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形式と内容
物覗はすべて一つの形が側然と内祥詮作るともいへるし︑又それ
とは迩仁内容が側づと形を作るものであるともいへる︑だがそれは
何れもが一方からばかりのものではなく︑雨方がお江に閑係し合ふ
ところに妙味があるといふものだ︒例へぱ丸い剛をはめて巾味を育
てれば︑いやでも巾味は丸いものになって了ふ︑といふのが前の見
方であり︑巾味が誰も彼もがよいことと偏にて育てたその伽向のも
のが︑脚然に丸い狐となるといふのがほんとの丸い刑だといふのが
後の見方であるが︑胴方お肱に伽きかける力があって出来上るので

ならない︒

だが形を作って巾味を形に合は十一るのは︑強制的なものだから︑
仙蛎は早いが︑巾煮ほんものにはならない︑巾味がⅢづから作った
のは︑早いことにはゆかないかはり︑巾味はほんもので囲いものが
ある︒我が家族制度などは︑長い州の枠の訓練といふよりは︑日本
人が向ら作った型に近いので︑制度といふ力で今Ｈこの刑を破って
見ても︑その中味は容易に改まらない間いものがある静だ︒
日本は明治の維新この方︑急な進歩だっ全庭ので︑次を採り入れた
思想や制度といふものは︑図民自らの中味が作ったものはなく︑大
方は制度といふ枠で巾味を作ららとしたものである︒だから一応も
二雁も表面的に︑或は形式的には整ったものの︑巾味は丸い剛の中
に三角︑阿角様冷のま入でうごめいて来たものだ︒尤も刑をはめる
のは易いことであるが︑中味を刑遡りにするのは短い月日では出来
ないから止むを得ない︒しかもこの維職後のやうに︑何も彼もが大
きな錘り方であり︑めまぐるしく鍵るとあっては︑巾味の方はほん
とうに型の通りになる暇のあらう課がないが︑第一その中味を刑に
添うやう︑叶ふやうにと努める心掛けがあるかどうか︑どうも形ち
︑︑︑︑
ばかりにあくせくして内容は考へないのではあるまいかと思はれて

︑︑︑

今日のところで三一の例を拾って見ると︑民主的だといって︑何
輔も含識を附く形はとるが︑おぷに恩ふところを述べ合って︑脚分
も言ふと共に人の言もよくきいて︑多数の説が決ったら︑それが自
分の考へと注って居ても心よく協力し合ふとすることはなく︑人の
︑︑
ことはきかないでｎ分の説にばかりこだはる︑或は各自の老へを集
めて決するものではなく︑三万券が決めて戒は押しつけるとかい
った風があったり︑主椛が図民にあるといへば︑内分側身が全部も
ってゐるかのやうに︑他人を恩はない勝手をしていばるとか︑家族

制度が礎されては︑親も長幼もあったものではないと勝手にふるま一

るのである︒

︑

うとか︑紐合を認めると︑相手のことはどうでも︑自分たちの都合
のため力をやたらに使って見たり︑人権を尊募といへば︑人のこと
は尊ばないで側分のそれだけ尊んだり︑人には物事を厳しく強いて一
脚分のことは棚に上げて澄くとか︑風俗で言へぱＦ内容は考へない一
で︑男女は腕を組んで歩るく雷へ営者︑結僻は自由勝手のもの︑男女
の交際は何んでもすぐ愛人としての立場から見るものとか︑無作法
がｎ．山であるとか︑貞操もた置物として扱ふとか等令といった例を
見ると︑剛の中の内容は︑少しも刑に従っては居ないことが知られ

ことは︑国家︑図民の不幸この上もないことだからである︒︵知己庵︶

人は或はよく一軍令今日の多くの主義や制度は外図のもので︑彼
等は長い訓練によって築いたのだから︑中味が型に添うて居るのは
岱然だが︑我々は今日始めからやるのでは⁝⁝と︒これは前にも言
ったようにさうに注ひないが︑だが一般明治この方︑どうもすべて
が刺だけで︑内容の添ったためしがなく︑ただ次々と移っていった
のに見て︑どういふ内容の意味から︑どういふ型が出来たかを考へ
そしてその意味のための訓練に努めようとする老へが少いこと︑又
有識者は他国の風習を採川するに︑国土︑民族︑習慣をよく考へず
た堂人間を共通の人川としてばかり考へずに︑同時に差別の而一とも
老こし︑通︑不適を調べることの面を我々は問題にしたいのである︒
軽く受入れ︑軽く流しつつ︑ものの臭ひをかいでの一通行人となる
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﹁日本教育の危機﹂を積む

然るに本書の︑而して今日防川に宣徳せられて居る所の﹁平

和教育﹂は一定の特殊概念に鴎するものである︒それは正面

は反米教育通裏面はソ聯及び新中園の共産主義教育を意味す

るのである︒何故にこれが平和教育と呼ばれるかといふに慾

潤を獲得する篇めに帝闘主義的政策を取る︒その結果は他因

吉田熊次
矢川徳光氏ば﹁日本教育の危機﹂と題する書を公刊された︒

米国は費本主義園家である︒資本主義園家は℃その資本の利
筆．者は暇にまかせて之を一読したが殖感する所を述べて愈員

が︑その資隙と内容とは判然と握めなかったが︑︑本書を談ん

る︒平和教育といふ成語は艇持耳にもし側にも兄る所である

和教育の危機と題する方が内容にぴったり合うやうに恩はれ

本書は日本教育の危機と言ばんよりも寧ろ日本に於ける平

の教育を批判し輸米園一片倒的教育は所謂平和教育を危機に

討議せんとするのではない︒本書ばか上る見地より日本現在

賞なりや否やに問題が存する課である︒併し今はとの問題を

には尤もらしくも見えるのであるが︑その大前提は果して冥

教育は平和教育であるといふのである︒如何にも形式論加的

本主義園家の侵略を防止せんとするのであるから︑共庵主韮

ソ聯及び新中園の共産主義園家はこれに封技するもので︑資

及び他民族を侵略する︒故に戦争はそれの必然的結果である︒

で判然と把握することが出来た︒元来︑教育は平和なる生活

各位の批判を請いたいと恩ふのである︒

を管む人格の教養を旨とするものであって︑戦争を目的とす

か上る本書の性格を兇知して味読する時には幾何の教訓と

頻せしむるものであることを論述せるものなのである︒

示唆とをその中に護見することが出来る︒その意味に於いて

せぬのである︒平時に於ける教育はたとひ軍人養成の篇めの

る教育などは熟戦時に於ける鍵態的一時的現象の外には存在

るにあった鍔である︒川川健次郎沖士が尚武と贈武との混同

教育とても︑その目的は平和を破壊せんとする俊略を防止す

ことを疑はない︒本書の第一部は﹁戦後教育の緋誰法的溌展﹂

と題して戦後に於ける新皐制成立の事怖をその裏面に万って

本書は教育者にとっても一般護者に取っても有続なる群たる

て居る︒されば右文左武などいふ徳川時代の教育でさえもが

叙述し︑﹁今回の教育改革は日本の妓悪の状態において弧行せ

を切りに戒められたことは筆者の脳裏に今なほ刻み付けられ
究極に於いては平和を側的とせるものと言うことが川来る９

られたのであって通到底常識にかかるものではなかった︒い

くたの悲劇を生んだ血涙の歴史であったと記して居る︒文部

然らば特に平和教育などと大漣疾呼することば無川の業に脇
すべきである︒

（1）

I

への希望は霧消し︑生きる望みはなくなってゆくのではない

占領政策はいかに韓換するのであろうか︒恐らくは日本凋立

ぞけ六三制の採用を拒否した場合︑連合国のわが国に封する

省の畢校教育次長飢木氏が﹁日本が教育使節図の勧告をしり

本家が指導して居ることなどを皇も感知せざることを指摘し

於ける効果とを考慮せず庭潅讃し︑米国教育の背後に米国資

愛にみちたもの﹂とし︑その中に含まれて居る矛盾と米国に

るものと解し心日本の教育畢者も亦︑右報告書を一善意と友

日本側は使節関の態度を何庭までも﹁善意と友愛﹂に満て

居るが︑その根本方針を決定せるものは占︾領政策である︒使

て居る︒﹁報告書﹂の中には自由とか平和とかが強く説かれて

節圏はその占領政策をアメリカの世界政策の一環として解し

せざるも死︑との秋にあたり魁われら日本国民は消極的に六
三制を採用せず︑座して死を待つより魁むしろ進んで民族の

か︒猫立なくして何の生存ぞ︒六三制を採用するも死︑探川

名響にかけて死地におもむき︑死中に活を求める積極策をと

ポン日記﹂を引川して占領政策の要鮎を次の如き項目に分け

たのであるといふのである︒著者はマーク・ゲインのヨッ

て居る︒即ち﹁財閥の保存をたくらんでいたということ＄号

るよりぼかに途なしではないだろうか︒﹂との放送を引川して

育の内容とか︑教育日的とか︑教育方法とかを規定するもの

居る︒元来六三制とは教育制度上の問題であって必ずしも教

﹁天皇を人民に面りつけなければいけないということ︒﹂﹁日

に基くもので︑大鰐に於いてば近代の教育理論に合せるもの

封抗する蚊大の武器の一つは日本の啓渡された蓮暴民であ

育使節閏の﹁報告書﹂を引川して﹁極東において共産主義に

るが︑第二章﹁戦争のための教育﹂に就いては第二次米国教

以上は第一章﹁平和のための教育﹂に述ぷる所の要胃であ

本軍隊の解総をくやんでいたということ．﹂

ではないが︑世問の所謂六三制とは米図式六三制で︑その中
には米園式の教育内容も米園流の教育川的と教育方法とも含

であるが︑米国教育の内容と方法とに開してば教育畢界に養

めて居るのである︒米固に六三制が成立したのば相微の理由

否の論があって未だ決定せず脳恐らくは欧州諸国には多くの

居ると述べ︑これアメリカの世界政策に出づるもので・アメ

税︑尊重の美名の下に一⁝侵略戦争のために利用しようとして

にせよ︑我闘の戦後の教育は米国教育使節国の報告書に基い

リカのウオｉル街が太平洋戦争の以前から壮大な極東政策の

る一として︑我が国の教育の改革を要請したこと︑教育の重

て居ることは疑う除地はないのである︒矢川氏の問題として

織想をいだいていたことを例談して居る︒進んで第三章﹁平

反封論が作する所であると恩ふ・ソ聯に於ける教育とても革

居るのは先づその報告書に封する日本側の受取方についてで

和と掲立のための談育﹂に於いて︑朝鮮動乱溌生以後米固は

命以来幾度かの鍵遷を経て今日に至って居るのである︒執れ

ある︒．
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日本を戦争の道具に使川したと説き産業教育振興法を制定せ

しめて日本の畢校教育を日経連経図迦の配下に腸せしめ︑米
図のゥオール街の手先たらしめたと説いている︒更に一九五
一年秋米国第三次米国教育使節圏を組織して渡来せしめ日教
組縦の弱鵠化を計らんとしたが︑国際自由教員組合連合倉の

反封が三ヶ月の闘争の結果耐完全に成功したことを述べ日教
組の努力を無場して居る︒

第二部の﹁民族教育の方向判定﹂に於いては﹁中園教育の
地固﹂の章に終て新中剛に於ける抗日運動の先駆たる﹁五︒
四通動﹂の巾来と護展とを就き︑支那の排日教材を引川し︑

革することを決意すべきである︒またこれに諺起せる勇敢な

ろ教育者並に一般市民に封して敬意を表すべきである︒巾図

人は結局は自己の利需概念に依って行動することを兄落して

はならぬなどと狼所謂支那通の概察を改正せねばならぬ︒支

那人はたよりになる所はあるが︑朝鮮人に至っては済度する

道が左いなどとり説も再吟味する必要があらう︒民族の自主

潤立を要望することは人川の本能と兄るべきである︒我が国

民の如き光柴ある膝史を有する民族にありては︑必ずやか上

﹁逆コース﹂とか﹁反動﹂とかの名川＠下に自主的粘神や愛

る本能を喪失して居る禅はないが贈現下の思想界を兄ると︑

である︒本書の巾剛教育地固と朝鮮教育地固とは吾等に反行

画的熱情が排斥せられんとする伽向の兄られるのは遺憾至極

を促す登料を提供してをろかの如く一どある︒米固教育地圃の

記事に開しても筆者が弟一次世界戦争の直前に北米合衆園の

教育事情を約竿ヶ年間祝祭せるものと附合するものもある︒

本書弟三部﹁日本教育の進路﹂はユネスコに現はれたる﹁共

同蕊明﹂のなかにある﹁柿民地的搾取や芯一園内における少

との語を揚げ︑﹁アメリカ帝剛主義者たちぱ柿雌地住民を搾取

数民族雁辿のごときは︑結局︐世界平和とば砺立し得ない﹂

し少数諸民族を雁辿している︒彼らの政策は世界平和と胴立

しえない一と推論し適目茨刑園の帝国主義者がこの政策一ゲー日

本と中園と朝鮮とに黄賎し来つたことを指摘し︑郭沫浩氏は

﹁日本の今日の運命は︑忌輝なくいえば︑すでにわが中園の

〈3）

陶行知の﹁大衆のための幽難教育方案﹂の要旨を叙して魁新
中閏の民族主義教育家の愛幽粘刺を紹介して居る︒又﹁朝鮮

教育の地圃﹂の章に於いては﹁三・こ運動や金紅倒氏の小
説﹁刷閏の運動﹂を解説して反日教育運動の旺慌なる状況を
詳述して居る︒なほ第六章﹁米園教育の地園﹂に於いてはア

レムの黒人

メリカの教育の現状は如何に黒人並に少数民族に封して残忍
なる差別的取扱を資行して居るかを詳叙し︑今

街の惨状を述べて居る︒要するに第一同米国教育使節関の
﹁報告書﹂の如きは米悶にても資行せられて居ないことを裏
書きせるものである︒

以上の暴露記事とも見らるるものの中にも吾等は幾多の教
訓を見出すことが出来る︒是等の記事が事責である限り慰吾
等は過去及び現在に於ける教育的罪悪を正硯して蕊それを改

雀

一︲第三のちがいｌ世界情勢がかわっているということ﹂を畢

こと︒﹂﹁第一らちがいＩ軍事基地になっているということ︒﹂

があるとなし当第一のちがいｌうまくだまされているという

居る︒併し著者は日本の場合と中園の場合との間に質的相違

解放前の迩命とおなじであります﹂といったとことを述べて

備を少しも説明してない︒ソ聯内の国民並に教育者は果して

を保誼するかが問題なのである︒然るに本書ぱソ聯の園内事

人類の文化を昇上せしめ︑執れが果して個人によりよき生活

主義か園家登本主韮かといふ厩別に過ぎない︒執れが果して

を悪罵するが︑資本なしに生産ぱ不可能である︒唯個人資本

を前提して自図の百年の大計を決定することは識者の敢てし

これに反するものは不正と主張するに過ぎない︒か型ろ猫断

示されてば居ない︒唯イデオロキー的に自分の見方は正しい

を引用して民族解放革命のために階級︑黛派︑個人を結集し

自由と幸禰とを米国よりも多く亨受して居るのか獄少しも明

て帝国主義に反封すべしと結論した︒これが即ち﹁日本教育

得ざる所である︒よし又殖共産主義はソ聯や中幽の事怖に適

げて解読を加へて居る︒﹁今日はソ同盟は民族問題解決の師表

の進路﹂なのである︒此の方針に基き﹁国民の名審ある黄任﹂

は米園式の費本主義の場合と同様に研究問題でなければなら

として輝いている︒﹂と言ひ通毛津東の﹁新民主主義論﹂の語

を説きスターリンや毛深東の言を紹介し︑日教組︑畢生通勤
などの活動を述べて半ばはおだて︑半ばは肋まし︑更に﹁教

ぬ︒文化並に畢術の自主性︑凋立性とは賛に是等の問題に封

する研究態度に存するのである︒吾人は本書に依って所綱平

は本書に依って多くの単ぷべきものと戒しむくきものとを護

和教育とは何を意味するかを明瞭に知ることが川来る︒吾人
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して居るとしても︑日本の如き園怖に果して適合するや否や

