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利己と利他︲

からであります︒

私達人間といふものは︑利己的な根強い性便があって︑限りなく
︑身を愛し︑内分の偽め︑内分の利益といふことを弧く老へます︒
この心持これを言うならば動物性といふものでありませう︒何とな
れば︑生きとし生けるものが︑悉く自分の慾︒ｎ分の利益を老へて
生きると同時に︑これは出溌であって又最後でもあり動物に共勉だ
ところで一般の動物は殆んどがその利己に始まり︑利己に雑って
了ふのですが︑その巾で人川だけは利己でありながら︑それだけで
総らずに︑利他︑すなはち他人のこと藍考へ︑他人を愛し︑他人の
利益︑他人の慾をも考へてやるといふ性庇がまたある課です︒ｎ分
を限りなく愛する人間が︑このやうに他人をば愛し他人の上も老へ
るといふ︑この性質があればこそ祇含︑閏家︑惟界を作ることとな
るのですが︑このことは︑確かに利己よりは一歩進んだことで︑人
間の美鮎であり︑大きく言へぱ人川のもつ脚性とも見られることで
す︒かようにして︑人間はｎ分を限りなく愛するかと恩へぱ︑それ
とはまるで反封に︑他人をも愛するといふ︒この二つの相反する矛
盾した性質をもつのです︑これがまあ面︑味といへば面白味ですが
厄介といへぱ厄介で︑側然界のことと異って︑人間砥含のことが何
一つ簡単に割切れないで︑終始迷路や闇路をさまよって居るという
課でせう︒

そこで恩ふことは︑敗戦この方の今Ｈといふものは︑常に戦争前
の日本といふものを敗戦といふ躯批を利川して︑厳しく批判してゐ
るのですが︑その紡果は︑新らしいといはる上人々によれば︑一つ
として取柄のない圃家・民族・文化だとボロクソに価ぶみこれてゐ
ます︒だが私達は必ずしもさらだとは恩ひませんが︑唯その巾で戦
争までの日本人が︑川利の心持ばかりが次姉に弧くなって︑他の一
面の睡含性︑仙界性といふものに紙けて居ったといざ﹂と︑これは
弧く批判され︑素直に反行を致さねばならぬことと︑擬﹀ます︒すな

はち︑お幽柄︑民族を過大に誇って︑他人を見下げ︑よりよい間分
に育てる馬めの他人のよさを採り入れることを怠ったり︑この心捗
ちから性急に躯を池んで︑徒らに力ばかりを頼んで︑じっくり腰を
据ゑて川分の力を菱ふことをせず︑すべて詮上滑りで仕上げて了ふ
といふ瓜などがあったのがそれです︒
ところで戦後の革命を見ると︑人椛の掌亜︑家族制度の打破︑財
産の均分化︑地理︑歴史︑修身の祉含科挿入︑地方分権︑固含の最
高化︑絶封平和︑竿をその施策の粘祁とするところは︑利己を弱め
て︑利他を弧めることに役立つものと言へます︑九十度の輔換をⅡ
折ぜば︑百八十度卿換の力を必要とするといふところから︑その力
はや上弧過ぎるとしても︑まあその粘祁は理解きれないことはない
のです︑だが敗職後十年近くもなった今日︑その多くの人々の焚際
を見るに︑た資制度に吉日に従って居るだけで︑その粘祁に理解が
乏しく形式的に雑って居る・かと思はれます︒といふ課は︑職争前あ
まりに縦の闘係に自惚れて自利的であったのに対し︑こんどはやた
らに利他の批界に向って眼を附かせるといふことに急である︑粉祁
的には脚利から利他への蒜い人々︑或は脚稲の進歩的人為の考へは
共に結権ですが︑た賛ｎ畳が足らないで︑︑己を考へないで︑無附
にた営祇命人︑祉界人になることばかりが理論の目的になり︑園家
民族︑人情︑風併︑智慨︑文化といふやうな剛家︑民族の禰命的な
もの︑垢の胤己を考へないで︑人間一般といった人間を封象にばか
り物を老へたがるのはどうかと恩ひます︒それでは反動となって了
ふと共に︑一見老へが大鍵立派であるやうであるが︑これではその
皿想は空想となるばかりでせら・
かく言うのは︑要は自己的な人間がより利他的の面に目を州く日
本人の脚己完成がⅡ的だからです︒それだといふのに︑自分といふ
ものを忘れて︑他幽人が自己を生んだものをた営反似ばかりして居
るとあっては︑敗戦後の革命は無意味です︒脚己あって川己の成長
のため︑︑己に不足の他を畢ぷ︑そして利己をより利他にまで同を
附いて修養してゆくこと︑これが唯一の反街です︒︵知己庵︶

諜算の魔術と正鵠

開末代策
日本中の目と魁それからアメリカはじめの外国の目とが注
観していた本年度の譲算は︑総額九千九百九十五億八千八百
寓目ときまった︒と上までに︑吉田首相が三一ろ大臣の首の

すげかえまでした弧い決意で︑目標一兆回以内にどうやらく
いとめたわけだ︒このため︑昨年度財政投費融資を加えて総
譲算純計一兆二千四百億回が︑五百六十億回の減少となった︒

との首相の決意を帯して聯各省︑各方面からの要求からこの
一兆剛のワクを守りぬいた小笠原蔵相はじめ大蔵符鴬局の苦
心のほどはなみたいていのことではなかったであろう︒この
際︑首相の政治性も大いにかつてやっていいとおもう︒
元来心わが図のように通諜算のワクというかタガというか
ゆるみっぱなしの園は少ないのである︒世界六十六ヶ園へソ
連圏をのぞき︶のうち︑諜算の確固たるワク・をもたす︑また

補正溌算などによる増額に封して通政府に拒否椎のない園は

わずかに十四ヶ図だけである︒そのうちの一ケ図がわが日本
である︒しかも︑そのわが国は敗戦園であるというのである
から︑なおさら驚かざるをえない︒ところが︑去る一別十七
日に首相は︑禰岡の自由薫大舎の演説において︑今後各方面

からの要求があったからとて心補正諜算をもってきて︑経に

園をインフレに導くというような事態には心断じてしない考

て︑おそまきながらとの言葉に大いに力をえた感がある︒資

えであるという意味を狸調したことは耐それをそのまま信じ

とすべりおちるのを待つばかりである︒そこへ魁との一兆回

際︑ここで踏みとどまらぬかぎり︑国は奈落の底へずるずる

という︑だれにでもきわめてわかりやすい数字をおさえた

賞際の数字ではそれほどの差はなく︑ある意味では足が出

﹁政治﹂は心だれが教えたか︑あつばれといわねばならぬ︒

ているが︑へたとえば心いろいろなやりくりによって百八十五

億の内政喪をみとめているから砥賞質的には一兆側をとえて

いるとも見られる︶．兆回以内﹂だという太鼓は︑全図民の

耳の根まで徹底させてしまった数字の魔術は脇けだし政府の

首相がここまで決意するのに鹿Ｍ・Ｓ︒Ａ援助受入れの

成功というべきである︒

ために︑アメリカに封して財政緊縮の弧硬方針をとらなけれ

ばならぬということも通一つの動機と考えられるが融それよ

りも︑図際牧支が急速に悪化しつつある状態が︑十二月初旬

に明らかになったそれであろう︒すなわち脳二十八年度の資

質的赤字三億ドルで砥このまますすめば通二十九年度は貿易

の手をあげてし篭わなければならぬという︑蔵相の赤信競に

びっくりしたのが心何によりの原因だと診断を下してまちが
いがあるまい︒
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それはそれとし︑他方にばけしからん魔術がある︒そ虹は

園をあげて﹁防衛黄の膨脹！防術聾の増額！﹂と鐘太鼓で
さわぎたてている︒そして︑との防衛蜜によって内政変が喰
われてしまったというのである︒それは︑そうでもあろう︒
しかし︑との鐘太鼓の宣偉で︑図民の注意を他にそらしてお
いて︑ここで巧妙な魔術がおこなわれているのである︒諜算
案で見ると︑防衛費は一千三百七十三億回であって︑たしか
に百四十億回の増額であるｐでは︑官吏の給典Ｑヘース・ア
ップに必要な増加額はいくらかといえば︑驚くなかれ℃約四
百四十億回で職地方財政をふくむと賞に約七百五十億回の増
額となるのである︒私は︑別に役人の牧入が坤えることを悪
むものではない︒しかし︑財政緊縮の結果としてデフレ傾向
をとれば︑自然︑失業者も綾川することを想定しなければな
に悪く︑昨年とは天地の差がある︒こういう事情のときに︑ひ

らぬ︒すでに︑本年度の畢校卒業生の就職状況を見ると極度
とり官吏のみベース・アップをしてはへ自らかえりみて心め
たいのであろう︒そこで︑今度の謬算は防衛課算だと鐘をた
たくのであろうが︑それでは少為謹が細かすぎはしないか︒
防衛費こそいい面の皮である︒のみならず︑︽ヘース・アップ

はデフレ政策に封する逆行となるのであるが︑これを頬かむ
りで通りすぎるつもりであろうか︒そのつぐないに︑恩ひき

日本の政治家や官吏は︑その地位役職を利用して法外な椎

った行政整理でも断行しなければ遮・失業者の幽霊が出る︒

限をふるうのが常である︒私たちがよく言ってきたことだが

閏含においては議員立法というものがあって心諜算をともな

通らすに本含議で決定するのである︒これがために︑知らぬ

う立法を常任委員曾でつくってしまう︒これは諜算委員倉を

があるかぎり︑インフレの源泉がたへないのであるが通とれ

間に諜算がふくれてしまうので︑この常任委員制度と立法椎

はむ先頃︵昨年の国倉︶衆議院ではじめて幅田赴夫議員が謹

に意義深いものであるといっていい︒それは別として通とに

言をした︒これは︑先きの首相の謹言とともにインフレ防止

の話によると弧イギリスでは電話の架設でも︑第一位に優先

かく職権をあまりにも乱用しすぎるのである︒最近の蹄朝者

イギリスはさすがに貿易第一主義で通してきた国だけあるが

するのは貿易業であって︑次位は醤師だということである︒

日本ではそうは簡単にいかない︒わが国も震易第一主義をと

なえてはいるが蝋電話の架設はとんでもないところえいく︒

いいくらい優先的になりがちである︒雪イギリスでは政治家が

先す政治家であるとか役人の方が躯往麦いや決定的といって

専属の電話をもたすに忍んでいるとき控Ｌ心感心した次第で

私はまたかねてから︑わが国の事業税簿人税が高い︑所得

ある︒

税が高いと叫んできた一人である︒今までのようでは︑事業

を員剣な気持ちで経営しなくする︒税金が多いために芯利益

をあげないようにする︒したがって貯蓄など思いもよらない︒
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る︒それも︑ほんとうの誉業上の交際費ではなく︑杜員だち

なければならぬほど︑交際喪その他が飢斐されているのであ

る︒先頃から︑経済同友倉あたりで﹁新生活運動﹂をおとさ

ここにも︑わが国産業の振わない原因がひそんでいるのであ

る︒ところが︑新税である繊維消費税その他について︑自由

側増税となり︑それと同額の直接税が減税になるわけであ

大職省改正案では魁四月一日から間接税が四百七℃八十億

わが園の再起を邪肱する謀略的政策といわなければならぬ︒

だけで飲食遊興して孤含計から支沸つたり︑もつと悪質なも

多少増減の幅に相異ができるであろうが期所得税の減額は結

課税を腹し職繊維製品の小寅課税に移行された︒したがって

含祇から支挑わせるものさえあるのである︒さればこそ︑大

雄である︒今までの個人所得税の高額では︑とても貯蓄の除

黛内に相常弧硬な反封意見があったが︑経に修正されて原糸

小の飲食店が軒並にならんで︑しかもそれらが遮牡用族様為

裕などはだれにもなかった︒先きにもふれたように法人税に

のは飲食店から金銭を借川していって職とれを交際費として

で莫大な利益をあげている始末である︒これでいいのかとい
うのが聯﹁新生活運動﹂となったのであろう︒これは耐税金の

税は高償品の課税であるが︐一般に衣類もゆきわたった今日

では遮全僻にかけてもいいのではないかとおもう︒酒税は特

封しては産業再建のために大いに再考の要がある︒繊維消喪

いるが︑法人税などが大いにわざわいしていることは否定で

級酒魁一級酒が一割増税で︑ピースが五回の引上げであるが

開係ばかりではなく︑戦後の精祁的堕落も大いに手偉ってば

はなはだ遺憾である︒

きない︒今度の諜算で︑ことにメスが入れられていないのは

て︑できるだけ高率とすべきものである︒砂糖消喪税は前者

これなどは生活必需品ではなく砥噌好品である性質上から見

と多少ちがうがさらに高率でもい上︒あるいは︑むしろ製耐

との税金に開してば砿大賊省において二十九年度諜算にと

もなう税制改正案を決定した︒これによれば︑ようやく直接

である菓子などの課税で考えるべきではあるまいか︒物品税

ある︒また軽一般の商品のすべてに物品税を課することが︑

ている︒これなどは︑さらに大幅に引上げることこそ緊要で

というのはぜいたく品税であるが︑約十五億凶と見積もられ

税を間接税に韓換する傾向が示されたことは︑おそまきなが

ら好感がもたれる︒もともと︑シャウプ勧告によって︑戦後
の財政政策がたてられたのであるが︑シャウプ仲士の棚告は
財政皐の初歩的なもので耐はじめからお話にならぬものであ
った︒占領下にあったわが図政府としたは︑これを知りなが

