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愛悶心

楽な家ならちつとは思ってやらア！といったところだ︑愛といった
ものは︑他人の親がとんなに紙鉦しくともそれは他人の親︑ｎ分の
親にはよし取柄がなくとも脚分の親であり︑貧しくとも川分の家は
わが家であり︑とるに足らぬ鈍物でも︑自分は向らを頼むより外は
ない︑そのｎらを鮒んで班をお砿に励むところに︑人川生活の意識
もあるといふものであらう︒何も醐邦無比だから自分の陶藍愛する
ので︑貧乏になり︑何もさした取柄がない閏となっては愛するに足
らないといふものではない︑本能として向らに愛怖をもつことから
州礎するのが脚然なのである︒何も米剛は耐んで居るから︑英・伽
・卿・伽等どこの蝋でも特別ものがあるから剛氏が︑脳を愛すると
いふものではない︑よし何がなくともへ日本には立汲なものが勿論
あるが︶ｎ分淀愛し︑ｎ分通頼んで︑よりよき脈愈︑よりよき剛家
にお派がすべきで︑人の作って世いたところにただ錐り込むべきで
はない︑そしてこのやうにお瓦が努めるところには︑必ず頼むべき
ものも間来るであらう︒寓邦無比の誇りによる愛脚心は瞳の愛国心
ではなく︑このやうな意味をもつ愛刷心がほんとの愛関心であって︑
これを今後はもつべく︑お互に努めねばなるまい︒︹知己庵︺

︑︑︑

て駄日だ﹂といふ諭溌プッ肴もあるといった風である亦様である︒
︑︑
かうした考へは︑フープ心があるからである︑ｎ分の家は貧乏で何
もない︑生活は毎Ｈ毎月の苦しみだ︑何がｎ分の家だ︑もつとよい

︑︑

一などが︑一時の感怖ではなしに︑根本的に心の故郷から老へられて
一来るやうになった︒そこで愛剛心のことであるが︑この叩は何事を
敗職この方といふものは︑殊に若い人令には︑向らを愛し︑︑家
やるにも﹁伽を作って見たところで︑魂が入らねば役にたたない﹂
を愛し︑知人とか隣人を愛し︑やがて同胞や陶家を愛するといった
といふことか現焚に老へられて来て︑愛脚心が要求される佃向にあ
︑︑︑︑
る︒しかし今日の所では︑まだまだ本筋に入っては来ないやうで︑
鍵動期の一時感情が抜けきらないところから︑﹁愛剛心といって見
たところで︑この剛に一機愛するに足る何者があるといふのだ﹂と
いふ説が出たり︑又﹁愛剛心をもつには︑住むに心持良いやうにな
れば脚然にもてるやうにもなるが︑こんな世の中でもてといつたつ

︑︑

やうな︑愛の心持といふものが乏しくなって︑心がトゲトゲしく︑
何かといへぱすぐ火花を散らすといった風が多くな２Ｌ来た︒初め
ての敗戦を経験して誇りといふもの逮失ひ︑あれだけの悲惨な月に
逢ひ︑生活の苦悩をいやといふ稗味はされた幽民のことであるから︑

︑︑︑︑

像程の修養の出来た人ででもない限り︑ヤヶ蝋分にもなるといふの
も無理はないから︑温いゆとりの心から湖く愛怖といふものがなく
なるのもやむを柵まい︒今Ｈ終職後八年以上の年月を経て︑幸にも
幾分なり生活に落荒きが出来てくると︑よほど幽民の心のトゲトゲ
しさも丸味をもってくるやうになったことか老へられる︒いつまで
︑︑︑︑
もトンガッて居られるものではなく︑時川といふものはよく人川を
内然に戻してくれる︑誠に靴布いものである︒
愛の心といふものは︑人川が荊然にもつべき本能であり自然なも
のである壱動物にも愛はあるか︑それがただｎ分だけで︑親子の術
に迄は及募が︑それも一時であり︑更には隣人とか︑祇向とか︑同
胞閏家といふことに迄は殆んど至らないが︑そこにまで及募のが人
間であり側然の本能でもある課であるから︑これまでの国民の姿と
いふものは︑世の大きな鍵勤のために︑その自然が喪くなって︑動

れる︒

物的になったことで︑我々のほんとうの姿ではなかったのである︒
だからこの大きな鍵勤に逢ってそのさ中での紙分を︑それがぼんと
うのもののやうに老へることは川注ひとなるもので︑物を老へるに
はよく人州そのものの本性を︑その昨を︑人の枇の歩んで来た近を
と考へて見て︑どうある琴へきかを定めなければならないことが知ら一
今Ｈはよほど人の心も落蒲いて来たので︑泣徳教育とか︑砿備の
問題とか︑或はここに考へて見たい愛幽心の問題といふやうなこと

｢

歴史教育論
吉田
次

杜含の護達を察するに原始時代は暫らく別として︑文化杜

や否や等の問題などの起る所以もまた弦にあると恩ふ︒

歴史科を亜覗すべきや否や︑これを猫立の一教科となすべき

教師とか方法とかに依っても差が出て来るのである︒教育上

井に批判力とに依っても判定が逢って来る︒又それを援くる

次第である︒尤もこれは読む人の牡禽層とか読む人の理解力

人生の教訓書として償値ありや否やも亦この鮎に懸って居る

．の如何なる側面を描篇するかが問題である︒歴史及び文畢が

であり︑人生は多岐多様である︒従って歴史は壮含及び人生

として行ばれたのもこれが篤めである︒けれども杜含は復雑

る︒源氏物語が鎌倉時代に至るまで公卿杜含の女子の教科書

訓書であったのである︒尤も一般に文畢といふものも︑人生
の鏡であるから文肇書も亦一師の教訓書と見ることが出来

である︒故にその時代に取ってば是等の著書は貴族吐禽の教

鏡とか増鏡と題して砥その時代の公卿生活を描席して居るの

言はれたのは至言といふべきである︒我が国でも大鏡とか水

歴史とは人生経駒の記録である︒古来︑歴史は鑑であると

J,、、

含の護達史より見れば一般民衆よりも貴族杜含の勢力はその

杜倉を指導した︒教育も亦先づ上流牡曾の間に護達した︒壮

含生活に開しても上流杜禽がその指導勢力であり唾貴族の政

治生活が最も重要なる事件であったから︑歴史と言へぱ政滴

史を意味したのである︒これ東洋でも西洋でも歴史といへぱ

政治史であり︑教育上に於いて歴史教育も政治史が主であっ

八史略の如きもその一例である︒歴史教育が政治教育の入門

た︒漢文の入門書の一として久しく我が園にも行はれたる十

と考へられたのは︑歴史とは政治史を意味したからである︒

西洋にありて歴史科が畢校教育の中に加へられるやうになっ

たのは︑近世のことである︒これは近代固家の護達に伴ひ脳

その指導者の教育には政治的知識を必要としたからである︒

尤も西洋では近代国家の封立と共に各国間の競争が甚だしく：

なるに伴ひ自固井に他幽の地理的知識も要請せられる所より

歴史科と井んで地理科が授けられるに至った︒西暦十七︒八

世紀の高等普通教育の必要科として﹁歴史・地理﹂が授けら

れるに至ったのは是等の知識が上層牡含の一般的要求の増加

を示すものである︒かくして歴史科の性格にも愛化を来し︑

政治史の外に文化史が加はったのである︒併し普通教育に開

しては十九世紀末に至るまでは請書算の賞用教科以外には多

く川でない有様であった︒十八世紀の沸闘革命以後︑所洲民

主主義思想の勃興と共に庶民階級も亦園家吐含の運命を分婚

する責住を捨うこととなり︑歴史地理科も亦︑漸次一般普通

教育に加へられるやうになったのである︒歴史科が愛図思想

（1）

能

の養成をその主要任務と考へら触るやうになったのも近代函
家の要請に基いたものである︒
歴史は杜含生活の鏡であるといっても心如何なる吐曾形態

を理想として欽述するかに開しては．之を記述する著者の主

槻を基準として取揺せらるべきは理の常然である︒封建的貴
族政治の行はれたる時代には自ら貴族的杜曾を理想とし︑史
料の中心は封建的政事に鮒するものとなり︑吐含生活の慨値
汗概も亦とれを基準として行はれる︒故に過去の政治史は近

代的庶民生活の鏡としてば濁り不必要なるもの多きのみなら
ず＄却って有害なる思想を培養する結果を生することにもな
る︒これ過去の杜命組織を根本より改造せんとする新教育に
ありてば歴史科を全雁すべしとの主張も生ずるのである︒ソ

聯邦の革命賞初に於いて歴史科を皐校教育より躯逐せるのも
これが篇めであった︒元来マルクスの思想は十七八世紀の理

性主義の時代思想を基盤とするものであって︑歴史とか偉統
とかを棄却すべしと主張するのであるから︑その立場よりす
れば常然の結論である︒マルクス主義にありては唯物史槻と
いふ特殊の人生観を樹立し恵在来の歴史は貴族的封建的杜含
澗を基盤となすが故に︑か具る歴史教育は有害無益であると
老へたのである︒併し乍ら︑マルクス主義にありても決して

歴史教育を無用としたのではないｃ言は鷺封建主義的歴史教
育そのものを排斥したのである︒故にスターリン時代に入り
ては皐制を改革し︑歴史教育に最も力を入れること＆なった︒

元よりソ聯の新しき歴史教育は共産主義的歴史即ち唯物史観

に基く歴史教育を意味して居る︒
ソ聯邦に於ける教育と言っても鍾遥を経て居る︒所謂戦時

共産主義のソ聯邦の教育は制度の上でも内容に於いても混沌

たるものであった︒ソ聯革命はツアー時代の杜禽組織の破壊

が主︑的であったから︑在来のロシアの教育は専ら西賦の封

建的貴族的杜禽の間に褒生せるものとして全面的に之を排斥

イツ及アメリカに新に震生したる労作主義教育であった︒し

した︒而してそれに代るものとして採川せられたるものはド

かも労働者階級を尊重して之に教育の先取椎を典へたるのみ

ならず職教育そのものも知識よりも様似を旨とし皐校名も統

一労働畢校と稲し通専ら勤畢教育を旨とした︒然るに極端に

走った労作教青は牡含生活に必要なる知識を峡くものとして

園内よりも批判の蕊が起った︒依って新経済政策時代には教

育上に於いても復古的傾向を取るに至ったが︑なほ合科主義

と秘して歴史科は濁立せしめず脳自然と祇含と勢働との三方

面に分類し︑その中に於いて生活に必要なる知識技能を綜合

的に教授せしめること坐規定したのである︒然るに五ヶ年計

談時代に入るや綜合教育即ちコンプレックス・メソッドでは

非能率的であるとの非難が起り心千九亘干四年より次第に

分科主義に復し千九亘一十七年には新教則を稜布して各教科

を猫立せしめ各敦科に一定の時間を配営して教師の悉意によ

る教授を禁止した︒此の時代に於いても未だ歴史科は凋立の

ワ
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論を授くるもので︑ソ聯邦の図民精祁を陶冶することを目的

教科とせ歩︑杜含畢といふ教科を置いた︒これは牡含主義理

れ︑戦時共産主義時代よりの合科主義綜合主義自由活動主義

課定は愈畢年制となり単科別主義となり試験制度が復活せら

歴史の教授及び地理の教授に閑する決定﹂が聯邦人民委員倉

千九画一千四年五月十六日には教則を改正し同時に﹁閣民

は妓近に益為閉鎖主義を取り園内の賃怖を窺知することは極

乃至三時間となって居るが︑それ以上は判明しない︒ソ聯邦

と小皐校一週間の授業時間中︑第四翠年にて歴史科は二時間

は廃棄せられるに至った︒千九両四十五年改正の規定に依る

議長モロトフ及び共康蕊中央委員禽書記長スターリンの名に

めて困難である︒以上の資料とても筆者が闘民精肺研究所勤

としたものである︒

歴史科ヲ十分習得スル篤最モ重要ナル礁件ハ歴史的事件ノ萩

依って護表された︒その巾に次の如き文句がある︒﹁生徒ガ

的月日ヲ必ズ生徒ノ記憶二刻マシムルニアリ斯ノ如キ歴史ノ
識義ニョリテノミ生徒二必要ナル通り歴史科ヲシテ理解シ

特設して居ない畢校はなかった︒尤も米固の教育制度はステ

約竿年間に亘り各地を澗察せる時の状態にありては歴史科を

る︒

務中に外務省調杢課より特別に供魔せるものに依ったのであ

易ク明快具僻的ナラシメ延テ史貸ノ正シキ批判及正シキ概念

述・ニ付史陣的・細年的順序ヲ守り史的現象︑史的人物︑細年

化ヲ可能ナラシメ生徒ヲ歴史ノ﹁マルクス﹂主義的解織二導

︵際︶又はシチー︵市︶に依って細則を異にして居るので︑

ート︵州︶毎に異なり聴同じステートにありてもカウンテイ

を

或る所では歴史と地理と公民科等を綜合してソーシアル・サ

︵高等畢校︶の歴史科にありては上古史と中世史とは欧羅巴

ィェンセスと稲し︑又ソーシアル・スタデー︵吐含研究︶と
稲するものを設澄して居るのもあった︒ハイスクール即ち

史であり︑近代史は獅立以来の米阿史となって居た︒肺愈研

（3）

北米合衆図に於ける歴史教育は筆者が第一次世界戦争前に

キ得ベキナリ・﹂かくして千九頁一千五年六〃までに︵イ︶古代
世界史︑︵ロ︶中世史︑︵○近世史︑︵一Ｃソ聯邦史遮︵ホ︶属領

及柚民地近世史の新歴史教科書を作成すること＆し︑それぞ

れ四名乃至九名の委員を決定し︑且﹁歴史二閲スル有資格事
門家ヲ養成スル篇千九亘一千四年九月一日ヨリ莫斯科及レー
ニングラード大望内二歴史科ヲ仰設立シ各共ノ秋期採川人員

等を綜合せるもので︑杜街生活の現妖調査をも含め︑主とし

究といふは壮含事怖の訓禿で︑その中には郷土史︑郷土地理

最初の二年は三時間︑第七翠年には四時間と規定し第八翠年

畢校の窮五皐年第六肇年第七肇年にては十日間の教授時数中

モクラシーを原理とするもので︑善悪の評慨はこれに合する

て知識的陶冶を胃とせるものであった︒米園の国民道徳はデ

ヲ一○五人トシ修皐年限ヲ五年卜定ム・﹂かくして七年川労働

篭哩するものは更に四時間を歴史に配当した︒その後畢科
二FL凸

▼一

であるｑ歴史は鏡であるとの名題は米園教育に於いて最もよ

その後の米園史とはそのま上米民の道徳教育の資料となるの

か反するかに依って決するのである︒故に米国の凋立宣言と

論﹂に於いてデモクラシー即ち民主政治を排斥し一一し哲人政治

る︒か比る世相を親しく見聞せるプラトーはその名著﹁国家

地に於いて毒薬自殺を遂げしめ︑アテネの滅亡を見たのであ

態となすと共に民主政治即ちデモクラシーを共和政治の堕落

家の鍾遷を詳細に研究せる大畢者であるが斌その箸﹁政治皇﹂

を主張したのである︒アリストテレスは希蝋に於ける都市園

形態となし通正常なる君主政治を希求したのである︒スモニ

く適合して居るのである︒

歴史は牡含事賃の員相を陣へることを旨とせぬぱならぬ︑
而してその中には人間生活として善なるものもあり睡悪なる
ものもある︒ヘーゲルは﹁凡て現賞なるものは理性的であ

デスは﹁都市は人を教育する﹂といひ︑希蝋時代の都市は教

に於いて倦主政治即ち暴君政治を君主政治の瞳落せる政治形

り通理性的なるものは現賃的である﹂と言って居るが軽これ

れたのであるが恥遂に衰亡を免れなかった︒営時は未だ国民

師であり魁生活の指導者であり︑最高の教育者であるとせら

ば歴史をロ寺コスの展開と見るヘーゲル禰皐の解樺に過ぎない

のであって︑経鮒的事象としての歴史は﹁理性に依って指導

青に負ふ所大なることは員理なのであるまいか︒筆者は高等

吐含の興亡盛衰の一大要因は正しき教育︑特に正しき歴史教

るのである︒元より教育の力にも限度がある︒併し乍ら国家

育の重要性は量的方面に存すると共に職質的方面に大に存す

全なる民主政治の矯めに鮭も慶賀すべきである︒けれども教

た︒近代国家の勃興と共に一般に教育の許及護達を兄たる健

衿教育の制度もなく︑皐校とい２Ｌも私塾の類に過ぎなかっ

せられるのではなく耐感情に依って支配せられる﹂ものであ
るといふ吐禽畢的見解を興貸と見倣すべきである︒従って歴
史教育にありては史賃に封して善悪の評慨を加へ︑善きもの
はこれを手本となし誼悪しきものはそれを再び繰り返さぬや
うに戒しめねばならぬ︒西紀前四・五世紀の希臓ふ殊にアテ
ネにありては︒ヘリクレス治下に於いて非常に国運の隆昌を来

