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○逆コースのこと

一難蝋︾慰鱗翻那鵬納︾剛剛雛荊燃臓

Ｉトー

とはいへ我々も亦迩コースへの懸念はするのである︒その我々の
言ふ逆コースとは︑この七年間の謹槙が︑祁冷のものを聞き流して
少しの間畳をもたせなかったやうな頑圃な心の持方が或る春にはあ
るのではないか︑といふのは︑これ迄も新らしい︑進んでゐるとき
れる思想や逆には幾度となく洗慨を受けたにも拘らず︑何かの新ら
しい意味を芽につけ肉や血とせずに︑叩に知っただけで過ごして来
て了ったのが︑これまでの我々の一部にあって︑それらを今日まで
あまり役立たせないで了ったと一﹂ろがあるからである︒今日これだ
けの洗鵡を受けたとすれば︑軍に今日を迎へて明日には錘る遊群と
すべきでなく︑何春かを加へねばならぬ鉾であるが︒愛蜘心が︑訓
が代が︑寅践要項が︑漢文の粘祁が悪るいといふのではない︒我令
の郷たものを更にその内容に新らしく加へねば︑それが悪るいとい
ふのである︒蒜しこれが出来ないとあらばそれこそ逆コースの悪名
を廿んじて受けねばなるまいとかう思ふのである︒︵知己庵︶

購和を目の前に昨今種公の方面で俄に動きを見竺Ｌ来たといった
感じがする︒これは今迄占甑といふ建物の中に押込められて居た者 一 り は し な い か ︑ そ し て 一 個 の 人 間 で あ る と 同 時 に ︑ 日 本 人 と い ふ 惇
が自由に外に放たれることを目標に︑さうすればどうしようかとい
統︑民族︑習悩にも支配される述命をもつ半面の我々をして︑自然
ふ心の動きに外ならない︒誠に街然といへぱ箭然であらう︒
なものへ落着かせることを無腿して︑一個の人間一般といふことば
そこで間距題になることは︑その純の鳥から放される烏である我々
かり考へて逆コース呼ばはりをしたがりはしないかどうか︒
が︑七年間何を梁ぴ︑何を畳り︑どういふ考へ方の人になったか︑
教育方面などでも︑愛閣だとか︑君が代とか迩徳寅践要項とか︑
なるべきかといふことである︒我々はこの七ヶ年といふものを謹慎
漢文科︑倫理科の復活といふ動きがあると︑直ちに﹁逆コース﹂と
仰せつけられ︑その間には或る制裁もうけ︑御説教もうけて来た︑
いふ名で︑罪悪の如く打ちのめされるやうである︒併しそうした名
けれどもその平和だの︑人権だの︑平等だの︑自由だの︑民主々義
の下に︑形の下にのみ捕はれるよりは︑もつとその在り方が検討さ
だなどいふことも︑曾てよりの聞きふるし︑堅びふるしのことで︑
れてよいのではあるまいか︑何所の園の人川だって︑愛幽心はあり
今更新らしいことではない︑だが識恨させられて身にうけた今度は︑
逝義は鞭ばれ︑締祁の綴の皐問は必要にされて来てゐるのだから︑
果して今迄知りに聞流しになったか︑それとも新らしく何かを畳っ
卿り立つ日本人とすればそれは罪悪の如く逆コースの名で打ちのめ
たか︒そして今後の国家︑人間︑祇含︑枇界といふものをどういふ
す必要はなし︑それらを更によりよくするために方法とか内容とか
ものだと心から老へるようになり︑放たれたら︑これから何をどう
に考へ及ぷ釜へきことではあるまいか︒
いう瓜にしようとする考へを排つようになったであらうか︒かうし
たことの内容が大きな問題でなければなるまい︒
近頃は兎角和々の動きについて︑﹁逆コース﹂といふレッテルをす
ぐと貼られることが多いかのやうである︒その逆コースといふこと
ば︑それを言う人はどういふ意味から言うのであらう︒例へぱ縛ら
れてゐた春が︑純を僻かれた場合︑元の伽山の涌勤となることも︑
現次の身から言へぱ逆コースと承るし︑或は又時計の振子が一方に
無那に押えられて居たのが塊亦だとすれば︑放たれて脚然と中心に
反ったのも︑逆コースであるとも言へる︒要は現在のこの在方が安
荊であり中正であり︑今後の滋だとするかどうかこの今日といふも
のの考へ方如何で︑それに反する動きが逆とも正ともなるといふこ
とをよく考へなければならないが︑果してどんなものであらう︒
我々の籾る所では︑すぐと何かに逆コースを叫ぷ人々の中には︑
かうした心の動きを案外に考へて居ない満が多いやうにも恩はれ
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①

老年層の在り方

川来よう︒従ってその毎日の生活が︑兎もすれば無味となり

索漠となり︑甚しきに至っては脳徒に人生の無常を感ずるや

うになるのである︒かやうな場合︑毎日︑その全日を己が家

これを超克して意義ある生を遂げるところに︑その安心立命

人は老年期にあつくしかもこれに囚はれず遥否むしろ︑

男子たると女子たるとを間はないで可い︒その談話の内容い

勇を鼓して家を出て隣人と語るにある︒この際︑その封手は

退屈を感ずる外はないに相逮ない︒さて℃とれを救ふには︑

深作安文
の境地が展開して来るのである︒元と年齢と僻齢とは必ずし

家人の親切な取扱があっても︑その活き方は勢ひ単調となり

庭内に過ごせば︑たとひ︑膝下に兇孫の戯れても︑はたまた

も一致するものでない︒前者は除程︑高くとも︑後考はなぼ

であらう︒若し封手が活溌為地の背年であるならば︑その若

さの分配に預かることが出来はしまいか︒若しまたそれが記

かんによっては︑或は心機を一稗して軽快となり平静となる

家の内には精力絶倫で︑或は研究に熱中し︑また或は責際運

者などであれば︑活杜御の新一三−スに協れて︑世間の賞相

壮考をしのぐ場合がある︒現に我が図でも自然科畢考や賞業

らぬものがある︒かやうな人は常に己が知性を働かせ︑己が

簿に努力して心古哲のいはゆる︑老の牌に至らんとするを知

己れもまたこの主義の信奉者でありはせぬかと自己吟味に川

と猫善なるもの具一の不徳なる所以に想到して︑自ら行みて

ても一向これに雁する気はひがないやうな場合には︑おのづ

更に封手が猫蕃主義春であって︑我れより熱心な態度に出

を窺ふことが出来るであらう︒

以て充賃した生︑無間断の生を活きるのである︒われ︐ＩＩは

平はなく︑日為の活動を染んで︑死なぞはテンデ念頭になく

づるかも知れない︒これに反して心封手は一畦は営方の要求

良識に側受めて︑希望はあるが失望はなく魁満足はあるが不

のである︒

こ氏で今へルグソン哲畢の中心理念たる﹁生の躍進﹂を億起す

少くとも古稀以上のものＬ生活は︑これを登川春に雲へれば

進んで尋常一般の老年暦の在り方について思惟して見る︒

り得る筈である︒老人の病弊は徒に老齢を侍んで専悉︑執勧

何時しか己れはその性格を整へて︑人に愛せられる老考とな

れを己れに徴駒しても可いのである︒かやうにして止まねば

せなければ︑偏屈の忌むべく︑︑頑迷の済ひ難きを悟って︑こ

に雁するものＬ︑どこまでも自説を川執して一歩も謡らうと

下山期の次第に経らうとする所に首り︑これを太陽の運行に

×

比べれば︑落日の将に西山に入らうとする時に準へることが

（1）

令

L

逢の迷惑を念とせぬ鮎にある︒老人は︒むしろ謙譲を望ましと

この個雌も狸ち不合理なものといふべきでない︒無論︑新聞

高齢なるにも拘はらす︑眼明に耳聴なろもの上あるを見れば

み雨天よりも晴天を愛し︑黒色よりも白色を稲へ︑悪を非難

後者に連繋がある︒黙るところ︑前者は月輪よりも日輪を尊

となるであらう︒かの不平家ないし求庇家は︑多かれ少かれ

封に︑常にその暗黒面に囚はれるものは︑自然︑悲槻的の人

氏は︑今年︑七十八歳といはれる︒かやうな人士には︑身心

れ狂ふ太西洋を乗切って︑米国を訪うた英国首和チャーチル

には措かぬと恩ふ︒文武の大官三十除名を引率し︑多浪の荒

かった記事の如きは︑瓶齢の読者にすら相営の示唆を典へ・ず

の遂行に専念し︑縦樋にその才腕を拡って︑君命を辱しめな

た我が現首相が齢七十二歳にして︑全椛国の首席となって桑
港に飛び︑剰へ慾その平生︑熱愛する喫姻をまで腰と一大任

力を有して看者に辿り︑以一Ｌその微笑を促すからである︒ま

漫霊などに興じても可い︒今日の漫譲は往く文字以上の迫

雑誌を讃むといふも六かしい論説などを必要とせぬ︒差常り︑

拘泥などに堕し︑性急︑厚顔︑不霊などに陥２﹄︑少しも周
する︒
×

凡そ人事には多くは明暗二面が看取せられる︒その光明面

するよるよりも善を讃美する︒悔恨に自ら己れを責ないで︑

共にその生長が小止みなく進行して居るのかも知れない︒い

をながめるものは畷勢ひ︑楽天的の人となるべく︑これが反

の人たるに甘んじないで︑老齢の身でありながら︑尚ぼ且つ︑

かにも素時らしい︒

常に胸を張って希望に己が行手を展望する︒彼は決して過去
明日の人たらうとする︒その紡果︑彼はおのずと明朗︑淵達

の謡すことも望ましいことである︒よしんぱ︑その行偏はど

己が能力︑境遇の許すかぎり︑人の篇め︑世の馬め︑老人

×

せる︒世の老入たるもの脳宜しく深く慮ってこの種の人たる

んなに小さくあっても︑その動機の純粋は頗る貴いのであ

の性格を打川して︑己れに接するものをして親愛の情を抱か

である︒かのこ六時中︑﹁老﹂の一時の捕虜となって︑いばゆ

の傑件を兄出すことが出来る︒例へば︑今日︑道標の建設は

る︒このあたりに︑老人がその晩年をして意義あらしめる一

ことを念願し脳その千歳一過の人生を生き抜く川意あるべき
る﹁日暮れて途遠し﹂と嘆するものＬ如きは︑好んで自ら己

通例通青年国の事業の一となって居るが︑老人のこれが補助

が什を削るの愚を鍵ぶものといばれても︑恩ふに涛解の僻が
ないであらう︒

者となるも左迄︑防害とはならぬであらう︒道標の位置︑文

字の書方︑里程の数字などの内には︑青年が知らないで︑老

老人が新聞や雑誌に親しむのは結雄なことである︒一定の
唾■
目的の下に著はされた単行本ならば更に妙であるｃ世に除程

（2）

人の知る場合があることは︑これを想像するに難くない︒

らす不合理的であると断じてはならぬ︒さりながら︑その醤

活の基準は︑奮きものが必らす合理的であり新しきものが必

慶止せられるかもわからない︒無論︑人の家族生活や吐含生

明論の墜界並に教育界に長く指導的位世を占められたことは

きものをして沓からしめた郡山は︑それが人生の基準たる本

筆者の忘れ得ぬ先輩の一人に加藤弘之先生がある︒先生が
改勉ていふ必要を見ない︒或年の盛夏の事である︒先生は時

質的償値を有する鰯めであると見なければならぬ︒果して然

自然的のことである︒こ・上に代凌の家の命脈の流れが成立ち︑

に七十歳以上にあられたと記憶する︒筆者は丁酉倫理含の川

と兄た︒その側的の果して那逢にあるかは容易に想像し得た

また心と上に代灸の町村のよって以て存綾し進展する理由が

件で先生の麹町厄の御宅に参上した︒すると︑その門前に手

のであるが︑用談を移るや︑念の偏めそれを伺って見たとこ

捕捉せられる︒山って兄るに︑体統及び悩例の挫持と偉速と

って謹持せられ︑またそれが次代に徳達せら恥るのは極めて

ろ︑先生は﹁昨今はいかにも暑蕪が附しいから︑通り掛りの

は心主として老年層の人だの有する特椛というても左迄︑過

らば︑該韮準はその偵仙を十分砥認識する老年屑の人糞によ

ものが自川に飲むやうに湯を出して世くのだ﹂といはれた︒

起される脈動力はこのあたりに兄川される︒

言ではないであらう︒老人にとって妓もふさはしい自尭の喚

柄に湯を入れて豪にのせ︑その傍に川心五佃の茶碗があるの

家の門前を過ぎたか知らぬが︑其所に先生の門前に見た装世

の陣統や慣例の破壊せられ︑家庭の規律も︑吐愈の秩序も︑

また期力による歴史の顛覆といふべきである︒この際︑叙上

いばゆる革命なるものは︑力による現状の破壊といふべく

筆者は常時︑州年以上も東京に住み︑果して何回︑貴族︑富

×

を兇たことが全くない︒﹁逝はちかきにあり﹂とは直である︒

多くの家には何等かの偉統があって︑代凌の人凌の家族生
活を支配し︑町村には仰来の慣例があって︑その成員の杜愈

は間より望ましいが︑その革命に至っては︑どこノーまでも

墓なしになってしまふことば架娩の必要がない︒剛家の改善

これを避くるを賢しとする︒蓋し人生の本義は建設であって

生漸を統制する︒さて︑この博統なり悩例なりの遵奉考︑謎
が原則的にはさうである︒若しこれ等の人為が存在せなんだ

持者は主として老年屑の人凌である︒勿論︑例外は存しよう

インは澗逸のマルクス浜の宜壁であって︑マルクスに封して

忠誠な思想の持主であるが︑マルクスの思想僻系中心その大

革命はこれに逆行するものであるからである︒︽へルンシュタ

し︑甚しきに至っては︑己恥敢えて新例を鮒かうなどと思惟

謄な革命論には極力︑反封し︑一︲マルクスを滅ぼすものはマル

ならば︑他除の階層に馬するものが︑己が意志のま上に行動
して︑歴史的の偉統なり慣例なりは︑或は軽脱せられ︑或は

（3）

︑の在り

クス自らである﹂と喝破して少しも雌るところがなかった︒
蓋し含蓄の響きの商い断定である︒
若し 世 の 老 年 層 に あ る も の に し て ︑ 以 上 の も ろ

