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凡そ政治にても教育にても︑

○○

■

一の事業を嬬さんとするには︑

必ず理と情とを兼用せざるべか
らず︒然れども若し事物の道理
を論ぜんと欲すれば︑傭を棄て
て専ら理のみに擦らざるべから
ず︑是英図の↓︿ペンサーの語な

６︒今日世人が道理を論ずるに
其の正鵠を得ざる者心あるは︑

其の論擦に傭を交ふるを以てな
６．是を以て︑避非︑正邪混溝
して把捉する所を知らず︑事を
論ずる者は尤も此二者の差別を
明白にせざるべからざるなり︒
︵泊翁先生訓︶
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○選率の道義
幽曾も解散されるし︑知班︑府螺椋識員︑市町村磯貝も任期が雑
了するし︑文字知り今年は選翠の洪水になりさうである・
民主政治といふものは︑代表が相談してやる制度だから︑その代
表を選ぶ迩畢といふものが基礎となって居るものである︒だから民
主政論のよい成紙を見ようとするには︑幽民一人々々が選畢の紡祁
を身につけて︑逆義的に避翠本来の意味を災行することから始まら
ねばならない︒

があらうか・

この鞭は今史に言ふまでもないことで︑従来から継雅のあるごと
に何時も叫ばれて来てゐるが︑中々その成紙が上らないところから
同じことが今度は今度はと繰返され︑今日も又逃畢を前にして彼此
と言はれて勝る課であるが︑果して来るべき数々の避雅に︑公明な
一耽砿された成果が期待胸来るかどうか︑これは望むものの疑問であ
らう︒といふのは︑腕の進撃の紡抑といふものが俄に芽につくとも
老へられないからである︒
恩ふに何れの民族でも︑その緋祁が各側の身につく婚めには︑多
年の訓練を先づ必要とする︒そして又訓練には平行してその租度に
雁じての法や祇含の制裁といったものを磁化して︑外部からも助長
する力を必要とするもので︑唯漫然と図民各自の肖畳庭待つ式であ
ってはなるまい・諸外幽の過去を凡ても︑時には選器法を弧化して
汚職の議員は仰ぴ立候袖出来ないとか︑韮犯した逃翠氏は逃畢椎を
失ふとかの法を講じて今日に進んで来たことは︑よくそれを物語っ
て居るのであらう︒ところで我々の避畢に閥する経醗は︑明治憲法
制定以来の六十除年であり︑又法の厳しい制裁も見ずに来たもので
あるから︑成紘の上らないことについては︑この鮎も今日一考の要

だがそれはそれとして︑お並の心の川意としての間迦を考へて見
るに︑少くとも弊詳を生ずる根本的二︑三の大きなものがあるやう
である︒乃らその一つは︑日本人には﹁公私﹂の腿別がとかく出来

Ｉ

難いといふことである︒日本人は古来義理人情に厚く︑それが美徳
ともされる︒ところがこの瀧班人情は︑多くは元来仙人的なもので
あるべきなのに︑すぐとそれを公のことに用いてしまう︒又そうし
ないと何か義理人椿を峡く群と向らも恩ひ︑他人からも恩はれ勝ち
なのである︒だから進翠にあっても︑候袖者とか︑或は依頼する人
とかが︑剛分に何かの間係があると︑その私事を直ぐとこの公躯に
開際させて承誹する︑そこには時に政見も人物も間はなくさへな

る︒この躯がやがて地雛を作り︑ボスを作る︑顔役一人で多くの票
が収れるとなると顔役に金を出すことにもならうから︑金のかかる
選畢ともなるのである・

舘二には逃畢をた買の勝憧ごとにして︑その手段を考へない考へ
方である︒民主収流は遊撃制度であり︑又勝負を川的とするので︑
兎角剛氏の本能である勝負心を助握される恐れがある︒成程勝徴は
最後の川的には逆ひないか︑しかしその側的を蓮すると云ふことに
は︑川時にその手段方法が大切なのであって︑金を出したり︑或は
眠ったり︑推力や顔を利川したりなどの川述つた無迦をしての手段
では︑決して結果の勝利は俄仙はなく︑その政簸とか人物とかの信
頼によるソェァプレーの勝利こそ尊ぶべきことで︑とかく熱中し

て︑たぜ勝ちさすればよいといった勝負心を燃やすことは腐敗を増
すばかりで︑迦器の紡祁に反する声﹂とを注意しなければならない・
鮪三には︑徒らに新附︑雑誌や他の人々の評などにのみに捕はれ
ず︑政策や人物などをＨ分自身でよく老へることである︒といって
お瓦がその候袖者の人物を砿接知るとい︑ 一ものではないが︑先づ選
んだ上は︑責任を感じて︑その人を怠らず注意して見て︑次々と正
しい認識をもつやうにすることであらう︒
玄だ神々とあるけれど︑要するにこのように自ら凡ての剛氏が考
へて︑ほあ選畢辿義を必につけるように努めることなくしては︑何
昨になっても立派な趣畢の竹はれようがない・今側何人も政界に封
して不備の言莱を溌する︒これは蛎従であって迩恕であるが︑一慨
事がかうなつたのには︑逃撃民にも大きな黄任があることで︑避畢
を誤り︑監帆を怠ったことを感ず今へきで︑政枯家を責めただけで足
ることではない︒よろしく主権者たる剛氏は迷畢に於て洲正すべを
力を淡祢し︑然る後に他を責むくきであらう︒︵知己庵︶

ｌＬ
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道義昂揚に開する申合

術感するものである︒

剛民生活に深く内攻していた敗戦の打蝦は︑きびしい全身苦として表面化しきたり︑人の和は破壊せられ︑各界を通
じて道義の鋤歴遊しく︑大多数の阿民はこれに封して公憤を褒する気力さえもないかの如く思われる︒もとより他の一
町において遼義に側兇め深く祉含を愛うる人士も必ずしも少くはない︒従来の道徳に封する不信の雄も︑新しい吐禽へ
の革新の叫びもその現れであろう︒唯それらの人士がその漉践にお唆し猫りの正しさを守り︑一つの立場にたてこもっ
ているだけでは︑新しい世の道義の力とならないことが僻まれるのである︒今日の祇含にとって何よりも望まれること
ば禽人が杜命生祈における逝義の箪厳を確認し︑常に自己を反脅しつつ通義的に行動して行く塊蕪であり︑又それを励
まし力付ける健全なる世論である︒
職みてこうした図家の悲迩を招いた柵根を探るに︑日本が無謀にも大戦争に深入りして以来．幽此は弧椛の下に束紳
せられ︑敗戦後は他閏の占伽下に長年にわたって潤立を失い︑形式的に猫立を恢復してからも︲粘川的脚立は術之に伴
わず．その側人権尊重の名をかりて︑仙人や閉罷の利己心を枇行させるなど︑道義をふみにじるに任せ新しい逝義の
建設に附しては︑稜極的な鹿世を灘じなかった事賛を倣うことはできないｏ
とのことはもとより維済的苦難とともに大勢の赴くところ止むと得なかったとは言え︑遥年にわたり幽此迩徳向上の
事にあずかり脚民志猟Ｄ渡揚に努めてきたわれ等道徳囲継としては︑今川の道徳不推時代の出現を前にしてその責任一と

・則

道義再建蓮動本部〃
日
皇弘道含

Ｉ

漉深青淵記念財閥龍門職

︵五十昔順︺

石門
畢含
蔭
養心厩
大日本報徳職

われ等六囲慨はと土に深く術み︑同志叫慨が机携えて新たに逝義第一︒王義の立場に於て︑灰く各階層各職域にはかっ
て方法を芯じ︑就中皐校及び吐愈教育に於ける徳育の弧化を促し︑以て瀧わ恥たる凹災の通義心の覚醒に識し︑新時代
の迩掩建設に附して︑健全な世論の喚起に遡進することを申合せる次第である︒
昭和三十年一月十四日
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藤田東湖先生を億ふ
池体

安文

川ふに︑水︑単の緋色の一は︑日本人の幽家生活に州する
却苅と従践との二軸に於いて心．不動の安餅性を有するところ
にある︒而して・それが燕主なり︑皐者なり︑牌たまた一般

人此蔵り︐一人輪一代に止まらないで︑義公光圃とのかた︑

十三世心一青六十除年の久しきにわたって主張もせられ
溌行もせられたことを穆哩に水戸畢の第二の特色と見ること
がⅢ来る︒而して︑これ等の二緋色をｎら先づ僻鹸し︑同胞
にも提示して︑少しも倦まなかった第一人者を藤川東湖先生
とする︒今年は丁度︑その百年忌歴に術るのである︒
雪一

中外の偉傑を兄るに︑その優秀性の一而的なものがあり︑
多面的なものがあるが︑先生は前者よりも寧ろ後者に鴎する︒

先生には︑第一︑皐者の面がある︒単者としての先生には
二極の様祁が看取せられる︒卓識と該博とである．これは烈

公脊昭と先生との兇解を錆合して通しかも︑先生の筆を執ら
れた水戸藩畢︑弘通館の由来と主張とを叙した弘道館記と︑

それの州密な解繰害である弘道鮪記述義とに徴して知られ

るｃ弘道館は︑烈公が藩士の思想の統一を固り︑文武雨者の

相弛を防ぐが矯めに魁わが祁道を推本となし︑儒教をこれが

羽翼となし︑祁儒一致を標梯する教育を眼同に創立したもの

である︒弘道館記は通先生が誠厳の筆をふるってこれを間明

したものであって︑一方にわが剛瞭を説示し︑他方に孔子の

畢徳を欽仰し︑水戸事の自主性と包祥性とが源然︑一機をな

は．これにならって川来︑巾には蒲畢を直に聖堆と呼んだとこ

してゐる︒徴時︑幕府の畢間は朱子皐であって︑多くの藩畢

ろもあるが︑水戸藩では逝義の淵源を以て日本の建剛祁洲と

断じ︑怖激を以てこれが匝僚となし︑どこまでも内外木末の

別を明にするのであって︑糊時のわが教育界の猫立的椛成で

館記の文章は簡約であ２Ｌ︑それに搬つた内奔は多趣多惟

あったのである︒

である上に︑難解の佃所もある．これが是非共︑その解輝普

の必要な理山である︒と畠に於いて︑先生はこの時もまた救

戸塁の抑髄を明にした力作であって︑先生は﹃我が心血の注

命を奉じて︑弘逝鮒記述錐を鞍はされたのである︒これは水

その他︑先生には︑回天排史︑術陸椎︑正斌秋等の特述が

ぐところ︑半ばとの害にあり﹂と逝破せられた︒

あってや前川の二著と共に︑先生をして幕末Ⅲ本の代表的指

導者として︑特に稔年の志士︑︾愛剛家の糸師として︑そとＬ

また︑明治維新の先躯者として︑永くその搬名をほしいま比
にさせてゐる︒

（2）
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第二に︑先生には教育家の面がある︒先生は天保十年︑畢

第一林門外の小辰域に孔子廟が立つ︒その鹿島川吐と厘劃

を異にするのは︑愈内疎外の意に基づくのである︒これは孔

改めて弘道餅掛となり︑水戸蒜教育の中軸として働かれたの

の館に単ぶものは︑川吐に詣でては︑斯迩の由来と皇宝の尊

水戸教皐の岬髄の象徴の凡ては集ってとの小天地にある︒と

以上を弘道館に於ける心蝶的︑逝競的焦鮎たる蛾城とする︒

子の徳を慕ひ︑その教を取る所以を明かにする︒

である︒弘道館には文武雨館がある︒文鮪には居畢︑識省及

校造誉御川掛を命ぜられて弘道館の創立に従事し︑同十四年

び寄宿の三寮がある︒文館に入るものは拷愈談生となって維

以て至深︑至妙の螺感を僻臓するのである︒

叙上の祁鴬︑複雑な教育機榊の迩管に儲った中心人物を東

厳とを解し︑孔廟にぬかつくものは明倫正名の本旨に柵れ心

湖先生とする︒豊父社の川到な庭訓と︑己が透徹した自蝿の

史を誰讃し︑その文義が判るやうになれば輪識生となり︑更
歳となれば識習寮に入る︒また︑小姓遮寄組合︑並に布衣三

に優等なものは肘畢寮に入り届畢生と呼ばれる︒彼等は年廿

百打以上のもの上嫡子は︑十八歳から廿四厳まで毎年川Ⅱ間

いふ涯践綱領を十分︑蜜現しも﹁御身達はよろしく余にならっ

上に立つ努力とによって︑餅記にいばゆる﹁文武岐れす﹂と

第三︑先生の本仙はその政治家の面に於いて︑雌も明に窺

四

の亜鍍となられた先生は至幸である︒

武一僻を叩想とする畢徒の析棋純となって︑天下の人材教育

て﹂と決して画にとそいはね︑明に閥かく示唆しながら︑文

寄旅察に入るのである︒武館には兵事︑軍川︑飢術︑稔術︑

以上の文武咽鮪の外に︑歌畢曝醤皐︑天文＄数皐︑音楽等

川合︑薙刀︑柄太刀︑柔術︑賜術︑射術︑砲術の諸科がある︒

何伽構内に一応城があって︑足︑一歩一を此所に路入るれぱ

の諸肋があって︑弘道倣教育をば雌る多彩なるものとする︒

は建御雨脚を祭る鹿貼抑耽である︒わが図で天加は天皇の御

人をしておのづと敬鹿の念を起させる︒その正面にある帥殿

これを内にしては水戸藩︑これを外にしては庇く天下諸藩の

知せられる︒もと心先生の政論感受はいかにも鋭敏であって

附勢に通じて居られた︒これ先生が人を愛し︑衆を容れて︑

肌先であらせられるから︑人臣の私祭するととは出来ない︒

たる建御雷紳を祭ったのである︒との杜に向って右側に館記

鯛に水戸では天刺を佐けて建閏の大業を成就した名紳の一往

抜擢してこれを各要路に配瞳した︒この時︑先生は八田の郡

文政十二年︑烈公が水戸藩主となられるや︑一群の人材を

その交遊の範閲がいかにも賑かつた矯めである︒

の作歌を刻んだ要打があり︑第一祁門の近くに鐘楼がある︒

を刻んだ互碑を入るＡ八卦堂がある︒また︑その左側に烈公
以上四者を剛んで塀がめぐらされてある︒

（3）

を禁じ︑倫素と奨め︑特に落悩を亜んじて民心の安定を固っ

奉行となった︒此所は地痔せ人貧しかったから︑先生は蓉修

と上に於いて︑列群諸侯の門には

に散在する寺院を合併した︒

更に軸悌の混精を禁じ︑寅僧を追ひ︑巌寺を段ち︑諸方

聞した愛酒家たるにもか典はらす︑一般に飲酒を禁じられた︒

富んだ鰯めに︑先生は衆に節度を教へ︑勤勉を糊め︑己れ著

れる︒結局︑鴬時の水原藩は天下に有効適切な政論の棋範を

の天保度の改革もまた︑何群のそれから示唆を受けたといは

が現はれ脳十二代勝軍家慶の賢相︑水野忠邦の首班たる幕閣

水戸の政教に倣ふもの

た︒幾くもなく．先生は太田に移ったが猫との所は地肥え災

特にその一の美蹟は常平倉の設立である︒民政上︑最も肝要

示したのである︒

や弓であるが︑事の員相は同図の東方経略の雌乎が直接︑我

て︑我れに州間を促したのである︒その表面は平和の沙汰の

トを典へられた︒嘉永六年砿米国の水師提祷彼那は浦費に来

幾ばくもなく先生は︑全川本の迩命を左右する政滴的ポス

五

なのは備荒怖蓄であらねばならぬ︒先生は中幽の農政僻制中
附千なの占めた位世を知って居られたのである９山って兄る
に︑先生は術時︑既に確かリ政治の本義を捉へた地方宵であ
しかしながら︑先生が貝の政治的才幹を現はしたのは︑天

