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教の長養と制抑

細行を識むは可なり︑細行に拘泥

すろは不可なり慰肇春の志は間より

大行に在るべくして細行にあるべか

らず︑志は大行に在りて善く細行を
雛む︑是荊子の君子たる所以なり︒

らざることあり︑凡そ教には長養と

然るに愛に皐者の偽に言はざるべか
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︹泊翁先生訓︶

親と子
近甑の世相は追々と落着て来たとは言ふものの︑まだ１︑と言っ
た有様で︑各方面が混飢して居ることは残念に感ぜられますが︑そ

と云へぼ子供は親に封して何の義務もない︑人椛は平等なんだなど
と云ふ有様︑いやはや困うたものだ﹂と歎く︒これは確に二凹尤で
あって︑確にこの歎きを認めますが︑併しその中には叉親が子供の

人格を認めないで︑た母親といふものを絶針な椛利の持主のやう

の 中 で も 親 子 の 開 係 に つ 隆 Ｌ の 考 へ が 大 鍵 達 ２ Ｌ 来 て 悲 い 考 へ と 一 に考へてそれに従はないことが子供の悪のやうに老へる心持があっ
新しい考へとが入り剛れて調整されずにゴタノ︑して雁ることなど
たり︑孝行を弧いる考へなども加ほって勝るところがあるとすれ
は ︑ 誰 で も が 親 し く 大 な り 小 な り 経 験 さ せ ら れ る こ と と し て 蝦 も 考 一 ば︑これはこれからの在り方と上﹂反省すべきです︒元来孝行とい
へさせられることではないかと恩ひます︒
ふことには︑子の徳義的義務と共に親にも徳義的義務があって相交
︑御承知のやうに腫没の親でありながらその子が殺したり︑叉その
るべきものだからです︑叉親は子供が一人前に達するまでの教育に
刺が反の子を殺すといふやうな事件が顔りに行はれて︑何だかそれ
於て︑我催勝手でなく︑賃に人椛を云々できるだけの︑何庭へ出し
も珍一らしくもないことのやうに感ずるほど一般の締肺がちと怪しく
ても立派に家庭︑就曹︑閣家の一員として行ひの出来る人間にすべ
さへなって来ました︒こんなことが二十年三十年の以前であったな
く厳しい教育をする義務がある課で︑この二つは他迄も努めねばな
らば︑恐らくは調盛りなり︑小読や芝居になり︑或は子孫へ言似へ
り
ま
すまい︒
となってゆくといつたことでせうが︑今日ではた堂昨日のこととし
又子ですが︑子たるものは？親に濁して︑軍敬し愛情を捧げると
て忘られ又今日は今日の新らしいことを迎へるといった風になりま
云ふことは︑これは思想や︑人椛や︑法律の規定にあるなしの問題
した︑やたらに大事件が起る世の中では自然さうなるより外はあり
によるものではなく︑基本的自然装生的なもので︑情愛といふもの
ませんから︒
が生物にある以上常然のものですから︑何虚の閥でも︑如何なる人
種でも︑弧いられたり︑教へられたりしなくても︑自然に孝養の出
癖誕柾吟睡識函恥︾畦詞峰声昏睡稚嘩︾轟岳錨埼銀一︽いや毎︾︾錘一一
来るのが営然なのです︑情は親子の開係から始まり︑夫婦の情によ
って横に砿がるのです︑それが出来ないとあらば︑自らの心を省み
親も親だし子も子だ！といった所だと忠ひます︒乃ち親はともする
て︑自らの至らぬことを知るべきです︒アメリカあたりでも︑敢て
と誤った昔流の親の特椛といったやうな巷へ方を︾自らは反省する
孝行は識かなくとも︑子たるものは等しく親を大切にして孝養を致
ことなしに︑その子に押しつけたがる︒子は子で誤った或は牛可解
すことは誠に美しいものがあるやうです︑前大統仙トルーマンなど
な人椛平等といふやうな考へで︑これ又月分を省みることなしに反
も
︑九十除歳の養母への孝韮は大したもので︑夫妻共に︑老母のこ
抗する︒こ上に親は子の身持の悪さなどをもてあまして︑子は親の
とを思って長い旅行には一切出ないさうですが︑本来子が親に孝を
仕打が悪いことなどに怒るといふ結果︑透に殺すといふやうな極端
致すなどといふことは︑美徳などといふほどのものではなく︑常然
な行動に走ることと魁はれますが︑これは親と子の胴方に責任のあ
なことなのです︑望むらくは︑今後の親子の在り方は︑そして孝は
ることで︑今後の問迦としてお互によく考へて見なければならない
親にして親たらざるなく︑子にして子たらざる者のないやう反省し
合って︑滑らかに︑自然の美しい情愛に基いて子を愛し︑親を愛敬
することでなくてはなりますまい︒︵知己庵︶
ことす︒

先づ親の方ですが︑﹁今日の子供達は親を親とも思はないで︑何か一
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ゐるのでも︑之を推察することが出来る︒

道義の高揚に封する要件〃道義といふ語は︑もと易経に見えて︑道篭︵責践的︶と倫

理︵哲理的︶とを結びつけた概念とも見られるが︑それはや

則的意義を内在してゐることを暗示する︒その厳しい力弧い

河野省三がて︑此の語が道徳の本義︑根本を意味し︑その本質的原

用ゐ方には︑自ら良心的︑信念的な気持が含まれてくるので

杜含に向って幾分でも力弧く呼びかけられる言葉は︑言葉ある︒迩徳が荒腰したのを道義地に鍵めといひ︑道徳の根本

それ自謄に一種の要求を合してゐる︒言ひ換へれば︑杜含の的な振興を道義の高揚といふのも︑かういふ開係から来るも

問題として提供される特別の言葉には︑自然に特殊の意義がのと恩はれる．
含まれてゐるものである︒今と上に問題とする﹁道義の高こｉに一つの挿話のやうなことを書添へてみたい︒私の開
場﹂には︑是と同じやうな﹁道徳の振興﹂といふ言葉とは︑係してゐる閣望院大菓の母胎であった皇典誰究所が＄明滴十

何かしら違った心もちが職一種の要求として自然に内在して五年に創立された時︑図篭の誰明と徳性の涌養と喧以て単間
ゐるやうである︒此の雨者は結局は同じ事を意味する言葉で教育の大本を立てたので︑園単院の修身科は常に迩張と稲せ

あり問題であるとしても︑そこには多少異なった感受をもつられた︒従って大正の半ば︑現今の大畢令による大望となっ

て考へてみてもよいやうに恩はれる︒てからも︑園史畢科︑閲文畢科と並んで道義単科が世かれ︑

道義の高揚といふ語は︑経戦前︑即ち大東亜戦争の初期ご私がその道義豊科の主任であったことがある︒文部省へ往く

ろにも可なり盛んに起った︒経戦後の今日に在っても︑相常と聯よく道義といふのは珍らしい名だとか︑少し奮い名稲だ

あり︑根本であるやうに恩はれる︒前者の場合は︑国家の非書にも議含の用語にも︑叉匿く新聞雑誌の上にも︑道義とい

多く使はれて来たやさうして共に専ら政府筋の要望がその中とか冷かされたこともあった︒然るに瀧洲事鍵後︑国鰐明徴
心の蝉である︒それで何れの場合も画家的道徳がその中心での盤が高まり︑やがて日支事愛が始まってくると︑政府の文

質である︒後者に在っても︑それが愛国心の自畏︑教養と併身科を道義科と改稲しようといふ計蓋も現はれた︒︵その頃︑

常時局に直面しての要求であるから︑それは素より常然の性ふ言葉が盛んに使はれ出して来た︒文部省でも高等畢校の修

せて要望され︑特に画家澗立の機運に乗じて弧く提唱されて園語も漢文を一科として古典科と改稲する案も出た︒私の如

Ｉ
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きはその何れにも進んで賛成し得ない一種の識見に従った︒

ものがある︒如何にも尤もであるが︑叉賞に短見の甚だしい

愛園心も︑自衛の精神も︑又公共的情操も起さないと教へる

に短所が多からうとも︑又如何に悪くならうとも︑断じて之

も︑ｈＬ︑

て︑単に道徳教育の振興とか︑園民一般の道徳意識の受醒と

是等の時代的の動きは心そこに道義の高揚といふととについ

ものである︒自分の馬し︑自分の生きる吐含や固家が︑如何

民を指導し職騰験を以て国民と共に遇進することである︒我

家的観念を明確にし豊富にすることであり︑後者は賃貸に固

かくて道義の振興に︑少くとも二つの重要な傑件が存する︒
︑︑︑︑︑︑︑︑℃℃︑弘Ⅱ︑︑︑
即ち圃家意識の確立と良心的指導の誠意とである︒前苛は閥

ある︒それを根本として議論を立てるのが不動の原則である︒

に良くしようとする心構へは︑何人にも内在するのが鴬然で

如何なる場合にも︑我が画家をより善くし︑自分の杜含を更

たり棄てたりするやうな心持など︑微塵も起すべきではない︒

ればならないのが本義である︒政府や政黛や政治家の善さ悪

を愛しなければならない︒之を普くする信念に起ち上らなけ

かいふよりも︑更に深い吟味を要する何ものかの内在してゐ
ることを示すものとして受取る必要を感ずる︒
一一

等加先以来の日本民族の此の図家︑日本園家の性格︑その閏

勿論︐我が国の長所︑文化の特色︑民族性の美鮎等を護揮

℃︑

さによって︑自分の園︑租先から子孫への此の国家を︐守っ

際的︑文化的使命︑建国以来努力の歴史︑更に国家の人間的心

し間明して︑惣じて日本とⅡ本人の善さを自受させることは

識が不十分であったとしても︑更には変それを宣揚する指導

努力しつｌある面である︒然しその説明が不適常であり︑認

r 両

︑魁︑℃＄

祇曾的意義︑といふやうな園家意識の啓溌教養︑函民的信念

巾の匿い︑深みのある杜含教育の振興︑固書館並に公民鮪の

者や政論家に映鮎があるやうな場合であっても︑国家を愛し

あり︑且つ効果的な教養である︒現に私たちの忠賞に熱心に

圃家意識の向上︑愛園心の畳醒にとって極めて必要なことで

立鰐的活動も考へられる︒又特に皐校に於ける各畢科︑各教

牡禽を重んする心が起らないとか︑自衛の熱意が起らぬとい

の最善の努力を試みる必要がある︒之が篇に︑今日の場合︑

の育成樹立について︑各方面から︑良識と責任とを以て︑そ

て焦燥的︑性悪的であってはならぬと同時に︑政黛や政治家

ふ営然の道埋のやうな考へ方をもってはならない︒我等はど

官の自然の道徳的感化が極めて大切である︒その蚊果に封し
の言論行動に封しては︑その空虚の宣像︑矛盾の非難を旗む

に生きる道はないと確信せねばならぬ︒それなればこそ︑悪

こまでも︑自国を愛し︑自国を守り︑我が杜舎を良くする外

相常知名の文化人や評論家の間には︑性を愛するに足る国

い政治︲誤れる指導︑表へた世相を歎き︑何とかして之をよ

と同様︑十分の自重と真剣味とを期待せざるを得ない︒

家砥償値ある杜禽生活であることを明示せねば︑若い人迂は

（2）
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どんな国家でも︑その国民にとっては愛するに値ひし︑守

心の揃養︑平和健設の自術的精肺に謝する自斑に向って迩進

創の信念を立て︑明朗堅賞な道義の確立︑健全寛弘な愛国

な識見によって︑正しい忠奮な判断を下し︑苦心を桃つた猫

惜しんではならないが︑現代の青年にとって贋先づ自主的

らねばならぬ理由がある︒況んやその歴史と文化と民族性と

すべきである︒物には色だの老へ方があり︑議論には種だの

り普くし心より安ちかにしようと念願し奮起するのである︒

国土の性格と︑図際的の使命とに重要な慨値を認識し︑員貸

︑︑︑

︑︑︑

︑Ｌ︑︑︑ｂも︑℃︑Ｅ

る︒ローマが一朝にして成らないやうに︑道義の高揚も性急

並に運動糖祁の指導と︑高雅な宗教的怖操の禰養・などであ

︑︑︑︑︑︑︑ｂ︑

国民一般の道義高揚にとって︑割合に有数適切なことは︑
℃︑迫ｂ︑︑︑Ｅ
︑︑︑咽︑℃︑︲Ｅ睡℃も油迅℃℃℃
良書の選採普及と地方文化の保謹開溌と︑僻育の健全な奨励

望をつないでゐる︒

動﹂と︑﹁世界に於ける日本人としての自兇﹂に︑妓大の希

猫立的意気とに員溌の期待をかけ︑その﹁自分の良心的行

現代ｎ本は薪い人盈の日本人としての自主性と︑ｎ本画民の

分岐鮎がある︒その複雑さと怜刑さとに迷ってはならない︒

の自畳を起すならば︑そこに深い愛国心が起り︑貴い自衛の

述︑︑℃弼℃℃芯︑︑

精祁が盛り上ってくるのは︑自然の筋道である︒こｉに画家．
︑ｂ︑

生活を向上させ︑吐含事怖を改善させる上に於いて︑政府や
︑︑

指導者にとっての最も員賞な識見と責任とを持つべき良心の
する国民と牡街との力扱い信頼感こそ︑道義昂揚の支柱であ

Ⅲ︑︑

喚起が要望される．政黛や議禽や政治家や指導的な人為に封

る０
−﹄一

道義の高揚︑愛園心の教養は︑たｒ国家自術の精祁力︑世

には其の反雁さへも見られない︒岡より維戦直後既に七︑八

相不安の刷新策であるのみならず︑叉資に園際開係の調整︑
日本文化の推進脳圃民生活の展開にとっても心極めて重要な

それは多く国家と杜禽とのそれ自磯の力や必要の表現であっ

年︑一般肺含の道徳も漸次恢復期の兆候を示してゐる︒然し

すのには尚早念なのである︒︵文筆柳士︶

て＄決して猫立日本の本質的な生命としての道義の力と見な

開運と意義とを有する︒否適そのやうな開連と意義とに於い

愛園心の教養が特に緊要なのである︒現代日本人に於ける公

てこそ︑今日の世界に於ける渦立日本にとっての道義の高揚
明選畢の運動も︑小中高畢校の修身科設世の問題も︑杢閏的
於ける道義の高揚︑愛国心の確立に蹄着する︒

な教育委員倉設置の意義も︑結局は此のやうな豊かな意味に
政黛や政策には種だの愛化や複雑な事情もある︒評論家に
は夫だの立場もある︒それらの高説や指導にも賢明な傾蕊を

（3）

大橋乙刑子のこと

︵一︶

大杉謹一
昨年の秋︑山形螺へ出張して米津に立寄った際︑米津高校
長千喜良英之助氏の案内で騨前の一音羽屋に御厄介になりまし

た︒偶だそこで明治の文豪大橋乙羽がこ典の生れであること
を話され︑乙羽の瀧も多分音調屋の一昔弱から名づけられたの

ではないかと思われました︒その晩ゆっくりお宅の皆様のお
話も伺い生前の大きな罵貝も拝見して︑ひとしおなつかし

く思いました︒少年時代に﹃千山寓水﹄を読んだわれわれ年
輩のものは︑大橋乙羽は有名人の一人で︑私は特に大町桂月
の文章が好きでしたが︑それと並んで大橋乙狗の名もなつか
しい思い出であります︒

ところでいろいろ伺ってみますと芯と上の御生家に乙勿の
著作が相営あったのだが︑誰彼となくやってしまって︑今は
と上に一冊︹﹃欧山米水﹄︶しかなくなってしまったというわ．