方を参酌して︑その毎日を活きるならば︑或は彼等は私的に
は一家妓高の位世を辱めざるべく︑公的には一町一村の長老

からの進み方を明瞭にし︑勇往遇進が出来るやろにせねばな

以であることを諸君は諒とされんことを︒

らぬ瀧である︒又た私が此題側の下に所信を述べんとする所

なせばなるなさねばならず何事も

一も先ず第一に信念の必要を説かねばならんのである︑諺に

ならぬと云ふはなさぬなりけり

たる信念がなければならぬのである︒信念があれば途中に故

とあるが︑味ふくきである︒賞際なせばなるのである︑川来

たる使命を完うし得るであらう︒とれ彼等が今日慾普く行は

障が起っても耐へて行くことが出来やう︑如何なる難開にぶ

ると忠へぱ川来すととが川来るのである︒然し其鹿には碓乎

身有二老少↓而心無二老少毛気有二老少望川理無二老少如

つかっても野を致して突進することも川来やう︒叉た時川位

れつ上ある﹁敬老﹂の賞践に向って︑牡愈に報いる所以の一

須丙能執下無二老少一之心上以階乙無二老少一之理和︵言志塞録︶

をおもんぱかって急がず︑周章せず︑泰然自若として時節到

端であると思う︒佐藤一粥には左の言畢げがある︒

る︒︵二七︑一︑一二一×特別含員・文峯輝士︶

極めて困難なることであれば︑軽為に考へたり︑何んでもな

ならねばならぬのであるが︑生憎夫は云ふに易うして到達に

等は翻其塵に認識を新にして信念の修養に努め︑信念の人と

ことであらう︒恩へぱ信念の功徳亦大なる哉である︒故に吾

斯して事は成就し︑業は成功すると云ふが︑昔も今も塗らぬ

落謄もせすして︑平常の落若を維持することも出来やう︒如

出来やう︒又た失敗しても︑営はづれをしても失望もせす︑

悲しむことなく通怒ることなく︑冷静なる態度を保つことも

間されたり︑時には憎悪を災ふて吋怖を喪ふととがあっても

来を待つ除裕を持つことも出来やう．時には張解を招喚﹂邪

韮し︑一家の老人倫理論から導かれたいみじき逝徳律であ

これからの進み方

我農生山崎延吉
凡ては未来に進み諺将来に向って進むが︑心得方は時勢に
よって異なるが︑世の常と棚すべきであろうｂ今日は複雑を
極め通人も多ければ物も多い時であれば︑人にょ２Ｌは或は

いことＡ恩ふ浮いた心は禁物とすべきである︒吾等は先づ員

迷ひ︑或は惑ふと恩ふくきである︒迷２﹂は進むことが出来
ことである︒叉た情ないことと云ふくきであらう︒故にこれ

す︑惑へぱ篤曙するが常然と見ねばなるまい︒夫は気の毒な
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のである︒愚鈍なる私を以て他を律するは失畷と恩ふが︑敢

ねばならぬことを私は繰り返し弊告する者である︒私は本年

面目になり︑敬虚なる態度で其修養に努め︑信念を身につけ

三︑経誉に寓善を期することは︑成就成功の秘訣と忠ふくき

私は敢て警告するものである︒

存在偵値を高め︑技術家の築響を揚げることは隅来まいと︑

によりをかけ︑いやが上にも其向上に心がけ躯ぱ通技術考の

である︒今日は如何なる事でも︑如何なる業でも経済と開係

八十歳を迎へ︑此頃辛ふじて信念に生きる人になったと恩ふ

︲て斯く申すは老の慰痴言ばかりでないと諒承を乞い度いので
二︑優れた技術矛一持つことは忘れてならぬことである︒特に

維誉に巧繊を輪さ泡ぱならぬのである︒夫は云ふに易ふして

って仕舞ふのである︒之を忌避し︑夫に柵されまいと恩へぱ︑

をしたり通批失を招くやうでは︑成就も成功も夢物語りにな

せぬはあるまい︑経済に支配さるろ以上は引き合はぬやり方

生産に従事する秤は︑常に製品のよいことと増康に心がける

鋸聖亨つＣ

新であるが︑礎をよくすることも︑ｎ瓦を多くすることも︑袴

があるが︑斯るなまやさしいことでは失敗こそあれ︑成功は

べきである︒世に事柄さへよければ大丈夫とタカをくＬろ者

あるべきものではないのである︒世の中には金の力を過信し

資現に困難であれば特に細心の注意と非常の努力とを晃悟す

術によりて認められ︑技術によりて︲折動する人であれば特に

金さへあ恥ぱ何んでも出来ると思う人がある︒夫をこそ芽川

技術に依らねばならぬのである︒世の中には夫を専門とする

技術の優秀に心がけねばならぬのである︒同時に技術は進む

人があり︑技術者或いは技術家と稲して居るが︑斯る人は技

ものであり︑進ませることが出来ることを知って︑常に向上

所以であるを旭ふべきであらう︒︲故に向己の維醤に自信がな

るものと知るべきである︒之れ枇に賛本家と事業家とがある

ければ和談相手を世くもよからう︒顧問を設けて識者に援助

度い人と云ふべきであり難金の力は維瞥の才によりて表はれ

二度より三度︑三度より五度と数をかけることによって技術

孝一求むるもよからう︒叉た先輩に指導を仰ぎ︑維駒に翌なる

である︒世に数をかけるといふ言葉があるが一度より二度︑
は磨かれ︑上達すると訓へた文句であるを︑其技術に生きる

に工夫と努力とが必要であることを知って居らねばならぬの

人︑生きつ型ある人は味識せねばならぬのである︒世間では

人に助言を求むるもよいのである︒勿論白主性も貴むくきで

とである︒上速の人たるも亦容易でないと恩へば︑経菅に蔑

あり魁潤立自活も大切であるが恥回熟の入たるは六つヶ数こ

善存一期する以上︑先兇者に雁援を求め︑豊なる鰐験所有者に

でも比較的上手につくると雪ふが︑若し斯ろ世辞によい気に

なり︑修養練鮮を怠ってはならぬのである︒諺に多資姉濡す

日本人は指先きがキョウであり︑巧みであるから︑同じもの

とあるが技術に悪まれ︑よい技術を持って居れば︑益共技術
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る︒吾等が先づ信念に生きよと叫ぶのも︑技術の巧撤を心が

をなさん者には頂門の一針として受入れねばならぬのであ

ふは一時の恥聯失敗は経世の恥とあるが︑荷くも事を成し業

たので岡的に達することが出来たと害ぷことである︒諺に問

ふととが成就すること︲である︒吾等の希ふ所は維管がよかっ

敢一﹂勧告する者である︒吾等の願ふ所は維管がよく行２﹂恩

助言を求むるは︑恥すべきでなく嬬跨すべきでないと︑私は

を希求し︐幸禰を招来せんとして居るが︑利他の概念が普及

人の幸幅は望むべくもないのである︒今や惟界を翠げて平和

ざれば︑夫を哲現するのでなければ︑慨の平和はあり得ない

馬鹿なことが出来るかと云ふ人もあるが︑夫を敢てするに非

であると云ふのである︒そんなことが川来るものかもそんな

させる︑利益を上げ度ければ︑人に利統をゆづることが大切

ものは聴人に先づ得せしめ︑儲けたいと恩へぱ先づ人に儲け

るやう県持ち度いと恩へぱ人に先づ持たせ︑得たいと恩ふ

し一﹂利他としたの一雨﹄ある︒詳読すれば己が好物は人にもとあ

せざる限り︑利他の行鰯が許麺化せざる限り︑平和も幸祁も

るが胴めであるのである︒夫税に経管は大切なことであり︑

あり得ないと私は断言して輝らざる者である．然るに世は開

けよと云ふのも畢尭経管がよくなるやう︑経管に成功を期す

て居らねばならぬのである︒経管さへよくあれば︑農業も面

Ⅲ来ず︑利他の功徳に川醒めずして利己の人のみ多くなり︑

らけ人類はいやが上に進むと雌も︑利他の道理に悟ることが

大事なことであるを賜枇に立ち︑世に庭せんとする春は知っ

ないことになる︒優秀なる経管こそ川の力であるであらうと

白い仕蕊になり︑工業も愉快な業となる︒商家を羨む必要は

耐は同怖すべきであり︑賞賛すべきであるが魁然し小なる仙

産が殖れぱ賛瀧を敢てする者がある︒勿論長い間の苦努職忍

産を殖すことになる︒世には財を得るにつれて生析を高め︑

よく行けば砥経済的に除力を生じ︑夫を蓄積すれば財となり

芽川度事である︒然し︑我慾に囚はるる日本人︑利己主義の

は欝年の稲立を復活し︑再生日本として乗出さんとするば︑

和と幸積とは蛙鴫蝿騒に等しと云ふくきであらう︒今や我図

秀なる業績を示す人が川来ても︑利他の賃行に迂なれば︑平

が出来ても︑如何に技術に達者が殖へても魁如何に維管に優

あり︑恥すべきことの限りではあるまいか︒如何に信念の人

人の慾望を充たし亜私人の流足に愛すべきでは断じてないと

日本民族では誰がｎ本を椴迎し︑敬意を表するであらうか心

獅善を専にするばかりの者が多くなるは荷けなきことの極で

するｃ古人は己の欲ある所は他に施せと訓へて居るが︑夫は

吾等は此庭に恩を深くし醗行ふ所に反行すべきであるが︑私

私は敢て畷賛する者である︒

洋の東西を間はす︑時の古今を論ぜぬ道理であり︑亘理でも

は利他の二﹂シ・卜ｉに日本人の行飼を律することであり心わが

四︑利他︑世を益し︑多一くの人を喜ばすことである︒維管が

ある︒二宮尊徳先生は推譲と説かれて居るが︑私は分り易く
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と主張するものである︒夫は難事であればある程努力すべき

好物は之孝一他に施す民族として世の認識を新にせねばならぬ

近な唐詩進の一冊をとって見て心︑そこには果して生きて還

ても︑一として好戦的な文字は兄られ意いのである︒試みに手

その他脳固民の感情や思想を如資に表現した詩歌の類を見

のなどは殆んどこれを見ることができないのである︒支那が

は戦争の惨澗を述べなどしたものが多く︑戦争を瀬歌したも

の詩や︑川征して師らね夫を恩ふ少姉の怖を歌ったものや或

ることができか否かも一分らぬ出征の友を送り別を悲んだ送別

である︒敢闘もせねばならぬと巾添へをせすには居れないの
である︒諸君諒せよ云爾︵特別念員︶Ｉ〃

漢文科必修の問題

藤原 楚水

や漢詩などの反戦的なものが︑闘民の思想の中に深く沈潜し

過去に於て郡事的には寧ろ弱磯であったのは︑かうした漢文

即ち漢文科の復活をもって軍闘主張的思想の復活であるとい

L d ノ

てゐた矯めであらうとさへ恩はしむるものがあるのである︒

岐近に於ける漢文科の復活問題は︑仰班怖の問題とともに

つぎにまた漢文科の復活を以て反民主交韮的であるといふ

ふが如きは︑見常ちがいも蜜た甚だしいと稲さねばならぬ︒

思想上の開聯でもあるかの如くに早合鮎して︑民主鴛我の逆

に除りに民主的であり過ぎるとさへ考えられたもので聴老を

刻下国民の開心事の一つで︑甚だしきは胴者の間に共通的な
行だとか︑軍国主義の復活だなどと反封してゐる向もあるよ
うだが︑此の如きことば︑漢文にとりてはまことに迷惑千蕗

にならぬ天子は常然にその位から退かねばならぬといふ立て

先にし︑忠を後にし︑家を先にし国家を後にし︑人民の鰯め

一一

は寧ろ滑稽であるｃ

まへであったのである︒これをもって反民主的などと呼ぶの

ことも雀だしい見営ちがいである︒儒教の思想は︑寧ろ反封

に悪用された時代があったかも知らぬが︑漢文自謄はもとも

と申さねばならぬ︒漢文はかつて軍図主義者や︑専制主義春
ゞと平和主義的のものであり︑白山主義的のもので︑文化その

ものの象徴といっても差支ないのである︒即ち孔子の思想を

漢文科幸復活せしめｋうとする文祁常局の童圏が果して那

最も平易に端的にあらはした論語などを締いて兄ても︑どこ

逢に存するかは知らぬが︑若しも限りにこれをもって園民の

思想を善導せんとするにありとすれば︑とれまた大害を砿し

に軍閏主龍や︑専制主義の思想が兄川されるか︒反封に菖人

る︒

は皆平等であり︑平和であるべきことが説かれてあるのであ

〆 司 、
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ころによれば︑漢文復活といふことは︲国語の問題であり︑

いづれの側的の鯛めでもなくｂ国語そのもの上中に復活せし

はその必要がないかとといふに大に然らす︒即ち漢文は他の

出さぬとも限らないといふ危険がある︒然らば漢文科の復活

を読ましめる必要はなく︑何か通常な漢字まじりの文章を国

といふととが一全然ないものとすれば︑必すしも漢文そのもの

力を養成するだけを目的とし︑古典としての漢文を味はせる

復活せしむべきかといふことであるｃ漢字を知らしめ︑調書

唯だこの場合問題となるのは︑漢文科を如何なる形に於て

語の讃本の中に多く取入るればそれでもよく︑漢字の制限を

めねばならぬ原因が存してゐるのであるｃ私どもの解すると
読書力の問題で︑一全く文字そのもの上問題であると信ずるの

て文宰の方は往為にして閑却せられるといふ準廃がないとしな

れるのであるが︑それでは文章の趣旨を味ふことが主となっ

大幅に緩和しやまた取除けばそれでも一雁その口的は遼せら

周知の如く我だの日常川ふるところの言語はその大部分が

い︒よってできることなれば漢文そのま山の形で読ませる方６

であ一る︒

漢字によってできてゐる︒この国語そのものが存在する限り

利であるとい鼻こともいへよう︒８

が漢字のもつ意味なり調子なりをよく理解し記憶させるに便︑″

漢字から離れがたいといふ宿命をもってゐる︒これは例を翠
げるまでもなく誰でも八自分自身に日常用ゐてゐる言語その
ものを一分折して見れば分ることで︑漢字の裏づけがなければ

の一部となってゐる漢字はｂ支那人が現在讃んでゐるよみ方

みに現代一青で読ませてはどうかとい妾説がある︒しかし国語

またこの場合心漢文を讃むのにかへり黙などつけ↑すに棒請ｒ︑

する言葉が非附に多いことに気づくであらう︒即ち川下の制

とは全くちがたもので︑両者は文字こそ同じであるが︑これ

意味の解しがたいものや︑誤解を生じたり︑混同を来したり

深い思想や職高尚な感情を

限された漢字では︑固民一般の日常の川件すら排じがたい不
便を免れない︒況やこれよりや

の理由で復活する場合は︑奮来のかへり黙をつけたよみ方に

を音にあらはしたときは一全くちがったものであるから︑上述

よるの外はない︒また中園の現代語を知るには︑一部の人の

で我堂の先人の書きのこしてくれた多くの文献の類を蓋まう
とするには℃まだまだ深川の漢字を知らねばならぬ︒さうし

外は︑多数の国民には必要のないことであるから︑それらは

あらはす潟めには︑尚ほ多くの漢字が必要であり︑更に進ん

た軸から見て漢文は国語問題として︑思想問題などと混同せ

専門家の仕事にまかせらるべきことでもある︒

であって︑漢文を必修科目とした場合は︑営然他の畢科の時

つぎに考えられることは畢脊時冊と︑生徒の頭の負推問題

らる上ことなく︑改めて再稔討さるべきものであらうと信ず
︾つ︒
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してゐる現在の生徒が︑その重い負措にたえ得るかどうかと

