■■０１１１１１

Ⅲ
1
'
1

脚

'
｢
i
l
l
l
l
l
l

：1

ロ曲■

■■■■■■■口

目次

・泊
泊翁
翁先生訓

吉田熊次

口巻頭言
一人の勝劣一○焼
○儒教に於ける澱の根源

身鴨の勝劣︑智慧の勝劣︑運の勝︾○
○西
西村先生をして今日に

劣︑叉は勇気の勝劣︑徳望とか愛閏○在
嘩 らしめば勝部直長

○東洋思想と西洋経済肇
心とか単間技塾等の勝劣︑是等は何ゞ
開未代策
れも一人の勝劣である︒そして其の一□口
｜ 漉法問群川脇次郎

通裕倫理大杉識一
度に従って砥或は十人に勝れると坦○
○師
口讃書の頁

高橋節雄

ふ人もあり猶百人に勝れるといふ人一○
○吉
青木昆陽先生の事蹟
佐藤恒二
もある︒遁徳もなるべく多く人に勝一
○へ
ヘルン先生と中皐生
れる事を求めいばならぬ︒人の力で︾○

徳川敬子

○鹸
妓近の巷に生折を拾ふ
拙叶津鋤岬抵恥嘩州峠訓睡叶い嘩咽一○

︲１１

○作歌ノート割田斧二

○裁判を早く修紡せしむる
些恥域岬碓抵蝿唾坤叫蝿壁弥や確釧一○方
恥 法如何太田秀穂

司︑Ｅ口副

︑一○○本倉・支含莱報
尊びそして羨望するが︑自分の力でゞ

○文苑
ない天賦でよくなったものを大鍵に︾○
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時人僻の別を知らねばならぬ︒又智徳が
あって人に尊ばれないといふのは魁今日
の世の中の人が唯名利にぱかり走ってｂ

い︒︵泊翁先生訓︶

天縛の尊いことを知らないからであって
是は一般祇称が悪いのです︒今後枇命
介が
進めば天侭の尊い事が知られる時が来る
でせうから︑決して恐れるには及ばな
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貝の平

といふこ．ともあるかも知れないからである︒

負が縄てを遂に支配するとあらば︑競走の慾望から又他日を期する

き一Ｌ止むなき敗者・の降服による平和であるとすれば︑そして力の勝

ではないからである︒然るに好んで理論を云々する人獅が︑何故理
論上疑いのない明白な平和が︑演際化しないのであらうか︒
戦争の場合には︑必ず﹁平和のための職ひ﹂といふことが言はれ
る︒成程力による勝負は必ず一度は平和を招くであらう︒力には限
度があるからである︒併し此の腕力による階懲の平和とｒかものは
一時の平和であって︑決して永迩の平和たることは出来ない︒力壷

の如く空の念願であって︑喪現しないのであらうか︒
人川は醐物の溌長を以て自ら任じ︑側ら誇って文化を築きつつ今
日に至って居る︒その人間が理論の上一致して暴力を排し︑国家間
の戦争を否定して︑導念平和を説くこと久しいのは誠に常然な事で
ある︒寓物の雛長とあらば︑斯様な動物さながらの行動が繰返さる
零へきではなく︑話せば判る事であり︑否斯様な行篤に出る筈のもの

殊に戦後は何時も其の嘩が弧いのであるが︑それでゐて平和︑職争
平和を繰返して今日に至って居る︒今度も世界の説く平和はこれ迄

か︑弱き者の唱ふる平和をとの念願は頗る心細い次第である︒
批界の人類が平和を念じ︑平和を説くことは久しいことであり︑

乱とあっては︑あなた委せの世界は︑頼まる．︑へきか︑頼まれざる

界の誠意に訴へて居るばかりの我が図とじて︑此の鼻先きで此の動

して正義の国際連合軍が階懲の矛を執ってゐる︒今日丸腰で唯々世

隣図朝鮮に職制が起った︒そし一Ｌ三・可八度線突破の北鮮共産軍に封

て﹁戦争は懲り懲りだ﹂といひ︑平和平和と叫んでゐるにも拘らず︑

・第二次世界大戦が絡結して鼓に五ヶ年今や勝一Ｌるも負けるも塞げ

和

恩ふに屍の平和は︑腕力に訴へる勝負によって招来さるるもので
ば断じてなく︑唯それは一時を解決する簡単な早道であるに過ぎな
いと云ふものである︒そして炭の平和は人類悉くの一人一人の心の
問題であり︒良心に忠なる生活の証践に期せらる寺へきものと恩ふ︒
理論として何人も正しいとする平和は︑理論として良心の命ずる
所により︑何人も正しいとする通りの行動を盗人類がすることによ
ってのみ蜜現する︑其の正しい理論といふものに曜主義なツーによ

る人生や惟界の籾方などの相述と云ふものを超越し一Ｌ蹄一さる寺へき

る︒今日我々の身遥を見一Ｌも猟も杓子も﹁職争は懲り懲りだ﹂といひ

ものがある筈である︒若し人知が此の事に思ひを致さないとすれば
結局平和は理論の夢で維るより外ないのではなからうか︒乃ち或者
は自己の慾望のため︑他人の自由や幸禰や権利を顧みないとか︑或
は力の優位に廿んじて我侭をするとか︑云ふ風な事をするとすれば
そしてそれが︑理論で解決されず反省がないとすれば︑その一方の
不瀧は遂に瑚性を失って暴力とさへなり勝ちである︒
︒要するに人州は自己の能力で理論を組織し︑理想を作るが︑その・
人間を変際生活より見るとき︑それ等の蝿諭は除りに高く︑そして
生活はあまりにもそれより低いのである︒鼓に争闘の根本原因があ

平和平和を異口同音に言ふか︑其ゞ等の人々の礎際生活を見るとき︑
他人のことなどは意とせず︑礎に勝手な利己的行動をして居る者が
決して少くはないのである︒それで淀の人達が平和を望むとすれば
愛に笑ふべきことと言はねばならない・
今日言はるる民主︑王義は︑ヒューマニズムに基くといはるるが︑
変に此の人道に基竺Ｌ︑力も糊能も技術も翠げて︑利己の武器では
なく自己のものであり同時に他人のものであるといざ﹂との蜜践に
徹すること︑これが平和焚現の根本でなければならない︒今日の人
間は理論のみ先行して︑その変賎は群しく後れて居る︒理論の平和
は没に奈人類が理論の如き壷践を可能にして始めて庇現するもので

一あることを知るべきであらう︒︵知己庵︶

、

儒教に於ける階の根源
ビヒ恥
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次

桂湖村氏ぱ穐記国字解の叙説に於て禰記の名義を説き︑﹁確

記とは何ぞや︑階の記録なり︑潅とは何ぞやｂ一外面的規律に

して大は制度法律より小は儀式作法に至るまでを包括せろも

のなり﹂と断じ︑進んで次の如く論講して居る︒

ず︑雫を分ち訟を群ずるも謄に非ざれぱ決せず︑君臣上下父子兄弟

道徳仁義も濫に非ざれぱ成らず︑教訓俗を正すも燈に非ざれぱ備ら

れず︑聴耐登祇して鬼祁に供給するも濫に非ざれぱ誠ならず︑砿な

まず︑朝を班ち軍を治め官に沈み法を行うも確に非ざれぱ威厳行は

も濯に非ざれぱ定まらず︑匡畢して師に事ふるも魁に非ざれぱ親し

の根本は魁にあると解することが出来る︒これは一見不可解

なる者は益すべからず︑瓢なるものは緯ふくからず︑微なるものは

稽は大あり小あり︑瓢あり微あり︑飛なる者は損ずべからず︑小

らず︑八曲濫篇︶是れ瞳は菖事の本たるを説けるものに非ずや︒

儒教の教育は酒掃雁封の如き卑近なる行住坐臥の訓に︾初ま

治の基本となる原理が内在するからである︒

色を斎へ︑辞令を順にするにあり︑容鎧正しく︑顔色瀞ひ︑辞令順

凡そ人の人たる所以は曜儀なり︑耀儀の始は容儀を正しくし︑顔

ものに非ずや︒

大となす︑︵哀公問篇︶︒是れ濫は園を治むるの具たることを説ける

の政を篇すものは人を愛するを大と馬す︑人を治愛する所以は濯を

紬の曲直に於ける︑規矩の方園に於けるが如きな２︵祭統篇︶︒古

より重きはなし︒︹祭統篇︶︒潅の剛を正すや︑猶緬の軽重に於ける

凡そ人を治むるの道は︑確より急なるはなし︒濫に五樫あり︑祭

更に進んで

説せるものに非ずや︒

々として大なる哉︑稽儀三百威儀三千︵中庸篇︶是れ礎の大船を網

大にすべからず︑故に練濫三百曲潅三千其の教一なり︑︵燈記篇︶優

湛記の書は漢時代の儒者の手に成るものとせられて居るが

徳の書も亦その内に包容せられたる所以であると恩ふ︒

の集録せらるる所以であり︑大畢及び中庸の如き教育政治道

膿の一語に蹄することが出来る︒これ耀記の内に畢記︑梁記

而して鵬と梁とは内外表裏をなすものであって心要約すれば

文武乗習は紳士教育の理想で︑其の根本は礎と梁とにある︒

と御とは武事に馬し︑書と数とは文事に鳩するのであるが︑

と射と御と書と数との六塾の修得である︒言ふまでもなく射

り︑修身治人の君子道に及ぶのであるが悩其の課程は膿と楽

こには厳祁なる論理の存することが首肯せられるであらう︒

の如く恩はれるが瞳腔の根源に開する解読を鑑く時には︑そ

ると思ふ︒儒教にありては政治は道徳の具現であるが︑又其

の事資である︒しかもそれにも増して澱の教であると言ひ得

儒教は道徳の教であると同時に政治の教であることは周知

田

儒教の思想的榊造よりすれば︑礎の根本には教育︑道徳︑政

Ｉ

（1）

吉

一

長幼和して而して後濫義立つ︑︵冠萎篇︶︒濫は中を制する所以なり

にして而上Ｌ後濃義備はる︑以て君臣を正しくし︑父子を親しみ︑

於喪祭射御冠昏朝鴫↓故聖人以レ礎示し之︑故天下画家可二得

得し之者生︑︵中略︶夫確必本二於天↓殺二於地へ列二於鬼榊弐達二

に孔子日や夫擢先王以承二天之道一以治二人之晴︽故失ン之者死︑

一

︵仲尼燕居篇︶︒濃なるものは猶髄の如きものなり︑髄備はらざれぱ

而正一也︒と説き︑進んで﹁磯の通行鍵革の経路及び陰陽造化

以二天地↓腐し本︲以二陰陽一鯛し端︑以二四時詑偏レ柄︑以二日星↓

祁一以治レ政也︑塵ニレ其所杉存確之序也とあり︑聖人作し則必・

流通の理を示して居る︒其の中に﹁聖人参二於天地へ並二於鬼

君子之を不成人と謂ふ︵燈器篇︶是れ濫は心を正し芽を禰ふるの義
たることを説けるものに非ずや︒

燈の大燈効用是の如く大なり︑此の書は即ち此の燈を説ける先儒
の諸一記録を輯めたるものなり︑故に名づけて潅記といふなり︒

陽↓鍵而潟二川時↓列而嬬二鬼紳弐其降日し命︑其官二於天一也︑

の語がある︒又夫礎必本二於太二分而偏二天地土縛而嬬二陰

鬼肺以鯛し徒︑五行以嬬除異潅義以飼し器司

極めて詳細煩墳なる﹁外面的規維﹂を含んで居る︒曲擢篇には

鰯し紀や矧以鰯し量

修徳安民の工夫を幼︑弱︑壮︑菅に亘りて生活規範を詳説し

於分蕊毒其居レ人日し菱︒ともある︒其の中にば鬼祁とか陰陽

又夫澱必本二於天﹃動而之し地列而之レ事︑愛而従レ時︑協二

如何にも礎には冠婚喪祭の大儀行住坐臥の細綱に至るまで

内則篇にありては室内に於ける男女作法︑父母勇姑に事ふる
亙りて詳説し︑射義︑燕義酋郷飲診適義等にも及んで居る︒

とか太一とかの如き形而上畢的原理も混入して居るが︑礎の

ノツトル

儀法弊を説き︑其の他四十除篇に於ては政治祭典等各事項に

ざる所である︒換言すれば宇宙の根本たる形而上肇的原理が

淵源を天地の秩序と調和とに認めて居ることは︿季ふくから

天地自然の間に賞現することを認め︑その表現の間の調和と

資に愁儀三百威儀三千の鰐系を示す一大偉観である︒︽而して

秩序とを以て砿の規範を設定せるものと解し得られるのであ

問題はかかる多岐多端に亙る畷儀に一貫する原理が果して存
立するや否にある︒これに封する解答の中に儒教の潅の性格

説かれてゐる︒．陰一陽之を道と謂ふ﹂とか︑﹁乾坤以て定

であるとの見方もある︒紫僻体︑説卦鱒等には道徳の根源が

易は一般には卜笠の書として知られて居るが︑又道徳の書

である︒・

調和との概念に蹄一せしめ︑しかも範を天地の現象に取るの

る︒潅の具燈的様相は千差寓別であるが︑その根源を秩序と

の根本が認識せられ得ると思ふのである︒

濃の根本に閲しては所為に其の片鱗を窺知することが出来

るのであるが︑擢運の一篇は梢組織的に説かれて居ると恩
ふ︒此の篇は言堰と孔子との問答鵠となって居り︑言便門人
老荘の意にして夫子の言に非ず﹂との説もあるが︑礎に淵す

