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○一つの反省期

めて貰った︒ところで正直のところ耐その政策制度といふものが︑

好むと好まざるとに拘らず︑我々敗職風としては職勝図の占領政
策による新制度の下に︑図家・閏民の一切の在り方といふものを決
九年を経て︑我々にほんとうに効くか効かないのか一つの成統が判
りかけ︑或は老へられて来る時期に来たものがありはしまいか︒
｜才球購雑蝿儲確蝿幡錯辞醗池崎畔峠岬牽諏誕榊札吃諦睡蝿や睡畔
ことでもあるから︑何も彼も試案的なものを押しつけ︑我冷を一つ

の試験聖にしたといふ無責任なところが︑脈にあったやうには恩
のこと︑農地法や︑家族制のことなどを始めとして津山のことが︑

ふ︒例へば軍備のこと︑六三制のこと︑教課内容のこと︑需薬分業
世界のどこの風でも行はれないもの︑或は或図での一部で試験的に
変施されたものといふ制度が如何にも多いからである︒

古来先賢は︑人倫の通などとなると︑軍に一時の誰々の傑れた託
だといふやうなものですぐと班施さるべきでなく︑少くとも数世紀
を経て震際に試験して誤りのないものでなければならないといっ
た︑政策などといふものでも︑一畢誘などでは簡単に錘更さるべき
ものではなく︑恰も醤築上で幾多の動物試験を重ね︑大丈夫となっ
てもなほ徐々と人慨に試みてゆかねば安心は出来ないのと同じこと
である︒人間の憾賀︑或る時の状態︑或は副作用の場合などもあっ
て︑碗一な危臓を考へねばならぬからである︒
試案といふものは︑多くは新しいといふ魅力がつきものであり︑
叉新らしい理屈も心を老くであらう︒しかしそれは主として人間一
般︑国家一般としてのものである︒ところが︑図琴・図民といふも
のは︑一般性があることは勿論だが︑しかし厄介なことには︑すべ
て異質な面もあって︑その鮎から人怖︑風俗︑習慣などいろいろな

異ったものが各圃に悉くそれぞれに現はれて来る課である︒試案が
それぞれに本物になるためには︑多年の霊験が必要なのはこ入に問
題があるからである︒

かと恩ふ︒

今日は形式的ながら獅立園となったのであるから︑何もいはゆる
占領政策をそのま奥行はねばならぬことはない︒しかし一度目新ら
しい魅力を味つた場合︑白紙の若い人奄がそれに染って是非に拘ら
ず愛情をもつことは常然であるし︑又中年級の人々には︑よし容易
に馴染まずとも︑一度一際を翠げてその仕掛けで進んで来た以上︑
斑際問題として︑簡単に一掃し得るものでもない︑だ・から容易に大
改革などの出来る筈もなし︑といってその亥まで何事もなく進み得
るものでもない︑といふのが現状であらう︒けれども︑まだ新制度
が没施されて日が浅いために︑充分な成紙を見ることが出来ないと
いふことは常然だから︑軍にその成績から云々するのでなしに︑今
日あらゆる新制度に封して︑或る黙︑或る面に封し静かに反省して
見る気分になって来てゐることは︑人心の偏らざるところではない

もとより一度．染まったものは全く消ゆる筈はない︑否消すべきで
はなく︑蒋来への何かの一つの養料としてお役に立てるべきである
が︑しかし軍に典へられた一つの近︑一つの筋といふものの中で︑
我奄がｎ分のものとしての歩み方︑仕事の仕方︑いはゆる仕事は流
奇お手並御覧んじろの域を目指し︑侭りものでない︑ほんとの自分
の道とするための反省をもって然るべきではあるまいか︑十年とい
ふ年月は︑古来一昔とも言はれて来たが︑一つの段階とも見てよか
らう︒新を謡歌するものち︑地から離れて唯︑形式的理論にのみこ
だはる寺へきではないし︑又古き人奄も︑軍に昔をそのまま懸ふとい
った単純な心ではなく︑雨者歩みよって共に︑新舞塞の黄演による
是非の工夫に入るべきだと考へ為︒これこそ典へられたものを行ふ
のに比してより困難な通ではあるが︑新らしい道を腫に身につける

べき一歩として敢て癌きればならぬところではあるまいか︵知己庵︶一

我図未だ亡びず
上陣恥

本質は理性即ちラシオであると見徹して居ろ︒尤もラショナ

リズムは鉦にギリシャ・ローマ時代に起ったもので猶ラシオ

といふのも理性を意味する羅句語である︒しかもそれはギリ

最近我国の政情にば賞に憂噛僧堪えないものがあるＣ殊に

テースに初まるが︑これを哲畢的に解明せるはプラトンであ

ある︒而して人間の本性はヌースにありと主唱せるはソクラ

シャ語のヌースの謹語で職ギリシャ哲畢より徳はったもので

六月に入ってからの議曾の混飢は歴史上に於ける画家滅亡の

寿日小

末期を憶起せしむるものがあった︒天候も亦悔雨の本色を示

るかに開してはこれ等の獅人も遂に一義的に解明し得なかっ

るのである︒而してヌース叉はラシオとは如何なるものであ

↓吉田

して連日欝淘しく︑十四日もまた経日日光を見ずに過ぎた︒

午前七時の一三−スとしてラジオば昨夜の五黛脅談にて自由

レスは幸禰主義者であるとの兄解が行ばれ縮ギリシャ末期の

皐の代表者の叩でもプラトンは克己主義者でありアリストテ

翌十五日の朝は固らずも降雨も息み薄光さえ差して来たので

黛側は大に譲歩し︑杜禽黛側もまた陳謝の意を表することと

哲皐界にはストア派︵克己主義︶とエピクロス派︵快楽主義︶

テス浜の中にも克己主義者もあり快楽主義者もあり︑希蝋哲

なり妥協が遂に成立するに至ったと放送した︒余は思はず膝

と折衷畢涯とが井ぴ行はれたのである︒後世理性は即ちラシ

たのである︒同じくソクーフテスの説を加述せる所謂小ソクラ

を打って﹁我園未だ亡びず﹂と叫んだのである︒併しなおそ

オの解樺に閑しても理知を本斑と見る識と意志又は感怖をも

窓ガラス戸を附き聴庭の樹木の青葉を眺めて居た︒．たまたま

の妥結には懸念せられたので午後十一時よりの臨時一三１ス
を鑑く篇めに零時十分まで眠らなかった︒

か上る思想は欧洲の所謂文蕊復興時代の自我の．目受に初まり

義は個人の自由と平等とをモットーとして居るのであるが︑

貸賃とを同一原理に蹄一せしめんとし︑啓蒙時代でも自然我

呼ばれて居る︒ギリシャ時代の人生槻は所謂一元論で理想と

ものとがある︒前者は瑚想主義と稲せられ後者は経鹸主義と

も超感受的知性に限らんとするものと感受的知性を主とする

含むと見る論との封立とがある︒理知を本質とする論の中に

政治職経済︑思想等一切の杜含生活の自由と平等とを責現せ

と理想我とを随別せざる傾向がある︒併し自我の本質を如何

元来民主主義には先天的に闘争の種を宿して居る︒民主主

んとするものである︒従って其の根本理念として人間の平等

に解するかに依って自我の自川と平等とを主張する者の間に

自ら封立を生じ︑その闘争は亘刺を極めざるを得ぬのである︒

と善良とを諜想して居るのである︒民主主義の結貸と見るべ
き啓蒙時代の思潮は理性主義即ちラショナリズムでｂ人間の
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次

これ民主主義には宿命的に闘争の苦脳が随畔するとなす所以
である︒

以上は哲畢的人間槻に開するものであるが経鹸的人間観に

更に人間就舎の客観的事情に考察を向けんか︒その複雑多

岐なることは全く驚の外はない︒人間の物質的生活に必要な

加うるに先天的素質に基く賎懲優劣の差異が存在し︑個人と

めるもあり貧しきもあり殖働く者もあり働かざる者もある︒

る生産力井に生産資源は園毎に異なり︑一園内にありても富

個人の間にも利害の衝突を免れざる以上果して自我の要求が

基く闘争の原因は更に多種多様である︒既にギリシャ時代か

ら人間の個性に閥する瞳別として気質の相違が説かれて居

徹し得るであらうか︒ホッブスが針狼相喰むは人間の自然で

あると説けるは勿論半面槻であり︑アリストテレスの言の如

る︒これ等は元来人間の生理解剖的差別に基くのであるが︑

く人間は本来杜曾的生物であることを見落して居るのである

る︒所謂多血質︑膿汁質︑黒臆汁質︑粘液質の説がそれであ

にも影響を及ぼすのである︒近代に入りて粧鹸的心理単の護

精祁活動の上にもそれぞれの特色を生じ︑世界観人生槻の上

ねばならぬのである︒これ等の困難を克服するでなければ民

が︑杜含的生活の複雑多岐なるとと魁従って増長無限なる人

主政治は決してその美を済し得ざるは論理の営然でなけ虹ぱ

欲の間に他と矛盾する現象の生することは先天的宿命と認め

の間に直槻型Ｅ理性型心理念型の厘別を認め︑教育の必要を

多様なることが認知せられるに至った︒カントでさへ芯人間
説いて居る︒諺に﹁盗人にも三分の理あり﹂と言はれるのは

現することは最も困難であると道砿せるのは極めて味うべき

ならぬ︒アリストテレスが共和政鵠に依って人生の理想を賞

達と共に個性の研究の進歩と共に愈人間の粘祁的生活が多種

●直観的人間観に基くものであり︑感覚上の利害打算に支配せ

きか︒要するに個人個人の自我の向上に侯つ外はないが︑如

然らば民主主義に伴う右の如き困難を如何にして克服すべ

至言であると恩ふ︒

られるのは理性型の人間はその上に位し︑利害を超越して信
は理念型に鴎するもので最上位とせられるのである︒カント

念に殉する︑所謂イデオロギーに依って行動を支配する人間
は所謂哲畢的良心論者で何人も理念に於いて同等であるとな

理知は決して全鰐のものでなく抵又人間は先天的に善良なも

ず︑未解決の難問である︒啓蒙時代の理性主義の如く人間の

のでもない︒ルソーの主張するが如く人間は造物主の手を離

何にしてそれは可能なるかは古来幾多先哲の所説あるに拘ら

を主張して相譲ることを敢てせざる時は果して人類牡含が平

れたる際には皆善良であるが人の手に渡って悪となるとなし

すが心経験的事賞としてはその間にも千差寓別なのである︒

和を享受し得るであらうか︒民主主義の宿命的苦脳賞にとの

若しもこれ等各類型の個人が皆平等の権利として各その自我

鮎に存するのである︒
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も人知の能力は如何に偉大なるものであるかは︑交通機開の

塞想に止まり現今皐術の進歩に合致せざる所である︒けれど

して本然の性能の自護を待つべしとなすが如きは寧ろ文皐的

罪を吐倉と鱒統との接隅に蹄し︑一切の干渉を避け洪手傍観

濁を招き易いのである︒米国の杜曾翠者ギディンクスは同薄

ならない︒唯執れも感性的人間棚の上に立つ所より概念の混

主義は蔽曾生活を根底より破壊するもので民主主義の敵に外

準として偵値を決定せんとする傾向を有するのである︒利己

欲望を正常硯するが故に猟低級の人間性たる利己的本能を規

努力の結果であり︑その出護鮎は自畏自祁にあるのである︒

意識の推大を以て杜含進歩の標準となせるは皐界の通読とな

米国に於いて自由は責任と表裏をなすべきものとなし︑未成

護達︑警薬の新護兄等の賓誇する所である︒人類の道徳の護

ありては戦敗者を奴隷とすることが公に許容せられ︑異教徒︑

す員理と言ふくきである︒而してか具ろ意識の殺述は修養と

異民族を逆殺することを非人道行篤と見倣さざる猿風は近世

つたのは魁民主主義幽家の教育政策として常道を歩むものと

熟なる青少年には手放しの自治を許可せざる方針を厳守し来

に久しく論議せられた問題であるがギリシャ・ローマ時代に

に入っても久しく行はれた所である︒而して徳性の護達進歩

い︒民主主義は牡含を基本とするもので佃人を基本とするも

張するが︑個人の利益と幸禰を簸高価値とするものではな

原別の判明を峡くにある︒民主主義は個人の自由と平等を主

民主主義の混乱を招く原因の一は民主主義と個人主義との

た︒即ち反宥と努力とに人間改造の希望を世いたのである︒

テネ青年の教化に従事し︑人間の無知を自ら悟らしめんとし

含議員の選出者としての責任を反省し︑全員協議倉の決議の

椛在民を宣言して居るのはこれを示すものである︒吾人は園

は国民一全般が園家興亡の寅任者である︒新憲法の前文には主

我が国家民族も再起の希望を繋ぎ得る所以である︒民主国家

に我が民族が健一全なる人間性を全く喪失せざる誰礁であって

に封して陳謝し︑自湘自戒を誓約せるものであった︒これ正

六川十五日深夜の﹁全員協議曾﹂の決議は正に園称が因民

L O ノ

達は果して文明の護達と平行するや否やに開しては皐者の間

の基撚は人性が自符自戒の能力を有する鮎に存するのであ

のではない・自己の利害を重んすると共に他人の利害をも尊

る︒︵二九︑六︑二○︶︵顧問・文畢博士︶

趣旨を鰐し相共に賞行の上に具現せんことを誓うべきであ

言ふくきである︒

び︑自己の意見を主張と共に他人の意見をも尊重し︑自己一

る︒ソクラテスが﹁汝自らを知れ﹂とのモットーを禍げてア

身の利害よりも園家吐曾の利害を高次の償値規範となすので
ある︒所謂最大多数の最大幸幅を旨とするのである︒唯心近
代の理性主義的思潮は人間の本性を感畳的のものとし魁その

〆 勾 、

コールの教育目的論

人間像だけを夢みたりなどしない︒

一きまる﹂とい弓ニノーゼから出護する︒で聯今日の

一︲教育の鰐系は︑われわれが住む杜舎がどんな種類のもの
かにょつ一

コールへ⑦︑己．国・○巳①︶はイギリスの経済畢者で脳ととに

は動的な杜含である︒すなわちⅨわれわれの生活は︑非常な

でのように静的ではありえなｈわれわれの直面しているの

勝部員長
努働組合の理論池杜曾理論の専門家として著名であるが砿と

い︒教育は通との鍵化の速い生活に穂極的に迩雁できるよう

速さで鍵りつつある︒との注目すべき僚件を忘れてはいけな

スタチック

牡舎とは︑いかなる性質のものであるか︒﹁牡舎は︑とれま

の人に﹁教育日的論﹂︵一九四二年︶がある︒との論文は﹃杜

だけでなく︑一般の大衆をもふくめてである︒そのためには

な性質をつくりだすことにある︒それも一部の指導的な人物

含理論の試み﹄︵一九五○年刊︶の中に牧められてある︒一般

に教育の問題は︑壮舎共通の開心事であるから︑教育につい

あらゆる鮎から教育力というものを考えてみなくててはなら

て護言することは吐愈人として誰でも自巾であって延なにも

と幸耐なものにする︐そういう教育である︒との教育力とい

ない︒それはあらゆる形謄での教育というもの︒人々をもつ

う観軸からすると︑たんなる死せる教養ではもうダメだ︒も

教育皐者だけの特椛ではない︒いなむしろ妓近の傾向は睡科

のであって︑教育塁の専門家のいうことは型にはまっていて

っと厳く創造的な方法で︑新しい吐禽の要求に雁じうるよう

ともつと役に立つものにする心もつと甲斐のあるもの︑もつ

無味乾燥であることが多い︒教育のととは︑結局︑人間につ

な︑新しい精祁的訓練を展開すべきである︒イギリスおよび

どの側からする載育意見がかえって面白く創意に富んでいる

いての造詣が深く聯吐含のことに通暁していて始めてわかる

皐者︑醤者や敷皐者や経済皐者や§また文謹評論家︑詩人な

のであるから砥皐校と研究室だけに閉ぢともって本ばかり讃

西欧のデモクラシーの現在の文明のまちがっているところは

のために︒それらは知識階級にはちょうどいいかもしれない

Ｅｂ

んでいる畢者の石アタマでは低生き生きした教育の員髄はと

その非創造性ということに外ならぬ︒それらは所詮過去にし

さてコールの﹁教育目的論﹂は内容としては﹁教育の日的

が︒要するに今は︑大畢から小皐校にいたるまで︑はっきり

．ＥＬ

かくつかまえ損ってしまうのである︒岡川八目︑教育にはヅ

か生きない︒創造的刺戟は死んでいる︒批判主義や悲槻主義

としての人間像﹂の問題を扱っているといってよい︒コール

した教育の目的というものがみられないのである﹂︒

︑︑︑Ｅ

プのしろうとのいうことにも耳を傾けることが必要である︒

は祇含経済理論家であるから︑杜曾の現賃をはなれて理想的
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ゴー︲ルがシ﹂れを書いたのは︑今から十二年前睡つまり第二

をかけ職汽車の時間をしらべ蝋トランクや荷物をまとめるこ

をしき︑部屋の掃除をし︑火を起すことができること︒電話

成人識座を補給してやること︒祇含的にも個人的にも︑技術

新しい知識は鍵りゆく欲求にあうように推得できるように︑

ればせながら護展を助けてやること︒古い知識は新鮮にし︑

青年ばかりでなく耐大人のためにも︑その要求に雁じて︑遅

だから︑職業の再教育ということも必要なのである︶︒子供や

失敗があるものであり︑又取巷えたいという要求もあるもの

の範園をできるだけ旗げてやることへ職業の問題ではとかく

るだけよい援助と指導を典えてやること︒職業韓換の可能性

のうちに見つけだしてやること︒職業の選採のために埴でき

なわち︑生施と奉仕に役立つような能力と性髄を腿子供たち

例えば︑具鰐的には︑次のことに注意すべきであろう︒す

サービスできるように・育成することでなくてはならない︒

雁じて︑自分の生活のために稼ぐのと同時に杜含のためにも

教育組織というものは子供たち噂その人の身心の能力に

︲ニー祇曹奉仕Ｉその人櫓鱈に︒

に推舜うとと︒

とができ︑簡単なスピーチぐらいはやれ聴人の集りでは敏捷

志を此くととができ︑一定の書式に従って正しく書き込むこ

をあやせること︒性の︸﹂とで正しい知識をもっており抵一初

セックス

とができること︒買物を上手にやり︑庭を手入れし︑赤ん坊

次大戦の妓中のイギリスについてであるが︑このことは︑現
在の日本にも獣てはまるように思われる︒
﹁さて︑教育の︑的とは︑新しい科畢技術の護展によって

おびやかされがちな現代にあって︑子供たちを能動的に協力
する民主的な市民に育てること﹂である︒そのためには︑次
の六つの係件に適った人間が必要とされているのである︒