けで︑﹁それは甚だ鍵念である通米津の少年たちも今は乙羽の

名さえ知らすにいる慾どうかして土地の名士を再び思い出さ
せるようにしたい﹂という話が︑千喜良校長からも出て︑﹁そ

れでは私が東京へ蹄ってから心一つ乙羽先生の著作を何とか
して出来るだけ集めるようにしましょう﹂と約束して別れま

した︒
︵一一︶

それから蹄京後直ちにその楽集にとりか上りましたが︑そ

こらの古本屋では特に経戦後の今日では︑そのような諏類の

ものは一つも見つかりません︒特殊な古本屋ででもなければ

知ってもおりません︒それで世田谷厘上馬町の時代や書店主

部分集ったことになったのです︒その間私は専ら日比谷の同

菰池佐一郎氏に相談しまして︑主人の特別のきも入りで大

つの圏書館で読んで︑まずそれらの主著からはじめて何でも

書館と上野の同書館をたずねて︑著作のうち九冊だけこの二

集めるようにという方針を立てました︒

右の二固書館にあったのは︑左の九冊でありますｃ

明治三十一年の分

一︑極諦累卵の東洋

二︑若菜総

明治三十二年の分
三︑紳壬山寓水

四︑名流談海

五︑花鳥集
六︑風月集

明治三十三年の分
八︑績千山寓水

七︑耶馬漢
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九︑欧山米水
︵一二︶

その後︑このほかに

十︑初子集

の妹︶時子と結婚して大橋を名乗ります︒欧米観察を絶え一︲一

厩朝後病を得︑ついに若くして亡くなりました︒時に明治三

十四年六月一日︑行年三十三歳︵佐平翁博には三○とありま

すが︶︑東京日暮里の養禰寺にある大橋本家の墓所に眠ってお

られますや妻時子は昭和二十年六月二十五日震︑行年七十五

歳︒乙羽の姉の娘にあたる方が只今一音羽屋のおぼあ様でいら

十一︑欧米小狸戸

十二︑藤侯蜜歴

つしやいます︒乙羽の子佐太郎︵改名して一弘︶︑その子一人

のを記念して催したいと千喜良校長からいって来られました

は重ねて﹁乙羽記念命﹂でも︑との際その遺著が集まられた

因みに︑﹁乙羽五十年祭﹂が一昨年誉まれました曲︑ついて

あり︒目下千葉の海祁におられます由︒

十三︑乙羽十種︵這稿︶

等もあることがわかり︑だんだん集まった分もあ２Ｌ︑ほ図
主著だけは揃いましたが︑なおこのほかに少年請物として︑

ので︑そのうち右の催しもあることかと存じますが︑含員の

LOノ

十五︑上杉聡山公

が出ており︑また︑﹁小文畢﹂や﹁畢園花壇﹂﹁春夏秋冬﹂など

行文集﹃千山菖水﹄を思い出して︑頁を繰ってみることにし

すが︑さしあたりもっとも震く世に知られ︑愛読せられた紀

乙弱の思想や文章についていろいろ語りたい事もございま

︵五︶

がいたいと存じます︒

きの事がございましたならば︑大小にか上わらずお教えをね

事はとの人を訪ねて聞いて来たらよろしかろうなどとお気づ

お知らせを頂きたいのです︒また私の存じませぬ事で轍その

り遺文なり適或は書翰などお持ちの方がございましたならば

方為で乙調のことを御存じであったり︑又は何かその遺蕃な

いったような文畢ものの中に載せていた短細もの︑例えば
一︑情囚

二︑高利貸
三︑さくら剛

などといったようなのが通若干見つかりまして︑これでほ閏／
千喜良校長や音調屋さんにも顔が立つと思って知らせまして
米深の同書館へ納入するまでになったのでした︒
︵四︶

さて大橋乙羽は米津の地で生れましたが︑渡部治兵術とい

ましょう︒扉に︑﹁賜天礎﹂とあった︒

う方の六男に生れ︑渡逢又太郎といいました︒東京に出てそ
じめていたのです︶︑博文館主人大橋佐平翁の長女︵新太郎氏

の文才を買われ︵巌谷小波や尾崎紅葉とならんで活躍をしは

六 一 、

一千山寓水三部
右

天皇陛下
皇后陛下

此段申入候也

皇太子殿下へ献上致度趣ヲ以テ被差出候二付惇献坂計候︑

宮内大臣子震田中光願

明治三十二年三月二十七日
大橋又太郎殿

ついでに魁﹁はしがき﹂を見ると︑
西行法師の精に︑笠と杖とを放したるは少なく︑芭蕪翁の像は︑族

ノリテ

口繕にいわゆる哩仰の罵冥を山ほど差しはさんだ美本で︑

﹁九重の川水﹂から初めて﹁をりＪ１︑草﹂まで百九篇を集め
ている︒

﹃増補千山寓水﹄には︑﹃礎山剰水﹄と題して﹁松風村雨﹂﹁雲

耶山耶﹂の二篇を載せ当倶に川固中園九州を巡遊する人の指

節を拝倍して︑ひとまず水稲をとじることとしよう︒

︐南車たるべし﹂といっている︒巻末﹁千川寓水評判記﹂の一

乙羽子の雛あるはこれが鰯めなり︒此群六百頁の袖珍冊子にして︑

是れ我郷立町二つ橋音羽厳出身なる乙勿子の箸︑子が二橋散史又は

の篤腫版八十側を柿みたり︑毎景清色を異にし頗る美腿なり︒本文

本書の盤裁意匠は凝りに凝り︑巻首に子が特得の妙技なる内地勝景

紀行は筆を九並の山水より起し耐士薙山︑木曾迩中︑奥羽山水︑東

京近郊︑京城地方︑舞子︑須磨等足跡殆んど海内に沿く︑到る虚景

︵東京教育大畢敦授︶

を披けば手之れを措く能はず⁝：云々︒︹米浬新聞︶

勝は勿論古今の俗謡まで仔細に鯉察し︑加ふるに行文流暢一たひ巻

顧みて想

太田秀穂

私は往年朝鮮や姦湾等に奉職し︑叉中園やシ今へリア地方に

も屡登族行したが︑その都度感じたことは︑朝鮮や中園の民

族は概して事大主義で︑弧者を畏れ︑弱者は侮るといった気
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仕度の儲なるが多し︒されば光陰は百代の過客︑天地は蔦物の安旋
下り坂ある︑逝中わづか五十年︑東海道廻双六から︑振出しと︵上

徳︑生老病苦は合の術にて︑世は一六の蕊の目の︑上り坂あれば︑
一ブ・ワ楓イり

り︶の風袋を引き︑除れるを一シ振って︑人を追ひ越したのが︑下
から親分と立てられて︑駕龍ならば乗群︑界ぐ男は雲助の︑毛嬬に
オモヒ

ソョと秋の風と︑細かい所に目を着ける俳譜師も︑物の哀を知るは

す︒ソレでは除り

に寄せたる日記︑・塵の積って百除赫とはなりぬ︒みな是ふと言っ鬼

︑︑︑︑︑

旅ならずや︒こ上に十数年の筆の立場に︑頬杖をつきて︑懐を雲水
と可愛がりたるを︑今おもひ切って獅旋をさせ巾

不懲だと︑おっしゃる方のあるに任せ︑親の慈悲から極内にて︑手
前直博の篤憧師をも通運として手放す上は︑世は情けあるお得意様

ふ◎

方︑昔の間位や桃青と同様に︑矢張これをもお目かけられてよと云

亥の一月著者

ふ

｜分が弧く．主義主張といったものも︑その境遇によって愛ろ

といふやうなことも度糞責見したことであった︒尤もその後
主なる朝鮮人断中園人などと長く交際して見ると通多数の中
には誠に亘賃で兄弟の交りをしても差支へないやうな人も決
して少くはないことを知り物事は早急に断定するものではな
いと感じたことでもあった︒そして朝鮮や中国などのやうに
鍵韓極りなく︑潤立自存の容易でない園では︑人民の心情の
稗為するのも又止むを得ないことであらうなどと同情もされ
たのである︒

過去に於ては我が日本は地勢上外国の影響を受けることが
あり︑天壌無窮の理想固かのやうに勝手に自惚れもしたりし

比較的に少なかったので︑或は祁風に恵まれた特権的民族で

いふに過ぎない︒日本の歴史は朝鮮︑中国その他に比べて暗

たが︑その賞は地勢の開係であり︑比較的に優良風だったと
い方面が比較的に少いことは確であり︑叉民族が勇気があり
侠気があり︑清廉潔白な武士道的の煮主圃であったことも事
賞である︒然し他の一面にはどうも上に接し通下に誇り︑・弧

函に恐れ︑弱国に剛慢であった傾もあり︑園内にも﹁勝てば
官軍︑負ければ賊﹂とか﹁泣く子と地頭には勝てない﹂とか
﹁長いものには捲かれろ﹂﹁嘘偏りは商人の常﹂などいふ言葉

もある程で︑日本人の多数は事大主義者︑臨機雁鍾主義であ
ったともいへるしも叉日本が如何に熱し易く冷め易いかは︑

この戦時中から戦後にかけての種だの事賞に照しても判るや

うである︒

私は素より日本人は劣等な民族などとは蕊も考へないが︑

であり＄東海の君主図であり︑潅儀の模範園であるなどと誇

併し道徳上︑経済上︑政治上等之に於て必ずしも一等の民族

り切ることは出来ない︒といふのは︑我建日本人にも長所もあ

れば短所もあるからである︒彼の朝鮮や中園人だって長所短

所は勿論あるが蝋どうも商賓上の訓練や辛抱弧いととなどは

今歴史や現在の事賞につ但し観察するに︑日本人が比較的に︐

何といっても我をより中園人が優れて居るやうに思は虹る︒

敬天愛人の︑捌謄富み︑父母師長を尊敬し︑忠孝や貞節の美

風をなしたことも雌資であるが︑その半面忠孝道徳を濫用し

高貴の名を利川しヱト民を雁服凌辱した事例も多いので︑今

ぱ直ちに雁制的との誤解を蒙るが如きは賃に遺憾なことであ

日その反動として忠孝道徳即奴隷道徳とされ︑軍国的といへ

し合ひ︑孝悌忠信互に推護すのは常然であるし︑叉園をなす

る︒然し夫婦︲親子︑兄弟等の開係がある以上は瓦に相信頼

以上は︑飛主なり大統領なりの函椛闘法に協ふべきことも鴬

必要なことは明であって︑問題は唯その運川の如何にあると

然であり︑更に勝来は兎も角現状にあっては︑静察も兵備も

私は自闘及び自分個人の長短などについては常に反省して

いへよう︒

にやたらに愛化するので︑一時の論などにはあまり拘泥しな

ゐる心弊であるが︑どうも世上の輿論などを恩ふと僅かの間
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、

いやうに考へて居る職兎角一般に自分の立場のみを見て他人
の立場や面目などは顧みない風があって︑残念に恩はれる︒
固より我為も一つの裕人に過ぎないこととて︑自利的になっ
たり︑時に虚言虚飾を言ったりすることも全くないとはいへ
ないが︑常に自利一方にならぬやう心掛けることを忘れては
ならない︒畢生の﹁アルバイト︲一意ども︑勢力と金銭との交

換が目的であるから︑二︑三の事例を以て谷め立てをする気
はないが︑選畢の時など自分の心持と極端に相反する候補者
の運動に参加して︑トラックの上から推薦ビラを配るなどと
いふやうなことは耐畢生らしくないやうにも恩ばれるし︑又
街頭などでよく稚為の零名運動をして居るが︑それに賛成し
て署名する青年などの中には︑別に確たる考へはなく︑た欝
乞はる上ま上に氏名を書くといった者の少くないのにはあき
れるばかりである．先般茅ヶ崎市で市長追放建議の韓名運動
に署名した人は多数に達した通そこで市役所ではこれを碓め
るために︑その署名人に一を﹁確に貴殿の署名に相達ないか﹂
●との照含を淡した所︑出頭もせす︑返事も出さないといふの

がこれ亦多数であったといふ︑そして頼まれたのでた畔氏名
︑︑︑︑

を書いまでだと平気でうそぶいて居るといふに至っては唖然
とする外はない︒

誰しもが人に憎まれたり︑責任を負はされたりすることは
楽しいことではない︑そして他人の身上垣日ろて批評し︑然
もその責任は晃れようとするなどは卑怯なことではあるまい

か︒新聞やラジオ等に於て︑ともすれば菱名を以て投書する

といったことも︑臆病なことではあるまいか︒叉行政整理の
場合など︑他人の身上について彼此と官公署に秘密投書をし

て︑自分の地位を守らうとする者のあることも脳私は肇務官

をして度だ賃駒させられたが︑かうなると教育者なども誠に

浅ましい限りで︑私は寧ろ正面より堂宍校長排斥など企てる

者の方が男らしいことのやうに思ふ︒

人間は各自その居る所の如何によって意見を異にすること

は至れないし︑殊に現今昼一一口論自由の世の中とて︑表面より

議論を職はすことは誠に結樺である︒けれども議論をすると

あらば︑充分考へて共柵的に事賓を塞げて評論し︑賃行の方

法も考究して遇くべきである︑例へぱ勤人の俸給平均を高め

ようと欲するならば︑他と比較しての現在状況企或は何れの

方面から如何なる牧入を得てその増給を可能にすべきか等の

要鮎を畢げなければ︑唯２至論であって︑賞現することは困

難であらう︒叉政黛なども︑朝野各自討論する間に結蕃鮎を

見出すべきものとて︑反封諭をすることは勿論結構であるが

併し唯反封せんが篤反封したり或は自分達が政局捲営者にな

っても到底行ふことば州来ないやうな議論をするなどは︑↑徒

らに政治を弄ぶもので︑無責任なことでもあるから︑一般民

衆の自提に伴って勝来との種のものは無覗されるであらうが

現在の瀧度にあっての民衆は脳到底責現することの出来ない

ものでも︑その空理論の甘言は致果があるので︑一時的人気
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取の言を吐く者も存在の理由があるといふものであらうか︒
前年来政黛の有力者の中に︑個人の資格に於て厚意の金銭
を受けたとか︑或は公人の資格に於て受けたとか言って魁公
私の使ひ分けをする人糞が出て来た＄既に政治家として立つ

以上僕世人から見て公私の資格を匠別することは難しい事
であるし︑営人でも道徳その他につき公私を辰別し得べきで
はないからｂ斯様な使ひ分けは無責任なことだと言はれても
致し方がないと恩ふ︑又肇者なども肇説としてはこれこれ︑
塁長としてはこれこれなど使分けするなどは︑や上ともすれ

ば畢生を惑はし世間を迷すといった結果を招き易いから︑単
含等で渡表する場合は慣亜を要することであると思ふ．

者として護表する場合の外の︑新聞通雑誌︑或は大衆の講演
叉一般民衆が壮含のために新聞やラジオなどを通じて通不
浦なことを談表するのはよいが心此の様な場合には一雁開係
名等を明かにして責任を持つやうにしたいものであるし︑勤

者に手速や誤解などの有無を問ひ合せた上で︑自己の居所氏
人なども俸給の平均値上げ運動をすることはよいとして︑そ
するやうにしたいものだ︒そしてどうしても解決しない場合

れは開係者と熟議を重ねて通事の決着を見る迄は職務には服
のみストライキの椛利あるものは之を行ふもよし職権利なき
者は自己の希望が達せられる所に稗向するがょからう︒今日
は昔の奴隷制度はないのであるから︑利のある所に流虹て行
く自由は許さるべきであるし勘教員や畢生など噛皐校騒ぎな