し文物の護展に於いて常時世界に冠たる盛況を呈したのであ
るが︑︒ヘロポンネソス戦争以後延外にありてはヘレネ民族の

ったが或時﹁園盛んにして文興り︑文盛にして図表ふ﹂とい

鑑識した一人である︒山井先生は極めて温厚篤賞の畢者であ

ふ古語を引用して僕等を戒めら虹たことがある︒筆者は弦に

畢校に於いて山井幹六といふ老漢畢者より史記列惇の誰義を

らる上ソクラテスに封し民衆裁判所が死刑の宣告を典へ︑反

再び先生の至言を追懐するのである︒︵顧問・文皐陣さ

都市国家間の戦飢息むととなく︑内にありては小薫分離政争

マケドニアの篇めに畢生の雄涛を振って奮闘せし愛国者デモ

息むことなく︑民主政治の堕落甚だしく︑千古の聖哲と稗せ

スセーネスが親マケドニア派の篇めに国外に放逐せられ適配

（4）

−

河野省三

愛国心の反省と振興

一︑新しい愛国心

太平洋絡戦匝後に︑日本国家空前の惨敗︑日本歴史急激の

闘心﹂を弧調する論議が︑各方面に新聞や雑誌を賑はしたの

︑︑℃℃︑

であった︒それの極端な﹁新しい愛国心﹂の動きによって危

を振興し教育する必要を説く政治家や指導的方面の蝉が漸く

機を感じ通園際的怖勢の現賢に驚いて慾おくればせに愛固心

闘民の注意と共鳴とをひき起すやうになって来ると︑相常織

健であり忠賃であるべき教育界や思想界には．早速︑此の自

昂に謝して反動︑逆コース芯復古調などといふプラカード的

に封して︑巧みに愛国心の本義を碗き心頻りに新しい愛閏心

を如何にすべきか︑我等如何に生くべきかと恩ひ悩める圃民

た︒而もそれは専ら思想界の動揺と園家内外の怖勢と︑叉杜

った︒大正時代の後半期にも机常熱心に新愛図心が力説され

ば愛固心の振興に亜鮎が世かれて︑特に新しさを誇張しなか

明治維新後にも盛んに新しい愛国心が説かれた︒然しそれ

批判が掲げられるやうになった︒

を唱へる雄が相常に高かった︒中には自己喪失のやうな案外

含生活の護達とに帥膳して芯員面目に愛園心の進展充貸を説

鍾化に逢うて︑悲憤痛歎と虚脱状態との間に︑我が国の前途

唖︑官挫や教育界などに漸く愛阿心喚起の必要が提唱されて

冷静な人為もをって︑平和僚約の褒効︑再建濁立の近づいた

してゐる︒試みにその頃の著名人の﹁哲畢︑政治肇︑歴史畢

く努力を示すものであった︒維戦直後に弧調されてゐる所荊
新しい愛園心の多くは︑全くそれらとは事怖と粘帥とを異に

来た時分に︑始めて愛圃心に還る必要の時節が来たやうに︑

一讃してみると祇之に類する傾向が可なり著しい︒今その一

的新研究﹂にもとづく﹃愛国心とはなにか﹄といふ論文集を

其の蝉を珍らしく悦ぶ指導者蝦あった︒意外な経戦に直面し
て国民的信念を取はづし︑因階観念の激鍾︑天皇制の動揺通
℃︑Ｅ︑

生活事怖の混凱によって日に月に不安の念産輔し︑新に募る

人民をあざむきだまし︑威雁したりして︑つひにあの無

礎とし職天皇を道具とし︑忠君愛圃といふ名目のもとに︑

﹁日本の軍閥と登本主義的猫裁政権は︑資本家階級を基

節を引用してみる︒

軍閥の横暴を痛罵し︑更に教育勅語を中心とした従来の忠君

謀極まる侵略戦争にかり立て︑営然の敗北を招き︑日本

とが高まってゐろ国内の情勢に乗じて︑過去の体統を非難し︑

自由と民主主義と又占領軍の経済的援助等に安心とあこがれ

的な思想を礎讃した﹁新しい愛国心﹂を主張し今﹁直正の愛

愛国を排撃しつ上︑園際主義︑佃人主義︑或は拝外的︑革命
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f

の牡曾を滅亡の一歩手前まで引すってゆき︑そのために

国際的情誼に乏しい種滝の態度を不問に附し去るやうな新愛

り魁強大な勝利者のやり来たった戦争誘褒の事賞を無頑し︑

﹁新しい愛国心﹂は︑決して園民をして直に自分の国家を愛

と安易の廿心を典へようとする浅薄な心理に立って説かれる

来るだけ謙虚に︑忠賞に︑而して現賞と班想とを基調として︑

て聯重大な意義を有する愛国心に開式ろ反符にあっては︑出

ただ反宥といふととは聴特に今日に於ける日本国民にとっ

しい反省と︑力狸い新しい姿が見出されるのである︒

歴史が進展し︑時代が落ちついて来た時に︑愛函心の蛙も正

国心の論議によっては︑決して之を要求し得ないのである︒

今もなぼ人民の大多数ばひどい苦しみの中にゐるのであ
写勾Ｏ ﹂

かういふ自分濁り賢かったやうな︑大きな責住を一部の指

せしめる所以ではなく睡叉その﹁直正﹂な規範と信歩る愛国

検討し考慮せぬぱならない︒随って十分に過去の﹁愛国心﹂
の本質と短所とを反省して猶日本園家と日本民族との鴬に︑

導者にのみなすりつけて職大多数の国民に封して無罪の誇り

心をして菩く図民の良心たらしめる力を有しないのである︒

和﹂とに寄典しなければ員正の愛国心ではないと力説する

る︒新しい愛固心を説く人盈がよく﹁人類の幸幅と世界の平

その簸善の力を仲ぱす所の良識と努力とを傾けるべきであ

しい認識と︑自固の渡展を通して世界に奉仕する良心と︑目
℃︑︑
らの行動を自亜する深い責任感とのうちに︑そのまことの新

今日︑我等日本国民の反省し贈得すべき愛園心は︑事賃の正

しさを見出し︑意義ある力を充たすことが出来るのである︒

方が少かつたとか埴国民全燈の意識や情操が此の方面に於い

であるとして説かれてゐたのである︒かういふ黙の力の入れ

て微弱であったとは云へようが︑過去の指導と教養にその面

が︑従来の愛固心に在っても︑それが理想であり︑正しい姿

ける日本の種糞な映鮎と過程とを指斥し非難して︑日本固民

が忘却されてゐたと見るのは僻目である︒それは除りに平凡

・二個正しい愛国心

の園家観念に封する反行を促してゐるのは︑固より尤もな事

かやうに新しい愛国心を主張する人為が心頻りに過去に於

である︒所謂極右に傾き︑或は極左に走る者は勿論︑穏健に

的︑許迩的方面に封する道徳的開心とヒューマニズムの意識

とが瞳国家全鰐として魁杜含全面として稀薄の憾みあること

な見解だと批評することも州来る︒然しながら斯やうな園際

は之を認めねばならぬ︒他の図家や民族の貝相はいざ知ら

中迩を進む者も誘今日は正に切貸に反行して︑其の愛閏心の
大きな償ひは殖蓋し此の愛園心に封する直賞な反椅のうちに

す︑我等日本国民としては︑国家的性格からも精祁的歴史か

正しい在り方を求めねばならぬ時である︒悲痛な敗戦の妓も

クを設けて︑一部の指導者にのみ敗戦の原困と責住を錦した

見出すことが出来る︒然しながら此の蛍い反行は髄特別にワ
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らもｂ此の機含に十分︑愛国心の内容として︑又その機能と
して︑此の方面の反省と教養とに進出すべきである︒
新愛闘心を唱道する人たちも︑｜︲愛国は緒局において国の

利益をばかり︑護達をはかることである﹂と結論してゐる︒

最も善い意味︑正しい見解に於いて確にさ弓である︒人類と
世界との歴史のうちに生き︑常にその歴史を創造してゐろ園
家活動の間に在って︑我等日本固民は︑時代の必要に迩雁し︑

世界の情勢に反雁して通最も正しい意味に於ける個人心と園
家心と世界心とを結合した愛函心を教養し護揚して︑直に日

Ｅ︑込む荘．℃も江℃いむも℃℃℃℃肥︑℃℃恥唾℃︑℃︑
活を賞践し︑慨値の豊かな親しい文化を進展させる心椛と努
述

力とに於いて︑最も力に充ちた結責をする︒お題目を唱へる

に傾き︑徳目を弧調する弊は︑性交にして其の心を抽象化し

更に偏執化させる︒愛園心も須らく心庚く鵠ゆたかに︑掻く

深い信念を確立して魁寛弘淵雅な怖操によって包まれるやう

にありたい︒さういふ日常生活の心がまへのうちに有ゅる
而殖それぞれの職域に在って︑圃民生活を責賎し醜教養し又

推進したいものである︒
愛国心の反脊と作興とば蝋健全透徹した論議の力に待つと

℃︑︑心埴Ｅ

︑ｂ咽

同時に︑忠賃に我が国の性格と偉読と文化とを尊亜し︑その

美化と向上とを哨むことによってかもし出される国民的情操

私は今Ⅱ以後に於ける我等同胞の愛国心を新にし正しく

︑︑℃

し︑而して盛んにする逆は︑之を理智的に反有し︑之を閏際
的に披充し︑更に之を公共的に直賃ならしめるに在ることを
確信すると同時に︑常に国家の在り方と国民の生活とを親し
く結びつけ︑国家と闘民とが万に明るく正しく進む歩調を訓
練することが緊要であると信ずる︒而して又深く我が日本の
国家的性格の木簡を認識し適加先以来の努力が生んだ歴史の
偉統を奪並し通大陸文化との接鯛のうちに創造した各般の文

化を吟味して︑愛園的情操をゆたかにすることが︑極めて大
切な意義を有してゐると考へる者である︒かういふ志向の篤
に︑日本の政治や教育や宗教や文化施設が如何に大きな責任

︵特別命員・・文畢坤士︶

と役割とを有するかも亦Ⅸ自らに明らかなるものがある︒
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も︑︑

理想を規矩にし︑絶封の平和を標準にして聯各時代︑各剛民

本園家の鴬に毒し︑日本民族の篤に固るべきである︒最高の

︑︑℃Ｅ︑︑心︑︑ｂ誼

のまことに期待し備頼し得るところが少くない︒

砥℃

の愛闘心を批判し吟味すれば︑凡べては過不及のうちに非ら
︑迅乃︑︑ｎ℃Ｅ︑︑︑︑℃
れるであらう︒我等は先づよく我が日本閏家の性格と偉読と

使命とを熟慮し︑推進して︑闘際的開係と道徳的理想とに寄
典し通やがて日本園家と日本民族との道義的︑文化的︑経済
して自らの生活を公共的耐奉仕的な誠意によって裏付ければ︑

的の進歩に貢職するやう念願し修養し努力すべきである︒而
そこに正しい愛国心が伸びて行く︒

三︑愛国的情操

現代の世界に於ける各固の固民にとって︑最高最大の課題
は︑双互に最も善い正しい愛固心を教養し振興することであ
る︒た蛍愛国の締祁は愛国心といふお題目に囚はれ堕するこ
Ⅱ︑︑︑Ⅱ︑︑︑猶Ｅｂ︑℃℃も℃︑︑む℃︑
となく︑常に最も良い国民としての最も正しく明るい図民生

I

榊について

精密であるかの如くであるが︑夫は生命が其の創造に利用する資料

の︲︽本質及生活行動の目的に馬する知識では無い︒

に開する外的煙鹸の毒物たる知識としてであって︑決して生命其も

いのちの有ること大切なることの意識は絶えざる饗易によってで

Ｉｉ

正しき信仰は生活一切の根本で永遠普遍のものである︒斯の正信

あり︑一度有った生命は二度と宋らぬ︒然し生命の易はるところに

二生命夫自身は易はるところに在り叉意識せられる︒

の正しき表現は多くあり得︑皆相待って正信其の者をして弼這力あ

らぬことの著しい程︑生命の存在皮償値は益と顕はれ寛られもする︒

反って易らぬものが奥なる生命として賢られるので︑易り然かも易

克彦

らしむるものである︒然し正信に反する信仰や教は無数にあり得べ

生命は矛盾反掛を生じ其の矛盾反掛に存在する︒元来易るといふこ

とは︑有るから易はるので無いものに易はるといふことはない筈で

やす

ある︒さすれば根本の有は表面の易はることによって無くならぬの

せる矛盾反封を示すものではなく︑有るが故に有らしめ償値あるが

用する︵諭子竿一三ロ︒易の原理亦之を譜する︒易は徒らなる拘泥

の如し流てれ書夜をおかす︑夫故反つてとこしへに川として存在作

みか︑反って一貫して益蔦顕著なものがある︒生命は天の掬推の川

抑︑︑天といふことも信仰するといふことも皆いのち有っての上に

故に債値あらしむる掬築の矛盾反封を誇示するものである︒

は皆其のｘが内在して居る︒夫にも拘はらず生命よりも更に確責に

︹不可知︶が附いて居る︒従って源を天に霊して居る一切の生命に

知生罵知死と申された︒天叉紳には常に知り得べからざる大なるＸ

を特に聖賢と崇め来って居る︒孔子様も天を知り天を信じながら未

を集大成せられた心夫にも拘はらず︑天の知り悉し得ざるものたる

子は天を信仰し天を基本として人生の鰐鹸をなし︑人生代代の隈験

天と穂して居られた︑天とは生命の元始たる榊のことである︒孔夫

人智を以てしては其の知を蓋すことは出来ぬ︒孔夫子は此の根源を

生命の確かに有ると共に其の根源を求め知るべきものであるが︑

三生命のとどのつまり

賢られて居る事柄は他には無い︒外物科畢の知識の如きは如何にも

複雑のものは無い︒斯かる生命の消息を正しく畳って居られる方方

無く︑又いのちよりも簡明のものは無いと同時に其のいのちよりも

こそあれいのちを意識せぬ者は無い︒然しいのち程分からぬものは

ていふ事である︒いのち程大切なものはない︒人としては程度の差

征へいｃ

一生命程一分かつて居ながらも同時に一分からぬものは

始める︒

るに常り孔聖の天の信仰に鯛れて見たい︒先づ生命といふことより

くして人生を害することは甚しい︒こ上には稗の正信につき一言す

寛
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ー

を知り︑それを知れるが如き顔して﹁ドグごを握造し︑其のドグ
マを旗職とし生命の根源に開する他のドグマを排撃し闘争征服する

四天と中

ｌ︲Ｉ︐︲︲︲Ｉ

ずして天の生成・化育・創造に参せしむ︒中の何であるかは中紺に

用となし︑性・誠・徳・道・行を其の光とする︒人をして中を失は

天は﹁中﹂を其の徳となし︑生成詳しくは生成化育創造を其の作

人生及研里教導の本義は︑天をも何物をも知らざるを知らずとし内

詳らかである︒天の中を表現し天の生成の行はる入ことの善美さに

ことを致されながった︒天の正信は黛勢砿張の篤の題目ではない︒

た︒但し世人はとかくドグマの迷信を以て信仰なりと思ひ誤りがち

ば︑中とは一切の矛盾反掛を包容し其の間に本と末とを立て其の組

ぎにぎしさ規則正しさの揃へるを調和とか和とかいふ︒言ひ換へれ

的外的の趣験を積むことであるとせられ︑怪力剛紳を語られなかっ
であって天其の雄の正しき信仰に活きんとはせず︑篇にドグマを弄

織あることのうるはしさ及にぎにぎしさ其の何の偶然も無く道其の

せざりし孔聖を以て天の信仰に爾きを遥かざりし畢人教師と誤解し
た者もあった︒然し孔夫子の言教は表面では直接に中今の現賓生活

ま上なることを静状を主としていふものである︒此の中の護して動

中和は永遠の生成化育創造である︒天は永遠に月に日に新たに生

五天と生成︒化育︒創造

天地位駕闘物育駕︶

欣となるものを生成といひ産霊といふのである︒︵巾廠三︑致中和

相互の開係について述べられ立てられてあるが︑結局は皆永遠の天
一座壁皿畦雑挫鋤華即詠識や蓉蔀郡塞詐聯錨娠恥砂祇謹娠一﹂詮榊雑稚

紳の生命を得たり己一人のみ榊に直通せりと誇競するは人間の範た
る所以とは思はれぬ︒斯かる弊風中に在って己先づ特に仮しまれた

命の表現をして改まり易はり流れ逝かしむる︒何時も不満足不完全

に︒哩愛・善美︒聖︶に輝くべく努力追遜せしめる︒至聖を模範と

を反省せしめ意識せしめ︑之を資料として反って一段と上なる償値

せぬ日本立嗣精紳我が立閣法と同じである︒

る孔夫子は天に忠なることの模範者である︒是は岬ながらことあげ
孔夫子が天を大なりとし天に則るべきものと信じて居られたこと

仰ぎ︑至善を生命の目的とし︑明徳を掬罵明らかにせんものと︑人

は︑尭を推榊せられし言葉にも明らかである︵論二○三︶︒論語の維

意天命にして生成の天業である︒此の天業の性質が中であり︑天を

といふ人と和親して︑共に天道を求め階み勇榛遮進せしむる︒是天

仰げば中はそこに輝きつ具ある︒天を解し議すことは出来ず知也霊

末尭日四九八には不知命無以篤君子也とある︒同篤政二○には五十
一而知天命︑季氏凹毛には君子有三塁長天命︑其の他︑八傭五三︑

子竿二一○︑陽貨四五二︑述而一六九︑先匙二六一︑同一六○︑棄

すことも説き誰すことも出来ぬが︑恰も夫だけ天徳の確資にして徴

述而一八一︑顔淵二八二︑篭間三六八︑子季一二六︑寒問三六九︑
一也一四五︑等にも明らかである︒︵呑焼は斯文含番貌︶

妙なること︑疑ふの鮭地もない︒我が禰典には最初に天之御中主紳
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其の生活鵠駒を積み給ひ︑先聖古人の膿識を集大成せられた︒天に

