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立太子耀成年式をお帆ひして
十一月の十日に皇太子さ玄の立太子瀧と成年式とが宮中で翠げら

ローパ−

る心も︑自然と泉のやらに溢れに溢れて︑久しぷりに皇室と図民の

れた︒此の日は巾︐分のない菊日和であり︑又全幽民がお祇ひ巾上げ

間の美しい︑なごやかな筑分にひたったことである︒殊に我が閏．背

なものであった︒

少年達にとっては︑皇太子さ玄が自分達肪来への希望とか理想とか
いふものの象徴として感ぜられるところのその若い元熱と明るい正
しさといったものは獅立園となった今日に於ての誠に頼母しい最大

しくすぐＪ１︑と御成人なさったことは︑どんなにか御専ぴの御こと

︑︑︑︑

御承知のやらに︑天皇さまも維職後は現身祁から人Ⅲ天皇におな
りになったことである︑とすればあのやうに皇太子さまが︑浦く正
と拝察される︒人の情として子孫の柴えは︑この上ないことだから
︑︑︑︑
である︒この度の立太子憩成年式に雨陛下がいかにもニコャヵに御
浦足らしい御様子であられたといふのは御尤であらら︒洩れ承はる
ところでは︑維職後の和奄の改革の際︑今後の皇室のあり方に於て
親子の情愛を隔てることのないやうにといふ御希望があったとか︑
これ迄は義は君臣︑情は父子ともいはれながら︑兎角その義の方ば
かりを徐儀なくされて︑図民に封して祁様となられねばならなかっ
たことは天皇さまに封して︑誠にお狐の毒に恩はれたことであった
たことと拝察される︒

が︑天皇さ玄もさぞかし御不浦であられたのでその御言葉となられ
我々人間にあって︑間らなる情愛こそは誠に美しいものといはね
︑︑︑
ぱならない︒そしてその美はしい情愛が︑自然にユガメられず︑素

１

直に現はれることは又人間の美はしい心である︒我々はよしそれが

,

しうよび先とではでと感と毒つ審素これず中て圃人開

興し済げはのらな困が之いつ破し本琶自ので時妙ら象びで

鯛く躍諏潔染懸闘齢鞘鮮'ﾐ￨郊景鱒
とてくたこ人うらつ、を憾てれた図大然皇はににか徴をあ

あれ御、成こど派あのいるれさば、同思うのし御る誰
るた完里人とんなる人ふ形烹れ、誠民つた存維再べ彼
。閏成太をのな心な間こ容でてやにのて軒び職ぴきで
魚をな子心出に正らがん詞は来些脚心ぬきも後をだあ

繁止明いの間･ぱたこ味み、てい民きの太なは上､御でぱる
柴まる、度にこ、このつが日山。のな喜子か却ネ､祝あ自ば
になくそのよの残と事たあ本河現とぴさつつク､ひららか
導ぃ勝し皇る図さでは。つ図あ在ととまたてし､すれもり
くも来て室のをれさ、そたでりとでなのの 感し､るる亦で
このの目のだ、たへ若しがはL‐勝あつ立でんた、こ天喜な
とで希然御かそのあして、味と来って太、だエ、と皇びく
であ望な害らしはるそ山正は言・にた溢子さり．、はさと、
あると素ぴでて山がれ河しなふ封とれ濯ら僧ヂ、まし赤
ら･理直、あこ河、がとくか言し思出・しんの術のての
うこ想な皇るのばそヤ､共我つ葉てふた成ただ者然御感他
とのの祷太o11上かれク、に々たが明。と人こりがで害ず人
思心象愛子をりとザ､有もかあるそい式とさあはぴる否
ふ持徴をさよ、よ反なりとらるさしふにをへつあ、や他
かことも帝〈、り封.人除ん、ががてこ示残すてる皇ら国
らそしつのすはにⅢ】るど軍、見私とし念る、・室で人
で破てて御る、立で程となこ油達はたにや人併のあの

勝蕊駒：職ﾐ灘側迩鰹惟睡鯉薩
正やい存、このれの感かこを排めの、らせのして、

しささか来結しば残ど位支た憂家がたへ巽の稗、ら
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教育勅語に代るべきもの

相津照

日本固民精祁溌揚の急務

︵一︶

敗戦の結果蟻民主的日本の再建を眼指して立上がる事とな

もいどの民族にも共通するものとして︑どこの国へ持ってい

っても︑誰も異議を言う者はなからう︒そのかわり︑どこの

国民も︑これぞ我等の教育の目標であるとして︑特にその責

現に熱と力とを注がんとする者もあるまい︒

現に以上の教育の目的を示されて︑われら日本人は耐果し

てどう之を受け入れ得るか︑こんな生ぬるい慾どとの国民に

を愛し︑その同胞を導いて︑世界人類の間に伍して︑遜色の

も通用する︑抽象的な目的を掲げられて︑果して克くその図

疑問だ︒

教育勅語は︑凡そ人間として︑立派に世界に立ち得る普加

ない人間をつくらうとする裁苫意気とが芯出るかどうか甚だ

た︒而してそれに代るべく︑新に制定賞施された教育基本法

それと同時に︑特に日本国民として立つに必要なる人間の陶

的な徳性を養ふことを目的とすることは︑勿論であるが︑又

り︑教育勅語の捧讃が停止され︑是迄長い間教育の目標とな

いてある︒

を苦んで以上のような︑か上り庭のない通のっぺらぼうな教

針を脳もつと具贈的に賦堂為と掲げてもよい鐸だと思う︒何

められた以上心凋立国として恥かしからぬ日本凋特の教育方

我国も既に天下晴れて︑潤立園として世界に立つことを認

毒である︒

道徳教育の目標として心園民子弟の教養に常ることが出来た

敦育者は之に依って賃際教育の方針を授けられ︑長い間之を

冶練成の方針を示し︑充分それに力癖を入れて居るが故に︑

の前文及びその第一悠教育の目的の項を見ると聯次の様に書

﹃われらは︑さきに憲法を改正し︑民主的文化的な図家を建設し︑

世界平和と人類の幅祇とに貢献しようとする決意を示した︒この理
想の賓現は︑根本に於て教育の力にまつべきものである︒われらは
ると共に︑普遍的にしてしかも創造的な文化をめざす教育を普及徹

人間性を尊重し︑賃理と正義と平和とを希望する人間の育成を期す

底しなければならな瞳

とれで見ると︑われらの教育の目的は︑人間性を尊重し心

いうのであるからも之に封しては睡善いとも悪いとも魁何と

敗戦日本のドン底から︑決然民主的日本の再建を眼ざして立

育方針などを掲げておくか︒少なくとも此際は通打挫がれた

．
『

亘理と正義とを愛し通平和を希望する人間をつくるにあると
も言いようがない︒こういう事ならば︑世界のどこの国民に

（1）

ってきた国民教化の中心となるべきものが無いようになっ

I

上がるべき勇気と熱とを輿うるに足る︑もっとはっきりした
教育目標を掲げる必要があると信ずる︒天下の識者も恐くは
至極同感であらう︒
︵一一︶

そればかりではない︒今日の皐校教育については︑猶潤立
園の教育方針として︑甚だ不営に思ふことが︑二︑三にして
足らない︒例えば目下教育界の問題として論議されつ比ある
歴史及地理の如きも殖その一つだ︒

汽ノＯ

たせようとすることなどは︑思いも寄らぬ事であるように思

既に日本も民主的平和画家として遥列画環覗の間に︑堂堂

と震足した以上ｂ再び過去の軍国主義に誤られるが如き事な

きを期する事は︑言な迄もない︒叉誰もそんな事は︑絶封に

平和的園民として︑立上がらんとするには℃矢張日本人とし

望んでは居ない︑しかし又五男日本人が通特来立派な民主的

育状況を観察稔討した結果慰之を民主的教育に立直す目的を

又正しい民主的日本の基礎を弧く︑固く据えつける道ではな

く之を護達させる責任を自斑せしむることが第一だ︒それが

の青少年をして︑過去の日本文化を正しく認識せしめ砥正し

って︑立上がる自信を心目得させる必要がある︒それには今日

ての正しい意味のプライドを持たせる必要がある︒それによ

以て︑康く教育の全般に渉る改革意見を提出して︑その賞行

化を否認したりして︑敗戦後の日本画民をして︑念を自屈自

あげて︑故意に敗戦後の日本を傷けたり︑或は過去の日本文

て︑之を一蹴し去らうとして居るｃ故に日本は過去の一切を

（2）

さきに米図より派遣された教育使節図は遮普ねく日本の教

を日本政府に求めたが︑その中の一つとして︑日本の歴史及

いかと思う︒

ものとなっているために︑児童を軍国主義的に︑教化誘導す

然るに今日の日本人中には︑有る事無い事を勝手にならべ

地理教科書が心本質的に︑歴史及地理の教科用害としてより

る倶れが︑多一分にあると言って︑一時その使用を停止し︑そ

如き不都合な者があって︑益為世人の意気を沈滞させて居る

卑な劣弱な国民にしてしまわなければ︑止まざらんとするが

も迩甚しく日本のプロパガンダ的であり職員賞性を矢なった

の間に︑新に民主的教育の立場から立案された米固使節圏の

例えば彼等の或者は︑妄断臆説を唱えて︑・日本の歴史を否

のは︑誠に遺憾に湛えない︒

指示に従って︑文部省に於て編纂された砥至極簡軍な歴史及
び地理数本の如きものを用いて︑今では甚だ不充↓分な歴史又

御破算にして︑何もかも別に新しく出直し︑建直しをして行

認し︑或は過去の偉統を以て悉く間逢ったものであるとし

猶教育委員含は︑以上のような映鮎を遠慮なく補正するた
めに新に設置されたものであるが芯今日の状勢では︑日本

は地理教科を課して居ろ︒

の現状に順雁した︑一貫した民主的日本再建の精榊を燃え立

』

かなけれぱ︑世界に立てるものではないと彼等は説く︒これ

いかなる非凡の創作家が現はれたとしても︑あの洪翰なる

れない︒

あると聞いたが私とれも︑それに類する放言だとしか考えら

のではない︒かつて奮約聖書を一片の作り話だと言った者が

物語が︑一人や二人の作家の頭脳から魁勝手に作り出せるも

試に考えて見よ︒三千年来の過去の一切が︑茜だつまらな

彼等は又日本の紀元を否認する︒それも二月十一日という

ほど人を誤り︒世を毒する者はない︒

い悪るい猫間違ったものであるとしたら脳いかにして克く今

日に︑間違いがあるとでも云うのなら︑一読として聞くに足

るもので︑是非研究を要する事柄と思うが︑さうではない︒

●

を見来れば︑過去において之に相営した輝かしい歴史と及び

日の日本があり得るか︒明治から大正心昭和に至る間の日本
画民の文化の護達︑並にアジヤ及び世界に於ける日本の地位

彼等は日本の建国を備りだと言う︒しかし現下かく在る日

本︑かくある此の閏に一初めが無いとは︑一鰐どういう事か︒

であらうか︒

近頃敗戦後の産物として︑若い男女の間に︑アプレと稲す

そんな非科皐的なことがあらうか︒賞に正気の沙汰とは受取

今日の護達を遂げさせた何者かがあることが︑想像されない

る多数のデカダン薫が現ばれてきた︒彼等は勝手に民主糞義

ある︒

要するに彼等は︑何等かの野心を抱いて︑敗戦後の日本の

れす︒われらには到底その直意を解することができないので

どさくさ粉ぎれに︑現在の日本を引掻き廻はして︑極めて粗

や耐自由をはき達いて心性的に倫理的に堕落し︑破産した人
としない︒戦後派はこれだけかと恩ふと職一方に於ては又戦

末な脳貧弱な︑たより無い者にしてしまわねば気がすまい︒

為の群で通その言ふ事篤す事に︑壮曾の一切の拘束を受けん

是等のアプレと相似たる一種のデカダンの徒があって︑前に

後派と稲する皐者や︑評論家の一味が現はれて心その中には

彼等は日本の古典を偏りだと云う︒古事記や日本書紀は心架

鰐面の上から考えても小須らく先づ日本民族の︑覗画日本の

日本は融既に天下晴れて猫立国となった今日︑凋立画たる

いＯ

と言う︑言語同断な不心得者︑非国民の一味と見る外はな

空の偉読を書いたものだと説く︒固より何等の論擦をも示す

などについて通全然無責任な勝手放題な批評をする︒例えば

も言えるが如く︑日本歴史や通又は世人の注目をひく天皇制

ものではないから通歯牙にかけるに足るものではないが︑か

の時間を充てて︑もつと身を入れて︑教ゆくきだと考える︒

歴史や地理を元通り︵即ち太平洋戦争以前︶復括して︑正規

われらはそれが叉︑新に民主園として立上がるに必要なる男

りに博読だとしても芯決して架空なものであるとは言えな
い︒

（3）

P

気と︑熱と心希望とを次代の国民に典うろ所以だと信ずる者
である︒
︵一二︶

惟うに敗戦後の日本は︑明治維新直後に於ける思想︑文物︑

制度の混乱に似て︑更に幾層倍かの深酷さと︑危機を架む状
態にあるものと︑見ることができる︒

明治維新の営時︑幕府の後を承けた太政官政府は︑百事一

新醤弊一洗のモットウを掲げて進んできたものであった︒然
りＩグー

るに常時官民共に︑西洋の文物を取り入るるに急なるのあま
リ弧アメリカの小畢校で使用中の讃本を直毒して魁わが小畢

革は︑・家の柱も︑屋根の瓦も︑土墓石も︑何もかも縞麗に打

直らせるには心決して生やさしい努力で出来るものではな

壌され通或は取換えられたのであるから︑今之を引起し︑立

い︒まさに死線を乗越えた日本国民一致の力と熱と希望とを

然るに以上の如くⅨ動もすれば此の上日本を潰そうとする

以てしなければ︑此の大願を成就することは難かしい︒

が如き無責任な言論を聞くのは誠に遺憾だ︒いかに言論の自

由とは云え︑此虚まで野をこえて︑わが思うま上に振舞はれ

ては︑自分はよいかも知れぬが︑他のまじめな同胞は甚だ迷

恩ふ庭を卒直に言えば職これに封する方法としては︑今急に

そこで︑問題は此際どうすればよいかであるが︑われらの

︵四︶

ま上和課して睡小畢校の修身教科書に採川する等魁随分無茶

惑する︒

な事をした篇に︑忽ち此の園が欧米の殖民地でもあるかのま

敢えず脳先づ教育勅語に代るべき︑確固たる教育の目的を示

名案がない︒しかし此のま比放任してはおけないので︑とり

児童に讃ませたり︑或は悌剛西のキリスト教の教科書をその

うになってしまった︒．然るに幸いにして︑その事に気がつく

すために︑日本画民桁柳の統一及びその高揚を計ることが︑

と︑官民の間に存在した虚の日本精抑というものが︑次第に
呼醒されて︑その間にいる〆＼な運動が起された︒日本弘道

明治維新直後の固民思想の混乱は︑天皇を国民精祁の中心

今日の急務であると信ずる︒

とする教育勅語によって︑滞りなく安定することを得た︒し

三年十月三十日を以て︑教育勅語の換護を見るに至り通漸く

倉の如きも︑その時に起されたもので︑その結果遂に明治廿

かし敗戦後の今日の日本に於ては︑最早是迄のように︑天皇

を中心とする倫理思想を以て︑国民を率いて行こうとするこ

之によって︑教育の根本方針を明かにする事を得て︑今日に
然るに敗戦後の今日の日本を見ると︑明治維新後の百事一

既に憲法の改正が行ばれ︑天皇の御地位も内外に於て猫充

とは出来ない︒
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②

至った次第である︒

新沓弊一洗などの比ではない︒凡そいかなる改革もいづれの
革命も℃これ程の鍾化はなかったであらうｃ今度の日本の改

貝

I

分に雰議をつくされた上︑列国環覗の面前に於て︑
﹃天皇は主椛の存する日本国民の総意に基く︑日本国民の
象徴であり︑日本園民統合の象徴である﹄

という事が定められた︒かくの如く日本国民の綿意による全
日本国統合のシンボルであると云う事に定まった以上︑天皇
と国民との従来の開係は︑少しも損はれず脳そのま上の連が
りで︑綾いてゆくことになった窪であるが齢しかし今回の憲
法改正たるや︑ポツダム宣言の誓約に基き︑主椛在民の民主
々義を以て︑日本の政治︑経済︑杜含生活の細てを一貫する

