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親子の情は天性なり︑測り人
類のみならず︑哨乳の動物は皆
然らざるなし︒故に喋々として

人に孝を教へざるも︑自然に孝
を行ふくきの理なり︒然るに世
上に不孝菰る者少なからざるは

何ぞや︑他に孝を妨ぐるものあ
ればなり︒余世間の不孝と稲す
る者を見るに︑天性不孝なる者
は殆んど稀菰ｊ︑大抵他の妨害
を受けて不孝となるなり︒其の
妨害の鼓も大なるものは︑酒色
財の三者是なり︒故に能く道を
教へて︑此の三者を食愛するの

念を薄からしむるときは︑孝を
奨めずして︑ 自然に孝なるべく
兼て其の他の罪 悪 を も 橡 防 す る
Ｚとを得くし︒︵泊翁先生訓︶
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報恩と感謝
伽教などでは︑人間がこの世に生きるには四つの恩があるといっ

の人は︑かうした徳目は封建的だといふかも知れないが︑植物のや

て︑天地の恩︑剛王の恩︑父母の恩︑衆生の恩といふことを説き︑
或は国士︑父母︑師友︑穂越の四つなどをも塞げている︒或は今日

ぅなものでも︑生くるからには︑光線とか︑熱とか︑土地とか︑肥
料とかいったものの係件がなくてはならないが如く︑人間にも勿論
いふところの四つのやうな傑件がなくては生くることの出来ないの
は言ふまでもない︒

ところで今日の人は︑ともすればそのやうな生くるための僻件と
いふものの考へが運２﹂来てゐてそれらのものを或は蝦なる自然
の理性だとし︑そして我々の生くることは︑叉樹然の椛利であると
いふ風に考へ勝ちのやうである︒だから天地も︑父母も︑衆生も︑
師友も何かある︑常然のことであり︑自然のことでとな２﹂来る︑
このやうに物の考へ方が︑すべて理肥で割切２Ｌ︑そして勝肺的で
なく単に物としての開係に見るといふこの天地の卿方︑人生の卿方
といふものも一つの方法であるけれども︑果していかがであらう︒
若しこのやうに見ることがほんとうであるとすれば︑人間には宗
教もいらない︑交畢も謹術も苦楽もいらない︑道徳もいらない︑た
鱒理●智さへあれば聯足る認であるが︑しかし人川にはその他に怖や

意志といったものを生来平等に有２Ｌゐる︑そしてこれを全く不要

それを何等かの意味で慨仙があるとしてゐることを物語るものであ

うでなくては書けないが︑このことは理屈だけでない世界を認め︑

らう︒私たちはこ上に何んでも生くることを自然理法と権利で割切
る老へに無理があるとするのである︒

今日の人為とても瀞もとより天地・父母︑そして衆生︑師友とい

ったものの傑件にょ２Ｌ生れ︑育ち︑そして生きることを免れない
が︑それを恩と考へ︑恩であるからこれに感謝し︑これに報いろと
云ふ術を考含﹂いない︒父母とか師友とかいふものは︑如何にも典
隈的な直接交渉を持つものであるが︑その開係さへ︑常然とし︑便
利とし︑得だからとしても︑情の上からして恩とし︑感謝するとい
ふことでないから︑利川することはしても︑用がなくなるとか︑或
は死ぬとかすればそれでお了ひと老へる︒この間も故幣陳元荷相の
三年忌に墓前祭をしたその時︑生前は多数の人が世話になり︑厄介
にな２Ｌ届るのに︑常然参列すべき者も齢り顔を出さなかったので
未亡人は心よからず︑その夜の追悼曾には出席されなかったと新聞
に出てゐたが︑政治家などは︑今日の離合集散ぶりを見ても判るや

うに大方こんなものと忠ふが︑しかしこれは駆界・財界・教育界と

のみ限るといった風ではあるに上Ｌも︑報恩︑感雫湖の念は損得を越

あらゆる方面でみな同じ風であるやうである︒そして寧ろあまり知
識階級でない減曾の方が︑よしそれは封建的で︑軍に自分の師友に

を全世界と老へる封建性は改め一﹂ゆく必要はあると忠ふが物部を非

えてや氏行はれて居ると恕ふ︒もとより私たちは︑我が親我が師友

情に権利なりとして理刷と闘争の世界に考へず︑もつと傭味的に

なことであると忠ふ︒︹知己庵︺

隙蕊雲増蕊蕊溌

なものと割切る課にもいかないとするところより︑それぞれにこれ
を側か堂﹂もゐるのである︑某作家の共産主義者は︑僕は小読を書
くときだけは︑共琵主義は忘れて了ふ﹂といってゐるが︑それはさ
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跡推長曾前田堀
（赦所氏郎治源原佐稚）

堀田前含長年譜

堀田前曾長は︑明治二十年十月二十一日に︑東京市麻布匠龍土町に︑子爵鍋島

日︑二十三歳の時︑雪千葉螺佐倉藩主伯爵堀田正倫の養子となり︑名を正恒と改

直柔︹母は輝子︶の二男として生れ︑直言と解した︒後明治四十二年六月二十六

めた︒翌同四十三年六月三十日︑第一高等畢校を卒業︒而して同四十四年一月三

正倫二女和子と結婚す︒

十一日に義父正倫伯逝去により︑鼓に家督を相綾して蕊爵︑此の年十一月十七日

越えて大正四年七月九日︑東京帝闘大畢法翠部政治科を卒業し︑同七月十日災

族院議員に営選︑議員中年少者たり︑同八年四〃十八日には欧米覗察のため出謹

し︑同十年一月十六日に約一ケ年九ケ月の族を維全Ｌ蹄朝︑直ちに海堪参事官に

十四年十一月十五日に伯爵伊達典宗姉秀子︵現夫人︶と結婚︒同十五年三月三十

任ぜられしが︑翌十一年八月一日辞任︑同十二年九月一日には和子夫人逝去︒同

御蓋力を戴いたその功績は︑木曾の歴史

五年七月一日には正三位に銭せられる︒更に同十六年四月十八日には︑徳川達孝

には海軍政務次官に任ぜられた︒叉圃九年四月二十九日には勲二等瑞雷章︑同十

而して同六年六月三日には︑大日本農曾曾頭に推され︑この年の十二月十五日

二年九月二十六日には︑帝国農曾の特別議員に推さる︒

一日には紺綬褒章の下賜あり︑叉同四月十三日には大日本農曾の名善曾員︑昭和

六日逝去されてより三年忌を迎へるに際

鼓に堀田前曹長が昭和二十六年三月十

の上に永久に記されなければならない︒

る約十ケ年間といふもので︑一方ならぬ

代といふ我が図にとって尤も多事多難な

は時恰も大平洋戦雫より敗戦後の混凱時

により第五代の本命尋長となられてから

に昭和十六年四月に︑徳川達孝伯の逝去

十有除年の久しきに及ぶものであり︑殊

堀田前曾長の本曾との開係は︑責に三

堀田前含長の追憶

』

して︑本曾は極く内輪の者ばかりではあ

曾長の逝去により︑日本弘道曾の第五代の酋長に選翠され︑同十九年五月は︑日

本弘道曾典亜道徳研究曾委員長に就任︑同二十五年十月病のためお茶の水順天堂

︐︑．ｆ︑︲．ｆ︑ｊｆｊｂ
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るが︑止むに止まれぬ心持より堀田前曾

病院に入院︑翌二十六年三月十六日︑午前四時半胃癌怪﹂遂に逝去︑享年六十有
三︒佐倉町累代の裟域に葬る︒
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長の高徳を敬慕し︑柳か追憶の誠を捧ぐ
ることとせり︒
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去るものは日々疎き世にこの君の
徳いや親し道を思へば
人の道屡れ果て＼は今更に
徳仰ぎっ児亡き君尊し
うけつきて惇へっがなむこの道の
とはのしをｂとしたひまつる君
思出はち唾に懲しく生きますを
亡き君にしてくやしかりけり
きぞとしも思ふ心にくやしくも
三年すぎしを去り戎せる君
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絡を常にして居た︒その様な開係から私は比較的早く満三十

歳の時あの開東大震災の大正十二年の九月に議員となったの

だが︑それまで堀田君が保持していた互選議員の最年少Ｑ︿

トンは私に譲られ︑二人議席をならべた時心から私の常選を

のように顔を合はすようになり速い子供の頃の交りは議院の

悦んで呉れた︒お互に貴族院の研究倉に馬していたから毎日

中で政治の友として叉交りを復活し一層親和の度を深めてい

から親まれ︑尊敬されて議禽でも長く請願委員長をやり諜算

倦厚な然も正しい道を求めようとする直面目な人柄は人為

った︒

穴鵡今ソビエット大使館のある高墓で眺望のよい匿い屋敷だ

政務次官に出たこともあって︑政界に大に活躍していたが︑

かれて其議長に選ばれたこともあった︒又大角海軍大臣の時

一方大日本農愈の含長としても長い間其職に就いていた︒此

委員も度為勤めていた︒ある議含では貴衆雨院の協議奮が附

って呉れた記憶も残っている︒又ある夏は興津に在った私の

ったｃよくそこの芝生の上を馳け廻って遊んだものだが︑庭

賃家の別弥へ正恒君兄弟が遊びに来て私の兄と四人で維日涜

大日本農含は明治時代に渡足した挫業開係の閲鵬で弘通含と
同じく古い歴史を持った倉である︒又一つ小さい趣味の倉だ

院制度の問題が論議され初めた時で正恒君は近術公や衆議院

として議席についていた︒其頃は原内閣時代で︑政界では議

は彼は東大を出て既に貴族院議員に営選し最年少の伯爵議員

私が京大を卒業して間もなく司法大臣の秘書官になった時に

る︒此

若賞に其仕事に没頭する性格が信頼を受けた結果と恩はれ

禽長に推されて居たが慰とれも彼の質賞さ叉引受たからには

倉の含長にもなって居た︒此様に彼は不思議に歴史付の倉の

頃私の父や叔父たちのつくった我交から見れば一代前からの

が馬置く妻愛好者の祇交の曾に馬交含と云ふのがあって︑明治の

一面から見ると何だか年のわりに非常に老人めいたよ

の森格君山口義一君などと議院制度の研究禽をやって居たこ

うに老へられるが決してそうでは無く一面一ｚ一ス倶楽部だと

■一

った︑大臣が大木伯であったから殊に伯爵議員とは密接な連

は望校の異って居た開係から疎遠になっていたが︑大正七年

逢で勝ぎ暮したこともあった︒幼い頃の親しい交りも修畢中

に大きな橘の木があって其賞が黄色く熟す頃租母がそれを取

ずらもした六つ逮ひの幼友達である︒其頃鍋島家は飯倉の狸

云ふ開係でまだ物心のつかぬ頃からお互に行き来もし︑いた

島の出であったから正恒君と私とは従弟の間柄である︒そう

正恒君は佐賀蓮池の鍋島家の次男であった︒私の母は此鍋

倉長酒

億

とがあった︒秘書官をして居れば自然貴族院との交渉は多か
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を持っていた︒スポＬシは若い時はランニングもやったが通

達と交って何時でも一高の寮生活時代の気分になり得る性格

かスカールの協禽だとかスポーツ開係の長もつとめ適若い人

る︒私がはからずも其あとを引縫いだととも正恒君との浅か

少くなかったと恩ふ︒其早逝は借んでも猶除りあるものがあ

舎長であった︒千葉際に於ける含の護展も君に負ふところが

弘道含の含長として其年数は短かったが︑まことに適しい

らぬ因縁と感慨も一層深いのである︒

年を取ってからは専ら庭球とスカールで何れも彼の徹底した
探究性は水準を越した上達を示していた︒趣味の中でも一番

堀田前含長を偲ぶ

堀田諭禽長とは略曳東大在皐時代を同くし心又政府委員と
して貴族院に出這入りをした頃よく御目に懸つたけれども︑
親し人は交際を願ふととはなかった︒唯華腎界稀に槻る逸材
として高潔な人格者であられることを景仰して居った︒然る
に弘道倉の役員として含務に携はるやうになってから脳度疑
御馨咳に接し御高見を伺ふ機含を得たのであるが︑何時も内
に深い識見を減し淵健公正な意見を述べて︑含の糊ふところ
を領導して下さったことを感謝してゐる︒含務には頗る働粘
であられて通晩年の御病中は別として︑如何なる含合にも殆
映席することなく︑議長として鮮やかな統裁をされ︑議事に
も適切な意見を述べられた︒今猫私の印象に弧く残ってゐる
ととは︑経戦後間もない頃︑若渓含館で役員含の開かれた時
ルックサックを背負ひ巻脚紳で出席され︑日本もこれから非
常な困苦映乏に堪へて︑国家の再建に懸命の努力をしなけれ
ばならぬ︒従って弘道倉の責任は何層倍も重加されたことを
力説して役員を激働されたことである︒御病中も痛交しい程
糞れながらも︑度愛割田氏を呼んで重要な指示を典へられた
ことを︑割田氏から承って感激したことであった︒

副曹長下村毒一

熱心だった尺八は営人も得意であっただけに素人の域を脱し
たものだった︒

彼は人と季はなかった︑決して無理をしなかった慾彼と接
い親戚であり︑又得難い畏友でもあった︒度交彼と旅行もし

する時いつも暖さを感じたものだ︒私にとってばまことによ
た︑北海道＄東北の族︑・新潟の族︑蒲郡にも伊香保へも︑又

松平伯の招きで高松へ伽網の清遊にも同行した︒あれこれと
交遊の思出はつきない︒

順天堂に入院したことを間た時もさほどの病とは思って居
なかったが︑私に逢い度いと云ふ言簿で早速見舞った時には
あまりにも衰弱した姿に息をつめたのであった︒スポーツで
殿へた彼の亘躯はあまりにも痩せ細っていた︒早く病気をな
ほして又楽い思出話でも久振りにやろうよと元気付けた私の
言葉に封して淋げに相槌を打った答も力弱かつた︒こんなに
早く彼を矢ふことば全く恩もよらぬことだった︒又と思州話
をするよすがもない︒子供の唖から議員常時の族行の篤貝も

数多く礎ている︑いづれもなつかしい思出であり︑又悲い記
念となった︒
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られないことが判るので逗堀田伯を鱗り煩はすことは︑伯の

その甑の前称長は︑常時の私などに尤も印象的であったも

さうした直参の先輩方の熱心さに雌倒されて居たといふこと

1

政治的生命を断って了ふにも等しい鐸で！遠慮しなければ

多一分かうした御心造ひがあったためであつらうと思はれる︒

ならない⁝：と︒比較的閑職の財務監督であられたことは︑

のである︒その一つは本含の役員方の中で脳又開係者の中で

もあった鐸で︑どちらかといへぱ迩何時も老人の多い含合で

L u ノ

亡き堀田舎長のことども

主事割田斧二

然し含耐西村泊翁先生が佐倉藩の出身といふ開係もあって

Ｉ

私が本含に一初めてお世話になったのは︑大正十五年十月の

があり︑何かと本含へは容易ならぬ御諜力があったらしく︑

この間の何や彼やのこと︑或はお人柄などの消息は︑折にふ

仰先代の正倫伯爵も本命とは早くより特別念員として御開係

大正天皇の侍従長といふ激職であられたにも拘らず遮特に陛

との特別の開係にある堀田家を御相縦になられたことに深い

れて松平伯侭などから承ったものであったが通かうした本禽

ことであったが砥常時の命長は明流四十年九月以来既に二十

下の御許しを得てのお務めで毎週金曜日が定日で必ず御州で

年間も御誰力だといふ四代目含長の徳川達孝伯爵であって︑

といふ御熱心ぶりであった．刑含長は徳川頼倫侯侭が前年逝

務脳督が前愈長堀田伯僻であって︑これが常時のいばゅる三

一芥お若い方であったといふことである︒今日でも日本弘道

主たる含合にはよくお見えになられたものであった︒

役ともいふべき本含の陣容であった認である︒堀田伯祷はそ

倉の開係者は︑老人が多いといふことをよく言はれるが︑こ

責任を感じて居られたらしく︑前含長も埴そのお忙しい中を

のお役が財務監督といふことであるからも徳川含長や常任顧

のことは倣時も同じことで心役員方は兎も角として一般の倉

去されて奉職であったが︑三代の含長であった松干直亮伯縛

問の松平伯侭のやうに︑常にお出でになられるといふことは

が常任顧問ともいふべく︑月には何回となくお出になり︑財

勿論ないことで︑評議員称とか︑或は細含といふやうな場合

員方も概して老人が多く︑殊に西村先生に親しく教へを乞う

で新進として将来を蝿望されてゐろ議員であるので︑仲奏忙

もあったので︑若い人だも決して含員中にないではないが︑

たといふやうな人為が少くなく・さうした人糞が尤も熱心で

にお目にか上るに過ぎなかった識であるが︑でもさうした場
合には必ずお州でになられたものであった︒

しいととである︒私も曾て貴族院議員をして居たその常時を

あった鐸であるが心その中で堀田前倉長は四十歳そこノーと

或る時徳川含長が言ばれたことがある︑堀田伯は今貴族院

恩ふと耐あれにも＄これにもと考へては見てもその除裕が得

r貝、

●

いふ御年輩であったので︑自づと人の目を惹く存在であったは珍しくはなかったが埴日本人では名士であり通美男子であ

窪である︒つたばかりでなく︑鼻眼鏡そのものを用腔Ｌ居られる人は殆

である︒恐らく身長五尺八寸以上であられたかと恩ふ︒或る大正十五年の秋延私が細瞬員として本含に御厄介になった

叉第二の点は︑御承知のやうに非常に長身で偉風堂舞たるんどなかったからでもあったが心ともかく堀田前含長の鼻眼
貴高子心一見日本人離れがして居た程であられたといふこと鏡も営時後藤伯と好一封ともいふべきものであった︒

