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殖民地気分

無計謹の生活で︑恰度ラジオが朝から晩まで岨って踊ってドンチャ
カやって勝るが︑それに歩訓を合せての生祇といふものである︒ま

上働く人があっても帯川しようとはしないし︑多くは働かないで我
うことばかり老へるから︑金が足りないといって悪の蓮へ走る︒貧
乏したものが八昨間劣働では追ひつかないといって︑努働粁川ら十
昨川努伽を巾出でた英図︑そして争談を松絶したドイツなどのやう
に︑訓幽復興を考へないで︑少し鋤竺Ｌ無限の遊びに金がほしいと
あっては︑手鍋を下げての妻の苦努はご免︑旧い手をして二雌雄活
が結椎といふ根性になり果てた課だ︒凹防は他人にお願ひして︑ｎ
分では犠牝となるのはいや︑ただ享楽がいいといふ︑教育はダラシ
ないことをｎ曲と考へて︑勉弧と修韮を雌う︑懸愛は凹山といっ
て︑奴に虚女なく︑男も瞳女を敢て問迦にしないといふ︑竿々︑こ
れらはみな閏とか人川の上に或は純済の上に明日を考へないで今と
いふ今を過すことから出る共遡の心瑚である︒韮地と風俗のことが
今Ｈ間迦になってゐるが︑もちろん一半の罪はアメさんにあるもの
の︑ことはこちらの心掛けにより以上問迦がある深で︑彼らの要求
に臆ずるといふより︑寧ろ誘ひ或は綱を張って待つといふのでは︑
これを云々する灸格はないといふ︑へく︑先づ此の解決は︑常方が先
様を一切拒絶するの態度に出ることが第一である︒
敗職といふことは︑いふ玄でもなく剛家の最大な寒心懇であっ
た︑だが幽民のいわゆるこの殖民地弧分︑屈幽でも殖民地でも二狭
でもよい︑ただその日？︲︑を享楽で過ごせればといった腐れ果てた
性松を図民が持つやうになったことは︑これは敗戦以上の亜大事で
ある︒これは如何に賛して純したとはいへ︑心諦かに全剛民は胸に
手をあてて三行すべき中心問迦ではなからうか︒︵知己庵︶
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も同じ様相とある︒

×

これまで中園の上海が東洋最唯一の殖民地街と言はれて来たが︑
第二次仙界大戦後は︑こちらに移つ一Ｌ︑我冷の東京であり︑横漬︑
縦狐狸といったところがその莱一の焚力詮待つこととなった︒敗戦
後何一つ北に注ｎされるもののなくなったのに︑これまでは田徴︾も
よらない東洋第一のものが出来た課である︒
まづ東洋莱一の殖民地街を形成してゐる一つ一つの要素を調べて
見ると︑舶来新捌の脚勤車が街に溢れ︑もはや柑局の見る所では街
の設術の限界に来てゐるといふことだ︑アメリカはともかくとして︑
ロンドン︑パリ︑︒ヘルリンといったどこの剛の首都にい？ても︑我
々の街の風景は絶封に見られないさうである︒それから姉女子を巾
心とした服装であるが︑そのキラビャカさは︑パリーモードの一手
引受所といった有様である︒料瑚屋はといへぱ︑第一流のところを
始め通Ｈ浦員で︑お馴染でない以上叩込んでも席は得難く︑一晩一
両側以上の宴含がくりひろげられて︑文字そのままの酒池肉林を呈
して居るし︑温泉マーク旅就といふのが数限りなく出来て︑それが
何所も浦員であり︑お容も枇界各幽人であり︑祁手といへぱ︑商頁
人といはず︑含牡の女泰務貝ごときも普勉といはれる︒或る日本を
知る外人槻光群が﹃いつの川にやら脚本の都市にはこんなに温泉が
出るやうになったのか﹂と驚いたといふ︒久賭けどとは夜を日を次
ぐし︑赤線厘域はさてとして︑街娘が溢れ︑惟界に名だたるマルセ
ーユ以上といふ︑キャバレー︑ダンスホール︑パチンコはいづこも
浦貝︑暴力閥は横行し︑スリ弧溢殺人戦件はＨ常茶価恥︑これだけ
翠げて見ても︑立汲な殖民地街の黄桁がある︒術都市だけではなく
全図数百のいはゆる基地と言はれるところは︑よし規模は小さくと
この様相を現はしてゐる日本は︑祉界でオール併金の武之剛で︑
仙界十七番目の阿民所得だといふのに︑明日詮思はい今Ｈ７ｌ︑の
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運命を超克するもの

樺迦最一初の論法ながら館その後絶えず樺迦自から所求不得を

免れなかったらう︒孔子の壮年︑元則的にば危邦に入らず飢

邦に居らすと︑師弟とも八︑緋へても︑後日時世が菱ふろと

負けるが勝ち︒勝つことばかり知って︑敗くること知らざ

したときも︑﹃美なるかな水︑洋洋乎たり︒丘のわたらざるは

入り仕へんとした邦が︑内乱政鍵で慾孔子の希望が水泡に蹄

敗けることをも知るが故に職窮して濫するとと無し︒蒋さに

と甚しくしてば︑先きの元則とは異って現はれる︒但だよく

れぱ職災その身に及ぶ︒あの戦争は敗けてよかった︒済んだ

命なり心﹄と心諦らめが讃美にまでなってゐる︒

佐藤蕊明

ことは︑仕方が無い︒仕方が無いことはそれでよかったと謂

皆とれより出溌する︒韓文公の勧畢の詩なども心富と名誉で

上らにもあらう︒︶人は皆心慾望や慢心から出渡してゐる︒そ

も

希望は邪慾たり︑或は迷夢なりと雌も︑人間の努力勉遡は

われ

はねばならぬ︒落して破れた瓶を振り返へらすに進まう︒

青年心理を釣ってゐる︒︵伽教に同怖が有てない理由の一はと

めい

のホープの鐸で︑好い意味であるが︑漢謹悌典ではケモーと

こで︑無智なる希望は早晩必ず危亡に陥る︒そこで慢心が失

すとも︑天命に照らされた光の中で経る︑天命を承認して始

かに稗ぱない智力を持って起きる︒必ずしも有形的に成功せ

（1）

勝つことばかり知る︑この知るは虞に知るのでは無い︒侃
くら
見や慢心で勝利の幻に肢むのである︒希望といふ語は掴英語

なってゐる︒希望的観測とは得手勝手な︑おめでない慾望を

渡音して邪慾とか野望とかの意味︑恥づくく弊むくき言葉に

はれ掴省察とか修練とか云ふもので人間が改まる︒孟子の云

敗し愈七韓八倒迩苦悩悲傷する︒そこに智性が湧き徳性も養
ケモー

意味する︒聖書にもあり︑今のエリザベスも希望と云篤して
永刈プイリユジヨン・

ゐるが︑希望の幻影に溺れ易い我らの︵弱鮎︶を自誠してゐ

らず︑得るを知って失ふを知らす︒能く之が迷を兎る＆は︑

末よく通狂乱せすに死ぬ心曇如として︒情として必ず悲苦あ

とか．七たび聴んで掴八度目に起きる︒た堂は起きない︑愚

それた堂聖人か心と易には云ふ︒求めて得ざれぱ凶脳求むく

るべきも︑智的に承認する所だから諺意志的にも天命に従ふ︒

ふ天の大任を斯の人に下す所以︒西諺にはじ失敗は成功の父

からざるを求めざるは凶でない︒と上らの歎きは孔子にもあ

取りみださない︒名利に狂乱してゐるよりも遥かに幸であ

る︒漢文では企望とも翼望とも書くが︑希望程賎しくは無い︒

ったであらう︒﹃五十から易を望んでゐたら︑斯うした歎きは

る︒情的にも極めて悦ばしく死を迎へる︑どうせ来ずには湾

小人は心進むを知って退くを知らす職安きを知って危きを知

と限ったもので無いことをご承知の筈なのに︒所求不得とは

無かったらう︒﹄そこは孔子も晩年の気迷ひで︑易占など営る
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値する︒坐榔三昧や︑ア字槻︑バン字澗やの洗惚肢態の悦楽

その考へでなくとも︑天命承認と謂ふことは︑端剛に法悦に

まいものなら︑珍重し償値づけて悦び受けるべきであるが⑪

が︑可能でもあり有意義である︒禁断を目的として極端な難

断することは不可能である︒禁断せずに善導し調和すること

るととは如何とも仕方がない︒人間各自の根本性を否定し禁

った︒空寂一鮎張の境地は︑羅漢の小乗であって︑大乗から

行苦行をして来た諸派は︑樺迦の開悟して以来︑無償値とな

見ては死悌性とて外道よりも悪しきもの︒怖慾を禁断し︑自

の情と類する︒死︑ハツと驚ろく︒その剰那心坐職三味の無

粛︲目制して自殺に到ったストーア涯の哲皐者など脳忍苦と決

念無想に入り︑無類に楽しくなって仕方がない・智や意の負
捨を兎れるからであらうが︑その間︑かすかに﹃生存の負捨

ぬ自殺に憧れたところ︑尊敬に値しない︒呼吸をせすに自殺

心とは異常なものながら芯生存の憤値を悟らす︑貴ぶに足ら

したなどのストーア派の忍耐力は︑ハラキリ以上の勇決を論

る︒荘子は︑田舎娘が泣いて生・家を立つが王妃となって多幸

を楽むに比し︑阿揃陀経では極染園土の壮厳華腿を描罵して

すべきも︑兄智の小なるを一笑せられても仕方がない︒調和

を見れる﹄と意識するものだから職安染無上瞳悦慕無比であ

ゐるが︑まだ死んで見ないから分らないとして︑死ぬ前に死

約が生れ埴道徳や宗教が生れ魁智識が稜達し蕊術が湧き出て

と善導とを以て︑杜脅へと護展し通政治が村はれ︑牡含の規

来る．吐衡規約は政治や法律が綱要であるが︑之が標準は民

ふい

を思って洗惚となるととの楽しさは確かに全身に泌みて秘は
感じてゐる︒道理で︑欣求浬薬とか死生は命なりとか縦んに
云ふ鐸であるｃ死は減︑減は無殖無は絶封ｃ有限なる我が︑

