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○破の文化
︑︑︑︑︑

といふものもない︒あるのはた覧何蕊もあなたまかせ︑出たとこ勝

︑一．剖維戦後の日本には︑いまだに蝋是もなければ︑図民の心の寄り所

︑︑︑℃︑

したものではない︒

負︑城俄勝手だけである︒尤も﹁文化鯛水﹂をｎ棟にするといふ看
板は出したが︑これはいはゆる赤板で︑武力に負けたので︑これか
らは報セの反封の文化だといふ︒いはば機械商が失敗して今後は呉服
︲商に切換へましたといふまでで︑何等店の臓理や組織方針などを示

へられ︑これに雁じて仙の巾も動き出したが︑一七の巾でもこれこそ

戦争に負けて︑よくよくひどい目にあった国民に︑これからは平
和だ︑文化だといす﹂とは︑大愛によく薬が効くから︑これを咽へ
るならば迎へられる︒そこで人蝋を得るためには︑盛んにそれが唱
文化で御鵬いとばかり蹄り出したのは︑小説︑普柴︑和洋舞伽︑演
劇︑映謡︑その他蕊人といはるる人々の様々打出す演蕊等々であ
る︒これは新聞︑雑誌︑ラジオ︑テレビは勿論のこと︑ありとあら
ゆる小屋といふ小屋で大流行の雄況であり︑又素人たちも小畢生か
ら男女青少年卿等にまで和なの催しには︑必ずそれらを一席やらな
ければ文化人ではないといった瓜でさへあるからやこれ竿に従事す
る人奄の多くは戦前には想像もつかなかったほど︑杏敗戦図にとっ
ては正に不備と老へられるといふ悪まれ方でシｃへあり︑その人蝋も
すばらしいから︑帝少年の勝来の希望が︑戦前の大臣︑大海に代っ
て彼等にあるようになり︑我が世の春を称へる有様である︒
文化といふものは︑人州の知・情・意の州墾州拓による刺通を意
味するもので︑何も彼上のやうな情操に閑することばかりの仙界を
言う課ではないから︑知や意の世界を無覗して︑これらばかりが文
化のやうに取扱はれることは︑や異片寄った姿として残念ではある
が︒しかしこれらも文化の一つには間迩ひないから︑これらが国民
の開心事となることは勿論よいことだし︑中でも普楽を始め︑舞踊

竿々雌に戦後の人々は職前の者に比して理解力が表はれて来たこと

は事焚でもある︒
だが今日のこの風潮につい孝へねばならぬことが少くとも二つあ
る︒その一つはいはゆる今日の怖操一遥倒文化なるものは不健全だ
といふことである︒いふまでもなく︑健全なる文化といふものは︑
腕︵知︶美︹傭︶善︵道徳︶の三つの働きのバランスがとれること
である︒献打ではないが︑理瓶を言へばカドガたち︑術に走れば流
され︑逆にやかまし過ぎれば筑屈となる世の中だから︑その・ハラン
スが必要なのだが︑今日は知と意とが忘られて︑怖の文化ばかりに
走って居るため︑青少年の日常生活も感惰中心になり︑こ坐から︑
胤紀の問迦も︑喧嘩︑闘争︑殺人竿も起り易く︑物をよく老へる躯
とか︑善のため忍耐する風を失って︑雲ての時令の気分ばかりで動く
やうになる︑この布様は怖の文化偏砿に爪問することが多いと恩ふ︒

弓︑４０｜｜らⅡＩ

第二の剛は︑今日の怖一遜側の文化が如何にも品がなく︑徒らに
狸い刺激から刺激を遇ふといふ瓜で︑不健全ばかりでなく︑ほんと
うの﹁文化﹂の意味からも遠いものだといふことである︒小誕でも
映謡でも蕗什な表現で何と煽怖的なことであ一？ワ︒普楽ではジャズ
又蹄りではストリップショーといったものまで出現するし︑卜掛禰と
か万才︑或は詞刺や皮肉を主とした物諸等々あらゆる賦葵ものも︑
知的な風裕のあるものがなく︑た買下品な毒々しいナンセンスであ
るし︑姉人などの風僻にしても︑土人の瓜習から出た脈飴的なアク
ドイロ紅︑ター零ハン︑耳輪︑飾輪︑ヘップバーン︑地髪︑服装の肌

色な狙い色彩︑奇嬬なデザイン等を何れも川じ性質のものでた賢上
づつた興味といふ末鞘測誕を刺激するだけで︑そこには理知性と

か︑深味とか味とか︑品とか意力的とか言ったものが無測きれてゐ
る︒これらは皆文化にバランスがないからである︒
いふまでもなく健全な﹁文化﹂といふものは︑知︑精︑意に封す
る創造の開墾開拓を意味するもので︑決して単なる稲未祁経を刺激
する怖ばかりの開拓であってはならない︒︵知己庵︶

虞責な自主性の確立

らの映陥は戦争の進行中︑相散に多くの識者が之を術感して

をつた︒剛防と政治とに於ける打綾く失態に︑それらの少か

戦後の岡本と日本固民とは誠に傷ましい境遇にさらされた︒

らぬ映陥を友連れにして愈固史上︑空前の惨敗となった︒終

然しながらとの間に﹁アジアのアジア﹂は︑その影群として

久しい間の東洋の動きに新しい力と光とを見出して︑ｎ本民

族の久しい歴史に向って新たな憂悟を促しつ上あるのではな

一敗戦の再考察
大東亜戦争︑即ち太平洋戦争に於ける最大の目的は︑賞に
に於ける一方面︑一部一分の人為の常面の目的が何れに在った

の歴史的世界的の動きに乗って職その理想の光として目ざし

てみた︒炭く諸方面の見解も調べ︑その査料も集めてみた︒

絡戦後︑私も人並に此の敗戦の原因についているノー老へ

にせよ︒あの戦争が起り︑日本悶家の力と日本固民の心が其
たものは︑砿にアジア民族の渦立的兇雌への協力であり︑欧

の前進にとって川来るだけ堅漉な力と多幸な光とを兄川すた

それは決して死児の齢を数へるためではなくして︑我等剛災

めである︒もとより此の大戦の敗北と敗凶とについては︑戦

れは一全く久しい間の東洋の日ざめであり砿第一次世界大戦乃

ったが︑特に英米に刺戟された火東亜戦争によって脳念に孤

至満州事愛以来︑漸次稗しくアジアを動かしてきた勢ひであ

して私は︑此の大戦の惨敗が慰単に軍閥の陰謀や横暴や鞭畢

前戦後にわたって厳く且つ深く之を考察せねばならない︒而

動かした虚の恥政治的輪文化的職人称的の力であった︒私は

に肺する戦後のやかましかった蕊の外に︑大鵬に於いて︑閏

や・或は外交政策の不手際や︑一部の若い力の短噛性念など

此の理想を遂行し︑その目的達成に進出する篇には︑日本

陥があると恩はれる︒殊に戦後︑各方面に暴露された戦時中

吐含的方面に於ける訓練の未熟といふ側に︑却って多くの映

民一般の政治的︑国際的方面に封する認識の不足︑道徳的︑

の軍事力は既に甚だ不十分となり︑日本国民の行政的︑経済

の残忍無謀な行動︑無係件降伏後に於ける一全国的．全面的な

ったと信ずる︒

との庇い大きな動きのうちに︑太平洋戦争の目的の一環があ

く我等日本民族をⅨ而して又追凌東南アジアの諸民族を揺り

米の柚民地的勢力に封する民族主義運動の指導であった︒そ

る︒

いか︒私は此の大きな歴史の進展に直面して︑太平洋戦争の
込脳︑
大敗を簡単に敗けたといふ一語に片づけ得ないものを感す

省

﹁アジアのアジア﹂を建設するに在った︒たとひ︑日本園内

野

的心文化的︑殊に道徳的訓練は極めて不十分であった︒それ
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河

ったと老へる︒それと同時に︑経戦後十年にわたって波ぜら

由に動かされた無責任乃至勝手な批判と主張︑是等こそ太平
込ＥもＥ砥℃︑心込ＥＬ︑砿迅込込
洋戦争に於ける﹁日本敗北﹂そのものの大きな姿の一而であ

悪どい湊ましい牡含相︑また俄かに輿へられた思想言論の自

ポツダム宣言とそれに引入れられたソ連の力とによって砥根

る英米の謀略的援助によって傷つけられた此の日本の役割が

日本民族を促しつ上あったと考へる︒従って軍慶政府に封す

於ける日本の使命であると信じ︑又その使命が陪為のうちに

一方に世界の国際開係に寄典することが第一次世界大戦後に
︑ｎ℃Ｅ込

れた︑宛ら無節操︑無理解に近いと見られる︑資本主義の雁

とっての大任であると信ずると同時に︑特に米固の億に︑又

芯︑℃℃℃Ｅ︑℃Ｅｎ

のである︒私は此の使命︑役割こそ世界史的な日本の立場に

・１︑︑Ｅ

本的に破棄された後に於ける此の使命の近い将来を案するも

︑︑︑述述︑︑︑

力と共産主義の脅威との間に右往左往するインテリ層や虚脱

︑︑ ℃ ℃ ℃ ︑

界の人だの大部分が示す自主性喪失の様机も亦︑匿い﹁敗戦

自由主義の篤に痛歎を禁じ得ない者である︒而も私共日本人

のワク﹂のうちに数へられるべきものである︒

は力ある自主性を確立することによって︑更にこの使命の遂

込油︑咽迅ＥＥ︑︑

ヒットラーの意気に統率されたドイツのナチスが隆盛を誇
︑︑℃もも

る頃︑心ある日本人は︑世界の将来はソ連の共康主義と米園

廿年にわたって︑私共は我が図民思想の動きに開して︑いる

無礁件降伏に先だつ十年︑又それにつ園く十年︑この前後

二日本の再建と国民の自主性

行に逃進すべきではあるまいか︒

迅︑Ｅ︑︑ｂＥ︑︑

の資本主義が国際的な南北の陣管に分れて︑アジア大陸に於
衝突を緩和し︑進んでその調和展開に乗出す運命と使命とを

いて封時した暁︑日本がその第三勢力として延此の雨思潮の

樵つてをることを自畏したのであった︒少くとも第一次世界

は長所もあり短所もあった︒而してそれらは如何に悲惨痛惜

ノー考察し反省せねばならぬものを異へられてゐる︒それに

の敗北に経ったとしても︑単純に戦闘の勝敗そのものに依っ

大戦後日本国民は何かしら欧米の二大勢力の襲来に封する︑
のである︒此の防波堤は彼の雨勢力の不吉な結合によって︑

重大な止揚的な立場と理想とにもとづく役割を藻感してゐた

てのみ弧その可否の批判を下し去る寺へきものではない︒た営

込ＥＵ︑

先づ昭和廿年八月十五日に破壊し去られた︒而して爾来︑南

る固迩の好調と軍部の魅力とが可なり大きく動いたことも︑

民が自主性が無いと慨歎し得ない理由も認める︒戦前に於け

主性の薄弱に近いと云ふ一事である︒私たちは一概に日本国

殖︑℃迅込Ｅ

そのうちで我等園民の最も深い開心をひくものは︑堅賞な自
Ｌ泊︑ＬＬ

に走り北に付く︑根の浅い﹁自由群﹂によって︑此の敗残の
ＥＥＥＥＬ

防壁も日増しに傷めつけられてゐる︒

米園の理想主義運動とに封して︑その正面衝突を緩和し︑そ

戦後に於ける南北剛陣管の差迫る腰力の大きいことも．自然

私は政策を乱用するソ連の共産主義運動と平和を乱川する
の根本思想を調和しつ上︑一方にアジア民族の凋立に協力し
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との自主性を軽為しく動かしもし︑浮草の如く左右に流しつ
けたであらう︒そのやうな勤描のうちにさへも︑阿民の心に

ｂ

務が一段と重いのである︒

℃砥ｂＬＬＬ

日本固家は︑政府としても固民としても︑封外的︑闘際的
ⅡＥＥ︑

日本の文化水準を高め︑画民の道徳と生活を向上させ︑固際

の自主性といふ面から．アジアに於いて︑叉世界に封して︑

然しながら力弧く複雑な国際的怖勢の川に在って︑置疋善

枇含に於ける日本の使命を正しく把握して︑世界の進迩と人

自ら反符の機含を典へる力を示すことがある︒

くその怖勢を認識し︑その川に立２Ｌよく正しく明るく園越

屯ｂＥ︑Ⅵ肥︑Ｅ︑

形Ｅｈ︑︑牡︑

の進路を打附し照破するものは︑直賞公明な園内的の自主性

類の幸禰とに寄典する努力を晴む心構へを錬成する必要があ
︑ｎ℃込込ｕ︑︑述ＬＬ℃込︑
ろ︒それには公明寛弘の心と堅忍持並の意気とを育成する根

１Ｅ殖︑︑︑咽魁

と封外的の自主性とに︑ざめて︑之を闘民的︑聞際的の活動
︑

のうちに確立することである︒悶民としての自主性にも︑剛

れて居た先受者の精祁や国民的良心に反符して︑日本圃家の

本的な閏民的教養が大切なのであるが︑差柑り昔から老へら

︑︑℃︑︑ｈ︑Ｅ

世界的︑歴史的使命と珊想とに現代の聞際怖勢に即した活力

︑︑︑︑︑ＥＥ︑猫Ｅ︑

家としての自主性にも．此の劉閏内的の面と封圃際的の面と
要である︒

があり︑此の剛而典足の民族的︑固家的の︑兇と渡動とが緊

順雁の低利性を克服する兇悟を要する︒

を典へて︑大圃と敗北とにはさまれた畏縮症を除去し︑大勢

黙しながら如何に悶家内外に封する自主性を確立しようと

私たち日本国民は現代文明の進歩に通雁して弧思想︑畢間︑

技術︑職務︑勤労等︑それぞれの而に於いて︑よく川本の歴

１も

しても︑固家の歴史と体統と文化を生かさうとする伝念と︑

旭正

喚と文化と瑚想を班解し認識しつょ︑日本人としての生活信
僚を確立ぜねばならない︒敗戦後の情勢に慨れて︑我が剛の

ふ努力とが無ければ︑貝に今後の世界に於ける日本の地位を

園民一階となって国際的使命を果すだけの資力を充たすと云

ても︑亘賞な自主性といふものは︑我が国家の歴史と使命と

高めることは︑蓋し至難のことであらう︒何れの場合に在っ

込︑℃Ｅ︑ＬＬ℃︑︑

体統を軽脱し︑民族の力を自卑して︑剛氏的粘川力の水髄を
弱僻化してはならない︒それと何時に︑従来よりも一層深く

を基礎とした固民的︑又闘際的の深い班解と弧い循念と明る

賞生活の態度と︑逝徳や循仰の在り方とに封する反省を進め
て︑Ⅱ本人としての自主性を他杢にしなければ巌らない︒之

い良識とを峡いては成立たないのである︒而も日本闘民とし

︑ｎ︑玉︑︑砧Ｅ︑℃℃

は国家として︑叉国民としての内に於ける貝資産自主性を樹

ては︑たとひ自分ひとりでも︑否自分のさういふ底力は微弱
も℃

℃︑︑Ｅ︑迫通

立する所以であって︑此の黙に於ける政治家︑裁育家︑宗教

だと考へても常によく日本の篇に︑その良心の底にひそむ
︑℃芯

家︑その他の指導的立場に在る者の責任は大きい︒殊に今日

愛国心を盃擁して︑日本人としての意気と雅量とを以て︑蛾

︑

政黛員と勤勢指導者と杜曾評論家との義

の日本に在っては

（3）

善の努力をはげむべきである︒その減意が自ら正しく明るい

瀬の努力による逝徳と宗教と文化との本質的な要求と︑その

と平和の賓現に向って進んで行く根本の力が︑久しい間Ｄ人

るい自主性に立たねばならぬと恩ふ︒︵特別含員︑丈畢椛士︶

偉統的文化としての和歌とを旭ふだけでも︑貝剣に正しく明

しいものがある︒私は日本民族加先以来の天照大抑の信仰と

力は︑表面︑臓他であり平凡のや弓であるが︑極めて深く美

日本の歴史や文化や︑それらを貫く迩徳や宗教の偉統的な

訓練された人冊の魂の力であることを反行せねばならない︒

賞現に貢献した幾多の先凝の精紳的遥産とであり︑それらに

迅℃︑℃︑Ｅ

自主性に導くと信ずる︒それこそ今後に於ける直賞な日本再
建の蕪盤であるｃ

三員剣な濁立と協調
日本の現在に於ける園際淵係を刑雁する大きな二つの力は
してゐる︒一方は時として向術軍の日本に於ける常然の必要

或る時は日本の軍備の撤陵を職迎し︑或る時は押軍伽を弧要
を力説し︑また時としてｎ本の再軍備は軍固主義の復活だと

野口明

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩ

訂正・

前読︑拙稿︑﹃臓瀬淡窓を偲ぶ﹂につき︑現秋風庵主古川克己氏

︾︒Ｏ

に誤りの指摘を乞い︑教示を僻たので絃にその主なるものを訂正す

ゲキ

三頁上段二行Ｈ全調は曾涜の誤植︑同頁ｆ段八行Ⅲ典簿は典薬の

最大の誤りは三頁上段で修業年限を三年乃至弧年と測定した一﹂と

誤記︒同じく十一行Ⅱ履監は展監︵意味は同じ︶の誤記︒

である︒門下第一の俊才で︑来訪の山陽が激堂したと云はれる中村

年︑脈噸林外は十年を要した曲︒故煙三年は例外で︑六︑七年乃至

子王一人は入門後三年で都誌︹塾頭︶になったが︑清浦杢吾は七

以上諸鮎小生の調査不十分の罪︑絃に訂正をし︑肌つ御詑ぴする

十年と見るべきであらう︒

次第である︒
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放送してゐる︒彼は錨二次世界大戦巾の︑日本がその後方を
脅かさぬ立場を忘れて︑側露戦争復離の名の下に俄然日本と
日本国民とを脅かし︑此は東亜に於ける日本の重要な精肺的
の立場を忘れて軍事的︑思想的の危機に陥ったことに気づ
かいやうである︒民主主義的自由だの︑共潅主義的自由だの
二つの平和や二つの解放だの︑都合のよい民族主義や便利主
者たちは瓦に一挫倒の養意を表してゐる︒︑主性の無い図家