えてゐる︒それは心和服を着ると︑カタュキがテンッルテンされるべく進捗して居た魁この寄附金募集部といふのは心大

時堀田前曾長から﹁和服を着ざるの瀞﹂を承はったことを受恰度その頃賎本含に寄附金募集部といふものが本愈内に設立

一今﹄掲仙茨

１．Ｊｊ〃ＩＥＩ凸︲Ｉ︲﹄・司昌Ｊ１４町ＩＩ守口﹃﹃弓ｊ〃﹃０００〃ノー

勺ｊ角ノ■︐︲１１︑ｊｆ︲宮ｆｑｖ

め︑焼跡に早速暇事務所を建てはしたもの

館が焼けて了って︑活動の本擦を失ったた

で腕が抜け出すのにはどうにも困る︑正十二年九川一日の開東大震災で砥不幸倉
そこでこれは何とかならぬものかと家

卜も●私虫︒イく仲︐詞寸ｋｙｌ隼︲ｊ

野蜂〃鳥呼多禰ワ常我漁γ典岬山匙γ１１
．今戯晦彬〃脅皐ワけｊ昨ｆ弱ｔ尾ダ鹿も︲描

照瀦槻蟻蛎繊聴準確棚の小さかの
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たさの
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出合来
自不
︲自
川由で
かで
っ含
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ので
もず
出不
来ず
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のものに聞いて見ると︑﹁身丈の方は
一匹をツブして了へぱ何とかなります

﹂１．７岬叩グ風︑︐必．馨小４．ｉｌ︲１１１︐

わ！⁝腕・度︲感︐︲る
るか
から
ら本
本金
金見
見館
館の
の再
再建
建と
とい
いふ全命員の熱心

もＵ７呉砂乱札〃ん叩〃ん油剥１・げりトガー
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が脳カタュキの方は職日本の織物とい慾ｆ︐
︑Ｊ︑夕﹄Ｉ鈴鹿尾︑︒︑ノ℃手ＩＪｃ宮︲Ｊ

い折であり︑更に震災による復興といふ︑

な聾
て日
先本
づ日
道館
含の
館の
とい
い
ふものが幅が決って居て庚幅識といふ：：娯綴溌蔑極蕪剥牌羅魂な聾に雁
じに
て雁
先じづ
弘本
道弘含
建建
築築と
ｉ：？ ・ｇｌｌｊ勺
．当り︐ｂ﹄巳︒︲〆Ｌ凸ｂ 凸争１４０１もｂＩＩも１１１Ｊ︒■８５１ＬＰ． ｈ■Ｐ
ものはないから心何ともこれだけは致︲⁝
ふとと砥それから漸く思想問題のやかまし

し方ありキをん⁝⁝﹂といふのである︒別間脚

あった鐸であるが︑それらにも開連して︑本含の活躍が要望

それは営時の問題として容易ならぬ事業で

べく着ないといふととであった︒下着類などは衿舶来でなけ

される際であったので︑これに術へる事業賓金の推得といふ

そんな課で和服はどうも困るからなる
れば間に合はないともいばれた︒今日では和製でも大きいイ

ための募集部で職責に本含の死活に閲する問題として重大な

集部の委員長に堀田前含長をお願ひしたのであった︒この事

ンチのものもあるやうになったが︑以前は和製にはなかった
第三にはいはゆろ鼻眼鏡をかけて居られたが心賞によくお

業は本含役員の兼務などで出来る仕事ではないので︑特別機

決意の下に計叢されたものであったが︑との弘道命寄附金募

似合であったことなども︑深く印象づけられてゐる︒営時後

開とし事務の中心は祁谷一初之助氏が主事となり職書記も別に

ものであった︒

に

藤新平伯が鼻眼鏡で有名なものであったが︑それは外園人に

ﾔ

数名世いた心そして堀田委員長の下に繁田武平氏が刑委員長
となり心濃谷築一子侭︑矢野恒太氏といった人奏が顧問とし
て何かと御霊力下さるといふ陣容であって誼爾来約六ヶ年の
永きに亘っての事業で︑昭和七年四月現在の禽館もそのため
に落成するし魁事業も漸く復活することとなったといふもの
であるが︑時恰も経済不況のドン底時代ではあり心此の事業
は誠に容易ならぬことであったが通堀田委員長はお忙しい中
を熱心に非常な識力をされたもので︑この堀田委員長の功績
は本含の歴史の上に朽つることのない最もなものといはねば
ならないものである︒

この割期的な大事業を果されてからは鯵定款の改正もあり
して︑顧問である諮議といふ役につかれ︑財務監督は︑矢野

服といふ課であったが︑これからが堀川前含長としては政治

恒太︑禰島甲子三両氏に譲られて猫一先づ本含との開係は一

上に尤も活躍された時であって貴族院研究含の政調含長と
か海軍政務次官などの要職につかれたのも聯この間のことで
〃あった︒このやうにして通お蔭で本含は殿堂も竣工し︑活動

の費力も不足ながらも出来るし︑陣容も蕊ふしで︑顧れば本

含としては西村先生御逝去後の尤も盛大期を迎へたことであ
ったが耐昭和十四年には服部副含長愈翌十五年には顧問松平

直亮伯抵翌十六年には徳川倉長と引綴堕しの逝去と云ふ本含
にとっての大不幸に逢ひ︑殊に松平瞳徳川雨伯僻の如く五十

有鱗年に亘って︑本禽をぱ精祁物質の両面から文字通り背負

って来られた方を一時に喪って了ったことは砥誠に残念至極

であった︑そこで何はさておいて職後任含長を一日も早く決

定しなければならなかったが館こ上に衆望を負うて第五代目

堀田舎長の賓現を見ることＬなったのであった︒これは昭和

この年の十二月には遂に太平洋戦争となり融文字通り国力

十六年四月のことである︒

を賭しての大戦争に直面したので砿本含の活動も之に底じて

賞に多端であったが︑それと同時に堀田舎長の政治面での生

和十九年︵絡戦の前︶には心文部打の依頼をうけて猫興亜道

活も頗る多事を極めたその多忙の小をよく御指導頂いた︑昭

各地に於ける現地人と日本人の賞状を基礎に︑我が固の頁の

徳研究愈を本含に設け堀田舎長自ら委員長となられ侭亜細亜

目的とする亜細亜を興す道義の上に側本圃民自身の一大反省

を求めやうとした︒水禽が戦争以来園民緒川の雅揚に力を致

ころと︑特に壮含に於ける日本人の生活奮践の上に反宥尭促

したことは勿論があるが︑常にそれと同時に我為の唱へると

して来たこと通とれは本命の徳統に基いたことではあるが︑

この興亜道徳研究倉の如きその精祁に基いて堀田含長のよき

指導によるところが少くなかった︒

昭和二十年八月十五日には悲しき維戦となって魁占領治下

となり︑本含は幸にも解散は免れたとはいふものの︑然し活

動は殆んど出来ない状態であった︒乃ち世の鍵革で将来の見

透しがつかないからである︒堀田舎長は兎角御健康が勝れな
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1

いととであったが︑本含の縛来については非常に御心配にな思ったが︑併し考へて見れば︑別に何の特例特権がある謹で

って︑種登と鱗想も述べられて︑定款の改正やら陣容の一新底い今日であるとすれば︑︒それば営然であるべきこととうな
等持に御霊力を頂いて通兎にも角にも今日の本含再出護の基づく外はないものＡ︑併し一面さてもＪ１と感無量なものを

ぱ徳川含長の後を本舎長に御就任以来約十年といふものは︑もやりようによればそんなことをしなくてもよいがネ︑とい

礎を築かれたことは︑深く感謝に堪へない所であったが︑思へ畳えるのを禁じ得なかった︒そして堀田舎長は語を次で一︲尤

非常時又非常時といふ多難の際で︑心努徒らに多くして︑そぶのは︑奮燕の人為が﹁さぞ食料に不自由して居られるだら

の人糞は全くの好意で金をとって呉れな

の結果は報いられる所紗いといふととになり︑本含長としてう﹂と心配されて食料を持って来られる人もあるのだが︑そ
誠に不運な時であったと御同情申上げ

るばかりであった．然も目黒のお邸は臆蕊蕊迩溌繰蜜繊い︑戦前ならばそれに代る品物で蝋やる手

戦災に逢はれ心諸事の愛革︑パージに剛毅︲・一息飼え︲片︐３．久義浴・茜綴脇もあるが︑今日はそれも戦災者には出来な

ば逢はれる等だといったことの御心努八九・稗妃花広久修ｆ戯姶と申卜咋いのに︑この好意は難有いけれども一度で
が自然健康を害されたのであらう︒戦野・癒嘱猷惑岬叩蛾肋も県Ｉ︲御断りするより外ない︑叉奮藩が佐倉だか

後は兎角御病気勝ちで︑途に不治の病す−０ケト蝋③画峰︲ら近いことではあり︑故郷には家での食料

堀田曹長は津田廉三氏と大畢が同期で︑然も尤もの親友で

ぱの恩ひも切ならざるを得ないことであった︒

も道徳家の面目躍如たるものを感ずると共に抵世が世なりせ

する方が気が染で何んぽょいかしれないよ﹂⁝⁝と︒如何に

するやうに頬冠りして︑リュックサックを背負って買出しを

やだかられ︑︒⁝：そ・れより何庭の奴だか判りやしない一般の

なんて言つたって︑勝手に運んで居る﹂などと言はれるはい

ゐる以上︑﹁奮藩主などは食物の移動禁止だ

られないことはないが︑移動禁止になって

や輔雪灘琉溌誼返へす返脳側附握１１トトー誰織鴻龍赴腰盤鯉畦蹴薮
終戦後の食料事情の最悪だった頃は

園民誰しもが等しく苦努に苦労を重ねたことであったが︑堀
田含長も随分御苦労されたらしく蕊私が何かの用で御訪ねし
た折屑﹁昨日は馬鈴薯の買出しに行って賦十何貫かを背一負っ

て来たが︑どうも今日は鴨が方為痛くて﹂と言はれたので︑
含長さんも御自分で御出掛けですか⁝．：と伺ったところ︑今

は人手がないし魁時為出掛けなければ家族が多いから︑間に
合はないよ！：⁝と言はれるので魁一寸私は﹁おやノー﹂と
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I

あった開係から心共に外交官が希望だったが︑外交官は外因
での生活が多いからといふ理由で︑養父正倫伯が許されなか

ったので︑一面畢究的でもあったの噂矢作築職博士の後釜
として農業政策を専攻すべく︑その研究室に入られたの幅
伯爵関から無理に貴族院議員に選畢されて了って︑遂に政治
の方に絡始するやうになられたとのことで悩人間の運命とい
ふやうなことについてそんなことをしみじみと語られたこと
があったが魁堀田舎長は温厚な正義の人であったので唾所謂
政治家型ではなく︑政治生活には流足ではなかったので︑こ
んな述懐も洩らされたのであったやうである︒
スポーツマンとしての堀田含長はあまりにも有名で︑︾コル

フの外は悉く手がけたといふ程の寓能運動選手であり︑特に

庭球などは日本庭球愈長として長く指導され︑御自身六十歳
を越されてからも暇のある時はなほ前衛をやられもしたとの
ことである︒どちらかといへぼ磯格の勝れてゐた割合に軽生

来頑健ではないの噂運動をするやうになられたらしく︑然
も何をやられても勝れて居られたので励みとなり︑それによ
って健康にも恵まれるといふ因は果となり︑果は因となると
いふ謬であったやうである︒

又趣味の非常に豊かな方で︑尺八︑三味線といふやうなも
のは︑奥惇を許されたほどであり心書道も相営に翠ばれ︑花

を非常に愛さ鯉たことは一通りではなかったやうである︒農
業は元来趣味をもって居られて︑柾だの農業開係の役に就か

れるばかりでなく︑御自身も種だのものを責際に作ら虹もさ

れたやうである︑御先代正倫伯は農業に非常な熱心で︑今日

の千葉嬬農事試駒場は職責に堀田農事試験場であったのであ

るから︑堀田家の農業は俸統となってゐたとも一一言へるが︑それ

るが︑それが完成には正倫伯の手になるものであった程であ

ばかりでなく堀田舎長も趣味があられたことであった︒唯文

畢にはあまり開心をもたれなかったやうであるが︑併し順天

堂に御入院中は多数の立沢な和歌を作られたことを見ると︑

ものと思ふ︒又酒もあまり飲まれず職食事方面の趣味はあま

決して無開心でなく輯その才能もなかったことではなかった

り承らなかったが︑緑茶が大鍾にお好きであってよいものを

用いられ︑フランスに滞在中も日本から緑茶を取寄せて愛川

に達者で讃むと話すと自在で︑本含評議員の故函府犀東氏が

されたほどであった︒フランスといへぱ︑フランス語は非常

欧米漫遊の際遮フランスでは恰度滞在中の堀田舎長に一切世

話になられたさうで︑その達者ぶりに感心させら虹たと犀東

氏から伺ったことがあった︒
かやうにとりとめなく恩ひ出せば限りはないが弾要するに

堀田含長は温厚篤資な人格者で︑いばゆろ熱情家といふ方で

致されたことは︑うってつけの本含交長であられたと思う︒

はないが︑一貫して道義の昂揚を念とされ諺その貴賎に力を

と今更にその徳望を追憶して︑誠に惜しみても除りあるもの
がある次第である︒
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深作安文

樹立日本の青年の在り方
６

今年の成人の日に一人前の人となった幸田年男女の数は︑杢
園で百七十寓二千人に上ぽつたといばれる︒この人達が︑八

千禽除の同胞固民から瞳猫立日本の完成に開してかけられる
期待は︑恩ふに︑一方ならぬものがあるに相違ない︒
凡そ青年は︑宛も長閑な春の日に︑大室に向って延びる草
木の若芽のやうなものである︒その活力に満つるところ︑そ
の生命の焔の燃えさかるところ脳まことに末頼母しい限りで
ある︒彼等はその感受が頗る鋭敏であって魁大自然を感じ魁
人生を感じ心加園を感じ世界を感じる︒また瞳彼等は砿ふつ
ｊ︑と湧上がる情熱に富み︑何なり活動への意欲が極めて旺
盛である︒その他心青年はどこまでも己が理想に忠であって

必要な場合には︑借みなく︑一切の現賃をなげうって︑理想
の資現に直進する︒その結果︑彼等は単に己が環境に順雁す
るばかりでなく延敢へて積極的に自己を創造して進争ピととが

出来るのである︒ベルグソンのいばゆる﹁創造的進化﹂とい
ふイデオロギーは︑青年の生態を説くに︑極めて痛切なるを
憂える︒

↓×

弧よい個人でなければ︑壷よい牡含をこしらへることは出

来ない︒直の牡舎人でなければ︑住みよい杜曾を作ることは

六つかしい・筆者はこれから述べる五個煤の事項について︑

︵こ一般に青年は複雑な人事の皮相を見て︑これを簡軍な

濁立日本の青年が︑試に一顧せられることを希望する︒

ものとなし魁混み入った問題の表面を見て︑これを無造作に

片付けようとする傾向がある︒例へぱ通大膳にも一全人類を二

分して通善人悪人となしてしまって︑第三者即ち中間者の存

在に想到らぬのである︒論理皐上の術語を以てすれば︑排中

律の率直な適用である︒しかしながら︑賃際ｂ世の中には︑

へれば︑半善半悪の人である︒これは一の青年心理であって

時としては善人であり時としては悪人である者がある︒言換

単純性とも呼ぶべきである︒とＬに他動的には圭円年教育の必

要があり心自動的には修養のそれがある︒若し青年にして特

ば︑篤と熟慮に浸るのも一の方法である︒一思遮二恩ないし

殊の問題に衝き鴬つた場合︑幸に己が単純性に気付いた時に

三思する内には︑或は何等かの源音が自づと耳に州とへて来

るかも知れない︒若しさもなければ︑誰虚心気を平かにして

平生脳尊信してゐる先輩の門を叩くのである︒

︵二︶試に本邦倫理思想史を見るに︑これまで︑日本人ば固

有の趣味性や悌教倫理によって︑多分にも情操に培ったので

ある︒また︑彼等は儒教倫理︑武士道等によって心除程心意

志を錬磨して来たのである︒然るところ︑濁り知性に至って
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ば︑科畢や哲皐の研究が割合︑遅れた篇に︑まだノ︑情意雨
着ほどの進展を見ないのである︒恩ふに知性心滋養分は︑こ
れを自然科皐並に人文科畢に仰ぐべく︑前者によって︑われ

