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正直者の行手

心を敏孟しないこととなりますから︑正両者から愚痴の川ろのは樹︾

されますが︑これと反掛に道徳が衰えた杜曾であると︑正両者の頭

然し正直は直接得をするために幸禰になるために︑正直にするとい
ふものではなくて︑我ルヘが人間の常然行ふ道だから行うことではあ

によって幸一派であるべきであり︑得となるべきではありますものの

素より道徳を軍んいて正直にするといふことば︑かくすること

然といふものです︒

には﹁馬鹿﹂がついたりして冷笑される︒維戦この方﹁正直者に馬

りますが︑道徳が人間によって鯨いものであるからには︑政治も練

一般の人みが道徳を承んずる世の中であると︑正面者は常に蔵敬

鹿を見させるな﹂といふ不平の簾が︑感んに正直者の中から訴へら

一方正直者の側から言へぼ︑道を守って不道維な者のために賜鹿
を見たり損をしたりすることは︑堪へられないところです︑だが︑
といって我も不道徳をするといふ課にはゆかない︑否寧ろ益主凪を

ものです︒

きではありません︒若し道徳者︑正直者に馬鹿を兄させたり︑損を
させたりするとあれば︑それは悪るい政治であり︑悪い杜曾と云ふ

涜も何も彼もその遁徳を守る者に封して馬鹿を見させたり︑損をさ
せたりする︑不道徳のものの尻ぬぐいをさせるといふことがあるべ

れましたが︑これは世の中の道徳が地に陰ちたからです︒誠に維戦
後の漉飢時代は善も悪もあったものではなく︑之を取締る法さへも
抜く人からは常然愚痴も川ようといふものです︒

あって無いと同然と云ふ混凱状態でしたから︑その巾で正面を守り
併しあのやうな極端な時代は幸に過ぎましたけれど︑今日も依然

弧くして道を守ると共に︑その不正直な者に封して反符を促すやう

として剛民の道徳が衰へてゐることは誠に歎かはしいことといはね
といった時代である課です︒一︑二の例を塞げて見ると︑一ヶ年の

ばなりません︒ですから随て砿直者は馬鹿を見る︑損をさせられる
所得を申杵するといった場合でも︑術肘は従来の極験からして︑何

に積極的に進まねばならないのが正直者の行手です︒その菰極的に
不道徳行篇に反省を促すといふことは︑道徳家が所謂吐曾の制裁を

ても︑侭って申缶しても︑・同様に何割かは一律に加へられて了うと

れがためには杜雪曾一般が道徳を兎んずるやうにならねば︑効果の塞

作るやうにするといふことです︒乃ち正直者は不道徳を行ふ者には
心から相手にならないやうにして迫だと仲間に導くやうにする︑こ

割かの嘘を書出すものといふ風に更取って了ふから︑正直に申告し
いう風があるし︑叉飲食店とか︑乃賦販謹とかいったものの価は︑
見込んで加へたものが定償となるとか︑或は電気や水道の料金など

その何程かは不正直者のために腐れが出来るものですから︑それを

単償が自ら高くなるといったこともありますし︑その他かうした例

ばかりです︒︵知己庵︶

日にあっては︑資に正直者の努力はこのことにあることを浦感する

す︒此の正直者が馬鹿を見たり損したりすると云ふ道徳の衰へた今

の制裁が作られるような空気を作ることであるといふことになりま

がるものではありません︒そこで︑壮尋曾教育の結局の側的は︑吐禽

は数へだてすれば際限なくありますが︑これでは何れも不正直者の

といふものも︑誤臓化したり無駄使したりすることによって︑その

不正のなめに正直者が損を背負はされるといふもので︑結果は道徳

観光事業に闇する一構想

深作ｆ安文

下に︑あらゆる人間の人格完成を固ることも︑また営然︑平

等に進捗せらるべき筈である︒

見よ︑北斎も歌麿も脳もはや︑今日は︑世界の北粛であり

世界の歌麿である︒映謡︑・演劇︑展覧愈等を媒介に︑東西文

化の交流が有力な園際的課題となり︑文化の国際的結集は︑

最近︑わが園では︑郡部共に︑一部の有力者が槻光事業に

て℃軒冬その歩を進めつ上ある︒近来︑わが有心の人士中

には︑偉家の名賓をぱ職博物餅︑記念館などに或は寄託し︑

た営一の世界を究竜理想として︑列圃の和親︑信頼等を通し

或は志納するものが現われて来た︒これは蓋し通いうところ

ついて︑熱心な努力の下に通称だの計誰が進められつ比あ
人糞の参考に供しようと思う︒

の吐命人たるに値ひする美緊というべく︑それが或器の滅失

る︒筆者はいさ入か職とれに開する卑見を叙してそれ等の
先づ︑棚光事項の歴史町を特に商調して︑凋立後の同胞の
固民的蒋侍を燃焼させたい・

本頁の姿相を捕捉させることに努める︒これ等の物冊の死賊

渋家の文書脳什器などの公州を斡旋して︑彼等をして覗図の

これを宋時代の中共から将来した道元祁師の七百年忌に︑始

六羅漢像が公附せられた︒︐これば世に稀れなる逸品であって

昨年十一月︑茨城蝶稲敷郡馴柴村金龍寺所赦の李龍眠作十

なければならぬ︒

を防ぐ鮎から見れば︑私的に老へて兄ても︑碓に一の妙案で

従ってその猫占は．これを坤大な世界観からながめれば︑大

めて公衆の面前に展示せられたものであるといわれる︒われ

槻光容の名所︑蕪跡の雁訪は諭なく︑祁吐︑怖開や名川︑

は︑その本鷺的意義に於ては︑一園慰一吐命の共同費旋とも

卒︑封建思想の礎津と見るの外はない︒凡て文化財なるもの

恩ふ︒例へぱ通前後企七世紀に亘る死臓期は脳この名作が中

ん〜はとの珍らしい一事賞から︑かす入︑の示唆を受けると

外の文化人に封する感化の渡散を︑殆ど停止してゐたことを

兄られる︒更に硯野を世界的に庚めれぱ魁それば全世界の文
ても効はたまた︑一般人類にあっても︑文化の進展と享受と

化民族の普汎的所有ともいひ得る︒何となれば︑圃災にあっ

た文化財に取って心安全な賓庫であること︑その二︒立派な

借むくきとと︑その一・との極東の島国日本は︑大陸に生れ

の三︒わが画が希有の塞術の園であるのは︑その淵源の頗る

伽教塾術のわが園に偉来した経路の明にせられたたこと︒そ

は︑彼等の生の充貨の上に︑極めて必要なことであるからで
る︒己に人間の平等を認める以上︑優ぐれた文化財の鑑賞の

ある︒元と耐民主主装は人川平等籾の上に立つ生活原理であ

（1）

この趨向はますルー︑拍車をかけるやうにたったのである︒そ

致に努めたのであるが遮所によっては︑槻光の叫びと共に︑

の結果は霊場の裕化である︒一般に霊場はわれｊ︑の魂の安

交通機開を掻張し︑或は娯楽機開を整備してや専ら看客の誘

いかにも卓抜な大器であら肌たことの判ること︑その五︒こ

遠いものＬあること︑その四ｃとの蚕は宋の理宗皇帝の輝師

の像は祁師から鎌倉建長寺の開山大受祁師に陣はり︑更に北

筆者は︑例へぱ迩かの名山︑聖域に見るケーブルを以て︑直

息所であって︑これが裕化は文化の冒涜といってよい・勿謂

に贈られたもので︑これにょ２Ｌ︑禰師が日東の悌家として

係高時︑新田義貞等に稗為して︑大正十五年︑園賓に指定せ

ケーブルを見て︑自づと想起すのは在来の登山者の良心的な

にこれが護擦であるとなすものではない︒しかし︑一たび該

られたものであって︑凡そ文化財なるものは︑荷くも周密な
注意を以てすれば︑永くその無暇性を謹持し得ること︑その

振舞である︒彼等は白衣と草鮭に身を固め︑金剛杖を携へ︑

一ハＯ

由って見虹嘩槻光事業は方法その宜しきを得れば︑瀕光

の一たび祁域に達するや︑つ上ましやかに吐前に脆いて﹁閣

粘魂をしぼって︑﹁六根清浄﹂を唱へ︑全身を熱汗に浸し︑そ

土安穏﹂︑﹁息災延命﹂を戒願する︒その間︑自然︑己が一全霊

客をして猫り自国の文化財の資慨にふれてｕその文化的造詣

を浄化して︑経には法悦の妙境に進入るのである︒されば︑

rG〕、

を深うさせる許りでなく︑進んで︑古来のわが民族の優雅な
想到し魁而してこれ等の諸鮎は︑界易に他民族の並馳を許さ

かのみならず︑場合によ２Ｌは︑幽谷に於ける閑寂な詩境の

心の苦行であり＄そしてまた︑わが全人格の霊化である︒し

彼等の登山は祁伽は諭なく︑川獄そのもの上崇拝であり︑洗

素質︑微妙な情趣を解し︑更にわが国史や偉統の特殊性にも
ぬものであることを知らしめるのである︒これはすなわち︑

彼等をしてその図民的誇侍を燃焼させ贈敗戦の屈辱のもたら
し漁民族劣等感を挑拭させる所以のものである︒祁園の本直

浴し得ぬところである︒

享受をすら恵まれたのである︒これは思うに︑ケーブル派の

の躍る行楽のそれである︒名だたる霊場がいわゆる﹁行楽の

る︒彼等にとって︑高山は敬虐な信仰の謝象ではなくて︑心

である︒特に娯楽の方法に乏しい都倉人にあってはそうであ

然るところ︑今日の登山は︑多くは一のリクリエーション

の姿相の捕捉こそは魁とれが主確たるものの魂を測斑めさせ

︑

る上に︑少からね威力がある︒
×

次には︑壮寺を始め︑もろ﹄︑の霊場の倦化を防ぎたいの

未だ槻光ということが︑衆口に上ぼらなかった醜から︑名

である︒

排池物﹂によって演されるのは少しもあやしむに足らない︒

●

所．奮跡の所在地では︑ひたむきの功利思想が働いて︑或は

、．−ノ

ー

可

現前に見る一部の同胞の︑祁悌への無開心という宗教現象と
信仰並に道義の山犠から裁然たる一分離との間には︑何等か繋

がりが存せぬであろうか︒何となれば︑その宗教現象とその

筆分離とに向って働く魂は︑要するにた営一であるからであ

×

経りに脳訪日外人の中には︑むしろ︑わが国︑凋自の良さ

に心ひかるＬものが︑少くないことを知らねばならぬ︒

東京︑高輪の泉岳寺をおとづれる外人は︑布くもこれが読

らしい群落ともいうべきである︒これ等附者は︑一たび壊滅

ない︒名勝に至っては︑世界に喧仰するわが国の天然美の誇

家の創り出す人工美の中には︑これを母胎となすものが少く

蹟は歴史家にとって峡くまじき僻究封象婁たるは諭なく︑塾術

・史肢と名勝とについても脳また︑いうべきものがある︒史

て︑﹁お札伸士﹂と紳名された︒小泉八雲先生︵肺化米人︑東

敢えてせしめた︒伸士はわが閏のお札の熱心な蒐集家であっ

それへのあこがれの心は︑遂に仰士をしてこれが徒歩旅行を

わが庚重の力作を通して︑東海通五十三次の風物を熱愛し︑

臣賊﹂には二通りある︒曾てシカゴ大製のスタール沖士は︑

言葉の持主である以上︑多くは襟を正すといわれる︒英文﹁忠

僻に雌帳の支任者の反行を望む次第である︒大岡大衡といえ

に向って︑無心の工員の鍬を打込むというような場合には︑

の修築とか︑︑コルフ・リンクの新設とかの鯛に︑史峨や名勝

第二極の文化の胃涜である︒されば若し︑ドライヴ︒ウエー

得することは到底︑望まれぬ︒雨者の壊滅は︑取りも唾さす

えて八つとなった﹂と微笑まれた︒奈良ホテルは除樫︑先生

兄維るや︑先生は﹁お蔭で︑今Ⅲは批界の七不思議が一つふ

あるから︑別に⁝⁝﹂とあっさり杵えられた︒大阪で文楽を

たところ︑﹁米幽のヨセミテ漢谷には︑これ以上のものが深川

の案内役を承った筆者は︑先生のこれについての感想を伺っ

日本旅行で︑伊勢皇大川哲境内の老杉の前に立たれた時電．そ

ダ

明者にして︑義士の粘抑︑行動について委曲を識すぼどの

の厄にあえば︑これが復析は川より困難である︒遊予をして

大英文単教師︑本名ヘルともまだ沖士と吋一趣味を打って

ば︑長春第一の繁華区域であるが︑その川抜きの一地黙にあ

が傾倒し︑こ上で故国への書循や︑約束の原稿などを執筆せ

L o ノ

う︒０

﹁つわもの共の夢の跡﹂を偲ばせる一草一木も︑過去幾代の

事象を示唆する城祉や慶城も恥一旦︑塞無に肺してしまえば

る孝子︑王怪園なるものＡ古き墳墓は︑新道開通の弧行から

られた鰯に︑議定の︑数を越えてしまった︒或る朝の食卓で

筆者の滞米中の恩師︑コロム翼ノ大単教授デュィ先生は︑

居られた︒

竜も巣はされないで︑香華常に絶えず︑これを訪う行客の孝

先生にこのホテルへの愛蕃の理由をた回すと︑先生は﹁との

われｆ︑がこれまでのような一諏のインスピレーションを感

心にしみ透る︑蕊なき言葉をさｋやいている︒

／ の 、

る︒かの日本園民の糖榊年齢十二歳説の如きは︑少くとも︑

つぶさに︑二古都の文化財の員仙を認識してゐられたのであ

の空軍に提供したといわれる︒元と︑同人は︑わが明治葵術

に︑わが園︑猫自のものに封する︑これ以上の先生の読僻は

わが国民の蕊術面には安常でないことは︑例えば︑日本和歌

界の鬼才︑岡倉天心氏と親交があり︑また⑧奈良美術院長新

常に冷静そのものである先生の口から︑承ることが州来なか

史の第一頁が︑巳にわが建園時代に於て始まることに徴して

建物は要すに︑木材の堆積に外ならぬのではないかやしかも︲

った︒奈良博物館では︒先生は特に伽像の内部鱗造を兄たい

も明かである︒さきに心洛北の金開寺を似あたら︑一堆の次

納忠之助氏に師事して︲夙に京都︑奈良の俳教塾術を研精し

といって︑わざとその壌われたものを所望し︑親ら手に取っ

艦に化して︑中外の有識層をぱ唖然たらしめた一青年僧と︑

て何であろう﹂と断じられた︒筆者は東京から京都までの刑

て詳細心軸検せられた︒との時睡筆者の念頭には︑先生の哲

婆術的に飽くまで深謀の人︑ワーナー博士とを同時人たらし

その鐙鳶たる偉槻峰日本建築家の秀でた頭臓の冴えでなく

望鰐系の一主要部たるプラグマティズムが︑チラリと映射す

感激や魅惑を昂えるものがあることが判る︒外人にしてわが

楽に止めず︒これに一段の精祁性を附典し︑槻光事業家の意

さて亜本稿を紡ぶ︒筆者は湖光なるものを以て︑単なる娯

へて見ねばならぬ︒

めた撮理の意味を︑われ人〜塞術国民は︑胸に手を営て上考

るのであった︒

されば脳訪日外人の内には︑疾くに故国で︑その耳目に熟

茶道を好むものは︑不悩れながら︑膝を曲げて坐わり︑また

くとも職わが文化財の賞僻認識の端緒を州かせるものとなす

岡を更に深化して︑その使命を以て︑中外の槻光客をぱ勘少

し切ってゐる西洋の事物よりも︑むしろ︑純日本的のものに

漸く日本食の味ひを解して来れば︑相営︑臆劫でも︑二本の

ことを念願するものである︒︵二七︑八︑三己︹丈皐祁士︶

箸を使うようになるのである︒かような事賞を見詰めれば心

今日︑槻光事業に桃わるものは︑徒に外客迎合の方法に苦心
彼等に接すべきではあるまいか︒

するよりも通むしろ︑或度までの自主性を胸中に準備して︑

庚島や長崎に︑敢えて原子爆弾を投下したものは米人であ
のもまた米人である︒後者はボストン美術館教養部長ワーナ

るが︑わが京都奈良の二古都を該破壊魔の毒焔から救ったも

ー博士である︒博士はわが祁杜心悌閣のリストを作って自国
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くに狭くなつば日本は六百蔑人の引揚げ同

