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親と丁
これ迄の我奄の逝徳は︑家族主義であったから縦につながる一本
の道が韓亜されて来たが︑そこにば或鮎まで美しい溌錐が見られ

ことに外ならない・

た︒これ・は︑然的焚雌的で︑人怖による荊然の雌本溌なす行き方で
ある︒仲し此の仙の巾が拙に鍵腿して股々と枇称北油といふものが
大きな力ともなれば︑唯叩に縦の関係に力を入れるだけでは籾令と
鉄鮎を膿ずる︑そ一﹂で何虚の閏でも横への開心か強められるやうに
なって来る︑これが所洲民主の思想である︒
縦の開係の箪並は人怖の仙界であって︑先づ出炎すべき柑然の米
本であるとに大きな意韮がある︒だからこ上で充分親は子を愛Ｌ︑
子は親を掌ぷことの意味を味ひ︑心に浸透さザーねばならない︒この
ことがほんとうに出来てこそ段々とその心が横へ止んでゆく謀で︑
どうしても此の階段を総なければならない︑さうでなくして横にの
み及ぶといふことでは根底のない妄鋤になるばかりであらう︒然ら
ばどうして人情の雌凋による縦の開係が︑よく之を味うことによっ
て横へ拙げられるのであらうか︒それは人怖の衷付けに迩皿をもつ

︑︑

元来人情といふものば美砿しいものだが︑その性価上深くなれば
︑︑︑︑︑︑︑

なるほど︑狭くなるもので︑随てｎ分に池なる縦の一線の蹄にひか

て泣徳を横へ紙光する一﹂とが何よりの努力でなく一Ｌ唾ならない︒人

れればひかるる税排他的となって︑横へ拙がることば川難となるば
かりである︒乃ち我が子を我が親を︑溺愛すればするほど仙人の親
や子への愛情は減ずるより外はない︒そこで淀に愛惰を認識すると
き︑他人も亦等しや此の愛術を・打つことが迩刈の上で皿解され︑始
めて他人を我が愛する親ｆⅢ様に傘政するやうにせねばならぬこと
を知る課で︑こ入に横へと愛情が砿がる↓﹂ととなる必である︒これ
ば今後の民主を義凹の我々としては親子巾心の溺愛に遡瑚を裏付け
権の平等︑彼我の箪並とはこの近叩の表現である︒
所が家族主我から供に民主々義へと切挽へた今日は︑この泣叩が

したいものである︒︹知己庵︶

混乱し一Ｌゐる︒即ち家族主義に馴れた人々噂依然として溺愛の人
情家から抜けきれず︑一家心中などと云ふことをやって我以外の人
絡を無税し勝ちであり︑家族のものを我が恩ふ通りにしようとした
りする︒又その子たちは︑家族主義によって謎はれた美鮎とする何
物も知らない所から︑法律で親のみに義務があって︑子には何等の
栽務な営干枯れた催丈などを臆にとって︑一切は自由勝手となし︑
親を殺すも他人を殺すと同一覗したり︑老いた親の面倒を見るとか︑
職敬するとかを封建的とするといふ風で︑早くも親の悲劇は績出し
つ上ある︒そして争ふものは血さへ見るし︑その力もない老いた親
ぱ︑施設乏しい養老院へのあばれな志願者となる︒
こ比で老へられることは︑親が家族溺愛から抜けきれないで︑そ
の要付けとなる近蝿への自畳が必要であるが︑より以上に悲しむ寺へ
きは︑家族主義によって蕊ぷべき愛の認識なき子供達である︒彼等
は唯平等をのみ知って︑差別の中の平等︵基本的人権︶を知らない︒
そこで親への愈敬と親愛を悉く無秘しようとする︑一の反逆反動的
である︒すべからく︑素直に親愛の怖を親へ示さねばならぬ︒自然
にそれば出る答である︒ただそれが矯めに他人を極澗してはならな
いが︑その川のことは決して聯かも矛盾はない︒情愛を逝理によっ
て使川するに過ぎないからである︒
よく法律々々といふが︑法律には親に愛怖をもってはならないと
か親を面倒見てはならぬとは規定してない︒法ば簸底の迩韮でそれ
以下は罪になることである︒法以上に出るのが人川の美はしさであ
る︒胤然の情を殺してはならない︒人川は老人と若い者とは永久に
その吏入である課ではなく︑総一Ｌこれ等しく何峠かは若い者も老人
となりそして死んでゆくのであるから︑現在脚分に都合のよいこと
が永久にⅢ分に都谷のよいことではない︒蒜い者にも老いた春にも
共に共油する所に迩理を見出さねばならぬ︒除りに多い家庭悲劇を
過度期だといって見逃し得ない︒親の反省も素よりであるが︑仙の
子供達のより側兇を侯つ所が多い︒家族主義を一応は打破するとい
ふのも此の意味である︒民主日本の出溌は先づこの鎧からスダート
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墓を開く種々の場合

であって通全然脳信を置くに足らぬといふべきでない︒若し

非科畢的様相を帯ぶるを常とする︒無論︑祁話の全篭が小説

これを大まかにいへぱ祁話は小説と歴史の合金である︒われ

われわれは現在に生きつ上あるものである︒過去は既にだ

科畢なり︑人文科畢なりの態度が︑具耀的資料を精密に取扱

考察に少からす科単性を附典する︒これとそば研究者の自然

落さいばならない︒古墳の出土品の検討は我が遠租の生活の

侭

だの内に没し去り︑未来は未だわれわれの覗野に這入らな

って一夜︑賞護的断案を下すからである︒従ってこの称の断

われはこれを科畢的研究の飾にかけて︑その小説の部分を振

い︒従って過去も未来も現在を左右することは川来るもので

案は軽卒︑杜撰︑空想等を排除する︒

深作安文

はない︒現在こそわれわれに取って砿に第一義的のものであ

師変ある︒

凡そ墳墓はその新古を間はす︑それが護堀せられる場合に

ｘ×・

ると主張するものがあれば︑これは過去に封する過小評償と

いふの外なく︑文化史上の頴著な事賞を無視するものであ
ならぬ締祁的努力の結晶に外ならぬからである︒われわれの

せられる場合︒また︑一人︑一家の墓地の移稗とか慰新道路

る︒何となれば心凡そ文化なるものは過去数代の加先の一方

諸多の生活原則の中には過去に繋がりのあるものが少くな
い︒篤にいばゆる﹁温故知新﹂とか職﹁彰往考来﹂とかいふ

ばれる場合である︒

の開通とか軽墓域の披張とかで︑新に土地を選定し改葬の行

特に今日︑我が国史上の重要問題を抜本的に解決しようとす

ばきて宿怨を晴らす場合︒︑武田信玄が死に臨み遺命してその

︵二︶戦国飢離の際︑相封立する武将達が互に敵の墳墓をあ

︵ご個人なり︑家族なり猫その他の集闘なりの遺骸が改葬

って︑われわれは歴史主義の畢的安営性を疑ふ課にいかぬ︒

ことは︑いづれもわれわれの過去に封する賢明なあり方であ

れば︑先づ我が文化の流れの源頭に遡って︑該文化の創造に

屍を信州諏訪湖に沈めさせたといふ徳読は︑果して幾許の賞

地中の埋蔵物の検討である︒古墳溌掘の由来は主としてと上

らう︒近き過去において︑中園にて国民軍と中共軍と戦ふや︑

上杉方の篇に墓を附き︑死屍に答たるることを恐れた鰯であ

は載って居らぬ︒若し仮にこれを事賞とすれば魁その宿敵︑

資性を有するであらうか︒これは事柄の性質上︑甲陽軍鑑に

蕃手したわれわれの遠加の生活を検討せねばならぬ︒

に存する︒多くの民族において︑その史前及び原史時代に開

これには二の方法がある︒一は文献の研究であって︑他は

する文献は多かれ少かれ肺話が織り込まれてゐて︑おのづと

（1）
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を占むる篇に頗る員貧性に乏しとなし︑抜本的にこれを書直

さぬぱならぬとの説がその主流をなすからである︒一部の単

双方の将兵等がまた︑との罪を犯したと陣えられる︒

徒は我が文化のあけぼのを以て︑石器時代と断じるものＡ如

︵五︶維掘と濫掘︒梁浪古墳は大同江︑龍淵及び南串の三面

︵三︶高債の副葬品を得る篇に︑匪賊や敗兵などが王侯︑貴

に跨り︑〆一に江西古墳と呼ばれてゐる︒この地は今日より約

族の墳墓を開く場合︒とれまた︑多く中園に見られるところ
教将軍﹂と呼ばれた一武将の部下が西太后の陵墓をあばき︑

くである︒

直径一尺の溺翠製の西瓜二個及びその他︑柾だの珍賓を得︑

二千年前︑漢民族の所有となり︑桑浪はその郡冶の所在地で

であって慰己に漢書にとの種の記事が見える︒曾て︑﹁基督

その債格芯数億回に上ぽつたといばれる︒同国にては︑王者

あって︑前後三百年間︑統治の首脳部のあったところであ

る︒われわれが今日魁とれを踏査して常年の隆盛をしのぶ時

の陵墓の盗掘を﹁百寓回仕事﹂といふやうに聞いて居る︒
︵四︶城墓の主鰐の畢的研究を目的として行はれる場合︒皐

め登川︑これと恩ふ古墳に目標を附し弾月明の夜︑ひそかに

簸も迩憾に恩ふのはこの古墳の盗掘である︒盗人はあらかじ

大同江を渡ってこれを溌掘するのである︒特に冬季は大同江

てこれを埋蔵文化財に仰ぐのは糊然の理に馬する︒西域文化

が氷結するから徒歩に便であるｐとの極の盗掘が今日︑我が

徒特にその研究事項の歴史を研究するものｘ費料は︑主とし
の慨値が東西雨洋の皐徒の注意するところとなったのは割合

国にもまた行はれつ上あるのは︑直接には我が考古肇界の鴬

に日が滝いのであって︑明治末期から大正初期にかけて︑露
・英・梯・猫︒支・日等諸圃の皐徒が競ってこれが護掘に幕

れてゐる︒かく一︾しは極めて貴とい我が埋蔵文化財の牌来が鋪

ぬ︒加之︑到底︑皐的良心と相容れぬ激掘もまた相営︑行は

造はれてならない︒筆者の住居から程遠からぬ大串貝塚は︑

間接には我が国史界の億︑甚だ琵念のことであらねばなら

に鮎在し︑特に墳内玄室の壁霊と天井書ば東洋塾術の特徴を

大及び京人の畢徒によって試みられた︒そば炭菱十四里の間

夙に常陸風土記にも記されて︑本邦貝塚遺跡中︑最も早く文

以てこれが代表者とする︒梁浪古城の研究は主として我が東

褒揮してゐる︒また︑その棺榔を塗った漆が永く土壌に守ら

逃したのである︒我が国でこれに従事したのは大谷光瑞師を

れて諺さまで憂色せなんだことは脳幸ひ一古墳の溌掘の進行

であるが︑件の心なき濫掘の魔手は昨今︑この貝塚にまで及
第である︒

んでゐる︒差常り︑文化財保護法の厳正な護動を切望する次

献に現はれ︑との遁の単徒の深甚な開心をそＬり来つたもの

日︑︐我が園内にあって古墳褒掘の目畳ましい流行を兇つ上あ

中︑これを訪うた筆者の一驚を喫したところである︒また今
るは︑或が史前若くは原史時代の歴史は︑祁話がその主要部

（2）

××へぱ︑﹁榊君﹂家康の遺骸は事責諺久能山に埋まってゐるか

︵この場合はさして問題は起らぬ︒かの幕末︑内外多事のはたまた︑日光山に埋まってゐるか噂問題となって来る︒彼

際︑所在の憂画の志士が︑萱は隠れ夜︑行き︑席暖まる違なは生前︑僧天海を尊信して天裏宗に蹄依し︑法を同僧に授か
の側に葬ることがかなはす︑ひそかに他郷に恨葬し︑何年か葬儀の有力者の

一人となって先づ久能山に葬り︑ついで遺命

き折︑たまノ︑父なり母なりの喪にあひ︑公然諺とれを先筆り︑また︐日光山をこれに賜うた︒家康の蕊するや︑天海は

の後︑世はやうやく平静となり︑あからさまにこれを郷里にであるといって日光山に移葬した︒その時︑彼は親ら鍬を取

のを喜ぶ場合の如きは︑今日︑これを想像するだに︑孝子のいばれる９もと︑彼は深慮の人であって︑深く家康の値遇を

改葬し︑心から死者の霊の安らけき眠りにつくことの出来るり土を起して︑往昔︑大職冠鎌足を改葬した作法に則ったと

︵二︶の場合は人道上︑柑然耐排斥せらる上であらう︒現にの而堂には︑信長︑秀吉二人の遥霊が配祁せられてある︒

至情に向って同情の涙が湧上がるを兇ゆる．得︑黒衣の宰相と呼ばれ︑柳管の枢機に参説した︒現に家康

基督教には﹁愛敵﹂の訓言のあることは周知の通りである︒︵三︶の場合もまた︑不法︑不徳の行篤であることは改めて

かつたとき︑越後から敵固数百里の地を過ぎて京帥に朝し︑であるが︑前者の行はれたのは性に上代に限られ︑その大な

謙信は己が主蒋あるを知って菖乗の天子あるを知るものＡないふを要せぬ︒中園の君臣継承法は人の知る如く櫛譲と放伐

先雌をなした忠臣である︒また彼は眼旧とするところは弓箭中には先朝の王者に封して必ずしも忠誠でないものがある︒

我が園に天子あることを天下に教へ︑後の維豊二氏の尊王のる過半は後者が行はれたのである︒その結果︑現朝の人民の

に存して米醗に存せずといひ切って︑敵に蝉を贈って︑件のまして敗兵や匪賊等の全く道義心の乏しい輩において︑上述

﹁愛敵﹂の訓言を立派に賞践に移した侠牌である︒されば︑の浅猿しい行篤を見るのは弧さまで異しむに足らぬ︒しかし

彼には敵屍を辱かしめるといふやうな反人道的行篤は夢なかながら︑一には王者の側にもまた一雁︑責任なしといふくき

ったに相違ないけれども︑営時︑兵略︑戦術においては天下でないことは︑彼等の一間には頗る高偵な副葬品を墓中に埋め
無敵とた上へられながら︑己が父をすら放逐してその園を奪る慣習があったからである︒例へぱ︑唐の太宗は生前︑晋り

ふことを敢えてした無道︑信玄は︑隣風の侠蒋の胸中を洞見王義之蘭亭叙を得て愛翫︑措かず︑その崩するに臨み︑遺命

若し試に︑﹁よろしく一切を疑へ﹂といふ哲肇的命法に徒絶ったのである︒恩ふに︑王者の至賓は黄金でもなく︑珠玉

することが困難であったかも知れない︒︲してこれを陪葬させたから︑地上に同法帖は長へにその跡を

「31
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我が園では人民は﹁大御賓﹂と呼ばれる︒﹁大御﹂が超特級

