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により其の行馬は不人情と凍

西哲の言に︑法律の書は積ん
で川を偽すむ︑其の中に一個の
愛の字を見ずと︒故に人間若し
卑ら法律のみを以て身を庭し︑
人に接するときは︑此の耐含ば
刻薄惨脈の世界となるべし︑是

法律と神

一八

り︑刻薄と江６︑法徹の禁ぜざ
るところは︑何事を行人も可衣
ｊとし︑甚だしきば法律の文を

弄して姦曲を行人者も亦少な

からず︑夫法律は︑人の悪に入
ると防ぐの具にして︑人に毒を
教ふるの道に非ずｏ即ち僅かに

悪人たることを見るｋのみに

︵泊翁先生訓︶

て︑賢人君子の地位に進むこと
は断じて望むべからざる衣︐︒

目次

○油翁先生訓

口巻頭言

○明治功臣の箕刺味深作安丈

×机の鯉×

○園民教育の危機相津郷

△小選畢随制と逝誰の仰辿
下村海南

△先人の足あと藤原楚水

△寸感鋒高田直治

○民主思想の現段階川村縦胴
○食生析の改善？︲︶川川隊

×本命第五十二回
定期納称の記×

△文苑

・ｌＩＩＬＪ少︑〃ハリ．

○主食といふととⅡ肌才典

○本倉・支含苑報・愈皆

日

弘道

１１トー

曾本

五
[
】

読 月

一

今Ｈの世祁は︑如何にも寒心すべを一＃一とが多い︒それは卿り何の

になすって︑各川は開せず顔である︑これも御尤のところはあるが
果してこれでよいのであらうか︒恩ふに我々は︑今日のこの荒賎し

︑︑︑︑︑

ろが変に大きいやうに恩ふ︒
このやうに数へれば際限はない︒枇諭すれば全部が悪性の流布荊
忠者であるとも言へるだらう︒そしてこれは或程度誰も認める所だ
が︑慨はこれを簡単に政治が悪いからだ︑貧乏だからだと︑罪を人

今日瓜併の乱れが荘しいが︑その韮くところは︑これらに負ふとこ

ないで︑情慾を誘って︑ただ自分の利益をといつた風ではないか︒

瓜である︑その他出版界や映飛界などを見たって︑倫那などは考へ

る︒叉思想界だって︑その時々の御都合主義で︑よい子になるお利
口者ばかりで︑幽家閣民の指針となることなどは考へないといった

︑︑︑

厳に入る悪の助長もし兼ねないやうなダーフシない数育ぶりも見られ

︑︑︑

心詮充す蹄嘉に教職を利川したり︑巾畢︑商等畢校の生徒等荊色遊

繁昌させ︑内勤車を賀ひ込むことが熱心で︑成絞が上がらないと︑
︑︑︑︑
政論方面と汚い鮎びっきでノホホンを秘める︑仰界も汚雅が多過ぎ
るし︑教育方面と来ると︑剛家百年の基礎としての敷育といふより
は利慾のために努伽組合以上の非常識な騒ぎをしたり︑脚己の名器

例へば羅済方面を見ても︑生康を上げるといふよりは︑︲料理屋を

果してみな立派であるかどうか︒

沈際のところ︑彼等を責める図民の︑それ１ぐ︑の職務閥係方面は︑

てこれは等しく幽民を公債させた︑全く肘つたことである︒しかし

から︑政治の方の汚職・疑獄とかいふのが唯々しく幾場した︒．そし

まくられて了ってゐるといふ有様である︒佃々街の金融機闘の悪事

方而が舞いとか悪いとか言ったことではなく︑悪い風に一切が吹き

室ｐ

︽：﹄○白山と腫含悪

︐協脚咽．

ｆ申

ないであらう︒︵知己雌︶

服始人的本能の卿山は︑全く無制限であるが︑修養によって作る
人と人との開係の逆の︑︑山は︑本能の向曲をあれやこれやと制限し
て至り得る胤由であるから︑野放しの中に居てば決して欲するとこ
ろ則を犯さない月・由には成れない︒こ上に考へ及ばず︑本能的向山
を班ふ心を改めない限り︑今日の枇命悪は︑遂に改葬されることは

からである︒

といふ共通の世を見出して︑脈含生活︽協同生活をうまくやって行
くためである︒そしてこの域に至っての自由とは︑もはや本能的の
自由ではなく︑いはゆる己の欲するところ︑川を越えずの逆といづた
向山で︑脚他相犯さぬ近に述はい行ひを身につけてのＨ山である︒
ところが︑今日の人々は︑やたらに向山を欲する︑その言ふとこ
ろの向山は︑本能的︑原始的脚山であって︑決して逆を守る修養に
よって得る心の自由ではない︒そこで本能の赴くま入に色を過ひ︑
飲食を欲して︑遊びたい︑蒲たい︑費ひたいふそれがためには︽．恰
も脚然のものを聯ふやうに︑人から物をとり︑金を奪ひ︑人を殺し︑
︒■■９㎡伊 少
人を犯し．たりする︒それでゐていささかでも制限するやうなことを
すれば︑胤由を失ふやうに老へる︑これは自由を本能的向由と思ふ

制限が加はるのは常然である︑その制限は︑我もよし︑・他人もよし︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑

元来自由といふ考へは︑勿論本能に根ざすものであって︑原始人
的の考へである︒この天地を我がものとｎ曲に馳け廻って︑まだ虞
の祉命といふ恥のを作らず︑文化も打たず︑人と人との開係が乏し
くて︑自然を相手に生活するとき︑そこには本能のま上のいはゆる
間曲な行動︑自由な生活といふものが許される︑ところが段々世が
進歩して来て︑封人間と人間の開係が蕊くなることによって︑これ
までの本能による自由では︑段冬と差障りが出来て︑本能の自由に

た圃民の生活ぷりは︑全般に瓶ずるちのであるから︑一般に共通す
る根本的なものに︑その大きな原側詮求めればならないと考へる︑
それは飛に幽民の﹁肖由﹂に封する考へ方の認識であらうと思ふ︒

￨

明治功臣の員剣味
Ｉ

深作安文

筆者の一高在皐頃︵明治仲六年ｌ同汁九年︶には︑畢生に︑今

た︒これは氏が明治十八年七月︑暑中休暇を利用して魁下総・

常陸二国を旅行せられた時の紀行文である︒

氏は十七日斌下細の小御門祁祇に詣でて埴﹁これやこの昔

の人の草枕尋ねぬ虫を聞し其あと﹂と詠ぜられた︒これは氏

が吉野朝時代の飢離の世にあって通東国の果ての下総で幽囚

の身となり通今は同牡の祭紳である南朝の忠臣通藤原師賢に

の中には抵時の文相猫井上毅氏を以てひそかに理想的人物と

天下心画家を論じたものである︒篇に︑文科や法科の志望者

左迄︑雀しくなく︑従って迩彼等が二魁三人寄れば︑よく︑

烈士の霊を員心を傾けて慰め魁また︑一には地方の政治を丹

とする賛深な気分などは露ほどもなく心一には古への忠臣心

ふに心氏の族行には︑世の常の有閑者流の︑己が行楽を主眼

を蔦取って慾内務大臣山嬬有朋氏に送られたことである︒恩

れの注意を引くことは︑氏が片田舎の村禽の議案を得︑これ

深い同怖を寄せられた除りのすさびである︒ここで︑われわ

して通とれを渇仰した者もあった︒氏は単は和漢洋を粂胞︑

日職見るやうなアルや︿イトの心造ひもなく︑就職難のそれも

特に政治︑法制︑経湾等の面に於て︑夙に一家の見を有し︑

政治的血液の交流を附かれたのである︒

念に硯察して︑地方政治機雛と中央政府との間に︑脈為たる

十九日心氏は佐服に緯取魚彦の鮮孫節軒を訪ひ通中園仰来

営時の有識層の一部からは︑明治日本の叔孫通を以て目せら
氏は伊東巳代治睡金子堅太郎︑末松誰澄等の逸才と共に︑

れた︒

坐って作った地岡の資料に嘆謹を放ち心稗じて心清宮秀堅の

の名識に少からね眼禰を喜び魁更に伊能忠敬の前後十八年か

孫卓爾の許で蔵書目録を見︑延喜二年の阿波国板野郡上郷の

営代政界の第一人者伊藤博文氏の座下にかけ参じて︑いろい
晩年には︑文相として第二次伊藤内閣に列せられた︒氏は或

某に頼んで団書寮に送附させられた︒

戸籍の罵本と︑享保七年の川畑及び人口の調書とをぱ心郡長

ろと書策し通中にも帝固憲法の制定には輝しい文功を立て通
時遮一高覗察に見えられた︒これを迎へた畢生等は心その長

諸家の適本文書の研究と保存とに蓋した功跨を多とせられ

取文書については慰水戸義公を始め芯塙保己一︑色川三中等

香取祁牡で︑〃氏は賓器︑古鏡心古盾等を見︑更に高名な香

身にして蒼顔見るからに心わが文教の細帥たる貫藤を術へて
ゐるやうに印象つけられた︒

×××

筆者は最近︑氏の著はした総常紀行といふを見る機含を得

（1）
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想察することが出来る︒今︑興味ある一節を引川すれば

た︒この鮎で心われノーは氏の日本書誌畢上の造詣のほどを

銭借りてその料足に田所をわたし︑年紀責と名付︑五年又は十年
長きは五十年の後に︑本銭かへして買戻す事︑若し年紀内に買戻す
時は︑本銭二倍にする事︑年紀後に無沙汰する時は︑その田所を長

廿三日︑氏は大洗海岸の海洋美を賞し職砂白く松青きとこ

ろ︑岬頭の奇巌に砕ける怒涛を見て︑﹁打みだれ岩こす浪の

あらぶればつはもの共のよするかと見ゆ﹂と詠じられた︒こ

れは氏が無心の自然現象に接して︑端なくも外敵の襲来を連

の表参道には三島中洲翁の詩碑が立ってゐる︒題は﹁磯演

平でないことを同胞国民に警告する意岡が汲取られる︒同赴

想したものであって︑眼前に展開する太平洋の必らずしも太

登二望洋撰一﹂といってＤ﹁夜登百尺海鱈撰︒極目何挫是米洲︒

く銭主の手作ともし︑叉は外の田所を狸質とする事等のうけひの文
し︒又男を年紀寅りにする事の護文あり︒ふたいの女のぬすまれた

数通あり︒中昔の貸借のさま知られたり︒民法の始めとも云つく

慨然忽溌遠征志︒月白東洋寓秋︒﹂と刻んである︒これは氏の

らうか︒

山げしき︑繁合ふ夏木立の間に︑苔むした庭︑杉の柱︑茅の

廿五日︑氏は義公の隠栖地心太田の西山を訪うて︑閑静な

××．×

られたのは︑その胸中に職する経倫の片鱗と見てはどうであ

るＣ氏が新しい覗野に立って︑植林の角度から大王をながめ

やうに松林をとしらへるのは︑良政の一であるといばれてゐ

草が生ひて︑地質を改良するといったと聞きたれば︑今聴か〃

ひ︑それが良材となるまでに生長せすとも職木陰に苔がむし

や︑凋乙のフレデリッキ大王は︑松を砂山にう典れば︑たと

氏は祁祇の境内を出でて︑子の日が原といふ松原にか上る

も想像せられる︒

へれば心かの太平洋戦争は一種の宿命性を有ってゐたやうに

和歌に比べればすっと蔽極的である︒との逢りの事賞から老

るを訴る目安文あり︒中古奴隷の風思ひやるべし︒

×

とある︒〃以て氏の法律上並に経済上の開心の魁いかに旺盛

×

なるかを窺知すべきである︒
×

廿一日︑氏は常陸の一の宮たる鹿島祁宮に行き︑古文書︑

騨鈴等を桧せられた︒氏は古文書中の田賦に開する文献は︑
との面の好個の研究資料であるとなし︑これが謄罵を禰宜某
に頼み耐叉︑平田篤胤の引用した祁文の有無をた資された︒
た賞︑洋為たる坂東太郎を間に挟んで︑香取︑鹿島胴大牡の
除程︑古くから雌存して今日に及んでゐる事賞が︑陪獄の内
に心わが天孫民族が東方経略に封して漣熱意を燃やし職努力
を惜まなかつたことを示唆するにもか上はらず︑氏は一言も
これに柵れられなかったのは︑果していかなる理由であらう
か︒われノーは氏に向って通いはゆろ歴史家の三長を期待し
ても︑左迄︑不合理のことでないと思惟する︒

（2）

雲にとざして﹂と口ずさまれた︒氏が英明な藩主であり︑清

その生母の冥禰を斬って脳久昌寺といふを建てたことを塞げ

公が沸教を忌んだ馬ではないとなし︑その誰擦として︑公が

して怪しまぬものがあるのであるが通氏はこれを以て︑弧ち

れを以て通公の排悌主義の決行となし心今なほこの見方を篇

逸な哲人であった水戸黄門の山舵を親しく一音づれて︑勿論︑

られてゐる︒賞際︑公の取られた虚澄は職破戒僧の懲戒であ

軒の庵を見出して適﹁これやとの浮世の外の住所柴の庵りは

きつ資けてゐる一草一木の通曾ては巨人の慈心の悪みに浴し

り︑非述の抑主の淘汰である︒別に言へば︑淫祁邪教の排除

新陳の代謝は行はれたにしても︑今︑なほ古への名残りに生
た日のあったことを想うては脳一雁のインスピレーションを

であり通水戸藩教界の浄化である︒見よ︒公は由緒正しき寺

った開城祉を訪ひ︑具にその糖忠をた氏へ︑更にその不朽の

親房の北朝軍と戦った小田城祉を弔ひ︑翌舟日には親房の擦

廿九日通氏は膝灘に膝脈藤房の遺髪碑に詣で︑小川に北畠

××︑×︲

一流の宗気を昂揚せられたことを︒

院には名僧知識を配して︑領民に向って魂の糧を典へさせ︑

さへ受えて︑追念の涙にむせばれたのは適自からのことであ
みｂ涙ノ Ｏ

との日︑氏は旅館で︑太田あたりの諸物慨を球ねて︑一為
書留めてゐられる︒その中に︑白米は一回に一斗三升︑宿泊
料は上等十五銭︑中等十二銭鼠日雇賃銀は男子七銭位︑女子
五銭位とある︒とＬにも︑氏の徴時の経済事情に開する敏細
な祁経の働きが看取せられる︒結局︑氏の族行の員刺味であ

荒れにけり不愛ぬ色を松に袋して﹂と詠じられた︒その側脅

名著︑祁皇正統記の述作を稲揚し︑﹁仇まもる開のたちやは

廿六日通氏は水戸で修史館細修官東野安継先生に出曾はれ

ウ︵︾Ｏ

た︒そこで雨大家には脳午前は彰考館書目︑潜龍開書川︑松

菱に耽り︑或は日本国隙に閲する史書を著はし︑蓋は戎衣に

である︒税房は夜は孤維の下に℃或は南朝の将来について深・

れた︒夜分には︑千波湖畔の一高楼にくつろひて︑義烈二公

身を間めて遊討賊の一念に燃え立ち︑以てひたむきに魁祁固

としで人に辿る員怖の流露は︑読者の胸を衝かねばやまぬの

の月日底更なり︑水戸燕に開するさま人〜のテーマについて

の図磯を護持したのであって︑その蕊乎たる精祁は︑義公を

屋賊書目録等を閲し︑午後は相携へて階楽園の風光をめでら

語らひ︑漸く膚の冷ゆるを感じて︑挟を別たれたのである︒

して水戸藩の大業たる大日本史の編修を企てさせたのであ

さて︑本書は忠臣︑藤原師賢への追憶を以て筆を起し︑同

る︒

翌廿七日︑氏は水戸藩の宗教政策賞施中︑妻期的事賃の一に
ついて︑安営な断定を絃してゐられる︒それは寛文六年魁義
公が領内の不適格な寺枇を段たれたことである︒世間ではと

（3）

､

摘くのである︒さりながらＥ若し讃者が心して本書の要所狩

じく忠臣心北畠親房の適文に武に忠道精進の潅讃を以て筆を

が︑その世に出づることが早かった︒た図中園の哲理は殖例

である︒かの園で︑程朱以下の人々は大奉睡腐儒であって心

わが園でとの鮎に看眼したのは湛本居宣長遥古賀佃庵の二人

へぱ砥皐庸二害の如き︑孟子の或る候章の如き魁いづれも不

舟中大皐を識するの徒である︒王陽明は気力旺盛であった

滅の確説である︒余はとの宇内の賓鼎の室しく汚泥の中に浸

為に同をそ典ぐならば︑氏もまた忠臣の班に列し得ることを
遥に明治天皇御西巡の御辛努を奉察して通﹁大御袖あまるめ

するを惜むものである︑云令氏はとのやうな畢問と識見と

知るであらう︒氏は特に七月廿六日通水戸の旅館にあって︑

れる︒すなはち迩租国を愛し心君主を尊とみ︑己が使命を認

を以て酒特にわが国の政治と経済とを見詰めつ上︑専ら直賞

ぐみの下露に青人草はおひしげるらし﹂と深き感激をのべら
め︑どこノーまでもこれを果たし抜く鮎に於いて通とれ等三

らう︒氏の取られた態度には通多分に現在性がにじんでゐ

渇仰の標的となすものＬあったのは︑間よりそのところであ

一路を直進せられたのである︒営年の一高皐徒の内に︑氏を

氏はこの度︑細常二園の祁壮に詣で池名所を尋ね︑古人の

る︒︵二九︑二︑二八︶︹特別曾員・丈皐博士︶

いはゆる東国巡りにならふととの出来たのは︑これ皆公の賜

であると断じられた︒そのはっきりした日本吏道の理念を先

︵八頁よりつ置く︶
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賢は︑宛も符節を合はせるが如きものがある︒

