に祝の同意を要しないことになりました︒こ

貝に愛し︑直に望む結婚を︑自らの意思によって自巾に選ぶ

しかないからであります︒法律的にはなるほど婿姻は自由で

ら別の問題です︒人間杜含の義理と人情ｂ親子の間の情義と

勝手蕪侭にやっていいかどうかということは︑これは自ずか

ありましょう︒だからといって︑道徳的にも︑親を無税し︑

ことができるわけです︒

ただ︑ここで注意しなければならぬ鮎は︑自山には常に責
任が伴うということです︒自由であればあるほど責任が軍く

いう兄地からすれば︑親にも兄弟にもよくよく相談して︑そ

れから婚約を確定するという方が︑ホッと人間的であるし︑

道徳的であるし︑床しい心がけだと４いえます︒しかも︑そ
れは決して法律に逢反する事柄ではなく︑また法の精祁にた

がうものでもありません︒

夫婦の同擢

婚すれば︑入夫婚姻でないかぎり聯婦は夫の家に入り︑夫の

す︒以前は︑夫婦は必歩しも同椛ではありませんでした︒結

k J ノ

なるのが常です︒だから自由であることに封しては一膳恨亜
でなければなりません︒紡婿が向山であるということば︑そ
れだけ結婚に封しては︑営事者は一層慎重でなければならぬ
ということです︒槙車であろうとすれば︑しぜん人によく相
談して過ちなきを期するのが常然です︒その場合︑誰と相談
りますまい︒何となれば︑附拠こそ枠や娘の幸禰を鮫も念願

するのが一番いいかといえば︑むろん両親にまさるものはあ

いったい今度の民法で︑婚姻は雨性の合意のみによって成

さて︑結婚すると夫姉は同等の椛利を有することになりま

立し＄親の同意を要しないとした所以のものは︑婚姻という

では︑﹁寮﹂という歌のがありませんから︑結婚すれば夫婦は

家の氏を稲することになっていました︒ところが今度の民法

しているに相遠ないと思われるからであります︒

ものの本質からいって︑営然そうあら鯉ぱならねからでもあ

新戸籍を作り職その場合︑夫の氏を稲するか︑妻の氏を稲す

りますが︑縄の同意なくしては︑何人も絶封に雑婚してはな
らぬなどとそれを法律できめてしまうことは︑立法の行き過

／ 序 、

︑

か︑双方の協議できめ︑協議がまとまらねば家庭裁判所でき

子供に封して親椛を行うか︑また猶子の監護はどちらでする

ば︑親権は夫婦共同で行い︑離婚の場合には︑夫婦どちらが

るかは双方の協議できめることになりました︒子供が生れれ

ほど何かにつけていざこざの絶えないところはあるまいとさ

も︑しばしば風起り波さわぐことがあり︑見方によれば家庭

ぎがあったりいたします︑ために本来静潅であるべき家庭に

我儀があり︑その上︑法令のはきちがいがあったり︑行き過

また︑従来︑妻は法律的には無能力者であり︑軍要な法律

輪の恥が明るみへ出てしまい︑恥の上塗りになるばかりでな

うになります︒︽だいいちそんなものを法廷に持ち出したら内

え思われます︒これを蝋一堂法廷に持ち出したら事は大ぎよ

行潟をするには夫の許可を要することになっていたのですが

めて貰うということになりました︒

今度の民法では︑妻は夫と同じく能力者であり︑法律打篤を

に頼んでそれを遂行して貰わねばならぬことになります︒そ

れでは費用もかさみますし︑片が付くまでは相嘗の年月をも

く︑法廷の手統はとても込み入ってむ赤かしぐ︑自然専門家

しかし︑だからといって︑妻は何ごとをすをにも一切勝手

要します︒一年も二年もかかってまだ解決しなかったという

するのに夫の許可を必要としないということになりました︒

ものではありますまい︒法律的にぱ兎にも角にもあれ︑道徳

気侭であり︑︑夫に相談する必要なんか全くないというわけの

世間鰐もわるくなく︑人にも知れず解決してくれる椛威のあ

例は少くありません︒そこで︑もシと簡単に︑もシと迅速に

とでもあります︒この要請に雁えるために設けられた機開が

る機開があれば︑それに越したととばなく︑また望ましいこ

的には︑やはり夫と談し合ってするのがや夫婦の道であり︑
たところとかわりはありません︒

誉まれて行く以上︑われわれの家庭は︑資に明朗であり︑平

ります︒この精祁との理念によって︑われわれの家庭生活が

れる精紳は耐どこまでも個人の重厳と雨性の本質的平等であ

く小額ですみます︒ここでは法律よりはむしろ道義が重んぜ

ます︒手綾は極めて簡素であり︑迅速であり︑費用もまた極

かりません︒世間鶴をはばかる人達にはぶうってつけであり

家庭裁判所の一切の手綾は公開しません︒だから誰にもわ

家庭裁判所の特色

全固的に護足いたしました︒

すなわち家庭裁判所であります︒昭和二十四年一月一日から

家庭回満の基であることは︑さきに婚姻の自由の場合に述べ
家庭裁判所の義足
かようにして民法Ｉことに身分法ば極め一Ｌ大幅に改正さ

和であり︑幸砺であり︑しかも民主的である筈です︒ところ

られます︒むろん法律は無秘しませんが︑法律の上に道徳の

れ︑従来のものとは全く面目を一新しましたが心．その底を流

がそこにはやはり抜きがたい古い因習と博統があり︑人間の
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中において︑義理と人情に本ずき︲淵情を以て紛争の解決に

あることが力説されます︒そして人をなごやかなふん園気の

す︒家庭裁判所は専ら家庭の不和を調整し︑これに平和と希

︑ん︒家庭の健全化は家庭の純化と安定によって期待されま

牡含の明朗化は家庭の健全化から出雲し左ければなりませ

四︑民主的性格

きましょう︒

裁判所である外に一諏の杜含事業的施設だとも見ることがで

安定せしめることに力を誰します︒そのゆえに家庭裁判所は

望と光りとを導入することを使命とするところであり︑ひと
り争いを解決するだけに止め盗隔で進んでその家庭を純化し

努力するというのがここの特色です︒目的は専ら︑個人の尊
厳と雨性の本質的平等を基本として家庭の平和と親族共同生
一活の維持をはかるにあります︒その頴著な特性を列記すると
次の通りになりますｂ
一︑濁立的性格

家庭裁判所は心地方裁判所と同様であり︑かつ地方裁判所
と併立する潤立の裁判所であります︒上は直ちに高等裁判所

家庭裁判所は︑家庭の健全化をはかる一種の吐含事業的施

設であるとも見られ壷すから︑常に民衆に接着する性格をも

へそして簸高裁判所へとつながっております︒
二・道義的性格
家庭裁判所は︑物ごとを法律ばかりで考え秀に︑むしろ道

相談にのろうとする裁判所であります︒家庭裁判所に家事相

す︒悩める家庭人を快く迎え入れて︑いつでも親身になって

気持に外ならないのであります︒

談部を設〃ておるのも．できるだけ民衆に奉仕しようとする

っています︒民衆との間に敷居を設けない裁判所でありま

活は︑法律的であるよりもむしろ道徳的だからであります︒

義で考えようとする性格をもっています︒われわれの家庭生
この鮎が通常裁判所と大きに逢う鮎でありましょう︒通常裁

それから癖判をなし︑または紛争を解決する段階に．おいて

判所は︑専ら訴訟を取扱う裁判所であり︑訴訟というものは
では法律が至上であり︑すべての手続が法律で運ばれ︑法律

常に質貰を溌見して黒白勝敗をきめるものです︒従ってここ

と細合ったりして︑いわゆる民間の蕊を入れて事件を虚理す

る方針をとっています︒もし民衆の聾をきいて裁判をするの

は︑特に民間から選ばれた参輿員を立合わせたり心調停委員

が︑裁判民主化の一つの形式であるとすれば︑家庭裁判所こ

で物が考えられ法律で判断され法律で解決されます︒ために
えて家庭裁判所は︑道義で物を考えますから︑温味があり︑

すべてが非常に冷厳であり窮屈でもあります．それにひきか

そ現在の裁判形式において最も民主的のやり方をしていると

いえるかも知れません︒参輿員及び調停委員は︑何れも民間

ゆとりがあり︑親しみがあり頼りにもされるわけです︒
三︑牡書的性格
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五︑秘密的性格

から選出された徳望あり良識ある人達ばかりです︒

家庭裁判所の事件虚理の手続ば公開しません︒他人の傍総
をゆるさ余︒営事者と共に一つテーブルを園んで︑家事群判
官と参典員︑または家事審判官と調停委員が︑維始掛談の形
式で︑審理または調停を行います︒だからここでは話の秘密
は絶封に外部にはもれません︒従って為互に腹をうちわって
の話合いができるわけです︒

そして︑事件に携わった家事審判官︑参典員︑調停委員は
いずれも巌栴な秘密保持の義務を法律の上で負わされていま
す︒

六︑簡易的性格
家庭裁判所は︑手綾をできるだけ簡素にし︑形式にこだわ
らないの蓮特色としております︒ゆえに手綾に開するかぎり
専門家にたよることを要しませんし︑費用も極く少額で済み
ます︒手数料としては︑審判の申立の場合は十五回︑訓停の
申立の場合は三十剛です︒その外に︑開係人を呼出すための

郵便料金を多少納めなければなりませんが︑これとて大した
金額ではありません︒申立は口頭ででも受付けます︒

七︑迅速的性格
家庭内の紛争は迅速機敏に解決することに意義がありま
す︒解決を氷引かすことは︑零を益為深刻ならしめるばかり
でなく︑ために家庭を破壌してし壷う倶があります︒そのた