衆の中流に世くととを以て︑管仲以来の政治要諦としてゐる︒

れう

絶封無限に蹄入するとき︑バン字槻の不可説に溶け了して芯

肇問に於て続進すべく︑それは︑政治の篇す能はざる価城と

中流以上のことに抱負ある人ば樋宗教なり道徳なり︑葵術や

雲妙祁秘の極に達し魁融然として法悦の湛然たるものに満ち
織って恩ふ︑斯くの如きは畢童︑死に榊に取りつかれた奴

一寓能だったなら熟除裕と自由とが皆無となり︑これ以上の

措ふもの︒古今を通じて政治は寓能であるためしが無く︑寓

足らふ︒寂光浄土が現前する︒

の︑退嬰的敗北主義以外の何物でもないことを︑寂滅世界の

︑︑込

桃惚は︑如何に楽しく快しと雌も︑それだけに維始してゐた

我ら互に︑自他に人並以上を期待せす︑人並に慢や盲を許し︐

災難が叉と無いのである︒故に︑民衆の中流を以て標準とし︑

不完全は先刻御承知の上︑いや太古以来御諒承ずみに願って

のでば慾大道の一小部に偏執し︑生存の篇めに戦ふ努力を忘
ウェルが印度哲畢を研究して明らかにした様に﹃生んとする

置いて︑生存に取りか人らいばたらぬ︒宇宙棚に心を奪はれ

れてゐる．人間性の根本は慢であり無明であり︑ショ︒ヘンハ

盲目意志﹄であるに相逢は無いけれども︑それが根本性であ

（2）

「

が出来無くなってゐた︒二人程の苦労を知らぬ東娠に到って
Ｐ

て生活や庭世を閑却すれば些かの金にも腹いて身分を汚した
は猶更である︒

てゐるので︑その生活力が尭舜よりも上だと詔ふのであら

下の庶民屑耕やし食ひ且つ子を養ふ所に最大の能力を傾け

て︑天下の愚夫愚婦悉くわれにまされりと断言してゐる︒天

俗の中に最高を見出すのが直言密教だと云ふ︒尭舜の聖にし

に絶大の意義あり︑物質は糖祁便他を果たす要具であり︑世

君子ならすとの旨を唾昔日菜根諏で読んだが︑生存そのこと

以てすれば︑英剛がＨ澗伊と戦ふことば英の剛力を必ず減ず

一大理想を鍋げⅨ今や南北各曳荒腰した︒チャーチルの智を

患難を三倍にも五係にもした︒朝鮮は潤立に狂喜し︑南北統

敵園と化した︒英は国勢の七割を減じたであらう︒合衆国は

するに到ったが︑朝鮮事件以後︑辛うじて嘉懲を宛てがは
れ︑ご苦勢をつ画けてゐられる︒ソ連は強大な友邦が弧大な

親しなかったことを悔い魁米の冷淡を憤って密約曝露を呼続

戦勝園は如何︒蒋氏は全土を失ひ︑米英の使喉で日本と和

が身に遠くはない︒金銭の話を忌み避けるうちは通未だ貝の

りもする︒星を見惚れてドプに落ちた哲皐者の身の上は現在

へⅢ殺生戒があるから︑生命や生存は蚊も蛍ばれるものであ

理に気付く暇が無かったからであらう︒教科書的キレー等コト

のであらう︒苦労知らすの人が尊重されないのはこれらの道

流の佃人為だとかの中に魁絶封無限の意味や価仙が存在する

饗を近きに取るに在る曲筋卑近とか世俗とか︑民衆の中流下

らう︒論語で狂とは通高速に過ぐるを云ひ脳仁の方としては

領三選を敢へて第四次大統領にまでなり︑日本睡辿を弧行し

本雁迫は︑必すしも富を得たものでなく︐蕪慣を破って大統

含制の英固は之を受諾するを得なかった︒ルーズベルトの日

繋せんと欲し︑副細統ヘスを単猫で英へ乗り込ませたが︑議

はざるを得なかった︒ヒトラーが︑念に英と和してソ連を電

るとの溌兄をひそかに漏らしつ典も︑民主政摘の悲しさ聡戦

L，］ノ

う︒紡椎︑人格尊厳の宣言である︒浬梁を欣求する伽教でさ

だけでは我が身も此の世も救はれぬと謂ふが︑管仲その他汚

てだて

辱の故に一層功徳の商大を成した例が漢文教科書にはあっ

を以て禁するに到った︒敗けた日本は何も理浦を云ふべきで

る所あり心斯様に大統領に連続して任ぜられることを有文法

光彩を放てと斬る︒ナポレオンもヒトラーも脳焼倖が慢心と

次ぐ︑天皇制︑川逝の官憲制を改革し孤軍伽を全展した︒マ

たが︑任期中に鵬川血で念死した︒戦勝後の合衆図も反行す

なり狂態を呈し通人間能力の限度を忘れ︑不可能を可能と希

ッカーサーのサーベル政治も︑教育と食糧とに就いてば確か

た︒追放解除の諸名士も通一時の苦勢が良薬になって除生に

望し愈絡に不可能の前に亡びた︒時改り運命なりとも許すべ

に過誤を犯したが通敗園日本が天文インフレにならなかった

ご

きながら︑慢心と迷妄とで︐最初から目明の道理を見さかい

〆

〆 、 、

，
｢

ず

F弓

敗した︒日本が必ず亡びるであらう所の巨額の賠償をダレス

李承晩の統一慾とマッカーサーの勝算とが斯くも明らかに失

衆園があれ程今コヒーキだったソ連も支那も忽ち仇敵と化し︑

ととはｂ亜税の功罪雨面の一面たる功に依るのであらう︒合

ら無識の輩に封して和光同塵︑温言よく教ふる所あらむとと

め行く有識層に存するであらう︒︵故に︑有識層たる者は︑我

制の能くせざる所を柿ふ所の︑倦健なる良識を常に生長せし

も無き現在︑右の短庭を救ふ方途が無い︒之を救ふ者は︑法

政法として議禽制以上のものも老へられず︑元老院も枢密院

る︒明治帝は三画干渉の前に恥を忍んで遼東を返へした︒大

固利民幅を思へぱ輯是非を超越しても槙亜に鹿すべきであ

●を斬る︒︶

合衆国に反抗してそれが軽薄なる婦人青年層の支持を得噛左

日本に相互安全係約を結んだことに何の非があらう︒不法に

案で帳消しにして呉れた以上埴ダレス案に依って生き伸びる

杜や共産の政権を賞現したとして心ソ連中共を日本に迎へ︑

一男壮の極であったが遮俺か三ヶ月の戦争で大岡みづから倦み

疲れ︑退いて園内善政に専念し︑一兄不名騨なる休戦をした

高が苗族を征伐することは正しき限りで︑征討の宣言も明快

園に背いた暁︑一瞬にして合衆固の簸後通告が来ないと誰が

が︑終局に於て大岡の帝業は聖にして仁なるものとなった︒

忽ち合衆国の日本進撃となったら︑現在の日本より幸である

保護し得るか︒園の歩みも人の身の上も偶然性が多く︑無智

但し戦が必ず悪いとは限らない︒夏の三代目︑弓の名人弄に

であらうか︒左吐や共産が︑既成の吉川図策を鍵更して合衆

過激なる擬夷論の末流が開園政策の明治では多幸だったな

の義兵を起して窪泥を亡ぼし通再び大高以来の王国とした︒

亡され︑その弄が泰捉に亡ぼされた後︑夏の遺臣らは小部隊

幾代か経て︑梁王の暴虐に︑股の湯王が梁を亡ぼして仁政を

げい

ど︑不可思議なものであるが︑それにしても吾人は智見の可
仕出かした束催某は耐孫子兵法の最初の一行をも解し得ざる

たに天命を帯びて王となる︒偉統受命と稲して︑尭舜以来の

敷く︒革命と云って︑天命を革めて悪王を亡ぼし愈湯王が新

けんきぐ

能なる限り智見に従ふくきである︒敗けるに和進無い戦争を

に遠からず軍備あるべきは明らかで鼠後日の日本は︑開戦非

帝王の位を︑天命を受け王統を陣へ承ける思想で︑革命で勝

無智の徒であった︒﹃兵は大事︑槙まざるべからず．﹄猫立日本

職の大事を旗まねばならぬ︒議含政治は︑民衆の弱鮎に乗じ

った王も魁外来した溌族の王も元も溝も︑皆脳三皇五帝以来

帝王は元来魁天命を帯びて天の代理として民を生育するの

↑ソ

た煽動政治家が成功する危険が大に有り得るので︑民衆の中

連綿として一貫して天命を承けることになる︒︵三皇五帝とは
ヂザイデトオピ一二毛ンデー

流を本位とする筈のものが時として麓薄無智の多数を制する

云へ職孔子だけは尭舜以前を云はす︑︶

き昏睡と穂してデモクラシーの一大短虚を指摘してゐるが︑

プスランパー

恐れもあり砥合衆国の昔の識者は︑決定意見に内在する深

（4）

『

者とまではなってゐす︑叉心民を犠牲にして王者の残存する

諸侯とれより漸く恭順ならす︒周は鍾族から寅られた侵略を

笹しく損して遮推るところ白狼四頭通晩年︑王は敗戦した︒

周の宣王脳北方鐙族の侵略を反準して州戦す︒図帯人命を

ことも許され底い︒孟子砥天下は天下の天下なり︑一人︵王

が任務で︑民本主義とて民は政の本となってゐる︒民が主権

者︶の天下にあらず︒

の王室を恋はんとして革命の口賞をつくることを恐れ︑周の

由るもの︑︶脚が天下を取って兄ると︑諸侯の有力なものが周

命を保てるものでなく心怨み悲しんで︑負け借みを述べ牝死
んだ︒︵孔子が︑伯夷怨み無しと云ったのは︑何か別の意岡に

無く心川に入ってわらびを食ったが魁わらびだけで何日の生

夷叔密が反封し︑武王の成功するや︑伯夷は身の世きどころ

武王の革命軍は讃美されてゐる︒しかし慰武王の出陣には伯

って亡ぶる民を生かした︒匹夫の約を討つ︑と孟子も云ふ︒

を守らうとした︒その班想と動機とは衿めらるべきでない︒

久しく忍び来つた怒を北方塗族に向け︑洲以来の漢民族文明

は︑その加宗より西戎と接し武力に長じ︑天下を一統して樋

族を防ぎ︑川の文明を守った︒・五伯の功は災い︒秦の始皇帝

五伯交女立って周王を助け︑努めて天下を統一して︑圃外鐙

緒戦に勝ち経戦に敗れ脳不幸を招いだ︒管仲以来脳二百除年

王をも亡ぼす貸力を得て魁武力に味を占め︑宜王に到って︑

柄であったが猫謎族と境してゐる間に自然と武力に長じ通約

西戎に境し埴との戎秋を避けて園を移した程の平和主義の国

くして敗戦したからであらう︒周は︑王室となる以前すでに

した︒それがなぜ悪いか︒結果が芳ばじく無く適職を鞭食し

やむを得ず買って出て砥天下の安寧と周の文明とを守らうと

臣下たるもの千除年に亘って職伯夷の言﹃臣にして君を試す

（5）

股の紺王暴虐遥周の武王に亡ぽさる︒武王は聖人殖討に依

義といばんや﹄を徹ふととが絶封的に保身の術となった︒周

る︒漢の商加天下を取るや︑先づ北方撤族を征す︒干城︵今

然るに︑政令苛酷にして内剛民の惨苦を招ぎ︑土崩瓦解に経

の大同︶の危難を辛うじて脱し来り︑屈辱の儀潅は長く後世

の一千年間の後も︑王者の前では武王革命を讃美する灘にゆ

にまで及んだ︒若干の屈辱や損失は犠牲にしても︑天下の全

かねが魁武王革命が正常にして且つ善美であったことは疑ふ
くくもない︒︵晋の霊公不対︑趨盾を悪した董狐の筆も︑卑見

きを重んじた庭に商祇の度逓があり魁その度並に依って希有

な登智が護揮される︒高加より七○年にして武帝︑加宗の恥

の筆法を肯定した後世も︑悉く王者に仕へる身であって見れ

辱を雲ぎ新帝の威光を擬めんものと︑八方の諸国を討つ︒お

を以てすれば不岱で心董狐の筆法を賞した孔子も砥その春秋

はあり得ない︒︶戦ふべきに戦はぎれぱ適職ふ以上に惨害があ

ば︐保身の方髄としての智はしに外ならず︑厳正なる倫理で

蔭で外園地剛が州け農睡物の種類を増したが︑散女の不首尾

Ｔｌ

ることも︑幽際時代の日本には︑有り得ることであらう︒

可
，

1

である︒東惟は絞廿に至るまで一言も伽惟してゐない︒文弱

に増長し魁ために︑民衆の苦絹を察せず︑頑冥礎虐になるの

民衆悉くが激勘すれば非凡な能率を振ふものと妄想し︑慢心

て些かに梁紺の末路を兎れた︒武術も始皇も︑根が英雄で︑

で逮朝鮮役にも苦戦し︑果ては︑臨台の一詔と一︲一足に謝罪し

たので︑結果は無上の智謀と同じく︑落城を免れた︒智の限陰

城門の閉ざされざるは必ず何か深き魂騰︑と馬場が智に迷っ

樫匡来ませたら脳権現さまはと上が冥土の第一歩︑然るに︑

川は百亡の中に一存を郷た︒武田努が猪突して些か百人の足

れが智者の迷ひで馬場三郎兵衛の深慮が跨曙退陣となり心徳

戦に武田信玄に徹底粉確され︑城門をすら閉め忘れたが︑そ

仮の威信夫墜︑豊臣は二代で亡ぶ︒家康の批年︑三方原の介

界とば︑科皐にも打皐にも明らかだが︑世僻︑人の身の上に

とか側隠の冊とかば魁軍閥どもの排するところであったが︑

いと悟らなかったであらう︒諸蒋孔明にして賃に哀れむべき

の以前慰秦に反抗して悉く亡ぼされた諸国も通秦には勝てな

にその限界が承認される︒災難ばかりが禰慮以上なので無

通裕小論の能くする所でない︒︵っ堂く︶

の描く材料であるが︑運命と理想精抑と封火する状の如何は︑く

く︑幸運も亦同じく智慮以上であるから︑複雑でもあり︑輿フ
味も償値も豊富と云ふものである︒それらの極上相は小論家６

鵜て︑運命に封して智力が如何に無力なるかを恩へぱ︑簡単

との二つは︑和戦の岐路を告ぐる叡智の源である︒始皇統一

4

口舌の士で︑鰯政にも軍事にも貸紘としては全く失敗︑雛に
運命である︒

︑勝つ能はざるを知らなかった︒人智の限度と謂ふか︑これも

ふぐり

太川迩瀧︑千利休にして非業の死を免れホ︑涜害子を泣か
しめるが︑それも時の蓮て如何とも鰯し難く︑所詮は︑逆を

９

貴び死を軽んじて心道潅の風詠利休の茶道の永く生きる確讃
する外は無い︒

桶挟
挟の
の役
役︑
︑梶信長の軍が迫った時衝恰も雷雨︑進軍の昔も塵
１︐白雨に消され︑今川勢は全く知らす魁一筆にして亡ぶ．そ

の信長が本能寺の鍵で︑お手のものの火攻めを自ら用ひて自
殺︒光秀の念使が秀吉に捕へられて毛利に通ぜず︑山崎へ進
む惟圧将軍の一行は︑猛雨に疲れ︑困ったことに火薬がひど
く濡れ︑必股の北となる︒豊臣家を寓代の久しきに保つため
には諸侯の力を殺ぐにありとて︑朝鮮役を一初め心失敗して大

〃

▲一両

「

〆

毛

というので︑いづれ幽織路の近よるの毒砿力

追つ桃ってしまった︒常時の大衆の常識はあ

御考へでずかとさる反人から質問をうけた︒

げて停車場の近づくのはよくないというので

時局厄言

民情上達という事は昔から言いならわして

私は次のように答へた︒

あった︒今日近くへ鍾路を停車場をと稀運動

二

いる︒下情に通ぜねばならぬ︒しかし大衆の

をつ型けているのとまさしく正反掛でふゞつ

下村海南

であると云えない︒昔は民をして知らしむく

知るところ考へている事はいつも正しく得策

見えすぎるととかく世間から反げきの的にな

溌言者は古郷へ容れられずという︒目先が

た︒

近ごろＮＨ五の街頭擬需売聞いていると︑

からずといったが︑今は民をよく知らしめね

大衆は我がちにワィノ︑と調子に乗り︑場営
り気朱に景気づけて政府なり政黛の代表者へ

ばならぬ︒民衆への理解につとめ之を弄導し
てゆかねばならぬ︒

むけ︑中には薄っぺらな︑うわづつた意見な

は素通りして引きかへすから宿屋がさびれる

言論界のように要人たちが心にもなく蕊事大

今日の如く大衆は多勢をたのみ︑政府や卿曾

利害睡電の判一断にまどわぬようつとめる罰が

宵の論法より一つの事例浄言えぼ明治の初

く見てその向うところを明にせねばならぬ︒

肝要であり︑同時に我等は高きにたち遠く腰

りやすい︒されば教育の普雌向上につとめて

毒識系のイピァリがちゃんとスクラムを細み

ると人力平の符華があがったりになる︑お客

期に繊道が布けた︑ところが体車場が近くな

るものをいう︒しかしそれはそれとして︑共

サクラで拝士が代るＪ︑まくし立てる︑とこ

といりので︑常時は徴道が拓けるのはよいが

／ 旬 、

あらかじめ作戦を研究し︑甲から乙へ丙へと

理御尤であるが︑ど握りのこうのと群郷ぽかり

民主鼠秦のはきちがえ︑利己主義にかたよ

ろが︑一面役人吟黛人も腰が弱く︑一ぞ卸無

り︑権利の主張にあわた噂しく義務の履行を

ある︒

東海道線では小田原を素通りして織路は閣

忘すれるが如くんぱ︑日本の面積は半分近く

衆の意を迎へるようになってば世の中も夫で

府津から於山へ直行した︑奉州岡崎では蝉は

動をつ堂けたものである︒

に力をつくしたいとか︑此上とも衆なさまの

町からはるかにはなれた︒中図へ行けば高砂

沿道の都市は停車場の近くたらぬように猛運

意見の存するところを老りよしてとか︑歯○

になった︑人口はぐん？〜輔して終戦後既に

さらに研究しますとか︑御主旨を鴨してさら

浮くような︑あまりにも意気地の無さすぎる

も赤穂も聡から遠のいた︒九州に入れぼ太宰

北海鐙東北六螺の人口よりさらに多い千七百

申上げる︒中には大衆の御意見により主して

返事が多い︒これではどちらが国論を指導し

ねばならぬ︒之と引あてに外へ出す何ものも

道人恥とたる︒食糧だけで二百菌屯は輸入せ
た︒東北では青森聯三本木は汽車が通ると牧

の海運牧入は日本の手取りにならなくなる︑

なくなりつ︑ある︒原料は高くなり︑轍出入

より大宰府へ軌道をつけねばならぬ事になっ
場の馬が驚くというので︑︑北海道では松前福

府は蝶からはなれすぎて︑あとから二日市騨

ずわって金をよこせとツメョルのだか鳥．諺ま

山一帯は汽車が通ると緋は海岸から遠ざかる

たちが向う鉢雀きで何商人と文部大賊窓へ居
さに石が浮んで木の葉が沈む世の中になった

啓溌してゆぐのか冠腫揮倒だ︑小嘱捷︒七生

らしく︑これから先きが案じられるがいか堂
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［ ｲ ノ

﹁Ｉ

○一八︑七︑五︶︵法崇博士︑特別念員︶

今の世に人の乏しきがためか

いにし人をしのぶは戎の老いし鴬か

をまつ達人をまつ・

方面のみお先き走りしている︒図は正に哲人

戦の苦汁はすっかり忘れて図をあげて只消費

ばかり堀して生憲費はかさばるばかりで︑敗

の時間も短かくなり意識は弱くなる︒人件費

機械類は焼かれ︑壁れろば老朽となる︒勢働

譜である︒従って蕪村の俳譜には人間形成に

彼の天才的素質から自ら生れたのが蕪村の俳

に俳請をよんだと忠ばれる鮎もある︒むしろ

が生れて居るやうであり︑畜人としての余技

も興味をもって時には統書する間にその俳譜

請には京都の市民的生活を薬み︑茶屋遊びに

て居るかといふことば明らかでない︒彼の俳

いが︑それが彼の人間形成にどれだけ役立っ

る︒蕪村も若い時には旅に出て居ることも多

活とその作品との間には距離があるのであ

るがやがて江戸に出てあらゆる生活の楽みに

野を亡命して︑恐らく京都にいったと恩はれ

芭蕉二十三才の時蝉吟に死別してから郷里上

しそれは古風の俳話であった︒然し寛文六年

たので芭蕉も俳譜に心を寄せるに至った︒然

その立蝉吟︵良忠︶が古風の俳譜をよんでい

芭蕉は伊賀上野に生れ藤堂家に仕へたが︑

上に蕪村との相違も存する︒

った︒美と生活とが一鎧になるのである︒と

した美の世界の中に満足することが出来なか

芭蕉と人間形成

にあきたらなくなり︑宗因の談林派の俳譜に

にきたへられるに従って形式的な古風の俳譜

あいつ叉俳譜を成長せしめていった生活の中

近づいた︒奔放な談林の俳譜は若き芭蕉の心

あら何ともなや昨日は過ぎてふぐと汁
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伴ふ護展がない︒

く念だの姿がそのまふ俳譜となるのである︒

これに濁して芭蕉はその人間として生きゆ
もとよりその場合も一茶のやうな生活が生の

久松潜一
日本文提の作家の中で芭蕉ほど誠資に人生

風を開拓するに至ったのである︒ただ蕉風を

にも心酔することが出来ず︑そこに新しく蕉

開くのも安易な道でなかったことは天和三年

をひきつけたのであらう︒然し放縦な談林風

﹁風雅のまこと﹂と言って居るのば︑人間性

を趣て﹁砿野﹂﹁ひさご︲一と元祇四年﹁猿菱﹂

の﹁席栗﹂の時代から﹁多の日﹂﹁春の日﹂

まＬでは現れて居ない︒一茶はいは野生活派

の本質キー︲まこと﹂としてこ聾に擦り所を求

に至るまで次第に談林から脱け出してくる過

を生き︑それを文鍵形成と一致せしめたのは

やうに生きるかといふことに生涯をかけた芭

め輯がら︑それを美化し美的形象化する意味

江ま

蕉には︑その苦しみがそのま上に彼の俳請の

で風雅といったのであり﹁風雅のまこと﹂こ

程にもそれが見られる︒

の俳人と言へ君であらうが︑芭蕉は生活をそ

上に現れて居るのである︒文畢や茎術に於て

そ俳譜の本質があるとしたのである︒芭蕉は

のまＬに生のまＬで表すのではない︒芭蕉が

も︑作家の人間と比較的閉係の薄い状態で作

生活の生のまＬの表現だけでは俳讃として浦

かういふ句には談林調がそのま具に見られ

一膿になって居ると言える︒人間としてどの

られる場合と︑人間が直接に文畢や謹術に反

る︒普通に芭蕉七部集の初めと言はれる﹁冬

稀である︒芭蕉に於てはその人間と文畢とが

映する場合とがある︒同じ俳人でも蕪村にな

があるが︑同時に芭蕉は生活や人間性を無漉

足しなかったのである︒そこに一茶との相違

叙祁しぐリ

るとその人間性や人間形成がそのま且作柿の

氷点

上に現れて居ない︒勘くとも蕪村の人間や生

唖

』

F

の日﹂は貞享元年の刊であるが︑巻頭の句に

狂句こからしの牙は竹祷に似たるかな
という芭蕉の溌句がある︒すでに談林調から
脱却して居るが︑何か寒みへとした心境を感ず

て居るが︑巻頭の装句は

る︒次ぎの﹁春の日﹂は貞享三年に刊行され
春めくや人さまｊ︑の伊勢参り

初時雨猿も小蓑をほしげなり一鍵見えず明るさが見える︒

巻頭に芭蕉の炭俵の護句になると︑さぅいふ閑寂や深さは

の俳句がある︒﹁病雁の夜寒に藩︶２﹂旅湛哉﹂御頭へ閑もらはるＬ迷惑さ野波

一︲海士の家は小海老にまじるいと堂かな﹂の娘を堅う人にあはせぬ芭蕉

句もある︒猿菱は芭蕉の﹁奥の細道﹂の旅のにしても人事に興味をむけて居るのを見る︒

後で編まれたので奥の細道で得たすぐれた句﹁さび﹂が重くなったのに封して蛭みをとい

る︒こ具までたどりつく芭蕉の道は容易でなは江戸の野波等であるし︑野披と孤屋利牛が

も入２﹂居り︑蕪風の完成を示す俳譜集であたとあるが︑かういふ芭蕉に調子を合せたの

が︑芭蕪のかうした歩みにつ隆﹂ゆけたのは躍上﹂居るが︑去来︑丈草等は余り多く出て

かったであろう︒芭蕉の門人も数多くある炭俵を細して居る︒淡俵には嵐雲が比較的活

といふ荷今の護句がある︒﹁春の日﹂といふ

書名にもふさはしい明るい長閑かな句であ

れ人︑の個性をも有して後まで歩んで居ろ大原や蝶の出て舞ふ睦月︑

妙い︒初期からの門人である其角や嵐雲はそ居ない︒それでも丈草には︑

る︑芭蕉の句には

古池や蛙飛びこむ水の音
その他がのって居る︒

ない︒猿裟で活躍して居るのは去来や丈草やの句がある︒さうして許六や支考の句も見え

が︑﹁多の日﹂や﹁春の日﹂時代に活躍したの句があり︑去来には
越人や荷今になると﹁猿裳﹂までつ腰﹂ゆけ花守や白き頭をつきあはせ

第三の﹁砿野﹂は元職二年の芭蕉の序がある
が︑巻一のはじめは花三十句として︑その巻

七部集の第七に富るのは績猿蓑であるが︑芭

る人間的な深さもうか鱒はれるのであるが︑蕪の最後の心持が出て居るとも言へる︒巻頭

て居り︑その中に猿に封する深い愛傭も見えの編纂に心をくぱ２﹂居たと思はれるから芭

である︒猿装の凌句が自然の閑寂の中に徹しの力を入れたと思はれるが芭蕉も生前この集

梅が香にのっと日の出る山路かな・蕉残後の元臓十一年に刊行されて居る︒支考

頭の装句は芭蕉の

で題材も自然から人事の方に向２Ｌ居る︒巻集であるかどうかは簡単には言ひ切れない︒

﹁さび﹂から﹁鞭み﹂に移ったと言はれる集るが︑﹁淡俵﹂・が﹁猿菱﹂よりすぐれた俳譜

の残した年である元職七年六凡の刊であるがみ﹂を芭熊の到り得た境地と見ることも出来

る︒猿裟のつぎの﹁炭俵﹂は五十一才︑芭蕉れるが︑﹁猿裟﹂のやうな純梓さがない︒﹁軽

凡兆であるが︑凡兆は猿裳だけに活躍して届るのであ２﹂芭蕉晩年の世界がよくうか野は

頭に

これはｊ︑とばかり花の吉野山
といふ貞室の句がある︒集中の芭蕉の句には
月花もなくて酒のむひとり哉︐

力み届たる人の糟
槽に﹂
一として
﹁酒の

といふ句など見える︒

いざゆかむ雪見にころぶ所まで芭蕉
もある︒元祇三年の﹁ひさご︲一には巻頭に芭
蕉の

木のもとに汁も鯖も挫かな
の溌句がある︒さうして第五の﹁猿蓑﹂には

９
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I
には芭蕉の

●ＦＦ

八九間空で雨降る柳かた
の護句がある︒

埋火や壁には客のかげぽうし

家は皆杖に白髪の墓参り

ａ■さ■

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

成を行ふことにょ２Ｌその俳譜を完成せしめわをなし泡を沸かし︑妖婦のえくぼの如き恐

たと言へるのであるが︑そのやうにｉそ到達るべき渦紋を書く︒知らず此の冷かに笑える

此道や行く人なしに秋の暮礎冷の素肌を襲う︒﹄と︒これは上流における

したものが沢か厘画何物毒が職争か︒坐久しうと﹂一種

といふ句であったと見る時︑人間の寂雲をも白川の有様を描いた徳常蔵花の文である︒こ

時に私は人間の生きゆく道を恕ふし人間形成ぽその中央を東西に流れて海に注ぐのであ

泌為と感ずるのである︒芭蕉の俳譜を老へるの白川は肥後平野を潤して熊本市に入り︑ほ

芭蕉の作品をたど２Ｌその時為の芭蕉の生活

のきびしさを忠ふ︒文畢とはそのやうなものる︒そしてそれが熊本市に入２﹂間もなく左

の句も見える︒

や人間形成の過程をたどる時に︑人生といふ

であると恩ふ︒文畢と倫理との問題もこｋかに急角度に湾曲する︒そのつきあたりの部分

副島民雄子飼橋の上から晶牟常の白川は一見平凡

毒曲部に沿った箇虚である︒

水魔だしかつ一宇飼碕黒髪町の町筋県度この

災需を豪つた所である︒此度も液害の最も甚

ら出て来るのである︒︵丈峯淳士・特別念員︶が上流からの水墜をまともに受けて古来屡と

ものの厳しさを恩ふのである︒芭蕉も名利を
慕ふ心持もなかったではない︒幻住庵記に
つらノ︑年月の移りこし拙き牙の科を恩ふ
にある時は仕官羅命の地を羨み︑一たびは

偽薙組室の扉に入らんとせしも︑たどりな
涯の謀とさへなれば維に無能無才にして此

き風雲に身をせめ花鳥に情を勢して暫く生

此度の熊本市の水害は︑怒りの山阿蘇山にくに立２﹂見ていると︑蔚花の文にもあるよ

魅力を有しない︒けれども岸に下りて水面近

↑た川で︑水はどす黒く濁っていて︑たいした

とあるのはその偽らざる心境であろう︒芭蕉

源を嚢する怒りの川白川の奔流によるものでうに︑もうすぐ海に入るとも思えぬほどの急

一筋につながる

の生涯にはたとへぼ上野から亡命してゆく場
合等には周園の誤解や非難もなかったとは言

﹃此あたり川幅雌かに十敷間︑躍り一Ｌも超え底に何ものかを職するが如き惑を輿える︒
つくし︒然かも水勢は箭よりも急なり︒前面

あった︒流が渦絃を蓋狸Ｌ流れ︑時折一斉をたて資に水

あらう︒心の中で現賓の自己から超越しよう

には麓そたる密樹の山︑屍風の如く突き立っ

へないであらうし︑様みへの菩難にもあったで

とする心と現資にとらはれる心との葛藤もあ

て絶頂宅にあり︑崖根深く水底に入る︒白六月二十六日は午後にな２Ｌからの雨の降

︑

に割かれ二一つにうねり︑万に鯛れて白きしの有鎌を銀河九天より落つと形容し魚か︑︑︸ま

川の水此の陰を流れて︑深き階緑色の水︑岩りょうは尋常ではなかった︒古代支那人は瀧

ったであらう︒さういう苦難から立ち上って

その文堪を光成してゆくことによ２﹂人間形
成を行ったのであり︑一方から言へぱ人間形
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「