って居る識にはいかない︑治安国防なども一・時的には他国の

どの場合その営面の庭置が飽迄も不満であるならば︑各自は
自由にその好む所に樽枝するなり退職するなりすべきで︑何
も飽迄も止って居て日産を喧嘩腰で過ごし︑不愉快な気持で
闘争に闘争で通肇などする必要はある蕊い︑又共産主義の教
員を正しいものと信ずるならば︑その者たちはよろしく出資
し合て新たにその大皐を建立することにしたらょからう︒
とにもかくにも︑敗戦後我為悉くは大苦難に逢ひ︑高い高
い月謝を桃って種凌のことを単ぱせられたからには︑新らし
い受悟を以て進むべきで︑軍なる不平や泣言を並今︿て喧嘩な
どして居るべきではあるまい︒我盈はこれ迄種糞の厚意︑寛
大な虚置を受けて来たことは事資でこれに封しては感謝すべ
きであるが︑だからと言っていつまでもアメリカの恩恵に頼

厚意による外はないとしても澗立園として耐何時迄も他圃の
御慈悲によるなどと云ふととは出来ることではないし︑永久
の平和︑永久の保障なども結局は圃民全隙の物質的粘祁的力
とそれによる信用の問題であり︑最後に我等を救ふものは我
為の有形無形の勢力に外ならなｈ恰も自分の身鵠が親子夫

︹完︶︹前評議員︑遺稿︶

婦の間でも代って貰ふととは出来ないし︑我が煩悶は君主英
雄を以てしてもどうにもなるものでなくて︑自ら解決するば
かりであって︑即ち﹁天は自ら助くるものを助く﹂である︒
何としても今日の我之は何も彼も不浦足だらけであるが︑
その不満足の中に堪へて浦足し︑愈女徒食協力一致して風力
を高め︑信用を加へつつ︑相徴の年月を加へて名賞共に一等
園となることを期する外はない︑素よりその前途を恩へば容
易ならぬことではあるが︑事は図民悉くり兇悟如何にあるこ
とで決して不可能なことではないことを信ずるものである︒
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世界の覗線に浮み上った二人
の女性
ｌ米のアィク新大統領の母とマミー夫人Ｉ

︹一︶

しも︑よどみなく答えた︒而し一Ｌそれは︑偏に正しく︑皿つきぴしく

狸い︑唯この﹁懇い﹂という一語で︑つくされるかと思います﹄と少

とです︒元帥一代の特徴は非常に活動的で︑精祁的にも︑肉鵠的にも

輿へられたのは何ですか﹄と尋ねると︑﹃それは賞に﹁躯い﹂というこ

と言う︒記者は更に﹃その長い間に︑貴女が最も深い印象を元帥から

の︑王人になりきってくれましたから︑私は唯感謝の外はありません﹄・

たたく間に過ぎましたが︑その間元帥は賞に立派な︑すばらしい家庭

守備除勤務を命ぜられた年の十月で︑それから約四十年の歳月が︑ま

元帥が畢校を出たばかりの青年士官とし一﹂︑サム・ヒューストン要塞

ウィルソン大統領の一九一五年折柄メキシコ問題が切迫してきた常時

マミー夫人は︑往訪の某蜘際通信記者に向て﹃私達が結婚したのは

母堂アィダ老夫人︑一人は元帥のいわゆる糟糠の妻たるマミー夫人だ︒

と同時に︑二人の女性をしきりに話題にのぼせて居る︒一人は元帥の

最近の外図新聞雑誌は︑アイゼンハワァ元帥の米剛大統領常選決定

者

育てあげた母の峡方の影響に相遠ないと語り︑今郷里で老を蓋２﹂居
られるアィクのお母さんにつ堕﹂︑いろＩ＼な話をされた︒

へ﹃一︶

アィゼンハワァ家は︑宗教上の信仰からきた絶封平和主義者で︑戦

争はいかなる意味に於ても︑罪悪であるとなし︑家庭では聖書の研究

が第一に置かれる︑而して父ディヴィトとの間にもうけた六人の男の

子たちは︑母の監督の下に毎週一日必らず時間をき竺Ｌ︑聖書の研究

アィクは此の家の三男として生れ︑父は此の見にディヴィト．ドワ

を課せられた︒

ィト・アィゼンハワァと名づけた︒アイクの名は︑もと彼れが小畢校

ニヅクネイム

ニックネイム

に居る頃︑彼れの友だちが︑アイゼンハワァリ名を短くつ堂竺Ｌ︑ア

ィクと呼びならわした字名で︑母はこの字名を喜ばなかったが︑

日では此の名が吐界・中に通用するようになった︒

彼れの親しい友は皆いつ迄も︑この名で彼を呼んできたので︑途に今

父はアピリーンの町端れのあるクリーム製造所に通勤︑月牧僅に五

アィクは︑兄たちと共に︑肋陰Ｌ母の生計を助け一﹂やらなければなら

十ドルに過ぎないので︑母の辛勢は容易ではない︒そこでドワイトの

なかった︒しかし母はその正しく︑きびしい賎の中にも︑子供たちの

自由を認めた賢明なる教育方針を以て︑子供たちに封することを誤ら

り固２﹂居ながらも︑その膝下から未来の西欧聯合車最高司令官たる

なかった︒例えば此の母は以上の如き敬塵なる信徒で︑戦争反針に凝

アィゼンハワァ元帥の出ることが許される所を見ても︑そこに此の母

︵一二︶

の偉い所が窺はれるではないかというのである︒

そこで此の家の子供たちは︑長男も爽男も三男も︑その下も︑皆午

前五時に起きて︑家畜の世話︑牛乳搾り︑ストーブに火をつけること

畠へ出て野莱を作ること等を各自営沓をき竺﹂分措する︒できた品物
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記

が悪いと︑値善く壷れないので︑母は一々見て廻２﹂︑やり損ないが

られるので︑子供たちは自然仕事に掛かると一生懸命︑それに全斗を

あると幾度でもやり直させる︒日が暮れても︑母が満足する迄やらせ

打込んでやる習慣がついた︒

野菜はうちでたべた残りはや車に積んで近所の金持の家に壷２Ｌあ
るく︒彼等は毎朝粗服群一まとい︑ポロ靴をは墜﹂︑家ごとにその軒下

に立つので︑時をその家の人たちが︑彼等を見て笑う様子が見えるが
ヱドガーも︑ドワイドも気力侭力共に旺盛で︑畢校でも町なかでも︑
幅がきくので︑少しも引け眼を感ずるような堺はなかった︒

殊にドワイト︑即ち今日のアイクは︑術に活勅的で︑ひどく弧惰で
喧嘩に弧く︑町へ出ても感にやるが︑家の中でも兄弟喧嘩が絶えない

彼は兄たちに細吸かれていかにひどく︑烈しく叩かれても︑降参だ
と言はない︒はたの者が之を見かねて︑母に注意すると︑母は﹃じょ
るまで放っておきます﹄と言２﹂︑之を止めようとしない︒なる程五

うぶな男の子に︑喧嘩をするなと言２Ｌも︑それは無理ですから︑直
分もたＬないうちに︑二人は直２Ｌ外へ出て仲よく︑叉何かいたつら
それから恰度その頃西米戦争が始まると︑ドワィトは兄のエドガー

を始める︒

と共に餓鬼大勝となり︑近所の子供を集めて盛に戦堺遊びを始めた︒

母は之を見て大に驚墜﹂︑いかにもして止めさせようとするが︑やめ
る標子がない︒しかも仔細に剛察初すると︑兄にも弟にも︑その活動的

な行動には異幣な狸さ︑烈しさはあるが︑決して﹁悪﹂とか﹁暴﹂と
の
研究
究が
が︑
︑こ
これ
れを
を統統
の研
制制
手する力を持２Ｌ居るからであろうと言２﹂くれ

か
そう
うい
いう
う分
分子
子か
が証
認淳
められなかったのは︑さすがに母の教訓や聖書
か︑
︑そ
るものもあったという︒

︵四︶

然るにやがてすぐ上の兄のエドガーと︑ドワィトは共に︑此虚のア

ピリーン・ハイスクールを雑つた︒二人とも更に大畢教育を望んだが

上交替で︑大畢に入る事にきめた︒即ち兄が今年先づ大畢に入ること

固より家の畢怖がゆるさないので︑ドワィトの提案で二一人は一年づ

その間弟が家に残２Ｌ肋陰Ｌ︑畢資を兄に還る事にするというので︑

トが家に居て︑伽堕し兄に透った墨資金が︑二百ドル余にも及んだと

此の年から直に賞行した︒而して兄がミシガン大翠に入ると︑ドワィ

聞いて︑期親も親戚の者も︑世間の人々も皆驚いた︒アイゼンハワァ

よく一致して︑互に扶け介うとは︑蜜に偉いものだと言２Ｌ︑すっか

家の兄弟は︑常に喧嘩ばかりして居るが︑いざとなると︑こんなにも

然るにドワイトは︑此の時次第に母の好まざる単人志願に傾陰﹂い

り感激させられてしまった︒

で大皐から蹄符するのを侠２﹂︑一緒に母の前に出てそれを打明け

くのを︑何うする班もできなかった︒そこで彼は翌年九月兄が休暇中

ように︑温い反封はしなかった︒何となれば︑この畳明なる母は︑絶

ると︑母の顔色は見るｊ︑鍵２Ｌきた︒しかし今度は戦争遊びの時の

封平和主義の信者ではあるが︑それと同時に︑彼女は又︑凡そ人間︲一

たとい雨親と雌も︑之に干渉すべきではないという確固たる循念を持

生の職業は︑唯刷とその本人とに依って定めらるべきもので︑他から

２Ｌ居たからであった︒叩して我が子のドワィトが︑その鯉む虚の士

︒

︵︾元︶

官畢校の探用試駒に介椛した時は︑彼女亦共に之を喜んでやったとい
涯内ノ
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侭

Ｉ机の
×

アィク新政権が封アジア問題をどう出るか
︑︑︑︑

﹁何事もあなたまかせのおらが春﹂といふ心
細い濁立園は一喜一憂！
．．×

の連合国といふ親父が居なくなると︑そこでへ引揚者一堂取以にゆく一婦人議員のゴタ︽﹁一タ

も︑こ上でもワー・ワー・ワーと四分五裂！など︑もそれの一つと見たはヒガメ？

×

又正に日本画のそれ？

↓寒さ厳しくして森を待つ心切なり︑これは

親父は今日でもやっぱり恐いものの一つらし×
ｖ叩・

年中行事の自由蕪の家内喧嘩は︑横丁の熊×

さん八ちやつんの夫婦喧嘩以上︑犬も食はな多廉火工倉砥大爆蕊して馬脚を魂す！｜︲春

とし！

幕見せた西潤はさすがである！
×

／

政治とはタヌキらが︒ハカシひ仕事︑二十世

ｊ

新日本画のヤクザ版！親分・子分の政黛振咽
閥！忠治・次郎長は生れ鍵ってこ上にあり！く

かは治まる時もあらん！それまで待たう！

廻しょく端まって居るらしい︑竹のカーテン︒

参議院議員選畢目常ての彼の手此の手は手

〃

け！﹁占領下に瞳の憲法はあり得ない﹂と見︲

られたもので浦足し切って居る者は龍の鳥だ

占領政策を彼此と再調査し出すとか︑異へ

×

もお蔭で苦勢させられるこの季節Ｉ勢といふものか︑逆の乱れの職図時代もいつ

隼をとは︑その子にあらぬ母の見柴坊︑子供迩義を口に牙／れば馬鹿者扱ひＩこれもご時

我が子の力は考へず︑ただ有名な畢校へ入×

×

悉く慾と慾との奪い合ひ︑人間蔑事兄戯のど×

大所高所・から日毎眺むる枇冊の騒ぎ︑これ紀にも案外古いことが通用してゐるワイ！

×

いＩだがケリのつく日があるとすれば自由薫の夢破れて兵器暴れだし﹂

解散の時か！×

主権在民といふが︑なるほど主人かＩ図民
は財布を税々ではたか学ｂれ︑役所は道楽息
子となってセビリ合ひだ！
×

民主々義日本図となって一番下落したもの
は生命か︑五百か千の金銭で脚タク運輔手君
は生命と引換される！否親殺し︑子殺といふ

のはロハでさへやたらに捨てさせられてゐ
る！
×

漢字は制限し︑丈鐙は飽迄も平易にして民
衆的にといふが︑問ふ然らば民衆的とは程度
を下げるとい︑含﹂とか︑我々はより民衆の程
度を向上さす雪へ童か今後の在り方だと恩ふの
に！
×夕

地震︑祁鳴︑火事︑親父といふが︑その中

ー

塵
｜

書物は寄って束るもの
乎叉書物に魂ありや

して購ひ蹄り︑爾来数十年無上の参照資料と
して珍赦して居る︒

此類は先師の印面に打込んだ溌魂が︑予を
導引して下されたことと忠ふ︒

曾が催され︑同家所賊の珍什や主人公の大職

宅で︑今は中村泰輔氏邸に於て︑雅友の忘年

去昭和十一年臓月︑牛込の符干城将車の奮

邦に於て句讃を附して翻刻され︑我邦醤皐に

州と上海とにて刊行され︑それが間もなく我

び内科新説等は︑威些年剛︵我安政年間︶騰

全騰新論︑博物新編︑西筈略諭︑婦嬰新説及

︵二︶英剛の宣教師兼鍔師ホプソン著の漢文︑

迎に︑眼禰口幅を流喫し︑諸賢の仙談を傾聴

甚大なる碑釜を典えたのであるが︑是等の原

︲佐藤物外

して︑少時の間とは言え︑歳晩の塵煩から瀧

本は本醐に於ては殆んど煙滅し︑我邦に於て
田の或古本屋で︑是等の中先以て全慨新諭の

も極めて竿議のものであるのに︑大正年間前
初版︹厳州木︺を鱗ひ次で昭荊初年家賊の中
から蹄嬰新設を見附け︑領いて昭和十七年叔
父三宅秀翁︵艮粥の子︶から全瞭新諭の第二
版︵上海本︶及び内科新説各一部を贈られた︒