ＩＪＩ

﹁つかさある身﹂である以上︑決してノー﹁白川の開のあな

源が存すると思うからである︒︵完︶︵特別含員︶

惟うに︑教組が丹頂鶴のように見えるようになったのも︑
パンーーの大量生産も︑造船汚職も︑官吏︑議員等の逮捕騒
ぎも︑その根源は皆一つ︑即ち経戦直後に於ける飛び離れた
占領政治や心大地に足のつかない法律や制度の改腰等が︑吐
含紀綱の弛展魁国民の自暴自棄的傾向に拍手をかけた結果で
あることは芯火を見るよりも明かである︒
さればこれを矯正するには︑須らく経戦直後に遡って︑諸
制度諸法令の改雁のやり直し︑出直しをなすことが︑先決問
題だ︒憲法にせよ殖民法にせよ心その他教育制度にせよ︑聯
合軍司令部の権力の下に︑否雁なしに改展させられた諸般の
法令及び制度は心組て再検討をなした上噂正にわが国民生
活に立脚した貝に進歩的民主的なものに作りかへることが︑
現下の念務だと信ずる︒そこに魁今日の細てのわが煩いの根

きたて上︑公職にあるもの人光築と責任とを重んじ︑荷くも

の自昂の極めて明断であることを立護するものと見ぬぱなら

た﹂を見じと固い心構のほどを示されたのは掴﹁図家公務員﹂

ぬ︒果して然らば心氏の如きは︑これを明治時代の典型的国
家公務員といふくく︑従って本書は︑文畢的滋味に富む旅行
日記であると同時に芯また︑日本図家公務員たるものＬ︑一
種の奥義書に値ひするものと見得るであらう︒
如上の氏の不動の信念の録ハック・ボーンたるものは蕊その

皐問と識見とである︒今瞳とれを明にする篇に述氏の中園翠
問槻を一見するとと上する︒白く︑中園の弊は文弱であって︑

｛

図民教育の危機と知らずや

首から下の大きな僻の全部が︑貝白だという意味なのであら
高ノＯ

故に偶為幹部の委員に選ばれた少数の赤い委員等が︑他か

に開知して居るだけのもので︑その外の大多数の教員たちの

た虚で︑不問に附して差支ないものかも知れぬが瞳しかし今

此の法案には反封のようであるが︑それにも拘らず池文部樹

なぜなれば之は大達文相濁りの意見ではない鼠政府も典黛

、

興り知らぬ事であるが故に弧少し位尖鋭化した思想を宣仰し

回のことは︑そんな簡軍な問題ではない︒

例えば︑その中の或者は︑ソ聯の手先きかと恩はる里よう

に政治削僻化するに到り︑教育基本法の要求する政治的中性

局は弧引に押切って行く方針で︑既に衆議院は可決脳綻いて

る︒これは勿論ある極めて少数の地方教組のなす業で︑過日

も悉く同諭で魁改進窯の一部に魁罰則を刑法罰を以てするに
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此際諸般の制令及び施設の再検討
を要す

︵一︶

と恩はれる教材を確り込んだり︑或はそうした思想の扶柿を

なソ聯主義の濡護︑或者は天皇制の中傷かと恩はれるような

る︒他の一つは心一般兇亜及び青年の間に於て腿妓近将しく

昨今の世怖を凡て居ると︑立固の根本たる聞民教育の危機

感ぜられてきた所の教育上の悪影響並に一般風紀に閲する妓

はれ︑父兄の方から問題を提起されたので︑遂に今回のよう

を失いつ上ある事である︒更に之を突きつめて云うと脳ある

第で心数組の本部は勿論︑教育皐界︑各新附の諭訓なども︑

な政論的中性を確保せんとする教育二法案の提出となった次

少数の委員等のイデオロギーに依って︑中小皐校兇童及青年

の﹃談寅﹄子は心之を評して丹頂鶴の如しと言ったが通その

も及ぶまい︑行政罰でよからうとの修正説がある位のものでも

いｏ

意味は︒察する所心頭の頂鮎は少しばかり赤い庭があって︑

たちを通うして︑行はれようとする庭の過激思想の宜陣であ

参議院も︑今日の虚では︑滞りなく砥通過するものと見てよ

の生命とする所の教授︑教材に州する研究から離れて通次第

これをもつとはっきり言うと心一つは教組の行動が︑彼等

悪の赤信洗である︒

試みんとした事賞が︑各地方の教細の仕事として︑瀕埼と現

をはらんだ問題が埴差し強り二つある︒一つは掴一般中小畢

Jhbb

Ⅱ的とするもの等︑とにかく極小畢生に封しては鮫も不徳街

ﾉ
I
犯

事賞の虚椛をなす者瞳或者は再軍備膜鋤遮排米思想の誘導を

津

校教員の側に於て魁見られる腿の︑極めて不快なる伽向であ

相

杜愈の指導者⑮先兇者たちの不明︑又は甚しい怠慢があると

かる悪気流がうん醸されてきたものか︑そこに日本政府及び

もともと地方の教組に以上のような心誰が見一ｉ一も︑誰にき

あると信ずる者であるＣ

思う︒垂男は此際寧ろその方を心より多く問題にする必要が

原則としては之を認めて居るからである︒

かせても︑甚だ不穏省と認めらる奥行過ぎがあ２Ｌ︑それが

に腿憲法や民法の改正が行はれたが瞳その原案は脳誰も知る

奮物放棄が行はれた︒アメリカの占領政策が始まると同時

経戦後日本には魁全然無方針無目的の下に︑唯現状破壊魁

ｆ︵一一︶

問題になったので︑一般の教員は脳これば唯ではすむまい魁

の頂鮎に赤い鮎があるかというと︑中央にせよ地方にせよ脳

見てゐるのが賞情である︒それならなぜ丹頂鶴のように︑頭

通り︑アメリカ人の作った英文のものを日本文に聯樺したも

幹部はつまらない事をしたものだと︑冷静に批判的にこれを

研究やも教務に没頭して居る者は少ない︒常に侃誇の議論を

ので心︒その改正案は日本国民の生活の上に築かられたもので

教組の役員にでも選出されるような者には蝋まじめに教材の

はない︒彼等の考へで︑日本人も早晩斯くなるべきもの︑此

の逢まで進むべきものと︑勝手に仮定して︑白紙の上に書い

吐いて油総曾で牛耳る論客が多い︑殊に共産かぶれのしたよ

て来て之を抑付けたもので︑費情にそぐわないとと蝦だし
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うな教員などは︑勢ひ幹部にまつり上げられることになる︒
故に︑かりに文部常局が見て︑教組が赤化したと言っても︑

殊に困ったことは︑教育制度の改革である︒明治以来折角

い︒

率見はその蝉に驚いて℃狼狽する必要はない以上述べたよ
うな次第で︑今日の段階では︑さまで必配するには及ばぬと
思う︒しかし今此庭で︑吾だが之を問題にするのは魁此の教

六・三・三・四制と稲する米国の畢制系統が︑すっかりその

ま上の形で︑日本に移された︒而して常時甚しく疲弊したわ

護達してきた所の日本猫特の畢制を悉く御破算にして慰新に

が市町村に向って︑直に九ヶ年制の義務教育を決定即時賞

育二法案提出の是非や腿その内容の如何ではない︒いかなる
の提出を︑必要とすることなどは職思いもよらぬことであっ

施をわが文部省に弧要してきた︒その結果誰の眼にも明かな

事があらうとも心明治大正の頃には愈か上る非教育的な法案
た︒然るに今や政府が猫義務教育に従事する教員に向って︑

教授力の不徹底魁畢童畢力の大抵下を末したのは砿零はれな

それは未だよいとしても︑綾いて米園式の新制大事の氾濫︑

いＯ

特にか其ろ法案の提出を緊急と感ずるのみならず︑吾等も亦

下の教育界の情勢に就ては適いかにも感慨無量禁する能はざ

遺憾ながら之を以て︑止むを得ざる措置と認むるに至った現
るものがあるのである︒言いかえれば︑いつ砿いかにして斯
ノ

I
−

制よりも一段づ上低くＥ且つ粗末で︑新制高等畢校は遥に奮

新制高等畢校の大増設︑新制中畢の大安責︒かくて新制は醤

は魁断じてないからである︒

愛動があらうと︑以上のような教員がⅨとび出すようなこと

時代の我園民のように建畢固的に緊張して居れば瞳どういう

之を要するに何から何まで各賞相伴はす︑法律や制度は︑

且つこれを振起せんとする積極的方策を識すべきではあるま

く魁問題の根源にさかのぼって悩杜稗人心の荒展を防止し心

ば︑唯以上二法案の賃施を以て足れりとせず脳猶更に一段深

さればもし大達文相が蕊員に教組の赤化を防止せんとなら

制の中皐校に及ばずと︑一般から何気なく評償されて居るに

遥に賞生活を追越して︑足が地につかず瞳民法の改正で︑差

いか︒

至っては遮賞に言語同断と云はなければならぬ︒

の生活が綿て市に浮いて居る始末脳とれで人心の安定を期し

常り農家の家庭に大ひびが入らうという︒此の調子で通園家

政府も此鮎に想い到るところがあってか︑即今の風紀素飢

迩営なる法案を作る事となったようであるが聡世界一等園を

案を提出する考えで池さきに寅春封策協議委員若干名を委蝿

防止に閲する封策の一つとして︑今度の議含に︑寅春禁止法

今度の事件で︑大達文相が通いち早く中小畢校教員の政治

以て誇ってきた日本が︑今頃ようやく費淫禁止園の仲間入り

︵一二︶

の中立性を確保せんとするに至ったのは︑文部営局としては．

をしようとするなどと︑随分不見識な話だが通事賞だが致方
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得られたら︑それこそ不思議だ職寧ろ奇蹟だ︒

て潜在する少数の共席蕪を取除くためには心刑法罰を以て取

がない︒

少しも無理はない︑唯政府及自由黛が彼等の間に猫をかぶっ
締る外に道なしと主張するに封しては魁行政罰位でよくはな

︵四︶

そもノ︑我国が︑今猶寅春固であるのは︑いかなる仔細か

いかとも思うのであるが︒それはどうでもよい︒それよりも

るに常時百事一新の際で⑮賀施の成績を問うに健あらず︒愚

果して此の教育二法案の賞施を以て︑政府の諜期の目的が達

圃堂毒に経ってしまったが︑その後明治三十三年に至り︑救

というに︑これには段糞の理由がある︒一初め明治五年であっ

何となれば℃か上る情勢を来したのも︑賞は前にも述べた

たか心太政官布達を以て通立恢に費春禁止令を布告した︒然

ような次第で︑吐愈一般の紀綱が甚しく弛緩魁人心荒慶︑そ

世軍の慶娼運動によって︑州妓の自由腰業が認められ︑寅春

る︒

の止まる所を知らぬ状勢となった篇に︑わが三千年来の国民

行篇は綿て本人の自由意志に依って賦之を行う外は適許され

せられるか︑どうかｃ五男は寧ろその方を疑問とする者であ

思想・精祁が全く地に塗ちた結果であって︑これが明治大正

ノ

のが護令に左つた︒

り便宜の措置として︑次官曾議の決議魁即ち次官通達なるも

たが果さず慰経戦後再び問題となり脳昭和廿一年十一月差営

ざる事となった︒それから婦人嬬風倉の展娼運動などもあっ

然良心がまひしてくる︒而して族の恥はかき捨てと言ったよ

に出遇ったような気持になって︑相営良識ある者と雌も砥自

ばない︒故に彼等は心日本へきて通思いがけなく心性の解放

てをやだ︒彼等は白書風紀を乱すことなどは︑何とも恩はず

うな放縦な︑ダラケた気分になる︒況んや一般の兵士等に於

それによると︑原則としては愁之を全然禁止すべきだが︑

経戦後の枇含混乱の状勢が︑之を全然禁止すべき事を許さ障

それがために︑駐留軍基地の周逢に於ける風紀上の問題は︑

るという︒

小中畢児童生徒に謝する悪影響と共に︑近来頗る深刻になっ

或はパンノ︑を裸鰐にして︑一同で之を見物して喜ぶ者もあ

いなものであった︒とれには昔から公蛸を禁ずれば自然私娼

て来て居るのみならず︑彼等の乱暴狼籍なる振舞は︑性交に

る事情もあるので常分の間之を獣認するという極めてあいま
が深山できる︒常分之を獣認しておいて脳花柳病の亜延を防

して一般民衆の排米感情を刺準するとと少なからず︑延いて

日米国交上の一問題ともなりかねまじき状勢にあるというも

邪魔をした事も事賞である︒

過言にあらず︒しかも我婦人周鰐の代表者が︑厘為之を米軍

止する方が︑公衆衛生上得策だという理屈があって︑それが
それから綾いてマ元帥の畳書による勅令第九続なるものが

の責任者に訴え出でるも︑彼等はこれに耳をかさず︑日本は

出たｃ而してその結果二つの禁止命令が出た︒一つは︑第三
とした金銭の貸借を禁することであった︒そこで︑その結果

者が寅春行篇をなさしめざるとと︒もう一つは︑寅春を係件

テンで受けつけないという︒今同政府が心あわて上費春禁止

はパンノーにあるので︑駐留軍の兵士等にはないと言って︑

法案を提出せんとするに至ったのも︑これが特策の一端とも

寅笑園ではないか魁かりに風紀上の問題が起ってもその資

ること︑但し寅春行篇は︑自分の意志でなければ瞳獣認せざ

として︑ある地域を限り心その中では責春婦の存在を獣認す
る事となった︒それで︑吉原︑洲崎通新宿︑玉の井その他米

見るべきであろう︒

︵五︶以下四頁へ

虚にあることを通政府も閏民も等しく琵悟して居ならぬ︒

人心諭展は心その因って来る所︑頗る遠く︑庚く︑且つ深い

しかし通こんな事は︑そも／︑末の話で心．現下の風紀素飢

軍基地の周逢到る虚に魁特飲街なるものが出来て通其虎には
無数のパンノ︑が通公然出没するようになったのである︒
現在の駐留軍参加園は通英︑米︑カナダ︑濠洲通一三１ジ
ーランド等で︑その本国は何れも厳重なる寅淫禁止国となっ
て居るので︑私娼は居るにしても︑日本の特飲街のような虚
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机の塵一
×

︐︑︑︑︑︑
世の腫相を仰ふくき新聞雑誌が︑質らんためか少々煽動やヤジが
多過ぎて読者を毒するあり１無冠の帝王も鍵じて小商人となる夷！
×

×

平和教育を説く旭丘中畢が赤旗を立て披くて畢校杵理！これでは
平和の定義も百八十度の輔換で︑天動説が地動説となる以上１
向山意志ならぬ兇汰を味方にして︑旭丘中畢の騒ぎ！これこそ兇
蛍の自由を華ふものとの抗議あって然るくし！
×

︑︑︑︑︑

誕質色蹴替脱聴のプラックリメトに載るだけでも︑一耐数千人Ｉ
全図では大鍵な激だらう︑これが野放しの祇命に住む住民の危臓
は！婦女子門を出づるや数餌の敵ありといふところ！
×

×

救国新黛とばかり大きく出たが︑争鮎が何んと吉田タナ上げか否
か！腹は見えたよ︑何れもこれ自己救護！

︑︑︑

二肝蔑同落したてふ新聞記事で︑持余を宣惇して貰った形の荷風
仙人！拾はれて一段落したと思ったら︑今度は借金申込でテンャワ
︑︑︑
ンャの由！・サモシイことだが︑世間には人の懐をネラプ奴がそんな
にも多いこと？
×

︑︑︑︑︑︑︑

︑︑︑︑︑

これは長屋の熊さんとおくツチャンの話ではない！日本吐命蕪のこ

通産がことによったら貰へるかも知れぬの涙ヌキの皮算用で︑昨
日は斬るの殺すの喧嘩で別れた夫婦が︑よりを戻してものお色気！

と１．

×

ー

︲某女審が教壇では男女同力と説くが︑自分の病気では男醤でなく
ては手をふれさせないとかＩ首相外遊の米機利用もこんなところか
・もしれない！

軍術も経済力もない今の日本など何事も応接話をする価値なし︑

×

米に話せばよいと英紙オッシャる︒かつての一等蝋時代の使臣吉山
首相よ！昔を忘れないと青筋たてて識命の馨榊そっくりになります
ぞ！

×

李韓蝋大統領も日本など相手にせず諺と仰せらるＩ日本を恐れた
のは︑日本自身ではなく︑これまでの日本の耶事︑維済の力であっ
た？この現変はどうにもならない︑理屈ではない厳たる現焚：⁝！

×

我が卓球選手英図で美技を溌押すると蝿醗とみに加はる！フェア
プレーを説く御本家も︑理論と漉際はやっぱり別らしい！

×

俳印軍に屈した俳軍！ヨーロッパの世論は︑白人アジア人に何ん
ぞ服し得誉へきといふ！血は水より何んとかやらであるが︑理想とか
文化とかの机上論は依然として机上論︑人の世の通はなほ遥かなり
美！