これが矯めに︑同年七川三日︑烈公ば幕命によりて︑わが

（4）

ったといふべきである︒

保十一年︑烈公の側川人として藩政の改革を断行した場合で

し︑渦たたる民衆は︑徒に流言に捕られて混迷するのみであ

れに鯛れたのである︒飼めに幕府柑局は多くはその畢柵を失

る︒これに乗じて︑餅時の有識層の或る部面には撰夷論が沸

ある︒先生はこの時︑蛾眼迷識︑その維縮を費行に移して︑

騰して．これが主張者は︑一岡に排外の一事に熱狂し︑この

ひとり水戸藩の人心を作興したばかりでなく︑淡く天下の耳
目を刺戟したからである︒今︑その事業を要約すれば左の如

一には祁宗の

また一には悶家を深淵に投するものであるとな

し︑外難と内紛ともづれ合って︑時代の怒涛は川本を漂務し

遺法に背き

際︑外夷の胴喝に屈して五市を許すが如きは

ノ＼である︒

一︑均川法を資施して︑過去二百年このかた︑混飢した川
畠の境界をた野し︑豪族兼併の破弊を一洗した︒
二︑武士を訓練し︑銃砲を鋳造し︑器械を整備し︑海防を
三︑藩畢弘道館を創立し︑一には人材を育成し︲また一に

ことｋなり︑天下の耳日は一斉に雨者の上に注がれたのであ

外政に称るととｋなり︐同じく廿川懇先生は海防事務を兄る

姑めたのである︒

ば藩士の思想を融和し︑以て文武剛者の祁勉症救解した︒

充賀した︒

四︑本邦古来の風間を重んじて紳道を噂とび︑邪教を斥け
■

を以てこれを言表はせば︑雨者は宛も歌郷伎の榊舞蕊の正面

圃の迩命をその双肩に樵ふや弓になったのである︒若し併言

ろ︒すなはち︐水戸の荊臣は祁共に天下の炭届に立って︑肌

その震死も︑全く直進して母唯の念を救はれた矯めである︒

あって︑今側に至るまでⅨ数だの美談が仰はって居る︒現に

とあるにて明かである︒また︑平生︑父母につかへて至孝で

る忠孝胴杢の士である︒弘道仲記の筏践綱領の一は﹁忠孝二

先生はまことに東洋遁義︑従ってまた日本逝義の鐙高峰であ

然るところ︑天か︑命か︒安政二年十〃二側︑開東に大地

に立った開菊剛名優の如きものであったのである︒

たのである︒この鮎から見た先生は︑服しい意味に於いて︑

なし﹂であって︑先生は一死︑以てこれを資際に立読せられ

批に稀れなる典型的迩徳家であられる︒斯人にして斯事ある

り︑わが東湖先生もまたこの中にあったのは耐迦惟この上も
ない︒事︑畏くも雲上に達するや︑﹁附しい人を失った﹂と

以上︑天逝の是非を雛ふのは︑必すし帖巾剛前瀧の名史家司

震があり︑江戸だけでもこれが犠牲者は粉醐人以上にのぼ

いふ意味の御勅徒があらせられたと承はる︒平生︲先生に傾

馬遜一人のみでは蔵い符である︒︵二九︑二︑九︶

︵僻別称員・文皐陣ｒ＄

倒してゐた青年志士の一人︑橋本最岳は︑先生の雌惟の前に

古義堂訪問記︵仁泰遺跡︶

一遺蹟古義堂雄︲
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雌いて蝿泣きに泣き︑他の一人︑西郷甫洲は耐これをその親
友︑大久保叩束に報すあ評巾に脳﹁此の二側の大地雄は前古
戸川之叩雄も揺打に被し逢︑黄泉の零と被し成惟始末︐如何にも

未稗有にて︑御同様§杖とも又柱とも頓に致居候水戸の藤川︑

御深察叫レ被し下候﹂とある︒以て先生がいかに常時天下に重

浦烈之至り︑何事も此ぎりと︑旦暮︑鰍焔嘩嘆相極め居候︑
きをなして肘られたか賀判る︒
先生は平生極烈公の礎信に感激せられ︑一身をさ︲△げて︑

京都市のぼ営中央︑二係城のほど近く︑昔を偲ばせ翰州川

ている︒これぞ一代の破皐伊藤仁索が蕉居であって︑二代東

ひたむきに松忠誠を識し聡また皇室に封しまづつては︑とれ

生きては術に荊菟を零ぎ︑また四維を張るを見るべし︒

涯を維て連綿二百年除に亘って熟名高かった古義堂︵堀川塾︶

のほとり︑白亜の土蔵と枝振りのよい松を園んだ一排︑門前

死してば忠義の鬼となり︑極天職皇韮を護らん︒

には﹁史瞭伊藤仁粛宅古義唯雌花倉庫﹂と刻した石標が立っ

明

に

口

に優るとも劣らなかったことは︑その秀作﹁正気歌﹂の結句

上
野

私は京都訪問の都度︑以前から見皐を志していたが︑昨秋

の蓮椎である︒

弟が教育界出身なので︑その斡旋で市の槻光課黒川氏の紹介

遂に桁馴を果すことが川来たのは嬉しかった︒京都に居る従
状を得︑十一川十七Ｈ︑京時叩の雲験しを日︑私は従弟に案
内されて古義錐の冠木門をくぐった︒
門を入ると左側に土賊があり︑共前にも柿皮葺の小冠木門

があって︑﹁伊藤仁粥古義離加﹂の石標があった︒生雛に治
ふて沙を進めると︑突岱りが勝手︑らしく〃玄開は左手に南

面し︑海稚の落秋︑﹁槻象﹂の小額が懸っている︒案内を乞
ふと五十歳除りの姉人にょ２Ｌ快く州ぜられた︒

玄開を中心に左手が座敷︑右手が居間から勝手とな２しい
るようである︒私進が通されたのは左手の八鯉の間で︑南側
に縁側︑北側に測製牛位の小室がある︒道路からの外観に比
して鐙内は大分古く．荒臓と迄は行かぬが・多少の修理を待

雁待された姉人は八代︑の故孝彦飛の夫人で︑夫飛が昭和

つものの如く見えた︒

十六年に他界し聴今の倣主は亜和誰で二十八歳の青年芯某含
枇に勤務される巾である︒外に令嬢二人も働きに出て︑此の

数年の生活は洋易で無く︑辱かしき次第と謙遜されたが︑名
家の跡︑僻而の維持の並大抵で無いことは十分察せられた︒
夫人の談によると︑敷地は二百二十坪位．仁粛常時のま上
ではあるが︑家屋は明治二十三年に改築されて︑蕉趣は大一分

改められたとの事である︒古い圃面でもと乞ふたが︑残念乍

ら無いとのことであった︒唯土賊のみは仁索渓する七年前の

に一括して天理大畢に移され︑今は同大皐圃害館の名物とな

元職十一年に建てられた書庫である︒然し職書ば昭和十六年

二洞堂

っている︒

やがて私達は夫人に促されて︑邸内の洞唯に参評すること

になった︒洞堂は居間の前の中庭に在って︑石豊の渡り廊下

で通じていろ︒南に縁側があり︑内が三製敷︑北雛に祭垣を

中に入ると祭坤一上左から孔子像︑次いで仁粥以下歴代の岱

附した︑入念な小建築である︒

主及び夫人の位牌が順次並んでいるのは盛槻である︒此鹿で

注側されることは︑膳代の夫人が夫恋と同格に扱はれている

ことである︒系圃等を見ると夫人は単に何糞氏と姓氏のみを

掲げること︑昔の風評に従２しいるが︑而錐内では夫妻同等

の待遇であるのは嬉しかった︒私はひそかに︑伊藤家歴代の

畢蓮は︑功の半を夫人達に締すべきを思っていたので︑此の

嬢前には其朝供へられた白飯と水とが溝だしく︑測先鐙祭

丁重な取扱はまととに我意を得たものであった︒

の家風の一端がうかがわれた︒楯間には小額があって﹁如在﹂

の二手に大正辛酉︵十年︶公望と讃めた︒即ち西鯛寺公の華

であるが︑彼も若くして︑古義堂に畢ぶ日が有った縁に巾る

ものである︒さすれば幕末︑六代の総粛の時代と想像される
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堅そうであるが︑米川の小硯は耐がひどく凹み︑朱鍛も泌み

込んでいて仁一鮪の勉弧の跡が歴然と兄られた︒

五眼鏡レンズは経一寸五分位の大玉︑それに太い購い

縁︐蔓が無く鼻眼鏡式である︒サックも皮製で今川のものに

六雁暦年譜であるが︑内容は簡躯で参考になあ記事は

比しても仲交以て豪華なものである︒

蕊見されなかったｃ

四仁驚

仁粛は寛水四年︵西暦ニハニ七年︶に生肌．喪丞一年︵一

七○五年︶に段しているから＄江戸時代でも︾初期の人として

よいであろう︒生家伊藤家は︑もと泉州堺の商家で．祁父の

で仁飛は長子として生れた︒

時に京に移住し︑堀川の今の地に届を卜した︒家業は材木商

記体によれば︑十一歳の時︑大皐を単んで深く感ずるとこ

ろあり︑志を傭に向け︑家業に背いて離間に打込み︑遂に一

九歳にして心畢脈諭等三軒を稲したが︑瓶を御て家紫を仲弟

代の碩皐として大成した︒最初は朱子皐に親しみ︐一千八︑

に譲り︑闘病と研鐙十年︑感ずるところあって遂に米子単を

棄て上︑宋皐の以前に師らんとする所謂古義堅︵州川皐派︶

の開祁となった︒かくて伽子に東派を得て家皐征凌繁柴．更

に歴代克く後縦の賞を華げ︑江戸時代を通じて翠界に爪きを

馬したとと︑人の知る通りである︒

私は儒皐の専門家では無いから︑畢説を云糞する養格は無
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披漉して叱正淀乞ばんとする︒

しては過されないから︑荘だ淋越ではあるが素人槻を卒哩に

い袴である︒然し乍ら仁術を論するに倣って此の鮎に鯛れす

固の思想家や好単の青年の志すものは︑儒沸二教ほか無かっ

して大駆を翠ぴ得尋耽命になったのであるｃか上暴時代に我

の届くところに来ていた︒即ち仁索の如き商家の子弟が幼に

製者とも云はれる朱子の思想︑即ち朱子単︵宋畢︶は︑最も

抑も江戸時代は我閏に於て備皐の一全盛を見た時代で︑就中

る︒之に就き現代の票者の中には︑徳川封建制が自己防衛の

清新にして最も手杵のある祈皐であった︒故に徹時の蕊徒が

ぱ儒教に親んだ︒而して嬬教に於ては中園の生んだ最大の押

政策に川づる赫果であるとし︲儒皐を以て御用単とし︑儒者

朱子畢に魅力を兇えたのは常然であった︒私は徳川薙府の要

たから︑糸教的伽向を好む人は沸教に︑揖畢向傾向を好む人

を以て封建制の走狗と断する春がある︒然し私は畢問の本質

路の人為が︑儒教を蕊間的に十分に槍討して︑然る後封建制

朱子畢は怖単の正統として官畢的取扱を受けたとされてい

と︑我だの光祁の名粋の矯めに︑斯くの如き見方に同調し得

た儒教︑就中米子蕊に雁倒されたと解したい︒思想とか壌間

の支柱として利川したと解するよりも︑上下共に新に封面し

我剛の文化の盃雄の跡を見ると︑古く僻教と俳談とが体℃搬

とか云ふものは︑政滴家の政策の封象となるよりも遥かに力

．ない︒

され︑剛者が上層階級から下層階級に浸透する課程に伴って

止むに止まれぬ内的要求を持つもので︑それが畢者の生命で

弧いもので︑それが即ち皐問の弧みである︒叉之を肇ぶ者は

臓から︲儒教よりも先きに庶民のものとなり．又川本的性格

蕊間が渡達している︒伽教は衆生済度を使命とする宗教の本
を持つに到った︒それに比すると儒教は消化が遅れた︒然し

の時代に於けると同様に︑彼等の興瑚探求心︑上﹃一−一︑ニズ

ある︒私は江応時代の皐者が儒畢に赴いた主たる動機は︑他

つとめたのは極めて自然であったろう︒そして祁宗とほ堂平

完成されたものであるから︑我圃に於て哨禰僻が媒介の役を

にも浸透したのである︒宋皐そのものが老伽の影縛に依って

も偉来し︑祁僻によって研究されている間に︐殿堂に庶民層

阿哲肇の研究家とはちがって︑人生観︑自然槻︑道徳棚を確

彼等の向皐心に純粋性を認めたいのである︒彼等は今︑の巾

も見逃さなかったであろう︒私は我為先輩の名響の矯めに＄

皐やクリスト教の教義が入っていたら︑多くの畢者は之等を

ムそのものと見るのである︒若し鎖圃政策が無く︑泰西の神

剛息

鍬介畔代に祁皐が入り︑米子を大成者とする宋皐︵米子単︶

行して儒畢が庶民層に紹介されかけたのが︑即ち室町未から

立せんとする哲皐精祁に燃えていたのである︒

仁索が儒教に感激し︑先づ米子肇の選手になったの嘩他

︐︲

江戸にかけての醜となるのである︒

徳川蒜府成って天下泰平に蹄す墨や︑票間は漸く廠民の手
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の多くの翠着と同じ課瀧を踏んだに過ぎない︒然るに彼が中

るところあったと恩ふが悩彼の畢説は示唆隆齢むが︑普遮性

い︒彼の凋創性は後枇の製者に興理探求の態度につ膜し教え

の多きは人の知る通りであるが︑彼にも亦澗断無しとしな

私は彼が俳教を研究しながら遂にその妙所を護兄しなかっ

年さしも椛威ある朱子畢を棄てたところに新たな問題が港む

たことをも迩憾に岨ふ︒恐らく優れた仰蕃に遡遇し得なかっ

に縦く鮎がありはしないか︒

私は之を彼の性格︑従って彼の望間槻に見る︒即ち彼のヒ

た矯めであろう︒彼が沸老の蕊は邪一諭暴行と断じた如きは彼

のである︒故に此の鮎を解くことが彼の員骨頂を見ることに

ューヲーズムに兄る︒彼は梁間の窮極のⅢ的矛一知に世かすし

なるのである︒然らばそれは何であろうか︒

て徳に世いた︒彼のＨ標は畢者に非ずして仁瀞にあった︒仁

の篤めに僻しまれてならない︒

炎せんとした︒彼が論語を以て﹁最上至極宇柑第一の害﹂と

的儒教を迂遠なりと感じた︒彼は諭祇を通じてのみ孔ｆに税

に孔子に肉辿する露めには砿宋畢によって僻系化された哲畢

除りに︑米子の如き儒畢の大家をさへ邪臓物に老へた︒単的

に一の聖人を川さん﹂と云はしめた︒私は彼の如き稀に処ろ

祁伸をして﹁熊深の知︑伊藤の打︒我の単を以て始めて東海

す︑子に東涯あるの三事は物先生も及ばず﹂と女せしめ︑叉

の論敵棚休の商弟太宰森・命をして﹁駆︑師僻に曲らず︑徒へ

た門弟前後千人聯又東派以下五人の息を翠者たらしめた︒彼

四十年間論語以下数諏の雑書産瀧じて倦まず︑杢剛から集っ

然し彼の求道緒川の脈礎なる︑清貧に汁んじて無職に堪へ︑

衛の雌が彼の締仰を短的に表明しているではないか︒彼は儒

秘している如く︑彼にとって論語はⅡ蓮に於ける法華雑．ル

著たるよりも孔張の師徒たらんとした︒彼は孔ｆに傾倒する

ーテルに於ける季ハイブルであった︒恐らく彼牒論語を身領し

のである︒

修道者的翠者を持つことは日本の誇りと漁すに足りると思占

長男東派仁術四十四歳の子↑
二男悔宇東涯より芳き十三歳
三男介亭晦字より藩き二歳
四列竹里介亭より若き七歳

仁索には次の五男があった︒

五東涯以下一門

た人は古今稀であろう︒彼は排畢考と云ふよりも禰人と呼ぶ
る︒すべて之れ彼の性格に由来するものに外ならない︒

べきであり︑畢薪と云うよりも宗教家に近い傾向をさへ兄せ
仁衛の人格は右の如く私に峡する︒私は彼を以て我阿の生
の畢読につ腰Ｌは︑営時も又後世も賛否両論を受けた如く︑