１１は自然法を認識し︑後者によって人事法を認識する︒自
然法の知識に導かれて︑われｊ＼はその物的生活を自然界に

調節し人事法に導かれてⅨその心的生活を精祁界及び心鯉界
に調節する︒魔く且つ高き覗野も︑豊に且つ大らかな心胸も
いづれもこれ等二通りの調節をその前提とする︒古代希膿の
皐徒は﹁徳は知である﹂と断じたが︑これは今︑尚ほ一賑の

倫理的生命を有することは︑無知が多くの行過ぎ心過誤職進
んでは罪悪の主因たる事賞を見て知られる︒倫理的知識の軽
侮は︑そのま上でこれが主鰐たる者の封己的冒涜である︒

Ｘ︲
︵三︶人間の韮本的資格は︑道義を貴賎する力を所有するこ

とである︒人間であるといふことは︑その生活が道義的であ
とるいふことである︒逝義に基づき︑公明に有効にこの人生
を生抜くことが人間の貝資である︒かの﹁千禽人と雌も︑わ

れ往かん﹂といふ雄叫びは愈心の直き者に向って︑道義の喚
起す倫理的勇気である︒道義は人間寓行の慨他付けの標尺で
あって︑不正︑不義の人でありながら︑真に大を成した例し
は未だ曾て聞かぬところである︒呼婆韮は他の幾多の文化事項

︲を評慨する権威を有する︒それが畢術に封して慨値判断のメ
スを輝ふととは︑今日魁中外の一部の人士が︑原子力研究者

に向って︑それの破壊面の研究のみに沈潜せす通その建設面

の研究にも専念することを要請するを見て判るのである︒ま

た聯逝義は塾術に封しても同じ事をなすのは︑或る蒋聞した

感愛小説についてそれがわいせつか否かを決める篇に︑イン
テリ層の人だが︑活溌な議論を戦はしたことを見て知られ

る︒或はまた聯道義は宗教に封しても同一態度に出ることは

戦後の濫興宗教の内には︑いはゆろ淫祁邪教を以て目せられ

るもの入あることをｂ指摘する者のあるのを兄て判る︒筆者

︲はこの事賞を道義の上位と呼んでゐる︒これは他でない︒迩

義は畢術︑塾術及び宗教と異って︑人生と一鵠不二なるもの

︵四︶杜含はその和類のいかんを間はす通人間の先天性に基

であるからである︒

れる機榊であって︑その生活の保謎と人格の叫成とを眼目と

づき慾彼等の知らずノー︑服従する内面的法則の下に組立てら

しかも︑それ等の人為を超越して︑吐禽自らを以て目的とす

する︒社命画の賃隠はそれを組立てる各仙人によって支へられ︑

る全総精祁である︒目的を等うする何人かの協同は︑必らず

が内界に取入れ︑これを己が主動的とするところに公共心が

新なる力を創くる事賞を想ふべきである．この全鰐精祁を己

導かれて人の篇に議し漣世の篤に謀る道義が即ち社命国奉仕で

湧いて州る︒この心こそば杜含妓高の道心であって︑これに

ある︒これが主鰐たる者を就称人と呼び魁今日術くも典型的

なる青年Ｑひたむきに同胞から期待せられるところであ
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1

ろ︒牡舎人は財寅なり心知識なり︑趣味なり通信仰︑道義な
り︑己が長するところを以て祇愈に寄興し︑更に進んでは︑

高潔なる心事を以て輿論の支柱となり︑正を助けて不正を挫
き︑義に興みして不義を抑え躯以て祇含を弧化する︒露に彼
は己が自我を杜曾大に振張して︑機に同時代人の敬愛すると

ころとなる許りでなく︑縦に永遠なる生命を築竺Ｌ通各世代
×

を照らす光明となるのである︒
︵五︶己が生活の中心が己れにあることを自主と呼ぶのであ

る︒これは自らを算とび︑自らを信じ︑自らを侍む者にして
始めて取り得る態度である︒その鐙も卓抜な事例は︑﹁天上天

下唯我猫尊﹂と宣して︑宛も暴風雨の中に︑毅然として立っ
て︑微動だにせぬ宜巌の如き大信念がその根基をなした場合

︲である︒この境地にある者は耐自ら判断し︑自ら決行し︑己
が行動に謝しては必らす責任を負ふことを忘れない︒今日︑
猫立日本を完成しようとする青年は髄と一の自主性を確立し脳

掻く且つ正しき性格の持主たらねばならない︒我が国ば戦前
は﹁主権在ン君の園﹂であったが︑戦後は﹁主権在し民﹂の園
となり︑更に今日は﹁主椛在ン我﹂の園となったのである︒

昨年から︑束大工畢部の一部の畢生の間に︑東大護明研究

は天然資源に至って乏しいのであるから遥今日といふ今日は

含といふものが現ばれた︒その設立の主旨は心元来︑我が国
宜しく溌明を盛んにして心とれを楠はねばならぬといふので

ある︒その含長は廿四歳の青年であって︑研究と護明とに謝

して燃ゆるやうな意欲があり︑柊戦後の考案だけでも六百件

に達したとのことである︒この倉は総務部︑研究部及び厚生

部の三部から成り脳中にも厚生部では電蓄︑ラジオの組立て

や修繕の依頼に雁じ︑費用は凡て含員のアル鐙︿イトに仰ぎ︑

事賞の上から魁研究とアルバイトは優に雨立するものである

ことを立読しつつ︑同心協力その仕事に傾倒してゐるのであ
まいであらう︒

る︒その創意と深謀とには︑思ふに職何人も全幅の同調を借

筆者はた営思出づるま上に︑単純性︑知識遮逝表︑一公共心

及び瞳目主性の五個催を略述した︒別にこれ等を統一する中心

原理があったのではない︒基仔教の信仰に従へぱ︑天地を創

る︒しかしながら︑われ＃︑人間にもまたこれに類するもの

造せられたのは林である︒創造は祁の無上荘厳なる聖業であ

いて繕謹を作るのは︑即ちその一の場合である︒彼は祁業に

がある︒譲家が風景︑花鳥︑人物等を︑入榊の技を姉って描

光の創造を叙して通﹁祁光あれと言ひ給ひければ光ありき﹂と

則って一の創造を篇すのである︒聖書の著者は砥厳かに林の

いってゐるが脳蚕家もまた︑往為にして貴といインスピレー

ションの下に職繕叢のないところに︑それをしてあらしめる

以上蕊とれは一の創造でなければならぬ︒猫立日本の完成は

したのであるが︑少しく考へて見れば︑凋立の名はあっても︑

創造の他の場合であると恩はれる︒今や我が国ぼ潤立を取戻
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特に我が有能の青年は︑高度の建園精祁を総結集して耐園の

という不川世の大政治・家の重しが念になくなったソ連は薄多

きようとも考えられぬ︒ただ想像されることは︑スターリン

一七画トフ外交がそう容易に︑従来のソ連外交のぬりかえはで

ス・レーン主義をそう簡単に鍵更するわけにもゆくまいし︑

渦立の内容を充賞し︑名賃共は備はれる猫立日本を建設せら

少浮きあがってどちらへ流れるかわからない︒おそらく︑国

その賞のこれに副はいものがあるのを憾みとする︒今より後

ころに秘それをしてあらしめるからには︑これは創造と呼ぶ

れることを筆者は切望して己まない︒直あ凋立日本のないと

内における弧い統制力を失った結果輔外へ放射される力が弱

︵丈崇博士・特別倉員︶

やが

のまま放置しておくわけにはいかぬのであって猶なんらか根

よく承知しているところである︒もちろん魁との傾向は︑こ

出貿易は不振の一途をたどっている始末は心すでに何人もが

輸出にまつことである︒しかるに︑年とともに聯わが国の輸

わが国の経済再建についての第二の途は︑日本製品の海外

となった︒

急死という突護事件は︑この状態を一層ひきのばしたかたち

三年は米ソ戦争はないものとかんがえられたが︑スターリン

在世したとしても︑ソ連園内の軍事交情から凡て︑今後ほぼ

車をかけられるわけである︒もとより通スターリンがたとえ

にある︒戦争の緊迫感が弧まれぱ強まるほど︑軍需産業が拍

わが閲経済再建の途の一つは腿との戦争気構えということ

てわが園の緊張味もゆるむと見るほかないであろう︒

いうならば︑戦時態勢が遠のく感がある︒その結果は

カに封する力の薄弱になったことになるのである︒具鵠的に

への唾力がま歩減ずるであろうが魁とれは︑ただちにアメリ

まるにちがいないことだけだ︒それは醜近隣の西ヨーロッパ

歴史的聖業でなくて何であらう︒︹二八︑二︑ち

日本再建と食糧問題

開末代策
スターリンの急死は世界の紳経をゆすぶりかえした︒近来

これ侭ど大誉旗事件ｌ常然いつかは来たるべきものでばあ
るがｌ憾薩かつた︒世界の株慨はことごとく大下落を見た

のでもその大事件であることを誰明して充分である︒．
かれの急死の結果通ソ連自贈がどう愛化するかそれに開連
して好敵手たるアメリカにどうひびくか︒ひいては︑これが
わが国にどう影響してくるかが通きわめて興味の深い問題と
いわねばならぬ︒

私はおもうに職ソ連自鰐の主義政策には︑ただちに大きな
鍵化はありえない︒それは︑マレンコフが首相となっても通
従来のスターリン前首相が永年にわたって唱えてきたマルク
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本的な方策を案じて︑速やかに海外進出を敢行しなければな
らぬが脳遺憾ながら悪材料のみである︒

もう一つ︑再建をさまたげる大きな原因がある︒それは︑

食糧の窮屈という問題である︒われわれは︑租先偉来の米食
人種である︒遠き往昔はあきらかでないが︑おそらく米また
はこれに準ずる食物を主食として生きてきたことは︑歴史的

二千四百十四寓石魁台湾米が九百八士一寓石︑合して九千九

百八十三寓石もあったのであるから瞳九千除寓の国民は安ん

じて食をうることができたのである︒

ところが︑敗戦後はどうであるかといえば︑台湾および朝

鮮旭その他を失った今日︑日清戦争前の姿にかえり轍わずか

ねばならぬこととなり︑しかも米の産額は六千六百寓石と減

四つの島に八千五百蕗の人間があだかも重なりあって生活せ

じてしまったのであるから魁もちろん足ろうはずがない︒そ

研究によってほぼはっきりとなっている︒日本人の米食糧は

昔から一人一石といわれている︒したがって憩米の石数と人

こでへ約二割七分の不足のために毎年南方方面から二千五

かに大きいのである︒

ーにおいては四二・六キンタールと左っていて︑産額ははる

に︑同面積における日本の二五キンタールに封して︑イタリ

おさず通生産力の相逮といわざるをえない︒米について見る

あって︑賃に二倍以上の産額を示している︒これはとり︑もな

ールであるのに封して︑デンマークは三三・一キンタールで

と︑一ヘクタールの耕作面稜で︑日本においては一五キンタ

うにおもわれる︒なぜかといえば道小萎の産額について見る

るが︑生産額の少いととは︑単に狭小だけの問題ではないよ

・わが園が︑土地狭小であるということは明らかな事賞であ

のである︒

るのに心毎年︑貴重なる金を一千二百四十億回支挑っている

である︒とのまずい外米︑不純物の入っている外米を輸入す

百寓石の外米を輸入して︑ようやく生命をつないでいる始末

口とはマッチしなければならぬはずである︒現在慾そとに大
きな溝がある︒

明治二十年ごろの小畢校では︑﹁三千除寓の兄弟どもよ⁝
⁝﹂という唱歌があっても私だちの時代になってもなお唱わ

れていた︒明治三十七年ちょうど日露戦役の時分には︑私た
ち小畢生は﹁同胞すべて五千寓⁝⁝﹂と唱つたものである︒
いま︑そのとろの内地米の産額を調べて見ると︑明治二十四

年には三千八百十八寓石であり︑明治三十六年には四千六百
四十七寓石であったから︑この内地米だけで心全図民を充分
に養うことができたわけである︒

日露戦争に勝ち砥日露戦争に勝利をえて︑国運隆堂として

生めや増やせやで︑人口も加速度に坤加したのであるが︑台
湾についで朝鮮をわが領土におさめた日本は︑図産の米で充
分満腹のばら鼓をうつととができたのである︒すなわち︑昭
和十三年には内地米の六千五百八十七寓石に加えて︑朝鮮米
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朝鮮は七キンタールであり通インドはさらに少なくて六・五

の産額は一ヘクタールにおいて一○︑ニキンタールであるが

であることはいうまでもない︒いまいうように殖日本の小萎

この生産力の低いということは︑たしかに園の貧窮の原因

ても迩生廃能率の差の著しいのには蔽頭をさげざるをえない

いうのであるから︑まったく驚かざるをえない︒なんといっ

はこの少数の農民をもって自給率は資に一五七パーセントと

スはさらに少なく七パーセントである︒しかるに職アメリカ

封する農民の数はわずかに一七パーセントであって︑イギリ

の諸図︑それから貧乏固遥そして妓後が所得わすかに五○ド

土地を貧小農にあたえて脳ならして︑すべてを中農に引き上

現に︑中園は一九二七年から土地改革をおこない︑大農の

が℃はっきりわかるのである︒

て農業生産はいくらでも産額を増大しうるものであること

のである︒これから考えると︑技術その他の進歩改革によっ

キンタールである︒アジア諸国が貧乏であることは︑とれで
もよくわかるのである︒

世界で超富裕国というのは︑もちろんも図民所得一四五三

ルの極貧画である︒わが国は︑貧乏図の仲間入りをしている

て一膳経わるはずになっていたが︑今年の三月までかかるよ

げようとしたのであるＱとの革命的計謹は一九五二年をもっ

ドルを有するアメリカであって︑つぎの富裕園はヨーロッパ

だろうぐらいには︑誰れでもあまり深く考えずにおもってい

うで︑その結果︑単位賞りの数量はわからぬが魁とにかく三

るであろうが︑あにはからんや鯵日本は他のアジア諸国とと

もに極貧園の中に列しているのである︒アフリカこそ野鐙図

割の増牧を見たとつたえられている．

もとに︑二倍増産を目標としてすすんでいる︒台湾の国民政

農業の改革をやらなければならぬとして︑日本の技術指導の

インドにおいても五ケ年計謡をたてて︑工業に先きんでて

であるからｂわが園以下とおもわれるがそうでなく︑かえっ
てかれらの方が一段上級の貧乏園の中に入っているのであ
う○○

家本元のわが国になんらの増産計霊のないことは︑政治の貧

府もアメリカの援助のもとに四ケ年計謡をたてているが︑本

極貧園であるアジアの状態を見ると︑いずれ︑も農民の数が

塵倒的に多い︒全国民に封する農民の割合は︑インドは八六

困というべきか︑まことに慨嘆にたえない︒

ギリスは世界の工場であるという誇りをすてて職食糧の自給

ビルマは六五パーセント︑そしてわが日本は五二パーセント

パーセント︑中園は八二パーセント︑朝鮮は七三パーセント

に遇進しなくてはいかぬといっているが耐まったく一朝事あ

イギリスにおいてもむかってアーサー・尋へ１スという人がイ

わが国は︑このように多数の農民をもちながら︑食糧自給

になっている︒

ができないことはなさけない話である︒アメリカは全国民に
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も︑︑ハターなくしては戦かえない︒昔からわが国でも腹がへ

だけで自滅せざるをえない︒いかに優秀な大砲をもっていて

ろ場合もイギリス本国は植民地との間を切断されれば︑それ

に日本は殖アメリカから二十億ドルの援助をうけている︒し

軍に資金のみではなく︑優秀な技術を翠ばれば獲らぬ︒すで

も戦争のみのことをいっているのではなく︑何事もまず食が

これに比すればわが国の二十億などは微︽々たるものにすぎな

スのごときは瞳すでに三百三十億ドルの援助をうけているが

ことはできないので︑多額の援助を乞うべきである︒イギリ

かし魁とうてい小額の資金によってば根本的改革を断行する

足らなけれぱいか砲という意味なのである︒儒教では﹁衣食

い︒これのごときは聯ひとえに政治家の手腕にまつべきであ

っては戦さはできぬ︲｜という言葉があるが︑これは必らすし

足って潅節を知る﹂といって適確俵をおこなうにも貧乏では

をしている場合ではない︒よろしく園家百年のため︑いや眼

る︒政治家はこのような重大機局にあたって嫡牛頭上の争い

わが図以外のアジア極貧園は適すでにそれぞれにたちあが

できないことを教えたものである︒

って職食糧増産をめざしてすすんでいるのである︒一たん計

にかけられた最大の責務である︒

前の再建のために︑バターをつくることこそ︑かれらの双肩

︵特別含員︑経済祭博士・明大教授︶

○地獄といひ極楽といふはうらおもて花に浮かれたり自殺したりし
て

○馬鹿者に扱はれ居し図民も選塞となれば拝まれもする

○常選印先生となるそれまでの世餅に迷ふな有潅者ども

○先生といはるるほどの馬鹿らしく頼みます願ひますのその乞食ぶ
り

○再軍備反封の若人が軍需品工場に働いて生きてゆく世かも
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謹をたてておこなわれんとすれば︑わが園民の知能と勤勉と
をもってして︑この道の切りひらけないととばないはずであ
る︒殊に︑領土を狭ぱめられた今日としては︑従来のような

