耽術Ⅱ即家族

で衝突がある課です︒

られないで︑側然に必然的に祇含が鷲くべく庇がって椎雑になって
来たのに過ひつかず︑兎もするムその心持はその荊時のま上で︑此
の祉含に虚するといった所が可成り多いのです︑そしてや上押し披
げて見ても︑やつと個人的に何かの開係のある他人とか︑或は同業
者とか︑同じ職場何志といった直接利寄を打つ川柄へといった所で
す︒だから常に耽含に︑異った老へが同居するので岡浦にゆかない

はある筈で︑血縁の一家から︑近所隣同業︑利害を同じくする者へ

ですから我々は血縁闘係の一家といふ老へを︑今は牡含は大家族
の一家といふ瓜に心を切換へる言へきです︒そして証含の誰も彼も夫
姉親兄弟であり︑親類縁故者であるとして︑人と人との開係の遊を
たてるより外ありますまい︒そこには素より私的には心の上に濃淡

更には幽家︑仙界と及ぶべきですが︑公けの人と人との闘係の通を
たてるには︑少くとも血縁︑維故開係を超越して平等に祇命一般に

った︑人情は仙人︑血縁︑特別間係への川然の情であるが︑義理は

及ぶべきが今後の我令の心掛けでありませう︒昔は義皿と人精とい

他人即ち祇曾一般への通でありました︒︵尤も封建時代は義刈も特殊

淵係を出なかったが︺そして公けな義理は私的な慌を殺しても峡か
れぬといふのが武士泣徳であったのです︒そして世間知らず︑或は

︵知己庵︺

ない鯛め︑共存共莱の祇含に柵となることを老へたいと恩ひます︒

の代り優勝劣敗︑人川はなまじか情をもって永久に古巣が忘れられ

も︑一人前になると平等の赤の他人となるから祇含は無班だが︑そ

へなければならぬことＬなったのです︒烏や獣は愛によって育って

あるべく︑そのためには私の怖は減する所に人と人の開係の逆を考

た課ですが︑今日の大義は卿り忠孝ではなく︑砥含︑脳家の大義で

一脈蕊塁賊馴騨職需謹灘理鴎澱へ

古代の私達人川は︑一家の生活が︑個人杢部の生活であり︑又耽
含蝿家の釜生活であり︑仙界の生活であった筈です︑といふのは︑
隣近所といふものも少く︑又生熊も浦費も一家の碓祇だけで側船内
足できたからです︒かうした時代では︑少くとも人と人との間の人
間の遊といふものは︑奈く親と子︑兄弟の開係だけのもので︑それ
だけに迩川すればよかったといへ寅せう︒所が段々と人川が殖えて
来ると︑近所降りといふものも出来て来るし︑仕事の上で︑或は人
間の祇交性といった面から︑段々と近所隣りへ交渉が出来て来る︒
だが都市といった所は別だが︑地方にあっては︑依然︑給胤足の生
活である限り︑その家族が大きくなっては来たものの︑なほ一家族
の生柄で事は足りたのです︒
ところが︑更に段奄と人川が多．くなり︑又交抽が蕊達して近仙に
なると︑他人・他の家族との交渉が多くなって来るし︑殊に産業の
進歩焚韮で仕躯が被雑になり分業的になって来ると︑今や一家族の
生活の偽めの仕躯といふものは︑単に我が家の川畑を耕したり︑我
が家業を一家の春だけでしてゐたのでは︑生活が出来ないから︑他
の人々の家業と密接に入変り︑他のあらゆる仙人や家族の人遼との
関係が︑まるで従昔の一家の者だけの開係のやうにさへなって来ま
す︒乃季ワ今日では血縁などを超越して賦含が一つの家といった大家
族になって了ひました︒他人の家業に雇はれ合って仕事をする︒同
僚は多くなる︑そして我が家業以外の生活のための必要品は他人の
家業の生床仙でお工に袖ひ合はねばならぬからです︒
祉の中かかうなって来ますと︑古代のやうに人と人Ｌ﹂の側係の通・
といふものは︑親子とか︑夫婦とか︑兄弟︑或は親戚や知己といっ
たものだけではどうにもなりませんで︑他人との共同作業︑共岡生
活となるのです︒それが偽めに今日は吐命といふ老へがこ入に大き
く意義を以て来た誰です︒とこ一わだ私通の心持は︑牲古の血縁の

家族とた親戚とか︑縁故開係︑或は同郷︑同業といふ程度を抜け
1'

牡含道徳の振興

吉田
ヒヒ恥
舎側小

我が国民は祇含道徳に峡けて居るといふことば随分久しい

前から識者に叫ばれて来た︒それにも拘らず今日にありても
なほ同様の非難の蝉は絶えない︒これは我が国民性に蹄因す
るもので救済の道のないものであらうか︒

我が国民の道徳性に開しては正反封の意見が外園人の間に
も行はれて居る︒筆者が嘗て本誌にも紹介したやうに︑古く
我が図に渡来せる外国人の中には︑我が閣民は非常に懲俵の
正しいことを稲讃して居る︒然るに或る外園人は我が剛民は
魁儀を解せ赤無作法を平気で居る野鐙人の如く評して居る︒
徳川時代までに渡来せる外人は多く前者に馬し︑明治以後︑

特に海外に渡航せる日本人に接近して居る外国人の間に後者
に鴎するものが多いやうである︒是には其の外人が接鯛せる
日本人の牡含暦と教養の相違とに原因するやうに恩はれるが
日本園民そのものが必ずしも道徳性に峡けて居るとは恩はれ
ない︒否︑我が国民は本来は道徳性に於いて優れて居たこと
を示すものと言ふくきであらう︒牡含道徳に開して低級なる
所以は我が国民は近代的牡含獅念に峡くる所がある篇めであ
って︑其の蹄因する所は我が園に於ける牡含組織と牡含観念
とに非近代的のものが残存するが矯めである︒

杜曾道徳は杜舎生活に開する慣値意識の表現である︒杜含

生活とは幾多の個人の集閏生活に外ならないが︑其の椛迭形

式は一様でない︒奮来の日本壮含は所謂家族主義的で︑近税

規範は血縁的秩序を基本とする差別主義である︒親疎遠近の

開係を中心とする共同畷である︒従って其の間に於ける慨値

情義を主として個人と佃人との平等開係を従馬硯する︒甚だ

しきに至っては尊族の矯めに佃人を犠牲にすることが股も慨

値ある行篤と評価された︒然るに近代的吐含概念は個人と個

人とを封等のものとなし︑佃変人の自由と平等とを牡含の基

本と見倣すのである︒故に枇含生活に於ける憤値規範即ち祇
ものがある︒

脅道徳に閲する棚念は忠孝道徳とは全く其の性格を異にする

西洋人とても生れ乍らにして杜含道徳を先天的に所持して

忠孝の道徳槻念を賦典せられ．て居るのではないのと同様であ

居るのではない︒とれ恰も我が国民とても生れながらにして

る︒是等は共に先天的慨値意識が後天的に精祁的環境と吐含

的生活訓練とに構って嬬養せられるのである︒西洋の公園な

どを散歩してる際にも幼少なる児童は︑公園内の草花を採り

たがったり︑鳥類などに悪戯を篇たがつたりするととは吾人

の屡変目撃する所であるが︑同伴者は常にこれを戒しめこれ

を制止するのである︒か上る生活訓練が幼児に杜禽道徳を培

養するのである︒換言すれば消極的には他人に迷惑を懸けず

積極的にはｌ時としては自己の利益を犠牲としてもｌ他の人
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人の幸幅を助長する債値規範を鰐得せしむるととが腫倉道徳
を振興するのである︒これ近代的職含概念の普及徹底に蹄因

ろ︒

明治維新以後の我が国是には近代的腫含観念は十分に取り

産まれたるものであることは史賞の護明する所である︒西洋
にありても希臓羅馬時代には未だ近代的人格概念は溌達せ

元来人格とか佃人とかの自畳は人類文化護達の結果として

し得なかったの蚕ある︒血縁又は地縁の親近者に封しては潅

れたるが故に我が国民生活の中に未だ近代的就含概念が淫透

代的賦倉観念は其の基調となって居る︒けれども是等は蓄来

容れられて居た︒西洋より輸入せられたる思想・文物にも近

す︑文謹復興に淵源する壮含革命の産物なのである︒然るに

を考慮することが乏しく︑他人の人格そのものを尊重するこ

儀を厚くし義理を重ん赤るが杜含一般の人糞の利益と感情と

せざるを得ない︒

我が圃民ばか上る祉含革命に遭遇しなかった鴬めに此の方面

戦後に於ける思想界並に教育界の傾向は此の鮎に於いて時

を矯正することが吐禽道徳振興の前提でなければならぬ︒

との倫理的慣値は理解せらる上に至らなかった︒かかる弊風

の偉統との融和を峡き︑往凌にして相容れざるものと考へら

の道徳観念は護達しなかったのである︒

然らば︑忠孝道徳と杜舎道徳とは相容れざるものであらう

弊の救漕を目的として居るが如き外槻を呈して居る︒壮禽に

か︒如何にも忠孝の教には君臣父子の如き血縁的杜含的尊卑
の観念が主となって居る黙に於いては個人の平等を基本とす

重することこそが杜含構成の基本係件なのである︒自己の自

個人が他の個人を尊重し︑自己の自由と共に他人の自由を尊

直の吐含は単なる仙人の自由のみに依っては成立しない︒各

の思潮は近代的壮含的観念に合致するものである︒けれども

於ける民主糞義運動や生徒の自由と個性とを尊重する新教育

る近代的壮含観念とは大に趣きを異にするものがある︒けれ
ども我が老を老として人の老に及ぺとは古くより教へられる
所であり︑道は忠恕のみとは儒教の説く所である︒幸は徳の
本にして教の因って生水る所と説き︑治園平天下の根源とな
す所以のものは︑親子一の間の同情同感の至情を度く国家杜含

に描大せんとするものであって︑か上る忠孝道徳には近代的

である︒祇含観念の根本は他の人格を尊重することにある︒

個人主義的自由なるものは牡含観念の培養に妨害となるもの

て寧しる牡舎を破壊するものである︒か瓦る観念よりすれば

由のみを主張して他の自由を顧みざるは反祇含的行動であっ

が︑同類意識の至純至厚なるものは親子の情なのである︒要

娩近切りに自由と放縦との睡別が高調せられ︑肇校教育に於

ａ

壮含観念は自ら包容せらる上ものである︒米国の牡含畢者ギ

するに素朴的忠孝道徳を昇華して高次の合理的忠孝道徳にま

デインクスは同類意識の擬大を以て赦倉進歩の基準となした

で護達せしむるととは杜舎道徳の振興の必要候件なのであ

ワゴ

︑Ｉゾ

〆Ｉ匙

て最も慶黄すべき現象と言はねばならぬ︒

ける賎の問題が胎頭し来れることは征含道徳振興の上よりし

国民の杜含道徳を振興せんが篇めには︑家庭侭於いても単

って︑猫立日本の再現を迎へることｌなった︒これはわれわ

今や︑日本園民は過去六ヶ年の主権室内時代に維止符を打

斌含道徳

惑を顧みざるが如き行動を禁止せねばならぬ︒親がその子を

深作安文

甘やかして︑他人の迷惑となるが如き行動を獣硯するが如

る︒この際︑われノーＩの老ふくきことは︑杜含道徳の振興で

れが文化日本建設に本腰を入れるべき大切な世代の始めであ

校に於いても︑他人の人格を尊重する風習を作興し他人の迷

き︑教師は生徒間に他の生徒の人格を無肌するが如き言動を

なければならぬ︒何となれば︑そ虹の不振は直に日本固民の

自主性の弧化が切りに要請せられるやうであるが︑これが偏

とを悟らねばならぬ︒これが篇めには近代的杜曾概念の本質

放瞳するが如きは皆反吐倉道徳的性格を禰養する所以なるこ

には先づ健全な吐含が準備せられるべきである︒自主性の温

文化水準の低劣を意味するからである︒識和後の日本には︑

正しき家族主義的道徳は正しき牡禽概念と矛盾するもので

床は賞際︑健全な杜含であるからである︒そして祇含を健一全

を明確にし︑道徳概念の合理化が必要なのである︒

ないことは筆者の確信する所である︒両者の融合とそは最も

杜含には個人の心と異る猫自の心がある︒これを表現する

高次の道徳なのである︒雨者の矛盾するが如く見ゆるば素朴

にいるノーの名稲がある︒例へぱ︑杜含精祁︑杜曾意志の如

ある︒

興の不可峡係件である︒産業の合理化とか︑生活の科畢化と

き図民緒祁︑国民意識の如き︑或は時代精測︑時代思潮の如

ならしめる快くまじき原動力は︑いふまでもなく壮含道徳で

かは︑吾人の常に耳にする所であるが︑緒祁生活の科畢化︑

に依るものである︒故に我が国民の知性の啓塘が吐含迩徳振

道徳意識の合馴化といふととが殆んど顧慮せられて居ないか

の個人の心の集結の所産であり︑融合の成果であって︑一雄

き即ち是れである︒この杜含の心は︑共通目的を有する数多

的家族主義と合理的家族主義とを厘別せざる道徳思想の混濁

に恩はれる︒新日本建設の上に最も遺憾とすべきである︒道

の権威を有し︑個人の心のこれを軽んじ︑これに背かうとす

徳問題の研究が特に我が因に必要なる所以も亦此に存するの
である︒︵二六︑八︑ご︵顧問・文畢博士︺

〆

る場合には︑これを抑腰する力がある︒かの時代精祁なり︑

時代思潮なりが︑個人精祁︑個人意識に向って︑少ならぬ勢
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C

の心の内容として存し︑而かも客観性を具へて個人の心を支

祇禽といふ一佃の杢鵠を︑的とする普汎的粘神である︒佃人・

立つる数多の個人の心に於いて現はれる全鶴的精祁である︒

力を輝ふととのあるのば周知の通りである︒これは杜含を組

力の弧きとと︑殆んど意料の外にある場合がある︒欧洲聯合

人数の心を燃鋳して︑一旦︑杜含の心を打出する時は︑その

を淋しく閉ぢたのである︒然るところ︑共通目的を有する多

且つセント︒ヘレナの孤島に︑その本能的野望に満ちた生涯

ポレオンの大軍を打倒したことを恩ふくきである︒われノー

園といふナポレオン反抗の大なる牡含の心は︑英国の傑物ウ

×××××

は杜含道徳に開する限り︑これが主鵠たる牡舎人を見詰めな

配するものである︒︑別に言へぱ︑我中の非我である︒この枇

さらば︑杜含は共通目的を有する衆佃人の統一篭であって︑

ェリントンを細帥として︑ウオータールーの一準で︑能くナ

統一以前に存せぬ全篭的精祁を創造し︑これに層するものに

から出稜するものであるからである︒

ければならぬ︒何となれば︑該道徳は一に杜舎人の義務意識

含の心の普汎性は︑あらゆる杜舎人の共通分母である︒

臨むのである︒かの﹁三人寄れば文殊の智慧﹂といふ諺を繰

磨上げられた吐愈人には孤高と主我とは見られない︒とれ

×××××

やうに︑佃人の心を措いて杜含の心は存せぬ︒而かも個人本

のものたらしめるからである︒彼は壮含のもろノー〜の害悪に

彼はその自我を壮含大に振張して︑それと杜愈とを一僻不二

返して味ふくきである︒あたかも個人を措いて吐含の存せぬ

の客湖的内容が杜含の心を形造るのである︒この意味に於い

其の吐倉性が吐含をこしらへる中核となるやうに︑・仙人の心

共存等を以て︑庇倉入たるもの上貴とい倫理的理念と心得︑

たる求庇家たるに於てをやである︒彼は公明︑正義︑沖愛︑

る︒杜含はこれを組立つる衆佃人の心の中に︑そのスタート

杜曾の健全︑同胞の安泰は全く己れの杜含的義務の遂行に成

封して︑冷淡なる傍槻者たるものでない︒まして︑不平満堂

を切るのである︒アリストテレースが︑﹁人類はその本性から

立つと信じて︑心酬常に腫含を念とするのである︒されば杜

て︑吐含なるものはそれ人〜の個人の自我の外にあるのでは

杜含的動物である﹂と断じたのは頁である︒各個人はその馬

含人にあっては︑己が善とするところは︑そのま上で祇含の

なくて︑自我の中にあるのである︒この心が吐愈の資鰐であ﹃

する杜含の心を意識的にわがものとして︑一初めて枇含人とな

善であり︑己が生命はまた︑その吏土で杜含の生命であり︑

己が脈博はまたノ︑︑そのま型で杜含の脈跡である︒どれが

●

仙人の力には限界がある︒従ってその維験にもまたおのづ

杜含人の員姿である︒牡舎人はこれを園家人に比べると︑そ

るのである︒

と限界がある︒一代の英雄ナポレオンの偉才を以てして︑筒
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ひ

れ︑間接まれ．その間逢に何等かの影響を及ぼさぬ筈はない

は己れ布くも杜含の一人たる以上は︑その祇禽といふ一個の

として︑何虚までも己が負ふべき責任を忘れない︒これとい

全僻の部分である︒ついては己が一畢手︑一投足は︑直接ま

肺含人の迩徳の一は牡含奉仕である︒これは往為にして自

ふは︑彼は結局︑杜曾の一人としての己が意義︑偵仙ないし

の心棒はより大衆的であり︑その脱野はより炭汎である︒図

己犠牲にまで昇華することは︑いばゆる志士仁人の直面川を

威厳は︑α他除の人糞のそれ等と和開的のものであることを知

際人はこれを一種の吐禽人とも見られる︒

れのクライマックスである︒彼は小さき主観を借みなく揚棄

捕へれば明かである︒かの﹁身を殺して以て仁を成す﹂はそ

されたことの如き︑樫花の季節の上野公園が看客の心なき業

維戦後︑公開せられる新宿御苑が︑僅かの間に裏なしに荒

り識してゐるからであ︸る︒

これ彼が牡含とその生命の長久を等しうする所以である︒さ

して︑己が一全人格を畢げて揮然︑祇曾の中に溶込むのである︒

れば︑杜舎人は他除の吐含各員と共に︑封等の権利を以て杜

一部の同胞の杜曾道徳の進度いかんを物語るものである︒彼

には︑杜含は自我の中にはなくて秒それの外にあるのである︒

等は︑連帯責任感の持合せが︑殆んど底いやうである︒彼等

の鰯に︑毎年うづ高い塵芥の山を築くが如き︑いづれもわが

機構を弱め︑これに反して︑一人にても吐曾的弧者があれば

含をこしらへ︑封等の義務を以て牡含を支へて行くのである︒ｒ

それだけ牡含の弧味を坤すものと思惟し︑富あれば富を以て

名園を同演して少しも己が良心の答めを受けないのである︒

篤に随時︑随虚に撞頭し来る衝動に獅弄せられて︑巾緒ある

彼はたとひ一人にても杜舎的弱者があれば︑それだけ牡曾の

単術あれば畢術を以て︑謹術あれば謹術を以て︑宗教︑道義

結局︑彼等は無名性︵アノニミティー︶の捕虜である︒己れが何

あれば宗教︑道義を以て︑牡含奉仕に出づるのである︒この

庭の誰なるかは何人も知る筈がない︒己れは今︑どのやうな

任を果すを忘れて︑却って︑もるノ︑の反杜愈的行動に出る

て︑隣く一般同胞に向って︑時代の念聴に封雁すべき心

︵こ畢校は勿論︑公民餅その他︑相営の教化機関に於い

進んで︑筆考は杜含道徳振興案を略述する︒

×××××

き行動に川るのである︒

ことを潟すも︑全く勝手であるとなして︑さま人︑の思慮な

場合︑遊食者は寄生虫に婆へられ︑怠富者は添賊に比べられ

×××××

ることがある︒

吐含人の倫理的態度の一は︑連帯責任の重税である︒元来

のは小ならぬ矛盾である︒矛盾はおしなべて合理的生活の和

己れは耽含の雄成要素の一員でありながらへその祉含的責

魁である︒と上に連帯責任感の徹底が要請せられる︒壮愈人

︻●
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生の賃践に移す感激を典へたいのである︒

理念を明にし︑その得たる知識︑信念は︑これを己が平

意味を説き︑人格︑椛利︑義務等より︑自由︑平等の二

棒より始めて︑吐含︑吐含人︑杜舎奉仕︑連帯責任等の

の感恩報徳の念を新にすべきである︒善は善を生み︑美

催して︑その盛徳を謎美し︑その遺業を捻討して︑各自

して法要を管み︑若くは記念事業を起し︑或は講演倉を

永遠の感謝に値ひする︒よろしくこれ等先達の忌辰を卜

は︑卒先して好模範を公衆に向って示すべきである︒さ

である︒ついては︑荷くも吐含動向の指導層にあるもの

かれ︑示唆力を有する事は︑杜含本来の性格に基づくの

道徳を教へる校舎である︒筆者は嘗て紐育の電車内で︑

いるノーの交通機開である︒この場合︑交通機開は杜曾

へ五︶われ／Ｉが平生︑小規模の牡倉生活を遂げる場所は

は美を生むは︑吐禽の定法であるからである︒

れば︑指導者その人の非遠に至っては︑法の厳正な裁断

ぱ︑新聞を讃む時は成るべく小さく折って︑左右の客に

精霊を使って乗客に数だの注意を促がすのを見た︒例へ

へ二︶一公衆注覗の封象たるもの上行ふ善も悪も︑多かれ少

を必要とする︒これまた一種の垂範である︒﹁白衣と汚黒

迷惑をかけぬやうにし︑雨天の時は片足を他の足に亜ね

︵三︶信賞は必罰と並んで篤政の原則である︒また︑小善

にすることの如き︑即ち是れである︒我が図で汽車︑電

ないで︑中央の通路を往復するものＬ妨害とならぬやう

とは相容れない︒﹂

の中に大善の溌芽を見ることも少くない︒かやうな見地

この度︑識和催約調印の使命を帯びて︑桑港に赴いた人為

から︑大事は諭なく︑たとひ小事であっても︑杜曾善の

の鞄の中には︑ヨチヶット集﹂が這入ってゐたといはれろ︒

れノ＼は今後︑この称の事責に留意したいものである︒

へぱ・安全鮪の施設に営るもの︑毎朝や街頭の清掃にい

これはいかにも結織なことであって︑わが国民が虞の国際人

車に見る﹁禁畑﹂の掲示は︑多くは有名雌賞である︒わ

そしむもの︑田舎道︑登山道等の指導標を立つるもの比

となるのはこれからである︒上述の通り︑国際人は一種の杜

賞行者は︑何等かの形式でこれを表彰すべきである︒例

た上へて︑愛媛螺の一少女を表彰せられたのは︑確に優

類︑即ち是れである︒先頃︑現首相が﹁壮含の光明︲一と
ぐれたヒットである︒

︵四︶古人︑今人の別なく︑賦含のもろノ︑の面に於いて

菖難を排し︑一身を掘って︑物的に︑心的に︑一利を興

ならぬ︒︵二六︑九︑一○︺︵特別含員・文筆輝士︶

舎人である︒我が園が無係件降伏といふ前古末曾有の苦杯を
拝めさせられた主因は︑一の意味に於いて︑わが国民が函際
人と呼ぶ牡舎人でなかった黙にある︒速に国際人たるべきわ
れノ＼は︑国際的覗黙からもまた︑杜含的道徳をながめねば
し︑一害を除いて︑郷土を築上げた人共は︑われノ︑の
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内面的自由と祇含道徳

