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汚職・疑獄

い川来事ではある︒

法の周鮎から生れた街の金融磯開の行詰りから︑はしなくも役人︑
政黛︑閣曾議員等貞財界方面との醜い闘係が浮き上って来た︑す
ると例の泥仕合で︑人もアバヶぱ︑我もアバヵレる︑タタヶぱ何と
やらの皆に洩れず︑ポロの綾出︑一つのハレモノの細胞は案外複雑
で︑やれ造船曾杜︑徴道弘済曾︑交迎公社︑鍛道曾雌︑などなどと
果てしなく臭菊が出てくるといったあんばいで︑今や世間は図曾を
中心に汚職・疑獄でテンヤワンャの大騒ぎである︒もとより法の上
でこれがどうなるかは判らないが︑少くとも道義的に見て︑新日本
建設の途上寒心に椎へないことで︑世は春といふのに︑不快極りな

苛から地献のサダも金次第などといはれて︑金ほど瞭力のあるも
のはなく︑これをめぐっての汚職・疑獄は人の世に絶えなかった︑

い︒

けれども今度のやうに一度に数限りない問題が︑それからそれへと
出て来たことは珍らしいであらう︒だがそれはそれとしても︑とも
すれば人為が︑敗戦までの日本のすべてをポロクソに言い︑新日本
を進歩した慨制だと自負するの時︑そして雌尚の機開となった叫酎
を中心に︑戦前にもなかったほどのポロを出すとは︑一鎧どうした
ことであるか︑新日本の建設に大きな汚鮎として僻まざるを得な
今日脚を翠げて心ある閥民は︑政治家︑博史︑財界人たちに不倫
の欺醗を装してゐるのは誠に常然である︒さうして早くも談曾政流
に疑問をもつ短気なものもあり︑或はこの時とぽかり極端な物の考
へ方の連中が攻撃の材料にしたがるなどといふ瓜に︑弁自が自分の
よいやうに自分の川に水を引いて︑野心を浦足させやうとする混飢
の芽となりはせぬかとの心配もさせられる︒だが今日この畔に虚し
９
て閣氏はよく物を考へねばなるまいと忠ふ︒といふのは︑蕊はただ
徒らに悲蒋懐慨したり︑壷場した彼等を五めてみたり︑制度や政燕
や︑韮菱がどうのと言ってみたところで︑すぐと改葬されるといふ簡

単なものではなく︑もつと根は深く︑複雑であり︑時をかけて徐みへ
と改めねばならないことだからである︒

歎くもよし︑責めるもよし︑改善すべきは改善するもよいが︑結
局のところは燈制に添ってその美果を牧めるやうに鯛民全隈が肖畳

による訓練がなくてはならない︒元来一つの制度を作るといふこと
ば大きな努力ではあるが︑それにも勝る大きな努力は︑その中に這

入って︑その制度を閣民が翠げて必につけることである︒如何なる

制度であっても︑その中に這入りさへすればすぐさま立派に蓮醤さ
れて成積があがるものではなく︑閣民の訓練による︒この闘民の訓
練こそは︑長い時を要する︑それを直ちに成績が見られないからと
て︑制度を非とすべきではない︒

世の小のことは︑一般は清くして︑部分部分にぱかり濁りが出る
ことはあり得ない︑よし出たとしても簡単で︑その部分を除けば済

むであらう︒金を出す人があってとる・者があり︑金を費はせるから

足ｈなくなるといふ相互開係があってポロは出る︒もとより責征の

地位にある者の自飛は大切であるが︑間民塞げて支任を負うべき

で︑利川される地位の人を責めても地位にない人が立派であること
の護擦にはならい︑だから今日のポロは陶民全燈が制度の下で訓練

不足の罪として反省し︑人を寛めると共に自らを責めねばならない

今日は迩義が地に脇ちたといはれる︑これも閣民が道と信じ︑道

のである︒

を行ふ訓練に峡ける弊によってである︒知識の追及にのみ急で︑た

だ人の非をお互に云だし合ふぱかりでは︑道の資行である道徳は典

︵知己庵︶

らない︑民主主義制度の成漬も︑その巾に閣民の訓練なくしてはあ
がらない︑汚職・疑獄を歎く今日︑剛民全瀧の宜任としてこの訓

練を老へればならないと忠ふ︒
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二重橋事件の反省
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橋の入口あたりで人波をせき止めているらしい石橋を渡っ

て行く人の姿は見えない︒石橋の入口の欄干の上に立ってい

る電柱の下には幾名かの警官がいて高いところから何か群衆

に指園しているようであるが︐ここまではその蕊は聞えない︒

り︑また止まっているようにも見える︒後方をふりかえると

遥か奥の繊橋の上は人がいっぱいで︑それが動くようでもあ

っている︒なお馬場先門樫田門坂下門の三方面からぞくぞく

後から後から押しかけて来る人でもう人の層がかなり厚くな

ある︒今年も皇居の一般参賀が許されると新聞に出ていた︒

と集まって来るのが見える︒いつの間にか私たちは人の波の

昭和二十九年一月二日︑日本晴のうららかなよいお正川で

者に加って皇居に行くのを側としていた︒

戦前︑参賀の俵に列した私は年をとっても心戦後の一般参賀

で下車したのは午後一時半醜であった︒皇居前の舗装道路は

州かけた︒品川から都電に一米り︑三田で乗りかえ︑馬場先門

すと︑まだ皇居に入ったことのない妻を誘って︑共に参賀に

にかけた二三人連れの外人も見える︒多くは家族連れとか友

年に手を引かれた老婆もあり︑姉妹らしい娘や﹂カメラを屑

歳の娘を中にして私たちの前に立っている︒孫と思われる青

して立たせたりしている︒五十に四十ばかりの夫婦は十四五

五歳の男の子を辿れて時堂抱き上げてあたりを見せたり︑下

中に立っていた︒まわりの人を兄ると四十ばかりの父親が四

きょうは自動車も通らず︑二砿橋に向って行く人でさすがの

達のようである︒その中にば朝早く近蛎から出かけて来た人

きょうは冬にはめずらしい暖い日であるので︑斐食をすま

で耐これほどの大衆が集ったものであろう︒舗道を越して爪

磯場も埋まるほどであった︒好天気と人の出ざかりの時刻と

た︒今︑私たちの立っているところはゆるい傾斜になってい

を頂鮎とする三角形の人波の中に私たちも吸いこまれていっ

の石橋と奥の織橋とを併せて二軍橋と世間でば呼んでいる︒︶

ばまことに遅為たるものである︒時刻はどんな頃であろうと

も和やかで禰諦である︒しかし︑との人波の二重橋えの移動

をお祝い申し上げたいと思っているのであろう脳群衆はいと

に入って職天皇皇后雨陛下のお出でましの前で︑心から新年

ている︒これらの人たちは新年の新まった気もちで皇居の中

たちもあろう︒みんなお正月らしいちやんとした身なりをし

るから︑前方も後方も見える︒前方の石橋の入口まではまだ

時計を見ると︑もう二時に間もない︒新剛には三時までとあ

先上りの玉砂利をしきつめた馬場に入ると︑二重橋の石橋︵下

だいぶ距離があるが︑密集した人の頭でいっぱいである︒石
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可

ころに設けられた記帳所で記帳をし︑右に曲り繊橋を渡っ

つたので︑これから二重橋を渡り猶正門を入って右折したと

・なと胸さわぎしながら蹄って行った︒

の方え向って走って行くのが見えた︒さては何事かが起った

生になっている︶側を通り筋もと東御車寄のあったところか

日の新剛は休刊であったので職翌三日の朝刊に罵貝と共に詳

を報じた︒それを聴いてただ胸の塞がるばかりであった︑二

ラヂオ・一三−スはきよう二重橋上に大惨事の起ったこと

○

ら坂を下り漣宮内廃の前庭に進み︑そこでバルコニーにお出

て︑焼失前の正面玄開︑宮中正殿︑豊明殿のあった︵今は芝

ましの雨陛下を迎えて菖歳を唱え︑坂下門から退出するまで

混乱に陥り︑折並って倒れ︑地上に雁しつけられ︑死者十七

せた人波が一時にどっと二亜橋の石橋上に殺到したために大

しい報道の出ているのを見て︑きのう私たちが去った時刻に

の時間ではとてもすむまい︒﹁しまった︑も少し早く来ればよ

の順路を考えると砥皇居の内にどれほどの多くの人がひしひ

かった︒﹂と思っているうちに︑前の方から幼い子どもを通れ

場の目撃者の話を綜合すると︑私どもの引き揚げた二時ちょ

名︑重軽傷者六十三名を出した︒新聞や雑誌に出ているその

三十八寓を超え︑人川の最高に達した午後二時すぎ︑押し寄

た親たちが人を押しわけて後え退がって来た︒﹁前にはとても

引きつづいて起った出来事を知った︒この日の参賀者は賞に

進めません︑子ども連れでば危い︒﹂と言っている︒﹁どうしょ

っとすぎから︑群衆は時の移るのを気にして一歩一歩間隔を
つめて来るのに︑石橋の上では綱を張って参賀者をせき止め

しと詰めかけているか職たいへんなものであろう︒それに

う︒私たちもと上から今のうちに引返えそうか︒﹂と言うとｂ

今︑二重橋外にいるとの群衆がすぐ行動を起すにしても諜定

妻は﹁せっかくここまで来たのですから．もつと行って見ま

るまでになり︑だんだん身動きもできなくなり︑子ども連れ

たので︑群衆はいつの間にか胸と背︑肩と眉と押しつけられ

は子どもを肩に上げ︑家族連れば離弧まいと手をとり合い︑

しょう︒﹂と言う︒その時︑後の方からたくましい四五十歳ば
を押し一分けて前方に進んで行った︒私は一︲こんな乱暴な人た

かりの男を先にして二三人連れの若者が私たちのいるところ
ちがいるのだから︑押されてはたいへんだ︒﹂と考えて︑妻と

ぬりば抑止することはできない︒先頭の参賀者は綱にくい止

干の上から﹁押すな押すな︒﹂とどなっているが︑人の波のう

抜け出た︒そしてお堀の向うに鍔して一穫をして︑馬場先門

められ︑後からは瞳く押されるので途に﹁助けてくれ︒﹂と悲

押しつけられるので︑息も苦しく●なってきた︒馨官が橋の潤

の方えとって返えした︒馬場先門から都電に乗って電車が動

鴫をあげまた﹁なぜ通さない︒﹂と怒競するありさまに︑石橋

共に子ども連れの人たちにつづいて後に退り︑群衆の中から

き出すと間も底く︑救急車がけたましい一音を立てて︑二重橋

rワ、
ノ

んだのでたまらない︑一人の婦人が後から押されて倒れたの

した︒幅十四メートル程の石橋の上に人波がどっとなだれ込

上の警備に営っている人もやむを得ず綱を上げて参賀者を通

魔が昭和二十三年以来毎正月初頭に行われた参賀行事が無釧だっ

一︑開係営局たる誉硯晦︑皇宮警察本部︹閣警所管︶ならびに宮内

取し︑また現場の見聞をした結果︑悲惨事護生の原因として

表した︒その要旨によれば︑委員が開係営局者から事情を総

かたまりを取り除く大手術を受け職脱力の回復が待たれてい

この二つの事賞を確認した︒よって委員御は弊硯聴︑皇宮弊

失う行動をした者があったこと︒

二︑現場の石橋上とその附近に来集した群衆中︑互譲相助の節度を

ける靴があったこと︒

り︑殊に悲惨等凌生を防止するため︑臨賎の虚涯を誰ずるのに紋

またこれを退出させるにつき︑相唯の設備と適切な整理誘導を怠

たのに慣れ︑本年の参武者三十八万人にのぼった大衆を迎え入れ

に︑その後から後からと押されて︑ぱたぱた倒れかかり︑
﹁押すな押すな︒﹂﹁助けて助けて︒﹂と叫び心あつという間に

阿鼻叫喚の修羅場を川現したということである︒藤死者十七
者の中にも女が多く︑特に十歳の川田けい子ちゃんの失明は

名のうち男は僅かに二人で︑あと十五人は女であった︒軍傷
世人の同怖をあつめている︒雁迫による内出血のためという

るそうである︒あの時一刻の差で私たちも同じ運命に出遡っ

ぴこのような悲惨事を縦返さぬよう蚊善の防止紫を識すべき

察遥営内臓営局に封し︑その寅任が重大であるので︑将来仰

診断で東大病院で頭蓋骨の一部をはずし︑内出血による血の

たかも知れなかったので︑人の身の上とも思われず︑まこと

ことを厳に醤告するとともに︑わが閲民一般に封し︑大衆集

合の場合︑五一談相助の節度を失うような行動をしないように

に同怖にたえないところである︒
○

がないといって四日に瀞表を出したが︑都特別圧公安委員倉

所在についてもいろいろの批判が出てきた︒警覗総監は申諜

明していたが︑二月十六日︑最高桧とも協議の結果⑮丸ノ内

また東京地方桧事局は二重橋事件につき刑事上の責任を究

深く反省を促した︒

は零議の結果心七日僻表を却下し︑紹職に封して群衆弊備に

であるが弧刑法上の黄任を問うのは無理であるから︑不起訴

警察蕊皇営弊察双方の轄怖責任者に過誤のあったことは確か

との惨事は二重橋事件として世の覗聡を集め通その責任の

努力を拙い︑今後遺憾なきよう鼓善の道を識することを望ん

原因は密集した群衆が限られた幅の石橋上を無理に通過しよ

にする旨を公表した︒その認定によれば︑事故護生の直接の

衆議院地方行政委員倉は一月二十七日からこの事件につい

うとして押し合ったことにあると認められる︒営日午後二時

だ︒幣術の直接の責任者は樽任させられた︒

て調蚕を進めて来たが︑三十日の委員倉で決議をまとめて護
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警察と丸ノ内警察の馨備員が婦人子ども等に網を潜らして前

ら押されてその雁力に苦んでいる状況を見た現場弊備の皇居

橘中央附近まで弓形に押し出された︒婦人子ども等が後方か

張って阻もうとしたが︑群衆の力によってその綱は次第に石

二十分唖丸ノ内署警備員が何回となく群衆を石橋入口で綱を

の打合せも十分でなかったこと︒⑧綱を勝手にくぐり︑禁止

こと︒の事前の周到な警備連絡不十分で︑現物での連絡方法

参入を望む群衆のあせる須持を鋲める措澄が徹・底し左かつた

⑥参入時間の延長を披雛器で速報して午後三時の閉門までに

たにもかかわらず︑適切な措澄に峡けるところがあったこと

せず増援部隊の出動を要請し⑮整理の方法を構すべきであっ

の芝生を廻って庚場に進入するなど一部群衆の無統制な行動

方に出してやった︒それを見た繊橋上の皇居馨察官は石橋の

がますます混飢を雀だしくし︑弊官もこれを抑制することが

以上の諸原因が垂って事故が義生したものと認められるの

方えまだ通過させてはいけないと合団した︒それを見た石橋

で︑その過誤をもって直ちに警備開係者が刑法上必要な注意

できなかったこと︒

かえって危隙だと感じて欄干上からこの綱の一端を高くさし

に綱を持ち上げて満り前進した︒皇宮弊察官はそのままでは
上げたため町せき止められていた群衆は一時にどっと正門に

問う護擦は十分とは認められない︒との理巾で不起訴となっ

韮務を怠ったものとして聯業務上の過失傷害致死罪の翼任を

附近の群衆は通過してもよいという介岡だと騒ぎ出し通勝手

り兎なって倒れ︑踏み越えて行くという混乱状態が溌生し耐

向って殺倒した︒一婦人の稗倒したのがきっかけとなり︑折

たのである︒

は昨年に比し十三寓人も多かったこと︒②皇居内の施設のう

日には園家弊察︑皇宮弊察本部ではそれぞれ事件の黄任者に

前者には細監注意︑後者には戒告および訓告を行い︑翌十七

督者の左遷を行ったが︑更に十六日第二次の行政庭分として

そこで誉硯聴はさきに行政庭分として弊怖責任者と現場監

逢に十七名が窒息死亡し︑六十三名が軍軽傷を負うに至った

ち特に石橋と繊橋の幅に差があったため通行卸亜のつり合いを

のである．事故の原因として塞げられたものには︑㈹参賀者

なくしたこと︒③嵩内臓前の参賀者は雨陛下が入られたあと

も障害となったこと︒㈱午前十時頃︑堀に放たれた白鳥を見

身に負うた六十三名の人為に封して何と慰めてよいか︒その

に失った十七名の人たちと幸禰であるべき正月に思わぬ傷を

かように事件の虎経はすんでも︑尊い生命をめでたい新年

封して訓戒塵分を行って事件はここに結末を見るに至った︒

ようとして八列側面縦隊が乱れ︑その後の隊列の整理に工夫

冥胴とただただ全快を斬るばかりである︒しかし︑これだけ

こと︒また蔦直をうつすため織橋上に立止る者があり砥とれ

も直ちに退出しない者が多く︑これが群衆の進行に影響した

と協力が十一分梯われなかったこと︒⑤混乱状況に雁じ機を矢
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．