平面的な農業耕作方法によることはできないから︑科皐の力
を満度に利用して︑農業生産の革新に踏みださなくてはなら
いであろう︒軍備の重要不可峡のことももちろんであるが通
先きにものべたように︑戦争の情勢はやや薄らいでいる今日
まずも雲Ｌ︑食糧自給が焦眉の急であると信ずる︒
この食糧の計霊的増産をなすためには︑それが根本的であ
ればあるほど湛多額の費用が必要であることはいうまでもな
い︒敗戦によって窮迫したわが国としては諺いかに重要とは
いえ耐資金の調達は決して容易でない︒これは一に超富裕園
であるアメリカの援助を仰ぐ以外には途はない︒もちろん︑

○

日︑ｑ︲ｑ︲

の︽塵
１机１
１
×

︑ＩｑｌＪ言

ソ連首相スタさん逝くの報に︑わが兜町人士一翠に株の暴落星﹂青

くなる！生きてはもとより︑死んでも人を恐れさせるスタさんこそ

×

まことに世界の怪雄？

権力の暴威を議し果してなほ飽きぬを︑スタさん七十三歳の天命に

は遂に屈す！結局人なればあばれなり！併し古来世の英雄には︑

ナポレオンを始め我が源平或は識・竪或は大西郷にしても︑その生涯

啄木臼く﹁ふるさとの山に向ひて言ふことなしふるさとの山はあり
がたきかな﹂中共よりの蹄圃者日く﹁故郷の山は識ふれど言ふことあ

×

しいものＩその﹁何﹂かを峡くのが今日のこの国の弊！：

一人一蕊の分裂！分裂はよけれども一面叉何かで鯉まるところが欲

民主々義蓬口にするところ︑政治︑趣済︑思想︑教育を始め一切が

×

より︑先づ素直に賑き世界を見るべし！

また礁て我が若人の心掛けであれ！狭き閣内に勝手な考へにふける

もなさることまことに慶脱！若人の固家の象徴皇太子さまのこの塁や

皇太子さま英女王戴冠式に御参列を機に︑世界各閣の虞相を御覗察

×

賃賞のこの風の姿！但しこの現象も縫麓は一切空とは申されしが！

ーツ！勢働争議Ｉ家出Ｉ自殺Ｉ．弧盗！これは四月瀞ハヵならぬ

漸く冬眠を破って人間どもの踊︐り出したこの四月！選翠Ｉスポ

×

には文畢味があったが︑スタさんばかりは一生に文畢味がなかった！

×

り生くるに職よこせ住宅をよこせ﹂⁝⁝

見る人の心どころにまかせてよしあしはすきぶすきＩ竹のカーテ
ンに篭る二十世紀の謎の閲中共１

選翠といへぼ必ず飛出す五十票百票組の候補者！選翠のもつスリ
ルがたまらなく楽しいといふ！お道架とあれば是非もなし︑他人様
からかれこれ言うまい！
×

議曾政治向上のためとあらば何度なりと解散も亦よからずや！併
し候補者を見ると八九割は前と同じ顔ぶれとあっては情けなし︑お道
楽者は決ってゐるのだらうか？
×

政界瀬正子日く︑先づ出たがる自薦組は反平！出たがらない衆目
の推す他薦の候補者を立てることより着手すべし︒

道徳を説くものは唯封建的な口やかましい老爺の如く雄はる上世の

×

世はまさに花の春︑春︑春Ｉそれが我が世の春の花か︑無情の花

ん哉！

中︑お互に先づ自身を反省すると共に︑世の流れを静かに歎覗考究せ
×

か︑美しき花か︑醜き花かはた壁見る人の心境にあって花に罪なし！
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一
一

1

自制の精祁

タヌキおやじが︑あしたに道を聞かば

魚返善雄という人が﹁むかし孔という

よほど前の新聞で見たのであるが︑

読師は人の風上に立つとされているの

ら民主平等の世界でも大望教授や大畢

のだから魁びっくりさせられる︒いく

もがな︑のものが︑少くない︒外園で

しているが︑案外つまらぬもの︑なくて

近頃 随 筆 又 は 随 筆 類 似 の 文 畢 が 流 行

や庚川弘禰なみに孔子を取扱うのは通

三大偉人とされているのだ︒三木武吉

ないが︑とにもかくにも昔から世界の

私は別段孔子を信奉しているものでは

えた﹂と書いていたのを憂えている︒

するために不知不識のうちに自制心を

てる自己の主張を無理に貫徹しようと

茶のが︑少くない︒あまりに自己をた

の説くところをみると︑論理の無茶苦

今日多くの評論家や所謂進歩的肇者

○

ゆうべに死すとも可なり︑と弟子に教

いえばイギリスのべ１コン︑フランス

いかに随筆風のものでも︑不謹慎極ま

は東洋の特徴︒まだ赤も来ぬうちから

義夫という人が﹁哀しいことの多いの

る︒元来論理というものは平常心を失

失って論理の筋を離れてしまうのであ

る︒

のモンテーヌ︑アメリカのエマーソン

るものである︒また先日の新聞に桧山

石坂養平

だから脳すこしは自制して言葉遣いや
態度を旗重にして貰いたいものであ

﹁徒然草﹂室鳩巣の﹁駿豪雑話﹂のよ

のエッセイ我国でいえば︑兼好法師の

不易に通する随筆文皐はあまり見受け

うに一時の流行に止らす︑芭蕉の所謂

丁度文章をかくのにきわだって文法が

わぬ者には自然に備わっているもので
︵ろくでもない奴ばかり生き残る︒︶あ

かましく云う人に名文家のあったため

必要でないのと同様である︒文法をや

そんなに必要なものではない︒それは
ア︑もう書く元気もないと書いている

しがない︒しかしそれは論理が全く無

期は目前︒親しい友職よき人は逝き︒

とつの理由かも知れないけれども︑言

誰篠であるそうだ︒それもたしかにひ

のを見た︒いかにも詩人らしいところ

用であるなどというのではない︑三通

何と哀しき事こそ多かめる︒税金の納

論自由の名の下に何でも勝手気ままの

られるかも知れない︒ところが︑．一人

がある︒詩人の作ならば及弟鮎がつけ

いう意味にほかならない︒平常心をも

り論理の筋が通っておればよろしいと

られない︒或人の論によると︑随筆の

ことがいえるので随筆を書いているら

は東大講師で言語肇者︑他の一人は東

流行は世の中に不平不満がみちている

しい︒だから︑しんみりとした寓人に

大農畢部教授という肩書をつけている
裏ノ○

向くようなものは出て来ないのである

１１

I
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廷込
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の平和的宗教論をぶつ︒世界各国がた

的緒川をもたなかった者が俄か仕込み

あるが︑先般の義務教育職員法案に封

をすることがよく問題にされるようで

公務員になれば教育の内容まで時の政

っている人間ならば︑その説の高遮な

府の意のままになり戦争が起るという

の合わぬ文句があった︒教職員が国家

さえ無川であると唱える︒見方によっ

意味のことがいわれていた︒私は去る

する同組合の反封宣偉文には一全く辻棲

ては戦争の連練であった世界史の進行

日本だけは自衛軍︵現在の保安隊程度︶

ところが︑勝手気ままなことをいっ

を念に非連続にもち込む奇蹟が︑殆ど

だ一国を除いて軍備をもっているのに

た自己を執勤に立てようとする人間は

三月七日埼玉の教職員組合が︑ハンス

できるのだ︒

単純な論理すら筋を通すことができな

何の理由もなしに表われるようなこと

ると卑俗なるとを問わす︑それぞれそ
れに適した論理の蓮ぴ方をすることが

くなる︒論理をたどるだけの自制心を

こんな馬鹿げたことを公然唱えたのに

トを行ったときにこういう意味の宣体

は良識ある国民はあきれたことであろ

を主張する︒無軍術平和可能論という

の感情と生活気分をしどろもどろの論

う︒自制のない言論には結局煽動以上

失っているのである︒そのために言論

の聾を拾って見ると︑反封論者の中に

に園家のために︑世界の平和を熱望す

理に載せた槻がある︒私は八類のため

の仙打はありえない︒

をしているのをこの眼で兄た︒組合が

は軍術即ち戦争だと唱えているのがい

るが︑凡そ犠牲を桃わね平和などが︑

のであるが︑官臆の月給が昨年暮の給

だという一部の自制心の乏しい日本人

る︒まさか戦争防止のための軍備極平

ありうるとは考えない︒ただその﹁犠

典法改正の結果一同桃いができること

ものは通いすれも︑もう戦争はごめん

和を守るための軍備ということを知ら

牲﹂が︑戦争の惨澗から起る犠牲より

しが起ってくる︒再軍備に閥する市井

ないのではあるまいけれども︑自己の

もすぐなくてすめば脳いいと考えるだ

界の混迷︑問題の未解決のままの持越

説をたてる 手 段 と し て 軍 備 は 戦 争 の 手

になり︑全図の職員が大賛成かと思っ

政府に反抗することは自由であるが︑

段だと主張するのである︒畢者や評論

けである︒

込み入った 細 目 に わ た る と ︑ も う 迷 路

の論理では蹟かないけれども︑すこし

組合が教育の中立性を重んじない行動

をしている好い例がある︒日本教職員

自制の精祁のないために論理の飛躍

るというのである︒二回桃いを一同に

があがったの百賞行が危ぶまれてい

ていると︑﹁月末が大鍵だ﹂と反封の馨

去る三月十三日の毎日新聞で知った

家と名のつくほどの人は魁こんな一初歩

に入る︒今まで蕊にしたいほどの宗教
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食えない日が出来る﹂と反謝している

から一同梯いを賃施したら六︑七日の

でも月に三日ほどは食えない日がある

通産省開係の全商工勢組は﹁二同沸い

と云った具合にどんなに少く見積って
も数億回の節約ができたそうである︒

で年千葛回心大蔵符で年間千三百寓回

すれば送金費用や手数が減じて法務省

ができるが︑私は映譲︑パチンコ芯競

い︒いろいろな僚件を数えあげること

されている︒その原因は単純ではな

今日青少年諸君の皐力低下が問題に

いるとはまことに残念なことである︒

国民の疑惑を買うような事態が起って

員の自制自治の精神が足りないために

国費が節約できるというのに遮官臆職

ぼど縦けているということになろう︒

えすればそれでいいのである︒青少年

に利用する自制の精祁をもっておりさ

である︒ただこれを鑑賞する側が適度

霊劇場等の娯楽機開の存在は是非必要

らし落蕃いて勉睡ができなくなる︒映

感莞が調整を失って常に精祁がいらい

楽に耽りすぎる場合︑覗鑑感尭と他の

速度感亮に訴えることを主眼とする娯

て大に害悪を伴うのを常とする︒特に

立つけれども延その度を失すれば却っ

｜︲ＩｌｌＩｌ

そうだが︑こういうのが反封の主なる

係件に底っていると思う︒かつては農

輪のような娯楽機開のはんらんが大い

鰭の職員ともあろう者が心こんななさ

開は決して乏しくはない︒なるほど村

あるが︑現在では農村でもそういう機

村娯楽機開の峡乏があげられたことが

原因が潜んでいるようだ︒環境の整理

みり勉弧ができないところに︑主たる

いという浮いた調子に誘惑されてしん

︑Ｅ℃Ｅ

とつい使いすぎるというわけだが︑官

理由である︒一度に現金が懐中に入る

諸君の畢力低下はそういうものを観た

けない状態であろうか︒月給一葛数千

内にはあまりないけれども︑便利な自

とはむしろ先決傑件であろうけれども

なに厄介物にされるのであろうか︒一

縛車を二三十分走らせるならば享楽を

回たかだか二寓回前後の生計費がそん
ケ月の生活設計をたてて行ったならば

すなわち善良な牡含炊態を作り出すこ

最初慣れ底いうちは赤字を出すことも

殆ど絶望である︒ともすれば復蕪怪奇

な吐含悪に感染しない抵抗力を養い魁

文明牡禽悪の雛成場では環境の整理は
私は現代人が速度感昂に訴える映設類

つくることが必要だ︒との抵抗力およ

腫含の毒素の侵入を許さない苑疫性を

見物などに使う時間は大へんである︒

を鑑賞することを嫌う者ではない︒し

惑にすることができる︒青年が︑映譲

ではないか︒これしきの金を・目主的に

きちんとたつようになって楽になるの

かし凡べての娯楽はそれが適度に味わ

あろうけれども︑だんだん月の諜算が

使うことが出来ず退却って金に支配さ

れてこそ感性の訓練︑情操の陶冶に役

ｌ︲︲０１１︐１

び尭疫性は自制の精祁を基本としてば

れるとすれば心自制の緒祁が驚くべき

〕
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じめて養われつくり出されると私は信
ずる︒

われわれの身鰐と精祁は斌とれを衛
生の見地からいえばほぼ通平行状態に

謹掘品と贋物

寅と小見出しのついた左の一節は職私一
達金石墨や古代史に興味をもつものに一

坐や蕊哩岬邪純癖耗紳州錘鐸↓峠瞬蓉一

われわれの統帥は自制心の喪失によっ

痢を起し大腸カタルになると同様に︑

た食物を腹に入れたりすると︑必ず下

味家や友人にわかたれたが︑この書は

版四七二頁の冊子を著はし通とれを趣

田不孤粛氏は﹁歩いた道﹂と題する菊

・昨年の正月︑骨董店壷中居の主人騰

手して蹄京しました︒早速これを細川

玉等の名品が川ましたので︑これを入

文の名鏡と彩色鏡︑銀人形︑銀盃︑秦

中第一等品といばれる金銀象朕の狩猟一

美術口︑に州愈ひました︒金村溌掘口叩の一

藤原楚水

て竹ぬきとなり︑ぐうたらになって了

非寅口叫五百部の限定版であったから

さん︵もと侯博細川謹立氏︶に御覧に入

祁赫癖癖錘椎錘唯唖識岬迩岬輝雨帳姉一

う︒身搬の場合は︑唯い過ぎの反雁が

一般には除り知れてゐないであらう︒

ある︒われわれが喰いすぎたり腐敗し

てきめんであるだけに︑自発症状がは

庚川氏とは私も一面の識があるが弧

は職とり返しのつかぬことになろう︒

って危険だ︒自受症状の出てくる頃に

反雁が徐麦にやってくる︒それだけ却

はその名の示す如く同氏が越中富山在

とりわけ明るい人である︒﹁歩いた通﹂

董をおぼえ魁支那の古参陶や出土品には

この人は長く北京に滞在し︑そこで骨

びであり︑同時に多年私どもの扱った

ましたことは︑今でも忘れ難いよろこ

全部私どもの倣段でお買ひあげ下さい

れましたところ職非常によろこばれ︑

砧もむ︑

っきりするが職緒祁の場合には︑その

これが︑身隙の衛生は何人も就き︑ま

でも壷中居の扱った誇りの一つとなっ

て居ります︒その時慾開野貞博士から

美術品中の第一級に位する名品で︑今

よく日本に入れてくれました魁日本の

のおばら節の本場八尾町から東京に出
の骨董店﹁壷中居﹂を築きあげるまで

費がふえました︑有難うとわが事のよ

た気をつけているが聯心の術生︑締祁

の成功やら失敗やらの苦心談をあつめ

で骨董店の小僻となり︑遂に東京一流

たもので︑門外のわれわれが積んでも

うに識僻を頂きましたことも︑忘れ得

の養生の忘られ勝ちになる所以だ︒自
制の精祁を堅持してもらいたい︒
︵三月廿三日×特別含員︶

ナカｊ︑面白いが︑その中でも世界の

〔21）

ぬよろこびです︒戦前はもとより戦後
厭米の皐者蒐集家が日本を訪問された
その中に︑古代金石に開心を持つ方為
が必ず細川さんの邸を訪ね湛との品を
見られて脳その偉大さに打たれ心心か
ら感激され︑これこそ世界の喪だと激
賞されるのを承る毎に︑よる﹂こびを新
に致して居ります﹂云交と︒

わが国では心国賓や重美などといふ
ものは︑大抵︑寺院か極奮家︑富豪の
家に徳世牧職せられてゐるが︑隣園の
支那では︑地中に埋破せられて保存せ
られてゐることが頗る多い︒近年支那