めに家庭裁判所では︑事件をできるだけ迅速に解決虚理する

ことをモットーとしています︒手綾を簡素にしたのもそのた
ります主いか︒

めです︒ここらに家庭裁判所の魅力がひそんでいるのではあ

家庭裁判所事件の賓相

東京家庭裁判所で︑昭和二十四年中に受付けた新事件は︑

審判事件一○・八六一件︑調停事件二・八五○件です︒これ

﹁春判事件

を件名にして分けてみますと

子の氏の礎一更二・五○○

養子縁組二・九八三

相緬弛棄二・○三七

後見人選任七七一

失除宣告四一五

改名
○
改
氏六
七四七

戸籍一訂正．三六八

その他一・○七○

二︑調停事件

雛鰐一・一○八
内緑解消五八○

扶養料一二二
夫婦同居三九
財産分臭二六

C105

遼潅分制七○
・養子の離縁三七

親権者撚護者指定．一九／

子の認名三九
・親子開係不存在一二一

婚姻離婚韮子縁組離縁の無効坂油三七

その他三九二
調停事件を申立人の性別で一分けてみますと︑

男か．ら六犬三

女︲から二勺一七○

里

双方から一七

義の殿堂一というに封して家庭裁判所を﹁愛の殿堂・一という

Ｉ；１︐１

︵稚演要旨︒東京家庭裁判所長︶

所以のものも︑資にここにあるのであります︒

１１１

︵・六川の世情

○もし俺が出たらとよき事ばかり言ふ甲乙の鞍きアプレゲール候補

○誰も彼も御尤ですさぞ出たら理想幽家になるでせら日本

○選翠まではもち上げられる有権者済めばとたんに衆愚とはなる

○消え去った作法も出して候補者の浦き一票と額づき給ふ

○脆穐に闇にとためし守銭奴も候補者となる遊楽はあり

○成金も零落れて知る人の迩親のない日の孝行のどと

○一億脚消えても下女心つまみ喰ひと人の金なら大きくも出る

○人の足奪って置いて私織ストさて御同情を乞ふ虫のよさ

ご婦人からの申立が腿倒的に多いことがわかります︒こと
に調停事件二八五○件の内︑離婚および内縁解消の事件は合

○幼子の育った大人と減相にお土龍せがむ罪なかりけり

○夏のタドン自由販質に下落してさてと横綱審議含生る

○燭立を叫ぷマルキスト我が祁閏のソ連とは言はず釣る餌さにして

○あることとあるべきことのいや遠く平和の常にはるかなりけり

○畢者の言ふ読道り世が過ごせたら人大方は失業をする

○二擁さへうつかりなれず春莱とは昔の夢ぞ殺されもする

一六
六八
八八
八件
件で
で︑
︑総
総数
数の
の約
約六
六割
割に
にあ
あた
た順り︑その中︑男からの
計一
すから︑
︑ご
ご婦
婦人
人か
から
らの
の雛
雛僻
僻心
心内
内縁
縁解
解消消
︷の申立は全磯の八判以
上という
うこ
こと
とに
にな
なり
りま
ます
す︒
︒宗
宗庭
庭裁
裁判
判所
所︵が︑いかにご婦人方の
怠

ごひいき
きに
に頂
頂っ
って
てい
いる
るか
かと
とい
いう
うここ
とと
はは
︑︑これらの数字がよく
これを物語っております︒

結語

しかし家庭裁判所の員の側的は︑家庭を調整してこれに平
和をみちびきも親族と協和して︑これに健全明朗な生活秩序
をもたらそうとするにあります︒世に︑通常の裁判所を﹁正

／
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I

立が
が二
二九
九九
九件
件︑
︑女
女か
から
らの
の申
申立
立が
が一一三三
申立
和八九件となっておりま

／

画

里

１１１１︲Ｉ

通俗
公民の話

うな公人でなくても噌菩通の人でも聯

迷わされたりすることがあります︒い

の本末軽重について考えさせられたり

きかということについてひどく迷わさ

水れを先きにしいホれを後にまわすべ

があります︒どちらかというと私より

れたり︑ひどく困ったりなどすること

いる場合が多いのです︒畢校の生徒は
あるという立場から︑単なる私として

畢校の中でも或は外でも︑畢校生徒で

は公の方が重い崩したがってそれを先

たえず私用と公用とを両方とももって

というのは心﹁私﹂

の個人ではなしに︑生徒であるという

きにしなければならぬということは︑

一︲公一︵おおやけ︶

︵わたくし︶という

別の意味の杜含的な拘束を受けます︒

倫理
のに封した言葉であります︒朝起きて

主婦が配給物をとりに行くのは︑た哩

普通の場合︑誰でも考えられているこ

とをいたします︒顔を洗い祷物を着か

軍に自山な買物をするのとはちがった

とです︒しかし時と場合によっては︑

からいろいろと自分の身のまわりのこ
え

杜含的な義務を負わされても来ます︒

一日の仕事の準備もいたします︒

買物もいたします︒こういったような

より然るべき了解のもとに．叉は必要

その事柄の性質や重さからいって︑私

人生活と吐含との聯開が考えられるわ

な手練を経た上でなければならぬこと

こうして私たちの生活は︑たえず﹁私﹂

けであります︒英語ではこれをプライ

は申すまでもありません︒からだの具

ことはすべて私の川事︑私川というよ

すと︑同じ家を出かけるのでも︑それ

ベートと︑パブリックとに一分けていっ

まって知らん顔をして馬ってしまった

合が悪いからといって回ほかの人にだ

の事に適宜時間をさいても耐それは許

は私用でなく公川ということになりま

ております︒生活のプライベートな方

と﹁公一との間の南面の立場を裳ね行

す︒役場へ用事があって出かけるのは

面というのは︑いわゆる私生活に開し

のではよくないことは分り切ったこと

されることもあるのです︒それはもと

私用でもあり︑事柄によっては公の義

たことであり通パブリックな方面とい

であります︒それでこの私と一公の闘係

っていっております︒そこにすでに個

務を果すための公用でもあります︒公

うのは︑何か壮含的な公の務めに開し

をうまくこなして行くことが︑人間と

の識義のために出勤するということで

務員として勤めに出るのはもとより公

た仕事や生活の面をいうのでありま

うに申します︒しかし私が今から畢校

と公用とを二つもっているともいえま

用であります︒このような人は︑私用

してまことに大切なことになるのであ

ります︒公民としの資格はこのような

す夕

私たちはしばしば私用と公用との間

しょう︒それは私人であると公人であ
るとの雨面であります︒しかしこのよ

（12）

夕

I

次に公民の﹁民︲｜という方面から考

て行くことになるともいえましょう︒

﹁杜愈人一としての務めを完全に果し

あちらで一定の資格を得て︑責任を立

アメリカで市民権を得るということは

もとのことにあたります︒日本移民が

して賃金を請求することができます︒

もはや一人の勢働者として立派に濁立

ました︒それですでに十五歳になると

なっており︑同様に未成年者に代って

親擢者叉は後見人は髄未成年者の賃金

したがって脳公民椎というのは極そ

なっているのです︒つまり労働契約の

努働契約を締結してはならないことに

派に果し得る立派なアメリカ国民にな

の閏の闘民として立派な一人前の資格

えて見ますと︑これは別の言葉でいう

§をそなえた人のことを指していうこと

上では未成年者であっても浦十五歳以

を代って受け取ってはならないことに

英語の瀧文の方ではピープル︵人民︶

利及義務という場合の国民というのを

なのであります︒しからぱＨ本圃民と

てられているわけなのです︒主食の配

上のものは︑立派な一人前の人に見立

ったということを申しておるのです︒

と申しております︒民主憲法からはピ

して立派な公民といわれる資格は︑ど

と園民というのと内容は一つととにな

ープルでありましょうが︑内容はいう

しょうか︒

のような内容をもったことになるので

ります︒もっとも新憲法では国民の権

までも な く 閏 民 で あ り ま す ︒ そ れ で 立

︒ません︒

化人︲一になること︑この三つの内容を

業人︲｜となることも第三に立派な一︲文

含人︲一となること︑第二に立派な一︲職

それについて私は︑第一に立派な﹁杜

ものとしてあるが︑勿論働一いて賃金を

輿の規定では被扶養者は十八歳未満の

とができかけて来るのであります︒給

青年期にはいっても立派に一人前なこ

いるのは︑すでにこの年齢でいわゆる

給割営量が十六歳から最大量になって

派な﹁公民︲｜というのは︑もとより立

ところで︑この人民︑国民︑公民は

得ているものは十八歳未満でも除外さ

派な園民であることは申すまでもあり

英語でいうと︐立派なシテイズン︵市

民の資格耐別の言葉を以てすれば立派

︑そなえることを以て︑立派な公民︑国

れることはいうまでもありません︒

ン・シップというのは市民権であり︑

な市民の資格というように考えるので

民︶ということになります︒シテイズ
市民椎というのは完一全な公民︑国民と︲

ところで︑勢働基準法では︑満十五

ような一︲職業人︲一に大切な資格は︑責

的な凋立人となってまいります︒この

一定の賃金を得ることから次第に経済

かような次第で心迩常な職業を得て

ことに外なりません︒潤逸語でシュタ

用してはならないというように規定し

歳に満たない児童は︑勢働者として使

す︒

ートピュルガー︵固民︶とか舟ビ・ユ

しての資格をそなえていることをいう

ルガー・レヒト︵公民権︶とかいうの
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次に民法の上では心浦二十年を以て