間に食ひ込まねばならぬことになり斌さなくとも畢力の低下

一般に考えられてゐる如く重い負捨とはならないのであるが

できるのであるから︑この数の漢字を消化するといふことは

字全部をおぼえなくても︑充分に読みもし書きもすることが

ることで︑この鯛めロ︑︲マ字論者やその他いるｊＩＩな運動が

い妾説は川本ばかりでたく︑支那でも以前から咽へられてゐ

書などを兄ると︑漢字を制限するといふことばかりが研究せ

られたものであったが︑何故かそれらの委員達のやった報告

以前から国語調在含といふものが設けられてその研究が綾け

漢字の制限といふととは今に始まったことでなく︑久しい

いうことがこれまでの漢字教育の上では全然峡けてゐた︒

唯だとれを教える方法脳即ち早くおぼえ︑よく記憶させると

いふ賃際上のむつかしい問題にぶつかるのである︒
四

起ってゐるが︑前述の如く日本語を腰せざる限り︑これは責

漢文が一般に厄介硯され︑ひどく非能率的なものであると

現しがたいことであり︑従って漢字の制限や字僻の単純化な

究が及ぼされてゐない︒これはこれは大なる見落しで︑盾の

しかもたしかにおぼえさせることができるかという鮎には研

一面のみを見て他の半面を忘れたものといはねばならぬ︒漢

られて如何にしたならば︑漢字をよく︑早く慰たやすく︑

よく貸行せられ︑或稚度の効果はあがってゐるが︑賞はこれ

字の教育などといふものも工夫によっては今の三分一︑少な

どといふととが行はれてゐるのであるが︑この漢字制限や文

ばかりでは︑他の書籍などは談むことができす︑票生は新製

字の略僻化といふことは︑新剛雑誌などの記事の上では相柑

文字の外に︑別にまた菩来の漢字をも畢ばればならぬといふ

は面向く︑興味をもって知らず識らずおぼえられるといふ方

くとも半分位の時間で禿一分にその同的が達せられ︑然も生徒

法が見出し得られるものであるから︑無やみに制限のことば

二重の負桧に苦み漢字の問題は却って複雑化せられた槻さえ

惟ふに従来一般の人糞は漢字のむつかしさといふものを除

である︒これにつ里Ｌは卑見もないではないが︑くわしいこ

かり考えずに︑能率の堀進といふととに一工夫ありたいもの

あ︾るのである︒

に牧められてゐろ漢字の数といふものは非常に多いが心その

ｑ︑グー︑〃︑１４〃︑／草︑〃Ｅ７グ０︑グ︑Ｊ１︑／︑ノｒ．ｒ︑／︑ノ︑ｂ〆︑ｑＪｆノ０︑〆︲︑ロノ︑ノ︑ｊグミノｒ︑〃ｒ１

ｆ︑″ｒ二︑イｋＪ１ｂ．〃ｋ１ｆ︑〃ｆ︑守り︑︑イ︑︐ｆ︑ｒ︑︐ｆ︑Ｊｆ︑

とは他日に譲ることとする︒︵特別雷員︶

りに過餅に兄あやまってゐはせぬか︒成るほど康照字典など
大部分は自然陶太の綾果︑久しい間既に唆字になってゐるも
のが過半で︑そのうち柄きてゐるのは蕊に足らない少数であ
る︒然もその中にもまた使用度の頻繁なもの︑や上多く用ゐ
られるもの︑蒋迩に川ゐられるものといふ如き等差があって

Ｉ
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二呉巨︽

ければどうしてもいけない︒文部大臣が塗られても︑その時左によっ

これは宮内省に﹁明倫院︲｜を設立し︑そこでそういうものを扱われ一﹄

て飼民の道徳・教育の方針というものは鐘２﹂催いけないものだから

しかるべきだ﹂と建議されたのでありました︒西村光生はことが勅語

に開することであった篇に︑非常にその鮎ほ御遠慮なさっておられた

のですが︑北村淫吉先生の教育勅語換装の由来という著書に︑弘道曾

一番の原動力は西村先生によるところが最も多いのだどいうことを明

はもつとどうしてそのことをいわないか︑教育勅語を御換護になった

かに言っておられるのですが︑そうしたことからついに元田先生にお

村先生︑中村正直先生とかその他幾多の方冷に御相談なさって︑そう

話があって︑教育勅語の立案となり︑そして井上毅の執筆となり︑西

割田先生方には御多用のところをおいでいただきましてありがと

してついに教育勅語の御娩溌になったのでありますが︑日本弘道曾の

斧二

うございます︒本日は近蜘問題になっている蜘異道徳について先生方

をその精神から御溌表になられたのですが︑勅語が換溌ぶな２﹂みて

九ヶ月以前の明治二十三年一月︑まず日本弘道曾要領甲競というもの

うような将来の方針が定められましたのですが︑その閣是に従ってど

も自分の考へが柳かも違っているところがなかったといって︑非常に

要領は︑西村先生がその精肺から試案として︑教育勅語の換装になる

ういうふうに図民を教育していったらよいかということについては︑

丁度今日の新しい日本は民主主義︑或いは文化剛家というような一通

安心したということをおっしゃっておられますが︑考えてみますと︑

ということについてはまだそう典隈的にはっきりしておらないようで

りの図是を定められておりますが︑その内容がいかなるものであるか

にお入りになった畔︑明治十三年にはじめて小堪修牙訓をお作りにな
って︑厳く東洋︑西洋の人間として教養の篇になるものをお集めにな

日本図の国是に沿うには︑どういうふうに醐民を導いたならば一番よ

いかという問題がｌおよそ御一新常時に相似たものがあるように恩

ありますが︑それならば︑その民主々義図家︑文化図家という新しい

はれます︒たまたま天野文部大臣が先般も﹃閣民責睦要領﹂一とい↑うよ

よるものもあり︑伽叩教によるものがあり︑或いはキリスド教により︑

ふうでは困るというので︑西村先生はその時々の政府の方針にわずら

或いは儒教にというふうにてんでんにやっておられたので︑そういう

うなものを︑試案として作られて︑そしてそれを文部大臣個人で出さ

道徳の方針が統一されないと︑常時の畢校の修井の先生達は︑岬道に

ってそして緬職されたのですが︑更に考えられて︑どうしても根本的

非常に常時の方達が迷われたようであります︒西村先生がまず文部省

のお話を承りたいと思い・重す︒このことにつきまして先ず思い起しま

︵司含︶

田部杉口村

すのは︑彼の明治の御一新の時︑日本の図が王政復古︾文明開化とい

割

わされず︑何か画家として根本的にもつと基本的なものが定められな
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座談書

ならぬのじやないかという考えから︑そういう試案が生れたのではな

教育勅語の喚嚢を得たと同じように︑何かの意味でまとまらなければ

営時に︑﹁何か一つまとまったものがなければ︲一ということで．︑ついに

の考えは西村先生常峠のさまざ烹な露ハラ論ハラな教育が施されておった

れるとかいう噂も新聞紙上において謹表されたのですが︑おそらくそ

ますが︑どうですかね？

あろうと思いますが︑溌表の時期においてそういう感じをもっており

かという気がいたしております︒内容についてはまたいろいろお話も

で忠んなで審議したというような形をとった方がよかったのじやない

僕個人とし一﹂いえば︑やはり何か各界の権威者が集２Ｌですね︑そこ

のじゃないか︒この三つが反封されたポイントのように思うんです︒

が︑しかし新日本の今後の教育にそういったことは︑逢った新しい意

ごとく一致するということはむずかしいと思うのです︒けれどもこの

でありますし︑それはみんなめいめいの考えがございますから７こと

勝部内容の鮎では私としては全く同感というわけにはゆかないの

でお気づきのこと︑いかがでしょうか？︐勝部先生一つ⁝⁝︒

割田そういう鮎まことに御尤もだと思いますが︑ついで内容の鮎

いかと恩われるのでありますが︑時代は明治維新常畔の閣民の知識︑

その他がまるで逢いますから︑今日の図家として︑そういうものを定

味で︑御一新術昨のようなふうに︑何等かの姿があらわれなければな
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めて︑閣民にそれを没行させるというふうな方法はどうか分りません

らないのじやないかとも考えられますが︑こういった問題について先

てたかってあれをジャーナリズムや知識人達が叩くというやり方とい

要仙がでたときの世間のこれに卦する受けとり方といいますか︑よっ

が一つの案を出されたならばそれに封してめいめいが︑たど﹂れを非

うものは私はちつとも民主的ではないと忠うんです︒つまり天野さん

うのでございます︒天野文部大臣の鯛民賞践要領のことにつきまして
は︑その方法だとか︑或いは内祥の間胆とか︑まあいろいろある一﹂と

生方の御話を承はることが出来れば︑弘道禽としても大鎚結排だと恩

と思いさすが︑野口先生︑一ついかがでございましょうか？

に考えられるならば︑自分はこう思うと代・案というものをめいめいが

出しあって︑さまざまな考えをつき合わせてそこから共通鮎を拾いだ

難する︑峡鮎を叩くというだけではなくて天野さんがそういうふぅ

すというふうにもってゆくのが民主的な態度だと想うのです︒それを

野口天野さんの今度の提索は相常仙川の諭儀の的になったようで
があるのじやないかと魁っております︒例えば非術に反掛をうけた要

しないで︑天野さんが自分はこう思うと一つのプランを出したらただ

すが︑内容は別として︑時期とか︑方法の鮎についてもう少し考え方

一人の人の指導を受けること

こと︒どうも近頃の人ば伽人の指導

のでは︑ちっとも戦前と塗らないと思うのです︒つまり教育勅語がで

何でもかんでもよってたかってたたきつけて︑あとはおしまいという

鮎を私は三つぽかり考えるのですが︑一つは天野さん佃人の名で出た
を好まない︒デモクラシーは大勢の意向のものの方に椛威を感ずると

つは裏返しにすぎない︒この鮎民主冷義になっていないと思います︒

たらそれによってみんなが簡単に一致してしまったということのこい

Ｑ

いうことがあると思うのです︒それから次には近甑の半利通勤の一つ
の反封の材料に使われたというような感ピがする心それからもう一つ

しかし︑い宝野口先生がおっしゃいましたように﹁機﹂時磯というも

は天野さんが今自由数内閣にいるものだから︑自由灘との結びつきに
おいて︑何かそういう一つの連絡があるといったような感じを典える

E
f
，

いので︑時機をとらえて有効︑適切な助言をする︑小言をいう︑義言

とらえてタイムリーにことをなすことが︑やはり政治家なり︑教育者

ざいますけれども︑政治にしても︑教育にしても︑チャンス︵磯︶を

のが非常に大切だと思うのです︒勝海舟が常にいっておったことでご

立場におかれる︒やれ逆コースだ︑反動ゞだといいがかりをつけられ

しないか︑つまり今後こういうことをいいだすものが︑非常に不利な

やしないかと思います︒そういう鮎で私はマイナスの面が常分ありは

る民衆一般の信頼といいますか︑期待というものをかなり傷つけてい

がよってたかってたＬきつけたということが︑﹁道﹂というものに封す

る︒そういう口火を典えた熱で私はマイナスの役を果してしまったと

の要諦でありまして︑子供をガムシャラにしかっても効果はあがらな
するのでなければ折角正しいことも巨理がやはりいきて来ない︒これ

思うのですけれども︑

誰かイニシァティーヴをとって掛策をたてなければならない畔期にな

して匡救したいと言うことは心ある閣民が誰しも浦感しておるのだ︒

うのだな︒というのは維戦後ことに激しくなった道義の顔暖を何とか

天野さんがあの蛮践要髄を示されたことは︑相営の効果があったと思

下村僕はいままでの話とは少し逢うかも知れんが︑大燈において

はやはりお鰐者さんが病人の燈の調子をみてから︑雁摘興薬と申しま

います︒

すが︑適常な薬を配剤するのと事情は同じじゃないかと思うのでござ

野口まあそうでしょう︒時磯と方法において︑もう少し考えた方
勝部私は西村先生の弘道曾の要領に﹁世界の形勢を察すること﹂

っておる︒その吟に︑天野さんが文部大臣川人のかも知らんけれども

がよかった︒

という峠項がありますけれども︑世界にしろ︑個人にしろ︑何か言お

な意味があると私は魁うておるのです︒先程＠厘封というのはね︑こ

あれだけの道徳資践要領を世上に問われたということは︑相営に大き

れはジャーナリズムの上に多く見うけたのだが︑た時反濁せん篤の反

うと思ったら形勢を察することはやはり大事なことじゃないかと思い
割田結局まあ−つのセンスに峡けておったわけですね︒

封のようで︑建設的なものではないのだな︒建設的な反封ならいいけ

ますがね︒

野同た峰これがね︑今後の問題にとって︑プラスの役割を果すか

薄というちゃどうか知らんけれども︑一種のジェラシイというものが

れども︑た峰文部大臣がやるからぶちこわしてやれというような︑浅

あらわれてきたのじゃないか︑確かにそういう面が私は一つはあると

マイナスの役荊を果すかということが一つの問題だと思うのです︒こ

勝部私は大きな意味からいえば︑プラスだろうと思います︒しか

思うのです︒ああいうものは︑たとえ文部大臣が定めてもいわゆる不

れはどうでしょうかね︒

しこの常面の状況から申すと︑ややマイナスになっていやしないかと

とにかく一膳成立さして︑そしてもし不備や不都合な鮎があったらあ

磨の教典ではないからＩｌあとから修正することができるものだが︑

とから是正してゆくといいのですね︒そういうふうに考えると︑世上

おったと似います︒内容は一分らずに︑とにかくそういう﹃道徳のより

どころ﹄がほしいということは︑私は大多数の図民の要求であったと

の大きな反封論などというものは︑私は重要覗すべきものじゃないよ

思います︒つまりこの民衆というものは内心においてこれに賛成して

思うのです︒しかしそういうものに封してジャーナリズムや知識人達
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鮎でいか堂でございましょうか？大杉先生一つ︒

