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進歩主義者の正僻
つい此の頃までは︑戦争時代の曝露物がジャーナリズムを賑はし

つのものがある︒それは何かといふと︑誰も彼もが︑皆今日の時代

引緬いて講和後は︑︲占領時代の曝露ものが人莱を呼ぷやうになっ
た︒かうしたジャーナリズムの世界を見ると︑そこには共通した一

よい所があれば︑これは職迩であるし︑努働法規も︑破防法も︑大

畢自治も︑これ皆自分達の勝手をする上に都合のよい悪るいで是非

を決坊るといふものである︒凡そ今日の言論界といふものは︑かう
したもので︑これが枯尼花の正髄であるが︑これがインテリと言は

れる祇含には相術に効果をもつ力となるとあっては︑誠に国家百年

此の嫌なことの裏には︑時代の人気を保つことによって︑職に留

のために憂ふべきである︒

り︑丈錐も頁れるといふことによって︑生活が保証されるといふ︑

の﹁よい子﹂にならうとする心持それである︒例へぱ戦争時代で言
へぱ︑その人達は皆職争反封者であったり︑自由や人権の箪亜者で
あったと言うし︑占領治下にあっては︑侍が自主澗立の持主であっ

は撃者︑文筆家なり﹂と同傭される鮎もあるが︑併し指導者の言論
は︑よろしく時代の迎合ではなく︑畔代の現焚に足をふまいての︑

になる総めの迎合が︑或は稚序を乱し︑空疏な革命に導き︑祉称を

指導性がなくては︑その意味はないと恩︑奄胤分琵が﹁時のよい子﹂

あはれむぎへき生活難の問題があることを恩へば︑﹁弱きもの︑汝の名

たやうに語ることである︒Ｌ﹄ころがその人達は何時もその時代冷冷
に﹁よい子﹂になることを以てこれ掌しとするのであるから︑今日
此の結果を招いたが故に過去をかく語るまでのことで︑それ︐ｆ︑の

時代には︑何時も﹁今日のよい子﹂になってゐたのである︒戦争時
代には盛んに戦争をけしかけた者か︑今日では自分だけは戦争を否

新らしい図家の建設は何と言２

●﹃も難事業で︑その前途は多難で

破壊する結果を招くことともなるからである︒

ある︒言論の指導者達は︑自己を守るといふのではなく︑破壊なら
ぬ建設のための指導精祁が緊要である︒指導統祁は自分の信念に基
談く誠心より出蕊すべきであって︑自分の研究に忠礎な結論でなくて

定し︑軍部を憎んでゐた先見考流として今では昔を語るのである︒

誠に我々はその微時を顧みて滑稽に感ずるのであるが︑常人は誠し
やかに言ひ切ってゐる︒これがジャーナリスト迦の言論の自由なの
であらうか︒若し戦争に勝ったとすれば︑彼等の今日語る戦時は︑

尾／ｏ

冊述ひなく︑個分こそは職争論者として先見の明を誇ったであら

か︒焔間思想に完成はなく︑絶封もあり将ないと共に︑複雑多岐で
もある︑一例片でよい筈はない︒否その一例片こ↓く彼等の罵る思
想の制裁であり︑奈髄主義となるものである︒今日のジャーナリス
ト所詔進歩主義者達の反告が望ましいことであり︑又虞の研究の自
曲がありたいものである︒︵知己庵︶

はなるまいではないか︒それがためには︑逆コースも保守も問題で
はなく︑革新も推歩性も敢て問ふ必要はない︑要は自分の信念であ
る︒今日は研究の自由が云々きれるが︑その焚際は案外に一例片で
同どやうな左傾的コースの研究ばかりである︒もつと和杢の角度か
ら自由な研究があるところに︑瞳の研究の自由があるのではない

叉今日の畢者や言論者流は︑悉く平和を主張し︑砿術に反封し︑
民族の凋立を説き︑人椛の寧亜と自山を云冷し︑少くとも進歩主義
の或一面の畔代心理を迎へて︑﹁時代のよい子﹂に見られたいからで

者として見られやうとこれ努むる風がある︒これは畢生や一般図民

ある︒そして常に保守家とか︑或は逆コース者流と言はれたくな
い︑それによ２＃︾自分を守らうとする︑更には又御都合主義で︑民

族の獅立を云をする連中が︑他人の作った憲法でも自分遥に都合の
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高等畢校に於ける
﹁倫理科﹂の性格

も営然の事柄でなければならぬ︒明治十年頃までの﹁修身科﹂

にては耐津諭吉著の童蒙教草が教科書又は参考書とし一Ｌ多く

行ばれたやうであるが殖とれはその序文に明記せられて居る

通り︑﹁チヤンブルのモラール・カラッスブリム﹂の癖謹であ

って童話寓話などを引川せる兄童向の物語書と言ふくきもの

て設世することを決意したといふ報道が陣へられて居る︒筆

天野文相は新畢年より高等畢校に﹁倫理科﹂を必修科とし

科﹂に相営する鮎も少くはないと忠ふが︑西村茂樹先生の小

訓書の復活とも見らる上鮎があるから︑非難せらる上﹁修身

の什子をなすに至った︒蓋し徳川時代に行はれたる儒教的教

修鎮身教授が行ばれ︑和漢の格言を基本とする教訓が﹁修身科﹂

吉田

春は墜手を聖げて笹同するものであるが︑其の性格と内容と

単修身訓の如きは農く東西古今に亙る道徳的蔑言と例話とを

である︒明治十二・三年以後に至って初めて所謂格言主義の

て正鵠を得ざる時には従来の﹁修身科﹂と同じく世論の反封

いへぱ直ちに封建道徳の注入と考へたり︑消極的訓戒の御溌

把握は事賞に即して居ないものが多い︒例へぱ﹁修身科﹄と

小↑くないと恩ふ︒第一に非難の的として﹁修身科﹂に開する

の通りである︒尤もその非難に開しては正鵠を得ざるものも

従来の﹁修身科﹂に開して種だの非難の存することは周知

導した︒即ち小単科の初畢年にては主として童話・寓話を教

ヌングス・ウンテルリヒト即ち怖操陶冶に基く修身教授を唱

教授として排斥し︑専らヘル︑︿ルト教育事の根本たるゲジン

ヘルバルト教育単派にありては︑か比る修身教授を非教育的

ことは事賞であるが⑮常時代に我が教育望界を支配して居た

語中の徳目を格言主義的教授様式に探用せるものも多かった

取り入れたものである︒教育勅語換渡後の修身教科書には勅

教と考へたりするが如きである︒少↓くとも我園に於ける﹁修

明治初年に於ける望制は﹁修身科﹂といふ名稲を法規の上

ることを旨とした︒東京高等師範の附馬小畢校は賞にその本

を排斥し通読話に依って専ら児童の道徳的感動を惹起せしむ

とした︒その派の極端なるものに至っては一切の道徳的教訓

材とし︑上級にては人物偉記の説話を以って修身教授の要諦

に初めて探川せるものであるが︑それは決して封建道徳の鼓

身ある︒

辞﹂の賞鰐は︑しかく簡単なる性格のものではなかったので

に遡ふこととならぬとも限らぬと憂慮するからである︒

に附しては周到なる考瞳を要すると忠ふ︒若し此の鹿に閲し
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山で︑一全図の教育界を風礎しつ画けたのである︒明治三十年
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rT−1

J､，､

人物陣記を中心とし︑漸次訓餅を増加し一一道徳的溌念を明確

採用し一︺仮作物語を中心とし︑上級に進むに従２１−賞話即ち

省し一︲一小望校の初畢年にあり一﹄は大鰐ヘル簿ハルト派の主義を

代に入りて国定修身害が行はる上に及んで︑以上の経験を反

であった︒而し一Ｌこれに封する世裕の批判は衷象的理論に偏

類及び道徳原理に開するものの大要を各肇年に分配したもの

理要綱︶を恩ひ起さしむる類のもので︑倫理皐上の本務＠分

２﹂成立を見た︒その要旨はジャネーの倫理畢綱要︵賞践倫

延期となったが︑遂に外山正一︑中島力造教授等の主張が通

であるといふので次第に徳目の解読が主と左つた︒明涜四十

して生徒の理解と興味とに適せず︑殊に道徳の賞践には無蚊

年代に入りて理論より賞行を軍税する輿論に追従して其の名

にし︑絞れて道徳的判断の正確を期し︑例話等を通して道徳

各肇年の最経の一課はその肇年に授けたのを細括する偏め

的怖操の陶冶に留意したのである︒・
に﹁よい児童﹂とか一Ｉ善良なる日本人﹂と題した︒それは決

﹁修身﹂と改糟するに至ったのである︒営時の高等事校でも

轄を﹁修・身︲一と改め︑遂には高等畢校に於ける−１倫理﹂を

﹁倫理﹂は必要科であったが︑其の要旨としては依然﹁道徳

し一Ｌ封建道徳などを意味したものではない︒文部省よりはそ
であるが︑遂にその目的を達成し得ずして後世まで常時の﹁修

しなかった︒筆考が明治二十年代末に第一高等中肇校雑第一

要旨﹂といふに止まり︑資際上でも畢校毎に厘為として一定

のつど綿纂趣意書を刊行頒布して至園に普及徹底を期したの

教の鰯めに最大恨事と言はねが︑﹁べからず﹂主義の説教と稲

身科︲一の性格と本義とが誤認を免れなかったことは︑本邦文

中等以上の皐校の教育に閥しても﹁修身科﹂が必修科とし

畢校もあったやうであるが︑中にはプーフトンの封話篇などの

事概論書なども出るやうになったから︑それを教科書とした

書の名句を掲げて渦為と癖ぜられるのであった︒その後倫理

商等壌校にて里脅せる﹁倫理﹂は儒者宇川先生の捲常で︑経

て設けられてはあったが︑其の内容の規定は久しくなかっ

すべきものではなかった︒

た︒明治十年以前には勧善訓蒙などが探川せられて居たやう

ないことは言を侯たざる所である︒道徳教育上如何なる部面

﹁修身科﹂は道徳教育の一手段であるが︑その唯一の手段で

一公民科に開する専門書の職謹なのである︒明治二十年代に於

を推任する手段なるかに開する兄解は﹁修身﹂科に開する兄

解一説を加味せるものなどもあったやうである︒

いても単に﹁道徳ノ要旨﹂を内容とし一﹂掲げられ一﹂居る外に

解の分る其所である︒而し一し其の根源は道徳教育そのものの

であるが︑︑その高豊年用に相首するものは国家論とか法制に

規定はないｃ明治三十年代に入り一﹂中等教育の教授要目の制

多義多様なるが潟めであることを明確に認識せねばならぬ︒

閑する高尚なる説明とかも含まれて居る︒それはフランスの

定に際しても修身科だけは委員禽の意兄が一致を縦き︑一時
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知る所であるが︑その一方に偏すべきでないことも亦倫理雲

道徳の本質に開して動機論と結果論とのあることは何人も

富むのである︒故に道徳的評慨に閑しても論理的基礎を追窮

殊に論理性が礎んにして不合理的なるものを排除する傾向に

ても鮭も感激性に富むと共にその行動に於いても動揺し易く

高等畢校の生徒は所謂青年期にあるものとて︑一方に於い

ては全然主義方針を異にすべきではなく︑唯重鮎の所在を異

上の通念であらう︒これが即ち道徳の多様性を示すもので︑

するのである︒高等畢校に於ける﹁倫理﹂科ばか出る要求を

高等墨校の﹁倫理科﹂の性格を論究することの必要も亦此に

道徳教育に開しても多面的でなければならぬことを物語るも

浦足せしむるを怠ってはならぬ︒換言すれば道徳的意識の確

にするに過ぎぬのである︒

のである︒従って道徳教育には感怖即ち情操的陶冶と行偏即

立と健全なる人生槻の韮礎を培養することは高等畢校に於け

存するのである︒

に理性が人格の王座を占め理性に反する徳性のあり得ざるこ

ち意志的方面の陶冶と必要なることも明白であらう︒その上

って道徳的判断の合理性を僻得せしむるのも執れもそれ人︑

依って児童生徒の怖操の培養に努めたり︑教訓又は説諭に依

ーの上級に﹁倫理﹂科が必修となって居る︒筆者はリオンに

教科は蓋し聡それに雁するものであらう︒フランスではリセ

ギムナジウムに於いても﹁倫理﹂科はない︒毎週三時間の宗

に略記しよう︒ドイツにはギムナジウムに於いてもレアル︒

序に筆者が海外に於いて覗察せる二三の事例を参考の胴め

る﹁倫理﹂科の主要任務であるべきであると旭ふ︒

の面に於ける正常なる手段と言はねばならぬ︒しかも是等の

て或は行儀作法に淵する卑近なる峡に腐心したり︑例話等に

ともプラトン以来の定説と言ふくきである︒﹃修身﹂科に於い

手段は時と場合とに依って適営に選捧せらるべきであって︑

に於ける倫理菓祇義に朔するもので︑↓全然恥諭的であり︑生

留畢中或リセーの﹁倫理科﹂教授を参槻したが︑それは大畢

徒心中には要旨を筆記さへして居た︒後にリオン大望の教育

此の鮎の考慮を峡く時は或は無紋となり︑時としては有敷と
いふ近代の心理観よりすれば︑小畢校と中畢校と高等畢校と

ーらに於ける筆記教授は訓令で禁ぜれて居る排であるがと言

蕊椿任Ｄシャボー教授にそれについて批判を求めたが︑リセ

もなるのである︒而して徳性は成長し渡達するものであると
に於いてば自ら徳育の手段方法に淵しても趣を異にす尋へきは

にこれを有志者の課して居る場合もある︒ポ﹃︿トン附近の或

北米合衆国でも高等畢校の正科に﹁倫理﹂科はないが︑特

はれたのみで別に意見は示されなかった︒

論理上明白であると恩ふ︒換言すれば小畢校の﹁修身﹂科と
中畢校の﹁修身︲｜科と高等皐校の﹁倫理﹂科の使命と方法と

も趣きを異にすべきは言を僕たざる所である︒尤も道徳井に

徳性には一般的共通性のがすべきであるが故に道徳教育に於

（3）
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女子高等肇校では﹁倫理﹂教授に熱心なる一女子教育家に依

いても識者の意見の一致せるものは存在せぬことが知れると

界の執れの園でも未開拓の天地であり︑現今の文明諸国に於

等の事例に顧みても高等畢校に於ける﹁倫理﹂科の問題は世

恩ふ︒或は天が我が国の畢徒の責務として特に取り遺して世

ってなされ一﹂居る﹁倫理﹂科の授業を参観する機曾を持った︒

いたかも知れぬ︒それだけ此の方面の創意的研究が我が国の

それは主要なる徳目につ唾﹂の講説であった︒一三１ヨーク

市にあるアドラー教授が主宰する倫理修養含が設立せる高等

望界に期待せらる上所以である︒此の問題に淵してば安易な

はならぬのである︒︵二七・三・五×顧問︑丈畢博士︶

結論を急いではならぬと共に︑その困難なることに畏縮し一﹄

あったが︑同校では或養育所と連絡して各皐級毎に一人の外
国人孤児を扶養し一Ｌ居た︒筆者が参観せし時間ではＥそれに

豊校に於ける﹁倫理﹂科教授も参観した︒生徒は大概女子で

閲する各級生徒の報告を主とし魁意見の交換と慈善的施設に

で︑自ら附馬高等畢校に於いてこれを賞行して居たのであ

高等皐校に於けるシャープ教授の﹁倫理科﹂の貸地授業を参
瀕した︒シャープ教授は倫理肇者であるが道徳教授に熱心

種々の私製兵器を使って至る所で闘争である︑その暴力主義者が平

は︑そのやんちゃは︑﹁平和︲｜論者の中心である連中であることだ︒

ちやが本性を現はしたがためのやうだ︑ところで不思議なことに

本の資状である︒絶封の権力者が引揚げたので︑鵬かに一部のやん

閲する教師の解説などがあった︒なほヰスコンシ大事の附属

る︒教授は高等皐校の倫理教科書として﹁サクセス﹂と題す

︑︑

︑︑︑︑

︑︑

うに生活と理論とが一致しない︑自分でやることは暴力も平和︑他

和を説くといふに至っては噴飯ものであらう︒決してガンジーのや

来ないといふもりだ︒こんな連中は正に文・化の十二歳であり︑信ん

人のすることは何でも帝図主義︑こんな連中は反面目に相手には出

ずる者があれば︑これも土一歳である︒凋立した新日本画は︑もっ

の東西を間はず︑園を興した先輩達の跡を三省すべきであろう︒

と昼面目に︑員剣に一生懸命でなければ︑決して生長は難しい︒図・
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購和になるや︑とたんに杜曾が物騒がしくなった︑これが我が日

