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一 壱

制度が高過ぎる

放されて居る︒

終戦後は民主的といふ理想の線に添って︑諏々の而で憲章や制度
が出来︑解放もされて︑幽民があらゆることに︑陶民のものとして
図民がともに利川し︑共に味ひ︑共に架しむといふことに績令と制
度が改められて来た︑名間の解放などもその中の一つである︒これ
まで立入禁止であった天下の名嗣が︑東京だけでも︑涜離宮︑新宿
御苑︑芝白金の間然研究所の庭胴︑或は宮城前の庇場の利川竿令解

のとして僻放す今へきだ︑云々とは剛民奈部の潔であったし︑それが

民主脚新Ⅱ本といふからには︑或る一部のものの洲占する鮭川な
どといふものは凡そ不都合で︑左様なものはよろしく川民一般のも

ると仲へられる︒その理山は︑閏民畢げて解放す︑︑へＬとの鰹に応じ

理論としては尤であるから遂に従塊されたといふものである︒所が
其の後怖か滋年の今日︑早くも新術御苑は又を川鍍の止むなきに至
て斑施して見ると︑さてその結果は︑忽ちにして天下の名園が台な
しになって了ったといふのである︒乃ち木の枝は折られ︑草花は折
取られ︑むしられ︑芝生はあたら踏み切られ︑塵の山に汚されると
いふ有様で︑とてもたまらないといふ︒折角のこの名飼を解放して
も︑これを利用する一般め剛民は︑この宅悶の自然を味ひ︑心を養
ふといふのではなく︑又愛情を寄せるでもなく︑間然の車木や︑技
術家の苦心の跡に封して棚をなす悪徳人であり︑又名剛はだしで︑
一身の勝手な利用から︑或は密命所︑アやヘック場としたりするので
あるからたまらない︒

々の態度と云ふものは︑人に望み︑人に言ふ所のものは抑愁を以て
し︑そしてｎ分に封する所は溌低であって叩かも破る防がないとい
ふ雄がある︒これといふのは︑民主々義といふものの︑表面の皿諭
を生噛ぢりして振り廻すだけで︑各自自身の心掛け︑修養といふも
のは奮燈依然少しもその理論に伴って進んで居ないといふことなの
である︒自分に求むる師なく︑徒に他人にのみ︑外にのみ求めて居
るのだからその騒がしさつたらない︒然もこれで︑他人は皆封建的
であるが︑自分だけは民主的だと考へ︑一ぱしお瓦が民主人であ
り︑民主々義の卒業生だと考へてゐる︑これではウナギ臆の前を通
って臭をカイで︑ウナギ油を振廻すといふものであって︑少しも民
主々義を味はっては居ないのである︒そしてⅢ放したら︑之に遡ひ
つく努力と訓練を同時に施さねばならぬが︑後薪は一向に職みられ
てゐない︒こ上はよく反禰すべき鮎であらう︒
人或は言ふ︑物猟は一朝一夕では出来ない︑先づ制庇を改めて︑
その中で苦心をしてこそ遂には身につくといふものだと︒一面抑尤小
ではあるが︑併し闘民の程度と制度との冊は︑除り大きな陥りがあ
っては︑如何に歳月を亜ねても効果は聖げ難い︑それは小梁生に大
畢の課程を自由に教へて︑いつかは理解する峠が来るといって待つ
に同じである︒今日の一撃に改革した民主々義の諸制度は︑剛氏の
程度と齢りに距離があり過ぎる所があって︑それがために︑ウナギ
屋の前の通行人が︑ウナギ油の議論をし合って夜をＨを葬らす紡果
となってゐる︒こんな議論をいくらして見ても︑ウナギそのものの
伺誰法にも︑料理法にも影靭がなく︑随て味の向上もなければ︑変
際食はないのだから︑柴養にもならない︒素より畢粁の研究錐は商
く商くと進めることは結椎だが︑どうも狂践の問迦は岬の脚民の程
度と呪合せて順序を迫ふことが必要である︒今回の新補御苑の一昨
閉鎖などといふのは︑正しく此の鮎から意味がある︒これをしもや
れ封建的などと攻撃して見た所が︑それは落飾坊主の泣需というも
のである︒凡そ今日の所そのあらゆる問題が︑方使として︑もつと
図民の程度と政治や制度をば近づけることが必要で︑皿想諭はよる
しく畢者の変験室の研究にのみ任すべきであらう︒そしてその叩想
論は︑決して今日の川ではなく︑批践によって是正される他冊のも
のである︒︹知己庵︶
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これは卿り新柄御苑に限ったことではなく︑白金の庭別も︑満離
宮も宮城前庇場も梼川じことである︒つまり今日のあらゆることは︑
その主張することは皆皿想を以てするが︑これに鹿する剛民の態度
は︑これ悉く無知・無思慮であり︑最下等の行鯛である︑このやう
な軸に︑談論は誠に多くして︑然も何れもが尤でありながら︑その
漉際の成績は一として上らない原因がある課である︒凡そ今日の人
￨
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道徳と宗教山
一緒論
二宗教と道徳との開係の史的考察
三宗教と道徳との本質的開係

四結語
一︑緒論︲

ヒヒ恥

合旧ハ

の主張を篭承する者も出で脳その極端なるものは青年達の風

規を蹴る危険思想であるとして問題を起した地方もあったや

うである︒如何にも一．向専念を宗悠とする員宗の本義よりす

れば弼陀の本願に絶鰐に爆依する心と行ひとはたとひ男女間

の規律を乱るやうなことがあっても許容せられるといふ論理

も成立するか知れぬ︒道徳といふととも畢尭世俗の一生活規

範である限り宗教的信仰の篇めにはその償値を失う場合も考

へられるのである︒．尤も如何なる宗教も始めから道徳を無硯

してもよいと教うることは無いのであるが猫信仰生活の主上

徳を目して第二次的慣値と見るに至るのである︒人を殺す勿

のと見るが故に自ら道徳軽観ともなるのである．↑少くとも道

性と絶封性とを本義とする限り︑自除の拘束を第二表的のも

の︑東西に亘る宿題とも言ふくきものである︒しかも何時も

れといふととを信催として褐ぐる基督教にありても信教擁謹

筆者が大聖堂生時代頃のことであったが︑清津満之といふ

直の宗教とせられるのである︑道徳的宗教にありては濁り道

道徳に反する宗教は邪教乃至迷信とせられ︑道徳的宗教こそ

L1ノ

道徳と宗教との開係は過去に於いても厘皇細議せられた所
徹底的解決を見るに至らずして幾度もノＩも同じ様な議論の

の如き論理に基くものであらう︒

と信仰摘張の矯めに所謂十字軍戦争を激脇したことなども右

けれども右の如きは例外的な極端な事例であって︑普通の

とせざるを得ない︒これには何か研究法上に於ける根本的峡

陥に基くものがあると推定せざるを得ない︒筆者はこの鮎に

繰返しに経って居ることは人文進歩の上より見て極めて遺憾

閲して私見を披涯して将来無用の論争の根治に寄興せんと希

人が宗教は道徳以上のものであると唱道し幾多の共鳴者を集

徳を軽覗せざるのみならず︑却って宗教を土壷とせざる道徳

とも文化的宗教にありては雨者は一致するものと老へられ︑

場合にありては宗教と道徳とは背反するものではない︒少く

めた︒清淫氏は東大哲畢科出身の文畢士で員宗の僧籍にあっ

は貝の道徳でないと説くのである︒即ち宗教とそば生きた力

ふのである︒

た方であったと恩ふ︒東大の正門の近くに求道倉といふもの・

〆 可 、

次

ある道徳を育成するものであって︑宗教的基礎を有せざるも

I

を起し多くの信者を集めた︒員宗の僧侶の中には長く清淫氏

｜

−

筆者は﹁道徳教育﹂を研究題目として大事院に在籍して居

のは道徳として債値がないと主張するのである︒

たのであるが︑明治三十四年四月より文部省の鵬托として国
定修身書の起草に従事したので︑・道徳の問題は可成員剥に考

究した︒其の事業も一通り完了した後︑明治二十七年春文部
省留畢生として駄洲に外遊することとなり︑潤逸のストラス
ブルグ大豊に入皐して哲畢科の講義や演習などに出席した︒

常時カトリック主義者カートラィン氏は﹁道徳と宗教﹂と題
する著書を公にし心宗教と道徳との開係に開する諸畢者の意

ブライデンカー

であった︒︵極左派に馬する所謂自由思想家や唯物主義者は言
ふまでもない︒︶

エセカル・ムーブメント

猫逸の倫理修養運動といふのは十九世紀末に北米合衆国に

支派で英国のスタントン・ゴイト氏などを経て潤逸に博来せ

於いてフエリックス・アドラー氏の首唱に懸る倫理運動の

るものである︒此の運動は宗教と形而上豊とを超越せる人類

ち修身科を特設することの必要を弧調し︑それの資行に努力

共通の道徳を確立普及せんとするものであって︑道徳教授即

したのである︒英国のグールド氏の編墓せる修身教科書は英

なのである︒此の運動は北米合衆国ではセルドンその他の協

国の或州で皐校の科外に行はれた道徳教授の経鹸に基くもの

力者もあって一時は可成り勢力もあり︑アドラー氏もコロン

見を集録した︒筆者は或日︑哲畢及教育里講座捨任教授テォ

ドール︒チーグラー氏の宅を訪ひ︑同問題に開する所見を尋

得ざる所以も亦此の塗の事怖に基因するやに思はれる︒

て居たのである︒西洋に於ける倫理票の研究が十分に護達し

せられて居るから︑宗教と道徳は事責上不可分的因縁を持っ

れにせ︑潤逸の一般民衆の生活指導権は教曾と牧師とに掌握

居るなどの噂を潤逸の大望生から鵜かされたことがある︒執

ヒで倫理修養運動に蓋力せるが篇めに寓年助教授に置かれて

に教育単者として名を知られたハルト教授なども︑ラィ・フチ

などの熱心な努力に拘らず此の運動は頗る振はなかった︒後

多数の参曾者もあった︒潤逸にありては倫理畢者ギタッキ氏

ラー氏は一種の教曹様の講堂などを設けて日曜講演を開き︑

ビア大望の倫理畢及政治単講座措任の教授ともなった︒アド

ねた︒教授はそれに答へて道徳は硬柔二種がある︒狸い道徳
に宗教に依存する必要を認めないが︑柔かな道徳を旨とする

を主とするものは道徳はそれ自身で十一分に力を持つもので別

ものは宗教に依擦するに非ざれぱその力を護揮し得ないと考
へるといふ一種の妥協説のやうな意見であった︒カートラィ
ン氏の著書ではチーグラー教授や︑ベルリン大里のパゥルゼ
ン教授︑ヰーン大望のヨードル教授︑ミュンヘン大肇のリッ

プス教授などを道徳は宗教に依らなくとも成立するといふ論
者に数へて居たやうである︒一般にカトリック主義者は宗教
より渦立せる道徳は成立し得ないとする論に傾いて居るが自
エーチツセ・クんトウル・ペヱーグング

由主義的思想家は道徳の潤立を信んじて居たと思はれる︒其

の最も徹底せるものは潤逸の倫理修養運動に鴎する人達

（2）

二︑宗教と道徳開係の史的考察
宗教と道徳とは人類文化の中にて最も早く護達せるもので
恐くは人類牡曾と共に溌生せるものであらう︒人類の存在す
る所に何等かの宗教の存在せざるばなく︑人類祇曾の間には
必ず何等かの道徳が存在するのである︒これ宗教心と道徳心
とは人類の本質に基くものであって︑先天的に賦典せられる

ものであるとの説の行はれる所以である︒特に宗教心は未開
時代に於いて最も勢力を有するものであって︑道徳も知識も
宗教に支配せらるる様相を呈するものである︒此の時期にあ
りては宗教と道徳とは不可分的開係にあったもので︑何を善
とし何を悪とするかの偵値規範の如きも専ら教義に依って規
定せらるるのが常態と考へられる︒此の事は自然宗教にあり
てもⅢ霊崇拝にありても一祁教にありても異なる所はない︒
道徳が宗教より分離して潤立の存在を認めらるｉに至ったの
は西洋文化史上にありては希臓時代であって︑其の先駆者は
ソクラテスであり心それを完成したのはアリストテレスであ

ると言ひ得ると思ふ︒尤も此の時代とても如何に宗教的信仰
が一般民衆に大なる威力を持って居たかはソクラテスが俸統
的信仰以外の洲を信奉して青年を惑はすとの理由に依って市
民裁判に於いて死刑の宣告を受けたことでも明かである︒併
しソクラテスは無賞の罪と知りながら︑市民の本務を果さん
が篇めに国家の裁判に服従し敢然として毒を飲んで死につい
たことは道徳の自主性を身を以って示したものと言ふべきで

ある．ソクラテスの弟子●フラトンには宗教林話に開する所説

も少くはないが︑彼の思想大系を示すものと見るべき﹁国家

論﹂は政治と逝徳とに開する論が主で︑宗教に閲する論は極め

て僅少である︒プラトンは霊魂は死なぬとか帥は善を好むと

か説いては居るが祁話の不道徳を罵り詩歌を児童教育に採用

すべからすと論する所よりすれば道徳主上主義者と見るべき

であって︑道徳は宗教に依存するものなどとは考へて居ない

ことは明かである︒アリストテレスに至っては愈道徳を畢問

である︒アリストテレス以後の希膿哲望は国家の衰亡に件ひ

上に獅立の地位を典へ殖倫理墨を濁立の塁として誰述したの

人生問題が中心となり︑その救済を各個人の主槻に求め︑哲畢

といへば遁徳哲肇を意味するに至って︑愈道徳は獅自の地位

を占むるのみならず︑一種の宗教たるの槻を呈するに至った︒

ローマ時代のストア哲畢者の一人であるセネカが暴君の命令

のま上に自己の動脈より流れ出づる熱血を眺めながら平然と

道徳を以って榊の命令乃至意志に依るものと説くのは既成

して死せるが如きは寧ろ道徳宗の殉教者と見るべきである︒

宗教の一般的傾向である︒猶太教の如きはその典型的事例で

あらう︒彼の山上の教訓はモーゼの命令せる十戒であって︑

不動の道徳的規範とせられて居る︒猫太教を母磯として新に

誕生せる基督教にありても刺の子たるィ〒｜ズスの言行は即ち

道徳の規範と見倣されるのである︒我が国の古祁道にありて

も帥の行動は道徳の規範と説かれるやうであるが︑一祁識の

ｏｎ

︑Ｊ

ｒｌ

瀞は全智全能の絶封的存在であるが故に︑其の権威も亦絶大
である︒従って︑道徳の如きも宗教に封してば絶封的従馬が
要請せられるのである︒欧洲中世に於ける市民生活ば現世に