〆

ながら天地晦膜︑時に紫電きらめき︑その凄

るで天の河が流れおちる有榛で︑白書であり
中にのまれてしまつた︒或る者は屋根に乗っ

れてしまった︒或る者は家もろともに濁流の

町は忽ちにして激浪恐怖のただ中にまきこま

くよ湯りな場合を想像するのであるけれども︑

出た岩などが潮がみちてきて段為に沈んでい

水に浸るといえば人盈は︑たとえば現われ

此産の場合は脳なる洪水ではなくて金く山推

一一一

惨なること必ず何事かの勃溌を議想せしめる

いる聾が急に浮き上るのに驚いてとるものも

たま藷で流されていった︒或る者は︑坐って

とりあえず二階に逃れると︑水は人を追って

風にも息があるように雨にも息があった︒〃

ものがあった︒

息もつかせぬ土砂降りが夕方に近づくにつれ

奔したのである︒従って必ずしも川に沿って

いなくとも路地の狭い虚は意想外の被需を受

浪に類するものであって︑水の雌が市街を狂

けた︒水の錐がせまい通りを無理に押し辿ろ

のぼり屋根に逃れた︒これらは凡て焼時の出
来事であった︒亡ぶるものと生くるものとの

二階にまで達した︒二階のないものは犬井に

汽車通皐の一壌生が騨に出ようと思って子飼

運命はその侭時に決定した︒夜の十二時頃を

のである︒熊本の繁韮街である上通りが白川

うとするのでそれだけ水雌も水位も高くなる

ていくらか長い息をつくようになった︒が道

橋附近の電車の維鮎まで行２Ｌみると︑水は

境にして水は引き始めた︒そして東の白む頃

路に溢れた水は少しずつ高くなっていった︒

のを断念して碑ぴ大畢にもどってきた︒夕方

すでに腰近くにも腿んでいたので︑彼は踊る

な災霧を礎けたのはそのためであった︒或る

から可なりの距離にあるにもかかわらず深刻

にはさしもの水は多少の淵りを残して引き去
命を得た人糞は喪堵の胸をなでおろして我

ってしまった︒

めた︒

のラジオは鹿兇烏本線の不通簡庭を放透し始

まま何虚へともなく流し出されて行方不明に

古本賭では二間幅の大きな本棚が木をのせた

﹃東は白めり︒夜は明けたり︒彼等が鰐すべ

たのである︒それは南閣の特徴ででもあろう

か︒ザ

かくして熊本は一夜にして塑貌してしまっ

なってしまった︒

花に入って雨はいくらか小降りになった︒

の家財道典は見るかげもなかった︒そしてあ

た︒彼等が見たものは何だったろうか︒一切
るものは土砂の堆穣と泥沼とであった︒人尭

家に蹄ってみた︒二階の人は下におりてみ

水踊はひそかにその牙をとぎつつあったので

うこれ以上端さないように見えた︒ところが

は呆然自失した︒手のつけようがなかった︒

人鋸は少しく愁臓を開いた︒道路上の水もも

ある︒それはほぼ十時近い頃だったと思われ

の樹木などにひっかかった死慌が見つけられ

ぬ︒﹄これは同じく藤花が︑一夜にして熊本を

き事はおおむね絵り︑窯一すべき時は全く過ぎ

ただうろうろするだけであった︒橋桁や川岸
始めた︒行方不明の人がきがされ始めた︒水

の奔流が易為として海に注入するのを黙許し
なくなったのである︒白川の水は蕃悶した︒

て二百五十月以上にはね上った︒

後の町は騒然となった︒闇米の価は忽ちにし

る︒浦糊の海水が︑火山次にけがされた濁水

奔流したのである︒それは全くの奔流であり

を殺した言葉であるが︑此度の水は全くこれ

鍵貌せしめ覇しかも一夜にして消えた榊風迎

蒋悶の果て︑水はついに人間世界の頭上へと
激流であ︾り狂潤であり怒涛であった︒不安な
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−１

と趣を一にするものということがいえよう︒

て風に舞上った︒人堂はほこりと泥にまみれ

が︑都曾に入って高府なる西洋建築には何等

書にある様な民族生活にこそ興味を感ずる

水害の翌朝私は子飼橋の上に立った︒コン

人糞の同怖も融著であった︒見舞と見物とを

な溌開が設けられて活動を開始した︒近隣の

って︑価有形無形の古文化財と呼ぱる比催か

のみならず︑日本特異の風俗脅悩も稀薄とな

日本の住宅施設生活様式が漸次欧米化する

感銘はない如く︒

て作莱を綾けた︒赤痢の新患者が毎日数十名

クリート造りの橋は水にも堪え︑上流から流

兼ねて歩く人で町の通りは事賞上織るが如く

な社寺及び行事があるが︑これは単なる歳月

ずつ綾謹した︒市では防疫はじめ必要な種糞

れ下った木材や家やぞせきとめその粛荷にも

であった︒水害見舞の旗を立てた自動車が泥

に在る一拳石でも幾万年を煙て居るが︑何等

を狸たと云ふのでは無い︑なぜならばあたり

四

堪えて立っていたが︑濁流はなお橋桁をかみ

がら疾走した︒物資は急速に集まり︑ほこり

淳に悩む歩行者を尻目に泥水を左右に浴せな

償値が無い如く︑これは古代日本人の宗教に

て︑此虚に新たなろ川を作っていた︒町の人

の中に飲食物や野菜の露天店も出るようにな

の久敷風雲の害をまぬかれ来た庭に作者の精

野する信仰思想の表現であって︑而かも千年

除勢は橋の快の土を家も人も諸共に押し流し

糞は屋内の土砂の排除に新たなる興奮を畳

った︒被害の少なかった所ではデパートも店

紳が脈灸として活て居る︑無形の精榊願力に

え︑少くともよそ川には元気にさざめきなが

ようになった︒︵二八・七・四︶へ熊本大畢数

を附き盛装ハイヒールの姉人も見受けられる

想到して壮曾大衆の矯めに査力と精魂をつく

の一切種の板木の如き二日まで催災者救護の

して悔いざる黙に感激を深める︑彼錬眼輝師

洗い水は街の通りに流れその水は泥土と和し

るようになると人為はそれで屋内を洗った︒

それさえ見通しが無い︑若し閣民の綱てが組

何虚に通れてゆ一﹂うとするか︑米図か蘇聯か

日本は何虚へ行く︑閣民が此閣家を措ひで

蓮輔にもストがあり︑教職員さえ座込をやる

ず炭坑堀りもスト︑紙製造者もスト︑公務の

の中には一部の人に由って公衆の迷惑も顧み

けた大衆も敬服すべきである︒現在の日本人

如き人斗りでは無いが︑三卿まで喜捨をつ上

日本の行術

矯めに資財を放下し︑第三卿の瀞財に依って

道路は全くの泥淳と化し去った︒服の人はゴ

頭するならば︑加先に対して申諜ないのみか

閣日本の姿を見夫ふて只自己の生活にのみ没

の群像を眺めて︑主義者及其指導者の心裡を

民主主義時代︑彼の年中行事のメーデー行進

大願成就したのである︒勿論昔時とて禅師の

ムの長靴で歩き︑更に多くの人は男も女も裸

日本の前途一﹂そ悲惨の極みである︒例へぱ朝

大西良慶

授・特別愈貝︶

ら再興の振舞を始めていた︒

翌日私は再び川岸に立った︒白川の水は全
く引いてすでに地肌をあらわし︑水幅も殆ん
ど雪に復していた︒町では復奮作業がようや
く高潮になり︑家の前には屋内からかき出さ
れた土砂が堆積し︑その著しいものは軒にも

足で歩いた︒陽光に照りつけられ泥淳は何と

鮮︑中華真脚︾浦州等を旅行して︑恰も文人

達するほどであった︒更に日を練て水道が出

くも乾いたところでは泥は白いほこりとなつ

一もいえぬ悪臭を謹し始めた︒少し高くして早
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ワ

風あることは自然の姿︑小しも恥づる所はな

が風格で︑英米は英米の風︑東洋には東洋の

︲渉ものがある︑家には家風︑図には図風それ

気はないか︒人には其地位に雁じて風格と云

閣民の指導者は元の日本の姿に蹄劇しむる

虚へ行くのであろうか︒

を説かず︑自由開放丈けでは日本の将来は何

く扱ひ︑明治大帝の教育勅語に代る思想原理

頓着誠に笑ふべきこと入思はれる︒歴史を軽

名で書かねばならぬ︑結極文字の意義など無

の漢字を制限して其言葉を放任するから片催

嫁用しない外国語には制限ないかわりに︑通川

想像して主義の粗末なることを味得した︒迩

一見して﹁ジャパン﹂と呼んだそうな︑虚が

羽織噸刀を帯して外図へ出かけた時︑彼等は

を侮どる︑奮幕時代に日本の諸先輩が結髪陣

反省すべきである︒己れ目からを侮って人之

あるが篇めで︑何が左様に差別させるのかを

も差別待辿あることは其人種の風格に劣等卿

譲らないのみならず︑其他の外閣人に封して

本家を以て自任する米闘でも黒人系には席を

図の風格は陸為と躍動黙現して来る︒自由の

ぬ︒人格の錬重を知り図家の黛重を知れば其

置て光以て人間章重の一石を打たねばなら

ろうか︑新日本建設の共礎工作を醐民の上に

の語が新日本建設途上に存在を許すべきであ

決して我慢ではない︑自愈が互章であるから

燦奪の天上天下唯我猫愈と宣言されたことも

鮮教大師将来目録の肢文を見て得心される︒

東方濫儀図と秘されたことは叡山に現存する

不遜ではない︑其誇援は百年後に至って術ほ

前にまわして一歩も譲られなかったのは倣慢

本を引提げて錐たたる文化先進閲の階朝廷を

王侯牌相登極あらんや︒聖徳太子は未開の日

に屈伏すべきでは無い︑彼何人ぞ我何人ぞ︑

ばればたらぬことは勿論だが︑去りとて無暗

い︑自己完成の矯めに虚心坦懐他の長所を墨

であった︒樋て自奪心とは高慢我慢ではな

よりの御注文なのか其退聞き漏したのは残念

まい︑それが果して日本人の護意か︑先方様

いる︒高雄山の高群上人は犬の前を通るにも

立派な日本と云ふ闘名を忘れて平然﹁ジャパ

上人日く汝の知る虚ではないと︒戦後の日本

曾繰されたので︑弟子から注意をうけた時︑

い︒往来する子女の風貝言語動作映書音楽等

ので馬鹿にして居る︑往年猫乙の教師を招聡

を護り立る時︑殊に図家の大事を議する蝋民

一切平等草木圃土悉皆成俳とさえ唱えられて

した事があっ時︑日本人は菖事不行届の篇め

選艮諸君が確譲を以て議曾に臨で居られる

互譲敬謄の自然に行はる上儀のが理想の吐曾で

じられる︒昔時聖徳太子が日出天子を以て外

に彼教師は濁乙語を以て馬鹿よ馬鹿よと呼ぶ

か︑排撃叱吃怒競︑聞手日も足らず何んの風

ン﹂と名乗った程の御人柄なので︒前年のオ

図に臨み︑菅公は先進函の文化を吸牧しなが

と︑其語義を解せない日本人は唯廷諾尭叩頭

の享梁趣味︑英米を模倣して到らず︑自図の

ら和魂を唱え︑明治維新は尊王開国であって

命令を行ふたと云ふ笑話︑これも嘘とば忠は

の用意が遅れたとの噂︒日本は敗戦閏と云ふ

何れも日本意識は厳として堅持されて来た︒

つるし上げ︒木鐸を以て任し取材に特椛を持

格ぞ︒民間商事工業の面に於ても座込み確詰

リンピックに優勝した日本軍の篇めに日章旗

今や敗戦の結果とは云へ︑元首を閣民の象徴

れない︒然るに大英刷戴冠式参列の日本高宮

が吾が国家の風格であるから全く此行末が案

としての人間天皇とされているが︑決して圃

風を忘れてあらず︑進退共に不徹底の姿其侭

民の感情に容れられない︑資は閣民象徴の語

スは報じて居る︒驚いたのは私一人ではある

令夫人三人は白襟紋付で出席されたと一三−

つ報道面に於ても敬語よりも郷揃︵ヤ己の

義が了解されて居ないのだから︑斯る不徹底

１１

、
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べをするといふほどの盛況であったが︑場所

ヨンの展覧曾は大塗な︐△承で︑一ヶ月の日延

ものである︒私なども陶器には門外漢だし︑

れるように一二室だけでも常設にしてほしい

の足らない篇めか︑事業目的の手段として富

は居られぬ︑自彊不息とか質貸剛堅の気風な

言葉多く煽動誘導的に見える︑考えれば考え

ぞ言葉にも出ない︑言ふても行はれないもの

日本弘道雷の締曾があったあとの懇親雪の席

初めはそれほどのものとも恩はなかったが︑

さへ許せぱかうしたものはいつ行っても見ら

に掲げられた標語に明るい杜曾をつくる迩動

が言はずに行はれる筈は無い︒祁図三千年光

上で横河老刀自からその話を剛き︑また刀自

行すること︑青少年に典ふる感化を考えずに

とあり︑固民も殆んど同一の感覚を起して居

遼ある歴史を卿霞して見よ︑君民一燈上下敬

銭競輪パチンコ等と公私の投機的奥行盛に流

の境地を得たいとの事︑飛で火に入る無智の

るらしい︑明るい牡曾とは見通しのつく安心

愛の図風の由来は元来皇室を奉戴する庭に出

四帖も一緒に陳列せられてあると承はり︑そ

が三十年がかりで書冥せられた源氏物語五十

に陥らんとして居る︒偶兵市中に出で其街頭

虫も明るさを慕ふての出来事で︑人間が死を

装し︑東洋的な道徳宗教が幾千年の試練室経

る程日本は何庭へ行くのか︑畔代は正に暗黒

選んで噴火口に飛込とは反封で︑全く動物は

て民族性と合致し束つたが︑それさえ今は反

れをも拝見秀為曾期の絶β近くになってやっ

の運命は韓菱迅速夢よりも淡き有無の間に不

と出かけた位であったが︑さて行って見ると

明るさを欲する本能なのであるが︒悲哉人間

しこれも穴勝日本のみでは無く︑隣閣朝鮮の

ってゐた秦漢時代の古陶維や︑唐代の明勝︑

資に案外で︑かねてから私どもの見たいと思

動思想とか保守思想とか捨て上顧みない︒併

安におびえつ上苦しむ︑其暗黒こそ種麦罪悪

有様を見れば同情に堪えない︑浦州中閣も或

さては宋元以来の名肺が︑あの膳い陳列室に

の温床の故に明るさを叫ぶのである︒人間の

しかも八室にかけてならべられてゐたのには

は伯仲の間であろう︒古木が風にいたみ易い

驚嘆の外はなかった︒物のよしあしを金銭で

る︑維睦経の初に嘩鎌が標語せられたのは心

の行衛を如何にすべきか閣民指導の鱈め偏へ

蹄令すること亦た許さなければならぬ︑日本

の骨頂かも知らぬが︑私どもは兎角︑いくら

見つもったり︑︸評債するなどといふことは愚

精刺が明朗になって吐曾が晴ればれしくな

って民傭衆の信頼に足る人物を得ば可能である

情ければ国土満しこの事である︒併し朝に在

に志士仁人の出世を期待するばかりである︒

如くに︑古い園は老衰して新典閣家が天下に

６
かも知れないが︑互に排撃と宣伴のみでは民

目星しい品があると値段を教えて呉れた︒そ

の人は一為私はこれば例程︑あれは何ほどと

商と出あひ︑その人ととも腫麹覧したが︑そ

来る︒私は偶然にもこの時︑さる有名な骨董

そして値段によって感心する程度がちがって

位するものだらうかと聞きたがる癖がある︒

衆は承服しない︒野に在っても皐徳兼備の人

上野の国立樺物館で開かれた涜河コレクシ

藤原楚水

横河コレクション
誤摩記

︵京都清水寺大僧正・特別倉員︶

格者が指導しなければ民衆は付て来ない︑新
興宗教も時代の要求によって現われたのだか
ら︑時代思想が塗化すれば次の宗教が新興し
て︑今日全盛とうたわる坐ものは既成教圏の

中に沈むか消滅して︑た堂残骸の競賓となる
位が結論だろう︒指導階級に立つ人達に教養
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「

れによれば十蔑園︑二十蕊回位のものはザラ

で︑中には百禽圃を越すといふ命さへ少なく
なかった︒この人の計算によれば︑そこに陳

列せられたものは先づ何億といふ金額にな
る︒私は極河陣士のゴレクンョンの苦心談と
いふものを剛陰しゐないが︑恐らく何十年間
といふ長い歳月にわたる並盈ならぬ苦心をせ

