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道徳の制裁
曾て士族杜曾の道徳の他に勝れたろは︑

政治︑法律及び瓜俗の制裁力肌りて大いに
効ありしものなり︑維新以来西洋の主義に
ることなし︒是より耽曾の風俗も亦不道徳

伽ひ︑政治︑法推は︑人民の適確を制裁す
者を制裁するの力を失へり︒凡そ自ら通ん
の性質の至って蕃なる者にて︑百人中の一

で邪念を抑へ︑詐行を勉めんとするは︑其
二に過ぎず︑其仙酒々たる者は多くは外面
よりの制裁によりて︑巳むことを得ず詐を
風俗共に之を制裁する者なく︑善訓をなす

行ひ悪を濡さざるなり︑今日政治︑法律︑
も批典を得ず︹或は群るも其蹴陛だ聴し︶

悪無を鰯すも識罰に雛らず︑︵或は受くる
ず︑甚だしきは汚職卑劣の行を潟して︑却

も典罰甚だ恥し︶祉曾にても深く之を特め
て一身の幸一胴を得るものなきにあらず︑是
道徳の行はれざる所以なり︒︵泊翁先生訓︶

×文×職Iﾘj私×み小道冷イ''1そ日民泊
本陽場るの机選徳言夷の本主巻翁目

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

吐禽科改訂論議
過股小中翠の杜曾科の一部改訂で︑日教組や︑術にその尻抑を怠
らない一部の畢者などによって︑反掛また反獅の議論がお盛んであ
った︒尤も自分の老へを絶封として︑い主だ曾て他人のことに賛成
した例のない連中で︑絶えず反封々左で日夜を闘って勝る教育界の
ことだから︑一向珍らしいことではなく︑またかと恩ふばかりでは
あるが︑今度の政考訂論議について︑どうも解せないことがあるの
で︑一二考へて兄ることにする︒
その一つは︑これまで小巾喫で﹁天皇﹂について一言も教へて勝
なかったので︑吐曾科の中に一項を加へようといふのが文部省の考
へである︒ところがこれに封して︑再び天皇を絶封にしようとする
腹だとか︑逆コースだとかいって反封するのだが︑我々にはどうも
解せない︑反封する側の辿中は︑現在の憲法を改正することに翠っ
て反封するが︑その新憲法第一係には︑天皇の地位といふものが︑
はっきりと述べてある︑巧ち﹁天皇はＨ本閣の象徴であり︑日本関
民統合の象徴であって﹂とあるのがそれである︒この憲法に定めた
閣民の統合︑間家の徴象である天皇の地位を︑小中躍の生徒に教へ
ることが︑何で不都合なのであらう︒憲法に定めたものを教へるこ
とは常然で︑教へないことこそ不都合なことではないか︑憲法を御
都合で認めたり認めなかったりするとは︑他意あるとしか岨へない︒
﹁天皇﹂といへぱ︑すぐと動物の反射に鵬のような動作に川るのは
寧ろ笑ふくき︾﹂とであらう︒

その二は道偲科猫立の是非である︒道徳は各科側全隙に織込むと
いふのは一理がある︑何となれば︑人間共通の根本である道だから
である︒また命令しないで︑生徒目らが老へるようにすることの必
要も一面確にあらう︒だがそればかりが必要なのだとすれば︑それ
は躍問の否定ともならう︒と言ふのは︑幾多の先畳が長い年月に喪
して研究したところの︑誤りない道といふ始んど確走的なものを教
へることは︑後進が無駄をしないで︑そのところから出凌出来ると
■■■１１１１０

いふもので︑これが畢問のありがたさだからである︒それを雌脱し
て︑いつでも第一歩から踏み出すといふのは鯉である︒ただ白山に
自ら後進が考へるといふところは︑先飛の作った韮礎から先きの術
不確賃なものとか︑時代と共に塗るべきところといったものである
から︑これは押しつけなくともよいが︑誤りのない大道といふもの
は芥科に織り込むばかりでなく︑濁立して教ふくきである︒
また道徳といふものは︑人類共迦のものだといって︑ただ半和と
か︑愛とか︑誠資だといふものだけで足りるとするのは︑一を知っ
て二を知らぬものである︒何となれば︑迩悠は資践であるのに︑そ
の蛮践を考へずに︑ただその韮の徳月だけの者へだからである︒即
ち同じ平和︑愛︑誠資から出ても︑その活朋とか資行には︑図柄︑
偲統︑民族性とかいったものによる多少の佃々の相違といふものの
あることを忘れてはならない︒勿論瓜俗︑習憤その他もよりよく改
蕃する必要はあるが︑しかし米剛でどうとか︑ソ聯でどうとか︑英
蜘でどうとかいっても︑根本には我左には我々のもののあること︑
これは各民族のそれ人︑のもつ術命であるから︑反獅者のいうよう
に︑やれ道の標準を示すべきではないとか︑凡て道は人類共通のも
のだとかばかりは︑資践道鰹ではいへないところがある︒だから我
々は︑人類共通の大道であって︑然も我々の道といふものをも認め
て︑湖順なその標準的なものは︑よろしく獅立の科として教へてゆ
く︑その松は自ら巷へてゆくに柾せる方法が尤も愛鱗であると出ふ︒
教育は閣家百年の韮をなす飛大なものである︑だから一部野心家
革命恩想家といった者が︑股も力強くこの世界に唯ひ入って離れな
いのである︒日教測などが︑細合叩の雄左翼であるのも︑その催か
の牛耳って居る者の力がその誼大な使命を知って努力してゐるから
のことである︒よろしく徒らな反動と反動を誼けるべきではなく︑

お恥に人を知り我を知って︑侃する野心や一時の感情でなく︑侭の

いものである︒︵知己庵︶

我が大通を巷へ︑蛮践に努力するために教育を役立てるようにした

民主図家と愛図心

吉田
次

机が道義と愛国心の高揚を弧調したこと︑等を述愚へて愛圃心

養成論の勃興せることを立護して居る︒﹂叉とれらの現象に封

して︑﹁日教組はじめ一般世論から﹂狸く批判の聾も高まって

＃

居ることを述べ︑自衛隊員や焼津中畢生について賛否雨論の

存することを面接に依って紹介し︑東京の安田商業︒工業の

それに青少年教育開係者が集って青少年教育懇談愈といふ街

職する少し前のことだが︑固含の文部一姿員と文部符の某局長

する二つの見解﹂と題し︑一方に於いては﹁吉田内閣が細解

東京人畢教授勝田守一氏の﹁批判﹂を記し心その上に﹁外因

を掲げ︑これに封して作家三好十郎氏︑評論家鶴見和子氏︑

と題し購先づ提案として一シ橋大事教授上原専緑教授の意見

翌一月六日の同紙上には﹁シンポジアム﹂﹁新しい愛国心﹂

る︒

三年生についても意見の歴糞なることを個別的に紹介して居

合をもったことがあった︒青少年問題についていろいろ話合

の場合﹂としてアメリカ合衆閣︑井に中共即ち中華人民共和

如上の所説に依って愛園心に開する問題鮎は略凌誰されて

ったわけだが︑一恭問題となったのが．青少年の道徳的たい
﹁も一つ︒とれはさいきん農村に共通の現象だが︑禰島聯相

はいで︑掛策として痛感されたのは愛聞心の養成だった︒﹂
馬郡ではとの一年間に郡内の各小︑中皐校のほとんど一全部に

し︑との重大なる問題の本質を分析して健全なる解決に寄興

居るやうであるが︑筆者は麦に愛園心の渡生と護達とを略述

でに五︑六校につくられつつある︒際教育委員長ぼ嬬尊徳奉
べきだと童徳像建設に力を入れている︒﹂さらに秋田市Ｋ畢園

生するもので︑倫理的よりも寧ろ心理的護生のものである︒

元来愛国心は愛郷心と同じく人情の自然的要求に基きて震

では平和係約護効直後宮内臓から天皇の御直影をもらいう

都含の者も一様に故郷の山河風物に封して愛慕の情を懐くも

俗謡に﹁誰か故郷を思はざる﹂と歌はる上が如く田舎の者も

自ら全校生徒に天皇について訓話をやっている︒又天野文相

でも一三１ヨーク市に於ける高度の文化生誌よりも故郷の原

のである︒北極地帯の雲中に原始的生活を誉むエスキモー人

け︑平和塔と名づけた奉安殿に安置して月に一同は必ず校長

徳会員長で︑新しい愛国心は尊徳翁の精祁を模範にして養う

する所あらんと希求するのである︒

二宮尊徳の像が建てられ︑耐烏市内にもとの流行が及び︑す

閏に於ける愛剛心の怖況を略叙して居る︒

に開する記事が掲げられて居る︒一月五日の紙上では﹁封立

本年一月の讃責新聞紙上には二日に亘って﹁新しい愛国心﹂

能

が国渡掲揚と国歌癖唱睡修身科復活を提唱したこと︑岡野文

。（1）

4，b,

地球上至る所に移住して新天地を開拓するコスモポリタン的

びたる大力トーの如きは愛国者カトーと尊稀されたのであ

となり四隣の異民族を唾倒し︑最後のローマ人との卓名を帯

ローマ時代に於いても既にその共和制時代より団勢が旺盛

に自由民の間に普及徹底し得たのである︒

民族と穂せられるアングロサクソン人種でもが故郷を去る際

始生活を愛する事賞は唾｜毎教育論などに引用せられて居る︒

には深き悲みと歎きとを以て郷土愛の紳を絶ち切２Ｌ出溌す

征服し︑後それが分裂して各地に封建国家の群立を見るに及

る︒欧洲の中世に入りてローマ帝国は殆んど常時の全世界を

の普及と共に二元的逝徳概念の溌生を見た︒然るに文蕊復興

び愛園心は所謂封建的美徳と限極せられ︑世界教たる基督教

る状景は有名なる小説﹁デザーティット︒ヴィレズ﹂を積む
臆その範園も漠然たるものがあり︑その構進も画家の如く復

ものを断腸の恩あらしむる所であるｃ愛郷心の封象たる郷土
雑ならざるを以って稲高度の吐含の成立を譲想する愛岡心と

園に於て国家主義的教育が杢国に狸制せられ︑修身科を必修

するに至った︒フランス革命に依って成立せるフランス共和

して背馳することなく心近代闘家の市民一般に愛悶心が普及

歴史上に於ける愛幽心の出現は園家の護達を前提として居

科として義務教育の崇高段階に於いて国家に謝する本務を課

以後の近代国家が成立するに及び市民と画家との利害が一致

る︒特にその国家が隆昌を至し︑他の国家と封立する場合に

したのは責に愛園心教育の先躯と言ふくきである︒封建的函

趣きを異にするが︑人情の自然的溌生に馬する鮎は異なる所

頴著に現はれる︒叉嘗て隆昌なりし国家が衰運に傾くときに

家にありては愛国心は貴族即ち支配階級間のみに行はれ︲下

がないと恩ふ︒

るギリシャのアテネの如きか上る際件を十分に具備せるが故

ものぱ主として上層階級者であり︑園家の繁柴と名響とを桧

層階級には及ばなかった︒これ画家の保護と利益とを受くる

最も狸烈なろ愛国者が出現する︒西暦紀元前五世紀末に於け

ャ的エトスを僻得せる自由市民の間に愛国心の普及と作興と

に︑ソクラテス及びプラトンの如き愛国者を輩出し︑ギリシ

で︑一種の貴族であった︒人口よりすればそれに数十催に上

る︒ギリシャ及びローマ時代の自由民はその営時の支配陪級

挽回せんと一生を揺げたろが如きも︑愛国心の培養に最も好

る奴隷及び竿奴隷の身分のものが存在したが︑是等の下層民

富する義務禰念も亦此の階層の間にのみ存在したからであ

係件に恵ま脇し事例と見るべきである︒尤もギリシャ時代の

は兵役井に教育の椛利と義務を有せず従って愛国心なるもの

を企園せしめたのである︒経両美淡の主人公とも見るべきエ

ポリスは都市国家であって︑一都市が即ち一国を形成して居

を所持しなかった︒然るに近代国家に至三Ｌ国民糖祁ば祇含

パミンダスやプロピディス等の蕊阿的英雄はテー曇への爾蓮を

たので郷土的感情の溌生は近代国家よりも容易であり︑堅問

（2）

溌生するものである︒けれども他方に於いて︑それが自然に

前にも述べたるが如く愛国心ば国民の自然的感怖に韮墜

我が国に輸入された︒我が国の畢校教育に於いて闘旗掲揚の

る︒筆者は厭米に旅行して兇聞せる鰐験に徴しかく信ずる

衰弱する傾向を有することも看過してはならぬ︒それは杜含

の各層に贋まり愛団心は悶民一全般に普及した︒今日世界の弧

ものである︒殊に英国の如きは本来は中世の騎士の間に溌生

の怖態と人間の思想とが不断に愛化し︑動揺するからである︒

風習の興ったのはこれに淵源するのである︒

せし所謂ゼントルマンシップは固民作法となると共に英園民

愛園心は愛郷心と同じく過去の博統と風習とに封する愛若感

圃にして愛悶心を称せざる国民は殆んど見出し得ないのであ

精榊となり︑愛図心も亦英国民一企鰐に普及したのである︒し

情を土豪とするものであるが︑吐含及び人心の進歩護達に件

一

かも黄族枇命の愛園心が特に強烈なることは十九世紀の南亜

場合に於いて然りである︒我が図の如きは︑此の蛾に於いて

ひ自ら奮慣奮稗に封する批判が加へられ︑中には反感を懐か

簸も危機を免れ難いのである︒我が国は徳川時代に於いて吐

戦争の際に英圃貴族の子第が員先に義勇兵として出征し恰も

ツ園民がフランスに封する敵愉心を作興した︒所謂猫立戦争

含組織が漸く固定して所謂封建主義が固中に普及徹底した︒

しむるに至らしむるものである︒故に一方に於いては故郷及

の際にも︑その後の普俳戦争の時にも大皐及び高等畢校の畢

従って落日本といへぱ直ちに封建制を連想して反感を生じ易

古代のスパルタ青年を連憩せしむるものがあった︒主として

生︑生徒が自ら進んで義勇兵を志願し文部営局はそれを慰撫

い︒併し乍ら明治維新以後の新らしき日本は寧ろ封建的制度

び祁圃に封して愛着の蹄を有し乍ら．他方に於いて郷土の伽

抑制するに苦心したのである︒北米合衆阿にありては十九世

と封建的思想とを破棄するにあったことは五箇係の御誓文に

英園蛍族の子弟の入単するイートン及びハロー等の高等畢校

紀中葉以後に世界各地より移住し来る所謂繭閣移民を米圃化

示されたる固是に明示せられてある所である︒唯︑爾来歳月

智と祇園の悪風とに封して憎悪の念を起さしむる場合は少く

即ちアメリカナイズする篇めに愛園心養成の閏策を立て︑そ

を経ること比較的に短いので︑新しき国是が十分に理解徹底

に於いて是等川征単徒の遺品を今なほ特別に保存公附し居る

の一助とし竜公立小中畢校に国旗掲揚を奨脇した︒筆者がニ

せられなかったのである︒﹁匿ク含議ヲ興シ寓機公論二決ス

ないのである︒殊に閏家の歴史が長く︑吐含の鍵動の著しき

ューヨーク市の某小謹校の卒業式を参槻せる際に︑その式が

世紀初頭のナポレオン一世の侵略を殆んど一全土に蒙つたドイ

国旗掲揚の儀式に始まったのを見て麓い・たことがある︒その

ヘシ﹂とは立憲政鰐の根本を示し︑﹁官武一途庶民二至ル迄

が如きは晶哨珍重すべき事例である︒ドイツにありても十九

後徳富蘇峰翁が︑毛幸せろ国民教育葵働禽に依って此の風習が

（3）

一

地ノ公道二基クヘシ﹂の僚項の如きは如何に封建的宿弊の排

的階級の打破を指せるものである︒又﹁奮来の緬雪ヲ破り天

各其志ヲ途ケ人心ヲシテ港マサラシメン事ヲ要ス﹂とぱ封建

﹁智識ヲ世界二求﹂ると共に脳﹁天地の一公道﹂に基墜Ｉ﹄取捨

ものであり︑穏立国家に共通なる倫理的規範たる以上は所謂

すると恩ばれる︒愛固心そのものは人情の自然護生に馬する

避鐸を過ることなく︑潤自の民主聞家を樹立する︾﹂とは︑文

明治維新ぱ十九世紀の末期に行ばれ︑欧洲にありては普沸

除に熱心なりしかを見るべきである︒

愛国心を作典すると共に他に封して︑其の愛園心を尊重し︑

明国民の責務でなければならぬ︒それが露めには内に各自の

主画家が全世界に確立せる時期であった︒従って﹁智識ヲ世

戦争も経り︑米国にありては南北戦争も平定して魁近代的民

る︒︵昭和三○︑一︑二○︶︵顧問・丈畢博士︶

自他心を合せて天地の公道の賃現に努力せねばならぬのであ

前田梅松

とその見通し

日本経済の現状

界二求メ大二皇基ヲ振起スヘシ﹂との園是に基き明治以後の
の制度文物を輸入したのである︒けれども︑民主図家の間に

政治︑経済︑教育等は専ら欧米文明諸国に範を取り民主国家

を維持し︑米沸は共和制を取り︑米沸の間にありても大統領

も国情に依って制度文物の様相を異にして居る英闘は君主制

に至ってば憲法の傑項のみよりすれば民主園家に馬するが如

の潅限・国曾の組織等に於いて大に異なる所がある︒ソ連邦

﹃一﹄

く見えるが脳国民生活の賞際にありては︑その自由は極度に
限定せられ︑寧ろ専制国家を思はしめるものがあるのであ

もが一膳は考えることです︒しかし︑その前に︑どうして政

しょうか？．年度が改まり︑政府が愛つたんですから︑誰で

鍾が起らなければならなかったかを考えて見る必要がありま

◇デフレには詮程の決心が必要今年の経済界はど弓なるで

したのであるが通その間の優劣を十分に比較検討する除裕を

る︒新日本は主として英︒米・僻の制度と思想文物とを模倣
隈き且つ自国の陣統的文化を批判して︑その長短を開明する
を確立し徹底するに至らなかったのである︒所謂国民思想の