肇に支配せられて居た篇めであると考へられる︒欧洲の教育

てこれが馬めであったと恩はれる︒道徳は宗教に依存するも

界にありて修身科を特設することが排斥せられるのも主とし

られ︐教含の規則は即ち道徳の規範であった︒文蕊復興以後︑

であるが心其の開耐たる孔子は宗教を殆んど説いて居ない︒

異にして居る︒道徳といへば主として儒教道徳を意味するの

東洋にありては宗教と道徳との開係は西洋とは大に趣きを

のとの思想も亦此に基因するものと考へられるのである︒

羅旬文畢と共に希蝋思想が復活せられ︲これが中世的基督教

￨

於ける祁の代理機開たる教曾に依って一筆手一投足が規定せ

の上にまで浸潤して所謂宗教改革となり︑基督教新教が誕生

孔子は怪力飢川を語らすとか未ざ生を知らず︑馬んぞ死を知
らんやと言ったと陣へられて居る︒尤も孔子は篤く天を信ん
レトリック

したが心道徳が宗教に従馬するものとの考方には根本的鍵革
モーヲル

のではなく︑道徳を守護する威力に過ぎないのである︒我が

じ︑天を畏れたやうであるが︑それは道徳を命令し規定する

がなかったやうである︒尤も新派の大望にありては修餅単即
ち文事や︑道徳に開する講義が開かれアリストテレスや．フラ

中にも五倫五常をも説くのである︒併しこれは寧ろ悌教の儒

通の場合にありては悌教もまだ儒教的道徳を肯定し︑沸典の

あるものとの思想が生るる根源が此にあるのである︒尤も普

とせられるのである︒貝宗の信徒の間に宗教は道徳の上位に

強調せられ︑父母谷馬を顧みずして出家することが無上の徳

る︒否︑或る場合には世俗的道徳を無覗しても宗教的信仰が

立場よりしても道徳は宗教に従馬するとも言はれ得るのであ

に馬するものであるが︑同時に道徳的規範である故に俳教の

含まれて居る︒悌教の戒律なるものは本来的には宗教的信峰

命の基礎を専ら信仰に置き︑その内には多分に道徳的教訓も

ことは決して遇然ではないのである︒悌教にありては安心立

園の儒者は概して悌教を忌避し宗教を軽硯する傾向のあった

トンの原文研究なども盛んになったので︑哲肇の中で道徳の

講義もなされたのであるが穆基督教的偉統たる宗教主上主義
↑が支配的勢力を維持して居た︒カトリック教派よりは危険な
る新思想と目せられたカント哲皐でさへ其の道徳論は内容に
於いては基督教的道徳説と異なる所がないとショゥベンハル
／

エルが痛論して居るのも理由なしとせぬのである︒自由思想
の産物たる悌園革命を契機として設置せらる型に至った単校

教育に於ける修身科は西洋諸国に於いては採用せられるに至
らず︑猫逸等では宗教科が依然正科として畢校教育に加へら
い︑しかも宗教科に於いて道徳に重きを置くべしとの訓令が

︑屡ぞ文部省より溌せられて居るのである︒西洋に於ける倫理
豊は道徳哲肇に傾き精祁科畢的研究が進歩しなかった主要な
る原因は一般吐曾と思想界とに於ける道徳思想は教含乃至榊
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一般に園皐祁道は︑声古事記とか古語拾遺とか日本書紀とか

に於いても一種特殊の様相を呈するのである︒

ぬ︒唯歴史的事賞としての伽教は基督教の如く信仰の渦占的

の古典にあらはれて居る祁話的博識にあらはれたる抑登の行

教化即ち印度思想の支那思想化と解すべきであるかも知れ
椛威を主張せざるが故に︑東洋にありては儒教は悌教と並び

の教はないと主張する︒如何にも我が国の古典の中には川上

動を教義の基本となすのである︒故に或畢者は川遁には道徳

つ罪︑国つ罪といふ教がありて或る極の道徳規範は示されて

の教訓とか五戒とか十戒とかの道徳律は見徴らない︒尤も天

たのである︒

行はれ道徳も亦宗教的信仰より猫立して其の権威を保持し得
我が国の祁遁は特殊の性格を有する宗教であって道徳との

居るのであるが︑庚く生活規範としての道徳律は示されては

開係に於いても他と異なるものがある︒先づ祁道そのものの

本質が他の既成宗教に比して明確でない︒榊道の中に教派祁

りすれば川だの一撃一動が人糞の道徳規範と見倣されるので

あるｄか上る槻鮎よりすれば宗教道徳合一説とも稀せらるべ

居ない︒併し道徳がないといふ課はない︑古祁道の道徳槻よ

きである︒唯其の道徳槻は伽教や埜督教に於けるものとは全

の所管に馬し︑脚杜の方は祁壮局に所馬して居たことは明治

時代に於いて可成久しく行はれた所である︒それが篇めに教

道と祁杜宗教との二極あるとせられ︑前者は内務省の宗教局

派川逝は宗教であるが寺杜祁道は所謂宗教ではないとの説も

に表現せられ愈或は笑ひ︑或は怒り︑或は泣き︑或は悲み︑

と同じく所謂祁人合一で︑喜怒哀楽の如き自然的感情は自然

時としては戦争にも加捨し時としては卒義の感愛も敢てせら

く趣きを異にするのである︒我が国の祁堂は希臓時代の岬堂

であらう︒唯︑既成宗教の如く︑その教派の開租とか信催と

れることがある︒或畢者は我が図の肺は杢押全能でもなく︑

行はれたのである︒けれども祁吐に於いても祭祁があって信

かいふものが一定して居ない軸に於いて他の宗教と趣きを異

徒は祭紳を敬信し崇拝する限り一種の宗教と見ることは至常

にして居る︒元来抑道は我が図固有の祁安を祭るのである

それだけ自然の人情に合する道徳槻となる鐸である︒

古祁道に若しも根本信傑といふものを求めるならば﹁むす

また完全回流でもないことを誇らし顔に高調するのである︒

びの精祁﹂であらう︒﹁むすび︲一とは生為護展の義である︒明

が︑その教義に閲しては俳教を取り入れて所謂祁悌混清の説

もある︒か比る場合には宗教と道徳の開係についても悌教的

治三十年の始めに日本主義運動といふものが起った時に感に

が行ばれたり︑儒教を取り入肌た渡含祁道とか山崎祁遡など

道即ち古林道にありては極力悌教や儒教を排して我が国固有

生凌主義といふことが叫ばれたのは祁道的道徳運動とも解す

乃至儒教的見解を取る淫であるが職徳川時代に於ける国望林
の道を宣揚することを旨とした︒従って宗教と道徳との関係
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、

べきであらう︒

榊道は現世に於ける綿ての活動を生女護展の精肺の具現を
見るのである︒祁凌に五穀成就を所願したり︑無病息災を所
願したりするのも︑此の理に基くものと解することが出来る
と恩ふ︒これ信仰行篇であると共に︑道徳行篤ともなるので
︑ある︒唯ｐ個堂の道徳律を説示して居ないから時とし一てば道

理に合せざる行事も行はれることがある︒これが祁道道徳の

弱黙とも言はれ得るのであるが︑同時にまた其の長所とも見
られる︒固定せる道徳律には進歩護展の除地に乏しく︑時勢

の鍾化と杜曾の護達とに適合せざる結果が生ずることがあ

り原子論に進み︑更に粒子論となった︒精神科単にありても

其の本質を明確に規定せねばならぬと考へる︒︵未完︶

亦宗教とか道徳とかの概念を分解して其の諸要素を究明して

︵顧問・文筆博士︶

一家心中と人間と敢含

様に分つとすれば︑前者は主として錘愛にもとづいた所謂情

心中といふものを大鰐に︑吐曾的心中と家庭的心中との二

︒河野省三

死で︑後者は多くは経済的肉僻的破綻から起るところの一家

る︒然るに紳道に於ける道徳内容も生方護展の原理に支配せ
の護達と単術の進歩を取り入れ具綴的内容を規定し得られる

らるべきが故に生堂溌展の精祁に基く限り杜含の事情と文化

心中である︒雨者共にその原因がそれらの錯綜してゐる場合

る︒前者は悲痛であり︑更に悲惨である︒此の悲痛凄惨な一

も少くないが︑その表面に出る直接の原因は互にそこにあ

の信悠に合するものと解することが川来るのである．

以上の考察よりすれば宗教と道徳の開係が如何に多種多様

のである︒故に正しき道徳規定を包含する信仰は正しき脚逝

であるかが窺はれるのである︒而して両者の開係に就いて見

な殺人事件が︑頻為として各地に起ってゐる新聞記事によっ

る︒それは︑敗戦後に於ける日本の祇含に於いて︑礎酷無惨

する研究は自然界に開する研究に比して頗る進歩が後れて居

て︑性交一般演者の感受を鈍らせてゐる傾向さへもあるが︑

家心中が︑近時︑特に多く我が国の新聞紙上に報道されてゐ

る︒それには諏交の原因があらうが︑其の主因の一は概念の

賞際に在っては︑年と共に︑否或は月毎に魁．悲惨な深刻度を

解の分れるのは何故であるかの問題を解決するには︑先づ宗

規定が正確を峡く矯めである︒即ち概念の分析が足らざる鴬

増して綾出しつ上ある祇含問題である︒此の現象の著しきは

教並に道徳の本質を明確にせねばならぬ︒概して精祁界に開

めと思ふ︒自然科畢にありては物質の概念に関して分子論ょ

（6）

『

の事賞をめぐって内在してゐる家庭的︑思想的原因そのもの

敢へて私たちの一言すると待たないほどの事賞であるが掴其
構へである︒

尊重する将来の日本にとっては︑極めて重要な課題であり心

掲げて︑世の請者に暗涙を禁じ兼ねさせてゐる︒私は曾て︑

道連れにしてゐるのである︒新聞はしばノ︑その哀話を多く

人たる戸主や未亡人若しくは夫婦の外に多くの可憐な子供を

近時多く鱒へるところの一家心中は︑大抵︑その自殺の主

れる影響力が少くないといふことである︒それは其の吐倉に

ひ簿へとか︑云ふやうな一種の潜在的な力によって誘ひ起さ

俗︵傾向︶とか︑一般の宗教的思想とか︑其の家の特殊な言

﹁自ら選ぶ消極的な死﹂といふものは︑殊に多く︑吐禽的習

る︒︑それについて注意すべきことは︑特に﹃死﹂心中んづく

一家心中の問題に封する考察も︑先づその原因から出磯す

一一

私の父の生家たる栃木螺鹿沼市の鈴木氏のⅦ石橋先生が群さ

於ける制度や︑其の国民若しくは地方民の物の考へ方の感情

については︑何人も十分に考慮せねばならぬ課題である︒

れた﹃測隠除情﹄といふ書を読んで︑近世後期の東北及び開

原因である︒此の種の原因に封しては輪健全な国民思想︑信

東地方に於ける残酷な龍児制限の家庭的︑杜含的惨状に︑身

仰生活︑道徳観念︑批含意識の建設︑練磨の上から︑教育者

﹁死﹂に封する齢ハックとして︑或は潜在的な力としての深い

も多くの場合は︑可燐哀愁の情と共に起る人間尊重の心の失

宗教家︑乃至政治家にとって︑重大な責任が負はされてゐる

化された心理的傾向などと共に︑此の匿い意味の称為なる

はれた淋しさ痛ましさの念が伴ふのである︒心中︑殊に悲痛

の毛のよだつ哀痛を感じたのであるが︲近来の一家心中にば

な一家心中は︑・全く恩ひつめた所に起り︑絶望の後に来たり

て耐先づ此の一家心中の基盤的原因として︑之を弧調して置

と思はれる︒本論は主として其の鮎からの考察であるからし

往をそれに似た酸鼻の情に堪へない場合もある︒而もその最

そうして又︑種々の場合を思ひめぐらし魁想ひ醸して決行さ

〃三つの場合が筆げられてゐる︒即ち⑳経済上の困窮︑②自殺

一般に一家心中の原因︑・その直接原因として︑多くは次の

く︑ものである︒

れるものであらうから︑自他何れの面からか︑或は偶然の機↑
によってか唾その死を恩ひ止まらせる力が加はるのでなけれ
ることは不可能に近いであらう︒然し善く其の原因を考慮し

夫︵稀には妻︶の不品行に封する絶望的な事情等による精祁

者自身若しくはその家族の病気に封する絶望︑③懸愛開係や

ば平生の教養も︑特別な事情も職容易に之を中止し緩和させ

照らされた健全な人間生活を指導し︑弾力性と文化的趣味と

上の煩悶若しくは衝動︑などがそれであって︑此のうちの原

人間的教養を重覗し︑耐含的風習を訓練して芯望みと力とに
に潤ふ杜曾生活を築いて行くことは︑生命と人椛と幅祉とを

（7）

１１
家族︵主として其の子供たち︶に封する愛情が︑消極的に昂

因によって逐ひ詰められた結果︑経に選んだその死の途に︑

情に囚はれ溺れ易い利己的愛情に陥る弊を弊めなければなら

でも之を同情的に理解せねばならぬが︑そこには親自らの感

人間は生き永らへて不幸を見ることもある︒然し人間とし

ない︒

相とは恩ひながらも︑寧ろ将来の不幸がないやうにと恩ひ定

ての楽しみを見出し︑人生の償値を溌見すべく生き抜かねば

奮し︑凝集して職此の世に恩ひ残すととの無いやうに︑可愛
めて連れて行くのである︒蓋し恐らくは︑かやうな事情︑下

ならない︒苦痛と戦っても生命を進展させねばならない︒早

に其の子供を残すやうなことがあっては︑親としても子とし

に種堂なる方法による傷ましい一家心中が行はれてゐること
此の家族︵特に幼い子供たち︶に封する﹁他日の苦しみな

ても不幸とれより大いなるものはない︒先に逝く者は︑草場

く安楽の途を選ばせようとして︑誤って傷ついた生活のうち

かれと所る﹂ところから死の道連れにしようとする愛情その

の蔭よりも其の子孫の幸運を守り︑苔の下からも︑杜含国家

凡想はれる︒

あるであらう？然しながらそれは畢竜ｂ自分の立場からのみ

ものは︑もとより純粋な家族的至情として考へられる場合も

としても︑軍に親として︑又肉身開係者として︑人間の生命

的考慮である︒たとひ菖盈一それが通中することがあり得る

日本古典に於ける頴著な民族感情であった︒そこには素より

人間生命の尊重と︑現責生活に於ける幸幅感の要望とは芯

今︵︾Ｏ

の幅柾と進歩とを斬る勇気と衷情とが有らまぼしい限りであ

を箇つことは出来ない︒人権の尊重︑人間生命の尊厳は︑後

ても心正に重硯し助長すべき特徴である︒現代に在っては通

現代に於けるやうな心深い人権尊重の観念ば見られないにし

判断した同情であって︑蔭りに消極的であり︑叉軍なる一方

に説くことＡして︑否︑特にと上に之を説くまでもなく︑窮

究すれば︑幼稚な生命はｂ人間の︑殊に親の愛情のうちに抱

て︑此のヒューマニズムの精祁を重覗せねばならぬことは云

教育的心哲豊的主潮である︒宗教︑道徳︑家庭の方面に於い

しても︑人間の尊重は最も頴著な猫世界の文化的︑政治的融

擁されて︑此の世の荒波に洗はれない方が幸幅であらうとも

ふまでもない︒天下の平和と国民の幸幅と国家の完成とを具

たとひ民主主義や個人主義に於ける特別な人権意識でないと

云ひ得るであらう︒然しそれは既に一個の人格的存在として

謄化し象徴した所の﹁天皇﹂を仰いで来た日本に在って︑此

ることは出来ない︒公然許されてゐる崖鬼制限の理論から推

の生命を此の賦倉に立てたものである︒絶封的に貴重な人雄

の人潅尊重︑人間尊重の心を反省し︑個人的にも︑家庭的に

迫した自己の想像判断によって︑一の人格的存在を滅却し去

の持主である︒子に封する親の至情は︑他人としてはどとま
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と助長とに努力すべきは常然である︒それは家族生活や一家