の記する所に出づとの説もあり︑又篇首の大同小康の説は︑

る根源を鰐系的に叙述せるものと思はれるのである︒其の中

（ 2

まり卑高以て陳す﹂とか︑﹁天地位し菖物青す﹂とかば執れも

されるのである︒と肌は儒教の理想主義的人間観に基くもの

ない︒否︑瞳は人の人たる所以の人格乃至人生の表現と見倣

なのである︒擢蓮篇に﹁人者其天地之徳︑陰陽之交︑鬼川之

居るからである︒澱は他律的軌範ではなく︑自律的創造原理

が先天的に人間の本質的構成原理となって居ると解樺されて

で︑其の核心に天地の精気が人間に内在し︑天地自然の理法

天地自然間の秩序と調和とを道徳の基本娠理と見倣すのであ
る︒しかも之を君臣父子夫婦等の人倫淵係に通川して倫理的
ｑ

便値評債の規範となすは礎の根源と異らない︒孝縫に﹁夫孝
天之経也︑地之義也﹂とか﹁天地之経︑而民是則し之しとかあ

る︒これ孝といふ代りに道徳といふ語を置き換へて解すべき

也﹂ともある︒孝経にも﹁子日︑天地之性︑人鰯し黄とある

称︑五行之秀気也﹂とある︒又﹁人考天地之心也︑五行之端

中席に﹁天命之謂ソ性︑率し性之調し逆しといひ︑又﹁自レ誠明

であり職易の所説と同意義となり︑更に澱の語を以て孝に置

謂二之性↓自レ明誠謂二之教﹃誠則明実︑↑明則誠実とあるのも

き換へても義理に於いて愛る所が無いと恩ふ︒澱は道徳及び
政治の根源であるといふのもかくの如き見地に立って初めて

要するに儒教の礎は天地間の秩序と調和を根源とするもの

来ると恩ふ︒

寧ろ儒教の人間槻よりする澱の哲躍的説明と解することが州

て後︑澱文畢ぶべし︲一と解緯することも出来るであらうが︑

己芙﹂響あるのは︑澱の本末なり︑敬は澱の本なり︑賞あり

皆儒教の打鍵的人間槻を示すものである︑孝経は﹁澱務敬而

明瞭に了解せられると恩ふのである．

儒教思想の一大特色は家族主義的吐禽槻にある︒人間は天
地の締気を享けて生れ︑寓物の霊長であるが︑其の生活は家

族組織を基本となし︑園家生活にありては家族の披大せるも
のと見徹して債値規範を規定するのである︒家族主義的集国

である︒秩序と調和とを人格と人生との根本原理となす説は

組織を以て正常なる人間生活の有り方を考へ︑天地川の川に
存する秩序と調和とを家族主義的牡含生活の上に通川して︑

西洋にありても希脳哲畢以来久しく唱導せられた所である︒

これは天隙の運行︑自然現象に開する科畢的観察よりするも

であって︑鵬の哲畢的宗教的基礎となすのである︒儒教に於
て尊族を天に卑族を地に配して貴賎を分ち︑その間の秩序と

儒教に於ける磯の教には悠久なる具理を含むものであると言

一疑ふくからざる員理と言ひ得るであらう︒その限りに於いて

此庭に価値規範を設定した︒これ賞に儒教に於ける磯の根源

の亘理となす信念は資にかくの如くにして確立せられたもの

法の多くは渦り煩墳を極むるのみならず︑現代の一般生活に

ふくきである︒然るに職記その他に説示せられて居る漉儀作

調和とを人倫の便仙規範となし︑以て天地の公逆にして不動

澱は外面的規律であるが︑内面的動機を無脱するものでは

である︒

Ｃ
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−

れは畷そのものの本質より来れるものではなく︑儒教が成立

於いては到底資行し得ざるものの多きは何故であらうか︒こ

ら第二次的の意義を持つものとせらる上に至ったのである︒

夫婦とか上下開係を掘調せるが偏めに︑人格の平等槻念は自

るはそれを蓋するのである︒唯君臣とか︑父子とか兄弟とか

ふ︒五倫五常の教にも朋友の間は信義を道となす雲へしと説け

且つ孔孟は常時の封建君主の間に教説を立てたので自ら貴族

せし時代の就含構造の間に存在せぃ特殊的事情を天地自然の

換言すれば瀧の根本精祁に誤りがあるのではなく︑杜含組織

生活と縁遠きものとなった所以である︒

的となり封建的となり︑其の説く所の漉俵作法が現今の吐曾

秩序と想定し︑人倫の正常なる情態と見徹せしが篇である︒
の愛遷を無覗し︑これを固定的のものと解し︑周時代に於け

漢民族は夙に黄河流域に定住し︑氏族制度をその吐含組織

法は近代の文明闘民生活に通合せざるものが多いのであるが

賞行範園は近代的杜交界に普及した︒此の如く儒教の確儀作

Ｌが︑儒教の澱法に比すれば頗る平民的であった傭め︑其の

族間に起った紳士淑女の生活規範より護達せしものと思わる

西洋に行はる土エチケットなるものは︑元来中世以来の貴

る漢民俗の封建的牡倉機雛を典型として︑天地自然の秩序と

調和との表現と恩老せる鮎に問題が存するのであると老へ

の基本となし︑特殊の習併を形成して来た︒其の間には幾多

かⅨる峡陥の原因は儒教の行はれたる時代の封建的貴族的壮

る︒

の特殊的原因より護生せる偉統が集積して特殊の漢文化が結
呈したのである︒家族的牡含槻人生観は︑人生の自然に溌し

り︑階の本義を無硯してはならぬ︒新憲法下にある我等は︑

勿論矯正せられねばならぬ︒併し儒教の礎の精祁を軽硯した

含組織と︑漢民族特殊の偉統とに過ぎないと老へる︒是等は

ａ

成せられ︑政治︑道徳︑識育等百般の文物が燦然たる偉観を
杜含術造の雄も自然的なるものであるが︑同然界の秩序は固

ふ︒︵二五︑三︑三五×顧問︑文畢博士︶

教の礎の根元を理解し︑其の長短を明確にせねばならぬと恩

の建設に遇進努力せねばならぬのである︒それが矯めには儒

其の壮倉組織を本とし︑弘道民主だ．義を基本とする耀儀作法

定的で鍾化に乏しき所より︑其の映黙は機械的形式的に固定
し︑しかも営代の祇含組縦を反映して階級的封建的に堕し︑
個人の人格を無覗乃至は軽硯する貴族本位となったことであ
る︒孔子は周末に生れ︑混凱と無秩序との世相を身を以て鰐
険し︑尭舜の世を追慕し︑周公が大成せし文物の精華を憧僚・
し︑これを理想的秩序の典型として人倫の基本原理となした
のである︒尤も儒教の中には人格の観念が映如して居る鐸で

はない︒そのことは儒教の人間観を見ても明白であると恩
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西村先生をして今日に
在らしめば

その他を熱讃再考し剛わたくしは初めて西村先生の人格と畢

問の直面目に接することを得たかに思ひ︑従来の自分の西村

槻の誤れるを訂し︑弘道倉の末席に列るものとして斯の倉の

今後の進路を定むるに資したいと思ふ︒

まづ西村翁を目して﹁明治年間における保守的な儒教主義

郷南洲遺訓﹂などと共に一︲日本道徳論﹂を教材として取上げ

す

め﹂・中江兆民．年有半﹂・新渡逢稽造﹁武士道﹂・﹁西

てゐたが︑明治時代を扱ふに鴬って教授は禰深輪吉﹁畢問の

年前大里生の析︑和辻教授の日本倫理思想史の演習に出席し

﹁日本道徳論﹂の著者として壇ある︒わたくしが今から十余

かった︒わたくしが市めて翁の名を知ったのは︑瑞波文庫本

であるからわたくしは勿論先生の馨咳に一接することは出来な

泊翁西村茂樹先生は︑今から四十九年前になくなられたの

炭く精しく思索を亜ねての結果であって︑単なる自己の感情

一見保守的にみえる事でも︑そこに結論を下すまでには深く

って積極的進歩的な行動に出られた碩肇であったのである︒

かる後に判断を下すといふ風に︑じつに複雑明敏な頭脳をも

ゆき︑そのためには内外の書物に口を通しよく勉強して︑し

想ひと凝らし︑何よりも物事を合理的に単問的に考へ詰めて

汎な覗野のうち世界の大勢を洞察し杜含の動き園家の運命に

はなくして翁はつねに新鮮な時代感兇をもって時勢に錐み礎

守反動を以て得意とする不勉弧な信念居士ではない︒さうで

はならない︒よくよく観るに西村翁は決して軍純で翫冥な保

者﹂となしたは全く皮相の兄解であったことをｎ状しなくて

られた︒おそらく執れも岩波文庫本に入ってゐて単生に入手

に西村先生を見ることを得ない︒けれども先生の文章を熱演

Loノ

勝部員長

し易かったが潟であらう︒わたくしはこの時以来﹁日本道徳

的な反感や好き嫌ひだけからの軽率な意見ではなかった︒

玩味してゐて︑思ふことばもし西村先生を地下より起たして

孔子は夢に周公を兄ナと嘆ぜられたが︑わたくしも未だ夢

論︲｜の著者として西村茂樹の名を印象深く心に銘記して忘れ

書生にすぎないけれども︶わたくしの平常の開心事であった

一九五○年のこの日本︑連合軍占領下のこの東京︑千代田歴

なかった︒国民道徳の問題は︵わたくし自身は噸惰不敏の一

でも﹁日本道徳論﹂の著者としての西村翁であり明治年間に

からである︒けれどもわたくしが心に銘記したのは︑あくま

歩ましめたならば︑そも／︑先生は如何なる言葉を震せら恥

と改稀せられたこの抑田の弘道曾館に︑その徳風慈眼の姿を
しかるに頃日思ふ庭あって﹁泊翁叢書﹂および﹁往事録﹂

おける保守的な儒教主義者としての翁の姿であった︒

〆 牌 、

ー

一催にある︒先生ば既に早く塵雁三年京都の旅寓にあって

ンダ人テイロル︑アメリカ人イマウイーラード︑オランダ人

たであらうか︑ということである︑敗戦後の日本は︑大道瓶

ウインネ﹂の史書を参照して明治五年完成して十一冊となっ

﹁菖園史略︲｜の謹著を始められた︒これは﹁スコットランド

て今日に在らしめば﹂おそらく先生は泊翁叢書に書かれてな

た︒又﹁泰西史鑑﹂三十冊は﹁プロシャ人ゥエルテル﹂の原

人フラザル︒タイトラル﹂の原著を基とし︑のち更に﹁オラ

い新たなる言葉・新たなる思想・新たなる道徳要領をわたく

生の如き志士仁人をおもうや切なる秋である︒﹁西村先生をし

し共に提示せられたであろう︒何となれば昭和の日本はもは

に鐸了したものである︒明治三年には﹁フラザル・タイトル﹂

著にか上る西洋史を蘭諜より重鐸したものである︒明治二年

れて仁義いまだ起らず︑時難にして忠臣未だ現れす︑西村先

奏事情を異にするからである︒因術姑息︑徒らに過去にのみ

や明治の日本と異り︑まして敗戦亡国の後であってみれば愈

吉の西洋事情にまさるとも劣ることなき立派な啓蒙的仕事で

事物起源﹂が謹述された︒西村先生のこれらの事業は禰深輪

の原菩から﹁歴史年表﹂二冊を謹述された︒明治十年に川版

世外教よりも世教を先生は何よりも合班的思惟を重んぜ

あった︒先生の眼ほつれに世界全僻に配られてゐた︒世界怖

された﹁輿地誌略﹂は先生の友人内田正雄の遺志を篭いで完

られた︒そのことば先生が沸教や基督教の如き宗教︵世外教︶

紳と積極的に収組むことなしに頁の日本精祁は出てこないか

執軒して現前の歴為たる事賞から︑を縦ひ遠き慮りなくして

よりも儒畢や無畢の如き倫理︵世裁︶を採川せられた事に徴

成された十二巻の世界地理害であり︑明治十一年には﹁四画

して明らかである︒単なる信念や信仰や蹄依の如き非合理的

一九五○年の槻鮎に立って新たなる世界史と世界地耶の害也

らである︒﹁西村先生をして今日に在らしめば﹂先生は必ずや

ざる所であらう︒

なるものを排して︑自ら理性に照して︽恕惟し判断しょく納得

船に墨し株を守るの愚を敢てするのは︑先生のもつとも取ら

して賞行する合理的なるものに就かれたのである︒従って今

﹁二つの世界﹂と﹁冷い戦争﹂と﹁世界平和﹂についても論

しを試みられたであらう︒勿論彩しい外国文献を渉猟しつ上

には園禁を犯してまでも単身欧洲に渡航せんと企てたぼどに

ってより西洋の皐術文化に若眼し和蘭文法を習い︑廿六の時

海外文化先生は廿四歳︵嘉永四年︶佐久間象川の門に入

ぜられたであらう︒

日もし西村先生を教租の如くに見倣し弘道含をもって西村教
な信仰蹄依の情に安んする者ありとすれば︑それは論語よみ

ないし西村宗の如くに扱い︑先生の片言隻句に拘泥して単純

参

の論語知らす︑西村先生の精祁からは最も遠いものではなか
らうか︒

世界的覗野﹁世界の形勢を察すること﹂は乙競要領の第

（6）

政事の良否を翻ること︵四︶画家の経済を知ることは︑一九

れたであらう︒乙競要傾の︵二︶国家の将来を慮ること︵三︶

て︑世界全篭の経済︑資本主義経済か吐含主義経済か︑・世界

西洋文明に班い開心を持ったのである︒そして手塚律職に入

図家や世界平和の問題を︑夫だの専間家を集めて︵明六杜の

五○年の今日︑おそらく先生は﹁国家﹂を﹁世界﹂と書替へ

﹁タイム﹂・亘／イブ﹂・﹁一三−ズウイーク﹂その他の外園

た︒﹁先生をして今日に在らしめば﹂おそらく先生の机挫には

雑誌新聞はもとより海外の新刊書は積み亜ねられ︑先生ぱ外

やうに︶墨問的に研究検討し︑有力な意見を牡含に護表せら

門して蘭望と英畢とを修得し︑ついには数多の諜著を出され

人の智識あるものと交際せられ︑或ひは老躯を押しても尾崎．

れたであらう︒

た︒明治六年に完成された﹁家中経滴﹂は﹁アメリカ人ヘン

したもので︑これ叉わが国教青史研究の軍分けである︒又明

リ・エンド・プログレス・オフ・エヂュケーション﹂を基に

は﹁アメリカ合衆国の坤士ヒロビブリアス﹂の原群﹁ヒスト

教育と倫理先生が明治八年に謹述された﹁西洋教育史﹂

翁のやうに空路渡米せられたかも知れぬ︒

リ︑ハルッホール﹂の箸﹁家計百科僻典﹂の一部を樺述して

経漕問題先生は早くより経済の事に深い理解を布たれ

わが園の農工産業に役立てられんとしたものである︒又﹁経

の著一︲モラル・サイエンス﹂を課述したもので︑慶雁義塾の

治七年の﹁求諦己飛誰誰修身部︲一はヲメリヵ人のヒコック﹂

基督教に基づく道徳書であるに封し︑ヒコックのは基督教に

阿部泰賊が課したウェイランドのヨラル・サィャン臣が

に諜述︑明治九年に文部省識版として上梓せられたものであ
る︒これは上下二巻より成り︑物慨・工偵・貧富・財本・租

済要旨﹂は﹁アメリカ人ウオーカル﹂の維済畢書を明治七年

税︒借賃・分業等について述べてある︒おそらく経漕皐につ

ものである︒さらに明治十五年に出版された﹁段氏道徳望﹂

擦らず純粋に倫理的である軸︑先生が鋭い着眼から操ばれた

はウインスロー氏の原群を諜述したものである︒これらは先

いても先生は草分けであった︒かくの如く鋭敏な先生である
ルクス主義や共産主義についても︑マルクス経群肇の根本か

て︑﹁先生をして今日に在らしめば﹄アメリカの新教育や倫班

生が欧米の教育倫理思想に注意を挑って居られた結果であっ

から﹁今日に在らしめば﹂先生は現時の杜含問題心とくにマ

らして研究し﹃費本論﹂やレーニン﹁帝園主義論﹂などは勿

世界における日本先生の考へはいつも世界における日本

︸︹ノＯ

思想についても先生は何らかの批判的護言をされたである

論のこと︑多くの資料に基いて比較検討の上︑一定の断案を
下し何らかの封策を建てられたものと恩はれるｐ他方アメリ
カの新しい傾向︑たとへば︑︒Ｖ︲Ａなどの科箪的な未開護
地域開拓の動向なども先生の手によって積極的に紹介宣徳さ
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の位置・立場・在り方を根本にして考へられたのであって︑