る単行本を著して居る︒筆者が参槻せる際には此の教科書を
使用して居たのであるが︑同教科書は﹁サクセス﹂即﹁成功﹂

の意義を精密に解明し芯それに関する多くの問題を設け︑一
︑ぺの問題を生徒に前以一﹂課し通生徒は研究の結果を震表して

相互に批判し教授はそれを整理指導するのである︒シャー︒フ

教授は理想主義者で功利主義者ではない︒教授法の形式より
すれば研究式又は封論式に馬するもので︑従２﹂主として道
徳的判断に開する概念と推理との明確を期せる知的教授であ
った︒筆者は是等の事例に開する批評は今は差控へやうと恩
ふが︑それ人︑に相営の数果を塞げ一﹂居ることと恩ふ︒唯是

a

I

座談 書

横河下枝

吉岡富時済生畢舎は四百人位入れる講堂

ことを教えている︑こういう筆記帳を使いな

ら﹁どこからいらした？あの先生はこういう

いうことで私は自分でそういう体験があるか

でした︑前期四百人位︑後期三百人位だった

さい﹂と世話をやくので︑私のことを戸籍係

女豊の草分け時代

と思います︒私ども四月に入畢した︑あの頃

りといいました︒︵笑瑳︶

Ｏ

第すればそれから後期です︒それではじめて

吉岡その時は前期の国家試験を受けて及

状がもらえるのですか︒

割田あそこはそれだけしますと醤師免許

五両幾人ですか︑とても入りきれないのです
ね︒ですから窓をあけて︑窓から講義を聞い
ている人がある︒そこえ行って聴講券を一枚
貰うだけで︑はじめて入翠した人にこうなさ
いといってくれる人は一人もない︑ギッシリ

勝部試験に通った女鍔の方はおりますか

です︒田舎から出たばかりでそこえ行ってび

吉岡私より先輩の女鍔が四・五人おりま

校ですか？先生のところの畢校は出なかった

ますが︑湾生曾だったかな．⁝：或は日本醤畢

割田私の友達に杉田鶴子というのが居り

畢校をたてられた最初の方だから︒

割田みんな吉岡先生が一番最初のように

す︒開莱されたのは⁝⁝︒

っくりしました︒向うを見ると女子席がある
そのなかをおしわけおしわけゆくのですが︑

そこえ行こうとするが通路には生徒が一杯で
相錘らず富畔も太２﹂おりまして﹁小錦為々﹂

とかけ酷がか坐る﹁そのなかをやっと後から
という先生で無機化畢をやっている︑私は田

女子席まで行きましたが︑ところが細井正吾

舎者冨女畢校はその頃卒業しておりませ

のでしょうな⁝⁝老人ですから︒

て︑あの人はよくやってくれました︒私のと

吉岡日本女醤曾というものをつくってい

緒でして︒

割田杉山玄白さんの⁝短歌の方が同門一

男女︒

吉岡私のところは女だけ︑日本鍔畢校は

ん︒無機化畢をや２﹂いましても︑何か私に

ば分らないようなことを書いて教えていま
す︒私より前に十六人女子がおりましてその

人達は分ったような顔をして聞いておりま
す︒あなたはじめて来たから︑とい２﹂細井
先生の無機化皐をや２﹂いることを教えくれ
る人は一人もない︑殺風紫なものです︒そう

』

人生八十年
出席者
︵故横河麺棒葬骨華恥郵︶

吉岡揃生
︵前東京雌浄畷報幸蜂窪︶

二木謙三
︵涛畢博士翌島恥謎弄挫舗確窪︶

︵司会︶勝部冥長

割田斧二

昭和二十七年五月十九日
於蒋渓禽館．

︵勝部前白︶

人間八十の毒を保ちうる人は︑人生の達
人ともいうべきであろう︒しかも老来輩錬
として壮者をしのぐ元素をもって︑日々に
仕墓に精だしていられるに至っては尚更で
ある︒四十︑五十は鼻たれ小漕という︒日
本再建のエネルギーの模範をここに探るに
長妻の秘訣は︑一もって之を貫く︑己に守
るところの確固たる信念にあると知った︒
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ましたけれども︑何か感冒をひいて⁝⁝それ

ころで五十周年をしまして︑出席といって来

跨とか︒漢方から移る時で︑そのころからい

まれる少し前に東京に出てきて︑閑法とか洋

吉岡漢法瞥から洋跨に移る時位︒私がう

の偏らぬお話でしょう︒

な方ですから︑そういった感想が常吟の本営

割田あの人は相営ざうくばらんな︑率直

二木その菱化の間をわれわれ通しておっ

吉岡えらい塗りましたでござんすね！

二木日本もいろいろ菱つたから︒

園本の移りかわり

じめたという話を高島さんが⁝⁝︒

からあそこに一幅井しげというのがありまして
たしますと大饗な遠いです︒

の八十才の祝賀曾をしましたけれども︑︾畢校

吉岡五十一年です︒この間五十年と︑私

ますか︒

勝部皐校をおはじめになって何年になり

割田世の中が塗ったものですな︒

それは私より少しあとでしたが︑これが山口

編から来ました︒もう一人は鎌倉に︑この人
は鍔者をしておりませんが八十八になる︒

吉岡私が女鰐を作りだそうと恕つたのは
一つはこういうことがあるんです︒日清戦役

も五十一年︑私も八十一年︑一年おくれた︑

からの髭化といったら資に大したことですか

きていても大したことばないけれども︑明治

のあとに︑シナの公使館とかが出来︑シナ人

︒ヘージだったものですから︒高島米峰さんが

ら︑幼稚な幼稚な園だったのが︑とにかく装

割田徳川時代でもありますと︑三百年生

が来ました︒シナの端人というものはご存知

︲よくいっていられた︒私︑駒込に開業をして
いまして︑少しばかりですけれど︐も跡見女畢

〆

たから仕合わせだな︒．

い︒はじめて日本に出てきた︑そうすると病

のように糎足でしょう︒だから一室より出な

ころに来ます︑それで私はシナの家庭に入っ

気をしたり︑お毒をしたりするとまあ私のと

ったら︑日本はこんなにならなかったでしょ

零も大して悪くはいえないので︑戦争がなか

う︒とにかく一等園とか何とか一度でもいっ

佼に閣語を習いに通った︒高島米峰さんが仰
のですが︑その頃︑友達が集って︑女鍔をし

教の東洋大皐ｌその頃そこに行っておった
ている女がおるそうだがと一評撰したそうで

てみましたが以外です︒日本婦人みたいに決

してヘーヘーしていない︒家庭内の権威は非

吉岡そこまでいったのですからね︒

常なものです︒私ども儒教で育てられた人間

す︒本営かどうか知らんが︑誰か病気になっ

たのですから︒

は：⁝．︑シナを恩人と思っておりますから︑

吉岡鎖図でちっとも分りませんでした

○

割岳たった七十年位で︑賓際それはもう

ね︒私は昭和二年に一寸アメリカに行きまし

ているものは：︒⁝﹁僕︑感冒をひいているか

とで聞いた話ですけれども︵笑詮︶それから

ら行ってみよう﹂というので来たのです︑あ

作り出そうと恩つた︒相常出来ましたけれど

私ばそんなこと︑男も︑女もとんちゃくしな

い︒親善には家庭内からというので︑女雷を

も︑戦争になっちゃ２﹂︑さっぱり目的が達

と一︲日本にはレントゲンはありますか？﹂へ笑

て︑その項はまだあちらで病院なぞ参観する

日本はこんなにシナと喧嘩していてはいけな

成しないのですが︑シ定満州︑裏露でｆ八

ことをしたんでござんしよう︒﹁やはりそうだ

藍︶それから十年後の十二年に行きましたら

い︑畳えておりませんけれども︑鍔者らしい

よ﹂どいうわけで︵笑躍︶それから麓敬をは

位やっております︒

勝部先生︑鷲山養斎さんは漢方醤ですか︒

6

幻（6）

4

、

一竿闘として︑偉い剛のように扱われました
よ︒十年でね削げれどもなんですね︑どここ
行２１｜ふ一﹂も︑少しなんか飾りものなんぞあ

りますと︑シナのものですね︒日本のものは
ありませんでした︒東洋というとやはりシナ
で︑日本は⁝：ｂ

二木日本はシナのどこにあるのだといっ
て︑男図と思っていた︒︵笑建︶

割田戦前の日本の鍔畢というものは︑世
というから︑韮歩したものですね︒六十年︑

界のどこともピケをとらないまでにいたった

７

︑

割田新しいことが何でもよいということ
をいって︑宙プラリンから州凌しようとする

漢籍の下地

から︑根のない先はないのですから︒

勝部やはり吉岡先生︑小さい時に習った

吉岡そこまでゆきませんでした︒下等・

勝部それでは今と同じ重ｊね︑義務教育

中等・上等と九年でござい室した︒

雷岡九年までｌ上等誉で行くものは︑

は六三制で︒

七十二︑三ですけれども︑その営時︑上級と

割田私など出舎ですけれども︑兄がいま

お百姓の息子などにはいない︒

いうようなのは郡に畢校が一つしかないで︑

儒教の根木の考え方はぬけませんか？一群︒

吉岡ぬけませんね︒

もっともその術畔の人には漢字を調主したら

郡小から十人位︑今の大堪ど︶﹂ろではない︒

勝部二木先生︑はいかがでございますか︒

二木汎つの時から大皐︑中脂を調まぜら
れました︒寺小屋に行って︒

吉岡漢字ですね︒勘善訓蒙︒

しい︒

すが︑三時から六時まで文章軌範・論語・孟

吉岡敷皐なんかも代教までやりました︑

勝部箕作麟群の︒

吉岡私ども︑小畢校は三時にしま矛７ので

んとかといっても︑シナなんか依然としてそ

子を何年か先生が教えてくれた︒だから小畢

七十年といいますけれども⁝⁝︒反似とかな
うはならんですから︑どつかいいところがあ

二木私の田舎は秋田隅だから︑西洋の方

小畢佼で︒中皐となると原書を使いました︒

綻の課程よりは︑あとの三時間の方がよほど

るのでしよ涛７︒

勝部その頃の小皐校の教育というものは

頭に入ったで す︒

はずっと幼稚なものです︒仙蕊に出てはじめ

吉岡それはありますね︒

やはり明治のあれですか︐・外闘そっくりの直

勝部日本の蒋来は希望がもてますか︒

謹というものですか？

腰校にな２﹂︑全図の鍔科の識備佼のあると

二高におりまして︑この鍔科の諜術佼は一昨

二木私は二局Ｅ汀かず︑山口際︒仙壷の

等畢校になってからですか！・・

割田二木光生︑二局でしたか！︒輔一高

で︒

てびっくりしたのです︑原書を使っておるの

まになることばないでしょう︒今のままで経

︒

勝部禰浬諭吉のものを調主せたのでは⁝

ら︒

割田あれは五年から里制護布になったか

か︑わ︒

吉岡そシうじやござんぜん︒明治九年です

吉岡そう︑どうですかね︒それでもこのま
ることはありますまい︒

勝部何とか別な途でもりかえしますか︒

吉岡けれども︑あまり昔をそっちのけに
してしまいましたから︑中年の人がもう少し
い︑といいますから︑あなた方の時代の人が

教育しなければならない︒私どもがいうと古
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1

母が中気で礎ておったのです︒ですから一︲母

から山口嬬黄で行くことになった︒その時︑

・ころにみんな分けられた︑抽裁で︒私は秋田

か知らんけれども八それが主あ今になってみ

見するとか︑承知しなければ⁝：いいか悪い

で︑人の詮などそっちのけにして自分が溌

病院に行って︑研究が面白い１１研究がすき

を書いた時から︑あくる日から僕はここにき

まだ免状ももらわないうち︑卒業試騨の斌後

﹁そこだ︲一ときめた︒いざきめたとなると︑

駒込病院で三人ほしいが誰も⁝⁝というので

ところがあったら行く﹂といった︒そのうち

なというところは行かん︑誰も行かんという

願していない﹃人の行くような押すな︑押す

科の助手になるのだ﹂ときくから﹁どこも志

手委員が﹁君は一鵠どこに行くのだ︑どこの

るまで駒込病院におりました︒卒業の時︑助

ことで大畢を出た︒ずつと六十年の停年に左

二木銀峠計どころでばない︑ようやくの

方は珍らしい︒

割田大皐の成績がなかば位で教授になる

れば私を助けてくれた︒

危篤︑スゲ爵し﹂といっても十日はかかり・蚕
すから︑とても行けないと思っておりました︒
すると易をやる人がお２﹂−１溝が山口螺に行

って踊って来る主で︑死にはしない﹂と勘室

してくれましたので︑それで私は山口螺に行
きました︒

吉岡それでお母さんは？
・二木生きておりさした︒
吉岡それはよるしうございました︒
二木私が来年大堅を卒業するという時︑
亡くなりました︒十年間寝ており主した︒

吉岡もう一年︑惜しうございました．ね︒
二木博士の篭質改造

割田先生は大星．時代はお弱かつたそう
で︒

二木神糎衰弱でいねむりばかりしており
ました︒

吉岡それは何年頃っ．

二木それは三十四年十二月に卒業いたし

まして︑それで三十四年暮から行って︑勉姪

吉岡その頃︑電燈はありませんか︒

しはじめたのは三十五年一月から︒

二木吉群寺の裏の草やぶに建っておっ

た︒ひどいバラックの病院で︑廊ドなどはみ

な渡り廊下で︑念患者があ２Ｌよばれてゆく

と︑冬など艇まきで吹雪のなかを通ってゆく︒

ランプ−石砿ランプを華らさげて︑看護婦

が透り迎えをしたものです︒卿卵器などとい

うものも︑みんな石油燈であったものです︒

二木人が少いですから︑一日おきの富直

割田ほれがおれますね︒

です︒

吉岡一日おきⅢそれは大鍵︑いいかげん

二木急病ですから︑博染病で死ぬ︑生き

起されますね︒

二木研究が面白くて熱中し一﹂いると︑事

せんね︒

割田研究が面白くなければとても出来ま

夜おそくまでかかりました︒

キンの研究です︒それだから朝早くからきて

すぎても病院からさがりません︒その時は電

るの問題で雁急で忙しい︒それからまたバイ

二木胃腸が弱い︑神糎衰弱だし︒教室の

燈もガスもなく﹁君が来てから石油の溌算が

た︒それは本営に面白かったです︒十二時を

一番高いところえ行ってコクリ︑︒クリいね

なくなった﹂といって小言をいわれたもの

めたといって⁝⁝終始一貫ずつと通しまし

むりをしておった︵笑詮︶卒業の時も中程で

だ︒︑

吉岡どこが悪くて⁝．：︒

卒業いたしました︒大里を出てからすぐ駒込
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務の方では︑勉狸の出来た人をおよびしたは