大杉一寸私は︑ピントがはずれるかも知れませんけれども︑文部

よいのだ︑というような︑生活即教育というところに軍鮎をおいてや

か︑悪いかという問題を提供しただけでも︑相営意味があるので︑日

うに思うんです︒兎もあれこの資践要領というものを作る︾﹂とがいい

２Ｌおると思うわけですが︑その立場からもその主義をた三﹂いる人

ことは教えるよりも糎鹸からまなばせる︑質践によ２﹄や２﹂それで

勝部そればですね︒去年の十二月二十日の東京新聞の世論調査に

省の﹃道徳教育の手びき﹄ですね︑あの形でゆきますと︑道徳という

でております︒﹃画民賞践要領﹄というものがある方がよいか？ない

なことに頁向から反封している︑こう思うのですが︑しかしこれは私

達は︑こういう蛮践要領というような︑道徳を教えてゆくというよう

本の道徳︑教育をすすめるうえから考え一﹂みると︑マイ︷ノズではなか

方がよいか？という質問で統計をとっておるのです︒それによりま

った︑相営のプラスであったように私は考えておりますがね︒

すとこの図民賞践要領を無用とするものが一七・二︒︿︑−セント

この調査は富吟の田舎ではなくて東京都です︒東京都でランダム方式

に﹁ソクープテスよ︑徳は教え得るものであるか︑それとも蜜践により

スの封話篇を一寸似いだすのですが︑﹁メノン篇﹂のメノンの問のなか

いがしみにするという考え方もこれも一方的なので︑それでソクラテ

いということも︑これは一方的であるし︑教える方が主だ︑糎鹸をな

１個鐙面接でとったのです．ですから大衆とい；ものば麓鑓要鎮の

て得らる上ものであるか︑或はまた資践にも︑教育にもよらず︑自然

二様あると思うんです︒糎馳を主とすべきだから教えることはいらな

内容は知っていないと想うのです︒細かいことは知らんが何となくそ

によりて︑もしくは側か他の方法によりて︑われ等に持ちきたされる

・有川とするものが四○・九パーセント

ういう要領というようなよりどころがほしい︒この民衆の希望という

不明及び無答が︑二四・七パーセントです︒

ものは︑はっきりしていると思うのです︒

は﹁徳はこれに知見が伴うか否かによって︑或は有川ともなり︑或は

荊害ともなる︒例えば勇気ということも知見が仲はねば讃卯となり︑

ものであるか？﹂こういう問を出しておる︒これに封してソクラテス

分別を伴えば勇敢ともなるが如きである︒それ故︑知見は幸幅のもと

下村誰かがイニシャチーヴをとらなければならない︒
おとなしい堅資な説には必ず反封が多いというふうですが︑どうもそ

割田とにかく今日は腰掛という意見が︑何ごとにもｌとにかく
れを検討してみると︑いう人に新しい何かそのモラルの考えが出来て

ふうに説いたように涜まれるのですが︑それで更にプロタゴラス篇で

ラテスは﹁徳は知識であり︑無智は悪徳のみなもとである﹂とこんな

﹁知識を峡けるが故に快楽及び苦痛の選樺についてあやまてるものど

であり︑無知見は不幸の原因である﹂ということを申して︑結局ソク

でござい宝したが︑例え文部大臣個人にしろ︑そうした思想統一のよ

そういうところがあるように思うのですが︑そこで問題は統計のお話

ーブテスの考えでは︑徳が知識であればそれは教え得るものであり︑徳

もはあやまちをおかしているのである﹂そのように説いて結局ソク

いなくて︑そうしてただ反封するというような︑いわゆる下村先生の

うな傾きになるのは︑民主左義時代にそういう一定の目標をきめるこ

おっしゃったような建設的でなく︑談論のための議論のよりになる︑

とがいいとか︑悪いとかいう読が大︾分あるようなんですが﹃そういう
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みておるのですが︑中厭のなかに累足明らかならざれぽ身にまこと寄り木曾の要慨を賞行し一﹂ゆく﹂つまりお亙にこれではならんという

育にぱ富然道徳に関す晶育が必要とな２﹄くる︒こん左ふうに私ほ曾のようないわゅ議員気相寄りｌ弘道曾の定款第四係に﹁同気相

ならず﹄というような言葉があるが︑その意味をよく考えてみても同のでみんなの鵬のがｌ自畳した人達が寄って協同してみずから本

どようなことが考えられるので︑それで私は少し前にもどりますが︑曾の要領を賞行し︑自分等で貴賎と﹂ゆく々自彊した人達が進んでそ

２﹂ゆかなければならない︒やはりすぐれた人が︑すぐれた考えをもうなことがやはり一つの蕊された方法ではないかと魁うのです︒それ

資践とそれから教育ですね︒徳育︑道徳に閑する知育は元来剛々相侯ういうような幽僻の力によ２﹄世論を引張２Ｌゆく︑動かしてゆくよ

２詞いたｌ今日でいえば天野さんの賞嬢要領にとＬも西村先生で責は今晩の趣旨も天野さんの閏民貨嬢要領から出溌し童すげれど︑

から申せば︑か２﹂の日本道徳論であり剛民訓であり︑前の小畢校修私達の曾員のそうした麓い動機を現代にいかして︑特にこの弘道曾の

身訓といったようなもの︑つまりそうしたすぐれた人の道徳の教えと新しい定款の示す本曾の要伽というものを一ついかしてゆきますよう

いうものが︑やはりある人為をリードしてゆくことがなければ︑天下に︑お話を進め一﹂いただきたいと思うのでありますがいかがで︲すか？

い︒教育というものはそうしたすぐれた知をも２しいるものか︑未成カルタ式の道徳要領はなかなか出来ないと私は忠う︒これはどうして

か？﹂腰﹂来る︑その地ならしが必要だという感じがするのです︒
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ばそういう愚者の支配するような世の中にな２Ｌ︑いつ醤でも杜曾は野口一寸私も一言⁝⁝︒い腰こすか？いまのお話は私も同感に
進歩しない︒そういうことであれば教育というものは一切なりたたな思います．現状の胤本で奈醐民から喝采を受け災憲章Ｉアナ

熟なものをひつぱ２Ｌゆく積極的なものでなければ教育にはならんとも一つの段階を跡まなければならない︒丁腔職剛時代に群雄が割擁し︑

せんけれども︑決上しそうではないので︑文部省の手引き書の趣旨もが︑自分達の道徳﹃理想というものをどんどん謹表しなく坐りやいけな

思います︒そこでそんなことは少し通コースだといわれるかも知れましかる後天下が統一されたというふうに︑仔所の心をＭじうする人達

尤もなところもありますけれども︑しかし一面こういうような道徳のい︒そしてそれを守２﹂いるうちに共通的ないいものが窪２﹂くる︒

教えに開する徳教というものの預要性ということを大いに︑王唱してよそこにい２Ｌ大脇の方向︑本すじがおゅつ隆﹂くると想う︒こういう

いと思います︒それで前のメノンの問のなかで﹁責践にもよらず︑教ような段階を経なく今呈︑ならないというような気がするのですが︑だ

まかせてというと︑それはここで人間性の善悪になりますけれども︑して︑そして出来るだけ口だけでなくそれを没賎してゆく︑こういう

育にもよらず﹂というあとに︑﹁自然によりて﹂とありますが︑自然にから弘道曾の如き同じ気持をもった人の︑王張というものをはっきりさ

います︒﹃しからぱ何か仙の方法にょ２﹂そういうことが出来る

多くの場合﹁悪貨は良貨を蛎逐す﹂で︑とかく堕落する以外ないと剛心ことが弘道曾ばかりでなく︑いろんな図鑑にお墜﹂そういう気運が動

とい彦ぅことをメノンが間うておりますが︑︷﹂の最後の何か他の方法に下村私も今いろいろお話のあったことに共鳴するのだが︑道徳教

ょ２﹄出来やしないかということ︑デー﹄れはですね︒私はこの日本弘道肯をするのに︑賓践或いは生活鰐示ぜ軍んずることも無論必要だけれ
言

や

いのでなかなか賞践は⁝⁝模範を示してこれを生徒に里ぱさせること

ども︑世間の人はみなそれぞれ峡鮎がある︒教師でも聖人君子ではな

とおもいます︒た峰いまここに持って来ておりますが﹁一ノメリヵの小

やはり道徳についての教訓をまつたくしておらないというのではない

大杉一寸申し上げますが︑アメリカの教育は控膝主義といっても

まして︑それをモラルコードというのですが︑これを見ましてもつま

皐児童の道徳法典ですね︑それから中等畢校道徳法典というのがあり

は貨行附難なのだな︒だからただ没践にだけ頼るわけにゆかない︒や

で︑知識の裏づけのない道徳というものは本富の道徳でないといって

り道徳の知識を授けてゆくのですね︒一例を叩しますと小畢児童の道

はりその賑邪善悪を判別させる知識を授けることが非常に大事なこと
もよい位のものであろうと思うな︒先程大杉さんのお話にもあったが

とか︑まあそういうような狐Ⅲにわたって︑溌後にあとになって親切

徳法典の中に︑健康の法則︑自制の法則︑信頼の法則とか︑義務の法則

の法則とか忠誠の法則とかそういうようなのが丁度十則出来ておる︒

その通りだと思います︒西村先生が要領を定められたのも︑一つの道

中等畢校のは少しまた程度が高く出来ております︒こういうものがあ

徳の荻準を知らせる︑図民に示してこれを資賎に移してゆかせるとい
ねらって要領をきめられた︒しかしながら時代の推移と共に鍵えるべ

うことであったろうと似う︒叩方必要なんでそこを先琵者西村先生が

いう間にやはり知識として燈系的に教えてゆくことも工夫されている

のじやないかと思うのです︒更にもう一つ耐白いのは米閣の蛮莱関腿

るのを見ましても︲決してアメリカの方が経験主義だといって︑そう

における道徳法典があります︒これが五種独︑少し古い本ですが︑疫

き鮎は塗えてゆかなければならない︒醐古不劫のものではないのだか

において一致しているのだな︒だからあの天野さんの考え方をむやみ

領がきめられたわけですが︑こういう考えと天野さんの考えとは大脇

コードー前に出ましたけれども．︲ドォブェシクス︑その雛謹で五

業道徳精義という書物です︒その附録に出ております︒これはモラル

ら︑相富そういう意味において先輩もいろいろ御苦勢なさってこの要

に非難しないで︑何等かの形にまとめて成立させた方がよい︒それは

つのっております︒乗図文房具組合のコードオブェシクスとか︑至図

弘道曾の年来の主張と少しも抵鵬しないので︑むしろビクッと符合す
ることのように思うのですね︒

はここらになりますと︑知識と経験とおりまぜてゆくことになるので︑

は非常に職莱的な︑つまり具鵬的な道徳法ですね︒説いてゆくところ

か全図信用捌査人組合法典とか︑そういう心のがあるのですが︑これ

しない︒それをやぶって蝿草をすう人がいる︒それならばはり紙はい

そこに長所があると思うのです︒そういう意味から見ますと弘道曾の

紙箱製造組合の法典︑商業新附組合法典︑全閣職買収女人組合法典と

らないかというと︑やばりばり紙があると気がついて止める人もいる

要領というのは︑厳くこれは職莱的なことよりも︑剛民一般の道徳要

勝部いつでしたか︑徳川夢雄が書いておりましたが﹁はり紙は必

よってはり紙は必要であるということをいっておりますが︑これは大

要である︒﹂電車のなかに﹃禁煙﹄とはり紙があっても必ずしも守りは

す︒そういう意味で要領とか︑道偲綱領というものは︑やはりかかげ

衆の道徳のセンスというものを代表しているのじやないかと思うので

営に我在いかしてこれだけのものが出来ましたが︑更にわれわれ弘道

領とこういうことになると思うのでありますが︑西村先生の趣旨を本

るｌ積極酌にかかげる必要があると忠うのですがね︒
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曾の曾員とし室しては︑この定款の第五係の要領︑甲読乙競というも

つまり蜘民の道徳性キー高めてゆくことだと魁うのです︒そういうよう

﹁閣民の自主性と品位を高くしてゆく﹂品位を高くするということは

大きな大目的が一致するようにも忌う︒それから更に今度は項目に分

な鮎で一寸見ましても︑貧賎要領の前文と︑定款の四際とは︑非常に

割田先生方のお話は大髄こういった要項でわれわれの道徳責践の

かれまして︑賓践要鎮では個人・家・杜曾・閣家という分類でありま

のを閣民生活の震際に生かし︑更にこれが知識に止まらないで奮践し

大膿の目標をきめるということば︑必ずしも民主左義時代になっても

野さんのような分類とは違いまして︑具燈的なところから説いており

すが︑弘道曾要領の方は第五係に甲乙と示してありますので︑少し天

てゆくように．⁝：︒そうしたらどうかと思うのでございますが︒

一向差支えないということのようなお説でございますが︑同時に先生

ますが︑これは南方の目的が異ったところがあると思います︒しかし

方のお話にあったように︑とにかくその内容の黙にいたっては全雲智全

能を傾けて︑そこに集中する一つの方法︑手段として︑弘道曾の曾員

ようなことになるように見られます︒それで今日はその二つが非常に

内容をずっと比べてゑますと︑前後の順序を鍵えてゆけば︑大鰐同じ

比較になりましたが︑先程からのお話のように︑国民賞践要領もたし

ならばこの要領を日常賞賎してゆくことにつとめるのも︑その一つの
ですが︑そこでもしわれわれ弘道曾員とすれば︑甲乙要領の資睦に心

ちは天野さんのこれがうまくゆかないで︑まるで・ヘシャンコにされて

かにいろいろなことで世間の問題になりましたけれども︑やはり私た

過程として非附に重大なことではないかというふうにも考えられるの

のですが︑そこでこの要項について項目も多いので一こぎいます︑特に

がけることは︑われわれ同志として必要であることは申すまでもない

のはあやまりで︑やはりこれを契機として︑どこまでもわれわれとし

しまったということは︑道篭が無意味なものだということに解羅する

はあるんじゃないかと岨いますが︑曾員の賀践のうえに参考にする潟

簡単な要項である篇に︑その虞意が了解しにくいようなこともなかに

徳鑑系の問題もありますけれども︑具燈的な問題などにつきましても

てはこの要領と︑われわれの定款の要領の研究を進めて︑全鎧的な道

大杉一寸申し上げますが︑内容の鮎で天野ざんの閣民賞賎要領と

に特に先生方お気づきの黙は何かありませんでしょうか？

に更によく考え︑それからまた曾員の方だの御意見や御批評もいろい

今後少し要傾を分けてもよろしいですから︑︐今晩限りでなく別の機曾

ろ伺って︑今日の要領が絶封的などいうものではありませんから︑あ

それからわれわれ日本弘道曾の定款と比べてみますと︑資践要領の前

る機曾にまた更に時勢に印したような︑いわゆる世界の形勢を察し︑

文の趣旨のなかで︑この道義の精神が何であるかということについて
自己の人格の載巌にめざめることであるという意味のことを説いてで

下村そうだな︒弘道曾の要領は大鍵平易に出来ておるが︒

時代の進運に伴ってゆかせるようにしたいものと思うのであります︒

他の圃家の利害も認めて魚軍してゆくという意味のことを説いており

大杉非常に分かり易く出来ておりますね︒

ということから︑更に図家の間では自園の利害だけにとらわらないで

ますが︑それは弘道曾の定款の第四峠で﹁本曾は道徳の掌巌性を認め

下村﹃国民責践要領﹄の方は少し抽象的で畢問的の香りが躯すぎは

すね︒それがた堂個人的な意味で︑自己並びに他人の人格を鐘軍する

て︑そして邦人の道徳性を進めてゆく︲｜それから更に図民としては︑
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時は春です︒