義の共存だ＠甚だ不可解な国際情勢に封して園内の指導

△△△△△

と国民とは︑断じて猫立猫歩を許されないのである︒

斯やうな浅沌で深刻な閏際開係の洲に在って︑﹁平和を愛す
△△△△△△△△△△△△△△△
ろ諸園民の公正と信義に偏頓してわれらの安↓全と生存を保持
℃︑Ｅ

しようと決意した﹂︑本圃民は︑今や貝の日本を兄出さうと
する員賞な自主性に立直るゆとりも熱意もなく耐益糞巧妙を
極める彼方の外交政紫に舷惑されて行くやうな気がする︒日
本圃民は斯かる国際場裡に在っても︑筒世界が人間性の向上

1

我図努働運動健全化への途

その他多くの原料品を輸入に依存しているので︑是等の必要

冊を輸入する鰯に︑輪川貿易の振興は閏災維済上の至上命令

である︒然るに我悶の物慨が剛際物慨を上辿ってしまったの

で︑そのバランスを是正する鰯に︑今我剛はデフレ政策を強

我閏の物俄及び生庵災を阿際水準まで引下げなければならな

北岡毒逸
一︑経湾復興を阻止する我国勢働運動

行している︒そのやり方に就ては多くの批評や異兄があるが

ストに明け・ストに慕れる我阿戦後の群働細合！年がら

の大部分をなすものは黄銀であるから︑貸銀を引下げれば︑

い事に封してば何人も異論はない︒ところが物仙及び生派災

年中岡稲委員命を附いて肌僻交渉をやっている弊伽細介１

我固のデフレ政策もその主胃であると思う︒之に依って物慨

コストを下げようと云うのが︑何れの図で哨採る所であり鼠

すから︑愛銀は大僻据世き︑採働の生康能率を引き上げて︑

が下れば生活変も下り︑賞礎賃銀は上る認だが︑我悶の労働

問題は簡単に解決するのだが︑それでは労働者の龍活を脅か

に︑蜜に困ったものだと喚盤を洩さない阿災はない︒恐らく

現賛に休めるか︑又は停めそうにする我国現下の擁側通勤Ｉ

組合は之に協力しない︒賃上げを要求し愈生旅能率の引上げ

血待とも云うべき繊逝・電中：ハス︑電気等まで年に一間は

鎌例組合の人述も︑これでいいとは思っていまい︒宛も図含

打火や畢校の先生が︑赤肱を振り＄テントに立龍り︑吐称の

議員も︑今の閏愈がいいとは思っておらす︑軍人も戦争はい

の感じや︑生析の不便からのみではない︒戦後の維滴復興が

事は画家の飛要な職寅であることは云ふ迄もないし︑凡ての

拶仙者は雌も敢要な悶民の一部であって︑此の利祁を園る

二・勢働組合公認の前提

ものだと云う外はない︒

を拒み︑ストを行って︑国策と逆行しつつある︒資に困った

如何に採働組合の矯に通れたか︑戦後のインフレが如何に労

戦後我固労働組介に嘆醗を洩すのは決って班なる市井の人

いと思っていなかったと同様に︒

働組合の鰯に促進されたか︑等の古いⅢ題は葱に論ぜずとし

通の思想﹂に従って肌磯を紡成することは︑近代︑巾主誰文

明閏の雑木服班であるから︑擁例者が剛紡を組織して︑その

岡災がそれぞれの分野に於て︑共通の利客﹁共通の感怖︑共

利益を主張する事は理の常然で︑何人も之を阻止しようなど

ても︑現在我図が非常な犠牝を批ってやっているデフレ政策
牲が大きいのである︒三尺の定子も知る如くｂ我閏は食料の

も︑弥働紺介の徒らな争議の聡に腿その効果が通れ︑その犠
二判乃至三割︑砂糖．紬︑羊毛の十判繊雛布︑布油の火一分部
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だ曾て︑努働組合を抑えようなどと考えたことはなく︑努働

と考えてはならない︒我国も政府の開する限り︑明治以来未

今我国は︑経済的にも軍事的にもアメリカ依存である︒今

三︑我国勢組の反米︑反軍備活動

ソ連を盟主とする共康黛諸国であって︑そこには努働組合と

今日労働組合を許されていない図があるとすれば︑それは

軍に抗争するのでなければ援助のしょうがないので︑今国力

して侭アメリカその他国連安全保障と雌も日本が自力で侵入

日本は無抵抗となって共康黛図の侵略の危険に暖される︒そ

アメリカ軍が日本から引揚げたら日本経済は成立しないし︑

憶装するものがあっても︑それは何の自由もない奴隷の集函

つつあることは周知の通りである︒

の許す限り︑そしてアメリカの援助を受けて再軍備を賞現し

組合は常に自由であった︒

チス猫乙や︑ファショ伊太利にも脳自山主義閏に存するが如

の政治要求の篤の手段であるかの如き槻さえある︒例えば官

ある︒賞はこの政治的方針が︑根本で︑経済的な要求は︑こ

然るに我国拶働組合の主流は︑反米である脳再軍備反封で

であって︑自由主義に於ける努働組合とは本質的に異る︒ナ
き努働者が自由にその意見を開陳し魁その利益を伸張する労

公吏の等ヘース・アップも行︐政整理反封の際は固より︲民間事

Ｅも︑Ｅ

努働組合には勢働争議がつきものである︒これは苦糞しい

働組合はなかった︒

事であり︑迷惑なことであるが脳勢働組合がその椛益を主張

その時は常に自衛軍を腰して︑その喪川を廻せと云ふ︒再軍

業の努働運動でも︑国費の補助の坤額を要求する事が多つた

義文明国の原則となっている︒然し心それには︑捺働組合は

備防害が︑我団現下努働運動主流の主たる目標である︒今日

するにはやむを得ないものとして延之を承認するのが自川主
大鰐に於て国策に協力し︑濫りに争議を起さないと云ふ事を

ソ連の東欧中欧諸国侵略の例を聖げるまでもなく︑共康軍

本が再軍備を展したらどうなるか︒

を自尭している︒アメリカの群働組合は政府と協力して︑共

前提とする︒英︑米心猫︑等の諜働組合は︑大鰐もその職責

の南鮮侵略の事例は心アメリカ軍が日本を撤退し︑日本が再

アメリカ軍が南鮮を撤退すると︑間もなく共潅軍が南鮮に

軍備を腰した場合の日本の運命を明かにすると恩ふ︒

意国民経済の復興に努力している︒近時織道︑電気︑炭砿の

侵入したのである︒もしあの際アメリカの庭世が遅れたら︑

産薫活動は弧く排撃しているし︑渦乙や英国弊働組合は争議

ストなどと云うものは先づない︒然るに敗戦の結果︑疲弊困

南鮮が全部共産軍の手に蹄し︑外交上の既成事賃とな２Ｌア

も行はす︵最近例外が現れたが︶勢働能率の向上に努め︑鋭

額した我函に於て︑努働組合が︑経済の復興に努力せず職寧

メリカもどうにもならなかったのである︒そして南鮮は︑日

ｎｍＬ︑

ろ逆行するのは何故であるか︒
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ある︒共庵黛の諸譜の狙いも其虚にある︒彼等共庵蕊の諸飛

我固は共産軍の侵略の餌食となる事は火を見るよりも明かで

し︑アメリカ軍が日本を撤退し︑日本が自術隊を雁したなら

は通政治家秘軍略家にば公知の事賞であった︒現在でも︑も

きとと︑叉共康黛の南鮮信略は日本侵略の諜術工作なること

本侵略の廓下で南鮮が敵の手中に肺せぱ︑日本は守るに曲な

に依る革命を志し革命完成後は︑無席者澗裁の名に於て熊粋

陥為として共庵黛に動かされる︒云ふ迄もなく無碓黛は暴力

へて呉れるものは共庵黛である︒そこで擁働組合の指導者は

等にとって城も有力にして巧妙な組織を典へて且つ黄金を典

者は普通の鎌働者ではなく︑職業的な吐含運動者である︒彼

で︑多数等働者は之に追随しているにすぎない︒そして指導

枠働者が職を失っても︑それは革命に近づく途である︒スト

等の間的が革命にあるから︑ストが敗れても︑大衆が岡り︑

のだが︑そう恩はれない所に共康漁組織の巧妙さがある︒彼

政椛が州来れば祷働者の名に於て労働者は弧制将働に服せし

に勝てば間より桁川的物質的に推物は大きい︒とれ彼等が闘

部の凋裁を考へている︒経始衿働者は手頃に利川されている

められ︑少しでも反抗すると勿ち抹殺される︒その運命を知

争に明け聞手に慕れる所以で︑それが共流黛系沸働指導者の

は共康薫園と協謀して日本の政椛を取り︑椛勢を檀にする事

らずして︑共席黛に率いられている拶働者こそ気の毒なもの

を企園しているのであろうが︑沸働者こそいい迷惑︑共庵黛

であるが︑巧妙な組織の前に民衆と云ふものは誠に憐れな犠

仕事なのである︒

斯くの如きものと放澄しておいて健全な静側組合運動はあ

以外︑何事をも考えていないのである︒

と共に一切の自由を失うのだが︑共床黛の諸飛は自己の椛勢

た上は︑我国は共廉黛国に隷馬する事となり︑努働者も図民

とではなく︑共康黛国と通諜の仕事で︑其碓黛革命が成功し

そして今日の共寵黛蓮動なるものは︑日本軍猫で川来るこ

牲者である︒﹁兵隊さんの御陰です﹂と歌って︑敗けると決っ
た侵略戦争に従ったようなものである︒

四︑我国勢働運動を正道に復婦させる道その一︑共産童の
排除

云ふ迄もなく努働者の生活は産業の繁柴の上に成っている
ので︑産業の繁築を妨げて︑鍔働者の向上を固り得る津がな

り得ない︒そして共席裳は弧椎に非ざれぱ︑之を排除川来な

い︒又我国が他園の侵略を受けて︑労働者が幸脈になる筈が
ない︒にも拘らす鯉我国労働組合の主流が︑廃業の繁柴に努

いのが︑我園の賞情である︒

今一つ戦後の日本の群側組合を邪道に陥れたのは︑群働組

五︑その二︑我閏鍔働組合の特椛の雁止

力せす輔我園の安全を守ろうとしないのは︑主としてそれば
うに︑我図の勢働組合運動は少数の指導者中心に動いてるの

共廃蕪の支配下にあるが鯛である︒何人も容易に気のつくよ
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限して﹁標働組員の故を以って﹂叉は﹁襟働組合活動の故を

て︑この制度は︑事業主の維管になくてならない人事椎を制

る︒その最も大きいのが行きすぎた不常労働行篇制度であっ

合法が努働組合を保障すると云ふよりは特権を輿へた事であ

固る指導者も川て来るであらう︒悪者の排除さえすれば︑善

るから︑健全な勢働が起るであらうし心昼た群働者の幸耐を

除くならば︑我園勢働者は元来︑現貸的にして︑愛圃的であ

私は以上の如く共庵黛を排除し︑群働運動者の特別保謹を

ひこばえに資のむすぶまで生きのびて九十翁の若かへりけり

玄孫の誕生をよるこびて

○

Ｑ九五四︑一言一五×特別念貝︑図畢院大畢教授︶

良なものはおのづから生れて来る︒

も︑ｂ

以って﹂解雇する事を禁止した︒そして︑戦後は政府部内に
も﹁紳働委員含にも︑裁判所にまで︑労働組合ぴいきの人為
が入り込んで︑無能とか怠慢とか︑その他正常の理由があっ
ても︑勢働組合の幹部を解雁すれば︑孫働組合活動を理由に
解雇したものとして︑雁主は法律逮反とされる︒この規定で
群働組合は非常な弧いものとなり︑事業主は弱いものとなっ

述懐

八十の坂こせし牙にして恩ふかなうきつしづみつわたり来し枇を
な

友あれば悶碁にたのしみひとり届はふみ見つつ今日も暮れにけるか

朝顔

朝顔を友とし朝なくむお茶のひときは香り高くもあるかな
こすもす

庭先に自然と生えしこすもすの色とりどりに晩きみだれける

八十五翁菅佐原芳洲︹千葉︶
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て労働組合に歯が立たないこととなった︒

山来特椛は濫川される︒戦後の擁働組合も︑組合通勤をし
ておれば解雁されないと云ふ特椛の故に︑徒らに採働争議を
起して図の維湾を危険に陥れた︒群働組合の健全化の鰯には
かかる特椛を除いて︑貝に賞力と信用とによって労働者の地
位の向上を岡るようにすることが必要である︒尤も我園の妾
本家の中に誹働組合そのものの揮雁を企てる者もいるから︑
かかる関紡椛の侵害は防止しなければいけない︒囲結権は保
障する︑争議椎は自由にし︲資本家にも之に封抗することを
認めると云ふのが各園の常道だが︑我園擁働組合法もとの世

0

界の公逝に依る事が健全なる擁働組合の蛮遼を促す途と考へ
レア

六︑我国勢働者は現責的で愛国的

も）

１１

机の塵
×

︑︑︑︑

Ｏ

﹁日本の今日の幽愈﹂とかけて﹁不良のヶ
○︒

ンヵ﹂と解く︒その心は︒言葉尻にインネン
駐つけるのが仕率！
×

﹁日本の今日の教育﹂とかけて︑﹁原始人の

養成﹂と解く︒心は︒無偲自然︑煩悩解放！
×

﹁新黛通勤﹂とかけて︒﹁悪太郎の遊戯﹂と

解く︒心は︒ガキ大将を争ふ！
×

︑︑︑︑

古田首相︑俳︑猟︑伊を訪ねて︑耗済の復

×

︑︑︑︑︑︑︑

興ぶりに驚く！ワンマンには旅をさせろ！

︑︑

教育二法案が法となる︑よきにあしきに法
は法だが︑銚子の某教員が一吉田内閣を倒せ﹂
とブッたのは政治の中立ではないが︑それで
となれば憲法に﹁言論の脚由﹂が保読されて

も法にはプレないと教育委員倉は判定！何
ゐるからと！それでは何を言うとも何をか
言はむやか！
×

何事も中正に憧瑚があるが︑併し吸い刺激

二Ｊ

︑︑︑

とスリルはない！そこで新聞や雑誌は盛ん

×

ンチキなロクロッ頚や人面獣身では困る１

眠

×

政治も維漉も吐命も不安づくめで年は幕れ
てゆく︑﹁年の瀬や水の流れと人身はあした待
たれず浮き沈みする﹂さらば流れゆくものは
行け︑憂きことを乗せてＩ

×︐

塗が何かの暗示でなくば幸なり実！

泰山鳴動鼠一疋の新黛結成！但し主脳者
は二人三脚︑繭歳の手は二人で二本！この

×

るところ︑よくは老ふぐへし１

を送るが︑左翼に手をつけると忽ち悪評とな

は︑新聞で珍しく好評！これは誰しも拍子

ヒロポンと右翼の一怖に乗り出した静祁臓

×

を見るとそれ役者が一枚上？

ても我が巾共澗察剛誰もが今へダポレのとこ治

何でも他人のことはよく見えるもの︑まし
てお群さんとあっては︑巧言腿色・捕除の凧
いた家にお迎へきれたであらうが︑それにし

ォイー︒

！とかく脚制の出来ない人の仙はムヅヵシ

脚由にすれば乱れ︑乱れて制限すれば不浦

−６こり凸四日﹃ご一

時妙手よぶｗ罰１．

下げして︑入場への魅力を誘ふ！口上は平
和・親善・賀易！言やよし︑ただ入るとイ

二十七歳の委員張が英雄熱取りも誰！六
○影値上げも染！ただ﹁封建性 一の錦の御
旗だけでは上ラヒラと批は服かない︑これが

×

と見るはヒガメだろう？

︑︑︑

の心の寄りどころを失った矯めのダラシなさ

︑︑︑

事故はチト多過ぎる︑これは図の柱倒れ︑人

︑︑

祁ならぬ人川のこと︑事故も止むを秘ない
が︑やれ洞爺丸事件︑相摸湖事件︑四日市の
大火︑自動車の衝突だと近頃のヤッギハャの

×

域にある人にして始めてｎ曲にまかやられる
だが人川きうなるのは勝手菰催の生活の結果
ではなく︑厳しい制約に堪へての上のこと！

一︲仰己の欲するところｎら則を越えず﹂の

ラノカワ？

︑︑︑︑

ないＩそして悪い紡果はみんな政論と砥念
︑︑︑
の罪！かうなると政治や牡愈は一面イイッ

︑山は古来人川の好むところ︑殊に勝手に
きせて慨けば大喜びといふ今日より荘しきは

×

る︒指導ではなく商寅！

に現従を毒々しく曝露したり︑片寄った説を

巾

なして︑剛民を刺激して迦へることを考へ

I
東誰スト？
ソ・中共チラチラと見仙物小臆の蕊を上げ
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１１