んだ儒畢の異彩として錘瓶する︒然し荘だ潜越乍ら私は︑彼

多少の不安を蝿える︒今︑論語を研究するに倣って︑彼の遺
蒋論語古義が必談の参考書たることは紺然であり︑巾に卓見
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竹里は久留米藩に︑附隅は紀州藩に儒仕した︒就中末弟附隅

弟達も夫掩皐者となり︑悔宇は祁山蕪に︑介亭は商槻群に

を二分した黄藤は美事であった︒

仁術の徳化は雌も家庭に於て紬資した︒就中束涯は一面に

五男繭峨竹里より若き二歳
於て父にも優る皐者であり︑完全無映︑理想的の嗣子と云ふ

は東派に次いで畢名が商かつた︒

東派の後は︑挺男︑二男は天折し︑三男東所が古義堂の三

べきであった︒仁索は東派が胎巾に宿った時︑早くも夫人に

大成せしめたのは季叔剛隅であったのも一雌はしい︒東所も家

代を胴いだ︒父東派の唆した時︑東所は七歳の幼・之を指導

胎教を施したと体へられるが＄・全く天から授かったが如き子

が生れたものである︒東涯は父の衣鉢を総いで堀川皐を大成

弟東峰を養子として五代たらしめた︒東峰にも詩文集三審が

四代東里は東所の退子︑彼は一初縁に破れて以後婆らす︑末

畢を鴨承して数祁の蕃害を残していろ︒

したのみならず︑立派に弟達を教育し︑末弟附峨をして﹁我
後一蒜︲亡兄一不し街︒興倶唆し苦攻レ淡︑日脚二単行↓以要二似

家兄弟八人︑先人死日＆坐食在し家．人或糊三共出賛篇二人之
綾↓昏頑之賛︑稲有し所し成︑衿川就レ仕︑女嫁有し宝︒生し我

代仁索の二男で祁山蒜に仕えた梅宇の後筒から養子として招

七歳を以て維つた︒七代晦窓は輔飛の子が拷天折したので初

六代輔粛は東峰の子︑天保二年に生恥て明治四十年に七十

ある︒

語る如くである︶︑門人に講じ︐弟妹を青し︑且つ自らは等身

べて授後東涯によったもので︑之は一町仁驚の畢的良心を物

三年に没した︒

かれた者である︒彼が畢者としては古義堂の妓後で明治三十

らは堀川熟を守って父の遺稿を刊行し︵仁索の若の刊行はす

蒜父似︑而歴し我者青し我者・杵亡兄也︒﹂と云はしめた︒自

に及ぶ吃火な著書を礎した︒蒋書は刊行本︑篤本として残る

徳を称し︑父仁蒲を硯る抑の如く︑然かも威腿されて萎縮す

仁噺の猫創と気塊は持たなかったが︑寛庚誠賞努力深沈の美

峰として︑仁術と共に必ず東派は躯げられろ例である︒彼は

るのである︒堀川塾の使命は近代的毅育制度の成立を以て︑

減したようであるが︑之は明治の教育制度の確立にも陳州す

て史上稀であろう︒明治以後軸索︑梅宇の唖は門人の数も激

義堂堀川塾の二面数十年の歴史は︑益し長く綾いたことに於

之を通覧するに︑仁術を一初代として七代椛窓に到る迄︑古

遺兇亜和が現在の街主で未だ二十八歳である︒

八代孝壱は晦窓が残する前年の誕生︑昭和十六年に硬し．

もの合計五十除祇︑彼も亦僻然とした大儒となった︒東派を
仕込んだのは仁斎であるが・仁粥をして偉大ならしめたのは

るが如き無く︑伸び仲ぴと堂だと大成した︒父蒋同様出仕せ

東涯であるとさへ云ばれる︒江戸時代の数多の畢者の中の高

す＄常に京の堀川翠派の総帥として︑江戸の祖伸と共に天下
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完全に使命を果し︑明治以降は其の猪残りと解して差支無い
鉾である︒

六遺蹟保存
私は洞堂を見︑遺砧を兄て後︲しばらく夫人と話をした︒
夫人が十数年前に夫飛に死別し︑幼少の子女を抱えて戦時︑
く川情された．牛も此の屋敷を維持することに竹が折れる様

終戦時を切抜けた苫心は奔易ならねものであったことには深
であるが︑然し土地家屋共に伊藤家の有として礎っている丈
けでも夫人の功絃である︒

京都市は史蹟に指定し︑維持修維には公炎の補助の途は無
いわけでは雄い︒夫人の談によれば︑戦前は膿根の弾替え︑

蝿稗えもしてく恥たことがめったが︑戦後は仲麦其脆まで到
の槻光裸でも其の意は失っていないので其内に椴算の錐繰り

らす︑現に雨漁りもあり︑恥の一侮ったところもある︒然し市

伊藤家は昔から浦貧の鍛練は受けて川り︑仁索は子供の飢

をして呉れる話があるそうであった︒

餓を救ふ漁めに羽織を脱いで夫人に典え︑後は鰍として押ぴ
机に向っていたと云ふ話もある︒東派は雨渦の佃所を指し
て︑瀧拙薪に其の応を避けしめ︑又或る夜ば嫌油乏しく︑之
が識きた後は悲木を閉じて一蹄小話のみをせんと云ったと云ふ

話がある︒然し又徳川幕府は︑其の落脚の師壱さへ︑古義堂
五世教諭汗一以一

一任するは世の布に槻る所︲一と食し︑﹁戸役を

才一保謹している︒それは天保年間︑五代東峰に封し︑﹁父加

除き銀十五錠を年燕下賜﹂するとととし︑﹁積蕃の家﹂とし

て表彰しているのである︒術時は塾として活動中であり︑今

日の如く過去の迩賊とは異るから同律には論ぜられないが︑

徳川幕府も仲為無の利いた脆世をしたものと感服する︒

私は京都に於て多くの寺院伽開を見︲槻光施設の整備愈営

進むと兄るにつけ︑今は忘れ去ら虹んとする教育と単間とに

開係の深いかかる史砿に封して︑保誰の不十分なのを残念に

思った︒伊藤家の如き名家の遺賊は保存されることによっ

︹理事・前お茶水女子大畢提︶

人心を感憤せしめる所が少くないよ弓に恩ふからである︒

て︑後来の人為に仁術以下一川の緒川と業絞とを辿懐せしめ

Ｊ１

我信三則

左右要規

自践五則

︑にスガ叔

一︑一備鮒光一沈千趣︵焔吋祁岬従︶
一︑即一逼在︵遍く照らして限り無し︶
一︑至誠岬州︹誠心は韮上御相︶

一︑反理必§勝︹撞理は妓後の勝利者︶

一︑至誠一此︹誠一つでやり抜け︶
一︑偏愛繭至︹何時も信愛︶
一︑人過祁赦︹過っは人散すは脚︶

文畢仰士加藤玄智撰

一︑附迩附梁︹Ⅲ弧力行すれば安蝉義きず︶
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！
ｌ

机の塵
×

︑

子供辿れの心中に封する他人の非難！さ
もあらん︑さはさりながら︑子故に迷ふ亦親

心！あはれこれも人川性？
×

ギャングや醗碓︑殺人と若人の決断力はタ

︑︑︑

あっては狂人に等しい︒何が彼等をさうさせ

イシタもの！但しこの決断の男は無思慮と

×

愛崎で結ばれた夫婦でも月日を重ねるとよ
で︑十年にもなると時を悪ｕも出る！

い日ばかりはない！日米の間も正しくこれ
×

国家︑職曾︑家庭の思惑をた竺堂けるだけ
︑︑︑

が人川で︑それらがうまくゆくようにする凹
分の務を果すことは悉く不承知といふのが今
日の若人の心情？即ち白く︑軍術も雄い︑
道徳も縦い︑苦勢も雌いといふのがそれ！
×

×

て知らぬ半兵衛をきめ込むＩこの技工士は

元尚科技工士が︑大日教剛の救主に填坐ま
しますはよいが︑勧業殖産金融金庫の橘で一
億数千闘側を集め︑殿堂建築にそっくり流し

×

歯だけではない技工家だった！

ィ岸ユノ︑しい首相の婆！これでは塊下日

×

本の象徴にも似て忠へばお肱にあはれを感

圭７１．

一月二十四日夜衆議肱解散さるＩポロの
卿ぬうちと急ぐ！朝にある背の人怖といふ

︑︑

服・オｉバー・靴・鞄にと黒が流行するよ

うにならねばよい世ではないとかいふ！な
るほどネ！今日は色ものばかりで仙はよく

美？．

︑︑

働きといふのが鬼どものカン！日く大腸土

︑︑

住宅難に苦しむところにつけ入って︑ひと

×

になったヤヶのそれか︑時たそれとも幽愈識

︑︑

を叫ぶ！これ何んの寓歳か！無冠の太夫

衆離院解散さるるや乃ち誰典たち﹁繭歳﹂

×

のであらう︒
︑︑

ない！
×

賜川氏廿相となり︑悲劇の政流氷からお趣
︑︑

らば！但し永久に語りつがるべき﹁ものの
あはれ﹂は消えた？幸は短く悲哀は長し！
×

似たり英！

保守の分裂も政椛の餌︑祇含蕊の合同も政
椛の郷ゆゑ！主義主張は異なれど人間は相

︑︑︑

︑︑

地︑同く大西土地といふのがノサバッテて︑

ほどネ！．

廿い汁をすって来たのがパして来る！なる

（
12
，
．
』

たのかし︑わ！

議員たちが俄かに愛嬬がよくなった︑日唖
は我冬を人とも恩はない振舞なのにと思った
ら︑逃畢を前にしてはお役に立つからか！
見え過ぎる腹の中だ！︲
×

民主々韮は︑迩理ｊ︑︲だから︑兎何人間の

勝負心をかりたてるものだ！だが侭のその
月的は一人奄々の誠迩な努力で︑た賢軽薄な
脂けどと式勝負ではない筈！

白く減税︑祉含保障費増誠︑住宅蝋染︑平

×

和︑二大陣瀞共に親善︑蛍易振興！完全歴

×

政界の腐敗︑汚職は困ったものと誰もが言

ま上にならぬが人の枇の中ソ．

用︑米の脚山販寅日く何常と︑言ふところの
口は神々に似て醐全！だのにそれなのに︑

ふ！その遡りだが︑それらを選んだ閣民の

×

｜

責任と反省はそれほどは言はない︑それでは
容易に政治家は恨しむまい！

￨

I

道徳教育の反省誰垂麹睡銃唾榊州識峠誇蕊葎鋤帳鞭
委員街の群議とその政府に封する建誰

藤本醐治︵三︶婆峨の趣﹄いを穿れてこれを立法化
制度化するという順序を維て︑今川の

経戦からここに十年︒との一と昔を謀期的な新教育が資現されたのであ
川噸する記事が︑新年の新附をにぎわる︒もしここ十年間の新数行の得失を

している︒また薄年末の政鍵︑約束さ批判しよ弓とすれば︑との三段の過混
れるということが︑長い占領政策の下僻に︵この指令︑勧告にさかのぼって

れた衆誰院の解散︑次で純選畢の行わをⅨ行すべきである︒そのうちでも︑
で︑群屈していた幽民の筑分を︑新年械討すべきである︒
和二十六年三四″の﹁弘通﹂の特聯雅のために設けられた修身は︑Ｈ本歴史︑

と共に史新しようとしている︒私は昭まず戦前︑迩徳激行および公民教育
で﹁道徳教育について﹂と題して︑経地理とともに︲軍固主義的および極一端

戦後︑遡徳教育押典の価諭の起って氷な剛家主礎的イデオロギーをおり込ん
て︑迩徳教育について肢符をして見たし︑司令部の許可があるまでは︑開始

た次第を述べた︒今また十年を凹職しでいるという班曲で︑その課程を停止
してはならないと指令された︒しかし

新しい戦育の制度および内容についとりあえず代行計謡を川し︑なおでき

いと思う︒

てば︑その改革の維過に附して︑三段るだけ速かに修身︑日本歴史および地

の過程があった︒即ち︵こ連合剛軍理の教科書．教師川参老書の改訂計誰
最高司令部の教汀に淵する指令︑およ案を立て司令部に提出して＄その認可
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１︲しかるに吐含科の指導要領が文部梅

から准表され︑これに準蝶して民間の
って来た︒

ら︑道徳教育振興を要望する聾が高ま

分あて︑受持教帥が修身の授業をし︑

毎週三回︑朝の簸初の時冊に一同十五

授業の内容は︑法規に詳細に示され︑

あて授業することになっていた︒その

中級上級には二岡または三回︑三十分

ついて見るにも米幽では単校で必要な

また椎威ある人の具磯案に準礁して︑

次に米固教育使節圏報告書の助言に
道徳教育を凋立した教科に錐巾して教

受持教師が教育計登を立ててやってい

（14）

敦科書が細纂さ虹たのを見ると︑道徳
しく︑あっても計推性をもっているよ

教育の内容をもった材料がいかにも乏

紅禽の文化の多｜様性であるがためであ

を宗教から分離し︑修身科を設けて迩

えようとしないが︑それは米剛の自山

徳教育を行ったのであるが︑それがな

うにも思われ︑す︑火に失望したのであ

きるので︑道徳教育はおのずから行わ

る︒新教育では道徳教青はこれを教え

れる仕組である︒ところがフランス人

いというアメリカで私は一九三五年一

お綾いていた︒一方修身科を特設しな

えていた︒修身教科書はあるが︑教師

いずれの教科においても留意し︑また

はその固の事情でこれとは別の方向を

た︒上級では修身の外に公災教材を教

一生折を通じて澱践に導くべきことを要

とって修身科を特設している︒日本の

剛︑ニューヨークの私立小皐校を深川

る︒かつ教師に十分な準備があり︑凋

一講されていたのであるが蕊その上に修

体統は︑フランス人に負うところが多

節職綿倣事︵現国連大使︶の紹介で参

立の粘測と愛から川た忠麓さをもって

身件が特設されていた︒しかるに新教

槻したことがある︒校長は早朝寒いの

る教科を特設せす︑すべての教科がと

一宵においてはどこにも道徳教育の計識

く︑猫立した修身科を父兄も生徒も期

に玄開で登校して来る兇童を一人一人

て訟話によっていた︒フランスは教汀

が碓立されておらす︑あたかも道徳規

待しているようである︒︵中略︶民主主

迎え︑兇童は校長と朝の挨拶を交わし

川書だけ使って︑教授の方法は主とし

準を兇堆の経験から掘り川そうとして

りを菱えたくない︒と言っている︒私

義の脈川のため以外は︑日本人の仕来

教え︑その上受持兇迩数も少く︑佃人

いるもののように兄えた︒そうした迩

ていたが︑一人の日本人の子供がやっ

個人に封して教師の折気ある指導がで

徳教育の逃避に封して慾世論は獣醜す

は一九三四年︵昭和九年︶パリの小皐

て来たとき︑校握は私にこれが深川さ

るが︑従来も逝徳教汽に開することは︑

るととができす非難の盤がまづ父兄か

校を参槻したときも︑下級においては

一れに糊り︑また兇童生徒の維験によっ
て指導する方針となっているようであ

一ら起り︑また戦後の道義陵弧の憂慮か

−

Ｉ
んのお子さんだと紹介してくれた︒そと２Ｌいるそうである︒かように︑自

れから兇童たちは︑各自の教室に入る山吐含の多様性であるところから︑誰
と︑そこに待ち受けている受持先生に教においても政治においても迩徳教育
ると授業が始まる︒とんなふうに行き徒数は少く︑愛から出た忠慨と熟練を