の

精

田中孝逮子

神

る意味において︑弘道歯も弘道曾の考えをよく曾員の方冷に了解して

の解決にのりだすということが必要である︑そうした気運を感んにす

面の一三−スについての感想は姑らく措き︑肺命而を炭げる

朝起きて新聞を取上げます︒函際情勢に開する記事︑政論

く

と心〃必らず眼にふれるのは掻盗耐放火︑ギャング通または血〃う

大人の犯罪ばかりでなく遮小供の不良化もおびた画しいも︒

だと思われます︒

の命を取るのを大したことと考えなくなったのも大きな原因

殺したりした癖がついているので︑人の物を盗むことや︑︑人

は物資の徴護と言って物を掠奪したり慾園の馬と言って敵を

う︑とゆうことになりました︒かてて加えて︑戦場に在る魂

つき︑他人を苦しめても自分が生きよう︒或いは︑楽しも

さかいが付かないのかも知れません︒そこへ吐含不安が結び

く左り︑人為の心はそのよりどころを失ったＬめ︑善悪の見

戦手を境として︑ものの償値が塗り︑道徳の基準が解らな

●

いただいて︑そしてその黄践に努力するということがこの際われわれ

下村そうでしょうね︒
野口なかなか今後いろいろの批判も受けるだろうと思いますけれ
ども︑西村先生が今日あったならぽということを思いながら︑先生の
偉業を出来るだけいかしてゆくというふうにしてゆきたいものだと出
β

割田どうもいろいろあ・りがとうございました︒時間も大分きまし

います︒

たからこの遇で⁝⁝︒

妄っＯ

なまぐさい殺傷事件で財何と其等の犯罪の多いことでしょ汐

だのに心私の心はどうしても明るく産れないのです︒

いる筈です︒

家為にも心野にも川にも︑巷にも︑生の悦びが充あ溢れて

L一一

しませんか︒項目を並べて比べてみると︑左して違ってばゐない︑大
同小異で精神は同じものだけれども︑弘道露の方が何だか分り易いよ
要領を示すものとしては齢り理窟張らずに通俗平易で親しみ易い方が

うですね︒我が田に水をひくようだけれども︑閣民大衆に道徳貴賎の
よいのじやないですか︒野口さん一つしめくくりを⁝⁝︒閉曾の癖を

野画只今までのお話からして︑とにかく天野さんがああいう試み

みなさんが述べられたことを細括してどうぞ⁝⁝︒

をされたということは︑やはり一つの刺戟になったと似います︒たと

司

のなすべきところであろうと思うということに謝するようですね︒

えこれが一時頓坐しても︑心ある人はやはり勇気をもって︑この問題

仁

は封策が行と唾いたｉめ︑その率が下り坂になったが︑全図

が戦前に比べて五六倍であり︑妓近の統計で見ると六大都市

のです︒文部省祇含教育局の調査によると︑青少年の不良化

の異なる男女が︑無責任な本能的な交渉から生を享けた子供

石炭のように直つ黒な皮膚をした赤坊も泣いています︒人極

あります︒金髪で蒼い眼をした坊やが遊んで居るかと思えば︑

捨子の牧容所をのぞいて見ろと︑所謂国際孤児とゆうのが

たち︑これらの混血児が親の不しだらを身にうけて︑生涯十

的に見ると喝むしろ上りつ上あると言うことです︒
この中には浮浪児のような者もありましょうが︑大たい家

この間﹁月刊読寅﹂に︑立川市の現状が書いてありまし

字架を脊負って暮すのではないでしょうか︒

た︒同市は米図基地に隣接しているため︑非常に護展しっＬ

庭にある子供も含まれているようです︒空襲で一家が住宅を
たと言うのもあり︑戦後の無責任な︑煽情的な州版物に刺激

焼かれ︑不備な雑居生活をしているため脳環境の影響を受け

の子供達まで目撃することになり⁝風紀は素れ︑住民は困惑

の座敷を高償で借用し︑そこで商寅を笹むので⑩そのあたり

しているとのことです︒さきに述べた不良化の中には恐るべ

あるが︑同時に鵜しいパンパンの践雇で︑此等の女達が農家

偶ま吐含施設を訪れると︑爆撃で父母を失い︑兄弟姉妹の

された子もあり聴叉その他に混濁した祇含の暗黒面が小さな

行術も知らず︑一人生きのこった戦災孤児の群︑他人の情で

に行われている限り︑純潔逆動も効果が聖らないのではあり

き性行篇なども含まれていますが︑こうした大人の醜行が公

魂をむしばんだ結果ともいえましょう︒

保護されているとは言え︑或る者は昔のなつかしい一家閉ら

うな裳がきこえ︑やがてコッコッと異様な足音が耳に入りま

電車にのって︑眼を閉ぢていると︑嘆くような︑演読のよ

ますまいか︒

んの夢を追い︑また或る者は︑顔も兄兇えなかった両親の仰
母と住んでいる子︑即ち母子寮の子供は勿論孤児ほど淋し

を想像して︑身の不幸を託つこともあるでしょう︒
く暮してはおりませんが︑それでも父親がないので満足な家

人が歩いて来て︑乗客の同情に訴えます︒騨頭に箱を前に立

っている青年もあります︒又ガードの入口で楽器に合せて何

す︒見れば︑片手または片足を無気味な器具で補った白衣の

か唱っているのもあります︒此等の往年の−１白衣の勇士﹂た

庭の雰圃菜にひたることは出来ません︒それよりも気の毒な
の下に位し去られた夫は再び還らず︑遥兇を抱えて自らの青

ちの行動を眼ざわりとして非難する人もあり壷すが︑瀧足な

のは母親です︒曾て職新婚の夢むすびもあえず︑聖戦の美名

ます︒そして通子を抱えている偏に再婚も出来ないでいるの

四肢をもつ人間が︑戦争の犠牲になって手を失い︑足を奪わ

春を徒らに︑孤潤感と生活苦になやむ︑深山の未亡人があり

で・す︒

〔18〕

れ︑または覗力をなくし聴そのため青春まで墓なしにされた
若者たちの抗議に封して︑とやこう言う資格がどこにありま
しょう︒た堂し此等の人だの姿が街頭に見られなくなると聞
きました︒いくから現在よりましな援謹方法が識ぜられるこ
とになるようですが︑よし︑多少は向上した待遇をうけるよ

うになったとしても聯それだけで彼等が本営に慰められ︑篭
や心の痛みが取除かれ健康のよう底自巾薩︑幸禰な生活をす
るわけには行きません︒

自然には春が来たのに︑どうしてこう人の世は暗いのでし

つけねばなりません︒

私達が戦争によってから得たこの思想の最も大きな現れが

新しい憲法なのです︒憲法では人間の幸幅に生きる椛利を各

催項の中で繰返し弧調し︑とくに人間生活を大きく破壊する

戦争と言うものを根本から否定し︑その戦争の手段となる軍

備を全く認めていません︒これはどこまでも平和な仁の道を

本として︑又私達闘民生活の蕪礎としてとの美しい憲法を得

高揚した私共の直に誇るべき憲法なのです︒日本の国家の大

たことは何にもかえ難い喜びであります︒あの戦争の惨澗に

封して︑せめてもの慰めとなるものです︒私達はこの憲法の

締帥を慨して︑擬城の巾から立上って︑戦争によってかもさ

ノ

、

レム涙ノＯ

これらは皆︑あの過去の不合理な︑閲迷った戦争の残した

と努力して来たのです︒前に述べた通りｐまだまだ世の中は

れた諸種の吐禽疾患を一つ一つ解決して︑国民全部が憲法に

暗いのです︒それでも私達の前途に明るい目標があると思え

惨澗です︒私達は七年後の今日まで︑その重荷を片づけるた
それではｎ私達はとの苦しい維験の中で何か得たでしょう︑

願われた平和な文化生緬を誉み得る日を速く招致するように

か︒それは唯一つ︒人間が尊ばれ︑愛されなければならない

が出来たのですｐ

ばこそ︑くぢけすに一歩一歩正しい方向をたどって行くこと

めにこのように苦しんで居ます︒

とゆう教訓です︒人川の命は鴻毛の樫きに似たりとか言って

ところが︑その理想の何分の一も賞現できない今日︑既に

り

極覗され心人間の幸禰とゆうものも全く無帆された日本の昔
風の考え方がとの惨柵を断らしたことを︑私達は身を以て僻
験しました︒この宇術で何よりも尊いものは人間であること

﹁憲法を改正して再軍備をせねばならない﹂と︒

もう不思議な雛をきょます︒

す︒憲法改正が叫ばれると同時に︑既に資質的に再軍備の動

烈しくなって︑世界傭勢が不安になったからだと言うので

これは何を意味するのでしょう︒二つの世界の封立が益盈

をよく自受しや自分も幸耐になり魁他人も幸幅になるように

努めることが本営の道であることを知ったのです︒現に欧米
でヒューマニズムと言い︑東洋で﹁仁﹂と言う︑この思想は
どんなに弧調しても弧調し足りません︒徹底的に私達は身に

rl9〕

墨

きが毎日の新聞に報ぜられていますＰ警察諜備隊は七葛から
十一蔦に︑更らに三十葛の増員の計謹を立てられ心高車機淵

銃から戦車まで備えた軍隊同様な形に護展しようとしていま
すし︑海上保安隊も昔の海軍の復活を思わせるような様相を

必要なのだと国民は教えられます︒外敵が攻めて来た時昼室

状態であっては不安だ︑又日本は猫立国となったのだから自

分の手で園を守るべきだ︒た賀しまだ猫力では足りないから
言います︒

米国に援助して貰い︑その代り日本も米国に協力するのだと

どん具鵠化されて行き麦す︒その内容は或いはわが図民の生

定が進められ︑国民の知らない間に胴図の常局者の間でどん

過去に十年間蓄積した力をもっても米軍に一たまりも鳶ぐ敗

倍かと言われる大きさと陣えられています︒さきに日本は︑

来るべき戦争には︑列弧の軍術の規棋は墓一次大戦の時の何

本は米国の彪大な物量に敗けたと言われました︒ところが︑

然し︑この際よく考えて見て下さい︒第二次大戦の砿︑日

命や︑平和の生活に並大な影響を及ぼすような結果●となるか

一方米国との間には安全保障峰約や︑それに基づく行政協

示しています︒

も知れないのに︑いつの間にかそれが進行され︑私達の眼の

れたのです︒現在無一物の日本がどんなにしても列強に伍し

千億位の軍備は軍備とは言えないと政治の責任者は言いまし

て行けるほどの軍備らしい軍備が出来る筈はありません︒二

前に現れたのです︒

た︒吾為八千葛国民が乳呑児からよぼよぼの老人まで入れて

この情勢が反映して︑街では昔の軍職や何か園公然とスピ
ーカァから流れていますし︑映書館ではチャンバラ物が大全

機の飛行機すらなくなった日本が新しく稜足する軍備として

一人常り二千五百剛づつ出し合って二千億という軍備をして

満足な筈はありません︒それだけ国民が食べる物も食べずに

盛で︑簡単に人を切って拾てるシーンが上淡されるし︑辻で

園民の中には心との機運に艇乗して︑叉軍需景気で一もう

作ったところでどうしようもならす︑しかも次の戦争は原子

もそんなものです︒その十倍にしたところで一つの軍艦も一

けしようとたくらんでいる人があるかも知れませんし抵又一

は小供が戦争令コッコに夢中ですし砥人為はさながら十年前に

旗あげようと軍服のちりを梯っている雷軍人も居るかもしれ

可能なことは解っているではありませんか︒

力の戦だと言われていますし︑私共の力で防ぎ得ることの不

還ったような錯畳をおぼえさせられます︒

ません︒ですが通大部分の国民ば呆気に取られ︑あれあれあ

それでは︑自分の力で守るとゆうととは何を意味します

か︒はっきり言えば︑それは人間を弾丸とするとゆうことで

〕
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れと言う間に事が運ばれ︑丁度一昔まえの国民がそうであっ
たようにも手の渦しようもないとゆ弓のが賞状なのです︒
戦争の嫌なことは︑誰れも知っているが秘それでも軍備は
E』

す︒日本でも外国でも砥言っています︑﹁日本は何の資源もな

ければ武器もない︑あり除っているものは人間だけだ︒この
豊富な人的資源と外爾の物的資源と交換すれば都合がよい﹂
と︒日本の人的資源とは私共や私共の子供達︑その他愛する
同胞のことです︒それを弾丸の代りに外固の物査との交換は