も︑壮含的にも篭職場的にも︑政治的にも︑その育成と訓練

なのである︒一家心中は家そのもの上破壊である︒

此の基礎に封する健全な理解は却って一家心中を阻止する力

家族制度の基礎は崇租と愛孫と一家固らんの和楽とに在る︑

面から考へても︑各人麦だの心身の教養と訓練に閲し︑又︑

個人としての信念が薄弱だからである︒︑現代日本は︑此の方

は︑牡曾一般の人格︵人椴︶に封する理解が不十分であり︑

然るに家其物を破壊してまでも此の悲惨のうとに飛入るの

心中の問題にも砥改善と救済との基礎を鴬すものである︒
一一一

宿痴である︒是等の悪魔に迫られて自分の生命を断ち︑更に

堅賞穏健な壮書生活の建設に開する努力が映乏してゐる︒政

貧困も疾病も煩悶も︑人間生活の暗影であり︑人間杜宮の

しい限りである︒而もそれらは他の方面に於ける種凌なる人

罪の無い家族をその道づれにすると云ふ事は︑全くいたいた

治と教育とは此の鮎に於ける積極的進川を要する︒

斯やうな更生施設︑祇曾政策は賞に進歩的な文化国家の基

生の惨事︑杜曾悪の病因でもある︒是等の問題に封して砥新

躍進が期待されるのである︒悌教家は従来の消極的な牡含的

盤であるが︑此の線に沼うて︑我が国の宗敦家は特に一段の

憲法の粘紳にも即した養老愛児の施設︑療病更生の施策の急
務であることは︑固より多言することを要しない︒此の黙に

影響を考慮して︑明朗な人生観︑深甚な慈悲槻︑員刺な信仰

開して︑私は常に︑善い政治を施し︑明るい壮舎を建てる基
礎工事として︑貝の公務員の養成事業が︑現代日本にとって

モット人格と人間味とを倉軍する精祁的︑物質的の建設を要

る︒日本の祇含は思想の底に於いても︑生活の面に於いても

的情操を若い人為の心のうちに柚付けるべき時に直面してゐ

望して止まないのである︒︵特別曾貝・文筆淳士︶

それと同時に︑宗教家の貝刺な教化︑倫論運動の有力な展

妓大急務であることを痛感する︒

した一家心中の場合に於ける原因に善虚する封策としては︑

開の必要も亦︑切賞に要望せざるを得ないものがある︒前述

いふ事を考慮しなけ恥ばならない︒それは悲惨な一家心中の

勿論︑健全なる人生観の樹立と堅賞明朗な杜曾生活の建設と
起り易い傾向を矯正し︑且そのやうな痛恨事を減殺する底力
一家心中の起り易い風習の一つとして日本の家族制度を畢

を弧化する所の重要な一工事である︒

げる人もある︒勿論之にも種糞の短所はある︒然し我が国の

１Ｊ
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丁

農村と修養

如何せん現代の進歩を以てしても︑吾等は未だ天候を左右す

ることは出来ぬのである︒勿論護電も出来心人工で雨を降ら

すことも出来るが︑夫も理屈であって︑未だ何虚でも責現せ

ぬのであるは︑何人も肯定することであらう︒又た熱帯には

あり︑他の一は農民である︒共に時に消長もあれば︑愛化も

農村に就て見逃してならぬことが二つある︑其一は農業で

帯産を温帯に作ることも出来︑科畢の進歩につれて︑人の欲

布されて居るは︑蓋し周知のことであらう︒無理をすれば熱

所には其虎に出来るものがある︒即ち気候によりて廃物が分

我農生山崎延吉

あるは︑昔も今も愛らぬことであらう︒従って其虚に修養の

熱帯に適する産物があり︑温帯には温帯の産物があり︑まい

必要が認められ︑修養の功徳を知らねばならぬのである︒

に限られ︑未だ一般民衆用にはならぬのである︒故に農業は

するものを何虐でも作り得るやうになるが︑夫よ特殊の場合

候心産物などの要素があり︑夫等の要素がよき催件の下に世

断するもあるが︑斯くの如きは皆農業の本質を排へす︑農業

動もすれば原始産と稲へられ︑甚たしきば農業に進歩なしと

農業は地産をあげる仕事であると云ふが︑夫には土地︑気
かれＬぱ地産は増加もすれば︑永綾もするであらうが︑夫に
反すれば︑所謂労した効なく︑働き損の疲れ儲けに了はる恐

ふ迄もなく︑農業は科皐を基調とせねばならぬ龍業であり︑

の経過を知らず︑農業の推移を認めぬ者であるのである︒言

べきであり︑修養は農業に離れてならぬものと掴心得べきで

世の進歩と並行せねばならぬ仕事であれば農業ば修養にまつ

れなきにしもあらずであらう︒而も夫等の要素には人力の及
ばぬこともあり心人智で不可解のこともあれば︑よい係件に

ある︒換言すれば︑土地は改良の出来るものであり︑気候は

導くことは容易ならぬことである︒此頃は商工業は今や機械
が︑農業が其虚に到達せぬのは如何したことであらうと論じ

へば修養であり魁修養によりて人は土地をよくし︑気候を役

化し︑人は唯監督し︑見ばりをして居ればよいことになった

立たせ︑己が欲する産物を生産するのである︒故に単に言葉

知って居ることである︒其改良や利用や改慶は語を鍵へて言

ある︒若し農業に機械化があり︑夫が出来るとすれば主夫は

農業を本営に理解せぬ人であると︑敢て言ふを樺らぬもので

尻を囚へて見れば︑土地の修養は鍵であり︑気候の修養は笑

利用の出来るものであり心産物は改展自由であるは︑何人も

一少部分に過ぎぬので︑大部分は自然に則せられると解すべ

止に堪へす︑同様に産物の修養は珍妙に恩ふが委細に研突す

た人があったが︑私をして遠慮なく云はしむれば︑斯る人は

きである︒云ふ迄もなく農業は気候に支配さるものであるが
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／

判したり︑論議するを許さぬものである︒而も之程遠い昔よ

農業は巾の魔い︑奥行の深い産業であれば砥一寸見て彼此批

れぱ︑道理は個中にありと悟ることが出来る筈である●︒賞際

ならねばならず︑せねばならぬのである︒而も夫等は謡く修

徳素が仕事の上に成績をよくし︑功徳を自他に及ぼすやうに

くから立派に仕事をやり上げると云ふやうに︑人に具備する

苦快乏にも耐へ心如何に長くやって居ても不榛不倦やって行

養によりて溌速もすれば︑向上もする＠ごあれば︑吾等は特に

り今日に而ろ迄︑人類に寄典せる産業はあるまいと恩へぱ︑

吾等は農業に飽く迄も敬虚なる態度をさ上げ︑深く信頼を輪

修養の必要を叫び︑其虚に力行すべきを主張する者である︒

今や世人は健康の幸禰に自畳し︑健康第一主義を叫ぶ者も

すべきであると想敢て主張するものであり︑主張せすには居
れないのである︒夫には農業に封する研究をす比め︑農業に

ならぬのである︒生来健康なるも油断＃一すれば心病弱となり

あるが砥健康は求むくきであり聯養ふべきであるを知らねば

天折することもあるのである︒長命は出来ぬと宣告されて心

横はる不可解を解消し︑先人未到の境地に招き︑農業の功徳
農業に従事するが農民であり魁農業は農民によりて経誉さ

（11、

を大にし︑夫に浴する幸を得ねばならぬのである︒

とし︑其准得に努むるは智力であらう︒読書魁識単は勿論︑

に目醒め撫生に遺憾なきを期すべきである︒今人が尤も必要

脱察もよいが心何人も忘れてならいは︑自己の僻験に負ふと

健康に留意して八十除の長命を得た例もあれば︑吾等は養生

に農民を進めば︑向上せしめば農業は進歩もすれば護達もす

との大なることである︒故に何でもやって見ることであり︑

る上のである︒従って農業の済長盛衰は農民の心次第であり

る道理である︒其虚に農業の修養が大切であり︑農民は修養

賞行することであり︑経験を重ねることである︒鰐験の教望

腕一であると言ふも過言ではあるまいと信ずる者である︒故

せねばならぬと唱導さる上のである︒然し夫は云ふに安くし

ことであり画忽諸にすべきでないと警告するものである︒今

智力は尤も正確であり︑効果的であるは何人も疑ふてならぬ

日吾等の遺憾とするば道義を重んする風習が薄らぎ︑公約を

て行ふに難きことであればも人一倍の努力を要するは言ふ迄

凡そ人には総力脳智力︑徳力︑意力の別がある︑夫等を合

もないことであらう︒

はせて享有せねばならぬのである︒此虚に特に力と云ふ所以

なろは逆義であり︑牡曾に峡くべからざるは公約を守る員面

守ることが不員面目になったことであるが︑何時までも大切

目さである︒諺に人多ければ天に勝ち天定って人に勝つとあ

を知らねばならぬのである︒力は仕事・をなす能である埴立派

があるから脳人一倍上手に仕事をする︒正直でありｂ員華で

るが︑味識せねばならぬことであり︑深く恩を輪さねばなら

なよい身礎であればこそ人一倍仕事をする︒人に優れた智慧
あるが故に人が信川すれば︑仕事も立派にやる︒如何なる困
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ぬことであると注意をする︒今の人は見上手︑聞上手で︑大

低のことは分り心知るのであるが慰賞行となると上手にやれ
ぬ︒偶やりかけても︑すぐやめて仕舞ふので︑巧者とか達者
とかにはなれぬ憾がある︒賞行に必ず伴ふは困難であり︑支

障である︒夫を克服せねばならず︑夫に打勝つことが出来ね
ばならぬのであるｃ其庭に忘れてならぬことは彊い意志の力
で忍耐することであり︑我慢することである︒これは誰でも
容易ならぬことであり︑出来る丈け御兎蒙りたいと云ふので
あるが︑夫を許るせぱ目的を達成することが出来す︑目的に

到達は出来ぬのである︒故にいやでも雁でも克苦忍耐をせね
よりて扱き意志を得ねばならぬのである︒古歌に︑

ばならぬので︑其鹿に必要なるは意志の修養であり︑修養に
世の中になる堪忍は誰もする
ならぬ堪忍するが堪忍
とあるが︑面白いことであって︑味ふべきことである︒

農業は修養によって尚進歩の除地もあれば︑護達の素地が
ある︒まして農業に従事し︑農業に活きる農民に於てをやで
あらう︒現に農民の進歩せる努力により此庭五十年間の我農
業に全く驚嘆すべきものがある︒米丈けを見ても︑反常四五
俵であったのが︑今日では八俵乃至十俵と数へるやうになっ
たではないか︒若し甘藷に付て云へぱ百五十賞が三百賞とな
り︑今日では反営り千賞をとるものは耐稀有ではないことに
なったではないか︒首年誰もが意に介せざりし野菜には職営
年見営らざりし︑優秀なる白菜や甘藍が︑吾等の膳を麗はし

く美味を誇らしめるやうになりも馬鈴薯や玉葱など通驚く程
立派な品種になったではないか︒富年小兇のお八つ位にしか
恩はさりし果賞が砥今は農業の一角となり砥農業維誉に進展
を霜らせしのみならず︑︲吾等の味受をそＬりつ１あるではな
いか︒加之営年農業に加はらざりし花弁は今や都市附近に於
て重要な農業の地位を占むるやうになったことを恩へば︑吾
等は何魔まで世が開らけ物が進むか分らぬと思ひ︑驚嘆せす
には居れないのである︒而も世の交通が庚くなり心繁くなる
につれて︑彼我の産物が交換され心栽培法や飼育法が究明さ
れて来れば︑新に出来るもの流行するもの上出て来ることは︑
諜想に難からずであるであらう︒如斯して人類の生活は悪ま
れ心持よき日暮しが出来るを燭へば︑吾等は人生を稽讃し感
謝せざるを得ぬのである︒此虎に於てか︑吾等は世の中や物
の進歩に制せられぬ︑人格の向上と智能の啓護に寓善をつく
すことの必要と急務とを痛感すべきであると︑敢て主張せす
には居れない窪である︒夫を思ひ︑夫に察すれば︑吾等は正
に修養の必要の︑其功徳に浴することの間速なきを期せざる
を得ぬのである︒特に忘るぺからざるは理論に非らすして賞
行であり︑言ふに巧者なるに非らずして行ふに忠賞であり︑
且つ巧者でなけねばならぬことである︒勿論佃脅の進歩向上
は基礎的であるが︑仙人より集圏に及ぼし︲各自の家庭より︑
一町一村が修養の功徳と効果とに恵まれ︑以て光輝ある画家耐

にする︒︵完︶︵特別念員︶

弼柴の民族とならねばならず︑そうせねばならぬのである︒
凡ての事業並に其成績ば人に在り︑とは千古不磨の方則で
あり︑原則である以上︑吾等は飽くまでも人の修養と︑人の
集閏であるものＡ修養とを高唱して置く︒即ち農民と農村と
の修養によって︑農民と農村との向上進展を希ふことを明か
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︻