方針に擦ったものである以上︑教育の方面に於ても亦︑従来
くなった心

の天皇中心の道徳槻を以て慰閏民を率いてゆく課にはゆかな

いと恩ふのである︒さきに天野前文相が適何か教育蔑言のよ

うなものを出そうとして︑途中で止めたようだが︑いかに金

では脳あまり効果はないかも知れぬ︒

玉の文字を並べても愁時の文部大臣が書いたものを出した位

われわれが此庭に︑世に問はんと欲する問題は諺此際特に

一し職高揚して︑自然にわが固民子弟をして︑覗園日本の復

日本文化の直髄を尋ね︑国民精祁の根本を探究して︑之を統

以上の戦後派の人為は通日本歴史は嘘偏で固まって居る︒

興に封する責任を自得せしむる事である︒

われわれは別に日本文化なるものを持って居ないと説いて聯

偉い亘理でも護見したように言うが︑われらは断じて然らす

でも清く︑正しく︑われわれ圃民の象徴として在る限り唾天

遥かに大成して今日に至って居る︒即ちあらゆる外来文化を

鯛して︑一初めて正しく溌迷し︑本家本元の俳教儒教よりも︑

儒教でも怖教でも︑日本に来て︑日本民族の思想粘祁に接

と主張する者である︒

皇と闘民との間は︑理屈なしに︑どこまでも父子の親脳荊臣

治化し︑同化して︑一極渦特の日本文化なるものが︑創造さ

勿論その後と雌も︑長い偉統を持つわが皇室が︑猫いつま

﹃一旦緩急あらば︑義勇公に奉じ︑以て天譲無彊の皇迩を扶

の義を以て︑速がって行かれるものと信ずるも︑その中には

には未だ嘗て民主と人民と封立した歴史を持たない︒故にこ

れて今日に至って居る︒例へぱ今日の民主堂義と雌もわが国

翼し奉るべし﹄というが如き一節もあり︑且つかりにそれら

れ叉︑いつしか日本粘祁文化の中に同化融合されて埴日本の

デモクラシイ

の鮎を除くにしても︑杢僻の調子が砥民主園の教育方針とし

新事態に通雁した日本猫特の民主凌義が︑創造されるものと

信ずる︒へ完︶︵教育評論家︶

ては魁何となくそぐわぬものがある︒︐
さればと言って︑かょる重大なる時期に際して心倫理教育

の空白時代を現出せしめて︑そのまょで打過ぎてよいもの
か︒われらは教育勅語に代るべき何者かを得なくてはならな
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▼

I

祁川博士の随筆を蓋む
︵時難克服と弘道倉要領︶

筆者も一全く神川博士に同感を表するものである︒世俗には

日本人といへば直ちに保守主義者とか封建主義者とか︑排外

主義者とか︑然らざれぱ潤善主義者とか︑超園儒家主義者とか

の評語を下すのであるが︑是等ば徳川時代の日本人︵それも

営時の支配階級に従馬する︶とか幕末より明治一初年に勃興せ

で︑日本歴史一全般に通する我が国民性に開しては︑正にシー

る一派の榊道家とか闘肇者とかを念頭に置いて評定せるもの

吉田熊次
本曾特別倉員柳川彦松博士は文謹春秋八月猫に﹁シーレー

レー薄士の断定は最も正鵠を得たるものである︑そのことば

博士の日本人への忠言﹂と題する随筆を寄せられて居る︒倉
未だ御読みにならぬ方もあるかと恩ふ︒筆者は右の随筆を読

員各位の中には既に御読みになった方も多いことと恩ふが耐

の専門とする教育界にあっても︑それが立護せられる︒而し

明治維新後の日本文化に就腰﹄見ても明白なのである︒筆者

て︑この所謂﹁雷駒主義﹂とはあらゆる文物に就いて︑庚く
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んで非常に共鳴を感じたので︑庚く含員各位に其の要旨を御
偉へすると共に︑所感の一端をも添へて何等かの御参考に供

他園の文物を取り入れて︑それを賞際に試みるといふととで

であるが︑シーレーー博士ば我が国民はその短所に陥って居る

あって秘其の中には本質的に︑長所と短所とが随伴するもの

したいと恩ふ次第である︒
シーレー博士は一︲イギリス第一流の史家︑かつ政治望者で︑﹂アン

り棄一﹂たりするような民族は結局︑なんら堅固な博統もなく︑固有の

い︒﹂と︒紳川淳士はこれは﹁外来の文明をつぎからつぎへと探った

ば︑先づ西欧の倫理上︑および宗教上の理想を探求しなければならな

とはできない︒日本が西欧の政膿と制度とを模倣しようとするなら

ることの必要を読かねばならない︒﹂﹁政治は倫理や宗教と分離するこ

考になるべきことを言わしめるならば︑私はまづ日本の雁史を魚軍す

べかざる危険が伴わないであらうか︒もし私をして諸君の翠問の参

シーレー博士は次の如く述べられた︒﹁このような責鹸には︑いふ

ととど警告して居られるのである︒

ブリッヂ大畢に得意の政治史と政治畢とを講じた︒︲一﹁その晩年のこと

であった︒富時この大翠に留畢していた日本人畢生から成る日本人曾
に招かれてかれは一場の講演を試みたことがあった︒﹂﹁時は一八九三

年︵明治二十六年五月十日︶のことで︑あたかも日清戦争の前年のこ

とであった︒﹂日本人への忠言といふのは此の講演中に述べられたも
のである︒

﹁津士は本論に入２﹂開口一番﹁日本人は諸文明の賓験主義者であ
る﹂と喝破している︒﹂といふことである︒紳川博士は﹁これは何とい

ふけい眼︑何といふ直裁な表現であらう︒まことに三千年のわが園史
と︑わが民族の根本特質を一言も２Ｌ道破した概があるではないか︒﹂
と讃歎して居られる︒

急

︑何にまれ︑その底に倫理的情熱が漆 っていることを看過してはな

べ︑﹁イギリスの文明に政治といわず︑ 裡 済 と い わ ず ︑ 文 畢 と い わ

文明ももたない無性格 に喧落する危臓があることを詞刺している﹂と

我が国は夙に支那及び印度等の大陸文化を模倣し採捧し︑こ

の長所についても︑徹底せる認識を持たねばならぬと恩ふ︒

ろ篇めには︑我が国文化の特性たる所謂﹁文明の責験主義﹂

らない︒この一種の倫的情熱を離れてイギリスの制度文物を理解する

新日本にありてもこれを国是と定め﹁知識ヲ世界二求メ大二

れを賞行し賞験したことは明白なる史責である︒明治維新の

いふのである︒其の理由は︒欧洲諸闘は各﹁べ自国の文化なり

洲諸国は日本に留箪生を派遣して研究せしむる必要があると

蹄固に際し︑貝剣な語調を以て筆者に話した所に依ると︑欧

はハンブルグ大単教授の職に就かれたろグンドルト博士は心

日凋文化協含の理事として脳多年我が国に在留し睡婦園後に

感を懐かしめるのも此の国是の顕現と言はねばならぬ︒先年

化の博文館と言はれ︑世界の宗教︑哲望︑科肇の展覧含場の

皇基ヲ振起スヘシ﹂と宣旨されたのである︒我が国が東洋文

ことはできないと博士は訓戒している︒﹂と説いて居る︒・

祁川博士はシーレー博士の忠言に情熱を以て賛同し砥進ん
で我等日本人に反省と訓戒とを次の如く述べられて居るので
ある︒﹁われわれ大和民族の﹃文明の資験主義﹄といふもの
は心慣行の久しき︑ついにわれわれをクラゲのような﹃性格
なき民族﹄たらしめてしまった︒﹃性格なき民族﹄はつねに︑

事大主義の民族であり︑奴隷根性の民族である︒この二つの

特色は︑殆んどわが民族の第二の天性となり︑牢固として抜
くべからざるものとなって居る︒﹂﹁有史以来初めて敗戦と滅

日本でばドイツ︑フランス脳イギｕス等の単術思想文物を等

思想なりを偏重して公正なる自己批判を峡いて居る︒然るに

しく輸入し︑比較研究して居るが爵めにそれ人︑の長所と短

亡とを鰐験したわが国最大の患難の時に︑この民族的短所は

所とを公平に評慨することが出来るといふのである︒これは

最も赤裸糞に暴露されてはないか︒今日わが国民はシーレー

陣士の六十年前の警告を想起して﹃文明の資験主義﹄に伴う

んど猫逸語のもののみで︑ブランスでは砥フランス以外の外

にも大皐の研究室等に怖付の文献などを見ても︑凋逸では殆

正に﹁文明の賞駒主義﹂の長所を指示したものである︒如何

危険と弊害とを鋭く反省し︑わが民族に固着するとの二つの

映陥を克服するのでなければ︑わが国の再興はまことに至難
であるといわねばならない︒﹂﹁何よりもまず事大主義と奴隷

敗戦前には英︑渦︑俳各図の主要文献ば何虚の大望の研究に

因岡害は殆んどない有様である︒然るに我が国では少くとも

祁川博士の御弊告に封しては筆者は︑満腔の同感を禁んす

も術はって居たのである︒これ賞に所謂﹁文明の責験主義﹂

ような道義に徹する﹃性格ある民族﹄となることが肝要だ︒﹂

根性の超克である︒何よりもまづ迩織のような信念と︑玉の

ることは出来ない︒而してかくの如き信念と性格とを確立す

（7）

ず述

の長所で︑所謂採長補 短を可能ならしむる人類文化の精華を
集大成する唯一の方法 たる所以である︒若しも我が園の文化
に世界史的存在の意義 があるとするならば猶正に此の面に存

○

らうｃ︵二七・九・一○︶︵顧問︑文畢博士︶

ＩＩＬ

た︑それは再軍備の問題を初めとして︑教育も忽済もその他総てのこ

第四次吉田内閣は︑その新政策の第一に﹁国民の道義昂揚﹂を掲げ

とが何の彼のと問題が山と積って居るものの︑園民の道義心がその筋

するのであるまいか︑

右の如く﹁文明の賞験主義﹂の長所を護輝する篇めには︑

のであり︑その接する生活の面が多様であるからどうも都合よくいか

しみて知らされてゐる︑元来人間の心といふものが自由自在に働くも

現するとなると容言易なことではない︑我令はその仕事にあって骨身に

の力である道義心を高めるといふことは︑言うことはたやすいが︑愛

ろで︑的は営って居る︑ところでこの背骨を作り︑筋金を入れる中心

このやうな目的は︑先づ誰しも今日の現状を見ては異議のないとこ

ば︑桃を作って魂入らずで︑どうにも致し方がないといふのである︒

金となって︑先づ自らを愛し園を愛するといった心持にならなけれ

昼を貝として追求息まざる員塾なる研究心と善を善として︑
貴賎弱行する堅固なる道義心とが前提とならねば底らね︒そ
る世界観人生観に開しても︑所信の確立が要請せられるので

れと同時に何を貝とし何を善とするかを決定する基本原理た
ある︒即ち祁川博士が言はる上如く﹁外園文明の長所を採用
するには慾まづ自国文明の主鰐性が確立してい左ければなら
ない﹂のである︒我が国の思想及び文化が﹁事大主義と奴隷
根性﹂に堕落したと非難せらる上所以のものは﹁文明の責験

されない︒

特に今日は信念をつくるとか︑道義心を作るとかいっても︑今日は

ない︑そこで信念をっくら塩ばならないが︑これは一朝一夕には速成

その方法で困ってゐるのが賞情である︑何を言ひ出しても輿論といふ

である︒それにも拘らず︑グンデルト陣士の如き観察の存す
る所を以て見れば︑全然その長所が我が国に具現してないと

急

主義﹂の短所のみが横行して脳其の長所の忘却せられた篇め

断定することも安営ではあるまい︒吾人は祁川博士の忠言を

ものが一笑に附して了ふ︒そこで道義の昂揚もた蛍自然に任せて置く

成する方法はない︑それでどらすることか︑極端な自由︑民主の考へ

ふといふ現状である︒自然に任せて置いてはよくならないし︑皆が賛

より外はなく︑そうして一方では〒向よくならないで道義の問題を言

服暦すると共に徒らに絶望的悲観に陥ることなく﹁文明の賞
験主義﹂の長所と短所とを明確に把握し︑世界的文化を包容
すると共に魁我が国固有の国是の頴彰に精進すべきである︒

方で理想を言って居る大勢で︑然も一般の心は一向それに伴はないか

及徹底は固民全部の課題であらう︒本含要領の賞践の如きも

る教育といふものを今日は安常とすべきではないか︒

らである︑故に一つの階段としてやはり具盤的に道徳規準の指示によ

これに関する畢理の究明は専門畢徒の責務であり︑それの普
時難克服の一助たるべき所以も職亦や賞に此に存するのであ

戸Ｐ
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「一一一

漢文必修問題について

飯田博一

笛を承げてこれ将ふ︒人の我を好する︑我に周行を示す︒・

ぱ二ささ括二が

に美酒佳肴あれば︑懇誠中心から菱し一﹂群臣に宴を賜はる︒ここに君

鹿が噸だと鳴陰Ｌ友を呼び集め︑ともにともに食ふやうに︑荷も君主

うである︒

臣和梁︑宴饗の濫能く上下の情を通ずる平和職楽の情景眼前に見るや

本誌三・四月錐︵第六一巻︑第六六七錐︶に於て藤原楚水氏が護豊年

表された﹃漢文科必修の問題﹄に対しては︑余は全幅的に賛意を表する豊年多黍多稚︒亦有高庫︑菖億及神︒篤酒篤鴎︑卑丞甜批︑以治百

ものである︒甚だ失濫ながら︑いささかその裏附をさ堂﹂戴きたい︒濫︑降幅孔皆︒︵周碩︶〃しつくあまさけ
いね

しようひ

あまれ

ば江は当まれ

いふこと︒りて刷批に蒸卑し︑以一﹂百謄を治くし︑禰を降す孔だ皆し︒

︹己漢文は仰平和一王義的︑③自由一軍義的︑側女化の象徴であると豊年黍多く︑稚多し︒亦高虞あり︑菖億及び櫛︒酒を罵り︑鵬を篤

勅勤歌︲無名氏・遮端州はる︒榊はいよいよ遍く幸福を人民に降すであろう︒田園の幸

仰平和主義的であること竪年浦作︑五穀倉真に充ち︑酒肴もゆたかに︑祁先への感謝祭︑謄俵

勅勤川︑陰山下︒天似窒厩︑篭蓋四野︒天蒼蒼︑野荘誰︒風吹草低︑幅この上なしである︒正にこれ平和の絶頂といひょう︒

もと

勅勤の川︒陰山の下︒天は窒購に似て︑四野を龍蓋にす︒天は蒼蒼儒教政治は自由主義的︑民主主義的である︒尭が天下を舜に譲り︑

見牛羊︒︵古詩鴬析︶．③自由主義であること

たり︑野は註荘たり︒風吹き草低れて︑牛羊を見る︒⁝舜が高を塞げた禅譲政治はその一読である︒夏・股・周三代以下すべ

バイカル湖畔︑陰山山脹のあたり︑一望平遠︑牧草繁茂して遥に何一Ｌ父子継承の政治庵あったが︑君主の民を愛することは︑父母のその

ＣＯ

物をもみえない︒たまｊ︑風吹き草臥して始竺﹂牛羊の馳駆する姿を子に封する情愛と全く異ならなかった︒

見る︒天地悠堂たり︒永遠の平和はかかるとこに求められる︒子庶民則両姓糊︹中浦︶

詩経には大雅・小雅があり︑周頚がある︒いづれも大平徳治を誰歌し庶民を子とすれば則ち百姓勘む︒

鹿鳴王日︑鳴呼封︑有抜時︑乃大明服︑惟民其勅愁和︒若有疾︑惟民其

た平和主義の詩である︒︐孔子は政治に九経あることを教へ︑﹃子庶民﹄をその一に数会﹂ゐる︒

○Ｏ

二Ｌだが

吻堂兜鳴︑食野之幸︒我有嘉賓︑鼓蒜︑吹塞︑承笛是特︑人之好我︑畢棄誉︒若保赤子︑惟民其康又︒皇巨糎︑康垂巴

友端蚤
助たたる鹿鳴︑野の羊
を食ふ︒我に嘉賓あり︑蓋を鼓し︑生を吹き︑惟れ民共れ勅し一﹂和に慾めん︒疾あるが若くせぱ︑惟れ民其れ畢く

示我周行︒︵小雅︺王日く︑鳴呼封︑時れに彼こ
ふあ
いま
にひ
明ご
かと
にして服す斗誰一
そり
た︑
だ乃
つち
と大や
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1