師は進みゆく﹂と題する一軍を添へ︑平和主義教師の不平や
解放通勤を共僻的事例を翠げて纏述して居る︒
筆者は本書を讃んで多くの新知識を得た︒本書は言ばぱ一

︵顧問．︑文筆博士︶

見し得る鮎に於いて感謝すべきであらう︒︵二八︑逗巴

種の教育裏面史とも見られるもので︑多数の文献を克明にダ
イゼストして紹介して居る︒唯︑不審に恩はれるのは︑ソ聯
は自ら平和主義者と稲して居るが︑米国も亦常に平和の擁護

を口にして居ることである︒ソ聯では米図その他の姿本主義
図の侵略を防備する篤めに武術が必要であると内外に穴博し
て居るやうであるがも米国も亦ソ聯の侵略に封して武装を怠
ってはならぬと弧調して居る︒執れが果して平和主義者であ
るのか︒判定に苦まざるを得ない︒又共産主義者は賓本主義
I

１１

論語の難解
一局田真治
このごろ中島子玉の群の理窟墳記といふも
のを浸んで︑次の様なことが書いてあるのを
見て︑頗る興味を昂へた︒理窟戦一記は子王の

著の愛琴紫集︹未刊︑別府吏化住の子玉の後

言して去ったのである︺言葉は︑次の如きも

に矛盾してゐるものではないかと詔ふのであ

して言はしめてゐるのである︒これは明らか

てゐた頃︑論語の講義をした一﹂とが有る℃そ

ら三十年も前に私が或る高等畢校の教授をし

これについて恩ひ起すこと・であるが︑今か

る︒如何にも尤もな疑問である︒

のである︒

を如何んぞそれ之を騒せんや︒其牙を潔

は溌すべからざるなり︒群原の義はこれ

の時に或る生徒が質問した蝋柄である︒それ

子路臼く︑仕へざれぱ義無し︒長幼の節

ろは︑其義を行ふなり︒道の行はれざる

くせんと欲して大倫を乱る︒君子の仕ふ

といふのであって︑アジカを荷った老人が世

ず﹂と言ってゐるのであるが︑孔子間牙

孔子は﹁危邦には入らず︑剛邦には肘ら

を棄てて隙牌し︑人間の道として大切な洲胞

って︑しばノ︑死の危陥を間しながら犬

は餅畔の表凱した天下を川遊し州盈を巡

は

の義を行はないのを非難したのである︒これ

は︑巳に之を知れり︒

杜曾堺象等幅側するものである︒

短文の随筆を集めたもので︑駆術趣味その他

は利己的淵詳的な個人主義に陥って︑公共の

喬の衆に砿する篤本︶の中に肢められてゐろ

荷膝丈︐へ飢世に班いて艇に穂る︒而して

剛衆的祉曾的生活の意義を没却してゐること

下人類の馬めに道を説いた︒孔子の言葉

と濡す︒然らば川ち孔子の所謂道無けれ

と孔子の行篤とは矛盾するものではない

子路は以て菱城しと鰯し︑以て倫を飢す

を指摘したのである︒子玉がこれに封して疑

って︑今日でも名質問であったと思って感心

といふのであった︒如何にも尤もな質問であ

か︒

ば則ち穂るとは︑非なるか︒論語の文︑

問を抱いたといふのは︑孔子は他の魔︵即ち
ある

天下道有れば則ち兇はれ︑道無ければ則

泰伯篇︶では︑

これを難解と潤す︒︵原漢文︺

中島子王は誤後佐伯の人で︑贋瀕淡窓門下
の懲麟兇と呼ばれた高才で︑詩を以て箸ばれ

事柄である︒

門の顔面と稗せられた︒これ催・程畢に閲する

隠れてゐるのは︑天下に道が無いから腰れて

る︒荷確丈人が凱世に遭って田舎に居て農に

と言ってゐることを収って反照したのであ

道無ければ則ち雁る﹂の語の前に接してゐる

ゆる語であって︑﹁天下道有れば則ち見はれ︑

居らず﹂の言葉は︑同じく論語の泰伯篇煙凡

とを知る︒殊に一Ｉ危邦には入らず︑凱邦には

て見るに︑恰もこの質問と相開通してゐるこ

してゐるのである︒今子玉の疑問を収り塞げ

この文に筆ぐるところの荷篠丈人とは︑言

ゐるのであって︑それは孔子の教に適ってゐ

言雑塞である︒

ち際る︒

ふまでも無く論語徹子篇に見ゆろ際一考であ

の大倫たる君臣の義を創る者であると子路を

る筈なのである︒然るに孔子は荷篠丈人は人

てゐるが︑わづかに三十四才を以て没し︑淡

てゐたので︑子路はこの語を丈人の二子庭停

る︒子路がこの丈人に告げた︵丈人は外出し
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、

1

に︑一見矛盾の様に忠はれる言葉は︑必ずし

凡そ論語を藷いて孔子の言葉を乗って見る

ではなく︑貧賎であってもその楽しむところ

へずと言ふのである︒これは貧賎が楽しいの

ことではないから︑孔子は道孝一楽んで貧を憂

一︲世を逢れて悶ふる無し︲一と日ひ︑中庸には

之を含つれば砿る﹂と言ひ︑易の文言鯉には

恩はれるものを多く包蔵するだけその人物の

さとを恩はしめるものであり︑か聖る矛盾と

大なる人物に於ける人格内奔の複雑さと嬰寓

の執るべき態度であった︒これは一般の賢人

は入らず副邦には居らず︲一といふのが︑竪人

不正のはびこる時代であった︒故に﹁危邦に

孔子の時代は衰世であり︑道が行はれず︑

れぱ︑身を修めて世に見ほる︒窮すれば則ち

の人は志を得れば津は民に加ばり︑志を得ざ

を得ざれぱ濁り其の道を行ふ﹂と詔ひ︑叉﹁古

ある︒孟子は﹁志を得れば民と之に由り︑志

に遇はないで隠れてゐる者のことを謂ふので

﹁世を遮れ知られずして耀ひず︲一と謂ふ︒世

う︒症

も少くない︒然しそれは決して人格の破雛や
を愛へないのである︒

すかく

性格の分裂から来るものではなくて︑寧ろ偉

偉大性を偲ばしめるものであるとも言はるべ

を善くす﹂とも詔ふ︒濁り其の牙を善くする

猫り其の牙を善くし︑達すれぱ則ち乗て天下

といふのは︑形式的に言へぱ老堆の濡すとこ

の守るべき道である︒然るに孔子自らは世の

ろと同じである︒然し孔孟の詔ふ所の猫善と

衰飢を傷み人間の窮苦を坐硯するに忍びない
で︑何とかしてこれを救済して平和の時代と

は︑老荘の濁葬主義とは異る︒老舵の柵善主

﹁天下道有れば則ち兄はれ道無ければ則ち膳

る﹂といふ様に︑世の中に正しい道が行はれ

篇し人類の安寧と禰献とを岡らんとし︑酒為

義は︑厭世的利己的孤立的の濁善である︒孔

きものである︒

て平和である時代には︑徳行才能のすぐれた

逗みへとして天ドを周遊し四方に奔走したので

孟の猫葬は︑世に辿はず志を禅ない場合に︑

ある︒これは蕗世人類の師たる聖人の行った

濁り己れを修めて善くする態度である︒己れ

けるといふのが︑常道であり︑とに反して世
が剛れて不正の人がはびこってゐる時代には

に一脈高次な掴い折極的な態度であったので

ものである︒一般凝人の執る常道よりも︑更

者が世に認められて高い地位につき草敬も受

才蕊打ろ者も認められず礎者も世に蝿もれ勝

正道の行はれる時代に顎はれないのは︑その

を行ってゐた者に外ならぬ︒然しながら同じ

易た荷篠丈人は︑﹁天下道無ければ則ち祷る﹂

ものである︒此に到れば儒道二家の人生獅庭

序と安寧とを念廷離れ難い聖昼の造に郡する

善くするものであり︑後者は現賞の世界の秩

ても︑前者は天下閏家を外喝して己れ猫りを

を正しくして催遊自適する心境は同様であっ

牙に徳行才蕊の認めらるべきものが無いから

く世を隠れると言っても︑老椛流の隠者の世

衰凱の世に遭って山舎に隠れて百姓をして

ある︒

であり︑不正の行はれる時代に常巌であるの

ちになり︑徳行才塑有る者が隠遁して﹁世を
のがうれ
通れて悶ふる無し﹂といふことが生じて来る︒

は︑不正によって祥た樹迷が多いのであって

世卿の相違の上から考察せねばならぬことに

子路が荷篠丈人に人の大倫を創ると言って一

なる︒

ずし一︲｜世を遜れるといふ者との間には︑大ひ

を棄てて農に購れる者と︑孔赤の所謂志を禅

に淫庭が有る︒孔子は﹁これを旧ふれば行ひ

共に恥づくきことである︒不正のはびこる凱
世に遭って貧賎であっても︑それは恥づべき
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〆

難じたのは︑老蕊流の隠者が現寅の図家杜曾い人類愛を以て億兆葺生の苦を救催んとして
主湊に陥ってゐることを指摘して反省を求め葱と大努力とを仰ぎ見ねばならぬ︒

鍛分ムカシからの開係であるように畳えてい

たのであるか︑サッパリ畳えていないが︑随

私はどんなことから弘道妻曾との識が結ばれ

たのである︒荷砿丈人は隠者であ２Ｌ︑初め試みに敗戦後の加圃の現状に即とＬ考へて

を差上げたいから︑出・席せよとい︽？ことであ

る︒先固曾から手紙がきて︑長寿者に御脱い

の秩序を無硯し否定する利己的孤立的の濁善ゐるのである︒聖人の熱烈至極な救世の大理

に子路に曾つた時は孔子の馬すところを識つ見よう︒光輝有る岨蝿の雁史に拭ふくからざ

ことを行ったのである︒これは隠者でも自然努力して恩まない人達も有る︒然し数年にわ

って︑曾長にもお曾いし︑縄曾にも出席させ

四月二十六日久しぶりに両榊山の本部にい

った︒︲

たが︑しかも子路の長者であることを見て︑る一大汚黙を加へた麦任の一端を感じて加宗
その二子をして子路を催せしめたのは︑か氏の禰明に謝して自決した人達も有る︒忍び難

に人間相互の謄節を重んずることを知２﹂行たる披占値の状態から紀綱は彼壊し道義は顔

に︑木諭壷佃にそえて︑﹁髭殿蝿︾智白を祇禰し

ていただいた︒そして私は並人の方為ととも

る世を捨てた隠者でも自然に長幼の濫を守るき孝忍び耐へ難きを耐室﹂姐劉の復興に挺牙

ったのである︒故に人類が風瑛生活を篇す上陵して澄義索恥の風が地を梯つた際︑蕃人正

上﹂という本文の目録をいただいた︒

自分はまだ長毒を祝われるほどの老年とは

益為卸長命と御壮築とを祈り記念として呈

忠っていないが︑こうやって︑現蛮にⅡ錐な

に於て長幼の程よりも更に重大な剃胞の間の士が沈諭し︑不正を謀り一牙の安をのみ此れ

者がそれを破棄してゐることを明らかにし︑に比して遥かに劣る悪質の利己主美者であ

どを貰うと︑正式に老人の仲間入りさせられ

道を棄てることの出来ないことを述べて︑謄岡る者が天下に棚浦した︒これらは荷膝丈人

とを戒しめたのである︒これは子路が孔子にに沈論するとも携まずに正葵人道を踏み行つ

彼等が醐家杜曾に封する義務を忘れてゐるこる︒図家民族の行方を班しく兇守りつ上下層
代って孔子の考を僻へたものであると恩はれて世界の平和と八類の幸禰のために努めて止

いうから︑昔は七十まで生きる人はマレであ

たような気がする︒﹁人生七十古来稀なり﹂と

いつ︒

れた人淳へである︒ムカシは日本人の平均詳命

さんも︑皆七十を越えて︑画家の裡誉に僧ら

チャーチルも︑死んだスターリンも︑吉田

もなんでもない︒

で生きるといずことは決して珍らしいことで

ったのかも知れない︒しかし今日では七十ま

まい人士が一人でも多い程︑組閣の新生と典
︵特別曾員・文婆博士︶

論語にば荷篠丈人の外に長汎柴溺とか接輿陸とが期待されるであらう︒
とか長門とか等の隠者のことが出てゐるが︑

これらの篇者と孔子との問答を見れば︑これ

上野陽一

らの隠者は一かどの罫であることは知られ随感随録
るのであるが︑孔子は一﹂れらの凝者より更に

数段上の高く旗く大きな立場の上に立って深
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守

し鎧近世界の人間の平均寿命がのびて︑日本

霧ハも︑事賃とちがわないものであった︒しか

は四十七才ぐらいで︑人生五十年というコト

七十五まで生きると慨定して︑一生の計書を

だ富分使えるぞ﹂とおもい︑それから自分は

自分が六十になったとき︑﹁まだ大丈夫だ︑ま

ると︑大燈人生の終だと思っていた︒だから

いている︒

の間にセッセと借金を返したいとおもって働
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人でさえ六十二・三才が平均になってしまっ
たてることにした︒

たことも事寅である︒今日では七十ぐらいは

生などの御厄介になって︑育っていく時代で

間を﹁厄介時代﹂と名づけた︒親や兄弟や先

人生七十五年を三分して︑最初の二十五年

う方為に曾えるかも知れないというアワイ望

先日の綿曾にでかけたのも︑一つにはそうい

野田義夫の三先生は大皐時代の先輩である︒

本曾に開係のふかい吉田熊次︑深作安交︑

一一一

私も七十五才までにアト五年あるから︑こ

息をつけて返却するのである︒

た︒これは嬰児の死亡率のへったことも︑・原

古来稀なりどころか︑そこら中に︑ゴロゴロ

十五年間は大職人様の厄介になっている時代

ある︒多少よく働くようになっても︑この二

因の一つであるが︑老人が中淀死ななくなっ

しているといってよい︒八十才というのも珍

みがあったからであった︒

脳溢血でなくなられたそうである︒吉山さん

割出主事に附いてみると︑野川さんは先年

らしくない︒まず古来稀なりといわれるため

そのつぎの二十五年間は︑自分で働いて︑

だといってよい︒

られないということであった︒こうやってダ

は中風のため歩行が不自由で︑曾などにはで

してモウ人の厄介にはならない︒さりとて人

﹁淋しい︲一という感じよりも︑しきりに一：雪

ンダソに先輩がへっていくのは︑私にとって

妻子を養っていく時代である︒ムロン原則と

はこの二十五年間を﹁濁立時代﹂と名づけた︒

のセワをするほどのユトリもない︒そこで私

る︒かりに二十五で結婚して五十になると︑

なに脳溢血が多いのでしょう﹂といいそえた
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には︑また古稀の名に値するためには︑少く
とも尾崎さんや田中館さんのように︑せめて