言他人に迷惑をかけない人間︒子供たちが大きくな２Ｌ
近所の人為や職場の仲間と共同に幕してゆくのに︑無能なた
めに人だの邪臓になったりしないように︑また人生を生きて
ゆくのに︑大切な事柄やその手練きを知らないために常惑し
たりしないように︑そういうことに必要な知識や迩雁性や稜
極性や心榊えをまづ独得すること︒

典隙的にあげていけば︑誠み・書き・算術がふつうにでき
ること︒健康に気をつけること︒食事に必要なきまりを知っ
てること︒身僻を清潔にすること︒優雅な振舞い︒快活な気
分︒訓子ぱづれでなく歌えること・禰祁にしていられるとと︒

家の中でいつもキチンとした習慣をつけること︒時間を守り
規則を守ること︒ボタンをつけたり︑靴下をかがつたり︑・目

縛車のパンクを直せること︒釘を打ったり心水道の蛇口や電

教育を浸透させること︒お互いに扶けあい︑他人を理解する

気のフューズをつけられ＄ガスや水道や電気をその本管の元
ニシンをフライパンであげ︑食卓の川意ができること︒疫床

線でとめることを知っていること︒卯をゆで︑ソーセージや

（5）

Ｄに役立つように唾公共の教育と儲かる雇われ口とを結びつ
けるようにすること︒

三睡亨受と鑑賞

子供たち厚除暇を充分に利用し職よきものを賞味し︑そ
れも創意をもってそうするように︑教育しなくてはならない︒
具備的にいうと遮誰でも︑やってみれば出来るかどうか︑

油繍︒器楽︒猫唱およびコーラス・演劇︒鵠操︒競技など︒

試してみるチャンスをもつべきである︒一来馬︒創作︒素描︒

わざひま

また手の業についても職職業として宮なく︑除暇つぶしのた
めに昂えておいてよいものは通ミシンでやる繕い︒それから
海外に川かけてゆき︑外闘人と交り︑外圃語の称話をまなぶ
こと︒ハイキングやキャンプ・物事を組織すること︑人間を
組織することも︒

四職祇書道懐
子供たちに︑そのぞくする壮曾と調和して生きてゆけるよ
うな杜含共通の道徳感怖や信念の茶礎を植えつけてやらねば
ならない︒とれなくしては︑壮含の連帯性はないも本質的な
牡脅個値に封抗するだけの協同一致の意志もなければ︑集っ
て大をなす力すらもなくなるのである︒

ならない②道徳教育ば杜脅教育でなくてはならない︒そし

一つの道徳的精紳として扱わるべきである．宗教教青は︑今

て︑道徳教育は︑濁立の問題でなく職あらゆる問題を通じて

現に皐校で行われている場合でも︑それは大抵が宗教心なき

教師によって行われているために脳無理があり耐道徳教育を

低俗な宗教教育に格下げしている結果に陥っている︒

五心個人としても集園としても能動性を︒また民主的な創
造性を︒

教育は︑子供たちに︑自信と能動の習慣を育成し︑批判的

能力を護達させるものでなくてはならない︒尤も批判的とい

っても︑それが牡含共通の感怖や信念の基礎を掘り崩してし

まうようなものであってはならない︒ととで気をつけねばな

らないことは職たんなる知識主義の戦育は聯批判的精神を育

成するというが︑その批判は極祇含のいかなる推準をも認め

ようとせず︑悲観主義賦利己主義︑賞践的には非能率に陥り

やすいのである・との知識主義のタイプが数師たちに及ぶと︑

き不幸な結果をもたらす︒

子供たちまでがやがてその色にそまり通との傾向はおそるべ

六︑牡書共通の基準心すなわち証書的平等︒

提供することができない︒宗教の衰退は道徳的室白をもたら

も︲このことによって地方色や国民的の多様性が破壊される

最商の茶準で同化一致させるように計護さるべきである︒尤

数行は慾壮愈に︑言語︑衣服魁共通の行動などの習慣を︑

した︒との空白は︑腫曾遁徳教育を以てみたされねばならな

ようであってはならないし魁又しいて一致させてしまって壮

今日の世界では︑宗教は人為の感情や信念の共通の基礎を

い︒そのためには︑⑩教育は悠腫含秩序と相開的でなくては
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禽交際の便宜上耐用のないものであったり︑佃を人の性格の
仮えば︑教育ある人間は︑彼のコック女と結婚することだ

表現の機●曾をせまくしたりするものであってばならない︒

って出来るはずである慾し︲かもその事が少しも杜含の悶若の

タネにならないよ弓にして︒叉︑船渠弊個者の息子がイート
ンの蛍族畢按にゆくことだって困難でないはずであるｃ誰が
どんな着物をきようと︑行儀よく身だしなみさえよければ誰

○六閣燈の道義に開する懇談倉

今日間家が再建途上にあるといふこの大切な時︑精祁の根底とな

いることは︑誠に残念である︒そこで日頃はそれぞれの立場から遁

る画民の動義心が衰へ︑各方面に寒心に荘へないことばかり生じて

つ心を同じゆうするもの達が集って︑話し合って見ようではない

巽振興の種動をし居るものも︑これではどうに︐恥困ったことだ−

か︑何か﹁よい知恵も出るかも知れない﹂といふことだ︒河井輔八︑

品川匠上大崎の参議院議長公邸で︑懇談をすることとなった︒その

日招かれた函催は︑職洋青淵記念財閏龍門社︑牡圏法人石門心畢曾︑

小倉正恒︑明石照男三氏の溌起で︑七月二十七日午後一時半から︑

水女子大単教授︶

（7）

物も︑どちらも今になくなるにちがいない︒
︵特別倉員︒お茶

道義再建運動本部︑財図法人修養則︑大ｕ本報徳杜︑壮図法人日本

先づ河井蝿八氏を座長に推して︑倒卓曾議を開く︑そして第一回

弘道曾の六国催で︑出席者は約二十名ｃ閏催約三名︶であった︒

の曾合とし︑一幽臓よりそれぞれの蛎莱の概要洋語すこととなり︑

曹長と割出主事とが主席した︒

いものである︒術本曾よりは酒井曹長差支へにて峡席され︑下村副

は具鴨柔に入らずに散曾した︒今後この曾をしての減果を期待した

第二岡の懇談の問題等を語り︑九月頃曾合することとして︑この川

ろがあった︒憎日は第一剛として︑河井座長腿明石氏の提案にて︑

して話され︑尚植脈悦二郎︑砦淵辰雌氏等よりも感相を述べるとこ

は代表理事中野邦一氏︑木曾は副命量︽下村琴ご氏よりそれぞれ代表

龍門壮は理事長の諸井賞一氏︑修養関は主幹蓮沼門三氏︑︑心駆曾は

雑草勝嘉禾︒

︵泊翁存稿︶

I

荘為原野上︒能繁茂者何︒若以多数諭︒

拍掌笑唖然︒

小人誇智術︒侍之欲勝天︒郡仙聞此事︒一

毎名又争利︒英非煩熱怖︒名教育築地︒

1
'

主幹石川謙氏︑報徳杜は顧問の休み罪・佑太郎氏︑道義再認通勤本部

I

天商溌月凍︒

○

も文句はないようになる筈である︒プロレタリアートも︑俗

一

｜

．

×

雨が降るの︑も︑瓜が吹くの︑も︑火事に逢っ

ても︑落し物をしても︑交通事故︑焔︑何から

我が子供の教育も放任で︑末は生活に落伍し

初めは引締めて内容を豊かにして・から手綱

をユルメルのが常道といふのに︑初めから勝

手に野放しで︑窮するや俄に引締めてのこの

デフレ策！これこそ政治の罪といふもので︑

逆コース！

Ｍ・シャイン陣士反陽子の菱見とか︑原子

の破裂はよいが︑それが更に宇宙の破壊と来

ては︑途に宇宙は全く人間の一良心に生命を

一

一

たり犯罪群となったりして︑然も閏家・図民
の救済︑愛助を叫んで止まずといふのが如何
に多いことか！勝手︑無責任とはこの事を言
３１

何までこれ政治が悪るいからだとの蕊！とは×
よほど政府秤胸局も雄はれ出したもの！国家・図民の目標全＼か荒い世に︑足は地
︑︑︲︑︑

×を離れての勝手な理屈で︑インテリ・新人調
政治のよしあしのことも勿論あるが︑何を取りとは︑誠にいい気なもの！これこそ木の

託することとなる︐︑

近江絹糸の争議は︑﹁努署以前﹂の糎管と一

てゐるが︑しかし男女工の風紀が野獣的で︑

か﹁女工哀史﹂といふ最大形容詞で批判され

これを矯めるための取締を﹁人擢侭筈﹂など一

といふのでは︑ドッチもドッチヮ．

心中や殺人事作頻繁で毎日十数人宛の割だ

匪蓉↑ご睡諭理榊峠︾窪壁赤畦醒嶋誰嘩卦一読畦−

て﹁義﹂のためだったが︑今は慾と野放圃な

色のためといふのみ！
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冠いても第一因は現内閣の政椛が長いので鞄股から生れて︑霞を食って生き︑天地を脚由
きたといふこと！拠を賞する幽民は︑とかくに馳けめぐる仙人とはいふくし！

×

お気が短くていらっしゃる！×

国家の完全獅立を云々するはよけれど︑一
中畢生中心の軟・硬祇少年犯罪年冷一一干寓皮剥けば米が親か︑ソが親かの遠ひだけのこ

人を超ゅると！子供は親や杜愈を見習って青と︑力及ばぬものは瞳の獅立は出来ようはな
つとか︑然らばそのやうな親の方の愛はいかいから！明治維新にも︑開推と撰夷があった

×

ほどとやなる！のも同じこと！
×

かつて九州一の侭秀生徒だったとかの東大外貨愈冷娘乏して海外旅行は塔んどタナ上
生の自動車弱縦１頭憎の秀才ぱ人輔とは必ずげ！しかし例外がある︑白く無制限・無群査
しも一致せず１知ら︾す今日の教育者はその何の園含議員がそれ！何を腿察して来るのやら
見せるといふもの夫！

れを尊びて指導するか！知らないが︑さすがは画家最高楼闘の権威を
︑︑︑︑

I

×

国民それぞれデタラメの生活をして︑はた×

I

上たる者は︑妓も亜大なる責任がある

多しといふ供話もある程なれば︑人の

楚王熟細腰を好んで︑宮中餓死する者

て魁その好む所に従ふといひ︑或は又

或は叉︑民は上の令する所に従はずし

すであらう︒小人は仕へ難く悦ぱし易

くそれぞれ迩才適所漣拷その才を謀く

の態度で︑臣子に接すれば世に棄才な

第二は部下に封して慈愛の傭が灘始
ればならぬ︒善を嘉みして不能を湾む

である︒

たるが矯めなるごとを思ひ合はすべき

Ｉ

鐸である︒尤も君父師長も必ずしも完

先豊者の責任

凡そ人間は不完全な者である︒生れ

全なる人格者では無いけれども︑布も

は多かれ少かれ何等かの習癖を具有し

足を注硯してゐるを恩へぱ⑮身を以て

臣子の仰いで範とし︑その一畢手一投

ふるに遁を以てせざれぱ悦ばず︑その

し︑君子は仕へ易く焼ばし難し︑之に事

を適所に用ふ︒小人は之に事ふるに通

人を川ふるには之を器とし︑所謂迩才
ぬＯ

人の範となるの畏悟が無ければなら

溌揚すると共に蝋自己の峡陥を補修す

迩倣なる指導に頼りて︑自己の将微を

傾向がある︒然しながら佃人の才判に

味なりと軽帆して︑聡明自ら川ゆるの

ぬ︒但し聴明なる人は多くは他人を感

なる者は︑第一に聡明でなければなら

第三に自己の信じて正しとする所は

は無い筈である︒

小人の如く術はらんことを求むること

仁慈︑忠恕ならば︑よくぞ怖に通じ︑

ふるには術はらんことを求むといふ︒

を以てせ歩とも差支なく︑その人を川

る七とが︑吾人生派の事業で無ければ

断乎之を賞行するの勇気がなければな

先昂者として上の上となり指導者と

ならぬ︒その努力如何によりて︑各自

は限界があり︑愚者も一得といふ諺も

の弱さで︑資行力が乏しいものである︒

らぬ︒特に才智の人は︑所謂インテリ

あれば︑謙虚にして人言産容る上の雅
量があり︑衆智を集めて大と鳶すこと

である︒

昔は君父師長矛一四尊といって︑臣民

断行の勇気がないのは︑つまり確乎た
らる＆所以は通其の問ふととを好み︑

る信念が無い魚めであらう︒

を心がけねばならぬ︒舜が大知と稲せ
好んで通言を察し︑其の中を民に用ひ

子の徳は風なり︑小人の徳は草なり︑

くは曇ふ

子弟の仰いで範とずる所であった︒君

の人格が︑それぞれの慣値を生するの

人は未完成なるが故に︑必す先見者の

そこに佃性の特徴がある識である︒吾

て居る︒長所と短所とは和侍るもので

諺に無くて七癖といふが︑いかにも人

宇野哲人

は︑人類の理想であり悲願に過ぎない︒

ながらの聖人とか︑榊の子とかいふの

1

草︑これに風を上れば必ず優すといひ

︲
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1

倭涛は耳に順ひ︑直言は心に逆らふ
ものであるが︑倭人を遠ざけ︑剛直を親
つく

日米風俗のちがい

である︒

車掌がいないから車内はまことに静か

ゴーストップは日本ｏよりも多い︑

あり︑韓非などは同体の婦人や側近な

にのるたびに︑バスガールが婆をから

無言のバスと多熱のバス︑私は琴ハス

．：おまちどうさまでございました︑溌

信競ですからしばらくお待ち下さい：

と思うと︑また動きだす︑﹁只今停止

動いたかと思うととまり︑とまったか

どと通園を破る八姦の内に数へてゐろ

してシャベリつづけているのを見きき

シャベリ通しでも及ぶまい︒年中同じ

車いたしまｌ茨﹂ナドといっていたら

上野陽一

のである︒人の上たる者︑宜しく此等

いうふうに彼女らを酷使している含杜

しても気の毒でたまらない︒いやそう

の農すろば家の索ろなりといふ古語も

あした

しむの心がけがなければならぬ︒牝鶏

の格言汗恩ひ︑愛憎の私心を棄て︑公

う︒私は最近アメリカを旅行したが︑

の指導者の無知を腹立たじくさえ思

きった︑鴬りまえのことはいわない方

Ｄと同じことになってしまう︒わかり

ことをくりかえしておれば狼いわない

●

明正大の態度を以て︑部下に臨むべき
吾人の良知も時に迷ひの雲に蔽はる

ハッキリとみつめることができた︒

日米の毒ハスのちがいを︑今更のように

ューヨークのバスと日本のバスとをく

アメリカの︑いやソノ代表的都市ニ

一○セントだけハコに入れて︑五セン

ちで心料金もちがい支沸方法もちがう︒

一頁１ヨークの識ハスは方式がまちま
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である︒

上ととなきに非す︑時為沸拭を努めね

要を編せしめたのも心その矯めであり

最上の方法である︒唐の太宗が群害治

らべてみると︑そのいきかたがマルッ

がよろしい︒

ばならぬ︒夫れには歴史を讃むのが征

司馬淵公の修史に︑資治通鑑の名を賜

ている車もある・秘はソレを知らすに︑

一○セントだけ入れて席にすわってい

トは迩韓手に手わたしするととになっ

たら︑運蒋手がうしろを向いて︑三１

ンマン︒カー﹂で車掌はいない︒料金
キップは蓋行しない︒客は前部の入口

ばガラス張りのハコにいれるだけで︑

五セントだゼ﹂といったｃ唇ワいう例一

キリちがう︒アチラのはいわゆる﹁ワ

からはいり︑蓮韓手のソバにあるハコ

外的のことが起きるとシャベルが砿ふ一

はりたるも心亦その篇めである︒

︵顧問・丈翠博士︶

に料金を入れ︑後部の出口からおりる︒

明治天皇御製
いにしへのふみ見るたびに恩ふかな
おのか治むる園はいかにと

1

淘に金玉のみをしへである︒

1

え券をもらうだけ一とと﹁のりかえ﹂

がたりるととになっている︒ただ一未か

は述一とともモノをいわないでも︑用

必要はない︒原則として迩縛手と客と

はわかるように書いてあるから︑いう

留所にとまってもグマッニ／いる︒町名

だんは経始ダマッテ蓮禅している︒停

う﹂といって砥シキリに佃人の自由に

だあきらめない︒﹁デモ御窮屈でしょ

この方がいいんだョ﹂といっても︑ま

ら魁いかがですか﹂という︒﹁ボクは

さんが︑﹁おらくにおすわりになった

から︑アグラがかけないすると女中

永年正座でカラダをきたえてきている

本料理屋で含食する機含も多い︒私は

たくなる︒

ない︒というようなジョーダンもいい

定する椛利は髄本人にあって女巾には

はないか︒飲食物の種類及び分量を決

第十一帳に規定してある基本的人椛で一

けのみ︑かつ食べるかということは抵一

ビールをつがうとするから﹁いらな

がますますヒドクなる︒モーーぱいい

れる︒客に招かれた場合は︑との弧制

か召し上って下さい﹂といって催促さ

手をつけないでいると職﹁これもどう

わたしがヤサイばかりたべて肉類に

といえば魁ダマッテ一枚くれる︒

い﹂というと︑﹁せっかくですから一ぱ

干渉するのである︒

ある︑との車はドコドコいきでござい

いめしあがれ﹂とのむととに封する佃

それにくらべ・て日本の車掌は大鍵で

ます︒毎度御乗車下さいまして︑あり

人の自由をうばいたがる︒時によると︑

﹁セッカクおしやくをするのにハジを

いからすすめるのだろうが職それなら

慮しているのではないかという心づか

とせめたててくる︒これは客の方で遠

かがですか︑モー一ぜんいかがですか

いますが︑キップをおきらせねがいま

がとうございます︒御面倒さ主でござ
す︒．⁝：ナドと一日中シャベリつづけ

ばれても魁あまり先方に損害をかけて

日本は貧乏園だから心タトイ客によ

客はナゼ達噸するのであろうか︒

かかせるのですか﹂などとオドシ文句

ている︒

女中さんのカオをたてるために︑のみ

まで使ってくるのがあるやこうなると

ですむものなら︑すませた方がよい︒

たくもないサケをのむだけの畳悟がな

は申禅がない︑のめョ食えョ！という

一方は無言で︑一方ば多漏ｌ撫言
アンナにシャベリつづけていては︑ム

いと︑ウッカリ料理屋にもいけなくな
われわれの生活は日本憲法によって

なったのであろう︒

⁝という心配からシイ遠慮するコトに

のも口先ダケのオセジかも知れない⁝

スメさんもかわいそうだし︑お客もウ

保障されているというが︑何をどれだ

ケつ︒

個人の自由に干渉する日本の女中さ

ルサくてしょうがないだろう︒

ん︑私は旅行をよくする︒その都度日
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ことをおもんぱかることから︑使いは