日本の進歩派・平和派といふのは︑親ソ︑親共の別名１．コール米

縄長の指摘はご尤も︲︾左吐が共産蕪のカクレミノだったり︑世は擬
装時代ｌ

今︽︲水爆次は日本全土に降って居るらしく︑各地での試験が譜明
してゐる？これじゃ日本人を皆殺しにするにや職争はいらぬ！水爆
焚験の三度もすればよい⁝：？

リヨ
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小選翠厘制と道義の再建下村海南

けでも大鍾である︒佐渡ケ島と新潟

か池議員に出す定員を一厘に一人と

て一両である︒奈良全螺で一厘であ

から海上七時冊の掛馬や宣岐を合せ

と佐賀螺を通りぬけ適禰岡嬬の惇多

市と西蒲原郡が一厘である心長崎市

限ると窮屈であるなど上いう反封諭

新憲法により固含の権能はあまり
にも大きくなった︒されば図含議員
がある︒

義が著しく低下している埴園愈まで

定評になっている︒さらに経戦後道

しかも現状では議員の質の低下は

り納税制限により得票は何百票何千

は地方の市では年齢の制限はもとよ

が多い︒かつて小選畢厘制のときに

は制限選畢時代の夢を見ているもの

小選畢厘制の弊害を口にする人に

いう︒之れは一人一厘だと大物と封

小選畢腫では新人が出られないと

である︒

金がか上るなど具は飛んでも無い話

れが却って小選畢匡になると鮭計に

る通山梨螺をあげて一画である︒そ

の質はどこまでも向上されねばなら

疑獄の密雲に閉ぢられている︑議員

くもあり︑又地元に年中コビリつい

立しては勝負にならぬというのらし

ぬ︒

選畢にまで背徳が少くないというの

あり買牧も多額に上りしに不思議が

票で勝敗がきまるから競争も劇烈で

では再建日本は思いもよらない︒

厘制とすべしというのは選畢斐の低

人に参政雛を認めて一躍当倍とな

今日は蒋選となり︑さらに戦後婦

いほど常選の見込があるとは何んと

う事にはならぬ︒新人は選畢歴が炭

大選畢庇だと常選の見込が多いとい

いというようにも聞えるが︑新人は

ているボス連とは太刀打がむづかし

減となるばかりか︑少黛の分立をな

り旭一入営りにしてが一人常りの投

なかった︒

くする政局の安定を確保する︑さら

票数は約十七寓に上っている︒一睡

私たちの選畢法を改正して小選畢

に道義の菰慶を防ぐためである︒

ところが小選峯匡制にすると却っ

然るべき人物が一厘一人のところ

してもうけとれない︒

に二人あると遺憾であるという︑一

枚出してもすぐ四五十寓園は飛んで
しまう︒選畢事務所の数だけでも︑

厘二人のところに三人あるときも同

●三人四人五人となっては一堂菜書一

除計にか上るとか︑買牧などひどく

さらに選畢厘内の通信交通の登用だ

て弊害が多くなるという︒選畢費が
なるとか画新人が出られなくなると

（10）
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I

づれの政策をとる鎧を支持するか否

の人もある心要は各黛に人あり︑い

れの薫にも一流の人もあり二流三流

黛を支持するか否かにあるの百何

へられる事はどうした政策をとる政

なる票数で営落がきまる︒さらに考

じ事である︒いづれの時にもわづか

間へ毒舌をむける職誠に言語同断人

をする職立禽波読倉の席上で公然仲

手はない︑勢い同士打の人身攻げき

争うば可なり融身方同士では政策の

横取る事である︒反掛蕊と政策で和

から身方の札︑典黛の候補者の札を

と反封黛の札をとる事はむづかしい

である︒追いこみとなり危しと見る

弧い者は別段︑二人制を有利とする

も我身本位であるから脳除稚自信の

せすとも︑因も二段蕪も二段一もこ

きちがえて人類など大きな事は念と

た︒今日は民主々義と利己主義とは

とするから小選畢辰は反封といっ

常選できるか否やである︑私は不利

する者は賛成する聴理くつはヌキで

ある議員の白く一人一匠を有利と

では御樹人はよいとして日本を如何

者の多い事はうなづかれる︒がそれ

間の風上にはおけぬ仕儀である︒
一睡一人は是が非でも甲か乙か︑

かにある︒されば英米の如く二大政

一つの瀧に只一人しか公認できな

選畢匝をつくる事になるが蝋とれが

内に地割をする事になる︑つまり小

つ事である︒その結果は一つ選畢匡

硬内に同じ黛派から候袖者が数名立

ところで何よりも大事な事は選畢

あるらしい︒杜含黛であれば心・一厘

氏立候柿できようという兇込の人も

時︑自由と改進が合同し五に一人づ

守合同の空気が濃くなりつ上あるの

議員には多いと附いている︒今や保

が二人制にしたいという藤が現在の

弊がつ賢かない小さくするのはよい

い︒ところが大選畢厘は金がか上る

られる心少くとも現在では不利と見

つになっても一人一厘では不利と兄

ろである︒事賞杜称黛は左右二派一

事は私たちの椎服おく能はざるとこ

心に支持し貸現に力をいたして居る

たが︑今小選選脈制促進称では尤熱

として政椛をとるには一人一厘とな

１１１！

られるｂしかし杜禽黛が絶封多数黛
あるらしい︒

算が多いという打算に出づるものも

厄制は社命蝋には不利であるといっ

吐命蕪の片山哲君はかつて小迩選

一決して理想通りいかぬから河上丈太
郎片川禰鈴木茂三郎の大物が落選し

に保守と革新一人づ典営選しうる公

んせんやである︒

いの結果である︒それよりも憂うべ

けるかに重鮎をよせている︒

の結果は甲乙いづれの窯が勝つか負

蹴封立する虚では通園民あげて選畢

I

た事がある︒しかしそれは目算ちが

一く悲しむべく憤るべきは興黛の候補
一者相五の間に裏切る同士討をする事

〔11〕
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一癖雌軒睦塾軸剛却華嘩込詮塞錘誕嘩
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一嘩岡：⁝皇

越しえない︑除命は知れている︒園
家の命数は無限である︒せめてば百
年の計を樹立し日本再建の道を確立
したいものである︒︵二九︑五︑一二︶
︵特別含員・法畢博士︶

寸感録
高田真治
一古と今

現在も将来も心害しく時の流れの一

いＯ

断面を取っての侭りの名前に過ぎな

新と言ひ奮と謂って愈奮いものを

の人情である︒然し新といひ善とい

嫌って新しいものを好むのが︑一般

ふのも職時間的に言へぱ通同じ物を

立場を異にして観た別の名に過ぎな

い︒奮いと言はるるものも殖その営

時は新らしいものであり︑今新らし

いものも︑時を経れば善くなる︒沓

古も猶ほ今の如く今も猫ほ古の如

して益上その償値を増す物も有る︒

くて役に立たぬものも有ればや善く

新らしくて良い物も有れば︑新らし

しと言ったなら︑いささか誼涛の様
に恩はれるかも知れないが︑時の流
ば︑此の命題も成り立つであらう︒

●れの無窮なことから推して考ふれ

所謂古典とは︑単に古い書物とい

る︒ゞ

くて無債値の物も有る︒徒らに新を
競ひ沓を厭ふのは︑愚かな事であ
り瞳明日は将来であるとして老へら

ふ意味ではなく魁古くして而かも債

昨日は過去であり︑今日は現在であ
れるが︑昨日もその日に在ってば現

無きものは魁長い年代の間に自然に

値の滅びない書物の謂である︒贋値
なれば過去になり︑明日も明日を迎

淘汰されて消滅してしまう︒古くし

在であったのであり魁今日も明日に
ふれば現在になるとすれば脳過去も

一
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一

を放つが故に︑自然に人から愛護さ

て滅びないものは︑常に新らしい光

寓事世界的に考へねばならぬことに

で地球も小さくなった感じであり︑

ては居られず心電信や飛行機の溌達

ら℃彼此相探って参考とすべきであ

は鍵らないものが有ると思はれるか

それは人間性の本質に基いて生ず

ことになり︑故きを温れて新らしき

へぱ職今人の努力は古人に幾倍する

なり魁世界の知識を修める上から言

ては小国と雌も深くこれを恥とし

城下の盟は心支那の春秋時代に於

うつ高ノ○

れて永く存続するものと恩はれる︒

るものが有るからも人類の存綾する

を知る鮎に就ては融覗野の庚汎と洞

︲二城下の盟

が叉人心の琴線に鯛れて弾じ川され

限り心折りに投じ時に雁じて︑それ

心として東西にわたって画を建てて

ゐた徴時の小固であり脳晋楚雨大国

た︒宋園と鄭因とは今の河南省を中

の南北の大勢力の間に挟って圃際開

察の深透とが要求される︒而も民族

故きを温れて新らしきを知る魁

同よりして生ずる東洋的感兇と西洋

係の頗る困難の位世に在った︒北の

生活環境の相違や畢術護達様式の異

以て師と篤るべし︒

的感畳の不一致は︑多くの知識人や

るのであらう︒孔子は

と言ふ︒故きを温れるとは脳良く古

各層の指導者達の間にも自然に現は

の楚に従へぱ北の音から伐たれる︒

音に親しめば南の楚から悪まれ︑南

典を讃んで善事を知ることと解され

と西洋との優劣といふところに師着

するの止む無きに至った︒而も城下

故に此の雨図は遂にその一方に降服

れて来る︒それは極言すれば︑東洋
するかも知れぬ︒或はそれが東西文

る︒奮套にのみ拘泥せず︑新奇をの
価値を見出し︑新時代に通雁する道

それは現在及び将来の課題である︒

化の融合諏一となって現はれるか︒

み競はす︑古きものの中に新らしい
を知る者こそ︑始めて世の指導者た

個人から家族魁家族から閏家祇含︑

世界の文明が開けてから数千年︒

轍が後車の誠めとなる様な事象は︑

は決して繰り返さぬ︒た賛前者の覆

歴史は繰り返すといふが通同じ事

二大国のいづれに婦服すべきかに迷

た記事が有る︒との時鄭園は音楚の

が音に大命戦をして青が大いに敗れ

奔秋維宣公十二年に晋楚の胴大図

の盟は苑れた︒

り得るのである︒

国家祉愈から民族や世界やへと迩順

る︒古今東西の別無く︑人情に於て

数多い︒この意味で歴史は鑑であ

ひ通一旦は楚の弧力に服してこれと
だけ西洋は西︾坪だけと分離して考へ

次に横がって行き砿今や東洋は東洋

Ｊｊ
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同盟の僚約を結んだが抵叉音にも獣

次いで桔抗し腿その他の弱小国は此

がその際宋の大夫華元は単身夜ひ

至り︑遂に降服を決意するに至った

使者を香に造はして外交を調整して

の音に挟れてその蹄趨に迷ひ︑吾楚

菅に封する方略を好くせんとした︒

心を求め聯首鼠雨端の態度を持した

防戦に努めたが魁力及ばず︑鄭の煮

途中に宋の園が介在するが魁とれを

そかに楚の蒋軍子反の宿舎に忍び込

は肉組して羊を牽き︵楚王の矯めに

無硯して図中通行の許可を請ふ手績

が有っても︑従ふことは出来ませぬ︒

下の盟は︑たとひ園を以て蕊るること

み︑熟睡する子反の林に登ってこれ

割烹するの意︶楚王の軍門に至り︑

きもしなかった．宋はこれを図辱と

の攻伐を怖れた︒岬の戦の後二年に

深く自ら責め腹心を布き衷情を披振

して使者を捕へて殺した︒楚子はこ

我が国都を去る三十里まで退いて下さ

して︑吾は鄭が菅に背ひて楚に服し

して楚王の篇すところに任せ︑無牒

れを聞いて︑期至れりと篤し−︲挟を

すと︒

れば︑唯だ如何なる仰せにも服従しま

ので︑楚子︵楚の君︑子爵であるが

件降服を申し出でた︒楚の軍牌は鄭

投じて起ち﹂軍を率ひて宋の都を園

剛勇の将軍子反もその決意のすさま

王と信樗した︶は怒って通音と決戦

の罪を責めてこれを許さす︑鄭を減

んだ︒吾侯はこれを救はんとした

じいのに驚き且つ拠れて︑直ちに楚

言った︒

して馬領としようとしたが︑楚王は

が︑謀臣の諌を鑑き愈楚と決戦する

を揺り起し魁決死の面を以て告げて

鄭君が能く人に下り固民に信の有る

ことを避けて隙忍した︒宋は楚の大

子に勧めて軍を退くること三十里に

に往ってその援助を請うた︒楚子は

ことを知って砥軍を退くるとと一舎

軍の包囲を受くるとと一年に及ばん

して然る後に宋と講和の傑約を結ん

たのを責めてこれを伐ち︑鄭伯は楚

即ち三十里にして︑これと平和惟約

とし︑食糧も誰き果てて︑人肉を食

だ︒華元は自ら人質となってこの僚

の都を園むとと数月に及んだ︒鄭は

を結んだ︒

ふに至り︑己れの子を殺すに忍びす︑

するに常り先づ血祭りに鄭を伐ちそ

営時の支那大陸の状勢は︑現代の

これを人に輿へ耐人の子を殺してそ

て叩される︒我が幽民は子供を交換し

てその肉を食ひ︑死骸を析いて炊事を

するといふ有様である︒然しながら城

これより先き桓公十二年の係に脳

一
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我が君が私を鐘はして窮状をお告げし

る︒菅楚の雨大国が南北に封時して

世界列弧抗争の縮固の如き槻が有

の肉を食ふといふが如き惨鼻の極に

約を保護した︒

覇を季ひ︑東の海と西の案がこれに

N

｜楚が絞といふ園を伐ったが︑絞は小折衝を蔦して国家の隠面を傷つけな
図で国民も軽薄であったので遮楚はかつた︒

ば亡び︑盛んなれば衰へる︒四時の

順環脳陰陽の代謝掻誰でも気付く常

理である︒而も事後に於ては豊ると

とが有っても︑事前に鹿して誤り無

｜謀を設けて﹁大いにこれを敗り慰城

きを得ないのが︑吾人凡慮のはかな

三盛衰の運〃

下の盟を篇して還った﹂ことが有る

争を﹁聖戦﹂と流したのは︑誰人の

言高き者は行卑しとか︒大東亜戦

者のみこれを能くする︒

ってその正を失はないのは聴唯だ聖

さ︒能く機微を察し︑進退存亡を知

との庭の杜註に︑明治天皇の崩御された時に︑ロン
城下の盟は︑諸侯の深く恥づるドンタイムスは壮説に於て日本の隆

所なり︒盛はとこに頂点に達したものである

とあるのは︑絞は常時の弱小の劣等と論じた︒併し通日本の民心は寧ろ
図である︑故に城下の盟の恥づぺきこれに反溌されたかの如く外に向つ
ととを知らなかったことを現はしたて飛躍を競ひ祇我が国運は綾いて隆

る最高級の言葉を用ふることは︑却

提唱に基くものかは知らぬが脳か上

平の道を建つるの大理想が掲げられ

曾の範を世界に示し寓世の篇めに太

・宋は段の三仁の一人である徹子の第一次世界大戦に聯合図側に加は

一ものと謂へる︒盛に向ひつ上あるかの如く見えた︒
子孫の園である︒故にその国民も耐り心少しく勢して大きく利を狸て︑
宗の遣烈を恩ふて能く恥を知る︒鄭成金国となった︒何かと言へば直ぐ
は周の王室の姻戚に営る園である︒軍隊を海外に派遣するといふ風にな
故に能く潅を守る︒春秋時代に在つり︑シベリア出兵以来鶏武の傾向が
ては︑城下の盟は︑小国と雌も猶ほ現はれ魁武将が功名を零ふ様になつ

た︒

定するととになりや平和因家文化牡

は︑戦争放棄軍備撤廃の新憲法を制

易い弊が有った︒かくて敗戦の結果

って現賞を遊離して逆の行篤を伴ひ

深くこれを恥とした︒た︒外面的に圃蓮が愈隆盛に赴くと
鄭には後に子産の如き名大夫が出見えたのは脳賞は明治の除威の致す

北宋の哲人張載︵横渠先生︶の語

録に心

篇天地立心︵天地ノ魚メ｜一心ヲ

〃

て政を執り︑内治外交共に良く修め︑ところで通国勢の太陽は既に中天を

小国を以て晋楚の雨弧大図の間に挟過ぎて西に傾きつ上あったのであつ
まれながら︑堂為として自主猫立のた︒盛者必衰︑貧者常離︒興る有れ
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一エテ︶

篤生民立命︵生民ノ篇メニ命ヲ

掻く土中から青い芽を出して茂る︒

焼け毒されても︑春風を待って又根

畢ヲ篭ギ︶

鱒往聖糖絶畢︵往聖ノ篇メニ絶

のに似てゐる︒凡桃俗李の軽薄な平

にして著貸な復興の歩を進めてゐる

濁逸が堅忍不抜勤倫刻苦して愈弧籾

野草の勤さである︒同じ敗戦園の西

男が総裁となった︒山本氏は後には

が行はれ︑その後任として山本達雄

て理事に進んだが︑偶為総裁の更迭

古い東大川の法事士で埴日銀に入っ

る人は少ないであろうが︒との人は

植村俊平といっても耐世間では知

三等の客

篤寓世開太平︵寓世ノ篇メニ太

和の春を躯歌して通平和と文化とを

ノ

平ヲ開カン︶

誇るが如きは︑孟子の所謂妾婦の道

大蔵大臣にもなったほどの人材であ

一エテ︶

とある︒聖人の大理想である︒張子

に安んずる者に外ならぬ︒

図家の盛衰興亡は脳天蓮の然らし

あったから心との異数の任命は︑官

ったが︑望校は三菱商業を出た位で一

は二程子と並ぶ宋代一流の哲人であ
るが︑恐らく未だ此の大理想に営る

見え域河上識一心慨原定吉職志立繊

皐派の俊材連を除程刺戟したものと

次郎などの猛者が揃って連扶僻職を

めるものが有るとは言へ︑要は人の
四維と謂はれるが通園民に信義節操

には足るまい︒孔子の如き人にして
昔し孟子は﹁世衰へ道微にして邪

が無くては︑園を興すととは出来ぬ︒

もその中の一人で池その後は闘西に

するといふ騒ぎを起した︒植村さん

篤すところである︒鵬義廉恥は固の

説暴行又作る︒臣其の君を試すろ者

人道と天道とが相合致するものを認

始めてこれに堂り得るのである︒

とれ有り︑子其の父を殺す者とれ有

知して精進するのでなければ︑無窮

植村さんは晩年︑東京にうつり聯

人となっている︒

や内相などをつとめた安井英二氏夫

川粂吉夫人などの姉妹で悩娘は文和

地位を占られた︒夫人は原嘉道も岡

行き砥同地の財界でいろいろ重要な

り︒孔子催れて春秋を作る﹂と言っ

の道は得らぬであらう︒

藤原楚水

先人の足あと

︵特別含員・文肇博士︶

た︒敗戦後の日本の現状は心とれに
も勝る額展窮乏殺伐の世相が槻ぜら

る︒

れる︒脚下を忘却するｐ過ちであ
﹁野火焼けて謡きず︑春風吹いて叉
生ず﹂︵白楽天の句︶︒枯草は野火に
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耳にした︒それは私の多年の知人で