ざ一つ

やす

康詰は周・公が弟の康叔封を徳に封じた時に戒めたもので︑古代の政は五十の政治理想であったのである︒

０○○○
答を棄てん︒赤子を保んずるが若くせぱ︑惟れ民其れ確螺せん︒にこれを老へれば︑この民権主張は子民
政治で王道である︒王道政治

所謂デモクラシー国︒目○つぎ畠そのままではない︒上に君主があり︑時︑七十者︑可以食肉夷︒百畝之出︑勿奪其時︑数口之家︑可以班恥

治思想が翻られる︒これたしかに民主的政治である︒が︑ただ今日の五畝之宅︑樹と以桑︑五十者︑可以女吊芙︒難膝狗舞之畜︑無失其

下に臣下があり︑人民がある︒君臣の闘係が歴然として存し︑君主は飢芙︒謹捧序之教︑申之以孝悌之菱︑頒白者︑不負戴於道路実ぺ梁
最高の道徳家で臣下は官吏であ２Ｌ公僕ではない︒そこでアメリカの恵王上篇︶
こうていやしなひ

民主主義とは相似て非なるところがあるから︑東洋特に中華の古代政五畝の宅︑之に樹うるに桑を以てせぱ︑五十の者︑以て擁を毒るべ
○○○Ｏ

治は︑直ちに旨目︒︒副宮司とはいひえないので︑へ水はこれ券昆主王義し︒難豚狗韓の畜︑其の時を失ふことなくんぱ︑七十の者︑以て肉

とはいはないで︑子民主義ど穂するのである︒を食ふくし︒百畝の田︑其の時を零ふことなくんぱ︑数口の家︑以

︑瞳雷っじよ

ぼんばく

︑

しも利と日ばん︒亦仁義あるのみ︒民に衣食住の安定寺興へ︑道徳教育の徹底を期した王道の政治理想

かさ

降って戦国時代に入り︑孟十がて飢うること無かるべし︒捧序の教を謹み詞．之に申ぬるに孝悌の義
王何ぞ必一

王何必日利︒亦有仁義而己実︒︵梁恵王上篇︶を以てせぱ︑頒白の者︑道路に負戴せず︒↑
これ言ふまでもなく︑恵王に封して王道政治︹仁義政治︶を説かれたが窺はれる︒
○○○Ｏ

一節である︒この仁義政治は即ち道徳政治である︒換一言すれば民︑王的・糎書を通覧すれば︑民主・自由の清紳はところどころに之を見ること

政治で余が所謂子民政治である︒更に垂十はができる︒これが漢文本来の政治思想で︑官僚政治専制政治はその埼

ず③文化の象徴であること

諸侯之賓三︑土地人民政等︒喪珠玉者︑映必及身︒︹蓋心下篇︶型と謂はねばならない︒

諸侯の責は一二︑土地・人民・政事なり︒珠玉を賓とする者は錐

孟子のこの議論は︑近代の畢者が土地・人民・統治権を以て図家組ルと訓み魁梁制度教化の美を海した字で︑文化といへぼ畢問の進歩を

牙に及ぶ︒文化﹈︵己目崎は洋語の翻諜で古の意義とはその内容が運ふ︒文はカザ

民を貴しと篇す︒杜桜之に次ぐ︒君を軽しと篇す︒周監於二代︑郁郁乎文哉︒吾従局︒︵論語八僧︶

識の要綱となすのと暗合してゐる︒言ったのである︒その有する内容は確かに狭院であったが︑現代にい
︑民篇貴︒吐程次之︒君馬軽︒︵蓋心下篇︶ふところの文化の意味と同じものである︒

孟子は殆んど極端と思ばれるほど民権論を唱へた︒孟子の︷﹂の民権周は二代に監み︑郁郁乎として文なる哉︒吾は周に従ばん︒

論は鮭かに民主主義であり︑自由主義である︒この黙は明かに︐わが国と孔子の日はれたのは︑周が亘殿二代の得失に鑑みて建てた濫楽法

（10〕

申

燈と相容れないところで︑古くから排斥された所以である︒が︑虚心度が完備して美しいものがあったので︑孔子は一﹂の橿制に由らんと︑

P

周の文化を歎美したものである︒
我不可不監子有夏︑亦不可不監子有股︒︵書糎︑召詰︶

我は有夏に監みざるべからず︑亦有股に監みざるべからず︒

とあるのも亦前代の文化を取捨して新文化の構成を教へたものと解
される︒

子路が術の政治につ陰﹂孔子に闇７た時に︑孔子は

も允

︵雌︶薩楽不興︑則刑罰不中︒刑罰不中︑則民無所措手足︒︵論語︑
子路︺

稽楽興らざれぱ︑則ち刑罰中らず︒刑罰中らざれぱ︑則坐り民手足を
樺く所無し︒

で︑古の文化は正に濯梁が中心であったことも推察される︒葡子は特

と教へられてゐるのは濫楽と刑罰との調和の必要を述べられたもの

に瞳を 筒 び ︒
蹄於治︒︵苛子︑性悪︶

︵崎︶故必勝有師法之化︑鰐義之道︑然後出於酔譲︑合於文理︑而
室さ

故に必ず婚に師法の化︑濫義の道あり︑然る後に誹譲に出で︑文理
に合し︑而して治に誌せんとす︒

といひ︑稽譲が道徳の本義︑文化の中︑心であることを論じてゐる︒映
書︑演劇︑小説︑交雲︑一音楽︑︲ラジオ有らゆる文化は︑堅問特に瞳を
中心とし一﹂研究し嚢達さすべきであると信ずる︒畢問を離れた謹術︑
文化は魂のない塞道である︒
人而不仁︑如薩何︒︑人而不仁︑如楽何︒︵論語八借︶

人にして不仁ならば︑瞳を如何せん︒人にして不仁ならば︑楽を如
何せん︒

と孔子の歎ぜられたのは︑濫架の大本は仁徳であり︑文化の基調は潅

梁に存する所以を述べられたのである︒
戦幽時代脊の都臨満は畢問の淵叢文化の中心であった︒稜下の畢士

は畢問の自由研究に耽り︑言論の自由は許され︑︑壬義主張の提唱など

盛んに行はれ︑燦然たる文化の護達が観られたのであつ︲︽袷自由研究

自由思想は稜下を中心に宵の天下に翻漫した︒孟十が宣王に王道を説

いたのも︑雄癖を揮２Ｌ楊墨を駁論したのも︑恐らくこの時のことで

宣公︑喜文畢淋説之士︒自如溺術︑淳子莞︑田餅︑按予︑恨到︑環

坐めった︽ｂシ７０

淵之徒︑七十六人︑皆賜列第篤上大天︑不治而議論︒是以斉穫下翠

この

士復盛︒且数百千人︒︹史記︑田敬仲完世家︶

宣公︑文皐淋読の士を喜む︒蛎桁︑淳子髭︑凪餅︑按予︑填到︑環

淵の徒の如きより︑七十六人︑皆列第を賜はりて上大夫と塗り︑治

千人ならんとす︒

めずして議論十︒是を以て宵の程下の躯士復た盛んなり︒肌に数百

頁に盛んなりと謂ふべきである︒﹃不治而議論﹄即ち言論自由︑自由

の七十有六人に達してゐる︒衣食住の憂なくして目由研究︑自由護表

研究︑民主的政治が想はれる︒上大夫の薩遇を受け邸宅を賜はったも

正にこれ畢者の本懐である︒

穫下に集まるもの儒家あり︑楊墨あり︑老蕪の徒あり︑法家︑兵家

の畢士あり︒多士済だ︑研究家あり︑群論家あり︑著述家ありてここ

に燦澗たる文化を装揚した︒春秋公羊縛の大一統諭管子や兵書の般

景を眺むれば︽漢文が文化の象徴であったことを諺するに足ると思は

託著述から︑墨家の諸分派等だ︑皐術の淵叢︑文化の中心をなした光

︹二︺漢文の戦争に封する態度㈹義戦論︑③非戟論

れてならない︒
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の義戦論
儒教本来の主義は反戦ではないが︑軍図主義ではない︒然かし漢畢
者には非戦論者と認められる者もあった︒反封に主戦論も出て来たの
である︒自由研究の結果︑思想の自由が認められ師に封して異説を唱
姐豆之事︑則喜剛之突︒軍旅之事︑未之畢也︒︵論語︑衛鎧公︶

へる者があり︑異端の読も生ずるので寧ろ富然のことである︒

姐豆の事は︑則ち嘗て之を閑けり︑軍旅の事は︑未だ之を畢ぱざる
なり︒

姐豆即ち濯教が本で治国の精祁はここにある︒軍陣の事は妄りに篇
すべからざることを教へたものである︒
子之所恒︑害︒職・疾・︵論語︑述而︶
子の慣む所は︑斉・戦・疾・

孔子が如何に戦雫に封して考慮されたかが想はれる︒戦零は園家の
興亡︑人民の生死に開する重大事であるから︑特に侭重の態度を取ら
れたものであらう︒孔子が術の零公が無道の行篇あ２﹂も︑位を失は
なかったのは︑人材を登刷したからであるといはれた時に︑
王孫買治軍旅︹論語︑憲問︶
王孫買は軍旅を治む︒

といひ︑王孫寅が軍事に長じ︑兵備を厳にしたために滅びなかった
のだと賢才登州をほめてゐる︒子貢が政道を尋ねた時に︑
足食︑足兵︑民信之︒︵論語︑顔淵︶
食を足し︑兵を足じ︑民之を信にす︒

兵備の充資を政道の第二としてゐる︒然るに子貢が必ず巳むを得な
いで︑この三者のうち一つを取り除かねばならぬとしたら︑何を先に
しませぅと問うた際に︑孔子は﹃去兵﹄︵兵を去らん︶と答へられてゐ

る︒以上で孔子が戦陣に針する態度の一端がわかる︒この患想が畢克

儒教の有する戦争道であ２﹂︑埴図︑主義でも侵略主義でもない︒

︵雑︶故君子有不戦︒戦必勝実︒︵孟子︑一公孫丑上篇︶

故に君子は戦はざるあり︒戦へぼ必ず勝つ︒

兵を川ひないで天下の民を焼服するのが政治の要道ではあるが︑若

春秋無義戦︒彼善於此︑則有之芙︒︹孟子︑壷心下篇︶

︲し己むを得ないで︑一日一開戦した場合には必ず勝たねばならない︒

春秋に義戦無し︑彼の此れより善きは︑則ち之れ有り︒

そこで必勝戦は義戦定なければならない︒必ず己むを得ないで干尤を

執るのが義戦である︒則ち孔子は主戦論者ではないが非戦者でもない︒

⑧非職諭

畢党これが儒教の本旨である︒

黒があれば白があり︑明があれば暗のあるのは世の常である︒開戦

論者に封して︑非戦論者のあるのは決して怪むに足らない︒李華の﹃弔

古戦場文﹄は令篇戦禍の惨潅たる光景を寓し一﹂ゐる︒

亭長告余目此古戦場也︒常一澄三軍︒挫徐鬼笑︑天陰則聞︒傷心哉︑

秦殿︑漢歎︑牌近代鍬︒︵綾文章軌範︑古文虞費︶
〆︑凸沙

亭長余に告げて日く︑此れ古戦場なり︑齢て三軍を覆す︒徒社にし
た近代か︒

て鬼芙し︑天陰れぱ則ち剛ゆ︒心を傷ましむる哉︒素か︑漢か︑将

銃刺に蝿れ砲蝿に傷づき︑死んでも死ねない霊魂が︑古戦場の空にさ

まょ２﹂ゐるので︑天のかき曇った時などには︑うらめしい麓で世を

誼ふ︒ァ︑寂ぴしい︒怖わい︒

上︶

︑屍填互港之岸︑血浦長城之窟︒無貴無賎︑同篤枯骨︒可勝言哉ぺ同
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−

︽仁

屍は亘港の岸を鐸め︑血は長城の窟に満つ・資と無く臆と無く︑同
じく枯骨と篇る︒言ふに勝ふくけんや︒

青年は病弱ならざる限り︑召されて戦陣にあり︑一軍奈減︑貴賎の
別なく屍を原野にさらす︒讃んでここに至り︑涙なくしては到底讃み
蒼蒼蒸民︑誰無父母︒提携捧負︑畏其不詳︒誰無兄弟︑如足如手︒

えない︒

誰無夫奴︑如賓如友︒生也何恩︑殺之何特︒共存其没︑家莫叩知︒

天地篇愁帰草木婁悲︒弔祭不至︑精魂何依︒︵同上︶

人或有言︑将信将疑︒情惜心目︑癖媒見之︒布典傾蛎︑突望天涯︒

蒼蒼たる蒸民︑雛か父母なからん︒提携棒負して︑其の毒ならざる
しかめ

を畏る︒誰か兄弟なからん︑足の如く手の如し︒誰か天姻なからん︑

賓の如く友の如し︒生くるや何の恩ぞ︑之を殺す何の答ぞ︒其の存
さかづさ

なかれ封侯の事︒一縛功成り蕗骨枯る︒

たのか元

津閣の江山戦闘に入る︒生民何の計か樵蘇を楽まん︒君に掴む語る

︲これ亦一種の非戦諭とみられる︒事賞戦勝２Ｌ功にほこるものは将軍

戦のみじめさは︑われわれの．今日つく．つくと味は２﹂ゐる事資である︒

連で︑蔑骨は沙喋に曝らされ︑海底に沈められるのである︒況んや敗

その他詩経や唐詩選などには︑妻が出征せる夫の蹄還を待ちこがれて

子夜呉歌李白

詠じた幾篇かが見られる︒

長髪一片月︒蔑戸篇衣建︒秋風吹不蓋︒網是玉開情︒何日平胡虚︒
良人龍遠征︒︵唐詩選︶
いづれ

づう

長安一片の月︒蔑戸衣を篇つ麓︒秋風吹き論さず︒総て是れ玉開の

情︒何の日か胡虜を平げ︑良人遠征を罷めん︒

妻が良の出征をおもひやり︑早くえびすを平げて無事に蹄り来れと︑

︹三︺漢文修得の責際問題山国語科への併合︑②教授法の改良

砧を打ちながら夫を恩ふ情愛を詠じて平和恢復を念じた詩である︒

㈹図語科への併合

ある︒漢文の必修は要するに国語問題に蹄するといふ論者の意見にも︑

漢文をそのまま現代の思想善導に賛することは︑害毒を醸す危臓性が

に足らないものだといふ感じを輿へる︒漢字といへぱすぐ難解のもの︑

余は共鳴するものである︒一口に漢文といへぱ古臭い徴の生えた収る

畢ぴにくいものと呪まれてしまふ︒成程漢文は漢字ばかりそ作られて

ではない︒︵閣字とい２Ｌ日本で作った字もあるが︶と︑いふ考方から

ある︒そして漢字はもともと外図から輸入したもので日本間有のもの

然るにこの漢字・漢文は己に千年以前から︑われわれの組先によって

大きな理由なしに︑漢字を排斥し随２Ｌ漢文を忌み雄ふ傾向がある︒

&

する其の没する︑家聞知するなし︒人或は言ふあらぱ︑特た信じ将
元抱え心︲

た疑ふｑ心目に情惜として︑宿癖だに之を見る︒糞を布き腸を傾け︑
いづく

実して天涯を望めば︑天地篇に愁へ︑草木も婁悲す︒弔祭至らず︑
精魂何にか依らん︒

父母あり︑妻子あり︑兄弟ある壮を駆け２Ｌ死に至らしめ︑父母・

妻子・兄弟をして悲痛に泣かしめる︒維戦七年︑講和が溌効した今日
なほ生死のわからない者がある︒戦死の報に葬式を済ませた者が︑突
然蹄還したといふ例もある︒敗戦図のわれ等はつくづくと此の文の頁