損審をあたえはせぬかという遠い先の

食ったりすると砥先方のふところに︑

る︒だから調子にのって︑のんだり︑

えるという意味で深慮遠謀のことであ

大鰐遠慮とは遠い将来のことを︑考

遠慮なく注文するのである︒

ろいろある︒客はネグンにかかわらす

かいてあるから斌高いもの安いものい

ものを注文する︒メニュにはネダンが

ュをもってくる︒客は自分のたべたい

では食堂にはいると︑客の数だけメニ

いても献立表をださないが︑アメリカ

て招いた側にはない︒日本では客を招

客も︑また食べたりのんだりしている︒

める脳するとはじめはことわっていた

と︑ムリ弧いする︑二度も三度もすす

の自由には干渉しない︒それが日本だ

れば心次にまわせばよい︑決して個人

度も︑まわしてくるが︑たべたく底け

式である︒アメリカでも同じ食物が何

一律に文句をいわすに︑たべろという

トバの感じがピックリでている英語は

てみても︑日本人の使う遠噛というコ

ほど和英でエンリョということをひい

リョ？：：：てワカラナイという︒なる

リョしているのであるといってもエン

て︑ふしぎがるのである︒あれはエン

日本人はあんな態度をとるのかといっ

風俗である︒だからアメリカ人はナゼ

れていることから起った︑日本特別の

キナだけ︑自分の皿にとって次にまわ

に入れてまわす遮客は好きなモノをス

しというやり方をする︒食物をうつわ

庭に呼ばれる︑家庭ではヨクとりまわ

てＬ招いたがわにはない︑たとえば家

二︑飲食物の分量の決定椎も客にあっ

です﹂と一向きまらないであろう︒

たら︑どうだろう︒﹁どちらでも結樵

きなモノをおつしやって下さいといっ

日本でメ一三を渡して︑何でもおす

おもっているらしい︒責はオスシがた

といって意志表示をしないのが稽だと

かときくと職﹁どちらでも紡織です﹂

にしますか︑それともオソバにします

放棄するクセがある︒たとえばオスシ

日本人は食物に封する選探椎を自ら

のであろうか︒

お互にウソをいわないでくらせないも

であろうが︑双方とも物を入れかえて

これもつまり遠慮の原則からくるの

とれはモノもカネもとぼしい国に生

じめたコトバらしい︒

見あたらない︒

べたいけれど︑オソ簿︿よりも高いから

アメリカ人の客あつかい︑アメリカ

という理由で︑遠慮する結果通選捧潅

主人がわでは︑﹁どちらでも﹂とい

を放棄するのであろうと︑おもわれる︒

てもよいｏである︒

客の都合や＄スキ︒キライに関係なく

日本でははじめから皿にもってだす︑

すりである︒キライなものは取らなく

人が客を料理屋に招く場合も砿日本Ｄ
風俗とはだいぶんちがう︒

一通食物の種類の選揮権は︑客にあつ
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われると︑賃際その庭置にとまるので
する方が潅俵である︒

あるから職こればハッキリと自ら選捧
︵特別含貝・産業能率短期大畢長︶

鉢のなかのフナ

原富男

ろがどうだろう︒フナどもはその畢動

えして鉢のふちをたたいてみた︒とこ

ろうかと︒今度はリズミカルにくりか

のことを同様にくりかえしたらどうだ

わたくしはしゃがんで考えた︒同様

なるほど時に突如として起る︒け

どもの一つ一つの感兇にとっては

いる︒あらゆる現象は︑わたくし

が無数にあって︑厳として動いて

廷さまざまなスケールの循環運動

ころをも通じてまんべんなく極極

が及ぶ純圃を遥かに越えた遠いと

わたくしどもの知畳や感受など

に何の愛化も示さない︒鍵化に慣れた

うな様子をくりかえした︒

のである︒リズミカルな鍵化に安住し

れども資は例外なく︑このような

ところでもわたくしが敢一初にのぞき

週期ごとに︑きちんきちんとリズ

スケールのどれかのなかで一定の

たのである︒

こんだことも心ついで簸一初にふちをた

家の庭のすみに前にスイレンを咲か
ので心次男が泥を洗い＄きれいに水を

ぱ秩序ある調和を保って雑然たる

せた鉢がある︒根がくさってしまった

の受けた感晃が主湖的に如何にも究然

動きを︑ときじなく綾けている︒

ミカルに続いて起っている︒全磯

だったから極あのようなショックとろ

たいたことも︑この場合は職ただ彼ら

ょの親子三人で釣ってきたフナを放ち

うばいとなったのであろう︒けれども

入れかえた︒そのなかに長男もいっし
あけくれアカムシをあてがって眺めて

つなぎ合せて受取るには除りにも隔っ

それは︑彼らの感受が川意して前後を

との世界に安住できるのではなか

になってこそ︑はじめて自兇的に

ールがわが身についてわかるよう

わたくしどもはこのようなスケ

いる︒

ある朝つれづれに通その鉢をのぞき

てばいるが︑なおそれぞれリズミカル

スケールがわが身についてわかる

ろうか︒というのは︲このような

こんでみた︒僻Ⅲフナどもはショック
を感じてか︑逃げ場もない鉢のなかを

の一つであるかも知れない︒

に一定の週期をもった大きな循環運動

もは︑自分は一隅どのような位世

ようになるにつれて︑わたくしど

まった︒とれはおもしろいと︑わたく

思う︒

このように考えてきて掴わたくしは

右往左往にげまわった︒まもなくおさ

た︒するとまたフナどもは前と同じよ

しは 指 の 先 で 鉢 の ふ ち を た た い て み
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すべきかということも漣ともに追

ぞれの位置によってどのようにな

にあるかということも︑またそれ

しては完↓全に調和しているのである︒

ぞれそれなりにあらしめながら全篭と

のなかに限りない一切を一つ一つそれ

時間的にも室間的にも限りない接がり

で︑それぞれじかに感じられるように

その一つであるがｌその身の毒わり

つの澗確ｌわたくしもあ旗た慾また

和が︑それぞれそれなりにある一つ一

かる﹂庚さと深さとに膳じて︑そ

はたしてそうだとすると︑との﹁わ

の移り代りをはじめとして︑わたくし

て深く考えてごらんなさい︒春夏秋冬

大きな眼で見てごらんなさい︒そし

と魁それが人糞に典えられている課題

一人の身内で感じられるようになる︑

なる︑と殖つまり宇宙の大訓和が一人

○Ｏ

をはっきりしてくるからである︒

の人が安住する度合いが高まり︑

スケールの循環と厳として乱れない秩

ないという無限大諺そのなかの無数の

方面には二つある︒一つは内にむかい

ちむかう﹁勉強﹂である︒﹁勉強﹂の

里問というのは腿との課題の解決に立

いわゆる肇問ではなく︑ほんとうの

である︒

序のうちに魁す尋へてはある︒澄みきっ

一つは外にむかう︒外にむかうのがい

て︑あまねく一切を覆い︑その外側は

どもの感兇の及ぶ限りの限界を越え

嵩ノＯ

価値の創造が増して行くである

との﹁わかる﹂庚さと深さとを蝋し

た青さの奥に︑なお太陽の光さえも越

わば自然科畢の方面であり︑内にむか

と︒このような考え方はさらに展開す

て行く人の撰充作用が普通いうところ

大塞を仰ぎ見︑まどくに鴫く小鳥の馨︑

えた彼方の漆黒さを透き通らせている

考えられる︒そういう宇宙は限りなく

的の無限の披がりとの組合せにおいて

宇宙は空間的の無限の披がりと時間

深浅にかかわらず︑人為はみなこのよ

えてみるならば脳いわゆる畢問の有無

それぞれそれなりにあることを深く考

みちのべに咲くささやかな草花聯みな

まう︒そしてわたくしどもは心たとえ

もせよ腿との勉弧のうちに解消してし

ような運命といわれるような不如意に

どうしても考えられない︒たとえどの

盲目の運命なんてものがあるとは︑

る︒

の壷展ではなかろうか︒

の自然と心と内外雨方面にわたる畢間

うのがいわば人文科畢の方面である︒

魔く深く一切をそのうちに含めて始め

うな宇宙本来のあり方について悟ると

どのような仕事に従っていても︑との

○○○Ｏ

から完全に調和している︒いや心宇宙

ころがあるのではなかろうか︒

カオス

さてそこで︑このような宇宙の大調

勉弘は︑どのようにも︑するととがで

は調和そのものである︒混沌に封して
ゴスモス

わたくしどもは宇宙を考える︒宇宙は
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にはなく︑ただ人の生命の過ぎ去った

とである︒運命は遮数皐や自然のなか

底りに︑自分自身の将来を創造するこ

運命とは通自分の手でそれぞれそれ

もない︒

だからできないという理ｒ由は砥どこに

きる︒畢者だからでき私ひやくしよう

うのは職わたくしどもが今ここで現に

きは人の蓮命ということになる︒とい

の過ぎ去ったあとについてみる成り行

が問題である︒こうなってくると︑と

たどのように解放されるべきか︒それ

必然からどのように解放されるか︒ま

ようになって行くか︒そういう過去の

し流されないで行けるか︒そしてどの

これから先は聯そういう成り行きに押

るようにしかなっていない︒けれども

どもが全く自由に搾んだというような

を背負わされている︒それはわたくし

身の過ぎ去ったあとにつながれる問題

は︑どうしてものがれられない自分自

と︑現にこのようにあるわたくしども

賞からはのがれられない︒云いかえる

ならぬ事貸である︒のつぴきならぬ事

してみると︑これは︑つまりのつぴき

いように投げこまれているのである︒

てもこの問題を解決しなければならな

○○

らだけ護展する︒人は芯過ぎ去ったあ

必然が問題になる︒つまりその必然が

とれから先のありかたに封して︑その

に必然的にきめられていればいるほど

ただのうつとしているのならば︑もう

に何の煩悶もなく少しの不満も感ぜず

にこのように生きているわたくしども

こまれてあるからである︒今ここに現

することにむかって鵡まあいわば投げ

このように生きているという事資につ

わたくしどもにとって︑今ここに現に

である︒つまりこの問題解決のことは

に︑との問題に結びつけられてあるの

決に立ちむかわなければならないよう
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あと歴史の旗かｌ歴史的必然ｌか

どのように鍵えられるかが問題にな

このような運命を背負っているのがか

ながる否雁なしの蓮命となっている︒

に生きている限り︑どうしてもその解

る︒というのは︑過ぎ去ったあとわた

何も云うことばない︒生きているとい

けがえのないわたくしどもの生命の現

ものではない︒今ここに現にこのよう

くしどもの歴史の上の必然は魁これか

りいい状態軒一望んでいるという事賞で

うことが常に何かを意欲し例外なくよ

にある姿である︒だからわたくしども

このように生きているという事賞がそ

ら先はどのようにでもなり得るという

が現在いろいろなめに逢っていること

のままとの問題のなかへ︑それを解決

可能性を含んでいるからである︒人の

ある限り︑いや︑まったくその通りで

と︑つまり雁史の上で︑どのように必

生活の過ぎ去ったあとをふりかえって

あってみると︑わたくしどもはどうし

然的にきめられていようとも︑いや逆

みると︑人は︑たてにもよとにも埴な

I

あとにつたがる必然の形として受取ら

のように辛くとも︑それを過ぎ去った

は︑たとえそれがどのように苦しくど

港い・

ようとする意欲を否定し産けれぱなら

ある︒それがいやだというならば生き

にこのように生きているという事賞で

る︒自分自身の力の塁開である︒

命である︒運命は自分で創るものであ

意と自由とそれによる行動とを含んで

そのなかに問題解決の努力すなわち決

くしどもが背負っている歴史的迩命は

るめて歴史的運命というならば︑わた

ばならない︒とのようなととを引きく

可能の賢際問題として︑取上げなけれ

ように生きて行くべきか﹂という解決

れから先の﹁どのようにして﹂﹁どの

る︒なるようにしかならないという宿

と行動とを伴う自由によって決定され

られて流れるのでばない︒運命は決意

自山になる．過ぎ去った必然に引きず

のように生きて行くべきか﹂について

れとわが手で︑ひるがえし︑そとで﹁ど

必然を聯そのぎりぎりのところで似わ

くしどもは過ぎ去ったあとにつながる

要するにこういうことである︒わた

︵特別含員・文畢陣士︶

︹二九︑七︑一一︶

こに自由がある︒運命は開ける︒

う言葉に赴きかえることができる︒そ

おいて川来るだけのことをしろ﹂とい

葉はまた﹁典えられた位置と境遇とに

動をわれみずから律して行け︒この言

ずる責任の上に立ってわがすべての言

とも理由ともする︒そこからじかに感

る︒一切はとの事賃をただ一つの原因

いまここに現にこのように生きてい

なければなら底い︒しかもそれを通と

いる︒今日わたくしども自身に︑また

過ぎ去ってみれば聯すべては必然で

命には自由はない︒

わたくしどもの園家吐曾に︑さらにま

・わたくしどもの身のまわりに︑さらに

た世界に魁つぎからつぎへと起ってい

つながってはいる︒けれどもこれから

ある︒運命は過ぎ去ったあとの必然に

んとしても解決されなければならな

しどもの歴史的運命である︒運命はな

るべきかということは通今日のわたく

くしど も は こ れ か ら 先 ど ｐ よ う に あ

によってどのようにも展開するのが運

とする意欲である︒との力︑との意欲

す︑それが生きる力である︒生きよう

由につながる︒必然を承けて自由を起

の問題である︒わたくしども自身の自

○○○Ｏ

るいろいろの問題心引きくるめてわた

い︒それがわたくしどもが今ここに現
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その筋を進めるための描篤説明といふものが