を侯たればならぬ︒

しかし乍ら今日われノーの鰯すべきことは︑先生の志を志

篭ぐべし︑我憂ふる所なし﹂と︒先生授後の百年は筒半世紀

界中の覗野に立っての世界政策から割り出された方針であっ

儒教中心の図民道徳と一口に云っても︑それはあくまでも世
た︒儒教だけではなく︑それに希臓にはじまる西洋哲望を併

い︒日本国の無峰件降伏・五年以上に亘る被占領という前古

とし︑先生の精神を精神として現在に虎すること以外にな

未曾有の冷厳な事賞の前にあって耐﹁若し西村先生にして御在

せて始めて西村先生の道徳の根擦が成立つのであった︒﹁先生

をして今日に在らしめば﹂日本の敗戦の事賞に鑑みて先生は

精祁であるとして︑哲畢を興し日本人が自らの頭で考へ自昂

は員理の月を指さす先生の指だからである︒しかし員理は月

世ならば﹂いかに云ひいか虹行動されたか︑との鮎に想ひを
致さねばならぬ︒泊翁遺言は貴重である︒がそれが貴重なの

日本人に最も峡けてゐるのば哲肇的精神・合理的思索探求の
を深めることを提唱されたであらう︒

理の月を見ないものは先生の志を失ふものと云はれるであら

にあるのであって指にあるのではない︒指に拘束せられて亘

︑

弘道含以前・修身畢牡弘道含の前身︑修身皐牡こそ西村

う︒︵完×東大講師・評議員︶

東洋思想と西洋錘漕皐

開未代策

神秘の王国支那の罪は︑ヴ〒三スの一商人の手によって開

かれた︒十三世紀の末十七年間を元朝に奉仕したマルコ・ポ

ーロは︑﹃東洋見鮒録﹄を欧洲の朝野に投じた︒恰かも営時は

であった︒彼の驚嘆の瞳に映じた宮廷の豪壮華美︑首都の宏

忽必烈が都を北京に定めて十数年︑宮廷は壮一麓と豪華の絶頂

大︑国風︑文化︑謹術通廃物等の紹介がこころみられた︒
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先生が獅力にて最も苦心経管された所であった︒先生が国民
道徳樹立の心要を初めて誘き出された明治八年には一人も行
を共にしようとする者がなかった︒明流九年漸く十五︑六名
の同志を得て修身皐吐を興された︒明治十年に倉員十二名︑

十三年に州二名︑十七年に三二八名︑廿二年に千名︑廿五年
に二五○名︵支所十八ケ所︶︑廿八年に六○○○名︵支所六六
ヶ所︶︑川年に七八○○名︵八一ヶ所︶︑州五年︵先生の授年︶に

は含員一菖人︵支所一三○ケ所︶を数へて最高潮に達した︒
じつに天下風教の基は一人より興ることの賃例を先生におい
て見ることができる︒今日︑弘道倉が尾大不悼︑昔日の悌な
しとしても先生はこれを見て決して嘆かれぬであらう︒先と
壷洪・二

はたった一人になっても立上がられるであろう︑先生硬せら
るに臨み左右にいって日く﹁吾百年の後聖賢出でて吾が志を

F刃

．Ｉ

己一

谷

一

併しマルコ・ポーロはこの閏の思想につ堕しは︑さらに鯛

興足﹄とある︒君民は一鰐である︑民を足すは正に君を足す

何︑其徹也︒封日︑百姓レ足︑君執輿不足︑百姓不ソ足︑君執

し足︑如ン之何︒有若封日︑蓋し徹︒日︑二吾猶レ不足︒如し之

所以である︑民力が休養して財産が富み足らば︑君は誰れと

︑

大なる思想が西洋に移入されたのであったか︒それには︑加

れるところがなかった︒でば︑何人の手によって︑東洋の偉
土力体道の歴史を播かねばならぬ︒

﹃土地は富の唯一の源泉である﹄といってゐるが︑﹃大畢﹄に

ってゐるので︑正に一派相通ずろものがある︒またケーネは

が足らざれば︑君は誰れと共に富み疋ることを得ようやと言

洋に派遣して︑支那の賞状を知ることに専念した︒ためにフ

も既に﹃有土此有財﹄と述べ︑その意相通ホるものを護兄し

共に足らぬことがあらうや︒之れに反して国民疲弊し︑財産

ランスは︑宣教師達の通信によって︑欧洲諸列弧に先んじて

営時︑英明なる﹃太陽王﹄と呼ばれたフランスのルイ十四

支那研究の牛耳を握るにいたった︒十四世他界し︲撮政時代

得るのである︒彼の文献中には︑到るところに農業を尊重し

世は︑一大植民帝園建設の夢を懐き︑耶蘇含派の宣教師を東

を経︑ルイ十五世の時代となるや︑フランスの思想界には︑
もって世界最高の聖哲として讃仰し︑その幡舜堂には孔子の

示すにいたったのである︒

てれを助長せんとする主張を看出すことが州来るが︑特に杜
曾諸階級中ひとり農民のみが︑生康階級であるとの謬兄さへ

東洋思想が渦だとして涯り︑ヴオルテールのごときは孔子を
霊像を掲げ︑朝夕これに叩頭してゐたほどの狂信ぶりを示し

政治﹄において︑支那の文物制度を称揚し︑殊にそこには﹃書

経済単の創始者フランスア・ケーネもその著﹃支那の専制

しろ彼等の護達のために自由競争さへ希望したくらゐであ

たとしても︑彼等の活動を妨げんとするものではなく︑否む

由主義者であったが故に︑よし商工業者が不生旅階級であっ

かくのごとく農業を極端に重要硯したケーネも亦︑彼が自

維﹄﹃易経﹄﹃大畢﹄﹃論語﹄﹃孟子﹄等の優れた書があり︑こ

る︒その﹃商業に棚する考察﹄において﹃港︑河︑道路によ

たのである︒

れらは知識の賓庫であると絶讃し︑更らに︑凡べての国家に
棋範として役立つものは︑支那壌読の方法であるとなした︒

出口を開くことは固の政治である﹄といってゐるが︑文こそ

てのこれらの利益に︑より凡ゆる図の商人を引きつけるため

り容易にし︑商業の完全な自由︑安全︑免除を得しめ︑凡べ

た﹁農貧なれば園貧なりｌ固貧なれば王なり！﹄は有名で

畢の創始者である︒彼並びに彼一派の豊徒によって宣言され

述は農業の極めて重大なることを説けるは論を侯たないが︑

異れ︑古代儒家の口吻を篇せるものがうかがはれる・孟子の論

いふまでもなくケーネば︑重農主義者の頭目であり︑経湾

あるが︑既に﹃論語﹄には﹃哀公問二於有若一日︑年鱗︑用不
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が多かったのではあるまいか︒即ち︑﹃市塵而不レ征︒法而不ケーネはフランス図王の侍醤として︑ヴェルサイユ宮殿に

商業工業の護展をも併せ主張せる鮎︑ケーネに及ぼせる影響あらう︒

し塵︑則天下之商︑皆悦而願レ蔵二於其市一美︒﹄また﹃今王護起居してをり︑殊に国王のおぼえめでたかったから︑その勢

し施し仁︑使下天下仕考到皆欲し立二於王之朝↓耕者皆欽ン耕二於威は文字通り飛ぶ烏も︑おとすの槻があった︒彼は晩年にいた
王之野﹃商賢拷欲形職二於王之市︽行旅皆欲し出二於王之塗↓天り衰えゆくフランスの姿を見るに忍びホ︑醤蕊は一人の病滞

一

下之欲し疾二其君﹃皆欲も赴二憩於王至其若し是や執能禦吻之︒﹄とを救ふのみ︑天下を救ふの術に非らすと叫び︑経にメスを捨

読いてゐる︒かかる思想は﹃中席﹄にも義兄し得る︒即ち﹃凡てた手に︑﹃表﹄を掲げるにいたったのである︒

ぺ︑これを承けて九経の効果を一説き︑﹃来二百工一則財川足︒って彼の長き研究は︑自然現象の世界にあったことは言ふま

潟二天下画家一有二九経．⁝⁝来二百工一也︒柔二速人一也﹄と述勿論︑彼の生涯の大部分は︑醤帥の生活であった︒したが

(10)

柔二速人一則四蹄し之︒﹄といってをり︑また﹃論語﹄にも﹃両でもない︒彼の即脳は︑夙に自然といふ肺の弧い力に支剛さ

工居レ雛以事し成﹄とある︒れてゐた︒彼の杜含哲単の源は︑そこまで湖らねぱならなか

この一文は随筆として認めたものであるから︑筆者の信赤つた︒恰かもその時︑フランスの思想界は︑支那単の膨群た

るところではないが附言しようｃそれは︑ケーネの﹃経済表﹄る渦紋を描きつつあったのである︒支那の精抑文明は︑時の

の形式に倣ったものであるとし︑その﹃全集﹄第六巻の巻末蘇含派の支那通信に︑却って自説を濡ほされた者のあったと

は経済皐史上その名を不朽ならしめたものであるが︑ランゲ革新哲肇者︑百科全書望者によって︑早天の騨雨のごとく仰
は説をなし︑ケーネは気取って︑支那の聖典である﹃易経﹄がれたことは想像に難くはない︒彼等が攻華の矢を放てる耶

に﹃経済者﹄と﹃八卦表﹄とを封照して掲げ︑ケーネは必童とば皮肉な現象であったが︑わがケーネも亦との滋雨に濡ほ

孔子の説を換什奪胎せしに過ぎないと非難した︒された大樹であったことは︑一鮎疑ふの除地がない︒かの僻

いづれにせよ︑常時﹃欧洲の孔夫子﹄と稲へられてゐたケ教が説ける︑凡ゆる事物の創造者たる天の観念即ち自然法の

黙かり︑これをもってこれを槻るに︑黄河の流水が鵬程菖

１ネは︑彼の経済望の哲肇的源泉を遠く東洋の天地に求め︑思想とそば︑彼が探し求めたる験の母であったのである︒
その政策論を支那の政治に看出せしことば．多く餐言を要し

ない︒特に︑彼の最大の論文たる﹃支那の専制政治﹄を讃むに〆里の大洋を乗りこえて︑セーヌの河岸を洗いしととなしとは

いたってば︑何人といへどもこれを否定するの勇をもたぬで・そも何れの人が公言し得ようぞ︒含む︵協賛官員・輝涜畢博琶︒

墨
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川島次郎

鳩法問答一

て下さい

問新しい燈法の性格について説明し
新しい程法の性格としては︑さし富り三つ
の項目が考えられます︒その一は︑新しい潅
上への謄法だという事です︒

法は︑上から下への潅法ではなくて︑下から

らないものであります︒即ち今日の濫涯は︑

いものに封して︑敬意を表するような動作を

なる程︑昔でも身分の低い者が︑身分の高

直の濃儀などのあろう筈はありません︒

しました︒大地に手をついたり︑みっともな

上から命令され湿制されるものでほなくて︑
一般庶民によって認められ︑一般庶民はそれ

虞の瞳ではありません︒そうしなければ︑命

は屈従の表現であり︑卑屈の表徴であって︑

い程低く頭を下げたりしました︒しかしこれ

によって自分たちの生活を規正し︑自分たち
ん︒人の口虞似をするようですが︑新橿法は

が危いから︑巳むを得ずするのであって︑一

の幸禰を計っていくものでなければなりまぜ

の濫法でなければなりません

せん︒でなければ尋へつらいによって概心を

︑︑︑︑

種の護升術であり︑逃避行動であるに過ぎま

民衆のために︑民衆によって行われる︑民衆

その二は︑新しい謄法は階級的のもので
はなくて︑大衆的のものだという事です︒

のようなものです︒

得ようとする︑醜い利己的動機から出た手品

活にゆとりのない︑食うや食わずの生活に︑

従来は濫法と言えば︑上流階級乃至中流階

行儀も作法もあったものでない︑という︑一

従来は謄法といえば︑上の者が定めて︑一

新稽法はこうした階級意識を一掃し︑人間

濫は天子の定めるものだというような事が見

種唯物的の考えもあったでしょうが︑最大の

のように考えられていました︒これには︑生

えていますが︑わ溌剛でも朝廷なり︑幕府な

原因は︑封建祇曾で︑極端に身分の差を認め

級のもので︑下屑階級には凡そ縁のないもの

りが︑ごく細かい事までも定めて︑一般の者に

従来の濯法は階級思想に煩わされて︑極端

うに考えて来ました︒中園の古い書物にも︑

狸制し︑若しこれに従わなければ︑制裁を加

牙分の低い者に濁しては︑殆んど個性とか人

に﹁敬﹂という事を竜んじて来ました︒勿論

般民衆は︑忠資にこれに従うもの︑というよ

えてでも遵奉させるという風でありました︒

絡とかいうものを認めず︑牛馬同様に扱った

も︑鍵る事のない濫法の根本原理です︒価し

敬は今日といえども︑否︑いつの仙になって

りまして︑すべてが民︑壬主義的に建て直され

知らしむくからず﹂の封建枇曾のいき方であ

も生れて来るので︑自分が牛鳩同然に扱われ

い言葉づかいも︑正しい服装も︑正しい動作

の人格と共に自分の人格を認めてこそ︑正し

封する敬ではないのです︒勿論地位も︑身分

響だとか︑財琵だとかいう人格以外のものに

のもの︑例えば地位だとか︑身分だとか︑名

この敬は人絡に封する敬であって︑人格以外

という靴に特色をもっているという事です︒

その三は新しい薩法は︑杜曾的・協同的

す︒・

これは明治以前の庶民生活史を見れば︑極め

のないところにぱ濫法は存在しません︒他人

ところから来たものと思われます︒人格卿念

魚粛の精紳の上に立っているものでありま

て明瞭な事であります︒

ようとしている今日では︑謄法も下の者︑一

自分もそれに甘んじしいるような世界には︑

〃

しかし︑これは正しく﹁民は依らしむくし

般民衆の手によって打ち主﹂られなければな
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〜

はできません︒人格はこれらと共に︑具隈的殻こそ第一に打ち破らなければならないもの

も︑名害も︑財産も︑人格と別に考えることしかし︑人間尊重の精神からは︾こういう

か︒しかつめらしく︑堅苦しい︑窮屈な︑

ある方向に護展していくのではないでしょう

ち満ちた︾明かるい︑温みのある︑優しみの
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江田島なら無報酬でも雛わぬ
といっておら雌たそうだが︑都合に依
て三十七年春早稽田へ行かれることに
なった︒然る庭同年九月二十六日日露

へ行って見よう︒

先生は西印度諸島のサンピールに亜
ぐ名勝だといって︑松江を好愛されて
居たが︑まさの鯛右眼に故障を生じは
しないかと心配して遺憾ながら松江を
割愛し翌二十四年十一月熊本の五高に
陣ぜられた︒五男は先生に日本刀を贈
って惜別の意を表した︒先生は二十七
年抑戸クロニクルの記者生活に後返り
されたが︑二十九年外山博士の懇請に
依て東大文科の講師となり︑三十六年
三月まで勤練されたけれども︑同単勤
務の外人の疾硯に堪えずして遂にやめ
られた︒海が無上に好きなので江田島

夫人の口授に係るものである︒

自己の居住に開して書かれたのは
此松江の奮居に就てのみである︒又著
書中の数多い日本の昔話は︑殆と皆此

︹二十二頁より︶

戸司ノ︒

作法は︑だんだん消えていくのが富然でしよ

そして少しもゆとりのない︑所謂お行儀やお

に存在するものであって︑身分や地位を離れであります︒しかも人間生活の現賞のすがた
た人格などというものは一種の抽象概念に過からすれば︑杜曾生活の外に生活はないので
︑︑︑︑

ぎません︒父の人格といえば︑父という身分〃すから人格に封する敬の心は︑牡曾を椎成し
︑︑︑︑︑

の上に存在するもので︑父という身分や︑︑職ている個人︑即ち杜曾という全燈の一分節と

然淋離した父の人格などというものはありまて人格に針する敬は︑常然就曾的親和協同の

業や︑吐曾的地位に無開係に︑これらから全しての個人に向けらるべきであります︒従つ
せん︒ですから︑父を敬うのは︑そのまま父基調の上に具現されなければなりません︒
の場合︑牙分とか地位とかいう椎にぱかり心階級的であれば︑吐曾の一分節としての佃人