高皇毒霊神︑稗皇議霊紳が記してある︒孔夫子は此の中を心として

五光を包容統括しつ上暗き蚕料を鱒じて蝿と其の光を集えしめつ上

あな明け・おけ﹂と

を老聖に照らすも窪草又キリスト其の他東西の諸聖賢に徴するも

以上は我が立圃靖禰並孔聖の天について述べたのであるが︑之

ふめ︾つ０

Ｌある︒そして蝿集えよとは天業琴翼者の生命一内部の亘正なる麓で

己まい︒然も其ｏ廻行は一段一段と梅括的となり益諺︑光輝を加へつ

の分捨に立ち蝿楽の天を中心と仰いで︑棚とこしへに廻行巡修して

凡そ生命者は資料外物とは異り五光を心とし永遠に相演し︑各自

七弼莱

讃美し懐かしんだ︵古語拾遺︶︒

かしみ仰ぎ一︲天晴れ・あな面白・あなたのし

ある︒皇国に於ては斯の五光を天に照り坐す皇大御岬の岬光に懐

一仕へて輔え中の楕紳に生き子弟世人キー教化したる孔夫子は︑天命を
一知り耳順ひ達に縦心所欲不蹴矩の域に生きられた︒孔夫子の集大成

は単に因果律を用ひて現資的資料を蒐集整頓陳列せられたのではな
一い・夫子の集大成の本質は︑常世に謂はゆる現賞主義・賓用主義・
天命に蹄一し天の生成化育に参上し軸翼し論へる心行であった︒

責諺主義ではなく叉折衷主義や混合主義でもない︑責に天を信仰し

六天と天地人及参翼者たる人間
生成化育創造の原動者たる天は︑其の作用と共に自主者たる天と
れ能生と所室とを兼ね︑生まる上ことによりて生み生成の天業に参

を立てたる教であり特に方便を加へたる諸宗教等である︒是等に

皆相待って同じくこ上に蹄着する︒其等の間相異ろは各別の形式

費料たる地とに分かれ︑人は天の子孫として天と地とによりて生ま
して生まぬ︒人の自己反省自己修養に至るまで此の琴翼の行動であ

︵了︶︹法畢坤士・特別念員︶

小笠原︑長生

﹃孝は百行の本﹄とは︑昔から言ひ古されてゐて︑然も菖古不易の

孝道を奨励せよ

超越する正味の稗の信仰に至っては何等異る筈のものでない︒

る︒そして天業はただ冷かなる客観的事賞に止まらぬ︒天には一︑

地にも人にも通ずる所ありながら尚地や人に針する天の性質があ
り︑二︑天には備りなく天は誠の光であり︑三︑天には天徳の輝あ
してみづからを示し給ふ︒是等は天の生徳たる五光であるが︑天は

り︑四︑天は規則正しい天道であり︑五︑天は天業の事責其の者と
各罵の生命有る者をして之を表現せしめつＬある︒さればこそ人間

金言である︒が︑これは道理から観たもので︑孝道は道理と同時に︑

各個にも此の五光を附興し人をして己の内なる其の性・誠・徳・道
一・行を自畳し修養し菱通せずには措かざらしめ袷ふ︒是も資に天と

二たることの消息である︒そして是等の五光は其の各疋の中にまた

人との永遠の分を存しながら︑生成化育︹むすび︶について天人不
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ノ

﹃天下和平し︑災害生せず︑禰凱作らず︒﹄

感情より言含Ｌも︑謡さねばならぬ性質のものであ２Ｌ︑人間本来天下を治めるのを第一義とすることを述べられ︑その結果は︑｜

然るに如何に敗戦後とはいへ︑現在に於ける孝道の頒腰さは何うと讃嘆し一﹂ゐられるではないか︒これも亦︑窪黛の意見と同擦︑

の美徳 に 他 な ら な い ︒ ︲

々の新聞紙上に掲載せられ︑我︲々をして人間の性善説に︑多大の虚が︑或る者健孝道を以て亜細雅に於ける封建的道徳の辿津

だ︒父を隈打したとか︑母を絞殺したとかいふ︑狂葱な記事が︑日孝道を以て園家保安の華礎と看倣されてゐるのである︒

疑を抱かしむる程︑浅ましい世相を現出してゐるではないか︒︲さァとなし︑欧米では之を軍要覗しないなど上︑見常連ひの僻論を主張

之に封して野球の勝敗ほどの開心をも寄せない者が多いやうな有タイ僻﹄の第十五章を繕いて御篭なさい︑

斯うなると︑杜曾的紳糎も︑知らず識らずの間に麻蝉と﹂仕まひ︑するかも知れないが︑決上Ｌ然うではない︒試に新約聖書中の︒

様であるのは︑閥民一致の誠心以外に︑郷建の術なき闘家危急の秋﹃脚は﹁父母を敬へ﹂と言ひ︒﹁父また母を罵る者は殺さるべし﹂

に富り︑悲慢せずには居られないではないか︒︒﹄と言ひたまへり︒﹄

昔時涯箪が︑熱漂雌か道場で︑護図に就陰Ｌ説法してをられた際︑とイエスは訓諭されてゐられるし︒ソクラテスは︑子に向ひ
︑﹃瞳我が子よ︑汝若し父母の恩を感ぜずんぱ︑汝の親友と篇るも

ほすのくわう

﹃外図兵が来て剛の内外を便したり︑又は天鍵地鍵が起ったりしのなかるべし︑何となれば父母の恩に感ぜざる人には︑親切を誰︑

波斯匿王といふ王様が︑

生み︑我れを蕊育し︑其の厚恩醤へんに物なし︑故に財産上に於

﹃父母は最も之を敬ひ之が恩に報ひざるべからず︒父母は我れを

と訓戒してゐるし︒プレｈ︲は教会﹂日く︒

て︑人民が塗炭に苦しむ其の由来は何にあり幸そうか︒﹄すとも無益なるを知ればなり︒﹄
とお伺しました︒すると繰魚は︑開口一番︒
ヨ切の人民︑父母に孝せず︒﹄︵仁王輝奉持回り

と恥破せられて居られます︒即ち孝道を以て圃家保安の根本義

報ひざるべからず︒父母若し怒る時は︑其の意に逆ふ勿れ︒言語

と示されて居るのは︑何といふ痛快にして然も迩切な教旨でありて︒身琳上に於て︒精紳上に於て９力のあらん限りを誰と﹂之に
ませ湯７．

但しこれは営然の事で︑前述の如く︑孝は道理から言し参﹄も︑感に︒動作に其の感情を満足せしめんと勉めょ︒﹄

に︑伊うＬＬ同情心や誠賀心があらうか︑唯もう我利冷々の集合隊レートの此の言に接した時︑其のあまりにも︑孔子の︑

情から言参﹂も︑自然の行道であるのに︑それを無視するやうな者これでも欧米では孝を重んじない︒と言へるであらうか︒私健フ

儒教の大成者孔子も︑其の口述せる孝糎に於て︑明王は孝を以ての梁みを致す︒﹄

Ｌ

のみとなるのであるから︑世の馴れるのは必至である︒﹃孝子の親に事ふるや︑居には則ち其の敬を致し︑蓋には則ち其

Ｉ
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ｌ︲
の言に似通へるに驚いた程である︒

叙上の如く孝道は︑洋の東西を間はず︑時の古今を論ぜず︑蔑事
を成すの基本たるべきものであるから︑其の興匿が︑思想界に及ぼ
す影響の大なるべきは︑必至の事である︒されば淫章が︑これを以

て︑閣家保髪の根本義とせられたのは油に適切の教示と︑敬服に
今や自衛と云ふことが鍵回叫ば型﹂ゐる折柄︑縮し物質的勢力は

堪へない︒

整備せられても︑立派な精岬が鉄け一Ｌ直Ｌ陸いざといふ場合︑頓

にならぬであらうことを恐れるのである︒切に常事者の熟考を糞

ふ︒︹元子僻・特別念員︶︑芦

渡逼正勇

斌含科の解篭と特に修身の猫立
について

︵一︶◆

撫淵湖鱗聯鱗撫噌雛聯蝿卿噸蝿賊こ

せて有能なる杜曾人を形成する事を重要側標として米図の諸案を参

なくはなかった︒新教育は之を牡曾科として綜合的統一的に履習さ

酌の上護足したのである︒然るにその賓情はどうであったか︒蜜態

が行われている様に見えたのであるが︑資質的には寧ろ幾多の障害

調査とか︑見畢とか︑いかにも牡曾生活に即した現場に役立つ教育

を引起していたのである︒都市に於ては父兄に頼る無理な報箭書が

出来︑岡書館で丸篇しのノートが提出されたり︑官晦や曾杜での執

務の妨害となった︒農村の生徒は岡書館もなく父兄の多くは小畢校

るかの如き剛さえ呈するに至った︒

出で︑相談もならず徒らに勧片的の統計や調査︑見畢が杜曾科であ一

︵一一︶

一燈何故にか上る事態に立到ったのであるか︒国情の大いに異る

米剛直課︹生硬な︶の新教肯の理念が教師に十分理解される筈もな

く︑指導の方法技術も習熟の暇などなかったし︑それに伴う施設の

不備等によるものと思われる︒か入る峡陥が今表面化し︑中里枝か
先に坂上ぐべきであった教育界に潮くにとＬ及んで来た︒小畢校︑

るとするならば堅識漣齢発くに豊富な教師を配置せねばならない︒先

的知識の不足を訴え一﹂いるのが現状である︒若しこの方針を堅持す

ら高等畢校︑高等畢校から大畢へと韮墨する毎に︑下級校での基礎

中畢校︑高等畢校に於ける吐曾科の改革案がその一つである︒公民

陰Ｌはくれない︒大蔵省の局長︑日銀の理事︑商大教授級の者だつ

頃インベントリ︑ブ↓︑イナンスの語が新聞に出た︒誹書も銀行も解

米軍占領政策是正の潮流が購和傑約後軍備よりも憲莱よりも︑最

る公民︑優良なる皇園民の錬成にあったが︑その運醤に於てとかく

科︵修身︶歴史地理として樹立と﹂いた鱈中等畢校の教育は有能な
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−

たら分つただらうにと今も考瞳曇﹂いる︒極端な例だとして斥けられ職︑朱子の小畢へ山鹿素行の武教小畢︑吉田掻陰の武教小畢講録︑

ないのである︒︵図語としてか入る用例は考究すべきであるが︶元田永字の幼畢綱要皆然りである︒然るに牡曾科に於て随時随所の

か︒今岡中畢校が綜合︑獅立の二本建となり︑高等畢校が猫立とな目のないのは何故であるか︒心盤の畳醒こそ悲龍貼晴ではないか︒

然らぱか上る鉄陥を早急に是正しうる方策が他にありうるだろう指導として特に言語態度に閲する蝶なく︑清明なる心境を陶冶する

する事を考慮した上であらう︒かくして催系化され秩序立一﹂られた在には図民的の日曜畢校なく︑各家庭には祁棚や伽壇が安置されて

｜り雨校共に必修となるらしい事はこの基礎的知識の空白を充賓補正徳目や戒律のない宗教や教育があるだらうか︒哀しい哉︑日本の現

心理的護達段階や教科の排列の上からも勘案された教科となれば基はいるが甚しきは単なる装飾であり︑准厳なるべき紳杜仰閣も単な

礎的知識の理解は一段と容易となるであらう︒但し概念的︑抽象的る名勝史蹟としての存在でしかない︒従２﹂世は方に晴である︒若

するならば畢校教育に於ても︑杜曾教育に於ても之が掛策を諸ずべ

・に堕していた潅態は断乎一鋪と﹂新教育の意岡する所を充分に更新し日本が四等図に鱒落し︑東京が上海に勝る殖民地街に堕落したと

きではないか︒新興米閣の物質文明に幻惑心辞して︑日本の偉大な

る精紳文化を忘却放郷して修身のお説教などと一笑に附し去るには

藤玄畢里

︵含員︑高等畢校教諭︶

齢りに問題は重大ではないだらうか︒︵二八︒九・一三於皐機脆︶

○

明治祁宮拙著祁道書籍目録綾編奉納献詠
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する事を前提としての事であるが︒
︵一二︶

修身の樹立についてや

先年天野文相は蜘民黄践道徳要鎖の新設を提唱すると大腿教授や
知名人士が翠って反封した︒私は某代議士に質した︒

某﹁閣民道徳は天降り的に定めるべきでなく︑国民から盛上る力で
成立すべきであるから勅語︵の徳目︶なども考え物である︒悪用の
腫れがあるから︒﹂

いだらうか︒是こそ今古東西に亙２Ｌ誤ない物であるから︑若し之明鑑鍾昭然︒

私﹁父母ニ孝二︑兄弟二友二︑夫婦相和シ﹂等の徳目がどうして悪私撰公刊了︒侃因抑助一全︒至誠唯一貫︒

では民族精紳は出て来ない︒戦前誤用されたというがそれ自催に何前首相阿部信行元陸軍大勝埋骨式日感詠

︲を非とするなら之に代るべき物がほしい︒教育茨木法や畢校教育法

等峡陥があるのではなく方法に於ての誤であった︒⁝⁝﹂位極人臣将相公︒名垂竹吊遺薫風︒

、

︑︑

机の塵
×

高い利息とメイ士の役員で︑釣りも釣った

私始取締に︑ネをあげて︑むしろ公娼をと

救農園曾といふものが開かれて︑全溌算を

の説も出る！Ｉ人権尊重の世にそれや聞えま

せぬ！公娼も私始も同じ人の子なれば！

これに使ってもまだ足りないやうな議員の鼻

×

息Ｉ国家の政治はこれだけが全部ぢやない
よＩ．

我が一本の木ばかり見て︑全山を見ない

︑︑

り四十五億の保善羅滴倉だが︑たちまちトリ

か！各省︑各曾祇︑各業別に︑一審に分捕値

︑

人の世のことにはすべて決定版といふもの

︑︑

ああ！遂に彼等も別人ならず！

に輪をかけたあの手この手のものすごさｌ

我がこと畢術含議員の選畢ともあれば︑それ

政治の選畢では迷諭を説く筆者諸先生も︑

政治とはいふ！

卵と鶏問答という！これに良策をたてるのが

なるＩ物が高いから値上げする１世にこれぞ

上げと目色を愛へる︑爆山取るから物が高く

なく︑︑あ坐もいへるし︑かうもいへるしＩち

ょうどそれは今日の自衛隊問答のごとし！

︑︑︑

ツケのポロを出す！慾をかけば糞をかくとは
依然として我等の金言！

不況をかこつ出版業者も注に生きる一つの

×

年の瀬や水の流れと人の身は︑有鰐輔鍵の

道をば見出でたり１日くエロ物を出すことに

×

あわれなり１日く倒産︑貧の繭引︑詐欺︑心

てありけり！

孝ならんとすれば我が身た坐ず︑我が身た

×・

中︑自殺︑．⁝：と昨日に震る今日の姿よ！

自分の一︲私生兇﹂の戸籍がバレルことを恐

てれば孝ならずＩこれが重盛ならぬ凶作東北

︑︑︑

れて︑祇長の息子に娘をやるのに反封した工

ちらの逝をか撰夢捕命をもつのであろう！

地方今日の娘つ子の心境！彼女らは果してど

×

童でそれが叉私生兇となるのを重ねて恐れた

場長の妻！ために娘は自殺！姫も七ケ月の身

・故郷の母はポロを若て︑手書ハナかみつ上山

十八年よ︿イ左様なら！

ば何と吟菩﹂ともなくして夢と過ぐ︑昭和二

来年は来年は︐三ｒ一待つものの︑通へて見れ

仕事！娘は都含でパリモード︑パーマ︑口紅

×

町村教育委員腹止の論︑その理げる理由は

ハイヒールで街歩きの生活！娘は果して何を

×

かず人︑御座るが︑蹄するところはた堂一つ

し一﹄そんな生活が出来るのか︑知る人ぞ知る

のかも知れないが︑すでに考へが古いｊ︲︑！

１日く目の上のニプＩ自由勝手にありたいが

をあこがる入ことなかれＩ

世の地方の娘たちよ︑知らぬが怖けと夢都市
×

ために！
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運命に超克するもの？︶

佐藤蕊
生れては死ぬに決った運命︑之を承認するとき︑死の恐怖を超克す
る︒死そのものを超克するには︑精紳生命の永遠性に於てする︒﹃人
生は短かく蕊術は長し︒﹄この人生とは個人の生命を意味し︑長き歴史