ておったのですが︑たしかにこういっ

た政治的な資格を従来は一番重要硯し

のです︒公民というのはｂ特にこうし

成年とすと定め︑未成年者は法律行篇

た方面の牡舎人としての資格が公民と

用的な技術技能であります︒

を漁すには其法定代理人の同意を得る
ことを要すとありま︽︒そこで法律行

は申すまでもないとおもいます︒

す︒もっとも婚姻については男は満十

を行使 で き る 年 齢 と 見 て い る わ け で

に達した成年者は︑まず一人前の椛利

る︒それから祇含一公共の方面でも震く

の他の義務を完全に果すことができ

計を誉み︑子女の教育をはじめ納税そ

立派な一職業人一として潤立した生

しての資格の代表的なものであること

婦を篇し得るという鮎からも満二十年

八歳脳女は満十六歳になれば婚姻する

と同時にいわゆる一文化人ｉ一として深

る︒いわゆる立派な﹁牡含人﹂となる︒

政治的な椛利を行使することができ

らないが︑婚姻をしたときは︑勿論こ

ければならぬ︒かくて一知識︲｜と−１技

︲い教養のある人となることが望まれな

ことができるとし︐未成年の拝が婚姻
をするには父母の同意を得なければな

としてあります︒成年に達したものの

れによ っ て 成 年 に 達 し た も の と み な す

畢椎であります︒衆議院及び参議院の

椛利の中で︑最もきわだったものは選

ます︒︹大杉︶

術わることにょ２Ｌ立派な公民として

能︲｜と一教養︲一との三者が十分に兼ね

ｆ︑．ｒ︑〆

の資格が出来上ることになるとおもい

ｆ４︑くく

議員の選畢権は勿論︑六ヶ月以来市町

馬する普通地方公共国鰐の議曾の議員
一として政治の面にも参

及長の選畢権を有することになる︒つ
まり一杜舎人

典する資格をみとめられることになる

一

日本弘道倉定期総含吟句

千葉螺府馬町総鳩鈴耳

四月十三日支含長代理にて総含出席

物故者の年祭執行

含館の大罪の国旗卯月晴れ
ビル地階顎士淑女の卓薄暑

直榊の鏡の蕊や虹のごと
幣捧ぐ伯緑光の脊すがた

諜昌脱賀式

毒盃亨く除月の老の幸護ふ

高木家庭裁判所長誰演に熱癖を振ふ

常に敬慕する方々に初封而

籍き惚れて話術の妙に掌の汗

網曾維了愈館を酢す

薫風や刺を亨く仁の容姿仰ぐ

世をさとす道義を徳に卯月蓋
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〆

村の匠域内に住所を有するものはその

ー
F ー 盲

「

謄法問答
島次郎

の身近な事柄︑例えば人に挨拶をする

られないようになります︒これは日常

斥され︑安んしてその賦曾に住んでい

ここ四五年Ⅷのわが園の愛化は著しい

れました︒杜含の制度も鍵りました︒

なりません︒それが潟に法律も改正さ

な新たな腫舎を建設していかなければ一

ものであり︑将来ともこの線に沿って

とか︑人に封して通常な敬語を使うよ
うな事を考えても直ぐわかる事であり

るのは常然の事でありますｐ文部省の

現資とこの理想が新しい贈法を要求す

進んでいかなければなりません︒この

鵬法のこのはたらきは杜曾がよくと

一︲濃法要項︲一は第一次大戦や満洲事

ます︒

とのっている時とか︑安定している時

がすんで聯国民精祁の高調した時に

の著しく愛化した時などには︑そのは

︑︑︑Ｅ︑

とかには最も弧く行われます︒しかし

般固民の参考ともしましたが︑あれは
今日では潅法のよりどころとしては不

杜含が動揺して安定を失い︑杜倉事情

︵答︺端的に申せば今日の時勢にそ

たらきは局限され︑場合によってじや

︑︑

ぐわな い 鮎 が た く さ ん あ る と 思 い ま

る事であります︒

表されたものでありました︒今日からｊ
兄て適切でない節の多い事も理山のあ蝿
の現賞に即する新しいきまり即ち一吐曾

い

まにされる事さえあります︒そしてそ

して︑その一つは︑その壮含の人を牡

膿法が要求されるようになります︒こ

いるところに特礎があります︒例えば

題ではなくて具僻的な形式をそなえて

す愚精紳に鍵りはなく︑従ってその取

の新しい要求に雁じて生まれた澱法は

八に大きな役割を持つことになります︒

扱い方にも共通鮎が多いことは常黙で

その吐曾を安定させ︑その杜含を︑よ

さて今日のわが国の奮情はどうでし

そのものの方式に愛化はなく︑園を愛

し護展していくために︑峡くことので

あります︒按拶のような事についても

国家主義が民主主義にかわっても国族

きない要素となっています︒ですから

ょう︒憲法が象徴しているように私た

同様で︑封建的色彩の濃厚な耐含では

りよい職含として護展させていくため

︑℃︑

改革してよりよい祇含としていくはた

含化する は た ら き ︑ 他 の 一 つ は 杜 含 を

稽法は長い間にその献含に成りたつ

らきであります︒
︑︑︑

その賦曾に生活するものは︑そのきま

ちは従来の偏狭な考え方をすてて︑人

親和を主とする挨拶よりは尊敬を専ら

︑＄

りに従うことが要求され︑若しこれに

格の平等個性の尊厳に立脚して民主的

︑

従わなければ︑人為から非難され︑排

きまりでありまして︑その杜倉が存綾

しかし催法は単にイデオロギーの問巨

す︒元来濫法には二つの意味がありま

︾

迩営なものなのですか︒

を義表して︑畢校教育の指針とし︑一

︹問︺数年前文部省で一︲礎法要項！｜

川

とする敬穫が重硯され︑地位の低い者

うに立上がらせるには︑国際間の信用を得

心掛けねばなるまい︒敗戦園日本をほんと

﹁私達は新しくエチケットを作って︑この

又或る文化婦人達が︑先般或る曾合の折

領くのである︒

非常手段を聞くものは﹁御尤ものこと﹂と

大なお役を推う者が︑そんなざ叢ではその

るようにすることで︑外交官としてその重

が地位の高いものに封する屈従的な︑
一濫は厚きに過ぎよ一式の敬濫が挨拶

の本義とされていました︒地位や身分
の低い者には︑こちらから挨拶をしな
いもｑしても所謂一︲受け確一に止む
ぺきものとされていました︒これらは
たしかに非民主的であります︒しかし

混紅に︑煙草を所構わず︑パカリパヵリ︑

とかいう話もある︑新型服で︑大きな口を

と出交しようと一決し︑大いに乗り出した

無作法時代に先づ﹁エチケットは締人から︲一

の言葉とかには別に愛りはありません

そしてアルコｉルもキコシメシ︑足は大き

挨拶の形式︑頭を下げる形とか︑挨拶
だから一階法要項一は全部が否定さる

く組み︑御言葉はアロハ男と御同様の歯切

む

句反古蕉風

春の山ふんわりと雲世きにけり

蓬つむ姉土筆とる弟かな

木犀の香に浸り仔つ夜のとはり

爺となりて鯉職建てる日の来たり

誰を待つ路次の人影宵の春

ｉｉｉ

戯句

追放？音頭砿今日は迫はれ者

・無宗教ながら追はるれば殉教者

ヤクザにも恐いものありポッ宣言

悪言も追はれて霊わ低くなり

れよさで︑懸愛を︑噂を何々と⁝：語るもモグラモチ地にもぐるか古巣なり．

べきではありませんが新に批判されな
事はできないと思います︒︵協賛官員︶

よいが︑そのものにもエチケットはあろう
エチケットなどと遂に考え出す所の殊勝さ

というもの︑何事も思う存分やって見ても
やはり人間は頼もしいもので︑新人方も木
の股から突然生れて来たものではなく︑親
の子であることをどうしようもない︒やは

りと考えさせられた︒

り人間は遂に人間であることは頼母しい限
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毛

けれぱならない鮎の多い事は兇のがす
Ｃ
○某氏がメルボルンの出張所長に選任され
途別の宴があった際︑濃法に反した事があ
った︑で︑いたく首相の心象を害し︑﹁いや

こんなことでは恥づかしくてやれない﹂と

しくも日本を代表して赴任する程の者が︑

されているが︑如何に敗戦四等図となった

碁

急に被免きれて了った︑といふことが噂さ

骨

からとて︑否四等図と成り下がったれぱこ
そ︑より努力して名春の恢復をすることを

器

ノ

天皇陛下をお迎えして

しめった白砂の上を御徒歩で門内に入らせられた︒御進路左

側に玄闘まで綴いて列んだ大豊職員を畢長が御紹介すると︑

陛下は列の前にお立ち止まりになってお含縫があってお言葉

を賜った︒また右側に立ち粒ぶ大畢生および生徒児童に封し

てもお含樺とお言葉を賜った︒玄開前︑屋外に並ぶ小豊校︑

藤本菖治

・天皇陛下はかねてのお望みとして︑四閏地方を一巡して極

中皐校︑高等畢校の校長代表を御紹介するとその方にお進み

戸

老幼男女あらゆる人︲為と親しく倉ってみたい︒戦後復興のた

になり︑お含樺があってお言葉を賜った︒次に車寄の右側に

おれぎらいのお言葉があった︒玄開を入り︑屋内廊下に列立

立ってお迎えする教育功労者を御紹介するとお含樺なさって

ということであるから︑人糞がどんなに苦んでいるであろう

雛鯛継鯉瀦蕊跡鵬評鯛溌概舗蝿
か︑︑また物心雨面の種為の困難と不幸のさ中にあって各階層

なり︑時をおうなづきになるのを拝した︒奏上を経ると︑陛

き三分間奏上した︑この間陛下は︑御起立のま上で浩蕊きに

ートルあたりまで進み出て︑愛媛撫内における大豊皐事につ

って室内に参進して陛下に敬潅した︒それから玉座前方三メ

内に参入して侍立した︒廊下まで御先導した肇長は合固によ

きになると︑田島宮内聴長官︑三谷侍従長も別の入口から室

内に設けられた臨時の御座所に入御を願った︒御椅子にお着

奉迎者の御紹介を経ると︑階上に御先導申し上げ︑皐長室

を賜った︒

謝して︑それぞれお宮樺があって後進一同に教育のことは大
切であるから今後ともしっかりやって下さいと激働のお言葉

長︑愛媛大製の三壌長︑および愛媛聯教育委員悶同教育長に

する松山農科大望長少松川商科大肇長︑松山外園語短期大肇

する奉迎者の前ではお立ち止まりになって御先導者の御紹介

の人為がどんなにその打開に努めているであろうか︑それを
まのあたり見て︑慰めもし激鋤もして共為に日本再建を固り
二日東京御出震︑十三日高松に御上陸職十七泊十八日間の御

たいとの思召から行幸を仰せ出されたと承っている︒三月十
日程で︑四園巡幸の途にお就きになったのである︒その御日
程の一つに教育復興の情況をみそなわすため愛媛大豊に行幸
あそばされたことは︑教育に従事する者のまことに光柴とす
るところである︒

三月十八日愛媛大製は四図巡幸の六日目︑天皇陛下を松山
市持田町の大望本部にお迎えして卸硯察を受けた︒十六時五
十分御召自動車は大畢正門前に御着︒陛下は春雨の煙る中に
降り立たせられた︒内舎人の進める洋傘を御左手でおさしに
なり︑右手には帽子をお持ちになって︑畢長の御先導で雨に
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下はこの上ともよく努めるようにとありがたいお言葉を賜っ
た．皐長が御前を下って廊下に退き極お待ちしていると︑宮
内官の合圏で陛下は御座所をお離れになり︑再び畢長の御先
導で階下の畢術固書標本等の展覧塗にお入りになった︒

陳列品については一為御目をとめて御覧になったが蕊特に
ヒドラの生態標本はルー︒ヘで御覧になられた上に三墓並んだ

頴微鏡を一麦おのぞきになって御槻察になった︑御側からそ
の御様子を見ると脳全く生物望者が研究室にあって槻察に余
念がないようで︑研究を生命とする大望にはこの上もない尊
い印象を受け遥感激にたえないものがあった︒︑〃
展覧室から本部東口の方に進んで屋外にお出ましになると
手をさし上げ︑どこからともなく自然に寓歳の雲が湧き起っ

奉送の人たちは白砂の御通路の雨側に立ち並び傘をたたんで
た︒その中に一きわ高く天皇陛下菖歳と呼ぶ馨があり︑また
君が代の国歌が菖歳の聾に和して唱え出された︒陛下は洋傘
をおさしになったま曳御右手で帽子を振りこれにお雁えにな
りながら正門の方えお締りになり︑門外で御料の自動車にお
召しの上︑天機寵しく御進護になった︒奉送の人糞ば寓歳を
連呼してお名残り惜しげに御後を見送った︒感激にふるえた
畢園も人糞の退散によって静かになったが︑一千八年前撮政
であらせら〃た頃こ上に行幸のあったとき︑運動場で生徒の
一本の楠の木がそのこんもりと茂った枝葉を夕べのそよ風に