で地中から現はれたもので︑最も世間
を騒がせたものＡ一つは河南の安陽螺
から出土した所調蝿甲獣什である︒
一一

躯甲獣骨とは蝿の甲や︑獣骨で︑多
くはその上に文字が刻せられてゐた︒

とのもの上世に現はれたのは清の光緒
廿五年︵届ｇ︶即ちわが明治三十二年の

ことで︑偶ま暴雨によって河の岸が崩

︲１１

起り︑王氏はこれに殉難し︑その牧職

にか上る甲骨千除片は劉繊雲なる人の

手にうつった︒劉氏はその後また多く

の甲什を得通その数は五千除片に及ん

だ︒そこでそのうちから千六十除片を

えらんで拓畢上石し心名づけて﹁織雲

に刻まれた文字を石摺りをとると同じ

疏蝿﹂といった︒この書は蝿甲や獣什

方法にょ２Ｌ拓本にとり︑これを石版

印刷にしてその文字の形を示せるもの

で積みはつけてゐない︒また常時とし

ては充分に讃むとともできなかったの

であるが諺との書が州版せられて以来

畢者のこれに注意するものが多く︑い

ろいろな研究が相ついで渡表せられた

段嘘文字︑蝿甲獣什文︑または契文な

これをもととした多くの著書や論文が

どと稲せられるものがそれで︑今では

現はれ職古代史研究の花形として皐界

一方また懇甲や獣骨が高く責れると

に登場してゐる︒

いふので︑変畑といばず桑圃といはず

一

︑ノ

の全

ｆＩ境

Ｑ−

告書が磯表せられてゐる︒

はれることとなり通既に多くの調査報

〕

く欧米に流出した︒

葬品が現はれ︑そのうちの貴重品は多

中から多くの青銅器や湿玉器などの副

地であったことが明かにせられ職その

るのに封して︑との地が倣時の墳墓の

に行はるるに至り抵股城が住居吐であ

いふところにある古城群の渡掘が盛ん

︲因となって︑またその封岸の侯家舵と

ところがこの段嘘の護掘が一つの誘

一一一日

（

研究院の手で科皐的な溌掘や調在が行

その後はこれが濫掘を禁じ瞳阿立中央

史研究の史蹟を破壊するといふので︑

られたのでは通折角の地下埋臓の古代

しかしかうした奮式な方法で濫掘せ

の牧蔵は数寓片を越ゆるに至った︒

派してその護掘に従はせたほど噂そ

字畢者の羅振玉などは︑わざわざ人を

に溌掘せられるに至り︑支那近世の文

荷もその埋蔵せられてゐる場所ば一面

｜

私は︑芝の田町のお屋敷に今村繁三氏
了をお訪ねした︒今村さんは今村銀行そ
の他を経誉せられてゐた若い富豪の二
代目で鰯そのとろは嘉湾でも農場か何
かをやってをられた︒その事業の硯察
に赴かれたとき︑私の従兄で︑某愈祇
の支店長をしてゐたものに厄介になっ
たとやらで猫記念の篤めに贈られたの
がそのステッキである︒

（24〕

とのスーァッキは従兄が亡くなり︑その

、

遺品として家族のものから私におくら

らまる話をして下さった︒それによる

に及び︑今村さんはとのステッキにか

れを携えてゐたが︑話次芯従兄のこと

私は今村さんをお訪ねしたときも︑こ

後︑私の愛用品の一つとなってゐる︒

頂の趣の彫刻が施されたもので︑その

｜れた︑もので︑紫檀の柄に頭に銀製の丹

一

ろ沼田一雅氏から今村さんに贈られた

者で神奈川際の茅ケ崎に住んでゐられ

術畢校の彫金科の教授で︑今も筒ぼ達

と︑とのステッキは魁そのとろ東京美

Ｉ

可

今村さんはまたそのころ私財を投じ

！Ｉ
一

て成渓望園を経管せら虹てゐたが︑単
校の規模が段為と大きくなるにつれ膨

自分一人の出金では経誉が困難なとこ
ろから︑かねて親交のあった三菱の岩
崎小揃太氏に相談して︑経喪の半分を

人は︑いつまでも長寿を保ってもらひ
たいとはひとり私どもの願ひのみでは

○

ありますまい︒︵特別倉員︶

１１Ｊ

とかく人間といふものは︑物事を褒める
よりは︑悪口をつく方が︑そして守るより

が行はれて居るが︑さうでなくては商業新

すといふよりは︑主として悪をあばくこと

聞としては賓行が悪くなるといふことから

行はれて居る︑これも読者が悪口好きとい
ふものだからであらう︒世間で拍子喝采を

て或は人を葬り︑或は失脚させるといふや

うけるのは︑人の非を嶋らし︑銃鮎を突い

政黛なども反封黛となると一から十まで攻

しい︒これは何の吐倉でも同じで︑例へぱ

選畢で首相にバカャローと言はせた相手の

とは喝采とはならないやうである︒今度の

うなことで︑人の美鮎を見出しなどしたこ

氏の財力もつき︑岩崎氏が大部一分を負

もってもらうこととなり︑後には今村

桧するに 至 っ た が ︑ 要 す る に 成 渓 畢 悶

ない︑何が何んでも︑何から何まで悪いこ

薬で︑何一つとして袋めるといふことをし

（25〕

は攻準する方が興味があり好きでもあるら

には今村氏の蔭の力が雀だ大であった

︲に︑一而良い鮎を見出して︑それを延ばさ

あるなら︑峡鮎を翠げることばかりでなし

に生長させる上に参考になるといふもので

究に役立ち︑又被批評者を殺すことでなし

る︒若し批評といふものが︑その本笹の探

只悪いことばかり取り上げるのが普通であ

評は結構だが︑善い面は言うことなしに︑

純済を始めどのやうな世界でも︑胤由な批

ともあるであらうと恩ふけれども︒又教育

とばかりといふ課ではなく︑少しは燕いこ

が生長して今日の成渓大畢にまで育つ

渓の先生をしてゐる人にあったときの

もお眼にかかる機含もないが芯先般成

界人との交渉もなくなり︑今村さんに

専ら支那製に群心することとなり脳財

私はその後︑賞業之日本杜をやめ︑

は殆んどないといばれる︒

勿論教職員の間にもこのことを知る人

のであるが掘今ではこの皐閲の畢生は

者などは︑選畢厩で大愛な人気で︑まるで
凱旋狩軍の感があるといふ話である︒民主
々義でお瓦に自由に批評し合ふことはよい
が︑それが人の善い部分は認めないで︑目
的が攻撃によって陥れることにあるとなる
と︑果してよりよき成長に役立つかどうか
老へものである︒何事も物には全部が悪い
とか︑全部が良いとかいふものはあり得な
いとすれば︑蕃悪を共に認めてゆくことな
しに︑進歩はない︑それがまるで戦争でも
あるかのやうに︑相手を滅亡させることが
議論し合ふ民主主義の目的と心得るとき︑
その前途は思ひやられるといふものであ
る︒他人の言も謹んで聞け︑自分の言も他
人によく聞いて賀へ︑そして良いことは良
いと︑悪いことは悪いと認めて︑物事の成

話に︑今も御健在で︑国分寺沿線の閑

居に聖者の如ききょらかな除生を過させることが必要の筈であるが︒
長に役立ててゆく︑これが民主的といふも
れてゐられろと承りました︒かういふ新聞や雑誌などでも︑その多く腫善を瓢のか︒
I

逸事・逸話渥繊鯛誕薮鮭騨肺廉罪喋虫
ころが或日に雨派の激論はその頂黙に達して

記者口角沫を飛ばして︑血相を愛へ︑正に格闘と

いふところに及んだ︑するとこれまでずつと

今日の人々は︑なるほど種令の方面で知識口を附かなかった海舟が︑突如として起って
もあり︑又才智もある！といったところは︲﹁催一言あり﹂と︒そこで何事かと諸公静つ

は何鹿か﹁兇り﹂しいったやうなものが見らＩ洲どもに奔弄されてゐるが︑排さん韓闘には

あるが︑私たち祁先の勝れた人たちに見るよて謹聴となったが︑さて白く︑今日人々が漸
ぅな︑謄力とか︑諏味といったユーモア︑或く昌平の世に傭れて柔弱になり︑新柳二橋の
れなくなった︒そこで大事に常って見ると︑虎が居り亥すょ﹂と︑この全く意外な話によ

たちのその錘の消息をこ上に窺って見ること春も共にその心には共通の到り得たものを恩

勝海舟は人＄知る慧眼︑機敏であり︑そのこの間の閣含でも︑池田︑向井雨蔵相の失

にする︒はせられる︒

ものがある︒そこで逸話によって勝れた先人った︒言う者は勿論︑之を聞いて笑ひとける

る︒果してこの差は非か是か考へさせられる鐸珪雪一牽恥諦諦銅癖︾諦樫画趣韮翻癖︾誠

の人奄は小才子といったヘナノ︑の感じがすて了って︑その場の空気は急になごやかにな

瓶先達はどことなく泰山の如く大きく︑今日って青筋を立一Ｌてゐた連中も︑皆抱腹絶倒し

○○

人物は大海の如き悪があって︑大事に常って窪冴峠︾︾口誕癖識︾港転読葎淋咲一一一誕唾建蝿

も従容として迫らずといった風があった︒か荒は昔の圃愈にもあり︑否寧ろ昔の方がひど
って征韓諭が起って︑廟議が雨派に別れ︑そかつたかも知れない︑かつての議長長谷場純
の論争の有嬢は霊に前途多燕を感ぜしめたの孝は︑某日議場の大荒れで︑ナグリ合ひ︑Ｆ
であったが︑何故が海舟はその中にあって一窪劃蛤確率墨些華郡奉窪聴手癖詐曇稚建誕︾唾

向に間説を蕊表しない︑そこで南州は之を諾議長の役だが︑乱れて止むことがないといふ
って︑﹁先生はどうして此の画家の大事に常つ風になると︑責任をもつ議長は普通の人では

ひながら日く︑﹁君アイッラのあの気狂ひぷり

アガッて了って︑静観などと出られるもので
はない︑そして議長の顔色一つで騒ぎは進退
何れともなるのであるが︑純孝は議長席で書
記官長を相手に︑従容迫らず︑カラノ︑と笑

を見るよ！ワシはアイッラが遊廓で傾城な

オヵシクーァ仕様がないよ︑芝居でも見てゐる

どを相手に戯れてゐるあのザマを恩ひ出して

幸杢い︒

つもりで見捨てて置けばやがて静まるよ﹂と
ユーモアもあるが︑人を食った大海的態度で
ある︑これでは議員連も更に瀧展する面白味
もないし︑疲れて来るばかりだから逢に止め
て了ふといふ課である︒その謄玉のほどは小
才子連ではとても瞳似の出来るものではある

○

の菜にさわらず︑聞いて笑って了へるところ︑

維新この方の名参謀は大村益次郎︑烏尾小
掬太︑後にして川上操六︑児玉源太郎であり
特に世間は川上操六を寅揚して︑空前絶後と
もいったものであったが︑かつて燥六が桂太
郎と同じく陸軍中滞になった時︑披露の宴を
開いて︑名賓たちの祝辞を請うたその時︑南
浦西郷従迩に是非々々と弧いてお頚ひしたと
ころが術浦は潤然として起って白く︑桂は山
螺さんをダマシ川上はワタシをダマシテ到頭
中跨にまでなりました︒：．⁝これで一坐は忽
ち洪然といった有様︑ウガッテゐて︑然も人

言とはならない︒

徳あり︑銘りあり度量ある人でなければこの
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1

のが︑よく人間を作り又技術を身につけるこ

とが出来たこと︑之は決して見逃すことの出

練を積んだ者とは︑その資際の仕事ではどう

にもかなはいやうである︒どんなに理屈洋一畳

って卒業となり︑必につけた腕で濁立すると

ひ︑徴兵械査で所謂年明け︑即ち一人前にな

ながら︑それ人︑の仕蝋の煙管や技術を見習

親方をと２Ｌ︑その家族の一人として生活し

度で︑早いのは十か或は十四五といふ年から

これまで日本の賓業教育は︑多くは徒弟制

はなく︑偶然に選んだ職業であ２Ｌも︑何れ

を身につけた︑それが自分の希望あるなしで

畷命に︑理屈でなく︑資際の見様︑見習で腕

素朴な興面側な心構へ︑さうした態陛で一生

腕を磨くための修義︑教育と老へるといった

こと︑苦鋳も叱られることも︑一・﹂れみなその

で︑その将来を楽しみに励み勘ませるといふ

々すぐと金を取るなどといふことを考へない

研の腕となることを知るべきだと思ふ︒料理

理外の理を知り︑それが身につく時に︑謂ふ

腕は出来るものではなく︑それからの修練で

の一歩ではあるにしても︑理舶だけで決し一﹂

よし理賊といふものは上達するための早道へ

仕込みの人を︑兎角馬鹿にし勝ちであるが︑

が技術である︒今の人は理脇を知らない徒弟

それから手馴れといふこと論これが加はるの

ぬらしい︑俗に言ふコツやカンといふもの︑

えても︑急に技術といふものは上手にはなら

いふのが普通のコースであった︒かうした制

いので︑今迄の溌際仕込みの人も試験を受け

人なども今度柴義士の免状がなくてはならな

陽春漫筆
来ないことである︒

度は今の人から言へぱ︑野擬的︑封建的であ

も相常に成紙をあげることが出来たといふも

といふのは︑徒弟修養の親も子も︑今日々

り︑経済の考へのない芥気なことであり︑更

理をするといふごとから言へぱ︑畢校出のホ

燕であったが︑料理人のⅡ的とする立派な料

るのだといふ︒記者の知って居る約三十年の

から︑憲婆︑看謹姉︑やれ何々︑とそれ人︑

ャノ︑などは問題にならないのである︒理髪

今日は勢働法規が出来て︑勿論徒弟制度は

のであらうか︒

の部門で半年︑一年二年の課程といふ皐按教

不都合だ！などと言はれることであらう︒

はならぬし︑私制裁も時には堪へねばならぬ

育を受け︑之を卒業すれば︑所謂免状持ちと

理屈そのものばかりが盆いのではなく︑やは

師︑洋服師等々何れも同様であらう︒だから

か︑術生畢とかの試験に州り抜いて届るとの

！そういふ理屈も言へぼ言へようが︑その

して大手を振って一人前でございと世を渡る

り蛮際よい仕事といふものが日的であるとす

経験ある名日本料理人なども︑その蕊養畢と

結果から見ると︑理屈で一も二もなく無硯す

ことが出来る課である︒だが今日の人がょし

になった︒理髪畢校︑築恭士躯校︑栽縫畢校

るやうなものではなく︑立派な成績をあげて

んぱ教育はあり︑附識も嚢達してゐるとして

れば︑訓練を軽脱してはなるまい︒

なくなり︑その代りに皆それそれが躍校教育

ゐるやうにも忍ばれる︒勿諭それは︑その時

も︑一・二年で理屈を畳えた丈では︑その結

なるほど主従の開係が出来たり︑人椎上か

代といふもの︑又時代に於ける人々の心の持

果から言うと︑徒弟仕込みの五年・十年の訓

一艦今日位理屈が盆重される時代はない︒

一面さうした徒弟修養の蜜脅的︑訓練的なも

らは自由のない気兼莱苦勢をボねたり︑金に

には常人の意志を無脱した親の勝手な老へで

者

ち方といふことにも原因があらうしするが︑
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記

い︒だが何庭までも理厩は目的ではなく︑軍

文化園民として﹂れは営然であるかも知れな
なる手段であるのに︑今日の理屈は主客が時
に間運ひられる程である︒物事は理屈から入

ると︑無駄飯を食ふことが少くして目的に
近づくことが早いといふ鮎で︑理屈は文化の

産物といへる︑殊に自然科堅などは全くその
篇に急速な護達をしたことであり︑人文科畢
でも︑材料が複雑な人間である篇めに簡敢に
自然科翠のやうにはなるとは恩︽︑ないが︑一

膳は目標を理屈から辿ることは︑或黙近道で
ある筈だ︒だが此の世の中のことは理屈が絶
封ではなく︑多くの理外の理を認めない謹に

上仕事そのものが出来ないのだから何とも致
或る建築家は言ふ︒同じ二十五・三十の年

し方がない︒

輩でも︑徒弟仕込みの人は立派な仕事をする
が︑里校出は殆んで出来ないと︒洋服屋日く
注文服の般縫をさせても︑畢校出ば一般基本
の理屈は達者だが︑個々の濫格につ狸﹂︑そ
のシワ一つ取ることも出来ないと︒理髪屋さ
んも︑鋳物膳さんも︑桶屋さんも︑板前さん
をありとあらゆる人が言ふ︒そして仕事で及

も︑機械屋さんも何から何までかうした歎き
ばない部分は︑それ以上に理屈をこれて間に
完全に逆にし一﹂ゐるのである︒そうして訓練

合せて了ふとあ２﹂は︑仕事と理屈の主客を
習練といった苦勢は馬鹿のすることと理屈が

はいかない︒といふのはまだ今日の理屈が人
からである︒コツや︑カンは即ちその理屈の

知の極黙ではなく︑及ばない所＆津山あらう

ことなどは︑自由の緒祁に反するのであらう

教へるので極端に雄ひ︑叉人から注意される

さらには生活が容易でないからでもあるが
膳来のことよりか目先の利益のために職を考
へる風がある︒今日女中さんなどを望む人が
少くなったが︑その数年の習練が︑家庭の主
婦となる教育だといふ考へよりも︑窮屈であ
２﹂︑然も金にならないからで︑それより女