減というので大錘なさわぎでした︒はじめて

って︑お母さんに頼んで萎飯を⁝⁝﹁こんな

くなれ﹂といわれた︒それから食物改良をや

さい︑狸くなるから﹂ということで︑母も狸

に弱くては仕様がないから︑萎飯をたいて下

くなれるならといって︑十四人の家族のうち

日本人というものが︵笑謹︶日本人蔑歳

吉岡いい時でしたね︒

ずだ︑ここに来て研究するなどというのは︵笑

割田外国に行ってみると︑本営に図の力

私だけ萎飯を食った︒そうすると成程いい︒

といって︑胴あげされんぽかりで︒

が分かるそうですから︑三等園じゃいい待遇

てそこが化膿する︑淋巴腺がはれる︑熱がで

問腸がいい︑便通がよく︑ジシマシンが川末

来る︒だんだんに癒ってきて︑やはり本営に

り癒って︑足の脚気も癒り上りドリも梁に出

る︑腎臓炎をおこしたりしたものが︑すっか

はそう感じませんけれども︒

勝部先生︑二食主義・玄米主義・菜食主

はされないし︑いい図だと催遇する︑閣内で

麓︶これから勉混しなければならないという

わけですのに︒︑

○

勝部大里さえ出れば勉強は経ったと恩つ
一Ｌ・・・︲・

割田何時までも研究されていたのでは州
ろからですな︒

吉岡お燈はそれでもちましたか︒

弧くなろまでには長くかかりましたが︑それ

義はいつから．⁝：︒

二木二十歳まで︑私は魚も食い︑白米も

二木自分の好きなことをはじめたものだ
から鶴をもち直しまして１人の華瞳表をき

のかということを︑骨身にしみて分りました︒

食い︑燈が弱くて仕様がなかったですが︑二

それから大畢に入ってから考えだしたのです

いて︑人の書物を讃んでそれを追求すること

二木上の畢校にはとても行けないとあき

吉岡大畢前ですね︒

が︑姿飯といっても六割︑白米一粒の歴と考

で私は白米というものはこんなにいけないも

ければというのでそれをやるものだから︑も

らめておったのですが︑丁度その頃日清戦飛

えて︑丸姿と白米を食べるより︑玄米の方が

十歳の時︑明治二十六年です︒

う夢中になってしまって鵠が耐えたのですけ

の前の年で徴兵械姦によばれた︒甲種合格が

は大雄いで︑自分が研究して疑えたものでな

んな心配したそうです︒三年間侭って図に踊

れども︑西洋に行った吟は弱かったので︑み

って飯を食うようにした︒そしてやはり書飯

けてヴ千一ジティアリアンで︑野菜料理屋に行

のです︒ドイツに行ってもなるべく肉食を避
叱られた一︲お蝋の潟にならん︑図民軍では駄

は食わないで︑二食にして野莱を主にして三

よいと考えて︑玄米食に鍵えるようになった

目だ︲一といって︒﹁お師は白米を食っているだ

年間耐えたです︒随分はげしい勉睡をしなけ

をしてプラプラいったものだから︑検査官に

透別曾の時いっておりましたです︒それでも

ろう︑それだから弱いのだ﹂といわれた︒兵

威張っておった時代です︒その時私が青い顔

う病気はしませんでした︒病気しないでむず

隊は明治十七年から白米を禁止して︑姿飯を

の研究をそこでやったのです︒あるバイキン

ればならぬテー一︑でありましたが︑自然免疫

の健康にカヶをしたよ︒とドイツを去る時︑

かしい問題を典えられて﹁日本人だからこれ

⁝⁝﹁姿飯を食ったら兵隊のように狸くなる

れるだろうか︑ドイツで死にやしないか︒君

はやれるだろう﹂とおだてられてｌ日露戦

から︑お前もうちに錦って﹁姿飯を食って握

︑

について間もなくです︑バルチック艦隊が全

零で日本が勝ったものですから︑私がドイツ
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、

ようです︒

吉岡晩年まで謡をなさいましたね︒

で病気にかかる動物と︑かからぬもりがある︒

かからぬものは何が故にかからぬか？かかる

副田蝿籍孝一貫む万ぼ毒こぎい主す才れど︐も

横川画をかきますと一寸それが必嘆なん

詩を作る方ば︒

でございます︒それではじめました︑いえ︑

横川一寸し主いばおかしうございました
けれども︒

ものは何故にかかるのか研究をした︒二時間
毎に雄査しなければならない︒二時間毎に動

割田御長命なさる方はみんな⁝・：・横川

ば少しはと思いまして︒

年をとったら駄目ですけれども︑やっておれ

横川はあ︑お話・茨・漠畢・お茶︑何で

ゞ勝部横川さん︑お稽古事は⁝⁝︒
ございますか︑ただの稽古事で⁝⁝︒先生の

物が倒れるか︑生きるかをみて⁝⁝裳るとい
っても殆んど握る時間がないのです︒この問

横川昔から来てもらうことになっており

勝部出稽古で︒

れ普通の人間は︑はじめるけれどもものの十

来ませんね︒二木先生にしても︒大概われわ

めになった：⁝何か一つの信念がなければ出

さんなんか源氏物語を富字して博物館にお肢

ら︲一申されまして︒

ましたもので︑﹁もう一寸おさらえになった

横川源氏など忙しいもので一こざいますの

暑地などに参りまずと鳥の子紙に三十枚位︒

で一日にようやく三くだりぐらい︒それが避

割田いま詩をやって︒

まして︑大震災にあいまして壁の下に入って

避暑地から持って昂って︑一ぺん箱根に参り

た︒︐

しまいましたが︑探し出して持って昂りまし

横川みなさん︑買被っておられる︒

︑

横川十人位でしょう︒

かございません︒

割田日本では婦人の漢詩の圏燈は一つし

横川それを勉弧がしたくて︒

鐸部漢詩などをおやりに︒

年と蹟かない︒

方からいらっしゃるのでございます︒

題は日本人だから出来るのだとおだてられて
︵笑隻︶その時私が頑張ってやったものだか
ら．；⁝︒

︵横川刀自出席︶

六十の手習い

横川今日はいろいろお話を伺わせていた
だこうと思いまして．⁝：︒

勝部何かいろいろお稽古で大鍵でござい
横川私は年をとってからの稽古で︑若い

ましよ涙７．

うちは一向出来ませんでした︒

吉岡年をとってからでも：：：棚橋先生の

横川母と三十違います︒母の三十の年に

ことを思いますとあなたはまだ：⁝ｂ

横川なかなか書いておるひまが︾こざいま

割田とにかくお忙しくて︒

せん︒

割田漢詩の集も出しておられる︑合同の︒
たしませんけれども︑赤いオベベを着せてい

横川私などはいろはで︑本営に出来はい

吉岡あなたはいま三十位でございますよ

私が：：：︒

人がお盛んでやっておられた頃は︑つま・り御

割田お客様も大鍾だったでしょう︑御主
割田ご婦人方にはない︒

交際的にいろいろ：⁝家庭の主婦というもの

ただいて︒

吉岡珍らしうございますね︒

︵笑麓︶

横川母は百一まで⁝・；子供さんの顔キーみ

るのが楽しみで︑ただ修牙だけをやっていた
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は︑日本人は袋く世帯Ｄ小さい方は小さい方

こされたら︑よくよくのことだから二度でも

分を捨てなければならない︑︐もし患者に夜起

が卒業する時にいうのです︒醤者をしたら測

ことがございますと︑必ず﹁椎かをよんで下

御自分が診断をたさって︑一寸不審なよう義

にお願しておりますが︑その方のいいことは

を御自分から⁝⁝もう五十年ですが私はその

お筈者嫌ばそういうことを厭がられる︒それ

さい﹂と︒これが出来ないことでございます︒

なりに雑用があり・ますけれども︑大きい方ば

●

ませんよ︑私の暗ほおあづけしたのだから﹂

方に﹁先生︑あなた私より先に逝ってばいけ

仰授しても出来る人は：．⁝と︒木常に結椎で

伴授しておきなさいと申しますが︑いくら

ですから先生お一人では勿催ない︑みんなに

るのです︒いたくもなければ︑津くもない︒

いったら天下一品︑さすときに薬が入ってい

といって︒その先生の注射のお上手なことと

割田お鍔者がいまの吉岡先生のような思

はやはり出来ないですね︒

割田法で一律一膿にきめようとい膳うこと

ているのでは仕様がござんせん︒

吉岡六時になったから蹄るといったりし

想になったら︑陸分助かるものが出来ますね︒

す︒

横川人によるとお断りになる方がありま

三度でも起きてと⁝⁝︒

吐交で︑使用人をいくら使っていらしても︒

吉岡なかなか時間はないもので︑そのな
かをなさいますから︒

割田誰にも出来ませんね︒
横川子供に忍耐をつけたいと思いまして
それではじめました︒

堅は仁術
割田鍔鋤無進法などというものがきかな
いのが詩者で︑夜中でも何でも起されれば︑

今日は八時間等勘になったから︑と行かない

勝部家庭の主婦だって八時間労働で随切
吉岡私もと小さいうちにおりました時︑

切な方でもそうらしいですが︑疑問を持って

られたら︑子供は育ちません︒

鳥屋︑魚屋などが津山あってそこを通って私

も大概︑自分のこけんにかかわるというわけ

吉岡うちの病院のものが︑よく照者が起

わけにゆかないですれ︒

のうちがある︑子供を私が育てておる頃︑私

起きる︒一人の患者でこれだけの人が起きる

す︒で私の子供はしよつ中私が留守︑それで

と近所のものが﹁また先生往診だ﹂と一評判で

ますが︑私と同じことをおつしやって⁝⁝本

友達で私と同じ先生にかかっている方がおり

で︑例え分らなくても⁝⁝︒

︑︑︑

割田お醤者さんも普通の方は︑本常に親

て戸をあける︑そして看護婦にとりつぎます︒

すというのです︒起しますと玄開のものが出

が往診に出かけると子供が泣くのです︒する

ございます︒

して虚方を習いて薬の方に︑そこで蕊割士が

清護婦は鍔者にとりつぐ︑鍔者は起きて診祭

のですから︑そんなことをいっていては大菱

しまいには︑少しもの心がついて往診という

横川私はいつもそれをいうので︑鼓のお

だと︒︵笑齢︶

一寸御不審だと︑誰でも結椛ですからよんで

ですね︑今めったにああいう方はいませんね︒

営にあの方は注討がお上手ですね︑親切な方

横川私どもいままでずつとその方ばかり

割田習慣づくのですな︒

なりさした︒︵笑建︶

とお乳を飲ましている時でも乳を離すように

横川夜分に起すことは本営にお気の毒に
思います︒

吉岡夜中に起すとい５のはよくよくだか
ら︑診てあげねばならないと︑私はよく生徒
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横川大畢の研究費ば少いものだそうでご

下さいとおっしゃって︑稽田さんのような方
と⁝⁝︒もう一人片山先生とおっしゃって︑

ざいますね︒もつと研究費があったらよいだ

せしました︒

私あの方を知っておりまして︑私の嫁が二階

ろうと思います︒ああ何か役にたつようなこ

おったから︑ソロバンは一向知らないで仕合

から子供を抱いておちまして⁝⁝︒

とがしたい︑もつとお金があったらと忠いま

臆Ｉあの方が亡くなったらどうし壷しよう

勝部江戸川の川ふちの：：：︒

が西片町におる時にその弟さんを存じ上げて

のです︒収入の一番少いところにおったもの

二木倹約をして︑倣約をして研究したも

横川東京病院にいらっしゃいます︒昔私
そのちなみに︑身膿の取扱いがとてもお上手

ですから︑自分の暗に︑生活に金がかからん

一Ｊ︒

おりました︒

で︑成程いいお養子をおとりになったとみて

吉岡聖路加病院と︑女子雷享病院といっ

たものですが︑特等催風呂場までつけて︑炊

事場ではございませんけれども︑お茶碗を洗

横川病院にはほかから筈者が入れられな

うようなところもつけて︒

いでしょう︑それを病人の希望の人が入れら

吉岡前には文士なんか入院いたしますと

れるようにしたらと考えておりますが︒

蹄ってゆかない︒

勝部経費も安かったでしょうし︑落着い

横川ホテルにでもいるつもりで︵笑藍︶

一﹂ｏ

金が自由になったらそんなことがしてみたい

めて︒

思うようにゆかないからこの頃は少しあきら

と考えるのですけれども⁝：ちっとも自分の
います︒病院でも本営にいい病院を︑五︑六

二木式の護明とその原理

勝部二木先生︑さつきの二時間おきにば

いきんの動物賞験をしたというお話のつづき

二木その研究の結果はね︑動物でも︑人

を一つ︒

吉岡いまはもう駄目です︒ほかの病院が

横川今度一つ是非拝見を⁝⁝︒

完備した病院を作りました︒︲

吉岡私は自慢でも何でもないのですが︑

いのですが︑お金が⁝⁝︒

人入れるだけの︑何もかも揃ったものにした

横川少しでも出来たら寄附をしたいと思

です︒

う研究でなく︑足りない研究ばかりしたもの

ようにかからんように研究して︑取ろうとい

割田二木先生は病院をお開きにならんか
らだけれども︑病院をおもちになると︑糎誉

二木いま溝の口の病院は顧問で︑私はた

といＰ７ことを考えると︒⁝．．︒

だ隠居で：⁝．︒

割田病院の縄管となると政治性というも
のがそこには相富必要になってくるようで︑
１今月はどの位の経費がかかった︑こ

純梓にはなかなか；⁝月末になりますと事務
の方で︑

ぱならん﹂と・いうようなことを考えてゆかな

のもってきた組織の握さを持っておるならば

間でも︑生きとし生けるものは︑本常の自分

れどや足りない︑今月は相富注射をしなけれ

なかがだらしなくなっちゃって︒

という結論を得たのです︒それは資によくし

ですね︑絶対にほかの病気にかからぬものだ

焼けたものですから︑ゴタゴタに人を入れて

ても︒

横川人数が多いと届きませんね︑どうし

ければ糎誉は出来ないというのです︒大きけ
れば大きいなりにそういうことがあるから︒

二木私はその方は︑固立︑官立にぽかり
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たもので︑パイキンでも入つ・てくればｊ細胞

はみんな命をすててくってかかります︒それ
を殺すように働く︒責にそれをやることを細
かく研究したものですから︑結局病気にかか
るのは︑自分で細胞の力を弱めたり︑生命の
力を弱め霞狸淑にかかるのだ︑こういう結論
でホね︒だから更にまた人間はどうしたらそ
れに近つくかということを研究していったの
です︒そのようなことで私は呼吸はこうしな
ければならない︑食物はこう︑運動はこうし
なければならないということを研究して︑呼
吸も普通の人は浅すぎる︹こう呼吸をしてい
ると動作で示す︶これをグッと下まで呼吸し
なければならないというので︑腹式呼吸を︑
って下腹が動くまで︒涜物のふたに石をのっ

よく﹃二木式﹄といわれたｌ横隔膜をつか

を通って肺臓にずっと送られる︒ためておく

けると︑波物のつゆがふたにのる如く︑心臓
と血が悪くなるからこう︵動作で示す︶循環
をよくする︒そこで昔の人が腹式呼吸のこと
を﹁気海丹田に力を入れる︲一といったそうで