もう︒アメリカのような富裕な函でさえ︒総葉書を買うぱあ

物餐節約を奨肋するという鮎からもとるべき政策であるとお

い二枚まで課税されないが瞳三枚以上になると課税されると

1

らもこれを奉じて遂行しなければならなかった時代であった
のでやむをえないが︑その他のアメリカ側の政策とともに︑
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I
いうことである︒これは戦開いた話なので︑あるいは州税で
あったかもしれないが︑ともかく一切の商品に間接税をかけ
ることを考えていいのではあるまいか︒

さらにすすんで︑遊興飲食税はとくに禁止的高率課税を断
行すべきであると信ずる︒ところが愈先きの大減省改正案で
一度遊興飲食税をこの機曾に地方税から国税に移そうという
ことになったが︑料飲業者などの猛運動によって︑自由蕊が
いわなければならぬ︒なにゆえに︑それほどの猛運動をしな

最後にくりかえしていうが︑諜算の魔術に僻うてばならぬ

矛一とらねばならぬ︒

ということだ︒もちろん遮政治は国民大衆の心理をとらえる

必要があるので極たとえば一兆回の指導票などば大いに成功

したものであろうが︑固民を愚弄するごとき漁算技術に迷わ

ぬ︒こんなことは心賞に国民として恥であるが︑恥を知らぬ

されぬように聯国民は眉につばをつけてか上らなければなら

ラトーンのような︑そしてフイヒテのような︑そして支那の

指導者が指導者であるかぎり心いたしかたがない︒賞際︑プ

二九・二二・三Ｉ︹特別含員・経済畢悼士︶

○ ○

軟化してとりやめになったことは︑本諜算における大失態と

であろうか︒

（4）

尭舜偶時代のような﹁道徳国家﹂をのぞむことは︑畢者の夢

○昭和甲午元旦乃木祁祇献詠

至誠斯道篭︒川相聖雄祁︒
賀正深吾信︒元朝渇仰新︒

新刺

ければならぬかを考えるだけでもＥそこにはいかに大きな利
害開係があるかがうかがわれるではないか︒また︑蓄犬税と
同様に︑蓄妾税というものもあるべきではないか︒これは︑
遊興税と同様に通杜曾風儀上砥道徳上からもとくに禁止的高
そのほか︑深山あるであろうが蓮住むべき家のないものの

率税を課すべきことが至営である︒

は別荘も非常に少なくはなっているが︑それが含杜の寮とか

生可

多い今日聡別荘税なども考えるべきである︒もつとも︑戦後

○元旦言志
至誠人椛礎︒
元旦堅斯信︒

歳通

加藤玄智

典得

厚生施設に化けている︒これらは厳密に調査して︑逢反した
ものは虚分するようにして︑脱税をふせげばいい︒先きの遊
興飲食税のごときも︑従来脱税がはなはだしいようであるが
これは厳罰方法をとる必要がある９とれに開運した税吏の犯
罪が多いのはとまったものであるが耐虎罰が軽きに失するよ
うだ︒すべて官吏の地位を利用した犯罪は︑とくに厳罰主義