濫掘を緊げた︒総じて文化財なるものは︑その地上にあるも

筆者は墓を開く最も好ましからぬ場合として︑︵五︶盗掘と

である︒

の敬語であることは︑天皇の御心を﹁大御心﹂と申上げるの

多くは圃民のそれと見られる︒否職若しそれが卓抜なもので

のと︑地中にあるものとを問はす︑個人の所有たると同時に
埜旦

して行はれた八望命連合の組合研究とにおいて︑今更ながら

遣鰐に開する畢術調査圏の研究と壷その後間もなく封馬に開

る︒と上でわれわれは太平洋戦末期に︑我が京都と奈良が敵

いて︑我が古典的文化財の鑑賞に耽る外人を見受けるのであ

人類の所有でもある︒われわれは往く上野国立博物館にお

ひ︑如何なる文化民族にも崇高な心霊的蓮葉を有する限り︑

あって︑これに接するものＡ感受を魅了し︑その趣味性を蓑

科単の右する威力を術切に術味することが川来た︒前者によ

はそれ卜︑己が長するところを働かせて猫自の文化財を創

弾の洗鵬を免れた理山を反趨すべきである︒世界諸多の民族

のすぐれた文化財に親しんで︑一には己が文化意欲に満足を

造︑護持してゐる︒篤に所在の文化民族は︑己が有せぬ他国

って︑過去八百除年間︑存在した無暇の秘密が全く白日の下
に膝氏四代に面接する底の幻想を惹起し︑後者によって︑封

る︒この鮎から考へれば︑かの法隆寺の火災や金閣寺の焼失

は惜みても為堂堂変なほ除りあることである︒まして後者に

典へ︑また一には︑人間としての己が心性を築上げるのであ

じて偶然でなかったのであって︑今や六菖の封島人は正しく

てをやである︒

至っては遥同寺に起臥する一青年僧の倒逆的所行たるにおい

から見て︑完全に日本園の一部であることが立護せられた︒

日本たる衿侍と信念とに勇気つけられたのである︒細合研究

は︑専ら科畢の存するが篇である︒而して特に古墳の溌掘は

る︒われわれが公為然︑この椛利を行使することの出来るの

結果︑一部の畢徒は︑我が国は果して如何なる勢力により︑

確に我が国史界における割期的事賞といはねばならぬ︒その

的に眺めて︑国史編纂上︑再出護をなすやうになったのは︑

前にも一寸︑鯛れた通り︑経戦後︑我が上代史を専ら科畢

この科畢をしてその使命を完うさせる重要且つ必然なる管み

れは︑文化人として員理探究の貴重な権利を有するといばれ

には遥ましい特徴があって聯いかにも致果的である︒われわ

彼の鎌倉時代の元潅の際︑封腸男児の現はした忠勇義烈は断

馬は言語望上︑人類皐上︑牡含望上︑宗教畢上︑生理肇上等

にもたらされ︑われわれは宛も悠交八百年前に遡って︑如賞

は昨年七月︑岩手際平泉中尊寺において行はれた藤原四代の

最も文化的慨値に富むものは︵四︶の場合である︒われわれ

××

を見て知られる︒

でもなく︑またも珍籍諺秘書でもない︒それは人民である︒

1
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Ｉ

戸

「

如何なる道程をへて︑何時︑構成せられたのであらうかとい
ふ抜本的問題を提示し︑従来の上代史はと奥に一わたり空白
に録し去った槻がある︒この問題を解く最も蚊果的な方法は
我が埋蔵文化財の科畢的研究であるといふことも︑殆んど定

儒教経済の護展︑

飯田惇一

経済の語はや経世湾民の意で︑文中子には︑皆有二経湾之

リ

氏四代に淵する専門的検討が︑われわれの面前にｂ今より八

道一而位不し逢︹濫楽篇︶とあり︑宋史には︑以一一文章一節し行高二

論となったといひ得る︒若し上記の如く︑中尊寺における藤
百年前の平泉人士の生活生態を展開したやうに︑我が埋蔵文

一世一而尤以二道徳経済一篤二己任︻全安石博︶とあってもいづれ

テヲシヲクシテ

化財の科肇的取扱が︑我が国魁椛成の勢力魁道程ないし時期

も政治の迩管を意味してゐる︒ところがわが図では輯いつし

た︒三宅槻澗は︑世之談二経済一者毎以し殖し財偽し務︹中興鑑

二・モテヲスガ卜

をわれわれに明示するならば︑これまで︑われわれの全然聯

かその意義を縮めて︑財政︑理財の意に川ふるやうになつ
ズルヲツネニテスルヲヲスト

ることＬなるかも知れない︒かやうに考へて来れば︑盗掘と

言︶と言ってゐるから︑徳川中世時代には︑経済の二字は︑

LDノ

知らなかった上代の世界が︑われわれの眼前に躍如︑出現す

いことが明になると恩ふ︒︵特別含員・丈畢坤士︶

濫掘は︑た営畢的に無開心︑無自兇の行矯以外の何物でもな

上に立つものであるといふ事賞より︑闘家の政治を意味する

た︒︐稲田徳三は︑﹁園家の政治も一家の家政も︑同一原則の

てその範園が縮められ︑家政︑家計を意味することになっ

財政の意に使用されたことがわかる︒然るにこれが更に穂じ

附記本誌︑第五十九巻︑第六百五十九雛所載︑拙稿﹁古墳蕊掘
の倫理﹂参照
○

経済が︑一家の家政を意味するに至った﹂︵幽民経済講話︶と説

︑︑︑

明されて居るが︑更に意味をせばめて︑倹約︑節倫の意味に

の三菱に用ひられろやうになった根本原因は︑幕府の政治歌

このやうに︑．経済の語は原義を離れて︑財政︑家政︑節倹

あらう︒

消登の節約から来るので︑節倹の義を生ずるに至ったもので

用ひられるやうになったのは︑家計の充賛は︑生産の増加︑

何んでも﹁アチラでは然奄﹂といふと︑それは祁様の以上の権威

になる︑浦員髄車の座で足をお組みになる等冬これは大愛進歩し

で︑殊勝にも一︲形﹂を虞似られる︒﹁形﹂をですよ−︑反紅の口︑
爪をお染めになる︑男女腕を組み歩りく︑歩りきながら物をお食言へ

た図民であって︑何の彼のと云ふのは封建連のこととなってゐる︒
併しさうでもないらしいのは︑シーポルト局長夫人が﹁戦前の日本
人を知つ・てゐる私は︑今日の人為を情けなく恩ふ︑彼等はハリウド
のハスッパの反似をしてアメリカ風だと考へてゐる︑﹂云々と︒進
歩的人々も一考の用があらうか︒

〆 戸 、

ヘ

二つ‐

リ

リ

ハノヲ二

レ童︑而百姓有二除材一也︵王制篇︶とあるのは︑全く孟子と同じ

多︑而百姓有二除用一也︑斬伐養長︑不し失二其時↓故山林不

意味で︑恐らく荷子は孟子に擦って書いたのかも知れない︒

ナラ

地方とも財政頗る逼迫せる結果︑その財政窮乏を救済するに

態から来たかに恩ばれる︒即ち幕府の中世期以後は︑中央︑
は今一般政治事項中︑特に財政が涯調されることは営然の理

が生産の根本義である︒田野荒蕪すれば︑民食ふに物なき悲

である︒是に於て今まで政治迩誉を意味していた経済の語
治家︑畢者が︑経済を狭義に解し︑従来篤政家を意味した維

境に陥るのは営然のことである︒管子に︑食嘆賞則知二漉節ヘ

とば︑孟子の農の時に逮はないと結尾同じことになる︒これ

涛家は︑やがて財政家を意味し︑延いては一家の舎計を意味

衣食足則知二柴辱云牧民篇︺と見え︑論語には︑子日︑足し食

︵荷子は孟子の後輩であるから︶菅子の天時︑地利を務めるこ

するやうになったものであらう︒これが明治に入ってから︑

は︑主もに財政を意味するやろに韓川され︑随って淵時の政

欧米経済墨の影響を受けて︑遂に経世済民の腺義を失ひ︑専

つくきであることを教へたものである︒衣食住を豊かにする

足し兵民信レ之芙︵顔淵篇︶とあるのは︑皆政治は衣食住が先だ

リテチルヲ

ズルヲクムヲクツクルヲ︵ヤクフル

ヲユルヤカナレベチニルムルニ

に職生し財有二大道↓生し之者衆︑食し之者寡︑篇し之者疾︑用

ズルニヲリ

も知れない︒ルン︒ヘンのないのが翰産の本義で︑荒蕪地の開

が︶祷子のこの語は︑恐らく大壌の語に基づいて書いたのか

管子が世に謂ふ稜下肇士の億作とするならば︑︵異説はある

原理と謂ふべきである︒

といふ︒同一意味である︒これが増産の大原則で経済の根本

と消費との開係を述べたものである︒その大道といひ︑常法

ン民有二常道︽而生咳財有二常法一︵君臣上篇︶︑とあるのば︑生産

ヲリ

レ之者好︑則財恒足実︹博之十章︺とあり筋管子にも︑治

ズルニヲリ

には︑増廃と消費の節約にあることは言ふまでもない︒大畢

シヲニスヲ

リテチルヲクシヲ

ら致富︑貨殖︑消炎︑分配︑交換等に開する事項を意味する
ことになり︑経に政治から渦立分離して︑経済畢邑８巳○旨胃︲

Ｑ錘を樹立することになったものである︒現に政治望はある
が政治博士はなく︑経済単博士があるやうに︑経済は賞際政
論の重要事項となり︑一園の維湾を掌る大賊大臣は︑国務大
臣中最も枢要の地位にあるやうになったのである︒
一一

レバハノニルラフラニレバデー

テヲレバ一一ルラフフルニ

孟子に︑不し逢二農時一穀不レ可し勝し食也︑数筈不レ入二袴池壬
ルラフフ﹄｜

レバメノヲチゼレパ

魚随不可ｖ勝し食也︑斧斤以レ時入二山林一材木不ン可し勝ン用也

レ務二地利一則倉摩不咳盤︑野蕪砿則民乃官︹牧民篇︶とある

︵梁恵王上篇︶とあり︑菅子には︑不ン務二天時一期財不レ生蕊不
メノラチクナレパチヂス

は︑いづれも増産の具鰐的方法を指示したものである︒荷子

である︒即ち天下に遊地なく遊民なからしめるのが︑財を生

墾も︑耕地整理も︑播種の研究も︑殖林もすべて生産の手段

︿ヲ二

ムノヲ二

ずる大道である︒農事の奨働︑濫漁︑濫伐を慎むのも生産の

にも︑春耕夏転︑秋牧冬職︑四者不咳失レ時︑故五穀不し絶︑
リ

而百姓有二醗食一也︑汗池︑淵沼︑川津謹二其時禁﹃故魚雌優
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＝
戸

テヲシヲ

一方法ではあるが℃貨殖には生産の原則に従ひ︑消費の節約
リテルヲスヅルヲ

が伴はなければならない︒潅記に︑以二三十年通一制二園用↓
量し入而篇し出︵王制篇︶とあるのは︑消餐方面の教訓である︒

過去三十箇年の平均経常費を取って国費に充て︑一箇年の牧
入を兄祇って︑支出を立てることで︑牧入の四分の三を経費
に充て茂る四分の一を貯蓄するのが諜算細制の方針である︒
一家の含計も亦とれに準じて経常聾を賄へぱ︑三年間には一

箇年の維聾を捻出し得て︑菖一不噸の災が起っても︑決して

レバニシテス

周章狼狽するととがない︒以上が儒教経済の陳則で︑聖人の
教へる経済原理である︒

生康は勤努によって生ずる︒管子に︑民非二作力一母二以致杉

ズルズスルニヲ
ズルズフルニヲフルワ
ヲ
レ財︑天下之所レ生︑生二於川杉力︑川レカ之所し生︑生二於勢惨身
ルカラハ

セ

Ｒ籾篇︶とあって慰勤勢が財産を作る本であることを説いて

ヘーテ ヲ ル セ ハ ラ ニ ブ ニ ル カ ヲ ハ ズ ア ヤ フ シ

ゐる︒墨子は兼愛説を唱へたが︑志不レ彊者智不レ達︵中略︶

観て洲Ｒ古来から貨殖が政治の重要事であったことが知られ
る︒

ウ治二一｜テスヲ

本業に勤勉してここに瑠庵の責をあげ︑生活が安定して父

母妻子を養ふととができる︒孟子に五畝之宅樹し之以レ桑︑五
ノ
シテルヲケレパフノヲノシ

十者可二以衣程吊芙︑難豚狗誌之畜︑無し失二其時↓七十者可ニ
テフヲ
以食杉肉交︹梁悪王上篇︶とある︒即ち宅地を利用して疏菜を植

ゑ︑養厳を管み︑家畜の飼育を奨励したので︑正に農家の副

業である︒養獄が己に古代から行はれたことがわかる︒絹蒜

で絹布を織り︑老頓て軽くて暖い絹物を身に着られる︒家畜

を飼って卯や肉を食べて滋養を擁ることができる︒正にこれ

自給自足の養生法である︒

今や副業の師類は多和多様である︒養難養豚は普通のとと

現に殆んど全農家に賞行されてゐる︒果樹疏菜の栽培︑椎茸

ならないが︑その未開時代に於て︑養懲︑家畜の副業を奨働

い︒孟子の時代を距る二千有除年の今日では︑副業は問題に

の培養から︑魚獅の養殖等奄副業の範脳はなかノＩに匿

述べ︑すべて根本を強くすること︑即ち勤勉を力説してゐ

したのば︑たしかに卓見と謂はねばならない︒

涛二是非一不し察者不レ足二典遊﹃本不レ問着未必幾︵俺身諦︶と

へ︑節葬を説いたのも亦ことに基づいてゐるのである︒

を認めた誇擦である︒即ちこの世の中は︑精祁勢働者と肉綴

し人︑治レ人者食二於人一︵膝丈公上篇︶とあるのは︑立派に分業

ヲルヲ︵ハル一一

事は分業によって捗り︑業は分業によって進歩℃護達する︒
スルヲ︿メヲスルヲ︿メラル一一メラルルニハヤシナヒ
孟子に︑労し心者治レ人︑勢レカ者治二於人﹃治二於人↓者食

四

る︒これが所謂墨子の弧本論で︑墨子が日常生活に節用を咽

努力辛勤は︑鮭に生寵の基磯である︒今日締農家とか鮪農
家とかいはれる者はすべてが努力家であり︑勤勉家である︒

将た又精巧な器具機械を製出するものも亦勤勉家であるｃ努
に海王︑函蓄︑川園軌︑川椛数等貨殖に開する諸篇があるに

力勤勉は生産の大原動力である︒史記に貨殖徳があり︑管子
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＝

勢働者の二つにわかち得るといふととになる︒政治家は精祁

いで物債を一にしたならば︑製造者の間に競争心がなくなり

は常然一ならざるのが物の情である︒物の精粗美悪を認めな

てゐるので︑正に農民即ち肉篭努働者に蓑はれて居るわけで

随って物の進歩護達もなくなる︒畢竜百工をして怠慢に陥ら

界に流れてゐたととがわかる︒孟子の言われるやうに︑物償

ある︒一般人民は人に治められてゐるが︑政治家を養ってゐ

労働者で人民を治めてゐるが︑農民の耕作して得た物を食べ

るととになる︒紬理大臣は国政を掌ってゐる︒その傍ら耕し

のであらう︒

ニシテ弐・ノ︵万

意である︒孟子に︑夏后氏五十而貢︑段人七十而助︑周人百

︵ニシ〃シ︵ニシデシ・︵

た︒租はタヂヵラ即ち土地の牧礎力︑税はミッギ即ち鮒物の

てゐるが︑古は個人の原意に本づく寄附のやうなものであっ

群するために︑個人から弧制的に徴牧する給付を租税と穂し

古来から租税問題は複雑である︒現在では国家の経費を支

一ハ

るが︑物償は生康斐︑需要供給の開係等から定めらるべきも

するのに封し︑流通貨幣上から論するものもあって厘糞であ

商品や貨幣などの開係から︑物贋は騰貴し或は下落すると論

現在の経済掌では︑物償の騰貴或は下落は一問題であり魁

る︒

しめ︑天下を凱すことになるといふのが孟子駁論の要旨であ

て養ふととは︑絶封不可能であるといって︑その常時の農家
者流︑今でいへぱ共康黛とでもいふべき許行の所説を反駁し
たのが︑孟子のこの言葉である︒孟子はたしかに杜含的分業
を認めたわけで砥技術的分業を主張したとはいへないが︑二

ジケレパチク

（8）

千年前に祇含的分業を認めたことは︑その大賢と稲せられた
所以がわかる︒この分業が時代を逐うていよノ︑細かにな
り︑特に現代では技術的分業は微に入り紬を極めた状態で︑
これが世の進歩を促し事業の護達を遂げてゐる︒
五