であらうか︒

い風があるが︑﹄﹂れも理屈魚重のさせること

か︑却て反抗意識を以て受付けやうとはしな

及ばない世界での直刷によ２︐一感ずるものな

のであらう︒それだのに︑兎角理屈といふ筋
道を教へる韮本教育の畢校を出ると本営に理

屈を佑じてその後の工夫や脅錬に徒弟の人
々のやうに賃刺になって努力しない風があ
る︒これは技術部門であるなしに拘らず同じ
傾向にあるのが日本人の通弊で︑ともすると
畢桟教育を以て出装でなく雑りと老へたがる
が︑特にこれで催技術方面等となると︑責際

工にでもなれば︑より以上すぐと金になるか
らで︑将来のことなどは二の次といふのであ
らう︒それから叉将来の職業を選ぶといふ場
合でも︑今日のところ何が最も金になるかと
いふことが第一係件で選定されるといふのも
一面情けないことではある︑よし非凡ならぬ
一般凡人といふものは︑何にな２Ｌもどうに
かなるものではあるが︑かうした傾向のため
職業にょ２﹂は︑殆んど後を断ったいったも

のも出来一﹄くるらしい︒其の道の人の話によ
ると︑毛筆の職人などといふものは︑今日之
を希望する人は殆んどないさうで︑これから
は到底名筆などは愚か︑どうにか字の書ける
ものでも蒋来どうかといふ心配もされるとい
ふ︒随２﹂硯工︑墨工なども同様であり︑或
は︑漆工とか︑西陣織工とか︑紳杜︑伽閣の
建築工とか︑数へ上げると相富にあるらしい
が︑若しさうだとすると︑日本の文化の上で
憂ふべきことである︒

物事が悉く鱗溌恥だけで出来るとすれぽ︑よ
しんぱ良い品はないにしても間にも合ひもし
ようが︑手でなければ出来ないといふ技術の
品物山津山あるのであるから︑それを恩ふと
理羅ばかり霞んで訓練を単むとか︑単に今日
の利益だけを考会﹂職を選ぶとかいふ価向は
これは考へねばならぬことではあるまいか︑
かうした風は︑とりもなほさず人間を作らう

だからである︒

とすることでなく︑た鱒人間は悪くな２﹂も
金さへとれぽよいとか︑仕事よりか理屈で小
さがしく世を渡らればといふ人を作るぽかり
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アレキサンダー︒シイ
ポル ト

佐藤恒二
ブイリップ・フォン︒シーポルトが︑文政
との二間に亘りて来朝し︑我邦文化に謝して

六年︹一八一三年︶と安政六年︵一八五九年︶

犬に貢献したことは︑人口に胸炎上Ｌ普く世
が第二岡目に件ひ来れる︑長男アレキサソダ

間に知られた所であるが︑差に述べるのは彼
ーに就てである︒常時彼は十四歳の少年であ

三十六年Ｑ九○一年

って︑父が去った後も居残りで明治初年ま

予は明治三十四

で流留した︒

一九○三年︺樹逸閣ウュルッブルグに留畢中︑

恰も好し同市はシーポルトの郷里であり︑ア
レキサンダー翁も術お健在との事で︑識てか
ら大シーポルトに就ては︑其人と篇りを知り
深甚なる興趣を持ち︑術に蚤仰し敬慕してい
たので︑一日翁を其家に往訪した︒初封面の
印象は︑年令六十一三︑白髪童顔の堂をたる
耀躯の持主で︑一見したところ大シーポルト

い︒邦人よりも一層巧みな日本語を使騒し

其侭を少し樫しくした容貌と思えば間違いな

し一﹂異れ︑営畔未だ知識欲と好奇心とに燃え

く幕末から明治維新前後の昔噺を面白く話

た︒

た︑青年皐徒の予は只々感激する外はなかっ
雁接室内を見渡すと︑一隅の硝子棚には︑

我皇室より御下賜の金銀の記念品が多数あ
り︑更に目を驚かしたのは︑大小の椅子と四
園の壁とは︑同じく拝領の御紋章と龍鳳麟麟
の模様を交えた燦畑たる茶色の椴子で張り詰
められたことである︒翁は︑﹁折角畏き趣りよ
り賜はりたるものの︑通常な用途がないので︑

窮除の一策として逢々斯様な次第﹂と︑恐縮
しながら申諜やら癖解に努めた︒

それ以来匪次翁の許へ押かけ︑又先方から

も予が寓居を訪はれて日本茶と羊葵とに舌
鼓を打ちながら︑錬王懐夷の事︑江戸町内五
人細の事︑牛乳搾取の苦心︑抹茶の風味︑通

に桐樹につ隆﹂は︑其の花の色や形が如何に

も催美なるより︑富時ロシヤの皇后が有名の

ア︒ヤポニカ園一己○昌酔当品名︵︶昌負一としたと

美人であったので︑其名前を坂２﹂パゥロニ

の御紋章から取ったのもだと読墜﹂ゐるけれ

の事である︵或畢者は︑パウロニァは我皇帝

ども︑之れは筆然誤りである︒叉紫陽花に就

ては︑従来種々の説があるが紙面の都合もあ

囚偏長崎の鴫瀧に今も現存する大シーボ

り省略する︶︒

ルト遺跡に在る︑一植物は無名の催でシーポ

二年︶牧野樽太郎理博にょ２Ｌ︑クロウメ

ルトの樹と呼ばれて居たが︑大正元年︵一九

モドキ鴎の一種なることが判り︑ラテン名を

園旨一日冒舜醜匪︒言国営員↑旨鳥目○と命ぜら

れ︑原産地は五島とも叉支那幅建省ともいう︒

僻えんと欲する所枚畢に浬がないが︑其中左

翁の想に出ついては︑言はんと欲する所︑

︵同坤士著日本植物間雌参照の事︶︒

×××
て外交問題の参劃︑特厘日本赤十字杜の前身

詞︵通謀︶の辛鍔より︑明治政雲府の顧問とし

たる博愛杜創設の顛末等四方山の物語を聴

に一二を述べよう︒

ら次のような意味の手紙が来た︒

明治三十六年四月︑石黒子︵常時男爵︶か

まれた事︒

一︑石黒忠癌子爵より翁宛書翰の紙謹を雑

き︑啓蒙多大であった︒

其頃日本からウュルッブルグ市に在畢の邦
人十除名集合し︑翁を中心として数個獄談の

動植物のラテン名を命ずるのに苦心せる中

機曾を得たが︑其折大シーポルト漣日本窪

〕

（

1

︹前略︺閣下の如き日本語に通廃してる御仁り︑一記念の篇めウュルッブルグ大畢権内に建

に封し︑下手な濁乙文よりも日︲本文の方が通てられた大シーボルト胸像前で︑長男アレキ
リがよいと前置きして︑主円い罫紙に毛筆を以サンダー翁︑令弟ハインリヒ男及び令息アレ
て﹃閣下の御霊力によりて創設された坪愛社キサンダー・フイリップ︵八歳前後︶を中心

が日本赤十字社となり︑近年蔑幽赤十字牡にに︑吾々が左右に分れて整列した︒但し此中
加盟し︑含員歎八十蕗を超えた︑之れは全くで鈴木氏のみはエルランゲンから︷参列した︒

閣下の御高配の賜と信じ︑肝銘云々﹄と丁寧一同の氏名は次の通り︹順序不脚︑敬稗︑職

なる謝状である︒業略す︶︒

然るところ︽調は上述の通り︑日本語は頗る後藤元之助︑小山龍徳︑横手千代之助︑
流暢であるが︑讃み書きの方は甚だ苦手だか舟岡英之助︑井上稗次郎︑松本百之助︑

ら︑猫課して呉れとの事で︑早速緋謀して上森永友碩︑大森英太郎︑片桐徹︑武藤朝
げたところ︑翁から石黒子宛の返翰を寄せて︑之助︑桑原勇七郎︑鈴木儀之肋︑佐藤恒

更に之れを日本語に雛課するようとの依頼を二
受け︑註文通り諜文を提供し・同時に自分か以上にて邦人は十三名となるので︑翁は﹁淵
らも念の鴬め石黒子宛に︑此顛末を報告した乙では詰らない迷信で十三という数を姉うか
ので︑筆まめの子爵から愚拙えも一片の謝状ら︑之れに豚見一名を加へ︑日本人一人とじ

を寄せられた︒．都合十四名としては如何﹂との事で︑予は﹁顔
其後︑右往復文書を今一雁調べたいと考え︑る同感なり︑殊にシーボルト大先生の胸像前
況翁御他界後︑何事にも丹念の翁の事とて︑に御父子即ち三世の御方々が打揃はるること

必定保存されている事と恩ひ︑令息忠篤氏には︑窪に結構なり﹂と答えたるに︑翁は喜色
固く握られた事を今筒お明かに記憶する︒

照曾したところ︑惜しかな蓮失したとの事で浦面﹁ア︑善く言って呉れた﹂と︑予の手を
ある︒

二︑シーポルト一家の﹈記念富冥擬影︒翁兄弟は明治酉工年同四十二年相前後し
明治三十六年二月十七日は︑大シーボルトて物故し︑叉令息は第一次世界大戦に出陣し
の第百八同誕生日に付︑吾等留畢生一同脊議惜しくも戦残した︒されば大シーボルトの直

る︒

系は絶えたが︑傍系の後喬は現存する筈であ

頃迄は長崎牌立岡書館に︑因縁人物不明とい

︑此の一記念篤冥は予が珍賊の外に︑昭和初年

う一枚の寓反が保存されたが︑昭和七年九月

同列の横手千代之助博士の紹介により︑同館

長永山氏から間合を受け︑常時詳細四答した

が︑原爆の篇めに如何なりしかと心痛し︑同

館宛照雷したところ︑無事保管あるとの事で

喪祁した︒而して是等同列の人物の殆んど全

部は物故し︑只後藤元之助坤士と予と二人の

ない︒

みが老骨を残存する次第で︑今更感慨に湛え

三︑シーポルト家の系譜︵一部︶︒

︵屍︽且同崖唇胃くＣｐ蕗⑦ごＣ﹄ｓｏ

Ｉカール・カスパル・フォン・シーポルト

一七三六年︵元文元年︶ニーデックに生れ︑

ウュルッ識フルグ大里に於て解剖堅︑外科翠及．

び産科畢等を講じ︑一八○一年醤術の功績に

年︶死︒

より巌族に列せられる︒一八○七年︵文化四

皐の○個○旨邑農Ｃ尼屋︶︒

Ⅱヨハン・ゲオルグ︒クリストフＱｃ冒冒冒

︹甲︶カール・カスパルの長男︑一七六七年

︵明治元年︶ウュルッ︑フルグに生れ︑差科畢
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及び生理翠の教授︑一七九八年︵寛政十年︺・
死︒

Ⅲプイリップ・フランッ︹尾冒冒邑宅局曽眉ら

︵乙︶次男︑三男以下略︒

Ｉヨハンの子︑一七九六年︵寛政八年︶ウ
ュルッブルグに生れ︑一八一五年︹文化十二

年︺よりウュルッブルグ大里にて醤畢及び沖
物翠を修め︑一八一三年︵文政五年︶和蘭の
躯醤留日註訂Ｑ厨昌︒劇としてハタピヤに之
き︑翌一八二三年︵文政六年︶和蘭使節と共
に来朝︒彼は醤家として叉江戸より長崎に遊
畢せる幕醤の教師として名詮を博し︑一八二
るに︑四方より共教を乞ふ者畷集した︒幾も

六年︵文政九年︶使節と共に江戸に琴翻した
なく長崎に踊り︑出島に於ける和蘭居留地に
入り︑教皐及び珍療の都合上︑特許を得て鳴
瀧に畢舎を開いた︒然るに土生玄碩より葵紋
服︑高橋作左術門より地岡を貰ったことが溌

腰二年︶十月ミュンヘンに残す︒而して彼の
蒐集せる多数の標本は︑和蘭ライデンの博物
著書頗る多い︒其最も主要なるものは︑日

館に戯せらる︒

本植物誌昌○爵一昔宮ＥＣ夢及び日本動物誌
Ⅳアレキサンダー・ゲオルグ・グスタープ

冒曇冒騨智眉目ｃ夢である９

︹揖旨渦静旨禽の馬車①︒甥︑車員醍冨ぐ︶︒

弘化三年︵一八四六年︶ウュルッブルグに
生る︒父ブイ且ツプと共に守政六年十四歳の
時来朝︑一八六二年父の蹄馴後も在来し︒博
愛牡の創設︑叉外交の顧問として功績があっ
年︶ウュルッブルグに残す︒

たのは上述の通り︑一九○七年︵明治四十一
︵甲︶ハイソリヒ・プイリップ︵閏風巳呂
弓戸甘麗ご己︶︒

フイリップの次男即ちアァレキサンダ１の

弟︑一八五二年︵嘉永二年︶生︒外交官とし
て曾て来朝したことがあり︑一九○八年︹明
治四十二年︶残︒

ツ︒ハイーンリヒ︵隆旨滅冒目角⑦吋弓旨肇甘己己

︵乙︶アーレキサンダ１．フイリップ・プラン

追放されて和蘭に蹄り︑日本畢畠冒巨巳○唱︒

畳し︑図禁を冒したる故を以て一八三○年
の研究に没頭すること多年︑一八五九年︵安

孫︑一八九六年︹明治二十九年︶生︒一九一

アレキサンダーの長男即ち大シーポルトの

司鋪浄口践国闘︼︺屋⑦唇︶︒

政六年︶︹ポム︒への来朝は一八五七年︶其長男

二年︵文久二年︶アレキサンダーを残して単

アレキサンダーを伴って再び来朝し︑一八六
身ウュルッペルグに馬つた︒一八六六年︹慶

八年︵大正七年︶欧州大戦の時戦死︒

××．×

Ｖ以下省略︒

尚お大シーボルトの日本に於ける門人其

から︑それを参照されたし︒︵瞥畢博士︶

他につ陰﹂は︑既に呉秀三博士の大著がある

○泊翁西村茂樹博

上下二冊

送料共五○○回

○道徳教育講話

送料共一五○回

全一冊
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八十八翁正井儀之丞

覗先崇拝謝恩の法要

こととする︒

本曾々員︑雷単博士幅田金一君は生来報恩
感謝の志篤い人で︑常に之が責睦家として知
られている︒そして徳の荒腰を憂ひ︑世の人
心善導の一方法として︑宗教家通と協力して
こ上に﹁組先崇拝謝恩の法要といふもの﹂を
催せり︒まことにこの時局に直面して人心に
感銘を輿へること頗る多く︑誠に有益なる催
しであった︑よって左にその大要を紹介する

一幅田金一

しました︒

ひ主を借んで︑濁畢二宮金次郎の故事に例ひ
樋や草畦を作り︑或は山野に入って薪を伐り
それを町にひさぎて旅費を貯蓄し︑遂に明治
四十年三月汁五日︑決然笈を負って上京いた
元来素養乏しきま上に上京致しましたので
容易ならぬ困難に避辿しました︒騨群の包紙
を利川して里用紙に代用し︑叉甲校より乙校
の授業に遅れじと走りながら飲食の用を足し
或は路傍の水道線を放水せしめながら水浴し
て︑警官に注意を受けたといふような事など
もあった︒

五年の後︑醤師開業試駒に合格いたしまし
た︒その時は︑責に欣喜雀躍に堪えざるもの
がありました︒之れも偏に累代の諸掌霊御加

護の賜と衷心御稽を申上ぐる次第でありま

ました︒

す︒時維︑明治四十五年五月十一日︑即ち恰
も今日の良き日を以て業を卒へ︑錦を着て郷
に踊りましたのであります︒それより先づ松
江市奥谷町西原に開莱︑秀ら島根聯立松江病
院に助手として勤務せしこと約十四年に及び

いたしました︒

然れども畢克小成に安んずべからざるを受
り︑大正十四年十月十二日再度志を立て︑上
京し︑醤躯の穂奥を究むくく東京帝卿大畢に
入り︑研究に没頭すること約十ヶ年︑透に左
の論文に封し皐位授輿の名害を受け感泣感謝