すが︑それの理論を随隔膜運動から説明して

スで推えて︑横隔膜を下げると血液が循環すんな措きはじ塗し︑折角ゆくところまで行つ

ることを⁝⁝一時非常にはやったが︑またす一﹂崩れました︒これからまたもう一︒へんたて

たれでしまいました︒それから本常の築養は直しは大鍵ですけれども︒

主張した︒私自身先程もいったように︑徴兵石黒さんですか？

白米を食べておってはいけないということを勝部軍隊で萎飯にすることをきめたのは

械燕の時叱かられて兵隊に白米を食わせて吉岡高木兼寛さんです︒
は弱くなる︑萎養を食えといわれて姿飯を勝部寺塗鴎外は白米がいいということをい

食２Ｌ丈夫になった︒その姿飯以上に日本の２Ｌおりましたが︒

た︒これはもう賞に立派な食物であるという時︑海軍の千人の海員につ堕しですね︑のべ

脚代に天照大紳が玄米食というものを教え二本姿飯にきめたの陰扇木沖士ｌその

に︑醤畢的︑科翠的に研究しましてね︑日本わぜていた時は︒それが姿飯にし一﹂からは千

ことを︑だんだん研究した結果︑その歴史的千三百人の患者がでるのですから︑白米を食

から三百年この方︑白米にな２Ｌきたから︑い蛍した︒こんなにいた病人がシューッと下

国民はこれでなくちゃいかんというので︑今人につ堕し二十五人から三十人にな２﹂しま

三百年昔にかえれと叫んだわけです︒戦争末２Ｌ︑白米にすると上る︒ところが高木さん

期に負けて負けて仕方がなくな２﹂から︑はの説に︑海車の車人の半分は反封Ｉそおった︑

決心したのです︒そして日本嘗一畢速合曾が玄て下さった︒明治天皇のおかげで⁝⁝︒で私

じめて日本は玄米食にかえるべしと︑民衆がそれを明治天皇がおしき２Ｌ兵食改正をいつ

をやり︑次官曲尋唖できめて︑大臣はそれに賛えといわれて︑私の非常に弱かった魁が使え

米食を一般に閣民食たらしむくしという決議は白米を食べ一Ｌいるからこんなだ︑姿飯を食

成して︑大臣の食堂に集めて私ども食べさせるようにな２﹂ありがたい︑私が健康になっ

て説明をしました︒みんなが賛ゞ成したのですたのは明治天皇のおかげであゑと︑こうやつ

らという時︑維戦にな２﹂︑それからまたみ５が︑艦が弱くて何としたら狸くなれるかと

陸軍全篭が玄米食にな２﹂︑いよいよこれかたら︑そんなことはないとい２﹂いたでしょ

から︑それで全園の陸車がそれを援用しててありがたがっておる︒私が濯ぐうまれてい

ら職迎されて︑こ一﹂にも講演に来てくれ︑あ

畢曾に報告したら︑その篠用を世間に教えた
そこにもとゞそこで私はモデルをゴムとガラ

（13）

と思ったのが︑私を助けてくれた︒それから

もが陰﹂いる時だから︑姿飯を食２﹂みよう

亡くなったが私の親友ですが︑﹁君のいうのは

う︒南胃腸病院の南博士は面白い人で︑今は

一寸しかいらない︑病人がなくなってしま

の一向宗とか︑輝宗とか︑南無妙法連華錘と

そうなんです︒本営の四書五控︑儒教はお寺

随分はげしい勉強にも耐えるようになって︑

して私には入っている︒どちらの宗教の人と

零２Ｌいるのは間運いだ︑それがみんな一致

話を上﹂も話が合うようにな２Ｌいる︒私の

玄米を食べてみると今度は御馳走がほしくな

本営だよ︒しかし私の病院はそんなことをさ

くなる︒白米には蕊麦素が少いから蛋白が足

うまいものを食え︑そして悪くなったら来い︲一

れては大愛だ︑患者がなくなってしまうから

合理的なものですね︒

勝部大鰐儒教は︑ほかの宗教に比べると

吉岡私なども御同感です︒

らんと鰐から要求するから︑肉がほしい︑刺

勝部先生のところは信仰は仰教でござい

人生と信仰の問題

割田病院の控誉となればそうでしょう︒

︵笑毒︶といっておりました︒

ところではどんな教えもぶんな︒︵笑盤︶

身がほしい︑・ハター天ぷらがほしい︒ヴィタ

ミンが足らんから注射だと⁝⁝足らんからも

とつ食いたい食いたいで胃腸を悪くするので
す︒ところが本営の玄米食になると︑お野菜

トが集って喧嘩することは決してない︒あな

みんな立派なものです︒孔子︑窪迦︑キリス

二木ほかの宗教でも︑教組となった人は

割田排外的なところが少いから︒

吉岡私の家はやはり仰教ですね︒私は自

主すか︒

んということになる︒何ぼくっても足らんも

うことがありません︒

分ばかり信用している︒どうも私は迷うとい

が好きになって︑野菜と玄米だけで何もいら
のが小食にな２Ｌ︑胃腸の悪いものは胃腸が

勝部すべて合理主義で︒

いでになったからと︑みんなお互に名前はゴ

入って調和しておるといいたい︒洗濯は受け

を信仰することによって︑自分は何事にも確

たが︑信念を作ったのはこの儒教だと︒儒教

割田西村先生は︑西洋の畢問を一通やっ

ん︒

吉岡儒教で大きくなったものは迷いませ

勝部儒教の下地がおありだから・

ません︒

横川私のところはちつとも循仰しており

勝部横川さんのところは？

ッドと言おうが︑仰と言おうが．⁝：︒

人が津山あ２Ｌ︑その方も里びました︒私に

りました︒それから私にはクリスチャンの友

二木私は儒教から入りまして︑揮畢をや

勝部二木先生は信仰は？

吉岡そういうわけです︑合理主義ですね︒

たはインドにおったから︑あなたは東洋にお

よくなり︑疲れを知らなくなる︑そしてまた

横川そうでしょうね︒

賞に経済に︑おそろしい位糎潤になる︒

二木閣民の食糧峡乏が︑玄米になると︑
六千蔑石の平年作があれば︑九千箆人の闘民
を養うことが出来る︒六千蔑石の玄米をほか
に何にも使わないで︑圃民の主食にだけ食べ

させると︑図民が腹一杯食べても丸子直人が

それだから日本の肺ながらの古事記の説も信

ですむ︑二合食べておった人は一合五勺位︑

ておりませんが︑教曾のクリスチャンでなく

じて︑私のあたまのなかには︑全部の信仰が

一合二勺の人は八勺位︑そういうわけで三分

て︑バイブルのクリスチャンｃ儒教もみんな

⁝．：白米だと四合五勺食べておるのが︑三合

の二ですむようになります︒その上おかずが
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間不動の信念が出来たといっておられるが︒

二木私は小畢校の時に既に一寸した間違

てもこんなことをして⁝⁝途中を通さぬので

気をつけてやりましたところが︑私は繰然と

ないで受入れるのです︒そのおかげで私は丈

りがたいと思った︒まずいから駄目だといわ

｜一木﹁お前︑姿飯を食え︲一といわれてあ

れておるわけですから︒

夫になったのですから︑いわば漢畢に助けら

したが友達は窪然としない︒途中で私とあっ

横を通らなければならない︒私はまたそれで

いをやって︑迫害されたことがあるのです︒

ようになって畢校に行くと火鉢がある︒私も

としてお仕事をしていらっしゃるのですが︑

小畢校は寒い秋田︑東北で︑跨中ひえて氷の

そのお書きになったものを見ると﹃智・運・

運と長生きの秘訣について

そうすると一プン﹂と笑つ・て︑潮けって⁝⁝

くてはならない︑これはゞ分っております︒そ

命﹄と︒人間は事業をするには頭︑智慧がな

反省して一︲人を敬して憎まず﹂尊敬してもそ

二度でも何度でも最敬謄した︑そのうちそれ

勝部御木本幸吉翁は九十いくつで︑依然

に⁝⁝みんなに悪く思われていることを感じ

と仲よくなった︒向うが了解してくれたもの

の次に運がなければならないとおっしゃるの

れがついて来ないのは︑箪敬の仕方が足りな

たのです︒私は悲しくなって涙を︑泣き顔を

だそうです︒それから命︑長生きして人間は

あたるつもりで火鉢のそばに行くと︑私をそ

見せるのはいやなので便所に入った︒その吟

だから︑そこが儒教の力ですね︒それで私は

ねばり涯くなければ一つの事は完成しないと

いということを教わったことを恩い出して︑

孟子を思い出しました﹁人を愛して親しまれ

とを教えても駄目だというが︑一分らんでも教

今の教育でいへぼ︑子供にはわけの分らんこ

それから私は妓敬鵬して通ったのです︵笑麓︶

ずんぱ︑その仁を反みよ︒人を治めて治まら

いまおっしゃいましたことを伺って⁝⁝しか

おっしゃるのですけれども︒知は分る︑命も

ておったらしく︑みんなが私に入れないよう

ずんぱ︑その智を反みよ︒人を超して答へ

かしいことでも何でも五つ位からうちこんで

えておけば何時か分かる︒だから漢畢もむず

ばによせない︒私が行くと何故か前に相談し

れても怨まず反省せよということで：：：反省

られずんぱ︑その敬を反みよ﹂みんなに憎ま

かる︑分らないにかかわらず︑いいことは教

おけば︑私みたいなものでも分かるから︑分

二木それはありますよ︒

吉岡私は感じますね︒

ような．⁝：それで何にもなしからあれだけの

なことをするにしても︑人の賃似の出来ない

わり忍耐の強い事は非常なものでした︒どん

事をするにもちつともつまづかない︒そのか

横川私の主人は本営に運よい人です︒何

しよ涙埼ノ？

のです﹁みんな出来たものは手をあげ︲一と先

して分った︑前の日にそろばんの問題がでた

それを主張するのです︒

えておけということを︑私は自分の経験から

し蓮というものは︑吉岡先生どうでございま

生にいわれて︑誰も出来なかった︑僕一人が

吉岡それは結構です︒

ポールドの前に立っていろいろ書いて説明さ
せられた︒先生は﹁よく出来た﹂とほめた︒

二木弘道曾など大いにやらなければなら

１ｍ︒

吉岡弘道曾は今のお話のような趣旨です

ない︒

その時︑私は天狗で︑︵笑詮︶友達に︑あいつ

っているというので排斥された︒そいつが分

は知ったかぶりをする︑先生のオヒイキにな

ったので悪かった︑と燦然としてそれから
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持たない︑口惜しくも何ともない︒人から悪

さえすればそれでよろしいといって︑ちょっ

︑︑

いのでございます︒失明の父がおりましたし

とも︒上の畢校に入れてもらうことも出来な

ものを癖えた︒忍耐が一番入用だと思います︒
︑︑︑︑︑︑︑︑︑

くいわれて口惜しいということばない︒その
︑︑︑︑

吉岡それから人を怨むことがいけない︒

出来ないのです︒ただまあこうやってきたの

母代りを私はいたしましたので︑何にも私は

時その時にものを片づけちゃって︑寄越しの
勝部おなかが大きくいらっしゃる︵笑謹︶

吉岡ひきのばしてやることが一番です

勝部禁止してはいけない：：：︒

はいけませんね︒

吉岡﹁そうしちゃいけない︲｜ということ

教育をなさいまして︑一番大切なことは︒

務部先生どうでございましょう？長い間

なと思って謬

は︑どうしてこんなになったのか︑運がいい

横川グッスリよく寝みます︒

ばない︒

吉岡クョクョして夜眠れないということ

勝部決して愚痴を申しませんね︒

しないということだけは一致していますね︒

割田長命をなさる方はクョクョ精神的に

︑︑︑︑︑︑
苦勢をしない︒

横川大勢人を使っておっても︑小言をい
わない︒気に入らぬと﹁いい︑それでもいい
けれども︑こうしたらもつとよいだろう﹂と
なかなか上手です︑そういうことが︒決して
のことで︑︹横河電機株式曾祇︺計器をこしら

小言は申しません︒こうしてもよい︑その位
えました時に甥が泣いておりました︒まだい
ましたが︑やはりああしなけれ砿なかなかた

割田期せずして一致しましたね︒心配︑

けないと︑私はわきでみていて気の毒に思い
ってゆくことは出来ないだろうということを

苦勢︑なやみをもっていることはいけません

いますけれども︑主だ一個人になっていませ

しておりませんから︑それを袖２Ｌゆかなけ

ね︒畢生は一個人になったつもりでも︑完成

んから︑相富まで導いてやることが必要で

ればならない︒世話をやいてはいけないとい

勝部棚橋絢子先生を︑私は存じ上げませ

教育のコツ

んが︑教育専門でいらっしゃいますが︑教育

す︒

吉岡悩みなしにすれば︒

ね︒

感じました︒なかなか小言はいわない︒費用
が要るなら︑僕が出すからもつと研究して︑

︽いい少︶︒

人よりよいものが出来なければたってゆかれ

で一番大事なことを常々おっしゃっていたこ

勝部吉岡先生は運がよろしい方でござい

とは何で一こぎいましょうか︑若い人達の教育

ますね︒

吉岡割合長生きでしょう︒﹁長生きの秘訣

吉岡それｒやいけない︑これじゃいけな

横川それは本営だと思います︒

を教えて下さい︲一といわれるけれども︑・私は
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

どうやれ︑こうやれということはあやまって

けれども︑始維そばにおりますから︑子供に

吉岡私︑自分で自慢するのじやあり︑ませ

横川本営に長所を伸ぱさなけれ砿：：：︒

いで長所を伸碩さなければ︒

る︑考えてみる︒どう考えても私の方が悪く

んけれども︑私個人の病院に看護婦が六十人

横川大して私は感じておりませんでした

の︒

ないとしますと︑私を悪くいう人ならばあの

おりませんでしたね︒私などには主婦のこと

の悪口をいう人があれば︑自分で反省してみ

人に濁して反感を持ったことばない︒何か私

人の方が至らないのだと思って︑反感も何も
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ておりますが︑看護婦を叱ったこともござい日になれば東海道の汽車が全通するというの

んと卒業し一﹂蹄って︑難んなそれとゆききし日に私は画を出ました︒その時に四月の十六

な２﹂おるのが︑五年間ちっとも塗らずちや雲雲布さ力て︑その二十二年の四月の五日か六

たことはありません︒五年は必ずおることに憲法溌布の年でございますが︑二月に憲法が

おりますが︑一人もこの看護婦は困ると恩つ５︒私ね︑明治二十二年の四月ですね︑あの

か畳えませんけれども︑兄が一本﹁一合か二

はだけは四銭です︒いろはについてお書か晩

にありまして︑牛肉一人前普通は五銭︑いろ

車でいろはという牛肉屋に⁝⁝いろはは方為

兄はその前東京に行ったことがありますから

を不思凄に趣いました︒新僑につきまして︑

と患っていたから︑汽車のなかで食べること

合お酒をのんで︑兄と二人で二十二銭五厘排

ません︑それで長所をのばしてやる︒それは︑ですが︑それまで待て︑といわれましたが︑

のばしてやるから︑随分忙しい人間でしたけたのでは大鍵おくれると恩２Ｌ︑何でも行き

つた︒それから私は本郷の大里の前に兄のも

いけない︑これぢや駄目だといわず︑長所を翠年のはじめでござんしよう︑それまで待つ

れども︑私が診察所に出ると︑ちゃんと順序たいとせがみましてそれから掛川まで出ま

とおった下宿屋え︑本富士町︑そこえ来まし

れから兄が市内も一寸は見なければならない

て︑それで一ヵ月の下宿料は三側五十銭︑そ

だ２Ｌおくから世話をやくこともありませ〃して︑そこで一晩泊２Ｌ︑静岡と新橋の間ば

横川一べんちゃんとしておくと．⁝⁝︒受いうところは車できまして︑人力一人じゃ大

から︑一人で行けといいましたので一人で出

ん︒汽車が辿ったのですが︑小夜の中山とかそう

取りの早いものと︑おそいものとございまし蕊ですから中継ぎしまして︑静岡に来ました︒

下谷仲町でおりまして︑上野でございます︑

かけて行きました︒だんだん行ったところが

吉岡よく方々の奥さん方が︑女中が困る大東館というのがはじめて出来て︑﹈評判のい

ょう？まだ汽車が出るのには早かったので︑静岡に

あとで考えると人力がズラッと坂下にありま

を通って︑本富士町まで扇らなければならな

野の山を通って︑いま考えますと森川町の下

す︒とにかくどこかどんどん行きまして︑上

といわれますけれども︑私は女中でも︑看護い宿屋たったので︑兄と二人で泊つのたです︒

蹄でも困ったということはないですね︒その宿賃が二人で六十銭︑お茶代を二十銭お
横川そうみんな完全というものはありはいて︒

いたしませんから︒勝部大金です︒

い︒どこをどう通ったか︑大畢の前を通って

ってよいか分らないが︑その頃ほ人力がどこ

：⁝どうしても自分の宿が分らん︑どこを行

吉岡自分の思うようにしようというのは吉岡そういう時代の人間です︒汽車は見
横川完全なら世話はいたしません︒短所分なれたような人が乗２Ｌいます︒若い娘た

無理ですね︒たこともない︑はどめて乗った︒ところが大

くに⁝⁝︒下宿のおかみさんが立ってみてい

ございましたよ︒太富士町のすだれやまで行

にもございますから︑それにのって︑二銭で

明治の御代食べている︑汽車のなかでペチヤペチヤ︵笑

を少しずつ教えてゆく︒ちも︒今でもおかしいのですがスルメなんか
吉岡八十年昔のお話を一ついたしましよ麓︶お膳に向わなけれ嬢食べるものじゃない
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犀