篭操を御覧になった御野立所の後に記念として植わっている

打ち振って︑遠ざかって行くろ簿の御あとをいつまでも見送

陛下は四図巡幸を経らせられ︑その御感想を新聞に誇漏し

っているように見えた︒

になったが︑その中に四国地方の人糞が困難と不幸のさ中に

あってそれぞれ公私の局面を打開し︑けなげな努力を綾けて

いる様子に鯛れて心打たれるものがあったとお褒めになり︑

更に一︲いろいろ苦しいこともあるであろうがどうか明るい希

望をもってみなお互にいたわり合い助け合って︑郷土のすべ

ての人糞の上に幸禰をもたらすために︑また日本再建のため

にそれぞれの立場で一層努力してもらうことを切に希望して

やまない一と仰せられた︒この御慈愛のこもったお言葉は忘

れ難い行幸の印象と共に永くわれらを力づけて目的達成に向

って勇しく進ましめるであろう︒

行幸を迎えた畢生の感激も大きいものがあった︒或る畢生
は﹁象徴として具に敬愛する天皇の下に日本人は一致圏結し
て平和園家の道を力狸く進まねばならぬ一と言い︒また一覗
国はすべての者の加園であり︑天皇はすべての者の天皇であ
る一と語り︑或る者はお迎えするときの緊張を述べ・た後︑﹁二
十分ばかりの御覗察の後お見送りする篇にお師りの陛下を再
び私達の前に拝・見しました時は︑又異った気持が湧いたよう
に思いました︒それはお迎えした最一初の気持よけずつとほぐ

れた温い親しみさえ混った陛下に燭する気持でございまし

ると思う︒色否︵愛媛大建喜︑評議員︶

た︒﹂とその日の感想を記している︒陛下の誠責であらせられ
る御性格が純構の畢生におのづからお典えになった印象であ
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水戸烈公と民主的政治

深作安文
去る五月十三日︑水戸の義烈二公を祭った常磐祁牡に於て

であるが︑公はこれに反して猶一般民衆と共に春風を楽しみ

に己れ一身の娯楽の馬に︑巨費を投じて庭闘をこしらへたの

は公の私園ではなくて︐藩の公園である︒恐らく︑これが我が

秋月を愛でようとして築かれたのである︒すなはち︑借楽園

国の公園の先駆であらう︒そのうへ画起工の動機は天保四︑

公の貴賎した一種の杜倉事業であったことを忘るべきでな

七︑九の三年度の飢繊に打ちひしがれた恢民を救はうとする

倉︑神輿渡御大名行列等がそれ人︑催され︑新緑清爽のみぎ

い︒こ上で︑われノＩは公の抱懐してゐられた民主的思想の

烈公生誕百五十年記念祭が行はれ︑階楽の舞をはじめ︑敬老
り︑のどやかに︑一場の平和日本劇がくり庚げられた︒

躍動を認めるのである︒今日の造悶畢の見地からいってもも

この公園は少からす亜脱せられてゐる︒先づその正門を這入

階楽の舞は︑このたび︑新に演ぜられたものであって
今を昔にしのぶ世までも

くに民と階に楽しむ心かな

一望開諮の庭園に出るのであるが︑これは宛も暗黒を踏破し

り︑しばらく︑欝蒼たる杉木立の間の幽裡を辿りｙやがて︑

て光明を仰ぐ感がある︒対と民とと上に含して︑明るく期か

といふ︑烈公の築かれた借梁園を主題とした公の和歌を作曲

し︑舞踊化したものである．けんらんたる装束をつけた数人

に︑一張一弛︑一動一櫛の磯鹸を心ゆく限り楽しんだのであ

如きその一である︒時代語を以てこれを言表はせば︑言論の

若し己が意見があれば︐堂鍵とそれを護表して少しも陣らぬ

のがある︒例へぱ︑杜含に起伏するもろノーの事象に向って

公の取られた態度の或るものに蝿現代感受の鮮烈なるも

×

とは︑いかにも含蓄の深い言葉である︒

には公の除淫である︒公の作の一︲今を昔にしのぶ世までも﹂

る︒水戸市が今日︑﹁歴史の都市﹂たることの出来るのは︑一

の乙女が︑舞扇をかざして舞ふあざやかな姿態とそは︑必ず
や祁慰を慰めまったに相達ない︒これを見詰める参列者はい
づれも洗然として︑しばし︑己れを恐れたのである︒た野︑
舞場が狭い仮杜殿であって︑伶人達は屋外に居並んだから︑

その結果︑或は伎と楽との輝融を峡くやうなことが起りはせ
なんだであらうか︒これにつけても︑成るべく速に腫殿の復
興することを念願する次第である︒
ｘ

借楽園は天保十年︑烈公の築かれた名園であって︑通例．

自由の溌揮である︒公の時代には？天皇の御読競は専らその
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、

常磐公園とよばれ︑梅の名所である︒営時．多くの大名は軍

曲

宮殿の稲呼に従って定められたのであるが︑公は我が国の古
制に立ちかへって︑御誘読を奉るべきであるとなし腿天保十
一年心上皇の崩じ給ふや︑書を朝廷に上って︑上古の読法と
再興せられむことを諸はれた︒するとそれが御嘉納と相成っ
て上皇を光格天皇と申上ぐるやうになったのである︒

幕府に封しては通山陵の修復とか︑海防策とか︑北門の開
拓とか︑固際政策とか︑凡そ中外の諸政策に開する公の建白
は︑殆んど枚畢に逼がないのである︒天下がその風采を想望

して政治家徳川智昭卿が内外多事なる常事の日本にはっきり

浮彫せられたのは主としてこの黙に基づくものＡ如くであ
ワ︷︾○

公は領内の人民に向っては︑常に勤倹治産︐風紀粛正︑備

自から積極的に己が言論の自由を溌揚せられた公が︑これ

をその家来や民衆にも期待したのは自然の理数である︒公は

家来達に一自分は古への賢君に則るから︑その許達は古への

忠臣に則るやうに﹂といって︑天空の度量の下に鹿く直言を

求められた︒それ故︑彼等の中には封事を呈したものが少く

なかった︒一般領民の間にもまた︑進んで己が所信を上聞に

をも承度存候︲一とは公の直接の言葉である︒封建制下の大名

達したものがあった︒﹁我等︑及ばずながら言路を開き︑衆意

としては︑何といふ謙虚な心構であらうか︒否︑公は領民に

︒向って報恩の観念をさへ持って居られたことは

千為に恩ふ一つ報もあらいかな

三十年民に悪まる奥身は

がほぐれるばかりでなく︑心もまた自づとほぐれて来る︒君

人形を造られたころの作である︒
凡そ人は己が思ふところを遠慮なく︑護表すれば︑濁り口

といふ和歌によっても明かである︒これは公が世間周知の農

士の一天災は忘れるころ来る一といふ言葉はこれと異曲同巧

荒儲蓄︑河川俊喋などを︑誠心を傾けて説かれた︒公は一豊
歳通餓死を忘れざるは智なり﹂と断ぜられた鱒寺田寅壱博
である︒稗倉の設置は水戸では義公以来の偉統的厚生政策の

造られ︑↑治者と被治者と互に手を取合って国事の前に立つこ

情は交流するやうになって︑雨者をつなぐ一︲信４−の大綱が形

とが出来る︒園民は一鴨となり心国家は一丸となって時難に

も民も口がほぐれ心がほぐれ上ぱ︑相互の意志は疏通し慾感

行や庄屋に配って︑普ねく一般人民に理解させた︒篇に天保

資践であって︑烈公に至ってこれを増設し︑﹁専力二稼稲一勿

度の飢餓には︑彩しく餓死者を出した藩もあったが︑水戸藩

ぶつかることが出来る︒この際︑いはゆる政治の貧困の如き

ｖ忘二飢謹この八字を雄健なる築書で書かれもその場本を郡奉

には一人の犠牲者も現はれなかった︒それから占いふものは

はまた護生する詮地がないであらう︒

︵二五︑五︑三七︺︹評議員︑文事博士︶

公の民主的政治は天下の大小名の模範となったのである︒
一×

必
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【

一

「

的に勤務する者少から歩埴特に女子の如きは結婚迄の一時便

宜の考で居る者の少からざるは︑勤勢精肺に反するものであ

る︒直面目に勤めて居りさへすれば地位も月給も名誉も殿堂

高め得る様の組織で︑叉斯かる信念を公務員に持たせなけれ
ばならない︒

側公務員の名答心を保持する方法を考えなければならな

い︒今日は国家も闘総も百中九十迄は月給丈で公務員を用ゐ

様と云ふ風であり︑公務員も百中九十九迄は月給を軍位とし

いて多く貰いたいとか砥在職して居る間に出来る丈うんと月

て勤めて居る風であるから公務員より云へぱ成るべく少く働

給を探り後は野となれ山となれ織ったことでないと云ふ気に

なり易い︒その上数年来ストライキをする毎に結極幾分づつ

賃銀が上るのであるから︑騒げばそれ丈利得にありつくこと

は下級公務員の常識となり易いのであるが︑政府や圏僻の幹

部員は常に騒がれぬ先に公務員の待遇に気をつけると共に︑

因である︒側既に公務を婚任せしめる以上は︑成るべく長く

けの力量なきことが少くないことが指導擁を行ひ得ない一原

優れて居らなければならない︒然し賓際には上位の者それ丈

か露骨に云ふて威張って居られるとか︑又は上等の方では園

仕事が面白いとか人より頼りにせらるるとか通気持が善いと

のの︑叉どんな下役でも食ふためばかりでもなく︑公務員たる

のである︒元来人は大鰐は食ふために勤めて居るとは云ふも

いと共に︑月給丈で人を使ふと云ふ気持を若干修正されたい

出来ないことは飽迄断乎たる態度を以て拒絶する様にありた

在職せしむると共に︑本人も永く在職する気分でなければな

云ふ気持なども加はって居って︐その篇めに役に従事して居

家圏隙に働いて民衆のため奉仕することは誠に愉快なりとか

〃

公務員の品位を維持する
方法如何

太田秀穂
戦中戦後を通じ︑閣家混乱の際如何はしき公務員が多く︑

そのため刑事事件なども少からす︑昨今に至り醜態を暴露し
つつあるの状況なるが︑将来には秩序回復するに従ひ幾分か
宛なりとも常態に復し得るかと思ふ︒筒ぼ従来勤め人の生活

は苦しき方なりしも︑時運縛同勤人も生活資質賃銀は幾分改
等に於

善せられ︑志望者も増加の勢いにあるかと思ふ︒依て今後は
出来る丈け公務員の選任を厳にし︑力量︑僻格︑素行

て平均以上の者を探川する様にしたい︑②既に採用したざ以
上は常に監督すると共に指導を加へ︑一年は一年より本人の

資質進歩を固る様にしたい︒官界畢界その他公共圃鰐等の如

らない︒たとへ稗職しても矢張り前歴を篭承して世に立つつ

何を間は赤上位に立つ者は資際上下位の者よりも力量に於て

もりで居らなければならない︒︵然るに賞際上には一時の腰掛
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1