雁援演説の旅胞を胃入れ︑さらに年舌葛人の人口輔

下村海南鋤唾硯胆私蝿峠鐸国蝿誰鋤蝿挫榊津珪地岬味
今年は叫立公閥と救娠と公明選畢に明けよりて撰ばれたのでは日本は全く洋ばれな

て暮れそうである︒い︒

る︒いづこの選翠瞳も大きすぎる︑手が廻

らない︑時も金も足りない︑新人の出るチ

へ佐渡の島を一つにしている︒武距郡と尼

ャンスはあまりにも狭い︒新潟と付近の郡

力崎西宮伊丹芦屋と淡路島を一つにしてい

る︒長崎市と長崎から佐賀螺を通りぬけ禰

まる︒いくら協定してもいよｊ︑遥込とな

と候補者を立てる︑勢い地割の協定がはじ

つにしている︒そこへ同じ糞から三人四人

本さては武州岩槻前橋市川から十六日夜行︑勢農共琵等盈があり︑改進は醤により第二

岡坤多から海上七時間かＬる壷岐針馬を一

あくる十七日は高山線にて高岡に入り三岡︑難であり︑成育せんとしつＬあった批曾蝋

にくい︑自熱の仲間で友喰がはじまる川士

る形勢危しと貼ると︑反掛黛は切りくづし

八十路の坂に手の届いている老人が九月議曾も叫民鍵まで吸牧されて政友民政二

十八日は高岡伏木井波一鵬野布勅金津小松大は左右叩派に分立する︒・一難にて内閣を紺

くであろう︒吉田重光雨網裁はいづれも二

四二岡三日と解散を重ねて始めて側鼻がつ
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に入りてより︑倉敷岡山相生姫路淡路の洲大政難の掛立となっていたのが︑今や協同

聖寺と八ヵ虚に街頭九卿屋内凹凹と十三四識し得たる自由然も凡探見瞳似でヤレ吉山

討となる︑恥づくき限りである苦だしき限

りである︑信義を減し道義の瓶駿となり︑

の波説は私にはレコードとなった︒さらに派の鵬山派のと分裂せんとするが如くに兄
夜行にて大阪を樫て紀州の田避新宮︑岡山えている︒碑建日本が乗るか反るかの渡頭

さらにそれら小黛分立の一因ともなってい

難︑しかも権限の著しく掻大されし議曾は大政黛制の大遁に即すべく微力をつくして

大政黛の急を説いている︒しかし資現は春

政界は混迷状態をつ上げるであろう︒一

読に同黛の候柿者が虻に源つき合ってい

︾つ◎辱﹄

に苦しんでいる酷を附く︒甚しきは丈介波

私は随虚に候補者は反掛黛より自黛掛策

る︒

に入りて高梁成羽玉島を巡城今紳戸に舞いに立ちながら︑フランス式に小黛分立寄木
戻った︒明日は大阪それから十六日の朝蹄︾細工内閣年中看板塗り替え内閣の丘似をし
私は此際小無分立を嘘い止めるべく弁難

京即筏又西ｆして山口か皇胴岡へ旅をつ堂そうな気配がある︒
ける群になっている︒

物数奇といへぼ物激奇であるが︑しかし弁派を超越して︑どうしても川さねばなら
いかにも此度の選翠には不明朗な運動が早ぬ人を物色し雁接をつ堂けている︒世界の

いょｊ︑迩合軍の手からはなれ松葉杖を外いる︒

くょりつＬいている︒閣事ますｊ〜多事多大局を達醗し日本の政局を一黛一内閣の二

づして濁りあるきをせねばならぬ︒半分近呼さらに大選翠匠制の溌止を力説しつ上あ

1

④

ｌｌｌｌ１ｌｌ

１Ｉ１１ＩＩＩＩＩＩｌＩＩＩ１ｌＩｊ１Ｉ１ｔＩｊＩＩＩＩ１．ｉ・ＩＩＩｌ５Ｉ４ＩＩｌＩ

ＩＩ

﹄

易でないというてあきらめられぬ︒醐人小大きくするのである︒そこで鰐政者は忠想が甚だ多いことである︒そして︑︑更に不幸

無分立を欲するはづがない︒ブランス式にに何らかの手を加えてそれを統一しようとなことは︑我鋸日本人は時の椛威に鍔して

な２﹂は日本はお先冥暗になる︒する︒しかし︑それに念なるために︑思想無批判に服従する根扱い傾向を持２皇いる
私は改推蕊では松村謙三蒋等を︑杜曹黛混乱の本源である杜曾的峡陥を是正するこことである︒
では河上士太郎群等を︑自由蕊では緒方竹となしにただ思想の混飢のみに目をつけて

■一一

虎︑石井光次郎洲等の礁援に士っている︒狸いてそれを自分の都合のいいように統一︲
いづれも私などの睦援をまつ心要は難い︒しようとする︒しかし︑ただ徒らに思想家もともと日本人は椛威や長上に封と﹂一

しかし八凡てはおれ雌い︑術方から災２﹂を罰しその言論を封じその箸を溌禁にした切言躯することなしにいやおうなく従うよ

川かけている︒私の余生は知れている︑しところで決して成功するものではない︒一うに教えられてきたのみならず︑この絶封

アセリ気味である︒ｇ七︑九︑二四祁戸にの類で混凱は益為深刻になるのみである︒徳として剛民道徳の精髄とさえされたので

かしＨ本は．水久である︒それだけに老人は波を以て一波を消そうとして欝波交為至る服従は岬本の道徳中の道徳︑日木濁特の美

剛を利用し混乱の間隙を巧みに群放して名が悪であった︒殊に女や年少者にと２Ｌは

て×特別念員︒法畢輝士︶ところが︑このような時代には︑この混ある︒従うことが善であって従わないこと

椛威と道徳をなし自己の野望を達しようとする多くの服従暦響同の篭あり鳥や擬単淵ぱ

︑主やかし者が横行するものである︒彼等は・・蝦大の悪であった︒かかるところから権威

ともらしく装い人のⅡをごまかそうとす気力になった︒椛威者が椛威をかさに着て

副島民雄言葉の綾によ２Ｌ言論の辻棲を合竺Ｌもつ者はとかく横兼になり剛民はその反封に無

る︒その虎侭を見つけ出すためには︑よほ無理をすれば剛民は御無理御尤もで風にな

杜曾の混剛期にはそれに件２﹂思想が混どよく注意してその主張の凡てを始めからびく草の如くにそれに追従迎合と﹂その無

凱する︒思想の混凱はまた通に杜曾の混凱慾りまで概括的によく見てその首尾一賞性︑理を通させた︒表面は平和に見えて内蜜は

を助長し︑従２﹂政治の混乱をひきおこす︒を検討しなければならない︒それでもその道徳的弛緩︑因循姑息の風潮が擁が２﹂い
小黛分立の如き不安定な政治情勢もかくし虎偲を見つけ出すことは容易ではない︒つたのである︒
互いに交互に作用し相桔抗して混凱を益交は︑篤政者のうちにかくの如きまやかし者

て起る︒このように政治の混飢と思想とはところが︑我麦にとって甚だ不幸なこと三
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卜

Ｉ
私の若い頃の一つの糎騨はその一例を示画くの勢で私たちの肺に仁王立ちに立ち窪︑

すということができようｌそれは私が微２﹂言った︒男に鎌るとは黄に不野でぁ
兵械奮を受けた時の話である︒徴兵橡存一とろ︒側上の者が少し位おくれたからといつ

いえば常時閏民の三大義務中の鹸上且つ無て待２Ｌいない法はない︒日本人なら符つ
上のものとして名器視祁聖覗され一﹂いた︒ているはずだ︒蹄つた奴はアメリカ人かそ

これを無罫に通過するか否かは臣民とし一﹂こいらの奴だ︒日本の道徳を知らない輩

の重大事であった︒だ︒私の言う事が間遠２Ｌいると思う者が
私たち村の適齢者は︑維査に就いて軍大あったらどこからでも突隆﹂来い︒私は湖
︑
なる注意を輿えるから椎査の前日午後正一宗のためならばいつ死んでも悔いはしな
時に村の小畢校に集るようにこの通知を村い・︲一と︒無論︑誰も何とも言わなかった︒

てしかしそれを賞行しないこと︑この韓薄

菱︑できもしない約束を蛭をしくしておい．

を形成したのである︒我みへはアメリカの恩

を見倣って今日のこの不道徳横行の時代

恵を多分に琵けた︒そしてアメリカの占

った︒ところが︑誰和にな２Ｌ占鎖期間が

領中は日本人はアメリカに針上﹂忠怖であ

て不信義な態度を露骨にするようになった︒

なくなると掌を返すようにアメリカに封し

はちがいない︒我そはその善きものと悪し

無論︾気に入らない置土産も数多くあるに

ては正為堂塘とその是正を主張すべきであ

きものとを見分け︑その悪しきものに濁し

ことは卑劣である︒しかし︑その友愛に封

る︒今にして罵署訓誇やいやがらせを十る

してはそれを感謝し︑それに訓ゆるところ

或る篤政者は︑例えぽ現行の憲法が他よ

があって然るべきである︒

にして︑それが早晩改められるべきもので

り咽いられて川来たものであることを理由

あるから熱意をこめてこれを守る心要はな

一国の教育家たちの反抗に封して︑閣法に

いと言い︑しかも︑同じ漁の大官は︑或る

たてつく教育家は教育表たるものの資格が

／ 岸 一 ､

長及び征郷軍人分曾長から貰った︒私は班首をたれ一﹂おとなしく理由のない叱責を蕊

に定刻前に他の善挫なる村の青年たちとと陰﹂いたのである︒
もに指定された場所に参集した︒そして︑この話は今にして蛸けぽたあいのない茶
緊張した気持で正一時を待った︒ところが喬でしかないＣ言った方は僻意で菅い︑聴
一時にな２﹂も村長はおろか村役員の姿はいた方は御無理御尤もとし言﹂おとなしく聡
測賊と葛われるのが

一つも見えない︒一時半になっても来ないただけである︒心中には批刈も持った私
い︒圭円年たちはおとなしく待った︒二時近ではあったが不忠者

四

くになった︒数名の高校生が憤慨して蹄ついやさに獣っていた︒
てしまった︒それでも私たちは待ってい
た︒二時をすぎた頃になって︑彼等はやっ

と姿を見捗｜た︒しかも揃いも揃２Ｌ彼等は我渉︑が今日の日本の鱒政者に不浦なこと

いずれも鍾赤な顔をして足もどうやら千鳥は％現賞に即膳すると解して彼等が道理と
たときかされた在郷軍人分曹長は怒髪犬を上を見習うことに過敏なる函民はこの不信

足である︒何名かがしびれをきらせて蹄つ信妻とを全く棄て室慰みないこ・とである︒

軸血

L イ ノ

I

ないから早速辞職せよと言っている︒法を

道徳が直の権威として勢を振うときに︑世

性である︒人間が政椛の主である︒人間の

これらの主である︒しかも道徳は人間の本

非常に多い︒世の中の混凱は世人が大路を

路を知らないかのように振舞２﹂いる人が

界の人為は︑非をあばき分立抗争すること

去︑それへの添加に少し言及したい︒

先ず大路の構造をのべ︑次にその修正︑削一

ろうとしているに蕊因している︒わたしは

ｒ

出るということは誠に寒心に堪えない︒﹁悪

守る守らないことでこのような甲乙の論が

忘れて小路やわき路や甚しいのは婿路を通

法も法なり﹂で一旦法となった以上はそれ

びつくのである︒世界の平和はこの友愛に

を止め︑互いの善を見出し信義と道理に結

いろあるけれども︑孟子が今出たついでに

本かの筋金が入っている︒その筋金にいろ

にも殆ど分り切っているのだ︒大路には何

人間が大手をふ２Ｌ通るべき大鵬は何人

を守るべきであって︑︑それが自分に気に入

︹特別脅員︑熊本大畢教授︶

よるのでなければ到来しないのである︒

るか入らぬかを問題にすべきではないので
ある︒都合が悪くなれば正しい手蹟をして
それを改めるがよい︒改める前にとやかく

言うのはつまるところ信義と道理の鉄如に

大路は歩きよい

る︒差悪の心も︑恭敬の心も︑また是非の

によると︑﹁人はみな側隠の心をもってい

て道徳を維持していけるだろうか︒自立猫

︲外ならない︒信義と道理とがなくてどうし

人間が清く正しく明るく生きるために通

お互の身近くにあるのであって︑これを交

その間に中断はないはずである︒この道は

漢吟代以後には︑仁義謄智に信の一宇を加

のは・智であるということになる︒支那では

四本建の筋金だ︒孟子︵皆子章句上第六章︶

立とは決して我艦な︑韮卿的な得手勝手を意

るべき道は大催きま２しいる︒もちろん時

心ももっている︒側隠の心というのは仁で

道徳は雛威を超えろ︒樵威は道徳におい

（8）

彼の言葉を借りて説けば︑仁義濫智という

味するものではない︒明敏な理性に基づく

代に底じて修正し削去すべきもの︑新に添

の心というのは濫であり︑是非の心という

あり︑差悪の心というのは奏であり︑恭敬

石坂養

普遍道理による判定の正鵠と不動の信義が

加すべきものがあるけれども︑今もむかし

てはじめて権威である︒権威に道徳が附随

われたけれども︑信近ゴ於義一という位で信

は義のうちに包括されるから︑五本建の筋

えて陰陽五行説にならって人倫五常読が行
いものではない︒ただ人がこれを求めよう

金椎造にするほどのことはあるまいＰ

も﹁道は大路のようなもの．で決して知り難

潅は古来人みへを苦しめたけれども政権が政

としないのだ︒﹂︹告子章句下第二章︶と教

通上の大路にたとえることができる・孟子

椎であり教権が教椎であるのは︑それが道

えているではないか９ところが今日この太

今日の若い人は仁だとか美だとかいう字

徳に開典する限りにお陰﹄である︒道徳は

するのでは決してないのである︒政雄や教

い○

猫立自由の裏付けとして存在せねばならな

もそんなに錘ってはいない︑迦績している︒

平

五

１１ｌ

を見ると︑かび臭いと考えてなかなか受付ほんとうの義は︑そういう面目をすてなけ屈阿談はざらにある︒私は畢問は載敬する

けない︒われらの新鮮な峠代礁畏に合わなれぱ馬しとげられないこともある︒第三︑が︑堅者と呼ばれるもの︑自分で畢者を標

いとうそぶくのであろう︒そういう人たち恭敬の心すなわち濫は︑相互載敬の寛容精椿し茎一口側には畢問畢間という人為を必

には新らしい表現で感じ易いようにし五や榊である︒人類の共同生活になくてはならずしも載敬せず︑むしろ軽蔑する場合が多

る必要がある︒第一︑側隠の心である仁はぬ行馬の規範である︒今日魁というと︑すい︒﹂︹同上︑同頁︶と︒仲間のうちから恭敬

が赤児の井戸に落ちるのを見れば誰れでもすいけれども︑杜隻曹秩序諸維持する大切なるわけである︒第四︑是非の心すなわち智

愛の傭である︑なさけ深い心である︒孟子ぐ形式主義を︑形に囚われる弊を連想しや・の態度を失った畢者不信の礎があが２﹂い

助けてやる気になるという例をあげて側隙節度である︒娘近の言諭界を見ると︑他人は湖迷裁断の心である・利韓得失の判断で

の心を識き︑これが仁の端だと日つたのはをひどく攻撃したり鮒倒したりして一時のある︒剛際情勢に閑する知識の如きも︑こ

の浮くような綴をささやく歌謡漫談が放透が多いといわれる知識人や推歩的と呼ばれのように︑・智を道義的にのみ限らないで︑

有名である︒近弧は縦愛流付の画盛りで歯快を貧っているような伽向が弧い︒親ソ派れに入れて考壬﹂よい︒このぱあい︑示子

されるけれども︑利欲にからみ一時の感傷ろのを無上の光築とするらしい大皐教授は︑健全な理性又は知性として差支あるまい︒
︑︑︑︑

に動かされる繊愛は愛とはいえない︒愛は精級な理論を展開するのを忘れて感情的に古来連綿たる大路に修正︑削去および添

利欲打算を離れて永綾性のあるしんみりし自己と主張を異にする相手に嘘ってか坐る加を施すのはたやすいことではない︒先ず

先本心の護露でなければならない︒第二差という調子だ︒畢者や知識人の本分は︑現修理︹表現の仕方の更改︶である︒有子の

悪の心である義は︑正義である︒公平であ賞を直脱しながら畢理をつくすことにあ言として論語︵畢而︶に出ているところの
る︒﹁義を見て篤さざるは勇なきなり﹂といる︒他人に封して恭と敬を失った堅界には孝弟をもって仁の本とするの説は︑岡より