但し之れに就ても話がある︒即ち其頃翁所赦
せるところ︑溌棄と決定された部類の中に︑

の番籍を虚分するにつき︑招きに雁じて性訪
此の二書が混入されてあったのを見出し︑予

が激賞した陸一冊は庭草自分には用がないか

ら︑生前の遺品として贈輿する︑云姥﹂と書

︹三︶昭和十三年中の事日本醤奉新報社梅津社

面を添えて届けられたのである︒

﹃菜根謹﹄の稿本を引出し︑更に之れを蒸返

長の懲迩によって︑多年匿底に仕舞い込むだ

して同年春二月汲泉杜例曾席上で︑其大要

かった古い篤本が出で来り︑暫くすると此の

を拙話したところ︑直其後から全く灘期しな

世には媛早無きものと忠はれた明版の所・在が

判ったり︑叉其上に挫て待望の英課本が築山

田中達三郎署沖から割愛寄贈されたのみなら

ず︑遂には梁屋裡で監督された徳富蘇峰翁の

八月駒場の前田侯鱒家の念糎閣文庫え往診を

本舞壷えの登場とまでも推展し︑昭和十三年

乞い︑同家秘燕の明版菜根弾の鑑識に閲する

書誌塁的研究の幕を閉じた次第である︒

最後の断案たる決診を得て絃に十数年来の

×

﹃莱根弾の謹誌畢的研究﹄と題して登載

︵薬根謹に開する詳細は︑営時の本誌上に

×

叙上の事責を単に漫然と考えただけでは︑１

×

前掲の諸書殊に現世ＥＬは到底有るまじき書

×

しあり︶︒

とも云うべきものであるから︑大切に保存さ

物に魂が宿２Ｌ居てそれが自分を接引して

Lユッノ

脱することが出来た︒

席上定迩の一二氏から︑書物には盤魂が宿
っていて︑何虚からともなく寄って来るもの

であるとて︑貨物供覧の下に︑極めて興味深
を述鍛へたが︑更に補足して見よう︒

き談話があった︒其節自分も曾て催験した事

治中葉頃から︑下谷御徒町の笑刻家富田無尤

︵己予は少年時代より臨池︑彫掘を好み︑明

し︑悉く其秘法を像授し︑其易賓さる上や印

翁に師事したが︑先生には特に予の非才を愛

二Ｃ

刀︑刻蕊等一切を遺贈され今以て愛用して居

れたい﹂と糊告した篇めに︑危く煙滅の運命

は﹁之れは本邦は勿論支那にても今では絶無

難店頭の塵挨裡に︑一束の印譜があるのを見

を免れた︒而して其後間もなく翁から﹁お前

る︒然る虚明治四十年頃耐出前保町の某古書

る自刻の印譜ならんとは︑文字通り欣喜雀躍

たるに︑何ぞ料らん之れこそ翁が丹精に成れ

〆寸Q、

て寄集って来たようにも恩ほれるけれども︑

呉れた︑換言すれば書物の方から此方に向っ

がしてならぬから︑矢張り何虚までも祁秘的

あまり簡単に取扱うのは︑勿蹄ないような気

が叉これまで様煮の混血児である殖民地の︑

問題は︑全く逢った黒人・白人︑しかもそれ

ところが今度の敗戦の迩物たるこの混血兇

果して無生の書籍に露魂が有るのか何うか︑

て置いた方が賢明ではあるまい乎︒

にあまりにも津山の出現といふことで殊に問

題が大きい課である︒と共に今の所低膳見が

ど七︑八割がそれだといむこれも異とする

非常に多くて︑︵津田夫人の扱って居る者な

︵︵鰐坤︶︶

維職後こ上に︾ハ年日を迎へたので︑混血児

それはそれとして︑私達がもつと考へさせ

所であらうか︒

た程で︑フルアメリカに袖は濡らさず的に︑

ある︒維新前後の日本人は︑夷秋毛唐といっ

られることは︑捉血兇を生む日本人の心理で
混血兇といへば︑離れ島の日本図としては︑

があった︑そして彼等は職業をそれ人︑瞳別

師化する者も相謝に出来たので︑そこに混血

化を輸入することとなった時代から︑彼等の

てなかった課ではなく︑古く中園や朝鮮の文

ことであった︑けれどもこれまでだって決し

はどらなるであらうか︒いさ上か進歩した国

千年と郷って︑一般に同化する時︑日本民族

月に混血兄は殖えつ上あるが︑これが五百年

新らしく埼加したことである︒かくして日に

鬼が生れて来ること︑又それがための街娼が

たの？︑彼等をば日本人以上に大獄迎で混血

が諺今日は日本人が進歩一して圃際的となっ

彼等を排斥しつ上止むなく生んだものが多い

して持たされると共に︑それを意味する姓を

××
××

×︒×

際人化するであらうか︑どうか︒

もった者もあり︑又一宇姓をもってそれを現

ゆる日本民族の純血がまあ︐Ｉ︑保たれて来た

大陸と異って︑これまでは割合に少く︑いは

ある・

で︑種々とこのことで世に議論もあるやうで

シリとして小皐校に入墨することであるの

たちもその年に熊を得たものは︑今年からハ

ｌ蕊ｌ

父親との混血であって目につくと共に︑一時

睦詞不思議なものとして︑常らず障らずにし

問題は責にここに存ずる︒

俳者は﹃有心禽物生﹄と建に旨い事を言っ
て居るが︑全く其の通りであらう︒例せぱ茸
狩りに行２﹂も︑一わたり渉磯し一﹂獲物を取

った後で︑再び前と同じ場所を捜すと︑此所

にも彼所にも一つ二つは見常るもので︑此方

で是非共見つけようと急ずる心があればこ
の方から急に顔を出して呼びかけたりＹ或は

そ︑掌中にと馬するものであって︑決して茸

此方え寄って来るものではない︒↓
されば之れと全く同じ道理で︑必しも謀物
と限った認ではないが︑暇りに一歩を蕊２﹂︑

賃に謹物に魂があるとしても︑譜物の集２Ｌ
来るのは︑大部分は銘々の心が︑一心︑開心︑
専心︑宿心︑留心︑傾心︑銘心などＬ言２Ｌ︑

御本人には一向判らぬけれども︑心の奥底の

何虚かに︑絶えず書籍に封する念願慾望が執
着し固着してゐて︑所謂第六感ともなり︑乃

至は先人が心血を腰いで書かれたものＬ中

も少くない︑しかしそれが同じ東洋人であっ

はした者もあって︑今日迄それが知られる者

に︑超科畢的な或るものが潜在して︑それが

たために︑案外に異人といった感じが少くよ
く同化した︒

作用するものではあるまい乎︒
併し待てよ︒這様に大切で崇高な問題を︑
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早春漫筆

た玄でである︒・だが職業に素より貴賎はない

子供達に正直に影群するものであるかを言っ

が︑しかしそれは本来のことであって︑その

時代々々で︑その職業の祇含を作ってゐる人

ることは覗迩だ︒例へば俳優といったものは

々の在り方如何で睦愛際の職業に黄賎のあ

蝉寵されないといふことなのである︒

ない時は︑決して従事する塞術家そのものが

があり︑人桁があって︑立派な人々が従躯し

とに鍵リはないのであるが︑その人噛に修養

く︑それに従事する人煮も亦謹術家といふこ

ものは昔も今も尊卿重さるべきことに鍵りはな

が最も大きなものなのである︒即ち蕊術その

ではなく︑それに従事する人々の品桁の問題

方は唯一面であって︑決してそんなことだけ

人は言うかも知れないが︑しかしさうした槻

とか︑蕊術に封する理解がなかったからとか

とか︑階級的だったとか︑祇含が幼稚だった

るやらにもなった︒このことは昔は椎・力本位

なく︑祇含の上位に押し上げられて尊敬され

入といったことが大したものであるばかりで

格して蕊術家と呼ばれ︑そして唯人莱とか収

貴ばれては居なかった︒所が今日は何れも昇

し︑唄歌ひや戯作家などといふものも決して

昔は川原乞食と言はれて賎しいものとされた

だ︒子供の前で大人はうっかりしたことは出

はないが︑た唇時の祇曾の在り方が︑如何に

あるしするから︑少しも片寄って老へる必要

人間の職業は何れも平等に値打のあることで

ズ子を夢見るのが悪るいといふのではない︒

臣を夢見るのがよくって︑川上選手や笠置シ

しかしから言ったからとて︑何も大勝︑大

も知れない︒

来の希望をそれらにもたらとするのは術然か

ポコで基らしてゐる今日だから︑子枇達が勝

含の動きもその飛演といった風で︑チャラッ

雑音には︑悩まされてゐる祢様だし︑愛際枇

等々といったものばかりで肌け幕れしてその

或は又漫才︑落語︑祇含訓刺の小話︑ナゾ−１＼

普梁だとか︑小説の朗読だとか︑野球だとか︑

も︑朝から晩まで︑情操一黙張りで劇だとか︑

れる︑考へて見れば︑ラジオなどといふもの

るのである︒人間は腫似から出溌するといは

の世界を敏感に感じてゐて︑それを侭似たが

韓も受けないやうな瓜をしてゐて︑変は大人

来ないといはれるが︑一見子供達は何んの影

番多くなったといふことも額けるといふもの

歌劇とかの俳優になりたいとか︑云ふのが一

たい︑やれ音楽家になりたｒとか︑映蓋とか

記者鱒た野球の名選手になりたい︾運動選手になり

昔は子供たちに﹁お前は勝来何になりたい
か﹂ときくと︑﹁大勝・大臣になりたい﹂と
いふのが一番多かったが︑日本の図が維新こ
の方世界の大閏と呼ばれるやらになったこと
には︑戦争に勝ったといふことが大きな力で
あったので︑自然と軍人といふものの地位や
権力といったものが大きく子供達の心に浮か
のが最高の地位としてあこがれの封象となっ

蕊からであり︑叉文官としては大臣といふも

く感ぜられる世には︑お山の大勝といった英

たからである︒上下といふ開係が何よりも弧

雄的な心持に浦足を艶ゅるのは術然であら
員／０︲

ところが敗職後この方といふものは︑これ
までの物の考へ方が全く獲って了ったと同時
に︑狂際牡含が混頓として何が何だか判らな
い凱脈振りであるとすれば︑︲時代に尤も敏感

な子供たちにあって︑英雄的なあこがれの封
で今︐日の子供たちが﹁お 前蒋来何に

象といふものは自然と異ったものとなる書へ堂
誇侶Ｏヲてこ

なりたい！︲一と間はれて︑も一寸見常がつかな

いといふ者が相常にあるといふことも無理な
いことであるし︑又以前には想像もしなかつ

1
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愛際昔の蕊術に従事する人々の大方は︑修
養も乏しいし︑醜聞の絶えないといった公私

の生活をして︑品格のあるものが少なかっ
た︒だから蕊術そのもに封してではなく︑それ

影に出る報酬がス友１級になると二百寓側︑

三百両回とか︑評︿職業野球選手が一ケ月薮十

が︑云はれてゐるから︑彼等の主なるものは

寓圏の給料で︑数百寓回の契約料を得ると

戦圏にあるまじい派手な生活をしてやそして

自家川自動車を有ち商質柄とは言へ︑並に敗

ったのである︒逢近頃まで映登俳優などとい

数百寓回の税金を梯ふといふに至っては今日

に従事する人々が自然と睡腿されるやうにな
ふものは︑いばゆる醜聞の絶えないものとさ

ではその紺では正に曾ての王侯の御身分であ

てゐる最近二十年この方について見ても︑他

彼の野球などについて記者の親しく目にし

字包Ｏ

れ︑そうしたことから彼等が蔑硯され勝ちで
あったから︑彼等にはそんなものは附物とし
て誰も見逃してゐて︑大して心にとめないで
居た︒今日でも兎もすれば富だ︐Ｉ︑他の職業

のすべての畢生の通勤もさらであったが如

った︑その初期は好きな者がほんの暇々に試

く︑大畢高等畢校の畢生から出鑑した野球だ

合をし今だといふ純丘なものであったのに︑段

令と人気者になって︑運動選手だか︑畢生だ
か判らない︑半職業的になると︑選手の質は
しらずｊ︑．と堕落して︑畢問は低下し︑品行

の問題が云奄されるやうになって行ったもの
である︒特に職業野球といふものが昭和の初
めに始ったが︑その禰時の入場者は五百か千
で︑然もその人々といふものは︑多くはゴロ
ッキ風の者であった鰐︑その頃は既に一般か
らは唖覗されたものだが︑それは野球といふ
スポーツに封する趣覗ではなく︑その選手達

の人間そのものの篇に蔑覗された課である︒

蜜際営時の職業野球の選手の大方は︑今日か

ら見て技の拙いのは勿論だが︑中等皐校出位

の祢主といふゴロッキ連であったから︑誰も

が最高の教養であり諺賭けごと︑酒色︑暴力

問題にしなかったのであるが︑今日は少しは

ったし︑少しは丘而目な大黒出なども入るや

見直されされ出したのは品行も大鍵によくな

ぅになり︑臆って技も磨かれて束かたらこそ

である︵併しまだノ︑の所はあって︑某大畢

など本年卒業生の中からはプロへは一人も行

政治家などといふものも振手なことで︑と

かないことにしたさうであるが︶

のものは尊重さるべきものだけれども︑政治

もすると人気者の中に入り勝ちだが︑政治そ

家そのものは久しく−１ヤクザ﹂商費とされて

来てゐる︒多少教誰のある人ではあっても︑

り︑行動が卑しいからである︒記者の知人で

昔のパクチ打の親分子分さながらの仕組であ

久しく政治に閲係してゐる者などは︑友人達

には﹁我々ヤクザ商寅の者は﹂といふのが常

に政治家の代名詞であるが︑全く政治家業は

今日心ある人から蔑澗されてゐるのも︑政治

そのものではなく︑従事してゐる者の下劣な

鳶めである︒

戸

の人々から見れば︑それが多い傾があるが︑

彼等が尊亜されて来た今日では︑彼等に封し
て厳しい批判が向けられるやうになって︑決

して彼等に封して従来のやうな甘い心持で許
すべきではないという蕊が盛んになったが︑

彼等の位置が何上して来たからには︑それは

常然といふものだ︒今日は男女とも大畢︑謀
門畢校出身者が多くなり︑蕊術に封する理解
と努力が向上して︑彼等の品格も備って来左
が故に︑謹人︑川原乞食から蕊術家に昇格し
て︑従って︑それに封する敬意として︑業者
は不営と思はれる程の報酬も抑ってゐる︑小
説家の原稿料は︑○や鮎まで入れて一宇五脚︑

八目︑拾間とかいばれ︑映壷俳優は一本の撮
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か様に考へて来ると︑人間の職業などとい
ふものは︑何れも平等に尊いもので︑それが
●尊くないやうに考へられたり取扱はれたりす

ることがあるとすれば︑それに従事する人々
アコガレタ大婚や大臣ばかりの必要はないし

が悪いといものであるから︑以前の子供達が

今日の俳優や︑野球選手や︑音楽家や小説家
などに限る筈もなく︑これら何れもよろしい

し︑何れも亦限ることよるからずである︒そ
して片寄るべからずである︒鼓に我巻の老へ
ることは要は何人も何業に志すとも身に雁じ

てやるべしの結論であるけれども壷何れも各
自が先づ人間そのものを養って他から尊敬さ
れるやうな品格を術へることを第一にす箸へき

だといふことなのである︒今日努働者諸君な

一切先づこ典にあるとも言へよう︒

○勝負気

︑︑︑︑

ろでありました︒それと同時に一方その常時︲

の戦争はもうこりｊ＼だと心から叫んだ主姉

がありました︒ところがその話に禰時の凋逸

てつぶさに敗戦獅逸の蛮惰を調査されたこと

でも足を踏み入れ︑多くの家庭を親しく訪ね

史は濁逸に行かれて︑都市は素より農村にま

やうな考へが行き渡り︑誰もが戦争はこりこ

恐らくは今日の獅逸も︑彼の錐一次大峨後の

らｊ︑と叉も参加して了ったといふものです

となったので︑彼らは第二次世界大戦にはす

聞くだけで骨身にしみて魁鯵して居ない人達

負ふところの人々は︑戦争の悲惨さは唯話に

達は老い︑青年達は仙年となり︑現稚代を背

誰も青年達も世代は移って︑或は常時の主婦

婦人達は女史に向って異口同一音に﹁私達の図

りだと叫んでゐることでありませう︒今日結

第一次世界大戦の直後︑辱知持地ゑい子女

は戦争に敗けたんです︑ために私達雌活の苦

僻適齢期の男子一人に封して女子三百人とい

︑

︑

悩は容易ならぬものがあるのです︒然し黄

ったことなどを聞くだけでも︑濁り・耀済問題

︑︑︑

女！この敗職獅逸の今後を見て居て下さい︒

は素より︑人遡上からしても︑如何に悲惨な

︑︑︑

私達は石に噛りついても︑澗圃を必ず復興さ
︑︑︑︑

せずには置きませんから﹂との決意を誰も彼

ところで︑民族や図土を異にして居ても︑

敗戦脳民の心境といふものは同じらしく︑今

ものがあるかが想像されるからであります︒

は居られなかったといふことでした︒又婦人

日我が図の主婦達や青年達にも﹃もう職争は

もが言ひ︑その乏しい経済のやりくりに非常

や青年達は︑﹁この惨状を招いてはもう職争

の空気に同調して一部の畢者・政治家達は︑

こりｊ＼だという老へが浦ちｊ︑て居り︑此

な頭を働かせて努力する腫刺さは涙なくして

にはこりＪ１＼です︒今後はどんなことがあっ

どの地位も昇格して︑垂︲や尊敬されることと

ても︑絶封に戦争をしない世界にしたい︒否

なったが︑寧ろ逆に努働貴族などとさへ言減

私達は少くとも永久に平究明頑図民でありた

爾来二十有除年を経て第二次世界大職にな

といふ次の世代を負ふ人々の時になったな

を繰り上げになって︑先人の話に知るばかり

とです︒だがこれも今日の婦人や青年達が段

が上にも国民のかうした心をあほって居るこ

︑︑︑︑

再軍備反封︑厳正中立といふ説を唱へ︑いや

︑︑︑︑

ことがその鯉硯された大なるものであった︒

問題ではなく︑彼等自身の修菱品桁に閥する

い﹂といふことだったさうです︒

へるなら︑それは集圃暴力といふもので︑途

るまでの凋逸はなるほど驚くばかりの復興を

︑︑︑︑

若し彼等がこのことを忘れて︑軍なる集合の

には自滅する外はある烹い︒先づ自らが他に

見せたことは︑等しく世界の驚異とするとこ

れる程だが︑従来は濁り政治や思想や制度の

力を以てばかり世間に認めさせようなどと考

箪敬れる人間となるばかりだ︒そしてことの
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然も数限りなく繰り返されて少しも飽きる所