吾以

I

小選翠厘制︲

同士討となってはならないからであ

る︒というてそう旨い事地割協定な

定の要がおこる︒身方同士が内輪で

通して禰岡螺に入り海上七里の島で

馬と宣岐は長崎市より︑佐賀腺を素

いこみとなる︑形勢不安になる危ふ

るものが資現されない︒いよいよ追

る︒長崎聯下というのがおかしい封

ある︒此島と長崎市と合ぜて一随だ

しとなれば弧反封黛の札は手に入ら

潟市と西浦原郡と合せて一面であ

新憲法の下にありては天皇の大椛

ない︒同士打喰いという血で血を洗

下村海南
・も影が薄くなってしまった︒すべて

である︑あほうらしい︒

し小選畢厘維持論者はコビリついて

されるという︒しかし現状にありて

小選畢厘では大物も引つくりねえ

う見にくき場面になる︒

かけ廻っている地方の者に情賞がつ

此の如くに魔くなった選畢歴に封

というに至りてはおかしい心滑けい

は園曾寓能の世の中となった︒しか
も園曾の質はどうひいき目に見ても
よくなったとは言ばれない︒

さて園曾の向上は如何にすべきか

二名中河上太郎霧は大丈夫というの

で札を割きすぎて落選した︒抑奈川

も近く兵庫の第一歴では牡禽黛候袖
川られないという砥全くくいちがっ

の第二厘でも同じように片川祈対は

と︑小選畢匡に大物が出ると新人は

現状の如くんぱ選緊厩は厳すぎる

た論を口にする︒又小選畢随だと怖

落選した︑かつては同じ第二礎で改

きまとい大物が出られないという説

手も足も廻らない︒山梨職祁井慰滋

あるが︑大選畢匡こそ金がかかると

寅がはびこり金がかかるという説も

−私は先づ小選畢随制を提唱したい︒
｜日本再建の妙薬である︒

一種となっている︒候袖者は足をす

三郎君は落選した︒甘すぎて落ちる

賀︑・鳥取弾香川︑佐賀などは杢牒で

いうこれ叉くいちがっている︒

友含側では安心しすぎて細裁鈴木喜

りこ木にし夜に日についでもまわり
きれたものでない︒私の友人はいづ

現行の制度でば見す見す法外に金

いするば政治道徳の破壊である︒

のも困るが︑裏切し仲間制して共喰
ではどうしても候補者を二人三人四

がかかる︑何よりも信義を破る︑何

現行制の柵根には定員四人五人と

淡路島と薦屋︑西宮︑伊丹＄尼か

人と立てる事になる︒一つの堂蛭から

んとしても小選畢厘とする事により

なるための同士打がある︒大きな黛

崎の諸市をか上えたる武庫郡が一厩

数人の候補を立てるとここに地制協

れも重努働であると悲鳴をあげた︒

である︒四十九里波の上の佐渡と新

１１１１
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う

高い︒私は昨年から同士の諸君と此

といはず小選畢厘制に共調する麓が

洪平君にも含い弧具に彼の地の近怖

た︑幼馴染の外務省厭洲参事官寺岡

政黛といばず言論界といはす賞業界勤務を続け︑年末に久為に飾って来

英米などは小選畢厘制になってい

救正する外が無い︒

るがへそれが叉小黛分立の弊をさけ

を鍵いて︑大に老の血を沸かした次

も現賃に色為なうるさ方が︑虎覗耽

の力で護るのは常然の常然で心しか

ぶべきことである︒自分の函を自分

説が段麦盛んになって来たのは︑喜

近時我園に於て︑軍備に開する言

西濁はアメージング

第である︒

が促進につき微力をつづけている︒

新蹄朝の友に蕊く

︵二九︑一︑二九×法理博士・聯別命員︶

援を仰ぐ次第である︒

適薬と信ずる︑敢て各位の理解と支

小選畢匠制の賞現こそ営面の救国

て自から政局安定となっている事も
見のがせない︒

私は昨年参議院の全国歴に出て見
事に落選した︒公明選畢運動を起し
いうので身自から試験台に立った︒

たが只口にしただけではいかないと

よりて常選したよりは自からかへり

私の至らぬ篇であったが︑不公明に

明選畢の要急切なる事を受えた︒同

けに公明選畢の要ありとますます公

選畢ではとてもむづかしい︒それだ

せず︑ややもすれば飛出して新情報

だけでは︑お腹の虫がなかなか承知

自分ではあるが通責のところ︑それ

新聞紙一枚で︑僅に世に煽れている

維戦以来心とかく閑事に身を潜め

れども︑二寓の自固兵を出してい

ない︒西猫は今なお占領中であるけ

ように聞えることがあってしょうが

をもらいたいために唱えられている

今の軍備論が︑とかく米国からお金

筒更のことである︒しかしどうも昨

を我が虚を窺っている今日に於ては

時に衆議院選畢法は現行のままにて

を捕え職以て時局判断の資にもと努

る︒そしてその喪川は︑全部米国の

高橋節雄

は公明選畢による事あまりにもむつ

負捨である︒それは西猫が︑頁に自

見てやましい事はないと共に︑公明

かしいという事を磯験した︒衆議院

も︑早登先ず職米図からの蹄朝者で

分の力で自分の園を防護しようとす

めてはおるので︑新年に入ってから
海軍の級友である野村吉三郎君を訪

る熱意に燃えていることを︑米国が

て膳援演説をつづけ︑先づ何よりも
小選畢厘制にせねばならぬという念

ね︑次でまた多年紐育から西渦へと

の紬選畢に私は各虚に黛派を超越し

を堅めるばかりであった︒

（6）

I

進められつつあるのである︒西凋
を畢 る 愛 国 の 熱 意 ︑ ア デ ナ ウ ワ ー

備が︑米国の大きい負捨で︑著為と

てこれが基礎になって職西渦の再軍

よく見抜いているからである︒そし

言葉がない︒

高いのであると聞かされては︑返す

の常識が︑日本のそれに比して遥に

してやらない聯すなはち西渦勢働者

く知っておる弧故にストライキは決

をもたらすかということを︑最もよ

セントが園内での使用に供せられ︑

類に於て︑全生産量の内︑六十パー

責で快調であるのは︐一定種の機械

たないが︑機械類の輸出も同様に健

位だから︑その豊富なことは論を待

え行わす蟻ただ各人に四十マーク配

はその侭慶棄してしまって漣引換さ

西凋は戦後新貨幣を造り愈奮貨幣

うことである︒そして一方また工場

良進歩せしめられておるためだとい

によって︑輸出品が絶え歩自然に改

ようになっており︑園内使用の経駒

︑四十パーセントが外園へ輸出される

首相の烈火のような指導振りは抵痛
画自闇言いｅ具に驚くべき︶という形

く︑米国人の心を動がし︑新聞は

給したのみであった︒故に労働者だ

べき人数割までも定められており心

に於て︑傷痩者を工員として雇傭す

扱っているということである︒我日

けが金持で︑固の経済はそのお金の

容詞を用いて職日常それを大きく取

動かし方によって支配されることに

長く欧洲にいた者が日本に蹄って

制度が極めて整っておると聞く︒

図である︒口先きだけで︑脚の地に

なったが︑今や全く立直り︑戦勝園

本をこの西凋と並べて眺めている米
着いていないような軍備論などには

政策や商策に計譜性が乏しいことで

来てｕ最先に感じることは︑日本の

の英固よりも︑安くっていい物が食
べられ軽耐乏生活の看板は︑いつし

乗って来るはずがない︒

西渦にはストライキがない︑あれ

八起きして物に動ぜぬ凋乙人は︑日

か英園に渡されてしまった︒七縛ぴ

あるという︒これは大に耳を傾くべ

ふことである︒戦後の西猫の工員は

ば米因に封して行うもののみだとい

き大切なことである︒西潤のある商

吐が砥八カ年の契約で︑日本の商杜

本の坊っちゃんとは大分逢う︒
西凋の輸出品は石炭と機械類で︑

荒果てた工業地帯に︑資本家と共に

日本では朝鮮景気が目前にぶら下っ

に大量の鋼管を註文しようとしたが

手を下して礎石を据え︑工場を築い

いる︒ザール地方は土地そのものが

ているので誰一人取合わなかった︒

それがちやんとうまく出超になって
石炭で魁家が石炭の上に建っている

て来た連中であるから︑彼等はスト
てそれが経済上生活上どういふ結果

1

ライキをやればコストが上る︑そし
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h

している︑ただ杜曾黛はもう一度ソ

府蕪も在野の牡曾黛も︑方法は一致

方法論である︒再軍備の如きは︑政

猫では︑スローガンは悉く具鰐的な

てがただ抽象的である︒欧洲殊に西

みんな一しよだというだけで︑すべ

のかと尋ねると︑みんな一大事だから

ある︒しかしどれから先に賞行する

てている聯各スローガンみな立派で

今更後悔先に立たずという賞例もあ

しかしその景気はもう消えてしまい

専ら地上軍のことであるようだ︑米

防衛軍自衛軍といわれているのは︑

場になってはおしまいである︒近頃

数でかつ精鋭であっても心国土が戦

ねばならない︒地上軍が︑如何に多

その全能力を傾倒する空海軍でなけ

に上陸または著陸させないように︑

海軍と航空機心および外敵を我国土

船舶を︑直接に護衛するところの心

ことの出来ない脳数千寓噸の米その
他の食糧を︑遠く海外から運搬する

うにも先ず第一に脳園民生活に峡く

国軍は魁余がかつて本誌で論じたよ

軍と呼ぶべきだと思う︒そしてその

に五男は室海軍の資力がないために

す飛行機はまだ一台もない︒また現

らない︒今の日本に通戦闘の用をな

造り上げることに努力しなければな

軍を．自主的な頓甲斐のあるものに

までも外函に委ねて澄くのと同様で

願して置くのは︑我固の生殺を何時

るから︑それを何時までも外国にお

︲ＩＩＩＩＩＪＨＩＩＩＩ００■■リー

と話合って見てからと︑それだけの

陸軍を我国内に留め世かないように

いという考を持っており脳時の米海

うべからず戦っても胴固何の益もな

たのであるが︑野村大使は︑日米戦

長官との間で︑遂に破裂してしまっ

日米交渉は心野村大使とハル固務

米人のブロードマインド

隣国から無上の侮辱を受けている︒

ある︒故に国民は速に空海軍就中空

僚件をただ一つつけているというこ

するのが目的であるなら︑それでい

った︒日誹の政黛はいずれも政綱と
穂して§深山のスローガンを並べ立

とである︒

同様の考を持っていたので耐両者が

軍堂令部総長プラヅト大蒋も職また
ところであるかも知れないが脳しか

除人を交えず︑親しく懇談したこと

いかも知れないし︑また米固の望む

再軍備という語は誤解され易い︑

し国土の安全は︑地上軍だけでは保

日本の運命を繕う空海軍
新軍備というべきだとの説もあって

︽護されない︑我国の輸入食糧を確保

大切蔵役目を果すものは空海軍であ

し砥また敵を我国土に寄せ附けない

因使臣と直接に懇談するということ

で軍令部総長の地位にある者が︑外

も度為あったそうである︒現役軍人

余もそれに賛成だが蕊それはとにか

一罫曇吐錘渥酬蔀喝悼蛎雅母蛎蝿蓉嘩
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一

一

訪ねたところ︑プラットは老の眼に

渡米と共に︑先ずプラットの閑居を

が常に気にかかっていたので︑昨冬

いうことである︒野村対はこのこと

たのにと︑大に遺憾の意を表したと

ったならもこんなことにはしなかっ

大使に手紙を賊って自分が全権であ

になってしまったので︑プラットは

したそうであるが︑︒遂にあんな状態

常に隔意なく極めてフランクに懇談

いる日本人で嘘をつい﹄た者がないと

本人ば嘘をいわない︑自分の知って

野村君はこの度その遺兇を訪ねて厚

遂に果さずして亡くなってしまった

を訪問するといっておったけれども

回におよんだ︑そして猫立後︑日本

で征各祉の哨好品を贈るとと十五六

畑草遮馴俳からサンキストに至るま

た︒主筆はこれに感激し魁爾来酒適

田の美談を掲げて感謝の返書を出し

そういう例が昔からあると砥上杉武

野村君は快くこれを容れ︑日本にも

ってもらいたいといってよこした︒

しての微衷を表わすものとして受取

しかと吾が居る大地に︶︵特別会員︶

脅○巨旨亀︶︵眼は遠く輝く星に︑脚は

ロ色悶①①ロ里○屋妹貯ｇｏ目ｇ①

Ｒ属①①ロ昌○巨吋①望＄○口爵①稗胃の

句を遺しておる︒

ために言ったかと思われるような鮮

ァ︑ルーズベルトが︑丁度今吾だの

語も漢畢時代の鹸弊である︒セオド

立は島図根性で封建の徐習魁大言壮

で行くことが大切だと思う︒小黛分

遠方に据えて遮著賞に具贈的に進ん

もつともつと一致して直剣に目標を

うべからず﹂論者だ︑しばしば論文

筆があった︒この人もまた﹁日米戦

ーミー︑エンド︑ネビー﹄雑誌の主

野村君の親しくしていた人で﹃ア

な猫乙人とを︑東西の友として鼠世

前に記した勤勉で計萱的で不撲不屈

巽日本人は︑これからとの米園人と︲

日冒︒︵寛容な心︶を感得した︒吾

は米図人の温い隔てのない閃３画︒

日本は明治維新に際し従来の封建

一︑民主思想から見た明治
憲法と新憲法

川村宗嗣

思想と憲法﹄

基礎としての民主

﹃現代日本倫理の

く追弔したというととである︒

ば︑例のないことで︑プラットは日ぞ不愉快であろうけれども︑友人とのことのみならず︑すべての問題に

I

涙を浮べ通百年の友に含つたように

を掲げて︑園交の調節に力めていた

界環税の大舞台に立たなければなら

この二人に開する話によって︑余

戦争になってから野村君に︑各種の

ない．それには五男日本人は︑軍備

I

喜び迎えたということである︒

食糧品を贈り︑敵圃人の贈物で︑さ

１１
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ご』

1
が無かったという意味でない︒然し

ろう︒ｌその以前に日本に民主思想

の日本に於ける萌芽と見るべきであ

想をとりいれた︒これ近代民主思想

米を支配するに至った自由民確り恩

制を庭して通フランス革命以後に欧

としてリンカーンの唱えた三原川の

ったのである︒米固民主政治の理想

運を参酌され︑明治憲法の褒布とな

十除年の歳月を経て︑更に営時の進

に民主精祁の護現であり︑その後二・

すべし︲｜と宣言されたとと自暗が己

の五ケ催の卸誓文に﹁菖機一公論に決

クラシーとは一見異るが砥明治維新

本人自身の制定した憲法であること

ぎない︒その結果に於いて立派に日

になろうと脳之は一の技術過程に過

文が日本人のになろうと︑外人の手

狸調するのである︒然し私はその案

で作成したものの翻樺であることを

情を暴露して︑その案文が占領軍側

する者がある︒新憲法制定営時の内

米国により典えられたものであると

１１

此稿では之に論及することをしない

中詞﹈夢①ロ８豆＠旦暮①己⑦○豆①

が国家政治の形式であり．ざ門号①

配する崇高な理想を深く自発するの

法の前文にも﹁人間相互の開係を支

に何等の疑問はないと信ずる︒新憲

℃心芯︑︑︑

含生 活 の 惰 性 に よ っ て ︑ 之 を 充 分 消

ｌ然 し な が 一 般 園 民 ば 氷 き 封 建 的 杜
化して自分のものとするまでにぱ相

冒呂庁が精祁であると見れば︑明

図民 に 典 え ら れ た も の で あ っ た ︒ 即

明治憲法は明治大帝が欽定し之を

民主精祁を自昂する段階に近づいた

間に一般図民の思想的護達は漸次に

に明治憲法護布後︑更に五十除年の

主的であると云うべきである︒然る

の原理に求め・自由に表明された園

語にも﹁国家再建の基礎を人類普逓

あり︑新憲法公布紀念式典の際の勅

識﹂としての表現と見るべきもので

ち今Ｈに於ける日本国民の﹁営篤意

であって云為﹂とうたっている︒即

︑︑

常の年月を要した︒この間に出たの

治憲法もその精祁に於て明らかに民

ち封建制度は崩れたが︑一般固民は

ので︑敗戦を機として園として国民

︒Ｏ・

が所謂明治憲法である︒

未だ民主粘祁を自畏するの段階に達

自らの総意により﹁内的法﹂として

民の綱意によって確定されたのであ

に順唯し﹁外的法﹂として明治憲法

る﹂と仰せられている︒§

して居なかったので︑明治大帝は之

︑一段進んだ民主的自尭を表明した新

民は民主思想に於いて﹁外的法﹂と

即ち明治憲法の時代には︑我が国

を護布し︑民をして﹁使レ曲ン之﹂ら

世人往尭新憲法による民主主義は

る︒

憲法を制定公布するに至ったのであ

定であり魁其政治形態は天皇主権制

れたものと解せられる︒其制定は欽
をとっているから︑西洋の所謂デモ
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−