敗戦十年後の日本

加藤玄智

うだ︒

数は多い脳却て天然自然が泣き出しさ

卜に狂舞して居る物質的持主の若人の

が進って居るのだから我習慣とも紬ぴ

し元来神道と沸教．柳と悌とは其起源

ても︑まだシックリいかない虚があっ

至ってば︑如何に祁榛が伽と智合され

付いて居る抑杜年来のお祭の儀式等に

春は花夏杜宇秋は月
冬雪降りて涼しかりけり

安慨な満足をしていて日本は良いの

を現して居る︒然しこんな事を云って

く物も川て参りましたととう喜びの色

見えて来た︒途ふ人は大抵は云ふ︒漸

に盛直して来た政治に経済に日の目が

一興を喫したことがある︒そればとう

出来るものかなと其見解の褒明工夫に

程迄に榊沸の開係をコヂッケて説明が

た事柄があった︒別の言葉で云へぱ是

係史を調べて居る時︐是は面白と思っ

る冊に川道と伽教の開係．即ち紳沸開

抑盈私は日本の宗教史を研究して居

奉られて祭祁される等の行事は︑誰が

て伽教化された日本の川が猫魚類等を

本義として居るに拘らず︑菩薩縦を得

締進料理で伽菩薩を供養することを根

を嫌い魚等︾と仲に奉らないことは勿論一

雅等授けられたものでも︑沸敦が殺生

の川吐の祭抑で伽教化されたため菩雌

も猫一致せぬものがあった︒即ち海岸

た︒例え海岸地方に存在して居った抑

か︒物質的立直しが幾らか出来たとし

だ︒即ち沸教が渡来してから肺と伽と

ろｃそこで智慧を絞って何とか其矛盾

見ても全く矛盾で解し得ない庭であ

の雅量雅懐は何鹿にも見えない︑こん

ても︑精祁界の立也しは殆ど東要な軸

の開係が次第に親密となり︑本地垂跡

月日のたつのは早い︑日本が振古未

フレ景気を柿はうとして商利にのみサ

にまだ着手されていないと云へる︒デ

説とか︑雨部祁道とか云ふ様な解窪が

壮の脚が如何に仰教化して哨共お祭の

し

を樺明してしまはなければならない事

な恋．ヘラな全く締抑生活を無硯した現

トいデパート等商店では︑ケ簿︿／

案出され︑其結果某為の川は何為沸菩

になった︒依って其説明に口くだ︒今

層有の大敗戦をやってからもう十年

い七五三の子供晴若を飾りたてＬ虚柴

薩の椎化化身であると云ふ様に説明さ

謡きかけて仕舞て︑ホッテ避けば漁夫一一

祁前に奉られた鮮魚は︑共賞共生命が

行事等に於て沸教の教理とはどうして

に充ちた親の懐を狙って居る︑ソラ樫

れ︑途には日本の抑煮に菩薩焼を授け

状でよいのだらうか︒

が咲いた紅葉が色付いたと云ってば遊

て次第に祁悌が手を握るに至った︒然

だ︒一時は︒ヘシャンコになったが次第

び歩き︑夏の海︑冬の山スキースケー
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るのであると牽弧附解した︒是を書物

居る日本の抑盈が猫魚肉を以て祭られ

巾で元来殺生禁断の伽菩薩にもなって

悲の方便と云ふものである︒か上る理

来︑成沸するのである︒是即ち桃の慈

悌を念じ︑其紡果立派に極楽往生が出

か上る魚の生活を一稗して人冊として

も聞くことが出来職其功徳に依って︑

は人間になって生れ塗って来て沸教を

前に供餓された囚念で弧其魚は次生に

依って一と度是を菩薩銃を有った林の

の餌物となって仕舞ものを悌の方便に

何虚にも戦争はなくなる筈だ︒我は世

かりだ︒是さへヤッケテ仕舞ぱ世界中

舞ひ︑只其残るところの弧圃は日本ば

雨弧閏の中其一は既にヤッケラレて仕

く︑﹁今ドイツは既に陥落した︒世界の

ことが分った時︑其弧固は放言して日

って居ったのに︑愈舞日本落城と云ふ

を頼まう等と知らぬが怖の立場さへと

日本は是を味方と思って日米間の調停

日本と和協開係を結んで居り︑其結果

営時何ケ月目か前に近い庭の一掘園が

た︒此経験を持って居った私が︑経戦

無防備で懐手職それでヨシノＩと公言

として不可侵係約でも結べば日本安全

云ふのでもあらうか︑斯云ふ閏を相手

乍ら︑咽喉元過ぎれば暑さを忘れると

い厚顔無恥の弧悶にヤッケられて居り

ある︒日本は今僅か十年前に此生街し

して居るのだらうかと怪しんだ次第で

一瞭一全鰐人間としての良心︑良識が存

くより外はなかった︒此諏の人間には

気でよくマア是程やられたものだと驚

すく様な牽狸附解な狸涛を白日の下平

人間と云ふ者は今猫よく何人にも見え

のだと感心され︑又馬鹿ノ︑しくもあ

附解の弧涛が白だしく云ひ放たれたも

るのにも気が付かす︑よくマァこんな

らしい手練手管が透き通って看破され

のやり方が蕗白でｂ其庭に素人の手品

だ︑附解も方便も此虚迄来ると其理論

源を異にする川俳二教を智合したもの

で読んだ時︑私はよくもマア斯迄其起

いを致して魁戦争や政治の方面に於て

習慣を保存するための牽強附解読に思

に猶依然として生魚の供物を上げる醤

私は前に述べた沸教化された帥様の前

た時の言い分であった︒是を知った時

其弧図の維戦直前に於ろ米国に味方し

なければならない﹂と放言した︒是が

ウッチャッテ仕舞て職日本を攻め落さ

万に相侵すことはしまい等との約束を

界平和愛好のために武器を取って立ち

るか分らない力の原爆の試験豪に日本

れて居るにも拘らず︑それに何層係あ

細菌戦やダム／︑弾が国際法上禁止さ

えられて敵軍の賃験川に供せられた︒・

れ風日本人は試駒様のモル一セットに替

爆弾は他の敵軍から炭島︑長崎に落さ

今蹴って︑を他方に向けると寵原子

珊為怪事とは斯の事だ︒

かされて二の句がシゲないのである︒

った︒泥棒にも三分の理窟はあると云

する一部の政論家も有るのには全く驚

ふが︑是は全く其瀬であると微苦笑し

︲Ｉ
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戸

攻準では恐れ入って案いた口が塞がら

圃際公法上の超禁止物とも云へる原爆

知れないが︑日本人の処方から云へぱ

うだ︒米人の立場から云へぱさうかも

批せすに済んだからだと公言されたそ

を承諾し︑其ため米兵何寓かの生命を

原爆に驚いたｎ本は唾ちに無催件降伏

れる︒何故なれば夫人の兄解に依れば︑

は河に礎明な庭世であると述べて居ら

ば︑夫人は米図が原爆攻繋をやった事

察されたが︑其術時ラヂオ放送で剛け

来された時︑庚島︑長崎の現地をも税

が︲先般﹁ル一大統領夫人が日本に招

︲−マン大統仙の時に資川に立ったのだ

ミェルト大統価の時に老出され︑トル

て許さるべきことであらうか︒ルーズ

がされたと云ふととは遮人迩上からみ

云ふ言葉があるが︑是では人言獣行

を帆へて戦闘を賛行する︒人面獣心と

と長大息を禁じ得なかった︒口に平和

落花狼蒜修羅巷︒不畏心盲榊鑑明︒

口明平和行欺争︒明批暴力央輪流︒

心が麻癖してはいないかと疑はれる︒

図含も今日のティタラクは如何だ︒良

不愛の貝理であるのに拘らす︑政府も

かなければならないと云ふととが古今

法に云はれた﹁背私公向﹂で公人は行

のである︒典黛も野黛も聖徳太子の憲

とか云ふ珍無類の政治風景も見られる

る︒此虐に汚職事件だとか乱闘園含だ

けで閥の内部はゴッタ返しの蚊中であ

治的にやったと云ふのも︑只表向きだ

後十年を経たが樋識和も出来猫立も政

も仕方がなからう︒斯様な工合で終戦

想等蕊にしたくも味あへない︒か上る

鹿で唯物一鮎張から兄れぱ︑塾術の理

人生となりきって居る︒謹術と云った

つき進んで逝徳もなければ宗教もない

が現下の日本園である︒法律一鮎張で

を帰ってなくなるのも柑然である︒是

様に人川を人間として縦する逝徳が地

様になり下って居る︒動物や草木と何

いから物質扱ひとなって︑土石瓦喋同

が流行する︒人間を人間として扱はな

殺し︑夫殺し︑妻殺し等の狂暴な犯罪

ると結論して来る︒共魔で親殺し︑子

のも大根人萎を切るのも畢党同一であ

る︒既に唯物論であるから人間を切る

一戦張の思想が全世界に充ちノ︑て居

法律である︑簡言すれば唯物論と法律

に立った人世槻であり職政治であり︑

経漕思潮は畢尭唯物論を根抵とし其上

ぱ︑日本と云はす東西の諸陣菅とも其

唯物思想で行けばベートーヴェンの音

だ︒百鬼夜行と云ふ諺があるが蝋今日
にガラス張の家の中に住んでもか上る

楽を叩くのも酒場でドプロクをあおっ

は百鬼登行と云はざるを得ない︒如何

り︑それを瀞謎するのに沸教の輪廻縛

鬼畜の畢動は兄つともないとは恩はな

て﹁倍取りも鴬の藤﹂とガ鴫つ一ｉ一居る

られた榊様が猫依然とし一Ｌ魚肉を召上

生説叉は川果説を乱川して︑弧瀞に是

いのか︑それと云ふも私見を以てすれ

ない︒是又前に述べた様に菩薩雅を奉

力めたのと同様の読涛論と許せられて

〔12）

み吉野の象山の際のこぬれ

ききやきま

然歌人山部赤人の歌に

律を如何に蕊くしても防犯に如何に努も上っていないのではないかと疑はれ

にはこ︑﹄だも騒ぐ烏の難かも

のも同一の味合と云ふととに左る︒法義務制の美名の下に六年義務制の賓力
めても少年犯罪は益上殖えるのみであろ現状である︒斯様に考へて来ると年

︵巻六︑九二四︶

に

木生ふる清き河原に千鳥し

鰻ば玉の夜のふけゆけば久

であります︒この歌のすぐ次ぎの反歌

まれた時刻については和狩解されるの

といふのであります︒た園この歌がよ

若芽には烏の蕊が瀧川鳴き騒いで居る

す︒歌の意味は寺野の象山の麓の木の

さき

悔瀧の離寓牡の封岸にある川でありま

分を申します︒象川は吉野川にそった

すが︑うれはその年にのびた若芽の部

あります︒とぬれは木のうれでありま

す︒山のまは山のはとも言ひ︑山裾で

の歌の巾でも︑すぐれた一竹でありま

よんだ長歌の反歌でありますが︑赤人

といふのがあります︒これは吉野山で

ろ︒斯様に見てくると︑百歩を譲ってと共に新たに其建設の完成を計るとと
経戦後十年政治や経済が幾らか立旺つに是非着手しなければならない︒どう
たとしても心精祁界から兄た日本は爆か本誌の読者諸悲と共に努力一恭以つ
蕊楢時の思想界であって秩序も無く︑て日本固の城川界立哩しの聖業に努力
次第もなく混沌の朕態である︒其鹿でしようではないか︒

教育家も自分に都合さへ良ければ愈何自警
も知らぬ可憐な児童を政治的野心の道協心和四海︒識力禦狂浪︒
具にさへ使はうとして︑いらざる心配締進展修逝︒仔雌死悔雌︒
を父兄に迄懸けて居る現状である︒そ昭和二十九年︒臓月口占
れも共筈明治以来の教育が一に教育勅悲年除夜行︒新歳履端球︒
奉叩の根本義に依って帆迩として居たの内心追僻里︒猫期挑世座︒
が取りはずされて仕郷って共催に放世

久松潜一

朝の歌

に︑敗戦と同時に共精祁的逝徳的軌道︵特別含員︑文畢鯨士︶
されて居る︒敗戦のために経済力を失
った日本の教育は︑従来の六年義務制
でも十一分には賃行川来ないのに︑突然

れて仕舞った︒其結果全図に両ろて校新緑の朝の爽やかな中に︑私は次の

ば鳴く︵巻六九二吾

九年の義務制に外来の力で取り替えら貢朝の歌
合は不足し︑先生の数も足ない︒九年歌を恩出すのであります︒寓葉集の自
１
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I

きぎ

す︒

この歌の趣が一層出て来るのでありま

と恩ひます︒夜明けの歌と解してこそ

歌は夜明けの歌として解する方がよい

たと見る必要はありませんので︑この

必ずしもつぎの歌と同じ時刻をうたっ

歌も夜であるとも解されて居りますが

夫氏の﹁なよ竹抄﹂の一の場面に︑竹

す︒また菊五郎劇図で上波した加藤道

もに︑この歌を恩出したのでありま

目をさましてその蝉に聞きほれるとと

州の山の宿にとまった朝︑小鳥の蕊に

す︒私はいつの年でありましたか︑信

見る時に︑清らかで明るい歌になりま

って居ります︒而も朝の時刻であると

心であります︒との心こそ一同中の活

るさがあります︒清らかで明るい美こ
そ刺の自然であり︑朝に於ける人川の

夜明けの自然をうたって壮大な中に明

に壮大な美を感ずるのでありますが︑

礎川が傾いて居るといふ意で︑まこと

つのが見えて︑ふりかへると西の方に

●れて居ります︒東の野にかげらふの立

野のみ猫の時の夜明けのさまが弓たは

を畢げたいのであります︒大和の安騎

たむき楓︹巷一︑四６

夜明けに小鳥の睦のちくノー鴫き騒

林にすき通るやうに日がさし︑小鳥の

の歌はまことに清らかな美が中心にな

いでゐるのはまことに爽やかな心地が

蕊がしきりに聞える中に︑竹の蒲であ

一一といふ夜の歌がありますので︑象山の

の新緑の若芽に︑小鳥が鳴いて居ると

いたします︒殊に山そいの吉野の象山

二︑少年の日の思ひ出

動の源泉であります︒

る﹁なよ竹﹂といふ女性の清らかな姿

を見た時にもこの歌を恩ひ出しまし

の日の恩ひ出もこの場所でのことであ

村に生れ︑そこで育ちましたので少年

私は愛知際知多郡の海ぞいの小さい

一日の中でも朝は爽かで清だしい時

た︒

いふので︑静寂の中に爽やかな感じが
するのであります︒調の上から見まし
ても上の句の静に封して下句の弧い調

であります︒寓葉の中でも朝をうたっ

ります︒それとともに老いづいた心に

が一首をよく整へて居ります︒

寓葉集の美は清らかさと明るさとに

のでありますが︑赤人の歌には清らか

た歌では赤人のこの歌をまづ塞げたい

の歌人の中でも赤人の自然をよんだ歌

よって表し得ると恩ひますが︑禽葉集

二つが一つになることもあります︒

は夢にふるさとに遊んで︑少年の日に
歩いた丘や涜逢をさまょふので︑その
で明るい美があるに封して︑柿本人麿

父や母につれられて畑へいった事があ一

私の家は農家でありましたからよく一

には清らかな美が中心をなして居りま

びんがしの野にかぎろひの立
つ見えてかへりみすれば月か

の朝の歌として

す︒濁ったものや暗いもののない︑澄
みきった美は清らかでありますが︑と
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術門春房が中間から陶器を望んで蹄っ