論者である︒弘

０意が呑みこめる︒讃んでここに至り痛英盤を失する︒李華は頁の非戦

己亥歳曹松

浮図江山入職岡︒生民何計梁樵蘇︒悪君莫話封侯事︒一将功成蔑骨
枯︒
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』
i

使用され︑蓑破され︑運用されて来たばかりか︑漢文に於ては苦心の
結果︑研究に研究を重ね︑乎呼止鮎の護明となり︑文之鮎となり︑遂
に道春黙︑後藤黙まで菱展し︑訓黙を施して喬むに至２Ｌからは︑垂
く日本化し圃語化してしまったので︑目でみれば漢字ばっかりで難解
・覗されるが︑耳で聴墜﹂は全くの図語である︒かかる見地からは漢文

問題は園語問題である︒故に漢文を教へるなら書下し文でよい︒何を
苦んで六ヶ敷い感じを輿へる原型の侭を蓋む必要があらうかといふ議
論も︑一膳理由はあるが一を知って二を知らない議論である︒試に古
記録を見よ︒記紀から六国史をはじめ︑大日本史・日本外史に至るま

董套から脱しえない︒明治の末年頃かと思ふが︑後藤朝太郎氏が﹃漢

字一昔の系統﹄を公にし︑六書的説明の下に漢字教授を施すべしと唱へ

たのが︑恐らく漢字教授法の第一霊であったらしいが︑遍く徹底され

ないでしまった︒勿論漢字を教へるには六書的解読は必要ではあるが︑

漢文教授に至２Ｌは︑白交練習も一方法ではあるが︑必ずしもこ

これのみが唯一の最良方法ではなからう︒

れが最善の方法ではない︒復文練習亦然りである︒既に訓黙を施して

讃むからには︑中華の現代一音で授けるのは全く剛難である︒寧ろ不可

能事とみられる︒中華一昔と漢文教授とは二本建にならねばならない︒

兎に角漢文を面白く堅習させるには︑先づ教材の選撰と排列との問

︵詳細の議論は略する︶

題が第一膝件であると考へられる︒従来のやうに単に教訓的︑道嬉的

です誤会し漢文で書かれてある︒自画の古典が蓋めないで︑虞の国民指
まい︒翠東西に通じ識内外を貰里Ｌ︑始めて員の指導者であり得る︒

導者たることができようか︒日本の再建︑文化画家の建設は勿論出来
そこで余は高校・大里では漢文︵函語科の一部として︶は原形のまま

同して使朋したのに気附いた黙などもあるが︑匿い範閣の意味で同意
義に用ひたことを諒とされたい︒︵上智大畢教授︶

と漢文とはその範鳴を異にしてゐるのであるにも係らず︑不用意に混

に漸惚の至りである︒論旨も徹底しない上に厳密にいへぱ儒教︵儒畢︶

みたが︑自ら省みて果して裏附になるか︑ならぬかがわからない︒誠

楚水氏の名諭を着んで︑裏附をさ堂﹂戴くつもりで以上書き列ねて

避の観念を輿へるので︑この際賃名・賃名文と稗と﹄椴名・普通文︵漢
字交り文︶と卦稀的に見ていきたいのである︒これ又教授法改善の一
方法であらうと恩はれるが︑兎に角思ひき２Ｌ大改革を施し︑大改良
を加へなくては漢文必修問題は解決はされまい︒

文章といふ感じを典へる︒随２﹂漢字・漢文は支那のものだといふ忌

境名文と稗したい︒元来漢字・漢文といふ名獅は︑直ちに支那の文字︑

一問題を提供する︒漢字・漢文の名蕪を腰し一﹂︑平安朝に測り︑虞名．

な教材のみを排列しただけでは︑青年の心理にピンと響かない︒教材
選撰は大いに研究検討を要することと老へられる︒余はここに新しい

必修すべきだと信ずる︒なぜならば高校・大里の卒業生は︑やが一﹂吐
曾各方面各階級の指導者たる地位に立つべきものであるからである︒

古典である漢文は能く漬み能く味はうてこれを現代に活用すべき
︑︑︑︑︑︑

である︒現代の西洋思想に封し数千年前の東洋思想を以て︑直ちに之
を解決しようとするのは危臓であり︑不可能であるので蓋みこなして
之を活用していくところに古典の債値が認められる︒

⑧教授法の改良
漢文の必修︑教授法の改良に先だち解決すべき問題は常用漢字︑新蝦
名這の問題である︒﹃富用漢字・現代かなづかこは︑使用範園を義務
にすべきことを提唱する︒︵詳細は後日にゆづる︶

教育に限定し︑高梅や大単には適用しない︒漢字・暇名問題は二本建
日に日にこれ新の世の中で︑濁り漢字・漢文の問題のみが依然として

〔14）

×

立太子濫に参列者の順位︑皇太子さま御

空︑︑

生日く一︲アリヤ何んだい︑その鍵な奴が天

一を第一にと謹明Ｉ

から降りて来る糟さ﹂とある︒梁ばざれば
日本人も外人に等し！
×

政府は﹁道徳の昂揚

地理・歴史を通じて︑愛図心を養ひ︑人格
らに⁝⁝ださうだが︑普遍妥常性のお題目

を向上し︑反理と平和と正義を重んずるや

しもないＩこれでは正に寓図共通の人間の

だけで︑如何にして・何によって何をは少

〆︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︲

省次官たちは前方ｌお題目は民主々義だが

×

繕で血は通ふ煮いＩ

教育の単者達は︑式の見えない後方で︑各

︑︑︑︑︑

ラヂオは︑寄席とホールと劇場の中総機
開？明けても募れてもおナクサミごとばか
りＩ情操教育の過剰Ｉそれもよいが︑家族
︑︑︑︑

一同では聴けないシロモノの何と多いこと
かＩ玄さしく末世的！

×

︑﹂

｜

歴史は繰り返すＩ

の好餌でアジア平和の癖Ｉ今日も亦然り︑

朝鮮は︑この幾世紀間常にロシアと巾圃

人間は生れて死ぬ寮でこれ競走！

地域︑惇統等がものを言うらしいＩあはれ

×恥

ふＩ平等時代でも︑やれ赤︑青︑新奮制︑

約一割位しかない乏しい職をめぐって相争

明券卒業議定の新奮大畢卒業生十三蔑！

×

く兇と努組には勝てず１．

ストで電気とガス供給停止Ｉ国民臼く︑泣

レフセよと勢組王侯の御命令！龍産・炭俄

︑︑︑

ものども︑わが生活の向上のためにはヒー

、

尻夏に書いた原稿で︑十一月に新年雛の

︑︑︑︑︑

雑誌が出る！そして今日は盛夏雑の原稿を

なるといふものか︒さりながらこの秋のさ

書竺＃﹄居る！だから賞感なき繕そらごとに

中に︑謹賀新年とは私はチト頭が愛になる

わいＩ︑〃

一
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笈際は官僚第一！
×ｊ

バラノー︑事件があると︑ひとしきりパラ
ノ︐︑事件あり銀行のギャング事件があれば

×

次ぐとギャング続出！自由人にも物虞似の
流行はある！

アジアはアジア人の手で！とい︑鍾蜂が国

×

連側から聞かされる１筋の通ったスローガ

祁秘主義から経験主義へと︑中畢生同志
共に表きせず︑然るにその親たちは一︲うち

数十人の桃色遊戯図明るみへ︑涜の反砂と

ンがにあるがざてまてよ！途先頃までは︑

︑︑︑︑︑

の子供に限って碇んなことは﹂ときまって

﹁おれたちが面倒見るから︑お前は軍備も
一と言ったのに︑め富ぐるしいょ

この頃の浮世！

いらない

もの申すＩ知らぬは親バカばかりなり！
×

〆

塵の机
大和国史館で天孫降臨の同を見た小中畢

×

！

ダ

創立二十年を迎えた

東京都結婚相談所

．田中孝子

いる青年にも︑親切に嫁の世話をしてくれる

を頓む知己もなく︑一方車牙上京して働いて

新聞の宣博も大きかったと︑叉縁を求めて

ても︑見合して気がす上まず一度断れば後が

親類もないとゆう有様です︒偶ま縁談があっ

を感じて仕事を始めたのでした︒

いた人達が安心して結婚と言う大事を托すこ
のように感じたらしく︑群を篇して申込んで

との出来る公設の機開の出現を︑干天の慈雨

其等の人たちに接して見る炎なるほど結

人があると思うと報酬目営であって︑そうゆ

嬬相談所とゆうものが必要であると畳りまし

相談所は︑此等の男女が自分に相膳する傑

つ型かないし︑又根よく持って来てくれる仲

東京都がまだ﹁市﹂と言った頃の昭和八年

た︒外図とちが２Ｌ︑日本の杜曾では男女が

から一番適した配偶者を選ぶことの出来る賎

件を具えた候補者を幾つか見つけて︑その中

来ました︒

春︑吐曾局の企として公設の結婚相談事業を

自由に交際できる機曹が少ないので︑自分で

︵こ相談所の歩んで来た道

創めることになり︑その仕事を措営するよう

結婚の相手を見つけることは困難ですし︑か

後︑家庭に入って十除年︑自由思想家の夫と

りに異性と接近する機曾があるにしても︑配

選び出した相手と自由な立場で交際し︑その

曾を提供します︒この人たちは知性によ２Ｌ

も津山あります︒

う談は所謂仲人口でこわい︑などＬゆう場合

賃を言いますと︑外圃での長い畢生を活の

にと︑山下社命邑智軍から申出がありました︒

共に過して来て︑その最後の幕を閉ぢたばか

間に情熱が生れ︑憲愛を感じた時に結婚と言

家庭紛糾に開する相談もし︑入廷の生活を明

偶者として通常の係件を具えた相手ではない

世の中がせち辛くなって来たので︑人乃︑は

うことになるのです︒こうした幸一幅の芽生え

一生の運命をきめて了うことは無自畳なもの

自分の生活を守るのが一杯で他人のことは開

るい方に導びく︾﹂とも事業の一端ですし︑又

場合が多いのです︒そのため仲人の存在も必

上ように考えて居たのでした︒しかし︑だん

渉しまいとする傾向が狸くなりました︒その

時登講演や出版物を通して魔く杜曾に呼かけ

りの私には︑﹁仲人﹂と言う仕事に封して理解

だん山下氏と話し合って見ると︑日本の結婚

上︑昔は各地方に一族が相守って暮して居︑

操の男女平等︑結婚様式の簡素化等の普及を

生じました︒

難はそんな生やさしいものでなく︑又新設の

親類縁者同志で︑その中の長老が若い男女の

要とな２﹂くるわけですが︑それにも問題が

相談所は媒介ばかりが目的ではないと言うこ

結婚の枇話をしてやりました︒それが近年︑

計ることも結婚所の使命と感じて微力なが

をもちませんでした︒結婚の相手は自分が見

とが判りました︒それで私はこの事業を通し

人み︽が都曾に集結したＬめ︑地方から移住し

らはたらいて来ました︒

付けるべきで︑ひとから富てがわれた縁談で

て︑若い人達に倖せな︑そして賢い桔婚をし

た人舜ヘが入交って軒を並べるようになりまし

このようにして︑いつの間にか二十年の歳

迷信や因襲打破︑封建的家族制度の改善︑貞

紹介事柔のほか︑結婚を離れた身上相談や

て貰い︑それによって出来た家庭が吐曾の催

た︒従２Ｌ交際の礎くない家庭では娘の縁談

を育てることが私共の仕事です︒

れた単位を形造るとゆうことに︑大きな希望
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月が流れました︒相談所の機構の上にも種為