心を正しうしょうとする者は先ずその意を誠にする︒その意

その身を修めようとする者は先ずその心を正しうする︒その

を誠にしようとする者は先ずその知に致る︑その知に致るに

は物を格すに在る︒物格しくして后に知致る・知至って后に意

まる︒身修まって后に家脊う︒家脅って后に園治まる︒園治

誠である︒意誠にして后に心正しい◎心正しくして后に身修

石坂養平
漢肇が我国に入ってから千五百除年になるが︑それが儒教

まって后に天下平かである︒天子より庶人に至るまで︑一切

として鮫も隆盛を極めたのはいふまでもなく徳川幕府時代で
あった︒幕府は政治の川具として儒教を奨働したから︑武士

﹁脅える﹂﹁修める﹂﹁正しくする﹂というように他動詞にな

っており︑後半では﹁正しい﹂﹁修まる﹂﹁商う﹂﹁治まる﹂と

皆な身を修めることを本とする︒﹂とある︒前半では﹁治める﹂

いうようにすべて自動詞になっており︑修身商家治闘平天下

階級の間に儒教思想は浸潤した︒明治時代になっては西洋と
く根を張っていた儒教的な支那思想をゆす熱るに至らなかっ

の原因結果の開係がよく昭かにされているのみなら赤耐﹁以

の交通が開けて新らしい思想が押し寄せて来たけれども︑深

代から妓近に至るまで依然として●つ回いた︒

し修レ身篤レ本﹂ということが昭かにされている︒この本とは物

た︒この怖況は︑年齢暦によって差はあるけれども︑大正時

に木末ありという時の本だ︒しかしわれわれは右の引用句が

であるとされていながら︑脅家のためであり︑治国のためで

儒教の附加として支那の思想文化を支配した孔子の教は己

あり︑干天下のためであることを示しているのである︒修身

を修め人を治めることを目的とした︒有徳の君子は儒家の理

る﹂と説かれている︒﹁己を修める﹂とか﹁明徳を明かにする﹂

めていないのである︒いい換えると︑支那牡含を中心として

ばならない︒この循環論法的であるということは︑修身が本

とかいう言葉だけを卒然として兄たときには︑人間を人間と

護展した政治的道徳的思想は︑人間を一個潤立の人格として

極めて巧妙な循環論法になっていることを太に注幌しなけれ

してみがき上げることを︑玉総的に取上げているように一腰細
われるけれども︑必ホしもそうではない︒﹁大望﹂の少し先き

想的人物であった︒亦た孔子の書であるかどうかは議論の除

の方をみると︑﹁古の明徳を天下に明かにしようとする者は先

人間開係をのみ把握しているのである︒支那の小説や詩文に

把握せず︑いつでも親子として君臣としての人間︑そういう

地はあるが︑﹁大単﹄には︐﹁大単の道は明徳を明かにするに在

ずその園を治める︒その図を治めようとする者は先ずその家

〆

の︑それ自らの絶掛慣値︑修身の修身としての存在理由を認

を癖える︒その家を瀞えようとする者は先ずその身孝一修める︒
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は男女の情海の匿いものが出ており︑人間を人間性そのもの
として取扱っているものが稔かに多い︒しかし少くとも孔子
の流を汲んだ儒教精祁は人間を自由な個性として︑猫立絶封
の人格として取り出していない︒つまり本来の意味における
﹁人間﹂を溌見することが出来なかったのだＱ
西洋においても﹁人間﹂の渡見は︑そう古いことではない︒

﹁文謹復興期の文化は世界の護兄の上になお一つの一層偉大

る︒﹂ということが︑ブルク・ハル卜著﹁伊太利文塾復興期の文

な貢献を加える︑即ち彼等は初めて人間なるものをその至僻
的な完全な内容において護見し︑これを世に示したのであ

のだという諜解と慢心が︑一部の心なき人々の間に生じ︑そ

のことが因となって吐禽道徳上のいるノ︑左混飢を引き起し

たし︑現に起している︒
グ

自由を獲た︑自由を典えられたということは︑人間最高の

淑喜である︒と同時に︑それを獲︑それを典えられた人間は

を守るに必要なひとつの方術である︒相集って吐曾を作って

自ら自由を守らなければならない︒杜禽道徳は︑人間が自由

いる人間が︑自ら杜含道徳を守らないならば︑他人の自曲を

侵すことになり︑他人が祇曾道徳を守って呉れないならば︑

ば︑自山は︑直に自由を守りうる知性と意志と情操を備えて

自己の自由が侵されることに底る︒．とれを別の槻鮎からいえ

いる人間がこれを雄た時に︑自他共に正しくその自由を享受

化﹂第四篇に税かしているが︑これをそのまま信じたところ
で︑第十六世紀以前に遡るもの声はなかろう︒しかし︑西洋

資格が必要だということになる︒自由を使いこなしえない人

できるということになる︒すなわち︑自由人には自由人たる

カント︑ヘーゲルの出現︑近世史を色どるフランス革命の勃

においては第十八世紀に至り︑フランスのルソー︑ドイツの

護があり︑自由を尊び個性の伸長を求める人間尊重の思想は

の自由を侵し︑自らの自由をも汚すような行動を波山する︒

間に封して突然自由が典えられるならば︑必ず他人並に集圏

著しく懐頭した︒またアメリカにおいても英本圃から猫立の
自由を求めて凋立戦争を戦い︑南北戦争によって固家的統一

ていろ﹄〜なことが翠げられるけれども︑まだ自由人たる資

維戦後における我が園の壮禽道徳の混飢には︑その原因とし

の問題に常面して以来︑陣統を知らぬ新大陸特有の個性中心

であるように思われる︒そうだからといって︑私は自由の輿

格のない人間が︑自由を典えられたことも︑有力な一の原因

を完成し︑リンカーンの奴隷解放運動に刺戟されて人間尊重
の思想は伸長し個人の禰祇優先の風潮が嫌になった︒

新憲法によってわれわれのあらゆる自由は保誘された︒こ

っきり分るものでない︒既に輿えられたからには︑われわれ

ち合わせていない︒典える適営な時期を狙ってもなかノ︑は

え方が早過ぎたなどと非難しようとする考えは︑毛ほど持
ういう掛謹によって︑これからは何でも悲意にやってもいい

〔8〕

を創出することのできる℃できないは︑その人が博い知性︑

折角自由を輿えられながら︑それだけで満足して︑内面的

は力を協わせて自他の自由侵犯を最少限度に喰いとめ︑時日

自由を把持していなければ︑頁に自由になれたとはいえない．

堅固な意志︑豊かな怖操をもっているかいないかに係ってい

思うに自由には二種がある︒一つは人間が外部からの拘束

のみならず︑なまじいに︑外部からの拘束がとれたと妄信し

の経過を待って︑一日も早く︑亦た一人でも多く貝の自由人

を受けないことで︑消極的外面的自由と云っていい︒他の一

て勝手な振舞をしたり平気で他人に迷惑をかけたりするとと

ることだ︒

つは人間が自らの法則に従うことで︑職種的内面的胤山と云

がないでもない︒現にそういう傾向が見える︒先般私の家の

を作り出したい︒

っていい︒新憲法によって典えられた自山は︑主として外面

数日後また倒された︒草苅り来た青年たちが面白半分に︑気

︑︑︑︑︑

的消極的自山に相営するものだ︒外面的自由といえども︑典

墓所の石塔が殆ど皆倒されていたので︑建て世したところ︑

とうの自由は内面的秋極的向山でなければならない︒この自

過渡期的現象として止むを得ないことであろうけれども︑誠

晴らしにやったものらしい︒この和の︑反杜含的悪徳行篇は

ることは川来ない︑が︑その代りに︑自由把持者が碓かり春

し︑意志をつよくもち︑情操をゆたかにして︑自ら守るべき

人でも多くなるより良策はない︒われわれは︑知性をひろく

ているといわれる︒杜含道徳を高めるには︑貝の自由人が一
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︑えられたということは︑人間の大きい激ぴあるけれども︑ほん

由は︑人間それ自身心中にあるもので︑知性・意志・情操の

である場合には︑富貴︑威武︑如何なる力をもってしても︑

日本人は祇曾迩徳の面において特に他国人に比しておくれ

に歎わしいことである︒

如何によって伸長させることが出来るが︑時として縮少して

了ったり︑悪くすると︑消失さえしたりするのだ︒人間それ

これを奪うことはできない︒この場合︑大切なことは︑人間

り︑かねて祇含道徳を高揚する方途だと伝する︒︵完︶

内面的法則を創川しようではないか︒これが直に自山人とな

自身の原因動機によって動くのだから︑決して外部から典え

の従うべき法則は︑これを自ら創造しなければならないとい

︵特別含貝︶

うことである︒自ら創造した法則が正しい立派なものである
ならば︑それは自ら道徳の概念と合致し︑善良な吐含的行億
やエチケットは進んでこれを履行するだろうし︑反封に︑他
人や園艦の迷惑になるような行露や固緬卑俗な風習はこれを
拒否するに勇敢となるだろう︒しかして︑正しい立派な法則

〆

家族道徳と祇含道徳
﹄県巨些

そうして︑一初めの中はまじめで禁欲的であった人だも︑のち

には剃那的な享楽にひかれるようになっていった︒公共心は

次第に衰えて︑国民全鰐のことよりも︑自分自身のこと︑わ

となり︑自己保存欲にとらわれて︑自分以外の人を押しのけ

が家族のこと︑わが国鰐のこと︑を守り支えるだけで蒲一杯

今次大戦中︑わたくしは爆難下の東京をはなれ赤に︑帝都

て図民の道徳は損はれていったのである︑とバウムガルテン

るところの排他性が弧く現れるようになった︒そのようにし

もとより戦争において人為はさまざまの美徳を護擁する︒勇

さんでゆくのが︑いやおうなしに覗い知られるの・であった︒

中におけるわれわれ日本人の道徳状況にきわめてよく似てい

この前大戦中におけるドイツ国民の道徳状況は︑今次大戦

は分析している︒

気・献身︒自己犠牲︒協力︒国結・不惜身命⁝⁝かぞえきれ

の義務を正直に守り︑配給の食糧のみに甘んじて柴養失調と

ると︑わたくしには思われる︒もとより日本人の中には国民

他面において戦争が人倫を荒慶させることは︑たとえば第一

った︒しかし大部分の日本人は︑戦時生活の中で良心の苦痛

がきわめて因難であったのである︒

を感じることなしには自己を支え自らの家族を保護すること

なって倒れていったような︑模範的な正しい人もあるにはあ

ウムガルテン﹃戦争の道徳的反省﹄︵金子武蔵課︶において明

いわゆる正直者が馬鹿をみるという現象が見えはじめた︒軍

われだした︒戦時利得者とそうでない者との分裂がはじまり

が長びくにつれ︑ようやく園民の間に疲労因鱗と弛緩があら

こぞって献金し︑労働者も農民もよく働いた︒けれども戦争

を守ろうとしたわが勇士を争って救助し︑一軒の農家にかつ

負傷して落下傘で着陸した︒近所の人糞は︑その勇敢に国土

が方の戦闘機が墜落してきた︒その塔乗員が火だるまになり

浦和の在あたりに敵機Ｂ羽と勇敢に戦って討ち藩とされた我

戦時中わたくしの聞いた話にこういう事があった︒何でも

一一

人と文官とが封立し︑陸軍と海軍とが封立し︑都市の住民と

ぎ込んで介抱に営つた︒これを聞きつたえた近隣の人糞は︑

志気はあがり︑国民はすべて毒忠報国の至誠に燃え︑金持は

らかに知ることができる︒戦争の初期においてドイツ国民の

次大戦の時のドイツの固情を倫理的立場から分析したＯ・バ

遊い美るわしい行篤が賞現されることも事賞である︒が叉︑

あるが︑戦局のうつりゆくにつれて人心もまた目にみえてす

の焼亡してゆくありさまを目のあたりこの眼でみていたので

部

農民とが封立する︑といった傾向が次第に頴著になってきた︒

一

、
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勝

要な品であって︑弾薬の不足のために常時の戦局は日に非と

かった︑というのである︒綿は火薬を作るのにどうしても必

川すべき除分な綿など無い︑といってついぞ出そうとはしな

されていたのであるが︑その附近の人交は︑誰一人として供

に．隣組の回随板でもって︑古綿の供出ということを脳れ渡

ということであった︒ところで︑この事件の起るシイ数日前

天性を褒揮して︑涙ぐましいばかりに美わしい光景であった

て蒲図を何組もかつぎこむやら︑まことに怖の厚い日本人心

競って薬を持ちよるやら︑自分の蒲国に是非寝てくれといっ

のもつ園民性が情的であるけれども理智的に劣ることを示

和の在方におけるわが戦闘機勇士の墜落事件は︑日本の民衆

ようとせずに︑至って冷淡無頓著である場合が多い︒この浦

来事に封しては︑これを推理的に把えてその亜大さを判断し

封してはカツとなって興奮するが︑目にみえない速い所の出

本人はとかく直情的・感性的であって︑眼前に現れた事件に

戦局からいえばヨリ大事な問題だったのである︒けれども日

う︑海の彼方の前線における戦闘の方が︑その営時の日本の

のことをいえば︑目前に落ちてきた一兵士よりも︑本土の向

一︼一

す︑一つの例護ではないかと思う︒

家の中では統腿好きで清潔で︑座敷にも廊下にも庭にも︑

〆

なり︑一弾でも多く︑という前線からの救いを求むる藍に答

右のわれわれの固民性の長短の問題は同時に︑国民道徳の

えるために︑閏民の協力を仰いでいたのである．所が供出に
だす綿はない︑といい乍ら︑眼前に塗ちてきた負傷の勇士の

問題に開係してくるのである︒従来︑日本人が家族道徳には

いな障子のサンにさへチリ一つ世かぬといわれる位︑潔癖な

ることと密接に開係しているのである︒

は︑右の日本人の固民的性格が情に厚い割に理智において劣

℃︑︑℃

ためには︑あり除るほどの幾組の茄図をも持込む︑というの

長じていながら︑とかく吐禽道徳において劣るといわれるの

︑︑︑

は矛盾しているでばないかと誰しも考えるであろう︒

この黙が︑いかにも日本人らしいやり方であるとわたくし

日本人が︑ひとたび表に出ると︑往来に渓や唾を吐き散らす

には思える︒日本人は直情的・感性的にば敏感に反膳するが
眼前︑側にみえる事柄には我を忘れて人情の美しさを示す︒

推郡的・理性的にはなかノー反雁しにくい所があるのである︒

電車の中で翼を吸う︑公園や共同便所を平気できたなくして

顧みない︑というのは全く矛盾している所行であるが︑その

れて︑さてそれから工場にゆき︑原材料となってやがて火薬
に製造され︑工程をへて弾薬となり︑それが戦地に運ばれて

行篤というものは片寄っているのである︒つまり日本人の感

矛盾が矛盾として感じられていない位に︑日本人の考え方や

けれども目にみえない事柄︑つまり今︑供出した綿が回収さ

ついては案外われわれ日本人は諒解しにくいのである︒本営

日本の戦力となる︑という目にみえないプロセス︵過程︶に

rll‐）

℃︑い

い．もＥｂｂ︑

畳は︑家族的ではあっても吐含的・公共的ではない︑という
恥︑︑↑
ことである︒日本人は家族的にしか物を考えることができな

︑︑芯Ｌ

︑︑

このような態度からは︑決して祇含は護展しないし．いつ

までたっても就含道徳は進歩しないだろう︒

ろうとしない青年畢生や中年の紳士も︑もし一寸でも知り苔

であって︑電車の中で婦人︒子供︒老人などに決して席を譲

生活のための食糧・衣料を初めとする必需品はすべて配給制

いこまれ︑計謡経済・統制経済に移行するから︑固民の日常

戦争経済は必然的に物黄の自給自足︵アウタルキー︶に追

四

いり人に川逢へぱ︑たちまち立上っていんぎん丁重に親切振

度によって賄われることになる︒かつて畢生時代に読んだ英

くなっているらしい︒この事は人間闘係にあってもそうなの

心を許し机手にしていないからである︒﹁家を川れば七人の敵

りを溌揮するというのは︑自分が迩接に知っている人以外は

たものであったが︑その中にクーポンという単語がでてきて

吉利の小説︑それは第一次大戦の頃のロンドンの生活を描い

あり﹂という諺があるが︑家の外の祇含︵世間︶は日本人に
︑︑︑︑︑

これがどういう意味のものか諒解に苦しんだ事を想いだす︒

︑︑︑

その照の日本では︑クーポンといえば槻光旅行の際の自動車

℃︑︑
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ご目宮屋らとして

とって敵の巾であって︑公共のもの︵梶①

ターや卵の切符が出始めたとき︑との切符が例の小説でいう

大切に親しみ守るべきものとは考えられていないのであろ

クーポンだな︑とようやく合鮎がいったことがある︒英吉利で

が戦争経済のための配給制度になってから︑衣料切符とか雷ハ

仲剛であって︑見知らぬ他人︑つきあいのない人為に封して

は既にこの前の大戦の時に配給制度を責施していたのであっ

や指定旅館などで使う﹁券﹂のことでしかなかったが︑日本

理性的にこれを仲間と考える習慣がわれわれ日本人の間には

たが︑われノＩの日本では統制経済や配給制度は始めての経

いる人々つまり感性的に結合できる人為だけが交際の垣の

従来なかったのである．

験であった︒自由競争の経済の時と違って︑商人は統制経済

う．自分の家族︑およびその延長としての直接に知り合って

﹁家族的﹂という形客詞を日本人は好む︑単校も家族的と考

の配給制度下にあっては︑さながらお役人の加くに威張りだ

℃︑︑

え︑含祇や工場も家族的といい︑職場の閏結も家族的とみる︒

す︒商店は︑″米屋も貰屋も魚屋も八百屋も味噌醤油屋もすべ

︑︑︑

固家も家族画家といいたがる︒それは日本人の怖的な性格の

て配給所と化して︑これまでの噸客は︑施餓鬼に群ろ貧民の

︑︑︑︑

然らしむる所である︒わが家族︑わが親分︑わが子分︑こう

如く︑えん／︑と長蛇の列をなして配給所の前に堵列し︑あ

︑︑︑︑

いうものに封しては文句なしに殆んど盲口的に親近を感じ際

われみを乞う如き表情で配給品を受取ることになった︒

護するが︑それ以外のもの︑赤の他人に封しては著しく排他
的になりがちである︒

分

﹁うちの子供はどうも無愛摺でしょうがないネ﹂﹁それなら

済してしまった︒︵尤も︑ヤレャレと思って一安心したら︑一

いう段取りになり︑呼びアメリカから借金せねばならぬ事に

難去って又一難︑朝鮮事愛が突護した篇に︑又ぞろ再軍備と

こんな小川も出来た位に︑商人は無愛憎︑伽頂而となり︑

なったが︒︶英図民が杜含黛の内閣の指導の下に︑とにかく戦

商人にするといいよ︒﹂

つ顧客のご須嫌を取り結んだ卑屈な態度は︑打って錘って恩

これまで七重の膝を八重に折りモミ手をしてお世僻を云いつ

利人は現賞的であり︑理性的であり︑杜禽性・公共性という

含道徳というものＡ持つ底力であると思う︒全鰐として英吉

後も配給生活に耐えているということは︑彼等の固民性︑杜

慢に榔換したとみえる︒このような事怖は郵便局の窓口でも

ことをよく理解しているのだと思う︒われ／Ｉ日本人のよう

恵を施し権力を握る者の倣慢な態度となった︒卑下慢は増長
園繊の出札所でも︑同様であって︑戦時中の国民はいやとい

は︑懇意な人に噸みこまれると﹁イヤ︵ｚｏ上といって断り

に感情的で︑傭に脆く情に流され情に溺れる傾向のある所で

きれないという気風が弧く︑物事を理智的に判断し︐図家・

うほど苦溢をなめさせられたのであるｐそうして更にいけな
︑︑︑ｈｈ︑︑・
いことには︑﹁顔﹂とか特殊の縁故開係とかいうものによって

︑︑︑ ︑ ︑

裏口と抜け穴が出来︑公平に平等なるべき配給制度が崩され

る︒吐含的でなくて家族的なのである︒

杜含の公共性に鑑みて冷静に鹿世するというわけにいきかね

Ｅ℃︑

ていったのである︒﹁乏しきを憂えず︑等しからざるを憂う﹂

もともと﹁家族﹂というものは情的なものに基礎を世いて

︑︑︑

などとその頃の新附の祇説などに書かれたものであった︒
綴ったのであろうか︒それは他でもない︒そうような世相の

いる︒親子・夫婦︒兄弟姉妹の間柄というものは︑感怖的な

五

なかに︑日本人の閣民性︑吐倉遁徳というものを分析する手

︑と戦時中の生活のいやな想い出を

掛りが得られると思うからである︒戦後五年たった今日︑戦

でない︒又︑家族というものほど︑内輪には文句なしに理非

接樹の親密さが根本であって︑理窟で割りきれるようなもの

わた く し は 何 故 な が

４

勝園である英園では︑今なを配給制度をつずけ︑わずか１

い︒家族は﹁水いらず﹂を愉しむものであって︑異分子・赤

の他人を拒むものである︒どんなに寛容な人も︑自分の家族

を超えて暖かく包むかわりに︑外に封して排他的なものはな

を︑親類姻戚や他人の子らとを︑直に平等に愛することは困

ポンドの今ハターの配給を受けるため雨の舗道に傘をさしてえ

るという︒英吉利の国民は今次大戦による英国経済の蒙つた

んノーと列を作って静かに不平も云わ歩市民が立ち並んでい

痛手を恢復するためにヂッと耐乏生活に甘んじているのだと

難である︒殊に物資の映乏していた顔︑縁戚や友人の子供ら

屯︑︑︑︑

いう︒戦後五年にして英固はアメリカからの借金を殆んど返
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／