○主論文

諸種疾患二於ケル肝臓並二腎臓ノ病理組織

一脂田金一

里的比較研究︵特二出現脂肪物質ノ雨臓器

相互関係二就テ︶

．○副論文

昭和二一年二月一五日及三月一五日

諸種疾患二於ケル肝臓内﹁グリコゲーン﹂
ノ組織畢的溌現所見二就テ
東京泉橋慈善病院病理部研究室

一鵬田金一

︵東大教授緒形博士指導︶

じます︒

昭和二一年三月一五日
価２﹂同年六月十七日︑御璽前に感謝奉告
祭の回向法令を捧げました︒
以上東京生活敦十年の永き間︑奪い御霊位
は︑常に私の牙艦を御守り下され︑本日まで
至極健康で︑何らの障碍や︑過失も無く︑世
の人為や︑又同業醤師諸君からも存在を認め
らる土ようになり︑亦家庭的にも不安はなく
長男は歯科誉として樹立し︑次男及び三男は
内科醤として私の業務を助け︑其他数多の子
女皆息災夫々の希望に向って努力致して居り
ますから︑何卒御安心下さいませ︒
そして︑毎日の外来患者は数十名に達し︑
別棟の病室は︑日光照射︑毒気の流通に注意
して建設したるを以て︑入院肌者は常に浦足
し諺醤師としての職責をつくしつ上あると信

本日は此の御鴻恩を感謝せんが篇めに︑私
の企てを以て︑宗教家連の指導協力を得て︑
一般思想悪化の善導につくし︑組先崇拝謝恩

一
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旭先崇拝謝恩の法要
昭和冊七年五月十一日

大字幅原長慶寺本堂

於出生地島根螺八東郡持田村
篇先旭代々菩提感謝追善日向供養︑
法事式溌法施餓鬼

感謝祭文

恭しく加先累代御鑓前に感謝の言葉を捧げ
ます︒

顧みますれば︑私事四歳にして母上にお訣
れし︑其後幼時は︑かよわい騰質で︑数脚も
頻死の大病にか上りましたのを︑胆父母並に
父上は︑専ら禰悌に所り袷ひて御加護を受け
させんと︑東に奔り︑西に赴き︑責に容易な
らぬ御苦心の上養育下され︑辛うじて成育さ
していた壁きました︒私は夙に嘗業に志し︑

I

戸

Ｉ

の法要を催し︑家族及皿縁者を集め︑些少なの雨人である︒設置して大衆の雷薯衛生健康増進に努力

がら香華料と︑私の醤畢に開する著書を捧げ右の胴者ば共に埋もれ人に隠れた功績で︑すること数十年︑一方︑後進を育英し︑此の
光組累代菩提に封し︑現状を御報告申上げて川越市公民館の此の事業は都市公民館として中市内の跨師たるもの若干人あり︒市鍔師曾
謝恩の同香をいたした次第であります︒何卒誠にふさわしく︑又全図二菖に余る一公民館と長︑市窪婆翠校長を勤めること之亦多年︒

私の微意を御察し下されますならば︑誠に有しても極めて稀なことである︒○太平洋戦争起るや︑俳誌﹃いづみ﹂を刊行

といふのである︒この心あ２Ｌこそ今日を○昭和二十年川越高等畢校就任以来︑郷土部から喜ばれた︒維戦後は之を疲張し魔く篭図

りがたき仕合せであります︒大謹八郎氏功績して前線銃後の連絡機開たらしめ同好の士

迎へることが出来たものであり︑今に至２Ｌを創立し郷土室を設置した︒に同志を募２Ｌ俳誌﹁いづみ﹂を主宰するこ

この心あればこそ︑その人の徳がいよｊ︑︑○昭和二十二年以来郷土研究家と共に武赦野と数年︑常時は禽員二千を有し︑地方俳誌の
美はしいといふものであらう︒今日は家族主郷土曾を結成し畢術誌演曾を開催すること今権威として認められた︒二十六年多忙のため
義といふものが雁されたので︑いよｊ︑旭先日まで二十個︑季刊雑誌﹁武賊野研究﹂を護礎刊︑現在﹁夏草﹂の同人である︒叉︑市内
への報恩感謝といふことが拍車をかけられて行すること七銃に至る︒現在同曾の曹長︒の同好者と共に綜合文蕊雑誌﹁初雁文蕊﹂を

老へられなくなったが︑時の思想がどうであ○畢生生徒を指導して川越市を中心とする膜創刊して市民文化の厩却揚に努めた︒

らうと︑日本民族の一つの特風として一貫始古代住居地を護掘すること既に七日︒○蕊術篤其に趣味を有し東京富頂研究曾の研
して鯉統とな２﹂来たかうしたこと健飽迄○﹁川越地方の原始文化﹂を始め︑研究論文展に入選すること五個︑叉︑油繕を善くし旺
も何等かの姿で氷久に保存されるべきものでを雑誌﹁武戯野研究﹂﹁郷土﹂﹁武臓文化岩武玄杜展に入選数回川越美術協曾の結成に典

はなかろうか︒戯野史談﹂等護表したもの二十余篇︒り曹長を勤めた︒

○﹁武賊野物語﹂を始め趣味随筆を新聞に護○昭和二十二年創立以来川越市公民館委員︑
運管器議曾委員を委嶋され︑二十六年以降同

︹川越支含報︺睦証娃跡蔀齢嶋瀞江戸時代古文書目録の作成公民館後援曹長として館舎建築資金の募財に

川越市公民館の文化賞贈呈

川越市公民館では郷土文化の護展と其の昂○市内採集石器土器分布圏の作成常り︑二十八年文化の殿堂たる川越市公民館

柳淫篤義氏功績
○昭和六年以来︑市内野田町に赤心堂病院を

究生として選定さる・

○昭和二十八年豚教育委員曾から牒外派遣研

研究助成金を毎年受領︒

昭和二十年日大卒
聯立川越高等畢校就任
壮曾科︹歴史︶措営

○大護氏略歴

川越市野田町に赤心堂創立︒

場とに寄典した者に去る昭和二十六年以来文○川越商業・工業雨高等畢校商工業開係資料の竣工を見るに至った︒
Ｏ柳選氏略歴
の整理︒
化覚を贈呈しているが︑本年は其の第三間と
明治四十五年仙壷醤専卒︑米閣ワシントン
して︑去る三月二十九日︹日︶午後一時から ○﹁入間川水系の原始文化研究﹂を生涯の努
市役所市曾議事堂で柴えある贈呈式を塞げる 作とし此のため昭和二十二年以来文部省科畢 大畢に留翠し︑︑ヘッグ教授の許に外科専攻︒
錦朝後︑福島厩平町で開業︑昭和元年馬郷
こと上なつ︲た︒

︵市内野田町二九七杜︶柳津篤義︵六三才︶

本年度の受覚者は﹁郷士史部門﹂の聯立川
越高等畢校教諭︹市内松江町五一七祉︶大護
八郎︹四一才︶︒．股部門﹂の赤心堂病院長

一
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弘道詩林
三好凌石選

聡明畢童不如聾︒世事紛紛馬耳風︒勿笑疎狂詩作癖︒識皮帯

○雅集席上口占八十二翁辿堂小川篤弼︹横漬︶
○ＯＯ○○００００００○○００００○○００００Ｏ
０○○Ｏ
骨白頭翁︒評白︒吐卿自然︒大鹿落筆︒無芥群者︒

○群後放言用辿堂翁駒竹雨土屋久泰︵東京︶

○○○○○００００○○００ＯＯ０．０○○○０○○Ｏ

不聞噂沓半如聾．我興世間牛馬風．媛芋噸琵員足侶︒百年何

０○○Ｏ
皐杜陵翁︒評日︒葱籍之腫︒妙味不霊︒少陵詩態憶吾曹之句︒宜移

以評之︒

○閑居有感畔水飯田雄茄︹茨葱

０００００００○○００○○Ｏ︑ｎ℃℃近Ｅも込沿︑

書憶友情︒評日︒友情之厚可想︒

落蕗香軽翠蓋清︒凌霜冒雪群涛詫︒平生愛看幽居好︒坐閲昔

○題毒山集溢山箕輪直︵茨城︶

殖℃︑Ｅ工ＥＵＥＬＥｎＥ︑込○○○Ｏ○００００○

○００Ｏ
色最分明︒評臼︒輔結秀抜︒情意兼到︒

吟逓徴逐又酬旋︒菩徳相尋鴎驚盟︒心臓綴畔猫豊蝶︒南山毒

○梅月偶吟雅信相川文五郎︵横漬︶

℃︑ｈ︑︑℃︑︑︑込述︑℃ＥＯ００００００○○○

両頭卿照苑梅香︒風動珠雛疎影長︒縛兇胸中清内一利端垣花

○侍花有隣菅谷徳次郎︵宇都宮︶

０ＯＯＯ
調夜微荘︒評白︒風致佳絶︒自有情頚︒

︑Ｌ︑もも℃ⅡＥ︑︑︑ｂも︑０００００○○０００

○○○Ｏ
喜定何時︒評日︒槻醇︒三四更畳有一段之致︒

束惹己到雨如総︒底事春塞花信遅Ｕ未聴後園黄鳥騨︒遜喬有

○題霞軒翁所蔵硯園石崖林庸之助早葉︶

ｈＥ︑肥︑心込︑魁℃○○○００○○○○Ｏ

評白︒愛玩之興︒可見子此︒

硯岡秘破久︒建筆有誰耕︒想見龍蛇走．雲煙紙上生︒

○偶感夏村田中和三郎︹千葉︶

世界平和不可期︒人心安定果何時︒潅潅天地依然在︒無始無

０○○○○○○○○○○○○○○○○○○００○○Ｏ

○藤原藤房鶴亦高地七郎︵千葉︶

０○○Ｏ
経知者誰︒評日︒豪健︒語涜旨深︒

︑ＥもＥ℃︑︑︑︑︑形︑︑心０○○○○００○○Ｏ

○○○Ｏ
望古賢来ｃ評白︒人事錯綜︒時移代易︒三四超妙︒

夙参天業股肱材︒廟策中興大柄回︒諌奏俄逃白雲裏︒北山惟

○依禿堂翁嬬韻賦呈鮫龍唐津蝿次郎耐奈川︶

︑︑︑︑℃心︑︑℃Ｅ︑︑旭︑○○○○○Ｏ○○０Ｏ

間君消息近如何︒別後州年如夢過︒雨叩閑窓春樹好︒山圃陥
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○請 鎌 形 晦 堂 西 遊 漫 吟 呈 一 鎧 翁

香城菅谷敏夫︵千葉︶
０○○００ＯＯ００○○○○００００○○○○ＯＯＯ

渉水賊山蕊一策︒高吟玉唱憶仙雛︒鎧翁珍重先君業︒東穂儒

０００Ｏ
家百代宗︒評昌︒風談朗然︒

宿志未成華髪新︒吟風輔月自相親︒此生如夢惟徒爾︒馬齢六

℃℃︑℃︑︑︑Ｅ︑Ｅ恥Ｅ︑︑○○○００００００Ｏ

一○述懐如山片岡佐仲︵千葉︶

○偶成九十一翁如雪慶野庄作︵茨城︶

○○○Ｏ
十七回春︒評白︒諾塊胸中︒亦見不凡︒

︑℃︑︑︑Ｂ︑乃・︑℃︑℃︑心○００○○００○○○

九十一年如夢室︒篤師篤吏塊無功︒老翁後梁惟詩癖︒心典先
０００Ｏ
貿蒋母同︒評冨︒韻格有致︒固知老翁異於衆．

○賀 高 木 香 南 翁 所 編 村 誌 完 成

移山寺島慶一︵千葉︶
℃℃︑︑℃祁も恥︑︑心︑泊ＥＯ００○○○○○○○

看史筆尊︒詳日︒三筆稚平淡︒三四意極懸勲︒

○○○Ｏ

波岳東南城外村︒柴枯歴歴跡猶存︒百年喚起愛郷念︒一峡長

ゴ

可

屋幕雲多︒村餐識道道無論︒詩境養心心不波︒登料今朝嫁雁
迅℃ＥＬ︑︑︑晒

○○○０ＯＯ００○○００００００００ＬＬもも迫油
信︒孤懐把酒又酬歌︒評日︒前聯淡遼︒後聯奇哨自畳有進沈之

○春日書懐雲石村田一雄︵横漬︶

深者︒

︑︑℃︑℃℃︑℃︑私○○○○○ＯＯ○○Ｏ

暖風興梅別︒叉欲迂撰花︒閑眺定何日︒恩詩興愈加︒
○久米正雄一周年祭賦糞

評日︒待花思詩︒酢旨揮成︒

八十五翁梼翁菅野三郎涜爾ｇ

ｏ００○○００００００ＯＯＯ○００○○ＯＯ００Ｏ
○００Ｏ
在五湖逢︒一一万虻礎︒桑野母校所在︒評弓一音節蒼涼︒

三汀去世巳期年︒報閲文章一世賢︒桑野原頭春寂真︒幽魂猫

○詠金庫菜浦大塚柳吾︵横須捜︺

○ＯＯ００○○００００００○○００００○○ＯＯＯ
潔一心堅︒評弓調意謄然．鮮芙廉潔之士︒

０００Ｏ

徴扉倣岸筒居然︒千錨寓金呑吐全︒人事縦雌依阿堵︒須知脈

○途別飛川樋口砿︵東京︶

︑︑℃︑︑℃℃︑弘恥０○○００ＯＯ００○
評日︒懇怖之至︒

日媛業花笑︒害窓烏影閑︒典君再逢日︒相共迭春還︒

○靖園帥吐昇殿参舜有感霞軒蛎野英治︵千葉︶
必ｂも︑︑ｂｈＥ︑︑℃︑︑︑○○○○○００００Ｏ

榊鼓華薬騨自触︒呪洞奏罷祭儀祭︒遺親列坐呑蕊咽︒雨舜英

０００Ｏ
蕊憶戦功︒評臼︒凄測動人︒感慨何堪︒

○春雨恵粥粂坂重隼︲葉︶

︑︑︑︑い︑℃︑︑︑℃ｂも︑０００００００００Ｏ
○○○Ｏ

香霧迷濠四面園・春風吹雨漉柴扉︒庭前坐鑑新鴬恥︒不用山

中唱采穣︒評弓筆致平淡︒興物成春之感殊多︒

○追遠有作岱山椎名保弘︵篇山︶

秀逸

○東京都中村徐風

春田鋤く牛の手綱をとる娘縁談間へぱばにかみにける

○春風松江市平井常情

︵田圃の一つのスケッチ︑ほ︑１ゑましきものあり︶

けさうちし小田の土の香匂はせてのどかにわたる野逢の春風
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○雨滴千葉際菅谷義太郎