来難いものです︒特一﹄デフレ政策を行いますと︑世の中が縮

政治というものは︑菖人の気に合うようには︑なかノ︑出

す︒

混矧の如きもその根底は此に存するのであって︑愛闘心の問

んで来ます︒失業者や．破産者︑倒産者が綾嵩出て来て︑そ

に暇なかったので遂に自主的に我が園凋自の民主固家の圃是

題に開する世論の混凱するが如き観を呈するのも亦此に淵源
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ういう政治は︑結局民衆にあきられます︒それだけならいｋ
ですが︑しまいには殺されます︒近世では演口雄幸さんも︑

井上準之助さんもへＩとの人の行った政治は後からの批判に

そして不信任案が︑数の上から函曾を通ることが明かにな

ったので︑自ら退いて政愛となったのです︒
﹁一一﹄

過ぎましたが︑新政椎はその尻ぬぐいをしなければならない

◇経潜的自立はまたなかなかどうも前置きが少しぽかり長

周知のように二宮尊徳先生は︑非常な努力で各藩の財政の

ので︑政椛が凝っても急にデフレの基訓は不鍵であるという

なりますが少しく見営逢いでした︶侍暗殺されています︒
建直しをやりましたが︑自身率先して韮衣粗食︑困苦映乏

鮎からお話致します︒

ｌＬ︑︑・も︑︑︑Ⅲ︑砲︑

に耐えて︑デフレ政策を遂行したのです︒しかし︑それで

大鍵日本が経済的に自立し得るかとい其ますと︑まだノ心︑

て年に廿億ドルへⅡ一口にして大約汁億回︶の物を海外から

われ︐ＩＩの生踊水準を維持して行くのには︑大ざっぱにいっ

そこまでには︑除程円数がか上ると思います︒いまだけの︑

しかし︑率先垂範ですから︑暗殺などする人はなかったので

す︒

も大分そのやり方に不平をもつ人のあったととは事賃で

す︒そこえ行くと︑吉田サンの場合は少し違います︒首相公

買は産ければなりません︒

数えて見ますと︑米︑姿︑綿︑羊毛︑石油︑砂塘︑鍛錨石︑石淡︑

邸という一菖坪もある豪華左邸宅に住んでおり︑僕碑を舟五
人も使い︑相愛らす内足袋をはき︑葉巻をくわえて︑そこか

を持たないことには喰くることが出来ないのです︒

等々︑皆輸入品です︒早い話が朝食の豆腐の味噌だけにしてもドル

戦前までは︑豆腐や味噛の原料の大豆は浦洲から輸入してい

ていたところかも知れませんが︑現代では︑暗殺しようなど
と︵Ⅱこれはあまり︑ぼめた事でばありませんが︶考える青

ら〃耐乏生活〃の雅令をかけていたのです︒昔なら暗殺され

年がなくな２Ｌいますから︑無事で居られるわけです︒だが︑

リーランドー味聯に使う姿はカナダ︑という工合ですから︑

ましたが︑いまではアメリカから輸入しています︒甑はソマ
△△

り︑輸入品に依存しているのです︒

われわれの生活は一見国産品のように見えるものまでかな

別な形でそのあいそづかしが出て来ました︒

それからまた疑獄が起きて︑ホシを捕えようとすれば稔察
聴法第十四係を嚢動して捕えられないようにする：：：﹃これ

はなければならなくなりましたが︑昨年六月頃の見通しでは

日本が凋立してから︑輸入品に封してば︑一堂代慣を支挑

と評する人も出て来ました︒とにかく︑最後には魁その政策

輸出は年間僅かに十三億ドルにより達していませんでしたｃ

では︑まるでヤクザが十手をあづかつているようなものだ﹄
はシドロモドロになって来たのです︒
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従って︑七︑八億ドルのｆ足額は︑特需︑駐留軍の消究︑特
数です︒

に雌も都合のい上のは︑経済零議礁で出している週間物債指

に物の値の下ったのは︑廿九年の二川でした︒これを見るの

この物償指数は︑朝鮮動凱の初まった前日すなわち昭和＃五年六月

殊女性の稼ぎ高といったもので補って行くより仕方がなかっ
生活費に月二薦回か典る︒それに封して牧入が月一恵三千同よりな

什四日を韮準︵Ⅱ一○○︶にしたものですが︑物僧は冊九年二月十

たのです︒これ矛二軒の家にたとえて見ますと
い︒不足の七ｆ同はいわゆるアルバイトで地め合はしていた⁝⁝

て半年後の九月十一日には一四七・○まで下ったのです︒

三日︑一六二・一で天排を打っています︒それから物慨が下り川し

尤もとれば平均して︑約一割下ったという話ですが︑ストッ

という家庭の牧支によく似ていたのが︑日本園の嘉所なので
のです．その結果︑いるノ＼なことが現れて来ました︒先に

一割下っても机常な金額に上ります︒それでついダンピング

クを何百寓回︑何千寓目と持っている商人にとりましては︑

す︒それで吉川政府ぱ廿八年十Ｈ頃から金融を引締め出した
も申しましたように新政権はとの後始末と︑描大均衡という

︵Ⅱ投げ物︶を除儀なくさせられたところもあります︒

理想に向って新に進んで行かなければなりませんｃ今年はそ
の地固めの年になるのです︒

ダンピングの最もひどかったのは繊維莱界でしょう︒中匡は半慣か

ＮＨＫで現地の麓を録音するために︑桐生︑足利といった賎業地を

ら三分の一ぐらいで換金のために︑投げた人もあるのです︒筆者は

﹃一二﹄

◇デフレの結果まず︑デフレの結果出て来た現象を箇係書

それで不渡手形ぱ次から次と褒生し︵Ⅱ昨年の五月が一番ひ

た有康でした︒︲

歩き廻つたことがあります︒蜜に破憲倒謹︑まるで棋将倒しといっ

きにして処ましよう︒
︵イ︶物慨の下落

︵Ｏ不渡手形の護生

どかったのです︲︶失業者は街にあふれました︵Ⅱ昨年の秋で

︵口︶輸出の促進︑手持外貨の漸堀

︵ホ︶経済の萎縮

︵二︶失業者の輔加

弓に感じられました︒

七十薦といわれています︶まるでデフレの害の方が大きいよ

といったよ弓なものです︒そのうちの︑まず物償の下落とい

猫に刑いますと︑必ず剛作川を伴います︒例えば川維衰弱の

デフレ政策は︑劇薬みたいなものですｃとの療法だけを単

デフレ政策をとってから︑約四ケ月半で物侭は下落しまし

人には醤帥はブローム加里を虎法しますが︑とれば劇薬です

うことから︑お話致します︒

た︒デフレ政策をとったのは廿八年の十月でしたが︑本将的
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から︑必ず胃をこわします︒そういう時には︑胃をとわさな
いように︑同時に苦丁や筑曹をも並用します︒

きりは

炭などぱその適例でしょう︒何しろ現在では坑口から切羽

︵Ⅱ石炭を賞際に掘っているところ︶まで平均して二里もあ

るといわれています︒切羽の上に竪坑を掘れば︵Ⅱ現在日本

全図で七十九本といわれています︶石炭の値は二剖は下ると

吉田内閣は︑国際牧支の均衡を計るのに︑デフレ政策︵１

いうのが通説です︒

一蔑山赦相は一般物償のコストを下げるには︑石炭︑電力︑鍛銅と

通稲金融凋走といっています︶だけに頼ったものですから︑

いったような基礎物慣の生産過程を合理化してコストを引下げるよ

不渡︑失業︑破産といった害の方がハッキリ出て来てもうこ

れ以上との政策を綾けるわけには行かなくなったのです︒第

り他に方法がない︒

といっていますが心とれは至極安営な話で︑なぜ吉別内閣の

一こういう政策を縦行しますと︑企業が次から次と赤字にな

時代に手をつけなかったか不思議なくらいです︒

って︑経にぱ︑政府は税金すら取れないということになりま
その方から猛烈なインフレが起る可能性が生じて来るからで

Lイノ

す︒そうすると︑今度は政府の財政の方が大赤字になって脳

﹃五﹄

◇外債の手持十億ドル話は少しく前後しますが︑物慣が下
れば︑輪州ぱ向ら増進します︒現に昨年などは︑五月までづ

す︒

っと入超だったものが︑六川から州超に稗じました︒そして

﹃四﹄

を巾上げましたが︑日本の維桝の既往症を知らなければ︲こ

◇基礎産業のコスト引下︒長だといま上でのデフレの経過

輸出は年間十三億ドルぐらいと兇込まれていたものが︑昨年

活水準を維持して行くのにはどうしても︑年廿億ドルの輸入

前にも申上げましたように︑わが国では︑現在の国民の生

それで良い事には︑政府手持の外貨が殖えたことです︒

ても︑物価の安かった事が一番火きな原凹だったと思います︒

るノ＼な事があって︑貿易の成績が上ったのですが︑何とし

尤もリンク制とかその他西欧の景気がよかったことなどい

好成績をあげました︒

末年間輸出賞綾は十五億三千二百寓ドルという︑維職以来の

れからの措世も出来ないわけです︒

吉川内閣ば只軍に金融を引締めて︑物憤を下げる政策をと
りましたが︑これでは︑その損害は商品を作ったり︑それを

販責したりする中小企業者にシワが寄って︑結局中小企業者
の犠牲に於いて物慨を下げたとい弓結果になるのが落ちでし
た︒

これでは︑伯段は下っても︑コスト︵Ⅱ原慨︶を下げたこ
とにはなりません︒コストを下げるには無駄の多い事業から

無駄をはぶいて企業の合馴化を計らなければなりません︒石

〆 向 、

一

、

を必要とします︒そのためには心最低五億ドルぐらいの外貨
の手持ちがない事には通回滑に外国から物資を取得するシ﹂と

︵イ︺前期１冊年︑川一年︑舟二年の三カ年で趣湾の正常化が計られ

前期後期に分れています︒

という仕組です︒そして︑と典で問題になるのは心特需です︒

︵ロ︶後期Ⅱ州三年︑州四年︑川五年の三ヵ年で描大均衡が達成される

昭和＃七年度末には十一臆四千八百葛ドルも保有外貨があったので

前期すなわち︑舟二年度の末までに特需を二億五千寓ドルま

が出来ないのです︒

すが︑汁八年度は消費インフレといわれるぐらいの年で︑入超の額

でに引下げ︑舟五年度には︑これを零とするというのがとの

案のミソです︒それには輸出入を次のよ弓に持２Ｌ行って︑

が三億ドルを越し

外貨手持の保有量が次第に減少して廿九年四月には七億八千

一雁経済の自立を計ろうというのです︒

りましょう︒︵経済評論家︒特別曾員︶

ぐらい賞行できるかにつ堕しはいま暫く様子を見る必要があ

みです︒民主蕪が絶封多数でないからです︒戸一の政策がどの

第一歩を踏み出したわけです︒臨時園曾は最一種から波らん含

も︑芯

無篤無策よりは増しで今年はその篇めの〃地固め年〃として

れば良いというととを現はしたものに過ぎません︒それでも

との考は日本民主薫の希望的な観測とい具ますか︑ころあ

政策を行はなければなりません︒

易を増大し︑工業を起し漣更にその上に均衡のとれるような

うというのであります︒しかしきつい弓︾﹂とを行うには︑貿

との入超の五千閏ドルは︑海運喰入その他で型め合はせよ

輪出十八億八千蔦ドル特需二億五千葛ドル
昭和冊五年度輸入＃三億九千葛ドル
輪出柵三億四千葛ドル入超五千蕊ドル

昭和冊二年度職入汁億五千蔦ドル

四百寓ドルまで下ったの蚕９︒なおインドネシア並に朝鮮に
一億数千葛ドルのこげつきがありました︑ので︑それを差引き

ますと︑最低保有錨の五億ドルすれノ︑のところまで来てい
たわけです︒だが金融引締のお蔭で︑ともかくも物償は下り
輸出は蛎進し︑外貨が殖えて来たのです︒三月末には保有外
貨が再び十億ドルを越すというところまで来ましたので︑わ
題があると思います︒

れ／〜は一膳安心しました︒今後仕とれの有効な使い方に問

﹃一︿﹄

◇自立六ヶ年計書そこで妓後に日本経湾の兇通しについて
お話しなければなりません︒これについてば新政府は︑経済
自立六ヶ年計書というものを嚢表しています︒いまの政府は
今後六ヶ年で経湾的に自立できる︑すなわちアメリカなどの
援助なしで︑やって行けるようにし度いとい弓考でその案を
溌表したのです︒との案は〃去年の暮大急ぎで作ったもので
まだ何等溌算の裏付けなど賂ありません︒六ヶ年が三年づ上

（8）

伯夷惇を讃む
一局田真治

史記百三十巻︑前漢の司馬遷が父の
遺命を奉じ︑憤椀をしのび︑血涙をし

ら考察せぬばならぬが︑今は暫らく之

移等に就てば︑史記全編の構成の上か

て君と篇した︒︶周の文王に蹄した︒武

が知られろ︒孤竹図の人は仲子を立て

ら︑伯夷叔審の間に仲子が有ったこと

兄弟の順序を伯仲叔季を以て稲するか

王が股の制王を伐つに及んで︑馬を叩

を措き︑伯夷博と貨殖蝉とを通じて見
著しく封遮的に示されてゐるととを知

いて諌め︑遂に周の粟を食ふを恥ぢ︑

るに︑此の中に遷の人間槻と庭世淑が
ることが出来る様に恩ふ︒今は伯夷偉

首陽山に隠れ︑機を探って食ひ︑餓え

︒ユ

に就てのみ論致して見たい︒

伯夷仰ぱ軍なる偉記の文ではなく︑

はこれを引いて︑

語の中に見えてゐる︒史記伯夷列偉に

孔子が伯夷叔密を評するの語は．︑論

て死んだ︒

その文章ぱ秩宕にして奇気有り︑指意

紀博と議論と感慨との錯綜した特異な

一一

は深遠にして︑寄興は悠長であるから︑

篇であり︑且つ其の論述の内容が極め

ぼって綿群するととろのものである︒

潜思して探究せねば蕨らねと稲せられ

て奥遠であって︑一讃再讃したのみで

以て列偉の首尾を鴬してゐるのは︑其

り︑貨殖惇に経ってゐる︒此の雨者を

今史記列陣を讃むに︑伯夷徳に始ま

自身の遭遇した運命に照し合せての悲

史記中有数の名文であり︑且つ司馬遥

ぜられろ位のものである︒其の文章は

は︑筆者の員意の捕捉し難いものが感

商は︑決して偏執狭量ではないことと︑

て記したのである︒高潔厳格な伯夷叔

と述而篇とに兇ゆる孔子の言葉を併せ

と記してあるが︑これは論語公冶長篇

めて仁を得たり︒叉何ぞ怨まんや﹂︒

す︒怨み是を以て希れなり︒仁を求

夷叔脅が道を信ずることが鮪く︑聖人

唐の韓愈は︑﹁伯夷の類を作り︑伯

かったｚとを謂つたのである︒

垂岸

虚に司馬遷の深意が有り︑其の人間棚

愉な感激を以て論述してあるのである

﹁孔子口く︑伯夷叔密は奮悪を念は

てゐるＣ

が窺はれるのでありｂ大きく言へば︑

正義人道の鴬には生を捨てても悔ひな

伯夷叔寓は孤竹君の二子であった

いものの有るのを畳えるｃ

が︑父死するの後通互に図を譲り︲立

から︑直に激昂騰蕩︑常情では窮め難

司馬遥の見た宇宙や人間世界や︑又

のが有ると恩ふのである︒

其の中に生滅する佃人の活き方や画家

つを肯んぜすして国を去り︑︵支那では

其の世界観や人生観が看得せられるも

の運命や︑更に祇含の風潮︑流俗の愛
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ろの無いことを稲して︑