挨拶して︑自分の脈に希く︒時川になの機禽に悪まれている国︑受持兄童生

(15)

L

とどいた佃別指導のできるところは︑備えている教師がいて佃別指導のでき
扱告書に言うように︑殊更修身科を談る皐校と比較して︑これから民主此御
けるに及ばないであろう︒アメリカでを遮談しようとしているわが鯛の様机
はまた迩偲教育は児童が家庭生漸︑翠はどうであろう︒野整な聞称の乱闘︑
枝生析︑民主的吐愈生涌において︑特破服恥な涜職の綻惑・瀧秘な仙川の瓜
に宗教的な儀澱に従っている峠に兄川は青少年にどんな維麟を典今らつある
すことができる︒よい教師︑よい附税か︒またわが図の教師のように一人が
そしてよい宗教的指導薪は︑迩徳教育五十人．時にはそれ以上の兇立を受持
粘抑教育を一班脱して・児童が側常維験っていて︑アメリカのような川人桁導

の中に道徳教育の機愈を兄川すことをができるであろうか︒われわれの仲間
助けるものである︒と報告書は言ってには一父持児童を職みず︑野働通勤に浮

いる︒なおアメリカでは米教教汀を軍身をやつし＄授業を休んだり掘り込み

んじ＄宗教的感化を家庭肱愈および側戦術までして世の非難を受けている者
雌壌校で受けるばかりでなく︑近幽はもある︒これでは維験を通じて迩徳教
小畢校と教含とが協定して︑宗教教行盲をやっているものとも考えられな
を糸派別に週Ｈにおいて教含で受けさい︒要するに米剛教育使節期は︑Ⅱ本
嘩とれと皐校の課業と認める方法をの道徳教育の特殊事怖を細めながら︑

識瞬謝職;燕獅懸識｜
翻職鋪競開緬潔｜

明il止教め昭教言ど童て起符い内で戦、行、教

蟻溌溌蕊

含科川を改新して︑本年四川から澄施

いわれら側本人の将来の課題がここに

の誹俊とかいう問題を超えて︑更に深

のがある︒修身科の特設とか道徳教育

良い方の影響かとも見られる︒

ふから︑これらはまさに教育二法案の

第に弧い開心を持つようになったと云

一小畢校の賦含科指導罰側︑中畢校の枇

しようとしているが︑その中に道徳教

然るに川識細の幹部等は弧依然とし

存するのである︒

て従来の行過ぎを改めることなく︑蓮

動賓金のあるに任せて脳徒食教育と何

等開係のない容共親ソの政論︑旭惣剛

争を展開せんとしつつあるのを見て︑

大達氏が亦為之に封して何等かの抑制一

工作を考慰中だとも仰えられて居る︒一

椛蜂錨唖畔牽岬岬唾岬弛軸諦雑郵訟榊一
た教育二法案蛍施の成績については︲

の現状を維持し得るか恥どうかは頗る

のの如く︑日教組がいつまで︑丹頂鶴

本年春の識御で︑大に世間を駁がし

相津撫

連に赤色闘争鰐制を精算せよ

問題の日教組の解剖

︵前愛媛大畢長・僻別含貝︶

育の内容がどれほど織り込まれるか︑

ここでもまたその機称を逸しないこと
︽を望んでやまないｃ

われらは日本閏憲法および数両堆本
一法において心人知蒋迦の原理を採り︑

人間州五の開係を支配する崇商な理想
を描げ︑︒われらが愛する肌幽を民主的

で文化の盟かな幽家として︲世界の平
和と人知の禰靴に貢献しようとする決

にかく中性を守って居る一般の教員に

未だはっきりした事は分らないが︑と

意を示した︒そうしてとの理想涯現は
であると勇敢に叫んだ．しかしながら

根本において教育の力にまつべきもの

にも生新溌荊な気力が現われず︑教育

の感なきを癖ない︒教師にも︑青少年

に示されないのは︑いかにも龍頭蛇尾

を首肯せしめるだけの教育計誰が未だ

逝徳数門および統帥教育において祉人

るかを知る機曾を典えられて︑爾来そ

それの偏脚教両とは悩どんなものであ

組のあることを初めて知った︒而して

たちに︑いろ︐ｒＩな指令を灘するＨ数

鹿に︑多くの父兄の間には︑一金閣教員

ば別段の影禅は無かったときく︒唯此

ば︑そっちのけにして︑﹁われらは労

らず︑彼等は︑その本務たる教育川題

て組へ口の特権を典えられてないに喝拘一

稀醍Ⅷ粋伽準恥州錐叩釧野惟報い維恥−

一難Ｈ教組なる者の正畿は何かとい号

二︶日教組の正鰐

界にまでも闘争机勉の弊風を生じ心あ

の小の心ある者は此の方面に封し︑次

疑問である︒

る人として測剛の牌来逓憂慮させるも

（16）

立って︑世と戦ばんとする態度をとつても特に教育者に必要なる信傑と見る

働者なり﹂と醗言︑とかく労働戦線に意味ありげである︒又どれを讃んで兄

失業がふえ︑エログロの文化財がはんら

法に反して再堆術がすすめられ︑貧乏と

文のまま︶

全組合共卿の努力によって究明する﹄︵膜

どのように資践されなければならぬかと

たＨ木の教育は︑どのように計説され︑

平和を資現するために︑民主主義に徹し

らぬ︒即ち日本の完全なる獅立と世界の

即ち教師の研究課題の中心でなければな

をすればよいか︑それを護兇することが

子どもや親たちのために︑何ういう教育

かかる環境に於て生きて居る教師は︑

わけであります︒

もその生活を誉むことを弧いられている

なって︑このなかで教師も父兄も子ども

も教育も文化もアメリカに従蹄した形と

んし︑事賞上殖民地となり︑政治も経済

猫本年度に於ける研究の基本一アーマ

て居るので︑それらが．世人の妓もがべき者のないのが︑おかしい︒
群とする所となってきた︒

｜の緬祁郵函畑極釧池毎噸軸岬嘩伽唯州垂れ辱却鶏評叩峰郵評畢唯弛郵﹄辿壷鋤

価﹄なるものを兇ると︑左の十ヶ峰がが即ち日教組本部から全図の組合員に

蕊げられて居る︒提示された研究テーマであるがもさて
︵ワ教師は日本杜禽の課越にこたえて︑教員が︑各自その職場に於て︑これを

青年と北︿に生きる果すに街つては︑まづ現在の世界が猫
力跨り

︹二︶教師は教育の機禽均等のためにたたいかなる状勢にあるかを知らせる必要

︵弓教師は平和キー守るがあるので︑本部からは心その参考菱
回︶教師は科畢的腫理に立って行動する料として︑現時の世界と日本との開係

一報瀧蛎鎚瞬証洲韓鍛心澱溌

此の解読をよむと︑極めて幼↑稚なが

ものの如き態度が︑いかにもありｊ︑

ソ的な感怖を教師に柚えつけんとする

ら︑一獄の左翼的観察を以て︑排米親
とおびやかされる危険のなかにあるとい

かくの如く︑彼等は﹁われらの教育

と心窺はれるのである︒

うこと︑さらに日本はサンフラソシスコ

問題の中心に立たせられ︑平和が日一日

とたたかい︑新しい文化をつくる開係をもつなかで︑平和か戦需かという
︵八︶教師は勢側者である
︵九︺教師は生活桃をまもる
︵一○︶教師は閏結する

ヵのうちＨ取後に﹃教師は剛紺する﹄誰和曾議を錘て獅立したといわれるのに

という循僚を一○に掲げたのが魁特に現状は七○○齢りの軍事基地をもち︑志

〔17）

送るな﹂と戒めて居る︒彼等の平和教生徒に︑愛岡心を教ゆる︸﹂とを好まな

のＨ的は︑平和と日本災族の猫立を守その閏の悶災たる限りは︑阿家の命に
ろにあり﹂と説く︑而して機曾ある毎服するよう教えられるのが常然だ︒
に﹁今後再びわれらの教え子を戦場に彼等は又︑いかなる仔細か︑兇童や

で︑之をぼん物の努働組合と兄倣さな

勢働組合では︑円教組を丹頂鶴と呼ん

く︑礎全確が員白なので︑他の多くの

の指令は︑全国の愈員を率ゆる力はな

然るに幸にして︑日教組中央首脳部

背とは︑蒋迩教育の純剛に於て︑本質い︑それに反封して鵬る︒それは他幽

故に以上の如き︑過激なる敦育側標

いＯ

い︒恰も丹頂鶴の如く︑頭の頂上が赤

的な平和教育をわれノＩの子弟に施そを侭略するという不純な野猛な思想を
弓というのではない︒﹁今後兵士となす鼓吹するからだという︒しかし愛図心

を定めて︑不純なる極左的教育方針や

↑しかし布も教員組合なるものが︑かい︒

手で︑﹃日教組綴込﹄のなかに︑蚊めら

に配布されると．そこの係りの教員の

研究テーマを．いかに耐の如く降らし

勿れ﹂︑﹃銃をとって戦場に出て行かぬというものは︑その剛を守らんとする
ように教育せよ﹂と云うのである︒詔自然の感怖から渡露するものであって

ても︑その刷物が各畢校︵即ち各一分倉︶

かろ聞家の砿大事を勝手にきめて職全要するにⅡ教組の従隅する平和数行

他に雌買組合の旗告位を見るだけで︑

一はば典僻的に反戦教育を教師に辿って野錐とか︑侭略主義などと秘して︑一

居るのである︒概に汁付けられてしまうものではな

図の教員たちに︑指示してよいものでとか︑子供を守るとか︑いうことは︑
あろうか︒誰が考えても之は非常なる彼等の胸巾に秘する非剛家主義をカム

讃もうともしないのが普通だという︒

そういう厄介な偏向教育の指令などは

れろだけで＄誰もそれを読む者はない︒

川過ぎであり︑遮法であると思うであフラージしたものに外ならないのであ
ろ︒そんな教育を子供たちに︑抑付け
ろう︒

頂鶴にたったかというに秘とれは抑尭

さてそれなら︑Ⅱ教組はどうして丹

×××

は︑言う迄もなく︑内分一個の老いで雀だ制るのである︒故にかかる教員た

由来する所久しい︑大方讃者も記臆さ

剛民が銃をとって戦場に出てゆくのられては︑わが日本鯛の父兄としては
出て行くとか︑行かないとかを定めるちは︑垂兇としては断埼乎として之を

れる事と思うが︑第一次世界大戦後に

のではない︒その固の安危存亡の係は排斥しなければならぬ︒

｜る時に於て︑出て行くのであるから脳︵二︶丹頂鶴の性格

〔18）

I

アメリカの占領政策のお蔭を以て︑識

川され一︲一くるようになった︒彼等は︑

赤と兄倣されて居る者の中から多く選

中央の役員には．脚然かねて正札附の

が員白な丹頂鶴の性椿をもつに至った

が丹頂鶴︑卸ち頭の頂上が赤く鶴全確

外はないことになる︒これ即ち日教組

×××．

所以だ︒

員組合を細紙することを御たばかりで

のである︒かくて川来上った教員組合

とを得て︑杢幽に洲脇することを得た

一全図を見渡した所で万そう瀧川はない︒

偏向教育をやって行こうとする者は︑

指令を受けて︑共にくつわを並べて︑

されば︑各地方の教組中︑中央部の

が︑従来の識青森とは︑全く違った方

しかもそれらは︑どこの誰というとと

なく︑最一初からその首脳部に収まるこ

も何でもない︒

向をさして進んできたのは︑不思議で

つづけてきて居るので︑中央から絶え

の中性を夫はす︑今日まで巾迩を歩み

﹃股教員だ︑彼等は︑最一初から教育上

かねてそういう傾向を群びた畢校とし

も今Ⅲ初めて護生したものではない︑

の蜜例として蕊げられた者は︑いづれ

の旭丘︑その他各地に起った偏向教育

がょく分って居る︒妓近山口や︑京都

ず左翼的敷育闘争の指令を受取っても

のみであるのが︑何よりの護擁だ︒

て︑或は教員として︑知られて居る者

然るに頭が赤くて一恭刷ったのは︑

彼等としては無造作に︑之に雁するこ

等の手で赤の教育を澄行に移すなどと

や︑父兄を封象として考える時に︑彼

任の色が︐次第に濃くなって来た︑堆

上の丹頂的中央部に封する不備︑不信

並に於てか︑一般教員の間にも︑以

︵三二般教員の自篭

は︑思いも寄らず恥そこで一般教員た

近各地で附かれる大曾に於て．盛に論

とは川来ない通又澄際現在の祇獅状勢

ちは︑織って之を握りつぶしてしまう

︾
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言

持ち出して脳騒ぎ廻はるのであった︒

そこで本年の札幌大含には︑祁岱大

つたに相進ない︒

してその反動が︑著しく現はれた︒い

きな鍵化のあるものと恩はれたが聯果

要するに彼等の政治闘争の目的は︑す
べて容共排米以外の魁何者でもないの

中︐例えば教育戦線統一委員などと稲

つも川てきて含誰を引っかき廻はす連

で︑一般教員が之を見て不泰に思い︑

遂に幹部不信任を招くに至ったのは樹
然だ︒

問題︑例えば﹃今後の教行間題につい

やばらす．議題も亦極めて地味な賞際

ては︑なるべく地域此含の迎解と︑父

する赤い猛者連が脳今回はあまり川し

し︑資は︑彼等の政治闘争︑思想闘争

兄の協力とを得て︑幅のひろい幽民運

それに続いて本年旭丘の畢校騒動が

の渦中に受持の畢級兇童を巻きこんだ

勃渡︑これは彼等館子供を守ると濡

もので︑世間のいわゆる批評家中には

或は﹃女教員の康前旋後の休養に開す

動を展州することが望ましい﹄とか︑

る問題﹄とか心叉は﹃いかにせばｒ︑

随分首ソ剛端を持したあいまい蕊もあ
ったようだが脳しかしさすがに左右剛

配︑Ａとの協力を有効適切ならしむく

は兄られぬなごやかな光最であった︒

杜禽黛首の如きは︑教組の児童を政論

これ即ち中道を歩む一般教員たちの自

闘争の渦中に投じた行動を以て︑非教

所であった︒況んや一般父兄及教員に

主的白斑︑正常なる教師としての黄任

されたことなどは︑これまでの火脅に

於ておやだ︒偏向教育というものが芯

感が︑他の容共一味の教員たちの勢を

きか﹄等について︑礎んな論議が交は

いかに怖るべきものであるかを︑天下

育者的行動の甚しきものとなし︑之を

にさらけ出したのは︑京都教組及日教

牽制するに除りあった結果であったと

批難したのは穆大に識者の注目をひく

組にとっても︑大いなるマイナスであ

１Ｊ
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鰭醗蓬：誌蕊雛撚羅
が、勝流、るえば法てかで、をりんと倹兇る

杢偽手れ胴･ぱよ
園溌に、者一首、

締聖鯉鞘寺堵ヵ*

五十除幽の教員が統括されて届なけれ

ばならないということは職涜にわが閏

民敦育の大恥辱であるのみならず︑誠

と循ずる︒

に阿家の深憂大患とも云うべきである

×××

それでⅡ教組は此の後何うすればよ

いかと云うに︑妓早多言を要せぬ︒連

二つの方法がある︒

に現状を改めることである︒それには

一つの方法は︑先づその雁首をとり

かえる事である︑而してその胴慨の中

から︑新しい彼等自身の首を引張り川

すととである︒もう一つの方法は︑教

員組合をやめさせて︑別に教育脅法を

市教育称を組織せしむる事である︒

制定︑それによって︑叉元の各遊府嬬

教員組合は政蕪ではない︒叉他の労

働組合と異なり︑固家公務員として︑

餌民教育に開する並要任務に服する教

員を命員とするが故に︑組合とは言い

ながら静働法規の迩川を受けす︑弊働

に命簸教釜弓にかたの育園の岡脅散なとて組

あ／‑､も授米だもしめ教各推員N零を、さいし居合

溌溌闇,'鱈鮮熊器騨鴻撫｡碑蒋
咋 ・ろを教アホIIに雌介も木目A奇、青lit在、す
亨も胤輔員稚靴￨鶴鷲貯、櫓聾甚'聯灘皇

りのをど幼力あを効史ホI*」も足常に教m教つ

剛縦脈測締催蕊雛測
鳥'ｷ堵餓

1熊

剛〈噌岨倉淵蝋純瞥

￨溌撫霊無燃難
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１１︲

の 動 別 の と 一 す の く い 迄 す 考 る 拝 そ 頂 と
分いたⅢ';リ諏今べ1‑1とのもれ並が共の蝋'iとが
かてのに僻のliき教研でかばに力III'l'J後のれ、
ら〃｝機はと下の結でホa究、かよ一<畑の赤で明
ぬる能、は等II論あにす今るい般兄｜(l様を!!か
組・が垂、動教／‑、る刈る後有か父え教J‑と敦に
介かあく奈物組い日◎す必イ'1様、兄る青をり細認
mかつ異〈のをか教ろ塾一うでliはの方兄去のめ
縦ろてな進よ一、‐ダ組通があノ11｝教、で針るれ竹ら
の筋、つつう言はJlミあるら細此
でとぱ脳れ