をみたことのある人は︑内心に省みて︑いかに他人の子を自

か用立てくれないかと︑⁝種々と苦衷を訴へるので︑自分も困って居

Ａ︑私の親戚筋のもので︑金が必要だといふので︑すぐ返すから何と

細輯室茶話

分の子同様に愛することの難しいか︑を痛感した筈である︒

る中を︑桑くの同情からやりくりしてやったのである︒所が其の後一

を預って．それも短期間でなしに一年も二年も世話をし面倒

﹁平等﹂とか﹁愛﹂とかいっても︑言うは易く行うは難い︒

と︑今少し待って呉れといふ︑そして又何時までたっても何の挨拶も

向に一音沙汰なしなので︑こちらも困るので︑返して貰へまいかと言ふ

其の職もあ︲って生活も今日は立派にやって居るがこれが常然といった

に困るといふので︑一間ロハで置いてやって既に四年となる︑常人も

Ｂ︑釜く尤なことだ︑笈は僕もだょ︑親戚のものが引揚げて来て住居

仇︑爾来は絶交となったが︑施すぺからざるは人惰・同情だネＩ

だ！と今度は喧嘩腰で人を非人情者扱ひなんだ︑営方の人情は今は

のだ︑人の苦悩を思へば請求しなくともよいではないか︑あまり薄楕

そんなに言はなくともよからう︒あれば返すが︑ないから仕様がない

ないので︑再び自分の苦しさから請求すると︑今度は﹁親類の間柄で

とくに利己的︑主我的︑打算的であるというのでなくても︑
ことを知るのである︒自己の家族だけを愛し優しく見守るだ

凡夫はごく普通にしていても︑自分の愛や人怖に限りのある
けで粘一．杯なのである︒どうして友人や親戚や他人の子供に
︑℃︑

まで菖遍なく本営の深い情や愛を注ぐことができようか︒
わたくしは︑ここからして﹁家族道徳には限度がある﹂．と
いうのである︒家族道徳はそれ自身としては美しく立派なも

のであり︑永遠に大切なものである︒けれども家族道徳を推
し及ぼして︑それで以て杜含道徳に代えようと思っても︑そ

態度で生活して居るんだ︑寅は自分の方で長男に嫁を貰ふこととなっ

︑℃︑Ｅ

れは不可能である︒家族と枇曾とでは階層︵オーダー︶が逮

︑︑

ンな立腹で︑爾来は口もキカないといった風で︑悪人扱ひなんだ︑か

︑︑

たので︑狭くて困るので︑六ヶ月後に明けてくれと言ひ渡すと︑大へ

も︑︑℃︑

うのであるから︒日本人が家族道徳や義理人情にのみ頓って
︑℃︑

いる間は︑日本の杜含道徳は進歩しない︒単なる術的なもの

だよＩ

うなると今の世ぢやア情けをかけることは自分が悪人にされる初まり

Ｃ︑昔から云ふ借りる時のエビス顔︑返す時のエンマ顔ってネ︑人間

や感性的なものを乗り超えて︑もつと智的な理性的なものに
ようにわたくしにぱ恩ばれる︒

若眼するのでなければ︑日本の祇禽の凶満な褒逢は望めない
︵特別含貝・お茶水女子大畢教授︶

ばかりが世に横行して居る︒かうなると道義の鹿れた︶：一とを痛感する

の心理位勝手なものはないよ︑道義地に瞳ちた今日は尚更だ︑感謝の
念などといふことば蕊にしたくも世間かぢなくなって︑勝手な御都合

のは被害者で︑正直者は馬鹿となるネ！不義者は誠に結構な世と謡
歌する課か！

〔14）

松平信子夫人に蕊く
﹁牡含道徳とエチケット﹂

︽費になっていた堂けぱお気がつくところがあるのではないかと︑遠

慮なく申し上げております︒

︑︑︑︑

勝部弘道曾の雑誌で﹃杜曾道徳﹄の特瞬競を出すのだそうでご

ざいまして︾今日は特に杜曾道徳というものがございますとすれば

勝部すべ一Ｌいろんな場合を集望﹂考え一﹂みませんと︑材料がわ

申すようになったと思いますが︑その黙で外国などは家庭と杜曾と

作法が届かないということから︑杜曾道徳ということをやかましく

も︑劇場とか︑電車とか︑往来とかでＨ本人はあまり道徳的でない︑

いますので︑日本が今までは家のなかで割合い行儀よくやりまして

そのへんのところを中心にしてお話を伺ってくれということでござ

が︑日常生活でも今日ここにお伺いする時もどんな服装にしてよろ

松平とにかく家庭で子供の時からやかましくしつけてありま

いうものがそう香ハラ露ハラでないでしょう？

す︒人間というものはそれで出来上るので堅資な人間を作る上から

の風はここではいいとか︑うちのなかではゆったりと勝手気ままな

と思います︒どうも私︑そういうと大鍵生意気のようですが︑日本

外に出て誰に接してもうちのなかと同様︑裏表があってはいけない

勝部やはりそれを伺２Ｌおきませんと︑経験のおありになる方

ます︒始終よそゆきをしております︑そういうのでよくアメリカの

ことをして︑そとではまじめにしろといって固苦しくなってしまい

松平私などお話しいたしますと︑古いことだとおっしゃいます

の方盈はみんないい方なのだけれども見柴坊なところがある﹂︒自分

方やイギリスの方がどこでもおっしゃるのですが﹁つまり今の日本

が外国に出ておりまして見第坊をしていたらつ理かないことが分り

が︑日本は今は何でも新しく新しくしなければならない時だけれど
申しますか︑風俗すべてそんなことは一寸も愛らない︒英図あたり

は畢生らしく︑先生は先生らしく︑決して横合いに偉くみせようと

ましたね︒外園人は階級がどう違っても自分の出来る範圃で︑畢生

いうところがない︒普通の奥さん方でも人をもてなすのに︑よそに

は雑誌をとりましても︑新聞を見ましてもむかしと鍵らないですか
合だけひっくりかえってしまっている︑私達年寄りが何かいっても

いったらこうなのだからこうしましょう︑と見楽を張るまではゆか

ら︑向うでそういうふうにキチンとしておられて︑日本の図民の場

も︑むこうがひっくりかえっているわけでないから︑図だの習慣と

います︒

が少うございますから︑記録しておきませんと分らなくなってしま

寸も︒｜

さいます︒私のお話するのは私が見た糎験だけでございまして︑一

松平今はそれが日本の風にな２Ｌおりますからそれで結椎でご

しいか一向分りませんで⁝⁝︒

れわれには一つもございませんもので︑理窟はいうのでございます

勝部員長

山
古いことをとばれられますけれども︑少しそれをおとりになって御

一
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、

に参りましたのば二十台の︑主人が外交官として下のペーペｌの時

日まで︑こうやってここまで来たのでございますが︑すべていい︑

おけば︑およそ間違いはないわけです︒それからみなさん敗戦後今

ツトは根本的に正直︑無理のなさ︑自然さということを根本にして

︑︑︑︑
ない︒そこへゆくと日本人は見築を張りますね︒私ははじ竺﹂外図松平正直・正義︑それが一番だと思いますね︒お作法︑美ノケ

１
やったらよい︑言葉が出来ないからといって祁糎衰弱になったりす

参りましたから何にも出来ないわけでしょう︑しかし出来る範園で

に無理だということを考えた時は・ハツとひくというわけで二人共研

られるから︑低い方から接しようと︑出来る範園でこれ以上は自分

来まして︑外交官として参りましたが︑高い方はどうせ出世の時見

をしたり讃み方︑書き方をいたしました︒そんなことから友達も出

ないところがある︲一という︒いろいろの人に接しまして言葉の稽古

たが︑それをみて下さいまして﹇日本人にもサッパリしてつくろわ

ろいろの言葉が出たものだから︑何をしてもよいのだというので日

放題なことをすることに移り易く︑すべて一様に民主糞義とか︑い

気味だったのでいろんな妙なものが出来︑わがままをしたり︑勝手

をこっちがとりちがえたのが悪かった︒片一方敗戦の苦しみとヤヶ

なそういうことをする位人間性としてあたりまえぢやないか︒それ

鋤している時などというものは︑そういう仕堺の上では一寸位勝手

悔いている方も随分あるようです︒私達どこでも兵隊生活とか︑勢

かの如く：：：分って下さゐ方は分２Ｌ下さるが相済まないことだと

い上という麓は聞きますけれども行儀作法のすたれ方は年寄りから

究して参りました︒そうすると第一疲れることを知りません︒それ

本も悪いし毒アメリカも悪いが︑こういう現象は戦後の図のどこに

みれば随分ひどいですね︒この鮎はアメリカの人も後悔しています︒

でずっと通して参りました︒日本人ばかりの曾でももてなししよう

もあることだから仕方がないが︑それにしてももうひきしめてもよ

ることはない︒出来るだけの範園でやったら出来そうなものだとい

という時︑私の方はお話を主にして︑食べたりのんだりすることは

い時期が来ているのだから⁝⁝︒ともかくも嘆かわしいといって分

うことを深く感じました︑それでまず小畢校に入ったのです︒そう

第二で︑そうしなければならない︒ふところをすぐ考えなければな

って下さるアメリカの方も津山あります︒

峰しばしの休み時間にしたことが︑まるで日本人はいいことである

らない︒そうしないと折角の研究ということばソヅチノケになるか

交際上︑風紀上︑これはアメリカの兵隊のあやまちだ︒兵隊達がた

ら︑出来るだけ無理をしないで︑自分の出来る範園でお互にやりま

︑勝部﹃婦人の友﹄にお書きにな２﹂いらつしやるお話の中で︑

して語翠の研究をいたしました︒語畢を耳でだけ研究した︑話をし

しょう︑というと淋しいという方がある︒しかしお互が胸を開いて

御主人がミシガン大畢でなさった講淡﹃武士道と平和﹄というのが

ないで︑そういうふうにいたしましたところが︑英閣でございまし

自分の出来る範園ですれば気が楽で疲れない︑長つ峰きする︒これ

月ノか？

ありましたが︑それは何かに書き物に残つておるのでございましよ
●

から世の中をわたるのにはそれが一番だと思いますね︒︑

勝部結局は盃画ということですね根本は︒
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I

（

りしてた堅に入るについて男の子供達はどういう時はどうすると︑

いう時にはそれこそお茶の話が出る︑子供の教育の話が出る︑深入

１

松平残っております︒スピーチはございますと思います︒

１１１ １１
勝部それから一寸私考えておったのでございますが︑奥様幽明

ます︒古来のいわば武士道︑或いは武士のたしなみというものが︑

いましょう︒亡くなられた穣平さんもさむらい的精祁だったと思い

治のはじめ武士の家庭のしつけというものをお受けになったでござ

うといたします︒そういうところに泊っておると﹁図の習慣がこう

られないと思います︒また向う側のことも日本に少しでも知らせよ

しておられるか﹂︑﹁そっちの方は存じません﹂といってすましてい

キング︑クイーンにお目にかかっても同じように︑﹁皇室はどんなに

︑︑︑

ヨーロッパやアメリカにゆかれましてどうでございましょう？役

ったからはこういう祇曾というものもみていただきたい︲一といいま

だからさぞ不自由に思われるだろうけれども︑英閣までおいでにな

して︑各種類の方盈をお客によんで私達のもてなしの一つとしてお

松平それは大いに役にたち叢した．英闘あたりではゑく日本と
同じようでございます︒英固の貴族の家庭に招ぽれて曇りますと五

っている人はそれこそ教育家もあれば宗教家もあり︑杜禽斜業をし

ります︒例えば日本の大使が行くとなると︑日本を知って興味をも

にたつ面とたたない面とございましたでしょうか？・

日なり︑一週間なり泊ってといわれて泊っておりますが︑みており

のことを研究されている方為で私共の知らないことをきかれて時盈

ている方も︑政治家も集めてくれます︒そういう方はこぞって日本
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ますとそれは何といって哨御主人の御命令に桑部服従です︒上手に
りも二通りも苦勢いたし宝す︒日木人はどっちかといいますとあま

ちのことだけで主人のいいつけを守って︑あまり出しやばりしない

照ったなと思うことがありました︒私共の時代は女はおとなしくう

交際が出来るといりことば御主人を助け為上において奥さんは一通
り噸りすぎて旦那様のいわないところは代ないで過ごしていた︒私

ようにやかましくいわれていた時分でした︒けれどもなまじ何でも

など向うに参りましてから日本の歴史︒剛毒物のことなど︑せめて
日本のことをきかれた時だけは篇踏せずにお答えする︑それが日本

よりも︑これは大鍵だと思って反面目に日本の研究をしていた方の

外圃のことばかり研究して︑日本のことがスポッとぬけている方凌

方が成績がよいのでございます︒それで私はあっちにおります時に

の宣博の秘訣だと思いましたので︑畢校時代歴史などというものは
なかったのですが︑やはりこれは日本人で日本の研究を深くつきと

どっちかというとすきではございましたけれども︑あまり深入りし

ことをきかれて恥ずかしくない︑十分とゆかないまでも美術︑歴史

にも御用意になることばないけれども︑日本の婦人としていろんな

の話など何でもその返答に困って﹃私は存じません﹄というのでは

若い方で外交官になって来られる方為に前もって手紙をあげて﹁何

は日本について興味をもっておりますけれどもこういう機曾に日本

困ります︒ただ外図の映蓋をみたり︑芝居をみたりするのを楽しみ

めておかないと︑外閣人との交際の大事な仕事の一つが欠けると思

のことについて十分一訊しだい︒た蝉し愚問を出すから笑わないで下

いまして勉躯いたしました︒私たちが泊っている時など︑﹁われわれ

さい﹂といって奥さんが一所懸命日本のことなど研究された︑そう

『
，

とる︒どうぞ日本の研究を十分していただきたい﹂ということを始維

にし一﹂いるのではやはり御主人の肩身にかかる︑お図の名前にかか

気分がございます︒

たいということは︑何もこの頃だからいうのでなく綿鵠にそういう

ころは出たいという感じがございます︒どうしても皇族方に近づき

松平先年皇太子殿下におつき添いしたヴァィーラグ婦人が東京

そうですね︒

勝部博統とか貴族趣味にあこがれをもっておる︑人間どこでも

一い２Ｌあげたのです︒ですから今でも新聞などに出ておりますけれ
ども英国の跡つぎにおなりになりますプリンセス・エリザペスなど
を第一にして︑そうして各閲のことなどに興味をおもちになられる

につかれました時すぐお目にかかったのですが︑はじめてお稽古を

の御教育は第一に外国の東洋・西洋のありとあらゆる図際的な歴史
ように︑先生方が興味のむくようにやっておる︒先生方もお選ばれ

おはじめになった時︑すぐ自動車のなかで私も一緒になったわけで

て︑向うの人がみておかしいところを伺ったりしましたけれども︑

のぢやないと申し上げました︒あの方とは随分親しくしておりまし

も高御座のような感じでおられたらしいのですの︒決してそんなも

あるありがたいことだと非常に喜んでおられましたが︑とてもとて

しむかいでお話になるのですよ﹂と申し上げたら︑愛にしたしみの

いうふうな世の中になったし︑そうでなくてもお話になるときはさ

けろとおっしゃって近ずけて下さった﹂とおっしゃったので﹁どう

考えていた︒ところが賞に天子様も皇后様もみんな私の近くに腰か

というと高いところにあがってみんな膝をついている︑昔のように

すが︑一︲私は諺その闇を空想で頭のなかに描いていた︑日本の皇太子

になるのがむずかしいのだそうですが︑講義ばかりだけでもいげな
一ふい恥鋸匿郡症註確翻録硫種垂錘で錘睡趣か跨準確窪相嘩や埜准睦

神函岬郵雑睡独舞

一閣民こ受つて皇室なんぞに封しても一所懸命にはかつて差し上げよ
−崎延匙詑吐稚恥塞蝿極畦建永陸三一推毒恥↑識生
鍵だと思います︒

ゞ勝部やはりイギリスは皇室に封する忠誠の念が一般杜曾︑貴族
はもとよりですが一般大衆でも固いでしょうか？

すが︑時折雑誌︑婦人雑誌など︑こちらでいいますグラフなどみて

あの方は宗教家でありますからあれでしょうけれども︑男の方の無

松平とても固いです︒そういうのは毎日の新聞に出ますことで
も第一が皇族のことです︒やはり閣民が始維興味をもって見るよう

作法な態度には随分驚いたといっていらっしゃいました︒

勝部しかしヴァイニング婦人の接せられた方は畢習院の先生で

に見るようにしています︒あまり頭ごなしに︑日本で一時ござい蛍
したわね︒やたらむしようにお辞儀ばかりしなければならないとい

松平皐校の先生としては鍵つたところはないが第一無愛想だと

︑︑︑

いいましたね︒無愛想！いい方糞ですが︑非常に頁面目でいいので

すとかそうい犀７方で⁝⁝︒

いうところは如才なくやるものだと思います︒英閣では皇室に濁し

うこ・とはない︒皇室は皇室の方から図民の篇にお蓋しになる︒ああ

て何とかして近づきたいおかねを出しても皇室に何とか出られると

一
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すけれども⁝⁝︑これはヴァイニングさんばかりでなくほかの御婦

開いてつきあうことが必要です︒私は今若いお嬢様方︑畢習院の生

う少しこれから先はくずれちゃいけませんけれども︑もう少し胸を一

︑︑︑︑︑︑︑

人もおっしゃいます︒日本の男の人は一種の性格というのか知らな

徒さんに少しお話をしておりますけれども︑ものを伺ってもピンと

頁ロー﹂はじめてなのに頁ロー﹂といって入って来られる︒そ

リカの今の司令部の方などもたまにお見えになることがあり主すが

いう園をちゃんと立派な図に仕上げなければならないから︑あなた

松平かげではくちゃくちゃと：：：︒これからみなさんは日本と

勝部うてば響くということがございませんね︒

もじもじしている︒早く返辞をなさって下さいというと尚更駄目︒

来ない︒﹁この夏休みはどうしてお暮らしになりました﹂と伺っても

いけれども︑柔らか味がないですね︒
︑︑︑︑

勝部あらわし方が下手なのですね︒

うして急に一寸まって下さい︒︑自動車に乗ってもう一ぺんうちに

しているようでは駄側です︒人がものをいった時︑分らない時は分

方若い方鐙は心がけ一つでゆくのだから︑今までのようにぐずぐず

松平つまり結局よそゆきにしようとするからですね︒賓際アメ

そんなことしないでもいいのにはてなと思って﹁何かあなたの御主

りませんといって控えてよい︒あれは面白かった︑いやだったとい

ゆく︒人のうちに入って自動車でまたひきかえす︑おかしなことだ︑

人はここに入って不愉快なことでもあったのですか﹂といいますと

にやかましく教育する︒気のくばり方に注意をさせる︒もう似かけ

︑︑︑︑︑︑

り遠慮がないのですね︒やがてすぐ踊って来たと思うと瓶をもって

ける︒日本では男が座っていて奥さんが何もかもやらなければなら

う返辞は外闘では毎日食事の親子の食卓でも︑子供に濁しては非常一

来て︑この部屋に蝿が一匹おったのだそうです︑それでＤＤＴをも
ってきてまいた︒﹁ぶしつけなことをしていやでしょう﹂．寸もい

めるという約束をしましょうということを一所懸命申し上げるので

︲ない︒またはきはきしないで笑いでごまかすことを日本人は絶掛や

﹁あなたにはそう思うだろうけれども賀はそうでないのです﹂つま

やぢやありません﹂といいました︒﹁私は日本人ですから蝿一匹位は

茶お花ならばお花︑自分に興味のあるものをもう少し深く研究をな

の勉狸ばかりしないで︑自分に興味のあるもの例えばお茶ならばお

すが語畢の研究を十分になさって︑そうして日本のこともただ里雪校

︑︑︑︑︑

すが︑これは︷一つの問題でございますわれｐそれに若い方に申しま

ていでも男の子ならばお母さん︑お姉さんが来た時は戸をパッとあ

平気だ︑あなた方はそれがいやだったのですね︒﹂﹁いやだんだんい
︑︑

ておくからまいて下さい⁝⁝﹂といった具合で質に淡白ですね︒

Ｑ

なくなるようになります︑上からまく蕊があるから︑まあ瓶をおい

勝部これが日本式だとあのうちには蝿がいたね︑とあとでかげ

ないかと思いますね︒何といったらいいか言葉が分らなかったとい

さらないとやばり一人前になった時に非常にお困まりになるのぢや

口をきくところですね︒

松平かげ口をいうところをそういうふうにします︒責にザック

ｌｉ

う人は利口な立派な方でも馬鹿に見えます︒吐交性というものは日

バランです︒そういう性質ですね︒日本に来て日本のあまり反面目
くさった人につきあうと窮屈︑向うがこっちより窮屈でしょう︒も
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ー