に渉る人生を云ふのではない︒古人も﹃人生ただ百年﹄とて︑個人の
生命のこと︒往這人類︑杜曾︑枇間の意味にも人生と云ふが︑ラテン

りと批難されるが︑智力が災厄に勝つ領域は甚だ贋い︒米海軍が電波

探知機を完成して︑日本潜水艦が全滅した︒水素燦の眼前には侵攻し

得るものが無い︒但し若し︑不仁にこれらを濫用したならば︑水爆所

有図の画民自身が暴虐無道とな２﹂何の日か不詳なるクーデターを見

べきである︒ソヴエトの水爆仙川が不仁でないと又誰が保護し縛る

るであらう︒占領政策の暴戻を攻めつつある合衆閣は︑今日謹め心す

０○

にして何らか貢献する途無きや︒智の上に仁と勢とを要する所以︒す

か︒此の雨閣を洲和するためにチャーチル氏が奔走してゐるが︑日本

なはち︑道を以て災厄に勝つ所以を考究する必要がある︒すでに南原

繁氏の全面講和論が謬見であった如く︑喪倍能成氏︑清水幾太郎氏ら

李承晩の性行より見るに︑州八度線を始めに侵犯したのは︑或は韓

の絶掛平和論も謬見たることが現蛮に請明せられつつある︒

を李承晩に依２﹂成し遂げんものと希望岡諾描いたあたり︑北鮮︑中

閥側であったかも知れぬ︒全韓図の女畢生に哀銑させて南北朝鮮統一

原の詩賦日月を懸け︑とある︒個人的生存の短きを遥かに越えて人類

語の深タブレヴィスのヴィタは個人的生命である︒李白の詩にも︑屈

や節義をや慧悟をや︒蕊術も徳行も︑是を以て︑身死して死せず︒

永遠の精紳話成し果たす︒精岬最高の境地に於てするが故に然り︒況

共を理由なく嫌悪すべからざるをそれと無く知らし望﹂貰ったが︑さ

共よりも遥かに愚劣邪悪である︒この人の邪劣のために我らは北鮮中

て北鮮中共と如何に封臆すべきか︒在野の士にしてその努力に富る

肉儲生存の死を畏れ︑不老不死を希望して始皇も渓武も︑財を失ひ
した︒その愚の元は︑慢心の極︑特別稀有の果報を夢想して勝裁に誇

徳を落したが︑死生の天命を群へず︑智性の峡如よりして此の愚を犯

ものが無いか︒日本はどうなる︒東京はどうなる︒何人も答へ得る人

上由︒東南は生産の方位で現存の生活力のことを司るもの︑成る程牡

普賢浄土は東南方にあり︑西方の聴陀浄土よりも遥かに宏大なるもの

ふげん

ある︒相反する左右の矛盾を合は堂﹄一途の資践がある︒密教では︑

薩の理論や智識やの世界のその又上に︑普賢菩薩の資践三昧の世界が

に忠賀に︑本領の使命に背かず︑愚直に行なひゆく外はない︑文殊菩

ば︑被害者たる花咲爺の幸幅を見るかも知れぬ︒常面する現賓の問匙

は無いであらう︒価だし︑アセッテはいけない︒隣邦日本が蕃虚すれ

った結果である︒慾と勝痢で浅はかにも希望岡を描いた悲劇は競馬競
輪狂など虚庭に見る例である︒希望岡を描くべからざるの智は胸中必

ずおる筈なるＥ慾と勝気に迷ふが故にその胸中の明玉が曇るのであ
る︒しかし︑人間の智性を探求するところ︑爵畢の進歩となり︑生窒
の護達となり︑文明剛民の平均謙命は逐年向上してゐる︒人倫道徳の
進歩と政治の韓導とも災２﹂力あること言を狭たない︒

青い鳥と稗する︑幸禰謝の劇の作者メーテルリンクは︑少壮の日
﹃智慧と運命﹄と題する箸あり︒表面的でもあり︑結果論的附曾もあ

Ｉ
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唯一絶押の境地で︑他の境地なるものが別個に存する課のものではな成捌があるであらう︒仰典など︑智的に平叙するに減現せず︑創意と
い︒それは恰も︑我が卦と云ふものの外に︑我れが無いと同じ︒似だ椴喜とよりする感激が湧き跳２Ｌ︑偶を附して詩句の頚へをせざるを

る︒且つ現境なるものも︑個人としての自我の範囲の現境が︑杜曾の経には無二老死誰一とも断は２﹂あるが︑迷へる死は無い︒乃至無二老

現在の中に将来の瑳芽を潜め︑現在の中に過去の伏勢が含めら力てゐ得ぬ︒諸高侮辞世の詩偶など︑生死感を吹つ飛ぱと﹂快哉を叫苓心

横の連なりと渉入する︒そして杜曾も個人も生存してゆく︒銀難や蕊と確請が明かである︒老死の悲み無し︑之を否定することはでき

れぱ平等なるもの︑日と夜との封比の如きに過ぎない︒↑辛酸とか苦辛西行は羅迦入滅の二月十五日を期したが一日長生きした︒失敗を責む

苦痛は︑反面の安楽や激喜やと均衡する所の差別相で︑高次に達副すない︒死の剣れ無し︑の程度でもよい︒室海は絶食して不ハンに入り

とか︑忌むべき避くべきものの如く表現されるけれど︑大人の味毘にるを須ひず︒芭蕉は族に死んで枯野をかけめぐ２Ｌ行った︒陶器や書
於ては︑謹醍も酸味もほろ苦き香ばしさも︑皆これ美味の要素なので道謹技で有名な緒方乾山は︑多分晩年閑寂を楽しんで勢役を怠った故

ある︒苦痛なくとＬ快楽無く︑悲苦ありて始竺﹂椴薬あり︒西行の太に貧乏だったのであらうが︑仕へる僕岬も無く入谷田圃の農家の一軒

なかなかにときどき雲のかかるこそ月をもてなす飾りなりけれて見ると︑もう昨夜死んで絶２﹂ゐた︒少壮の日私は深く乾山の死を

悟よりすれば︑に多の夜中に死んだ︒翌日︑戸が締めたままなので附近の農民が開け

蕊術は永遠︒蕊術は創作に生れる︒書道は七分の古法三分の個性な悲しみ︑財的に雇人無きば兎も角︑道を求むる門人輩が交互に朝夕仕

がら︑その妙熱して一風格を成すや︑優に淵自の創意に生きる︒苦ふる無かりしを我が責の如く悲しみ悔いたものである︒今︑乾山の末

痛︑悲惨︑死︑これらを超克するものは塑術である︒詩人萱工は貧に路を至極多幸にして貴重なるものと恩ふに到った︒人を煩はさず︑気

て然り︒ヂャーナリズムで名利を博する商品以上の表現が可能なるべらず︑小の小︑無としてよい︒私は私なりにこの拙きすさびに依三﹂

窮して名玉を磨き俗見を脱とＬ玲瀧たるものあり︑徳行や妙悟も窮し兼無く死ぬ︑これ程好ましいことは無い︒畢克︑肉髄の死は大間趣な

しと恩ふ︒和歌俳句漢詩の噌みなど︑世間の習慣であり本人の除技に死の恐怖の妄念をハグラヵスことが出来る︒いや︑これまでに睦習

︵アロイスリール︶創作は︑超越であり飛躍であり︑自己の革新である︒のである︒それで︑時たま︑新皿︵宗の邪説に脅迫されたりしても︑下

もせよ︑運命超克の創作力となる︒西洋哲皐でも︑﹃描富は解脱なり﹄脚三十年︑諸での善知識から死の桐喝を以て拷問的に恩寵を辱うした

創作で死を超克すとや？野狐禅のダマシならずや？非ず︒創作は個性には下があるもの︑この私が文殊気取りで︑柳か智癖と勇決とを振ひ

の自由にして人類締祁の精髄に根ざすが故に︑一個作者の生涯を超え彼らの邪読を斬り破２Ｌ儲り︑満座の人人が邪迷の耐を譲らない様に

て永く生きる︒老子の玄妙なる美文は今も多数の上士善士の胸中にする︒私なりに智仁勇の小にし一﹂拙きものながら︑如来の恩寵憾狂愚
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るであらう︑それも︑極楽津土とか云ふお大層に蕃美なる虚へ赴くの

なる私如きにさへ及んでゐるのである︒断末躍とか︑死際の苦痛はあ

自牙利休自身︑その死を甘受しなかったことは察せられる︒それを逃

で無いが︑そして二者の悪い主人の亡兆をも早めたのであるが︑道潅

とうかい

であ２Ｌ見れば︑入場料的代償として断末魔の苦み位は抑ひ借みはし

へ竹林の七賢︑その責何百竪にも上るであらうが︑誠意に比例して却

れる途として自ら美名を落して所謂諸晦すれば善かったのである︒古

って妬忌される浅ましさ︑之を逃れる智計として詩酒に溺れたのも看

氷

ない︒差し富り邪宗に迷ふの刑と恥とを免れたは︑ゴ利益の甘言に欺
かれず︑道を求むくきの智のお蔭である︒

説く宗旨さへある︒不動軍は︑如来の下の菩薩の︑その又下の身分で

共鳴し得なかったのは光秀で︑敬日にして亡びたが︑お蔭で数百年来

重氏も叛胞として亡ぼされるのを避けての保牙であらう︒能弁加藤に

たのでもある里局組の輿へた食封をも辞退してゐた︒熊谷直質も加藤

てゐるが︑すでに亡ぼされた多救功臣と軌を同じくするを欲しなかっ

一切衆生の下僕として仕へて呉れる尊者︒如来や菩薩の築響なく︑水

過すべきでない︒漢の張良絶食して死す︒紳仙主義の自殺に看取され

火の難虚に直面して逃げ去らず︑只ミ仕役三昧に徹底する者︑従業員

天下大小無数の信長がどれ程徳を修めたか計り知れない︒後人の心次

宇宙にも人生にも︑理論以外に︵往性にして理論以上に︶︑事資と云

の職分である︒一切の施政や事業の現業員で︑完遂の資行者を意味す

忍辱を説いたものだが︑蕗人悉く之に従ひ得るものでもない︒文豪露

第で光秀の毒も大瀧蕊になってゐる︒石童丸父子の残存は︑身を以て

ふものがあり︑文殊の上に普竪があり︑不動明王が諸箪中最も奪いと

るもので︑いかにも是れは最高の念者たること疑ふくくもない︒下等
そのままで完全貴重な存在︑嬬慢な要求や差し迫った塵擦やツルシア

し︑懐惇過激な悪源大義平が大好きだった︒雪嶺の多智にして殖堺の

伴の如きは︑崇徳上皇が容易に成仰できない朕を描いて薬んでゐる

○◎︒００Ｏ

の身分に安んじて︑誇らず欲ばらず︑あらゆる事業を完成してゆく︒

る除地が無い︒不浦足な境遇なるものも︑結構唯一善美の天地を典へ

ゲなどする雑行も除念もない︒従って破壊の罪や失望や悲苦やの生ず

不平浦浦を甚だ典味深いものとした︒血の気の多い性格も愉快なもの

で保身一天張りには愉快を感じないが︑何も情熱にわれと踊らされて

○Ｏ

運命の断崖から飛び落つる義理はある筈も無い︒雲嶺が賃個の哲人で

られてゐるものなのである︒篇す有る者必ず鰯さざる所あり︑除り有
るを欲せず︑過分を欲せず福︑そのまま善美完成な境遇なのである︒八

方美人でなく︑移り燕に盛はされない︒それにしても︑弁自の境地に

野は軽率と雫裁とを以て自任し︑陽明畢派の峡鮎だけを行２﹂見竺﹂

あった讃擦は︑中野正剛の自理に封して蝦も冷淡な態度にあった︒中

呉れた︒中野氏に同情の切なると共に︑齢人の決上Ｌ氏を倣はざらん

忍び安んずる虚より︑若干調詠の蝕情を湧かせば大に可︒それは︑根
本的に脈絡する所の如来への飾りを供養するものである︒否︑個性本

ことを私は祈る︒妄念や自滅は︑・文殊哲畢で諸法室にまで究はめる

すれば排撃せられねばならぬ︒上述の事資としての絶針不二を以て癖

照らして無差別平等観よりしてのことで︑功徳門の差別副偶値諭より

時︑可否無く美醜無しとは云ふものの︑それは大宇宙察寂の虞理より

然の芳香であ２Ｌ︑髄義のヒューマニティに封する合唱でもある︒外
的運命の制約を越えて内的稀紳の自由なるものである︒

道涯も利休も︑悪い主人にかか２Ｌは仕方が無い︒美名を是れ忌ま
れたのである︒その美名と調詠とは蕊術の永遠性に値し︑一死の問題
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』
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護しようとし一Ｌも︑普賢の事業性︵寛柔狸力なる象に乗った菩薩の行︶柔げる政治手段で︑王一公は之をなす責任がある︒︵苛卿︶二十世紀の文

に背き︑忍苦勇壮なる従業性の不動にも背くが故にである︒妄念や目明人が手口︑にかか２﹂迷信に階るべきで無い︒人の一生は七韓八倒︑

めに我らは三隅の努力を注がねぼならぬ︒物語の材料たるに甘んじてを起き上り起き上りして生署そゆく︒時を蹄えて往く︒智見や善意が

減を史上に見︑現代に知つったならば︑その一隅の損失を袖ばんが篇つぶさに省察せぱ七十ころび︑七百ころびもしてゐるであらう︑それ

お先走りの三番里を踊る必要は無い︒逆効果な場合もある︒合衆圃の法律で健酒を禁じ︑或は︵州に依り︶

功名富炎︑元来が大事ならず︒須困︑老病︑死︑これが又何で大事幼児の馬桃腺切除を糊めたところ︑禁酒令のために悪徳激端し︑悪徳

であらう︒小事として軽覗すべく無覗すべきのみ︒林子平高才を振つ一分子の温存に都合好いとて禁酒令の礎止が困難にまでなった︒扇桃腺

て海閣兵談その他の名著あり︑憂図の至情却２﹂罪せられて死す︒六から徐徐に病菌を排除するのにその排徐口を失２Ｌ切除者は胸部疾患

無の中でも版木無しは著者として切資︒死後に及んでロシヤ軍艦の宋など急速に悪化した︒その愚を知２﹂之を改陵したが︑新方途を以一﹂

法事とが許された︒︶子平を罰した幕命の大敗北︒大賢の名高き白河梁人の善意を美化大成して後世に延長することは安全確資な方途であら

志あり︑子平の著の虚妄に非ざるを立護して罪を許された︒︵墓碑としても智仁勇を達成することの至難は斯くの如くである︒しかし︑古

翁公にして此の過失あり︑尭舜の政が最も宝を畏れ︑菟罪あるよりは︐う︒孔子もそれ以前からの古道を集大成した︒

寧ろ不経あれとまで言明し一﹂峨察溺れをだも奨励したのは︑儒教の源愚にして救はれる︑これも確かにある︒西諺では﹃天ただ自助の人

見を以一﹂催に外的運命に超克し︑尭舜の大道をも新たに立護した殊にままに好き勝手に︑の意味に里童らは誤想し︑そのままの思想が大人

泉さすがに崇むくきかなと恩ふ︒林氏の悲恰の最後睦その名著の智孝一助く﹄とあるが︑その邦諜が拙いので︑天はみづから︑キー︑天候悉

義侠に燃ゆる門弟友人らが子平の幽囚中を慰めたるも︑子干一向に坂にも行はれ︑それが本営に運命の紳秘なのかも知れぬ︒劉邦の成功が

ろが︑高才の人は道念も亦非凡に深きこ令歌旨の幽深奥妙に於て子の人には天助を要しない︒劉邦は時の蓮に催倖にし一﹂曾つたので才能

あぐり

合はず︑ひたすら恭順謹恒にいそしみたるなど︑その和歌も残２﹂ゐ天授にと﹂人力に非ず︑成功失敗はさぅしたものかも知れない︒自助

い︒被占領中の日本人の態度にも︑十二才の卑屈だけでは無く六十才のそこぱ又二十代の項羽と四十代の劉邦との営然の僅劣である︒高旭の

平最高の人間形成を果したる観あり︑浮世の運命に微塵も敗けてゐな道徳の資力で無く︑臣下を利用した腕が項羽より上なだけであった︒

易は畢問として相富に貴く︑責卜と上﹂賎しい︒それは支那も日本君臨する自信無く急に訣薮を始めたことにもある︒そして用兵では韓

賢慮に由るタシナミも妙からずある︒子干今に於て諸虚に生きそゐる︒即位が一あ資力に依るもので無い誼擦には︑功名高き宿将老臣を存置

げい

あだ

も古今さうである︒如来の大悟は岬迩力を排斥し禁止してゐる︒運命信以下でも鋭鋒では天下無敵の英布︵黙︶に韓信の屍の嬉漬を届け一﹂之

熟言など世俗の希望する謹言は妄想である︒晴雨の斬りや鋼卜は古来を刺戟し︑忽ち英布征伐に同ひ︑流矢に中２﹂高旭は崩ずる︒その前

︑

和漢に行はれてゐるが︑これは早勉に狂凱する民心を差し富りなだめに信皇友培の家に在２﹂非薩粗暴を極め︑女婿の家臣どもが柏人の

可
【
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地に岳父皇帝劉邦を暗殺せんと謀ったりし一Ｌゐる︒しかし︑春秋戦闘