て︑毎川壷行の機開誌を配布︒

１１１

止むを得ない悪︑防止できない悪︑と

．石坂菱卒を除いてば戦争ば是認されなかった︒

ととばない︒歴史上極めて少数の事例

一睦秤州羅岬睡峨州雑唾醍獅峠誇岬雑世界心の置きどころ人梱窪銅椎跡御塚詐諦垂錘瞬畔細津榊一

三ｉｌ
ゞの教育統計︑教育思想︑教育技術等に
一開する研究︑若くはそれらに開一・ろ報
一通等を瀧載して居るので︑含員はその

一職場に鵬ながら︑枇界讃育の進歩にお・今日は岡内のいかなる事柄を取扱うして恢仙槻の上から辛弓じて絶封亜お

一くれるような事はない︑わが日教組もに鴬りても多かれ少なかれ世界怖勢に焼印を至れたにすぎない︒第二次枇界

一評峰達作小睡榊御霊蝿綜詫詠い津握遮碓雌窪俸嬬齢附韮岬岬塗必癖郡砕蒋坤蝿癖岬砕舜睡一別応飛恥紳群峰岬読邪締
してこれに封庵し何十年何両年の照来来戦のいかに恐るべきものであるかを

一大進文州にして︑もし日教組の行過において世界を野立のない︑戦争の起立護したので︑俄然戦争は絶封悪なり

一ぎを抑制︲克く被等をして正幣なる教ろ危脆のない唯一つの枇界にまとめあとの槻念を枇界のあらゆる人為に吹き
青の進歩畔護述の逝を歩ましめんとするげようとする気持を仮りに枇界心と名込んだ︒わたしのいぅととろの惟界心
ならば︑此際新に教育含法を制定︑議づける左らぱ︑この世界心の瞳きどとは耐職雫と平和との問題にのみ限ら虹

念の協養を経て之を賃施︑全閏の教員ろば正大な課題といわなくてば左らなろものではないが．現在の日本人は平
をして︑正常なる教育称を紡成せしむい︒世界心という言葉はまことに荘漠和共存︑戦争防止の問題によって枇界

艦撫鯉購鼎蕊蔑澱鮎継雁撚隊瀦剛溌牌却弾鰯窪牌藤蕊溌鋤既

消えてしま弓であろう．徒に小刀細工もっと純乎として純旗るＩは世界心ろ．
をして︑正常なる教員の行動をマヒせを外にしてこの世にもたらす．ことばで進歩的文化人とやらによって殆ど職
しむるが如き事なきよう期せられたきない︒それが荘洩としているからと業的に取扱われて来た平和論も昨年末

し︒︵完︶犀別含８いって︑軽硯することば許されない︒の禰川恒作氏の﹁平和論の進め方につ
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び平和論者に途ろ﹂︵中央公論二月縦︶

が油ぜられ＄どうやら同氏の﹁ふたた

じまっていろいろの人達の批判や放送

同胞の肺還がおくれたり肺遼者の数が

大であったのは︑女史の機嫌を掴じて

し達の本一音である︒術時女史脈迎の盛

らよさそうなものだというのが︑わた

べきＨ本人はさっさと送還してくれた

等しい︒

折角芽ばえかけた仙界心を刈りとるに

界心を正しく育てるものではなくて︑

の冊を禁じえ底い︒そういう態度は枇

口をたたくのを商寅にする態度に嫌悪

持ちを志願したり︑あべこべにその悪

いての疑問﹂︵中央公論十二用縦︶には

をもって一雁けりがついたようであ

減じたりしてばとの配慮から出たもの
であ為ととは明らかである︒との位の

る︒これは極めて漠然としていてむす

の近きどころを考えて見る必要があ

仙界心を育成するにば︑先ずこの心

る︒わたしは大島︑平野︑南︑久野諸

表とららの違いは川令の人にでもよく

︑心述

氏の細川批判によって平和諭な鴇もの

分ることである︒事溌を誇張し諭班を

に将える﹂︵巾央公論新年鵬︶をよんで

平肝義太郎氏の﹁祁川恒存氏の疑問

あるう︒

に至ってば数等彼等にまさっているで

−ただ文章に現わす技巧をもたないだけ
一のもので︑輿に平和を熱望する誠資さ

木の悪口を云ったり侭アメリカの悪口

ことである︒どうも今のｎ本には︑Ⅱ

生活の登料などをかせがない︑という

をあげないこと︑ましてそれでもって

よほどの兇悟がなければ知識人の万板

Ｑ月統︶の﹁筆考の云いたいことは︑

あったけれども︐わたしは﹁蕊術新湘﹂

川逢となるべき何十ヶ所かの地域に大

定的に考える必要はない︒第二は湖の

って︑とこの所でなければならぬと間

兄透しをつけておけばよろしいのであ

はじめる︒しかし大僻との塗だろうと

となるべき地域をきめてそこから掘り

き方がある︒第一は湖の小心︵洲心︶

こととする︒この場合二つの遮った行

にまたがるよろな非術に大い洲を掘る一

︽乱心州極﹄﹄樺滝帥睡淑綱都珪陸蓉雄一

ったことを知らされたような気がす

無硯して自己のマンネリズムを他人に

が案外底の浅い︑他︽愛のないものであ

る︒川舎の健全な常識ある人は︑との

押しつけよろとする平野氏の態度は感

見ると︑氏が︑己陶酔におどっている

を云ったりしてぬくぬくと謀している

心できない︒耐剛提案には養否附諭が

粍庇の平和論ならば大抵知っている︑

の李徳釜女史の来朝は表阿きありがた

瀦没窪澱釧灘

ことがありありと分る︒中国紅十字倉

に同感すると同時に︑ソ池巾共の提灯

人間が多すぎるようである﹂というの

一

！
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一
一
一

一誹睦碓涯嘩哩注醗滑嘩恥準鰹桂蹄傘遮峠趣
− し 仁 一 ，

ととはあまり考えない心否時としてば

の間に利審開係が生ずると︑せせら笑

たてこもる︒自己の世界と他の世界と

どもいざとなると︑蛎牛のように殻に

ることにならない︒それは悪い意味で

考えることは︑自己の主僻性を確立す

ない︒向己の立場︑︑己の利益のみを

︑賂℃

全く考えない︒速くから近くへ︑外か

ってどんなにいいことでも他の世界か

の孤立性を貴ぶものであって︑自己を

︑︑

ら内へ行く考え方である︒近くから遠
一くへ︑内から外へ行く第一の考え方︑

では周悶から何物をも吸牧撫取すると

環境から遊離させるに至る︒そんな風

とができない︒世界怖勢の動きに向っ

ら受け容れようとしたい︒大洲を近く

ていながら枇界心を育てることができ

から︑内から掘って行く態度に似て非
なるものであって︑奮際は内ばかり近

｜と封照的になるわけである︒例話とし
｜てば人間の考えうる岐大限の湖とする

くばかり何度でもほり返しているので

一ことが望ましい︒

｜さて厳い仙間を兄わたすと︑湖心は

稚の孤立性を打破することからはじめ

ない︒世界心を育成するためにはとの
主慨性の確立ということがよく鴫え

ある︒

一に川われてい馬人が決して小↓くない︒

一ことでなければならぬとする問定概念

言でいえば︑融通のきかぬＨ本心の持

｜で包み切れると思っているらしい︒一

いということに外ならない︒向己の心

るということは︑常に自己を見失わな

なるが︑常識的にいえば︑︑王磯性をと

打畢的に主騰性を論じたらむずかしく

って来た︒これには政治経済文化の三

平和共存熱のたかまると共に俄然目立

ことになるが脳との考え方が戦乎防止

つかり結局目ざす大洲ができるという

き地域を掘っているうちに︑湖心が見

想からすれば︑どこでも周挫と兇ぽし

速くの方から︲外から大洲を掘る雛

られるべきであろう︒

一主が絶えていない︒儒教を昔風に解樺

眼で掛象︵環境︶をよく見廻わしそれ

面があり︑政治面では従来のアメリカ

られるが︑日本心ばかりいう人は主耀

して湖足している年配者や封建制度の

に入り込んで再び自己に還って来ると

性を誤解しているのではなかろうか︒

一礎津たる主従開係をなお美徳としてい

とでなくてはならない︒その間に自己

一遥倒︑ソ連中共一遥倒の政雛の外に

これらの人述は今Ⅱの世界が在来のⅡ

一る一部の溌業家や日本は神閏なりと単

アメリカソ連中共併行式をとる政瀧が

水心︵Ⅱ本のととだけを考える考え方︶

一純に判り切っている抑主などすべてと

が動くのは常然なことである︒鍵って

あらわれ︑経涜而では共康圏への輪川

一睡癖鈍錘賦画唖浄唾唖詐幽趣確罷鈍

立するためには動かなくてはすまされ

行く環境に虚してよりよく主僻性を確

んぱ他の枇界を兄ないではない︒けれ

( 24〕

一

くからも近くからも掘らなくてばでき

容するの外はない︒わたしは大湖は遠

どとケチをつけるものもあったが︑私

をうつた︒選畢目あての人気取りだな

１ジャン禁止等有いろいろ洲正の手

やるべきことをやったまでのことで︑

などはさうは見たくない︒これは常然

上らないと思うが︑近くばかり掘り返

今日までこんなことが平気に行はれて

している人達に向っては湖心の移動は
止むをえない︑それはⅡ本心をだんだ

つも切符を自分は闘って乗車した︒同

のときでも遥繊逆大臣のときでも︑い

などした人︶といふ人は︑繊迩院細裁

裁・加藤内閣の繊迩大臣︒測繊の細裁

すけて憲政含に重きをなし︑繊道院純

とである︒また仙和貢︵加藤商明をた

も︑必ず切符を求めて乗車したとのこ

るときでない限り聴郡服をつけてゐて

った︶といふ人は職布も公川で川張す

内正毅︵峠雄大僻・元帥で竹州ともな

ある瞬僅から聞いた諦では︑むかし寺

なのである︒私がかつて東京畔にゐた一

ゐたといふとと向身が澄は荘だ不可解

ん世界心へ近付ける所以であることを
知って貰いたいと糊告する︒また遠く
ばかり掘っている人達に向っては犠牲
の多い危隙地域において単ぶべきとと
︵取り入れるべきとと︶︑と︑そうでな

いこととの間に一級を引くⅢ応を沸う
それは収捕選探によって徐走に碓洗に
世界心を育成する所以であることを認
めて焚いたいと糊告する︒へ評談員︶

田心渉浄こＬ﹂
ｆ

藤原楚水

ましい人で︑︑ガミガミいったから祉人

取りあげて了った︒公私の厘別のやか

時に諸方面に川してあったパスを全部
鳩川内閣は組閣の酵頭に於て首祁公

一︑公私の匡別

邸の雁止︑大臣の誰術雁止︑役人のマ
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さんなども︑衆議院議員としてパスは

業家で︑後に政治家となった武藤山治

尤も必要であると考えてゐる︒また賃

私どもはかうした人が今の世の中には

から笛親爺といふ沌名を瓶難したが︑

私の染みで私事であるといふのが恐ら

．話をするのは一つの公事である︒非は

は︑雑誌は一つの公器であり︑そ虹に

ンなことは一度もなかった︒とのこと

待たせるのが蒋通であるが︑翁にはソ

戒仙の諸氏が川かけることになり︑五

回畏寺派の高畠眉山︒大徳寺派の中村

に︑随行員として本願寺派の藤井禰宜︒

からうといふととになり︑鈴木氏の外

いて来た︒これに要した炎川は武藤︑

年に封する翁の訓話をき上︑これを誌

批などに折哀調をお訪いして．賃業青

私は︑芝高輪の本邸あるひは鎌倉の別

川本といふ従業雑誌の記若をしてゐた

で︑銀行なども経管してゐた︒賞業之

アメリカに輪川などした特名な貿易商

凹翁であった︒との人は川本の陶器を

砿別のやかましかったのは森村市左衛

合所となってゐる︶その席には同晃寺

縛したもので︑今でも財界の名士の集

であった朝吹英二氏の茶室をここに移

した︒︵との柴庵といふのは三井の亜役

にわたって含合し慾いろいろと相談を

池川成彬氏等と側兇寺前の柴庵に数回

畳寺前に住んでゐた同氏は︑牧野伸灘︑

の武藤山治氏で︑そのとろ北鎌介の回

このことを特に心配せられたのが前述

開係は甚だ憂ふべきものがあったが︑

った際で︑支那内地の旅行も衝に奔易

治的にもいろいろやかましい問題のあ

節として支那に赴いた︒との族行は政

が行って話をまとめ︑鈴木氏は伽教使

定通りに賞行に移し︑三菱には池田氏

挫を来したが︑故人の遺志をついで議

ソンなことで折角の企だても一時頓

蕊れた︒

ら速くない坂の途中で暴漢に襲はれて

類をもって北鎌介の家を川たが︑家か

銀行の加藤武男氏に話しに行く矯め書

から支出してもらった︒武藤氏は三菱

池川雨氏の枇話で︑鈍紡︑三井︑三菱

く翁の考であったと私は思ってゐる︒

卿に州溌して二ケ″間支那の各地を歩

貰ってゐても︑議員としての公用の外
は一切使は左かつた︒

二︑隠れた美談

て面含に行くと︑翁はよく券をうって

上に掲げたものであるが︑電話をかけ

内に住んでゐる鈴木大拙氏や︑もと勘

昭和九年の春︑満洲事鍵後の冊支の

ゐられた︒そして例外なしに私が座敷

ゐたが︑結局︑日支融和の篇め鈴木大

銀総裁の石井光雄氏などもつらなって

またそれとはちがった意味で公私の

に入ると同時に非盤を手早く片隅にお

拙さんに支那に行って此うのが一恭よ

しやられた︒大抵の人が基や将棋をさ
してゐるときは︑勝負のつくまで容を

や︑僻侶ともあって頗るよい結果を牧

滞りなく支那全土の著名な仰寺の住職

でなかったが王二学といふ人の世話で

１Ｊ

（26）

｜むるととができた︒中でも太虚法師とのやうにも羅漢のやうにも見うけられ

いふのが蒋介布の帥伏してゐた大徳でたが居士を世界的に今の如く有名に
その人との話しあひで︑その翌年からしたのも賞は柴庵の愈合がそのもとを
になった︒その巾には太虚法師空回向弟昭和十二年＄ロンドンで世界宗教大倉

支那の蒲い僧侶が我剛に留嬢すること篤したものともいへるであらう︒即ち
の芝峰法師の如き人もゐたが︑外に十のあったときなども︑牧野さんや池川
四五名の皐僻が波来し︑雌後に来た朱さんなどが柴庵に雄って相談して災川
天慧などといふ僻は︑太恥大皐を卒業をこしらへ︑鈴木さんに出かけて黄つ
後蹄剛して剛雌政府の飛膜の大畢に教たのである︒