えての上でしょうが︑そう年の若さばかりに

魅力を感じずに︑他の優れた鮎に重黙を置く

す︒二十代の青年は女子教育の延長なども考

ことにもなります︒

ら問われます︒賓際︑申込者の考が大分自主

民主化と言うことは︑相談所としても大いに

なりました︒男女の本質的平等とか︑家庭の

た︒日華事錘が起り︑やがて大東拒戦に護展

奨働し︑叉申込者も同調して居ることは勿論

的になり︑叉封建的なことを言う人は少なく

し︑そして︑敷交の困苦の中に昭和二十年維

ですが︑男女が結合しで家庭を作り子供を生

能力のある女性が椴迎されます︒他の希望は

の間︑封外的にも大きな出来事に遭遇しまし

戦を迎えました︒その直前︑相談所の催張と

み協力して夫婦生活を誉んで行くとゆう︑結

健康で自分の感じに合った人で︑これは元と

鍵遷がありましたが︑それは省略しまず︒そ

して立てられた本郷の結婚曾館も烏有に蹄

そうした安定した生活を望む申込者暦が大部

婚の基本的傑件にはそう塗りはないのです︒

アプレ型の人たちの来訪はうけないのです︒

分を占めて居る相談所には︑左程目新らしい

昔は調和性に富む︑温順な人を望んだのを︑

大して蕊りはありませんが︑性質の黙では︑

家庭へ入ってからも何か仕事のできる︑生産

りましたが︑今は職についている姉人︑叉は

昔は男子の側に職業婦人を雄つた傾向があ

た︒︒

し︑相談所は一時閉鎖をよぎなく皇れまし
明けて二十一年秋︑都では結婚相談所を再

さりとて全然時代を反映していないのでは

今では仕事に理解のある︑安心して家庭を任

ートの一階に事務所を置きました︒こ上は地

せられる人となり︑選揮の標準が豊明になり

開することにし︑銀座三越の厚意によりデパ

がきびしいためか︑思想が現蛮的合理的にな

ありません︒一番眼につくのは︑戦後の生活

女性の方の希望も︑健康で性質は誠疫︑責

の利がよいので有識者階級の申込が多く︑成

たことです︒又二十代の青年は三十代の人よ

り︑叉ものを物質的に考える傾向が狸くなっ

績は上りましたが二十六年に店の都合で立退
くことになり︑現在の東京都新宿生活館に移

ました︒

りました︒生活館は杜曾奉仕事業の中心地と

三十代を半ばすぎて柵身でいる男子は︑戦

亭主のように家庭は食べて震るだけの所と考

明朗︑家庭的との希望があり︑これは昔の御

かける上に必要な要素でしょう︒その上に︑

任測念の狸い人等で︑これは夫として信頼を

前男が若く美しい妻を第一の理想とした思想

えないで︑一緒に生活を楽しんでくれる夫を

り相手に封して純反なところがあります︒

の主義主張と通ずるものがあり︑提携して仕

すので︑その目標に於て︑東京都結婚相談所

が抜け切らず︑未だに若い婦を要求し︑自分

望む若い女性の営然の要求です︒

して都民の文化水準を高める事業をしていま

事をしてをります︒

の毛髪の厚くなったことに気が付きません︒

人為の性に封する考方も塗って来ました︒結

戦後︑枇の中は改まり︑新しい憲法のド︑

人が得られるだろうと考えます︒女だって生

中には今女が齢つてるから︑いくらでも佳い

ながら︑﹁先生一たいこれだけの牧入で結婚し

ます︒候補者が記入したカードの牧入欄を見

しませんが︑収入の鮎では大きな開心をもち

錘満開係では︑相手の財産の有無は問迩に

婚相談所に来る人たちの思想にも随分新しい

と言ってやりますが︑だんだん判っては来ま

活力をもっていますから︑安賓はしませんよ︑

︵二︶最近の緬向

ものが匙１２Ｌきただらうと︑よく皆さんか

〔17）

て暮して行けると思っていられるのでしょう

諸催件の中どれを第一に選ぶかとの間を菱し

調査などしていますが︑この前の曾に︑左の

八七名でした︒

ました︒出席者は男が少なくて四七名で女が

容貌一九一

％

Ｉ

％

四六一

１︲瓢％一三七一

存在を軽んじたかと思われますが︑人蚊の護

％一四一一

鋤％

一一一１％一一一○︲一８％

第一僚件一一一変数一パーセンテ川ヂ｜一安数一パーセンテーヂ｜｜変数一パーセンテーヂ

男子一一女子一一・合二一回

か﹂と切りこむ娘さんもあります︒肝腎のと
ころで遠慮しないで質問する︑はっきりした

態度が出て来ました︒と言って此等の女性が
ってはと言うわけで︑漠然と女の働きを傑件

あながち共稼ぎをいとうのでなく︑相手によ
にされるのは感心しないのです︒

一般的に言うと︑現在の物偵は戦零に比べ

女性の方に容貌の望みがないのは︑女のつ

新しい法律では家族制度は暖され︑婚姻した

開係に堀大の偵値を置くのが本営でしょう︒

展︑吐曾の進歩から考えれば︑矢張り夫端の
りますがこ上では書ききれません︒一番多い

男と女によって新しい戸籍は作られるのです

筒︑人事相談の方には深刻な問題が深山あ

ふましやかさからでしょうか︒

のは夫婦間の不貞行篇で妻の場合もあります

が︑貴際の家庭を見ると︑まだ長男は結婚し

のは︑常人たちとその肉親との開係です︒親

若い夫婦の生活に大きな波紋を投げかける

で権利をも有ちますが︑妻の方は夫の家に入

ようです︒その代りその息子は昔の戸主の形

ょうだいの面倒を見るものと考えられている

ても生家に絶掛の責任を恋ち︑その中で親き

が︑断然夫の方に多く︑又嫁姑の問題がこれ
に次ぎます︒

兄弟姉妹は切っても切れない血のつながりが

︵三︶夫婦と家族

相談所では数年前から懇話雪とゆう名で︑

など一酸葉することになります︒そればかりで

気がねをし︑自分の胸に抱いていた生活設計

協力しなければなりません︒

申込んだ男女が︑結婚問題の研究をしたり︑

で︑そう言う意味からも昔の家族制度は嫁の

あり︑夫婦はいわば他人から成り立ったもの

ると従蹄的の地位しか得られず︑姑や小姑に

が︑申込者が互選した幹事が曾を司り︑傾向

糞も︑亦杜曾も︑共稼を可能ならしめるよう

にすることが理想で︑そのためには周悶の人

室能力をもち︑夫婦が共に働いて生活を豊富

ですから健全な結婚のためには︑女子も生

です︒

男にさえ惹かれるとゆう場合も起りがちなの

性のない婦人は生活力の出来た︑妻子のある

をつ蝉けると多くの弊害を来します︒又自主

分な牧入はなし︑と言って不自然な猫斗生活

性格一一一六一鍵％．一一二五一

て二百倍以上になっているのに︑結婚適齢期

毛
￨
両

の男子の月給は百二三十倍にしかなりませ

訓
:
：

合計一四七一叩％一一八七．｜血％一

且
'
三

ん︒そこに問題が生じます︒家庭をもつに十

養｜艇

健康な交際をしたりする曾を作っています
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驚
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健

奪から起る微妙な心理作用があり︑むづかし

なく︑夫を園んで︑嫁と姑との間に愛情の雫

を離さないし︑息子も別居する家のないのを

ります﹂と述べた人もあります︒こうゆう青

するようにならされて育ちましたが︑今は一

昔の嫁は家に貰われるので︑その家に順雁

牛糞です︒叉﹁別届を望むが五九行でした︒

姑さんならと・言うのと︑家族少なき場合とが

五名の中四六名は﹁係件付同居可﹂でよいお

家族との同居についての意見を見ますと︑百

堺を必要とすると考えます︒男女の交際が大

ましょう︒私は日本の現状では︑まだこの仕

次に結婚相談事業の牌来について述べて見

た︒

年達と結婚した婦人は倖せだらうと思いまし

封一で︑夫の件侶となるのでまから︑過去の

他に無記入のがありましたが︑よく分らない

ます︒そこで女子申込者のカードｇ希望欄に

時代の生活態度に還るわけには行きません︒

いかない所蝋津山あります︒それに自由紬婚

分日川に行われるようになりましたが︑そう

は親のある人から敬遠され︑候袖者の範悶が

居﹂と答えるのや︑巾には﹁別居﹂と書いて

その訓練がまだ十分に出来ていない人があり

には正しい判断力と自制が伴わねばならず︑

︵川︶結婚和談の将来

そこのところを考えないで︑老人は自分の若

もつとも︑この甑は嫁の方にも利己主義者

狭くなるからと︑少し年の遅れた娘さんたち

た︒もとは︑妻はどうしても自分の家へ来て

男子側の気持も︑この頃段息変って来まし

ない︑とゆう所もあります︒

年でキャンデーボーイ向きで︑夫には物足り

は既に妻帯者であり︑濁牙者はかけ出しの青

よっては︑女子職員が結婚したいような男子

ます︒職業結蛎は望ましいのですが︑職場に

が勝て︑今は剃子の閉係が薄くなったように

の遠慮などから来ているようです︒

家族と一緒に暮してくれなくては脚ると言う

をはきちがえて居るので︑自分の親も配遇者
の親も同様に大切にすることは︑新しいモラ

この間ハ例の傾向洲芥で︑自川懇愛結婚を

のが多かったのですが︑この砿前述の懇話曾

ますが︑とにかく夫姉の川は自然の力で特別

鯛の曾合を附いて下さい﹂と言う人もあり︑

う話を僕達の親にも附せたいから︑今度親の

した嫁姑の没例などの話をきいて︑﹁こうゆ

一方は保守的︑一方は反動でどちらも刷り
なつながりが︑出来ますがそうでない人達が

叉不利な立場にあって稗しんでいる嫁を顧み

婚した以上︑妻を護り︑幸幅にする責任があ

子の話しについても︑一︲それは夫が悪い︑結

その親たちが多いのではないでしょうか︒

現在一番合理的で︑かつ安全と考える男女と

ました︒もつともそうゆう思想の持主が多く

出したら︑大多数の人が雌後のを瑠むと符え

入り後結婚することを望むか︑と盲う質問を

一つ家に住肝することは唯擦のもとで︑老親

望むか︑仲人結婚か︑叉は仲介を練て縦愛に

が一つぽっちでない限り若夫姉は別届をし︑

りませんが︑しかし資際に於て︑その方法が

その代り夫端が協力して親に仕透りするのが

相談所を利川すると解淫できないものでもあ

などで姉人側の意見をきいたり︑私達が鵬雌

ルが出来ても鍵らない人間性の美しさです︒

する扶養の義務はちゃんと規定されているの

思う者も時為兄うけます︒新民法には親に封

葛藤が起り勝ちなのです︒

い頃の在り方を若い人に弧いようとするので

人や︑一人一人叩いて見ると︑﹁なるべく別

いものです︒

理由として︑新妻に同居を納得させようとし

ダ

ないで親の言うことばかりきいている孝行息

理想的です︒

ところがよほど理解のある親でないと息子

Ｉ
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例

、

た壁し︑か坐る状態が永久的なものではあ

佃人の幸幅と人類の護展とにつながるもので

結婚に関する事業は︑男女の結合を通して

﹁お茶を召し上がりますか︒﹂

タイムに来合わせた人に濁しても︑

タイムだとか︑アフターヌーンティーだとか

年男女が戦後や上もすれば贈り易いアプレ的

す︒相談所の第一年目に成立した夫婦の間に

言って︑お茶を飲んでいますが︑それでも人

過渡期の症状を通り越して︑自分の行動に責

といって聞いてからでなければ出しません︒

えます︒

任をもつようになれば︑自由に相手を見出す

生れた子供達は︑もう来年高校を出ようとし

え見れば直ぐにお茶を出すという習わしは︑

それで︑あなたのお老のように︑この︑人さ

かり出される日が刻鐙と辿っているように見

ことが可能となり︑同時に︑昼こい結婚がな

ています︒こうした若者の青春も︑幸禰も生

りません︒杜曾に交際の機開が完備し︑叉青

されるでしょう︒そして︑もはや特殊の人の

命までも︑職零の馬には塵芥の如くふみにぢ

そうなった峠相談所は︑組合事務の代りに

き戦懐と憤りとを畳えずには居られません︒

られることを想像する時︑私はたとえような

かも知れませんし︑むしろそういう方向に向

仙の鍵遷に伴って︑だん人︑なくなっていく

にはむやみに進めないようです︒偶為ティー

他は紹介者を必要としますまい︒

秩序ある男女交際に開するエチケットを教え

けて行くのがよいのかとも思えます︒しかし

また考えてみますと︑こういう風脅が何十年

︵東京都結婚相談所長︶

るのかも知れませんから︑一膳その鮎につい

も何百年も綾いているのには︑何かわけがあ

Ⅱさん

て考えてみるのも無意味ではありますまい︒

一つには意識的無意識的に茶の雷薬的乃至楽

は茶が津山に生産され従って得易いこと︑又

私たちが毎日よくお茶を飲むのは︑一・つに
皿さん

川島次郎

ｌその由来と鵬来ｌ︑

人さえ見ればすぐに
茶を出す習わし

る所となり︑又それと併行して︑結婚問題の

研究はいよいよ必要性を認められることにな
りましょう︒現在英図でも結婚についてアド

ヴァイスを輿える役所があるときＬました
が︑私共の所もそうゆう性質のものとして︑

人事相談的のものＬほかに︑心理墨や醤疑な
ども加えて８日本人の文化生活に一つの軍要
なる役割をもつこと上信じます︒︲

養的の効果を認めているからではないでしょ

あなたのおっしゃる逆り︑私たち日本人は
よくお茶を飲みますね︒しかもただ自分たち

の食物ともよく調和し︑私たちの口にあい︑

うか︒もちろん茶は一種の噌好飲料で私たち

絶りに一言附加えたい言葉があります︒

創立以来結婚成立した数多くの男女が︑戦

を一つ﹂といって茶を出すのが常ですが︑こ

趣味にかなっているということもありましょ

が飲むだけでなく︑人さえ見れば直ぐ﹁お茶
ういう習わしは或は外には除りないかも知れ

争によって夫婦の一方を失い︑幸福な家庭は
とは今更ら取返しはつきままんが︑将来につ

破壊され︑悲境に陥っております︒過去のこ

う︒しかし数多い飲料の中から︑特に茶が一

般民衆の間に行き渡り︑一日も茶を峡くこと

ませんね︒

英幽人もよくお茶を飲みます︒毎日ティー

いても筒︑不安が感じられます︒見えない敵
におびえて軍備は進められ︑若者は叉戦争に

（20〕

げたような事怖が大きくはたらき︑それが長

のできないようになつているのにはへ上に．あ

いうようなことを調べました︒その際紳農氏

ないか︑からだのためになるかならないかと

が︑色だの草をなめてみて︑一塁母があるか

に茶を施して族の疲れを休めさせたこと等か

を用いたこと︑又寺の門前を通る行旅の人掩

始め僧侶であったこと︑寺の修行に大いに茶

す︒それは茶を支那から僻えたのが︑築西を

般民衆の側にぐん人︑ひろまっていったので

わし︑人に茶を出すという習慣は︑寺から一

ようになりました︒しかし茶を飲むという習

ら︑茶と寺院とは深く結びついて考えられる

高く評催されたようで︑唐の時代に陸勿とい

来ましたが︑茶の薬物としての効果は相常に

その後茶を飲むことが次第に歴く行われて

用いて稲を避けたと想像されています︒

は茶に毒をけす効能のあることを知り︑茶を

茶はご存じのように︑米と同じく東南アジ

い間に固定化したのではないでしょうか︒

ヤモンスーン地帯の特壷で︑元︑西城や印度

人︑帯地に移植したものと想われます︒我が

の北部の山地に自生したのを︑漢民族がだん
剛にも日向の高千穂や︑阿剛︑中風︑紀伊︑

︑︑︑︑

こういういきさつを考えてみますと︑私た

あります︒

ちがよく茶を飲み︑よく人に茶を出すという

う人が作った﹃茶経﹄にも茶の効能が説かれ

ことも決して意味のないものではないことが

秩父等の山脈等には︑自生の茶の木のあった

わが図に喫茶の風を仲えたという梁西にも

わかります︒そしてただ習わしだからという

ております︒

葉を飲料として用いることは︑支那の方がず

こんな話があります︒曾て源費朝が酒を飲

だけでなく︑その元の締祁に立ちかえり︑こ

ことが明らかにされました︒しかしこの茶の
っと古く︑我が剛では僻蕊西が南宋の風を僻

の茶を進めました︒術時は抹茶が一般に行わ

とうに茶に薬物としての効果があるのか︑あ

す︒ただそれには古人が信じていたように本

み︑二日解で苦しんでいた時に︑蕊西が一碗

たのが二九一年ですから︑今から七六○年

れますが︑蜜朝はそれを飲むと忽ち苦しみも

るとしてもどの程度のものかということをは

えてからのことだといわれております︒楽西

も前のことになります︒

どういう霞薬か﹂といってたずねました︒そ

去り気分も爽かになりましたので︑﹁これは

っきりさせなけれ帳なりません︒

れを一そう有効にすることが大切だと思いま

英図人が茶を飲み始めたのは二百年前位の

こで築西はこれは茶というもので︑その効能

れていましたから︑それは抹茶だったと思わ

ことで︑それも和蘭陀人が東洋から茶をもっ

には著しいものがある旨を答え︑﹁喫茶養生

が二度Ⅱに入宋したのは二八七年︑蹄刺し

ていったのが始まりだということでありま

記﹂という一番を耐んでこれを献上したとい

係があるような気がしませんか︒茶は沸教︑

茶の葉を日に乾かし臼で描いて丸めたものも

茶訴茶の別があります︒その外国茶といって

ぱ抹茶︵ひき茶︶もあり︑葉茶にも玉露・煎

あなたは茶の成分についての分析表を見た
４
ことがありますか︒茶といっても葉茶もあれ

田さん

のは英幽で一般にはコーヒーが愛好されてい

うことであります︒

す︒なお欧州では︑今日でも盛に茶を川いる

るようです︒

わけても禅宗と開係の深いことはたしかで

配さん︑あなたは茶というと何か寺院に開

とが言い僻えられております︒紳農氏は農業

東洋では太古紳農氏が茶を飲んだというこ
榊であると同時に醤薬の荊嫌とされています
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ノ