勝郡この鮎で同じ東洋人でも中園の人なんか蝕程運いましょう

本人にぼ全然ないですね︒・

ね︒

てゆくのぢやないかと思いますが︑物資でもやすくなりだ錫だんよ

くなってくれば︑もう形が大分象なさん出来ていらっしゃるのだか

本のお辞儀だって十分出来る方はない︒

らいいと思いますけれども︑それが出来ますと作法です︒この頃日

勝部不確かなものになりました︒われわれ自身くずれまして︑

松平中園の人は語畢は早いし︑そういり牡交的に出来ておりま
す︒私などくやしまぎれに﹁生活が第一西洋に近いでしょう︒椅子

作法﹂というものを教わりましたが︑すっかりぬけてしまいました︒

よりどころがなくなりました︒中畢生の時︑甫守謹吾先生の﹁現代

松干本営に作法のことはさあこうなさい︒ああなさいといって

の生活をしており主す︒日本人は鐘にすわっています︒それだけで

も︑今のような恰好をしていらっしゃるのではなかなかそうするこ

も這う﹂といってまけおしみをいったことがありますが︑何しろ着
からいっても全部これをうつすわけにゆかない︒それは日本人の生

るものだってそうですね︒シナの方が活動的です︒しかし家の構造

とが出来ません︒でございますから︑とにかく人に迷惑をかけない

︑︑︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

ように︑人につまらない思いをさせないように︑人に接してなどや

︑︑

ので︑本営の外図式の家ばかり︑繊筋かなんか作れる壮の中であれ

活とすれば気候にあい︑土地にあう篇にこういう建築が出来ている

くのに開襟シャツでショートパンッの方はいない︒この頃の日本の

です︒本営のアメリカにおいでになる方達は一三１ヨークの町を歩

にしたところで全く熱帯地方の虞似でしょう︒男の方もみんなそう

が︑そうなりますとまだまだ錘済的に駄目です︒どうしたって洋服

ということになるが︑そのことで吟盈そういう御相談があるのです

っしゃるからいっそのこと二重生活をしないで︑そっちで通そうか

達と交際がはじまりますが︑向うから来る方もはじめはどの程庇の

って来て︑各園の方といよいよ来月あたりからどんどんそういう方

い︒のどかな壮交的なところが失われてしまった︒外閣の方だが入

松平戦雫時代日本人は働くことばかりさせられたからかた蒜し

勝部その方が能率的ですね︒

松平そればもう何でもないことです︒心がけてさえいれば

勝部本営にそういうマナーを身につけてしまえば薬ですね︒

お茶一つお稽古をするにしても蜜にプッキラポーですから︒

︑︑︑︑︑︑

かにどうしたらよいかということを本営にみんな心がけていない︑

︑︑

ば別でしょうけれども︑そうでない︒食物にしろ︑服装にしる国情

流行はどこえい三﹂もそうだと思います︒マニラ︑ホノル・ルの服装

にしたところで外固人に接する社交性がないですね︒五時から七時

方がみえるか分り業せんけれども︑糎験があるという日本の上の方

にあって出来ているもので︑近頃はみんな外図式の服装をしていら

がそうで︑冬になればだんだんよくなりましょうけれども︑それば
女の方は洋服で通そうとしたら大したおかれがかかることです︒浴

でいなければならないというものではありません︒外図式でいうと

までにコクテール位差上げるからと招待されても︑五時から七時ま

︑︑︑︑︑︑

糎湾上なかなか十分なことは出来ないでしょう︒男の方は何ですが︑

衣でも着ている方が経済になるということになり堂す︒いずれ鍵つ
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茶の集りなんかでも食べる篇にゆきはしませんでしたね︒一時排底

勝部本来からいえば︑今までの日本のそういう宴曾も或いはお

ともないと思います︒

篇に重要なことで︑食べることが目的になっているのでは一寸みつ一

五時から七時の二時間の間ですから︑五時に来て五分で飼ってちよごつかないで平気でどんどん交際を求めてゆける︒それこそ親善の
いのです︒また七時一寸三分前位に行って﹁今日はもつと早く来る
ところだったけれども出られなかった﹂といってもよいのです︒五
時から七時まで一杯がんばっていたひには︑もてなす方でも︑狭い

ていて⁝⁝︒

しましたから︑それがぬけないのでしょう︒欠乏状態のことが建つ↑

一部屋でこの位の部屋でも五十人位入るとすれば入れかわり立ちかわ
い︒﹁五時から七時までの間というので私は晩飯を食べさせるのだと

松平そうして人様に接して︑一人でも総計に︑誰も知る人がな

りしなければ︑五時から七時までいられては食べるものもなにもな
思いました﹂という人がございましたが︑この間に出すものは酒は

堂けば⁝⁝︒外務省の方だにしてもなかなかむずかしいです︒折角

い時は﹁存じませんから紹介下さいませんか﹂というところまでと

凸︑︑・

ゴクテルで一寸したつまみもの程度を出すのです︒本常はお茶とい

から七時まではコクテルにつまみもの諺そこで一杯気脈になったと

︑︑︑

︑︑︑︑︑

一うものが四吟と五時の間にあるわけです︒それから食事の前に五時

た方がほかの仕事に代っていらっしゃいますから︑職零で何年間か

なれて︑仕こまれて︑すっかり外剛人のなかに入っておいでになっ

とりに行くのがセキのヤマで︑何も知らないからお気の毒です︒

杜絶えておりますから︑その間奥さん方にしたところで配給を受け

︑︑

ころで晩餐というものが控えています︒この晩餐曾ば七昨牛から八
外剛人との交際は出来ません︒それから日本人の奥さんをお茶にお

勝郡私の大里の同期の連中で外務省に入２Ｌおるものでも外園

時です︒相常な方がそんなことをおっしゃるようではこれから先︑

って蹄ろうとする︒シーポルト議長さんの夫人は日本にお古い方で

招きするとあとからあとから食べて︑少しでも残れば紙にとっても

に来るといっても︑人に接する篇︑人に少しでも交わるのでなぐ食

は注意しなければなりません︒また縞ズボンの上にはモーニングで

シングルと同じようにひろげたままでいる方がございますが︑あれ

ろで︑ダブルポタンがございましょう︒ダブルは人に接します時︑

松平ですから本常にお気の毒でございますよ︑洋服にしたとこ

にゆけません︒かけ出し時代の大靭な畔を修業いたしておりません︒

べる篇に来る︑出しても出してもキリがない程食べます︒教えてや

なくてはいけませんし︑またそういうものを着ますときは赤靴は絶

すが︑﹁日本の奥さん方がいらっしゃるのは食べに来るのです︒お茶

って下さいよ﹂とおつしやいますがお茶のことを聞いたからといっ

松平もう今では︑昔はなかなかやかましく︑上の方に雪う時は

勝部手袋はきまりがございますか？

掛にいけないのです︒

てその前日にお稽古をするわけにゆかないといって笑ったのです︒

勝郡物資のない畔のことが頭にしみついていろわけですわ︒

松平交際場裡に出ている方孝すらそうです︒一般の園民が各種
類の外闘人に接しなければならないことになりますと︑日本人がま

一
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方が道ばたにしゃがんで鯖ハスを待っておる︑外国ではしゃがむとい

が︑一三１ヨークの町で人だかりがしている︑みると︑日本の男の

たものです︒それ以外にはダンスの時ははめなけれぽならない︒今

やる︑そういうことで笑われる⁝．：︒

うことはいけない︑あれは非常に下等なことですね︒日本人は必ず

勝郡昔の武士でもおもてに出たら立２﹂いる︑しゃがむという

が︑上ってから一ぺん外をむいて直す︑今は女中がいないとかそう

なければならない︒そういうことは昔は聞いたことがないのです

てしまわなければならない︒こういうことがありました︑アメリカ

る︑何でもないことですが⁝⁝︒そうして乗ったらずっと奥に入っ

にかく案内して︑危臓物ですから目上の方を少しでもかばって上げ

レベーターは偉い人がいらしても先に乗るべきものです︒自分がと

松平エレペーターに女の人が乗２しおれば帽子をとる．またエ

ことば町人のすることですね︒

いう方面からああいうことがはじまったに遠いないですが︑入って

で一三−ヨークかどこかで︑その時は主人も一緒におりましたが︑

に行って下さい﹂というけれどもゆかない︒主人が﹁あなた方エレ

ペーターに乗って入口に立っている︑エレペーターの女の人が﹁奥

日本の方がいらして︑同じ催しにいらっしゃる方達でしたが︑エレ

夕方しめた︑この頃はいつもしめてくれしめてくれといわれて︑不

ペーターに乗ったら遍淀入るものですよ﹂とい２Ｌも︑途中乗る人

ってどうしても奥にゆかない︒人の篇ということをもつと考えなけ

があるのだから奥えといっても﹁降りる時入口の方がいととかい

すね︒何でもないことでやってみればいいことなのだから︑いい気

こういう者だが﹂といって注意して上げましたが︑お行儀が悪いで

ればいけないので︑除計なことだったですが降りましてから﹁私は

松平この頃のように自韓車が盗まれたりするのでは︑警察の方

たどは決し一Ｌい２しいられないと思いますけれども⁝．：︒今日も一一持になるようにしてゆかなければ︑ああいうことは賓際子供の吟か

が注意なさるのでそうしなければならないと思いますが︑昔のこと

たものでしたが：．⁝︒

勝部門がしま２﹂おりますと︑御主人が族行中か御在宅か分っ

語句ノ◎

門というものがなしに玄開が往来に面し宝つくようになるでしょ

自然なことばかりしなければならないと笑ったのですが︑結局今に

め下さいといわれましたが︑主人がいる時は門は朝出る前にあけて

の中は不安で︑この間も警察の方が二︑三人来て︑厳重に門をおし

ゆくのに逆をむく︑あれは昔は全然ないことでしょう︒第一今の壮

松平それから玄関へ上２Ｌ靴を自分のはくように向かしておか

勝部いろいろありがとうございました︒

一時は必ず手袋をはめたものです︒

ダンスなどにはめる人はありませんが︑ダンスパーティに招ばれた

︑︑︑︑

ろしいです︒モーニング位着た時は帆子︑手袋︑スーァッキほそろっ

手袋をかかえて奉ります︒招ばれた畔ぱ玄関主でもってい２Ｌもよ

1

陰Ｌくれといわれたのですがあちらにおしつけてしまったのです食事の時﹁御飯ですよ﹂と聞こえてもすぐ来ない︒麓がかかったの

寸蕎費新聞に前田︹菊子︶さんが書いたエチケット︑私にはじめ書らしつけしなければいけないので︑私いま孫と一緒におりますが︑

〕

〔
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一

が分らなかったとか︑本をよみかけていますとか︑そういうことは

ｌＩｉｌ

みんな自分勝手なのだから︑一日のうち食事の時だけはお婆さんも
お父さんも︑一家族揃って食べるということが一つのいいことなの
だから一人でも待ったりすると︑みんな待２Ｌしまうのだから︑な

１１

こともむずかしうご琴いますが︑これは困ったものですね︒

︵一元︶

松平とても今のところ拝見１そいますとイギリス式にはなかな

︐︹速記・勝部光子︺

或る子供相手の店詮して居る人の話臆今日の子供たちは︑六つ

か⁝．：︒

ＩＦ︑／︑／︑ノく︑くり″︑︑〃︑Ｊ１︑／︑ｆ︑ノ︲︑Ｊ１︑．ノー１く︑〃Ｌ︑〃︑４Ｆ︑ノミＪｆ︑〃︑︲〃︑ＪｌＪＩ︲β︑︲・も趣ｆ︲〃︑ｊＩＪ︑くく１１

をつけなければならない︒あちらではその黙質にやかましく怒られ
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
ます︒人様と一緒にやれないような人間は大きくな２Ｌから駄目だ

七つの幼いものでも油断がな野ない︒例へぱ流側もって来て︑何か

今日の子供たち

と︑外図ですからガランガランと鋳などならす︑あまりお腹がすい

と来るＩ又買ったものを自分でつかみとると︑其の数を諜間化す︑

買って食ひ︑それが絶ると︑﹁さつき拾同やつ塾におつりを五同頂戴﹂

るべくそういう時は︑御飯だという麓が聞えた時はパッと来る習慣

ていないなどいうと﹁それなら食べないでいなさととああまでし

等々をあの無邪筑な幼見瀧が平気でやるそうで︑それは必ずしも貧

もつと悪憧なのになると︑人の側をかすめて何か一つ位失敬する！

︑︑︑︑︑

なくてもよいのにと思う位きびしいです︒
︑︑︑︑︑︑︑︑

勝部魅とかたずけなどもやかましいそうですね︒

松平お母さんお姉さんをいたわ２Ｌ手博ぅということは率先し

ことは戦前の幼鬼たちには絶えて見られなかったことだといふ︒そ

しい家庭の幼児といふ課ではないとのことである︒そしてこうした
＆

てやらなければいけません覇それは見た目もきれいですね︒ホテル

ぐこれを見習ひ︑そして彼らの知能は育ってゆくのである︒昔から

子供たちは時世にさとい︑大人の世界をそれとなく朝夕見て︑す

ら恐ろしい感じがしないではない︒

なんかの食堂で家族ずれのいくつかのテーブルがある︑お父さん達
が先にい２Ｌあとからお母さんが来ると︑一︒へんに腰かけた椅子か

﹁子供の居るところでは︑うっかりしたことは出来ない﹂とよく言は

ら立ち上ります︑お父さんが第一立ちますよ︒そうしてお母さんの
すわる椅子の後にい２Ｌ︑テーブルに向２Ｌ椅子をす止める︒日本

れる︒注意して居るらしくもないのに︑幼鬼たちはあちこちでその

直似をしたりするのをみてるものだからである︒職後生れた子供の

しらずＪ１︑のうちに変物教育をして居って︑幼兄たちをさうさせて

血統が即に迷ってゐる課のものではなく︑これは釜く大人の惟界が

了ふ盛である︒全く以て恐ろしいことではある︒大人たちは深く省
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＝

ではとてもこれは駄側ですれ︒

勝部イギリス人は知らない人︑紹介されない人に一切話をしな

いということを聞きますが⁝⁝︒︑
松平イギリス人は一寸日本人みたいですね︒女中さんに御主人
︑︑︑

はやたらに口をきくべきものぢやない︑また女中の方からも口をき
くべきものぢやない︒そういうけじめがやかましいですね︒

勝部イギリスのようにも何ですが︑いきなりアメリカにという・みねばならない︒
い

献含道徳

下村海南
●

徳川三百年大平の幕府がつ野いた︑こうした例は一寸外に無
い︒

そこで現代の電車風景で見ると︐そこに戦前と戦後にかな

戦前は電車に乗るとき降るとき知り合同士であればマアお

りの鍵化を見つｉある︒

孔孟の教へもは入った︑悌識もは入った．さらに法然︑親

日本という園は不思儀な図である︒

講︑日蓮等為により日本悌教も生れた︒基教もはいった日

しのけ︑ハネのけ突進する事となった︒そのくせは︑今日に

Ｊ１というような悠長の員似は出来なくなった︒我勝ちに押

それが戦争になってからは押し合い︑へし合でマアお先へ

た︒

甚しきは風呂しきや荷物を坐席の横に置いたま上す室してい

ちわづらっていても諺マタをひろげて平然と腰をかけて居る︑

チノーぶら下っていても︑婦人が子供を負い荷物を持って立

場ふさぎした︒その代りに他人とあれば自分の前に老人がヨ

て多数の公衆の篇という考へは全然お留守で出入口を平気で

先きヘマァお先きへと順序をゆづり合った︒横の道徳から見

本の道義のし零ヘルぱ決して低くない︒

しかし道徳のし曇ヘルは高いが︑その間にか左りのデコボコ

があった︒縦の道徳は非常に護達したが横の道徳は存外下積
になりおろそかになっていた︒しかもその縦の道徳も上から
下へおしつけた道徳であった︒
主従は三世夫婦は二世親子は一世というのがそれである︒
一日の奉公も十年の宮使へも御主さまに愛りは無いというの

も︑若殿さまの遊女の身受につまったお金の才畳には女房を
身責するというのもみな縦の上からの行きすぎた道徳の一つ

只鍵つたのは戦前には禁煙の車中では煙草を口にする者は

なって坐席があいていてもそのま上に続行されている︒

︑なぜにそうした道徳が握調されたか︑それは政権を握るも

ない︑イヤ有っても少くない︑又二口三口吸うと捕てるなり

の表現であった︒

のＬ現状維持の鴬に外ならなかった︒此の如くにして江戸幕

とにかく煙草を吸う事は止めてしまった︒それが今日では悠

〃

府は政権を持績するため封建制を樹立した︒譜代外様三百諸

煙草に火をつけ吸いはじめる︑公共秩序を維持する法規に従

うという気分だけは完全にゼロになっている︒

悠とのみつ噂けている︒甚しいのは着席してからゆっくりと

侯により狭い島国を細かく切りきざみ︑さらに士農工商の世
襲制によりすべて現状維持のコンクリートで固めてしまっ
た︒世襲といる識のくさりによりつぎ／〜に築き上げられ︑
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夕

こういう民主禽義の百八十度のハキチガェが至るところに
横行している︒

既成品になっている日本人は長いくせがコビリついてそう
〃〜ため直す事もできず︑又先きもそう長くないからアキラ

けぬよう又かけていても立っている老人婦人に席をゆづるよ

う訓示していた︒富時品川にも同じように訓練していた豊校

があづた︒それは私の創意でも何んでもない︒欧米へ行って

それ人＼は︑枇舎生活をする以上御互の利便と幸禰を計る

もみな然りである︒

れだけ一方には義務になっている︒昔の一方的な義務で︑お

べく互に協力せねばならぬ︒相身互である︑一方の権利はそ

しつけられたのがよくないと同じく今の一方的な椛利だけ主

メルとしてもアキラメられないのは青少年幼年である︒

私たちのとろからくらべて︑子供の育て方は甘くなって来

徳の訓練を是非やってほしい︒日本の矯め耐含の矯め人類の

私は豊校や家庭で小供たちに共同生活するからには杜曾道

張したのでは互に角づき合うばかりである︒

た︒電車の中でしばノ︑Ｉわれらの小首をかしがすのは母親の
子供への甘かし方である︒

にした好人を前にすると喜毒の私も肺を明ける事がある︑と

篇めに︑ぜひやってほしい︒

私はよく口にし筆にしているが︑赤ん坊を背にし荷物を手
ころが平素からマッシグーフに車中へ飛びこみ坐席を占めるよ

基督は隣人を愛せよ敵を愛せよといった︒繰迦はそうした
隣人と法敵と︲かいうケジメを立てぬ一切の衆生を成俳すると

けるべく︑特に皐校と家庭に要請する︑今のような狭い小さ

説いていた︒私は先づ若い人たちに同怖という常識を植えつ

びかけてそこへ太郎を腰かけさす︑睦めて荷物でも太郎の膝

う訓練されている子供は︑母親の袖の下からスバシコク私の
明けた席へ腰をかけてしまう︒時には母親が太郎ヤノ︑と呼
へのせるかと思うと︑左にあらす︑子供は叉窓の方へすがり

い利己的な考へなり庭作であっては何の日本再建ぞやといひ

ついて背をむけている︒いづれになっても母親は子供の靴な

り下駄をぬがしもせず又子供にぬぎなさいとも云はない︒自

︵特別含貝法畢輝士︶

度なる︒○二︿︑九︑三Ｃ

っている︒つまり泥下駄泥靴で坐席が︑汚れようが雨側の客

宅でそんなマネをさすかというとそれは断じてしないにきま

私は目黒の東京商業畢校盈長時代には畢徒には蹄に腰をか

人に迷惑をかけようが一向おかまいないよ弓に肇校でも家庭
でもしつけている︑いやそこまで菜がつかずにいるらしい︒
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ｌ道は近くにあるＩ

壮含道徳の振興

一グ

大杉謹一

ざわざしなくても︑誰かがしてくれるだろうぐらいに考えて

吐倉の改善どころではなく︑側立った大きな不道徳が︑意識

的にも無意識的にもいちじるしくなったものと察せられる︒
︵一一︶

﹁居は気を移す﹂といわれているように︑飢雑でよごれた場

所などにいると︑つい気心もそんなになってしまうものであ

るから・塵一つ落ちていない︑ぴかぴかした廊下や立派にと

︵一︶

戦後における道徳の額雁ということは︑犯罪の増加︑性道

ひどい混凱期には︑掃除もろくろく行き届いていないので︑

徳及び家庭道徳の混乱などと共に︑今回問題となっている一

泥靴でどかどかとふみ込んだりもし︑公園や車内など紙屑を

でふしだらな見なりなど出来たものではない︒それが戦後の

街路・車内はいうに及ばす︑一般に公衆の出入りする場所︑

みんなが平気で棄てているところでは︑つい深くとがめもし

とのった部屋などでは︑めったにそれをよごしたり︑その中

公衆の使朋する公共の施設︒備品などについてのいわゆる公

ないで︑誰もがそれをまねてしまっている始末である︒此頃

般杜愈道徳の不振にいちじるしく見られるようである︒公園．

かったようである︒

衆道徳が問題となったのは︑今日ほどいちじるしいことはな
一般に道徳の額慶ということは︑敗戦の結果であるといわ
れ︑たしかにその影響の大きいことは兄のがせない蕊赴含