きも川肺し︑汁六年の春以後は数凹辰上

わたりアメリカの大皐に識義に行かれ

たが︑そのもとは支那への日支融和使

節以来のつづきに外ならないのである

四︑松ケ岡文庫
鈴木大拙さんば︑あけて八十六歳の
高齢だが︑見たところ頭も眉毛も黒く
文字通りに鍵蝶たるものである︒煙ら
くⅢ災寺内に征はれてゐたが︑今はそ
の同ひの東慶寺の山上に氏の皐徳を慕

ふ人盆によって松ケ岡文脈に隣りして

翠文庫の賊本も．この巾に移符せられた

建てられた家に移られてゐる︒
松ケ岡文脈の賊書は今もなほ稚班巾
で︑古川欽紹氏が専らその事にあたら
れてゐろやうであるが︑城書は祁宗開
係のものが多く︑先年布井光雄氏の稜

から︑櫛籍巾の古書珍籍も定めし多い
ことと恩ばれる︒私は仰典は全くの門

一

門︑Ｉ︲耐Ｉも︐１．１︲︒ｌ卜︲ｌ﹃︲ｔＦｌｆ︲１０■ｄＨＢ

I

、

｜鞭をとってゐた︒

そしてこの間に於ける支那留皐術の少なくないやうであるが︑ロンドンに
一切の斐川は︑武藤氏未亡人千世子刀ぱ羽織袴といふ純ｎ本服で川かけ︑色
自の隙れた川識で︑昭和十年から十八の叫隙特徴ある顔の老人が︑流暢な英
一年まで崩約十年の洲綾けられていつ語で渦為とやったのには︑世界︲叩の畢
者が川をそばだてたといばれ︑同附し
↑稚刷蝋︑鈴木大拙さんがアメリカから驚いたとのことである︒この時の識淡

ｌ祇凸︲︲Ｐ︲ｑ︲・一ＯｇｑＩ５ｎ．円︒■

師り側髭寺で誰話をせられた際︑私は筆記は後に英文で﹁祁と日本粘祁﹂と外漢であるが︑祁僻の雛蹟や︑言打に
聡剛に川かけた︒その際︑朝比奈符長題して出版せられてゐる︒かうしたこは多大の興味を有し︑且つ住ゐも近い
は︑鈴木大拙さんを菩薩の再来だといとから鈴木大拙といふ名が惟界的に著ととであるから．整埋かついたならば
つて紹介せられたが︑沸塵のやうな長名となり︑経戦後の昭和汁五年に第二折変厄介になりたいと思ってゐる︒

い刑毛をした勝士の姿はいかにも菩薩同世界宗教大倉がハワイで州かれたと︵僻別命貝︶

1
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如月漫筆記者

︑︑

側々の新聞の三而記半を見て恩ふことは︑
何んと今の世の中には︑麓くような悪事が多
いことか︒同く親殺し︑子殺しを始めとして
の祁々の殺人事件︑日く磁縦︑白く暴行︑金
の持逃げ︑詐欺・描額等々数へきれない梶の
あらゆる称獅の犯罪が載って居る︒尤もこれ
は新附が一つの商業であるために︑人心がと
かく悪躯に興味をもつといふ性便を計算して
悪班を努めて集め︑葬班は蓮慰するといふ方
針のためでもあって︑全く善行美談が批にな
い課ではないが︑併し維戦この方悪蛎が仙の
中に著しく多くなったことは事迩であらう︒
若しもこれが明治・大正の時代であったな
らば︑今日のそれらの一々の出来事といふも
のは︑例外の例外である珍らしい覗昨で︑恐
らくは流行縦となり︑小純となって︑全剛都
々浦々に迄人心を捕えて涙を流させ︑語りつ
ぎ言ひつがれたであらうに︑今Ｈの人々には
何の開心もない日附茶飯蛎として受取らねば
ならぬ迄にマヒさせられた憾みかある︒何と
も批は蕊虎なことがいよいよ催しくなりつ入
あることであらう︒

またそれらの姥戒を犯す済が︑十五︑六戯
から三十歳そこそこまでが多く︑殊に大多数
を占めるのは二十歳蕊であることが特長で︑
それは大職争から維職後の常規を逸した脈念
で青少年として育って来た者たちである︑こ
れ詮思ふと︑畢校教育は素よりだが︑職争と
いふもの︑それが作り出した社命・人心の少

青年への影馨がどんなに大きいか︑空恐ろし
い感に打たれ︑一面その尤も大きい犠牲者で
ある今日の若人には心からの同楕を禁じ栂な
い・乃ち彼等は先輩の築いた圃家とか献街の
秩序といふ遁走は失ひ︑人生への希望を暗く
負はされたものは貧困と︑第一歩からの建設
であるからである︒

だが青少年諸溌は次期の圃民である︑先誰
たちはお瓦にその罪を償ふくく同情を以て彼
等のために住みよき祉命を作ることに努めね
ならぬが︑彼等も自暴白棄を捨てて断然立直
って貰はねばならぬ︒彼竿の尤も峡けて居る
ものは︑正しい深い思慮をもたぬこと︑そし
て事の変行に常っては趣畢である妄﹂とである

を老へる今へきで︑その間には弧い意志を以て

世に迩義が腫れたといはれるのは︑多くこの
虚に根を下して居るのである︒本能によるあ
れこれの欲望をそのまま浦すべく直ぐ庇行す
る︑その無思慮から面ぐ行ふ野荊は︑極端に
言へば狂人の行ひに似て︑変に恐るべきもの
なのである︒自分が慾することは自由だが︑
そのものについては︑人川として︑ｎ分の分
とか赫々の方面からよく考へて見なければ正
邪は決められない︒さてそれが正しいとなっ
た上に︑それを流すためには正しい手段方法
相常の忍耐をすることは常然で︑こ上に迩徳

︑

︑︑

が︑戦後一雇った若い人冬は兎角不始末勝ちで

記者の東京都噸に勤める一知人の話である

︑︑︑︑

心して居た︒すると突然或日タクシーの迩卿

ふ・﹁どうもこれだから若いものは安心出来な

手詑ヤッッケ︑金を添った犯人として︑その
某が稔撃されたといふのである︒どうしてそ
んなことをしたかと言へぱ︑自分でどうにも
慾しい物があって︑．それを災ふために金が慾
しいからといふ笠に簡躯明瞭なのだったとい

といふ︒この考への者が職曾に生祇し合ふ畔︑

い﹂と知人はいふのである︒
この若人に見ると︑唯あるものは限りない
慾望だけで︑思臓がなく︑淀現する逆も考へ
ず︑努力も辛抱もない︑直ぐ様右のものを左
へ持って行って川を足す︑恰もこれが人川の
術然の．行ひ位に老へるのである︒だからこれ
を防諜する者があれば︑平斌で殺しもする︑
群も加へるのであらう︒この心 は今日の若
人に共抽のもののやうである︒限りない慾望
溌施すことが仰山であり不等であって︑滋な
らぬことをしても︑これを拒む者を憎み職ふ

を以て︑必ず通を渉一むことである︑さうする

これは動物の惟界で︑秩序も向上もない修羅
場となるより外はない・
いう迄もなく︑人間は限りない脚分の慾望
の命令に従ふものではなく︑良心の命令を叩
くもので︑その外のものは辛抱して抑へる︑
良心の命令に従って笈行するには我悩弧い力

を恩ふ︒︵一・二○︶

ことによって︑人と人との利審がカチア︿ず
人もよく︑我にもよい歩みが川来るといふも
の︑これが迩徳なのである︒今日はやはり通
義心を興すことがほんとうに必要であること

がある課である︒

めに勤めて何一つ非難もなく︑この者はと安

去る者が多い中に︑或る一人は三年川もまじ
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面接のエチヶット
ー就職しようとする者のためにＩ

島次

者のような者とがあり︑エチケットは

との剛方面に存在しますが脳とこでは

ます而接される側のエチケットについ

て考えてみましょう︒

三︑人間像

たから落したというのでは︑いかにも

ん︑外が巾分ないのに︑﹁僕は﹂といっ

言葉の辿渡が柵いしたのです︒もちろ

て一価の人Ⅲ像を描いていると思いま

採りたいのだ﹂という︒探川者に閲し｜

意識的︑蝿意識的に︑﹁こういう人物が

たりするのですが︑而接に儲る者は︑

子窪唾鋤嘩宅諦温唖識唯や渥焔蓉岬恥一

単校の入単にも︑銀行称枇の就職に

鍵くつな亜役だと思うかも知れません

これは面接に於ける﹁僕は﹂という

も︑今では﹁必す﹂といってよい位⑮

が︑との頭役は︑﹁僕は﹂という言葉に

ⅢＥＬ

せん︒筆記試肱が通っても面接で落さ

て︑和手を批判し︑採否の判断を下す

す︒この人Ⅲ像︑洲想像が尺度となっ

而接といえば︑その巾には僻然伽接

惟康⁝容姿態度をも含めて

弓も

そ次のような事柄が含まれていましょ

を分析してみますと︑その巾には︑凡

しかし心どうちがうにしても適とれ

しょう︒

同じ職場でも︑人によってちがいま

ってちがいましょう︒

もちろん︑との人川像は︑職場にょ一

よって象徴される青年の態度なり︑思

ないことは︑これでもわかります︒凹

のだと思います︒

んな話を讃んだ︸﹂とがあります︒それ

みに﹁僕﹂は﹁君﹂に封する言葉で職

れます︒一言一行も忽がせにしてなら

は︑大畢を新しく卒業しようとする有

が︑口語の習わしであります︒

封等の人との唯封の際川いるというの

想なりに藩第軸をつけたものと察しら

偏な青年が︑自分の命吐に入肺したい

二︑面接をするものとされる

ども︑而接の時︑しきりに﹁催は﹂﹁僕

とかいう人と︑而接される︑入吐希望

するもの︑例えば御吐の係とか︑重役

︐もの

は﹂といって唯杵するので︑紡局やめ

い︑畢力といい︑申分がなかったけれ

駒を受けたが︑健康といい︑思想とい

といって︑所定の苦紙を出し︑筆記試

ある介肺の亜役の譜いた書物で︑こ

最ものことであります︒

を希望する新が︑川接を飛にするのも

而接という開門を通らなければなりま
れたという活を腿く耳にします︒就職

一︑面接時代

郎

ることにしたという活なのです︒
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川

自分を知ってもらうようにするととが

一言一行に細かく心を川い︑本とうの

才能⁝畢間技術

大切で︑少くも自分の不川意から︑談

惟格

教養⁝趣味︑思想

解されたり︑不併に評慨されたりする

︵己姿勢態度

四︑面接に富っての心掛

を並べてみましょう︒

ん︒それで今ごく卑近准二︒三の心得

ととのないようにしなければなりませ

僻殊の技能⁝その職場に於ける特別
の有川性

とれらの要素については︑単に面接
だけでなく︑各方面から緒密に調べま
す︒含祉によっては︑筆杵で皐力の試
験をし︑川身皐校から卒業の見込書や

唖韮権吋雑種吋社い恥弛剛堀越寺一

カチもまつ内なものを持っている

とと︑偶然の機命に︑人の眼に鯛

れるようなものに︑十分心を配ら

なければなりません︒

言葉は州手により︑場合により︑

︵三︶話し言葉

正しい姿勢態度はそのまま健股を

ん︒畢生川志の言葉をそのままこ

皐業成絞書・性行調在害︑身総械在書

現わし︑溌刺たる紡祁を現わしま

適切なものでなければなりませ

等の提出を求めます︒堀興を添えた自

敬語とその認識は︐わが間の言

ういう脈で使ってばなりません︒

その中には時代と共に慶れたり︐

葉の一つの特色となっています︒

別しているのも︑意味のある事で

蕪僻汽叉伽姿騰ともいう︶とを瞳

す︒古来耀法では﹁生気僻﹂と﹁死

筆の履歴書はいうまでもありません︒

ですから︑面接の前に︑既に大磯のと
ころはわかっているのです︒それを更
に本人にあおうとするのは︑これによ

すが︑次お自分の身内の肴のこと

簡素化されたりしたものもありま

を人に語るのに︑敬稚︒敬語を川

に注意すべきは︑手の春と足の形
です︒殊に手は人の眼につき易い

いないことを始め︑長上の雁符に

あります︒人の前に出た時に︑特

りに接して︑輿にその人となりを知ろ

ものです︒爪は短か口に切り︑手

って︑也接その人の様子なり︑態度な
うとするのです︒面接を受ける者の側

今でも行われています︒

言葉を避けるというような事等は

川いるとか︑女子はなるべくです

いえで受けて︑答をする形式︶を

は︑受け答えの方式︵はい又はい

清潔のものを正しく誇ること︒靴

︵二︶服装

たたないようにします︒

に心を川吻川来るだけ人の川に

はいつも清潔にして︑手の世き方

から言えば．駈け引きのない︑本とう
の自分を知ってもらおうとするのです
そとで面接するものは︑最も冷静に︑

成心を挟ます︑正しく州手を見ること
が大切であり︑面接を受けるものは︑
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服装は人格の装いといいますが

振りません︒足喬の高いのや︑蝶

而接には極めて不利な娠件でありま

も群えられないというようなことは︑

心のために︑気後れがして︑思うこと

す︒この大きな障害物を取り除く一つ

がしいのは︑靴のはき方によるこ

の方法は︑十一分な川意であり︑誠心賊

言葉もよく人を表わすものであり

諦椅離椅は法に従い︑按拶は必

とが少くありません︒

ず立ってするのは立鵬式の定法で

ます︒勿論と鯉は平素の心がけが
艇も大切であります︒
︵四︶晦接の態度

言ったことを川来るだけ問をきき

ｎのつけどころに注意し︑先方の

りません︒ただ顔を兄て︑話をするだ

の砿嬰な一部であることを忘れてはな

ないのですが︑私どもは動作も亦而接

こういうように書いて来れば限りは

胸七一分だよ︒そのかわり︑勿柵ねえ

て人に訓つたという

あります︒橘優故市村羽左衛門が︑称

のの祇等にはずい分参考になることが

意であります︒謹能家の舞姦にたつも

返すことのないようにしましょう

話だが︑天子様の前だろうが︑大工

す︒

静かな話し振︑スムースな禽折の

けが︑面接ではないのです︒その宝に

自然で落ちついていたいものです

進行は誰にも好い感じを典えます

於ける言語動作の一切が︑評慨の封象

の七五郎さんの前だろうが︑肌一ぱ

あるように思います︒︹秤議員︺

という言葉には︑酌めども沸きぬ味が

一番無駄なことなんだよ：⁝・﹂

とにかく舞蕊で硬くなるつてのが︑

いの蕊につゆ川かの駈引もねえんだ

﹁あつしの舞蕊なんか︑通三分の度

聞かれた事に封して︑すぐに﹁わ

となるのであります︒

るためには︑

さてｎ分の興溌を十一分に先方に仰え

は

五︑本とうの自分を現わすに

かりません﹂等というのは軽卒に
兄えますが︑獣り込んでいるのも
感じの悪いものです︒
︵五︶淑やかな動作

ドア又は戸をあけて︑而撰宝には

︵こ十分な川意
︵二︶誠心誠意ｌ熱意

いったら︑入岡に立ちどまり魁ま

︵三︶心の落ちつき
が大切でありますが︑わけても心すく

に進みます︒この際戸口で挨拶︾と

きは︑小心で︑あがることです︒勿論

ず内の様子を一兄してから︑櫛か

は正面を兄︑上総を起こし︑手は

する場合もありましょう︒歩くに

倣慢や服偽の態度はいけませんが埜小

い．殖咽

自然に椛拠る粍度に止め︑決して
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道徳閣慨懇談含の記

閲撹の待尚がおなにその職分の上に責任を感
じてのこととて︑各剛慨の機開誌等に福戦し

の零談院議長公邸で川化したＡ本命よりは︑

六剛磯の道義懇談命は︑第四岡を一月十四
日︹令︺午後一時半から︑例によって上大崎

があった︒

ひ︑更に河井坐最より今日迄の中川愈計報告

く︑坐長に迩術に一任するとと竿を語り合

と︑また第五卿の縄含は︑三月中に州催す今へ

る者より公Ⅲ選翠の通勤に力を致すべきこ

それから今後の問題として︑つ画いて更に
委員念として︑具慨的に仙令の徳旧について
六剛慨の溌大公約数とするところに雑く研究
をすること︑選畢を前にして︑その立場にあ