九十の坂を越さなきゃダメだということにな
ってきた︒

四十五十はハナタレ小僧というのも︑少し

標準を引きあげて︑七十八十はハナタレ小僧

その長子は二十五になるから︑ソロソロ樹立

のである︒そういえば︑私も三四年前に︑血

割田さんは一︲知識階級にはど乱して︑こん

時代にはいる︒したがって︑人間も五十から

一七○ぐらいで︑大した一﹂とばなかったが︑

匪が高くなったことがあ一る︒高いといっても

いたくなる﹂心もちを起させるのであった︒

いるけれど⁝⁝︒

も老いぼれて本営にハナ汁をたれているのも

は多少のユトリができるハズであるから︑そ

後頭部にオワンを九フシ﹂タような感じがあっ

そのつぎの二十五年間は一︲奉仕時代﹂であ

わたしは若い時分からワリにまぜていて︑

のニトリを使って︑最初の厄介時代に作った

て︑気もちがわるかった︑丁度その頃は人事

というくらいになるのかも知れない︒もつと

二十代で生命保険にはいり︑四十才で三十五

の厄介になった負依を最後の二十五年間に利

催金を返さなければならない︒二十五年間人

一一

えているｐその時一分︑人間もモウ六十才にな

年浦期の保険金壷十園を受けとったことを受

巳

院につとめていたが︑自分ではローヵをまつ

つぎに私の生活のアラマシをかいて︑高齢
のお方の参考にしよう︒

けないので︑淡溌として座談のように︑シャ

唯一の通勤である︒

ベッテいれば︑決して群はない︑これが私の

が２︲一いる︒一日数個このネコと交渉をもつ

に寄っていくというような病状もあった︒

すぐに歩いているツモリでも︑自然にヒダリ

になった︒朝食には︑コンブをかかさない︒

針に肉食をしない︑年をとってから︑キライ

六︑つけたり一疋の︒ヘルシャネコを可愛

みんなが心配してくれて︑血嘩をさげるク

一㎡︑食物かるい魚を少堂にとる外は︑絶

スリをいろいろ側けて下さった︑まだそのこ

その間は︑身分がネコ知能の水準までさがっ

誤ハコもきらいである︒タバコは高血嘩の最大

二︑サケ・タ︑ハコサヶも好きでない︑タ

我農生山崎延吉

農民の自豊

らしい︒︹特別含貝︶

ていって︑交際する︒これが他康によろしい

菜食少食である︒

い時分であったにもかかわらずドイツ製のも

ろは︑ルチノソ製剤もナヵナヵ手にいりにく
のなどをとりよせて下さる方もあった︒しか

って興奮したりするのがいけない︒人と争わ

三︑精紳状態クョクョしたり︑カットな

原因であ亨電

ず︑淡為としてくらす︑〃主張はするが感情は

が︑月孝一畳ましたときが普通でない︑気もち

しそれをのんでみると︑グヅスリねてしまう

しい︑クスリでねるのは︑資に不愉快なので

がわるい︑どうも睡眠割が多少はいているら

凡ゆる方面に農民が目醒めつＬあるは喜ば

しきことであり︑芽出度きことでもある︒彼

い︑農家であれば農業と生活とを混同すべき

等の中にぱ職莱と生活とを混合すべきではな

でないと︑主張し蛮践に努めつｋあるのがあ

四︑睡眠特に長くねる必要はないが︑心

る︒万川県は芯川郡の一木村の営丸に住める

篤洪家であるが︑三町歩の卿作に事倣かぬ設

盛田義雄蒋は農莱気象に於て行を馳せて届た

ナシになると︑書弾で十五分ぐらい居眠りを
辛﹄﹀︒◎

必要である︒私は今五時間半で足りている︒

にワダヵマリを残さず︑グッスリねることが

シゴトもイヤなことは︑決して引受けない︒

交えない︑という心のもち方が大切である︒

お灸はムカシからやっているので︑特に高血

それきりで︑クスりはのまないことにした︒

らヒルを下脚部につけて︑血を吸わせた︒

雌の灸黙をおろしてもらってすえた︒それか
何がきいたか知らないが︑今では後頭部の

症状はなくなり︑どうやら無事にくらしてい
る︺クスリやお灸やヒルなどは︑病蕪になっ

るが︑彼の家は門樺であり︑式窒があり︑座

備をなし︑徹底せる農業鋳側にいそしむで居

いわゆる運動はし
ない︑鞭一動しないでもよい程度に少食である︒

敷には金昇風をめぐらし︑床には立派な軸を

五︑蓮勤忙しいので︑

しまってはオシマイである︒スターリンも商

講演をすると︑よい全牙運動になる︒血嘩に

かけ花を活けてあるので誰も之が百姓の家と

てからのテアテであるが︑モウ病気になって

血嘩で︑世界中の専門醤にかかったけれども

ために︑怒張したり︑興奮したりするからい

講演はよくないと醤者はいうが︑大瑳をだす
四

繕局ダメであった︒

（9）

一の百姓と折紙をつけられたので有名である

東京で全図の篤農家の曾合があった節︑日本

愛知綿は碧海郡の知立町に原出正男君が居る

を施した課である︒中部日本の代表際である

なけか砿ならぬと申され︑私も盛出氏も面日

一般の百姓は斯くありたい︑農民生活も斯く

や除草機もあるので︑殿ドは．穴に喜びになり

相達ない︑農具も整ひ︑牛も居れば︑排転揺

居る盛出氏の設備を御目にかけ︑成程百姓に

の客室を卸月にかけ︑三町歩の自作をやって

靴をはいて隣の圭へ御案内申上げ匿い庭まで

ん立派な百姓家があらうかと申されたので︑

百姓家で御座居ますと申上げた壷︑殿下は一﹂

奏内し一﹂︑直接座敷に入２﹂︑殿ドに此虚が

は怨はぬりである︒私は嘗て高秘河殿下を御

ある︒︹特別倉員︶

むべき道であらうと︑敢て私は主張するので

とが月醒めた農民の務めであり︑亦農民の賎

にするものは根組するであらう︒そうするこ

も百姓を瞳むだり︑農民を軽侮したり︑馬鹿

民生活をなせば︑世間の人︑就中都市の人で

である︒こうした認識の下に農莱を行ひ︑農

つ不自由なき製な生活を楽しまねばならぬの

代ばりに生活は思切って椅麗に︑立涯に︑且

差別し︑農業には紙切った菩難を敢てし︑其

ち農業と生活とをはっきり厘別し︑徹底的に

に愉快な︑心持よき生活をすべきである︒即

が出来る立場を知って︑遠慮なく気兼をせず

あれば︑闘民の申で尤も恵まれた豊かな生活

な生活をなすべきで．ある︒加ふるに生産者で

である︒王侯量人に負けぬ椅麗な生活︑立派

くしたり︑臭くしたり︑醜くしてはならぬの

示された︒

のを待ってゐた父は︑次のやうな短歌を僕に

親戚から届けられた鉢の梅の︑固い雷の開く

く過ぎて︑新年を病院で祝ひ経へた︑ある日

の危供されたその年の師走も︑どうやら事な

で岡春を信じてゐたのである︒主冶鍔東陣士

は細心の注意を排つたので︑父は死の瞬間ま

たが︑必死といふ業病を知らせまいとて︑母

であった︒

れほど聞きたがって居た鴬も鳴いてくれたの

意に報いてか︑快晴と春暖とを恵み︑父があ

別式に引績墜﹂今日の埋葬式も︑天は父の善

甚大寺は我が家の菩提寺でもある︒昨日の告

この客殿は戦後私が住みついて居る所であり

呼んで父を偲ぱうと︑かく私はひとり肯いた︒

父の順天堂入院は︑死の前年秋十月であっ

が︑若い丈けそれ丈け研究心に富み︑麓ろく

ほ上ゑみ顔に咲きそめにけり

我が病癒ゆと知らすか鉢の梅

いって嘆蛍惜かなかった︒

そして梅の花の半ぽ開いた時が最も美しいと

を限りなく愛したので︑入院以来︑これを知

父はバラを殊の外愛賞し︑またすべて草花

およそ耳の遠い組母が︑今日は鴬がよく鳴

の枕頭を飾りつ堂けた︑父は之を眺めてばし

る親族︑知友から透られた諸為の草花は︑父

堀田正久

父の臨経

べき綴密な計蓋の下に酪農をや２﹂届る男で

あるが︑之亦椅麗な座迦や狭いながら立派な
しないが︑云ひもせぬのである︒加斯Ｈ罷め

庭を持２Ｌ居り︑誰が見ても両姓家とは見も
た農家は農業と生活とを混同してはならぬ︑
たり︑田の草をとるので︑汚い臭い醜いこと

農業は大小便を掬み︑泥田にはって田植をし

くと言はれる︑私はハツと胸を打たれた︑そ

１１

うだ︑此虚佐倉町基大寺客殿を今後鴬鳴荘と
ＪⅡＩＩｖｌｌｌｌ日︐︐０Ｉｊｌ１１０ｊｌＩＩｌｌⅡｌｌｌｌｌＯ０１１ｌｌｌ４０ＩＰりり日ＩＤｌＩ１０１Ｉ１０１１Ｉ１︲．ＩＩＩＩＩＩ

を雄ってばならぬ︑然し生活侭夫が篇めに汚

（10〕

妨需を受けて不孝となるなり︑其の妨害の

１

最も大なるものは︑酒色財の三者是なり﹂

１１
ぱＩ︑惜苦を忘れて居たのであるが︑瞭力が全くめづらしい事だといったさうである︒

といふかも知れないが﹂

﹁或は今日の人は︑かうした徳側は封建的だ

説く四恩を引いて

という言葉があり︑そして巻頭言には仙教の

衰へるにつれて︑空中に開く梅の力を頓もしノートの最維行にば
く恩２﹂︑その力にあやかｚＬまで恢復の早二一月十四日原因不明の下痢にやられて﹂

からむことを願希した・そしてと前書きして
美しく晩き揃ひたる梅が枝に一日中吹きつ型けたる小嵐に
待たらるるものは鴬のこゑ疲れ果てたり薮のうぐひす

﹁我が親︑我が師友を翁世界と老へる封建性

と断われながら

父の臨維は誰一人間に合はなかった︒その笠でも鯛きたいと欣求したその鴬に自らをな

と闘雫の世界に考へず︑もつと情味的にう

を改めてゆく必要はあると魁ふが⁝⁝理窟

と詠んだ︒と︑何時もの達筆でしるしてあった︒父は一

め︑全く消耗したと言って笑って居られたが使は︑この小嵐にもまれて︑雄を聞かせてく

るほいのある杜曾と考へて︑報恩︑感謝の

前日の三月十五日には︑激しい下痢をしたたぞらへ︑ｎつまた聞きえざる愛らしい春の犬
しかし誰もその翌朝急錘があらうなど予想すれないのであらうと恩ひあきらめたのであら

念諸お亙にもつようその根本的考へ方を改

を主張して居られる︒私は雌迦の説かれた仰

る者はなかった︒入院以来︑ほんとうに親牙ぅ︒
ころによると︑十五日の夜以来別にこれとい大槽を渡りつⅨ朗らかに鳴き交したあの鴬の

教の面から親子の開係について気づいた聯を

・めていくこと﹂

ふ災術は認められなかったが︑例によって肺雛︑それは未だに私の耳架にこびりついてゐ

の看護を綾けてこられた山畑看護婦の語ると埋葬の土をふりかけんとする折柄︑廟所の

蕊がきれ初めて横臥出来なくなり︑ためにあろ︒︵昭和二十八年四月二十六日︑於篭鵬砿︶

えられている所謂南博のパーリー語の縄典を

ｉ︲

である︒その教説が殆んどそのま入の形で鯉

教えを説かれたものであることは人の知る所

を主張された︒今日でいう民主主義に立って

た四の階扱の思想を亜く袴定して︑四性半等

あるが︑羅鯨は常畔印度の枇曾を支配してい

幾分封建的色彩を加えられた鮎もあるようで

日本に緋わった支那仰教は︑支那に於いて

少し書いて見ようと想う︒

民主主義者程尊と孝

川村宗胴
本誌三・四月端の表紙に親子と題する泊翁
先生訓の一節が載せられている︒その巾に
﹁天性不孝なる者は殆んど稀なり︑大抵他の

︑ｊ〆

１Ｌ

〆ｌ︑

ＴＬ

I

ぐらに起きて︑愛川のパイプ捕除を始められ．︐︵特別含員・前愈長令嗣︺
ふと︑それでは蝋まうかと言って委せ︑自らは

たので︑パイプ掃除は私が致しましょうと云
鉛筆と歌のノートを手にされたが︑間もなく
と僻向かれ︑常直の醤師を呼んだ時は︑既に

ねむくなったと言はれると同時に︑ガックリ
プルスがなかった⁝⁝とのことであった︒醤
師︑も胃癌の御臨終がこのやうに静かなのは︑

︲ＩＩ

I

ｰ

ﾛ

ﾛ

−

−

Ｊ１
ＩＩｌｌｌ

︲１
１１

うにせねばならない︒たとえ瀞行を守るこ

いてはなら・ない︒﹂

とができなくとも︑少一くも他人の妻と近づ

讃んで見ると︑吾々の篭ける感じが漢諜の錘に入らしめることこそ︑父母の恩に報いる
のに︑親と子の開係について︑次のように誰叉泊翁先生の酒色財の妨筈といわれたのはそ

また他人に坂らしてもならない︒また取る

も︑これを知りながら坂ってはならない︒

③﹁人から輿えないものは︑何でも︑何虚で

文とはよほど違ってくる︒﹁六方濫経﹂という︲最上である︒﹂

いていられる︒の根本に於ては怖教でいう貧脂療に常るので
在る家族的義務を蓋し︑胴親の財壷を護りすることが修行の根本とされているのである

ないものを取ることを避けねばならない︒﹂

人をよいとしてはならない︒一切輿えられ−

一︲子は育てられた親を扶養し︑附親の責任にあろうが︑仰教では三毒といって︑之を脱却

剛親の世縦者たるに恥ぢない人になり︑ま之が賀践の具燈的方法として︑誰でも守らな

﹁自分の生活がゆたかなのに︑母とか父とか

又同裡の非人訓の中に

た諸〃への亡き先皿の篭に封し時に膳じた供ければならないとされる五戒即ち不殺生戒︑

物を献げること﹂不漁盗戒︑不邪姪戒︑不妄語戒︑不飲酒戒は

非人である︒﹂

衰えた人︑老いた人などを養わないものは

は遥かに極端な程度の禁欲生活を繰鯨自ら範

た所であって︑沙門たる出家修行者に就いて

〆 可 ｡ 、

﹁親は子を悪から遠ざからしめ︑善い行をさ人の知るところであるが︑之もパーリー語の

せるようにし︑技能を訓練させ︑通常な妻糎典で謡むと︑漢課で戒Ｈだけを示されたの

に出家した沙門に封し次のように親の恩の厳る人は酒を飲む人をよいとしてはならない

を示して黄行さか︑煩悩をしりぞけられたこ

これ等は在家の人のいましめとして説かれ

とも説かれている︒

わるものは非人である︒﹂

﹁自分の妻に満足せず︑遊女や他人の妻に交

又は犬を持たせ︑時磯に騰じて家督を護りとは又別な感じを受ける︒スッタ・ニバータ

渡すこと︒﹂という樺文に説かれている五戒の中︑酒色財
これが二千五百年前に涯尊が印度の杜曾を背に闇する三だけを塞げて見ると︑
景とする民・衆に説かれた世間道徳としての親①｜︲酒を飲んではならない︒また他人に飲ま

大なことを説いて居られる︒．酒を欲めぱ酔狂に終る一﹂とを考えるがよい

とは人の知る如くである︒

と子の一般闘係であるが︑聯支部阿含趣の中してはならない︒在家の人で不飲酒戒を守

﹁比丘らよ︑百歳の寿命あ２﹂︑百歳まで生き愚者は酪郡にょ２﹂悪事をするものである

民主主義者臆個人の魚重を読く︑窪盆は自一

学め﹀心︒

民主主義者は自由を説く︑輝載は一切の外
物からの絶掛の自由を説かれた︒所和︑解脱で一

︑て︑二肩に母を荷い︑一肩に父寺一荷うべし︒だから他人をして辞うて悪事をなしたり︑

また塗牙︑泳浴︑按摩によｇＬ父母を看護または酒凱から来る不幸を根本から無くさ
ずべし︒父母は肩の上にて放尿するも︑なせねばならない︒﹂
お父母の恩仁報いつくすことは出来ない︒②﹁智者は不瀞の行篤︵男女関係をさす︶を
而し一﹂信仰を持たない父母をす型めて信仰避けること︑燃えさかる火の坑を避けるよ