物債はその物の精粗美悪によって異なるのが自然の理であ
る︒然るに彼の農家者流許行の徒は︑物偵不試論を唱へた︒
ジケレパヂシク
ジケレパチク

ジケレパク

孟子に布吊長短同則買相若︑肺繊綜架軽重同則賢相若︑

法で夏は一夫に五十畝の田を典へ︑五

畝の全牧入を租税として納付させた︒

分し︑一厘七十畝︑中央に公田を設け

段では井田法を施き︑六百三十畝を九

即ち非１斗蕊所謂貢法である︒

(圏田井）

五穀多寡同則買相若︑震大小同則買相若︹膝文公上篇︶

ー

畝而徹︑其責皆什一也︵膝文公上篇︶とある︒とれが三代の税

私田一一
二公田

70

しルハシカラ

ジウスレパツクヲン

というてゐるのに封し︑孟子は夫物之不し斎物之情也︑或
ジ︽シ︿ス

相倍荏︑或相什伯︑或相千菖景略︶亘屋小同賢人登篤
ヲ

之哉︵膝文公上篇︶といって︑許行の謬論を反駁してゐる︒今

日の経湾論から観れば︑物債不試論などは⑲一種の便利主義
で論議すべき債値もないが︑堂時既にこのやうな潮流が経済

630

L

又諺孟子に︑塵無二夫里之布﹃則天下之民︑皆悦而願し篤二

ビテフランゴト

之眠一実尽孫丑上篇︶と見える︒人夫税︵夫布︶や附加税︵里

ヂ

耕作してその賓牧全部を上納させた︒即ち詐Ｉ霧で私剛

ニクンパ

子の民主的政治論が窺はれる︒

には課税しなかった︒所謂助法︵公田を助耕する意︶である︒

の諸侯が重税を課した上に諺こんな課税を命じたのを︑孟子

布︑布は銭の意︶即ち地子銭を課せなけれぱの意味で︑営時

他の八厘を私田と稲し一家七十畝の耕地︑八家は公田を共同

周では一夫に田百畝を耕作させ︑貢法︑助法を併用して課税

九州︵翼州・党州・青州・徐州・揚州か荊州︒諜州・梁州・

地方税は之を書経に見ることができる︒高既に洪水を治め

は之を悪税と認めたと兇倣すべきであらう︒

謬

し︑徹法︵徹は通又は均の意︶と呼んだ︒このやうに夏・段
什一也というたのである︒これが後世になると︑三公七民か

飛州︶を定め︑土地を検して各上課税した︒後世の地方税の

・周三代を通じて大鰐十分の一税になるので︑孟子に其賞告

とを老へれば輔思ひ半ばに過ぐるものがある︒
ピテフスンニトヲ

ピテフサンニトヲノー

人口税︒家長税・山林税︒家畜税・蕊徴税と槻るべき名目が

の根本義ではなからうか？
その他管子の海王︑国畜篇などには︑後世の所謂家屋税・

だが︑国税から潤立して︑その地方に底する課税が︑地方税

い︑ｌとある．現在の地方課税臆なかノー複縦であるやぅ

仲間には牧畜を業とする者が多いから牛羊を貢物とするが宜

鉛︑松材︑怪石など併せて上納するが宜い︒東莱地方の夷の

海産物を雑へる︒泰山附近︵岱吠︶から出る絹総︑麻蒜︵東︶

地は三等に位し︑賦は四等である︒貢物は蝉と葛布︵綿︶に

分を含むから︑平地は耕作に適し︑海逢には製醗される︒土

１青州迩士賛噂平地白色で肥料に富轟潅演は隣くて嬢︲

睡愈躍一源物惜壕ル岱吠綜舞錆松懐毎莱夷偽拠︵縄貢︶９

係をみると︑厭土白墳︑海演庚斥︑恢田惟上下︑厭賦中上︑７

ノ︵﹄一シテ︿矛リノ︵レノニジテノ︿ノナリ

溢鵬と見るべきであらう︒その青州︵今の山東省の大部︶の

ら四公六民甚だしきに至っては︑五公五民の課税になったこ

シテセシテセ・

ジテセシテレバセチ

管子に︑開幾而不し征聴市塵而不レ税︵五輔篇︶とあり通孟子
ピテフセンゴトヲノ

に︑市塵而不レ征︑法而不ン塵︑則天下之商︑皆悦而願ン蔵ニ

ノニシテレバセヂ
二えシテレバセヂ

於其市．一実︑開談而不し征＄則天下之旅︑皆悦而願し川於其

路一美︑耕者助而不咳税︑則天下之農︑皆悦而願レ耕二於其野一

美︵公孫丑上篇︶とあるところから︑管仲時代己に税も管業税

︵勿論その名ｎは麓じもあったことが知られる．ｌ市場で
塵︵市宅︶即ち倉敷料憾取るが物州税は取ら蔵ぃ︒ｌ法規
で取締まるが倉敷料を免除するならば︑天下の商人は綻交そ

の市場に集まる︒ｌ蝿所で護溌蝋同じ︑察の善即ち検
察するが闘税も通交税も取らなければ︑天下の族人は皆その

園を通過観光す為ことになる︒１段の助法を行ひ私田に課
税しなければ︑天下の農民は勇んでその国民たらんことを願
ふやうになる︒言ふまでもなく戦国時代の諸侯が重税を課し
て人民を苦しめたので︑孟子が税の軽減を主張したのだ︒孟

正

一

ある︒その資行されたか否かば判明せぬものもあるが︑征税

問題は古来から複雑を極めたものであった一請で古今の営
局者が治政上最も悩んだ事項であることが知られる︒
七

以上は漢籍から観た経湾大槻であるが︑この主義を賃際に
雁用蓮管したのが君主側近の畢者であった︒昔時の皐者は殆
んど政治家であり砥政治の顧問役であった︒熱徴︑王安石然
り︑欧陽修︒柳宗元・韓愈以下唐宋八家は︑袴それ人︑の特
長を有った政治家である︒わが国では熊津蕃山の岡山藩に於

ヲ

易弐耀涛要録︶の十八峰を生牽の急務として掲げたのは︑大畢

の生産原理を能く解樺し︑天然の富源を開護し︑積極的に富

の増進を計ったものと見倣すべきであらう︒更に信淵は︑六

び三墓︵太政墓・祁祇墓・教化墓︶の設置を主唱した国家牡

府︵本事府・開物府・製造府︒融通府・陸軍府・水軍府︶及

含政策の如きは︑孟子の所謂人民︑政事を認めて︑民衆の幸

禰を求めたものと槻るべきであらう︒信淵の所説は︑要する

に五世に亘る父加以来の家畢を集大成したものであるが︐家

に擦り︑治国平天下り国策を運誉した大小幾多の畢者の事蹟

事は儒望を根篠としてゐるのである︒その他儒教経済の原則

してゐる︒彼の寛政の三博士︵柴野栗山・尾藤二州︒岡田寒

ける︑細井平州の麿山侯を補佐した事迩は︑よく人為に晴炎

この稿を経はることとする︒︵上智大畢教授︶

は︑煩を避けて椅略︵後日詳記する機もあらう︶し︑ここに

ＪｆＪ

○どこやらの司令で爆弾ビーフの飛ぶアシとあ蕊ない中立の錐鐸

○戦争はいやだと云ふが金儲け朝鮮事件に頼む人あり

○世界中に脚仇よと訴二し敗者心理想闘かる上や否や

○弱い者ねらっても居る図あるを濁り平和の高揚子とは

崇﹁後に古賀精里乞をはじめ文久の三仲士︵安井息軒・騨谷
宕陰・芳野金陵︶は昌平雷の教授であり︑兼ねて幕府の政治
顧問役であった︒而してその能く儒教経済主義を徹底的に資
行したものは︑佐藤信淵・二宮尊徳・大原幽畢等である︒性
仙畢︵幽単の墜問︶の耕地整理・分相雁︒先覗株をはじめ︑報

○岨土荒す親モグラモチ八つほどが八千繭を弄び居り

徳教︵尊徳の教旨︶の分度や荒蕪開墾など皆儒教に基づける
心下箭︶とある︒これは圃家は土地・人民・統希権から成立

施設経誉である︒孟子に諸侯之賓三︑土地︒人民・政事︵表

○戦争ときくや下った龍詰も米も闇夜に動き始めつ・

○親譲りの図賓も喪くすぽかりにて末世か子等に不肯の多き

○稼ぐと一Ｌ追ひつく貧乏祁のあり地獄極楽裏返す世か

○食ふ話やつと消えるや税金がよるとさはると話題とはなる

するといふ議論と一致する︒そこで佐藤信淵の肇読を桧する
ムヲフヲズヲ久ヲスヲツ

と︑勅二百姓弐教二農業↓減二都居﹃正二衣服﹃製一百工﹃立二市

ヲ典ヲスヲクスラーフラスヲズ

場弐止二村商﹃管二造醸﹃周二貧窮﹃救二病者へ育二小児︽禁一瞳
ヲ
ツヲムヲスヲクヲクヲズ
胎﹃立二鐸亭﹃修二海港↓轄二漁村﹃設二購埋﹃州二町瀧﹃通二交

〔10）

れて居るのである︒︲１１

で︑園王の個人的意見に開係なく︑政府の方針がそのまま勅語として

をや２Ｌいました︒この勅語は日本の縄理大臣の施政演出に富るもの

徳育範例抄ある晩酒場の隅でラジオがその日の誉開院式の勅語の録言放選

吉田熊次

西洋崇拝と欧米模倣とは我が闘民性の一特徴で︑既に明治初期から出るわけです︒ポールドゥィーンの保守熱内閣のときですから︑退役

盛に行はれたが︑敗戦後に於いて特に著しいやうに思はれる︒凡そ文少佐︵註︑同席者の一人︶など﹁ヒャーヒャー﹂と擬麗をかけて喜ん

を競って居る︒他圃の習俗の優れたる鮎を墨ぴ取って自図の進運に資の一語一句にひどい罵謹を浴せていました︒そして総るとテＴブルを

明固と呼ばれる図々の間には常に文化の交流が行はれて互にその進歩でいましたが︑パーレィ先生︵註︑同席者の一人︶は犬むくれｙ勅語

することは決して非難すべきでないのみならず︑寧ろ稗讃すべきこと叩いて︑﹁どこ三十年来︑最も愚劣な勅語⁝⁝﹂といった？その途端

（11）

であらう︒唯遥憾とすべきは他閣の虞相を理解せず︑催れたる美鮎をラジオが国歌の演奏を始めました︒
翠ぱずしてその国民の間でも損斥せらる上悪習を模倣することであ同時に︑この閲の習慣として︑凡ゆる人間が蝿かれたように起立し

る︒過般新年の漬物として数冊の雑誌が東京から届け吟れたので︑雪眉一つ動かさず︑直立不動の姿勢をとりました︒田舎の酒場のことで

れも根擦の確かな西洋の美俗を仰へたもので︑我が剛民の躯ぷべき或波奏の間だけは︑ぐっと顎をひきぴたりと正面を見据え︑質に立派で

図の一室で剛讃して居ると別項の如き記事に川が留まった︒是等は執・すから︑風態のおかしなものや言動の粗野な人達もいましたが︑国歌

もあるかと思ふが︑未だ漬んで居られない方も少くはあるまい︒依つをあげて﹁図王陛下﹂と呼んで乾盃︑あとはいつもの通り賑かに談笑

者を含んで居ると思はれる︒曾負各位の中には既に讃んで居られる方した︒絶ると誰かが盃を翠げ﹁紳士諸君︑君王陛下﹂一同おなじく盃
て本誌を介して禽員各位の修養の一助としたいと鯉ふのである︒各位がつ上きました︒

に於かれても同様の事件に接せられた際には︑本誌を介して知らせて︐私はバーレィ氏に言ってしまったのです︒﹁貴方は吐曾主義者とし

を歌ひ︑国王のため乾盃する︑そこに矛盾を感じられないでしょうか

頂きたい︒これも弘道の一手段ではありますまいか︒て︑営然︑王制を否定するのでしょう︒それなのに︑あのような園歌

一︑イギリス人の固歌槻︵池田潔氏︶？﹂︹中略︺そのときハーレイ氏がこんな意味のことを言ったのを記
慶大教授池田潔氏は﹁讃責評論﹁新年暁の巻頭にケムブリッチ在憶しています︒

畢中の﹁バイロンの池﹂への紀行を載せられて居る︒誠に詳細に叉﹁イギリスといふ園家を象徴する王冠それを人格化したものが図
﹃ｆ

如何にも美しく︑身自ら北への地に遊ぶ忠ひを惹起せしめる雄篇であ王︑その圃王の安泰を斬ることはそのままイギリス画家の安泰を斬

､

るが︑その中に同行者バーレイ氏の英剛の図歌測を次の如く紹介さることになりましょう︒政治上の意見が如何あらうと私がイギリス

F1

三

人であることに間違いない︒そのイギリス人である私がイギリス図
家の安泰を折るに不思議はありますまい︒他の人達が閣王の雌簾を
所２Ｌ盃をあげている︒何等それに反封すべき正常な理由を持たな
い︑私がそつぼを向墜Ｌいたとあれば︑私が濯義を知らないという
ことになりましよ﹄７︒

と運２﹂︑その歌調の意味を岬糎質に詮索する必要があるでしょう

それに国歌のことでも︑一鎧︑歌なんていうものは法律文書の解程
か︒誇張もあり逆説的な表現もあり非科畢的な言ひ廻しもあって︑

そこが歌の面白いところでしょう︒そういわれれば︑なるほどわれ
われの国歌にも奇妙な句があるが︑この歌を歌うとき一語一語にそ

して姓がちが２Ｌゐるかも知れないが︑むかしマーサ・マッダイラと

観測に稽文島へ来て日本に立寄り︑外務省に電話をかけて﹁今は結婚

いった娘さんに曾ひたい︒住所を洲ご﹂くれ﹂と言はれました︒それ

で二十数年ぶりで私の娘とお曾ひになることが出来まと﹂﹁お母さん

はどうしてる？﹂といふことから︑わたくしも呼ばれて一︲緒にお食事

をいたしました︒その時の話ですが︑﹁あなたはアメリカに蹄２Ｌか

﹁私はワシントンで天文のことをしてゐます︒しかん多になると雨

ら︑何をなさいますか︑やはり天文のはうですか﹂と伺ひますと︑

親を温い地方へ連れてゆき︑暑くなると涼い地方へ連れてゆく︒私

にと２Ｌは大切な雨親だから︑自動車で還り迎へすることは何んで

にゆかせるが︑自分は還り迎への時に四・五日一緒にゐるだけだ︒

もないが︑自分は忙しいから両親と暮せない︒妻と子供は時々そこ

それが一年中の鍛大の楽しみで︑そのためにお金を貯めてお堕し費

︐用一切を雨親に心配させない︒両親もそれを喜んでくれてゐる﹂
いへんな間運ひです︒

といふことでした︒アメリカ人は親孝行をしないなどと老へたら︑た

プァィニンダ夫人は御両親がないので︑お姉さんを親のやうに思っ

て大切にいたはってをられます︒このたび日本を去られるに際しても

お姉さんに日本の名勝を見せて上げるといふお気持ちで︑各地を旅行

されましたがほんたうに美しいお心持でございます︒

三︑フラン↓︿の家庭教育の一例︵カンドウ祁父︶

﹁週間朝日﹂一月二十一日砿に獅子文六の連載封談﹁面白き人々﹂

第三面﹁カンドウ紳父﹂の中に次の記事がある︒なほカンドウ祁父

は一八九七年南俳バスク地方に生れ︑ローマ・グレゴリアン大里を

1

んな質感を込めて歌うものはありますまい︒過去何百年か︑この歌
はイギリス人に愛され︑何か事あるたびにわれわれの父旭はこれを
歌２﹄きた１１とすると今更︑個人の政治的意見でこれを云々する
気持など起りません﹂