う論語︵篤政︶の句からいえば︑このぱあほんとうの推歩はありえない︒安倍能成氏常理であるけれども︑今日ではその表現の

いの義は︑常然篤すべきことであ２﹂︑義口く﹁畢問の政治性を説く所謂進歩的畢者仕方が︑必ずしも適切だとはいえない︒そ
務の観念という意味が含まれている︒阿部〃が畢曾で自分たちの勢力漉張の運動ばかりの理由は︑吐曾が︑近代的複雑化するにつ

虞之助氏であったかと職うが︑所謂義理人して居る︒烏惟界﹂十月雑一五七頁︶また日れて親孝行の精祁と人類愛の精祁がぴつた

情の義理というのを︑このぱあいの義と同く﹁宗教界でも婆術界でも︑皐問界でも︑り一致するとは限らなくな２しいる︒例え

一覗していたようであるが︑あの義理とは利己主義︑従２Ｌ勢力雛力の獲得をめざすぱ酒凱で家庭の平和を素し近隣に迷惑ばか

他人に封する自分の面目というのであって争闘や自己の安全と利益との防護の篤の叩りかける父をもった子が︑この父さえなけ

Ｉ
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ト隊を書いたので名高いルナンが青年時代

ゞ芽でなくて何であろう︒わたし住︑キリス

は肉芽への愛と一般人間への愛の相冠の萌

判断から父殺の罪を犯したのがある︒これ

ているが︑一樽雛すれば大いに教訓を痛感

いわば﹁教訓を受付けぬ時代﹂の相を呈し

の大教訓でもある︒現代はひとりよがりで

権遥であると同時に鶴の大本でもあり人生

側隠︑蓋悪︑恭敬︑是非の四心は大路の

したのが幾本もあったので煮冷しの湯を右

喰べてくれる︒其次の年催カルピスを頂戴

であった︒大姿のかすは鶏にやれぽ嬉んで

て井戸水で冷やして置けば結権頂けたもの

が齢っていたからそれを培って萎湯を作っ

毎年考える︒維戦直後二ヶ年は自作の大姿

客漂に何か一杯冷たいものを差上げたいと

の思い出を語る言葉のうちに︑自己の周園

することになろう︒四徳を身にうけよ︑大

ルピスがサービス出来た︒一昨年は冷職庫

と同じに冷やして置けば立所においしいカ

おくのがよいと思われる︒

一の友愈へとぽかり仲よくするのは多数の友人

教訓に耳を傾けよ︒そうすれば大路は誠に

れぽ喪楽に暮らせる人が多いとの混迷した

一や知人との交際の障害となるので香ばしく

が鹿活したし滅茶は出舎の山から深山来て

歩きよいのだ︒︵祢別倉員・評論家︶

いるしというので煎茶を出して冷赦庫に入

諜ハャリース・オレンヂが多一少絡安に入手出

れてそれをⅢいた︒本能は夏の初め流行の

く練済︒便利・綴裁の三拍手揃うと思ってそ

来たのでこれならお菓子を添える必要もな
一家を虚理しますことがどれだけ骨の折

れに決めて蛮行中であった︒所が一本唖ｇ

徳山敬子

今年は？来年は？

去年．は斯うした

一ないとの自己反省の出ていたのを面白いと
一思ったことがある︒つぎに削去の一例とす
べきものは︑所謂濫に開する部面に多い︒
父の残後三乍間父の道を改めることのない
のが孝だとか︑父母の在世の時には遠くへ
り去るべきだ︒最後に︑添加の一例として

れることかやった人でないと其苦勢も味も

せば一本で丁鹿一杯・一人分︒小型のコッ

ｏ．︒入りで瓶ごと四十間︑宅のコップで出

出かけてはいけないとかいう類の教訓は取
ば人権傘軍の基本測念である︒孟子の教に

やっている癖にとお叱りやら瑚笑やらを頂．

わかりません︒毎年同じことを同じように

それはハンパで役に立たない︒要するに一

この卿念の全く峡けている理由として︑仁
常然他人の権利を銭瓶する結果を招飛する

宛でも改建を加えてと年掩茂みへ工夫して勝

きながらも止むに止まれぬ気持ちから少し・ プで出しても一本の三剖位が残るけれども

義の大道が徹底的に行われるならば︑人は
ことを翠げうろ︒﹁人キ愛する者は八値にこ

ないか︒来年はそれに決めた︒こんな風で

し緑茶に干菓子でも添えた方が賑やかでは

のお客で二面間の消費となる︒︑やっぱり冷

人に四十間はドらぬ︒そうたると一日五人

夏の丘盛りに外から這入って来られたお

︵こ夏の飲物

ります︒

す︲一︹孟子離婁章句下請二十八章︶はその

れを愛す︒人を敬する者は人価にこれを敬
識とするに足るであろう︒しかし義の道の

中に人権倉孟の卿念をハッキリ刻みこんで
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I

んまり時代感緊に遠く離れても困るがそれ

とから半間の戸棚に出入れが梁である︒白暖房なんて口ほぼつたい程齢裕のある園

完全に行はれる︒また二布半の幅であるこ

あるから色の槌げる心配もなく日光消毒も

飲物なんかは多少趣味的な面もあるからあ潅するだけで責に衛生的である︒白木綿で早くからやり繰りのつくものである︒
かと云って手っ取り早く用意されるという

はぎが勝手である︒材料もまとめて買えばれぱ誌椎と魁う︒先づ此程度の暖牙設伽と

出来ても縞ものや柄ものと遠い平気で継ぎ程度で辛うじて風邪を引かず多活動が川来

地で木綿であるため材料も得易くハンパが状でもないがせめて暖牙法とでも云い度い

︵三︶冬の暖房法

峠件こそは見逃せぬ大切な要項でもある︒

︵二︶湊共方面では
大催の立前としては其年ルヘで同じものを

川よりも二枚問︒二枚側よりも三枚側と￥ので周閲に大人なら四人子供なら八人並ん

宏俄にもなる︒第二は作り方であるが一枚・して一昨年は大矩鮭を切った︒狸牛蝿のも

く上手に製作される︒これは即ち練習に依で坐ってもゆっくりしている︒燃料は何に

まとめて手入れすることに決めている︒例
た︒本年は敷布則を全部︒来年は皆の厘布

に於ても各人に一多中二・三足は必要であっている木堤の粉が相常ある所からそれを

る上達であろう︒また防塞用の足袋カバーするかということであったが先づ数年来滞

えば去年は家族中の丹前麺を凡て柿綴し
関と云った式に側種類のものを讃けて袖綴

風呂敷に入れて識つ時も同じ狐で数足識つ麗はれる甑は初めから一時間も後のことで

とも亦差は小さい︒探し出した切地を箱か大隅火が全側に廻ってスッヵリ次で表面が

るからこれも家内中のものを一緒に手入れ使川することとした︒先づ矩鮭の次を深く

したり新調したりするのである︒勿論防寒

誌二が製作唇熟練して来る︒敷布剛に例を

て置く︒縫うにも夫布の糸は皆同じ紺ならある︒そうして慨けば翌朝まで随分洲か

するとこれまた一府能率的になる︒例えば隣く掘って粉淡を仮茶碗に数杯入れ其上に

取ると私は以前から衆族の倣布則は幅が二

紺で間に合う︒足袋底は白糸で数足同畔にい︒次の年は粉淡は使い識したから煉艇に

川の足袋カバーとか厚手の靴ド等は毎年稚

布半で丈は北雌と決定して白い薄手の木綿

すれば手も馴れて早い︒想像以上に能率が切換えた︒煉淡もおこし初めば臭いが儲外

のものも川意しなければならないしまた数

で作り其上に更に白木綿の袋を製って入れ

の時剛とは砧ど差はない︒三足分と一足分炭に火が移った所で次を段姥かけて行く︒

其上に更に敷布を川いている︒そうすると

上ることは糎験の語る所である︒来年は夏で湯で哨沸かと﹂良く火がかれてから矩鮭

除り切れを探すにも一足分の時間と二足分豆淡の質の良いものをおこして上に惟き粉

作る雌初に一群上等の白綿を入れて涯くと

材料がＨについた時入手して置けぽ時間も閏締りの子供が家に着く頃になってむしろ

布幽だと思えば買物に行った時妓も通常なの中え取込む一﹂ととした︒それが丁度幼稚

も多いから別に予定を立て且行う︒そうす

十年間位またはそれ以上も綿の打返し等忘

ると足いことの一つは材料の融通がつく︒

れる位迄柔い︒袋だけは一年に二・三卿洗

Ｌ画
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I

良い︒ある時は煉炭をおこす時間がなくて
スイッチを切ったり入れたりめんどうで困

電熱器を入れて見たがすぐ中が熱くなって
った︒大瞭電熱の特長と矩健の特長とは相

反して調和しない︒便利は便利でも糎黄倒
し︒何か一石二鳥のものはないかと本年の

れでも州る︒煉炭もおこすに手間がいる

は一睡解決しても亦もう一つ難鮎があるの

ヘ．

一○○○○
一一○○○○
４４叩ｌも阜亜︲︽ｈ行いｒＩＩ１

士惇咋ユ鋤愉司叫

○○○○
○○○○
○○○○

一恥叩叩函．

^IQ.ocm/
岡

から見た

蓋を頁上

〆／二一日︵︾︑

V

多の熱源を考慮中である︒次に矩鮭の熱源
は他人に少しも煩はされないで勉睡でもし

o^

』

側面間

厚くかけて蓋をして袋に入れる︒篠の底︵即

二個を双方から立てかけるように入れ次を

い︒火の用心も艮く鱒がしても口の紐さえ

タンの潅の代償だけで他ば殆どゼロに近

て朝までボヵポカが綾く︒費朋は作る時ト

分もすれば中が程艮い暖かさになる︒そし

を防ぐため︶

の上面にはカンレーシヤかガーゼ
等を貼りつける︵次がこぼれるの

説明穴は半径翫唖参・号・日︵周圃に四段
二十行の小穴あり︶︑縦の側面と蓋

叩
･

ち袋の底と蓋の上には小プトンを常てる︶︒

１１

住宅と食生活の改善

山田醇

健康第一

︹共立女子大異教授︶

ある︒︵二七・九︒廿二︶

めになやみ鎖けていることが日課の一部で

歩を希う吾交家庭婦人としては来る多のた

るをいばもたらされない︒賃の象政畢の進

隈積との開係が式に出ても皆の生活にはう

人の幸禰は生れない︒蝿突の直挫と火袋の

料の謹生熱於一の大小だけ知っていても家庭

家庭で何としよう︒斯くては只恥に各種燃

たいと思っても老人も子供も受醗生も居る

でも物遥きば浦員となる︒一つでも消略し

用石淡・薪等だと数え立てると容器だけで

も電気・ガス・木炭・煉炭・タドン・風呂

等を考え併はすと冬季の燃料の保管だけで

で家庭袴理者は縄済・衛生・便不便︒賠裁

底接間等には早く温まる方法がいる︒そこ

これだけでも足らぬ︒家庭としてはやはり

よくしてあれば絶掛安全である︒然しまた

■

人間の幸幅は健康が第一です︒健康な生

１１

〔12）

たいという者があったら別に考えねばなら
ぬ︒足ぬくめの電気座布幽もちょっとぜい
で中に淡を入れて淡火やタドンを使うもの

たく過ぎる︒金陶製の足涯きのようなもの

もあるがタドンもおこすのが相営の骨であ
る︒こんな場合に三粛嬬桑名地方で昔から
使われている所謂ゆる桑名矩鮭が最適と思
うから左に構造の鵬岡を示したいと思う︒

使川法耀の中には蕊爽をギッシリリ詰

bA

袋のまま握床の中に入れて置くと三・四○

める︒其反中に親指大の良くおこった炭火

ケ、

気

近代科畢に立脚せる合理的な食生活を賞施

活をするには先づ第一に保健的な家に住み

上最も注意すべき鮎は︑欧洲の夏は比較的

後で︑日本は三十五度前後で︑しかも建築

す︒大鰐ヨーロッパ諸国は︑北緯五十度前

の東京では︑同じ夏でも大菱な差がありま

一︲住宅建築の資際﹂又は﹁住みよい家の建

所謂保健的な家が出来ます︒︵詳細は拙著一

Ｊ
し︑更に通常なる健康法を断行して︑しか

保健的な家の建て方に就いては︑本誌に

で汗をかくには非常な蓮動が必要で︑冬は

織で夜は寒いことがあり︑夏潔度が低いの

く夏ないので︑倫敦や巴里では夏袷に袷羽

東しい上に︑爆度が日本と全く反封に多多

る事と︑臭気の多い事と︑下水を作ると吸

式便所を奨勘しておりますが︑之れはハネ

所があります︒富局はよほど以前から多梢

とが肝要です︒簡単なものに城口式大正便

所叉は之れに準ずる衛生的なものとするこ−

而して世界的に非衛生な便所を︑水洗便

て方﹂等を参照︶

も牙心一如の精紳訓練が出来れば︑鬼に金

記載したことがありますが︑維戦後の復興

叉日本と反掛に混度が高いので︑骨に徹す

棒で百二汁五歳説が可能かも知れません︒

建築の大部分があまりに不健全なのに驚い

るような寒さがありません︒

洲の建築は此の気候に立脚して出来︑日本

これが建築に非常な影稗を及ぼして︑欧

せると︑我醐の術生状態は必ず向上すると

です︒営局は規則で全図に大正便所を作ら

■

ております︒家を建てる方々は︑衣食住共
達し︑特に家は気候を無脱して︑絶掛に保

出しが出来ないので︑大正便所が一祷難難

に須恢と習慣と材料とに依って各図共に護
健的なものが出来ぬことを確資に認識する

も又日本淵特な夏暑く爆気が多く︑又寒く

維戦後殊に習慣には洋風が加味されてき

の長い間に護達して︑開口には軒の出を深

乾燥せる気候に順臆するように︑二千齢年

居住することが︑文化人の心掛くべき第一

かようにして夏涼しく冬暖な健康住宅に

思います︒

ことが肝要です︒

ましたし︑材料も従来と異り徴やセメント

が多くなりましたが︑然し未だ不足勝ちな

を無脱して洋風まがいのものを作って︑徒

くしたものが生れ出たのですか︑此の原理

ことは︑小躍校時代の同窓が八割も死去し︑

十年振りで郷里に蹄へり︑第一雷に驚いた

其の上村民の教養が明論時代に比して甚し

私は昭和十九年の春︑躯制疎開の結果四

木材が大部分で︑気候は寒暑の差に多少の

らに夏の暑さ冬の寒さに苦しんでおります︒

係件です︒

蕊化を生じても︑健康に影簿を及ぼすよう

我図に建てる家は界特に住宅は積雪三Ｍ
以下の地方では︑絶封に南向きとして︑南

なことはありません︒

此の頃ヘルシンキからの五輪競技の一三

は︑食生活の非合理なる事と︑畢校教育に

く低落しておることです︒其の大きな原因

ようです︒．

明治時代のように精前が篭っておらぬ事の

風建築でも庇を設けて︑一年中理想的な日
常りのよいものとなし︑更に防漂の方法を

側の突出は三尺以内とし︑開口には必ず洋

完全に資施し︑通風と換気に留意すると︑

１スを聞かれた方は︑よく記憶せられてお

は外至を着てふるへておられたと云ふのは

ると忠ひますが︑七月の暑い頃に選手諸対
北緯六十何度かのヘルシンキと三十何度か
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日本人は米萎を主食としてしかも大め私に過去四十年間︑保健住宅の賞際方面
しを食ひ︑虞の築養に無頓着なために︑欧に没頭しておりましたが︑昭和二年の一月