Lユーノ

、

己以外に﹁よるべ︲一とすべきものＬないこと

ゞを弧く説かれた︒法句経の一句に
﹁もし入おのれを愛すべきものと知らぱ︑つ
つ．しみておのれを護るべし︒心あるものは

ｌ︲︵元大東文化畢暁教授︶

峠弘道含に望む

の権化であったからである︑故に此虚に新提

ぜしとの資括は︑窪に心木大将の牙隠が道美

案せんと欲するものは弘道曾員は曹長始め全

用せしむる様切望し︑何れの場所に於ても他

目印としてメタル︑一記草を制定して全員に配・

員が何れの場所に置いでも︑弘道曾貝たるの

顕ふに我が弘道曾は︑西村泊翁先生が創業

二の閣民として図家の政椎を荷ふ将来の青年

を師導するの費絡を要意せらる上と同時に第

度中宗太郎
以来七十八年の今日に至るも︑一諏躍究曾の

ツつ︒

人みへの集曾にし冨蒋子は其猫を侭む的︑消

三畔の一においてきびしくおの九を省み
おのれこそ︑おのれのよるべ︑おのれを措

極的道義曾として︑月並的同志曾合の範園を

儲ＩｌＩＩｉ

り︒︵含員︺

新設せられんこと切望して止まざるものな

を養成すべく青年部の師導を弘道︽曾の内外に

にこそ︑まことえがたきよるべをぞえん﹂

きて誰によるべぞ︒よくと里のえしおのれ

へざるものあるを恐い︑少しく僻越の思いを

忍び先飛諸和に封して懲処を呈し︑班きば孔

出でさるの観を池かしむるは︑甚だ遺憾に湛

孟の謂所︑修封噺家︑治闘半天ド︑自己向か

賃に﹁よるべ﹂とするに足るような自分を育
道徳目標ではなかろうか︒そこにこそ相亙に

駄句一束蕉風竜

川床に水草の池照りつＬく

初夏の川壁雲の鮮かに

大叫厳をゆすぶる流れ月涼し

谷涼し樹海の波の煽り風

加味や紫陽花の色刷にしみる
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成するごと︑之こそ民主世界に於ける妓上の
軍み合い︑報恩感謝の念に浦ちた︑最も人怖

と成り︑朱子涯でなく陽明派的に牙目からが

らを前後左右に着みて傭迎天地に恥ざるの身
完全なろ人格者として世人の範たる場合は︑

｜再言すれば耀草の場合は貧順擬を減した立

場から︑その民主的杜曾的忠想が生まれて来

善を篤さしむるの見識と権威を持して︑海に

自から蕃を鰯すとＭ時に︑他人をも誘導して

味のある杜曾が生れるのではなかろうか︒

ているが︑今日の左翼的民主主義者︑祉曾主

山に汽車に汽船瞳埋路に家庭に公誕の衆合場

義者の議論や行動は食陥羅そのもの虫上に韮
礎を世いているようである︒もつと端的に言

にも︑道義の高揚は不朽の憲法として口に語
長として同院に登院︑退院の場合は必ず︑常

らず︑文書に表さず︑乃木大将が翠習院の院
時の皇族︑韮族の子弟我催勝手の見塑が必ず

の別名に外ならないかに思われる︒これでは

感謝とか報恩の念の起る除地はなく︑誰もが

や乃木大将の面前には直立至誠の態度を表は

えば︑彼等の民主主義︑︲吐曾主義とは貧順擬

耐ないことである﹄７︒

浦ち足りた平和な杜曾が出来る望みはあり得

L』

ｌ︲︐︲

机の

１１１

｜録って見やが粋命を的の給料はみんなまきあげるＩこれが洋パン
都々逸の現代版Ｉ昔はふるアメリカに袖はぬらさぬ精祁でご報公！
今は数億ドル働いて撫済のご報公！
×

朝鮮の火事も消えないのに︑俳印へ飛つ火！火消役はお忙しゆう

×

ござんすネ︑どくらうさまｌ

×

否認と迫ひ出された昔を恩へ！
︑︑

︑︑

スタさんもその昔首相就任の時は平和建朋！今度のマレさんも就

任と共に平和提唱！問趨はその言葉ではなくして︑ほんとうの心は

どうかにあるＩ言葉は必ずしもその人令の心の表現ではないＩ維身

×

ドロポーだって︑きまってドロポーはやめますといふぢやないか︒
︑︑︑︑︑

赤のモグラモチ︑四年たってやうやく第二雛溌見Ｉ天文畢者の新

らしい星の壷見でもあるかのやうに︑筑永なものに馬す︒第三張の

×

壷見は果して幾年を要することか︑長命をして楽しみにせん︒

歴史は闘争の歴史と赤はいふ！新日本もこれを理想にして生きる

○○

牛肉屋で左祇大畢の畢生さん達薄弊衣破帽で一杯気娠Ｉ白く絶封

︑︑︑︑

×

こりやどうも聞こえません！

︑︑︑︑

︑︑︑

何とかやらと小人

︑

︑

クィ吉田には一致するが︑といって︑どやつも殿で一ノンドシかつぎ
⁝：た堂嫁さんに意地悪い小勇ぶりでせあてなぐさめるか！
ｌ

︑︑

第五次吉ヨ内閣出現ｌ経戦後はまるで凋占に等しい！野黛四祇二

×

くは反動に過ぎはしないかＩ理性がほしい！

は御し難しとか失一濯を言った先賢があったが！近頃の心なきその河
︑︑︑︑︑︑︑︑︑
︑息︲らのツケ上り方はどんなも だらう︒これまで亭主を尻にして
ゐた奥様が﹁男女同権とは何事か﹂と怒ったといふ人もゐたが︑多

廿垂︲かぜばツケ上る！辛くすればヒネクれる・

︑︑︑︑︑

由人のこれが日常生活︑しかし一方にこの人為が平和を希ふとは︑

らしい１日く努貧︑親子︑夫婦︑師弟︑何玲々と︑進歩的といふ自

にあり・・ず．：と︒

平和だ！日東誰かして半赤の世界を盛んならしむＩ桃色の箕雄眼中

×

親分さんから二ヶ年特需の結構なお土産今と戴いて︑さて気の弱い

×

のが一ｉ話がよすぎるが︑後から何か頚要でもありはし童せんかね﹂

国際的になった日本の舞嘉で︑堂為本場の舶来ギャング千雨役者
のお手本を見せる︐！アチラ崇拝家の和製も現れるだらう︒
×

我れこそ名優臭うぬぼれ連が︑図含舞墓で俗臭プンノ︲︑の演技
！糎衆といふ園民は馬鹿でばない︑その批評眼は集って立派た評債
をする１日く大根役者と！五・一五︑二・二六事件となって︑羨侭
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塵

０１

教育委員含の在り方︵一︶
雁B
JbW

然るに何うしてそれを極めて無造作に日本へもってきたかとい

の招請によづて来朝︹昭和二十一年三月︶せる米閣教育使節圏一

うに︑それは誰もよく知る辿り︑さきに︑マックァーサー司令部

進︑一個の改革案を決定︑これをマックアーサーに報告に及んだ

行が︑普ねく我卿の教育を脱察してから︑わが図の民主化のため

が︑それによると︑日本の民主化を徹底的に行はんとすれば︑ま

となく︑細て人民の責任に於て︑之を行うべきもので︑あるとなし

づ以て中等教育以下の普通教育を一切上司よりの干渉を受くるこ

であるとするならば︑畢佼は人民と緊密なる開係を保たなけれ

﹃墨佼教肯が民主々義に於て︑最も有効な働きをなすべきもの

その一節に於て︑左の如き勧告をなした︒

にはない︒それが今度以下述べるような次第で︑日本に典えられ

民地常時からの仕来りで︑各殖民地のうちに︑児童両通畢距離を

米閣は建閏以来︑事賃はそれ以前︑即ち一三−イングランド殖

必要である︒茨た各段階に於ける畢校行政に封し︑直接責任を

上位の皐校行政官の統御と支配から︑自由であることが︑最も

各都市又はその他の府牌小地厘に於て︑人民によって選奉され

蝦も肝要である︒

た素人の教育磯開が設世され︑且その機開が法規に従って︑歯

負う教育家は︑彼等が仕える人民に濁し︑責任を持つことが︑

するかは︑誰の指岡を受けるでもない︑綿てその畢腫内の父兄が

該地方に於ける網ての公立初等中等畢校の符理に任ずることを

標準とする小さい畢腫が︑津山出来て︑その中に住む者の子女の

委員を淫翠して︑その協議で定める︒而してその皐校の設立維持

我々は勘皆する︒此の機開は都市及び府隅小池匠の教育を統轄

する長として専門的費格ある教育者を任命すべきである︒︵左に

きたのが︑始まりで︑それがそのま上の形で︑今日の最も民主的
なる︑肌 つ 堀 も よ く 整 っ た 各 州 の 市 町 村 に 於 け る 墨 瞳 制 度 に ま で

罵弓︸５ｍ︑ロ○○庶図Ｈ①ｇ一周︑○日の里帝只言⑦冒叩言ご旨の具旦

原文を掲げる︶

へ移して兄たからが︑必ずしもその通りの成績が器げられるもの

己①○℃﹈①胃骨騎①いいのロ匡塵﹈庁ぽ囚庁庁①四○壷①吋紗い︑宮○○一・℃国ロｇ己国房い

凹の耳ＯｐｍＱ①日○○吋四○夢︑匡昂冒日巨呉すの−６頁ｇｏ印①８弓三唾

護達してきた︒言いかえれば︑以上の畢校行政組織は︑長い歴史

漣醤匡要する一切の趣費は︑畢瞳内に住む人々が平等な負握して

ために︑畢校を建てた︒どういう畢校を建てて︑どういう教育を

ばならぬ︒教師︑校長及び教育制度の地方営局者は︑それより

た︑と言うよりは寧ろ抑付けられたと言う方が︑常つてるかも知

れぬ︒︑

て︑教育姿員曾を持つ所は︑世界に唯一つ米闘があるのみで︑他

最も民主的な組織と任務とをその特色とする教育行政磯開とし

︵ご典えられた新教育行政機開

□︺との機開はいかにして設世されたか

津

を経てアメリカ合衆隅と共に愛達してきたもので︑これを他剛

︑と枠い︾宅もえ小ら和牛︽仏い０
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相

ｦ

その望むま上の教育を行うために︑新に人民の間から若干の教育

於て︑之を行はなければならぬ︒即ち人民の定むる方針によりや

︒⑩・ず①命氏の①吊吋○頁目

委員を選翠︑それによって熊成された﹃教育委員曾﹄と解する︑

四．ローＯＤＰ﹈・可の画旦の◎命の○ず○○﹈切昌の︽の一

○吊唾︒︺陛一砂胃庁耐①印い①国威抄一色一のＯ奇声四計垂目①①ユロ○四計○吋のＱ﹈同①○室冨

二ｇご言四画ｇ︼目﹈Ｑ○○国耳昌一︺﹈一卦哩目の局尉昌廷自国姫の︑弓○巳

我幽に於ては嘗て裡鹸せられざる教育行政磯開を設遥するために

くそのま具︑日本に移したものに過ぎないので︑その据えつきの

しも我閣の賛慌を顧みないで℃唯米図に在る通りの組織方法を悉

然るに右の改革案は︑折畢制と言い︑教育委員曾法と言い︑少

新に教育委員圏法なるものを制定萱施したのである︒

ご︺ｎ房四Ｒｍ①○命︑︑毒︒︒︸ｐＱ目昌一己厨蒜同四三○コ卸庁①ぐの尉竜﹈①ぐ①浸すの
ご誌彦の望め①Ｈぐ⑦．

の巨一︺二一く﹄望○邑酒二︺の︺毎里︺舞匡⑦い︽診一︶一耐一︺の邑詞岸一望の旦巨︑画冨○ロ四一

一弓①周①○○﹄．︒︒︺①昌旦骨冒四行一国①四○一︺Ｏ岸望嘩．ＯＲＣ庁面①司己Ｈの恥の︒庁口戸画一

声①︸ユｍｎｎ○厘口庁煙ゴー①庁○ニヨ①もの○℃︸①ダミロ︒﹄

四胸の︒︒﹈①﹈①︒含め︵一びく垂胃⑦も①○も一⑦い二目蔚四的のロ︑望庁○ずの︺目

もので︑その資施状況の甚だ宜しくないのは︑言うだけ野暮であ

もない︒これこそ上から押付けて︑無理矢理に即時資行を辿った

言うまでもなく︑これはわが市町村民の希望したものでも何で

悪るいこと甚だしい︒

︑

○忘囚Ｈぬゆ○崩昌﹈もロゴ﹈旨己国口芦四吋望動ロ︒︑のＯｏｐａ四吋望の○ず○○厨一目

堅目四一﹈豊ロロ○一口壷州肩己吋○串の印里○画画二望Ｃ匡四二罵庸ロの旦匡○四詐○Ｈ四ｍ重︼①

再ｍざｏ昌詳群旨四のｏｏａ四コｏの電詳茸の国冒廠﹄弓冨の四ｍのロ︑冒

﹄︺①︑二○玲庁声①︑○百○巳の望の詐曾ご埼○︺．こ︺の○算ごＯＨｏ庁置①︻ごＨ①開⑦○す

る︑殊に教育委員曾法の査施には︑文部省に於ても頗る難色があ

機開を︑多年中央集擢的教育行政にならされてきたわが市町村民

ったらしい︒各圃にもその例のない︑米閣特有の民主的教育行政

ロ扇島の巨一ユーぐ罰一○コ．

より接受するや︑同年九月直に教育刷新委員曾を設置︑此の鋤告

そこで文部省では︑以上の日本教育民主化勧告案童聯合軍司令部

いう黙については︑文部省に於ても︑・衆参雨院に於ても︑頗る議

の間に︑移すことが︑果して何ういう結果になるであらうか︑と
論が多かったようだ︒．

書に示された民主化的改革の傑々をいかに︑わが教育制度の上に
の全鎧に渉る改革案を作り︑直に之を賞施する事となった︒．

賞現すべきかを填重審議の上︑思い切って我図の教育制鹿及内容

︹三︶教育委員曾法の成るまて

さて問題の教育委員曾法は︑昭和廿一年十二月二十七日の教育

︹二︶責情に合はい改革案
以上改革案のうち︑﹃教育基本法﹄﹃畢校教育法﹄というものが

﹃教育行政に関すること﹄に基いて︑文部省に於いて立案したも

刷新委員曾綿智で議決された第一同建議事項︹総理大臆宛︺中の

ので︑その建議案の内容というのは︑大要左の如きものであった︒

まづ成案となるや︑即時資施となったが︑米閲教育使節圏の要望

も︑その次に制定資施となった教育蚕員曾法にあった︒即ち人民

する日本民主化の第一の狙いは︑六・三・三・凹制の新畢制より

︵ご教育行政は左の諸鮎に留意して根本的に刷新すること︑

１︑従来の官僚的な蓋一主義と形式主義との是正

の子弟の教育を行う者は誰か︑それは政府にもあらず︑政府の任
︑︑／

命した官吏にもあらず︑人民自身である︒一に人民自身の責任に
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I

２︑教育に於ける公正な民意の餓重
３︑教育の自主性の確保と教育行政の地方分椛

４︑各溌畢校教育の間此畢佼教育と杜曾教育との間の緊密化
５︑教育に開する研究調査の重覗
０︑教育財政の整備

立し︑且つ図民の自治による組織をもって行う事とし︑その

︵二︶右の方針に基き教育行政は︑なるべく一般地方行政より淵

ために市町村及府際に公民の選翠による教育委員曾を設けて
を選任して︑これを執行の責任者とする制度を定めること︑

教育に閑する議決機開となし︑教育委員曾が教育網長︹仙稲︶

これらの機開は︑一般に脊内の畢校行政雌ぴ杜曾教育を掌り
畢校の設置︑腰止︑管理︑教育内容︑人事︑教育財政等の権
限を持つが︑一般地方行政︑特に地方財政と閉係する鮎も深
︹その他地方教育研究所を設けること︑文部大臣の諮問機開