のは︑悉くが闘争・勝負といったものであり︑

をもつ先天的なもので︑人間の生柄といふも

いふものを考へて見ると︑どうも之は深く松

といふのは︑元来人間の勝負菜−．闘争性と

れないものがあると思ひます︒

へが正しいかどうか︑これは簡単には割り切

今後の世界の動き等に鑑みて︑果してこの考

るか否かの問題だけでなく︑今日迄の世界︑

そして今日の一般の空気そのものが長績きす

ら︑果して今日のこの空気はどうなることか︑

る以上中々人間の勝負事は止みさうもありま

争には力といふものが結局岐後の解決策であ

止めようとしないで︑各自の得手と勝手の闘

てゐます︒それで居てこの人間どもは勝負を

鹿なものであることかといふこともよく判っ

紡祁科畢の上で槻る人間というものは何と馬

科畢の護達に糊る人間の力の偉大さに比べて

々される必要のないことですが︑そして間然

であって︑今更負けたからといって善悪が云

ない所の決定事項であり例外たき人間の願望

最も重大な僚件ではなからうかと恩ひ室す︒

いふ所へ一歩々々進むことの二つの如きは︑

持前の物の道理のみが最後を解決するものと

ば賊軍といった力の解決をぱ否定して︑人間

基いて訓制すること︑又勝てば官軍︑負くれ

界の人州が修斐によって勝手な慾望を人迩に

い筈であります︒それがためには少くとも世

とｊ︑動物的なものから浄化されねばならな

能として衝っことは出来ないにしても︑もっ

のであるならば︑この勝負気といふものは本

の利寄得失の離合集散で成行きを委せるとい

少くとも此のやうなことを忘れて︑その時々

P ー

せん︒

説いて︑時の人気に投じて見ても︑勝負銅垂︲

再躯備反対︑永久平和厳正中立等の正しさを

ふのでは依然動物的戦ひの止む筈はあり得な

宗教的に言へぱ︑元来人川は罪深きもので

で︑ために利害得失で衝突が絶えないが︑之

職争は止むことはあり得ないでせう︒問題は

業を背負って生れて来るといふのですが︑ど

がない︒勝てば勿論︑負けたからといってあ

を解決するものは︑結局は話せば判るといふ

きらめられさうもない所を見ると︑人間の歴
です︒例へぱスポーツ・遊び事の競技は素よ

道理ではなしに力で勝つことが絶封となって

いと恩ひます︑世の政治家や思想家達が︑唯

りのこと梁間をするのも︑事業に各自が努力

戦争や︑平和増中立等の善悪・是非ではな

うも人間は霊肉︑蕃悪等の捉合物であるや︲う

することも︑否人間各自の生活全鵠が︑何も

ゐます︒そして戦ふことは根の深い本能によ

上︑猫皿つ容易に断ち切れない所にあるのだ

く︑悉くがその悪を認め︑人間の愚を知りつ

史は興亡の歴史だと割り切ることも出来る程

は本能として止められないものＬやうです︒

彼も競走であり︑勝負への興味であって︑之

るようです︒又闘う所に進歩溌達があるやう

からであります︒ですから戦争とか平和とか

ってゐるといふ︒何から何まで混乱複雑を極

のことは︑唯標語やお題目にして道理だけで

にも恩はれるし︑職ふことの愚かさもよく知
める厄介な人間であり祇含であり幽家である

済むことではなく︑もっとｊＩ︑深く掘り下げ

に外ならないばかりでなく︑世界の歴史はど
こかに戦争のない日は殆んどないことがよく

ことを恩へぱ︑簡箪に戦争や剛争をなくする

て各自境創に考へて見るべきことと恩ひま

職争も期するところ︑その競走の最大なもの

戦争の悪徳にしてすべからざるものといっ

これを誰明してもゐます︒

れども若し人間といふものが進歩護差する亀

割切り策は見出せないのではあるまいか︑け

五一ｑ〆Ｃ

たことは︑一嫁﹂れは恐らく原始以来論争を要し
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弘道詩林
三好凌石選

○長寿偶吟九土一翁如雲慶野庄作︵茨城︶

ＯＯＯＯＯＯ○○○○○○○０︐︑︒︑ｅ⑨︑︒①⑨
⑤︒●︒

気平心庚此身全︒州川吟花愛自然︒長寿工夫人若間︒定堂飲

食典安眠︒評弓超然自得︒長講秘訣︒宜従此曾得以養性保毒

○味松鶴水高地七郎︹千葉︶

○００○○○○００００○○ＯＯ００ＯＯ○○００Ｏ

我先鋭種一株松︒識幹凌空値蓋重︒五百星霜猫可憶︒好勝勤

０００○
節耐窮冬︒評臼︒通勤︒祁徳可欽︒

○新年害感畔水飯田雄裕︵茨城︶

０○○００○０００００○○○○００ＯＯ００Ｏ○Ｏ
０ＯＯｏ
ｎ仰仁風︒評日︒憂心之切︑気骨峻嶋可想︒

初峨照上暁霞紅︒梅放寒香天地中︒堪嘆外交未至復︒寓邦何

瑞気洋洋寓象新︒日東誰塊負斯民︒老来只喜身政健︒七十三

○葵己新年作七十三翁夏村川中和三郎︵千葉︶
○○○ＯＯＯＯ○○００ｏＯ○○００００○○００Ｏ
○○○○
年又迩春︒評臼︒訓意隠然︒新春佳什︒

○新年群中作七十八翁禿堂青柳千寓吉︵群馬︺

︑油魁ｎ℃︑︑ＥもＥ℃℃︑︑０○○ＯＯ００○○○
七十八齢如我何︒思雄往事感偏多︒乾坤惨惰愁塞在︒歳月岬
○○○○○○０００○○○○００００Ｏ︑︑．︑︑︑︑
蝶夢一過︒加闘漁桑除血涙︒孤身芥群任風波︒歳朝徐酌柵筋
︑℃も︑℃和︑︑

好︒酔唱常年天保歌︒評弓感慨殊深︒不着空語︒後聯凄蒼之気

通人︒

○偶成移山寺島慶一︵千葉︶

︑Ｅ︑Ｅ︑︑砥℃℃芯℃︑乃℃○００○○００００Ｏ

脚脱風雲彼一時︒如今伴鶴又生涯︒笑吾双髪数華白︒坐請先
○○○Ｏ
賢嘆老詩︒評日︒白頭嘆老．今古相同︒嘆不若笑．

○恭賦欽題船出磯山箕輪直︹茨城︶

いも︑油恥︑Ｅも︑℃℃︑︑通︑︑︑芯あじｂ︑℃も

池︑︑︑
知航路安︒評白︒懸安︒遠帆如坐近帆行之句︒換其一宇︒未見其佳︒

東流煙牧眼界寛︒新畷紅映碧漫漫︒連帆如坐近帆走︒鮮績先

○歳晩書感寄凌石先生
七十三翁莱浦大塚柳吾︵横須賀︶

迅述︑︑︑＄も℃︑︑述℃Ｌ︑○○○○○○○○００

単詩猶浅到・窮陰︒進境遜遜幾苦吟︒欲報帥恩我鞭我︒明年雁

幾︒巳見進境︒言共遅遅者︑蓋謙汚坪︒

○○○Ｏ
吏誰斯心︒評日︒務意純憧心莱翁志子俳句五十年︒偶間詩千余︒未

○英己新年作八士へ翁有隣菅谷徳次郎早都ｇ

︑Ｖ︑ｈ魁︑︑︑︑ＥＥ︑︑芯○○○○○○０００○

日国華新︒評弓豪宕︒一結妓有筆力︒

○００○

千辛寓苦老風顔︒仙什稜稜気尚振︒八十八翁何所望︒扶桑呆

○新年雑詠石崖林廠之助字葉︶

℃︑︑︑︑︑︑℃︑℃︑ＵＥＬＯ００ＯＯ○○ＯＯＯ

○００Ｏ

術枝己綻玉梅花︒疎影水逢枇又斜︒養老先欣閑雅足︒木瓜也

○新年書懐村石村田一雄農涜︶

到野人家︒評弓雅而健︒浦疎可人︒

℃︑℃︑℃〃︑五℃ｂ︑℃︑︑芯ＯＯ００００００○Ｏ

壁筒清愁︒評弓墨気巳香︒勉施︒

０○○Ｏ

畢来書道七春秋．肌墨和解瀧気剛︒鰍悟如祁猶米倉︒九年面

○斑上市保育悶廿五脚年僻山椎名保弘︵常巴

︑︑℃Ｅ︑︑︑︑︑︑︑︑℃︑○００００００○○Ｏ

○○○Ｏ
刺百世徳︒評弓一一面有致︒琢磨放光︒可以惇子世︒

保育児童廿五年︒和親和愛也随縁︒正知努力能成志︒攻玉粘

○塞窓早起悪孫兼坂亜早葉︶

︑心︑︑正︑Ｌ℃℃ｂ℃︑心︑○○○００○○００Ｏ

風透窓紗寒有威︒孤確夢昂掘饗微︒一痕残月懸林抄︒蒲白茅

０○○Ｏ
捨凍雀飛︒評臼︒寓得満雅︒佳趣可想︒

○詠皇居賢所前老松
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汐

七十三翁・霞軒鵬野英治︵千・葉︶

○○○００００００○０○○Ｏ○○○○○○○○○Ｏ
０○○Ｏ
動寓斯年︒評日︒起筆雄勤︒韻格自高︒

龍鱗十丈餐蒼天︒枝葉森森群瑞煙︒仰見風霜持勤節︒皇基不

○新年口占東耕石川藤作︵茨城︶

℃︑︑℃︑＄︑凡︑Ｅと迩込︑０００００００○○Ｏ

意気昂揚歳又新︒識和雌就筒酸辛︒眼看世界狂潤激︒渦立方
○突己新春雑詠

○００Ｏ
迎建固春︒評日︒亦見奇瞥︒

節録八十二里江東片口安︵富山︶

も酒℃ＥもＥ℃︑心︑℃ＥＥ︑０００００００○○Ｏ

吾生八十二齢翁︒性来頑魯老猶雄︒屠蘇湯餅春盤好︒鶴髪童
００．０Ｏ

Ｅ砥ｂ︑ぃ℃℃砿ｂ屯通述℃℃Ｏ○００○○００００

占草堂春︒評臼︒梅花樹下草堂春︒欽羨何堪︒︑

０００Ｏ

綿鐙烏語報嘉辰︒譲郁悔花天地新︒日暖南庭無一事︒悠然渦

○一月十四日香取抑宮献詠席上恭賦

香城菅谷敏夫︵千葉︶
℃殖℃込述込沿込砥︑℃込迅弘○００○○○○○○Ｏ

○００Ｏ
州天地春︒評日︒意象不凡︒

王樹花附疎影新︒塞香吹庭解芳醇︒倣然尚有生生気ｃ朗詠先

寿山相川文五郎︵横演︺

○次水島翁見寄突己元旦瑞韻↑

︑︑℃︑︑Ｅ︑ＥＥ︑︑︑℃ＥＯ００○○００○○Ｏ

○○○Ｏ
桑興図春︒評日︒風調有訓︒自見興図之気象︒

瑞気気気大海演︒天開旭景歳華新︒高齢七十健凌牡︒迎得扶

○次瓢乎遊人瑞談賦呈較詑唐津蝿次郎︵横漬︶
近Ｅ殖Ｅ℃ｈＥ心︑︑︑℃︑℃０○○００００○○Ｏ

０○○Ｏ
首幾傷心︒評日．旋率︒口祇可誠︒

言論貴重勝黄金︒台閣誰知履典臨︒鼎折頑卿何所補︒蕊同掻

春悼皇弟秩父宮敬糞凌石三好寛

親王鰐育技通抑︒百錬光生玉葉身︒岳麓十年能養痛︒湘南一

泣︒那堪哀痛涙浩巾︒

夜鶏消春︒蹄魂遠去仙縦在︒遺範長垂葬耀新︒寒雨講蒲天亦

○悼小野鐘山老契・
日隔幽明︒

君俄臥病歳将更︒封我偏含無限情︒自道坤吟猫未死︒量知旬

復賦新篇︒

想君問我築除年︒稽古裁詩師道全︒如此連才誰所奪︒高懐不

健筆堂堂迩出群︒詞華墨気帯鹸薫︒咲君遠向道山去︒欝欝鎌

戸 一

顔帯酔紅︒評白︒平淡︒有情有致︒

○勅題船出恭賦︑立峯請膝一二︵寓巴

も℃︑Ｅ△△△肥込℃︑恥もＥＯ００００００００Ｏ

新船工就富山丸︒港上威容極壮観︒海国青年皆鼓勇︒霜天解
○ＯＯＯ
績不知塞︒評日︒海図男兇︒鋪象宛然︒

○讃弘道誌有感松陰力根恭司︵干蕃

︑℃乃︑︑︑︑油︑ＥＥＥ砥︑００．０○○００○○Ｏ

○ｏ○Ｏ
篇百世師︒評白︒屋是弘通使命︒

正義額唐文化乱．堂堂員理幾人知︒一編弘道能成警︒附湾猶

○贈長岡高野作市君千鳥波多良介︵新潟︶

も︑︑℃℃込乃︑恥ＬＯ○○○○○○ＯＯＯ

評白︒泉石佳趣可想︒

絶好東坊地︒四時風色情︒賀君新結屋︒家運向繁柴︒

○吊高今四郎君祷翁菅野三郎治︵幅島︶

︑Ｅも込込Ｅ℃︑℃Ｌ︑℃も℃０００○○００ＯＯＯ

齢天毒全︒評日︒徳望天毒︒令人敬仰︒

教育精勤五十年︒夙聞徳望四隣陣︒但看功績季其匹︒八峡高
○００Ｏ・

○新年偶成蓬莱Ｉ間宮雄︵神奈川︶
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嘉惟白雲︒

秀逸

︵印象的で情姿浦し︺︑

佳作

すぐれたる人の礎せし文みれば心もすみていさみたちけり

○三傑詩文集を誠みて千葉螺鵬野秀治

新らしき鍋を園みて夫だの希望などいふ雑煮食べつつ

○新年埼玉螺小名木狂辰

︵平易にしてめでたき趣あり︺

元且のた堂にめでたし日の本にかはりし事を聞くとしもなく

○元旦千葉蝶菅谷義太郎

嫁が島松のみどりのいるにはえてさやけかりけり今朝の初雪

○｜初雪松江市平井常清

︵初日を減せて舟漕ぎ出づ︑風雅あり︶

ほのぼのと霞晴れゆく奈呉の浦初日を載せて船漕ぎ川でつ

○船出︲富山聯片口江東

L]