綾勿忘草︵一︶
臆軒博士のこと︒

割田斧二

本曾第六代の副酋長随軒服部宇之吉博士は明治四十三年来︑昭和十
四年逝去されるまで︑本含に開係されたことは震に三十年の久しいも
のであった︒そして多年縄務であり︑更に昭和三年徳用頼倫侯爵の後
を副酋長に推薦きれてから副含長としても約十年を指導され︑多くの
功績を蓮された人であった︒
博士は曾津の士族で︑苦単され︑明治二十年に東京帝大の哲理科を
出られた人であったが︑常時漢雛界が文明開化の時代の影奪で衰へて
ゆくことを痛感し︑此の通を選んだのだといふ︒之には又岳父島田龍
澱陣士︹東大教授︶の指導もあったことと思はれる︒後三高︑東京高
師の教授から︑東大教授︑後部長となられ︑又北京大畢︑米閣ハーバ
ート大畢教授︒京城大畢綱長︑東方文化研究所長等となられ︑退官後
圃皐院大畢長等もされたが︑その間外山正一文部大臣の秘書官をされ
たりして︑行政而の究務にも恕険を積されたりして︑畢者としてのみで
なく︑行政にも手腕があり︑笈務にも通じて居られ︑含計などもよく
判る人であった︒そして外山博士の知遇を常に感謝されて居られた︒
博士に接すると侭に頭脳明哲︑聴明と云ふことが感ぜられた︒人の
話を聞くとすぐ何虚に誤りがあり︑無駄があるかを指される︑御自分
で言はれることには理路整然で︑横遁や除分のものが全くない︑まる
で熟考して書いたもののやうであった︒風貌は温情そのものであった
が︑内には毅然たるものがあって︑犯すべからざるものを感ぜしめ
た︒筆者は一度痛く叱られたことがある︒それは大正年間共産蕪の問
題が華々しく︑東大の畢生に最も多くの薫活動者があるのを若気から
皮肉って︑雑誌に︑﹁東大は図費を以て共産黛員を養成するか﹂として︑
諸家の同問題についての感想を求める計企をたてた︑所がそれは安常
でないと一言だけではあるが弧く叱られたのである︒あの圃瀧な坤士
がこんなに叱る人かと驚いた程であった︒
博士は日華事愛勃畿頃より叫ばれ出した﹁日本精祁﹂につき︑唯漫

然日本精祁といって自ら誇って見ても︑その資燈は何かがまだ明にさ
れてゐない︒その研究が．本含として必要だと言はれ︑坂本文翠士を主

究し︑数千頁の大きなものとして仕上げた︒又﹁道﹂と﹁徳﹂といふ二冊

査として︑委員五六名を推し︑三年間嵯旦って古来の文献を蒐めて研

の書物を自ら書かれて︑道徳の意義を明にされた︒それから本含の肇
校の証酋教化祭院の創設から経管とい竺凹にも非常に霊力された︑数

へると大きな仕事を撞されてゐる︒
博士のされること︑話されることには無駄がないのと同じく︑その

生涯も一筋であったといった所があった︒一︲孔子及孔子敦﹂の名著は除

無駄話で私の記憶に今あるもの睦京都の三高教授で赴任されたと

い

りにも有名であり︑他にも幾多の著書があり︑殊に﹁瀧の研究﹂は祭
界の令子塔であった︑︵不幸之は印刷にならなかった︶が︑奈く東洋哲
畢研究の一筋で︑・詩文を弄ばれるでなし︑随筆をものされるでなし︑
浦や煙草も一切用いず︑これといふ課梁も一つとしてなかった︒とい
ふ一筋であった︒随て逸話もないし︑︐錬り無駄話もされない人であっ
た︒聴明謹直に壷きるであらう︒聖上の御教育に任じられたが︑うっ
てつけの人ではあった︒京都支曾で善行者表彰式のあった時︑徳川念
長病気にて代理を努められた時私は往復御伴をしたが︑多くは欺々と
されて居て︑つれ１か︑に私が話をしかけると話されるといふに過ぎな
い︑といって目が極度に悪かったので新附一つ液まれるでなし︑眠ら
れるでなし︑獣々と座されるといふ有様であった︒

もあった︒

き︑東京風に毎日魚屋がやってくるのを多少づ坐買って居ると︑近所
の評判になり︑﹁今度近所へ来た人は何物だらう︑毎日魚屋がくる﹂と
噂することなので︑こっちは又不思議にして居ると︑京都人の質素倹
約は︑月に一・度か二度しか魚は買はぬとの事が判ってなるほどと知っ
た︑﹂と笑はわれたことがあった位のものである︒又訪欧の時の送別の
・博士の英語︑獅逸語の名演説は有名なものであるが︑話の中などに外
幽語の単語などは絶えて入れなかった︒一面行政家でありながら︑謹
直一鮎張の人︑北京篭城で死生の中にあって泰然自若たりしといふ腹
の人でもあった︑温順そのものであり︑喜努哀楽をも色に見せぬ人で
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丙

錆夏三題
藤原楚水
私の居室は顔して蝿居といふ︒これは書物を喰ふ壷の巣と
いふことである︒このごろまた板切があったから︑生涯似二
議魚一と書いて庭の隅にかけて瞳いた︒私の生活は全くとの
五字でつくしてゐる︒

先達って回亮寺に日唯の説教をききに行ったとき︑朝比奈
管長は私に左の如き自作の詩を示された︒
騰陵欧子気雄豪︒詩賦縦横鵬溌劉︒
後一千年人拷仰︒文動高似購山高︒

鰍陽修は臓陵の人であるから︑騰陵︑庸山とならべたので
あらうが︑特に臓山といったのは庸山が回畳寺と同じく︑臨
済宗の本山のあるところであるからだといふ︒

今年は歌陽修の死後︑一千年にあたるので︑上野の国立博
物館で︑欧陽修の祭事が行はれ︑朝比奈管長もお経を讃まれ
たらしい︒右の詩はその時の作である︒

肱陽修は宋の景徳四年丁未︵西紀一○○七︶に生れ︑照寧
五年壬子︵西紀一○七二︶に率してゐる︒従って生誕後千年
といふととも︑死後千年といふことも営らぬようであるが︑

それはどちらにしてもよい︒

欧陽修は政治家としてもえらい人であったが︑文章の上で

もまた古文を復興し︑宋代の文運を開いた大文豪だし︑詩に

おいても梅尭臣や蘇舜欽らとともに楊億一派の華美な詩風を

打破して新詩風を附いた大先達で一方また王安石慰曾篭︑蘇

戦などの俊才を簡抜推畢した大親分でもあった︒

ことにこの人が︑書道が好きで︑全力をあげて碑の拓本

︵石ずり︶を蒐集し︑︑これに考読を加へたものが︑集古録跳

尾十巻となり︑後年の金石単の附加となった軸は︑私ども後

畢にとって何ともいへぬ有がたいことである︒

欧陽修が践文を書き込んだ拓本の数は全部で千巻あったと

ョンであったにちがいない︒

いふから︑その富時としては︑責に容易ならぬ一大コレクシ

戯腸修はまた新唐書を撰したり︑五代史を書いたりしてゐ

る︒文豪で歴史家であったかれば耐また一大菰書家であった

にちがひない︒吾為の如き単なる書物雄ではなく︑これを自

拓本を好むといふ趣味の上では一致鮎があるようだ︒

分のものとして活かして使ったえらい人ではあるが︑書物や

欧陽修には好随筆集﹁筆挽﹂﹁試筆﹂﹁蹄川録﹂︲牡丹を論

じた﹁洛陽牡丹記︒﹂風流で気品の高い﹁六一詞﹂などがあり

六一詩話﹂は詩の評論の一形式たる詩話の始めを成してゐ

暇があれば︑即ち書を掌ぶ︑これは塾の精を求むるといふ

︑る︒彼は肇書は静中の至梁であるとの説を述べて同く︑
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意味ではない︒た園心を他事に鍔するに勝るといふ意であ

自ら足りて除りがある︒

できぬ︒しかしこれを以て自ら楽みと篇すのであれば︑則ち

損するが如きことに寓するものは愚惑の人である︒書を墨ぶ

ないものでも心力が足らずしてこれをやめたものもある︒唯

く廃し去り︑或は厭うて之を篤さす︑或は之を好み未だ厭か

少年時代から喜ぶところの事は多かったが耐中年以後は漸

と︒また云く︑

る︒心を物に寓せず労せざるものは貝に所謂至人である︒有

ととは精祁を勢しないといふ課には行かぬが通性情を害する

益なることに寓するものは君子である︒性情を害し︑健康を

ととばない︒要するに静中の楽みを得るものは︑これに過ぐ

だその愈よ久しくして益堂深く︑而も尤も厭はざるものは書

いってよい︒
一一

欧陽修の如きは︑まことによく畢害の趣味を解せるものと

であると︒

るはない︒．

と︒また夏日墨書の読においては︑

夏日の長きを忘れ︑日中の暑さを鋤す方法としては︑臨池
にしくはない︒興に乗じて筆を揮ふにあたっては翰飛ぶがご

とく︑手も止ることができず︑驚雷︑疾霊︑雨電交も下るも

有二晦花一虚猫堪レ酒︒無し竹人家不し可し居

胡仲弓の句に

といふがある︒南蓋の高人幽居の圏などを見ても︑竹のない

まことに所以なしとしない︒字が上手に至らぬ時でも己に尚

ものはない︒ある私の先輩の家では︑庭には一本の木も植え

顧みるに暇がないほどである︒古人がこれを流愛したことは

らば工に至らざるはなかるべく︑工に至って尚ぼ染んで厭か

ほかくの如く楽しいものである︒之を染んで厭はなかったな

樹木はいちど植ゆればそれきりで耐景色の鍵化が見られな

ず︑唯だ竹のみが植えてあった︒

に垂る上に至るであらうが︑しかりさう云ふととは畢書の目

なかったならば︑必ずその時代の人によろこばれ︑名を後世

いが︑竹だと年盈笥が出て聴思ひもよらぬところから首を出

す︒古い竹かう段糞きってゆくと︑庭の面側は年糞かはって︑

的ではない︒要するに自適し自ら染むをもって足る︒．

といふのが︑そこの主人の木を植えざろの鱗であった︒私

ゆく︒

るもまた自ら是れ人生の一梁事であるが︑世にはこの楽みを

は敢えてその直似をしたわけではないが︑裏庭の畑の隅に員

といひ︑更に語をついで日く︑

得るものが甚だ稀であると︒余は晩年に至ってこの趣を知っ

竹を植え︑鶏舎のわきに矢竹を柚え︑玄開脇に四方竹を植え︑

蘇子美かつていふ心明窓浄凡︑筆硯紙墨︑皆極めて精良な

たが︑恨むらくは字鰐が工でなく︑古人の佳虎に到ることが

ＩＩ
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門の横に鳳風竹を植え︑垣根のところに寒竹を植えなどして
みよう︒

る︒里︿常の天才で︑三十歳前後でその皇が大成したが︑家が

鄭板橋は名を擬態字を克柔といった︒板橋はその焼であ

ところがいつとはなしに員竹は畑に向って侵入し︑矢竹は

置いた︒

鶏舎のわきから物置の方面にかけて蔓延し末り︑四方竹もま

彼の自記に

日責二百銭司以代二耕稼や賞救二困貧﹃託二名風雅↓兎下謁二営

貧乏で︑揚州にあって書を責って生計を立て上ゐた︒常時の

こしにか上って見ると︑その根がまたあちこちの木の根や石

途﹃乞中求官舎狸座有二清風﹃門無二車馬記とあり︑また詩あ

た床下にまでもひろがって来た︒さァ大鍵といふので掘りお
垣に壷でまつわってゐて除却作業が容易でない︒これに懲り

りて日く愈

鄭生三十無二一管壬豊レ書畢し剣皆不レ成・市模飲レ酒技二年少毛
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て私は四方竹と矢竹は根絶し︑員竹は一定の地域を限定して