いから︑賓施に富つては︑同消な蓮誉を特に考慮すること︑
として中央教育委員雪を設置する事等省略︶

そこで文部省では︑翌年一月十一日省内に教育委員曾法起草委
る委員曾に︑全図の新制高等畢校以下小中畢校の管理︑蓮管︑人

員曾を設け︑直に起草に着手したが︑なにしても人民の選翠によ
事︑教育の方針並にその方法等に闇する一切の権限と責任とを持
たせる我閣としては︑空前の新施設に開する法規を定める事とて
その調査も議事も容易に捗どらず︑皿つ折柄新制大畢が問題に上
り︑奮師範畢校や蔭高等畢校を改造した大畢は︑いづれ教育委員
曾の梓理に鴎ずるょうになるとの説が蝉えちれるや︑全湖的に畢
生が騒ぎ出したために︑一時頓挫したような畔もあ２﹂︑漸く成
案となるまでには︑約一ケ年牛ほどの日々を費した︒

議曾に提出されてからも︑衆参雨院に於て異論百出︑逐傑大修
正を加えられ︑漸く昭和汁三年の剛曾を通過︑直に資施を見るに
至ったが︑それがために︑教育委員の選翠は全図一斉に行はず︑
先づ都道府蛎災び五大都市︹大阪︑京都︑祁戸︑名古屋︑横漬︶
だけ︑その年の十月五日選畢を行い︑規定通り十一月一日までに
教育委員曾を構成︑以上の知事腿び市長よりその所管に脇する統
制高等畢校以下の教育礎闘及びその他文化施設を以上の教育委員

曾に︑滞りなく移譲せしむる事となった︒・

その他の市町村教育委員雪は︑前者よりも濫施を二年延期して
昭和二十五年十月五日を以て︑委員の選翠を行う錨となった︒そ
れは︑なにしても市町村の方は都道府牌よりも問題が多く︑寧ろ
冒臓とさえ忠はれるので︑先づ試鹸的に大きな地域でやって見て
その賓績に散して︑他の小匠域即ち市町村に資施ナるを可とすと
の説が出て︑途にその通り修正された矯めであった︒

然るにその後期限の昭和汁五年十月がきても︑猫小厘域の市町
村に之を資施してもよいという見常がつかず︑更に二年延期して
昨年十月となった︒此の時も亦衆琴附院に於ける大脇の意向は︑
三度目の延期を行うにあると見られたが︑それが偶々閣曾の議事
に上程される前に解散となったので︑その凄は成らず︑遂に法文
通り昨年十月五日を以て始めて︑他の都道府牌及び五大都市︵改
選期︶と共に全図市町村一斉に︑教育委員の選畢を行った︑而し
て十一月一日を以て滞りなく教育委員曾を構成︑市町村長よりそ
の所管に馬する教育行政を引縫がれた︒

斯の如く教育委員曾は︑未だ世に出ぬさきに︑既に一般畢生よ
り不信任を表明せられ︑市町村の如きは︑延期に次ぐに延期を以
てする等︑長い間難航に難貌を重ねて居たが︑これで漸く︑とも
かくもすべり出すことを得た識である︒これで賞施の状況さえよ
ければ︑試験的にしばらくは此のま上に行けぬこともないと思う
のであるが︑事資を言えば︑この機開の各部は未だ一向板につい
て居らず︑この調子では教育委員曾の今後の成行が思いやられる
のである︹未完︶◇次回は︹二︺一向板につかぬ委員倉
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迅一

一

客の心になって

川島次郎
﹁客の心になって亭主せよ︑亭主の心になって客となれ︒﹂

これは利休の言葉でありますが︑さすがに茶の湯にはよくこの
精祁が通２Ｌいるように思います︒客を迎えるには︑識め室を清
め︑香をたき掛物をかけ︑花をいけ︑庭には打ち水をしてすがす
がしくするのは︑客を思う亭主の心づくしであり︑客はまた室の
入口で一礎して︑内の行き油いた用意に注意し︑進んで床の間を
始め︑臆や棚を﹁拝見﹂するのも︑一碗の茶も一口飲んではその
−１手前︲一をたたえ︑飲み雑２﹂は．細かく茶器を鑑賞するのも︑す

零会﹂︑主人の身になって︑十分にその好意を受けようとする心か

しかし︑この精赫は︑ただ茶の湯だけでなく︑凡そ客となり主

らでありましょう︒

人となるに鴬２Ｌは︑是非とも心掛けなければならないことであ
崎リ会エ一Ｊ○

一一

昔望臣秀吉が狩に出て︑とあ︾や寺︸Ｉ﹄立ち寄り︑茶を所望したと

き︑偶々取次ぎに出た小坊主が︑最初は大碗に︑生ぬるい茶をな

せんが︑たいそう面白い話だと思います︒

我が図では︑古くから︑人の顔を見れば直ぐに茶孝一出す習わし

があるという事は︑前に書いたことがありましたが︑ただ茶を出

ように心掛けたならば︑この習わしは︑一そう意義の深いものと

すというだけでなく︑よくその時と場合に応じ︑客の噌好にあう

欧米で普通に行われるティー・パーティでも︑そのティーはよ

︑なりましょう︒

く客の好みに合うように心掛けます︒あちらのティー・パーティ

の出ることもありますが︑大たいばごく軽いつまみもの程度で夕

は︑文字通りティーが主でありまして︑時によってサンドウィッチ

が園で﹁粗茶を差し上げたいから﹂と言われて︑行って見ると︑

食の障りにならないというのが一般の原則になっております︒わ

さてティー・パーティーでは︑主婦がテーブルの一隅に陣取っ

ちゃんと食事の支度がしてあるの等とは大分ちがっています︒

て︑あとからあとからと来る客に︑茶の濃さを加減したり︑好み

仁よってクリームを入れ︑レモンを入れ︑甘味などもその好むよ

いうことになっています︒客の多い時は︑主端の黛敬する友だち

うに︑本常にうまい︑その人の口にかなうようなものを進めると

等を頼んで︹召使等にやら登るのではありません︶自分と同嫌の

仕事をしてもらう事があります︒これをボーリング・ティーと︑

まれるに及んで︑やや小ぶりの茶碗に︑熱日の茶を入れて来たの

とか一︲甘いのがよい︲一とか申出ます︒わが園のように﹁どうでも﹂

方でも︑つまらない遠慮はしないで︑はっきり﹁濃い方がよい﹂

側でも︑来曾者の好みはわか２Ｌいることが多いのですが︑客の

ティー・パーティーは気軽に︑しばしぽ開かれますので︑主婦

米図では呼んでいます︒

で︑秀吉は大いにその磯才に感じ︑左右に召し使ったが︑これが

みなみとたたえて来たが︑二碗目には幾分量を加減し︑三碗を望

後年の石田三成であったという話があります︒事の鍾侭は知りま

一

C183

１

だとか︑﹁どちらでも結椎です﹂とか︑﹁宜しいように﹂等といっ

では︑患者の牙になって看護をし︑ナースの牙になって療養する

使う身になって物を作り︑作る牙になって物を扱う︑殊に病院等

濫法で大切なのもこの心で︑物の受け渡し等は︑一に先方の心

というようにしたいものであります︒

て︑主人側を焦たせるようなことはしません︒

︑︑︑︑

私はよく自分で茶をいれますが︑ご承知のように︑茶は︑箭茶

ン軸とか︑先きの尖ったものは︑先きを上若しくはドに︑柄を垂

にかなうようにするのが要靴です︒例えば鉛筆とか︑錐とか︑︒ヘ

直にして受け渡しするのは︑危峨はもとより︑危臓に鍔する不燈

でも︑煎茶でも請職茶でも︑湯加減が大切です︒酒もかんにこつ
があります︒茶を出す方では︑丁度飲み加減にして川すのであり

を感ぜしめまいという心であり︑本や手紙は︑向きをかえて︑右

があるように︑茶もその種類に膝じて︑飲み頃の温度というもの
ますから︑直ぐに味ってもらいたいのです︒それを︑いつまでも

つの韮本的の現象があります︒その一つは和介開係現象で︑祇曇啓

批曾雛で説いていますように︑人と人との開係については︑三

四

手に載せて渡すのは︑相手が見る便宜を考えての事であります︒

殊に祷茶は香りが命です︒それで稀茶器には大てい蒜がありま

生活上︑最も好ましいものでありますが︑その根本は︑相亙の理

りされると︑がっかりします︒

手をつけずにおいて︑冷たくしてしまったり︑一口飲んで残した

すが︑この蓋を取り放し︑いつまでも話などしていられては︑主

解と同情にあるとされています︒もちろん︑細かく言えば︑和合

開係にも二つあって︑一は親和開係であり︑他は協力開係で︑理

一一一

人の心づくしはだいなしになってしまいます︒

話がお茶の事に偏りましたが︑更に深く考えてみますと︑この

でありますが︑協力開係も︑親和開係の共礎の上に成りたつとい

解と同情は︑主としてその内の親和開係について言われている事

また人と人との韮本的開係の一つ腫針立乃蕊敵封闘係がありま

峨理であるといえましょう︒

うことを考えますと︑理解と岡怖は和合開係全慨に通ずる一つの

﹁客の心になり︑亭主の心になる︲一という事は︑もつと鹿く︑あ

きます︒

らゆる場合に︑人に接し人に封する心掛として常てはめる事がで
一家でも︑親は子の心になり︑子は親の心になり︑夫は妻の︑

たり︑悪んだり︑排斥したりする︑所謂反溌現象は︑杜曾生活上

す︒この敵封現象の中︑意志的にでなく︑ただ旨目的に人を雌つ

ある税務署の窓口に︑﹁待つ人の心になって手順よく﹂というポ

泉の壊因の一には︑人に封する理解と同情の峡如ということもあ↑

最も好主しぐない︑又悲しむべきものでありますが︑この度溌現

らせば︑決して不和は起りますまい︒

妻は夫の︑年寄りは若い者ｐ若いものは年寄りの心になって暮

スターが貼ってありました︒窓口事務は︑相方の心掛次第で︑心

ることは確かです︒

持よく︑スムースに運ぶものであります︒
買う人の心になって物を変り︑壷る人の心になって物を買い︑
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この理解と同情は︑これを総合的に︑具鐙的に表現すれば︑相
手の心になるということに外なりません︑この黙からい２﹂も︑
利休の﹁客の心になり︑亭主の心になれ︲一という言葉は︑牡曾生

五

活上︑最も意味の深い教といわなければなりません︒

この︑互に相手の心になるということは︑もとより心構として
大切なことでありますが︑その心持が︑言葉なり︑動作なりとし
て表現されませんと℃或は十分にその債値を護揮することが出来
中に︑致冨の法も︑出世の道も︑﹁親切らしく働くというところに

︑︑︑

ないかも知れません︒曾て我が閥財界の大立物であった人の随筆
在る︒ただ親切に働くというだけでは不十分で︑人から親切と感
ました︒常時私はその言葉に反感を持ち︑現在でも全面的にこれ

じられるように肋かなければならない﹂という意味の一節があり

てもらう鋼は︑杜曾生活上雨要にちがいありません︒

を支持しようとばしませんが︑自分の心持を表現し︑人にわかっ
これにつ際し思い出すのは︑ロンドンの人人の間に︑たえず行
われている︑サソキュという言葉のやり取りです︒電車に乗れば
２﹂渡します︒騨で切符を買うときも同じです︒店で買物をする

切符を買う客もサンキュとい２Ｌ受けとり︑車掌もサンキュとい
ときも︑店員だけが﹁ありがとうございます﹂とい２﹂︑︒へ．︒ヘ

コ頭を下げ︑買い手の方はそれを尻目にかけて出て行くのとは︑

大きなちがいであります︒これは︑その根本に︑職柔に封する考
え方の相逮ということがあるのかも知れません︒職莱は一つの杜
曾奉仕であり︾これに従事するものは︑杜曾に奉仕しているのだ
という考えから侭︑自然に︑どちらからもサンキュという言葉が

だく︲一︑﹁もうけさせてやる︲弓もうけさせてもらう＃一といったよう

出ることになり黄す︒ところが︑磯莱的階級意識がぬげきらず︑
しかも商責といえば︑金をもうけるもの︑商人は利益のために勤
くのだというように考えている間は﹁買ってやる﹂︑﹁買っていた

な開係になり︑一方は必要以上に卑下し︑一方億倣然と構えるよ
うになるのだと思います︒これは薩法以前の問題かも知れません
しかし濫法として見ても︑人の世話になれば誰も有りがたいとい
う心持が起こります︒この心持をすなおに﹁ありがとう﹂とか﹁ご
苦勢様﹂とかいう言葉に表現するのは自然でもあり︑また好まし
いことでもあり︑これによって双方の開係は明かるく︑なごやか
なものになると恩いまず︒わが閥の賀際は︑たとえ車掌が﹁あり
がとうございます﹂といっても乗客は何の雁答もせず︑雨方とも
男の場合だと︑どちらも無愛相な顔をしてだまって受け渡しする
ことが多いのです︒私はここでお互に相手の心になるということ
を提唱すると伺畔に︑その心持を表現することを糊めたいのです
最近︑私ば現在ロンドンに在留する者に︑今日も前のようにサ
ンキュのやりとりをしているかという事をたずねましたところが
その返信に︑サンキュは相奨らずだが︑近甑よく耳にするのは〃
﹁ソリー﹂Ｑ日留胃己という言葉とそれに針する宮印己冒・貢冨
という言葉で︑電車の内などでは︑一寸人のからだに障っても︑
ソリーといって挨拶するということでした︒これも︑相手の升に
なり︑相手の心を心とするという態度の現れと見ることができま
しょう︒そしてこの言葉をかわすことによって︑この心がはっき
り先方に通じ︑相互の親和開係が進められることになります︒
外醐で生活をしていかにも様子がちがうと感じられることの一
つはチップでしょう︒エチケットにはティッピングという章を設

けてある書物もある位です︒有名な︒︿命フリックスクールを参謝し

て︑案内をしてくれた職員にチッ・フを渡すこと等は想像した事も
ありませんでした︒しかし人に封して︑感謝なり︑好意なりを︑
必ず形に現し合う︹物質的にという意味ではありません︶という
習わしは認めなければならないと思います︒︵特別含員︶
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弘道詩林三好凌石選
＠首夏漫吟香城︲背谷敏夫早葉︶

無卿猫下釣緋鈎︒維滴欄前幕色幽︒明月未生嬬未軸︒僻来往

○００００○○ＯＯ○○○○○○○○○○００００Ｏ
○○○Ｏ
事一回顕︒評日︒蓉意剛迩︒醇興亦催︒

＠一初夏雑詠辿堂小川鮪弼︵横漬︶

︑Ｌ︑Ｌ︑Ｅ︑Ｕ︑℃︑︑︑︑○ＯＯ○○○○００．０

多︒池挫駐杖宥火造︒評日︒派夏情景︒篤得術新︑前聯景中有情︒

０００○ ０ ０ ０ Ｏ

悶林蒜蔚浦如掃︒仲瀦晴光吟自悩︒経剛慧紅痕巳無︒帯風稚
０○○Ｏ︑︑︑︑︑︑肥︑油Ｅ︑も︑︐ｂＯＯ○○○○
維態殊好︒閑来把酒椅胡淋︒潤坐敵詩披蝋革︒只悦朝昏渉趣