︵武王︶の行を非として而も悪ふとこ

の通を行ふて︑而も柵災に遇ふ者が︑

妙くない︒然るに言行を施しみ︑疋哩

司馬進の筆ば超然として奔騰する︒

の好むところに従ふと篇す︒故に又孔

み是恥求むるが︑正士は道を求めて其

子の語を引いて日く︑

世併の人は︑利欲を本として富貴をの

司馬遷の時代も廿世紀の現代も︑同様

かか

る︒︵論語子牢篇︶

歳寒くして然る後に掻栢の後凋を知

である︒司馬遷は是に於て

数ふるに堪えない程多く有る︒これは

ごと

一伯夷の若き者は︑天地を窮め︑薦
わ走

世に亙って而も顧みざる者なり﹂︒
な

一二子︵伯夷叔脊︶微かりせば︐矧

と謂ひ︑叉

﹁所謂天道は是耶非耶﹂

と︒﹁畢世混濁して正士乃ち兄はる﹂る

の嘆を護した︒

所謂天道は是か非か︒是れ古今の同

のである︒汚濁の世に在って富原擢築

臣賊子迩を後世に接せん﹂︒

と謂って︑その聯立濁行＄義浄一行ふて

じく嘆するととろのものである︒天道

誠に伯夷へ叔脊を含む︶は︑千古の

も明白には顎現してはゐない︒況んや

顧みず︑日月と光を零ふに足ることを

義士である︒高潔並び無き砿世の士で

司馬遜は豪傑の材を以てして︑不噛の

し
たがしたが
狗ひ︑烈士は名に狗ふ﹂︒名に従ふと

て軽んじ恥づるととは無いのである︒

ある︒而も世に容れられず︑餓死して

耐に遇ひ︑男子として雄も恥づくき腐

は軽虚名を求むるの謂ではない︒﹁君子

なる者を重んじ羨み︑清貧に唯るを以

終った︒孔門の高弟誠子の如き咽︑屡

刑の辱を家り︑死せんと欲して死する

は世を没して名の稲せられざるを疾

は善に冊し悪に柵すと謂ふが︑現貨の

女ましく︑糟糠にも厭かずして早く死

能はざる境遇に世かれも満腔の憤瀧を

世の中に於ては︑因果雁報は必らすし

んだ︒所謂天逝の善人に報施するとは掴

の世に稲せられるに足るだけの賃の無

む滝論語衛蕊公篇︶のである︒其の名

椎稲してゐる︒

如何なることか︒それに反して盗踊の

に寄せたのは︑営然である︒然しなが

抱くが故に︑一時の激昂を天道の是非

操行放縦で︑法を潜ｇＬ悪事を篇し胴

長毒を以て終った︒世上の人を見ても

黛数千人を従へて天下を横行し︑遂に

り書かれなかった筈である︒

史記は箸はされず︑伯夷列偉はもとよ

たならば︑遷は所謂ニヒリストとなり

ら若し司馬遷が貝に天道を疑ふたとし

め賦賃が修まって然る後に名が伴ふ︒

でなければならぬ︒正士はとの賞を修

行ふて己れに修めて得るととろのもの

いことを恥づるのである︒賞とは道を

にく

好むととろのものが異る︒﹁貧夫は財に

人各女共の人品の高下大小に雁じて

如き大盗賊は︑暴戻を窓まＡにし︑徒

而も絡身逸楽し＄富厚世を累ぬる者が

（10）

而も賞が有っても︑名が伴はす︑其の

ｌ因って司馬涯は伯夷列博の最後を結

の任でなければならぬ︒同類は相求め

故にこれらの士を顎場するのは︑史家

られないものの有るのは︑悲︲︶い哉︒

い︒巌穴の士︑賢行有って後世に穂せ

尖って淡解を招き易い言葉である︒凡

の士に附く云との語は︑遷の本意を

の語を以てしてゐろ︒然し此の﹁青雲

ぱ︑悪んぞ能く後世に施さんや︒

する者は︑青雲の士に附くに非ずん

間巷の人︑行を砥き名を立てんと欲

初めに徴って宋の穆公の護聞の暖を塞

と稲し︵論語泰伯篇︶︑古簿には川岱の

仁を得たり﹂と謂ひ︑泰伯虞仲を至徳

した︒孔子は伯夷叔掛を﹁仁を求めて

られる︒古陸磯闘を仁と熔し至徳と篤

参遂に大日本史緬纂の業に志したと徳へ

伯臓仲の事に感じて溌固の美を成し︑

みが

同朋 は 相 照 す ︒ 雲 は 龍 に 従 ひ ︑ 風 は 虎

そ青雲の士と譜っても︑徳と志と位と

かしたものと恩は肌る︒千城の推気︑

げてゐる︵隙公三年︶︒拷表公の心を動

ぶに︑

に従ふ︒聖人起って繭人とれを仰ぎ兄

を以て謂ふ別が有る︒高い顎築の地位

名が連減して偉はらない者も少くな

る︒聖人の椎稲を得て︑賢徳一初めて世

に在る者を指して梢ふ場合も有るが︲

いづく・

る︒生前の貧宙も︑死後醐淡の柴を得

に顎はれ︑其の名は長く後世に某ばれ

Ⅷ風敗戦の際︑食綿が足の矯め寓人

れた．ｌ即ち司馬遜自らも︑是に到っ

篤畢と雌も︑駿尾に附して行益農淑は

を惑はしめるものが有るが︑三諭群恩

宕蕩して︑作老の員意の那逢に在るか

伯夷列偉一篇︑誠に抑揚頓拙心緒線

が有る︒伯夷叔癖が首陽川に隠れて機

調に陥って倒れ逝いた人に︑山口判事

正営の配給物にのみ頼り︑魅に築養失

左ることに櫛みて︑竜も間買ひもせす

たる中に於て︑船が人の罪を正す職に

ねば︑ならぬ︒

孔子の如く立言弘道の人を指して謂ひ

が間武ひとして生命を維持するに汲之

減に人心を感ぜしめるもの深しと謂は

も︑是に到って定まるところが有るわ

青雲の士に附くとは︑伯夷顔淵の如き

此虎の青雲の士とは︑徳を以て言ひ︑

けである︒︶伯災叔商は受と雄も︐孔夫

者を指して訓ふのである︒へ楊填の脆︶

ることになる︒︵先きの天逝是非の疑ひ

子の推溌を得て名益堂彰はれ︐顔淵ば

て孔子の如き聖者の知遇を得んことを

すれば︑司馬遷は飽くまで天道の正を

の言葉で一言へぱ︑亦柴養失調に依るも

１１

を探って食ひ途に餓死したのは︑今日

信じて︑知己を千城の下︑孔夫子再生
の人に求めんとする者であると恥私は

篇を著はして後︑一部は名山に蔵し︑

他の一部は迩邑大都に蔵して︑千載の

恩ふｃ

希ふの念や切である︒故に史記百三十

知己を後世に待たんとしたのである︒

１１
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の存するものの有ることを恩ふのであ

偉に絶ってゐるのは殖作者心寄託の意

史記列偉が伯夷列偉に始まり貨殖列

に漠然として警動せすには居られな

のである︒山口氏の心事を想へぱ︑具

その﹁オマ了コト﹂を楽しませようと︑

含黛の男代議士は同黛のよしみから︑

下が入場しようとして来たところ︑牡

ゐた︒ところが再開となって︑議長以

ころによると︑﹁オマ了コト遊﹂をして

席に坐りこんで︑かの女たちのいふと

が．休憩時間に議場で通議長席や大臣

つ︒事の起りは雨派斌含蕊の女代議士

が︑正義のやうに吹き込まれると耐そ

病院にゐて主治醤の命令に従はないの

導しておいて︑あとば素知らぬ顔の首

事件もまた︸﹂の例︒かういふ行動を指

夜を徹して遂には死者を出したといふ

け出して通東京都臆の廊下に坐りこみ︑

する肺結稜患者が︑大塁して病院を晩

炎暑に︑安静ｌ中には絶封安静ｌを要

いＯ

るが︑貨殖列偉に就ては︑今は省略に

入口に頑張って議長等の入場を妨害し

冷言苦語

してゐたといふ女達のムチ︒お互に暴

Ｉその言葉を額面通り受取ってもｌを

ふ次第︒圃含の議場で﹁オマでコト﹂

で前代未聞の大凱闘をひき起したとい

の械畢に指擁擢といふものの蛮動をし

ムチｃ政府輿黛に不利と見て汚職事件

が足りなかったからだとのみ弧群する

園の宰相︒新聞杜からの抗議には言葉

報道機関はデマの裡造源と室叩く一

ムチＯ

謀者の︐皇ノはもとより度しがたいが︑

従ふ︒︵特別含貝・文畢坤七︶

たｐ典黛の代議士はこれに憤慨して︑

れにあほられて︑すぐ盲動する患者の

多い年だった︒正月の二重橋の惨事を

力で事を遂げようとしたムチ︒これが

早の権利の正富を主張するムチ︒

無理にも入場しようとしたから︑そこ

始めとして︑ビキニの死の次︑洞爺丸

主権者たる国民の代表なのである︒さ

烏山喜一

の沈没等蒋︒しかしそれとは性質を異

すがにあとではきまりが悪くなったの

戦官が︑新聞紙に体へるところでば︑

○

にして︑恐ろしかったといへるものが

か︑自朋の申合せはしたが︑さてその

昭和廿九年の日本は恐ろしい事件の

いくつかあった︒それがどれもこれも

賞ば行はないとい弓代議士のムチｃ

峯げて来ればまだまだ：：：・かうも

したので：⁝・﹂といったといふムチ︒

修皐旅行で多くの生徒矛一溺死させた

ムチにもとづくといへようｌムチほど

長の注意も︑規定も何のその︑七月の

病院のやり口が気に食わないと能院

始めには一あれば自由時間中のＺとで

こわいものはないｃ

衆議院における乱闘事件もその一
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ゆがみではなからうか︒心のゆるみや

ものは何か︒心のもちかたのゆるみ︒

をひきおこしてゐる︒その大本にある

ムチ輔ムチ︑ムチとムチが大きな事件

の漢語の書きかへといふことを狸く主

などは樋ローマ字使用の必要から︑と

に非常な力をつくされた田丸卓郎博士

はなから弓か︒むかしローマ字の普及

いふととが︑問題とされてもいいので

てゐる現象に封して︑その書きかへと

考へられる︒しかしある制限のもとに

いふ便利？なものがあるととも十分に

まへといふならそれでもいい︒かなと

面倒なことは零はれないがｌやめてし

れば通用しない︒漢字は面倒だからｌ

って弗の身代り︒しかし沸は沸でなけ

黄の代用だが︑悌や梯では仏・払とな

ものではないが︑だからといって一日

ゐた︒それは一年や二年で遂げられる

のが︑徽然のことではなからうかｌ略

える上に便宜な手がかりを典へてやる

略字として筋の通った略し方をして受

使ふといふのなら︑たとへぱ略字なら

︑︒ｈ

ゆがみを正すのにはどうしても心また

張され︑その賞行にも手をつけられて

い︒どとろか︑それなればこそ一日も

を怠ってもいいといふととにはならな

○○

らうか︒

ムチが束なければならないのではなか

右のムチに通常な漢字を富ててごら

設問︒

○

漢字の使用といへぱ︑新聞雑誌など

切ふれないことにしても︒

字によって起る審美糊などの問題は一

いま新聞雑誌ｌ皐術雑誌にも及んで

る︒

ゆるがせにしてはならないわけであ

んなさい︒

漢字といへぱとれをどう虚置するか
の懸案でもあった︒敗戦後にはつひに

は︑重大な課題であり脳また久しい間

てもらひたいものと恩ふ︒さすがにこ

からといっても︑これなどは早速やめ

に未練をもってゐるが︑たとひ簡単だ
いうことでありながら︑それには法式

が︑外聞名を記すのに︑まだまだ漢字

もなければ︒主張も一貫してゐない︒

のごろは填多利︵填剛︶１白耳義︵白岡︶︑

して︑字劃の多いのをすぐなくすると

とより常然のことである︒しかしその

ろだけ簡略にしようといふことば︑も

よりも一割多い横演の横は︑依然とし

たとへぱ庚島の康は広となるが︑それ

ゐる漢字の略字は︑その方式の一つと

前に︑すなくとも︑それに併行して︑

そ消えたや弓だが︑米︑英・凋心梯︵こ

葡萄牙︵葡園︶︑西班牙︵西図︶︑等等こ

一恭鋤嘩窪
０諏
Ｏ 蜘窪諦蛎酔岬諏榊叡峰恥華

漢字の使用といふととを︑もつと直剣

て横で紙にはならず︑つくりの黄の字

００

に老へるべきではなからうか︒それは

は生きてゐる︒その広のムはとこでは

れなどはわざわざ略字にして︶は︑大

熟語といふものが案外にはぱをきかし
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ぐ︒できるだけかなを生かし︑書きか

味から賞然わかったものであらうが︒

︑ｂ

きい顔で龍り通ってゐる・もとは濠︵濠

それはとにかくこんな一熟語聡書きかへ

で﹁おてもと金﹂とでもしておけばよ

含ん

へを心がけてゐるもりである︒

熟語の一方が追放されてわるものだと

た紙面の美的感受からも気になるのは

漢語の使用でもっとも滑稽にも︑ま

洲︶だったオーストラリアが通最近に

陸棚事件で日本の漁業水域を狭めて来

てゐる集圏である︒集囲といふからに

だの﹁集圏ジフテリア﹂だのと使ばれ

は豪︵豪州︶として現ばれた︒まさか大
たのに封する気持から︑﹁水：｜をとった

ることだ︒まあ何のことはない︑昔か

漢字とかなの組合はせを平気でやって

にはかなで書いてることもあるが︑今

すべきである︒新聞などは外国名を時

のことだったが︑筆者の維鹸したこん

しておいたといふ形︒それはかなり前

漢字ば書いたが︑できない方はかなに

ら低能兇の書取りみたいに︑知ってる

盗﹂も﹁集園すり﹂も意味があり︑﹁集

いいし︑敗戦後によくあった﹁集圏弧

一︲集囲輸送﹂とか一︲集囲射蝦﹂なども

ていはれるべきものだらう︒だから

はある共同の側的で集った圏鰐につい

熟語といへぱよく新聞に一：集国中毒︲一

といふシャレでもあるまいが︒こんな

かったらうにと思ったことがある︒

字劃の縮小よりも︑オーストラリアと

後はすべてイギリス︑アメリカ︑フラ

図かつぎ屋﹂もまたよから弓︒しかし

込１

ンス等等として︑漢字はやめるのが至

トの三人連れの紳士の一人が︑﹃オィと

な賞例もあった︒汽車の中で隣のシー

営である︒といふと新聞などは紙面の

多少はさういふ鮎も否定はできまい

が出なかった︒筆者もちょうどその新

﹁さあ﹂で．三人寄っても文珠の智悪

と新剛をつき川した．二人は一︲さあ﹂︑

れば何だい？﹁内と金﹂っていふりば﹄︒

ったといふわけでもあるまいに：：・・・

や蒲菌がしめしあはせて畢童などを襲

はどういふわけなのだらう︒何も毒素

それに﹁集圏﹂をつけて平気でゐるの

多人数の中娠や蒲気だからといって︑

うちかね

が︑そればそれほどの大きいものでは

聞を見てゐたので︑何の事かと探した

がか弓いふのは筆者の無畢のためでも

利用から︑不経済といふかも知れない︒

なからう︒特に見出したどの特鑑など

らう内帯金﹂のことであった︒﹁努一の

が一な

どとしても十分にそのス・ヘースは利用

はたとへぱ﹁米﹂の代りに一

字が追放なので︑それだけをかなにし

ないど含ん

できよう︒筆者などは漢字に縁の深い

たからであったのだら弓ｃとの紳士た

︑︑

仕事をしてゐる人間なのだが︑外国地
名人名などはいふまでもなく︑不必要

ちも︑もし常識があったら︑前後の意

魅力は︑なかなか桧てられないものが

また漢語から来る語感といふものの

あらうか︒

な漢字の腰止には喜んでお先棒もかつ
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のことだから︑その生き育つ言葉には