られたにちがひない︒陶器には門外漢であ
り︑到底わからぬものときめてゐた私も︑こ
のコレクションを一覧しただけで︑お蔭で非
常な智識を得︑何だか陶器そのものがわかる
ような気がした︒そこでその後また数日出か
けて︑一をこまかく観覧し︑自分ながら一つ
の研究をもやって見た︒百聞は一見に如かず
といふが︑陶器に於て殊にさうである︒今日

まで陶器に闇する著書は大抵震みつぐし︑意
虞版なども多く見たが︑これほどまとまった
智識を輿へてくれたものかなかった︒

私はこれについてつく人Ｉぶふのである
が︑個人のコレクションもよいが︑できれば
そのコレクションを纏った形に於て一般に公
開するなり︑横河跡士の如くこれを坪物館に
寄附せられるようにありたいものだといふこ
とで︑ある︒

むかし唐の太宗といへぼ支那の歴史の上で

もすぐれた英明の君主であったが︑彼は管の

にどうならうと構はないではないかといった

横河陣士があれだけのコレクションを塞げ

といふ︒この金貸しの方が︑唐の大宗よりは

て閣立陣物館に寄附せられたのも︑言は茸博

際程ヱライではないか︒

れに酬ゐた︒従って王義之の書といふものが

士が長年桑んだ陶器のカスであるから︑それ

王義之の書を好み︑天下に詔を下してその遺

非禰に多く集ったが︑中でも太宗は閏亭叙を

墨を蒐集し︑これを獄上したものには厚くこ

好まれ︑愛玩の極︑崩ずるに臨み︑その子の

ことは︑右の千葉勝同様であらうが︑坤士の

が何億回に値ひしようが憎むに足らなかった

千葉勝よりヱライのは︑あとのカスの保存方

た︒これは頗る有名な話で︑誰も否定するも
のがないから多分事資であらう︒しかしこれ

高宗に遺言して陵の墓の中に殉葬せしめられ

位馬鹿気たケチな話はないのである︒如何に

までも長く保存するには国立薄物館に寄附す

コレクションを散供せしむることなく︑後世

これを土中に埋めて何の釜があるか︑ことに

るのが最も安全な方法であると篤し︑これを

法をまでも考えられた鋤である︒即ち折角の

天下の名品といばれるものを自己の愚なる欲

に寄附することなく︑自宅に保管せられてゐ

賞行せられたことである︒若しこれを博物館

自分が愛玩したものであるからとい２﹂も︑

望の浦足の鰯めに犠牲に供するなどといふこ

たとしたならばどうであったらうか︒同家は

とは︑まことに痴中の痴といふの外はない︒

ふ高利貸がゐて︑金の淵まるのが何よりも梁

明治の初年︑京橋の鍛冶町附近に千葉勝とい

又疎開せられてゐたとしても︑子孫必ずしも

レクションもまたその犠牲となったか︑若し

戦災をうけられたといふことであるから︑コ

ゐた︒後には段だと金額が多くなり︑札の勘

之を守ったかどうか︑結局はちり人︑に散供

みで︑毎朝測った金を勘定してはよろこんで

の中に向ってパチー︑手をた具〃いて拝んでゐ

定もできなくなったので︑札をいれてある倉

金を溜めて死んだ後はどうするかと聞くと︑

れを私して天下に示すことをしないといふが

愛玩する人だの道徳でなくてはならない︒こ

は天下とともに之を梁む︒これこそ美術品を

するの運命に遥かる上に相違ない︒天下の費

彼はその人に答会﹂いふには︑倉の中の金は

如きは守銭奴の心情に○一十二頁へっ堂く︶

た︒或人が千韮勝に向って︑子供もないのに

私が散友染んだカスである︒そのカスが死後

（15）

Ｉ机の〃塵
×

ノドから手の出るＭＳＡ援助にも︑あれやこれやの議論の見せか
け！﹁フグは食ひたし命は惜しいし︲一とい︑ふところだらうに！
×

オール借金の国民が︑街には流線型自動車の充満︑料理屋は満員

荒物はピカピカ︑パン助君は洪水︑カヶゴトには熱狂といふ！今

は巾︲す今へし︒

日あって明日を思はざる華やかな生活！これぞ誠の殖民地風景と

×

厘面目な中小商工業者︑一人や二人の首くくりじゃすまないで︑
翠げて生活難を歎くというのに︑同じ閣民で︑片や新興宗教家︑エ
ロ業︑街の治療帥︑金融業︑競馬競輪等々余が集ってその棄場に困

いわい！

るといふ！民主主義になっても︑日本幽民は中々平等にはならな

×︒

﹁時により過ぐれぱ民の歎きなり一八大龍王雨やめたまこと愛朝は

詠んだが︑加州の水密を思ふとき︑まことにも感ず！世界各国よ

り義損相寄る！誠は一なり
×

ソ聯副首相ペリャ︑昨日は人民の味方で︑今日は人民の敵となる

Ｉ勝てば官軍︑敗ければ賊軍！戦国時代の様は洋の東西・古今

釦

×・

を間はずして一なり！︲

一室限りの家庭に育櫛︸口︑街娼汎濫の町に住み勺性典映書と一︿トリ

ップ劇を糎一Ｌの生活といふ性教育過剰の上のこの種犯罪をぱ知らず

に︑﹁性救育は早期から﹂と尚過剰を加へんとす！愚もまた愚！
×

教育勅語の締神は︑日本の背骨を各徳目に現はしたものと答群す

る文相をジャーナリストは大時代者と一笑に附す！良薬は口に辛
×

し︑責らん哉には︑ドラ息子娘のお機嫌とりは忘れない！

︑︑︑

朝鮮休職はこの上なくも喜ばしく︑そのために不景蕪は誠に悲し
×

平和を説いて食へずとも高揚子とシャレこむ少．
︑︑︑

×

ストで含祇をイジメるは心よからんも︑愈祇がツプれて失業とな
ることは痛快とはいへず！ま入にならぬが人の世の中！

米潜校たちも︑屋外で家族とのキスや抱擁は︑日本の風習に反す

×

るから自粛するとい郷に入っては郷に従ふは至人類のエチヶッ
トー．

最少の努力で最大の効果は経済の原則ださうだが︑ストも坐り込
みも運動もせずに︑然も倍額の値上げといふ理想と現娩の一致した
×

ものがある！白く幽含議員のお手雄り日常のこと！

天下の代議士に向って︑交通違反とは何事！と注意したお巡り
さん三ケ月の負傷！自ら立法して自ら破る！因含議員は凋裁の
権威者？
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I

I
￨

耐︲

可
」

父と子
その一魁父のおもい

︵一︶

大杉謹一

父さんと長女と長男のお給仕琴するやら︑子供たちのこぼした

すさまじい働きをして︑

ものを拭くやら︑拾うやら︑鼻をかんでやるやら︑八面六管の

﹁お父さんは︑お鼻に一ばんお汗をおかきになるやうね︒いつ

も︑せわしくお鼻を拭いていらっしゃる︒﹂
父は苦笑して︑

﹁それぢや︑お前はどこだ︑内股かね？﹂

﹁お上品なお父さんですこと︒﹂轍

﹁いや︑何もお前︑鍔畢的な話ぢやないか︒上品も下品も無

﹃子供より親が大事︑と恩ひたい︒子供のためにＰなどと古風

いＯ﹂︐

五年間﹄を讃んでみると︑﹁れいの戦災をかうむり︑自分ひと

つとくのできないものがあるのだが︑また一．面︑彼の短篇﹃十

と︑ひと︐りぶ つ ぶ つ 不 平 を 言 ひ 出 す ︒

りなら︑またくつだが︑五歳と二歳の子供をかかへてゐるので

間の論評の的になっただけ︑彼の行動や思想には︑とうていな

母は︑一歳の 次女におっぱいを含ませながら︑さうして︑お

〆 胃 Ｊ も ︑ こ ん ﹂ なに 子 供 た ち が う る さ く て は ︑ い か に お 上 品 な お

れたものがある︒いわゆる戦後派の一見本として︑しばらく世

出して太宰のものをあれこれと譜みかえして︑深く考えさせら

死のうわさも立ち消えた頃であるが︑私はこの間からまた思い

き出しの一節である︒もはや大分歳月も控つたことで︑彼の備

この物語は︑たいてい御存じの︑太宰治の短篇﹃樫桃﹄の書

父は獣して食事をつづけた︒﹄．

涙の谷︒

﹁この寺お乳とお乳のあひだに︑⁝⁝涙の谷︑⁝：．﹂

と母は少しまじめな顔になり︑

﹁私はね︑﹂︲

な道畢者みたいな事を殊勝らしく考へてみても︑何︑子供より

めし食って大汗か くもげぴた事︑と柳多留にあったけれども

たため︑父はタオルでやたらに顔の汗を拭き︑

夏︑家族全部三盤間に集り︑大にぎやか︑大混雑の夕食をし

の趣きを呈してゐるのである︒

を唾倒し掛けてゐる︒父と母は︑さながら子供たちの下男下女

男は四歳︑次女は一歳である︒それでも︑既にそれぞれや︲雨親

私のところの子供たちは︑皆まだひどく幼い︒長女は七歳︑長

常に子供たちのご機嫌ばかり伺ってゐる︒子供︑といっても︑

く持ち合せてゐないけれども︑この親は︑その家庭に於いて︑

れ︑世話にならうなどといふ圏燕しい鐙のよい下心は︑まった

さうである︒まさか︑自分が老人になってから︑子供に助けら

も︑その親のはうが弱いのだ︒少くとも︑私の家庭に於ては︑

Ｉ
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父さんと雌も︑ 汗が流れる︒﹂

‐

１１
2
1

−１

窮し︑たうとう津軽の生家にもぐり込んで︑親子四人︑居候と
いふ自分になった︒﹂いわゆる常時の多くの戦災者の気持に︑同
情できないわけでもない︒

この親の弱さに勝ち切れないで︑人間の弱さに負けてしまっ

が潜在していたものと考える︒

壷

たのは︑時代の流れに流されてしまったといってもよいかも知

と︑失格者の一人で︑ほんものの人間ではないということを︑

れず︑彼自身もこれをヲへ間失格﹄と呼んでいるところを見る

言わず語らずに物語っているともいえよう︒

それにしても︑一︲私は︑私の家庭に於いても︑絶えず冗談を言

ひ︑薄氷を踏む思ひで冗談を言い︑一部の讃者︑批一評家の想像

私はこの本を誤んだついで怪︑ふと思い出して︑畢生の甑に

︑一一／
〆一一﹄

を裏切り︑私の部屋の鯉は新しく︑机上は整頓せられ︑夫婦は
いたはり︑尊敬し合ひ︑夫は妻を打った事など無いのは勿論︑

も無かったし︑父も母も負けずに子供を可愛がり︑子供たちも

み通した︒

讃んだことのある有島武郎の﹃小さき者皇を︑黄た一気に読

出て行け︑出て行きます︑などの凱装な口零ひした事さへ一度
父母に陽気によくなつく︒﹂と書いている彼が︑とうとうしまい

﹃お前たちが大きくなって︑一人前の人間に育ち上った時︑１

のはてに︑﹁子供よりも親が大事︒﹂といって︑家を飛び出し︑

あの始末をとげたのであろうか︒わかったようでわからないの

くりひろ

１その時主でお前たちのパ︑は生きてゐるかゐないか︑それは

あるだらうと思う︒その時この小さな書き物もお前たちの前に

分らない事だがｌ父の書き蕊したものを繰績げて見る嘘曹が

は︑彼の行動とその思想である︒

そこで私は考えたのであるが︑彼の行動と恩想とはかならず

現はれるだらう︒時はどんどん移ゆて行く︒お胸たちの父なる

しも一致していない︒否むしろ︑その二元の相勉にいたくなや

私がその時お前たちにどう映るか︑それは想像も出来ない事だ︒

｜つつ

んでいたものと一膳考えてみる︒彼は又この間の心の動きを語

恐らく私が今ここで︑過ぎ去らうとする時代を喧ひ憐んでゐる

わら

って︑﹁子供よりも親が大事︑と思いたい︒子供よりも︑その親

やうに︑お前たちも私の古臭い心持を藍ひ憐れむのかも知れな

︑︑

のはうが弱いのだ︒﹂とのべている︒子供よりも親が大事と恩ひ

い︒私はお前たちの篇めにさうあらん事を斬ってゐる︒お前た

︑︑

いない心理がある︒むしろ初めの方に書いている﹁子供よりも

たいというのは︑子供よりも親が大事とはかならずしも思って

まなければ間逮ってゐるのだ︒然しなからお前たちをどんなに

ちは遠慮なく私を踏塁にして︑高い遠い所に私を乗り越えて進

深く愛したものがこの世にゐるか︑或はゐたかといふ事萱は︑

親が大事︑と思ひたい︒子供のために︑などと古一風な道畢者み
︑

のはうが弱いのだ︒﹂というのが︑厘理を物語っている︒その親〃

︑︑︑︑

たいな事を殊勝らしく考へてみても︽何︑子供よりも︑その親

わら

の書き物を讃んで︑私の思慈の未熟で頑固なの孝噴ふ間にも︑

永久にお前たちに必要なものだと私は忠ふのだ︒お前たちがこ

︑︑︑︑

の弱さは︑とうとう人間の弱さに負け一﹂しまったのであるが︑

︑︑︑

頁責この人間太宰の弱さの中には︑死んでも死に切れない一面
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私たちの愛はお前たちを暖め︑慰め︑勘まし︑人生の可能性を

る愛情も日記に書かれてゐる︒安子の日記その他の遺稿は﹃松

あはせたのは武・郎だけであった︒妻の死後の苦悶︑三見に封す

この有島が︑最愛の子供たちを残して情死していった︒これ

⑪

お前たちの心に味費させずにおかないと私は思ってゐる︒だか

虫﹄と題して︑その年に上梓された︒︹解説︑二上秀吉︶

お前たちは去年一人の︑たった一人のマ︑を永久に失ってし

らこの書き物はお前たちにあて上書く︒

まった︒お前たちは生れると間もなく︑生命に一番大事な養分

たが︑有島はこの短篇をお前達のために残していった︒︹東京教

べ︑畢課や研究に関聯して生ずる皐生同志の交り︑さては同じ

．たとえば︑親戚や近所隣りの人達の間の附合い︑皐校で机弁一並

男子と女子とが交際する状態について︑いろいろあります︒

田中孝子

男女の交際について

育大祭教授・特別命員︶

も人間の弱さからか︒太宰は子供のために何も書き残さなかっ

の間ある雑誌杜が﹁私の母﹂といふ小さな感想をかけといって

を奪はれてしまったのだ︒お前達の人生はそこで既に暗い︒こ
来た時︑私は何んの気もなく︑﹁自分の幸幅は母が始めから一人

で今も生きでゐる事だ﹂と書いてのけた︒而上﹂私の菖年筆が
た︒私の心は悪事でも働いたやうに痛かった︒しかも事資は事

それを書き絶へるか経へないに︑私はすぐお前たちの事を思っ
資だ︒私はその鮎で幸幅だった︒お前たちは不幸だ︒恢復の途

なく不幸だ︒不幸なものたちよ︒﹄．

職場に働き︑共同作業をする上での折脳など︒すべて人間が生

常行われることですが︑そうしたことも︑交際と言えば交際で

活をつ野ける川に起る必要な相邸間の折衝は︑性の差別なく日

有島武郎の妻安子は︑陸車大将榊尾光臣の二女で︑結婚した
のは明治四十二年︑武郎三十二歳の時である︒岳父を迩想させ

一

る作品に﹃凱旋﹄といふ短篇があり︑老勝車と老篤のことを描

父の家に一家を引上げた︒その後妻のみ平塚海岸に別居して蓋

にいかなくなると︑絵に教職をなげうって上京し︑下六番町の

住んでゐたが︑この作品にもある通りに︑妻の病勢が患ふやう

人は木打でなく︑性の意識を感じるのは本能の然らしめると

するような毒気がた障ようことに韮づくからだと考えられます

とゆう風な気持に止めて遥かず︑そこに何となく性の別を意識

として︑その交際の状態が︑富悪者の間で単に人間同志の折衝

しかし︑世州が特に男女の交際のあり方を云堂するのは︑時

す︒

生することになったが︑二カ年近くの病苦の戦ひのいたましさ

ころで︑思春期になってこれが表面化して来ます︒そうした頃

の三兄弟が生れた︒その頃武郎は札幌農大の教師として札幌に

篤してゐる︒結婚の翌共年に長男行光生れ︑年子で敏行︑行三

は武郎の大正五年Ｑ九一六年︶の日記に書かれて殉情胸に

その本能を野放しにして置けばいろいろな誘惑にか且り易いと

ノ

せ童るものがある︒そして安子催八月二日に逝いた︒臨維にゐ

ＩＩ

ＴＬ

Ｑ﹀

︑ノ

ｒＬ
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そのため昔の人に︑男女七歳にして席を同じうせずたどと言