の人格を敬うことになる⑥ですが︑従来ほこもちろんどの吐曾生活の形態が︑封建的︑
を奪われて︑肝心な人絡という核心を見落しは︑富然階級的に意識されますので︑そこにば
ていました︒ちょうど人にあった時︑その人縦の開係︑殊に上に仕える道徳︑上を恐れる
の着ている美しい着物に心を奪われて︑その法律︑上を敬う濫法が力覗く顕れて来ます︒

人に封する肝心なあいさつを忘れているようしかし現在こうした杜曾上の身分のへだた
ても︑それは杜長という地位に封する濫であと平等に基調を置く杜曾では︑こうした過去

なものでした︒だから社長に針する稽といつりに維止符をうち︑個人の鯨厳や人格の自由
２﹂︑社長その人に封する濯ではなかったのの薩法は一膳御破算にして新たにこれまで
です︒試みに従来の薩法書をご覧なさい︒目唯一の人間闇係とすら考えられ一﹂いた縦のつ
上だの︑長上だの︑章長だのという言葉が責にながりが︑杜曾全瞭の上から見てどういう位

たくさん使われていて︑その目上に封する濫地を占めているかを再椎討し︑同時に横の開

蝿呼鋤識稚癖蹄海諏寸碑隷耀珪塞訓錘

目上なり章長なりの身分の権に封雁する幾つとこれからの濫法は︑もつと人間相互の密接

に在る︒︵完︶︵協賛念員︶

ると︑直ぐに心臓麻蝉に陥り︑溢駕長
逝された︒享年五十有四︑墓は雑司谷

てはこういう言葉づかいをするものだとか︑打ちたてられなければなりません︒そうする

は一﹂ういう形にするものだとか︑奪長に針し係の正しい理解と認識の上に︑新しい謄法が

もの型が示されているではありませんか︒なつながりを本にして︑親和協同の精神に浦
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﹁最大多数の最大快楽﹂という腫含思

ることなど思えば︑ハートレー以来の

経済にまたがる根本思想を形成してい

ミスの思想に影響を輿え︑彼の道徳と

とからいっても︑それが︑アダム◆ス

寓人の幸幅といっても脳国富に限りの

﹁最大幸幅﹂ということが問題になる︒

保障しているのである︒そこで︑次に

り最大多数︑寓人の幸耐追求の権利を

む権利を有するといって︑全国民つま

は健康で文化的な最低限度の生活を管

の下に平等であるといｈすべて固民

○○○

想が﹁杜含禰祇﹂という言葉と共に常時

ある上は︑菖人が寓人簸大の幸耐が分

最大多数の

幅という言葉は︑↑倫理の上の常識語と

の杜含通念となり︑政治も経済も乃至

ち得られるかどうかは問題である︒そ

管む権利ということであり︑能力によ

こで健康で文化的な最低限度の生活を

﹁最大多数の最大幸

最大幸幅

して庚く知られた標語である︒それは

教育も文化も一切がとの標語の下に努
のである︒時あたかもフランス大革命

○Ｏ

英国に護達した功利主義として知られ

力を進められていたものと解せられる
の前後ではあり︑産業革命の員只中に

○︒

た嚇﹁杜含の幅祉﹂を理想とする︑いわ

た︑有用とか厚生とかいう内容をもっ

ったのである︒﹁最大多数の多大幸禰﹂

り努力によって各自の幸禰を追求する

ば常時の英剛に於ける枇含通念でもあ

経済不安のつのった郷換期であること

自由は︑もとよりそれが一公共の幅証︐

つまり杜含の耐祇に反しない限りは心

０Ｏ

はペンサムの中心思想をなすものであ

を思うべきである︒
﹁最大多数﹂ということは﹁大多数﹂．

り︑﹁功利主義﹂はミルの主張するとこ

立法その他の国政の上で最大の尊重を

ろであった︒しかし﹁最大多数の最大

というよりは﹁寓人﹂ということの意

人の幸禰追求と公共の幅祇つまり牡含

必要とするというのである︒と上に佃

Ｏ

幸幅﹂という標語そのものは必ずしも

である︒多数は少数に封し通大多数は

幅剛との相互の開係が問題となって来

０○

ベンサム一人に起源するとはいえな

多数に封する︒最大多数は全数であり

○０

い︒ベンサムは自らとの標語を以てプ

るのである︒

利己と利他

アダム・スミスの﹃国富論﹄は鯵人

○

リース ト レ ー の ﹃ 政 府 論 ﹄ に 見 い だ し

う︒牡含の理想がこの﹁寓人の柴幅﹂
めざしていることはいうまでもない︒

を目標としも政治の理想がその賞現を

全人数︑寓人ということになるであろ

はむしろ雫ヘッカリアの﹃犯罪と刑罰﹄

たと述べているように体えるが心起源
に由来するともいわれる︒そればかり

日本国憲法に︑すべて国民は仙人とし

間の利己心つまり私益を追求する性情

○○○

ではなく︑つとにシヤフッペリーやハ

て尊重されるといい︑すべて国民は法

○○○

ッチスンがこの言葉を使用していると
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￨

から出菱した︑各自の勤勉の成果が︑

の負捨を軽減する鍵であると説くｃわ

超えて牡含進歩の理想へとわれら産導

を聞くことにしよう︒彼のところから

つ﹃道徳感傭論﹄に説くところを思い

識韮に述べたところや︑園富諭に先だ

せめて乏しさを分ち合っても寓人の幸

ろう︒そこで最大とはいわないまでも

れるか︑空中催開というのほかはなか

にあまねく行われているということが

質をもっているようにすべての自然界

ぬ他人を養うことが何か一般法則の性

陣える次の言葉である︒﹁若しも見知ら

した時に︑ゲエテが興奮して語ったと

た二羽の小さいミソサザイの雛の物語

逃げた二羽の小さいミソサザイの雛が

く︒エッカアマンが嘗てゲェテに語っ

﹁最大多数の最大幸禰﹂﹁菖人の幸砺﹂

は申すまでもない︒／

次の日に駒鳥の巣の中でその駒鳥の雛

が国の現状が正にこの状態であること

る︒と肌畢竜砥個人の快楽幸禰の追求

といっても︑八千葛を超えたとの人口

と共に養われていたのを見つけたと話

公益となり利他となることを述べてい
と公共の禰祉聯杜含禰証とが究極に於

で︑果してすべての国民の最大の幸幅

合せて見ると︑よく理解できる事柄で

禰が最低限度に於てでも保障されて行

事賞であるとしたならば︑多くの謎が

○○

て一致することを説くのである︒これ

を資現することが如何にして達し得ら

あろう︒マンドヴイルの﹃蜜蜂の寓話﹄

くように国民の不断の努力がこＬに期

︒○○

の先きにグラス寺コー大豊で道徳燕肇必

は一見矛盾したようにも見えるが︑彼

に暗示を得たであろうというのは興味

の増加が食糧の増牧と均衡を失って来

に唯川する際にはいろいろ複雑な問題

というのである︒この皐読を人間吐禽

の峡陥を補うための諸主義政策があら

の立場があると同時に聯資本主義杜曾

心に訴えて博愛や慈善を説く人道主義

ばかりである︒そこで一方人間の同情

富の差がいよいよ甚だしくなってゆく

おける自由放任の結果は脳この世に貧

争が必然であろう︒かくて経済関係に

らば心そこには先ずお五の見にくい競

利己心が人間の本性であるとしたな

解決されるにちがいなかろう．﹂

待されなければならぬ︒

生物界にはこうした生存のための競争

ウィンの﹃種の起源﹄があらわれた︒

マルサスの人口論に暗示を得てダー

競零と協同

深い那柄である︒
スミスや寺ヘンサムにつ野いて魁マル

サスが有名な﹃人口論﹄を震表する．こ

とに譲る︒コンドルセーやゴドウイン
の主張などには満足できないで人口問
題を取り上げ︑これに科肇的な検討を

るところに窮乏と罪悪︵犯罪・悪徳︶

がからんで来る︒少くとも人間の理想

加えたのがその重要な鮎である︒人口

が現われて来ると述べ︑道徳的抑制に

追求の一念は遥かに生物進化の現賞を

が自然の結果として進化をもたらした

よる産児の制限と結婚の調節とが祇曾
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われることにもよる︒

のみ許されることでありも園結潅の保

解決するよう特に努力しなければなら

合にはや誠意をもって自主的にこれを

月十二日云だ﹂と刻まれてある︒場所
は︑省線幕張瞬より西方約三丁︑京成

︵十九頁より︶襲而には﹁享保二十年五

ある．ｌ︹大鯵生︶ｌ

興隆は﹁人盈の協力﹂によって可能で

の興隆﹂によって達成せら奴︑経済の

の幸禰﹂に称りぃ寓人の幸禰は﹁経桝

之を要するに聯杜含の理想は﹁寓人

ぬことも力説されている︒

によって経済の興隆に寄興することが

障及び圏鰐交渉権の保護助成が労働者

さて以上のような考え方は︑明治以

大きな︑的であることは申すまでもな

勢資の協調
来のわが国杜倉思想をも支配して／来

い︒されば使用者側と拶働者側との捗

の地位の向上を固るだけでなく︑これ

た︒アダム・スミスから今ヘンサム︑ミ

を橡防し又はこれを解決しようと努力

働開係の公正な調整を固り魁労働争議
するのは融一に産業の平和を維持し︑

ルに及ぶ自由主義︒個人主義の維演思
働問題の謹生に見出だして少なからず

もって経済の興隆することを目的とす診

想は魁 や が て 資 本 主 義 就 含 の 弊 審 を 労
狼狽させられた形である︒杜含主義運

るに外ならないのである︒

して早くから根弧い護展を見せて来た

の園民に生存権と鍔働椛とを典えた︒

を負ふ﹂基本的人椛の保障は︑すべて

﹁すべて閣民は勤努の椛利を有し義務

である︒さればこの目的から瓦に努働

件を低下させてはならないことは勿論

準の向上を岡るょうに努めなければな一
らない︒この基準を理巾として努働係

ている︒開係常事者はでき得る限り基

の立場において決定すべきことを定め

又明治三十一年に︑芝︑川谷︑麻布
赤坂等各睡の焼いも屋面川軒が︑先生
に封する謝恩の鯛めに打諸識を組織し
Ⅱ黒不動尊境内に廿諾識と大書深錨し

ある︒

因に︑幕張町の蕉家で十七代Ⅲの営
主大須賀矢薙氏方へ心先生は峻次江戸
から来て投宿沌留されたとの事で︑同
家には先生の遺墨手記其他の費料が保

・︵評議員︑鰐陣︑千葉監大講師︶

存されてゐる︒︵つづく︶
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動が勢働問題と併行しつ上思想問題と

このために﹁努働牒件は労働者が人た

開係を適正化するよう勢働協約中に常

電徴の同名蝉から約二丁の海岸寄りで

るに値する生活を誉むための必要を充

に勢働開係の調整を固るための正規の

労働係件は努働者と使用者とが封等

たすべきものでなければならない﹂と

機淵の設置︵経管協議含︶及びその迩

事賃を忘れてはならぬのである︒

規定して︑この基準向上のためには勤

管に開する事項を定めるようにし︑且

た碑が建てられた︒

勢者の関結椛を認め職圏僻行動の椛利

つ又一旦労働争議が蕊生したような場

をも保障することになった︒但しその
行動がもとより正営なるものについて

１１

〃

請書の頁
上田辰之助著新紀元牡︑

蜂の寓話緬睡畦塞塞穂唾
蕃者は一橋大畢の輝済製部長で︑撫涛畢史
の専門家︒﹁マンドヴイルの﹃蜂の寓話﹄に開

心をもちはじめてから既に三十年今噸になっ

て漸く本書を出す廻り合せになった自分の物

リスが彼等自身の経過した運命と大英帝画の

ス職命の鋭い描罵を謹見し︑その雨而のイギ

え祇含と共に︑改心して徳操を積んだイギリ

る︒しかし彼のいう悪徳は必ずしも悪徳一般

し七︑時には濯讃するかの如き印象をも輿え

が︑著者は悪徳の碓含的効用を蓋明しようと

のは︑．人間の私慾に蕊する諸々の悪徳である

至倫理が特に目の仇にしていた食慾及び之に

℃︑︑︑︑

繁築の歴史を之によって想起することができ

百なく︑人間の自然的慾望のうち従亦紳畢乃

す︒

︑乃

る﹂という︑すばらしい物語なのでありま

類する悪徳を意味するのである︒﹄

向って敢然と挑職すると同時に︑他方経済的︒

﹃かくてマンデヴイルは︑一方蒋来の道徳に

﹃故あってか名を秘めた一作者の筆になる短

漢化して正直者となる︑がロンドンで溌寅さ

政治的図益の増進を目指すことによって別に

篇の詩﹁プンプン不平を鳴らす蜂の巣﹂ｌ悪
れたのは一七○五年の春︑忽ち人気を呼んで

﹃本能によって衝動的に而も秩序正しく行動

寓話の特異性が存するわけである︒﹄

し生活する批含の標本は蜂の巣である︒この

新たな倫理槻を導入して来るところに︑この
いう補論が加わり︑改名されて﹁蜂の寓話﹂

一七一四年には秤版きれて﹁徳操起源論﹂と

ｌ私人の悪徳・公共の利得︑となった︒著者

侭版さえ現われ︑郡の街々に讃賓りされた︒

を入れてあれば︑この問題について多少の溌

臭さが恥かしい︒その反面︑これだけの年期
言権は認めて貰えるであろうとひそかに自負

の在り方が分る︒蜂の勤勉と活動とは輝済時

比倫から︑正常な本能によって導かれる祇含

リス人は﹁蜂の巣の原理﹂によって彼等の帝

代のイギリス人と相迩ずるものがある︒イギ

バーナード・ドマンドヴイルの名前がはっき
後のことである︒かくてイギリス丈城の名物

国を作り上げた︒蜂の巣は繁策の象徴であり

男となったが︑大陪審員が公共の秩序を乱す

り記されるようになったのは一七二三年版以

している﹂という著者の言葉に明かなように

啓蒙期の鬼才マンドヴイルの奇書を紹介しつ
つ︑英図の繁柴の背後にひそむ経済思想︑自

不穏の書として摘溌するに及んで︑反駁者が

いるとマンドヴイルは考えたのである︒﹄﹂の

これが十八仙紀のイギリス祇念を象徴化して

由主義経済の根底にあるものを縦横無壷に分

相ついで現われるに至った︒﹄

析解明しておられる︒責に近来の快著であり
アダム・スミスの図富論を理解する上にぜひ

思想がアダム・スミスの﹁国富論﹂の思想に

﹃との詩は︑蜂の生活になぞらえて︑先ず私

慾の世界を容赦なく暴露しながら︑しかも飽

展開している︒﹁各個人は必然的に牡含所得を

とも研究されなければならない重要文献であ

出来るだけ大きくするために働く︒賓際の虚

︑ｂ︑︑︑

︑︑︑

えなき私慾の満足が同時におのずから寓園弧

彼は公益を漕進しようとは意岡しないし︑ど

℃℃︑や︑

寓話はマンドヴイル自身︑﹁歌にもヌダにも

兵という公共の利益を貴現する結果とな・る次

ります︒

なっていない﹂という意味のことをいってい

第を説明しようとする︒鼓で勢い鰻調される

︑

る短篇の調詩で︑その中には︑悪徳のイリギ
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自己利益を追求することによって彼は侭に庇