○世界の平和を祁島市菅野三郎治

○歳暮埼王蛎石川奈美子

同胞の心為にきざみてむ平和を乱す仇のそなへを

○折にふれて一服烏螺演名博綱

老いしれて悔なき程の我ながら過ぎゆく年ぞをしまれにける

○新年東京都中村芳三郎

ありし日のととども恩ひうかべてはあは虹がるありて涙もよ
うす

○朋友に新潟螺波多良介

刺に覗先に先づは供へて食ふくつつ粟の雑煮も梁しかりける

苦しみも叉楽しみも友垣のむすびとはせむ承をむかへて

○天地袋といふを宇都宮市菅谷徳雁

あめつちの袋ぬいては世の中の幸もれなくも入れ友ぱとこそ
はや

○折にふれて千葉蛎兼坂秀嶺

洋髪のよし流行るとも我国の美風はみだすな大和撫子

○新年千葉牒金杉茂穂

○新年新潟聯土田朝男

何んとなく嬉しきことのあるごとくこの己の年をたのしみに
しつ

・ばつらつの意気みなぎるか潤立の第一年を今朝は迎へて

○かりがね秋田市妹尾馬之助

かりがねを後三年畔に仰ぎてはむかしのいぐさ偲ば虹にける

とも

○船出蹴山蝶霜藤二一

南米に移り住まむと家畢げて同胞船出せりた買幸所ろ

〔21）

1

だより

○︑
弘道

割田斧二

大橋越央子選

尼子
金杉茂穂
香川越路
繁輪漉山
奈良原春風

富山越

東京徐風

枯芝に早や地の春の息吹きけり

千葉春

茨城静

ノ

春市
丘南
秀峰
吾↓山
奔風
狂辰
奈美子
椿翁

千葉秀嶺
越後良介

十人の孫にこやかに家の春
裸木に川の懸れる夕日かな

蛇穴を出て遠足の列素る

漢文の賀状舞ひ込む年始め
初日影添へて川川度祁の松

今年もつもらでうれしこしの雲

黄金なす色こそよけれ耐毒草

川茶花の日和日裏と鴫きにけり

初東風に面あぐるや筏守り
浦〃の雲なき丘や初日の川

寒夜咳く吾子に湯気立て洗面器

昨日供出済み勤労感謝記念日

東風吹いて凧のうなりのきこゑけり

機嫌よく雑煮三Ｈの彊春ぶり

御園生の黄菊一輪萎みけり

恩ひ川の御川始といふととも

諜算復活交渉をもて御用始

次雅弘道文苑原稿締切三月十五日限

越央子

甫

村

新年の初消息とも先生の放送を聞く族に居て我は

秀逸

薄雪のか上れる若菜摘みにけり
書き初めの遅しき筆執りにけり
椅子窪し吾子の出を待つ畢塾曾

初暦正しく掛くる柱かな
出勤の道に初雪の詩を得たり

佳作︑
突堤に焚火青つる釣師かな
初雪の低き街並旭を上げぬ
礎りたる一人に親しかいづ釣り
師の詠める涜木綿あだに植えまじと

初ラジオ一家唱和す園家かな
積藁を背にして暁けり幅毒草

料亭の狭き玄開の鏡餅

玉城山薬玉

埼玉尼子

︑ノ

のヨ

ｊ︑

の毒
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』

夕ぱえに白雲す閏むまっぽき
黒塗の椀おごそかに七草かゆ

埼茨富千埼

祁奈川寂光

島玉玉玉島葉葉葉

『一当

干物に冬の陽はやくおとろへぬ
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十三夜竹影しかと窓にあり
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本含棄報
△力根氏芳志︒千葉蛎曾員力根恭司氏は本含

本含に封し会・琴肝側也今謹寄附さる御芳情を感
謝すぐ

△徳川知子刀自逝去︒特別命員元含長徳川達

孝伯夫人知子刀自は︑一月六日逝去︑享年七
十九歳︑刀自は皇后さまの叔母にあたられる

△新川支含芳志︒寓山蝶新川支称に於ては本

方であった︑謹んで哀悼す︒

に金百回寄附さる・御芳惰を感謝す︒

△青柳︑石原雨氏の芳志︒千葉撫含員青柳要

二十一日逝去︑哀悼に堪へず︑氏は西村含祁

△谷口氏逝去︒総身倉員谷口僻三郎氏は一月

含に余壷肝岡也を存附さる︒御芳情を感謝す

三郎氏は金壷肝側︑同石原勘一郎氏は余百式

拾側をそれ人︑本含に寄附さる・御芳惰を感
△荻原博士逝去︒特別含員︑評議員文畢博士

の甥に備り多年本命に誰力された方であっ

畢式の僻

記念式を畢行致します︒此の畢行式に常りま
して一言申上げます︒

今回︑日本画が平和僚約の致力︑謹生も愈

々迫り︑やがて凋立の上は︑向山閣家となり

正義と秩序を基調とし図際杜念に列すことと

相成ますが︑恰も人倫衰頭の今日に於て︑此

の時一鼻﹄︑幽民は大に自畳︑反省し︑杜含の

怖勢に雁じ人心の在り方を考へ︑葬倫の道を

共虚で吾々は日本弘通種の趣旨に基き︑滋義

昂揚し︑品性を高む寺へきであると恩ひます︒

る後︑因民生活安定の矯め︑平和と繁柴と幸

を大本とする世界の自主的道徳を軍重し︑然

幅とを剛り︑以て本命の目的達成に努力した

昭和二十七年四月十三日

いと存ずる次節であります︒

副支含長鈴木仙松

日本弘泣命︑東部支含

祇僻

鼓に陽赤四月裡花浦州なる佳き日に︑日本

弘泣含千葉螺東部支倉創立六十周年記念の納

とは︑私の誠に欣びとするところであります

含を翠げらるるに臨み一言祇酢を申上ますこ

凡そ事業が永続致しますことは︑之れ先韮

達が努力せる功努の賜であり同時に又之を相

せん︒然りとすれば党しく此等の恩に報ず寺へ

緬せる者の誰力によるものと言はねばなりま

と巾す尋へきでありませう︒今日諸君が常支宮

きば道徳を念とするものの忘るぺからざる逆

創立六十年を迎へて先づ物故せられし先輩各

て感謝の念を捧げられることは盃に美くしい︒

位の鞭を慰め又現存の功努ある人々を表彰し

）

６謝す︒

荻原砿氏は︑客臓十二月七日土浦市の恨海に

た︑識で弔意を表す︒

ｌ︲

支含重報

１１

て逝去︑享年七十二歳︒坤士は多年墜旦り本
十二月十日の告別式には本曾を代表して割田

含に誌力され功努多大なりしを哀悼に堪へず

主事出張せり︒

1

只今より日本弘通含東部支命創立六十周年

Ｏ東部支含報

に令息服部武氏より本含に金参昨側を寄附さ

令閏︑特別念員故繁子刀自の遺志により忌日

ご服部氏芳志︒元本含副酋長服部宇之吉先生

芳情を感謝す︒

本命に封し金四百脚の御寄附を恭うせり︑御

△小笠原氏芳志︒特別倉員小笠原長生氏より

△野間氏芳志︒特別倉員野冊左衛子氏は本含

｜

1

に一肝側を寄附さる︑年々の御芳情を感謝す︒

1

（

￨
△神谷氏芳志︒長岡市維身含員祁谷正治氏は

る御芳志を感謝す︒

趣

1

￨

道徳の賞践であって︑此の精祁あればこそ︑
・昭和二十七年四月十三日

より祇意を表する次第であります︒

ｊ︑

雑時昭和廿七年陽春四月鳥歌ひ花舞ふの時

吾が日本弘遺衝東部支含設立六十周年を迎ふ

るに常り誌に訴支衝物故諸先輩の功績を偲び

稲荷山西雲寺の精堂に新たなる祭域を設け富

愈長精鳩伊之吉翁︑同布施猫二郎翁︑同寺本

・支含設立者︑初代支曾長故渡謹操先生︑故支

麟司君並に故評議員︑青柳瀬治郎翁︑同石橋

篤二郎翁及び故副支含量宮野昌平翁︑同精鳩

て︑不肯等多年役員の任に列する故を以て表

回顧すれば吾が東部支衝は切端二十六年波

提の法養を管む︒

四氏先輩の精霊を諾し樺しく併果側浦護大菩

商木雄之助翁︑同木内正毅君外常支曾員一八十

彰峡を贈呈せられしは無上の光栄とするとこ
ろにして衷心欣快に堪へざる次第なり︒

藤樹翁︑同宇井太三郎翁︑同葡谷村裁翁︑同

田主事殿の臨場を辱ふし名春ある此席上に於

の式典を躯行するに常り︑酒井衛長殿並に割

誌に日本弘道曾東部支含創立六十周年覗賀

被表彰者の答鮮

祇園法人日本弘通命長酒井忠正

能く此の六十年の輝かしい躍史を作り得たも
のと︑深く敬意を表するものであります︒

今や︑ご承知の如く講和も目前に迫りまし
て愈々国家が燭立致しますことは誠にご同慶
の至りであります︒併し図家の前途を恩ひま
す時︑多事多難であって境の苦難は寧ろ今後
恩ふに祁幽復興の通は︑素より多称多様に

にあることを豊悟すべきありませう︒

亘ることで決して一朝一夕のよくするところ
ではあり玄せんが︑然しその根本となるもの

にして爾来歴代支曾長を始め先輩各位の指導

顧れば常支酋の創立は明治二十六年十一月

は︑先づ図民畢げて泣義を尊重してその品性

宜しきを得て衝迩愈々隆盛に趣き現含員は正

遥操先生が有志五十有余名と謀り支酋設立の

允許を得︑小見徳型敦寺に於て之れが溌倉式

を翠行せられ本命々祁西村茂樹先生の来臨を

吾が支含の愈同に臨場の柴耀あり︑而して今

辱ふし︑爾来鼓に六十年歴代の本衡々長又皆

今や敗戦の日本は漸く各図との講和僚約成

あり︑然りと錐も講和の議芳ぐその果を肱め

心混迷道義地に落ち誠に憂慮に堪へざるもの

今や経戦鼓に七年具に敗戦の憂目を喫し人

辱ふしたるは糊に禰支命の光莱とする所なり

を造墓するに常り本曾冷長酒井閣下の来臨を

華に六十周年記念絶命を開き物故先輩の功績

や支含員四百数十名に上り含迩愈々揚り今日

被表彰者総代菅佐原源治郎

昭和二十七年四月十三日

す︒

に酬ゅることを期す︒一言を述べて答酔とな

力を毒し本含の趣旨を蓮奉し以て今間の柴光

立して再建の途上にあり︑此際不肯等益々後

衛塊に堪へざるものあり︒

るのみ︑然るに本日の楽響に浴したるは誠に

ざれど此間不肯等は只疎々として含員に伍す

に五百名に垂んとする盛況を呈する至れり︑

を商くし︑優秀にして信頼するに足る日本人
であることが惟界に認めらる入ことでなくて
はなりません︒若し此のことを忘れては︑如
何なる努力も瞳の復興とはなり得ないことを
確信するものであります︒然るにその道徳の

愈々塵れたる図家の現状を狼ることは︑黄に
寒心に堪へないところで随て我壱の使命が如
何に重大であるかを痛感するばかりであり亥
す︒

恰も此の国家重大なるとき︑有力なる我が
東部支曾が創立六十周年を迎へられたことは

意義深いものがあります︒糞くは本日を記念

支含長追悼の餅

（24）

、

に一段と諸君のご壷力を幽家の篤め期待し心
I

日ならずして凋立日本として文化幽家の建設

識支含は麦酋長に菅佐原翁在任し其後寺本先

に遡遇し依て図民迩徳は危機に頻せり︑時に

含遼族の者に於きましても何とも巾上げ様な

ぞ地下に感泣し浦足すること入思ひます︒我

斯くもご町嘩なる追悼の有まで開いて戴き聯

鼓に私は遼族を代表し謹んでお澱を申上げ

い有難い次第に存じます︒

生︑高木先生等の支命長を迎へ図民純動員た
る道徳圃陛の最先鉾として進義的指導運動を

つ大なるを恩ふ時︑吾等は先誰各位の努力を

蕊揮せられしが︑翻って刺立縦時を恩へば催

に蒸進すべきの時に際命す我等の任焚に蕪且

興隆に捧げ思想の善導に文化の向上に男性せ

昭和二十七年四月十三日

ます︒

物故者迩族代表青柳蝿次兵術

日本弘道倉東部支含

Ｏ豊岡麦含報告

○岡常宥︺午後一時半より支含長邸に開く︒

拾一月廿参一日︵婦人部講演念並びに第三○

抜井副支含長の附命の挨拶あり︑割田主事徳

〃

拾二箔︑姉人部含員五輪七宿︒

ついてお話ｒ仁します・家庭生活を合理化す

生活の合郵化﹄１時間を上手に使ふことに

たが︑毎年︑同じ話ではと思いまして︑﹃家庭

います︒昨年は食べもののお話を巾上げまし

﹃りっぱな御綿介をいただき︑差かしうござ

共立女子大異教授徳山敬子先生

講演﹁家庭生活の合理化﹂

トクヤマユキコ

長洲命を陳べて維了︑散合した︒永倉者男子

雁答四十分︒鈴木すゑょ子氏謝僻︑繁田支含

中心に環に咽んで第三百個常命に移る︒便疑

山先生を紹介︑二時Ⅲの講演を雑って先生を

図として溌足せんとするの時︑新たなる酒井

．物故者遺族代表の挨拶

含員代表者野卒藤平

日本弘泣竹東部支含

巾上ます︒

鼓に念員一同を代表し謹んで哀悼の誠意を

に迩進することを誓って止みません︒

一筋に弘泣の綱領に従ひ迩義民主幽家の建設

式と物故者含員の慰蕊行事を醤むに術り唯な

首長さんの親しくご来臨を柵て六十周年記念

今や我が日本は講和催約の蕊敦に依る凋立

す︒

して吾冷含員の大に感鳴するところでありま

先輩の熱烈なる弘通桁祁に卿る偉大なる賜に

る盛況を見ることは是れ術に歴代支愈長及諸

か五十除名の愈員今や勝に四百数十名に達す

偲び愈々弘道の本義に徹し以て微力を邦家の

希くは各先輩の粘蝿吾等の微衷を亨せられ

んとするものなり︒

永遠に加護を垂れさユニられ給へ蕪餅意を壷さ

ず護で追悼の誠を致す諸精蕊それ之を享けょ
昭和二十七年四月十三日
日本弘逆含東部支曾

支含長高木泰三敬白
祭丈︹支含員代表︶

雑時昭和二十七年陽春四月の十三日を卜し
て日本弘批含東部支含赤季納愈と併せて樹支

倉創立六十周年記念式を器げ︑続いて初代含
られ故人の迩徳を偲ばせらる上は誠に意義深

長以下九十五念員物故者の慰撫法要を執行せ

き次第であります︒

顧れば吾が東部支倉は初代支含長故渡挫存
軒先生の創設に成り時恰も日浦戦争より日露

祭を畢行せらるＬに常り亡含員等生前に於て

日本弘通含東部支含創立六十周年記念慰霊

之が謹揚に塞捧せらる︑次で繕鵡翁︑布施先

は此上ない仕合せでありました︒然るに今又

色々と本曾の指導を仰ぎ修養を受けましたの

職役を綴て国民逝徳の頚敗に際念し粉骨砕身

られ更に第一次世界大戦より第二次世界大戦

・生等のご指導に依り益々弘滋の本領を蕊揮せ

｜

（25）

０

〃

るには︑妻ず溌定を立てることです︒議定中

日は最も小いきい草位であります︒人間は
工夫に因って光を得ることに成功しましたが
一日は二十四時間以上は貰へませんわれ︒働
いても働いてもいちばん小さい埴位は日でご
ざいます︒しかし︑一日︑一日では困るから
週へ持ち込む︒そ・して月の溌定表に持ってく