の夜半に起った春雷に打たれたというのなら不可抗力ともい

思った場所でこれほどの惨事を引き起したのは誰の罪か︒こ

つぶされて道義上すむものであろうか︒めでたい日に安全と

の多くの人命が敵意からでなくても埴人間同志の行動で踏み

出来事に近い︒昭和になつ℃からも．京都騨椛内で出征軍人

十五名を出したのは昔のことであるが︑場所も事情も今岡の

門．撰田門の雨橘上で混乱に陥り︑唾死者二十名︑重傷者二

よう︒明治三十七八年の日露戦役中遥戦勝帆賀行列が馬場先

に死傷者を川したことや︑固織日暮里騨の陸橋のハメ板が通

の見途に出た群衆が押し合って多数の死傷者を出したことが

勤者の押し合ひのためにはづれて通その附近の人が多数突き

ある︒抑宮野球場に先を争ってなだれ込んだ人波で少年の中

うものはあまり藤い範圃にわたると誰にあるかわからなくな

落されて死傷者十一名を出したことはまだ人の記憶に新たな

の責任もその行動をめぐって間わるべきであろう︒責任とい
る︒惨事もこれほど大きくなると雷に打たれたり地一旗で雁せ

ところである︒その他映謡劇場心電車︑バス等で火を川した

えよう︒しかるに人間相互の動作に基くものである以上︑そ

られたりすると同じく誰の責任でもなくなるのであろうか︒

際︑先を争って人を押し倒し︑火事よりも混乱のためで怪我

だ今後の弊備に気をつけるというだけでは不安はいつまでも

人を多く出している︒こういう事例から見て︑人命保謹はた

ったと認められた︒しかしこれは惨事の霞行者ではない︒惨
事を起した者は統制｜を峡いた群衆であると断定された︒しか

、〜

弊備黄任者弊謹術事者の責任は追及され耐弊術に手落ちがあ

し無統制の群衆の一人一人を捕えて罰することはできない︒

除かれるものではない︒人の多く集まる場所には危隙で出ら

者は幾多の事例を科単的に研究し︑状況判断を誤らず︑機宜

れないというような世の中にしたくはない︒弊怖の局に常る

に適した確責な信頼のできる人命保謹の方法を談じてもらい

してきたからだというにちがいない︒後者は前が見えなかっ

たというであろう︒それではどこにこの惨事を起した責任を

たいものである︒

今から三十五年前︑大正八年の秋魁明治榊宮の鍾座祭が行
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＄

踏みつけた人は誰かわからない︒わかってもそれは後から押

がない︒これからは弊術に禽一全を期すると言い︑衆議院地方

きめてよいのか︒弊術開係者は手落あをしてまことに巾灘け

大衆集合の場合︑互譲相助の節度を失うような行動をしない

われた︒その日は東京はもちろん全閣各地からの参舜者は数

○

ように深く反符を促しているが︑それだけでとの犠牲によっ

十葛に上ったが︑股等は祁宮橋を渡り︑表参曇道から︑進んで

行政委員含の決議では弊備の手落ちを戒め︑・国民一般に封し

て将来の園民の安一全と幸幅とをもたらし得るであろうか︒わ

南卿門を入り︑舜殿前から東は千駄ケロー間は代糞木山芥口

わ

れわれはここに大衆集合の場合に起った惨事を振り返って兄

'

h

営に蕊班したので︑私ぱ四歳になる長男を肩車に乗せて群衆

の雨参道に分散した︒表参道仁戊所毒に綱を引いて人波を適

ル・ステーション︶に下車して午前十時の州愈前に徒歩で飛

の宿を出て地下識で郊外まで逆ばれ魁ある停車場ヘコリンダ

大衆で権内の槻随所を埋めていた︒私の入ったところは指定

ようであるが︑開含前には八方から集って来た十幾寓という

席でなく︑一般のこみであって︑地上に踊って観るようにな

行場の機内に入った︒入口は飛行場の間間に八九ヶ所あった

っている︒滑走路から離れた芝生の上にはもうたくさんの人

の中に入ったけれども危除を感ぜず︑そのＨば怪我人も出さ

そこで思うに︑︲弊官の制止に封してば反抗気分を起すような

たのは頼もしい親切な青年図の人たちであったことである︒

が座っていた︒私もた堂一人異郷で見知らぬ人の群の中に座

なかった︒今もなお印象に窪るのは︑この大衆の整理に常つ

従うという群衆心理もあるのではあるまいか︒

を占めて心・プログラムの進行によって極廷の 機 鰐 ︑ 上 丞 の 雛

乱暴者も奉仕の青年の気持ちよい注意に封してはおとなしく
また今から二十年程前職英園に留 畢していた時︑私は千九

に翻を斜にして薪陸した︒ガリガリという音を立てて淵が地

百三十四年六月三十日︑ロンドンの郊外ヘンドン飛行場にお

上をきしったと思うと機鰐は煙を吐きながら停止した９事故

つの飛行機が群衆の頭上をかすめて私どもの眼の前の滑走路

だ︒しかし私の前方の人為は誰も立ち上らない︒芝生に座っ

れわざを興味深く観ていた︒プログラムも半ばを過ぎた甑一

であった︒空車大倉の目的は英園空軍の飛行機製作勘操縦心

愈ば英閏の年中行事の一つとなっていてそのときは十五日目

たま具である︒観覧者と墜落した機鰐との間にも垣もないが
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いて畢行された泰軍大倉を見畢に行ったことがある︒この大

および装備の進歩を年堂一般大衆に明示するために行われる

思っていたが︑その夕方︑蹄途で夕刊を見て驚いた︒故障の

ものである︒大含には入場料をとるが︑その莫大な敗入の大

潅軍の護達を年為圃民に公州する漁局の熱意と一般大衆の深

あった飛行機に塔乗していた士官はロンドン市長の令息で︑

それを見ようとして滑走路に立ち入る者もない︒やがで煙も

い開心とは驚嘆に慨するものがあった︒この大倉は今日もな

事故のため即死したのである︒皇太子も飛行場に兄舞にかけ

消えて︑機騰も虫いて運ばれたので軽い事故ですんだものと

お綾いていると思うが︑ジェット機を生み出すに至った英図

つけ︑指定の槻臨席にいた遭難士官の夫人は驚きと悲みのた

疾病その他救助を要するに至った者に支給される︒かように

民の努力もこうした飛行機の進歩に封する大きな開心に促さ

め一時気絶したと報じてあった︒大きな活字で出すほどの出

部分は空軍の慈善基金に営てられ︑士官︒兵士・従者で不具

れたものと思う︒しかし私がこの空軍大倉を記憶から引き出

来事が震生しても︑場内には何等の愛化もなく酉プログラム

●

してきたのは別の理由がある︒大倉の日︑私はケンシントン
1

ﾉ

通りに行事ば進行し職私の闘悶の群衆も少しも動揺しなかっ

ついて︑少しの混雑もなく騒恐らく一人も足を踏まれたり︑

自動車の通行をとめられていたのもよかったが︑群衆も落ち

活における沈若と曜護とは一朝一夕にできたものではなくや

士ばかりでなく瞳一般大衆がそうであって︑こうした吐称生

て人の身燈に鯛っても極ご免なさいと挨拶をする︒声︶れは紳

街頭にお︲喚﹂も︑？︿一︿に乗るにも︑婦人を先にし︑また過っ

英国人はこうした群衆の中にいるときばかりでなく︑日常

狸く吐含性の訓練されているのに感心した︒

後から押されたりした者はなかったであろう︒英固人の辛抱

たので職事件の員相がその場ではわからなかったわけであ
る︒英国人は沈若であると感じた︒

なお驚いたことがある︒大含の経ったのが午後六時であっ
たが︑けさ入ったところと同じ場所から場外に出たときは︑
私の進んで行く道路にば一つぱいの人がいて︑それらの群衆
るものがない︒こみあっても︑努めて人の身僻にさわらない

が川口でも道路上でも決して人を押しわけて前に進もうとす
ようにしている︒蹄り途は誰も急ぐものであるが︑この群衆

二噸橘事件にも幣術に一層の計謡性と協力と機智があった

長い閥に習い性とな２Ｌ図民性をなしているものと思う︒

どすべてと重軽傷者の大部一分がかよわい女性であったことを

こんな悲むべき惨事は起らなかったであろう︒雁死者の齢ん

L ノ ノ

はぞろぞろと前の人に綾いて一歩一歩進んでいる︒この方面

もなければ︑群衆を整理する弊官も見えない︒︲群衆は誰の指

見れば心倒れた者を助け起さす︑押されるま上にそれを踏み

ら︑こんな惨事は起らないですんだであろう︒きた現場の群

園も受け・ず脳自由に動いている・・立ち止まったり歩いたりし

越えて行った起しい男たちのあったことが想像される︒新附

でロンドンに蹄る人たちである︒群衆の移動は極めて緩幌で

噂浅醐という群衆はけさ私の下車した少さい停車場から電車

て演説男の大嫌叱呼するのを面白そうに聞き底がら︑除荏に・

ではそれらの人たちがワシショワッショといってかけ雛まで

橋の上でも人を押さないで辛抱弧く徐糞に進んで行ったら︑

歩を移している︒停車場に入って電車に乗るにも︑決して人

したといっているが信じたくはない︒弱きを助ける慣習を失

衆がヘンドン飛行場の英国人のように︑たとい狭い二軍橘石

を押して無理に乗り込もうとする者も見かけなかった︒この

ったわれわれ現代人は自らかえ︐みて恥しく思う︒口に自由

あった︒路傍に立って盛んに軍備描張反封の波読をする男が

群衆の行動がいかに落ちついたものであったかは埴朝︑私が

ある︒塞軍の非難をしている︒しかし︑それを抑止する弊宮

との停車場から飛行場の樵内に入るまで徒歩で僅かに十分か

はいえないであろう︒今のわれわれの生活を改めないかぎり

を唱え人椛を尊ぶといってもこの有様でば員賞の文化閣民と

く

上ったものが池錦りは群衆の中に入って徒歩で一時間半かか

″

ったのでわかる︒この道路は営日は歩行者専用にあてられ鯵

〆 局 、

いつまでも群衆の集まるところにこうした惨事が繰り返され

○

ま比に振舞える己奴自身の日常生活においても自分を引きし

われわれの自由の世界には自制と統制とが必要である︒思う

の生活に徹しないわれわれ闘民の峡鮎を反有すべきである︒

その度胸などでも男以上といふのが定評である︒彼の三つの

る︒この延び出した勢ひの力といふものは恐ろしいもので魁

延びること︑正に今のところ︑天上知らすの勢ひで延びてゐ

婦人が︑一度自由といふ春に逢ふと︑スクノーと延びること

あの手適との手で押えつけられてゐた頓のあるこれまでの

める節度がなくてば生きて行けない︒まして吐称共同隅瀦の

るであろう︒何事も観念的にものを考え魁形式的廷行い員賃

生活においてば規律がなくては世の中は成り立たない︒現代

にやられるとか︑叉男との交際を一初め︑壮含生活の極為な場

アナサン方がウッヵリからかったりしたものなら心あべこべ

としてもたががゆるみ︑枇禽にも締りがなくなっているよう

合にも︑賞にハッキリ︑アッサリと割切った返事をするし︑

歌だとかじノド自慢﹁一ンクール底どの放逢でも︑御愛矯にと

一﹂思う︒配給制度の行われていた時でさえ順恭を守ったでば

危険な世界へも平気で突入もするといふ︒これは一概に悪る

人は自由を欲するが︑節度と責任の必要なことを忘れ︑佃人

ないか︑交通機附の復落しなかったときにも︑列を作って乗

いとはいへない鮎も多舞あるけれども︑ただ奔馬であって殆

へ特別含員・前愛媛大畢長︶

ゆかうとする︒そ⑦理性のひらめきによって︑人間の健全な
護達も期せられるといふものであらう︒

よく前後左右を考へ魁またよく兇もして脳自らの道を作って

と種舞の制限がつけられてくるのが︑人間が進歩してゆく上
に常然生れてくるものなのである︒年長者秘或は異性たちか
ら諏交と出る意見ば多くは進む一難張りの者に示す反劣り役
をもつものであるから︑一膳耳をかす心掛けもなくてはなら
ない︒人のことを聞く一方︑野放しの世界にあっても︑自ら

に意味のないこととなるであろう︒元来自由といふことば︑
原始人的のものであり︑動物的本能なのである︑それに段だ

にまた右を兄魁左を兄るととが川来なくてば＄自由解放は誠

んど思慮のないこと︑進むことを知って適時に退くこと逗時

降したではないか︒何事も自由になった今日でも︑秩序正し
い生活を守り︑それがわれわれ一般の慣智となるまでにした
いものである︒それには交通においても集愈においてもあら

ゆる機禽に規則や秩序を守り通また守らせるよい習慣をつ
け︑智い性となって住みよき杜曾を作りたい︒これが二重橋

︑

上の不幸な人舞に封するわれわれの慰蕊の道であると思う︒

︲ｌｉ

○泊翁西村茂樹博上下二冊
含員頒債金五百回也
︵送料共︶
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前田

これからの日本経済

﹃一﹄

のそ

﹃一一﹄

赤字八億ドル例えば前記のいるノ＼な品物のうち自動車

について考えて見ると魁その原動力のガソリンは︑恐らくば

・ヘルシャ簿沿岸の諸閏︵イランとかクワィトとか︑バーレン

島など︶からの輸入品であろうし︑また車のタイヤは通久留

米や紳戸などで川来ているかも知れないが︑脈料の生ゴムは

マレーから輸入したものであろう︒またボデーやエンジンの

識は︑これも繊嫉石や粘結炭といった原料の形で︑アメリカ

その他︑米にしてもタイやアメリカから輸入した外米が︑現に大都

カナダ唾インドなどから持って来たものに逢いない︒︲

市では配給されているし︑キャラメルやお汁粉に使う原料の砂糖も

恐らくはキュバや蕊簿から輸入されたものだろう︒

こう数え上げて見ると︑われノ︑の生活の可成の部分が外

る？そればかりではない︑われ／Ｉの着ている洋服の原料の

国から入って来た物費で支えられていることが分るのであ

るまで︑非常に津山なものを外国から輸入して来なければ︑

羊毛シャツや下着類の綿布の原料の綿花︒食物から著物に至

われノーの現在の生活が維持州来ないのである︒

・一鵠その額は一年に見積ってどのぐらいになるだろうか？

六十八億回︶も齢分に買い付けなければならなかったような

これは年によって大鍵逢う︒例えば去年のような凶作の年に

ある︒一つとの問題を賞際について解剖して見よう︒

だが︑どうして︑敗戦因にこういうような恵まれた生活が出

ず︑云よ︑Ｏ

'

は︑食糧だけでも一億三千寓ドル︵Ⅱ日本金に換算して四百

りく刀争Ｊし

いわれている︒キャラメルも︑お汁粉も︑ジュースも戦前と何等鍵

るし︑自動車は東京都に開する限りでは︑戦前の約三倍にふえたと

例えば米にしても↓配蒲所に行けば②のほかに⑦の米も責ってい

りがないようになった︒

私達の日常の生活は︑外から見た所では︑戦前と少しも愛

勇ノＯ

それを話す前に︑日本という悶のお墓所を一つ眺いて見よ

題について話して見よう︒

問題だが︑一総日本の維満は今後どうなるか？といった問

われノーの生活にどう響くか？それから︑もう少し大きな

して︑政府が趣にデフレ政策をとり川したか？またそれは

出し︑そのため世の中は非常な金づまりになっている︒どう

恵まれた生活政府では通昨年の暮からデフレ政策をとり

松

来るようになったのか？それは賞は朝鮮動凱のお陰なので

（9）

梅

﹃一ハ﹄

積極方策とはところで︑その積極的な政策というのは埴
輸出の奨働だ︒先程もいう通り︑日本の輸出は一向に振はな
い︒それはなぜかというと︑園内物偵が園外物偵に比較して

著しく高い事だ︒／
本の石宏は殆んど倍ほど高い︒その他機械類でも︑硫安のような化

弟一石渓だがアメリカの石淡と日本の石炭とを比較して見ると︑日
畢製肺でも︑皆割高になっている︒只安いものは︑織物だけだ︒

輸出を盛んにするのには愈何よりもまず︑園内の物償を下げ
なければならないが︑それには燃料の値段を下げるごとを一

ある︒
﹃七﹄

デフレ型の政治家が必要ところで︑最後に今後われノＩ

の生禰はどうなるか？という事を考えて見よう︒いままで
朝鮮動乱という偶装的な事件で年舜七︑八億ドルの金が入り
込んでいた︒今まではそれに頼って︑いるノ＼な物資を輸入
して︑笠津な生活をしていたのであるが︑漸次これが出来な
くなるだろう︒商品としては輸入品または＄それを原料とし
て作った二次製品が値上りするだろう︒またそうふんだんに
はⅢいられないという事にもなろう︒形式は違うが︑それら
の物資については︑何等かの消費規制が必要だという議論も
己に一部には起っている︒とにかく︑今までのように︑戦前
と何等塗りがないような生活ば魁今後は出来なくなるという