日本図民の近代民主思想に於ける一

言すれば明治憲法と新憲法とは現代

を宣明したものであると考える︒換

流に言えば君子的ｌ段階に在ること

った所謂市民的弓○胃旨巴︶１束洋

て自畳に基く﹁内的法﹂とするに至

に民主主義を以て﹁営篤意識﹂とし

たのであるが︑新憲法によって遮己

的︵胃冨ｏ巴︶の段階に馬して居っ

して之が遵守を要請された所謂習慣

之を説くようである︒勿論之を参考

殊に米国のデモクラシー理論を以て

主主義に開する畢読その他の資例ｈ

か︑畢者多くは欧米諸園に於ける民

する民主主義的基本精祁ば何である

のであるか︑殊に倫理道徳の面に開

生活に於ける民主主義は如何なるも

れてい・るわけであろうが︑一般杜曾

のは一腰憲法の内容の中に織り込ま

運管する上に於ける民主主義なるも

綱を定めたものであるから︑園政を

理憲章とされて来たのであるが︑之

勅語の下賜あり︑五十年来園民の倫

明治憲法と締帥的に一隅を魚す教育

ようとしたわけではなかった︒現に

ずしも盲目的に欧米の思想に追随し

は言え︑倫理道徳の面に於いてば必

近代物質科皐の文化をとり入れたと

勿論ない︒明治時代に入って西洋の

民主的思想が↓全く無かったわけでは

封建制によって厩迫されたとは言え

雛成されて来ている︒中途永い間の

洋的性格の中に︑倫理道徳の槻念が

連の進展過程を示すものと信ずる︒

養料として考察することは不可とし

の細意を以て国家の基本法たる新憲

を誓った︒その第一若手として闘民

として所謂民主主義壮称を造ること

我が園はポツダム宣言受諾の結果

千年に近い文化的背景があり︑その

られない︒日本は少くも有史以来二

ことは必歩しも安営であるとは考え

含生活乃至倫理道徳の基本と解する

を全然そのま上の形で日本の一般杜

主義の歴史的護展過程を見るに︑之

が︑然し私は欧米に於ける近代民主

ないばかりでなく必要の事と考える

﹁外的法﹂として典えられたもので

的段階に通雁した倫理道徳に就いて

営時の国民の民主主義に開する思想

れたものであり︑明治憲法と並んで

る所謂普遍的原理として園民に示さ

らず︑之を中外に施してもとら﹂ざ

を消化し︑﹁之を古今に通じてあやま

省しつつ魁よく西洋近代の民主思想

は上述の如き日本の歴史的背景を反

二︑教育勅語と新憲法

したその公布紀念式典の際に於ける

法に民主園の自昂に基く決意を表明

間に幾多の鍵涯はあっても職西洋的

勅語にも﹁常に基本的人椛を尊重し︑
︑︑℃︑℃︑︑︑

とを︑ここに︑明らかに定められたも

民主主義に基いて国政を運誉するこ

！

あった︒今日国民の思想的段階が一

1

歴史背景とは相営事情を異にする東
！

のである﹂とある如く︑園政運誉の大

（11）

⑭

たのであるから︑その調う所の民主

的法﹂として﹁営篤意識﹂を表明し

園民の細意によって猶新憲法に﹁内

歩進んで民主主義自斑の時代に入り

を精祁的に見れば砥国民としての自

のの第一は園民主椎であろうが︑之

に︑近代民主思想の根本に噛れるも

そこで先づ新憲法を樵討して見る

に開しては第三章に﹁国民の椛利及

主義も亦樹然明治憲法乃至教育勅語

び義務﹂として︑三十一ケ膝に亘っ

現となすべきであるら︒次に各個人

ものであるべきである︒而して今日

て規定してあるのが基本と見られよ

主自律的段階に在るととの自晃の表

教育勅語に代る新しき倫理憲章とい

う︒而してその中心を篇す精祁は︑

の基礎を篇している精抑の進展した

のであるが︑新憲法はその前文にあ

個人の尊重︑自由︑平等などで︑之

の基本となるべき民主主義の大綱は

から︑一般杜含生活に開しても︑そ

いる︒之は個人主義から生ずる利己

祇の篇めに利用する責任を規定して

る権利の濫用を禁じ聯且之を公共禰

,識無難蕊裁

〔12〕

うべきものものは宣明されていない

高な書る理想を深く自畳し﹂て︑民主

る如く﹁人間相互の間を支配する崇

その中に見出さるべき筈であり︑少

主義的弊を排して慰牡含公共の禰祇

言えようが公同時に︑憲法に保障す

等は個人主義的思想に馬するものと

くも今日国民の牡曾生活に於ける倫

輔進を目ざすものであろう︒更にそ

主義に基いて表現されたものである

理道徳の基礎は通常然之に相反しな

の権利の保持には国民の不断の努力

表現というべきであろう︒

之も自主的段階にあることの端的な

を以てすべきことを規定している︒

いものであるべは疑問の除地が無い
であろう︒
三︑新憲法の民一王一王義と

倫理の基本

ｒｌ

①就基み自由れ1

｜ ②

，議溌識#撫難｜

戦鶴競溌蕊溌

大せぱ︑動物愛護︑賛財活用等の精祁

更に他個の尊重があらゆる物にまで按

互的﹁仁﹂に厨する徳の基本であり︑

類とされよう︒

基本であろう︒迩法の徳の如きもその

誠讃︑親切︑責任を亜んずる等の徳の

得ないものと確信する︒

鍵動を来すようなことば断じてあり

であるが︑以上に畢げた根本精祁に

新憲法の改訂が論議されているよう

④公共祇祉欧米では最大多数の最大幸

も．誠立てば︑葛善之に従う﹂と

錦一すぺきものであると思う︒古人

個の人格に渡する限りその人の誠に

こんな匡分はあまり意味がない︒一

人間に開する限りに於いては元より

うに項目にわけて畢げたが砥一人の

﹁誠﹂である︒各種の徳目を右のよ

思うに之等の諸徳の蹄趨する所は

にも及び得よう︒

③調和自個掌重と他個尊重とを雨立せ
しめる場合︑往々矛盾衝突を末す所の
自由︑︑平等の精祁を如何に調和せしむ
るかの問題が起る︒

穏和︑寛容︑恭謙︑濯譲等の﹁和﹂の

禰と云われるもので︑自個尊重は個人

云っている︒誌し正しき個人尊重の

徳の基本となろう︒

れがある︒他個尊重の精祁と雨立する

主義から往為利己主義的弊に焔るおそ

理たる所以があろう︒近来しきりに

が出来るであろう︒そこに普遍的原

った﹁至善﹂の世界を現出すること

の道を進むならば斌遂に天意にかな

執って心日新に日掩に新に﹁誠し之﹂

が常に放心をいまじめ︑﹁允に共巾を

化するの義であろう︒すべての個人

人之道也﹂とも﹁誠し之﹂とは一切を誠

る︒古語に﹁誠者天之道也︑誠し之者

自畏は賞に天意に繋がるものと信ず

場合に︑必然的に祇曾公共の幅祉増進
の精祁が流出︵同日画ロ呉茸の島の○吋ご

すべきである︒従って功利主義的なも
のは常然排斥される︒博愛︑奉公︑献
身等﹁仁﹂に風する徳の基本であり︑
﹁鹿乱公益﹃開式世務こ等もその類であ
ろう︒

による常駕意識として推進されるもの

⑤識篤意識以上の諸縮祁は自主的自畳
であり︑所謂﹁道心﹂に護している︒

︵含員︑元大東文化皐院教授︶

た宮に好きます今日の人

○新らしいといへぱ善し悪し言はいぼど

をだます食物に似る

○余があれば楽しめる世か金欲るは動物

賛成の文字を疑えず

○何事も反封といふに明け暮れて兇等は

るべくは身を恨しまず

○自由といふ車に乗れるその客はよく走

〔13）

山

可Ｉ

×

塵

の人権は一盤どうなるのだらう！

立てれば彼立たずの人の世に︑これでは他人

×

ままならぬ世をま上にとの人多く遂に殺し
つ殺されつあはれ！

鈴木左派祇倉蕪委員長日く︑我々の目標は

米図の帝幽主義賛本主義を打倒するのではな

く︑日本の濁占費本主義の打倒にありと︒こ

れが次期政権を措常する用意に足を地につけ

被告の顔色からの﹁感﹂で︑松川事件を無

参加１スポーツでも中々二大陣管の主脳は

ソ聯選手が御入来すると︑今度は米選手が不

北海世での世界スケート競走に珍らしくも

×

たといふ課かしら！

策が今に及び︑借金は無くなり︑追々と興隆

罪とする自称インテリがある！いかに我が

揃はない！米選手は旋我が出来なかった偽

×

に！戦敗図日本は戦後一年毎に派手の野放

世の春の彼等とて︑寓能膏にはなるなかれ！

めとあるが︑貧乏人は︑主さかとしか考へな

︑︑︑

し︑お蔭で借金は殖えるばかり︑そこで俄に

来ようといふもの１．

論争ならぬ闘争職場の我が国官再開！国

×

曾といふところは︑努働争議の縮倒！始め

い︒

その分を知らねば︑新宗教の教旭様から尻も

×

教員の政治中立案問題で︑日教組文部省へ

一音楽︑美術等々を最高権威とするにあるかＩ

︲我が文化函家の目標は︑丈畢︑映蓋︑演劇︑

それに従ふ彼等の待遇や絶大で︑御殿に住み

ための相談ではない！

から仇同志の感情だけで︑理性による図録の

十年一筋の坐り込み戦術！これをこそ﹁馬

自家用車で︑世のあこがれを一身に︑柴耀柴

︑︑︑︑

華を極めたまふ！望月の鉄けたることなき

×

図織努組が年末ストを図法︑国民を無硯し

火がついて来る！これが図含の汚聡問題！

他黛ごとと︑ツッイテ居ると︑どの糞にも

×

てやりながら︑その主謄者の責任問題となる

か×

れつ坐ある！金融経済曾証などがそれＩ

に利用して金儲けをした州巧者もある！倒

るものを高く評償することもあるらしく︑篇

自由平等を説く現代人も時には世の名士な

︑︑

種族は何時の世にもあるもの！

﹁反封﹂があるのみらしい︑これでは﹁ムチ

字書には何事にも賛成の語はなく︑た堂一つ

×

ャクチャで御座ります﹂がなア！
︑︑︑︑

テンヂンに自分たちだけに都合がよければ

×

やこれにもまたストを以て答へる？彼等の

鹿の一つ畳え﹂とはいふらむ！

×

大アワテの緊縮策⁝⁝彼は正調で我は逆調！

職勝図イギリスは︑戦後十年統制と緊縮政

の

それが正しいことらしい今日の風潮！我を
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机

I

■

権威による人格の形成

菊地

八紘一宇の理念も誤れる侵略主義を意味するのではなくして直の

人類共柴の風際道徳の新規準の要請に合致する日本濁自の俸統的理想

と確信して之が賞現に勇往通推せねばならぬものである︒理想なき閣

民は滅び︑課題なき個人の生涯は酔生夢死あるのみである︒

〃人皆懸性を票くるものたるにあらず︑有謹の類︑惟れ人を重しと鰯

す︒前句は今を去る一千二百年前の第四十七代淳仁天皇の詔であり︑

重の民主主義時代の賃の指導精神として誤たざるのみならず︑世界人

后句は一千百年前第五十二代嵯峨天皇の勅語であるが︑韮本的人椛鹸

類の歴史が之を賞蓋して齢りあるものは后に記す人類文化に燦然と輝

篇す︒科皐は進歩し︑人類杜曾の制度も亦日に新たなるものがあって
のが存し︑新しき創造には我等の古き椛威的偲統の中に其の原理が厳

皆愚性を票くるものではない︒人生は七稗八起で︑一度や二度三度の

凡そ人は重大なる遺博的疾病ある者は止むを得ずとしも︑通常人は

く悼人の生涯を見れば賛に千古の金言と言うべきである︒

失敗を以って︑自己の能力に自信を失うべきではない︑人の能力には

恥︲ｅＭ

家尊鶴あり︑開孝和はデカルト．．ライプニッッ及び一三１トンと殆ん

気梓然として鍾り︑自らその純情的文化を形成し︑俳聖芭焦あり︑糎

の複合した素質があるであろうが︑自己の適性を灘め内省調査し︑静

遣停と生后の環境等により︑直観・記憶・想像・注意・興味決意型等

に高き理想を内に蕨して︑蔑難に虚上﹂秋豪も撰まざる鍛石の意思を

ど時を同じうして微分単を創始し︑親簿はカントに先立つ五両年にし
論物理塁の明星と仰がれ︑幾千年来国家と圃民の統合の象徴たる皇室

和を求むる人類の切なる要求は闘際連合の椛威を狸化するのは必須で

衝動の一分肢とも見るべき梗狸き動物的衝動に四六時支配せられてい

の中で︑その頂鮎に立つ菖物の霊長ではあるが他の生類と等しく宇宙

いても正常なる護育は不可能である如く︑人間も宇宙進化の長き過程

一本の作物を見よ︒他の雑草と害虫があっては他の係件が具備して

導くに己が天賦の霊的生命を以て一賞すべきである︒

ないのは一図一杜曾内の一人格が唯一無二の個性なくしてはその存在

のは︑唯無限の慈母の愛に我侭の衝動生活をつづけていたが︑一度母

たづら者で︑畢業成漬も落第三個︑其の后も成績常に最劣等であった

掘田徳三沖士が十四歳にして慈母の死に含するまでは級中第一のい

るのは彊愚を問わざる普遍的事賞である︒先づ雑草を除け︒︑

なくして︑小宇宙としての無二なる個性尊厳の宣言と解すべきであり

理由の少いのと同然である︒夷荻を出で︑との芭焦の句は排外思想で

あるが︑濁立主権画家の特殊性を喪失するに於ては画家の存在理由の

出し之を結資せしむるのは新しき国民の責務でなければならない︒平

の鮮統には古今東西に普遍安富にして而も濁自無比なる文化の華を見

て而も彼に劣らざる人生哲畢を組織し︑近くは湯川博士出て︑世界理

種族間に大なる雫闘と鍵動もなき美しき自然の中にこそ︑天地正大の

存している︒東洋の一角に剛をなして幾千年︑他の大陸諸叫の如く︑

も︑文化創造の原理には．・ヘルニカス的陣卿を許さざる醐古不易のも

人皆愚性を票くるものたるにあらず︑有鯉の類︑惟れ人を重しと

一

アイゼンハウアーも大統領就任に際し︑世界の各卿民の間柄と停統を
鯨軍するこそ世界平和に貢献する所以と力説しているのである︒
盲﹈
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庸

L̲

の死に曾しては衝動的世界より崇高な霊的生命の世界への内的精禰過

精禰が人格形成の中核をなすかがうかがわれるであろう︒

を捧げた勝利者であった︒有雲の人類を以２し重しとなすとの勅語の

網じて畢問の修業には畢科に封して賃の興味を感じて物事を機械的

程の飛躍を除儀なくせしめられ︑性格一愛して操行優良となり︑やさ
しき姉の愛に導かれ勘まされつ上︑畢業成績も向上して進級の際営状

ンが︑彼の従弟のゴルトンが︑共著﹁英図の科畢者︑其天賦と教養﹂の

に捕えず自ら虞の認識を作り出さねぱものにならないのは︑ダーウィ

材料として彼に印刷した質問書を還り麺問︑量下は如何なる教義を

ランシス聖人も青年時代の放縦生活も一鹿重患に際曾して心機一陣し
て敬虐な信徒となり︑禽有引力を護見した一三１トンも︑劫にして父

を受くるに至った︒サンフランシスコの地名の本となった伊太利のフ

を失い︑母は再婚して︑租母の手に育てられ︑慈愛は限りなく︑彼の

て得たり︒とあるによっても明白である︒叉同質問への答の中で︑自

己の受けた教養の主なる峡箔として︑数畢も現代語も無く︑卿察若し

受けられたか︒答︑荷も償値ありと考えられる事項は総て濁畢により

ら二番目であったが︑或時同窓生達より馬鹿者とののしられ︑且つは

くは推理の習慣を養う事の皆無なりしことを塞げている︒

我侭をも許していたらしく︑小畢校に在っては畢業成績は級のピリか
殴打せられて透に雲奮した︒人間の衝動生治を制御するのに暴力を以
ってしたのは許すべきではないが︑彼の眠れる霊を呼びさます荒魂の

いるのである︒かつて鳩山一郎氏が文相在任富時︑ラヂオを通じて︑

にも人間の経験を組織する先天原理とも言うべき霊的生命は活躍して

領リンコーンの畢歴は小畢校一ヶ年修業のみで他は全くの濁畢である

しめる決定的契機であったのは言うまでもない︒米図第十六代大統

ッチ在畢中植物里の老教授ヘンスローとの交友が前后の成功を獲得せ

た〃敬虚性も彼の偉業に関係なしとは言われまい︒勿論彼はケンブリ

ケンブリッチ大里の紳畢科の三年間の鱈業でバチエラーの解読を貰っ

進化論の〃ダーウィンがエヂン︒ハラ大畢筈科三箇年の修業を中絶して

も︑衝動を否定してのみ純我の霊的生命活動となるの理である︒生物

格し︑而も畢校は一日も峡席しなかった賞例もある︒勿論朝のみなら

席する以前に勉握をして奮制中皐四年修了で奮制高校の入墨試験に合

如きは夜は︑七時から八時に癌て︑朝は三時か四時に起きて畢校に出

の畢科に熱中出来るのである︒現在東北大皐の助手をとし居る某君の

いるから雑念は自ら去り︑精紳の統一と注意の集中が出来て専心一つ

なら三時でも四時でもよく︑早朝は環境も雑音なく︑疲勢も間復して

八時間睡眠︵中堅・高校生より年令の若い者は更に必要︶をとった后

一事に精禰を集中せよと訓話せられたことがあるが︑早癌早起で大踏

﹁僕は朝三時に越きて勉亜したことがある︒勉狸に際しては一時には

如何なる事にせよ︑人が正常の事に没頭しているときは︑無意識裡

ハロー時代に彼の成績不良に封して受けた軽蔑が彼を護奮せしめたの

権威は人格形成に必須なのは︑英園首相ウィンストン・チャーチルが

が︑九歳のとき母を失い︑臨維の形見として聖書をさづけられ︑六十

ず食事睡眠以外は寸陰を惜しんで勉独した︒長涛者の起床の統計には

ト・ゲェテ・ユゴー・ミルトン・エマーソン等を始め一般的に朝を最

四時より六時頃までが多いときく︒古今東西の偉人の勉睡時間もカン

定義にも﹁稗の下で﹂の一句のあることを知らねばならない︒
世界随一の作曲家︑ペートーヴェン︑病弱と貧困と孤濁の中で︑﹁神

有除年の生涯をぱキリストの選的生活で一貫して︑有名な民主主義の

こそ菖事に優れる者﹂として自己の運命と悲哀に打ち克ち蕊術に全魂
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良の作業時としている︒

再び踊り来ぬ人生は厳粛である︒人の事業に最后の勝利を獲得せし
めるものは鍛石の意志と之を支うる握固な労謄である︒ドイツの大哲
カントが哲畢に天才なしとして維始規則的に研究を讃け︑一三１トン
が菖有引力を謹見した最后の拾年間は彼が曾員であった王立協曾の曾
費も友人に支挑２Ｌ貰う程の貧困の中で奮闘したのであったし︑ウェ
リントンが幼小の頃は馬鹿者扱えを受けていたが繊石の意志を以て奮
励努力して︑牌車としてはナポレオンをウオータールーに破り︑英間首
相ともなったが︑彼のニックネーム︵あだ名︶が鋤公爵︵厚︒ロロ烏巴

であるのでも分る︒戦図の覇道を讃美するのではないが︑人生の事業
と人の性格を示すものとして日本歴史上の信長・秀吉・家康を歌にた
くして︑﹁鴨かずんぱ殺し一Ｌ了えホトトギス﹂が生来の領主にして直
ス﹂機智の将が貧農の孤見の奮闘家︑秀吉であり︑﹁鴨かずんぱ鳴くま