らは幾分づつ成分にもちがいがありますがこ

あれば︑緑茶に封する紅茶もあります︒これ
したものであります︒因に茶粥は茶に塵を加

の効果ありたるものと確信︑侭に感激に堪へ

深き感銘を輿へ︑亦畢菰の善行奨励にも多大

三十三頁よりつ置く

黄せんでした︒更にこの事を本念に報告全含

えた粥で粘り気を去り食慾を進め消化をよく
いのはこのタンニンのはたらきですが茶の牧

止まらず︑樹支含並に本村の名辱にして欣快

員に照含し得ることは一人森尾先生の蒋審に

︑

森屋先生を称賛てをゐたものであった︒云々︒

助してゐたもので︑皐校をはじめ村を翠げて

たばかりか︑羅涛の面主でも薄給を割いて援

は修畢旅行などにも稔蒋を背負って面倒を見

心Ｃ

も︑さた青梅市の映書教室のときも︑あるい

な面倒を見て︑校内は勿論︑校外指導のとき

に入れて賞って︑三年川近く執も出来ぬやう

年以来受持の代るたびに自分のクラスに特別

ないので︑畢校長や父兄の理解を得て︑一昨

病んだため︑歩行困難で恩ふように勉掻出来

本竹高橋瀞繊氏長男碓瀦Ｑ四︶が小児マヒを

校教常森屋四郎氏○一七︶を表彰する︒川村二

上萩原日本弘通合成木支命長から︑成木小畢

後二時から成木中皐校で文化祭を行ふが︑席

東京都西多摩郡成木村は︑十一月二十日午

世に出る成木校森屋敷宵の陰徳︵毎日新聞︶

の如く新聞紙上にし報道され主した︒

とするものであります︒森屋先生の善行は右

欽作用から茶が︑火傷・切傷・水虫等に外川

す︒︹評議員︒変践女子畢園教授︶

古来護達して来た茶道からどういうことを謡
ぶべきか等について︑考えてみようではあり
ませんか︒これは毎日茶を飲み人にも茶を出
す私たちのつとめでもあるような気がしま

はいつ︑どの位飲んだらよいのか︑お茶のい
れ方特に分量と湯加減はどうしたらよいか︑

て︑茶はどういう茶を川いたらよいのか︑茶

そこで一歩を進めて︑現代の研究を生かし

か︒

を事賃として認めているようではありません

畢も︑私たちの加先が糎験で探りあてたこと

ました︒しかし茶の効能については現代の科

お話が何だかお茶の宜縛めいたものになり

配さん

ります︒

中に含まれているビタミンはＡ・Ｂ．Ｃであ

ところから︑最近注Ⅱされて来ました︒茶の

茶にはこの外ビタミンを含んでいるという

申します︒

され︑鰐者もよく茶でうがいをするようにと

し古くから支那でも作られました︒お茶の施

こではその中の煎茶を一例としてその概略を
によりますと︑全窒素︵主として蛋白質です︶

見ることにしましょう︒園立茶業試駿場装表
五・八八︑粗蛋白質三一・六二︑茶素テイソ
二・八四︑タンニン一二・六四︑可群物凹六
・六二︑エーテル浸出物四・五六︑細繊維一
三八となっています︒

いつと垂

§○・六四粗灰分五

テイＤ冒到

よく﹁茶腹も一時﹂と申しますが︑蛋白質
︑︑
が含まれている靴から︑これもまんざらうそ
とは言えますまい︒茶素はカフェインとＭじ
で︑筋肉の牧縮力を躯め︑心臓を躯くし︑利
尿・畳醒の作川を始め︑酒毒を消し︑疲勢を
恢復し︑頭痛を治す等のはたらきをします︒
茶を飲むとやがて排尿を催すとか︑少し鎧い
茶を飲むと夜眠れないとか︑疲れた時の茶が
心牙を爽かにすること等は︑誰も経蛾するこ
とですが︑これは茶の小に含まれている茶素
のはたらきであります︒

タンニンは有機物質特に蛋白質を沈澱させ
るはたらきがありますから︑病原菌を沈澱死
滅させ︑有機性津漁物に封しては直接消毒の
しても軽い凝固作用があります︒昔から﹁お

はたらきをします︒タンニンは更に澱粉に封
茶漬さらさら﹂といって茶演を費味したのも︑

茶粥を作ったのもこのタンニンの効果を活用

（22〕

日本弘道含青年部準則
一︑日本弘道含青年部はも日本弘道含の精祁に基いて道徳
を尊重し︑品性を高め︑善良な風習をつくるため通念員
和結束してその研究と責践に努め︑介せてその地域及び
職域に於ける道徳の向上に誰すことを目的とする︒

する︒

﹃〃

一心青年部は︑毎年一同細含を開き︑含務及び含計の報告

をなし︑必要に雁じ臨時に総愈を開いて議事を行うこと
ができる︒

一︑青年部には︑部長・刑部長及び幹事等を世き︑又適宜

に顧問・評議員等その他の役員を設け︑これを本命に届
︑出でる︒

一青年部各役員の選任方法及び任期等は各自にこれを定

めその任務は大鰐本含の愈則に準ずる︒

一心青年部の維持方法は心青年部の称斐及び事業による収

（23）

一青年部は︑主として水禽糞員をもって組織する︒但し
部長の承認を得た者は︑街員以外の者も加入させること
ができる︒

一︑青年部は⑲本含又は支含と常に連絡協力して︑本含締
榊の擬大蒋及に努め時には理解ある他の閣鴨と提携して
事業を行ふととができる

入並に篤志家の寄附金をもって充てる︒

一︑青年部含員にして御員たるの僻而を汚すような行篤の

一︑青年部は︑随時縦波街・坐談愈・講習念・讃書御等を
開催し＄その他修養上適切な事業を行うものとする︒

以上

あった場合は適役員協議の上これを除名することができ
る

一脳青年部は︑木含支含内に叉は軍澗にこれを設けて日本
弘道含何為青年部と稲し︑それぞれ事務所を置くものと

rl

l

弘道詩林
○奉賀立太子潅恭頚

三好凌石選

八十一翁江東片口安︵富山︶
○ＣＯ００００００○０ＯＯ００００○○００００Ｏ

菊花楓葉小春時︒天地呈群耀隅蟻︒冊立盛儀聖怖崩．潜龍正
０００Ｏ
見固鴻基︒

○奉賀立太子儀飛川樋口砿景京︶

︒○ＯＯ００○○○０○○００○○○０○○００００Ｏ

加冠賜刺曜容全︒鶴駕朱輪鳳閥前︒菖姓欺嘩響天地︒丹塀特

○誰奉賀立太子典濃山箕輪瞳︵茨城︺

○○○Ｏ
秀菊花鮮︒

雲蒸霞蔚帯群光︒曜瑛丹涯松影量︒瓜礁綿綿天統正︒青宮捧

○○○００００○○○○○○００○０００○○○○Ｏ
○００Ｏ
日課無魁︒

○奉賀立太子膿香城菅谷敏夫︵千葉︶

︑︑︑ＥもＬＬ︑︑︑℃ｂもＬＯ００００００○○Ｏ

天附群議映楓展．瑞樹斑潤瑞色均︒古畷盛儀何穆崩︒皇儲賜
○００Ｏ
剥聖宣新︒

○寺山相川文五郎︵横演︺

も︑︑℃︑︑℃○○００Ｏ○○○○○○○００ＯＯＯ

気意瑞気満皇城︒日麗街街旗影清︒冊立震宮陣賓剣︒礎俵千

０

０００Ｏ・
非諭９Ｆ七旧

○奉賀皇太子冊立恭賦凌石・三好寛

．斗︑﹃づ４つ割イー

扶桑乾統図︒皇嗣届成年︒日耀瑞墓雌︒雲晴玉樹剛︒加冠箪
典範︒端筋確皇天︒鶏首成欽徳︒恭析景幅全︒

大統皇基固︒東宮冊命新︒玉蔓偉賓剣︒御座饗群臣︒瑞鳳儀
容雨︒潜龍徳化淳︒願葱千菖毒︒長仰太和辰︒

○贈弘道含主事割田先生

第四同新川支部総曾席上有感

岱山椎名保弘︵富山︶

○００ＯＯ○○００○○００○○○○ＯＯ００○○Ｏ

○００○
通聖哲心︒評臼︒雅醇可荊︒

正教精榊貫古今︒湾民救世志何深︒知君努力能弘道︒頁理偏

○秋日偶作移山寺島慶一︵千葉︶

℃︑恥℃℃℃︑ｂｂＥ︑℃もｂＯ００○○○○○○０

○００○
花菊一難︒評日︒清逸︒

節近車陽霜気滋︒閑窓坐楊諦陶詩︒小園地臨秋光好︒億愛黄

○潮来竹枝石崖林庸之助字葉︶

︑Ｅ︑芯も℃℃℃℃︑︑℃℃︑○○○○○○○○○Ｏ

○００Ｏ
右上嬬喉︒評日︒風情亦佳︒

煙光明映柳逢撰︒載妓来来去去舟︒水廓常年喧闇地︒菰謡猫

○十一月十七日誕辰錘山小野聡男︵鎌倉︶

ⅡＥも通込℃︑乃込︑︑ＬＬ︑○○○００○○００Ｏ

筆倣清貧︒評日︒吟骨陵噌︒談格超凡︒

蟻嘩班糠世遼新︒七十二一同値誕辰︒猫笑老琵窮措大︒稚牌吟

○悼岩瀬員澄翁霞軒鵜野英治︵千葉︶

○○○○○○○○○００００○○○○○○○○００Ｏ

○ＯＯ○
下請遺細︒評日︒著筆洗錬︒好意深厚︒

夙修園畢慕先賢︒坐聯常持風月権︒昨夜俄驚計言到︒北窓燈

○小川原懐古︲蓬莱間宮雄︵祁奈川︶

○００○○○○００００○○○○００００ＯＯ○○Ｏ

○○○Ｏ
語夕陽明︒評白︒不語二字︒著得至妙︒

秋風吹雁過荒城︒松柏参天嵐気情︒五世功名惟一夢︒行人不

○川房看菊．岐龍唐津鞄次郎︹横漬︶

もＥ︑Ｅ︑︑Ｅ︑℃芯︑ＬＬＬＯ００ＯＯＯＯ○○Ｏ

○○○Ｏ
慕古賢人︒評日・済淡︒膳逸可蕊︒

山房己絶世間壁︒三除翰墨毎相税︒雛菊冒霜秋色好︒清香猫

〔24）

−

○一初冬有隣菅谷徳次郎阜都宮︶

Ｌｎ︑℃︑もももむ︑℃︑℃ＥＯ００ＯＯ００７０００

○敬老街椿翁菅野三郎治儒島︶

坐夜漫漫︒評日︒前半峻而後半夷︒

︑︑ｎ℃猫

風威蕊列月臨欄︒雲東川村寒更寒．間欲灘書燈影陪︒擁嘘孤

○○○Ｏ○００００○○Ｏ○Ｏ︑︑︑︑︑Ｅ℃Ｅ︑Ｅ

○一初冬夜坐悪粥兼坂政︵千葉︶

事立窓前︒評日︒浦淡可人︒

︑︑殖Ｅ

東雛菊渡露華鮮︒譲郁塑英晩節堅︒正赴逸民幽趣足︒猫忘塵

０００ＯＯ○○Ｏ○○○○○○℃込込℃︑︑︑Ｅ︑︑

○賞菊鶴永高地七郎︵千葉︶

○○０Ｏ
果又園瀧︒評日︒佳味佳趣ｂ一結有音節︒

︑もも芯℃︑︑︑℃︑泊︑油︑０○０○○００００Ｏ

○月夜間雁雲石村田一雄︵横漬︶

霜楓葉落樹梢室︒雛菊残香瓢晩風︒最愛初冬佳味在︒山箪林

０Ｏ○００ＯＯ○○００００ＯＯＯＯ○○Ｏ
月明庭樹静︒過雁一韓催︒夜深間有興︒微酔未停杯︒評臼︒

○晩秋莱刷大塚柳吾︹横須買︶

清雅︒酔興不壷︒

︑ｂｂ迅迅℃︑Ｅも︑○○○００○○／○ＯＯ

楓礎秋欲．暮︒返照一渓深︒寂実遺雌在︒雲低叫暮禽品評臼︒

○封月有感松陰力根恭司︵千葉︶

詩境浦組︒

○００００○○００○０００００○○００Ｏ︑︑Ｌ
︑︑池︑ Ⅲ Ｅ ︑ ︑ ︑ Ｅ 殖 ｂ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑

祁飛一輪月︒岐岐照褒源︒雲淡千川遠︒星疎寓堅明︒除光穿

戸胴︒流影奪焔栗︒遥憶異郷友︒如何故国術︒評白︒幽新︒浦

気襲人︒

○００Ｏ
裡畢霞杯︒評白︒穏安︒喜気殊多︒

例年敬老含鼓開︒屡指清錘廿二回︒翁姻満堂輿無蓋︒職呼蕊

○園購酌酒妙華金子光和︵横漬︶

ももや℃︑Ｅ︑︑︑︑咽℃℃︑○○○○０○○○○Ｏ

燈下園嘘語友僚︒追懐往事童婁婁︒興来酌酒忘機足︒寒逼清

○悼川柳家柳葉飛凌石三好．寛

０００Ｏ
襟酔一宵︒評日︒結語気有力︒

諏時規世檀詞才︒諮諺篇篇玉作堆︒君逝柳風秋寂実︒塞林葉
落暮禽哀︒

○寸言偶評瓢乎道人

△△△△︑△△△︒△△△△△△△△△・△△△△△△

△△△△△△
言経失園民心︒

ルヲクハルニスルヲ

詣知生命貴し於レ金︒破産無し憐死地脈︒立策主張猶孟浪︒暴

ベシ

プヲカノリヲ

ヅメヨクヲヲ
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○贈鳥野幸次先生千鳥波多良介︵新潟︶

︑ｂ︑心℃Ｅ︑ｂＥ︑○○○ＯＯＯＯ○○Ｏ

下車長谷騨︒一路訪君家︒未看林泉好︒蹄郷憾更除︒評臼︒

訪人不遇︒情在言外︒

時事書感畔水飯剛雄茄︵茨城︶

○ＯＯＯＯＯＯ○○○○○○０００︐０○○○○○○Ｏ
○○○０

無篤自笑白頭翁︒老後猫懐繊石衷︒潮諺放一言忘老至︒興来瑚

月又吟風ｂ評日．三一雅健︒一二四俊逸．

○呈五簡村長岡健一郎君

︲Ｉ九十翁如雪慶野庄作︵茨城︶︑
砥︑Ｌ心もも︑︑Ｅ℃︑︑Ｅあ００○○○○００○○

奉職多年挺一身︒専心園治撫民人︒農家五百袴豊富︒惟兄川
○○○Ｏ
村徳化新︒評日︒徳化可想︒

○寄友人狩野君夏村田中和︵千葉︶

ナリレ

評日︒口澗之門是至言︒謀し身多見二箇中存如
ラグル

須レ知倣慢買二他憤や壊上先休レ吐二暴論︒

〆

︑℃︑︑︑︑︑︑︑℃︑︑℃℃○００００○○００Ｏ

世上紛紛軽薄多︒典君交友牛生過︒昔時管加何須羨︒濁酒三
０ＯＯＯ
杯入酔歌︒評日︒逸宕︒酔中放懐︒置性目見︒

ゴ

弘道歌園
割田斧二選

○奉祝立太子謄成年式富山牒片口安太郎
あなかしこ皇子加冠のけふ佳き日喋きてにほへる黄菊白菊

禰島蝶涜名博綱
久方のわれらが太子たちたまふおほみむかしゆ今につぎつつ

埼玉蝶繁田武平
日の本の皇太子今日を立ちたまふた野とこしへに幸あゞれと和る

東京都中村芳三郎
待ちわびし佳き日は晴れて日の皇子の御旗なびくに涙こぽるろ

制田斧二
皇太子に立ち給ふ若き縫宮ほぎつＬゆくへ明るくなりけり

秀逸

○紅葉松江市平井常清

︵思出に眺むる作者が山に封するなつかしさ素直に感ぜらるる︶

去年とひし峯のもみぢを思出に遥かにのぞむ大紳の山

○秋海業幅烏蝶潰名沖．綱

下蔭に秋海某の咲き出でて花しづかにも硯野を占めたり
︵のどかなる状景が窺はれる︶

○述懐禰島市管野三郎治
︵老いて明るき述懐なり︶．

批におくれ恥かしとしも老いたれど死にのこりてはうれしかりけり

○東京都中村徐風

︵その愛感には迫るものあり︶

鳴けば悲し鳴かねば寂し濁居の虫よりほかに友のなき牙は

佳作

○宇都宮市菅谷徳雁

いかなればあまた訪ひ来るそがなかに親しきかほをわけて見るらむ

○富山蝶片口江東

新らしき雁史を作る若人に理みったぎてわれは老いゆく

○鋸・鎌新潟蝶波多良介

めをぱするうさもなくして稲刈ると鋸鎌にたよるよき枇や

○岩瀬賃澄大人を悼みて千葉媒鵜野秀春

村肝のこ上ろ岩瀬の水かれて著せぬ秋ぞさびしかりける

○選筆千葉豚兼坂秀演

ゆ．

築山の岩にまとへるつたかつらからくれないに紅葉しにけり

子は右派に親は自由に孫は左派と選翠は一家おのがじしなる

○埼玉螺石川奈美子
○埼玉際小名木狂辰

○慰霊祭千葉螺金杉茂穂

待ち伯ぴて踊れる吾子と風呂に入りて今日の出来事などまづは聞く

遺族われ今日の祭りに亡き鯉の姿浮べてしみ人Ｉと億ふ

○茨城螺蕗田一人

稲刈も少しになりて冬の日のあかく沈むを見つつ蹄れり

○波多良介ぬしに新潟螺︑土田朝男

歌よまむ心あれどもせばしさにおこたりがちの我牙はづかし
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秀逸