が表現されることは勿論ですが︑長い構間と

ます︒素より小読その他の文筆も作者その人

現の文筆であるといふことを畢げたいと思一才

に純粋な個性の文畢︑作者そのもの入直接表

見ませう︒先づ第一に短歌といふ文畢は︑誠

諏除情となって︑複雑なものを感じとれるも

けれども︑その内容となってゐるものは︑除

です︑ですから三十一文字といふ短詩形です

ことを一黙に集中統一して立践的にしたもの

すが︑短歌はこれとは反対で︑種々な複雑な

短歌といふもの

短歌は︑御承知のやうに︑私達の施先が祁

割田斧二
代の昔から詠んで来たところの︑私達民族に

また更には︑長い時間を要するので食休みの

作者を表現する上に間接的にして了ひます︒

また短歌は﹁調べ﹂の丈畢であります︒散

のである課であります︒

一つの文筆であって︑長く我が図の文畢では

よって創り出された︑最も古い歴史をもった

此のやうに︑短歌は全く日本人のみのもの

常然に一つの職業となります︒職業となって

それが寅品となって生活を支へて呉れるので

どといふことと少々異ひます︒勿論句調とい

ものともいふべきで︑これは俗に言ふ句訓な

よって提唱きれたものですが︑短歌に獅特の

ですが︑この調べといふことは︑香川景樹に

文殊に詩歌即ち韻文はすべて調子をもつもの

として︑その性桁にピッタリとするところか

作るものが貢品となると︑必ずしも純な自己

汁手間仕事にはならないが︑よくしたもので

ら︑文畢に特別に趣味のあるなしに拘らず︑

その王座を占めて来たものであります︒

時に臨み折にふれて︑誰でもが一生のうちに
いってよいほどでありませう︒尤もこれはた

皇の王座には居ても︑責品にはならないか

ところが︑短歌といふものは︑古来日本文

ものであります︒これは感得するより外あり

ば調子で一筋に貫き︑相循環し合ふといった

その句調などといふものに加はるに︑一首を

一寸言葉で簡単には現はせませんけれども︑

ったものもその中に含まれては居りますが︑

堂短歌といふ文畢が日本人のものだからとい

ませんが︑これが出来て平面的から立燈化す

−．〆Ｏ

表現が保てないことになるのは術然でありま

ふばかりではなく︑他に種々のことがありま

ら︑それをもって生活をたてる職業にはなり

は︑一首や二首詠んだ趣験のない人はないと

す︒その第一は形式が短いといふことです︒

りません︑又筋がなく単的な自分そのもの入

得ないので︑賓品とする根性はもつ必要があ
表現ですから︑よかれあしかれ︑自分をその

のもの典表現でありますから︑自分の日常生

せう︒いふ哀でもなく︑短歌は︑作者自身そ

例へぱ小説などを善くとなると︑相禰に長い
時間をかけねばなりませんから︑他に職業を

ま入に描き出すことより外なく︑この鮎没に

短歌はまた立燈的文畢であるといふことで

せん︒ですから私達は︑日常生活の中に︑自

分の侭らぬ変感を得て︑それを生かすべく忠

活そのもの上表現が短歌であるより外ありま

散文の世界で︑平面的文単といふくきもので

す︒筋を立て入説明によって接げてゆくのは

次に作歌する人の態度について考へて見ま

もったものが︑一寸した休息に作るといふ課

純粋とならざるを得ない課です︒

ることが出来ること上なります︒．

には参りませんが︑短歌となると︑ほんの休
詞ふにもすぐと一首位詠めるといふ恰度手頃の
ものだといふことであります︒

そこで一つ短歌の性格といふものを考へて

〔17〕

譲って︑商責の枇界からは忘れられました︒

の王座に居た短歌などは︑小説にその地位を

い︑事件は語れない︑複雑な耐曾は現はしき

そして今日はあんな短い形式では用は足りな

にさへなりました︒それに比して︑日本文塁

あるべきです︒語句などでも︑できるだけ︑

れない︑思想の主張は出来な蝿等ぞと︑散

り︑気坂り︑貴族風を装ひ︑孤高を臭はす号へ

時の通常語を以てし︑いはゅる僻の中にゐて

きではなく︑高い心を以て﹁平民の滋を行ふ﹂

よく常識でなく︑凋特の自分そのもの上感じ

心は僻を腕することが必要であります︒なほ・

と片付けやうともするが︑しかし圃民一般が

文の立場で批評され︑第二︑第三の葵術など

麦に表現すべきです︑かく言へぱ誠に事は術

詮捕へるといふこと︑これが容易ではないか

こ坐に添へたいのは︑前に作歌と修養にふれ

で︑態度︑表現は︑平併にあって親しみ易く

らです︑人或はいふ︑こんな短詩形のものは

ましたが︑この修養といふことの内容は︑必

ません︒それは日常生活の茶飯事の中にも︑

人間一生の仕事とするに足るべきやと︒一見

ものはないといふ風で︑それがために少しも

前述のやうに︑依然一つや二つ歌を作らない

軍のやうですが︑愛際はかく言ふ程には参り

さう思ふのも御尤もですが︑決してさうでは

ずしも泣徳性を意味するのではありません︒

影馨は登れてないで︑商費の世界はともかく︑

ありません︒それはこの日常生活の中によく

短歌は︑散文の世界と異った心持︑即ち一︲物

依然として盛んであることは︑侭の国民詩の

いはゆる迩徳は﹁智・情・意の中の一だが︑丈

ることですから︑懲愛はいけないなどとはい

言はざれば腹ふくる奥﹂の︑思ふことをばく

隼は情でありまして︑その働きを異にしてゐ
へません︒た資情にふれる限り何なりと結構

どｊ︲︑言はずと︑一言に中心をピシャリと言

るやうになるがためには︑人間そのものが出
来て来なくては︑到底出来ることではないか

ですが︑何れにせよ人間性にふれて純情な境

その人の個性による深く意義あるものを感ず

ら︑先づこの人間を作るといざ﹂とこれだけ

剣な態度で物を籾なければならないのです︑

ことが出来ないからでせう︒

って︑胸の病をしさに満足する性質を捨てる

となる課です︒正に作歌することは︑即大き

さうである限り︑必ずどんな馬鹿玲々しいこ

でも一生の仕事として︑なほ遂げられぬもの
な人間の修養を意味するといへます︒

とでも︑通ならぬことであっても︑人の心を

更には卑しい心︑侭りの心などからは生れま

ぼ余を儲けたい︑名一と得たい⁝⁝といった心︑

詠まんとする場合︑その人の心は︑俗な例へ

を行ふ﹂といふ心掛けと態度です︒凡そ歌を

今日は一般に散文の時代であると言は認て

に見る心の修菱を申上げたいのであります︒

の心の誠に鯛れるものではないといふ︑そこ

裕な心で望む限り︑如何によいことでも︑人

打たずには遥かな照そして反封に軽薄な︑

信じます︒︵一九五四︑七︑一七︶

立恋な固民丈畢であることに間途ひはないと

の問題でもない︑商寅としてどうであらうと

し一︲一の償値の問題でもなく︑作ることの難易

人間の一つの徐技ではあるが︑それは丈畢と

もならず︑李門家になる必要もなく︑鞄迄も

作歌はかくして︑短いものであり︑職業に

又他の一つは︑﹁貴族の心を以て平民の通

せん︒貴族な心即ち純粋な心を以て始めてよ

ムの祁兜で︑思想雑誌にまで︑小説を加へね

ば頁れないといはれ︑偉大な特権をもつ職業

居ります︑なるほど小読などはジャーナリズ

く自然を賞し︑人情の降れを解し得るもので
︑この心を捨てることは出来ません︒しかし

その心を行ひ表現する場合は︑お高くとま
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封建杜含の倫理

弓縦の．牡含

宗嗣

旦那として使用人を支配し︑職人は親方が使用人を支配した︒今日で

は雇肺開係と見られる下男下女の額までその雇主を主人としてその支

配を受けた︒家庭では家長が家族に封し︑父母はその子女に封して支

配雛を持った︒その他博徒︑人入業者︑香具師等の麺も親分子分の開

係が出来︑親分が子分を支配した︒このように杜曾の殆んどあらゆる

開係に掻かれたわけである︒

下の間の﹁形式的秩序﹄であった︒封建杜曾倫理の諏黙も勢それらの

るものは被支配者の支配者に封する﹁服従﹂と﹁奉仕﹂と︑階級の上

面が支配開係によ２﹂権成されて居ったので︑こういう吐曾を維持す

百年近い期間は︑封建制度の完成期として︑完全に封建の思想が社曾

照して︑現在の日本吐曾の倫理傾向を剛察するためには︑一膳徳川岬

た︒それは主従の開係に於ける︑従の主に封する﹁忠﹂と︑親子の淵

針する倫理であり︑殆んど一方的に被支配者に希待された剛があっ

封建杜曾の雌も重んじた﹁服従﹂と﹁奉仕﹂の倫理は︑下から上に

二腿忠孝と恩義

で極めて概括的に之に就いて検討することにしよう︒

百行の本﹂と榊して︑﹁孝﹂が最も中心とされたが︑徳川時代には封

係に於ける︑子の親に淵する﹁孝﹂であるが︑支那の儒教では﹁孝は

建制維持に直接開係の深い﹁忠﹂が特に武士階級に岐も承んぜられ︑

徳川時代の封建枇曾は︑支配する階級と︑支配される階級とが︑上
が絶封の椛力をもって農工商の庶民階級を支配した︒その武士の中で

士や藩士の中でも︑自己に脇する家来をとって居る者は之を支配し

する積極的義務とを含み︑且この姻者には常然充分な﹁敬意の表示︲一

令に従順に﹁服従﹂する消極的義務と︑主人や親に封し献牙﹁奉仕﹂

﹁忠﹂﹁孝﹂︑正しくは﹁忠孝の道﹂の内容は主人や親の意志︑命

Ｏ

﹁孝﹂に優先して考えられたようである︒℃

た︒その上之等の支配開係は世襲を原則とした︒又庶民は政治的には

まで希待された︒例えば武士の﹁忠﹂では﹁命﹂を鴻毛の軽きに比す﹂

を伴うべきものと考えられ︑その極限は生命・自由をも聴牲にする所

て居り︑戦場に於いては勿論︑平附でも藩主などの死には往為側近の

とか︑﹁忠義とは死ぬことと見つけたり﹂というような言葉が残され

術つた︒徳川直蝶髄は天髄と稲して奉行︒代官などが之を支配した︒

こういう制鹿上の支配だけでなく︑同じ庶民の間でも農村では地主は

其領主の支配を受け︑庄屋とか名主が俄主を助けて直接庶民の支配に

士の中でも上解の武士はド暦の武士を支配する地位に在り︑叉旗本武

は将軍が旗本武士と諸藩主を支配し︑諸藩主はその藩士を支配し︑藩

下に幾重にも相封立する縦の壮曾であった︒大きく見れば︑武士階扱

代に於ける封建倫理の特徴を知って置く必要があるように思う︒そこ

には封建的思想が弧く残っていると云われている︒従って民主恕想に

壊し︑爾来九十年に近い年月を経て居りながら︑今日なほ日本の杜曾

を支配して勝ったのである︒そのため明治維耕によって封建制度は崩

日本では明治の前まで永い間封建制度が行われた︒殊に徳川幕府三

村

親方又は旦那として小作人を支配し︑都市の商家では莱主は主人とか
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川

れた︒叉庶民に於いても︑親の難儀を救うために娘が死ぬるつもりで

れた場合は︑子は目一分の命を賭して仇討ちをするを武士の一︲孝﹂とさ

臣の殉死まで行われ︑﹁忠﹂臣の範とされた︒親が他人の篇めに害さ

ある︒華にも封建完制期的特徴があると云えよう︒

命的であり︑自己の意志によって選擢することは殆んど無かったので

であるが︑君臣の開係と武士に於いては大濯世襲なのであるから︑宿

の特徴があったように思われろ︒而も親子開係は元より宿命的なもの

﹁忠﹂﹁孝︲一の億月の内容に﹁服従﹂と﹁奉仕﹂と一︲敬意の表示﹂

たが︑之に封し︑君たり主人たる者の︑臣たり従たる者に封し︑或は

下から上に封する倫理として︑封建時代杜曾倫理の中心的位地を占め

﹁服従﹂と﹁奉仕﹂と一︲敬意の表示﹂を内容とする﹁忠﹂﹁孝﹂が

三℃支配者の倫理﹁仁恵﹂と夫婦

身責りをしたという例も屡兵見られた︒世間は之等を美徳と考えたの
である︒叉﹁忠﹂﹁孝︲一は単に道徳上の義務とされた許りでなく︑之

とをあげたが︑その根底には﹁恩﹂が考えられた︒﹁君恩宏大︲一とか

親の子に針する上から下への倫理は﹁仁恵﹂であったようである︒但

に反する者は場合により刑罰の封象ともされた︒

﹁父母の恩は山よりと高く︑海よりも深し﹂とか云われた︒この﹁恩﹂

Ｏ

を感じ之に報謝するという翻念が﹁義理﹂を生ずる︒﹁君臣の義﹂と

し前に述べたように﹁君君たらずとも臣臣たらざるべからず︲一とか﹁親

○

か﹁親子の義理﹂と云われるのであるが︑爾者を合せて﹁恩義﹂とも

の上から下に封する倫理は︑杜曾的にも表面はあまりやかましく言わ

らしくない親でも︑親は親だ﹂と云われたように︑主人たり親たる者

Ｏ

て︑度く存在したようであるが︑﹁忠﹂﹁孝﹂に於いては﹁恩﹂を狸

威﹂が鎧も軍んぜられた杜曾であったので︑支配的地位に在る者の倫

れなかったようである︒之も封建制維持の篇めに貿力的な﹁支配の権

云われた︒この﹁義理﹂の観念は︑封建杜曾の倫理貧賎の出装鮎とし
調された篇めであろう﹁義理︲一はあまり表に出されなかったようであ
る︒﹁忠﹂の方では﹁忠義﹂とも云われたが︑﹁孝︲一の方では寧ろ賛

るためであろう︒然し﹁仁君﹂とか︑﹁道理のわかった立派な主人﹂

理的態度を正面から批判するが如きことは︑その潅威を犯す結果とな

Ｏ

の親子ならずして︑しかも之に準ずる間を﹁義理ある仲﹂とか︑﹁義
人情が存するからでもあろう︒﹁忠義﹂という言葉に封しては﹁孝養﹂

子に鍔する﹁仁恵﹂には﹁指導的精紳︲｜と﹁慈愛の情﹂とを伴うべき

親の子に封する倫理もこの﹁仁恵﹂であったと考えられる︒但し親の

とたたえられるのは︑﹁仁恵﹂の徳のある人を指されたと思われる︒

Ｏ

理の親︲一と云われた︒賞の親子の間では﹁親子の情︲一と云い︑自然の

と云われ︑親が老いた場合︑子がその生活を負措するを﹁孝﹂の重要

ものと考えられたようである︒﹁厳父慈母﹂という言葉なども之を表

○○

臣ならざるべからず﹂とか︑一︲親らしくない親でも親は親だ﹂とされ︑

な内容と考えられた︒叉﹁忠﹂﹁孝﹂に於いては﹁君君たらずとも臣
祇曾は主従・親子という形式的開係に重きを置いて︑必ず﹁恩義﹂が

﹁仁﹂は﹁仁慈﹂とも云われ︑﹁思いやり﹂﹁いたわり﹂の行篤であ

絃に﹁仁恵﹂というのは﹁仁﹂と﹁悪﹂の雨要素を含んでの意味で

わしているであろう︒

る︒子たり従たる者に封しては﹁親と主人は無理なものと思え﹂と云

る︒﹁悪︲｜は﹁恩恵︲一とも云われ︑﹁めぐみ﹂の行篇であり︑主とし

存するものとし︑臣子たる者に一概に﹁忠︲一﹁孝﹂を希待したのであ

って論したように︑下の者に一方的に彊く要求された所に封建的倫理
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て物質の施典であり︑多くの場合生活の保障であった︒この君・親の

の重要な問題であったので︑﹁子なきは去る﹂というような離婚傑件

合わぬ﹂ということが離婚の峠件とされ︑叉家系の相領は封建制維持

理﹂であり︑それは被支配者が支配者に封する﹁感恩報謝﹂の念を出

主従・親子・夫婦などの間で︑支配者に封する被支配者の倫理は﹁義

四︑一般の﹁義理﹂

が認められたことは︑民主吐曾と甚だ趣を異にするものであった︒

﹁仁恵﹂を受ける臣︒子にとっては︑それが﹁恩﹂とされるのである︒
殊に物質的施典は必ず伴うのが常であったから︑︲その一︲悪﹂に重きを

置いて﹁恩恵﹂とも云われたのであろう︒

護熟とするを本質とすることを見た︒然しこの﹁義理﹂の倫理はかよ

このことは
は︑
︑親
親と
と子
子の
の間
間︑
︑武
武士
士の
の君
君・・
臣臣
のの
間間
︵のみでなく︑商家の主
職人の親方と
と徒
徒弟
弟と
との
の間
間に
に於
於い
いて
ても
も同
同様
様で
であ
あり
り︑
︑一家の主人と下女・

人と訴頭︒丁稚・小僧等の使川人との間︑大工 ・左官や鍛治屋などの

うな縦の間ばかりでなく︑炭く横の開係に於いても行われた︒而もそ

︑や

下男との間など賃金を受ける雇主と被州者の間ですらこういう開係に

｜︲世話になった﹂という﹁恩︲一に一基く﹁義理﹂があり︑之に封し感韮湖

れる︒例えば﹁あの人には色み︽世話になった義理がある﹂と云えば︑

○Ｏ

の内容は千態遮様であり︑韓重深浅色壁な度合に亘って居ったと思わ

あったようで︑主人や雇主などを旦那という敬稚も︑元来仰教の布施
をする人︑即ち金肺を典える人の意味から出たのである︒

特に注意されることは︑今日枝の開係と考えられている夫婦の間も

報恩しようという倫理的心理を表わして居り︑﹁あの家には借金を返

Ｏ

その倫理であり︑妻は被支配者の立場に立ち︑夫の一︲仁恵﹂に封して

封建吐曾では縦の開係とされ︑天は支配者の立場に立ち︑﹁仁恵﹂が

ＣＣＯＯＯ

してないので義理が悪くて行かれない﹂と云えば︑﹁借金﹂という﹁恩﹂

Ｏ

之を﹁恩﹂とし︑夫キー傘敬し︑﹁愛情﹂を以て服従・奉仕する﹁義理﹂

て仇討の助大刀をする﹂と云えば︑必ずしも﹁恩﹂というべきものの

を受けて之に報い得ない﹁不義理﹂の心理である︒叉﹁友の義によっ

○Ｏ

があった︒夫姉の開係を一︲恩愛の契を結ぶ﹂というのはそれであろう︒

存在を前提とせず︑友人としての﹁義理﹂なのである︒更に﹁あの人

Ｏ

この靴は殆んど主従の開係と同様で︑今日でも妻が夫を主人と呼ぶの
は︑そこに基くようである︒唯妻の場合は貞操を一方的に亜く要求さ

は義理堅い人だから信用が避ける﹂と云えば︑﹁義理﹂の念の狸いこ

之等の例は相常重い方の﹁義理﹂で︑仇討の助大力などは生命を賭

０○○○○

れ︑之にそむく行一篇は特に重く非難され︑﹁不義﹂と云えば直ちにそ

﹁義理﹂の念がなくて信頼するに足らぬ人物だということになる︒

とを信川の脈件と考えたのであり︑﹁あれは義理知らずだ﹂といえば

してのことであり︑﹁人から預かった大切なものをなくして義理が立

○○○Ｏ

たようである︒夫の死後と雛も再婚せぬことを﹁貞婦二夫にま黒えず﹂

れを指した位である︒武士の妻の場合には往麦死に値すると考えられ
として姉徳の第一とたたえられた︒但し夫婦間の相迩の愛情の問匙は

○○○Ｏ

表面的にはあまり問われなかったようである︒叉夫の﹁仁悪﹂の徳の

たない﹂というので︑川に排を投げて死んだというような事もあるわ

◎○○Ｏ

けである︒﹁蕊者が情夫に義理立てして︑他の男になびかなかった﹂

などというのは︑妻の貞節の﹁義理﹂に準じたもので︑そのために生

○○○

よう︒概して妻は犬に嫁するというよりも︑夫の家に嫁ぐという考え

事貧上の責はあまり問題にされなかった紺も主従の場合と同嫌と云え
方が弧く︑夫の家族の一員としての迦膳か要求されたので︑﹁家風に
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Q

封建吐曾に重要な意義を持つ倫理の一つに﹁謄儀﹄があった︒﹁濯﹂

めに大切な作川話なすものであった︒孔子が火に﹁贈﹂藷諏んじたの

は外形上の秩序で︑その形式即ち﹁潅儀﹂は階扱制制度藷維持する篇

Ｏ

命を失うこともあり得たのである︒﹁武士の一言金蟻の如し︲一とか︑

｜天野崖利奨衛男でどんす﹂などという類も︑見ようによ２﹂催次喪

は︑周が封蓮の世であったのも一因であろう︒嬉川時代も家柄︑身分

に述べる﹁蔵﹂とか﹁男﹂とも解せられるが︑この部獅の塁諏﹂に
○○○Ｃ

あり︑之に反する者は﹁非確﹂とか一︲鉦魁﹂﹁牙のほど知らず﹂として

竿に雁じ︑衣食住から起居動作︑言語に至るまで︑階扱的形式規範が

○○ＣＯ○

鴎するものであろう︒

之仁反し﹁世間の義理とあるから﹂とか︑﹁ほんの義理合いで﹂な

︑︑

われた︒男子の結髪の形ですら武士・町人・百姓の間に一見して知ら

﹁薩儀︲｜の蕊礎をなすものは﹁分﹂であった︒﹁牙のほど﹂とも云

められた︒

殊に武士に鍔する庶民の非湛には﹁無稽討ち﹂という直接制裁すら認

杜曾的非難を受け℃場合によっては刑罰の封象ともされたのである︒

どと云えば﹁牡交﹂﹁つきあい﹂とい↑７ほどの﹁義理﹂である︒この
あたりになると一層次項の﹁顔﹂どの開通性が躯く見られる︒
○

要するに本来の意味の一︲義理﹂は人と人との間に倫理的義務を感じ
た﹁心﹂の方向であり︑孟子に﹁義ハ人ノ正路ナリ﹂とあるように︑

めたのである︒やがてそれが耽曾的に固定し︑形式化し︑雪一的ワク

た時代もあった︒殊に女子は人妻となれば眉を剃り︑歯を染め︑髪形

れる随別があった︒Ⅲ百姓は髪を結うのに蕊を川いることを迩要され

人たるの﹁道﹂とされ︑その﹃義理﹂を立てる行駕は杜曾が義徳と認
となった︒若し本人の圭卿が之をりけいれず︑反楼ナろ行駕をとれば

も娘時代と異なるものを結い︑その既婚者たることを表示した︒叉苗

﹁錐理知らず﹂とか﹁我艦者﹂とされ︑親子の間でも﹁親でもない︑

り︑百姓町人は特に許された極めて少数の者以外は原則として禁じら

字を櫛すること及び大小の剛刀を帯びることを武士の特椛的表式であ

︑︑︑︑︑

子でもない﹂として﹁勘営﹂︑﹃義絶﹂の宣言をするようなこともあり得

た︒ここに至ると﹁蕊理はつらいもの﹂となり︑多くの場合︑批曾の

れた︒武士の間でも種為な格式上の差別があった︒衣服にしても庶民

希侍に従って自己の感慌を殺し︑表面的︑形式的に従う行駕即ち﹁義
一﹂の外に師の﹁恩﹂︑衆生の﹁恩﹂なども云われた︒師の恩は儒教的

理でする﹂ことになる︒

般の庶民は玄開を造ることを許されぬとか︑農民は天井を張ること︑

ともあった︒住居は牙分家柄によって種だの形式上の差別があり︑一

床の間を作ることを制限されるなどのこともあった︒食においても貧

は絹物を川いることを制限されたり︑色彩︑模雛にも干渉を受けたこ

孝指す︒例えば米の消費者は米を作る百姓の勢苦を思い︑之を恩とし

えられた︒又衆生の恩というのは怖教の説く四恩の一で︑杜曾的な患

富による自然的相異の外に︑農民はその作った米は主として年貢米の

なもので︑鮒．子として師に卦する﹁義理﹂と濫儀の倫理が相常軍く考

いという感情となり︑今日の所謂黄材活用にもつながるものであろう︒

て一粒でも粗末にしないという類であって︑世俗にいう﹁もったいな

態度︑言語にも厳重な差別があり︑徒復の書簡の用語形式もその通

たりした︒その他芽分の上下︑長幼などによって︑相互の挨拶の形式

上納にあてしめ︑自らば粟・姿などの雑穀を常用することを要求され

五︑﹁跨儀﹂と﹁分﹂附﹁顔﹂
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りで︑相手の敬稗に用いる﹁さま︲一の書き方すら十通りもあったとい