る︒彼の意団する所は自分の利得であるが︑

由奔放に跳梁させたのでは到底公共の利益と

自利心と雛もこれを自然人のそれのように自

ではなく善の性厩をもっている︒だがしかし

ためである︒だから自利心は祇含にとって悪

治の目的となり︑民衆の利益即ち公共の利益

於ては︑﹁最大多数の最大幸幅﹂が必然的に政

める︒すなわち議含を中心とする民主主義に

致させるには︑議含主義にその解決方法を求

声︐曲

含利益の塘進を意岡する場合に比し一し︑施含

れほど増進しているかも知っていないので参

利益の増進にしばしば一層の効果を翠げるの

潅を至上のものとすることによって︑私益追

る︒更にいいかえると︑ペンダムは碓含の主

ら来るか︒市民すなわち牡含人に常然期待さ

求を公益靭進と雨立させようとしたのであ

という理想が蜜現するものと考えたのであ

れる正義槻がその重要な一淵源である︒正義

合致し得ないことはいヶまでもない︒そこに

﹃マンドヴィルの出溌鮎は個人の慾望であ

のうちでもスミスによって特に考慮されてい

一定の節度が必要である︒その節度はどこか

る︒これを張く表現すれば食慾であり︑何れ

るのは匡正の正義と呼ばれるものである・そ

である︒﹂︹同書︑第四編第二章︶

にしても自己の利益を遁求する衝動である︒

た場合にはこれに封して適常の補償をなす義

れは他人の権利を侵審しない義務と︑便害し

に進んで深く常時代における利己と利他の哲

思想︑勢働糎を説くところが重要であり︑更

にすることから出蕊して︑﹁蜂の寓話﹂の綴涜

・著者は最もマンドヴイル時代の英図を明か

ス︾◎

それは一膳︑利他主義と封立する人間本能と

その篇に進歩の源泉をなすものは個人の自利

務とを含む正義である︒この正義感︑人々の

る︒そこで如何にして個人利益を公益と一致

溌刺とし︑創意に富ませ︑縦横に活躍させ

えて利他主義が出場し︑互に道徳論を闘わす

に由来する︒そこでこの利己主義の挑職に雁

﹃元来利己の哲畢はマキアヴエリ︑ホップス

本人にとって開眼であり︑教義である︒

﹁蜂の寓話﹂を讃むことはす琴へての現代日

１１

︑ロ

■１

︹諜者の言葉︺

来るものを示唆しておられるのです︒

調和させるかである︒これは最も重要な鮎に

ことになり︑自利と祇曾禰川が問題となって

空 p

ｿ
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して把握される︒証含生活を側滑に動かし︑

遡求の本能であって︑利他主義ではないと彼

間の共感︑それを彼は同情と名づける︒﹄

於てマンドヴイルをアダム・スミスに結びつ

功利主義が勃興する︒ベンタムは︑あくまで

畢の由来を説いて︑マンデヴイル思想の後に

は主張するのである︒﹄﹃慾望の解放は人間を

ける問題である︒﹄﹃自利心がなぜ必ずしも悪

も個人を本来利己的なものとする立場︵快楽
のを︑個人利益の数量的集成と考える︒公益

説︺から︑施含の利益すなわち公益というも

徳でないとされるか︑その理由はそう複雑で
って究極の理由であるが︑自利心の作用がお

といっても︑それは耐曾の成員と呼ばれる個

はない︒一つには︑そしてそれはスミスにと

のずから祇含全髄の誕済的禰祇をもたらすと

々人の利益を合計したものに外ならないとい
うのである︒そこで個々人の利益を公益と一

いう楽天的世界槻の故である︒見えざる手が
それを適常に導いてくれるという安心あるが

/
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佐藤恒

青木昆陽先生の事蹟山

緒言

一一

由来︑昆陽といへぼ甘藷︑甘藷といへぱ昆陽といはれるやぅに︑青
木昆陽先生が甘藷を贋めた功績は︑世間周知のことであるけれども︑
一方に先生は我邦に於ける洋翠即ち闘畢護達に偉功を建てたといふこ
とは︑案外よく知られてゐない︒

甘藷が我邦に渡来したのは︑先生が生れた炭であ２﹂︑薩摩から中
であった︒而上し先生が開東地方に栽培に著手したのは︑三十七八歳

園避京都地方までは相常栽培されたが︑それは先生が未だ少青年時代

の時である︒

陽と暁し↓元緑十一年︵西暦一六九八年︶二月十二日に江戸日本僑小

ツグハン

田原町の魚問屋佃家竿右徳門の息子として生れ︵其後喬は善魚河岸で

間好きで︑京都に遊び伊藤東涯の門に入りて経書を塁び︑後に述べる

現在は室町一丁目に在２Ｌ﹁佃半﹂と呼ば塗しゐる︶︑少年時代より墨

幕醤野呂元丈と親しくした︒常時八代勝軍吉宗公が紀州より江戸に入

許され︑後書庫の儒官とな２Ｌ諸書を渉微する機曾を得︑殊に経済の

り︑其臣大岡越前守忠相の知遇を得て御書物庫の書物を観ることを
方面に興味を持ってゐた︒

甲耐甘藷の事

抑も甘藷の東洋に輸入されたのは・コロンブスがスペイン

へ携へ蹄り︑更にそれを南洋に移植したとも︑又也接アフリ

カから南洋に移入したともいひ︑明︑寓暦年間に支那幅建台

新志﹂に﹁和閑畢の一塗︑白石新井先生が草創し︑昆陽青木先生が中

石見園では迩摩郡大森町の代官井戸平左衛門が︑同園は土地

も﹂若くは﹁からいも﹂と呼んでゐる︒次で九州に横がり又

されたといふのが始で︑それ故に薩摩では現今でも﹁琉球い

湾を経て琉球に入り︑元緑十一年琉球園王から薩摩侯に献上

興し︑閑化前野先生が休明し︑鶴南杉田先生が隆盛ならしめた︑云

狭小なるが上に稲の録害甚しくて住民餓死者多きを憂ひて享

次に先生の洋畢に閲する事蹟につ陰﹂は︑大槻磐水翁が共著ヱヘ物

・為﹂とある通りで︑開化先生が昆陽先生より閑語を塁び︑そのお蔭で

叉別方面として︑京都の本草畢者兼儒醤の松岡恕庵は︑享

−１長崎いも﹂又は﹁安塞いも﹂とも稲へてゐる︒

ら逐次備州方面に蔓延増殖したので︑岡山地方では甘藷を

森町に井戸祁牡といふ一洞を建てた︒それより隣国の安塞か

飢陣を兎れたのでも石見の住民共は景仰追慕の念を以て︑大

座

小塚原の剖検から解燈新書の生れることとなったのである︒然し其以

保十年頃甘藷の苗を薩摩から取寄せて栽培した篇め︑永年の

前既に和閑から醤術を始め種々の皐術が我邦に輸入されたけれども︑

とはいへ︑全く昆陽先生あってのことで︑我邦泰西文明護達の気運を

幕命によ２﹂公然和蘭語を翠んだのは︑時の将軍吉宗公の好畢による

醗嬢した功績睦甘藷のそれに比して優るとも劣らざるものと信ず
昆陽先生︑名は文蔵︑謹は敦書︑字は厚甫︑姓は源︑氏は青木︑昆

る︒

、
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保二年薩摩から甘藷の苗を輸入して﹃蕃薯録﹂なる一書を箸
はした︒然し京都地方は地味が適せぬ篇めか通栽培の結果は

斯様にして馬加村は裕禰となり︑其上に天明四年︵西暦一

ふけれども其賞は馬加が本家である︒

先生は明和六年︵西暦一七六九年︺十月十二日︑七十二歳にて

七八四年︶及び天保七年︵西暦一．八三六年︶の大飢繊の時にも馬

然るところ唾上述の如く幕府の御書物庫に奉職してゐた昆

浸し︑下目黒の龍泉寺︵不動堂︶に葬られた︒人呼んで甘薯

加村には一人も餓死者を出さなかったといふ︒

陽先生は︑八丈島などに遠島流罪の囚徒に餓死者の多いのは

されなかった︒

資に潤むべきであり︑叉他の地方にも一朝凶作に際しては民

たので︑七十歳の時に自から墓︵毒塚︶を建て画表面には﹁甘

先生と尊稲したが︑先生は廿薯の普及を以て畢生の事業とし

あまり芳ばしくなかったかで−時中絶し︑開東地方には栽培

衆の困苦見るに忍びないが︐五穀に代るべきものとしてや甘

﹁享保二十年ｂ青木敦書︑蒙命︑種甘薯︒因人呼予口甘

薯先生墓﹂左側面には

薯先生︒甘薯流博︑天下無餓人︒是予願也︒↓今作毒塚腿書

うか︶官に陳情して薩摩から種苗を取寄せ︑先づ小石川の薬

薯に如くはなしと考へ︵或は松岡恕庵の蕃薯録を讃むだか何
苑に試作したところ︑成績頗る良好であったので﹁蕃薯老﹂

石︑白甘薯先生墓︒﹂

と刻してある︒之れに擦るも先生が如何に甘薯の栽培蕃殖に

といふ本を箸はして栽培法を稜表し︑橡て春顧を得てゐた南
字馬加︶に在ったので︑部下の典力加藤叉左術門の周旋にて

町奉行大岡越前守の領地が下細画賜加村︵今の千葉牒幕張町

植えた︒然るに不動堂の方は生憎荒天綾きで非常な不漁であ

岸の不動村︵現今の上総図山武郡豊海町︶の二箇所に種苗を

共に荒隆して礎礎を留めるのみとなったのを︑時の孫知事有

昆陽祁献を建て︑安政年間に修理したが︑明治維新の改革と

弘化三年に村内の有志が始めて甘薯を栽培した土地の丘上に

問ほ馬加村では先生の遺徳を顕彰し謝意を表示する矯めに

熱心であったか画判る︒

ったので魁村民等は甘薯なんて愛なものを持って来たから海

享保二十年︵西暦一七三五年︶五月雷十二日に同村及び九十九里沿

の祁榛が怒って︑其の崇りで魚が獲れないとか通或は之れに

際知事折原巳一郎氏其他の有志によりて︑大正八年十一月に

に杜殿を改築し︑朝廷より贈正四位の恩命に浴し︑次で後の

上腰絶したが︑馬加の方は昆陽先生が屡衛出張して指導し︑

吉忠一氏始め全国殊に幕張町民の霊力により︑大正六年九月

且村民も熱心に栽培したので成績甚だ良く︑開東全部殊に川

れた︒碑の正面には﹃昆陽先生甘薯栽培之地﹂︵十五頁へ績く︶

赴前の道路を隔て上丈除の立派な記念碑︵折原氏書︶が建てら

は毒があるなど上悪宣陣するものもあって︑同地方では其ま

越からも種苗の分譲を乞はれた︒今でこそ川越本場など上い
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ン先生と中畢生

高橋節
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騒ぎ出す︑そすと先生途に溜まりかね件の軍眼レンズを右眼

国︒萱夢ごＣ●富﹀︵ざ匡宰砦の己内ｍｏＥ言ｃ旨

に富てて生徒の方に向き直り

これが賞に印象的であった︒先年先生の遺品を松江に集めた

時︑貝先に此レンズを未亡人から受取り往事を追想して貝に

ように進んで日本に来り︑親しく日本生活を僻験し︑そして

ので︑過日先生縁故の地松江で記念祭の催があった︒先生の

時雨親と共に師園されたが︑間もなく母の離別ということが

軍の軍醤少佐︑母は同地の身分ある希臓人であった︒六歳の

ャ海の一小島リューカヂャに生れ︑父は愛閑人で同島︑駐屯

先生は一八五○年︵嘉永三年︶ペルリ来朝の歳︑希臓イオニ

感慨に堪えなかった︒

遂に日本に蹄化した程深く日本を愛した文豪は未だ嘗て之を

あったので︑先生は非常な衝動を受けられ︑自分が後半生を

れられなかった篇であると何時も言っておられた︒先生は其

た潟︑一は東方人たる母の血を受け︑しかも其の母の愛が忘

東洋腔讃に捧げるようになったのは︑一は自分が東方で生れ

描罵したものであるかは想像に除りある︒先生の文章は極め

先生は英人に似合わず非常に背の低い︑左眼が失明して飛

も留畢されたが︑不幸大伯母の破産に遭い︑一八六九年十九

で︑性来近覗の右眼が続凌其度を高むるに至った︒後沸固に

カスバーッ大皐で遊戯中︑過って左眼を傷けて失明されたの

の後事ら大伯母の世話を受けて各地で勉握されたが︑セント

出した上に︑右眼が二度牛という高度の近覗の人であった︒

歳の若さで気毒にも身の振り方を定める篇

天涯の孤客となって

目が飛出して居る篇に眼鏡が掛けられず︑単眼の近覗レンズ
た︒松江中畢の教室では見える方の右の目を生徒の方に向け

れたが︾主人は英人で能く先生を愛したけれども︑先生が震

アメリカでば先づシンシンナチーで或印刷屋の徒弟となら

アメリカに渡られることになった︒

れた︑吾麦一年生はスヰントン請本の三を教わっていたが

て横向に椅子に腰掛け︑右手に本を持ちながらリーヂングさ

を細い紐で頚から吊ってチョッキのポケットに職めておられ

庚く積んで戴きたい︒

て流暢で興味深く︑そして決して六か敷ない︑どうぞ此際愈

如何に深く日本人の内面生活を

する著書十数巻が

聞かない９来朝以来死に至るまで十四年間の先生の日本に開

今年はラフカヂオ︑ヘルン小泉八雲先生の生誕百年に常る

ﾉレ

何分まだ十三四の小さい子供なので︑其内に後の方から段だ
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なった︒後幸に新聞記者となり︑引績き同市に駐まること八

躯で目が飛び出している篤に︑細君や娘にひどくお嫌われに

なられたもので︑其﹃チタ︑ラスト島の話﹄にある

評を博したので︑更に進んで之を骨子とした小説を書く気に

であるが︑一八八七年先生は又此の書騨の委託を受けて西印

のものである︒此小説は紐育のハーパー害球の雑誌に出たの

海に開する叙事叙情は特に出色

ル竣工の際︑先生は他の記者連と共に宙乗りのような危険を

人に知られるようになられた︒セントピータース︑カモドラ

あった︒先生が特に草木や虫類を愛されたのは︑其鰐験の熱

度諸島悌領マルチニークに遊ばれることになり非常な喜びで

年二十五歳の時︑﹃柔皮所の人殺都市の烏賊﹄を書いて漸く

そうとは始より考えず︑間より又望遠鏡をも携行せず︑唯全

と称して居る︒先生の日本に淵する著書は松江出雲隠岐を題

先生の二大傑作

晶絡に書かれた﹃川固日本﹄とを

ンド女史は先生が此間に書か紅た﹃俳仙西印度の二年間﹄と

た等総て是西印度生活の憧慢に外ならぬ︒先生の親友ビスラ

森林を愛し︑叉西大久保自邸に特に西日のさす書粛を造られ

帯生活と伽教趣味とから来たもので︑晩年東京市谷の癖寺の

冒して架上に禁登られたものの︑弧度の近覗で下界を兄下ろ
くの想像で書かれたのに︑其報道記事が
賞に驚くぺき結細なもの
であったといふのである︒二十八歳の時ニューオルレアンス
に稗じてタイムズ︑デモクラット杜に入り居るとと十年︑此
間堆も修畢と剛諜とに努め︑遂に﹃チタ︑ラスト烏の話﹄の
ッピー河口の小島グランドアイルに遊んで︑英図以来十五年