また生死する︒が言霊の幸はうわが国

研究倉でもそれが問題になったと新聞

低下が問題にされる︒鼓近の日教組の

児童から大畢生までを含めてｌの皐力

ことだまさき

あるのであらう︒一とろはいかめしい

それにふさはしい意義のある文字ｌ龍

の側ばかりでなく︑教員自身がそれこ

紙は報じてゐたが︑そ虹には兇童生徒

のも出てゐた︒古い誕卒時代への郷愁

字を借りるにして哨ｌを︑しかもやさ

警察署の看板に﹁××警ら除﹂といふ
かどうかは知らないが︑警溌の通の字

しい書き方で現はせるものを選ぶのが

で熟語をつくることも慾敗戦後の一つ

取といふところ︒それから同音の漢字

細督府畢務局の出来事︒外来語排躍︑

をする必要もない︒これは戦時中朝鮮

ことも肝要︒何も二むづかしい謹語

そのほか外来語でもよくとり入れる

へたら︑先生がさう書いたからといっ

子供の書き方を兄て︑その間達ひを教

めた先生があったといふし︑漢字の書

算数の答が分らず︑児童の多数決でき

はしまいか︒富山際のある小皐校では

︑Ｅ

が追放なので︑かなで問に合はしたわ
何よりである︒

の現ばれで︑これは必しも排斥すべき

諜語選定の曾議が︑局長統率で附かれ

そ得意の自己批判をすべきこともあり

けなのだらうが職まづまあ低能兇の書

ことばかりでもないと思はれる︒しか

た︒スポーツの用語などから始まった

き方になっては全くでたらめで︑税が

し群働組合だの右翼の連中のよくやる

誇る畢生の大倉にもこれが使はれてゐ

は﹁決﹂と決められたらしい︒知性を

などなど︒すると局長さんが冗談では

﹁瓦斯では謹語にはならないからナ﹂

が︑たまたま﹁ガス﹂はどうする？．﹂︒

漢字の書き方は雌も自然になってゐる

執が大弱りに弱ったといふ活もある︒

き

﹁○○蹴起大含﹂の﹁噸﹂はとのごろ

る︒昔はとにかく意味をなさないとの

なく﹁しかしまさか屍とも課せまい
漢字の問題にば風刺に取組まなけれ

や鉛筆で書くとなると︑どうにでも書

と書きにくくなるのは常然だが︑︒ヘン

のだから︑それを逆にしたり何かする

し︑先生への不信を柚えつけるのもと︑

代用熟語で︑結榊伽気勢を翠げるとと

ネ﹂︒これは資話なのですよ︒

てきかず︑弧くいへぱ泣き出しさ弓だ

ができるのだから︑おめでたい限り︒
輿論の如きは世論に席を譲ったが︑

ふととを恐れるｃ

ば︑百刷り説法︑屍一つに陥ってしま

だが字の方などはもと些細なことで

かｃムチは弧いものである︒

けるといふ自信ができるのでもあらう

世論も多少その意味に一三アンスの違

このごろよく肇生ｌそれは小皐校の

○

ひはあってもむもとからあぞ一たもので︑

これなどはいい例といへよう︒言葉は
生きものである︒時代と共に生長し︑

一
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ある︒もつともつと考へさせられると

主義だと思ひ込んだ先生もゐたといふ

それを恐れて何もいばないのが︑民主

こんなことは今日ではもういくらか

とが存在する︒中華人民共和国から録
が︑｜︲日本の畢校って愛だれ愈鐘が鳴っ

ば立直って正常なものになって来たと

ことを知ってゐるｃ

てもなかなか集らす︑やっと集って教

恩ふが︑まだまだといはなければなら

って︑東京のある小皐校に入った子供

場に入り勉掻が始っても魁先生のいふ

道徳教育

上野陽一

昨年くれ十二月三日の朝日新剛は︑

その望雲らんに︑﹁道引﹂︵生徒心得︶

ないことを悲しむものである︒その結

文を職のせている︒

をどうみる？と題した︑カナリながい

ととはきかす︑勝手な遊びをしたりお

果はいろいろの悪の芽を育ててゐるや

これが朝日記者の︑かきだしである︒

はめいわく﹂といっている︒

で︑修身科の復活のようにさわがれて

﹁いってみれば中畢生のエチケット集

非常にめずらしい︒同校の小酒校長は

まとまったものをもっている畢校は︑

育をやる弓というのだが︑こうした︑

をつくった︒とれで︑ある種の道徳教

一中畢で︑生徒心得﹁這引﹂︵みちびき︶

相︵営時の︶の郷里︑演田市の市立第

這徳教育を振興しようという大達文

しやくりをしたりしてゐる︒先生も何

弓だ︒いばゆる畢力ｌ文字の知識や算

数の理解力などｌの低下などは全く微
為たる問題といってもいい︒徳性︒知
性︒情操の破壊低下は︑決して一時的
過渡的な現象としてのみ︑看過するこ
とはできない︒今日︵三月十五日︶の
﹁朝日﹂の畢謹欄の一橋大の藤井教授

の﹁怖るべき畢生たち﹂を深い感動を
まいＯ

もって讃んだのは筆者ばかりではある
何がさうさせたか︒

の批評をのせている︒とれわ談話筆記

つづいて︑東京教大の磯野誠一さん
合一○・三・一五︶

なのか︑本人の手記なのかわからない

世の同憂の士に訴へたい︒

︵特別含員・前富山大畢長︶
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ともいは市︑叱りもしない︒勉狸した
くてもできやしない︒いやになってし
まったと憤慨したといふととも聞い
た︒

敗戦後の三四年間は︑民主主義︑自
由主義の行過ぎで︑随分こんな例は方
糞に見られた︒現に金津のある新制高
校では職授業時間中にトランプをする
グループもあれば通大養で談笑する仲
間もある︒さうかと思ふと他のクラス
のもの呼び出しに来ると︑平気でどん

意すると封建的だと反蕊されるので︑

主義とされ︑それを一言でも教員が注

どん出て行くといふ乱脈ぶりが︑自由

１１

！

みずみにまでわたって︑こまごまと定

﹁百数十力係のこの心得は︑生活のす

らしい︒

が︑どうも本人が自分でかかれたもの

ある立派な校風をまもり命至誠一貫︑

自壁した行篇をし﹂︑先輩の残した名誉

力して︑．中生徒たる名春とほとりを

で︑すべての人に接することなどを努

つくることには︑どうしても賛成でき

賛成するがゆえに心このような心得を

尊重するという賞施要項の根本精神に

によりも重んじも人権を何にもまして

くなってしまうワケである︒そこでひ

だの降項のよしあしは論する必要鋲な

つくらぬほうがよいのである以上聴個

行動できる︑ハッラッとした人間とし

とつひとつの係項が必要かどうか︑又

ないといいきっている︒こんな心得ば︑

て︑成長できるだろうｌか︒⁝⁝

ことになるが︑これで果して自主的に

てめぐらされたようで︑身動きがなら

妓後のむすびが﹁だろうか﹂になって

して心第一論鮎だけについて通かんが

それが適営であるかどうかは別問題と

協同一致することを︑義務づけられる

ないように感じた﹂︑というのがやその

いるが︑批評者はそんなやりかたで︑

めているが︑私はこれを手にして︑自

概評で︑あとはヒトッヒトッの佃傑を

こどもはハッラッとした人間として成

分の身のまわりに禁札がビッシリとた

いる︒

における自己の位置を理解し﹂とい

問題で秘家庭生活の節にある﹁家庭

ようといわれるが︑そのらしいとそ

は男子らしく漣女子は女子らしくし

中畢生らしいことが望まれ︑男子

えてみよう︒

とりあげて︑いちいち批評をくわえて

長できないと︑断言していることは︑

１︑全鰐として︑こういう生徒心得

は二つの論鮎があるとかんがえる︒

私はとの批評をよんで︑との問題に

全文をみるとあきらかである︒

﹁生徒は校内では︑もちろんこれに反

しないように気をくばるだろう︑先生
も︑これをひきあいにだして︑指導す
るだろう︒それに耐校外生活でも名札
を正しくつけよう﹂というから職いつ

う言葉とあわせかんがえると翻その

をつくることの可否︒

２︑校外生活でも﹁名標を正しくつ

がないとはいえない︒

内容として古いものがもられる危険

でも着物に名札をつけ︑﹁自韓車﹂にの

っていて︑目上のひとにであった場合

が︑はたして︑適営であるかどう

ける﹂というような個糞のキマリ

か︑男は男らしく︑女は女らしくする

なぜ﹁らしく︲一することが問題なの

には．⁝：片手で自信をもってのれるひ

批評者は﹁生徒個人﹂の人間性をな

か・・・⁝︒

とは漁晩帽してあいさつし⁝⁝雨手で
のらないと危ない場合には︑含鐸して
通る﹂という人間尊重の民主的な態度
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もわからない︒一鵠古いものとは何を

もられる危険が護生するのか︑ひとつ

とむすびつくと︑どうして古いものが

庭における自己の位地を理解すること

は︑なんのことかわからない︒また家

のがよいではないか︒それが問題だと

いるだけで︑ナゼいけないというのか︑

論だとおもう︒ただととば↑をならべて

いっているが︑私は︑ヒドクおかしな

ドクおかしな論とはいえないだろうと

るのか︑これもわからない︒本人はヒ

がとかれると︑地位がどうして分にな

ある︒そのうちだんだん成人して現在

し通雁することから教えるのが順序で

代においては︑より大きな組織を信頼

を論するだけのあたまはない︒との時

いない︒中畢生程度のものに国家壮曾

いるが︑その意味をすこしも説明して

論者は信頼と適雁がいけないといって

の国家吐曾に満足ができなくなった

ら︑それこそ自分たちのちからでこれ

杜含生活のところで︑園・家杜曾は

すこしも理由をしめしていない︒

をよりよきものにするよう︑つとめた

﹁机や窓に腰をかけたりすることは

これを信頼するも問題だし︑﹁これに

もちろん﹁郷土を愛し﹂はよいが︑

本質的にちがっている︒道徳教育と旗

くための畢問であって︑道徳教育とは

（18）

さしているのか耐さらにつづいて職

る︑﹂と妙なところに︑日本古来の美

論者は現賃の吐舎を科皐的批判的に

日本古来の美風をコワスととにな

とらえる刀をつくり︑それをもとにし

いである︒

築くために︑自己修養に努力するこ

てどのように正しく生きていくのか

らよろしい︑これも評者のおもいちが

とをいっているのは︑政治その他杜

を︑かんがえていくのが道徳教育のひ

さらに﹁良い国家杜含および郷土を

と︑との地位が︑﹁分﹂になる危険を

含の問題を個人道徳の問題に還元す

とつの重要な黙だといっているが︑そ

適雁﹂に至っては賛成できないし通

含んでいるというのも︑ひどくおか

る誤った考えかたと受けとれるが耐

風がもちだされたり︑﹁固篭の本義﹂

しな論とわいえないだろう︒

私のおもいちがいであれば幸だ︒

にあった和の精祁が説かれたりする

アメリカ人はよく机にとしかけた

土を愛しこれを信頼しこ奴に迩雁し︑

吐禽のなかで︑いきていくために必要

り︑足を机の上にのせたりするが︑古
だとかんがえている︒日本古来の美風

更によりよい国家吐曾および郷土を築

な約束を身につけさせることである︒

れわ現在杜曾に封する批判の日をひら

だというのがなぜいけないのか︒それ

っているが︑私はこれでよいとおもう︒

くべく︑自己修養につとめよう﹂とな

道引の原文には﹁国家祇含は勿論郷

から和の精祁を説くのがどうしていけ

来日本人は︑それを教養のないしわざ

ないのか︑古来の美風論と和の精祁と

￨

由な人間的開係のあることが︑道徳

生と先生との間に︑何でも話せる自

べることはできない︒生徒同志︲先

くような集関を︑これから頭にうか

の生徒がビチピチうごき一波展してい

こんな心得の中で︑ひとりひとり

どうか︒ムリにピチピチあるおていた

はたしてピチピチと往来があるけるか

の規則を全部とりはらってしまったら

そ︑ピチピチとあるけるのである︒こ

がある︒との規則をまもっていればこ

交通信競がある︒ここにもやはり心得

町にでるとヒダリガワ働行があり︑

しておれば︑それでいいではないか︒

ろうか︒︵特別宮員︶

方を教えない教育というものがあるだ一

これらはみんな﹃心得﹂である︒心得一

づかいがあり︑文章には文法がある︒

していくことである︒無制限にかつて一

自主性とは自分の考えで物事を判断一

副りむ砧

教育の基礎とおもうが︑そのような

下村海南

小選塞温制あるのみ

漢字には筆順があり︑カナにはカナ一

なマネ赤︸させることではない︒

開係があるのかと気にかかる︒との

ら︑きっと事故で死んでしまうである
﹁校長は生徒の主鵠性を活かせといっ

属ノＯ

心得のようなものをつくることは樋

ているが︑こんな心得を生徒におしつ

そのよう蕨人間開係を育てることに
らきをするのが一般の傾向だろう︒

は役だたないし︑むしろ反封のはた

るのかと︑すっかり喪心の欣態になっ

の醜隈を見て︑これでは日本はどうな

近かく三次の総選畢へ雁援の族をつ一
賞けたが︑雑始苦しい歎かわしい政戦一

者はとんな心得をもたせることは︑生

かせるだろうか﹂とも評している︒評
徒の生活を禁札で封じてしまうことに

てしまった︒

けるやりかたで︐はたして主鰐性が活

なるといっているが︑もしこんな禁札

一言でいえば︑こんな心得をつくる

ることには︑むしろ賛成である︒しか

うのである︒ピチビチした人間をつく

・をスッカリ︑とりはらってしまったら

と︑ビチビチした人間はできないとい

し心得をつくると︑ぴちぴちした人間

世の中は一難どうなるだろう︒そんな

め進畢人の数は増したとはいへ述犯者

齢が低下し︑婦人も参政椎を得たるた

ている︒それが日本では選畢賛格の年

欧米では蓮畢犯は殆んど影をひそめ

野球には潔山のルールがある︒との

ができなくなるというのはおかしい︒

として世の中にたっていくことはでき

教育をつけたものは︑全然吐倉の一員

の数が寓を越すという事は何んという

ルールをまもらないものは排斥され

ない︒︒

る︒ルールは一種の心得である︒心得
というワクのなかで︑緒一杯ピチビチ
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I

恥づくくけがらわしい事であろう︒

かつては佐賀聯から選出されし武富

セ野次りさては暴力で迫害する︒

無い事でっちあげ︑競争者へイャガラ

する︒又協定しても迫込となると︑脊

合にすぎない︒それが時折番狂はせを

出るべきである︒私の方から選畢人の

なり国政を議していた営きたいと願い

葛でありますが︑国家のため代議士と

はすと選畢人の方からどうか御苦勢千

を止めたま上にて営選した︒本人に云

たものでなく︑時がか上る金がか典る

が入れ乱れる︑候補者とても廻り切れ

る︒一厘五人のところへ十数人の候補

島︑高知︑鳥取へ島根︑佐賀などがあ

厘というに山梨︑禰井︑滋賀︑奈良︑徳

今の選畢厘は震きにすぎる︒全牒一

あるｐ連坐制を認めてもその裁判に三

公明選畢といっても馬の耳に念沸で

ある︒

治の腐敗と上に極まれりというくしで

治道徳が大ビラにブチコワされる︒政

り同志討友喰いとなる︒一番大事な政

反封黛の札はとれないから︑副軍とな

に腹は代えられぬ︑まして協定せす又

前へ頭を下げるとは飛んでも無い話で

に誰彼と識別のつけようが無い︒何よ

重勢働である︒選畢人にしてもその間

は小選畢厘制とする事である︒選畢費

結局之が封策は只一つにつきる︑それ

てもそう見込通りにいかぬ埴叉見込通

なる︒

分立が無くなり︑政局は安定する事に
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時敏ば選畢歴へ足を入れす︑東京に足

どアワなるのかというのであった︒

ある︒ソンナ者が国政を議して図家は

う分別ができても︑同じ糞から二人三

も少くなる︑候補者の識別も出来る︑

年四年とか上っては有名無賃である︒

今は一之泣きを入れる哀訴嘆願する︑

にすべきか︑ある時は一人で二人分三

人の候補者が立つ︒その間に何れを先

り困るのは政策の上からどの蕊をとい

贈りものもする御馳走もする︒お酒の

それとこれとは雲泥のちがいとなり

ふるまいもする勅お金で買牧までする︒

二大政黛の封立となり︑いづれか議含

に絶封多数を占むるものが政権をにぎ

同志討が無くなる︒さらにおのづから

る︒かの沸園の如く一年二回の政鍵を

した人は営選かく賞というので他へ札
を廻し落選の番狂せもおとる︒かつて

見るが如きことば絶無となるも小黛の

人分の札をかちえる事もあれば︑そう

は政友含総裁鈴木喜三郎は落選した︒

家族綴出でどうか一票を︑こんど落選
をせねばなりませぬ︒イヤ私は自殺す

輿黛の候補者の間に協定して地割をし

してはもう此土地に居られない夜にげ

へるばかりか︑反封黛はもとより営方

るより外ありませぬと遮我身の上を訴
の候補といがみあい通政策の主張でな

りになるならば始めから小選畢厘の集

︲Ｉ

I

く︑相手の人身攻げき心それもある事
｜

只無責任な空論を吐いてどうするの

れないものが互に謝立して賞行力なく

漸く議曾に三分の一の議席しか占めら

同すべきである︒二派の議員を合して

現情に於て杜曾黛は左右二派営然合

事多難の日本再建に猛進すべきであ

叉他あるなし︑此際此時此が断行し多

さくべき小選畢匡制の一鮎に錦着して

防ぎ選畢の費用を節約し小黛の分立を

れば︑日本を救うの道は選畢の腐敗を

おもい悠久たる日本の将来にかんがむ

１１

か︒自由と民主にしても︑二黛の政策

る︒︵三○︑三︑一七︶︵特別含員・法肇博士︶

１

にどうした差別があるのか鼠二者合し

ＪＪ

チ吉田という一線をかくして民主裳が

ぬ︑叉肌身につける槻衣や靴下︑下帯は必

の居室の掃除や整頓は決して人手を煩わさ

二十七頁よりつ宮く

生れたというだけである︒どうしても

商責と云ひ得るかをやって居り︑これは全

ず自分で洗濯する︒私は又一種の仕事或は

要するに生活と申しましても十人十色で

夫為の環境で多種多様であり︑一概には云

へいが他からは大愛に良く見えても︑それ

子女があって喪楽に老後を過ごす人もあ

程でないのが世の常である︒

る︒大厘高換の主人公で借金のため首の辿

れば︑子の故に日夜涙に咽んで暮す人もあ

らぬがあるがあると聞く一方︑茅屋住いで

赤貧洗う如く見えても窃に互菖の富を擁し

羨むべきでは無い︒

裕福に暮す人があると云う︒決して他人を

私は現在の境遇を天運と思い︑之に満足

ている次第である︒︹特別含員︶

し感謝し︑吾唯知足を以て生活の信峠とし

ＩＤＩ
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−てはじめて過半数になる︒しかも長き
に失せる吉川首相に飽きが来た︑アン