をなして居り丘にはかって加藤四郎左

はげ山もありました︒知多牛島の脊骨

すが︑丘は木のある所もありましたが

畑にそった丘に上って遊ぶのでありま

ります︒まだ幼い頃は父や母が働く間

格別楽しい気がいたしました︒

ついて︑野路を蹄ってゆく時の心持は

った桑かごをかついでゆく父のあとに

苦しくなります︒しかし葉の一杯にな

毛虫にさされた跡がかゆくはれ上って

すと︑桑の葉に届る﹁おこぜ﹂といふ

日が暑くなって汗の出るや弓になりま

みついて居るためと恩はれます︒

かれるのもその頃の鰐験がからだにし

なつかしみを感じ︑円周風景に心をひ

う︒また都愈の生活よりも農村生活に

の味が忘れられないためでありませ

かはらけ

あると言はれます︒その時に焼き試み

に定めて行ったのが．瀬戸物の起源で

作ってありまして︑夏に側でりがつ質

家のうらの田のそばに小さな溜池が

何時も恩ひ川されます︒その頃はまた

の嘆き姿の青んで来る頃のふるさとが

頃には菜の花の黄と︑蓮華草の紅と変

りましたし︑莱諏油をとるために︑菜
に池をほす時には大きくなった鯉が十

いのを津山入れておきます︒それで夏

の青とが入りまじってきれいでした︒

蓮華草も肥料にするために畑に多くあ

といってよく拾って来ました︒私も少

察には雲推がさえずって居ります︒そ

いて水が無くなるとその池から水を川

年の頃にその土器を拾ては染んだ事が

尾位はとれます︒その鯉をとらへる時

の川を知多竿烏の一全畷にわたってあり

に入れるのですが︑その池に鯉の小さ

あります︒はじめはとはしたりしまし

のうれしさは今でも恩出します︒その

ました新四国八十八ケ所の寺凌に弘法

て居ります︒村の人はこれを膝四郎焼

たが後には家に持ちかへって大切にし

上に数日鯉の御馳走がつ園きます︒刺

様詣をする人糞が三為五さ通ってゆき
った私の家の楽しい年中行事の一とし

の春は消ゆる日もなく恩ひ出します︒

ました︒少年の頃印象づけられた故郷

ます︒まことに緒のやうな風物であり

こうぽう

て︑時共今も田舎で生活してゐる姉や

さん圭ヘリ

も多くありましたので︑四川のはじめ

まっておきました︒それでふるさとの

中舌づつみをうちます︒これは貧しか

身にしたり鯉の味噌汁にしたりして家

小畢校に入る頃になりますと草とり

妹と語りあふのであります︒私は今で

蕪村の春風馬堤曲や︑﹁花いばら故郷の

かひこ

つみをさせられました︒朝の涼しい中

をさせられたり︑養蕊のある時には桑

かはらけ

ます︒

山といふととの土器をいつも恩ひ出し

たといふ素焼の土器が方為にころがっ

りに参りましたが︑それよりも菜の花

秋になると山に母や姉ときのこをと

てから方凌で焼き試みて︑経に︑瀬戸

I

も鯉の味噌汁が好きですが︑少年の日

ノ

〉￨

に桑つみをするのは楽しいのでしたが
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1
1

− 一

じめた︒が︑一年をまたないで彼はそ

かいわれる世界である︒が何といって

は職いわば死生一如とか・虚無の境地と

且つ頗る書を読み理義を解する者﹂と

の年の十二川に五十五歳でこの世を去

の誕き自負心を失わないところは︑子

にも通するのであります︒

子規が永年業病に悩んで苦しみぬい

規が病苦を読泣し︑ありたけの愚痴を

道ににたるかな︲一といふ句は私の郷愁

て死んだことは有名なことであるが︑

こぼし猫不平を言い︑肋を求めたのに

も彼が死に直面しながらも﹁余や男子︑

と兆民とでは興味ある相違を示してい

ところである︒兆民は自らの死病に封

くらべると︑著しい封照をなしている

その病苦に封する態度において︑子規

った︒

想﹂として︑二は﹁おやすみ︲一の前の随

ｌこの変の一峰ラヂオの﹁おはよう随
想として朗請された文であるが︑書く諜
定の文が間に合はないので︑代へさせて
いた鱒く．ｌ︵特別曹興・丈饗隙士︶

苦痛に封する態度

﹃一年有半﹄に

うつＯ

して豪も悲槻的感慨を述べていない︒

自らの病や貧の苦しみに淵する救述は

．年牛通諸君は短促なりと日はん

よってわずかに除命をつなぐ苦捕︑顕

ることを生活の三つの楽しみとしてあ

｜
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ｌ子規と兆民ｌ

副島民

頭の腫傷がもたらす姪痛︑それからく

剛る客観的で冷静である︒菜待切開に
限り有りて死後限り無し︑限り有るを

年も短なり︑百年も短なり︑夫れ生時

に救述するのであるのみならず︑彼は

る苦悩に封して彼は冷静に槻察し干淡

口ばんと欲せぱ︑一年も短なり︑五十

書いたもので際物に過ぎないのに︑新

江兆民の．年有半﹄は浅刈なことを

以て限り無きに比す︑短には非ざる也

余は極めて悠久なりと日ふ︑若し短と

ぎった偽に︑流行して六版七版に及ぶ

﹁人︑七八十にして死せぱ長寿と云

げている︒政治的操狐者として戦闘意

病の中に楽しさを見出し︑新鮒を読む

ふ可し︑然れども死して以往は永劫無

五十年も百年も無也︐即ち我侭は是れ

限也︑七八十年を以て無限に比せぱ如

こと︲﹃一年有半﹄を記すこと︑喫食す

聞で死に瀕した人の著であるとほめち
のであると悪口を言っている︒

兆民は咽喉癌にかかって︑明治三十
﹁余は高盈五六ケ〃ならんと恩ひし

四年春︑除命一年半の宣告を受けると
に︑一年とは余の危めには蒜命の豊年

ことを止めなかった︒

識も頗る孤烈で諸方に封して脇害する
なり︒﹂と言って﹃一年有半﹄を書きは

何に短促なるぞ：⁝．︒﹂とあるが︑とれ

虚無海上一虚舟︒﹂

始より無き也︑鳴呼所謂一年半も無也

正岡子規は﹃仰臥漫録﹄の叩で︑中

雄

は子規のそれとは頗る赴きを異にして

筆を町したのである︒このような態度

直面しながら悠凌と﹃無祁無霊魂﹄の

後二ヶ月に迫った自分の生涯の維潟に

という︒かくて彼は病を病とも思わず

だ二ヶ月除りは大丈夫であると言う︑

といって︑主治醤の診断を乞うと︲ま

れだけでも生きるというならば取掛る

十日か一月も生きていれば深山だ︑そ

き撞したい︑一日に五頁も書けば︑二

あれば︑せめて哲畢の大要だけでも書

進んでいたが箔兆民は少しでも時間が

の序文によると槌九月に病勢は可なり

﹃綾一年有牛﹄に着手した︒幸徳秋水

を脱稿して九凡に蹄京すると︑直ちに

かくして彼は八月三日に﹃一年有半﹄

に非す︑其人格の奇︑自ら然らしむる

病を得て徒に愚痴の言を吐くものの比

刻なる同情を寄せ︑大町桂月もまた﹁死

あらす︒﹂と言って長文の評を書き︑深

悲より悲し◎笑裡の苦惨は血泣の比に

物とし耐﹁蘇峰氏は﹁乾涙の悲は熱涙の

るを見て︑彼を一世の奇才︑明治の英

する虎聴機鋒徴るべからざるもの﹂あ

憂悶せず︑却て共嬉笑し怒臆し︑咽嘘

牛に過ぎざるの時に庭して悲嘆せず︑

或る新聞は︑彼が﹁除年僅かに一年有

同情し︑悲壮なその態度を稲揚した︒

らう︒新聞雑誌は筆を揃えてその病に

同怖を買ったことは営然であったであ

北民のかく諦観した態度が悩諸方の

半句も弱脊を吐かなかったのである︒

どこまでも冷静に行いすまして︑一言

叫流泣を極わめたのに封して︑兆民は

しかし凡常の知蝿や怖緒よりすれば︑

偉人であったといわなければならぬ︒

ば︐彼は賞に羨むべき超人斌敬すべき

の仕事に没頭することができたとすれ

静なる心をもって︑死に至るまで自己

を超脱し病苦を哀訴することなく︑平

而していささかも雄痴を吐かず︑死生

かくとして魁兆民がこのように死に位

るとも言えるのであるが︑それはとも

多くをその性格の机逮に負うものであ

もできよう︒しかし雨者の相違はその

がまた︑より悲惨であったということ

期が殆んど明確に宣告されていたこと

うことができようが︑兆民の場合は死

度を異ならしめた或る要因であるとい

かったこと︑は雨者の飛苦に封する態

て子規のそれとは到底比較にはならな

病苦の程度とその帳綴の期間とにおい

より二十歳の年長であったこと︑また

それではといって書き始めたのである

いる︒信仰に逃避して慰安を得ようと

也⁝﹄・・・﹂と言い詠一方兆民を稲賛する

とともに︑子規の女糞しさを非難して

生と死はどこまでも別であり︑生は喜

しなかった非宗教の鮎は雨者に共通し
ているが︑子規が苦痛をもてあまし︑で

ぶべく死は悲しむべく︐病は苦しく︑

死病は無限に悲惨であるとしか感ずる

いる︒

兆民がその時すでに五十五歳で子規

きるなら早く死んでとの苦痛を逃れた
いと愚痴を言い︑逃れられないので絶
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﹁いわゆる人身費買事犯の取締につい

警察の防犯統計課から提供された

１

ことができないであらう︒それ故︑死喜びを喜びとし︑悲しみを悲しみとし

１︐１︲

病を得て愚痴のありたけを吐いて死んしかもそれに停滞せす︑常に益女それ

和二十七年が妓高で︑二十八年はいち

九三︑二二と減じ︑被等者

ちょっと奇妙に思えるが︑これは初め

三五○︑五八○︑六二となっている︒

合計四四

じるしく減じている︒被疑者は︑男女

て﹂の統計によると︑簸近三年間︑昭

で行った子規の方が人間性に員賞であを伸展せしめ︑醇化せしめ︑かくて自
り︑常人に近く親しく感ぜられるので己の本性を溌輝し︑自己の最善を毒そ

ある︒うと努力することにあったのであって

しかしいずれにもせよ︑死癒を得︑彼は決して単に女だしくめそめそはし
を回避することなく正面からこれを受災と子規との間に剛柔の和述は見られ

八年は専ら悪質な責質犯に砿鮎を世い

二年川は形式犯として畢げたが︑二十・

死に直面して︑その苦癌︑苦悩Ⅲ恐怖一ていなかったのである︒このように兆

容れてこれに耐えつつ︑どこまでも自ろにしても︑ともに人間のありのまま

たためであるという︒しかしまた一面

己の意欲を仲展して︑自己の鴬すべきの事賞とあるべき姿とを兇失わなかつ

取締の弧化と防犯宜偉の効果が大であ

（18）

一

一

ととを偽し︑死に至るまで止めなかつた鮎において一つであったのである︒

二十八年の被疑者二十二

名及び被害者六十二名の内容であるが

ところで

ったことは争えないとおもう︒

た姿は雨者の間に異るところがなかつ超人︑英物と轄揚される兆民はとも
たのである︒女だしいと罵られた子規かくとして︑女だしく迷妄に見える子

別に防犯統計課が盃表している﹁昭和

も︑死の病淋に永年釘付になったまま規の生活態度の中に︑人間にとって妓
で死を待つ身でありながら︑俳句や和も大切と思われる直賞性の追求への熱

が淫行に開係している︒さらにこれを

名について見ると︑内四五名の七三％

係のもの男一○︑女七︒被害者六十二

十二箔中︑男一四＄女八︑内淫行に淵

検畢状況調査表﹂によると︑被疑者二

二十八年中に於ける所謂人身費買事犯

歌の革新や新僻詩の通勤を起し且つ新意があったことを私は弧調しておきた
しき嘉生文を創めそれによって匂い高い︒︵二九・二・一五︶

綾人身費買
大杉謹一

き随筆文畢を残した︒﹃墨汁一滴﹄﹃仰臥騨別愈員︑能永大単教授︶
漫錐﹄﹃病淋六尺﹄は日本文畢史上の一

偉槻である︒彼の生活態度は︑ありの
ままの自然事資を肯定し︑人間本来の

情意や欲望を肯定し耐苦痛を苦痛とし︑一︑山形嬬下の人身責買事犯
h
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女方身犯ノ｢ifル'.1中職た女飲特工で行はよ者人七;農て
二面寅･の旗にの事八〃i飲が、に接うに資、業み
名の賀イ巾業斡女犯名の店m迭開客によ経親がる
．を特のル｝の旗が。を主に側,￨:械係業しる路北多と
特飲前、総し、11‑人斡とさしがてもは職<．
飲街科接歴た六言が旋共れて大ル1Jのノt]業、前
、〃ifに者零淀事病逓、し謀たい部旋が肱は家職
に斡が姉有犯の以僻たの事る分さ大四農庭開
斡旋、にす。姉て利事一￨含犯･のれ半九漁は係
旋し姉就る女竹を犯、を五たで、業下で
した女職老を欲lio五兄○被あす、流接
、事九紳人塾ノ好的名る、拝るな日が客
前犯名旗が者にとのと内者･わ雁大業
イル：。をし、及ノ.'.1し姉、四のちが部、

金を横領した事犯︒例を塞げると︑

などである︒一︑二十四歳の謹妓僻一屋をしている女

二︑裁判所の取扱事例が︑女中として雇った十八歳未満の

迭捻︒起訴されたものは︑地方裁判児童に︑お客から王代を取つテ戎粍
所または簡易裁判所へ来るものが︑職させた︒

業安定法述反︑様例蕪準法違反︑家庭二︑三十五歳の女が︑特和飲食鵬を符

裁判所へ来るのは鼠少年の肺献を拝す業巾︑自宅において雁人十八歳末洲
ろ成人犯罪︑すなわち少年法に定めたの児童に︑利益を得て瀧村させた︒

成人の刑事事件として︑多くは兇市剛三︑三十三歳の列︒料叩府を僻む傍ら

加法述反である︒婦女子を雁入れて︑封仙を得て寅淫

司法唯識分としての蚊商の事件は︑昭行鰯を竹わせた︒

利二十四年一Ⅱ二十二Ⅱ︑学都杵地方四・五十一歳の列︒Ⅲ雁︑某女が飲食

裁判所に於ける人身寅災仲介事件で︑麻を維掛し雁人兄菰に封し斑雁行鯛
懲役一年の判決・山形蝶では川年二Ⅱをさせる脆のあることの怖を知りな
十五Ⅱ︲川形地方裁判所米深支部起訴がら︑児飛二人を女中として価研し
事件を皮切りとして︑昭和二十六年か同人等を引渡した︒

ら二十九年にかけて︑地裁・簡裁介せ等︑この外︑直接家庭裁判所洲在宵の

て五十五件巾︑人寅が机術数ある︒家取扱う少年保雄事件の例を繋げると︒

庭裁判所開係では︑昭和二十五年から五︑被疑者は十八歳の少年︵和被疑者

二十八年にかけて成人事件中︑大部分ば三十雌の成人︶︑共謀・兇飛に瀧行

が被審者を児童︵十八波未満︶とするさせる行鰯をするⅡ的で︑十六歳・
人費である︒児童耐祇法述反の取扱事十七歳の胴女を女中に斡旋し︵何回
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I

堂むろがわ

も縛掩斡旋︶︑無料で職業紹介をしこの頃東一異﹂新庄節や員室川音頭がの巣窟はもつともつと身近かなわれわ
巷間に流行しているという話であるがれの身逢につきまとっている︒こうし
た山奥にも︑梅の花はっぽみのうちか
私はしばしば調査のため出張するので

た︒

何度も最上川の奥地を研究をも縦ねて

るうぐいすもあるであろうが︑今日の

ら香ににおうであろうし︑たづねて来

六＄十九歳の少女で︑以前から接客婦

街娼 婦 を や り ︑ 東 京 某 所 の 特 種 飲 食

あり︑征含問題であり︑現代文化と教

問題はもつともつと深刻な経済問題で

踏査している︒

育の問題にからんだ身近かな悲劇であ

る︒それは淵泉地帯を中心とした僻飲

はるばると

街のそれであり魁推地につきまと弓説

ない︒どうしたらとのさしせまった現

た杜愈情勢には太刀打ちできそうにも

職業安定法も児童帆祉法も︐こうし

春のそれである︒

園を出た
みやま

そシとまた手折れば

百︿口の羊化

深山そだちの

貝室川みたさに

山を越え川を越え

店の女給をしていて︑兇醒剤取締逮
反で畢げられたことがあり︑今度は
寅春等取締係例述反で移送されたも
の︒

七︑被疑者は十八歳の少年で︑寅春の
周旋をなす目的で通行中の某を案内
し︑以て責春の周旋に準ずる行篤を
左したもので︑風規取締雌例述反で

最上の奥は羽前向町から金山のあた

めることができるであろうか︒

代劇を昭和の笑話として昔物語たらし

むかひまもかねや皇

香にまよう
り︑問題は穣雲山間部落である︒芭蕉

畢げられ移送されたもの︒

右の風規取締係例は寅春に開する諸

が鳴子から山刀伐峠を越えて遠く尾花

ることを目的として定められたもので

劇は人身寅買の巣窟の汚名を今日に残

前の昭和九年︑東北地方冷害凶作の惨

津に出たその昔はいざ知らす︑二十年

なたどり

を維持し︑杜含秩序の健全な護達を固
この事例は第五催﹁寅赤の周旋又はこ

している︒しかしその昔の向町は今Ｈ

Ｉ︲

１１

Ｑ一十四頁へつ萱く︶

ランは幾らでも立てられる︒

て騒ぎ立てるのではない︒︐机の上のプ

てかからねばならぬ緊念問題であると
おもうが如何︒いたづらに蝉を大にし

政治政策も産業封策も︑教育改革も
打って一丸となって︑ふんどしを締め

行篤を取締ることにより︑善良の風俗

れに準ずる行篤をした者は︑一年以下

１１︲Ｉ

１

私をしていわしむれば︑むしろ人責

において完全に立ち世っている︒

の懲役叉は三寓回以下の罰金若しくは
拘留に庭する﹂というのである︒

三︑人責今昔物語

〔20〕

歳末漫筆
者

カノ柵︑とそのＨｊ︲︑を過して︑来るべを時が来ると︑よくも同じやう

本年もいつの間にやら年内の除日がいくらもなくなって了った︒ウ

肩
口

に過去は夢の久夢だ︒古来からの﹁光陰矢の如し﹂とか﹁烏兎勿々白
駒の隙を過ぐが如し﹂の句がしみじみと恩はせられるところである︒
何かと若い唯は︑歳月の総つのが遅くて待つこともないではないが︑
年齢を取って来ると︑一層に一年の月日も煙く感じられてくる︒望東
尼の﹁いくつ鯉て赤ぞと排らしおよびより身のかがまれる炭の幕か
な﹂と泳んだ感は誠によくそれを現はしてゐると恩ふ︒
人川といふものは︑若い畔は和々と物事を梁ぶものの︑それは多く
は近理を知ることで︑中々血や肉にはなり得ないが︑老いてくると初
めて祭んで来た粒々な知識は︑ほんとうに身にしみて信念となってく
る︑だがさうなった時には既に先営は煙く︑やがて死んでゆく︑さう
して次玲に人川は生れて来ては叉第一歩から僻み出して夢中で悪し︑
物事を排につけては死んでゆく︑これを繰り返すばかりで︑何人も先
韮の到り僻たところから鉱一歩を踏み出す課にはいかない︒こ上に炊
悩の人の仙があり︑悲劇もあり︑喜劇もあり︑もののあはれの文畢も
生れてくる︒そして永久に此の吐に救ひはない課なのであらう︒これ
は又反面から言へば永久に瑚想が来ないから世に楽しみがあり︑人側
は永久に未完成だからこそ慾望のため︑いくら生きても瀧足はなく精
しまれもするのだといふなぐさめもあると言へる︒
世の中というものは︑かうして繰り返してゆくのであるから︑昔か
ら誰もが脚分の生きた時代といふ粥のに封して又自分に封して満足は
なく︑歎きのないものはない︑殊に物を弧く深く老へる人にあっては
自分の生営る仙ほど歎かはしい仙はないといふ瓜に考へて来てゐる・
例へぱ近義の地に墜ちたこと今日より荘だしきはなしとか︑鴫呼壮は
溌季であるとかいふ言葉は︑何時の慨でも誰からも歎かれて来てゐる
ところである︒これは何時の世が一番末であるといふことよりも︑過
去の世のことよりも脚らが生きた世のことはよく知ってゐるからの感