＠偶成岱山椎名保弘︵富山︶

℃＄︑︑℃︑︑︑℃ｈ℃︑︑︑○○○００○○ＯＯＯ

溌坐蕪蕊︒評臼︒醗旨砿達︒詩祁一如︒Ｈ在這裏︒・

○○○Ｏ

光風舞月絶無狭︒嘉遮惟知静境鮒︒悟徹貝如都浄土︒圃機活

＠示内莱浦大塚柳吾︹横須栂︶

飛日炊烹厨裏忙︒一餐一飯味殊長︒懇怖雌勝千金慨︒擬養偏

○００００００Ｏ○○○００○○Ｏ○○○○○○○Ｏ

○○○Ｏ
欣得他股︒評臼︒雅醇︒仇慨之惰︒自見子一句一言之中︒

＠盆悔立峰粛藤一二︹満山︶

も︑ｂｈ心︑℃︑砥︑︑ｂ︑い○ＯＯ００００○０Ｏ

○００Ｏ
郁襲入来︒評臼．清訓可荊．

丹緒嬬養一盆悔︒万到星然数鮎州︒欽仰稗公迩徳在︒清香砿

千鳥波多良介︵新潟︺

＠日崎呂武先生舟三回忌辰賦箕

脳殖︑︑℃池︑︑℃ｂ︑︑︑︑○○○Ｏ○０．０○○○

０００Ｏ
坐落花前︒評臼︒有情有融︒不帯些併鎮︒

た帥去世州三年︒忌日懐思稗怖然︒発具弾州祥欲幕︒焚香人

＠芥暁早起蚊龍牌深蝿次郎︵横涜︶

︑︑︑ｂ○○︲０００ＯＯ○○Ｏ○○０Ｏ︑︑︑︑︑︑

︑いり︑泊︑︑︑

在︒白頭也嘆幾浮沈︒評弓胸中無碍︒簡疎有致︒蚕︿詩家常套
之語亦之琵識所致︒

雅信和川文五郎︵横波︶

︑北辰畢神牡榊栽禿山園巽門竣工喜賦

○○○００○○○○○○○○○○○○○○○○００○

光雄巽門︒評弓蕊力雅健︒浦山之難︒溢干梢表︒

０ＯＯＯ

池畔群松翠影繁︒薫風此鹿別乾坤︒北辰錨固伸長在︒赫突嬢

⑤細選畢雑感置軒雛野英治︵千葉︶︒

k‐ヨLノ

後聯惰中有景︒虚蛮兼到︑韻致相刑︒

＠偶成長肪亮卒︵埼玉︶

︑ｂ︑︑︑ｂＥ︑︑︑︑︑︑︑○ＯＯ○○ＯＯ００Ｏ

変年毎蝿歩行難︒坐臥無矯唯寅餐︒澗弄吟峨姉禿筆︒墨発邪

⑤時事偶成東排打川藤作︵茨城︶

０００Ｏ
勢興満脳︒評臼︒詩境迩然︒雅興足以養共性︒

も︑︑ｎ℃︑︑︑℃︑℃℃℃Ｅ︑殖︑℃︑︑︑︑︑︑

赤眠己斑聴席禽．恰恰嬬搾似鼓琴︒醐紫千紅添客夢︒川光水

０００○○○○００００００○○○０００ＯＯ○○Ｏ

色挑座心︒窓前畷落伍情話︒案上題諦多苦吟︒六十除年身健

誰言要路童無人︒公約難分偏典員︒何事蹴争混乱雀︒勿蒋征

○００Ｏ
利談経紬︒評日︒旋侭雨端︒不排則岡︒一粘可以偽流人之戒︒

八十二里江東片口安︹富山︶

＠単制護布八十周年記念式害感

︑℃︑℃︑込︑砥︑ももＥ︑︑○○○ＯＯ○○００Ｏ

事制定時吾誕生︒同頭聖代夢猫明︒体言固土桑漁愛︒聞迩家
０００Ｏ

家絃飛蝉︒評臼︒蕃筆腫華︒不勝懐蕎思今之感

︑述懐松陰力根恭司︵千葉︶

○Ｏ○００ＯＯ００００００○○○○○○００００Ｏ

○ＣＯＯ
詩興郷曇︒・評日︒錐致職宕︒従陶詩悟入︒

轄何無巾訴彼誉︒雄思往事感無量︒任他人世諏如夢︒澗読陶
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○○
○○
○○
○
丹忠
忠良
塵・
︒評
評臼
臼︒
︒平坦︒亦是不可忘懐之語︒
要得

池︑
︑︑℃
心︑
︑池
ⅡＥ
Ｌ Ｌ︑℃︑℃℃℃ｂＯ○○００００００Ｏ
議犀
員員
選選
畢畢
愛愛
商商
量量
︒︒ 暁 袖 机 霧 異 主 礎 ︒ 園 報 一 興 表 何 所 静 ︒ 一 粟 須

＠幕春偶作悪癖粂坂承︹千葉︶

右隣背谷徳次郎︵宇都宮︶
＠八
八十
十八
八白
白雪寿
○○○○００○０００．０００○○００
○○○００Ｏ○
八十八齢猫健全︒ 知一昔蚊毒啓瑠逓︒白頭感激怖何極︒不識除
○○○○
生 有 幾 年 ︒ 評 臼 ︒ 峨窪之諦︒三隅忘我之塊地︒畳有悟徹入祁之妙︒