弘道俳壇
ぼぎごとの近づく障子洗ひけり

畷にありて娩捨の月眺めけり
かたまりて間に子等待つ稲車

大橋越央子選
小名木狂辰

石橋香峰
香川越路

尼子
伊藤丘南

千葉丘

埼玉尼

禰島吾

茨城静甫

越

縁先に爪切るあした面舌の鳴く

一初冬や空に流るる蜘味の糸
佳作

落葉焚く煙に暮れぬ山の手
水枯や赤き日は今山に入る
鴨研くや舟悼走しる水白し
ストの紙しかと貼られぬ秋の塀
ストの紙抱え出づれぱ鶏頭燃ゆ

分けてゆく釣の通ある苫かな

虫の番に遠き昔の子を恩ふ
稲かりや草這ふ稚児の母をよび

鰯雲茜となりて崩れけり

菊の香や御座所の跡を芽翻す
文化の日庭の小菊を折りて柿す

雨の吾静かに聞きつ俵編む

埼玉白

落葉拾ふ人に飛びつく盆かな

釣堀に映る入日や百舌たける東京徐風

啄木鳥や空に蜂ゆる御祁水

仰舎利の銀器に秋の光かな千葉香峰

月宿す障子洗ひし大醗川越狂辰

鶏頭花燃ゆるや雲の遥かなる千葉春甫
似太だと田岸の畑の根深かな茨城一誠

とりいれを絵りてよりの冬ごもり越後良介

閣栗を拾ひて蹄る山路かな埼玉奈Ｉ美子

コスモスの花ある限り窓を明け幅島称翁

霜枯れてこＬにも菊の忘れ杖千葉秀嶺
町中に舟溜ある良夜かな大橋越央子

○次城文苑原稿締切︑昭和二十八年一月十五日限

門術の門に仰げる良夜かな

）

（

葉玉山葉越

1
1
1

千葉炎

鰯雲湖心に延びて夕映えぬ

III

後進に道を護りて菊作り

稲刈りて鐘のつどふ頁菰かな
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本含量報
△山本氏逝去維身含貝陣進牡長山本留夫氏
は老衰のため九月二十八日逝去︑享年八十歳

△談話倉本官を貝談話菅は︑十月十一日

哀悼に堪へず︑謹んで弔意を表す︒

︵土︺午後二時より本含館含議室にて開催︑講

師法務省開東公安調査局長吉橋敏雄氏より現
下の治安問題につき講話を聴取し︑全員各間

の動きとアジアの将来と題する講演又千葉蝶

角の論議もあることとて︑其の一端を知るべ

得たのは何よりであった︒教育委員制度は兎

く現状を先づ聴く︑乃ち畢校の人事や計斑︑

念を開き︑講師富山大桑長鳥山喜一氏の世界
東部支含は十一月十六日︑笹川町公民館にて

講師前愛媛大畢長藤本寓治氏の道徳と吐含と

々中々客易ならぬ問題があり︒他方には我が

重大とて︑各自率先庇行して子女の模範たら

童の蕃惨︑浪費︑その他家庭の父兄方の責任

Ｑ

述べ︑三浦畑四郎佐藤慶太郎の雨氏よりは兄

際面より見て辿憾の鮎も極々とあると恩ふと

に封し注意など指導面も十分あるべきも︑蹴

の必要と弧調︑平津氏よりは︑畢校父兄兄童

に方り奮励努力︑身心の向上と民族の剛結心

次で騨谷師︑八島師等よりは邦人の新附拓

ことが多く芽蕊した︒

常局の努力も知られ︑何かと考へさせられる

意見も博へられるし⁝⁝で︒その中にあって

の苦心もあるし︑この時とて父兄等の種々の

国状や園際朕勢の菱韓等忠あり指導上の諏冷

町村の我用等︑父兄や家庭の問題皐業朕況等

二十三日講師共立女子大畢教授徳山敬子氏の

題する講演︑又埼玉蝶豊岡支含にては十一月
家庭生活の合理化と題する講演をとそれぞれ
開催せり︒

△山田氏の芳志評議員山田醇氏は本含に封
し金壷千同を寄附さる・御芳情を感謝す︒
△川越支曾穂雪十一月二十二日︵土︺午後一

時より川越支含に於ては支含総含を開き︑和
々協議せり︒本含より割田主事出張せり︒

△山田氏芳志川越支存副支含長山田勝利氏
謝︒

は本命に金参百六拾側を寄附さる・御芳志感

支含業報

んな建築の中にて螺外者の諸負ったものの中

ざるべからずと述べ︑吉田清司氏は螺内の盛

で︑此等の難藤常局に要望すべしとなし︑萩

職工︑蚕財等の都合で不可能のものもあるの
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意見の交換をなして散倉︒
０

△評議員倉十月十一日︹土︺午後四時より本

含評議員倉を開き︑深田︑野口雨理事任期浦
了につき理事遥畢をなし︑津田野口南氏の重

△松嶋氏芳志東京都衝員松崎又雄氏は本官

任︑後重要問題を協議ぜり︒

に封し金五百回を寄附さる・御芳情を感謝す︒

△下村邸全廃特別含貝下村海南陣士邸︵大
田唾田園調布三ノ三ワは十月十五日全焼︒

七十八回例曾を市内寺町妙豊寺に開催せり︒

には︑媒内の者にも出来るものもあるのに︑

Ｏ秋田支含報告

此日快晴特に土曜日のこととて各方面多忙な

し︑商工業の販路按張製品の優秀を計る竿︑

原易治氏は︑業務覗察のための出張談を意

昭和二十七年十月十八日午後二時より第百

△辻博士の光第本含特別含員丈畢博士辻善

りしが︑酋員平津氏の御心配にて講師として

ｊ

人としての光柴に浴す︒慶賀︒

之助氏は本年度文化動章受賞者七名の中の一

媒教育一委員米山重助先生の講話を聴くことを

御莱の毒に秘へず︒

△講演富富山螺新川支含は十一月九日講演

子

｜

一に心身の健康を必要とし︑又直面目に行ふ

一年間に物故された倉員︑矢田鶴之助︵顧問︶

れ報告して︑その承認を得た︒それから此の

出席し︑定刻の十時に幹事長大河内要三氏坐

山田群通氏︑及武田藤雌氏︑松倉慶三郎氏等

博畢氏︑小山辰吉氏︑名審顧問鈴木徳次郎氏︑

Ｌ１

ことに怪我と不安はない︑同氏は之を弘通主

大賀美隆利︹市議︶白石金三郎︵命員︶服岡

長席に就て︑附称を宣し︑含衆何れも正義の

々木丈燕氏︑岩川久子氏︑高橋菊燕氏︑北村

我といひ︑間らの工場を僧剛して居るが︑こ

正徳︹元市助役︶並河亮次︵元幹事︶の五氏

と吐含民人の祁川塀進とを希い︑延いて枇界

画家迩徳昂揚教化箕現以て︑日本画蓮の隆昌

れが撫済と迩徳の一致平行であると語り︑更

尚来年米毒の正井城山︵顧問︶九十歳の鐘築

士にして時局の前途と祇曾の現状を憂いて︑

誰一︵含員・元市議︶胴翁の賀含を明一月に理

の人々を偲んだ︒

り︒本年は秋田の苅上げも良好︑目下気候も

の誠意と熱心とが称揚に一層の厳刑と荘求と

の平和と至人麺の幸祁を念願達成を期するそ

に封してお互に在りし日の昔を語り合ってこ

順調︑朝夕は寒さ加はり︑東北凋特の筑候に

についての原摘を依雌することなどを決議し

ぐること︑山陰俳塊の互人佐川雨人先生の句

に繁田大人︑西田先生よりの御意見ありて談

入ることも遠くなし・・又人心も漸く安定して

中々霊きず︑住寺の厚意を謝し六時散合せ

来て︑秋田薄藩主佐竹侠の銅像は戦時中破殴

それより懇親命に移る︑時恰も瀧川幹事の

際して︑議長の公平正術と議員の公明正大と

支念の含則の改正にして︑逢催群議を篤すに

三年十一月に制定せられたる日本弘逝含川越

を加へて秋晴の陽光と相映ずる︒談躯は昭和

岳父往年の政友↓倉内閣の酬瀧六年間島根螺知

た︒

心に好感を有つ美畢である︒常日の出席者︑

事として︑善政を施されし財部震秀翁の来含

されしも︑此度再製の準術中にあり︑地方人

男︑三浦畑四郎︑佐藤慶太郎︑寺田清司︑蝿

繁田慶次︑西田近太郎︑萩原易治︑平津四子

るもの︑その紬果左の如く改正川越支含々則

が成立した︒尚ほ改正前の念則の末尾に日本

名審砿間の岬誰純鹸と相待って淀とに堂々た

弘道命の要領甲雅乙雅の昭和二十六年一月二

あり︒話に華が咲き︑専謙も米毒も忘れて若

の日瀧川幹事夫妻の自家開放謹雁等々寓事に

節︑五本松節まで出て一同職をつくした︒此

ったものをも改正の要領を左記の如くに印刷

十三日改正認可前のものが印刷附馬されて居

谷祁光︑八島昇三︑撰田洋子︑妹尾馬之助︑

心を霊されしことは︑来含々員一同の感謝措

返り︑謡曲︑和歌朗詠さてはお図自悩の安来

かざるところであった︒

米山亜助の諸氏であった︒

Ｏ松江支酋報告
十一月九日午前十時から支含穂曾を松江市
ら見ると︑千鳥古城をつ上んだ縮田の森は︑

北堀町城見畔の奮家瀧川邸に開いた︒邸内か

それが城の壕水にうつって得もいはれぬなが

の幹事菅を開く︒定刻二十分前から幹事野本

市中原町公民館棲上で︑日本弘道念川越支含

昭和二十七年十一月四日午前十時から川越

を改正︵削除︶して始めて之を置くことにな

但書に基いて之を遥かなかったのを︑但書

昭和三年十一月以来技酋長副支含長を酋則

するようにした︒

添付して逝義昂揚教化の没現を明献弧固呼査

めであり︑吹く風も紅匂ふかとさへ思はれる︒

先吉氏始め︑皆川殖久氏︑大河内要三氏︑佐

川越支曾報告

青山支曾長の挨拶があって後︑支含の状況

千古の緑の中に瀧田姫の織りなる錦を交し︑

を平井幹事︑含計の状況を瀧川幹事とそれぞ
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し大河内要三氏︑評議員山田勝利氏を選任

る松倉秋之助氏を副支酋長には幹事長たり

つたので︑支含長には東京本倉の評議員た

川越支含へ金五百回の特別寄附があった︒同

本弘通含川越支含名審顧問鈴木徳次郎氏から

ったことは弘通九月十月雛に掲載あった通り

江田徳澄僻正から東京本含へ金岡の寄附があ

之より鍵き本年八月中には川越市長徳寺住磯

金を手績しその芳志を感謝す︒

た︒維始一貫精祁的物質的援助を措烹ず術に

の協力ある芳志は感激の極である︒

で宗教の何たるを間はず弘通倉の溌展上多大

氏は名器顧問小山三省氏と共に︑昭和三年川

し・た︒

川越支命の迩徳昂揚臓含教化に力を故たされ

越支含設立術初もその後も狩別寄附を蔦され

因に大河内要三氏は現川越市命議員川越
竪師命長川越地唾少年保護司含長の地位

又各役員含員群貝ともに何れも人格崇高才能

に在り︑山田勝利氏は川越総鎮守氷川祁

雄健にして何れも日本粘祁の振作昂揚に締進

あって日本全幽の各支部が東京日本弘通含本

っ上あること淀に敬服の極である尚ほ川越支

含の統整に依って益々義展してその光輝を一

含再興以来の含合いつも時間励行出席一回の
十一月四日出席の幹率諸氏並に名審顧問諸

層と放つときに川越支含が相呼歴してその本

征宮司埼玉蝶祁祇聴副磨長の位置に在っ
その常を秘たもの・

氏の地位に付ては︑前回報告に基いて本年九

せらるＬことは変とに頼もしく力弧いことで

新たに含計幹事として

月十月雛弘泣川越支曾報告欄に評細掲載あり

分を達成せんことを協心識力して敢て怠るこ

欠席なき粘剛家である︒

前川越市含議員現川越中原公民館握川越

なりしかを察するに除りあり︒

御参照以て本日の含合決議の如何に宏大雄偉

て人格品性識能に於て適任者として選任

市教育委員佐々木文職氏現川越市中央公

●

民館主事小名木教吉氏を幹率五選によっ

此の日弘通念に熱心なる飯能町須田性作氏
の努力誠意の結晶たる同地方町村約六百名内

外に及募日本弘通倉員名簿の富を一同で閲覧
する何れも立派な士君子人と日本闘民粘祁振
ので近く飯能支部の設定を見んとするは︑邦

興の原動力となる諸彦たることを貴く感する

増進とを計るを目的とす︒

の壷達を期し以て図迩の隆昌と図民の禰利

第一一一催目的︑本含は国民精脚の振興︑産業

川越一︑五○○ノー番地松倉氏宅に詮く︒

館二催事務所︑本含を蛍分の内川越市大字

称す︒︑

第一僚名称︑本含は日本弘通含川越支含と

日本弘通含川越支倉々則

となく男性迩進いたすこの一事のみ・

て選任︑川越支含の含費が新に制定せら
れ川越支含へ有志の寄附申込もあり現礎

に寄附受け入れもあって︑川越支含の事
業も愈々盛大となり財政も彪大となるこ
となれば雨氏の徳操信望の高き炎とに適
任者として選任した︒

来る昭和二十七年十一月二十二日午後一時

耐て止烹ない︒

家の総めに心弧く感じその前途に幸ちあれと

七年十一月二日日本弘通含東京本含へ金岡の

一︑講演肯

のことを行う︒

節四樵事業︑本曾の目的を達する馬めに左
寄附があったので川越支含が本含へ報告と蓬

川越市氷川祁社宮司山田勝利氏は昭和二十

たら評議員首を同日午後一時三十分から総
愈を附き︑前記改正規約並に役員選任等の

承認を求めることを浦場一致決議
昭和二十七年十一月四日川越市字大軒町日
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︲二︑印刷物の頒布