の妙薬なのですが︑時々水を禁ずる鍔者が

ことが肝要です︒殊に尿毒症に濁して妓上ゞ

逢ひ︑所謂西式健麟法は約二十六年間︑断

ます︒故に轡収小限度毎日起床早々スロ︑朝一
萱夕食前四十分に各一合︑臥床師一合飲む一

が誠に建念です︒

米人に比し一﹂平均二十年若死しておりますに始めて両醤畢の創設者である西勝造氏に

半熟の鶏卵は消化が一昨間半で︑生卵は二

三ぱいの米飯は排世迄二十数吟間を要し︑

米飯百グラムは胃の消化が二時間半で︑

おります︒

これば米姿にもあり︑獣肉︑魚肉にもあ分と蝋分とビタミンＣを失ったことが分り

第二には蛋白質︑脂肪︑含水淡素です︒生じましたが︑其の原因が汗をか墜Ｌ︑水

人間の生活に必要なものは︑絞的に資行して相富に健康を保ちましたが
第一に水︑秦気︑日光です︒郷里に蹄農以来五年月に︑歯と足に故障を

りますが︑﹂般人特に農村民は︑米萎は爾来三年間熱心に西勝造氏の著謎と︑内外

と云はれております︒故にか擁に消化に長

時間を要する食品は︑偽内臓器に非柑な労

味間牛で︑ゆで卵は黄に三時間半を要する

に必要な第三のビタミンの識取に不注意私目牙も副柴養素や無溌築養素の錨取法が

鋤織簾詳鍬諭蕊廉耀嘘一

ｌ
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大食するが︑之れをほんとうに築義化すの築斐に閲するものを州常多数讃破して︑

です︒ビタミンは刑築養素と櫛して現甚しく幼稚であったことを深く認識して
在州除種溌見さ︑没﹂おりますが︑その内昨今村の牡禽教育部長と−そ盛に食生活の

護散するために︑不必要な病源となるのみ・

便となって︑長い間停滞して多埜な毒素を

か︑此の古糞が資に姻虫の食糧となり︑畑

でビタミンＡＢＣＤＥが最も重要で︑Ａ改善を宣博しております︒

とに留意する必要があります︒て必要な衛生法であることは︑誰れでも知

虫は又色々な病気を誘装し︑宿便は血雌摘

を除陰Ｌは火熱で大膿消失すると云ふこ古来新鮮なる室気を呼吸するの催︑極め
第四には無機築韮素も撤収せねば︑絶封２﹂おりますが︑清水が叉空気と同じよう

す︒

︑故に健康に必要な食生活は︑先づ米姿の

の妓大原因で︑日本は世界一血雌病図で

ガンです︒昨今新聞雑誌でようやく問題ると︑血液の術環︑淋巴液の活動︑確液の

量を極限に少量に減じて︑ビタミンと無機

に健康保持は不可能です︒主なるものはに必要なことは︑未だ一般には完全に認識

︑にしておりますが︑一般には大患無頓着調節︑生理的葡萄糖の生成︑細胞の新陳代

が肝要です︒満腹せぬと働けぬと云ふ方は

柴萎素を迩堂に縮坂するよう工風すること

鐘︑銅︑沃度︑カルシューム︑燐︑マンしておらぬようです︒清水の効能は要約す

で農村民は想像以上に無開心で︑之れが謝︑毛管作用の促進︑内臓の洗潅︑零一蝿基

胃砿張で穣敏な働きの出来ぬものです︒

ために不必要な病気をなし︑早死する最の平衡等で︑清水を飲まずに健康を保持す

大原因となります︒・ることはほとんど不可能だと云はれており
｜￨

ビタミンは明治四十三年に︑鈴木農畢沖

に多赴厘ありますが︑之れはアルカリ性が

礎浅草海苔等にもあります︒お茶にも相富

シ全円い葉︶レモン︑人墓︑青トウガラシ

です︒

蕪の葉のＤは火熱しても多少残るので便利

ることに注意し︑叉卵黄と白砂糖及びあめ

ことは︑夏の暑い我図では肝油を多塗にと

食すぎことが大切です︒此庭に注意すべき

卵黄︑肝油等にありますから︑野渠をよく

要なもので︑人参︑チシャ︑法蓮草︑胡瓜︑

千となし︑之れを小さく鉄で切り︑三分間

とです︒青い柿の葉をとって三四日間日蔭

ぽ︑先づ醗水を飲み︑柿の葉の茶を飲むこ

農民は勿論︑お互に働いて汗を出したなら

の袖紺が非常に大切なことで︑運動選手や

汗をかいたら失はれたる水分︑騨分︑どＣ

狸いので︑飲みすぎに注意が大切です︒

チーズ︑大豆︑卵黄︑落花生︑人墓︑小姿

シュームが必要で・す︒カルシュームは零︿ク︑

造血成分で貧血症には最上の良薬です︒

れがサラダの主要なる材料です︒銅︑鐘は

にカキチシヤと玉チシヤと二種あって︑之

素たる銅︑鐘はチシヤに最も多く︑チシャ

以上はビタミンの概要ですが︑無磯築養

となり︑性線磯能の不全を生じ︑姫姉に必

士の護見です︒ピタミ︽ンＡの不足は夜盲症

とは中毒を起して耳を病みます︒近来菱鶏

に苦しむのは︑ピＣとカルシュームの峡乏

等にあります︒老齢のものが足や腰の痛み

老衰を防ぎ歯や骨の護育等のためにカル

をなす家庭の子供の大半が︑耳が痛いと云

むして︑十日間ほど日蔭干とすると︑非常

Ｑ︲

ふのは此の中毒です︒・

に多堂のピＣがあります︒数年前から銀座

ビタミンＢは大錘に種麺が多く︑之れが

と云はれ︑其の他種々の故障を生じます︒

です︒然し日光の照射によって自然に膿内

るものが少なく︑干椎茸と法蓮草位なもの

ビタミンＤはＨ常食齢中にば︑深山にあ

と︑一︑二ケ月で数畢的能力を蛸し︑特に

あります︒ゴマメの頭を毎日三づつ食する

黄︑大豆︑ゴマメの頭︑小姿︑落花生等に

要なもので︑主として小姿旺芽︑乾酪︑卵

燐は頭脳藍明断にし思考力を養成する主

に起因することが多くあります︒

而してＢは毎日遁堂をとることが肝要で

に透生するので︑骨賂や歯牙の護育をよく

胡肺醗に混じて食すると一層よく︑ガルシ

の西曾で菱費しております︒

す︒

は有名な認のために紫外線なきために︑骨

するために︑日光浴が肝要です︒倫敦の冬

﹃−１ムがないと寒さを感じ︑叉寒さ凌ぎに

峡乏で有名なのは脚気です︒同時に叉心臓

ビタミンＢは酵母︑米繕︑トマト︑法蓮

はビＡ及Ｃの多い海草海苔を一日牛枚位で

に故障を生じ︑雄婦の悪阻も叉Ｂの不足だ

草︑チシヤ︑卵︑牛乳︑魚肉︑小姿旺芽等

も北幽地方にも骨路症があります︒

冒︽三唱ロ⑦戸る冒○挙匡の︵厳さ戸ごと云ふ諺は︑

マンガンは︑愛情の元素で︑爵君屋ら鼻

効果がある診と云はれております︒

絡症の多いので苦勢しております︒我駒で

ビタミン中最も大切なもの侭︑ビタミン

にあります︒

葉中に多少存在し︑蕪の葉に比較的多く︑

備の食舶では穀類の庇芽や︑野菜麺では緑

ビタミンＥは蒸殖に開係深いもので︑日

申されますが︑野菜には法蓮草︑チシャ︑

Ｃです︒Ｃの畝乏は資に蕊病に凌展すると
大根及莱の葉︑トマト︑オレンジ︑キャベ
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マンガンなくして情愛なしで︑夫婦喧嘩や