保守合同の一途あるのみである︒現に

味を提供し喜びを倶にする所謂︑共存共築

が︑うまい汁を吸うことなく他迄も相営の

に親切心を以て相手に接し︑た蝉自分のみ

る︑然し努力だけでは︑うまくは行かぬ常

くの素人であるが︑努力を第一と考へてい

民主薫は第一薫といっても百八十五名
では過牛数の二百三十四にはまだノＩ
遠い︒

小選畢匡制一人一厘の制による事が
唯一の道である︒近く三次の総選畢に
よりまさに苦杯は満喫した︒来るべき

ぬ︑ホドホドを忘れぬ︑来者不拒︑逃者不

一・

を﹃モットー﹄とする︒更に余り無理をせ
追である︑それで武士の商法ながら先ず先

特別議曾に於て小選畢匡制を断行すべ

し︒新憲法により国曾は寓能となっ

ずの成果を聖げ挫折もせずに綴行し得るこ
とも深く感謝している︒

た︒園含の質の向上こそすべての根本
一である︒吾等の一生は朝露の命なろを

［

１１
︲１１︲ｌ

机の塵

×

×

政権を坂るも苦努だが︑取っても苦努Ｉ
約束果せと迫られる！

︑︑

尤も不渡手形は現下の流行で︑囲民の神

い！

樫もマヒしてゐるから︑人も許し我も許す
ところと︑あへて気にもしないかも知れな

愚の熊公︑八公にも似る！落語ならとも

春ともなれば︑年中行事の簿勤攻勢で桐

一度出来た燕は中々附着しないものらし
い︑衆議院議長選蕊で典野黛の演じたお芝

×

つかしい！

分の遅れで問題にされる！センチ論から
不富！教育の立場から妥営と霧ふ︑何れ
にも理あらん！情に樟させば流され︑理
にこだはれば角がたつ！とかく浮世はむ

昭和女子大の一畢生の卒業論文︑四十五

×

が一審に携えて居る！ルサイことだら
う！正に闘争時代！

︑︑︑

常識がしいのに︑今篭︲は地方選畢といふの

か！

かく︑反面目な話としては果して然るか否
×

かつてほめ合う念といふのが出来たが︑

何とも皮肉なこと！といふのは︑何んでも
人のことは悪口ばかりで辱めることを剛ら
ないのが今日だからだ！凡て物事に絶封
はなく︑一利一番あるものといふことを知
らず︑盲信か偏質者が多い世故？
×

居がそれＩ情の世は近く︑理の世は蓮し

今日の政黛者流には同して和せざるもの

はなく︑和せずして同ずるもののみ！そ
の同ずるものは何ぞや！日く利権と歳費

×

ても安からざるはずでゾッとするぽかりＩ

犯罪者を加へたら数知れず！窪ても起き

愛質者十三薦︑その他の出たり入ったりの

︑︑︑︑︑︑︑︑

誉覗蕊管下だけでも︑ブラックリストの

×

溌狂するほどの税金で︑国家溌算は天文
肇的歎字の兆といふが︑八方破れで︑文句
々々で押寄せられては︑何れも雀の涙ほど
の切張り︑奇術師でも﹁ネタ﹂がなくては
始まらない︑お互侭大言は慎しむこと！