情多血質の信長は事をなし得ず︑﹁鴨かずんぱ鴨か堂Ｌ見ようホトトギ

で待とうホトトギス﹂の堅忍持久の意志の人が武人としての大業を完
成した家康であるのは同民同知の歴吏的事賓で︑﹁人の一生は重荷を負

うて遠き道を行くが如し︑急ぐ可らず﹂の家訓を道した彼は幼小にし
て人質となり刻苦したのも人の知る所であり︑単に彼は意志の人たり
しのみならず遠大の計書を抱堕Ｌいたと見るべきは︑小田原落城のと
き他の諸将は金銀貨賓を奪取したのに彼はひとり︑書類文献を手に入
れたときく一事である︒

古来世界文化吏上の偉人にして身を貧困より起したのも驚くばかり
で︑キリスト然り︑孔子然り︑リンコーン然り︑アイゼンハウアー然
ではあるが︑敬鹿な家庭に人となったのである︒文豪シェイクスピア

り︑ペートーペン然り︑野口英世然り︑大哲カントも亦馬具職の貧困

し富有の家に生まる上とも︑権威の下に生活せずと﹂︑放縦に流る上

も亦然りである︒此は果して何の理によると存すべきであるか︒人も

者には盲目的動物の衝動生活の連績以外に何者もなく︑之に反し貧困

なる家庭環境に在２﹂は必然的に欲情は制限せられ︑必死の生活には

旺盛なる賓睦的活動を除儀なくせしめられ︑筋骨をたくましからしめ

は農事の家業の手博に寸暇もなきまでの活動に︑彼の意志と牙腿とは

られる︒アイゼンハウァーの如きは小畢時代には畢校に在る時間以外

〃狸健に鍛錬せられたと見るべく︑而も母親の婦人靴をは陰Ｌ畢校に通

った如く恥辱も彼の素直な孝行な天性を害さずと﹂俸大なる佃性の基

礎を建設し得たのである︒必死の丘刺性こそ︑天地をも位せしむる小

宇宙としての露的生命の活動の崇高なるを導き出し得る唯一の鍵であ

の修羅場の帝国主義的鰐世界秩序である︒ソロモンの柴華もその服装

る︑雛力と金力とのゑを求竺Ｌあくなき杜曾は禽人の菖人に封する戦

にしたがい︑造化にかへれとの俳聖芭焦の絶封境に自主淵立︑日夜孜

は野の百合の一輪の花に及かざるの哲理に徹し鳥獣を離れて宇宙造化

は依存し︑人類の切なる願をかける世界恒久子和への道も亦か上ＺＬ

孜として止まざる天人一加の行動に一貫する者にのみ世界と図家杜曾

か上る理念にのみ磐石の基礎を確保し得るものである︒か上る世界と

国家とを秩序あらしむる頁の権威の理念は同時に賃に人を人たらしむ
参考書

る権威︑有露の類人を以て重しとなす︒︵都立第四高商教諭︶

駒井卓著ダーウヰン惇

松本亦太郎陣士愛鹸心理畢十講

自由国民五十五雛
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蟻篭鰹

いたします︒

天然菓子
今日菓子といえば甘いもの︑小萎粉や米の

れて︑旅の人がその木陰に憩い︑自由に賞を

りますが︑天然菓子としての果資を賞味した

探２﹂疲れを癒すのに便したということであ

しかし他方今日の菓子の元となったものも

時代は永く綾きました︒

ても︑唐から石蜜や庶糖の博来するまでは︑

相富に古くから存在しました︒甘味料につい

粉や餅等を篭や砂糖を使って加工したものの
ようになっていますが︑昔は菓子といえば果

飴は禰武天皇の頃からあったといわれていま

飴や︑柿の粉や︑甘葛煎を使２Ｌいましたが

︑︑︑︑

物のことだったのです︒菓子の﹁菓﹂は﹁果﹂

の俗字で︑くだもののことです︒﹁子﹂の字は

わが図で夙く作られたのは︑﹁大蜜令﹂の菱

す︒

念敬とか︑親愛とかの意味をもった添え言葉

じものです︒

で︑扇子・刀子・椅子・摺子等の﹁子﹂と同

ように︑餅の種類だったと思われますが︑平

解に﹁主菓餅二人掌菓子遥雑餅﹂とあります

安時代仰教と共に唐菓子が博来し︑わが図在

わが園の菓子の元姐とされているのは田道
録によりますと︑田道間守は垂仁天皇の命を

の中には永く像承されて一今日もなおその面

来の菓子に大きな影響を輿えました︒唐菓子

間守︵たじまもり︶という人ですが︑古い記
奉じて常夜図︵とこよの園︶に︑非時香果︵と

近世になって欧米の菓子が停わり︑最近は

影を留めているようなものもあります︒

きじくのかぐのこのみ︶を求めに行って︑景
行天皇の時に蹄２﹂来たということですが︑

交通の護達に伴な２Ｌ︑世界各地の菓子が見

やかであります︒

られるようになり︑今日の菓子界は非常に花

その非時香果というのは︑果樹である橘だっ
たのですＡこのたちばなという名も︑田道間
守に因み︑嘩涯誹存の約韓ではないかという

いますが︑曾ては食事の一部であったと思わ

菓子は今は噌好品と−そ人の口を梁ませて

菓子の剛

説もあります︒︶

この橘は後に︑花樹である梅と共に︑紫哀

したが︑橘は永く果樹の代表として育てられ

殿の前庭に植えられ︑梅はその後樫に鍵りま

ました︒その後橘は京の四方の沿道に植えら

〆

茶媒は菓子の別名で︑茶菓子とい２Ｌも︑
お茶漬けとい２﹂も同じ意味ですが︑菓子が

茶の媒介とな２Ｌ︑茶の風味をよくするとい
う意味は︽この言葉によく表れているように
茶の方からいえば︑たしかに菓子はその風
味をよくするためのもので︑茶のための菓子
というものもある位ですが︑ある場合には︑

もありますので︑この場合は茶を媒介とする

菓子の風味をよくするために茶をいれること
ような形になりますが︑何れにし一﹂も︑今日

は茶といえば菓子︑菓子といえば茶というよ
うに︑雨者は離すことのできない開係になつ
それで前に茶や紅茶のことを書きましたか
ら雷ここでは菓子について少し一記してみまし
よう︒菓子につ陛﹂は曾一﹂徳山敬子先生が本

よい参考として蓑みかえされるようにお勧め

誌にかかれたことがありましたから︑あれを
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れます︒今日も洋食にはデザートコースの中
ことが狸化されるようになりました︒

備を調査するとか︑製品を検査するとかいう

んで一膳懐紙の上に置きますが︑今は銘を皿

ょうに菓子鉢の上に置きます︒乾菓子もつま

わが国では︑生菓子には楊子を使います︒

になったのには︑室町時代に於ける茶の湯の

子そのものとして︑濁目の護達を遂げるよう

た心掛です︒菓子が日附の食膳から離れ︑菓

その二は︑菓子を賞味するという鮎から見

斗身魯仰

空上県トー

んだん省けるようになりました︒

で用意されることが多いので︑この手数はだ

に必ず甘いものを加えます︒中園食にも獣心

トのたべ方を教えて︑先きの方から少しずつ

アメリカの母親が︑幼い子供にチョコレー

ドーナツはドイツ人の家庭で︑食事のために

せていたと︑感心して話した人がありました

包み紙を除き︑右の手で小さく割ってたくさ

があり︑和食にもお食後の菓子があります︒

す︒

が︑こういう庭にも衛生上の細かな心づかい

作る揚げ菓子であることはご存じの通りで
菓子はこの外来客の接待につかったり︑慶

楊子にも大小色々ありますが︑古くから黒文

ともかく菓子はその味についてはもとより︑

流行ということも見のがせないと思いますが

はあってよい筈です︒

交とも見られますが︑ウエディング・ケーキ

います︒黒文字の木は樟の科で︑香気がある

字の木を︑一部分皮を残して削ったものを使

いることも少くありません︒又厳い意味の吐

弔慰問親善の贈り物にしたり︑社交として用

とか︑わが間の﹁三つ盛汽杉柾の折敷に︑向

子の別名のように使われています︒表千家で

ところから髄く用いられるので︑黒文字は楊

し︑塑術的な香りの高いものを作りだすよう

色も︑形も︑模様も︑各方面から技巧をこら

りを入れた秘菓子︑饗膳の引物に使う︶のよ

附には羊葵︑手前の左右にぎゆうひと煉り切
うに︑儀式に用いるものもあり︑デコレーシ

になりました︒

殊に心すべきは︑そこに見出される醐民的

は菓子箸にもこれを使います︒

箸をつけます︒菓子箸の代表的のものは︑胡

の一つとして︑人肴に版く愛されている草餅

慌趣で︑今日もなお年中行等の特色ある節物

生菓子を菓子器に盛って出すときは︑菓子

ョンケーキのように装飾を目的としたものも

あります︒菓子はかように種類も多く用途も

麻入竹箸で︑元の方に節があり角の片細であ

しませる青葉若葉の中に︑更に匂を喋いで塔

は︑平安朝からのものですが︑それは眼を架

様々でありますが︑エチケットの面からも心
掛くべきことが数々あります︒

で食箸の丸いものと値別されています︒但し

ります︒菓子箸に限らず取り箸︵菜箸︶は角
乾菓子には箸をつけないのが例になっていま

菓子箸
その一は築養上衛生上の考慮という職であ

におき︑箸をとって菓子をその上にとり︑若

箸がついていたら︑まず懐紙を出して膝前

と考えられます︒腿餅や︑柏餅は︑唐菓子の

たもので食膳へ山微とかわさびと同趣のもの

める常代の好尚が︑その匂を菓子の上に移し

好するといったような︑自然の中に風味を求

程とか︑菓子そのものに開する方面で︑製造

棒餅から始まったといわれますが︑ここにも

す︒

するものに封する要求でありますが︑近咋公

し箸の先が汚れたら︑懐紙の端で拭い︑元の

ります︒これは一面菓子の原料とか︑製造工

衆衛生の著しい護達から製造業者について設
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と言ってくれた︒