舜は︑血走２﹂報復するが如きこと無く︑寛柔に防ぐだけ︑泣陰﹂天

を燕はせようとし︑姉妹は舜亡きあとの財毒を坂らうとしたとある︒

て来た︒漢劉向の列女偲には︑姉妹も兇悪︑弟を唆か上﹂舜の二夫人

句ソヨ背ソ

上がまかれても身を置く横穴あり︑順順に土沙を手繰り抜けて上へ出

少き王者﹄を待望し︑恰も文治主義の漢初の天下が安定する︒而も呂

秦と載澗に困苦した天下は︑漸くここらで平和を欲し︑孟子の﹃殺す

大后は男狂ひになり︑質子の監覗を最も恐れ劉氏の皇族は殆ど全滅に

で︑陶器を造２﹂はユガミ無く︑歴山の排やしゃ雷津の漁りには︑互

に譲り合２Ｌ平和に醤ませたので能率大に堺准し︑惹里﹂その他の自

に訴へた︒此の忍耐は心力絶大なろもの︑必ず智慧も技能も卓抜な筈

然征服に富２﹂人類協力の美鮎と威厳とを護揮したが︑道徳の朝ぼら

〃し︑呂氏一族を特旨を以て培表し以て呂大后の情欲沌足に便ならし
の野性多端︑歴代帝王中で一記録蝦も焼かである︒高加は運命を超克し

む︒高姐の無智不徳︑その不幸と相一致すと謂ふくし︒彼の俗物たる
得ず︑呂氏破格の柴達に不安を感じた漢廷の従臣らが蕃後に成功し︑

けは正に此の時よ〃すと私は想見する︒人間は半獣牛紳︑一族悉く兇

○ＣＯＯ

その迩命に完全に超克し︑一族を善化し維る虚︑性悪の事変の上に性

︑︑︑︑︑○

悪にと﹂獣性を悪いままにしたるは︑人間性の内在的運命であるが︑

ほし

漢昨四百年の創業の功は高肌に在りと︑さう云ふことにしたのであ
おくりな

であった︒ともあれ︑劉邦は創業の肌︑愚者に染陶あり︒悪人猶吏往
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Ｐる︒高組死後もまだまだ安定せず︑高加の誼からして従前とは異例

のである︒

善の軌範霊確立賞誼したるものにＬＬ後世の仰読を里Ｌ言はぱ︑根本
無明とか業とか云ふものを菩提心の光明を昌Ｌ照破し妙成就したるも

いれずみ

泰伯の父は末弟を愛とＬ之を立てんと欲す︒泰伯が長子か故に決す
る能はず︒之を見た泰伯は︑親の依姑品負を現はざらんが矯めに目か

に南方に逃れ去２﹂奥卿を建一﹂た︒論語第八で孔夫子も絶讃し︑民今

ら世の笑ひを受けんものと決心し︑文身のまねをして鐙瓜を鰯し︑念

）

生などの言にも一半の直はある︒そこが後世人の善意と美化と申すも
ので︑一半の反理を完全の庭とも信仰し︑悲劇や失敗も弊世の天訓と
して﹃さう云ふことにして﹄道の護展延長と鱈し︑汗史を貰里Ｌ柿岬
の倖力を大成する︒然らば川ち人の麓悪を忘れ︑自他ともに遜善これ
新たなるを努めるべきであらう︒

に至るまで得て穂する無しと臼はれた︒︵その末弟の子が周の文王︶股

舜を見るに︑尭の甑より洪水に稗しみ︑尭以前までの習慣や秩序も
ししうぱげ

破れた︒臭いといふ字をコロスと訓ずることに考へても↓水死餓死甚

末三仁︑繁子は狂を装２﹂東に去り古朝鮮を開き︑文物確義を此の未
開の地に敷く︒︵箕子の洪範九峰は害極にも明記せられ︑明治の哲皐

かに︑暗黒期であった︒その後を舜が︑人類道倦の蕊明を開く︒資父

︑が０︵一元︶●

しき方途を考へ得て︑境地の打開をなし得るものなのであらうと恩

つるも︑慾念の性悪に駆逐せられ運命に重雌されてのことで︑一膳退
譲の決心をすればその軍墜を脱却し︑心にゆとりが出て何とか別に新

惟ふに︑窮地に陥りては或は淵れ或は亡び甚しきに到２﹂は罪に帽

者がカテゴリー浄課するに範端の古語を僻りてゐる︒︶

だ多く屍臭の劇しかったことを示す︒慾望は兇悪となり道心これかす
も継母も異母弟も舜を憎んで殺しにかかる︒士賊の壁を塗２﹂る間に
かさ

急に足場を切り落して舜の死を謀る︒井戸を掘ら堂﹂上から士を落し
塞いで殺しにかかる︒舜は識ねて防いで︑二枚蓋を持２﹂ゐたので︑
左右の手にかさを拘全﹂飛び降り︑落下傘の原理で無事なるを得た︒
井戸の底で︑ここらで 朋心︑と気付き港かに横穴を掘って置き︑土に

一１１

、

︑川卜１１も承

配遇者は平均鮎の
高い人を

徳山敬子

秋が来ると方奏で目出度い結婚の御披露や結納のお取り
換しが繁くなる︒どこの家庭にも適齢期の者が居ると見え
る︒昔から配遇者の選定事項として１血統２身惜の弧健

３良い性格４畢識５容姿等に大映鮎のないことと蕊
げられ其上に職業家風財産の有無それまでの生活状
態云為と細かく考えられては来ている︒どれもこれもも
チカラ

っともな僚件である︒私もこれ等の考え方は一膳結構と思
うがそれ以外にもう一つとても大きな力でこれ等の凡てを

アゴガ

ゆすぶり起す一つの潜勢力があることを数えたい︒即ちそ
れは

﹁自分の峡鮎を長所として持つ人えの憧れ﹂
である︒この鮎は理窟ではなくて主として感情的なもので

あるために始末がわるい︒例えば色の黒いといふ容姿上の
映鮎を持つ人には無意識的に色の白い人を望む︒脊の低い
人は脊の高い人が好きである︒貧乏に育った人は金持ちが
尊く見える︒畢歴のない人は畢校教育を受けている人でさ

えあれば︑えらいと思う︒毛の赤い人は毛の黒い人を一に

もこにも羨ましがる︒ほんとに其気持ちは良く判る︒二・

三日前のことである︒仲の良い友人に倉つた時下のやうに

述懐していた︒﹃私はこの頃若い娘さんを見ると蟻すぐに
内の息子の相手にはどうかしら︒頬骨も低いし脊は高いし
とそんな人ばかり目について先日も電車を一停留所乗越し

たのよ⁝⁝﹄と云って笑った︒然し笑いごとでは決してな

い︒其時私は坊ちやんは男だかう頬骨は高くても却って頑
弧に見えてよい︒と答えたが脊のことは何とも云はなかっ
た︒ほんとに己の持たざるものを持つ人は羨ましくなるも
のである︒此現象は遺体単の方からは結椛な傾向かも知れ

んなに色の白いことが好ましい係件であろうかを︒なるほ

ない︒然しここで五男は篤と考えて見なければならぬ︒そ

ど黒いよりは白い方が良いには良いかも知れないが白い人

には往為身謄の弱い人もある︒風邪をひき易い人もある︒
ァ称サえ色だけ白くても鼻があるかなきかの低さではこれま

た困る︒色だけ白くても豆腐のように柔かいばかりでも困
る︒眼が龍睡でも尚更困る通決して色の白いだけが一番良

ナド

︑いととではないという結論が生れる︒そう云いながらも亦

かされると心またフラフラとして色の白いのが百難をかく

自分の近くで﹃Ａサンほ色が白いお方ですよ⁝：﹄等と聞

す逗等と思い始めて来る︒そしてＡサンと自分を比較して

安心が行く迄考えるであろう︒それでも筒理窟ではよく判
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庭

家

−

アイダ

︑る︒斯くすることは人に依っては通そんな面倒臭いことを

っているのに自分の映鮎を長所に持つ人が現はれると幸幅を記入して研究しよう．この時何か特に自分として非常に
に見えて仕様がない︒何という不明さであろう︒色だけの大切に思う僚件があったら十軸瀧鮎を二倍の二十鮎満黙と
ヨ︒
ととではない︒全にしても金だけあっても馬鹿に持たしたしてもよい︒例えば性格の佳ささが一番だと思えばそれを
金は慨値をなさない︒ｎから鼻え抜ける程気の利いた人で二十黙瀧鮎としてもよい︒身綴の弧健さを二倍にしてもょ
も不親切な人では永綾しない︒先日田舎え齢つた時の話にい︒そして全鰐の平均軸を出す︒容姿等は猿も明瞭に表は
﹃ｓ家は近醜のしんしよう持ちで村の氏柵様の御祭りに五れて来るもの故更に細かく分けて探戦してもよい︒此評価
干側寄附したさうだ︒先代まではほんの縁墓一つの掛け茶に際しては雨親や兄弟姉妹や信ずべき先輩等にも相談して
屋だったに息子が大愛出世して亘寓の富を作って蹄り︑其評償の参考となる言葉を得たいものである︒かくて直刺に
嫁さんに疎開して来ていた一文なしの華族様のお姫様と縁研究している間に自分を自分で十分認識出来て平均鮎以下
組みが出来た︒所が御如様は弱くて三日の内一日は床の上のものが明らかになったら其改善に努力する︒次に自分の
で幕すのだという︒これに似た事貸は時冷あるが︑これも持たざるものを持てる相手に封して過分の評偵を典えない
﹁自分の峡鮎を長所に持った人えの憧れ﹂でなくて何であょうにして自分のものと同様に相手の平均鮎を出し︲て見
ろう︒

また美しいある奥様を知っている人が御主人様はどんなしている間に結婚なんかいやになって仕舞うという人もあ
好則子でせうかしら等と噂をしていると︑これはまためつると思うが通それ位でいやになる粍度の相手なら桧てても
たには探しても探し桧てられぬ位のぶ男だったり︑成金のよし捨てられても惜しくないと私は信じる︒
家の息子にミス○○とやらが配されたりすることも屡燕見繰返し申上げたいことば自分の峡鮎を長所として持つ人
せられている現象である︒それでも牌来それが平樗に過ぎで其鮎を高く評償し過ぎないこと︑つまり努めて片寄った
てこ入が幸禰に行けばこれもよい︒所が漸く冷静に考えて物の見方をしないことが蒋来長く凹浦な生活を継げるため
来る頃から問題が起り始めるのである︒ここで私はもつとには非常に大事なことと思う︒人間は只乗分だけでも活き
もつと直刺に自己の評償を試みることが第一に必要と恩で行けぬ︒金だけでも︑畢歴だけでも勿論容姿だけでも生

う聯十鮎流鮎法でも百鮎浦鮎法でもよい︒平均軸金厩通のきてば行けないものだからである︒

所で︶を七鮎位に定めて結婚に必要な僚件を書出して鮎数昭和二十八年十一月十五日︵共立女子大塁教授︶
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一紅茶の流行

紅茶の香り
Ｉ紅茶に関するエチケットその他

川島次郎
今日はわが剛でも紅茶を飲む人が非常に多くなりまし

二紅茶好きの国民

た︒街の喫茶店といえば大てい紅茶かコーヒーを飲ませる
店で︑特別に注文でもしなければ緑茶は飲めません︒︐客の
接待にも︑二度目には紅茶を川すというようになり︑紅茶
は一日ましに私どもの生活の内に披がっていきます︒
しかしわが国で紅茶を飲むようになったのば明治以来の
ことです︒もちあん同じ茶でも︑維茶の方は夙く中国から
体わって︑数百年来国民に常川されています︒維茶も紅茶
も︑その原料は東洋の特産ともいうべき茶の葉であります
が︑その製造工程に醗酵作用を加えるか︑加えないかによ
って職との極別ができるのであります︒そうしてとの紅茶
の方は十七世紀に︑オランダ人によって英国に持ち込まれ
たのが始まりで︑忽ちあちらに魔まり︑それが今日逆にわ
が国に陣わって︑今日の流行を兄るようになったのであり
ます︒

世界中で最もよく紅茶を飲むのは英因人で︑それに次い

でロシヤ人︑欧洲大陸ではコーヒーに押されているようで

すが︑ラテン民族の園でば心貴婦人たちが社交界で割合に
紅茶を飲みます︒これには﹁イギリス好み﹂といったよう
なこともあるのかと思います︒又手軽なところから︑コー
ヒー代りに紅茶を使う人もあるようです︒

英園人が茶を飲みだしたのは心十七世紀も牛ぱ過ぎてか
らのことでしたが︑十八世紀にはいると︑煙草と同じよう
に哨好品を通り越して︑必需品になってしまいました︒そ
れで三度の食事にはもとより職隆津①目○○口蔚騨だとか︑
弓①凹陣日①だとか心固く８ｇｏ鳥蔚画だとかいって︑毎日

よく茶を飲みます．家庭で魁︑皐校でも︑ｌ道鵬の工事

をしている人たちも現場で︑家から持って来たらしい器を
出して睡茶を飲んでいる光景を見ることもあります︒それ

から目胃辱討幽とか︑弓８冒局ごとか︑茶は彼等の生

三紅茶は熱湯で

活にしっかり結びついているようですが延私たち日本人が
毎日朝から晩まで緑茶を飲んでいる習わしにくらべれば︑
別に不思議で悠何でもありません︒それにわが国では︑人
の顔さえ見れば茶を出しますが︑あちらではこういう習わ
しはなく︑ティータイムに行っても︑特に招待した場合で
なければ何も出しませんし︑ごく親しい間柄でも︑︲﹁お茶
を召し上がりますか﹂といって聞いてからでなければ︑出
さない習わしになってばます︒

緑茶の場合も同じことですが︑茶はいれ方によって︑味
も香りも非常にちがいます︒もちろんロシヤ人は︑いつも
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ＩＩ

といって注文しますと︑ポットに茶を入れ︑牛乳と砂糖を
一しよに持って来ました︒私がいきなりポットに手を掛け

私は曾てロンドンに滞在中︑判に祝しくしていた英固の
友人と茶を飲みに行ったとき︑例によって四口目目冨四

りした味や香りを珍重するのに封して︑紅茶は牛乳とまぜ
たり︑砂↓糖を加えたりして︑人工的に複雑な味や香りを出
すことに意を用います︒紅茶には紅茶特有の香りと色と味
があります︒この紅茶に︑適営の牛乳を加えますと魁其の
色も︑香りも慰一そう冴えて︑一だん其の風味を高めるも
のであります︒紅茶をいれる要領はこの冴えた色と香りと
を出すところにあります︒

サモワルに湯を湧かしておいて︑まっ黒に煎じた茶の汁に茶はどこまでもありのままの自然を尚ぴ︑清らかなすつき

ですｃ

熱湯を注いで飲むそうですが︑普通はポットに茶を入れ埴
それに九十度以上の熱湯を注いで︑一二分世き︑麻の布で
こしてカップに注いで飲みます︒茶の堂は軽く一匙を一人
量とし︑湯の温度は九十度以上がよいとされています︒
緑茶の場合ですと︑香りを主とする番茶には熱湯を用い
ますが耐煎茶には七十度心玉露にば五十度というのが湯加
減の標準となっています︒これば茶の成分中︑ティーンは
容易に水に溶けて通その旨味を出しますから︑熱い湯はい
らないのです︒それを熱い湯を用いますとタンニンが多量
に浸出して︑その苦味と旋味で茶の旨味を消してしまうの

Ⅱ

I

ますと︑︲友人が．寸待て﹂といいますので︑﹁何故か﹂
紅茶も同じ茶ですがｂこの方は製造工程中に醗酵させま
といって聞きますと︑﹁牛乳を先きに入れろ﹂というので
すのでタンニンが鍵化しグルコシドとして存在しているた
す︒﹁どちらでも同じことだろう﹂といったら︑彼は﹁ゼ
めに︑玉露や煎茶の場合のような心配はなく︑熱湯によっ
ントルマンはそういうことはしないものだ﹂といって蕊茶
て十分にその香りと味とを川すことができるのです︒
を先きに入れることを肯んじませんでした︒私はその是非
恭茶もぬるいのは川が抜けているように︑紅茶のぬるい
はよく知りませんが魁紅茶特有の香りを珍亜するものは︑
のもまことに気のきかないものです︒それで紅茶をいれる
こうした心づかいもあるのかと思いました︒砂糖はもちろ
には︑まずポットを温めます︒カップにも湯をいれて注い
ん後でいれます︒
だ茶が冷めないように注意します︒客も川されたら早速飲
紅茶に金物の器を使わす︑陶磁器やホーロー製のものを
むようにし︑せっかくの厚意隻を水にしないようにし左けれ
用いるのも味を悪くしないためです︒近頃は紅茶にしそン
ばなりません︒
酒︑
を入れますが︑これは茶のくせをとるためで殖しまいまで
四特有の香りと味
入れておくものでないそうです︒ともかくも紅茶にレモン
緑茶というと東洋的の香りがし︑紅味というと西洋風の
感じがします︒その川いる茶器にも表れているように︑緑を入れるのは︑レモンの香りや味を賞味するためでないと