い妻すね

日本は世界で一初めて原子力の被害を鰐験し齢叉それゆえに

こと︑又若し不幸にしてどこかの国で戦争が起ったとしても

始めて永久に武装をすてた園です︒世界に向って平和を望む

日本はそのまきぞえにして貰いたくないと要求すること︑こ

道を尊ぶ私共﹁弘道﹂の読者は︑新しき憲法をして自分の

h

れははっきりと言う費格があると思い麦す︒

どこまでも没きましょう︒そして人冊を最も不幸にする戦争

ものとしたヒューマニズムの思想と仁の粘祁に徹し︑これを

といふものは一寸一般には気付かれぬやうな所にあるものである︒俗

に﹁大慾は蕪慾﹂と言ふが︑思慮のない人の目先にころがって居る︑

２Ｌ遊んでいらっしゃい﹂といふと︑子供は中々遊びに川掛けないが

である︒例へぼ母親が子供に向って︑﹁今日はお客様だから何所かへ行

どうも我々日本へには天性﹁意地っ張り﹂といったものがあるやう

ありふれた慾は決して大慾ではない︒

て抗議をすれば雁辿の手が加えら紅ます︒人間の母たる婦人

〔21）

一日一事ある時は提供しなけれぱならないと思う︑このような
非道なことがあり︑重しようか︒

国土の防衛も大切です︒しかし国民あっての国土です︒日

ノ、

○一七︑三︑二○×東京都粘婚相談所長︶

を極力さけるべく努力しようではありませんか︒

森

ユー

本図民が朝鮮のように北から南から胴方の勢力にアコーディ
してまで守り得た無人島のような国土は私共にとって何の開

私の人生観

○大慾と小慾

』

日常誰のＨにもとまるものは︑大抵は小利であって︑いばゆる大利

率

オン式に押しつぶされたあげく来るべき原子戦によって壊滅

或る人は言います︒恐しいのはソ連の赤い思想の園となる

係もないものとなります︒
ことだ．と︒しかし︑現在でさえ税金で一家心中する日本で︑

この無班な耶術で彪大な維済的負推を負わされ︑国民の生活

が破局を来した暁には︑ソ連の侵略を待つまでもなく︑営然
園内に暴動も起るでしょうし︑思想の混乱も諜想されるので
す︒

青年や婦人が次の戦争の不安におびえているのは賞に痛ま
しい限りです︒﹁きけわだつみの婆﹂の歌ごえもまだ消えぬう

岡

は原爆を諜想して︑どうしたら逃れられようかと心を痛めて

ち︑今の畢生は自分達の青春を守るために悩み︑思いあ室っ

(
三
）

これと反掛に﹁今日は寒いから家で遊んで居なさい﹂などといふと︑

見なげれぽならなかった︒今乞はれろ︑︸主上に山内君の方へ行けば︑牧

笑ふかも知れぬ︒又世間の同業者の人今は何んと一評することであら

妙に外に遊びに出たがって︑中為家に居つかないものである︒これは

う︒素々樋口氏は私をたよりにして此の商壷を始めたことであるから

に﹁森岡といふ奴は金の篇なら何んとでもなる人間だ﹂︲と腹の中では

ののやうである︒だとするとこの意地っ張りといふものを何時も織り

入は多くなるし︑私個人としては勿論都合はよい窪だが︑併し山内君

込んで考へないと︑物事には兎角間蓮ひが出来やすいと恩ふ︒乃ち人

であらう︒さうすれば世間の同業者も亦樋口氏に同情して私が悪るく

鉦論私に出られて困るのが判り切２﹂居るとすれば︑必ずや恨まれる

子供だけのことでなく︑かうしたものは人間の性質として一生あるも

が欲しがれば造りたくない︑欲しがらないと是非遣りたいといふ風な

そこで更に老へたことば︑世間の同業者の人々から信頼され︑好意を

言はれることも明である︒さうなれば大蕊なことで︑長い間苦勢して

以て迎へられる嫌になること︑それにはどうしたらよからうかといふ

これがある︒此のことは人間世渡の虎の巻として心得て髭くべきもの

のが普通の人情といふものではあるまいか︒男女の交際などにも殊に

そのことについて私には一つの思出がある︒それは私が三十歳位の

やっと今日の立場にまでなったものを︑自分で崩して了ふことになる

時のことである︒東京本所で樋口吉太郎氏が経誉してゐたメリヤス製

ことであった︒さうして得た結論は︑それは私は飽迄も踏み留２Ｌ協

だと恩ふ︒

造工場を共同煙管することとなり︑五・六人のものを使って誉業を始

力し︑樋口氏に成功して賀ふより外に途はないといふことであった︒

要な人物となられ︑業界に濁し多年に豆る功紙は稀に見るものであっ

めたが︑幸にしてトンノ︑拍子に進んで︑成績がよくどうやら安心す
群が私の店に寄られて︑四方山の話の末に︑﹁樋口蒋の瞥業方針には感

た︒そして私も業界余膿からどやら好遇されるやうになったが︑それ

幸にも其の後樋口氏の事業は益為装展し︑東京メリヤス業界の最も重

心させられた︒そこで僕の店でも是非彼の方針を採用して見たいと忠

といふのも根木はこ上にあったのであった︒一見私は無慾のやうであ

るところまで行った︒ところが恰度その頃同業の問屋である山内末吉

ふのだが︑それには何んといっても先づその人が必要だ︒づいては君

同一のものはなく︑必ずや種々の異った姿となって現はれるであら

世の中の出来事といふものは︑その人により︑その時代によ２Ｌ︑

ったが︑併し却２Ｌこれは大慾の結果を来した諜である︒

う︒併しその意味合は同じやうな似たものが絶えず繰り返しｊ︑現は・

れないか︑待遇は勿論世間より一二割位は多く排ひもしようし︑その上

が見て此の人ならぱと忠ふ者なら誰でもよいのだが︑一つ世話して呉
歩合もつけてよいから﹂といふ話を持ち掛けられた︒そこで何れよく

れてくるのであるから︑世に虚して我々は突富る種々の事に封して︑

よくその内容を分析検討し︑大慾を以一﹂無慾となさしめるか︑無慾を

の入ならとほんとうに保誰出来る人となると中々ないもので︑絶掛に

信じ得る者は先づ結局のところ自分といふことになるなどと考へての

以てして大慾となさせるかを考へて善虚せねばならないと思ふ︒

考へて見て返事をしようといって別れたが︑段為考へて見るのに︑此

末︑蓮にこれは山内ゞ君が樋口氏のところをやめて︑私に来てくれとい

ふ謎であるといふことが判ったのである︒かうなると尚更よく考へて

（理）

の時節と自己の作る時節とあって︑自然の時節は誰もが平等に受ける

何事も時節の影響を受けない課にはいかないがへその時節には自然

の解繰によって如何様にもなるものでもある︒だから今日現に失意時

の人々のもつ運命といふくきもので致し方がないものであり︑叉各自

のと種たがあるが︑何れが良い悪いといって見たところで︑これはそ

人によって得意時代が先きに来るものと︑失意時代が先きにくるも

○得意時代と失意時代

ものであるから種々と研究もされて居るが︑人工的に自らが作り出す

代にある人でも︑決して悲剛してはならない︒悲卿することは自分で

○時

時節といふものは︑各自にとって最も重大なものであるにも係らず兎

来たからには致し方はない︒是も何かの意味で自分を幸にする試練で

自分を挫折させることに外ならない︒不幸にして失意時代を迎へても

が来るといったことは簡単だが︑何か重要なことを人に依頼するとか

あらうかと解燥すれば︑目づと心から勇気も湧いて来るし︑いつしか

例へぼ人が信用して自分に何かの相談に来るとか︑或は何か買ひに人
叉知人を介して何か竜要堺を申込むとか言うことになると︑巾為面倒

その通りに乗って来ないとか︑こちらで進んで見ても先方は反掛に一

ものを考へなかったといふこともあったが︑た峰それだけではない︒

意時代はどうしてやって来たかと考へて見るに︑場所や資金といった

私には二十四から三十二までがどん底の失意時代であった︒この失

世間の人の目も寄って来て︑やがて得意時代もやって来るであらう︒

向に動き出さないといった場合が妙くない︑結局時節の到来といふも

が待てないで無理に背栗を落すとなると︑探るに骨が折れるぽかりで

熟れるまで待ってゐて採れば甘い責が自然に落ちて来るものを︑それ

すると大方は損をするものだ︑秋になって栗の資がついた時︑それを

ある︒乃ち世の中の人は兎角無理をして見たいものであるが︑無理を

私は父からこんな話を聞いたことがある︑それは背栗と熟栗の話で

の失意時代の蕃境といふものは︑到底推紙に誌し難いものがあった︒

親顛知己でもよい顔で迦へてはくれなくなる︒私の三十までの六年間

して得意な時には何所でも喜んで迎へてくれるが︑失意な時となると

をいやといふほど味はったのである︒兎角人間といふものは世の常と

か︑これは簡単には言へないが︑何にしても私は二十四から失意の味

ふ︒併し老へて見れば果してそれが幸であったか︑或は不幸であった

一生涯私は波乱なく気梁な生活が出来て居たのではなかったかと恩

てゐたのである︒若し叔父の店が蕊えて順洲に働いて居たたちぱ或は

そこには崖主人の叔父が破産したといふことがより大きな原因になっ

いふものは何事も時節を待たずに急いで無理をすれば︑この苛栗と同
に大切なことだと恩ふ︒

相手の高利貸のためには更に苦しみの上塗りをするばかりであり︑苦

そして私の相手になって臭れるものは︑た峰高利貸ばかりであったが

なく︑その責は漉味のある小さな不味いものである︒世の中のことと

が多いものだ︒

のがある課である︒だが鰯して物事は急ぐとその結果はよくない場合

分の方ではどんなに急いで然々したいと思ったところで︑先方は中為

なもので﹁そこには時節時機といふものに支配される︒といふのは自

角研究が足りない︒それもこれ迄の自分の行動によって出来る時節︑

バーや

じ結果となる︒といふのである︒時節︑時溌を捕えるといふことば誠
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E
I
j

1

なるのである︒私はその六年といふものをほんとうに苦しみ抜いたも

鐸な額になって了って︑どうにもならなくなり︑遂に牙を誤るやうに

るものであるが︑さて借りて見ると中々返せないで︑いつの間にか大

りるもんではないと恩ふ︒誰しもが一寸の間だと思って︑気軽に借り

だ罷駿から︑人間はどんなに困った場合でも︑絶封に高利費の金は借

れず︑私は自殺を決心したことが二同もあった︒私は自分の苦るしん

鋳ば猶ほ長くなるばかりであった︒そし一﹂この高利賞のために堪へき

のところはよく考へて見なければならない必要なことだと恩ふ︒︵完︶

は際限なく落ちて行く媛かりで立直ることを困難にする課である︒こ

ものだが︑併し誰しも兎角今迄の立場にシガミ付きたがるもので︑途に

ちることが必要である︒さうすれば気楽に直ぐと復興が出来るといふ

とするときは︑人情としては出来難いけれども︑これは一足飛びに落

いふものは︑いやが上にも瓶童であるべく︑又その反封に形勢非なり

って見たがるものだが︑これは危繊である︒そして得意時代の仕事と

急いではいけないやうである︒所が一般人情としては飛び越しても上

獄麓東湖皐勢窟詩屑藤玄畢人

ゞ有言人不行︒有行者無言︒色置通心法︒竪翁修徳源︒

○拝漬除感加藤玄・智

玄・智氏は左の一首を寄せられた︒

尚此の森岡千六氏の﹁私の人生観﹂に封し︑特別曾員文皐博士加藤

のであったが︑併し辛うじてそれを切りぬけた潟めに︑得意時代を招
くことが出来たと患へぱ︑或は決して無意味ではなかったとも言へよ
う︒乃ち失意時代の悩みが弧ければ狸いだけ心に深く刻み込まれるの
で︑少しでも順調に向へぱ心から感謝で毎日を鐙ることが出来︑勇気
も知れない︒︲併しそれはそれとして︑こうなると世間の人々も段々好

も一層出てくるし︑愈々事業の前進に拍車をかけることとなったのか

常識雑詠七首
知慈典誠︒

不二霊峯秀太清︒園基具象花束流︒君臣魚水怖親子︒上下相

意を見せてくれるやうになり︑子供などを辿れて他所を訪ねたりして
も︑何所でも皆んなが可愛がってくれる︒苦悩時代には誰もが殆んど
温い気持を見せてはくれなかったのにと恩へぼ︑混なきを得なかった

明芳似花︒

晴一簿乍二請休一計︒霊峯八面四時票︒山祁婦徳総千茜︒善美合

賓街雄姿︒

東西南北獄容宜︒春夏秋冬山態奇︒営識古今坪不二ｃ天然国

若しもこれがなかったとすれば﹃少し位順調に向ったとしても︑左程

ものである︒これといふのも︑私の苦しみがあ．麦り大きかつたからで

には感じなかったかと思ふ︒だとすれば失意時代は私仁は幸福の元泉
だったことになる︒

不二蓮峯八面嘉︒名詮自性我何↑冴︒相偉貞潔山祁操︒無比清
容錦上花︒︑
一・獄雨立陰典晴︒時姿陰態設難成︒眼前天地心書籍︒日月照
臨員讃明ｃ

世の中のことといふものは︑臨事が勘ふやうにはならぬもので︑い
つどんな戎斤にたる一﹂とやら判らない︑それが浮世の常といふものな

諭藩説平山典淵︒長松曲疎又天然︒琶湖森紗蓮峯吃︒何擁人
誠還至員︒

行信知三宗一帥︒心祁開眼四隣税︒蓮峯清貌錘箇性︒至聖至

間存後先︒．

のであらうが﹃とはいへ忠ひもよらぬ急激な愛化に突入したやうな場
合には︑どうしたらよいかその庭置は資は難かしいのである︒恩ふに
登り坂の時代といふものは何事でも一足づつ確にと踏みし望﹂決して
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〔
〆

〕

−

新らしく橋かけ替へぬ桃の花

○

報徳の教へ守りて田打かた
鴬の麓を迫ひゆく一春の山

︒

千葉茂穂

新潟良．介

○○０○○○○○○○○００○○００○○○○︒○○

○春暁聞鴬恵譜兼坂重︵千葉︶

︵評日︶落筆有顔︒一結艇有回春之致︒

◎○○Ｏ
上浦春風︒

商肺病篤署堂翁︒快癒経蹄国手功︒況又性来心力雌︒風雲開

℃迅込Ｅ℃込℃睡脳Ｅ︑︑︑込○００Ｏ○○○○○Ｏ

○聞署堂翁病癒喜賦椿翁菅野三郎治︵禰島︶

︵評日︶談致浦高︒自畳絶塵之境︒

看是波山︒

○○○○

双峰凝翠擁雲髪︒野色晴附練妙間︒一気乾坤抑秀在︒湖頭遥

０○○０．ＣＯ○○○○○︒○○○○○○○○○○Ｏ

○望筑波山畔水飯田雄茄︵茨城︶

︵評白︶佳境篤得宛然︒誰一字︒正見措字工夫︒

花更岐如︒

○００Ｏ

雪後江南興有齢︒香雲欲動影描疎︒黄昏誰作瑞蕊客︒〃到梅

･
子

千︲葉丘南
篇山越

竹林に敷く雪なれば磯れなく

故人遠し識嘉堂文庫梅白し

央

弘道詩林
三好凌石選
○訪梅香城菅谷敏夫︵千葉︶

越

手︾術し一﹂梅を忘れし二三日
ドア

東京徐風

ノ

埼玉古山人

路

甫

軒を這ふ塵りの誉し梅の花
傍らに貞女の碑あり針供養
春風や船ひきよせる島の影

大手術維りて開くまの扉
マスクして妻は看護に堪へゐるよ

家まはりのその薮梅を愛すなり

茨城瀞

?