︵経済評論家︶

やって心復興の時機が遅延して行くのをおそれる︒

相︶もそうであった︒九繭人稚の過剰尺員を整理した下山縄
裁は遂に︑他殺か自殺か分らない様な死方をしている︒二宮
箪徳先生は︑異常な努力と決心とで各藩の財政薬理にあたら
紅たが職それでも可成の人の恨を買っている︒白足袋魅葉巻
で一寓坪の庭宅に住んで居乍ら︑園民をその境地まで持って
こうというのは︑まず不可能ではなかろうか？筆者はそう

また園としても︑早く均衡のとれた形にまで持って行かな
ければならない︒只デフレ政策というものは非常な不人気な
もので︑これを賞行した人は︑人気を落し︑またしばノーＩ暗
殺されている︒近くは涜口雄幸氏︵首相︶や井上準之助氏︵蔵

事ば碓かだ︒︲

原価の中に幾分かづ上入り込まれている重要基礎物登だ︒ま

番最初に考えなければならない︒大鰐石炭はあらゆる品物の
た物によってば魁石炭が一番大き港一二ストの部分を占めてい

る場合もある︒電力が工場に使はれる前までは︑石炭が一稀
大きな熱源であって蝋工場といえば通必ず煙突がつきもので
石炭の値を下げるには緊坑を堀るとか︑その他いるノ︑と

あったのを兄ても分る︒

企業の合理化をやればい上・炭山の合理化を責行すれば︑少
くとも三割は炭償を下げる事が出来るという．
一方電源の開護を行って職豊富な電力を得て通それから︑

肥料︑薬品通ナイ厚ン︑ヴィニール等を製造して︑輸入を防
ぎ︑輸出を輔進して行こうというのが︑積極的な方の政策で．
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『

許立鶴腫良識

鯛隆電鳶

：ふ人々のよくは老へられたし！

和Ｂ︲健一賢

×

には好感？Ｉとんだところで女を上げまし一

参仁︐１︒

を互に責め合って見ても︑世間は少しも清く

けるものでないとする世の人々が︑何んぽ人

人の通とは・↓一タクをこれるもので︑身につ

汚職・疑獄︒班溢︒殺人︒争議・デモ・生々もこんな法は理想として無からんことを望

だなどと言へば世間に顔向けならぬ有様！我

活雌と空曇り︑生臭き風は吹き浦てど︑春とむ１．しかし一千蕊で犯す者のあ勤世をどうしよ

はならない︑た堂ウルサイだけＩ防昔法の要

×

もなれば美しく︑花は咲き出ぬ︑さりながら︑う！

ありか！

事が起っても法を恐れる心配苦努はない︑人

通を守るは愚かものとされる時世だが︑何

×

見るにさびしきこの心︑許したまへよ咲き盛×

法律はみなご迷惑でござ

︑︑

しからんと仰しやるが︑一般の善人からいへ

る花！一部の犯す者のために法律を作るとは︑け
×

ざんす！

生は短く通は長しＩ馬鹿でも楽しみならよど

国家最高の機開とやらの議員さんや︑オトば縄てのあの多く

ドさま方の疑獄さわぎで世はテンャワンャ！んすといふものＩだが一部の悪人あるがため

れを相続も出来る！そして時の権力者は常に

共走ソ連にも百繭長者は数百人あって︑そ

×

余がか入るから金を取るのか︑金を取るからに忍ぶ！尤も全部が犯すとあれば法は意義は
金をかけるのか︑鶏と卵間醒梼！しかし事は人なくなるが！
・人事相談で︑他人のことは立祇に制切って

共の楽周といふものは地上にはないらしい！

首位を占むと報ぜられる！まことに平等な公

×

Ⅲそのものにあることだけは脈か！．×
傍聴席から議員めがけてピェトル乱射ｌ砿ゐた女流作家とやらが︑自分の離婚では割切

×

い！正しい法は出来ない筈︒

婦人議員から喪春法を℃選畢法の連坐制を
と蕊議して見るが︑男議員たちはソッポを向一
ひてテンガラ坂合はない御様子！みんなテン
デンに側分たちの御都合で立法するものらし

×

た賢信じた頭に猫くばかり！

傷議員出ると１時が時だけにこれは１＼はとれなかった！それでも新聞︒雑誌の相談欄に
しばし呆然ｌだがよかったｊＩ︑・よぐ聞いては持出さなかったらしいがＩ言うは易く行ふ

︑︑︑

見たらアメリカ議曾のことでした！は難しはなほ金言か！
×

︑︑︑︑

世の春にそむいて何と若人たちの悲しい心エゲッないことを言って居た作家と思った
中ざたが多いことだらう︒これは勝手な自由のに︑戻ってほしいと泣きくづれるところ苅令

が常然に負う責任なのである！自由を振舞やはり人の子だ︑たのもしいと︑世の男たち
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I

健康長寿えの道
二木謙三
人と生れた以上︑誰れでも病気さえ

日本西敦史に載せられているのを見て

園に送られていて︑其れが癖議されても

であったのが蔦白米食の日本になって

見ても明治以前は虫歯のなかった園民

之を簡単に歯の病気について考えて

からムシ歯が漸次多くなり心今日では

も心かく清人が多くなったのは明治以
後のことで︑即ち玄米を嫌に白くつく

ことも明かな事賞であるのです︒

今その理由左簡単に歯や什について

国民の九五％が虫歯を持つ様になった

考えて見ても︑人の鰐は本来軽度のア

なるものと見ねばならないのです︒

そして明治十六年前後にば日本海軍

様になったことは確かにその原因の大

天寿を全うするまで長毒されるもので

に痛人が盛に護生し︑兵員一千人につ

なかったら︑人は皆疲れ知らすに働き
あるが︑今日ば老も若きも人は告働き

ルカリー性の時に健康で快活に働ける

玄米玄変の旺芽や外皮の方に存在する

もので︑其のアルカリーは野菜の葉や

もので︑其れを食することによって多

へ護生した年もあるので︑其の時兵食
改良をなし︑白米を禁止し穆之に代う

量のアルカリーが雛内に入り通共れで

・き−年間に魁延べ二千六百人の患者さ

警畢の進んだといわれる今日では誠に

るに四分六分の引き割り変飯に愛更し

い生涯を逢っているものの多いのは︑

奇なる現象といわねば蔵らないが︑そ

たるに患者褒生は念に減少して兵員一

に疲れ︑各種の病気におかされ︑苦し

これは人為の深く考えねばならない問

肉胞刺身等で︑アルカリー分の乏しい

れはどういうわけであるでしょうか︑

食物では骨も歯も弱く出来て︑働けば

なくなるのですが︑之に反して白米︑

筆者も今より六○年以前は白米食で

疲れ易く︑僻の細胞や組織の働きも弱

骨も歯も健全に渡達し︑働いても疲れ

然るに我が国では明治以前は病気の

あったが全身の諸臓器の病に苦しめら

四○名に減少

数も︑病人も少く︑ムシ歯の人などは

れたので︑海飯の改良兵食にならって

で︑健康は一全く食物のアルカリーのお

るから︑各種の病気に罷り易くなるの

した明かな貸例もあったのです︒

殆んとなかったのです︑又其れより以

白米を禁止し︑四分六分の引き割り変

千に封し︑年に患者三

前︑即ち四○○年も前にばフランスの

飯並に玄米食に更めてから諸病次第に

題であるのです︒

宣教師などが日本に来て︑日本は世界

治癒し︑爾後殆んと無病にして今日に

然るに北くれが若しも白米︑美艮︑肉食一

蔭であるのです︒

無比の健康園で︑日本人は身隙長大︑

到ったのである︒

＃

廻健無比であると驚嘆した紀行文が本
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「

等であったなら︑白米は口中にある乳うために働く心臓が藤力を増して鵡酸

↓全に保有しているから︑︽且つ玄米食に

芽や糠の方に植物性のアルカリーを完

之れに比較すると︑玄米には其の旺

︲

酸酵素のために︑蕊化して胃の中で乳のために粘りの多少弧くなった血液を

なると白米食の様に大食をしないで柴

１１︲Ｉ

酸を作るために︑それが害をなして鰐︲内臓の毛細管を通してやろうとする︑

養を維持する完全食であるため惇氏酸

完全食であるために漣一切の筈から琵

毒を作る諜防力を同時に維持している

つかれ易くなる上に其の乳酸が歯や骨弱って硬くなった弱い血管が臓内に破
のカルシュムをとかして砥乳酸カルシれて贈溢血︑半身不随意となり適或は

内のアルカリーが乏しくなり職身篭が血腫がそのためにたかまっても却って

ユウムという液艦にする砥そのため曲若い時から慢性に酸毒に苦しめられた
又は脊推や肋骨又は開節の病気等に惜とにもなり︑其の間に過勢の心臓に弱

や骨の方は弱くなってムシ歯になり︑

育った子供にはムシ歯がなく︐玄米食

もなく骨も丈夫で︑小児時から玄米で

主食の若者はつかれないで働き︑能率

がれて行くことが出来るために︑玄米

組織に癌性愛化を起して生命を奪うと
小︐

むものが多くなるのです︒
鮎が加わり魁心臓病になり聯祁経痛に
それの護擦として明治以前の人にはなり魁自律祁経系統に愛化を起して端

が上がり︑結核にもか＆らず︑ムシ曲

ムシ歯などが殆んとなかったのですが息になり︑有ゆる老人病にか上り易く

で育て上も虫歯に︑もならすに済むので

化食なるものは皆酸性食品と名つけら

に悩まされ︑平生は疲れ易く︑酒よ︑の害毒が加わるもので︑之れ等即ち文

に傾いた鰐質で︑つまり若い人は紡核酸性の害毒が加わり遥脂肪食からも酸

なりつ比ある﹃三白禁止運動﹄即ち白

ー性食品で︑アメリカで最近益尭砿捲

マ等︑皮の儲に食する時完全アルカリ

たパン魁其の他粟憾稗︑豆︒小豆︑ゴ

黒パン即ちフスマの混った粉で造っ

の若い母には母乳が多く︑子供を母乳

明治以後白米食になってからは虫歯がなるのです︒・
段為多くなり魁今日では前に申した通之れが白米主食の害で慾同時に砂糖

す︒

コーヒ−よ︑煙草よというている謹に

米︑白パン︑白砂糖を止めて玄米︑黒

っているので︑即ちその人麦が皆酸性乳酸化の害を加え︑多量の肉食からも

り園民の九五％がムシ歯を持つ様になの使川量が多くなるに従って白米同様

なるのです︒老人はそのために老人現れる瞳少量なら害も少ないが大量にな

パン蕊黒砂糖で行こうとする運動も之

象が弧くなって歩行困難になったり︑る程恐ろ上害毒を大切な生命の上に異
腎臓︑肝臓が悪くなったり︑其れを救えることになるのです︒
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L