ブラノ︑Ｉとしたドロ︑Ｉ︑なのであらう︒

じといふものではあるが︑兎に角心ある人にして之を槻れぱ歎かざる
を得ないほどのものが此の世といふものであることは事武である︒
このやうに何時の世も溌季だ溌季だと言はれて歎かれて来たことで
あるが︑私たちも今日此の世に生きて︑今日こそこれ迄にない末の世
ではないだらうかと︑又同じやうなことを老へる︑そして今日の溌季
の世とは︑ほんとうにさうなのではあるまいかと考へさせられる︒と
いふのは︑明治︑大正︑昭和と生きて来て︑何時も歎きのない仙はな
かったものの︑敗職後の今日のやうなことはなかったからである︒考
へて見れば︑今日敗戦後九年有除を総て︑外面はどうやら少しは見ら
れるやうになったやうだが︑それは恰庇生卵の薄い表皮のやうなもの
で︑その中をと見れば︑ドロノ︲︑で手のつけられたものではない︒政
治︑溌済︑教育︑思想のどの方面を見たって何れもドロｊ ＼である︒
個人も︑家庭も︑或るグループも耽曾もみんな同じことだ︑これとい
ふのは図にも人の心にも︑頼るべき中心といふものがないので︑ただ

す寺へし︒

今聞年の瀬を迎へて︑過ぎて来た一年の跡を顧みると︑没に事が多
かった︒即ち卵の中のドロノ︲〜が︑その薄皮を破って到るところに流
れ出て︑手のつけやうがないといったところである︒薪し例によって
ジャーナリズムが本年の十大ニュースなるものを募るならば︑恐らく
その逃定に肘るだらうといはれるは尤である︒
年の瀬は一ヶ年の総決算である︑そこには先づ向らの生きて来た一
日ｊ︲︑の乗らなさが︑稜り稜って︑髄くばかりに眼前商く亜ねられて
は︑凡人の悔いを禁じ得ない︑来年は来年はと頼むことは物心ついて
この方の筈であるのに︑またよくも同じ思いを繰り返して束たちのだ
それでゐて荷希望と慰めに来年は来年はと頼みにしつつも依然同じ歎
きを繰り返して断念も出きず︑飽きもせず︑鳴呼これが凡人の一生と
いふのであらうか︒そして同呼に又生きた時代に封する不浦の繰返し
も人の世の絶へぬ恩ひといふのであらうか︒とすれば︑なほ生きゆく
その日々の慰めのため︑またもあはれ来るべき年を期して︑年の瀬の
こもごものせつなき恩ひを描て去るのほかはあるまい︒この愚痴よ死

〔21）

＝ 寺

日本の民主思想の基盤︑

川村宗
三︑日本思想の特徴
以上私は古来日本思想に鮭も重大な影響を典えた仙教と儒教に就
いて極めて概括的な橡討を加え︑その本質に於いて必ずしも民主忠
想と相容れないものでないことを見た︒然らば日本民族本来の思想
は如何なるものであろうか︒徳川時代の本鵬宜長や平川篤胤などの

び出され︑引つ陣いて奈良刺にかけて古事記日本謝紀などの史番の

徳太子の十七峠憲法や之に次ぐ大化の改新によって政治面に弧く津

編纂によって更に之を文字の上に昂揚されているｑこれらの事象は

仰教及び儒教などの大陸文化の鮮来によって刺戟された結災といわ

ぼるものであることは疑があるまい︒その後奈蛙時代には仰教勢力

れようが︑民心の底流としての起源は史に遥かにその以前にさかの

の伸長によって︑天皇自ら三獄の奴と稲されたり︑道鏡の如き不進

の僧が出て肺話にかこつけ皇位を窺寮しようとまでしたこともあり

更に藤原氏の摘開政治に次いで上皇の院政時代となり︑天皇は殆ん

皇は政論椛力の中心から事貨上離れられた時代が永く綾き︑その間

ど閣政の蜜椛に勝られず︑殊に鎌倉以後には武家の専横によって天

一の奈く失われた戦函時代の如きは︑日術の卸生活すら保障されな

には甚だしきは天皇が孤島に幽閉され粉うたこともあり︑図案的統

いような御哀微を兄た時代もあった︒それにも拘らず剛民の天皇を

﹁Ｊ
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剛畢者は古事一記日本諜紀などの古典の研究を韮とし日本古代の恕想
を昂揚し︑その馬めに俳教儒教の思想を排斥するの態度をとってい

の思想を詮索しようとするものではない︒それよりもその後の明

てしても︑天皇を背景とするのでなければ・日本全閣を統一する︾﹂

中心とする精神的蹄趨は稜けられ︑織叫︑鯉に竿の武特の蛮力を以

るが︑私は今日これらの神話や古僻説に基く素朴な日本の原始畔代
らかな歴史記録の存する一千余年Ⅲに於いて如何にそれが腰附され

なく︑全く精神的停統によるものであること疑う余地がない︒室町

室自罷の武力とか椛力による支配に服従するという性質のものでは

明らかなように︑わが剛民の皇室を中心とする結合意識は決して皇

き三幽石に過ぎなかったといわれる︒こういう歴史的事賃を見ても

て自家三百年の覇椛を築いたが︑皇室の御料は極小諸侠にも比すべ

とが出来なかった︒徳川氏の如きも極めて巧みにこの事資を利川し

て今日に及んでいるかを見て︑そ一﹂に著しい日本的特徴を見出し得

ると考えるものである︒それは皇室を中心とする閣民的統合意識が

常に篭讃されて全閣民が同一民族たる意識を持つに至っているこ
とがその一つであり︑外来の思想文化を包容し︑よく消化して自己
の思想文化内容を卿常ならしめると共にその外来思想の反髄を把握

裟揮して来たことがその二である︒この二者はその根底に於いて相

吟代には足利氏が支那の珊封を礎けて自ら日本剛王の榊雛の下に通

商したり︑江戸時代には徳川氏が自ら大蒋と稲して外交に常つたり

｜

通じているものであろうが︑便宜上二つに分けて述べることにしょ
①天皇を中心とする閣民的統合意識は今から一千三百余年前の聖

i
･

房７０

I

胴

Ｉ

しも感じて居ない︒明治維新によって徳川幕府の封建制は崩壊し王

したと云っても閣内では彼等が天皇に封立する存在であったとは少

る統合意識怪塞ぐものと云わざるを得ない︒このような事黄は西洋

く同一民族との信念を堅くしているのである︒之も皇室を中心とす

ら包容同化が進められて行ったものと見られ︑何時からともなく全

はなく︑皇室との親疎の開係によって唾別されたとしても︑初めか

ＩＩ
Ｄ

制復古と群する天皇親政の時代に入ったが︑それも天皇自らの兵力

んど窺い知り難い日本人燭特の心理であると恕う︒之を客測すれば

諸図は元より支那の歴史にもその例を見ない所で︑外風人からは殆

や椛力によったというわけではなく︑主として懲川氏の幕府政治に
ので︑而も殆んど流血を見ぬに近い状態で徳川三百年の勢力は倒れ

り︑而もその皇室たるや枇界の他の醐々に於ける悲主とは全くその

皇室を中心とする日本民族の礎れた包容性と川化力のあらわれであ

反感を存する所謂雄蒜が率先天皇岸︾奉じて行動を起したのによるも

し︑中央集椛の刷衆僻勢が確立するを得たのも伽えに皇室に郷する

数年を出でずして何の故障もなく封建諸藩も︑その図土人民を奉還

統的仰向の中心として蜘民が之に蹄趨しているものであることは上

趣を災にし︑必ずしも政治や椛力の所在であるが矯めではなく︑緋

維新によって天皇親政の方針をとられ︑明治憲法にも天皇は鯛家統

述のいうな歴史的事賀に照して極めて明らかであろう︒その後明治

の封建杜曾では幾爾にも稚み索なった縦の階層から成って勝って︑

各人は直接所脇の支配者に服し︑之に封してのみ忠誠を致すことを

剛民の蹄趨意識の然らしめる所と云わざるを得ない︒殊に明治以前

教えられて来たのであるから︑一般民衆の間に直接天皇に封する仰

側本図の象徴であり︑関民統合の象徴であるとされ︑図家の主権は

治の雛を綿撹せられる旨規定されたが︑終戦後の憲法改正によって

閣民に存するということになった︒然し日本剛民として天皇を敬愛

向心がそう明瞭に意識されて居ったとは言い難いであろう︒所詔雲

治時代に入って如何に政府が教育の普及を急いだとは云いながら

を深めて宴びとしていることは︑今年の新年の拝賀や天皇御誕生の

仰向する意識はいよいよ自由に表現し得ることとなり︑益々親近感

の上の事として平柑殆んど開心の外にあったと思われる︒然るに明
．蒋蕗民︲一の思想が極めて連かに一般閣民に普遍したことは蜜に

天皇の教育勅語に﹁我が皇川皇宗叫を壁むること宏迩に徳を樹つる

祇武に皇勝に集まる刷民の心怖にもうかがうことが出来よう︒明治

驚くべき事柄であって︑之も古来刷民心裡に伴統して来ている潜在
的思想底流が︑封建制からの解放によって表面に流出して来たもの

事変に韮いているものと了解されるのである︒

こと深隈なり﹂と仰せられてあることは端的に上述のような歴史的

○ＣＯ○○

に違いなかろうと考えざるを得ない︒更に近来の科畢的研究によっ

て胤本卿民は北方系︑西方系︑南方系等の数種の民族の複雑なる出

このように鯛民枕合の構岬的中心として天皇を有することが我が

血による民族であることが明らかにされて鵬り︑古代の文献によっ
ても︑天津岬と図津洲の別︑蝦夷︑鯛栖︑能蕊︑隼人などの榊呼や

日本の猫特な図柄であり︑図鵬であって︑世界各閣にその比類を見

ないところとされるのである︒

皇別︑稗別︑群別等の系統による分別意識のあったことも知られる
一のであるが︑これは必ずしも異民族硯する排地的意識に基くもので
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I

一

②次に思想文化の面であるが︑或民族が外来文化に接した場合に

ダンスに陥ることになり︑思想的には殆んど行きづまりに瀕してい

に駆使される結果となり︑精紳的に立つ者は一一ヒリズムに傾きデカ

ち分析的であり︑東洋の精紳文化は一罷醗に立ち綜合的である︒前

自己の文化を守って外来文化を排斥する態度と︑自己本来の文化思

者は物質に偏して精紳を軽んずる傾向あり︑部分に走って全礎を忘

るとも見られる現在︑之に東洋的精神文化を溶融せしめて中庸の地

自己本来の文化の特色を存せざるに至ろう︒日本民族は千数筒年前

れる弊がある︒後者は精紳に偏して物質を軽んずる傾あり︑直醗に

想を捨て上外来文化に没入する態度が考えられるが︑前者の場合は

に優秀な儒教俳教と共に支那大陸から僻わった際特に俳教に濁して

頬りて科畢性を鉄く弊がある︒この東西雨文化を調和して物質と精

ことを私は確信するものである︒即ち西洋の物質文化は封立醗に立

は我が図固有の祁道を主張して或程度の反溌は見られたがやがては

位に是正する使命を負うものは濁り今後に於ける日本民族であろう

之を採用し︑一時は之に没入して自己固有の思想文化を忘れるかに

神︑部分と全燈を融合した中席な文化たらしめる使命を負うものこ

に遅れる結果となり︑後者の場合は全く外来文化思想に乗り移って

みえた︒奈良時代の黄族文化の如きその傾向が無かったとは云えぬ

造性が乏しいと評されているようであるが︑私は以上のような歴史

之を要するに日本民族には固有の深い思想がないとか︑文化の創

そ日本思想でなければならぬ︒

文化を向上せしめて来ているのである︒而も支那雲大陸の文化も蜘熟

想的特徴として充分誇るに足るものであると考える︒之を誓えば良

えず支那大陸よりの文化をとり入れ︑その刺戟によって日本民族の

質の土壌のような作用をなすものと云えようか︒外から来るあらゆ

文化に封しても比類少き包容性同化力を有することが日本民族の思

文化の中に消化し︑その形式に於いては原型と異なるものとなった

髄を遠ざかる時代に入って居るのに日本に於いては之を日本固有の

るものを吸牧齢化し︑自己の成分と同化し之を肥料としてその上に

的観察に基いて他民族に封する優れた包容性同化力を骨子とし︑他

鮎が見られるが︑却ってその虞髄を把握し之を護展せしめている賞

も言い得よう︒欧米輸入の近代民主主義も日本思想の基盤の上に特

新しき思想文化を育て上げ美しき花を咲かせ立派な賞を結ばせると

︹元大東文化墨院教授︶︒

必ず来るであろうことを信じ且希うものである︒

成され︑それがやがて世界全人類の虞の幸禰榊進に費せられる日の

異な護達を采げ︑物質にも精紳にも偏らない中正な性格のものに育一

考えられる︒更に明治時代に入って念に西洋の近代文化思想が職入

吾々の目賭する所である︒大戦後にその第二段階に這入って今日な

として居り︑その刺戟により日本文化は急速な進歩を示したことは

され−時之に舷惑されるかに見られるが︑之も漸く消化期に入ろう

情にある︒前項の場合と同様に包容性と同化力を示しているものと

期をすぎ漸く進化の度をゆるめ仰教儒教に於いても形式に走って虞

せしめる結果となった︒平安時代以後がそれであろう︒その後も絶

だろう︒然しやがて之を消化して自己固有の文化内容を著しく向上

自己本来の文化の殻に閉じ篭って往々その菱展性を失い世界の進展

l

ほ幾多の問題鮎を残してはいるが︑西洋文化で物質に偏し人が物質
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ll

ｉ１１
日本弘道倉談話倉の記

こと等灸を翠げ︑これらを具艦的に説明された︒併し今日のところ

彼等は︑惇へられるところのす琴へての日本の報道がや入誇大である

今年の夏は︑や入暑さが遅れたが︑後から意外にも高温がつ貰いことに蹄せしめて︑なぼ多くは日本に信を冠いて居ることなどを話

︑︑︑

たので︑心配された澗作なども︑どうやら平年作といふところまでされた︒
漕ぎつけたといふことは︑何よりであった︑ところが又涼しくなるかくして一問一答式に種々と語り合ひ︑米図が共産図家陣に比し−

国際結婚の殆んどが失敗で︑日本の花嫁連は︑彼地で蹄るに踊れず

のも急激で十月に入ると雪とか霜のたよりなどがそこここから仰はて宣惇の至って拙いこと︑彼らの人逝︑王義的なところ︑或は又日米

本命の含貝談話命は十月十六日︵土︶午後三時︑から久々で本︿闇鮪変にあはれな状況であるのが多いと︑殊に黒人の娘活は彼地で差別

るといふほどである︒

含議室で附くこととなった︒夕蕪の冷え込みはかなり弧いが︑その待遇が催しいために︑彼等と紬婚した人たちがいかに悲惨であるか

〔25〕

中を出席された人為は例になく多く盛愈となった︒此の日は先づ東のことや︑日本へ駐吻剛した米幽圭円年たちの蹄米後に於ける日本への

一

大教授︒法畢坤士︑特別命員植田擁雄先生の﹁アメリカから見た日親誰量り︑米鰯に於ける日本一世の祁凹愛のこと︑ハワイの一世に

ること︑或は今日米国に於ては︑何や彼やと日本瓜が大流行で︑ど

本の図際開係﹂のお話を承はって︑これを中心にお元が語り合ふこよる必勝念の細維は百年峨争に於て日本必勝の意味での必勝命凹であ

柿田博士は︑東洋外交史の椛威者であるが︑昨年九月に日米交換この膳接間でも︑スグレ︵カーテン代り︶︑火鉢︑茨皿︑日本の皿の

とにした︒

教授として渡米され︑爾来米圃全土殆んど有名な公私立大畢二十有使川等々特意にして居る話等冷︵逆に日本では米幽風の流行だが︶

八月上旬約一ケ年募りで蹄朝されたのである︒そこで今日米園が日も語り合ひ︑中共貿易の問題︑蔓漣政府の米図支撰についての今後

像の大畢に於て東洋外交史を講義され︑その任を無事果され︑去るはそれからそれへと諾きるところがない︒やがて夕食を共にしつつ

本に封して最も開心をもってゐる主なる意見を紹介された︒それはの問題︑日本の新開雑誌の傾向が中正を炊くことや︑中ソの日本へ

新聞雑誌或は放送等を以て陣へられるところにより︑今日の日本にの平和官言等々にもふれ︑案外に米図の日本に於ける反米思想の批

碓率塞垂峠蓉延

判してゐるといふことである︒そして日本の反米思想は︑それが意何事も向らのことは自らのみよく知るように考へ勝ちなのは人の

於ける反米思想に封して︑垂大な闘心をもって彼等は之を考究し批判は安常なるものがあるとなし︑午後六時半散念した︒

識すると否とに拘らず︑反側由閏家のいはゆる冷い職争の巧みな宜蝿竜識嘩舛〆岬鐸嘩糖誹平墨搾塗極錘鍬一に一目︾︾

仰に韮ぜられる恐あること︑今日の日本の旺かれた国際関係は微妙他人の見るところをも常に見聞して顧尭正しい認識に心掛けるこ
で︑極めて重大であることを卿ら顧みること︑反軍術思想の危臓なとが必要であらう︒Ｑ九五四︑一○・二○︶
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下さることが有難いと思えた︒然し其
ｎ的に封して桃われる方法を些細に兇