残月欲沈天己明︒謹窓夢畳轍塞軽︒家童来報茶先熟︒好鳥綿

○○０Ｏ○○○○○○○○○︒○︒︒０︒○０○○Ｏ
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早春や移植の松に酒をやる
春雷に耳動かして足がく馬
春風や門に掛けある落し物
醗梅や板一枚の．橋を澱き
軸の掌にうつくしき蕗の墓
廊の灯ともれば匂う庭の梅

鴬や嫁の日課の韮織

千葉香・峰
画均

吾山

禰島稀翁

埼玉尼子

埼玉狂辰

幅

今日よりは無冠の古老・春の風
椛挿せぱ児も亦貢似て柿しにけり
日韓車に負け鶏あわれ乗せにけり

時雨るるや鬼女の手繰れる糸車
勝の手に腫綿の伸びて暮るる部屋

我国の祝日に紀元節あらぱ
嫁姑分ち合ひゐし勝ぐすり
せせらぎは苦いづこより梅かほる

窪の雨晴れて出てゐる残り月

葱背く雪に線引く畑かな
松過ぎて茶釜さびしくたぎりけり
、

００○○

澄時一鴫︒

○賀武本沙鴎先生八峡毒次韻

︵評白︶詩境清遠︒春暁不可無如此佳作︒

二首霞軒細野英治︵千葉︶

○○○○０○○００○○００○○︒︒○○○○００Ｏ
折肱何代是名鍔︒憂図怖深不願私︒仙訣錬丹能養毒︒誕辰正

○○○○
値菊花時︒

脳砥︑Ｅ℃ＥＥＥＥ︑℃Ｅ埴恥︒○○Ｏ○○○○○Ｏ

致船政界任躯馳︒世蓮興衰志不移︒八峡高齢天賜毒︒間雲作
○○○○

伴鶴相随︒
︵評日︶温敦︒着筆各異︑其人可想︒

○述懐千鳥波多良介︵新穆

込ＥＥ迫迫℃︲も︑弘Ｌ猫ｂも︑０○︒００Ｏ○○○Ｏ
宿獅難減奈愁情︒只看閑雲入夢軽︒州五年来無世累︒詩歌蓑
性楽除生︒

０○○Ｏ

︵評日︶吟詠誰老︒可以見共晶桁９

○寄友人某凌岳土田朝男︵新潟︶

脳︑︑１℃℃︑℃︑℃℃Ｌ℃︑℃ｂｂ︑︑︑
︵評日︶平渋︒猶見溌情︒

六謹天才在︒維年技益工︒想飛善歌舞︒日夕楽無窮︒

○武本翁八十毒次瑞韻以贈夏村田中和三郎︵千葉︶

︑︑℃Ｅ℃℃財︑Ｅ℃や︑︑︑○○○○○○○○○Ｏ

歴世名門夙維醤︒履仁養徳更無私︒高齢八十猶誇健︒意気軒
︵評白︶三四剛健︒香節可諏︒

○○○○
軒似壮時︒

眼晴眉宇自愛清︒孝悌猫能封友生︒今日正迎冠潅典︒前途猫

○辛卯糊月長孫冠職記喜ゞ移山寺島慶一︵千葉︶
○ＣＯ○○○○○○○○○○○咽Ｌ︑恥℃℃℃℃述℃

︵評日︶冠潅不潅︒其慶可想︒

︑油℃乃
見有光明︒

○偶成有隣菅谷徳次郎︵宇都宮︶

篤師偏弟又篤農︒未畳平生事事傭︒八十齢年蒲柳質︒健凌霜

○００○○００○○○０○○○○ｏ○︒︒○０ＯＯＯ

︵評日︶吐鴎自然︒無些俗談︒

○○○Ｏ
雪耐秋冬︒

○新年雑詠石崖林脈之助︵千葉︶

も℃︑℃℃︑殖込殖Ｅ︑℃も℃℃○○○○○○○○○

冊富岳顕︒

○Ｏ○０

暦改春光又一年︒馳懐太古仰皇天︒初陽東上群雲龍︒玉雲晴

○雲中即事鶴水高地七郎︵千葉︶

︹評日︶州赤望岳︒意象自浦︒

○○○Ｏ

紛紛飛梨捲天来︒庭樹玲琉玉作堆︒起椅梅窓吟意動︒羅浮一

○○○○０００００００○○Ｏ○○○００００○○○

︵評日︶佳品︒清興可吟︒

夢亦悠哉︒

○時事所感如雲慶野庄作︵茨城︶

℃荘℃℃．︑℃︑︑℃恥℃℃芯︑○００○○○○００◎

託身他翼出塵褒︒寓里鵬程一瞬間︒列国臣参誌和議︒使星今

︵評日︶錐意間浴︒言外不勝無限之感︒

○００○
日奏功還︒

壬辰二月十六日雲中横漬警察消防騨博

競走即賦凌石三好寛

泰胞峰博衝雪来︒禰防制警疾子雷︒平生訓練功終馬︒
領得先登優賞杯︒
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本含業報
△紳川博士の第讐︒特別含員法皐輝士祁川彦

支含棄報
○秋田支雪報告

因に常地は大寒に入って逆に暖気を畳ゆる

有様で︑進路は雪解けにて悪しきこと笹だし

○豊岡支含報告

いものがある︒本年は諜定の降雪が今のとこ

ろない︒

支含第百七十六同の例含を︑市内麹ノ丁称員

舗に︒出席者︒繁田支含長︑抜井副支含長︑

一月廿七日︑二九四回常含︒一時半より茶

士院黄の授輿と決定︒慶賀︒

宅に開く︑今回は座談含とし︑本含要領の討

四郎氏︑田代︑北田︒

割田主事殿︑西津︑栖開氏︑松崎︑小久保︑

昭和二十七年一月二十七日午後一時半より

△下村副曹長委員長就任︒今回文部省に宗教

師︑川村宗嗣先生︑次で萩原易治氏は︑本螺

議︑及昨局に開する意見を交換し︑蝿谷祁光

松氏はその著﹁近代国際政治史﹂の名著が堅

は之が委員長に就任さる・

制度群議委員命が設立され︑下村本命副含長

△前言長一周忌︒前堀田酋長の一周忌祭を三

三氏は金壷肝側を寄附さる御芳惰を感謝す︒

△河野博士の芳志︒特別念員文堅陣士河野省

につき尊き磯験を語り︑今日の従業者の心構

竿其の封外的に有望なる鮎︑その研究調査等

澗葉樹の進出について︑本蝶の木工業の溌珪

﹃十二月十八日︑中央睡京橋一丁目︑大阪商

﹃今日は︒﹄鈴木栖開氏

初参加︒

松崎正迩師久し振りに来含︒小久保伴吉氏

月十六日自宅に蕊行︑本命よりは割田主事参

船ビルで︑加納久朗先生の司含の下に︑園際

へに入り︑その各自の境創さこそ成功の韮礎

出版することと左り︑進捗中のところ︑三月

て灘て研究せる成果は︑愈々第一公報杜より

り︑特に西田近太郎氏は︑今日は公私を間は

静司竿の諸蒋よりもそれぞれの意見溌表あ︒

叉平津四子男︑高田富蔵︑宮野吉松︑寺田

に弓今日は﹄といふ挨拶をするものよ﹂と母

で童た︒嬉しかった︒といふのは︑子供の頃

は﹄と︑スラスラと自然に︐甲し上げることが

たてまつり︑極めて平らかな気持で︑﹃今日

は︑台覧あらせられた既知の高松宮様に封し

的僚件であることを弧謝して︑人冷を傾聴せ

中旬愈々上梓された︒Ｂ６版で︑濯法に底し

ず︑よろしく優秀なる技術者︑指導者を逢っ

に教へられ︑私はどんな人にでも︑この挨拶

列せり︒

い品をもった美本である︒贋く世の人の参考

て︑祁図の復興を刷るべきであると熱誠をこ

文化振興宙の例含が開かれた︒出席した自分

に供すべく︑愈員諸君の御高請を望むと共に

めて至誠を吐露され︑各自の奮起を促る些所

してきたからだ︒キリ﹃︿卜は一︲汝の敵を愛せ﹂

の出来る人間になりたいと可今年まで努力を

しめた︒

開係ある畢校園燈などにも御紹介を乞ふ次第

といふ有様で︑何となく講和第一春らしく︑

があった︒又撰田女史は和歌の朗詠をされる

△﹁新らしい稽法﹂出版︒本有瀧法委員念に

である︒

謝して散曾せり︒

和気舗々の裡に含場たる大黒屋夫妻の好意を

﹁今日は﹂の挫拶をしうる人になれば︑日本

といったさうであるが︑私は愛憎を超越して

夕

濃法研究委員雪︒三月二十六日徳川委員長邸
にて潅法研究委員衝及理事官を附き︑一︲新らし
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I

い濯法﹂出版の披露を兼ねて種令協議せり・・

〃

I

−

上は宮様から︑下は草葬の賎の男にいたるま

人としての倫理に叶うたものと考へてゐる︒

がございます︒

は慶びに堪へいと同時に︑感慨の無量なもの

してわたくしども︑参列の楽を得ましたこと

そもそも︑星野女子技葵畢校は︑故星野り

で︑みんな︑平らな気持で﹃今日は﹄ができ
たなら︑それは︑日本人としての哲人である

範畢校卒業後︑東洋英和女畢校︑東京青山女

ありまして︑先生は明治十五年︑埼玉女子師

栖開氏は傑僻高梨喪山師の最高弟である︒

畢院等に教鞭を執り躍進する明治中期の女子

ち先生が︑全生涯を捧げて育成されたもので

聡明叡智にして悼蝿弧記︑譜をよくし︑書に

教育に霊津せれたのでありましたが︑郷里川

と恩ふ︒私は﹃今日は﹄の挨拶に︑一生の修

堪能なるところ︑先師の衣鉢を完全に襲ぐも

越の街に︑小畢校卒業以上の女子教育機開の

養の目標を置いて行く︒﹄

のといふくし︒先川が支那︑西賊︑印鹿︑錫

を忘れて︑郷黛女子の薫育をもって︑おのが

ないのを痛感せられ︑明治三十一年︑六軒町

天職となされたのでありました︒爾来︑星移

蘭蝶を通歴して櫛推した七年冊の俳教開係の
されてゐる︒嘗て︑東京新術の中村屋が︑印

り︑物換はりて︑年を閏するとと五十有除︑

の一角に︑星野女塾を開設︑家を想はず︑身

度の志士ビハリ︒ポース氏を陸まったことは

砥曾に送り出されし門生は千数百人の多きに

進せねばなりません︒恩師星野先生の塾生一超

お導きになされますのは︑おやさしいうちに

蕊とした威厳をもって臨まれますので︑わた

くしどもは︑たゆみなく︑励まされつつ︑技

く︑最も大きいたまものは︑先生の高潔な御

蕊作法を含得するのでありました︒なかんづ

す︒まことかよわい婦人にとって︑最大の天

人格の影靭を多分に受けたことでございま

興の武器は愛と熱とであります︒先生は︑こ

の尊い二つのものを︑すぐれて︑お持ちであ

られたのでありました︒先生のおひとがらを

職へますなら︑禰繁きがうちを︑衆川︹しゅ

うさう︶に魁けて咲く梅の花とも淵ひつくき

の日を先生の御膝下に送ったことを︑生涯を

でありませら︒わたくしどもは︑夢多き乙女︲

決定するうへに︑こょなき幸祇であったと考
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珍鮎一菌は︑仙喜郊外に喪山文庫として秘蔵

とを知る人は少ない︒

落成式の畢行されますことは︑なにとなく︑

赤︑尚ほ渋く︑梅花︑ふくよかに匂ふ今日

へてゐるのであります︒

先生のおつむりにも︑置かるる箱は︑漸く︑

先生の︑お人となりを象徴するかのやうに想

へてなりませぬ︒先生が御存命であられ︑け

白琶を加へたのでございました︒

々とし宝︑溢るるにいたりました︒かくて︑

達し︑先生の徳を頚へる露は︑野嘱巷に︑噴

有名だが︑この傑僧が蔭で蒜を引いてゐたこ

傑士の下には偉器が存在する︑男子の場合
二月十二日︒陽券の好季に婦人部講演愈附

の好例である︒

催のうちあはせを行ふ︒席上︑豊岡保育園長

ふのこの盛糎を御覧あらせられたなら︑御感

およそ︑施含の荒浪に操まれながら︑婦人
として︑おのれの理想を貫徹しようとすれば

のをいかんともなし得ぬのであります︒また

懐︑いかばかりであられたかと︑熱涙の下る

読む今へき呪僻を示さる︒

異常を決心と︑全域の畳悟とを要することは

繁田くら子先生より︑来たる十七日母校にて

巾すまでもありませぬ︒柴達を望支ず︑誘惑

呪需

に娼らず︑不倒不屈︑信念に生きつつ勇往通

先生が︑幾多の不便を忍ばれ︑五十年の永い

鼓に︑星野女子技蕊婆校校舎新築せられ︑

ｑ︑

本日︑落成式暴行きるるにあたり︑卒業生と
､
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永い苦節をお守り通された御心中を拝察すれ
ば︑剛腸も寸裂するの思ひがするのでござい
ます︒