その上玄米食家庭では生活が安易で

敏感な白米食者に云はせると適硬いと

然らば之を食するのには︲といえば

二四○もあるものが一七︽○位に下るこ

玄米菜食にして食堂を減ずれば血雁は

一全村病人もなく︑醤療費は白米食の年

なるるのです︒病人も治る場合も多く

に異る所はないのですｃ

ものから云はせると︑玄米の硬炊きで

配給の日本米を玄米に交換することに

も︑柔か炊きでも．お粥でも脳重湯で

より十二一分の一に減じた例もあるがも

て健康度が増して段常ムリも利く様に

に済むから築くであるのです通そして

病人のことは誉薬の領域であるから此

とも左程むずかしくないのです︑そし

食量は白米食の時より七割か五割でも

よく︑どん進に出来てもよし︑炊き直

も何んでも自由に出来て︑又どれでも

所には述べません︒

為ありますが︑一旦玄米食者になった

結構不足なく．築くに食慾を満足し︑

之を家族に勘めるのには︑月に一座

か︑まずいとか通食べにくいとか抵種

完全健康を維持し︑総なく︑筈療蜜の

しもきき︑冷い飯をあた上めてもまず

とか週に一変とか︑偶詩試みてみるの

よってへ陪米を購入することもいらす

いらぬ︑叉副食物も簡単で︑美食︑珍

いとと４ないのです︑族行の際にはエ

くもなし︑賞に築くで︑何のむずかし

寓人で慰五︑六○○寓石で済むことに

量は一人平均︑年︑七斗で摘み魁八千

日行はれるか否やは別として︑若し国
民が全部玄米食となったとしたら︑穐

之を剛家至難として見ても其れが今

でよし︑味は食べなれるに従ってよく

シにしてもよし諺調味料は極めて簡単

のは生野英でよし︑大根︑人参はオロ

類を簡単に煮て又は生で食べられるも

いので極めて簡易です︒副食物は野菜

力錐に入れて持参してその催食してよ

に食すればよし遥又エッて粉にして武

ッて袋に入れて持参し︑之を任意通常

て其の時は白米を炊いて食べさしても

ことです薮時には牛肉融魚︑御馳走にし

て自然玄米食にならして魁不平を云う
もののない様に習慣をつけながら行く一

をなかす︑怠らず融段堂に度数を重ね

他の時は平生の通り白米食にし︑其れ

汗位にして典えて見ることです埴其の．

炊いた赤飯に︑︑コマ蝿をかけ簡単なお

です通共の時には玄米に赤豆を入れて
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心

しく少額で満足出来るようになるので

味を求めなくなるために家庭経済は著

なり︑平年作六︑○○○寓石あるとす

たり︑止められては因まる程すきにな

一

す︒

のです︑そして野菜国産量で充分で⑮

恥ぱ四○○葛石除るということになる

よいのです︒無理なく理解をさして︑

結果は一全家喜んで玄米菜食になり陛聡ｒ

るのです︒

そして虚弱者は健康になり︑老人は

肉製品は皆外国輸出として提供するこ
とが出来ることになるのです︒

I

く現ばれる効果であるのです︒

て来るのです︑それは弱かった人に早

くなくなった等の覚賛の蕊も多くなっ

かもすかなくなった︑間食も除り欲し

よくなった極便通もよくなった︑おな

つた︑勉睡が出来る様になった︑鼻も

なる程綴の工合が宜しい︑疲れなくな

ので心敢へて蝦兄を陳べて御参考に供

誰人にしても兄るに忍びない所である

を重ねて今日の窮状になっているのは

り生旅が減じ蛎人が蛾し職無理に無理

に金のないのに笠深になり︑能率が下

来除り欧米の弊審まで受け入れるため

来ないということばない筈です︑唯近

日本人の力で︑今日の復興位のとと出

加しも繁殖すると魁直に飼料に困って

を刈って飼料とするもよいが動物が坤

へぬものがある︒動物が少ければ雑草

動物のことのみ考へて飼料のことを考

ぬ農民農家農村は動物の導入と云ふと

ある所以である︑然し思慮分別の足ら

により有畜農業に維誉を切り愛へつ上

先を零ふて家畜の導入に努め協同扶助

らう︒従って側醒めし農民農家農村は

玄米菜食にぱ害というものはないの

するのである︒︵特別念員︒醤畢郷士︶

です︒唯よく阻んで唾液を多く混ぜて

食する こ と で す ︑ 唾 液 ぱ 大 切 な 消 化 液

すれば我固の農村にはもつと多くの動一

防の草を改良し飼料に迩営なるものと

い︑従って堤防が深山ある︒従って堤

からである︒我図の農地には小川が多

来る魁従来有奇農業が蒋及せず︑中絶

することが多かったのは飼料に行詰る

一です︑白飛食者は唾液の効能を受けず

我国の農民農家農村の忘れてならぬ

↑我農主山崎延吉

我国特来の農業経
誉のあり方

に経る様なものです︑玄米食になると
・自然かむ様になり猫又かむ程美味しく

感するのです︑そして近頃の研究に唾
一液の中にば老人病を防ぎ長毒をうなが

雑草改正に若手し現に面白い成絃を上

物が餌へる道理である︒愛知螺の碧海

げて居る︒垂圃的に見て此軸に早く自

ことは︑地力の維持と坤産とである︒

之を要するに若い人が疲れなくなり

る︒其魔等の土地は地力がなくなり土

り︑或は米と菱とを作って居る所があ

郡知立町や知多郡大府町は夙に堤防の

結核も苑がれて働き︑老人が老人病に

兇した地方は州雲能登加賀であったが

我図には今尚相常の面積に米のみを作

かからないで︑・我る程度まで生き延び

に有畜農業が叫ばれ︑米萎地帯に家畜

地はやせるばかりである︒之れ近来盛

は飼料よりのもつとを掲げて飼料の育一

近来何虚の農民も刑巧になり有畜農業

一読峨玲誌髭るとの成績も護表されてい

て指導し︑家庭が貧苦を知らすに幕す

の導入が奨働され鼓吹さる上所以であ

（17）
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ことが出来たとすれば︑日本人の則で

』

、

I

1

部は刈取って飼料とし︑其根は地中に

である︒紫雲英を作り繁茂を待って葉

るやうになって来たことは驚くばかり

道の濃尾平野にも夫を見ることが出来

北陸で早くやって居ったが︑今は東海

い感がある︒彼の紫雲英の栽培は山陰

生や改良描充に大童になって居るば費

が︑然し出来ぬことではない︑行ばん

できぬと溜め意気を吐いたのである

は御陰で分ったが︑之は容易にまねが

が幸禰なるは他にあるまい日本丁抹

は之は驚くぱがりである︑之程に農家

やって居るのを見て︑覗察をした人為

やり方凡ゆる仕事が協同の賜で面向く

組合で寓事と世話をする︑其行届ける

員であらうとなからうと農家であれば

て居る農業協同経誉の事務所とし組合

米を作るとか︑菱を作るが如き上手な

でゆかねばならぬ場合とがある︒慨令

避けばよいものと︑是非とも協同維管

る︒考へて見れば農業は個人に任せて

などが問題にならざるを得ぬのであ

で︑して見れば有畜農業や多角形経誉

く我国の農業米姿依存は許されぬの

で話をす比めるであらう︒云ふ迄もな

もある以上聴私は今一度要領︸とつかむ

労して夫れ丈けの成紘を上げ得ない所

が︑然しよい成絞を上げるもあれば︑

本農業経誉のあり方は分ったであらう

一

すき込めば土地を肥やすことが出来る

と欲すれば何虚でも出来ることであ

に五○羽乳牛が二頭外に山羊が十二頭

事務所を案内した︑一軒の農家には龍

で私は二ケ所の農家と農業協同組合の

らば其賞鰐を見せて貰い度いとのこと

と申すのは如何なる理由か︑出来るな

れてならぬことである︒私は此話をす

ば︑周到なる指導者もあったことは忘

今日に至るまでには五十年の歳月を費
して居る︑其間に多くの先発者もあれ

る︒私が知って居る丈けでも碧海郡が

せいばならいは云ふ迄もないことであ

である︒唯用意を周到に準備を繊密に

る︒先づ協同精祁の貴いことの修養に

儀なくされて協同するのでは駄目であ

上げるのである︒しかし軍に協同に徐

か工場を建てると云ふ如きは大が上り

農民に任かして掻いたがよいのであ
る︒然るに優良なる機械を買入奴ると

（18）

所謂一塞雨得のやり方だと云って次第
に普及しつ上あるは結碓なことであ

り︑やらうと恩へぱ誰でもやれること

飼って 居 り ︑ 匿 い 庭 は 冬 の 準 備 に 青 草

ので︑一たん協同すれば如何なる故障

努むることの必要に目醒めねばならぬ

此砿私を訪ぬた人が此逢を日本丁抹

る︒

を干燥して居るのであった︒更に一軒

る毎に先人に感謝せすには居れないの

困難が起らうと協同が崩れてはならぬ一

１１１１Ｉ −

のものは協同の力によるがよい成績を

の農家には熱百羽乳牛一頭山羊十三頭

である︒

以上申述べたことによって将来の日

を飼ひ庭前には飼料を干して居った︒

｜最後に農業経誉や協同事業の世話をし

、

「

く事故のため協同が岡まるやうでなけ

を悟り︑協同の訓練に蒲逃し協同の力

多角形総督が進むで来れば協同の功徳

する者は自己の運命を開拓する者であ

怠ってばならぬのである︒其腫に自兇

的にも精神的にも緊張して自己鞭雛を

｜のである︒雨降って地圃まるＤ諺の如のである︒既に有畜農業がひろがり︑認められぬのである︒故に吾等は肉膳

ねばならぬ○である︒

り︑伸びる者であるが之に反する着は

此頃人あり多角形経管とは如何と尋

を利附し偉力匙上げるに遺憾なきを期

ねたので︑私ば鎧後に此事に就て一言

所によってはよき指導者があり組合

に居れぬこともある之れでは協同をせ

来て居る所を見れば成程と心感心せす

を申添へて世かう︒動物を飼ふととに

気の毒な人になるばかりである︒

ねばならぬのである︒所によっては迩

なれば飼料が必要になる飼料には人も

せねばならぬのである︒今更協同の功

岱な指導者がなく思いつきのまま甲が

が︑絶封に自我をすて上協同の力に生

ずには居れないと講護するもあらう

徳を読く必要がないが︑よく協同の出

なったり心乙がなったりする所がある︑

培もせねばならぬ︒難有いととは動物

知る如く色舞ある︑其色為を準備し栽

とし︑佃人の弱き力も協同によって弧

は力なりとある︑吾等は之を守り本尊

に経憐的に︑合理的にし様と恩へぱ和

よりて粗飼料だけでは駄側である︒特

は粗飼料でよいと云ふが脳飼ふⅢ的に

ノ

、 一

では指導者に信頼し指導に従順でなけ

斯ろ所でば組合員は自禰自肋して守る

が出来ねばならぬのである︒古来協同

き協同の功徳に浴し事功を上げること

れば結確︑なけねばないで組合員が自

髄に頭をつかひ智慧をしぼら胆ぱなら

r1q，

員の訓練を怠らずやって居る︑斯る所

所を明にし則る所一駆あやまらぬやうに

湘自励するがよいのである︒

化し個人の力及ばぬととも協川の力に

ぬのである︒夫は言ふに易く行ふに難

今

すべきである︒恩へぱ患い指導者があ

日本の農業は複雑化するが常道であ

ならぬのである︒

きととが多く︑飼料に就ても同様であ

ならぬことである︒動物でも研究す

要之︑吾等は昧勢の進歩に後れてば

ワ︒Ｏ

い丈け員剣に考へねばならぬのであ

よりて解決進展するやうに心がけねば
古語に日に新なり日嵩に新なりとあ

らう︒して兄れぱ農民農家農村は夫為

るが︑之は昔も今も塗らぬことである︒

頭に入れ臨機雁礎の機智に常むと︑動
なけねばならぬのである︒而も個人経

ｒかい冥理を囚へて迷はず惑はい兇悟が

世が州け人智が進む今日日に新なるこ
吾等は寸の油断も許されず尺の呑気は

とが多く︑夫が加速度に進むと恩へぱ

誉の部分が縮少されて︑協同で解決し
一癖奉壷榊浄睦搾縮鱈鍔誌酔牽叫唾霊蛙

１１
１１１

べ

る︒特に目的を達成するやうに動物を

日本が生れるとすればその時は日本を

一

愛したいと勝手な論涛を弄するである

いことになるので満略するが︑然し一

に過ぎないと思われる赤化潜行運動に

われわれから見ると︑無駄骨を折る

畠ノＯ

佃の専門家と認められ︑共人あって世

理由もあろう︒間迷いだらけの︑しか

熱中しているのにはいろいろ宿命的な
し惑乱的毒素に富むマルクスの経済理

に認識さる具には除程の研究と努力と
る︒私は夫れだけを巾添へて此稿を了

論に乗り移られた青年黛員もいる︒自
巾も佃性も踏みに北られているソ連の
生活を誤って天園と思い込んでいる者
もいる︒かりにぺほんとうにかりにだ

を資っているので︑責り物を愛するは

赤化運動をやっているのだから︑自国

本をソ連の馬園か衛星園かにしようと

どころでなく糟んでいるであろう︒日

のは明白なことである︒愛していない

日本共産黛員が日本を愛していない

部をにぎる時が来るといったような打

うちに︑おれたちが日本の政治の中枢

うか分らぬけれども︑ほんとうに近い

畦接間へ来ての活によると︑儒装かど

員と一時接鯛した農村青年がわたしの

との夢を梁んでいる者もいる︒共庵黛

暁には︑赤色日本政府の幹部になれる

−守■

ずがない︒しかし彼等の側では今のよ

明話を聞かされたということである︒

が︑︶日本がソ連の手の内の園となった

うな政治組織の日本ば愛することはで

われわれから考えると︑かりに赤色帝

石坂養卒

知識人の自圃疎外

へたいと恩ふ︒︹特別倉員︶

に待つべきば云ふ迄もないことであ

る︒如斯論じ去り論じ来奴ぱ際限もな

飼ふには幾多の研究問題が山積して居

F

きぬが館他日赤色帝国主義に化了した

園ソ連の手が日本に延びて来る日があ

るにせよ︑彼等の大部分はダラ幹か邪

主物扱いにされて結局銃汝される位が

をみているのは

おめでたいというの

落ちだと思われるのに︑そんな廿い夢

祁闘を責る共漆黛員の亡状はまこと

外はあるまい︒

に困ったものであるが︑しかし彼等は

ハツキリしているのでその取扱いがら

くである︒舷も取扱いにくいのは︑共

大畢教授や知識人の一群や左翼政黛に

産蕪のシンパに近いと思われる一部の

唯い込んでいる向ソ︵並向中共︶一挫

倒の人為である︒彼等は自園日本を愛

するが如く︑愛せざるが如く巧妙に偏

装しているが︑結局その吐は自圃疎外

に傾いている︒小利口な彼牽等は愛閏者

といふ名の相場が以前と逢って下落し

ていることを知っているから︑愛園者

とは見られたがらないけれども＄それ

でも非愛固者とは見られまいと要心す

る︒そして一生懸命偏装するのである
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「

が︑その心には・目園疎外の気一分がただ

では有難い園である︒この有がたさに

から見ても今日の日本は言論自由の面

と︑今のままで教員の自主性を尊並し

らいけないという︒この反獅論による

等知識人は教員の自主性を無硯するか

一部を改正する法律案﹂に反封する彼

１１１
よっているのであるから・冷静な第三

れた法律が出ると︑何が何でも反封し

教員に信猟しておれば教育の政治的中

慣れ切って砥すこしでも自由拘束にふ

立性は脅かされる心川はないというこ

国を愛していないことが分る︒

のが知織人の一群である︒反謝するこ

時の政府を攻準して得意然としている

とになろう︒しかし中小単校教育の現

者から眺めると遮彼等がほんとうに自
わたしは今日の川本ほど自由な剛は

と︑攻梁することはよいことである︒

ても法律上答められる心配もなければ

ないと思っている︒何を言っても書い

状から兄て︑極めて徐々にではあるが

がりかつ多くなっているようだ︒これ

政治的中立性の冒かされる場面がひろ

機命を典えるであろうから︒しかしわ

は敢えて先般文部符の誰表した各都道

大に職迎したい︒反攻の間から何か新

たしはここでそんなことを取り上げる

府際における偏向教育の事例を材料と

らしいものが生れ︑和手に反行更改の

大に職せる商責主義の新附紙が繁昌し

︲つもりではない弧もっと深いところを

の名粋を段根するようなことを針小棒
ている︒悪いことをしていない人を︑

わたしが真に問題としたいのは龍所

いとか自由蕊は駄目だとかいう種類の

られるといったところで述吐曾堂ぽい

る︒等しく政治的中立性が冒され傷け

し自身の見聞を綜合していうのであ

〔21〕

壮称制裁を受ける心配も殆どない︒人

恰も悪いことをしているように推察さ
る︒これが今日流行の民主主義という

一つの理想形態を描いているに遠いな

謂進歩的知識人は国家の将来について

ものならば︑まだよい︒共産黛員の指

してのみいっているのではない︒わた

のでもあろう︒わたしは︑民主主義の

いが︑将来どういう因家として日本を

突きたいのである︒

言論とは︑自らよく思索し︑よくかみ

柴えさせようとしているかという鮎で

せる悪意にみちた文章がはびこってい

しめて︑これなら他人の前に渡表して

の園だ︒﹂というのになると︑絶封に許

差支ないとの自信のもてる考えを︑討

今度の闘愈に出ている﹁義務教育諸

はいい閏だ︒﹂﹁日本ぱわるい賛本主義

皐校における教育の政治的中立の確保

導の下に行われているところの﹁ソ連

だと信じているので︑わたしには所謂

せない︒今日の中共は﹁ソ連は立派な

ある︒

民主主義を手放しで讃美する塾常ばで

に開する法律案﹂﹁教育公務員特例法の

論の場で︑勇敢に活溌に戦わせること

きない︒それはそれとして︑どの角度

、

らない︑﹂というイデオロギイを青少年

題＄すなわち知識人の一群は牌来の日

ここまで来て︑わたしの提起した問

に経るのである︒

に多年吹き込んだ結果出来上った園で

国だ︒﹂﹁国民政府は打倒しなければな

ある︒斎藤国警長官は﹁日教組内の共

としているのか︑ということに還って

本国家をどういう形態の国家にしよう

五十九名である︒︲一と三剛五日函愈の委

シンパが徐為に巣をつくり︑巧妙な働

くる︒・日識組内に共産黛員およびその

康黛員の数は現在までの調査では六百
員愈で稗群している︒五十禽人の教員

いからとて決して油断してはなならい

パがつきものだ︒現在その数が多くな

一人の黛員には通例二人や三人のシン

異ならないのである︒わたしの想像は

似るようになっても構わないというに

み︑だんだん日本園家の組織がソ連に

のうちにソ連式の物の考え方が喰い込

しいというのは︑日本国家の人的茶盤

反封論者は教員の自主性をいうが魁

一種の妃憂に過ぎないかも知れない鯵

きかけをしている事賞を放澄してよろ

果して教員の大部一分が共産蕊員からの

に徹らないという群謹も成り立つが︑

働きかけや︑日教組の所謂丹頂鶴の不

であるが︑よく深く考えて行くと︑ど

わたし向身も杷憂であれかしと斬るの

中︑六百や七百の煎員がいたとて驚く

枇な誘引・をけとばすだけの気力をもっ

の自主性を守る一助とするのは止むを

ているかどうか︒それだけの気力をも
なのでばないか︒自主性を尊重せよと

得ないことである︒議員の自主性にま

いではいられない︒法律を設けて教員

いうのは︑それを持たないものに持て

かしておけ︑何とかなるという放任の

うしてもそういう考えになって行かな

と注文するだけで︑どうしたら持ちう

態度に出ることのできるＤは︑日本は

っていないことは︑すでに半ば試駒済

るか孝一教えない以上︑ひいきの引倒し

︾︵ノＯ

将来ソ連式の国柄になっても仕方がな
い︑それもよかろうとい弓位の自国疎
外の気分が壮のシンにあるからである

平和の問題に封する知識人の態度に
もほぼ同じようなことが見られる︒今
日一人といえども世界の永久平和を欲ゞ
しない者はあるまい︒た貰いかにして
平和を守るかという方法論において各
諏の碗が分れるだけである︒わたしは
知識人の平和諭遁深山よんだが︑一つ
として首肯できるものはなかった︒軍
備よりも杜含保障︑大砲よりバタ︑と
いったような呑気なことをいい︑ヨー
ロッパにも軍備のない凋立園︵面積は
日本の九一分の一︑人口は日本の十八分
の一にすぎないスイス︶があるといい

だ︒

無防備で国際連合の助力を得ようとす
るような甘い考えが許されるものかど
うか︒すこし考えて見れば分ること

軍備反封論者の心の奥底には︑自ら
意識しているといないとに拘らす︑他
闘から攻められたら降参するばかりだ
という自閏疎外の気分が︑潜んでいる

︵評議員︶

に違いないのである︒︵三月十日記︶

一
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メ

「

山田醇

健康長寿と食生活の改善二︶

﹁幸禰は健康から﹂

素を供給して柴養化し︑静脈は老駿物を吸いと２﹂心臓腎臓を全﹂排
出するのです︒

次ぎに必要なものは水です誇水は人鎧の約六割を占め血液裾環︑淋

巴液の活動︑燈液の調節︑生理的葡萄糖の生成等種為なる効果を有し

でこの位重要なものはありま

せん︒水を一週間も断つと死し二ケ月位断食しても水さへ飲めば大丈

私共の健康の大半は生水が司２﹄いる

人間の幸幅は健康が第一です旬健康な生活は先づ第一に保健的な家夫です︒西醤畢では一日に生水二リットル以上をチピチピ飲めと教へ

に住み︑合理的な食生活を断行し︑効果的な健康法を資施し︑更に心ておりますが︑護汗や味潟や︑下痢等の不正脱水にょ２Ｌ水分を失う

健康住宅の要鎖は︑簡単には述べられませんが最も大切な事柄は︑効用無智と徽菌恐怖症とは殺人行篤とも言ふべきです︒

牙一如の精紳修養が肝要です︒と︑有害なグワニジンが出来るので︑グワニジンに封する生の清水の

家を南向きにと﹄窓には一年中理想的な日の常るように庇をつけ︑し；その次ぎに必要なものは日光で︑冬季粥の多いロンドンにはクル病

かも防潔法を入念に資施し︑その上通風と換気に留意すべきですが︑看者が如何に多きか︑我圃でも北陸地方にこの傾向があるので︑かか

﹁築養の随一︑蛋白鷺︲一

最近の家の大部分が徒らに新奇を追堂Ｌ保健要素に無開心ですが誠にろ地方では次ぎに述べるビタミンＤの搬取が肝要です︒
一般の食生活も兎角美食と蕊養食とを混同して︑最も大切な活力素