その周園にコンクリートの壁と二尺幅位の溝をほって隔離し

と︒父を失って以後は︑家庭の負措が益堂重きを加へたが

経日華し鼓吹二竿堅毛今年父授遺書責︒剰巻窪編看不レ快︒

偶ま友人の補助を得て家政を整理することができた︒これよ

た︒鳳鳳竹は行儀がよく︑根を外に出さぬから心配はない︒

竹は風流なもので聯少し離れたところに竹簸でもあると︑

り閑を得て焦山に請書し︑時文を皇ぴ︑南北の各地に遊び︑

寒竹は細くて根の髭いものであるから素手でも抜くことがで

夏は涼しい風が竹林を通して吹いて来るし︑これを眺めてゐ

乾隆元年進士となった︒このとき彼は四十六歳であったが︑

皇遼讃し書請不し得︒

ると︑鄭板橋や︑魯得之などの書を見るような美しい趣があ

葵下荒涼告二絶薪毛門前剥啄来催し債︒鳴呼一歌号歌佃側︒

る︒家庭園謹でもやるには︑かくことのできぬ支柱ともな

僻して揚州にかへり︑書書を以て生活した︒

池嬬の知事となり︑その地に七八年を過し通その後また官を

きる︒・

る︒その他︑・垣根をつくるにも︑朝貌の手にもＤなくてはな

しかし頗る気慨に富んだ人であったから︑金持や大官の篇

らぬものであるが魁これを植ふるには庭を荒されぬ工夫がい
る︒私の老でば一番安全な方法は砥一定の地域を限って深さ

めには書かなかった︒唯が狗肉が好きで︑狗肉を烹て進むる

鄭板橋は詩書蓋三絶を以て糖せられ︑書は尤も蘭竹を得意

る︒︽娼

ものがあれば︑誰にでも害書をかいて酬いたといふことであ

三尺蹴厚さ一尺程度のコンクリートの壁を地下に設けて︑そ
の中に植えるのが一番よくはないかと思ふのであろ︒
一一一

竹について書いた序に砥書竹の名人鄭板橋について述べて
､

とし︑書は蒙隷の意ありて自ら一派を篇した︒幕末の女流書
鄭板橋の名謹が高くなるにつれて書霊の依頼者が門に接腫

糾纏とは受はしいとと︒除欠は懸け責りのことで金を後に取

の十分の一︑五銭は十分の五なれば即ち一雨の半分である︒

文中に斗方とあるば我国の色紙の加きもの通五銭の銭は雨

言ひまはしである︒

し︑健康によくないといふので拙公和尚は︑成べく少なく書

る意︒頼賑はアテにならぬこと︒任渠はサモアラバァレと読

家奥原晴湖の害は板橋を望んだものである︒

かせようと板橋にす上めて潤筆料をきめさせた︒その文句が

料も相営巨額にのぼったといふが︑手に随って散じ︑家は常

鄭板橋がこの潤規を書いたのは砥六十八歳のときで︑潤筆

む︒

大幅六両︒中幅四雨︒小幅二雨︒係幅・掛聯一雨︒扇子︒

なかノ︑面白い︒

凡ソ耀物︑．食物ヲ途ルハ総テ白銀ノ妙タルニ如カズ︒公ノ

斗方五銭︒

悔貧乏であったと仰へられてゐる︒︵完︶︹特別曾員︶

皿ＩｍＪ

︵二十一頁より︶！

金ル所未ダ必ズシモ弟ノ好ム所ニアラザル也︒現銀ヲ途し︑︿

則チ中心喜ど楽ミ︑書書皆佳ナリ︒濫物既一糾纏二馬ス・除
欠く頼賑卜篤ス・年老上祁倦ミ︑亦タ諸君子二陪シテ無益ノ

て浸み出した青い汁をさましてあせもの出来ている頭部でも

竹ヲ費ク竹ヲ買う銭ヨリモ多シｐ紙高サ六尺︒償三千︒任

す︒一同に十分間位も縫け一日二・三回試みます︒毎回其後

頚の廻りでもどこでも今へチャ等ヘチャと附けて器法を総けま

と青い汁が出て葉も萎びて来ます︒其中へ熱湯を三合位入れ

語言ヲ作スコト能ハザル也︒

ガゴトクナル今ヘシ︒乾隆己卯ｂ板橋鄭鍵︒

渠醤ヲ話シ︑交接ヲ論ズルモ︑只ダ常二秋風ノ耳逢ヲ過ダル

・三日も操返しますと大抵あせもの操疹の色が消えて乾燥し

は睡気のない湯で洗って拭いて置きませう︒こんなことを二

て来て全快いたします︒桃の葉の何といふ成分が有蚊なので

以上がその全文である︒凡そ贈物魁食物を途るは細て白銀
の妙たるに如かすとは言ひ得て頗る妙︒次に公の送るところ

あるかまだ文献では読んで居りませんが心だまされたと思っ

斯うして夏中は毎日汗を十分流して気持ちよく楽しく働く

未だ必ずしも弟の好むところにあらすといふもその通り︒次
して畳えず破顔一笑せしむるものがある︒最後に︑誉を話し

と同時に出た汗のために困ることは絶封ないやうこの一夏を

て赤ちやんに試みて見て下さい経験者は語ります︒

交接を論じてもそんなことは秋風が耳逢を過ぐる〃うなもの

過したいと念じて居ります︒︵七月土一日・共立女子大教授︶

に現銀を送れば則ち中心喜び楽み砥害書皆佳に至っては人を

だ︒一切まけることは相成らぬとあるなどもナカＪＩ面白い
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蘇州寒山寺の想出

佐藤物外

本誌五・六月龍︵第六六二龍︶に︑拙稿﹁杭州曾遊中の一
節﹂を登載せるところ︑倉員某氏から窪山寺の事を書けとの

抑も寒山寺の縁起は頗る古く通遠く千数百年前の創設に係

り︑数回火災に確り詩碑の外は悉く潰滅に蹄したもので︑最

初予が参った営時は全く荒屡して何もなかったが通明治四十

四年に時の江蘇巡撫某氏が重建したもので︑それが生憎にも

無風流の俗吏であった篇めに︑殺風景な建物にしたのは遺憾
千葛といふべきだ︒

門内本堂の左隅の鐘楼に吊られてある︒鐘銘は次の

として新たに鋳造して寄贈したのが︑現在のもので

に持って行かれたので︑先年伊藤博文公が其の代り

例の﹁﹁
夜夜
半半
鐘鐘
隻隻
到到
客客
船船
︲﹂
一と
とい
いふ
ふ覗
轍そ
その
の鐘
瞳は
は何
何時
群の頃
項か日本

上海から特急列車へ特別快車︶で二時間︑杭州

蘇州．

註文につき︑其
其績
績篇
篇と
とい
いふ
ふ意
意味
味で
で追
追憶
憶談
談を
を掲
掲げ
げる︒

と共に山水明端の古都で南支文化の中心地であ

如くである︒

内は部家櫛比し︑街路は頗る狭院なるゆゑ馬車

江蘇省中南京に次ぐ大都市で人口約五十菖︑城

来請余銘︑寒山有詩︑次韻以代銘︒

捜索甚力慰遂不能得︑乃縛新儒一鐘︑脊往懸之︑

中簿耳聞︑寺鐘韓入我邦︑今失所在︑川田寒川︑

姑蘇寒山寺︑歴劫火久︑唐時鐘詮︑室於張糖詩

姑蘇寒山寺鐘銘

り砥春秋の頃から開け始まり通例の有名な呉越

自動車を通ぜす砿専ら人力車及び輔子を用ひ︑

如蘇非異域︒有路偉鐘蕊︒．

鞍手のあった跡で︑惰朝から蘇州と呼ばれた︒

叉聴馬に乗って鈴の昔を立てながら︑右往左往

﹁月落烏暗﹂の詩碑はｂ最初は宋王郡公の筆に成ったもの

大工小林誠義
施主十寓檀那

一子爵杉重書

明治三十八年四月大日本候爵伊藤博文撰

法燈滅又明︒勿論奮衰跡︒

して喧喋する有様は純粋の支那気分を以て漆ぎ
蘇州に於ける名所奮蹟ば賞に蝦しいが︑日本に最も有名な

ってゐる︒

寒山寺があるので︑他のものは殆んど顧みられない︒之は唐
詩選中︑張総の七絶楓橋夜泊の﹁月落烏滞﹂が古来人口に謄
随一の代表的名所なるかの如くに吹鑑された鴬めであろう︒

炎されたのと︑我邦の豊校の教科書中にも寒山寺を以て支那

雪

〃
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−

が連減した篇︑明の文徴明が書いたが︑是亦火災の矯めに壌︑
り出されて保存されてある︒之れが大部分磨滅して全文の約

れて久しく土中に埋没したものが︑先年お寺の建築の際に堀
四分一だけ漸く請み得るのみである︒而して現在の碑は清朝
の末期︑光緒三十二年︵明治三十九年︶に愈曲園の書いたも
のである︒それは︑

月落烏晴霜満天︒江楓測火封愁眠︒

ま山寺︑蓄有文待詔所害︑唐張縫楓橋夜泊詩︑歳

︑︑︑︑

○停戦の解に相寄る開城へされどヌキ足サシ足にして

○石油といふお喪もちてイラン図一等鯉の封象にされ
︑︑︑︑

○めでタイのピプン首相よ海の脚捨てても拾ふ陸の祁あり

○威嚇して捲き上げつつも七首を抜かねば平和論者といふ国

Ｏアナタハンの七年はこれ天図か蹄れば悲Ｌ妻は再婚

や〆

○三鍵に十一人の住居さへ墜死者なくぱあはれと知られず

○頼まれぬ世と子を死出の道連れにすれば物言ふつれなかり人

、

ゴ

姑蘇城外寒川寺︒夜半銃媒到客船︒

久漫穂︑光緒丙午彼行亜於中︑新葺数擢篤余補書

︹昭和二十六年七月十日×筆者特別曾員爵陣︶

○やほよるづの刺は在せど霞験のあらたかなるは火に水に風

○あちらへの族にも嫌はれものはあり敗戦図の調印代表

○生産の過剰に格下げされんとす私は何んでせうヌイ新制大皐ｉ一

○初物を食って七十五日ほど生きんと老人は﹁老人の日︲一を待つ

︑︑︑

○チャタレーの夫人申さんデバ鐙にのぞかれてアタイ感も亥まなら
ず
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刻石︒愈樹︒
○一十六頁より︺

これは正試とはされていません︒一噺
との結婚式の床飾りには更に左右に﹁燈明皇﹂をおき︑飾り

物も一きわ目にたつ派手なものを用いた事もありましたが︑
した︒

だん／〜簡素で落ちつきのあるものを選ぶようになって来ま

○丙氏にｌ
良斗三費の哀斗のおき方は︑先きを左本を右にいたし妻す︒

これは祁棚にしめ縄をかけるのに先きを左にし咽本即ちない
始めの太い方を向って右にするのと相膳じております︒

t

いとかお父上様のは背が激しいが卸母上様のは乳房の下とか

云った風に︒これを心得て置けば自分のものでも人のもので

こんなえらそうな題を揺げて大風呂敷を擬げて見ても出る

等も背に汗のひどい人は大抵汗だけではなくて皮脂の分泌も

大きくするとか衿巾を狭くとかいたします︒日本服の寝巻き

汗と生活

も其要鮎さへよく洗へば残りの部分はザブ︑ザブと簡単に参

汗を雁へることもならす出た汗を消すのでもありません︒要・

ります︒堂た仕立も頚の周園に汗を出す人のは衿ぐりを少し

は家庭のメンバー達各食ご身鰐を損じないやうにまた無駄を

同じ場所が多いのですから着物の肩営を少し長くつけると大
鍵傷みが少なくて済みます︒

徳山敬子

しないやうに︑人様にも御迷惑を掛けぬやうにと念する老婆

肢の下の汗で白いブラウスやワイシャツに黄色の汚鮎の残

る方は脱ぐと同時に水で固く絞った手湯をその部分に表裏か

心からこの二つの開係を捕へて考へて見ました︒先づ細かい
所から一初めませう︒ゞ

ても汚鮎にはなりません︒これは錦紗の婦人服だの和服の簿

ら餅て極くたたくやうにして干しますと全鰐を毎日洗はなく

ものの袖口や膝小僧の後部等の局部的なものに雁用して大鍵

便利です︒水の中にアンモニア水をターフタラと落して手湯を

絞れば一入よいでせう︒燕ものは乾燥した布の間に挟んで水

気を吸取るやうにして乾かして下さい︒

食と汗汗の成分の一つとして聴気のあることは誰でも知

っています︒それで汗の分泌が激しい時は血液内の鯉が不足

しますからそれを袖ふために食物に相営量の聴分を調味料と

して配すること︒或はまた特に蝿の辛い副食物を加へること

守

衣と汗．︵ィ︶一恭汗を吸牧してくれる下着類やハンカチは

毎日脱いだらすぐに水に浸けます︒毎日のことですから日向
水でも結確ですが少しのソーダを入れて水が僅かにぬるつと
感じる程度のものなら筒結樺です︒

とにかく一時も早く水に浸けて置けば後で洗ふ時楽で汗が
簡単に取れ布地も傷められず砥とれこそ一撃三得でございま
す︒

干す時は紫外線の濃厚な朝の日光が一番よいのですから早
起きして十分利用しませう︒そうすると白いものは漂白され
て一層白くなり殺菌もされますし気持ちよくピンと乾きもい

分腐敗し易い食物を膜や砂糖のやうな防腐剤で防腐するとい

を忘れてはなりません︒この調味を濃くするということは夏

出る身篭の部位が異ります︒花子さんは袖口の富りから二の

ふ意味からも極めて自然のことでございます︒次に副食物＠

たします︑ここで再び一筆三得となります︒人に依って汗の
腕にかけて一番汗を出すとか次郎さんは頚の周園が一番ひど
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内で一般向きのするものとしては聯︵一︶佃煮類聴︵二︶梅干其

他の漬物類︑︵三︶蝋魚の干物等があります︒大畷動物性食品

は調味の上から蝿分を深山用ひない方が味が良く植物性のも

皮属の調節力の鈍った時起る現象ですから用心いたしませ

︵ｃ頭髪内の汗は仲上拭き取れませんので髪は夏時分なら

︾︵ノＯ

日も経つと頭の中に手指を入れて鯛つた後の指先の臭気は吾

四・五日置きに洗ひませう恥それでも髪を洗ってから二・三

をも子供の頃から面白がって喚いだことを受えています︒ど

のはこれと反封です︒そこで副食物にも照のからいものには

れは出た汗が頭髪の生えている地肌で腐敗したことを示しま

どうしても柿物性のものが多くなり勝ちです︒昔から御群常
のおかずに悔干・きやらぶき動蝿昆布・大根の味噌漬等盛ん

す︒これがもう二・三日も経過すると人込みＱハスや電車の

に川ひられています︑これは自然の要求から来た習慣だと存
じます︒

ドでいくらカモフラーヂして見ても其腐敗臭と人工香料との

混合した得も云へぬ嫌やな臭気は人様にお迷惑となります︒

中で拷様へ臭気を送る原因となります︒それを香水やポマー

自分の家庭のメンバーの一人が其やうであってはと気が操め

身鰐に出た汗の始末︵ィ︶どの部分に出た汗も出来るだけ
き縦けている最中はどうにもなりませんのでハンカチや手拭

ます︒それにしても近頃の若い男子の方でポマード等ですっ

早く洗ひ流してよく其後を拭くことは一芥よいでせうが︑働
を使ふととが習慣です︒その拭き取る時必ず皮膚を識コシ宗コシ

等は寒い時季なら格別注意が要ります︒同じ全身の護汗でも︑

あせもになります︒私は桃の葉を雨手で固く握った位の量に

これがあせも諜防の第一段です︒これを等閑にしますと直ぐ

手拭で拭いてやっては﹁あせ知らず﹂を振ってやりませう︒

年位から礎んに溌汗して来ます︒一日の内幾度も湯で絞った

赤坊と汗赤坊は生れた年はあまり汗が州ません︒然し翌

じます︒

だと昔の日本需時代のビンッケとを比較して一称の悲哀を感

では洗髪も随分手間と喪川のかかることでせうし大愛なこと

かりかためたやうな調髪をされている方を見受けますがあれ

とこするやうにしないで吸ひ取り紙に汗を吸ひ取らす気持ち
で押へ取ることが良いのです︒斯うしたことは子供の時から
生活の内に習慣として附けたいと存じます︒大切なお顔を雑
巾がけされてはたまりません︒それを重左知っていても習慣
のついていない自分は絡日畠に出て働いた翌日は顔が上リヒ
リ痛みます︒

︵ロ︶然し夜分寝床の中で謹汗した也後は柔かい乾いた手拭

山登り等してビッショリと汗を出し山頂で念に狸い風に吹か

封して瞳を茶匙で三つ位振りかけてよく榛みます︵十七頁０

で良く拭いて寝巻を換へませう︒勿論換へる寝巻や宝の温度

れて気持ち悪くなる等のこともあります︒これは溌汗に件ふ
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︑︑︑︑︑