ために家庭の人常が色令征意していて

ことで取立てて云えることは︑

す︒︵競後の表参照︶

様に膝物利川の精紳も一緒に投げ込まもも
のの
でで
ああ
りり
まま
すす
︒︒投投稿
稿者
者の
の住
性所
所は
は杢
杢図
れたのではあるまいか︒と似うともう的ですが身分は主として家庭の主脈が

ますと︑二十人中七件は小袋に入れて

封晶の足らぬ我閏に過剰の人口産かかれれ
をを
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居ても立２Ｌも落ちつかぬ気持ちにな八割で二割が男子の方ご職業孝一待たれ

︵ィ︶小さくなった打鹸を完全に使う

ってこんな題を選びました︒た婦人であり魁年齢も二十歳位から六

い打鹸を新しい大きな石鹸に抑付けて

袋ごと使うという案︒次の四件が小さ

１Ｊ

先ず物が一度天然にでも人工的にで十歳位︒全部で九十三人の投稿数で
1
'
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I

９

使うという案︒次に小さい石鹸片を貯
めて世いて一緒に煮立てて型に入れ︸﹂

乾燥後使うとか︑削２こ熱湯を注いで
念入りのもあります︒それぞれ御家庭

粉末石鹸のようにして使うとかいった
の事怖が遠い︑人凌の習慣の異ること
を考え合せて資に愉快になります︒
︵ロ︶ビニール製仙が川辿って来たら

念にそれの亜笠さを商く評慨されて︑

林檎の紺を亜ねてダンス代川とか傘立

せましたら︑三人から鵬が来ました︒

いたしました︒友人にも話して員似さ

いる︒というのです︒なるほどと感心

す︑いつのⅢ仁やら雑巾は川来上って

巾さしの時間を特別に判くとともいら

もいらす糸は光杢に役に立ち︑其上雑

を雑巾にさして世けば糸の剛端の姑末

五寸でも縫い窪りの糸のある時︑それ

枚宛常に入れて瞳唆し︑針に三寸でも

た︒裁縫純の中に燃巾のさしかけを一

の腺稲でしたが・こんなのがありまし

︵卜︶経りにもう一つたった一人の方

にのみ成立ちます︒

な方でしかも時肌を併しまれない場合

等は誰にでも冥似が川来ません︒器川

的な念入りのものがありますが︑これ

も使い︑釘や其他の材料も加えて手工

て等といるような大工通共の二・三師

畷識灘職難蕊

躍添腰側畷与独一

（27）

何としても一センチでも無駄にしたい

ユ

ようにと考えられる御姉人方の苦心が
はっきり瓢われています︒

︵ｃ三つ川はうどんの蝶で汁の利川

です︒ 糊 つ け に 良 し 洗 熊 に も 色 物 な ど
には結構ですしというのですが︑何せ
夏場は腐敗が早くて知っていても利川
川来ない忙しい主脈も深山います︒
ハブラヅシユ

︵一こ第二股階の腰物利川となります

と︑二十六称類の内古歯刷子の利川が
︑聖昼喫﹂四人でしたが︑いずれもブラッ

シュの毛の付いている所を切り落して
から穴を新しく明けるような手法が使

汁やあ左でとたにネ時んにせやつ

，3蜘州編雛崩釧W；訓'催t蕊
で第まので仙批でしで姉れネ換イ同かI脹あ、をり
四と服ピ利

が三し獲いばで中よあ人をクえのじかのけ穴狙ま
桃殿よいつあすかうりの半タる利くり品てをのす

￨鮮鰐灘溌緋￨鞍讃蹄

搬：鮮烈縦締継縦灘W烈

一 一

浴衣を元臓袖に直すとか︑最後の落ち

ぬけたものを羽織にするとか︑長袖の

えば︑一にも二にも銘仙の長著の膝の

︵チ︶とにかく昔は展物利用とさえ云

た︒との黙全く家庭教育の賜でありま

たりまた考えても見るようになりまし

手に使う延いて展物利用までやって見

になって成人すると︑一人でに物を上

︵特別命員・共立女子大教授︶．

有難い極みであります二九・二・一二夜

持ちのご経験を御披露下さいましたら

を次糞と考えましょう︒どうか拷様御

て時代と共にいつまでも役に立つ方法

一騨埼珊哩⁝雲一

一搾硫︾岬︾却封塗古歯刷子利用四一座箱痢用胸一

数一二六種一一五種一〃四赫一四五菰一

数一六○一二六七一九三一

｜第一段階一第二段階一第三段階一計一

す︒この根の枯れぬ喜びをもつと育て

種類

の｜者

は雑巾にすると云うのでした︒雑巾こ
そよい迷惑で疲れた布で作られたもの
は二・三日でさし糸だけが崖されるば
かりです︒斯うした極瀬の雁物利川は
此度は一極も兄つからぬということが
しょう︒

時代の推移を明かに物語って居るので
物を大切にするという気持ちがすた
れかけていると心配していますと︑ま
だまだ根が枯れずにいます︒確かに生
子供の甑お米を洗う場合﹃粒を流すと

きています︒嬉しいことです︒五男が
盲人になる﹄とか騨気もの︵漬物や梅干

等︶を粗末にすると一生貧乏をすると
か云って︑家庭ではやかましく訓練を
受け︑もつと子供の時には一枚の塵紙
も無駄しないように鼻のかみ方まで教
えられて来ましたが︑それが殿堂習慣

一
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道徳関燈懇談含記事
○第二回懇談含
Ｏ

去る七月二十七日︑明石照男︑河井禰八︑小倉正恒三氏の提唱によ
って︑今日の瓶腰した迩義の有様を憂ひ︑志を同じくするものが相集
って何とか蕃瞳の方途を老へたいといふことで︑茄門牡︑報徳含︑迩
義再建連盟︑心畢含︑弘辿衝︑修養剛の六圃彊の代表が︑参議焼議長
公邸に倉して語り倉つたことは︑前雅に報告の通りであるが︑その節
二ｕの称合を十〃一日に︑前回と同様な顔募れで︑参談院議長公邸に
この日は愈識を前進す書へく︑明石照男氏より左の四項︑を提議し︑

Ⅲいた︒

これを河井座握より順次滞るところがあった︒即ち節ご﹂の命の名称

その宣言起草委員を各閣磯より一名づつ左の如く選定し委鴫した︒常

宣言起草委員︑中山均︹龍門吐︶佐登井信太郎︵報徳祉︶中野邦一

小委員倉は︑十月二○日午後一時半から議長公邸で附くこととした︒

︹迩義再建︶石川謙︵心畢含︶西田菜三郎︵修養閥︶下村毒一︹弘通
含︶

○第三同懇談含

第三回の迩徳剛慨懇談倉は︑十一月三十日︹火︶午後一時より上大晦

の参議院談握公邸で開いた︒この日河井座握は臨時幽愈の州称のため

鉄席されたので︑明石照男氏が代理し︑前側までの輝過を述暑へられ︑

次で蹴言起草の委員街の撫過を︑委貝垂下村蒜一氏より﹁依卿を受け

通する妓大公約数により︑抽象的ではあるが︑遊誌鋪一主我を中心に

て二間に亙り委員命を州営一つの案を作成した︒その方針はⅢゐの問
題については之を一つにすることは巾々困難もあるので︑六剛慨に共

して提唱することにし︑更に共慨捌題については節二︑錐三の問題と
すること︑そして先づこれを前文代りとして各方而に配布しては如何

ことにした︒術次回の日収は追って定めることにした︒それより本有

することを約し︑節四阿の懇談命までによりよき案文の作成を期する

があった︒その結果︑更に多くの意見を参考として近く委員命で械討

である︒これは﹁通徳川慨恕談荷﹂と決定し︑六剛磯を以て椎成する
ことにし︑なほ入愈巾込考がある場合には︑全加盟則慨一致の同意に
よることとなった︒第二は︑各胴遡例含へ代表で出席する人を一例盤

虎外︺○弘近称︵酒井忠正︑下村寿一︑野口明︑津田源一︑制田斧二︶

四・五名づ坐とすることとし︹代理を認める︶左の如く決定した︒
○稚門砥︑︵諸井貨一︑Ⅲ石照兜︑中山均︑植村叩子郎︑吉岡忠信︑
○報徳愈︵河井猟八︑洲谷慶治︑安井英二︑佐々井信太郎︑中川望︶
○通韮将雄︵中野邦言中田邦迭︑柿脈悦次郎︑岩淵辰雄︶心皐稗︹小
倉正恒︑新木楽吉︑石川派︑山田散群︑勝部厘長︑長谷川錨卒︑山川

れて居るところから︑現在のヒロポン魁者の状況や推養施設について

︵一一一③一二︶

酒井含長︑下村訓命長︑津田︑野口︑割田の理事五名が出席した︒

々長酒井忠正氏は︑明石照男氏よりの提言で︑復光含挺として誰力さ

の質疑︑或は宣言を溌表の意義や効果の間迦竿につき籾為意見の焚表

吉︑巾野邦一︑内藤側治︑巾町邦造の諦氏より︑立案の粘川について

先づ安井英二︑蓮沼門三︑巾川望︑野口明︑柿脈悦次郎︑新木築

修養卿ｃ一木謙三︑蓮沼門三︑黒木善一︑西田柴三郎︑内藤岡治︑一

話され︑午後四時半散称した︒此の日出席春二十除名︑本命よりは︑

といふことにした﹂と雑過を説明され︑その案文の群議に入った︒

三十日附催をした︒

色準一郎︶以上︒第三には例愈は隔月一回参議院議提公邸に州くこと
第四は経費は一刷盤余五肝側宛負槽すること︒又錐三回例凹は十一月
それより諏令と意見を述今へ今後の倉の方針等につき協議したが︑本
含下村刑含長の淡議で︑本懇談念の共同盤明を壷表することになり︑

（29）

弘道詩林
三好凌石選
八十三聖江東片口安︵耐山︶

＠追懐故副含長徳川秘倫先生

○００ＯＯ００○○○○００００００○○００ＯＯＯ
徳不孤一令必有隣︒説娩風格本超倫︒修文夙有資弘通︒一片紬

＠奮五仙村殉闘慰霊碑

０００○
誠磨不燐︒評日︒談格浦儒︒使人仰慕其徳︒

九十三災如零度野庄作︵茨城︶
○００○○○○○○００００００００○○○○○○Ｏ
０００Ｏ
銘勇士名︒評日︒僻旨忠厚︒感慨無逓︒

奉命男児上遠征︒鴻園委地奈天兵︒忠魂毅晩百除子︒殉闘碑

＠敬老含即賦有隣脊谷徳次郎︵宇都宮︶

○００ＯＯ００００Ｏ○○○００００○○００００Ｏ

老男老女意揚揚︒携手嬉嬉各捜場︒誰日清遊欺不極︒仙齢筒

○００Ｏ
望毒星長︒評臼︒舗然︒敬老之情︒溢子言外︒

ＣＯ○○○○○○○○００○○００○○○○○○○○

東北雄都隈水陽︒四望州滞樹若蒼︒仰看公臓説然餐︒螺政須

＠冬至所兄握烏亮平︵埼玉︶

○○○０
期士庶雌︒評日︒詩意快齢︒馴致鎌謹︒

○○○００○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

塞雲瀧雲朔風吹︒村巷瀬峰短景移︒遥望茅臓一二五戸︒疎嫌暮

⑤賀牌枇蒸成喜賦妙華金子光和綴漬︶

０００Ｏ
色巳迷離︒評日︒意象平淡︒風光入詩︒

百尺牌俄大路東︒凌雲雁海餐窓際Ｕ日華僻兄善隣抗ｃ唇曲州

○○○○○○○００○○００○０００○○○○○○○

＠秋暮岐龍店澱蝿次郎︵横漬︶

○○○Ｏ
依交道中︒評日︒群筆術高︒緋旨縦昨︒足以見交諭愈厚︒

風趣︒鴫蚤喚侶幽︒風光何寂翼々遥想故郷秋︒

︑︑︑Ｅ︑︑ＥＬＬＥＯ○○○０００００ＯＬ︑︑
老樹韮鵜集︒溌深水乱流︒西山牌欲幕︒鴨意巳牽愁︒落葉瓢
Ⅱ︑芯︑地心︑玉︑︑迫︑︑︑迫︑殖

＠焚三香先生七十七毒香城背谷敏夫︵千葉︶

評日︒景象箭疎︒思郷と念難禁︒

騒靖肴宿問依然︒斯道提櫛数十年︒咳唯珠成腸錦鍬︒議府雪

Ⅱ殖も︑︑ｎ℃︑℃ＬＬ︑℃︑０○○○○○○○○Ｏ
○○○○○００○○００○○００００○︑︑Ｅ︑︑Ⅲ

＠賀高木香南翁建碑夏村田中和︵千葉︶

○００００○○○○○○００○○００００○○○○Ｏ

群付祁仙︒煙波浩蕩気堪養︒風土清澄毒可延ｃ最喜古稀叉加

○００Ｏ
庭深如膏︒評白︒雅逃︒翁之小惇︒具在此捕︒

＠秋景荒狼幸吉︵茨城︶

○００Ｏ
煙烏自師︒評臼︒平坦︒風物可愛︒

秋色凄涼葉欲飛・雑楓濃淡峡斜陽︒千川寓堅都如誰︒返照含

℃Ｌ殖︑︑Ｅ︑Ｌ︑ＬＬＥｂ︑○○○○○○○○○Ｏ

＠槻楓恵蒋雅坂亜︵千葉︶

○○○Ｏ
雄決皆天︒評臼︒拘藻劉切︒一結尤似有常年叱陀之概︒

微賎功成握国椴︒功名只恨志難全︒千瓢馬印今猫在︒憶殺英

江ｂＬ︑胆Ｅも述込ＬＥ℃︑Ｌ○００○○○○○○○

︑豊太閤松陰力根恭司︵千葉︶

七︒吟窓日夕坐如祁︒評臼︒幽新佳妙︒祁鋪浦澄︒

︑ＥＥＥＥ︑︑︑

香南居士徳風高︒史畢精通志気豪︒子弟三千情誼厚︒豊碑餐

＠賀高木香南先生八十八毒移山寺島慶一︵千葉︶
○００００ＯＯ００００○○○○００○○○○○○Ｏ

○００○
期上毒年︒評臼︒高風堅筋︒所以養性保毒︒

日夕研精志節堅︒育英功績世長体︒郷人皆仰先生徳︒仙訣宜

＠賀香南翁八十八毒万崖林府迄助字葉︶

八十八齢身健康︒多年薫育有除芳︒矧看修史功労大︒硫徳侃

℃︑述︑殖心℃ＥＥ︑Ⅲ︑恥ｎｏ００○○○○○○○

○○○Ｏ
稲晩節香︒評臼︒佳解︒品桁可想︒

︑賀禰烏嬬聴落成八十六嬰椛翁背野三郎治︵禰島︶
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沙も殖恥Ｌ℃Ｌ︑殖℃芯℃ｈ︑○○○○○０○○００