くなるというところまで来た︒

きれいになったので︑こうなると︑うっかり棄てられもしな

っかりしていなかったからだと兄るぼかはなかろう︒なぜか

ると︑汽車中の不作法さなどは．たしかに外国人に兄られた

しかし先般来やかましくいわれて来た確儀作法の問題にな

はどうにか屑龍だのいろいろの設備もと上のって︑だんだん

の混凱に一来じて不道徳がはびこるのは︑やはり個人点衛がし

といえば︑貧すれば鈍するものもあれば︑貧の中から勤勉力

思わない︑↑それでいてそれほど悪気があるようでもないが︑

らお恥かしい︑われわれが兄ても不愉快干寓で︑人を人とも

いてくることが目だたないということで︑つい﹁族の恥はか

が︑壮禽道徳という面になると︑どうも直接自分に結果の報

習が︑いつまでも改まらないでいるといった具合である︒だ

た︑人も之を見てた堂笑ってすますといったような杜含の因

全く酒のみの飢暴が一般から寛大さを以て許されていると似

／

といっても各個人の精神の問題に蹄するものと思うのである

行︑家を興すものも世間に多いからである︒だから要は道徳

きずて﹂ということになり︑善い事柄にしても︑なに自分がわ
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からこんなのは︑・吐含の習慣が改まらないうちはどうにもな

らないように思われる︒相欝に新聞などでも世論を徳えてい
るが︑改善されるまでには︑和常の歳月を要するであろう︒

自働電話の料金入れの巾に紙切れを入れておくものがある
というに至っては︑浅ましい次第であるが︑それは一回紙幣
の持合せがないばかりでもなかろう︒悪戯ともいえない︑な

んとなく吐愈道徳は佃人道徳にまで蹄若するような気がす
少

る︒人の見ているところでは出来ないが︑人の見ていないと
ころでは何をやるかわからぬといったので︑どうも信仰心の
ところまでいかなければ駄川なようでもある︒料金函をぶち
こわして料金をかすめるというに至っては︑吐禽道徳のワク
を越えて︑犯罪の領域である︒

他人に迷惑をかけないこと︑他人に損害を典えたならばこ

れをつぐなうというのは︑匡正の正義というので︑それより
もっとひどい吐愈的に危隙性のあるものは．しっかり取締っ
て見つけ次第これを鹿罰してもらわなければ致し方がない︒
︵一二︶

﹁人のふり凡てわがふりなおせ﹂という言葉がある︒人のふ

とるべきをとりやとるべからざるをとらないということは︑

まことに大切な事柄である︒これが出来さえすれば︑祇含道

徳はおのすから振興して来る筈である︒

あやまって他人に迷惑を及ぼしたという際には︑﹁わが身を

つめって人の痛さを知れ﹂である︒とれが同怖というもので

ぴき﹂によって︑杜愈哩附加がもたらされる︒

ｊ

利己と利他とを結ぶきづなてあり︑この﹁見えざる手のみち

他人の迷惑になるようなことをしないというのは︑﹁己の欲

せざる所︑之を人に施すとと勿れ﹂である︒自分がされてい

やなことを平気で人に封してやっているという結果が今日の

をつめって人の痛さを知れ﹂である︒しかし直接わが身に報

杜含逝徳の額履である︒だからこのようなものには︑﹁わが身

いが来ないところから︑人の痛さも恥つこうにわからないの

ではなかろうか︒人の痛さがわかっていて︑しかもこれを犯

しているというに至っては︑まことに沙汰の限りである︒

﹁己の欲する所︑之を人に施せ﹂というのは︑自愛から他愛

にうつるかけ橋である︒前にいった同情心がきづなとなり︑︑

潮である︒善いふりをまねるならば問題はないが︑華美な服

極的な面だけでも不道徳の雑草が刈り取られてゆくことは︑

いう積極的方面までにまだ考え及ばないかも知れないが︑消

をどうするかがさしせまった問題であるから︑道徳の振興と

今日ではとかく不道徳の事賞ばかりが多く目立って︑それ

積極的な祇含道徳の振興となる︒

装や目立ったなり︑乃至はどうかと思う言葉遣いやふしだら

迩徳の良い苗が容易にのびて︑すくすくと育ってゆくための

りを兄て悪いことまでこれをまねているのが︑このごろの風

ともしない︒いわんや人のふり見て之に善悪の批判を加え︑

な行儀などはすぐにまいても︑善い事の方は容易にまねよう
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､

く︒﹁そんなきたないことはとうてい僕にはできない﹂という︑

同様に︑道徳的な潔癖性も︑やはり子供の時から培われてゆ

﹁三つ子の魂百までも﹂という諺がある︒清潔歩きの性質と

地ならしともなろう︒

れ位たったか忘れてしまったが︑或る朝︑大きな岩の裂け目

轄ちがいなのだなと半ばあきらめていましたら︑それからど

りたってもそれが容易に片づかないので︑やっぱりこれは管

しみに．毎日の通勤を重ねてい麦した︒ところが一と月ばか

ほど胸をなでおろした思いはありませんでした︒

が目につきました︒やれやれこれで片づいたなと︑このとき

もあざやかに貝つ二つに裂けて︑向う側にころがしてあるの

︵四︶

その潔癖性が何よりも大切である︒

毎日のように通勤の途上︑電車道の片側の狭い人道にすれ
ん中からき裂を生じ︑針金を三重ばかりかけてはあるが︑あ

つもの通勤で︑徒歩で十字路を交通係の蕊コーで進みますと︑

とで申しましょう︒右の話のあった少し前ですが︑同様にい

それからついでに思い出しましたから︑もう一つ交通のこ

︵五︶

ぶ遊いこと此の上なしである︒いつぞやは子供が五︑六人そ

すれになって︑それこそ山のような岩石が戦災で八分通り貝

ばで遊んでいたから︑ハツとして︑﹁もつと向うで遊びなさ

ます︒同じ方向を寺コーで進んだ車が︑右折れでそのま上曲っ

貝ん中頃へ行ったとたんに左の方から自動車が勢よく州て来

て来るのです︒お互に蕪をつけて通ることになっていること

い︑とＬはあぶないから﹂と注意した︒石屋さんの庭つ野き

れた狗材だけが所有群の管理下にあるというのである︒或る

は︑あとになってわかったのですが︑一初めは右曲りの車はち

なのだが︑石屋さんはどこか遠くに住んでいるらしく︑残さ
日︑ちょうどその向う側で︑パトロールの響官が女警官と二

ょっと待たせたものです︑それが貸地の経験から︑待たせて

それだのに︑自動車や自縛車などは営然だといわぬばかりに

人︑交通のことらしい︑しきりに話しているので︑今日こそ

を申した︒とたんに︑﹁あそこは私の方の符雄ではな霜いので

ｌゴーで進んで来る人間にはおかまいなしにＩ曲って来るこ

︒と思い︑例の大岩洞のあぶないこと︑何とか石屋さんに注意

ね﹂との返事であったが︐﹁それでは何とかむこうの警察の方

とが多いのです︒そこで或る朝このことを交通の弊官に話し

に気をつけながら曲るようにとのお達しがあったわけです︒

へ連絡しておいていただけないものでしょうか﹂と亜ねて依

たら︑﹁それは時盈蓮縛手を集めて注意するのですが︑こんど

はあとからあとからと来るので混雑するから︒歩いて来る人

頓した︒﹁よるしうございます﹂というので︑私はうれしく左

はもっとよく注意するように話しましょう﹂とのことでした︒

して︑どこか危険のないところへでも運んでもらいたいこと

って︑まずこれであのあぶない石が間もなく片づくものと楽

C2SD

吃

れないが︑そういうことがあるからといって︑君が違反して

早速いってやりましたが＄それはそういうこともあるかも知

いものがあるではないかと逆ねじをくわされました︒そこで

って右側通行のことで注意したところ︑弊官の中にも守らな

の中では大畢生が一番いうことをきかないで困ります︒先だ

それから話のついでにこんなこともあった︒﹁どうも通行人

けておこう︒これが少年の頃に聞いた．日一善﹂の貸行で

が︑同じような側に合う人のことをも考えたら︑早速はねの

石がたえずころがっている︒自分にとってもあぶないことだ

毎日通るたびに︑大きな石︑夜のくらやみでつまづきそうな

とか道をきれいにもし︑通りいいようにもしてもらいた︑い︒

し方はあるまい︒商店でも人家でも句自分のところだけは何

くにある﹂で︑各自が出来るだけのことをするよりほかに致

てくれそうもない︒そこでまわりくどい政治よりも︐﹁道は近

水道の水の出しっぱなしは︑もう此の頃はほとんどなくな

︵七︶

は賞に無頓着のようで︑われわれが見ていると︑あぶないな

ある︒

もいいという口賞にはなるまいがねと︒それから一般通行人
と思うが︑自動車のつっぱしる中を︑平気で斜め横断をやっ
です︒まあよろしくお願いします︒﹂といって別れた︒除り長

った︒電車内の行儀も大分よくなったが︑乗客のあふれる畔

ているのが多いのです︒﹂という話でへ﹁なるほどどもつとも

く話しているので︑通る人たちは︑私が交通述犯か何かで調

まったら︑車内や騨頭はよごれないですむだろう︒毎日の騨

では︑先きを争うことがまだ絶えない︒紙屑は屑龍におさま

員の掃除仕那は︑たいていこれの後始末にすぎない︒私はこ

べられているのではないかと思って︑ふしんな顔をして見て

こんなあぶ准い街路上を毎日通勤している私は︑晩から夜

りかけたが︑キャラメルの包み紙と煙草の吸殻だけは︑時を

にかけて︑田舎道の貝つ暗がりを︑雨の日は泥ん粉で︑水だ

の様子を郊外の小瞬で毎朝見ている︒

得顔にちらばっている︒この二つが迩営な容れものにでも納

まりの中へじゃぷんとつかりながら疲れた身をわが家へと運
んで行く︒一つの電燈もない貝の闇である︒一︑二年たって

わしておられるのには腹が立つ︒お通に通話ば湘単にすます

︵︷︿︶

電柱に一つの電溌がついたが︑二日か三日で無くなってしま

所のめいわくになります．⁝：﹂いそいでみんな小さくしまし

ようにしよう︒夜の十時頃にうフジオの音が除り大きいと近

行くのである︒

う︒何春かにとられてしまうらしい︒ついたにしたところが

ょう︒楽しいためのものが︑楽しくなくなるというのでは何

自働電話を待っていると︑長共とふざけ切った話をとりか

ほんのわずかの距離で︑雨の日などは全くやり切れない︒町
含長や町愈議員の選畢はあっても︑そんなことなどはかまつ

）

（

一

0

んにもならぬではないか︒菖事は﹁思いやり﹂であるｃ人でいっぱいである︒それほど都含は人が多く人目が多い︒
登山客のハイカーのエチケットに至っては︑吐含道徳を越人の目は常にどこかに向けられ︑何かを見ている︒人目の多

えて牡曾防犯の部類にはいる事件も折盈耳にする︒十二歳のい都曾では︑しぜん．我々を見る目も多い︒めあき千人に兄

漢の暴畢暴言を獣して聞かなければならぬ︸不愉快さを思え︒︑つた人に含うことはまず殆んどないと言っていい︒彼等は我

少年の無分別と無教養のあらわれである︒夜おそい車内で辞られるわけである︒けれども︑我盈は．その入ごみの中で知

こうしたやからは︑宜しく一夜拘留の親切さを示すべきであ我を知らないから︑我糞に封して全く開心を持たない︒人回

る︒つまらぬ事柄にまで寛容は無川である︒は多いが︑それは殆んど我交には向けられない︒一瞬︑向け

或る畢生がソバ屋で当券を忘れて来たから︑明日持って来られても︑それは無開心に直ちに他に稗じてしまう︒無開心

ますから食べさせて下さい﹂といったら心﹁駄目です﹂と断らの目は盲目に等しい︒都禽の何の多くは我為にとって盲目で

れた︒前に同じよう底事をいって︑ウソをついたのがあるかある︒めくら千人である︒我為は誰にも兄られないのであ
らだとの話︑滝間しい限りである︒借りて返さないのも悪いる︒

が︑信州して食べさせるのも悪くはあるまい︒要は﹁信頼﹂見られると思う時には︑我交は千人の口の注覗を浴びるの

︵東京教育大畢教授特別倉員︶見られないと思う時には︑我堂は千人のめくらの中のただ一

であり︑信頓にこたえる﹁信義﹂の賞践である誼を意識する︒そう思うと堪えられない重荷を感ずる︒しかし

人のめあきであると思う︒そこに︑安楽さがある︒旅の恥は

いを知り誰している︒村では人目は少いけれども︑その目は

へ三里豆腐屋へ二里の寒村であっても︑村の人為は互いに互

る︒

めあき千人かきすて︑同じ貧乏をするならば驚員に住む方が燕窓あ
めくら千人の道徳
地方の小さな地域祇含ではそうはいかない︒たとえ．酒屋

副島民雄

二︶ことごとくめあきである︒我堂を知り我套に闘心を持ってい

田舎より都含が暮し易いと︑ひとはよく言う︒都曾は人目る︒常に開心を持たれていることはまた心身の緊張を墨えさ

が多い︒一歩︑家を出るともう人の波である︒道も車も店もせ︑窮屈さを感じさせるものである︒

rso)

盾︑しかもこの封立は日本人の心のうちに少しの矛盾もなく

む国民が︑人一倍人前をはばからない行動を敢てするとの矛

人に見られると意識する時に︑人目をはばかるとか︑人の

共存している︒時としては︑この二つは︑一方が弧ければ強

︵一一︶

思惑を須にするとかいう気持が川てくるｂこのような封人意

︵一二︶

とからくるのであろうか︒↓

いほど︑他方も弧いようである︒このような不思議は一鰐ど

人の目を意識するから︑常に︑人目をはばかって生活する︒

識が︑日本人は特に弧いといわれている︒

人は常に我廷を見ている︑監覗している︑我交のあらをさが

これは明かに︑めあき千人めくら千人の世間鰐道徳意識か

て人口につくようにしようと思う︒そこで︑上手に人前をつ

自分の親しい人や知った人に封してそうなのである︒めあき

日本人は鵡儀正しい謙譲なる悶民である︒しかし︑それは

ら生じてくるものである︒

くろって︑人前でぼろを出さないように努力をする︒つまり

に封してそうなのである︒知らない人︑親しくない人に封し

同じ人目につくにも立派なものとし

している︒だから︑我為は︑人に笑われないように︑さげす

人の評慨を標準にして︑それに適合するように︑自分を人に

まれないようにしよう︑

併せよう注努力する︒そこから︑世間縄を重んする日本近世

の人ではない︒めくらに封してば何の道徳をつくす必要もな

ては︑君子忽ち豹愛して野獣となる︒めくらは︑すでに封常

い︒めくらは︑自分が知らないもの︑知らないものは開心の

の道徳が護達してきたのである︒

ところが︑一方︑日本人は非常に傍若無人である︒これほ

外である︒開心の外のものは無税して黙るべきである︒無税

るのである︒

ど封人意識が深刻であるならば︑人に封して︑もつと︑傍に

心的な封入意識である︒他あり我ありの意識ではなくして︑

では敵中にあると思え︑人を見れば泥棒と思えと格言は教え

えば︑汽車などに乗ればすぐわかる︒そこでは︑自分さえよ

ただ我ありの意識である︒それは︑我の存在をより有利によ

さるべきものが行手を塞ぐ時は︑却って邪魔になる︒入なか

ければ他人はどうでもいいという傍若無人の態度がすぐ露骨
に出る︒その他︑人前をはばからずものを食い︑ものを散ら

りよくせんがためのものである︒人目をはばかり人の思惑を

人ありの意識が働いてもいいはずである︒しかし︑事賃は全

かす︑通路に立ちふさがって長話をする︒花や紅葉を見に行

く逆である︒それはどこでも容易に見られるのであるが︑例

けばきっと大きな枝を折ってくる︒公徳心がないということ

気にするのは︑・ただそれによって自分が他人によく恩われ利

このように見てくると︑日本人の封入意識は︑頗る自己中

は︑既に︑日本人にとって定評である︒人一倍人前をつつし
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益を得んがためである︒牡含的に優位にあるものがよく破廉

あっての自分であり︑他人は客織化された自分である︒人Ⅲ

あきもめくらも︑等しく人である︒人における自他は︑他人

我登を見る者見ない者も︑我だが知る者も知らぬ者も︑め

存在が共存共在と謂われるのは︑単に︑自分が他人において

にする必要がないのである︒たとえ他を容れ他に譲る場合が

あるにしても︑それは．二歩前進せんがための一歩後退に外

影であり︑自分は他人の主綴化されたるものであるからであ

他人が自分において存立するが故ではなく︑他人は自分の投

一恥なことをするのは︑すでに優位なるが故に他人の思惑を気

らをせばめて他を容れるというのでは決してない︒

ならない︒蔽含生活において︑自他ともに伸びるために︑自

とれに激することによって︑ここに締然として起り来るもの

る︒この人間共作の嘉賞にめざめ︑これに驚き︑これに感じ

が人間愛の精祁である︒側隠の心︑人にしのびざるの心であ

人前をつくろうのは︑醜き自らの地金を︑それが醜いが故
しき外衣をまとうの類である︒日本人にとっては︑醜き地金

にそのままにおしかくし︑他にのぞかれないようにして︑美
そのものに直面して︑それを鍛練陶冶することは全く面倒な

に︑他あり我ありの人遁的意識である︒︐これによって︑他は

る︒人椛の尊重であり︑ヒューマニズムの精紳である︒端的

ことごとく我となり︑我はことごとく他となる︒めくら千人
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ことであり︑かつ︑無意味なことである︒いな︑日本人は自
らの醜をさほどに意識さえしない︒日本人は自らの醜や悪に

にも蕊ばればならぬ．世界には文化の美しき花が嘆き充ち︑

道徳開眼のために︑日本人ばもつと外国に？古代にも近代

︵五︶

のみとなるのである︒

はことごとくめあき千人となる︒存在するものは凡てめあき

を不営にうぬぼれている︒例えば︑クリスト教のあの深刻な

封して頗る寛大であり楽天的である︒それほど．自らの善さ
る罪の意識は︑日本人にとっては︑あまりに潔癖すぎて気狂

︵四︶

いじみてさえ見えるのである︒

はしない︒それをとって食べようとはしない︒移枢された外

闘文化はいつのまにか立枯れになってしまう︒外閏文化は結

うましき賞がなり下っている︒日本人はそれをよく見ようと

的護展から道徳が生れたのである︒故に道徳の債値は︲道徳

局日本にアッピールしないから︑日本人は結局日本文化に戻

もともと道徳は︑その本質において︑祇脅意識である︒祉

が人間開係における生活の中で占めるその位相によって決定

らねばならぬとひとは言う︒しかし︑アッピールしないとい

舎意識のないところに道徳はない︒原始的封人意識の杜禽化

される︒員正なる人間開係に生涌的に正面から封決するとこ

うことは︑日本人にその能力のないことと努力の足りないこ
ク

ろのない道徳は︑所詮︑名のみの億道徳たるにすぎない︒

■自

の日本人にとって恥でこそあれ︑決して名響にはならぬ︒

と・を示すものであって︑これは文明民族︑世界的民族と−二Ｌ
誠明浄心︒

秋入山荘草露深︒一天如拭気清森︒今朝冨獄無雲霧︒浬是精

吟零後先︒

薄暮雲峯入紫畑︒一鈎新月桂西天︒追涼歩到東湖上︒草遅錘︲

悼逢吟謹︒

秋審湖上月光明︒水墨霊成蓮獄清︒人定風流三雨子︒薦陰一

道徳の振興︑別して杜倉道徳の向上︑一公徳心の昂揚という

ことは︑ただ末梢的戒律的なものによって成就されうるもの

門前寂実断鱗令卿凌草壷唯善隣︒如拭秋晴直好日︒芙蓉万

ではない・・そこには頁の道徳的な昂醒がなければならぬ︒道

徳意識の革新は︑結局︑意識の革新に外ならない︒それは．

昏聞落葉報秋蕊︒農兄嬢峯襟太清︒知得人間津好日︒請書三

似秀秋畏︒

新しきものを単ぴ︑新しき考え方を単ぴ︑新しく大きく︑世
界的覗野々歴史的洞察において︑自らを反省することにか

かっている︒問題は大き●く︑事は困難である︒長い年月と長

冠雲蓮峯秀晩晴︒東山吐月玉輝清︒中秋遜韻凝蒜竹︒天地榊︑ノ

味托除生︒

３

い間の努力と修練が必要である︒それは革新的な教育と教養

光抑曲蕊︒３

のたゆまない長い努力の蓄稜にかかっている︒それは︑地味

蓉峯下人︒

白露金風流紫哀︒捕蛾其夕渡晴長︒・去年今夜中秋月︒再照芙／Ｌ

霊碧湾清︒／

山村一日好秋晴︒猫弄漏漫信歩行︒万似芙蓉班白雲︒溌容吃

比秀秋長︒

東湖蟹舎不知貧︒周歳一竿風月親︒槻自在窓前富士︒清姿無

上望羅峯︒

秋塞高諜白芙蓉︒八面玲琉不二容︒衰眼摩拳村老聖︒東山湖

劣百花春︒

雲峯祁葉胴無倫．相好白紅無相祁︒貧富不争無謡費︒秋光無

にして間逢いのない成就への道である︒︹完︶

藤玄畢人

︵熊本大単教授特別宮員︶

な︑人目に立た底いものではあるけれども︑これのみが碓賞

獄麓束湖筆勢窟詩屑︲
常椴秋景十三首

夏去秋来天復高︒西風堀糞冷如刀︒双降自在高原客︒遥仰芙
蓉万獄豪︒

落水蕊峯影倒留︒銀河横虚月光幽︒夜深湖畔虫吟念︒傭仰乾
坤満目秋︒

挨拶は︑上からか︑

下からか
新しい稽法への希求｜

川島次郎
一︑﹁挨拶﹂にうかがわれる若い

女性の心持︑
最近の里期末考査に︑私は高等畢校三年女
生徒約三百名に︑こういう問題を出して見ま
一︑挨拶は︑年長者とか︑地位や身分の上

した︒

の債値を高めるからだと思います︒

う人と人との開係を温いものとし︑挨拶

︑︑︒︑︑

それは人情の自然でもあり︑古くからの

範を示すことになりましょう︒

一︑目上の者はこれによって下の者によい

しきたりでもあります︒

と︑下に阿ねるようになって︑いよ﹄︑

一︑若し上の者から挨拶をすることになる

養も高く︑杜曾に封する責任も大きいわ

一︑年長者や︑杜曾的地位の高い者は︑教

ら︑女の既婚者と未婚者とでは未婚者から︑

十年二十年前には︑旨三峰男女では男か

アメリカの一潅法書に言与くの事を説いて

二︑新しい濃法の要求

えとして述べているのであります︒

してか︑おうむ返しにか︑とにかく自分の考

徒たちは︑私が日全言っていることを︑諒解

がないでもありませんが︑大鎧に於いて︑生

これらの意見の中には一寸うなづけない節

いですか︒

ういう自由が認められてもよいのではな

されているという事ですが︑挨拶にもこ

握手をするかしないかは︑その自由に任

のが先きに手を出すことになっており︑

一︑・西洋でぽ握手は杜曾的の地位の高いも

ます︒一

るためにも︑進んで行うのがよいと思い

けでありますから︑杜曾をよい吐曾とす

下の者が恥長して︑上を軽んじ︑延いて

ます︒

は杜曾の秩序をみだすことになると思い

これに濁して賛成者ば︑多く︑﹁挨拶は︑本

︒︒︑︑︑

来親和のしるしで︑社曾開係を滑らかにし︑

壮曾結合を混め︑人の生活になくてならない
ものだ﹂という馴鮎に立っていますが︑その
ました︒その代表的のものを二三ぬきだして

間には多少塗った考えを持っている者もあり

見ましょう︒

一︑挨拶はその起原から見ても︑人として

の者とかから︑年少者や地位や身分の下
のものに封して︑進んで行うべきだと言

癖匪いぼ錯岬雷徒赫轄唖蓉霊

ら錐んで行うというのは︑その方が一そ

一︑年長者とか︑地位や身分の高いものか

︑時代の遺風としか考えられません︒

と考えるのは︑階級意識に捉われた封建

︑賑郵睦靴

で挨拶をすべきです︒

っている者は誰彼の匠別なく︑互に進ん

同じグループの者は言うまでもなく︑知

の親しみを現わすものでありますから︑

はどう考えますか︒

う人がありますが︑それについてあなた
そう考えるわけは？・
この間に封して殆んど全部の者が︑﹁その

主張は正しい︑今後の杜曾は︑どうしてもそ
ういう方向に進んで行かなければならない﹂

ったものもありました︒

と答えていました︒但し反謝意見脹底こうい
一︑下の者が︑上の者に封して挨拶をする
のは富り前の事です︒
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、