るのです︒障子の張り替へ︑錘拭きなんどは
年軍位となってくる︒それが積もって一生と
なるのです︒世間で﹁うっかり死ねもされな

的に使ふことはでこ星丘こん︒これをやってゐ

る間に︑なにをやらうかといふことをです

ね︒朝は時間はかかりま升一んが︑夕方はさう

簡単にはまゐりません︒干しもの︑風呂︑雨

戸︑夕飯焚きとなると︑なか︐Ｉ︑畦理が壷き

かねる︒新らしく︑女中さんがまゐりますね
米は磨いで三十分経たぬと煮られぬものよ・

のょと︑教へる︒三二日のあひだ︑これを先

外米が混じってをれぱ二時間以上漬けて置く

きに︑次ぎに何々と︑手順を定めるよう話し

て聞かす︒炊事部巌に一時間はゐるわれ︑雨

戸を繰るのはそのあひだに挟みなさい︒干し

に過ぎるから︑賞行のできるものでないとい

けません︒新僻夫婦が家庭生活に入るときも

同じこと︑笈行可能のものを選び考へて闘始

いふんです﹃先生︑わたし︑お嫁にゆくこと

しなければなりません︒教へ子が訪ねて来て

になりました﹄︒そこで︑遠慮なく訊くんです

のょ︒﹃地方？ェ︑東京︒間借りなの？一

階？それとも二階なんじゃない？﹄とね︒

へたくちやならぬのは︑水を汲むことの問題

わたくし︑新家庭を持つとき︑まつさきに老

だと恩ふのであります︒奥様がたのやらな︑

古る式春になられたかたに申し上げる必要は

ないが︑若い娘さんたちは︑ここから叩き上

いろ︑振返ってみると︑あそこは無駄だった

いまどきなら四時以後は絶封乾かぬと思って

まづかつたなア︑と患ふことが多い︒︑計識

ものは陽のあたってゐるうちにしまふこと︑

間遠ひないよ︑といふのよ◎手順を決めても

げて行か唯くちやなり霞誉んわ糎・ｌいろ

立ちました︒手順が決まり室した︒さて︑そ

憤れぬと︑事憾巧く錘が童せん︒ｌ澱定が

識定表に入れて冠いても︑替へなくてはなら

分と︑季節季節でやれる部分とがあります︒

はなりません︒仕事には︑一年中使はれる祁

は︑礎行し得ることのみにとどめ︑慾張って

に入れる︒一日の課定は淀行のできるもので

れぬよう︑並鮎を書いて︑その日ｊ︲︑の愛行

ぬばあひもございましてね︒主人の勤めが鍵

の巾には︑必らず︑重鮎があるものです︒忘

です︒十五分かかる仕・事を十分間で仕上げよ

なければならない︒出来ぬ溌定は立てぬこと

戸一可

い﹂などと申しますが︑人川︑いつぺん死な
ねばなりませぬ︒死ぬるためには︑紡祁・物
質雨面の用意が要ると恩ひますのよ◎わたく
しども︑自分自身の護展向上のために働くの
ですけど︑おほよその溌定が判らなければい
けません︒たとへぱ︑靴一足を癖くに十分︑

三足雪千五分であるｌといふやうに︑調
べがついてをらんと︑溌定が立ちませんのよ
こ段権へ︑三段権へで研究する必要があると
思ひます︒調べがつけば︑溌定を立てる一つ
の基準となる︒﹁いま︑いふにもあたらんでは

ないか﹄と想はるるかも知れませんが︑若い

議定を変行するために本鎮になりましても︑

りいたしますが︑勉めて礎行をするのです︒＃

ょ︒ゆえに︑或る部分は︑はいったり︑出た

はれば︑喪行要目も震はってまゐりますの
食ひます︒着物を着替へても︑直ぐ外出しう

うと思っても︑仕事のうつりかはりが時間を

へが起らぬのです︒次ぎは順序です︒課定が

るものではない︒時間といふものは︑瞬く間

人は︑喧しく叩きこまぬと︑選定立案の心棒

立ちましても︑瓶序を決めぬと︑時間を錘済
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ですの︒小物が深しものの封象であって︑家

庭と時代とにより趣向は建ひますが︑物の蕊

日本では邪魔が多うござい吏してね︒第一が

深しもＱｌ太郎達︲ろは論ったけど︑君

蝿はしたいものです︒第二に諜定してない衆

や︐誉れ霞登

大邪魔な人もありますが︑このこと︸一つ喪行

杯出きたい﹄と︑親類中を胴れ廻るいやあな

ればできると恩ひます︒﹃あそこでは︑お茶一

る勤然がないとやれませんのょ︒御協力下さ

はれものになりません︒断然︑恩ひ切ってや

とにしようや：：．と決定すれば︑婦人界の職

わら

前中は主姉は忙はしいから︑お瓦に訪ねぬこ

のあることとて︑簡単にはまゐりません︒午

分一人の改善はすでできますが︑耽交は相手

が最後︑よう︑仲直りはできませんのょ︒自

んね︒あまり︑すげない雁待をすれば︑これ

ると思って︑伺ひ霞しこ

れば来ないが︑﹃奥さん︑日曜にはゐらつしや

多いんじゃない？友↑達同志なら︑ゐぬと知

祥が多い︒この鮎︑東京よりも田舎のほうが

子ちゃんのがないｌ︑まったく︑腹が立つ
わたくしの輝鹸では︑大きなものは忘れはし

要らんところを探し廻って時間をとられる︒

ぼたんこは迷

ない︒座茄剛︑籍などは忘れませんが︑小さ
いものは︑まま︑行方不明になる︒釦︑峠な
Ｌ室

ど⁝⁝︒破って冠いてさへ忘れるのですね︒
くげ

置いて忘れた︒わたくし︑家庭を持つと︑忘

針純に︑総統幾王︑紺針何本と決めて入れて
かだ

したわ︒主人のも受持ったところ︑主人は︑

れっぽくなるものかと考へて哀しうございま
わたくしに聴けば︑なんでも判るやうに思っ
てをつた︒冬はマスク︑夏は扇などが︑いち
ばん判りかねるやうになるも︑のょ︒状袋の下

ウェーター用ポダン六つと書いて盃くとよ

半分を切取り︑けい子のボタン︑ゆき子のス
い︒スナップは紙に孔をあけ上下から朕めて

第三は︑子供があると邪臓になる︒わたくし

し合ふだけでも︑生活に除裕が閃て来ます︒

になりました︒やがて︑子供が瞳似て︑菓子

子供を育ててみて器｜んない恩ひをしました︒

置く︒これだけでも︑脚分が笈行してから架
の明き箱を利川︑手前の方へその放川を書い

﹁危ぷない危難ない﹂から﹁はひはひ﹂し出

てみました︒一つのおもちゃ︐で幼兇が遊票の

あくした一方の端しを柱にくくりつけて育て

したとき︒幼児の腰に幅庚の帯を結び︑長が

て三つぐらゐ正ねた︒しかし︑手前に書いた
だけでは︑物を元迦りに入れない︒誰が使っ
たろ？︑と犯人探しに忙しいので︑横︑縦︑

長︑短︑雨面に書いたら︑よっぽど党しいん

江寺一いぜビエー分ですが︑︲これで︑一時間ぐ

日もあるだらうし︑時折︑くくりを解いてや

らいは巧くゆきす︒子供だってや気分の悪い

るのです︒ロシヤのやうに共同の虚で︑プロ

フェッショナルの人が附いてゐて育てるのは

癖をつけちれたんでは有難くはございませ

経済的ではあらうが︑無催唱やりつ放しの

一つの公共事業であるから設術を完全にしな

ん︒保育はいろいろな境遇にある兄童を教へ

ければならない︒日本の子供は︑狭い図なが

ら︑制合に善く育ってゐます︒蔭に母の犠牲

が多いからです︒龍んだ子枇を育てるには︑

いふにいはれぬ努力が喪る︒男なり︑女なり

てる亀ので錯一うれえ︒雛四が鍵鍵蛎紋ｌ︑こ

赤ちゃん節一雛は︑どなたにも祁輝過敏に育

れは︑溌定表の中に這入らぬ︑はなはだ面白

からざる事故であります︒大都含には︑識想

は廷りさうよ◎この泌には馬がゐる︒注意し

しえないことが多い︒迩畢の子供に﹃あそこ

てね﹂と云って世くと︑そのとほり︑韓んだ

り泥水をはねられたりして蹄宅する︒突溌蛎

故は︑桁紳的に物硬的に打華を典へるもので

ありまして︑夕方︑御飯の時に︑家族ともど

ると︑突焚事故防止にきき︑があります︒以

も︑﹃今日は何もなかったか﹄と︑話題に持寄

︑ノ

ワー
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上︑溌定の賞行を邪魔する四つのものを除く
には︑夜︑寝床で︑けふ一日の議定は︑能く

寅行出来たか︑どうか︒無駄があったか︑な
かったか︒と反省をしなくてはなりません︒

疲れてゐるときは︑そのあとの続きを︑五分
間︑起きるまでに老へる︒反省することが最
も大切であります︒ここまで来て︑始めて︑

光彩陸離たる輝きが出てくる︒一年やり︑二
年やり︑三年やれば三倍になるから︑四年や
れば良い溌定表が出来︑習慣となって︑最後
の花が咲く︒習橘となり︑時間を齢すことが
出来れば請書を奨めたいのです︒新聞︑雑誌

著書︑いづれでも結構︒一人でも賛成者を得
れば嬉しいんですの︒本を読むと気分が明る
くなります︒﹁あょ︑世間には︑かういふ人も

あったのか﹂と元気がつくんですのよ・時間
のくりまわしをうまくすると︑一生のうち︑
︑︑︑

どれだけゆとりを得られるか判らない︒日日
の単調生活に鍵化がついてきて︑家庭にうる
︑︑︑

ほひが出きくる︒﹁あょ︑妻も︑ぽやシとして
ゐたんではなかったのか︒さうか︒﹄めでたし

めでたしとなって︑主婦が︑ギラッと輝いて
まゐります︒御清聴を感謝します︒﹄︵拍手︺

○秋田支禽報告
昭和二十七年十二月十四日午後一時半︑第

百七十九回例含童曾員三浦畑四郎君宅に開

催せり︑室内に本含要領掲げられ蝿谷玄心老

師初め︑川村西田雨先生︑繁田園主人︑東山︑

宮野︑佐藤諸請次で見へらる︑定刻常日講演者

平揮四子男氏︑牡愈事業と青少年問題に関す

る最近旋行禰察談あり︑山形螺稲岡町に於け

る各村状況︑それより上京衛路の出席せる同

曾議に重要なる事項を調査研究せられ︑其模

傾聴せり︑茶話倉に入り︑念員各自の意見あ

様を聴取したり︑尤も有益なる講話にて一同

り︑不良鬼童の指導は︑各機開の施設に排ひ

一層営局に要望せらる入ものあり︑談︑仲令
に毒きず︑営日は快晴秋日和暖く︑和気露々

秋田は一夜に︑大雪となるも現在積雪取挑

裡に︑四時過ぎ主人の好意を謝し︑退散せり
は券蕪分を呈ぜり︒

繁田園主人の繁田慶次君九州覗察談にも先
方は家庭婦人極めて質素にして秋田人の冗
津に比し笈に意外とする庭全閏螺下位に居
ながら鑑戒とすべきこと也

食ひ倒れ着だほれの秋田人気候風土の相違
もあるべきも大に自省を要す痛感せざるを
得ず︒

○成木支含報告

毎年一月十五日成人の日の覗賀式は︑従来

常支含に於て主催し束りたるところ︑今年は

教育委員倉に於て主催することとなり︑常支

命も之に参加祝酒の寄贈及本含溌行の新しい

澱法の附呈を決定︑同日午後二時役場命議室

に於て開式︑村長の式僻︑教育臆宇郡木氏教

育委員命長中島氏常支含長萩原氏の覗餅に次

ての挨拶︑成人代表の答僻あり︑一向起立乾

で︑中村芳三郎氏より新しい憩法贈呈につい

杯して閉式︑教育委員念より参列者一同に紅

−月十六日午後二時より・成木小畢校に於て

白菜子の折を︐贈られ︑午後三時三十分退場す

佳例により新年・お茶の街開催︑祇園濁立第一

岡の新年を迎へての慶びを共にし︑二十八年

度事業計識等につき極々懇談︑弘通精祁の普

につき意見交換獄を壷して午後四時閉曾す︒

及徹底を申合せ︑向政治輝沸産業等の見透し

縄曾の録事

○川越支含報告

言開催の日時と場所

昭和二十七年十一月二土一日︵土曜日︺

午后三時より於中原町公民飴

二︑出席者名︵敬稚略︶三十五名

評議員存と同一人に付省略

三︑要録

○座長大河内要三氏か川越就震園砥画法人結
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成式塞行のため座長を佐冷木文蔵氏に交替

Ｑ割田主事
伝あ理解が身についていない︑家族制度と

る黙を正しきに戻すように考へている

一般から右翼閥樫という見物万をされている

日本弘通念も其趣旨を周知せしめるように

仕向けたい

座長挨拶の上縄含議案を一同に諮った虚出

国民性の美鮎を見出して青年に知らしめる

しても

親などドウでもよいと老へる青年は内容を

文化又は古美術を理解させるようにしたい

れている

がある︑占領下に公平なるべき憲法はない

動的の教え方である︑枇含思想上不審の鮎

一歴史︑人の逆として教育したい︑現在は反

の逆が修まるので毛牡含科を分解して地理

し歴史達味解して後に郷土愛が身につき人

やはり郷土を愛するのは郷土の地理を理解

てあるのは虞に情ない

牡曾科としてツカミどころのないものにし

戦前︑地理歴史︑修身というものを今は

それは多分に過ります

くい割田主事

地理的開係で大陸と島幽との比較は

Ａ千葉律之氏

はよく理解している

ない︑只悪しきを改めるのが進歩である事

六十年位で古き噸︑古きを鑑賞する眼識が

ーカには歴史がないあったとて百五十年か百

アメリカ国民は古美術を賞美する︑アメリ

Ｑ割田主事

西欧は言ひはしないが世界各図ドノ園でも

が︑青年は法の改正によってものを趣く硯

たもの又何千年来の信念は震るものでない

占領下に於ける州巳むを得ないと思ってい

混乱を来たしていて嵐に遺憾に堪へない︑

来の日本民族の信念が法律候文改正により

民法に於て親族法も相績法をも考へる昨蕉

国自然の通である︑
Ａ千葉律之氏

子が親を大切にする事は鍵りない孝行は各

諺へ種いからで親と子Ｉ孝行という率は

席者評議員首出席者と同一人に付評議員倉
と縄含を兼ねて開催し議了した事に致した
いとの提案に一同異議なく賛成して午後三
時十分縄倉を附含した
引続き座談曾に移った
座談含錐事

挨拶と講演本部制田主事︵蕊添一瞬奉読︶

司含山田副支含長
座談末延一二三氏謹言
Ａ道徳と須塊については占領政策が堅すぎ
たように思はれるが何か深く考えられる鮎
が多々あろうし叉本部の遠腫ない意岡を示
されい