二︑死にに蹄ろ猫
︑

それは漆黒の雌猫だった︒常然それはクロ

たものはなかった︒家でももう死んだものと

まった︒近所の人に尋ねてもその姿を見かけ

なしでも猫の義務は心得ているようにみえ

でも若い頃はよくねずみをとった︒いくら骨

こともなげれぱ噛みついたこともない︒それ

る︒もっともこの甑では若い黒の雌猫がいて

思っていた︒

につれこんでやった︒クロは明かに病気だっ

もとの家には庭のまん中に柿の木があって︑

一氏の家の犬のことである︒横山氏の鎌倉の

それにつけても思い出すのは漫謡家横山隆

を据えて眠り通すのである︒

べる外は︑一日の大部分を猫の座にデンと腰

をせず︑女房がとってくるのを横取りして食

これがよくねずみをとるので雄猫の方は亭主

それはほぼ半年もたったと思われる或る日

た︒食べものをやっても何も食べなかった︒

然として大きく構えて自らねずみをとること

の大戦のはげしくなろうとする頃︑このクロ

してその子孫が近所に繁殖した︒私たちはあ

茶の間の鯉の上にはらばつたままただせわし

ったクロの姿を見つけた︒私はそれを家の中

を胴親とともに東京に鍵して長野隅に移って

く息をした︒﹁クロ﹂と︑呼ぶとそれでもかす

のことであった︒私は異の物置の中にやせ細

いった︒間もなく戦争が苛烈になり︑二十年

れたうつるな麓でフーャーン﹂と返事をした

クロはよくねずみをとった︒幾度かお窪を

という名を頂くことになった︒

︲五月の東京大宝製の時に私の町も襲われ︑私

その下に土佐犬がつないであった︒外来者が

二日ののちクロは家人が眠っている深夜に

表の木戸を開けるとそれが猛然とほえはじめ

うとはしない︒いつ行ってみても犬はつなが

﹁たまには運動につれて行きますか︒﹂と零れ

ているので或る日私は

﹁いや︑つなぎっぱなしです︒﹂と答えた︒

てみた︒すると横山氏は

﹁それでは運動不足になりはしませんか︒︲一

（22）

の家の隣組は私の家と隣家との二戸を除く外

息を引取った︒死んだ姿は桑そうに見えた︒

る︒そして客の姿が門外に消えるまではほえ

は蓋く焼失した︒クロの姿が見えないので大

ぬ時は必ず姿をかくすものだったと母は言っ

昔の猫は死姿を人に見せなかったもので︑死

ることを止めない︒だから縁側などに腰をか

方焼死んだのだろうと話していると二三日し

た︒しかし現代のクロは︑いまわの際に自分

めに曾話はしばしば妨げられるのである︒主

けてでも要談をしていると︑犬のほえ麓のた

たい

の家を想い出し︑そこで死ぬために戻ってき

てひょっこりとどこからともなく踊ってき
クロはやっぱり賓猫だ︒家が吻かつたのも

たのである︒子どもたちが悲しがってそれを

今家にいる白の雄猫は子どもたちに甘やか

人も家人も犬のほえるのを決して止めさせよ

クロのおかげかもしれない︒﹂と言って母はク

庭に葬ったので︑庭では動物の墓が一つふえ

私たちが東京に撮った時は︑クロはもう相

た︒

ロを愛した

した︒クロは仔猫を可愛がっていたが︑仔猫

んなにおもちゃにされてもかつて爪を出した

されて育ったので歪くの骨なしくらげで︑ど

三︑くらげ猫

が一人前になるとそれを嫌いだし︑とうとう

た雄猫を一匹手許において育てさせることに

常の婆さん猫になっていたので︑新しく生れ

家をとび出してどこともなく姿をかくしてし

ケ

﹁いや︑つなぎっぱなしでなくちやいけない

んです︒こうしておくと犬はいつもいらいら

×

×

輪があって︑これは落伍すれば課想屋に韓向

りさへすればよいのである︒その他競馬︑競

ぱ︑顔さへ出せば包金が出て︑何十ヶ所を廻

邦家の前路容易ならず︑三千除寓の若生を

絶封にこれなら落伍はない︑喪識の方は就職

○

如何にせん！と明治初年に木戸孝允は感慨を

試験が中々前者よりは難しいらしい︒⁝⁝力

業が出来て︑今圃含を賑はして居る︑日く﹁顧

最高機開と頼む閏酋には︑更に新らしい職
々益々お盛んになるばかりではあるが︒農工

何百何千寓間の金が入りソリクリ返って︑ア

問﹂といふ役である︒名前を貸しただけで︑

る︒例へば新らしい奴で一つを御紹介する

ッヂを光らせて右往︑左往して御座るとか︑

チラ製の自動車で︑園民どもを見下し︑金バ

︑︑︑︑

なれば食ふ除地はあらう筈はないからであ

商などといふ祁先仰来のものでは八千街とも

と︑パチンコがある︑これはパチンコ屋をや

﹁世にも不思議な物語﹂といふものが︑次々

に生れて来るのが︑民主文化図家新生日本国

顔の値といふものも映塞人以上といふもの︑

だ︑⁝⁝然し．：⁝などとは他国のやうに言っ

る方ではなく︑パチンコをやって食ふ職業で

ものだ﹂など云ふ者があるが︑これは認識不

振り︑一般の人は﹁雌間にはよく暇人がある

にかす今へき？

ては居られな蝿我等が祁函だからだ︒如何

ある︒あの軒並の都市のパチンコ屋の超瀧員

足といふ入の︑多くは磯業なのである︒最も
／

下手で食へないのは自然退職となるが︑・技を

磨いてくると︑結構食へる︒幹部にもなれ

〜

していてや些細なことにも必ずほえるように

せんと臆に歎いてくれる政治家が居るや否や

洩したが︑今日四シの烏に八千五百閥を如何

っている︑案ずるよりは生むが易いらしく︑

かも知れない︑テントウ人を殺さず︑とはよ

﹁これを如何せん﹂などと考へなくともよいの

とにかく︑＃四つの烏の八千五百湖の芳生は食

ことは自分で﹂とばかり考へて食はねばなら

く言ったもの︑だが愈々益々此の新鞭業と従

だ！だが図民はそういふ人の出現を待＃つまで

ぬ︒そこでアレだ︑コレだと智慧を出す︑人

×
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なるＰほえるだけでも十分に運動になりま
す︒またいらいらする気分を蓄積して行くと
一層よくほえあばれるようになる︒このよう

これをきいて私は奇想天外とはまさしくこ

来の狸盗や欺侭やとコンビで食ってゐる図に

食はずに居る課にはいかないから︑﹁自分の

の事だろうと想って︑感嘆これを久しうした

及ばぬ新職業？も出来て来る︒もっとも昔な

間も多ければ︑多いだけに前代人には恩ひも

は復興のないことだけは確かといふものだ︒

にして育てると今に申分のない番犬になるの

ものだった︒

がらの躯盗︑スリ︑欺偲︑︒ハクチ等相も鍵ら

な

︑︑︑︑

硬教育の是非は教育界に蓋きせぬ課題であ

ぬ手取早い職業？も依然と生命があって︑愈

です︒﹂

る︒陶冶を厳格に行うことは決して悪いこと
ではないけれども︑所謂硬教育は被教育者の

本性を曲げてしまったり思わぬ方向につき伸
ばしたりする危隙が伴うものである︒教育に
い︒︵熊本大畢教授・特別含員︺

×

自裟 や 自 由 が 重 ん ぜ ら れ る の は 決 し て 故 な く
は

時の問題

︑︑︑封に知らない﹂などといふところを見ると︑

ことがよく言はれる︒さうして漢字といふもも甚だしい︑のである︒﹁絶封に言はない﹂︑﹁絶

識謎撫鰐蝿蝿濯駕践蝿識聴醗雛遜

先達日教組主催の﹁教育研究曾﹂が︑その

から言はれてゐることで︑一向珍らしい研究

ゐる一項がある︒このことは︑世間ではとう

のは嫌はれて︑サシミのシマほどの役で︑チ絶封とは腰が辱樗とか︑廠迩が漆いとかいふ
ツトばかりお義理で教へるかのやうになった意味らしい︑相封に封する絶封ではないので
のが︑鯵戦後の新教育であった︒新帳名這なある︒又世界瓢などと︑代議士諸公などが坐
どといふのもさうだが︑なるべく子供に苦勢談曾などで使ふところを聞く︑世界妖勢の翻

結果を壷表した中に︑﹁肇力の低下﹂を認めて

ではないが︑何も彼も自分たちのやつてゐる

させず︑自由にといふのだきうである︒翫誕野譜丞誕嘩極垂趨蝿搾酔や塞迩砿一読麺

ために制限漢字であるなしで︑一宇は漢字︑表はすわけにはいかない︒畢問はしたい︑高一
外は催名︑或は全部暇名で熟語を書いたりす尚らしいことは話したい︑それで図語は簡単↓
る︒これでは昔だけで用をたさうと云ふ課だで︑梁に墨くる︑これではお笑ひ草といふも
が︑漢字を知らない者が︑普請したところでのであらう︒暇名遼だって︑少しでも昔を正
何の意味・疋判る筈はない︒国語といふもの確に︑より分類すべきが文化的といふもので
を根本から愛へて︑漢字による形容詞︑副詞︑諸外図の謹言などといふものが︑何れも霊に
そ物他の熟語を使用しないやらにすればよい面倒くさいといふものも︑常然なことなので
が︑さうでなくして︑昔のま生でた堂口語磯ある︒国語をそのま坐で侭名遼や漢字の制限
にした位のことで漢字の制限は無意味なことをして安償なヒュＴマ一一ズムで︑子俳を自由
である︒又日常曾話なども︑近頃は熟語がやに︑梁に然も文化圃家をといふ敦育は考冬︑へ
たらに使はれる︑例へぱ絶封だとか︑世界噸きことである︒︹ＸＹＺ︶

語は依然として従来のま上であって︑否漢字蕊術の用にたＡないのは勿論︑日常の曾話で
の熟語などは殖えるとも一向減りはしない︑も︑少し複雑な︑或は意味のあることなどは

べば充分ださうだが︑しかしこれでは畢問や

理屈はどうでもよい︑苦勢させない︑自簡図語を改良するのなら到る︒だが何の圃語
に誠に結権な話だが︑成続があがらなくてはにしろ︑苦努させないで︑楽々簡軍に畳えら
と考へさせられる︒漢字などから筆ぷものはれることはあり得ない︒尤もインドネシヤと
ない︑墨ぶのは欧米だと仰つしやる︒だが図か︑蕊濁語などといふ土人語なら︑六ヶ月畢

ことは寓全かのやうに︑他人のことばかり彼
此言ふ日教組が︑反省して自らの仕事の寓全
があるといへぱいへる︒

でなかったことを認めたといふ︑そこに意義

彼等の登表によると︑讃み書きが非常に低
下して来たといふ︑そして義務教育の中皐を
出ても︑漢字などは四百位しか知らないさう
である︒尤も八百字そこｊ︲＼しか教へないの
ない︒算敷とか︑施含科とかいふ方だって︑

だから︑半分畳えれば致Ｌ方ないのかも知れ
上会のことはないらしいが︑もちろんそれも
きといふものは︑それ以上に必要だ︑謹む二﹂

○

大切なものだが︑国民の教育として︑讃み書
とか出来で物は畢ぶことが出来るのであり書
くことで日常の用をたすことだからである︒
日本人は種々の外国語を聖ぷその上に︑あ
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嘘遥漫筆

へられた道理だけで行うという時ですから︑

に自分で責任をとるといふ風になって来たこ
とは︑確に韮歩した二四ですが︑しかしその
半面には︑た蝉その者へ方が形式的で︑骨や
肉といった中味がついてゐないために︑あま
りにも悲しい責任をとらされる人々が多くな
ってきたことは︑こりやあまことに残念で
す︒もっとも今日は世の移り塗り日で︑新し
いものの考え方に馴れない︑いはぱ︑やむに
やまれず自分から得たものでなしに︑た蝉興

とすること︑自分でやったことには︑否睡なし

終戦後は︑自由とか民主とか人権尊重とか
いふ物の考え方が口にされ︑また一般の人々
の生活にそれが震際行はれてくるやうになり
ました︒ことに年輩の人よりは︑これまでに
何色にも染まらなかった白紙の若い人達には
よく自由︑民主の色が染まりつつあるやうで
す︒そのために︑自分のことは自分で考へ︑
自分で行って︑やたらに人によりか上らない

者

やむを得ないところでもありますが︑だとい
って︑仕方がないとあきらめてばかりも居ら
れないから︑一日も早く︑少しでも誤る人を

ＩｉｌＩ

は︑とかく物事がすぐとうまくはいかない︑
そこで気短なものは︑﹁それみろ︑そんなこと
言つたって︑これは珪褐向だめなんだ﹂とばか

り僅かな間の資際を見て︑すぐに結論を出し
昔に逆かもどりを説きたがる傾が日本にはあ
った︒それがために︑新しいもの食いになっ
て︑次から次へとただ見物で通ってしまった
という風がした︒これは何も彼も仙人に食事
を作って貰って︑自分たちは何んでも食べて
は見ますが︑何にも彼もすぐと飽きて雌とな
るといったもので︑自分で苦勢して自分にほ
んとうに浦足するものを作り出すやうに努め
ることをいつもしないからです︒物事は多く
の人たちが考へても︑道理では﹁どうもこれ
がよからう﹂といふものを大切にすべきだが
しかしその中味となるものは︑種々になるも
のです︒といふのは︑一口に人間といって見
ても︑それは空気だとか︑水とか光りだとか
いふものとは異２為共通するところはあっ
ても︑民族といふやうなものによって︑決し
て共通するところのないものがあるから︑一
般の道理から骨や肉はお互が自ら自らのもの
を作らねばならないのです︒それなのに︑ど
この人間にも通ずる面だけの道理だけを持っ
て来て︑そのまＬすぐと使って見て︑それで
かれこれ文句をいっていいとか悪るいとかい
ふのではいつになっても自分のものができる
筈がありません︒ですから私達は自由︑民主
の考へも︑それは大脇においてよいものとし

て︑捨てることをせず︑自分たち民族に適し
た内容を作って見ようとすることです︒たと
へぱドイツ︑イタリー︑ソ連などといふ闘民
は︑図家権力が濯ぐないと︑決して閏は集え
ないし︑英︑米︑伽といった図民はその反封
に図家椛力を狸くしない方がシックリいって
柴えるといはれてゐるやうに︑日本は果して
どういふ民族かを考へていくべきです︒そし
てその民族に態じたものの内容を自由と民主
の考へて作って行くべきでせ腸２
そこで今日の日本の新川も︑アメリカのそ
のま上ではうまくゆく筈のないことが老へら
れますが︑その上にその初歩のアメリカ式の
韮本さへ出来ていないとあっては︑どうして
うまくゆくことが出来ませう︒たとへぱ︑親
や吐曾の人々を彼等は決して粗末にしない︑
それは個人主義の底までいって見て︑それで
はどうにもならないところから出てくる愛情
として弧いものですが︑日本の今日では個人
の自由の底にいって見ないで︑自由だ︑個人
の椛利だという上すべりで︑親や同胞を恩は
ないのが自由︑民主の考へのやうに思ってゐ
る︒また自由結婚のことでも︑彼等はどこま
でも自分本位であるが︑自分が完全無峡でな
いから︑・親に︑友人に︑先生に︑先輩にと意
見をきいて︑参考にして自分の老へを一層よ
いものにしようと考へるので決して秘密にな
どしない︑ところが︑自由だというので︑今
日の日本の若い人たちは︑絶掛自己本位で︑

︲Ｉ

（25）

記
少くするやうにと考へるべきです︒
これまでの経鹸からすると︑世の鍵り目に
１１

」

へ

親を初め誰にも相談どころか︑ひたかくしに
して勝手なことをし︑どうにもならなくなっ
てくると親にも打鵡叩けて狸要するといった自
由さです︒また遊興にふけり︑金がほしいと
いって︑使ひ込みを︑スリを︑眼盗を︑殺人
までもやる者も少くないが︑それが自由とい
うのであってば恐れ入るぽかりです︒自分の
ことは自分で︑といふことば︑自分で自分の
したことには責任をとるといふ︑まことにの
っぴきならないものが︑半面にひかへて居る
ことですから︑したがって︑自分のすること
には︑考へての上にも考へて︑誤りのないや
うに念を入れて何事をもやらねぽならないの．
です︒それには自分 の力といふものを思ひ過

ごして自惚れてはならない︑そこで親にも先
輩にも︑信頼する先生にもと相談して︑自分
の考へを少しでも柿って事をやるといふこと
になるのです︒さらに自分のことは自分です
るとなると︑常に聞くなり書籍を讃むなりし
て︑自分の修養を怠ってはなりますまい︑よ
りよい自分になることが︑よりよい自分の自
由な行ひとなることですから︒それなのに或
一部今日の若い人々は︑どうして何事もひた
かくしに隠して︑自分のことは何をしようと
自由なんだとばかり︑自分を完全なものでも
あるかのやうに勝手に恩ふままにするでぜ
う︒そして人間が人間として営然なすべきこ
とも考へないで︑勝手を自由と考へるのでせ
う︒これでは民主自由の初歩さへできてゐな