とビフテキを浦腹すると二日間も内臓賎開

ょぅ︒私も今﹁家の建て方・住い方﹂を執︲

楽養方面の蜜際に就いて記載します︒

華中で︑年末には出版出来ると思いますが

日本再建のために︑健康長謬を心懸け︑

ヘルシンキで橋爪選手が︑胃袋がパンク

は勢側するので臓内の休萎は出来ません︒

う︒︑これも小姿旺芽に多く︑オートミール

殺人行篤は主としてマンガンの峡乏でしょ

するほど飽食したと云ふ一三−スを聞いて

大豆︑姿鉄︑小萎粉等にあります︒

しよう︒︵評議員・建築家︶

頭脳を明噺にし︑心身一如の修養に勉めま

拝余

をなし︑半熟の卵か生野菜のヂュースでも
飲み︑更に柿の葉の茶とビタミンＤ入りの

誠に瀧念に思いましたが︑あの前夜は粥食

す︒沃度の多いものは海藻類で︑昆布が最

カルシューム五錠ですませたならば︑必ず

蕊養素の擁取は生叉は半生の野菜が鎧上

はじめ数螺を躯けずりまわった︑これは︑

業の糎湾的調査をするために︑京阪地方を

ではない︒私は今夏酷暑とたたかって︑茶

茶といっても︑茶道を説くほどの風流人

末代策

沃度の峡乏も注意すべきことで︑雄が悪

上で塞所に昆布をきらしては主輔の恥辱で

は消化が米飯の約半分で︑病人は之れが馬

や謹選以上の好成績を得たと忠います︒粥

くなったり甲状線の故障は︑沃度の絞乏で

ものです︒

す︒煮物にはだしに必ず入るＬようしたい
以上は築養素の幼稚園ですが︑之れだけ

で︑此の頃野菜ヂュースのミキサーが護資

に粥食するのです︒

や健康長寿を保ちうると恩ひます︒私はも

に必要です︒

されましたので︑保雌長寿のためには食堂

でも心得て食生活の改善を賞行せぱ︑必ず

に心懸けております︒浦一年目に鵠重が一

う三年以上朝食を匿止して︑柴養素の揺坂

賃に健康長蒜に心懸けたい方々は︑西勝遥

たのは支那であったことは︑騰東のチヤと

洋であろう︒これを溌見して妓初に喫茶し

茶はどこが原産地かといえば︑それは東

その副産物ともいうべきものである︒

著﹁健康調本﹂及﹁救急虚置﹂小田部博士

紙面の都合で詳細に記述出来ませんので

最近衣食住共に甚しく替津になりました

トガル︑︒ヘルシヤで伺脊をもって呼ばれ︑

いう言葉が︑わが閥をはじめインド︑ポル

りました︒

貫目増加し︑米の闇買をする必要がなくな

が︑米園でも美食短命のものが多く︑米圃

著﹁之れだけは心得おくべし﹂叉は一︲若さ

多少かわってはいるが︑ロシヤ︑トルコお

と性の研究﹂並に米人ハウザー著平野ふみ

よびアラビヤでチヤイといっているし︑ま

子課﹁若く見え長生きするには﹂を通讃し
昭和二十二年文部省溌行蔭制中里一年用．

レイ︑デンマーク︑ノルウェー︑スウエー

た厘門のタイという言葉が︑フランス︑マ

ります︒

﹁私たちの科畢﹂第四巷を御篭になると︑

の蕊蓋畢者は之れを文化病蝿者と申してお

築養に閑しての大要を知ることが出来まし

ビフテキはあらゆる食品の内で︑一番消
を要し︑米飯も消化時間が長いので︑米飯

化時間が長く百グラムで賀に四時間十五分
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開

西半球えの新航路凌見によって市場が砿大

なかったが︑十派世紀の末から東亜および

ずかに賢族富豪の問に弄瞳れていたにすぎ

堂の茶が東洋から輸入されていたので︑わ

ヨーロッパには茶樹はなく︑きわめて少

とで明かであろう︒

ンでそれぞれテー︑テアと呼ばれているこ

バキヤでテとなり︑オランダおよびセイロ

ヂン︑イタリー︑ハンガリー︑チェコスロ

を年中行謝としている︒坂本は比叡山琵琶

年六月四日にこの茶を大師の廟に献ずるの

居東に植えたとある︒今もなお坂本では毎

資をもち蹄えり︑江州坂本の日吉澗杜の鳥

寺の開山博教大師が唐から蹄朝の折︑茶の

も見あたらない︒さらにまた︑比叡山延暦

その跡もなく︑奈良の正倉院御物薬草中に

海郡薬王寺に茶園があったとあるが︑今は

支梓﹂によれば︑行茶建立になる三河閥碧

行茶菩薩が茶園を作ったと綿えられ︑﹁本朝

前の背振山に植えたが︑のち建保二年に﹁喫

久二年Ｑ一九己に茶賞をもち蹄って筑

は二度目の入宋から蹄朝した際すなわち建

史上忘れることのできぬ恩人である︒輝師

怖隆寺に保存されている︒

たといわれる大茶砿は︑現に宇陀郡赤埴の

牧村赤埴に栽培をはじめた︒常時もち儲っ

京都建仁寺の開岨楽西輝師は︑茶の謹選

雌雄嘩一唾捧唇誕純畦鋤録窪趨搾岬秤峨蛎峰一

された結果︑茶もまた砂糖︑伽誹などとい

毒ハティスタ・ラムシオの﹁旅行記﹂におい

記罪が見られるのは︑ヴエネチアのギアム

ることとなった︒ヨーロッパで簸初に茶の

ようになって︑一般大衆の需要にも供され

なおその六月壬蛍の係に﹁幾内並に近江︑

都永忠手に自ら茶を煎じて未御す﹂とあり

韓崎に幸せられ︑更に楚輝寺を過ぐ︑大僧

に﹁嵯峨天皇弘仁六年夏四月︑近江閥滋賀

が︑正史として雌初の一記録は︑﹁類楽則史﹂

先に記したものはいささか郡説的である

いう唐物柿形の小壷は今もなお高山寺に郷

おり︑その時の茶貨三粒を入れて贈ったと

蜜を贈ったことは﹁高山寺隙﹂に記されて

その後禅師は京都栂尾の明悪上人に茶の

どで︑ある︒

平芯したとは︑﹁吾妻鏡﹂にも特筆されたほ

倉の蛮朝牌単に贈ったところ︑勝単の猫が

茶養生記﹂をものし︑これを茶とともに鎌

では︑わが蝋に茶が僻わったのはいつご

てである︒

丹波︑丹後︑播歴の剛をして茶を植え︑毎

わっている︒上人は情瀧川に面した海瀬三

湖に面した絶勝の地である︒

ろか︒これは諸説温為としているが︑遼麿．

年之を献ぜしむ﹂とある︒弘仁六年とは八

っしょに︑ヨーロッパに綾だとはこぼれる

見られる︒﹁茶縛詳説﹂に﹁本朝聖武帝天平

便によって支那文化とともに入ったものと

は慈悲心からこれを多くの人掩に施すため

して狭院を感ずるようになったので︑上人

本木という地に試植したが︑ほどなく蕃植
って茶がもち踊られた︒最溌が八○四年に

その後しばしば支那に留纏した僧侶によ

一五年にあたっている︒

蹄朝して近江図墓麓に植えたのをはじめ︑

元年︑百僧を召して般若を誰ぜられる︑第
いうと七二九年である︒このころ︑いずれ

栂尾の尾上の茶の木分け植えてあとぞお

二日行茶の俵あり﹂とあるが︑天平元年と

翌年には空海が茶の責とともに製茶法を鯉

茶園を宇治にもとめた︒

から茶がもたらされたか明かでない︒また
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｜

Eや

あし

ふくし駒の蹄影

が宇治川のほとりであった︒そして現に︑

畢博士︶

がいない︒︵特別含員・鴎治大畢教一睡︑縄潜

笈を負うて東京へ出たのが明治四十二年一

大杉謹一

武蔵野の生活

銘茶の室地を訪ねると︑京都府の宇治ｉ幡
地方︑禰岡螺の矢部川書沿岸の八女地方︑埼

地方︑奈足牌の名彊川沿岸の月瀕︑波多野

と上人は詠んだが︑最初の茶園﹁駒の蹄影︐﹂

て年を経て︑今日では北海道や青森など鎧

茨城腺の久慈川沿岸の奥久慈地方︑それか

知川沿岸の政所︑大戸川沿岸の朝宮地方︑

玉勝の入間川沿岸の狭山地方︑滋賀際の愛

は︑黄棄山菖幅寺山門の近ぐである︒かく

北方の地をのぞく日本全土に恭植するにい
茶はたしかに支那から僻わったものが︑

ら静岡際の大井川沿岸の川根地方などであ

たった︒

種とな２﹂全醐に蕃植したのであろうとお

い２﹂かなり津山製茶されている︒またこ

て現に熊本を中心に九州地方ではヤマ茶と

秩父などの古生暦の山地には野生茶があっ

仰げば雲峯富士を指呼の間に望まれる絶景

眼を伏せれば大井川を帯のごとく眼下に見

ない︒日本猿大の茶閲とい〆孔べき牧之原は

風景であるが︑ほんとの大きな茶悶は見え

られる茶閣は︑旅人の眼を慰める車窓の一

を生憲するのであるが︑丘陵の斜面に眺め

湖の麓近くに居を移して︑武戦野の四季を

の戦災で余儀なく都落ちをさせられ︑多睦

ちであった︒それが幸か不幸か︑此のたび

ちがらさで武蔵野の生活とも識遠くなりが

で延びていったが︑その後長い間浮世のせ

となった︒徳雷蔵花の﹃みみずのたわこと﹄

外散歩を梁しんだのも︑はや四十余年の昔

閣木出猫歩の﹃武蔽野﹄に教えられて︑郊

こ雨三年前に鹿見島嬬の剛分で枯死した茶

の高窒である︒これは明治二年幕府の解燈

静岡僻といえば︑わが図の茶の六割以上

る︒

の古木は高さ三十尺もあり︑その樹齢千五

によって職を失った徳川藩士二百余名が憤

漁喫することができることになった︒

い︒九州︑四図︑中図︑近畿および開東の

もうが︑わが図にも野生茶がないことはな

どうか疑われるふしもある︒シーボルトな

現に日本中に普及した茶御が支那種のみか

れぬ手に鍬をとって耕したものだが︑今は
る日本茶が︑海を越えてアメリカにアフリ

や甘藷畑の夏を迎えて︑雑木林に萩の花の

雀の詮も高らかに︑姿秋の野はやがて西瓜

葉哉﹂の頃から活溌に活動しはじめる︒雲

冬眠の武赦野は﹁酎士一つ塊み癌と﹂若

を戒んで︑散歩も次第に多庫川くりの方ま

どは一八五二年に︑茶の原漆地は日本であ

三千町歩の大茶陶とな２Ｌ︑ここから生れ
カに輸出され︑しかも生糸にづぐ職出の大

百年にもなろうかといわれている鮎から︑

ると断定を下しているくらいである︒

そのうえ朝霧の多い清流に臨んだ高重の地

らば︑﹁正にこれ夢のごとし﹂と答うるにち

宗になったことを︑常時の古老に叩いたな

茶の適地はもちろん温い土地がいＬが︑

をよしとする︒だから明悪上人が最初に植

色づく頃︑ひぐらしの震はたちまち百塁の

えたところが保津川の上流であ２﹂︑次ぎ
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合

L1

道・五日市街道が開かれてから︑その街道れに備え一﹂いる︒水山にめぐまれない村は

城後︑慶長元年にはじまる︒その年青梅街日取りを心配しながらせっせと多の野菜枯

︑１１

すだく夜半の嵐︒﹁よくぞ都落ちせる﹂のお

奈蛙までは赴かずとも︑聖武朝の蕊えば図

チンコ屋もお目見えして︑東京通ひの近代︑王瀧杜曹をめざして天ド泰平︒卿士安隠を

通う騨路に出ると︑そこには今を時めくパ青・庚申塔の民俗に︑今は農地改一革の民主

さてこのような別天地も︑足一歩社瀧のとＬのって︑辻蟹に立つ地職愈・馬頭測世

旦小川の里にはこうした三つの惟件がほ鱒

心の平安︑以上の三つを数えていたが︑こ

分寺悲川院の跡にしのべもするし︑小手指．

娘の流行姿も見られる︒秋塞低くＢ鋤の胴夢見ていることである︒

一一

ある︒あること︑第二に借金のないこと︑第三に

小川村こそ︑私の住む武賊野の一角なのでの幸禰ということにつ陰﹂︑第一に他隈で

て至るところ新田開墾の鍬を入れていったが幸いなのだそうな︒
ものである︒小川九郎兵補の開拓にか上る経済畢者のアダム・スミスは︑われわれ

水・野火止の用水その他の支流と共に拓け年は西瓜が駄側なので︑かえ２﹂稲には雨

筋に溢展した多くの村糞は︑その後王川上一面に陸稲の穂に出る豊年型であるが︑今

もいで︑往復四時間も要する電車辿勤の物
少しく足を運べば︑先史畔代の人類が辿

憂さを忘れる︒

していった武賊野以前のわれらが故郷をな
つかしむこともできるし︑古代人の往復し

たにちがいない陸奥道︑西剛府の間をつら
ねる上州街道︑それらがありし面影を今は
あちこちに残る鎌倉街通の名残りにとどめ

久米川の合戦に競いたった新出勢のつわも

儲が眼のあたりに浮ぶうちを︑ジェット戦かくてこＬ三面年の雁史を物謝る武瓶野

て︑足の向くまＬに歩きまわるのもよい︒

の共が駒を進めた川舎道は︑今も昔のまＬ
〆匙ど﹄つ

に九道の辻のあたりをたずねることができ

ともある︒かくてあわただしい間際怖勢のがしていったのであるが︑こうした苛なが

闘磯の物すごい郷が人為の眠りをさますこ開茄の手は︑至るところに新山剛淡をうな

ろ︒者相手の商家の護展をうながし︑社線を利

西欧の空にまで︑私たちの思いを蓮ぱせ寄せて来て︑今は近越に移韓して来た戦災

うつりゆきが︑武賊野の一角から速く朝鮮︑らの村の生活にも人口珊加の波は近くおし

る︒伸説は迷いの樫の古株にも僻えられて
はち皇くや袋

いる︒元弘の板碑を見るためには速く足を

徳職寺から八剛山の勝率塚にのばすがよ
い︒こ上は義貞が白旗をかかげた司令部の

﹁今年は西瓜は失敗でした︒やっぱり甘藷川上﹂遠く東京の勤め先へと急ぐ人之は︑
の方が降っても照っても愛りなしで﹂と語浦員電単に還り迎えられながら︑夕立の凍

見剛費千鶴地賊尊を拝して踊る︒

それにしても此の匿漠たる武舷野に人盈

るお百姓さんは︑手に白菜の種子を数えてしい騨前の通りを︑秋の虫の徹呼に迎えら

跡である︒正禰寺に南無阿側陀仰の板碑を

が定住していったというのは︑どうした因

﹁早くても遅くてもよくねいでねえ︲一と︑れて家路をいそぐのである︒

１１
縁からであろう︒歴史は篠川家康の江戸入

１公

ＱＵ

︑ノ

ｒＬ

、

行文もできるだけ自然を取り入れてほし

努力してゐることであります︒

少年時代の作文を思い出してこんなことを綴

作品十数種を探し求めました︒﹃千山麓水﹄

の家の出生であることを知って︑蹄来その

旅館へ立ち寄った際︑有名な大橋乙羽がこ

この春米津へ行って騨前の吾弱屋という

でありますけれども同時に︑我が狭山の光

た︑これは素より私一家のこの上なき光蕊

績いて本年まで二十五年の長きに世びまし

法方を︑宮内廃から御下命頂き︑以来︑引

殊に昭和の初頭から畏くも御料の芳若製

ってみました︒この亙休中︑自縛車を駈って

築なのでありまして︑一町その黄任の飛大

い︒

方廷走りまわってみた知識をたれにしたまで

︵正綾当欧山米水﹄が紀行文として面白いで

割出さんから一︲何か随筆を﹂いうことで︑

です︒

枯れず九重に摘む

︵埼玉螺豊岡支含長︶

荊まれたり苅られたりする都にぞ我のみ

と仰蒙る

九歳の雲井の隅の新木の芽ことしも摘め︲一

長き辛かな

九重の御悶に召され新茶つむ二十五年の

て居るものであります︒

さが感じられ︑誠心誠意一脚の努力を誓っ

今から楽しみにしています︒どのような作

我が武蔵狭山の里は︑京の宇治と共に︑

光柴繁田武卒

すか︒︵狩別倉貝・東京教育大畢教授︶

品が集まりましょうか︒この次は何にしま

１Ｊ

こんどの特輯鑑は随筆集ということで︑

す︒

作文の前日にはよく﹃自然と人生﹄を暗
諭しました︒そしてその筆つきを虞似て︑
下手な美文を作りました︑それからいろい
つぎは紀行文です︒二つとも大町桂月のが

ろな手紙文でしたが︑候文が好きでした︒

好きで︑その文章を反似て候文と族付記を
弾きました︒日記もたんねんにつけていま
の夏休にいろいろ思い出しながら年譜だけ

したが︑何もかも焼けてしまったので︑こ

を有って居りますことは御承知の通りであ

茶の窪地として並び解されて来た古い歴史
りますが︑その産額から言ひますならば︑

そ︑ういえば此の頃は随筆や紀行文の大家

まとめました︒

というのはどういう人達なのでしょうか︒

ありますけれども︑︐然し狭山茶には狭山茶

としての特質があり︑その天の恵みと耐先

獅岡牌などと比較し宅誠に微糞たるもので

がちょっと目につきますが︑どうも理窟っ

として︑私達はその名を汚さないやう柳か

方の長い歴史を作ったその努力をぱ深く徳

文畢専門の畢者や文士の中にはそういった

ぽいものが多いようです︒風景萱のような

類の人がないようです︒科畢者達の随想物

美しい自然を寓したものがほしいです︒紀
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１１

如何に共産鬼に術うべきや

八

一○○○には遠く及ばず︑殊に二五○持たねば︑大

○を有し︑一九五四年には二○○に達するだろうといわれておるが︑し

園昌菖ｐ１グー電探溌︶の研究製造に著手し︑原爆は己に五○

かし米の八○○

米は朝鮮で︑初めてミグ式ゼヅト戦闘機を射落し︑分解調査の結果

っておるかということは︑専門家には推定出来るということである︒

なもので︑必ず世に知れ渡る︑従ってどの剛が︑どれだけの原爆を持

地は︑大電源地帯に設けなければならない︒また峨爆賞戯は︑大規模

だ米の敵でない︒原爆の製造には︑多珪の電流を要するので︑原爆基

戦の用を癖ずるに足らぬといわれておるので︑原爆に就ては︑ソはま

ソの飛行機が進歩著しく︑しかも巳に大埜生毒になっておるのを知っ

高橋節
て︑大に驚き︑爾来互我を投じて︑新機の製造を急ぎ︑以て戦後のギ
ソは磯倣約二山︑過牛が小型であるが︑米は一繭数千機︑大小相牛

極めて良好であったためで︑輝幌することの出来ない覗溌である︒潜

して︑皆初蝿命中の好成績を翠げたのは︑レーダーによる距離測定が

レーダーもまたソは米に及ばないが︑北鮮に於てや陸上砲が米艦に封

し︑一九菰六年まで︑毎月五○億州を支川し︑一蔑磯を恥附して︑ソ

三瓶○︑その半分を浦蝋に股き︑一九五光年に︑純数一○○○に達せ

水艦戦に至っては︑ソが近吟肢も力を注いでいるところで︑現在艦数

ャップを補わんとしている︒

き︒昌鼻セーバーゼットは︑共に妓新のゼット戦闘機で︑翼は直角

を擬せられておるとＭ様で︑吾みへはどうしても米海地にたよって︑蜘

しめんと努力している︒この淋艦戦略によって︑我剛は咽喉元に七両

門

に獅唯せんとしている︒朝鮮で活動しておるソの旨扇ミグ︑米の

に等しく︑一機の俄桁一億脚を越え︑猶に前代未聞の代物である︒

三千の淋艦を櫛し︑ソの淋

ではなく︑斜後側に収付けられ︑速度一畔間六両マイルで︑ほ竺晋響

土の宏金を刷らねばならぬ︒米は現在二

艦戦に雌ずるに充分である︒終戦時日本近海にいた米淋維は︑一六○

外交史家の説に従えば︑背は大戦雌後の勝利は︑必ずアングロサク
ソンすなはち英の手に蹄し︑鋪一次仕界大戦には英米二剛とはいＬな

位であったという︒

らねぽならないから︑近代戦は全く︑油の戦争である︒然るにソの油

油に枕ては︑ソは雌も苦心している︒戦車︑飛機︑淋艦細て油に依

がら︑同じくアングロサクソンの勝利となったけれども︑鋪二次大戦
この三脚で分け捕りすることになった︒しかし三蝿の協調は︑考える

の大戦には︑その三

は︑閣内年表四千七両醐噸に過ぎぬ︒これは前大戦の半年分で︑今後

には︑粂く趣を典にして︑米英ソ三剛が雌終に鑓り︑践捷の推物を︑

ほど野群で︑ソは早くもこれを看収して︑直に蛮力行動に出で︑浦洲

である︒ソは油の落穂を刷るであろうが︑油は盛ったり積込んだりす

四倍を要する︑三倍としても︲一年一億二ｆ臨噸

を奪い︑東獅を取り︑北鮮を牧め︑日本降伏の翌日を以て︑すばやく
縮三次大戦を開始したので︑もし干島や歯舞が︑再び日本に還って来

トラックも多くない︒〃

るのに手数がかかる︑ソには油梢船が少い︑ソは陸上交通路が悪い︑

猫が降伏すると︑ソは直に技師や翠者を自鰯に招致して︑原爆や

ると思っている人があれば︑それこそ痴人の夢だというのである︒
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雄