吐曾的地位の高い者と低いものとでは低いも
のから先に行うようになっていたが︑近年は
の高いものの側から︑進んで行うように錘っ

これが反封になって︑女の方や︑吐曾的地位
て来ているという意味が述べてありました︒

勿論この奨化は営然の事であるとして︑挨拶
の起原からその合理的なことを論じていまし

するというのではありません︑た蝉門閥とか
地位とか︑身分とかいう階級に封して︑箪敬
の形を示すだけの事でした︒封建時代にはこ
うした形式も無意味ではなかったのでしょう
権勢の前にひざまっかなければ︑柵が忽ちそ
の身に及んで︑生きていくことさえ出来なか
ったのです︒こういう事によって︑封建的秩
序が保たれていったのであります︒︒

式﹂﹁海軍濯式﹂は申すまでもなく︑﹁戦陣訓﹂

この考えは明治になっても︑大正︒昭和に
なっても︑まだぬけきれませんでした︒その
瓢著な形は軍人に残２Ｌいました︒﹁陸軍濯

た︒私は生徒にこれを話して︑挨拶が親和を
主とするという立場をとる限り︑５なづける

昔支那では新しい図ができると︑早速暦を

いくかということです︒

ここに私は特に﹁挨拶﹂を取り出しました
が︑言葉づかいにしても︑動作にしても︑現
代は新しい濫法を要求しています︒そうして
その新しい濫法によって︑一そう明かるい︑
住みよい杜曾を作り出そうと希っています︒
ただ問題は誰がこの新しい濫法を作り出して

三︑誰が新しい暖法を作るか

の上に︑新しい挨拶が生れようとしているの
であります︒誰がいうともなく︑一般の人為
の挨拶の形が鍵り︑方法が鍵って来ているこ
とを見のがすことはできません︒

ったが本とうの﹁挨拶﹂はなかったのです︒
しかし今日はこれらが正しく批判されてい
ます︒そうして︑人間魚重︑人間親和の韮調

した︒端的に言えばわが図には−１敬濫﹂はあ

にも︑はっきり階級的敬隠が確立されていま

︑説だと言ったことがありました︒

た野これを我が図について考えてみますと
すと︑その起原はむしろ服従︑随順といった

我が閏の﹁おじぎ﹂は︑紀記の記述等から推
ところにあったように思われますし︑遠い昔
から︑今日まで︑専ら敬意を表するという意
味に使われて来たようであります︒殊に封建
時代には︑この靴が著しく亜訓され︑形も方
いました︒即ち︑その形は︑立った場合も︑

法もすべてその趣旨に合うようになってしま

︑坐った場合も︑封を低くし︑頭を下げて︑恐
れつ上しむという形であり︑上の者が先きに
するか︑下の者が先きにするかという事等は

もちろん︑敬意を表すると言っても︑人間

てんで問題になりませんでした︒！

尊重の精榊から出て︑自他の人格に敬意を表

一

かえ︑濫法を改めました︒だから時代によっ
て正否が反封になるようなことも起って来ま
した︒かの左が上か︑右が上か︑という問題
等もその一例であります︒これがわが園にも

﹁左遷﹂だとか︑﹁左前﹂だとか︑﹁その右に出

影響して︑詮大臣と右大臣とでは︑左大臣を
上としていたにもかＬわらず︑言葉としては

るものはない﹂等と平素で言っていました︒
しかしこれは昔の事で︑今日では上の者の
意志で生きた職法を作り出すということはで
きません︒潅法は結局大衆の力によって自然
に作り上げられ︑しかもそれが一つの習わし
となったものでなければなりません︒
皿しその初め上が定めたものでも︑それが
大衆に理解され︑同意され︑支持されて︑そ
の貴行が厳い範圃で繰り返えされＬぱ︑生き
た濫法となります︒これはある個人が唱えて
もよいのです︒ある幽催が協力して首唱して
もよいのです︒た堂確法の本質は︑大衆によ
って支持される習わしであるというところに

あります︒

こ上に問題とした挨拶についても同じこと
です︒﹁上の者から﹂という事が︑一人でも多
くの人によって支持され土ぱやがては吐曾全
魁のきまりにまで護展していく可能性があり
ます︒それで畢校はもちろん各種圏鎧も︑現
在の魁法を批判し︑新しい形によって︑新時
代の要求に答えなければなりません︒こうし
て新しい謄法を作り出していくのは︑現代に
生きる私たちすべての者の営然の責任であ一ろ
うと思います︒︹特別行員︶
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杜含道徳西村茂樹
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すが︑その義が少し蕊って来るのです︒例へぼ法律の方で暇すと︑︾一

人から金を借りた時には︑必ず返さなければならない義務がある︒一

はなければならないといふ︑これは道徳の義務です︒法律の義務に

夫から人が災難に躍って⁝⁝水に溺れやうとするときには︑之を救

ば斯ういふことばない︒道徳の義務では之を救はねばならぬ︒さう

杜曾道徳に就墜﹂お話致します︑赴曾といふ言葉は︑東洋では日

致すと︑同じ義務でも道徳の義務は一歩を錐めて居る︑之が杜曾に

本でも支那でも昔から無かった︑夫故に杜曾といふ熟字も勿論なか
づた︒これ迄は気がつかなかった︑何千年も祇曾といふものが賞際

封する道篭で︑法律にいふ権利義務と︑文字は同様でも︑意味の少

し蕊るといふことだけ御ゞ承知願ひたい︒夫から杜曾の道徳は︑又人

世界といふことや︑図といふことの外に吐曾がある︑人為相共に生

に接する道ともいふ︒これが二つに分れる︑その一は徳を以ていふ

あって︑夫れに気がつかなかったとは︑除樫不思議なやうに忠ふ︒

は格別に論じてない操であるが︑近年段だとこの杜曾を目的に説を

存して居る所の世の中である︒この壮曾といふことは︑西洋で＃昔

又四つある︒第一が仁愛︑第二が公義︑第三が恭敬︑第四が信賓で

もの︑その二つは人事を以ていふものである︒徳を以ていふものが

第二が人の財産に就いての義務︑第三ば人の柴審に卦する義務︑︵人

ある︒人事を以て言ふものが叉五つある︒第一が生命に封する義務

立てることが盛んになって来た︒己に杜曾畢といふものも出来るや
ふことに人の川の注いだの峰耕しいことである︒さて杜禽といふ一

うになった︒この畢問は至って新らしいもので︑西洋でも牡曾とい
個の物燈が出来ると︑その社曾の間に行ばれなければならない道徳

から︑他人の楽署について之を尊重する義務がある︑︶第四は人の自

はそれ人︑皆多少の蕊響といふものが有って︑杜の中に立って居る

由に封する我が務︑︵人といふものば或部分だけは自由を以て居る︑

がある︒この杜曾のことについては︑矢張り権利義務といふことが

の椛利がある︒これは殆んど法律でいふ擢利と同じことで︑人為皆

天寿と人涛の別がありますけれども︑併し人といふものぽ︑叉同一

が人事を以て言ひたる所の人に封する道である︒今仁愛といふこと

その自由を妨害せぬといふ我が務がある︒︶第五が人と人との約束に
閑する我が務︒これ等は義務といふても職分というてもよい︑これ

入用になった︒凡そこの就曾にこの同一に住んで居る人間の中には

我が難に個有の椎利がある︒我が獣に権利を持って雁れぱ他の人も

つ出て来る︒親切︑慈愛︹俳法で申すとば少盈達ふげれども大抵類

を申したが︑仁愛を以て人に接するに︑その下に附脇するものが三

皆この椛利を持って居る︒故に我ルヘはその人の潅利を認めてその妨

妨げをしないと︑夫で社曹が立２Ｌゆくといふのが法律世界の論で

害をしないやうにすべき義務がある︒権利と義務と相平均して互に

ある︒

似のもの︶夫から寛容と申して寛大に人を容れる︑こういふことで

夫から公義といふことを申し喋葉と畷といふ︾県あみ一

す︒道徳界はもう一と足進んでゆかねばならぬ︒法律界は杜曾の害
し相助けねばならぬ︒義務といふ言葉は︑法律と道徳両方で使ひま

をしなければ立ってゆけるが︑道徳界はも一と足進んで互に相保謹
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その人に交際する土で︑凡そ公義に反する自分の勝手とか︑人を犯

公萎には消極の公義︑稜極の公義といふことがある︒消極の公義は

に及ぼして︑思想︑言語︑行篤共に公養を以て人を扱ふことである︒

すと云ふ様なことを戒めるのである︒積極の公義は自分の公義を人
第三に恭敬とは︑凡そ杜禽に住む人為には︑網て相雌に恭敬を行は
ねばならぬ︒この恭敬に謙遜といき﹂とが附闘して居ろ︒それから

第四に︑信費といふものぱ︑別に之に附脇するものはな児唯信賞

叉蝋詮塗農に甚曜即骨醤なる．

１同が現はれては来るが︑かうした靴をよく心得ねばなりません︒

れるが︑道徳の上でば専ら温厚な心を以て行ふのである︒多少の異

る︒法律はその法文に紙鰯しなければ酷薄な心を以てい２Ｌも許さ

・は︑法律に載せてありますが︑・法律と道徳とは少し運ふところがあ

今日でば我剛も法律が桁しくなって︑大抵今の人蕊を以て分つもの

いです︒これはその剛の法律と作って往かないと没行が出来ない︒

その多くは法律に開係して居る︒それ故に道徳ぽかりでは往かれな

夫から人事を以一Ｌ分つこのことは︑人の生命に封し︑財窪に封し

一にあらざることを戒めて︑虚言を吐いたり︑人を謀計に陥れたり︑

＃．

頃に至り小畢校などでも蝕程注意して居るやうである︒Ｉこのことは

一元来日本には公徳：：：祇曾の道徳といふものが峡けて居った︒近
これから外圃との交際が多くなると︑除程注意しなければならぬ︒

｜︾︾櫓恥梱串︾恥誰即鐸︾鋤智︾鑑︾郵砕吟却︾︾御︾︾︾岬岬峠
一つで︑此等が外圃人と交際した時には恥辱を受けた上に損害を受

ＩｌＩ６１１１１１ｌｌ■Ｉ１ｌＰｌｌｌｌｌｌｌ︲

ふ考へが薄いやうです︒例へぱ人の家に葉物が生２﹂ゐる︒その菓

けることだらうと恩ふ︒その外糊ての人が子供のうちから公徳とい

い２しよからう︒子供のみならず大人もやはり取る︑彼図の公悶で

物が外から見えると︑その近遥の子供ば殆んどそれを攻２Ｌ了ふと

が︑そこに這入るものはない︑叉花や樹木を折る者もないさぅで

芝などが椅麗に作２Ｌある所は︑這入２﹂ならぬと札は立蚕Ｌない

す︒︲所が我閣ではやるのです︒私は三・四年東京の向島に住ま２Ｌ

居る⁝樫の名所である︒⁝樫の花を折るなというて堤の上に何ヶ

所も誰でも讃めるやうに般名付きで札が立蚕﹂ある︒所が花見の人

が兎角枝を折る︒巡査に叱られる︒これらは極く些細なことである

が︑公徳を守らない諸擦である︒叉新らたに土蔵が出来るか︑板塀

が出来ると︑子供が無駄書きをする︒叉祁吐怖閣などに行２Ｌ見る
と︑立涯な所に悪筆で﹁同行何人﹂などと書いてある︒極く鯉いこ
とだけれども公徳心がない︒或時小畢校の先生に話ルて注意して貰・・
ひましたら︑﹁成程さうだ︑気附陰Ｌ見るとそうした気分がある⁝へ

に研究せねばなりません︒︵明治三十二年へ道徳教育講話より︶

畢校に出る子供が自分の器は随分大事にするが︑畢校の器といふと
粗末にするといふことがある︒公徳は注意せねばならぬ﹂と言２Ｌ
ましたが︑夫は子供のみならず︑甚だ汚い話ですが︑細て役所とか
畢校とかの便所は汚いが︑各自の家の便所はそんなに汚くしてな
い︑これも公徳心がないからである︒叉汽車に乗２Ｌ見ると︑外幽
人は汽車の中で謹握して居るやうなことはないが︑日本の人は僅か
二時間か三時間乗る汽車でも︑すぐと横に握る︑それから物を食べ
て汽車の中を散らす︑これも公徳心の乏しい一つで︑さぅいふ様な
ことは数へると鯵しい︒此等は誠に雑作もないことですが︑外閣人
に封すると恥になる︒自分の恥ばかりではなく︑風民の恥であるか
ら︑充分注意すべきです︒以上は唯道徳の樵目ですから︑これを更
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うした場合一向に御遠慮！否心這ひがないの

なってゐるからである︒併し見た人は恥を蔑

中では︑唯見た所で一向に目立たない存在と

ｌ見たりｊ聞いたり︑讃んだりｌ

○

人に陣ふべきことであらう︒

いといった年頃がある︒アチラの園ではどう

木の葉が散っても︑箸がころんでも可笑し

それは雨降りしきる日であった︒都内の或・誰だって自宅の室だったら︑食べ物の残骸

・記者論なのであらう．

が普通だから︑これば燈験から自然と出た結

街に拾ふ他山の石見は一致した．日本の運筆さんは多くほか

．○○

る横丁のドロ道！よく言ふネリョーヵンのやや︑鼻紙の始末位はするし︑まして湊を吐い

て別にさしたる開心も掛けず答め立てもなく

か知らないが︑コチラではそれは自然だとし

の自動車が後から入って来た︒二人は今や絶︲なって︑まるで室を塵箱同然に心得︑その中

さんが二人歩るいてゐた︒ず箔とそこへ一墓居室となると︑打って塗って無神経無責任に

﹁年賦﹂だけでは済まされないのである︒例

意しないと︑大愛な失薩となることが多く︑

がある︒だがこれも牡曾生活の上では除程注

ただ﹁年頃﹂として許されてゐるといった風

︑︑︑︑︑︑

うにヌヵッて居る︑そ一・一を二人のうら若い娘たりはしないだらう︒所が汽車電車の自分の

封絶命と恩ふものの︑でも本能的に道脇へ突に平気で居るのが日本人である︒或る時︑例

が︑電車や汽車で︑或はその他集曾合などの

へぼ二人︑三人と集ったその年頃の娘さん達

如左右にとび避けて立ぢすくんだ！今までのの如く汽車内を塵箱にして了ったのだけでも
︑︑

多くり錘験から︑か秋した場合︑新調の一三心ある人には不快この上もないのに︑或る者

がら︑﹁クスノ︑﹂とやられるのは︑人に大

場合︑人の方をチョッノ︑と盗み見などしな
︑

１スタイルのドレスが泥まみれになるのは勿が突如ベッ！と漆を吐いたものである︒する
︑︑︑︑︑︑︑︑︑
論のこと︑頭の上までネリョーカンをハネッと折悪しく筋向ふに一外人が坐して居たが︑

塗不快を輿へる︒或はそれは傍の人の事を何

︑︑︑

ケープしるのは常然であるから︑手ぱ観念もし彼はこれを見過ごさなかった︒彼は急いでち

てゐるからである︒やがて自動車は通り過ぎり紙をとり出して︑坐を立って︑無言でその

か噂さしたり︑批雲評したり︑などするといふ

いことかも知れないが︑傍の人は自分が封象

ていった︒するとその二人は恐怖の緊張から淡の上を笹ひ︑そして自分の坐に戻って又獣

で何か﹁クスノ〜﹂やられてるやうに感ずる

のではないも知れないし︑その﹁クスノ︑﹂

ネカヶラレてゐない︒夢かとばかりや上ボーるのを見逃せなかった︒これこそ正しく無言

そして自分の顔に墨でも附いてるんぢやない

もさした意味はない例の箸の藩つたのと同じ

シ卜してゐた︒するとその一人が﹁今の運韓ではあるが有言以上の抗議である︒だが此の

の姿を見廻すと︑アラ不思議︑殆んど泥をハ覆ふ一瞬はさすがに顔面祁糎はヒキッッて屑

手さん︑アチラの人ぢやなかった！﹂それに動作を見添い人為には︑一向何事もなかった

か︑服装に何か笑はれるやうなことでもある

やつと解放されて︑﹁ヤレノ︑﹂とぽかり自分．殉と︑何知らぬ顔で居るのである︒然し紙を

答へて他の娘さん﹁さうらしかったワネ！﹂に等しかったかも知れない︒といふのは︑一

のかしら︑何んだらうかと気をくばった︲りす

︑︑

と︒一︲きつとさうよ！﹂と︑どうやら二人の意枚の紙の存●在などは︑塵の山とな２Ｌゐる車
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︑︑︑

ろ︒結局は自分が侮辱されたようで不快な気旅人に物を尋ねられたりしたら親切丁寧にくうぞ﹂といって出した︒これを見たその元外

或る旧某デパートの貴金陶品責場に︑アチなく出来るだけの面倒を見てやるのば営然でん︒旅の人に道を尋ねられて︑知ってゐるこ

持になる︒答へてやるのは富然であり︑その他何くれと交官は︑﹁ありがたぅ︑然し頂く課はありませ

ラの一婦人が現れて︑頻りに何か話し掛けるある︒某日本人が米園に行って騨に下りた時とを教へてあげるのはあたりまへのことでは

が︑そこに居る受持の二人の女店員さんには︲幾つかの鞄を見ず知らずのアチラの人に持つありませんか︑私達は敗戦図民ですが︑乞食

︑︑︑
言葉が判らないので︑豆徴砲を︑ク
ラッタ鳩のて貰った時の親切さが身にしみて有り難かつではありません︑敗戦図民と乞食とはどうぞ

いが︑その二人の店員は遂に向ふを向いて︑た親切も平時の何倍ともなって覗く有り難くると︑その勝校は﹁大鍵に失濫を致しました

やうにキョトノ︑してゐる︒︑それだけならよた毛いって居たが︑族人の心持には︑一寸し︑匠別して戴きたい﹂と毅然として言った︒す

腰をくねらせたり︑顔を手で覆ったりして︑感じられることである︒人種を︑風を︑恩・想私は日本へ来てあなたのやぅな立派な方に初

例の﹁クズｊ︑﹂をやって哲らくは居るので等だの一切を超えて共通して牙に有恥難く感めて出曾ひました︑誠に御尤です︑兎角これ

あった︒言葉の通じる同志でも此の状態は客ずるものは親切といふものである︒迄接した貴殿の園の人殉は︑何か御世話にな

︑ラ の 人 の こ と だ ︑ 自 分 駐 し て 来 た 一 人 の 米 将 校 が ︑ そ れ は 勿 論 東 京 の で ︑ ↑ 遂 に 失 鯉 な こ と を 致 し ま し た ︒ ど う も
て言葉の通じない︑
ア︑チ