るのも一面の心理である︒課長は課長で課員を支配して居る
のが面白いとか︑課員は課員で自分で其事務を虚理して居る

る固禽議員の者が威張って行政の細目を指揮したり︑又は技

術の内容にまで干渉する様になったら行政組織がくづれて腐

責任ありと考峠へてこそ幾分心を安んじて居られるのである︒︑

ことが必要と信ずる︒特に公務員が富貴に迷は歩毅然として

敗すると恩ふ︒私は公務員がもつと公務員たる名答心を持つ

職員の生活名馨を保論することは公務員の忠賓を養成するに

⑥公務員をして安んじて永く在職せしむるのみならホ︑在

ある︒

その職責を守るが如き気風あらぱ之は大に多とすべきことで

従て役所としては大なり小なり公務員をして各糞その持場持
場に於て責任を持たしむるととが必要でどんな下級の役員で
もその仕事の範園内に於ては或意味にては主人とし尊ぱるべ
きものである︒単に芝居にしても拍子木を打つ人はその役の

主人で幕を引く人も叉その主人として︑責任を持って居る庭
に満足して居るのであらう︒されば私は各公署に於て役人に

どに充分蓋力出来ない事情もあるが心荷くも固家が永綻する

るに困難であるから︑況して過去の職員たりし人為の保護な

大開係がある︒今日は現在在職の公務員すら充分衣食せしむ

にしたい︑一冊の報告書を作っても命令によって課員誰為起

ものなりとすれば過去の功勢現在の功労を認めてやらねばな

は各為持場持場に於て責任を持たせ︑その名春を保たせる様
草とか︑一橘梁の落成につきても起工者建設背設計技師何々

の間に名響上の碩別が少くなったのぱ善いとしても︑公共の

⑤更に今日は昔の様な官尊民卑を避くる方法として︑官私

取るべく改正せらるるよしなるがｂ全く従来の様では恩給は

らう︒昨今は善恩給者に封しても新らしき恩給者との釣合を

らない︒恩給法の如きも斯かる意味にて行はれて居るのであ

代表に奉仕するには名馨の事なりと︑園民も考へ役員も老へ

ぼ国家大愛動の際外国との開係上止むを得ないと云は野それ

生活保護法の保誰にも及ばなかった時もあったのである︒筒

と標記するが如き方法をとりたいのである︒

ることは無用でないのみか必要である︒米園の如く金鎧を本
位とする園にありても公務員たることは国民より尊ぱると共

るが嬬めに戦犯者︑追放者となりたる者の中には気の毒の人

が少くない︒戦死者遺族の如きは筒ぼ更気の毒である︒火事

迄なれども︑単に園家の方針に従ひ戦争又は闘策に共助した

務を名巻とし魁報酬が割悪くとも従事する様のことは珍らし

に本人も叉その気で居るので︑知事になって居る知事たる公
いことではない︑公務員が公僕の意識を持つことは必要なれ

すに世くと云ふ法はない筈である︒

を消し得なかったからとて消防夫や火消し手癒に何等報酬せ

例講和悠約さへ未だ成立せす︑我日本は今日列国の御慈悲

ども︑一私人が公務員を僕隷観する様になれば役人になり手
がない︒官僚が威張るのは善くないが︑事務の詳細を知りざ
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¥

I

の下に生活して居るので自主樹立と云ふ毒ではないから国家

それ自身が未だ充分園民より信頼せられ歩︑政裳の如きも政
権をとりて恩ふ通りには働けないし︑反封黛の如きは唯是れ
反濁せんが篤の反封をして居るとと多く︑政綱を並ぺ立てＬ
見ても一朝政局に立てばその十一分の一も行ふことが出来ない

様であるから︑国民は政府も政黛もあまり信頼して居らない
唯その時の苦し紛れに或黛に賛成したり︑又は迩営とも恩は
ないが他に別の相雁考がないから暫らく此の人に投票すると
云ふ程度の者が多いのである︒

るが是を善く利用すれば善いと思ふ︒今後十数年の後には天

高蝿今日日本には文化勲章や藍綬章や黄綬章等の制度があ

皇を中心とし名器制度などももつと利用せられ︑大臣議員な

ども功労ありたる場合には固家より族表せらるる様のことも

起るであらう︑華族制度なども英園風の華族制なれば行はれ

ても善いと恩ふ︒従て私は公務員などに封しても非常に功努

ありたる場合︑溌明溌見したる場合の如きは︑その名響を保

存するのみならず︑子孫の生活の安定を計る方法なども案川

一旦政椛を得れば直ちに平素の主張を雷行すると云ふ風にし

しむるかも知れない︒被疑者の人椛を重んするはよしとして

にては正直に側唆し納税するは賜鹿蝿鹿しき様の感怖を起き

封しては徹底的に究明し厳湘に制裁を行ふくく︑現在の有様

皿最後に目前の工夫としては︑既にあらはれたる不正者に

せらるるが善いと恩ふのである︒

賃行出来ぬときは直ちに反封者に護ると云ふ風にありたいも

⑤もう少し図状が安定し︑政黛なども大磯二大政蕪に別れ

のである︒又如何なる場合にも国家の永絞性＃一信じさせ得る

も︑国家や良民をもう一層保護することは必要である︒

︹五月二日×評議員︶

様に園家が約束したることは必ず賞行する様にありたＷ賞
罰などは縦も巌熊公明で︑内閣の異動によりて鍵化あるが如
今日は華族制度はなく︑位勤制度などもあってなき様のも

きことなき様にしたい︒

のであるが︑聖人君子は別としてか普通人は或程度迄は位勧︐

や職階制度の傭めにも心を労して居ろ︒民主閏の本元なる米
図に於ても議員などは一ヶ年生︑二ヶ年生︑平議員︑委員長
の厘別はやかましく︑民間壮交界に於てすら億成金では吐交
上の地位も占むることが出来ない︒最も自由なるべき大肇で

も教授助教授講師の腫別は厳で︑畢力ある先輩教授の名響は
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１Ｉ

といったようなものば︑いずれも死にいたる

悲惨︑困難︑不運ゞ痛み︑歎き︑憂い︑恨み
病ではない︒それらがどんなに耐えがたく苦

ういって訴えたとしても︑そんなものはたか

一請圭目の頁

しいものであり︑そのためにわれわれが死よ

が病気に比せられるくらいで︑キリスト教的

りもつらいと言ったり︑或は叉憎める者がそ
前競に蹟いて︑キエルケゴールの思想の中

ういう黙をこの一冊の書物の中から︑とくと

な意味では決して死にいたる病ではない︒﹂こ

核をなしている左記の書物を讃んでみること
にします︒

キエルヶゴール﹃死にいたる病﹄

﹁自己につ陰Ｌ絶望すること︑絶望して自己

ゆる絶望の定石である︒﹂﹁彼が絶望したとき

自身をのがれようと欲すること︑これがあら

に欲する自己は︑彼自身の自己ではない自己

である︒自分の欲しないような自己であるべ

くしいられるのは︑彼にと２Ｌ苦しいことで

とができないということである︒﹂﹁完全な健

ある︒この苦しみは自己自身からのがれるこ

ずに我やも︑人間というものをよく知２Ｌい

いないと雷者は言うかもしれないが命同じよ

康な人間なぞというものはおそらくひとりも

﹁死にいたる病﹂というこの概念は︑特殊な

るならば︑何らかの意味で絶望していない人

味讃しなければなりません︒

意味に解されなければならない︒普通ならば

ろう︒その内面にお陰Ｌ︑何らかの動揺︑不

間はひとりもいないと言わざるを得ないであ

︻松浪信三郎課

この概念は︑終りが死であるような病の謂い
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﹁死にいたる病﹂は︑﹁との病は死にいたら
ず﹂というヨハネ博の言葉から出ています︒

である︒そこで人は死にいたる病といえば︑致

か︒それは絶望の反掛であり︑大いなる希望

和︑不調和︑不安を感じていない人はひとり

ものに封する不安︑生存の何らかの可能性に

命的な病のことだと思っている︒そういう意

封する不安︑或いは自己自身に濁す五不安そ

とうていそれを知る気になれないような或る

は経らない︒反濁に︑絶望の苦しみは︑まさ

ういう不安をもたないひとりもいない︒かく

もいない︒知られざる或るものに封する不安

に死ぬことができないという鮎にある︒抱望

して人間は︵病気のない人間はないと醤者が

味では︑絶望は何ら死にいたる病ではない︒﹂

はいわゆる柔病にとりつかれた者の症状に似

言うように︶精紳の病を自分のうちにもたな

いものはない︒﹂﹁自分で絶望していることを

ていながら死ぬことができない︒かくて死ぬ

気どらずに言い出せる人は︑自分では絶望し

ている︒彼はそこに横わ２Ｌ死にさいなまれ

﹁いいかえればこの病は肉鎧的な死をもって

それでは﹁死にいたらぬ病﹂とは何でしょう
であるというのです︒

﹁けだし人間的にいへぼ︑死はあらゆるもの

の総りである︒生命がある限りに於てのみ希
望がある︒けれどもキリスト教的に解するな
らば︑妬は決してあらゆるものの確りではな
く︑永遠の生命の内部に於ける一つの小さな
出来事であるに過ぎない︒単に人間的な意味
に於けるよりも無限に多くの希望が死のうち
に存する︒したが２Ｌキリスト教的に解する

できないということであるが︑とい２﹂生き

ているとは思っていない人たちよりの誰より

ばかりに病んでいるというのは︑死ぬことが
られる希望がまだそこにあるわけではない︒﹂

谷

ならば︑死さへも︑死にいたる病ではない︒
まして地上の一時的な悩み︑苦しみ︑病気︑

W

一
邑
b

近づいているわけである︒﹂

もぼんの少しぽかり︑ただ一歩だけ︑救いに

んが︑この本の諜者は解読のところで次のよ

短くまとめすぎて要領を得ないかも知れませ

行きながら︑その要熱をまとめて見ました︒

ない︒パスカルをペッシミストと呼んで︑あ

求めさせようとするようなデカダンの書では

れども絶望をもてあそび絶望のうちに憩いを

たしかにそれは絶望についての書である︒け

解することができるであろう︒

る病がいかに希望に承ちた書であるかをも理

理解することのできる者は︑この﹃死にいた

の微妙なバランスの均衡のうえに郷諦法的に

の常態であると言った︒︿スカルの言葉は︑そ

映ずるかもしれない︒しかし病はキリスト者

ールも同じように一人のペッシミストとして

とするディレッタントの眼にはヘキエルケゴ

わよくば自分たちの仲間に彼をひきいれよう

−１人間は罪のうちにあるが故に︑自分で自分

から罪の何たるかを言いあらわすことはでき

れなければならない罪︒療されなければなら

わち罪のあがないについて語るまえに︑晴は

ルは︑キリスト教のもたらす根本的治療すな

そしてまた絶望は罪である︒﹂﹁キエルケゴー

望がそれである︒絶望は死にいたる病であり

をである︑この根本的な病とは何であるか︒絶

に治擁しようというのであるか︒根本的な病

たらそうとするものである︒では何を根本的

﹁キリスト教は人間に一つの根本的治療をも

うに要領よく教えていてくれます︒

ない︒それ故にキＪスト教は︑ただ脚の啓示
のみが罪の何たるかを人間に明らかにするこ
とができるというところからはじめる︒すな
はち啓示によれば︑正しいことを人間が理解
しなかったということが罪なのではなく︑正
しいことを人間が理解しようとしないこと︑
それを欲しないことが罪なのである︒﹂﹁かく