二︑親孝行なアメリカ︵掻平信子女史︶
文茎春秋の新年特別競に松平信子女史の一︲赤毛布の日本婦人﹂と
題する文が載せられてある︒次のものは其の中の一節です︒

二体アメリカの風習を探入れる場合に︑誤２﹂悪いことを探入れて
ゐることがあるやうに存じます︒例へぱアメリカ人は歳取った親を蓋
はない︑それぞれ濁立に暮すのだ︑ひ堕しは親や老人に橿を蓋さなく
てもよろしい︑勝手なことをする︑それが自由の精紳だなどと考全Ｌ

ゐる人が日本の若い人の中にはあるやうですが︑アメリカ人の親を忠
ひ︑老人を敬ふ気持は非常に温いのです︒わたくしの次女がワシント
ンの翠校にをりました時︑同じクーフスにゐた男の子が︑数年前︑日蝕の

（12‐）

卒業︑第一次大戦に参加したが一九二四年宣教師として来日︑第二

兄とわたしはびっくりした︒﹁誰だ

ごろになったら︑誰かドアの所へ来てる︒泥棒じやないかと思って︑

だ﹂︑﹁あのう︑脱漏してください﹂︑﹁さつきダメだといったじゃない

んだ︒早く寝ろ﹂︑﹁お父さん﹂一﹂しくしく泣陰﹂るんでずよ︒﹁何ん

プカプカの白いネマキをきた子供の姿が見えたんですね︒﹁何うした

﹂といったらドアが少し開陰し

次大戦に鵬召のため蹄閣負傷︑一九四八年九月再び来日︑現在日伽
事業曾﹂を主宰して居る︒掛談内容は四面山の問題に互２﹂居るが

か﹂︑﹁でも⁝⁝寝られません﹂もう泣堕Ｌ騒き出します︒うるさいか

畢院︑聖心女子大里教授として哲畢︑交皐を講じ︑﹁あけの星杜曾

ことであるから特に宗教的である識でもあらうが︑筆者は欧洲留畢

を受けた子はちがいますね︒大きくな２亀も悩みがあれば︑ヘンな本

ら兄が脱帽してやった︒一ヨノ︑し一Ｌ癌にいきました︒そういふ教育

家皇庭教育に開して亥の如く話されてをろのである︒尤も紳父の家の
中︑濁逸の普通の家庭に於腔Ｌも叛似の事例を兄叩したのである︒

獅子それは畢校でいくら何を教えたところで︑解決できることじ

しょう︒

を買って着んだりしないで︑まづお父さんの所へ問雷を持２﹂いくで

カンドウわたしたちの父は︑とても厳しかった︒この年にな２Ｌ
８︑忘れることが出来ないですね︒例えば何かいたずらをして見付か
ると︑ひどく叱られます︒それから毎晩裳る前に父の前に出て︑正直

ゃありませんな︒やっぱり親がよくならなければ：⁝．︑そういうい上

に朝からの行動を述べなければならない義務があるんです︒しかし︑

此の時は指導の時間ですから︑決して叱られない︒お母さんのポケッ

親が︑いつ︑数多く生まれるか︒考えると先きが長いですな︒

もらって鱈床へ行くんですね︒その上の女の子が来た時︑兄は﹁お前

ダメだよ﹂と兄が言ったら子供が一人ずつ来て︑お父さんに祝一幅して

って︑食事してからおそくまで喋２Ｌいたんですね︒﹁もう寝なきゃ

やすみなさい﹂とい２Ｌ痕ます︒ある晩︑わたしが兄の所へ遊びにい

の上に十字架の印を指でしてや２Ｌ︑子供はそれをしてもらうと﹁お

なのである︒最初はシペリァ本線から三五○キロほど離れた密林の中

本書は﹁軍事伴塵と上Ｌシベリアに浦四ヶ年抑留され﹂た生活記録

中に﹁ソヴエート的人間﹂と題する一節がある︒

年の暮︑静岡大畢教育畢部の教授となられたとのことである︒その

和十九年開東軍に入隊︑一昨年九月にシ曇へリァから蹄り︑同二十五

朝日﹂の記事に依れば著者の高松一郎氏は﹁文理大英文科出苛﹂︑昭

ラジオ放逢の推薦岡書の一として﹁極光かげに﹂がある︒﹁週間

四︑ソヴエート的人間﹁高杉一郎氏︶

百年前から始めなければならぬ﹂と言ってますよ︒

なるか判らない︒ナポレオンは﹁子供の教育はお母さんの生まれる三

カンドウ先きが長いから︑今からすぐ始めないと︑賛現は何時に

トから金を出してお菓子を買ったと言っても︑叱られない︒た蝉︑ど
うしてそういうことをしちゃいけないか︑一つｊ︑こまかく説明して

獅子い上しつけですな︒

くれるんです︒それで子供たちは安心してグウノ︑癌られます︒

カンドウ去年︑わたしの兄と姉と姪とが日本へ来ました︒その兄

はいたずらしたから︑お父さんの祝一眼を受けないで癌なさい︒・これ

の長女の話ですがね︑毎晩子供たちが癌る時に︑お父さんが子供の額

が罰だ﹂と言ったんですね︒わたしたちはまた曾話を績けて︑十二時

〔13〕

﹄﹂

にある流刑囚の町︒フラーックに収容され︵アム鐘道建設工事に従事し

したやうである︒抑ソヴィエットとは委員制を意味し︑委員制は選翠

此の矛盾は昨今に始まったものではなく︑ソ聯邦の成立富初より存在

手績と其の規定との上より見れば︑他の立憲剛の憲法と大燈に於陰Ｌ

者を選翠することにな２Ｌ居る︒所謂スターリン憲法でもや其成立の

制を意味する︒ソ聯邦には憲法があり之に依三﹂図政を蓮誉する指導

た︒その後浦四ヶ年︑韓々と牧嘗容所から牧容所に追ひやられ︑最後に
懲罰大隊に還られ︑具さに辛酸を嘗めた︑シベリヤ伊塵生活を描富する
と共に其の間に於けるソ聯の政治部員の宣博活動︑政治教育の組織︑
所謂民主運動の賀相等が具鰐的に記述せられて居る︒

の政黛たる共窪黛員の指揮により高唾的に専行せられ︑共産糞そのも

のは︑スターリンの濁裁に依りて支配せられるに過ぎないのである︒

摸を一にして居るのである︒唯その運用の賓際に開し一Ｌは︑全国唯一

て居ることは新聞やラジオで毎日聴かれて居る所である︒然るに共産

而上﹂吾人の怪しみ且つ驚く所は︑か上る非民主を義的閣家は能くソ

本書を讃んで第一に気付くことはソ聯に於ける民主を義といふ語義

主義閣家たるソ聯邦が民主々義運動の母膿の如く︶記され︑牧容所に於

見ゆる鮎に存するのである︒

聯の秩序を維持し︑共産禦員が心から糞と黛主とに服従するが如くに

である︒今や世界は民主主義固家と共産主義国家との二大陳誉に分れ

墜しも﹁民主運動﹂と穂してソ聯化運動が盛んに行はれて居るといふ

ね？﹂．

の一ルーブル︑一ルーブルのため居たたか２Ｌきた男だ︒わかるか

愛するようになるだろう︒しかし︑聡墜Ｌくれ︑僕はずっと圃家

業遂行量一○○．ヘーセントと書陰﹂やればいい︒そしたら唯も僕を

どんなに無駄に使おうとも︑たえず笑顔を見せ︑夕方になったら作

分の休憩をみんなが二○分休んでいようと︑大切な費材をみんなが

い︒それは極く簡単なことだ︒僕が怒鳴るのを止めればいい︒一○

ない︒どうしたらみんなに愛されるかを︑僕は知らないわけじゃな

ロシア人の勢働者にしても︑日本人以上に僕を愛しているとは思え

一︲僕が日本人から愛されていないことは︑僕自身がよく知２しいる︒

ふことである︒

けられて居るのが︑或日︑著者に封して次の如く心境を物語ったとい

モプは牧容所の総監督として峻厳冷酷を極め﹁鬼﹂といふアダ名をつ

本書の一節﹁ソヴエート的人間﹂の代表的人物ワシリイ・カリャー

ことである︒一般にはソ聯は猫裁主義︑高座主義︑専制主義の本場で
反民主々義閣家とするのは通念である筈であるのに︑ソ聯の政治委員
や共産黛員が倖虜に封して極力﹁民主運動﹂を鼓吹し︑その資行に努
めて居るのは如何なる理に依るのであらうか︒ソ聯の共産主義は果し
て民主義と同一なのであらうか︒

ソ聯に於ける﹁民主運動﹂は反ファシ華スムとか反資本主義とかの貴

の階級を全陵して皆平等の一作塵として取扱ひ︑その中より新に農

賎を意味して居るやうである︒嘗ての軍隊に於ける将校とか士卒とか

のであるから外醐上︑民主々義的形態に相違あるまい︒ソ聯図民はス

民叉は勢働者出身者より選抜せられたる民主委員を新指導者に翠ぐる
ターリンを君主以上に崇敬し︑祁格的権威を輿へながら︑﹁同志スタ

ーリン﹂と呼ぶ所などにも民主主義の臭がせぬでもない︒けれども所
謂民主々義の本質は閣民各自の自由と自主性とにありとするならば︑

ソ聯の民主運動なるものは佃人に封する絶掛的墜制を躯行する極端な
る座制主義で︑反民主義的のものと言はざるを得まい︒ソ聯に於ける

︲
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「

﹁前進しようとする者にとっては︑日々がたたかいである︒Ｉゲーテ﹂

かく話し維ると彼は机の抽斗から一冊の本を取り出し︑その冒頭に

愛闘者であるためにｌソヴェートの友でなければならぬと公然と主

記されて居る︒叉﹁ソヴエート・ロシアではいま︑それぞれの民族の

−卜で岨図といふ言葉ほど愛されている言葉はあまい﹂とは本書に明

一六上一一号昌﹄号菖・軍

一流上一○．宮ｃｃ旨ごＣ︵爵
一六上一Ｈ畠侭８百醜；屋唄Ｑ展

︐一五上九マノノ子マ︑ノ子・

一四ｊ上二三拝○ｐ金汽夢肩守

前雅宗教科教師のありかたに就ての正誤表

頁上下行説︑正︲
一
四上一六下不

居ると感ぜちれるのである︒︵顧問・丈翠博士︶○芙・三・九︶

聯の現状に封し一Ｌは教育上重要なる研究問題と研究費料とを提供して

；凹吻

せざる宣博は決して永く其の生命を持績し得る課はない筈である︒ソ

一時的に同感を惹起し得ることがあるとしても何等かの虞理を士皇と

成の虞因となり得るであらうか︑暇りに特殊の境遇にある者に濁して

何にして培養されたのであらうか︒蝿なる観念的宣伴は果して人間形

いといふスローガンそれである﹂とも記されてある︒かＬる信念は如

張され︑﹁ソヴエート同盟の友に非ざれぱ︑虞の民主々義者たりえな

とロシア語で書いてあるのを示し︑更に次の如く談話をっ峰けたとい
ふことである︒

﹁君が知っているように︑帝図主義者どもは再び戦争を企ててい
る︒そしてわれわれは︑あたらしい侵略に術えて︑日々をたたかっ
ている︒幸いに︑今年の公使は諜想以上の責れゆきを示したが︑こ
のことはソヴエートの民衆が同志スターリンの大業を支持し︑帝図
めていることを物語る︒公債の質れゆきは︑ソヴエート的愛図主義

主義者のあらたな佼略に封して︑断乎たたかおうとする決意をかた
の毒ハロメーターだと言ってよい︒さて︑そこで僕がこの現場の作業

をよく細織するか︑あるいはへたくそに組織するかは︑われわれの
かしどならなければならないのだ︒努伽者が一○分休むところを一

大業が︑勝利するかどうかを決定する︒僕はどなりたくはない︒し
五分休んでいたら︑僕はどうしてもどならずにはいられない︒わか
︑るだろう︑君︒﹂

予はソ聯の政治漣済の責情を知っては居ない︒叉カリャーモプの如
せしうとも思はない︒唯︑かくの如き﹁ソヴェート的人間﹂は如何様

く﹁怒鳴る﹂ことが監督手段として通常であるか何うかを此虚で論議

一六︲上一七︲聾皆目国会荻＆岩冒昌詐

州二︿下七圏口腸目
一六下二一大正大磯雑大正大燕恕一巻
一六︑下二○牢や

一六下六ぎく︒旨訟爵割○︺品・

一六．上︐一九聾︾旨ｏ日⑦扉普曽冒三↓︐

にして養成せられ得たか︑は教育問題として特に興味を持たずには居
られないのである︒元来︑共産主義者は﹁インターナショナル﹂を黛
用の長物で自然に解消するものと宣偲して来た︒然るにスターリンは

歌として高唱するやうに超図家主義をモットーとして居る︒図家は無
一図杜曾主義建設の理論を賓践に移し︑夙に愛剛心の作典に努めて居
ることはソ聯邦の教育改革史の示す所である︒叉﹁こんにち︑ソヴエ

妬

フ

く

一﹂

という言葉が行われ出すと同時に︑陛下と元来人の死に饗する言葉には︑﹁しぬ﹂﹁うせ

天皇陛下を榊様扱いにすることは誤りでしな所謂和語の外︑﹁崩﹂だとか﹁莞﹂だとか︑

に思います︒少かくれになる﹂︶﹁かむあがり﹂といったよう

いう言葉がだんｊ︑聞こえなくなったようる﹂﹁まかる﹂今みまかる﹂︶﹁かくれる﹂︵﹁お

問皇太后陛下がおがくれになって既に二

ょぅ︒しかし人倫の序というものがありま﹁残﹂だとか︑﹁卒﹂だとか﹁姐﹂だとか︑色々

謄法問答川島次郎
十日︑私たち閣民は︑御在世中の御徳を偲

す︒世の中がどんなにかわ２Ｌも︑親は親︑の漢語が用いられています︒この外熟語には

子は子です︒親は親と上﹂敬われ︑子は子﹁崩御﹂とか︑一莞去﹂とか︑﹁逝去﹂とか︑﹁他

でありますが︑崩御以来色々の報道を耳に
し月にいたしますが︑私はその言葉につい

一律平等に考えるのは正しくないと思いま●十という数に上りましょう︒

としていつくしまるべきもので︑親も子も界﹂とか色左あり︑これらを加えますと︑幾

び︑ただｊ︑哀悼の直心を表し奉るばかり

て︑折に疑問を抱きますので︑それについ
その一つは︑陛下がおかくれになったこ

て御たずねいたします︒

葉づかいと︑兄弟同士の言葉づかいとでは下に通嬰Ｌ行われていますが︑漢語は厳しく

す︒日々の家庭の生活でも︑父に封する言この中で︑和語は割合に一つ言葉が贋く上

いさん﹂とい上︑名に﹁さん﹂をつけてい﹁死﹂に開する言葉に限りません︒例えば天

同一でありますまい︒兄弟間でも兄には﹁にその用法が規定されています︒これは勿論

とをラジオの鍛初の一三１スでは︑皇太后
ように聞きました︒これは或は聞きちがい

陛下が﹁コウキョ遊ばれました﹂といった
だったかも知れませんが︑若し﹁莞去﹂と

しては﹁父が﹂とか︑﹁母が﹂とか言いますは﹁行啓﹂︑皇太子ならば﹁御成り﹂といった

ぅのが普通です︒圃語の習慣上︑他人に封子のお出ましは﹁行幸﹂で︑皇后のお出まし

が︑ぅ傘っの中では﹁おとうさん﹂とか﹁お類であります︒殊に漢語には天子に限２Ｌ用
かあさん﹂とかいうのが常識だと思いますいられるという言葉が非常に多いのです︒し

言ったのだったら︑穏営でないと思います︒

次の日の朝日新聞には︑たしかに﹁御逝

一﹂れは階級的の意識から来るのではなく︑かし今日はこれはだん人︑行われなくな２﹂

去﹂と出ていました︒

新聞によっては﹁崩御﹂とかいてありま

父なり母なりに針する自然の人情でありま﹁御降誕﹂だの﹁御誕辰﹂だの︑一龍顔﹂だの︑

す︒﹁鳳輩﹂だの︑﹁便殿﹂だのという文字は︑殆

した︒従来なら﹁崩御﹂一色だったろうと

思いますが︑今では﹁逝去﹂というんです

ぅに思ひます︒いてつかわす︑．Ｌいねいな敬濯﹂乃至﹁鄭重

うのは︑どうも無理に感情をまげているよた︒宮内臆では﹁最敬濃﹂という言葉さえ狸

天皇陛下に封する場合も︑単に天皇といんど見られもせず︑聞かれもしなくなりまし

第二には︑近頃は﹁皇太后陛下﹂といわ

か︒

す︒これは皇太后陛下に限らず︑天皇陛下

ずに︑ただ﹁皇太后﹂といっていることで

去﹂の用語の問題から考えてみましょう︒あります︒

︹答︼まず︑第一の﹁莞去一︑﹁崩御﹂︑﹁御逝な敬濯﹂という表現を用堕しいるという事で
の場合でも同じことで︑絵戦後﹁人間天皇﹂
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、