１１１１

准気持がした︒私は営時こんな風に

ば︑何だか皮肉のやうでもあり︑妙

村さんが三等堰来られるといふこと

い私などが二等でも老人で金持の植

ってゐられた︒年齢も若く資産もな

の中に獄為としてつ上ましやかに乗

恩はれるが︑意外にもいつも三等車

汽車や電車もむろん二等であらうと

の人で︑資産もあった人であるから︑

なたの必要なだけの値段で買ひませ

金は何程あればよいのでせうか通あ

せう︒一鶴借金といふのはいくらで

ろ脳植村さんは︑それは嘩語困りで

植村さんのところえ持込んだとこ

で︑一二軒離れてはいるが︑最後に

ことばかり言って話にならないの

二三の金持に相談したが＄皆芯安い

んとして多年懇意にしてゐた隣接の

敗して借金に苦み︑家屋敷を寅却せ

上とし埴あとの一巻は折に噛れて随

て浄書せられてあったものをそのま

とのうち三巻は︑翁が生前に整理し

の漢詩及ぱ和歌を収録せるもので極

富太郎翁の詩歌集で︑凡て四巻︒翁

三漢集といふのは横演の賞業家原

本及び老師のこれに附すべき峨文を

師は折柄編瞬巾であった三渓集の稿

回受寺の蒼龍窟に訪問したとき︑老

数年前︑私が朝比奈管長を北鎌倉

謙譲といふＺと

も考えた︒倹約といふとと︑己に奉

うといって︑破格の高償で頁ひとら

時摘録せられてあった遺稿を老師の

海軍の溌備大佐の某君が画事業に失

ずるととの薄いといふことば美徳と

に感激して私にそのことを話された

れたとのことで︑との老大佐は非常

−畔唖唖極言破密雄蝿唖娃唾姉率癖嘩

いへぱ美徳に相達ないが︑身分相常

んのやうな人は宜しく二等車に乗ら

でに懐いてゐた植村槻を訂正せざる

私はとの話を聞いて︑私のそれま

この書のことは久しく私は忘れて

ことであった︒

示された︒

のことを篇し愈中庸の道を歩くとそ

から採録したものも若干加へたとの

手で細次し通遺稿以外の三漢謡集中

めに一人分の腰かけでもふさがない

−れて︑三等にしか乗られない人の鳶

老師から三漢翁の縁故者和辻哲郎坤

上った際心談偶凌とのことに及び︑

その邸宅をあげて耐田含に寄附せら

士のところに申体へ一本をおくられ

ゐたが魁昨年の秋斌老師にお眼にか

れたことである︒

ひたいことは心械村さんが職死後も

を得なかったが魁更にも一つ私のい

一層道徳的ではあるまいか︒植村さ

のであった︒

皿

やうにせられては如何であろうか
︲亡Ｏ

ところがその後私は意外なことを
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ノ

L
'

ｸ

で︑翁が責業家して横演の財界に占

私は三渓翁とは長い間の知りあひ

が職翁はまた自己の保護下にある蓋

の態度はまことに感勲鄭重を極めた

れた人で︑私ども後輩に封してもそ

三渓翁は天性頗る謙譲の徳に富ま

の華討に

の豊集を刊行せら札たが︑翁の題蓋

をもそなえてゐられた︒

如くであったが愈中に毅然たる風格

に︑外面温厚で︑春風のそょ吹くが

︑

めてゐた地位のいかに大きく高いも

たときでも︑どうぞこれをお使ひ下

家や彫刻家などが輔金を貰ひに行っ

た︒

のであったかといふことば充分に認

知︒

三溌先生漫蓋し竹︒薦耶徒耶自不レ

翁はまた霊をよくせら虹迩生前そ

識してゐたつもりであり聴翁の存在

は微塵なかったといばれる︒

近ごろ平山堂の需藤利助氏から聞

さいといった態度で︲尊大なところ

くところによると︑書蚕骨董商であ

といへる如く︑徒らに形似にのみ

は軍に横演といふ如き地方的なもの
界の巨頭的な存在でもあったのであ

る斎藤氏などが行き︑その持参した

ではなく︑更に大きくまたわが国財
る︑．即ちこの人一人の存在が横演の

規糞とせず︑所謂馬意の蚕で︑風談
の自ら高きものがあった︒詩もまた

信じてゐた︒翁はまた一雷に財界ばか

話下さって有がたいと厚く膿をいわ

先づとれを拝んで＄よいものをお世

をうけられてゐたが︑後に整理され

その齢技で睡一時︑田遥碧堂の加朱

・吹︒

財界を一段と風格の高い品位のある

害書の名幅を見るときなど︑恭しく

婆婆恐不二人間獄や喚得清風満意

ものとしてゐたといふことも︑私は

れたとのことである︒

原作を復活してゐられるものか可な

りではなく︑明治聯大正にかけての

翁は美濃の土岐家の出で︑枇演④

護垣の大家︑大観︑槻山などにとっ

原家に養子となった人であるが︑あ

く恩はれると︑宗源老師はいってゐ

没却せるところに不満があったらし

ってゐても魁その凋創性や︑佃性を

その添削に従はす︑

ても大なる保護者であり︑日本の古

りに多く︑詩人の詩は詩としては整

た詩稿を見ると

美術 の 保 存 に つ い て も 賃 に 多 く の 貢

る時︑漉州に父荊の蒲を符みて

と詠まれたに見ても︑自らその衿

遠つ孫ぞと父はのたまう

られるが︑事賞その通りであったで

名を惜め汝は図つかさ土岐の家の

献をせられた︒横涜の市民の遊覧地
その別荘を開放したもので︲そこに

持するところの高きが鏡はれるやう

として著名な三漢園の如きも慾翁が
は桃山美術を移した歴史的なものも
少くない︒
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洲光一有無間︒潤伴二塞雲一出二古闘

を録出する︒

られる加くに感ぜられる︒左に三首

翁の面目が躍如として詩中に瓢現せ

高雅清潤さがあり︑これを讃むと聯

あらう︒翁の詩には翁の詩としての

人の間があり︑壌識眼は池田さん以

夫人は中上川彦次郎氏の娘で賃夫

床にかけかへかけかへして梁んだ︒

師宅しても︑夕食後は舎心の書譲を

て忙しい仕事をしグタノーーに疲れて

霊骨董であった︒いつも銀行にいっ

界の第一人者であったが︑道楽は書

の賞椛者で︾大蔵大臣などもした財

であったとのことである︒：

灸くこの専門家の騨定によった結果

むことなく︑書譲で成功したのは︑

川さんが暁物やいかさまものをつか

ひ︑決して値切らなかった︒即ち池

ふととであれば︑値段は言ひ仙で買

ば頁はない︒そのかわり︑．よいとい

てもらって慾その人がよいと言はね

古開雑吟
無し限秋風吹二馬背韮﹂花白素夕陽山↓

反封で︑池川式は堅賃ではあるが心

ところが武藤さんの場合は全その

味をよく解したので︑夫婦揃って蕊

その池田さんも戦後は︑書識を責

とするにば自ら自身に費物と取組ん

ははるかに高く資れたので︑買って

よれば︑どれも傍︑買った仙段より

いとなれば蕊って了ふｃかうしてい

取る︒そして若しあとでその侃が悪

は何でも自らに見︑自らにきめて買

一

〃

上であったといばれる位で︑夫の趣

也訪崎川寺裡燈・塔詫隔レ竹興し秋澄︒

それでは一生たっても壌識眼は護達

って生活のたしにしたと︐その著の

楽しみ︑兄て染み︑責って梁んだと

つも興刺勝負をやってゐたから︑後

、 一 ｰ ノ

臨川寺
古篭千載香畑鎖︒内有南朝朕坐僻︒

んだとのことである︒

貸に除念なく︑殆んど毎晩深更に及

幽渓賊二蜜刺茨溺欝気清冷︒石瞭蹄雲

ったさうである︒そこで︑武藤さん

で勝敗を沢するに限るといふのであ

早雲寺

するものではない︒蕊識力を養はん

白︒﹃乱松過し雨青︒寺貧僧自浄︒殿

〃符生活で述べてゐられるが︲それに

いってゐる︒粛藤氏の話しによる

日は段為と鑑識が高まり職画賓を掘

古悌途蕊︒室壁題し詩去︒孤燈小似レ

つぎに︑これも前の粥膝さんから

と職池剛さんの書霊の買ひ方は頗る

饗︒

聞き︒私の感心した池田成彬︑武藤

堅貸で︑先づ買ばんとする害謹があ

る︒︵特別会員︶

り出すまでの域に達したといばれ

Ｌ冥剣勝負といふこと

山治雨氏の話をも一つ・

れば︑買ふ前に博物難の専門家に見

池田さんは人も知る如く三井銀行

rlQ，

民主思想の現段階

村宗嗣

一︑民主教育と修身科復活問題

れば︑他律的︑封建的とされ︑従って所謂反動的傾向として︑一雁し

扱い方では︑個性を章重し︑自由・平等の思想に立つ民主主義から見

兎も角︑他人により定められた範陰に無傑件に盲従を要求するような

のワクを示す奮来の徳自的考え方は︑参考資料として扱われるならば

倫理も﹁かくすべし﹂﹁かくすべからず﹂というような︑一為の行動

民主思想は個凌の自畳による自主自律に立つものであるから︑その

見を述べて置く必要を感ずる︒

論ぜられている畢校教育に於ける修牙科復活の問題について︑一膳私

更にその考察を進めて見ようと思うのであるが︑その前に現今頻りに

一連の相互開迦性のものと考えられる旨を述べた︒これを基礎として

の上に如何に協調して︑争いなき平和な杜曾を誉んで行けるかという

く︑すべて個凌の自賢による個人の尊重を基本として︑之を杜曾生活

見た︒そしてこれ等の五項目の要素も各別凌に考えられるべきではな

識の五項をあげ︑且試みにこれ等各項目に開迦して倫理徳目を配して

の魚重毒②他個の箪重︑③この雨者の調和︑④公共の幅祉︑⑤常篤意

る基本たるべき民主思想の要素と考えられるものを抽出して︑①自個

によって決定した日本図憲法の傑章の中から︑圃民の吐曾生活に於け

私は先に﹁民主主義に基いて︑国政を運誉すること﹂を園民の総意

I
りぞけられるわけであろう︒今日教育界に於いて︑杜曾科から猫立さ

して倫理道徳の教科を設くくしとの議論があるに封し︑狸き反封論の

起きる所以は主としてこ上に在るかと思われる︒然しながら個性の自

畳に立つと云２﹂も︑各個人が初めから完全な人格者と自負すること

ことは︑相営な教養と反省と修練とを要する事項であることは︑五男

は思いあがりであろう︒複雑な吐曾生活に適雁する正しい道を見出す

の経験の教える所である︒自由を掌軍すると云っても︑軍なる各人の

悉意の欲求に従うことである筈はない︒単なる悪意に従ったのでは牡

曾生活が圃浦に行かない計りでなく︑自分自牙すら保って行けないこ

とも五男の経験の教える所である︒鐘に己を知り︑人を知り︑温き自

己省察と修練とが必要なことになる︒殊に五男の日本の壮曾では今日

のか︑それが民主的には如何にあるべきなのか︑更に現資の日本に如

なほ多分に封建的思想︒風習が残って居るといわれる︒何が封建的な

何に適雁さるべきだろうかというような︑甚だ困難な課題がある︒単

はないとも考えられる︒それには経験者先輩の意見に濁し謙虚な心を

に西洋倫理とか東洋倫理塑かの一方的見解によって解決し得るも２こ

以て聴き︑専門家の皐説をも充分琴照して︑一膳之を己の自由な判断

によって︑自主的に採否を決することが民主主義的正しい行き方であ

ろう︒それでこそ行篤の結果に封する責任の念も起きるわけである︒

況や未だその判断力の充分備わらない青少年児童畢生に於いては︑こ

の種の先輩の適正な指導誘披が甚だ必要であることは明らかである︒

た蝉従来の修身科に於いては兎角形式的な徳目の徒らなる講淫に過

鐘に修好科の復活溌主張される理由がある今︒

ぎないような傾向がなくもなかった︒︲指導者の濁獣により狸制した

﹁室念仰︲﹂になり︑﹁口頭源﹂に総ることも五男の常に経験する所で

り︑形式に堕して自律の精紳と融合することを忘れると︑却って所謂
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川

らないと考えられる︒

ある︒民主主義下に於ける修身教育の問題はこれ等の鮎に深く反省し

では飼主の訓練を受け︑その命に従って行動するに至ることも日附見

によって行動しているに過ぎないというべきであろう︒叉家畜の或能

うな封建制にも似た群生活をする習性のものもあるが︑これ等も本能

慣に外ならないであろう︒

職れる所であるが︑之も訓練によって他動的に牙につけるに至った習

て︑どこまでも本人の自主自律意識を啓雲する方向に進められねばな

絃に於いて民主主義杜曾では成人たる者は誰でも民主主義の本旨に

然るに人洲は︑理性が護達して人間としての自畳に立つとなると︑

照して適正と認めらるべき倫理道徳が如何なるものであるべきかを︑

各自の判断によって一雁決定し︑芽につけて居なければならぬ筈であ

の護達の極めて幼稚な段階の原始的杜曾では︑タブーや︑それに類す

る色掩な信仰などに依って律せられ︑或は特に優れた指導者の意志に

人間杜曾に特有の倫理道徳の問題が起って来る︒それでも人間として

従うことに依ってこの問題は一膳解決され︑やがて進んで封建的な杜

る︒殊に教育を職とする者に於いて緊急の課題であると言わねばなる
とが要求される︒従来の如く倫理道徳の専門家の研究にのみ任せて︑

曾にもなるるのである︒封建的な杜曾では︑封建制の維持に都合のよ

まい︒而もそれは絶えざる省察によって︑日に日に新たにして行くこ

しいあり方とは言い難いと信ずる︒勿論専門家は常に厳くその資料を
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それを兇童生徒に識樺するというような態度は︑民主杜曾の教育の正
提供してくれることが要請される︒その意味で依然鯨軍されるべきで

だがそれに無膝件に従って行くことによって︑その封建枇曾は一雁平

いような人間のあり方が︑支配階扱によって示され︑被支配階屑の人

でも安全に航行し得るようなものと云えよう︒これまでの牡曾には奴

穏に保たれて行く︒丁度今日の飛行機がラジオビーコンによって夜間

あるが︑荷も民主杜曾の倫理教育は単なる畢者の説の取次であっては
て遥く必要を一認めてこの稿を起したのであるが︑元より哲畢とか倫理

ならないであろう︒こういう意味で私自牙も一雁自らの見解を整理し
翠の専門的見地に立つものではなく︑専ら常識的の述作であって︑未

れ︑その人格も︑自由・平等も殆んど認められない状態である︒之は

隷の存在が往為にして見られるが︑奴隷は家畜と同じように待遇さ

すのであるから︑こういう自豊した多数の人間が吐曾生活を誉む上に

ることは出来ない︒自主・自律の精紳は直ちに自由・平等の思想を薦

階級制度は俄然崩壊せざるを得なくなり︑而も人間は杜曾生活を腕す

し人間一般の自覚の度が進み︑自主・自律的段階に達すると︑封建的

勿論︑その奴隷を便川する側の人のエゴイズムによるものである︒然

然な鮎も少くなくないことであろうと思う︒大方諸先輩の懇切な批判
を輿えられＬぱ誠に幸とする所である︒

二︑近代民主祇含の段階
禽獣魚虫のような動物の牡曾Ⅱ吐曾といっては語弊があるかも知れ

の杜曾は同瀧に進展することは出来ない︒この段階に在るのが近代民

は自ら杜曾の各分子たる個人の自主・自律による調整がなければ︑そ

ないがⅡでば︑本館の命ずるま上に行動して行くのであって︑倫理と
か道徳の問題は起らない︒支那では﹁鳩に三枝の薩あり︲一とか一︲烏に

主主義杜曾であると私は考える︒世界中の人鞭がこの段階に達する庭

反捕の孝あり﹂とか博えているけれども︑濫とか孝とかいう人間界の
徳目を配することは滑稽としか感ぜられない︒中には蟻とか蜜蜂のよ

ノ

人間と上Ｌの自畳に達して居った民族もあれば︑今日なほ噸始的状態

史的過程は千態万嫌であり︑一般文化と同じように︑数千年前に己に

をも鐘童するという考え方も︑主としてこ入に基くわけである︒自然

く起ったのもこのためであると云われる︒自個を尊重すると共に他個

一番都合のい＆方法であるという出謹紺に立つようである︒功利主義

の欲求を浦足させると同時に杜曾の平和を維持しようとするには之が

といわれる所以であろう︒この﹁最大多数の最大幸幅﹂を護る篇めの

に遠くない民族もある︒又昔は相常凌達した域にあった民族でも︑そ

組織が﹁民主主義固家﹂であり︑その規範であり︑判定尺度でもある

の後に廃頚して現在では比娠的低い状態に在るものもある︒然し交通
を輿えないでは置かない︒従って現代はこれまでの時代に較べれぽ最

機開の最も装達した現状では︑こういう逢れた民族にも相常姪い影響

のが︑闘民の網意に基いて閣曾で決定した図の﹁憲法﹂その他の﹁法

西欧に於けるルネッサンスは科畢の急速な護達を来し︑機械︽動力

三︑共産圏と自由圏

ブ︵孝涯へＪＯ

律﹂である︒民主吐曾の倫理も大臓上述のような基礎に立つわけであ

も礎く人智が嚢達し︑・各民族による偏差の少い時代と云い得るである

西欧に護達した近代民主為義は︑中世ヨーロッパを弧く支配した宗

矛︑ノ︒

教的杜曾的封建性を覆して近代文化を実現したのであるが︑一般にル
れ︑その主流を鴬す思想は自然的欲求浦足を以て善とする快楽説につ

の装明となり︑世は蒙業革命に進み︑資本主義時代に入り︑利潤の追

ネッサンスと言われる如く︑古いギリシャやローマ時代への同心とさ
ながると云われている︒その快楽説叉は幸福倫理から英卿のホッブス

その結果は蚕本家と等働者との間に武富の差を大ならしめ︑新しい階

級現象が起った︒そこで勢働者階層では資本家の利澗追及は勢働者か

及が合理化して考えられると︑近代憲莱のめざましい護展を見たが︑

て現代英米の倫理思想が出来上ったとされている︒その自然の欲求を

らの搾取であるとして階級闘争が起り︑その極︑資本主義を排斥し︑

等の﹁最大多数の最大幸幅﹂を求める功利主義が生れ︑十八世紀末か

浦足させるという方向は︑文化の進歩に非常な刺戟を典え︑近代物質

暴力を州いても資本家階級を打倒し︑勢働者階級の濁裁的支配を責現

ら十九世紀にかけてベンタムやジョンス︒チ↓︷ワート・ミル等によっ

科駆の急速な護達を来させる動機となった︒然し物質は本来相掛有限

の大多数が貧困な︑生活水準の低い地域に迅速に厳まった︒然しその

しようという所謂共毒主義運動が起った︒この行き方は現賓には園民

或程度責現されても︑個人の一︲自由﹂は︑行動・言論は勿論︑思想に

内部事情を見ると︑極端な流制によって糎済的には形式的﹁平等﹂に

性のもので︑之に鍔する欲求を無限に伸張させようとする﹁自由﹂は
に追及すれば蕗人を敵とせざるを得ないことになる︒之を緩和する馬

営初から他の個人の欲求との間に衝突を生ずる︒即ち之を利己主義的
めには救的に﹁平等﹂に分配する方向をとって相掛的満足を得る外に
ない︒そして各人がその持分を﹁権利﹂とし︑お互に之洋侵さないこ