とを理解していても︑それを行うことを怠る

三○・○固
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してキリスト教は教える︒人間は︑正しいこ
ものである︒或は甚だしきは︵本来の意柴の

において︑いかなる徴候をもってあらわれる

ない病が何であるか︑またそれがいかなる形
かを︑底徹的に解剖してみようと考えた︒こ

倣慢から︶︑正しいことを理解していながら︑

敢て不正をなすものであると︒﹂﹁しかしなが

五脚

干八五

五脚

○泊翁西村茂樹陣

○道徳教育講話

六○

の病は絶望であり︑絶望は罪である︒絶望の

畳醒のためのキリスト教的︑心理畢的講話死

○泊翁修養訓

六○

ことができるであろうが︑人間が理解するこ
である︒神的なものはこれを信ずるよりほか

にいたる病が書かれた︒﹂﹁罪が贈はれ︑救い

〒七

ら人間はこのキリスト教的なものを理解する

はない︒﹂﹁罪というのは︑人間が榊の前に絶

にいたる道は︑自己が肺の前に罪びとである

奉詫諏権硝確泥嘩坤蝿池岬︾っ彬捗睦逢評帰韮

望して自己自身であろうと欲しないこと︑も

ことなしには見いださるべくもない︒﹂﹁人は

ことをはっきりと︑しか＄徹底的に自畳する

とのできるのは人間的なものの範園内に於て

とである︒﹂

或はこの書を絶望の書と呼ぶかもしれない︒

しくは絶望して自己自身であろうと欲するこ
わたくしは以上のように︑この本を讃んで

〒七

弘道含に望む

大谷湧徳
私は日本弘通倉の曾貝であり︑西村翁の垂
訓に深く感銘して居り︑又各名士講師方の諸
説を有難く拝諏して居るが︑今日我が国の現
る機開が欲しいのである︒それには弘通倉の

状を見て︑どうしても日本人の思想を統一す
糖祁とその歴史はその任に富るのに大鍵適し

岱再

とで︑相手Ｄ出様ではどうされるか判らない

どろにでも宜しいやうにして貰びたいと捨身
に出る課にも行くまい︒相手がけんかに出て

来ないやうにこちらが用意して置かねばなら
やらに思って居るのか︑﹁君はどう思ふか﹂と

ない︒然るに日本の大方の圃民は︑他人事の
きいて見ても﹁判らない﹂と云ふ︒問題が大
から見たら日本人は少し呑気過ぎると思ふに

き過ぎると思ってゐるのであらう︒アリリカ

治を行って居るのだと言はれるのかも知れな

逢いない︑もっとも常局者は充分に考へて政
い︑まさにその通りであらう︒併し闘民の蕪
持の上にちっとも反影してゐないのである︒

又如何に日本は戦争はいやでもつ世界が争
って居る間は講和は成立ない︒日本が永遠の

平和の園として立つ鴬めには︑世界が平和の
園となってくれなければだめである︒この日
本を丘に平和の図として長くその地位を保つ
ためには︑どうしたらよいかと云ふことは︑

図民が一致して考ふべき常面の問題悪それ

とを言って居る場合ではなく︑すべてが一つ

となって全磯の力を併せて常るべき痔であ

り︑そして思想の面でも協力するやう之を指

導する機闘が是非必要である︑それには弘道

のものたちはすべて黛内抗争︑左右封立︑宗

倉が之に常るに尤も適鴬であると考へる︑他

教門︑教育界憩皆封立抗争をやって居るため︑

弘道含め役員幹部の方達が指導者として骨を

今此等に望んでもむづかしいだらう︒そこで

の方法であるが︑それについて私見の一端を

折って頂きたいと恩ふ︒そこでその思想統一

平和運動は今世界に種々の名稲の下に起っ

巾上げて見たい︒

てゐるが︑それはそれとして大いにやって貰

ひ︑夫等を含めて我々は﹁助け合ひ通勤﹂を

に於て助け合ふことで︑相手の長所を生かし

提唱したい︑助け合ひとは字の如く一切の面

短所を助けるのである︒今日までのやり方は

から︑双方共倒れで成功しないし︑絶封に平

相手の長所を憎み短所を殺すといふやり方だ

和も蒲さない︒丘に平和を作り出す方法は︑

ひ得べきもの︑あらゆる民族︑あらゆる階級

図民奈磯が行ひ得ぺきもの︑世界の人類が行

がためには︑国民生活を維持の問題と共に之
て見ると今は教育ち宗教も迩徳も︑或は政治

益なものでなければならぬ︒甲には向くが乙

一切の方面に共通に行ひ得ぺきもので且つ有

を確立しなければならぬであらう︒かう考へ

も縄済も産業も或は又政黛政派も賛本家も努
働者も一切が別々になって封立し︑勝手なと
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ているやうに思ふのである︒弘通管の主張は

園民蛍徳の韮礎をつくりあげるこどにあるが
今日の時代は世界の距離が近くなり︑園内の
範悶に止まってその徳を説くだけでは︑今の
日本をどうすることも出来ないやらになって
ゐる︒もはや奮来の考へ方やり方では今の時
代には適合しないことが幾らも出来て来て居
る言それは日本が敗戦の結果新憲法に於て将
来戦争塾放棄し︑図の交戦椎は認めないとい
ふことを世界に向って宣言し︑園民は責任を

世界に封して負はねばならぬ立場に立って居
ることを考へても解るのである︒故に我等の

なって居る︒

籾鮎をそこまで艦げてゆかねばならぬやうに
戦争放棄といふことは︑一方的に言ったこ

一

色

声

＝

えた︒しかし三日坊主でしかなかった︒鯛を

︑

に向っては適しないとか︑丙は賛同するが︑に燈得した新らしい指導者を養成して批含に
垂里

丁は反封すると云ふ差別的のものではいけな送り出す︒又日本の畢校制度を改めて︑特来

るのだらう︒今日の所戦前戦後の瞳別は全く

釣る海老は長くはもたない︑すぐ針が出て来

蕪書記長が参議院考査委員倉での諦言など

ない恐しさを持って来た︒

い︒夫には﹁助け合ひ﹂と云ふことは一見平皐校を出る者は︑公私共共済共立の指導者と
一切の現象は助け合ひ即ち共済共立の原理にに努力する︑そして弘通念は全図の支部を油

一さすがに代表者だけあって︑その言語動ゞ作に

凡であるが︑これは字・宙権成の侭理であってして鋤かし︑図民の頭をすっかり愛へるやら
よって成立って居ることを考へるならば︑之に支部をより設けて︑その趣旨を覚偲普及す

の呼び方は︑キサマ︑テメー︑ヤロー︑コン

於てもよく侭相を見せて居たやうに恩ふ︒人

チクショー︑日本語ではあるが相手を尊重し

が一切の上に富てはまる反理であると思ふ︒るかくして一般が認めてくるならば︑活動の
の方法として之に向って有ゆる機開を動員するであらう︒

ナグランばかりのやうであり︑勿論動詞︑形

た言葉ではない︑動作は飛びか上らんばかり

故にこの助け合ひといふことを以て思想指導基礎や方法はいくらでもよいものが生れてく

く︑一切が助けられて行くといふやり方であであるが︑どらか幹部方余念員方共に御一考

る︒黛員同志はどうかしらない︑同志何と呼

容詞もそれに相雁したものであったやうであ

る︑之は一切を肯定して他を排斥することな大磯以土のやうなのが私の考へてゐる骨子
るあらゆることに適川して術突矛盾することを煩はしたい︑勿論何も之に限った課ではな

いふものは︑恐ろしく乱暴であり︑反動的感

︵刺奈川含員︑山崎三吉︶

有か︑然らずんば一切無といふのであらう︒

駒︲

は無縁といふものである︒彼等は︑我が同志

反省と相互親愛と協力のないものは︑一般に

と彼等には向上進歩は不必要なのだらうか︒

べき心情には堂々さなどなく︑侭りと誕臓化
しで︑他人のことばかり言ふ︒総てが威嚇と
暴言と暴力︑これでは親しみやうがない︒言
語動作は暴なるが勢働者的といふのか︑する

的なのはどうしたことか︒そして他人を言ふ
とと極巌︑自己や同志は一際寛︑自分の言ふ

ど梯ふ筈がないがｌそれでゐて恐ろしく感情

なのだから自由や︑人情や︑迩義や︑尊敬な

蕊やうだから︑併し他人は︒尤も人間も物鵠

はない︒そして三十年或は五十年を一つの目く︑更に良法があればそれも結権である︑弘．
標期間として︑之によって先づ日本の思想を︲迩含が創立常時日本の思想界を指導したやら

︹祁戸市・含貝︶

共に之を愛行して賞って手に手を取って行くし︑虞の平和澱現に立上って頂きたい︒

統一して平和を賀現し︑次で世界の図々にもに︑今日生れ鍵つた日本の思想界を再び指導
之でなければ世界の人は承知しない︒そして

雲制議馴鍵鶴鰯而麟帥電蕊禰書霞雪：膨卿ＪＪ血ｌｉ２ＪＩｌ
ってゆくであらう︒

に於ても諸々の状勢はそれに従って適営に愛﹃かって地下運動の頃の共産鴬の言語動作と
そこで弘道酋は定款を此の線に浴はしめ︑情的で︑まるで狂人そのもののやうでさへあ
各支部を盛んに興して之を油ｔて助け合ひ運つたのが︑一般の者を恐怖させ垂にもゆであつ
のことがあるから之を愛現し︑共立共済的思共権黛﹂などといって︑暴力革命を否認する

動を興し︑一面弘遡念の事業として塁院建設た︒併し経戦後公認ざれてからは︑﹁愛される

想を目的とした教育をなし︑此の目的を完全らしい事も言ひ︑一寸看板の塗り更へかに見

Ｉ
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︑

懐奮随想
江東片口安太郎
○曾刺先生縁あり︑小杉にて御誰演ありしは︑明治二十五年頭な

風承得尊︒

○堀田曾長先生に寄せ奉る

佐倉藩下出英才︒古道高揚夙作魁︒祁園復興弘道急︒一誠遺

○含祇展墓

業四方開︒
りし乎・余宿舎へ訪問し︑懇ろに御教示給はり︑御奨めに依り射

業自千秋︒

養源寺畔気如秋︑新樹蒼涼催古秋︒弄詣昔容呼欲答︒喚乎徳

○華洲渡遥武助翁含覗以来三代の下に挺身貢献されし積年の功努

水支曾を創立せり︒

故騨禅房謁泊翁︒長懐穆雅聖人風︒報恩未果身方老︒六十星

君是筑波山下人︒挺身弘道見天員︒墨堤詩酒猶堪憶︒不蛎時

長く忘れ難し

○明治三十六年なりしか︒江州彦根に於て奈閣総含開かれ︑二代

霜夢影室︒

○今回総含に併せ毒昌含催され案内を頂きしも弱躯上京に堪へず

流不酔春︒

其盛況を夢想するのみ員に感慨無量

丹花下塗︒

追憶先賢一諾然︒撫移園状感頻牽︒霜既話奮害昌含︒魂往牡

︵附記︒総合の案内を頂き寓感胸間に往来し思出の数々誌きるも

のなし︒其若干を蕪詩に綴り御笑草に供す︑其粗雑寛怒を乞ふ︒
・八十少一実江東安︶

︵記者︒片口翁現在曾員中長老の一人︒正に六十年間斯道に益

す︒其身八十を越え︑然も国家の鍵革によって境遇激愛すると錐

も︑憂園斯道への至誠恥か亀衰へず︑往事の追懐寓感止まらずし

︑

て詩篇にほとばしる︑後進等しく胸を打たれて又自ら涙あり︶
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の含長谷隈山将軍臨場︑一日汽船搭乗︑中江藤樹先生墓参︒