彼等の紳聖な住居の一部をこうした女が借りているので︑襖一

したとゆう汚らしい物が落ちています︒そして︑家へ蹄れぽ︑

書を庫らずもつれあって居ます︒校庭には︑ゆうべ彼等が使用

しよう︒通畢の途上には赤い唇の女たちが外人と手を組んで白

２﹂男女の交際を極度に戒めて居たのでした︒しかし︑・その仕

重をへだて上淫らな物香を耳にします︒か上る環境に世かれて

も言え室す︒

で︑その結果反って弊害を生じ︑津山の悲劇のもとともなりま

来たりは著しく︑人間性を無覗し︑不自然な拘束を加えたもの

に何の不思議もありません︒轍の中からむしば至れた幼ない者

いる男の子や女の子が︑遊びと言えばパンパンごつこをするの

これは人権よりも秩序を重んじ︑而かもその秩序が支配階級

でありましょう︒

が伸びて行く道程に︑純潔を教えこむことが如何に剛難な事業

した︒

の維持のために律せられた封建時代の毒物でありまして︑個人

出版物にも大きな責任があります︒︑肉鵠派の文畢がもてはや

の自由や男女平等を唱える今の世には考え得られないことであ

タレー夫人なんか大したことはありませんよ︑もっときわどい

される世になって︑エロ雑誌が氾濫は恐ろしいものです︒﹁チャ

ります︒新しい時代にあっては︑男女が交際することによって
自己を磨き合い︑幸幅な結婚をし↓良い家庭を作る機曾を得︑

そうゆう次第で︑男女の交際は望ましいものですが︑それが

して見たことがありましたが︑三十いくつかの作品の中でたっ

作品集をとりあげ︑奄然性に閲するくだりのないのを私は勘定

れほど低級なものでなく︑少しは文字ある人も讃む某文塾雑誌

ことが津山雑誌の載っています﹂と語った人がありました︒そ

又協力しそれぞれの特徴を謹揮し杜曾の推展をはかることにな

正しい教育と︑よい環境とによって裏付けられないところに難

るのです︒

黙があり︑種盈憂うべき状態を呈出して居ります︒とりわけ︑

中畢校や高校の生徒たちが︑こうした漬物を興味ふかく迎え

た四つほどしかなかったのを畳えております︒

生が集り︑グループになってこの問題を中心にして遊び戯れる

教科書よりもその方を多く勉狸する者があり︑中には男女の畢

せずには居られません︒

わたくしはこの問題に開聯して︑杜曾の罪の大きなことを痛感
この頃の青少年の中には︑随分早くから性に封する闘心をも

このエロ本やストリップなどのセン情的な興行物は大人の生

ところさえあるとゆう話です︒

っているのが多いようです︒彼等の心は白紙に等しく︑直ぐ見
聞したものに染って行くのです︒彼等は叉摸放性に富みⅡつ冒

活にも勿論悪い影響を典えています︒それに加えて︑世の中が

険が好きです︒こうした気持がおぼろげに感じて来た思春期の
衝動と結びつき有害な環境に支配されて寒心すべき行動となっ

ことが新時代の生き方のように考えて居る若い人たちは︑自由

塗り︑長い間の束縛から急に解放され更何でも自由に振舞う
甚だしい例として︑基地の近ぐに住む子供たちの生活を見ま

て現われることになります︒

（20〕

P

と放縦とをごっちゃにして︑無軌道な行動をするようになり︑

るものではありません︒

ることです︒正しい判断力をもつ青年はそう易だと誘惑にかＬ

来るだけかなえてやり︑無理なことは賢く気分を縛換させるよ

親たちは濡す勿れ主義でなく︑子供の欲求をよく聞陰﹂︑出

性に開する慎しみも責任も考えないで︑た蝉本能の赴くまＬに
こうした状態を見て︑世間は男性と女性との間の交りについ

男女が結び付いたり︑離れたりする傾向が出て来童した︒

お父さんは日曜に友人と飲み歩いたり︑碁を打ったりする代り

うにし︑不自由な抑付けは恨んで理解ある親になりましょう︒

に息子とポール投をしたり︑野球見物に通れて行ったり︑お母

て懸念するのは無理もありません︒ことに娘さんを持つ親御は

さんは家事を措いても子供と一緒によい映蓋を見て︑夜の函ら

共翠もいけない︑パアテイに出すのも心配だと引込腿案があり
で︑人口の半数である婦人が知能の程度が低くては吐曾が進歩

ます︒しかし︑男女共里はこれからの姉人としては常然のこと

し合えるとゆう空気や習慣を作ることです︒叉品のい艮文堅書

など讃みまして情操を養い︑その中に息子には女性を傘長する

んに話し合ったり︑若い者が友達のように感じ︑何でも親に話

筑持を植えつけ︑娘には自分の必牙を瀞く保つことの誇りをも

しません・女生徒も男生徒と同じ畢窓でｎじょうに知性を伸す
業を絶えてからも︑大勢の人のなかへ川て兄剛も厳くし︑迩岱

ことが文化醐家の姉人たる力埜を有つ上に夜立つのです︒叉畢
な杜曾性をもちながらその間に自分を誰萄訓練を牙につけるこ

たとしたら︑それを温かく取上げ︑その人にも曾い︑一緒に研

たせることも必要です︒成長した後若し子供たちに愁人が出来

．

とが望ましいのです︒男子にしても︑粂然女子の慨値を知らず

ることで︑これは政府並びに閣民全魁が本腰になって常らねば

まづ前述のような青少年に悪影響 を 没 ぽ す 吐 曾 状 態 を 改 善 す

供たちや青年たちが自由に︑健全に費すことが出来るようにし

あったらどうでしょう︒そこでは︑畢校が済んだ後の時間を子

人に協力して貰い︑叉住民が寄り合って岡書や必要な品を出し

かけて作らないでも︑旗い家をもつ特志家があればそうゆう

楽部のようなものが欲しいと似います︒これは莫大な建築壷を

又少なくとも一つの唾に数ヶ所ぐらいの見童間書館や青年倶

究する態度でありたいものです︒

昔のように女を﹁物﹂としての考えを改める上に︑正しい交際
が必要です︒

それではこの間胆をどう解決したらよいでしょうか︑それは

なりません︒次に性教育です︒これが又むづかしいので︑それ

祥易ではありません︒

についての希望を述べることはこの小文では誌されません︒心

者が世話人として必要一です︒そして紙芝居︑幻燈︑人形芝居︑

ます︒自治の関瞭とし︑それに若い人の気持をよく解った指導

一音築

鑑賞︑演劇部へダンスもよいでしょう︶などいろいろあると思

合唱曾︑面白い遊戯などを子供のため︑青年には調書費

理畢︑生物翠︑倫理筆等の専門家が集って大きく研究して班き

さし富りわたくし共で出来ることは︑畢校と家庭とが協力し

たいと思います︒

て︑子供に知識を典える尋ばかりでなく︑本営の意味で賢く育て
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１１４Ⅱ■名■■■

い玄す︒ピンポンとか種蔦のレクリエーションも欲しいもので
す︒こういう所で男と女が小さい頃から大人になるまでの成長
期を一緒に過し︑協明な指導者の態度によって秩序の期念︑男
ある方法で︑自然の生活の中に若い心に染みこませるようにし

女間のエチケット︑自由に伴う責任などを︑お説教でなく魅力
たいとゆうのが︑わたくしの理想です︒

戦前のことですが︑著名な練済駆者や愛業家のグループが山
中湖の一かくを買って裡済村と海しそれぞれ別妊を建てて夏を
過しました︒その人達が小さなクラブハウスを作り︑大人の談
近の青年が数十名集ってプランを立て︑一緒にいろいろな研究

合にも使い︑又子供達の集合所ともしました︒睡済村やその附

うしたことが指導的立場で贋く世間に行われ上瞳誠によいこと

〆です︒︹先︶︵東京都結婚相談所長︶
十五頁より

も劣ったものと一評せねばならぬ︒描河コレクションは硝子越し

に卿ただけのことで︑手にとってこれを陸掌する課には行かな

かった︒即ち御慶記といっても︑刺だけで︑塵はなく︑わづか

にⅡを以て瞳掌するのみであったが︑それでも罵貢などとちが

一人のみの幸一鵬でなく︑その一般大衆の知見をひろめた功績は

ひ︑親しく貨物に接して心ゆくまで眺めることのできたのは私

修︑〆︑Ｊ〃皇︑〆︑Ｊｆ︑／︲︑ｌｆ１ｒ︑ノ︑ＪＫ１ｆ︑伊●︑９Ｊ︑ノ︑１〃︑ｆ︑︐ｆ︑４日叱りｆ︑Ｊｒ︑︲イ︑／︲魁Ⅱ／Ｅ１ノ︑︲ノ造０．１．１︲ｋｊＬ．／︑く１イ︑く︑／︑Ｊグー
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甚だ大であったであらう︒︵特別曾員︶

◇新らしい祷法︹日本弘泣命殿法委員倉編︶

○溌行所東京都千代山随紳山小川町一の一○︵第一公報杜︶

○定償金六拾五回也︵本曾為員は避料共五拾五回也︶

』

をしたり︑運動をしたり︑叉は山登りをしたりして︑賞に涜ら
東京都の結蛎相談所でも結婚を前提としないで︑こうした交

かな交際が行われていた様を今も畳えております︒

際の禽を作りたいと雌っておりますが︑まだそこまでは手が屈
きません︑現在やっていることは結婚希望の男女の間だけで毎
についての研究をします︒これによって正しい結婚の在り方を

月曾合を開き︑幹事を互選し︑その幹事が計害して︑結婚問題
墨ぶと同時に︑男性は女性の︑支性は男性の考え方︑特質︑生
活に野する希望等を知ることが出来︑後でお茶をのみながら健

↑よ幸︐︒

康な遊びに興じることもあって︑男女交際の一端ともしており

この頃大理教授とかその他良識ある人達の家庭で︑月に二一

脚位知合いの青年男女を集めダンスパーテーなど催し︑自然な
交際の中に配偶者を求めさせるとゆう風習が出て来ました︒こ

〃

『

幽が共産圏であるので︑その鮎から親愛感を

一見目的は岡じようでも︑︾内容は様々で︑中

握れと識ぐ薪の中には

者の力に支配されてゐる鮎などもあってのこ

の図民政府との種々の特殊関係にある一部の

親善といふ上の感情問題であり︑他而には彼

いなどといふよりは︑権力相手ソ連と中共の

覗ばかりすぎへきでないといふ梁者たちなどそ

ソ連と同一な赤であるかどうかといふことで

ところで︑一徹今日の中共は︑ほんとうに

とであろうか︒

てはゐるものの︑非常に躯い自尊心をもつ一Ｌ

中国人は仰統的に事大主義者の図民性をも
ってゐるので︑時の弧いものには表面服従し

ゐて決して心服などすることはない︑自ら世
界文化の中心と称して︑中華と雛してゐる︑
その民族性を恩へぱ︑毛も他固人のマルクス
を先生とするなどある筈はなく︑先堆はぞこ
までも孫文なのであるとされる︑たぜ畔の戯
者なる故にソ連と手を握って︑一見その配下
にあるやらにしてゐても︑ソ連の赤と中共の

もつ所の︑いはゆる左翼系の人︑或は斑易の

それと同一であり得ないと言はれるのであ

或は中共そのものの費盤を研究して︑敢て敵

上から主義は主義︑商費は商寅という経済人

ある︒図内政策にも一雁マルクス主義に似た

のではあゞるまいか︒

この鮎を考へると︑左翼人や︑羅涜人の立
場を離れても中共の内容を見なければ︑赤・
赤といってた蜜毛媛ひするばかりでなく︑ア
メリカも老へると共に︑日本も︑アジアの平
和︑祉界の平和のため︑親善謝係を憧制に考
へてゆくのが︑最も政治家の重大事といふも

利は判断出来ない・

る・淋介石だって反日の盛んな噸は︑一時ソ
連と手を握ったこともあるので︑時に親しく
して居るだけのことでは︑決して中園人の粘

ものがあり︑中剛共庵煎とも柵し︑ソ通と親
ののやうにも老へられるのではあるが︑毛津

善開係を紬んで居るところなど︑一見同じも

クスの粘澗による︑共産主義といふではなし

東の革命の締紳は︑その蕃書に見ても︑マル
に︑国民政府の蒋介石が孫文の三民主義の愛

マルクスが先生ではなく︑どこまでも孫が先

れであるといふのである︒だから毛の員意は

また自分の革命は︑ほんとうの孫文の革命そ

現がその目的であったのと同じに︑毛津葉も

き入れないので︑この問題も自由画間でとか

りであるので︑アメリカにも早く承認しろと

に承認して貿易もして居るし︑フランスも然

係があり︑議論よりも疫際的な英園は︑すで

ことである︒すなはち︑中共に津山の椛益閉

これは贋く世界冬幽の岡でも問題にしてゐる

も大切なこととして論議されるばかりでなく

であり︑親隣棚係をもつことが我々日本に最

かうした中共の間眼題は︑同じアジア人同志

れぞれの立場がある︒

｜

この頃中共に手を差く岡浦にいつてゐないのが究状であることで生のやうである︒とワも中園の革命といふも

、

のは︑孫丈までは丘の革命はなく︑孫丈以後
のべるべきだ︑寅易も知られる︒
を附く・・へきだ：⁝などアメリカが中北︿に封して︑非術に弧硬で砲も孫丈以外に革命の加はないやらで︑誰も彼
をし

と︑政治上から︑中共迄も認めないので︑従て日本も種冷な開係でもが︑俺・の方がほうとうの孫丈先生の緋祁に
よる革命だと言ひ張る着けのことである︒と
の問題が盛んに議論さ政治的に単濁な行動は出来兼ねてゐる黙もあ
は︑その辻の畢春たちがすでに指摘してゐる
れる︑この中共と手をる課だが︑稀のアメリカは︑躯なる︑主義の述ところで︑このことは注意すべきことである︒

淵の

す奨めて居るが︑このアメリカが頑として聞
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読解事時

Ｐ︒Ｔ・Ａの正しい在り方︵上︶

勝部真長

①ｒＴＡは財政援助の国鎧ではない︒保護者曾や後援曾な

とするものではない︒

どのように︑畢佼のために寄附金集めをするのを第一の目的

子供がその翠校に通っているからといって︑必ずどうしても

②ｒｍＡの入曾は自由であって︑狸制されてはならない︒

ＰＴＡということば勺肖２房弓２巳局刷戸器ｇ冒匡○国の

③ｒｒＡは畢校の手足となって働く︑いわば畢校の課闘賎

通っていなくても諺誰でも入りたければ入ってよいのである

入らなければならないものでもない︒又︑子供がその畢校に
三つの頭文字をとって︑略語としてＰｍＡといいますが︑｜︲父母

一方的な要求申出によって︑左右されてはならない︒

開ではない︒だから校長の命令に支配されたり︑畢校営局の

一︑ＰＴＡの誕生とその性質

と先生の曾﹂という意味です︒その起りは今から五十年前︑ア
と幸幅﹂のために縮えた−１母親協議曾﹂︵叉は全図母の雪︶がそ

メリカのワシントンで︑アクス・パーニー女史が﹁子供の教育

の別なく︑すべての人が掛等に自由に入曾できるものでなく

④ＰｍＡは誰でも入曾できる︒杜曾的・経済的地位や男女

てはならない︒だから曾費もできるだけ安くして誰でも気軽

その前牙で︑その後一九二四年に︑ＰＴＡ︵父母と先生の曾︶

来あってはならない︒

に出せるようにしておかなくてはならない︒割常寄附など本

告によって︑戦後の日本の教育改革の一環として︑ｒｎＡの組

入曾し︑先生も曾費を出すのが常然である︒

⑤ＰｍＡは先生も曾員になる︒先生も父兄と封等の立場で

わが図では︑昭和二十一年春にきたアメリカ教育使節国の勧

と改穂され︑今日に至っています︒

織がつくられることになりました︒今日︑アメリカのＰ皿Ａ運

⑥ｒＴＡの立場は︑民主主義の原理で貫かれ︑その組織・

動に刺戟されて︑およそ世界の三十数ヶ園にこのｒＴＡの組織

ができておりますが︑日本もその仲間入りをしたわけでありま

ふ１０︑

脇つぎのような鮎で︑ＰＴＡは従前の谷極の圏燈より随別され

くらべて︑ｒ田Ａはどこが違うか︑が問題になりましたが︑大

それまであった保護者曾︑母の曾︑父兄曾︑畢校後援曾などと

運ばないものであります︒アメリカのｒＴＡも︑外面的には組

が行われていても︑賞際問題としてはなかｊ〜理想どおりには

このようなＰ亜Ａの性格をハッキリ認識した上で︑ｒＴＡ運動

てはならない︒

蓮誉・役員の選翠などもすべて民主的なやり方で行われなく

もっと厳い大きな規模と性格とをもつものとして︑諒解されて

害があらわれ一﹂き︑内面的には行きづまりの状態に陥りました︒

織が大きくなって活動的になってゆくにつれてさまざまな弊

ＰＴＡの本来の性格アメリカでこのＰ四Ａができたとき︑

おったようであります︒
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わき道にそれ︑自分の領域を逸脱する傾向を招きます︒

つまり︑物事は大きくなるにつれて︑その本来の目標を見失い

を通じてうりこんだり︑或いは自分の商店の宣停のためにｒＴ

走ったり︑叉は幹部や役員が自分の商費の品物をｒＴＡの組織

はならないこと﹂の峠項を定めました︒このアメリカＰ⑩Ａの

反省して︑ｒ皿Ａ本来の軌道に立ち蹄るために︑ＰｍＡがして

鮎の志を喪うにいたります︒心ある教育者や父兄たちは︑深く

畢校設備費への寄附金集めに維始し︑ｒｒＡのそもそもの出護

ｒ皿Ａは勢力を輪大するにつれて︑駆校教育に不営に干渉し

織をつかんでおく︑というようなことも往走にしてありがちな

選翠の票固めのために︑平常からｒｍＡの世話をやき︑その組

らにひどいのは︑選翠にさいしてｒｍＡを利用する場合です︒

ちこんで︑その組織のなかに植えつけようとしたりします︒さ

Ａを利用したりします︒或いは特定の宗派や信仰をｒＷＡに持

次に起りがちな問題は︑ＰｍＡの勢力が亜くなって︑畢校の

ことです︒

りすべきでない︒

株を奪ったものといわれるでしょう︒それでは︑なんのために

哩迫を加えたりするとすれば︑これはｒｍＡが教育委員曾のお

①ｒｍＡは非誉利的・非宗派的・非黛派的である︒

す︒

③ｒ田Ａは︑畢校の財政︑維持樫誉に封して責任を負うもの

教育委員曾があるのか分らなくなります︒ＰｍＡは自らの分を

内容や方針をｒｍＡが指岡したり︑教員の人事移動にＰ配Ａが

でない︒

わきまえなくてはならない︒世間には往糞にして︑畢校の財政

糎誉管理に介入し︑これをひきづろうとする場合です︒教育の

④ＰｍＡは︑その地域の︑他の教育的文化的諸圏催と相協力

いもの上ように思い込んでいる向きがありますが︑これとても

維持費などに︑Ｐ亜Ａがどうしても責任をおわなくてはならな

②ｒ四Ａは畢佼の裡誉を指導したり︑畢校の方針を管轄した

し︑これらの固燈がます主すその本来の活動を護揮できるよ

抱皿Ａには限度があるのであって︑最終局的の責任をｒⅡＡが

うに努力すべきであって︑これらの活動を濁占すべきでない
⑤ｒＴＡは︑︑すべての子供の幸幅をねがうものであって︑自

持つ必要は竜もないのであります︒

さらにｒＴＡは︑杜曾教育開係幽鎧のなかの一つであります

分の子供のことだけ考えるものではない︒

いう所にあったかということが大儲想像できます︒・ＰＰＡを運

これによってみれば︑アメリカにあってもｒｒＡの弊害がどう

ネスコとかその他の文化圏鎧・教育圏鎧と連絡をとり︑互いに

協力することは常然ですが︑なにもかもＰⅡＡが猫占して︑口

が︑他の同様の園燈や機開︑たとえば公民館とか岡書館とかユ

な考え違いをしていると︑ｒｍＡの組織や勢力が︑本来の目的

出をし手出しをし︑出しやぱるということは瞳まねばならない

誉する幹部や役員にその人をえないか︑又はその人たちが大き
以外の︑まちがった方向に利用されやすいのであります︑すな

最後にｒｎＡが階りやすいあやまりは︑父兄が︑自分の子供

︑︑︑︑︑

わち︑聾匝Ａそのものが誉利圏騰のような直似をして金儲けに
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膿験は︑われわれ日木のＰＴＡの現状にも参考になると思いま

1
'

I

的の教育︑ならび迄霊性的教育において最高の教育的便宜を

︑︑︑︑︑

えられるような協力をすすめること︒

部省におかれてある一︲父母と先生の曾﹂審議曾が参考規約をつ

このアメリカＰ⑩Ａの目的五ケ峠を参考にして︑わが蝋でも文

︑︑︑︑︑︑︑

のためだけには一生懸命に協力するが︑その皐溌の子供たち全
力するという根本の精神を忘れてしまうことであります︒子供

くりました︒︵未完︶︵お茶水女子大阜教授・特別倉員︶

︑

部のために︑さらには日本の子供たち釜部のために︑心配し協
の幸禰のために︑という第一の目的を見失へぱ︑そして自分の

教育委員含の在り方︵中︶

子供さえ安全なら︑あとはどうでもよい︑という気になるなら

ましよ点ノ︒

もはやｒｍＡ存在の意義は失れてしまう︑．と申してょいであり

︹二︺一向板につかぬ委員倉

︵こ本委員曾の機能及びその管轄匠域の問題

教育委員曾法第一際に︑

に於ける人民の子弟を教育する責任を負はせることに︑わが教

の管轄地域より委員をあげて︑その指揮監督の下に︑営該地湿

五教育者と一般公衆とのあいだに︑身賠的・精祁的・杜曾

としては︑アメリカの畢厘制度に倣って︑その皐腫内︑即︑こ

にそれを識謀したものである事が了解される︒而してその方法

の一節︹前蹄参照︶と針照して見ると︑殆んどそのまＬ日本文

程の大鍵化であるが︑これをさきに掲げた米閣教育使節圏報告

とある通り︑これは我閣としては︑殆んど破天荒とも忠はれる

ることを目的とする﹄

を行うために︑教育委員曾を設け︑教育本来の目的を達成す

のもとに︑公正な民意により︑地方の資情に印した教育行政

濯に封し︑直接責任を負って行はれるべきであるという自畳

﹃この法律は︑教育が不営な支配に服することなく︑図民全

順E

以上︑わたくしはｒ町Ａの誕生とその性格について述べ︑そ
れも﹁こうあってはならない﹂という消極的側面からのみ記述
してきたのでありますが︑今度は︑すすんでＰｍＡのあるべき
本来の姿を︑積極的に描いてみたいと思います︒