いといふくきものです︒たちは命を軽んじたものだ︒馬鹿な奴だ﹂な

このやうにして︑好むと好まざるとにかかど言はれますが︑主従開係などで不要に責任
はらず︑自分のしたことには︑自分で営溌坐其を重んじ過ぎた弊はあるが︑しかし人間が人
任をとることになります︒すなはち︑或は心間としてすべきことは︑生命にかけてもした
中となり︑自殺となり︑刑務所行となるこれことば立派なことですのに︑今日の人のは︑
が責任の結論です︒そして後悔は先きに侭立人としてすべきことなどテンでしないで︑し
たないといひますが︑まったくさうで︑そのかも結果は同じ一帝大切た命を棄言﹂ることを
人たちは決って﹁先立つ不幸お許し下さいと餓義なくされて了ふとあっては︑それは武士
か︑杜曾に封して申課ないとか︑ああ自分は道以上に命を軽んじて居るといふことになり
誤った︑・不豊でした︑オッチョコチョイだつます︒命は自分のもまた他人のものも共に尤
たなどと︑書きのこしたり︑言ひのこしたりも大切なものですが︑不始末のために何と自
してゐます︒あたらかうして自分を現世の第分のも他人のも軽く扱って居ることでせう︒
一巻の綾りとするのです︒或は後輩に遺す訓愚かじいことです︑要はお互が自分のことは
言にでもなると︑先畳者を気取るかも知れま自分を重んじて自分でやるからには︑自分の
せんが︑教訓とは盗人から﹁盛みといふもの力の最善を蓋し︑よき人の力をも里ぶだけ望
はよくない︑自分は遂にかくして果てた﹂とんで︑よりよき人間︑杜曾︑園家をと心掛け
いひ︑立派な行ひの人からも同じく﹁盗みとることでず︒これは自由︑民主の考への初ま
いふものはよくない﹂といったとしても︑盗りです︒そしてその上で私たち園民に一番適
人の言ったことは決して人を導く教訓とはなした内容を自分たちの力で作ってゆくことで

りません︒す︒この努力をしないで︑いたづらに命を棄

升外

昔の武士道徳にあっては︑その責任をとるてざるを得ない結果を招いたり︑或はこの考
といふことば︑腹をかききるといふことでしへは駄目だなどいふべきではありますまい︒
た︑命を一秀大切なものとして︑責任をとるですからこの道のこれからといふものは︑な
ためには︑その一帝大切なものをもってしたまやさしいものではない課で︑表面の勝手気
のです︒ですから︑したがって日々の行ひと催のことでまことに自由時代結構などと外皮
いふものは︑誤魔化し︑侭りといったものでの砂糖だけをナメて喜んで居る子供であ２﹂
なく︑言ふこともまた﹁武士に二言なし﹂とはならない謹です︒
まで言って︑どこまでも道を章んだもので

す︒ですから兎もすると今日の人から﹁武士器讐
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I

弘道詩林

三好凌石選

＠雪梅九土一重如雲慶野庄作︵茨城︶

迎年先欲賦詩歌Ｑ起沸衣塵上暁城︒初旭瞳瞳春景一歴︒山光海

︑池殖述砥︑℃︑ももＥ℃︑︑○○００○○００○○

＠除夜祭詩移山寺島慶一︵千葉︶

○００Ｏ
色瑞雲多︒評臼︒胸中無奇気者︒鴬能識此境地乎︒

︑︑︑︑℃℃℃℃℃道いＥｈ埴○００○○○○○○Ｏ
○○○Ｏ

鐘馨蕊蓋夜凄然︒例捌残燈島悌前︒笑我平生無好詠︒・新詩併

祭蕉詩篇︒評弓温雅︒余亦年年祭詩︒脊賦七古一篇︒中有一年得

０ＯＯ○

椅杖寒庭愛早春︒悔花己綻雪華新︒雲悔併得詩天地︒詩就絡

○００ゞ○○○○○○○○○００○○○○○○００００

而頭喬樹喋棲鴨︒稲架巳塞村裡斜︒惟有耕翁相揖過︒炊煙揺

︑℃︑ＥＥ︑℃︑込︑︑Ｅもｎｏ○○○○００○○Ｏ

＠幕秋荒張幸吉︵茨城︶

○ＯＯＯ
有舜年人︒評臼︒浦趣︒年頭咽目︒自無俗座︒

悔花数柴小庭春︒日暖東風烏語新︒松竹符門成雅趣︒柴罪己

︐℃︑︑︑Ｅ︑︑︑Ｅも︑︑︑○○○ｐＯ○○○○Ｏ

＠新年蓬莱間宮雄︵祁奈０

○００Ｏ
陽蹴雲行︒評日︒景象浦越︒筆致亦佳︒

玉雪罪罪野景清︒飢鵜集欄帯塞鴫︒猫夫遥自林間出︒一無斜

０００００００００○０○○○○○○００○○００Ｏ

＠野雪恵粥雅坂重︵千葉︶

０○○Ｏ
飽楽除生︒評臼︒老後温飽︒何等浦祁︒

歳月如流暦又更︒兇孫侍坐酒杯傾︒馬齢七十又加七︒唯蒋温

○００ＯＱ○○−０○○００ＯＯ００００００○○００

＠七十七詳偶吟長島亮平︵埼吾

０○○○
石節倶堅︒評日︒鋤梅肋節︒典蛾石堅︒

一枝疎影椅庭前︒玉蕪含春典雪研︒雲苦霜難香暗動︒心同繊

０００００００００００００００００○○○○○○Ｏ

＠看梅有感石崖林庸之助字葉︶

○○○○
群又何求︒評臼︒酢絡陶然︒一結最得吾意︒

寒風敵戸夜燈幽︒美稚樽前自献酬︒・莫道山南綿樗冷︒忘憂一

○○○００００○○００○○０．○○００００００○○

＠冬夜渦酌く︑槌水高地七郎早葉︶

詩三百篇︒篤篇皆是苦吟字之句︒

之句得来︒

＠新年所感潅山箕輪直︹茨城︶

奔走風塵六十年︒偲無志業封先賢︒才疎性随雌連世︒猶向青

○００００○○００００○○００○０○○○○００Ｏ
０ＯＯＯ
衿読史編︒評日︒替切︒葱籍有致︒

＠新年偶感夏村田中和三郎︵千葉︶

倦惚未惜老除身︒唯識人生多苦辛︒日暖柴門和気調︒梅花先

○００○○００○○○○００００○○００００００Ｏ

＠新年作有隣菅谷徳次郎︹宇都宮︺

○○○Ｏ
渡一枚春︒評日︒起筆浦砿︒結得典雅︒

︑︑︑Ｅ︑ＥＥ︑︑︑︒︑ＥⅡⅡ︑○○００○○○○○○
昭和二十九新年︒寓象生光瑞色鮮︒喜得老翁身振健︒児孫焼

＠新年偶作禿堂青柳千万吉︵群馬︶

○００Ｏ
膝一家全︒評日︒好意温敦︒和楽成奔︒

七十九齢斌健身︒白頭惟兇老懐新９年頭笑酌三杯酒︒志気猶

︑ｎ℃︑Ⅱ℃︑Ｅ︑心︑︑︑︑０００００ＯＯ００○

＠甲午元旦所感疋田直︵禰岡︶

○００Ｏ
縦岬興貝︒評臼︒訓絡浦逸︒不帯塵気︒

︑い︑︑︑︑℃Ｅ︑℃℃込︑︑０Ｏ○○○○○００Ｏ
０Ｏ︑○Ｏ

世界王家幾代陣︒扶桑皇統正連綿︒縦雌史籍難全信︒聖詐昭

昭億寓年︒評日︒雅健︒筆端自見至誠︒

＠元 旦 菜 浦 大 塚 柳 吾 ︵ 横 須 賀 ︶
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無俗了人︒評昌著意清新︒風韻自佳︒一結自方岳有雲無詩俗了人

『

I

凸

○○Ｏ○
曳上家家︒評日︒晩秋所見︒鰭口吟成︒

＠甲午新年言志八十三聖江東片口安︵富山︶

︑・℃Ｅ︑︑︑︑ⅡＥ︑︑︑Ｅ︑Ｏ○○○００○○００

贈我詩碑餐紺園︒老来韓感友惰敦︒莫言世道額唐遊．猫有江
○○○Ｏ
湖風教存︒

Ｏ○○○○○００○○○○００︑○０○○００○○００

家増一人︒評弓一言風教︒一言和楽︒談格自備︒朗然可諦︒

朝封辛盤滋味親︒図蕊和気座生春︒吾孫奮膿迎佳侭︒喜見室
０○○Ｏ

＠封竹松陰力根恭司︵千葉︶

翠滴窓前竹数竿︒龍文鳳趨影生寒︒清風耐慕此君子︒擬作漁

︑︑砥︑℃℃︑咽︑込恥お℃ＥＯ００○○００○０○
０００Ｏ
湘帯雨看︒評日︒情誼鋪鰹︒雅言可諏︒

＠追憶覗鵜野宇兵術翁霞軒鵜野英治︵千葉︶

壮時稼稿戒嬬署︒薫育多年功綾加︒巌訓明垂子孫在︒精魂長

︑咽︑︑Ⅲ︑︑︑︑ＥⅡＥ︑︑０○○○０００○○Ｏ
０○○Ｏ
護老農家︒評白︒筆致端荘︒令人欽仰︒

＠無題八十三聖辿堂小川篤粥︵横漬︶

○００００００○○００００○○００○○００００Ｏ

弘道歌園割田・斧二選

景︒長吟寄倣我心閑︒

落烏空還︒詩成遠講陰晴際︒酒在虚襟談笑間︒飽看港南佳絶

秀逸

○新年言志・富山螺片口江東

へたる作者の元日一の心のうち︑躍動するものがある︶

屠蘇に辞ひ八十三と初筆に書きて足りけり今日の心に︹八十三を迎

○年賀朕松江市平井常清

一つｊ︑智聯謄見ゆる筆くせに人を偲ぶもなつかしくして︵年賀肢

を見る作者の純慌ほ入ゑまし︶

佳作○千葉蝶菅谷義太郎

孫どもとラジオ鴎操する腕の伸し難くし一Ｌ笑はれにけり

○ラジオ魁操川越市小名木狂浪

誌みて年の始めをほぎまつり図の花さく春を待つかも

○Ｏ○Ｏ
騰総不知︒評日︒三字斡旋自在︒持論平允︒悟晩凡境︒

悲往椴来職又悲︒悲職併付掌中届︒興来一酔醒還酔︒酔夢菅

一兆回奔馬の轡守るといふ大蔵のおとど手綱いかにぞ

○新潟螺鈴木文泰

○午歳に因みて禰島牒潰名・博綱

つき出す時はこよひかはたあすか聞きほけにけり百八の鐘

○除夜鐙宇都宮市菅谷徳膳

もののふの命を露とあらそひし川中島のむかししのぱゆ

○信濃路に遊びて千葉蝶鵜野秀春

○埼玉蝶石川奈美子

＠新巌書懐︵原弓八十五史寒蝉大森午之介︵茨城︶
○００○○００００００００○○０００００．０００Ｏ

納豆費る子の藍窪しみぞれ降る雨の言にもあばれまぎれず

碓除長生塊瓦全︒人間登敢願祁仙．清耀老健楽天毒︒百歳価
０○○Ｏ
齢十五年︒評日︒精錬詩気豪宕︒老噌健者︒

＠寄懐竹雨詞契凌石三好寛

遥想同庚友︒高懐近奈何︒知君吟格健︒嘆我俗情多︒志随身
室老︒途窮歳欲過︒明春相封酌︒一群補嵯陀︒
＠題富岡海潅壁・鐘韻

鱗蔓漂紗隔塵衰︒海気嵐光碧一鱈︒蘭樟歌琵潮巳退︒霜林葉
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−