じゃないですね︒

も賎を織らなければならない︑その糸を一年

の計画を母がたてる︒その糸を買うにも父に

中のものを買います︒その糸を買って一年中

て﹁鷲山さん︑鷲山さん﹂とよぶのです︒ど
横川今の方がよほど：：：︒

相談しなければならない一︲そんなことはお母

こかうちが分らない︵芙詮︶そういう人間で

砺のあとは︑私の堅校なども︑ずつと志願者

吉岡．ただ女性は大分這いまして︑日露戦

んが風呂の用意をしてくれて︒

いったものでございますが︵笑崖︶そんなこ

さん︑相談しないでもいいでしょう﹂と私は

とからいかにも女というものはつまらないと

がふえました︒赤十字社の看護婦が︑日露戦

す︒それからお風呂に行きました︒おかみさ

横川手拭とあかすり⁝⁝︒一銭三厘位で

を持っていなければならないというわけで︑

雫から蹄ってきてやはり女子も一つの職業

思ったのです︒

吉岡そう︑一銭三厘︵笑建︶それから図

馨阜校に入るものがふえて︒ほかの女翠校も

しょう︑お風呂銭は︒

そうらしいですよ︒女子大翠が三十四年創立

横川私の主人は大分小さい時に難儀をし

まあ長女みたいなもので︑兄が二人︒

吉岡私は父母の違う姉がおりまして⁝．：

か︒

勝部先生は御長女でいらっしゃいます

の方から知合いが来まして︑もりそばを十と

です︒それからずつとだんだん：⁝．︒．

で︑それから英肇熟も三十四・五年︑その頃

りました︒一つ一銭で十銭︒

勝部過去八十年のうち︑一番いい時代︑

割田その頃が姉人自斑の時代ですね︒

横川お豆腐が八厘︑天賓銭一つ︒

Ｈ本の卿の献曾なり畔代Ｉととのった時

園しかいただかない︒それで御飯をいただい

た人で︑十七の時︑小翠校の先生をやって三

若い頃︑憤凌するような︑憤りを感ずるよう

もお気づきになった光畳者でございますが︑

勝部吉岡先生は女性の地位ということで

吉岡それは日清戦争のはじまる前じゃご

代としてよかったとお思いになるのは：・⁝︒

ざんすまいか︒憲法壷布のあと︑私の剛の方

割田今から見れば大鍵なものでしょう︒

て︑小道があるのだすから﹃その頃は︒

勝部その頃が日本のよい時代ですか︑明

母は八人の子供がおりまして︑朝から晩まで

て一︲旦那様︑旦那様﹂といわれております︒

ですが︑一寸名前を忘れましたけれども十三

吉岡私ども薬局生に一回しかやっており

治から大正後︑赴雪が悪くなりましたでしよ

お壷所をやっております︑で同じ夫婦で愛な

な時代だった︑妹も弟も畢校に肌−差﹂やっ

月しか︒しかし一生を通じてその時が一番楽

すから普通の百姓と還って︑絹の着物でも着

吉岡私の父は嘗者でございましょう︑で

な何かがおありで⁝⁝︒

では﹃ケンプのハッピきて﹄といって︑何の

ことだか分らないというので︵笑麓︶⁝⁝そ

霧１蜜質的にも人請ｌ人心が多少総悪にな

な小さいことでも父にきかなければ︑母一人

ものだということを感じました︒そしてどん

の頃じ ゃ な い で し ょ う か ︒ ・

って︑一寸封立的になってきたという傾向

吉岡日露戦争があっても︑そう人心のす

いたしますけれども︑一年中みんなの着物で

でやるわけにゆかない︒一寸おかしいお話を

いっておったですが︑使いでがありました︒

て︑家賃が二目とか三回とか︑ということを

割田一つ橋の商大を明治十七年に出た人

ません︒

は︒

さんだようなことはないと思います︒今ほど

Ａ︾
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お金は少しのようだけれども︑今一葛︑二葛

吉岡﹃淵古知新﹄という言葉が必要だと思

寸まずくっても︑忍耐とまことがあったら成

にしてもやはり一つやりはじめたならば︑一

ら自分で分かるまでやればよいのですが︑何

横川気が移り易い︒一つのことを考えた

います︒古きをたずねて新しきを知らなけれ

︑︑︑︑

と昔のことを忘れてはいけないと︒

ば︑新しいことばかりやっていたのでは︑ゆ

貰うよりも諸物償の比較からいえば︒

割田今のような誉津は出来ますまいが︑

横川お金に侭値があった︒

割田女中さんをして︑わずかもらっても

ばいかんよ﹂と︒今度の霧ハラ識ハラ事件なんか

に︑﹁人間は目標を︑ちゃんとしておかなけれ

第一公報職

東京都千代田睡祁田小川町一ノ十

︵定償・青貝金泥十五回︶

願ひ致します︒

●

新しい確法の御注文は直接符祉の方へお

ざいました︒ではこのへんで．⁝：︒

勝部いろいろ貴重なお話をありがとうご

ければ︒︑

横川怠けていては⁝⁝︒勉強して働かな

のように御自分で出来ますね︒

吉岡髄力というものは︑二木先生のお話

勝部それに騰力が必要でしょう︒

に迷瑳７のです︒

吉岡自信力が足りないからいるいるもの

のですが︒

功すると私は思います︒それで源氏を書いた

それで足りたのですから︑今の人間のように

か﹁目標は？﹂ときかれて︑そんなものはな﹂一

その告白のなかに﹁剰は誰を一番偉いと魁う

二木私は毎朝︑子供によく話しているの

︐勝部二木先生は︒

るんでくると思います︒

著淫というものはございません︒

吉岡替津は出来なかったが︑ちつとも困

みんな平等の醐念をもって︑女中をしながら

りませんでしたね︒

どっかのお嬢さんのように錦紗をきるという

いといっております︒それについて今朝も私﹃

は話したのですが︑人間はちゃんと何をする

ような莱持はない︒

吉岡ちゃんと兇悟があるでしょうから︒

横川やはり一番大事なことは︑人間は誠

達を御幸覧になって︒

勝部奥さん︑いかがですか︑今の若い人

ばならないということを申しました︒

いる︑それで何かお手本というものがなけれ

にもお手本がいる︒手習をするにも教科書が

は昔の方が楽だったといいますが︒

︲割田分に雁じたことで⁝⁝︒しかし生活
吉岡気染なものだったですね︒

割田金の心配をするということがなくす

吉岡私は兄が三人東京に出ておりまし

が大事だと思います︒それに忍耐︒それだけ

んだ︒

て︑私は六回︑次の兄が七卿︑その上が八回

吉岡気がせっかちですね︒

いでしょう︒・

勝部日本人は全罷としてねばりが足りな

と思います︒

エつがあったらものどとは成功しやしないか

温故知新ということ

これが一カ月の畢斐です︒

急勝部最後にこれから日本をよくしてゆか
︾て直すに大事なこととして︑何かさっきもつ
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新しい職法について所感一二

宜しい︒其諜は依頼者が見ても差障りのないことが判る篇めであるか

ば︑書面なり或は名刺に簡蝦に用件を記し︑之れを封筒に入れて渡す

らである︒

のは普通であるけれども︑封筒は糊付げせずに披封のまＬにするのが

佐藤恒二

又依輯者が入畢就職等に開し紹介のお蔭で成功したと恩はれる時は

量曾稽法研究調査委員曾で溌刊された﹁新しい濯法﹂は︑新時代に

る︒然るに世間には往々何の沙汰をしない横着者があるが︑之れは充

勿論︑不成功の場合にも事後紹介者に封と﹂一片の挨拶をすべきであ

ては︑溌告に接した場合に︑前以一﹂玄開番なり取次の者に言ひ含め置

告して諾否を知ることが双方好都合ならん︒而して主人側の心得とし

未知の仁は無論︑然らざるも先方の牙分次第では︑往訪の日時を溌

︵二︶訪間

分悔むべきことであらう︒

於ける日常生活より︑世間に出入する凡有る場合に︑吾人の心得べき
たものだけあって︑油に近来の良識と一潰三歎の外なく︑之れよりは

稽儀作法を読述して詮瀧なく︑流石はお歴々の衆智を集めて編墓され
座右の好伴侶として珍重したく︑此意朱に於て貴曾の芳情に向って感
而して個人道徳については︑我邦では幼時から賎といふ風字を作製

謝する次第である︒

石黒家には来客溌定帳が据へつけてあって︑資に行届いたことであ

る限りで二一を塞ぐれぱ︑故布黒子爵や徳富蘇峰叩翁の如きで︑殊に

き︑本人が乗れ嬢主人に収がず直ちに膳接所へ導き︑然る後主人に申

遠足やキャンプに於ける飢脈振等は︑寧ろあまり注意されなかったや

した程薩儀作法を八ヶ間敷仕込まれたもの人︑公衆道徳に閑しては︑

うにも恩はれる︒それが近年にな２Ｌ除程改善されて来たのは喜ぽし

る︒迂生は多年蘇峰翁︵絵戦後頑蘇と改暁︶の春顧を蕊れるが︑翁に

告する事が贋明であり︑訪符に好感を典ふるものである︒愚拙が知れ

い現象で︑資例を申せば混雑した電車内で若い青年男女が老人に席を

例へぼ公樹で花を折ったり︑汽車電車内で紙屑や果物の皮を捨てたり

譲って呉れる篤志の人が出て来たのである︒

で︑曾て其秘訣について教を乞ふたところ︑翁は破類一笑しつＬ﹁格

は屡々韮となり叉客ともなったが︑翁は資に主上手Ⅱ客上手であるの

上述の如く本書は能く詳摩細を悉してゐるが︑世の中には禰の牧獲期

に相富の落穂があるやうに︑叉章狩に一巡した後に︑復振り返２﹂見

して濃調に失しないやう有りの催とするがよい︒叉客たる時は亜て遠

別語る程の事はないけれども︑主たるときは極々淡泊でありたく︑決

客を長時待たしめぬことが切要である︒

次に時間の厳守と︑用談は最も簡単とすべき事︑又主人としては来

ある︒

慮せず︑座席や飲食も主人のいふが艦に行動するが宜しととの事で

ると若干見出すことが出来るやうに︑卿か蛇足を添えて大方諸君子の
一条に供せんとする︒同より前後もなく順序もなく︑恩ひ出づるまＬ
に記載した次第である︒

︵ご紹介状
或人から知友の某氏に面接したいから︑と紹介状を依頼された時に
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序手ながら簡単な川件にて訪問する場合は︑外至は着のまＬで一向
差支がないのみならず失濫ではない︒但し主人から﹁何うぞ外套を脱
︵四︶路頭歩行時

が︶︒

知友と同行する時には︑相手が身上ならば自分は其左側として歩洲

でも敬意を表する意味で之れに徴ふこと︒此事は欧風であるけれども

を合せる︒叉同行の知人が脆幅挨拶すれば︑先方は自分には未知の仁

いてゆっくりなされ﹂といはれＬぱ其時は格別である︒

︵三︶凶事に際して

是亦舎短取長の一端として心得可きであらう︒

近来家に凶事が渡生すれば︑通知には黒枠の西洋封筒随びカードを
用ひ︑叉弔問曾葬には帽子や腕に黒布を巻くのが迎例とな２﹂居るが

妓には光づ和洋を比較して見る︒

︵五︶贈答の事

甲︒古来我邦に於ては人に物を贈る場合に︑包み紙のまＬ叉は被紗

一方悔状には多くは日本流に巻紙封術を川ひ︑殆んど全く黒枠をつけ

は黒枠をするが常識とな２﹂居り︑香莫包には黒水引を慣川して牌る

を渡揮し︑一面受ける側では一︲何だか存じまませんが悉くとか﹂︑﹁兎

風呂敷にて包み﹁誠につまらぬもので失橿ですが︲一と謙譲の美徳︵？︶

ない︒尚ほ名刺には是亦黒枠を川且﹂勝らぬやうだ︒共他新聞巌許に

混渚し耐かも世間では一向怪しまないのは何うか︒元来黒枠蕃川ふる

を握るでのお言る︒︵昭和廿七年三月識︶︵特別愈員・欝畢伸士︶

次に答燈としては長者若くは平交の者に封してば︑同等心至較々劣
れるものでも差支ないが︑月下に向２Ｌは同等以上とし場合により金
銭とするも差支がない︒
乙︒西洋に在ってば全く反掛である︒即ち贈り先を訪ひ﹁斑下に何
か推呈しやうと憐心した結災之れが雌も適切と魁って持参したと差出
せ嬉掛手は一︲之れは御丁寧御親切にと一瞬し−１では拝見をお許しド
さい﹂といひつＬ包から品物を坂出し︑一見して喜色満面眼を丸くし
﹁資は懲てから所望して居ったもので︑難有頂戴します﹂の先方の手

である︒

る︒要するに贈拠は物よりは精紳に在るので︑先方の浦足を得んこと
は到底剛難であるから精々我方の誠意を汲んで貰ひたいといふのであ
る︒叉糎輩に封し一﹂は品物よりも金銭の方が便利の事もあるのは周知

や鮭などが一三一粁盟廻しとなることすら珍らしからぬは笑止干恵であ

も角御厚意に甘へて﹂とか謝辞を述べるのが普通であり︒中には到来
物と理りながら差出すは術ほよいとして︑包紙の裡に己に他方から贈
られて其人の名刺を入れた碓添へてあったり︑甚しきは歳暮などに鴨

斯の如く枕近では通知は洋風︑弔辞弔状には和風といふやうに和洋を
ことは︑西洋洗であるから︑之れに卦する鵬答にも和風でなく欧風に
微ふとすれば︑矢張り黒枠封筒歴ぴカードとすべきではなからうか︒
左すれば弔雫河の文句も洋風によ２Ｌ﹁量家の御不幸に際し︑深甚なろ
弔意を表す︑云々﹂と黒枠カードに認め器名上﹂川すとしては如何︒
両洋には斯様の文句を印刷した出来合の品がある︒
稀冗長に失するが︑老生年来慣行の仕方を略記する︒婆心ながら︒

平素黒枠名刺を調製し︑叉黒枠カードを川意し満き︑弔問鮮葬に此
名刺を川ひ︑悔状としては或ば恥に此符刺に謹弔とか敬弔とか記入し
或はカードに弔辞を認める事とする︒叉旭父母や見孫には親戚や泥懇
者は格別なるが一般には共迦知がないと恩ばれるが︑其可否は姑く措
き︑此種の通知を受けた時に放人は多くは未知不識であるけれども︑
太り通共艦にも放置出来ないゆへ︑斯る場合は右の名刺を用ひてゐる︒

次に街路上葬列に逢った場合には︑欧風に従ひ未知無縁の者であっ
ても︑足を留め脱帽戦魁するがよからう︵第八草道路の七と飯複する
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道徳教育について
二