二︑ＰＴＡの目的
ＰｒＡの目的がどこにあるか︑そうしてその活動方針はなに
か︑を考えてみましょう︒その参考としてアメリカのＰＴＡの
全図協議曾がさだめた目的五ヶ係を引用してみます︒

アメリカＰＴＡの目的五ケ繰
一︑家庭・畢校・教曾および批曾において︑見童青少年の幅
祇を峨推すること︒

二︑家庭生活の水準を高めること︒︑

三︑見童青少年の監督保護のため︑適営な法律を制定するこ

JBb,

四︑家庭と畢佼との連絡を密にし︑父母と先生とが互いに理

し﹂◎

津

解をもって︑子供の訓育に協力できるようにすること︒
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相

「

壌厘と定めたから︑小さい謡厘が津山できた︒地方へゆくと単

心として作ったもので︑最初は小供たちの足で通い祥る地域を

とＩ︑その土地の子弟に必要な初等畢校もしくは中等畢校を中

次弟に護達して今日に至ったもので︑その堅匠なるものは︑も

通り︑遠く殖民地時代に始まり︑長い間の必要と経験に雁じて

◇アメリカの畢厘制度の特長米図の畢旺制度は︑前にもいう

育行政組織を改めたものである︒

腺教育委員雷と稲し︑市︵随︶町村を一厘域とする者︑即ち之を

それで委員雪は各都道府牌を一睡域とする者︑即ち之を都道府

を設けて︑細合に教育委員曾を設置することができる﹄とある

に之を設置する︒但し町村は必要ある場合には︑一部事務組合

育委員曾法第三係に﹃教育委員曾は都道府聯及び市︹匠︶町村

曾設澄の厘域を定むるについては︑議論の除地はない︒即ち教

以上の新制高等畢校以下の初等中等教育を捲常すべき教育委員

右のうち都道府牒委員曾の方ば︑地域としては問題はないが

地方委員曾と解する事となった︒

町村の方は之を濁立自誉の騒厘としては︑少しく狭すぎるかも

然るに今日では︑大型の噸ハスで相営版い地域内の子供たちを

綴や二教員三教員畢校が多い．のは︑それがためである︒

ひろって︑躯校へ運ぶことができるようになったので︑是等の

しかし︑そんな匠域の問胆などは︑どうでもよい︒最も菰大

問題は委員の選出方法である︒第七樵の規定によると︑都道府

委員の公選は︑本法の原則として固より動かすべきでない︒
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コンソリデーテヅ噂・エレメン展リー・スクール

小さい堪佼を適宜一つに合併した聯合小墨．峰輝叉は

は無理かも知れぬ︑これを兼務でもよいことにするか︒然らざ

知れぬ︒例えば専任教育長を置くことなどは︑軍濁町村の力で

コンソリデーテヅド

校の縛我を負膳することになるので︑その校舎の設備も善くな

なことは都道府牌及び市町村教育委員曾がいかにして克くその

れぱ︑四隣町村と組合を作らなければならないかも知れぬ︒

聯合ハイスクールというものが︑津山できてきた︒従て是

る︑叉大都市にもまけない高い俸給を排って︑躯位をもった良

が町村民の資力に封して雑だしく疑問を抱く者ではない︑しか

典えられた機能を護揮し得るかである︒われわれは決して︑わ

迄よりも一層厳い地域内の父兄が︑その駆厘で維持緯醤する畢

教員を則舎の小皐校やハイ・スクールに迎えることもできる︒
￥Ｔｌルド・オナ︒エネユケー︲シヨン

それらは網て畢随内の自由である︒善くも悪しくも増むま上の

教育が︑畢臓内から選翠された教育委員曾によって計護さ

アメリカの躯随内の人だと︑一緒にはなれないと見て居るが︑

し正直な所今日は未だ︑その文化的造詣に於て︑財力に於て︑

ると恩はないだろうか︒

わが篤政者は是等の鮎に於ては︑相営の掛酌を加うる必要があ

れ︑遂行されてゆく︒即ちそこにアメリカの民主的皐腫制度の
である︒

妙味がある︒世界に類例のない民主的教育行政の特色があるの

諏も持たないが︑幸いにして森文部大胞以来大畢災高等専門教

︵二︶委員及委員選畢の問題

育は政府︑中等教育は時牒︑小翠教育は市町村の責任を以て︑

嫌教育委員は七人︑地方委員︵市厘町村︶は五人︑その任期を四

◇委員曾の地域と市町村我閣では古来喫腫制度の雁史も︑糎

維持縄誉に任ずべきものと︑大鵠に於て定まって居ったので︑

I

Ｌ

／

−

年とし︑参議院同様二年づつ半数改選とな２﹂居る︒但し何れ
も委員曾の事業計蓋︑懲寡腿びその他の問題を審議するに常っ

されば教育委員には︑普通人以上に思慮あり︑文化的素養も

つた︒

はない︒それ以上に教育民主化の精紳に燃えた者でなければな

らぬ︒しかし敢て教育専門家であることを要しない︒恰も陪審

あり︑世界的覗野を持った人格者であることを要するばかりで

法に於ける陪審員のような者で︑素人でよい課だが︑教育長は

て︑営該地方の議曾と密接の開係を有するが故に︑以上の委員
楢教育委員は任務の重大性に鑑み︑なるべく出たい人よりも︑

中の一人は︑そこの議曾の議員中に互選せしむる事となった︒

出したい人に出てもらいたいので︑教育委員の立候補には︑供

誰でもよい課にはゆかぬ︒

教育委員曾の教育長に任命され︑部下の部課員全部を引つれ言﹂

護足することになるので︑従来の畢務部長若くは教育課長が︑

その所管教育事務の引糧があった︒此時は初めて教育委員曾が

及び五大都市教育委員衝が成立すると︑直に知事及び市長から

そこでさきに昭和冊三年十一月一日始めて︑四十六都道府際

と規定して︑特にその蚕格を定めた︒

曾が之を任命する﹄

の定める教育職員の免許状を有する者のうちから︑教育委員

﹃教育長は別に定める教員職員の免許に開して規定する法律

ある教育者を選ぶべきである﹄と書いてある︒それで︑わが教

育委員法中にも︑

﹃この機開の教育長として任命せらるべき者は︑専門的に資格

ずべき者であるが故に︑米閣教育使節圏の報告書中にも︑特に

教育長は︑教育委員の指揮を受けて︑教育行政執行の責に任

託金を要求せず︑叉自分一人の了見だけでは︑立候補の届出が
できない︒選翠人中より必ず六十人以上の推薦者あることを要
する事となった︒此の遥の用意は︑誠にわが意を得たものとい
しかし全図一斉に委員を一公選のみに限ったのは︑いかなる仔

うべきである︒

細か︑本場の米川ですら全部公選によって委員を翠げて勝るの
ではない︒例えばある地方では︑法律の定むる虚により︑公正
な図確︑例え嬢政治︑宗教に関係のない︑純粋の文化閏燈︑婦
人関燈︑職業圏燈等に︑教育委員の指名雛を典え︑叉は推薦資
格を認むる等︑各州ともその方法は萱一ではない︒故に我幽の
如き︑図柄に於ては︑以上のような圏瞳推薦制を設けて︑之を
併用するが如きは︑遥に有効適切ではないかと思う︒

教育委員曾の定むる所により︑是迄知事及市町村長の椛限に

︵三︶教育委員曾の任務と教育長

あった高等畢校︑中小皐校及び吐曾教育等︑その他一切の教育

なく︑即日即時教育委員曾の事務局が菱足することを得た︑し

教育委員曾の方へ横すべりと﹂移って行ったから︑何の世話も

かし昨年十一月一日初めて市町村教育委員曾が護足する時は︑

行政が︑教育委員曾の所管に蹄するのみならず︑進んでその濁

進奨働する事をも認められて居るので︑その任務の分野は︑従

固より小さい市や町村などには︑これ迄教育事務と稗するほど

自の計書に依って︑あらゆる民主的︑平和的︑文化的施設を推

来よりも遥に匿汎に渉り︑更に上り大なる意識を持つことにな
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一ｌ

1

J

これで市町村は助かった︒しかし問題は今後これを何うするか

で︑文部省では常分便宜の措置として︑助役の兼務を認めたが

のものもなく︑従って専任の事務員を置く虚は何虚にもないの

塁げら型﹂来るか︑推して知るべしであった︒

澗誘して廻つた所も大分あった︒こんな風で︑どんな人物が︑

の選翠管理委員等が︑協議の上︑出られそうな人を物色上し︑

の機開として︑新に護足したものであるから︑之を他の行政官

教育委員曾は︑一切上からの指固を受けない︑歪然自立濁立

ばよいかである︒どうすればと言った虚で︑折角日本民主化の

は期せられない︒そこで最後の問題は︑此の委員曾を何うすれ

之を要するに︑誰が考えても︑此のま上では筋書通りの成果

×××

聡や役場の吏員などの兼務とするが如きことは︑法の精祁から

もた呉ないのに︑これに見切りをつけることなどは出来まい︒

根本此虚に在りと︑宣言して︑賀施に及んだものを︑未だ幾年

である︒

いので︑文部省が之を専任とした事に誤りはないが︑唯五員が︐

されば此際は︑わが民情に合はせて︑︑民主化の趣旨を徹底し得

言っても︑叉職責の上から見ても︑絶掛に許さるべきことでな
不審に思う事は︑町村のようなせまい虚で︑果して資格ある専

るよう︑速に法の不備を改める外はない︒

唯それ︑どこをどう改むればよいか︒それを定めるのは︑な

任の教育長が得られるか何弛が︒又得られたとしても︑これに

かｊ︑の難問題と畳ゆるが故に︑文部省に於て︑迩営な委員を

︑一人前の給料が抑えるか何うかである︒文部省の最近の調査で

は︑教育長の新任は全閣を通じて︑極めて不成績で︑大抵助役

◇次同は︹三︺﹁速に大修正を要する︒﹂

と信ずる︒︵未完︶

を一屑活川し善朋し︑得べきかを考慮することも亦一策である

次善という語もあるので︑拙速ながら今直にいかにすれば︑之

あげて︑之を再識に附するを可とする︒しかし鎧善を得ずんぱ

︵四︺教育委員に封する一般の態度

や︑校長又は他の役場吏員の兼任でごまかして居るという︒

次に教育委員曾に針する一般の人気を見るに︑これ叉甚しく
悲卿せざるを得ない︒この委員曾の目的は︑要するに新制高等
畢校以下の教育行政を完全に人民の手に牧めて︑この子弟の教
育は︑彼等が思う通りの方針でやって行こうという所にあるが
の選翠熱が湧いて来ない筈はないと恩はれたが︑事賞はこれに

故に︑一般間民の間に︑たとえ少しでもその意欲があれば多少
反して︑歪闘一般に極めて低調で︑まるで無開心なるが如く︑
民は概して教育委員の任務がどんなものであ一るがを知らず立候

中には肝甚な候補者が︑定員に浦たない所もあった︒殊に町村
柿届出の期限が切れるというに︑一向届出がないので︑その他
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にこ や か に

や道徳と同じように︑人の吐曾生活に於いて必ず従わなければならな

濯儀を失わない国民は必ず柴える︑というのは亘理です︒濯儀は法律

い規範でありますが︑人糞の濫儀が正しいというのは︑その杜曾が雌

でありまして︑謄儀によってその文化をはかることができます︒

粂に護達していることの誼擦であります︒また燈儀は文化生活の基準

どれが重要でないというようなものはありませんが︑パリプレスの記

さて燈儀といってもその内容は非常に臓汎で︑その内どれが重要で

川島次郎

経戦後間もない頃のこと︑フランスのパリプレスという新聞の一一記

者が二人の女性の挨拶を見て？日本人は濃懐が正しいと言ったように

二濫法の代表的のもの

者が︑印度から中園を経て我が国に来たことがありました︒彼は凡そ

挨拶は濯法の代表的のものとも見ることができましょう︒わが間でも

一濃儀を失わない国民

一箇月にわたって東京を始め全図各地を耐察しましたが︑馬りがけに

よく考えてみますと︑社曾生活には人と人との間の親和畷係︑和合

於いては相迎ずるところがあるように思います︒

合に︑﹁頭が下がる﹂とか﹁頭が上がらない︲一とか言うのもその心持に

﹁頭が高い﹂とか︑﹁腰が低い﹂とか言ったものです︒人を尊敬する場

昔から挨拶を重く見て︑人を肺臓するのに挨拶に閲する言葉を用い︑

滞在中の感想をかいてわが図の新聞杜に寄せていきました︒
﹁私は日本に着いて︑戦争の被害の鮭りに大きいのに驚きました︒
の念を抱きました︒

それと同時にこれでは日本がまた昔のようになれるだろうかと危倶
ところが一日︑見渡す限り焼野原で︑︲痛ましいまでに荒れ果てた

闘係が根本の樵件でありますが︑挨拶はこの親和和合の心持を直接的

町の一角に︑二人の婦人が立っているのを見ました︒二人は長いこ

に表現するものであります︒私たちは人に封して常に挨拶をしていま

すが︑どんな昔にさかのぼっても︑叉どんな吐曾に行っても︑挨拶の

と話していたようでしたが︑やがてていねいに挨拶をして︑西と東

した︒

に別かれていきました︒その挨拶はいかにも上品で︑美しいもので

まず第一に鱗けようとするのはこの挨拶であります︒これらの鮎から

行われていないという牡曾はありません︒幼い子供に封しても母親が

挨拶臆ｌこれ臆挨拶に限らず︑すべての濯涯に共通することなの

三よい挨拶

見ても︑挨拶の魁涯上に於ける位置を知る一﹂とができます︒．

これを見て︑私は︑日本は確かにたくさんのものを失っている︑

い馬︒濫儀を失わない圃民は必ず楽える︑日本はやがて復興するに

しかし人間の蜜ともいうべき濫儀は失わないでちゃんと身につけて
ちがいないと思いました︒﹂

これをわが図の一新聞紙催﹁日本人の蜜〃濫俵〃﹂という見出しを
つけて掲げました︒
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且』

ｒｌ

【ｦ

とを注意しなければなりません︒即ちよい挨拶が人に封し一﹂好い感じ

ですがＩその仕方によって︑効果に大きなちがいができるというこ

ものでも︑雨手蚤足の甲につけて拝するという形は行われました︒

坐﹂は牙分の低いものの拝を指していったのでしょうが︑身分のある

こういうことが影響してか︑明治時代にはまだ相営に深い潅が行わ

れていましたが︑今日は服装の菱化や杜曾事情の奨化等に件なって︑

を輿えるのに封して挨拶の仕方が悪いと︑却って人に反感を起させ
ることさえあるという事です︒殊に初封面の場合は︑その挨拶による

立薩ではせいぜい三十度位が普通になりました︒

さて﹁おじぎ﹂の動作で︑屈げたからだを暫くとめるということは

主せん︒

第一
一印
印象
象が
が︑︑その人の償値判断に大きな影響を輿えることも少くあり
ではそのよい挨拶というのはどういう挨拶かといえば︑それは先ず

︑︑︑︑

第一に動作が︑自然でおざとらしくなく↓すなおになだらかに行われ

た﹁おじぎ﹂の形を美しくする上か野も注意すべきことであります︒

わが図の薩法は︑中園の影響を受けていることが多いのであり主すが

今日必ずしも一般に行われているとはいえませんが︑僻統的にも︑ま

保ちながらや現代の生活に適い︑全篭としての調和を保っていること

﹁おじぎ﹂に相富するものに﹁拝﹂があります︒わが脚で濫を賃・行・

しかも長い年月の間に洗錬に洗錬されて来た俸統の型のうるわしさを
であります︒こうかき上げて見ると︑非附にむずかしいようですが︑

にして拝すること﹂︹大言海︶であります︒〃
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
﹁おじぎ﹂の一たん留めてから起こすという意味を考えてみますと

至ること多時にして方に翠ぐる也﹂とあり︑﹁首を屈し︑地に着ききり

なっています︒この稽首というのは﹁椿﹂は一︲稽留﹂の義で︑一︲頭地に

あったように︑中図の拝にも九拝があり︑その中最も重いのば稽首と

ＣＯ

草に分け︑その名に更に虞．・行・草をわけて九段とするという偲承が

す︒

私たちは日常の生活のうち虻屡ミこういう姿を見出すことができま

四動作の間
と︑﹁おじぎ﹂は︑一︑上鵬を前に屈げ︑二︑しばらくとめて︑三︑静

おじぎの動作の中心は︑髄を屈げるということでしょう︒端的にいえ

これをわが図の普通の挨拶である﹁おじぎ﹂について考えてみます
かに起こすという三つの動作から成りたっています︒古はこれを﹁階

ぱ︑﹁おじぎ﹂とは膿を脱げる動作で︑起こして元の姿勢にもどすのは
龍

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

三息﹂といって︑吸う息で屈げ︑呼く間溜めて︑徐ろに起こすと教え

附随的のものであります︒それで燈を脱げるという本質的の動作が維

鰻いて言うまでの事はありませんが︑これによ２﹂動作が静と動との

但しこうすることが動作を美しくする上に何も闘係もないのならば

することができます︒

りましたら︑暫く﹁間﹂をおいて︑それから徐ろに元にもどる動作に
︑︑︑︑︑ＤＰ
移るのは合理的であります︒暫く留めるのはこの﹁間﹄の意味に解耀

／

ていました︒﹁濫三息﹂は主として坐濫について言ったものでしょうが
立濫にもそのまま適用ができます︒

この上鎧を前に屈げる度は昔は非常に大きかったようです︒わが図
の生活従２Ｌ日常の濯法は坐路が本にな２Ｌ成立していますので︑曾
ては路上でも坐って拝したもので︵狸の上とは自然形はちが２Ｌはい
ますが︶かの士下坐というのもその一つであります︒もちろん﹁土下
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一Ｌ