われる︒又大名の正式な通行の際は沿道の庶民は所謂土下座を弧要さ
れた︒このように細末な鮎に至るまで封建的格式があって︑下の者が
上の者Ｆ﹄封しては勿論卜お者も自らの格式を守る必要上︑威容を整
えるために之を守るのが常であった︒このような形式上の差別諸守る
ことが﹁一分﹂を守︾っことであり︑﹁井のほど﹂を知ることであり︑之

を無硯する者は一︲分不相涯﹂の態度であり︑たとえ家庭内部の生活に

於いてのことでも非難された︒然し本来自由平等を好む筈の人間の生
活に︑封建的形式儀濫は時に相営肩苦しい感を免れなかったと見え︑

酒席等に於いては︑その甥限りの瓦の巾介せにより︑このような差別
的﹁濫懐︲一を問わぬことも行われた︒所柵﹁無稽燕﹂である︒

封建社曾の﹁階懐﹂に於いては上に立つ者もその地位に相鵬する﹁威
容﹂が必要であったが︑之が稗化して迦俗的に﹁顔﹂の剛念となり︑
精や異った意味を持って来た︒﹁顔﹂は韮従︒親子の間にも云われ︑

先に述べたように﹁忠﹂﹁孝﹂には服従と奉仕と敬意の表示を伴うこ
とが要求されたが︑この﹁敬意の表示﹂は﹁濫儀﹂の範閏に潟するも
Ｏ

ので︑主人たり親たる者からいえば﹁威厳﹂﹁膿面﹂に開するわけで
ある︒これが甚だしく犯された場合には︑親や主人の﹁顔をつぶした﹂
○

とか﹁甑に泥詮ぬった﹂と云われたのである︒然し親や永人のような
﹁恩﹂とか﹁義理﹂の開係のある間柄でなくても︑その人の祉禽的に

高いと考えられる牙分・地位・年長・富・才能その他の勢力に封して
形式的敬意を梯い︑﹃一﹂の要求に雁じたり︑・主張に同意したりする行篤
○

を︑その人の﹁顔を立てる﹂と云い︑殊に本来平等であるべき刷階暦
の間では之が重要な差別の表われとなるわけで︑そこに杜曾的俄値が
あったのである︒

Ｏ

その最も軽い意味では︑単に交際が腰く︑知人の争いことを﹁顔が

賑い﹂などとも云った︑更に商店や茶屋などでその人を認め現金を支

Ｏ

柳わなくとも信用で取引ができるとか︑成は興行ものなどで特別待遇

一般世間︐からその﹁顔﹂幸一認められ︑牡曾的な出来事によく一︲顔︑手﹂出

寺一受け︾吊一うになると一︲顔がきく﹂と云われた︒罰一﹄れが精や固定的に

し﹂︑日常の粉霧調﹄帝一まとめる﹁口きとをすることを仕事のようにする
Ｃ

○

者も出張俗に一︲顔役﹂と云わ乎庵マー﹂の中には所謂街のボス的存在

Ｏ

として︑場合によっては暴力を背景として︑も﹁顔をきかす﹂ことを生

が他人に認められず﹁顔がつぶされた﹂場合は彼等は性みへ玖傷沙汰を

命と考える坤徒の類が現われた︒と童顔を責る﹂といった︒その﹁顔﹂

も起した︒このような弧肱的に﹁敵を責り﹂﹁創をきかす﹂行鰯は多

くの場合︑一般杜曾からは倫理的行潟とは認められず︑殊に暴力を背

だ︶﹂とはいうまでもない︒しかし彼等が普通人には敬てしかねた不合

景とするもの具如きは︑勿論反倫理的行篇として衆人は内心之を憎ん

理な封建の電雌に反抵する行嬬によって︑能壁衆人の秘かなる喝采を

この﹁顔﹂を殆んど同義に﹁男﹂という言葉も川いられた︒﹁男を

博した場合もあったようである︒

責る﹂とも云い︑それを看板にするような人物な﹁男だて﹂と云った︒

ぬ﹂とか云って︑従みへ喧嘩の原因となった︒更に蕊人同士の間とか︑

その﹁顔﹂がつぶれた場合は﹁男がすたれた﹂とか﹁男の一分が立た

叉前述の如き街のボス等の牡曾では﹁仁義﹂と解する特殊な﹁薩儀﹂

があったようだが︑之はそれ等の人だの間のみに通じた交際上の儀濯

﹁すけと﹂︹助人︶もしたほどであゞるから︑一種の﹁義理﹂とも見られ

であう７︒但し街のボスの仲間では﹁仁義﹂の枚に命をかけた喧嘩の

よう︒
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六︑博統重重と島国根性
以上封建吐曾の中心的な倫理として︑忠・孝︑義理︑濫儀等に就い
て極めて概括的な橡討を加えた︒その外に盗む勿れ︑殺す勿れ︑姦淫
する勿れ等々の一般倫理に就いてはこ上で鵬れる必要もあるまい︒徳
川時代の封建杜曾は前にも述べたように︑階紐的縦の開係が幾孟にも
重なって出来て居たので︑民主思想の一︲平等﹂﹁自由﹂を基礎に考え

られる吐曾とは甚だ趣の異なったものであったことはいうまでもな
い︒同一の階層に於いては︑成程度横の開係もあったわけであるが︑

狭い日本を三百近い大小の藩と各地に分散した幕府の直轄領とに分れ
それが各燭立国家のように閣境をかまえて封立して居り︑その上その
小さい匠域内の庶民階層自賠の中でも各職莱によって世襲的にその牡
曾容相を異にし︑農村はまた部落毎に掛立の状態であったので︑横の
幅は極めて狭く︑従って雄い人間愛とか︑公共Ｑ暇祉をはかるとか︑
かったようである︒加うるに日常の吐曾的慣習に一鴎する行事に於いて

公衆道倦とかいう目︑王的協洲による横の倫理は殆んど凌達の鮭地が無

も︑博統的﹁しきたり﹂を極端に重んじ︑之に反する行篤は非難され
によってば異端として刑罰の掛象とされた︒更に上下を通じて一︲家﹂

た︒従って自由にものを考え︑行動する気風は常に揮雌を受け︑場合
の鮮統︑相猿を重んじ︑その篇めに億一︲個性の尊重︲一が極度に無禰さ
れた事は誰でも知る所である︒

叉徳川幕府の政策上五人組の如き制度を設け︑向う三軒剛隣のよう
な極めて狭い範閏での協助的気風は養われたが︑その反面︑その間に
相互監漉の目を見張り︑他人の日常私生活にまで微細な闘心を向ける
習慣を生じ︑﹁個人の自由﹂は顧みられず︑所謂﹁おせっかい﹂で排