美！

値上げ！
×

硬汲といひ︑軟波といひ︑その演出ぶり
この環境を作り︑そして哀た環境が人を作

は掘端の連績！これが現下の世相︑人が

×

るＩ黄に末世の槻あり夷！
このところ大火災がつづく︑焼いては作
り作っては焼く︑これでは住宅難の解決あ
ことなし！
×

この殺伐陰惨の世にも︑自然の運行は狂
はず︑春ともいへば花の便りチラチラ来る
×

る！恰もそれは天国の夢のごとくあり！

１１
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×

×

何の苦努もなく︑思ふところへ完全入墨︑
完全雇用︑あとは社曾保障で窪て幕せとは
敗戦国民の理想はあ亥りにも高い！

×

何の彼んのと言っては見ても︑主人とも
なれば貧乏の︑やりくりは遂に物持に︑す
がる外はない日米の仲ｉ
言うことは日に月に美しくなり︑行うと

ころはいよいよ醜くなる！しかも迩徳孜
育は必要なしといふ？といふのは︑国家が
左翼的に革命しないからなのださうだ！
よくは考へたいもの！
×

一部流行のインテリ者流のお誼を拝聡す
ると︑聖人達人の如くして︑他の者は裏長

C

鋤

＄

ノ

側

て︑自然に事が運ぶように心がける気持が
一分で考へて︑柳か淋しみを感ずる次第であ

弧い︒結局身老境に入った詰果であると目

る︒︵特別官員︶

るかな︒︵特︽宮別員︶

へ１︶

河野省三

私は生活の指標として︑天武天皇の十四

年に制度された冠位の名解たる﹁明離正直

勤務追進﹂の八心を定めてゐます︒明翫正

勤務の心は活動であり︑追推の心は修義で

直の心は生きた至誠であり︑それに基づく

○小笠原長生
私達が幼少の時分には︑正月など︑友達
いろはぷるた

が集まって︑﹃以呂波什牌﹄といふのを取っ

震ｂめ

して貢面目﹂の気持を以て︑寛巌宜しきを

い

ある︒この指標に進む蕊調として﹁快活に
秤﹄

て︑遊んだものだ︒此の﹃かるた﹄は︑確
あてば

してそのやうな生活の武践として︑小駆佼

得るのを念としてをるものであります︒而

ろは

言道話を︑極く平易に直して︑それを﹃以

呂波﹄四十七文字に通用めたもので︑例へ

時代から幸ひに︑着冷として︑次の五つの

ぼ︑﹃い﹄には﹃犬もあるけば棒にあたる﹄︒

した︒

賞践的信傑を追求し展開することが出来ま

たびみちづれ友なさけ

﹃ろ﹄には﹃論より締樵﹄と云ふ類である
が︑﹃た﹄には︑﹃旅は路迦︒世は情﹄と云

ｅ図家の護展に貢献したい︵小駆時代から︶

○

ふのが出てゐる︒私は是をモットーとして

ｅ人間生活を喫かに充資し護現したい︵中

冒

んだことがある︒醤時私とても︑さｋやか

の生涯を指したもので︑路迦とは共存共築

ゐる︒資に好い言葉だ︒族といふのは人生

なすに噸し況や悪をや﹄と言ったことを讃
なりとも善を進め悪か一排すろを以て自己の

が羊刷を進めること話援ける方に辿る傾向に恕となって︑鋳装賑翫士を資現するであら︑日本図案Ｉ︲日本文化︑民族的情操ｌに開

刺を揮ふといふ気力は薄らいだようだ︑人敬愛となり︒同情となり︒慈悲となり︒仁代から︶

無論ないが︑併し︑虞光かけて破邪顕正のの語を個人︑的に引用すれば︑他に針する︑組的向上に誰力したい︹関翠院の畢生時

思はれる︒私は今日に於ても悪をなす気はとを溌詐韮礎たることの教である︒礎で此串︑神道及び閣民生活の畢問的研究︑恩

たが︑近頃になってその心境が判るようにう︒然してこれが︑人世の頁の平和と幸頑自一私の立場︵位置︑境遇︶にふさはしい閣一

鍵に消極的なことを言ふと感じたものだつならざるべからざるキー述べたものであら堪の頃から︶

みちづれ

信喋として働いてゐた積りであった陣けに

仏は年若かりし頃︑さる老政冶求が﹃善を

う封心の漢へに蕊くものではなからぅか︒

ふこともあらうが︑寧ろ主として老齢庭伴

うに思はれる︒多年の経駒による回熟とい

人の生活信悌も年齢によって自ら塗るよ

大橋八郎

私の生活信候豊士音暇

｛
〆、

ある︒それと共に︑出来るだけ無理を避けう︒鳴呼﹃世は情﹄なるかな︒一世は情﹄なする瑚畳反省を深くしたい⁝世界と画家

（23）

−ノ

と自己とを結びながら︵吐曾に出てから︶

②文化の多角な普及と地方文化の護展とを
︵特別含員・丈畢博士︶

促進したい︵若い頃から現在に至る念願︶

ぶあそ

○寛克彦
やさか

とこしへの獅楽の禰の御楽びに

我も仕へむ日毎年毎
おもしろ

明治十一年七才で小畢へ登校し︑卒業の

頃富山中畢創佼され入畢しやうとして父許

さず︑中里費用を金で賀ひ︑それを以て書

の風潮渦巻いた頃で︑謙謹害を潰む時代と

物購讃に充てることにした︑営時文明開化

した西閣立志編で︑冒頭に﹁天は自から助

なり︑最初に讃んだのは中村敬字先生の課

あな明けおけ︵古語拾遺の詞︶
一各も各もの上に岬のましますことを

のあり︑この一句が一生を貫いて肝に銘し

くるものを助く﹂とあったのを見て悟るも

さや

天晴れあな面白あなたのし

人の短を言ふこと無く︑己れの長を説く

一常に︑有り難くなつかしみ忠ふ心を以

忘れざること︒︵菖教同誘の皇大禰をいふ︶

○高木泰三
こと勿れ︑

物言へは唇窪し秋の風芭蕉

ある︒

て来たが︑酬ゆるもの無いので汗顔至極で

私の小杉で講演され︑其夜宿舎へ往訪懇論

一己が受持を通して世の中を提げ追ひ進
むこと︒

を拝轄︑猶射水支曾創設を奨められ其翌年

てものごとに一つになること︒

一評するのではありません︑かうした思想︑

一清明心を以て行を放ひ︑其が中より善

結成した︒其翌二十七年先生を築地邸へ往

と言ふ句があります︑この句は私の少時よ

かうした芭蕉の心境︑それを私はいたく感

一道理と事賓とを明らかにし︑天皇をし

きうるはしきことを生り出でしむること︒

訪し︑座右銘を願ひしに︑半切大の絹に﹁激

忠ちこと

芯

すあら弘こと

まっ

澗績持ちであることを看破された警句で恐

〔24）

り頭を離れない句であります︒句の善悪を

今日私が七十年の往時を顧みますれば︑

銘して︑私の生活を支配して来て居ります︒

の御光を仰ぎつつ相扶けて﹁みこと︲一とな

て掬疋﹁すめらみこと﹂たらしめ奉り︑其

︵﹁みこと﹂とは︑紳を生命中に奉斎し

縮したが︑この教訓を守って釜するもの大

西村曾旭先生明治二十五年であったが︑

それは後悔だらけです︑然し他人にめいわ

一念字﹂︒墨痕淋離書いて下さった︑私︑性

髪不自制︒寛胎身後累︒十年一記此心︒除得

あかさこころ芯か

くを掛けず︑他人と雫い事はせず︑他人を

し合ふこと︒

神に一なる冥我をいふ︒﹁天地人唯禰

きかょたことが印象深い︑今も時々掛けて

りませんと言ひきる事が出来る喜びを持っ

推しのけて先へ出やうなど︑思った事はあ
て居ります︒今猶身心健であります︒終生

︵特別含員・法翠博士︶

柴の一生命﹂の表現人︵表現我なり︶︒

ある時に座右銘を願った庭︑紙本半切に﹁君

二代曹長谷隈山先生を二三同往訪した︑

景仰してゐる︒

俳譜の研究に没頭し些少なりとも自己を措

片口江東

充して︑そして柳かなりとも思想の善導に
文化の向上に貢献する所がありますなら幸
と存じて居ります︒︵千葉螺東部支含長︶

○

子憂道不憂貧﹂の一行を謹厳に書いて下さ

︲

た︒叉本曾支曾も設立して曾員と共に世道人心

つたが︑敗戦後土地解放や苛税のため斜陽

が感銘深く古稀を過ぎた今日迄物心雨面の

克勇︑像故克慶﹂の慈と勇︑像と塵の教へ

ら老子を教はり︑三責の説の中にも﹁慈故︹富山媒新川支含長︶

青年の頃︑仰教講習曾で大徳南傑博士かの啓護に努力して居る︒

族に過ひ込まれた現在に於て︑先生が今日

生活を支持してゐる︒過去数十年︑私が︑公私を問わず︑常に

ったが︑其頃は金に困らぬ境遇で感銘簿か

あるを溌言された感あり︑私としてこの遺

○高城駿

墨を掛け︑其高風情節を追慕し感無量であ

私は儒教の仁︑仰教の慈悲︑基教の愛等生活上の信傑として来たものに︑二つある︒

のと思って居る︒子と孫と二十人持って居と云うことであり︑消極面に於ては︑﹁猫り

その本質に錘りなく人生に於て最も鯨いも即ち︑積極面に於ては︑﹁良き環境を作る﹂

る︒

私の租父も父も一賞の二字を信傑とした

る私は自らの膿験で親の恩愛の切資さを知を慎しむ﹂と云うことである︒

ので︑海屋と拙堂の遺墨を額として掲げて

ゐた︑私も其遺風を守り来てゐるが︑年齢

て居る︒同時に私は碑の威烈を畏れその加の意味で︑﹁個人の生活﹂と云うものは有り

り︑引いて蛎陀の本願の有難さを深く信じ凡そ︑現代の吐曾に生活する以上︑純粋

護を感謝し︑清明を旨とし正しき道を踏み得ない︒だから︑一人の人間が︑如何に高

とまた心境の蕊化に伴うて種々多榛になる

外さないよう心掛けて居る︒迩な理想を抱き︑果敢な道徳的賓践を行お

が︑根本は一質にあると恩ふ︒唯無畢無能
に入り残念ではあるが︑去とて愚痴をこぼ

なり世にぞつくさむ・の能率を上げるにしても︑そうせざるを得

測陀の慈悲有り難ければ卿一音のみ手先と故に︑道徳的資践を行うにしても︑仕事

だと或高僧の教へである︒それで私は︑生活のあらゆる分野に於てそうである︒

信者は自ら遡一音の精紳を燈して活動すべきのことは︑軍に道徳的生活に限らず︑吐曾

災厄に遇って槻世一音を信じた︒而して顔一昔の成果を期待することは剛難であろう︒こ

讃を鑑いて感動されたことを知り︑私自身て︑白眼硯するようなことがあったら︑そ

二宮翁の少年時︑寺院に詣で観香裡の訓うとしても︑周園がこれに同調せず︑まし

無徳で︑心懸けた事成らずに八十四の老境
す気も無いこれが信膝と云ふ可きか︒
︵富山螺射水支曾代表︶

○斎藤一二

私は師範三年の頃の夏休みに皐友と曾合

と考え︑その心持で十数年前より裁判所調ないような〃良き環境〃を作ることが︑何

の際︑寄せ書に﹁吾志在経世湾民﹂と一記し

る世間の困窮者の生活苦を除き度いと思っ

停委員に︑また市の教育委員にもなって牡よりも必要である︒
曾平和のため︑教育振典のために奉仕し︑近江聖人と云われる中江藤樹を生んだ村

た︒営時我家の生活から推してそれにまさ
たからである︒然し微力な私は小中翠高女
佼の教壇一生活に没頭して無篇に過して来

一
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￨

云う有名な逸話があるが︑この〃廷き塁

には︑盗みを働く者が一人もなかった︑と

揮語を︑座右の銘として来たが︑現在でも

めに︑﹁濁行不塊影濁宿不偲樗一と云う

去に於て︑この﹁濁填︲一を行い易くするた

命も斯くして永遠に眠々と繋がって行くか

盤ろ礎い覗野のものでありたい︒我等の生

きる分野である︒以上自己の完成も三世に

に培れた育土である︒更に子孫の永遠に生

境〃こそが︑あのような偉人を生み得たの

是を生活の理想としていることに塗りはな

である堂７．

ず︑職域と云わず︑自分の現在居る環境を

傑に就いて述べたのであるが︑もとより凡

以上︑私が平素心掛けている︑二つの信

づる庭なく︑政黛は糟牡は己あって閣家あ

らである︒・戦後に於ける我図侍は︑余りに

少しでもよくするべく︑たとえ小さなこと

夫の身︑これが賓行は︑決して生優しい霧

るを忘れ︑自己満足に自ら墓穴を堀って居

い︒

でも︑出来得る範閣内で賞践を心掛けて来

ではない︒只私は︑少しでもこの理想に己

このような信念から︑私は︑地域と云わ

た︒極く卑近な例を碧げるならば︒時間の

傑出てよと祈って止まない︒如何に主椛在

沈獣を守って居る︑私は閣家再建の篇に豪

の再興も甚だ心細い︑有識者叉濡す魔なく

曾ての支那の閣情其のものである︑図家

る︒

居る︒指導暦の豪い人達が罪悪を敬てし恥

も寂しい自己満足に限られた概想が溢れて

観念がルーズなことは︑日本人の通弊と云

生活を︑平凡ながら大過なく過し禅たのは

私が︑幸いにして︑過去四十有余年の公

何に個人が努力しても効采はあがらない︒

一に︑この二つを信雌として︑わが身を戒

を見付けるべく︑努力して来た心算である︒

所が︑一室の地域︑職域に限って﹁時間厳

めて来たお陰であると︑私は確く信じてい

民の世なりと鞭も︑園政を握り︑地方の指

導権を掌る代表人士が︑己れの立場を得る

己完成は世を明るくする第一歩であると思

この恩恵に酬ゆる途は我竿の魂を鞭打たぬ韮

境界を先輩が築いて呉れた︒我等後潅者は

我等は曾て世界に一蕪雪蜘民として淵歩した

限り︑閣求の前途子孫の運命にハカなき末

r26、

えるだろう︒併し︑これを改めるには︑如

守﹂を徹底させると︑思ったより易々と是

る︒︵埼玉蝶忍支首長︶

太清左衛門

を責行することが出来るのである︒以上は
ほんの一例にすぎないが︑このような例は
決して少なくはないのである︒

う︒而して私等は片寄れる自己を標準とし

ぬ現情を見て︑誠に慨嘆せざるを得ない︒

ために手段を撰ばず︑哀訴嘆願せねばなら

を信傑としている︒﹁濁りを臆しむ﹂急．即ち︑

た佃的なものであってはならぬと思ふ︒ま

私共の生活はまづ自己の完成であり︑自

他人が見て居るから︑居ないからと云って

づ郷土を図家を背景とした自己を充たさね

の世迷言であって欲しい︒

ば︑他人が注硯しようとするまいと︑敢え

郷士は我等の租光が眠る篭地であり︑倶

路を典へるではあるまいか︒私は之は老人

て問うところではない筈である︒私は︑過

ばならぬと信ずる︒

ひと

くも︑府仰天地に慨じない行いであるなら

自分の生活態度を鍵えないことである︒荷

次に︑消極的な面に於ては︑私は︑﹁濁填﹂

○

終りに私は生活の信傑として三つの戒と

三抑に︑図家の安泰と一家の幅祇を折りま
って︑皇岨岬雌家組の藍に福祷敬拝して︑

：す︒次で牙瞭屈伸の通勤二十回℃屋内に入

︵ごまつ己を︑恥キー︑足を︑この三知の戒

て信﹄﹃川を節して人を愛す﹄の孔子の聖訓

朝登に就くのが例でありまして︑﹃事を敬し

一つの行を

信念をたかめ人生の行路を明るくする

事を虚する修錬工夫を岡って︑牢乎たる信

﹃虎賀﹄がありまして︑其慨川を解じて︑

を奉じていますが︑凡そ自然と人事には

イ︑己れを知るは虚世の要諦であり自己の
ロ︑恥を知ることに依て己を津化し人格を
たる

たかめ信を蓋ふ糧となる

念を以て︑志莱の達成に努力していますか

ハ︑足を知れば自己の不自由に甘んじ生活
の前途に安心感を充たし得る

ら︑現今の邪教に迷わされことも無く︑世
私の虚世の要道で︑即ち生活の信傑であり

俗の邪道に陥ることもありません︒これが

水を飲みます︒次で庭上へ雨時は屋内︶に

上見れば及ばぬことの多かりき

下を見なさい星はないぞえ

上見ればあれ星これ星星だらけ

笠着て暮らせ己が心に一一

然し見方によれば自己の地位をより足く︲

こは終始努力し精進している︑特に卸披露

くい一てう格言を信じ自分に輿えられた仕事

はならない︑私は﹃天は自ら助くる者を助

り叉浦足悠を詩つ馬には無篤無策であって

生活に或程庇安定性のあることが大切であ

さり乍ら感謝で暮すには︑やはり自己の

あったと忠うている︒

ぬが︑先づこれ位の虚が牙分相騰の運命で

のである︒尤も私は功成り省遂げては居ら

名遂げ牙退くは犬の道也﹄に共鳴している

思ふので消極的ではあるが老子の﹃功成り

を過ぎた身では︑所詮及び得ぬ虚であると

し私の如き経歴や能力で特に齢︑既に古稀

閣家杜禽の篇︑火に努力すべきである︒然

これは老人も同じで資力あり自信ある人は

願うて針ほど適う﹄と云ふた通りである︑

つことの大切なるは︑徳川家康が﹃棒ほど

馬の青年が大望を抱き旺盛なる向上心を持

善に努力するのは結構なことで特に将来有

せんとし或は現在の世相を不浦とし牡曾改

I

︵以下二十一頁へつ賞く︶

するまでもない些細なことではあるが自分

（27〕

︵二︶生に封する日常の感謝の行
家の安全を祈願する︒

ます︒︵漢詩人︶

毎朝紳仰を濯拝剛家の安泰郷土の振皿二
︵幅島牒江名支曾顧問︶

和波豊一
私は日日を感謝の気持で暮している︑現

○三好凌石

私は毎晩十一時就寝︑調書しながら睡り

ぬようにしている︑物賀的に満ち足りるこ

在の境遇に浦足し過度の希望や欲求を起さ
とは必ずしも幸幅ではない︑浦つれば峡く

ますが︑眼が昂めると︑叉調書したり︑時
から︑枕頭は毒物︑鉛筆︑用紙等が雑然と

直立︹自然鵠︶して大室を仰ぎ︑両手を上

毎朝五時半起床︑盟瀬の際は必ず一杯の

げて合掌して︑謹んで宇寅全能の岬︑造化

古人の道歌に

とも云ふ︒

としては詩を作ったりすることがあります

○

しています︒

１ｔ

｣

1

陽春漫筆
記者

長い冬眠生活から︑暖い明るい世界にと
廻り舞墓が廻ると︑何となく生々した心持
になって活動を始める︒これは生きとし生
きるものの目嫉み移りといふもので︑花も
笑ひ︑草木も芽ぷき︑鳥も唄ふ︒我々人間
もまたそのものの一つであるより外はない
だが人間にはその中に自・由意志といふも
のがあるところから︑許された中に自由の
行動があるので︑自分の世界といふものも
つくる︒それが年々歳々人同じからずし
て︑花相同じといふことにもなるのであろ
う︒昔からこの人間の歎きといふものは免
れないことだが︑今日の世相を見ると︑い
よいよその感を深くしてゐる︒

がある︒

毎日の新聞の報ずる杜曾面を見ると︑自
殺︑殺人︑暴行︑弧盗︑詐欺︑火事︑争議
等々︑やうやくに来ん春に背いての運命を
辿る者が何んと多いことであらう︒正しく
人間の蓮命といふものにも狂ひが生じた感
人間の運命は大半は人馬的だともいはれ
る︑砿に自らの力によって左右もされる鮎
が多いようで︑全くの天命ではあるまい︒
と恩へば︑今日の杜含に見る述命の狂ひに
も︑お互の責任がある課である︒
ここに一つの家庭争議を考へて見る︒今
日︑自由の心から︑愛し合って作った家庭

でありながら︑何んと季ひの多いことであ

である︒

らう︒合するも自由︑雑るる事も自由で︑
その三︑四十パーセントは破滅だといはる
る︒これなどは天命であるより以上に︑お
互の責任であらう︒乃ち男の方の勝手もあ
ると同時に︑女の方もまたそうで︑一緒に
なったら後はどちらも自らを顧みることな
しに︑相手ばかり責め合ふ有様が多いから

落語に﹁穴ぱいり﹂といふのがある︒長
屋の熊さんのお祁さんが亭主の道楽に愛憎
をつかして︑家主の御隠居さんに相談にゆ
く︑そこで御隠居は︑そうそう熊さんの悪
口言ってたんでは喧嘩ばかり︑お前ざんも
少しは身だしなみもし︑熊さんの御機娠も
とり︑仕事も努めなさい︒昔在原業卒とい
ふ人があってな︑この人好色で夜毎河内高
女郡の女のもとへ通ふのだが︑夫人はいつ
も笑顔で透り︑不快の気色も見せないので
或る嵐の夜﹁これは妻に男でも出来たので
はあるまいか﹂とひそかに庭木の中に隠れ
て家の様子を見ると︑妻は化粧してもの哀
しそうに︑﹁かぜ吹けばおきつしら波たった
山よはにや君がひとり越ゅらん﹂と一首を
詠む︑これを見て﹁ああ女通ひとはすまな
い︲一とぶつつり止めたと佃勢物語に出て居
る︒お前さんも熊さんにこの態度で︑一つ
この歌を詠んで御覧なさい﹂と論され︑お
祁さん早速試みたが︑その歌を間速へ︑そ

れが﹁感しくば訪ね来てみよ⁝．：︲｜の狐の

は考へて見る寺へき話である︒

歌だったので︑熊さんの道楽が止まないと
いふ落ちなのだが︑この伊勢物語の話など

といふ﹁業平の夫人︲一のやり方︑これは今

一見形式が奮く︑女の隠忍ばかり弧いる
ようだが︑形は時代的のものでどうでもよ
い︑事はその精祁である︒男子の我儲はも
とより悪るいが︑しかしそれを責めるばか
りで自らを責めて誠心に訴へることのない
女子︑然も女子のその不平からの破綻の多
いことは︑自ら狂はす運命といふものであ
らう︒一緒になるまでの努力がその後は乏
しく︑勝手に言ひ合ふばかりでなく諺誠心
を壷し合ふこと︑これが乏しいのは︑今日
の通弊で︑自由の考へ遠ひである︒
親子︑努貧その他の種々の争ひも同じく
それで︑自らの誠心で︑人の誠心に訴へる

といったものである︒

日全く捨て去られたことで︑ただ自分は棚
上げて相手の非ばかり云々し合ふのが流行
であるが︑この風を全く省みないところに
は︑運命の狂ひは限りな魚績くことであら
う︒亘理はやはり人事を壷して天命を待つ

柳は緑にして花は紅で︑自然は無篤であ
る中に︑ひとり人間は自由があって︑自ら
馬すところもあるのが妙味であるが︑その
妙味は又資に人の心の働きによって生きる
のである︒春を迎へて顧みて我冷は考へて

見なければなるまい︒︵一九五五︑三︑二○Ｊ

一
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明るい家づくり

氏家毒子
○陽のあたる所
幼い頃によく母が﹁陽のあたるところで遊ぶんですよ﹂
と言ったことを思い出します︒自分が母になって︑いつか
やっぱり同じ文句を繰り返していたことも亦思い出すので
す︒陽の首ろところは一種の郷愁を畳える⑥一二１ヨーク

市のブロードウェイには通りの中央に芝生の細長い柵で園
んだ場があって︑ベンチも設けてあります︒一日中高層な
ピルとビルとの中に埋もれて決して陽の目を見るととのな
い住民が︑と上に来て陽に富り明るさに眼をやしなってい
るらしい︑都曾の行きづまりを思わせるものがありました︒

陽の鴬ろというととは誰もが先ず淵かさをなつかしむ意味
をつよく受えるでしょうが︑それにも増して私は明るさを
感じます︒

理詰なことを申すようですが遮温度は燃料でも補えるけ
れども明光は蟹光燈でも及ばない︒つ心に新鮮な︑つねに
護荊としている太陽の中でこそ生命が躍動すると信じてい
ますや・
生命のいとなみが家庭生活です︒家庭は言う迄もなく表

一札を出している家屋ではなくて家族一人一人の尊い生命

ですから︑一層との要求が切賞ですし︑また必要でもある

緊縮して明るさからは遠ざかりそうになりかけている時代

れは今年の大きなホー︒フです︒世の中がどちらかといえば

らく一人もないでしょう︒明るい家をつくりましょう︒そ

封の方向にあります故に︒
明るい家庭を建設したいということを希望しない人は恐

美しさ︑健康︑生長︑繁柴といった人生の憧僚からは正反

これが第一係件だと言いたいのです︒およそ暗闇は正しさ

いのちが生きて行くところは明るくなくてはいけない︑

○窓を開け

の集国です︒

[
】

鐸です︒明るい家！
明るくするには何よりも先に窓を開けようじやありませ

んか︒閉め切っていてどうして斯弓暗いだろうといったら
笑われる︒

宝には陽が昇っているのです︒さあ窓を開けましょう︒

窓をあけて晴れ行く空を仰ぎましょう︒牡曾の一音をき上ま

しよう︒わが家だけではないという色女なことを知り通理
解しましょう︒

○灯をか上げ
それでもそこばかとなきろすら闇のた冒よう時には灯火

をか上げようではありませんか︒私たちの生活の暗さは脳

分明でないことに原因する場合が多いと思います︒わから
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はないでしょうか︒

ょうし︑それで何ともいえないもやがかＡってしまうので

ないから︑わかり合えないから︑それでもたもたするでし

生きて行く芦︶とが大鍵だと言わなければならない向が多数

きくにつけ︑失業に追ひ込められた陀しい姿を見るにつけ

れない階級はい入としましても︑中小企業の苦しい様相を

です︒

瓦が明るくなるように照し合うことが必要でしょう︒根本

民主的と申しますが︑無邪気な態度︑純貝な気もちでお

にあっては通それらはどんなに必要だと言ってみてもはじ

活刷新問題を持っていました︒けれども好景況の経済牡曾

好期だといえます︒私たちは国民的課題として幾つもの生

です︒しかし︑他の一面からいえば今は生活を切りかえる

りますと︑家の中に絶えず灯を消さないよう底努力がいり

それほどではなくても︑むしやくしやすることが多いとな

何にもなりませんし︑下手な方法では家庭も吐含も暗くな

べからす︒それには技術がいります︒稲えてばかりいては

活運動の聾がしきりに起っています︒恰もよし︑機曾逸す

まらなかったのです︒

デフレで景気が低下している上に︑経済政策の効果が未
だ完全に上らない︑存外シワよせが凸凹のあらわれとなっ

然るに昨今はみんなが流感するようになりました︒新生

ます︒誰か野突然フシと吹き消したくならないとも限りま

るばかりです︒上手な幕らしというのは生活の賞質を落さ

ずにという催件がつきます︒

せんから︒

○技前をみせ

し得なければ大金を投じて工事を託する気にはなりませ

料理の上手な人の庖丁にか生れば一寸したものでもおいし

生活のし方をといろととですからこれこそ腕前次第です︒

つまりほんとうの中身を粗末にしないで︑しかも堅貸な

ん︒明るい家つくりにも同様に技術を必要とします︒生活

家をつくる時には大工を選びますｃその人の技価を確信

力の狸い民族は柴え︑生活力の弱い園は衰えて行くように

もまずいしつまらないものになってしまうような事です︒

く食べられますが︑下手な人の手にわたると折角のよい魚

到底やって行けないとか︑障碍や不足に出含う度毎に一歩

不調和の中に生長をはかるととは悶鄭です︒一希いく↓誇

○バランスをとれ

ます︒

科畢的に物の値打を生かす方法と技術を磨く必要にかられ

見うけます︒あれがないから駄目だとか︑こんな係件では
づ上後退してしまうのでは進歩護展は望まれません︒

ば一面からいえば生活のむつかしい時世ですｃ収入が
︐ぐん増して竹く頃と違いますから︑直接いためつけら
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ているので︑いろいろな悲劇が新聞の杜禽面を埋めたり︑

t」

篠は柴養失調︑即ち築養の調和を欠くと色曳な身篭障害を

うに︑額の多少は第二の問題としてとにかく生活の内容が

かしい黙ではありますまいか︒どこかに無理が行かないよ

しでは過ごされません︒そういった開係がバランスのむつ

三つ目の要鮎は家族相互の間Ｑハランスです︒むつかし

来たします︒相営の御馳走を食べていても築養素の今ハラン

くなると誰かにシワがよる︑止むを得ないことながら家の

釣合いを保つようにという事です︒

頃は食事の上の常識として誰もが口にするようになりまし

スがとれないと恐ろしい結果になるものです︒不調和なと

た︒考えてみるとそれは決して食事だけではありますまい

で話し合うという方法が必要になります︒たとえば暫時バ

中に暗い影がさす原因となるのです︒そこでどうしても皆

とろで人間の健康を保つことは出来ないという繊則をこの

家計の失調など賞に危いものです︒その故に悲しい結論に

よってであれば不訓は稗じて大調和になります︒

ランスがとれなぺても︑家族が好意をもって理解と同情に

到達して母子や一家心中などを決行したのではないでしょ
うか︒

○不安遥追出せ

バランスは簡単にとれるものではありますまい︒いろい
ろの角度から考えなければならないことです︒が︑少くと

ん︒誰だって不安の一夜がいかに便いかを知っています︒

安心のないという﹀﹂とも人間の生長の僚件ではありませ

一つは今日の生活と将来の生折との均衡です︒次は生斯の

ん︒不安は出来る丈早く追い出さなければいけない︒正に

不安であって明るいなどという事は絶封に考えられませ

も三つの黙から雫ハランスをとる必要があるでしょう︒その

内容の調和つまり家計は蜜目をつくりますが︑その費目間

不安は何かといえば先の見えないことです︒どうなるか

鬼は外−です︒

の均衡です︒

現在は物償や物費の開係で︑自然に放置すれば斐目間の

いにしても備えがあれば大分緩和されましょう︒先の見越

わからないという場合です︒たとえ先がはっきり見通せな

重さには甚だしい開きが出来てしまいます︒低物慨政策が
・奏功して幾一分づ上物債が落ちついて来ましたが︑必要欠く

しが出来て備えがあったとしたらこれほどよい事はありま

べからざる第一の品物は余り都合よく行っていないようで
す︒そのため食費の如きは大きな割合をも２Ｌ︵前には釦

すまい︒その方法として家計の設計と貯蓄を取上げたいと

すが︑とれによって根本的な安定を確保し得ます︒前段で

肌います︒計謹のある経済生活は今更ながらの感がありま

％︶一定の牧入の中に頑張っている

％でしたがこの頃は

一郷叩峰騨畦延唖潅識郵韮輪抄減龍竺悔華匙齢睡趣蝿稗雌癖
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述べましたように樋その計書一によってや︿ランスがはじめて