創作で文名を天下に沸かされるようになった︒先生はミシシ

大をやめてから非常な勉弧で書かれたもので︑アメリカの本

は其最経の︑日本に閲する結論ともいうべきものである︒東

屋から来た校正刷を調べ︑﹃宜しい﹄と電報してから僅二三日

材とした﹃まだ親しまれぬ日本﹄を始め十二巻で﹃紳閣日本﹄

で亡くなられた︒先生は此本の出版を大鍾に侍兼ね︑亡くな

るラスト島というのが常時潮の高い時には波に隠れてしまい
イルと同じ様な島で方だから盛に避暑客が来たものであった

そうな砂地になって居たけれども︑三十年前にはグランドア

れる少し前まで彼の本の活字を組む音が聞えるようだと其出

振りに海水浴に浸たり︑染を其風景を味われたが︑其西にあ

が︑一日非常な暴風雨が起って全島を目茶苦茶にし避暑客の

ビスランド女史は南北戦争で破産した大地主の娘で︑先生

殆ど全部を陵い取ってしまったということである︒先生はニ

と同じタイムズ︑デモクラットの記者であったが︑先生の文

来上りを楽しみにして居られたのであった︒

ト島の惨虐な物語を織込んで同島に生残った人の手紙に擬し

ューオルレアンスに締るや直に此メキシコ鱈の勝景に此ラス
て﹃嵐﹄という一文を草し︑之を新聞に出した所︑非粥な好
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先生の死後遺族の篇に先生の博記及書簡集三冊を編集した︒

章に推服して交際を求め何くれとなく能く先生の御世話をし

氏︑文科大望のチャンバーレン氏︑服部文部省普通肇務局長

江中単で英語教師を求めて居たので︑遂にマツクドーナルド

受けて居たが︑退職後更めて日本に来て此ホテルの社長にな

グランドボテルに陣取って米園東洋艦隊の含計給興一切を引

マツクドーナルド氏は明治二十三年以来度を日本に出張し

等の勧めに依て之に雁ぜられることになった︒

ン舎議後幣原大使が家族同伴蹄朝すると聞いて俄思立ちで同

登日本に旅行して大の日本最負となり︑大正十一年ワシント

猫身の時にもウェットモア上院議員夫人になった後にも︑度

道し︑横漬に著くや直ぐに松江の先生の奮居を訪問し左の文

った︒甘いも辛いも噛分けた非常に義侠な人で︑先生の死後

力に依るものであった９大正十二年七月四日アメリカ猫立記

責に能く遺族の面倒を見︑先生の遺著の出版の如き全く氏の

字を涙を以て其虐の芳名録に書き留めた︒
跨雰の置昏胃ご︺①胃唾具印①冨曽武○旨鳶目①ｇ騨唄昌旨目①

ホテルの下敷きになって

咳唾珠を成す

であったということである︒

取の本文を讃まれるのに先ず驚いた︒文科大望の講義も同様

本も原稿も持たホに︑上衣のポケットに手を突込んだ儲で﹃書

たのは︑明治二十三年八月であったが︑吾堂一年生は先生が

先生が固らずも古祁岡出雲に来て松江中肇に教鞭を取られ

不蹄の客となってしまった︒

ずも

おもてなしをしたが︑越えて九月一日開東大震災に遭い固ら

︑︑︑︑︑

念日に︑マツクドーナルド氏は小泉一家を横演に招いて色だ

胃寧鼻黙己碧営詳旦︺︺曇浄厨冒昌博呉⑦畠ざ国の胃旨︺旨叩
①嵐旨いぼ庁①詐営⑦ご①罵烏巨博宮①○冷肖巳⑦①眉唾①甘旨会彦①﹈﹄︵︶巨唾の旨の

醜①目巨⑦旨き弓①﹄．

邑臣昌一弓詳①弱射旨眉全量ざ言弓５当日５房〆邑隠．

先生は﹃日本雑集﹄を女史に捧げられた︒

先生がハーパーの寄書家として日本に渡来されたのは一八
九○年︑即明治二十三年四月先生流四十歳の時であった︒先
生は始め祷涜から鎌倉東京等に往来して通信を任として居ら

れたが︑ハーパーの雑誌に先生の文章が先生と同船して渡来

に﹃日本への冬の旅行﹄を最後に害騨と絶縁してしまわれ

した糟師の繕の説明として出て居るのを見て︑大に驚き︑途
た︒先生は其時横演のグランドホテルに居られたがビスラン

とは此謂であろう︒

初めて家庭の淵みを味わわれたａ数多い著書の中で︵十二頁Ｃ

先生は同年十二卿松江士族の小泉嬢と結婚して︑生来殆ど

ド女史の紹介で知った同宿の米海軍主計官マツクドーナルド
氏が大鍵心配して︑調停を試みたけれども効果がなかった︒

併し先生は此の篤に牧入の途を失い非常に困られたが︑偶松

）

（

最近の巷に

生活を拾

に見出しがして出てゐます︒確の外側

たら正にその目的物が三つ百回と特別

う︒だから五十六瓦錆れぱ前者で十三

ら蛤の志ぐれ煮が百匁八十回位でせ

ます︒これが百匁八十五回位︒それか

を使ふならば只今の相場で一個十三回

回︑後者で十二回見営です︒若し鶏卵

にはブレーキ状内容は二百八十グラム
︵大鰐半ポンド︶︒だから一磯三十三回

載せるには小鯵なら先三尾以上必るし

て来てゐる︑魚肉だけをあれだけ深山

に見える魚肉をご飯の上に一面に載せ

三日続 け て 御 群 営 に 魚 の 煮 つ け の や う

︵一三男の研究室の給仕サンが二・

五人に分けて入れ野菜はインゲンを青

を詰めて冷ましてからこの鯉の縦詰を

なら此まま入れても大丈夫と恩ひご飯

を見ましたら相常濃いのです︒この分

五つの排営を長い間詰めてゐます︶味

・日ラジオでも申述べましたが私は毎朝

翌朝は喜んで先づ其耀を開けて︵先

色為な野菜を試みてゐます︒詰め方も

れては困りますから取合せに注意して

は此拾ひものを利用いたしますが飽か

文字通り拾ひものです︒その後時交私

徳山敬子

生節にしても相常のもので憤格に見稜

にば片方にまとめて入れて見たり︑次

ご飯の上に載せることもありますが時

位の大きな卵一個分といふ割ですから

れぱど う し て も 二 十 回 以 上 と な る ら し

しました︒このおか歩の築養上からの

く煤でて濃い味をつけて取合せといた

三十三銭といふ割の安いものです︒

いです︒また先日友人が御群営に同様

はれて其耀詰なる言葉に気のつかなか

鰹の耀詰です︒恥かしいわ・：⁝﹄と云

たら御答に日く﹃これ先生耀詰ですよ

のですか︑うまさうですね﹄と︒そし

その魚肉は何の肉？どんな風に作る

私は聞きました︒﹃ちょっと失職ですが

す︒こん度は友達ですから遠慮もなく

償です︒これとよく似たおいしさと味

す︒費用は僅か六回六十六銭といふ安

蛋白必要性の蛋白ですから奪いもので

十六グラム位でせうから一日一人分の

這入ります︒そして蛋白礎はその内約

もありませんから完全に五十瓦お腹に

分の一即ち五十グラムの鰹肉で冊も鱗

批評を試みますと二百八十グラムの五

にある商品の指導者となりたいものだ

せう︒是非消費考の五男が斯うした巷

るとどんなにか利用率も高まることで

す︒鯨肉の大和煮等ももっとお安くな

飯には汗も出す便利で軍費をいたしま

の確詰類はパン食には向きませんがご

を愛へます︒どれにしましても醤油味

と礎合せて封角線形にしたりして目先

には黄色の線切りにした人墓の甘鹸煮

ん︒剰さへ手糎である所から気安ぐて

値段の上では断然雌詰には勝てませ

の魚肉 が 使 っ て あ る の を 食 べ て ゐ ま

ったことを却って恥ぢました︒蹄途早

と簡単さを持つものに鯉の角煮があり

／

速脚田の生活安定本部に行って見まし

）

〔

ふ

小径があります︒それば近道でその小

︵二︶先日来毎朝畢校への往復に通る

ず感心し吾黛を得たりと嬉しくなりま

識的な答を得ました︒私も入ごとなら

難いものです⁝．：﹄と云って極めて良

熱を利用してです︒

してやって居られる由です︒勿論太陽

がら近所の方だのものをアル等︿イトと

濯も日常若の洗ひ張りも子供を育てな

と存じます︒

径がまた朝日がよく常るのです︒私が

て貰へる内にどれだけの効力が理論上

した︒此お天とう様が有難いと感謝し

白粉も紅もつけぬ然し髪はいつもキチ

人で年の頃三十前後かと恩ひます︒お

だと丁度その小径の中程のある家の婦

すが第 一 時 間 目 に 講 義 を 持 っ て ゐ る 日

ました︒若し濡れた手拭一本をガスア

い︒七月十二日からガス代も一立方米
税込みで十三回五十銭に値上げになり

気を喰ふ︒ガスも電気もただではな

ガス代がかかる︒電気アイロンでも電

出ませうか！ガスアイロンを使へぱ

た︒五十菖回の費くじが首るかと待つ

ではございません︒あらゆる面にあら

は何も耀詰の利用や張り物だけの問題

自分の生活に拾ひものをして行くこと

斯うして人の振りを見て近い所から

ここに通りかかる時間は曜日で逢ひま

ンとしてゐます︑其若い婦人がハイハ

しましたら其婦人は仕事の手を止めて

けでも大したものとなりませう︒斯く

のを乾かしてくれる太陽熱の有難さだ

債七○目
〒五五凶

○道徳教育講話

〒八五岡

債三○○園

○泊翁西村茂樹博

ノ︑／︑ｒ︑〆︑／︑〆︑〆︑ノ︑ノ︑︐︑ノ︑ノ︑〆︑／︑／︑／︑〃︑〆︑／︑〆Ｊ

︵共立女子大墨教授︶

探しませう︒︵完︶︵七月廿一日︺

ゆる内雰を持って賛は稗がってゐまし

イしかけた位の子供サンを鯉に入れて

よりも誰にも拾へる確かな蜜を碓資に
イロンで乾かせば少なくとも六銭位の
ンから熱が他へ恋はれないものとして

側であやかしながら板張りをしてゐま

の計算ですが︑私共は毎日それなら一

斐川がかかります︒これはガスアイロ

と思って見て通りましたが度重なって

く頃です２初めの頃は感心な婦人だな

家族として手拭何本分位の布を乾かす

す︒遅 い 時 は 既 に 張 れ て 第 一 同 岡 の 乾

来たあ る 朝 そ の 子 供 サ ン に ﹃ 赤 ち ゃ ん

立上って挨拶しました︒私も亦﹃斯う

てこの婦人がガスや電熱の斐川を便は

・かといふ統計を取って見たら濡れたも

して張ってあれば赤ちやんの寝てゐら

御早うよい御機嫌ですね﹄と私が挨拶

れる時 御 仕 立 て が 出 来 て 結 構 参 で す わ

との﹁かしこさ﹂に共鴫

赤に板張りにして太陽を確詩されるこ

ね﹄と重ねて申しましたら﹃ほんとに

この婦人はそれだけでなくて布国の洗

した理です︒

さうでございます︑お天とう様って有

（24）

画﹄

裁判を早く終結せし
むる方法如何

太田秀穂

小生は法律の素表乏しいにも拘らず︑此の

少するが如きことも起るのではあるまいか︒

種の議論を舷に述ぶることば柳か恐縮する所
であるが︑法の効果を明らかにし︑法の信用

がら︑後日公判ともなると︑﹁嘩迫せられて止

むを得ずその場逃れのことを述べた﹂とか︑

にでっち上げたものだ﹂などと主張するが如

︑︑︑

或は又﹁書類は綿て械事や司法警察官が故意

きは如何なる都合によるものであらう︒斯る

事を言はない様に立曾人又は読人を置くこと

を高むることは立岡上最も必要であると信ず
るので︑何とかしてもつと裁判を早くし時宜

彼の三騰事件も愈之近く判決が下されると

の拷問云冷の如きは︑昔と運２Ｌ今日は警察

で︽調べきれないといふことであれば︑其の

四︑橡事や判事の据富事件が非常に多いの

と忠はれるのである︒

又椎事に至っては殆んどあるべきことでない

官と雛も之を敢てする者は極めて稀であり︑

が出来ぬものであらうか︒ともすれば言ふ所

一︑事理明白にして複雑ならざる事件にあ

に適する様にせられんことを切望するの齢︑

っては︑第一審に服従する様にして︑裁判所

敢て卑見を述べんとするものである︒

高裁判所まで行かねば形付かないとすれば︑

いふことであるが︑被告達は第一審で直ぐと

今後猶半年や一年の年月を要するであらう︒

に封する信頼を高めたいものである︑如何な

服罪するものとも思はれない︑そこで結局最

此の外にも平津事件或は平事件等冷と大事件

る事件にありても控訴上告すると云ふ気分は

定員を珊加することが必要であらうし︑叉現

が績々と控へて居って︑随分圃家に手数をか

二︑裁判所の宣誓を確賞に守るやうにした

修正せらるべきものと恩ふ︒

ない︒

けてゐることであるが︑何れも容易に形付か

せずに︑例へぱ一つを形付けて後他の事件に

推むといふ風にすることも一方法ではないか

在の状態に於て一没に数件を据営することを

と考へる︒

い︒宣誓するといふことは元来外図より来た

中冷簡単に宣誓もしないが︑一度宣誓した以

確に記録せらるるであらうが︑語調等の細い

今日は人椛黛重の時代であるから︑限りに

慎重の上にも慎重を期せねばならぬこととて

上は之に背くことも中々しないと云ふことで

宣誓し叉群易に之を破る者が多い︒西洋人は

自然時日を要する課ではあるが︑併し齢り取

ある︒宣誓に背くことは岬の制裁を受くるこ

るが故に︑重要なる部分は録香等の方法によ

鮎に猶誤解を生じ︑時に異論を招く場合もあ

風習であると思はれるが︑我が図人は容易に

調べに歳月を費すと︑被害者の理性や感情の

との様に考へて居るらしい︒然るに我が図人

り動かすことのできない諦擦を残して置くこ

ない︒其虚で判事や橡事達も取調に富つては

上に影響を及ぼすと共に︑圃費負措者たる民

は相富の地位にある者でさへも随分偏請する

も菟罪に泣くといふやうな人があってはなら

衆にも苦痛を典へることが大きくなるばかり

ことがあるが︑之は一脇如何なる理由による

とも亦一つの方法ではあるまいか︒

六︑椎事の言論も勿論簡明を期すべきであ

五︑被告の謹言︑癖護人の群論等は無論正

であり︑殊に現今の如く思想や経済の上に鍵

のであら法７か︒

三︑検事の取調べに濁しては詳細に述べな

動の甚しい時代に於ては︑橡翠の時と裁決の
時とに齢り長い隔りがあると裁判の効果の減
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からざる事位は承知し過ぐる程承知して居る

の行はるるも一は牡曾的事情によること少な

ついては小生毎度感ずることであって︑議曾

あるが故に︑検事の論告を非難するのみにて

あるが︑其の本分は結局反賞公平を求むるに

け被告の利益を岡らんと努むることは営然で

思ふ︒︵二五・七・一四記︶︵評議員︶

今日の弊は何と言っても閏民間に信頼の念
が著しく減じたことである︒論語に民信なく
んぱ立たずとあるが最もの部と思ふ︒法律を
単に権力の表現と見︑裁判官その他を単に法
の形式的運用者とするのは未だ充分でない︒
法律は時勢と民度とに膳じて︑法律的にも道
徳的にも重んぜられ︑民衆の箕の幸禰を謀り
得るに至って始めて貴しと言はるべきものと

ある︒

重んずること少く︑反濁黛の如きは︑反濁せ
んが篇めに反濁したり︑叉は容易に責現し得
ざる空論を弄して無知な民衆の人気を集めん
とするが如き場合も少くないと恩はれる︒併
し何はさておき民衆は樹立の地位庭ある裁判
官にだけは賃に信頼する外ないのであるから
裁判官は特に目頭せられんことを望むもので