遥憾至極なことです︒

ビタミンや無機築蓋素ミネラルを等閑にし︑その上酸性食糧を多食すさて食物の築養素の第一は蛋白質です︑蛋白質は僻組織中の如何な

おくと早晩胃潰甥になり︑我閣ほど病人が多く醤者の繁昌する図はなを司る重要な要素であるが︑蚤白質の極めて少ない白米を常食とする

る結果胃岐過多症のもの多く︑所謂胃腸病を諏曹や胃散で誤魔化してろ細胞にも存在して︑身膿組織の構成︑偶力の維持及び組織の恥殖等

いようです︑米図では梁養黒者は美食を好むものを文化病看者と稚しものは自然大食し︑大食の結果は多赴の猫使になやみ︑術使は凹虫の

の障害となり血液の瀞化と循環を悪くし︑血黙症は我が固の特徴です︒

による毒素は腸肺蝉の原因となりこれが叉便秘を助長し︑魁内諸機関

て極めて短命だと言は詮しおります︒餌となり宿となり︑水を飲まぬと便秘し︑便秘すると糞使の腸内醗酵
﹁塞気と水と日光﹂

人間が生活し活動するには︑先づ第一に新鮮な窒素が必要で空気を米人ハウザー博士は上質な蚤白質の多い脱脂粉乳を推覚しており主

五分間断つと死にます︑私共は空気を肺に吸ひ込み︑血液は空気からすが︑我圃では蛋白質が米の六倍もある大豆がよいと思います︑従つ

酸素をと２﹂五十一億本の動脈即ち毛細血符が全牙四百兆の細胞に酸て古来味噌醤油に大豆を使用せしが戦後サッマ芋や馬噺薯で作るので
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楽養債を失い誠に遣憾なことです︑︑大豆は皮が不消化ゆゑご汁かきな

甘藍及び結球白菜の緑な部分催出来るだけ生食とし︑法蓮草及青葱な

は大獄含有しておるので私は一夜漬又は糠漬となし︑ぢしや︑人参︑

大変︑小姿︑大豆︑小豆︑豚肉ハム︑粉乳︑鶏肉︑魚卵︑卵黄︑ちし

ど鍋を火からおろしてから投入して半生煮を食します︒含有食品は︑

こがよいが私は一晩水につけ手でもんで皮をとって煮ております↓
﹁活力素と無機柴養素︲｜

最近新附やラジオで活力素ビタミンと無機築養素ミネラルの完全婚

症状としては口唇の遡烈で︑不足するとこれも消化力と生活機能が減

ビタミン＆は光線に封して不安定で熱に封しては比較的よく︑峡乏

や︑法蓮草︑人参︑野菜糠漬等です︒

識が不十分で一般に資行しておりませんが︑健康長寿には絶燈に必要

じ更に眼や皮腐に故障を生じ︑適営に据坂すると成長と活力を噸し︑

坂が問題になっておりますが︑未だ十分にこれ等の柴養債について認
なものです︒

す︒この給源は肝臓と酵母と牛乳です︒然し我閣の酪農は未だ完全な

の日常食舶にはカルシウムと共に一番不足しておるので注意すべきで

病須にかからず長命に役立つと言われておりますが︑残念ながら私共

活力素ビタミンは明治四十三年に鈴木梅太郎博士が始竺Ｌ島を渡見

る護達の途上でもあり︑牧場が少いので牛舎が不潔で日光の差し込ま

﹁ビタミン﹂
して現在川除種ありますがその内茄要なるものがビタミンＡ︑日恥

ビタミンＣは私共の生活に至大の交渉を有し︑他のビタミンの数十

ぬものもあり︑叉冬季綴草を輿えず器典や取扱ひに清潔卿念苅く柴萎

倍が必要で︑鉄乏すると壊血病災種堂な血杵の病護︑歯の疾病︑感染

Ｃ︑Ｄ︑Ｅで︑この内ＡとＢ｜とＥを除いては大罷水と火熱で消失する

ビ家ミンＡは人間の護育に必要なもので︑峡乏すると夜盲病となり

率の蒋大︑血睡充推︑低血鵬病︑開肺炎岬腔揃腿びリウマチス︑生長

償に太に疑問があります︒

畔には結石及鵬石症となり︑早期の病状と上﹂は皮腐がカサカサにな

障碍及び隙兎減少等等で結局早老を来し死を早めると言ふ︑ピＣは動

ので︑よほど料理法に注意せぬと識取不可能です︒

ヶ月で完全に夜盲となると聞きましたが︑ピＡは︑ちその葉と人参に

ります︒戦後都市で部屍備りの卿炊生活者がパンと砂糖と佃煮生活二
多く︑鰻︑潅草海苔︑パター︑卵黄︑大根及垂の葉︑青と湯７がらし︑

は柑橘類に多いが火熱で破壊され奮いので︑出来うる限り生食か半生

煮とすべきです︒西鍔畢では柿の葉の茶に非附に多いので銀座の西曾

物性食品中に僅少で植物性食品に多く︑特に野菜では緑葉に果賛類で

ビ女ミンＢが峡乏すると脚気になることは有名ですが︑不足すると

ぶつ葉︑ちしや︑法蓮草︑小掻莱等にあります︒

食慾減退︑狸度の浮腫︑渡努︑倦怠を起すのでこれを潜在性風岐乏症

と野バラの資にも多く︑普通の茶にもありますが茶は爪に三日月のあ

るものに限ると言はれております︒穀類豆類にはありませんが野菜類

代行部では盛に製造して相営に輸出と﹂おります︒北海道遥の演茄子

が僅かに一旺ですが︑紫外線で失効し煮沸すれば効力を失い︑米糠に

に多く︑大根及び蕪の葉︑ちしや︑小松菜︑青葱︑青唐辛子︑茨隠元

と穂し︑一種の神経衰弱となると言ふ望．者もあります︑一日の必要量

ありますが玄米食も料理に注意せぬとピ日は失効します︒有色野菜に
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ら吸収する伸統は誠に斑いものです︒

蒲湯に入り︑ピＣの峡乏する初冬の候には冬至に柚子湯を立て皮膚か

この時期には柿茶から犬に祇坂すべきです︒古来奮暦五月の節句に菖

して美味です︑殊に四︑五︑六月の候には血液中に一番豊富な時期で

日同様ちしや人参甘藍白菜の類は生食とし︑その他は蝉で一夜漬けと

青魂豆︑甘藍及び白菜の維葉︑人参︑蕊︑柑橘︑栗等にありますので

ハウザー陣士がカルシウム︑燐︑鐘及びビタミンの多い脱脂粉乳を推

おそらくバグを多く食し行儀が悪くなった結果と思います︒米閣では

うなモジャモジャ髪で口や鼻に挨をつけられるには誠に閉口ですが︑

ます︒絵戦後都曾の女畢生が丈が高くなって︑電車の中で雀の難のよ

長男と次女は五人の姉妹中抜群に丈が高く︑他にも数多の賞例があり

ば蹄朝後約十年間毎朝食にバタとパンを食せしが︑この間に成長せる

す︑大豆にはピＣがありませんがその他の蕊萎素を相常に含有するの

で︑欧米人が雷ハタを日常食するように私共は煮物には大豆入りの裾油

髄しておりますが︑私は我図特に農村では大豆を食するよう亜張しま

を汁には味噌を使川し︑お正月には必ず大豆︑ゴマメ論数の子及び昆

ビタミンＤが峡乏するとクル病︑蛎歯︑小児肺押︑姫娠中毒にかか
護生しますが︑冬季曇天の地方では肝油︑バター︑鰯︑肺︑干魚︑卵

りやすいので︑日光浴で防ぐべきです︑紫外線の照射で慨内に自然に
黄︑干椎葺等より祇坂すべきであるが︑肝油は長期に渡って服川すべ

ものが如何に貴重なものか︑先年大谷夫妻が米図にパール︒ハック女史

布巻きを食する習慣ですがこれが叉築泰偵浦鮎で︑古来の僻統と言ふ

と博言を依頼されたとラジオで聞きましたが︑私は東を仰ぎ膜目合掌

を尋ねた際に︑日本に蹄えつたら国民に愛重なる似統を捨ていように

ビタミンＥは蕃殖作用に重要なもので︑日常食品中穀物の腔子に最

きものではありません︒

んぽにあります︑不足すると流窒︑精虫︑峡損︑胎児の死亡等で特に

も多く︑野菜の緑素ではちしや︑キャベツに︑果物ではバナナ︑くれ

して感謝の意を表しました︒含有食品は︑バター︑チーズ︑大豆︑ゴ

私

は衣食住見閉が目的で第一次大戦直後欧米十五ヶ図を一巡して︑明治

ロＯ昏○侭胃ご燐なくして思考なしと言ふ外風の諺がありますが

私共の日常の食品中に最も多いのは燐です︑鴛司詳冒具嘗︒仰冒○日の

マメの頭︑卵黄︑牛乳等です︒

若い方為は注意すべきです︒

﹁無機柴養素即ミネラル﹂
無機有機の築養素は津山にありますが︑無機即ちミネラルで重要な

す︒

ものは︑カルシウム︑燐︑マンガン︑沃度︑徴︑銅︑珪素︑弗葉等で

チケットが下劣で︑便所が不潔で︑蛋白質の少ない米を常食とするた

って痛感したのは︑割合に日本人は頭脳が明断であるにも拘らず︑エ

川六年以来繕葉書の交換で各図に多数の知人を得︑約二ケ年間泊り廻

が燐との化合物です︒含有食品はバクー︑チーズ︑大豆︑卵黄︑牛乳

めか甚しく大食で︑常によく病気をすることでした︒︵未完︶

カルシウムは身膿の全無機物の半分を占め︑殊に骨と歯の八割五分
小魚等に多く︑米︑牛豚肉には極めて小堂で︑Ｂ言と共に私共の日常食

品に少ないので︑欧米人に比して背丈が低いので︑西踏皐では廿一才
迄毎日平均二勿均ハタを食すると成長がよいと護表と﹄おります︒私
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これまで﹁日本は子供の極楽・親の地獄・

家族制度がなくなっての若い人々は︑先方の

障制度が乏しいなどといふ鮎もありますが︑

愛情で育てます︒そして子供も一人前になる

もとｊ︑生物は本能として︑子供を大切に

生きもの畠責任です︑養老境・牡含保障もそ
れから生れるのですが︑子や孫と共に生きる
ことはより以上の慰めであるべきです︒今日
洋の東西何れも老の地獄に歎く︑家族制度の
改善か︑個人主義の改善か︑これは人類の大
きな問題でなければなりません︒

ですが︑せめ一︲一その老の淋しさを慰泌るのは

のキヅナとなって結ばれるのです︒
生きものは等しく生れて老いて死んでゆく
もので︑若い者と老人とは決して別物ではな
く︑何れも経職するのですから︑二つの面を
考へねばなり室せん︑人間はサンザン働いて
老いて働けなくなれば捨てられ︑その犠牲に
よ三Ｌ子孫が生きるといふのは宿命で︑平等