維持されるでしょう︒計書の中でバランスの第一項である
今日の生活と将来の生活︑その特来の生活の．晴れにせよ
ちついていることのできるように貯蓄の部分をしっかりと

曇りにせよ或は望まねど来るであろう嵐にせよ備ありと落
据えつけましょう︒どうなるだろうと胸を痛めるのと通あ
もないことです︒

れがあるから大丈夫と思うのとはいづれが明るいか申す迄

計蓋も貯蓄もた贋経済の面だけに要求されることではあ

○香り高き夢あれ

いても言えるですが芯とＡでは省きます︒そして経りに︑

りません︒無形の財産・資本である時間やエネルギーにつ

であるようにと希うものです︒

すべてに亘って夢があるように︑夢の匂いやかな家づくり
より高いものへの憧れは脳そのある限りにおいて私たち
︲典しよう樋斯うもしようと眼を輝かせて生活の理想を語り

を若くし私たちの家を明朗にいたします︒家族がよれぱあ

ありません︒

合
心そ
そと
と岸
には必ず希望にふくらむぼ上笑みがあるに違い
合う心
夢は屡上私たちに勉弧を迫ります︒努力を要求するでし
ょう︑結
ここ
そそ
︶とそ不平を言うのでなくて
結構
構で
です
す︒
︒ひ
ひと
とり
りでで
皆で
がが
くく
︵のです︒だんだん聾がはす
で明
明日
日を
を唄
唄い
い︑
︑護
護展
展を
をええ
み全身に力が湧き上って来ます︒

幸幅の栖家です︒明るい家です︒︵日本女子大墨教授︶

○泊翁西村茂樹惇

上下二巻上製八百頁

︵雲麺密輸髄珪唖ユ鐸嘩誇蟻満と︶

曾員特償避料共金六百目也

○道徳教育講話︵全一冊︶

︵西村茂樹先生著︶

含員特債選科共金試百目也
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職場のエチケット

切であります︒

二職業集園

職場は職業の場であります︒

職場もまた一つ．の腫曾集国で︑多数

から︑日を経るに従って︑不安も消え

者や︑先輩が︑色為指導してくれます

召期間があって＄その間に職場の責任

ますが︑職場集国は︑次の諸鮎に於い

政黛︑畢倉︑クラブ︑組合等をも含み

といえば︑その中には家庭も畢校も︑

川島次
畢校もいよいよ新しい翠年が始まり

てその特質が認められます

の入廷の集合鰐であります︒寅く集圏

ます︒との三月﹁仰げば尊し﹂の歌蝶

という﹂という職場に封する意慾が高

仕事の理解もでき﹁さあしつかりやろ

｜新しい社書

をあとに畢窓を巣立った人糞の中には

一︑生産目的︑維管目的の下に人鱒

既に就職して新たな職場で働いている

開係による自然に成りたった集

同じ町とか村とかいうのは地縁

︵ィ︶家族は血縁闘係︑隣近所とか

まりはもとより︑陣統等をも心得て︑

園であります︒ある畢者は集国

的に排成された集国であること︒

よくこれに従って正しく行動すべきこ

を二つにわけ︑人間が本質意志

この際心すべきことは︑その職場のき

とであります︒職場のエチケットはと

まって来るにちがいありません︒ただ

までからだを動かしているようなとこ

役所もあり通事務所もあり︑朝から晩

の鮎から一般に強く要求されることで

人もありましょう︒職場といっても︑

ろもあり︑一日中机に向かって仕事を

その中には工場もあり︑商店もあり︑

しているような勤めもあり︑その種類

あります︒

ないことも多く︑﹁これからだ﹂という

ては︑すべてが新しい経験で慰わから

も︑始めてここにはいったものにとっ

支配するものだということを考えて魁

その第一印象は︑いつまでも人の心を

は︑誰からも注意が向けられ職しかも

それに新しくはいったものに封して

思考作用が狸く働いて成り立つ︲

ちろん後者です︒感情作用より

フッとしていますが秘職場はも

て組織されるものをゲゼルシャ

ィンシャフシ︑選揮意志によっ

によって結合される集国をゲマ

は様糞でありますが︑どういう職場で

意気込のかげに殖一抹の不安を感ぜず

言葉にも魁行動にも︑容姿にも︑服装

たものであります︒

にはいられますまい︒

にも︑細かな心づかいをするととが大

しかし大ていの職場には︑若干の見
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郎

か︑趣味によって組織されてい

的要求によって作られた組合と

向上護展を期するという︑人間

牡とか︑お互の生活を守りその

主義主張を同じくするものの結

の研究を目的とした畢曾とか︑

︵ロ︶ゲゼルシャフッの中には畢問

つものでります︒

能率の増進とも．直接のつながりを持

場の要求する成員同調的活動とも︑

成に大切なことであります︒これは職

協同するということは︑その目的の達

家庭的︑家族的の気分で︑互に親和し

した︒工場でも︑舎場でも︑商店でも︑

に始まり︑各国に大きな影響を典えま

れています︒

員相互の地位や開係が明らかにさ

て魁一そうとの鮎が狸化されて成

の杜曾に於ける重要性等によっ

標のはっきりしていることや︑そ

象ではありますが︑職場はその目

これは他の菜園にも兄ら肌る現

ば一定の組織が成り立っています

ルシャフッを利益牡含といいかえて︑

ケマインシャフシは共同腫含︑ゲゼ

れます︒

ルシャフッとははっきり瞳別さ

ったもので︑との鮎で外のゲゼ

かいうことを目標として成りた

す︒上下を問わす︑新奮を論ぜず︑ど

意の表現であり︑平和の表象でありま

本は親和であります︒挨拶は親和と好

慰問の挨拶等色糞ありますが︑その根

敬膿を始め︑感謝のための挨拶︑慶弔

であります︒挨拶には尊敬を主とする

ットはお互に挨拶を欠かないという事

そこでクローズアップされるエチケ

かなことであります︒

れ作業について見ても極めて明ら

が必要になって来ます︒これは流

高ま鯉ぱ高まる程︑行動の標準化

火きな特色の一つで︑作業能率が

求しています︒これは近代産業の

て︑それを遵守することを弧く要

準を定めて︑すべての成員に封し

三︑更に職場はその活動の様式や基

る各種のクラブとか︑色常あり

概念上との二つをはっきり厘別します

こにも挨拶のよくかわされる職場こそ

ますが︑職場は生産とか経誉と

が︑賞際心集圏には︑との二つは混和

明かるいよく能率をあげている職場に

していることも︑一般に見られる

法によって︑これを弧行しようと

この要求は︑賞罰等の人篤的方

している場合が多いのです︒曾て新し

ちがいありません︒

これらの特質は︑組織に従順で上下

三集圏の統制

い教育運動の一つとして︑ゲ了１ンシ

職場のもつ他の集圏的特質は

の秩序を重んすること︑命令をよく守

事賞であります︒

うのがありましたが︑畢校を家庭のよ

人篤的合理的に構成され︑そこに

二︑職場は生産という目的によって

ヤフヅシューレ︵共同杜曾畢校︶とい

をあげようとしたとの企ては︐ドイツ

うな温い自由な雰園にして︑教育効果
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るとと︑十分に各自の責任を果たすこ

一︑自分や自分の身内に封してば敬

一通適営な敬需敬語をつかうこと︒

人との腰待にぱ必ずたつ

人に封する挨拶にぱ必ず立つ

一︑上のものには︑同僚についても

務中とか相手の都合とかによって鍵更

椅子は蒋通左横に立マとれらは執

人に封する物の受渡し唾立ってする

また自分よりは若干地位の高い者

て重覗せらるべきものであります︒

古人は﹁潅も過ぐれぱ論いとなる﹂

ぱありますが︑これも職場の縦序とし

といっていますが叉﹁礁勲無確﹂とも

についても︑敬穂敬語は省くか︑

ます﹂等丁寧な言葉をつかうとと

一︑すべて﹁ございます﹂﹁まいり

簡略にすること︒

構敬語はつかわないこと︒

と＄蔭日向なく働いて職務規律に背か
ないことといったようなモラールを成
立たせ︑これに膳するエチケットが要
求されています︒

私は前節で集園生所に於ける挨拶の
でもくりかえさなければなりません心

望要性を述電へましたが︑との事はとこ

敬礎は敬を主とする挨拶の一種ですが

率をあげ︑生産目的を達成しようとす

んじ︑職場の規律に従って︑十分に能

いわれています︒要は職場の縦序を重

まま使ばないこと︒

一︑親しい間のくだけた言葉をその

丁寧にすること︒

一︑受けことば︑受け特えの腰掛を

これ成封建社含に於ける身分階層に柳
した敬鵬と混同せらるべきではありま
せん︒敬稽は親和の装一調として成りた

能率的にｌ先方の便宜を考えて１行わ

つものであり︲散はこの場合︑州乎の

話しの態度のなれなれしからぬこと︒

れなければなりません︒一本の筆を渡

というような作法が成りたつのであり

拶をし︑途中で逢った時は含樺をする

ら︑思わぬ不作法が行われています︒

従来の座穫式と欧米の立潅式の混同か

次に行動についてですが︑今日は難

開係同調的活動が要求されます︒こ

動の場でありますから︑すべての協力

それに職場集国は殖多数の協同的活

との線に沿って︑合理的であると共に

地位なり︑職分なりと重んじ︑その才

こと等はいうまでもありません︒

蔭口をいったり悪口を吐いたりしない

るのでありますから︑すべての行動は

であります︒それで長上には進んで挨

なり手腕なりに封する信頼を表すもの

ます︒

あります︒椅子にかけるのは休息か執

その鼓も著しいのは椅子のつかい方で

れについてば各人夫鯵︑その任務に専念

すると共に

大切であります︒

し︑一枚の紙を扱うにも︑との心得が

挨拶と共に大切なのは言葉づかいで

務で︑

人の送迎には必ず立つ

あります︒わが固の言葉ば相手を敬い
相手を重んするという方面に︑大きな
護達を遂げています︒
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一︑時間的基準の確守
一︑職場の整頓清潔
一芯職場の階調

一魁公共物共同品の活用

の諸項が常時行わるべく︑どの方面に
もエチケットの振作を要することが多

四職業生活

いと思われます︒

職場はまた職業生活を遂行する場と
しても考えられます︒私どもはこれに
よって生活の資を得︑生活を支えてい

いが︑博士が八十除歳の今日なほこの研究

宗教墨の権威者であることは申すまでもな

問題を論じられたものである︒加藤博士は

業に貴賎なし﹂という言葉の意味が︑

を遂げられたことは︑その熱情を窺ふに足

ここでも古くからいわれている一︲職

はっきりして来ます︒職場に働くもの

る︒

の四篇である︒地味ながらよき事業であ

一︑正義について︵吉津博三郎︺

一︑糎済の倫理的構造︹龍野健次郎︶

︹土屋喬雄︶

一︑日本に於ける企業精祁の登達

一︑古代民族の経済思想の展開︵鈴木憲之︶

ある︒牧めるところは︑

龍門吐研究部の昭和二十九年研究年報で

漉津記念財圏龍門吐

○経湾道徳研究年報

は一漬さるべきものである︒

題があるであらう︒この時この博士の研究

育と共に︑併せて研究されるべき大きな問

が︑国民の信念をつくるためには︑道徳教

公立畢校からは一膳締出された形である

るものである︒今日は畢校教育の宗教は宮

は十分自分の職業に誇りを持って︑専

念とれに従事し︑更にことに自己の天

くくｆ１

分を活かしへ個性を護揮するようにす

べきであります︒︵評議員︶

１ＪＩ

寄贈固害紹介

○近世祁道教化の研究
此の書は紳這畢者の権威である河野省三

丈畢陣士河野省三箸

博士が︑汀戸時代この方の︑神道が我が国

ます︒しかし職業をただ生活のためと
考えることは賞らないので︑職業は牡

この書は︑我が皐校教育に於ける宗教の

文畢坤士加藤玄智著

○畢校教育と成層圏の宗教

れを研究された立派なものである︒

るものであることは言うまでもないが︑そ

なした我が紳道が︑その闘民教化の偉大な

て醐教であり︑叉図民道徳としての根本を

の教化に果した役割を研究されたもの︑曾

含に於ける生産の一面を分捨するもの
であります︒現代産業は機械や動力の

利用によってその能率を増大する一
方︑極度の分業を成りたたせました︒
職業はとの一分業の一端を荷うもので︑

それ自身猫立するものでなく︑全鰐に
依存し︑全鰐に奉仕することによって︑

しての給付は心との努力に封する報悩

その意義を全うするもので生活の資と
であります︒

〔36〕

弘道詩林
＠束湖先生百年忌辰賦箕

三好凌石選
謄山箕輪直︵茨城︶

回天事業嫡如星︒正気千秋蕊有嬢︒授後百年遺徳在︒筒教

０○○○○○○○○００○○○○○○○○○○○○
○○○○○
後望仰除馨︒評日︒正気漠然︒遺風可仰︒

＠偶成九土一重如雲慶野庄作︵茨城︶

○○○○○００○○００○○○・○○○○○○○○Ｏ

白髪如霜五縫全︒吟花聯月梁天然︒児孫三十人無悲︒百歳
○○○００
惟除筒七年︒評臼︒老健．

＠寄柴田知事夏村田中和︵千葉︶

○○○○○○○○○００○○○○○○○０○○○○

徳不孤分必有隣︒公明数治蝶民淳︒剛看再選光柴在︒善政
○○○○○

須期侍此人︒評弓雅醇︒従聖語著想来︒吟得逼反︒
有隣菅谷徳次郎︹宇都宮︶
︑︑︒即︑零︑︑︑︑︑︑︑︑
ｏｏＯｏｏｏｏｏｏ

昨夜同雲雪意催︒園林綴玉白燈燈︒飛禽無影人雌絶︒寂実
○○○○○

柴開也不附︒評弓一二請寒︒三四寂塞︒光景宛然︒町想雲白山

＠敬憶侃索翁石崖林庸之肋︵千葉︶

中高臥士︒

０○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

夙識侃翁道自貝︒育英多載見成人︒湖南長看遺風在︒一片

○ＣＯ○○

豊碑徳照郷︒評弓筆致敦厚︒可見其篤人︒

＠観桃菜浦大塚柳吾︵横須賀︶

︑ＬＬ︑℃︑︑心述Ｅ︑述屯Ｅ○○○○○○○○○

○○○○Ｏ

長堤一路族桃花︒黄烏綿鐙隠暖霞︒嫁後故園猶話奮︒慈親
含笑見容華︒評弓嫁後省親︒容華更新︒最可恰悦︒

晴雨寒喧無所繍︒朝吟夜讃任時宜︒不開褒疑惟安逸︒八十

○○○００○○○○○○○○○０○○○○○○○○

＠偶感八十八望祷翁菅野三郎治雨§

既︒三四罵静︒五六鴬勤︒一虚一責︒便知詩趣常在此境

微雨暁来霧︒春光碧一川︒梨花明作雪︒柳葉緑生煙︒遠寺
０００○○○○００○○○○○０００Ｏ
鐘齢動︒深林烏語遜︒潤掛一杯酒︒吟到夕陽天︒評弓楕

○Ｏ○ＯＯ○○○○○○○○Ｏ○○○○○○○Ｏ

＠春日偶成松陰力根恭司早葉︶

○○○○○
也喋雪除春︒評弓回春之朕︒篤得巨華︒温情可掬︒

歳寒憐汝臥床身︒園手維能断病因︒喜得暁鴬偉好語︒老梅

○○○○○○○○○００○○○○○○００○○○○

＠内人病癒荒張幸吉︵茨城︶

○００００
謂寺委荊榛︒評臼︒蓉春之景︒詩田黄新．

脚林花落烏時頻︒撤緑成陰暮色新︒一裡毎苔人不掃︒唯看

恵ｏ
斎ｏ兼
葉ｏ
︶
︑︑◎Ⅷ︑痔︑︑︑殖遮︑︑︑
ｏ坂
ｏ重
ｏ︵
ｏ千
ｏｏ

感何極︒故園員餐錦楓天︒評白︒前後二聯︒令人被慕其徳︒

○○○○○○○○○Ｏ

無極徳風全︒注洋器識思先哲︒卓準風姿似古賢︒敬封豊碑

香城菅谷敏夫︵千葉︶
︑︑℃芯︑℃Ⅱｈ︑心︑︑恥ｎｏ○○○○○○○○
同頭一夢舟年前︒億見営時侍講謎︒韮育有齢文行厚︒恩怖
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