『
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とは確かです︒

進めるために︑パーティ等では別に熱い湯を用意しておい

り人によって様糞ですが︑できるだけ客の口にあうものを

紅茶は濃いのを好むものもあり︑甘いのを好むものもあ

方がよいように思います︒

さて紅茶を人に出すのには把手を右にし脳スプーンを前

て睡濃さを加減し︑客の好みをきいて牛乳やレモンを加え

五紅茶茶碗の扱い
に置き︑それが客附きになるようにして出しますｃ前から

紅茶を出されたら︑砂糖をカップに入れますが︑スプー

たりします︒

きまわすとき魁左手でおさえるのに都合よくするものだと

ならば正面に︑卓子に向かっている客に封しては後ろの右
側から︒曾ては把手を左にし︑スプーンでカップの中をか
いって教えたこともありましたが︑砂糖はそれ程溶けにく

んだりしないことが大切です︒

ンと共に沈め遡上から落さないこと︑静かに二三遍かきま
わしたらスプーンを向う側に世き︑カップにさしたま典飲

いものでもなく︑スプーンの必要なのは沈澱している砂糖
がよく全鵠にまざるようにするためでありますから︑弧い

紅茶が西洋に護達したのは通一つにはその食物との調和

六紅茶とビスケト

というのも煩雑です︒それに紅茶は西洋でもソーファーに

が洋食にあわないと同様に秘紅茶は和食には向きません︒

の黙であり︑近年わが国に紅茶が盛に用いられるのは慾西
洋の食物が一般に行き渡って来たためだと思います︒緑茶

て左手で把手を持つ必要もなく︑また飲むときに右に廻す

と思います︒

寛いでいる時に出されたり︑パーティ等では立ったま奥飲
む場合もできますので︑操作はできるだけ単純の方がよい

ことを思いだしますｃ

私はロンドンで折為日本から持っていった緑茶をいれてみ
ましたが砥どうしても日本で味うような気分のでなかった

近頃は最一初に出すとき耐スプーンを向う側に世くという

ているとき︑受皿ごと受取ったような場合はこの方が便利

︵特別念員︶

われますが︑これ等もよいものの一つでしょう︒

が英国によく護達したのは職人菱が紅茶を晴むためだとい

紅茶にも合うものと合わないものがあります︒ビスケット

それにつけても︑緑茶には緑茶に向く菓子があるように︑

形が見られます︒卓上ならばともかく︑ソーファーに掛け
です︒パーティの時はビスケットやサンドイッチ等をとっ
て載せておくのにも都合がよいようです︒

わが国では坐っているところへ出す場合が相営多いので
で把手をとって飲みますが︑矢張スプーンは向うに在った

すが︑この場合は矢張受皿ごと持って膝の上に載せ︑右手
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｜勝部冥長

ＰＴＡの正しい在り方︵下︶

四︑ＰＨＡ運管の賓際
さて昭和二十八年六月︑文部省にある﹁父母と先生の曾﹂

分科審

園ですが︑これは表向きで︑奮際にはこのほか教具・教材饗など月

三○○回から五○○回もかかるとい２﹂父兄はゴボスのです︒そ力

は図や都府牒の教育費が不足しているため︑質際問題と上﹂その不

足分が王砺Ａを通じて父兄たちにシワよせされていくからでありま

す︒東京都の場合︑昭和二十八年度の教育費一七○億回ですが︑戦

災校復雷︑二部教授解消︑教具教材蟹などに︑なお一二○億回が不

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

そこでＰｍＡ曾費と給食費のほかに︑畢級費とか特別畢級菱︑教

足している計算になります︒

材費といった名目で取りたてられます︒これらの金は︑その一部が

こうしたことに封する不平不浦の封策として東京都教育臆では︑

︑︑︑︑︑︑

議曾は︑﹁小畢佼ｒ四Ａ参考規約改正案﹂を護表しました︒この改

先生たちの出張喪や研究喪に流川されたりします︒

︑︑

正案は︑Ｐ四Ａ活動六ヶ年の隈験から生れたもので︑ｒ四Ａの理論

して都内の各匠に割りあてていますが︑この割常金も唾によっては

昭和二十五年から﹁Ｐ田Ａ負捨睡減斐﹂というのを四億回あて捻出

がアメリカの直職入にすぎて︑戦後日本の賓情にそぐわない︑と思
れたものであります︒その問題となつった鮎は︑

とに決め︑開係者に要望しました︒今年度に入ってから︑すでに十

年一間二○○寓目まで︑募金は原則とし一﹂都に寄付する﹂というこ

付金の募集に封しては︑東京都では制限を加え︑﹁募金岡敷は一校

ましてプール・講堂・艦育館・岡書館などの建設を目的とする寄

いうことになるわけです︒

い︒すると匠の畢校は︑仕方なしに︑またｒ躯Ａに相談を持込むと

土木︑住宅溌築などに洗川し一﹂しまって畢佼には渡らないことが多

われる黙を改め︑なるべく地についた蓮誉ができるようにと配慮さ
１︑教育財政を確立することに協力すること
２︑図際理解につとめること
３︑教育行政に干渉しないこと

︑４︑曾員の身分
５︑役員の資格および任期
の五鮎であります︒

一校が寄付の許可申請をしているそうです︒

おそらく︑どこのＰＴＡでも問迦になるのは︑わ１躯Ａの負措が重

︑︑︑︑︑

すぎるということでしょう︒どこでも畢佼校舎の復興熱が流行で︑

父兄の負措が増加するのは︑ひとつには各畢校の競争心が原因で︑

す︒そこで︑この競争意識をなくすようにするためには︑最低教育

︑︑︑︑

を立派にすることが一種の流行のようにな２﹂いるからでもありま

Ａの畢校で立派なのを作ったからＢの翠校も︑というふうに︑畢校

このため寄附とか翠級費の名目で父兄のブトコロを痛めすぎる︑と
いう苦情をきくのであります︒

東京都教育臆の調べによりますと︑小畢校の場合︑畢童一人一ヶ
月の父兄負携はＰｍＡ曾費六︑七十目︑総食費二五○回から四○○

（25〕

で︑ヤミからヤミに消えてゆくような負措︑ことに皐校新築の祝賀

れ以上の金額は出さぬことにすればよいわけです︒不明朗な名目

であり叢す︒こ力まで家庭に砿かり閑ぢ一﹂も２﹂腰﹂︑世間の風に

の母親たち＠進歩向上のめざましさは︑これは特筆大言すべきこと

しかし︑そういっても︑他面において︑Ｐ⑱Ａができてから︑世

資状を︑卒直に認めたほうが︑正直なようであります︒

曾などに多額の金をつぎこむ習慣などはひきしめていけばよいでし

富る一﹂とのなかった世のお母さんたちが﹃Ｐ⑱Ａのために︑はじめ

二雪か掻靖を出して︑これだけはぜひ必要という最低線をひいて︑そ

ょう︒東京の目黒雇では︑厘内の二十の小翠焚と︑十九の中畢佼の

ったものが︑だんだん卿を重ねるにつれてお母さん同志が話し合

は狸制的に引っぱりだされ︑いやいやながら︑しぶしぶ出かけてい

皐校では︑各扱ごとに父兄たちの競零がはげしく負捨が重くなって

もなくなり︑父兄からの苦情もなくなったそうです︒また港厘の小

えてみるようになり︑さて雛ってわが家を省みて︑その不合理と封

男性にたいする批判心目をもち︑子供の心理や護達段階について考

いての理解を深め︑吐曾の動きについての認識が新たになり︑世の

い︑見聞をひろめ︑覗野が贋くなり︑横の連絡ができて︑教育につ

︑

桟教育費●蕊本調査資料﹂を闘係者に配布しましたら︑畢佼間の競争

教育費を調査して︑父兄負嬉の平均償をだしてみました︒この﹁畢

一括購入ということにしたところ︑大へん父兄に喜ばれたというこ

︑︑︑︑

きたので︑Ｐ田Ａが教具・教材を最小限度必要なものに嘘いとめ︑

﹁畢校の財政的援助災び教員の袷輿ならびに生活費に開して直接

ようという︵それはまだ耳堪問の範園を出ませんが︺探究心を抱く

卑屈さをハネのけて︑明るさと向上の意欲と︑物ごとを研究してみ

務にたずさわることによって仕事の自信がつき︑これまでの暗さや

建性に初めて気がつき︑女性も人間としての自豊にめざめ︑雪の事

責任を負うものではない﹂というのが亜切Ａの建て前であります

とであります︒

︲が︑それはアメリカでの話であって︑日本の現状では︑憲法にいう

ようになったことなどは︑責に︑日本の女性の飛躍的な護展をもた
であります︒

らしたものとして︑Ｐ野Ａの存在償価は充分にみとめられてよいの

﹁義務教育の無償の原則﹂がなかなか責行されにくい︒どうしても

王砺Ａが︑畢校の後援閏隈的性格をおびてくるのであります︒これ

１

は︑過渡期の現象としてまことにやむをえないことかもしれない︒

費はせいぜい五○銭ぐらいで済んで︑その亜躯Ａの仕事は︑子供の

ます︒またｒ四Ａの役員となるのに︑なんらの資格制限もなくなっ

と︑Ｐ四Ａ金閣協議曾の禽員になることが︑自由にできるのであり

の軍位ｒ皿Ａの曾費は︑地方協議曾︵各都道府際ｒＴＡ連絡協議雷︶

︑︑︑︑︑診

今や︑やｆＡは全闘的な組織を作２Ｌおります︒すなわち各畢校

仕合せのための雨親教育︑禽合のたびに話の内容は文化的︑教育的

理想と上﹂は︑一日も早く︑アメリカのＰｍＡの炎うに︑亜囲Ａ曾

な高尚な義諭をすることで︑教育のための費用はすべて風なり市町

たのであり宝す︒誰でも選翠に常選さえすればなれるのでありま

しかしそこにまで到達するプロセスとして現在の段階では︑まず

よく︑とかく固定化はボス化をひき起し︑Ｂ皿△︵ボスと先生との

す︒しかし役員は︑なるべく固定しないで︑任期ごとに交替するが

︑︑︑︑︑

村なりが賄ってくれる︑というふうになりたいものであります︒

教育に必要な費用の足りないところを補う︑後援圏鵠であることの

（26）

f

一

曾︶となりやすいからであ︲ります︒

さて妓後に︑具瞭例として︑わたくしの勤務しているお茶の水女．

子大里の︑附属の中・高等畢佼のｒ唖Ａの組織・蓮誉の黄際に燭れ
ておきましょう︒

のが役目です︒監事は︑雪の事業ならびに曾計を監査し主す︒役員

さて曾務の資行のためには︑偲務・文化・施設・厚生の四部を設

の任期は一ケ年︒さらに曾務の資施のために事務員をおきます︒

ところでｒ四Ａが賞際問題とし一﹂財政的の後援閏龍たることを免

け︑理事と一評議員とはこれに分鴎して︑所馬事項を分掌します︒

れないとなると︑ＰⅡＡにはかなりの大金がつきものになります︒

左表に同解したように︑ｒｍＡの組織の根抵・基盤をなすものは
総曾であります︒細哲の選翠によ２Ｌ︑各畢級から評議員が選ばれ

︑︵お茶水女子大学教鐸心

以上をもってひとまず筆を掴きます︒︵完︶．

シハノ○

ておけば︑まちがいはまず起りようがないというものでありましよ

検査し︑小切手の印鑑は理事長がこれを保管します︒このようにし

・に至る間に︑支挑いに必要な物品の僻票浄提出させ︑部長がこれを

十五日に一定しておきます︒そし一Ｌ謹め︑月の二十日から二十四日

支出の支沸いば︑すべてこの銀行小切手を以てし︑麦排日を毎月二

二○○目の曾費を集めますが︑これは直ちに銀行預金とし︑各部の

手績きをと２﹂るからであります︒すなわち︑生徒一人につき月願

を犯したことがないのですが︑それには公金の出綱に閑と﹂細心な

です︒この鮎で︑お茶の水の附圏のＰＴＡは︑ぎだ一度もあやまち

生部

率唾却却

化教養部

務部

それでしばしばありがちなことは︑この公金の使い方に伴う暗い面

自

責際に曾務の蓮管の責任者です︒一評議員は曾の重要事項を評議する
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施文縄
厚

←曾移︑

１

蔦

ます︒﹂評議員から︑さらに理事と監事とが選出され︑理事長は理事

１１

仙凸I

︲Ｉ

→Ｉ

↑

理事曾
｜

ー
↓ II−↓
曾
幻灯

一割一

ｉ１ｌ︲

｜↑

一一

評議員曾

→
理事長」

｜皇︑園ノー

￨
霊
一嘩一→一里︲校一

↑

のなかから評議員が選出します︒理事長はｒＴＡ毒代表して翠校長

roToA

の意見春求め曾務を統轄します︒理事はＰｒＡの執行溌開であ２﹂

PmA組織の闘耶

弘道詩林

三好凌石選
○漁父詞八十二聖辿堂小川篤弼︵横演︺

○○０○○○○００００００ＯＯ○０００００Ｏ
念︒笑他厳陵曾入京︒評臼︒無他座累︒自見詩家気象︒．

煙波沓︒一葦軽︒漁父垂紛去ｃ間鴎相押迎︒維老●更無窮達
○○○００００○

○寄懐凌石詞長八十四聖寒蝉大森午︹茨城︺

請書方倦封斜喋︒凋坐悠然見舶雲︒別後多年忘老至︒一杯何

○００○○Ｏ○○○００○○００○○○○○○○○Ｏ
０○○０
日共論文︒

焚香詩就望寒雲︒過雁一醗時憶君︒敢問比来篤底事︒欲看健

○○００○○○○００○○００Ｏ○００○○００００
○○○Ｏ
筆掃千軍︒

○○００００○○００○○○○００００○○○○○○

械械葉謹何耐聞︒明春況又群花粉．捨風握月典誰語︒夢壁茶
○○○○

香解宿醇︒評臼︒一杯句︒何等交誼︒焚香句何等情致︒桧風句︒何
等風流︒三首可以見筆致之老徒︒

○秋懐八十二聖江東片口安︵富山︺

魁︑Ⅲ︑︑Ｅ︑Ｅ︑︑皿︑℃込○００００００○○Ｏ
隔江喬木夕陽沈︒痩骨早知報気侵︒賓雁影縦天似水︒木犀花
０○○Ｏｈ︑℃弛述︑︑︑ｂ℃︑︑︑︑○○○○○Ｏ
散地敷金︒回頭今昔推移篭︒読史興亡感慨深︒繊繊孤懐輿誰
○００○○００Ｏ

語︒一燈縦伴百年心︒評臼︒前聯析麗︒後聯諦疎︒結得佳調可諦︒

○賀江東先生詩碑除幕式賦呈

立峯斎藤一二︹富山︶
○○○００００Ｏ○○○○○○○○○００○○○○○

○００Ｏ
高射水長︒評日︒結自宋苑仲流所謂山高水長之句得来︒稚其篤人︒

北陸江翁毒且康︒金章玉句筆花香︒詩碑蜂庭人欽徳︒立獄天

可仰可慕︒余側聞建江東翁詩碑︑常日使人電送謹賀建碑之語以表徴

意︒別有贈詩Ｇ

○喜菅浬桐蔭翁胸像成賦呈香城菅谷敏夫︵千葉︶
︑Ｌ＄睡込込池魁ⅡＥＥ︑殖ＬＯ００○○００００Ｏ

○○○Ｏ
容慕徳風︒評白︒温敦之作︒坐令人欽徳風︒

政論堂堂志気雄︑開岸更立育英功︒鋳成桐老半身像︒仰接温

○秋惰吟恵斎兼坂軍︵千葉︶

ｆ

焼脊夢受雁暁天・不奈江湖俗事縄︒文墨自知疎澗甚︒秋心欲

０００○○００○○○○○○００００○○○○○○Ｏ

○賀新居松陰力根恭司︵千葉︶

○○○ｏ
解禰如祁︒評臼︒秋心即愁字︒三四最有筆致之妙︒

翠密続華屋．渓曲水爆渓︒剛趣欺娯裡︒晴光指刷洲︒︲知荊擬

０Ｏ○００００○○００○○○○００○○○○００

仙境︒偏典客情閑．評日︒幽情情趣︒無些塵念︒主人風懐︒自在

○００○○００

言外︒

○夏夜濁居荒張幸吉︹茨城︶

℃ＥＥ︑Ⅲ︑︑︑芯も心Ｅ殖︑○○○ＯＯ００○○Ｏ

放夢初醒︒評日︒爽快︒追放六年︒今己解除︒気韻朗然可諦︒

庭前掠過雨三篭︒月上束岡蒜気馨︒一輪蹄風刺忽爽︒六年追
○○○○．

○賀香取祁宮宮司額賀大直翁七十七毒

霞軒鵜野英治︹千葉︶
Ⅲ込︑Ｅ︑ＥＥ︑ⅡＥ℃猫℃猫○○○○○００００○

００００
期是此翁︒評白︒三一言徐柴︒三四言除慶︒優而雅︒温而醇︒

久奉明祁不顧身︒新年献詠達辰聴︒古稀加七南山毒︒百歳雁

○贈片口江東老契岱山椎名保弘︹寓山︶

淡泊情親似断金︒興来詩就共高吟︒知君史眼通今古︒雅詠猶

も︑︑ｎ℃︑︑︑ＥＥ℃︑℃ＥＯ００○○○○○○Ｏ

○○○Ｏ
間浮世音︒評日︒筆致浦疎︒気絡亦高︒

○謝見贈霊像九十二聖如雲慶野庄作︵茨城︶

曾開家塾育群英︒非薄惟葱志不成︒議像描成悦何限︒盤惣偏

砥︑︑Ｅ︑︑迫℃Ｌ︑込︑℃ＥＯ○○○○○○ＯＯＯ
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＆
.