︵新味なけれど︑寅感調べによって味はる︶
あ︑

雨恐り屋根ふきかへなりて新わらやのどけくも聞く雨垂りの
三日

︵昨日に愛る今日の安心感窺はれる︶

佳作○皇太子殿下を送り奉る埼玉螺繁田武平
御使の船出に民の斬るかな我が日の御子に波路安かれ

○同秋田螺妹尾馬之助

とつくににつかいしたまふ日の御子のとふき族路に幸いのる
かな

○靖園祁壮昇殿参拝千葉螺鵜野秀春
とやみなくふる五月雨はもふで来しあまたわれらの涙なるら
め

○亡妻の忌に集へる子女の心を

宇都宮市菅谷徳雁
言葉にも筆にもえさる亡き母の深きめぐみをいかでしのぱむ
○銘菓﹁日本橋一の味﹂を贈られて
さと

禰島蝶演名博綱
日本橋名に負ふ味はえり栗のすいをあつめてはなつ山郷の香

○一胴島牒菅野三郎治

木枯にやつれ果てにし野に川にみどりやそはむ春雨のふる

○目崎昌武先生三十三同忌・

新潟牒波多良介

ゆ

年ふれば年ふるま上に亡き大人のめぐみ深くもいよよしのぱ

Ｏ千葉螺金杉茂穂

○︾新潟蝶鈴木文泰

山狭の夜は静かなり雨晴れて蛙暗く霊すみまさりつつ

して

北の空に飛びに飛びさるエンジンを開きてもの恩ふ貝夜中に

○千葉螺綻坂秀嶺

新雲もた上けぱごみのでるものを我と我が身をふりかへりみ
む

○族行埼玉蛎小名木狂辰

五十年をた母働きし老妻のゆとりかあばれ今日を族立つ

○雨滴新潟蝶上川朝男

雨滴の一音もたふとくきこゆなり刺のみ前にかしとみて剛く

○千葉螺石橋香峰

蕗の蓑にならぴて赤く百合の芽ものびけり春は命愛しき

○割田斧二

行澄に凝る燈の光を炎ともゆり副しつつ春の雨降る

弘道俳壇大橋越央子選

秀逢︹雑詠︶
金銀の庭の真砂や春の雨東京中村徐風

〔36）

−

茨城静

I

人形を枕の逢に孫春の風邪

〔37）

松江原田碧明子

禰島椿翁

千葉香峰

松江碧
千葉春
砺島吾
千葉茂
越後良
千葉秀

越央

甫

嶺介穂山浦子

石段を流るる雨や落椿

紅梅の蓄開かいま曳活けり

忘れ得ぬ日なりけり二月十一日

埼玉尼子
富山香川越路

老の身のしづかに寄れる矩健かな

啓塾の墓の鳴く一音の夜もすがら

雛の宿出て踏む士のやわらかき

張りたての障子明るし春うらら

追悼倉冬あたたかき日なりけり

若水や星井の底にきらめける

菊皿の繕具を磯ぐ春の水
丹念に正月暦剥ぎにけり

みづうみに封ひ朝飾の娩汁

戦災のお濠の祉の猫柳

もがり笛裏は河なる一軒屋

千葉伊藤丘南

埼玉尼子

利休忌や院の障子に烏の影
佳作
温む水野芹潜りて流れけり

山寺の庭池暗く水草生ふ

富山越路
千葉丘圭陥

明

子

杉木立梅一ともとの村やしる
道しるべ石の根がたに蕗のとう

品走に毒と書きま座敷
末庚を寒の操に世きにけり
春の水堰めてか上るや村普請

錨ぬく波にくだけて春の月

頭巾脱ぐ時自ら到りけり

五同月十五日

残雪の山ふところの家三五

文苑原稿次蹄締切

東京徐風頭巾脱ぐいささか不安ありにけり

○

別壁のまだとざしあり浅き春

越狂辰
川

うららかやまた門づけの獅子頭
書を閉ぢて梅に無靭の眼をとむろ

妻相手俵に東・風載せ鐘織る

少

本含棄報

命を開く選定の所︑参︑衆雨議員避畢に遜遇

嬬江名支含等三月より四月にかけて支含講演

△各支雪の講演富の延期︒千葉東部支含禰島

研究諸筆記を聴き得たり大に興味を惹きたり

多数を談せらる︑衝日展槻せり東西に亙り共

と云ふは之れなり︑祁先以来の焼物闇係蔵書

田にて有名なる陶器焼物の家元にて即白岩焼

△定期縛言︒鋪五十一回の定期納含は︑含告

は︑祁父一堂氏の百年祭を兼ねて︑篤腫創業

△東降氏創業記念祇典︒維身含員東僚卯作氏

｜ｌ秋田の洋書に因みて﹂に就て講読せらる︑同

○部同校長渡塗浩三先生にて︑常日演題は︑

の紹介あり︒

酋貝妹尾氏等なり︑定刻平瀧氏より渡遜講師

準︑三浦︑宮野︑佐藤︑諸木︑荒川︑小貫新

繁田園主外に西目川村雨先生︑萩原︑平

に講演含を開くことに一決︑尚前含合に鈴木

縄含は本部の都合を何ひ五月一二日頃に総含並

事項等に付懇談をかさね本年度に於ける春季

参集支含の事業に就ての反省及希望並に斑行

小見川︑五十嵐笹川︑野羊︾へ都︑の各評議員

祁代︑大塚良文︑伊藤古城︑寺本府馬︑古川

副支酋長︑野卒理事︑菅谷海歳評議員︑渡遜

談念を開催︑菅佐原顧問︑高木支含長︑鈴木

二月廿五日寓歳小畢校裁縫室に於て役員懇

Ｏ千葉螺東部支含報告

◎高松宮殿下スキーにて御滞螺中なり︒

悪にして雪幽最悪の天候なり︒

因に秋田は雪意外に多く寒気亦巌し道路織

諸氏の厚意を謝し婦路に就く︒

六時過含散せり︑簸近の盛曾なり営渡鍵校長

畢校の製作品数多展覧したり薄暮馬るを不知

る底の事理一度初めて完成の域に入るとなし

○萩原易治氏工蕊品にも個人の意蕪を表現す

交換ありたり︒

参せられ時代手法鑑識等装だ興味ある談話の

○命員三浦畑四郎氏砿品貴重なる陶器数品持

せるためそれ人︑四月末より五月に延期とな

の如く決定︑本年は純含祁の穂含記念懇親倉

れり・

仙松氏は︑本念に封し金参百脚を寄附さる・

を戦前の如く復活︑倉員各位の振って御参加

△鈴木氏の芳志︒千葉媒東部支含副含長鈴木
御芳情を感謝す︒

Ｏ秋田支富報告

支含且栗報

を希望す︒

△修養賓典編韓曹︒三月十六日午後五時より
き︑下村副酋長以下︑大杉︑勝部の雨委員及

若渓含館にて新らたに編纂中の修錐喪典につ
割田主事出席種々協議せり︒

△吉田顧問病む︒顧問吉田熊次岬士には︑風
邪にて久しく引篭中のところ御快癒︒慶賀︒
△谷口氏芳志︒故谷口辞三郎氏の中陰に際し

百八拾回例曾を市内工蕊皐校内に開く出席者

昭和二十八年二月二十一月午後二時より第

芳情を感謝す︒

は左如し︒

令息谷口現吉氏より金参肝側を寄附さ︾亀御
△河野博士の芳志︒特別倉員河野省三隙士は

四十年記念祝典を︑開係者多数を招待の上三

氏は東京美術校出身にて少壮より多年悌園に

本含に金五百回也を寄附さる◎御芳情を感謝

△酒井倉長韓居︒酒井本愈長には︑今回祁奈

月十九日畢行︑慶賀︒

遊畢せられたり蕊街登法の造詣深し生家は秋

す︒

川媒葉山町一色九○六に漣居ざる︒
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副含長より提案されし支含に監事二名を置く
件は常日可決され人選は支含長に一任され居
り本席に於て更めて岩田正直君︑伊藤武君を
推畢し満場の賛成を得て二譜を委卿せり︑雑
りに別席に於て謹食を共にし時事談に興じて
三時一二十分散倉︑八十四才の菅佐原顧問翁壮

者をしのぐの慨を以て参愈大に後進を鞭たつ
せられしは深謝する所なり︒

Ｏ豊岡支酋報告
第一二○○個︵十一月二十三日︶に於いて︑

のですが︑横演の或る幼稚園で︑自由書を描
かしたところ︑風紀の瓶賎した地域に住む兄
が︑いかがはしい費を描き︑しかも︑解るま
いと思って説明つきなんですって︒まったく

呆然としますわね︒新宿で︑不良少年が︑児
ひどいことをしてをつたさうですが︑未成年

童を手先きに使って良家の女畢生を誘惑し︑

者ゆ皇警察も手の下しやうがないのださう
に女畢生を訪ねてくるし︑女畢生も無断で外

です︒近頃は︑男の畢生も舎監の許可を得ず

出して行くのがゐます︒雨親が﹃うちの娘は
ねんねえだ︒大丈夫である﹄と思ってゐても
或るばあひ︑好奇心が︑差恥と自制とを雁倒
して︑未知の世界に突入することもあり栂る
のです︒いちど︑失へぱ︑再び戻らぬ純潔で

×

第三百一回常雷︒二十一八年二月二十八日︑

茶舗に開く︒支含長﹃道徳低下は依然として

せう︒鈴木先生︒﹄栖開氏﹃幽家には︑民族の

あとを絶たない︒日本再建はいかにすべきで

固有性があり︑それが二つに分れて﹁連綿性﹂

と﹁同化性﹂となる︒連綿性は縦蒜であり︑

からみ合って︑立派な織物となるものです︒

同化性は横蒜であって︑この二つが︑うまく

日本も︑必らず︑本来の姿に戻りませう︒﹂高

という美談があったが︑今は︑薬にしたくも

篠氏﹃昔︑支那に有名な符飽貧時の交はり

みることはできない︒近来の闘含の醜態をみ

て︑長大息するばかり︒﹄四郎氏﹃競近の日本

の教育界の潮流に︑迩徳教育を必要なりとす

るといふのと︑人川には本来善悪を識別する

ないといふ二つの傾向があるやうですが︑い

能力がある︑敢てこれに弧制を加へる必要は

すものねえ︒いっそ︑腫没のすがたを︑あか
うしたらよいか︑判らなくなってしまひます

らさまに︑教へたら？とも老へますが︑ど

ス︑ドイツには修身科があり︑英図にはない

づれが尻なのでせうか︒﹄割田主事殿﹃フラン

とを持つ図でさえ︑髄車の中で︑空席がある

か︒アメリカのやうな高い知見と︑長い習悩

つの潮流があるのです︒要するに︑それは民

は︑未解決のものであるがゆゑに︑祉界Ｅ一

族性に由来すべきもので︑世界共通の理論を

（39）

共立女子大単教授徳山敬子先生の﹁男女共難
と性の問題﹂のお話は深い感銘を一同に異へ
た︒

﹃男女共畢︑男女交際の問題は︑西洋では︑

何百年の習慣と歴史とをもってゐますが︑日
本では︑準備もなく︑教養も身につけずして
きい︒文部省に純潔教育があり︑諸畢校で性

突如︑蜜行に入ったので︑弊立って弊害が大

を︑あくまで︑守ってゆかうぢやありません

皆さん︑ともに︑ともに日本姉人の美鮎長所

が︑性を閑却しては成り立たぬことはいふま

と︑男の人は︑美しい人のそばへ行って腰を

前途尚ほ頗る蓮しです︒わたくしどもの生活

教育を礎施してゐるが︑この弊審を除くには

でもないが︑男性女性の正しい性闘係がいち

おろしますよ︒娘を持つ親は︑厳重に監督す

ころもあり︑ないところもある︒元来︑これ

ばんよろしいのであって︑性開係が正しくあ

る必要があると恩ひますのょ︒﹄

が︑アメリカでは州によって修身科のあると

と思ふんです︒昨日︑田遥繁子さんと話した

れば︑教へなくとむ︑正しい性の手本となる

ノ

］

ものではあり蓑せん︒英雄が天下をとると︑

世の放縦無頼にして天地祁明を無硯し数養指

堅忍簿愛優秀気品等に付ての謹話であって︑

後に於ての本分達成に絶大なる力を得た︒石

外闘なら必らず帝王になるんですが︑日本に

としての贋値を低下して︑徒らに平等を叫び

導を蔑澗して︑天地の化育を自ら排斥し︑人

活︵生活の訓練﹂︶第三職の印刷冊子が出来ま

文皐博士河野省三先生講述の﹃迩徳的高等生

常娠めたとこで︑直ちにそれが変現さるぺき

おいては︑いかなる人物でも天皇になったた

又自由をはき遠へる青少年を戒飾して︑獅立

﹃確信を深めました︒﹄

最を十分壷揮して︑その闘民の本分をつくさ

年の正しい教育指導により︑人格品性智能力

類の禰靴の零進を計って︑日本圏民特に青少

八あり︑従ってその敦果大なるものがあると

識力して︑柾含識化の億めに遠近に頒布しつ

したので︑十六日から連日支含各役員が協心

の大を成しつ上あり︒三月十五日川越支含は

めしはない︒これ︑日本民族が皇室を中心に

した日本の図運を興隆し世界平和を期し︑人

川岩吉先生の講演の敦果は日を追って愈々そ

して護展したことを示すものですよ︒﹄高篠
筒ほ本年三月十七日は支含創立六十周年に

民館長進蕊譲氏余五百脚同川越竪師首長大河

金一千脚同佐々木丈燕氏余一千側同川越市公

日本弘道種役員幹事野本先吉氏川越支含へ

相常するので︑紀念式を繋ぐるごとを巾し合

れんことを要望され︑特に日本画民は日本建

確信す︒

はぜ︑期日は追って協議することとし︑五時

図三千年の建図精祁とその博統の日本締抑た
を期することが肝要である︒これが日本園運

る皇室尊崇の誠を致たされて閥遺憾なきこと

半散念した︒

○川越支曾報告
昭和二十八年二月二十八日午前十時半から

の根源であると︑一時間三十分に亘り︑端正

千五百岡寄附があった︑其の前に川越支曾名

木文蔵氏重ねて金五百脚同松倉秋之助氏金二

十間川越市中央公民館長余二千五百脚同佐々

内要三氏金五百岡同野本先吉氏亜ねて六百二

中央公民館との共催で講演含を開く︑講師は

の姿勢と荘重の語調とを以て絡始した︑含衆

春顧問鈴木徳次郎氏の支含に封する多大の寄

の隆昌と世界平和と至人類禰祉に貢献する力

幽皐院大畢畢長︹元と宮中の皇子惇育常︺石

は日本弘道倉川越支含役員である所の川越中

川越市中原公民愉梗上にて︑川越支含と川越

川岩吉先生︑内容は皇子皇女の教育指導と生

附及同江田徳澄氏山田勝利氏の本命に封する

で寅とに感謝に堪えない︒

特別寄附は前に報告以て弘道誌に掲載の通り

諸氏︵何れも市念議員とか村含議員とか父は

央公民術長及主事同中原公民館長並に市内市

調停委員とか人権擁護委員とか保護司とか隷

町村の日本弘通含川越支曾役員の男子女子の

相座して︑天地宇宙の侭理に基づく所の智育

護士とか畢校教育関係者とか竿であって何れ

のお方に封する温宋的でなく︑天票のお力に

徳育鶴育の完壁を期しての厳正公珊の教育指

活に付てであって︑その教育指導方法は炎瓢

導であって︑皇子皇女の方々皆之を精励享有

興を期す︒

交付あって支含一同感激に満ち一層支含の振

本含から特別交付金千卿書状とともに優待

く弧いて辞退の意を表した︒

からは川越支含は本曾からの普通交付金を固

川越支含は財政堅変となったので本年二月

理得して︑高尚優雅堅箕上昇して︑天地の化

の父母兄姉の立場に在る者のみが含場に満ち

も証含的教化指導の位澄に在ると共に青少年

て居ったので︑何れも甚大なる感動と共に今

育と要求に融合せるその丘の致育謂導と天地
人融合統一の貴い殻果と︑その御生活の精進
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金白牛ロ
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○日本弘道含第五十一回定期総含
々半凹

日本弘道曾館

一壷郷蹄岬獅維叶岬畔剛酎癖剛一︽旧︽掴︶

○祭事
○毒昌帆賀式

口本曾故正副曹長旅物故曾員年祭︵午前十時︶
︵曹長祭文︑支曾代表祭文︑曾長︑遺族︑曾
員代表王串本英︶

幻篭雛裁篭鰭祇溌熱斜溌︶
○定期細含
叩岬狸一廿砧奔嘩 蝉識吋
口昭和二十七年度邪業報竹
○輩食︹排常を呈す︶
○記念誰波︵午後一時︶

○これからの日本維沸前川椛松

＃諭溌Ｊ

細曾記念懇親曾︹命費二百側︶︵午後五時︶

ます︒

常日は禽員各位の振って御来曾をお待ち致し
でに出峡の御通知をお願ひます︒

尚種冷用意もありますので︑四月二十四日ま

昭和二 十 八 年 四 月 跡 哩 日 本 弘 這 曾

金参百回也︹寄附︶千葉螺鈴木仙松
金参千回也︵参︶東京都谷口現吉
一金五百回也︵多︶埼玉蝶河野省三

Ｏ糧輯後記

１１
○裡花の赤︑冬眠から動き出す活動の券︑お
瓦に自然を賞美すると共に一段の躍進を期し
たいものです︒

○来る四月二十六日本含第五十一回の定期純
含を命告の如く附くこととなりました︑振て
○本雛は堀田前含長の三周年忌に因み︑追憶

各位の御出席をお願ひ致します︒

の誠琵捧げることと致しました︑随て之がた
め噂頁のやむなきに至りましたが︑ともかく
細聯を総り︑まことに不術ではありますが︑

責任の荷を幾らなりと鯉くした感じでござい

ます︒︑
○本雛の論文は︑深作︑開雨坤士より結椛な
ものを頂きまして何よりでした︑又随筆とし
ては石坂︑藤服剛先生のものを頂きますし︑

四月雛らしく花と咲き出でた感がございま
す︒是非皆様の御味縦を御願ひ致ましす︒
○久しく品切れでありました本命新入命貝に
差上ぐる修養費典も︑其の後訂正堀補といふ
よりは寧ろ全部書き更めた程のこととて︑大
愛後れましたが︑漸く原稲が出来るまでにな
りましたので︑これから更に役員含の談を経
て慎重を期した上溌刊の運びになります︒御
諒承を御願ひして澄きます︒

本含編韓部へ御相談を乞ふ・

Ｉ

○本誌贋告の件については︑

回封入の方に送付す︒

する外に菰令の特典あり︑規則書は郵券拾

をとること︒含員には雑誌弘道を無料配布

一ヶ年曾我金百威拾岡を桃込み入念の手緬

弘道倉入倉手績

弘道責債一冊金参拾園也

｜

振替口座東京皇君番
日本出版協含念員番雅乃二酉寛

電話九段九恭

蝿誕廻日本弘道倉

東京都千代田睡西祁田二ノー

印刷所︵東京豊ｅ共立杜印刷所

東京都千代田厘祁田祁保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

東京都千代田歴神田祁保町三ノ十

蝿輔嘩割田斧二

東京都千代田随西祁川二ノー

昭和二十八年阿月一日蕊行
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古来の伝統と美しい慣習と一

東京都千代田区神田小川町1の10第一公報社内

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

うことは︑ここ数年来各方

面共通の声であ︐りましだ︒

今回︑日本弘道会礼法研究

調査委員会は︑全く新たな

構想のもとに︑新礼法要項

を調査︑発表致しました︒

本委員会は︑各界代表者を

もって構成し︑二カ年の歳

月を費して完成され︑内容

については︑外国の礼法も

参考とし︑宮内庁︑外務省

等の意見も求め︑完備した

ものたらしめております︒
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日本弘道会礼法研究調査委員会

新しい鵬法