にとって感じのよいものではないのに︑ましこれは維戦直後一年位の時の話である︒進ると物を欲しがるやぅな風が感じられました

に封する﹁クスー︑﹂として感ずるのは営然の右も左も判らない地理不案内の上に言葉はありがたぅ御座いました﹂と薩を述べてそこ

でよい気はしない︑その心持が客の外図婦入通じないといふ心細さ︑通りすがりの人盈をそこに別れて行ったのであった︒あの常時は

が奥へ行って言葉の通ずる男の店員を迎へ・てたが︑丸の内で一通行人と逢って道を尋ねた︑↑日本人になり下がってゐたことは同情もする

め顔にありｊ︑と現れる︒やがて一人の店員頼りに道を尋ねつ上行く先きを辿るのであつ物質峡乏時代であった篇め︑大衆はさもしい

来て︑やっと用が足りることとなって︑此のすると多くは親切はあっても言葉を知らないことではあるが︑然しそれも一に旅人に親切

−ソといふものは︑杜曾生活の作法の態度と外交官であったので︑エチケットは心得て届がなかったので︑親切を特別なものとして物

場面は消えたがそれまでのこの一︑二分のシ人が多いのであるが︑恰度その人は運よく元にするといふことを富然の義務と老へる訓練

しては零であった︒否マイナスだ︒これからるし︑言葉は出来るといふ上だの傑件の人でと交換するに値すると云ふやぅなさもしい心

﹁年頃﹂では済まされない﹁クスノ〜﹂ではにとるやうに教へてあげたものであった︒すとが出来たといふものではなからうかと恩は

の日本人としては注意すべきことで︑単なるあったこととて︑親切にそれからそれへと手があったから︑自然と恥かしぐなくそんなこ

ある︒るとその米将校は﹁ペリー・サンクュー﹂を．れます︒
ゞ○連装して大鍵に有難が２﹂︑煙草を一箱﹁ど
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含耐西村泊翁先生五十年忌
法要の記
明治三十五年八月十八日含祁西村先生が胃癌のため七十有五歳を以
て逝去されてから︑本年の八月十八日は恰も五十年に相富するので︑

先生の永久に鐘まります文京厘駒込林町の養源寺に於て︑午後三時半
から五十年忌法要を誉むこととし︑熱て弘道誌上に︑或は在京曾員に
は重て通知し︑御出席を求めた︒本年は残暑が殊の外厳しく︑然も彼
の大伽藍たりし養源寺は不幸戦災の厄に逢ひて般堂となり︑特に涼味
を畳ゆるの恵みにも浴せず︑蒸し風呂に坐する感があるほどの此の日
であり︑やけに蝉の麓のゑ暑さをかり主しるのみである︒この時︑日
頃先生を追慕敬仰して止まぬ熱心な人窒一十有五名の参集があり︑又
地方の有力な人糞よりは多数供物を贈られたりや電報ＥＬ敬仰の誠を
捧げらるるといふ有様で︑一同感激さ造られたことであった︒

先づ下村副曾長より本曾を代表とＬ曾耐五十年忌法要奉行に常２Ｌ
の挨拶があり︑絵２Ｌ三人の僧正により讃糎に入った︒元来西村家の
二つがあり︑戦災のため達磨は不幸焼失したが︑幸にも多少段損した

守本魚として養源寺に寄進されたものに﹁達磨﹂と﹁十一面観音﹂の
ものの︑十一面槻一音のみは残ったので︑位牌の側に供へられた︑かう

した開係から観音控二十五章を讃趣することとした︑熱心な曾員には
何人となく唱和さるる人矛へもあり︑維２Ｌ焼香をなし︑それより墓参
した︒各自心より曾旭の冥福を斬ると共に︑愈ど敬仰の誠を深くし︑
今後の我凌への御加護を賜はらんことを斬ったことであった︒

はさてとして我が国の今日の敗戦を見るまでの鍵韓は︑多事多難で

あり︑大日本帝図の運命の決算を告げた歴史でもあった︒曾覗西村先

五十年前迄︑憂世の警鐘を鳴らされたのでもあった弓我れ百年の後に

生は既に閣家の前途を憂慮されて︑今日あるを溌感されしかの如く︑

知己を侯つ︑敢て今日達せざるを慨かず﹂と此の世を維られたのであ

の五十年にして先生の志は天下に資現するや否や︑こＬに今後にこそ

︐ろが︑その百年の半分の五十年は遂に先生の知己出でず︑果し一ｉ﹄今後

得ない︒

新日本図の最後の運命はあるであらう︒畳めよ日本圃民と叫ばざるを

因に鼓に五十年前の先生が御最後の折を偲び︑五十年後の今日之を

心に再現することも︑先生を敬仰し︑志を膳ぐ者我為として今後の努

力に一段の鞭を加ふるよすがともならんかと︑概要を記して見よう

ったが︑注意されて居られて︑さしたることもなかったが︑明治三十

か︒先生は明治三十四年の頃より御健康が精普通でなかったものがあ

五年七月二十三月︑多年の知友たりし橋本綱常陣士の切なる勧告で︑

博士が院長であった漉芥の赤十字病院に入院され︑徹底的に鍔療を加

へられることとされた︒こ上に於て至れり蓋せりの治療をされること

とを自畳され︑一八月十日先生は意を決して退院︑向島の邸で治療さる

約二十日間に及んだが︑病勢は表へず︑依て全癒の兇透しがつかぬこ

型ことを決意された︒そしてそれを前にして或日松平直亮伯爵を病院

だと希望を陳べられて︑一層の誰力を望まれたのであった︒そして日

に招かれ︑呑干城子欝を後任曹長とすること︑弘道雪の前途につき種

く︑﹁予ほ証に橋本にも見離されて力及ばず︑最早こ入に在るも要な

し︑一両日にて一且自宅に引取り︑徐に天命を待つものなり︲一と申さ

れた︒そし一﹂蹄邸後雨三日にして危篤に陰られ︑明治天皇︑昭憲皇太

﹄

〃

岡顧すれば半世約五十年の歳月は夢また夢の感じである︒併しその
内容を造へぼ︑正しく明治︑大正︑昭和の三代に亘り︑世界の幾菱遷
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、

後二時︑家人に命じて紙を展くさせ︑仰臥のまＬ筆を把ａＬ絶筆二首

后︑皇太子殿下等より御見舞の御下賜があった︒そして八月十五日午

ない︒これを恩ふにつけても︑明治十三年西村先生が日本最初の修身

人倫問題の根本たる﹁何によるべきか﹂に至っては一向に明かにされ

教科書として︑﹁小畢修牙訓﹂を編瞬された︑その精紳こそ︑とって以

て今日の範とすべきことで︑この﹁小畢修身訓﹂こそ誠に意義深きも

を書かれた︒日く
生固常事︑死亦常事︑以二常牙一虚二常事︑

のである︒この精祁は︑日本のものと言はず︑東洋︑西洋のものも︑

厳く雷時の間民に必要とする教訓を蒐集されてあり︑又二十二年明倫

院設立の建議は資現ほしなかったが︑翌年教育勅語喚溌の因をなして

叉

暗室無し雲︑潅水無波

迩遥人間︑七十五年︑孜糞求レ道︑柳有し得馬︑魂也何之︑

こと︑これは今日取って以て我為の堅ぶべきことであるとて︑約一時

然として道徳教育の根本の基本をなすものを一早く明示されたといふ

先生の常時は恐らくは非常なものがあったであらう時︑西村先生が毅

居るもので︑此の二つは特に重大な意義がある︑今日の混副以上に︑

泊翁茂樹

無し有し定所︑上天下地︑自在潤歩︒

そして一ｌ我れ百年の後に知己を待つ︑憂れはし﹂と高砂の一曲を朗
だと唱はれて︑同日午後七時四十八分大往生を逢げられたのである心

いった教育の問勉を話題に各自語り合ひ︑曾加の如き悼大なる人の今

それより夕食を共にしつ型今日の道徳教育︑吐曾科︑歴史︑地理と

間に亘２﹂説かれ︑曾旭五十年忌に膳はしい講波であった︒

手であったの鷲高砂の一曲もこれによるものであらう︒鳴呼此の曾

を禁ぜず︑七時牛散雷した︒

日に乏しきを惜しむの隣晶今更に曾祇先生を敬仰する一勝切なるもの

らるＬことである︒凶に先生の家は代皇祇曲をよくされ︑先生も亦名

偉人の最後の何と立派なものであったことか︑今にして今更に思はせ

しならば︑如何なりしかを想起して︑今後に虚するの畳悟を新たにせ

︵一九五一・八・一二︶

供へ物を厚く感謝し︑こＬにこの記事を結ぶことＬしたい︒

御出で頂いたことば何よりであった︒叉多敷の曾開係者より敷盈の御

術欝日は迩族として曾旭の令孫にあたる祁戸光子氏が茅ヶ崎市より

租を偲ぶとき︑我為は曾岨の大信念を知り︑この敗戦日本図の今日在
ねばなるまい︒これが五十年忌法要の一つの大きな意義ではなからう
かくして法要︑墓参を終へて後︑記念誌淡曾に移った︒此の日は

か︒

﹁新らしい吐曾の道徳間匙と西村茂樹先生

と題しての特別曾員︑束京大墨教授海後宗臣氏の講演である︒乃ち述
今日敗戦後の混凱は︑道徳問題︑人倫問題ば全く軽脱され︑無覗さ

くられて臼く︑

る上ことＬなった︒然し教育の末梢的技術の問題のみが論じられて︑

れて来たが︑今日人心の落着きと共に︑漸く道徳教育の問題が注目さ
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︑●

移り︑光づ特別曾員添田敬一郎氏の追憶があ

れで居て一度始めたことは維生やられて移り

書かれた︑かく趣味は多方面であったが︑そ

開係等より偲ばれた︒次で特別曾員宇野哲人

演藩酒井藩士であるので︑｜堀出︑酒井両家の

ふのは毒さう種凌とやると従来のものも何れ

騒ぐ奨められた謁それは遂に断られたとい

気がなかったといふ︒晩年ゴルフを友人から

った︒氏は故堀田曹長と共に岡田内閣の政務

堀田酋長が三月十六日順天堂病院で︑胃癌

陣士は︑本曾の開係に於て数十年に亘る間の

故堀田含長追悼慰雲
祭の記
のため逝去されてより︑六月二十三日は早く

思出を語られてその高徳を追慕され︑割田主

次官であったので︑その頃の親交︑或は奮小

も百日を数へることとなったので︑この日を

事は二十六年間本曾に職を奉じた者として堀

ふ︑それから花を非常に愛され︑殊にバラの栽

期して︑木曾はその高徳を偲び︑追憶の誠を

培は数十年に及んだとか︑詞本一音梁に趣旨が

田曾長を敬仰追慕するところあり︑時間の都

開曾︑諜て設けた祭嬉語前に︑澗官二名によ

あって︒︑尺八は三十何歳かで一切の奥俸を許

捧げ︑以て御生前の多年に亘る故堀田曹長の

って厳に祭典が行はれ︑一同玉串を捧げて祭

されたし︑三味線も相常のものだったし︑スポ

この記事を維る︒︵完︶〆

かを捨てねばならぬからといふのであったさ
うだ︒元来非常に我慢弧く︑それが一度始め
たことは維生止められなかったもののやうで
ある︑病苦なども彼の痛みの甚だしい胃癌で
ありながら︑泳えて訴へられずに堪へられた
といふことである︒更に文謹方面は元来あま
り趣味がなかったさうであるが︑病中は廃ん
に短散を詠まれたさうである︒そして最後ま
で胃癌と知らず︑ｘ全快されることを信じら
れて居られたさうであるが︑それでも逝去数
時間前に詠まれた一首は︵正しく酔壮である
が︑︶明に死を畳悟されたものだったといふ︒
等伺ふと︑涙を新にさせられるものがあった
西村先生が佐倉藩士であった関係もあって
御光代正倫伯以来多大の御誰力であり︑故曹
長も木曾に関係さるること三十有除年︽財務
監督︑禽館建設委員長︑諮議等を歴任され︑
昭和十六年徳川曹長逝去の後を第五代の曹長
となられて正に十年？其の間の功績は多大な
るものであった︒然も六十有四歳といふ働き
盛りの御年輩であったのに︑惜しみても齢り
あることであった︒時代の鍵革に遭遇され︑
物質的精禰的の大きな影響を拝察するとき︑
又哀れ切なるものがある︒謹んで哀悼して︑．

此の日は恰度堀田家でも百日祭の行事が取

こどである︒

つ雑談の中に各自追慕して哀悼の誠を表した

これは一般の人為の知らざる面であって︑非

更に嗣子正久氏は︑感謝の挨拶に兼ねて︑

常に深い感銘を輿へられた︒乃ち家庭に居ら

にも拘らず︑特に御繰合せを頂いて︑嗣子正

ころであった︒場所は故曾長が海軍参輿官︑

て測られたる堀出↓曹長の思出を述べられた︑

同政務次官等を歴任されて︑産海軍に開係が

なかった︑叉自分の功績を語らなかったとい

れての︑故曹長は一切他人の悪口や噂をされ

今は亡き父君の家庭に於ける︑そして子とし

深かったのに因み︑東郷紳吐の式場にて翠行

久氏を始め︑奥方及御令息︑御令嬢︑御令孫

することとした︒定刻に梢後れて午後六時半

方八名の御出席を得たことは深く感謝すると

行はれたので御遺族の方歩へは御多忙であった

合上︑之を以て一膳打切り︑夕食を共にしつ

事を果し︑直ちに追悼曾に入った︒下村副曾

ーツは水泳もやり︑殆んど葛能選手であり︑

エ﹂Ｏ

長より本曾を代表して︑故堀田曹長を追慕し

殊に庭球は中盈の名手であった︑書も亦よく

御功勢に酬いる靭かの微意を表することとし

併せて本日の追悼慰霊祭翠行に至る迄の経過

ユノ

を述べられて挨拶された︒それより追悼談に
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弘道詩林
三好凌石選

○村居秋来有隣菅谷徳次郎阜郡宮︶

西風動樹早涼生︒草屋講間夜気溝︒想到都門窪暑酷︒雛逢己

︑︑︑℃︑︑＄︑︑℃︑︑︑ｂＯ００００○○○○Ｏ

大樹参天書筒昏︒千年洞宇倣然尊︒騒人献詠祁先鑑︒敬仰威

霞軒鵬野英治早葉︶
○○○○○００○○○○○○○○○○Ｏ○００００Ｏ

○牒杜東大牡詩歌披講式害感

評日︒筆致薙容︒庭訓高明︒先君子之徳︒拘堪景慕︒

○００Ｏ
範見繁柴︒

先飛謁譲道偏明︒世業惟期得大成︒憶到鴻恩感無極︒一家遺

淳昨水飯田雄耐︵茨城︶
○億先君子
も℃︑℃泊︑℃︑℃︑℃︑℃℃０○○Ｏ○○○○・○Ｏ

評臼︒反惰流露︒詩見様琴之惰︒

０ＯＯ０
日億前生︒

同根友愛有貝晴︒和慰相隣酒共傾︒六十三年惟一夢︒大麻今

○００００００００００００○○００○○００○○Ｏ

松堂中津一一雌水田梨︶

○亡弟花山三同忌辰追悼賦箕︐

評臼︒有情有態︒浦蕪襲人︒

＃１︐１Ⅱ

○００Ｏ
ｉｉ谷寺︒

暁気気鼠涯碧池︒白蓮花溌映漣満︒清好欲奪詩人蝿︒恰是西

０００○○００００００００００００００Ｏ・○○○Ｏ

○水亭概蓮香城菅谷敏夫早蕃

評日︒纏綿之惰︒一宇一涙︑不禁率譲︒

○○○Ｏ
風突墓前︒

計報俄従越北陣︒香魂一夜去那逢︒鵬齢裂吊猶堪蕊︒恰向秋

︒○悼焼村夫人夏村田中和三郎︵千葉︶

評国︒卒淡有味︒

○ＯＯＯ
有候録鳴︒

筆墨田荘︒治人徳育情殊溢︒弊世文章策復長︒砥柱千秋遺業

○泊翁先生五十年忌辰賦莫江東片口安︵富山︶
○○○００００○○○○００○○００○○○○○○○
儒風一世睡名場︒忌祭今丁五十霜︒玉兎窺雷剛洲宅︒紅雲焼
０００○○ＯＯ００ＯＯ００００○○○○○○○○Ｏ

○００ＯＯ００００００００○○００００︐０○○○○

在︒迎祁奏楽仰除光︒

○○○００○○Ｏ

評臼︒筆致雅健︒情溢於詞︒先生曾住子築地︒後移信子向島︒故前
聯及此︒而後聯言其畢徳︒便有一蕪街接之妙︒

○過長者服千鳥波多良介︵新潟︶

０００００○○００００００００○○○○００ＯＯＯ
０○○Ｏ
過長考原︒

古墳数十跡室仔︒浅樹風寒日色昏︒緬懐昔事一同首︒暮烏端

評臼︒寓得慨然︒自有抑誠︒懐古之作︒能到如此︒浦璽可見︒

○偶成如雪慶野庄作︵茨城︶

０ＯＯ○○００ＯＯ００Ｏ○ＯＯＯＯ００００○○○
○○○Ｏ
中第一人︒

八十九齢弧健身︒笑看白髪鏡中新︒長生有訣不須薬︒五箇村

評臼︒雅醇︒隠然自負︒長生之訣︒常能惇人︒

○艮索豆演名博細雨§

０００ＯＯ００００ＯＯ００００ＯＯ○０Ｏ

評白︒言外有意︒足以見鴻儒徳化之迩︒

維珠艮粛豆︒粒粒味殊奇︒遺訓誰能守︒徐芳百世垂︒

○秋思菅野三郎治馬烏︶

寿酋瀞澄穴諦汰︒老躯柳ダ意悠悠︒襟脚癖僻岬渉蕊Ｇ獅存畔
０００Ｏ
安勝出遊︒

評臼︒形逸祁努︒形勢祁逸︒各従所之︒掩扉不出︒獅尭凡案︒亦是
詩境︒吟安二字可味︒
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○○○○
稜感洪恩︒
評臼︒起手雄偉︒韻格自高︒

○人権吟︑悪斎兼坂重︵千葉︶

︑︑︑︑︑︑︑︑芯魁︑ＢＥＥＯ００○○○○００Ｏ

・貧富有差誰復論︒人擢宣重且宜尊︒世間未見改流俗︒一掃須
０○○Ｏ
除奮弊根︒

而往往有喋鯛者︒浩歎何堪︒

評日︒率易︒作者前有女権吟︒今又見叱作︒掌亜人権︒固不娘言︒

○辛卯八月念六清風砿雅集七律得二首其一

七年忌辰賦莫節録

凌石三好・寛

一弾指頃七年周︒清誉謹催薦事幽︒泉下膳知塵世蕊︒

樹間惟見夕陽愁︒彼蒼難測人何在︒絶唱如聞涙欲流︒
林葉瓢風燈影動︒長安寺裡不禁秋香城

君修頭陀行︒懇懇畢無生︒早脱職衣去︒巳知吟挟軽ｏ

く〃うぐノｋノ︑げくノ＼・くＪ︑ノ︑Ｊ︑ノ︑ノ︑／︑ｒｊｌノ︑ｆ︑くＪ︑ｆ︑くりくＪ︑ノ︑／︑ノうぐ／︑ｆ７く／﹄

雁・松江市平井附清

弘道歌園割田斧二選

空谷

孤標惟道気︒高韻自天諜︒翼席疑猶見︒那堪追憶情︒

〆

秀逸

︹晩秋の山里の白募眼前に偲ばゆ︺

山里ばはやはつかりの訪れて芥川そひに夕ぎりのたつ

わくらぽ

○︑東京都中村徐風

黄昏の庭に病葉一つ落ちてあたりににじむかそかなる昔

○千葉蝶菅呑義太郎

︵病葉一つ落ちて秋を知る寂境作者を通じて知らる︶

炎く如きま夏日にして山桔梗上向きに咲くけなげさあばれ．

︵物のあはれを知る作︶
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移山寺島鹿︹千葉︶
︑Ｅｂ︑︑︑℃ｂ︑℃︑Ｅ︑℃０ＯＯ００００００Ｏ