○○○○○○００○○００００００００○○００００

溝龍盤締紫電奔︒浦然豪雨似傾盆︒清風吹起炎威散︒知是龍

○００Ｏ○Ｏ○００○○○○○○○○○○００○○Ｏ

○除夜作如山片岡佐仲︵千葉︶

之至︒便見先憂之惰︒

政蕊頻紛争︒未見百年計︒勿勿歳欲更︒評弓筆致幽絶︒感慨

℃℃℃ｎ︑℃迫迅込℃○００○○○○○○○ｍｎ℃
吾年八十六︒天地託此生︒人稲南山毒︒自持歳塞貞︒門外稜
︑℃︑Ｅ℃℃︑Ｏ○○○○○○○○○○○００○
重集︒経済放歎蝶︒物償日暴涯︒辛苦見吾甥︒誰説防衛陣︒
００Ｏ○００００００○○Ｏ○Ｏ

○歳晩書懐演名博綱耐島︶

○○○Ｏ
逢暖似春︒評日︒亦自閑雅︒

烏兎勿勿昏叉農︒朔風蕊列雪翻塵︒防塞寧借仙翁術︒楕拙潅

もｎ℃℃℃︑℃Ｕ池述込︑恥お○○○○○○○００Ｏ

王悪雑作︒評日︒三菱肴三四術涌︒七絶之妙︒可味︒

○○○Ｏ

○○○○

○濯山箕輪直︹茨城︶

見謝恩情︒評弓詩思益健︒得此佳句︒諸勉栴︒

○歳晩偶成石崖林庸之肋︵千葉︶

℃︑︑︑︑述述︑唾︑℃︑︑℃○○○００００ＯＯｄ
０○○Ｏ

七十四齢猶壮健︒百般生事夢室牽︒老来毎欲成佳句︒幾費推

以付一笑︒

敵又迭年︒評臼︒一結詩人之境地抽出凱切︒余亦年年不興此異︒
何等迂拙︒嘗謂内日︒人生英作詩人之妻︒戦然元坐︒不顧他事︒亦

親朋殆己入黄泉︒世態人情幾鍵遷︒往事荘荘惟一夢．老嬢無

︑塁︑腰︑︑︑︑︑︑︑︑雲︾獅汗哩鴬︒拶
○００Ｏ
限涙跨然︒評日︒老懐慨然︒

○賀菅津桐陰翁見賜藍綬褒章移山寺島慶一︵千葉︺
︑ｂｂ殖︑℃＄︑五︑︑︑Ⅱお形迫込︑℃℃殖℃℃池
︑もも︑○ｐＯ○○００００００○○００００００Ｏ

誰蒋富貴比浮雲︒篤畢如翁世少聞︒庫序多年海貞淑︒畜舎千

仰碗巾来一班存︒蛇年赦倣典誰論︒阿頭往事感何川・除夜残

厘得逢師慰老生︒吟峨不断癖経成︒比来葱我疎傭進︒黙稔詩

や℃℃︑℃︑︑芯もＥＥｎＥＤＯ○○○○○○○○○

○述懐莱浦大塚柳吾︵横須賀︶

０○○○
竹欲揺山︒評臼︒造意堅猫︒一結見筆力之雄︒

秋牧己了事先閑︒納穀欲完特破顔︒乾餅一盤鼓吾腹︒月前爆

０００Ｏ
燈酒一樽︒評日︒謹言可記︒三四見葡格之商︒

厚︒令人敬慕仰除薫︒評弓桐翁得此佳句︒可詔畢徳塘輝者．

０００ ○ ○ ○ ○ Ｏ

畝事耕転︒廟堂良策何共通︒麟開藍瀬興不群︒祇徳間宥天職

○
偶吟長島亮平︵埼玉︶
℃℃℃亜℃℃︑Ｅ℃℃℃Ｌ℃℃○○︐○ＯＯ○○ ０００

○呈東耕詞兄畔水飯田雄茄︵茨城︶

℃︑℃︑℃︑迫なお℃も込む℃○００００○○００○

家在江南柳浦逢︒相逢顧我感類牽︒怖税鑓総如君少︒速寄蕪
０○○Ｏ
詞巴調篇︒評臼︒雅迎︒

○遥謹有隣菅谷徳次郎阜都ｇ

︑ｈも︑江いも℃︑℃℃︑︑迫○００００○○○○Ｏ

満天瀧莱群霜威︒匝地西風落葉飛︒夜牛候錨謹似雨．家人未

○○○Ｏ
篇憶懇怖︒評臼︒白詩一云︒人皆有一癖︒我癖在章句︒所調性好吟詩

足︒悠然撫景意偏閑︒自註云︒防荷言消防局︒

海准卜築此仙衰︒移楊開軒封碧鱈︒崖樹秋塞紅葉誰︒渚煙晴
散落帆還︒百年長計是非外︒半日清遊山水間︒僚友也知慰安

成一癖者︒尼句最有報恩之意︒

○００Ｏ
寝繕塞衣︒評日︒幽致可荊︒

○題富岡碧雲荘壁凌石三好寛

○一初冬即事夏村田中和三郎︵千葉︶

も℃途Ｅ︑込埴芯︑ｂ℃ＵＥｂＯ○○００○０○○Ｏ
○○○○

昨夜西風捲地生︒緑衰黄落縛無情︒残星欲暁霜如雲︒遥聡雲

○騨雨含華疋田直太郎︵娠岡︶

逢雁一盤︒評白︒憾句勝子柴扉嵯出霜如雲之句数等︒以此換彼︒則
雁更見詩趣之多美︒．
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弘道歌園割田斧二選
秀逢

○寒雨松江市平井常清

しもかれの木末をわたる風寒くまたひとしきり冬の雨降る

○︲新潟螺鈴木文泰

︵時雨の風情がよく現はれてゐる一︲またひとしきり﹂の句よし︶

ころ

虫のねも遠きに剛けりむらきものと上るすみゆくおく深きと
︵心すみゆく奥深きところの下句︑作歌の心境にふかきものあり︶

佳作○皇太子殿下の御蹄図を迎へて

埼玉螺繁田武干
○後輩の友逝く祇島螺涜名坤綱

天の下四方の園為兄めぐりて録ります皇太子いよよ気高き

○筏墨宇都宮市背谷徳雁

さぴしもょ我につづきて年の坂を登り来し友見えずなりつつ
ひとり震のなぐさめにとかきりぎりす夜ごと枕べ近くにぞな
く

○小春日富山螺片口江東

刈りあとの狭孫青くのびやまず小春日和の今日もつ野けり
○香取祁宮冷司額賀大直大人の喜毒に

千葉螺鵡野秀春
庚前にみどりながむる杉のごと班く雄だしく常若にこそ

○東京都中村徐風

○泥虫といふをよめる新潟螺波多良介

庭前の秋を深めて唐辛子日ごと日ごとに色の冴えつつ

○菊埼玉聯石川奈美子

ふりか上る泥かと見せて千町田の稽なめつくす虫もありけり

も

植ゑすててかへりみもせぬ菊ながら匂ひは垣にあまりけるか

○折にふれて千葉螺兼坂秀嶺

○新米秋田市川村宗胴

まげられてたゆみも見せぬ雲の竹人の心もかくぞありたき

○病みて茨城螺内田静市

新米の飯食ふ今日し恩ふかな都に住まふうやからからを

○教へ子千葉螺金杉茂穂

左半身ま具ならで臥すに秋風のはやたちそむる昨日今日かな

○七五三の祝ひに埼玉螺小名木狂辰

田を打てるその手休めて挨拶をする愛しもよ教へ子にして

七五三の今日のどかにて帆若の鶴の模様に旭照り峡ゆ

○折﹄寡れて新潟蝶土田朝男

紅葉ぱのもゆる恩ひに人のためいぼりをたつる業を棚まむ

○〃．餅山嬬椎名保弘

み俳の心ともがな清らかに我をぽ照らす秋の夜の回

た

○北信の族割田斧二

雲白く目に孤立せる妙高の荒為しかも壁目頴ちつつ
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弘道俳壇
雑詠

大橋越央子選

手ｒＧＪ

香川越路

伊PI尼原

埼玉尼子

埼玉白水

そばの花ひとしぼ向し十三夜

松江碧明子

雇い

藤井胤
丘白蘭

埼玉狂辰

百姓に生れ凧も柿の秋
共に喜寿豊錐として柿かじる

花木樺寂しき畑の入日かな
念ゆでて軒に干しけり駄菓子茶屋

稲刈れば輩につどう念かな

病中雑吟

京の子の薬届きね菊の花

菊薫る病間の障子開け放つ

左手左足未だに利かず秋立ちぬ茨城静甫

、

庭前の秋を深めぬ唐辛子

○次雅文苑原稿締切日十二月三十日限

渡舟守客がなければ秋耕す

近道として秋耕○野をよぎる越央子

霜除けの傘踊らす風ありぬ埼玉吐・月
癖犬の何さがし居る枯野かな千葉春村
雲わけてきます句の友歌の友越後良介
○／

木為はみなあらはとなりて冬の月千葉秀微

秋深し猫に金魚をとられける埼玉奈美子

もぎ残る梢の柿に秋深し千葉茂穂

末枯や炭焼く煙真直ぐに東京徐風

羽織着て後の月見の句坐にあり

茶の花や狭山に醤き茶碑三基埼玉芝潤

鬼灯の一つともれる草の中

雨止んでほのかに至る銀木犀富山越路

渓・紅葉下ゆく水の撰の如し

枯蔵や渚に落る月の影千葉丘市
南水子子

秀逸

秋雁下信ずることの美しく
不出来なる秋蕎菱刈りぬ老夫婦

今は昔馬琴の住みし木樺埋
草の資の熟れて蹴るる日和哉
病臥

秋の蚊の行術を迫ふや静臥の眼
佳作

︑秋瞭下 己 が い の ち を み つ め を り

みづうみの秋夕焼に犬と我

千埼埼松

責のならぬ柿の葉に吹く秋の風
とのあたり柿の落葉の紅ふかし
ふるさとに似る笹鴫の新居かな

朝賜や境内にある大銀杏

葉玉玉江
山
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て︑下村副含長任期満了につき後任選畢の結

授大杉謹一氏は︑今回同敦授を辞し︑山形市

本命且栗報
△片口翁詩碑︒本曾員の長老で富山螺の文化

の家庭裁判所上席調査官とならる︒慶賀︒本

△大杉氏韓任︒本含評議員︑東京教育大畢教

果︑浦場一致下村刑曾長の重任を決定せり︒

功努者︑江東︑片口安太郎翁は︑八十二歳に
て送別含を催せり︒

曾は理事その他が集り十月二十七日賛生堂に
△新川支曾講演倉︒十一月一日富山蝶新川支

してなほ健在であるが︑此の度同地の有力者
稲して︑詩碑が建立されることになった︒曾

含にて秋季講演曾を上市町公民館に開催︑本

達褒起にて︑翁の徳を仰ぎ︑且つその丈畢を

て今は故人となった令息には夙に歌碑があ

含よりは講師として経済塁博士開未代策先生
出張︑﹁経済の再建と糖祁の再建﹂と題して

り︑親子二代の碑の建立となった課で︑誠に
慶賀に堪えない︒

△繁田女史の第霧︒本含曾員繁田くら子女史

講演さる・

席︑富山媒新川支含長斎藤三一雨氏は︑上京

醤による功努者として︑藍綬褒章を下賜され

は︑十一月三日文化の日に︑多年保育園の経

︑△青山・蜜藤雨支酋長来訪︒松江支含長青山
を機に本含を来訪や種々事務を打合せるとこ

一氏には︑療養中の所︑逝去︑哀悼︒

△哀悼︒千葉螺東部支含長高木泰三氏嗣子誠

支含長の叔母に常る︒

た︒光等のことである︒なほ女史は繁田豊岡

ろがあった︒なほ青山氏は先般金婚式を翠げ
られた︒慶賀︒又斎藤氏は折よく皇太子殿下
のお還りの奉迎日とて︑親しくお迎へされた︒

△繁田支曾長病む︒豊岡支含長繁田武平氏は

△神戸氏芳志︒含貝祁戸光子氏は母堂澄子氏
︵泊翁先生の五女︶の七回忌に際し︑本曾に

九月東北地方旋行中病み︑静菱中であるが︑

金五百間を寄附さる・御芳惰を感謝す︒
△横河︑長谷川︑松崎三氏の芳志︒特別含員

△東部支曾講演倉︒千葉蝶東部支含に於ては

本曾より前東京女高師校長︑同愛媛大畢長藤

題で講演さる◎

本菌治先生出張︑﹃新らしい時代の迩徳﹂の

︲

支含棄報

○新川支曾報告

詩支含ＥＬは︑十一月一日中新川郡上市町

地睡含員諸氏の熱烈な希望に膳えて︑新設の

倉を開催した︒

同町公民館を曾場として第五凹縄命並に講演

常日は従来含場地であった滑川町が︑附近

六ヶ材を合併して我が凶第一の大町となった

中開係者も紗からず︑且つ旗り勝ちな晩秋の

壷足の日とて︑開臆式の行事等あり︑支含員

越路の空は︑逢に雨をもたらして含貝の出席

二時より縄含を開いた︒先づ斎藤支曾長より

も危募まれたが︑約四十名の末参を得て午後

し︑役員改選にうつり満場一致を以て現役員

開愈の挨拶あり︑引続き庶務含計の報告をな

い同地唾に評議員︑幹事を櫛貝することとし︑

の再選をみた︒但し上市地唾の含貝噂加に伴
十一月二十二日香取郡良丈村中畢校講堂に支

任された︒

追々と軽快の由︑御自愛を折る︒

｜

その選任は後日支含長より指名することに一

横河下枝子氏は金戴肝圃命含員松崎又雄︑同
本含に寄附さる◎御芳情を感謝す︒

｜

含秋季総曾を開き︑午後記念講演官を開催︑

長谷川済七郎雨氏は︑金五百間宛をそれ人︑
△下村副酋長重任︒十月十七日臨時総含に於
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次で協議に入り︑本含凌展紫として含貝怖

ｂ

発進している﹂と評したとの御話は含員の胸

十一月十五日午後一時から支曾縄曾を︑松

○松江支酋報告

情む可し︒

更に財閥解艦が現在の忽済に如何なる結果

江市母衣町校友愈館で附いた︑青山支含長挨

詮強く打つた様であった︒

を招来したかを述零へて︑日本の輝済をもっと

に支障があったため︑開催の機の後れたこと

拶をのべ︑本年は稗貝多数に︑また役員各自

加通勤を獄椎化すること︑今月十五日本含の

商風に接し︑御指導左頂くことを決議し︑．併

問題と糎済に就いては内外の黄妖を比較し︑

深い︑厚いものにせねばならぬと説き︑努伽

大先輩江東片凹安太郎先生詮訪問して︑その

せて︑本日恰も小杉町に於て片口先生の詩碑

った︒それから各幹事より蒋来の計識につき

をわび︑本命の現状につき継奄述ふる所があ

てのべ︑曾貝詣氏の意見蕊表︑希望事項があ

教育と隷涛︑現在の税制と輝済蒋建の問題︑

池に揃烈に指捕されて我が閣民総てが反術し

牡用族公用族の濫費︑今日の政治家の緒祁竿

建立除幕式爆行につき︑支含より呪冠を呈し
たことにつき︑事後承認を求め︑縄命を維つ
た︒

それより講演念に移り︑寮藤支含挺は約十

って総曾を絡つた︒

衆に非常な感動を典え︑後刻出席春の口々よ

日であり︑それに文化の月の休み日とて︑色

江は︑全図にも稀れな賑やかな七五三の呪ひ

し︑本命の趣旨は常に中止を履むことにある

から理性的︑批判的になって来たことを喝破

閉含の挨拶を述べ銭に全日程詮頗る有意義に

礎淡に移り︑藤色迫る五時剛粥藤支命長より

に皿る先生の誰演を総り︑茶莱を配して画間

たとの謀が蕊せられた︒斯くて一時川三十分

た名園をながめながら︑石倉元市曇の金融念

の地︑庭の中央に蛎まる花の松に木府を配し

ッタがえしの中に︑含揚は俗鵬をさけた瀞判

々な催しが津山あって︑市内は人出多く︑ゴ

ず

本部特派講師割田主事殿より︑先壬維職以

に勿仙なかった︑・もつと誘って来ればよかっ

り斯る名講演を我々のみで拝聴したことは礎

次で久し振りに懇談念に移った︒この日松

向畳し︑奮起すべきことを諭されたことは聴

来の幽民思想の推移を述べられ︑現在の幽民

分川に亙り挨拶に併せ講師各位を紹介す︒

は漸く理性をとりもどし︑屈従的蛎大的立場

を力説し︑﹄座の愛関心の意義を筑明されて命

に閥する説話︑原噸問︑優谷川良一氏の明治

保除事業の現況の話あり命その他の諾氏も既

時代を中心とした松江市の話︑恒松茂雄氏の

絡了した︒

○千葉騨東部支酋報告

員に多大な感銘を典えられた︒
︑沢魁竜口毎

次で明治大梁教授撫涛畢岬士開未代策先生
は﹁経済の再建と締祁の再建﹂と題されて︑

往を語り時来を談じ︑江に懇談を亜ねて五畔

十一月五日支含長令息小見川高等畢校教諭

散念した︒常日は茶含︑派花愈︑展覧等いる

時下最も傾聴すべきお話があった︒

副支含長理事支含員有志倉葬弔詞並に香料を

尚木誠一霧逝去︑自宅に於て葬儀執行に付︑

維済
済に
には粘祁の支え棒が
殊に絡戦後の維

く︑開肯から附愈後の始末まで男子のみの斡

１＼な催しがあっため珍しく女人の衆命な

先づ精抑なしの燕 済はあり得ないとの前提

捧呈し︑哀悼の誠意を表せり︑因に亡誠一君

から︑

必 要 で あ ぢ こ と を 桃 めて平易簡明凡つ適切な

り︑又俳句に曇し蒋来を噸望せられたりしを

は撫翠と雛し︑零通の練遼稀として知られた

旋にて︑いふべからざる趣があった︒集有に
銀 行 が ﹁ 現 在 の 日 本 は薄氷の上をスケートで

例を引いて力説され たが︑僻にアメリカの某
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かったが︑みっちりとした集りでいる７１︑有