しかし若し﹁行幸﹂﹁行啓﹂﹁お成り﹂とい

うような文字を全然使わないのならともかく

力︑Ｌ妙吸マシヌ二

と出ています︒しかし﹁崩﹂の用例を見ますと
リマシヌ﹂

天皇崩二干橿原宮一︵日本書記三︶
皇太后︵紳功︶崩二於稚樫宮一︹同九︶

七︶

ニンテレマス二
日本武倉⁝既而崩二干能褒野印時年三十︵同

も︑若し用いるとすれば︑その場合には︑そ
の語の用例に従って︑天皇の場合は﹁行幸﹂︑

において崩御あらせられた︒

宮内臓長官田島道治

・昭和二十六年五月十七日

と出ており︑宮内廉開係の記事にはすべて

一：崩御﹂とありますので︑私たちもこの用例

なお﹁崩御﹂の﹁御﹂は本来﹁天子の御事につ

に従うのがよいと思います︒

くる語﹂であって﹁龍顔﹂の龍

などという言葉がおかしいのと同じことだと

れは﹁御龍顔﹂だの︑﹁御天覧﹂だの︑﹁御勅命﹂

をつけて﹁御崩御﹂等といってはいけない︒そ

﹁天覧﹂の天︑

く︑三后にも︑場合によっては他の皇族にも

﹃勅命﹂の勅と同じものだからこれに更に﹁御﹂

︒と︵贋僻林︑金浬庄三郎︶

帝王の弧落したまふこと︒かみさりますこ

用いられました︒それで今日の誹書には

等とあります︒つまり﹁崩﹂は天皇だけでな

皇后︑皇太后の場合は一︲行啓﹂というように

し︑わざｊ︑﹁御成り﹄等とは言うべきでは
今岡の皇太后陛下の御事についても︑﹁おか

ないと思います︒

くれになった﹂とか﹁おなくなり遊ばされた一

というのもありますが︑大ていは天皇以外に

ノ

L』･

とか言うのなら︑それがたとえ他の場合にも
れが篇に闘民の感情を刺戟することは無いと

鹿く用いられる言葉であったのにもせよ︑こ

言われています︒ですかり﹁崩御﹂はこのま上

の形で用うべきでしょう︒

も用いるように説いています︒・

なお﹁御﹂は本来天子の御事にのみ用いる語︑

だという事については﹃貞文雑記﹂や﹁安驚随

くれ給うこと︒

︑大言海︵大槻文彦︶天皇︑皇后︑上白寿法

筆﹂に詳しく述べてあ・ります︒しかしその頃

から﹁御﹂は天子以外の事にも多く用いられた

皇︑皇太后ノカクレサセタマプゴト

ので︑同書に一今は御の字かまびすしく剛こ

天皇三后に通じて用いられるように﹁崩御﹂が

ゆ﹂と出ています︒今日﹁御座﹂という語が︑

こと

言苑︵新村出︶天皇三后のおかくれになる
それで︑今日一般の常識としては︑天皇三后

次に一︲莞︲一について調べてみましよ室７燦名に

思います︒︒

天皇三后に通じて閉いられても無理はないと

即ち皇室典範によって陛下の敬稗をつけて申
し上げる方々には﹁崩﹂という文字を使うの
が穏常だということになっているようです︒

五月十七日の官報競外には

ス

大日木剛詩辞典︵松井補治︶帝王などのか

思います︒しかし川例のきびしい漢語をつか
うとすると︑一雁その適否を械討する必要が
あるように思います︒

まず﹁崩﹂という文字について調べてみま
しょう︒

支那の﹁窪名﹂︵後漢の劉照の撰︑八巻︶に
は︾
天皇日し崩・崩壊之形也︒

と出ています︒それでわが図の書物にも

シヌルノヲフト

和爾雅︵八巻︑貝原好古︶死天子死日し崩

皇太后陛下は︑本日午後四時十分大宮御所

かがくしラ

下畢集︵一巻︑文安元年︶崩御指二天子
ヲ

之辞世一

１ １１

〆1ケ、

ニハフ

諸侯日し莞︒

和爾雅諸侯日し莞︒

わじか

と出ているのを始め
Ｕやう き 仔

令義解凡百官︑身亡者︑親王及三位以上

でも通るかも知れませんが︑感情上どうも落

と申し上ぐべきで︑今同も﹁皇太后陛下が崩

但しこの敬禰は︑御追競には用いません︒

御になったというのが正しいと思います︒

皇太后陛下の場合も同じことで︑矢張普通

ちつかないような気がします︒

ですから︑明治天皇陛下とか︑昭憲皇太后陛

第二に陛下の敬穂を用いないという黙につ

識に出る人もあるかも知れません︒しかしそ

えしたため︑明治天皇陛下という言葉か無意

れ︑明治に人となり︑親しく明治天皇に御仕

下とかいうのは誤りです︒中には明治に生ま

いて考えますと︑この﹁陛下﹂は敬穂という鮎

には崩御というべきだと思います︒

からいえば﹁様﹂とか﹁さん﹂とかに相富します

﹁皇太后﹂は御追読ではありません︒叉抽象

れは陛下の用法としては正しくありません︒

穂し莞︒

新一去については

だから天皇様︑皇后様︑皇太后様︑犬宮様と

とあります︒

輝蝦蕊介︵三巻︑恵命院宣守︶常之人ハ逝

的にその御地位を指している場合とは事情が

︑︑

とうさんのさん︑おかあさんのさんも︑叉校

︑︑

いったような表現法が︑常に聞かれます︒お

去︒他界トモ・
あ部の う せ う

﹁天皇﹂についても同様です︒天皇という御

ます︒

︑︑

瑳蕊抄︵七巻︑僧行善︶逝トハ死去ノ事也

︑︑

ちがいます︒﹁陛下﹂を省けば︑私たちの間で

︑︑

さんや様を省くのと同じことになってしまい

昔軍隊では将官になると閣下︑大佐以下は

︑︑

殿といったものです︒陛下はその言葉の起源

︑︑

さんも︑皆同じ性質の言葉であります︒

長さん︑課長さん︑蝉長さん︑杜長さん等の

︑︑

ノ逝去スルヲ河流不返輪也

諭語云︑逝性︑雑者如一一川流一カト云々人

というように出ています︒そして﹁逝卜︿死

天皇陛下をさし奉る場合︑敬禰を省くのは正

地位を指す普通名詞なら別ですが︑具燈的に

いうものは︑そのはじめ︑ことばをつつしま

しくありません︒昔北出親房は﹁乱臣賊子と

から言えば︑この閣下等と封するものかも知

いられています︒しかもこれは皇室典範に明

今暫く御待ちを願います︒

幾つかの問題中︑御答えの非常におくれて
いるのがあって誠にすまないと思いますが

お詫び先般末本欄に御質問になりました

の心持を︑深く反省してみたいと思います︒

たちは静かに私たちの言葉を︑そして私たち

ざるよりいで来るなり﹂といっています︒私

く一面親しみの心持を含んだ鯨敬の意味に川

れませんが今ではそれ程の階級的の意識はな

去ノ事也﹂となりますが︑この﹁死﹄は最も軽
ブ卜

二スト

い言い表し方です︒和爾雅に一︐庶人日し死﹂と

ある外︑令義解には

凡百官身亡者⁝六位以下達二於庶人一稲し死
としてあります︒

文があります︒

第二十三篠天皇︑皇后︑太皇太后及び皇

勿論﹁逝去﹂と御逝去とを同一に見ることは
できませんし︑﹁逝去﹂は庶人の死をいうとい

太后の敬穂ほ︑陛下とする︒

私たちはこれに従って天皇陛下︑皇后陛下

する︒

前項の皇族以外の皇族の敬稀は︑殿下と

ったところで︑死去にくらべれば︑ずっと敬
意を含んでいます︒ある教授が︑畢生が﹁父
て笑っていましたが︑理くつを言えば︑それ

が逝去しましたので⁝﹂といって来たといっ
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教育家美談

ず︒といふのである︒

同冊七年島根聯立松江高等女畢校教諭に任

となる︒〃

同日本庄村需鋳小皐校訓導に任じ︑後校長

島根隅立師範畢校に入り︑同廿九年卒業︒

江私立三州畢校に入り数塁を翠ぶ︑同＃五年

その略歴を見るに︑明治二十二︑三年頃松

正井儀之亜

稀世の教育家森津盆太郎氏と之に伴ふ文化美談

一︑誕生地
島根半島に連なる山脈には︑大小諸々の山
に鐸ゆろ枕木山は標高壷千メートルであって

が起伏してゐるが︑その中で八束郡本庄村境

ナガ．Ｌ

王座を占めるものであるが︑その南麓が本庄
村字長海部落といひ︑本庄文化と稲せらるる
ナガ︑Ｌ

ものの嚢生地である︑蛙には村杜長見岬杜が

彼の群慶は常に七つ道具︵武器︶を脊負し

三︑教育セツ道具

慶を祁ってある︒杜の奮物に沸慶状と稲する

とか︑我が森津氏ば天票的に催秀なる七つの

あり︑彼の有名なる偲説中の豪傑︑武蔵坊群
古文書がある︑これは郷慶の自筆といひ︑其

２︑慈愛心に富む︒

１︑堂々たる偉丈夫︒

費質を有って居られた︒即ち

３︑説話巧妙︑語路整然︑言語明朗︒

四︑勤績二十年一日も病欠無し

近来は教員の韓任が屡であ２Ｌ︑毎年三月

ゐる︒之れは一面決し一﹂喜ふべき現象では無

末より四月初めになると地方新聞を賑はして

い︒其の原因は種々あるであらうが︑併し悪

果を件ふことが多いのではあるまいか︒近来

憂慮すべき青少年の悪化が︑年々に堀加しつ

上あるといふのも︑其の表象のやうにも恩は

然るに我が森漂氏は︑松江高女に来任以来

れるのである︒

二十年と云ふ長きに互って︑一日の病欠も無

具を以て教育に努めた︒宜なる哉其感化は生

く︑悠々として天職に安んじ︑得意の七つ道

徒の魂に鯛れて師に封すること慈父の如くで

運動を起したといふ︑こ上にその一端が窺は

あり︑晩年其の重病を聞くや︑恩師援護の大

五︑松操高女創立の企

れるであらう︒

卒業生の組織せる松操曾の事業として︑高

より唱道せられ︑営時の校長武用種吉氏がそ

女校を創立せむとの企が︑大正十一︑二年頭

の首謄となり︽教諭森脇貞吉氏及同森津氏が

雨先鉾となり︑主立った曾員を之に分鴎せし

めて︑猛運動を始められた︒斯うして着々運

動が進行の途中︑武用氏はその郷里京都に鱒
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』里

略歴を述べた紳話的のものである︒又こ上の
初産用の井等がある︑叉海上には癖慶島があ

ウナユ

少しく東に離れて︑解慶森︑解吉︵母︶小洞︑

る︒稀世の教育家たる我が森津氏の住宅は︑

５︐機に臨みて巧に滑稽を放つ︒

４︑頭脳明敏にして才幹あり９

７︑筆跡美事なり︒

６︑数畢に長じ︑難問を平易に解す︒

この神社の傍にある奮家であって︑氏は明治

る︒

七年六円一日に舷に弧々の麓をあげたのであ

二︑略歴

｡

﹂﹂

むが篇め︑雨先鉾の巾︑森津氏をしてこれに

を得るに至ったので︑更に運動の統一を同ら

迩准せられたので︑漸くにして成功の見透し

着任され︑氏も亦よく縫績して︑この運動に

間もなく螺覗畢後藤貢造氏が︑後任として

任されたので︑一頃挫を宋すことになった︒

たことを惜しむものである︒

恩へぱ︑松操女子専問壌校とせられなかっ

道館として︑修道館の名が残されたことを

陵せられて工業畢校となるや︑工業畢校修

しむべきである︒先年私立中畢佼修道館が

られて︑煙の如く消え去った︒之れ責に惜

とを決意した︒︑主立ったものを塞ぐれぱ

を伸はっＡあったので直ちに之に着手するこ

目的としてゐたが︑常時各種の杜雪曾事業が手

校長辞任後氏は郷土に於て︑老後の静養を

死んでも命があるように︒

使って減らぬ金百雨︑

死なぬ子三人︑皆孝行で︒

二十︑

︵ｃ頃は三月花の頃︑女房十八︑わしや

まＬにならぬが浮世なりけり︒

︵ロ︶朝夕の飯さへ︑こわし︑やわらかし

日本一の︑一の一だ︒

︵イ︶いや︑他人は︑何といへども吾妻は

いた︒其敷例を示せば︑

出して談笑の中に手を打って平和に導

せず︑識て集めたる滑稽談話などを持

零議の調停には︑正面より理論攻めと

７︑司法保護委員︑家庭争議調停委員︑

師

６︑鹿島逓信局設立松江講習所生徒教育講

５︑女子結婚相談所顧問︑

４︑八束郡婦人曾長︑

３︑郡教育曾蛎托の簡易寄宿舎︑

２︑陸海軍方面委員︑

１︑際嬬托の方面委員︑

事任せしむることに内曜されたのであった︒

かくて月日は流ろ上が如く過ぎ去り︑昭和

七︑森達校長露任

こ上に於て氏は多年脆み深き母校と別るる上

六︑新校成立︑森達氏校長となる

決心をした︒

畔維れ大正十三年三凡であった︒

斯くして氏の頭に大名響を戴くと同時に︑

其双肩には幾多の大責任を荷ふことになっ
た︒之を列翠すれば︑校地も校舎も無い︑岡
書も器械も無い︑教職員も生徒も無いパ教職
確蛮なる財源も無い︑其苦境は涙無くして聞

︑貝は富分本校より繰合せ兼務︶財産も無い︑

十一月一日を以て盛大なる勤績拾年祝賀式が

くに堪へられなかった︒

流石に森津校長は︑歯を喰ひしばって隠忍

畢行された︒氏はかねてより後進の篇に推路

九年には早くも拾ヶ年となった︒価って同年

し︑数年の後には︑遂に立派な卒業生を出す

自重︑癌食をも忘れて奮闘し︑歩一歩と迩進

を開かうと考慮しつ型あったので︑絃に勇退

ようになった︒その功努は賞に偉大といはね

八︑郷里に於いて誰雪事業

退任を公表した︒

氏を適任者して校務の引鯉を終り同冊一日に

の決心をなし︑後任者を詮考し︑渡部啓二郎

後日の話であるが︑躍制改革の際︑女子事

ばならない︒

問畢佼が創設せられて︑松操畢捜は溌止せ
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二

九︑文化の花Ｉ其一一︾︾
刈表彰．
森津益太郎
多年教育二従事シ励精其職二壷シ功努頴著
ナリ価テ大濯ヲ行ハセラル︑二方リテ之ヲ
表彰ス

戸陸誕合従三位勅一等勝田主計

昭和三年十一月十日
②感謝状
森浬盆太郎
永年司法保護委員トシテ司法保護事業二従
事サレ犯罪者ノ諜防更正二壷カサレタ功績
ョ・ツテココニ深笹ナ感謝ノ意ヲ表ス

マコトニ顕著テアル︑

法務縄裁植田俊吉

昭和二十四年十月三十一日
⑤願徳状
貴殿ノ崇高ナル人格卜側浦ナル徳行ト剛健
ナル心身トハ克ク其目的ヲ完成セラレ淘二
新日本建設ノ縮鑑トス池二足ル
価テ鼓二護ミテ頚徳状ヲ呈ス
昭和二十三年十一月三日
森津益太郎殿