このような徳川時代の封建制完成期の牡曾生活が三百年近くも績い

他的な島剛根性が養われたようである︒

た日本に︑突如明治維新によって西欧の民主恕想が職入されたのであ

去への深き反省を要する鮎があると想う︒叉その反面︑日本杜曾の所調

るから︑封建的色彩の残ることは寧ろ富然と云えようが︑それだけ吾

○泊翁西村茂樹惇

︵含員・元大東文化祭院教授︶

︵つ野少§︶

を建設することに更に一層の考慮を梯うべきではあるまいか︒

醇風美俗を新しく活かして行って︑虞に日本の杜曾に印した民主倫理

一

上下二冊

含員特債送料共金五○○回
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道徳の敗壌

一菅佐原源治郎
今や我が国迩徳の敗壌は其の極に達し︑朝
野財政界の要人謹が汚職の醜慨を︑毎日の新
ない次第である︒

聞に散見するといふことは︑誠に憤慨に牝へ

明治になってから井上馨が尾去津餓山事件

くって贈ったとの事だ︒

で政商と結託して不正をなし︑黒田清隆が北
海道官有物梯下事件で失脚し︑日糖事件では
シーメンス事件では︑海唯の要人が逮捕され

代議士や官恢が十数人ジュズつなぎとなり︑

大正の末年陸軍の金塊事件は互頭連田中︑山

る者︑先生の迩訓を遵法して︑ますます奮励

牡含教化に表さなければならな蝿敢て所感

を述ぶ︒︵東部支含顧問︑八十五聖︶

人倫上よ︐り農地改革を顧

もあるが︑迩徳の進歩した剛には割合に少な

事件はまだ判決もすまないのに︑今度は保善

が虚分を受けた︑又昭和の維戦後起った昭蹴

る︒私織事件は時の鋤迩大臣小川卒吉外頚名

されたが︑この焚施常初一畔︑世は混沌とし

盛なる汁山首相内閣の時代に在りて之を従施

を︑時の政府︑折しも昭和二十二年耐命黛全

米閏の占領政策下悲惨にも︑財産税と艇地法

太平洋大職後の日本に於ける︑中小地主は

みて

いのである︒我が蝋には一千除年の昔︑桓武

紙済有事件︑造船事件︑日殖事件等が連菱し

て昏迷︑虚脱欣態に陥り︑其際共産薫はこの

鈴木仙松

天皇が勅して︑銭を輪して僻を求めることを

て︑多数の政財界五頭等が逮捕され︑一時は

間隙にかこつけ括弧し︑牡命黛左派と相通し

梨咽大将等が政治黄金に使ったとのことであ

禁じてあるが︑飯の上の蝿を桃ふごとく︑何

要するに汚職は︑法の虐分が除り唖ろきに

内閣が崩壊するやも知れずとさえ言はれた︒

由来汚職は洋の東西を間はず︑何れの園に

もいくらか確衰がある︑これまで世上に仰は

まと

付随してゐる︑かかる次第だから︑被疑者は

た︒それに因りて之等中小地主は全くこの行

となり︑所謂︑大化の改新以上の大業であっ

抑々今時の日本艇地改ゞ革は︑世界注脱の的

祇称を太に混乱させたのだ︒

時になっても汚職はやまない︑しかし汚職に
ってゐる汚恥の群劣なものを少し拾って児よ

すぎる感がある︑これまで虚分された例を見

徳川時代には随分悪質なものもあったが︑

平気な顔で犯則するのである︒国民の血税を

き過ぎの矯め意外にも惟大なる被鮮があって

兵ノ○

紀の閏屋丈左術門が柳津美没守に賄賂を贈っ

揚水の如く澱没して︑括として符みない世相

るに︑何れも短期の刑罰で︑且つ執行猶溌が

て︑上野迩永寺の根本中堂を誰負って︑一撃

果ては没落或は輔落等の逆境に過ひ込まれた

併しながら︑これに封し失望も勝た落脂も

たのであった︒

姿こそ賓際悲痛に端ぎつつ︑まことに苦心し

あい

に至っては︑庇になげかはしい次第である︒

流以上の地位にある人の志操腐敗より恐るべ

命胆西村泊翁先生訓に︑道徳の敗壊は︑中

に五十寓雨儲けたといふ話は有名である︑柳
名旗本から心賄賂を取ったとの妄﹂とである︒

きはなしとは︑直に金言である︑吾人曾員た

津は大老職を利用して︑商人ばかりでなく大
或は大名は金銀をちりばみ︑立汲な造花をつ
一

一

一
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生から必ず幸幅が得られると云ふことでもな

間として恥かしからぬ品位品格を保つことだ

賛栴と云ふものに就ての胤畳心にたより︑人

あはつくづ

せず確乎たる信念のもとに︑冷静︑沈着で︑

と云ふ課でも無いと︒かやうに恩ふ者もある

く︑また悪人であるからとて必ず不幸が来る

︑と画﹂ふ︒．

の被害のそれ故に聾え来る貧乏脚をぱ這入ら

宙は人格︵パーソナリティ勺２．８国四三己即

西村泊翁先生著

︵毒鋤礎︽砺銅唾誌嘩︶

しかも周章てず︑これを熱くと老へた時︑こ

ち人類にとって最も高尚で︑金銭財喪その他

て︑まことの富貴とは云へない︒虚が善人の

思議にも︑どうして之がわかったのか這入る

どの様なる﹁相封的の償値﹂︹レラチィプ・

が︒要するに悪の宮は決して貴重ではなくし

ことが出来なかった様だが︑これは詰り貧乏

ない様︑反剣な気持になって働き︑そうして

刺の征伐とか退治とか云ふことになり︑そこ

バリ﹃一ウ胃︲の盲戴くのぐ己巨の︶の物でも比較にな

一生懸命この防伽をして盃くと︑貧乏利は不

で﹁備えあれば憂なし﹂の響に該論した諜柄

○道徳教育講話
﹁絶封的の償値﹂︵アプソリゥト・バリェウ

塗料共

全一冊二○○回

らずして

而して︑この貧乏制とは生活難と云へ︑ま

これこそ本常の貴垂で篇黄なるにより︑如何

四ずｇ冒蔚ぐ巳巨巴に富んで居るのであるから

である︒

か二云ふ︒

なる不幸に迦遇しても︑愈ミ人格を棟職する

逢料共一五○側

全一冊

○園民訓

西村泊翁光生著

た生活難とは衣食住に困る貧しきものの境遇

尚ほ近頃よくよく考へらるることは︑一擬

ったことでは無く︑それ故︑悪人が如何に快

染を壷しても人格が向上一鍵したことでは無

機衝となり︑若し没落しても善者の人格を失

た貧乏で︑その上泥坊に遜ひ更に推戴に椛り︑

い︒共虚で善者と悪人とを混同してはならぬ

この世の中に於て反に幸不幸がある．例えば

幾度かの難儀をして遂に死んだといふ人さえ

生や其他の近徳畢者も︑こうした意義を説か

課になるのである︒と丈畢博士井上哲次郎先

善人でも不幸にして短命なるものもあり︑ま

少くない︒然るにその反封で泥坊が非常なる
やぶ

正義に基き︑自己を修菱して得らるる統畳

以上の捜裁による人梧闘係の事柄は︑畢竜

れたものと私は信じて疑はない︒

享楽な生活をして︑太く短かく一生を絶るこ
ともあるし︑また混乱征含に乗じて開仕事を
無凝の人を苦しめて莫大の常を成し︑裕禰な

︵吾人の心の働き︶で︑直ちに人間としての

働き新興成金となり︑或は高利貸などをして

涯を送ることもある︒斯くの如く善人である

（26〕
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献立の二つの型
食事薩法︵二︶

﹄﹂れらに封して︑中剛料理はまた別で︑ま

つた川がならべられます︒これは冷莱︑冷葦

ず始めに四種なり六種なりの冷たい料理を盛

す︒諺
これに封して︑洋食の場合は︑デザートュ

が︑めいめい自由に︑どれでもとつてたべてよ

又は小茶といい︑洋食の前菜に常ろものです

ロンツ了イロンブン

ーー︿にはいった時に挨拶をし︑テーブル・ス

ピーチ等もこの時に行われるのが普通です︒

いのです︒冷莱には︑雑肉の白煮︵白難︶︑鞄

洋食では︑一鵬たべるものはたべ︑飲むもの

あとでのんびり欲食しようとするのに封して

など色乃へありますが︑これらは︑次に洲い料

酢のもの︵凍拝雄魚︶︑さばの煉製︵煙背花魚︶

てで家鴨の卵︵継花︶︑焼き脈︵叉焼︶︑いかの

を蒸して細く刻んだもの︵三線︶を始めとし

パイチー

めいた堅苦しいことはすっかりすませ︑その

ですから︑和食では食事の始まる前に︑儀式

食事に閥する習わしやエチケットが︑東

食卓の上を一膳きれいに

川島次郎
西によって趣きを災にしていることは周知

は飲んでしまって

理が出されても︑川に料理が残っている間は

リヤンハヌモ．ウユイ

まず一例を曾食の挨拶にとって見ましょう

を加えるのはホテルの料趣だともいわれま

に始まり︵これは省く事もあります︒必ず之

因みに︑洋食のフォーマルな献立は︑前菜

ときに︑主人及び来賓の挨拶が行われる習わ

な料理が登場します︒最も主要な料理が出た

料理が卓上に川され︑やがて街Ⅱの最も主要

を追って運ばれ︑それがすむと︑大椀の温い

に盛られた湖い料理が︑めいめいの前に︑順

中叫料理は︑冷董に次いで︑何種かの小椀

醜いとされています︒

たべてしまう必要もなく︑又そうすることは

者とか︑近くの者とかの間には︑最初から話

して﹂等ということもあり︑叉隣り合わせた

ヂヤシヤオ

の班変ですが︑その一つの原州と考えられ

片付けてから︑挨拶をしようとするのです︒

そのまま卓上に鎧しておきますから︑急いで

サンスムゾ

る食物についての考え方︑特に主食という

とも︑時によっては一︲躍苦しい挨拶はぬきに

もちろんこれはフォーマルの場合で︑和洋食

スンホア

しましたが︒今吋はその第二の理由とも見

槻念の有無という事について︑前擁に略述
られる︑献立の櫛戎について少しく考えて
みたいと思い︲ます︒

我が閲では︑挨拶は普通曾食の始まる前に

ロースト︶︑野菜料理︹これは肉料理に附け合

す︒︶スープ︑魚肉料理︑肉料理︵アントレ・

が交されています︒

します︒全瞭の人が勝につくと︑永寅の席か

称食の挨拶一

ら順に膳が運ばれ︑全部の人に配膳がすむと
かり食事の準備がととのいますと︑主人叉は

給仕人は酒をもって通常の場虚に坐り︑すっ

と呼んでいます︒

後の果物や伽排のコースを︑デザートコース

ら果物とか︑伽誹とかになりますが︑この最

わせる事が多い︶︑サラドと順に川て︑それか

の料理で︑例えば燕の災のスープ︵涜湯燕莱︶

大代表的材料とされている燕嵩・魚超・海参

最も主要な料理というのは︑中剛料理の三

チン狐ンイエンヅアイ

イニンウオ﹃一イチイハイシエヌ

主催者が︑除ろに立って挨彬をし︑主賓がこ

しになっています︒
︑︑︑︑︑︑︑

れに答えて一言するというのが定石でありま

（27）

ヤ

ユと
イか
チ︑
ーい
︑︑
｜とか︑鮫鰭の煮込︵ホ
紅ン
陸シ
魚ヤ
迩オ︶
り︑
こ

のをいいます︒この燕嵩は燕菜ともいわれ︑

計蓋﹂という事になりましょう︒わが園では

献立というのは︑大まかに言えば一︲食事の

リウ〆ハ部０シエヌ

南方の海岸に極む金蒜燕という燕の蕊であり

食物は膳に城せて出しますから︑﹁膳立て﹂と

〃イエンツアイ

の煮込あんかけ︹溜海参︶とかいうようなも

ますが︑この燕は用心深い烏で︑蕊を蛇や外

とかさし上げるとかいう義で︑酒を人に進め

︑︑︑︑︑

︑︑︑

という意味です︒献立の﹁献﹂はたてまつる

もいいます︒この﹁立て﹂というのは載せる

を探るのには少なからぬ危峨を伴うところか

ることを敬っていったものです︒わが図の古

酒一肴の制鹿でありましたが︑この一問の手

めて肴を出して酒を進めるというように︑一

ふか

ら︑貴重のものとされています︒魚迩は鯨の

い習慣は︑人に酒を饗するのに︑まず肴を出

う︺であります︒この三つは全部そろうこと

績を一献といい︑二献三献と数えました︒昔

ひれさめ

し︑酒三杯を飲ませて膳を引き︑次にまた改

ともかくもここで挨拶があるのが︑正式とな

最明寺入道が︑鶴岡杜参のついでに︑足利左

一献にうち鮒︑二献に海老︑三献にかい餅

あるじまうけ︵謹睡︶られたりけるやう︑

貴人の家では︑日用三度の食品を定め︑前夜

これを黄漆の板に記して待臆まで差出すと︑

筆を加え︑膳番の係に渡したものだそうで︑

侍臣は主人の意中を聞いて︑然るべくこれに

献立・献立表の起原はないようです︒今でも

温泉旅館等には︑こうした形式の残っている

さて献立表は︑中国では﹃食牌旨薬草﹂︵牌

所もあります︒

も単もふだの義︶西洋では﹁メニュー﹂とい

われます日①口匡の原義は凹昌凹烏だそうで

く用いられています︒

すが︑今では食事の鳥目﹈且﹈騨として厳

献立の二つの型

さて食事の献立は国によってちがいますが

つは平面的に︑横の関係を主として構成する

大別して二つとすることができそうです︒一

にて止みぬ︒その座には︑亭主夫婦︑隆排

目の前にならべて︑その一つ一つの形や色ど

挨拶は曾食にはなくてならないものであ
んが︑和洋中園夫麦に違うのは︑もとより慣

僧正あるじかたの人にて坐せられけり︒

りの美しさはもとより︑釜艦としてその調和

な形は前者に脇し︑すべての料理を同時に︑

して構成するものであります︒和食の基本的

習によりましょうが︑こういう慣習が成り立

と徒然草に出ていますが︑献立はその一献ご

もの︑他の一つは時間的に︑縦の序列を主と

つについては︑献立Ｉ食事の品目や飲食の順

とに出す肴を定めたのが始まりで︑それが食

を鑑賞しながら︑料理をゆっくり味おうとす

は疑ありまん︒命

０○

序に闇する習わしが︑大きく影響している事

事全燈に及んだものと考えられます︒畔蛾趨

るのです︒これに封して︑洋食の基本的の形

り︑その時機は最も適切でなければなりませ

あわび勤ちい

馬入道のもとへ立ち寄った時に︑

っています︒

もあり︑一種二種だけのこともありますが︑

︑︑︑

鼠を乾したもので︑いりこ︵叉はきんこと言

鰭︹多くは鮫の鰭︶を乾したもの︑海参は海

︑︑︑︑︑

の烏や獣から襲われるのを心配して︑断崖絶

一一L凸

壁のような所に巣を構えます︒それで︑これ

』
1
−

この献立を記したものが﹁献立表﹂で︑昔

I
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献

は後者に鴎し︑果物とか小菓子とか︑一二の
ものは始めから卓上に置かれますが︑料理の
大部分は一品ずつ順を追って出されます︒こ
の方式でば︑料理の全燈を一目で見る便宜は
ありませんが︑調理されたものを早速味って
温かるべきものが冷えて折角の旨味を損じる
といったような懸念はありません︒

︑︑

︑︑

蕪︑若荷︑海草等のけんを添え全日通つまと
︑︑

いうのは︑刺牙を主人に見たてての言葉です︶

叉薬味として赤い魚には大根とわさび︑白い
魚にはわさびを載せたりします︒

って行きましょうが︑ともかくこの二つの基
・本的の形ば挨拶の時機等を決定する一つの傑

その面影が残っています︒将来はまた色も蕊

の中に

して︑﹁飲食の忌事︲一存一掲げてい重すが︑そ

笠原諾謄大釜﹂という古番に︑﹁物喰ふにつ

のです︒︵特別含員︶

鮮碗の美しい靴まで失わないようにしたいも

生活の進歩︑科畢の装達は︑食生活にも大
きな影群を及ぼし︑献立も今後は大いに塗っ
て行くことでしょう︒殊に楽養皐は献立の科
畢的虚理を要求し︑新しい献立の例を示して
います︒わが図従来の献立は︑改めなければ
ならない鮎も多く︑それに伴って食事薩法に
も錘化を来すでしょう︒ただそれがために︑

の方式があり︑﹁膳ごし﹂︵﹁膳の向ふにある
ものを坂上もせず箸にて直ぐくふをいう﹂︶
﹁袖ごし﹂︵﹁二の膳のものを左手に坂り︑三
の膳のもの為右手に収ろを言ふ﹂︶といふ訓え
も出て来るのです︒

一品ずつ順序に出れば︑どれから食べようか
という思案も必要がありません︒和食の献立
では︑簡単一汁一飯︑一汁二采というのもあ
りますが︑曾食ともなれば︑幾種額もの柴が
ならびたてられますから︑こういう禁傑も必
要になりましょう︒又前回に申しました食事
の順序や︑﹁移り箸﹂の禁峠等も必要になっ
て来ます︒又膳をならべたてる虚から︑配膳

ずして箸を引を云・

そら箸くわんとして箸をつけしが︑くわ

くわんと︑ぐづぐづと見合するを名づく也

箸なまりこれは鰭をやくわん︑和物をや

つしむべき病あり︒常に心がけあるべし︲一と

件となっていることは想像に難くありません

食事の開始

人で取り︾分けてたべるようになっています︒

献立のこの二つの形式は︑挨拶以外の食事
濯法にも鍵つた形を成りたたせます︒その一
つに食事開始の時期があります︒
和食では︑主賓叉はその席の最も軍な人が
箸をとらない内は物をたべ始めないことにな
っていて︑これは日附の食事にも︑やかまし
く言われて来たものでした︒洋食では全部に
料理が配られるのを待つ必要はなく︑自分の
近くに料理がわたればたべ始めてよいことに
なっています︒もちろん主賓にはあとから運
ばれるということもなく︑紛仕八一人の受持
の人数はきまっていますので︑それ程時間の
開きがあるわけでもありません︒
中剛では︑主人が料理の上に砦をかざし︑
主賓以下これにならい︑主賓がまず箸をつけ
るようになっていますが︑これも献立やら︑
食卓やらに依ることと思われます︒因に中副
食の食卓は︑八仙卓子といってこれを一環位
とし︑八人で一卓をかこみ︑一碗の料理を八

この方式のちがいは︑食物の調理にも食事
の確法にも大きく影響します︒それで和食で
は︑見た眼の美しさという事に細かな神経を
使います︒庖丁の家に樽わる料理法には︑刺
排の作り方にも︑八重作りとか︑かわら作り
とか︑松皮作りとか︑基本的のスタイルが十
職種あるといわれ︑赤味の魚には白身の魚又
は更に貝類︑いか等を附合はせ︑大根︑穂紫

更にその美しさを聯すために︑器物も︑料
理に釣合った大小の平皿や︑つぼ川や︑鉢川
等がととのえられ︑その上︑膳の形や色まで
工夫されています︒これに件なって料理のた
べ方器物の扱い方に封する作法が︑細かく成

１１︲

わが間の食事薩法に︑特殊のもののあるの
も︑この献立から来ることです︒例へぱ﹁小

特別の食事礎法

りたっているのは常然であります︒

もちろん︑和食も近頃は︑最初から全部出
さず︑あとから順に出すことが多くなりまし
た︒但しこれは︑必ずしも今に始まったこと
でなく︑古くからその形もあり︑茶曾席にも
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世相漫筆
者

とでも︑我交の天性の一つである食慾・表現

しろものである︒例へぼ日常生活の手近なこ

根本は︑性道義の護狂にあることである︑叉

的にのみ割切れるやうなものではなく︑その

問題だなどと政治的の篇にする上から︑好意

て街娼といふのがある︑これは簡単に生活の

話︑︑竜

慾・性慾などといふものがあるが︑これとて

出版物をと見れば︑秘群出版は依然あるらし

にしる単行本にしろ︑極端露肯なものが大手

いし︑械閲のない出版の自由な今日は︑雑誌

︑︑︑︑

ことを怠って︑ただ成行に任せるならば︑却

よりよい自分を作るために︑これを利用する
って自分は天性のために自分を亡ぼすことに

﹁性典﹂ものが少くはない︑叉見世物にもス

ヌードものが大流行︑映蓋も倫理は無税され

ものであることは確である︒だからあらゆる

る︒それがためには天性の自然を時には苦し

トリップ踊りが客を呼ぶし︑曾負組織の資淡

をふって洋山出てもゐる︑篤虞はといへぱ︑

め︑時には堪へ︑時には勿論梁しませもする

もの︑野外劇も少くはないとか︑或は暫らく

って生れた天性を︑立派に育てることろにあ

い︑立派なものであっても︑人間の道とはな

といふもので︑決して手段は一筋鮒のことで

なる︑だから人の道は︑自分が人間として持

らない︒今日革新系だなどいはれる人の説の

はない︒だから道を踏むことは同吟にいばゆ

のと勝手に作ってみても︑それがどんなに高

中には︑この天性を離れて︑た陣の机上の理

器へは現はれるといばれるし街に色魔の横行も

論であるやうなのが随分多いが︑人間がみん

頻繁だ︒まだ洋山あらうが︑かく見ても一般

沈獣の綾く何んとかダンスなどといふのも折

人が道を歩むことは︑勿論一番間違いなく

る修素である課だ︒

やうもないことでも︑そうは忍ばないで︑噴

ひの世界である︒これらは少くとも風俗を剛

杜曾にあって︑見聞することが戦前とは大遠

し或は凱すべき原因やその毒気を作って居る

天性をよく生かすためにする天性を活川の苦
勢はその中にもある︑ところが今日の若い人

ものといへる︒

目的地に到着出来るた野一つのことであるが

為は︑この苦勢を蛾って︑お先は一興暗な道だ

させたりして居ることがあるが︑これは憐れ
むべき愚なことではある︒かく人間性といふ

が︑ただその時凌を苦勢なく過ごさうとする

更に驚くべきことは︑従来は殆んどなかっ

︑︑︑︑︑

て︑どうにも敦愛できない韮本だからであ

のが多い︒だから修養などは極端に嫌ひ︑た

といふのは︑資際は表面に現はれたものの倍

から︑十七・八の高等畢校の生徒の桃色︑遊戯

或億三倍であらうといばれる︒極端なのは修

た小年小女の風紀である︒十二・三の中畢生

この鮎で今日あらゆる方向でポロが出てゐ

畢旅行などでは︑見知らぬ他の生徒たちとの

である︒

ながら︑人間が自ら使ひ方の如何によっては

とを考て見たい︒先づ戦後の新しい存在とし

るが︑今その中の一つの問題として風俗のこ

だ勝手なろ自由を慾する︒これは困ったこと

悪にも善にもなるといったもので︑基本だか

には︑人間の宿命であり︑絶封な基本であり

ところで︑その天性であるが︑厄介なこと

る︒

ものは大切なものである︑それは絶封であっ

如の世界の夢にあこがれるやうに愚人を狂信

な榊様にならない以上は︑そんな論が賞現し

ものが︑人の天性を離れて︑た蝉頭で何の彼

人の道といふものが︑人の天性に従っての

同
じ

らといって︑自然に任せては置けないといふ
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遊びさへあるといふ︒叉先生との開係者もあ
の女の先生が︑結婚準備金働きに︑暑中︑冬期

るとか︒尚驚くことは︑勿論稀とはいふもの

の休暇には︑特飲街に出稼するとか︑又男の

先生は先生で︑性教育の参考にと︑自己の生
命とするものを︑子供に弄ばせたなどといふ
のも折だの話題になるといふに至２﹂は︑戦
前派にはただ唖然たるばかりといふ外はある
に二・三割に過ぎないといはれ︑それも仲間

まい︒今日虚女などといふものは︑彼らの間
からは馬鹿者扱ひといふのだから流行などす
る筈はない︒子を知らぬは親馬鹿ばかり︑友
けない限りである︒然もそのいばゆる馬鹿者

人知己は哀しむべき虞を知るとあっては︑情

いての信念ではなく︑或は性格が憶病︒内気

といばれる二・三割組にしてからが︑操につ

であるとか︑機曾に乏しいとかいふのでは心
細い︒洲べて見ると︑彼女らは︑操を決して
唯一の愛の象徴と考へずに︑興築の具として
居るとのことである︒これは天性や本能その
ままの箪重であって︑人間性を自ら指導して
立派なものに育てるところに道のあることを
知らない︑これではまるで人間の一面に持つ
野獣性の護揮であり︑原始人的となる課で︑
目指す文化などといふこととは︑全く逆な方
向にあることとなる︒然もこれが人間の尊い
自由であるなどと患ふならば︑全くお話しに

も何にもならない馬鹿話といふものである︒
人間といふものが岬の性ばかり持って生れ
て来るならば︑欲するままでよいのだが︑困
ったことには︑禰・獣・善悪さまざまのもの
否さまざまになし得る性格をも２﹂生れて来
るので︑常然そこには︑左右︑前後︑無駄道
に入り込まないための自制︑他制が必要にな
２﹂来る課だ︒ところが︑その自制︑善導が
出来ず︑否しようとも恩はないで︑弊害に困
るところから︑あれこれと外から或る制限を
加へたりすると︑自由を恋ふものとして︑面
白く恩はないで︑黍ひが生ずる︑今日の大半
のトラブルは︑程陛の問題はあるにしても︑
皆このためであるといってよい︒

して兎も角盛んになって︑それに従事する

人汚への悪れ方は︑他の職莱よりもずば抜けて
居る︑いばゆる知精意の中で︑情が王座で︑意
が鰻も衰二﹂了った︒かように︑情の世界が
最も重んぜられるといふ環境を作ると︑そこ
に生活する人為も亦情の解放となり易いこと
も常然である︒風俗の問迦がそこに常然起っ
て来るのも亦必然であらう︒しかもそこえも
って来て︑敗戦による桁祁︑物質州面に貧困
や種だの係件も加って︑一層本能ばかりを躯

り立て無軌道な牡曾を作２﹂ゆくことが考

蓋︑踊℃一斉梁︑美術︑波戯等だといったもの

が必要になったと腿ふ︒

先毘︑指導者達の自畳を促すべき重大な決意

ただ戦予はいやだいやだとい２﹂見ても︑無
軌道な本能中心の生活をして兄たり︑それで
責現するものではなく︑図を塞げて︑否更に
は昔の一剛にも等しく狭くなった世界の全部
が︑現在の人間の人格︑見識の程度より︑よ
り高度のものに進むことによってのみ賞現す
るものであるのに︑逆に原始的な野獣生活を
梁しむとあっては︑愚も甚しいことになる︒
なんとか教育︑政冶︑思想︑漣湾の諸般に亘
２﹂︑知・情・意にバランスのとれるやう︑

であらう︒図民が口にして止まない平和だが︑

えられる︒かくしてかくなるのが川序であり
迩命かも知れないが︑それにしても︑維戦後
八年や九年でこの態は︑ちと情けな過ぎる︒
正しく今日の情の侃恢による腐敗ぶりは︑文
の成熟期でさえもどうかと似ふほどである︒
こんなことで進んだのでは︑何の文化も作り
出せはしない︒ただ破滅の一つが待つばかり

である︑教育も情操教育が過多である︒その

歴史は繰返すといふが︑確に人の世の流れ
ば︑無軌道ではなく或る鮎流れや波の出来等
に順序といったものがあって︑理論づけられ
る︒そこで恩ふことば︑武によって剛が興り
武に疲れ︑武に破れて後は︑文が興り︑文が
蕊えて文射になって衰へ︑又政に移るＩとい
った順序は︑よしその順序の間の長短や︑内
容に見る相逮はあるにしても︑まず辿るべき
必然の道であるといふことである︒若しさう
ならば︑我が剛も戦霧に敗け︑戦争に疲れて
維戦後の方向は︑平和平和の願ひの下に︑丈
に走るのではあるまいか︑いや現に走って居
るやうに思う︒即ち維戦後日に見えて典つた
ものは︑情操を主としたところの︑小説︑映

内容にどれほどの進歩があるかどうかは別に
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弘道詩林
三好凌石撰

○追懐谷隈山先生八十三聖江東片口安︵富山︶
明治僻六年晩春︒開日本弘道曾網曾於彦根︒獄結涯太湖︒訪藤
樹先生遺迩︒蹄航船上開宴︒隈山曹長︒辞儀吟詩︒其藍猶在耳︒
而曾者今也殆亡︒追昔之感何堪︒脹然有作︒

○○００００○○００００○○００○○００００００
○○○Ｏ
淵欲起龍︒評昌︒着筆豪宕︒風懐可想︒

老将風懐君子容︒太湖載酒訪遺雌︒高吟忽放雲波湧︒洗軒深

○婚松村乾堂先生同人

○００○○○０○○００００○○００００００○○Ｏ
○００Ｏ
堂惟一誠︒評臼︒寓意言外︒一結清高︒最見其風格︒

政海崩漉畢世驚︒中流砥柱頼誰成︒営坤一猫見乾翁在︒立論堂

︑賀老友富田喜市翁七十七毒

髪髪如霜篭亦全︒古稀加七部祁仙︒児孫焼膝皆稲毒︒壮健偏

九十三聖如雲慶野庄作︵茨城︶
○○○００００○○００００○○００○○○○００Ｏ
○○○○
期到鶴年︒評日︒老友賀毒︒喜悦殊渋︒友愛之厚︒一讃令人感嘆︒

＠題自照廟八十三里辿堂小川篤弼︵横漬︶

℃唾︑脳︑ＥＥＥＥ︑︑℃︑︑○００００○○○○Ｏ

長躯痩骨垂髭里︒常戴烏巾著窄診︒塊我邦家無寸故︒桑蓬畢
○○○Ｏ
滝堕慰凡︒評昌︒礁勲誰情︒除韻可掬︒

＠幽居稽山箕輪直︵茨城︶

℃池︑Ｅ︑ＥＥＥ℃℃︑ｂ砥ｎｏ００００００○○Ｏ
寄迩荒村避世煩︒幽棲占得小田園︒竹難鳴玉風過醐︒樫影描
０○０Ｏ︑池℃︑通ｎ℃︑込ＥＥⅢ︑ｎ︑Ｅｈ︑Ⅲ︑
龍月照軒︒仙骨多因窮境錬︒詩懐自入酔郷存︒世間柴辱吾何
︑私︑℃Ⅲ︑江︑
管︒惟有風雲任客論︒評弓三四描出天然︒自得脚趣︒要︿富出