おほぞらゆあきの菊みちいざよひのつきおしてれるこの夕べかも

○初がらす千葉蝶片岡佐仲

年のたつそれとわかねど初がらす鳴く麓聞けば耳新らしき

弘道俳壇
秀逸Ｏ雑詠

月明に一人箔刈る山田かな

汐鳴は雨になるらし姿を踏む

湯たんぽを除けし窪みに仲くし足

焔を練る大銅鍋や初かまど

観音狸の大合唱や寺小春

大橋越央子選

原刷1香伊門

埼玉芝

埼玉・尼

富山越

千葉丘南

埼玉白水

江 玉 山 葉 玉

○東京都中村徐風

手招きて餌をぱまく見のやさしさに恐れ気もなき初雀かも

○林新潟螺波多良介

一本の掬彦の榊の椎の木は蕊えやまなく林なしける

○幕雪千葉脈粂坂秀嶺

孤鳴く麓も削れて山里の吹雪に暮る上夕べ淋しも

佳作
行く秋の黄昏るる野を薬責

父病んで娘舟漕ぐ秋の暮

南天の資に目白来る窓の下

華鍬の錆を落して年の暮

恥多き齢も梁し屠蘇を酌む

次の字を消して火鉢の火箸おく

眼つむれぱ膝の湯婆チ︑と鳴き

静臥われ落葉掻く一昔遠ざかる・

日のうつるま上に移すや幅毒草

姿ふみや負ふ兇あやせば足みだる

眠る山茜に染めてたそがるる

星一つ大きく仰ぎ初詣

〔29）

○富山牒椎名保弘

○元旦千葉螺金杉茂穂

雪ふかき越のふせやに春たつとあかときつくるにはとりの麓︑

ほのぼのと雲おし分けてさし昇る初日に幸を斬る我かも

○萩原氏を祇ひて秋田市妹尾馬之助
あにおとと共に蕊えある文化草うけてか蝉みとなれるめでたさ

○新年茨城螺内田静甫

残りなく子等形着きてうからみな健やかに迎ふ午の春かな

○千葉螺石橋佐寿

柿みのる山越えくれば落葉して上網銅山冬椎へしぬ

○埼玉螺尼子

○四寓温泉にて割田斧二

落ちぶれし身も四斗樽のゆづ湯にて温りつつ悔ゆるともなし︲

峯間を洩れて朝日の一筋に光白々と掛橋をせり

子潤路南水

則山川藤井
飼芝越丘白

路

子

潤

｜

松 埼 簡 千 埼

、

松江碧明子

遠景に宮士おく草篇初日の出

寂然と冬日明りや庭雀

千埼新千埼同茨埼千

東京徐

越

映書出てネオンの街の年の暮
汲み桶の木の香漂ふ初湯かな
足ろを知る身に一蓋の屠蘇楽し

春の水川一ぱいに流れけり
看護婦の和服着飾る松の内

央秀奈良香吐謄静狂茂

子

美

三十二頁より

に堪へません︒ここに新設係を代表し︑一言

天︑漸く寒からんとし︑身心雨つながら︑

蕪誹をつらねて挨拶といたします︒

諦養を要するの季であります︒来賓各位を始

め各寺院よりの皆様︑檀信徒の諸賢︑どうぞ

御健康に注意なされ︑一家繁柴︑子々孫々︑↑

本日の慶びを永久に相破たんことを︒

黒須蓮花院蛇鋪新設係代表

昭和二十八年十一月十七日

敬白合掌

繁田武平

○泊翁西村茂樹惇上下二冊

曾員特償五○○回︵逢料共︶

○道徳教育講話全一冊

曾員特償二○○回︵還料共︶

､』

病む身にも冬至の南瓜忘れざり

力一杯平和新年と筆始め
風凪ぎて丘は夕焼姿をふむ
下網の山みなひくく眠りけり
ふしぎやな越後正月雪を見ず
壷出しのびらをはりゆく霜の朝

雪一夜義士の噺に更けにけり
○

門を出ず庵の冬日の濃ゆければ

小庵や冬日遮るものもなし
９

、

1

○次雅文苑原稿締切三月十日
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城 玉 葉

葉 玉 潟 葉 玉

風

嶺子介峰月山甫辰穂

､

本含薫報
△小谷野氏芳志︒浦和支曾長小谷野惇職氏は

奮臓余参百八拾固也を寄附さる・御芳志を感

含に余試百圃也を寄附さる︑御芳志を感謝す︒

ｉ ｌ１ １

支含業報

るにいたりましたことは︑檀信徒のみなさま

とともに︑欣懐に堪へぬところでありまし

て︑不肯繁田武卒︑鈍鏡新設係を代表し︑一

言︑︐申し陳ぷる機含を輿へられ︑光柴感激︑

筆舌に識くせず︑追懐も︑ひとしほ︑深刻な

謝す︒

は本含に金五百岡也を寄附さる︑御芳情を感

△河野博士の芳志特別命員河野省三陣士に

芳情感謝に堪へず︒

脇本倉に封し余壷千回を寄附さる・年々の御

△野間氏の芳志特別倉員野間左衛子氏は醤

手鵬一の闘市騨前梅月堂蕗藤友三氏宅寓にて

平泉中寧寺見畢のため出謹︒翌六日早朝︑岩

あり︒略報せんに︑支曾長は十月五日︑奥州蕊

未見の多敷の諸賢より︑蒜りに病状間合はせ

支含長病むの報博へらるるや︑遠近の既知︑

曾の運醤方針について協議せり︒鍵に︑繁田

十二月二十六日︒繁田支含長邸に於て︑支

通の闘係より︑鐘の彫字を早く行ひ︑後に改

製作したものでありますから︑常時︑運搬交

氏小兵術︑藤原正重︹長島荘右術門家次︶の

ん︑これは︑下野図安蘇郡佐野金屋町の江田

貞享五年は︑元稚元年でもありまして︑た夢

回顧しますれば︑蓮花院の弗錨は︑皇紀二

ものがございます︒

△石原氏芳志倉員石原勘一郎氏は金壷百五

胃に異常を畳え︑直ちに同市立蛎院入院︒外

元されたものかと推測さるるのであります︒

Ｏ豊岡支酋報告

拾側也を寄附さる︑御芳情を感謝す︒

科長津田亜弛岬士の手厚い診療のもと︑撫過

爾来︑時を閏するとと二百五十七年のあひだ

一月︺十七日には菩提寺の蛇銃撞始式に芯み

の連打に﹃暗い迷ひより提めょ﹄と論しつつ

股の数打に︑﹃長き唾りを破れ﹄と鋳しめ︑幕

れたものと記録されてあります︒が︑変は︑

七日︑韮花院第四世秀浦師の時代に奉鋳せら

千三百四十八年︑東山天皇の貞享五年十月十

△理事富十二月二十三日椿凹荘に本曾理事

二十三日蹄郷せられた︒支曾長臼く﹁先月︵十

良好にて二迦間をもって退院︒中尊寺参詳後

△加納氏逝去参議院議員千葉支含含員加納

ます︒みなさんに︑よろしく﹂と︒・

挨拶をすまし︑その後︑従前通り活動してゐ

徴するところとなり︑昭和十九年︑法の器︹う

るに及びまするや︑この有難き蛇航も︑閏の

東亜戦争の末期︑職聞黄材の妖乏漸く顕著な

あるのも亦た天の定めでありまして︑かの大

盛りと裳へのあるは世の徒︑事に伸び縮みの

末たったのでありました︒さりながら︑時に

△小笠原氏芳志特別倉員小笠原長生氏は本

脚みに︑右にいふ挨拶とはつぎのとほり︒

挨拶〆

に︑芳ばしい薫りを放つ本日︑鼓に黒須蓮花

薄霜冷ややかに︑菊の花︑野に雛︵まがき︶

の長老たりしを︑謹んで弔意を表す︒

院鈷鐘の再鋳成り︑その撞始式を翠ぐるを栂

中宗太郎の雨氏は︑客臓逝去︑雨氏とも本含

△哀悼︑新潟聯曾員篠村彬成︑東京都含員贋

含に金参百側を寄附された︒御芳惰を感謝す

金助氏逝去︑哀悼︒弔意を表す︒

＼

今後の方針につき協議す︒

念を附き︑年末までの芯の情況報告後︑種々

謝︒

L

△笠井氏の芳志千葉蝶官員笠井東三氏は本

I
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I

1

の響きを耳にすることが出来なかったのであ

に将た鶏に︑槻世一昔大菩薩の潔らかな慈しみ

いふもの︑武蔵野の丘に又た川に︑狭山の林

つわ︶は戦ひの器と鍵はり果て︽ここ十年と

く︑黒須出身の他都厩在住の有信諸賢に激し

までのあひだ︑常山の檀信徒はもとよ隣︑遠

十名とともに本年二月七日より四月にいたる

ん︒因って︑薙鐘建設係りを設け︑世話人六

も︑もちろん︑異議のありやうばございませ

農のために備へ︑夕言へのために盤へ︑吉日を

冥味ことありますが︑ここに洪鍍を再建して

い海の書物の法器章に﹁大鐘叢林鑑令賓始也︒

みなさま︑﹁敦修清規﹂といふ支那の落る

し得るにいたりました︒

太郎氏に依頼して︑このりっぱな洪鐙を再建

助勢を賜はり︑瀞財の御喜捨を莫大になしく

ますることは︑これ偏へに︑漉世昔大菩薩様

卜して︑鈷鐘撞始式を︑ここに醤むことを得

ヲ

廃拳即破三長夜一善二睡眠や暮撃則畳二昏術一疏ニ

ハチリヲシメヲハチマシヲス

八ノテムル宮

りました︒湖一音糎の中のお言葉を侭りて申し

ろ各位におかれましては︑忽ち︑御支援︑御

蛇鐘再建基金募集の勤読をいたしましたとこ

ち詮くしゆラしゐさ

ますると︑姥昔も︑海潮一音も聞くことが出来

だされ︑ここに基金の総額は金七十七闇六千

黒須蓮花精舎の源一音さまの︑弘く衆生の苦悩

なかったのでありまして︑わたくしどもには
を済度した童ふ大慈悲の導きも︑手引きも︑

糞くぱ︑今日以後︑この洪鐘が︑生々世々

四百五十回の距額に達し︑はるかに︑顔定額

七百二十二名のかた人Ｉに御濯申し上げます

の一撞の鐘の聾は︑かの祇園精舎の鎧の﹁諸

衛山の法城に永久に陣はり︑農の一撃︑夕べ

絶えて無く︑檀信徒の誰れも彼れもが︑まっ

もとより︑鐘も︑鼓も︑等きを出だすこと

昭和二十八年九月十七日︑凝昔さまの御縁

ほかならずと深く感侃いたすのでありますｑ

を厭ふものではありません︒けれども︑知︹た

日に︑京都市の三和鈍鐘製作所員向山高昔氏

ヨ天四海百穀豊僕商賓繁策子孫永

の大庇護のもと︑加藤政昌師の熱願あり︑十
方諸檀信徒様の篤き郷信仰心ありての結集に

た︺かずしては︑その妙一音を聴くことは出来

来訪され︑重量百貫を目標にしてこれに注文

・昌﹄と無き︑これを聞くもの︑皆常山の槻

を突破するにいたりました︒蛇錨新設係を代

ませぬ︒営山の住職加藤政昌師は︑かねてよ

いたし︑京都工蕊大畢教授工翠博士青木一郎

香様とよりよき縁を結び︑煩悩の迷夢を破り

表し不肯︑厚く篤く︑御芳志を賜はりました

り︑鈷鐘一打の慈昔によって︑十方世界の人

氏の設計のもとに︑完成しました蛇鋪は︑高

菩提涜淫心を引起こして︑愉悦せられんこと

たく︑苦海に浮き沈みするやうな︑寂ぴしい

々に苦悩を離れさせ︑津らかな善心を起こさ

さ四尺二寸︑口径二尺四寸︑重量百六貫二百

寂ぴしい想ひがいたしてをり喪した︒

せて︑とこしへに法城の朽ちざること︑いや

時間三分廿秒︑高一音持続時間十六秒︑基本昔

匁︑基本振動数百三十七サイクル︑全音持緬

たる鈴木寓吉氏︑諸井健識氏︑石川市平氏及

またま︑昭和二十七年十月廿一日︑檀徒惣代

二日に到着いたしました︒餓極補遥工事を入

にも優る堂々たるものでありまして︑本月十

の陰り周期一黙八秒であります︒従前のもの

以下三十頁へ

を得ましたことは︑重ねて繰返しますが同慶

して︑蓮花浄剰の鈷鐘再興︑撞始式を理ぐる

本日︑感雁道交︑勝因は結ばれ︑機縁は熟

び不肯武平等に提唱するに党鐘再建のことを

間川町石匠高橋氏に︑模苑整固工事を諸井柴

行無常﹂の響きにはあらずして

に希求する大信念に燃えてをられまして︑た

久さしく令法の住まはせたまアヘヒとを︑熱烈

を希って止みません︒

もってせられたのでありました︒わたくしど
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命日牛口

﹄

○煽輯だより

○明けましておめでたう御肱います︒本年も
相鍵らず御指導をお伽ひ致します︒
○敗戦日本とも恩へないほど︑派手な生活を
つ置けて来たといふ感じがありましたが︑そ
れが常然続けられる筈がなく︑逢に緊縮蝶算
といふことになり︑幾分なりと土台を作るこ
とにと︑どうにもならなくなっての方向輔換
となりました︒これは英閏などの︑維職後今
川迄耐之をつ堂けて︑辿々と光明を見るやう

金武百回也
へ多

迩があることと恩ひます︒
が続出して来ましたが︑これはみな経戦後一八

○今日政界や財界を始め︑幾多の方面に醜聞
九年のデタラメであった祇命の粘煉です︒こ
の粘煉によって︑ほんとうの正しい近に立蹄
り︑再出溌を期す琴へきで︑新生日本の詐術と
畏慨はこの塗にも大きなものがあると恩ひま
大だと流感致すばかりであります︒

す︒我々はかく老へるとき︑本年の仕事を並

１１１

︶千葉豚笠井東三一

ならなくなった今日とて致し方ないこと︑本
年はかうしたことにも︑庇含教育の大きな間

︵参︶東京都野川方術子

亦脈勘一郎

金五両川也
︵参︶埼玉蝶河野桁三
金壷而五拾川也

︵多︶

市
川
市

金参百回也
？︶怖岡螺小笠服握生

Ｉ

になったのとは︑全く反対なことです︒一皮
派手にやった務に耐乏といふことは︑誠につ
らいことで︑口に辛いことですが︑どうにも

金壷肝側也

︹寄附︶州和市小谷野伸雌

金参百八拾凹也

1
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新しい鰐法

一

古来の伝統と美しい慣習と

東京都千代田区神田小川町1の10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

月を費して完成され︑内容

については︑外国の礼法も

参考とし︑宮内庁︑外務省

等の意見も求め︑完備した

ものたらしめております︒
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