哉政権を得るに熱心にして︑園利民一帳を先づ

も常に判事を信頼して法の裁定に衷心より服
従するの習慣を馴致すべきであらう︒猶今日
の賀状は一般行政の事務に富る者の中には信
用を峡く者も少くない︑政黛の如きも悲しい

て国民より箪敬せらるべきである︒故に閣民

いに推歩せることであり︑既に立憲民主の法
治園たる以上は︑判鹸事は宮原中の擾者とし

地位も向上し︑犯罪其の他の科畢的研究も大

十一︑今日は以前に比して判検事の図法的

筈であると思ふ︒

るだけ延期させるが如きことがあるならば︑

九︑被告の黙秘雛なるものが今は祥認せら

之は戒めなければならない︒

とのないやうにしたいものであり︑又異りた

るるとのことなるが︑之は如何なる根擦ある

るが︑瀞護士叉は被告の陳述も成るべく要鮎

る癖護士の間にあっても前後首尾一貫し︑同

は︑結局被告にとりても不利なることを賢ら

ものにや疑はざるを得ない︒黙秘するが如き

を述べるやうに努め︑徒に重複するが如きこ

一の事を何回となく繰返すといふことのない

しむべきである︒若しそれ被告等が喧騒以て

様にしたいものである︒裁判所に於て政論を
述べたり叉宣博的の議論をなすが如きはよろ

開廷時刻を遅らせんとするが如きは︑法廷の
魚巌を害するものとして制裁を加ふべきであ

しく制止すべきものと思ふ︒

七︑癖護士なると被告自身なるとを問はず

あるといって判事や検事が威容を整へ巌熊な

る︒判事橡事が威張２﹂居るが如きは固より
避くべく︑現時此の如きは極めて少きことで

荷くも稔事の論旨を貢賞より否定するとあら
ば︑単に﹁斯かる事はありません﹂とか一︲誼

に託して被告等に遠慮するが如きは裁判所の

る態度をとるべきは営然であって︑民意尊重

擦不充分なり﹂とか云ふことを主張せずに︑
積極的に明かに﹁アリ雷ハイ︲｜なら﹁アリバイ﹂

に於ても裁判所に於ても総て他人の言論に封

は意義をなさない︒僻護士としては被告の正

十︑拝護士はその職業柄よりして出来るだ

信用を維持する所以ではない︒

を主張し︑稔事の諭告を撃破すべきものと恩
ふ︑単に護擦がないとか︑不充分とか言ふ丈

し異議を提出する者は積極的に具賠的に責例

富なる利益を保護するにあるべく︑一事理明白

では意義が甚だ乏しいことである︒此の事に

を展示する様にしたい︑若しそれが出来ない

く︑唯法の許す範園内に於て最も寛大なる虚

なる場合には︑被告をして潔よく服罪さすべ

八︑痔護士が自己の都合により欠席したり

置をとられんことを求むるが得策であると思

出来ない︒

叉は公判を度々延期するが如きは︑なるべく

ふ︒鹸事判事も決して涙なきにあらず︑悪事

とあらば詩第三者をして心服せしむることは

愁くるやうにしたい︑若し故意に裁判を出来

（26）

作歌ノート四

割田斧二
味ひ方
短歌は作者と讃考の合作のやうなものと言
はれますが︑それは短い詩形で︑象徴的拝惰
詩ですから︑作品を味ふとき︑意味以外に作
品から感じられる除韻除情といふものがある
それを讃者が心に感じて︑その歌の世界をあ
れこれを創造する︑乃ち作者の言はむとする
所が︑作品の除情からあれこれと受け入れら
れるので︑讃者はこれを想像して其の世界を
自ら描いて見る︑此の二つが一緒になって︑亨

償値が出来るからです︒だが其の根本は︑作
品が讃者ゅ心を打って喰ひ入るものそのもの
です︒

然らばそれは一授何でせうか︒或者は高遠
な思想だとか︑或は新らしいことだか︑最も
浦切に感ずる祇念や人那の問題であるとか或
は美しい自然だとか種々と考へるかも知れま
せん︑併し短歌の人を打つ感動となるものは
内容の其等何れもが決定するものではありま
せん︑故人も短歌はことはるものにあちず︑
と言って居る通り︑理窟を言ふものでもなく
又道義を主張するとか︑哲理を説くとか月花
を詠ふの具ではありません︒だが名歌の一首
々々にさうしたものの感じがよく出て居る歌
は勿論津山あります︒けれどもそれは其の内
容たる材料のためではなく︑其等の材料がよ
く生かされた鴬めです︒材料は要するに道具

で何でもよいので︑よしあしは材料ではあり古歌な浜になると︑古語の理解に困雌があ
ません︑よくそれを生かし得るか否かが作品り︑其の常時の生活︑人情︑風俗︑習憤等奄

を味ふ上の問題です︒の理解や︑或は掛語︑縁語といふやうな技術

ですから作品を味ふときは︑其の事柄がど等達知らずしては容易に面白味も味へませ
うのかうのといふこと︑或は自分が日頃考へん︒併し今日の作品であっても︑短い屯ので
て居たこととか︑直面したことであるとか︑すから︑糠々の技巧があり︑テーヌ一宇にも
思想や祇曾問題或は自然を扱って居るとか云異妙な味があったりして︑やっぱり常に心掛
ふ理解に中心を慨くべきではなく︑読んで見けて調み味はないと︑ほんとうの味が中々理
て自づと胸を打たるる感じ︑これを味ふこと︑解し難いもので︑通俗小説のやらに︑唯文字
これを味ふ感じを磨くこと︑そして自然であが積めるといふ丈ではよくは味へない鮎もあ
れ︑人事であれ︑しみじみとした︑あはれにり︑結局の瞳は︑反り意味の大衆化といふと
美しく︑あはれに淋しく︑あはれに哀しく︑と噂本格的に言へぱ困難とも言へますが︑
あはれに物を恩はせる竿々の心に食ひ入り郷少し勉弧すれば︑志さへあれば︑普通に味ふ
くものこれが作品の生命であることを思ってのには勿論誰彼の差別をつけなくてもよい短

味ふべきです︒歌とも言へませう︒

一時プロレタリヤ短歌などと言ふものが盛今日は一般に散文の時代であると言はれて
んでしたが︑唯理窟を言ってゐるだけでしたゐます︒平面的に説明されてゆくものに心馴
否思想の宣惇文でした︒理窟も結構ですが︑れて胸から胸に通ずるといふ︑立鐙的な深く

蔀極噸州嘩鍵垂樺嘩紳嘩確窪咋鋤却群稽癖一詠玉樺確証誹酸や埜風寒華池睡睡剛誇浄唖睡

Ｊ１

は宣博の逝具ではあり得ません︒又やれ今日い︑雑な︑浅い世相ばかうなる傾向にある課
は自然など詠んでも何の感動もないとか︑証ですが︑もつと汗惰詩のやらな立磯美︑人情
含問題でなければ駄目だとか︑徒に片寄った美を味ふことが欲しいものと思ひます︒︲山は
心で素材ばかりに拘る主張をする人もありま静かにして生を養ひ川は動いて情を慰むとい
すが︒これは愚かなことで︑問題は何であれつたやうな︑しみじみと物を味ふに曜少く
作者が表現せずには居られない︑感動そのもとも拝情詩を味はふことを知らずしては出来
のが中心であり︑何物であれ︑素直に讃者へることではありません︒︵完︶
感動となって迫るものをもつ作品がよいもの
なのです︒そして讃者が味ふのも︑素材の理
解に迷ふことなく︑感じを味ふことを常に努
めねば︑短歌の面白味は決して味へません︒
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畔

１１

弘道詩林
無謹選

○耐香南先生毒碑建設移山寺島慶一︵千葉︶

も︑℃︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○○○○０００Ｏ
偉突先生薫化功︒鮒年一貫語童蒙︒綜門桃李春季艶︒浦架圏
０００○○○○○○○○○○００○○ＯＯ００００Ｏ
書徳慕風︒細是噴英究郷土︒筆能橡大弄祁工︒碑銘幸借韓蘇

手︒謄仰文光千古隆︒

○○○ ○ ○ ０ ０ ○
︵評日︺香南先生功績淑著︒足以惇後昆︒此篇詳述無除穎︒

○呪恩師高木香南先生毒碑除幕式

霞軒鵜野英治︵千葉︶

︑︑︑︑︑︑︑もも︑︑︑︑︑︑︑心心︑︑︑○○Ｏ

碑面平田望大洋︒竣工赫灼放輝光︒師翁徳似松椿毒︒千載無

︵評日︺賞揚不失常︒拘是聖世之至賓︒

○○○Ｏ
混久益彰︒

○妙浦恵害兼坂重︵千葉︶

︑︑＄︑心学︑ｂ︑︑︑︑℃︑︑︑︑晒芯︑︑︑︑︑︑

去気蒋仙︒

︑︑心︑

潮風清爽水運天︒妙浦一遊心舗然︒無数鯛群如戯我︒跳来跳
︵評白︶奇景描出︒筆亦超群︒

○呪山梨日糞新聞二万五千雅松堂中津一腿水︵山梨︶

日日健皇縦又横︒常扶世教啓群盲︒齢蹟二万五千競︒震震雷

︑︑︑︑旭︑︑︑︑︑込︑︑︑︑︑砧︑︑︑℃で︑毛
︑心Ⅵ︑

名犬下鴫︒
︵評臼︶新紙跨二万五千誌︒可知根基筆固而記事正確︒且誕管得其
人︒

○地獄瀧千鳥波多良介︵新潟︶

飛泉遥望一像平︒豪雨忽過鑑有養︒地獄瀧名遍天下ｃ誰知此

︑ｂ︑︑︑︑℃︑︑℃も︑︑ももｂ︑︑℃砥︑︑︑︑

︑︑︑︑

爆救蒼生︒

○篇五ヶ村醗建頚徳碑賦道謝如雪慶野庄作︵茨城︶

︵評日︶礎槍之中自存無量功徳︒

もｂＥ︑

教育村治川十年︒老躯未得樹功全︒闘郷何計慕吾徳︒建立望

︑︑︑もも︑︑１℃︑︑︑︑︑︑ｂも︑︑︑︑＄も︑

︵評日︶永惇自家功績︒作者之喜可知也︒

碑寓古偉︒

次奥無馨先生韻

○呪鏡村彬成翁金婚式夏村田中和三郎︵千葉︶

歴代徳風間里鳴︒金婚高屋瑞雲盈︒兇孫獄毒喜無限︒積善之

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃℃︑︑︑︑︑︑︑Ｅ

︑︑℃︑
家千古柴︒

非偶然︒

︵評日︶依祁宗之遺徳︒亨余婚之幸福︒其人益健︒其家益柴︒可知

○脱魚弱常次郎君絞誕工場新築
立峰斎藤一二︵富山︶

︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑○○○００００○○Ｏ

○００Ｏ
紅千紫春ｇ

起業専心意気新︒経誉有暇慰慈親︒復興澗園唯増産︒織作菖

︵評日︶把一工業作絢蝿之語︒作者襟懐自有陽春之気象︒

○賀高木香南翁毒碑除幕香城菅谷敏夫︵千葉︶
℃Ｅ︑︑℃Ｌ︑︑︑心︑︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑℃︑︑︑

儒林碩果老香南︒郷黛多年教化軍︒頚徳碑成多毒色︒先生今
︑︑︑︑
富達尊三︒

○長薙墓耕陽大塚規只千薯

︵評日︶金玉垂篇︒香南先生徳津可想也︒

︑︑心＄︑︑︑︑︑ｂ︑℃︑︑○○○○○００○○Ｏ

○００Ｏ
鴎逐浪来ｃ

老樹葱葱長薙蕊︒館成腿尺夕陽州︒馨饗総倣海潮響︒知有群
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奥

註︒長薙台現鴬村器所在地︒惇云︒往古海潮洗麓︒
焼隔地有本館城赴︒平良文公所擦︒承句故及︒
︵評日︶地有来歴︒景有幽趣︒雨者併得︒詩多雅昔︒

況堂天野佐一郎︹東京︶

○拝受日本弘道含昌毒盃賦此道謝

︑︑︑︑︑︑℃︑℃︑︑︑︑も︑︑℃心もｎ︑︑
七十五年衰老催︒生涯緑禄偲非才︒不圏弘道表彰倉︒拝受高

齢昌毒杯︒
︵評日︶弘道正俗︒至老不瀧︒宜突今受昌寿杯︒

○首夏江村分甫菱波寺田英一郎︵大阪︶

︑ ℃︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑００００○○００○○
廻門水傍野江生︒節入黄梅不放時︒風挑汀洲柳傑動︒雨溌場
○００００００○○００００００００Ｏ︑︑︑︑︑︑
圃稲苗平︒依紛油酔釣翁楽︒執未願年田父情︒自笑耽詩鈍永
︑︑︑℃も︑︑︑