日本弘逝含松江支含長青山庸
十︑文化の花其の二︷一噸岬率雲率士

日夕之に敬意を表す︒

仙恩師の富頁を掲ぐ
其診察の入口壁面に次の如く富賃を褐けて

東大内科教授
東大病理畢教授
本庄村小畢校
本庄村小翠校
本庄村小畢校
②記念日に恩師招待

訓訓校陣博
川

￨
導
導
長
士
士

﹁腎臓病なり︑軽からぬ︑充分に療養せら
れたし﹂と
傍の人々之を聞き骸いて﹁蹄宅を見合はせ
て入院せられよ﹂と異口同香に棚む︑氏之

長をとふ︑院長は診察の大要を告げて日く︑

︵Ｏ第三日︑受診
氏は招宴の謝謄︑蹄宅挨拶︑受診の篇め院

十一︑文化の花其三一轄轄錘唾雑蕊

識め客室の蝿表替︑其他清掃及装伽に留意
し︑特に美酒佳肴を用意し︑博士及同夫人
は薩服を着し︑席定るや︑博士は中央に進
出で︑開宴の挨拶を述べ︑少女をして三つ
組の覗杯を廻さしめ︑之に次いで懐奮談や
感想談︑時局談に花を咲かせ︑更に大切に
保存せる在校常時の成績物を出し興味深く
して時の移つるも忘れて︑十時閉曾せり︒
︵巳第二日は︑前日の外に︑親友前田組之助
蒋を加へて韮寓し絶って小宴を開き雑談に
興し午後九時頃辞去右宮頁を一枚つ上配布

︵イ︶昭和冊流年六月一日を恩師招待日とし︑

六月一日は︑誕生日︑畢位決定日︑一幅田内
科醤院開業日

谷深井方薗

F1

冬

に従いて入院︒
︹一Ｃ恩師援護の大運動

石の報に接するや︑卒業生酒井しゆく子さ
ん始め︑いづれも恩師を援護せざるべから
ずとして︑見舞金募集に着手し︑各クラス
毎に殆んと競争的に大金をまと竺﹂直ちに
師の枕頭に近つき見舞金料として贈呈せり
師は感涙したたる中に之を唾納せるは︑時
局下に於ける珍らしき美謹であった︒
右の外に友人諸氏よりの見舞金もあり︑全
部にて互額に達せしならんと推量された︒
之を内にし一しは禰山院長は奉仕的に最善の
治療を施行せり︒斯の如く内外相呼雁して

虚方その宜しきを得しを以て日々に元累

十二︑退院

加はり︑動作も軽快に趣き︑二ヶ月許りに
て殆んと附態の加くに見ゆろやうになった

蒋に而曾も叶ふであらう﹂と︑︑

民間に於て菰澗せらるる盆祭︹又ハ中元︶が
近ついた︒氏の家庭にては︑氏の蹄宅を促す
こと頻なり︑氏は筒療養を績けむと思へども
家庭の事情を無硯するに忍ひすして︑院長に
退院を諮り︑遂に八月十日を以て一雁退院に
決し︑陣に乗り︑家族其他出迎の人左に擁せ
られ︑無事師宅︒其後追々良好となりて︑秋
晴の日などには庭の内外に軽散歩を試みつつ
語りて日く
﹁此の容子にては榔出松も出来て︑親友諸

享年七十八︑鴫呼悲い哉︒

然るに本病は︑不治の難病とせられる通り︑
いつしか迩韓して日々不良に陥り︑年末には
危篤となり︑越えて本年一月三日には濫馬と
して逝く︒同一月四日︑葬儀を行ふ︒
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長森正緒島
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日本弘道含第四十九同定期

があった︒女史は本年八十一歳︑なお壮者を

こ坐喧縄含を雑了して︑謹食に入った︒

報告して哀悼の意を表し︑本命として不日追

午後一時より記念講演含である︒本年は丈

悼念を催す事の計謹等を述舎へられる所あり︒

橋節雄︑塵谷温︑加藤玄智︑吉岡弼生︑評議

て﹂といふ誰減である︒新興宗教の系統分類

畢坤士渡遥楳雄氏の﹁新興宗教の一般につい

凌ぐの御元気である︒因に本年の毒昌者は︑

昭和二十六年四月二十九日天皇陛下御誕生

員松倉慶三郎︑功努者奥忠彦の九氏であった

や︑その数︑組織︑裁義︑普及方法等冬そ

特別含員の堀田伴子︑大西良慶︑下村宏︑高一

の佳営日︑本命の第阿十九回の定期総含を午

仁者は毒と孔子は言って居るが︑本含の指導

の豊富な材料より繰出されるお話は霊くる所

総含の記︑
前十時から本含舗含識室に開いた︒本含は創

者方にかく多数の毒昌者を見ることは誠に意

γ

立されてより鼓に七十有五年︑縄含も経戦後

を弧くする所であって︑喜がに堪へない︒

故正副含長及物故官員の年祭である︒本年は

者方は殆んど出席される︑先づ例によって︑

認︑絵って昭和二十六年度の課算も主事の説

群議に入り︑割甲王事の説明の後異議なく承

副曾長議長席につき︑昭和二十流年度の決算

部支含幹事野平香峰氏の答辞あり︑次で下村

生きｊ＼とした疫行力等念を我々に汲みとる

赴くところ︑それに封する新興宗教の封膳策

紹介に維始されたが︑その中に︑人心の今日

居らるる開係上︑努めて批判ば避けて員相の

がない︑文部省で宗教法人を監督する立場に

三年程休むの止むなきに至ったが︑それでも

それより愈々納含である︒下村副菅長の式

堀田含長が新らしく祭神の数に入られたこと

明にこれも承認︑囚に諸物債の騰貴は年怠溌

し歴史が偲ばれる︒

四十九回を数へることとなって︑今更に古り

は感慨深いものがある︒祭域を設けて祭主下

算の膨脹を束し︑何事も意に委せぬ微々たる

辞朗讃に封して︑倉員代表として︑千葉螺東

村副含長の祭餅︑釜圃支酋長代表成木支含長

本含の課算も本年は︑歳入歳出共に百四十九

折悪しく朝来の雨であったが︑溌定わ申込

萩原文一氏の祭餅があり︑次で祭主の玉串捧

た︒そして税金と雑誌費と人件費とが殆んど

葛四千式百散拾五月九十九銭といふ額に達し

功努者の毒昌覗賀式である︑下村副含長の祝

居るので︑此の溌算は恐らく翰加するばかり

雑誌の如きは︑洋紙債格が約二倍にも及んで

であった︒︵一九五一・五・一五︺

今日の此の固妖に及ぷとき︑先生が若し今日
に居られたなら︑如何なる本命の活動となる
ことであらうか︑と老こしらるること切なる
ものがある︒約三十分の法要の後恭しく墓前
に額いて︑第四十九回の定期総含の報告と今
後の御加護を斬り︑書院にて茶菓を喫しつ上
追憶をなし︑五時散曾︑これにも無事維了︑
今後の努力を期しつ上各自婦路を急いだこと

が明治三十五年雫へ月十八日逝去されて本年は
正に五十年︑先生の精祁を思ひ︑︲五十年後の

これより最後の行事として養源寺に於ける
西村先生の法要と墓参である︒雷測泊翁先生

ことが出来て︑深く反省させらる上ものがあ
る︒かくして午後三時総了した︒

野口理事のそれ人︑の玉串捧糞があり年祭を

三割近く宛で︑齢の二割位が他の一切といふ

糞︑遺族代表の堀田正久氏︑倉員代表として
終了した︒・

辞の朗讃についで︑記念品の贈呈があり︑代

であらう︒次で昭和二十五年度の事業の報告

状態である︒尚諸物債は上昇の傾向であり︑

表として吉岡蝿生氏に一括して授輿した︒そ

があり︑下村議長よ肌堀田酋長の逝去につき

第二の行事は︑これ亦例年の本含役職員及

れより毒昌者を代表して吉岡禰生女史の答辞
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杭州曾遊中の一節
附他郷にて異人に逢った噺

佐藤物外
今から二十年前五月のことである︒

杭州は古来﹁上有天堂︑下有蘇杭﹂とて︑

山水明蝿の古都である︒上海より渥杭織路の
かれる︒鏡塘江叉断江の河口に近い開港場で

急行列車︵快車︺で︑南東方約四時間半で行
随って城内は蘇州に比して街路も贋く︑車馬
の通行も自由で欧風の建築もあり︑人且一十

除蔑︑海に近い篇めに幅州︑賑東と共に外閣
との交渉少なからざる都市で︑市は商業が盛
んで股賑を極めて居る︒物産の主なるものは
屋は支那随一の老舗で︑諜道狂の愚老は雨中

網椴︑扇子︑茶等であり︑叉郡芝巌という筆
態々立寄って見本的に大小百餓枝を求めた︒

此所も昔から頻凹の戦乱の外に︑蒙古軍の

︑

愚老の投宿したのは︽西湖畔の新々旅館と
云弓欧風の支那ホテルで︑屋上の展望墓から
西湖を傭撤すると︑長固形の湖面ば所々に出
の築造したと云う蘇堤︑左側に白堤があり︑

入多く︑二三の小唄鮎在して右方に蘇東波
虚々に太鼓形の石橋を架して舟行仁便ならし
め︑左方半ば崩壊せる保叔塔を眺め︑右方か
ら前面一帯は翠穂起伏し︑湖岸や堤上には楊
柳が生い蕃り︑其間に亭棚小襖が隠見して
影を湖面に浮べる様は︑文字通り虞に一幅の
謁岡である︒折節夜来の雨間お未だ雷れず︑
掛岸遠く南高峰の中腹には︑雲煙去来して一

段の風情を添えて居る︒波翁の
水光獄測晴伽好︒山色空隙雨亦奇︒若把

に於てをや﹄

一生涯此所に還りたい﹄とまで切言されたが

と激賞され︑其上に﹃自分は出来ることなら

西湖の風景に濁して憧慢する者は︑篭菅先生

御一人のみではなからう・此雷峰塔は長年月

て今では全く奮形を留めない︒此間蘇峰先生

間風雨腫曝露された篇めに︑六七年前崩壊し

にお日に懸２﹂此邪を申上げたら︑大府残念

又三顧印月︑湖心亭の絶景の外に︑孤山に

がられた︒

疎影横斜水清潅︒暗香浮動月昏黄︒

は鶴を飼い︑梅を植えて風月を娯み

と詠心た︑宋代の有名な詩客虚士林和靖や︑

暦代銭塘の名妓蘇小小の墓などがある︒

宋の大忠臣︑岳飛の墳墓は︑西湖の北岸数

岳王廟︒

丁の所にあ２Ｌ︑廟内中央正面には﹃宋贈大

西湖比西子︒淡粧濃抹細相宜︒

じたのは︑如何にもと肯かれた︒本邦では八

ては︑徳富蘇峰先生は︑其支那漫遊記中に

て居る醜い銅像が左右にある︒支那人は是等

嵩︑張俊等の四人が後手に縛られて脆座し

は岳飛を識証したと云う︑秦桧︑王氏︑蔦侯

ある︒墓は廟から牛丁程離れた所で︑墓前に

書いた三尺四方の﹃識忠報国﹄の四大文字が

され︑左右の側壁には︑請人洪珠と云弓人の

と云う︑飛んでもない長い大きな位牌が安置

師賜精忠封少保幅密院副使忠武郭王之祁位﹄

とて好晴は勿論︑雨景亦大に質すべしと詠
景と云うが︑此所では西湖八景叉は十八景と

﹃簿皆赤色︑而上Ｌ其頂上より牛難迄︑藤︑

夕照と云２﹂︑夕照山噛の雷峰塔の夕照に就

も稲える︒其一々は省略するが︑其中で雷峰

めに破壊されたが︑城の西方に在る西湖は風

燕︑雑樹叢生し︑遠方より望むも其古色の

襲来や︑倭志の侵略を唾け其上に長髪賊の篇

が宋り其遺跡も多く︑叉沿岸の丘陵には伽閣

んや日光の反射して水光山色と相映溌する

蒼然と上Ｌ︑色彩配合の妙なるを畳ゆ︑況

光の佳絶なるが故Ｅ昔から名数の文人墨客
石仰の種々の時代を表はしたものがあり︑南
支観光客の必ず逸してはならぬ名所である︒
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を憎むこと甚しく︑大人も子供も此前に来て
放尿するので︑周園に鍾柵を篠らしてあるけ
れども︑容易に止めぬと見えて︑臭気紛々と

く調べ︑其営時日本筈史阜曾ＥＬ標本供覧秀

機から日本に於ける生殖器崇拝に開し一﹂少し

々拙演したことがあり︑富士川博士其他の紹

白色大理石の古塔があり︑現在の大伽藍は十

悌殿の正面左右には︑呉越時代の建立と云う

隔てＬ巌壁の石窟内には多数の仰像があり︑

藷欝たる敷石道の左側には︑渥漫たる渓流を

院五山の第二として最も大なるもので︑老樹

あ賞に多数がある︒其中でも雲隠寺は天下輝

寺院としては︑青漣寺︑鍾隠寺︑虎砲寺始

程嬉しかったと見え︑上海え屍る議定を繰上

れども︑時間の都合上快を分けたが︑先生齢

も立話しをし︑それでも未だ話が壷きないけ

事だとて固い握手を交換し︑細雨中半時間蝕

こと限りなく︑之れも畢寛仰様の加護による

逢うと云う全く偶然の奇遇に︑上教授の悦ぶ

其艦にな２Ｌ経ったものが︑寓里の異郷で相

・交渉したところ︑生憎双方共かけ運２Ｌ︑逢

介依頼にょ２Ｌ︑お互に是非一度面曾したく

数年前に富豪盛宣懐が︑三十菖金を喜捨し再

げ︑愚拙と同じ汽車に乗込んで︑車中又復話

膝玄肇人

○獄麓東湖畢勢窟詩屑

○富獄夏景八首

蒼是霧獄映晴陽︒燕子遠来菓蕉房︒閑竪新茶

新緑下︒一杯佳味十分溝︒

無暑熱︒諏衣廃夏聡輩職︒

村童樵父是吾師︒赤裸天庭野趣宜︒獄麓東湖

風月勝︒唯蹄閑者典天公︒

暮雲牧誰夕陽紅︒明添時湖雪獄東︒常主不存

揺需漸欺蕊天晴︒樹緑濁魂三雨麓︒水色如油

湖色濡︒芙蓉躍獄淡粧浦︒

湖水上︒蓮峰返照灼犬紅︒

竹叢何組避清風︒喜得蕊亭炎暑空︒歩到東山

千秋雲・三伏猶存白一痕︒

無復嘉出迩子孫︒門前唯有奮渥稜︒蓮峰至賓

蓮獄雨時曙色明︒碧室嵐気書難成︒夏雲生滅

奇峯湧︒離痔林間宿烏鳴︒

千古雲︒似潮炎帝未嘗消︒

東湖撤溌日昇朝︒菖似芙蓉鐸九審︒山頂一痕

︑

〆
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して銅像には青苔が蒸して居ろ︒

建したとのことで︑金ピカの五百羅漢堂では

しを綾け︑トウノ︑珍戯の標本をねだられ︑

六年三月十一へ日稿︶

順天堂病院長︶

︵特別含員︑磐陣︑千葉馨大講師︑佐倉

︵昭和一二

ものである︒︵終︶

！シｉ

角旋に出ると︑意外な所で意外な人に出曾う

のて︑同博士を煩はして約束を果したが︑兎

朝後千葉筈大教授の橋陸行博士が濁乙え行く

幸使に托して寄贈する約束をした︒之れは蹄

一寸目を驚かされた︒此所で坊主から線香代

を寄進せよといはれ︑大枚一弗を奮護して奉
加帳に記入した︒

××××

蝕事ではあるが︑露隠寺を出で渓流に治う
て建てられた︑春涼亭と云う阿亭の所え差か

かると︑向うから一人の白髪の西洋人が通謹
らしき支那人を連れて来り︑一輯しお互に名
乗り合２と見ると︑此異人は去る四月中渡日
し︑東京の醤畢曾で講演をした︑濁乙伯林の
性畢大家のヒルシュブエルド教授であった︒