○○○Ｏ

秋風寓頃又千畦︒稲穂垂垂金粒密︒遥看村娃唱謡去︒古城喬

＠蛸池田嘉一郎翁岱山椎名保弘︵樹山︶

樹野嶋琉︒評弓詩情景致︒篤得認安︒

℃Ｌ︑ｎ℃︑︑︑Ｅ︑ＥＥ︑︑○○○○○○○○○Ｏ
○○○Ｏ

至誠一貫是平生︒勤行都従忍辱成︒公事致身功己群︒高齢倫

兄子孫柴︒評弓浦健︒一結最可想見其風刺︒

︑賀三香先生七十七毒霞粁鵬野英治︵千葉︶

五︑︑︑℃心℃Ｅも︑ⅡＥ︑℃○○○○○○○○○○

七十七齢雄健姿︒門居批一雌珊雲披︒香翁別有情標在︒騒客如

＠喜宗教法人改正而賦如山片岡佐仲︵千葉︶

○○○Ｏ
雲仰作帥︒評日︒打惰敦厚︒風訓自佳︒

敗除民政刻宗門︒不識嫉洞口古存︒糸教漸清新改制︒敬榊崇

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

莱浦大塚柳吾︵祇弧役︶

○○○○
耐逝侃尊︒評日︒彼不認祁泣︒逢使之萎脈不振︒何共太笹︒今讃此

＠中秋名川

詩︒不禁欣快︒餅旨淵雅︒葡絡術向︒

︑やも︑℃ＥＥ︑︑℃埴ｂ砧︑○００○○○○００○

思老迩剛︒評弓風格術遠︒所謂詩人得意天者︒

○○○Ｏ

去年雲騎不能君︒今夜好晴明川副︒瓜静庭前苦穂ｎ．中秋詩

雲禰村田一雄︵横波︶
＠中秋槻川
込︑ⅢＥもＬＥ︑ＥＥＥ︑︑︑○Ｏ○○○○○○○Ｏ

ＬＬ℃︑○○○○ＣＯＣ
○○○ＥＥＥ芯Ｅ︑︑︑︑℃迅述︑Ｌ

Ｃ○○Ｏ

通歳晩二字︒而能逝破題意︒亦是老錬之手段︒価是蕃畢

話年光︒願期柳暗花明夕︒欲紬劉郎前度狂︒評弓著筆清新︒

雲立古堆︒朝早携孫成側課︒脚註毎朝迭孫於幼稚鯛夜深留客
訓致亦佳︒不

⑤賀高木香南翁八十八毒凌石三好寛

宋詩者︒

懐文抱質本彬彬︒畢博才高徳照隣．一ハ十八齢毒先極︒仙方長
占杏林存︒

＠寸繊漫言・

＠瓜糞鐘川老漁︵祁奈川︶

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

△△△△

新黛胡魚靴床久︒漫求名士欠良鍔︒如今漸雅瓜瓜泣︒唯兄奇

▽△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

憾不脆駕殻︒

形間弱兇︒評白︒新蕪粘成︒遷延数月︒漸見究現︒恰似難潅︒而猫

＠裳嚢同人

＠時事倣瓢乎逝人慨八珍主人︵撹山︶

箔行列狂︒評日︒外遊三月︒我圃帯数千両側︒古来無麺︒基象勢可

△△△△

今了外遊師帝郷︒土穴何物是案嚢︒鵬程醐亜種豪勢︒崩得大
想︒

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

△△△△△△△△△
苦︒愉安徒莫貧高眠︒

＠奈若生同人

紅謬周旋︒縦胸瓦解雁非速．尚頼蟻援還耐憐︒不見生民塗炭

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
細裁執政猫導椛︒台勝包休六閏年︒逢託外遊逃喚間︒密知内
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

＠猫専椎ｌ瓢乎道人

△△△△

起一精川︒評弓世心瓶腹︒自偏惨事之噌須省崇之︒

船沈車役惨傷頻︒人命兄来鞭似喋︒百弊元依道心巌︒只須振

○○○Ｏ

我作三容︒評弓一紬最占自然佳境者︒

風鋳猫坐鶏鳴蚤︒過雨諭惟洗翠茸．遥看一輪三五〃・乾坤典

＠槻楓哩斎肥田寅松刷奈川︶

心脳活Ｅ︑Ｅ︑︑℃Ｅ恥Ｅも︑○○○○○○○Ｏ○Ｏ
○○○Ｏ

青女何来繊手工︒開山新落染林楓︒数杵錬搾幽談遠︒詩在夕

陽紅調中︒評弓清麗︒詩思浦絶︒

＠歳晩八十三巽辿堂小川篤弼︵横漬︶

駒隙忽忽幾十靴︒等閑迭了此生忙︒塞雅哨哨群崇隙︒枯木室一

℃１℃ＬＥ殖込埴込℃︑Ｌ︑︑埴ＬＬ︑℃Ｌ︑︑℃︑

〔31）

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

苦︒廟堂休作噛鐙季︒

△△△△
仰徳星高︒︵廿九・十一︒廿七・作︶

弘道歌園

︵没生活に卯した祁父愛︑孫への情ぼ上ゑまし︶

︒○相馬市演名陣綱

き

ょそひやる匙にふれつ上音のして歯の生えそめしう孫愛し

○孫松江市平井常清

︵整って居て然もすがしい︶

おく霜の色そのま上に咲きいでて暁清し白菊の花

秀逸○白菊宇都宮市許谷徳雁

割田斧二選

杖朝宰相老途豪︒治世曾拡二戦抱︒緬想誕辰介眉毒︒全欧人

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

＠老迩豪同人

謝公不出奈蒼生︒浩歎誰能放此聾︒宰相致書迷進退︒閣僚同
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
策議縦掻︒疑功何事奮朋畔．重委有期新黛成︒営世若憂民疾
△△△△△△△△

f

柿落葉かさこそとしておちつぐは大地にしみる初冬の一昔

１１１１

．︵作者の感受澄みて深きものがある︶

佳作

１１

4

○東京都中村徐風

惜しからぬ身の長らへて兄弟の並ぶ墓前に立つ彼岸かも

○稗鋤銀蝿恥諏り富山蝶片口江東

お薄鮎ててなつかしみ食す平安殿に古都の秋をぱしのぶ老
われ

○秋田市撰田洋子

○千葉螺菅谷義太郎

白菊のけさ一初霜に香のたてば情しき人のおもはる上かな

る

長生きの人の住み家のうるはしや子も孫も皆老ひをいたは

○寄竹呪千葉蝶鵬野秀春

露おひてみどりふかむる竹の如唐歌うたひ齢のぶらむ

○詞華錘の米寿を一幅島市菅野三郎治

○落葉千葉蝶粂坂秀嶺

世のために謡ししいさをめでまして林やさづけし長きよは
ひ・を

る

かくれ家になれても秋はうらさぴし木の葉ちりしく一音ばか

○埼玉聯石川奈美子

はきよせて明日は焼かむと恩ひしを落葉ぬらして秋の雨ふ

止
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4

ｈ／して

○坤癖魂遭難者を

富山牒索藤一二

杖つきて菊喋けり白き菊喚けり千葉兼坂秀繊

庵も古り我も老いたり今日の月埼玉門井白水

山里は午の煙さへ多めきね千葉伊藤丘南

劇に出る王女はわが娘菊薫る篇山香川越路

風暴れて函館沖に船のむた失せしいのちよ千に除る人

○初子川越市小名木狂辰

朝顔の一輪小さき秋時雨東京中村徐風

青田水落つる小溝や琴の花埼玉白水

佳作

生れ来る一初子の名前あれこれと語ひながら妻と稲苅る

○晩秋．新潟螺波多良介

松蔭に提灯そよぐ蹄かな

新米の俵のかすも山なして暮れゆく秋のさびしともなし

○十和田湖千葉蛎金杉茂穂

秋風や梢に嘆ける葛の花

茄子畑に取り残されし唐辛子赤だと熟れて秋更けにけり

枯薦の夕日に燃ゆろ渚かな千葉丘南

萱分けて入る洋山の苔塀り︐

夜翠子の冷え末し窓を閉しけり

瀧の昔高まり来たり花輩埼玉芝潤

ポケットの木の賞とぽる聖児をねかす

魂かける越の山為秋晴ろ上
冬木山師に随へば律たのし

︵普羅忌︺富山越路

蕊茸の貧しき寺の芭蕉かな

○．埼玉蝶石井伊三郎

普羅祁る句弟子たれかれ秋晴る入

雨けぷる十和田の湖は静かなり困る紅葉の色まさりつ呉

○新潟螺土田朝男

ぞなき

たのしみはと上だあれども雅男のとひくろ夜半にしくもの

○黒部峡谷割田斧二
大橋越央子選

渓深き流れに昔の集りてた賞聞くばかり山の気の澄む

弘道俳壇

秀逸雑詠

一
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I

委員倉ばかり幾つ作ってみたところで︑禽議だおれに絶っ

︹二十頁よりつ堂く︺

残菊を蕗る母を見て濁り病む埼玉狂辰

ている現状ではどうにもならない︒

汐満ちて千鳥の磯となりにけり
老いて筒ゆづれぬ砧打ちつ鷲け

峡深し立ち行く霧の次為に

も︐十七歳の少女を浅草から救い出している︒救い川すば

京の上野︑浅草︑新吉原に紬ぴついている︒ついこの頃

東北は直接開東につながっている︒川形の川奥が哩接東

釣堀に夕日が映る百舌烏日和東京徐風

かりが能ではないが︑問題は極めて深刻な素因をそこに内

台風の跡茄子起す農婦かな埼玉吐︑月

村烏さわぐ鋲守の落葉かき千葉秀嶺

包しているのである︒

︵評議員・首席家庭裁判所訓交仰︶

○泊翁西村茂樹博上下二冊

曾員特償還料共金六百回也

○道徳教育講話一冊︵泊翁先生琶

曾貝特償選料共金試百回也
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障子貼り書斎明るくなりにけり埼玉奈美子

槻光の客待つ今日の菊日和耐島梼翁
米俵つみて頓もし冬ごもり新潟良介
香南翁の米毒を祝ひて千葉石崖

秋涼し波間にゆる上夕灯千葉茂穂
翁さび風月にみをよせ給ふ

大橋越央子

玲琉として秋晴の椅子に我松江碧明子
蜘珠の糸しづかにふくれ秋日和

めぐる山少しけぶりし秋日和
○

門川に烏瓜垂れ庵の秋
︵次雛丈苑原稿締切・昭和三十年一月十日︶

雲高くお離れかくす庵の秋

○

祁の招きにより嘉輝に赴かれ︑同地の畢術を

前倒多門氏と共に︑十一月九日国民政府数育

△宇野博士渡墨︒砺問丈畢博士宇野哲人氏は

と題する塚本講師の講演あり︑盛倉なりき︒

毒一氏及割田主事出張︑﹁輔換期に立つ日本︲一

含を開き︑本含よりは講師慶膳大畢教授塚本

史跡見畢﹂の報告などを中心として話し合ひ︑

て平羅四子男氏の﹁京都に於ける新溌聖人の

を捉へて約一昨川に亙ってお話があり︑縞い

と題して道徳︑教育︑宗教の面から庇際問題

で例含を開催︑西田近太郎先生は﹁身塗雑話﹂

本含軍報
△雪員談話言︒本含愈員談話念は︑十月十六

絶って近隣の岸部氏が所燕する三百五十年以

日︹土︶午後三時より本曾宙議室に開催︑講

△徳山氏の芳志︒特別含貝徳山敬子氏には︑

義をされ︑去る八月蹄朝された方である︒

日米交換教授として約一ヶ年米凹各大畢に誰

り︒間に植川柳士は東洋外交史の権威者で︑

を交換し︑夕食を共にして午後六時半散含せ

係﹂と題する講演を聴き︑講師を中心に意見

捷雄氏より︑﹁アメリカから見た日本の幽際開

△理事書︒十一月三十日︑懇談命絡了後参議

口雨理事︑割畑主事出席せり︒

本曾よりは油井命握︑下村刑愈提︑深田︑野

検討中であった︑共同迂言の案を協議せり︒

院議長公邸に於て開き︑激て委員称を設けて

を︑十一月三十日︵火︶午後一時半より参議

た﹁逆徳剛慨懇談倉は︑その節三口の懇談念

△道徳園膿懇談曾︒先般︑六剛慨で結成され

の動議あり︑湖場異議なく紬子焼成︑亥称握

支含役員避畢に付て谷本評議員より役員解任

支含員宅雛印刷配布に就ての説明あり︑次で

報告︑本年の溌算議決︑事業に閥する懇談︑

愈握より含勢に州する報告の後︑前年の決算

誰減有を州雌︑午前十一時より縄含︑商木支

○千葉騨東部支曾報告

されて川られた︒

て散倉した︑術Ｈは妹尾支曾便も元気を回復

前のものと稲せられる法然聖人総像を拝概し

本愈に封し金壷千側也を寄附さる・御芳情を

院識長公邸で︑本命理蛎祢を附き︑緊急事項

澗察蹄朝された︒

感謝す︒

につき協議するところあり︑尚近く山形螺に

師として東大教授︑法畢岬士︑特別含貝柿田

△新川支曾講演書︒術山脈新川支愈に於ては

中なり︒

有力な本含支愈の設立を見る今へく︑目下
催怖
一︑１−１

西に亙り尤も平易に其の要を力説せられ二時
川に頁り熱演︑聴衆をして時局の進路を認め

りて吾等身錐に起れる事情を誹演せられ︑東

政治経済に於ける動向につき微に入り細に豆

の輔換期に立つ日本︑と題せられ現下我幽の

伊藤評議員州称の酢に次で講師塚本毒一先生

にして歓談︑午後一時三十分より講演含開含︑

より挨拶︑以上を以て縄愈を剛ぢ︑謹食を共

十一月七日古城小単校に於て秋季網含並に

十一月一日滑川市魚蛎含館にて支愈誌演曾を

︲︲１１Ｉ

開き︑本含より講師慶庭大畢教授塚本毒一氏
及割田主事出張︑割田主泰の挨拶︑塚本講師
の﹁危機に立つ日本﹂と池する講演あり︑盛

支曾業報
１
１
十月二十四日午後二時より三浦畑四郎氏宅

○秋田支含報告

△千葉螺東部支含講演言︒十一月七日︹日︶

含なりき︒

講堂に於て︑本含千葉螺東部支含の秋季講浪

午後一時半より︑千葉蝶香取郡古城村小畢校
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猫来年春季の縄含及講演倉は︑東城村に於て

就ての御話を頂きまして︑閉命を致しました

御座います︒それより割田主事本曾の使命に

させられました事は河に感激に堪へない所で

増加と地域的分布を勘案して︑益を本含の運

付含則一部愛更を諮りたるところ︑支倉員の

した︒細いて協議に入り︑﹁分倉設置の件﹂に

及び曾計の報告あり︑満場異議なく之を承認

含の挨拶あり︑次で幹事石倉異平氏より含務

拾一月十四日︑高萩村営支曾員は瀬良是助

Ｏ豊岡支曾報告

年に相底しい総曾であったことを附記して掴

幸多数含員が遠近を間はず参集し︑窪に五周

動を活溌ならしむるため︑富山市︑立山市︑

氏邸に含合︑九時より支含評議員高篠彦平氏

一ぶちのくに芭蕉の足迩を探る﹄

︑︑︑︑

の左の霧旋談を聴き︑正午散念した︒

生の﹁危機に立つ日本﹂との題で︑約一時間

て本部特派講師慶雁義塾大畢教授塚本毒一先

層の努力を望むとの激励の僻があった︒績い

図各界の道義心の昂揚のため︑菅員一同の一

に併せて︑道義再建通勤の概況説明並に我が

演雷に移り︑先づ本部の割田主事殿より挨拶

も諸吟したその一節であった︒いつか︑この

し︑平泉を篤し︑象潟を描いたくだりは︑最

から愛好した書物で︑特に︑篇中︑松島を叙

した﹁奥の細道﹂一巻は︑自分が︑畢生時代

るを畳えしめる：．⁝と︑文豪大町桂月が讃嘆

﹃詩脹の超凡にして︑筆致倫を絶つものあ

評議員高篠彦平氏

半に亘り講演があり︑専攻の新聞研究の立場

を校合研明したいとは︑寸時も脳裡を去らぬ

ち︑註程書に調べ︑族案内に蕊いて︑いささ

循志であった︒ことし︑三月︑張行を思ひ立

地に杖を曳き︑俳聖が妙筆と︑変地の景趣と

日本人がもつと祁幽愛に徹し︑日本の持つ力

より︑図際問題︑内政問題につき論じられ︑

以上を以て総愈を雑了し︑それより記念講

一致を次て議決した︒

上市町︑黒部市に分命を設溢することを含員

ノロ︑○

開催の溌定で御座います︒

香取郡府馬町に曾て私塾克復館を附設︵岡
書館併設︶地方青年の篇漢文図典を教授︑育
英三十年の長きに及びし促寮布施組次郎先生
は︑又明治廿五年日本弘道倉に入倉初代支愈

長渡遥操氏等と謀り︑支曾の創設に力を致し
爾来蓮菅護展に寄典する所ありしが︑昭和四
迄︑四十除年の長き弘道の馬積極

年五月選ばれて支倉長となり︑同十二年一月
残せられ
的活動をせられ︑現支含生みの親であると同
時に︑育て親として吾人の脳裡に深く残る︑
その先生の懐徳碑が今・般完成︑去る十月廿三