わして︑平均︑その園の全商船練噸数の一五︑五彩で︑篭世界のもの

欧米自由諸函の資例によれば︑一函の海上護衛力は︑排水噸数で炎

恵まれない︒これか誠に非常な仕合で︑この際返見は彼等に濁して︑

Ｌ平均が一二％だというから︑日本もその標準の護衛力は持たねばな

こんな課で︑ソは鋭意武力戦の準備を急ぎながら︑まだ萱行の機に

充分な姉をしなければならない︒

少くも二十一寓噸を必要とし︑これに機雷に要するもの︑兄張︑哨戒

し︑二十八年度にやっと二六四蕗噸に川復する︒そすと海上誰術力は

に要するもの等を加えれば︑三十欝噸の海単は︑どうしても持ってい

らない︒我国の商船は戦前六三○遵噸であったが︑壁零で著しく減耗

のだ︑しかし細てを米に依頼する課には行かない︒主要な兵力は︑日

なければならないことになる︒この三十蕗噸の内︑米はどれだけ分推

共毒鬼の前に中立億ない︑吾を催自由諸図と手を携え︑黄力を以て

衣自らこれ洋一備えなければならない︒殊に閥際迎合諸閣が︑朝鮮に於

閥の猫立を護らねばならないｐ日米保饗僻約は︑そのために詩ばれた

ける苦しい鵬戯に懲り︑亜細瓶諸剛の防術に封して︑現地民車弓昌到︒

であることは︑疑う詮地もない︒

武力戦の機未だ熟せざるソは︑我圃の暴力革命を企岡している︒日

するかが︑今秋の行政協定で定められるので︑協定の蕪礎が三十蕗噸

韓図には七師あって︑米が訓練に富っているが︑今これを二倍二十

これを武力化せんと努めておる︒湾力はその十五％と考えてよかろう

木共漆黛は登鎌のもの七蕗︑シンパ七十繭︑合せて百蔑匡近く︑側下

昏曙ｃの︑韮義を取り︑いざという時に︑白人が出ないで済むようにしよ

麓人匡させようとしている︑海軍は七鹿五千噸を十菌噸にする︒蚕湾

が︑吾みへはこれに鍔する愛力を持っていなければならない︒また日本

うと︑色套計護を立て資行を雪催促しておる今日に於ておやである︒

軍は六十蕗というが︑資質はその牛らしく︑これを改革して︑飛機を

人師閏︑共壷難が平素秘密に訓練していて︑いざという時表面に押出

印のみが白人兵十七蕗五千人ベトナム軍まだやっと六

■

七蕗人で︑伽

も新式化せんとしている︒比は凹帥︑これを二十繭人に職加する︒仰

を叩き減す兵力を持っていなければならない︒外来兵力の第一波は︑

す組織的兵力︑これは二師とも十五磁ともいわれておる︑垂呈はこれ

塞挺部騒であろう︒我警察力や兵力が︑雌起して来た日本人師閣に集

印以外日本四脚の剛ルヘには︑己に現地民車主義が徹底し︑そして奇約

我図は食糧を大部分とする輸入一年約二千四百蕗噸︑細て海上職避

りて来るであろう︒兵力は二

中しておる際に︑例えば北海道というようなところに︑虎に乗じて降

二十鱒の兵力を持っている︒

に依頼し︑そしてこれがないと誰も生きて行かれない︒一朝事有る時

姿を消し︑航空母艦から飛擬を飛ばすこと︑・睡快な艦艇を以て海上

んでも受付けてくれないだろう︒露二次大戦後︑大艦互砲は海軍から／

にそういう種類の船を造っておる所がない︒従って吾捻は上陸作戦に

川舟艇の川意をしていない︑浦蝋その他シ響へリャ沿岸の造船所で︑現

規模の上確作戦を行ったことがない︒また今日輪選用船舶︑特に上陸

が海輪郡陵というところだが︑ソのその歴史の上に於て︑未だ嘗て大

三寓︑多く積って五蕗を越えまい︒次

この轍透の保護までも米に頼むのは︑脈甲斐ない話であって︑また頼

輪透船舶を保護することだけが︑海車に麓された任務となった︒すな

開して︑気早に慌てる必要がないと共に︑園内に相営の地上車を持つ

はち日本は︑速に相常量の海軍を備えて︑年二千四百苗噸の食糧を輸
差する我商船を︑ソ潜艦の脅威から︑免れしめなければならない︒

〕

〔

言．

﹁

ていなければならないことは明かで︑それが十五師二

三十蕊人と溝

せられておる︒米の確軍は縄計二○師で︑現在内六師誇欧州に︑他の

六師を朝鮮Ｅそして日本に二師を置墜峰いる︒ソは一七五師を有し
極東単も四○師あるが︑一師の責力米の半だという︒中共軍は︑四百
蔦だと聞く︒

日本園内に相常敷の職飛行磯を置かなければ︑地上軍全師閲を動か

％スイスも三諺伊六％で︑日本は五題が至営であろうといわれて

設は祥易な業ではない︒米の軍票費は︑閣民網所得の一八％英は一三

いるが︑日本の新軍は︑八年計蓋なら︑二千八百億個で出来ろという

ことである︒日本の固民綿所禅は︑約七兆であろうか︒両濁は初年八

％︵米の柿助を加えれば二房の割合にたる︶次年一○影で︑再軍備

十蕊︑両欧第一の精鋭である︑スイスの中立は︑それで完全に維持さ

イスでは︑十八歳から六十歳までの男子が︑網て軍籍に入り︑兵敷六

自分の剛は︑自分で護らねばならぬ縄一﹂はそれから州護する︒ス

を二年でやってのける︒

防衛は望まれない︒そＬＬ同時に戦略上︑大刺溌で︑遠く飛んで行っ

れている︒西猫では︑工員が残業を︑無償で奉仕している︑両柵の再

すことが出来ない︑また沿岸を飛ぶものが相常に津山ないと︑海風の

て狸力で︑必ず媛後の勝利を占めるとしても︑戦闘のために︑剛士が

曾を狙２﹂いる︑日木常に術うべき秋である︒︵特別念員︶

軍備は︑この精榊で迭り上げられるのである︒共憲鬼が︑海を渡る漉

必要で︑綱計三千機は︑必ず伽付けねばならぬといわれている︒そし

率︐和といふものは唯口で言うほど簡取には出来ない︑有史以来の人
間の念願で一向に変現しないものとも言へるか︒高い波の落ちたしば
しの剛の場合のことで︑又いつしか動く力は高い波を打上げるといっ
た繰り返しが今日迄の喪状ではなからうか︒それなのに今日の人間が
念に︑一足飛びに足が洗へるかどうか︒永久の韮︲和は決して言葉や議
論ではな照波を呼ぶ或る力を制するといった︑別言すれば人川一般
の心の用い方とそれによる行ひの革命が出来るかどうかによる︒或る
一邦の者が︑た営胤分の恩ふやらにする全ために無理押しをするやうな
力を内に持って居るのでは︑いつしか商い波が起らない課にはいかな

い︒力を以てどうのかうのといふ挫巾の平和は↓︑ユヅバもので︑心す
寺へきだ︒我等は言需奄群し人間が脚稲踊物の難芦蚤卜らば︑側分の文化

ねば幸である︒

〔23〕

て敵の擦耕を叩くことが︑極めて必要である︒日本の地上軍が極め

姫陛しない前に︑まだ我卿士に降りて来ない先に︑これを完全に叩き

睡蝿せられてしまったのでは︑何んにもならない︒敵がまだ我閣土に

i

を用ゆる黒祁の心を以てす今へきだが祁先より引継ぐ今日の人側に罪
深き︑業の人間に果して人間革命が出来るか︒どうか三日坊主に雑ら

ゴ

伏捗そしまわなければならない︒このためには何んとい２Ｌも飛機が

二○○○機を日本で塗るのが合理的だと︑近頃よく新聞碓誌等

てその内︑戦略行動を行う大型磯は︑細て米で持２Ｌもらい︑残一八
○○

に見えておるが︑恐くは至富の見解であ２Ｌ︑これまた行政協定で定

米軍事協定たらざるを禅ぬ︒

めることになるのであろう︒室海陸軍に開する行政協定は︑同時に日
大切なのは単事我で︑米では一師の初膳訓癖費一億州︑維排聾同じ
く一億粥ということであ２﹂︑維持費の主要部は人件饗であるが︑米
兵は鮫ｆ級の者でも月俸八十弗︑在外加俸二十幾弗︑従２Ｌ月斜約三
葛間︑これに封し日本では︑警祭強怖除の課長が︑やっと二漣胸で︑