愚老は性畢の方面には専門外であるが︑或動

凸
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魅国法卿人日本弘道倉定款

信義を守ること秩序を重んずること
信教は自由なること迷信は打破すること

要領乙読

外国の美風ば探ること悪習は排すること

飼和一千六年一月二士一百改正認可︶︑我圃の悪習は勘っこと美風は存すること

第一章細則ゞ
第一際本曾は︑日本弘道曾という︒↑
閣家の将来を慮ること

第二膝木曾膳事務所を東京都千代田腿西世界の形勢を察すること
・紳田二丁目一番地におく︒

第三係本曾は︑明治九年三月十九日西村茂政治の良否を観ること
樹によ２﹄創立され︑大正三年三川六日民図家の経済を知ること

道徳の函結を固くすること

教化の普及を岡ること

法第三十四係によ２﹂︑主務官臆より認可教育の適否を考えること

第二章目的及び事業

された吐園法人である︒

第四係本曾は︑道徳の尊厳性を認め︑同気正諭を張り邪読を破ること
相寄り木曾の要領を賃行し︑以て邦人の道閣民の風俗を改善すること
徳性を進め︑閣民の自主性と品位を高くす批曾の制裁を作ること
第六係本曾は︑その目的を達成するために
ることを目的とする︒｜

一杜曾教育に開する講淡︑講習及び木曾

第五係本曾の要領を︑左の如く定める︒左の事業を行う︒
要傾甲競

一二時代の風教及び思想の調査研究に開す

皇室を尊ぶこと図法を守ること趣旨の普茂に開する事項
良心に忠なること賓行に勇なること

畢問を勉めること健康を漸進することる事項
考えを合理にすること情操を美しくする三雑誌その他吐曾教育上必要な岡書の編

第三章支禽及び特別機開

第七傑本曾は︑各地方に支曾をおく︒

の地域を中心に必要な事業を行う︒

支曾は︑木曾の目的を達成するために︑そ

仏

第八係本曾に︑特別機闘を設けることがで

きる︒

援助するため︑必要な事業を行う︒

特別機開は︑外郭園鵠とＬＬ本曾の事業を

第九係支曾腿び特別機開に閲する規定は︑

第四章含貝・

別にこれを定める︒

第十係木曾の社員を曾員という︒

一特別曾員一

第十一催木曾の曾員は︑左の二種とする︒

二正曾員

第十二篠特別曾員は︑本曾に協賛する人格

よい︑曾長が推薦する︒

識見の勝れた者及び本曾に功勢ある者の中

．特別曾負は︑曾費を要しない︒

び本曾の趣旨に賛成して別に定めた手績

第十三傑正曾員は︑従来の日本弘道曾員及

をとって︑入曾したものとする︒

ければならない︒

正曾員は︑曾費一ケ年金百試拾目を納めな

正曾員にして︑一時に金試千回以上を納め

輯︑雲行及び本曾文庫に開する事項

家内和睦すること隣人相助けること四その他本曾の目的を遂行するに必要と

ごと

職業を働むこと国益を固ること認める事項

〆
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Ｉ

蚕一

たものは︑終身曾費を要しない︒
曾において選翠する︒

代表する︒

第二十二係曹長は︑曾務を統理し︑本曾を

任することができる︒

︑財務監督の任期は︑三年とする︒過し︑童・

補欠の理事及び監事の任期は︑前任者の残

届出でる︒

第十四傑曾員が退曾するときは︑その旨を

曹長ぱ︑定款の定めるところに従って︑財

ときは︑補充する︒

産の管理歴ぴ虚分をなし︑職員の推薦︑任

任期間とする︒

第二十八篠理事及び監事に︑欠員を生じた

篇のあるときは︑理事雪の決議を煙て除名

篭十五際曾員にして︑木曾の篭而を汚す行
免又は委嘱をする︒

曾員中より曾長が委嘱する︒

第二十九峠評議員は︑理事曾の協賛を狸て︑

曾長は︑評議員曾及び理事曾の査定した案

し︑その議長となる︒

曾長ほ予縄曾︑評議員曾及び理事曾を招集

する︒

第十六篠本曾に︑曾友を置くことができ
ソ︒◎

る︒曾友に閲する規定は︑別にこれを定め

ることができる︒

第三十係評議員に欠員を生じたときは︑適

︾評議員の任期は三年とする︒但し︑重任す

第二十三係副愈長は︑曹長を補佐し︑曾長

件︑その他の粛要な案件を決裁十る︒

第十七樵木曾に︑理事寵名︑監事二名を置

に事故あるときは︑その職務を代理する︒

第五章役員及び職員
く︒理事は曹長一名︑副曾長一名︑主事一

て議案に謝する表決を求めることができ

きは︑｜評議員曾の開催に代えて︑書面を以

第三十三傑緊急やむを得ない必要のあると

のときは︑議長が決定する︒

席者の過半数によ２Ｌ決定する︒可否同数

第三十二傑理事曾︑︸評議員曾の議事は︑出

代えることができるＱ

い︒但し︑評議員は委任状を以て出席に．

半数が出席しなければ︑開くことができな

第三十一傑理事曾及び評議員曾は︑その過

第六章含議

︑︲ノ

補欠の一評議員の任期は︑前任者の残任期間坊

宜補充する︒

とする︒く
第二十四際理事は︑理事曾において︑木曾
第二十五係主靭は三評議員曾の協賛を趣て

の重要な案件を協議査定する︒

名がこれに任じ︑他の二名は︑評議員曾に
務監督を以てこれに充てる︒

於て曾員中より選翠する︒監事二名は︑財

曾長が委嘱する︒

曾長一名︑副曾長一名︑財務監督二名︑︶評

第十八係本曾に︑左の職員をおく︒

主事ぼ︑木曾の常務に専任し︑庶務曾計を

財務監督は︑本曾の曾計を監督する︒

経て︑曹長が委嘱する︒

第二十七係財務監督は︑一評議員曾の協賛を

但し毒何れも粛任することができる︒

選畢する理覗二名の任期は︑三年とする︒

る︒主事及び評議員曾において曾員中より

第二十六催曾長副曾長の任期は︑五年とす

虚理する︒

の他本曾の事業を遂行するために必要な職

議員三十五名︑主事一名︑書記若干名︑そ

員︒

第十九峠本曾に︑顧問若干名をおき︑評議
員曾の協賛を狸て︑曾長が推薦する︒

第二十際顧問は︑曹長の諮問に膳と︑重要
事項の協議に参加する︒

第二十一像曹長副曾長は︑曾員中より︑網

4

且

る︒この場合にほ︑表決した一評議員の過半

議長が決定する︒

数を以て議事を決定し︑可否同数のときは

第三十四篠左の事項は︑評議員曾の決議を

が招集する︒

第四十八係本曾解散の場合に︑残除財琵が

附金その他の財産より成るものとする︒

曾の所有財産及び将来取得すべき曾費︑寄

を定めて︑曾議の目的事項とともに︑機開

第四十樵網曾は︑曾長がその日時及び場所

あるときは︑本曾の目的に類似するものの

︵絵︺

○弘逝詩林選者奥無難先生病気のため今回は

正誤前雅霞軒翁の詩韓結脆圏鮎︒

ればならない？

は︑出席者の三分の二以上の同意を得なけ

第充十一係定款鍵更又は解散の場合の総曾

認可を得なければならないｐ

議員曾及び紹曾の決議を糎冨主務官臆の

第五十係本曾の定款を愛更するときは︑｜評

第十章定款鍵更及び解散

日に始り翌年三月三十一日に維る︒

第四十九探木曾の曾計年度は︑毎年四月一

ために虚分する︒

雑誌叉は通知状を以て︑識め曾員に告知す
る︒

第四十一催網曾の議事は︑襟め告知した目
的事項の外に捗ることはできない︒但し︑

一懲算決算

経なければならない︒

曾長が緊急と認めた事項は︑この限りでな

第四十二際網曾に出席しない曾員は︑書面

いＯ

二資産に開する重要事項
する事項

三顧間推薦︑財務監督及び主事委嬬に開
四理事選畢に閲する事項ゞ

又は代理人を以て︑表決することはできな
い︒

第四十三係総曾の議事は︑冊席曾員の過半
数を以て決定する︒可否同数のときは︑曹

第八章事務︾

長が決定する︒

第四十四僻蛎務執行に必要な職員は︑理蕊
曾の承認を経て︑曾長が任免する︒

第四十五篠本曾の事務執行に必要な職員規

三好凌石先生に御高評を頂くこととなりま

口

した︒御諒承を御願ひ致します︒

（27）

五定款改正に閲する事項
六その他特に重要なる事項
第三十五係理堺は︑その執行した重要な事
項につき︑｜評議員宮に報告する︒

第七章細含
二種とする︒

第三十六候網曾は︑通常網曾と臨時総曾の
第三十七係通常綿害曾は︑毎年一同禽長が招
集する︒

第九章資産及び含計

定は︑曾長が別にこれを定め藩︒

第四十六係木曾は︑その目的を遂行するた

業及び曾計を報告する︒

第三十八膝通常総曾においては︑本曾の事
第三十九樵臨時線曾は︑曾長︑副曹長の選

め︑財産を取得し又は虚分することができ

第四十七係本曾の資産は︑従来の日本弘道

る︒

翠︑その他曾長において必要と認めたとき
叉は穂曾員の二十分の一以上の者が︑曾議
の目的事項を示して請求したときに︑曹長

１１

L

弘道詩林三好凌石選
○悼堀川含長如雪慶野庄作︵茨城︶

０○○００○○○○００００００○０００ＯＯ００Ｏ
○○○Ｏ
公奪此人︒

識見高明華胃身︒論経講道極精醇︒仰嘆五代遺芳在︒底事天

評日︑筆致満高︒可以想其篤人︒一結哀惜之情殊深︒

○贈茅原華山先生霞軒鵜野英治︵千葉︶

０○○○○００○○００００００００００００００Ｏ
○ＯＯＯ
毒性常員︒

宏才雄筆自清新︒警世文章最絶倫︒八十二齢身愈健︒内観養

○題霞軒陣家硯香城菅谷敏夫︵千葉︶

評日︑前半言才畢︒後半言性毒︒著筆温雅︒累格鍔永︒

︑︑︑︐ｂ︑︑︑０Ｏ○○○００○○ＯＯ００○℃︑Ｌ

︑︑︑．ｂ

潮去潮来洲又洲．煙波浩蕩白鴎浮︒湖光山影明子謡︒釣客遥

石崖林席之助︵千葉︶

評日︑水郷之景︒蔦得浦麗︒

過古渡頭︒

○同題

︑や芯王︑ｈ︑ＯＯ００○○Ｏ︑︑︑︑︑︑︑︑＄︑

光馬小舟︒

撤蕊煙扱夕照浮︒霞湖筑嶺望中牧︒誰誇天下水郷美︒満目風

下︒

評日︑亦自清麗︒亦自淡遠︒錐無些奇語︒而叙景逼屋︒足以誇子天

○詠竹有隣菅谷徳次郎︵千葉︶

︑︑︑ｈ︑心︑︑︑︑︑︑︑℃０○○００００○０Ｏ

吟憂玉蝉︒︑

０００︐０

屋後幽箪風自生︒楓然涼動午陰清︒何人擬抱凌雲志︒坐鑑龍

○次蝿谷節川先生談・橿山箕輪直︵茨城︶

評日︑雅醇︒結句有千釣之力︒

○００００○○ＯＯ００００○○○○○○００ＯＯＯ

０００○
隆仙毒長︒

達識弘文澗壇場︒清風一一一代有除芳︒高棲自適誰幽意︒畢徳隆

評白︑此詩次節山博士早雲寺詩韻而作︒句絡俊雅︒意亦涜淳︒勝子
原韻数等︒不知陣士以嬬云何︒

○賀某新婚畔水飯田雄祁︵茨城︶

︑︑︑︑︑芯︑︑︑︑︑℃℃℃○００○○○○○○Ｏ

評昌︒一二平淡︒三四温雅︒

良某有綾締新婚︒花映環鐘酒満樽︒従是一家清禰厚︒唱随和
０００Ｏ
梁自温敦︒⁝

○庭梅平井千賀美︵埼玉︶

℃︑︑心︑心︑︑︑︑︑℃︑︑口○○○○崇○○○００○
春到幽庭一古悔．三十年前手自栽︒人間何事不如木︒年々恰

評日︑筆力清健︒情意乗到︒菅公東風之詠可想︒

○００○
篤主人開︒
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○ＯＯ００００００００ＯＯ００○０００００ＯＯＯ

古硯蝉家希代珍︒梅花映日自成春︒清泉玉滴浮煙潤︒譲郁香

生墨気新︒

○００ ○ 一

○辛卯初春訪三香詞宗移山寺島慶︵千葉︶

評日︑叙事揮成︒最有訟致︒古硯溌墨之妙︒在干言外︒

︑も︑︑︑︑︑︑ｂ︑︑︑℃︑０ＯＯ○○ＯＯ００Ｏ
青松翠竹続書堂︒佳気気意見毒庚︒畢案何篤愉色在︒弄葦有
○○○００○○○○○○００○○○○○℃︑︑︑Ⅱ︑
慶笑霊場︒飯香自典茶香好︒詩興偏従酒興長︒多謝先生投轄