日に碑文を撰せられし蝿谷博士︑遺族来賓等
多数門生六百除名参列の下に︑盛大に除幕式
が畢行された︒

の聴衆に多大の感銘を輿へられた︒約二十分
塚本先生との間に質疑雌答あり︑綾いてその

河開赴前にバスを降り立ち︑．直ちに白河祁証

経て︑二時三十七分白河雛に着く︒五時半白

れる長嗣と扶を別つ︒栗橋︑小山︑宇都宮を

宮騨謹︒病後の老いの身を案じて送りて末た

九月十五日︑時は来て︑十時五十一八分︑大

か︑備へるところがあった︒

を充分装揮すべきことを躯く要望され︑満堂

○新川支曾報告・

場に於て︑結成五周年記念の覗宴を開催︑午

︵千葉螺東部支曾評議員菅谷敏夫報︶

結成第五周年を迎えた常支含では︑十一月

街日は地方稀に見る快晴に恵まれ︑地方行

後六時寓歳三唱裡に散曾した︒

町の日本紘凝製作所講堂階上に於て︑本年度

事も多々あって︑出席者の数も憂慮されたが

一日午後二時三十分より︑富山媒滑川市田中

縄曾を開催した︒先づ斎藤一二支含長より開
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りなし︒

ぐ︒母︑形見のみの通れるを見て大いに悲し

弟忠信は義糎の難に代って批烈なる最後を途

十六日︑晴れ︒六時五十分︑バスに乗り批

に参拝した︒杉︑桧︑山桃等境内を暗くして
ゐる︒開の鉦は壮殿のうしろにあり︒小径を

↓ど脇狭んで︑勇ましく﹃只今凱陣仕って候﹄

む︒兄弟の妻女︑乃ち︑夫の甲間詮着け長刀

と蕊張り上げて︑夫の悌を老母にみせたこと

前蕊︑十時五十八分禰烏市着︒丈知擢瀬音に

をいふのである︒識らず︒如今の若き大和撫

向ふ︒長い大門を入る︒堂前の通路の下に柵
に閲まれ石あり︒仲ふらく︑源融︑奥羽按察

子に︑この気慨︑ありや︑なしや︒佐藤基治

る角石︑剛る荒匪のさまを想はしむ︒碑三基

使として︑貞槻中︑東下のみぎり︑松島の勝

夫妻及び︑子総信忠信の墓参をすまし︑寺の

狭んで大樹つらなれり︒倒れし巨木︑散乱せ

見ゆ︒

を探らんとして丈知擢石を槻︑山口家に泊す

都をば鰻とともに立ちしかど

けふ白河の開は越えぬと︵平兼盛︶

たよりあらばいかで都へ告げやらん

家に虎女あり︑意︑互に動き密かに契る︒公

北西の簸中に︑義経手枕の松を訪れる︒周り

秋風ぞ吹く白河の開︵能囚法師︶

もののふの操は永し松の色

おううつ

去る︒女作懸禁ぜず︑日参百日挿再念を耐る

八尺ばかり︑蓋欝と茂ってゐる・

えて影無し︒女病む︒公︑遠く聞きて歌を贈

願満つるの日︑石上︑公の姿あり︒見るに消

君が越ゆれば開守もなし︵梶原景季︶

秋風に草木の露をはらはせて

十一時二十分禰烏蕊にて平泉に志ざす︒

十七日︒晴れ︒涼し・入浴後︑十時出溌︒

飯坂温泉堀江屋に宿る︒

秋晴れて月の行く限り垂穂かな

る﹃みちのくのしのふもちすり誰故にみたれ
り︒文知擢石はこの石によって更に名高く︑

蝶より歩むこと三下分︑大門の跡を過ぎて

祉前の古木︑高さ十川もあらむ︒絡んで︑藤

元は丘上にあったのであるが︑歩の青葉でこ

大杉並樹にかかる︒木の下問を爪先上りに事

そめにし我ならなくに﹄と︒堂前にこの碑あ

秋晴れや知られぬ山に花すすき

ので︑かかる徒輩のために近傍の琴畑被害笹

の石而を擬れば相思の人の姿が見えるといふ

埜這ひのぽれり︒敬皮の念にうたる︒拙吟出

御手洗に噺ぎて乙女みやぴけり

浦尾に間へぼ畢生にていっぱいゆゑお宿おこ

務所に若くと︑時間継過後閉門とのこと︒三

寺つ︒

低価五三座︒漸く︑日没せんとす︒鷲きて

したりと︒

大︑遂に農民困って︑一夜︑石を下へ突き落

祁祇の由来︑開所の故事など語り含ひ既に奮

﹃笈も太刀も五月にかざれ紙峨﹄と詠みしも

淑︑義涯の太刀︑排慶の笈向ほ存す︒芭蕉が

む︒﹃細逝の文章を読め﹄と︒中尊寺は千百年

筆の識し得るところにあらず︒間はば︑馨へ

明を聞く︒七百六拾年前の築華の夢の通︑拙

券を勝ひ︑錘堂金色の内部詮み︑案内人の説

十八日︒早く出で立つ︒今日こそはと奔籾

とわりと︒下山もならず︒麓に一泊す︒

れど︑常所には無し祁耽々務所こそ宝しかる

慾路はも昔もいまもへだちなく︒

茶店に︑宿を問ふ︒三里戻れば白河に旅館あ
べしとのことゆえ︑そこに恨泊す︒宮司薄井

知の如し︒予︑阿ねるには非づと前涯きし︑

の故事を偲募︒兄の繕信八島の職に計死し︑

さこそ︒佐藤家の︑叩間堂に詣で︑二人の嫁

胴島市から堆車ＥＬ爵王寺に到る︒什物奔

﹃町は陳しく人気もやさし︑浦く白河流るゅ

氏︑噸る親切なる人格者にて︑教育の現状︑

ゑ﹄と都々逸を即詠せるに︑氏︑欣募こと限
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のいにしへ︑仁明天皇の御代に慈昼大師の附
ろ︑婚約の男の死に通ひ︑嘩︿きて︑

る︒むかし︑紅蓮と呼募尼僧の︑若かりしこ

年の間︑伊達氏の居城であったのである︒

って名づけられし青葉城は︑爾今︑二百七十

脱げば藩つ花びらもある足袋にして

かれた天墓宗の寺院・弘蕊毒院といひしを浦

建武四年︵六百年前︶山火事のため︑殆んど

には堂塔四十除牛︑坊舎三百除宇ありしが︑

径の砺側︑俳人︑名士の碑石散立せり︒巾に

惇ひに雄島に渡る︒羽化蕊仙の恩ひあり︒小

み︑朝な夕な怖の近に緋進せしとかや︒海岸

と詠み︑世を脈ひて︑身を墨染めの衣につつ

さるるなり︒笠ること四十分にして開の鉦に

なかに仲折る︒皿っ地域不案内なれば心配も

勿来の関をさして急ぐ︒肩に荷を負ふ身なか

八時五十八分︑勿来の峰に着いた︒徒歩にて

軒端の梅は咲かずともあれ

焼けて︑この二堂を残すのみと惇ふ︒衣川に

多年怖僚の﹁松島や鶴に身をかれ時烏﹂の曾

柿澄きし花のあるじは果敢なきに

いたり古戦場の荒さみたるさまを見渡すに︑

着きたり︒松の大木あり︒開雌の碑あり︒上

和天皇より中尊寺の寺銃を賜ふ︒堀川天皇の

近く︑生徒に読明しをる先生あり︒横顔の︑

良の句碑をみつけた畔は手を拍って欣喜雀躍

二キロにして頂上に韮す︒勿束公園とのこと

衣︑リュックサックを預け腿きて︑尚ほ蚕蕊

勅により浦衡これを修理し︑鳥羽天皇の御代

よく似たるよと間ひ寄る︒﹃野同先生ぢやあり

せば︑﹃島の数をつくして︑歌っものは天を指

した︒雲居禅師の別室︑坐祁石等あり︒見渡
さし︑伏すものは波にはらばふ︒或は二並に

にて︑稲々見るべき施設あり︒遊容の男女四

二十冊︑晴れ︒八時︑湯本の旋鮪を礎し︑

ませんか︒﹄﹃オッ︒高篠さんシ﹄と︒命はざ

夜八時︑湯本に摘る︒

ること十除年︒こは︑奮知の前日本農士畢校
教諭野口静雄先生なり︒﹃前検校描原兵治先生

にす︒入江迫りて山麓に接し︑北西は山岳亜

五人見ゆ︒憩ひ蔓に腰うちかけて︑眺望を窓

なり蹄ゆること容易ならず︒選びて閥を設

かさなり︑三甑にたたみて︑左に別れ︑右に

練に挺芽してゐます﹄と︒正に釈す︒先生は

愛するが如し松のみどりこまやかに︑枝葉潮

かな︒東北鎮撫のみぎり︑ここを過ぎりし源

け︑蝦夷防怖の要審となせる︑諾し鉦べなる

連らなる︒負へるあり︑抱けるあり︑兄孫を

生徒と夜行にて埼玉に婦螺とのこと︒同術も

が如し︒その景宵然として美人の顔を粧霜塵

風に吹きたわめて︑屈曲おのずから焼めたる

は？﹂と問ふ︒﹃鶴岡市にて農士迩の海践訓

ならず︒﹃お大事に﹄と別る︒三痔十五分︑石

と︑芭蕉が讃へた松島の変景は︑お塁︑ここ

ノ巻着︑古牡鹿烏御古祁吐に参拝︑海上遥か

に金華山の霞めるながめ︑言葉に表はし難し

に散る山ざくら花﹂と詠ぜる武人の雅懐は三

義家﹁吹く風を勿来の開とおもへども路も斗一

﹁山換我れも日本の武士にして・海躯大将永

尺の童子もよくこれを諸んず︒一隅に碑あり

に︑眼の前に展州してゐるではないか︒去る
に忍びないが限りなければ︑再び電車にて蝿

六時五十分松島浩︑玉屋旅館に投ず︒

十九日︑朝まで降りし豪雨雲る︒瑞巌寺に

り︒車に揺られて︑十二時十分仙姦着︑青葉

釜騨に下車し阿祁牡に参拝し︑名飾に記入せ

ふれば︑古来︑日本民族は尚武の図民也︒蹟

野修身﹂と刻めり︒歌や︑句や︑つらつら老

太古人住居の雌なりとか︒寺は側仁慈畳大師

城を参一槻す︒本丸は政宗の︑二の丸は二世忠

詣づ︒老杉並び立つあひだ︑諸所に巌窟あり
の建つるところ︒宗旨は臨海︒近くの小庵山

宗の建つるところ︒三方青山に咽まれしによ

きて︑おのれを失ひ︑あらぬことに狂奔する

月寮の軒端しに梅あり︒亜要文化財に指定さ
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二
ー

が如きは︑厳しく戒めざるべからず︒

午後二時︑畔を蕊し︑夕景︑大宮を無て蹄
郷す︒家人安端す︒

秋晴れて杖と衝き末し傘なれば

は︑決して或る部分だけの問題ではなく︑ど

でなければ︑どうにもならない︒といふの

である︒

の有様には︑その微力に封し責任を感ずる課

それから又徒らに悲憤して︑この現状を急

ない︒何事も仙の中の潮流の力といふものは

れもこれも皆んな馴係のあることで︑ひとり

大したもので︑一睡はこれに反抗して見ても

ので︑怠らずに努力をつい︽けるより致し方は

へば議員たちの行動はなるほど困ったものだ

流されることをどうしようもない︒だから不

にどうかう言て見ても︑それは無理といふも

が︑それならば一磯全髄その議員は誰が選ん

んだなどといふものではないからである︒例

だのだといへば︑図民も責任があるし︑又幽

断の努力をつ宮けっ坐一︲時﹂をまつといふこ

自分たちだけが正しくて︑他のものが悪るい

興趣の湧くものである︒俳句は短歌を母胎と

民がどれだけ談員たちに封して注意を梯って

蹄来︑静かに奥の細迩を色譲す︒晩地に接

し︑短歌は幽民性に青くまれ︑閏民性はその

してのち︑締く書巻には︑おのづから新しい

風土に端はる︒日本に︑人暦︑赤人の出でし

やうに︑兎角先発者といふものは︑常に苦難

とも一面忘れてはならない︒昔からいはれる

封象にして攻撃して見ても︑それでどうにも

ないとか⁝⁝何々と︑その各方面の人たちを

のには困ったものだとか︑指導者がなってゐ

るいとか︑数育がなってゐないとか︑若いも

れてゐる︒けれどもそれには︑た堂政治が悪

今日の世相は︑何んとしてもあまりにも荒

らお瓦につ上ましい心を以て︑我を責め︑人

められるほどの自分ではない筈である︒だか

どうか︒といった瓜で︑何事も人様ばかり責

にまでするやうに冊を折って居るといへるか

ば︑お互にその黙を指摘して語り合ひ︑世論

るかどうか︒又畢校教育に辿城の鮎があれ

師を攻撃するほどに各仰が一生懸命やって居

ものであらう︒︹記者︶

ことによって︑短気を起す愚を逃れるといふ

るほどの心も︑常に一而もちたい︒さうする

て︑一日も早く正しい潮流に立直る日を期す

を掲げつ上努めて止まないと共に︑時をまっ

にもある︒だから︑我をは正しいことの光明

ことになるのである︒惟の巾の難しさはこ入

﹁時﹂が来ないと仙には入れられないといふ

も︑その事はどんなによいことでも︑やはり

ギリのつかないものであるから︑先畳粁の言

では判っても︑やっぱり時が来ないと︑フン

の逆を辿るのであるが︑よし一般の春は迩理

来てゐるかといへば︑選畢の時以外は︑案外

教育のことだって︑教科内容にしろ︑教育

七八仙紀︑これを丈畢史的に籾れば︑稀時の
スに間然主義の勃興するに先立つこと八百年

方法にしろ︑致師の行動にしろ︑寒心に堪へ

無開心でお任せしきってゐる︒

日本にはその萌芽とも槻得寺へ営源氏物語あり

ないものがあることは班庇だが︑教育は単校

なる課のものではない︒お瓦がみんな虞まし

の鮎から我を教化に従事する者も︑今日のこ

を責めて︑共々の努力を心掛けるべきだ︒こ

、 曹 曹 ノ

西洋文域は暗黒昨代なるにあらずや︒フラン

卓れたる文果を有し︑美しき風土を持つ日本

だけではなく︑家庭と祁携へて始めて効果の

い気持になって︑共々にその責任を負って︑

見えるものだが︑果して家庭教育の方は︑歎

人は幸禰なりと訓ひつく営也︒﹄

みんなで厘刺にやらうではないかといふ態度

rqQ，

一

金日牛ロ
一

一金登千回也︹寄附︶

東京都徳山敬子
︵十一月一日︺

○富川際新川支曾誰渡含

慶雁大畢教授塚本謀一

◇岐路に立つ日本
○千葉螺東部支含誌演含
︹十一月七日︺

慶雁大畢教授塚本毒一

◇韓換期に立つ日本

編輯後記
○こ上に歳末を迎へて各位の御自愛とよき御
越年を所ります︒

居ます︒

○流る上歳月は待ったなしで︑今年も来るべ
くして︑年末が参りました︑それにつけても
例年のことながら︑何んと我冬は待ったｊ︑
の繰り返し︑どうＩ︑巡り暗中模索をやって
来たことであらう︒さも一ヶ年は夢にも似て
○顧みると︑この一年の我が国家証含の流れ
は︑麗風が十五擁もあったように︑嵐の連績
で︑政治は汚職と飢岡と分裂︑努賛は︑いよ
Ｉ︑深刻に相闘ひ︑教育は落ちつくところな
くて政治の等ひに熱中︑貿易は稀に見る不振
業者はテンャ︑ワンャ︑或は製織︑石炭︑造
船の不振︑不渡手形の汎濫︑一家心中︑失業
者績出︑青少年の犯罪過多︑ヒロポンの民族
碩匪︑左右︑雨糞の活動等奄何から何まで
嵐の渦巻でありました︒これといふのは︑国
家︑国民に光明と希望がないゆゑの常然の委
艇諦雷幅弛唾雑婚鵜雑醗擁叶評弄症馳紳緬峠一

ます︒

あれから落着いたのですが︑今日の維新はど
うでせうか︒西獅︑イタリーの復興悪りを聞
くにつけても︑我々も反省して︑園是と幽民
の心の寄り所の必要を痛感し︑これがまた我
々の進むべき仕事の使命であるやうに恩はれ

Ｉ

弘道責憤一冊金参拾回也一

弘道曾入曾手績

一ヶ年官費金百試拾目を排込み入曾の手績

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

一

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

目封入の方に送付す︒

本曾編輯部へ御相談を乞ふ︒

○本誌庚告の件については︑

鴫繍二︾耀滝懲錘フ

印刷人春山治部左衛門

印刷所︵東京些言共立杜印刷所

癖蔀廻日本弘道曾

日本出版協読露即羅癖醇一一奉一蓋

〔40〕

○雁募規定
︵論文課題︶

︵資格︶制限なし

︵右二問題の内から選採のこと︶

口現下日本の諸問題の倫理的解決
Ｉ闘民生活の根底に確立すべき倫﹄
識倫理的穣嬢Ｉ
口国民のよるべき倫理綱領及びその解説

︵雁募原稿には︑本名︒年齢・住所︒現職岬
︒または前職を明記して下さい︶

︵枚数︶四百字誌原稿紙五十枚以内︒但し 一 人 一 篇 の こ と
︵締切︶昭和三十年一月末日
︵宛先︶東京都千代川随凹紳田二ノー︑日
且本弘通倉懸賞論文係︒

道義再建のための懸賞論文を募る日本弘道倉
○授賞規定
︵賞︶蛍状及び記念州
︵副賞︶入進一締金参菖圃・佳作二篇各宣菖園︒
︵版擢︶受武術文の版椛は日本弘道食に蹄厨します︒

︵選考委員︶金子武蔵受電・酒井忠正・下村海南展唾・下村毒一・吉田熊次︵文坤︶・和辻哲郎２坪︶
︵入選護表︶昭和三十年五月巾旬の諜定︒

△本含機開誌﹁弘逝﹂誌上に魁常選者氏名を褒表︵間雁募者各位にも通知致します︶︒
△但し雁募原稿はお返し致しません︒

△入選論文は﹁弘道特別城﹂に掲載の諜定︒以上
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日本弘道会礼法研究調査委員会
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｜古来の伝統と美しい慣習と

を尊重し︑しかも今日の実

↓情を十分考えた新しい﹁礼

ｌｄ

東京都千代田区神田小川町1の10第一公報社内

一法要項﹂が必要であるとい

新しい礼法刊行 会

うことは︑ここ数年来各方

面共通の声であり玄した︒

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︑発表致し妻した︒

本委員会は︑各界代表者を

もって構成し︑二カ年の歳

月を費して完成され︑内容

については︑外国の礼法も

参考とし︑宮内庁︑外務省

等の意見も求め︑完備した

ものたらしめております︒

発行並びに申込所
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外国人に対する心得

国旗・国峨
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第三十一章

第三十章

頒価1部に付65円（日本弘道会々員に限りI部に付遥料共55円）
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新しい鰐法