風骨︒自得仙趣︒

＠七十七自毒鶴水高地七郎早葉︶

○００Ｏ

往時如夢世無功︒我典山妻甲子同︒七十七年共頑健︒襟懐夙

００００○○００Ｏ①００○○００００００００００

︑山亭納涼石崖林庸之助全︲葉︶

慕古賢風︒評弓同甲得毒︒天幅之至︒語最清淳︒一結可見高風︒

︑ＬＥＥ︑兇Ⅱ述込Ｕ︑︑︑ＥＯ００○○○○○○○

○○○○
水逢涼葺︒評臼︒清逸︒最足吟諏︒

石泉漠漠雨一初時︒雲散林瀞夕照明︒一群未醒曲肱睡︒漢風如

＠苦熱有隣菅谷徳次郎︵宇都ｇ

火雲鏡屋暑如焼︒儀熱炎炎奈遅鰭︒消夏工夫知在此︒黒甜一

Ｅｈ︑︑殖殖述Ｌ℃込迅℃ｈ込○○○○○○○００Ｏ

＠香魚解禁八十六翌綜翁菅野三郎治︵禰島︶

○００Ｏ
刻夢超超ｃ評昌︒詩亦清涼剤︒

渓流激溌躍銀鱗︒六月欣逢解禁辰︒釣客群来隈水畔︒年魚沓

○００○○○○００００Ｏ○００○０○○○○００Ｏ

＠断悔含華疋田直︵幅岡︶

０００Ｏ
味太津津︒評日︒釣期到来︒一結最有深味︒

連日多陰雨︒田家恐水魔︒欣看今暁霧︒農婦曝披蓑︒

℃︑︑︑︑︑ｈ池魁︑○○○００００○○Ｏ

＠小蕨夏日夏村田中和三郎︵千葉︶

評白︒断梅無期︒日日無恥︒一吟可以自慰︒

℃迅殖ＥＥＬＬＥＥｈ︑︑込Ｅ℃ｎ℃Ｅ︑︑︑℃︑︑

来冷似冬︒評日︒眼前風物︒寓得平垣︒結句見天候之異︒

︑℃︑︑

千竿修竹近垣塘︒欝鮮松杉翠色濃・山荘日午都無事︒午夢醒

＠佐倉宗吾鯉堂移山寺島慶一︵千葉︶

香煙不断落花齢︒一宇溌堂樹欝粁︒養罷含情酒家女︒明降拭

０○○○○Ｏ○００００００００００○○○○○○○

＠客中春誰恵驚兼坂重︵千葉︶

○００Ｏ
涙読宗吾︒評臼︒措僻清露︒最有情趣︒

○００○○００○○００００○○００００○○○○Ｏ

０００Ｏ
塊緑陰中︒評白︒吐蝿自然︒別韻標紗︒可稲選中逸品︒

紅甑紫謝夕陽室︒錦思悠然封晩風︒誰識天涯千里恨︒一捧罰

︑賀醗谷節山翁七十七毒次其嬬韻
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霞軒鵜野英治︵千葉︶

℃℃Ｅ︑迫Ｅ恥︑心Ｌ℃脳池ＥＯＯＯ○○○○０．０Ｏ

文章報国致其身︒豪気如虹逐歳新︒七十七齢健凌壮︒詞才畢
仲之間︒

０○○Ｏ
徳綾先人︒評日．豪使之気︒注子筆端︒錐未見原韻．蓋知興此在伯

︑筑波山荒張幸吉︵茨城︶

︑℃︑︑ＥｈＬＥＥＬ︑Ｅ咽ｎｏ○○○○○○○○○

波山霞水暁蒼蒼︒憶見街年血職場︒雲雁不知人事改︒双尖依

＠日午尋梅分酌得青菱披寺田英一郎︵大阪︶

○○○Ｏ
奮諜常陽︒評国︒浦雅︒撹古之惰殊深︒

︑︑︑正︑︑︑︑︑︑咽Ｅ︑︑︾○○○○○○○○○○

吟杖乗時過奮畑︑春風脈脈野梅馨︒横斜影動日亭午︒暖玉欲

＠謝友人見贈詩松陰力根恭司︵千葉︶

○Ｏ○Ｏ
瓢林下亭︒評日︒随口枯出︒浦腿有識︒

℃︑︑︑︑Ｅも︑℃Ｅ℃ＥＥＥＯ○○○○○○００○

○００Ｏ
朔筆勢雄︒評日︒抽藻礁雅︒其人可想︒

高詠偏思老社風︑聯珠綴玉句殊工︒臨池亦畢蘭亭記︒鳳舞驚

＠偶成岱山椎名保弘︵富山︶

砥Ｅ︑︑Ⅲ五℃Ｅ︑ｎｏ○○○○○○○○○

寓類復元虚︒生生不滅魂︒無窮化工在︒二大乾坤．

評臼︒原作七組︒削去如此︒須要由繁入簡︒

＠途上所見東耕石川藤作︵茨城︶

︑℃︑︑ｈｎ℃︑殖ＬＯ００○○○○００Ｏ

評臼︒亦是七組︒詩意卑肥︒不忍汝去︒改矯五言︑則卯可而︒

嫌服蛎容歴︒流服不顧身︒菰籍花欲落・屋渦梢無隣︒

＠梅雨如山片岡佐仲︵千葉︶

Ｅ殖︑︑︑︑ⅢＥ肥︑℃︑Ⅲｎｏ○○○○○○○○○

○○○○
多又水難︒評白︒疎婚︒天候之鍵︑詞外有意︒

七月半過天未舞︒梅森連日夏猫塞︒不知撤倣誰能救︒冷害加

︑教皐偶感長島亮平︹埼玉︶

︑Ｌ︑︑

世道人心一断腸︒撫今懐昔奈興亡︒何篤文教無経皐︒故眼浮

℃︑︑︑芯︑咽︑℃迅述ＬＬ述迅︑︑︑︑︑Ⅱ︑︑Ｅ

＠贈小串廉粛先生雲石村田一雄︹横漬︶

雲感更長︒評日︒原作七古︒改篤七絶︒如何︒

︑迫︑ｂ砥心述込ｂ℃ＥＥ砥も００００００００○Ｏ

模花開落幾春風︒樹若毒苔枝幹雄︒民政中原誰逐鹿︒一鞭更

＠筑波巾紀行節録凌石三好寛

○○○○
待老廉翁︒評臼︒雅健︒政界混迷︒猶有期待廉薪翁出馬︒

繊筆墜釣字自雄ｃ襟懐猶見託雛錘︒誰牌赤手頻同策︒凋挑妖
気欲樹功︒豆餅一盆鱗美味︒若花七椀足清風︒依雲亭子依然
在︒同首営年感慨室︒依雲亭

東峰峻時碧峻帽︒繊鎖釣連巌欲崩︒而宇智尭金鐸響︒天橋宛

韓瑞雲騰︒前汀水色明途妬︒遠浦煙光翠自凝︒梁筑常年奏何
虚︒振衣絶頂仰威稜︒束峰
杵川亭子樹森森︒竹寛泉粛太古青︒日射山蹴天殿署︒雲生獅
擁地猫陰︒好好脚脇花方褒︒恰恰蛾眉烏自吟︒看取名歌道迩
在︒千年此虚洗塵心︒皆川亭

＠砿風雲瓢乎道人

●＠寸織漫言

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

安全保障談紛紛︒鳩率其如浬洲分︒世界平和有何策︒含同却
恐醗風雲︒

△△△△

＠寒一自催同人

△△△△

不川豊隆報断悔ｃ陰雨述旬塞自催︒天公不遣撫雲散︒漠漠層

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

＠疑惑深鐘川老漁

陰蔽地来︒

濫弄柄椛同古今︒造船汚職童鋤沈︒大山鳴動不蒋風︒更使世

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

＠次韻何所断瓢乎逝人

△△△△
人疑惑深︒

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

網恨尤深︒

△△△△

砿官汚職冠於今︒疑獄頻頻浮又沈︒桧察経狙何所断︒大魚池
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弘道歌園
秀逸○

割田斧二選
掻江市平井常清

折為はかじかのなきて祁門川つりばしあたり蟹飛び交ふ

宇都宮市菅谷徳雁

︵夏の夜の景描かれて清涼さを受ゆる︶
○

いかづちも音遠のきつ雨晴れて静かに昏るる夕べ涼しき

千葉牒菅谷義太郎

︵夕立一過の後の爽快さ︑いかづちの音遠のくなど描き得たり︶
○

早場てふ十六島に出穂揃ひゆたけく涼し刀根の川風
に感深し︶

富山聯片口江東

︵出穂揃ふを見て心豊かに川風に親しむそれが早場産地たるは殊

佳作○

埼玉際石川奈美子

青空に窪ゆる夏の木立見れば偉人を仰ぐおごそかさおもぼ
ゆ
○

窓深くさし入るかげの涼しさに戸さしかねたり夏の夜の月

○岡倉天心を富山牒粛藤一二

東京都中村徐風
埼玉腺繁田武平

芳崖の命かけたる悲母観一昔た生えはげます有情の人
○

○

絹国屍室しくふりて揃り難さ互に語る釜狩りかも

二十七年に及ぶ仰せをかしこみて御料茶を摘む家の幸かな

○岩佐恭春君の金婚式に千葉豚鵜野秀春

五十年の長き年月むつみ合ひて家の柴えを見るぞともしき

○国民保険禰島螺菅野三郎治

千葉撫兼坂禿嶺

いたつきを治むる道の拓けけり進みゆく世の魁として
○

○

新潟聯波多良介

四十までは飲さざる酒を老我のうさ忘るると晩酌をする

○老妻宿洞になやむ禰島際演名博綱

揃彦山さやに見えつ上さみどりに室はれわたる越の園原

埼玉際小名木狂辰

宿痴なほいく再護に堪へざれぱ免疫焔印すまぬかあばれ
○

富山際椎名保弘

川越城の内濠に蛙なく頃と今年もなりて農の忙しき
○

新潟聯土田朝男

涼しきは水の流れの岩枕落ちくる瀧に夢もとほりて
○

汽車にのるひまもをしみて肇ぴ子がふみ讃むみればたのも

しきかな︒

○故林勤大人を偲びて千葉嬬金杉茂穂一

いつはりのとりわけ多き世となりてひたに偲ぱゆ溝きとの
大人

○梅雨晴埼玉嬬石井伊三郎
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Ｉ︲

割田斧二山若葉温泉の客に萱長し埼玉白水

蔑切や水面は白く暮れ礎ろ

梅雨晴れの庭面狭しと変干すに間なきもあばれ雷雨とばな蝿牛や席経つ画けて小十年
る

○

金目垣の梢葉やさしき薄紅に染む露しげし雨も乱さす渡船場に樺大樹の夏木立

駄菓子費る婆の茶店や夏木隆

短夜の鉛筆はさみ俳誌閉づ

弘道俳壇大橋越央子選茶師機嫌陪嘘仕舞の酒に唄埼玉芝潤

縁蔭にしづかに歩む人となり松江碧明子

大槌のく賀り障子やつばくらめ富山香川越路妻の手借り嬉しき試歩や悔雨晴紅Ⅲ茨城静市
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秀逸○雑認

風やめば池の禅また閉づろ松江原田評明子白蝶の葱の擬賓珠にぶら下り埼玉吐剛
一と桑に太る蕊や明け易き埼玉測川芝潤嫁ぎゆく雌後ｐ田植捗りぬ川越狂辰
雪解の大江下る筏かな埼玉門井白水涼しさや椋相の葉蔭を洩るろ．月千葉茂穂

流星や貰風呂より戻る路千葉鈴木泰村つ営きたる雨今朝晴れてつゅの入り一鴫岡琴山

大橋越央子

雑草をぬきんで高き百合一輪・千葉秀嶺

梅雨晴れて此の間彼の面に川植歌順島椿翁

浦瀬より弼彦につ堂く青田哉越後良介
佳作
蓑
田 柚 女な
にか間
食が届き乳子届き富山越路七夕や子らのあつめし供へ物埼玉奈美子
足を抜く支へ板持ち深川柚

金魚玉提げて戻りぬ祭人
蜘味の巣が出来てにばかに寡れ始む

紫陽花や瀞かなる日のくれて行く千葉丘南福島市某氏邸にて

雛連れて水鶏の来るや唯俸ひ︑雛の上悔雨の阿武隈横はり

阿武隈の鵜鵠遊ぶ梅雨の庭
川峡の流れて洗ふ硯かな
リヤカーの綱引く犬や歩の秋東京徐風○次雛八月十日締切

I

本含薫報

倉に金壷千目也を寄附さる・御労侍を感謝
す︒

△山峰・氏逝↑去︒特別称員山崎延吉氏は︑七月

十九日八士一一歳の高齢にて逝去︑翁は農聖と

多大なりしを︒謹んで弔意を表す︒

称へられ︑本命にも弘通に屡ミ執筆され誰力

腹れたことを憂慮し︑その振興策につき愁談

時半より︑参議院議長公邸で︑現下の逝韮の

通念の六倒鵠は︑七月二十七日︵火︶午後一

義将建連盟︑修養剛︑大日本報徳吐︑日本弘

△道義振興懇談倉︒龍門融︑石門心畢含︑迩

△河東田女史の光第︑本官霞ヶ開支念の埼玉
として︑厚生大臣より表彰さる◎慶賀︒

育児院長河東田ヨシ子氏は︑禰耽事業功努者
△成瀬氏の芳志︒富山蝶新川支命副支曾長成

瀬章二氏は本念に金四百同を寄附さる・御芳
情を感謝す︒

するところあり︑本愈よりは︑下村副倉長及
割田主事出席せり︒

△江名支含講演雪︒八月一日禰島撫江名支官
にては夏季講演命を附き︑講師として︑本愈
より﹁世界に於ける日本の地位︲一慶膳大畢教
授︑塚本毒一︑﹁さいわいを作る手﹂日本女子

大単教授氏家寿子雨氏及割田主泰出席せり︒
盛宮なりき︒

ぴに婦人部講演含開催︒含場豊岡保育園︒出

席念員五拾七名︒技井副支含長開催の挨拶を

述べ︑講演に移る︒四時質問底答ありて四時

半︑繁田支含長の熱誠なる感謝の酢あって間

念した︒

東京都結婚相談所長田中孝子先生

﹁新しい時代と姉人の生活﹂

﹃豊岡の町は私の夫︵早大教授田中王堂氏︶

の母の出た︵扇町屋栗原氏︒累代里正たり︒

ので︑欣んで参ったのであります︒氷ははれ

粕谷竹堂先生邸の憧向ひなりしと︒︶ところな

におつくしで︑昨年は術保育悶々長さんは薙

ば︑繁田先生御一門は︑多年︑祉含の各方面

綬褒章を賜はったこと︑これで︑御一家より

か︒唯々︑感激するばかりでございます︒

同様の光楽に浴されたもの四名でありますと

さて︑今日の演題は﹁新しい時代と婦人の

生活︲一といふので︑それについて︑みなさま

とごいっしょに考えてみたいと存じます︒醤

るい時代の迩徳は︑忠のためには人をも傷つ

いでもなかったのであり亥す︒女は︑家のた

け︑図のためには命を頭すといふことが︑な

めには身を粉にして働らいた︒子がなければ

生むことができないので︑おめかけを置いて

離縁されても仕方がない︒自分は︑後嗣ぎを
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△河野博士芳志︒特別念員河野省三陣士は︑