するもの又東洋の精神文化を根抵より破壊す

尚ほ改正叩洗九の下段の美風は存することを

る醜肥と弊害を矯正して日本建図粘祁たる泣

正前の甲雅に﹃利明を敬うべし﹄を削除した

支配の下とにあった悲痛棋悩時代如何とも総

を一掃するに努めなければならないと此の日

徳の淵源を浦澄に蹄さしめて枇迩人心の混濁

之亦巧妙精確に解明運用して改正甲誰中に改

し難い結果であったからであるが︑命祁西村

るものであって︑その要領の改正は日本が占

第五催役員︑本命に名響顧問若干名︑支含

茂樹坤士の潟め渋だ泣憾であって︑幽家祇愈

の含衆一同正気縦横侃侃謡誰長時川に及募鬼

業

三︑其他本含の目的を達するに必要なる事

長一名︑刑支含長二名︑幹事十五名︑評議

祁の矯めに泣き天地も篤めに展感するの概な

領下にあって綱立を失い聯合図の総司令部の

員若干名を世き幹事中より曾計幹事二名を

の不幸この上ない︑今や日本は獅立幽家であ

東洋精刺の復興延いては世界平和至人類の禰

ために御霊力︑且つ︑茶業︑自浦︑銀行︑教

は翠軒先生の十三回忌です︒先生はこの命の

︲抜井刑支含長﹃司含させて戴きます︒本日

より支曾握邸群雲齢に於て︒︲︑

九月二十日︒二百九十八回常含︒午後一時

Ｏ豊岡支酋報告

・であった︒

時既に午後に及び書餐の時も忘れ居った程

Ⅷリ０

るからこの改正要領の忠孝を削ったり祁明を

敬ふくしを抹殺したのを奮との如くに復活す

互選す︒

第六侭本含役員は倉貝の選畢により任期は
二ヶ年とす︒但し再任を妨げず︒

川招来と好稗する最大最弧の原因である︒現

言へきもの之が日本の図連と庇含民人の幸幅と

計る︒

・第七催支曾展は本含を代表し曾務の運誉を
副支酋長は支含長事故あるとき代理す︒

在の如く不良少年雌眉して大恩ある父母を殺

含川越支含に於ては︑改正前も后と存績しあ

い︑この要価再改正鷲に復する迄︑日本弘通

時に於て︑之を等閑に附することはできな

侮辱虐待したりして言語同断のもの少くない

寄したり老齢草鴎を捨てて顧みなかったり︑

節八催安川本含員は本部の費用年額余百二
十脚を負推す︒

︵毎川雑誌の配布を受く︺

節九催本支街の我川は愈我年額余百二十側
及び右志の寄附を以て之に充っ・

る甲溌の五の﹃家内和睦すること﹄の項を正

則ってをられた︒追憶談後︑墓参して︑その

しく巧みに弧く解樺説明運川して︑その迩徳

化等に活動になられたが︑基調は弘通粘祁に

きは支含長随時に縄倉又は役員倉を開く︒

ろいで︒﹄栖開氏﹃翠軒翁は﹁新らしいものを

徳にあやかりたいと思ひ烹す︒どうぞ︑くつ

第十陳倉合︑本含月的の達成に必要なると
第十一催含計年度は四月一日より翌年三月

教化に造感なきよう努力の責粍痛感︒

悪を論じて︑一歩づ上進むといふ粘祁と怖熱

持ってこい﹂といって︑勉めて人を引見︑韓

三十一日迄とす︒

悪くし﹄を正しく且最も弧く深く解説妙用し

改正前も后も存する所の要仙甲雛﹃皇室を掌
て改正要釦甲の部に改正前の﹃忠﹄を削除し

たもあるが︑︲砿かに不世出の偉材でしたよ︒﹂

とをもってをられた︒ここに弘通官のありか

日本弘泣含要価の改正前の叩洗の一︑には﹃忠

たる一大汚鮎を袖はなければならない︒

孝を亜んずべし﹄﹃利明を敬〃電へし﹄とあるの

を改正要伽に於て之を削除してあることは日

本幽の惇統を無脱して︑日本建幽粘祁を没却
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●

く︑いふんですよ︒一本︑叢ゐりましたナ︒

の先生たちが録宅出来ぬではないか﹄ときつ

﹃そりゃいかん︒頭株が速く蹄らぬと︑ほか

頭はどうだ？﹂といふ︒﹃ゐる﹄と答へると

ろ︑翠軒先生から電話で﹁校長はゐるか︐・教

が教頭のときでした︒或る日︑夕景に近いこ

小久保伴吉氏﹃抜井先生が︑豊岡の校長︑私

耳を傾けられ︑諒々と訓諭された︒これが︑

た︒欣然︑先生は無名の一農耕青年の言葉に

休憩時間中︑控室に先生を訪ひ︑感激を訴へ

たく惹きつけられたので︑差出が富しくも︑

熱烈な逆りだった︒受誰生として自分は︑い

耳三寸の皐ではない︒すべてが︑燈誕期鹸の

たのが翠妻軒先生であった︒先生のお話は︑口

である︒ｌ自分ば︑翠軒先生から︑至誠︑

該氏の夫人千勢子氏は高橋家の娘であったの

どうして縁が結ばれたものか︑不明だが︑浦

したが︑自分も傍ろいた・山河十除里を隔て︑

ではないか︒営主︑高橋文男先生もビックリ

去蕊名記とを封照すると︑ピッタリ一致する

さんを案内した︒高橋家の位牌と繁田家の過

様子から︑六代連績名書家たる高橋家へ北田

田浦該博﹂の完壁を期するためといふ︒話の

庇行︑感謝に擦る日々新の生活を塁び取った︒

あってから︑先生は︑豊岡大単講座の刊行冊
子を贈らゆたり︑弘通を寄せられたりして︑

けると思ふ・﹄支含長﹃年々の支含の御好意︑

感謝のこの気持︑地下の先生に解っていただ

自分が先生に傾倒した端緒である︒このこと

その後です︒豊岡保育園の要件で龍漢庵を訪

しっかと︑誘披のたづなを握ってゐて下さっ

亡父も︑定めし︑感泣してゐることでせら・

の御髄験から割り出されたものでせう︒盲た
ねると︑話のはずみに﹁小久保君︑君の村の

の恩師加藤みね子先生︹元熊谷男子尋高校長

た︒昭和拾四年九月︑自分は︑尋常一年の時

かういふ細心の御注意は︑二十六年間の町長

淑昔堂ね︑あの荒慶ぷりは何んだ︒おくも︑

拙家及び一門を代表し︑厚く御震申上げま

一抜井﹃先生は︑好んで︑青年に意見を叩

が︑動機は︑先生の御鞭叱があったからでし

がった︒その後︑矩費を要して改修は成った

なったに逮ひない︒改修を誓って私は引き下

りだ︒先生は︑いつやら︑私の村をお遡りに

致の程度も︑想ひやらるる﹄と︑熱誠なお叱

さんに初めて遇ったが︑これが先生との最後

生の自陣速記のため三年越し通ひの北田伊典

とのことなので︑お言葉に従った︒翌朝︑先

玄ひを正すと︑﹃今夜一泊︑明日にした叢へ﹄

永くなり︑夕闇も迫るので︑餅さうと︑ゐず

金子村へ赴く途すがら︑先生を訪うた︒話も

高麗村狭間龍定師の塔婆建進あり︒徳︑登に

げ︑二十分︑墓参に赴く︑果然︑ことしも︑

︑︑︑

糎昔様は一郷信仰の中心たるべきものであ

加藤佐重氏夫人︶の墓参詮果たさうと入間郡

た︒

の而陪となった︒さみしい限りである︒昭和

る︒それを︑放任して置くやらでは︑その風

き︑纏めて︑弘泣誌へ戴せたり︑パンフレッ

主事先生は﹁国民の自畳により適正を侯つの

せず１１と思ふが如何？と質疑せしに︑割田

投票を︲一といふ選翠法は︑日本民族性に合致

命曇﹃先月の常命に︑私が﹁候柿者が間分に

り茶舗に︒農繁期ながら︑多数出席あり︒支

拾月廿六日︒二百九拾九回常含︑一時半よ

孤ならんや︑孤ならんや・

四時︑松崎正道師を導師として追善式を理

す︒﹄．

に刊行したり︑耐含教化に︑それは？︲︑栂折

いか﹄と︑北田さんから照含だ︒﹃漠然とで

十七年秋︑﹃貴東方郷に高橋といふ名門はな

Ｐ

られものである﹄長谷川惣平氏︹大里郡幡羅
村東方︶﹃昭和の初めと憶ふ︒大里郡青年剛講

五里を奔って自韓車で来訪だ︒先生の遥蕃﹁繁

1
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I

は困る﹄と返信すると︑十一月二十九日︑十

〜

習念が熊谷に開かれ︑自治の講座を捨常され

一
一

ひますが︑如何でせうか？﹄割田主事殿﹃そ

ては︑胤身の徳を我む以外に方法はないと恩

ことであった︒こんどは︑この混乱時代に於

かういふ面から改革する必要があらう﹂との

リカの教域式の三つの形式があるが︑日本も

イギリスの教含式︑フランスの劇場式︑アメ

み﹂と申され︑栖開先生は﹁議含の構成に︑

拶次で本愈主事割田斧二先生の本命主趣につ

午後一時二十分講瀧命附含︑支含促附念の挨

の意見開陳及懇談あり零時二十分謡食休憩︑

を通し︑命計係より称計の報告をなし︑後命此

り命務概況につき報告あり︑刑支含握猫袖旭

へざる所なり︑午前十一時縄含附命支含是よ

に有志と共に配慮せられたるは糊に感謝に堪

沼なりし偽め闘端の川意を塾へられ︑町長並

建物にして︑館長は支含の評議員五十嵐丑松

組合の中庭へ建設せられました︒君は二十除

有志によりて余五十両側の義金を枠て︑協同

治君の碩徳碑が小見町前脚里の有志及近隣の

翁の蒜永かれと祇ります︒

其他数へきれない美徳を稜んで居られます︑

百枚に豆る良丈村誌を緬集したのも翁です︒

念貝塚の古鉦を保護せられたのも翁です︒四

事蹟を世に紹介せられたのち翁です︒天然記

恵まれた地域にあるからで︑山鹿素行の中朝

興日指して生活しうるのは︑日本の剛土が︑

の意義があるのです︒﹄栖開氏﹃敗戦閏が︑復

間は死の瞬川迄努力精進するところに︑人生

切に御誰波せられ支念員に多大の感銘を典へ

行職｜られし狂傭等につき一味間牛に豆りて懇

評編集に常られし常事の回想及欧米に澗察旅

引川せられ︑先生が祥て文部街にありて教科

先生は︑逝徳と批含と題され東西古今の例を

きて御説話あり︑次で前愛媛大畢長藤本闘浦

それ故鼓に一大理徳碑となったのです︒碑の

を砿みず郷間の鰯めに働き認したのでした︒

くなられましたが︑在世三十除年は一身一家

稗くしたのです︑刑は六十歳を越た計りで亡

られ其の川縄ての鮎に於て祁里を他町村より

年村艇をして居られ︑又十数年螺議をして居

それから十月二十二日に故支含幹事諏訪寛

ふものと同じで︑あ左りに消極に過ぎる︒人

れは︑人間はいつか死す︑働くのは無川とい

の大を知らず︒術に原野の無畦に居ればその

は松深藤作氏です︒

迦制は吉田紬理大臣撰文は高木京次郎氏︑害

蕊疫の序に﹃恒に芳海の無窮なるを見ればそ

下寵した明先生に深荘の謝意を表し寵す︑猫

られたり︑遠路御多忙中を繰り合せ御出張被

○成木支曾報告

とあります︒郷土恩恵を味はひ︑自然の推移

来年赤の純含は閥歳村で開催する溌定︒

庚さを知らず︒是れ久しうして橘るればなり﹄

に親しみ︑自己の業務に努むるところに安心

常支愈においては村内成木小畢校激論森屋

四郎先生の善行を表彰することになり︑十一

千葉螺東部支含報告
支含砿問強佐原源治郎翁は十一月三日文化

多摩地方事務所長︑青梅地腿警察鍔長故早大

月二十日術村の文化祭諭日に︑来賓として西

時散含せり︒

の日に千葉螺知事より砥命教育功努者として

立命あり︒混濁の世相は超越すべきです︒﹄五

表彰せられました︒翁は明治三年生れと申し

の諸行事と共に表彰式翠行︑多数参列村民に

名器教授五十嵐力先生未亡人共他を迎へ︑村

○千葉聴東部支倉報告
昭和二十七年十一月十六日支含純愈並に講

ますから八十三歳に御なりですが猫孜々とし

︵二十二頁へつ蟹く︶

演念を徒川町公民館に州催す︑笹川町公民館

等畢校を創設せられたのも翁です平良丈公の

て証含の矯め伽て居られます︑今の小見川高

は数百寓岡の黄を投じて諏訪利吐の刺域内に
新設せられ工滞に雑りたるばかりの肌麗なる
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一

金ヨ牟口
○理事重任

淫田︑野口雨理事任期満了のところ︐
十月十一日の評議員倉にて選畢の結果

参

︵東京女畢館長︶深田源一

重任となれり︒
日本弘道倉理事︵重任︶
参

︵燕捧舜錘︶野口明
○日本弘道曾青年部設置

定款第六燦の四に基き︑今同日本弘
道曾青年部を設置し︑青年を通じて本
含の活動をなす機関とせり︒筒その要
項は追為別に掲載する諜定である︒含
○本曾談話曾

員諸君の御協力を切望す︒

○糧集後記
○菊匂ふ十一月十日の佳琶季節︑皇太子殿下
の立太子濃︑成年式を翠げられ︑図を翠げて
お覗ひ申上げたことは︑この昭和二十七年を
送るに蹴って︑最も大きな慶事で︑箕にこの
ことはや敗戦日本国勝来の繁柴を表徴するも

のであります︒︑

○本誰には相瀧先生のものを初めとして︑古一
田先生のものなど︑我今迩徳人の讃むくを僻一
難いものです︒又田中女史︑川島先生のもの
は︑婦人方の讃むくきもので︑是非御一讃を
願ひたい＄のと思ひます︒

一︑現下の治女問題誰師
塞癖牽輪龍鍵吉橋敏雄

まして︑本雛にその準則を蓋表することにな

中でありましたが︑愈々変現することになり

て︑意義あるものと信じ玄すので︑各方面で

りました︒我々の後縫者をつくることであっ

○此の夏以来本含に青年部設立について研究

○富山螺新川支曾識演曾︵十一月九日︶

一︑講師富山大皐長鳥山喜一
○千葉嬬東部支曾講演曾︵十一月十六日︺

○ここに歳未を迎へて来し方を省ると共に︑

して止みません︒

是非御霊力頂いて各地に設立を見るやう御願

陣○埼玉螺豊岡支曾講演曾︵十一月二十三日︶

識師軸薙罫藤本寓治

一︑講師越錘錘癖徳山敬子

やがて来るぺき︑獅立図節一年の雄かしい新一

弘道賓頂一冊金参拾回也

弘通含入曾手績

一ヶ年曾費余百飲拾岡を桃込み入倉の手綱

をとること︒含員には雑誌弘道を無料配布

同封入の方に送付す︒

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

本曾綿輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌庚告の件については︑

昭和二十七年十二月一日髄行

割田斧二

東京都千代田匿西紳田ニノー

東京都千代田歴神田紳保町三ノ十

溌行兼
編輯人

東京都千代田腫祁田神保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

印刷所︵東京豊ｅ共立壮印刷所

東京都千代田匿西紳田二ノー

振替口座東京皇君番
日本出版協曾曾員番銃Ｂ二ｇ茜

電話九段九番

癖錘廻日本弘道倉

第六十一巻・第六百七十一読

すを
︒ 迎へるべく折角諸対の御自愛を所りま一
年

一金五百凹也︵寄附︶東京都松崎又雄
一金参百六拾回也︵多︶埼玉際山田勝利

一金宣千回也︵参︶埼玉螺山田醇

昭和 二 十 七 年 ： 一 千 農 士 一 月 一 晶 行
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