を知るべく相助け合う愛と誠とが︑賀く一つ

築く心掛けから︑互に故きを温れて新らしき

よりよき一家の建設︑よりよき各自の枇界を

子は子の枇界︑親は親の世界に生きながらも

いへば雨者の間は何かばら人︑のやうですが

活上の相違も認めることは常然でせう︒かう

が必要で︑世代の移り愛りから来る菰奄の生

だから︑それを認めて恩ふやうにさせること

子で別個の人格であり︑子の世界があること

ん﹁老いては子に従ふ﹂ことは常然で︑子は

する夫の親を尊重するのは常然です︒もちろ

人の人格を尊重するのが建前であるから︑愛

いふ者へは︑全く八間として消えて了ふ筈は

西洋は子供の地獄で親の雄架だ﹂と言はれて

人たちと異って︑何世紀の訓練によって積み

ない︑嫁にしたところで︑個人主義は尤も他

来ました︒家族主義の日本では︑一にも二に

重ねた歴史がないだけに︑一度に三段跳︑四

洋より新店のために老人全部を敗容出来る養

も子供子供で︑親が子供の犠牲になったから

で︑全くの型に収って了ったからであります︒

段跳びをやって︑その間の人情も道理もぬき

老院といった設備のないこと︑或は又鮭曾保

であり︑西洋では個人主義で︑どこまでも夫

︑︑

婦が根本で子供は二の次であるからです︒と

より外はない︑段々と我々見習生も︑子の地

この事は誠に大きな問題で︑深く考へさせら

獄・親の極楽になり︑これまでの風は昔の語

が一人前になると︑子供は自分が巾心になっ

までは︑親へ愛情を捧げます︑けれども子供

ころが︑敗戦後は何も彼もアチラ風にさせら

り草になりつつあります︒だが何といっても

て︑親への愛情は段々に少くなってゆきます

れるものがあります︒

新入生とて︑彼の先生たちの瓜には及ばず︑

鳥獣にも燈のあるものがあるとも言はれます

れたので︑後ればせながらアチラの後を迫ふ

ころ抜けきりません︒

まだ子の極楽・親の地獄の名残りは今日のと

るかも知れません︑た堂人間はさうは参りま

が︑彼等は巣立てば︑或は全く赤の他人とな
︑︑︑

ところが︑新入生の癖に先生より先走って

せんで︑子供にも全く親への情は消えないし

︑︑︑

来たものもいくつかはあるといふオナ一︑ちゃ

親も子への情の如きは

殆んど鍵りはないほ

﹁若いもの入極楽で︑老人の地獄﹂といふあ

んでもあります︒その一つをあげるならば︑

りは︑情のうすくなるのは自然のことで致し

どですが︑幼時の育つ︑育てるの開係の時よ

ふことを考へないにしろ︑親あっての自分と

けれどもよし個人中心で︑一家の存続とい

方ありますまい・

︑︑︑

りかたです︒西洋ではもちろんさうでしたが
り上手で︑地獄のエンマ様の義しめ方は︑先

今日の老人の地獄ぶりは︑どうして先生方よ
生の方の人達より以上といふ有様です︒

それはもとより幽民が貧乏であること︑西
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P

歌は益為庶民の間に庚まり職内容的に

も改善されて行ったが︑同時にその連

歌の第一句が俳諾の護句と稲して猫立

性が典へられて一般に流行した︒只営

る︒寧ろ庶民詩であると云った方が迩

も知れぬが心俳句は日本の国民詩であ

申すと︑生意気だとお叱りを受けるか

文畢に素人である私がか上ることを

鷺を失って来た︒のみならず︑室町時

級の弄ぶ所となって︑庶民詩たるの性

く宮廷を中心とした貴族や一部智識階

その後平安朝に入りて︑短歌はやうや

であり︑庶民詩であったことは疑な唾

る詩としての溌句が樹立せられ．又厳

蕉の出現に依って︑一初めて直の文畢た

へなかったが︑元職時代に至り松尾芭

質から云って︑・純正高度のものとは云

たものであり︑文畢的の詩としての本

時の連歌並に溌句が滑稽譜諺を主とし

徴かと私は老へる︒文畢の一部門とし

く庶民の間に許及したのであった︒其

代正岡子規が現はれて︑俳譜の連歌を

ての詩にも脳戯曲謡曲のやうな長いも
短歌職俳句の如き短詩型のもの魁その

一部のものの専有に偏って来た︒これ

式が設けられたため大衆性を失って︑

といふ名を典へ︑専ら俳句を奨励した︒

以て非文畢として排斥し︑溌句に俳句

後時に多少の消握はあったが︑明治時

他色為あらう心将来又新しい型の詩が

に反抗して芯山崎宗鑑が起って︑やか

になった︒併しこの連歌には厳或な格

現はれるかも知れないが心現在に於て

ましい格式を一郷して俗語や酒落を駆

の間に行はれ秘未曾有の隆盛を見るに

爾来俳句は益堂礎になりあらゆる階層

代に入っては短歌に代って連歌が礎ん

は俳句は日本の庶民詩であると申して

使し魁滑稽譜韮を主とする一新階を創

寓葉集に蚊められた歌︑就中三十一文

わが閏の最古の詩集は寓葉集であらう

上からも老へることが出来ると恩ふ︒

山宗因等が相ついで現はれ︑俳譜の連

・行はれた︒荒木田守武愈松永貞徳︑西

はれ︑新しい俳譜の連歌は庶民の間に

純正連歌は主として上流智識階級に行

立して︑俳譜の連歌と稲した︒在来の

にならぬ程国民の間に普及してゐると

他の何れの種類の詩に比べても︑比較

各階層に亘って行はれてゐるとと等︑

家及鑑賞家の数の多いとと通又吐含の

至ったのである︒かくて俳句はその作

このことは第一に日本の詩の歴史の

大鰐間達ないと老へる︒

のから︑現代詩︑漢詩脳長唄︑連歌や︑

大橋越央子

俳句は日本の庶民詩である︵一︶

1

字の短歌は二千年の昔の日本の国民詩
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1

凡そ民族の生活様式やその国民性は脳

いつながりがあることは勿論である︒

その根底に於て日本の国民性と自ら深

たといふことば︑胆なる偶然ではなく

る俳句といふ詩が川本の庶民詩となっ

字の短型誹である︒か比ろ本質を有す

人間界のあらゆる現象を楓詠する十七

俳句は四季の移り塗りに伴ふ自然界

と濡して差支ないと恩ふ︒

とは明であって︑我国の庶民詩である

に於て西洋人などに比べて一般に詩人

といふ国民性を持つことは︑ある意味

い︒日本人が季節の愛化に敏感である

文畢の護生したことは決して偶然でな

象を弧詠する俳句と稲する日本渦特の

化による自然界︑人事界のあらゆる現

ぬ︒而してか上る固民の冊に季節の鍵

るに至ったことも常然と云はねばなら

節に封して極めて鋭敏な感受を養はれ

か上る園土に棲息する日本国民が︑季

と愛化とを及ぼしたのである︒従って

歌も他の詩に比べて短詩型ではあるが

文字的象徴性によるものであらう︒短

結局その極端なまでの短詩型と︑不立

的な鮎に於て短歌を凌いでゐるのは︑

派したものであるに拘らす︑その庶民

俳句が沿革的に兄て短歌より護生し分

馴致したものと兄ることが川来やう︒

象徴的表現をとることを好む国民性を

らず唾極端な省略を重んする方法と︑

にしても︑散文や長詩の如き叙法をと

文畢や詩として文字に依る表現をする

の十七字が猫立して別派の詩を形成し

その民族をとりまく環境によりて大き

たる更に短い詩である︒恐らく世界で

三十一文字であり︑俳句はその上の句
であって︑現に九尺二川の荊棟長屋の

類のない最短い型の詩であらう︑詩型

的素質を有するといふととも言へるの

る︒日本人の闘民性並に生活様式も︑

狭い庭にも朝顔の型を這はせたり︑一

としてこれ以上簡単なものは老へられ

な影響を受けることは疑ない事賞であ
その棲息する日本園の気候風土に依り

間だけ借りた二階住居の出窓にも植木

ないであらうと恩ばれるほどである︒

鉢を並べるといふ風流気を恩せるので

従ってその叙法も亦おのづから象徴的

い︒わが国は東西に長く島麦によりて

て俳句が日本国民の間に普及したこと

ある︒か上る国民性の基礎の上に立っ

支配せ ら 恥 た こ と は 云 ふ 迄 も あ る ま

又冬ばかり長い寒帯でもない︒大鰐温

の鮎が亦日本人の好みに適って短歌よ

暗示的手段を重んすることとなる︑こ

成り立ってゐるが︑常夏の園でもなく

更に悌教の輸入︑殊に輝宗の渡来に

り易く達し難いと批評する人もあるが

りも入り易いものと恩はれる︒尤も入

は営然の成り行きといふべきであらう
よって︑その不立文字の教義の影響を

帯に位詮し︑春夏秋冬四季の循環が規
る自然界の鍵化が微妙であり︑又四季

受けたことも見のがすことが出来ぬ︒

則正しく明瞭に行ばれ︑その間に於け
の愛化が人事寓般の上にも大きな影響

一
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M

怖

一致してゐるといふ鮎である︒謹術や聴

作家と俳句の鑑賞家又は愛讃者とば一

しい特徴として見られるのは︑俳句の

今一つ俳句が庶民詩であるといふ著

げて宜しいかと恩ふ？・

民詩として普及した原因の一として塞

｜｜兎も角もとの入り易いといふ黙が寵庶

作家が出来てゆくことにもなるのであ

によって又図民のあらゆる階層に俳句

見る気になるといふことで︑この特質

せば︑俳句がわかれば自分でも作って

いって差支ないと恩ふ︒これは裏を返

大鰐作家であり批評家鑑賞家であると

を持ち俳句の愛請者であるほどの人は

これは稀有の例であって職俳句に開心

なものだと申すのでは決してない︒ｌ

べて延文単としてより優秀嘘より高度

の他に比べ︑又小説その他のものに比

句が詩の他の部門例へぱ戯曲や短歌そ

の庶民詩であると述べたが脳とれは俳

する必要はあるまい︒私は俳句は日本

いのである︒弧いて一を聖げて他を排

として︑塾術的に見て優秀高度なもの

異の詩であり︑日本の庶民の川に親し

人の園民性に特別のつながりを戦つ特

なりや否やといふこととは全く別佃の

数年前外圃文畢専攻のさる大事教授

らう︒

ｌ勿論それ等に比べて劣れりとは思っ
てゐないがｌそのことは文肇叉は詩

一文皐や職詩のどの部門でもこの鮎非常
一に途ふやうである︒例へぱ小説は少数
一醗釧恥咋嘩岬︾奉壁唾鐘惜鍬洲詫非趨

る︑こういふ説も一つの議論としては

問題である︒只俳句といふ詩が瞳日本
あっても差支ないであらう︒私は養成

のであることを巾し述べたまでのこと

みの深い詩であり︑大衆性を有するも

が俳句は第二蕊術なりと喝破した論文

少い︑況やその愛読者は多いが無論作

はしないけれども魁別に手はうとは恩

を溌表して世間を騒がしたことがあ

者ではない︒約についても同様のこと

はない︒要するに見方の机述に蹄群す

批評をするが自分では小説を書く人は

一が云へると恩ふぃ紬を誰く人︑愛玩す

るであらう︒併しものには各その川が

である︒

詩の一 種 と 云 は れ る 戯 曲 に つ い て も 同

︲る人︑批評する人︑それ人︑別である︒

ある︒謹術としても︑文畢としても︑

の逢ったものがあることが寧ろ宜しい

叉詩としても︑いる７Ｉさま八︑種類

愛読者であり︑三位一僻をなしてゐる︒

ので︑人はそれ人︑好む所に従って創

の作家は同時に鑑賞家であり︑同時に
無論時には自ら作句しないで俳句の愛

作し︑批評鑑賞し又愛護愛玩すれば宜

様である︒然るに俳句に於ては︑俳句

一読者であるといふ人もあらうけれども

Ｉ

（29）

穏法漫語

ことになった︒家康は之を迎えて茶を馳走す

のである︒これより遥かに下った桃山の世に

ることにした︒美食に飽いた人にとってこれ

と阿漕な見かたをされまいものでもない︒

法﹂の−１訪問の野間は三十分以内にする︒長

は商味百菜にまさるもてなしかもしれない︒

兼好は更に﹃用ありて行きたりともそのこと

居は失確である﹂と同意である︒

営日家康は楽楽第に伺砿して柾駕の濫を述べ

のであったろう︒その秀吉が家康の邸に臨む

梅園叢書にはまた﹁あるじ欠伸せぱ早く立つ

蹄邸すると直ぐにもてなしの準術にかかっ

楽梁第に住んだ秀吉の生活も豪審絢澗たるも

べし﹂とある︒欠伸する主人の無作法も許し

果てなぱとく蹄るべし︲｜と促す︒﹁新らしい薩

がたいが客の長座にも限度があろう︒兼好は

た︒まづ水屋に入ってお茶を改めると昨日挽

坂本貞

一﹁さしたることなくて人のがり︵許︶行くはよ

あっさりと﹁久しくゐたる︑いとむづかし﹂

一人のかり行く

からぬことなり﹂と兼好は言ったが︑全くこ

かせておいた筈のがひどく減っているので理
併しまた一︲そのこととなきに人の采りての

と言ってのけている︒

飲みさしの茶を上標におすすめすることは出

んだのだという︒﹁最早時刻も辿っているが︑
しいと言っている︒

を離脱した清談雅語に時を忘れることは望ま

とも己むを得ない︲｜と︑新に茶の一袋を挽か

策謀ありげに思はれたり︑阿り詔う瞳しさに

得であろうか︒椛賢の家を屡廷訪れると野心

は屡為出入すべからず﹂とあるのは男子の心

宴の豪華さ頻繁さに人を驚かしめる︒饗膳の

て諸大名の邸宅に特電を迎えて催した茶禽遊

軍︶諸家へ御成の事︲一という記録が今に残っ

規定されたのは室町時代である︒﹁公方綴︵粁

調理法が著しく進歩し食膳作法がこちたく

の形である︒整った形は見る目に快く洗錬さ

拝し大慶に存じ奉る﹂と言ったりするのは濯

を迎えて式肇にひれ伏したり︑﹁うるはしきを

家康自らの心がそれを許さないのである︒客

しかし人の知る知らないを問うのではない︒

のであるか︑どうして秀吉がそれを知ろう︑

二もてなし

来ない︒甑一間に合はずして御不典を業ろう

どかに物語して蹄りぬるいとよし﹂と︑俗臭

由をただすと愛童某が人の制止をきかずに飲

れという用鼎もないのに人を訪問するのは感
心出来ないことである︒もつとも用事という
一塞趣斡権嘩諦紬詐凱旋踏鎚津癖乱畦怖泳圭岬
の理由はあろうが相手にとっては迷惑千蕊な
ことである︒梅園叢書に﹁交際の道心得ある

見えたりするのであろう︒封建時代には女多

膳は五の膳から七の膳まで数え八の膳まで据

れた言葉は美しく響く︒同じくはそれを身に

手をつけたお茶であるか新らしく挽いたも

き家に屡迭出入することは殊に遠慮の要があ

えた例さえ見え︑各堂の膳には四峰流・大草

しめたとい浜７．

ったろうが男女共堅の現代ではこの鮎どの程

流等の調理法によった美味嘉肴が並べられた

べき事﹂と題して﹁潅貴の家と女多き家とに

者からは﹁さしたる用事もなさそうだのに︲一

度に考えたらよいのであるか︒とにかく第三

！

一

（30〕

写

Ｉ
つけたいが濫の形のみあって心の及ばないの

は虎濫に近い︒家康の振舞は客に封する敬と
誠の至れるものであり︑これが薩法の精祁で
人をもてなすにはこの心が大切である︒た

坐の︺○○

とえ一杯の水と錐も洗い清めたグラスに心を
こめてつぎ︑腰勲にすすめれば飲む人にとっ

ては玉杯にたたえた甘露の味がするであろ
う︒食卓に供える料理は貧しくとも主人自ら
馳せ走２Ｌ整えたものには誠心がこもる︒裏
山から掘った﹁やまのいも﹂桑畑の隅に出た
﹁蕗のとう﹂梅林の麓をめぐる浦流から得た

小魚︑これこそ山海の珍味にまさること敷段
ただ夏は東しく冬は淵かに須節に従い人に

である彦司ノ︒

鵬じて濃やかに配る心遥いこそ膳しくもあり
がたい︒

客を迎える時︑庭の掃除はわけて懇ろにし
見えないところとておろそかにはしない︒﹁深

ての戒めさえある︒掃き清めたあとには浦だ

山とて咲けば劣らぬ挫かな﹂という句をひい
しく打水をし酷暑の候には樹木の桁から雫の

は夏ならずとも朝によく萱によく香の明星の

落ちるほど打つのがよいという︒敷石の打水

四客ぶり

であろう︒

輝やきそめる頃はまた一段の趣きをそえる︒た人に濁し名残を惜しむ心いれをいったもの

三足一昔
﹁陰暦九月二十日の夜︑月影を踏んで郊外を

そぞろ歩いた時のこと︑所謂療侍の月のことドン孝示−テが︑お供のサンチョーに言う

に知人の家を訪ねた︒室に詩じ入れられるとを使はぬか﹂︑サンチョー﹁へえ︑わつしはこ

とて既に更けてはいたがふと思い出づるまま﹁さて書食といたそう︑お前もこちらで淋営

ほのかに香のかをりが漂い燈墓の灯は僅かにの木の下で一人で勝手に頂戴いたしまする︒

揺れて月光が水の如くに流れこんでいる︒心旦那方と一諾では喉に問えて食べた菊がいた

たものの︑ゆかしさに堪えず物かげに仔んでソチョーのようであっては刷るが︑一膳の作

ゆくまで話し合２Ｌののち暇を告げて外に出しませぬ﹂と答える︒他家に招かれた時︑サ

いると︑かくとも知らずあるじは妻戸を更に法を心得てをれぱ﹁おいもころがし﹂の消裕

抑しあ薯けて月を仰ぐ風情であった﹂というよを瓶じたり﹁葛飾の椛兵術﹂のように冷汗を

うな情紫が徒然草に記されて︑さて﹁客が蹄流さないでもすむであろう︒
るとすぐに戸をしめてしまったとしたら残念室に通された時︑娘初に考えなければなら

まことに︑﹁あかつきの窓の山風雷冴えて﹂前を上座とするが︑床のすぐ前の一鋤は幾人

なことであろう﹂と言２Ｌいる︒ないのは座席である︒和室では普通床の間の

細い残燈の影ならぬ有明の月を仰ぎながら︑蝿と呼ばれて︑ここに坐らないのを常識とす

遠ざかりゆく客の足一音に耳を澄す心の深さはる︒芭蕉翁が或日災人に招かれて︑其人の上

茶の湯が果雲Ｌ後︑客を透り出す亭主の心境座に諸ぜられたが雁じないで言はれるには

にも似ているではないか︒﹁此庭が似合の虚で落ちつき申しまする︒座

等を使２Ｌはならぬという戒めがある︒三つとなります﹀ごと言った︒︑罪人に案内された

人を透り出したらその人が三つの橋を渡る迄が過ぎましては心が平らかでなく俳譜の障り

の橋を渡る間というのはものの警で立ち去つ座席に着くのが普通であろうが特別な場合も
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燕同万引

ある︒

主人が心をこめて飾りつけたと思はれる軸

｜生じよう︒但し遠慮にすぎるのはややこしい︒

酒は唇む程度がよい︒﹁一口もいけませぬ﹂

︹四十一頁よりつ堂く︶

一時は︑大菱弱られたとのこ．と︒面やつれし

はさすがの久良子女史も︑深い悲歎にくれ︑

た﹁お久良さん﹂の御様子や︑あの美しいお

も淋しかろうが﹁斗酒なお辞せず﹂もどうで

嫁さんが︑眼に浮かび︑しばらくは︑私も呆

あろう︒農村で改善結婚の行はれがたい癌の
一つは牛飲馬食の徒の存在することである︒

いて感心した様子を示すには及ぶまいが︑心
にかなった物があつ・たらお世辞にならない程

や置物や額やその他を心静かに拝見する︒狸

度にほめたたえるもよく︑わからないところ

しかった︒早速︑覗電を打った︒近いうちに

紙上に見出だしたのである︒何とも云へず嬉

そして︑今度︑藍綬褒章受賞のことを新聞

然としてゐた︒

は畔眼膝暁として足許も危くなっている︑式

嫁が到着していよいよ式が始まろうとする頃
などそっちのけで夜を徹して飲み翌日も飲み

は尋ねるがよい︒ミレーの﹁落穂拾ひ﹂やし

家人の迎えを受けて辛うじて蹄宅するなどい

オナルドⅡダヴィンチの﹁モナⅡリザ﹂など
などは讃みにくく解し難い︒﹁銀墓金閥夕に沈

なら中畢生でも目なれているが︑輝俗の書蓋

か﹂他の男﹁おれの目は顔のかざりだ﹂と言

事が目にはいらないのか︑目は何の篤のもの

藍綬褒章今年うけます人々の

是非︑一度︑お訪ねしようと思ってゐる︒

いますね︑落款は？﹂などと知ったかぶりに

昔百姓が口論して一人の男が言うには﹁此

う来客が今に存する︒

聞えるのも考えものである︒蕎制中等畢校を

君は保育に命かたむかす

濁り子の息を祇園にささげたる

美しき嫁のいましてとも人︑に
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沈・凋宿相思うて翰林に在り︑白楽天でござ