制的に支配する宵質的﹁不平等﹂が弱く現われている︒之が今日の共

於陰﹂も甚だしく制限を受け︑殊に少数の共産黛員が多数の閏民を専

毒主義闘家群内部の資情である︒
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とを﹁義務﹂とすることによって吐曾の平和が保たれるとするのであ↓

る︒之が近代民主捲義の﹁平等﹂であり︑英園で椛利義務の思想が弧

、

、

一方一般の生活水準が梢高まり︑人智の開護度の比較的進んだ地域

では︑資本主義の利潤追及に或程度自律的反省を加え︑一方勢働者の
保護に意を用い︑勢働膝件及び生活の向上を計り︑貧富の差を少なか

のて﹁自由﹂の領域を守って行こうと︲ずる◎之が今日の自由主義閣家

らしめる所謂杜曾政策を採用し︑隣級的意識の尖鋭化を避け︑之によ

健康長寿と食生活の改善︵二︶

燐は頭脳を明哲にして思考力洋養成するので︑食事に注意し健康を

ーベル賞に相雷する堅者は我閣には深山にありましたが︑悲哉極東の

よく保持する日本人の頭謄は絶燈に毛蕊以上です︑湯川博士以前にノ

一小島剛を︑幸か不幸か賃珠湾投爆前は欧米人の認識が極めて薄弱で

自由つ主義園家内には共毒主義運動の基礎理論を篇すマルクシズムを
による改革方法をとらず︑概ね政治的合法手段によって漸進的に資本

しましたが︑今後は食生活を徹底的に改葬して健康長隷を志し︑燐の

謡収に注意すべきです︒含有食品は︑小姿旺芽︑乾酪︑ゴマメの頭︑

欧米共に則舎ものは私自排を何度でも支那人扱いにするので街に噴慨

いう立場から︑公共の秩序に危害を及ぼすような行動に出でぬ限り

主義の弊害を改めて行こうとする禰や穏健な分子である︒叉たとえ明

は壷一概に之を排斥することをしない態度を大瞭とっているようであ

なしと言う句もありますが︑資にマンガンは情愛の元素です︒親子の

魚の島︒国の藍マンガンなくして情愛

的﹁印由﹂を守りながら︑自律的にその弊Ⅱ即ち不平等Ｉを少くして

叉景弓詳言昌日画眉目の叩の画︒

行こうと努める保守系と︑杜曾主義の立場に立ちながら︑自律的に極

マンガンの峡乏は聡忍性を噸します︒含有食品は小萎雁苑︑オートミ

情︑夫婦の愛︑同郷同剛民間の親愛等の外繁殖にも叉造血にも必要で

沃度は鎧重の二百八十蔑分の一位で極めて小量で︑主として甲状腺

ル︑大豆︑姿鉄︑小姿粉等です︒

ているのである︒我が日本は現在右のような意味の自由主義図家群に

麓がかれ咽喉をいため咽風を引きます︒お正月の昆布巻は賞に結構な

に肥り︑甲状腺が肥大となって現わるると身燈各部に異状を来たし︑

もので含有食描は昆布及び海藻類が最上で煮物のだし材料として豪所

とその分泌物に含まれ︑新陳代謝と岬篠僻導を助け︑不足すると無暗

元大東文化筆院教授︶

踊しているのであり︑従ってその民主主義なるものも多分にその影響

はないが︑大鎧に於いてこの二系統が相作用して︑国政の性格を篇し

等﹂を質現して行こうとする革新系が共存し︑その図情により一嫌で

端な手段に出でずが賓本主義の弊を改めしめ︑より多くの杜曾的﹁平

る︒今日の自由主義閣家は︑右のように資本主義の立場に立ち︑比較

卵黄︑大豆︑小蕊等です︒

らかに共瀧主義を標傍する人為に封しても︑言論・思想の﹁自由﹂と

信奉する所謂吐曾主義者も包含されているが︑而も極端な暴力的行動

群姿である︒

醇

を受けているものであることは雫い難い翁賞である︒︵未完︶︵含員・

〆

田

に昆布をきらさぬようしたいものです︒大変小姿王燭黍にも多少あり

ますが︑野菜では法蓮草のみです︒

＝
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1

エネルギーに鍵化する際に鯛媒作用として動き銅と共に大切なもので

せんが︑この微量が楽養上重要なる意義を有し︑血液の血色素の生成

識は人燈中僅かに○・○○四％即ち鵠重の二蔦五千分の一に過ぎま

に至大の影響があります︒有名な運動選手であった人見女史や杉村女

恥のビタミンＣと三○○瓦の水を失ふので︑これが補給をせぬと健康

は鵠重の五％です︒普通三○○瓦の汗をかくと一・五瓦の食騨を三○

に溶存してその浸透陸を調節し︑受璽基の平衡を左右し︑生鐙含有量

ピＣを︑生の清水は一日量一一リットル以上︑鰯は水に入れることなく

史はおそらくこの補給を等閑にしたと想像しますが︑前記の柿葉から

をなし鐘が不足すると︑貧血となり︑又食物の静的エネルギーを運動
す︒含有食品は卵黄︑牛の肝臓︑ちしや︑法蓮草︑玉葱︑セロリー︑

臓によいが︑水に入れてのむと下痢をして腸に傷をつけて有害だとい

果物につけて食するか︑胡麻鰯がよい︑黒胡麻は腎臓に︑赤胡麻は心

人参︑太根の皮︑乾ぶどう︑糖密等にあります︑ちしやには鐘銅の外
ビタミンはＡＢＣがあるので生食として最上のもので古来貧血の良薬

は次盗だ﹂と絶叫しておりますが︑事資黒砂糖から楽養分をとると白

米人ハウザー博士は粗製糖密を推賞し︑ブラウブレ博士は﹁白砂糖

ふことです︒

と言はれております︒

銅は血色素生成の際鯛媒作用に必要で如何に鐘をとっても銅なしで
はだめです︒ちしや及び法蓮草以外牛の肝臓に最も多く︑ココア︑チ
珪素は毛髪と眼球に光洋を輿え︑覗力を増し顔色をよくし︑特に性

ョコレート︑糖密等の外穀類烏肉魚肉に少しはあります︒

を脆弱にし︑虫歯を作り︑彊液を酸性にして結核脳溢血を導くので︑

くなって︑白砂糖は膿内のカルシウムと結合し︑白砂糖の過食は骨路

日の白砂糖話坂量を○・五瓦とし黒砂糖はその三倍迄としております

白砂糖の害毒には徹底的に認識を深くすべきです︒西筈畢では大人一

質を陽気梁天的にし結核を識防し︑倣乏すると禿頭︑白髪︑博染性疾
が︑笥を長期間食すると眼光がするどくなるが︑見合前の娘さんが毎

して西醤阜では食後一時間以内に水一合を飲むよう注意しております

︵が︑絵戦後市場に黒砂糖がありません︑又最近甚しく甘菓子が氾濫し
ておりますが園民保健上大きな問題と思います︒術又餅菓子一個に封

患︑皮膚病︑座痘︑血疹︑褐色班等生じ︑これは符に津山にあります
日マッチ箱程度の笥を二週間ほど食すると目がパッチリとしてよいそ
弗素もほぼ珪素と同じようなもので︑若さを保ち︑博染病と骨の疾

が︑重要なる鵠内のカルシウムを保存するためで︑さつま芋を食する

うです︒

患を防ぎ︑鉄乏すると覗力薄弱︑膿漏︑骨と歯を病み︑最も多い食品

場合にも必ず蝉をつけべきでこれもカルシウム保護のためです︒

人間の盟液は常に酸性とアルカリ性とが中和しておる時に健康です

﹁鰐液の中和﹂

カリ性食品の厘別で︑その二は足の健康です︒

さて最後に二つの大きな注意事項があります︒その一は酸性とアル

は大変で︑おし萎割姿も結樺ですが︑私はよほど以前から朝食を匿止
して︑最近謹食には姿の香仙を作り︑脱脂粉乳とドライミルクを混じ
てコップに一ぱいと︑三種類以上の野菜ジュウスに冬は干柿を夏は果
物と蜂密を小量入れて食しますが︑孫達ちもよく飲みます︒

更に食鍾と砂糖に就いて警告しておきます︒前記の無機物以外に非
常に重要なものに食竪があります︑鴎液亥分の七五％を占め︑鴎液中

（24〕

／

まりに多いようです︒胃酸過多症の手富が悪いと必ず胃潰癌となり︑

して途いに切断したことがありましたが︑足の故障にも注意すべきで

宿の友人が左足首の脱臼に不注意の結果︑右の足先きに結核菌が繁殖

雌康長蒜に開して更に注意すべきは回虫です︒農村における腹痛の

ゞ﹁同虫﹂

十７︒

が︑兎角この頃は酸毒症即ち酸性食物の過食のために胃酸過多症があ

時には腎臓炎や肝臓炎を起すもので︑最近私共の居村や近村で腎潰傷
の手術が大流行で︑外科爵はとても繁盛ですが︑図民保健上これも等
王子︑鳥獣魚︑肉︑米︑姿︑砂糖は酸性食品で︑野菜の大部分と牛

大部分は岡虫です︒野菜類に注意しても特に農村では岡虫の卵は足の

閑に出来ぬ大問題です︒

皮腐や鼻から侵入するので︑米姿を大食して宿使の多い艦には大鵬回

臓陣臓に孔をあけ血を吐いて結核と間違えレントゲンで癌と見連ふ場

虫がおるようですが︑回虫の人催に及ぼす影響は想像以上で︑時為肝

です︒従って米姿を主食とする私共は此の鮎に留意して︑特に肉類を
食せし場合には相富に野菜を食する必要があります︒殊に農村民の如

乳及乳製舶がアルカリ性で︑お茶は姻力なるアルカリ性で柿茶は弱酸

きはあるにまかせて米姿を過食して更に酸性のものを副食とし︑さつ

魁液が中性で宿使さえなければ心配はありませんが︑私共米姿を主

合もあり︑折角の蕊養を横取りします︒

食とするものは欧米人の数倍の食糧をとるので︑これを合理的に改善

（25）

ま芋や馬鈴薯を偏食の結果は︑酸毒症となり胃潰揚になやまされてお
欧米でコーヒーや紅茶に砂糖を入るる場合は必ず牛乳を入れて酸と

せぬ限り凹虫の難から脱することは到底不可能です︑私は麓を大にし

り主・す︒

一ノルカリを中和せる習慣や︑我閣でもさしみのつまに野菜を叉コロッ

傭を聞くと一週間ほど前にある裟さんが来言﹂︑十ヶ月ほど腹が痛み四

来客も一人おってもう一時間計り早く来るとよかったと言ふので︑事

逢い此の頃のことですが︑親族の薬屋に立寄った虚が︑知り合ひの

て食生活の改善を絶叫します︒

す︒

ケやカツレツにキャベツや白菜のつまをつけるのも全く同じ意味で
﹁足は菖病の基﹂と言ふ本がありますが︑西鰐畢の創設者西勝進氏
の著書で︑例えば左足のモルトン氏病は右足のゾーレル氏病を招き︑

いかとの相談に私が話しておいた︑ミルマグと海人草を責りつけ使用

人の醤者にかかって全快せぬので︑この薬屋に来て何にかよい蕊はな

法をよく説明した虚が︑五日目に大きな旧虫が十六疋も出て腹痛が全

左膝開節をやみ右側にある盲腸にかかり易く︑左側の腎臓をやみ右側

快してホームメードのお菖中を持三﹂お蔭に来たがもう平らげてし

の肋間紳糎浦をやみ︑左肺をおかされ右肩がこり︑左の局桃腺になり
は風を引くと謬暑しております︒

一︑親指の爪に横筋のあるもの︑二︑鼻の穴に指を入れてこするも

です︒

まったとのことで大笑しましたが︑大概な鰐者が回虫に注意せぬよう

右頭部の脳血管がふくらみ諭左牛牙不随となる危臓があり又足の故障
維戦後私は五人の肺嫡看者に逢い︑足の故障を質問した庫が︑三人
は出征中足首を脱臼し︑一人はハイヒールで足首をいため︑一人は防
溌不完全でしかも池風換気の悪い家の居住者でした︒又畢生時代に同

4

1

ｑ三︑目尻がびくびくするもの︑画︑環因不明の登熱︑五︑腹痛︑
六︑夜尿症︑七︑小児ひきつけ︑八︑姿育不良等の放障は先づ回虫を
も一つ賞例を申しますと︑之れも私の居村で昨年の春生後九ケ月の

擬わればならぬものです︒

子供が瑳育不良で時盈ひきつけるので︑二ケ月蝋鍔者にみせて効なく
で此の頃はよちよち歩いて居りますが諺これは母鵠丙で卵を引受けた

私の話を恩ひ出して躯虫剤をのまぜて数十疋の回虫が出て︑爾来健康
ので明治時代迄は︑出毒後直ちにまくり即ち海人草をのませたのです
が︑近来鍔者も憲婆もこの蚤重なる偲統を無覗するのは誠に不都合で
す︒

鼻から侭入した卵は三ヶ月もかかって宿便のあ顎腸に出て此虚で繁
殖し︑八ヶ月で成長するそうですが︑挫防には純生野菜食が最上です
昔は一日から五日迄十五日から叶日迄断食して︑此の間生野菜食をす
二岡の糠使では謹見出来ぬこともあり︑一鹿や二度醗虫剤をのんだの

ると宿便の掃除が出来︑凹虫が死んで出ると言はれましたが︑一個や
では完全に蛎除出来ませんから︑五日飲んで十日休み又五日のみ三ケ
月額けると大魁安全です︒然し一服の蕊が安くも四︑五十回高いのは
百二十月もするので︑安償で副作用なくしかも効果的なものは︑海人
草と南瓜の葉です︒

﹁海人草と南瓜の葉﹂
海人草は一日鼓を十瓦︑南瓜の葉は十日ほど日蔭干にして播鉢で粉
末とし︑茶匙一杯を一日塗としてみそ汁に入れてのむとよい︒而して
同時に宿便掃除用に毎朝スイマグ叉はミルマグ５唖に十倍の水を入れ
て飲むと頗る効果的で高血墜の溌防にもなｈます︒

回虫で一番悪いのは十二指腸虫で︑肉に瞳い込んでおるので蕊雷者

は肺病と誤診すること多く︑二度や三度の峨使では分らず︑三年も五

年も肺病と鍔者も本人も信じて臥床して居った資例がありますが︑こ

頁に健康長寿を希望し︑食生活の改善を志す方だほ︑先づ第一着手

れは漢方の柘摺根皮が最上だと云はれております︒

に一︿イマグ叉はミルマグで宿便の掃除をなし︑前述の方法で完全に皿

虫の蕊除をなすべきだと忠ひます︒

﹁生野菜食療法﹂

以上は大部分西鍔畢と近代柴養皐の書類からのぬき書で︑過半は自

して難病に苦るしんでおる方灸に注意したいことは︑生野菜食療法で

分の騰鹸と見聞ですが大燈間遠ひはないと恩ひます︒健康長涛に開速

す︒東京では名和坤士︑開西では樫尾博士︑九州では九大の倉恒博士

が有名な膿験家で幾多の難病を全快させております︒回虫蝿除と宿便

スと水と柿茶生活を二週間位断行すると他康長瀞に極めて効果あると

掃除を一年間に少なくも二回位試み︑更に三種弧以上の生野薬ジュー

云ふので︑全図には相常多数の賓行家があります︒

﹁ミキサーの利用﹂

最近ジュースを作るミキサーが︑だいぶに責れ出したが未だどうも
行されたいものです︒

美食用にのみ使用して︑健康長寿に利用する方が少ないようですが賃

｜︲家庭菜園と野菜の作６方﹂

︲夫れには畑のない方は庭園の一部を家庭菜園として︑一年中野菜に
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（

岸頃に土をならして作を︵蒜を作る︶きり︑配合の正確な紳島化成肥

て︑堆肥をいけこむのですが︑なければ石茨窒素か木次をまき︑春の彼

孝食するのが目的ですから︑時為水をくれて追肥謹して葉の黄色くな

根がよい︶を二回に蒔くと長期間食することが出来ます︑主として葉

六Ｈには夏太根を蒔き︑八月上旬と九月上旬に秋蒔大根︹聖斐院太

に大切な野菜です︒

料の第三蹄叉は尿素化成肥料を一間につき五勺位まいて六七分土をか

・小掻莱︑蕪︑人参も二回目を八月中に蒔くと長期間食せますが︑春

らぬよう手楢が大切です︒

不自由せぬようにするのです︒最初に冬季中に士を深く掘りかへし

け︑其虚に先づ第一にちしやを蒔いて一二寸土をかけ︑雛地あらぱ津

旬に西洋法蓮草を蒔くとこれも長期間食せます︒

法蓮草は九︑十︑十一月の上旬に小量づ上三回にまき︑翌年三月下

蒔きの人参は七月下旬迄に食せぬとくさることがあります︒

山はいりませんが小松華叉は鴬華︑時無し太根︑全町小蕪︑金時︵木
津︶人参を蒔くと五種類の野菜が出来ます︒．大根と蕪の葉とちしやが
一番築養素が多いので︑何回かうろ腫きと土よせをなし四五回とぎ水