夕涼みの
︑︑

人権の平等とか︑人権の箪軍とかいふ御時世

近所隣りのヤザン馬も齢り集２Ｌゐない︒所へ

折よくもパトロールの巡査が通りがかった︒

巡査ば恰も警棒を剣道試合の場合の行司の扇

に一膳添ってのものとして結構だと申し上げ
るの外はない︑併しこの人権の尊重から︑一︲ゴ

のやうに出して仲に割２﹂入り﹁アナタ達

明治はコラ︑大正はキミ︑今はアナタとい

マァマァ﹂と取り静めに出た︒所が﹁オイ．

いと思ふが︑感情家のお互同胞は︑どうも自

といって巡査君としては引込みもつかないの

い︒除計な手出しをするな︲一と一喝されたが︑

︑︑

分だけが大切にされるかに受坂２Ｌ︑直ぐと

であらう︒ドナラしつつも交番へと引張るこ

︑︑︑︑

葉の移り塗りである︒言葉の表現といふもの

甘へる傾がある︒識人から娘さん方が甘い言

︑︑

ーこが﹁アナタ︲一になったといふことば︑一

コーこのやうに躯く響かないからか︑このア

ふ鍵遷︑これは警官に封しての言葉鎧ひのそ
れであり︑明治は呼び捨て︑大正はクン今は

の個人を特に大切にするとかいふことではな

般が平等といふ立場から言ふので︑その人糞

が︑人に謝する心の態度からの表れであると

葉︑最大級の重重の言葉をかけられると︑鼻

とに努力してゐた︒今や優しい言葉をかける

︑︑

すれば︑これはよく時代そのものを有癖に物

を高くし︑男がコワクないばかりか︑寧ろ甘

︑︑

サンといふのは小畢校教師の子供に封する言

語２Ｌゐる︒尤も中には以上のものの逆をゆ

く見えたり︑一面馬鹿にさへするといふ︑さ

一の偉い方であり︑コワイ方であったが︑﹁河

︑︑︑

の子供なども︑明治時代だと︑先生は天下第

ンチャンに見下げられる始末である︒小畢生

︑︑︑︑

ンチャン達は︑一Ｉ貴様などの知ったこっちやな

くものもあって︑明治はサン︑大正はキミ︑

の方が﹁オイ・コラ﹂を食ひ︑平等ならでア

と︑正しく明治時代と主客が逆鱒して︑警官・

︑︑︑

今は呼び捨てといふのもある︑これは男と同

ぅしたものの考へになって︑今日黛軍され丁

︑︑

権になって一躍幾十倍と御出枇遊ぱした若い

寧な取扱ひを受けるといふと︑ともすれば他
る︒だとすると︑他人を麓童する心から出る

︑︑︑

ださん︲｜などと言はれると甘いお兄さんかお

もあったらうか︒サンマータイムだったから

透先達ってのことである︒夕方の七時頃で

なくなってゆくのである︒

先生の言ひつけなども大してコワイものでは

姉さんと何等塗る所がなく︑一向にコワクも

豆！﹂といった風である︒これは男性が明治

は何言ってるの！︲一﹁るり子つたらシケテル

勿論まだ明るかったが︑通りがかった某横丁

の下に人を作りもしない﹂といふ今日の考へ

榊は﹁人の上に人を作りもしないし︑又人

Lゴョノ

︑︑︑︑

女性方の言葉の塗移である︒明治時代は少く
のが一般の風習であった︑それが大正時代に

言葉も︑その結果は︑一向にその目的には添

人を馬鹿にしたり︑否少くとも鯨重しなくな

入ると︑女性の﹁キミ・ボク﹂といふのが大

はないといふものだ︒

とも﹁藤田さん︑多口さん﹂といふ風に言ふ

流行だったが︑今日は親しい中では︑﹁弓子！

時代にあっては友人間には呼び捨てが普通で

だ︑二十七︒八位かとおぽしい︑アロハのア

方にあって：．⁝︹尤もその神といふのは誰で

︲なく偉くもなくなって了って︑その甘へは︑

あったが︑その富時に今日の女性が漸く達し

ンチャンニ人が︑何か悪口雑言を放ちつつ坂

︑︑︑︑︑︑

て同権になった護擦として見ればそれも尤で

組んでゐた︒その一人は包丁を片手にしてゐ

あり︑何の神をいふかは知らないが︶天皇陛

あらシ７か︒

る︒夕食に引込んでゐる時間でもあるのか︑

かうしたことを思ふと︑どれもこれも基本

〆の命、

記

賭

下さへ禰から人間におなりになって︑図民に

面からは︑国家︑壮会の秩序を保つ上の︑基

これではやっぱり不平等に鍵りはない︒又一

て了ふ︑唯人間を物質と硯る悪平等観に迄人

本的人権以外の差別といふものを全く無脱し

優しい言葉をかけらるる今日は︑幽民の方が
大錘に甘へて鼻を高くして了ふ︒曾て連合園
網司令部に天皇陛下が穂司令官をお訪ねにな
︑︑︑︑

間をウヌポレさせることとなった︒かぅなる

行であり︑叉女と小人は蓋ひ難しなどと匙を

のためには︑種だとそれに封する心の上での

屋根︑柱は柱で異った差別があり︑その差別

差別といふものがなければならない︒どんな

る地位や働きで︑人からでなく自分の心で︑

に平等に取扱はれても︑各人は各人の置かれ

異った態度をと２﹂ゆくべきだ︒﹁俺だ２Ｌ動

物ではなく平等の人間だ﹂とい２﹂見ても２

である︒人間が吐曾の秩序を守るため法律と

それは常然でことさらに言ふ債値はないもの

いふものを作って︑或る所に線を引くとする

所が法にふれないといって見ても︑それは富

が︑その線の下にあ２Ｌ罪を犯したもの︑或

り前のことで︑殊更に何をか言はんやだ︒だ

。

った際など︑日本人の網司令部傭人達は︑普

元来人間は優しい言葉に甘へるといふや５で

と︑やさしい言葉も罪を作ったものである︒

さうである︒所がこれを見たマ最高司令官は

あっては︑ほんとうの自畳などは出来つこな

通着で︑さしたる敬薩もしないで御迎へした
﹁君達は何故潅服を来て来ないのだい︑自分

い︒誰だつたかの皮身な言葉に︑﹁婦人といふ

て︑甘へて浦足するものの営然落ちてゆく成

る﹂といふのがあったが︒これが甘やかされ

一たび結婚するや否や︑忽ちにして奴隷とな

ものは結婚前は女王の如くであるが︑それが

の園の君主を迎へるのではないか︑濯服で謹
んで稽を蓋してお迎へしたらよからう﹂と注
意されたさうである︒さすが鼻が高くなった
日本人の蹄人達も︑これには参ったといふこ
ったから︑何の命令が出ようが鼻の先きでヲ

とである︑と言ふのば︑日本人は皆平等にな

別に偉くなった課でもなく︑といって劣った

うに親切に︑丁寧に取扱はれるといふことは

人間が誰でも皆んな人間・杜曾から同じや

パチクリとさせて解せないがな了：とは恩ふ

いふことでしかない︑人間に間運ひはないの

課でもなく︑人間が人間として取扱はれると

ものだ︒︵老記者︶

コ﹂のやうなもので︑始末がわるい︒是非も
つと大人の心を以て︑人間が人間として親切
に取扱はれることをほんとうに身につけたい

聞いて爾後は気をつけたといふのである︒

なってゐたからである︒平等なのにと︑目を

となると︑何でも言ふことをきくといふ風に

郷げらるる所以でもある︒

日のかうした態度は︑甘やかされた︑﹁ダダッ

はその線以上に生れたものは︑法律の線の上
に居るものとは︑自らこれに封する心の態度
といふものは異２Ｌ来る︒かうした匠別を知
らないで︑親切にされると︑悪平等になった
り︑叉甘へて自ら偉くなって人を馬鹿にして
差別を自分からつけたりずるといふのは笑ふ
べきことだ︒どんなに催しくされても︑よく
ないことをした場合には之に封する警官はや
はり警官として濁すべきであり︑長上︑目上
はやはりそれでなくてはならぬ︒日本人の今

プととやって居るが︑﹁綿司令部の命により﹂

て何人も同じく取扱はれ一Ｌも︑それだけが人

だからこれは徴り前だ︒然し人間が人間とし

きの上で︑心掛けの上で︑といった種だの複

間の網てではなく︑その秩序の上で︑その働

雑な面で顔の異ふ如く︑土董は土肇︑屋根は

ものの︑すぐとそんな時は﹁ハイ﹂と素直に
﹁オイ・コラ﹂とやると︑人権が不平等かに
あるといふので︑﹁アナタ﹂となって平等にな

った筈なのに︑堂計らんや其の資は結果から

見て︑従来の主人が客よりも成り下り︑今度
は﹁オイ・コラ﹂を言はれる身分となった︒
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潅法問答
川島次郎