０○○００００．○００００Ｏ︑︑︑︑︑︑︑Ｅもｂ
赤川練泌朋如綿︒浦地奇苔杏更滋︒九十春光表欲霊︒杜鵬琉

︑︑︑︑

度水流淵︒評弓景象宛然︑抑墨流光︒

う
閃成
戎一椛翁管野三郎治︵祁烏︶
⑤偶

００００００○０○○００○○００Ｏ
○００○○００
春 風 八 十 有 餓 旅 ・琴濫机利翁鯛杢︒茅屋＃貧・身益健︒・児孫繕

＠皇鮪殿下渡英恭賦

測駕楼船上遠程ｃ波涛菖里輿雲平や英皇大耀陪班後︒遊礎諸

九十一重如雲慶野庄作︵茨城︶
○Ｏ○○○００︒○００ＣＯ○○○０○○００○○○○

○００Ｏ
邦牌聡明︒評日︒懸安︒三四有致︒

凸

＠亡妻三週忌辰有感畔水飯田雄耐︵茨城︶

段後三年詩耐題︒槽香杷燭夜礎瑛︒幽魂弄髭今如在︒丞沸衣

０ＯＯＯＯＯ○００００００００○○００○○○○○

＠鈍夏絶句石崖林・脈之肋︵干葉︶

○００Ｏ
塵喧老妻︒評日︒一読惨測︒余亦曾有鼓盆之悲︒同情殊深．

︑︑︑ｎ℃︑︑いむ︑述もやいｔｏ００Ｏｑ００００Ｏ

○００Ｏ
鹿是仙衰︒評白︒三胴超然自得︒

墓窓符凡封騨顔︒緑樹森森雲自問︒塵外不知三伏熱︒幽居此

＠偶成方才肥川寅松︵利奈川︶

０○○００００００００００○○○○００○○００Ｏ

○００Ｏ
傾野破新︒評臼︒一二浦健︒三四超脱︑自有趣致︒

不識農耕幾苦辛︒徐生誇健愛山春︒蹄来鰐力軽疲後︒一毒机

＠児・晶怖州瀧山箕輪瞳︵茨城︶

℃Ｌ︑℃砥︑︑ＥＥ︑℃︑℃︑０００００００○○Ｏ

暮夜誰知致至誠︒勤王菱悩鬼榊驚︒南風不競花空在︒向樹題

︑賀有隣翁八十八毒次共自述蕊誠二首

０○○Ｏ
涛誓聖一明︒評日︒一結風調俊逸︒

凌石三好寛

夙志育英功己全︒薫風此夕啓華錘︒隣翁八十齢毒︒剛健更蹟
彰加年︒

除一紀年︒

歯徳清高志業全︒誕辰含友此開鐘︒長生有訣身増健︒百毒猶
︑寸識漫言

〔空）

○○○Ｏ

評臼
臼︒翁蝿供健在︒一家何滴耐︒
膝自恰然︒評

＠族亭封酌村川一雄︵検演︶

＠族亭封酌
︑ｂ
ｂＬＬ
︑や︑
．．
ｂｂ︑︑も旭○００００○○００Ｏ

旗亭
亭静
静︒
︒釘
紅燈夜欲閑︒故人頻糊酒︒活奮共今淑︒評弓
細雨放
懇惰之至︒亦可恰悦︒

︑笠川口満参議併進夏村川中和三郎︵千葉︶
︑︑迫ＥもＥ︑︑︑０︑︑恥℃︑０○○００○○○○Ｏ・

○○○Ｏ

欣淵常選志途新︒政策堂堂意自員︒今日邦家多事際︒加餐鎮
養迩映貝︒評弓措辞淡宕︒共人風桁可知︒

︾＠次韻 刀 根 松 陰 港 所 詠 明 月 詩 寄 懐

移山寺島慶一？︲葉︶
０００００○○○○００００００○○○○○○○○
絶烏無人影︒何年戦什機︒誰淡剰孤寡︒渦喚隔幽明︒月冷英
○００００ＯＯ００００００○○○○

魂在︒焼残唯夢清︒懐対荊佳句︒不耐故人鮒︒評鼠余︒在姻戚

高︒除韻可諦︒

劫後絶晋信巳久︒今讃其詩而作︒評日︒侭情流露・感慨係之︒蕪格浦

、

可

＠次大森塞蝿詞契見寄韻︵節録︶

瓢乎道人

片口江東

△△△△△△△△・△△
△△△△△△△△△△△△△△
給頭多過自由丸︒航海再逃沈没難︒ 底事聞箔常不レ絶︒妄行騨
△△△△
意起二狂澗毛

＠次瓢乎道人戒

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

瓢乎遊人

政壇無奈選良何︒昏乱甚如風捲波︒整頓乾坤誰復在︒慨看大

△△△△
道疎榛多︒

＠斑斑女

紅粉蝉娼艶色多︒同牌異客迭秋波︒篤謀生事不持操︒閏恥曾

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

需佐自︒

無厭露歌︒自註遊女歌弓露蓮駄爾厭大倭〃女郎花降雨利加爾袖者

△△△△

ＩｉｌｉＩＩ

新潟螺鈴木文泰

弘道歌園割田斧二選

秀逸○

雪どけのせりといやすみまさりてぱ高鳴るなべに夕くだちつ
つ

○命日埼玉脈小名木狂辰

︹蔑葉張りで桁調大きく又調べ高し︶．

た

新潟媒波多良介

︵季節に恩ひ出す母の命日・作者の美しい心を感ず︶

毛蚕下す頃と今年もはやなりて七年の母の命日ば来ぬ
○

︹早嵯の感じ気持よく現はる︶

ねぐら出でし烏のこゑに白みつつ暁の群山色に頚ちくる

．富山聯片口江東

佳作○立山廷麓上瀧大川輝蔓利にて

大鷲の翼張りゐる薪空に立山領呂やおごそかに窪ゆ

○埼玉蝶石川奈美子
○干葉聯脊谷表太郎

今は世に何のぞむなき老の身に月のうたまき見るぞたのしき

政界のなりゆきいかに老我もひたむきに恩ふ事のなかれと

○教育勅語︑幅烏聯菅野三郎治

思ひきや教への道のみことのりゆめまぽろしと消え去らむと
は

を呪ひて千葉螺泌野秀春

○前知事川口爾之幼翁の参議院議員常選

年久に誠さ上げしこの翁のけふのぼ室れにあふぞうれしき

○夕立松江市平井常清

はたた林とどろく中に磯崎の烏うちけぶり夕立のふる

︑○東京都中村徐風

重ね着の古稀の母まで加はりて田植姿のとふとかりける

○日光湯本の糧にて千葉螺金杉茂穂

鴬の灘はづみつつ流れ来て朝の湯の宿た哩静かなり

富山螺斎藤一二

○皇太子殿下の御平安を所りて

○雀宇都宮市菅谷徳雁

大いなる使命をおびてすめみ子のゆきます船路安かれと斬る

命あるものは愛しも見いる目にたばむれあそぶを庭の小雀

いしぶみ

○治山治水翁煽島螺演名博綱

谷川のみちおさめては麓なる若葉に匂ふ翁の碑

〕

（

○時局感千葉螺片岡佐仲

○新樹千葉螺兼坂秀嶺

総選畢をわりし後は政事よりよく成さむ道附かぽや

蒲公英の咲延爵盛りや御所の堤
落花浴びてよろこび泳ぐ家鴨哉

鯉のぽ典豊かにはらむ南風
鳩鳴いて山が明るき春の雨
牡丹咲犬片山里の小家かな

種を蒔く掌を打てば立つ土けむり

種蒔きてかけ土けづる鍬の香

符の犯して育つ蕗の土

晴れていて苗代に水輪つくる雨

埼玉尼子

越路

染め替へて蚊張大きく吊りにけり

千葉春

葉樫や裏参道の謹静

嬉塞ぎや用意してある旅衣

代参の榛名詣や春の風

濁岸の赤き山肌暮れ運し

賃茶摘ふりむきもせず返事する

樫咲く吾が日の御子の鹿島立

豊年をいのりつ上とる早苗かな

道のべの野焼のあとに春の雨

道端に樗花散る田植かな

すくｊ︑と伸びよ手植の姫小松
山羊曳いてゆけば符そここ上に
○

木戸開いてをり濃山吹見えて居り

○ｃｃ︒︒○

棲餅提げし手を振る別れかな

︵用紙はハガキ或は開封書のこと︶

○文苑原摘次誌締切七月十五日限

大橋越央子

千葉茂穂く
松江碧明子
禰島吾山
埼玉雲雷
埼玉奈美子
新潟良介
千葉秀嶺
禰烏梼翁
千葉香峰

埼玉芝潤︑ノ

川越狂

齢

境内の大樹の中の花一樹

苗賓や片荷の赤子よく眠る

直己子

朝風に緑涼しくそよぎつつ春をのこさぬ庭の葉樫

東京徐風

山

○千葉螺︑石橋香峰

れんげ

下紬の田面そとここ紫雲英刈る人を見つつは心念かれぬ

伊藤丘南

尼子

原田碧明子

香川越路
金杉茂穂

江葉山玉葉

千葉丘

樫千富埼千

村 辰

○割田斧二

面﹄

雑木林若葉粧ふにどれとしもきめかねて見るその美しさ
くＩ

請経のほほかすめ飛ぶ春蚊かな
雛つれて薮めぐりする鴫やさし
卯の花や暮れて明るきたんぽ遁

平凡に市井の人と燕来る
佳作

牡丹散りて夏めく庭となりにけり

一韮の薦長けにけり行捻子
温泉煙りのからまる峡の新樹かな

門先の橋架けかへて杜若
苔むして詞み得ぬ歌碑や花吹雪

大橋越央子選

︵長歌は頁の都合で掲げますが︑なるべく御遠慮下さい選者︶

弘道
壇

行く春の庭にまるくろ毛越かな

秀逸雑詠

俳

南

⑨︲一

４士

I

雁史は繰返すとか巾しますが︑私達は今日この現状にあって︑今

ばかりで︑全くその落清くところを見ない有様であり寮す︒

更に含祁西村先生が︑本曾を創立された常時を回顧して︑その誰見

に敬仰せざるを得ないのであります︒抑ミ明治九年と申せば維新日

日本弘道曾第五十一同定期
細含の記
本含第五十一回の定期縄念は︑四月二十六日の日曜日︑本命を舘

するところのないといふ有様を憂慮され︑逝徳の尊ぶべきことを明

本の建設常時でありますが︑新簿混乱して︑圃民は進路に迷ひ︑蹄

かにして︑図民の進むべき通を示され︑画家臓念に訴へられたので

して来て居るが︑本年は折よく天候にも恵まれて︑文字遡りの若葉

ありますが︑思へば今日の現状は全くその徹時に等しいことを痛感

含談圭に開いた︒年を若葉折々しい四月の下旬に附くことを筒例と
日和であった︒恩へぱ太平洋戦争の最も激しくなった時︑及び絵戦

致すので御座います︒然も西村先生のその精祁が着々と盃現して︑

よく切論日本を隆昌に導いた原動力となったことを恩ひ︑今日私垂

ったものであるが︑辛うじて博統の形式による縄曾を附くことが出

もまた後縫者として︑その粘祁によって敗戦日本復興に費すべく︑

後の初めと︑二年川ほ源一は︑シ｜うしても縄称を附くことが出来なか

ことが知られる課であって︑第五十一脚の定期総称を安んじて附き

〔25）

来るといふのは︑漸く郷立凹の我祁と共に︑図家か一落落きを見る

恐るるのでありますが︑念員一同協力して︑掌い遺業に一層の努力

私達がかく考へますとき︑責任誠に重くして︑力の乏しいことを

全力を翠げて努力せねばならないと存ずる次第で御座います︒

位を祭る年祭である︒荊田主事の挨拶に始まり︑先づ祭主酒井倉曇

ので︑何卒英溌方にはこの心をあばれみ︑一段の御加護を戴きます

を致し︑卯かなりと先輩皆様方にお報い致したい畳悟で御座います

定刻午前十畔を少し後れて︑例年の本曾正副含長並に物故称員各

得ることに感慨なきを僻ないものがある︒

は祭餅を朗蔽された︒

やう切に御願ひ巾上ぐる次津で御座います︒

それより全図支含長を代表して︑千葉螺東部支曾長高木泰三氏よ

鼓に諸英蕊の高徳を仰いで祭鮮と致します︒

日本弘道称は︑本日節五十一間の定期縄曾を開き︑先づ恒例によ

○酒井曾長祭鮮

って︑含加西村泊翁先生を初め︑歴代の故正副含長並に物故含員皆

○高木支含代表祭詞

り左の祭河朗涜があった︒

様方の英蹴をお祭りして︑謹んで一片の誠心を捧げたいと存じます︒
我が蝋は絡職後七年有雌詮経て︑漸く物厩的復興には柳か見るべ

して浸入せる西欧思想のや入ともすれば︑我が閏本来の固民道徳の

顧みますれば我が含祁西村先生は該博なる才皐を以て常時滴々と

念員各位の英蕊に額づき鐘んで祭詞を捧口壬致します︒＄

鼓に全図支曾長を代表致しまして故日本弘通曾正副曾長並に物故

／

きものも御座いますが︑粘祁上の洲迦に至っては遅々として復興に
一一

至らないことは︑誠に寒心に堪へないものが御座います︒即ち従来
のものは善悪に係らず一切葬られて︑然もそれに代るべき新らしい

ものは︑何一つ定まるところがないために︑圃民は心の依る所を失
って︑教育も政治も経済も進むべき逆に錐ひ︑甲論乙駁徒らに争ふ

b

酉

麓得し祇含善導の鴬めに全力を捧げられたのでありました︒爾来鼓

裂改幸一らる塁を歎んぜられ同志を契合せられまして︑弘逝の本義を
に約八十年谷時車松平伯徳川伯堀田伯相次で含長に推戴せられ愈こ

貰一︑畜藤一二︑上野湯一︑藤本高治︑澗谷正治︑阪井園子の十氏

覗賀式を翠げ︑本倉の役員並に功勢者十病の方々に封して︑その御

本日第五十一回の定期総官を開くに術りまして︑例年の如く毒昌

であった︒先づ酒井酋長より左の祇齢の朗讃があった︒

○酒井酋長祝跡虹

商齢をお肌ひ致しますことは︑誠に喜びに堪へないところで御座い

含迩の隆盛を蕪し又役員塊曾員の先輩各位克く一致協力吐愈人迩の
はざるところで御座います︒今や我が国は維職鼓に八年漸くにして

巾上ぐるまでもなく︑長命を致しますことは︑私達の等しく希望

ます︒

ために置純の努力を捧げられましたことは︑私塗後篭の感銘錨く能
東亜の一鋼立国とはなりましたものの職の傷は猶未だ癒えず図家の
前途は益と多難なるものが御座います此の時に常り私達の任は暦一

の長命に恵まれますことは︑決して単なる天命ではなく︑お互が一

するところであり︑又最も幸幅とするところで御座います︑然しこ

日々宅の生活に於けるよき心掛けに侯つところが極めて多いので御

藤の多きを加へた感を強ふするものであります︒私達は先輩各位努
なりとも思想の善導に文化の向上に寄輿する所がありたいと念願す

は︑その理由がここにあるものと存じます︒聖人の言人を欺かずと

座いまして︑古の聖人が﹁迩徳家は生命長し︲｜と申されましたこと

力の跡を偲び自己の修菱と努力とは勿論享意本含の要領を燈し些少
るものであります故人が年々歳々花同じ歳々年々人同じからずと叩

まして︑本含が年々高齢者の方会をお耐ひ申上げますことは︑皆様

られたといふことは︑立派に之を誼明して居られるところで御座い

か申しますが︑誠にも修養を積まれた皆様方が︑この御高齢を重ね

され室したことを思い起しましてひしびしと胸せまるものが御座い
蕪餅意を毒さず希くは在天の英蕊加護を垂れさせ給へ

方の御長命が︑迩徳の掌いことを無言のうちにお示しになって居ら

ます︒

それより酒井宙長玉串捧糞︑遺族を代表して西村幸二郎︑同馬場

ます︒この時にあって︑皆様方には一層の御自愛を戴きまして︑御

ありまして︑私淫の前途には誠に多事多難を恩はせるものが御座い

御承知のやうに︑我が国の今日の有様は寒心すべさことばかりで

れることを心から尊敬申上ぐるからで御座います︒

淑子雨氏︑全図支念を代表して埼玉螺豊岡支曾長繁田武平氏︑全含
員を代表して下村副曾長とそれぞれ玉珊捧糞があり︑かくて年祭を
終了した︒尚特別曾員高橋節雄氏は︑第三代の含長松卒直亮伯に棒
ぐとして

長命の上にも御長命を亜ねられ︑尊い多年の修養と経験とを以て︑

一︲師のふみし正しき通を弘めむと君．一生を打込みたまひし︲｜

後進の御指導に一段と御霊し下さいますやう図家のためお願ひして

御祇ひの言葉と致します︒

の一首を捧げられた︑また西村幸二郎︑紳戸光子南氏よりは供物を

それより引渡いて本含役員及功努薪方の毒昌脱賀式に移った︒本

経って酒井倉長より毒昌者に記念品を︑常日の出席考蒐克彦︑平
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／

よせられた︒共に感謝の意を表するものである︒

年の毒昌者は︑小笠原長生︑党克彦︑二木謙三︑野間左衛子︑平田

／

田賀一︑藤本海治︑上野陽一阿氏にそれぞれ提興され︑それより毒

他面精祁科畢がこれに伴はないで︑逝義心が至って低いため︑自ら

自然科畢は︑原子力の利用にまで護達致しましたにもか上はらず︑

本官は創立以来七十有八年︑一貫して園家︑圃民の平和と繁柴は

のであります︒

澱に今日の不安は︑本を忘れて末に走って居るがために外ならない

作り出したものに︑自ら苦しむの愚を繰り返して居るのであって︑

昌者を代表して︑蒐克彦博士の答鮮があって︑覗賀式を維った︒

引績いて第五十一四の縄倉である︒まづ酒井念長より左の式酢の
伽禰があった︒

○禰井酋長式酢

ることを使命として居ります︒私達は誠に微力では御座いますが︑

迩徳の昂揚を根本に求めて︑利筈の末に走らざることを︑明かにす

清をしい新緑の好季節の此の日︑日本弘道含第五十一回定期認曾
を附きまして︑皆様方と一同に含合し︑意気を新らたにして︑本年

本日華に総宮を開墜Ｌ柳か恩ふところを曲︲上げ︑皆様方と喜びを

の努力を期すべきであらうと存じます︒

その使命とするところのものは︑腫理であることを堅く信じ︑一雁

の活動に術へようと致しますことは︑誠に喜びに堪へないところで

御座います︒︲
御承知のやうに︑維職後第八年目となりました今日︑卯か人心の

この式緋に封し︑祁奈川蝶脅員飯島忠男氏は︑含貝を代表して︑

共にし︑愈々目的逢成のため努力すべく︑一層の御指導をお願ひし

然僻を述べ︑愈々泣義の昂揚の心要と努力を誓はれた︒引続いて議

何と︲叩しましても︑敗戦による此◎大きな捷莱は︑二朝一夕にして

安定を見るに至りましたことは︑御同慶のことで御座います︑併し

ず︒闘民は依然としてその進路に迷ひ︑唯目前の利祥を争って︑右

事に入り︑酒井倉長議長席につき︑荊田主事より昭和二十七年度決

て式酢と致します︒

に左に不安？七の日ｊ︑を透りつょあるの塊状は︑閏家のため誠に

算︑綾いて昭和二十八年度予算案を説明報告し︑大杉識一氏より︑

立直る筈はなく︑稚きものは捨てられて新らしいものは未だに生れ

の不安から一日も早く免るべく︑心のよりどころを迩徳に求めて︑

なくこれを承認し︑昭和二十七年度覗業概要は配布書によって御覧

昭和二十八年度研究班業の件につき︑希望意見があり︑何れも異議

憂腫に堪へないところで御座い室す︒こＬに於て今日こそ国民はこ
尻刺にその進むべき蹴を考へ︑協力一致の努力を致すべきで︑若し

代で御座いますが︑その根本は何虚に求むくきでありま逢うか︑こ

誠にも今日ば世界を畢げて平和と生活の不安に脅かされて居る痔

本経済の大綱を語られ︑容易に理解することが出来たのは何よりで

純々の便問に臓答され三時閉念したが︑極めて通俗的で興味杓に日

る︒極めて心細い日本経済の事情を約二時間に豆って話された︒後

れからの日本経済︲｜の題下に︑縄︑済評論家︑前田梅松氏のお話であ

霊食の後︑午後一時半よりは綱含記念講演哲に移った︒本日は﹁こ

を順ふこととし︑謀食をとることとした︒

この根本を知らずに︑依然としてお圧が末端の利寄や権力の争ひを
つ宮けるならば︑永久に救はれる日のないであらうことを恐る上も

のことは一見極めて棋雑なやうでありますが︑一言にしていへぱ︑

のであります︒

入州の逝徳が尊重されて居たいといふに識くると存じます︒例へぱ

(､27）

あったＧ︵頁の都合で詳細略︶

亀至愈一致で柴田博士が倉議の議長に選任されたそうですよ︑含

ンスのニースで開かれた全枇界の大皐総長含議に出席された際に

︵二十九頁より︶

法要に琴一列した︒含祁逝去されてより五十一年間︑我等含員は今日

て居たそうですが︑あとで事務餅局からその内容を聞いて見たと

議がスペイン語で進行をした篇めに柴田博士は名蕃議長席に着い

それより有志十有除名は︑本郷駒込の養源寺唱含祁の墓参をし
の縄含を報告秀今後の御加護を祇つたことであった︒それより引績

ころ︑この事務常局の話では︑畢問は人類の幸祁のために必要な

墜Ｌ︑半裁門の東僚曾餅で懇親有である︒職前まで必ず夜に懇親倉
が行はれたものであったが︑戦後の事情はそれも許されずに今日と

けた日本の柴田坤士を含議の議長に選任をす可きであると云ふこ

めに研究をすることが畢術命識の目的であるから原爆の被害を受

とを全員一決をしたそうです︒

もので原子力で戦争を起す様では︑畢問の溌達は人類の幸娠のた

きに一同感激した︒日本料理の宴である︑先づ酒井衛蕊の拶挨があ

この様に今や全世界の各図は日本の個有の姿に還って平和の天・呈

なったが︑本年より懇親倉を復活したことである︒先づ東確氏︵曾

って︑本日の勢を感謝され︑我が国今日の現妖から本官の運動の必
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員︶の芳志で記念撮影逮し︑然も即刻焼付けられて配布される手早

要性と一段の誰力を希望されるところがあった︒懇親命はその名の

て︑正直な壇那の勝となる日が必らず来ると信じます︒

制を心から望んで居るとのことです︑狐と錨砲との︾ハ百挺がパレ

昭和廿八年四月廿九日豊岡支宙於群雲舗

その日の震現の日までガンパリませう︒︵をわり︶

繁田︒﹄今日は大へんにうれしいお話を伺いました︑では弘通菅も

やうに︑誠になごやかに進み︑河原丈敏氏の即詠の漢詩︑短歌の朗
した︒その間東惟卯作氏には種令と特篤をよせられたことは︑感謝

詠︑贋中宗太郎氏の詩吟等も飛び出し︑職を霊して午後八時牛散倉
に堪へない︒かくして午前十時より蜜に十有除時間を引績く︑盛り
りであった︒含員諸君には一日を参加されて︑盛含にして頂いたこ