︑℃︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑

評臼︑前聯是一家楽事︒後聯是賓主交情︒逸趣横溢︑何等風流︒

庭︒態謹話奮尚難忘︒

○次如賓老師蓮池夜酌韻松堂中津麗水圃梨︶

荷花照水逢微涼︒魚動漣満露薫香︒浴後談緯還酌酒︒心従物

．︑Ⅲ︑魁︑︑︑砥︑︑︑︑１℃０Ｏ○００００００Ｏ

評白︑三四語最員率︒一讃令人有物外之想︒

０○○Ｏ
外興偏長︒

○水郷雑詠耕陽大塚規一︵千葉︶

I

〜

』

ゞ○吉植翁噸徳碑夏村田中和三郎︵千葉︶

○００○○○○Ｏ○００００○○００００００００Ｏ
政策縦横老倍雄︒救民治水見殊功︒義人堂畔新加敬︒一片豊
０○○○・

碑仰徳風︒
評昌︑吉翁一生徳業︒霊千二十八字中︒韓結自得祁趣︒

○女権吟悪癖兼坂軍︵千葉︶

︑い︑℃︑︑℃ｂ︑︑℃︑Ⅱ︑○００００○○○○Ｏ
０００Ｏ
是復何論︒︵鋤挫︶

男尊女卑執所言︒女椛撫典男椛尊︒政策臨機明事理︒非非是

女権携張︒前途尚遠︒

評白︑奇想奇語︒信乎拍束︒而不失勘鐙格調︒総女子︒吐気雛寓丈︒

○偶成千鳥波多良介︵新潟︺

︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑○００００ＯＯ００Ｏ

戴星破暁出柴罪︒鋤罷黄昏伴月厨︒訓到淵明勧農句︒悠然自
０００Ｏ
適己忘疲︒

評臼︑意境殊深︒穏雅可諏︒

○洲凌石仁兄見懐二首竹雨土屋久泰

０○○○○○○○○○○Ｏ○○○○○○○○○・
鴬鳳不同難驚群︒側身寓里望青雲︒白頭脇蹄風塵老Ｑ
○○○○○○○
何日高 飛 我 輿 君 ︒

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

十年世凱帳離群︒日日江東望暮雲︒開賓詩人遺響在︒
○○○○○○○
諦来高 詠 便 懐 君 ︒

○寄竹雨詞兄原韻︲凌石三好寛
濁往超然思不群︒仙郷何腫欲乗雲︒奮遊如夢猶荘秒︒
濁酒停 杯 轄 憶 君 ︒
となりました︶

︵選者典先生六月十日逝去︑三好凌石先生が今後婚営せらる上こと

秀逸

弘道歌園

割田斧二選

○燕山梨聯中︼淫麗水

人はしも忘れ勝ちなるげふの世に古巣訪ねて燕来にけり

○東京都中村徐風

︵燕によせ一Ｌ今日の世相を歌へる心無理なく現はれてよし︶

○銘菓﹁夜の梅﹂を賜ひて

禰烏際憤名博綱

〆

︹結句﹁よく語りけり﹂によって︑父の喜びを表現し一家の明るさを

結納の済む春の脊灯の下に微酔の父のよく語りけり
感ず︶

眼をとぢてさぐらむものを夜の梅名に聞香の技をならひて
︵古事に心をやりて風雅にひたる︑平安朝上流人の趣あり︶

かげ

○老後述懐新潟蝶波多良介

線香の光のよすがにふみよみし昔こひしも老のＨかすみて

○藷岡青山先生に贈る千葉聯鵜野秀春

︹老の感傷淀感あり︶ｒ

○松江市平井常浦

ほまれある翁の齢は大利根の清き流れと永久に蕊えむ

○世相千葉蝶兼坂秀嶺

おりたてる小田の小女らその節に鐸にそろへて唄ひやまなく

○東京都園若菜

人にたより我が名なさむのたくらみを松によりそひ咲く藤に見む

○幅島螺湯田久課

行きずりの知るも知らぬも村人に言交はす疎開七年にして

１１ｌ

逆風に帆をうちあげてあれくるふ世の荒浪をこぎゆかんとす

ｌＩ

〕

（

戸

○孫娘優等にて小畢を了へ中里に進めるに

山梨松堂

青葉して窓を開けたる事務所かな一

三眠の棚庚がりし霊かな

松江形

＝ 垂

埼玉螺石川奈美子
今日よりは次の高嶺の教へ草つむ我が孫よなほはげめとぞ

牡丹に雨の障子を明けしまＬ

東京光

埼玉白

肩島桃花房

埼玉奈美子
富山政治郎

︲東京鯉田

東子

同徴翁
同幸泉

旦

抑

塔f

水 石 甫 路 穂 浦 山

新茶壷一つｊ︑に標して

○精進千葉蝶菅谷徳礁

頑︽局五口

千葉茂

千葉春

名も知らぬ烏も聴きゐて若葉風

富山越

五月雨や本堂の奥灯しあり

藤の花池に臨める欄に筒る
若葉風新入生のランドセル

卒業や恩師と並ぶ富賃帖

照りつ時．く野道の溝の蛇葺
穏婆立つ丘畑に夕日迫り来し

蚊遣たく煙りめぐれる小家かな

春嘩や薮の蔭ゆく渡し舟
城跡の石垣に沿ひ梅花園

闇の野路逢ふて光れる蟹かな

築山の岩苔にとまる鐙かな
鐙いか磯に放ちて春は行く

すこやかに子は育ちゐて鯉のぼり

手を打てば寄り来る鯉や藤の花
坂の上見えずなりたり樹々若葉
○

種痘の腕いたわりつ蓄穣活ける

茨城静

袋路の奥に立ちたる紙職

夕月に植え総りたる田植かな

姿秋の挨洗ひぬ風呂の月

↑春耕やキャペッの虫を手で潰す

○退職千葉螺金杉．茂穂

雄々しくも咲き出でにけり木闘華おのが力の限り壷して
老ひ樫散るとも何か惜しからむ育つ若木のたのしみにして

○千葉螺鈴木春村

いも

○厨改造東京都橋本光石

たまノーに甘藷苗植えを手博ふとかむるパナマ帽幾年や樫し
こ上にして伽きたまふ母なれば指岡うけつ上厨を直す

○安土山信長の墓にて割田斧二

松江形
埼玉白

東子選

自然石一 つ に 英 雄 の 跡 と め て 山 静 か な り ︶ ﹂ の 墓 一 ど こ ろ

弘道俳壇旭

秀逸◇雑詠

朝焼の湖渡りくる汽船かな
花吹雪壮殿下り束し亜女の列

東京徐

同野
同三

東京徐風

雛芥子の日毎に咲いて園桑し
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春耕や寒さに堪えず足袋はいて

水堂

技舟風

マ元帥解任

行く春に去り行く人を惜みけり
リンゴ咲く丘をめぐりて親子馬

蔑切や明けるに間ある水明り
佳作◇雑詠
開通の バ ス を 見 て 立 て る 早 乙 女 等
薫風や・ハスの乗り場へ小半道Ｉ

〃

戸

本含業報

△大西一艮慶氏芳志︒特別倉員大西良慶僧正は

本年喜毒を迎へられた記念として金五百脚を

△石川奈美子氏の芳志︒念員石川奈美子氏は

寄附さる︑御芳惰を感謝す︒

△正井氏の芳志︒松江支含の長老正井儀之亜

本愈に封し金壷百回を寄附さる・御芳惰を感
謝す︒

氏は今度本含に謝し金参百同を寄附さる・御

△谷口氏芳志︒利奈川聯含員谷口酢三郎氏は

芳情を感謝す︒．

△神戸氏の芳志︒利奈川懸念員祁戸光子氏に

今回金武百岡を寄附せらる︑御芳情を感謝す︒

含す︒

寧

○

一︑日本弘通倉は皆さん御承知の遡り命員

個人としては自己の修養︑含としては牡含

教化を目的とする道徳貴賎の圃燈でありま

すが︑この目的達成のため支含の機椎︑組

二︑支含の年中行事として如何なる事業を

織を如何に改善す今へきか・

傭すぺきか︒

以上二項目につき御意見又は御希望御問答

又午後三時よりは子供の禰耐と文化推進の

御協力下さい・

ため︑教育臆西多摩支所︑村役場︑村内校長

り児童の慰安と激励の挨拶あり︑午後五時牛

曾後援の下嶋教育映萱倉を附き︑支含長よ

に達し盛曾なりき︒曾揚のスローガンは左の

子供の佳き日

絡了︑出席者は子供父兄を合せて二百名以上

如し︒

あり︑一同之を承認︑それより支念長は二十

六年度の事業計蓋につき諮り︑先づ差常り中

小川幹事より二十五年の事業並に含計の報告

総曾を開催︑萩原支倉長開含の挨拶を述べ︑

五月五日午後二時中単校講堂にて支愈定期

○成木支曾報告

支含棄報

は策四十九回納曾の年祭に供物として金参百
側を寄附さる︑御芳情を感謝す︒
△山岡氏の芳志︒特別命員山岡千珂子氏は︑

本含に封し金試百脚を寄附さる・御芳情を感
謝す︒

△石坂財務監督政審委就任︑石坂本命財務蝋

て就任さる・慶賀︒

督は今岡政令群査委員倉委員に財界を代表し
△第四十九回定期総曹︒四月二十九日本命第

畢のＰ皿Ａと提携して︑洋楽及邦架の橘手を

四十九回の定期総含を開き︑年祭︑毒昌祁賀
式︑細曾︑午後は新興宗教の一般について渡

皆さんよい子になりませう

皆さんよい人になりませう

皆さんおめでたう

皆さん平和なそして文化的なよい村をつく

招聡して音楽命を開き︑村の文化推進に寄奥

遥楳雄輝士の講演︑最後に西村含祁の墓参法
ゞ要をなし無事維了した︒

場常村高水山不動堂に一夜を篭り修養倉を開

りませう

すること︒二として今年も盛夏の候都下の霊

肇教授で︑本曾評議員︑弘道編輯委員勝部置

催することなどを定め︑外に支含の護展を期

皆さん今日はよい映書を見て一日楽しくす

△勝部氏著書上梓︒東大講師︑お茶水女子大
長氏は︑此の度一道徳教育﹂を上梓された︒

し︑意見を徴することに決定して午後三時閉

するため左記の如き印刷物を含員全部に配布

したい︒

遺徳敦育の云々される今日︑良書として推薦
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蓬一

ノ

ごしませう

子俳の溌奮を促して

やうに説述された︒しかし︑近年︑日本に於
て考古墨郷土史研究が陸んになり︑考識や凌
の梢が屡々出るので︑この頃の畢読は再輔し︑

掘の進むにつれて︑緬紋土器とともに乾漆製

西津具三郎︑鈴木栖開︑高篠彦卒︑繁田くら

四月二十二日二時より︑第二百八十六同常
含を群雲館に開く︒出席者︑抜井副支酋長︑

批判あり︑四時二五分閉念した︒

時の便乗史畢︑戦後の反抗史筆等に開し質答

１ｍ

雑って︑寓葉集の入間路の大家が原や︑戦

を知らねばならぬ︒﹄︹拍手×文責筆者にあり︶

は︑ここに留意して︑畢読に愛遷のあること

て停止するところがない・郷土史家たるもの

るにいたった︒墨的研究は日に維れ新たにし

漆器即ヂャパンたるに違ひは無しと承認され

大空に流月の鯉の飛躍こそ日本男の見の姿
○豊岡支倉報告

かと見ゆ

三月誠拾五日︑第二百パ十五四常含︒一時
特別講座﹃郷土研究の近況﹄

支曾長邸群雲館に︒出席者十流名なり︒

署癖齢患柴剛常恵先生
﹃チャイナ︵ｃ宮己らと謂へぼ陶器を意味し︑

ヂャパンＱ夢冒巳と申せば漆器を代癖する︒
それは︑ポッタリー︵陶器︶︑ポーセレン︹磁

器×ひっくるめて︑セラミックス︶の祁源は
支那にあり︑ラッカー︵漆器︶の濫鳩は日本に

あるといふ理縁に擦ったものである︒ところ
が︑大正の末期であったか︑日本の皐術園が

子︑繁田登典子︑繁田千代子︑北田伊典︒
巷に︑議員候補馬を陣頭に進むるの霊頻々
と響く︒園を塞げて逐鹿界漸く多事也︒ゆゑ

朝鮮の梁浪郡古墳を蕊掘調査すると︑績々と
乾漆製器が出土した︒史上に照らすに︑前漢

の山に砲建股々たりしとき︑禰津諭吉先生は

Ｐ

意志の中橿である大脳に︑少し糎一＃一智能中福

要事と思ふ︒いづれ︑相談しませう︒﹄
高篠﹃酒の肉郷を撫揮さす順序は︑脳の溌
育した過程を逆にゆく︒即ち︑最初の流陣は

は明瞭である︒酒は慎むべきである︒﹄

に︑ついで言語中枢に︑やがて運動中枢に︑
肺臓中擢に︑心臓中枢に︑脊髄中枢にと及ぷ
醇時の夫婦の交際が︑受胎に悪果を輿へるの

栖闘﹃生存と生活とは異なる︒生存とは肉
肺を維持するだけのこと︑生活とは良心を蹴
輝させずに︑迩徳なり︑宗教なり︑蕊術なり
に︑釜締刺を打込んで活動しうることである
生活の様相を分けて一二つとする︒根性の︑黄
生の︑鳶性の人のそれである︒鳶性の生活は
前二者の間を往来斡旋し︑陰事を謂はず︑短
所を塞げず︑もっぱら︑封者の長所美鮎を云
々して︑報酬を需めないで︑世に虚するので
ある︒高級の建築を看よ︑無用の用を務める
釘隠しありて︑始めて荘巌性が保たれる︒無
報酬ガうちにこそ︑最大の報酬が宿るのであ
って︑人間︑まつさきに︑相手の長所のみが

眼につくやうになれば占めたものである︒﹄
栖開氏は︑叡智警抜にして陣畢弧記︑事に随っ

て智謀奇算立ところに噴出する︒職ふれば︑
氏は百科全害の如し︒幕末の奇傑︑讃州の日
柳燕石は﹃日本に聖人有り︒其の名を楠公と
日ふ︒誤って干支の世に生れ︒釦を提げて英
雄と偽る︒﹄と嘆じたが︑反封に︑栖開氏を職
幽の世に在らしめば︑張良たり︑排慶たるこ

か︑含者塞を︒聞く︑慶膳四年︑江戸の上野

抜井﹃開含します︒古谷︑西久保︑榊山︑

の武帝︑天賛剛迩にして︑内に儒教文筆を奨

平野︑中島︑諸井の諸賢物故以来︑峡員の評

のは︑惜し実︒

と易をたらんのみ︒謀って平和の世に生れた

あらざる也︒

居りしと︒忙裡︑遁を語り合ふも意義なきに

塾生に︑悠々︑ウェーランドの輝涛畢を誰じ

議員を補充し︑幹事を零員することは緊急の

め︑外に封して空前の誕略を行ひ︑朝鮮を征
服して︑梁浪︑・臨屯︑玄蒐︑度番の四郡を置

いたのは︑西紀前一○八年︑日本の開化天皇
の葵酉五○年であるから︑今より二千五十九

年の昔である︒このことあってから︑考古塁
の著書には︑﹁漆器も亦た先鞭は支那也﹂との
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一金参百凹也︵寄附︶松江市

一金参百回也︵同︺茅ヶ崎市

一余 武 而 側 也 ︹ ０ 錐 命 市

一金五百叫也︹川︶京都市

一金宣百凹也︹Ⅲ︺埼玉牒

一金武百川也︹川︺抑奈川聯

謬告

○故堀川介優慰嬢追悼称

︵六川二十三Ⅱ而川祭術Ⅱ︶

○油翁先生五十年忌法要

︵含加西村先生は︑明治三十派年やへ凡十八

日御逝去とて︑恰も本年は派十年愚に机糊

するため︑八月十八日︹岬Ⅱ命冊︶本郷駒

込の養源寺にて法要を翠行する識だ︒とり

あへず灘告する︒︶
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I
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、九節願韮ときぐま時根し、て雛、のし、抄飯ノj
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弘道費憤一冊金参拾圃也

Ｉ

弘道曾入曾手鎖

一ケ年曾費金百武拾同を排込み入曾の手掴

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

側封入の方に送付す︒

する外に種公の特典あり︑規則書は郵券八

○本誌贋告の件については︑

本含編斡部へ御相談を乞ふ︒

昭和二十六年六月一日壷行

割田斧二

東京都千代田厘西紳田ニノー

東京都千代田歴紳田神保町三ノ十

護行乗
編輯人

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田湛紳田神保町三ノ十

東京都千代田腿西神田ニノ一

印刷所︵東京些石巽立牡印刷所

癖郵廻日本弘道曾

電話九段九番

握替口座東京皇君番
日本出版協曾曾員番貌Ｂ二ｇ茜
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１１

金子武蔵

推石川謙

■ ■ 一 す

勝部員長著

絶讃発売中／

最

新

刊

B6判 上製

定 価 2 0 0円

まさに︑全知識人および全教育人
の待望必読の祥／

伴う︑人間改故の教育を探究した．

今日の道徳教育問題は︑国民的性
格の道徳的革命に︑その核心があ
る．著者は︑従来の家族的牡会よ
り︑新しい祇会的耐会への変革に

ノ

振林。束京

！︲︲ｌ！︲︲

｜

あるべき道徳教育明示の巨火／

書 房 一○三三七六番

(小石川局区内） 金 子

東京都文京区
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和辻哲郎
薦務台理作
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