不断草も築蓋僧高く便利なものです︑日常りのよい隅の方に三月下

や追肥をやると立派に育ちます︒

主としてジュースの材料にするのですが︑菜と太根と蕪の葉は一夜

すが︑秋になると泥奥さくないので食料となし︑春夏は鶏や兎の葉撒

旬に蒔きそのまＬにしておくと︑花がさき種が落ちて年再年中ありま

苗場に蒔き︑更に中性種を十月上旬に蒔いて︑十二月上句論除けの下

上旬に苗を蒔き翌年三〃定植するのですが︑場所によっては一年に二
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グ

節叉は嫁些回を加えて韓味です︑叉大根と蕪は薄く切って鯛をふってか

演け又は糠澄にもなし︑大根と人参はおろしにして味噌又は醤油に鰹

農耕に趣味蝋かな方は︑更に八月の上旬と下旬に結球白菜を蒔き︑

素の供給源とすることが出来ます︒

十時間後に生食としピヌミンの撫取に頗る妙ですが︑野菜類はすべて

きまぜ水を取って︑小量の玉砂繕と酢と醤油に昆布を入れ︑かきまぜ

ものは十二月にとって三四日干して︑新胴紙に巻いて居間の天井に品

緑葉はジュＪスとなし白くよく雀いたものは波物となし︑下旬蒔きの

に移植し︑翌年三月上旬から一週間に五六株づ上定植すると︑一度に

甘藍即ちキャベツは︑畢生種を第一回は九月一日に第二回を月末に

食して︑お正月に新たに漬けると非常に美味です︒

して︑正月から三月迄食することが出来︑前年度の漬物は十二月中に

水洗ひの時に長吟間水に入れておかぬことが肝要で︑煮る場合はとく
位の消失ですむと云はれております︒

に法蓮草は高熱に短時間かけて三四分間でおろすとビタミンは二三割
此の際ちしやはかきちしやと玉ちしやの二種を蒔き︑更に六月中旬
の棒を立て︑ゆわえ︑八月に種をとり此の種を十月に蒔いて十二月に

に王ちしやを蒔き︑三月蒔きのかきちしやが一尺位にのびたら三尺位
新除けを設けて︑冬から森迄食することが出来ます︑秋蒔き種は前年

結球しないで家庭肘として頗る妙です︒

回蒔ける虚もあります︒§

葱は絶魁に千本葱の青い部分ならでは築養償がないものです︑十月

度のものは溌芽悪しく︑叉冬季はかきちしやの方がよく︑夏は玉ちし
スをつけて生食によく︑ちしやは金山寺味噌︵開東地方のなめもの︶

やがよく︑誉業用には結球ちしやが最上です︒ちしや甘藤白菜はソー
をつけても相営に食えます︑銅鍛の外ピＡＢＣがあるので注蓮草と共

宮

此の外胡瓜︑茄子︑牛萎︑いんげん︑魂豆︑南瓜〃ばやと瓜等津山
にありますが省略します︒

｜︲町村指導者に訴ふ﹂

﹁心身一如の修養﹂

西醤畢では精祁作用を科畢的に叉哲畢的に説明して︑精祁作用の資

簿士は一︲恩ふと思った通りに細胞が排列する︑細胞の排列は習慣を作

在を諸明して健康長寿に精紳修養の必要なることを力説し︑叉ホール
りましたので︑荷もインーァリーを以て自任する方盈や町村の指導者た

が︑私共は常住坐臥前途に光明をみて生活する所に健康長蒜︑生成護

る︑習慣から性格を作る︑性格から蓮命を作ると﹂論じております

昭和十七八年頃から楽養畢や食品の成分に闇する著述が急に多くな
る村長︑教育長︑翠校長や農協の幹事長等は︑か入る書籍の三二冊は

ょると云ふ感念を捨て︑病気にならぬ食生活︑病気をせぬ溌防鍔畢を

術皿ほんとうに健康長寿を念願する人灸は︑病気をしたら鍔者にか

﹁課防書畢の必要﹂

本の再建は不可能です︒

精讃して︑図民保健の向上のために町村民を指導せねば断じて敗戦日

１１１

送料共百五拾回

○道徳教育講語︵全︶

塗料共金五百回

○泊翁西村茂樹俸︵上下二冊︶

て︑更に精禰修養が肝要です︒︵完︶︹特別念員︶

展の幸幅を享有するので︑︒結局保健住宅に住み︑合理的な食生活をし

Ｊ
−１１

研究して資行すべきです︒夫れには世界的大天才たる西勝造氏の西醤︑

翠が一番の近道で︑夫れが我図の産物ですが新聞やラジオが問題にせ
ずして︑ラザンオの如きは只車に筈者の宣博と病気の説明に終始して︑

謹防醤皐を等閑にしておりますが一日も早く改善を切望します︒

﹁健康法と精祁作用﹂
健康法としてのラジオ燈操も結樵ですが︑夫れより西醤畢の毛管運
動︑金魚運動︑合掌合賑︑背腹運動や平脈硬枕等は頗る合理的でしか
も簡単ですが︑説明が長くなるので省略します︑詳細は西勝造著﹁健

溌防醤翠に開しては類例のない著述です︒

康讃本﹂叉は田中宋太郎著﹁西勝造博﹂を讃んで下さい︑健康保持と
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日本弘道曾第五十二回
定期総含の記

之に賛成したので︑酒井酋長︑下村剛含長よ

享氏よりは諸給の壇額につき提議あり︑一同

一任されることの諒解を得るところがあっ

りそれぞれ之を容れ︑数字の訂正を理事者に

とは遺憾であった︒それより酒井含長の玉串

代表として下村剛含長の玉叩捧糞に一同濯奔

捧糞︑遺族代表馬場淑子氏の玉串捧糞︑倉員

昭和二十九年四月二十九日︑天皇御誕生のし︑厳粛のうちに祭典を雑了した︒

について︑世に良策を間ふくく︑論文の募集

た︒又本年の研究事業の計叢は︑迩義の振興

を予定していることを壷表した︒而して事業

日︑本含の第五十二回の定期綱曾は︑本含々これより祭壊を退いて︑同じ席で恒例の本
こ坐に七十有八年︑定期総曾を重ねること五移った︑酒井含長の祁僻についで記念品の贈

館で午前十時から開かれた︑本含は創立以来含の役職員並に功努者十一名の毒品覗賀式に

の説明は之を略し議事を雑了したのである︒

そして害食を前に︑表玄闘で縄含記念の撮影

報告は︑印刷物を配布し︑時間の都合上︑そ

をした︑維職迄は毎年記念撮影をしたのであ

十二回︑さすがに歴史的な存在となって来た皇があり︑毒昌者を代表して︑訓含長下村毒
も拘らず︑幸にも朝来暖かなよい天気であっは副含長下村毒一︑特別含員辻善之助︑同明
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ことを恩ふ︒此の日は兎角雨勝ちなこの頭に一氏が答鮮を述暑へられた︒因に本年の毒品者

たことは誠にこよなき天恵であった︒石照男︑江名支含長太溝左衛門︑浦和支曾長

るが︑そ︐の後久しく絶えて居たのを︑本竿始

めて復活した課である︒

午前十時過ぎ開首︑先ず例年の行事年祭か小谷野惇職︑新川支含副支含長成瀬章二︑豊
ら始められた︒西村曾祇を始め既に物故され岡支含副支酋長抜井半内︑飯能支含代表須田

本年は虹ＳＡについて︑外務省僚約局長下田

武三氏の講演を聴くことにした︑局長の先考

ｒ謹食の後午後一時牛より記念講演曾である

文畢博士下田次郎氏は久しく本含協賛倉員と

た管長五名︑副酋長七名︑物故曾員に至って甚作︑千葉螺東部支含評議員吉川蝿吉郎︑同
の方々を年令お祭りして一は敬仰の念を新らであった︒

は︑蜜に五寓名を越えることである︑これら星野千代吉︑豊岡支含評議員高篠彦平の諸氏

にし︑一は今日の世情を告げ︑或は我々の畳これより弟五十二間の定期総曾である︑酒

お話を聴くことも亦縁といふべきか︒先づ下

して壷力を頂いた人であり︑本日その令息に

田局長は︒今日の図際状勢を述べて︑侭の平

悟を契び︑今後の御加護を乞ふことは︑事業井含長の式餅肌讃あり︑之に封して含員を代
ことである︒祭域には故正副含長の遼影と物あり︑次で酒井含握議長席につき︑議事に入

のない今日の日本が︑幾多の起りっ坐ある図

和の遠きこと︑又武力のない︑経済的にも力

を総ぐ者の責務であり︑又道義的に意義ある︑表して︑東京成木支含の中村芳三郎氏の答酢
故全員各位のお蕊を奥に︑之に海の幸︑山のる︑初めに昭和二十八年度決算の群議に入り

何に困難しつつあるかを語り︑常然自衛力の

際的諸問題に変際にその局に常って見て︑如

幸を供へてしっらへられた︒先づ酒井倉長恭割田主事説明︑一同異議なく承認︑次で昭和
し祭鮮を期諭され︑次いで全図支含を代表し二十九年度の予算の群議である︒中村芳三郎

必要なること︑又今日の青年たちが︑冷静歴

て野田支含長の祭文朗讃ある筈のところ︑折氏より空席の編枇員の問題︑原稿科の問題等
悪しく私鍛ストのため出席不可能となったこにつき質問あり︑割田主事之膳答へ︑又永井

少

I

のの多いことなどを頭調さる︒地味な話であだといふやうな要望に菱展して︑本官に考慮

物を考へて来ること︑又今後の敦育に侯つもは物足りない︑少くとも二回以上欲しいもの

んにも出ては来ないのであらうか︒人は言

その何倍かの大きい開係があるが︑果して何

養源寺で︑例年の如く法要をなし︑雑って墓定期総愈の行事も︑全部滞りなく雑ｒしたこ

半︑午前三時牛よりは︑曾祁西村先生の雛域散念した︒かくして雄り津山の節五十二回の

いのであらうとか︑和令の噂が徳へられてゐ

の誰撫もないとかいふので︑嘘嘩にはならな

が︑その金が政治献金であるかどうかは︑何

た︑金を受坂つたは雨方がハツキリしてゐる

︑︑︑︑

ふ︒リベートなどは昔からあることで︑今更

ったが︑内容には誠に考へさせられることがを促すという有様であった︒やがて菅を閉
◇ぢ︑別室にて少憩の後︑例の如くこれまた

云々は問題にならないとか︑或は又余を出し

多く︑極めて有意義なお話であった︒

前に額づき︑第五十二回の縄曾を告げ︑英雛とは何よりであった︒こふに常日維日御多閉

る︒要は︑出す者も︑取るものも︑総験と知

かくして講演含ｌ質問等あって︑約一時間東係氏の御芳志で記念撮影をなし︑午前九時

安かれと耐つたことであった︒のところを御参加頂いて︑この行事を盛んに

葱とを利用して法律的にヤラレるやうな馬鹿

法律上はどうであるにしろ︑逝徳上はなど

はしないといふが腫慌のやうである︒

︑︑︑

それより午後六時からの東催含鮪に於けるして頂いた含員各位に謝し玲裏心より感謝し
総含記念の懇親倉である︒倉するも２二︲一併せて今後一層の御霊力を造のため折角お願

と︑蓮義溌れた今日言って見ても始烹らない

てゐるからである︒ヘタをすると︑検事が黙

︑︑

正・不正は法律で決めてくれると枇人は思つ
﹁泰山鴫動して鼠一疋﹂という言葉がある

うした不義に封して︑純反な人は公償する︑

思想的立場の異る人︑或は政敵の人々などは

星になって︑災難を蒙るのかも知れないつか
の図含で鴫勤しだした汚職・疑獄の問題など

ンサｊ︑と噸鳴って見たものの︑若し鼠一疋

また他も陥れるべく私憤を以て︑とちかくヤ

が︑三月以来やれ殖産だ︑造船だ︑織迩曾館

も︑或はあべこべに稔察常局がファシッ三の

も出なかったとすれば︑公憧︒私横のやり場

経戦後九年︑濁立後二年︑その間昭儲一事件

て︑何時も失望させられるのがケリかも知れ

頼むと︑カシ﹁一クなった今日の連中のことと

︑︑︑︑

に困るかも知れないが︑人の逆を法ばかりに

という大物が出たが︑これも結果から見れば

ない︒これでよいのであらうか︒．

︑︑

鼠一疋の感がないではない︒しかし今度のは

↑紗↓ｅＱ

落ちであらうといふ取沙汰がしきりな今日で

︑︑

汚名を蒙って︑鼠一疋も出さないのが︑その

だ︑地下殿だ︑日平だなどと騒ぎ出した︑例

ノ︑Ｊ︑Ｊ︑ノ︑ｒ︑ｉ︑ノー／︑ｆ︑／︑／︑ノ︑ノ︑ノ︑ノ︑ノ︑ノ︑／︑ノ︑で︑／︑〃︑／︑〃︑ノ︑〃︑ノー

る勢をねぎらひ︑今日の世相は極めて寒心す．る︒︵一九五四五︑一○︶

︑︑︑︑

名︑禰井含長より第五十二回定期総含に於けひしてこの総曾記を総ることとする次第であ
べきことが多く︑吾杢の使命がいよいよ重大

であることを痛感するばかりである︑折角皆
様の御霊力をお願ひするとの挨拶あった︒東

僚証長には飲物をありあまるばかり寄附さ
れ︑一同その御芳志によって歎興をぱいやが

上にも加へ︑やがては河原丈敏氏の例の詩吟
の美鐸となり︑また高橋節雄氏には︑し夢い

聾を以て多年の修練にものを言はせての謡曲
出て︑︒老いて毎々牡者を凌ぐの感を輿へるな

ど︑懇親にいやが上にも高調したことであっ

た︒そして誰言ふとなしに︑このやうな和気
雛令たる懇親倉は︑総念記念の年一同だけで

﹃凶
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可

主食ということ
食事濃法︵こ

川島次郎
一︑食事澱法の成立
昔から﹁衣食住﹄とか﹁衣食﹂とかいい習

その土地の天然資源によることが多く︑私ど

食物の調理についても同様で︑生詣魚は欧

キはどこの函でも巨旦負号︒①で︑切ると

和蘭では生がきの名高い料理があり︑ピプテ

肉の中の方は赤く血が淫み出るようなのを喜

米人にも中園人にも好まれません︒もちろん

四面海に園まれて漁携の利が多いからであり

もが毎日米︑︑魚︑野菜をたべているのもわが

ます︒北欧の図だがパン︹小姿︶と共に多く

ぶ人もありますが︑鯉やまぐろの刺牙などは

画がモン︽−ン地帯に位いして稲作に適し︑

の馬鈴薯をたべ︑英闘でホリッジを喜ぶのも

外人には敬遠されることが多いようです︒

中図料理でもたいてい煮しめたり︵隈菜︶︑

皆生産と深い開係があります︒但し今日は交

いためたり︵妙薬︶︑揚げたり︵昨菜︶︑蒸した

通が開けこの自然による制約はだんだんゆる

り︵蒸莱︶して︑生まのものはほとんどあり

食物の種類は一面天然資源によって規定さ

に行われることでもわかります︒

れますが︑他面信仰とか︑習慣とかによって

んで来ることは︑最近わが剛でパン食が盛ん

なくてならないものであります︒恐らく飲食

思います︒

ましょうが︑習慣によることが少ゞなくないと

・これらは賓際上の要求に基づくこともあり

ません︒

という事は︑どんな未開の時代に在っても生

のには仰教の影響も多かったと思われます

鍵ります︒わが国で曾て牛肉をたべなかった

しまうそうです︒たこの酢のものは︑私ども

が︶岡致徒はサンドイッチのハムまで出して

︹小姿︺牛豚肉︑魚肉︑野菜︑果物等をたべ

は米の外魚肉︑牛豚肉︑野菜︑欧米ではパン

合わせて日常の食事としています︒我が国で

さて食物はどこの園でも色だの種難を組み

三︑主要食料ｌ常食

にも︑極めて重要な意味をもたらしめまし

の正月の食膳を賑わしますが︑欧州ではたこ

ですし︵飼育する牛の数は非常に多いのです

た︒それで飲食に開して︑どういうものをた

は静夢砦箆員といって嫌いますし︑鯛は

ていますが︑この中に自ら主要な食料とし︑

が︑印度では今日もなお牛肉はたべないそう

べるか

常食とするものができます︒わが図の米はそ

加うるに文化の護達は︑飲食を一そう有用

うふうにたべるかといったことが︑頚く人為

人は振り向きもせず︑ただ僅かに猶太人がた

我が函ではめでたい魚としていますが︑欧州

︑︑

の意識に上ぽり︑食事の潅法というものが成

どういうように調理するか︑どうい

りたつようになったのだと思われます︒

欧米のパンや馬鈴薯も矢張主要食料といえ

ように食事の代名一詞として使われています︒

１

れで﹃飯﹂という言葉は﹁朝飯﹂﹁夕飯﹂の

二︑食智慣

せん︒

べる位のものだそうです︒欧米人の喜ぶいわ

のものとし︑築泰上はもとより︑吐曾生活上

︐ん︒

活上の重要問題であったにちがいありませ

わしているように︑食物は人の生活に一日も

』

しや鮭は私どもには二流のものでしかありま

さて日常の食事に何をたべるかという事は

1
'
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ざ

費量は同じく一石とされています︒

均一石一斗なのに封して︑米閣人の小萎の消

ましよう︒日本人の米の消費量が一年一人平

べたところから来たものとされています︒

飯を中央におき︑副食物をそのまわりになら

古く﹁おまわり﹂﹁おめぐり﹂といったのは︑

しかしここに注意すべきはわが国には古来

どう影響しているかというと︑第一は食物の

わが国の主食の観念が︑食事の濯法の上に

四心主食の観念と食事の潅法

食物に閲して︑主食という卿念が成り立って
順序で︑古来

主食

いることであります︒即ち米をあらゆる食物

︑とかやってい一エ十︐︒

五︑洋食の場合

洋食には一﹂の主食の獅念はありません︒若

しパンを和食の飯と同じように考えたら︑洋

食の濃法は崩れてしまいます︒

洋食では︑パンは最初からテーブルの上に

食事には︑まず飯を一口二口た今へ︑次に汁

ダと運ばれて︑最後にデザ！ｒコースに入り

菜︑スープ︑魚︑アントレ︑ロースト︑サラ

置かれてあります︒そして料理は︑次凌に前

を吸い︑汁の賞をた今へる︒不吉の場合はこ

の上位に置き︑食物としての中心的の地位を
輿え︑魚でも︑牛肉でも︑野菜でも︑すべて

パンは前菜の時には︑もちろん手をつけま

ます︒

﹄スにはいる前にはパンは下げてしまいま

せん︒スープの時もたべません︒デザート︒

トの場合にたべることになります︒この際の

す︒それでパンは魚料理︑アントレ︑ロース

次に食事の濯法上禁じられていることに﹁移

とされ︑曾ては厳しく賎けられたものです︒

の逆にし︑汁からたべ始める︒

れたもの附随する物という考え方です︒

どの米の補助的のもの主食である飯に添えら
これはどういう事に原因するのか︑いつ頃

食事には︑飯をそえて菜をた︑へるのを常と

り箸﹂ということがあります︒これは︑

い事はわかりませんが︑伊勢に五穀の稗であ

に添えてたべるものだ︒

し︑菜から菜に移ってはならない︒菜は飯

からこういう考えが成りたったのか︑くわし
る望受大神が奉駕され︑積荷が普く圃民の信

という意味なのです︒香の物だけは湯の菜と

目をするものと考えたらよいでしょう︒

ァースか︑フィンガービスケットのような役

もちろん家庭で︵ホテルでも︶パンだけ出

いって最後にたべます︒この外食器の扱いに

パンはアイスクリームに添えられるウェーフ

仰を集めていること等から見ても︑相営古く
からのことだろうと思われます︒

食事の献立に︑．汁一菜﹂とか﹁三汁五

して朝食とすることもあり︑又パンと牛乳︑

ついても︑

膳にならべられた飯椀︑汁椀等の蓋は︑ま

菜﹂とかいう言葉がありますが︑これは食事
に︑飯は営然のことで︑謹め考えるのは飯に

念はないようであります︒︹特別倉員︶

が︑どういう場合でも︑主食副食物という観

卵︑それに茶を朝食にすることもあります

食事がすんで蓋をするのにはこの逆にし︑

とる︒

ず飯椀の蓋をとり︑次に汁椀その他の蓋を

は﹁添え︲一の鱒で︑二采﹂は富て字でありま

最後に飯椀の蓋をする︒

因みに﹁飯﹂に封する﹁さい﹂という言葉

添えるものという心から出たものでしょう︒

す︒﹁おかず︲一は飯にそえる歎為の品の義で
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弘道詩林
︑追懐含覗先生並奮交諸賢侯然有作