もとより同日の談にあらず︑故に日本師園の維持謎が︑米に比し︑も
つともっと低いのは明かであるが︑それにしても空海陸並ぶ新軍の建

I

は牛ロースではなくて諺賓は兎が大部分であ

こしい︑例へぱ本場何々︑純何奄全何々︑

かっての我が国は︑貿易の競争園から︑﹁日

は︑一切ハムを食はなくなったものがあるが︑

ふのである︒記者の友人には之を知ってから

ることでもあって︑中々皮身に老へると面白

れを作りもするといふことを自ら告白してゐ

最高級何々︑．．⁝・といった風であるが︑これ

本製品は︑工賃の犠牲に於てダンピング﹂を

工賃はこの驚くべき手腕によって︑心配御無

くもあるのである︑一例を理げれば︑牛乳に

り︑殖しには犬︑猫竿をも牛に化けるとい

やる︑といふ攻撃をよく受けたものであった

川︑立派に高く出てくるのである︒この事は

いものも出来る課だから︑この牛乳は全乳だ

は必ず全乳とするが︑これは内容が全乳でな

秋窓漫筆記者

が︑果してそれは工寅の議牝が湘焚であった

−フなども同じことで〃その中味の三割は少

獅りハムに限ったことではなく︑彼のコンビ

側へば今日牛肉のロースは︑近江ものでも百

の工貨︑これには炎に不思議掘るものがある︒

と︑そのま上使川できない鮮度の落ちたもの

チクワ︑カマボコ等々の魚肉の加工品となる

は悉く鱒であるし︑鱒は鮒であり．︑ハン︒ヘン

くとも撰肉︵鵬︶であり︑又シャケ雛も安物

間に合はすが︑さて又これもた旨の卵ではな

心して全卵といふ言葉を冠らせないで唯卵で

るが︑これは巾味に加工は出来ないから︑安

ものは弊戒を要するのである︒所が鶏卵であ

と言はうとするのであろうが︑大抵かうした

はその内容がそれに反するものがあり︑又そ

かどうかはさてとし︑我々が日常の生活の品

匁三百武拾川位が遡り相場であるのに︑ロー

であり︑同時に又最下等の魚肉を利用するこ

︑︑

物に於て︑馬鹿正直にものを考へると︑日本

１が武百五拾脚といった腕である︒正直

ばルリではなく︑衣料などでも︑我が閲は御

があるからからである︒大凡そからしたもの

の地ものがあって︑それが品質に大きな松述

れも内容は説明する要がないが卵には養鶏地

い人

ス・ハムとなると︑百匁武百脚から高くてせ

丁寧にも︑純毛︑純紺︑純綿などといふ言葉

くや新鮮である﹁地卵﹂と来るのである︒こ

は原料より安いとはこりや不思縦だといふの

があって︑淀にヤャコシイたらないが︑これ

とは誰も知って居るところである︒更に食物

である︒これは原料のロースと︑ハムとなっ

は純でないものがある誰擦で︑正しい原料を

者はｐｉスをあれだけ加工して︑然もその砿

たロースとが同様なものだと正直に考へると

で︑一々品物には説明がつくが︑その言葉と

に大量に仕入れ︑機械力によったからとて︑

見せてゐるが︑これ等も加工の魔術で︑その

川いて一見工賃遜安く加へてゐるかのやうに

るといふものであらう︒近頃糸偏の下落で︑

れを利用して︑侮る不良な心拝を物語りもす

あるが︑さてその償桁は︑﹁安くなった﹂とい

︑︑︑

いふものは︑必ずその反面を自ら曝露し︑そ

工賃がマイナスになるといふ計算は不思議で

う玄でもない︒．これはまづあらゆるものが悉

材料の不良の分が工賃となってゐることは言

︑や︑︑︑

きは︑誠に不思議中の不思議なことで︑如何

なければならないであらう︒

ゅかたなどの小責値も大分安くなったやうで
くさうだと思って差支へないのが︑既に日本

ところが世の中にはさう不思議なことと云
ふものはないもので︑その変状をよく調べて

捕えて︑大萱出をやる課であるが︑御川心を

ふことに便乗して何人も承認するその心持を

の諦識とさへなってゐると思ふ・

一盤日本の種々の品物に川いる言葉はや坐

見ると︑決して工黄がマイナスでないことが
よく判るのであ．る︒それはハムになった原料

（24）

要することは︑その陳料の綿は︑決して所調

に初めて米を食って見たといふ所が全幽では

けで生活したものだ︑配給制度になって平等

よっては米といふものは知らないで︑雑穀だ

衣●︑食︑住すべてに於て︑自幽のものは素よ

ここに問題があると恩ふ︒今日我ぐの生活は

相術にあった︑かうして各自が分に膳じ︑所

る︒それをこの貧しい図民が総てに於て純な

り︑枇界各図のものがそれ人︑利川されて居

Ｊ

ふ︒となると︑なるほど純綿で一︲こんなに安

純綿ではなくして︑相術奉の混紡であるとい

くなったか﹂と喜んで擬ふ正直者は馬鹿を見

の見柴が張りたいのであらう︒それだからこ

の弱鮎を利川されて︑混紡の純毛服地︑木綿

ものが求めらるべき課がないのに︑分不相嵯

この様に一︲表看板に侮りあり﹂﹁羊頭を掲

で今日は﹁貧しいものは葵を食ひ︑富めるも

−フが製造されるのであらう︒だが輸出品は

地が出来︑兎肉のピーフハムや樫肉のコンビ

に随って耀済をたてた所に米食の不足は間然

げて狗肉を責る﹂といふことが︑昔から商業

のは米を食って﹂などといふと︑平等権が犯

〃勿論であるが︑図内需川品とて︑今後の製龍

に叉調節もされたといふものである︑ところ

では常然として行はれ︑馴れつこになって︑

されるといふので︑﹁不都合だ﹂なんぞとい

るといふものである︒

それを何とも恩はなくなり︑﹁商品といふも

ふが︑自立輝桝として農家は昔からそれを文

や内容を侮って︑然もその値の商い安いを紛ら

者は綱て︑純︒不純といふことば︑明かにし

の乏しい図であること︑そして一般の図民生

善意に考へでの一つとしては︑我が閏が原料

面から考へられることと恩ふが︑一面これを

ととなるので︑純ならぬものが多くなる迩理

い課であるから何れも殖しをして埋合せるこ

内滞要にするといふことで︑術然これば乏し

は︑それを加工して製品を輸出し︑残りを閣

のないといふことが一稀の特色で︑必ずしも

その品物の信用は︑純︑不純の表看板に傭り

弧くなってゐるが︑時殊なものは別として︑

日いよ﹄！︑貧之したが矯めに益々こめ伽向は

となると︑我が図民は昔から尊敬したが︑今

すやうなことをしてはならぬと恩ふ︒舶来品

︑︑︑

のはさういふもんだ﹂と頭から決めてか上る

ないのであいう︒又外幽から順料を貿ふもの

句なくやったのであり︑又それより外に世は

活が貧しいが馬と云ふことが︑相常の原因と

であり︑同時に貧乏幕しでは︑所謂﹁純﹂な

︑︑︑︑︑

といふこと︑これは誠に怖けないことである︒

なってゐるやうにも恩はれる︒といふのは︑

るものは商くだるので︑大衆術川に雁じて安

︑︑

事がかくなったについては︑もとより籾々の

多少原料のあるものは︑これを責って金にし

で川に合すべき心掛けが常然なのに諺貧しい

ば︑一般も百も承知であるから︑不純なもの

けれどもそれはそれとして︑何もそれなら

一見原料より●製品の方が安いやうに正直者を

となく︑純・不純は疑うことなく信川され︑

うせ商品のことだから﹂というて見過ごす一﹂

侭ることなどはやめねばなるまい︒

い日本の商法の今後の在り方は︑少くとも﹁ど

せる︑これまで腿家は米を作っても︑それは

ものは間に合せるとなると殖しをして間に合

にも係らずや本場を︑純なものを慾しがる心

物そのものがよいといふのでばない・新らし
くする必要があるといふことも老へられる︒

大部分頁って一年の鞭川の足しにし︑結局は

持があり︑それを利川されて︑以上のやうな

︑︑

なければならないから︑その残りで自分窪の

作れないといった土地では︑勿論米をやたら

看板の品物が生れてくるのではあるまいか︒

雑穀が主たる自分の食料となる︑又雑穀しか
に賀ひ入れて食ふ課にはいかないから︑所に

ｊ＃
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弘道詩林
三好凌石選

○悼茅原韮山翁霞軒鵜野英治︵千葉︶

︒○０○○︒︒○○○○○○ｏＣ○○００Ｏ○︒︒Ｏ
○○○○

肇博才高有徳昔︒文章警世老難禁︒附魂一去今安在︒韓憶風

祁涙流襟︒

○偶作蓬莱間嵩雄︵刺奈川︶

︵評日︶温醇︒哀措之情何深︒

湘洋激灘妙明波．富職玲琉雪巳多︒総烏瀧煙秋欲夕︒遥鮒欺

︒Ｏ○○○○０○○○○０．００００Ｏ○Ｏ○○○Ｏ
○００○
乃一葬歌︒

︵評臼︶清斑︒遠望寓岳︒雲色己多︒刈可以知其秋至故秋欲夕三字︒
最見窺活︒

１

○立秋悪謂装坂垂全︲葉︶

胆℃心や︑Ｅｂ︑︑︑Ｅ砥︑︑○○○００○○ＣＯ○

西風動樹入茅慮︒縦川一痕梧影疎︒惟兇新秋涼味足︒竹陰清
○○○○

露滴階除︒
︵評臼︶浦疎通意︒涼味特長︒︑

○偶 感 刊 錘 山 小 野 雁 男 ︵ 鎌 倉 ︶

・掴奔利走只誇身ｃ日夜誉誉積禰因︒世上豪華何足道︒不如識

○○○○○○○○○○○○○○○︒︒○○Ｏ○ＣＯ○

○過蘇克蘭古戦場捷南西春彦一︹横涜︶

之奇︒吐果何時︒塊地可想︒

︵評臼︶笠致簡朴︒朽利之徒輩︒不知向招祇︒砿拙二字︒作者胸中

○○○○
拙楽天亘︒

グ〃

禁︒乃賦此︒

昭和二十七年六月某同︒偶過蘇克蘭野老屯古戦場︒碑石巣
々︒凄其光景︒坊桃子散山南州翁座下誌士之涜装︒感慨不

Ｏ○︒︒○○０︒○○○︒︒︒０．︒︒○○○○︒◎
○○○○

此地営年蓋鼓懸︒苔碑累累列藩名︒六親伏辺恨無限ｃ漉涙還

︵評白︶情切而語腫︒

恩故国塗︒

○詠菊飛川樋口砿︵東京︶

○ｏＯｏ００︒︒○○○○○○Ｏ○○○Ｏ○

︵評日︶慕賛一何柴︽︾情談自能動人心︒

寂真東雛下︒臨風憶古費︒秋心還入夢︒時有白衣仙︒

香城菅谷敏夫︵千葉︶

○壬辰五〃十一日宗吾三百年祭敬糞

○○○○○○○○◎︒◎○○○︒○○０．Ｏ○０︒○

○○○○

億昔倉藩四百村︒腿民塗炭苦埋菟︒義人時有敢然訴︒剛是済

三百年前刑磁場︒子今備碧諜蕊堂︒藩侯奮既無人訪︒却見義

足憂世魂︒・
も︑︑︑︑砥︑ｂＥ恥︑Ｅも︑○○○Ｏ○○○００○

︵評国︶火事恋側︒筆意豪宕︒使人有悲仙之想︒

○︒︒○
人明徳光︒

○悶禽解散怖翁菅野三郎治︵幅島︶

○○︒︒︒○○△△○０○○○△△△△︒○○００Ｏ

︒△△△
黛一票全︒

人心沈滞口相煉︒解散俄如擬惰眠︒選畢公明何所説︒不偏不

︵評日︶明快適切︒一結便是選畢公明之要諦︒

︲有隣背谷徳次郎︵宇都宮︶

○山口光一郎対類徳碑除幕式敬賦以賀

○○○︒︒○○○○００○０○０︒︒００︒︒○○○

◎○○︒
偉 徳碑︒

後作

語調運動︒意亦．見深︒

廉粥小串清一︵横漬︶

飛逝幽魂間在裁︒眼前弄訴兄英姿︒育英鰯政能輪刀︒千載長

○病

︵詳臼︶
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︑℃︑℃ｂ︑ｂ︑℃もｂもｎ℃︒︒︒○︒︒︒○○○
去秋俄自蓋違和︒床上坤吟百日過︒病後猶懐経世志︒百年難

○○○Ｏ
老奈鍵何︒

○三崎所見千鳥波多良介薪５

︵評日︶老骨峻贈︒志気未哀︒清健可稀︒

℃︑︑℃℃もい︑℃℃︒︒︒○○︒○○○○
松翠油壷静︒岩奇城島横︒誰知墜絶景︒幽賞侍詩情︒

○秋江飛釣如雲慶野庄作︵茨城︶

︵評臼︶風景盤絶︒脚鎚詩気之蒙︒

○○０Ｏ○Ｏ○○○○○○○○○○○○○○○○○Ｏ

・清江曲曲僻村問︒蔵荻秋深維水蜜︒遠睦晩晴垂釣客︒一竿捨

００○
帯○夕
陽還︒
＃

○呈菅佐原芳洲翁石崖林府之助早葉︶

○悼︲雲森翁畔水飯田雄耐︵茨城︶

地℃℃Ｅ︑地込℃殖℃℃ＥｈＥ○○○○○００○○Ｏ
○○○○

詞従村政己多年︒除事修丈渉史全︒一去青山招不得︒焚香塞

︵評臼︶哀惜之楕至突︒

望自雲天︒

衡茅隣接十家付︒此地塞留先輝魂︒境僻人柄誇質質︒林深苦

○次加瀬浩堂先生見寄．落韻移山寺島慶云千葉︶
︒︒○○○０．○○００Ｏ○︒︒○○○○○◎︒︒○

○︒︒○○○○○︒００○○００○○Ｏ○○０︒︒Ｏ

日︒壷中惟占別乾坤︒

気絶塵喧︒灘書猫録含心語︒迎客月剛知己言︒笑我悠悠鎖夏
０○○○０○○○

○偶成龍組大塚柳︒吾︵横須賀︶

︵評国︺起得卒淡︒句法整然︒暢情自有徐誼︒

溌落秋荊恋︒巌礁似砺蕊︒仰天呑大菜︒雲散月途明︒

砂殖℃℃Ｅ︑︑・も℃述埴○○○００︒︒○○ｏ

○棚菊妙韮金子光和︵横芭

︵評国︶繊格府逸︒襟度超然︒

︑ｂもＥｂ︑℃︑℃︑Ⅱ︑︑ｂＯ○○○０○○○◎○

蒲荊葉落タ陽杉︒十月秋深冷透肌︒最愛朱黄澗斑裡︒幽芳猫
︒００Ｏ
秀微祁委︒

侯︒

︵評白︶一結見筑節︒某寄書臼︒詩林之評︒其作者以外更無趣︒文
之除白︒覚垂詩教︒然臼評言︒雛時有較過褒者︒亦是鞭捷
↓之言︒謙以勉施︒他日有期︒則欲説︒有益子作詩者︒諸少

○壬辰十剛朔喜大島英武調薬稗干横演

市消防局長賦以賀凌石三好寛

／

知荊器識本無倫︒識皐多年志益仲︒局長荷柴天分在︒防災救
禍策雁新︒

（27〕

︵評臼︶閑迩︒寓出亦佳︒

な︑油℃︑︑Ⅲ︑︑１︑︑︑︑０○○○○○○○○○

八十三齢弧雌蛎︒宏才博識処高風︒多年援華修付史︒噴噴名

○００Ｏ

︵評日︶詞蛎雅雌︒使人想右挺然秀抜之概︒

像一世功︒

○中秋職山繁怖直︵茨城︶

０○○○０○○○

■

︒○○○○００○○Ｏ

夏村川中和︹千葉︶

低雁過天︒吟筆欲．雁希逸賦︒雅懐猫鴫腿公篇︒坐来向暁猫堪

○０．︒︒００二○Ｏ○○○○○○○○０００○○００
今夜中秋月正叫︒浦輝如水絶風煙︒雛逢草乱癒鴫露︒山際雲
︒○○○○Ｏ○○○００００○○○○○○○○○０Ｏ
惜︒陳述浩浩隔故年︒

︵評白︶著想高雅︒気談凌秋︒

○鎮夏絶句
︑℃︑︑℃℃心℃︑迫泊砲乃︑

維樹青苔是静縁︒欲排苦熱枕書眠︒ 閑 怖 更 有 工 夫 好 ︒ 夢 後 惟
０︒Ｏ○

評昌錆暑工夫之好︒亦雁知在此︒

参文字郷︒

一

秀逸

弘道歌園
割田斧二選

○開愚宇都宮市菅谷徳雁

鈴患の蕊ふりた三﹂鳴くなべにまだ附きなれぬ銀の一斉ぞする
○老人の日

今幸︽だ聞き馴れぬ﹂の句可燐︑訓令へ蕊ふ歌︶

埼玉螺小名木狂辰

あどけなき孫どもの劇に興じつ上みち足るものか今日の老人
︵敬老の作者の意現れて心地よし︺

○千葉螺乗坂秀嶺

○埼玉螺石川奈美子

降りつ峰く雨にあせゆく緑葉の色にもあはれ秋は知られつ

朝顔のうらかれそめし竹垣に秋を知ら堂Ｌ小雨そぼふる

○朝海新潟蝶波多艮介

○靖剛紳吐に遺族として昇殿千葉蝶金杉茂穂

ぬぱたまの夜はあけそめて猿島も白みゆくみゆ横披賀の海

今更の恩ひに泣きぬ額づけば心に顎つを靖闘の祁

○茨城蝶蕗田一人

１冊

甘藷の蔓引き返しつ上雑草を取りはげむ手にぶゆのうるさし

○荊田斧二

ＩＩＩＩＩＩＩ

たえｊ︑に鳴く録の藍絶えもせずまつはる夜かもつ上ましく居る

弘道俳壇

くｒ

大橋越央子避

●

埼玉田部井一化

香川越路

小名木狂辰

内川都市

千葉石橋香峰

〔28）

○東京都小村徐風

︹作春の心境ゆかし︺

秀逸
工場不振

きち４１をとばせ落日大いなる

もうからぬ工場に育つ鳳仙花

月代や悔いなき今日を鍬かつぐ

裸癖つきし肌えに秋涼し

鳴き龍に秋の麓あり阿弼陀堂
佳作

埼玉一

化

せ上らぎの架橋狭く譲り合ひて日毎渡れり世もかくほこそ

○代議士候補禰馬市菅野三郎治
再典の剛の柱とたのむ牙ぞ清く明るく硬くあれとこそ
︵時事を詠むこと難き塗︑よくその頼む所を言へり︶

・佳作

松江市平井常清

I

開きたる句帳に萩の影ゆるる

甲斐善光寺

城越山

○折にふれて禰島螺演名坤綱

さみだれの空あがるらし白き蝶のとけつもつれつ庭のあかるき

○言論界の長老茅原華山翁を悼む千葉螺鵜野英治
○

悌は眼の前にあれど５つし世を脚さりませる翁ぞこひしき
目じるしの桜さへ見えずあさきりのふかくとざせる簸伊の閣原

○冨山螺斎藤一二

北賦に日の丸立てし若人のさかんなる意気たのもしきかな

茨川密

退け者にされて病み勝ち九月蚊帳
貯水池の水まん？Ｉ︑と赤とんぼ

高く吊る蚊帳に新凍いたりけり

残り日の雁来紅に来て燃ゆろ
．累代の墓石小さし蔓珠沙華
石ければ秋立つ香の地を走る

炎天やタール煮て居るうす煙り

炎天や肺装のクール煮る女
篠屑の砿まれて塞ぐ秋の窓
このあたり半歳も吊る蚊帳なりと

満山越

茨城静甫

粟の資口歩みとどめし朝の道

小院の清水に浮ぶ西瓜かな

諮料日出廃る秋刀魚吾れも買う

外風呂に冷気畳えて後の月

手拭に老いをかくして盆をどり

おち粟の吾もさびしき秋の山

秋もまだ著し大豆のはねる青
年毎に老の身に泌む暑さかな

川ありて胴画渡る震災忌

○十二月雅文苑原稿十一月十日締切

江東にま︲た・師り住み震災忌

埼玉尼

埼玉狂辰
千・葉茂穂
新潟良介
埼玉奈美子
千葉秀嶺
祁島稀翁

大橋越央子

／

島の秋草ふぷわけて史蹟訪う

屋根よりも高き堤や塁時雨

千葉香峰
来京徐︑風

I

〕

（

夏木立大卿香はのっそりと︵高崎︶

何時の枇か住みし跡あり岩清水

珠数さげて新盆の家廻りけり
禁漁瞳に誰か釣り居り秋の月

秋謀や洞る鍋釜を鋳掛屋に

茨城一誠
禰島吾山

門に出て小松の上の月を見る
星を見て豆引く畑の一人かな
青柿のトキンの屋根に藩つる香

耐奈川寂光

白つつじこぼれしまふに夕づきぬ

千葉丘南

葺芽の日々に殖えるや秋の雨
先住の植えし白菊嘆きにけり

敷きつめて庭一杯の籾垂
巌抱く松の根黒し葛紅葉

￨

路

子

本含棄報

は本曾に金一千回を寄附さる︑御芳情を↑感謝
幸ｙＯ

△山形支含設立謙て山形市の南雲親一郎氏
主唱にて同地に本含支曾設立の運動ありしが

愈々機熟して雨羽銀行頭取長谷川吉三郎氏支
含浪中心に設立を兄ることとなれり︒感謝︒

支含棄報
○川越支酋報告

挨拶があってから︑列席の含員に座長の推畢

をはかり︑浦場一致で埼玉牒祁杜聴副聴長川

越総鎮守氷川祁吐宮司山田勝利氏を推畢して

同氏座長席に就き︑議事進行に湖して曾衆一

同の意見を盤種し︑次いで倉員たる川越市悪

大河内要三氏を常日の議含一談握に指名し︑満

師含長川越地睡少年保誰司含長川越市命議員

を進行した︒

場含員の同意あって︑同氏議長席に就き議事

議長の公正迩切敏活なると各議員の全部が

て緊切迩嚇で︑反に獅立日本蝋の幽民の本然

議場は秩序整然で謹言の内容は厳正荘重にし

しての謹言行動は愁始一貫して誠意と熱心で

有識徳望有力の男子女子である鯛め︑議員と

の日溌め浦結されてある今日の愈場たる川越

談事は一︑役員選任の承認︒二︑川越支命

今にＷソｃ

たるに相腫し︑純愈の議場は箕とに正々堂を

十七年八月二十四日午前八時から附いた︑此

市中原公民餓の二階の大腐間は時間前から準
Ｇ

曾に寄贈され︑本含館を飾る︑御芳情感謝に

備が整頓せられ︑大葬瓶には含員寄贈の美事
含員で川越市中央公民館主事小我木教吉氏

ものを新時代に適応するよう修正するこ

︹イ︶川越支含を則昭和三年十一月制定した

事業の迩誉に閥する各項の議決︒

△川越支曾講演雪八月二十四日川越支含に

含員森田箕氏同久保田家弘氏川越支曾代表松

た草花が美はしく生気を新たにしていた︒

於ては同市中原公民飴にて支含講演念を開き

とにその修正案起草委員を選定すること

市内及び市外町村の遠近を間はず時間を励行

︵ロ︶川越支含事業を一層按大振興する篇め

倉秋之助氏等は定刻前より出席し︑各含貝依
して参集し︑皆順序正しく出席芳名簿へ記名

を負握すること︒

︵○宮計掛り員を新に選定すること︒

に支倉の含費を定あ各含員各自均分に之
定刻に及んで松倉川越支曾代表から開含の

して夏尚ほ涼しき公民餅階上の総愈席に清新

代策氏出張され︑経済と逝徳と題して誰演さ
一つ︒

△江田氏芳志川越支愈々員江田徳澄氏は金
一千回を寄附さる︑御芳情を感謝す︒

の気分を味いつ入定刻の末るを待った︒

本曾より講師として特別含貝輝済畢鯨士開末

氏の御長男の方である︒

堪へず︒因に谷口氏は西村曾耐の御令弟勝三

△谷口氏芳志維身曾員谷口僻三郎氏は此の

日本弘道合川越支含で︑その穂含を昭和二

il

度原撫松氏筆﹁西村泊翁先生﹂背像識額を本

駐割タイ図大使に新任さる︒慶賀︒

△太田氏新任蒋別愈員太田一郎氏は此の度

割田主事参列︑弔意を表せり︒

であった︒三十日護画寺に於ける告別式に︑

哀悼す︒刀同は故島田重職淳士の女で︑歌人

ため七月二十六日逝去︑享年八十歳︒識んで

生未亡人で︑本含特別命員繁子刀自は老衰の

△服部刀自逝去元本命則含長服部字之吉先

、

△高田氏芳志狩別含員丈祭陣士高田反治氏
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1
'