出た人なら三五夜中新月の色ぐらい誰だって

いかえして少しも負ける色がなかったと言う

中にありたりまこと君が御名

知っている︒

本膳にも懐石膳にも中酒ということがあ

話があったが︑これの類か︒

今日みむれには藍綬褒章を

つくしつくさす豊岡保育園
久良子刀自は三十年前も術かりき・

庭先の水仙が見事であったら心をとめて眺
め︑主人の手蝿にかけた頓ハラが咲いていたら

る︒食事の半ばに酒を出すのであるが︑これ

新橘分店令夫人︶

︵山本先生は銘茶舗山本山

その丹誠を賞するのも時にとっての興諏とな

宴ばてて後︑人なき田圃路を淀い喉で﹁槍

アつ戸﹁ノ︒

は辞うて割れない程度にと慮っての方式であ

る︒新生活運動にさきがけて墓所改善が行は
れていたら拝見を乞うてその苦心談に耳を傾

×

さび﹂など唄いながら家路に向う﹁ほるよい︲｜

︵本愈職法研究衝委員︶

までが好ましい︒︵三月三日︶

×

けるのも悪くはある宝い︒

御馳走は食卓に供えられた飲食物のみに限
らない︒主人のまごころを汲み親切に感じて
和やかな境地をつくり出すのがよい客ぶりで

×

「

い︲しふさ・

などがありますが︑今は菓子鉢・菓子盆が普

島次郎

菓子に寄せるエチケット

菓子も今日は吉凶の儀式や曾合から︑日常
一血です︒

て︑古書には次のようなことが出ています︒

鯉紙の事

より︑杉原︵註和紙の一種︑奉書の類で︑

はな紙とも︑聾紙ともいふなり︒紙の樫み

・梢薄くて柔かですが︑多くは糊を加えて﹁糊

ます︒︶を一枚︑横に二つに折り︑それを竪

入れ﹂といい︑小型のを小杉原といってい

きは︑第一には衛生上の考慮︑第二には味は

それでこの菓子について︑謄法上注意すべ

らば山形︵やまなり︶なり︑杉形︵すぎなり︶な

干菓子は種類や色の配合等を考え︑一種類な

凶事として普通にはなるべく避けています︒

五︑七︑九といったように奇数を喜び︑偶数は

菓子器に盛るのには︑僻統的に︑生菓子は

常に鯉紙を用いしなり︒昔は五つばかり常

ども︑古は今のはながみといふ物はなし︒

り︒今時は鼻紙とて︑紙をちひさく漉出せ

此の蟻紙に書付くる︑是れを詠草と言うな

に諸用にっかふなり︒歌など詠みたる時は

鼻をもかむ故鼻紙とも言うなり︒其の外常

り︒是れ常の痩紙なり︒是れを懐中して︑

に二つに折り︑又それを堅に二つに折るな

もとより︑色や形や模様等によって創り出さ

りにします︒杉形は﹁森﹂という字のように︑

︑︑Ｔ令舎﹄︶

れた菓子の風趣とその鑑賞︑この二つは前日

頁中が尖って左右が次第に下がった形です︒

の接客など︑色だの場合に使われ鷺大きな

述べた通りですが︑第三に菓子の扱い殊にそ

わし﹂には︑懐紙を出してその上に載せます︒

客が多数のときは取りまわします︒﹁取りま

考えれば︑特別のものでなくても︑普通の紙

小型のものですが︑その起原にさかのぼって

今は懐紙といえば主として茶の湯に用いる

に持ちしなり︒武雑記袖註巻上

懐紙はその名のように︑元は懐にした紙だっ

を鍵んだものでよいわけです︒

懐紙

まず客に菓子を進めるには︑普通︑菓子器

ハンドやハックの中に入れたりしますので︑こ

たのですが︑今は洋服のポケットに入れたり

類に開する心得等が大切であります︒

生菓子ならば菓子箸をつ

の名は富りませんが︑外出には必ず用意すべ

の前に置き︑︵坐るには鯉の縁から八寸下がっ

外に置き︑懐紙をとりだして二つ折のまま膝

菓子器
に入れ︑盆に載せ

高杯︵たかつき︶︑縁高︵ふちだか︶︑足打︑折

み︶・鼻紙などの異名もあります︒これについ

きものであります︒懐紙には製紙︹たとうが

たところ︶蓋つきの菓子器の場合は︑箸をと

は重ねに造り︑目形・六角形色糞あります︒︶

茶の湯では︑菓子器が出たらば︑聾の縁の

けて出します︒菓子器には昔からのものには

その時機や方法︑贈答品とするならばその種

のたべ方︑茶との開係︑人に進めるとすれば

杜交えの役割を果たしています︒

川
敷︵おしき︶︑食篭︵じきろう︒漆器で︑多く
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か

1

和菓子の大幅もこれに似たようなものですり︑之を緒ＥＬくるくるとまき︑ぜんにお

クはいりません︒し︒さてくひおはりたらぱ︑葉を二つに折

が︑大幅とか︑求肥︵ぎゆうひ︶で作った菓くくし︒かしらよりほどき︑叉はしものか

って一たん懐紙の上に置くか︑または右手の
をとり︑左の手をそえて器の右におきます︒

子とかの博続臆

中指以下三本の指で箸を握り込み︑右手で蓋

ます．ｌ紙よりを用いて結ぶようにしてたべた後の始末

︑︑︑

といっても今は震っていたよりくふ事ゆめゆめあるべからず．

それから箸で菓子を懐紙の上にとり︑箸の先

というような細かな鮎まで注意しています︒ものであります︒

と出ています︒あんがこぼれ落ちないようにも︑人みる趣味や教養がはっきりあらわれる

︑︑

てよし︒ようなものもあります︒こういう小さな事に

るあんを︑こぼれざるょうに︑をしあわせ紙には︑美しく︑そのまま捨てるに忍びない

おき︑右の方をくふくし︒わる時に内にあとがありました︒外図のチョコレートの包み

てしめわりに二つにきりて右の方を下にで皿の隅におくのを見てゆかしぐ感じたこ

まんぢぅは左の手ＥＬとり︑右の手の指にが︑何気なく樫の葉を細く折り︑小さく結ん

○ＣＯＯ

は楊枝ではたべません︒古い書物を見ますとがあります︒ある席で外交官だった一貴婦人い

大漏によく似たのは鰻頭です︒しかしこれで包んだものはその紙を適常に虚理する必要

です︒は串があり︑干菓子でも落雁のように吉野紙

さくするなりして品よくたくればよいわけ椛餅乙女椛笹の雪等があります︒即だんごに

すから︑適営にちぎるなり︑楊枝を便２Ｌ小の礎るものには樫餅があり︑かしわ餅があり︑

さを避けようとする心から出たものでありまはこの文章にも出ていますが︑同じように葉

す︒しかしこれは大口にくいか里﹂たべる醜しておくことが大切で︑ちまきの葉のしまつ

︑︑︑

が汚れたときは懐紙の隅で拭って元のところ

小さく切２﹂たべるということにな２﹂いま．菓子はたべ方と共に︑たべた後をきれいに

干菓子は手でつまんで懐紙の上にとり︑そ

へ置きます︒

の上で小さく訓ってたべます︒

菓子のたべ方

今日はこういう場合に︑銘銘誌や銘銘皿を
使うことが多いし︑場合によっては最初から
銘銘皿に取りわけて︑楊枝なり︑フォークな
−りを添えて出すこともあります︒菓子はもの
◎○
一によりてたべ方がきま２Ｌいま ずが︑串
園○
子
｜は楊枝で一つずつはずしてたべるものですか

ら︑楊枝がないと人の前ではたべにくいので
す︒だんどの横くわえは︑たとえ鮮統的の訓
えがなくとも︑好んですべきことではありま
すまい︒

０ＯＯ

もう一つ古書の一節を一記してみましょう︒たべ礎したものを︑そのままにして席をた

に持ち︑右の手にてまきほどき︑とりなほ紙なりの場合は︑下の方の端を手前に引き出

ちまきはまきたる葉光を左になし︑左の手つのはもとよりよくありません︒懐紙なり敷

Ｏ○○Ｏ

｜が弾率袴率細睦嫁渉ずい︾を○
奉○
希○
匠○
拙○
此Ｏ陸
Ｏ封

やエクレヤは︑フィンガー・フッドの一つと

して︑かしらよりはさみきりて之を食うべして︑向うに折りかけ︑更に手前に折り戻し

考えられ︑普通︑右手で持って︑端からくい
かき︑吸うよシ７にしてたべますから︑フォー
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南端を下に折り込み︑軽く頂墜Ｌ挟に入れょ角の紙をしいた﹁平甲立﹂︑二等遜三角形に折

等と︑昔の人は教えています︒つた紙を抱き合わせにした﹁坪甲立﹂︑これを
五つ組み合わせた﹁桔梗甲立﹂又蝶形に折った
かいしき
︑︑︑︑

銘麦菓子を皿や盆に廃るのに︑敷紙を用い紙を四方に立てた﹁螺甲立﹂等の種類がありま

ることがあります︒これをかいしきといいますが︑蜜用から装飾となり︑更に鄭重の意を
す︒かいしきは厳い意味では︑紙に限らず︑表すものとなったのです︒
︑︑︑︑

飯・魚・薬などを盛るとき︑その下に澱く南かいしきの折り方
︑︑︑︑

天の葉とか︑竹の葉とかいうものまで含めまこのかいしきについては︑陰陽説につなが
ています︒かいしきのかいば一説には貝だとという一つの目がありますが︑これもその中

︑︑

すが︑普通は敷き紙を指してかいしきといつる鮮統があります︒濫法に﹁包み方宮結び方﹂

ありますが︑軍な
なる
る接
接頭
頭語
語と
とし
して
て見
見る
るの
のが
が穂
穏の一つで︑吐交上の常識とされています︒
その主眼は紙の折り方
で︑その形によって吉凶

かでしよ戸７．

を厄別するのです︒今日

︲

あります︒しかし像統的には︑吉には奇数を

せん︒多くの人の中にはこれを是認する者も

側と側は正しいと見られないことはありま

物の包み方等にも共通の禁傑であります︒

ラ紙で間に合わせますが

ことを考え︑⑤や⑥の形とし︑吉事や日常の

旨とするところから︑六つの隅を奇数にする

さてその紙の折り方に色

の下の右の隅を折り返したのは

生活にはこうするものだとされていまず︒⑤

かいう和紙を使いました
麦ありますが︑仰と側が

もありません︒これは所

もよいものです︒︵評議員︶

凶にかかわりはありません︒もちろんなくと

をさしておく鰯のものですが︑これは別に吉

ここに楊枝

嫌われることはいうまで

わせ方︑戸障子のたて方

謂左前で︑着物の襟の合
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⑤

⑥

③

④

前には杉原紙とか糊入と

は大ていの場合洋紙のザ

今このかいしきば︑盆の上でなく︑直接テ

いてこうだてといっています︒甲立にはま四

だの﹁紙立﹂だのとかかれ︑後世は﹁甲立﹂とか

ょうが︑その後﹁高立﹂だの﹁株立﹂だの﹁香立﹂

文字も﹁饗﹂︑名稗も﹁きょうだて﹂だったでし

︑︑︑︑︒︑

です︒この紙を﹁饗立﹂といいました︒本来は

のを防ぐために︑たてた紙から始まったもの

式の饗膳に物を盛るのに︑そのこぼれ落ちる

このかいしきの起りは賞用的のもので︑正

時には吉事に紅白︑凶事に青白を使います︒

すが︑本来は鄭重の意を表すもので︑紙も白︑

ーブルの上に敷いて︑盆の代用にしたりしま
①
②

弘道詩林
三好凌石選

＠呈営路要人八十三聖辿堂小川篤弼︵横漬︶
○ＯＯ○○００００ＯＯ○○○○００００００○○
瓜田履︒李下冠︒四知不忘却︒三省須銘肝︒夙興夜麻請勉筋︒
００００００Ｏ
持己槙悪待人寛︒

鐘川老漁日︒此是套語︒不知者多︒而現今芭茸汚職之醜事頻溌︒疫
可歎也︒言々句々便是頂門之一針︒不獅常路之人︒亦以衆人之要反
省者︒

評白︒韓公之所謂責己重周︒待人軽約也者︒筆致謹厳︒一結尤篤︒

＠突巳除夜作香城菅谷敏夫︹千葉︶

０○○００００Ｏ○○○○○００Ｏ○○○○○００Ｏ

低唱嵯陀白髪吟︒歳除今夕感難禁︒駕騰自笑糠中老︒梢謡営

０○○０
年千里心︒評日︒伏確之嘆︒得此佳調︒却足以自慰︒

＠述懐八十三聖江東片口安︵富山︶

０○○００００○○○０○○００Ｏ○００○０○○Ｏ

我典梅花白髪新・詩書堆裏守清貧︒抱憂溌傾感無限︒不畢夷

○○○○
密避世人︒評日︒詩意清純︒著筆老成︒三四騒人胸中之奇気自見︒

＠述懐蚊龍唐深韮太郎︵横漬︶

︑︑︑︑︑︑︑Ｅ︑℃︑迫も︑○Ｏ○○○○○００○

淡︒忘機世外鍵松涛︒評昌︒前半奇哨︒後半平淡︒寓意子言外︒

岬畷歳月撫新毛︒永逸始知因一労︒窓下挑燈悲落塊︒嘘逢蛎
０００Ｏ︑︑︑︑︑Ｅ︑︑︑︑Ⅲ︑︑︑︑ｂＥ︑︑ｈ
凡嘆禰騒︒幽斎冗坐披湘峡︒噸屋間居染兎竜︒日謝堅情名利

＠雪夜荒張幸吉︵茨城︶

天塞飛雪夜冥冥︒管外惟聞折竹謹︒顧影講然懐善事︒燈前元

０００○○○○○○○○○○○○○○００○○○○○

︑春望恵斎兼坂軍︵千葉︶

０○○○
坐不堪怖︒評臼︒静誰之境︒孤懐自佳︒

雨詮春草碧︒漠漠遠相連︒日暖東風静︒花陰枕石眠︒評臼︒

︑℃︑ＥＥⅢＥＥＬＥ○○○○○○○○○Ｏ

間適之致︒

＠江逢春遊松陰力根恭司︵千葉︶

もＥ︑︑︑迫ⅡＬも︑︑Ｌ︑︑０００○○○○○○Ｏ

０○○Ｏ
紅映夕陽︒評日︒篤景輝成︒詩情何限︒

雨奔江天一路長︒尋詩行弄好風光︒常山細野春方趣︒柳緑花

＠頓政震軒鵬野英治︵千葉︶

０○○００Ｏ○００○○○○○○００○○ＣＯ○○Ｏ

○○○Ｏ
詠也完名︒評臼︒韻致蔓然︒感慨殊深︒

白頭唱義起源兵︒一戦京師志不成︒菟水猫韮山色在︒国風佳

＠鱗塞菜浦大塚柳吾︵横須賀︶

節後除寒花未護︒春禽誠口尚無謹︒人間寓事如何是︒便典天

︑℃︑︑咽︑︑Ｅ℃Ｅも睡℃ＥＯ○○○○００Ｏ○○

之間︒

○○○Ｏ
威不得手︒評日︒春寒料蛸︒勃住百花︒結輔垂戒之意︒自見子桁墨

＠示曾孫演名沖綱︵禰島︶

○○０Ｏ○○○○○○○００ＯＥＥ︑脳℃︑︑Ｅ︑込

翁面Ⅲ新︒評臼︒一家楽事︒篤得宛然︒

週耀伽河甲午春︒曾孫侍坐共相親︒一家基礎従弦固︒正識仙

＠途加瀬君之米園夏村田中和三郎︵千葉︶

意兼揚揚語更迩︒挺身遥向米川勝︒期君矯圃回長計︒知是男

Ⅲｈ︑心迅︑︑︑︑Ｅ肥Ｌ︑ＥＯ○○○○○○００Ｏ

＠鑑鴬有隣菅谷徳次郎︵宇都宮︶

○○○Ｏ
兇奪起秋︒評臼︒筆力遁勤談致亦佳︒

○○○○○○○○○○０○○○○○○００○○○○○

○○○

謡︵平謹︶也一奇︒評臼︒著筆平淡︒気格清逸︒可調︒

○

春暇東窓微白時︒府鴬穿在玉梅枝９除塞未減猫傭起︒側枕幽

＠清明石崖林庸之助︵千葉︶

︑︑︑︑︑池︑℃迫℃厄︑ＥＥＯ○○○０○○○○Ｏ

○○○Ｏ
畑又清明︒評日︒筆椎平穏︒意極幽雅︒

東風付巷柳蒜軽︒黄烏噌階樹裏鴫︒九十詔光鉛不識︒百花絢
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︑謝塾生見贈肖像蓋如雲慶野庄作︵茨城︶

曾州家塾養諸生︒五十除人共働粘︒賄我丹青一肖像︒壁間正

℃地︑︑池ｂ︑︑Ⅲ述迅ｍも︑○○○○○００００Ｏ

︑詠撰花燈山箕輪直︹茨城︶

○ＯＯＯ
兄報恩傭︒評日︒股勤之情︒使人不能禁︒

咽︑Ⅱ︑池Ｅ︑︑︑も心℃ⅥＥ○○○○○○○○○○
○○○Ｏ
古武斯花︒評日︒目舷自然︒清瀬可訓︒

漉如白雲濃如鯉︒不問川蹴典水派︒諦寿艶賜三川景︒扶桑自

＠閑居漫吟長烏亭平︵埼玉︶

造船汚職世拷驚︒教翠猫還事不平︒戦後剛情何所見︒前途漢

℃恥︑︑︑Ｅ℃︑℃℃砥Ｅも︑○○○○○○○００○
○○○Ｏ
洩陪実生︒評日︒浩嘆之至︒一結風人之旨︒

︑偶感凌石三好寛

雅此乾坤︒

狂乎賊乎︒

＠拝後塵瓢乎道人

欲下逐二前車一舜二上後塵↓惟謀彫利レ己不レ愛民ｐ政垣縦有二額唐

△△△△．△△△△△△△△△公△△△△△△

甚辛残黛猶看骨鯉人︒

△△△△△△△△

＠奈蒼生
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

年暴深奈二蒼生記

弘道歌園

割田斧二選

官公労組気岬蝶︒給典謀し増事二闘争雪通貨猶無二安定災︒年
△△△△△△

秀逸

○田螺松江市平井常清

︑︑︑︑

春来ぬと霞はたてど田螺とる人影まし春の水田は

︵やや型にはまれども︑スッキリと蕊ふ︑人影寒しに作者の直糎
あり︺

○秋田市撰田洋子

おくれ毛にそれと一筋白きもの見出でてさびし母を見つむる

︹或る日ふと母の髪に兄出てた白毛︑母を見つむる娘の感には深
営ものあらん︶

○雛東京都中村徐風

○埼玉螺石川奈美子

︵古雛を飾る子なき老妻に過ぎし日の偲ばれてあはれ︶

獣交と繕ひ飾る古雛を祭る家妻子なく老いたり
佳作

〆 『 ､ 庁 、

山河板蕩鄭捧喧︒撲撲風塵白日昏︒一掬誰牌東海水︒浦然洗

︑撰花詞
撰花寓架鮒時新︒蒙蕊紅雲遠近句︒異域何年移得好︒青皇雁
黄日東春︒

＠寸繊漫言

＠記事五首節録姉川老漁

経済保全非二保全や造船汚職共呑レ船︒魁魅旭趣充二朝野や未

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
△△△△△△

し識恢恢網在天︒

秤舟魚典二食人魔毛貧虐跳梁害毒多︒曾是東方対子図︒悲酸

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
△△△△△
今看獄婆婆︒

燕し世害し人傷二園雑記奇剛怪見醜無し派︒須レ要快刀乱麻断︒

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

存舟魚典二掠財魁毛評日︒疑獄績出︒物議騒然︒猫有妄行不雌者︒

△△△△△△△

Lと)ｲノ

司

ぬぎすてし綿の小袖もとひしかり今朝は俄に雪の荒れつつ

○花によせて千葉蝶粂坂秀嶺

喚く花のみな美しく競へども賞となるものは稀に見る世か

○富山蝶片口江東

貨幣償値念愛の世に老我れの桁逢ひしては嘘はれにける

○千葉螺菅谷義太郎

乞から

○自衛の心を割田斧二

へるなり

を

大橋越央子選

倒れむとしては手に足に支へなむたがとの能力こばみ得べき

弘道俳壇
秀逸雑詠

徐芝白越

車には弱き老妻十日齢の族にも慣れてひそかに嬉し
鈴木東翠大人に贈る

雪どけのしづく静に明けにけり
塞凪の海のばてなる能登見えず

風潤水路子

○文豪蘇峰先生の雅印を彫刻せる友人

千葉螺鵜野秀春

古本をつみし机や冬龍
佳作

萎踏めば地の冷腔を這ひ上り
早春の崖土とろりとろり落つ

埼玉白

埼玉尼子
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文豪の押手きざみし我友のほまれは村のぼまれなりけり