﹃Ｉ

凌石選

八十三聖江東片口安︵富山︶

先生弘道徳養尊︒高誘謀謀感奮恩︒六十除年締交侶︒只今海

０００ＯＱ○○００Ｏ○○○○○○○００○○○○○
○００Ｏ

︑内幾人存︒
評日鮮旨雅健︒感恩恩誼︒深情自可動人︒

＠
老後害懐恵粥兼坂軍︹千葉︺
０○○○○○○００００００○○００○○ＯＯ００○

古稀加五健斯身︒一南畝多年来組親︒回顧少時猶有夢︒凋憐白

０００○

髪一閑人︒
評日措辞安帖︒一結見気裕之峻︒

←︑初夏雑詠節録入士更辿堂小川篤弼︵横漬︶

虚︒正是残春浅夏時︒

○○○００００○○Ｏ○００００００００○○００Ｏ
紫散紅飛碧後滋︒山居寂実臓成凝︒壊書畢礎無人共．灘飯横
○００００○○○○００００○○００ｏＯ００００○
肱忘暑移︒水落魚梁稚琢遜︒葉職烏筈縁離離︒一年好景稲心
０００ ○ ○ ○ ○ Ｏ

長島惚亮平︹埼玉︶

評日三四鰐永︒五六着震︒展飲午睡︒怖景堪撫︒

＠春書睡起﹄

︑︑℃℃︑︑℃︑込込℃０００００００００Ｏ私ＥＥ
衰年行歩苦．加餐且街杯︒親朋殆指世︒春風喚夢同︒人事塞
︑℃℃ ℃ ︑ Ｅ ︑ ０ ０ ︸ ０ ０ ０ ○ ○ ○ ○ Ｏ
翁馬︒不愁又不哀︒曲肱潤高臥︒惟看雲去来︒

評日高臥自慰︒只愛自然︒．

蕩蕩春風野色時︒雲嬬嵐撤眼還明︒十年雌伏誰知我︒壮志猶

＠
呈蘇峰先生潅山箕輪直︵茨城︶
︑︑ＥＥ︑︑︑︑︑︑℃正も︑○Ｏ○○○００○○Ｏ
０○０Ｏ
看是至誠︒

博識優才不朽名︒日東文化競春柴︒護揚大義輿名分︒健筆惟

評日語気感嘆︒豊有韻度︒

︑端午即事蚊龍唐津韮太郎農漬︶

︑︑Ⅲ︑脳︑Ⅲ０．０００○○００○○

薫風端午節︒茅屋樹相依︒戯蝶翻花圃︒府禽伺竹扉︒鍾埴嬢

︑︑魁︑︑︑℃︑︑ＥＯ○○○○○○○○○℃︑︑

評日情景兼到︒亦見蒜我之意︒

珍気︒錦鯉浴朝嘩︒常識男児志︒蓋我也見機︒

︑九士更如雪慶野庄作︵茨城︶

＠呈五箇村立中皐校教頭飯岡席先生

０００○○００○○０００︐０○○○○○○○○○○０

０００Ｏ
看表彰柴︒

冊二年間事育英︒揮言能稗皐童明︒村民敬慕猶如父︒贈遺長

評日簡而素︒津而湿︒

＠時事偶成構翁菅野三郎治︵幅島︶

◎００Ｏ

Ⅵ℃︑︑︑︑︑︑℃℃Ｅ砥︑℃一○○００○００︒○○Ｏ︑
婦人啓護本営然︒抑雁追従亦可憐︒喜看昨今受醒近︒説来男

評臼唱随同擢︒未見普及︒

女是同権︒

＠
百花魁有隣菅谷徳次郎︹宇都宮︺
０００００○○○○○０○○○℃℃︑︑旭い︑℃︑Ｅ

簿百袴魅︒

疎星暁看後園梅︒樹樹枝頭皆破蓄︒枕上坐聞香譲郁︒妊文知

評日清疎間逸︒好文之意自存︒

＠熱川温泉ゞ夏村川中和三郎早葉︶

○○０Ｏ・

破夢涛蕊徹夜剛︒霊泉湧虚海風薫︒太平洋上蒼潅裡︒大島遥

○○○００００○○００○○００○０○○００００Ｏ

浮一片雲︒
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好

＠○０偶
感荒張幸吉︵茨城︶
０．○○○○○○○○○００○○００００００００

評日豪宕・尾句有鼎狂之力︒

○○○○
思馬援情︒

I

評日雄健︒吾韻致鍔錘︒

＠賀本宮三香詞宗七十七毒石崖林庸之助早葉︶
詞才文藻本超倫９巧綴環英自在新・夙畢先賢風格健︒欣迎七

○００○○００００○○Ｏ○Ｏ︑心︑︑Ⅲ＄︑迫込℃

︑ｂｂ︑
十七同春︒

評臼平淡有味︒可以想見香翁篤人︒

贈寺本耐園君｜移山寺島慶只千葉︶

○００○○００００○○○・．○Ｏ宙００００○○○○Ｏ○
蛇走龍飛筆有祁︒明窓浄凡不留塵︒知君烏跡潅心血︒碑帖臨
評日起承清俊︒韓結雅醇︒具見臨池工夫之妙︒

○００Ｏ
摸自逼員︒

＠時事偶感霞軒鵜野英治︹千葉︶

△△△△一

情危且濠︒⑳
△△△△△△△△△△△△△△一△△△△△△△△△△
身祇這是︒︑

△△△△

也潤選良三百士︒議壇日日徒篤爾︒不憂国政不安民︒利黛保

率
＠寓類室・・瓢乎道人
△△△△△△△△△△△△・△△△△△△△△△△△△

年寓類空︒

誹爆職鵠碧落中︒怪光放射勢何雄廻伯看人智究科翠︒殺伐他
＠放射能

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

降雨滋含放射能︒生霊被害己難勝︒世驚水爆権威大︒惨禰経

＠聞大島英武氏受剣道教士維賦此以賀︒

△△△△

無策可懇︒︑：・

︑凌石三好寛

撃剣縦横妙入紳︒名場雁試秩涛倫︒知君得志増修武︒激働青
年後進人︒

︑

弘道歌園割田斧二選
秀逸．

○蝿を喪へる老人を弔問して禰島螺演名博綱

もろともと誓ふを遣る脊の翁騨に泣かすかさにもあらむを

︵技巧︑調子共によく︑その老友の心情恩はれて胸をうたる︶

．○水草〃松江市平井常清

勺一

はびこると時に憎くみし水草の今日はやさしき花咲かせたり

︵世の人澗感情をも象徴してゐる如くで︑詠み得たり︶
佳作

（34）

︑︑Ｅ︑℃︑︑︑︑︑︑殖も︑０００Ｏ○０．０○○Ｏ

造船疑獄亦凄然︒混沌室看政局遷︒汚職不知見無恥︒議場腐
○○○０
敗組堪憐ｂ

評臼一語慨然︒猶可以鴬戒︒

○００００○○００００○○○・○○００００○○○○

︑戦死者慰霊祭賦莫松陰力根恭司︵千葉︶

０００Ｏ

一死鴻毛報国身︒挺然移委戦場塵︒功名千載長留得．大字豊

碑筆有榊︒︲・
評日深厚︒風調亦佳︒

＠億租母有作菜浦大塚柳吾︵横須賀︶
識躍迩浮雲曇燕︒撫型了祷雪侭僻長︒誉竿評琴謡啓漫．姉蚕瀞
○○○○
容不得忘︒

評日 純 孝 迫 切 之 情 ︒ 温 子 言 外 ︒ ・
＠寸織漫言

︑記事鐘川老漁

△△△．△△△△△△△△△△△△ △△△△△△△△△
昭電霧裁猶未維︒叉逢疑獄韓心仲︒難期無訟奈難得︒溌季人

、

〆

一

○千葉騨菅谷義太郎︑

誹○若楓〃新潟聯・土田朝男

たのもしく立ち柴えたりわ かかへで赤 き心を色に見せつつ

割田斧

一一

悔もなく遺言もなしたＮ足ると看護られて逝く八十八の父

○父逝く︑埼玉嬬石井伊三郎

追越すに又追越され筑波嶺を登る楽しさ何にたとへむ・

○・︺千葉牒金杉茂穂

ほととぎすまだき席かねど卯の花のはや嘆きそめて夏めきに

○初夏︽新潟蝶波多↑良介

けり︒〃

おのが身を悔い改むと一としづく光る涙をたふとくも見る

○雨後宇都宮市菅谷徳雁

雨過ぎて 翠 い や ま す 老 松 の 蓋 の 隙 な る 二 つ 三 つ の 星

○偶成教員生活四十四年雨島撫菅野椿翁
人の子を教へし身なり長命もまた世の師とぞ槙しまめわれ

○折ぞ富山蝶片口江東

○精農家江波戸完一君に千葉蝶鵜野秀春

遠租のかたみとつたふ金欄の打敷かけて偲ぶ昔を

○桂離宮にて
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夏浅く芽立ち揃はね庭苔の色薄く濃く織り成し綾く

大橋越央子選

風辰'子路水

生業をぱげむかたわら文よみて心のゆとりもつぞゆかしき．

ＪＩＬ

弘道俳壇
○雑詠

〆

薙器雌

○天皇御誕生日を祝して埼玉螺石川奈美子

○金杉校長の功をた上へて千葉螺兼坂秀嶺

塵ふかきちまたにかよふ風もなしお旗を立てて佳き日をぞ祝
ぐ

金杉の茂れる色にあやかりてすぐＪ１育ておさな苗ども︑

秀逸・

薪燃えて照すや能の鬼の面

中小原香門

埼玉白水

都市江山玉

○｜東京都中村徐風︑

菜の花に舞ふは胡蝶か散る花か樋生の空のうすかすみして

蝕みし城﹃の柱に党りて春

灯をむけて今脊の牡丹借みけり

わが著書もかくあるらむか店頭に牛値の書籍そっと開きね

○書籍千葉媒渡．逢正男

／○鹿淫温泉にて︑︲川越市小名木狂辰
狭霧降る 高 原 の 温 泉 に つ か り づ つ 聞 く 鴬 の 聾 の す み た る

古↑寺の怖の貌や春寒き

佳作

今日の鍬ねぐふ手を止め一初蛙
飛石にとかげ︽遊ぺる薄暑かな

○埼玉螺尼・・子

君の姿見じは夢にて目畳めては蛙の馨のしげき夜にかもざ

一

東川松富埼
京越

薪消えて御能しばらく闇淋し
蚊崎蛤の脚が残りし指を見る
山吹のなだるる先の嘆きそめし
踏み入りて山吹折る土やわらかき

富山越路
埼玉芝潤
松江市碧明子

︵次読文苑原稿締切七月十五日限︶

．○新宿御苑
事務所古り窓の樫も老いにけり
緑立つうつくし松といふ名あり

１１

〃

豊岡弘道支曾長文亭繁田武平氏命に

依り御料の芳著を謹製すと開きて

大橋越央子

I

清閑の身をもて菊の根を分くる
湖の花賞で観音に歩を進め︵山口糎昔︶

多摩の水渦巻く堰の花に立つ

大山の率てし山交残る雪
冬椿まばらに落ちて城祉かな

高橋節雄

長きに捧げまつると三十年を員心こめて君茶を製ろ

みづ

光柴の仰畏み君今や端交しきとのめ欣為と摘む
わざ

葉を選み技を識して日を落ちず君孜諾としてただ茶を製る
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川の子等唯騒ぎ居り汐干狩