書︒筆耕未得代漁耕︒

○恭悼三淵忠彦雅契遠逝

︵評日︶一読祁往︒田園至梁︒悦溢子猪墨之間︒

無謹奥忠彦

其畢深玄其徳純︒勘精無巳意通祁︒一朝騎鶴去何庭︒
・惜此法 曹 稀 見 人 ︒

始接善一咳如奮盟︒病淋歓話戚其誠・心期再曾維難得︒

割田斧二選

○田草とる人を見て新潟螺土田朝男

弘道歌園

誰識此間無限情︒

秀逸

稲の葉はのびまさりけり心して目をなつきそれ田草とる人

︵一見平凡ながら︑人の上を思ふ心の稽の成長を喜夢心と合して
の賓感面白し︺

○夏の月千葉螺兼坂秀嶺

その影の秋かとまがふさやけさをめでつ上惜しき短夜の月

︹や入型にはまって居るが︑秋の如きさやけさを惜しむ心は新し︶
佳作

○千葉螺菅谷義太郎

○折にふれて松江市平井常清

韓国のいぐさのさまを聞くにつけみくにの事も思はるる競

けり

もやのおくにくもりし森もさやかなる色にかへりて雨時れに

○夏季雑詠娠島螺湯田久毒

あけぼののまだほのぐらき東のたかれの松になくほととぎす

○東京都中村徐風

人の世には柴枯盛衰常なきをかほりも高き白百合の花㈱

○浦瀬をよめる新潟牒波多良介

○四寓淵泉にて・埼玉聯石川奈美子

いやましにひらけゆく哉我里を浦瀬町かと人のとふまで

○蟻塚新潟懸波多松二

出湯あみて冷風通ふおはしまによりそふ心何にたとへむ

○恩師高木正油先生頚毒碑除幕式を脱ひて

心して通ふくき哉玉鉾の道にも築く蟻塚のあり

千葉懸鵜野秀春

）

（

○蚊新潟螺石川勝治

教子のと上ろこめたる石文ぞ朝夕仰ぎ若返るらむ

トンネルを出でＡ峠の茂りかな同徐風

縁墓に茶を汲み語る星涼し
つ上じ燃ゆる夕日の庭にしばし立つ秋田柿漢

洗ひ髪の女もゐたり夕涼み

裏門をく比りて出たる日傘かふ榊奈川寂光

登山笠つぎノ︑に森をぬけて川る

夕立のはげしきあとの陽を仰ぐ松江形堂

只一つ足させる蚊ようちた上く我が手のがれていづちゆきけ
○岩瀬反澄大人の七十五齢を脱ひて

山梨螺中深麗水

千代つきぬ清き岩瀬の貝清水を汲みつＡ君は千代も経ぬらむ

○山口螺柳島静子

よその田の水おとしてもともすればおのが田にひく人ぞうた

小さき兇砂に遊ぱせ尚泳ぐ

霞切や書の風出てすさまじく禰島桃花房

○梅雨の頃割田斧二

田東

東京光石

松吾柿

○課題秋季雑詠九月二十日︵一人十句以内︶

花合歓や土曜日の妻髪洗ふ

海の風つよき二階の︽蚊帳かた

望の夜の峯にと上ろく花火かな新潟良介

○旭東﹄子

白百合のかをり来りぬ温泉の宿

川水に影をうつして百合の咲く埼玉奈美子

十本のトマト柚えけり梅雨の庭

柿若葉中に筈王寺包まれし馬島吾山

鮮かに朝日に映えて蛇いちご

我が妻の若く見えけり衣更山梨松堂

花合欺や静かな庭に歯を磨く・

青田風き来る縁の夕飼かな茨城静甫

てき

旭東子選

言ふも憂し獣するもうし謹み飽きてた陣反抗の欠つ堂けつ

弘道俳壇
秀逸◇雑詠

日盛りの門に萱ゆる藤かな
傘さして初夏の日を避け出勤す

夕日照る高き梢に蝉の雲
佳作◇雑詠・
手錠かけて街曳かれゆく暑さかな

紫陽花や夕日の縁に出で曳縫ふ
蕗刈りて洗ひ場つくる石を組む

白靴の既に乾けり石の上

梨島田

C301

桃の賞に袋かけ了へ朝餐取る

&

む

堂山渓
山

山禰秋
秋

本含棄報
△潅法研究酋五月分の委員倉都合にて後れ
六月一日︹木︶午後二時より徳川委員長邸にて
開催︑出席者九名︑︹二名妖席︶斑て小委員街

にて成る案を群議し︑訂正附加︑約十項決定

午後六時散倉せり︒︑
△加納氏営選本含々員千葉市加納金助氏は

△成木支曾副支富長更迭︒成木支含副支含長

︑

△谷口竹内雨氏芳志総身命員︑谷口群三郎

武藤信一氏鮮任︑後任には小嶺正平氏就任せ

川委員長邸にて濯法研究念七月委員曾を開き

△濯法研究倉︒七月二十七日午後二時より徳

ヲｏｏ

氏及含員竹内峰作氏は本曾に金壱百回宛それ

て病気の虚六月十八日途に逝去︒哀悼に堪へ

△調岡田麺調彫塑家曾員和田嘉平治氏は深

含せり︒

小委員含案を松討約四時間︑午後六時過ぎ散

ぞれ寄附さる・御芳情を感謝す︒

ず︑因に氏は本含泊翁先生及松卒︑徳川雨曹

交換をなし四時半散含せり︒

カの印象﹂の講演をき上質問の後曾員意見の

運輸省群議含委員次長太阿三郎氏の﹁アメリ

り本曾館地階含議室にて含員談話念を開き︑

△倉員談話倉︒七月二十九日︵土︶午後二時よ

長の胸像を作製されし人である︒謹んで弔意
を表す︒

△理事宮六月二十四日︵土︶正午より本含に

於て︑課て群議中の定款改正の委員案が提出
されしため之を群議せり︒尚顧問吉田熊次博
士が病気軽快にて︑撒年募りに上京されした

め︑迎へて懇談する所あり︑吉田顧問は七月

支曾棄報
に金武百側を寄附さる御芳惰を感謝す︒

常支含の長老︑香南高木卯之助先生のため︑

△山岡氏芳志︒特別倉員山岡千珂子氏は本念

二日山形へ蹄らる︒

力されっ上あり︒感謝に堪へない︒

△下村副酋長旋行︒下村副曹長は七月十四日

多年の育英と高徳を瀞へるべく︑謝恩倉有志

Ｙ皿ＣＡにて告別式畢行︑享年七十五︒多年

のため六月十日逝去︑六月十四日祁田駿河蕊

△潮園国劉瑠到特別含員開屋貞三郎氏は胃癌

石坂泰三氏渡欧さる・

謹んで哀悼す︒

へて銅像を建設されしを以ても知らるくし︒

多大︑長野螺赤穂の農肇校庭にはその徳を和

年︑農畢校長として農業教育に誰されしこと

哀悼に堪へず︑氏は本曾に含員たること六十

撰文並に揮革に成るものである︒因に其の銘

碑は高さ十二尺︑東大名署教授蝿谷温博士の

百除名参集︑地方稀に見るの盛儀であった︒

てその除幕式を畢行せり︑来賓及含員凡そ四

此の程愈を其の工成り︑五月二十七日を卜し
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過般の参議院議員選畢に地方癌より立候補し
て営選さる︒慶賀︒

△語藤氏活躍昨年護念式を畢げた富山螺新
川支曾長粥藤一二氏は其の後も引績き含勢の

△石坂財務監督渡欧六月十六日より十日間

△詞副珂遡封長老命員島根螺矢田鶴之助氏

より約十日間京都地方を旅行さる・

菅謀り客年より頚徳碑建設の計書ありしが︑

擬張に努められ︑諜定の含員数二百名にと誌

スイスのコーにＭＨＡ大命が開かれ︑これに

は急病にて五月三十日逝去︑享年八十有齢歳

宮内省にあり︑徒幾多の文化︑公共事業に識

○千葉騨東部支酋報告

出席するため︑各界代表として本含財務監栂

され功勢多大なりしを︑謹んで弔意を表す︒

可

偉美師儒︑其徳不孤︑君主三楽︑王侯不如︑

に白く︑

成木中畢稜三年加藤茂敏夫︑伊藤武︑高森俵三郎︑保科徳治郎︑寺

山不動明王堂に支含常含を開く︑・先づ順次山

同六年市川知子り︒
上成木小皐校六年須崎画夫○成木支含報告
同六年野村君子
七月十六日富村第一否都下第一の霊場高水
北小曾木小畢校六年白井美佐子
同三年木崎昭三
上堂内の文化風呂に入浴して汗と浮世の垢を

成木小壌校︐六年小嶺奉助の十五名︑外現在含貝三百九十六名に達せ

同二年野村よし子本正雄︑大塚規一︑木内左代治︑賓理巳之助

育英達徳︑能養鳳雛︑等身著述︑郷土之審︑
泰鍵鴬否︑昨非今是︑毒而且康︑天賜禰履︑
諺を城山︑益々白川︑仰望高風︑流芳千祁︒
○成木麦倉報告

常支含に於ては︑五月初旬の鬼童幅祇週間の
記念行事として︑村内四校長に相談善行兄童

落し︑それより清水融昌師の指導にて舵弟子

六月二十五日高木支含長宅に於て常支含々としての作法に従ひ︑同山潤特の糖進料理の

○千葉騨東部支雪報告

一名の推薦方を依頼して︑左記八名の推薦を

堕旦りて含計主任として尤も確賓に本任務を第一議案副支曾長武藤信一氏の辞任申出でを

計主任事務引繕及懇談含を開催ぜり︒四ヶ年夕食に舌鼓をうち︑八時より臨畔総含を開含

と生徒を表彰することに一決︑各校に男女各

し順次畢校別に釜児童を集合せしめ︑校長以

得︑五月二十九日午前九時成木中畢校を始と

Ａ酋長便覗僻あり︑司含中村幹事日本弘道倉

念品を添へ授奥せられ︑清水助役及各校Ｐ田

其の事務引縫ぎを見るに至れり︒常日は午前徴収すること︑途中の入倉者の分は月割にて

主任たることを承引せられたるにより︑鼓に二百側とし︑集金は一何百側として年二回に

薦により多年の熱心なる含員野卒香峰君含計二議案曾費糟額の件を附議して審議の上年額

逢行せられし鈴木仙松君は衆望を荷って客年諮り結局之を承認︑績いて後係選衡に入り填

の事業を慨読︑道徳無営所に平和も文化も無

事務引総ぎを了し︑午後は事業及含務につき納入せしむることとなれり︒

下職員支曾長以下役員村助役︑Ｐ田Ａ役員参

い︑道徳は人類の生活を豊かにする基本であ

種々懇談を重ね︑夕刻散含せり︒かくして本８以上を以て総衝を閉づ︒それより清水導師

列中村幹事の司含により開式︑各校毎に校長

ること︑更に陣愛の精祁壷揮に付最も平易に

支含は愈々進展すべく陣容全く成る︒即ち願の下に一同静坐勤行︑九時解坐となり︑打ち

なる後任者を詮衡中のところ︑此程一同の推正平氏を推薦︑同氏の承諾を得決定せり︒第

述べ︑皆さんは本常に仲良く相協力母校を模

問菅佐原源治郎︑支含長高木泰三︑副支含長くつろいで懇談含に入る︒夕立後の澄める空

副支曾長に就任せられたるにより︑珠て適常垂に協議の結果︑元小畢校長現村含議員小嶺

範校に推進︑胸間のバッチを一段と耀かす様

繕鳩麟爾︑鈴木仙松︑曾計野卒香峰︑一評議員すがすがしく仰がれ︑炭間に夏を忘れて心ゆ

開式の僻を述べ︑萩原支曾長より表彰状に記

四校の表彰式を総了す︒

努めてくれと希望して︑午後三時閉式を宣し

五十嵐丑松︑岩田正直詞︑渡逢保次郎︑菅谷に一泊︑十七日早廃起床︑洗面の上︑塗りを

宮崎浦徳︑小林康哉︑吉川棚吉郎︑谷本嘉三くばかりの清談を交はし十時閉含︒一同山上
表彰生徒と見童
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散策︑緑の空然も遠景は大海原とも見ゆる雲

○秋田支曾報告
昭和二十五年七月二十三日︑市内北旭畢校

ほのかに聞く︑ｌ昭和の初めとか︑赤城御

に委せて︑野生の朕態を綴けてゐる︒たまた

苑内に二段八畝ほどの茶悶があった︒荒る入

ま玉歩をおばこびの皇后陛下は︑かねてより

海︑山上の雄大州糊を心ゆくばかり味ひ︑午

り開催︑本含要価を朗讃の後︑含員の座談念

に於て︑支含第百七十一四例含を午後三時よ

ひに下山せり・

小野裏︑西川近太郎︑而山憶太部︑妹尾蝿之

十一月畢行の陸軍特別大演習の際︑繁田邸に

し果府陛下の御尊父久迩宮殿下は︑大正元年

なく︑繁田家へ謹製の話が進められた︒けだ

このありさまをいたく惜しませ給ふた︒ほど

深く龍業におこ上ろを留めたまふこ．ととて︑

助︑・東山藤悦︑川村宗剛︑佐藤庇太郎の諸飛

数日御駐泊︑繁田家の郷間の名門で︑茶葉に︑

なく過ぎた︒

五月は︑かくて支含長多忙︑常命開催の塾

は︑おのづから了解さる上であらう︒

あられたであらうことを想へぱ︑這裏の消息

な誰力と貢献をして居ることを御承知の筈で

肖流に︑矯瓜に︑銀行に教育等々にと︑多大

を始め多数なり︑常地も連日暑気烈しく︑本

︒○塑岡支曾報告

である︒

因に新入念者は而山臆太郎︑川村宗嗣の二羽

年の豊作が諜想されることは何よりである︒

交換し夕刻六時過ぎ散含︑出肺者は宮野吉松

を行ふ︑常日新入含者式人あり︑各自意見を

前六時三十分朝食を共にし︑七時解散恩ひ恩

因に山上にて成る作品左の如し
御俳の導き給ふ逆にして茂みの中も明るか
りけり

高水ははや初秋のこ上ちして杉の並木に蝋
のなく︾藍恥：︑１−綱︾︲

高水の林にあらき瓜立て入夕立の香うち迫

凸ｆｐ語幸画８Ｌ

りつ入

脊嵐いつしかやみて昏れ迫る山のひととき
寂しかりける

毎歳宮内晦御料茶謹製の恩命を秤せる繁田支

昭和三年このかたｕを並ねて既に二十三︑

含提は︑五月二十三日に淵淑な狭山乙女十三

湯上りの而撫づる肌身にしみて川の夕幕夏
としもなし

のみならず︑ひろく郷士狭山の光築と謂︑母︑へ

﹁玉翠︲一二斤を献上した︒これ繁川家の我器

平迩氏と和子様とへ御祇を言上︑肖剛の玉露

ほ五月三十一日には騰司家へ伺候︑御新嫉の

茶﹂を謹製︑七月七日︑これを上納した︒な

で﹁凧苑﹂﹁藤の露﹂を六月九日には﹁蹄じ・

剛の新芽を抽採︑即Ｈ繁川隅製茶工場に通ん

希を逃率上京︑鷲赤坂離宮御苑大宮御所内茶

夜もすがら党の昔の澄む山に目畳めて浦し
夏の朝を

おるがむに俳陀のみ光りさす如く木の間洩
れ来る朝日影かも

たりけり

高水は緑の野山耐下して︑路果てなく附け
高水は青木ばかりと恩ひしに山の葉樫一つ

誉である︒

見出でつ

上らぎの淵

高水の木の下闇に年ふりて苔のむしたりせ
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１−

金昌牛ロ

Ｉ

日本弘道含確法研究含委員を左の如
く委嘘せり︒

委員長徳川義親
委員︵万十昔順︶大杉謹一︑小川淑︑

川島次郎︑坂本貞︑徳山敬子︑野口彰︑
松平循子︑川口友吉︑荊川斧二・︵小委
員︑徳川委員長︑川島︑松平︑小川︶
｜金宣面側也︵寄附︶

東京都竹内峰作

抑奈川蝶呑口僻三郎
金萱而側也︵参︶

金試面剛也？︶
鎌倉市川岡千珂子
成木支含副支管長武藤信一氏酢任︑後任は左

福輯後記
○今年の暑中は殊の外の暑さです︑諸賢の御

１１

弘道費償一冊金試拾園也

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

一ヶ年曾費金百式拾目を排込み入曾の手績

弘道曾入曾手綴

○七・八月雛を緬軸致しました︒盛り津山で

する外に種為の特典あり︑規則書は郵券八

自愛を所ります︒

近頃にない賑かです︒追々と諸先生の御指導

りです︒先づ論文から評論︑講座︑随筆︑丈 一岡封入の方に途付す︒

○本誌麿告の件については︑

本曾編輯部へ御相談を乞ふ・

割田斧二
きで︑空理空論を弄したり︑或は馬耳東風と

して︑我々は所有方面に憧刺に考へて見るべ

印刷所︵東京牟舌基く立杜印刷所

東京都千代田湛紳田神保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田歴神田祁保町三ノ十

護行粂
編輯人

一東京都千代田歴西神田二ノー

昭和二十五年八月一日菱行

ｊｆ

御援助で内容の充狂して参りますことは何よ

した︒皆様のそれぞれの好みによって識んで

蕊といふ各方面に亘って得難いものを頂きま
頂けることと恩ひます︒何卒讃諜により御納
涼の程を願ひます︒

○隣邦朝鮮の動乱︑平和平和の聾の中に侵略
が行はれるといふことば︑殊に悲しむべきこ
とです︒迦合軍によって一日も早く平和の招

此の現究を外にして居たり︑或は無川に悲槻

東京都千代田塵西祁田ニノー

来を念願して止みません︒此の現庇を目前に

したりすることなく︑仙界をそして民族を深

︲Ｉ

振替口座東京皇君番
日本出版協曾曾員番躯Ｂ二号茜

電話九段九番

く考へねばなりますまい︒或秘の野心や策動

一

羅蔀蝿日本弘道倉
に動かさる上ことなく︑鯉畢妄動を謹みたい

します︒

ものです︒折角斯道のため御指導をお願ひ致

１１

1

の如く決定せり︒

東京都成木支含刑支含長小撤正平

〆