峠代は進み︑女子教育は飛躍してまゐりま

うらわかさで主人にさきだたれた︒︑ら子女史

として︑厩下一の模範園である︒二十七歳の

あり︑高松宮殿下の御頑察もあり︑保育事業

影響甚大にし一Ｌ︑青少年犯罪日毎に埼加し︑

非国民と言にねばならぬ︒之が青少年に及す

断︑釜く祁図の再建を妨ぐる悪徳行馬にして

は青少年の教育に腰って存す︑政治も糎涛も

ゞ放して開始したこの事業が︑今日の成果を塞

産業も迩徳を基調す毒へきで︑今日の日本に於

抑に寒心に堪へぬことである︒図の柴枯盛衰

げるまでの二十六年間の歴史陸信念と︑努

が︑その天性を考へ︑大正十五年︑自宅を閉

した︒わたくしどもは︑女子薫陶のために︑

力と︑苦勢との連続であった︒義兄翠軒翁は

を偲ぷもの上頗る痛切であり︑その御人格を

維生一蹴犠牝的努力をお綾けになられた先生

ぬ︒我が成木支含は含貝である村内四校長に

右の趣旨を謀り︑迩徳教育奨蹴の意味にて右

心掛けました︒また︑家庭にどんな悲しいこ

︵こ或月十七日午前十時より松江城山なる

ある︒女史日く﹃園が大きくなるに従って︑

﹁くら子ならやり通せる﹂と断言したさらで

て緊要事は迩徳教育の推進でなければなら

敬慕すること︑年とともに益々加はるのであ
ります︒

とがあらうと︑園兇に封するときは︑いつも

正井顧問邸にて役員総含をひらき︑過去一

わたしは︑善良な保姻をつくることを第一に

郎先生は︑能く︑故りち先生の遺志を繕がれ

笑甑をもって接しました﹄と︒ここまでくれ

新校舎は落成いたしました︒現校長星野三
惇統尊亜︑校風溌揚に両奈の措置をお採りに

ば祁の境地である︒頭が下がる︒頭が下がる

１−﹂

育上の所感として原稿を依卿するこ

ィ︑島根大畢教育畢部長勝部輝士に教

５︑支曾報溌刊につき

４︑含貝塀募の件につき

き

３︑一ヶ年間の物故含貝の弔慰の件につ

２︑総倉附催の件につき

ｌ︑支含の瀧展策につき

今にＣ

の護展錐につき隔意なき意見の交換を行つ

ヶ年の支含の状況を砿みて来るべき次年度

○松江支倉報告

なられますことは︑卒業生として感激感謝に

恩ひ上がった男子へは冷水三斗を浴びせるの

四校に封し︑各金五百側也を聡呈せり︒

友はもとより︑在校生の皆さまも︑ともども

堪へぬところでありまして︑わたくしども校
目的を一にして協心裁力︑審起を哲ひ︑先生

は頂門の一針となるであらう︒

素因となるであらうし︑浮薄な女性にとって

横領更に公務員の敗貼︑横領に至ては言語同

悪化民間に於ける弧擁︑溺盗︑殺人︑詐欺︑

輔近泣徳の頑敗はその極に達し︑思想益奇

○成木支曾報告

好箇の股鑑たるを失はず︒

人︑読む人も読む人︒共に人を壷いた女性の

は難し﹂と９覗餅に讃まるる人も讃まるる

語に云はずや﹁鬼を蚕くは易し︑人を霊く

の御遺徳にそむかぬやうにいたしたいと存じ
ます︒

総りに︑母校の護展を斬りつつ︑わたくし
の言葉を総ります︒

蕪言をつらねて︑祁餅とさせていただきま
す︒

昭和二十七年二月十七日

卒業生代表繁田くら
豊岡保育園は︑蓑に皇后陛下の御下賜金
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」

口︑山陰俳壇の互人佐川雨人氏に俳句
の寄稿を依頼すること

ぐ支命長の酢︑倉員の寄稿︑和歌︑

どめでたかるらん倉の要領に則とり︑道義の昂揚︑証官教育と
○川越支曾報告生活の改善︑人権の擁護等に及び︑参列者に

二月十七日午前十畔から日本弘通念員八幡一︲弘辿﹂雑誌を砿布して弘通命の趣旨の筑揚

正午縄含を絵って新年慰勢念にうつた︒この

二︑その他︑報告︑紹介の件

串奉糞式後直曾午餐後日本弘道倉川越支曾に感ず︑︵二月末三月上中旬に亘り浦和市その他

奉上︑参列貝日本弘通含貝の一部代表して玉各方面有志の協力日に輪し︑大にその狸さを

所邸内奉安殿例月祭典畢行︑同宮司奉粥覗詞日本弘道念川越支含の迩徳教化事業に螺下

祁牡宮司榊原文作氏により︑日本弘通含事務に費した︒

日朝よりの雲︑天地一白︑木の上︑竹の枝に

正法令改正日本惇統の日本図民の正しい粘祁張面念して︑口頭にて弘辿含趣旨の堂明に努

於て証命迩徳教化に付そ懇談︑次いで憲法改行町村へ﹁弘逆﹂雑誌に文書を添へ︑或は出

俳句

つら坐がさがるといふ寒さであった︑皆若返

の潤養と良き悩習の助長との干係に付て懇談力して一貫せり︶丈堅坤士河野省三先生の検

も︑積り寒気に硯の水が氷り︑筆のさきに︑
って牛肉のへかに︑さ上をくんで八十七歳の

数刻︑三月はその討論念を州催の希望を述べ閲を受け修正を加へたる日本紡祁昂揚の﹁生

て川越市細鎮守氷川刺吐︵元と蝶献︶宮司山○・

三月十七日午前十時から日本弘道愈貝にして砿布の偽め印刷準備略ぽ成る︒

て獄喜の中に散解した︒活訓練﹂講演筆記蝶内及螺外へ教化蚕科とし

正井翁にあやかつた︒

雪見酒︑弘遡含のはつっとひ

誰かくちつさむものあって︑

とあって午後三昨散命した︑なほ記命鰯腫も
とった︒

安殿の例祭理行︑山田宮司覗詞奏上︑日本凶今回弘通含川越支部が逝徳昂揚を掲げて市

田勝利先生により日本弘泣含川越支含事務所○川越支曾座談書に︑川越市反行寺住職
邸内︑天照大川︑氷川祁撫始め八百醐祁撫奉武田栽照は左の如く述べられた︒

家の繁栄︑日本国民の正義潤養︑職分奉公達内有識者に呼びかけ︑座談念を開催せられた

あった︑並河亮次氏の三月八日逝去につき

︵一ロなほ︑多年松江支含幹事として功紙の
倉員代表として︑正井顧問の香糞︑焼香︑

し︑・参列員は日本弘逆曾員の一部と遠く比企する者の一人であります︒

成︑延いて︑世界の平和と人獅の禰耐を所願事はまことに時症を得た催しとして賛意を表

郡高坂村から元海車の下士官並に入間郡識瀬終戦後迩徳の瓶腰を嘆く事久Ｌくして︑其

平井幹事︹同窓総代をも兼ねて︶弔歌を呈
よき人を伽もこよとまねきますか︑恩ひ

村元村衝議員で岡村雄の氏子総代及その他での昂揚を計る者のない事もありません︑過般

した︒

かけなくとくゆきし君

あって一同玉串未糞︒文部大臣が道徳の基本を天皇云々と申した事

は日本並に国際間の時局に際して︑日本弘通︒先づ私は今日問題の道徳頚腰の原因を考え

式後︑直含︑小祁宴を開竺Ｌ懇談数刻︑談から︑世論を賑わした事も耳新しい事です︒

み桃の位にませはいかはかり蓮さく画
たのしかるらん
蓮の蕊のほりくたれる水の一音︑烏の瑳な

（31〕

／

一Ｌ見ますに︑種を数えられるとは存じますが

かと存ずるのです︒つと小さく個人迄下げても差支えありません

れがちになっている事を見逃していわしないあり︑征倉の基本である筈です︑もとよりも

０

何と言っても日本の敗職と云う事が一大原因

之をもつとわかり易く云えば︑現在だけをが︑証含又は図家の基本は家庭に置く事がょ

一方的の見方だと思うのです︑正しい立場はその家庭に於て夫婦を中心として︑その過

中心として過去も︑未来︵時来︶も考えないいと存じます︒

過去︑現在︑未来を糸うする虚にあると存じ去の中心たりし﹁親﹂を敬い︑狩来を託する

あの時の一般函民の受けた気持は︑日本の

であった事を否む事は出東ないと存じます︒

も梯も地を搾った様な︑いは資空白状態を呈

今迄の凡ゆる事は間違いであるばかりか︑祁

童す︑只今迄の日本は或は過去即ち親ｌ家長﹁子︲一を愛する︾そこから一切が初って行く

調家庭ではないでしょうか︒私は先きを急ぐ偽に今春地方を廻つた際に

ぬのであって︑未来﹁子﹂迄も含めたのが所其虚に個人の人擢の尊重も出て来る筈です︒・

今日は現在即ち夫婦中心に改められたに過ぎて互に相愛すると云うてもよいと存じます︑

まつと

した事は皆人の知る虚であります︒それに加

中心と承ってもよいｌ中心であったのが︑のでばないでしょうか．蕊賦亦一家の内に於

これがあらゆる面につかわれ民主図家はも

私は人側のあるべき姿と云うものは︑親あ﹁心地槻輝﹂の四恩を説いた時に︑或る若人

ての民主主義であり亥した︒

うるにポツダム宜言の無催件受諾の一つとし

とより︑民主憲法︑民主政治︑民主教育迄は

Ｊ恥自己あり︑子ありにあると存じます︑之︵少し左傾的な分子︶が話絶って私に﹁父母
再︼

して正しく国民が民主主義の精祁がつかめて

良いとして︑民主バアー等に至っては︑はた

が宇宙の法則でもあり又間然の姿ではないでの恩﹂については一言もない云々と云われま

私は此虚に道徳の基本もあると思うのでしようか︒

しょうか︒した︑吾々として一考してよいのではないで

いるかに疑問さえ起すに至るは常然とゞ存じま

す︒而も今日の日本が世界に誇った家族主義

す︑過日の鵬談含の席上での女子高校の校長戦後の犯罪中親殺しの如何に多琶かを思う

に依る︑家中心の考えが根本から種えされ︑

民法は夫姉中心となった事が︑之から述べや

さんの民主的な道徳のあるべき方向︵？︶とも時︑私はそ堂ろ寒気を催すものであります︒
て又徳目としては申さなかったのですが︑私

云うべきお話を承って︑はっきりと基本とし

うとする迩徳の基本に大きな影騨を輿えたか
に思はれるのです︒

の想像から右述べた様な事がやはり中心︵基

︑私は民法の夫婦中心の考えは︑今日の民主
主義がそれであるのだと言われれば︑其れを

く布演するならば家中心がいけなければ家庭

本？︶となるように考えられのです︑今少し

これば﹁アメリカ﹂でも﹁ホーム﹂即ち家庭

どうしなければと云うのではありませんが︑

前の夫婦であるところの﹁親﹂︑又その後に来

のないものはない筈です︑家庭は憩の場所で

世人の誤り易い事は共のみにこだわ２Ｌ其の

る虚の夫婦の芽ばえとも言う今へき﹁子﹂を忘

〔32）
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金日生ロ

講汝国際状勢と碑軍備
○泊翁先生墓参︵午後三時

法畢岬士渡挫銚職

○記念誰波︵午後一吟︶

○韮食︵排常を呈す︶

回岬榊一帯︾群錘榊︾︾搾

○定期組含

でに川峡の御通知を願ひます︒

︵午挟六時︶

間睡々川意もありますので︑四月二十二日ま

昭和二十七年川″坤哩日本弘通宙

１１
Ｏ漏輯後記

ｌ︲︲︲

恥課が拓岬﹂︾郵軸や座拙鍛に呼確熱罪︒︵定一

○深作︑山崎︑藤原︑田中の諸先生から右意
韮な御高説を頂くことが出来て内容を飾り得
たことは︑誠に花の畑漫雅と申す雪へく︑必ず
や皆さんより御浦雄頂けることと恩ひます︒
○﹁新らしい耀法﹂として本含濯法研究倉の

りでした︒

○本擁は前雅に引績いて︑幽民泣徳に開する
座談倉を附いて諸先生の御意見を何ふことと
致しました︒この問題は今日風民の間に漸く
開心を持たれるやうになって奉りましたが︑
それとは別に︑これは妓も亜大なことでなけ
ればなりません︒と同時に新しい日本図に雁
しいものとして︑新らしい意韮を典へること
は︑誠に困難でもあることですが︑これと正
面から坂組んで諸先生から有益な︑そして蒋
来の指針に耐んだ御話を何ひ得たことは何よ

恩ひます︒

頂いて︑姉和第一年の気勢を畢げたいものと一

含員諸君の御活躍のための御自愛を斬ります
○曾告の如く四月二十七日第五十回の定期総
含を催することになりました︒振って御参加

○愈々花の四月を迎へましては︑何となく心
も明かるく︑のびｊｉ︑とする心持ちが致しま
す︒まして待望の購和も目前に迫って参りま
したこととて︑一層その感を深く致します︒

１１

口本曾役員並功鋳者海昌祝賀式へ午前十時半︶
︵曹長祇誹︑記念品贈呈︑誘昌者代表答群︶

○講昌呪黄式

員代表玉串奉糞︶

ｎ本曾放正副雷長旅物故曾員年祭全ｌ前十畔︶
︹曹長祭文︑支曾代表祭文︑曾長︑迩族︑曾

○祭事

一︑日時昭和二十七年四月二十七日︵日︶
一︑場所東京都千代出湿西神田二ノー︑
日本弘道曾館

冷牛画

○日本弘道含第五十同定期総倉

．'
曲目

茎ノ

一

弘道賓贋一冊金参拾園也

同封入の方に錘付す︒

割田斧二

東京都千代田唾神田祁保町三ノ十

編輯人

東京都千代田瞳祁田祁保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

印刷所︵東京豊ｅ共立牡印刷所

東京都千代田睡西神田二ノー

１１

振巷口座東京皇君番
日本出版協含含員稚雛Ｂ二ｇ茜

電話九段九播

擢麺掴日本弘道曾

〃

・蛮行余

東京都千代田厘西祁田二ノー

昭和二十七年四月一日壷行

本含編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌贋告の件については︑

ＩＩ

する外に菰令の特典あり︑規則書は郵券扮

をとること︒含員には雑誌弘通を無料配布

一ヶ年含費余百式拾岡を梯込み入曾の手績

弘道曾入含手綴

Ｉ

I

I
は曾負各位の振って御来曾を狸 お 待 ち 致 し
日

ます︒

F】1

一余壷肝凹也︵寺附︶埼玉螺河野行三

￨

叶
等
，

日本弘道会而L法研究調査委員会
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新しい而L法

第一草
鮒二章
節三章
第四章
第五章
節六草
第七章
節八章
節九章
第十章

次

雌

公衆の場所
社寺・教会

旅館・ホテルおよび汽船

艮
Ｉ

容姿
さつ
談あい作
話
動
物の取扱
食
車
道
路
交
通

節十一章
鮒十二章
節十三章
第十四章
第十五章
第十六章
第十七章
節十八章
第十九章
第二十章

夕食会・費食会
お茶の会・園遊会

競技・遊技

応接・接待

・会議
近集会所
訪
問
名
刺
紹介
通
信
電
話
慶
拝弔
祁
贈
招答
待
家
皇庭
室

外国人に対する心得

国旗・国歌

第二十一章
第二十二章
第二十三章
第二十四章
第二十五草
第二十六章
第二十七章
第二十八章
第二十九章

第三十二早

第三十章

古来の伝統と美しい慣習と

東京都千代田区神田小川町1の10鮪一公報社内

を尊重し︑しかも今日の実

新しいmL法刊行会

情を十分考えた新しい﹁礼

発行並びに申込所

法要項︲一が必要であるとい

うととは︑ここ数年来各方

面共通の声であり弐した︒

全く新たな

今回︑日本弘道会礼法研究
調査委員会は

構想のもとに︑新札法要項

を調査︲発表致しました︒

本委員会は︲各界代表者を

もって構成し︑二カ年の歳

月を費して完成され︑内容

については︑外国の叩法も一

参考とし︑宮内庁︲外務省一

等の意見も求め→完備した

ものたらしめており哉す︒

頒価1部に付65円（日本弘道会々員に限り1部に付送料共 55円）
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