下仰遺風︒

将軍高傑世依崇︒弘道営年糖泊翁︒倶弔近江聖人墓︒紫藤花
○多年曾に御助力給ばりし松平簡堂伯を追懐して↑

和敬長博不味公︒江山佳麗醸英風︒風流以外能弘道︒長者温
容入夢崇︒
○南摩羽峰先生追想

儒雅温敦畢有源︒一生厳保含津魂︒扶持曾湘盛斯道︒弘道揚
輝徳尊︒

○徳川綱陵伯を追想して恩出時に深きものあり

師事泊翁良範崇︒多年斯道致興隆︒揮然徳器温如玉︒併就侍
従長職功︒
○徳川頼倫侯追懐

南海雄藩太守門︒貌如君壬性忠敦︒文勲併見葵文庫︒換護粗
●

1

弘道詩林

奥無謹選

一○庚寅春日︒古城校上ｑ聞以文含聯環鵠七律二首之一・

移山寺島慶ス千葉︶
．℃℃︑℃︑℃℃℃︑

先賢意気自凌天︒皇徳洋洋章四豊︒菖園新遭陵谷鍾︒東邦

︑︑︑℃℃００００００○○○○○○○○︑ｈも刀︑
今見勢惰遷︒誰振木鐸同文運︒時郷春梨讃古篇︒雅友満堂同
︑︑芯︑︑︑砥︑＄

臭味︒廉繊細雨舎窓前︒

註︒席上褐明治天皇御製並先賢遺墨︑第二一句故及︒
︵評日︶荘重典雅︒憂世同志之盛曾︒可以想見︒︑

婚後悠悠五十年︒夫妻老健想良縁︒一門清禰多孫子︒鶴語

○賀長谷川一郎翁夫妻金婚式況堂天野佐一郎︵墓邑
℃︑℃︑︑︑︑︑︑︑私︑︑︑︑︑︑︑＄︑︑︑︑
︑︑︑もも

雲松昔日楽天︒

︵評日︺松機同韻︒杭侭譜惰︒呪又麟鳳族生︑金婚有慶︒詩能叙述
其趣無道城︒

○初夏登清澄山恵需袋坂重︵千葉︶

︑もも︑℃︑︑︑︑
新樹蒼然登筒閑︒木魚馨寂響清山︒日師偉業輝千載ｐ老我
︵評臼︺幽達州雅︒一讃使人起探勝之心︒

︑︑︑︑︑
尤欣勝境鍵︒

維昔康和第四年︒吃嘩海若勢浩天︒玉宮乃幸高祁浦︒忽静

○奉祝東大赦式年祁幸祭香城︲菅谷敏夫︵千雷
︑︑砧泊︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃℃︑︑︑
℃︑︑︑︑︑

狂澗似布託︒

○春日所見如雲慶野庄作︹茨慈

︵評日︺此詩基堀川帝之故事︒︲詳細不必言︒・有脚韻標紗之趣︒

裕美罵歌陽気瓢︒謝融卿喋霊琴武︒書索尉瀧無肥到︒一心若
︑︑℃︑︑
耽詩如雪翁︒

○寒夜懐人︑霞軒鵜野英治早蕃

︵評日︺詩翁之面目︒躍如展子眼前︒

寒風刺骨雪成堆︒雁足托書詩幾裁︒同首蘇蕊人寓里︒葬蓬

︑︑もｂ︑︑芯︑︑︑︑℃℃︑○○○○○○○○○

○００００
何虎未蹄来︒

︵評ｇｉ懐惜無比︒遺恨寓重︒

／○水郷雑詩緋陽大塚規只千薯

０００００．００００Ｏ○００００○○００００
蟹舎連沙岸︒漁家傍琴洲︒室明舟一葦︒揺樟水紋浮︒

︵評日︺語簡而祁遠︒

○寄老友藤崎君夏村田中和三郎︵千薯

〆

︑℃︑℃︑︑︑︑︑︑︑．︑︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑１．︑
不希富貴不希名︒自適悠悠過半生ｐ静坐達観天地妙︒深更
︑︑︑︑︑
唯艦杜鵬鳴︒

○燦碩烏次薬︵茨城︶

︵評臼︺老友唱酬︒互述襟懐︒尤足欽羨︒

四面林密凝翠巡．蝿然今看畢堂新．郷民皆喜資文化︒生色

︵評日︺畢童之幸︒一郷之喜︒延及全図︒足以興幽︒

欣欣素志仲．

︑︑︑℃︑︑︑℃︑

○次男謙二新卒蕊喜賦楓荘伊藤修郎︵千蕃

畿雪多年業正成︒師恩海獄謝高情ｐ青雲期汝雄飛後︒願望

○惜撰花︒

︑︑︑︑︑
無忘落阜城︒

東台一帯地︒春風面面吹︒梅萎雅客歎︒此心撰花知︒

〕

（

、

丘上錦帳綾︒裡畔詩鐘披︒飲有一斗里︒吟有七歳鬼︒○友千葉牒義坂秀嶺

日かな︒

、

我亦蓋中客︒這遥耽賦詩︒猛雨来何虚︒旋風捲地馳︒我が潔白よし思ふとも汚れなき心をとなほ榊に所ちむ

︑︲

亀

C303

寓龍空委泥︒蔚峰幾樹枝︒人生奈何観︒帳望濁額眉︒○︽茨城螺田口餐雄

・なα

無麗奥忠彦教へ子の便り讃み居る妻の腕に憂きとと知らぬ兇のねむりか

〜ｉ〜く〜１く〜！〜Ｉ〜ｊ⁝〜卜く〜ｊｌ〜ｊ１ｊｌ〜⁝〜○友千葉螺鵜野秀春

○篠田忠義君愛子をまうけられしに

弘道歌園割田斧二選ふりしきる雨もいとはでわが庵を訪ね来にける友ぞゅかしき

新潟螺波多良介

秀逸Ｏ水遥蛋︲松江市平井常清あれ出でしめづ子のためにうたけしてまひつうたひつ脱ふ今
とび交す汀の釜しげきかな消えつ光りつ数もよまれて

︵下句の描篤達者なり︺

○道︽墓紙都中村徐風○同同土田朝男
り

○同同波多松二

人の道はた蛍ひとすぢと恩ふにもぼしきば辻のしるべなりけあれ出でしまなどを帆ふ喜びはうからやからとかはらざりけ
り

︲︵寓意深く面白し︶．﹃

教草つみのこさじと思へどもまばり兼ねけり庭ひろくしてかりけり

佳作○弘道の誰義を見っ坐埼玉蝶石川奈美子いろいろのめでたさあれどあれいでしめづ子にまさるものな

割田斧二

○・一幅島聯湯田久毒少女子の乳首にも似る桑の資のうすべにさして恥づか葉蔭に

○

喪腫舞雛簾騨渥澱霊蕊目茅噌潅嘆か騨恥といひし山皐の爆繍恥進郎
き

り

＝

過嫁ぎし日に心か型はりて先きのこと思ふあらなく我老いにけ・
b

一
ｰ

弘道俳壇
秀逸○雑詠

同徴

東京みつ

東京光
秋田柿
埼玉奈美

旭東子選

菜の花の風入る窓を明放す
花種子を責る店並ぶ春の街
湯の町に浴衣の姿見えそむる

いちはつの花白麦と雨の中
佳作○雑一詠

東京光

同徐風

ロ

叱られてばかり居る子や衣更
篭畿一夜のいのちともしけり

聖蹟に客を迎へて新茶汲む

茶摘唄風の丘より始哉りぬ

︵繁田園主を訪いて︶

○︑

萎秋や豚の子そだつ十二頭舎

刈りし奏せんすべもなき雨となり︾

向日葵の裏へ廻・れば我家かな

短夜や隣の時計先に鳴り

藻の花や小舟梁ける橋の杭

妻黄ばみまがきに人のあるごとく

いさかいのあ・との淋しさ︒青き踏む

汽笛よく鳴らす豆汽車花曇

大俳のしづ・かにおわす花吹雪
猫活の香に故山を偲ぶ夕飾かな
花盗むいささかの醇たのもしく

そよ風に吾子の作れる風車

こ比かしと歌の間ゆる田植かな一
人影もさやかに見ゆる清水かな
片ひざを土手についたる花疲れ

、

○課惑夏季雑詠七月二十日限

新潟良介
東京繁露
同としを

同萎林

同多加子
同水・馬

祇島桃花房

同夢酔
同冬洋
同汀幽

寅島衣盤
東京察花
禰岡康瞳
東京貢一
福島好人

祁奈川鶴多楼

旭束子

︵一人十句以↓内︶
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縁側の夕暮長し新茶汲む
暮れそめて花種を蒔く手の白︑き