○禰島螺演名博綱

飼うすべも知らねばあばれ迷ひ入る鴬の児を愛しみ放てり

○百姓埼玉蝶小名木狂辰

猿曳の背名の小猿や木枯す

冬龍粟粥すする山家かな

百姓はさせじすまじと嫁ぎたる妻が陣頭に変の手入れす

○茎宇都宮市菅谷徳雁

湖に散りしく紅葉氷りけり

○消防出一初式千葉蝶金杉茂穂

木枯や庭木のかるく折るる言

病む妻のつ回れつくろふ小春かな

朝戸出の庭の芝生におりたちてこころすみれの花を見るかな

○埼玉螺尼子

雪折れし梅の小枝の雷かな
枝為に雷さびしき・庭の晦
一初刷や乗馬の大子中央に

冬川の口に皆向き浮く鴎

中刺1門香尼
村山井川

越

初春の日ざし明るき校庭に器具黙検の藍の勇まし

ふりつもる雲きし抜きて萌えたてる変のみどりの鮮かにして

○折にふれて新潟螺波多良介

さかしらに我が年よむに三十路あまり六つのよはひと立ちか

京 王 玉 山 玉

山

水

路

東埼埼富埼

富

金借りて早春の街身を運ぶ
庭よぎる．人に犬ほえ梅の花
春泥は汚れたつぎの・ヘタル踏む

揃彦より米山かけてかすみけり

昔たてて雪のしづる上小笹原

一初花やけさは素足の冷たけれ

泡沫の消えて結びて春の水
孤児の身になつかしき名の母子草

野地蔵を拝がみて去り母子草

埼玉芝潤

越後良介
千葉丘
埼玉狂

千葉茂

本含軍報

△編輯雪︒二月十九日賓生堂倉航Ｅし︑本官

編輯委員倉を開き︑特に下村副含長も出席さ

△副島氏の芳志︒特別倉員副島民雄氏は此の

れ︑種々協議せり︒

度本含に封し金五百圃也を寄附さる︑御芳怖

を感謝す︒

△石坂財務監督の外遊︒本含財務監督石坂泰

三氏は︑米国︑南米︑英図等を約一ヶ月半の

諜定にて業界腿察のため︑三月九日羽田を出

△秋田支曾芳志︒秋田支含にては本念に封し

溌された︒

△萩原氏の第響︒秋田支愈の萩原易治氏は︑

金壷千間也劉釧寄附ざ劇︒御厚意を感謝す︒

多年業曾に塞力されし功努により︑秋田聯よ

△蕊田くら子氏芳志︒埼玉螺曾員繁田くら子

り文化章を以て表彰さる・光柴のことである

と︑藍綬褒章下賜を記念に︑本官に金壷千園

氏は︑その耀管になる豊岡保育園の新築落成

を寄附さる◎御芳志を感謝す︒
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南
辰

穂

月甫亭子風

農道の開通式や春の風

美

歯を病んで眠れぬ宵や遠蛙

千葉秀嶺
吐禰文奈徐

越央子

玉城玉玉京

春駒の斯く麓の牧場かな
菱踏める空の青さや場雲雀
紅梅や白く流るる千切れ雲
雛段にコヶシ人形も交りけり
どこやらに琴の昔もるる雛の脊
教へ子が脈とり呉れぬ多ぬくし
吾れとわが心ゆるぴて赤立ちぬ
○

立川普済寺

国賓の板碑に春の雪斜め
板碑塔片面濡るる春の雪
○次雛原稿締切五月十日限

l苛茨埼埼束

1

ｉｌＩ

支含章報
激に堪へざるところなり

め熱誠を傾けて霊力せられつつあるは拘に感

昭和五年本含に入含以来君は常誕斯道の露

た︑常日は稀有の風雨にもか上わらず︑熱心

にし種苓懇談に時を移し︑三時牛閉念しまし

れ度き室﹂と上致しました︑それより書食を共

なる各位の参集を得︑又谷本家御家内の厚き

Ｏ窒岡支雪報告

御配腫を感謝致し室す︒

君査性誠賓勤勉弘道精祁に徹し永年工葵家
として辛酸を重ね殊にブナ材家具の改良研究

Ｏ秋田支含報告
支含第百八十三回例曾を一月三十日午後二

から飴めましたが︑翠軒翁は﹃この仕事は繁

だけですｏ﹄と答へます︒保育園は大正十五年

すのよ・で︑﹃宗教はございません︒弘通官員

くし︑よく︑人から﹃宗教は？﹄と訓かれま

を参柵し六時十分散含した︒園長日く﹃わた

忘れた︒五時︑園長の案内にて隅なく新園舎

せることとて︑話題に花が咲き︑時の移るを

事︶参集せり︒饗餐あり︒常曾も八ヶ月休含

井副支酋長︑西津評議員︑割田主事︑北田幹

園と特別に開係の深い五氏︵繁田支含長︑抜

保育剛に︑園長繁田くら子先生の招待を受け

三月七日︑午前十一時︑新築落成した豊岡

に於て途に木工葵界の模範となり其の功紙頴

武なる栽第三回秋田市文化章受賞の楽審を

時より︑市内寺町瀞弘寺に開く︑本年は︑支

椎はるこれ鐙に君が光策たるのみならず亦本

著なり

往を職みて︑語ること頗る多くして談容易に

含秤興後恰も二十有五年に相常するので︑既
霊きず︑殊に祁興の恩人として故繁田武平翁

曾の名答と謂ふ寺へし

日本弘逝念秋田支含園

昭和二十九年一月三十一日

て君が業績を表彰す

鼓に本含の決議に依り卯か記念品を贈呈し

の徳を偲ぷこと切なるものがあった︒次で曾
ろ極めて多いものがあるので︑同君の功続を

員萩原易治君が支曾のために壷力されたとこ
謝し︑左の如く記念品を呈して表彰するとこ
ろがあった︒

昭和二十九年三月七日︑森山地塵評議員谷

○千葵厩東部支曾報告

慶次氏が旅行中で彼席されたことは残念であ

この日折悪しくも恩人である繁田翁の令息
ったが︑妹尾支愈長を初め︑三浦畑四郎︑寺

た︑折り悪しく此の日は風雨烈しく︑寒さも
一と入でありましたが︑高木支含長︑鈴木副

本嘉三君宅に於て支含役員念を開催致しまし

佐藤度太郎︑蝿谷玄心︑西田近太郎︑矢田溌

支酋長︑岩田監事︑野卒理事︑五十嵐理事︑

田築吉︑平津四子男︑船木悌一郎︑吉村武︑

弘︑萩原易治︑裡田洋子︑東山藤悦︑高田富

菅谷︑大塚︑吉川︑渡逢︑谷本の各評議員の

恩ひました︒皆さんには︑それまで︑陰に陽

﹃和﹄の精祁で来たのが善かったのだと恩ひ

りました︒わたくし︑今日まで︑一貫して︑

からも歓迎されるものとならう﹄と云ってを

該の諸君出席盛含であった︒此の日妹尾支含

参集あり︑本年度の春季縄含並に講演含の件

の事業を能く理念してくれましてね︒嬉しく

ます︒農園︹席三郎氏︶も︑晩年︑非常にこ

田一門の事業中︑跨来︑最も意義あり︑征含

長は︑萩原氏表彰の心を左の如く詠まれた︒

ことあるも五月二日の日曜を深定日とし︑場

を協議し︑期日は本部の都合により鎚改する
とあらはれにける

所は醤森山小畢校︑講師は本部にて配慮せら

○咲きみちて花の萩原うつくしく主のまこ
表彰状
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｜

に︑たいへん︑お仙話になりましたが弾これ

つた︒そして︑毎冊︑取水との出入りに忙し

斯様な︑雰悶誠の中に術時︑三十歳位に

しのばせるのであった︒

お見受けしたお久良さんは︑獅り息子の善一

小畢校卒業の時︑一度︑上京されて︑東京見

して下さったが︑沈に誠意にみちた剃切な酪

かった私迷に封して︑﹁お久良さん﹂が炊事を

伽ほ︑次ぎの御王拙は︑三十年前の︑卿坐

物を御案内した事があったが︑支那躯鍵にな

対を︑誠に厩笈に薫育されてゐた︒善一君は

川家は︑前にも述べた様に︑大家族制的で

庇な︑そして素朴な御八桁と見うけられた︒

からも︑よろしく︒﹂と・

先雄を偲ぶにふさはしいと恩ふ︒

本家の隣は地所部と稲する弟対の家︑その次

って︑召集されて術生兵となり︑私の千駄ケ

ｌｏｌｏｌ
﹃繁川くら子さん﹄山本能布子

が醤油店といって緬甲武印の祷油を生産する

く作られて︑いつも︑特腿に洗ひ流されてゐ

りで並んでゐた︒東京育ちの私には︑この町

久玲で︑手紙詮差上げたところ︑その返事に

恩はい御無沙汰をしたらしい︒昨年の赤頃︑

その頃︑私は︑ｎ分の生涌の漣榔に辿はれ

出て八十名位の幼兇がお世話になってゐた︒

秀保育剛として表彰され︑政府から袖助金も

かなり前からであり︑その頃は︑もはや︑優

久良子女史が︑保育別をはじめられたのは

しい令夫人と赤ちゃんに初めてお含ひした︒

善一詩は外地へ出征し︑未蹄遼者で︑若く美

私は久脅で︑繁田家を訪問したが︑その時︑

たと訪ねて束られた︒絡職後︑まもない頃︑

家で︑やはり︑弟君の住居であった︒そして
その後に豚小臓があって︑豚がかなり飼って

文化の日に︑本年庇の礁綬扱章受賞者︹賦

あったが︑飼料は主として℃将油粕なので︑

谷の家の︑すぐ︑そばの︑修養剛内に勤務し

田久良子氏の文字を見出した私は︑恩はず︑

臭鋪が少なく

命事業開係︺の中に︑埼玉隅豊岡保育園握繁
ニコニコしてしまった︒この方こそ︑この栄
豊岡町の繁田家は︑大正時代までは︑大家

た︒その咽の外に︑私共の秤併した久良子女

﹃一ンクリートの床は傾斜が弧

辱に償する方だと思ったからである︒

族形式を保ってゐた︒明淵帝の地方行幸の折

史の別宅があった︒池りには﹁桝油店﹂のお

の溌災の時︑私共の本家は︑店︑砿︑住宅︑

の印象が︑くっきりと刻まれて︑今日でも︑

店や︑やはり︑一家の繁田茶店が︑立派な作

支店もともに焼失し︑既に分家して牛込に住

︑に見るやうである︒術主は豊岡町長を勤め

兄弟の家が一樵へのうちに並んでゐた︒大正︑

御休所になった書院のある本家を中心に︑御

んでゐた私の父母の家に全員避難して来た︒

られ︑この豊岡町が模範町村で度々表彰され

入川川の川向うの町に行かなくては︑遊び場

が只一人の︑しかも︑幼い時から︑父対が亡く

んを残されたのが︑まだしものことであった

た︒その頃は︑町には﹁お茶雄﹂がなくて︑

がなかったぎうである︒術主をはじめ︑一族

て︑我が手一つで育てられた諜一譜の戦死に

を避けて︑九〃の六Ｎから︑この繁岡家に︑

一昨︑祢筏させていただいたのであるが︑毛

郎黛︑凱迩に錐し︑震災面後で︑騒がしかっ

︵三十二画へつ堂く︶

常時︑娘であった私は︑何かと騒がしい市中

の時︑繁田家では︑常主の末弟で銀行家だっ

た町を︑入川川にか上った町の入Ⅱの橘際で

た︑ほんとうに巾︲しわけがなかった︒お孫さ

た方の未亡人で︑以一人のわすれがたみの八

識伐交群にかためた時は︑一寸︑昔の豪族を

は︑擢邸に水︑韮二氏の職死が報ぜられて来

﹁お久典ざん﹂の御家を私共に提仰して下さ

歳の神一刑と︑つつましく︑過して勝られた
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会同牛ロ

△祭蕊

一︑場所東京都千代川砿西紳川二ノー︑
日本弘道曾館

行司ノドコ諏孤″剖Ｉ卜﹂

︑言﹄・典一筆帳と凸二１Ｊノ

一︑日峠昭和二十九年凹川二十九日

日本弘道含第五十二同定期総含

1

祇剛法人川本弘道命

右の如く開催致しますので︑曾負各位の振
って御来曾をお待ち致します︒
昭和二十九年四月

△細愈記念懇親念︵午後五時半︶
ｆ代田唾牛赦門東傑曾館含費威百岡

︹文京旺駒込林町養源寺︶

△油翁先生墓参︵午後三時半︺

ＭＳＡについて外務省僚約局長下山武三

△記念識波含︹午後一時半︶

△推食︵緋倣を呈す︶
△記念搬影︵午後一昨︶

口昭和二十八年度決算報缶
口昭和二十九年産溌算報苛
口昭和二十八年度事業報告

△定期縄愈

︵午前十昨半︺
︵曾長祝辞・記念品贈脈手悪尚者代表棒群︶

ロ木曾役員並に功努者蒜昌脱賀式

△毒昌呪焚式

︹曾長祭文・支獅長祭丈・曾長・迩族・禽負代
表韮州奉糞︺

︹午前十時︶

Ｕ木曾故正刑愈長並に物故禽負年祭

●

○編輯後記
○愈更楼の咲き盛る待望の四月を迎へること
となりまして︑私たちの心持も何となく躍動
ります︒本愈は此の好期に︑別巧︑含告の︾︲う

して来ること詮擬え室す︒正に活動の期であ
に︑火災の惟鮒四月二十九日︑姉五十二口の
定期総称を附き︑昭和二十九年度の活動を心
振って御出席頂きたくお待ち致します︒

新たに期すこととなりました︒宙員各位には
○本念昭和二十九年庇初の陽春洗として︑塀
方面竿冷︑各先生方の御芳志を頂いて︑雛り

Ⅲと致しました︑迩徳方面︑総済方而︑丈蕊
押山に錦淀飾り得たことは︑油に靴打いこと
であります︒

○弘通の緬桝も︑あれこれと恩ひながら︑充
分なことも出来まぜんが︑本年度は更に新ら
しい砿問の先生をもお願ひして︑その御指導
の下に︑一屑・門容の刷新を期する溌定であり
ます︒

ｌ︲ｌ

弘道責慣一冊金参拾回也

弘道曾入含手紙

一ケ年曾費金百威拾同を操込み入念の手紙

をとること︒曾員には雑誌弘道詮無料配布

側封入の方に鑑付す︒

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

○本誌腐告の件については︑

１１

本含編桝部へ御相談を乞ふ︒

昭和二十九年四月一日蕊行

割田斧二

東京都千代川腿西神田二ノー

東京都千代田随紳田紳保町三ノ十

義行兼
綿輯人

印刷人春山治部左億門

東京都千代田麗紳田神保町三ノ十

印刷所︵東京豊ｅ共立杜印刷所

東京都千代田湛西紳田ニノ一

癖諏廻日本弘道倉

電話九段九将

○世は汚職疑獄の唯で︑赤の杭か蓮秤する仏
だしいものがあり虞す︒伽はさて祇達︑脚此

振替口座東京皇宅番
日本出版協曾含員番狼Ｂ一西兄

１１

の迩我の劫揚が捕惑されや私たちの使命は愈
︑︑並大さを加へるばかりであります︒