は正井城山翁の出席がなく︑人数も多くはな

間諜︑磯育︑厚生︑産業︑調査の六つに分け︑

それ人︑分館が設けてある︒部を納務︑教養︑

六年四月本館計三百坪が完成︑各十六部落に

友卿川︑村田噸氏とともに豊岡支含に籍を髄

樋めて蒔く︑明治三十一年︑商根信麿氏︑郷

るところである︒高萩村と弘通倉との開係は

魚員榊加に努力されつつあり︑感謝に堪へざ

来愛に在籍六十四年︑今︑街ほ誠没誠意や支

意義な弘道命らしい牧獲があったのは幸であ

って︑伽品として剛書三千徐冊︑ミシン五蕊︑

施設は①講堂②集含圭③陳列宗④炊事場があ

悦ばしき報迩を商らした︒一つは文部大臣表

に忘れがたいこの日︑ニュースは︑支含員の

月三日︑明治の御代に生を享けたものには特

しいや遠く︑筆に徳へて讃へなむ⁝⁝︒十一

野に︑道を一つのおもふどち︑積みしいさを

小鳥でさえも蕊は糠し︑蓑してふる里武荻

泌てゐる︒識算は二三年五晦側︑二四年三○

術ってゐ︑毎遡最維月曜日を定例含溌日と定

者九名の計二十名から成る述梼群議委員肯が

二名︑各種剛魁九名︑畢識縄駒者と地域代表

通り盤備されてある︒計諜迩管には畢校開係

布圃など︑各部門の活動に不可峡な川具は一

講習川具一式︑食器︑勝棋︑個蕪︑卓球︑座

イス三面︑十六ミリ映篤機︑レコード︑料理

堪へず︒

村公民鮪唯だ−つであるそうである︒膳賀に

ら十二の優良公民館中︑開束地砿にては尚萩

おありの由︒全脚三蔵四千像の公民伽の巾か

も命員にて︑祁父︑厳父と三代村治に峡掌で

含貝を擁してゐるのである︒術ほ︑吉野村長

先生の推娩誘披さるるありて︑通年︑多一数の

かれたのが嚇矢で︑爾来︑高根氏父子︑高篠

Ｏ豊岡支曾報告

った︒

局から藍綬褒撤を下賜された豊岡保育別長繁

二繁田くら子先生

懇談合が中心となって︑十六部落に横溢して

四月︑常時七十名の肯員で組織してゐた文化

誉む︑質資富裕な農村である︒昭和二十三年

○一五人︶戸数一︑○五六︒内八割が農業を

人口五︑八六○人へ男二︑八四五人︒女三︑

入間郡高萩村は面積一七︑四九平方キロ︑

を修得したといふ︒節彊は早大出身の犬竹喜

まで男女青年翠ぞ２Ｌ参加︑七十時間の課目

る︒殊に帝年蝿級の定期誰砿は一月から三月

村内のあらゆる方面に利用ぎれてゐるのであ

日本問五十坪は︑一同平均二六○名の割合で︑

充笠面を加旗に物語ってゐる︒講堂一三八坪

として村課算に計上され︑その活動と迩祷の

二八年一○六︑八○七岡と︑いづれも公民舘饗

謎翁夫妻も﹃わかい身空で︑ひとりで過どぜ

すから﹄といふにあった︒亡父の雨親なる浦

兇を︑一人前に育てるのが︑わたしの義務で

った︒といふのは﹃夫の忘れ形見のこの男の

が︑だがなかｊ︑首を縦にお振りにならなか

﹃他に押維杢星と︑群りに勤めるのであった

さであった︒見兼ねて︑親戚や知己や故蒋は︑

に遇ったのは︑花も差らう二十七歳のうら若

弟義八氏の夫人で︑大正八年秋︑主人の天逝

繁岡くら子先生は︑前支含彊翠軒先生の末

ゐた﹁よりよき村への建設へ﹂の藤に呼雁し

男氏で挫岡支愈貝たる二十鹸年︑その厳父喜

るものでない︒然るべきお蹄さんでも池へて

一二︑九二四回︑二七年九三八︑五八○岡︑

醐岡︑二五年九七九︑九一二岡︑二六年一四

彰に趣く高燕村公民館︑も一つは︑内閣賞勤

るのも徒爾ではなかろう︒

田くら子先生である︒鼓にその尊い足跡を辿

て立上がったのがや高萩村公民館の澱鵬で︑

三郎氏は明諦二十三年十一月︑本命に入脅以

一高萩村公民館

敷地千二百除坪に︑二十五年十月講堂︑二十

､
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よって生計を立てる先生の他ぴしい生活が

かった︒これから︑迩兄を相手に︑お裁縫に

は？﹄と存婚を勧告したが︑決心に動揺はな

御内帯金を賜はる︒同年知事より優良施設と

八百回下附休養案蛎築︒同八月皇府陛下より

余下附︒同二月︑恩賜財則慶祁命より建築狸

の補助金あり雷十四年三月厚生大臣より捕助

年保育含輔設︒十三年三月埼玉螺知事より初

長含務の報告を兼ね希望事項の申述及合計に

講演含を開催す︑午前十一時開含︑高木支含

十一月二土百良文中畢校に於て灘含並に

して︑いささか︑世の中のためになりたいと

た︒これからは親戚や近所の子供のお世話を

育って︑やが一Ｌ尋常科卒業も間近くなりまし

として認可され︑ザ四年七月︑調理窒磐務室

施設として表彰︒二十三年六月兄童禰祉施設

り袖助余あり︒二十三年四月聯知事より模範

して表彰︒昭和二十年恩賜財圃三井報恩倉よ

二名を選任︺の件に棚し︑役員倉選任の五十

於て支含曾則の一部改正︹支含員中より理蕊

ありて︑曾計に付ての承認あり︑・前役員倉に

閲する説明をなし︑鈴木副支含長の補足誘明

○千葉騨東部支霞報告

やである︒

〃︑﹄

た決心を︑義兄翠軒翁に打明けた︒﹃子供も

恩ひまして⁝：﹄と︒営時︑翠軒先生は︑豊

り︑次で支含顧問菅佐原翁の支曾に封す感想

嵐丑松君宮崎清徳調の選任を承認せられた

するので︑昭和二年四月︑批含事業法により︑

の保育が始められた︒しだいに︑依頼も輔加

て一貫してゐる︒蕊智震洞先生の黄綬褒章︑

由来︑繁田氏一門は弘通糖祁の震践をもっ

あ入や﹃先生の瓜︒山高く水髭し︒﹄である︒

えられたり︑猫講師は蒲佐原翁宅に御一泊翌

熱心なる講斌を拝聴し含員に多大の感銘を典

﹁新時代の遡徳﹂と題しての二時間に豆りての

減あり︑次で前愛媛大単長藤本画治先生の

ノ

始まった︒数年は過ぎた︒先生は︑心に秘め

岡町長として釜園的に活動せられ︑用務にて

等塘設し同時に給食開始︒同年十月高松宮殿

及希望に淵しての意見の蕊表ありて十二時三

下の御蕊臨御覗察あり︒二十五年四月保栂業

十分紬含遊閉ぢ諜食を共にして休憩︑脚みに

礁接室改造︒二七年九月蝶下に魁けて牡含祁・
川法人豊岡保育胴の認可あり︒二八年八月︑

られたるにより新たに穴津さんを委雌せり︑

山念村の評議員石毛さんは事故の燭め退職せ

長剛子一民氏の知遇を得︑氏より︑柾命輔業
や祇含教育について︑その洋行中見剛せる半

厚生大厄より改築認可と何時に袖助余交附︒

内務省に出入するうち︑時の︑内務省救護課

従の説話を聴き︑この方面に︑志向︑大いに

ついで十一月三日難綬褒章を下賜さるるに到

穴津さんは嘗ては聯合分含長を御勉めになり

ったのである︒今年中に改築は竣工の運びと

又現に山倉村長であらせらる上徳望家なり︑

せる︒やるがよい﹄と︑忽ち︑賛意を表して

なるであらう︒確綬褒章下賜の報あるや︑田

午後一時三十分再州講演命を開く︑刑支含長

動きつつあったので﹃くら〃なら︑やりとほ
しまった︒

誹極命州含を述べ次で剖田主事の本命主旨敷

大正十五年三月︑繁田一門及び繁田組に開

しと︒さもありなん︒

子一民先生は︑反シ先きに︑覗詞を．寄せられ

翠軒先生を顧問︑令閏こう子夫人を園長に戴

褒単︑繁町くら子先生の藍綬褒章等︑一家ま

繁田溌漢先生の緑綬褒章︑阿翠軒先生の藍綬

係あるものの女兇六名を向宅に集めて︑先生

て七十名︑十五年にして百名︑二十八年後の

〆

Ｏ川越麦倉報告

き︑豊岡保育剛は壷足した︒圃兄は十年にし

４Ｊ２０︒

り四名の築響者を出だをる︑量に偶然ならむ

日貝塚の遥跡等御見襲の上婦京せられたり︒

今日は百八十五宿と榊加してゐる︒昭和十一
︑

〔35）

十月二十四日午後一時︑埼玉懸祁牡磨主催
常支含の後援で︑新装なった川越中央公民館
に於いて︑文翠博士河野省三先生の講演︒定

雑りに本曾並に各支含の御護展を耐る︒

数旬諸般の準備をされた︒

ノ

ろ︑とにかくおれたちは取る︑よこ巷・⁝．．︲一

知ったことではない︑それはその人々が考へ

謹厳にしかもユーモラスに述舎へられ︑天祇の

について︑名だたる数種の著述を詳はしく︑

洞本祁祉祁迩の中臣赦︹なかとみのはらい︶

澗特の思想︑即ち唯祁︵かんながら︺の大通

し︑日本建国の精祁と三千年惇統の日本図民

河野先生は︑川越中心の国畢者に就てと題

だが︑炭錨などは明に﹁減康スト﹂といって

なことがして居られるわけのものではないの

た図の︑不景蕪の甚だしい時︑ほんとはこん

損失は大愛な＄のだと思ふ︒この貧乏しきっ

曾祉がほとんどといふほどやってゐる︒この

となってしまった︒宵公努を初めとして︑各

のストである︑これはほとんど決っての行事

年末になって︑まず一群目につくことは例

きではないからで．ある︒

が曾就を考へない努働者といふものはあるべ

へるといふこうであるが︑深く老へたい︒筏

よくなることによって︑自分たちの牧入を老

ちのとることより錘管を先づ考へる︑純梼が

ツにはストはない︑努組では︑私達は自分た

いつらの皮だ︑何とか考へて貰いたい︑ドイ

い︑高くなる⁝⁝と来ては︑一般国民こそよ

便も一二日も遅れる︑お蔭で物は間に合わな

この頃は汽車も電車も遅れる︑停まる︑郵

である︒

紳徳︑寓世一系天皇の御仁慈︑荊一催の親し

ふのであればまだしもだが︑年末手営が大方

やって居る︑それも給料でも賞へないとかい

○

み︑寓代不易の美はしき幽艦︑神聖和協の腫

であり︑﹁一・五ケ月よこせ﹂などといふので

刻前から聴衆綴々と参集︑川越中央公民館長

韓美に及び先生長年の研究と︑多年北は北海

は︑一層考へさせられる︒昔から上を見ても

たのだが︑今日の人々は﹁平等だ︑上も下も

︑︑

︑

道から南は九州︑満洲朝鮮に豆る講演に︑殿

下を見ても限りはないというてゐるが︑背の

あるものか﹂といふ︒全図中で特殊な含祇の

開曾の餅︒

い上げた力により︑長時間の獅子呪︑時は憲

代︑僧侶︑教育家︑民生委員︑保護司︑人権

ボーナスなどを新聞は書きたてて人の類を煽

︑︑︑︑︑

法改正の調査研究合を設けられ︑日本の本然

人はさうして分に雁じて生活することを考へ

擁護委員︑調停委員︑公吏等の有志︑此講演

一

一一一

（36〕

︑︑

の姿に復せんとするとき︑聴者は祁職氏子総

は吐含教化に及ぼすところ大なるものがあ

も給金が賞へない＄のも大愛あるし︒⁝：とい

ふので︑溌際は上も下もあることをどうしよ

るが︑それかといへば︑職もない︑否あって

うといふのであらう︒これをぱ﹁人のことは

る︒松倉支含長附含の酢を以って終了し︑座

因に︑本講演念は︑埼玉郡祁祇潅副潅長︵常

談念に移る︒

支含副支曾長︶川越氷川神祇涜司山田勝利氏

.
(

下村副含長重任

金日生ロ

l
前愛媛大畢遅藤本禽治

新畔代の迩徳︵什蕊蝿潅紺率鋪︶

︵吋咋脚癖叩支含︶純桝郷耐士開末代策

維溶の再建と緒川の再建

○支禽群浪命

一金五両川也︹川︶
東京都松崎又雄

東京都握谷川浦七郎

一金五両川也︵同︶

茅ヶ崎市神戸光子

一金五両側也︵Ⅲ︺

束水都横川下枝子

−金試肝回也︵本含に寄附︶

日本弘道含剛含長︵亜任︶下村毒一
ｉＩＩＩ

任さる︒

時総曾を附き︑定款第二十一膝によって
選畢の結果︑杢票を以て再選左の如く亜

下村剛含長は五ヶ年の任期満了のた
め心既報の如く聯十川十七日本命に臨

− h l

１１︲︲１１︲ｉ︲︲︲︲︲︲ｏ編輯後記

Ｉ！︲

○こ上に本年堆後の弘通を細秘致しました︑
この銃は諸先生方の御芳志によって︑大鍵充
礎したものとなったことは︑誠に喜びに堀へ
ません︒吉田︑河野の諸先生を初めとして︑
本命の元老である小笠原元子侭︑覚先生など
といふ久し募りの玉柚を頂いたことは何より
でした︑勝部︑佐藤剛先生のものは︑本雅を
以て完結となりました︒又家庭ものとしては
徳山︑川島剛先生のものを頂きましたので︑
この方面の撹物については︑これ又充分御猟
足が得られることと存じます︒
○毎年のことながら︑年の瀬といふものは︑
憂き世の見本みたいなもので︑生柄のために
我迎を果たすために︑物の繋班をつけるため
にと︑努力また努力︑そこには籾々と枇はさ
わがしく︑そして悪躯や悲劇も生れて来るこ
とです︑明けありということでは済まないか
らであります︒人川がとかく計批ある雄活が
出来ないこと︑そして政浦や杜含の弊や︑ま
た蚊峨凹といつたこと︑いるｊ︲︑の瓶が一時
にこ上に来て出たといったもので︑私通は︑
こ上に幽家︑祇含︑教育︑維済のあらゆる面
に瞳の姿琵見せられ︑考へさぜられることで
す︒

に致します︒

○含貝侍様方のくれぐれも御向愛の上よき御
越年をと航り︑そして来るべき年を期すこと

弘道賓慣一班金参拾圏也

Ｉ

弘通官入念手紙

一ヶ年曾我金百球拾同を梯込み入倉の手続

注とること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

側封入の方に蓬付す︒

本愈緬韓部へ御相談を乞ふ︒

○本誌隣告の件については︑

昭和二十八年十二月一日蕊行

割田斧二

東京都千代田慨西祁田二ノー

東京都千代田隠祁田利保町三ノ十

蕊行兼
編輯人

東京都千代田瞳紳田脚保町三ノ十

印刷人春山治部左術門

印刷所︵東攻窒Ｓ共立社印刷所

東京都千代田鹿西紳田ニノー

榊誕蝿日本弘道含

電話九段九椿

振替口座東京皇君番
日本出版協含愈員番雅乃一百兄

日本弘道会礼法研究調査委員会
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第六章
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節九章
第十章

爽

容
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動
作
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食
事
迩
交路
通
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一公衆の場所

社寺・教会
集会・会議

古来の伝統と美しい慣習と

東京都千代山区神山小川町1の10第一公報社内

を尊重し︑しかも今日の実

新しい礼法刊行会

情を十分考えた新しい﹁礼

発行並びに申込所

法要項﹂が必要であるとい

うことは︑ここ数年来各方

面共通の声であ︐りました︒

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

月を饗して完成され︑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

ものたシｂしめてお︲ります︒

頒価1部に付65円（日本弘道会々員に限り1部に付送料共55円）
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