傘いらぬほどの小雨や初蛙

蔦若葉雨雫する昇風崖
落花浴びて子等の集る紙芝居

ゆる若葉かな埼玉奈美子

雨過ぎて夕日に映

朝茶汲む縁より迫る若葉風

春泥の野道をバスの廻りゆく秋田柿渓
耕すやうつむいて入獄為と

果もなき越の平野の青田かな新潟刺男
雨ふりて水ゆたかなる青田かな同・松二一

一望庚き青田かな同︲勝治

早苗を運ぶ水田かな・山口静子

雨霧れて

子等もみな

、

翁 子 子 溌 石
石

△服部氏芳志特別曾員服部繁子氏は第四十

ざる︒御芳情を感謝す︒

定期総含の年祭に供物として金宣百園を寄附

全く時の過ぐるを忘れしめ︑虞に聴衆を醇は

極く平易に而して親切に説き去り︑説き宋り

開先生には現下我が国経済の諸問題と題し︑

の挨拶を述べ︑司含木崎幹事より講師を紹介

演倉を開催︑午後一時一二千分萩原支含長開倉

八回定期総含の年祭に供物として余威百剛を

しめ午後三時絡了︑それより質疑漉答に入り

代策先生を御迎へして︑成木中皐校に春季講

寄附さる・御厚意を感謝す︒

先生には種々と引例により変際的に心ゆくば

ず︒

へ金五拾側を寄附さる︑御芳椅を感謝す︒

△高橋氏芳志千葉螺含員高橋秀直氏は本含

△定期縛含第四十八回定期総曾は四月三十

△紳戸氏芳志神戸光子氏には︑第四十八回

△高瀬氏芳志故高瀬爆軒簿士七七忌につき

かり解読を輿へられ後三十分に及ぶ︒それよ

本含棄報

﹄
遺子安貞氏より博士の著書鼓腹集一部寄贈さ

日︵日︶午前十時より本官に於て開催︑議定の

△繁田先生より襖の緒を頂きて

等々申合せ午後五時閉含せり︒

烏を聴きつ上清談茶坐輝等により修蕊せんと

場高水山常祇院に於て支含常含開催︑一夜時

の開催︑一村内善行者の表彰及夏季に常村の鰯

十五年度の事業計蜜を協議し︑牡含教育映蜜

念者︑退含者の報告︑事業報告承認︑更に二

次で午後四時よりは年次総含を開催︑新入

を表する次第である︒

は正に錦上華を添へるもので改めて感謝の意

豊岡支曾長繁田武平先生の御臨席を得たこと

に感謝の酢を述べ間含せり︑間に常日は特に

が振興に協力を要望し︑一同に代りて閥先生

日本の建設は臓曾道徳の昂揚にありとし︑之

倉の迦徳標準につき簡単に説明︑平和な文化

り中村幹事は︑閉曾の挨拶に兼ねて日本弘道

る︒御芳志を感謝す︒

△高梨氏芳志長老念員高梨惣助氏は本曾に

通り無事経了せり︒

封し金五百側を寄附さる・御芳情感謝に堪へ

△成木支曾講演倉東京都成木支含に於ては

ず︑氏は本含々員の長老︑八十四歳壮者を凌

四月十六日︵日︶午後一時より成木中畢校に於

て春季講演倉を開催︑本曾より講師として鯉

△中村氏芳志東京都成木支含中村芳三郎氏

ぐの御元鎮︑何よりである︒

済畢博士闘未代策氏出張され︑﹁現下我・園糎済

の諸問題﹂と題し講演さる・

△山田氏芳志評議員山田醇氏は本曾に金武

は本曾に金翫百卿を寄附さる御芳情を感謝す

△評議員雷四月二十日︵木︶午後三時より本
の納曾を前にして︑定款一部改正案︑昭和二

︑

倉協賛曾員貿易工業含理事長錘涛畢博士闘未

四月十六日︹日︺富支曾に於ては︑日本弘道

○成木支酋報告

支含棄報

百側を寄附さる︑御厚情感謝に湛へず︒

含館に於て本含評議員倉を開き︑四月三十日
十四年度決算︑昭和二十五年度溌算案︑昭和︑
二十四年度事業報告等︑審議懇談せり︒

△東部支富講演曾千葉螺東部支含に於ては
四月二十三日︵日︶府馬町小隼校講堂に於て春

士吾妻東策氏出張され︑講演さる・

季誌演含を開催︑講師とＬて本含より農畢博

△矢野氏芳志特別倉員矢野恒太氏は今回本
曾に金参百回を寄附さる・御芳志感謝に堪へ一
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○姉けどつけど銃静かなり夕かすみ

○参辻に赤光仰ぐ木の間かな

△雛場高氷山﹁幽立公園﹂

る・講演後又一時間に及んで含員の厩問に一

極めて平易に二時間徐に亙りて熱心に講演さ

を要する︐とて︑例を東西各地に亙りて引き︑

き図に於ては︑一層堆活の碓保に一段の努力

へが無くてはならぬ︒我幽の如く零細艇の多

即ち入るを計って出づるを制する不断の心棒

て地方は都含に後れ︑知見に於て女性は男性
に及ばない︒わたくしども姉人は︑家庭生活

を指示せられるところがあった︒文化に於い

○さくら樫︑さくらの中のさくらかた・

○高水の威容仰ぐや山笑ふ

を高めて︑男子に劣らずあるやう心掛けたい

月の術含には努めて出席︑知識を深め︑教養

を合理化し︑多忙中に寸暇を見出だして︑毎

○見附の涯は何所ぞ春の雲

出席者︑繁川支肯長︑抜井副支命長︑繁剛

ものであるＯ﹄

西津とらの︑山岸とり子︑繁川募ん︑繁川愛

を懇切に雁然され︑大いに停溌さる典所あり
四時三十分閉含せり︒此の日は恰も農家の苗

牙

代作りや郁子昨きやらにさしか入りしにも拘

○瀧川や俳陀の利益あら高く
○澄める宮脆下す漠や青嵐

△戒七五回附称︑四月二十三日午後二時︑於

美子︽西灘昇三郎︑鈴木栖開︑川代幹事︒

信だ︒夫婦共稼ぎで日々を送り栂るのは純済
上の信仰︑吾が身を犠牡にして征含空川靴の

利益とは密教上の迷信︑知識とは人生上の迷

群雲館
柄開サ話︑儲けることは純済上の迷信︑御

くら子︑繁田薙輿︑鈴木すゑ子︑田中ちか子

○茶岬一味吾にかへるや時鳥

しは何よりなりき︒尚此の念を開催するに術

必ず︑聴衆約二百藷に及び盛命裡に維了を見

Ｏ千葉際東部支含報告

り一﹂は︑府賜町の支含副支含長総鵡麟爾君︑

評議員︑寺本正雄君及び校長その他の有志諸
刑の多大なる御配脳を頂きしことを深く感謝
す︒

○豊岡支曾報告

△戒七四叫柑命三月汁六日一時より︑淋誤

午後四時︑．散称した︒

願へるのは朱教上の信仰︑恥能技術を肝きて
脚立間僻し得るのは人生上の信仰である︒迷
備とは他力を梢りて幸祁たらんとすること︒
信仰とは側然の威力を畏れて絶えず反術する
こと︒これまで︑日本では迷信の弧い人ほど
一時は︑儲かり︑安心し︑出世もした︒それ
は︑射利︑受益︑尊智が剛民性の一部をなし
てゐたからだ︒爾今︑縁起︑御利益︑御方便
等は御破算に願って︑境理尊重︑道義優先で
行かうではないか︑これでなくては︑枇界の
栴舞古を淵歩出来まいではないか！﹂
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四月二十三日香取郡府賜小畢校に於一Ｌ支含

縄曾並に講演含詮開催す︒午前十一時より先
鈴木愈計係より含計堺項についての報告あり

づ総合を附き︑高木支含長倉務の報告をなし
命員の意見装表の後︑霊食︑休憩︑懇談に時
を移す︒

鮒に第二ｕ姉人部含を州く︒春雨慌し︒

午後一時一二十分より講演命附命︑女竹提挨

拶の後︑講師陛畢坤士我妻束錐先准の︑農家

繁田︹くら子︺豊岡保育別長日く﹃制剛先生

には︑胤山紡僻と媒介紬僻との利群郷失につ

誰話﹃紡僻の理想﹄割田主事殿

き︑明快に批判論断され︑妙齢の娘捗つ母に

経済不況の時代とその封膳策︑並に各家の殆
民的見地︑・替利的見地によって︑腿業政策を

好箇の教訓を典へられ︑鈴木︑山岸︑西洋三

の心権へにつき御誰波あり︑同く単なる小剛

又農家自畷も常に道義に立脚して所謂農業所
h
』
っ

論ずることは︑其の常を柵たるものにあらず

夫人の衝側に封しては︑生活改蕃︑子女の鵬
にわたって懇篤に雁筈︑主姉の採るべき態度

の三要素とも云ふく琶一︑償絡︒二︑吹敬
】
『

︑生龍饗の三鮎に︑常に深仏の注意を排ひ

1

ー

−
一
竜

余日牛ロ

金五百回也︵本含寄附︶

東京都高梨惣助
金試百凶也︵参東京都中村芳三郎

茅ヶ崎市川戸光子

金登百叫也︵年祭供物︶

東京都服部繁子

金試百回也︵参︶

東京都矢野恒太

金参百側也︵参︶

千葉螺高橋秀直

金五拾回也︵本曾へ寄附︶

スルモノトス
ー時金武昨凹以上ヲ納付シタルーモノハ
維身御斐ヲ要セズ

○第四十一係︑四項
正愈員︿称費一ヶ年金百試拾側ヲ納付

トヲ得︑

ノ任期ハ三年トス魁但シ重任スルコ

○第二 十 四 峠 主 事 及 他 ノ ー 名 ノ 理 事

款の一部を改正す︒︐

○定額一部改正
第四十八回定期細命に於て左の如く定

I

金試百回也︵参︶埼玉蝶山田醇

−

一

割田斧二

振替口座東京皇三番
日本出版協曾曾員番銃Ｂ二ｇ茜

・電話九段九番

蝿諏廻日本弘道含

東京都千代田歴西神田二ノー

印刷所︵東京雲さ基く立杜印刷所

東京都千代田厘紳田神保町一ニノ十

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田逼紳田神保町三ノ十

壷行兼
編輯人

東京都千代田厘西紳田二ノー

昭和二十五年六月一日霊行

本曾編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌贋告の件については︑

岡封入の方に送付す︒

する外に穂登の特典あり︑規則書は郵券八

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

一ヶ年曾費金百武拾目を排込み入曾の手綱

弘道曾入含手掴

１Ｊ一Ｉ
！ＴＴＩ
弘道賢債一冊金試拾圃也

○含告の如く︑昭和二十五年度より︑定款一
部改正により含費が一ヶ年分余百式拾脚とな
りました︒従来があまりに安く︑本曾の経済
も非常に困難をして居りますので︑何卒御諒
承を御願ひ致します︒．

ゐます︒

○初夏五六月擁を御送りします︒第四十八回
定期総含も無蛎維了︑含告の如く定額一部改
正も決定致しました︒縄念記は誌面の都合上
略しますが御諒承を願ひます︒
○総念の後始末などで鞘編獅が遅れましたが
併し内容は賑かであり立派なものとなったこ
とでお許し願へると恩ひます︒吉田顧問の皐
術的論文を巻頭に︑公民の話︑家庭裁判の話
といふ講話的のもの︑次で藤本愛媛大畢長の
天皇陛下を御迎へして︑深作坤士の烈公生誕
百五十年祭記といふ特別讃物︑太川評議員の
時事感想の至情ゆ一文等︑本誌獅特のものと
して︑各位の御味讃を願ひたく︑必ずや御浦
足が得られることと恩ひます︒又川島協賛含
員の濯法問答︑これは本命の護法研究官も目
下着々進捗中でありますが︑何れは日常生活
に特に必要なものの一部を本誌に掲げる折も
あると思ひますけれども︑それまではからし
た形式で出来得る限り掲げたいものと思２Ｌ

編輯後記
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