思います︒

落ちつき︑淑かさ︑優しさ︑・品のよさ等も︑ここから生まれるように

ますと︑決して忽がせにすることはできないように思います︒動作の

交代によって律動的となり︑美しく流れ動く美を現出することを考え

けれど︑どうしても

後ろの方をまわります︒

その前を通らないで︑

ごくていねいに︑にこやかに︑

でいうだけでなく︑

のです︒その資演もただ機械的に﹁ごめん下さい﹂閃〆２間旨のと口

子どもたちが皆豊えてしまいますと︑順番に子供を出して資演させる

ごめん下さいと申しましょう︒

ごくていねいにに︑こやかに︑

前を通らなければならない畔は︑

屈げたからだを起こすときは徐ろに︑齢り急にすると全賠の調和を
破ります︒

五ていねいににこやかに
さて動作は挨拶の主要な要素だと申しましたが︑資はこの動作も本
来内面的な心を外に表現する手段に過ぎません︒動作はその手段の一

の態度と表情を練習させるのです︒子どもは代る代る出てはうれしそ

日○黒己○胃①ご言騨彦四︑ョ号

からだＩ態度ｌの表情︑言葉のやりとり等が総合的に協力するのでな

切な事だと思います︒

うにそれをやっていました︒こうした族はわが国の挨拶の指導にも大

１１
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つなのです︒それで挨拶に︑その他の手段︑即ち顔の表情︑手の表情
ければ︑賃の挨拶として十分な効果をおさめることはできません︒こ

︵礎賎畢刷教授・特別念員︶

れらは挨拶の重要な要素で︑︲場合によっては︑ただそれだけで︑挨拶
の役目を果たすことさえもあるのです︒
︑︑︑︑

ところが私たちの普通に行っている挨拶にはこれらの方面が閑却さ
れ︑はっきり相手を見るということさえ︑女畢生の教師に封する挨拶
等には鉄けています︒これは昔の確が高貴の人の顔をまともに見るこ
とを陣かつたこと等の影響もありましょうが︑挨拶にこれが峡けたら
私は曾て一三１ヨークのある小畢校の一年の教室で︑エチケットの

その生命はないといってもよい位のものです︒

でした︒先生は最初にかわいい歌を教えました︒

稽古をしているのを見ました︒それはご園諾２の①目の畠というテーマ

お部屋の中にお客様が

椅子に掛けていらっしゃるときは

『

r

涼皇漫筆

圏鵠もその基本金といふものが何等の役に立たなくなった岩﹂とは言

質上︑その曾費といふものが︑一年間の睡済がそれで間に合ふなど

う迄もない︑叉曾費であるが︑誉利で結ばれない致育事業といふ性

といふことのある筈はない︑その曾費では賄へないからこそ寄附と

子税も免除されるとかいふものがそれであった︒ところが憲法によ

からの交付金といふものがあり︑叉家屋税は免除されたし︑資本利

多少の特典があった︒例へぼ仕事を奨励援助の立場から直接政府筋

木曾のやうな公益法人の園燈には︑維戦迄はその事業を霞軍して

の利益を悉く公益事業に充てて︑何人の利益とするものではないの

とるから一般と同じ税を取るといふが︑一膿公益法人は︑その収入

し︑辛うじて息をついで居る有様が今日の公益法人である︒室料を

づ何虚の閣膿でも持家の一部を利用して︑今日の支出の一部に足ら

何や彼やと一般に多くなった今日容易には望めないところから︑先

ない︑基本釜は何の役にも立たない︑寄附金は︑貧乏した閣民に︑・

か基金とかを従来必要とした毒である︒そこで経戦後官臆の援助は

って︑民間圏膿に官臆としては金を出すことが出来なくなり︑叉地

Ｏ地方税に一つの抗議

方税に移った土地︑家屋の税︑今日は固定費津税といふが︑これも

の封象どすべき性質のものではない筈であると思ふのである︒

であるから︑営然その牧入は事業と恩ふならば畢校法人と等しく税

今日敗戦日本画の財政が容易でないこと︑随て地方膳の糎誉にし

た︒今日も皐校法人といふものは特別に免税の特典があるが︑勿論

ても生易さしいものではなく︑営事者の苦心は同情に湛へないこと

他の一般と同率に貸室開係にある場合均等に課税されることとなっ
これは営然であるが︑翠校教育と車の雨輪をなす我為杜曾教育図催

それは︑その所有する家屋を自分の所で悉く戦前の大部分のやうに

家屋税についてはもとよりかく言うには註繰がつくのであって︑

今日とて︑閣民は等しく過去の犠牲は忍ぶべきであり︑将来の復興

前ではあるまいか︒なほ我々が一言したいことは︑漣済的に附難な

ごときは溌するとか︑少くとも一般よりは減税とすることはあたり

どといふものは九牛の一毛ではあり︑事業の性質から固定費産税の

は承知して居るが︑全髄の収入から見て︑公益法人の固定蚕産税な

に封しては︑その必要なしといふのであらうか︒その特典の大方を

使用するならば免ずるが︑若し賃貸借して︑利益を得る場合は免税

典へなくなった課である︒

することは出来ないといふのである︒これは叉何と形式主義である

のためにもお互に助けつ助けられつつ苦勢してゆくことは常然であ

よく制してゆくべきではあるまいか︒どこの地方もさうだらうが︑

るが︑叉その局にあるものも︑入るを計るはよいが︑出づることも

ことか︑一膳表面は利益を得るのだからと御尤らしいが︑それでは
公益法人といふものは︑その性質上誉利事業は出来ないのであっ

事業といふものの意義を少しも考へないといふものである︒

て︑その主なる牧入は僅かの基本金と曾員による曾費である︒所で

は済んで来たこと︑又ともかくそれには滞納税者の大半には無理も

ヰー』

者

東京都あたりも救年前の滞納の多額必ものが整理がつかないま上事
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記
その基本金であるが︑戦前の三百倍にも物償が上った今日︑何れの

戸0

︑

一両

あったであらうことなどは考ふべきことである︒更に長官は勿論︑

匡長級に至るまで︑その手営は図家の縄理大臣以上であったり︑或
はそれにあまり運ばないとされ︑議員などの俸給も図曾議員のそれ
と僅かな差額だといばれてゐる︒或は又昨年小畢佼教員の年輩者に
退職を奨めるに︑大里教授の退職金が五十蕗︑百蕗といふのに︑二
百数十寓目の退職金を以てするなどといふのは︑いかがなものであ
らう︒我々はもとより今日の生活費から見て︑それらの牧入をた野
不常に多いといふ課ではないが︑国家の官吏︑或は民間の曾杜等に
於ける一般の他の同胞と比較からして︑考へねばなるまいといふま
でである︒然も税牧が都民に相雷な無理を狸いて居る今日に於て特
にその感を弧くするものである︒今日は何事も秩序の薬はない時だ
から︑不合理は何れの面にもあることは止むを得ないが︑これは我
々の事業に開速あるものの一つの抗議として記すものである︒・
・○血は水よりも濃い
このたび英閲女王戴冠式に︑天皇陛下の御名代として皇太子殿ド
が渡英されるその旅の途中にあって︑あのハワイ︑アメリカの太平
洋岸︑或はまたカナダ等に於ての︑殆んど熱狂的ともいふべき︑識
迎ぶりが報ぜられて︑今更に民族の血統といふものを思はせられた︒
即ち若き我が皇太子を迎へての感激︑感混の洪水となった地域のそ
の人々といふものは︑ことごとくこれ日系なのであって︑しかも一

世と二世との間には︑種為と感情の内容︑或は表現の動作に差別が
あるにしても︑とにかく自づと同じ焦黙に感情を湧かせるといふこ
と︑そして大西洋の旅ではうって塗って︑皇太子さまが人気の中心
にはならないこと︑英幽に上陸しては︑これまた前景気にくらべて
いかにも冷いもので︑僅かに大使館︑日本人曾の家族の裳人かがお
出迎へしたに過ぎない︑⁝⁝といったことを見て︑昔昔から︑誰か
らも誰からも云ひ古るされた一︲血は水よりも濃い﹂といふ事理の一
致に思ひ及ばない課にはいかない︒

︑︑︑

今日欧米の文化が世界を吹きまくり︑したがって其の権力が大き
くなったこの方の白人の世といふものは︑黄色・黒色の人種は︑悉
く馬鹿にされ︑或は墜迫されて来て居るのだが︑これは単なる弱い
︑︑︑
ものいぢめといふよりは︑その根本は資に人種の見解による所が最

︑︑︑

も大きいのであった︒白人種間では︑げんかをしてもすぐと和解して
不恩議に根を鴎さないし︑不常な雌迦は遠慮して小閣もよく共存共
柴して居るのに︑それが黄・黒人種となると︑アフリカ︑東南アジ
アを初め︑極東に或はその他幾つかの掴をぱ滅亡さぜて了ったし︑

またけんかをしても心から白人間のやうには忘れないといふ瓜であ
り︑采ひの中心は悉く利審と平行して人極の相違によると言はるｋ
根弧さなのである︒
これを道理の上からしては︑人種の差別などといふことば間違っ
てゐることは富然であるから︑文化を口にする今日の人間は︑道理
からは否定してゐるが︑資際は少しも差別畑は消えて居ない︑米駐
留軍などでも︑黒いのは黒い同志の組で︑白とは組をつくらせない︑

それに何かと差別だらけだといって︑彼らは不平を盛んにぼやくの
である︒日系もとよりさうである︒今日迄黒を馬鹿にしてゐたのに
教育を許して見ると︑催れた畢者も︑政治家も︑婆術家も︑スポー
ツマンもドシノ︑と出ることに白い連中は恐れをなしてゐるのが賞
状であり︑日本移民などの問題も︑人種差別がその根本であって︑
それから来る勢力を恐れてのことである︒血が水より濃いことは︑
ものの道理などよりは力渥くて根本の問題とすれば︑誠に止むを得

思へぼそれｊ︑の図を成し︑民族を異にし︑気候風土を別にし

ないことのやうである︒

て︑根狸い異なったものが複雑に入雑って居るといふことば︑祁様
のいたずらか︑罪作りか︑この人の世を極楽・瀞土と望むものを︑
いやが上にも複雑にしたり︑困難にさせたり︑苦勢させたりすること

である︒天よりさづかつたものは差別で様々である︑こガをこの圭
坐では人類は自滅するであらうし︑差別を平等の道理に迄持ってゆ
くには道理による訓練による外はないが︑然も道理は天性よりも弱
く︑しかも道理が天性の別を消滅することは出来ない︒ことば犬性
を生かしつつⅢつ道理により向上させる人間の努力あるばかりか︒
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届

弘道詩林

三好凌石選

ＯＯ００

︑途別雅信相川文五郎︵横演︶

中照影長︒評日清味焦永︒亦畳普節潔鋪︒

︑℃︑もも︑恥Ｅ砥Ⅵ︒００○○００︒︒Ｏ

豪懐有致︒自是逢者之語︒

懐抱在経済︒良諜政肖寛︒離逓壮行色︒把酒臆平安︒評日

︑忠魂碑除幕式賦糞移山寺島慶一竿葉︶

碑長化人︒評日風格溝高︒描富逼反

︒００Ｏ

高潔如翁絶比倫︒多年偽宰導村民︒功成名遂拷欽徳︒一片豊

℃︑︑℃︑︑︑︑℃︑︑ｂ︑︑０００００００○○Ｏ

⑤内川翁彰徳碑石崖林席之助︵千葉︶

○△△△

魁℃Ⅲ︑℃︑℃︑︑お砥℃＄℃０○○００ＣＯＣＯＯ

＠母日述懐八十二聖江東片口安︵寓山︶

胆︑︑︑︑Ｅ︑も︑︑○ＣＯＣＯＯＣ○○００００
此辰慈母日︒憶到少年時︒樹色明子諜︒禽鐸静似詩︒悔韮倍

唱勝而還︒評日懐往思今︒感慨殊深︒

英魂銀在故郷山︒舜脆碑前暗涙潜︒憶起間門途飛日︒畢鞭誓

︑︑沿

門望︒伯抱鼓盆悲︒萱堂褒後六十八年︒内子残後三十年︒白髪芸

０００ Ｃ Ｏ Ｃ Ｏ
︑ｂＬ 乃 込 Ｅ ︑

窓下︒帳君花影移︒評日前聯眼前之致︒群筆直叙︒淡疎有味︒
後聯胸中之歎︒坐叙遡惟︒懐側勤人︒

⑤害立志成功賦以贈楠翁菅野三郎治︵禰島︶

︑肺郷害懐雲石村田一雄︵横漬︶
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○００ｃｃ００ＣＯ００００ＣＯ００００００．ＣＯＯ

欣火母顔︒評白群意淵淳︒最見性惰之度︒

Ｃ００Ｏ

︑．︑︑︑︑︑Ｅ︑︑︑Ｅ︑＄︑○０ＣＯＯＣ︒○ＣＯ

立志多年能働精︒百難排除功巳成︒一家祥族告相喜︒知爾荷

ＣＯＣＣ︐

洲只一誠︒評昌鞭捷之語︒可以罵岐︒

偶侍萱堂亦復遼︒隔窓相封故郷川︒坐来共喜至家他︒珍瓶欣

＠九州水審伽山片岡佐仲︵千葉︶

⑤晦森即事菜浦大塚柳再︵横須ｇ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑Ｅ︑︑︑︑０００００００００Ｏ