本含事業費の内に金壷千同也を寄附さる・御
芳情を感謝す︒

△豊島氏の芳志︒松江支曾員豊島成宜氏は︑

△理事倉︒七月五日︵月︶午後五時より禰田

本愈に金五百側を寄附さる◎御芳惰を感謝す︒

養生堂含館にて本含理事念を開き︑本年の研
その前七月一日︑下村副酋長︑勝部評議員︑

支曾棄報
○豊岡支曾報告
四丹十日︑一時半より︑弟三○五回常愈並

￨

究事業について協議するところありたり︒尚
割田主事と︑本曾に於て︑原案につき︑種を
懇談せり︒

△高田博士の芳志︒特別含貝丈博高田反治氏
は︑本含に金五百回を寄附さる・御芳情を感
謝す︒

﹄△野間氏の芳志︒特別念員野間左衛子氏は本

I

のために縛られて嫁ぐといふのが︑蒋るい時

た︒結婚するにも︑なかうどへの義理や︑家

には割が悪かった︒現行の民法ではこれを一訂

た︒その思想の上に築かれた家族制度は︑女

男に有利であり︑片手落な生活でありまし

男がつくったものであるから︑どうしても︑

的となり︑じっくり︑生活ととつぐんでいる

ひます︒現に︑もう一つの刺に︑女性は建設

した結果で︑だんだん︑落ちついてくると恩

迷った様式がはいり︑戸惑ひした形もありま

ます︒しかし︑これは︑念に世の中が鍵って

民主々義はいけ蔵い

分の生命を大切にすると何様に︑他人の命も

きました︒今は︑人川の命は尊いもので︑内

女も︑次女も︑同じやうに貰へることになっ

る︒昔は長男一人が貰ったものを︑今は︑長

の一は配偶者︑あとの二は子枇が等分に分け

ってゆき︑よい枇の中をつくってゆくやうに

はれず︑除暇聖つくって︑祇含を籾る眼を菱

達が相寄って生祇の雄直しを川り︑川襲に囚

態どといふ人が誇り

代の女の生活でありました︒今日の道徳は︑

正しました︒家督相続がなくなり．︑辿産は相

子を生ませてください︑と︑いひもしまし

昔のやうに︑家の中とか︑領土とかいふ狭い

ものを︑妻も相続権をもつようになり︑三分

続いたし主すが︑昔は子だけが相続しました

大切にしなければいけないといふのです︒す

ります︒

た︒遠く婚に行ってゐる次男も批へるのであ

︑︑︑︑

へ︑人権の擁誰といふことが︑重要脱されて

弧域の中に止まらず︑庇く︑人知の幸禰遊考

婦人がだんだん増えてきました︒きういふ人

べての人川は︑自由であり︑平等であり︑脚

底すればいいのですが︑日本では︑なんら︑

義なのです︒ただし︑こうした民主々誌が徹

他人の幸胴を尊重することが︑本常の民主々

度が布かれ︑男も女も同様に才能を伸ばす機

ることは出来ません︒畢校は︑男女共崇の制

ので︑昔のやうに︑はたのものの意志で定め

結僻も︑男女の合意によってのみ成立する

まふ︒新らしい時代に生きる姉人は︑鋤らき

けで疲れ果て︑伽らき機械のやうになってし

した仕事も︑紋切形にせねばならず︑それだ

や︑洗濯や︑三度の食事や︑繕ひ物と︑さう

注ってゆく筈です︒昔は朝晩二回の掃き掃除

時代が鍵つたので︑家庭の中のやりかたも

訓練のないところへ︑突然︑民主々義が典へ

含が輿えられましたが︑もひとつ︑男女の政

送り︑他人の迷惑などかまはず︑識愛の火遊

L･ｲノ

ありたいものです︒

分の幸祁を遡求することは善である︒同様に

られたところに︑今の枇の中の矛盾があり︑

︑︑

崎形的な状態が出来あがりました︒しかし︑

機械ではなく︑男の相談相手となるだけの力

雑誌を讃んで知識を磨きませう︒そして︑自

かうした新しい時代に生きる婦人に︑二つ
の型があります︒その一つは︑アブレ型とい

と仲よくし一Ｌ行く︒遼境をよくすることは︑

分の手の及ぶ範個で︑家庭を明るくし︑近所

を菱ふやうに︑疲れたら休んで︑新聞を親︑

治的地位も平等になりました︒

民主々義を︑一概に退けてはいけない︒私は

って︑自分ざへしあはせならいい︑自分の行

これは︑過渡期の朕態であって︑そのため︑

悪いところは去って︑善いところを延ばすよ

儒について︑責任は考えず︑剰那的な生活を

ん︒今日のやうな含合に︑いつも︑おいでに

年齢の多い若いに限らるるものではありませ

今の憲底に︑かうした思想を︑はっきり明

うに努力すべきだと恩ひます︒

示してゐます︒中には︑男女の本質的平等ｌ

で結蛸し︑いやになると別れる︒あれだから

びに耽ってゐる︒満足を求めて︑浮はシ調子

ならるるかたがたは︑いづれも新時代の婦人

といふ一項があります︒これまでの制度は︑

〆 勾 々 、

であると思ひます︒私は︑竿をとっても︑精
るのがよいでせう︒

婦は別に暮して︑共嫁ぎで︑親に仕送りをす

一線を蹄えない交際をするのです︒毅然とし

くてはいけません︒本人同士も︑秩序のある

底するように心掛け︑互ひに理解し︑協力し

も︑新らしい時代の空気を吸って︑それに順

ます︒娘さんも︑お嫁さんも︑お母さんがた

ず︑夫の牧入が十分でなければ︑自分で︑お

と︑どうにもならない︒養はれることを考へ

は︑男に養はれてゐたから︑結婚が破れる

今の婦人は︑自立性をもってきました︒昔

結納の額をたくさん賛ふのは︑式の費用を手

けていただきたい︒結婚の様式ですが︑哀づ

責任をもって︑相手を幸禰にしようと︑心掛

結婚することになります︒結婚してからは︑

情を感じ︑生涯を倶にする自信がついたら︑

︾﹂

祁的には若い人でありたいと︑心掛けており

て生きてゆけば︑和やかな家庭ができ︑世の

金を得ることも考へる︒夫の吹入が十分であ

仰ふの意でありませうが︑結婚史上に存在し

ではない︑息子も︑かわいさうだから﹂と︑

識する親ならば︑﹁嫁は︑自分のためのもの

自分自身をも傷つけます︒新らしい時代を意

ないのみならず︑生涯を契った妻を不幸にし

しまふのです︒それは︑本常の孝行息子では

た︒意志の弱い孝行息子ほど︑親に盲従して

のところの相談所へ︑息子がやって来まし

は︑世間に開する知識をもち︑又︑自分で物

貞淑︑従順であるばかりではいけません︑妻

ひに教育し合ふのがよいと思ひます︒妻は︑

とを理想とし堂したが︑夫婦は︑両方で︑亜

昔は︑白紙のやうな妻を︑自分で教育するこ

は︑男が唯我凋尊であった時代の産物です︒

﹁夫唱婦随﹂といふ言葉がありますが︑あれ

るといふ︑生産的な奥さんとなることです︒

子供もよく教育され︑良人も安心して鋤らけ

でもありますが︑これは︑嫁を迎へる方で︑

ｌといふのは︑親の愛情の擬ぐましい蕊露

ってから︑痕に肩身の狭い恩ひをさせるから

を飾る人に多いのです︒支度が少ないと︑嫁

度品︑理式披露等を盛大にやるのは︑世間魁

順引憾済んだｌと零へるのぱいやでず︒調

ぢやないといってゐ童す︒結納は識んだＩ

す︒東京の下町では︑三闘目以下では︑結納

た費買婚の名残りを思はせ︑いやに感じま

て純潔を守ることです︒さうして︑双方が愛

中も進歩すると思ひます︒

をきりまはし︑家を清潔にし︑柴菱も掘れ︑

れば︑妻は︑お金を得ないでも︑上手に家計

東京の近遥で︑親が︑﹃気に入らぬ﹄と︑嫁

我慢して︑吐におさめる︒嫁のほうでも︑﹃姑

を三人も追出した家があります︒困つ一し︑私

があったからこそ︑こんなよい良人が出来た

辞退すべきです︒町全催で︑率先して︑一般

るがよいと思ひます︒別居してゐて︑孝行を

ん︒しかし︑事情の許す限り︑親子は別居す

あります︒そして︑宜しかったら︑本人同士

んありますから︑よく調査することが必要で

あとで︑とんでもない目に遭った例もたくさ

もってくるのでしたが︑仲人の口車に乗って

いて︑不縁になって論嫁を追出すのに︑慰籍

は︑家庭が疲努しきってしまひます︒それで

など︑まま︑聞きますが︑だいいち︑これで

めたい︒披露に一週間もかかったとｒざ﹂と

欲しいと思ひます︒衣裳は甜応着でよいと決

的に巾合はせをし︑新生活の様式を採上げて

を考へなくてはなりません︒

つくす︒朝晩顔をあはせてゐると︑くたびれ

に交際をさせる︒なによりも︑性格が合はな

結婚についても︑今までは︑媒灼人が話を

のだ︑それからは︑良人とともに︑姑さんに

てまゐります︒雨親が若く︑揃ってゐる家庭

恩返ししよう﹄といふ気にならねばなりませ

か︑または︑未婚の弟妹がゐる家では︑若夫
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翠げるがよいでせう︒衣裳も︑幾組か準備し

に︐甲合って︑公民館のやうなところで︑式を

があり蓑す︒矛盾したことは止めませう︒互

料として梯ふくき﹁金がない﹂なんていふの

した代議士は︑失格させるやうにせねばなり

要があります︒遥器法も改正し︑悪いことを

く︒いろいろの部面で︑婦人も壮含を識る必

ためになるか︑かういふことも考へていただ

その仕立より洗濯の仕方にまで言及︑食生活

更に各種被服の形態着用上の便不便等の比較

成品質等を説明︑それぞれの長所短所を検討︑

する鮎を指抽︑先づ衣料に付て各種繊維の椎

ての題下に︑衣食住の全生活に亙り改善を要

紹介先生には生活の中より新しい問題を拾っ

に付ては現在否狩末共図の食糧事情に鑑み︑

をとほし︑或ひは雅業をとほして︑経済的︑

可成米食依存詮止め︑粉食の研究こそ大切で

ません︒新らしい時代に生きる婦人は︑家庭
政治的︑その他の︑祇曾問題や︑図際情勢に

ある︑副食物は可及的栄養に富めるものを選

て置く︒振袖は着なくともよいと︑私は恩ひ
ら二百五十回どまりで︑衣裳のほか︑蒐笥ひ

だけ︑世の中を明るくし︑よりよい幽家にす

も開心をもつようにし︑姉人の力で︑出来る

ます︒或る村では︑膳部一人前︑百五十岡か
と棟︑夜具︲一組と決めてゐるところもありま

す︒似冗上や︑一時的な愛怖ばかりではなく

す︒結婚は︑二つの人格が︑結び合ふので

住居については従来の容川亜鮎主義を排し︑

採︑一つ一つ調理方法まで具慨的に説明され

いっしょに︑進んでゆきませう︒︵拍手︶

るやう努力して琴．りたいと恩ひます︒

して︑二人の生活を建設してゆくのですか

に︑こんな御馳走か﹄と︑蔭口をいふのもあ

招かれた群の中には︑﹃暇をつぶして来たの

いて︑生活の改善に役立てたいものですが︑

てなければなりません︒婚職の際の冗費を省

時文部省出仕明治天皇の侍講たりし文畢仰士

り州宮︑先づ中村氏より弘道念は明治九年岱

て講演倉を開催︑午後二時中村氏の司衝によ

上成木小堅校のＰＴＡと共同主催で同校に於

五月二十九日徳山敬子先生を御迎へして︑

とは聴講者に多大の感銘と深き印象を輿え︑

に雁答され︑親切に而も町寧に指導されたこ

先生にはＰＴＡ席に荊り込み次から次の間間

り説を進められ︑午後三時三十分維了︑後更に

れる様努め度ものであると︑微に入り紬に入

の改善を回り︑衛生的にして楽しき住居とさ

心掛け︑古き家に於ては先づ嘉朋浴室便所等

るかもしれませんから︑周悶の︑さういふ人

西村茂樹先生が︑日本闘民の将来歩むべき道

午後四時︑館校長より講師に感謝並にＰＴＡ

家族の居州食堂子供部屋等を明るく消楚にと

琵を啓蒙する必要もあります︒．

ては身の修養に含としては等ら枇曾教化に努

標にもと創立され︑爾来八十年倉員個人とし

○成木支曾報告

︑婦人として︑これから︑考へていただきた

めて来た︑即ち泣徳災践の念であって︑此度

ら︑初めから︑賢明に︑結婚生活の設計を立

いことは︑﹃世の中のことに賑を向ける﹄

拶を述今へ︑小川氏より事業並に酋計報告あり

開育の餅に次で︑司荷者より講師徳山先生を

として世相の現妖に鑑み稜極的に弘泣粘祁の

綾て支含総官を開き︑荻原支曾長開曾の挨
にもとの念願よりＰＴＡ代表と協議共同主催

畢校教育にも亦家庭教育にも︑より良き参考

ことがあります︒町村含議員を選夢のも︑代

命貝に挨拶あり司曾者削含を宣す︒

議士を送るのも︑男子と同様に︑婦人の責任

致した次第であると説明︑青木ＰＴＡ街長の

の意見をもたねばなりません︒あの薫は︑悪

となりました︒婦人＄︑人間としての︑濁自

中村氏袖足謎肌之を承認︑二十九年度の事業

いか︑良いか︒自分達のためになるか︑函の
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の虚決如何にと驚嘆の眼を走らせてる虚へ︑

普及に通逃すること之が前提として先づ含員ら支含総曾を母衣町校友含館に開いた︒青山
の勧誘増員に努むることを申合せ午後四時三支含長挨拶をのべ︑近来頻々として開く世俗
の出来事に心あるもの大に警戒すべきことの
十分閥念す︒
多いのに︑さきに議含に於ける汚職の悪行鴬
Ｏ秋田支曾報告

議含の威信を傷つけ︑信を内外に失ひしこと︑

六月二十日午後二時より市一内寺町溌弘寺に更に此度の衆院の乱闘騒ぎに︑祁聖なるべき
三浦︑船木︑荻原︑平津氏等の含員が集り瀞︐搾葦聴報轄準討議窪誌補や細癖郵蓉唖評銅峠

於て開催︑妹尾支曾長︑河村︑寺田︑宮野︑

弘寺住職矢田正寛氏の﹁人生と宗教﹂と題す極して︑権利一遜に走りつつあることなどよ
る有益なる講演あり雑って宗教の諸問題にっり︑縦を述べる所ありいよいよ日本弘道曾員
いて熱心な話し合ひをして六時近く散含しの協同一致して．︑世上人心のために壷されん

○松江支曾報告

の諜算︑前年度の決算報告をなして承認を得︑

今庭︒︵平津︶ことを希望し︑次て瀧川含計幹事より本年度

︵ご役員総含：六月十三日午後二時から︑松一般含務について平井庶務幹事から報告があ
江市東本町五丁目青山邸にて青山支含長︑正った︑終って各員より意見希望などあり︑倉
井︑原雨顧問︑西山︑佐藤︑西尾︑瀧川︑酒貝橘簿を配り︑総念を了した︒
次いで懇親命に移った︒花の松を中火に︑
井︑平井六幹事参集︑二十九年度役員絶命を
開ｒに︒近来の世風を顧み過ぎにし支含一年名木︑寄石の配置よき名苑をながめつつ粗酒
間の状況に照らし合せて︑弘道精祁の振興を組君に胸襟をひらいて談しあった︒参するも

はかるべく︑和令懇談した︒の正井顧問を中心として青山支曾長︑石倉俊
１︑昭和廿九年度溌算の件寛︑原熊太郎︑西山虎治︑長谷川亮一︑豊島
２︑昭和廿八年度決算の件成宜︑佐令木二力︑恒松茂雄︑長谷川義典︑
３︑縄含開催の件：六月二十日に開くこと西尾繁疋佐藤蕊瀧川亮︑酒井満子︑平井
４︑支含報装刊の件：本井幹事捨任常情等の諸氏であった︒ささのまはるにつれ
次紫には︑時事問題につきひろく︑含員各話に花がさき︑或は政界の腐散をなげくあり
位より所見に開する寄稿を依頼すること教界の現妖を慨するあり︑勢細の法に従ふも

５︑含員名簿調製の件⁝瀧川幹事鱈任のの責務を忘れ︑利権一塗に走れるをののし
右経って茶菓を食べつつ話し合ひ︑午後四時るあり︑生花︑茶泣の閑話あり︒石倉︑青山︑

︵二︶廿一八年支部総含⁝六月二十日午後一時か支曾の寓歳︑正井翁の長毒をほいで五時半散

半散菅した︒長谷川義三氏の謡曲などがあって弘通含松江

この日正井翁はさきに一訂正改纂せられし︑

念した︒

雲蕪職制︵奮松江藩主極卒直政公︑元弘適合
長たりし秘卒直亮氏の胆︶の就封より︑明治
四年腰藩置螺に至る二百三十除年に及ぶその
間の明君英主の制定にかかる︑制度︑文武教
育の施設︑産業の奨働等の江戸時代の一部を
形成し異彩を放ちしもの︑慶藩通牒以来年を
錘ること八十年記録散逸し︑故老は物故し二
百際年間の︑舞肇面は祁秘の幕に間されんと
するを慨き︑篇墓されたもの︶の純益試千目
に聖財三千脚を加へ五千回を松江支曾に寄附
せられた︒翁は幹事として︑支含長として︑
また顧問として前後二十有七年間誰嘩され齢
九十年に垂れんとする本含中心の有徳の古翁
であります︑ここに附記して感謝の意を表し
ます︒また菅員豊島成武氏も︑齢七十に及ば
れ今度東京の本曾に五百岡を寄附せられ︑弘
通倉の誇とする新しい愁法を出身校の松江市
雑賀小畢校に寄せられた︑正井翁といひ豊島
氏といひ︑かかる朗報に接するは︑松江支含

の審とするところであります︒
︹三︺松江支含員英田義一氏逝去されしとき︑

松江支愈代表として平井幹事の鍾前にささげ
た弔歌次に
よき人と桃も末よとまねきますか︑思へか
けなく早く逝きし君
人のため︑世のため︑魂をくたきつつ霊し
しものを︑今ははかなき

にけん峯の老松

みとりこき常盤の色の見えつるをなど枯れ

〔40〕

煽輯後記
○暑中御見舞叩上げます︑本年は︑いはゆる
暖冬異鍵以来兎角気候が不順勝ちでしたが︑

合同牛ロ
○定款第十二係により酒井命挺より左

りは︑肌流九年筑象蕊設立以来初めてだとい

やがて土川を迎へるといふのに︑この低温ぶ
ふことです︒昨年も冷害の被害を業つたのに

の諸氏を本曾特別含員に推蛎せり︒
︹順序不川︶

致したく存じます︒

日依然として剛是定まらず︑迩義のよりどこ
ろなく︑囲民はた営斌侭勝手な生活をして居
るといった感じです︒殊に今Ｈデフレ政策に
件ふ経済の不況は︑一層拍車をかけて︑悪の
華を咲かせて居ることです︒この時本命は︑
本含蕊報の如く︑同憂の六剛盤と過般迩義振
興について懇願致しましたが︑更に本含は︑
この逝義のよりどころ︑或は迩義箪亜の自畳
を捉す今へく︑一般識者の卓識を募りて︑これ
に封虎すべく︑一つの計謙をす上めて居りま
す︒今日こそ私達は︑反刺に考へてや迩義尊
重の風を作るべく努力するの時として微力を

緬腹ぶりは︑晩に寒心に堪へません︑然も今

○御承知のやうに︑敗戦以来我が図民の道義

のであります︒

︑愛を脈ると共に作柄の豊かなれと所るも

き顔に峰といったところです︒命員諸氏の仰

現象は︑敗職日本国の再建途上には︑正に泣

久本年もかと案ぜられて居ります︑この間然

植川捷雄︹法箇︒鳥山喜一︒石川謙︵文

毒逸・原富男︹文博︶

博︶・相灘卿・徳川敬子・前田晦松︒北川

○定款第二十九係により︑左の諸氏を峡
員中の本含評議員に委蛎せり︒

和洋卿 ・ 原 窟 男 ・ 踊 膝 一 二 ・ 束 係 卯
作・井筒訓策

○昭和二十九年五月を以て割川主事の
理事の任期が浦了︑依て去る川月二十一

日の評議員宮の協賛を得て︑理事に軍任
することとなれり︒

一金四百川也︵寄附︶富山暁成瀬章二

一金宣肝回也︵同︶埼玉際河野省三
一金五百叫也︵同︶松江市翌島成宜
一金五百回也︵同︶東京都高田貝治
一金登肝側也︵同︶東京都野冊左衛子

弘道賓憤一冊金参拾園也

弘道曾入含手紙

一ヶ年含費金百威拾目を梯込み入曾の手績

をとること︒曾員には雑誌弘通を無料配布

側封入の方に錘付す︒

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

○本誌麿告の件については︑

１１１

本曾編群部へ御相談を乞ふ︒

昭和二十九年八月一日壷行

割田斧二

東京都千代田随西祁田ニノー

東京都千代田睡祁田神保町三ノ十

獲行兼
編輯人

印刷人春山治部左億門

東京都千代田睡紳田祁保町三ノ十

印刷所︵東京空豆共立社印刷所

東京都千代田瞳西祁田ニノー

羅燕煙日本弘道曾

電話九段九番

振替口座東京皇君番
日本出版協曾曾員番競Ｂ二四兄

日本弘道会,礼法研究調査委員会

新Lい鰐法
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法要項﹂が必要であるとい

うことは︑・ここ数年来各方

面共通の声でありました︒

今回︑日本弘道会礼法研究

調査委員会は︑全く新たな

構想のもとに︑新礼法要項

を調査︑発表致し玄した︒
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もって構成し︑二カ年の歳

月を費して完成され︑内容

については︑外国の礼法も

参考とし︑宮内庁︑外務省

等の意見も求め︑完備した

ものたらしめており戎す︒
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新しい礼法刊行
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