第二の青少年の行儀作法への無関心は︑技に遇はれて子供の面倒を見られないため︑子

キー怠るなど主ことに目匡あ主ろものがある︒をしたりすることが起ったりする︒親は生活

どの際における牙勝手な行動などで︑杜曾生こともある︒

等の凱暴な言葉ずかい︑絞橿︑乗車や入場な供が野放しになり︑思わぬ罪を頭ねたりする

ては︑例えば胴親や教師の教えに封しても批とにかく不健全な杜曾の風潮をさす︒青少年

第三の他人の言説に封する態度の鍵化とし流行とか卑俗な見惟物や不良雑誌の横行とか

活を非常に殺風景なものにしている︒第二の杜禽的臓囚とは︑パチンコ︑競輪の

二︑背少年道徳低ドの原因は何か

い嫌子である︒甚だしい者は親子は平等であを別に悪いことだと思わなくなる︒

側一的であり︑一理窟これなければ鋪がすまなはこれらに同化されて︑これらにふけること

持から︑親や教師の指導に快よく従わないも峡脳とか︑噸親叉は片親を鉄く等のため︑養

るからとか︑師弟は平等であるからなどの気第三の心理的臓囚とは︑戦災に蕊く精神的

以上のような現象が︑青少年の道徳低卜ととなって︑︑家出放浪し︑不良の行罵を竜ねる

いわれる主なるものであ電と思う︒これらをなどである︒

のもあるほどである︒護がゆき画かず︑ひがみを生ずるとかが原因

こまかく分析して︑その淵策を立てることが

要な問題となっているが︑その現象や原因を
大切であると思う︒畑てこの問迩をこの立場

二誤解して賎などをおろそかにするとか︑子

右にのべた青少年の道徳低下の原因は何で供は自由と放縦とを混同して放縦を無とし

あるか︑私は︑次公四つが照猫で︑叉は二つ以親や教師の指導を軽んずるなどである︒

上が綜合されて︑原因となっていると思う︒三

３︑心理的窟因坐︑思想的原因︲にしたが︑これをもととして︑青少年を這倦

１︑糎済的傭因２︑牡曾的原因以上道徳低ドの現象とその噴因とを明らか

第一の糎済的原因とは住居や衣食の不完全化する方策を立てると次の四つとなる︒

や不和が起ったり︑小使銭の不足からぬすみ２︑吐曾風潮の健全化

叉は不足である︒例えば住居の関係から不倫１︑糎湾の再建

第一の青少年の不艮化︑特に犯罪的傾向は

化

３︑青少年の他人の言論に封する態度の菱

２︑青少年の行儀作法への無関心

１︑青少年の不良化︑特に犯罪的傾向

類することができると思う︐

私は青少年道徳低下の現象を次の三つに分

で取扱ってみたいと思う︒

念頭において︑その陳因を探究し︑その指導第四の思想的原因とは︑例えば︑親は子供
の方策を立てなければならないと思う︒を規律に従わせ為ことは民主主義に反すると

策︑すなわち道徳教育の振興が世人の間に請

最近︑青少年の道徳の低下によるその向上

三︑背少詑通徳を向上させる方策は何か

のがあるか

一︑青少年道徳低ドの現象にはいかなるも

悌

例えば藤本佐交事件を始め︑これに類する事

）

（

●

件は数多くあるし︑賭博︑窃盗︑喫煙︑通畢

、

岡

３︑保護施設の充黄
４︑道徳教育の徹底
塘一の方策は︑政治蒋癖の問純一であるが︑

闘民一般の牝宅問題や衣食の問題が一日も早
争

く幌央し︑これ等の不完全又ば不足に蕊く悪
が世の中から姿を消すようにありたいもので
ある︒これらが充たされるようになれば︑雨
親も子供の而倒を見る齢婚もでき︑子供は次
零に善良になるであろう︒

溝二には吐曾風潮の雌令化である︑前述の
糎満の押建ができれば︑競輪や．︿チソコなど

の俄倖によみ金儲けは︑次第に仙人の関心か

ら遠ざかるに至るであろうが︑政府当局や折
聞雑誌関係者はかかるものを杜曾から蝿穂す
るよう努力すべきである︒殊に不良な見世物
や不健全な漬物は一日も早く杜曾から追放し
たいものである︒

講三は保護施設の充資である︒背少年で犯
罪をおかす者の甲︑楕神薄弱者とか︑孤兇で

列年は以上で恕含を経了するで手響ｏが︑本

︹二十六頁よりつづく︶であろうか︒

年は第六代目２密長として新たに酒排含混

よくなるためには︑お互が家や杜曾の規律に
従うとともに︑更に積極的に家や杜曾をよく
するために工夫し︑はたらかねばならぬ︒道

を迎へたので︑多数含員々布望もあり︑午後

以上概論的にのべてきたが︑われわれは道

とにする︒︵一九五二︑五︒一○︶

があったことを︑附記して此の記事を総るこ

一歩の線含はまあ上々のものし﹂言を︑へきもの

我等の意蕪を示すものの悪があって︑樹立第

り︑何となく此お伽に燭立国日本を迎へての

了︑然も天候には恵まれ︑出席者は多数であ

の第五十回定期継曾の行班も︑滞りなく終

謝に私へない︒︹口緒参照︶かくして盛り津山

樵牡曇り厚意により記念撮影をした︒共に感

くであった︒更には席を別にして︑これも東

興霊きい賑かさで︑雑ｒし今匡のは証に九時近

除興竿が飛び出すといふ有様で︑和裁然々︑

充分とて河服文敏氏等の含畏や本含を脱する

により︑ビール二十本の追加等もあって酒も

に東僚倉館耽長本命々貝束催卯作氏の抑修志

述今へられ︑次で酒井念長より謝辞があり︑殊

し︑下村副曾長より︑酒井彦曹長歓迎の挨拶を

多数で︑中々盛含であった︒先づ淵含に際

シリと詰まった行率堂彼れも見せず︑出席者

井念長歓迎街を附くこととした︒朝からギッ

流時牛より麹町牛職門の束陳含館に於て︑酒

徳教育は先ず朕によって規律を守る習慣をつ
はたらく心僻えをつくるべきである︒

くり︑生活の指導によって家や杜曾のために
道徳教育の場所としては家庭と皐焼と吐曹
がある︒この三つが協力するときに初めてそ
家厩教育︑特に子供の就畢前の教育におい

の蚊果はあがるのである︒
ては︑他律的六峡に請鮎をおくべきである︒

小躯筏も家庭と協力して職を軍帆すべきであ
シ○．

中堅雄高等畢桟にお陰Ｌは︑峡の教育を軍
覗すべきはないが︑それと共に︑生徒の生活

を指導して自律的に家や吐曾のためになる
牡曾における道臨教育は大人を教育して立

はたらきをなさしむべきである︒

派にし︑それを通して子供をよくするのであ
る︒大人がよくたらなければ子供は決してよ

ある︒相常の年輩の者では住所不定とい瑳可者

徳向上のためにたみの持場にお堕﹂自己の寅

くならない︒

が最も恐ろしいと忠句・これらを保護し︑住

任を典すことが犬切である︒かくして始めて

保護者がない者Ｌ︲一かの教は相岱に争いようで

居を典え︑手に職をつげてやることば極めて

全鰐がよくなることである︒︵完︶
︵螺立川越女子高竿畢校長︶

第四は道徳教育の徹底である︒家や吐欝が

・大切なことである︒

︑

ｚ

ｑ⑩

／

︑

○一

−

自慢の一つであった︒その三人といふのは一

その時の教え子から三人の宿士が出たことは

い頃大分濡不汗中署に敦年桟長をしてゐたが

ろくないと言はれ︑所謂外交官タイプの全く

有たないが︑彼の無口で︑笑ったこともろく

たことがあった︒記者ばその外に何の交渉も

いて﹃その心持キこよなく葵しいものと感じ

断りも出来ないので−たどと話されるのを聞

で忙しいけれども︑先生からの頼みなのでお

その途中︑頑光さんは︑﹁旋江先生は私の先生

として︑一記者は床夫さんにつ陰︲一は一つの佳

何となくゆかしいものがあった︒それはそれ

偉風堂為たるものがあり︑その受ける感じは

した事は一向に頬らないが︑見掛けたところ

初夏閑筆

人は禦出副武元大将であり︑一人は重光葵元

見られない壷光さんの印象は︑今でも美はし

数年前に亡くなった贋江前本禽主事催︑若

外相でり︑他は俊才堀悌吉元牢蒋である︒一頚
いものがある︒

んから深山の俄金を相讃した︒そと﹄月賦で

それを返すべく約束したのださうである︒と

︑︑︑

ころが官吏生活皇﹂月給から支挑ふ一﹂とは存

易ではないから︑桐の下駄は一切はかず濯服

その承光さんのお父さんは︑木杵？の郡長

と積いたといふことである︒そして遂に原内

なども調整しないといふ質素の生活が何十年

日︑夫人が五シ紋に仙台午︑零．々をば脱され

稀に見る英才覇︵ロンドン曾議の箪務局長の責

孟光郡長は︑﹁自分の使って居た者の不始末は

のだ︑こんなものが家にはある筈はないが︲｜

た︒床夫さんはそれを見て︑﹁これはど裾うした

閣で初めて内務大臣となった︒そこで各開係

一に自分の責任で︑その者を罰すべきはなど

といぶかると︑奥さんは一︲何れは今日のやう

さんであったさうであるが︑それは多分明病

といって︑何かの折にはよく曹食たどもされ

といって︑一切の私財を整理されて損金を埋

方面へ御潅に出掛けね岐ならなくなったその

六平洋戦雫の風雲急を告げるといふ少し前

いふ︒それがために重光さんは大畢を出られ

合せ︑部下の庭罰を免れさせた人であったと

の中葉の頃であらう︒所が部下に富痔の金Ｃ

のこと︑富時軍光さんは駐英大使であったが

て作２Ｌ置きましたものです﹂との答へに︑

なこともあるかと思って︑資は内蒜で無理し

数十菖圃を黄ひ込んだ者があった︑ところが

急な飛大要件で本閣政府と打合せのため米剛

夫妻共に涙となったといふ︒そと﹂数十年の

ったさうだ︒此の三人は匿江さんを先生ノ︑

極由で蹄閣された︒︵そしてそのま比蹄任され

たものだといふことである︒この孟一光郡長の

る迄他人の援助を受ける程の苦畢ぶりをされ

うちに立派に借金も返して了った︒かくして

握さなどを話されたことがあった︒その時記

で苦境の中にも泰然自若︑冷静そのものの力

の欧州の状勢︑殊に英閣が富時柵乙との敗戦

政治家としてどういふ貢償の人であるかそう

と一度或る曾で曾食をしたことがあったが︑

爺の交際を有った開係で︑故床爽竹亥郎さん

§叉記者は代議士の古豪故荒川五郎さんと多

が父の借金のため一生苦しんだので︑子供に

に遺産として何一コ譲るものはないが︑自分

を畳ろと︑令息を枕頭に呼んで︑﹁俺はお前達

その後床夫さんは病ひが壷くな２﹂臨維近き

中キー漬江さんの頓みで木曾に雲乗られて︑常時

ることがあった︒

ぬうちに太平洋戦零となったが︶その忙しい

韮談は記者の記憶にコピリついて離れない︒

任で中蒋で退職︶聖山さんは努力型の人であ

秀才︑首席に維始したものであり︑堀中好も

話を知ってゐる︒それは︑床女さんはお父さ

光さんは﹁東光三兄弟﹂といばれて︑何れも

者

者は常時の番町のお邸へお迎へに行ったが︑

（型〕

記

はれて了ふことかも知れない︒部下の不始末

建思想とか︑頭が古いとか︑馬鹿だとか︑笑

であるが︑アプレの人達からは︑或はやれ封

頭からは︑立派なことだと胸を打たれること

た一﹂とは︑一記者などのやうなアバンゲールの

東光郡長にしても床次さんにしろ︑かうし

とである︒

けがせめてものこし﹂だ﹂と言ばれたといふこ

に借金だけは還さないで済んだから︑これだ

傭金は還すまいと思ってゐたが︑幸にお前達

やうに恩はれ︑詔ふ所の進歩的な︑新らしい

もこれまでの道義といふものに安心感がある

を以て渡るには︑封建的かも知れないがどう

も知れないが︑この此の中を安心して親しみ

か︒世の中は法律さへあればそれでよいのか・

は自分が馬鹿なのだと割念することであろう

の者は何時も馬鹿を見ることとなるが︑それ

よってそれが出来ない者もあるとなると︑そ

それでよいことかも知れないけれども︑人に

付けるらしいが︒それはお互がさうし合へ砿

理とか責任とかそんなものは封建思想だと形

借金しようが世話になって恩にならうが︑菱

のはない︑自分も子を育ててこれも帳消し︑

んで蹴った牙ではないから︑親がどうのかう

意も得意も人生の常︑生んでくれと願って生

世は世話になりつＬ︑世話しつＬ帳消し︑失

しさといふことば言へるのでばあるまいか︒

情味︑親しみといったもののない世間のさび

済ませば立派に済むものの︑然し情味とか温

であるが︑かくすべしと云ふ法律はないので

これは世間誰もが大小は異っても漣験する所

なのでせうか﹂といったといふ話があるが︑

てないのを淋しいと忠ふのは︑望む方が無理

って随くことは嬉しいことだが︑それが絶え

︑

ぶいて退任しさへすれ嬢責任は果したことで

などは﹁何一寸したツマミ食ひだよ﹂とうそ

れも御尤ではあるが︑そしてこれは推歩的で

が自由︑平等の世間さといふ道理の世間︑こ

借し下されをすれば人にも倒されるで渡るの

況足の身丈に足るや足らずで︑嘗て大政友

あり新しくはあるのであらうが︑どんなもの

ことにはこの鮎不安なものがある︒

ないし︑或は今日の法律では返すなどといふ

生前は門前市をなして有象無象が御利益にあ

曾を背負って立った知慧者検出千之肋さんが

あり︑親の借金などは子供の知ったことでは

古い者は到し方のないものだが︑記者などは

であらうか︒これが湧人の初夏談議なのであ

義務などはないかも知れないが︑どうも頭の

づからうと出入したのに︑その妬んだ後は多

昔でも正直者はよくｊ︑懲りに懲りて︑﹁人
を見たら泥坊と恕へと﹂言ったといふ︒叉純
情な人は哀しくも﹁兄弟は他人の始め﹂とい
ったといふ︒共に淋しくは言ひにけむかもで
ある︒昔でもかうであつた︒目標の全く拠っ
た今日の新らしい迩歩的？時代に︑純情家や
正直者の歎きは富然である課かと自ら慰める
と共に︑自らの信催を疑ふのも御尤であらう
か︒Ｑ九允二・雁・二流︺