も恥も泊℃︑︑℃℃︑︑Ｅ︑︑０００ＣＯＣＯＯＣＣ

＠甲胃堂霞軒鵬野英治︵千葉︶

落・微吟激動意悠悠︒評日至︿満逸︒便自襟懐落中得来︒

泌淡畑浮︒浦風一陣消炎暑︒緑酒三杯散陪愁︒如此襟懐惟落
ＣＣＯＯＣＣＯＯ

︑︑︑︑０００００００ＣＯ００ＣＯＯ○ＯＯ００Ｃ

進涼来上枕江機︒遥宕雲光帆影幽︒悪水逼迫明月峡︒長汀紗

︑︑＄︑︑︑Ⅱ︑︑︑︑Ｅ︑︑︑℃︑︑地︑︑︑︑︑

＠夏夜盗楼松陰力根恭司︹千葉︶

滋伽宗中︒評日三一筆致幽間︒三四意象箭疎︒

ＣＣＯＯ

︑Ｅも︑︑︑︑︑︑℃℃℃ⅡＥＣＯＯ００００ＱＣ０

豪雨濠濠七月天︒砺夷逼暴沢河川︒九州水審極凄惨︒封策百
Ｃ０００

年猫未全︒評日雅健有韻︒水密封策︒以未見謁功儒憾︒

級械門塘雨捲風︒紗窃樹影午迷濠︒嬰児端泣稚兇喚︒屋漏途

︑撲蟹悪粥縦坂軍︵千葉︺

０００○０００００００００００００００ＣＯ００Ｏ
︒︒︒Ｏ

晩進新派到水派︒飛雛剛影禽星移．撲来敗得紗蕊去．一陣情

／風挑耐吹︒評日涼味可掬︒風刺脚見︒

⑤偶成八十八聖有隣菅谷徳次郎︵宇都宮︶

℃︑︑殖︑︑︑︑︑Ｅ︑ｂ︑ＥＯＣＯ００ＣＯ００○

坐輔家山数十春︒去来風月猫相親︒平生只喜身無事︒正是悠
０ＣＯＣ

兄弟手先姥戦場︒抜群功絞有輝光︒慈萱亦有持貞節．併得英

悠自通人︒評臼平穏︒像談可訓︒

︑豊水橋槻煙火九十二嬰如雲慶野庄作︹茨城︶

名千載芳︒評日原作之意不明︒改訂加朱黄︒或恐建事蹟︒叙率詩

︒０００

豊水橋頭姻火揚︒織然爆褒散星光︒畢頭拍手盤如湧︒仰看室

︒００ＣＯＣＯ︲００００００００ＯＯ００００００Ｏ

､

I

宜付記説明︒

＠偶感安心居士椎名保弘︹富山︶

℃︑述咽︑晒逓℃ＥＥ＄℃℃ＥＯ００００００００Ｏ

︒００Ｏ

欲除煩悩若篤情︒眼看輪同死典生︒静寂猫随無漏地︒悠然惟
向幅田耕︒評日一結超然之境地︒額格亦清︒

︑℃謁
生品耐長島亮平︹埼玉︶
︑︑︑℃述魁込迅Ｅ︑︑︑恥０ＯＣ００００００Ｃ
憶昔源公緊義兵．服潮相海獣長鯨︒忠魂謹国今猫在︒老樹陰

︒ｃｃＯ

深暮烏鴫︒評臼懐古之精︒奥筆力相副︒一結除談鰹然︒

＠追懐土田又吉君而作竹誇波多良介︵新潟︶

ⅡＥｈＥ砲︑℃迫︑砥︑︑℃︑︒０︒ＣＯＣＯ００ｏ

君逝星霜十六年︒追思往事樽凄然︒相倶角紙能争勝︒猶見雄
０００○

姿在眼前︒評白至情自見︒士莱漉然︒

＠過笠原錦雲迩宅二首
川隈錦雲宅︒修竹掩巌扉︒遺墨懇虚壁︒琵花映翠雌︒開襟
難共語︒携酒党空述︒凋帳思前事︒悠悠一夢非︒

想君乗興去︒茅屋数相過︒笑倣杯三酌︒酬度筆一吋︒才高詩
気秀︒韻逸道情多︒玉案遺篇在︒追懐可奈何︒
０００００００

＠昭和戊辰東陽前五日遼鄭孝青蘇織先生於晩翠軒席上聯句
○００○０００

００︒００ｃｃ

世凱如絶地天通︒鄭孝青端由人脆非天窮︒王築賓
０ＣＯＣＯ００

ＯＯＣＣＯＣＯ

却笑江左有淡濠︒久保天臆此日翰墨欝成業︒・田遅碧堂
︒○︒○○ＣＯ

Ｏ００００００

敢篤斯文蚊厭甥︒長尾雨山論文掛酒侍雛樵︒館森袖海
Ｃ００００ＯＯ

ｏＯＣＣＯＣＯ

風流文采盛諸公︒鄭害誰是醇翁興放翁︒勝島仙波
ＣＣＯ︒○Ｃｏ

ＯＯＣ００ＯＯ

生依先聖死大雄︒石田東陵斯道依然千古崇︒岡崎春石
０ＣＯ○０００
０ＣＯ００ＣＯ
鵬談詩書塵思室︒陳田尾山韻事風流古今同︒三好凌石
︒ＣＯ００○Ｃ

賓主尊前酔顔紅︒水木周南報国精祁唯一︑忠︒︐細貝香塘

○０００００Ｃ

長留文章耀海東︒国分青匡ｊ

００００００．

ＯＣＯＣＯ００

護揮圧圧大国風︒土屋竹雨士風平生托深哀︒仁賀保香城

右栢梁鰐聯句︒頃日出子麓底者也︒凡十七人︒相倉一堂︒

家︒先後相袈︒存子今者︒倣有典吾友竹雨周南二君三人爾

鰭詠霊獣︒慰蘇戯先生遠来之勢美︒屈指二十五年︒諸老大

閲其僻旨︒一篇法然︒乃恐蹄浬減︒掲之子此︒以志韻事之

勝云︒子時昭和二十八年突己八月朔識子寓葉山房凌石寛

＠八面鋒瓢乎道人

△△△△

馨察保安名賞一号︒甲論乙駁護紛紛︒不知禦侮有何策︒革憲雁

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

常備園軍︒

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

△△△△
河恨未平︒

弘道歌園

割田斧二選

協議三年休戦成︒伸囚互換暫鉛兵︒猶看一線禰根在︒板蕩山

秀逸

○蚊帳松江市平井常清

︵蚊帳の中に涼風を迎へてゐる作者は︑野の様を味ってシャレてゐ

︑︑︑

描かれし尾花も風に招くなり吹かろ上蚊帳のゆられゆられて︐︑
る︑達者なり︶

○折にふれて千葉癖兼坂秀嶺

珠蜘の巣に錘か上りゐるあはれさを人に見る世のうらめしく

して︹寓意にあはれあり︑道の人？︶

○︑新潟騨鈴木文泰

〔36）

P

』

としを経し城のそとぽり水あせてあばれ水草た堂しけり居り
︵敢て着想に新ありとは言はれど︑懐古の情に訴へるものあり︶

○池埼玉蝶石川奈美子

金魚らのまじれる池に咲くさつきなほ色添へてうつりたりけ

○一初孫〃千葉蝶金杉茂穂

り︵女性らしいやさしさ︑なほ色添へては言ひ得たり︶

楽しみはよそにあるなし一初孫の笑顔に見入る朝のひととき
︹純情なる瓶父ぷりほ上ゑまし︶一

佳作

宇都宮市菅谷徳雁

○八十八歳を迎へた父母の高恩を恩ふ

八十あまり八年すごしてなほのとるょはひを誰かわれにたぴ
たる

○蝶禰島螺演名博綱

ながめつぐ薄陽の中の一つ蝶たままぽろしとなりてけぬめり

○初夏折にふれて富山螺片口江束
流れゆく雲の姿を仰ぎては何かと上るにゆとりおぼえつ
︐○八十九翁千葉胤明大人を悼みて

千葉蝶鵜野秀春

六十とせのながき年月敷島の道をひろめし翁ぞとひしき

○東京都中村徐風

○さびしきもの新潟螺波多長介

五月雨の軒端に立ちし巡濯にいささかの喜捨して足りにけり

○述懐祇島螺菅野三郎治

子らのみな藤り果てたる畢舎のあとさびしくも夕ぐれむとす

百歳のよはひ望みて生営む道なほ亘直にも踏まむあかなく

○五月・千葉聯菅谷義太郎

事繁き五月に入れど忙しさに心のそまぬきのふけふかな

︲○ある時新潟聯土田朝男
○

ゞ埼玉蛎小名木狂辰

鉢植の松おもしろみゆくりなく君が門ぺに足とめてけり

○下野の旅割田斧二

書さがりこもれる窓に雨晴れて柿の若葉の光りまぶしく

肺どころ鹿淵の在の畑はた博青麻繁りて臭ふ道ゆく

弘道俳壇大橋越央子選
秀逸○雑詠

草庵の雨しづかなる春惜む埼玉門井白水

み沸の欧坐の相かびたまふ松江原田碧明子
鳳仙花嘆きならびけり庫裡の屋根埼玉︐尼子

・朝顔や病棟の窓未だ開かす千葉鈴木春村
賓薬行商〃

賓薬行商︑

蕊置く山の孤家新茶もみ←富山香川越路
佳作

五月雨彦根の城を隠したる富山越路

〔37）

一Ｌ

風船をついてみせたる裳家の土間

埼玉芝

埼玉尼子

宮内聴新涜鴨場

鯛飛んで涼し鵬職場今は夏

Ｆ刑０囚Ⅸｑｆｑ

１１

鯛飛んで涼風池の面に起る
１１

雅盗螺崎警詩＃俳句蕊畑

I

、

︵厳守︶

ニ︑期日昭和廿八年八月末日限り

裏面二住所氏名御明記ノニト

一︑用紙短冊又は式紙

みて懇請す

越央子

乞はんとす希くは同好の各位翁の馬に御恵贈の柴を賜らんことを謹

られ是が覗賀記念として左記要項により庇く江湖雅容に詩歌俳句を

今凹黛友翁の徳を慕ひ共芳名を不朽に僻へんが嬬彰徳碑を雄立せ

晩年を進られつ坐あり

逢げ只管風月を友とし好める和歌詩文に親しみ塵俗を外なる閑雅の

容年と共に加り人をして赤風に接するの思ひあらしむ今や功成り名

輝醤には最も力を壷され業紙大に理る翁安性淵厚情誼に篇み慈眼温

度地方自治の進展に或は産業の淵溌に努められ殊に産業組合の創設

翁は地方の名門にして居村に在って其の主宰に翠げらる坐こと三

』
d

新茶悟る煙にむせぶ薬費り
雨毒れて茶摘盛りの狭山かな
狭山路や昔ながらの手操の茶
茶摘女に午報大きく鳴り響き
石垣に噺賜光りてかぐれけり

千葉丘

松江碧明子

厩島

ｲ
I
弓

JI1m

南

辰翁介入穂山

青蔦の家よりもるるギタァの青
盛り添へのものはなくとも沖膳

草市や茨りしめした程の雨
病院の窓よりのぞく梅雨の顔
ブランコの綱きれしま比梅雨の園

埼玉奈美子

東京徐風

嘆き出して黄の一色やチュ１リップ

千葉

埼玉白水

孫の手で先づ焚きつけし門火かな

新潟

寓力鈴木東翠

三︑届所千葉螺香取郡古城村

王詠は直に製本として贈呈す

（38）

風闘に心しづかに病みにけり
わら葺きの軒場にたかく桐の花
書にうみて窓を開けばさみだる上
食ひ飽きた仔山羊鳴き居り桐の花

老鴬や晴耕の恩師すこやかに

伽釣瓶きしろ裏戸や夏近し

軒ぱまづ婆積み上げて梅雨の宿
ねぶの花咲ける木蔭に水車踏む

禰島

新愁の我に卯の花くだしかな

緑蔭のベンチに侍りて謡ひけり

埼玉

埼玉

母の愚痴梅雨の厨に今朝も聞く

糸姫の書を灯して梅呼雨幾日

狂稀良素茂吾

7

戸

本含棄報

舞ふところありたり︒

いかとの謹言あり︑一同之に賛意を表された

Ｏ秋田支雪報告

村西田雨先生︑繁田閥主人︑外含員の寺田︑

此の日附含に方り︑幹事より泊翁先生訓六

に封し金壷時目を寄附ざる︒御芳情を感謝ま

△野間氏芳志︒特別倉員野間左術子氏は本含

雨先生の講演あり︑感曾︒

染しい生活の工夫︑共立女子大教授徳山敬子

中共承認問題︑東大教授︑法墨坤士植田捷雄

七月五日講演念を公民館に開催︑朝鮮休職と

△江名支曾講演含︒賑島牒江名支含に於ては

政治撫済︑時事問題等も取り入れべきではな

である︑新含員殊に青年念貝を渡得するには

種々の曾合等に於ても道徳一遥倒で無味乾燥

の人を封象として一般に向かでないこと更に

談中木崎計三氏より機開誌弘逝の記事は特定

穂令の装言ありて懇談午後四時閉附す︒尚懇

含開催すべき件等に付意見を述︑︑へられ︑其他

きこと︑亦本村雨水山の鋼場に於て夏季修養

とりてそれぞれ希望の講演念を適時開催す誉へ

副支酋長より・青年関婦人衝王囲Ａ等と連絡を

究や調査︑その他文化面に賛する籾奄のよい

に椎へない︑といって一面にはまた美術の研

関係の不正︑或は風紀問題等頻奄で誠に残念

で骨肉の間の殺傷事件︑或は横領記事︑工事

それから茶話含に入り︑今日新聞紙上など

は︑一同に多大の感動を典へた︒

間に亙る講浪は︑その皐識と熱誠と懇切さ

相術するものといふことが出来る︑と約三時

代沸教というものは︑今日の所謂民主主義に

読があり︑俳教は各般に豆るもので︑彼の一

／

るを以て︑本含の参考にせられむことを望む︒

昭和二十八年六月二十一日午後二時︑秋田

１

市内寺町妙畳寺に於て︑支含第百八十一回の

支含棄報

△理事倉︒六月五日午後五時より︑祁田賓生

昭和二十八年五月二十三日午後二十三日午後

へにて含員中四︑五名の妖席者があった︒

平津︑萩原︑東山︑妹尾氏等にて︑術日差支

例含を開いた︒この日玄心寺の蝿谷老師︑川

二時成木小撃校に於て定時緬念開催︑萩原支

Ｏ成木支曾報告

堂曾館に理事倉を開き︑脱稿せる改︾訂修養賓

最後の検討をして︑之を修正榊補の上決定し

倉長開酋の挨拶を述べられ︑次で小川校長よ

典原案につき︑それ人︑執筆者の説明の下に
たり︒而して直ちに之を印刷に附することと

り二十七年度の含計並に事業報告ありて之を

心蕪を新らたにした︒次で講演者川村宗雄先

月雅審頭︵女子の地位︶を期讃して︑お正に

なれⅥソ・／．
△石川氏の芳志︒埼玉螺曾員石川奈美子氏は

承認︑中村氏より事業について袖促説明と同

生︹敬愛畢嗣講師︶を煩はして︑民主主義と

時に新入念者の披露ありて懇談に移り︑萩原
支曾長より・青少年袖導に付て協力方の要望あ

二千年の昔︑総尊が在世術時の俳教仰来の解

狸尊について講演を聴くこととした︒今より

△超法委員雪︒六月十六日︵火︶午後六時よ
り徳川委員長邸にて本命濯法委員倉を開き︑

り︑中村氏より封手の迷惑にならさる範個に

金壷百載給側を寄附さる御芳情を感謝す︒

新らしい濯法の出版その後の報告をなし︑今

於て新倉員の勧誘方に協力を求められ︑小嶺

△水害義絹金︒本含は西日本の水審に封し令

含せり︒

後のことなども語り合ひ︑夕食を言共にして散

五肝卿の義損金を朝日新聞砥に托して贈り見
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I

」

面ももとより興りつつあることなどは結篠で
を行ひ︑午后四時半散倉した︒

右維って互に胸襟をひらきつ入茶菓にて懇談

げたい︑そこで迩徳とは何ぞや︑之を分析す

間敷きことを先づ以て資賎することを採り上

れば敬と︑愛と︑智によって構成して居ると

に付左の如く述べお︒私の教育鯉は︑智育︑

場より意見の溌表は遠慮し︑一般の道徳教育

り感想の溌表を求めら血たるも︑傍聴人の立

道徳敦育推進に閥する含議を傍聴︑教育長よ

含員中村氏は︑七月四日本村教育含主催の

徳教育の振興が緊要である︒この意味に於て

自立が前提である︑精祁の自立を固るには道

済自立であるが︑完全な輝涛自立は闘民精神

在我が園に於て叫ばれて居ることの一は︑細

上に建設しなければ安定は保たれぬ︑更に現

から勿論のこと︑経済も産業も道徳の基礎の

い︑筒政治は最高の道徳なりと言ふ位である

恩はれるのであるから︑之が酒養に協力した

徳育︑盤育か鼎立併推せなければ完全な教育

千圃也の透余方を︑本村役場に寄託した︒

成木支含は九州の大水害に封する同情金壷

○成木支曹報告

あるが︑要するに枝葉末節に走らずその根幹
たる逝義に一貫せんことを一同望むことを語
り合った︒尚川村氏の随感随想一︲淫尊と民主

主義﹂が弘道六月雛に記載された︒因に常地

市東本町五丁目青山支曾長邸にひらいた︑出

て頂たことを深く感謝し︑更に乃木潜軍が畢

今日の含議は墓に有意義であって︑傍聴させ

も昨日も今日も梅雨空ながら︑さすがに暑気

席者︑青山支含長︑正井︑原雨顧問︑西山︑

とは言い得ないと思ふのであるが︑明治維新
育に術重︑明治の末期頃より盤育も重澗され

て善導せられたことなどは今日の時代に於て

から次ぎへと畢生と寝食を共にし︑行動を以

五月三十一日午后一時から︑役員倉を松江

○松江支言報告

は一段と加はって来たことである︒

西尾︑佐藤︑瀧川︑酒井︑平井の六幹事

以来欧米文化の採り入れに急なりしため︑智

１︑明和廿八年度の議定事項

て来たのであるが︑最も大切な徳育か閑却さ

習院長時代院長官舎に住はず︑寄宿舎を次ぎ

次の事項につき協議を行った︒

２︑同前溌算の件

は態かわからぬが︑卿かなりと御参考にもな

れて来たことを如何にも遺憾に思って居た︑

本村に於ては斯の鮎に着目︑今日の様な酋議

３︑決算報告の件︵自昭和二十七年四月一
日至昭和廿八年三月汁一日︺

れば幸推であると述べ結ひの言葉とした︒

︵己日本弘道倉一覧

算：・瀧川幹事︹○記事録⁝平井幹事

︵イ︺偶感⁝青山支含長︹ロ︶溌算︑決

嘱

平井幹事にて編纂次の各項を各氏に依

も祇含の偽にも億す雪へきことと︑反封に鴬す

時間的に大した犠牲を梯はずに︑他人の鴬に

を以て判断し得る程度の︑例へば経済的にも

時代を超越し園境を超越したそして一般常識

の国々時により多少の相違はあろうが︑私は

何所に置くかと言ふことは︑時代の流れとそ

感激致し居る次第である︑御読道徳の基準を

﹃日本人ほど︑自然を愛する民族はなから

﹁自然を愛する日本人﹂鈴木栖闘

東部支命含計理事︶

くら子︒近藤︒北田︒野平香峰氏︒︹千葉︒

り群雲館に開いた︒繁田︒抜井︒割田︒︑鈴木

三○四回常曾︒六月二十八日午後一時半よ

Ｏ豊岡支倉報告

を開催検討されることは拘に嬉しいことで︑

５︑支含員名簿調製の件

一

４︑支曾報溌行の件

６︑秋季総含開催の件
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人の脈宅は︑内然の奇景絶勝を採り入れた

ｊ︲＼は︑さほどに想はぬのであるが︑日本

う︒押惟となってしまってゐるからやわれ

して或は仙々に叉は集川的に近徳教化を及ぼ

行に瓢はれて︑その接脳する多くの人々に封

で︑各称員側身の迩徳仙人桁がたの含貝の言

何れも責任を正んじて恨亜詮談して入称の手

の誇りとしてⅢ蕊入称希望寺族出し︑細介者

あるので︑日本弘辿命員と鴬ることを日本人

今や川魚の郷勢は遡徳尊並の度を商必つつ

続を致し居るを術とする︒本月も入倉券あっ

しその効果は笈に偉大である︒

の教員として雌徒に封し︑若しくは公比伽此

員として教育関係者に封し︑又は小中商畢校

村称磯貝として市町村民に封し︑或は教育委

課員として胤流剛慨の長として︑市称議貝町

に封し︑側治剛慨の民生課員として或は係触

する者に封し又は調停委員として訓停常躯者

蒜くは人権擁護委員として人椎擁護を必要と

握の現職に在り︺同幹誰小宿木教吉氏︹川越

計幹事佐佐木丈識氏︹川越市教育委員含副含

も溌算に不足を告ぐることがない︑支含の称

焚弧川を加へ︑如何なる善美の事業を鰯すに

い︒支部の財政は命山全部の協力で一僻と充

愈からの杵迩交付金はⅢく僻退して受けな

年度に於ても全員抑込完全︑支命に於ては本

でも昨年度に於て郷込みたるものもあり︑本

の曾我も曾員燕って排込み︑次期年度の分ま

術ほ又含我については︑本命の曾我も支街

た︒

に封し︑僧州として椛徒信徒その他に封し︑

が責任を負って硫液に財政虚理の術に倣って

市中央公民伽主事の現雌にある︶附愈計幹調

いる︒かような好き妖態で川越支命の前途は

悪師蕊州師として身棚の不健康春に封し︑法

して砥愈教育開係に︑祁職として氏子その他

て司法上の被保護者に封し︹少年井に成人︶

上の援護を受くる者に封し︑或は保誰可とし

淀の例として︑含典が民生委貝として雌派

庭刷へと︑おの零つからつづく︒庭園を離れ

ては日本住宅の設計は成り立たない︒日常
あると細られぬことはなからう︒また︑い

用うる下駄さへも︑あれを︑玄闘の延長で
蕊せき賎が伏膝といへども︑かならず︑床
の川がしつらへてあり︑これに山水の撚幅
るしくみになってゐる︒居室のそと︑うち

淀掛けて︑心ゆくまで︑その逸趣を鍛批す
す母へてが︑いみじくも︑向然の中へ群けこ

んでゆかねばやまぬといふのだ︒かの︑盆
栽や︑姉庭なし｜は︑日本民族のおくゆかし

い天性を︑枇庇にはたらかした仙界最商の
蕊術州といったとて︑だれ︑ひとり︑これ
に抗議するものはあるまい︒日本人は︑枇
界唯一の間然を愛する収族である︒﹄

庇に洋々たり︒

律家として法律州係群に封し︑弁祁の雄族業
者にして凪含生活上も各滞川者に封し︑その

ｌ渓ｌ渓ｌ〆Ｉ

外各和正業の従覗者にしてその開係考に封し
蓋しくは茶迩花迩の教師その他美術工蕊錬に

支含狸松倉秋之助

Ｏ川越支含報告︵七月分︶

公銃戦業に従事する者は︑多くの老少一男女

しく美はしく感化を及ぼしその迩徳教化の力

従事して多くの人々に封して多一くの人々に正

は日本弘通念の迩徳高揚の主我方針にふさわ

に日常密接するので︑その人の人栴的の教化
含員は何れも公益事業に献身的に従萌して居

しき樹向のものである︒

は変に大なるものである︑日本弘泣命川越支
る開係で︑常に多数の人々に接しつ上あるの
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金日生ロ

暑中御伺ひ申上げます
ｎ本弘道称職員−
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一企壷面敢拾川也︵寄附︶

煽濁だより
○暑中御見舞叩上げます︒切に命員弁位の御

弘道責債一冊金参拾園也

Ｉ

をとること︒含貝には雑誌弘通を無料配布

一ケ年含饗金百或拾側を抑込み入含の手紙

弘通含入含手絞

心配きれます味︑西日本及紀州地方等の相次

○本年の夏は徒に梅雨期が遅く︑や上鍵調が

同封入の方に送付す︒

する外に種令の特典ありや規則群は蝿券拾

自愛を術ります︒

に同地方の念員諸荊には︑誌上で心から御見

本命糊靴祁へ御相談を乞ふ︒

Ｉ

○本誌騰告の件については︑

での大水群は︑誠に同情に堪へない所で︑殊
舞を巾上げます︒泣甑に蜂と叩すミヘきか︑閏

破れて第一歩からの幽家復興途上︑残念の挑
みです︒もとより火災であり︑一面には人蛎
的なこともありますが︑徒に天を憾まず︑人

昭和二十八年八月一日蕊行

東京都千代田畷西抑旧ニノ一

を怨めず︑素直に天の戒めとして︑同胞力を

東京都千代田瞳神田紳保町三ノ十

癖痴嘩割田斧二

東京都千代田旺紳田祁保町三ノ十
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紳田二ノー
東京都千代田瞳西祁

蛮際上の教育に鯛する間麺から︑ｌ父子の

となりました︑然も含貝諸瀦からの雄もあり

り津山で︑頁も例月よりも多く︑夏季輔刊雅

電話九段九番

確蔀蝿日本弘道曾
頂きましたので︑さやうな要求の方にも定め
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蔭涼風を入れて御味漬をお願ひ叩上げます︒

し御浦地が裾られることと存じます︒暑中樹

ますので︑なるべく平易にと心掛けて善いて

問題︑男女交際の問題等の家庭的なこと零盛

感随想に或は︑ｒ皿Ａ︑数育委貝︑瀧法等の

○本雛は多数の諸先生方の御協力を得て︑随

協せて︑今後に術へたいものです︒
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○朝鮮休戦と中共承認問題

東大教授・法畢博士柿川掩雄
○楽しい生活の工夫

共立女子大教授徳山敬子
一金萱千側也︵寄附︶
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