＠侃粛先生遺徳碑除幕式敬愛

堆裏作吟謹︒評日韻致雅淡︒哀惜之情殊切︒

○○０○○

批風抹月棟高情︒穆穆温容談更清︒想君文雅輔民政︒簿書

○００Ｏ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

＠悼加瀬浩堂詞宗移山寺島慶一︵千苫

I

＠霜田義皐師億僧正喜賦此以賀

○○○○○
八齢塵外姿︒評弓自適之請胸中鉦庇一重俗之集︒

面

｜

︑ノ

ワー

〆︲︑

ｏＪ

震軒鵜野英治︵千葉︶
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

岱山椎名保弘︵富山︶

○○○００
川高賓気清︒評昌︒起筆不凡︒結得清超︒一語不敢放過︒亦是貫

挽法無虚湾衆生︒人天一道是聡明︒紫衣呈瑞除光動︒延命

趣︒

＠偶成

︑℃︑ももⅢ︑Ｅ＄︲も︑︑︑︑︒○○○○○○○拾︺Ｏ
痔散由来只任天・平安日夕此身全︒世塵脱去愛風月︒養気
○００○○

惟知是浩然︒評臼︒安懸︒可以養気︒︐

＠洛東青蓮院帥撹寺川英一郎︵布施︶

知恩院北古輝林ｃ偉得書風典沸心ｃ布世一庭多︽雅趣︺清泉

○○○○○○○○○○○○○００○○○○００００

℃︑ＬＬ︑︑ＥＥ︑池泊℃℃︑○○００○○○○○

○○○○○
遥遮山外雲︾評臼︒詞意有致︒

富岳鐸室暗色分︒野梅香動漕斜嘆・風鳶有影響如爆︒飛鳥

＠二月十一日述懐

一八十四聖江東片口安︵富山︶
猫Ｅ︑ＥＥＥ恥ＥＥｂｈＥＢＥＯ○○○○○○Ｏ○

○○○○○
風雪拝橿原︒評臼︒老健︒一結有千釣之力︒

扶桑肇園遠淵源︒佳節何偏慶紀元︒追慕営年感無極︒満天

＠贈凌石先生同人

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○００
七十二峯瀞﹂︵結句言立川蓮峯︒︶評白︒玉作之贈︒不湛鳴謝︒

開山遠隔欲雰難︒夢異母篤傾兼職︒吟杖挽来須撫景︒摩天

＠槻楓八十三望辿堂小川篤弼︵横漬︶

梨情溢子言外︒

︑︑咽Ｅ︑咽︑︑︑︑Ⅲ︑図︑○○○○○○０○○
秋光絢潤眼前開︒霜染樹林錦繍堆ｃ好烏飛潮何虐噂︒彩雲
○○○○○○○○○○○○○○○００○○Ｏ○○○
○○○○○Ｏ○○○Ｏ

箇綾篇誰裁︒風流飲擬焼紅葉︒興趣迩附引醗杯︒蕪境難逢

一聯︒雁秋光之句︒巌整輝成︒何等老手筆︒

如此景︒高吟岬歩歩俳個︒評日︒三四一聯︒承箱染之句︒五六

︑偶感岐龍唐津躯次郎︵横漬︶

○○○○○００○○○○○○○○○○○○００＆００

○○○○Ｏ
猶嘆不堪題し評巳︒牢落無偶︒以葱籍之語得之︒

老齢難奈鯛藩延︒欲取功名日己西︒夢畳謹窓無客到︒一詩

＠謝恩曾有感呈諸先生代小女作三好凌石
貞心報大賢︒

自受薫陶閲六年︒踏窓雪案業維全︒子今僻畳師恩厚︒響把

君所賦響金石︒謝得師恩情溢僻︒聞令愛朗吟其詩子席上︒

菜浦翁見寄詩日︒欲去畢園多別離︒茶鐘席上朗吟詩︒厳

（38）

○○○００
脚石惟吟襟︒評日︒輔結有雅致︒

＠拝
山恭
＠
拝桃桃
山賦恭賦一鎧雛形修三︵千葉︶

○○
○○
○○
○ ○○○○○Ｏ○００Ｏ○○○○○○○
○
○００００

ｃ︒莱倣厳霜映日鮮︒恭憶住辰仰遺徳︒轄襟
瑞雲
雲燦
燦澗
澗蓄
蓄川
川川川

○○○ＣＯ
遥拝晩秋天心評日︒韻絡清篤︒

＠突政客谷川昇兄有建横江勝美︵横涜︶

郷開逐鹿闘風雷し一難塔姦制勝来︒奏凱何固荊遮逝ｃ鶏然

○００Ｏ○○○ＱＯ○○００○○○○○○○○○○

⑤賀浦瀬小肇校創立八十周年賦呈

○○○○○
抑涙芙英才︒評日︒政界混沌︒中道病什︒哀痛何堪︒

竹帯波多良介︵新潟︶
Ｅ℃℃砧晒ＥＥ︑も︑ｂ心Ⅱ︑○○○００○○○○

畢舎干弦八十年︒門生輩出見才賢︒賀鐘今日椴無極︒桃李

○○○○○
花附杯酒前︒評日︒温淳︒

雲石村田一雄︵横漬︶

＠噸助吟牡雅集席上分韻得魚

」

故及︒

＠侃索翁頒徳碑用其原韻賦此以冥八首録一

﹄て１ｆ︑／︑〆︑Ｆ︑ノく１ｒ︑ノＫ７ｌ１ｒ︑／︑／︑ノー；て︑ｒ︑︐．︑ノ︑ノーＩで︑ｒ︑ノー１ｆ︑ｒ︑／︑ノくＩｒ︑／︑Ｊｌ１

百弁香深養気園︒浩然蔓上沸塵煩︒蓮峰雪映樫花麗︒餅祉

くＪｆ︑／︑ノ︑ノもノ岨︐ｆ︑ｆ︑／︑Ｊｒ７

弘道歌園割田斧二選

長看遺徳存︒

五口

○

︵花の美しさ庭一ぱいになりて目に浮募︶

佳作
○

宇都宮市菅谷徳雁

千葉豚金杉茂穂

埼玉螺石川奈美子

︵冬の日溜りに寄り合ふて鳴く雀の可憐さあり︶

冬の陽のたまれるあた一り墓に相寄り合ひて鳴くよ雀は

○

︵窓言への梅にょする愛情も知られて而白し︶

夜もすがらわが枕挫にかをりつつ窓の若木の悔やゞ咲きけむ

○

︵生活の一場面︑親の心ほ異ゑまし︶

人の持つ物ぼしくしてせがむ子を叱りはしつれ頁ひにゆく

松江市干井常清

置く露を玉とかざして朝日さす花の美しさ庭を占めたり

秀逸○朝花千葉螺兼坂秀嶺

一

千葉螺菅谷義太郎

垣一重へだ一Ｌはあれど梅の花の香りばかりはかくせざりけ一

○

○

富山螺片口江東

朱の塁の空となれどもなほ赤き外見めでて机にし世く

八十を越して生きねばならぬ吾の心にもしむ白権の花

○米詳自讃禰烏螺菅野林翁

東京都中村徐風

人の子を訓へし身なりつとめつつ世には示さむ長命の範を
○

停年の身となる今日は孫つ紅て心軽くも梅探りつつ

千葉蝶鵬野秀赤

○椎名隆の代議士営選を脱ひて

霜にたへ雪をしのぎて雄だしくもぼまれあげたろはしき大
人かも

○行雲新潟螺波多良介

のどかなる春のみ空にうかれてかしづ心なく雲の行く兄ゆ

○庭撰千葉蛎片岡佐仲

楽しみのかぎりもあらす朝さくら夜さくら庭に眺めくらし

○・川越市小名木狂辰

元
子気よく裁きますと朝前する日はひれもすをおとなしも吾一
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｜

○

埼玉螺石井伊三郎

・友らみな入事しては六つの孫の一人え堪へず母と野にゆく

○波多良介先生に新潟螺士田盛一
○

埼玉螺大久根吐月

今日よりは我が肇ぱなむその道の奥かきはめし君を師とし
て

○

埼玉螺鈴木治行

山羊小屋に吹き込む風の荒くしてしばしためらう乳しぼる
妻は

○

割田斧二

欠席の子に婚られし紙ぴいな

風邪の子に呼ばれどおしの母せわし富山越路

紙雛捧げつきげつ園児誘途
投げ責りの衣に手を出す詮寒かな川越狂辰

舞嘉うら乞食出番を待つ除塞

並べ干す裸人形春寒し

酒も呑む餅もよく喰ふ松の内

四十にして化粧す妻や松の内埼玉白水

停年の身の気安さや梅探る東京徐風

釣人は何時もの人よ猫柳
春めきて峯の横雲ちぎれゆく越後礎一
鴬の聾にあけゆく春の山

春もはや百千烏鳴く野となりぬ

遠乗りの駒いたはるや春の水千葉丘甫

河鹿棲む小川の水もぬるみけり埼玉奈美子

御僧の百姓姿変を踏む埼玉芝潤

寒紅の娘は︲母に似ざりけり埼玉吐月

雪吹して道さへわかずなりにけり越後良介

たれかれの計が陣へられ春の暮茨城静甫

なが１１と油のやうな春の川千葉秀嶺

新らしき村の門出や今朝の春福島椿翁

一月一日より四村合併として裳足す

○越央子

裏山に鴬を蕊くよき眼ざめ

鴬や裏より登る光悦寺

︵次雅漢詩・和歌・俳句原稿締切は︑五月十日限︶

一

C4(n

たゆたへる雑木林をふまへつつ谷川岳のおごそかに立つ

東京
埼玉
埼玉
千葉
千葉

東京光

橋本光石
榊山芝潤
門井白水
伊藤丘南
金杉茂穂

大橋越央子選

殺伐の記事見し心安らぐもよしや新聞の花便り積む

弘道俳壇
屋根替ふる萱抱き風にさからひぬ

秀逸Ｏ雑詠
鼓打つ手の影をおく雛かな
病棟に白衣の人と春を待つ
薄月を背にして入りぬ遍路宿
春立つや積荷せわしき銚子口
佳作
梅の影背に移動園書選みをり

遠室は黄塵たちて変萌えぬ

氷買びに急ぎゐつ夜の悔匂ふ

石

■一口

四郎氏は︑尿毒性にて二月十六日逝去さる・

△服部博士逝去︒特別含員純済畢坤士服部丈

△加藤氏の芳志︒静岡螺加藤滋氏は︑本含に

南雲親一郎氏の謹力を感謝する次第である︒

は命此多数に蓮する見込で︑近のため代表の

以て︑本含支含たることを承認せり︒この支含

認可巾術中の山形牒心友含は︑三月七日付を

△山形厩心友曾支含︒疎て本含に支含として

倉に金参百側也を寄附さる・御芳情を感謝す

烈な意見のⅢ陳あり︑極々懇談午後四昨附念

一︑木崎丈平詣氏よりも泣我振興に州する熱

段の協力を希望され︑小嶺副支含涯︑伊藤柴

謝の意を表し︑更に道義弧腰の事例を撃て−

祝測交換︑次で中村氏は含貝の協力に封し感

開催︑午後二畔萩肌支含握の開衝の挨拶あり

常支含は一月二十二日中畢校に於て新年倉

本金且栗報

△須田氏の芳志︒飯能支曾の代表緬田維作氏

大脇正我氏は︑今叫束求錐一緋淡士称刑命握

命狸より報悔の後刑支含曇及理泌より意見の

役貝懇話称を州催︑支含事務及行事に就て支

Ｏ千葉螺東部支曾報告

△論文取扱協議︒澱て懸寅珠集中の逝徳劫揚

△定期縛宮︒本命鉱五十三Ｍ定期納命は別噸

に糊逃さる︒謹んで祁意を表す︒

す︒

のための論文は︑一月末日を以って締切った

州陳あり︑後奔季紬含並に識演含に附し左の

△大島氏の第響︒本愈評議員︑青年部幹事曇

金五百側也を寄附さる・御韮崎を感謝す︒

識んで衷悼す︒

は︑本命に金薙昨側也を寄附さる・御芳怖を

ので︑これを愈々選考委貝によって群森する

含告の如く決定︑盛称を期する次錐である︒

十日の月曜のこと︑二︑誹帥の派遼逓本部に

蛎項の巾し介世をなす︑一︑赤の絶命は四〃

三月十三Ｈ東城村小畢校裁縫室に於て支命

ことになったが︑その取扱ひ方につき︑二月

△八十週年の準備︒昭和三十一年三〃は︑本

感謝す︒

二十一Ｎ︹月︶本命に於て下村刑命腫︑勝部︑

巾術すること︑三︑含揚は東城村小畢校を階
その計識の準術をすることとなれり︒

川すること︑四︑来愈の命員には髄素なる誰

命八十迦年に相術するので︑本命は本年度に
△東部支倉講演雪︒千群蝶東部支愈は︑四川

て配臓のこと︑六︑誹師の川迎では端川畑聯

食を捉枇すること︑五︑準術は東城村役員に

△心友曾支酋︒山形支称の設立と併行して︑

今川山形蝶下一岡を以てなる心友愈支含が設

十日赤季講演倉を附き︑本命よりお茶の水女

原の胴委員︑制田主蛎出席協哉せり︒

立さることになり︑︑下並行中であって︑既

しつけ﹂の迦下に講演さる・

子大梁敦推勝部腫提氏出張︑﹁新しい家庭の

共にして獅々懇談の後三昨敬称せり︒

る十三日の絶存にて決定のこととし︑誰食を

捨任すること︑以上︑猶次回秋季の絶称は来

に約八十名の入念を見たことは何よりである

○成木支曾報告

支含棄報

︿﹈雪員談話書︒三月五日︹土︶午後三時より︑

芝公剛内女子含徹に於て︑愈貝談砧愈を附き
東大救援柿田捷雄柳士の﹁蕊海の図際法的地
位﹂と迦する誰演を聴き︑絶って各脚意見を
△松崎氏芳志︒東京都衝員松崎久雄氏は︑本

交換し合ひ︑夕食を共にして六時散念せり︒
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ｏ編輯後記

○前雛は︑印刷の都合もあり︑恩はい遜刊で

命日生ロ

日本弘道曾第五十三回定期総含

巾課ありませんでした︑本雅は少しは早くと

ｌ

曾を淵催致します︑折角多数の御出席を得て
盛大にあらしめたく存じます︒
○本雛には各方面の方の御協力で﹁私の生活
信僚﹂を頂きました︒お互に笠するところが
多からうと恩ひます︒

○別噸倉告の如く︑本命鋪五十三回の定期紬

所ります︒

大切な時はないと恩ひます︒各位の御白愛を

持て徒に押し流されない人々の忍耐が今より

しかし末仙とあきらめず︑剛く泣への信念を

抗して正しきに引戻すことは出来ませんが︑

風潮をなしてゐる以上︑直ちに何人もこれに

なものが含まれてのことであり︑また大きな

の躯は彼が囚となり此か果となるといふ核雑

心の休まることがないといった有様です︒こ

争で︑外に居てはもとより︑家庭にあっても

ることはまだとして︑弧縦︑殺人︑詐欺︑闘

の職脚時代を思はせるほどで︑生柄に苦勢す

加へることでせう︒枇端に詩へば︑まるで彼

のことばかりで︑何と我々の生活に陰惨さを

○仙の中は︑毎日の新附に見るように︑殺伐

努力致して居ります︒

一︑日時昭和三十年四月二十四日︵日︶
一︑場所東京都千代田厘西紳田二ノー
日本弘道曾館

○祭事︵午前十時︺

︹首長︑支含長祭丈・含長・遺族・含員代

口本含故正副含長並に物故愈員年祭
表玉服奉糞︺

○毒昌祇賀式︵午前十昨牛︶

︵含長帆酢・記念品附呈・毒昌表代表答酢︶

口本含役員並に功捗者毒昌帆賀式
○定期総倉
口昭和二十九年度決算報告
口昭和三十年度諜算報告
口昭和二十九年度事業報告
◇書食︹排常を呈す︺

◇記念撮影︵午後一時︶
◇記念講演︵午後一時半︶
○泊翁先生墓参︹午後三時半︶
︵文京睡駒込養源寺︶

○綿書記念懇親書
︵午後五時半︶︵曾費金二百回︶

︵千代川腫半職門︑東傑曾館︶

右のように開催致しますから︑称員各位
の御来含を切にお待ち申上げます︒
昭和一手年四〃祉剛法人日本弘道倉
山形嬬心友曾支含︵三月七日承認︶
一金参両岡也︹寄附︶東京都松崎叉雄
一金壷肝同也︹寄附︶飯能市須田甚作

一金五両側也︹寄附︶静岡聯加藤滋

ｌ弘道壷債一冊金参拾圃也

弘通曾入曾手綴

一ヶ年含費金百式拾間を桃込み入曾の手績

をとること︒曾員には雑誌弘道を無料配布

する外に穂々の特典あり︑規則謀は郵券拾

側封入の方に送付す︒

本曾編斡部へ御相談を乞ふ︒

○本誌麿告の件については︑

昭和三十年四月一日溌行

割田斧二

東京都千代田随西祁田ニノー

溌行兼

東京都千代田礎神田紳保町三ノ十

編輯人

東京都千代田慨紳田神保町三ノ十

印柵人春山治部左衛門

印刷所︵東京華ご共立牡印刷所

東京都千代田甑西祁田ニノ一

癖認廻日本弘道倉

電話九段九稀
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