なった︒

て︑弁剛髄が今後それ人︑の各自の使命逢行
にあたって︑一層の努力を期すること︑これ
は禰然のこととして応ちに決定した︒それか
ら我々のこの巾合せを︑文部脊或は各新附祇
あたりにも示して︑何らの協力を七ふべきで
あるとの意見もあって︑これを中心に各自和
々と意見を述べ合ったが︑これは何れ通常の
時期を見て行ふことが望ましいとの結論に達
し︑これについては坐装等に一任することと

下村︑野口︑津田︑制田の四理事出席︶
先づ坐畏河井蛎八氏︹大日本報徳吐︶より
今日の議題とするところの︑迩義昂揚に閲す
る大間慨の巾合案に封する群議︑その案を決
定後どう取扱ふかの問題などについて協議を
願ふことになって居ると挨拶され︑まず巾合
案作成の小委員倉の委員長下村毒一氏︵日本
弘通命︶より純過の報告を願ふことしだ︒そ
こで下村小委員艇は︑前岡の総命に於て︑出
席者各位の意見のあるところ︑又其の後零面
を以て各位より意見を示されたところを参一考
にして︑前回の案に封し︑委員倉は更に修正
を加へて︑この案を作成したその耗過を詳細
に読明され︑終ってその案に封して群議をす
ることとなった︒野口明氏︹日本弘近衛︶︑中
川望氏︵大日本報徳杜︶︑石川謙氏︵石門心畢
男氏︹龍門職︶︑河井蝿一八氏︵大日本報徳社︶︑

含︶︑中野邦一氏︵迩義押雄通勤本部︶︑明石照

佐奄井信太郎氏︵大日本報徳肺︶等々の諦氏
より︑字句の訂正意見があって︑それ人︑訂
正遂に巻頭記載のように巾合が遂に決定を見
るに至った︒

ついでこの決定を見た巾合をどう取扱ふか
についての協議に入り︑先づこの叩合は︑六

１１１

これで一階識定の議事を雑り︑それより︑
茶菓を喫しっっ︑日教組の問題︑新附杜の内
燕話︑鋪二次枇界大職に開する日本蝋民の考
へ方のこと竿々︑それからそれへと話題の霊
きいまＬ語り合ひ︑午後四昨半散存した︒
恩へば昨年七月︑河井蝿八︑小倉正恒︑肌
石照男の諸氏の提議で︑今刊の日本の憂ふく
営遁義不振時代に直面して︑心を同じくする

我々六剛髄が︑お互の責任を姉感すると共に

相剛して︑各胤の通勤に一層努力しつつ︑史

手︵︾︒

に六刷盤が協力して力を弧くし︑国民の逆義
心を促すようにありたいものだと︑ここに第
四岡の細含を荻ね︑三凶の委員倉を総て︑こ
の申合せ壁決定するまでに漕ぎつけたこと
は︑一つの成果であって︑この六刷盤の懇談
含結成の趣旨の最初の変であるといへよう︒
しかしこれは何といっても入門のことであ
って︑問題は今後にあることは勿論である︒
今後は仙々の典盤的徳日についての︑新唯代
に庭すべき解決であらうが︑半は素より亜大
であり大間題であるが︑更にこの六剛挫は︑
そこを目指して進むべく︑期したいものであ

さてこの迩義昂揚の問題は︑挫本問題で亜
大な問題であるが︑その災を翠げることは︑
最も困難であって︑獅り思想や教育だけに関
することではなく︑政治にも耗桝にも枇含に
も交渉するところが多く︑世の大勢に抗して
一朝一夕に成し得るといった性賀のものでは
ないから︑倦まず怠らずの努力を続けて︑長
い歳月をかけての仕事であるとしなければな
らない︒でも近頃は︑世の中がこれでは困る
畢校でも喉けとか修身とかのことが希望とし
て述べられるやうになったことは︑幽民の近
義への芽生えとも見るべく我々にとって心職
いことである︒これを見ても決して人の枇は

見捨てたものではないように恩はれる︵一︒己︶
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︐１
Ｊ

刈必

シクレ人となることを得たのは︑ゑく先生の

ん郡件・教育法案の漉交の辿過等怪しからん

けについても京都旭丘事件・東京細山鏡子さ

一蒋凌という所です︒

事件が山積しています︒斑弘道野の活動も猶

の様な鈍才も大に力を得て今間迄︑堪界のハ

偶糞口を衝いて出された此教訓があった篇で
あると云ふことを︑時壁思ひ出しては師恩に

しにならぬ百鬼喪行です︒この度相を克く打

日教組間に潜入している危繊分子の思想な

己之を百たびし諺人十たび之を能せぱ己之を

です︒能くわかる私佑ではあるが弘道の識者

叫けているのも一商校の教員たる門弟の手紙

感謝して届る次第である︒私は蕊刈な教肯を

千たびす﹂とあるのに心打たれたものが︑三

にも世相熟知の参考にもなると恩うから公に

で正しい甥をするなど鳩鹿の竹政という御一話

シ子の魂となって跨って居ったのに拍車をか

ど洞に篭きます︒悪事をするのが歯り前の事

けて︑先生の天才鈍才論が私の皐間修莱の良

受けたため幼少の折︑四書五経の素淑等を塁

一は井上先生であった︒そこで大腿院に業を了

する必嬰のない所ま黒して之を世蕊迄好使を

んだ時︑巾州の中に﹁人一たび之を能すれば

一る迄︑前後約十年州は術に先生の門に出入し

きＨ常訓となって今川に至ったものであると

｜東氷帝大布騒中岐も多く御吐祇になったの

一て間数に接した︒共巾で先生は︑昨盈談笑の

以て御届けします︒

蕊備考Ｍ洲は北っ言っています︒某先生同

を光生生誕商年祭の夕に儲り︑深く感謝の念

恩ふ︒此一事を以てしても師恩の大なること

く︒﹁俺の側からみれば男のくせに酒が飲め

ない奴は去勢勅物の仲間だ﹂ｌ職員室でこん

な睦をききました︒ここまで教育界も塗った

のです︒この教員の言葉には所調新らしいと

いう人川が存しているかもしれませんが︑然

しこの人の月から見れば小生の如きは去勢動

このＭ打は年は若いが東京の商等の鋸．剛で研

物の非人川の部類に脇するかもしれません︒

究生活を綾け乍ら高校の先生をしておられる

﹁お知らせ﹂

堪えざるものがあります︒︹文梁伸士︶

噸に蝿って勝るものはドの拙談であぁ︒即ち
一先生が一日云はれるには︑堪問は矢張り勤勉
が必要である︒いくら天半だからと云って︑

堪校卒堆後遊怖に謀して鵬ること三年もやっ
たら︑折角の天才も駄目になって仕舞ふ︒若
し此三年州を︑たとい多少鈍才であっても刻
韓濡肋︑黒間に一心不乱であったならば︑そ

冠省︑久しく御無沙汰失確︑﹁弘道誌﹂も

方で︑禁酒禁煙でやり通している立派な方で

う云ふ鈍才はナマヵワの天才を追越して仕舞
ふこと疑ない︒古人が﹁擢んで以って聖人に

ません︒昨今の世相は如側ですか︒教育界だ

玄

毎凹日進月歩の燈裁を整え御鑑力鰐賀に湛え

膝

のに外ならないと︒こう云はれた︒共虚で私

名

一間に極みへお話を下さった︒其巾で維始︑私の

加藤玄智

生挺而年式場にて

故井上哲次郎先生

−

！
韮くし﹂と道破したのも︑此﹄輿理を指したも

加
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m

禁酒禁煙を公に溌表した︒それだから私は妬

この人が未だ黒生時代仰教寺院附厨の布行ぬまで酒︑煙草は口に出来ないという破Ｈに

と明確にして行けば今日の祉習にも大なる寄

典をもたらす謡でしょう︒云み︑︒

ノ

す︒

ノ

多くは僻侶だが或は東大或は早大に通う人洋へいたところを公に砿認識言したのに過ぎない

I

な等捕舎に起川されていたが︑この寄捕生のな２﹂しまった︒然しそれは従来の資行して

〉

企六耐側

金試両叫

称員粋慨送料共

○道徳教育誰話

肯貝特佃送料共

○泊翁西村茂樹僻

Ⅲ

であったのに門前の不許葦洲入山門の立札のからそれで私は浦足している︒布名な﹁クラ
してＭ北は勤勉なＨみへの生活であったから彼短時日の間に教化されたのも全く先生禁煙に

許で油を欲む嘘咋はするの飢暴狼蒋︑之に反−ク﹂先生が札幌農駆校の駆生をあれ程迄に
竿はＭ打を純名して﹁Ｍ輝士﹂と懲笑してお開する没雌行が一噸四であったことを銘一記せ
ったそうだ︒こんな手介が商等の畢校を卒業ねばならぬ︒疫践窮行なくしてど鳥：﹄道徳が

して先生になった畔どんなふうに生徒詮教育あり︑どこに雅教があろうか？心すべきこ
するかと触ってもぞっとする︒それが坊さんとだと似う︒そこでＭ荊の手紙をなほ縦け
の出身ときけば︑たほ一屑驚かるるではないる︒
か︒回臓すれば三︑四年前の半だと旭うが談除談は別としてさてまたＭ汁は云う︒昨夜
曾で大陸と女代議士とが洲の上で口論吐嘩を祁中の法華米の曹にて某為大堪生を小心とし
して︑内外の笑をかつたが之に篭激して私のて丈畢悼士Ｓ教授の﹁仰教と生活﹂と題する
卿勝している御殿場東山の脆志背年がその翌誰話がありました︒某灸大終生等の仰教に卿
年の一〃成人の日に突然私を訪ね︑彼等は将心をよせる青年もいました︒後で仰教戒律の
来日本を背負２Ｌたつ青年としてこの際禁酒問迦に鯛れました︒酒諸飲んでもよいが︑飲
ゞ興民圏を酸起したから老生にも養成ＬＬくれまれてはならぬという甚だ仰教畢者として不
てきた老生は勿論賛成した︒然し口ばかり賛て蝋に催説とい２しいるのは辿憾である︒小

一る襟にと申出て来た︒元来禁酒禁煙に維始し徹底な脚己流な解繰で︑﹁業﹂の問題につい

成したところが共津黛の平和攻勢の襟になつ生も光づこの二靴について腫刺な質問を出し
一て︑︑答脚だからなんにもならぬ︒老生は賀主した︒今日は仙教を食い物にする人があま
−行を以て養成しようと断●蒜してこのときからりにも多いと思います︒抑教の合理性をもつ

一
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ﾉ

水呑百姓
V
:
松

続きて﹁水芥面拙︲一陛は特に定装と秘するほどの事柄ではないけ

為州交はるに祁柑の態唯を以てすることだし﹂︑斯く説助きれてある︒

くす通であると解かれ︑槻は五術︵仁諺韮︑職︑智︑信︺の一にして人

然町︑燕詳によれば︑﹁澱節﹂とは職俵とめ課合であって︑鵬をつ

笹迄

して止まぬ︒

后も斯・かる農業通先生の本誌に出猟指導あらんこのを衷心から希望

鼓に報恩感納の念︑禁ず蕃能はず︑恭しく次悼の意遂表す︒伽ほ今

成と恥叫︑ぞへきか︑功成り名注げて逝去せられたとの計報に接し︑

あった雌︑剛先生には何れも八十才以上の商齢で︑而も︑人雄の完

耐命数行開係の氾柵︑執姉の上︑汗々念貝の鯛め燕陶をなされつ上

りし︑本多ゞ静六先雄並に山崎延吉先生が︑厘々この弘遡誌に農道的

畔に忠ひ起すことは︑仲てより芥が崇拝する︑本称の特別称蜘た

際とし︑地方の晋伶も︑まさか杏ではあるまい・

おとづれやぶきか

弧に無益ではなかろうと存念される︒従って折を本誌に愈貝の

謁穴が ち

する猫川本の称典たるもの．︑何ぞ﹁腿業と批徳﹂に就ての研究も亦︑

の鮫も信頼する教化捌柵であり︑或は又︑古来から農を以て幽本と

との瓜詐である︒これ︑果して然りとすれば︑本称は︑況んや脳民

を閲みし灰かに附くところにＮみ︑全行員の凡そ九荊は農村人なり

通御に入命してより︑ここ既に約二十年を辿り琴↑たが︑此間の愛遥

勿れ﹂てふ調を略述したい︒先づ緒雷として︑予︑前つ方︑日本弘

いはれ

愛に﹁水杯同姓﹂と標題し︑内容は﹁瀞節を知りて氷呑百姓たる

木

れど恥︑擁し﹁抗しを鵬火﹂と言ふ意味の様であり︑また併諦に﹁貧

くちずさ

乏で湯も茶も赤めない水亦百雄﹂と口雅ぶ旅さえある︒だが之れを

て︑躯ら腿業を灘櫛する時︑所調︑生産の三要素即ち土地︑費本︑

要するに︑荷しくも農業者とし︑財の産出詮Ⅱ的に作物等詮栽培し

然るに︑往々迩術なる土地︑努力を保打しながら︑現没に於て︑

努力の三催件は必要峡く響へからざるものである︒

黄本︵符農査金︶のうち約一二○％を占むる︑尤も販要な︑この肥料

か

黄金すら事鉦き︑其の準術なく浅はかにも︑農業手形或は管艇査金

などの低利笠金俄入に︑斯う依存する耗将科の少なからざることを

辿憾ながら姉切に見受くる次第だが︑これは恰かも︑貧困窮まる零

して更に︑これを放惟牌陛と呼び︑信の健全腿家たる交桁を持つこ

細農︵過小農︶に等しい方法だと︑この様に考へさせられた︒そう

とが出来ない︒なぜならば此の肥料代金は陛業維待上︑流動蓑産の

例へぱ適性なる土地︑努力詮典伽しながし藩し笠木に就て︑不健

大部分を右し︑幣災安定には桃だ緊要とするからであるのだ︒

匡畔つき

全なる溺鮎の存ずる維栂方法を行ふ場合︑ふと紙済の雛寄せ︑また

は焦付やら︑術その上に川作︑災難など破れて礎い来るとすれば︑
それこそ忽ち恐慌を来たし︑叫復の手段に芥しむ︑悲惨な﹁水存百

さ

姓﹂の範例︑蛎態に抵込肋られろ猫だにある︒
それだから折角︑艇錐を紙櫛するならば︑適正蝿棋腿家︹川畑一
町五反歩以上耕作するもの又はこれに相術するもの︶として恥ぢざ
る健全︑若庇なる合蝿化の特陛振が望ましく︑そして素直に︑やが
ての繁栄の侭めに努力し︑矛︑うすること雁よりて﹁衣食足りて澱節
を知る﹂の一批から︑本常の豊かな文化生祇で︑ｎ心︹心から︶化み
ひたすら

よい艇村に於て︑この日常を鐘りたいと︑無う勘考せざるを僻ない

︵愈貝・元催業技部術竹︶

そこで八粁﹁水赤面雌たる勿れ﹂と炎々も腫刺にして此の貸金佑
入竿やらない心椎へが︑殊更肝嬰だと斯様に信ず︒
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鈴