，美

薫風・や吊されてある拾ひ物

秀良奈椿静春尼狂

さし汐に見えずなりけり芦の角

葉後玉島城葉．玉越

山房の雨を鑑く夜や遠蛙

東京徐風
千葉丘南
千葉茂穂
千越埼幅茨千埼川

少しづつ隣へ配る新茶かな
春の夜を出湯の街に遊びけり
呼び合うて春暁の筏川に出づ
種子袋朝の花増一に散らばれる

大南風のやみて更けたり遠蛙

葉撰や観音馬場の書静か
花落ちし庭木に立てて鯉のぼり

ポート漕ぐ葺長閑なり花の蔭
見はるかす越路の青田ばてしなき

大針に闇夜を縫うて飛蟹

､

嶺介子翁甫村子辰

︑

念を翠行︑午後八時半経了散含せり︒
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ノ

含沌奴法要墓参の後︑夜は東催含館にて懇親

ＩＰＩ

三月二十五日常村中肇枝に於ける遺族縄含

I

三郎氏は四月士一百逝去︑哀悼に堪へず︑氏

年の如ぐ亡夫の御命日にと本曾に余百式拾目

△石川氏芳志︒埼玉螺曾員石川奈美子氏は例

三代に亘って本愈のため誰力され︑︲本命の功

也を寄附きる︒御芳志を感謝す︒／

１１１

●一

の祁父支含長拍術氏により野田支含は創立さ

努者なりしを︑哀悼す︒

本含軍報

△清水氏第韓︒富山大単法文蕊部長︑特別念

れ︑．又二代支曾長七・郎右衛門は氏の先考で︑

△編輯委員倉︒四月七日午後五時より若渓含

△成木支含講演倉︒東京都成木支含に於て

出張講演さる・

﹁これからの日本耀済﹂と題し︑前田梅松氏

五月二日小見川町森山にて支含講演含琵開き

△東部支酋講演富︒千葉螺東部支含に於ては

鮒に於て︑新たに委員を依蝿せる文畢博士原

△山岡氏芳志︒特別含貝の山岡千珂子氏は本

柴韓さる︒慶賀︒

員満水虎雄氏は︑今回東洋大祭政輝畢部長に

△豊岡支曾講演雪︒四月十日豊岡支含婦人部

講師として符別念員藤本繭治氏出張され︑

は︑五月八日北小曾木小畢校に講演含を開き

△神戸氏芳志・・曾員利戸光子氏は︑納曾の年

謝す︒．

含に封し金二百胤也を寄附さる︑御芳惰を感

争

﹁新らしい日本の青少年の育成﹂と題し講演

△藤本氏芳志︒特別倉員藤本寓治氏は︑本曾

﹃堂守︒Ｏ

祭に︑金参百岡也を供物をして寄せらる︒御
△西村氏芳志︒特別倉員西村幸二郎氏は総念

芳情を感謝す︒

の題下に講演さる◎

金壷千側也を寄附さる︑御芳情を感謝す︒

△明石氏芳志︒特別官員明石照男氏は本含へ

金壷千圃也を寄附さる︑御芳情を感謝す︒

△馬場︑松崎︑井筒氏の芳志︒念員馬場淑子

謝す︒

の年祭に余威千回也を寄附さる︑御芳情を感

感謝す︒

松崎又雄︑井筒訓策三氏は︑定期総曾に際し

に招待を受け︑萩原支曾長代理として中村幹

感謝す︒︒

支含業報︽

Ｏ成木支雪報告

それぞれ金参百間宛を寄附せらる︑御芳志を

△定期穂倉︒本含第五十二回の定期総酋は四

三氏のＭＳＡについての講演ありやそれより

式︑議事︑記念講演は外務省陳約局長下田武

〆

△荒張氏芳志︒茨城懸念員荒張幸吉氏は本含

す︒

月二十九日本含曾館に開催︑年祭︑毒昌覗賀

1

I

に封し金五百目也を寄附さる︑御芳情を感謝
△二木氏第善︒特別含員爵皐博士二木謙二氏
は︑教育事業功努者として︑藍綬褒章を授奥
さる︑塵賀︒

△茂木氏逝去︒野田の名家︑特別含員茂木順
︑

1l
l

は本含に封Ｌ余五百回を寄附さる︑御芳情を

△星野氏芳志︒千葉螺東部支含星野千代吉氏

として藤本寓治氏出張され︑﹁迩徳と生活﹂

十九日支曾群季講演含を開き︑本命より講師

△川越支曾講演倉︒川越支含に於ては︑四月

り

◎

にては︑田中孝子女史を招き講演念を開催せ

協議せり︒

爾男氏を迎へ︑本愈編韓委員倉を附き︑種を

I

1

の如く挨拶を述今へられた︒私は日本弘通含成

事参列し︑金壷千聞也を贈呈敬意を表し壱次

願して私の御挨拶と致します︒．

に於ける模範遺族倉となられむことを切に御

日本弘道含川越支含の幹事皆川殖久氏︵入

間郡大東村︶の計萱で︑大東村役場の含議室

きましたが︑多数曾員のお集りにもかかわら

金五百回弊支含へ金五百側を寄附せられたり

三月廿五日特志者星野千代吉君より本倉へ

及び同村内の日本弘道菅員並に有志参一集あっ

に臨席し︑同村村長橋本高次氏同村村含議員

から開いた︑川越支含長松倉秋之助氏出張之

に於て迩徳高揚の坐談含を四月四日午後一時

ず︑如何にも和かに親み深き情景を眼前お見

星野氏は日露戦役の勇士にして爾後克く家事

て︑松倉支含長から平易簡明に人生と強徳並

○千葉螺東部支含報告

受け致しまして洞に欣快に存するものであり

に勧精徳望高人本含員として毎含の含同に出

木支含長萩原先生の代理として参列号こせて頂

ます︒衷心よりお悦び申上ます︑御遺族の皆

に日本弘道倉の主義綱領事業等に関して説話

解明し尚ほ含衆からの賀問に封して親切丁寧

様方には村の都の政府の待遇に封毒し多々御不

Ｏ川越支曾報告・

一Ｗソ︒

席弘通人として己を修め衆を化し徳行の士な．

の如き闘争と言ふ様な忌むべき態度を採ら

満の鮎もあろうかと存しますが︑他の諸剛慨

上適切にして蜜生活に印したもので倉衆の嵩

に臆答を篤し︑質問者の質問事項亦遁義高揚

互るこの曾は非常に有益にして高雅なもので

高の人格を表徴するもの︑従って二時間徐に

四月三日川越支曾幹事十三名多数の意見で
四月十九日午前十時から十二時まで幹事念︑

ず︑陳情亦は請願の形式により目的の達成に

歩一歩推進されることは︑私共道徳園含に開

の決算報告並に事業報告と其承認を求め本年

評議員倉︑縄含を開いて昭和二十八年度含計

るものであります︒皆様隻方には何卒この草ふ

して今日の曾場にも癖ふて居るかの感を畳ゆ

卓上の花よりも美しく︑そのかほりも永遠に・

のでありましたが︑斯の戦友愛の極みはこの

職死されたと言ふ様な美談が非常に多かった

者を背負ふて避難せむとして飛弾のため共に

一片のパゾを分ちて飢を凌ぎ︑唖傷者は亜傷

み合い︑水筒の水もまた飲み合ふて褐を癒し

も絶え︑兵隊さん達は一本の姻草もこれを座

と各幹事に於て努力しつつ営日の盛況を希っ

を決定した︒而して連日その準備を整頓せん

聴衆の集りが比較的希望に副はな腺ら等

含は十九日以外の平日︵日曜を除く日曜日は

ことを定め︑尚本含並に講師の都合では講演

と︑講師はその撰定と派造を本含にお願する

鼓吹の講演含を開き維了後に坐談曾逓開くこ

に寄輿することを期し同日午後一時から迩徳

決議し︑川越支曾の蕊展向上牡含幅祇の増進

度の事業計萱と溌算の決定と事業途行方法を

動たる所の日本弘道曾の前途を祝して︑川越

して且緊切なる道徳高揚と平和遥調とその運．

しく輝き渡る︑愛とに日本再建に最も重要に

に訪柳なり︒

護展して︑全村の幸嗣甚大となるること目前

の今後の教育も産業も生活も一層に向上進歩

く大に逝徳鼓吹に力をつくされたので︑同村

本弘道含に入含した︒前含員と共に今から長

この日同村長橋本高次氏有志金丸源平氏日

あった︒︑

す︒尚職時中第一線に於ては時時食糧の補給

係する者より見て瞳に嬉しきことでありま

き精紳この美し心を以て心とし︑お互に慰め

て意気軒昂なり︒

る日本晴れの好天気︑春光隅なく天地に美は

四月十九日は昨日にひきかいて︑恵まれた

合いお互に扶け合い︑益々圃結を固くし都下

（38〕

支曾のこの日の本年春季行事たる幹事曾評議

演漣に現はれ︑その謙譲の容委と博識英材と

ヲ匂︒

五月二日支含春季総曾並に講演含を小見川

○千葉騨東部支曾報告

日本の博統の知徳たる所の︑天皇と園民︑親

町東小畢校に開催︑午前十一時縄含開曾︑本

明断の癖説とを以て﹃道徳と生活﹄の題下に

と子︑師と生徒との開係並に祇含生活及び経

支含功勢者森山星野千代吉君に感謝状贈呈︑

典を引照し︑地理的と歴史的には︑英図︑米

君蚕性剛毅夙に近衛歩兵の現役を絵へ日露の

へられた︒

定刻前から各役員も曾員も族々新築成って

的には俳教︑儒教︑祁道︑キリスト教等の酢

済と迩徳等に付て時の古今を通じ︑之に畢術

員含綿曾並に講演含及び坐談曾に大に力を輿

木の香もゆかしき川越市中央公民館の曾揚に
定刻の午前十時から副支含長大河内要三氏

として韓幽に赴任し明治四十三年解聴蹄郷す

役召されて第一軍に加はり偉勤を奏す後憲兵

感謝状・星野千代古殿

参集す︒

図︑俳画︑中共︑ソヴィエット等の美撚を参

るや翌四十四年森山村役場吏員となり爾後十

が議長となって曾議を開き︽役員の改逃次い

あって︑凡ての生活を通ほして道徳の高揚こ

又村念議員及腿長等に選任村内外各和削慨の

有除年に亘りて村自治の総め剛紡せられたり

一て前期の事業報告と倉計幹事佐々木丈職氏か

そ緊要なることを一時間と三十分に亙って説

は親切丁寧に解説雁答一時州四十分に及び︑

弘泣含の主旨を賛し曾員として身を修め家を

のあり︑君又夙に風教の進興に思を至し日本

長及副長等に推畢せられ治紋拘に頴著なるも
頗る有益であった︑議定の時刻なるを以て︑

し今又裁に弘通曾迩管賛余として金一千同を

海ひ郷薫を訓化し弘道人として其勢望甚又高

次いて揃揚から代る代る質問あって︑講師

かれ流暢悉く感奮した︒

考し︑︲経過時代の日本の今日大に考慮する所

・ら曾計報告あってその承認を受けた︒

議長は本年度支含の事業振作川上に付て全
一︑曾員の増加を計ること︑

員に意見を求め全員一致で

して聴講者の便を計ること︑

二︑講演倉の同数を増加して各地匹別に開催

支念長松倉秋之助氏閉念の挨拶を馬して︑惜

寄贈せられたるは誠に奇特の行偏なりと調う

役員は名審顧問五名を七名とし︑役員全部

等を可決す︒

懸親曾に一同臨んで︑幹事小名木識吉氏が

しくもこの念を閉じた︒

催するに常り謹て感謝の意を表す︒

可し本日華に森山地歴に於て本支含縄含を開

が重任となった︑・市長市曾議長を顧問に推聴

る趣旨の挨拶を述べ︑講師を中心に一同歎談

講師に封する慰安と︑含貝相互の親睦をはか

日本弘道菅東部支含長高木泰三

昭和廿九年五月二日

し︑聯立川越高等女畢校長岡悌二氏及森田庇

数刻に及んで︑和気藷を裳とに美はしい含合

氏を幹事に選定して支曾規約の幹事定員十五
名の全員を浦たした︒午前十二時少し前に首

られたる者七名有志者の紹介によりて新たに

本年度に入りて死亡韓出等によりて退倉せ

次て支曾長の挨拶並含況に蒜てめ報告

之に和して日本弘道首の寓歳を三唱して︑散

識をつくして鈴木徳次郎願間の首唱で浦場

であった

の開含の識を述言へ︑次いて幹事進藤談氏講師

念したが道徳の除韻は天地に鑑まるの慨があ

午後一時十五分副支含長山田勝利氏講演倉

叢は静粛裡に維了しだ︒

藤本蔦治先生を紹介し︑浦揚の拍手幅講師は

／
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寺

入含せられたる者二十三名にして現在支含員
日本弘道倉千葉廃東部支含含則

︵報罰鐸計建碑計譲湖睦軒︶

和し事務所を酋長宅に置く︲︲

第一陳本含は日本弘通含千葉蝶東部支含と

に見ますると府馬四八名良文三五八都四五祁

数は四百八十除名であります︒之れを地歴別
里九豊浦一三小見川三八森川一二笹川一三橘

︑﹄私

・雪︵鳶︶森山村︑国古城村︑雪東城村・

第五催本含に左の役員を置く

理事五名︑監事二名︑含計一名︑評議

倉長一名︑副含長一名︑顧問若干名︑

員十八名

て選畢する

第．六旅酋長︑副含長は含員中より総含に於︲

する

顧問は役員含の協賛を経て含長が推薦

する

含計は役員含の協賛を趣て倉長が委嘱

第三像本含は左の町村に在住する日本弘道

的とする

︐葉螺東部支含を維持糎管するを以て目

第二擁本含は日本弘道含の主義を宏行し千

二豊里一○束城一二二紳代二五寓歳四一古
城四一山倉三一となって居ります︑楢有志の
御加入を希望致します︒

去四月廿九日の本曾総曾には常支曾より高

含含員今と以て之を組織する

木泰三鈴木仙松野平香峰吉川鰯吉郎星野千代
吉の五氏出席致しました吉川星野雨氏は毒昌

良文村︑府蒋町︑八都村︑︵醤︶小見川

︐理する

第七雌含長は本含を代表し一切の含務を縄

り愈長が委蝿する

十六名は理事菅の協賛を経て含員中よ

評議員は管長︑副含長これに任じ他の

選翠する︑

他の三名は評議員曾に於て曾員中より

理事は含長︑副含長︑曾計とれに任じ

杯を酒井曹長殿より授輿せられました吾等支

山村︑笹川町︑橘村︑豊里村︑東城村

・町や︵蕉︶豊浦村︑︵醤︶祁里村︑︵醤︶森

二︑総含と講演倉其他開催の町村順は

と講演鐙其他を開催するとと

一︑泰秋の二期次の町村順により総含

業を行ふ

第四催本含は其目的を達成する矯め左の事

五ヶ町村

紳代村︑菖歳村︑古城村︑山倉村の十

含員一同護て雨氏の毒昌を脱幅致しますると
萱食を共にして休憩懸談︑午後一時三十分

同吟に益々弘道の矯め御霊症を希上ます︒
より講演官を開く︑谷本評議員開含の群に次
て割田本倉主事の挨拶次て経済評論家前田梅

松先生はこれからの日本経済に就て微に入り
紬に亘り東西古今を引諺して懇切に丁寧に然
も時に爆笑をさへ交えて二時間除を一寸時の

如く巧に講演被下含員に多大の感銘を奥へら

きは其職務を代理する

副含長は酋長を補佐し含長事故あると

加する

︑顧問は含長の諮問に態じ重要合議に参
ｅ︵誉︶稗里村︑ｅ山倉村︑ｅ豊里村

︑次の通り

︑府馬町︑②橘村︑ｅ祁代林︑⑥

れました午後四時十分鈴木副支酋長閉含の齢

猶本紹含に常り地腫評議員谷本嘉三君星野

を以て散含︒

項を協議する

理事は理事曾に於て本含の重要なる事
︲︵蕉︶小見川町︑⑧八都村︑④笹川町
＄寓歳村︑②︵醤︶豊浦村︑④良文村

千代吉君内山藤太郎君外有志各位の多大の配
慮を深謝する︒

C4(n

、

のである︑こんなことではどうしようもない

て居るのだから︑ケンカといふものは錘なも

ので︑昔かな雨成敗で︑錐三者がお裁きをし

我が図の教育も︑閏を始めとし畢校も家庭も

たのであらう？

大に反省し︑他幽人に劣らぬ良き人間をつく

ると結ばれ︑中村氏より皆さんには先生の御

く罪力に訴へたのだとか︑すると︑昔倫理畢

合計は本含の称計を腿理し庶務を挙る

受持地域内の覗務を紋掌する

一層皐校側と述絡を緊蒋にし︑お図のため亦

話を参考とし尚ｒｍＡの本質を生かし︑今後

ければ︑手段は間はないといふ課になるが︑

説で問題となったことがあるが︑動機さへよ

り︑図も亦村の復興溌展を岡りたきものであ

顧問以外各役員の任期は三ヶ年とする

本村のため︑より良き人川を祇含に送り出す

評議員は評談員含に於て含務を協議し

錐八催純含は毎年春秋の二回これを開催し

様努めて頂きたいと希望し︑似本校長より

監事は本命の含計を眺督する

て命務に別する事頂と識算の議決及び

は出来ない︑第一動機そのものの︑よいわる

さうなると︑柾の巾は物騒で︑ウカノ︲︑生活

多数蝋が横暴だから︑悪るいから︑やむな

決算と酬業の報告等を行ふ

講師並にｒｍＡ衡貝に挨拶あり午後四時川念

いが主糊なんだから︑それですぐナグラレた

︑︑︑︑

︑︑︑︑

節九係本禰の事業と含計年度は其年の四凡

す︒脚に聴衆約六十名位にて尤も都洲に聴講

んガやたまらない︒といって︑多ゞ数がものを

るから︑紙一菰のその鍵は微妙な側迦だ︑又

（41）

︑

一日より翌年の三月三十一日までとす

るものである︒

匙れたことより推して殻果多一大なりしと慌ず

ければならない

正韮ぶる新川雑誌だが︑典諭々々といって︑

ふことではあるまい︑政戦ファッショでは刷

請うことではあるが︑何をしたってよいとい
﹁人川醐躯稚戯の如し﹂といふ言があるが︑

︑分謹がＨ分の芯見をさもそのやうに淡表し

○

Ｉ〜〜ｉｉｉくトー

第十怖称川の制定雛一史は縄含の瀧決を純な
○成木支倉報告
北小曾木小畢校に於て講浪稗州仙︑中村氏の

と︑まるでアクタレ子僧どもの︑ケンヵ遊び

此の川の剛含の乱闘ぷりを篤旋などで見る

て︑一般をオダテル罪兆大きく︑お恨みなき

玉川八日藤本闘論先生を御抑へして︑本村
司命により午後二時三十分川竹︑同氏より弘

そのままであって︑脇鹿々々しくて︑憤りも

て︑藤本先雄を紹介︑藤本先生には尤も平易

通合の事業並に︑的等につき簡凱に説肌あり

りはしない︒

い︑新川が製迭した輿論などは何恥椛戚もあ
亦に﹁あっちが悪るい︑いや向うか悪るい﹂

しかも言うことまでが子俳そっくりで︑把
と︑アクタレがその親に訴へるのと同じに︑

×

されないほどである︒

而して仰統を砿正した剛氏教育を︑特に獅逸

脚民に誹へて居る︑誰も﹁おれが悪るかつた

×

に而して親切町寧に日本の教育の現拙より︑

は三脳同盟中尤も惨敗を晩した蝋でありなが

という群は一人もない︒誰も同分たちが悪い

×

英仙郷米仙閏等の致育何れもその側獅時の︑

ら︑敢然他の干渉雌迫を斥けて卿逸仰統の教

といふ新はなく︑向うが︑向うがでケンヵし

︑︑︑

を︑梁校教育と家庇教育に分けて説肌せられ

育に迩進︑Ⅱ艶しき復興を途けつつあること

×

＝

命日牛ロ
ー金五百側也︵本命に寄附︶

熊本市副島民雄
一金萱肝凹也︹多︶
日本弘通含秋田・支愈

埼玉蝶繁川くら子

一金壷肝回也︹多︺
一金五百川也︹多︺
千葉豚星野千代吉

一金五百川也︵参︶
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利奈川螺明石照男

煽輯後記
五・六月といへば︑一年で自然の最も美し
い時ですが︑世の中は何となく騒がしいのが．
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弘道蓋債一冊金参拾回也

一ヶ年曾費金百式拾目を排込み入曾の手績
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をとること︒含員には雑誌弘道を無料配布

弘道曾入含手績

だからです︒本年もあらゆる職域で︑ありま

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

常︑彼のストなどといふのは︑いつも此の時
たあることでもありませう︒その上今年は︑
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東京都千代田臓西神田ニノ一

印刷所︵東﹄擬一言共立牡印刷所

東京都千代田厘紳田紳保町三ノ十

印刷人春山治部左億門

東京都千代田厘紳田神保町三ノ十

護行兼
編輯人

東京都千代田麗西祁田ニノー

昭和二十九年六月一日壷行

本含編韓部へ御相談を乞ふ︒
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○本誌庚告の件については︑

間封入の方に送付す︒

政界の不安定があり︑教育界にも種々の問題
があり︑経済の問題に於ては︑幽民は淀に諏
氷の上のスケート選手になって居る有様で勺
多班多難は︑戦後第一とも恩はれます︒
このやうに各方面で不安が深刻になると︑
迩徳町などは︑いよｊ︲︑低下し︑それがまた
れる課です︒

益を祇含を不安に週ひ込むこととなるのを恐
かうなると︑何といっても大きな力は政治
ってもらうことです︒昔から貧乏を救うた人

で︑ほんとうに身を以て︑園家国民のためや
々は︑湿刺な髄禰りで果してゐます︑凹分は
のほほんとして︑人にだけ行を亜いるのでは

人の反感を災うだけです︒そして幽民は園民
で︑ともかく︑愛と腫焚を以て︑徒らに争ひ
力となって︑この何とかせねばならぬ難局を

闘って分裂することでなしに︑一致して一の

ひたいと恩ひます︒

切抜けるより致方ありますまい︒足元に火が
ついた槻のある今日︑我奄は大いに反省し合
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