る︒

どうも責任といふものをかのやうに何よりも

二階八煙の間借り生活になるや︑誰一人御儀

大の負依のため本邸を形付けて︑遺族四・人が
雄伺ひに来るものがない﹁未亡人は一︲何も物

大切に老へることと︑その行ひといふものを

質的にどうかうと老へる課ではなく︑た壁横

こよたき頼母しい美しいものとし︑中々自分
て出来るやうな人間になりたいものだといふ

達には容易に出来ないことながら︑何とかし

田の生前は多少は世話した人もあると恩ふの
１︑ないが︑たまには﹁どうしてますか﹂位

に︑それもその恩をどうかう恩ふ課でもさら

風に考へるのである︒

といふものは︑公金であらうが何であらうが

は言って此の方面にでも来た序でにでも立奇

今日自海新しい考への人々︑進歩的な人奄
輩ひ込んで悪るければ職を退けばよい︑人に

〔25）

五十回の定期総含である︑酒井育長の式誹朗

も米固の御捷助を乞うて居らる坐課のもので

肖分脚衛の途を講子るのは樹然で︑何時まで

勢から見て︑一画心濁立浄一保誇するために︑

第九陳の躯備心問題であって︑今日わ国際肢

禰に封して︑︽曾員駐代表して鈴木仙松氏︵千

はない︒然兆輝沸的に見ても︑米幽兵に信頼

かくて午前十一時となり︑これより愈々第

葉螺東部支含員︶より衛長の訓示に封し︑そ

して剛を誰る狸川のことを思へぱ︑決して並

日本弘道含第五十同定期

本命第五十回の定期納含は︑阿月二十七日

の趣旨を慨して時局重大な時に際し一層の努

荷ではなく︑然も自国兵のみがほんとうに自

総曾の 記
︵日︶午前十時から︑本念館地階含誌室で開

力を致すべく答辞を述べらる入所があった︒

図の頼みになるとなれば︑憲法は改正して自

絵って酒井含長議長席につき︑割田主事の読
明によって︑昭和二十六年度の決算︑昭和二

衛心軍隊を有っことは誠に常然であると云々

乃日もどうかと案じられた妄﹂とであったが︑

折よくも晴れて︑文字通りのよき群葉日和と

十七年度の溌算につき︑報告し︑一同異議な

ぐこととなった︒此の所兎角雨天が多一く︑此

なったことは何よりであった︒

一痔より講演さる筈であった法畢坤士渡遥銃

り︑聴き足ることなく残念であったが︑これ

行事の時を食い込むの・で︑まだ充分話し足

より厩問もあり︑既に三時を過ぎたので次の

と満々約二時川にも及んだ︑四︒流人の人を

職氏が︑突然止むなき事情のため講演が不可

これより謹食の溌定であったが︑本日午後

く之を承認した︒

定刻よりも鞘後れて附曾︑先づ例によって

能となり︑零時五十四分上野菱で幅島蛎へ出

酒井念長の祭詞朗讃︑次で奈図支含長代表と

故正副含握︑及物放念員各位の年祭を行ふ︑
して︑埼玉螺豊岡支命提繁田武平氏の祭文明

蕊する前の寸痔を利用されて拝に立寄られ︑

下村毒一氏とそれぞれ玉小捧典があり︑之を

食とした︒

れることとなり︑之を一同聴き︑それより謹

今日講演すべく選定した項目を翠げて誘明さ

も西村先生が本含を刺立された明治初年の柑

をした︒含祁が蕊去されてより華に五十年然

に含祁西村先生の墓参をなし︑恨堂にて法要

午後三時過ぎよりは︑本郷林町養源寺確域

にて打切ったことであった︒

として西村幸二郎氏︑命員を代表して副酋長

讃があり︑酒井曾長の玉串捧典︑遺族の代表

以て式を雑了した︒それに引績いて弄昌祇賀

と相似たことが痛感され︑﹁先生をして今日に

時の図家の状勢を恩ふとき灸く本含創立の頃

あらしめば﹂の感が誠に深いものであり又図

家濁立の第一歩の本年の感塩と相侯ご〃﹄寓惑

交々胸に迫るもりを禁ずることが出来な略

士渡遥銃蔵氏の講演がある筈のところ︑突然

如く﹁図際状勢と再軍怖；一の題下に︑法畢坤

午後一時からは記念講演念である︒前述わ

式に移り先づ酒井含援の覗誹朗讃を経って︑

記念品の授輿である︒本年Ｄ該常者は︑狩別
含員藤原銀次郎︑同山崎延吉︑同河野省三八
同和波豊一︑同藤原楚水︑元職員景山丘盛の

不可能となった︑で︑同氏の推薦で︑・元東大

のが︑今日の一致した我冷の考へといふもの

図家の前途多端︑︑我々の責任愈々重大し﹂いふ

六氏であったが︑常日出席者和波︑藤原︵繍楚︶

教授経済単博士田遥忠勢氏が︑同じ題下にて

の二氏にのみ酒井念長より記念品を授典さ
れ︑毒昌者を代表して和波豊一氏の答燕かあ

よって︑第一に問題となって来るのは︑憲法

講演さる上こととなった︒凋立日本の賞現に

︵以下二十三頁へ︶

って式を閉ぢた︒
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弘道詩林

／

三好凌石選

○寄内円静甫潅山箕輪直︵茨城︶
℃込込い︑ ︑ 辻 ︑ ︑ ℃ 舎 迅 も も Ｅ Ｏ ○ ︒ ︒ ︒ ０ ０ ○ ０ ○
訓導勉来鐘有年︒交遊翰盤也随縁︒襟峻自典春風好︒気格惟
０○○○○○○○○ｏ○○○○○○○Ｏ荘℃℃℃Ｅ︑
裡︒自適悠悠慕古賢︒

︑いい唾︑ ︑ ℃ ︑

万仙骨全︒練紗陛湖千頃底︒説炎波岳寓尋顛︒知飛退隠剛棲

︵評日︶敦厚︒粂符比興︒怖致景象︒一荊令人有接其風格之想︒

○途春悪粥兼坂︑軍︵千葉︶

︑ＥＥ＄Ⅲ芯Ⅱ芯込Ｌ℃正︑Ｅ○○○○○０．○○Ｏ

○○○Ｏ
擢叉桟赤︒

︲○四月某日山林命同席上偶拍

移山寺島慶一︵千葉︶
恥℃︑℃℃︑℃ＬⅢ︑℃℃︑℃○○○○○︒︒○○Ｏ
０○○Ｏ

山林劫後感猶新︒且喜樵蘇再含春︒緬樹偏期百年計︒履仁誰

︵評日︶浦疎︑所謂仁者楽山者︒

作楽山人︒

︑００◎０○○○○口︒

○春日偶成撰洲西春彦農演︶

も℃℃︑芯Ｅ︑℃℃ＥＥＥ︑

妙華金子光和︵横涜︶

嬰花欲綻間非塞︒細雨輔請柳挑欄誹本牧豪逢芳革裡︒柴門無

︵評日︶風韻自佳︒亦恢吟情︒

○Ｏ○○
客封畑瀞ｃ

○加治先生廿三回忌辰賦箕

︒ｎ一○０○○○○ＣＯ００○○いもＥ︑咽︑℃℃殖Ｌ

〕

〔

細雨濠濠路絶塵︒礎花紅溌緑陰新︒鋤魂何庭猫含恨︒府血盤

○州鵬蚊龍唐津躯次郎︵横漬︶

︑︑砥晒
鋪慰剛魂︒

幸祥妨沸自淵が︒識忍追懐記涙痕︒二十三回忌辰夕︒焚香加

○斑草間氏新築如雲慶野庄作︵茨城︶

︵評日︶前半情深◎後半語浅︒追蒋撫今︒一讃懐然︒

︑︑℃芯込︑Ⅱ︑︑Ｅ︑︑・心砧○○○○○○○○○○

束望波山北絹川︒玲琉岳雲遠凌天︒欽飛卜築清閑境︒高屋平

︵詳臼︶筆致平織︒一塊幽閑︒寓僻宛然︒

Ｃ○○Ｃ
安寓善全︒

○八鶴湖瀕撰夏村田中和三郎︵千葉︶

︑Ｅｂ︑も︑．皿︑︑︑ｂ℃℃お○○○００○○○○Ｏ

着似護固︒

○︒︒○

柵混撰雲八秘湖︒掠山廷水鳥相呼︒花光只引人陶解︒怖景端︲

タ

︵評昌︶景致可撫︒吟興自深︒

｡

︵評日︶訓致礎蝿︒猶有無綿之情︒

○○○○︒○○○○○○００００○○○○００○○Ｏ
持罪手術衣︒

︒ＣＯ○

鋲日無人叩竹馬︒郵窓登暗剛罪罪︒牙簿不識招蝿笑︒澗自題

︵評日︶府温︒一結削畳詩人胸中無碍者︒

○春望鶴水高地七郎︵千葉︶

正殖︑．＄ 箔 込 ︑ 私 ℃ 弘 ︑ い ︑ ︑ ０ ０ Ｏ ○ ０ ０ ○ ○ ○ ○

東風蝿鵬帯晴光︒桃李花開柳色黄︒村場人稀春寂寂︒高歌己
○○○○

断野雲長︒
︵評日︶二一階蕩︒三四茶涼︒吟筆可親︒

○夏至有隣菅谷徳次郎︵宇都宮︶

︑ＥＥ．︑ ︑ ︑ ︑ Ⅵ 芯 ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ Ｏ

此日進涼涼不随︒炎蒸室引望雲思︒蝉緯只有動高興・正是蛎
○○○Ｏ
陽修景時︒
︵評日︶淡雅︒情景兼到︒風融可飛︒

〆

○悼増田弘堂詞兄畔水飯田雄肪争天城︶
ⅢＥもＥ︑ｎ℃ｂｈＥ︑℃い︑○︒︒○○００○○○

同望祁交慕古賢︒育英相働巳多年︒何固計報俄驚我︒欲弔幽
○○つ○

魂涙籍然︒
︵評日︶談格端厳︒哀惜之情︒溢子楕表︒

○次武本沙鴎先生八十自述瑞韻

香城菅谷敏夫︵千葉︶
︑︑牡ＥもＥＥ︑︑℃℃︑︑︑︒○○００○○○○○

凌少壮時︒

○０︒Ｏ

八十高齢園可醤︒常勝仁術不誉私︒知君毒幅何其厚︒老素描

脳︑心︑ｈｂ︑恥℃︑︑℃とじ００○０○○００○○

醤術名弗天下馳︒体家志業不曾移︒平生別有長生訣︒吟輔悠
０︒○Ｏ

０○○Ｏ

００○○

酒蕊幽情︒

︒○○Ｏ

落花無影午風睡︒満地青苦雨後生︒知是逢春如送客︒股勤把

℃︑︑ＬＬ℃︑Ｅ︑屯Ｌ℃︑︑○○○︒︒○０ＣＯＯ

○途春雲石村田一雄︵利奈川︶

︵評白︶平易之語︒亦可以篤詩︒一二平濫︒一二四清疎︒

朕有高名︒

︒○○Ｏ

刀圭界裡以詩鴫︒呪又文章博好評ｃ欽仰春風介眉毒︒仙齢八

℃ＥＥＬ︑＄ＬＥ︑強旭ＥＥｎｏ００○○○○○○○

○賀武本沙鴎翁八十等石崖林庸之助全︲喜

I

○謡竹自題篤新築商壮作飛川樋口砿累京︶

︵評日︶奇瞥︒随園有別梅如別枠之句︒腫惰相似︒

○○○○○００︒◎○○○○○○○○００Ｏ

︵評日︶浦健︒筒有風人之旨︒

湘南数竿竹︒凝翠侍佳賓︒筆底清風起︒高標憂玉新︒

○題鍾埴圃凌石三好寛

眼光畑畑黒衣冠︒一難躯魔剣影塞︒

誰識明皇卜雲夢︒千秋誠作蚕岡看︒
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然風月随︒
︵評日︶謝籍有味︒前首老健︒後首雅淡︒斤量相常︒

○述懐︲祷翁菅野三郎治︵禰島︶

芯︑芯︑ⅢＬＬ五︑︑込︑︑込○○○００○○○○Ｏ

教育辛勤四十年︒晴耕雨読億先賢︒齢超八十身堀健︒自迩悠
悠甘瓦全︒
へ評臼︶剛而健︒営想自適之境︒

○毒成瀬竜二兄古稀立峰請膝一二︵富山︶
︑Ｅ︑︑︑Ｅ︑込込埴Ⅲ西ⅡＥＯ○○○○︒︒００◎

○○○

葉︶

誠地︐一賀鰐温敦︒七十春秋志尚作︒戦後辛勤能自捲︒郷人威
︵評日︶坦然︒三四清逸︒

慕徳鐸尊︒

○贈三浦英蘭女史霞軒鵜野英治全︲
︑︑℃︑ｂもも︑Ⅱ︑℃ｂ℃︑︒ＣＯ○○○Ｏ

己洛陽陣ｃ

清容如鶴帯春研︒閏秀猶看志節全︒絶謹詩書兼書好︒ 才名早
○０○○

I

秀逸

弘道歌園
割田斧二選

〃○正夢禰島蝶涜名博綱

人並に食箔加て着てみむ望みさへもちてま上にはならぬ世にかも

埼玉螺繁田武平

○本年も宮内臆より御料茶謹製を拝して︑

○古稀を迎・へて？

富山螺斎藤一二

御下命を拝しつＬ二十五年なり今日もかしこみ御所の茶を摘む

人の世の七十路の坂登り来てなほも行く手の道や弘めむ

夢の世の夢見そこねて年こＬに八十路の我や正夢たどる
︵夢多き若かりし時代︑・夢を追うて生きつ上︑いつしか八十路に入

立濫の茶の湯の席につらなりて昔を今に語るたのしさ

斬り刻み棄て棄てられし人の仲もた堂によき日のありしとかあばれ

日のみ影おほひし雲はふきはれてあふぐ高嶺に朝日のぼれり

○時事剖田斧二

○濁立を戒す埼玉螺石川奈美子

今寄又あそびすぎたり願はくぱ我がつみゆるせはしきともどち

ヅポン穿きて羽織を着たる若き日の兄のうつしゑ大掃除に出ぬ

○新潟蝶土田朝男

遠山の見のおだやかにかすみつつ雨とならむか洲さになごむ

○川越市小名木狂辰

亡き夫を職ふ恩ひとも燃え出でて我が胸にしむ緋蕎穣の花は

○秋田市饗田洋子

明日はまた雨となるらし反向の谷津田の蛙鳴きやまずして

○東京都園若莱

野に山に若葉燃え出でて新らしき命愛しもゆきゆく心に

○千葉豚金杉茂穂

○散策禰島市菅野三郎治

○折にふれて秋田市妹尾馬之助

○千和松江市平井常清

り︑今や正夢をたどる老いの身の感慨︑あはれに深し︶

勝は子にゆづりて親のほ上ゑめり腕相撲とる平和なる家

○靖幽抑杜参拝東京都中村徐風

︵ほ塁ゑましき家庭︑この枇曾もせめてかくはあらまほし︶

新みたまいつきまつりて靖図の花は色香のいやまさりける
︵榊の心の自然にも通ふと感ずる︑これ作者の至情である︶

○茨城聯蕗田一人

筒烏の田越の山に鳴くききて陸稽播き急ぐこの夕べかも

○山に松苗千本を植えて千葉蝶鵜野秀春
家人とむつみ合ひつ上苗植えて松風聞く日待つぞたのしき

新潟螺波多艮介

○弟より﹁燈火﹂なる書を還られて

ものごとの明るくなれと瞭火てふ文や透りしはしき弟

○五月雨宇都宮市菅谷徳底

さなきだにしめりがちなるこの我をなほ堪へよとかさみだれの降る

○我が図の猫立を喜びて千葉螺菅芥義太郎

○現世相千葉蝶兼坂秀嶺

けふよりは大御心を常春ののどにあらする世となりにけり
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秀逸