床飾りは︑床そのものが悌教に由来す
るように︑悌教︑殊に禅宗の影響を受け

ていることは︑文獄に明らかでありま
床は観音魁達磨心布袋などの繕をかけ

す︒﹁嬉尻﹂に

・りけり︒

中央の卓に香花を置も︑輝林の風裕な

叩氏からｌ普通床には書譲の軸を

︹問︺床飾りについて
掛け︑花器を始め色餐の物を置きます

園が出ています︒なお同書には︑夫だの

物について︐見取り圏がかいてあります

した︒

が︑ここでは︑物と位置とだけに止めま

瓶ｌ卓

乙氏からｌ私の地方では最近家庭

かけ︑鶴躯の燭豪︑香耀︑花瓶︵これ

座敷飾に貝の飾とて︑床に悌像の霊を

一

で結婚式をあげるものが︑ぽつノー出

と川ていますが︑﹁貞丈雑記﹂には︑一そ

て来ました︒あの形式的な︑所謂﹁祁

き︑押板に硯︑硯昇︑墨︑筆を置︑上

を三具足といふ︶などを卓にすへ置

さて床が本来悌書をかけ︑三具足など

か︒又遠い棚にはどういうものを飾る

が︑何かそれについて方式があり麦す

前結婚﹂にくらべて意味もあり︑費用

には喚鐘をかけ︑雨の柱に桃子︑鐘木

う委しくとの逢の消息を説明して

も街けますので︑よい事だと思います

をかくる事︑禅家の書院の鰐を壁ぴた

がその趣旨に合うように用意されてい

を供えるところだという鮎から︑すべて

ものですか︒

が︑この際︑三々九度の盃事を始め︑

る物也︒尊氏公は夢窓国師を師として

雅瓶ｌ卓

床飾りなど︑古からの習わしは︑出来

の飾りつけには床をつかい︑一家の慶弔

うだけのものでなく︑正月を始め︑節句

特のものでありまして︑座敷の装飾とい

さて今日︑床は日本座敷に見られる凋

す︒

た事は申すまでもありませんが︑これが

I‑"中上

禅法に蹄依し給ひしによりて︑座敷飾

し 軍 曹

るだけ保存したいと考えますので︑そ

合瓶嘉

も︑赫家をうつされし也︒京都将軍御

/へ/へ/ヘ

の床飾りについて簡軍に御教示を願

花

幾鐙遜して︑今日に至ったのでありま
代にも禰宗扉依によりて︑右の飾を用

ひられし也︑其頃より寺方の作法ど

います︒

丙氏からｌ新年に床に飾る礎斗三

も︑武家に移りたる事なり︒
叉﹁君嘉議左右帳記﹂には次のような

と述べてあります︒

費は︑どういう向きに置きますか︑先
きは右ですか︑左ですか︒

塁昌甲氏へＩ

●
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'
○

画

蹴合蕊

茶器
○

叩ⅡⅡ卦サンＱ封︺

盆ニス
花立ぺ

○印篭
○水瓶

一ｍ｜凧騨

ロー鋤刀

一川Ⅱ一︵料紙巻物︺

クジ入

−１−

１

鏡 ， ，

圃筒

姉

香 匙

ノ
レ

すが脳琵琶床︑蹴込床︑塗廻し床：⁝等

勝手と逆勝手があり霞すＩを考え霞

為多くの種類があり︑床脇も床との開係

ある外人が︑﹁日本人は︑どんな小さ
る︒誠に羨ましい事だ﹂と言ったそうで

で︑その形式が色交溌達し芯今日では百

な家にも︑床という美術館を設けてい
すが︑私たちは常にこの美術館を活用し

以上の種類になっています︒その上床

の材料も︑吟味されることは御承知の通

の床柱には珍らしい銘木を選び︑床権

とこかまち

たいものです︒

もちろん西洋間でも決して中心がな

ち︑大切な役割を果たしているわけです

日本座敷の装飾として重要な意味を持

こういう風に床︐床脇は︑それ自身︑

りであります︒

いわけではなく︑装飾がないわけでもあ

としめ壁には譜をかけ︑皿を吊し︑飾り

い棚板には彫刻品を飾ってと上を上座

から︑その装飾は︑この償仙を損じない

りません︒即ちマントルピースの美し

棚にには人形を並べ︑更に耳を楽しませ

ことは勿論︑進んで︑これによって床を

たいものであります︒それで﹁貞徳文

引きたて座敷を一そう美しいものにし

つけるというような事をいたします︒し

かし日本座敷には何といっても床がな

るために︐ピアノをおき︐ラジオを取り

くては恰好がつきません︒

：：：盆石︑石菖鉢：⁝・皆以︑置様︑番

御成座敷之事心先ｐ床は三幅一封掛物

集﹂にも既に

今でも精祁的の要素を多分に持っては

様御座候得共︑紹鴎己来︑墓々敷相博

それで床は本来宗教的のものであり︑
いますけれどもｂ装飾という面が特に高

輩無之候

れ︑床は︑一家の中心を表徴するものの

それで客を招くにも床の前に通すと

調され︑それが篇に︑その様式を始め魁

ないのでばありませんか︒

か上わる必要もなくやかましい方形も

とある通り︐掛物は別として︑外は除り

ツ五イ

か︑花をいけるのも︑茶をたてるのにも

用材等まで︐非常に護達したのでありま

ょうになっております︒

床を中心とし︑しかも四季折祥の掛軸を

す︒

ｌこれにも座敷との鯛係によって本

私たちは床と言えば︑まず所謂本床

かけ︑先耐の遺物とか︑記念品とか︑好
みの品とかを飾つで︑常に床を重く扱っ
ています︒

（25）

C
錨 開 香 香

○
○
シノ、

○

○

など︑すべて床の間を中心として行わ

○ 柱 喚

中央ば﹁礎斗三費﹂︑左右は﹁置烏﹂︑﹁置

に向かって左︶に供えます︒

︵床に向かって右︶︑海の幸︵鴎︶は右︵床

︲

床脇の置物等もその通りで︑床脇が︑

た物を︑左右に垂れるように敷き︑その

に︑奉書紙の裏を合わせて二枚重ねにし

﹁慶斗三責﹂は︑簡軍なのは︑三責の上

鯉﹂ｊ床の下︑床柱の前に﹁盃蔓﹂を置
しかしこれが次第に簡素化され︑一︲掛

さｃ土圭−９０

床脇として︑潤自の美を保ちながら︑床

物﹂にはめでたい掛物即ち松竹梅恥蓬

は礎斗包に包んで水引をかけたものを

上の中程に︑長炭斗を井くます︒長慶斗

全鰐を活かすように心逢棚の物一つに
いと思います︒

莱︑日の出耐鶴鶏︑高砂尉姥等の繕又

も︑その置き方にも心を配っていきた

乙氏へｌ

使います︒

はめでたい書の幅を用い︑﹁蓬莱蔓﹂は
豪華な物もありますが︑餅蓬莱といって

を盛り嘉輪に載せたものを︐据えます︒

ザ

結婚式が家庭で行わ飢るのは古来の
習わしで．一ｉ⁝⁝ｉＩ！⁝ｉｉｉ

には小さい餅をたくさん重ねますが︑大

三賓に白叉は紅白の丸餅を重ね通︵正式

そしてその長鹿斗の中央に︑士器に米

私も賛成で一；一Ｍ一津一

せたものをおきます︒

その手前には箸置墓に白木の柳箸を載

この礎斗三費は呪儀の場合︑最一初の饗

として︑めでたいとされている推子︵雄︶

山の物︑川の物︑野の物海の物等の代表

子盃や色直しの式には赤土器を用いた

さて﹁盃嘉﹂は三つ組の土器盃︵白︑親

に供えておくのです︒

のをいただくという意味で︑最一初に祁前

膳として進めるのですが︑祁に供えたも

や鯉︵同︶を供えるのですが︑これも唯は
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一子﹀

すが︑結婚一一口瓶一

餅を二つ重ねてもよく︑紅白の場合ば紅
葬函叶唖率心一岬一Ⅱ一︾□︾三

を上にします︶若松を立てたものを用い
ます︒

うです︒わが国でも矢張祁の前で夫婦

剥製や木彫彩色のもの︑叉は直綿や縮緬

次に﹁置烏﹂︑﹁置鯉﹂は︑帥に供える︑

の契をする︑端的に言えば︑祁様の思

︾儀
︾︾式
︾軸
⁝：
の
を一行
一一⁝・⁝；口⁝犀：⁝廻嘩．一口鈴

召でこの縁を結ぶというような考があ

に飾って置きます︒盃豪のぜいたくなの

になると﹁島墓﹂といって盃を中央にし︑

ものです︶を三賓に載せて︑床柱の手前

周園に鶴蕊や松竹梅等を飾り︑床の上に

いられたりします︒し・かしこれも更に簡

素な形に鍵り︑山の幸︑海の幸と穂して

置いたりしますが︒︹十九頁０

の造り物が代用され融鯉の代りに鯛が用

三面は諾冊二算の榊名の﹁掛軸﹂︑正面

なりましたｐこの場合山の幸︵米︶は左．

土器に米と願とを盛って供えるように

りまして︑床飾りもその趣旨で行われて

中央は﹁蓬莱蔓﹄︑その左右には﹁瓶子﹂

来たようです︒

︵正式は工器︑口に雌雄折紙の蝶︶︑前列

巳

弘道詩林
ワ

三好凌石選

○訪大原幽肇遺跡香城菅谷敏夫︵千葉︶

一

０ＯＯ○○○○○○００○○○○００○０００００Ｏ
○○○００ＯＯ００○○Ｏ

哲人心豊自幽玄︒遺跡文章巳百年︒晒室子今留玉案︒間庭依

０○○ＯＯＯＯ○０○○○

奮鑑秋泉︒廟成死後詮柴在︒位達生前積徳全︒八石山頭魂雰
藷︒遥看碧樹月室懸︒

０００○○００Ｏ

評日︒前聯富出資景︒後聯道出柴光︒一結薫嵩棲恰︒便有欽仰無限

○悼石井萱堂
︑Ｅ︑︑︑︑︑︑︑︑やＥ︑︑

○００○○ＯＯＯＯＯ

移山寺島慶︵千葉︶

鶴水高地七郎︵千葉︺
○００００○○００Ｏ

倫素脅家徳作隣︒慈言在耳亦傷肺︒ 遅齢八秩全天毒︒尭作泉
○○○○
蔓永住人︒

評日︒筆致温醇︒哀惜之情︒最深︒

○忙中有間
︑Ｅ︑ｈも︑︑︑︑︑︑︑︑︑

郊 居 多 歳 二 毛 斑 ︒ 膝 下 兇 孫 慰 老 顔 ︒ 誰識三醗讃書架︒忙中自
○○００
有此身間︒

評日︒措辞平淡︒輔結足以知作者之胸次︒

○展亡妻墓：畔水飯田雄耐︵茨城︶

物化何篤期後先︒由来稲幅是因縁︒回思四十齢年夢︒菖感難

︑い︑︑︑ｂ︑もむ︑︑︑℃︑Ｕ００○○○０００Ｏ

○００Ｏ
堪突墓前︒

評臼︒一結哀情纏綿︒不堪卒讃︒

○雨日漫興分韻得蒸菱峻寺田英一郎︵大阪︶

「
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之情︒

○繕島蓬莱間宮雄刷奈Ｕｌ
仙山標秒海雲中．翠壁丹崖奪化工︒鈴索徐揺天女廟︒鈴謹遥

︑︑︑︑︑℃︑︑︑︑︑︑︑︑０００○○○○００Ｏ

０００ＯＯ００○○００○０○○○○○℃︑℃ｂ︑．ｕ

︑︑︑︑ ℃ ︑ ︑ 乃

断楚王宮︒高楼一夢蒼涛潤︒老木千年夕照室︒巌角登臨遥縦
目︒瑞墓何鹿侍春風︒

評日︒三四一聯︒脚韻標紗︒篤得勝景如精︒一結自後聯高捜之句得
来︒而雁起筆之虚︒最有除情︒

︑︑︑︑︑ｂ︑℃︑︑℃︑℃︑︑︑︑Ｅ︑︑︑︑︑Ｄ

評日︒詩気清高︒風懐可想︒

掬・吟峨半日興堪乗︒

︑︑︑︑︑︑︑︑

子漁雲蒸︒四懲総雷添幽趣︒一楊総書億奮朋︒如此涼風誰可

青雁掲謡曲澗尭︒庭樹森森翠作層︒蓑紫陽花零雨滴︒隔黄梅

○述懐東耕石川藤作︵茨城︶

︑℃︑︑○Ｏ○００００○○○○○○Ｏ︑℃＄︑︑︑

端然新髪一閑人︒放送徐聞世界新︒頓有天公憐我老︒寒郷享

︑︑︑︑咽︑︑︑︑︑︑︑℃︑○ＯＯ○○００○○Ｏ
０○○Ｏ
毒保斯身︒

ｌ

評日︒間浴︒膳知此老得仙訣︒

Ｉ

L

1

○呈粂坂市兵衛氏恵斎兼坂重︵千葉︺
茶業精勤数十年︒斬新製法着先鞭︒知君興産偉功在や噴噴名

︑︑︑︑︑︑︑︑︑恥︑︑︑℃０○○○○００００Ｏ
○００Ｏ
婆世己偉︒

評日︒頚徳之言︒極平常句︒而得祁韻最難︒此詩立意温雅︒常想見

粂坂翁之徳風︒山

○来客椿翁菅野三郎治︵福島︺
︑＄も心込︑℃︑︑︑︑︑︑℃０○．○○○Ｏ○①○Ｏ

庭樹蒼蒼夏己深︒︒北窓尭凡試間吟︒欣然偶有迎佳客︒話奮談

○次霞軒翁見贈毒詞落韻以酬千鳥波多良介︵新潟︶

紙魚生活請書人︒一酔一吟秋叉春︒．頑健欣迎還暦毒︒山川草

○○○○○○○○○○○○○００００○○００００○
○○○Ｏ
木是嘉賓︒

評白︒結句浦新︒此老胸中自有物外之想︒

○賀索藤翁七十七毒夏村田中和三郎︵千葉︶

も℃︑︾︑心︑︑︑︑︑︑℃旭︑ＯＯＯＯ００００○○

村政多年治績場︒名門今日見齢光︒躯齢七十又加七︒朋友児
○００Ｏ
孫献毒嶋︒

評日普節清亮︒頚毒之詞︒常要下筆沈著如此︒

○七夕書懐︑濯山箕輪直︵茨城︺

玉露金風七夕天︒家家所幅罵雲茎︒︑世途除勝銀河陰︒休読双

○００００○○００○○○○ＯＯ００○○ＯＯ００Ｏ

○００Ｏ
星一宿縁︒

評日︒七夕遺事︒頗極風流︒三四自是風人之旨︒

○騨雨有隣菅谷徳次郎︵宇都宮︶

００００○○００○０００○○○○００○○００○○

陰雲俄捲一謹雷︒白雨敵窓暮景催︒爽気満天駆暑去胸．清風匝
地途涼来︒

評日︒韻致爽然︒自畳蔑僻之涼︒

○祁馬野馬追祭

演名博綱︵禰島︶
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０００Ｏ
新見素心︒

○ＯＯ００○○００Ｏ

松堂中津一麗水︹山梨︶

評日︒浦浴︒三四論語所謂不亦桑乎之意︒溢干言外︒

○賀鵜野霞軒翁七秩
○００○○００００○○００Ｏ

鶴算今蹟七秩年︒稜稜風骨似祁仙︒ 霞 翁 豊 鐸 身 増 健 ︒ 徳 業 猶
○○００
期百書杢︒
評白︒雅健可諏︒

○賀波多良介翁還暦毒霞軒鵜野秀春︵千葉︶

０○○Ｏ令

︑︑︑℃︑︑︑︑︑や︑︑︑︑０○○００００００○

事乗和漢是詩人︒鶴算今開六十春︒笑若莱衣先献毒︒環茎置
○○○Ｏ
酒含佳賓︒
評白︒一家清頑︒罵得平穏︒

ー

』

己

雲雀原頭翠雲長ｐ連天草色何荘荘︒三両神輿登本陣︒祝史奉

００００○○００００○○○○００ＯＯ００００ＯＯ
０００○○○○００○○００○０００００００００Ｏ
祷天梁張︒狼火忽揚群騎動︒四蹄争雄奮騰嬢︒想見元蝿奮競

戯や雄姿逸態生輝光︒

○ＯＯ００ＯＯＯ
評白︒菩節錨錘︒豪懐可想︒余未見馬追祭︒一讃使人叫快哉者︒

○悼奥忠彦先生如雲慶野庄作︹茨城︶
︑︑︑︑︑ｂ︑︑︑︑︑ももｂＯ○○○○ＯＯ○○Ｏ
ｑ

詞林従畢五経年︒訓育功成志欲至︒俄有先生計昔至︒諾然室

○００Ｏ
讃奮詩篇︒
評臼︒二一言従畢先生︒三四悼先生易蓋︒極痛惜驚椀之致︒

○悼奥無養翁凌石三好寛
青翁門下一良材︒駒格清高凌上台︒誘披詞林鞭後輩︒

○Ｏ

参同詠職檀奇才︒嵯君養病難醤得︒顧我選詩終託来︒

●︒

昨夜計一音俄到乎︒西窓月落杜鴎哀︒
︲︒

弘道歌園

割田斧二選

獅壇場︒壇常作掴︒信乎枯束︒乎束常作手束︒

○前読正誤

秀逸

こ上ろつ左

○東京都園若菜

大方は我が子愛するその情亡き夫にそ上ぐひとりなる身は

／︵亡き夫感ふと上るのあはれさ︑又美しき貞節なり︶

わらべ

○遠隔の嫁女より小包を送られて病島螺演名博綱

心せきて包ほどけり老ひの身のこの嬉しさは童にも似る

○述懐東京都中村徐風

︵ほ上ゑましき老ひの身の喜び︑純にしてよし︶

母の日を迎へて老いし妻思ふ母と呼ぶ子の今になくして

○埼玉螺石川奈︑美子

かにありてよし︶

︹子なき老妻へのあはれをやる︑母の日を迎へての日自然に出づる

佳作

早苗とりすましてかへる夕暮に蜜追ひけり子らの士毒に

○折にふれて千葉螺兼坂秀嶺

○禰島螺菅野三郎治

花と咲き紅葉と散らん世の常を常なき世とは人の呪へる

かへりみて恥づくきことの多きかな教へ子の代のさまを見つＬは

○松江市平井常清

．○述懐禰島牒湯田久詳

よる波も儲るとはせでさまよへり風こ上ちよき夏の涜べは

ほぎ年を重ねてなほも老ひの身の不死薬尋めし古人組ほゆ

○望月君村長となる軍山梨螺中津麗水

○加藤潔君を悼みて新潟聯波多艮介

望月の照らすが如く今日よりは村や明るくなりもゆかなむ

§○奥忠彦先生を悼みて千葉螺鵜野︒秀春

池の遅に咲きて匂へる藤波の花とともにもちりし君はや

数為の教へ残して現世を祁さりませる翁ぞこひしき

(層'29 1

？○北海に子を送りて宇都宮市↑菅谷徳臆
降りしきる雨を胃して行く我子よつ上がなかれとた堂斬るのみ

あと

○秋田市樫田洋子

雨止まで暮れゆく庭に沈丁花咲きしづもれり匂ひ顧ちつＬ

梅雨の雲さＬえて高し杉並樹
衣替へて結納の使待ちにけり
夏祭子等の相撲にひと日暮る
投網打つ人のありけり夏の月

幅烏吾山

刺奈川寂光

東京徐風

千葉茂・穂

吟行の青葉の騨に集りぬ

朝露の道の夏草刈りす且む
若葉かげ祁り絶えたる古洞

頑島桃花房

○高木老師に贈る千葉螺金杉茂穂

少しづ一些隣りに配る新茶かな
豪雨やみて見廻りにけり我が青田

繭寅りて蚊帳請戻し吊る床に安らぎて寝る頑是なき子等

一生を村に捧げし老大人の徳の香かほる千代のいしぶみ

○埼玉螺小名木・狂辰

野天風呂に浸りて仰ぐ天の川一

子馬翁山路

○友を悼む新潟螺波多松二

天の宮に何いそぎけむ人の世の五十路にみたぬあたらこの君

松江形堂

（30）

天の川沖に灯れる釣小舟

湖を蔽ひ鐸ゆる雲の峰

埼玉白

行水をすまして雲の月仰ぐ

糠雨に切りて戻りぬ杜若

山梨松堂

九月二十日限

旭束子

埼玉奈美子

埼玉狂辰

雨岸の若葉より出る渡舟かな
橋越して寺領に入るや豆木立

繕ひし蚊帳をつり得て安緒かな

薫風や平和の村の家まばら

とく起きて感謝の蚊帳を鐘みけり
○

変の穂の熟れたる畑を刈り急ぐ

梅雨の月密造部落照しけり

◇課題天の川雑詠一人十句

艶やかに蕃茄熟れし夕日かな

水

○曾祁五十年祭秋田市妹尾馬之助

去りまして五十年趣れど世の道を今も照すか大人の訓へは

富山越路

幸水椿吾越

○那須殺生石割田斧二

旭東子選

暑き日を気にたちて臭気胸苦し飛べる崎蛤のここには見えぬ

弘道俳壇

烏山
京

秀逸◇雑詠
花葵咲き極まりて暮れんとす
梅雨の街喪章の図旗掲げけり

員赤なるグーフヂオラスや朝の？ハス

短夜の雨を聞きつ上寝入りけり
書寝畳昆虫さま入︑の羽香揮つ

佳作◇雑詠

今日も亦梅干す母の健かに

同東同一編富

F

本含棄報
１１１
△興氏逝去弘道詩林の選者として多年壷力
頂きし無謹奥忠彦氏は蛎気の所六月十日逝去
享年八十有三歳︑哀悼︑十三日告別式畢行︒
として活躍され︑今日漢詩界の長老なり︒