で何物からも迫害を受けた事がないので初

今は復古にあらずして正しきに戻るべきも

が虞に身についていないし︑簡単に老へら

樫く考へている︑特に憲法の改正は其理解

めて知る敗戦を絶封的に考へていることが

のと信じる

勢が足りなかった︑士蕪が振はぬのは今ま

Ｑ割田主事瑞穂図としての日本は今まで苦

情けないので冷静に底力を作るように進み

親は子供の抜け殻と言っている事が青年に

種々改正して是なる鮎を助長し育成し否な

る運動が必要であろう

ラジオや新聞による不建全な失言を抑制す

ウケる︑という事は親を唖んずることになる

精刷
祁通勤を 養うようにしたい
たい︑そこで縮
何世紀の苦心を以て築き上げた日本の建図

Ａ須田甚作氏江田徳澄氏

が伴わない理不謹の傾向が多すぎる

以来の結果から見て︑模倣しすぎたり内容

）

（

され︑島根螺教育念舘の本日あるも翁の力が

川︑笈に二十有六年にわたって︑誰された︹委

を供へた︒維って源田博士の子弟としての︑

細のことは脱餅にゆづる︺また︑翁には︑夫

教育基本法中にも寓函共通の黙が特に催文

毒翁の自蜜の歌及び感謝の砿の批露があっ

人順子刀側︵十六年前六十九才にて他界せら

預って大なる忠のがあった︒後︑日本弘道倉

た︒それから︑衆行者の胤己紺介があり︑興

松江支含幹事として︑また︑支愈長として︑

味津々たるものがあった︒この日︑松江地方

れ蝿夫人にして和歌の通に長ぜられた︶との

追想談があり︑主賓正井翁の謝餅があって︑

幽詰が充分に理解出来ぬ圃民に文化はない

は︑寒波襲来して︑堪え難い寒さであったが

才︶は︑軍図熱旺盛なりし頃︑陸大を卒業︑

間に︑三男あり︒長男たる正井義人氏︵六十

中に取上げられてあるのは如何なる指示だ

図語を充分に理解するように方針を樹てそ

束念者の気魂は︑寒さやなんぞ吹きとばさん

大東亜職には︑累進して陸軍中謄となり︑金

大に霊捧せられ︑現今は︑顧問である︒その

うして一つの信念を培うよう若人に仕向け

許りで︑弘道精脚の高揚を話し合ひ︑愈々相

時局感想談あり︑田中翁の呪歌則讃︑正井米

る要があろう︵了︶

雁呼して︑斯逆のため︑識しあふことを誓ひ

開宴した︒原顧問の追想談︑佐川雨人翁の︑

長時間熱心な御協力で座談曾を連管させて

津帥圃握︑済州烏司令肯に︑親袖せられた︒

る事はあり得ない

頂いて得るところが多かった︑特に本部よ

あった︒時正に午后五畔︑正井翁と支曾との

現今は︑扶桑相瓦銀行出雲支店長として︑活

ろうか︑漢字制限をして国語を充分に育て

り酋長代理として割田主事の臨席を得て倉

寓歳を三唱して︑散肯した︒なほ正井翁から

司含者

の盛大なるを見た事に封して感謝の言葉を

躍︑三男二女がある︒次男勝浦氏︵五十八才︶

は︑東大法撃部を卒業︑司法肯となり︑儀之助

金子一封及祁菜を一同へ寄せられた︒

田山麓に︑瓜令の蕊を塞げられ︑家は代々武

正井顧問似︑慶雁二年八月二日に︑松江躯

捧げて四時三十分閉命を告げた
この錐事に封して責任を持つため鋒事︑署
名をする

長︶の後をつぎ︑和歌山地方裁判所検事正の

翁の義弟︑安達駿三郎氏︹元札幌控訴院検事

として同地方に活躍中︒また三男丈夫氏︵四

時︑パージに引かかり︑退職︑目下︑蕪護士

士として︑藩侯松平氏︵元弘通酋長松卒直亮
伯の家︶に仕へられた︒そして父君は︑維新

十五才︶は︑京大法畢部を卒へ︑大阪の素封

後刀槍を投して︑田地を自ら︑鋤鍬をとって
耕された︒翁は︑八才にして小畢校に入り︑

品製造業に︑活躍中︒

家高山家を継ぎ︑目下︑その家業たる︑繊維

署名人大塚哲太郎圃

三十三年間︑育英の業に従はれた︒その間︑

なほ︑この日記念寓丘をとったか︑束含者

数へる︒

右の如く家述隆昌し︑孫十人︑曾孫三人を

廿武才にして︑師範畢校を卒業せられ︑前後

記録人森田疫圃

昭和二十七年十一二月十二日

○松江支倉報告
一月十八日午前十時から︑支倉の券季懇談

命をかね︑本含顧問たる正井儀之丞翁の米毒
祝賀官を︑城山布袋鮪で開いた︒平井幹事の

り数度の表彰を受けられた︒後︑島根蝶教育

優良技長として︑文部大臣より︑叉島根螺よ

含常務幹事として︑八年間蛎下の教育界に壷

開含の挨拶︑脊山支含長の祝跡朗讃後︑祝賀
の謡曲の朗詠あり︑祁賀の赤白の餅ときかな
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曲げ

一同の代は禰田博士が師迩感謝の意を表して
寄贈せられた︒

束愈考は︑正井俵之丞顧問︑青山支含曇︑原

川良一︑豊島成蹴︑森脇貞吉︑胴間賠吉︑

顧問︑石倉俊寛︑佐川雨人︑田中融︑長谷

佐々木一一刀︑祁田金一︑佐藤識︑瀧川亮︑

酒井禰子︑平井常浦の十六人
覗僻︵別紙ノ通︶

祇歌

正井翁の歌
自覗米寿⁝よはひのみ︑つみかさねえて︑いつ

しかも︑米てふとしに︑入りしうれしさ︒
数ならぬ︑身もあめっちの︑みめくみを︑
浴みてかさねぬ米の齢を︒

そ︑恥しき米の齢を︑けふはほかれて

感謝米寿覗賀⁝さして世嘱いさをたてぬ
田中融翁の覗歌
わき出て上︑つきぬ満水の︑千代かけて︑

平井常浦翁

いや柴えませ︑正井先生︒

迩のために︑君かつみゆく︑いさをしは︑
よはひとともに︑つきつやあるらん︒

和歌の浦に︑集めし玉を︑よれのとしの︑
のちの千歳の数にとらなん︒

祇僻

日本弘逝含松江支含顧問正井儀之丞先生は
教育を以てその天職とせられまして没我献身

日本弘通称松江支鐸管長青山雁

昭和二十一ハ年一月十八日

みなをよみいれて⁝老松の︑姿うつらふ︑︐正

平井千代枝刀自

井戸の︑浦水はくめと︑永久につきせす︒

祇含有川の人材を育成遊ばされしかも本螺斯

の錬成高揚を主眼とする弘逝粘祁は邦家基盤

界の先達たる令器を陣されて居ます加之人迩

○

折句にて

○

の弘化州たるべしとの信念のもとに多年本支

００

米とｒ菅﹂とを⁝よろつょも︑ねをはり茂る

町公民館に於て開催す︒蒋藤支倉長の附含挨

十一月九日午後二時より第四側縄含を渦川

Ｏ新川支曹報告

ゆる哉︑苔のみとりも︑ふかき老松︒

平井常満翁⁝千代までも︑柴えん色の︑且

命

．つ上︑いさのほりませ︑九十路の坂︒

平井千代枝刀自⁝百年の高峯を近く︑仰ぎ

なほ︑覗朕として

た︒

長︑自宅訪問１掻詞と︑金子壷封をさＬげ

し︑余築金一翁の︑九十賀として︑青山支含

なほ︑松江支有の愈員にして︑元市議たり

○

愈長として挺身誘導に努力紡進せられ今し顧

野の松唱としより多く︑師はいきませょ

○

問となって術に助長の溌かき手を延ばされっ
入あります︒

古語に山間きが故に尊からずとありますが
先生が華に芽出たく八十八の高齢に達せられ
ましたにつけて衷心よりその御慶びを共にい
のは彼の満山秀嶺に生きｊ︑と繁茂する樹木

・たしますとともに︑．特にその尊さを感じます

に例ふ︑︑へき賦念的御貢献の偉紙を仰ぎ見る事

笈に由来致すのであります︒

かくて私共は日本弘通曾の一員として叉御
此の御吉慶に念し更に景仰感謝の誠を捧げま

懇篤なる薫陶を受けました子弟の一人として
すと共に多難なる蒋建日本の紡祁的指南者と

拶に続き渡遥幹事の倉務報告や伊藤幹事の念

付質問あり︑之に開通して城戸氏より本称の

含貝石黒氏より本支含員の地域分布状況に

・議に入る︒

計報告あり︒次に成瀬剛支含曇議長となり脇

して御長生下さいますやう念願いたす次第で

あります︒︑
正井先生の御米毒を
対が米毒ぞいとも尊き

世の儒に心の職を作り束し
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つまりは日本は自由主義世界の一員として寄

立が幽内の封立をもたらしている現朕を語り

で一百有鹸の支曾設立を見たことであります

へることとなり富した︒爾来相縫いで今日ま

都宮支念が創立されて・から既に六十五年を数

精祁を普及徹底せしめるためと︑念員相互の
知識を深め且つ親睦を断るため︑支愈地域曾

て︑その悉くが今日策えて居る課ではありま

の期待に雁うべ堂であると結ばれ約一時間半

せんが︑今日依然として存績し︑又活躍して

奥すべき責任と義務を有し︑更にアジヤ民族
に亙る極めて懇切︑有益なる講演は参曾者に

居る支曾でも︑京都支宙が設立後六十二年︑

あったので本年度はその方針を以て計萱する
こと上なった︒遥々臨席の本部割田主事より

名︑遠く富山︑襖井よりの参首もあり淘に盛

多大な感銘を奥えた︒箭日の出席者は約三十

場持廻りを熱烈に提唱あり︑大多数の賛成が

も城戸氏の郷土研究を生かし小集含でもよい

含であった︑雑って講師並特派講師詮中心に

が︑その間世の常として柴枯盛衰があり富し

から度々開催されたいとの提案に賛意を表さ

︹東部支含は昨年盛大に六十周年の記念大倉

れ︑埼玉螺豊岡支命の活動状況を引例して郷

松江支含︑千葉媒東部支愈等六十一年ですし

土を愛することは測先を敬することであるか

有志の小宴を催し有意義に本日の日程を維了

あります︒

添へまして︑今後一層の御指導を所る次第で

ものがありますので︑除白を得たま上に書き

ったかが思はれ︑その感じには量り知れざる

間の人々の霊力が如何に容易ならぬものであ

間も縫績して今日になりましたことは︑その

して︑兎にも角にも此のやうに支曾が六十年

支曾創立六十周年に相常して居ります︒かく

支曾︑千葉螺野田支含︑欝山螺射水支曾等が

りしました︶本年は埼玉蝶豊岡支含︑同深谷

を催し︑物故含員を祭り︑功勢者を表彰した

じた︒

ので︑一支含であまり長い記事になることは

の現状では︑弘通も少頁である外ありません

いのは御尤のことに述ひありませんが︑月下

のの記事でもある課ですから︑詳しく掲げた

諸君にあっては︑常然興味を以て領まれるも

の全記録となることであって︑所属支曾員の

それ７ドーの支曾にあっては︑支含の作る歴史

哀でもなく︑本含の歴史の一．頁であると共に

すことは何よりです︑この支蓉記事は︑いふ

業報告が重なりまし丈︑非常に賑かでありま

○この月の支雷報告は期せずして各支含の率

ｌｘｌ

ら︑大いにやってもらいたいと御指導を頂い
た︒それより制田主事股の本部報告があり︑
弘通精祁の普攻の困難さと之に伴う輝醤難に

開し継々御読明があり︑斯かる状況にも拘ら
ず東奔西走濁立日本の精祁瀞化に謹捧される
涯含員お互も一層斯遊昂揚に努むくき決意を

ｉ本部常局の御努力に封し深く敬意を排うと共
新たにした︒・

績いて東洋史研究の椎威たる富山大肇畢長
鳥山喜一先生の講演﹁世界の動きとアジヤの

将来﹂を傾聴した︑先生は﹁日本弘逝含は前
から知っていたが新川支含は地方的なものと

思っていた︒弘滋も一時購読したことがあ

御遠慮を願ふほかありませんから︑あしから

せられ︑﹁世界の動きをいつも心にかけてお

○明治二十二年五月︑本曾の第一支含即ち字

ず御諒承の上︑適常の長さに御願ひ致します

る﹂と述べられその奇縁に親愛の感を深めさ

くべきである︲一との糎鮎から二つの世界の封
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１１
金日生ロ

一金登肝側也︵本含に寄附︶

千葉峠青柳要三郎

一余百武拾川也Ｑ︺
市川市禰脈勘一郎

一金登肝川也？︺
東京都野川左術子

一金川百側也︵参︶
静岡蝶小笠脈僅生

長岡市祁谷正治

東京都服部

一金参肝川也︵飛跡釧蔀噸涛郷郷唯︶

一金参肝側也︵寄附︺

一金登肝剛也︵多︶

耐山蝶新川支称

○編輯後記
○銭に昭和二十八年を迎へ︑一・二月難の細

輯を絵りました︒本雅は河野先生の論文を巻
頭に飾り︑その他は随感的な親しみのあるも
のを拙げることと致しました︒他に議定した
ものが数鯛あったのですが︑それは目下大流
行の流行性感何のため遂御執雑が不可能にな
ってしまひましたことは残念でした︒

○御承知のやうに仙界を池じての棋雑不安な
状態の一部を我をも背負はされて︑新年を迎

へたことですが︑さて今年はどうであろう
の一員となったといふ自昼の下に︑信頼され

か︒我々も天下晴れての潤立閲として︑仙界
る剛家︑図民となると同時に︑胤主自愛の剛
民となる努力こそ蛾も緊要事であると恩ひま
す︑少くとも我を本年の肌命教育の目標はこ
Ｌに極かるくきであろうと信じます︒

○本流は各支部の報告班項が浦載となりまし
た︑これは漸く各支命が活躍し出したことを
物語るものです︑本命の愈勢も愈々披充され
−つつあります︒昨年度二・三の支命が設立さ
れましたが︑本年も既に二・三の支含設立が
諜定されて居りますことは御同慶の至りです
○休地のため雑誌の溌行は術分後れることで
す︒御諒承を願ひます︒

武

割田斧二

振替口座東京皇軍番
︐日本出版協含含員番雅Ｂ一言完

電話九段九番

癖蔀廻日本弘道宮

東京都千代田腿西祁田ニノ一

印刷所︵東京豊ｅ共立杜印刷所

東京都千代田歴祁田祁保町三ノ十

印刷人春山治部左術門

東京都千代田瞬祁田祁保町三ノ十

溌行兼
・編職人

東京都千代田腿西祁剛ニノー

昭和二十八年二月一日蕊行

１１

本命編桝部へ御相談を乞ふ︒

○本誌庶告の件については︑

側封入の方に送付す︒

する外に称々の特典あり︑規則書は郵券給

をとること︒愈員には雑誌弘逆を無料配布

一ケ年含数余百威拾間を桃込み入倉の手績

弘道倉入含手績

弘道蓋憤一冊金参拾圃也

1

〜

日本弘道会礼法研究調査委員会

新しい鰐法

目

族館・ホテルおよび汽船

次

容姿
服
装
あいさつ
談
動話
作
物の収扱
食
事
道
路
交
迦

ヤ
ノＬ昼忌
金副刻イノ域上

第一章
第二章
第三章
第四草
第五章
第六章
第七草
第八章
第十章
公衆の場所
社寺・教会

夕食会・昼食会
お茶の会・園遊会

白玉︷至

古来の伝統と美しい慣習と

東京都千代田区神田小川町1の10館一公慨社内

を尊重し︑しかも今日の実

新しい礼法刊行 会

情を十分考えた新しい﹁礼

発行並びは申込所

法要項﹂が必要であるとい
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