︵ホ︺愈貝の増加運動井に方法の件︒

︵一○幹事曾井に評議員命の開催の件︒

︵へ︶講演含及座談含懇談倉等開催の件︒

︹卜︶迩徳教化に開する印刷護行井に瓶布の
件︒

二︑急速に幹事含を開き事業運管上緊急を
要する諸事項を決定し且つ愛行すること
蹴日縄含へ出席含員は︑芳名簿記載順に︑

埼玉地方協議含川越支部長小山三省氏
前川越市曾議長鈴木徳次郎氏
︹浦和市︶

前埼玉鼎談士首長奥田三之助氏
埼玉燕護士副官長︹前検事︶千葉律之氏
含吐員明石順次郎氏︑川越支愈議員未延泰

一︑評議員︵順序不同︶ｈ
江氏︑長徳寺住職僻正江田徳澄氏︑埼玉牒祁

せん氏︑川越支含事務坂扱前本含評議員松倉

入間川町小梁校長玉田一郎氏︑調停委員大熊

一︑幹事︹順序不同︶

慶三郎氏︒

中畢校長小山辰吉氏︑︲川越地唾成人保護司大

川越地唾成人保護司野本光吉氏︑川越樹士見

塚哲太郎氏︑調停委員岩間久子氏︑川越市曾

村含議員皆川躯久氏︑中原町公民鮪長佐々木

氏︑川越市命議員石川新平氏︑入間郡大東村

議長飯野昌八氏︑川越第三小壌校長商橘菊赦

橋はる氏︑含砥員森田武氏︑調停委員岸仲次

祇蛎是氷川刺杜宮司山田勝利氏︑調停委員大

久保田家弘氏江田徳澄氏岸仲次郎氏佐奄木

且つ役員としては

越市中央公氏餓長進藤諜氏︑同主事小名木教

丈蔽氏︑末延政治研究所長末延三三氏︑川

評議員松倉秋之助氏︑川越市含議員大河内要

吉氏︑川越市第一小畢校長北村坤畢氏︑本含

市術生課長府瀬川岩治氏︑民生課掛長仲干彦
氏︑薬剤師和田喜代司氏︑民生委員宮岡米子

三氏︹同氏を幹事長に︶︒ｆ

郎氏︑中原公民館倉計掛佐々木政夫氏︑川越

氏︑民生委員石川君代氏︑入間郡飯能町農業

政夫氏大塚哲太郎氏府瀬川岩治氏森田庇氏入

高等畢校稽響校長領田甚作氏︑入川郡山田村

間郡飯能町弧田甚作氏野本光吉氏山田勝利氏
●

尾崎良作氏入間郡大東村皆川縮久氏犬竹勢い
氏松倉慶三郎氏佐を木丈賊氏入間郡山田村原

間ほ客員として︑川越支含に封し︑日本弘泣

以上

唯則氏千葉律之氏岩州久子氏大橋はる氏鈴木

助役帯津工十郎氏︑Ⅲ村祁職服唯則氏︑熊野

含遡徳昂揚社含教化の綱領に則とる支曾里争

徳次郎氏小山辰吉氏北村柳畢氏北足立郡志木

民生委員犬竹勢い氏︑川越女子高等畢校長岡

祁批祁雌岡本一夫氏︑前民生委員井坂さだ氏

客員︵順序不回︶

氏末延言二一氏小名木教吉氏大河内要三氏松

川越市中原町公民館顧問佐藤又萩氏︑同開松

町尾崎新一氏井坂さだ氏大熊せん氏山田赤迩

氏︑川越第四小皐校長荒井四郎氏︑川越第一

平萩氏︑蓮馨寺住職正僧正久米原修文氏︑川

怖を寄せられつつある方を客員とす︒

中畢校長細田正平氏︑八幡澗牡宮司榊原光作

越郵便局長長嶋柳吉氏︑埼玉蝶含議員染谷浦

業に間し維始多大の後擾と協力弁に鐸按と厚

氏川越第五小畢校握高野縮吉氏︑埼玉民生部

四郎氏︑同議員高橋東陽氏︑川越高等畢校長

伸二氏︑川越剛書伽司書岡村一郎氏︑川越城

倉秋之助氏︵講師の休憩所を川越支宮の事務

含副含挺松倉つる氏︑川越支命事務取扱袖松
︑

倉迩氏︑入間郡入間川町中肇校長尾崎良作氏

南中畢校長尾崎新一氏︑前教育家久保田家弘

所に宛ててある儲め︑松倉つる氏松倉逝氏は
事務所の方に左り︑︹武田慧照氏︶其の他念員
多数︹住所記載のないものは川越市中の念貝︶
︑

縄含で承認せる役員は
一︑名響顧問︑︵順序不同︶

鼎護士︵前械事︶山田券迩氏

Ｊ〃
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『

I

荒井変氏︑川越稚務署長宇都野邦夫氏︑川越
市警察署金津署長︑国家拝察川越地厘警察署
草別署長︑久米原川越婦人念長︑川越市長伊

藤泰吉氏︑喜多院住職大僧正蝿入亮忠氏︑其
の他市町村寺院住職町村祁杜祁職有志︑官公

懇員有志︑市町村教育家有志︑各蕪護士命員
有志︑司法書士有志︑各通信機開掛員有志︑
各運輸機闘係員有志︑市町村青年閣員有志︑

各極印刷開係有志︑各産業闘係有志︑町村姉
人命有志︑市町村消防閥有志︑市町村弁純肘
髄有志︑市町村術生闘係有志︑各稚商業鮒係
有志︑各和祇含的施設有志︒
６

総曾は午前八時から始烹り午前九時三十分
雑つた︒

二十分休憩の後迩徳講演命に移った︒

る︑孟子離婁章句の上に﹁誠は天の道なり誠

徳に基づいて羅涛の強大を確保する深遠の理

その内容の要旨は︑世界最初の経済単即ち

の奮起一層を畳ゆ︒

に一大顕力たることを確信して更に含員全鎧

て︑日本弘通命川越支含の今後の灘展と描張

の迩徳講演の威力と信頼とは淀に偉大であっ

ますが︑苦悩叩吟の際の通書は︑ほんとうの

として僻世ならざるはなし﹂と叩したとあり

あすの誹世︑われ生涯いひ棄てし句々︑一句

﹁きのふの溌句は今日の僻世︑けふの溌句は

すな︒﹄抜井﹃花歴日記﹄といふ本に︑芭蕉が

︲考へも愛はり︑欲も出てくる︒勝手なもので

めて遺書を書いたが︑捻ってみると︑叢た︑

も時川の問題だとまで噂をされ︑胤分も︑諦

篠﹃昨年十一月下旬より臥床︑一昨は︑生命

柑含を開催する︒高篠さん哲らくでした︒﹄高

に依り休含した︒今後は毎月従前通り必らず

十六岡常含を附く︒支曾長﹃四・五月は都合

△六月二十九日二時より支含曇邸に第二百九

○豊岡支富報告

論は︑東洋の儒教の孟子である又中席でもあ
を恩うば人の道なり﹂とあり︑天は腫理で維
封である︑中席第二十二章第二十三章第二十

四章にも誠に凡て同じ趣旨︑之が其の他の章
句と共に英謀され又他の図にも雛謀されて西
洋で非常に尊崇せられた︒フランスの輝涜筆
の保護按助の下とに完成した大群篇幽論も亦

者アダムスミスの箸即ち十三年かかって幽家
泣徳と潅済との開係を詳説したもので︑何れ
も遊徳に弧いものは輝済にも弧い︑逝徳を疏
略にする純済は永続せない︑図家に於ても個
人に於ても同じである︒次いで日本商人と日
済の振興瑳展は迩徳の躯化高揚に在ることを

這徴講演富
日本弘通含川越支含は川越市中央公民館及

図家的にも個人的にも緊要とすると継々頚千

本の商品及外図貿易と商業迩徳に論及し︑・潅

中原町公民欲と協力して︑昭和二十七年八月

題で講師多ゞ年の研究と該坤の誰能と崇高の人

済畢坤士開末代策先生で︑無済と道徳と云う

た︒講師は日本弘道衝派謎の明治大事教授潅

ず︑迩徳昂揚の日本弘逝含に同化して︑日本

も感奮興起し︑日本幽民たる者は一人も残ら

町村の有識堪能の男子女子の大多数で︑何れ

此の日の講演含揚に集った聴衆は市内市外

は﹃西郷さんのソロバンは︑玉一つが天地の

一日である﹄と調ってをられた︒また︑先生

は死んだと恩へ︒一日は一生であり︑一生は

﹃朝起きたときは生れたと恩へ︑夜疾たとき

か︑二十三四の頃から師事した頭山浦先生は

通言とは云へませんでせうね︒﹄栖開﹃わたし

格とからほとばしり出づる滴々たる懸河の雄

図民としての本分を達成せなければならない

間を往来しとるよ︒商人連のソロバンとは大

一言ロｏ

鼎魅力は︑場に浦つる大衆の心を打った︒黄

と︑一大決心と畳悟とを認めるに至った︒こ

二十四日午前十時から逝徳講演衝を開催し

に濁立日本閏々民に封する一大警鐘である︒
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□

生の蓋眼は俗人とは桁迩ひでしてねえ︒﹄割田

した述ひぢや﹄とも巾されたが︑さすが︑先
﹃正直者や︑虚催者︵こけもの︶は︑絶えず

あり︒捌田主事殿より明快な解説を拝聴す︒

一貫して祭典委員長として維始奉祁の川越市

蹴日は昭和十二年九月十七日奉安殿大祭以来

表で祭主松倉秋之助氏川越市民生常務委員大

職に在る大河内要三氏日本弘通宙川越支命代

迩氏松倉慶三郎氏参列し︑山田宮司覗詞奏上

熊せん氏川越市民生常務委員松倉つる氏松倉

含議員同鴇師含是川越地唾少年保護司含是の

利口ものは︑総べてこの反封で︑すぐ︑ばれ

馬鹿の見通しだ︒酷い目に辿った時には︑無

る嘘もいへば︑口車へも︑尻馬へも︑へいち

琴一列者一同玉串未糞︑式後直含︑逝徳高揚吐

日本幽述の陸昌と仙界平和と人撤の禰祁祇願

主事殿﹃含祁西村先生は明治三十五年八月︑

十五年︑孜々求レ通︑卿有し榔爾︑魂也何之︑

やらで人を乗せる︒けれども︑元来が︑信念

念教化の感話し﹄衆議院談員逃畢後十一月給め

らか︑からか︑その日その日を送ってゐる・

無し有二定所﹃上天下地︑脚在淵歩﹂の絶筆二

も節操もないのであるから︑ぢきにメッキが

頃川越支含の振興溌展に開する幹事命を淵化

性に腹も立つ︒が︑いつの州にか忘れて︑ど

首を評して︑従容・あの壮へ赴かれた︒人川

剥げて没落を来たす︒仙の中といふものは︑

することを幹班擬大河内要三氏から焚言あっ

空無し雲︑諏水無し波﹂︑及び﹁近二遥人川↓七

の握俄は大往生の際に現はれるものですが︑

＃優しいことでは長績きがしないのである︒

−１生固常時︑死亦常時︑以一常身一聡二常事哉暗

先生の徹悟のほども窺はれようと恩ふ︒﹄高篠

私は︑賜鹿でも︑虐暇でも︑癌心地のよい生

ノリト

﹃弘泣本月雛の口緒で酒井命長閣下の奪容を

てその焚現と共に川越支含の一大活躍祇肯教

この日川越支念詐識員飯能町須田甚作氏から

ナヅヲイ

拝し懐醤の蹄に堪へなんだ︒十数年前のこと

柄で押しとほして行きたい︒これが私の虚世
朝香宮殿下︑久迩宮殿下御手枕の稚の葉を

飯能町井に附近村落に念員榊加通勤に伴う新

寄せらる員に日本丈夫の典型︒

本紡祁に開し︑又風流侭美お月見の名搬竿を

し︒豊岡支含長繁田武平氏からも嵩尚なる日

敬服に湛えない︒矯めに同地方迩義教化群る

入含貝多数氏名通知あり同氏の正気縦祇湿に

洩る旋夏の日射し︑雅致を添へ︑閑静な室内

化の暇光一屑を加ら︒

である︒﹃高篠瀦︑二人だけで撮らう﹄とて︑

の方針だ︒﹄︹栖開識伯︶

たが︑先生はあの時と︑少しもお鍵はりがあ

酒井先生と明治祁営前で撮影したことがあっ

らせられない︒﹄

に流れ入る︒

ナ︑イ﹂で︑下の方に去る水の場所の意で

前雅誰訂正﹃堀兼井は︑アイヌ語の﹁ホリカ︑

高篠先生は︑夙に酒井閣下の知遇を得︑農
士梁校を通じて安岡正鰐先生より絶大な薫陶

Ｏ川越支曾報告

意語である︒﹄排水は課杭︒

あらう︒日本語の﹃逃水︵にげみづごと同

を賜はった地方稀有の信念窪識の高士であ
る︒十一月下旬︑酒井先生弘近含垂御就任の
んだのも︑ゆゑあるかなである︒

報をもたらすや︑鍵手を理げて﹃闘歳﹄を叫

日本弘道含川越支含事務所邸内奉安殿祁溌秋

ら塞げ行う︒

季祭典を昭和二十七年九月十七日午前十時か

△七月二十七日午後二時より︑祥雲蝕に於て

と迩徳︑道徳と教育との開聯についての質疑

第二百九十七個常含︒繁田四郎氏より︑文単
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一

ヒゴ
と江

にて之を承認せり︒

設立の申請あり︐本含は九川二十四川附

禽長にてｂ此の度日本弘道密川形支秤の

山形市胴羽銀行一噸収長谷川吉三郎氏支

○金 宣 肝 川 也 ︵ Ⅲ ︶ 東 京 都 商 川 丘 治

東京都谷口跡三郎

○西村泊翁先生行像課撤︵寄附︶

川越市江田徳澄

○金萱肝剛也︵寄附︶

○経済と道徳錨鋤鍵妙損開米代策

市公此館にて︶

川越支愈祇演街︵八川二十四日︑川越

倉

一

○謂輯後記
○愈々活動の秋を迎えることとなりました︒

一

弘道責債一冊金参拾回也

一ヶ年曾費金百武拾側を挑込み入倉の手績

弘近衛入念手続

をとること︒曾貝には雑誌弘遊を無料配布

ところで︑此の九川は総逃畢のために︑一ケ
〃の殆んどが饗されることとなり︑一切を翠

する外に菰々の特典あり︑規則書は郵券拾

割田斧二

振替口座東京三三番
日本出版協曾含員番銃Ｂ二ｇ茜

電話九段九番

癖蔀廻日本弘道倉

東京都千代田瞳西祁田ニノ一

印刷所︵東京豊Ｓ共立牡印刷所

東京都千代田塵抑田神保町三ノ十

印刷人春山治部左衡門

東京都千代田瞳祁田祁保町三ノ十

凌行粂
編韓人

東京都千代田睡西祁田一フー

昭和二十七年十月一日漣行

本含編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌贋告の件については︑

岡封入の方に送付す︒

げてこれに集中されて居る有様ですが︑この

一

選畢が識和後の錐一回の避器ではあり︑講和
催約や︑仰亜備問越や︑柿や彼やに附し意我
あることは勿論ですが︑﹄我々はそれよりもよ
り公明選畢というもわに意義を感じ窯す︒ぼく

に閏民が迩徳的に仰秘して︑正しい避畢とい
うものが行われるようにならなければ︑国政
そのものが頼みにならないからです︑選良が
ほんとうに迩畢されて鯛称は初めて峨高椎威
の役が果せるというものでしょう︒

益な論文であり玄す︒

○本雅は嬢火親しむべき秋季鵬に倣えて︑随
筆ものに主力を注ぎ寵した︑屑の凝らない︑
親しみを寄せて戒んで︑然もしみじみとした
ものを感ずるといったものは︑何といっても
随筆というものの味いであり斎しよう︒幸に
諾先生方の御芳志で︑賑かに編斡出来たこと
を何よりとして勝ります︒更に深作博士︑尚
橋特別含員のものは是非御一讃を乞いたい有
○今回埼玉蝶飯能支曾山形螺山形支愈と二支
含が設けらる聖こととなり︑御同陵に堪えま
せん︒鼓に更めて抑報告致し食す︒