○貧すれば鈍するならひ正論を言ふぱかりでは腹がふくれず

くし

○護っては賞ひたいしまたアメ兵には踊って貰ひたいし貰ひたいづ

○敗職図の首都に浦つるもの自動車に料理屋パンノー︑それに賭ごと

○朝鮮の曾談も一喜一憂なり平和はよいが失業はつらく

しノ

津山の錦五十一回の定期縄有は︑予定の通り魅了したことは︑何よ
とを感謝すると共に︑今後の一層の御指導をお願ひして大倉記を結
ぷこととする︒︵一九五三︑五一・○︶

戸、

埼玉螺豊岡支含長繁田武平

でとても︲濁った水は治りませんよ併し川上

態ですそこに清い水の一票を投じたところ

で︑今濁流が寵り合って流れ出して居る状

な若い日本の誕生となった場合に初めて吾

凧然として起りますよ︑この川上から新鮮

れたとなれば教育も迩義も日本の個有性は

であると︑︑皇太子様御自身に御示しになら

なりではとても死んでも死に切れません︒

繁川︒吾々はこの混乱した日本を見てこの

た︒日本人も天皇陛下の維戦の御勅語を

までは最後の一人に到るまで闘う協悟で居

栖開︒必らず行きますよ︑かって勝ち賞く

たしてそう行くものでせうか︒

繁田︒どうかそうありたいも票﹄すな︒は

一Ｊｏ

が日本弘通曾の泊翁粘祁が輝堕Ｌ来る課で

には既に術い水が流れ出して居りますよ︒

栖開︒皇太子様の御外遊と御婦朝遊されて・

繁田︒それはどんな意味ですか︒
から皇太子様を中心として日本は必らず流

栖開︒これは繁田さん世の中を生一本にだ

れずに進駐軍と和解をしたと云ふことは︑

拝して平和日本の再建に協力をして一糸乱

りますよ︒

行中でお話を何ひませんでしたが︑公明選

ことも大切なことです︒

け見るからです︑世の中を三拳の様に見る

になられました︒

畢が益々不公明になる状態では図政の前途

栖開︒三拳は堀那と︑狐と鍵砲との負け勝

繁田︒それはどんな意味ですか︒

うです︒

地球上り戦争の歴史に前例の無いことなそ

の御意見を伺いたいものですが︒

栖開夕政治は政治屋にまかして置いても日

の職争を避けたいと云ふ︑日本研究の熱が

この日本の個有性の芙鮎を研究をして世界

全世界にある鐙うです︑その現れとして︑

なのです︑今は壇那が負けて狐や織砲だけ

今回皇太子様が世界の人気の中心鮎になつ

本の個有文化の憤値は鍵りませんよ︒必ら

す︑その域那には謹言権はなく︑狐と云ふ政

・て居られるとのことです︒

の争いなのです︒天皇陛下は一国の堀那で

繁田︒どうも今の選畢は︑金の力や︑地盤

イカサマの塞コロでトバクの開帳をして居

栖開︒そうですよ︑かって柴田博士がフラ

ら捨てたものでありませんね︒

繁田︒そうですか︑それでは日本もまんざ

治尾と蛾砲と云ふ斑業家とだけが八百長で
る状態が今日の政治と経済となのですよ︒

の力や︑看板の力で金がなければ如何に人

様では︑健全なる日本の再建は困難だと恩

戦後の仙界を見て踊られて平和の日本の再

だから今に皇太子様が御婦朝になられて︑

ますか︒

ひますが︑この鮎は如何にお考へになられ

物の偉大な人でも︑議員になれないと云ふ

ず時が解決をするものですよ︒

繁田︒前曾の支含常含には鈴木先生は御旋

は如何になるものでせうか︑一つ鈴木先生

栖開︒平田宮司は今回祁杜本聴の事務縄長

支含長の平田貫一翁にお遇ひ致しました︒

繁田︒先日本曾の縄曾同月廿六日︶で近江

衡員鈴木栖．開

1

栖開︒これは大洪水の時の川口と同じこと雄に側民がこの鮎に心の中心鮎を温くべき︵二十八頁へっごく︶

一

一
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談

全詩議員書︒四月二十日祁田貧生含館にて本

△馬場氏芳志︒︑含貝馬場淑子氏は︑第五十一

附さる・御芳情を感謝す︒

第五十一回定期総含に本命に余壷千側也を寄

△西村氏の芳意︒時別含員西村幸二郎氏は︑

て講演さるｃ

を感謝す︒

氏は本命に封し金武千側を寄附さる・御芳情

△徳山氏の芳志︒共立女子大嬢教授徳山敬子

特志のことである︒

和二十八年度予算案の群議をなし之を承認︑

△飯能支酋講演書︒五月五日東京教育大畢教

芳惰を感謝す︒

回定期総含の年祭に金参百側を寄附さる・御

昭和二十八年五月三日香坂闘歳小畢校裁縫

本含軍報
曾評議員倉を開き︑昭和二十七年度決算︑昭
続いて昭和二十七年度事業報告等をなせり︒

授大杉識一氏の﹁こどもの日﹂にあたりて

案に於て午前総倉︑講堂に於て午後講演官を

支含業報

△紳戸︑間宮雨氏芳志︒含員祁戸光子氏は絶

五月八日︑お茶水女子大梁教授勝部反長氏の

前十時より溌告の如く本官館に第五十一回の

△第五十一回定期総酋︒四月二十六日︵日︶午

感謝す︒

男氏は︑今回白河市長に常選︑慶賀︒

△中目氏市長営選︒禰島螺白河支含長中目端

の中になるでせう﹂の講演あり︒

大畢長藤本寓治氏の﹁どうしたら住みよい世

員となり迩義の念愈を厚く枇含公益の矯

側浦なり明治二十八年四月日本弘通曾々

君炎性温良風に克く家業を励み家庭常に

雄氏に封する感謝妖並に記念品贈呈︑

開催︑午前十一時聞倉︑直ちに功努命貝林健

千葉螺東部支含報告

命の年祭に金参百側︑含員州宮雄太郎氏は金

﹁西村先生晩年の考へ方﹂︒五月十一日前愛媛

定期総含を開き︑年祭︑毒昌祇賀式︑総曾︑

△川島氏光第︒特別念員評議員川島次郎氏は

△東部支曹講演倉︒千葉媒東部支含講演倉は

了せり︒

的支那古陶器は︑﹁横河コレクション︲一の名を

夫君故工畢博士横河民輔氏と多年蒐集の世界

△横河氏の待志︒特別倉員横河下枝子氏は︑

表彰さる・慶賀︒

三十有詮年愛ることなし︑河に弘通人の

自己の修美と斯道の振興とに寄典せられ

遠近を間はず晴雨を諭せず常に出席して

支含の糖曾及講演倉等の合同に常りては

め誰捧せらる上こと叉多大な︐僻に我が

一

武百側をそれ人︑本含に寄附さる◎御芳情を

講演−１これからの日本経済・前田梅松氏﹂愈

畢制八十年に因む表彰に︑教育功努者として

五月三日香坂郡寓歳小畢校に開き︑講師とし

以て天下に知られた世界的のものであるが︑

り恥か記念品を贈り識て其の功労を感謝

範と諸つくし鼓に支曾役員倉の決議によ

感謝肢古城村林健雄殿

祁墓参︑夜は東篠含館に懇親街を開き無事経

△成木支含講演雪︒東京都成木支含に於ては

博士開未代策氏出張講演さる◎

今回これを上野公園の東京坤物館に寄附され

て一︲日本経済と農村の革新ｉ一と題し・経済肇

五月四日春季講演命を調営︑講師として共立

除年に豆る一︲源氏物語の篤本﹂も寄贈さる・

五月中之を公州せり︒なほ横河女史が三十有

す

の子低にはどんな蛭をだうして行くか﹂題し

女子大筆教授徳山敬子氏出張され︑﹁これから

rsoi

〜

！
￨

昭和二十八年五月三日

五月四日成木小畢校ＰＴＡと共同主催にて

りといふくし︒大野氏は歌膳二十除年︑田園

修究亦た高いのである︒高雅なる気品︑故あ

等に薫陶せられた︒漢畢に迩詣深く︑仇教の

西園寺公望公の秘書たりし原田熊男博邸に人

同校に於て講演含開催︑共立女子大染教授徳

歌人として閑こゆ︒アララギ派の師友と交遊

と成り︑男僻と同様に待遇せられ︑男僻と均

次で支含長より咋年度事業の報告︑現支含々

山敬子先生を御迎へして︑午後二時三十分附

含長出雁︑慰安の挨拶せられると共に︑金壷

務の飛況等につき読明あり︑鈴木副支含長野

曾︑中村氏の司含により︑ＰＴＡ念長西村氏

多年︑アララギ歌鞭の軍鋲である︒

千脚贈呈す︒

平理事よりそれ人︑袖足説明あり︑次で役員

の開含の辞に次で徳山先生を御紹介︑先生に

日本弘道命東部支含長高木泰三

及倉員の意見溌表ありて十二時三十分鮒含︑

はこれからの子供の咲け方との題下に︑約百

恩はむ

招かれて三百二口常倉につらなる今日の幸は

豊岡支含に参じて大野信貞

謹食を共にして休憩︑

五

古りし庭の木立の奥にこもりつつ畔をつぐ熱

六十橘の含員を前に多年御研究の緬蓄を

後は支命員外の一般聴誹者も百除人集合せり．

何午後二跡より講堂に於て講演倉を開く︑午

而も親切にユーモアを交へて︑説き去り説き

傾けて︑腿村人にも分り易く︑いとも平易に

朝よりの雨におぐらきへやのうち髄燈つけて

の二撚三聡︐

とり

の弘遡の本義と現下の世相についての講話あ

時の移るを忘れしめ︑午後三時四十分維了︑

束り職衆の全覗線を亦全祁経を演填に引つけ

ばじめて束しわれにやさしくしてたまふ繁田

床の間の米華の軸にむかひつつ儒教に話題し
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蒋谷評議員の附命の跡に次で制田本命主事殿

村革新の波迦に一昨州半に豆り熱鼎を

講師紙群畢隙士開未代策先生は日本純

支念長したしきるかも

人のかそけさ

る︒中村氏は剛命に先立ち約五分間鴬のっけ

大の畳醒を典へたこと入確信するものであ

聴衆の感銘は殊に深く︑今後の家庭識育に多

更に二十有除分に亙り聴講者の街問を

仔の例を引て教育者並に家庭の参考に供し︑

り︑雨先生は御一泊なされ翌朝一番汽

更に弘通命は如何なる命かを簡単に説明し︑

て人のしたしさ

はる人︑と氷附の巾を来て含へり火鉢かこみ

れ明砿なる解答を輿へられⅧ時四十分

蹄京姓られたり︑雨先生に識て深甚の

散す︒

ｒｍＡに協力を求め︑小川先生剛衡を獄し解

一瞬数千側の花火にきほふ図民性を長川と諾

ひさめ

にて開催の藻定承り︑因に本支愈々貝

度に入りて約三十名の入念者之れあり

群雲館に開く︒緋のやうな春さめ︑やわノ︑

ぱらくおよ蕊

るまた短所とも

成木支曾報告

と落ちた︒高萩より世良是助氏︑入州川町よ

街をゆく代議士候袖看の政見はひろき家いち

三○二同常含︒三月二十九日午後一時より

二十六日本村中畢校に於て遺族倉総含

り大野信貞氏︑初めて参席せらる︒世良氏は

や

られ︑常支含も招待雌に接して萩原支

員四百八十橘なり︒以上

○豊岡支曾報告

表す︑猶秋季の総含は十一月︵日未定︶

高篠氏曇割甲王事との封談をしばし聞き居り
新参者われは

衆聴に多大の感動を輿へられたり︑そ

開 現 は 良 謝 車 閉 受 れ 奮 溌 り
催三在本文意に宙けよはと次
せ月○人年村をてせらりれ農で

︐︲・；ヮ・・・・・ｏｏＰ９・昌

室つり医と

かぞ︒

き蕪品の高きものあり侭に逸品と可︒申侯

拙生に著述に暇なく日々鐙執筆中︑近く書

繁田武平様

四月三十日逗子町六九六藤原楚水

Ｏ

は籾立って弊審が大きい﹂の謀り︒

正誤︑前雛︑徳山先生のお話中﹁弊立って﹂

上下二冊

○泊翁西村茂樹陣

鐙料共五○○回

鐙料共一五○回

全一冊

○道徳教育講話

つかりと飲む茶のあの一と味︑あれと同じで

脱し出でられ居り且つ通俗豊人に見がた

に感心いたし候︑最早除技の域より遥に

雑誌御悪迭にあづかり︑表紙緒には大い

に堪へず︒早速へまた︑葉書並びに龍門

先日は久振りに物語︒益々御健勝欣賀

は私信を寄せられたつ

附記︑支曾長のこの表紙糟に封し︑楚水先生

壷ですが︑列席の皆さま︑何うぞｃ

す︒これは︑龍門涯の﹁青淵︲一に書いた︑拙

て︑煮立つ湯のかそけき昔を聞きながら︑ぼ

なんとも云えぬい上気持になる︒朝早く起き

の表紙緒である︒りっぱな糟に出くわすと︑

雑誌を手にして︑先づ︑目につくのは︑そ

三省すべき言葉と思う︒﹄

表紙繁田武卒

なんぞ算ふるに足らんやと請うてゐる︒味讃

き︑政に従う人を四番目に置いてゐ︑しかも

は己れ本位に行ふを恥づる人を士の第一に置

るる竹器︒採るに足らざる人物をいふ︒︶孔子

とせう

な︒そも？Ｌ︑亦た以て次ぎとなすべきなり︒﹂

０１０．．︲Ｄ・

のここまできこゆ

・・︐︑

白く﹁今の政に従ふ者はいかん？︒﹂子日く

︲・・・・

霊過ぎて雨あがりたる木立ちには暗きてわた

︲︲

中に有之り早々

︲Ｄ０

遊金石墨を三省堂より出版可致目下校正

０．０

﹃瞳︑斗管の人︑なんぞ︑算ふるに足らん

︒︒︒︒︒ｑ︑︒︒Ｇ・ｄ・

や︒﹄註︒︹斗は十升を容る︒管は斗二升を容
ＪＤｑｏ︲︒・・

らふ鳥かげも見ず

なほ︑支含長夫人より﹃これが︑うちの嫁
です︒恒子と申します﹄と紹介︑恒子さん﹃ど

うぞ︑よろしく﹄と挨拶があって︑五時十分
散含︒

三○三回揃曾︒四月二十八日二時より︑支
支含長︑西津昇三郎︑高篠彦卒︑鈴木栖開︑

含長邸に於て︒参含者︑繁田支含長︑抜井副
語藤安右衛門︑その他︒

支含長より︑本含五十一期総曾の模様を報
代の新夫人恒子さんの厳父斎藤安右衛門氏の

告︑ついで栖開氏との封談あり︒繁田家十九
感想護表を傾聴︒

﹃孔子の政治家槻﹄高篠彦平
﹃子貢間うて日く﹁いかんか︑これ︑士と調
ふべきか︒﹄孔子日く﹁己れを行ふに恥あり︒

ぺをなり︒﹂日く敢て共の次ぎを問ふ︒日く

四方に使ひして君命を辱かしめず︑士と謂ふ
﹁宗族孝なりと稚し︑郷謹弟と秘するなり︒﹂
かラ﹄ｆ︑

日ぐ敢て其の次ぎを問ふ︒白く﹁言︑必らず

信︑行必らず果︒硬々然として小人なるか
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○

れ？︲︑の職域に一段と御粘伽の事と存じま

△新緑初夏の好季節を迎へ︑含貝の方々もそ

一金参百側也︵寄附︶茅ヶ崎市抑戸光子

す︒本雅記載のやうに︑本命も第五十一個の

命日小口

一金気百回也︵多︶藤津市間宮雄太郎

定期縄含も無事に修了致しまして︑昭和二十

縦を主として細桝致しました︑仕事の休みに
或は一日の努伽を絡へての夜のひとときに︑

員も辿々と櫓加し︑蒋に復しつつあることを
こ上に御報告致すことは慶びに堪へません︒
△本雅は︑くつろいだ中に︑それ︐が︑の磯験
がにじみ出る味ともいふものを味ふくく︑随

段と覗蛮の上にも溌腰しつつありまして︑含

といふスタートを致しました︒着狂に一段一

埼玉牒の五ケ所の︑支愈で赤期講演倉を附く

して︑この五凡には︑千葉聯︑東京都下︑及

八年度の新溌足を致しました︒その手始めと

一金宣千剛也︹多︶東京都西村幸二郎

一金参百凹也︵多︶東京都馬場淑子
一金武千側也？︺東京都徳山敬子
○千葉牒東部支脅識淡愈呈月三日︶

羅済畢坤士開末代策

口日本の練潤と農村の革新

○東京都成木支愈識演命全月四日︶
□これからの子供にはどんな縦をどう
してゆくか

共立女子大祭教授徳山敬子
○埼玉聯伽能支禽識波愈︵五Ⅱ五８

一睡華轟︾陸が﹂↓侭葬帥錘↑岬稚獅器細畔弛いぃ

侍さんの御味蔽をお願ひ致します︒又これか
口﹁こどもの日−にあたりて
らは教育委貝とか︑Ｐ⑫Ａとかいった焚際の
東京教育大畢教授大杉誰一
剛
胆につ唾Ｌの我々の心僻といったものにつ
いても︑誌上に蕊表したいと計識してゐます︑
○同︹五月八日︶
序に巾上げますが︑封象となる念員諸氏が種
口西村先生晩年の考へ方
々の方而に亙って居ります開係上︑全部の記
お茶水女子大祭教授勝部反長
一猫が各間に御瀧旭のいくといふやうには参り

○同︹五月十一日︶

前愛媛大畢長藤本醐油

□どうしたら住みよい世の中になるか

弘道宮入曾手績

一ケ年曾費金百式拾回を排込み入曾の手績

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

する外に種令の特典あり︑規則書は郵券拾

同封入の方に送付す︒

本曾編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌贋告の件については︑

東京都千代田厘西祁田ニノー

昭和二十八年六月一日壷行

擁蹄嘩割田斧二

東京都千代田腿祁田祁保町三ノ十

東京都千代田睡祁田祁保町三ノ十

印刷人春山治部左衛門

︲印刷所︵東京豊ｅ共立壮印刷所

東京都千代田塵西祁田ニノ一

癖蔀廻日本弘道含

電話九段九番

振替口座東京皇五番
日本出版協曾含員番雅Ｂ二四兄
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外国人に対する心得

国旗・国歌
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第三十一章

第三十章

古来の伝統と美しい慣習と

を尊重し︑しかも今日の実

東京都千代田区神田小川町1の10館−−公報社内

情を十分考えた新しい﹁礼

新しい礼法刊行 会

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た︒

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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