弘道俳壇
春暁の草津の街の湯操み唄
山彦のさびしくひ堂くわらぴ折り

煙草徐つふと起りたる花つむじ

箱の店に出礎り春募るＡ

越央子選

夜振火のだんＪ１減りて夜の史くる

佳作︑
水浅くおたまじゃくしの逃げまどう

柴撰の大樹が窓に休憩所
ノ

温泉の町をどよもして下る雲解川

照り返す瓦の色や夏めける

草市や苗の名をきく都人
山の壁かくす一樹の若葉かな

盆梅や診察室の廻り椅子
梅は咲き機は誉む小村かな
長き尾根曳ける赤城や梅日和

女の子生れてめでたし松の内秋田古松
老の牙のまけじと競ふ田草坂新潟良介

脆座すれば風かほりけり招魂杜東京徐風
名物のいたこ出島のあやめかな千葉秀嶺

一生の責を果して花見かな

名木の梅折れにけり春の雲禰烏椛翁

毒剃るや鏡に映る柿若葉

ほいろ場にねぢ鍬巻の御茶師かな千葉香峰

藤垂れて緋鯉冥鯉に陽のこぽる

藤波や縫うて賃萱の月上る埼玉狂辰

L

茨城一誠

埼玉白水

千葉丘

九月十五日︵十月雛︶十一月十日まで︹十二月雛︶

︹丈苑原稿締切日︑七月十五日︵八月稚︶

春暁の庭にちらばる樫ぽくり

緒養軒明治のまＡに夕さくら越央子

○

雛陵に五つふへたりこけしひひな

遠つ世の住みかはる代ぞこけしひ甚

尉 山 越 路 梅も散り藁屋明るき雛祭埼玉奈美子

一秀尼越徐

埼玉尼子
千葉茂

角

蕊たての大畦小畦陽に光る
畦塗りの畦叩く音こだまする

城葉玉山京

ひ

茜さす竹林つ堂き辛夷咲く
若葉ふく裏山蓮し鳩の鳴く
短夜や明日の用意の旅支度
春立つや菰荷せわしき港口

誠嶺子路風
南
穂
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､

茨 千 埼 篇 東

−
T

門

△榎本氏逝去︒特別有員︑評議員ゞ榎本善兵

を寺肘さる︑御芳志を感謝す︒

△石川氏芳志︒命員石川奈美子氏は金壷百回

△片口氏芳志︒富山螺射水支含代表片口安太

衛氏は識て脳溢血にて諦誰中︑五月十日逝去︑

努者たりし註︑謹んで哀悼す︒

郎氏は︑第五十同総曾年祭に金五百岡也を霊

哀悼に堪へず︑氏は本酋に開係すること四十

︑五十回定期縄曾に雷り余壷肝同を寄附さる︑

△推薦並委嘱︒今回酒井命長より特別念員に

前に排へらる︑御芳惰を感謝す︒

有除年︑埼玉螺久喜町の名家で同支酋長とし

御芳情を感謝す︒

酒井秋子︑堀田正久︑大橋八郎︑太田一郎︑

△佐野善作氏逝去︒本含狩別含員法畢博士佐

ての誰力も多大なりしを識んで脳意を表す︒

本金昌栗報

清水容恭順の五氏を推薦︑又中村孝也︑河野

△成木支曾講演倉︒五月赤日東京成木支含に

野蕃作氏は︑五月一日逝去︒識んで哀悼す︒

これ︑ことごとく︑遡徳堅固の方々で︑その

↑◎川越市内及市外町村の日本弘辿愈員は︑特

○川越支酋報告

支含業報

を評議員に委蝿せり︒

特別命員勝部憧是氏出張︑﹁獅立と壮称道徳﹂

於ては︑講和記念講演官を聞き︑講師として

省三︑和波豊一︑石坂菱卒︑川島次郎の五氏
△東部支曾六十周年︒千葉蝶東部支含は本年

△山田氏芳志︒特別念員山田鯨氏は本含に金

と題し講演さる・Ａ

創立六十周年に相常するので︑阿月十三日記
なせり︑酒井本含長特に出席せり︒又本命よ

念縄曾を畢行︑物故者慰索祭︑功努者表彰を

△須田氏壷力︒須田陛作氏は此の度埼玉蛎板

参百卿也を寄附さる︑御芳情を感謝す︒

職業とその地位を通して︑誠庇熱心に︑仙の

りは葡旅原顧問︑高木支含垂︑鈴木剛支含長

能町に飯能支倉を設立すべく日下奔走巾︑既

日本幽民粘祁の昂揚︑粂く世の好き模範たる

偽め人の潟めにつくして︑倦まず純ゆまず︑

を表彰せり︒

△評議員富︒阿月二十一日︑畢士命愉に於て

に参百名の入念を見るに至る︒術八月迄に五

も②その多くの含員ゆ職業は多和多様で︑

本曾評議員命を附き︑二十六年度決算︑二十

祇貝︑鍔師︑蕊荊師︑市含議員︑村行議員︑

各種の商業家︑各種の製造業︑農避茶業︑含

△倉組遺墨出品︒流月三︑四︑五の三日間︑

日本大畢に︑日本心理畢肯が開催され︑明治

百名とし︑疑念式を聖ぐる識定である︒多謝

心理畢界の大家として西村含祁の著書及迩墨

△第五十回総曾︒岡月二十七日本有館にて第
同定期総曾を開き︑・年祭︑毒昌覗賀式︑

等出品︑本命より数鮎出品せり︒

七年度予算案を協議せり︒

井含長歓迎命等を以て康念裡に雑る︒

︑講演︵錘涛畢博士田遜忠男氏︶命祁墓

を感謝す︒

光子氏は金参百側を雛前に供へらる︒御

戸氏茶志︒第五十四定期総命の年祭に︑

識力され︑又弘近誌上にも屡々執節されて功

哀悼に堪容工氏は佐倉支曾代表とし︸Ｉ︽多年

代表鑑堅陣士佐藤恒二氏は︑流月十八日逝去︑

△佐藤氏逝去︒僻別含員︑評議員︑佐倉支含

本分達成を期して︑努力輔進遺憾なきを念願

児童委員︑其の他ありて︑濁立国家の幽民の

訓停委員︑小畢校長︑中等梁校長︑榊護士︑

装︑主事︑民生委員︑保護司︵成人及少年︶︑

市の正吏︑村の理事者︑祁職︑僧侶︑公民倣

（31）

｜

村氏芳志︒特別称員西村幸二郎氏は︑第

△芳巾''1△毒縄五
西志戸紳酒含一'一

−弓虫

倍敷にして︑支含設立し﹂︑数ヶ所の道徳講演

五十除人の入含を得︑荷ぼ夏頃迄には︑その

曾貝を得て︑飯能支曾設立を期し︑現に二百

鴎なるも飯能地方に於て絶封多数の日本弘通

◎入間郡飯能町須田甚作氏は現在川越支含所

ある︒

相底はしく︑猫立再興日本の名器ある幽民で

して勇壮菱潮︑貢に日本弘道の精紳と目的に

えない︒

とに国家の鴬め特に世界人類の馬め慶賀に堪

と世界永久の平和とに貢献せらるることは愛

奈幽的に相呼雁して︑濁立日本の国運わ隆昌

昂揚支含の新たに設立せられるものも多く︑

○日本桑幽に豆り各所に倉員増加しその迩義

に堪えない︒

を︑凋立日本閣家の将来の潟めに淀とに感謝

は各曾員の偉大なる功績に基くものなること

読経法要の後︑高木支倉長追悼の詞︑酒井倉

役員並に物故官員九十除名の追悼を誉む備呂

含設立者故渡遥操先生及物故支酋長副支含長

で︑酒井念長殿の覗詞を袷はり︑これより支

の記念行事を開念す︑支含長押含〃挨拶に次

十五分含揚に臨席を請ひ︑支命設立六十迦年

らる︑西雲寺客殿にて暫時休憩の後︑一時二

午後一時五分︑酒井命長殿割田主韮殿来蒲せ

五分よりて之れにて総曾を閉ぢ︑書食休憩︑

の僻を朗読︑浦雌の倉員共場に於て鵡拝︑青

長殿の焼香︑野卒藤平氏含員総代として追悼

命を開催せんと︑そめ意射込み頗る旺盛︑四

昭和二十七年四月十三日桜花鮒漫の下香

にて週悼曾を閉ぢ︑更に支曾功努者の感謝官

柳蝿次兵衛氏迩族を代表して挨拶あり︑之れ

︒○千葉螺東部支曾報告
取郡八都村田部稲荷山西雲寺に於て︑東部支

月二十一日と二十二日とに種々打ち合はせに

含設立六十週年記念絶含を開催す︑午前十一

含開曾の酢︑高木支含長倉務の報告を兼ね所

念品を贈呈して感謝の意を表したり︑此の時

嘉三の阿君に封し︑支肯長より感謝状雌に記

議員宮崎満徳︑小林疑哉︑五十嵐丑松︑徐本

／⑨｡、、

川越支含へ束られた︑同氏は多年飯能変業畢
され︑現在同校の名蕃校長である︑本年七十

佼へ現高等農業畢校︶の経管に大なる力を壷

時雰集︑同二十分より纏含を附く︑鈴木副支
感を伸今へ︑次で野平理事の酋計報告︑鈴木副

に移り︑背佐原支含顧問︑鈴木副支首長︑評

四歳肌者を凌ぐ元鋪で人椎崇高︑今後飯能支
曾の設立と活動とは目疑ましきものあるので

支曾長の深算説明あり満場異議なく之を可決

三氏に封し︑功努表彰状及記念品を賜はりし

泰三︑副支酋長鈴木仙松︑顧問菅佐原源治郎

同地方の矯め愛し一に喜びに堪へない︒従って

山三蕨氏︵支奮最古参含貝悌教研究家︶吾等は

に常りて本含酒井菅長殿より更に支含長高木
此の時局に鑑み愈々弘道の本義に徹し思想の

し︑次で含員の意見及希望等の開陳あり︑平

◎四月中は山田哲司の紹介で入間郡山田村祁

は誠に欣幸に湛へざる所なり︑次で酒井念長

があるｂ

職原唯則氏入含又川越中央公民館主事小名木

韓導に藩遊せざる可からずと絶叫せられ︑飯

閉曾せり︑此の日天候や上不良なりしにより

殿割田主事殿より訓話を頂戴して︑午後四時

国家的牡含的に及ぼす迩徳感化は大なるもの

氏の紹介で川越市内熊野祁牡の岡本刺職が入

田惇一氏︵上智大皐教授︶本支含の今後の活

遠方含貝の束集を気這はれたるも熱心なる倉

動は時代の趨勢に鑑み青年層に向ってより多
く呼び掛けよりよく文化の向上に一段努力あ

員各位壷百除名束含せられたるは︑本支官弘

として入倉は黄とに力弧く感ずる︒今後尚ほ

入倉者ある諜想︑川越支曾昨年八月再興以来

りて欲しと希望せられたり︑時に十二時二十

念した︒濁立日本に於ける祁祉紳迩家の族々

入念者甚だ多い◎川越支含名蕊噴々たること

Luヨノ

−

ことを期するものなり︒

る所にして︑爾後益を斯逝の向上に精進せん

即日韮く蹄京なされし事は我等の深く感銘す

は多忙中を御繰り合せ下されて御来臨下され

蓮の傭め欣快とする所なり︑猫油井含長殿に

を蕊擁し一心同髄となって怒涛を乗り切らな

日本丸は出港したのであるから︑大和の紡祁

きられぬ我々は采りか上った船ではなく既に

かな﹂非武装の日本は焚易に依らなければ生

をなす怒涛に挑み撹を雄をしく解ける日本丸

ければならぬ︑幸に彼岸に着ても其所にはそ

議し午後五吟間念す︒

因に術日故早大名器教授五十嵐力先生未亡

人幾見先生と︑飯能町聖望皐罰名春校長須田

仏作先生の御臨席を得たことは抑に感謝に堪

へい︑鼓に勝部先生並に雨先生に封し識て敬

尚村内正副青年閲長には寸暇をさいて琴列

意を表す︒

大単教授勝部腫長先生を御迎へして︑午後二

災はねばならぬ︑之には何を措ても泣徳教育

人であることを認めしめ︑その喪の分け前を

庭に平和を好む図民であること︑而して文化

此醜隆村青年にしてこの美しき﹁エチケット﹂

頂きます︑何卒識師の先生にも宜敷との挨拶
あり︑指導階級すら兎角澱俵の無刷され勝の

れぞれの民族が喪を守って居るのであるから

ｏ成木支酋報告

時より中村氏の司含により測立記念講演含州

の推進と牡含泣徳の却揚こそ緊要である︒随

五月五日徴支含は成木中畢校にお茶水女子

含︑萩原支曾長より獅立は癖しいが今日の世

て弘逝命の活動はこの秋ほど伽き叩斐のある

日は剛で野球沈施中のため之にて失澱さ竺Ｌ

に中途退席に際しては︑幹事を場外に誘ひ今

相に於て果して凋立を維持し祁図の溌展を期

は箕に称讃に慨するものとして庇く含員に紹
介し︑改めて剛長に敬意を表し︑文化青年閲

術禰支含は卿立記念講演倉常揚に於て︑記

として限り無く護展せむこし〆一を所念する︒

念事業の一として︑日本弘通含編桝の﹁新ら

年剛婦人衝︑郵便局等に附晶せり︒

しい稚法﹂を村内四校︑役場︑共同組合︑青

五千脚の助成がありましたが︑咋赤村長交代

Lに》⑫ノ

せられ︑直ちにお茶の御手博を仕て頂き︑更

待し得るや疑はざるを得ない︑依て我が成木

時は無いと信ずる︑我々は弘通称の要価を迩
し︑典へられた使命に向て迩進致しましょう

奉勝部先生の指示を採り入れ︑先づ尚ら反術
と述べられ︑講演念を剛ぢ暫畔休憩午後阿昨

ぬ︑斯様な意味で今日勝部先生に御願して御
高説を拝聴することに致した次錐であると挨

勝部先生を御見送り︑岡川時より定畔絶命附

支官は此際征含遡徳の振興に努力せねばなら

拶せられ︑中村氏より誹師勝部先生を紹介し

愈小川氏より昭和二十六年度の含計並に諜業

先生には獅立と祇含泣徳の題下に庇く内外表
裏の諸幡勢より説き起し︑政治羅桝産業教育

成木支含の杵様へ︑五月五日純命の棚り称
仙相に鑑み迩徳振興の行半を川来る丈多くや

後助成金は礎止されたためであります︒共際

の報告あり︑次で中村氏より袖旭説明ありて

ること︑今後の講演街は畢校ピーテーエー︑

之を承認︑二十七年度の事業に付和々協議︑

旅る上如く説き去り説き末り︑参一列者を緊亜

青年剛︑婦人含等と辿締して執り行ふこと︑

を論じ滞来の見透しに及び︑除す所無く水の
せしめ︑時の経過を忘れしむ︒この時既に三

び叩上ます︒合計係︒

報告漏れになりましたから鼓に掲載して御詑

宗教思想等に瓦り迩徳に開通を排たせ︑現在

時十分一先づ講演を中止︑座談衝に移行含員

行事の計識は支命長より改めて幹事︑相談役

りしは︑前村提時代祇含郡業間脳として年金

の便疑に明快な馨緋を典へ︑少時便疑雁群を

等依嚇し︑最も有数的に蓮管すること等を決

計報告中︑定敗入の部で例年︲より五千岡少か

重ね三時四十分閉含に常り︑中村氏より﹁山

／ ⑪ ｡ 、

会日生口
左の諸氏を定款第十二像により本曾特別曾

Ｄｌ０

弘道責債一冊金参拾園也

弘泣首入倉手綴

一ヶ年含費金百式拾側を擁込み入含の手綴

をとること︒含員には雑誌弘道を無料配布

間封入の方に送付す︒

する外に極々の特典あり︑規則書は郵券拾

本愈編韓部へ御相談を乞ふ︒

○本誌庚告の件については︑

■︐Ｉ

割田斧二

振替口座東京皇君番
日本出版協含含員番銃Ｂ二ｇ茜

電話九段九番

稚麺蝿日本弘道含

東京都千代田旺西神田二ノー

印刷所棄京窒巳共立杜印刷所

東京都千代田睡紳田神保町三ノ十

印刷人春山治部左術門

東京都千代田匿祁田神保町三ノ十

護行粂
編韓人

東京都千代田厩西祁田ニノー

昭和二十七年六月一日蕊行

−

−
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−

ＴＴＩ
Ｏ編輯後記
○弘通五︑六月銃の編輯を雑りました︒蛎和
後の第一雛だと思ふと︑何となくのびｊ︑し
た心持が致します︒

八十年﹂を語って頂きました︒今日まで明治

○本雛には︑本命特別倉員三人の方に︑﹁人生

員に推鱈せり︒

酒井秋子堀田正久大橋八郎

■Ｉｂｌ■

暫らく御待ちを願ひます︒

でありますので︑何れ蕊行となりますが︑今

は品切れとなりましたりで︑目下改︾訂織補中

○新入含者に胸呈して居りました﹁修養賓典﹂

る上約一ヶ月前の御執筆のものでした︒

誠に哀悼に堪へません︑本溌の王稿は逝去さ

佐藤博士は別頂の如く急逝されましたことは

を頂くことを得ましたのは何よりでした︒又

○古田先生よりは愈々御健在で︑巻頭の論文

かの意味で身にしみるものがあり主す︒

生きた燈鹸こそは︑後進の者にとって︑何等

の上の功努者であり亥す︒それらの方の尊い

れると同昨に︑日本の今日に至らしめた文化

の方面で何らかの意味涯於ける草分けであら

そして活動されて居ら＆上方をで︑それ人︑

大正︑昭和の三代を一杯に文字通り活躍きれ

太川一郎清水谷恭順
員に委賎せり︒

一定款第二十九係により左の諸氏を木欝評農

中村孝也河野打三和波型一
石坂養平川島次郎
金参百回也︵年祭供物︶

脚奈川脈祁戸光子
東京都西村幸二郎

金登千回也︵同︶
金五百回也︵同︶
富山豚片口安太郎

金参百回也︵寄附︶

埼玉聯山田醇
埼玉豚石川奈美子

金宣百凹也︵同︶

I