弘道詩林
三好凌石選

｜︑乙未元皿八土︿史家蝿大森午︵茨城︶
○○○○○○○○００○○○○○○○○００○○Ｏ

○○○○○
天下物特春︒

海東日川暇光新︒秀麗山河淑気均︒偏喜闘鈎典年改︒今朝

むおＥ︑殖℃猫込︑︑Ｅも︑芯○○００○○００○

八十六回存叉来︒那遥脈脈曙香催︒名奔利走非吾事︒一晩

祇漁雅︒余有次訓︒附記子後︒

○○○００
川門探野梅︒評日︒前首言幽政︒筆致通勤︒後甘言測己境地︒筑

⑤焚別澗洞祁官岡川足秀翁七十七蒜

九十三聖如零慶野脈作︹茨城︶
も乃込︑︑ＬＥ℃︑Ｅ︑ＥもＥＯ○○○○○○００

本職紳官致佃誠．古稀加七老迩柴︒凧鍵附酒稲川蒜︒赤瀧
◎○○○○
高堂湧頒蕊︒評日︒措僻淑雅︒存気側溢︒

︑賀澗川東耕翁七十七毒同人

︑℃℃︑℃︑︑︑︑込砧・込Ｅ︑○○００００○○Ｏ

躯齢鶴算新︒評臼︒老健凌批︒狸齢可毒︒喜諦米毒︒邦人之榊︒

０．０００Ｏ

白髪如霜老迩健︒平生吟筆楽天員︒兇孫祷膝拷稲毒︒願興
喜倣干草之僻磯︒米原子榊之鎚慨︒中剛詩人︒以詳概論年謙考︑唯

六十有華叩之称汚叩︒．

＠新赤偶感九十聖有隣廿谷徳次郎︵宇都宮︶
○○○○○○○ＣＯ○○○○００○○○○○○○○

不望柴響不厭貧︒江湖歴誰幾辛酸︒畢杯先喜身弧健︒迂得

○○○○○
今年九十奔︒評日︒酢胃快適︒脚誇脳健︒不勝慶焚之至︒

＠白毒七十七七十七聖互村田中和︵千葉︶

℃︑℃ＥＥ︑︑℃℃Ｅ︑ｈ︑︑○００００００００

○○○○○
除生向毒泰︒評臼︒拙健側毒︒迎赤錐一課︒鍍可専悦︒

否是寒一付一野人︒掘歌又作大卒民︒老齢七十七頑健︒保押

︑崖題泉恭賊瀧山箕怖唖︹茨城︶

○００○○○○○○○○○○００○○○○○○○○

暁色諏菰水色明︒綜徐渡渡碧如蕊︒泉源向有蛾祁筑︒五十

意者︒

○○○○○
鈴川寓古清︒評臼︒清新︒此題毎一句不可離水︒則起結照雁得題

＠乙未新年作八十聖禿埜青柳千万吉︵群馬︶
○Ｏ○○○○○００○○○○○○○０○○００ＯＯ
紳自衆懐付彼茜︒紅蕊巳絶夢潅進︒思無邪魔諦惟梁︒岬欲
０００○○○○○○○○○○００○○Ｏ○○○○○

併堺︒逝僻濡徹︒所以保共商蒜︒

洲時涌可最︒世上段斑岐狗吠︒人間富貴戒膳揚︒老生只喜
○○○００○○○○Ｏ
新奔至︒両歳仏除二十新︒評弓前聯詩酒之梁事︒後聯莱南之

︑新年作七十七聖束緋石川藤作︵茨竣︶

０○○○○○○００○○○○００○○００○○○○

○００○○
先頒一家春︒評臼︒清欺︒可且一家之景幅︒

除生幸遇歳韮新︒墾撰猫誇斌健身︒七十七翁椴不極︒囲蕊

＠叩午歳晩移山寺烏慶六千難︶

込ＬＬ︑ⅢＥＥ℃埴︑︑︑︑℃○００００○○○○

去去州魂招不臨︒吟怖室嘆蕎交非︒長生有訣何其必︒也伯

＠乙未新年同人

○○○００
吾齢近古稀︒評臼︒叶露興怖︒詞斑内碓︒故瀧拙祉︒感侮何堆︒

︑Ｅ︑︑℃℃︑迅述迅埴℃池ＬＯ００○○○○００

白首遼掛婆尾鵬︒鴻釣一輔迂新陽︒譲害未弛亡羊歎︒只赫

＠突弟長島亮平︵埼玉︶

○○０００
塾窓得毒康︒評日︒三四浦健︒

○Ｏ○Ｏ○○○○○○○○○○○００○○○○○○

○○○００
征鴻群募哀︒評臼︒繁々有捉︒衷情殊深︒

底事情農蝉計来︒不堪痛惜涙頻催︒死生有命雑難奈︒忍聴

⑤遊薦湖菜浦大塚柳吾︹横誠３
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１１︲

１Ｊ

︑︑迅恥ｎ瓦ＥＥ︑Ⅱ○○○○○○○○○○℃Ｅ
無所兄︺沓瞬未全荒．遊子乗舟去︒丹楓映夕陽︒評臼︒平

︑ｂ殖︑Ｅ︑︑︑︑Ｌ︑Ｅも・砥ＥＥ︑︑

弧収上卿散．天唯路羊腸︒岳雲含晴白ｃ湖波向幕若︒古開

騰︒掘肘之怖間深︒

向零夜訪友悪蹄綻坂砿︵千葉︶

︑Ｅ℃芯︑︑℃︑℃ＥＬＥ︑ｎｏ○○○○○○ＯＯ
○○○○○
魂併進火亨威︺評月一一両幽雅︒唾掴Ｈｆ

Ｘ花散乱人行少︒猫蒋撫蓑夜叩罪︒慰我主人光棚酒︒陶然

向︾追憶松半哩亮先生

八十四型江束片側安︹術川︶
○○○○○○○○○○○○○○○○○ＯＯ○○００

︑槻楓岐瀧肝澱旭太郎︵横涜︶

︑ＥＬ︑℃や埴ＥＥＬＬ︑込︑︑︑℃︑︑咽︑Ｅ︑
新染寓川紅欲然︒白雲鯛映夕陽天︒行人駐杖楓林下︒騒容
︑ＥＥ℃℃○○○○○○○○○○○○○○︑Ｅ︑︑

︑ももＬ︑︑︑︑Ⅲ︑

附瓢革野逢︒雌坂崎順通遼辿︒宋一山突九到屑轍︒風光猫娃

⑤稀僻避難疋川直︵一州岡︶

鵬．干納︒青女凝粧何一雌好︒評臼︒卒淡な味︒紫致池然︒

込︑１︑︑︑︑︑︑ＥＬ込込述○○○○○○○○○

蕊徒披魂端遥奈︒山腹俄遡秋零鯛︒蓮岳娩然何川州︒両方

︑迭湘井一作先生松江勝美展浩︶

○○○○○
捜索宛無能︒評日︒峨得侭謡︒変靭捕命︒痴情何堪︒

ⅡＥＥ℃︑︑︑述八込迅Ｌ℃ＬＯ○○○○○○００

横校育英三十年︒風辛雲苦節侃全︒撫来砺凄瀕懐藩︒一僻
○○○○○

破徳除慶見商孫︒体家裁畢祢淵源し先生風椛伽如在︒千載

雌消送別雄︒評弓排跡平淡︒一結打離別無限と峠︒

０○○○○

⑤斑侃粛翁彰徳碑除幕式極粁秘野雫英流早葉︶
＄込込咽胞恥阻︑︑︑砥Ｅ︑ｈ○○○○○○○○○

○００○○
千戦仰商猪︒評日︒河意術醇︒徳風町慕︒

先生殿後有除柴︒門下如雲拷致誠︒一片蝋碑伸不朽︒徳風

︑昨亦打感松陰力根恭︑可︵千葉︶
０○．○○○

⑤途別雲禰村川一雄︵横満︶

℃砧込︑︑︑︑Ｅ屯ＬＯ００○○○○○○○
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長蒋斯逝坤︒評弓三瀬岬︒三四叫深︒

︑悼木祢三香詞宗汀崖林桁之助︵千葉︶

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

機巾致恢身︒評弓筆致浦雅︒風祁︑凡︒

○００○○

夙箪先賢風格涼︒河才文瀧本超倫︒州飛不保而年毒︒白玉

⑤述懐八十七聖椛翁菅野三郎論︵祁島︶

Ⅱ℃殖︑Ｅ︑︑︑埴ＬＬ︑℃ｈＯ○○○○○○○○

時移仙愛郷鵡鈎︒物価商騰人泣貧︒政界紛稲何所誰︒不知

○○○００○○○○００００００○○００○○○○

安定是生民︒評臼︒新弊︒

養祁元来任自然︒砺生能勉僻偏杢︒堪嘆少批頑迷輩︒胤行

○○○００
雌倫命筒梢︺評日︒酢旨妓叩儒者年之戒

⑤蓬莱岱山椎名保弘︵術山︶

評臼︒好贈︒鞭怖向見︒

夢逐少年円︒壮懐志不移︒嘆吾無一物︒佳別数篇諦︒

℃︑迫℃︑︑私Ｅ︑猫○○○Ｏ○○○○○Ｏ

一天懸日月︒呈瑞自無彊︒仰見蓬莱烏︒奔風蔦里長︒

＠秋典八十四災辿碓小川筋棚︵祇

評臼︒一結削然︒

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

西風吹挟兇郷塞︒栗紫糠黄叉柿丹︒那菟奪雌千里外︒

℃恥︑Ｌ︑Ｅ︑沿いＬＥＥｎ℃○○○○○○○○○

００○○○
秋味助浦職︒評日︒風桁超然︒浦典無派︒

＠時事偶成如山片岡佐仲︵千葉︶

○００○○

内治未安災︒評弓憂昨慨世︒亦是瓜人之旨︒

政椛一鍵放云新︒朋難誰能感慨頻︒眼看祉怖輔亜大︒外交

唯o

−

−

−

猫､職、｜

蛙蝉芭
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9巳幽

だも
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柿の葉のはや散りはててから枝に熟賞いくつか夕日に光る

○埼玉螺大久保雌Ⅱ
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○
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友深谷市石川奈美張一

久しくも勝を誇りし同胞のいましめにせよ敗戦のあと

戦後自戒禰烏市菅野椛翁｜
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習字埼玉螺持川永三郎
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蛮欣埼玉蛎鈴木治行

天口玉椎梓化辰︒只兇ｎ頭生気新︒志業期成坤欲力︒一鞭
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春厨松江市平井常清
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本含棄報
△小笠原氏の芳志︒持別倉員小笠原擬生氏は

本命に金参画岡也を群附さる︒御芳怖を感謝
す︒

△河野氏の芳志︒特別曾貝文畢岬士河野省三
氏は︑この度本官に金壷千側也を海附さる・

△吉田茂氏逝去︒本命特別愈貝吉川茂氏は十

抑芳怖を渋謝す︒

ｉＩ

にて暴行︑本命より荊田主事参列弔意を表せ
１０

△謝剰細制欝謝割側︒土一月十九日本含据老愈

△懸賞論文締切︑藻て本愈に於て︑迩義再建

のため二問題の懸賞論文を募集中であった

が︑期だの遡り去る一月三十一日を以て碓募

貝高梨惣助氏には一八十八歳の商齢を以て逝去

委貝含︑全蝋の公私川評館︑日本倫迎畢一剛か

は︑全幽各大畢の倫理︑哲畢科︑全幽の教方

員たること五十年以上に及び︑各籾の委員等

に︑趣旨諜及ポスターを塗って︑お願ひすｅ

論文を締切る︒本宮としては︑この募集に

に任じ︑壷力きるところ多一大なる至誠の人で

さる・氏は教育界の功努者であり︑本含に脅

あったが︑誠に哀悼に塊へない︒一・千一日南

って︑多数の雁募論文を各方面から奇せら上

ところがあったが︑幸に各方面の御霊力によ

たことは何よりであった︒これよりこれ心

△潮氏逝く︒特別称風潮悪之輔氏には一月九

て︑癖査する課で︑その結果は︑来る五川下

雁募論文を溌告の避鈴姿員の諸先生方によシ

田主唯川席脳意を表せり︒

品川の火龍寺に於て葬儀を畢行︑木曾より割

日逝去︑享年七十有三・氏は島根螺出芽で︑

の中に立汲なものがあって︑斯逝の那雄に箕

句迄に蕊表する諜定であるか︑糞くはそれ・し

△六国篭懇談言︒迩徳六周髄の誤談曾は︑一

△演名氏逝去︒編島螺中村町の長老宥貝演名

するものがあらんことを所る次第である︒

んで哀悼す︒

内務悔界の元老であり︑人桁者であった︒謹

月十四日参議院蕨遥公邸で開催︑六刷鎧申合

去︒哀悼︒

（40）

二月九日逝去︒六十九歳︑哀悼に堪へない︒
氏は曾て厚生大厄︑車滞大臣等にも歴任され
又祁迩方而に謹力されるところ脳る多く︑人
△山岡氏逝去︒狩別愈貝山岡干珂子氏には︑

椿者であった︒

十二〃八日逝去︒哀悼に堪へず︑女火はｆ称

案を討瀧決定︑後獅を懇談せり︒本命よりは

坤綱氏は︑一月七日八十八歳の尚齢を川︾Ｌ逝

下村剛倉挺︑瀧田︑呼口の理事及び割田主懇

仙人艇蝿秤が地元熊谷市の打志によって︑一

△石坂氏の個展︒僻別宙貝石抜菱平氏の番の

図技蝕に大相撲を見物せり︒

逝徳械文祥迂套典愈の雄一同初顔合せをなし

△論文審査委員書︒一″二十一日︑本称懸寅

出席せり︒

に称員たること六十除年に及び︑本曾の女子

部創設以来本含に設力さるること多大なる功
捗者であり︑大元老であった︒女史は故山側
米錐挑仙夫人で︑孜育界の慨牙背︑なほ弾道︑

歌迩に名を成し︑殊に近に志鮪く︑献身的に
て︑享年八十三歳の尚齢であった︑識んで衷

月廿一汁二熊谷市に附催とのこと愛役︒

本曾に識され︑現存女子部の唯一の人であっ

悼す︒御葬儀は十二月十凹日谷巾坂川天眼寺

、
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昭和三十年元旦
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○編輯だより
○明けましておめでたう御庄います︑本年も
州礎らぬ各位の御指導をお願ひ巾上げます︒

弘道賓償一冊金参拾圃也

弘道含入愈手綴

！︲Ｉ
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東京都千代川腿西神田ニノ一

印刷所東京芸豆共立壮印刷所

東京都千代出睡神田紳保町三ノ十

印刷人春山治部左憶門

東京都千代川腿抑田神保町三ノ十

榊怖嫌割出斧二

東京都千代田随西神田二ノー

昭和三十年二月一日蕊行

１１●

本愈編桝部へ御州談を乞ふ︒

○本誌贋告の件については︑

岡封入の方に鐘付す︒

する外に種々の特典あり︑規則書は郵券拾

をとること︒曾員には雑誌弘遼を無料配布

一ヶ年曾我令百試拾園を排込み入曾の手続

』

︑︑

○昨年はまことにいやな年であった︑本平は
︑︑

よい年にしたい︑これは凹民繋げての新年詮
迎へての願ひでありませう︒尤も本年こそは
の年頭の心持といってよいものですが︑何ん

との望みは︑今年に限った課ではなく︑年な
としても枕皮によいことのない仙の巾とて︑

本年はその希望に一雁弧いものがあります︒
○本年は選翠々奄の迩綾であるようです︒よ
い年遊ば洲様まかせにより︑唯て持つべきで
はないから・まづ此の避翠あたりから手始め

でせ︸う︒

にして︑剛此の一致した力にして︑よい年を
作りたいものですが︑政論の一つだけでも多
少よくなれば諺たれだけ光明がさし出すこと

お願ひ巾上げます︒

○課て報告したやうに︑六剛慨の迩義劫揚に
閥する山︲合せが決定して︑巻頭に掲げました
これは我々として常然なもので︑別に新しい
とか︑特殊なものではありませんが︑この際
心を新らたにして︑ｎ分たちの砿貨を術感し
て︑先づｎらⅢみ︑その誠意を認められて︑
吐愈一般からも協・力して頂けるようにありた
いものと念願致します︑何卒番位の仰指導を

１１︲ｌ︲１１
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