本曾より弔意を表せり︒夙に日本銀行の局長

△新川支曾の芳志富山螺新川支曾に於ては
る・御芳情を感謝す︒

氏は︑七月二十九日心筋愛性症にて東大沖内

くを非常に楽しみとせられ︑十七日午後も愛

后陛下様は︑かねてより︑地方産業情況を聴

一日青山祭場にて告別式畢行︑哀悼︑博士は

員六○名が整列して拝謁を待ちきってゐた︒

所の芝生には︑皇太后大夫の指示に従ひ︑園

に崩御あらせられた︒これよりさき︑大宮御

診を受けられたのであったが︑四時十分︑途

あげ︑ほどなく︑飯能町出身の山川侍爵の拝

らとあって︑女官四人が御居間におつれ︐申し

お出ましにならうとしたとき︑気分が悪いか

るため︑おん身支度を経へさせられ︑まさに

知螺西尾町の勤努奉仕関の方々にお含ひにな

科にて療養中途に逝去︑享年六十八歳︒八月
民法の権威者であり︑胤浦なる人桁者として
知られし人であった︒

△結城氏逝去特別含員︑元本含財務監督結
城豊太郎氏は︑八月一日心筋症にて逝去︒享
年七十四歳︒八月六日築地本願寺にて告別式
として︑牡含教化梁院等に誰力せられし所多

少色

畢行︑氏は財界の重鎮にて本含にも財務監督
大なるものあり︑謹んで哀悼す︒

係りは喪を溌せず︑﹃また︑次ぎに﹄と悲痛な

●

堀田倉長哀悼の意を表し︑金五百脚を寄附さ

△小杉氏芳志東京都倉員小杉ヨネ子氏は本

で︑事情を知った︑圃員は︑引返して涙を垂

︑

或る年︑御所に茶摘みに行くと︑陛下は私

出も多い︒

わたくし︑武平︑皇太后様について︑思ひ

れて拝脆したといふ︒

気持で︑整列を解いた︒婦途︑ラヂオの放送
○豊岡麦倉報告

△堀田酋長追悼慰霊祭六月二十三日︑百日
五

曾に金参拾側を寄附さる・御芳情遊感謝す︒

祭富日を以て︑漉谷瞳東郷祁祇式場に午後六

五月二十七日︑二八七回常曾︑二鴫

時半︒群雲館に開く︒撤葉︑微風にそよぎて

時より故堀田倉長追悼慰頚祭を御遺族の出席
を得て翠行︑祭典の後︑追憶談に入り︑夕食

に御下問である︒﹃あなたの家は︑いつごろか

﹃皇太后陛下を悼み奉る﹄繁田武平氏謹話

ら茶の事業を？︒﹄﹃私は繁田家の十七代目で

爽かなり︒

ありまして︑曾祁父浦該が︑嘉永年間︵百年

△編想委員倉七月二十三日若漢曾館にて十

﹃皇室御料茶謹製の御用命を拝して廿四年︑

を共にして八時半散含せり︒

月特輯雛の件にて編韓委員衝を開き︑大杉︑

も遣ってゐますが︑もつと早く︑二百年前の

前︶江戸で︑自園の茶を販賓したといふ記録

新潟︑栃木雨県の奉仕園八十名とともに︑八

かと想ひます︒﹄﹃狭山茶の産額は？︒﹄﹃年産

恒保︵七代前︶の頃から茶樹の栽培があつだ

ことしは去る二十四日午前四時︑狭山乙女十

時から三時まで摘芽︑即日繁田園製茶場にて

五名をつれ自動車で出護︑赤阪御苑茶園に︑

て本曾潅法研究委員倉を開き︑其の後の経過

謹製した︒側近の方から︑洩れ承ると︑皇太

△懲法委員雷七月三十日︑徳川委員長邸に
報告と今後の封策につき協議せり︒

勝部︑割田の三氏出席協議せり︒

１
１
△穂積氏逝去特別曾員︑法肇博士穂積重撞

〔31〕

一

静岡には茶摘唄といのがあり交すが︑狭山

三十葛貫︒﹄﹃茶についての唄でもあって？︒﹄

男氏は兄童禰証の矯め奔走する立場から︑其

ととて︑熱心に意見を陳べられ︑又平沢四子

昇三雨師は︑現に牡含事業に活動せらるるこ

拶︑本年度の溌定事項︑課算の提出あって承

た︒

に封し稀毒の覗詞及び裡徴の祇品料を呈し

りあげた︒陛下は︑身を揺すって﹃ホホ﹄とほ

てエー目になァ参だアー﹄と︑妙一音澄護

場天龍寺は有名な輝剰︑堂宇の壮大︑庭園の

は初めてであったが︑常地は景勝の地︑又含

頗る盛含を極めたり︒本有の郊外にその開催

野︑寺田︑東山の諸氏麦を意見を述言へられ︑

熊野︑石倉新奮市長︑︑青山支曾長︑正井原

など語り合ひ五時欺を壷して散念した出席者

に封する希望︑世遡人心に封する含員の畳悟

卓

には茶造り唄だけで⁝︒﹄﹃それを蕊かせて︒﹄

の方面についての責朕を詳細に述べらるる所

て閉曾︒

認︑前年度の決算報告後意見希望の交換あっ

ほえまれ︑頗る御浦足の様子に拝せられた︒

清楚︑我々同人こ入に半日の清遊を試みた課

二力︑豊島成宜︑岡崎信之︑西尾繁正︑佐

雨顧問︑佐々木茂丸︑長谷川亮一︑佐々木

それから愈々縄曾︑青山支曾長の開曾の挨

絶鐙絶命である︒私は同行の茶師に耳打ちし

を克服す今へしと弘通主義に生きることを︑宮

あり︑萩原易治氏は心の力即弱行賞践は総て

私は︑この時ほど﹁幽民のおぱあさま﹂とい

である︒荒天のため出席者少く十除人︑五時

令

へるしイー茶摘参は鰯へｌるウ．矯腫眺め

た︒茶師は遠慮曾緯もあらぱこそ﹁お茶は了

ふ感を深くしたことはない︒崩御の報に︑私

半八島師の御好意を謝し︑散含せり︒同師は
因に富地田植殆んど終る︒更に此の町は東

堅き信念を以て努力するこれあるのみであ

本は︑国際的に民族的に進展し︑一園となり

歩みも時と共に解決するであらう︒将来の日

郎︑岡谷徳一の九氏の追悼首を催し︑西尾龍

吉田行精︑平野無壷︑深津精一郎︑森津益太

田鶴之助︑森本昇︑渡部啓次郎︑鋳谷忠識︑

に開いた︒まづ過去一年間に物故せられた矢

六月十七日午後一時から市内黒田町龍雲寺

は︑図分寺吐に見られると同一の巴瓦が出土

溌掘された東令子村小谷田谷津池の同既から

贋瀬︑高萩村女影姥田等かあったが︑今春︑

り︑支含長邸群雲館に開く︒三輪先生は鳥居

︑

六月十七日︒二八八回常含︒一時四五分ょ

○豊岡支雪報告

であった︒

藤登︑瀧川亮︑酒井津子︑平井常清の諸氏

は︑

それから懇親命に移り本含の将来︑松江市

みて哀悼申上げる︒﹄

は註となり︑夢のやうに想へてならない︒謹

北パルプ曾職の所在地にて︑目下盛んなる援︽

少年審判所保護士として毒力さる︒

昭和二十六年六月十七日午後二時︑第百七

○秋田支酋報告

十三同支曾例含を市内新屋天龍寺に開催せ

張工事中なり︒

る︒云々と︒それより茶話首に移り︑面山臆

Ｌた︒瓦には武蔵二十一郡の字がそれぞれ記

Ｏ弘道曾松江支曾

り︒定刻本曾要領の朗讃あり︑次で西田近太

太郎氏は日本再武装に方り︑国際的に我々の

雲寺住職の讃輝︑含員の焼香があった︒

郎先生の講話を拝聴せり︑世界の動き︑人の

畳悟こそは︑資に心の武装あるのみであるこ

琴次いで原顧問︑上田幹事︑伊藤曾員の三氏

﹃入間郡について﹄三輪善之助先生

﹃入間郡下に溌見された瓦窯鉦は︑水富村上

識

龍裁博士に師事さる︒

とを痛感す今へきであると︒又塑谷租光︑八島

（32）

であり︑本誹はその十数冊川の新刊でありま

す︒例により諜者の信念による肺称逝徳の姑

れて︑之に開辿をもたサーての化宅を鼓吹され︑

揚︑食生活の改善︑衣服の改神を常に考臓さ

せて日本人の住宅を老ふくきかといふ松本か

又仰統と惟界と時代との開係を如何に洲和さ

ら之を説き︑焚際上設計様式の数々を示して︑

かれてゐるのです︒

肌剛祁雄の一助にとの熱怖に燃えて本排を襟

き︑何としても一稀後れて居ることがあって︑

敗戦日本も食と衣は︑どうやら敗職剛なり
に︑否衣服などは或はその分以上にさえ復興
されて来ましたが︑住の方は峨災地に兄ると

奈く刷って居ることですが︑例へバラックで
も︑それは側民の羅済と比例しての地のです
から致し方ありませんが︑何とか各伽の力な
りに復興させねばなりますまいが︑それには
川じ余をかけるなら︑どんな家を︑どういふ
工瓜をして︑どう辻てるか︑これが憧側に︑
本詳は住宅設計の椛威者が尤も合理的に︑尤
も仰統を雌かした改善を主に諺尤も礎く︑尤
も美的に爽快に住める家を︑いとも庇際に︑
親味になって丁翠に︑親切に教へてくれる川
に稀な一審だと恩ひます︑殊に岐後の将粁の
随想一筋を読んでも︑修養の一稗ともなるこ
とです︑心ある人々に是非抑一液を御願ひし
たい本だと恩ひます︒定価金川両側〒金参拾
五脚︑溌行所束氷都千代川価抑川錦町一ノ九

誠丈蛾新光吐︶

︑︐ノ

／ｒ匙

⑨Ｊ

の﹄●

金日牛ロ
一金五百Ｍ也︵寄附︶

日本弘逝含富山際新川支禽
一金三拾叫也︵寄附︶

東京都小杉ヨネ子

○含加西村泊翁先生五十年
忌法要

●

明治三十五年八月十八日︑命加西村先

生が七十五歳を以て逝去せられてより

一

Ｊ

弘道賓慣一冊金参拾圃也

をとること︒含貝には雑誌弘通を無料配布

Ｏ編輯後記
○一ヶ年以上に亙った朝鮮の動乱も︑脚辿取︒
共熊取咽粁の間に停職の交渉が始まるといふ
ので︑雑職祁六年︑何となく肌るい期待をも
って︑この八月詮迎へる︑その上に︑対日誹
和も今度こそ噂を越えて︑九月川日にサンフ

する外に赫々の特典あり︑規則書は郵券八

割田斧二

東京都千代田歴西刺剛二ノー

振替口座東京里云番
日本出版協祷存員芥雅Ｅ二目茜

認誕廻日本弘通含一

東京都千代田腿西祁川ニノーー

印刷所︿東京豊ｅ共立社印刷所

東京都千代川腿利川抑保町三ノ十

印刷人春山治部左術門

東京都千代川随抑川祁保町三ノ十

発行乗
編輯人

昭和二十六年八月一日発行

本含細韓祁へ御相談を乞ふ︒

○本誌庶侮の件については︑

側封入の方に透付す︒

一ヶ年含我余百戴拾側を排込み入念の手続

弘通命入念手続

ランシスコで調印といふことが仰えられる
し︑剛内ではパージが大帆に解除さる今へく準
備されてゐると云ふ風で︑とりあへずの暗誤
の大きなものの幾何かが次点と蹄れて来ると
いふので︑将々剛民は夏の附暑や︑夏枯れの

愚痴もさることながら︑何んとなくハシャィ
｜で参りました︒お盆と正月を一緒に迎へると
いった感がなくもありません︒新しい日本と
いふ赤ちゃんは︑望むらくは平和な畷塊の巾

一れると鯉ひます︒

○本雛は古川砿川の論文を妬め︑昨鵬川迦に
つき河野岬士︑農村間他の山崎先生のもの︑
随見︑随兼として佐藤︑藤倣︑徳山の諸先生
のものと︑可成り釧夏の蕪持を織り込んで細
岬致しました︒サンマータイムの夕拝の催い
時川を︑一ｎの努伽に汗詮流して︑後の維崇
での一杯の術凍荊たるお役を必ずや果してく

初兄をまうけたやうな蕪捗で：．⁝︒

苦とせず努めたいものです︒恰も新蛎夫婦の

でナットクのゆく誰和によってウプ聾を翠ぐ
本年は五十年目に相営致しますので︑
群月命日の来る八川十八日︵土︶午後三 一峰葎唾畦録活雑醗雑硫畔垂雌諦や一渥録庖奉抄

時より文京随駒込林町養源寺に於て五
十年忌法要並に記念識淡倉を畢行し柳
か霊を慰めると共に︑史めて偉大なる人
格を追慕敬仰することと致します︒

○講演新らしい時代の道徳問題と
西村茂樹先生

睡喉噴率海後宗臣氏

●