癖︒涯塔獅岬繰蝉厚︒・

在︒高格猫思陶令賢︒

うれしやな八十歳超ゆる身にてなほ幾久しくとことほがれつつ

佳作敬老曾禰島市菅野一二郎治

四葛温泉田村別館埼玉螺石川奈美子

画

﹄管嬬壁彊哨凌砂洞頚蛎唱有職嚇卵泳卿躍唾秋猿駿呼稲蝋唖
概夕照奇︒此地従来多雅客︒徽逓亦復兇仙姿︒詩徴酒逐興如

○寄竹中北銀支店長退職立峯斎藤一二︵富８

評日︒情景粂到︑篤得宛然︒逸興欲飛︒

鞍掌金融三十年︒正看溌済復興全︒聞君退職員堪惜︒欲洲崎

℃ｂ△△︑︑℃︑述△△︑心︑○○０○○○○００○
○００Ｏ
如慕古賢︒

評白︒措誹平浅︒情篤意深︒

○呈凌石先生謹山箕・輪直︵茨城︺

○○○００○○○○○○○○○○００ＯＯ○○ＯＯＯ
巴調遥呈玉案前︒間看黄菊蒋悠然︒風霜只惜花無語︒糠慨方
○００００○０００００００○○○○○０○○００○

知筆有椛︒富貴虚心如夢幻︒功名冷眼付雲畑︒揚風柁雅正謹

０○○ ０ ０ ○ ○ Ｏ

評日︒筆致若古︒語有寓意︒只惜溢言不敢常︒

昭和辛卯九月霊仁賀保香城服部室谷雨詞宗

=写

○千葉螺兼坂秀嶺

おのづから連なる山を庭にして眺めも飽かず四蕊の湯の宿

折にふれて千葉螺鵜野秀春

秋域の吹きくるま上に忘られむ扇にも似る老いのわが身か
︒代盈の田も人にゆづ２Ｌすこやかに生業はげむ牙こそ安けれ

遠苅田温泉洞島蛎演名博綱

名所にあらねどこＬに三五夜の月見る月にあひにけるかも

○東京都園若葉

伽前に坐れば君が面影の心にし顎つありし日のまＬ

曾租五十年祭山梨螺中津麗水

石川伴吉君のみもとに新潟脈波多良介

人の道弘めたまひし功績の年ふるごとにいやしげりつ上

﹃世の人のめづるむくなり何一つならぬことなきはしきこの沼

秋宇都宮市菅谷徳鵬

か際

秋日光到らぬ隈ぞなかりけるた堂なほざりに日を過ごす間に

追放解除の祝宴に千葉聯金杉茂穂

六つとせの愛き雲晴れし今日にかも心ゆくまで酌めよこの大人

弘道俳壇

秀逸◇雑詠
渡掘の石滞とりまく残暑かな
嫁ぐ日のきまりし夜や天の川

別荘に容集りし雨月かな

葉難頭大夕焼に燃えてをり
白萩や傘をつぼめて暗上る
佳作◇雑認

枯損木多き山寺や天の川

結納を済まして仰ぐ銀河かな
湖惇うつる山の黒さよ天の川
夕風呂に天の川をぱ仰ぎけり
犬吠ゆる野良の夜道や天の川
︑

木下闇鈴の香する荷積馬

井戸端に子等の麓あり天の川

旭束子選

東京徐風

癌

千葉香峰Ｊ

頑島椛︲翁︒ く

松江形・塗

東京光

胡︲一乙

﹄姑へ

﹈守０日

甫

埼玉白水

光

天の川見つめゐし腫のうるみをり

稜舟子堂風

i
瀞

石

寂

温泉の街の更けて静けし天の川

秩野英形徐

城

天の川人なき贋き道に侍つ

派わすれて木戸締めに出づ天の川

秋の雨降り出しまＬに募れにけり

映謹館更けて戻るや天の川

さわやかに秋めく室や衣更

赤錆蛤か抄峰や峠く夕日弱にうけて

碁に負けて寺を出づれぱ天の川

京江京

川

○新潟喉土田朝男

芥川の夏のながれにおりたちて石割る人や涼しかるらむ

○・東京都橋木光石
割田斧二

擁き崖おほひて茂る葛の葉を香なき雨の合打ちあへり

Ｊ

名栗川呑深く水の洞ればてて流れ菅なく秋の気に澄む．

同同束松東

その中の京の国扇を使ひけり
開くことなくて持ち居る秋扇
天の川踊りの太鼓やみにけり
はれやかに夜の明けけり天の川

天の川夜毎に星の敷増しぬ
新蕎姿を市の恩師に贈りけり︲
山百合の香りの高し四菖の山
芋の葉も黒くなりけり秋の暮・

名月や土臓の蔭に晴き色
浸るや靖蛤わびしき刑持てる

○

一つ づ つ の 皿 の 秋 刀 魚 の 帥 に 封 ふ
秋雨やネオンの一宇峡一けしまＬ

秋田

７ま子

山梨松堂
奈美子

良介
茂穂
水馬

・三山子

きぬを

十一月二十日限

東子

十一月二千日限

銀漢のうす↓れゆきつ上涛高し
離亭の灯庭にさしをる雨月かた

越

◇課題○菊○各雑詠一人十句

時事

○平和にと唯念俳を唱ふるに園後島ゆ砲謹きこゆ

○降るでなし晴るるでもなし朝鮮の空は世界に垂る上重たく

○六年のネヂがゆるめば又貼との日本人を夢見るなかれ

○分割だ人事だ値上げだといふうちはまだよし今は停地となる

︑

○御時世は日の入る時もある函となるかエジプト・イランの騒ぐ

○貧しきは姿金持は米食へと言へぼ角だつさはさりながら

○左ぎきと右ぎきと寄りて筆へどケリ︑つくとなし二本祇含蕪

〆

凸〆

○自由にて平等の世は親も子も他人並みにと殺し合ひつ︲入

○今様の女大畢は憲人に妻子あるとも考二Ｌ見ず
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宮

同同東千新埼

−

○パチンコもまんざら捨てたものでなし等質公臓ほくそゑむてふ

N

山

京葉潟玉

旭

一○文苑原稿締切

○用紙はハガキのこと

I

路

本含棄報
1

を感謝す︒金五百卿也河野省三氏︑余威百圃

封し左の諸氏より御花料を寄附さる◎御芳情

△諸氏の芳志含祁泊翁先生五十年忌法要に

を感謝す︒

木支含に於ては金参百回を供へらる︒御芳情

△成木支曾芳志含祁五十年忌に際し東京成

志を感謝す︒

生五十年忌に際し金参百間を供へらる︒御厚

◇神戸氏芳志愈員祁戸光子氏は曾祁西村先

金壷百側を寄附さる◎御芳情を感謝す︒

故堀田念長追悼曾及命祁五十年忌法要にと︑

△正井氏芳志松江支含顧問正井俵之丞氏は

適されし人桁者なりき︒︒

ち︑風流を友とし︑逝義のため心を致して自

議士として政界に活躍され︑晩年は一切を櫛

謹んで哀悼す︒翁は東京市愈議長︑又多年代雫

は︑八月十日老衰にて逝去︑享年八十四歳︑

△劉割珂一劉詞本含の長老愈貝黒須龍太郎氏

芳情を感謝す︒．

先生五十年忌に際し金五百脚を寄贈さる・御

△秋田支曾芳志秋田支含にてほ︑含祁西村

｜

也小杉ヨネ氏︑余試百岡也井筒訓策氏︑金武

／

百倒也石黒ミナ氏︑金百側也上田剛氏︒

．△松倉氏壷力評議員松倉秋之助令兄前評議
員慶三郎雨氏は︑目下川越支曾復活のため壷

Ｉ

Ｉ
支含薫報

Ｏ秋田麦倉報告

支愈例倉を附く︑常

日は恰も首祁の五十年忌に柵溌し︑此の日十

寺に於て鰯百七十四卿

倉員三浦︑萩原︑平津︑蝿谷︑照井︑高田︑

にも拘らず︑繁田班率を初め︑容員小野氏︑

八日の例含も意義深きものあり︑此の日酷暑

九月十四日︑告別式翠行︑哀悼に堪へずへ刀

堀田倉長母堂︶には老衰にて九月十日逝去︑

する所ありゃ殊に少年犯罪の漸く聡加するあ

樫佃女史等諸氏の来含あり︑時局談話を交換

それより兄童含館術水油良先生より講話を

︒

るは︑誠に慨かはしきこと入て話題となれ

り

古代文化などを研究するに世界的意裁をもつ

こととて︑目下図替にて謹掘中であるが︑此

蕊く︑又秋田螺鹿角郡大湯町の環状列石群は

等につき親しくその状況観察の報告今丞も聡く

△森岡氏芳志含員岡卒六氏は︑本命説業我
△詞翻掴詞劃剰鋼識本倉特別含員︑元財務監

に金六百側を寄附さる・御芳情を感謝す︒

さるること多大なりき︒二十八日築地本願寺

住職の懇切なる厚意一種謝し︑和気頴々裡に五

繋り︑涼味瀧鮎︑正に呉を知らぬ有漆である︒

提寺にして︑寺域の慶大︑互木の欝芳として

此の日の含場玄心寺は奮藩主佐竹一族の菩

ことを得たり︒

意を表せり・・

さる・享年八十七歳︑哀悼︒氏は本含に霊力

督矢野恒太氏は九月二十三日老衰のため逝去

寄附さる・御芳情を感謝・了．

七忌に際し︑夫人槙氏より金壷千側を本曾に

△黒須槙氏芳志故長老衝員黒須龍太郎氏五

含に開係以来の多年の含貝たり︒

側は寓里小路家の出にて︑先を代正倫伯の本

△郷田総謡鴎銅畿封特別命員堀田件子氏︵故

である︒・・

にて︑埼玉螺大里郡中心に支衛を設立す等へく︑

昭和二十六年八月十八日午後二時市内玄心

￨

目下着を進捗中であ寺見蜜現の日を待つ次第

△石坂氏の壷力将別含員石坂養平氏の壷力

力巾である︒感謝に堪へない︒

￨
'

にて午後一時より告別式畢行︒本含よりも弔

時過退散せり︒
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戸

る被害を受け︑稽作も結局梢平年作より不良

も立直り︑一時悲獅せしことも消え去る︑併

此の所暑熱炎くが如く︑篇めに常地は田面

園際連合にも加入す寺へ営図民として世界共通

覗した蓄迩徳を押賓りするもので無く︑近く

的な武士は食はれど高楊子式の経済生活を無

鮎も多いのではなからうか︑合の念願は封建

ら︑斯の鮎了承せられたい︑尤各位の御意見

の迩徳水準に昂揚すべく努め居るのであるか

し豪雨洪水あり︑田畑︑家屋の流失等荘大な
なりと課想さる入ことは残念である︒．

Ｏ成木支曾報告

尊前に額き境内散策見晴台に侍書︸クて︑白雲湧

き濃淡極り無き奥多摩連山の絶景蓮近く亦遠

く望廷盃に園立公園かなの悪を深くし︑少

の家に戻り︑前夜の例に倣い︑朝食を頂き少

畔悦惚として時の移るを忘る︑暫くにして憩

時浦談を交はし︑・八時半修養官を閉っ︒それ

︾采合︑謹泉を引用したる文化風呂に順次入浴︑

佳例により一夜徳りの修誰命開催︑午後五時

霊場常村高水山常宿院漉光憩えの家に於て︑

の念に堪へず︑日夜慎悩﹂居る次第であるが︑

ず︑他力本願で支曾を設けたことに今更自責

徳と微力に封しては積極的の御協力を得られ

協賛を求め支含を設けたものＬ︑途に私の不

乏く︑経済的にも徴力な私が︑村内有志の御

後三時師の御厚意に深く感謝し下山す︒

それぞれの風光を語り︑お茶の馳走に預り午

師の御厚意により入浴謹食を頂き︑食後三山

より希望者だけ師の御案内にて高水三山の岩

身の汚れを瀞め︑同六時半清水融昌師の前導

私は元より名を求るものでも財を求るもので

は本含に報告すると約され︑尚同氏は教養に

にて︑由緒深く蟻駿あらたかな波切不動尊前

無くや第二の古郷として村への謝恩奉仕の微

八月十五日常支含は︑奥多摩国立公廟中の

に参進静座︑師は胡麻を姓きて祁図の再建と︑

山上にて徐風

人の道踏みな違えそ一筋に

１１１

高水山の一夜弘通倉の集ひにてこしをれ十首

良き友と語り明かして高水に泊翁大人

○○○

互営人の蚕どかなる心たどるかなき

名ぐはしき商水山に登り立てば空に

みがから歌の水毅お跡

わだかまる秀つ嶺大録

(43)

年山︑惣岳山︑探勝十一時半憩え家に戻り︑

世界平和と︑村民の和合と興隆を︑又成木支

を御諒解下さって︑今後共斯迩のため御意見
なり御希望なりどしどし御溌表積極的に御協

意により雛願したものであるから︑私の衷情

に悌式の濯を捧げて夕食を頂き︑七時半維了︑

力賜り︑所期の目的を達成平和な文化村建設

一同も唱名職拝して退座︑同七時師の指導下

萩原支含長より附含の挨拶あり︑支含長より

に︑更に祁圃の再建に一段と寄輿し得る漆切

をしのびけるかも

含の透展と︑含貝の健康と家内安全を祇願︑

指示されたる支曾の機棒改革︑事業の企蓋運

に御願すると述・︑へられ︑一同之を諒せられて

支愈員伊藤栄一・

梼等につき多数含貝より熱烈な意見の開陳あ

十時縄出動︑第一第二の見晴台に件ちて雄大

世を教ふ赤き心と高き︑﹀つゑしげ営御
ふみに瓢はれにけり

歩めば刺の通しるべあり
高水の清き泉にみそぎして
心の汚れ共に澱めむ
都下の窺場高水山を
仰げ平和の鐘が鳴る

り︑就中弘道誌の記事及要領教化運動共に地

に戻り︑互に感想を語り合ひ十一時消燈新調

森厳な夜景を眠望︑襟を正し十時半憩えの家
の夜具に安き眠りにつく︒十六日は午前五時

方人には固く亦高過きるとの批判あり︑之に
亦理論に過ぎ柳か高く固過ぎる雄はあるかも

起床一同霊泉に涙して共に心身を瀞め︑不動

封し中村氏より機闘誌及要領中には︑理想に
知れぬが︑修養教化の面に於ては見方による

G

多摩尾根と秩父山なみ命ふところ五
いただきに布斧出づてふこの川は石

百つ山なみうねりゆらぐも

ひぐ ら し の 螺 に 蕪 れ 行 く 商 水 の 頂 き

器時代に夙やもひらけし
の杉間月うつり往く

Ⅲ月 に 高 水 寺 の 姉 つ け ば 川 の す だ ま
も唄ひ出づらし
古生代の流榔の好に黒きぴて瑞咋む
ぜり一両水の川

秋さらば采つぼうそうの確聞かむ商
水寺のたよりこそまて
０千葉騨東部支曾報告
九月二日午前十一昨より小見川町小畢校に
於て支命役員命を川く︑商木支愈握︑鈴木刑
支含長︑野平州事︑寺本府馬︑大塚良丈︑符
本森山︑五十嵐惟川︑岩川橘︑桝崎川里︑古
川小見川︑渡挫脚代︑喪処東城︑野平八都の
各評議員琴︽集︑定刻女竹長より命務の報併あ
り︑刑支命長之を袖足し︑皿躯より含計につ
いての報告ありて懇談︑後秋季細愈及誰波命
は十月二十八日附催︑場所は小見川町巾畢校
誰帥は本部より派辿を諭ふことと決談し︑午
餐を共にして︑後懇談に時を移し︑午後三時
半散含せり︒側に本年度の支含入倉者は二十
川名︑死亡考五猫︑退含帝一箱にして︑現在
円百十四名なり︑猫来年赤季総称は︑八都村
に於て理行する斑定なり︒
Ｏ製岡支酋報告
七月廿九日二時三○分より二八九個常愈︒

於群雲館︒出席︑繁川剖川主邪︑商篠︑柄

開︑諸井︵碑︶︑張典子︑くら子︑岡郎氏︑川

くら子﹃今秋︑姉人部の誰菰含をⅢきたい

ク４１１﹄﹄二ｒｌり

にｖ︑し﹄Ⅱ川○

との要望が多いのですが︑いかがでせう︒﹄一

同﹃徒成︒﹄商篠﹃五・六月とも峡席︑桑出席
の新年の決心に輝隙をつくったのは面目ない
が︑五〃は村のｒ皿Ａの含合︑六月は信州に
川張﹁銃の鳴る庇﹂の見畢でして︒﹄鈴木﹃粥
藤拙坐の詞言に玄析っぺき乎・析つべきは玄
に非る也・然りと雌も︑玄析たざれぱ則ち玄
の析っぺからざるを知ること英けん〃とある
淀篠崎小竹が︑そのｎ群の序言に引いてゐる
川昨五十分散命︒

さうだ︒知言ですねｏ﹄

ｌｏｌｏｌ

さねエンだシ・﹄と︑間蹴さんが怒叱った︒﹃そ

籾晋様は︑どうしても貸しません︒コゼ︑貸

が柊へた︒﹃なにが︑だってだシ・﹄﹃わたしが

りゃ︑僻りょうといふときには︑どんな弧を
されてもよいけどねえ︑だって？﹄と糎昔様

﹃返してよ﹄と催足した日に︑そんな間魔釧さ
れちゃ︑たまりませんわ︑いやですの︒﹄と︑

断ったｌ奮うであります．

三千年の歴史をもつ日本は無僚件降伏し︑
いま占仙下に在り︒巾︲さうなら︑木枯し吹き

やうに在って欲しい︒われ７く︑は︑因襲を脆

荒さぷ極寒時代である︒しかし︑冬さりなば
赤迩からじ︑非は近いのである︒この赤は︑
毛班上︑ドブロクを呑みつつ槻を眺めるやう
なものとはならない︒飛行機上︑ウィスキー
を味ひながら︑肌界の芳ばしい群を見物する

し︑冗費を行き︑惟界的のエチケット涌養を
念願すべきである︒弘通は即ち弘逝です︒州
祁西村先生の逝徳訓を世界的に活かさねばな
りません︒吉川廿相が︑狐昔詣りに行くのに
岡民が間脳試して︑ノホホンでおることはな
現段階の日本人の態度としてはふさはしくな
いと恩ふ︒今後︑獅立を符た上は︑日刷之御
子を民族の中心に仰ぎ︑平和蹴言をなし︑道
韮幽家硫立︑民族秤雄迦動に池推すべきであ

八月二十六日二時より例愈を群雲愉にⅢく
途に稚もりて二九○川に注せり︒尊蕊べきは
歴史である︒Ｗ現と模倣とを許容しないから
である︒制川先生より講和と賠償の開聯につ
き州説あり︒ふだん︑君過Ｌをることも︑透
微せるこの見州を剛きて︑始めて肯磨に術る
のに︑われながら鷲く︒五時︑栖開氏鵬けつ
く︒帥打中の氏は︑今晩︑芳樫︑仙台を瀧本

﹃購和後の幽民の心椛へ鈴木栖開氏﹄

きれたのである︒

松崎︑諸井︹柊流︶︑栖開︑識典子︑北川︒凹
みに今月の入念者は桑田前副支愈長の嗣子亜
良氏︵金子村中祁︶森田森職氏︵同︶西津順
迭氏︵蝶岡川商倉︶である︒

出席者︑繁叫割皿抜井︑尚篠︑西津︑

ると信じます︒﹄

﹁熱く空の晴れた厩やかな日だ︒参詣も多く
奔拾もたくさんで︑縁日が常り︑籾昔様はホ
クノ＼だった︒幾日か経った︒土砂降りの雨
である︒趨拝は少く︑舞銭はあがらず︑粥日
が外づれ︑間脳さん大ムクレです︒繭策誰き
て︑籾晋様のところへ借金を叩込んだ︒が︑

〔49）

︸

−

一

︾当Ｉ二１

／街に岬﹃ｒ

臨時縄嘗々告

ｎ時昭和二十六年十一川十七Ⅲ．︵土︶
午後一時半

場所Ⅱ本弘道命兇餅地階
議案 日 本 弘 遁 禽 長 選 畢 の 件

記念講淡講師未定︵午後二時半︶
杜幽法人日本弘道含

振て曾員諸洲の御出席をお待ち致します︒
昭和二十六年十月

秋田市秋川支愈

金五百側也︵含祁五十年忌に寄附︺
金宣百叫也︵姉岬珂揃帳錘悼寄附︶

松江市正井艇之呪
抑奈川蝶抑戸光子

金参百凹也︵愈祁五十年忌に寄附︺

東束都羽黒ミナ

余参 百 叫 也 へ 多 ︺
東京都成木支介
金五百叫也︵参︶
埼玉豚河野宥三
金武百凹也︵参︶
東束都小杉ヨネ
金試面叫也︹多︺
東京都井筒調策
金試 百 叫 也 ︹ 参 ︶

金百凶也︹会︶

抑奈川蝶上川卿
金萱千回也︹多︺
束氷都熟掘槙
金六百凹也︹多︶
東京都森岡平六

Ｏ編輯後記
○鼓に特枇﹁祇称泣徳﹂雛の緬稗を雑り︑皆
様の御手元へ贈ることとなりました︒本年度
二回Ⅱの僻獅雅であります︒
○御承知の如く封日講和も無事四十九ヶ剛の
調印となり︑躯て批准を経て効果を義生する
ことともなれば︑我々は犬下晴れての卿立幽
家となり︑久しぶりの仙界の諸閏とお仲川入
りが出来ることとなります︒然も戦犯者の責
を間はるることなく所謂和親と信頼の講和と
して︑これまでにない迩大なものと言はれま
す︑だが﹃戦ひは勝つくかりけり﹂で︑此の講
和にして猶我々は川割五分の仙土を火ひ︑十
兆同の民間在外餐権と︑そして機械その他の
瓦制の焚物及賠償金を昼悟するといふので
す︒小心ならば蕪が狂ふ程です︑併し不抜の
自信を以て石に噛りついてもここから祁叫を
復興させねばなりません︑とすれば︑講和後
の我々は前古末曾有の難局に畦する課です︑

さらばその畳慨の本は何か︑それは近義に蛙
いた奮闘努力これのみでせう︒僻に祉曾迩徳
の振興は正大です︑我奄は先づ人に愛され︑

信頼きれつつ人一僻正直に働く外はないから
です︒誰和は出来ても前科者としての心の霧
は容易に桃はれないものだからです︒トルー
マン大統伽も我々は腫珠漣やパターンは忘れ
ないと言ってゐる如くです︑ですから︑逝義
を謹揮して覗雅の仕蛎で信頼を得る外はない
のです︑逝栽殊に牡倉迩徳の振興は亜大性を
有ちますお瓦に鼓に注意を桃ひたいものです

弘道責債一冊金参拾画也

弘道倉入官手続

一ヶ年曾我金百弐拾脚を抑込み入曾の手絞

をとること︒含貝には雑誌弘通を無料配布

する外に称々の特典あり︑規則書は郵券拾

側封入の方に透付す︒

本含緬枇部へ御相談を乞ふ︒

○本誌騰告の件については︑

昭和二十六年十月一日護行

割川斧二

東京都千代田腿西祁田二ノー

東京都千代田腿紳田祁保町三ノ十

凌行兼
編輯人

印刷人春山治部左億門

東京都千代田随祁川測保町三ノ十

印刷所︵東京豊Ｓ共立杜印刷所

東京都千代田睡西祁田二ノー

冠話九段九番

謡蔀廻日本弘道曾

振替口座束攻皇君番
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